
東汲沢小学校

学援隊 石橋重則

令和２年度 ひぐみ学援隊後期懇談会報告資料 （２月１６日開催予定は中止し書面で報告）

令和３年２月１６日

令和２年度

ひぐみ学援隊活動報告

～１年間の活動を振り返って～



１．令和2年度 学援隊活動目標と実績

１．交通事故（登下校中の子ども）
【目標】 ０件 ➡ 【実績】０件

２．不審者情報・緊急連絡に対する対応 （学校・学援隊・地域）
マチコミの有効活用し情報提供。➡ 【実績】のマチコミ情報８件、不審者情報１件（パトロールと体制強化）

３．登下校見守り中・学習支援時の学援隊員災害
【目標】 ０件 ➡ 【実績】０件

４．子供たちとの交流、地域での見守りを行い安心・安全のまちづくりに貢献しましょう。
（スクールゾーン・危険個所の指摘と対応・道路の名前)

【実績】横断歩道標示の申請、学校周辺のグリーンベルト塗装依頼、道路標識、スクルールゾーンの標示

５．小学校学習支援要請に可能な限り支援する。（今年はコロナ感染防止で中止が多い）

（町調査・まち探検・昔遊び・交通安全教室・防災訓練等・社会科見学引率補助)
６．健康維持し、元気にあいさつし子どもから元気をもらいましょう！

コロナ感染症拡大防止対策して、見守り時に子どもとの挨拶、地域の方との挨拶実施

令和２年度は、新型コロナ感染症の感染拡大で想像しがたい出来事と向き合う１年でした。
学校の一斉休校や分散登校、各施設の使用制限等もあり、学援隊活動は活動可能範囲で学援隊員皆様のご協力で
活動しました。学援隊員の皆様と校外委員の皆様に感謝を申し上げます。令和３年度も引き続きコロナ感染拡大
防止に努めての活動となります。

令和３年２月１日現在



２．ひぐみ学援隊活動基本・体系・歴史について

・あくまでもボランティア活動
・無理せず、できる範囲での活動（体調管理)
・子どもたちに元気をもらう活動（子どもたちとの元気な挨拶）
・健康と交通事故に注意して活動
・自らの健康維持につながる活動（自らのライフスタイル）
・地域まちづくりに貢献する活動（地域住民との挨拶）（通学路点検）

学援隊
ＰＴＡ本部

ＰＴＡ校外委員
小学校

地域町内会
地区連合町内会

ひぐみ共育くらぶ

体系

活動基本

歴史

平成１８年４月 町内会組織で見守り開始
平成２０年４月 横浜市発足の学援隊入る

名称を「ひぐみ学援隊」とする

学校運営協議会

平成３０年６月 戸塚警察署、戸塚防犯協会から感謝状を受賞

平成２０年～平成２２年 清水（平台）
平成２３年～平成２７年 二瓶（踊場）
平成２８年～令和２年 石橋（平台）

学援隊 隊長



隊長

副隊長

プライマル
地区責任者

踊場
富士見丘
ハイツ

地区責任者

明和
警察公舎
地区責任者

平台
地区責任者

東急
地区責任者

宮の谷・睦
地区責任者

３．令和2年度ひぐみ学援隊の組織について

東明会
新明会

くみさわハイツ
地区責任者

県団
地区責任者

総隊員
３名

矢沢
地区責任者

総隊員
２名

総隊員
１６名

総隊員
１２名

総隊員
９名

総隊員
３名

総隊員
７名

総隊員
１名

総隊員
７名

自治会
見守り

９名

自治会
見守り

６名

ＰＴＡ本部役員・ＰＴＡ校外委員

小学校

町内会・自治会

共育くらぶ

登下校見守り・わんわんパトロール
登録隊員数 ５９名

自治会見守り者数 １５名

地区責任者会議

前期・後期学援隊懇談会

令和３年１月８日現在

９地区



４．令和２年度 学援隊登録・見守り状況

１. 学援隊区分別登録者数

２. 登下校の見守り状況

登校時１９個所

下校時 ７個所

３. わんわんパトロ－ル

朝、夕方 犬の散歩しながら道路・公園等のこども達を見守り

区 分 登録者数 令和元年度 差異（対前年度）

登下校見守り ３６ ３５ １

ワンワンパトロ－ル ２３ ２９ ‐６

単位：人

地域と連携した見守り活動を推進

令和３年１月２７日現在

矢沢地区 梶ヶ谷さん8月新規登録

ワンワンパトロール
グッツ



５．令和２年度 学援隊活動報告

１．一斉臨時休校 ４月８日から （４月６日 入学式）、 ４月７日始業式（１１時３０分下校）
２．分散登校 ６月１日～６月１２日 （感染予防と登下校の安全を最優先に地区班毎に午前、午後分散登校）
３．一斉登校 ６月１５日～ （午前中のみ授業）
４．給食開始 ７月１日～ （午後の授業開始 通常授業となり）

「６月１日以降の学校再開における登下校の見守りについて」

１．マスクの着用の徹底 （感染防止の徹底）
２．近距離での会話や大声を出さない。
３．新１年生の安全指導。
４．挨拶の声かけ。
５．健康に注意して、無理のない範囲での登下校見守り。
６．気温上昇に伴い、マスク着用時の熱中症対策。

下校時間表・マチコミ等情報に基づき、
臨機応変に対応しました。

５．１. 学校の授業と見守り（コロナ感染拡大防止）

お
願
い
事
項

≪学援隊隊員へのお願い事項資料を配布≫



５．２. スクルールゾーンの危険個所の対策・改善状況

項目
１．小学校周辺の登下校安全確保

グリーンベルト舗装
２．警察校舎横の坂道道路

安全確保
３．丘の上保育園前道路の安全確保

道路標示と横断歩道設置

改善前

改善方法

所有者の警察校舎自治会長様へ伐採の依頼。
警察署様が伐採して頂いた

令和２年９月に依頼、１０月伐採

改善後

効果
木が伐採されて見透視が良くなり、車運転者
から感謝。安全の確保

木が茂り、子ども
達が見えない。
地域運転者からの
指摘があり

登下校に安心して通行できる。
地域の人も安全確保・駐車違反大幅減少

小学校周辺が私有地の
為に行政が舗装できな
い。学校運営協議会が
教育委員会に９月要請

公道と私道区分

スクルールゾーン安全協議会で横断歩道
設置を申請

戸塚区役所、土木事務所、警察署と協議
小学校、平台町内会、宮之谷町内 ７月３１日

この先注意、優先車線標示塗装完了８月末
横断歩道設置は検討中
戸塚警察署、戸塚土木事務所、戸塚区役所

１１月１７日 施行

正門前 西側通路 プール門



５．２ スクルールゾーンの危険個所の対策・改善状況

項目
４．ヤマサキショップ前の交差点

横断待ち事故防止
５．横断箱の新規設置 ６．安全確保のぼり設置

改善前

改善方法

学校周辺の危険個所にのぼり設置して
注意喚起する

改善後

効果

ヤマザキショップ前
交差点

丘の上保育園前道路

老朽更新と新設

横断歩道待機場所に侵入防止鉄柱の設置
を要望中。５月連休明けから工事予定
戸塚土木事務所に陳情

１２月に２件の交差点交通事故が発
生。民家に車が侵入し非常に危険

事故で車が建屋に侵入

登下校の安全対策
登下校の安全対策
防犯・防災対策



６. 学援隊の学校授業サポート報告

❶１年生の野毛山動物園引率
１１月１３日 学援隊3名

❻ ひぐみ運動会安全パトロール
１０月３１日

❷１年生の昔遊び １２月２１日
学援隊１１名 （共育クラブ、地域の方）４名

❹２年生と学援隊への感謝の交流会
１２月２３日 学援隊２名

❺１年生交通安全教室
１１月５日 学援隊２名

❸バス駐車誘導補助
戸塚高校駐車場

参加者 ９名
校内と学校周辺のパトロール
(駐車違反や校内安全）

９月１４日 ５年生 三浦体験学習
１０月６日 ６年生 日光修学旅行
１２月７日 ４年生 上郷体験宿泊

ＰＴＡ役員の皆様に、学援隊より
旗振り誘導の実技指導を行いました。

こま廻し、あやとり、お手玉、ダルマ落とし、けん玉
１年生は楽しく昔遊びを行いました。

午前中のみ運動会が無事終了

代表して２年生の子ども達から感謝状を頂きました。

コロナ禍でまち探検・調査等中止

出発式



秋野菜づくりを支援 （大根、ニンジン、ほうれん草、ブロッコリー、キャベツ）

グラウンドゴルフで交流 １２月１６日

７. 個別支援学級皆さんの秋野菜づくり支援と交流

苗植え作業

畑づくり うね作り
穴あけ

草とり

支援メンバ－
学援隊４名

８. 個別支援学級皆さんと地域の皆さんがグラウンド交流

平台町内グラウンドゴルフくらぶ ５名
学援隊 ５名

地域の皆さんとグラウンドゴルフを通じて
交流することが出来た。

１０月１３日
１０月２１日
１２月０４日

１月２８日

収穫した
ほうれん草

畑名人から説明

畑名人から畑管理の説明 収穫した
大根



通学路 はたふり誘導ハンドブック
（横浜市発行）から抜粋９．はたふり誘導について注意事項

注意事項

１．自分の身を守る

２．自動車に指示しない

３．感謝の気持ちを持つ

４．大型車は止めない

車道に出ない事が原則、やむを得ず車道に出る場合はバイクに注意

横断旗には自動車を止める強制力はありません

協力してくれた運転手に、会釈するなど感謝の気持ちを伝えましょう

大型車の後続車が前方を確認できずに追い越しての事故につながる

〇誘導者の立ち位置
〇横断旗の使い方

・児童を待たせるとき

・車にとまってもらうとき
・児童を横断させるとき
・児童が横断し終わったら

●あわてない
児童がたまってしまっても慌てず行動
児童の安全第一

●大きく、はっきりと
緩慢な動作はたいへん危険
わかりやすく、大きく、はっきりと行う。

●呼吸をあわせて
二人ひと組で行う場合は、児童が待っている
側が主導権を持ち、旗を動かすとき声で合図
し呼吸を合わせる



終
・令和２年度は学援隊と学校・ＰＴＡ・地域と連携しながら安心、

安全なまちづくりに貢献しました。
・令和２年度はコロナウイルス感染予防対策で学校行事等が変更されましたが、

臨機応変に対応しました。
・令和３年度もコロナ感染予防対策に行い、学援隊活動にご協力よろしく

お願いします。

学援隊の皆様、校外委員の皆様 令和２年度、学援隊活動に感謝を申し上げます。
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