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研究の概要

研究主題
「学校と地域の連携・協働のあり方に関する研究」
研究目的
本県には、
「教育振興運動」という学校と地域の連携・協働に関する独自の取組がある。
この運動は、昭和 40 年に始まり、子供・家庭・学校・地域・行政の５者がそれぞれの責
任を明確にしながら相互に連携し、地域の教育課題の解決に自主的に取り組むというもの
である。この運動は、現在も各市町村において継続されており、学力向上、健全育成、健
康と安全等、その時代に対応した実践的な取組が進められた結果、本県の教育水準や家
庭・地域の教育力の向上に大きな役割を果たしている。
一方、学校と地域の連携・協働に関する国の具体的な動きとしては、平成 16 年に取り
まとめられた中央教育審議会答申「今後の学校運営の在り方について」で、コミュニティ・
スクール（学校運営協議会制度）の導入が提言されたことがあげられる。
本県では、国のコミュニティ・スクールの提言を受けて、「いわて型コミュニティ・ス
クール構想」を立ち上げ、平成 19 年度以降、県内すべての小・中学校で、学校と家庭・
地域との協働による学校経営が行われるようになった。「いわて型コミュニティ・スクー
ル構想」とは、学校と家庭・地域との連携・協働を推進することを通して、各学校におい
て設定した「まなびフェスト」の活用を柱とした検証可能な目標達成型の学校経営 の実現
を目指す取組である。
直近では、平成 27 年 12 月の中央教育審議会答申「新しい時代の教育や地方創生の実現
に向けた学校と地域の連携・協働の在り方と今後の推進方策について」で、地域学校協働
活動の活性化やコミュニティ・スクールの推進など、地域の教育力を学校教育に取り入れ
ることの重要性が明示された。本県でも「学校支援地域本部」を基盤とした「地域学校協
働本部」に取組む動きや、コミュニティ・スクール導入の新たな動きが出てきている。
また、学校教育においても、平成 29 年３月に告示された次期学習指導要領の中で、
「社
会に開かれた教育課程」の実現を目指すことが謳われ、学校と地域の連携・協働のさらな
る促進が喫緊の課題となっている。
本県では、これまでの学校と地域の連携・協働に関する取組や国の施策をふまえ、市町
村の取組を支援するため、平成 29 年度より「いわて地域・学校連携促進事業」を実施す
るとともに、県教委生涯学習文化財課に地域学校連携担当を新設した。
本研究は、各市町村における学校と地域の連携・協働の取組状況を調査し、本県のこれ
までの取組をいかした望ましい「学校と地域の連携・協働のあり方」を探るものである。
年次計画
本研究は、２か年にわたって行う。
県内市町村担当者に「学校と地域の連携・協働」への取組状況について
アンケート調査を行うとともに、市町村へのフィールドワークを行い、県
（29 年度）
内における「学校と地域の連携・協働」の現状と課題を明らかにする。
１年次

１年次の研究を踏まえ、県内市町村コーディネーター及び県内市町村担
当者へアンケート調査を行うとともに、県内外の訪問調査を行い、コーデ
（30 年度） ィネーターの実態や意識を把握するとともに、学校と地域の連携・協働の
ための推進体制について考察する。
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Ⅱ
１

研究内容

施策から見る国と本県の方向性

（１）国の施策から見る学校と地域の連携・協働
ア

国が進める「地域学校協働活動」について
学校と地域の連携・協働について考える上で根拠となる答申である「新しい時代の
教育や地方創生の実現に向けた学校と地域の連携・協働の在り方と今後の推進方策に
ついて」（以下、「地域学校協働答申」という）について概念の整理をしていく。

（ア）「地域学校協働答申」について
平成 27 年 12 月、中央教育審議会においてまとめられたこの答申では、これからの
地域と学校の目指すべき連携・協働の方向性として、「地域とともにある学校」「子供
も大人も学び合い育ち合う教育体制の構築」
「学校を核とした地域づくりの推進」の三
つが示された。また、今後の地域における学校との協働体制の在り方について、地域
と学校が連携・協働して、地域全体で未来を担う子供たちの成長を支え、地域を創生
する「地域学校協働活動」を推進すること、そのために従来の学校支援地域本部等の
地域と学校の連携体制を基盤に、新たな体制として「地域学校協働本部」を全国に整
備することや、「コミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）」（以下、「 ＣＳ」と
いう）の一層の推進を図ること等が提言されている。これからの地域と学校の目指す
べき連携・協働の方向性として、以下の３点が示されている。
【目指すべき連携・協働の方向性】
・地域とともにある学校への転換
開かれた学校から一歩踏み出し、地域の人々と目標やビジョンを共有し、地域
と一体となって子供たちを育む「地域とともにある学校」に転換する。
・子供も大人も学び合い育ち合う教育体制の構築
地域の様々な機関や団体がネットワーク化を図りながら、学校、家庭及び地域
が相互に協力し、地域全体で学びを展開していく「子供も大人も学び合い育ち合
う教育体制」を一体的・総合的な体制として構築する。
・学校を核とした地域づくりの推進
学校を核とした協働の取組を通じて、地域の将来を担う人材を育成し、自立し
た地域社会の基盤の構築を図る「学校を核とした地域づくり」を推進する。
このような方向性に基づき、答申では、地域と学校が連携・協働して、地域全体で
未来を担う子供たちの成長を支え、地域を創生する「地域学校協働活動」を推進する
こと、この活動を推進するための新たな体制として「地域学校協働本部」を整備する
こと、制度面・運営面の改善とあわせ、財政的支援を含めた総合的な推進方策により、
「コミュニティ・スクール」を推進すること、などが提言されている。
「地域学校協働活動」とは、地域と学校が連携・協働して、地域全体で未来を担う
子供たちの成長を支えていくそれぞれの活動を合わせて総称したものである。連携・
協働する枠組みとしては、地域の高齢者、成人、学生、保護者、 ＰＴＡ、ＮＰＯ、民
間企業、団体・機関等の幅広い地域住民の参画が望まれている。活動の具体としては、
-2-

学校支援活動、放課後子供教室、土曜日の教育活動、学びによるまちづくり、地域社
会における地域活動等、幅広い地域住民の参画によって行われる様々な活動を指して
おり、それぞれの地域や学校の実情や特色に応じ、多様な活動を推進することが期待
されている。次の図は、「地域学校協働活動」の活動概念図である。

中央教育審議会「地域学校協働答申」より

「地域学校協働本部」とは、従来の学校支援地域本部 ＊１や放課後子供教室等の地域
と学校の連携体制を基盤とし、より多くの地域の人々や団体等が参画し、緩やかなネ
ットワークを形成することにより、地域学校協働活動を推進する体制である。その体
制を恒常的、組織的に整備・運営するに当たっては、「支援」から「連携・協働」、
「個
別」の活動から「総合化・ネットワーク化」へと発展させていくことを前提とした上
で、次の３要素を必須とすることが重要である。
・コーディネート機能
・多様な活動（より多くの地域住民の参画による多様な地域学校協働活動の実施）
・継続的な活動（地域学校協働活動の継続的・安定的実施）
これら３要素をはじめから満たすことは簡単なことではないが、これまでの学校支
援本部事業等を基盤として、その活動を発展させながら徐々にコーディネート機能を
強化し、より多くの住民の参画を得て、活動の幅を広げ、その活動を継続的に地域学
＊１ 学校を支援すると同時に地域の教育力を向上させ地域を活性化するため、地域の窓口役として地域コー
ディネーターを配置し、その調整により、学校の教育活動について地域の方々にボランティアとして協力
していただく仕組みづくりを進める取組
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校協働活動として実施していくことで、地域学校協働本部となることが期待される。
具体的な活動内容や体制整備については、地域の実情や特色、
「子供たちの成長にとっ
て何が重要であるか」について地域と学校がビジョンを共有し、可能な範囲で、可能
な活動から始め、徐々に活動内容や体制の充実を図ることが重要となる。次の図は、
地域学校協働活動を推進するためのイメージ図である。

中央教育審議会「地域学校協働答申」より

「ＣＳ」とは、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 47 条の５」に基づく
「学校運営協議会」が設置された学校を指している。教育委員会から任命された保護
者や地域住民などが、一定の権限と責任をもって学校運営に参画するものである。そ
の目指すところは「地域とともにある学校」であり、学校と地域がパートナーとして
連携・協働し、地域でどのような子供たちを育てるか、何を実現していくかという目
標やビジョンを地域住民と共有し、一体となって子供たちを育むことである。
答申においては、
「ＣＳ」を学校と地域住民や保護者が力を合わせて学校の運営に取
り組むことが可能になる「地域とともにある学校」に転換するための仕組みとして捉
え、この制度の導入により、地域の声を学校運営に生かし、地域ならではの創意や工
夫を生かした特色ある学校づくりを進めることができるとしている。
答申の提言を実現するためには、地域学校協働本部と「ＣＳ」が相互に補完し合う
存在として、両輪となって相乗効果を発揮していくことが重要とし、それぞれの地域
や学校における実情や特色に応じて、整備を進めていくことが期待されている。５ペ
ージ上段の図は、学校と地域の効果的な連携・協働と推進体制のイメージ図である。
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中央教育審議会「地域学校協働答申」より

（イ）「次世代の学校・地域」創生プランについて
文部科学省では、
「地域学校協働答申」と合わせ「チームとしての学校の在り方と今後
の改善方策について（答申）」、
「これからの学校教育を担う教員の資質向上について～学
び合い、高め合う教員育成コミュニティの構築に向けて～（答申）」の３答申の内容を推
進していくため、平成 28 年１月に、具体的な施策と工程表をまとめた「次世代の学校・
地域」創生プランを策定している。このプランは、平成 28 年度から 32 年度までのおお
むね５年間を対象として、取り組むべき具体的な取組施策と改革工程表 を明示したもの
である。次の図は、「次世代の学校・地域」創生プランである。

文部科学省「『次世代の学校・地域』創生プラン～学校と地域の一体改革による地域創生～ 」より
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学校の観点からは、「社会に開かれた教育課程」の実現や学校の指導体制の質 ･量両面
での充実「地域とともにある学校」への転換という方向を、地域 の観点からは、次代の
郷土をつくる人材の育成、学校を核としたまちづくり、地域で家庭を支援し子育てでき
る環境づくり、学び合いを通じた社会的包摂という方向を目指して取組を進めることが
示されている。以下、
「次世代の学校創生」と「次世代の地域創生」についての具体的な
取組施策をまとめた。７ページの図は「次世代の学校･地域」創生プラン具体的施策図で
ある。
【具体的な取組施策】
１

次世代の学校創生

（１）地域と学校の連携・協働の推進に向けた改革
地域の人々と目標やビジョンを共有し、地域と一体となって子供たちを育む「地域とと
もにある学校」への転換を図るため、全ての公立学校が「ＣＳ」となることを目指して取
組を一層推進・加速し、学校と地域との組織的・継続的な連携・協働体制を確立する。
（２）学校の組織運営改革
複雑化・多様化する学校の課題への対応や、子供たちに必要な資質･能力の育成のための
教職員の指導体制の充実に加え、学校において教員が心理や福祉等の専門スタッフと連
携・分担する体制の整備や、学校のマネジメント機能の強化により、学校の教育力・組織
力を向上させ、学校が多様な人々とつながりを保ちながら学ぶことのできる場となるよう
にする。
（３）教員制度の養成・採用・研修の一体改革
各学校の教育環境に即して充実した教育活動ができるよう、「社会に開かれた教育課程」
の視点に立って改訂の検討が行われている次期学習指導要領を着実に実施する環境の整備
を行うとともに、大量退職・大量採用を背景とした若手教員への知識・技能の伝承の停滞
を克服するため、養成・採用・研修の一体改革を進める。
２

次世代の地域創生

（１）地域と学校の連携・協働の推進に向けた改革
地域と学校の連携・協働の下、幅広い地域住民等（多様な専門人材、高齢者、若者、Ｐ
ＴＡ・青少年団体、企業・ＮＰＯ等）が参画し、地域全体で学び合い未来を担う子供たち
の成長を支え合う地域をつくる活動（地域学校協働活動）を全国的に推進し、高齢者、若
者等も社会的に包摂され、活躍できる場をつくるとともに 、安心して子育てできる環境を
整備することにより、次世代の地域創生の基盤をつくる。
（２）地域が学校のパートナーとなるための改革
地域学校協働本部と学校との連絡調整を担当する人材の配置促進や、地域学校協働活動
を推進するための学校開放の促進等を通じて、地域が学校のパートナーとして子供の教育
に関わる体制を整備することにより、教員が子供と向き合う時間を確保できるようにする
とともに、次代の郷土をつくる人材の育成や持続可能な地域の創生を実現する。
（３）地域と連携・協働する教員の養成・研修等
教員が地域との連携・協働を円滑に行う上で必要となる資質・能力を育成するための養
成・研修を行うとともに、地域住民等と児童生徒等が共に地域の課題に向き合い、課題解
決に向けて協働する活動を推進することにより、地域を担う人材を育成する。
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文部科学省「『次世代の学校・地域』創生プラン～学校と地域の一体改革による地域創生～ 」より

（ウ）地域学校協働答申を推進するための施策等
①

幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善及
び必要な方策等について
平成 28 年 12 月 21 日に中央教育審議会において、「幼稚園、小学校、中学校、高
等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善及び必要な方策等について（答申）」
が取りまとめられ、この答申を踏まえて平成 29 年３月に、次期学習指導要領等が策
定された。その中では、
「よりよい学校教育を通じてよりよい社会を創る」という目
標を学校と社会が共有し、連携・協働しながら、新しい時代に求められる資質・能
力を子供たちに育む「社会に開かれた教育課程」の実現を目指すことと示されてい
る。次期学習指導要領は、平成 32 年度から、小学校及び特別支援学校小学部より順
次実施されていく。

②

社会教育法改正について
文部科学省では、平成 27 年の「地域学校協働答申」や「『次世代の学校・地域』

創生プラン」を踏まえ、平成 29 年３月に社会教育法を改正し、地域学校協働活動を
実施する教育委員会が地域住民等と学校との連携協力体制を整備することや、地域
学校協働活動に関し地域住民等と学校との情報共有や助言等を行う「地域学校協働
活動推進員」の委嘱に関する規定の整備を行い、地域学校協働活動が円滑かつ効果
的に実施できるよう配慮している。
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イ

学校と地域の連携・協働に関わるこれまでの流れ
「地域学校協働答申」に係るこれまでの国の施策について、社会教育分野における学
校と地域の連携・協働に関わる施策や取組と学校教育分野における学校と地域の連携・
協働に関わる施策や取組の流れを整理しておくことにする。

（ア）

社会教育分野における学校と地域の連携・協働に関わる施策や取組
社会教育分野における学校と地域の連携・協働についての施策や取組の歴史は古

い。昭和 49 年には、社会教育審議会から「在学青少年に対する社会教育の在り方に
ついて－家庭教育、学校教育と社会教育との連携－（建議）」が出され、そこでは「青
少年期において豊かな人間形成を図るためには、従来の学校教育のみに依存しがち
な教育に対する考え方を根本的に改め、家庭教育、学校教育、社会教育がそれぞれ
独自の教育機能を発揮しながら連携し、相互に補完的な役割を果たし得るよう総合
的な視点から教育を構想することが重要であること」が指摘された。これが「学社
連携」と呼ばれる考え方である。
平成８年の生涯学習審議会「地域における生涯学習機会の充実方策について（答
申）」は、これまでの「学社連携」が「学校教育はここまで、社会教育はここまでと
いうような仕分けが行われたが、必要な連携・協力は必ずしも十分でなかった」と
いう反省から、
「学校教育と社会教育がそれぞれの役割分担を前提とした上で、そこ
から一歩進んで、学習の場や活動など両者の要素を部分的に重ね合わせながら、一
体となって子供たちの教育に取り組んでいこうという考え方であり、学社連携の最
も進んだ形態」である「学社融合」という考え方が提起されている。
学校と地域との連携・協働が広く行われるようになったきっかけは、平成 14 年か
ら実施された学校完全週５日制であり、学校と地域が協力して子供の居場所の確保
を行うことの必要性が教育関係者を含めて広く認識されるようになった。さらに、
学校完全週５日制と併せて実施された学習指導要領では、新たに設けられた「総合
的な学習の時間」等を活用して、各教科等の学習で得た知識を様々な体験活動の中
で実感を持って理解することや、学び方やものの考え方を身に付けさせるなど、生
涯学習の基礎ともなる「生きる力」の育成が唱われている。
平成 14 年度からは「新子どもプラン」が実施され、関係府省（国土交通省・環境
省・農林水産省等）の協力の下で、子供たちの体験活動の充実に資する各種施策が
推進されてきている。
平成 18 年には、教育基本法が改正され、「学校、家庭及び地域住民その他の関係
者は、教育におけるそれぞれの役割と責任を自覚するとともに、相互の連携及び協
力に努めるものとする」と、学校、家庭、地域住民等の相互の連携協力に関する事
項が新設されている。
平成 19 年度からは、文部科学省と厚生労働省の連携により、「放課後子どもプラ
ン」が推進され、放課後や週末等の子供た ちに安心・安全な居場所を設け、全ての
子供たちに学習や体験・交流活動等の機会を提供する「放課後子供教室」の取組が
推進されている。
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平成 20 年度には、教育基本法の改正を受けて、教育振興基本計画が策定され、
「地
域ぐるみで学校を支援し子供たちをはぐくむ活動の推進」、「家庭・地域と一体にな
った学校の活性化」等、学校と地域の連携施策を推進していくこととされた。また、
平成 20 年の社会教育法改正では、放課後子供教室を念頭において「主として学齢児
童及び学齢生徒に対し、学校の授業の終了後又は休業日において学校、社会教育施
設その他適切な施設を利用して行う学習その他の活動の機会を提供する事業の実施
並びにその奨励に関すること」が、学校支援地域本部の活動を念頭に置いて、
「社会
教育における学習の機会を利用して行った学習の成果を活用して行う教育活動その
他の活動の機会の提供等」が教育委員会の事務として、新たに規定されている。平
成 20 年度からは、地域住民等の参画により、学校の教育活動を支援する仕組みであ
り、地域が学校と連携するための活動体としての「学校支援地域本部」が推進され
てきた。この事業では、学校と地域を結ぶために「地域コーディネーター」を 配置
して、地域住民が学校支援ボランティアとして活動するというシステムを整備し、
学校教育の充実とともに生涯学習社会の実現と地域教育力の向上を図ることが目指
されている。
平成 25 年には、第２期教育振興基本計画において、学校支援地域本部や放課後子
供教室等の取組を充実するための体制を全国の小・中学校区に構築することが施策
目標とされるなど、地域における学校との連携・協働に関する事項が政策体系に位
置付けられている。
平成 26 年度からは、子供たちが多様な技能や経験を持つ多くの社会人と出会う機
会を作っていくことが重要との考え方から、地域の人材や企業・団体・大学等と連
携した土曜日の教育活動が推進されている。
平成 27 年度からは、経済的な理由や家庭の事情により、家庭での学習が困難であ
ったり、学習習慣が十分に身に付いていなかったりする子供たちに対して、地域住
民等による学習支援である「地域未来塾」の取組が推進されている。
（イ）

学校教育分野における学校と地域の連携・協働に関わる施策や取組
学校教育分野における学校と地域の連携・協働についての施策や取組は、昭和 61

年臨時教育審議会第２次答申で、
「開かれた学校づくり」という考えのもと進められ
てきた。平成 10 年の中央教育審議会答申「今後の地方教育行政の在り方について」
では、
「学校が地域住民の信頼にこたえ、家庭や地域が連携協力して教育活動を展開
するためには、学校を開かれたものにするとともに、学校の運営責任を明らかにす
るための取組が必要」であると提言された。これを受け、平成 12 年には、地域住民
の学校運営への参画の仕組みを制度的に位置づけるものとして学校評議員制度が導
入されている。
平成 12 年「教育改革国民会議報告」では、地域の信頼に応える学校づくりを進め
るために「新しいタイプの学校（ＣＳなど）の設置を促進する」ことが提案された。
これを受けて、平成 16 年中央教育審議会答申「今後の学校の運営の在り方について」
が取りまとめられ、地域の住民や保護者のニーズを学校運営に一層的確に反映させ
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る仕組みとして、学校運営協議会制度が導入されている。
平成 23 年に、学校運営の改善の在り方等に関する調査研究協力者会議が取りまと
めた「子供の豊かな学びを創造し、地域の絆をつなぐ～地域とともにある学校 づく
りの推進方策～」で、学校と地域の連携・協働についての考え方は再整理されるこ
ととなった。提言では、
「子供の『生きる力』は、多様な人々と関わり、様々な経験
を重ねていく中でよりはぐくまれるものであり、学校のみではぐくめるものではな
く」、「保護者は家庭の責任として、地域住民は地域教育の担い手として、それぞれ
の責任があり、子供たちをどのように育てていくのかについて、学校に求めるだけ
ではなく、当事者として自分達の持ち場で積極的に関わっていくという意欲が求め
られる」と指摘している。そして、
「子供たちの豊かな育ちを確保 するために、全て
の学校が、地域の人々の目標（『子供像』）を共有した上で、地域と一体となって子
供たちをはぐくむ「地域とともにある学校」となることを目指すべきである」と提
起された。
平成 26 年「ＣＳの推進に関する調査研究協力者会議におけるこれまでの審理の整
理」では、
「地域とともにある学校」像に基づいて、これまで別々に取り上げられて
きた「ＣＳ」と学校支援地域本部について、両者の「一体的な推進」が言及さ、平
成 27 年の「地域学校協働答申」へとつながっている。
（２）県の施策から見る学校と地域の連携・協働
「家庭・地域との協働による学校経営の推進」は、本県においても「学校教育の充実」
の重点項目の一つとして、県教育委員会経営計画に示されている。
生涯学習文化財課には、平成 29 年度から新たに地域学校連携担当が２名配置され、そ
のうちの１名は学校教育の専門職である指導主事である。社会教育と学校教育が連携を
図りながら、「いわて地域・学校連携促進事業」の取組を推進する体制が整えられた。
ア

「いわて地域・学校連携促進事業」について
平成 29 年度より、今般の学校取り巻く諸問題に地域全体で対応し教育効果を高める
ため、学校が地域と目標を共有し一体となって子供たちをはぐくむ「いわて地域・学
校連携促進事業」に取り組んでいる。最近の教育改革や地方創生の動向を踏まえた、
学校と地域の連携・協働を推進していくための仕組みや方策（教育振興運動、「ＣＳ」
等）について共通理解が図られるよう取組を展開している。

【地域と学校が連携するための４つのポイント】
国や県の今日的動向から、これまで本県で行ってきた｢教育振興運動｣（以下、
「教振｣
という）や「いわて型コミュニティ・スクール」（以下、「いわコミ」という）の組織
や取組が効果的であったかを振り返り、学校と地域の実情に応じたより適切で効果的
な連携を進め、子供たちとともに、教職員、保護者、地域も元気になるように進めて
いく必要がある。
よりよい連携・協働を進めるための４つのポイントを 11 ページにまとめた。
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【地域と学校が連携するための４つのポイント】
①

目標やビジョンを共有すること
地域や学校の実態をもとに、目指す学校・子供・地域などの姿やその達成のた
めの具体的な方法、改善策をともに考える。

②

組織や連携の仕組みを確認すること
既存の組織や取組が、目標やビジョンの実現のために効果的がどうか検討す

る。
③

役割を明確にした取組にすること
地域や学校の一人一人が当事者意識をもち、できることを積極的に行う。

④

成果や課題を共有すること
地域と学校ができるだけ見える形で成果や課題を共有し、次への実践（活動）
につなげる。

上記のポイントは、地域と学校の連携・協働を進めていく上で非常に大切な視点と
なる。このポイントは、「教振」にも「いわコミ」にも共通する視点と捉えるべきもの
である。次の図は、岩手県生涯学習文化財課地域学校連携担当が作成した「地域とと
もにある学校」を実現するための連携・協働の図である。
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イ

「いわて県民計画」について
平成 21 年に、
「いわて県民計画（長期ビジョン）」が策定された。この中で、掲げ
た「希望郷いわて」の実現を目指し、重点的・優先的に取り組む政策などについて、
アクションプランにより具体的に示された。
プランの期間は、第１期２年間、第２・第３期はそれぞれ４年間の計画で進めら
れている。平成 29 年現在は、第３期アクションプランのもと取組が行われている。
「いわて県民計画」第３期アクションプランにおいて、教育分野の政策項目とし
て、以下の７項目が示されている。
【政策項目】
・

児童生徒の学力向上

・

豊かな心を育む教育の推進

・

健やかな体を育む教育の推進

・

特別支援教育の充実

・

家庭・地域との協働による学校経営の推進

・

生涯を通じた学びの環境作り

・

高等教育機関の連携促進と地域貢献の推進

学校と地域の連携・協働に関わる政策項目として、
「家庭・地域との協働による学
校経営の推進」があげられ、その基本方向として、
「家庭・地域との協働による目標
達成型の学校経営を一層充実した取組とするため、各学校が適正な学校評価を実施
し、その結果や改善方策を家庭や地域と共有し、協働で学校経営の改善を進める」、
「『いわての復興教育』の３つの教育的価値【いきる】【かかわる】
【そなえる】のう
ち、
【そなえる】の取組を一層充実したものとするため、県内全ての学校が各校の実
情に応じ、家庭・地域・関係機関と協働しながら防災教育に取り組み、郷土に愛着
や誇りを持ち、岩手の復興・発展及び地域防災を支える子供たちを育成する」こと
が示されている。主な取組内容は、以下の通りである。
【主な取組内容】
①

目標達成型の学校経営の推進
・

各学校は、全職員の参加のもとにそれぞれの学校経営計画を策定し、設定した目
標や具体的な取組等の達成状況や進め方などの学校評価（自己評価・学校関係者評
価）を行うとともに、その結果と今後の改善方策等を保護者や地域等に対して広く
公表、報告するように取り組む。

・

各学校は、学校評価の結果を活用して学校運営上の課題を分析し、経営計画の見
直しや取組内容の工夫など、学校経営の改善に具体的に取り組む。

②

学校と家庭・地域との協働の推進
・

各小・中学校は、地域の実情に応じながら、今日的な教育課題解決に向けた取組
に関し、
「なまびフェスト」と教振の目標の共有化を図るなど、教振と連携した取組
を一層進める。
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・

生徒や保護者の期待に応える魅力ある学校づくりに向け、高校と地域の連携体制
を強化することで、ふるさとを守る人材の育成を進める。

③

実践的な防災教育（【そなえる】）を中核とした「いわての復興教育」の推進
・

岩手の復興・発展及び地域防災を支える子供たちを育成するため、県内全ての学
校が子供たちの発達段階に応じた防災教育に取り組む。

・

学校・家庭・地域・関係機関が連携して、具体的な学校防災の体制づくりのため
地域連携型の防災教育を進める。

・

高校生に対し、災害発生時においても主体的に行動できる態度や防災・減災に関
する知識や技能を身に付けさせるため、避難所の運営体験等の防災学習の取り組み
を進める。
「いわて県民計画」における「岩手の未来を担う子供たちを育てるひとづくりは、

長期的に取り組んでいくことが必要である」という考えの下、以下に掲げる教育施策
に関する諸計画を中心に、義務教育、高等学校教育、特別支援教育等の各プランとの
連携、整合を図りながら、一体的な教育の振興に取り組むこととしている。
【教育推進に関する諸計画体系】
○

いわて県民計画

（H21.12 策定

H21～H30）

○

いわて県民計画第３期アクションプラン

（H28. 2 策定

H27～H30）

○

岩手県東日本大震災津波復興計画

（H23. 8 策定

H23～H30）

○

岩手県東日本大震災津波復興計画復興実施計画（第３期） （H29. 3 策定

H29～H30）

○

岩手県ふるさと振興総合戦略

（H27.10 策定

H27～H31）

○

これからの岩手の義務教育

（H21. 3 策定 概ね 10 年）

○

今後の高等学校教育の基本方向

（H27. 4 改訂）

・新たな県立高等学校再編計画

（H28. 3 策定

○

いわてのキャリア教育指針

（H22. 3 策定）

○

いわての特別支援教育推進プラン

（H25.11 策定

H25～H30）

○

岩手県子どもの読書活動推進計画（第３次）

（H26. 6 策定

H26～H30）

○

「いわての復校教育」プログラム

（H24. 2 策定

H23～H30）

H28～H37）

「平成 29 年度岩手県教育委員会計画」より
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学校と地域の連携・協働に関する国及び県の施策や取組について
国の施策や取組
社会教育分野における施策や取組

県の施策や取組
学校教育分野における施策や取組

昭和40年

昭和49年

教育振興運動を提唱
社会教育審議会「在学少年に対する社会教育の在
り方についてー家庭教育、学校教育、社会教育と
の連携ー（建議）」
学社連携の提唱

昭和61年
平成 8年

臨時教育審議会第二次答申
生涯学習審議会「地域における生涯学習機会の充
実方策について（答申）」学社融合
中央教育審議会「今後の地方教育行政の在り方に
ついて（答申）」開かれた学校

平成10年
平成11年

岩手県総合計画
学校評議員制度導入、「教育改革国民会議報告－
教育を変える17の提案－」新しいタイプの学校Ｃ
Ｓの設置促進

平成12年

平成14年

「新子どもプラン」実施

学校完全週５日制実施
中央教育審議会「今後の学校の運営の在り方につ
いて(答申)」、学校運営協議会制度導入

平成16年

教育振興運動 「みんなで教振！10か年プロジェク
ト」

平成17年
教育基本法改正

平成18年
平成19年

「放課後子どもプラン」実施

学校教育法改正「学校評価」の法制化

いわて希望創造プラン策定 「いわて型コミュニ
ティ・スクール構想」

教育振興基本計画策定
平成20年

社会教育法改正
「学校支援地域本部」実施

「学校支援地域本部」実施

平成21年

いわて県民計画 「第１期アクションプラン」
「これからの岩手の義務教育」

平成22年

「岩手の教育振興」
学校運営の改善の在り方等に関する調査研究協
力者会議「子どもの豊かな学びを創造し、地域の絆 いわて県民計画 「第２期アクションプラン」
をつなぐ～地域とともにある学校づくりの推進方策 岩手県東日本大震災津波復興計画
～」地域とともにある学校

平成23年

第２期教育振興基本計画策定
平成25年

中央教育審議会生涯学習分科会「第６期中央教育
審議会生涯学習分科会における議論の整理」
コミュニティ・スクールの推進等に関する調査研究
協力者会議「コミュニティ・スクールの推進等に関す
る調査研究協力者会議におけるこれまでの審議の
整理」ＣＳと学校支援本部の一体的推進

平成26 年

放課後子ども総合プラン
土曜日の教育活動

平成27年

「地域未来塾」実施

平成27年

中央教育審議会「新しい時代の教育や地方創生の実現に向けた学校と地域の連携・協働の在り方と今後の推進方策について
（答申）」
地域学校協働本部、地域学校協働活動提唱

平成28年

平成29年

いわて県民計画 「第３期アクションプラン」
「岩手県ふるさと振興総合戦略」
教育振興運動 「みんなで教振！５か年プラン」

「『次世代の学校・地域』創生プラン」策定

社会教育法改正「地域学校協働活動の推進」

新学習指導要領公示 「社会に開かれた教育課
程」
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組織改編 生涯学習文化財課 「地域学校連携担
当」

２

本県における学校と地域の連携・協働のこれまでの取組
本県における学校と地域の連携・協働に関する主な取組について整理すると、以下の通
りである。

（１）教育振興運動
教振は、学校、家庭、住民等が総ぐるみで、地域の教育課題の解決に自主的に取り組
む岩手県独自の教育運動です。昭和 40 年に、県内各地で地域をあげて学力向上のための
取り組み（読書運動など）を行ったのが始まりで、以来、本県の教育水準の向上、子供
の健全育成、家庭や地域の教育力向上など、岩手県の教育環境の整備充実に大きな役割
を果たしています。
岩手県教育委員会『教育振興運動がよくわかる手引き資料』より
「教振」は昭和 40 年から始まった本県独自の取組である。子供、親、教師（学校）、
地域、行政の５者が、それぞれの役割を果たしながら、相互に連携して進める運動であ
る。さらに、地域が抱える子供たちの教育課題を地域単位で人々が話合い、運動の計画
を立て、地域の特色を生かして自主的に解決しようとする実践的運動であ り、子供や親
の自発的な取組みに加え、多くの大人が子供たちにかかわり、地域全体で子供たちをは
ぐくもうとするところに特色がある。
多くの市町村で運動推進のための協議会が設置され、さらに実践区ごとに目標を立て
運動を進めている。実践区は、小中学校や公民館、自治会など、各市町村の進めやすい
単位で作られており、29 年度現在、県全体で 497 地区ある。
各実践区では、学校、家庭、地域を活動場所として、読書運動やあいさつ運動、花い
っぱい運動、クリーン作戦のほか、自然体験活動、ボランティア活動、郷土芸能の伝承
活動、世代間交流、スポーツ・文化活動、中高生の社会参加活動、など、地域の特色を
生かしたさまざまな活動に取り組んでいる。
運動の成果を年度ごとに各実践区でまとめるほか、市町村単位で運動の集約大会や実
践区リーダーの研修会などを開催し、次年度以降の活動につなげる工夫をしている。
平成 17 年度から取り組んだ『みんなで教振！10 か年プロジェクト（H17～26）』では、
市町村や実践区の組織や取組手法の見直し、全県共通課題「家庭学習の充実」
「読書活動
の推進」への取組を通じてテレビ視聴時間の減少や平均読書冊数の増加などの成果を残
すことができた。これらの成果を生かし、教振の原点である「地域ぐるみで、地域の教
育課題を掘り起こし解決する主体的・自立的な運動の展開」を目指 して、平成 27 年度か
らは、
『みんなで教振５か年プラン』への取組みを開始した。このプランは、新しい全県
共通課題「情報メディアとの上手な付き合い方」と地域の教育課題の解決に向けた取組
を有機的に連動させることにより、運動のより一層の活性化を図ろうとするもので、新
しい全県共通課題を周知・啓発するための研修会の実施、
「情報メディア」の使用実態把
握やメディアの特性を理解するための研修会、ルール作りの取組等が各地で行われ てい
る。
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（２）いわて型コミュニティ・スクール
学校教育を巡る今日的な厳しい状況を打開していくためには、毎年度の学校経営の達
成目標を明確に掲げ、その実現に具体的に取り組んでいくことが重要であり、また同時
に、学校経営を学校自体で完結させることなく、家庭・地域との協働にまで広げていく
ことが必要です。
全ての小・中・高等・特別支援学校において、このような学校経営の改革に取り組み
ますが、特に、義務教育においては、このような取組みを「いわて型コミュニティ・ス
クール構想」として推進します。
岩手県『いわて希望創造プラン』より
本県では、平成 19 年度から校長のリーダーシップによる目標達成型の学校経営への転
換を図り、毎年の学校運営における達成目標の明確化や家庭・地域との協働による学校
経営の方向性を打ち出し、学校経営の改善に取り組んでいる。
「いわコミ」の柱の一つは、「校長のリーダーシップを発揮しながら、検証可能な目
標達成型の学校経営を進める」点にあり、学校目標の具現化に向け、学校としてどのよ
うな重点的な手だてを講じるのかについて公表し、その結果についても説明しようとす
るものである。二つめの柱は、「家庭・地域との連携・協働の推進」にあり、このこと
については、教振や学校支援活動等を基盤として進められている。
「検証可能な目標達成型の学校経営」については、県内すべての小中学校、義務教育
学校において、それぞれが「まなびフェスト」という形で、家庭や地域に発信してい る。
「まなびフェスト」は、課題をふまえた「めざす児童生徒像」「そのための重点的な取
組内容」「その指標と検証方法」等が主な構成要素となっている。この「まなびフェス
ト」の発信により、学校の実状や目指す方向性の理解を深めていただくこと、そして、
その取組に対し、教振等を通じて、ともに取り組んでいくことを呼び掛けてきた。
（３）コミュニティ・スクール
輝く子供たちの未来の創造に向けて、学校と地域がパートナーとして連携・協働によ
る取組を進めていくためには、学校と地域住民等が「地域でどのような子供たちを育て
るのか」、「何を実現していくのか」という目標やビジョンを共有することが重要です。
コミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）は、学校と地域住民等が力を合わせ
て学校の運営に取り組むことが可能となる「地域とともにある学校」への転換を図るた
めの有効な仕組みです。コミュニティ・スクールでは、学校運営に地域の声を積極的に
生かし、地域と一体となって特色ある学校づくりを進めていくことができます。
文部科学省『コミュニティ・スクール 2017』より
公立学校は保護者や地域住民の様々な意見を的確に反映させ、地域に開かれた、信頼
される学校づくりを進めていくことが求められている。このためＣＳは保護者や地域住
民の声を学校運営に直接反映させ、保護者・地域・学校・教育委員会が一体となってよ
りよい学校づくりを目指していくものである。法的根拠を持ち、学校運営協議会という
権限が保障された組織と家庭や地域との連携･協働の取組を主とした仕組みである。
地域学校協働答申により示された地域学校協働活動や、新指導要領で示された「社会
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に開かれた教育課程」をふまえ、よりよい社会を作るという目標の下、教育課程を介し
て地域社会とつながる学校づくりを推進していくことが求められている。本県では、平
成 29 年度現在、4 町村 17 校で取組が行われている。
本県において、「ＣＳ」を始めに導入したのは、岩泉町である。平成 17・18 年度に文
部科学省コミュニティ・スクール推進調査研究委の指定を受け、岩泉小学校と岩泉中学
校で実施、研究が進められた。平成 19 年度に、岩泉小学校と岩泉中学校がコミュニティ・
スクール推進校となった。平成 20 年度には、小本小学校と小本中学校、平成 21 年度に
は、門小学校と小川中学校がコミュニティ・スクール推進校となる。
平成 20 年度から普代村と普代中学校が推進校となり、平成 28 年度には、大槌町の大
槌学園と吉里吉里学園、平成 29 年度には、金ケ崎町の全小中学校で導入されている。
今後、八幡平市や、山田町においても導入される予定であり、現在検討が進められて
いる。
（４）学校支援地域本部・地域学校協働本部
【学校支援地域本部】
社会がますます複雑多様化し、子供を取り巻く環境も大きく変化する中で、学校が
様々な課題を抱えているとともに、家庭や地域の教育力が低下し、学校に過剰な役割が
求められています。
このような状況のなかで、これからの教育は、学校だけが役割と責任を負うのではな
く、これまで以上に学校、家庭、地域の連携協力のもとで進めていくことが不可欠とな
っています。
このため平成 18 年に改正された教育基本法には、
「学校、家庭及び地域住民等の相互
の連携協力」の規定が新設されました。学校支援地域本部は、これを具体化する方策の
柱であり、学校・家庭・地域が一体となって地域ぐるみで子供を育てる体制を整えるこ
とを目的としています。そして、学校教育の充実、生涯学習社会の実現、地域の教育力
の向上をそのねらいとしています。
生涯学習政策局社会教育課地域・学校支援推進室
『学校支援地域本部に関すること』より
【地域学校協働本部】
地域学校協働本部とは、従来の学校支援地域本部等の地域と学校の連携体制を基盤と
して、より多くのより幅広い層の地域住民、団体等が参画し、緩やかなネットワークを
形成することにより、地域学校協働活動を推進する体制として、平成 27 年の中教審の
答申で提言されたものです。なお、連携の体制は様々な形態があり得るため、地域学校
協働本部について法律上の規定はありませんが、改正後の社会教育法の第５条及び第６
条の規定では、教育委員会が地域学校協働活動の機会を提供するに当たって、地域住民
等と学校の連携協力体制の整備が求められており、地域学校協働本部の立ち上げ支援も
その取組の一つです。
文部科学省生涯学習政策局社会教育課『地域学校協働活動』より
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平成 18 年に改正された教育基本法第 13 条「学校、家庭及び地域住民等の相互の連携
協力」の必要性に基づき、文部科学省は具体的な方策として、学校の求めと地域の力を
合わせ、より組織的な活動を推し進めるために、平成 20 年度から学校支援地域本部（「学
校・家庭・地域の連携協力推進事業」）を実施している。平成 24 年度からは、
「学びを通
じた被災地の地域コミュニティ再生事業」として、平成 28 年度からは、「仮設住宅の再
生等に係る子供の学習支援によるコミュニティ復興支援事業」を活用して、事業を行っ
ている。また、地域学校協働答申により、今後の方向性として、従来の学校支援地域本
部、放課後子供教室等の活動を基盤に、「支援」から「連携・協働」、個別の活動から総
合化・ネットワーク化を目指す新たな体制としての「地域学校協働本部」が提言され、
答申を受けた取組みが進められている。
学校と地域が協働するしくみの一つとして、平成 20 年度より「学校支援地域本部事業」
が全国でスタートし、本県においても平成 20 年度より、19 市町村 46 本部で実施され、
現在（平成 29 年度）、19 市町村、55 本部、107 小中学校を対象に実施されている。
本県では、学校支援地域本部・地域学校協働本部を活用した学校と地域の連携・協働
が市町村毎に積極的に行われており、前述した「教振」、「いわコミ」、「ＣＳ」の取組と
連動した様々な取組が展開されている。
各本部には、学校や地域の特色を生かした事業全体のプランを考えるため、様々な立
場（校長・副校長・教職員、ＰＴＡ（保護者）、公民館関係者、自治会、社会教育関係団
体等）の人々で構成されている。保護者や地域の方々の中から、学校や地域のことに詳
しい人を「地域コーディネーター」として依頼し、学校が手伝って欲しいことと、地域
の人が手伝いたいことを結びつける仕組みをつくっている。小学校または中学校区を単
位に配置された地域コーディネーターが、学校、地域双方の希望を聞いて、両者を具体
的に結びつけ、地域の大人がボランティアとして学校を支援する仕組みの定着を目指し
ている。
以上のように、国や県の施策を踏まえ、本県では多様な取組が行われてきたが、市町村
によって施策の受けとめや取組み状況に差異があることも事実である。その実態を調べる
ために、学校と地域の連携・協働の取組について県内全市町村担当者を対象としたアンケ
ート調査を実施し、加えて抽出市町村への訪問調査を実施するこ ととした。
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３

本県市町村の学校と地域の連携・協働の状況に関する調査（１年次）
（１）アンケート調査（「学校と地域の連携・協働」に関する調査）
本調査は、平成 29 年度の「学校と地域の連携・協働」に関して、県内各市町村で学
校と地域の連携・協働について担当している職員を対象としてアンケート調査を行い、
回答をまとめたものである。
ア

調査の概要

（ア）

調査方法
県内市町村教育委員会の学校教育又は生涯学習を主管する部局の「学校と
地域の連携・協働」を直接担当している職員の方に調査票を送付し、Ｅメール
により回答を得る。

（イ）

調査対象

・

県内市町村教育委員会又は、生涯学習を主管する部局の担当職員

・

33 市町村

・

「学校と地域の連携・協働」を直接担当している職員

（ウ）

調査内容

・

「学校と地域の連携・協働」の取組体制について

・

「学校と地域の連携・協働」の取組の現状について

・

「学校と地域の連携・協働」の今後の取組について

（エ）
・
（オ）

調査期間
平成 29 年９月 25 日（月）～10 月 20 日（金）
アンケート調査回収結果
対象

県内市町村

対象数

回収数

回収率

33

33

100％

回答担当者所属

対象数

所属割合

学校教育を主管する部局

5

15.2％

教育委員会の生涯学習を主管する部局

24

72.7％

首長部局の生涯学習を主管する部局

4

12.1％
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イ

調査結果１（単純集計の結果）

（ア）
①

「学校と地域の連携・協働」の取組体制について
学校と地域の連携・協働に関する取組状況について
「教振」について取り組んでいるという回答は、31 市町村（93.9％）であっ
た。回答がなかった２市町村については、震災の関係で現在取組は行っていな
い地域であるが、組織はある。
「いわコミ」について取組を行っているという回答は、13 市町村（39.4％）

であった。
「ＣＳ」について取組を行っているという回答は、５市町村（15.2％）であ
った。八幡平市については、現在実施のための準備 を進められており、取り組
んでいると回答したものと思われる。
「地域学校協働活動（地域学校協働本部・学校支援地域本部を含む）」
（以下、
「本部事業」という）について取組を行っているという回答は、21 市町村（63.6％）
であった。19 市町村で本部事業を行っており、２市町村については、本部事業
は行っていないが放課後子供教室を行っていることから回答したと思われる。
図1

学校と地域の連携・協働に関する取組状況

31（93.9）%

教振

13（39.4）%

いわコミ

CS

5（15.2）%

21（63.6）%

本部事業

取り組んでいない

（N＝33）複数回答 0%

②

0%
10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

地域コーディネーターの配置について
20 市町村（60.6％）で配置していると回答があった。本部を設置している 19
市町村に加え、本部を設置していない１市から回答があった。配置場所につい
ての回答は、学校 13（65％）、教育委員会 3（20％）、その他 4（35％）であっ
た。その他については、図書館、学校と教育委員会に配置などの回答があった。
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図２

地域コーディネーターの配置数と配置場所

配置してい
ない
1市町村
4.8%

その他
1人
1.8%

公民館・地区
センター等
1人
1.8%

教育委員会
6人
10.7%

配置してい
る
20市町村
95.2%

配置数

配置場所
学校
48人
85.7%

（N＝21）

（N=56）

（イ）
①

「学校と地域の連携・協働」の取組の現状について
学校と地域の連携・協働に関する事業についての進捗状況について
各市町村において、取り組んでいる事業について回答してもらった結果であ

る。
教育振興運動の進捗状況についての回答は、「進んでいる」 38.7％、「ある程
度進んでいる」51.6％、「あまり進んでいない」9.7％であった。いわコミの進
捗状況についての回答は、
「進んでいる」46.2％、
「ある程度進んでいる」46.2％、
「あまり進んでいない」7.7％であった。「ＣＳ」の進捗状況についての回答は、
「進んでいる」60％、
「ある程度進んでいる」20％、
「あまり進んでいない」20％
であった。本部事業の進捗状況については、「進んでいる」 28.6％、「ある程度
進んでいる」71.4％であった。
図３

学校と地域の連携・協働に関する事業についての進捗状況について

12
38.7%

教振 (N=31)

6
46.2%

いわコミ (N13)

3
60%

CS (N=5)

1
20%

16
51.6%
6
46.2%

0

1
7.7%

1
20%

6
28.6%

本部事業 (N=21)

3
9.7%

15
71.4%
5

10

15

進んでいる

ある程度進んでいる

ほとんど進んでいない

わからない
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20

25

30 （ 人 ） 35

1％
あまり進んでいない

②

学校と地域の連携・協働を推進する上での課題・問題についての意識につい
て
推進上の課題・問題について意識調査では、26 市町村 78.8％の担当者が課題・
問題があると回答している。7 市町村については、特に問題・課題を感じていな
いと回答している。

図４

学校と地域の連携・協働を推進する上での課題・問題についての意識について

感じていない
7
21.2%

感じている
26
78.8%

（N＝33）
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③

学校と地域の連携・協働を推進する上での具体的な課題・問題について
推進する上で課題・問題があると回答した 26 市町村について、具体的な課
題・問題について質問したものである。

【市町村の担当部局に関する具体的な課題・問題について】
最も多かった回答は、
「❸コーディネーターの確保やコーディネーターへのサ
ポート（指導助言・研修会の機会を設定する等）が不十分」で最も重要（26.9％）
・
重要を合わせて 73.1％であった。次に多かった回答は、
「❹今後の方向性が確定
していない」で、34.6％であった。その他の回答では、「地域学校協働活動につ
いての理解が不十分」
「コーディネーターの役割負担が大きいこと」などがあげ
られた。
図５

市町村の担当部局に関する具体的な課題・問題について

❶

26.9%

❷

26.9%

❸

26.9%

❹ 3.8%

73.1％

46.2%
30.8%

34.6％

❺ 3.8%
11.5%

❻
0%

3.8%
10%

15.3％
20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

◎最も重要
○重要
（N＝26）複数回答
【項目】
❶学校や地域との連携が不十分
❷教育委員会と首長部局（地域振興，社会福祉，医療，防災担当）との連携が不十分
❸コーディネーターの確保やコーディネーターへのサポート（指導助言・研修会の機会を設定する等）が不十分
❹今後の方向性が確定していない
❺予算が不十分
❻その他

【その他】
・地域学校協働活動について理解が不十分。
・学校や地域に対する事業内容の理解が不足。
・コーディネーターの役割負担が大きなこと。
・地域のボランティアが超高齢化していること。
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【学校に関する具体的な課題・問題について】
回答で多かったものは、「❶学校・教職員の理解が不十分」「❷教職員に行う
余裕がない」がともに、38.5％であった。最も重要であるとの回答として多か
ったものは、
「❺学校がコーディネーター・ボランティアに期待する活動の内容
を明確にできていない」で 11.5％であった。その他の回答としては、
「連携・協
働活動に関わるのが一部の教員に固定化されている」
「教職員本来の業務に負担
とならないか疑問な点である」などがあげられた。
図６

学校に関する具体的な課題・問題について

❶

7.7%

30.8%

38.5％

❷

7.7%

30.8%

38.5％

❸

11.5%

❹

7.7%

❺

11.5%

❻

11.5%
0%

5%

19.2％

11.5%

26.9％

15.4%

10%

15%

20%
◎最も重要

25%

30%

35%

○重要

40%

45%

（N＝26）複数回答

【項目】
❶学校・教職員の理解が不十分
❷教職員に行う余裕がない
❸地域連携窓口教員が機能していない
❹学校における受入体制が十分整備されていない（施設面の対応：地域住民等の打合せ場所等の環境整
備など）
❺学校がコーディネーター・ボランティアに期待する活動の内容を明確にできていない
❻その他

【その他】
・連携・協働活動に関わるのが一部の教員に固定化されている。
・環境整備等の支援になると感じるが、教職員本来の業務に負担とならないか疑問な点で
ある。
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【コーディネーター・ボランティアに関する具体的な課題・問題について】
最も多かった回答は、
「 ❸コーディネーターの後継者が育成されていない」で、
61.5％であった。コーディネーター・ボランティアについては、その他の回答
も多く、23.1％であった。内容としては、
「ボランティアの固定化・新規ボラン
ティアの確保」
「学校に配置したコーディネーターがボランティアも兼ねている
ことから、本来業務よりも雑用等が多くなり、コーディネーターとしての特性
があまり活かされていない」
「業務以外の仕事を頼まれることが多々ある」など
の回答があげられた。
図７

コーディネーター・ボランティアに関する課題・問題について

11.5%

❶

7.7%

❷

15.4%

23.1％

11.5%

❸
❹

0.0%

❺

3.8%

15.4%
15.4%

❻
0%

61.5％

50.0%

10%

19.2％
7.7%
20%

23.1％
30%
◎最も重要

40%
○重要

50%

60%

70%

（N＝26）複数回答

【項目】
❶コーディネーターと学校との連携が不十分
❷コーディネーターを継続して担う人材がいない
❸コーディネーターの後継者が育成されていない
❹学校支援ボランティアが活動できる時間と学校側が求める活動時間が異なる
❺学校のニーズに合うボランティアがいない
❻その他

【その他】
・コーディネーターを配置していない。
・ボランティアの固定化・新規ボランティアの確保。
・学校に配置したコーディネーターがボランティアも兼ねていることから、本来業務より
も雑用等が多くなり、コーディネーターとしての特性があまり活かされていない。
・業務以外の仕事を頼まれることが多々ある。
・ボランティアは老人クラブがメインとなっているのが実情である。
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【地域や社会教育施設に関する具体的な課題・問題について】
多かった回答は、「❹教育振興運動との関係が不明確」で、46.1％であった。
次に多かった回答は「❺地域住民の理解が十分ではない」で、38.4％であった。
その他の回答として、
「各種の集会・事業等で、以前のように人集めをすること
が難しくなっていると感じられる」という回答があげられた。
図８
❶

地域や社会教育施設に関する具体的な課題・問題について

3.8%

19.2%

❷

23.0％

15.4%

❸

26.9%

❹

3.8%

❺

11.5%

❻

46.1％

42.3%
26.9%

38.4％

3.8%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

◎最も重要

30%

○重要

35%

40%

45%

50%

（N＝26）複数回答

【項目】
❶学校と地域組織（自治会，町内会、ボランティア団体，NPO 法人，地域づくり団体等）との連携が不
十分
❷学校と公民館や市民センター等の関係施設との連携が不十分
❸PTA や保護者との連携が不十分
❹教育振興運動との関係が不明確
❺地域住民の理解が十分ではない
❻その他

【その他】
・各種の集会・事業等で、以前のように人集めをすることが難しくなっていると感じられ
る。
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（ウ）

「学校と地域の連携・協働」の今後の取組について

①

今後の学校と地域の連携・協働を推進していくことの重要性について
学校と地域の連携・協働を推進していくことの重要性については、
「重要だ
と考えている」75.8％、
「ある程度重要だと考えている」24.2％と重要である
と考えている市町村が 100％であり、全ての市町村で重要であると考えてい
る。

図９

学校と地域の連携・協働を推進していくことの重要性について

25（75.8%）

❶重要だと考えている

8（24.2%）

❷ある程度重要だと考えている

0.0%

❸あまり重要だと考えていない

❹ほとんど重要だと考えていない

0.0%

❺わからない

0.0%

（N＝33）

0%

10%

20%
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30%
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70%

80%

②

今後、学校と地域の連携・協働について具体的に実施したいと考えているこ
とについて
多かった回答は、「❿地域住民等への積極的な情報提供・理解の促進」で
75.7％であった。次に多かった回答としては、
「❾学校の教職員等への積極的
な情報提供・理解の促進」で、60.6％であった。最も重要との回答としては、
「❶学校と地域の連携・協働についての方針・ビジョンの明確化」が、15.2％
であった。
図 10

❶

15.2%

❷
❸

今後の学校と地域の連携・協働の具体について
33.3%

48.5％

18.2%
27.3%

3.0%

❹

30.3％

15.2%

❺

3.0% 6.1%

❻

3.0%

❼

9.1％
27.3%

6.1%

24.2%

❽

30.3％
30.3％

36.4%

❾

3.0%

❿

3.0%

57.6%

60.6％
72.7%

75.7％

⓫ 3.0%
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50%
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70%
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（N＝33）複数回答

【項目】
❶学校と地域の連携・協働についての方針・ビジョンの明確化
❷学校と地域の連携・協働についての計画の策定
❸教育委員会と首長部局（地域振興，社会福祉，医療，防災等の担当）との連携
❹特に福祉部局等と連携・協働した放課後子ども総合プランの推進
❺特に福祉部局等と連携・協働した貧困や格差の解消（子ども食堂・地域未来塾等の学習支援の充実）
❻地域学校協働本部の設置等の体制の整備
❼コーディネーターの配置の促進
❽コーディネーター等への研修の充実
❾学校の教職員等への積極的な情報提供・理解の促進
❿地域住民等への積極的な情報提供・理解の促進
⓫その他
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③

学校と地域の連携・協働を推進するために各機関が果たすべき役割
【市町村の担当部局が果たすべき役割について】
６割を超える回答が４項目あった。「❶学校や地域との連携」 81.9％、「❹学
校の教職員等への積極的な情報提供・理解の促進」66.6％、
「❸コーディネータ
ーの確保及びサポート」60.6％、
「❼学校と地域の連携・協働を推進するため事
務局機能」60.6％であった。最も重要であるとの回答としては、
「❸コーディネ
ーターの確保及びサポート」が 18.2％であった。
図 11

❶

市町村の担当部局が果たすべき役割について

15.2%

❷

66.7%

81.9％

39.4%

❸

18.2%

42.4%

❹ 3.0%
❺

60.6％
66.6％

63.6%
21.2%

❻
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❼

6.1%

❽

0.0%
0%

60.6％

54.5%

10%

20%

30%

40%
◎最も重要

【項目】
❶学校や地域との連携
❷教育委員会と首長部局との連携
❸コーディネーターの確保及びサポート
❹学校の教職員等への積極的な情報提供・理解の促進
❺連携のための組織づくり、または再編
❻予算の確保
❼学校と地域の連携・協働を推進するため事務局機能
❽その他
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50%
○重要

60%

70%

80%

90%

（N＝33）複数回答

【学校が果たすべき役割】
多かった回答は、
「❹地域との連携・協働に関する教職員・学校関係者の十分
な理解・協力」で、72.7％であった。約５割の回答として、
「❷地域との連携・
協働を推進する体制の整備」51.6％、
「❸地域との連携・協働を推進する地域連
携窓口教員の機能の充実」45.5％などがあった。
図 12
❶

学校が果たすべき役割について

9.1%

❷

30.3%

6.1%

39.4％
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33.4％
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◎最も重要

0.0%
0%

○重要

（N＝33）複数回答
10%

20%

30%

40%

50%

【項目】
❶地域との連携・協働を推進していくための方針の明確化
❷地域との連携・協働を推進する体制の整備
❸地域との連携・協働を推進する地域連携窓口教員の機能の充実
❹地域との連携・協働に関する教職員・学校関係者の十分な理解・協力
❺地域との連携・協働を推進するコーディネーターの確保及びサポート
❻学校と地域の連携・協働を推進するため事務局機能
❼その他

60%

70%

80%

【社会教育施設（公民館・地区センター等）が果たすべき役割】
多かった回答は、
「 ❶地域住民の地域学校協働活動への参画の促進」で、72.7％
であった。次いで、
「❹地域支援・学校支援のボランティアの確保」54.6％、
「❷
地域内の各組織間の連絡調整・連携」45.4％であった。
図 13

社会教育施設（公民館・地区センター等）が果たすべき役割について

❶
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❸
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❹

42.4%
18.2%

21.2％

9.1%

❺

0.0%

❻

0.0%
0%

45.4％

54.6％

45.5%

◎最も重要

○重要

（N＝33）複数回答
10%

20%

30%

40%

【項目】
❶地域住民の地域学校協働活動への参画の促進
❷地域内の各組織間の連絡調整・連携
❸学校との連携・協働を推進するコーディネーターの確保
❹地域支援・学校支援のボランティアの確保
❺学校と地域の連携・協働を推進するため事務局機能
❻その他
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50%

60%

70%

80%

【地域組織（自治会，町内会、ボランティア団体，NPO 法人，地域づくり団体等）
が果たすべき役割】
５割を超える回答が３項目、他の項目についても３割を超える回答であった。
最も多かった回答は、「❹地域の教育資源の収集・整理」で 57.5％であった。
図 14

地域組織（自治会，町内会、ボランティア団体，NPO 法人，地域づくり団体等）
が果たすべき役割について
❶ 3.0%
❷

51.5%

6.1%

42.4%

❸ 3.0%

48.5％

33.3%

36.3％

❹ 3.0%

54.5%

❺

42.4%

9.1%

❻ 3.0%
❼

54.5％

27.3%

57.5％
51.5％

30.3％

0.0%
0%

10%

20%

30%
◎最も重要

【項目】
❶関係機関・団体との連絡調整
❷地域住民のネットワークづくり
❸地域住民のニーズの収集
❹地域の教育資源の収集・整理
❺地域住民への積極的な情報提供・理解の促進
❻学校と地域の連携・協働を推進するため事務局機能
❼その他
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40%
○重要

50%

60%
（N＝33）複数回答

70%

ウ

調査結果２（クロス集計の結果）
アンケート調査の結果を、
「 本部事業」の取組の有無での比較と沿岸被災市町村（ 12
市町村）と内陸市町村での比較という観点からクロス集計を行い、顕著な差異が見
られる項目について以下にまとめた。

（ア）

「本部事業」の取組の有無での比較
今後の学校と地域の連携・協働の基盤として、学校地域支援本部（地域学校
協働本部）の活動が期待されている。そこで、本部事業の取組の有無により市
町村の担当者の意識について比較してみた。

①

課題・問題の有無についての担当者の意識について
「学校と地域の連携・協働を推進していく上での課題・問題を感じているか」
という問い対し、全体で 78.8％の担当者が感じると回答している。本部事業に
「取り組んでいる市町村」では 95.2％が感じると回答しているのに対し、
「取り
組んでいない市町村」では 50％と差があった。
本部がある市町村の担当者は、事務局機能を担っており、学校と地域の連携・
協働に当事者意識をもって取り組んでいる。また、事業評価等も求められるこ
ともあり課題意識が高いと考えられる。
図 15

課題・問題についての市町村の担当者の意識について

78.8%

全体 （N=33）

21.2%
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50.0%

40%

50%

60%

70%

課題を感じていない

80%

90% 100%

②

市町村の担当部局に関する課題・問題について
市町村担当部局の課題・問題として、
「❸コーディネーターの確保やコーディ

ネーターのサポートが不十分」という回答が、
「取り組んでいる市町村」で約７
割であったのに対し、「取り組んでいない市町村」では約３割であった。
本部事業に取り組んでいる多くの市町村が、必要なコーディネーターを確保
するのに苦慮している様子がうかがえる。後継者を含めたコーディネーターの
確保やサポートが求められている。
図 16

市町村の担当部局に関する課題・問題について
本部事業に取り組んでいる市町村
23.8%

❶学校や地域との連携が不十分
❷教育委員会と首長部局（地域振興，社会福祉，
医療，防災担当）との連携が不十分
❸コーディネーターの確保やコーディネーターへのサポート
（指導助言・研修会の機会を設定する等）が不十分
❹今後の方向性が確定していない
❺予算が不十分
❻その他
❼課題を感じていない
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本部事業に取り組んでいない市町村

❶学校や地域との連携が不十分

16.7%

❷教育委員会と首長部局（地域振興，社会福祉，
医療，防災担当）との連携が不十分

16.7%

❸コーディネーターの確保やコーディネーターへのサポート
（指導助言・研修会の機会を設定する等）が不十分

33.3%

❹今後の方向性が確定していない

33.3%

❺予算が不十分

8.3%
16.7%
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（N＝12）複数回答
◎最も重要
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○重要

30%

（イ）

沿岸被災市町村（12 市町村）と内陸市町村での比較
地域によって差があるが、沿岸被災市町村では、東日本大震災によって震災
前の地域コミュニティーを維持することが難しい状況と生じた。そうした中、
コミュニティーの再生に繋がっていくことが期待し、学校と地域が連携・協働
する取組としての「ＣＳ」「本部事業」が行われている。
そ こ で 、沿 岸 被 災 市 町 村 の 担 当者 と 内 陸 市 町 村 の 担 当者 の 学 校 と 地 域 の連

携・協働に関する意識の差について比較してみた。
市町村の担当部局が果たすべき役割について、沿岸被災市町村の担当者の回
答として最も多かったものは、
「❼学校と地域の連携・協働を推進するため事務
局機能」で約８割であったのに対し、内陸市町村の担当者の回答は、約５割で
あった。
ほとんどの市町村で「ＣＳ」や「本部事業」を導入している沿岸被災市町村
では、行政がその事務局機能を担っていることから、担当者の課題意識が高い
ものと思われる。
図 17

市町村の担当部局が果たすべき役割について
沿岸被災12 市町村
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❶学校や地域との連携
33.3%

❷教育委員会と首長部局との連携

41.7%

❸コーディネーターの確保及びサポート
❹学校の教職員等への積極的な情報提供・理解の促進
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❺連携のための組織づくり、または再編
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❻予算の確保
❼学校と地域の連携・協働を推進するため事務局機能
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❽その他
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（２）訪問調査
本県で取組まれている学校と地域の連携・協働の実態と傾向を把握するため，６教
育事務所管内 15 市町村のフィールドワークを行ったものである。
ア

調査の概要

（ア）

調査方法
県内で取組まれている学校と地域の連携・協働に関する取組状況や課題など

を把握することを目的に市町村を訪問し、行政担当、学校関係者、コーディネ
ーター等から聞き取りを行った。「ＣＳ」を導入あるいは導入を予定している市
町村及び「教振」や「本部事業」等の活動を積極的に行っている市町村を対象
とした。
（イ）

対象市町村（15）
八幡平市、紫波町、花巻市、西和賀町、奥州市、金ケ崎町、一関市、
釜石市、大槌町、宮古市、山田町、岩泉町、田野畑村、普代村、洋野町

（ウ）

聞き取り内容

・

「ＣＳ」「本部事業」の導入の経緯について

・

各地域における地域学校協働活動の取組状況について

・

取組の成果と課題について

・

市町村独自の地域学校連携の様子について

・

「教振」との関わりについて

（エ）

期間
平成 29 年６月～11 月

- 35 -

イ

調査結果

（ア）

「ＣＳ」を導入している４市町村への聞き取り結果
「ＣＳ」の導入例１

「金ケ崎町」

日

時

平成 29 年７月 10 日（月）10:30～12:00

場

所

金ケ崎町教育委員会

対応者

教育次長
○平成 27 年に教育長より「ＣＳ」の有効性が示され、導入の方向が決まった。
○平成 28 年２月に文科省講演会を実施し教職員への周知を図った。３月には教育
長が施政方針演説で「ＣＳ」導入を宣言。
○平成 28 年７月、東松島市立鳴瀬未来中学校を教育委員と事務局が視察。由利本
荘ＣＳフォーラムに全小中学校長と事務局が参加。

経

緯

○平成 28 年８月、校長に説明し、校長から職員に説明した。９月には町民説明会
（教育懇談会６ケ所・町民懇談会６ケ所）を開いた。
○平成 29 年３月 31 日、学校運営協議会規則制定。全小中学校を対象とし、準備
が整った学校から開始することとした。
○平成 29 年５月、第１回学校運営協議会を開催し委嘱状を交付。
○現在は、全小中学校（小学校５、中学校１）で「ＣＳ」を導入し推進している。
○運営協議会委員の謝金は町の予算から支出する。

現

状

○運営協議会委員は下記の対象から、各校の推薦により委嘱。保護者代表（ＰＴ
Ａ会長等）、学識経験者、学校関係（校長、副校長、教職員）、地域代表（地区
センター長・自治会長・前学校評議員、その他）、その他
○教育長主導で非常に短期間に準備・調整をして「ＣＳ」を立ち上げたが、既存
の組織の活動を把握し、再編や合同開催などにより調整（コーディネート）す
ることによって、負担が増えないよう配慮している。
○これまでに「生涯教育の町」としての実績があり、学校と各地区生涯教育セン
ターとの結びつきが強い。例えば、三ケ尻小学校と三ケ尻地区センターが連携

関連事項

し、
「地域から学校へ」
「学校から地域へ」と双方向の活動を実践している(平成
29 年優良公民館表彰受賞)。各地区センター所長は学校運営協議会の委員とな
り、学校と地域を繋ぐ役割を担っている。
○「いわコミ」については、
「まなびフェスト」による評価を、学校運営協議会で
の協議に反映させる予定である。
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「ＣＳ」の導入例２

「大槌町」

日

時

平成 29 年７月 19 日（水）13:30～15:30

場

所

大槌学園（井戸端会議室）

対応者

教育長、主任指導主事、指導主事、主事、学校地域支援コーディネーター
○平成 23 年、東日本大震災津波で被災した小学校４校が、１つの臨時校舎で授業
を行うこととなった。
○平成 24 年、学校地域支援本部（現在の名称は地域学校協働本部）を導入し、学
校支援コーディネーターを２名配置。
○平成 24 年度にふるさと科実行委員会を２回開催。12 月 18 日に文科省から「教

経

緯

育課程特例校」の指定を受け「ふるさと科」創設。
○平成 25・26 年度を小中一貫教育移行期間とする。
○平成 27 年度に小中一貫教育が本実施された。
大槌学園・・・・・・施設一体型小中一貫教育校
吉里吉里学園・・・・施設分離型小中一貫教育校
○平成 27 年度、大槌学園と吉里吉里学園に学校運営協議会を設置。
○平成 28 年度、「ＣＳ」を導入。
○学校運営協議会（大槌学園は 10 名、吉里吉里学園は９名）を年３回（６月・10
月・２月）実施。
構成：学園長、副学園長、ＰＴＡ、民生委員、人権擁護委員、医師、住職、
学校地域支援コーディネーター（大槌学園）
○組織・部会

現

状

○予算は「仮設住宅の再編等に係る子供の学習支援によるコミュニティ復興支援
事業」（国庫事業）による。今後、予算減に対応するよう準備が必要である。
○震災により、大槌地域と吉里吉里地域と学校区が２つになったこと、子供を取
り巻く環境の変化により学校だけでは解決できない問題が出てきたこともコミ
ュニティ・スクール導入のきっかけとなった。
○「ふるさと科」は、
「生き方」を基盤とした教育内容を構成し、地域や自分の生
関連事項

き方を見つめ、大槌町の復興発展を担い得る人材の育成をねらっている。コー
ディネーターが、
「ふるさと科」の学習を進める上で、地域と学校をつなぐ重要
な役割を果たしている。
○大槌学園では、「井戸端会議室」「ＰＴＣＡ室」を利用して、コーディネーター
を核に学校・教育委員会・ボランティアの打合せや活動が行われている。
○ＰＴＡまなびフェストを作成し、取り組んでいる。
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「ＣＳ」の導入例３
日 時
場 所
対応者

経

緯

「岩泉町」

平成 29 年７月５日（火）13:30～15:00
岩泉町教育委員会
教育長、教育指導室主任
○平成 17・18 年度、岩泉小学校・岩泉中学校が文科省「コミュニティ・スクール
推進調査研究委託事業」の指定を受ける。
○平成 19 年度に「岩泉町型コミュニティ・スクール」と称して岩泉小学校・岩泉
中学校で県内初の「ＣＳ」を実施した。平成 19 年度～22 年度は、県の「いわ
て型コミュニティ・スクール事業」の指定も受けた。
○平成 20 年年度からは小本小学校・小本中学校、平成 21 年度からは門小学校・
小川中学校でも「ＣＳ」を導入した。
○現在は、町独自の予算により、３小学校（岩泉小学校・小本小学校・門小学校）、
３中学校（岩泉中学校・小本中学校・小川中学校）で「ＣＳ」を実施している。
○各校に設置している学校運営協議会（定員 10 名以内、任期２年）を年４～５回
開催している。
○組織

現

状

○上記６校以外の学校（７小学校２中学校）は、いずれも小規模校であり、すで
に地域との連携が図られているため、「ＣＳ」を導入していない。

関連事項

○学校運営協議会を置くことで、教員の異動が早い地域においても学校と地域の
連携を継続的に保てるというメリットがある。
○県の「いわて型コミュニティ・スクール事業」と国の学校運営協議会制度の双
方の融合を図った形で保護者や地域住民、学校及び行政が責任を共有しながら
学校運営に携わり、みんなで支える学校づくりの実現を目指している。
○保護者や地域からのクレームが減り、意見・要望として出されるという変化が
見られる。
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「ＣＳ」の導入例４

「普代村」

日

時

平成 29 年７月 20 日（木）13:30～15:00

場

所

普代村教育委員会

対応者

次長補佐兼総務係長兼学校教育係長、主事
○平成 20 年 10 月、「普代村教育ビジョン」で「普代型スクール・コミュニティ」
の実現を目指すことが示され、小中一貫教育の導入を進めることとなった。
○平成 20 年度、学校地域支援本部設置。普代小学校、中学校に地域コーディネー

経

緯

ターを各１名配置。
○平成 24 年度より、学校運営協議会を設置し「ＣＳ」導入。先行する岩泉町教育
長にも相談しながら進めた。
○学校運営協議会（21 名）を年２回（５月・２月）開催している。
構成：小中学校ＰＴＡ会長・会員、こども園園長、保護者会会長、老人クラブ
連合会長、小中学校長・副校長、人権養護委員、保護司、読書ボランティア、
指導主事、学校支援地域本部コーディネーター
○「ＣＳ」関係は教育委員会学校教育係に、
「教振」については生涯学習係に事務

現

状

局が置かれている。
○学校支援地域本部事業は、
「 仮設住宅の再編等に係る子供の学習支援によるコミ
ュニティ復興支援事業」
（国庫事業）の委託を受けて実施。学校からの要望に応
じ、コーディネーターが地域ボランティア（平成 28 年度の登録者は 68 名）を
募り、ミシン指導、読み聞かせ、登下校の見守り、草刈などを通年で行ってい
る。
○普代型スクール・コミュニティは、学校を中心として、地域が子供たちを育て、
地域も学校から力をもらい、学校と地域が一体となって活力を生み出していく
ことを目指してきた。

関連事項

〇村内のこども園、小学校、中学校は相互に交流が盛んである。
○行政の横の連携が図られていることが教育活動を支えている。例として「キャ
リア教育」の分野では、中学校宿泊研修での販売体験を村の政策推進室と連携
して実施し、販売体験に向けた調理実習等を住民福祉課と連携して実施してい
る。
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（イ）

「ＣＳ」の導入を予定している２市町への聞き取り結果
「ＣＳ」導入予定例１

日

時

平成 29 年７月 11 日（火）9:00～10:30

場

所

八幡平市教育委員会

対応者

「八幡平市」

教育指導課長
○平成 28 年、安代小学校校長より「社会に開かれた教育課程」に対応するため相
談があり「ＣＳ」導入に向け検討開始した。文科省「コミュニティ・スクール

経

緯

導入等推進事業」研究指定を申請し、安代小学校、寄木小学校の２校で２年間
（平成 29 年度～30 年度）の研究を予定している。
○平成 29 年度より２校を研究指定校として取組を始めている。
安代小学校

テーマ「『地域協働活動』の推進」～パートナーとしての地域と学
校を目指して～

寄木小学校

テーマ「地域とともに学び、たくましく育つ子どもの育成」～保
護者・地域住民との連携・協働を通して～

現

状
と

今

後

○安代小学校では、学校支援体制として「教育パートナー」というボランティア
登録の仕組みがあり、地域が学校を支援する独自の取組が行われている（平成
29 年 11 月の「地域とともにある学校づくり推進フォーラム」にて発表）。
○教育委員会は、「ＣＳ」の導入に向けて、設置規則作りを進めている。
○教育委員会内には専任の教育振興運動推進員が配置され、CS にも関わってい
る。
○平成 31 年度、安代小学校、寄木小学校で「ＣＳ」を導入予定。
○今後、全小中学校で導入する方針である。
○八幡平市生涯学習推進計画「はちまんたい学びの郷プラン」
（2009～2018）を基
に、「ＣＳ」と教振との関わりを明確にしながら推進している。

関連事項

○教育振興運動の基盤の上に「学校運営協議会制度」を導入し、
「地域とともにあ
る学校」づくりを推進し、「八幡平市の次代を担う人づくり」をめざす。
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「ＣＳ」導入予定例２
日

時

平成 29 年 11 月９日（木）16:00～17:00

場

所

山田町教育委員会

対応者
経

緯

「山田町」

教育次長兼学校教育課長、生涯学習課長、主事
○平成 28 年度より「ＣＳ」導入に向けて準備を進めている。
○平成 29 年度に各学校長へ「ＣＳ」導入に向けての説明を行う。また、各地域へ
の説明会も行っていく予定である。
○平成 30 年度４月から「ＣＳ」を全町内の小中学校で導入予定。

現

状
と

今

後

○導入後の計画
・学校運営協議会を年３回実施
・学校評議員や教育振興実践区推進委員の学校運営協議会委員への移行
・各小中学校「ＰＴＡまなびフェスト」の作成と検証
・学校評価を生かした教育課程の改善
・子供が参画する学校運営の工夫
〇教振について、町全体の基本方針、重点目標をもとに、実践区毎に具体的実践
目標、目標達成のための実践活動、年間事業計画が定められ、読書、挨拶運動、
環境美化活動、世代間交流、伝統芸能、伝承活動、地域活動等が実施されてい

関連事項

る。
〇全県共通課題である情報メディアへの取組は、学校毎に家庭教育学級などを活
用して行われている。
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（ウ）

地域学校協働本部・学校支援地域本部を設置している９市町村への聞き取り
結果
地域学校協働本部・学校支援地域本部設置例１

日

時

平成 29 年 10 月 31 日（火）10:00～11:00

場

所

紫波町役場

対応者

「紫波町」

生涯学習課学習推進室長、ＮＰＯ法人代表
○平成 21 年度に学校支援地域本部事業を導入し、それ以前から地域連携事業とし

経

緯

て実施してきた「紫波町ゆうごうセミナー」を学校支援地域本部の事業のひと
つとして取り込み実施してきた。
○現在、学校支援地域本部事業（「紫波町ゆうごうセミナー」）は、ＮＰＯ法人「ゆ

現

状

う・もあ・ねっと」に委託して実施している。
○こども教室等の運営も「ゆう・もあ・ねっと」が行っている。
○教育振興運動の推進組織は、「紫波町教育振興運動推進委員会」。
構成：町長、教育委員、実践協議会長、社会教育委員の代表、各小中学校長、
各公民館長、社会教育団体の代表
○小学校区毎に 11 の実践組織があり各小学校副校長と公民館指導員が事務局を
担っている。

関連事項

○町民全体に運動や活動の周知を図るため、紫波ネット（紫波町広報紙）に教育
振興運動の各実践区での活動を掲載している。
○広報誌「紫波の教振」を発行し、全戸配布を行っている。
○今後は、まだ本部のない町内２中学校でも実施したい考えがあり、学校の意向
を踏まえながら新しい本部の設置を検討したい。
○事業の評価検証を進めていくことが課題である。
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地域学校協働本部・学校支援地域本部設置例２
日

時

平成 29 年 11 月２日（木）13:30～14:30

場

所

花巻市立矢沢小学校

対応者

「花巻市」

副校長、地域連携担当教諭、地域コーディネーター
○平成 27 年度、学校支援地域本部の導入準備。
○平成 28 年度、
「学校・家庭・地域の連携協力推進事業」
（国庫事業）の補助金交

経

緯

付を受けて、地域学校協働本部（学校地域連携事業）を設置し、事業を推進し
ている。
○「学校・家庭・地域の連携協力推進事業」の４つ柱
①学習支援（図書読み聞かせ・放課後学習支援・ミシン学習・のこぎり学習絵
画指導・キャリア学習）
②課外活動支援（陸上指導・スキー実技指導）
③環境整備支援（校舎内修繕・塗装・本棚等製作）
④子ども見守り支援（子育て講演会・防犯パトロール・児童引き渡し訓練・安
全協議会）

現

状

○地域コーディネーターが１名（総括コーディネーター）配置され、学校の要望
に応じて、ボランティアと連絡調整をしているが、通常学校で活動しているの
ではなく、必要なときに学校を訪問。
○人材リストに登録されている地域ボランティアは 26 名。28 年度は、のべ 424
名の地域ボランティアが活動。
○校内体制は校長が総括、副校長が総務・会計・講師依頼を担当し、地域連携窓
口教員が事務局をしている。
〇活動の成果
・専門的な技術を事業に生かすことができる。
・学校と地域の距離が縮まった。

関連事項

・地域の人の生きがいになっている（子どもたちから得るものが大きい）。
〇今後の課題
・教科の枠にはまらないものがある。
・働いている人もいるので調整が難しい。
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地域学校協働本部・学校支援地域本部設置例３
日

時

平成 29 年７月 27 日（木）14:30～16:00

場

所

西和賀町教育委員会

対応者

「西和賀町」

教育長、生涯学習課長代理、生涯学習課主任、地域コーディネーター２名
〇平成 23 年度から学校統廃合をきっかけに学校支援地域本部事業を実施。２小中

経

緯

学校区（旧湯田町、旧沢内村）毎に事務局と支援本部を設置し、２名（各本部
１名）の地域コーディネーターを配置している。
〇「教振」の役員が学校支援地域本部実行委員会にも位置付けられており、
「教振」
と学校支援地域本部事業のねらいを見据えながら、両者を効果的に結びつけた
特徴的な取組を実施している。
〇地域コーディネーターが各小学校の副校長とともに教育振興会の事務局を兼ね

現

状

ており、「教振」に係る事務作業などを担っている。
〇町内２小中学校区毎に地区教育振興会がおかれ、小学校に事務局が置かれてい
る。また、統合前の旧小学校毎に実践班があり、地域行事への参加、伝統行事、
スポーツ大会、農業体験活動、地域貢献活動、ラジオ体操やマラソンなどが、
地域の実情に合わせて行われている。
〇従来、学校と地域のつながりは強く、「おらほの学校」という意識があったが、
統合により距離を感じる住民が増えている。
〇若い世代の親は、自分の子どもや家族との時間を大切にしたいという傾向が強

関連事項

く、地域の行事よりも家族との時間を重視している。
〇教職員の「教振」や「学校支援地域本部」への理解度に差があり、統一歩調で
取り組めない、異動で振り出しに戻るなどの課題がある。
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地域学校協働本部・学校支援地域本部設置例４
日

時

平成 29 年６月 30 日（金）13:30～15:00

場

所

奥州市江刺生涯学習センター

対応者

「奥州市」

社会教育指導員
〇平成 20 年度から、水沢南小学校、東水沢中学校、江刺第一中学校の３校に本部

経

緯

を設置し、近隣学校９校を支援。
〇平成 23 年度には、水沢中学校、東水沢中学校、水沢南中学校、江刺第一中学校、
小山中学校の５校に本部を設置し、市内 18 校を支援。
〇平成 29 年度からは、５地域本部 21 校で支援を行っている。各中学校に本部を
設置し、その中学校区の小学校の支援を行っている。
○組織

現

状

〇地域コーディネーターは、それぞれの地域本部に１名を配置。
〇５本部で計 150 名ほどのボランティアが活動に携わっており、活動に参加した
ボランティアの満足度は高い。読み聞かせや図書室の装飾は読書活動の推進に
つながっているほか、家庭科等の授業支援や校外学習の引率補助は、学校活動
の一助となり、先生方が人手を必要とする場面に対応することができている。
〇各支援本部の情報発信の場として、ＨＰを有効に活用している。
〇同市江刺区では、地域学校協働活動の中心は「教振」となっている。
12 小学校区に実践区があり、事務局は小学校の副校長が担っている。各地区セ
ンターには活動員がいて、副校長と連携を取りながら推進している。
関連事項

〇江刺区における「教振」にあたっての今後の課題
・学校の副校長の負担の軽減。
・地域に活動が浸透しているが、マンネリ化している。
・社会教育指導員と副校長との情報を共有。
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地域学校協働本部・学校支援地域本部設置例５
日

時

平成 29 年 10 月 31 日（火）13:00～17:00

場

所

室根市民センター

対応者

「一関市」

課長補佐、まちづくり協議会事務局員、地域コーディネーター２名
〇以前から地域の高齢者を招いて学校行事を実施してきた。人材バンクもありボ
ランティアの活用という素地があった。
〇国庫事業を活用して学校支援本部の立ち上げをめざした。各学校で説明会を実

経

緯

施して教職員への周知を図り、アンケートを取ってニーズを把握した。
〇平成 21 年から学校支援本部事業を導入。室根地域３校（室根中学校、室根東小
学校、室根西小学校）で実施。当初は、中学校にも地域コーディネーターが配
置されていた。
〇室根東小学校、室根西小学校にそれぞれ地域コーディネーター１名を配置。学
校に席があり毎日勤務。中学校へは週２回支援を行っている。
〇地域コーディネーターは、主に学校とボランティアをつなぐ役割を担っている。
〇ボランティア数は、東小学校約 50 名、西小学校約 25 名で、主婦、お年寄り等
など、仕事を持っていない人が多い。活動内容は、庭木選定、草刈り、図書室

現

状

環境整備、読み聞かせ、町探検の見守り、農作業・収穫体験、太鼓指導、壁面
装飾など。
〇毎月１回会報を作成し、地区全戸（約 1800 戸）に配布。学校やボランティアの
活動の様子を地域の人に理解してもらう良い手段となっている。学校では、そ
の会報を直接子供たちに欠かさず配布するなど、保護者の方への周知も行って
いる。
〇教育振興運動の推進母体は、旧市町村単位（一関、花泉、大東、東山、室根、
川崎）毎で、推進協議会、ＰＴＡ、子ども会育成連合会が推進組織として位置
づけられている。
○各地域の実践状況は異なり、推進組織がない地域もある。
〇地域は、おらほの学校という意識が高く、ボランティアの満足度も高い。

関連事項

○学校にコーディネーターの席があり、管理職が代わってもゆるがない教職員と
の関係ができている。学校にとっても有益な事業となっている。
〇ボランティアの確保とコーディネーターの後継者育成、教職員のコーディネー
ターの役割についての理解、学校年間行事に合わせたボランティアの計画的募
集、ボランティアと子どもたちがつながる機会づくりなどが課題となっている。
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地域学校協働本部・学校支援地域本部設置例６
日

時

平成 29 年 10 月 23 日（月）14:00～16:00

場

所

釜石市教育センター

対応者

「釜石市」

主任（社会教育主事）、学校支援地域本部地域コーディネーター

２名

〇平成 20 年度から学校支援地域本部事業（国庫事業）を実施。釜石小学校に本部
経

緯

を設置。その後、甲子小学校、栗林小学校に本部が設置された。
〇平成 29 年度は、釜石小学校、栗林小学校２校で実施されている。（その他は、
コーディネーターのなり手がなく休止）
〇２名（支援本部各１名）の地域コーディネーターを配置している。地域コーデ
ィネーターは、週に１～３回程度学校で業務を行っている。

現

状

〇地域コーディネーターの内１名は、放課後子ども教室事業の企画調整も兼ねる
など、地域学校協働活動の総括的役目も担っている。
〇読み聞かせ、学校図書館整理、地域連携図書室整備（第２図書館）、放課後学習
支援（赤ペン先生）、授業での学習支援、スクールガード・見守り隊、学校施設
等の環境整備（花植え、水やり、草取り）等の活動が行われている。
〇地域コーディネーターの後継者やボランティアの確保などの種々の課題はある
が、本部事業によって生み出される成果や効用を踏まえ、今後は、新たな本部
を立ち上げるための検討を進めていく。

関連事項

〇本部事業をはじめ地域学校協働活動の土壌となる教振の推進組織は、
「 釜石市教
育振興運動協議会」。釜石市生涯学習・社会教育担当部署が事務局となり、５つ
の中学校区毎に地区実践協議会が置かれている。各実践区では、実践目標を作
成し、学力向上、健全育成などの実践項目を明確にして取り組んでいる。
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地域学校協働本部・学校支援地域本部設置例７
日

時

平成 29 年 11 月９日（木）14:00～15:00

場

所

宮古市立津軽石小学校

対応者

「宮古市」

校長、生涯学習課主事、地域コーディネーター２名
〇平成 20 年度に山口小学校支援地域本部事業（国庫事業）が開始。平成 26 年度
優れた「地域による学校支援活動」推進、並びに平成 28 年度「地域学校協働活
動」推進に係る文部科学大臣表彰を受賞。
〇平成 26 年度から宮古西中学校で学校支援地域本部事業を実施（本部は校内）。

経

緯

山口小学校のノウハウを引き継ぎながら活動を行っている。
〇平成 27 年度から津軽石小学校で学校支援地域本部事業を実施（本部は校内）。
学校と地域をつなぐ仕組みとして、この事業の有効性を感じていた前々校長の
提案で活動を始める。
〇地域コーディネーターは宮古西中学校１名。活動は、週２～３回で午前（ 10:00
～12:30）か午後（13:30～16:00）。津軽石小学校も１名で、活動は、週１回（9:00
～17:00）。
〇学校のニーズの把握を行い、年間行事予定との関連性を意識して進めている。
〇学校にも地域にも無理のない範囲で活動を行うことをめざしている。教員の負

現

状

担軽減、地域コミュニティーの形成、生きがいづくりにつながっている。地域
の見守り活動が充実している。
〇地域の現状として、昔から、子供の見守り活動など、子供のことに関わること
には、積極的に参加してくれている。震災後、コミュニティーが変化している
状態もある。協力的な高齢者が多い一方、若い層の協力が得られにくい現状が
ある。
〇津軽石小学校では、まなびフェストをＰＴＡ総会で説明し、職員玄関に表示。
学校広報において周知している。保護者アンケートを実施し、２学期の終わり
に、学校評議員会議を行うなど、保護者との連携が図られている。
〇今後については、地域の中の専門家をもっと活用し、連携を推進していく。現

関連事項

在実施している宮古西中学校での活動に未実施の千徳小学校を加え、連携した
活動に発展させていくことも検討している。
○地域住民にも本の貸し出しを行うなど、地域の憩いの場となるような学校図書
館経営を行っていきたいと考えている。
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地域学校協働本部・学校支援地域本部設置例８
日

時

平成 29 年 11 月１日（水）15:30～17:00

場

所

田野畑村教育委員会

対応者

「田野畑村」

教育次長兼学校給食センター所長、主任、学習支援コーディネーター
〇「地域ぐるみの子育て」の仕組みの一つとして、平成 20 年度に学校支援地域本
部事業を採択し、活動を開始した。
○本部を教育委員会に設置し、村内全ての学校を対象として活動した。
〇平成 22 年４月、村内の６小学校が１校に統合となったが、旧小学校区で行われ

経

緯

ていた伝統芸能や地区行事を伝承する視点のもと、６名の学習支援コーディネ
ーターが村内６地区（田野畑、沼袋、羅賀、机、浜岩泉、島越）を分担し、学
校と地域をつなぐ役割を担ってきた。
〇平成 29 年度からは、１名の学習支援コーディネーターが、統括的な役割を果た
し、各地区との連携を図り活動を実施している。
○学習支援コーディネーターが、村内小学校、中学校の窓口教員等と連携を図り
ながら、学校のニーズを踏まえた活動を実施している。
○定期的に活動の様子を会報としてまとめ、全戸に配布している。これは、学校

現

状

やボランティアの活動の様子を地域に理解してもらうよい手段となっている。
また、参加したボランティアの紹介は、次の活動への意欲につながっている。
○地域住民を講師とした伝承活動においては、仕組みが構築されるなど活動が定
着化してきている。
〇教振の実践区は旧小学校区として６実践区がおかれ、各地区に推進委員会を置
いている。これまで学習支援コーディネーターが活動の企画運営を担っていた
が、今年度から小中学校ＰＴＡが中心となって活動を推進している。

関連事項

○今後の方向性として、年間予定を鑑みた活動の企画運営や、窓口教員等との一
層の連携、地域住民の学びを積極的に取り込んだ「社会に開かれた教育課程」
の具現を目指している。
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地域学校協働本部・学校支援地域本部設置例９
日

時

平成 29 年 11 月 16 日（木）10:00～12:00

場

所

洋野町立大野小学校

対応者

「洋野町」

校長、主任２名、主任社会教育主事、生涯学習係長、地域コーディネーター６名
〇平成 20 年度、町内３地区（種市地区、角浜地区、宿戸地区）に学校支援地域本
部を設置。

経

緯

〇平成 21 年度、大野地区学校支援本部を大野小学校に設置。
〇平成 25 年度、林郷地区学校支援本部を林郷小学校に設置。
〇平成 26 年度、中野地区学校支援本部を中野小学校に設置。
〇平成 29 年度は６地区に本部を設置。各地区に１名（計６名）の地域コーディネ
ーターが配置されている。
〇コーディネーターの経験年数は、４～９年。経験年数によって、取組は様々で
あるが、交流会を行うなど連携をとりながら進めている。
〇コーディネーターの席は学校内に設置されている。
〇ボランティア活動は、学習支援活動・環境整備活動・登下校安全指導等、各地
区の実態にあった取組を実施している。ボランティア登録数も毎年増加してお
り、平成 28 年度は、男 273 名、女 464 名である。

現

状

〇どの地域でも、子供の見守り活動などの子供に関わる活動には、進んで取り組
んでいる。地域での挨拶が積極的に行われているのは、見守り活動の定着によ
るものと思われる。
〇大野小学校には、ボランティアのための活動室（ボランティアルーム）がある。
この部屋は、ボランティアが事業の打ち合わせや創作活動等を行う場となって
おり、学校と地域をつなぐ重要な場所となっている。活動の資料（依頼文書や
活動写真等）も閲覧できるため、年度が替わっても混乱することがない。大槌
学園の「井戸端会議室」と同じような役割を持っている。
〇教振の推進組織は、「洋野町教育振興会」。洋野町教育委員会生涯学習課が事務
局となり、町内小中高等学校の副校長も事務局員となっている。振興会の役員

関連事項

としては、町長と元推進組織会長が顧問となっている。学識経験者を会長とし、
学力向上、健全育成、健康安全など分野毎に副会長が置かれている。
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（エ）訪問調査の際に地域コーディネーターから出された声
地域コーディネーターの声
〇地域の人は、昔から子供の見守り活動など、子供のことに関わることには、積
極的に参加している人が多い。（３）
〇伝承活動には積極的に関わってくれる保護者・地域の人が多い。
〇協力 〇従来、学校と地域のつながりは強く、
「 おらほの学校」という意識があった。
（ ２）
しかし 〇若い世代の親は、地域の行事よりも自分の子供や家族の時間を大切にしたいと
いう傾向が強い。
〇地域の人は、子どもたちと接することを楽しみにしており、生きがいになって
いる。（２）
〇本部事業に取り組んだことにより、学校と地域の距離が縮まった。
地域住

〇見守り活動の定着により、地域での挨拶が積極的に行われている。

民につ

〇地域にはいろいろな力をもった人がたくさんいて、住民の専門的な技術を事業

いて

に生かすことができる。（２）
〇地域から学校に要望するのは、抵抗がある。
〇協力的な高齢者が多い一方、若い層の協力が得にくく、声かけに迷うことがあ
る。（２）
〇学校統合により、学校との距離を感じる住民が増えている。
〇学校統合後、子どもたちはあまり意識していないが、地域の人が旧地区にこだ
わることがある。
〇震災後、コミュニティーが変化して関係が希薄になっている。
〇地域の方は学校に入ることに、敷居の高さを感じている。
〇始まった当初は、教員の理解が得られず苦労したが、継続することで活動が周
知され、スムーズな運営ができるようになった。
〇学校に席があることで、教職員との関係が密になり、自然な関係となっている。
〇管理職が異動になっても、変わらない関係ができている。
〇長年コーディネーターが替わらないこともあり、関係が築けている。新しい先

教職員
・
学校に
ついて

生が赴任してきても、特に混乱なくコミュニケーションをとることができる。
前任校にもコーディネーターがいればよかったと言う声もある。
〇学校の年間予定が決められているので、見通しを持って活動していく必要があ
る。
〇校内でコーディネーターやボランティアが自由に活動できる場所が決まって
いない。（２）
〇教科の枠にはまらない活動や取組みがある。
〇学校から依頼がないと動けないので、遠慮せず要望を伝えて欲しい。（２）
〇教職員の「教振」や「学校支援地域本部」への理解に差があるため、統一歩調
で取り組めない。（２）
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〇理解していない管理職が転勤して来ると、最初から説明しなければならない。
〇教職員にコーディネーターの役割についてもっと理解してもらう必要がある。
（２）
〇窓口教員の先生と連携が必要だが、忙しくてつながれないことがある。
〇職員が多忙で、協力体制に差がある。
〇中学校からの依頼に十分に対応できていない。
〇経験のあるボランティアさんに専門的な分野で教えてもらえることは、とても
価値のあることである。
〇家庭科や図工等の実技指導に入ってもらうことで、子どもたちにとっても安全
に技術の習得が可能となっている。
〇どのボランティアもとても喜んで活動している。
〇昨年度活動したボランティアの人から、活動を楽しみにしているとの声をもら
った。
〇学習の見守りという立場で参加してもらったが、子どもと一緒に活動する様子
も見られる。
〇会報により活動の様子を周知している。参加したボランティアの写真が出ると
大変喜んでいただける。
〇学校に人材バンクがあり、継続的にボランティアの活用がある。
ボラン
ティア
・
コーデ
ィネー
ター
につい
て

〇ボランティアのメンバーは、主婦、お年寄り等、仕事を持っていない人が多い。
〇活動を通して、私自身が変わることができたと感じている（財産になってい
る）。
〇自分自身にとって新たな人とのつながりが財産となっている。
〇子どもたちの生き生きした表情を見ることができる。
〇ボランティアさんの喜ぶ顔を見ることもうれしいことである。
〇地域コーディネーターとボランティアの関係も築かれており、学校を支援する
体制が整えられている。コーディネーターもボランティアも自分たちのできる
範囲で活動していることで、長く継続できている。
〇学校からの要望にはできる限り答えるように努力はしているが、できないこと
はできないとはっきり言える関係を築いている。コーディネーターとボランテ
ィアの間にも同じような関係性がある。無理しないから長続きするし、また、
楽しんで活動を行うことができる。
〇ボランティア募集のチラシを配っても人が集まらない。固定化している。
（２）
〇ボランティアの確保・増加を図る。（２）
〇若い方は仕事をしていて参加が難しいのが残念である。30 代には、声をかけづ
らいのが現状。（２）
〇働いている人もいるので調整が難しい。
〇地域コーディネーターとしての活動は、とても楽しい活動である。
〇コーディネーターの後継者を考える必要がある。（３）
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（３）
ア

調査結果（アンケート調査・訪問調査）の分析と考察
「いわコミ」の取組意識に差
「学校と地域の連携・協働に関する事業に関わって、どのような事業に取り組ん
でいますか」という質問の結果をみると、「教振」「ＣＳ」
「本部事業」の３つについ
ては、取組を行っていると回答した市町村と県で把握している取組実態とが ほぼ一
致している。それに対し、県内全小中学校で取り組んでいる「いわコミ」について、
取り組んでいると回答した市町村は、約４割であった（20 頁

図１）。

この約４割という結果は、回答者の多くが生涯学習を主管する部局の担当者であ
ることから、学校づくりが取組の中心である「いわコミ」について、学校上の課題
であるとの認識が強いのではないかと思われる。また、
「いわコミ」の核となる「ま
なびフェスト」の取組は、学校と家庭の責任が大きいとの認識が学校現場にも強い
と思われる。その結果、学校と家庭の教育活動が中心となり、地域への働きかけは
少ないことが考えられる。行政や地域に対する「いわコミ」の積極的周知と、学校
を含めた関係者の共通理解を図ることが重要であろう。
イ

コーディネーターに関する高い課題意識
「学校と地域の連携・協働を推進する上での課題・問題を感じていますか」とい
う質問において、市町村担当部局の課題・問題として最も多かった回答が、
「コーデ
ィネーターの確保やコーディネーターへのサポート（指導助言・研修会の機会を設
定する等）が不十分」で７割を超えている（23 頁

図５）。コーディネーターには、

その性格上、地域への深い理解、人的ネットワーク、教育への高い関心などが求め
られており、研修機会の充実、養成の仕組み作りなど、行政が果たす役割は大きい
と言える。
また、コーディネーター・ボランティアに関する課題・問題として多かった回答
は、
「 コーディネーターの後継者が育成されていない」で６割を超えている（ 25 頁

図

７）。現在の県内のコーディネーターの状況は、週１～２日勤務や週５日勤務など、
勤務時間をみても市町村によって様々である。後継者を含めた人材の確保には、処
遇の改善が必要と考える。
訪問調査をした洋野町では、町内のコーディネーターが集まる機会を設けており、
その中で、国や県の方針や方向性等が説明され、自らの役割を学習する機会となっ
ている。さらに、情報交流の場としても機能しており、各学校で行われている実践
を共有しつつ、コーディネーター間の連携を図っている。
また、大槌学園の井戸端会議室や大野小学校のボランティアルームのように、コ
ーディネーターの働く場所が学校内に整備されているところは、コーディネーター
が有効に機能しているようである。当面の措置として、コーディネーターの役割の
明確化と関係者への周知、そして居場所の確保が必要であると考える。
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ウ

市町村担当部局の事務局機能の充実
今後、学校と地域の連携・協働を推進するために「市町村担当部局が果たす役割」
として、最も多かった回答は、
「学校や地域との連携」で８割を超えている（29 頁

図

11）。また、関連して、「学校の教職員等への積極的な情報提供・理解の促進」を重
要な役割と考えている回答も７割に近い。学校や地域との連携・協働に関する課題
意識は高いと言える。
また、
「学校と地域の連携・協働を推進するための事務局機能」についても約６割
の回答があったが、沿岸被災市町村だけをみると８割を超えている（34 頁

図 17）。

これはほとんどの沿岸被災市町村で「ＣＳ」や「本部事業」を導入しており、行政
が事務局機能を担っていることから、担当者の課題意識が高くなったものと思われ
る。
当センターの学校と地域の連携・協働に関する研修会を受講した学校関係者から
も、行政の主導的な取組を望む声が多く聞かれる。行政は事務局機能を充実させ、
学校と地域のネットワークの核となることが求められている。
エ

求められる教職員・学校関係者の理解・協力
「学校が果たすべき役割」として、最も多かった回答は、
「地域との連携・協働に
関する教職員・学校関係者の十分な理解・協力」で７割を超えている（30 頁

図 12）。

地域との連携・協働を深めるためには、学校がもっと積極的に地域の協 力を得る
姿勢を示すことが必要と思われる。
訪問調査をした市町村の行政担当者からは、
「ＣＳ」や「本部事業」に関する学校
の管理職の理解が重要であるという声が聞かれた。
また、地域コーディネーターからは、
「本部事業」やコーディネーターの役割に関
する教職員・学校関係者の理解や協力を求める声が聞かれた。
ウで述べたように、
「学校の教職員等への積極的な情報提供・理解の促進」は市町
村担当部局が果たす役割であることから、行政からの教職員・学校関係者への積極
的な働きかけとサポートが必要と考える。
オ

連携・協働には「教振」と「本部事業」の連動が有効
本県の地域学校協働活動は、市町村の実態に応じて様々な取組が行われている。
その中でも、
「教振」と「本部事業」を連動させて取り組んでいる市町村として西和
賀町と奥州市が挙げられる。
西和賀町では、２つの学校区（小中同一）に「教振」の実践区と学校支援地域本
部があり、中学校区を基盤として地域学校協働活動の取組が行われている。「教振」
の事務局を学校支援地域本部の地域コーディネーター（小学校に配置）が兼ねてお
り、二つの取組が一体となって推進されている。
奥州市では、各支所内の総務企画課地域振興係の生涯学習担当が「教振」の事務
局となっている。江刺区では、
「教振」の実践区の事務局を学校の副校長と各地区セ
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ンターの活動員が担当し、学校と連携した取組となっている。さらに、江刺区と胆
沢区には、社会教育指導員が配置されており、「教振」が積極的に展開されている。
また、５つの中学校に学校支援地域本部が設置され、中学校区の小学校を支援す
る体制が確立されており、地域コーディネーターが中心となって学校と地域をつな
いでいる。
このように、
「教振」と「本部事業」の２つの取組を行政が主導して推進する体制
が整えられており、学校・地域・行政が一体となった取組となっている。
アンケート調査からも担当部局の役割として、「学校や地域との連携」「学校と地
域の連携・協働を推進するための事務局機能」が求められているが、両市はその二
つを効果的に行っている例といえる。
地域学校協働活動の推進には、
「教振」と「本部事業」を連動させた取組が有効な
方法の一つと考える。
カ

継続的な連携・協働に有効なコミュニティ・スクール
訪問調査の結果、大槌学園では、
「本部事業」で置かれているコーディネーターが
学校運営協議会の構成員にもなっており、
「本部事業」と「ＣＳ」が連動して学校と
地域の連携・協働を推進する体制が整っている。例えば、
「ふるさと科」の授業内容
に合わせボランティアとしてコーディネートされた多数の地域住民が子供たちの学
習を支援するなどの活動につながっている。
また、岩泉町では、平成 19 年度に県内初の「ＣＳ」を導入するとともに、平成
19 年度から平成 22 年度にかけて県の「いわて型コミュニティ・スクール事業」の
指定を受け研究を行った。現在、岩泉小学校の学校運営協議会では、
「まなびフェス
ト」の成果と課題の検討が計画的に行われるなど、「いわコミ」と「ＣＳ」（学校運
営協議会制度）を融合した「岩泉型コミュニティ・スクール」と呼ぶ取組が進めら
れ、保護者・地域住民・学校・行政が継続的に学校づくりを支える体制が整えられ
ている。
より多くの保護者や地域住民が学校経営に参画する体制を整え、学校と地域の連
携・協働を継続的に進めるためには、コミュニティ・スクール（「いわコミ」含む）
が有効な方法の一つと考えられる。
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４

県内外の学校と地域の連携・協働に関する調査（２年次）
岩手県では、市町村によって様々な学校と地域の連携・協働の活動が行われている。そ

の基盤となっている取組は、教育振興運動（以下、教振という）と言える。岩手県には、
従来地域で子供たちを育てるという風土がある。そこに、コミュニティ・スクール（以下、
ＣＳという）、地域学校協働本部（以下、本部事業という）、いわて型コミュニティ・スク
ール（以下、いわコミという）等の活動を連動させて、独自の取組が展開されている。Ｃ
Ｓ、本部事業を行っている市町村で、コーディネーターは、地域と学校をつなぐ重要な役
割を果している。今後ＣＳ（学校運営協議会）への移行が進む中、その役割はますます期
待されることとなる。また、これからは、地域の活性化に果す役割も考えていく必要があ
る。
１年次の研究では、市町村担当職員へのアンケート調査及びＣＳ、本部事業に取り組ん
でいる市町村への訪問調査を行った。その結果、コーディネーターについて、その人材の
発掘や育成、推進体制等の課題が明らかになった。
それを踏まえ、２年次には、県内のコーディネーター、市町村担当者へのアンケート調
査と県内外の市町村への訪問調査を行い、下記の３点について把握し、本県における望ま
しい「学校と地域の連携・協働のあり方」を探るものである。
①コーディネーターの実態や意識について
②コーディネーターの資質向上を図る研修会について
③学校と地域の連携・協働のための推進体制の実態について

- 56 -

（１）

アンケート調査（「学校と地域の連携・協働」に関する調査）
本調査は、平成 30 年度の「学校と地域の連携・協働」に関して、県内各市町村のコ

ーディネーター及び市町村の担当職員を対象としてアンケート調査を行い、回答をま
とめたものである。
なお、この調査で対象としたコーディネーターは、県内各市町村の統括コーディネ
ーター、地域コーディネーター、地域学校協働活動推進員、ＣＳディレクターである。
ア

調査の概要

（ア）

調査方法
県内各市町村のコーディネーター及び、県内市町村教育委員会の学校教育又は
生涯学習を主管する部局の「学校と地域の連携・協働」を直接担当している職員
に調査票を送付し、郵送・Ｅメールにより回答を得る。

（イ）

調査対象

・

県内各市町村のコーディネーター（71 名：事前調査による）

・

県内市町村教育委員会又は、生涯学習を主管する部局の「学校と地域の連携･

協働」を直接担当している職員（33 市町村）
（ウ）
・

調査内容
コーディネーター
「属性と勤務様態」、「活動の実態」、「今後の活動」について

・

市町村担当者
「活動の実態」、「活動の現状」、「今後の活動」について

（エ）
・
（オ）

調査期間
平成 30 年 8 月 28 日（火）～9 月 14 日（金）
アンケート調査回収結果
対象

対象数

回収数

回収率

コーディネーター

71

66

92.9％

県内市町村担当者

33

33

100％
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イ

調査結果１（単純集計の結果）【コーディネーター】対象

（ア）

コーディネーターの属性と勤務様態についてについて

①

年齢層について
「50 代」・「60 代以上」が共に 28.8％と最も多く、次が「40 代」で 22.7％で
ある。「30 歳未満」は 3.0％である。
図1

年齢層
（N＝66）

30歳未満

3.0%

30代

16.7%

40代

22.7%

50代

28.8%

60代以上

28.8%
0%

②

20%

40%

性別について
「女性」が約９割を占めている。
図２

性別
（N＝66）

男性

9.1%
90.9%

女性

0%

③

20%

40%

60%

80%

100%

活動歴について
「５年以上」が最も多く、37.9％である。次は「１年未満（はじめて）」で
24.2％である。
図３

活動歴
24.2%

１年未満（はじめて）

（N＝66）

16.7%

１年以上～３年未満

21.2%

３年以上～５年未満

37.9%

５年以上

0%

20%
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40%

④

現在までの経歴について
最も多いのが、「❷ＰＴＡ役員」で 25.8％、次は社会教育関係者「❺社会教
育団体職員（公民館・青年会・女性団体関係・社会教育委員等）」で 15.2％で
ある。（「❼上記にない」を除く）経歴については大きな偏りがなく、❶～❻以
外の主婦や自営業・民間企業など、様々な経歴であることが考えられる。
図４

現在までの経歴

25.8%

❷PTA役員

12.1%

❸学校評議員・学校運営協議会関係者
❹地域住民組織等（自治会等）関係者

10.6%

❺社会教育団体職員（公民館・青年会・女性団体関
係・社会教育委員等）
❻民生委員・児童委員等

（N＝66）複数回答

12.1%

❶教職員

15.2%
9.1%
54.5%

❼上記にはない

0%

⑤

20%

40%

60%

担当している学校について
「１校のみ」が 62.1％、「複数校」が 36.4％である。複数校担当しているコ
ーディネーターは２校が最も多く 11 名で、担当学校数が最も多いコーディネー
ターは７校であった。
「担当校なし」のコーディネーター１名は、教育委員会に
所属し統括的立場にあり主として放課後子ども教室を担当している。
図５

担当している学校

62.1%

１校のみ

36.4%

複数校

1.5%

該当校なし

0%

（N＝66）

20%

40%
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60%

80%

⑥

年間活動時間について
「100～299 時間」が 23.3％、
「500～699 時間」が 20.0％で比較的多い。最も
少ない時間は、
「30 時間」であった。平均すると年間約 485.6 時間（月間約 40.5
時間）である。
図６

年間活動時間

100未満

（N＝60）

16.7%
23.3%

100～299
300～499

16.7%

500～699

20.0%

700～999

15.0%

1000以上

8.3%
0%

10%

20%

30%

※年間活動時間については週間や月間の活動時間を年間活動時間に換算したも
のである。また、コーディネーターとしての活動以外のボランティア活動が
時間に含まれている場合も考えられる。
⑦

コーディネーターの活動をする際の部屋又は席について
専用の部屋又は席の設置については、「ある」が 86.4％である。設置場所は
学校（職員室）が 54.4％、教育委員会が 28.1％である。その他の設置場所とし
ては、学校内の図書室や家庭科室等の回答が多い。
図７

コーディネーターの活動をする際の部屋又は席
設置の有無
86.4%

ある

（N＝66）

13.6%

なし

0%

20%

40%

60%

80%

100%

設置場所
54.4%

学校（職員室）

28.1%

教育委員会

（N＝66）

17.5%

その他

0%

20%
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40%

60%

（イ）

「学校と地域の連携・協働」の活動実態について

①

コーディネーターの活動内容について
７割を超える回答が３項目ある。
「❶学校支援ボランティアの確保」が 81.8％

で最も多く、次いで「❷学校とボランティアや外部の団体・機関等との連絡調
整」が 80.3％、
「❸学校の先生や地域（地域住民、ボランティア、外部の団体・
機関等）の要望を聞く」が 75.8％である。少ない回答は「❹地域連携に関する
研修を計画、実施」が 10.6％である。
図８

コーディネーターの活動内容
81.8%

❶

80.3%

❷

75.8%

❸

10.6%

❹

31.8%

❺

30.3%

❻

40.9%

❼

（N＝66）複数回答

18.2%

❽

0%

20%

40%

60%

80%

100%

【項目】
❶ 学校支援ボランティアの確保
❷ 学校とボランティアや外部の団体・機関等との連絡調整
❸ 学校の先生や地域（地域住民、ボランティア、外部の団体・機関等）の要望を聞く
❹ 地域連携に関する研修を計画、実施
❺ 学校の広報紙やホームページ等を通しての情報発信
❻ 学校と地域の交流を深める行事やイベントなどの企画・立案、実施
❼ ボランティア間の交流を深めるための、円滑な関係づくり（ネットワークづくり）
❽ その他

②

活動に対する自己評価について
「展開できている」は 13.1％、
「どちらかと言えば展開できている」は 68.9％

である。約 8 割のコーディネーターが展開できていると回答している。
図９

活動に対する自己評価
（N＝61）

13.1%

展開できている

68.9%

どちらかと言えば展開できている

14.8%

どちらかと言えば展開できていない

3.3%

展開できていない

0%

20%
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40%

60%

80%

③

教員とのコミュニケーションについて
「とれている」、「どちらかと言えばとれている」は共に 42.9％である。８割

を越えるコーディネーターが、教員とのコミュニケーションがとれていると回
答している。
図 10

教員とのコミュニケーション
（N＝63）

とれている

42.9%

どちらかと言えばとれている

42.9%

どちらかと言えばとれていない

11.1%

とれていない

3.2%
0%

④

20%

40%

60%

学校支援のボランティアとのコミュニケーションについて
「とれている」は 43.5％、
「どちらかと言えばとれている」は 46.8％である。
約９割のコーディネーターは、学校支援ボランティアとの コミュニケーション
がとれていると回答している。
図 11

学校支援のボランティアとのコミュニケーション
（N＝62）

43.5%

とれている

46.8%

どちらかと言えばとれている
どちらかと言えばとれていない

6.5%
3.2%

とれていない

0%

20%
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40%

60%

⑤

活動上の課題について
最も多い回答は、「❶ボランティアの確保が難しい」で 53.0％である。一方、
「❸相談相手や一緒に活動してくれる仲間がいない」、「❼活動に使える経費が
少ない」は 10.6％と低い割合である。
図 12

活動上の課題

53.0%

❶

25.8%

❷

10.6%

❸

24.2%

❹

21.2%

❺

15.2%

❻

10.6%

❼

12.1%

❽

18.2%

❾

0%

（N＝66）複数回答

20%

40%

60%

【項目】
❶ ボランティアの確保が難しい
❷ 活動に関して、教職員や保護者、地域住民の理解が得られない
❸ 相談相手や一緒に活動してくれる仲間がいない
❹ 先生とコミュニケーションや打合せの時間をとるのが難しい
❺ 学校支援ボランティアや他地区・他の学校のコーディネーター等との交流や情報交換の機会が十分にない
❻ 自分自身のスキルアップの機会が十分にない
❼ 活動に使える経費が少ない
❽ 勤務している時間が短く、十分な活動ができない
❾ その他

⑥

コーディネーターの活動に関する研修会の参加について
「ある」が 90.9％で、約９割のコーディネーターが研修会に参加したことが
あると回答している。
図 13

コーディネーターの活動に関する研修会の参加
（N＝66）

90.9%

ある

なし

9.1%
0%

20%

40%

60%
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80%

100%

⑦

地域の協力の度合いについて
「協力的である」は 41.3％、「どちらかと言えば協力的である」は 50.8％で
ある。地域が協力的であるとの回答が９割を越えている。
図 14

地域の協力の度合い
（N＝63）

41.3%

協力的である

50.8%

どちらかと言えば協力的である

7.9%

どちらかと言えば協力的でない
協力的でない

0%
0%

⑧

20%

40%

60%

地域との関係で重点的に取り組んでいることについて
最も多い回答は、
「❹ボランティアと学校関係者のネットワークづくり（つな
ぎ役）」で 69.7％である。３割を超える回答は、「❸ボランティアとのネットワ
ーク、交流」が 39.4％、
「❶町内会、地区センター、公民館との連携」が 37.9％、
「❺地域活動への参加」が 34.8％である。
図 15

地域との関係で重点的に取り組んでいること

〈地域との関係〉
（N＝66）複数回答

37.9%

❶町内会、地区センター、公民館との連携
❷企業、商店街、NPOとの連携

12.1%
39.4%

❸ボランティアとのネットワーク、交流

69.7%

❹ボランティアと学校関係者のネットワークづくり

34.8%

❺地域活動への参加
❻その他

4.5%

0%

20%
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40%

60%

80%

⑨

学校との関係で重点的に取り組んでいることについて
最も多い回答は、
「❹窓口教員・副校長等との連携」で 84.8％である。次いで
「❷学校のニーズの把握」が 60.6％、
「 ❶先生方とのコミュニケーション」53.0％、
「❺活動についての情報共有」が 48.5％である。
図 16

学校との関係で重点的に取り組んでいること

〈学校との関係〉
（N＝66）複数回答

53.0%

❶先生方とのコミュニケーション

60.6%

❷学校のニーズの把握

39.4%

❸情報や活動の積極的な発信

84.8%

❹窓口教員・副校長等との連携

48.5%

❺活動についての情報共有

3.0%

❻その他
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（ウ）
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「学校と地域の連携・協働」の今後の活動について

①

コーディネ－ターとして求められる力について
５割を超える回答が３項目ある。
「❹コミュニケーション能力」が 63.6％と最
も多く、次いで「❺多様な人、組織等とネットワークを形成することができる
力」が 57.6％、
「❷地域の情報を収集する能力」が 53.0％である。「❶学校支援
ボランティアに関する活動を企画・立案・実施する能力」についても 47.0％と
高い割合である。
図 17

コーディネ－ターとして求められる力
（N＝66）複数回答

47.0%

❶

53.0%

❷

25.8%

❸

63.6%

❹

57.6%

❺

13.6%

❻

3.0%

❼

0%

20%

40%

【項目】
❶ 学校支援ボランティアに関する活動を企画・立案・実施する能力
❷ 地域の情報を収集する能力
❸ 情報を発信する能力・プレゼンテーション力
❹ コミュニケーション能力
❺ 多様な人、組織等とネットワークを形成することができる力
❻ 事務処理能力
❼ その他
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80%

②

今後の研修会について
「参加したい」は 48.5％、
「どちらかと言えば参加したい」は 42.4％である。
約９割のコーディネーターが研修への参加に意欲的である。
図 18

今後の研修会
48.5%

参加したい

42.4%

どちらかと言えば参加したい
どちらかと言えば参加したくない

7.6%

参加したくない

1.5%
0%

③

（N＝66）

20%

40%

60%

「学校と地域の連携・協働」をさらに充実させるために重要なことについて
５割を越える回答が３項目ある。
「❷保護者や地域住民への説明、事後の積極
的な広報活動」が 65.2％と最も多く、次いで「❶教職員への説明や研修機会」
が 54.5％、「❸学校支援ボランティア等、関係者の拡充」が 50.0％である。

図 19

「学校と地域の連携・協働」をさらに充実させるために重要なこと
54.5%

❶教職員への説明や研修機会

65.2%

❷保護者や地域住民への説明、事後の積極的な広報活動

50.0%

❸学校支援ボランティア等、関係者の拡充
❹教育振興運動の一層の推進

10.6%
28.8%

❺教育振興運動の組織や活動のあり方の見直し・検討
❻その他

（N＝66）複数回答
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調査結果２（単純集計の結果）【市町村担当者】対象
（ア）
①

「学校と地域の連携・協働」活動の実態について
「学校と地域の連携・協働」に関する担当者について
「いる」は 90.9％で、「いない」は 9.1％である。
図 20

「学校と地域の連携・協働」に関する担当者
90.9%

いる
いない

9.1%
0%

②

（N＝33）

20%

40%

60%

80%
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コーディネーターの配置について
「いる」は 63.6％で、「いない」は 36.4％である。
図 21

コーディネーターの配置
（N＝33）

63.6%

いる

36.4%

いない
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（イ）
①
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「学校と地域の連携・協働」活動の現状について
「学校と地域の連携・協働」の取組について
「十分取り組まれている」は 39.4％、
「どちらかと言えば取り組まれている」
は 51.5％である。約９割の市町村においては学校と地域の連携・協働の取組が
進んでいると考えられる。
図 22

「学校と地域の連携・協働」の取組
（N＝33）

39.4%

十分取り組まれている

51.5%

どちらかと言えば取り組まれている

9.1%

どちらかと言えば取り組まれていない
あまり取り組まれていない

0%
0%

20%
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②

コーディネ－ターの活動を推進するための市町村独自の研修会（交流会を含
む）開催について
「行っている」は 30.3％、「行っていない」は 69.7％である。

図 23

コーディネ－ターの活動を推進するための市町村独自の研修会（交流会を含む）
開催
（N＝33）

30.3%

行っている

69.7%

行っていない

0%
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地域の協力の度合いについて
「協力的である」は 39.4％、「どちらかと言えば協力的である」は 57.6％で
ある。コーディネーターへのアンケート結果同様に、地域が協力的であるとの
回答が９割を越えている。
図 24

地域の協力の度合い
（N＝33）

39.4%

協力的である

57.6%

どちらかと言えば協力的である

3.0%

どちらかと言えば協力的でない
協力的でない

0%
0%
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（ウ）

「学校と地域の連携・協働」の今後の活動について

①

コーディネーターの必要性について
「必要」は 63.6％、「どちらかと言えば必要」は 33.3％である。９割以上の
市町村で必要性を認識している。
図 25

コーディネーターの必要性
（N＝33）

63.6%

必要

33.3%

どちらかと言えば必要
どちらかと言えば必要ない
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コーディネ－ターに期待する力について
５割を超える回答が４項目ある。
「❺多様な人、組織等とネットワークを形成
することができる力」が 78.8％で最も多く、次いで、
「❷地域の情報を収集する
能力」が 66.7％、
「❶学校支援ボランティアに関する活動を企画・立案・実施す
る能力」が 63.6％、「❹コミュニケーション能力」51.5％である。
図 26

コーディネ－ターに期待する力
（N＝33）複数回答
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【項目】
❶ 学校支援ボランティアに関する活動を企画・立案・実施する能力
❷ 地域の情報を収集する能力
❸ 情報を発信する能力・プレゼンテーション力
❹ コミュニケーション能力
❺ 多様な人、組織等とネットワークを形成することができる力
❻ 事務処理能力
❼ その他
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③

「学校と地域の連携・協働」に関する市町村独自の研修会開催の予定について

「ある」は 18.2％、「ない」は 42.4％であった。約４割の市町村は、「わから
ない」と回答している。
図 27

「学校と地域の連携・協働」に関する市町村独自の研修会開催の予定
（N＝33）
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39.4%
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④
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コーディネート機能を担うことが期待される組織について
最も多い回答は、「❶地域学校協働本部（学校支援地域本部）」で 59.4％であ
る。次は「❷教育振興運動」が 25.0％である。
「❸公民館・地区センター」、
「❹
行政」、「❺学校」については、１割未満の割合である。
図 28

コーディネート機能を担うことが期待される組織
（N＝32）

59.4%

❶地域学校協働本部（学校支援地域本部）

25.0%

❷教育振興運動
❸公民館・地区センター

3.1%

❹行政

3.1%
6.3%

❺学校

3.1%

❻その他
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⑤

「学校と地域の連携・協働」をさらに充実させるために重要なことについて
５割を超える回答が４項目ある。
「❶教職員への説明や研修機会」が 75.8％と
最も多く、
「❷保護者や地域住民への説明、事後の積極的な広報活動」が 72.7％、
「❸学校支援ボランティア等、関係者の拡充」が 63.6％「❺教育振興運動の組
織や活動のあり方の見直し・検討」が 57.6％である。

図 29

「学校と地域の連携・協働」をさらに充実させるために重要なこと
75.8%

❶教職員への説明や研修機会

72.7%

❷保護者や地域住民への説明、事後の積極的な広報活動

63.6%

❸学校支援ボランティア等、関係者の拡充

15.2%

❹教育振興運動の一層の推進

57.6%

❺教育振興運動の組織や活動のあり方の見直し・検討

3.0%

❻その他
0%

⑥

（N＝33）複数回答
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「学校と地域の連携・協働」を推進し、地域全体に普及したい活動について
６割を超える回答が３項目ある。
「❶地域活性化・まちづくり」が 78.8％で最
も多く、次いで「❺郷土芸能・伝統文化の伝承」が 75.8％、
「❸家庭教育支援・
子育て環境整備」が 63.6％である。

図 30

「学校と地域の連携・協働」を推進し、地域全体に普及したい活動
78.8%

❶地域活性化・まちづくり

36.4%

❷防災

63.6%

❸家庭教育支援・子育て環境整備

12.1%

❹地域の環境問題

75.8%

❺郷土芸能・伝統文化の伝承
❻国際化

9.1%
48.5%

❼高齢者の活躍促進

18.2%

❽地域の健康増進

3.0%

❾教育格差の解消

（N＝33）複数回答
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❿その他

0%

20%

- 71 -

40%

60%

80%

エ

調査結果３（クロス集計の結果）
アンケート調査の結果を、（ア）担当している学校数、（イ）活動をする際の部屋
又は席の有無、
（ウ）経験年数、
（エ）配置の有無、
（オ）活動に対する自己評価の５
つの問いについて他の問いに対する回答との相関を調べるためクロス集計を行い、
顕著な有意差が見られる項目について以下にまとめた。

（ア）

担当している学校数と活動に対する自己評価との相関関係
「コーディネーターの活動は、十分に展開できていますか。」という問い対し、
「展開できている」又は「どちらかと言えば展開できている」と回答した割合
を比較すると、【担当している学校数が１校のみ】では 89.5％、【担当している
学校数が複数校】では 68.2％である。
図 31

活動に対する自己評価

【担当している学校数が１校のみ】
（N＝38）

5.3%

展開できている

84.2%
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どちらかと言えば展開できていない
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5.3%
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【担当している学校数が複数校】
（N＝22）

27.3%

展開できている

40.9%

どちらかと言えば展開できている

31.8%

どちらかと言えば展開できていない
展開できていない

0%
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（イ）

コーディネーターの活動をする際の部屋又は席とコーディネ－ターの活動上
の課題との相関関係
「コーディネ－ターの活動上の課題として、どのようなことを感じています
か。」という問い対し、【専用の席のないコーディネーター】の課題として高い
ものは、
「❷活動に関して、教職員や保護者、地域住民の理解が得られない」
「❹
先生とコミュニケーションや打合せの時間をとるのが難しい」で約４割である 。
【専用の席のあるコーディネーター】は、約２割の回答である。
専用の席や部屋が、学校や地域との交流の場となり コミュニケーションが進

むと考えられる。
図 32

コーディネ－ターの活動上の課題

【専用の席のあるコーディネーター】
56.1%

❶ボランティアの確保が難しい

22.8%

❷活動に関して、教職員や保護者、地域住民の理解が得られない

8.8%

❸相談相手や一緒に活動してくれる仲間がいない

21.1%

❹先生とコミュニケーションや打合せの時間をとるのが難しい
❺学校支援ボランティアや他地区・他の学校のコーディネーター
等との交流や情報交換の機会が十分にない

19.3%
15.8%

❻自分自身のスキルアップの機会が十分にない

8.8%

❼活動に使える経費が少ない

10.5%

❽勤務している時間が短く、十分な活動ができない

（N＝57）複数回答
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❾その他
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【専用の席のないコーディネーター】

33.3%

❶ボランティアの確保が難しい

44.4%

❷活動に関して、教職員や保護者、地域住民の理解が得られない

22.2%

❸相談相手や一緒に活動してくれる仲間がいない

44.4%

❹先生とコミュニケーションや打合せの時間をとるのが難しい
❺学校支援ボランティアや他地区・他の学校のコーディネーター
等との交流や情報交換の機会が十分にない

33.3%
11.1%

❻自分自身のスキルアップの機会が十分にない
❼活動に使える経費が少ない

22.2%

❽勤務している時間が短く、十分な活動ができない

22.2%

❾その他

22.2%

0%
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（N＝9）複数回答

40%
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（ウ）

コーディネーターの経験年数とコーディネ－ターとして求められる力との相
関関係
「今後、コーディネ－ターとして、求められる力は何だと思いますか。」とい
う問い対し、
【コーディネーター歴５年未満】のコーディネーターの回答が多い
項目は、
「 ❷地域の情報を収集する能力」、
「 ❹コミュニケーション能力」で 58.5％
である。【コーディネーター歴５年以上】では、「❹コミュニケーション能力」
で 72.0％、
「 ❶学校支援ボランティアに関する活動を企画・立案・実施する能力 」
68.0％である。
経験年数によって、コーディネーターとして求められる力に違いがある と考
えられる。
図 33

コーディネ－ターとして求められる力
【コーディネーター歴５年未満】

❶学校支援ボランティアに関する活動を企画・立案・実施
する能力

34.1%
58.5%

❷地域の情報を収集する能力

22.0%

❸情報を発信する能力・プレゼンテーション力

58.5%

❹コミュニケーション能力
❺多様な人、組織等とネットワークを形成することができ
る力

56.1%
7.3%

❻事務処理能力

（N＝38）複数回答
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❼その他
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【コーディネーター歴５年以上】
❶学校支援ボランティアに関する活動を企画・立案・実施
する能力

68.0%
44.0%

❷地域の情報を収集する能力

32.0%

❸情報を発信する能力・プレゼンテーション力

72.0%

❹コミュニケーション能力
❺多様な人、組織等とネットワークを形成することができ
る力

60.0%
24.0%

❻事務処理能力

（N＝25）複数回答
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（エ）
①

コーディネーターの配置の有無と他の質問項目との相関関係
コーディネ－ター配置の有無と必要性との相関関係
「今後、学校と地域の連携・協働の充実を図るためのコーディネーターの必
要性についてお答えください。」という問い対し、必要と回答した割合を比較す
ると、【コーディネーターを配置している市町村】は 85.7％、【コーディネータ
ーを配置していない市町村】は 16.7％である。肯定的回答「必要」又は「どち
らかといえば必要」で比較すると、【コーディネーターを配置している市町村】
は 100％、【コーディネーターを配置していない市町村】は 91.7％である。
配置の有無にかかわらず、多くの市町村でコーディネーターの必要性を認識
している。
図 34

コーディネ－ターの必要性

【コーディネーターを配置している市町村】
（N＝21）
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【コーディネーターを配置していいない市町村】
（N＝12）

16.7%
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75.0%
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②

コーディネ－ター配置の有無とコーディネート機能を担うことが期待される
組織との相関関係
「今後、学校と地域の連携・協働の充実を図るためのコーディネート機能を
担うことが期待される組織についてお答えください。」という問い対し、【コー
ディネーターを配置している市町村】では、「❶地域学校協働本部」が 75.0％
と最も多い。【コーディネーターを配置していない市町村】では、「❷教育振興
運動」が 50.0％と最も多い。
「学校と地域の連携・協働」を推進する上で、
「地域学校協働本部」や「教育
振興運動」が重要な役割を担っていくことが期待されている。
図 35

コーディネート機能を担うことが期待される組織
【コーディネーターを配置している市町村】
75.0%

❶地域学校協働本部（学校支援地域本部）

5.0%

❷教育振興運動
❸公民館・地区センター
❹行政

10.0%
0%

❺学校

5.0%

❻その他

5.0%
0%

（N＝20）
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40%

60%

80%

【コーディネーターを配置していない市町村】

33.3%

❶地域学校協働本部（学校支援地域本部）

50.0%

❷教育振興運動
❸公民館・地区センター

0%

❹行政

8.3%

❺学校

8.3%

❻その他

（N＝12）

0%
0%
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（オ）
①

コーディネーターの活動に対する自己評価と他の質問項目との相関関係
コーディネ－ターに対する自己評価と活動内容との相関関係
「コーディネーターとして、どのような活動をしていますか。」という問い対
して、【肯定的回答グループ】は、「❼ボランティア間の交流を深めるための、
円滑な関係づくり（ネットワークづくり）」を選んだのは 50.0％、【否定的回答
グループ】は 9.1％である。また、「❻学校と地域の交流を深める行事やイベン
トなどの企画・立案、実施」を選んだのは、肯定的回答グループは 38.0％、否
定的回答グループは０％である。
肯定的回答グループは、ボランティア間の交流や学校と地域の交流を深める
活動を意欲的に行っている。
図 36

コーディネ－ターの活動内容

【肯定的回答グループ】《「展開できている」又は「どちらかと言えば展開できている」と回答した人》
❶学校支援ボランティアの確保

84.0%

❷学校とボランティアや外部の団体・機関等との連絡調整

84.0%

❸学校の先生や地域（地域住民、ボランティア、外部の団体・機関等）
の要望を聞く

76.0%
10.0%

❹地域連携に関する研修を計画、実施

30.0%

❺学校の広報紙やホームページ等を通しての情報発信

38.0%

❻学校と地域の交流を深める行事やイベントなどの企画・立案、実施
❼ボランティア間の交流を深めるための、円滑な関係づくり（ネット
ワークづくり）

50.0%

（N＝50）複数回答

22.0%

❽その他
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20%

40%

60%

80%
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【否定的回答グループ】《「展開できていない」又は「どちらかと言えば展開できていない」と回答した人》
81.8%

❶学校支援ボランティアの確保

63.6%

❷学校とボランティアや外部の団体・機関等との連絡調整
❸学校の先生や地域（地域住民、ボランティア、外部の団体・機関等）
の要望を聞く

72.7%
9.1%

❹地域連携に関する研修を計画、実施

36.4%

❺学校の広報紙やホームページ等を通しての情報発信
❻学校と地域の交流を深める行事やイベントなどの企画・立案、実施

0%

❼ボランティア間の交流を深めるための、円滑な関係づくり（ネット
ワークづくり）
❽その他

9.1%
（N＝11）複数回答
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0%
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②

コーディネ－ターに対する自己評価とコミュニケ－ションの度合いとの相関関
係
「教員とのコミュニケーション」、「ボランティアとのコミュニケーション」、
「地域との協力」について、比較したところ以下のような違いが見られる。
【肯定的回答グループ】の「教員とのコミュニケーション」は、
「とれている」
「どちらかと言えばとれている」の回答が約 93％、
「ボランティアとのコミュニ
ケーション」では約 98％、
「地域の協力」では 98％である。
【否定的回答グルー
プ】の「教員とのコミュニケーション」は、「とれている」「どちらかと言えば
とれている」の回答が約 45％、
「ボランティアとのコミュニケーション」では約
55％、「地域の協力」では 60％である。
コミュニケーションの度合いにより、コーディネーターの自己評価に違いが
見られる。
図 37

教員とのコミュニケーション

【肯定的回答グループ】《「展開できている」又は「どちらかと言えば展開できている」と回答した人》

とれている

46.9%

どちらかと言えばとれている

46.9%

どちらかと言えばとれていない

6.1%

とれていない

0.0%
0%

20%

（N＝49）

40%
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【否定的回答グループ】《「展開できていない」又は「どちらかと言えば展開できていない」と回答した人》
（N＝11）

27.3%

とれている

18.2%

どちらかと言えばとれている

36.4%

どちらかと言えばとれていない

18.2%

とれていない

0%

20%
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図 38

ボランティアとのコミュニケーション

【肯定的回答グループ】《「展開できている」又は「どちらかと言えば展開できている」と回答した人》

46.9%

とれている

51.0%

どちらかと言えばとれている

2.0%

どちらかと言えばとれていない
とれていない

（N＝49）
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【否定的回答グループ】《「展開できていない」又は「どちらかと言えば展開できていない」と回答した人》
（N＝11）

18.2%

とれている

36.4%

どちらかと言えばとれている
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どちらかと言えばとれていない

18.2%

とれていない
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図 39

40%

60%

地域の協力

【肯定的回答グループ】《「展開できている」又は「どちらかと言えば展開できている」と回答した人》

42.0%

協力的である

56.0%

どちらかと言えば協力的である

2.0%

どちらかと言えば協力的でない
協力的でない

（N＝50）
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【否定的回答グループ】《「展開できていない」又は「どちらかと言えば展開できていない」と回答した人》

協力的である

30.0%

どちらかと言えば協力的である

30.0%
40.0%

どちらかと言えば協力的でない
協力的でない

（N＝10）
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③

コーディネ－ターに対する自己評価と重点的に取組んでいることとの相関関係
地域との関係、学校との関係で、重点的に取組んでいることの回答では、以下
の項目で違いが見られる。
地域との関係では、
【肯定的回答グループ】の「❺地域活動への参加」が約 40％
で、【否定的回答グループ】が約９％である。
学校との関係では、【肯定的回答グループ】の「❶先生方とのコミュニケーショ
ン」が約 56％で、【否定的回答グループ】が約 27％である。また、【肯定的回答グ
ループ】の「❷学校のニーズの把握」が約 64％で、【否定的回答グループ】が約
36％である。
地域との関係では地域活動への積極的な参加、学校との関係では 教員との幅広
いコミュニケーション、ニーズの把握が重要な要素になっていると考えられる。
図 40

地域との関係において重点的に取組んでいること

【肯定的回答グループ】《「展開できている」又は「どちらかと言えば展開できている」と回答した人》

❷企業、商店街、NPOとの連携

（N＝50）複数回答

36.0%

❶町内会、地区センター、公民館との連携

12.0%
40.0%

❸ボランティアとのネットワーク、交流
❹ボランティアと学校関係者のネットワークづくり
（つなぎ役）

72.0%
40.0%

❺地域活動への参加

2.0%

❻その他
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【否定的回答グループ】《「展開できていない」又は「どちらかと言えば展開できていない」と回答した人》
54.5%

❶町内会、地区センター、公民館との連携

9.1%

❷企業、商店街、NPOとの連携

36.4%

❸ボランティアとのネットワーク、交流
❹ボランティアと学校関係者のネットワークづくり
（つなぎ役）

54.5%

❺地域活動への参加

9.1%

❻その他

9.1%
0%
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（N＝11）複数回答
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図 41

学校との関係において重点的に取組んでいること

【肯定的回答グループ】《「展開できている」又は「どちらかと言えば展開できている」と回答した人》
（N＝50）複数回答

56.0%

❶先生方とのコミュニケーション

64.0%

❷学校のニーズの把握

40.0%

❸情報や活動の積極的な発信

86.0%

❹窓口教員・副校長等との連携

50.0%

❺活動についての情報共有

4.0%

❻その他
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【否定的回答グループ】《「展開できていない」又は「どちらかと言えば展開できていない」と回答した人》
（N＝11）複数回答

27.3%

❶先生方とのコミュニケーション

36.4%

❷学校のニーズの把握

36.4%

❸情報や活動の積極的な発信

81.8%

❹窓口教員・副校長等との連携

36.4%

❺活動についての情報共有
❻その他
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オ

調査結果４（【コーディネーター】と【市町村担当者】の比較）
コーディネーターと市町村担当者へのアンケート調査における類似した質問を比
較すると以下のようになる。

（ア）

コーディネーターに求められる（期待する）力について
コーディネーターに対する「今後、コーディネーターとして、求められる力

は何だと思いますか。」という問い対し、特に多い回答が４項目ある「❶学校支
援ボランティアに関する活動を企画・立案・実施する能力」
「❷地域の情報を収
集する能力」「❹コミュニケーション能力」「❺多様な人、組織等とネットワー
クを形成することができる力」である。この４項目は、市町村担当者に対する
「コーディネーターに、期待する力についてお答えください。」という問いに対
する回答においても、同様に多い傾向である。
コーディネーターも市町村担当者もコーディネーターに求められている力に
ついて大きな差異はなく、共通の認識をもっていると言える。
図 42

コーディネーターに求められる（期待する）力

【コーディネーター】

※コーディネーターとして求められる力
47.0%

❶学校支援ボランティアに関する活動を企画・立案・実施する能力

53.0%

❷地域の情報を収集する能力

25.8%

❸情報を発信する能力・プレゼンテーション力

63.6%

❹コミュニケーション能力

57.6%

❺多様な人、組織等とネットワークを形成することができる力

13.6%

❻事務処理能力

0%

【市町村担当者】

（N＝33）複数回答

3.0%

❼その他
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※コーディネーターに期待する力
63.6%

❶学校支援ボランティアに関する活動を企画・立案・実施する能力

66.7%

❷地域の情報を収集する能力
❸情報を発信する能力・プレゼンテーション力

9.1%
51.5%

❹コミュニケーション能力

78.8%

❺多様な人、組織等とネットワークを形成することができる力
❻事務処理能力

12.1%
（N＝33）複数回答
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❼その他
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（イ）

「学校と地域の連携・協働」をさらに充実させるために重要なことについて
コーディネーター、市町村担当者に対する「『学校と地域の連携・協働』をさ
らに充実させるためには、どのようなことが重要だと思いますか。」という問い
対し、特に多い回答が４項目ある「❶教職員への説明や研修機会」
「❷保護者や
地域住民への説明、事後の積極的な広報活動」
「❸学校支援ボランティア等、関
係者の拡充」
「❺教育振興運動の組織や活動のあり方の見直し・検討」この４項
目に対する回答はコーディネーター、市町村担当者どちらにも多い傾向である。
「学校と地域の連携・協働」をさらに充実させるために重要なことについて
も、共通の認識をもっていると言える。

図 43

「学校と地域の連携・協働」をさらに充実させるために重要なこと
【コーディネーター】

54.5%

❶教職員への説明や研修機会

65.2%

❷保護者や地域住民への説明、事後の積極的な広報活動

50.0%

❸学校支援ボランティア等、関係者の拡充

10.6%

❹教育振興運動の一層の推進

28.8%

❺教育振興運動の組織や活動のあり方の見直し・検討

（N＝66）複数回答
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❻その他
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【市町村担当者】
75.8%

❶教職員への説明や研修機会

72.7%

❷保護者や地域住民への説明、事後の積極的な広報活動

63.6%

❸学校支援ボランティア等、関係者の拡充
❹教育振興運動の一層の推進

15.2%
57.6%

❺教育振興運動の組織や活動のあり方の見直し・検討

（N＝33）複数回答
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調査結果の分析と考察

（ア）
①

コーディネーターの実態や意識について
コーディネーターの実態
本県のコーディネーターを年齢層で見ると、40 代と 50 代をあわせると５割
を超え、60 代以上は３割弱である（58 頁

図 1）。全国の調査では、60 代以上

が４割を超えている状況である（平成 27 年度「地域学校協働活動の実施状況ア
ンケート調査」）。さらに、30 代を比較すると本県が約 17％に対し、全国は、約
７％である。本県のコーディネーターは比較的年齢が若く、アンケート調査の
要望等の欄には、
「継続的な活動とするために、コーディネーターに公的な資格
が必要」「補助金がある期間だけ行う取組なのか、不安を感じる」「今の制度で
は、労働時間、賃金等を含め若者が仕事としてこの仕事を選ぶ事は難しいと思
う」など、制度や労働面に関する要望が多く寄せられていることから職業とし
てコーディネーターの業務に携わりたいと考えている傾向があると考えられる。
持続可能な活動として定着させるためには、雇用条件の整備が必要であると考
える。
性別で見ると、女性の割合が高く９割を超えている（58 頁

図 2）。全国の調

査では、女性の割合が約 55％である（平成 27 年度「地域学校協働活動の実施状
況アンケート調査」）。また、訪問調査を行った栃木県の調査では、女性の割合
が約７割である（平成 28 年度「学校支援のためのコーディネーターに関する調
査研究」）。本県では、女性の割合が高い傾向にある。
コーディネーターとしての活動歴は、
「 ５年以上」が最も多く約 38％である（58
頁

図 3）。栃木県では、「５年以上」は約 25％である（平成 28 年度「学校支援

のためのコーディネーターに関する調査研究」）。長年にわたり継続的に活動さ
れているコーディネーターが本県にはいることがうかがえる。
「コーディネーターの活動をする際の部屋又は席について」の結果によると、
「専用の席がある」と回答したコーディネーターが約 86％である（60 頁

図 7）。

また、
「コーディネーターの活動上の課題について」クロス集計を行った結果以
下のような違いが見られる。
「専用の席がない」と回答したコーディネーターの
課題として高いものは、
「活動に関して教職員や保護者、地域住民の理解が得ら
れない」
「先生とコミュニケーションや打合せの時間をとるのが難しい」で、共
に約 44％である。この項目について、
「専用の席がある」と回答したコーディネ
ーターは約２割と半分である（73 頁

図 32）。専用の席や活動の部屋のあると

いう環境が、教職員や地域住民等とのコミュニケーションを促す要因となって
いると考えられる。
また、専用の席があるコーディネーターの回答では、
「ボランティアの確保が
難しい」が約 56％と他の項目にくらべ高いが、他の項目については低い傾向に
ある。専用の席がないコーディネーターの課題は、多岐にわ たっている。これ
は、専用の席があるコーディネーターは、本来のコーディネーターの業務であ
る「ボランティアに関する仕事」に集中できているからだと考えられる。
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「コーディネーターの必要性について」の問いに対しては、「必要」又は「ど
ちらかといえば必要」と回答した市町村が約 97％である（69 頁

図 25）。ほと

んどの担当者がコーディネーターの必要性を認識していることがわかる。その
一方で、「コーディネーター・ＣＳディレクター等の配置について」の問いに、
配置していると回答した市町村は約 64％である（67 頁

図 21）。アンケートに

よる複数校配置の記入状況を集計すると、コーディネーターの学校への配置は
約 130 校で、県全体の約３割の学校にとどまっている。必要性は認識している
ものの、様々な理由から配置できないでいる状況が見られる。
②

コーディネーターの意識
コーディネーターの活動に対する自己評価について、
「展開できている」又は
「どちらかと言えば展開できている」は約８割である（61 頁

図 9）。また、市

町村担当者の「学校と地域の連携・協働の取組について」は、
「十分取り組まれ
ている」又は「どちらかと言えば取り組まれている」は約９割である（67 頁

図

22）。この結果から学校と地域の連携・協働の取組が進んでいると考えられる。
また、コーディネーターの活動に対する自己評価について、担当している学
校数（１校のみ・複数校）とのクロス集計では、
「展開できている」又は「どち
らかと言えば展開できている」は、担当している学校数が１校のみでは約 90％、
担当している学校数が複数校では約 68％である（72 頁

図 31）。担当している

学校数が１校のみの方が、展開しやすいと考えられる。しかし、
「展開できてい
る」のみを比較すると、担当している学校が１校のみが約 5％であるのに対し、
担当している学校が複数校では 27％である。複数校を担当していても工夫の仕
方によっては展開できるケースもあると考えられる。
さらに、コーディネーターの活動の自己評価を「肯定的回答グループ」
「否定
的回答グループ」に分けクロス集計を行った。
コーディネーターの活動内容とのクロス集計では、
「ボランティア間の交流を
深めるための、円滑な関係作り」が、肯定的回答グループは約 50％、否定的回
答グループでは約９％となっている。
「学校と地域の交流を深める行事やイベン
トなどの企画・立案、実施」が、肯定的回答グループは約 38％、否定的回答グ
ループでは０％となっている（77 頁

図 36）。

また、地域との関係において重点的に行っていることは、
「地域活動への参加」
が、肯定的回答グループが約 40％、否定的回答グループが約９％となっている
（80 頁

図 40）。

ボランティア間の交流や学校と地域の交流を深める活動、地域活動への参加
など、地域との活動を積極的に行うことで充実した活動の展開につながってい
ると考えられる。
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（イ）
①

コーディネーターの資質向上を図る研修会について
研修機会の実態
「コーディネーターの活動に関する研修会の参加について」の問いには、約
９割のコーディネーターが参加したことが「ある」と答えている（63 頁

図 13）。

参加率は高いのだが、単発的な研修会が多いと思われる。また、
「今後の研修会
の機会について」との問いに対しては、約９割のコーディネーターが「参加し
たい」か「どちらかといえば参加したい」と回答しており、資質向上のための
研修機会を求めていることがわかる（66 頁

図 18）。

市町村担当者に、
「コーディネーターの活動を推進するための、市町村独自の
研修（交流会を含む）開催」についての問いに対して「行っている」との回答
が、約３割である（68 頁

図 23）。

今後、各市町村で研修会を行うことができるように支援していく必要がある
と考える。
②

研修内容について
「コーディネーターとして求められる力について」には、
「コミュニケーショ
ン能力」が約 64％、
「多様な人、組織等とネットワークを形成することができる
力」が約 58％、
「地域の情報を収集する能力」が約 53％、「学校支援ボランティ
アに関する活動を企画・立案・実施する能力」が約 47％の回答である（65 頁

図

17）。上記項目は、市町村担当者に対する「コーディネーターに期待する力につ
いて」の問いに対する回答においても、同様に多い傾向である（82 頁

図 42）。

コーディネーターも市町村担当者もコーディネーターに求められている力 につ
いて大きな差異はなく、共通の認識をもっていると言える。上記の内容を高め
る研修会を計画的に実施し、学校と地域の連携・協働の推進につなげていく必
要がある。
「コーディネーターとして求められる力について」という問いに関して活動
歴で比較すると、５年未満のコーディネーターの回答が多い項目は、
「地域の情
報を収集する能力」、「コミュニケーション能力」で約 58％である。５年以上で
は、「コミュニケーション能力」で約 72％、「学校支援ボランティアに関する活
動を企画・立案・実施する能力」で約 68％である（74 頁

図 33）。経験年数に

よって必要を感じる力に違いがあることが分か る。特に、５年以上の経験者が
回答した「学校支援ボランティアに関する活動を企画・立案・実施する能力」
については、コーディネーターの資質向上を図る研修会や後継者の育成の観点
から、今後重要になってくる項目であると考える。また、経験年数に応じた研
修内容の充実、体系化が必要となってくると考える。
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（ウ）

学校と地域の連携・協働のための推進体制の実態について
各市町村への、
「学校と地域の連携・協働に関する担当者の有無について」の問
いに、担当者が「いる」と回答したのは、約９割である（67 頁
村でコーディネーターを配置しているのは、約６割である（67 頁

図 20）。各市町
図 21）。さら

に、今後、コーディネーターの必要性については、約９割の市町村が必要だと回
答している（69 頁

図 25）。

今後、ＣＳの義務化が想定されている。地域学校協働本部を設置している地域
では、そこが地域側の拠点となると考えられるが、地域学校協働本部を設置して
いない地域の拠点として、教振を担う組織の果す役割は大きいと考えられる。
学校と地域の連携・協働の充実を図るた めのコーディネート機能を担う組織と
しては、「地域学校協働本部」が約 59％と最も多く、次に「教育振興運動」が約
25％である（70 頁

図 28）。コーディネーター・ＣＳディレクターの配置のない

市町村に限ってみると約５割で「教育振興運動」と回答している（76 頁

図 35）。

また、
「学校と地域の連携・協働」をさらに充実させるために重要なこととしては、
コーディネーターの約 10％、市町村担当者の約 15％が「教育振興運動の一層の推
進」と回答している。さらに、コーディネーターの約 28％、市町村担当者の約 58％
が「教育振興運動の組織や活動のあり方の見直し、検討」と回答している（83 頁
図 43）。教振に対する期待が分かる。特に、市町村担当者は、今後学校と地域の連
携・協働を推進していく上で教振の果すべき役割の重要性を感じていると考えら
れる。
コーディネーターの必要性は、明らかであるが、その活用については、有効に
生かされるよう地域学校協働本部の整備、教振の一層の充実が求められる。
（エ）

その他アンケート結果から見えてくるもの
「今後、学校と地域の連携・協働を推進し、地域全体に普及したい活動につい
て」の問いに対する市町村担当者の回答を見ると、
「地域活性化・まちづくり」が
約 79％、
「郷土芸能・伝統文化の伝承」が約 76％、「家庭教育支援・子育て環境整
備」が約 64％と高くなっている（71 頁

図 30）。これまで、学校を支援するため

の取組に重きが置かれてきたが、これからは、学校支援活動を含む子供を支援す
る諸活動が、地域づくりにもつながっていくことが求められ、地域の 生活文化振
興への期待も大きくなってきていると考えられる。
学校と地域の連携・協働を推進することで、学校と地域の双方に有益となる活
動の展開が求められる。
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（２）

訪問調査
１年次の市町村担当者へのアンケート調査では、
「コーディネーターの後継者が育
成されていない」、「コーディネーターの確保やコーディネーターへのサポート（指
導助言・研修会を設定する等）が不十分」等が課題としてあげられていた。２年次
のコーディネーターへのアンケート調査では、コーディネーターの活動上の課題と
して、
「ボランティアの確保」、
「教職員や保護者、地域住民の理解が得られない」
「自
分自身のスキルアップの機会が十分にない」等の課題を抱えているコーディネータ
ーがいることが分かった。
そこで、
「コーディネーターの実態や意識について」、
「コーディネーターの資質向

上を図る研修会について」、「学校と地域の連携・協働のための推進体制の実態につ
いて」という視点から上記の課題解決につながるような、特徴的な取組を行ってい
る県内市町村及び先進的な取組を行っている県外市町村を訪問し、 さらに詳しく調
査を行うこととした。
ア

訪問調査の概要

（ア）

県内訪問調査

①

調査方法
県内で特徴的な取組を行っている市町村の中から活動地区、活動歴、校種
等を踏まえ、奥州市、宮古市、洋野町、八幡平市のコーディネーター及び学
校関係者、行政担当者から聞き取りを行った。

②

③

調査内容
・

地域の概要

・

地域学校協働活動の概要

・

地域学校協働活動の特徴的な取組

・

コーディネート活動の概要

・

地域学校協働活動の成果や今後の取組
期間
平成 30 年 10 月～11 月
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（イ）

県外調査訪問の概要

①

調査方法
国で行った調査報告で取上げられている市町村や 文部科学大臣表彰 ＊１を受
賞している市町村など、先進的な取組を行っている東京都小平市、栃木県栃
木市、宮城県気仙沼市の地域コーディネーター及び行政担当者、公民館職員
から聞き取りを行った。

【事例１】

東京都小平市で取り組まれている「小平市教育サポート・ネット事
業」は、
「地域学校協働のためのボランティア活動等の推進体制に関す
る

調査研究報告書」の中でも取り上げられており、推進体制や養成

研修に関して特徴的な取組を行っている。
【事例２】

栃木県栃木市で取り組まれている「とちぎ未来アシストネット」に
ついて、
「 平成 28 年度公民館職員専門講座」で実践が発表されており、
公民館における学校と地域の連携・協働の取組が特徴的である。また、
実践発表を行った皆川公民館は、その取組が認められ平成 27 年度・28
年度と２年連続して文部科学大臣表彰を受賞している。

【事例３】

宮城県気仙沼市で取り組まれている「みやぎの協働教育」は、
「平成
30 年度復興支援セミナー（宮古会場）」で実践が発表された。公民館
を基盤とした地域学校協働活動を実践しているのが特徴である。

②

調査内容
・

事業実施の経緯

・

活動内容

・

推進体制

・

コーディネート活動の概要

・

期待される効果と今後の方向性

③

期間
平成 30 年 10 月～12 月

＊１ ・平成 27 年度
・平成 28 年度

優れた「地域による学校支援活動」推進にかかる文部科学大臣表彰
「地域学校協働活動」推進にかかる文部科学大臣表彰
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イ

訪問調査結果

（ア）

県内訪問調査結果

事例１

【奥州市】水沢中学校支援地域本部の取組について

日

時

平成 30 年 11 月２日（金）9：30～12：00

場

所

三陸公民館
※「平成 30 年度復興支援セミナー」（沿岸南部会場）での実践発表及び聞き取りより

対応者
１

地域コーディネーター、生涯学習スポーツ課担当

水沢中学校地域の概要について（地域・学校の様子）
・

水沢地区（旧水沢市）の中心部に位置した住宅地である。

・ 水沢中学校は生徒数 488 名。水沢小学校は児童数 615 名。佐倉河小学校は 260 名。
２

奥州市の地域学校協働活動の概要

（１）

取組の概要（奥州市学校支援地域本部）
・

平成 20 年度から、奥州市における事業が始まった。モデル的に３本部９校で事業
を実施。

・

平成 23 年度からは、各中学校を地域本部とし、５本部 18 校で事業を実施。

・

平成 29 年度に胆沢地域内の中学校が統合し、５本部 21 校で事業を実施。

（２）

推進体制

【実行委員会】
構

成：

学校教職員、ＰＴＡ関係者、自治会関係者、地域コーディネーター、
行政関係者

開

催：

年２回

内

容：

事業の実施支援、事業評価、普及啓発等の協議

【地域教育協議会】
構

成：

各地域本部に、学校長、教職員（学校担当者）、ＰＴＡ、地区振興会長、
地域コーディネーター等
- 90 -

開

催：年２回

内

容：学校支援活動の企画立案、事業評価、広報活動、人材バンクの作成等につ
いての協議。

【地域コーディネーター情報交換会】

３

対

象：市内地域コーディネーター、市町村担当職員

開

催：年３回程

内

容：コーディネーター同士での情報交換。

奥州市の地域学校協働活動の特徴的な取組

（１）

市独自の研修会の実施
市独自に学校支援ボランティアを対象とした研修会を開催している。研修が各地
域に戻って活かされる内容となっている。また、指導主事からの講演もあり、学校
と地域の連携をより意識したものになっていた。

（２）

各中学校区に本部を設置
各中学校に本部を設置し、その中学校区のコーディネーターが、中学校と中学校
区の小学校の両方を支援する仕組みを作っている。年に数回行われる情報交流会で、
互いの情報を共有している。

４

水沢中学校支援地域本部のコーディネート活動の概要

（１）

コーディネーターについて（活動歴・始めるきっかけ）
活動歴は５年以上。読書ボランティアをしており、学校での活動に積極的に参加して

いた。その後、当時の校長の薦めもあり、コーディネーターを引き受けることとなった。
（２）

（３）
ア

コーディネーターの活動内容
・

学校からの依頼に対する学習支援ボランティアへの対応

・

ボランティアの名簿の作成、集約

・

学校ホームページの更新
コーディネート活動を円滑に進めるためのポイント
学校との協力体制
事業の実施にあたっては、教員の協力が必要不可欠である。各小中学校において

は、受け入れ体制の整備など、事業について理解が進んでいる。水沢小学校内には
ボランティアルームが設置され、ボランティアの定期活動、創作活動の場となって
いる。
イ

地域との協力体制
水沢中学校支援地域本部において、地域のボランティアの協力体制ができている。
ボランティアには、高校生、大学生から 70 歳代までと幅広い年齢層から登録がある。
学校、地域コーディネーター、ボランティアのそれぞれが、できることを無理のな
い範囲で取り組んでいることが、事業を円滑に、そして継続的に行う上で、重要に
なっている。

ウ

地区振興会との協力体制
学校のほか、地域からの協力体制も活動を後押ししている。各地区の振興会から、
消耗品の予算やボランティアＴシャツの提供等の支援を受けている。
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（４）
ア

ボランティアの学校支援活動
学習支援
家庭科（ミシン学習・調理実習補助）等、読み聞かせ等

イ

校内環境整備
校内装飾等

ウ

学校行事支援
図書館展示等

エ

その他
ペープサート
※紙人形劇を行う団体「ままどーる」を組織し上映を 行っている。毎年市内の他
の小学校でも演じている。

５

成果や今後の取組
・

ボランティアとして学校に来ることや子供たちに関わることを、地域住民は楽しみに
していて、生きがいにもつながっている。地域にとっても学校にとってもよりよい活
動に発展させることを目指している。

・

教職員にとってもメリットは大きい。特に、調理実習やミシンの学習等は、子供もに
とっても学習の充実につながっている。

・

コーディネーター同士の横のつながり（連携）を大切にしながら、奥州市の地域学校
協働活動を発展させていく。

・

コーディネーターの後継者を育成する。

・

中学校区内の学校の事業に対する地域住民の共通理解を図る。
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事例２
日

時

平成 30 年 11 月 23 日（火）13：30～16：00

場

所

宮古市立山口小学校

対応者
１

２

【宮古市】山口小学校学校支援地域本部の取組について

地域コーディネーター、生涯学習課担当

山口小学校地域について（地域・学校の様子）
・

宮古市の中心部に位置した住宅地である。

・

児童数は年々減少し、平成 30 年度は 207 名。

山口小学校の地域学校活動の概要

（１）

取組の概要

・

平成 20 年度より学校支援地域本部として発足。

・

平成 30 年度 10 月から地域コーディネーター１名を増員し、１校に２名のコーデ
ィネーターを配置。

（２）

推進体制

【地域教育協議会】

３

構

成：公民館長、自治会長、ＰＴＡ会長、老人会等の会長、校長、副校長等

開

催：年２回

内

容：意見交換、情報共有、協議

山口小学校の地域学校協働活動の特徴的な取組

（１）

地域に密着した活動
地域の伝承活動への興味関心は高く、地域ボランティアの協力を得て「黒森神楽
着付け指導」を支援している。また、もともとあった地域の活動である「ふれあい
教室」を開催している。
「ふれあい教室」は全学年の児童が参加して、ちぎり絵等に
取り組んでいる。

（２）

学校間でのコーディネーターの連携
経験の長いコーディネーターが、市内の他のコーディネーターへ訪問での相談対
応や密な情報交換を行い活動のフォローを行っている。また、市内での新任コーデ
ィネーターを対象とした研修会の実施をするなど、市内のコーディネーターの連携
が図られている。

４

山口小学校学校支援地域本部のコーディネート活動の概要

（１）

コーディネーターについて（活動歴・始めるきっかけ）
活動歴は５年以上。山口小学校の卒業生でもあり、ＰＴＡ役員もしていた。その後、

校長から依頼されコーディネーターを引き受けることとなった。
（２）

コーディネーターの活動内容
・

年間計画の作成と計画に沿った運営

・

学校からの依頼に対するボランティアへの対応

・

活動広報紙の発行
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（３）

コーディネート活動を円滑に進めるためのポイント
ア

学校との協力体制
教職員とのコミュニケーションを大切にしている 。連絡、雑談など顔をあわせて

話をするようにこころがけている。
イ

地域との協力体制
地域のボランティアが、学校に入りやすい ように、ボランティア教室（空き教室
利用）の活用環境を整備している。

ウ

人材の確保
年度始めの告知文書配布、行事ごとの募集案内の広報等をとおして、地域住民に

活動を知ってもらう。また、他の活動のつながりからの勧誘や子育てが一段落した
頃（中学校の卒業）の元ＰＴＡ関係者に声かけを行うなどの口コミでも活動を広め
人材確保につなげている。
ボランティアは「やらされている」と感じてしまうと足が遠のいてしまうので、
活動の趣旨を理解し自主的にやりがいを持って取り組んもらう。また、無理強いは
せず、年に数回でも活動に参加してもらう。
活動の楽しさを感じられるようなボランティア活動の企画をする。
（４）

ボランティアの学校支援活動
ア

学習支援
農業体験、家庭科学習補助、読み聞かせ等

イ

環境整備
草刈り、草取り、プール整備、学校林整備、除雪、図書館整備等

ウ

学校行事支援
運動会での競技支援、マラソン大会での安全指導、学習発表等

エ

その他
伝統芸能の指導、登下校安全指導、体力測定補助、クラブ活動支援、生け花、
ちぎり絵、茶道体験、日本舞踊指導等

５

成果や今後の取組
・

継続的な活動となっている。長く活動を展開することで、地域の理解と教職員の理
解も進んでいると考える。コーディネーター専用の席も職員室に配置されており活
動しやすい環境になっている。

・

地域の広い年代の方に参加してもらえるようになっている。
（伝承活動、子供たちの
見守りボランティア等）

・

今後も継続的な活動としていくために、後継者の育成やボランティアの確保に力を
入れていく。

・

この仕組みの充実を考えると、統括コーディネーターの配置等を検討してほしい。
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事例３
日

時

平成 30 年 10 月 16 日（火）10：30～15：00

場

所

洋野町立種市小学校

対応者
１

【洋野町】種市小学校学校支援地域本部の取組について

地域コーディネーター、校長

種市小学校地域の概要について（地域・学校の様子）
・

近隣の小学校の統廃合が進んでいる。平成 19 年大和小学校、平成 23 年平内小学
校、平成 26 年城内小学校と統合。さらに、角浜小学校統合の計画もある。そのため
学区が広く４台のスクールバスで各地域から児童は登校している。徒歩通学とスク
ールバス、路線バス通学の割合が約 50％ずつである。

・
２

児童数は、ここ数年横ばい状況にあり、平成 30 年度は 220 名。

種市小学校の地域学校協働活動の概要

（１）

取組の概要

・

平成 20 年度、町内３地区（種市地区、角浜地区、宿戸地区）に学校支援地域本部
を設置。

・

平成 29 年度から町内６地区に本部を設置。各地区に１名（計６名）の地域コーデ
ィネーターを配置。

（２）

推進体制

【地域教育協議会】
構

成：学校長、教職員、ＰＴＡ関係者、
婦人会、老人クラブ等関係者

開

催：年２回

内

容：学校支援の方向性の議論、情報
共有、共通理解、事業評価

【地域コーディネーター活動中間報告会】
構

成：コーディネーター、行政担当者

開

催：年１回

内

容：意見交換、情報共有

【放課後子ども教室関係者意見交換会】
構

成：放課後子ども教室、放課後児童
クラブ関係者等

３

開

催：年１回

内

容：意見交換会、情報共有

種市小学校の地域学校協働活動の特徴的な取組

（１）

休日支援事業
平成 13 年に週休日体験事業として活動が始まっている。地域の大人が集まって、
子供達の休日に様々な体験活動を行っている。今年度は年７回、主に土曜日に実施。

（２）

学校と地域の連携・協働に向けた環境整備
ＰＴＡルームや図書館（創作等の活動を行う場所）等、ボランティアが活動しや
すい環境が整っている。また、ボランティア専用の玄関が設けられており、地域の
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方やボランティアを迎える環境が整えられている。
４

種市小学校学校支援地域本部のコーディネート活動の概要

（１）

コーディネーターについて（活動歴・始めるきっかけ）

活動歴は５年以上。図書館ボランティア等の活動を通し学校に係わっていたことから、
コーディネーターを引き受けることとなった。
（２）

コーディネーターの活動内容

・

学校からの依頼の把握、及び地域ボランティアへの対応

・

地域教育協議会での「地域の求め」と「学校の求め」を整理（協議・提案・改善）

・

ボランティアの募集

・

活動広報紙の発行

（３）
ア

コーディネート活動を円滑に進めるためのポイント
活動の周知
放課後子供教室や図書ボランティアの活動を通信で発行している。積極的に活動
の様子を発信することで地域の理解を得られている。

イ

地域との協力体制
自分も地域の活動や学校のボランティア活動に積極的に参加している。そこでの
保護者や地域住民とのコミュニケーションを大切にし、 活動への協力の声掛けを行
っている。

（４）
ア

ボランティアの学校支援活動
学習支援
家庭学習、わが家のまなびフェスト、職場体感・産業博士、読書支援等

イ

校内環境整備
環境整備作業等

ウ

学校行事支援
運動会補助

エ

その他
ＰＴＡ活動、街頭指導、子供会、種市夏祭り、各種講師の交流、各種愛好会、保
存会、学校施設の開放

５

、スポーツ少年団

、放課後児童クラブ等

成果や今後の取組
・

地域の人材を熟知した人が地域コーディネーターにいてくれることで、地域と学校
との連携で学習が充実している。

・

事業の啓発や発信により、ボランティアの増加につながっている。更なるメンバー
の拡大を図っていきたい

・

行事や物作りを通して地域の人と接することで、児童のコミュニケーション能力が
向上し、大人も地域で子供たちを育てている事を実感している。

・

今後進められるＣＳについて、教育振興運動と関連づけながら進めていきたい。
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事例４

１

２

【八幡平市】安代小学校ＣＳの取組について

日

時

平成 30 年 11 月 15 日（木）10：30～14：00

場

所

八幡平市立安代市小学校

対応者

ＣＳディレクター、校長

八幡平市安代小学校地域について（地域・学校の様子）
・

八幡平市の北部に位置している。

・

15 年前に５校を統合して開校し、平成 30 年度の児童数は 86 名。

安代小学校ＣＳの概要

（１）

取組の概要
・

平成 28 年「社会に開かれた教育課程」に対応するためＣＳ導入に向け検討開始。
文科省「コミュニティ・スクール導入等推進事業」研究指定を申請し、安代小学校、
寄木小学校の２校で２年間（平成 29 年度～30 年度）の研究を実施。

・
（２）

平成 30 年度からＣＳを導入。
推進体制

【学校運営協議会】（学校運営協議会の設置に伴い、学校評議会を統合）
構

成：ＰＴＡ会長、ＰＴＡ副会長、校長、副校長、教務主任 、地域連携窓口教員
教振推進委員長、各コミュニティーセンター長、民生児童委員
ＣＳディレクター

開

催：年３回の会議を予定。（平成 29 年度は５回）

内

容：学校運営方針の承認、意見交換
※教振の総会と学校運営協議会を合同で開催。約８割の委員が教振総会の構
成員と学校運営協議会の構成員を兼務。

３

安代小学校の地域学校協働活動の特徴的な取組

（１）

ボランティアの協力体制
開校当初から学校支援ボランティア体制「教育パートナー」という地域が学校を
支援する独自のボランティア登録の仕組みがある。ボランティアは「知育」「徳育」
「体育」にグループ化し、学習活動を支援する。

（２）

教育振興運動との連携
教育振興運動と連携した活動が盛んで、５つの実践班（コミュニティーセンター）
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の事業に子供会が関わっており子供を媒介として地域と学校が連携している。
４

安代小学校のコーディネート活動の概要

（１）

ＣＳディレクターについて（活動歴・始めるきっかけ）
活動歴は１年目。安代小学校の卒業生でもあり、元ＰＴＡ会員でもある。近隣の
コミュニティーセンターの職員として勤務しており、生活科や総合的な学習の時間
の支援等、学校の活動に積極的に参加していた。ＣＳの導入に伴いＣＳディレクタ
ーを配置することとなり、当時の校長に推薦され引き受けることとなった。

（２）

ＣＳディレクターの活動内容
・

学習ボランティア「教育パートナー」の活動支援

・

コミュニティーセンターとの連携

・

活動の広報

・

学校運営協議会事務局

（３）

コーディネート活動を円滑に進めるためのポイント

ア

コミュニティーセンターとの連携
コミュニティーセンターの職員との情報共有。地域の方の情報の収集 等を行い地
域を知る。

イ

地域との協力体制
既存の学校支援ボランティア体制を活用し「教育パートナー」への 情報提供、事
業の周知、ボランティアへの協力依頼等を連携しながら進める

（４）ボランティア（教育パートナー）の学校支援活動
ア

知育支援
学習プリントの丸付け、放課後学習補助

イ

徳育支援
音楽会開催、遠足補助

ウ

体育支援
スキー技術指導、スキー大会補助

５

成果や今後の取組
・

安代地区は、コミュニティーセンターと教振のつながりが深い地域である。ＣＳを
推進していくうえで、教振は重要な役割を担っている。現在、コミュニティーセンタ
ーの職員がＣＳディレクターを兼ねている点からも、今後、学校と地域の連携・協働
を進める上でコミュニティーセンター、教振、ＣＳをより連携させ発展させる 必要が
ある。

・

保護者中心で行われてきた教育パートナーの活動であるが、地域 住民の登録も増え
てきている。

・

ＣＳディレクターの役割についての検討が必要。地域コーディネーターとは 異なる
部分もある。

・

今のところ中学校との関連が薄い。中学校を巻き込みながら、更に持続可能な取組
にしていく必要がある。
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（イ）

県外訪問調査結果

事例１
日

時

平成 30 年 10 月 18 日（木）11：00～15：00

場

所

東京都小平市教育委員会、小平市立小平第二中学校

対応者
１

【東京都】小平市教育委員会の取組について

地域コーディネーター、地域学習支援課担当

「小平地域教育サポート・ネット事業」（学校支援ボランティア推進）について

（１）

事業実施の経緯
平成 12 年度、市の教育委員会は「地域で育てようすこやかな子ども」を合言葉に「21

☆こだいらの教育改革アクションプラン」を策定し、開かれた特色ある教育活動の実
現（学校教育）と、世代を超えたコミュニティづくりの実現（社会教育）を目指して
進められた。平成 14 年度、東京都の「地域教育サポート・ネット事業」（３年間の補
助事業）モデル地区の指定を受け、
「未来を担う子どもたちを地域で育てる」ことを目
指して、この事業を社会教育課（現在の地域学習支援課）の所管とし、モデル校（小
平第二中学校区の４校）を対象に、学校支援ボランティアの養成・積極的活用と学校
支援コーディネーターの養成の事業に取り組んだ。３年後、この事業が地域社会の教
育力や地域社会が持つ教育的な資源を学校教育に効果的に導入していくためには有効
であると実証され、さらに、
「開かれた学校づくり」を地域から呼び起こすということ
につながった。
平成 17 年度、それまでの成果を踏まえ、市の単独事業「小平地域教育サポート・ネ
ット事業」として、小平第二中学校地区の充実と他の学校への拡大を目指して継続実
施した。学校と地域のパイプ役を果す学校支援コーディネーターは、重要な存在とな
っている。
学校支援体制を整えるため、
「学校支援コーディネーター世話人」は学校長が推薦し、
教育委員会が委嘱している。平成 20 年７月から国の委託事業、平成 23 年度からは国
の補助事業として実施している。平成 23 年度には、市内全校（27 校）に「学校支援
コーディネーター世話人」を配置し、平成 30 年４月現在で、延べ 49 人が活躍してい
る。
（２）
ア

活動の実際
推進体制
小平市では、学校支援活動・放課後子供教室・地域未来塾ともに、連携を図りな
がら実施している。このうち、学校支援活動と地域未来塾は直営で実施し、放課後
子供教室は地域の方々が組織する実行委員会に委託して実施している。学校支援活
動では、市の学校支援地域本部（地域学校協働本部）を一つとし、その中に全ての
学校が入る仕組みとなっている。
各学校にはそれぞれ特色・地域性・経営方針等の違いがあることから、一律にコ
ーディネーターを配置するのではなく、校長が学校・地域から信頼されている 人物
を「コーディネーター世話人」として教育委員会に推薦し、教育委員会が委嘱する
こととしている。
運営委員会は、教育長をはじめ、小・中学校のコーディネーター代表者等から構
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成されている。年度当初に開催し、事業の推進に関する連絡調整や協議、各校の情
報交換等を行っている。
イ

事業の展開

・

環境整備：必要に応じて学校を訪問し、実情把握、校長との意見交換等 を実施す
る。

・

事業 PR：事業についての市民の理解を深め、学校支援ボランティアの拡大等を図
る。

（３）
ア

・

財政援助：講座の講師謝礼等の負担をする。

・

情報提供：学校支援ボランティアに役立つ情報の提供をする。
コーディネーターの育成・支援
学校支援ボランティアの養成講座
地域学習支援課と各学校では、保護者や地域住民が学校支援ボランティアとして

活動してもらうための講座や、既に学校支援ボランティアとして活動している人の
スキルアップのための各種講座を開催している。これらは、学校のニーズに合わせ
て開催し、講座の会場を学校とすることで、学校に対する垣根を低くしてボランテ
ィアを養成している。
講座参加者は平成 29 年度１年間に延べ約 2,500 人、実際に活動する学校支援ボラ
ンティアは、学生ボランティア、社会人ボランティアを合わせて延べ約 31,000 人に
なる。
○「小平地域教育サポート・ネット事業ボランティア養成講座」 の例
・学校支援コーディネーター入門

・書写ボランティア養成

・ボランティア入門

・花壇作り講習会

・ボランティアスキルアップ

・読み聞かせの実施・指導

・図書ボランティア入門
イ

・ペンキ塗り講習会

小平市地域教育サポート・ネット事業実施要綱
【制定：平成 24 年３月 21 日】
この要綱には、目的の他、地域本部の構成や、コーディネーター及びボランティア
の養成講座の実施について記されている。養成講座については、本部がコーディネー
ター及びボランティアの資質向上のための養成講座を行うとしている。また、それら
の研修を行う場所として、所属する学校その他地域本部が定める場所としている。コ
ーディネーター用の携帯電話（１校につき１台）が貸与されることなども明記されて
いる。

ウ

小平市学校支援コーディネーターに関する要綱
【制定：平成 18 年４月１日】
この要綱には、コーディネーターの業務についての規定や、配置や任期について
記されている。コーディネーターの業務の中に、ボランティアの資質向上のための
研修の企画及び実施についての規定があり、実際に各学校でコーディネーターが企
画した研修会が実施されている。これらの研修講座が、小平市では昨年度１年間で
106 回実施されている。
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エ

理解の促進について
年度初め（４～５月）に、教育委員会の職員が学校を訪問し、新任校長への事業
説明を行い、事業の共通理解を図っている。コーディネーターについては、年度初
めの委嘱状交付式の中での情報交流会を通して、共通理解を図っている。

オ

学生ボランティアの充実
小平市周辺には、大学があり学生のボランティアが充実している。教育系の大学
であることから学習支援についてのボランティアが多い。教職をめざしている学生
ということもあり、学生にとってのメリットも大きいと思われる。謝礼として図書
カード（500 円）を渡している。特に、中学校では、専門性も高くなってくることも
あり、その効果は大きい。

２

コーディネーターへの聞き取り内容
【東京都小平市学校支援コーディネーターネットワーク会長

布

昭

子

氏】

活動期間：平成 14 年～現在
活動場所：小平第二中学校、小平第一中学校と、各学区域内の小学校数校
経

歴：元青少年健全育成役員、地域活動（福祉・保育・コミュニティビジネス）、
小平市の社会教育・行財政再構築推進・教育振興基本計画検討・公民館運営
審議などの委員を歴任。東京都地域教育推進ネットワークコーディネーター
育成企画委員、文部科学省中教審特別部会委員、社会教育アドバイザー等も
歴任。

（１）

コーディネーターを始めるきっかけ
平成 14 年から東京都のモデル指定を受けることが決

まり、様々な地域活動や小学校での青少年健全育成の役
員経験を通して、教育の重要性に関心があった。その様
な時に市報で、新たな取り組みを知り参画した。当時の
校長の推薦により、コーディネーターを引き受けること
となった。
地域の力は必要不可欠なものであると感じていたこ
とや、事業についての具体的な説明や講座が市報に掲載されていたこと、講座に集っ
た地域 15 名との出会い、モデル 4 校の各コーディネーターとの話し合い、管理職のリ
ーダーシップ、行政の意欲は、その後の活動の基盤を創る大きな力となった。
（２）

コーディネート活動の概要

ア

学校支援ボランティア体制
コーディネーター部会は、世話人２名と各

支援を担当する複数のコーディネーターで構
成されている。
実際の活動は、①学習支援②部活動支援③
生活安全支援④ＰＴＡボランティア⑤家庭教
育支援に分かれて活動している。
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イ

学校支援ボランティア
大きく分けて、二種類のボランティアが活動している。
社会人ボランティア・・・地域・ＰＴＡ
学生ボランティア・・・・大学生・大学院生

ウ

コーディネーターの役割
・

ボランティアのマネジメント

・

コーディネート

・

ボランティアの研修内容の検討、実施

・

カウンセリング

（３）

養成研修等での活動

ア

教職員向け研修会
毎年、年度初めに、教職員向けに事業の説明等を含め、１時間程度の研修（「ちょ
こっと研修」）を行っている。場所は、学校内。学校支援ボランティアの活動につい
ての共通理解を図っている。学校の理解も進んでいる。

イ

コーディネーター、ボランティア等の研修会
平成 29 年度は下記の研修会で講師を務めた。

ウ

・

学習支援コーディネーター入門講座

・

学校支援コーディネータースキルアップ講座

・

学生ボランティア入門講座

・

職場体験をサポートするとは

・

キャリア教育支援のために

他地域、他県での講師
長野県の市町村の講師要請を受け、学校支援の進め方について、講師として５年
間継続して支援を行っている。平成 16 年の山口県を皮切りに現在に至るまで、全国
複数の県教委や市教委、東京都市区内からの依頼を受け、コーディネーターの研修
などを担当。

（４）
ア

その他
環境の整備
・

職員室内にコーディネーター専用の席の配置

・

ＰＴＡ室内に、ボランティア室（ふれあいルーム）
の設置
以上２点は、コーディネーター活動、ボランティア

活動が充実するよう、市教委や学校と交渉を重ね設置
できた（初めからあった訳ではない）。活用にあたり、
教職員やＰＴＡの理解促進は必要不可欠である。
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イ

地域人材
・

地域には人事異動がない。新たな人材の掘り起こしと後継者を育てていく必要が
ある。

・

若い人に舵を切る。はやくポジションをあけ、若い人が入りやすい環境を整えて
いく。

・

専門性があることについては、有償であるべきである。

・

ボランティアの中では、能力が高い人ほど、それを仕事としていく傾向がある。

・

一人の多様性を受けとめ、良さを活かすことで可能性をひろげる関わりが重要で
ある。

・

多様なニーズに寄り添っていく姿勢とバランスのとれた距離感など、互いのスキ
ルアップにつなげる学びを継続する。ボランティア入門講座、スキルアップ講座の
実施。

３

「小平地域教育サポート・ネット事業」の効果と方向性

（１）

期待される効果

・

児童生徒にとって、本物の体験、学習の幅が広がり、様々な人との出会いが 子供
の夢を育てる。同時に自身の地域や社会を知ることにつながる。

・

教員にとっては、地域の人たちの力を借りて、今まで実現できなかった授業を行
うことができる。教員自身が日々の仕事の取り組みついて振り返り、教員としての
使命や熱意を確認し持続できる機会になる。

・ ボランティアにとっては、児童生徒との関わりから元気をもらうことができ、日々
の意欲につながっている。また自身の人生の経験や出来事への意味などを再確認で
きる機会となっている。
（２）

今後の方向性

・

学校支援コーディネーター、学校支援ボランティアのさらなるスキルアップによ
る、学校支援の質の向上や学区ごとの活動の充実を目指す。

・

地域の施設や校種を超えて大学、高校、ＮＰＯ団体等の専門性や特色をつなげる
ことで、より一層それぞれが抱える課題解決や児童生徒の社会参画へのきっかけを
うながす。その為の企画や運営に協働活動の推進に取り組む。

- 103 -

事例２
日

時

平成 30 年 10 月 19 日（金）13：00～17：00

場

所

栃木県栃木市皆川公民館

対応者
１

【栃木県】栃木市教育委員会の取組について

地域コーディネーター、生涯学習課担当、公民館長、公民館職員

「とちぎ未来アシストネット」について

（１）

事業実施の経緯
栃木県栃木市では、教育のスローガンと
して「ふるさとの風土で育む人づくり・ま
ちづくり」を掲げ、
「 市民が互いに絆を結び、
未来を拓く『生きる力』をもった子供たち
を育て、ふるさとを誇れる人づくり・まち
づくりを推進する」ことを基本理念とした
教育を展開している。栃木市には、公民館
が 11 館あり、中学校区ごとに公民館が設置されている状況である。また、公民館活動
も活発であり、趣味・教養のサークルだけでなくまちづくりを目指したグループが活
動しているところもある。学校支援を効果的に進めていくために、地域コーディネー
ターの養成にも力を入れている。
学校・家庭・地域の連携・協力を組織的に発展させ、より効果的に「学校支援（教
育の充実）」や「地域の絆づくり」等を図る教育システムを構築するために、「とちぎ
未来アシストネット」が行政の主導により平成 24 年に設置された。

（２）
ア

活動の実際
推進体制
推進組織としては、市全体のアシストネットの方向性を検討するために、各地域
教育協議会会長・副会長、生涯学習課長、学校教育課長、教育総務課長、公民館課
長で構成される「推進委員会」が市教育委員会に設置されている。
「推進委員会」で
決定した方向性を具現化するための組織として、市内 10 エリアに「地域教育協議会」
が設置され、各地域の公民館がその事務局を担っている。
「地域教育協議会」では、地域コーディネーター、公民館長、学校長、地域住民
等が構成員となり、エリア内の連携活動の方向性の確認や進捗状況を協議し、今後
の推進方策等を検討している。学校の代表である域内の学校長も参画している。学
校との連携体制が構築されていることから、
「地域学校協働本部」としての機能を果
たしている。
学校側の窓口となる「学校コーディネーター」が、全小中学校に設置されている。
栃木県では、平成 26 年度から各公立学校に「地域連携教員」を設置しているが、こ
の学校コーディネーターが地域連携教員を担っている学校も多くなっている。
地域側には地域のボランティアの状況を把握し、学校と地域のコーディネーター
の役割を果す「地域コーディネーター」が、市全体で 66 名配置されている。この地
域コーディネーターは県が国庫事業の委託を受けて実施している養成研修や市独自
の研修会を受講した者を配置している。
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イ

組織の特徴

・

10 の中学校区単位で組織づくりをしている。
「地域アシストネット本部」を公民館
に置き、「地域教育協議会」を設置し、それぞれの地域で推進している。

・

地域の窓口として地域コーディネーター、学校の窓口として学校コ ーディネータ
ーを配置して、その連携により推進している。

・

「アシストネット推進委員会」を設置し、全市に関わる協議をしている。

（３）

コーディネーターの育成・支援

ア

支援活動の実際
とちぎ未来アシストネットの活動は、平成 29 年度の実績としては、学校支援ボラ
ンティア活動の回数は 8,267 回、学校支援ボランティアの延べ人数は 441,544 人と
なっている。ここ数年、
「地域から学校へ」という学校支援ばかりではなく、小・中
学生が地域行事を企画したり、クリーン活動や観光案内などの地域貢献活動をした
りする「学校から地域への活動」が増えてきている。

○「とちぎ未来アシストネットによる支援活動」例
・読み聞かせ

・そろばんの指導

・書写の指導

・栃木の歴史や伝統文化の講話

・水墨画の学習

・ふるさと学習講話

・かけ算九九の聞き取り

・英語の授業のアシスタント

・外国語でのゲームや手遊び体験
・食品安全教室

・パソコンクラブの指導

・図書の修理

・図書館掲示物の作成

・清掃指導

・放課後補習教室等

イ

研修会・養成講座について
・

市教委主催の研修会として、新任地域コーディネーター研修会、地域・学校コー
ディネーター・公民館担当者合同研修会を開催

・
ウ

社会教育主事要請による校内研修会の開催
コミュニティ・スクールとの関連について
平成 29 年度からコミュニティ・スクール（学校運営協議会）を全公立小中学校に

導入し、学校・家庭・地域の更なる連携協働体制の強化や地域が支える 子供たちの
学び（小中一貫教育）の推進を目指している。
２

コーディネーターへの聞き取り内容

【栃木県栃木市皆川エリア

地域コーディネーター

関

口

勤務期間：平成 24 年～
活動場所：皆川地区（小・中・特別支援）
経
（１）

歴：元ＰＴＡ役員等
コーディネーターを始めるきっかけ
栃木市が、平成 24 年から「とちぎ未来アシストネット」

を導入することになり、それまで読書ボランティア等で学校
に関わっていた経緯もあり、学校や地域に恩返しするつもり
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浩

子

氏】

でやってみようと考えた。
（２）

コーディネート活動の概要

ア

活動の体制
皆川地区には３名のコーディネーターが活動している。また、皆川地区で約 60 名
のボランティアが、アシストネットに登録し活動している。

イ

活動内容
ＰＴＡ総会におけるアシ

アシストネットを知らない保護者が多いため、毎年実施

ストネット説明会
読み聞かせ

年３回実施

ディスプレイ

玄関への生け花の展示、校内掲示板の装飾、未使用だっ
たショーケースを活用した地域の方々の作品展示

特別支援学級振興会補助

作品作りの手伝い

ふるさと学習

地域の歴史講話（皆川歴史部の方々に依頼）等

学校祭班別発表の指導

「日本文化を」という学校からの要望に応え実施。（太
鼓、箏・よさこい）

キャリア教育講座講師紹

様々な職業の方による講話

介
ウ

地域コーディネーターの配置
地域コーディネーターは、学校（地域教育協議会）からの推薦に基づき、教育委
員会が身分証を発行する。

エ

コーディネーターの役割

・ 学校のニーズを把握して、学校の求めに応じた学校支援ボランティアを派遣する 。
・

学校とボランティアの間に立って両者を結びつけるだけでなく、両者の思いやね
らいを受け止め、
「協働」という対等な関係で一緒に活動を作り上げていくための調
整を行う。

（３）
ア

コーディネート活動が上手くいくためのポイント
学校からの支援
【年間スケジュールの作成】
毎年実施するような活動については学校側で年度初めに年間スケジュールを作成
【情報発信】
アシストネットの関わった活動について学校だよりやホームページを通じて紹介

イ

工夫していること

（ア）

教員とのコミュニケーション

・

学校側からの連絡はまずＦＡＸで行い、その後必要に応じて電話やメールで
連絡し合う。

・

用事がなくてもこまめに学校へ足を運び、顔を出すようにしている。

・

打合せを職員室内中央で行うことで、打ち合わせをしている教員以外も加わ
り、気軽に相談しやすい雰囲気ができる。
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（イ）

ボランティアの声の把握

・

実際の各活動にコーディネーターも顔を出し、ボランティアと一緒に参加・
協力するようにしている。

・

ボランティア活動日誌の活用。よかった点や改善点等を記入してもらい、次
年度に活かす。

（ウ）

ボランティアの確保
・

若手の発掘（地域出身の学生に参加してもらっている）

・

年度末に情報交流会（コーディネーター、ボランティア等）を開催し、ネッ
トワークを広げる。

（エ）

後継者への引き継ぎ
３名のコーディネーターを各年代（50 代、40 代、30 代）から選び、構成して
いる。

（４）

その他

ア

特別支援学校との関連
・

地域内にある特別支援学校とも連携し、活動を行っている。

・

本の読み聞かせ活動や、壁面装飾等、徐々に活動の範囲を広げている。

イ

若い世代の活動への参加
・

現在、何名か短期大学に通う学生がボランティアに参加している。

・

ボランティアに若い人が参加しやすい仕組み作りが必要だと考えている。

ウ

３

文部科学大臣表彰の受賞
・

平成 27 年度

優れた「地域による学校支援活動」推進にかかる文部科学大臣表彰

・

平成 28 年度

「地域学校協働活動」推進にかかる文部科学大臣表彰

「とちぎ未来アシストネット」の効果と方向性

（１）

期待される効果

【児童生徒】
【地域保護者】

・生きる力が育成される。

・地域への愛着が芽生える。

・学力向上の基盤をつくる。

・社会性が育まれる。

・生涯学習活動が充実する。

・地域コミュニティが活性化する。

・地域の教育力が向上する。
【学校】
【教職員】
（２）

・教育課題が解決される。

・地域との信頼関係が構築される。

・地域との協働につながる。

・教育課程の質が向上する。

・地域への理解が深まる。

・授業の内容が充実する。

今後の方向性
・

コミュニティ・スクールの推進
「とちぎ未来アシストネット」を推進するためのコミュニティ・スクールの
実現

・

アシストネットと小中一貫教育
義務教育９年間を「接続」し、「共通」のめざす子供像をもって、「連続性」
「系統性」のある学びを実現させる。
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事例３

【宮城県】気仙沼市教育委員会の取組について

日

時

平成 30 年 12 月７日（金）10：00～16：00

場

所

宮城県気仙沼市階上公民館、宮城県気仙沼市唐桑公民館

対応者
１

地域学校協働活動推進員、生涯学習課担当、公民館長、公民館職員

「気仙沼市（地域学校協働活動推進事業）」について

（１）

事業実施の経緯
宮城県では、平成 17 年から、家庭・地域・学校が相互に支え合いながら強い絆で協

働し、子供を育てる仕組みづくりを目的とした「みやぎの協働教育」を推進してきた。
平成 23 年３月に発生した東日本大震災は、未曾有の被害をもたらしたが、学校等での
避難所運営や被災地における地域住民のネットワーク構築、コミュニティ再生に当た
って、この施策の重要性が再認識された。

平成 23 年度から、国の委託事業「学びを

通じた被災地の地域コミュニティ再生事業」を活用し、家庭・地域・学校が相互に連
携・協働し、家庭・地域の教育力の向上を図り、地域全体で子供を育てる体勢の整備
を図ることを目的に「協働教育推進総合事業」に取り組んでいる。
市町村への委託事業である「協働教育プラットホーム事業」（平成 30 年度より補助
事業「地域学校協働活動推進事業」）では、家庭・地域・学校が協働して子供を育てる
仕組みづくりを行い、地域の教育力の向上や活性化を図り、地域全体で 子供を育てる
環境づくりを図っている。
「みやぎの協働教育」として、各市町村が実施してきた地域
と学校が連携・協働した活動及び推進組織を、
「地域学校協働活動」及び「地域学校協
働本部」へと充実・発展を目指している。
（２）
ア

活動の実際
推進体制
地域学校協働活動の組織化については、市町村教育委員会が学校と協議しながら、
既存の組織を基盤とし、市町村の実情に応じて推進していく。本部の設置を、市町
村に１つにするか、あるいは、中学校区毎、学校毎にするかについては、自治体や
学校規模等考慮しながら、活動しやすい体制を整える。
①自治体に１つの本部を設置
②中学校区毎に本部を設置（気仙沼市：公民館）
③学校毎に本部を設置
気仙沼市では、②の「中学校区毎に本部を設置」を採用し、地区の公民館に本部
を設置している。
【気仙沼市地域学校協働活動推進協議会】
・

各地域学校協働本部の推進員により組織

・

事業実施にかかる方向性や運営方針の確認

【地域学校協働本部】
・

基本は各公民館区に設置

・

公民館が事務局となり、推進員（コーディネーター：１名以上及び１団体）、学
校、地緑団体等により組織

・

事業の実働的な立場は、推進員、公民館職員、地域連携担当教員
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イ

事業の展開
①

地域の活性化
・

地域人材の活用

・

地域人材の活躍の場の提供

・

地域の大人が教えることで「成人教育」の場となる

②

地域の担い手の育成
・

10 年後、20 年後を見越した担い手の育成

・

地域資源の素晴らしさを知る（自然・産業・伝統・文化）

・

自己肯定感の高い子供の育成（成功体験のある原体験）

③

事業内容
・

各公民館で、
「学校支援」
「地域活動」
「家庭教育」の内容を地域の実態に合わせ
て実施している。

・

平成 29 年度は、125 事業実施。総参加者数 6,110 人。

・

事業例
「学校支援」…防災学習、学校支援応援団（ミシン操作）、サマースクール
「地域活動」…世代間交流、星を見る会、農業体験
「家庭教育」…親子で一緒に料理教室、親子物作り教室、家庭教育学級

２

公民館への聞き取り内容①

【宮城県気仙沼市階上公民館

【宮城県気仙沼市階上公民館】
地域学校協働活動推進員

畠

山

光

男

氏】

勤務期間：平成 26 年～
活動場所：階上地区（幼・小・中・高）
経

歴：元市議会議員等

（１）

階上地区地域学校協働活動について

ア

推進体制

・

気仙沼市地域学校協働活動推進協議会の意志を受け、そ
れを具現化するような地域の特色を活かした事業の推進
について協議するための、階上地区地域学校協働本部を設
置している。

・

協働本部の構成員は、公民館長、地域学校協働活動推進員、学校関係者、社会教
育関係者、青少年・スポーツ・文化団体関係者等 20 名で構成されている。

・
イ

協働本部会議を年３回実施。
具体的な学校支援活動

「学校教育支援」 ・お米作り体験をしよう！
・みんなでさつまいもの苗を植えよう！
・学校授業サポート名人（お裁縫のコツを伝授します）
・郷土料理講習会
・気仙沼向洋高校フードデザイン科授業指導
「地域活動支援」 ・親子で一緒に料理教室
・日本の伝統文化に親しもう（茶道体験）
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ウ

コーディネート活動の概要
・

平成 23 年度より地域コーディネーターを公民館に配置。

・

平成 30 年度から地域学校協働活動推進員を配置。

・

協働教育担当の主査が公民館内に位置づけられている。

・

協働教育担当が、学校との窓口を担っている。

・

協働教育担当が、学校からの要望を聞き、地域学校協働活動推進員が実際に関わ
る関係者等の調整を行う。

エ

地域学校協働活動推進員の役割
・

学校からの依頼への対応。

・

ボランティア等関係者間の調整。

・

活動の周知、報告。

オ

コーディネート活動が上手くいくためのポイント
・

地域と学校の両面に幅広い人脈があり、連携がとれている。

・

地域への周知活動を充実させる。

・

関わっていただいた関係者への配慮。活動の報告を丁寧に行い、継続して関わっ
てもらえるように心がけている。

（２）

その他

ア

高等学校との連携
・

地域内にある高等学校（気仙沼向洋高校）が震災後地元に戻ってきた。

・

幼・小・中・高連携した地域づくり。

イ

学校、地域、行政の連携
・

学校側の窓口（地域連携担当）、地域側の窓口（地域学校協働活動推進員）、行政
側の窓口（協働教育担当）が、互いに連携をとりながら推進している。

ウ

持続可能なシステム
・

地域活動の中心にあった公民館に本部を置くことで、持続可能な取組になった。
教員は、定期的な人事異動があるが、地域には異動が少ないため安定した取組とな
っている。

・

もともと学校と公民館が連携した取組が行われていた。そこに、地域学校協働活
動推進員を配置することで、学校、地域、行政が連携した推進体制に発展 している。

エ

担い手の育成
・

地域学校協働活動推進員（コーディネーター）の高齢化が進んで おり、担い手の
育成が課題となっている。

・

推進員は、担い手の育成を踏まえて、一緒に活動する関係者への働きかけにも力
を入れている。
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３

公民館への聞き取り内容②

【宮城県気仙沼市唐桑公民館】

【宮城県】宮城県気仙沼市唐桑公民館の取組について
対応者
（１）

公民館長、公民館職員、生涯学習課担当
唐桑地区地域学校協働活動について

ア

推進体制
・

平成 30 年度から、唐桑３公民館共催で、
地域学校協働活動推進事業を開始。

・

地域学校協働本部を設置。

・

協働本部会議を年２回実施し、事業につ
いての意見や評価をもらう機会としている。

イ

具体的な学校支援活動

「ふるさと学習

・

小学校１～６年生までの全てを対象として実施。

・

地域の歴史や産業、公共施設などでの体験学習をとおして、地域

会」

のすばらしさを再認識し、理解と知識を深めることを目的として事
業を継続している。
・

中学１年～３年のそれぞれの学年で実施。

「唐桑中学校ま

防災のまち

（唐桑中１年）

ちづくり学習会」

福祉のまち

（唐桑中２年）

海のまち

（唐桑中３年）

ウ

コーディネート活動の概要
・

主な活動として「ふるさと学習会」
「唐桑中学校まちづくり学習会」のコーディネ
ートを行っている。

・ 「ふるさと学習会」は、公民館が企画し、予算を確保して行っている事業である。
講師依頼や体験・見学など相手先への手続き及び移動手段の手配も行っている。共
催している唐桑小学校とは、４月に全体計画の打合せ会議 を行い、年度末には事業
実施後の反省・評価をし、次年度の活動に活かしている。
・ 「唐桑中学校まちづくり学習会」は、平成 30 年度から地域学校協働活動推進事業
として実施している。コーディネーター業務は一般社団法人「まるオフィス」に委
託。実施要項、年間計画（案）は公民館が作成。年間計画に従い、主にコーディネ
ーターが中学校と打合せをしながら、講師依頼や体験・見学の相手先への手続きを
行っている。共催している唐桑中学校とは、４月に全体計画の打合せ、年度途中で
振り返りの会議を行った。年度末には事業実施後の反省・評価をし、次年度の活動
に活かす予定である。
エ

コーディネーターの役割
・

学校との協議

・

講師との調整

・

事業実施の準備

・

事業実施

・

事業報告書作成
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オ

コーディネート活動が上手くいくためのポイント
・

コーディネーターは、地域住民や中学校とも信頼関係を築いてきたため、学校と
の打合せや講師依頼も当初からスムーズに進んだ。

・
（２）

コーディネーターが公民館や学校に、こまめに足を運び打合せを行っている。
その他

ア

人材発掘・育成
コーディネーターを一般社団法人「まるオフィス」に委託したことで、蓄積され
たノウハウや地域とのつながりをコーディネーター業務に継続して活かすことがで
きる。

イ

学校への理解
コーディネーターが講師等の調整を行い、公民館が移動手段を確保す ることで、
学校側の負担が減っている。

４

気仙沼市の地域学校協働活動の効果と方向性

（１）

期待される効果
・

地域と学校の連携の仕組みづくりの構築（公民館を軸とした協働の在り方）

・

地域人材の活用、活躍の場の提供

・

新規事業の開発

・

地域学校協働活動の公民館事業への位置付け

（２）

今後の方向性
・

学校現場での理解の浸透

・

コーディネーターの育成

・

2021 年度以降（復興期間後）に向けた事業の精選

・

地域コミュニティの活性化・地域創生を目的とした事業の持続発展

・

子供を核とした地域づくり
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ウ

調査結果の分析と考察

（ア）
①

コーディネーターの実態や意識について
コーディネーターの配置
「コーディネーターの確保」「後継者の育成」と言う課題に対しては、コーデ
ィネーターの全校への複数配置が望まれる。
東京都小平市では、全小中学校（27 校）に 49 人（平成 30 年４月現在）の「コ
ーディネーター世話人」を配置し、さらに各校に１名以上のコーディネーター
を配置している。コーディネーターを全校配置することで、ボランティアが継
続的・組織的に活動でき、学校経営に欠かせない存在となっている。
全校にコーディネーターを配置することが難しい地域においては、 中学校区
単位で配置する方法も考えられる。
奥州市では、中学校区毎に設置されているコーディネーターが、学区の小・
中学校を支援する仕組みが整えられている。現在では、５人のコーディ ネータ
ーが、21 の小・中学校の支援を行っている。
栃木県栃木市では、市全体で 66 名のコーディネーターが各地区の公民館に配
置されている。訪問に行った皆川公民館では、３名のコーディネーターが配置
されている。３名のコーディネーターは、年代別（30 代・40 代・50 代）に組織
されており、後継者の育成の面においても複数配置が有効に機能している。
いずれの場合も、コーディネーターの複数配置が望まれるが、各市町村の 実
情に合わせて効果的な配置について検討していく必要がある。

②

コーディネーターの専用の席（部屋）の確保
「学校関係者や地域の理解」と言う課題に対しては、専用の席（部屋）の確
保が有効である。
奥州市、洋野町、宮古市では、専用の部屋（ボランティア室等）が確保され
ており、コーディネーターやボランティアの定期的な活動につながっている。
東京都小平市立第二中学校では、職員室内に専用の席があり、活動のための
ボランティアルームもある。しかし、これらの場所は、はじめから用意されて
いたものではなく、連携・協働の活動が進み、取組の効果が認められた結果、
徐々に整えられたとのことである。
コーディネーターやボランティアの声として、学校の敷居の高さを感じてい
る人は少なくない。訪問調査を行った学校には、空き教室を利用して地域住民
が活動できるボランティアルームやＰＴＡルームが確保されているところもあ
った。いつでも気軽に活動できる部屋があることで、定期的・継続的な活動に
つながっていくと考えられる。さらに、多くの人が関わることで活動に対する
理解につながっていると考える。
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（イ）
①

コーディネーターの資質向上を図る研修会について
体系的な研修会の必要性
市町村担当者が挙げた「コーディネーターの確保やコーディネーターへのサ
ポート（指導助言・研修会を設定する等）が不十分」、コーディネーターが挙げ
た「自分自身のスキルアップの機会が十分にない」と 言う課題に対しては、各
市町村において計画的に研修会を実施していくことが望まれる。
東京都小平市では、小平市地域サポート・ネット事業実施要項の中に、コー
ディネーター及びボランティアの養成講座の実施について記されている。養成
講座については、本部がコーディネーター及びボランティアの資質向上のため
の養成講座を行うとしている。
栃木県栃木市では、市教育委員会主催の研修会として、新任地域コーディネ
ーター研修会や地域・学校コーディネーター・公民館担当者合同研修会を開催
している。特に、地域・学校コーディネーター・公民館担当者合同研修会は、
地域コーディネーター、学校コーディネーター（教職員）、公民館担当者が一堂
に会し意見交換を行うことを通して、活動に対する共通理解の場として有効に
機能している。
市町村単独で行うことが難しい場合も考えられる。 コーディネーターの育成
を進めていく上で、県と市町村が連携して体系化した研修を行う必要があると
考える。

②

コーディネーターが主体的に行う研修会
２年次のアンケート調査の「コーディネーターとして求 められる力」では、
「５年以上」の経験があるコーディネーターの回答として、
「学校支援ボランテ
ィアに関する活動を企画・立案・実施する能力」が高い値を示している。
東京都小平市学校支援コーディネーターに関する要綱には、コーディネータ
ーの業務として、ボランティアの資質向上のための研修の企画及び実施につい
ての規程があり、実際に各学校でコーディネーターが企画した研修会が実施さ
れている。これらの研修講座が、小平市では昨年度１年間で 106 回実施されて
いる。小平市の担当である布コーディネーターは、年度当初に行う教職員向け
研修会や学習支援コーディネーター入門講座、学習支援コーディネータースキ
ルアップ講座等の研修会を企画・実施している。
奥州市では、今年度はじめて、コーディネーターが企画したボランティアを
対象とした研修会が行われた。ボランティアにとっては、他の地域の活動を実
際に体験でき、自分たちの地域の活動に活かすことができる内容であった。ま
た、コーディネーターにとっても、他の地域の活動を知る良い機会となり、活
動の充実につながったと考えられる。
宮古市山口小学校のコーディネーターは、本部創設当時からのコーディネー
ターであり経験も豊富なことから、新しくできた本部のコーディネーターへの
アドバイスやフォローを行っている。これまで培ってきたノウハウ を引き継い
で、さらに発展させていく取組も重要となってくる。
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事業を継続的に発展させていくためには、コーディネーターが自ら事業を企
画立案する力が今後重要となってくると考えられる。小平市のように、教職員
向けの研修会を行い活動の共通理解を図っていくことや、ボランティアを対象
とした研修会を企画しボランティアの確保につなげていくことなど、様々な可
能性があると考える。
（ウ）学校と地域の連携・協働のための推進体制の実態について
①

地域学校協働本部を核とした推進体制
奥州市では、奥州市学校支援地域本部（生涯学習スポーツ課）内に実行委員
会が組織され、各中学校区に組織された地域教育協議会と連携し、情報を共有
しながら支援活動を行っている。これらの推進組織が整備され、平成 20 年度に
３本部９校で開始された事業は、平成 30 年度には５本部 21 校となっており、
地域に根ざした持続可能な仕組みとして定着してきている。
洋野町では、平成 20 年度、町内３地区（種市地区、角浜地区、宿戸地区）に
学校支援地域本部を設置。平成 29 年度からは６地区に本部を設置し、各地区に
１名（計６名）のコーディネーターを配置し、地域の実態に応じた支援活動を
行っている。
東京都小平市では市内の地域学校協働本部を一つとし、その中に市内全ての
小中学校が入る仕組みとなっている。
持続可能な仕組みとして、それぞれの地域にあった推進体制を整備し、本部
事業のさらなる充実が求められていると言える。

②

ＣＳと教振が連動した推進体制
地域学校協働本部を設置している地域では、本部が拠点となってＣＳの導入
が進んでいくことが考えられる。また、地域学校協働本部を設置していない地
域では、教振が学校と地域の連携・協働の中心を担っている。今後ＣＳの導入
が進んだ場合も、教振を担う組織の果す役割は大きいと考えられる。
八幡平市の安代小学校では、平成 30 年度よりＣＳを導入し、学校と地域の連
携・協働の推進を図っている。コミュニティーセンターのセンター長が運営協
議会のメンバーに入っており、学校と連携して地域を支えている。さらに、コ
ミュニティーセンターには、教振の実践区があり、教振との関わりも深い。安
代小学校学校運営協議会の委員の約８割が教振の構成員を兼ねていることから、
教振の総会と学校運営協議会を合同で行うなど、教振と連動した学校と地域の
連携・協働を推進している。
今後全ての学校にＣＳが導入された場合も、教振を活かして学校と地域の連
携・協働を推進していく必要がある。

③

公民館と連携した推進体制
学校と地域の連携・協働を推進させる仕組みの一つとして、学校と公民館・
地区センターとの連携があげられる。
栃木県や宮城県では、公民館に本部を設置し、そこにコーディネーターを配
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置して小・中学校を支援する仕組みが整えられている。
宮城県気仙沼市では、各地区の公民館に本部を設置し、公民館職員とコーデ
ィネーターが連携して、学校と地域の連携・協働を推進している。訪問した階
上公民館では、地域にある幼・小・中・高 等学校と連携した地域づくりを進め
ており、学校側の窓口（地域連携担当）、地域側の窓口（地域学校協働活動推進
員）、行政側の窓口（公民館職員：協働教育担当）が、互いに連携をとりながら
推進している。
本県では、平成 29 年度にＣＳを導入した金ケ崎町において、地区センターと
連携した活動が展開されている。金ケ崎町三ケ尻地区では、学校運営協議会の
委員に地区センター長が入っており、地区センターと隣接する小学校とが連携
した取組を行っている。
安代小学校では、コミュニティーセンターの職員がＣＳディレクターを兼ね
ている。各コミュニティーセンター間の連携も図られ、学校支援活動の充実に
つながっている。
本県では、これまでも公民館と連携した学校と地域の連携・協働の取組が行
われてきた。地域と学校が互いの課題を共有できるような推進体制を構築する
ことで、効果的で持続可能な取組に発展していくことが期待される。
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（３）
ア

調査結果のまとめ
望まれるコーディネーターの配置
コーディネーターの必要性はほとんどの市町村担当者が認識しているが、実際の配

置は県全体の学校の約３割にとどまっている。
全ての学校に専任のコーディネーターを置くのが望ましいが、一人で複数校を担当
する場合も工夫することによって効果を上げることができる。
例えば、中学校区単位や公民館へ配置することで、学校間の連携や地域とのつなが
りを円滑にする方法も考えられる。この方法は、人材確保や効果的な予算の執行にお
いても有効であると思われる。
実際の配置状況をみると１校一人配置が最も多いが、 一人のコーディネーターにか
かる負担の軽減や後継者の育成の観点から考えると、複数配置が望まれる。
必要性は認識しているものの、様々な理由から配置できないでいる状況が見られる
が、各市町村の実情に合わせて効果的な配置について検討していく必要がある。
イ

「居場所」のあるメリット
コーディネーターの活動において、教職員や保護者、地域住民の理解や協力を得る

ことが重要である。専用の「居場所」があるという環境は、相互のコミュニケーショ
ンを促す要因となり、コーディネート活動の定期的・継続的な活動につながっていく
と考えられる。
ウ

行政による支援の必要性
本県のコーディネーターは比較的年齢が若く、職業としてコーディネーターの業務

に携わりたいと考えている傾向があると考えられる。 アンケートでは、制度や労働面
に関する要望が多く寄せられている。持続可能な活動として定着させるためには、 雇
用条件の整備が必要であると考える。
地域・学校への理解の促進、予算の確保、人材育成等、今後持続可能な仕組みとし
てのコーディネーターの配置を考える上で行政の果す役割は大きい。
エ

体系的な研修会の必要性
研修会への参加は、ほとんどのコーディネーターが希望しており、各市町村が研修

の機会を計画的に設けていく必要がある。しかし、市町村によってコーディネーター
の人数や配置の有無が異なることから、単独で研修会を開催することが難しい場合も
考えられる。コーディネーターの育成を進めていく上で、県と市町村が連携して体系
化した研修を行う必要があると考える。
オ

コーディネーターが主体的に行う研修会
事業を継続的に発展させていくためには、コーディネーターが自ら事業を企画・立

案する力が求められてくる。コーディネーター自身が研修機会を設けることは、 スキ
ルを上げるばかりではなく、コーディネーターが自分の役割を自覚し、活動意欲を高
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めることにもつながると考えられる。
カ

地域の実態に応じた推進体制の構築
現在における有効な推進体制としては以下の３つが考えられる。
①

地域学校協働本部を核とした推進体制
コーディネーターが配置されている地域学校協働本部を拠点とした推進体制は
現在も多い。今後も有効だと考えられる。

②

ＣＳと教振が連動した推進体制
地域学校協働本部を設置していない地域の拠点として、教振を担う組織の果た
している役割は大きい。今後、ＣＳを拠点とした推進体制にする場合も教振を土
台とする必要がある。

③

公民館と連携した推進体制
公民館・地区センターを拠点とし、地域と学校が互いの課題を共有できるよう
な推進体制を構築することで、効果的で持続可能な取組に発展していくことが期
待される。

キ

これからの学校と地域の連携・協働の目指すもの
これまで実施してきた学校支援地域本部の取組は、地域が学校を応援・支援する
ことに重きが置かれてきたが、今後は、地域学校協働活動を通じて地域と学校の関
係を「連携」「協働」といった双方向の関係へと発展させていくことが求められ る。
学校支援活動を含む子供を支援する諸活動 が、同時に地域づくりにもつながってい
くことが求められ、地域の生活文化振興への期待も大きくなってきていると考 えら
れる。学校と地域の連携・協働を推進する上では、 学校と地域の双方に有益となる
活動の展開が求められる。
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Ⅲ

研究のまとめ
本研究は、各市町村の学校と地域の連携・協働の取組状況を調査し、望ましい「学校
と地域の連携・協働のあり方」を示すことを目的とし、文献調査・アンケート調査・訪
問調査等により検証を進めてきた。
以下にこの調査・研究をとおして得られた成果及び課題について述べる。
１

研究の成果

（１）各種答申や法令及び国・県の施策等により、学校と地域の連携・協働に関する政策
的動向についてまとめることができた。
（２）学校と地域の連携・協働に関する市町村担当者及びコーディネーターへの調査結果
の分析によって、取組状況や推進上の課題について把握することができた。
（３）県内外の事例を参考にしながら、学校と地域の連携・協働に関する課題解決の方策
について考察し、まとめることができた。
２

今後の課題

（１）学校と地域を取り巻く状況の変化を踏まえ、学校と地域の連携・協働について適宜
検証しながら推進していく必要がある。
（２）今後、コーディネーターの育成を進めていくために、課題に応じて県と市町村が連
携して研修会を行う必要がある。
（３）持続可能な仕組みとして、それぞれの地域にあった推進体制を整備していく必要が
ある。
（４）学校と地域の連携・協働を推進する上では、学校と地域の双方に有益となる活動の
展開が求められる。
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