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コーディネーターコーディネーターコーディネーターコーディネーター説明会説明会説明会説明会開催開催開催開催    （（（（4/114/114/114/11））））    

  

4 月 11 日（水）に、2012 年度のボランティアコーディネーター説明会が開催されました。町田

市内の 62 校の全小中学校に配置されたボランティアコーディネーター（以下 VC）90 名中、昨年度

参加者より 11 名多い 67 名のコーディネーターが参加されました。 

10 時から 12 時まで、教育センター4 階大会議室において行われ、指導課担当課長、統括指導主

事、担当指導主事等、指導課から学校支援センターを含め 8 名出席しました。 

町田市学校支援センター事業も設立 5 年目となり、久しぶりに会った VC 同士が情報交換に花を

咲かせ、新学期のようでした。 

まず吉川担当課長より挨拶があり、続いて指導課より自己紹介が行われました。今年度から、学

校支援センターは 高ヶ坂小学校前校長 相田 修治 が新たに加わり、田村、岡田、阿部と合わせて 4

名体制で運営いたします。自己紹介の後、吉川担当課長から、本町田小学校で新しくボランティア

コーディネーターになられた小原さんに代表として委嘱書をお渡しし、あわせて皆さんへの交付と

しました。 

次に、町田市教育委員会指導課 安斎和樹 統括指導主事より、「町田市でも力を入れている地域協

働の学校づくりにご尽力いただきたい」等の挨拶がありました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

説明会では、統括コーディネーターの岡田が司会を行い、田村・相田･岡田が分担して説明をしま

した。説明後の VC との質疑応答は以下のような内容でした。 

 

Q：手書き用活動日誌見本に学校名を書く欄がないので設けてほしい。 

A：学校名を書いて交換便で送っていただくので、学校名は書かなくて結構です。 

 

Q：ボランティアコーディネーター保険の賠償責任の補償の「期間中」の意味は？  

A：2012 年 4 月 1 日から 2013 年 3 月 31 日までの年度期間中です。 

  



Q：PC で活動日誌を書き込む時、エクセルで 1 行しかないので改められないか。 

A：文末で ALT キーを押しながら Enter を押していただくと改行されます。 

 

Q：電子データで日誌を送信した場合、校長印・副校長印はどうなるのか？ 

A：データで学校支援センターに送って OK というのではなくて、自校で印刷をしたものに校長・

副校長から押印してもらって、交換便で提出してください。 

 

Q：謝礼金は所得になるのか？ 今までは所得にならなかった。源泉徴収票も送ってもらっていま

せん。今年から変更になったのか？ 

A：所得になるかどうかは確認して連絡します。 

 

Q：事例のなかにボランティアが窓ガラスの清掃をするとあるが、高いところは用務主事さんも

してはいけないことになっていて業者が入っている。 

A：危険性があるものについてはコーディネーターも配慮して、お願いしないほうがよい。安全

だが子どもの手が届かないようなところは頼んでもよいのではないでしょうか。 

 

Q：謝金についてなんですが、コーディネーター月報の 3 月分はどこまで書いたらよいのか？ 

A：謝金対象となるのは 3 月 13 日までです。それ以降も記録として書いていただいて結構です。

ただし、期日には月報を提出していただき、コピーしたものに書き加えることになると思います。 

 

Q：ボランティアセンターからの車椅子の搬入・搬出については、作業班の作業と別枠にしても

らえないか。 

A：今のところそのようなシステムはありません。花壇の苗の搬入などと同じく、作業班にお願

いすることになると思います。少なくとも前月末に翌月分の申込みをしておかないと作業日程に

は入りません。ただし、車両課に車を借りて、用務主事に運転してもらい、積み下ろしをボラン

ティアにお願いすることは可能かと思います。 

 

Q：学校に配当されているボランティア予算がどれくらいあるのかを聞いてもいいのでしょう

か？1 年間にどれくらい使えるのか、あとどれくらい残っているのかを尋ねてもよいのか？ 

A：年度当初に学校は計画を立てています。昨年度実績を知りたい等、情報提供を求めることは

よいのではないでしょうか。 

 

Q：ボランティアの有償基準について、予算の範囲でやっていくということだが、以前、図書ボ

ランティアは年間何日、1 日何時間等の制限があったが、今はどうなっているのか？ 

A：図書ボランティアも校長の経営方針を実現するために活動しています。活動の上限等は、学

校に配当されているボランティア予算内で、学校ごとに決めています。 

 

Q：数年前の書類を見てすすめていたが、毎年送られているのですね。今年の予算額は送られて

いるのですか。 

A：今年の分はまだです。 

 

Q：ボランティアコーディネーター謝金が、毎月支払いから 2 ヵ月に 1 回になったが？ 

A：今年度もそうなります。年度末の分は明日（4/12）支払われます。 



中学校部活中学校部活中学校部活中学校部活ボランティアボランティアボランティアボランティア（（（（野球部野球部野球部野球部））））のののの活動活動活動活動        

 新年度早々、金井中学校 VC から野球部を指導してくださるボランティア登録者はいませんかと

電話をいただきました。「野球」のキーワードで検索したところ 12 名の登録者がいました。学生の

登録が多く、週 1 回程度の指導という条件では成立しにくいものでした。 

 そこで、かなり高齢ではありますが、かつて野球の指導をされていた方に、その方の人脈からの

紹介も期待して打診したところ、とりあえずはご本人に指導していただき、しばらくしたら知り合

いの方に引き継ぐということで成立しました。学校にも生徒にも喜んでもらえました。 

4 月 21 日（土）に公式戦があると聞き、会場の忠生中学校へ取材に行きました。監督も生徒も緊

張している様子が伺えました。多感な中学生のスポーツはメンタルな面が大きく作用します。だか

らこそ、顧問や監督･コーチの雰囲気作りが大切だと思いました。 

一つのことに長年打ち込むボランティアの監督の後ろ姿から、野球の技術だけではなく、多くの

ことを生徒は学んでいると感じました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ボランティアボランティアボランティアボランティア紹介紹介紹介紹介コーナーコーナーコーナーコーナー 

新年度が始まり、ボランティア紹介が順調に進んでいます。今期の特徴は中学校からの照会が多

いことです。前記の部活ボランティア、英語、学習支援と 4 校から照会あり、6 名が成立しました。

以下に、最近の登録者を紹介します。 

① 柔道の授業支援ボランティア 

玉川大学 2 年生女子 中学校での柔道指導を希望 

② バレーボール部活動ボランティア可能 

玉川大学 3 年生女子 小学校でも月曜日は活動可能 

③ バスケットボール部活動ボランティア可能 

国士舘大学 2 年生女子（町田キャンパス） 

④ ヒップホップダンス（ダンス暦 7 年） 

男子学生 中学校保健体育授業支援・サマースクール講師可能 

学生（帝京大学・玉川大学等）の登録数が増加していますが、活動可能な曜日が学校のニーズと

合わない場合もあります。学校支援センターにお問い合わせください。 

 

  ※4 月 23 日現在 2012 年度新規登録者は 32 名です。 

 

 

  



2012201220122012 年度年度年度年度    第第第第 1111 回回回回    小学校地区別小学校地区別小学校地区別小学校地区別・・・・中学校合同中学校合同中学校合同中学校合同    

ボランティアコーディネーターミーティングにごボランティアコーディネーターミーティングにごボランティアコーディネーターミーティングにごボランティアコーディネーターミーティングにご参加参加参加参加をををを    

 今年度も、小学校は地区別に、中学校は合同でボランティアコーディネーターミーティングを開

催したいと思います。これまで、3 回以上開催してきましたが、情報交換や人材の紹介、企画・構

想等、確実に内容が充実してきています。 

 今年度の計画等を話し合いながら情報交換するとともに、テーマを絞って話し合いを深化させた

いと思っています。会場校の VC を中心に、たくさんの方がご参加くださるようお願いいたします。 

             
：1：小学校              

地区（校長会） 会場 小学校名   中学校名  地区（校長会） 会場 小学校名   中学校名  

1  小山田小   武蔵岡中  4  町田第一小   町田第一中  

  小山田南小   小山田中    町田第二小   町田第二中  

  小山小   小山中   ◎ 町田第三小   町田第三中  

  小山ヶ丘小   堺中    町田第四小   南大谷中  

5月24日(木)  小山中央小       町田第五小   薬師中  

13:30～16:00  相原小     ※未定  藤の台小   金井中  

大戸小 ◎ 大戸小     町田第三小  本町田東小     

2  本町田小   町田第三中  5  町田第六小   町田第二中  

 ◎ 忠生小   忠生中    南大谷小   南大谷中  

  忠生第三小   山崎中    南第二小  成瀬台中  

  山崎小   木曽中    成瀬台小   南成瀬中  

  木曽境川小       高ヶ坂小     

※未定  七国山小     ※未定 ◎ 成瀬中央小     

忠生小  図師小     成瀬中央小  南成瀬小     

3 ◎ 鶴川第一小   鶴川中  6 ◎ 南第一小   南中  

  鶴川第二小   鶴川第二中    南第三小   つくし野中  

  鶴川第三小   薬師中    南第四小   南成瀬中  

  鶴川第四小   真光寺中    つくし野小     

  金井小   金井中    小川小     

  ※未定  大蔵小     ※未定  鶴間小     

鶴川第一小  三輪小     南第一小  南つくし野     

参加主体は地区内の学校支援 VC 近隣の希望校ならびに中学校も参加可能 

              
2：中学校              

  中学校名   中学校名  

 
       

  町田第一中   薬師中  ※会場校副校長には、使用許可をいただいており

ます。会場校のVCを中心に、皆さんで日程を決め

ていただいて、決定しましたら、学校支援センタ

ーにご連絡ください。 

※中学校につきましては、2011年度感謝状贈呈式

で実践発表を行った関根VCに、金井中学校の取組

を再度発表していただく予定でいます。 

  町田第二中   真光寺中  

  町田第三中   金井中  

  南大谷中   忠生中  

  南中   山崎中  

  つくし野中   木曽中  

  成瀬台中   小山田中  
5月18日(金)  南成瀬中   小山中  
14:00～16:00  鶴川中   堺中  
教育センター  鶴川第二中   武蔵岡中  

 


