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           川島善治 
 

昨年度、３学期の保護者会に出席された方はご記憶があるかもしれませんが、その中で改善係についての問題が、話されていました。 

その時、「改善係の発足当時のことを知っている保護者や教員が毎年少なくなっているので、改善係発足の当事者として、一度説明さ

せてほしい」とお願いしました。 今回は、センターの問題と、改善係について私なりにまとめた資料で説明します。 
 

まず、センターは、問題の種類６こそ違え、いつも問題をかかえています。 私は、今年、センター12年目なのですが、その間、運営委

員、改善係の経験を通じて、いろいろな問題に接する機会がありました。その中で、私が思ったいくつかの疑問は、 
 

• なぜ、いつも、問題が発生するのか？ 

• 運営委員は問題（長期的な）を解決する時間があるのか？ 

• どうすれば、問題が減るのか（解決できるのか）？ 
 

ということでした。 その答として、２０１２年度に改善係２４が発足しました。 
 

今回、みなさんと共有したい情報は、まず、どの様な問題がセンターにはあるのか？ 次に、これらの問題がどこから発生しているのか？ 

なぜ解決が難しいのか？ それらの話を基に、なぜ改善係２４が作られたかのいきさつについて、説明させていただきたいと思います。 
 

問題の種類６ 

センターには、大きく分けて外部的な問題と内部的な問題があると思います。外部的な問題は、カナダ、ケベック政府のような

外部組織とかかわる問題で、私が運営委員であった 2012年度には、5万ドルの貯金問題１０や T4A問題１１などカナダの

法律に関係する問題を中心に話し合われていました。 内部的問題は、おもにセンターの内部運営にかかわる問題で、運営を

効率化するためや、運営を実行するうえでの障害を取り除くためのものです。 
 

また、これらの問題は、短期的な問題と長期的な問題に分けられると思います。  

短期的な問題は、例えば、教員の不足など、より運営実務に近い問題です。 長期的な問題は、教材の見直しなど、将来的

に解決したい、運営の効率化をはかるためのものです（先送りしても運営が出来る問題）。 
 

問題の原因 

  私が思うに、問題の主な原因は、いくつかに分けられると思います。 
 

１、 センター貯金持ち逃げ事件７を起源に発生する問題 

貯金持ち逃げ事件―＞商用口座、法人登録２―＞10年間 納税申告もれ問題８ー＞ 

 5万ドル貯金問題１０、T4A問題１１、運営委員の権限拡大問題１４、会計管理の強化９ 

 

２、 センターに責任者（所有者）がいないため１５に発生する問題 

• 全員運営に頼ならなければならない 

          運営決定に時間がかかる１６（運営委決定に保護者の承認が必要の為、保護者会が必要となる） 

o 運営委員の時間問題１７ 

o 承認確保のための対策１８ 

 

３、 生徒数、保護者数の増加により発生する問題１９ 

• 学校としての決まりが少ない２８ 

• 生徒の日本語能力のバラツキ２１ 

• 保護者のセンターへのニーズのバラツキ２２ 

• センター運営の分散化とそれによってて生じる問題２０ （役割分担による情報の途切れ） 

 



４、 保護者、運営委員の入れ替わりが激しいために発生する問題２３ 

• 問題の引継ぎが難しい 

• 情報の引継ぎが難しい 
 

改善係が作られた理由 

改善係は、「運営委員が、長期的問題解決を望んでいること」を前提として作られました。 
 

もともと、運営委員は、あくまで、運営の一時的代行を行っているのであり、センターのどこにも、運営委員は、センターの問題を

解決をしなければならないとは、書いてありません。 ただ、他に誰も取り組む方がいないので、やっていると思います。 
 

まず、運営委員は実務で忙しく、大きな問題に取り組んでいる時間がありません（運営委員の時間問題１７）。このため、未

解決の問題を、次の年の運営委員に引き継ぐという作業が、行われがちでした（問題解決の先送り）。次の年の運営委員に

しても、同様に時間の制約があり、動ける時間は限られています。このように、センターでは、一つの問題を解決するのに、かなり

の時間を費やすことが繰り返されてきたと思います。 例えば、納税申告漏れ問題８を見てもわかるように、運営委員はこの問

題を、約十年かけて、少しづつ引き継ぎながら解決しています。ただ、解決に十年以上の時間を使ったために、その副作用とし

て、5万ドル貯金問題１０や教員、役員の雇用問題（T4A）１１が発生したと思われます。もし、その時、改善係があり、この

問題のみに集中して臨んでいれば、より速い解決を見たかもしれません。  

この運営委員の時間不足を補足するために考え出された役割分担が、改善係２４でした。  
 

その役割は、運営委員が実務的な問題を担当（短期的な問題６）し、改善係が運営の効率化を担当（長期的な問題
６）するという物でした。とは言っても、その役割に、はっきりした区切りがあるわけではありません。 共に運営に関した問題に取

り組んでいるため、どうしても意見合わせのための会議が必要となります。 このため、改善係が、頑張れば、頑張るほど運営委

員の仕事が増えるといったおかしな現象が発生します。 運営委員にすれば、ただですら忙しい実務に加えて、改善係と会議

をすることになります（改善係の利点、欠点３０）。 このあたりが、運営委員が不満に感じる部分だと思います。また、「どうせ

運営委員が承認を取るのであれば、改善係はいらないのでは？」と考えるかもしれません。 ただ、ここで考えてほしい事は、過

去の運営委員には、長期的問題に取り組む時間がなかったという事です。 
 

話をもどして、もし、運営委員もセンターの長期的問題を解決することを望んでいると仮定します。そして、その問題を、自分たち

で解決する時間がないのであれば、この部分の仕事を別の誰かに代行してもらう方が良いのではないでしょうか？ その代償とし

て、運営委員は、実務時間に加えて会議時間（改善係等）を必要としますが、これにより、長期的に存在していた問題をよ

り速く解決すことが出来れば、センター全体として、プラスに働くのではないでしょうか？ 

この考えを基にして、作られたのが、長期的問題に取り組む改善係２４でした。 その目的は、運営委員の時間不足を補足

し、問題の先送りを止め、センターの問題を少しづつ減らしていく事でした。 
 

改善係の利点、欠点 

おもな、改善係の利点は、係なので、長期的問題解決に集中できる、欠点は、会議等のために運営委員の時間を束縛することだと思

います。   ＊ 詳しくは、改善係の利点、欠点３０を参照してください 
 

改善係の活動内容 

改善係は、大きく分けて、次のような改善を行いました、 

• 情報の共有化 （ウェブ係の設立） 

• カリキュラム、教材の見直し、はなびクラス設立 

• センターの決まり作り（センター運営の効率化） 
 

＊ 詳しくは、改善係の活動内容３１を参照してください 
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（１）日本語センターの由来 

日本語センターは、日本語教育を通して日本人としてのアイデンティティを残したいと切望する保護者により、1976年 9月始められまし

た（継承語としての日本語教育）。開校当時は、子供たちの人数も少なく、自分の子供を教えるついでにほかの子供も教えるという感

覚で授業が行われていたと聞いています（サークル的活動）。また、教員と役員との境界もなく、教員が役員を兼任していたと聞いてい

ます。 当時は、「仏教アカデミー」の付属組織として、ケベック政府に登録されていて、成人クラスも、日、英、仏語がありました。 

 

（２）日本語センター組織構造（法人登録） 

日本語センターは、非営利団体（NPO法人）として、１９９９－２０００年頃、法人登録されています。  

 

（３）センター運営 

日本語センターでは、毎年１回、保護者の中から運営委員を選出し、主だった運営の実務代行をお願いしています。 これには、保護

者数の増加に伴い、全員運営が事実上難しくなっている面もあると思います。ただ、現在においても、運営の重要事項は、保護者の総

意により決定されるという形が守られています。 

 

これは、株式会社の例でいえば、（保護者会は＝株主総会）、（保護者＝株主）と言うことになると思います。 

 

また、活動のほとんどは、ボランティアで行われています。 これは、開校当初の「サービスは自分たちで作り出す」という考えを引き継いでい

ると思われます。なので、一部の保護者が考えやすい、「自分は月謝を払っているから、それなりのサービスを求める」という、塾や習い事

の考えとは、相反する考えの組織だと思います。 

 

（４）センターのサービス 

開校以来、センターでは、ほぼすべてのサービスがボランティアの保護者により作られています（公認会計士など外注サービスや教員、運

営委員（T4A１１）を除いて）。 これらのサービスは、行事係、週当番などであり、また、教員（保護者兼）、運営委員などです。 

 

保護者は運営に最低限不可欠な、行事係、週当番などのサービス義務を行えば、あとは、わりと自由な活動が出来ます。 では、「どの

様にすれば、センターの役に立つのでしょうか？」 私個人が思うに、それは自分の好きなこと、得意なことを、センターへ持ち込むことだ

と思います。 運営に興味がある方は、運営委員。 日本語を教えることに興味がある方は、教員。 料理に興味のある方は、バザーな

どに出店して利益をセンターに寄付するなど、保護者になるべく負担がかからない方法でセンターに貢献することが、理想的だと思います。 

 

（５）センターの責任 

センターには、特定の所有者１５がいません。このため、何か事故が発生した場合、その責任の所在があいまいです。 実際に何か起こっ

た時に、法律上どう処理されるかは、わかりませんが、センターにおける特殊な環境を考えると（ほぼボランティアの運営委員が毎年入れ

替わるような）、その処理が難しいことが予想されます。 

 

このため、センター申込用紙には、「センター活動中の事故について、センターには責任を問わない。」という文章があり、これに承諾しなけ

ればなりません。また、T4A１１のコントラクトにも同様な文章がいれてあります。そして、センター運営中、保護者は、この不測の事故に

対応するため保護者室に待機する必要があります。 

 

（６）問題の種類 

センターには、大きく分けて外部的な問題とセンター内部の問題があると思います。 

また、問題は、短期的問題と長期的問題に分けられると思います。 



 

外部的な問題は、カナダ、ケベック政府や外部組織とかかわる問題で、私が運営委員であった 2012年度には、5万ドルの貯金問題
１０や T4A問題１１などカナダの法律に関係する問題を中心に話し合われていました。 

 

内部的問題は、おもにセンターの内部運営にかかわる問題で、運営を効率化するためや、運営を実行する上での障害を解決するため

のものだと思います。 

 

さらに問題は、短期的問題（実務に近い）と長期的問題（先送りしても運営出来る）問題に区分できると思います。 

 

例えば、来年度の教員不足など運営実務に関係する問題は、短期的問題であり、センターの決まり作りや、カリキュラム、教材の見直し

は、運営をより効率化するために行われるもので長期的問題だと思います。 

 

私が考えた、運営委員と改善係の関係（立ち位置）は、運営委員が実務問題の処理（短期的問題）を行い、改善係が運営の

効率化（長期的問題）に取り組むことでした。 

 

（７）センター貯金持ち逃げ事件 

これは、80年代にある保護者がセンターの貯金を 2万ドル（1万ドル？）ほど持ち逃げした事件です。それまで、センターの会計は、

個人口座を使って行われていました。この事件を境に、センターは商用口座を開きます。これが、法人登録２につながり、最終的に 5万

ドル貯金問題１０や T4A１１（雇用問題）へと発展したと思われます。 

 

以前校長をしていた木本さんの話では、「あのババ―が、金もって逃げやがった」とのことです。 

 

（８）10年間の納税申告（TaxFile）漏れ 

センターは、２０００年度、法人登録２をして、カナダ（ケベック）の会社となりました。 

当然、毎年、政府へ納税申告（Tax File）義務が発生します。ただ、センターは、２０１１年度に納税申告を開始するまでの約１

０年間、この納税申告をしませんでした。 これは、たぶん普通の会社ではありえない話だと思います。私が思うに、センターがやりたかっ

たのは、運営資金の管理を、個人口座から、商用口座に移すことだけだったと思います。ただ、そこで商用口座をオープンするために、銀

行の依頼で法人登録２が必要になったと思います。ただ、その当時の運営委員は、その先のことをあまり考えていなかったのではないでしょ

うか？ 通常であれば、会社を作った時点で、その雇用方法１１などすでに決まっているはずです。 このため、運営委員はこの準備に約

１０年かけています。その原因は、運営委員の時間問題１７や会計、会計や法律などの専門知識に詳しい方が少なかったからかもしれ

ません。 

 

この納税申告漏れの副作用として、発生したと思われる問題は、会計のゼロバランス問題１２、５万ドル貯金問題１０、教員、役員の

雇用（T4A）問題１１などです。 

 

この問題の焦点は、もし、政府による会計監査１３があった時、次のような事をどう説明するか（されるべきか）という事でした。 

 

• NPO２なので収入は出してはいけないのではないか？ 

• たまっていく貯金１０とその利子の扱いは？ ペナルティーが発生するのではないか？ 

• センターと教員（役員）はどのような雇用関係１１で結ばれるべきか？ 

 

この問題は、2013年の会計監査１３を境に、いちおう解決されていると考えられ、現在はあまり話されなくなっています。 



 

（９）会計管理の強化 

貯金持ち逃げ事件７を境に、センターは、会計管理を強化しました。まず、運営資金の管理を個人口座から、商用口座に移しました。

これに加えて、会計委員の資金（口座）へのアクセスを制限しました。現在のセンターの決まりには、 

「会計委員は、自分で小切手にサインは出来ない (会計委員以外の５人がサイン出来るよう 銀行登録されていて、小切手にはそ

のうちの２人のサインを必要とする)」と書かれています。 

 

（１０）5万ドル貯金問題 

NPO２でありながら、蓄えられたセンターの貯金及びその利子に対して、もし政府の会計監査が入ったときに、これらのお金が、ペナルテ

ィーの対象になるのではと考えられた問題でした。 

 

このころ話されていたのは、収入を増やさない、収入を出さない（ゼロバランス１２）などの考えで、いかに過剰収入を減らすかについて

話されていました。対策案は、過剰収入源である成人クラスや、バザーの廃止などでした。 

これも、T4A１１問題同様に、2013年の会計監査を通して、現在では、問題ないであろうという認識に落ち着いています。 

 

（１１）T4か T4Aか? 教員、役員の雇用問題 

私が運営委員だった 2012年前後でよく問題とされたのは、センターの雇用問題です。「教員や役員がカナダの税法上どのようにセンタ

ーと結びつくのか？ T4A（一時雇用＝コントラクター）扱いとなるのかそれとも、T4(正規雇用)なのか？」については、弁護士、会計

士の意見をまじえながら話し合われました。 

最終的には、2013年に連邦政府による会計監査が行われ、T4A を使うことが黙認されて、現在に至ています。 

 

（１２）会計のゼロバランス問題 

以前、会計問題でよく話されていた話題に、センターの会計をバランスさせて、収支をプラス、マイナス ゼロに近づけるという話がありまし

た。 これは、「センターが NPO２の組織であるため、利益（貯金１０）を出してはいけないのではないか？」という考えから来ていると思

われます。２０１３年度に会計監査１３が行われるまでは、より深刻な問題とされて、これ以上貯金を増やさない為に、バザーや成人

クラスの廃止が話し合われていました。 

 

（１３）政府による会計監査 

2013年に政府による会計監査が行われました。その目的は、教員の雇用方法（T4A１１）の確認だったと聞いています。監査結果

は、当時の 5万ドル貯金及び、T4A雇用の黙認（将来、監査委員の判断次第で変更有）となっており、それは現在も続いていま

す。 

 

（１４）運営委員の権限拡大問題 

センターでは、たとえ運営委員長ですら、重要な運営事項を決定する権限を持っていません。すべての重要事項は、保護者会での承認

を必要とします。このために、よく以前、「委員の権限を拡大して欲しい」という話が運営委員から出ていました。 これは、何か重要事項

が出るたびに、保護者会で承認が必要の為、数少ない保護者会の日に承認を取るまで、足止め状態になり、非常に動きずらいという

苦情からだと思われます。ただここでの問題は、誰に、どこまで権限を持たせるかだと思います。私が運営委員になる前の数年間、運営

委員は内部でよくもめていました。この理由には、運営委員長の独断的判断に、ほかの運営委員が反対する形だったと思います。「プレ

ジデント（運営委員長）は、物事を決定する権利があり、ほかの運営委員はその決定に従う」という考えそのものが、センター的では

ないからだと思います。特に、貯金持ち逃げ事件７を境に、特定の人に多くの権限を与えることに対して、センターは、非常に敏感になっ

ていると思います。この例として、「会計委員は、自分でセンター小切手にサインする権限がなく、ほかの 5人の委員のうちの二人のサイン

が必要である。」というセンターの決まり９があります。これは、その顕著なあらわれだと思います。 



改善係は、運営委員の権限を拡大することなしに、委員のこの苦情を緩和するために、センターの決まり作り２８を始めました。 

 

（１５）センターに所有者がいない 

センターには、特定の所有者が存在しません。 

このために発生する問題が多くあると思われます。所有者がいない理由として考えられるのは、センター保護者の入れ替わりにあると考え

られます。これは、３－５年でかなりの保護者が入れ替わる（５０％近く？）センターで、長期にわたり責任を託せる方を見つけるのが

困難だからだと思います。 

 

現在、センターで、全員参加の運営３を掲げているのも、このためだと思います。少数の所有者によるトップダウン決定（独断的）が出

来ないため、大事な運営事項のすべて（すでに決まりになっている事以外）、保護者会で承認されなければなりません。このために、運

営委員や保護者の時間問題１７、承認確保のための対策１８、運営委員の権限拡大問題１４などの問題が発生すると思われます。 

 

（１６）運営決定に時間がかかる 

センターでは、トップダウンで物事が決定できません１５。 重要事項は、年数回の保護者会（朝の会）で承認されなければなりません。

これは、運営委員のプレッシャーになっていると思われます（運営委員の時間問題１７）。 

 

（１７）運営委員の時間問題 

センターの開講日数は、通常一年で３１、３２回です。 ただ、年間カレンダーを見ればお判りになると思いますが、これらのほとんどの

開講日は、行事や、授業参観等に使われるため、保護者会（朝の会）が開催できる日にちは、自然と限られてきます。 運営委員は

実務で、毎週かなり忙しいです。 この忙しい中、運営委員は保護者会の準備をしなければなりません。この資料作成に先立って、改

善係や教員等と会議が必要になることが考えられます。せっかく資料を準備して保護者会に臨んでも、承認されるとは限りません。特に

3学期は、行事も多く、もし保護者会で承認されない事項は、次年度まで持ち越さなければならなくなります。 

 

このため、運営委員は、いかに短時間で承認を取るかを考えながら資料を作成する傾向に陥りやすいと思われます。これが、承認確保

のための対策１８や運営をわかりにくくすること２５につながると思われます。 

 

（１８）承認確保のための対策 

運営委員は、基本的に、運営の決定権３がありません。すべての重要事項（すでに決まりになっている項目以外）は、保護者会で

（多数決により）承認されなければなりません。このため、運営委員の資料や説明には、情報の偏りが発生する傾向があります。例え

ば、承認してほしい項目には、多くの利点が説明され、欠点はあまり話されない傾向があります。やめたいことの資料には、欠点を中

心に書かれていると思います。 また、保護者自身も（運営経験のない）も、運営自体にあまり興味がない方がいると思われます。 

これらの保護者に、利点を強調して説明すれば、自然に承認の方向へ流れると思います。 センターが全員参加の運営を掲げている以

上、全保護者は、問題の利点、欠点を熟考した後、決定されるのが理想的な運営だと思います。 

ただ、運営委員が苦労している点は、これらの保護者に、いかに問題の全容を伝えるかだと思います。 

 

（１９）生徒数、保護者数の増加による問題 

数十人の生徒で始まった日本語センターは、最近では 300人近い生徒数に至っています。 これは、すでに学校規模だと思います。こ

の生徒数増加に反して、それを支える骨格的なものが、センターにはあまり存在しません。具体的には、ちゃんと書かれた校則がない事で

す。 

 

センター設立当時は、保護者数も少なく、また教員が役員を兼任していて、問題があってもみんなで話し合い決めていく事が出来たと思

います。ただ、現在のように保護者数がふえ、その中にはセンター運営にあまり興味を示さないない方々が存在する中、いろいろな方がい



ろいろな考えを持ち込むことにより、問題が余計見えにくくなる現象が発生するとともに、教員、委員、保護者間で意見の食い違いを作り

出す原因になっていると思います。 

 

この問題に取り組むため改善係は、センターの決まり作り２８に取り組みました。 

 

また、生徒数の増加に伴い、センター全体の仕事量が増え、これを支える運営委員の負荷も増加したと思われます。この負荷を減らそう

として行われたセンター運営の分散化２０に伴い、また、別の問題が発生していると思われます。 

 

（２０）センター運営の分散化とそれによってて生じる問題 

生徒数の増加１９に伴い、運営の仕事量は比例的に増加したと思われます。そこで、運営（運営委員）の負担を軽減するために行わ

れたと考えられるのが、運営の分散化だと思います、 

 

まず、行われたのが、２０００年度に行われた、教員と役員の分離だと思います。次に運営の実務と、長期的問題を分けて考えるた

め、改善係が作られました。これらの役割分割は、個々の運営負担を軽減する反面、別の問題を作りだしたと思います。 

 

それは、この役割分担が、情報の流れを遮るからだと思います。例えば、教員が運営委員を兼任していれば、クラス内で発生している問

題を、運営委員に説明する必要はありません。運営にしても、一人の役員が長期、短期の問題を考えるのであれば、そこに情報の途切

れや、誤解は発生しにくいと思います。 

 

この役割分担は、個々の負担を軽減することと引き換えに、情報を別の人に伝えにくくするという問題を生じていると思います。これによ

り、保護者‐役員‐教員間で意見の食い違いが生じたり、問題解決の合意に時間を要すると言った問題が発生していると思われます。 

 

（２１）生徒の日本語能力のバラツキ 

センターに通っている生徒の日本語能力には、かなりのバラツキがあります。 これは、その子供たちを取り巻く環境（特に家庭環境）に

関係していると考えられます。 例えば、両親が日本人の家庭で暮らしている子供たちは、日本人並みの会話が出来るのに対して、国

際結婚されている家庭の子供たちは、自然に日本語に接する時間が限られているため、その日本能力は劣ると思われます。 ここから発

生する問題は、先生がレベルの違う子供たちを教えることに苦労すること。全生徒共通のカリキュラム設置がしにくいことなどがあげられると

思います。 

 

（２２）センターへのニーズのバラツキ（保護者の） 

保護者は、センターに何を求めているのでしょうか？ その答えは、保護者により異なります。過去のアンケート（センターウェブー＞運営

－＞アーカイブ）を参考にすれば、大半の保護者のニーズは、ほかの子供たちとの会話（日本語での）や日本の行事の経験にあると

思われます。ただ、かなり多くの保護者（40%）が日本語の強化を求めています。この傾向は、幼児３以降、補習校に移る保護者に

顕著に表れるかもしれません。 教員や運営委員は、生徒の日本語能力のバラツキに加え、これらの保護者ニーズにこたえようと頑張っ

ています。ただ、センターが、これらの多様な保護者ニーズに対応し、すべてを満足させることは難しいと思われます。 

 

（２３）保護者、運営委員の入れ替わりが激しい（情報の引継ぎが難しい） 

センターでは、保護者の入れ替わりが激しいです（たぶん、３－５年で半分以上が入れ替わり？）。 これは運営委員も同様で、同じ

運営委員が何年も継続することのほうが珍しいと言えます。 このため、誰かが何かを始めても、その方が最後まで残っている事は稀で

す。 運営委員は、完結出来なかった問題を次の委員へ引き継がなければなりません。ただ、引き継がれた方は、引き継いだ方ほどの情

報や熱意を持っている事は稀です。このため、その中心人物（コア）が抜けた時点で、問題解決やその他のプロジェクトの進行は遅くな

ると思います。 たぶん、この入れ替わりが、問題の解決を遅くしていると思います。 これは、センター内でボランティアのグループを作って



も、その活動が１年以上続くことが稀であることを見ればわかると思います。 保護者に関しても同様で、新しい保護者が入校するたび

に、同じ情報を一から説明しなければいけないということになります。 
 

（２４）改善委員会（係） 

改善係は、2012年ボランティアの改善委員会から始まりました。当初の改善委員会は、センター関係者のすべて 

参加しており（運営委員、保護者、教員）、センターのすべての声を聴いて、問題解決に取り組もうというものでした。ただ、問題は、セ

ンター開講中は、教員が会議に参加できない為、会議がセンターの前後になり、お子さんをお持ちの教員の方々が非常に参加しにくいと

いう事でした。 また、ボランティア活動の為、会議手当も出せません。これらの問題を考慮し、改善委員会は、その年の朝の会で改善

係と言う正式な係として承認されました。 
 

その当時の、運営委員と改善係の関係（立ち位置）は、運営委員が実務問題の処理（短期的問題）を行い、改善係が運営の

効率化（長期的問題）に取り組むことでした。 
 

改善係の仕事は、運営委員と協力しながら、保護者にわかりやすい資料を作成し、保護者会（朝の会）で保護者が問題を理解、承

認しやすいように手助けをする事でした。 
 

（２５）運営がわかりにくい 

保護者と運営委員では、運営に関する情報量でかなりの差があります。もともと、運営に興味のない保護者も多いと思います。 
 

以前は、多くの運営情報は、運営委員内のみでシェアーされており、それらの情報は、センターウェブに掲載される機会も少なかったと思

います。 これは、運営委員の人数が今よりも少なく、 保護代がウェブ管理も行っていて、それらの作業を行っている時間がなかったのも

その要因の一つだと思います。  
 

このため、保護者には、運営や運営委員の実務が非常に見えにくかったと思われます。 この状態で、保護者会に臨み、運営事項を決

定する事３は、理想的ではないと思われます。 これらの運営情報を保護者と共有２６できないかと考えて作られたのが、ウェブ係２７でし

た。 
 

（２６）センター情報の共有化 

以前、運営上の情報が、一般保護者と共有されていないために、朝の会などで、保護者に説明する（承認をもらう）時間がかかってい

ました。 これを解決するために、ウェブ係を設立すると共に、センターウェブを中心に、保護者と情報を共有していく改善が行われました。 

 

（２７）ウェブ係 

ウェブ係の立ち上げは、最初に行われた改善項目でした。２０１２年度以前は、センターウェブの管理は、保護者代表が兼任していま

した。ただ問題点は、一人の保護代が出来るウェブ管理に限りがあると言うことでした。このため２０１２年度にウェブ係が設立されまし

た。その目的は、センター運営の情報を出来る限り保護者と共有しようという事でした（情報の共有化２６）。 

 

（２８）センターの決まり作り （センターの運営マニュアル） 

生徒数の増加に伴い、「学校としての決まりが必要ではないか？」と、過去に何度か話がでて、実際に決まりの原案が作られたのです

が、一部のグループの反対にあい承認に至ていません。 ちゃんと書かれた決まりがないために（慣用的に以前やられていたことを行う）、

運営委員は、保護者との問題対応に時間を割かざるを得ませんでした。その対応も運営委員しだいで、バラツキを見せていました。 ここ

で私が感じた問題点は、 
 

1. ちゃんと承認を取った決まりがないこと。 

2. 承認を取った決まりが、管理されていないこと。 

3. これらの決まりが、センター関係者（保護者）に見えないこと。 

 



このため、一度承認と取った問題が、何年後の朝の会でまた話され、再承認が取られそうになるという問題が発生していました。これは、

センター保護者の入れ替わりが激しいことにも関係していると思われます。 
 

そこで、改善係が行ったのは、運営をより簡素化する為に、運営上の最低限のルールを決定し、センター運営のマニュアルとする。そし

て、これらをウェブに記載することにより、委員、保護者、教員などすべてのセンター関係者を支援する事でした（現在のセンターの決ま

り）。 
 

当初は、一度に全マニュアルを作ることを考えたのですが、時間的にすべての決まりを作る事が難しいため（一度にすべての承認を取るこ

とが難しい為）、毎回問題を解決し、保護者の承認を取るたびに、センターウェブの運営セクションにセンターの決まりとして追加する方

法を現在は行っています。 

 

（２９）教育カリキュラムの見直し 

２０１２年度以前にあったカリキュラムは、実際に各クラスで行われている授業よりもかなり難しく、カリキュラム自体を各クラスのレベルに

合わせる作業が必要だと考えられました（生徒がついていけるようなレベルを設定する）。 

 

また、各学年ごとのつながりがわかる教育カリキュラムを作成しようとしました。これは、レベル設定案などで説明した様に、幼児から高学年

児童にいたり、少しずつレベルアップしながら最終目標に到達する様なカリキュラムです。この流れが、教員、保護者の双方から見えるよう

に作られました。 

 

実際のカリキュラムは、各クラスの教員の方々に依頼し、クラスで実際に教えている事を基に作成されました。 

現在は、センターウェブのクラス別年間学習目標（黄色）となっています。 

 

（３０）改善係の利点、欠点 

改善係には、次のような利点、欠点があると思います。 

 

利点 欠点 

長期的問題の解決 

改善係が、長期的な問題解決の準備を行うため、忙し

い運営委員を時間的に助ける事が出きる。 

運営委員と改善係の摩擦 

改善係が運営に関しての問題に取り組んでいるため、運

営実務をやっている委員との意見の違いや、誤解を招く

恐れがある。 

問題の引継ぎがし易い 

その年で終われない問題は、次の年の係に引き継げる。 

運営委員の時間を取る 

改善係は、より長期的な問題に取り組んでいます。ただ、

多くの問題は、運営にかかわっているため、事前に運営委

員との会議が必要となり、忙しい委員の時間をさらに使わ

せる結果になる。 

問題解決のみに時間が使える 

係なので、問題解決に集中できる。 

メンバー探しの難しさ 

改善係は、分かりにくく、面倒というイメージがあり、毎年、

次年度の係メンバーを見つける事が難しいと思われます。 

 

 

 

  



 

（３１）改善係の活動内容（おもな） 

 

年度 活動内容 

2012 • 改善委員会/改善係立ち上げ 

• センターウェブ係立ち上げ、サイト整備 

• クラスレベル設定 

2013 • 保護者全体アンケート実施 

• クラス別カリキュラムの設定 

• 運営委員年間スケジュールの作成 

2014 • 運営委員への全体アンケート 

• 運営委員選出方法（決まり）の確立 

• センターの決まり作成およびウェブ掲示 

2015 • 成人クラスの沿革のウェブ掲載 

• 中高等部クラスのカリキュラム編成の検討 

• クラス別年間学習目標のウェブ掲載 

• 生徒名簿のウェブ記載方法の検討 

2016 • 40周年記念のサポ-ト 

• 会計改善の第一段階、ウェブ掲載の提案 

• 児童低学年アトリエクラス一年間トライアル承認 

• 生徒指導についての調査 

2017 • 会計改善の第二段階 （センター会計の決まり作成） 

• 生徒指導について 

• はなびクラスの設立 

2018 • 教材ワークブック（幼児２，３用から着手）の作成、実施 

• バザーの復活 

• 保護者アンケート作成、実施 

• 教員の謝礼金の見直し 

• 教員労働環境の見直し 

• 緊急時のマニュアル作成 

• 中高等部、はなびクラスの今後についての検討 

• その他 （イエローカード、代講対策、など） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


