
①「総合的な学習の時間」において、行いたい体験活動があっても、多忙を極め、時数的にも厳しい状況にあって、行えずにいる。
②ＰＴＡ、地域、行政において、独自で行事や事業を行ってはいるが、人集めに苦労している。

例えばこんな課題がありませんか？

◎学校において実施したいものの実施できない「総合的な学習の時間」の体験学習を、地域やＰＴＡ、行政において地域の学習素材を活かしながら実施することによ
り、学校、家庭、地域、行政が有機的に連携した「総合的な学習の時間」の展開ができ、地域に根ざした学力向上を図ることができるのではないか。

こんな考えで

５者の基本的な役割

授業等への積極的な態度 親子の共同体験や会話を通して
学ぶ姿を見せることを通して学
びの日常化を図ること

わかる授業の実践を行うととも
に、各教科と総合的な学習の時
間の関連の再確認すること

地域の学習素材を活かした学習
を通して、地域の一員としての
意識づくりを図ること

意識啓発、資質向上の機会
提供 情報提供

子ども 家庭 学校 地域 行政

学校の年間指導計画をもとに、学校側から地域等で実施してもらいたい体験学習内容を提示し、それぞれの年間計画に組み
入れて、連携による体系的な年間計画を作成する

地域や公民館等の行政においては、学校から要望の
あった体験活動を事業として実施する。その際、その
事業を通してどんな力を子どもたちにつけたいか等、
学校からの指導、助言を仰ぎながら行う。
①学校における学習内容とのすり合わせ

ア）学校における学習内容との関連する体験学習
イ）学校の教育課程時間内では行うことのできない

体験学習
②学ぶ意欲、喜び、興味・関心をはぐくむことを目的

とした体験学習
③地域の人材、自然、文化等の学習素材の活用

体験学習事業の実施

①基礎基本の確実な定着を図る
授業の工夫

②発展学習としての「総合的な
学習の時間」の工夫
ア）地域の教育素材を活かし

た学習の展開
イ）基礎基本の上に立つ発展

学習としての教育的価値の
再確認

授業の推進
ＰＴＡにおいては、地域や公

民館等の行政において実施する
事業への参加を、学年ＰＴＡ行
事の１コマに位置づけ親子で参
加する。また、それ以外の事業
についても、積極的に参加を促
す。

①地域等の「総合的な学習の
時間」的事業の数コマを学
年ＰＴＡ行事へ

②親子の共同体験をもとにし
た家庭の団らんの推進

③地域等の「総合的な学習の時間」的事業への参加奨励

④事業推進に関わる指導、助
言

地域ぐるみの「総合的な学習の時間」体験学習事業による『学ぶ意欲の向上』

・研修会の開催
・情報提供
・コーディネート

①主体的に学習すること

②地域等の「総合的な学習の
時間」的事業への参加

１ 地域ぐるみの総合的学習発展プログラム学力向上
課題：学ぶ意欲の向上

家庭の働きかけ

行政支援



２ 将来の夢をはぐくむキャリア学習プログラム

①子どもたちが将来の夢や進路について、具体的に持っていない傾向がある。
②地域の特性を活かした職業体験学習を通して、地域に対する愛着の心、自信、誇りをはぐくみたい。

例えばこんな課題がありませんか？

◎キャリア教育の一環として、職業体験学習を行うことを通して、将来の目標や夢を持たせながら、自らの生き方を考えさせることを通して、学ぶ意欲の向上を図ること
ができるのではないか。また、地域の特色、産業等の特徴を生かしながら、地域のよさに目を向け、働くことの価値と自らの生き方を考えることができるのではないか。

こんな考えで

５者の基本的な役割

将来の夢や目標を持ち、進
路への関心意欲を高めるこ
と

親子のふれあいを通して、
将来の夢について語り合う
こと

勤労体験の充実や学ぶ意欲につ
いて語り合うことを通して、進
路指導の充実を図ること

地域の特色を生かした体験学習
を通して、地域の一員としての
意識づくりを図ること

意識啓発、資質向上の機会
提供、連絡調整

子ども 家庭 学校 地域 行政

学校の年間指導計画をもとに、学校側から地域等で実施してもらいたい職業体験学習内容を提示するとともに、地域からも地域の特色を考
慮し子どもたちに体験させたい内容を提示し、すり合わせを行いながら、地域の特色を生かした体系的な年間計画を作成する

地域おいては、学校の要望に応じた進
路指導、職場体験学習に対して協力体制
を整え、講師派遣や受け入れを行う。そ
の際、体験学習の留意事項について、学
校とのすり合わせのもとで行う。

①学校における進路指導等の場への人
材派遣

②職場体験学習の受け入れ
ア）一定期間における受け入れ
イ）職場体験における指導、支援
ウ）働くことの苦労、工夫、喜びを

実感し、将来の自分の夢につな
がる体験

③地域の人材、企業、産業等の活用

地域における職場体験学習

学校においては、子どもた
ちが将来の夢や目標を持つこ
とができるよう計画的に指導
を行う。

①地域から講師を招いての将
来の夢や職業等に関する体
験学習の場の設定

②子どもたちが地域に出て体
験する職場体験学習の推進

③自分の夢や希望を実現する
ために必要なことを考え、
実践すること

キャリア教育推進

家庭においては、将来の夢や
目標について語り合う場を意図
的に設けるとともに、職場体験
学習等への協力をする。

①親子で語り合う場を日常的に設
ける
ア）親自身が子どもの頃の夢や
目標について

イ）親自身の仕事の内容、苦
労、工夫、喜びについて

ウ）世の中の様々な仕事につい
て

エ）子どもの将来の夢につい
て

②学校における進路指導、職場
体験学習等への協力

地域の特性を活かしたキャリア教育推進による『学ぶ意欲の向上』

行政においては、
地域の人材派遣や職
場体験学習の受け入
れ等についての連絡
調整を行う。
①情報収集と情報提供
・地域の人材や企業等
についての情報収集
と提供

②事業推進に当たって
のコーディネート

・地域連携窓口教員と
連携のもと、企業や
地域の人たちとのコ
ーディネートを行
う。

①将来の夢や目標を持ちな
がら、職業体験学習に取
り組む

②将来の夢や目標を向かっ
て学習に取り組む

家庭の働きかけ 行政の支援

学力向上
課題：学ぶ意欲の向上



①各教科において、発展的学習として行いたいものの、多忙を極め、時数的にも厳しい状況にあって、行えずにいる。
②地域や行政等において多様な体験学習が行われているものの、体系的に行われていない。

例えばこんな課題がありませんか？

◎学校における基礎基本をベースに、地域や行政等において体系的な発展的学習の機会を提供することを通して、学習意欲の向上を図ることができるのではないか。

こんな考えで

５者の基本的な役割

授業等への積極的な態度 親子の共同体験や会話を通して
学ぶ姿を見せることを通して学
びの日常化を図ること

わかる授業の実践を行うととも
に、各教科と総合的な学習の時
間の関連の再確認すること

地域の学習素材を活かした学習
を通して、地域の一員としての
意識づくりを図ること

意識啓発、資質向上の機会
提供 情報提供

子ども 家庭 学校 地域 行政

学校の指導計画をもとに、学校側から地域等で実施してもらいたい発展的体験学習内容を提示してもらうとともに、地域の学習素材や講師を招
聘しての事業計画を作成する。
（１）学校における基礎基本の発展学習となる体験学習 （２）子どもたちの学ぶ意欲や喜びにつながる体験学習
（３）学校の年間指導計画に合わせて、効果的な時期を設定しながら計画を作成 （４）地域の学習素材に関する情報交換

地域や公民館等の行政においては、学校から提案され
た素案の実現に向けて協議し、実現可能なものを事業化
する。

①発展的体験学習の吟味
・地域の人材が活用できるもの
・講師を他から招聘して行うもの

②学び意欲、喜び、興味・関心をはぐくむことを目的とし
た体験学習

体験学習事業の実施

学校においては、基礎基本の確実な
定着を図るとともに、子どもの興味や
関心を深めるための発展的体験学習の
素案を作成すること。

①基礎基本の確実な定着を図る授業
の工夫

②各教科に関連する発展学習の素案
づくり

授業との関連案作成

家庭においては、子どもの興
味関心を深めるような働きかけ
を行う。

①事業への参加奨励と参加体験を
もとにした親子の会話の促進
・参加後の子どもの話を聞きな
がら、子どもの興味関心を把
握し、励ましを行う。

・可能な限り親子でともに参加
する。

②子どもの興味関心の向上支援
・子どもの興味関心に応じた図
書等の紹介

授業内容と関連した体験学習事業による『学ぶ意欲の向上』

①主体的に学習すること

②事業への参加

３ 発展学習プログラム

・国語：新聞づくり、演劇や人形劇、紙芝居作り 等 ・算数：おもしろ算数教室 等
・理科：各種観察会（植物、生物、化石等）、科学実験 等 ・社会：文化財巡り、産業体験、収穫＆料理体験 等
・英語：国際交流 等

家庭の働きかけ

学力向上
課題：学ぶ意欲の向上



①開かれた学校づくりを進めたいが、学校の実状や子どもたちの実態が地域にうまく伝えることができない。
②地域として、学校に協力したいが、どのように協力したらよいかわからない。

例えばこんな課題がありませんか？

◎地域住民を対象とした学校参観を設定するとともに、参観の視点や意見交換の場を持つことにより、地域ぐるみの学校協力体制を築くことができるのではないか。

こんな考えで

５者の基本的な役割

授業等への積極的な態度 授業参観へ積極的に参加
し、子どもの実態を把握す
ること

授業公開日の複数回設定及び実
施及び保護者や学区民への周知

授業参観へ積極的に参加
し、協力体制を確立するこ
と

保護者、学区内の各世帯に
周知

子ども 家庭 学校 地域 行政

（１）学校の年間行事計画をもとにした「学校へ行こう期間」の設定について、学校、ＰＴＡ、学校評議員、地域の担当者、行政担当者が協議する。
（２）「学校へ行こう期間」における授業等の参観の視点を設定したり、学校側から提供する情報を選定したり、参観者の意識調査用紙を作成した
りする。

学校教育を支える地域人材を
開拓し、開かれた学校づくりを
すすめる。

①「学校へ行こう期間」についての協
議

②地域の回覧板、広報等による「学校
へ行こう期間」参加呼びかけと学校
の取組についての情報提供、参観後
の参観者の声についての紹介

③授業等参観
④地域でできる学力向上対策の創出
（授業中の学力向上支援ボランティ
ア、公民館等での家庭学習支援
等）

地域の協力体制の確立

学校や子どもの現状を地域
とともに考え、取り組みを考
える。

①「学校へ行こう期間」の設
定とその開催方法等につい
て協議の場の設定

②参観の視点の設定

③授業等公開

④公開後の協議の場の設定

学校からの情報発信

積極的に学校に関わるように
心がける。

①「学校へ行こう期間」につ
いての協議

②授業等参観
③参観についての感想、意識
調査提出と可能な場合の協
議参加

④行事や授業参観等をもとに
した、子どもとの会話・称
揚・ふれあい

地域の特性を活かしたキャリア教育推進による『学ぶ意欲の向上』

①「学校へ行こう期間」についての
協議

②「学校へ行こう期間」についての
広報

③授業等参観
④参観についての感想、意識調査提
出と可能な場合の協議参加

⑤地域でできる学力向上対策の創出
（授業中の学力向上支援ボランティ
ア、公民館等での家庭学習支援等）
⑥学校の余裕教室を公民館や健全育
成組織等の施設として開放する場
合における施錠システム

⑦学校へ行こう週間等において、参
加する住民の移動手段等への配慮
（スクールバスの運行等）

真剣に授業に臨む習慣をつ
くる。

①家庭での予習をもとに授業
に臨む習慣づくり

②授業の課題をはっきりさせ
授業を真剣に聞くこと

③自分の考えを述べること

４ 開かれた学校推進プログラム

家庭の働きかけ 行政の支援

学力向上
課題：学ぶ意欲の向上



①何を学習したらよいか分からないなど、家庭学習の習慣がついていない。 ②授業内容に沿った家庭学習を効果的に行えないことがある。

例えばこんな課題がありませんか？

◎学校における学習内容とリンクした家庭学習の習慣化を図ることを通して、学力向上の一助とする。

こんな考えで

５者の基本的な役割

めあてをもった家庭学習へ
の取り組みを通した家庭学
習習慣の確立

家庭学習の時間を位置づけ
た望ましい生活リズムの形
成を図ること

学び方を身につけさせる授業を
行うとともに、見通しを持った
家庭学習の指導を行うこと

大人自身の学ぶ姿を通した
地域における学習環境の整
備

多面的な実態把握 環境整
備

子ども 家庭 学校 地域 行政

連携による家庭学習の定着推進
主として、学校と家庭が中心とはなるが、地域ぐるみで学びの喜びを味わう気運を醸成する中で、子どもの家庭学習の定着を図る。

地域では、大人自身が日
常的に学ぶ姿を子どもたち
に意識させることを通し
て、地域ぐるみで学びを実
践する気運を醸成する。

①地域ぐるみでの読書の
時間設定

②大人の学びの奨励と推
進

学びの環境づくり

学校では、基礎基本の確実な定
着を図るために、授業における学
習内容と家庭学習の内容の関係が
一つのサイクルとなるような計画
的な家庭学習計画をたてること

①基礎基本の確実な定着を図る
授業の工夫

②学び方を身につけさせる授業
の工夫

③計画的な家庭学習
・課題としての家庭学習
・子どもの自主的な家庭学習

計画的な家庭学習指
導の推進

家庭では、子どもが家庭で
学習を行いやすい環境を整備
する。

①家庭学習を行う時間と場
所の保障

②家族全員で学びに取り組
む時間の設定

③家庭学習を行うことに対
する励まし、行ったこと
に対する評価

④家庭の生活リズムの見直
し

⑤テレビ視聴時間の設定

目標を持った学習を計画的に行うことによる『家庭学習の習慣化』

行政では、子どもた
ちの実態調査や、意識
啓発のための研修会、
情報提供等行う。

①主体的に学習すること

②時間を決めて家庭学習を
行うこと

５ めあてを持って継続する家庭学習推進プログラム

家庭の働きかけ 行政支援

学力向上
課題：家庭学習の習慣化



①家庭学習の習慣が身に付いていない。 ②家庭学習の仕方がわからない。 ③家庭での基本的生活習慣がまだ身に付いていない傾向がある。

例えばこんな課題がありませんか？

◎地域の公民館等を活用して通学合宿を行うことにより、家庭学習の仕方を学ぶとともに、学ぶ意欲を高める体験活動を行うことを通して、家庭学習の習慣化の契機づ
くりとすることができるのではないか。
※通学合宿：集団登校、集団下校を原則とし、公民館に宿泊し、そこから学校へ通う。夜は、地域人材の指導による家庭学習の習慣化と集団生活を行う。

こんな考えで

５者の基本的な役割

めあてをもった家庭学習へ
の取り組みを通して、家庭
学習習慣を身につけること

家庭における規則正しい生活リズ
ム環境を整えることを通して、家
庭学習習慣の形成を図ること

学び方を身につけさせる授業の
工夫と見通しをもった家庭学習
の提示

通学合宿の実施や人材の供
給を通した地域における学
習環境の整備

共通理解のための環境整備

子ども 家庭 学校 地域 行政

公民館などの地域の施設を使いながら家庭における生活リズム、家庭学習の習慣化を目指す実施計画をたてる。
(1)家庭学習の習慣化と生活リズムづくりを図る計画
(2)学ぶ意欲を高める視点からの体験学習実施計画
(3)地域において、子どもたちの健全育成を図ろうとする組織の情報交換

地域で支える子どもの健全育成
①公的機関の公民館等を使った
学習合宿の実施

②地域における子どもの健全育
成をささえる継続的組織の育
成

③公的な機関や施設を利用して
の子どもの健全育成の工夫
教員ＯＢや大学生、高校生な
どの人材をボランティアとし
て活用する。

①地域人材をボランティアとし
て確保

②子どもの登下校時の安全指導

通学合宿実施

家庭学習の方法や、時間帯の
工夫、ノートの工夫等を指導
し、効率的な家庭学習の習慣化
を図る。

①基本的な家庭学習方法の指導
②授業に直結する課題の提示
③効果的なノート作りの指導
④児童生徒の送迎に関わる安全
指導

⑤児童生徒の健康管理
（学校にいるとき）

見通しを持った家庭学習指導
家庭における健康的な生活リズ

ムの確立を図る。
①自分にあった学習時間帯、
睡眠時間帯の工夫（疲れを
次の日に残さない）

②快眠、快食、快便のリズム
③子どもの健全な生活リズム
を先導する（支える）家族

（大人）自身の生活リズムの
確立

・宿泊合宿や通学合宿への参加
を奨励し、事業を支援する。
①合宿事業への参加奨励
②合宿中の宿直
③帰宅後の環境整備（家庭学
習を行いやすい環境整備）

通学合宿による家庭学習の仕方と契機づくりによる『家庭学習の習慣化』

①公民館や健全育成組織への合宿プログラム等
の情報提供

②公民館等の研修施設の確保、開拓
③行政及び公民館における事業主体としての役
割関係各機関や団体との連絡調整を行い、町
内会等を活用して大人の組織化を図る。
ア）行政：・学校、公民館との連絡調整

・事業推進のための環境整備
・事業に対する理解を深めてもら
うための啓発

イ）公民館：・児童生徒の受け入れ
・夕方から朝までの指導及び支
援

・学ぶ意欲を高める視点からの
体験学習活動の実施

・地域ボランティアの統括

①家庭学習の内容の決定
と、時間配分、能率の
よい学習の進め方の工
夫

②基本的な生活習慣リズム
づくり

６ 公民館等における通学合宿プログラム

生活リズムの規則化 実施のための環境整備
◎家庭学習の内容を自ら考
え、集中して時間をかけて
学習する習慣化を図る。

学力向上
課題：家庭学習の習慣化



①家庭学習の習慣が身に付いていない。 ②家庭学習の仕方が分からない。 ③家庭での基本的生活習慣がまだ身に付いていない傾向がある。

例えばこんな課題がありませんか？

◎青少年教育施設や社会教育施設等において宿泊合宿を行うことにより、家庭学習の仕方を学ぶとともに、学ぶ意欲を高める体験活動を行うことを通して、家庭学習の
習慣化の契機づくりとすることができるのではないか。
※宿泊合宿：学級自体まるごと施設に移動し、日中は学校の教育課程による授業を行う。担任は朝に施設に出勤し、夕方帰宅する。

夜は、施設指導員や地域人材の指導による家庭学習の習慣化と学ぶ意欲を高める体験学習プログラム、集団生活を行う。

こんな考えで

５者の基本的な役割

積極的に授業等へのぞむと
ともに、自分の学習の得
意・不得意を把握すること

子どもの学習の特徴や学習定着
度についての理解をすること

家庭学習との連動を考えた授業
実践

人材派遣等による宿泊合宿
プログラムへの積極的な参
加

保護者、学区内の各世帯に
周知、宿泊施設としての役
割

子ども 家庭 学校 地域 行政

学校の年間行事計画をもとにした「青少年教育施設における宿泊合宿」について、学校、ＰＴＡ、生徒、地域担当者、行政担当者が協議し、
プログラムを作成する。

①「宿泊合宿による家庭学習
の仕方定着プログラム」に
ついての協議

②地域への「宿泊学習」につ
いての趣旨説明と地域ボラ
ンティアの募集

③「宿泊合宿」における児童
生徒への指導（生活面、学
習面）

宿泊合宿支援

①「宿泊合宿による家庭学習
の仕方定着プログラム」の
原案作成

②児童生徒、地域、ＰＴＡ、
行政担当者（宿泊施設担当
者）との協議

③事後の家庭学習指導
④教員の勤務態勢への配慮

宿泊合宿実施と家庭学
習指導①家庭学習の方策について

の子どもとの話し合い
②「宿泊合宿による家庭学
習の仕方定着プログラム
」についての協議

③「宿泊合宿」における児
童生徒への指導(生活面、
学習面）

④事後の家庭学習指導

宿泊合宿による家庭学習の仕方と契機づくりによる『家庭学習の習慣化』

①「宿泊合宿による家庭学習
の仕方定着プログラム」に
ついての協議

②地域への「宿泊学習」につ
いての趣旨説明と地域ボラ
ンティアの募集

③「宿泊合宿」における児童
生徒への指導
（生活面、学習面）

④会場としての体験学習指導

７ 青少年教育施設等における宿泊合宿プログラム

家庭の働きかけ 行政の支援
①「宿泊合宿による家庭学習
の仕方定着プログラム」の
原案作成

②教師、地域、ＰＴＡ、行政
担当者（宿泊施設担当者）
との協議

③宿泊合宿の実施
④事後の家庭学習への取組み

学力向上
課題：家庭学習の習慣化



①部活やスポ少などを行って帰ってきても、疲れて家庭学習することができない。 ②家庭学習の習慣がついていない。

例えばこんな課題がありませんか？

◎部活動やスポ少までの時間、子どもの居場所等において、子どもの自主的な学習の場を保障することにより、学習の習慣化を図る契機をつくることができるのではな
いか。

こんな考えで

５者の基本的な役割

目当てをもった家庭学習へ
の取り組みを通した家庭学
習習慣の確立

家庭における学習時間の確保を
通した家庭学習習慣の形成

学び方を身につけさせる授業の
工夫と見通しをもった家庭学習
の提示

ボランティア等による支援
による地域における学習環
境の整備

実施するための環境整備

子ども 家庭 学校 地域 行政

学校や公民館などの地域の施設を使いながら、家庭学習の習慣化を目指す実施計画をたてる。
(1)家庭学習の習慣化と生活リズムづくりを図る計画
(2)地域において、子どもたちの健全育成・学習指導を図ろうとする組織の情報交換

ボランティア等による地域
で支える子どもの健全育成

①公的機関の公民館等を使っ
た運営

②ボランティア等の育成や確
保
（学習指導ができる人、場
の提供のための管理がで
きる人、体験学習指導が
できる人）

学習環境整備

家庭学習の方法や、時間帯
の工夫、ノートの工夫等を指
導し、効率的な家庭学習の習
慣化を図る。

①基本的な家庭学習方法の指
導

②授業に直結する課題の提示
③効果的なノート作りの指導
④子どもの居場所としての学
校の教室活用（余裕教室）

見通しを持った家庭学習

家庭における家庭学習の
内容や状況を把握、称揚す
る。

①家庭における学習時間と
学習環境の確保

②居場所作りや運営への協
力（当番、迎え、学習内
容の確認・称揚）

地域における学習の場の保障による『家庭学習の習慣化』

①公民館や学校等を使った施
設設備の確保、管理のため
の設備支援

②地域や家庭、学校との共通
理解を図る場の設定

③学ぶ意欲を高める視点から
の体験学習活動の出前講座

８ 地域における学習支援プログラム

学習時間の確保 環境整備家庭学習の内容を自ら考
え、集中して時間をかけて
学習する習慣化を図る。

①家庭学習の内容の明確化
と、時間の使い方、能率
のよい学習の進め方の工
夫

②子ども同士の教え合い、
学び合いづくり
（同級生同士で）

学力向上
課題：家庭学習の習慣化



①なかなか読書の習慣が身に付かず、テレビ等を見て過ごしている。 ②１ヶ月に１冊も読まないことがある。

例えばこんな課題がありませんか？

◎朝は学校で、夕方は家庭や地域ぐるみで読書に取り組む時間を１０分間もうけ、地域ぐるみの読書推進運動を進めることにより、読書習慣が身に付くのではないか。

こんな考えで

５者の基本的な役割

朝夕の読書時間を設定し、
読書習慣を身につけること

親子でともに読書に取り組
む時間を設定し、読書習慣
の形成を促すこと

読書を生活時程に位置づけると
ともに、読書指導の充実を図る
こと

ボランティア等の人的支援
と地域ぐるみの読書推進を
図ること

学校図書館及び公共図書館
の充実

子ども 家庭 学校 地域 行政

◎学校の読書指導基本計画をもとに、地域や行政における計画とすりあわせながら、実施可能な計画をつくる。
(1)学校の指導計画と地域等の事業との効果的な連携を図る年間計画
(2)地域における読書情報の交流
(3)朝夕読書の実態把握とプログラムに基づく実践、広報活動

地域における読書活動を推進する。
①学校、ＰＴＡ図書委員会、読み聞か

せボランティア等による学校図書祭
りの開催

②本のバザー・交換の実施
③図書館ボランティアによる学校図書

館の整備
④上級学校、ボランティアによる読み

聞かせの会の実施
⑤朝夕読書についての地域への広報活

動
⑥図書の購入、収集と公民館等の読書

の場の設定
⑦朝夕読書について感想等交流の場の

設定

地域ぐるみの読書環境整備

学校の読書指導計画に基づき、読
書活動を推進する。
①学校での生活時程への朝読書の設

定 ・朝活動としての10分間読書
（教師とともに）の工夫

②低学年からの読書習慣づくり
③公立図書館の本の貸し出しカード

作成
④家族分までの本の貸し出し
⑤読書についての感想等交流
⑥一人一人の児童生徒の成長を実感

させる場の設定

読書指導の充実

①家庭での読書時間の設定
・テレビ視聴時間とともに読書時間

を設定する。
②朝夕読書についての感想等交流
③地域の方々との交流の場の設定
④読書の習慣づくりを、親子、孫、兄

弟等ですすめる。
・家族内でのペア読書

（夕食後の10分間読書）
・読書による図書マネー貯金

（１冊読んだら図書マネー
10円として、その合計額で本を
購入するなど）

・自分のお小遣いで本を買う運動
・10分間読書のミニ感想文集づ

くり

地域ぐるみの読書時間の設定による『読書の習慣化』

①読書環境の整備
（学校の新刊図書の整備、公立

図書館での新刊図書の整備）
②移動図書館車等による身近に

本が読める読書環境の整備
（地域文庫、家庭文庫）

③朝夕読書についての広報活動
④図書寄附等についての広報活

動と収集
⑤先進的実践区の取組みについ

ての広報と活用呼びかけ

①朝夕読書の取組
み

②家庭での読書に
ついての感想等
交流

９ 朝夕読書１０分運動プログラム

読書環境の整備 行政支援

③学級での読書感
想等交流

学力向上
課題：読書の習慣化



①ボランティアをしたいと思っている人がいても、その活動の場があまりない。
②なかなか読書の習慣が身に付かず、テレビ等を見て過ごしている。１ヶ月に１冊も読まないことがある。

例えばこんな課題がありませんか？

◎大人が子どもに読み聞かせを行う地域の読み聞かせボランティアや、子どもが高齢者に、上学年の子が下学年の子に読み聞かせを行う子どもの読み聞かせボランティ
アの育成により、地域ぐるみで読書活動の推進を図ることができるのではないか。

こんな考えで

５者の基本的な役割

読書習慣を身につけるとと
もに、読書ボランティア活
動に取り組むこと

親自らが読書ボランティア
活動に取り組むこと

読書指導の充実と読書ボラ
ンティア活動環境の整備

地域ぐるみの読書推進と多
様な読書ボランティア活動
の推進

ボランティア活動推進のた
めの公立図書館等の支援

子ども 家庭 学校 地域 行政

学校の読書指導基本計画をもとに、地域や公民館・図書館を含めた行政における計画とすりあわせながら、実施可能なボランティア計画を
つくる。
(1)学校の指導計画と地域、公民館や図書館を含めた行政等の事業との効果的な連携を図る年間計画
(2)地域の読み聞かせボランティアや学校図書館ボランティアの活動との調整

①学校、ＰＴＡ図書委員会、読み聞か
せボランティア等による学校図書祭
りの開催

②本のバザー・交換や献本運動の実施
③図書館ボランティアによる学校図書
館の整備

④読み聞かせボランティアによる読書
活動の推進
・学校、公共図書館、公民館、地区
集会所等、多様な場所で開催

③図書館ボランティアによる学校図書
館の整備

④上級学校生徒、ボランティアによる
読み聞かせの会の実施（子どもや老
人、福祉施設を対象に）

読書活動の推進

①学校の読書指導計画に基づ
いた読書活動の推進。

②上学年による下学年への読
み聞かせ活動の実施
（兄弟学級間、図書委員会
活動等）

③近隣幼稚園における幼児へ
の読み聞かせの実施
（中高生は小学校へも）

④高齢者福祉施設訪問時にお
ける読み聞かせの実施

ボランティア活動の推進

①家庭において子どもが
読書に取り組める環境
を整える。

②子ども読み聞かせボラ
ンティア活動への参加
を奨励する。

③ＰＴＡ活動に読み聞か
せや学校図書館ボラン
ティア活動を位置づけ
る。

ボランティア活動による『読書の習慣化』

①読み聞かせボランティア・学校
図書館ボランティアの育成

②子ども読み聞かせボランティア
の育成
・図書館等において、大人や中
高生のボランティア、司書が
講師となって開催

・地域の昔話収集と紙芝居作り
（総合的な学習の時間との連
携）

③ボランティア活動の場のコーデ
ィネート

④交通手段の確保
（子どもボランティアの場合）

②学校や子ども会において
下学年の子どもに対する
読み聞かせを行う。

③読み聞かせの内容例
・学校図書館や公共図書館の
図書を利用した読み聞かせ
を行う。

・地域の昔話等を題材に紙芝
居を作成し、読み聞かせを
行う。

・聞かせたい図書を紙芝居に
して、読み聞かせを行う。

10 大人と子どもの読み聞かせボランティア活動推進プログラム

ボランティア奨励 行政の支援

①福祉施設や自治会等にお
いて高齢者を対象に本の
読み聞かせを行う。

学力向上
課題：読書の習慣化



①子どもたちの登下校や外遊びの際に、危険と思われることがありながらも、その対応策が整っていない。
②地域としても、子どもの見守り活動に協力したいが、学校や家庭からの情報がない。

例えばこんな課題がありませんか？

◎安全な環境は学校や地域単独で作り得ないことの気づきを大切にしながら、地域全体で子どもを見守ることを主として子どもが安心して活動できる環境づくりをすす
める過程において、５者の役割を明確にし、学校、家庭、地域、行政が有機的に連携した活動を目指すことことにより、安全安心な環境が整うのではないか。

こんな考えで

５者の基本的な役割

自ら安全な環境を作り上げて
行くことの大切さに気づくこ
と

家庭内や近所の安全につい
て考えること

安全教育の計画 登下校
ルートの見直し等

地域全体で子どもを見守る
環境づくり 地域の安全に
ついて再点検

意識啓発、情報提供

子ども 家庭 学校 地域 行政

◎地域の安全環境づくりにむけた、体系的な年間計画の作成
年間を見通した計画：学校・地域・子どもが、共通理解のもと、融合的に活動できる見通しをもった計画案を策定する

地域や公民館等の行政におい
て、地域の安全環境整備について
情報交換を中心に話し合いを実
施。
また、地域懇談会において、

「安全環境」について各地区や保
護者との情報を交換し、危険な箇
所等については共通理解を図る。

①地域の様々な集会における
情報交流
ア）公民館単位
イ）学校区単位

②地域懇談会（地域・行政・
学校）

安全環境づくり
学校では、登下校路の再点

検を行い、集団登下校の見直
しを行う。また「安全教育」
を実施し、啓発を図る。

①登下校路の再点検
②安全教育
ア）各教科や特別活動に
おける安全教育の実施

イ）学校の各活動におけ
る安全への啓発活動

安全教育の推進

学校や地域での安全につい
て話し合われたことを、各家
庭において話しあいの場を持
つ。とくにも、危険箇所や登
下校路の確認。危険な場面に
遭遇したときの対処方法等、
家庭でも繰り返し確認する。

①学校や地域で話し合われ
たことについての共通理
解

②家庭での取り決めや、い
ざというときの対処方法
の確認

地域ぐるみで子どもたちを見守る『安全安心な環境づくり』

行政においては、学校地
域への働きかけや啓蒙活動
を推進する。各団体へ呼び
かけを行い登下校の安全に
ついて協力を要請する。

①学校・地域の安全環境
づくりのよびかけ

②情報提供
③関係団体との連絡調整

①登下校時の安全について
考えること

②行動範囲においての危険
箇所等について気づくこ

と

１ みんなで作る環境安全プログラム

安全についての話し合 行政支援

③マップ等に取り入れるこ
と

健全育成
課題：現代的な課題への取組み



○地域ぐるみで子どもたちの健全育成を進めたいが、地域での共通理解を得ることができない。

例えばこんな課題がありませんか？

◎学校における道徳の授業を地域に広く公開するとともに、子どもたちに身につけさせたい道徳的価値を共有し、体験活動を通して地域ぐるみではぐくむことにより、
豊かな心が培われるのではないか。

こんな考えで

５者の基本的な役割

多様な体験を通して豊かな
心を培うこと

親子の共同体験や家庭内の役割
分担などを通して豊かな人間性
をはぐくむこと

道徳的価値を実践できるような
動機付けを行い、あらゆる場面
で実践に結びつけること

多様な体験を通して豊かな
心をはぐくむこと

共有の場や多様な体験の場
のコーディネート、事業立
案の助言

子ども 家庭 学校 地域 行政

①対象：ＰＴＡ 地域住民
②価値：子どもたちに身につけさせたい道徳的価値 → 学校側から家庭や地域への提案

身につけさせたい道徳的価値の共通理解による『豊かな心の育成』

２ 地域ぐるみの道徳教育推進プログラム

道徳の授業公開

①地域の子どもたちの現状と課題についての共有化
②身につけさせたい道徳的価値についての話し合いと共有化
③親、学校、地域、行政の役割についての話し合い

・それぞれにできることはどのようなことか
④有効な取り組みにするための組織の見直し

・それぞれの主体の役割を果たすために有効的な組織の在り方 ・協力を得たい機関や団体等についての洗い出し
・連携組織の整理

⑤各主体の取り組み例について

パネルディスカッションの開催

（１）各主体における活動や運動の展開
・子どもたちに身につけたい道徳的価値にそった取り組み

①体験活動等の企画実施
②日常的または継続的な取り組みの実施
③地域の素材を活かした取り組みの実施

（２）連絡調整を密に行う
・子どもたちの活動日程等が重複したり、過密になったりしないように連絡

調整を図る。
・連絡調整会議の開催

(３）実践として取り組むべき事の留意点
①子どもたちの夢を活動内容に活かす工夫

（子どもたちの主体的参画の視点から）
②実践区ごとの活動計画の作成

（実践区ごとの課題の整理 実践の方向性の整理）
③身につけさせたい道徳的価値に沿った地域の主体的な

取り組み活動であること

身につけさせたい道徳的価値と役割に基づいた各主体ごとの取り組み

健全育成
課題：現代的な課題への取組み



①子どもたちがお客様状態で参加している傾向がある。 ②体験不足から自立と自律の心が不足している傾向がある。

例えばこんな課題がありませんか？

◎青少年宿泊施設や公民館等の社会教育施設を活用し、自ら立てた計画に沿って、仲間と協力し合う宿泊合宿や通学合宿を行うことを通して、自立と自律の心と態度を
培う契機となるのではないか。

こんな考えで

５者の基本的な役割

自立と自律の心と態度を身
につけること

参加奨励と支援 家庭内での役割
分担と継続により自立と自律の心
と態度を身につけさせること

参加奨励と支援 学校内での役割
分担と継続により自立と自律の心
と態度を身につけさせること

地域の人材派遣 連絡調整 宿泊施設内での
指導・支援

子ども 家庭 学校 地域 行政

学校と社会教育施設、ＰＴＡによる計画づくり
学校の年間行事計画や地域の行事計画等に照らし合わせ、事業計画を作成する。
（１）通学合宿：①学校から施設が近い場合、もしくは施設のバス等による送迎が可能な場合

施設に宿泊し、その施設から学校へ通う。
②夜は、施設指導員や地域人材の指導による地域の素材を活かした体験学習と集団生活を行う。

（２）宿泊合宿：①学級自体まるごと施設に移動し、日中は学校の教育課程による授業を行う。
②担任は朝に施設に出勤し、夕方帰宅する。
③夜は、施設指導員や地域人材の指導による地域の素材を活かした体験学習と集団生活を行う。

（３）清掃、炊飯、買い出し等については役割を決めて、子ども自身が行う。
・子どもたち自らの計画と実行による宿泊合宿であること
・大人は子どもたちの活動を見守る支援者であること

教員ＯＢや大学生、
高校生などの人材をボ
ランティアとして活用
する。

・地域人材をボラン
ティアとして確保

人材供給

学校では、実態に合わせ、通学合宿型、
もしくは宿泊型合宿型事業を選択し、家庭
や施設との連絡を密にするとともに、学校
内の共通理解を図りながら事業を進める。

①通学合宿：児童生徒の送迎に関わる安
全管理児童生徒の健康管理

（学校にいるとき）
②宿泊合宿：教員の勤務態勢への配慮

推進体制の確立

家庭では、宿泊合宿や通学合
宿への参加を奨励する。

①合宿事業への参加奨励
②帰宅後の環境整備
・宿泊合宿及び通学合宿で
身につけた習慣の継続へ
の励まし

自らの計画と実施による『自立と自律』の心と態度の育成

行政及び施設では、連絡調整
や指導・支援にあたる。

①行政：学校、施設との連絡
調整事業推進のため
の環境整備

②施設：児童生徒の受け入れ
夕方から朝までの指
導及び支援

３ 自立と自律をはぐくむ宿泊・通学合宿プログラム

参加奨励 支援・実施

①生活時間の設定
②当番や役割分担
・清掃 炊飯
買い出し 入浴 等

③協力しながらの実施
④集団による登下校

健全育成
課題：現代的な課題への取り組み



①１ヶ月間に１冊も本を読まない子どもたちがいる。 ②時間があっても、本を手に取らない傾向がある。

例えばこんな課題がありませんか？

◎休日や長期休業の機会を捉えながら、地域やＰＴＡ、行政において関係する団体と連携し、読書に関わる事業やイベントを実施したり、学校や地域でいつでもどこで
も読書ができるよう、学校図書館や地区集会場の一部開放を行ったりすることにより、様々な場面で子どもが日常的に本に親しむ環境づくりが行えるのではないか。

こんな考えで

５者の基本的な役割

日常生活の中で自然と読書
に親しむ機会を増やすこと

子どもとともに読書に親し
みながら、良書にふれる機
会を増やすこと

学校図書館の開放 休日や長期
休業における読書活動の奨励
図書委員会活動の活性化

地区集会場の開放にともな
う大人の配置

読書にかかわる団体への働
きかけ、情報提供

子ども 家庭 学校 地域 行政

読書活動推進にむけた、体系的な計画の作成
年間を見通した計画：学校・地域・子どもが融合的に活動できる見通しをもった計画案を策定する

図書館解放や公民館の図書の充実に
取り組み、子どもの居場所的な役割を
担うよう人員を配置する。
また、各団体に呼びかけ、読み聞か

せを中心とした事業を展開するととも
に、図書の整備や図書ボランティアと
して、様々な場面への協力を要請す
る。

①図書館開放
ア）図書館
イ）公民館 集会場

②読書に関わる各事業の実施

人材供給・図書館開放

学校では、図書館の一部解放
（時間外）を含め、読書環境の
整備を図る。
①図書館開放
（時間外や休日の管理は行政
や地域に委託する）

②読書に関する啓発活動
ア）各教科や特別活動にお

ける読書教育の実施
イ）委員会活動を主とした

読書への啓発活動

学校図書館開放

親子読書カードなど
工夫し、負担のならな
いところで親子で本に
親しむ機会をもつ。

①親子読書カード
②親子読書タイム
や親子読書週間

日常的な読書環境づくりによる『豊かな心の育成』

行政については学校
や図書館との連絡調整
を行い、図書の交流や
整備を行う。

①学校・地域の読書
環境づくり

②情報提供
③関係団体との連絡
調整

４ 地域でつくる読書のわプログラム

親子読書推進 行政の支援
①読書時間の設定
②進んで読書に取
り組む

健全育成
課題：現代的な課題への取組み



①地域活動に参加する中高生が少なくなってきている。 ②地域のことがわからない子どもたちが増えてきている傾向がある。

例えばこんな課題がありませんか？

◎以下の視点から、地域活動における中高生のジュニアリーダーを育成することを通して、主体性をはぐくむことができるのではないか。
・中高生がみずから自分の地域のよさや課題について気づき、地域の一員として活動していく意欲を醸成すること。
・中高生の主体的な参画を推進するために、早急な成果を求めるのではなく、地域や行政は対等な立場で支援することを前提とすること。
・中高生の自主企画事業を自らの手で実践できるよう、学校、家庭、地域、行政が連携し支援体制づくりを目指すこと。

こんな考えで

５者の基本的な役割

中高生自らが参画する意識
を高くもち、異年齢交流の
実践

異年齢交流の事業を理解
し、子どもが参加しやすい
環境づくり

各事業への参加の奨励や情
報提供

ジュニアリーダー育成プロ
グラムの作成 検討 中高
生の支援

ジュニアリーダー育成プロ
グラムの作成 検討 中高
生の支援 情報提供

子ども 家庭 学校 地域 行政

◎年間を見通した計画
早急な成果を求めるのではなく、中高生が主体的に企画運営できる柔軟な計画案を策定する

地域活動の中に中高生を積極的に取
り込み、対等な立場で意見交流や活動
ができるように支援する。
また、中高生の自主企画について助

言的な立場で支援することとし、物心
両面からのサポートできる体制をつく
る。

①地域活動への参画を促進
ア）地区単位
イ）学校区単位

②中高生の自主企画への支援

地域の支援
学校においては、情

報提供を行うととも
に、事業への参加奨励
を行う。

①情報提供
②参加奨励

学校の支援

中高生の社会参加活
動を理解し支援するこ
と。また事業の対処と
なる児童をもつ家庭は
積極的に事業へ参加さ
せる。

①家庭の理解
②事業参加への支援

『安全安心な環境づくり』

行政においては、活動への
物心両面からの支援を行う。
また、他地域での活動を中高
生に情報提供したり、他地域
との交流やリーダー研修会を
実施する。
①活動や事業への支援
②情報提供
他地域との交流会
リーダー研修会の実施

③活動の記録

社会参加活動を企画運営する
中で、地域のよさや課題に気づ
き、自ら地域の一員として活動
する

①ワークショップ形式による
気づきと具体的取組みの方
向性

５ 中高生社会参加活動推進プログラム

家庭の支援 行政の支援

②地域活動への参画
ア）地域イベントへの参画
イ）自主事業の企画運営

健全育成
課題：子どもの主体的な参画



①子どもたちがお客様状態で参加している傾向がある。 ②子どもたちが自分で計画して実行する行事が少ない傾向にある。 ③一緒に取り組むことが少ない。

例えばこんな課題がありませんか？

◎次の視点から、子どもの夢を地域ぐるみで実現することを通して、地域ぐるみの健全育成を図ることができるのではないか。
・子ども会等の場を活用して、子どもたちがかなえたい夢について話し合い、実現に向けて主体的に計画を作成し、取り組むことを通して、ともに一つのものを創り
上げることや成し遂げることの大切さを学ぶ。

・夢の実現に際し、５者の役割を役割を明確にし、子どもたちの主体性を尊重しながら、その活動を地域ぐるみで支援することにより、地域の教育力を高める。

こんな考えで

５者の基本的な役割

夢を持ち、実現に向けて、
意欲的に取り組むこと

夢を語り、子どもの主体的
な夢の実現に向けて支援を
行うこと

参加奨励 子どもの夢実現
に向けた励ましと称揚

夢を語り、子どもの主体的
な夢実現に向けて支援や指
導を行うこと

夢実現に向けた情報提供等
の支援や連絡調整

子ども 家庭 学校 地域 行政

夢の共有化と実現に付けた取組み
１ 夢の共有化
① 夢の募集
・子どもたちが主体的に地域のために実現したい夢を話し合う。
・子どもたち自身がみんなでやってみたい夢を話し合う。
② 夢の共有化
・子どもたちの実現したい夢を５者で共有する。

子どもたちの活動に対
して、人的支援や物的支
援を行うとともに、子ど
もたちとともに活動を行
う。

①子どもたちの夢実現
にむけての協力、支
援

②地域の人材の派遣、
物的支援

夢実現支援

子どもたちの活動に対して、励
ましや次へのステップにつながる
評価を行うことを通して、側面的
な支援を行う。

①子どもたちに対する参加奨励
と活動に対する評価と励まし

②子ども会担当教員等の積極的
な関わり

学校の支援

子どもたちが夢を考え、一つの夢に向
かって協力し合うことに対して、子どもの
主体性を尊重しながら支援を行う。
①親自身が子どもたちと夢を日常的に語
り合い、夢を持つことの大切さを意識
させる。

②子どもの夢の共有化や取組み立案する
際の視点をもたせる。

③夢の実現への取組みの際の支援・指導
と共同体験

④子どもたちの努力等に対する評価と励
まし

夢の実現を通した「豊かな心」の育成と地域の教育力の向上

活動の場を提供すると
ともに、情報提供や人的
支援等の支援を行う。

①夢を語り合う場や共
有する場の設定

②行政各課の連絡調整
による夢実現への支
援

６ 地域まるごとドリームチャレンジ推進プログラム

夢を語り合う 行政の支援

①夢を考え、夢を持つ
②夢実現の計画立案
③主体的な夢実現

２ 夢の実現
① 実現に向けての計画づくり
・子どもたちが主体的に計画を作成し、役割分担を行う。
・大人は、子どもたちの計画に対して支援できることを洗い出す。

② 夢実現に向けた取り組み
・５者の役割分担のもと、夢の実現を行う。

健全育成
課題：子どもの主体的な参画



①子どもたちが地域で遊んだり、地域のよさを知る機会が少なくなってきている。 ②子どもたちに地域のよさを伝えたいが、伝えきれずにいる。

例えばこんな課題がありませんか？

◎地域の素材に子どもたち自身が気づき、主体的に活動を計画し、実行するための地元学的な体験学習を通して、ふるさとに対する愛着の心、自信、誇りを培うととも
に、地域に根ざした自立の力を培うことができるのではないか。

こんな考えで

５者の基本的な役割

進んで参加し、地域の良さ
に気づくこと

参加の奨励、親子による参
加、気づきの視点の把握

参加の奨励、教育活動との
関連を持たせること

地域の学習素材や人材の提
供

情報提供や連絡調整

子ども 家庭 学校 地域 行政

地域の宝探し活動
１ フィールドワークによる地域マップ作成

・地域を自らの足で歩き、特徴的なものや気づいたこと、誰かに知らせたいこ
と等の視点から、地域の観察を行い、地域マップづくりを行う。

２ 地域マップをもとに体験活動や遊びの計画づくり
・自分たちの気づきによって作成した地域マップをもとに、自分たちがもっと体
験したいことや遊んでみたいことについて計画を立てる。

(1) 活動への参加奨励と評価
・子ども会担当教員や地域連携窓口教員

が活動の情報を収集し、全教職員への
周知を図る。

・子どもたちの活動に対しての励ましと
次へのステップにつながる評価を行
う。

(2) 学校の教育課程との関連
・学校の教育課程の中に地域教材として

取り入れられる素材の収集
・新たな地域の教育素材を活用した教材

の開発
(3) 教職員の講師等への協力体制の確立

(1) 子どもの気づきと主体的活動
への支援
・親と同様の視点から、活動へ

参加し、支援を行う。
(2) 子どもの主体的活動の支援

・子どもたちの願いに対する協
力体制の確立（自治会等の活
用）

・講師や安全指導者等としての
人材派遣

学校の支援

(1) 子どもたちに伝えたい地域のよさについ
て、下調べを行う。
・伝統、文化、産業、自然、人、習慣等々

の視点
・何に気づかせたいか、テーマや視点を明

らかに
(2) フィールドワークをしながら、子ども時

代の遊びや地域のよさについて、子どもの
気づきを大切にしつつ話をする。

(3) 子どもたちの自主企画活動計画づくりに
対して実現可能な方向で助言を行う。

(4) 子どもたちが主体的に活動できるよう
に、下準備を行う。

地域のよさを自ら見つけ体験することを通した豊かな心の育成

活動を進めるに当たっ
ての支援・助言
・子どもの主体的活動を

進めるための親に対す
る助言

・活動計画立案に当たっ
ての講師等の情報提供

・安全管理等に関する協
力体制の確立

７ 地域のよさ体験プログラム

家庭の取り組み 行政の支援

①フィールドワーク

３ 体験や遊びの実施
・自分たちが立てた計画をもとに、講師などを地域の人に自らお願
いに行くなどして、体験活動を実施したり、遊んだりする。
例）川遊びをしてみたい 木登りをしてみたい

昔遊びをしてみたい 植物観察をしてみたい 等

地域の取り組み

②マップ作成

③体験活動立案

④体験活動の実施

健全育成
課題：地域文化の伝承推進



①子どもたちに地域のよさを伝えたいが、地域の伝統文化にふれる機会が少なくなってきている。 ②地域文化を知らない人が増えてきている。

例えばこんな課題がありませんか？

◎次の視点から地域の伝統文化にふれることを通して、地域のすばらしさに気づくことができるのではないか。
・地域の伝統的な文化を親子で体験する中で、地域のすばらしさを再発見し、地域の伝統文化を次世代へ継承していく意義と役割を考え、伝統文化継続活動につなげ
ること。

・公民館活動や学校の「総合的な学習の時間」の中に伝統文化体験プログラムを位置づけ、地域やＰＴＡ、行政において伝統文化体験を実施することにより、総合的
に連携した伝統文化継承について実践する機会を目指すこと。また、地域文化を伝承する高齢者との世代間交流を実践すること。

こんな考えで

５者の基本的な役割

地域文化にふれることによ
り地域のよさを再発見する
こと

地域文化を子どもとともに
体験することにより地域の
よさを再発見すること

総合的な学習の時間や特別
活動の中で「地域文化」に
関する項目を取り入れるこ
と

地域の一員としての意識づくり
と、他世代間交流によるお互い
の相互理解の場の設定

意識啓発、資質向上の機会
提供 情報提供

子ども 家庭 学校 地域 行政

◎学校と地域、行政による年間計画の作成
・学校の指導計画をもとに、総合的な学習の時間を活用し、地域の伝統文化を知ることに関する年間の計画を地域行政と情報交流し、体系的な年間計画を作成する。
（１）学校の授業と地域等の事業が効果的・有機的に連携できるような年間計画の立案
（２）子どもの主体的な気づきや学習意欲からの発展性を持たせることができる柔軟な計画

地域や公民館等の行政においては、
子どもの主体的な調べる内容に応じて
必要な情報を提供するとともに、具体
的な体験に向けた支援体制づくりを進
め、学校と協働しながら、親子で体験
できる場の設定を行う。
①「総合的な学習」への支援
ア）情報提供
イ）調べ学習時の支援

②調べ学習から発展した体験学習へ
の支援

③親子で地域文化理解できる場の設
定

総合的な学習支援

学校では、子どもの主体的な調べ
学習を基本とした、地域文化の伝承
について「総合的な学習の時間」を
有効に活用し、地域文化伝承につい
て意欲的に取り組ませる。
①子どもの主体的な気づきや学習
意欲を重視

②具体的な調べ学習での行政や地
域との連携
ア）調べ学習相手や団体の情報

提供や連絡調整の実施
イ）調べ学習を行うときの支援

総合的な学習の時間

地域の伝統的な文化について、
子どもより親世代において十分理
解されていない面が多いため子ど
もとともに体験活動を実施するこ
とにより、親世代が地域を理解す
る機会とする。
①学年ＰＴＡ行事に親子協同体
験として取り入れること

②三世代交流事業として、行政
や地域が関わること

③内容により、親世代が学習し
たことを子どもに伝承する形
態をとること

親子による地域伝統文化の共同体験を通した『地域のよさ再発見』

行政においては、各関係
団体との連絡調整に努め、
円滑に体験活動が実践でき
るよう支援するとともに、
広報活動を市町村単位で実
践し、他への波及を目指す
こと。
①各関係団体との連絡調
整

②体験活動の支援、広報
③事業推進に当たっての
コーディネート

①子ども同士による体験

８ 親子で体験！地域文化体験プログラム

親子共同体験 総合的な学習支援

③地域の多様な人々との交流

②親子による共同体験

④地域への新たな気づき

健全育成
課題：地域文化の伝承推進



◎子どもや大人の食生活習慣が乱れている傾向がある。

例えばこんな課題がありませんか？

◎食育は、今後、食育基本法をうけ、食育推進計画にそって、栄養、健康、食生活習慣の視点から食の大切さを学ぶ機会を検討し、それぞれの自治体が取り組むことが必
要となっている。そこで、家庭・地域・学校が一体となった健康づくり（食習慣づくり）を行うことを通して、望ましい食生活習慣を確立することができるのではない
か。

こんな考えで

５者の基本的な役割

様々な体験から知識を習得
し、自らの食生活を振り返り
望ましい食習慣をめざすこと

積極的に食に取り組み、そ
ろって食事をする機会をつ
くり、楽しさを育てること

食育を実践できる体制作り
をすること

学校・家庭と連携し、食育
の支援や実践を行うこと

学校・家庭・地域の体制作
りのプランを策定し、実践
の支援を行うこと

子ども 家庭 学校 地域 行政

◎推進プログラムの作成
（１）学校の年間指導計画に食育を位置付ける。年計の中には、地域の方々と共に、生産活動を行ったり収穫祭を実施するなど関係する方々（関係機関）を交えて作
成見直しをしていく。

（２）学校においては、担任、教科担任、学校栄養職員（栄養士）が連携し、教科指導、特別活動、総合的な学習の時間、給食の時間等において指導していくが、地域
としての支援体制づくりをする。

（３）食育パートナーなど食育に精通している方から専門的な指導を受けたり、話を聴く（講演等）機会を設定する。

食と健康の学習支援
①学校への体験活動等の支援
②学校への人材派遣
③地域における健康づくりの体
制づくりと推進

（組織づくり、スローガンづく
り、研修会、料理教室、講演
会等）

食と健康の学習支援

①学校栄養職員による食に関する
指導

②学校給食における食に関する指
導

③教科等における食に関する指導
④地場産物の活用
⑤地域の人材活用
⑥家庭との連携

心と体の健康、人との関わり、食の
スキル、食料の生産流通・環境問
題・食文化の学習

①生活リズムの確立
（早寝、早起き、規則正しい
食事時間、運動、排便等）

②家族の団欒
（食材や料理を楽しむ、楽し
い会話、マナーの習得）

③食事に関する役割
（お手伝い、調理、片付け）
④行事食（家庭の行事）

望ましい食生活習慣の確立による健康増進

①食生活の情報提供
②指導者の資質向上
（各種研修会、講習会）
③地域の食育体制の整備
④食に関する学習の機会の
提供

⑤行政関係各部局や関係機
関団体との連絡調整

③望ましい食生活習慣を身
につけるよう努力すること

①望ましい生活リズムの中
で生活すること

１ バランスのとれた食生活習慣確立プログラム

正しい食習慣の習得 総合的支援、普及啓発

②食事と健康の関係につい
て理解すること

健康安全
課題：食育を通した健康づくり



①流行りの食べ物やどこでも食べられる食べ物を食べる機会が多い。 ②地域に伝わる食文化、地域そのものについてよく分からないことが多い。

例えばこんな課題がありませんか？

◎地域に伝わる食文化や食習慣についての体験学習を通して、地域の食材の素晴らしさを知るとともに、ふるさとに対する愛着の心や自信、誇りを培うことができるの
ではないか。

こんな考えで

５者の基本的な役割

地域の食文化を知ること 親子による共同体験 家庭でも
伝統食を取り入れること

食育を年間指導計画位置づ
けること

学校・家庭と連携し、食育
の支援や実践を行うこと

地域の食文化に関する情報
提供 連絡調整と支援

子ども 家庭 学校 地域 行政

学校とＰＴＡ、地域、行政による年間計画の作成
学校の年間指導計画の食育に関する事項と各主体の行事計画をもとに、地域の食文化体験についての年間計画を作成する。

(1) 地域の食文化についての洗い出し (2) 年間計画の作成
①子どもたちに伝えたい地域の食文化についての情報収集 ①子どもたちに伝えたい食文化体験計画の作成
②講師等の情報収集 ②中心となる主体の決定と、協力体制の確立

①食の匠や生活改善指導
員等の人材の派遣を行
う。

②子ども会や地域の祭に
おいても、地域の食文
化を体験できる場を設
ける。

地域の取り組み

①学校行事や総合的な学習の時間を有効に
活用し、連携のもとでの事業により、精
選を図るような工夫を行う。

②給食だより等を通して、郷土料理につい
ての周知啓発を図る。

学校の取り組み

①親子で参加することを心がけ、親自
ら学ぶ姿勢を見せる。

②家庭内でも地域に伝わる食文化を取
り入れるように心がける。

③地域食材を使用するように心がける

地域の食文化体験を通した豊かな心の育成と健康づくり

①伝統食や講師に関する情報の
収集と提供を行う。

②行政各課等の連絡調整を図り
支援体制を確立する。

③郷土料理を給食にメニューと
して盛り込む。

２ 地域の食文化体験プログラム

家庭の取り組み 行政の取り組み

(1) 季節にあわせた地域の食文化体験事業
・季節ごとに特徴的な地域の食文化を取り上げる。
・子どもたち自身が調理を行う。
・なぜその季節にその食が食べられているのかについて学習する。
・地域の特産物について学習する。

(2)伝統行事にあわせた地域の食文化体験事業
・地域に伝わる伝統行事に食べられる伝統的な食についての体験学習。
・子どもたち自身が調理を行う。
・なぜその行事にその食が食べられているのかについて学習する。
・地域の特産物について学習する。

健康安全
課題：食育を通した健康づくり



①普段食べているものが、どのようにして作られているのかよく分からない。 ②食べ物に対して感謝の気持ちが少ない傾向がある。

例えばこんな課題がありませんか？

◎食物の生産から調理、食事の一連の流れについての体験学習を通して、食の安全・安心の視点から食を考え、望ましい食生活を送ることができるようになるのではな
いか。

こんな考えで

５者の基本的な役割

安全・安心の視点から食生活
を考えること

親子による共同体験 食の安心・
安全の視点からの望ましい食環境
を整えること

食育を年間指導計画位置づける
こと

学校・家庭と連携し、安全・安
心の視点から食育の支援や実践
を行うこと

食に関する情報提供 連絡調整
と支援

子ども
家庭 学校 地域 行政

１ 自ら農作物を作る体験活動
普段、食べている農作物等を育てる勤労体験学習を通して、農作物を安全・安心に育てる苦労や工夫を知るとともに、収穫の喜びを味わう。

①学校農園における勤労体験学習
②地区の子ども農園等における勤労体験学習
③収穫祭
心を込めて自ら育てた農作物を調理することによる収穫祭を、お世話になった地域の方々を招いて行うことにより、自然の恵みと地域の協力に感謝するとともに、食の大切さについて気

づく。

食べ物の生産過程体験による豊かな心と望ましい食生活習慣

３ 食の安全・安心プログラム

①農業ボランティアの受け
入れ農家の募集と調整

②体験学習の受け入れ
③人的協力

地域の支援

教育課程における食の安全・安心の視点からの学習充実
①社会科や総合的な学習、特別活動等の関連による内容充
実

②農業生産者や流通者、販売者を講師に招いた学習の展開
③農業生産者や流通者、販売者に出向いた体験学習展開

学校の取り組み

①各種事業への参加奨励
②親子での参加等による事業推進
支援

③食の安全・安心の観点からの食
物購入、調理。

①講師等の情報収集と提
供

②連絡調整とコーディ
ネート

家庭の取り組み 行政の支援

２ 農業ボランティア活動
近隣の農家において、農業ボランティアを行うことにより、農作物を育てたり、家畜を飼育することを継続的に体験することにより、食の安全・安心に考慮しながら育てることの大切さ
を学ぶ。
①近隣の農家における農業ボランティア活動を通した農業生産体験学習
②土日等を活用して、月に１回程度、農業ボランティアとして活動を行う

３ 加工業や流通業等の体験学習
近隣の加工業者や流通業者等の協力を得て、体験学習を行うことにより、食の安全・安心に心がけながら仕事に携わっていることを学ぶ。

①加工業者や流通業者、販売業者等の業務についての見学
②生産～加工～流通～販売等の一連の流れの中での企画の工夫

健康安全
課題：食育を通した健康づくり



①昨今の子どもたちの周辺のスポーツ活動環境、遊び環境が変わってきている。 ②子どもたちの体力が低下傾向にある。 ③子どもたちが安心に外で遊ぶ環境に
ない。

例えばこんな課題がありませんか？

◎地域における様々な教育機能を活用し、子どもたちと地域住民が交流を通じながら安心して日常的にスポーツ活動に取り組むことのできる基盤づくり・体制づくりを
進め、実践活動を行うことにより、地域ぐるみの健康づくり・体力づくりを進めることができるのではないか。

こんな考えで

５者の基本的な役割

スポーツの楽しさや重要性の
理解、日常的、定期的なス
ポーツ活動への積極的な参加

子どもたちの身体状況の把握、
親子での遊びやスポーツ交流の
機会の確保

体育や特別活動を通じた身体活
動に関する学習の充実、体力づ
くりの推進

安心してスポーツ活動に取り組
むことのできる環境づくり、地
域ぐるみでのスポーツ活動交流
の機会の確保

推進組織の結成支援、スポーツ
活動推進体制や活動環境の整備
（学習機会の設定、指導体制の
整備）

子ども 家庭 学校
地域 行政

◎地域ぐるみでの日常的・定期的なスポーツ交流機会の設定
（１） 子どもたちの身体状況・体力実態を把握し、その現況や課題について共通理解を図るとともに、改善のための協議や情報交換を行う。
（２） 地域における健康づくり・体力づくりの積極的啓発
（３） 地域ぐるみでの日常的・継続的な健康づくり・体力づくりの実践とスポーツ活動を通じた相互交流の推進

①スポーツ活動の日常啓発
・「スポーツの日」
・「スポーツ活動週間・月間」等
の設定

②実践活動の啓発促進
・標語やポスター等の募集や作成

③体力づくりトリムコース等の設定
・ウォーキングコース、ランニン
グコース、学校や公園等の遊具
等の活用

④実践活動機会の設定
・子どもたちと地域住民の日常的
に楽しめるスポーツ交流

・ウォーキング、マラソン、体操
（ラジオ体操、創作健康体操）等

⑤スポーツ交流大会・交流イベント
の開催
・地区間及び世代間・異年齢交流

日常的・定期的なスポーツ交流機
会の設定及び活動推進のための

環境整備①子どもたちの身体状況・体力実態やその課題
についての確認
・健診やスポーツテスト等による
・地域や家庭への積極的な情報提供
・課題解決のための日常的な取り組みの継続

②身体や身体活動に関する学習の充実
（運動大好き岩手っ子育成事業）
ア）体育や特別活動を通じて
イ）身体の成長・発達に不可欠な身体活動の
重要性に対する理解と日常実践の促進

ウ）計画的・継続的で主体的な体力づくり活
動の展開・実施
・朝・業間活動、スポーツ集会、委員会活
動等

エ 家庭や地域に対する情報提供
③資料や教材の有効活用
『運動大好きハンドブック』（県教委）
『げんきあっぷかれんだー』
『元気アップハンブブック』（文部科学省）

④子どもたちや保護者に対する活動情報の提供

健康づくり・体力づくりの推進

①運動・スポーツの意義と
必要性の理解
・子どもたちの身体状況
や体力実態の把握

・健やかな成長・発達の
ために欠かすことので
きないことの理解

②親子での身体活動を通じ
た日常的なふれあいの機
会、交流機会の設定

③外遊びや地域でのスポー
ツ活動への参加奨励

地域ぐるみの体力づくり・健康づくりによるたくましい体の育成

①家庭教育学級等の学習機会の設定
・子どもの健やかな成長発達につい
て

②スポーツ教室等の定期開催
・ニュースポーツ等の有効活用

③スポーツ講演会等の開催
・スポーツ活動の啓発促進

④地域における教育機能の有効活用
ア）研修会の開催・実施
・指導者・活動リーダー等の育成
や資質向上

イ）指導者・ボランティア等の登録
・学校・公民館等における活用促
進

ウ）活動クラブ・サークル等の結成
促進及び活動連携

・日常的な実践活動を進める
⑤健康づくり推進組織結成と活動促進
の支援
・地域レベルで恒常的に活動を進め
る組織づくり支援

⑥スポーツ用具や施設設備の計画的整備

学校や地域における健康
づくり・体力づくりに関
する学習や諸活動への主
体的な取り組み

４ 運動大好き岩手っ子育成プログラム

親子のスポーツ活動交流の
機会の確保、諸活動への参
加奨励

行政の支援

健康安全
課題：豊かな心とたくましい体をはぐく

む遊びやスポーツ活動の推進



①昨今の子どもたちの遊び環境が変わってきている。 ②子どもたちが工夫しながら主体的に「外遊び」「仲間遊び」に興じることのできることが少ない。

例えばこんな課題がありませんか？

◎地域における様々な教育機能を活用しながら、実践活動を通じた健康づくり・体力づくりを進めることにより、子どもたちが安心して「外遊び」「仲間遊び」ができ
る環境を作ることができるのではないか。

こんな考えで

５者の基本的な役割

日常的な外遊びやスポーツ
活動への積極的な参加

遊び・スポーツの重要性の理
解、外遊びの奨励、親子での遊
びやスポーツの機会の確保

外遊びの奨励、学年の枠組みを越
えた遊びを主体とした交流活動等
の設定、遊び（方）の指導

地域の教育機能を活用した「子
どもの居場所」の開設・運営、
遊びを学ぶ場、交流の場の設定

子どもの居場所の設置・運営支
援、健康・スポーツ学習機会の
提供、指導体制の整備

子ども 家庭 学校 地域 行政

子どもたちの遊び環境の整備・充実
（１） 子どもたちの生活状況の把握と共通理解

子どもたちの普段の生活状況についての状況把握を行うとともに、その実態や課題について共通理解を図る場を設定しながら、「遊び」の持つ
意義や重要性について確認し、それぞれの機能に応じた役割分担を行う。

（２） 子どもたちが友だちと一緒に安心して活動ができる「子どもの居場所」を開設する。
（３） 子どもたちが主体的に「外遊び」を行うための「遊びの学校」「遊び塾」等の遊び（方）を学ぶ場を設定する。

①「子どもの居場所」の開設と実践
活動の推進
ア）学校、地域住民、保護者等に
よる推進委員会等の運営母体の
組織化

イ）子どもたちに対する（外）遊
びプログラムの開発・検討と提
供

ウ）子ども相互、子どもと保護者
・地域住民の交流を目的とした
定例の外遊びイベント等の開催
・実施

エ）地域の教育機能を活用した支
援組織の育成と活動推進
・活動ボランティア、ジュニア
リーダー組織等

②居場所を拠点とした子どもたちの
活動に関する地域懇談会等の開催

安心で楽しい「遊びの場」の設定

①「戸外活動」の啓発・奨励
・朝活動や業間等の時間において

②「仲間遊びの場」や「遊びを学ぶ
場」の設定
・特別活動や集会活動における異
学年交流を前提として

③家庭や地域への情報提供と活動啓
発
・学校だより、学年・学級だより
等の活用

・子どもたちの生活状況や活動の
様子について

④地域活動への積極的な参加奨励
・ジュニアリーダーとしての活動
参画も含めて

⑤子どもたちや保護者に対する活動
情報の提供

「外遊び」「仲間遊び」の意図
的啓発と活動推進

①子どもたちが豊かな感性や社会
性、道徳観の基礎を身につける
ための「遊び」の持つ意義や重
要性の理解

②親子やきょうだいでの身体活動
や自然・文化との接触を通じた
ふれあい活動、交流機会の設定

③外遊びや集団遊びの活動奨励・
参加奨励

地域ぐるみの遊び環境の整備によるたくましい体づくり

①家庭教育学級等の学習機会の開催
・外遊びや集団遊びの持つ意義や
重要性を理解する内容をテーマ

②「子どもの居場所」の開設・運営
のための支援や助言

③地域における教育機能の有効活用
ア）指導者、活動リーダー、ボラン

ティア等の育成や資質向上のた
めの研修会の開催・実施

イ）ジュニアリーダーの育成及びジ
ュニアリーダー組織の結成と活
動促進

ウ）指導者・ボランティア等の登録
と活用促進
・学校や公民館において

エ）各居場所相互の交流事業等の開
催（研修及び情報交換会）

５ みんなで外遊び奨励プログラム

親子やきょうだいでの外遊び
の機会の確保、外遊び・集団

遊びの奨励

行政の支援
子どもたち自身の学
校や地域における外
遊び・仲間遊びへの
主体的な取り組み

健康安全
課題：豊かな心とたくましい体をはぐく

む遊びやスポーツ活動の推進



①子どもたち自身が好きなスポーツを行う環境が少ない。 ②スポーツの得手不得手、好き嫌いの両極化傾向がある。

例えばこんな課題がありませんか？

いつでもどこでもスポーツ活動ができる環境整備を通したたくましい体の育成

６ 総合型地域スポーツクラブ推進プログラム

クラブを核とした地域ぐるみでの日
常的なスポーツ交流活動の促進
①多くの子どもたちや地域住民がス
ポーツを通じた交流を進めるための多
様な活動プログラムの提供
②具体的な年間計画を前提とした週レ
ベル、月レベルでの活動計画の作成
③定期的なクラブ交流会、スポーツ交
流イベントの開催・実施
④誰もが気軽に楽しめるニュースポー
ツ教室や交流大会の開催（異年齢・多
世代交流を前提とする）
⑤活動の一層の啓発を図るためのクラ
ブ情報誌等の発行・配布
⑥学校との指導機能の相互活用

クラブを核とした地域ぐるみでの日常
的なスポーツ交流活動の促進

①体育や特別活動を通じた身体や身体活動に関する
学習の充実
ア）定期的・継続的なスポーツ活動が心身の健全
な育成や社会性の育成、住民との活動交流を通
じたコミュニティの形成に大きく寄与すること
を伝えること

イ）体育学習や特別活動を通じたスポーツの楽し
み方の指導

ウ）授業や部活動における外部講師や学習支援ボ
ランティア等の機能活用・活動導入

②クラブの活動と部活動、課外活動等との連携調整
③家庭や地域に対する子どもの身体状況や体力実態
の現状についての情報提供

④子どもたちや保護者に対する活動情報の提供
⑤地域との指導機能の相互活用（指導者や活動体制
の活用、一般のクラブやチームとの活動交流）

健康づくり・体力づくりの推進

◎家庭における親子のスポーツ活
動交流の機会の確保、クラブの
活動への積極的な参加及び参加
奨励

①子どもたちの健やかな成長・発
達のために欠かすことのできな
い運動・スポーツの意義と必要
性の理解

②親子での身体活動を通じた日常
的な交流機会の設定

①交流活動・実践活動を進めるための
活動施設等の利用

②クラブ育成や活動活性化のための運
営委員、スタッフ、指導者等の研修
機会の設定

③活動経費確保のための補助・委託事
業、助成金等の運用支援

④活動をコーディネートするクラブマ
ネージャーの育成・配置

⑤スポーツ活動の啓発促進のためのス
ポーツ講演会等の開催

⑥クラブの組織化・運営のための住民
説明会等の開催
（自主的・自立的運営を前提とする
クラブの意義や必要性、活動のメリ
ット等の理解のため）

家庭の取り組み
行政の支援

◎地域における総合型スポーツクラブの育成を通じて、子どもたちと地域住民が交流しあい、楽しみながら日常的にスポーツ活動に取り組むことのできる組織体制の整
備を進めることにより、実践活動を通した健康づくり・体力づくりを一層推進することができるのではないか。

こんな考えで

５者の基本的な役割

日常的なスポーツ活動への積
極的な参加

親子でのスポーツ交流の機会の
確保、スポーツ交流会・スポー
ツイベントへの積極参加

スポーツの楽しみ方の指導、指導
機能の相互活用、スポーツ活動空
間の提供（学校体育施設開放）

総合型地域スポーツクラブの運
営、スポーツ交流機会の提供、
指導機能の相互活用

総合型地域スポーツクラブの育
成支援、クラブマネージャー等
の育成・配置、指導機能の相互
活用

子ども 家庭 学校 地域 行政

１ クラブの育成及び活動の活性化
① クラブ運営のための体制基盤の整備

子どもたちのスポーツ活動の推進を中核に据えた具体的な運営や活動を前提に、学校や関係する地域諸団体で 構成されるクラブ運営委員会等の見直しや方向性について協議を進め、子ど
もたちと地域住民の日常レベルでの交流が図られるための基盤整備や体制づくりを進める。

② クラブ運営の円滑な推進のための定期的な情報交換の機会の設定

２ 活動方針や活動計画の作成
① 様々なスポーツ種目を体験しながら、多くの子どもたちと地域住民が交流できるような、週計画、月毎計画の作成を行うとともに、定期的なクラブ交流会やスポーツ交流イベントの実施を進め

る。（スポーツ以外の交流活動の機会も設定する）
② 学校の年間行事計画を考慮し、子どもたちの生活状況に応じた様々な活動プログラムの開発や提供を進めるとともに、学校部活動やスポーツ少年団活動の支援を進める。

子どもたちの（ク
ラブで実施され
る）様々なスポー
ツ体験・交流活動
への積極的参加

健康安全
課題：豊かな心とたくましい体をはぐく

む遊びやスポーツ活動の推進



①子どもの生活リズムが乱れている傾向がある。 ②朝食をとってこない子どもが見受けられる。

例えばこんな課題がありませんか？

◎「起床・就寝」「家族そろっての朝食」に着目し、ふれあいを通じた地域ぐるみ・家族ぐるみで生活リズムの定着や改善を図るための実践的な取組みを進めることに
より、健康の維持・増進のために不可欠な望ましい生活習慣の確立を図ることができるのではないか。

こんな考えで

５者の基本的な役割

自分の日常生活の再点検と課題の
把握。生活リズムの定着や改善を
図るための具体的な行動の実践

家族の生活状況の把握と課題の確認。
生活リズムの定着や改善のために家族
そろって具体的な行動を実践

子どもたちの日常生活の実態について
の把握と家庭や地域への情報提供。家
庭生活に関する学習の充実

健康づくりを進めるための推進組織
等の結成、日常的・継続的な啓発事
業の開催、ＰＲ活動の推進

子どもたちや父母、地域住民に対する
健康の維持・増進のための学習機会の
提供、家庭教育学級等の開設

子ども 家庭 学校 地域 行政

◎地域ぐるみでの健康づくり活動の推進
・地域ぐるみでの「早寝・早起き」運動、「家族揃って朝食」運動の実践
（１） 子どもたちの普段の生活実態を把握し、その現況や課題について共通理解を図るとともに、改善のための方策についての協議や情報交換を行うこと。
（２） 生活リズムの定着を図る上で、最も重要な「早寝・早起き」「朝食」に着目し、家族単位で具体的・継続的な実践を行うこと
（３） 家庭・地域・学校が一体となった生活リズム定着のための様々な啓発事業、ＰＲ活動の推進

①地域ぐるみで、生活習慣の確立を図るための運動母体
となる推進組織を立ち上げ、子どもを核とした地域全
体の健康づくりのための日常的・継続的な啓発・奨励
を行う
ア）親子早朝マラソン、親子早朝ラジオ体操等の地域

交流を目的とした体力づくり関連事業等の開催
イ）親子料理教室や「我が家の朝ご飯コンテスト」等

の活動奨励事業の開催・実施
ウ）集落、行政区単位等の「家族そろって朝食チャレ

ンジデー」「チャレンジウィーク」等の実施
（達成率を競う）

エ）活動啓発のためのスローガン募集や標語やポス
ター、作文コンクール等の実施

②子どもの生活状況の相互理解や健康づくりに関する地
域懇談会等の開催

③教育振興会等を活用した家庭や地区での日常的な取り
組みについての実践発表会等の開催、我が家の家庭教
育コンクール等の実施

望ましい生活習慣確立のための啓発活動
の推進

①簡易なアンケートや定期調査・点検を通じて
子どもたちの生活実態の把握を行うとともに
子どもたちに対する自己評価や自己啓発の機
会として活用しながら、生活リズムの定着や
改善のための具体的な指導を行う。

②上記調査等についてその現状や課題、改善策
について保護者会や地域懇談会の機会や保健
だより、学年・学級だより等を通じて情報提
供を行うとともに必要な指導・支援を行う。

③学校保健委員会を活用し、指導方針の明確化
や指導のための全体計画を作成する。

④各教科及び特別活動、道徳の時間を通じ、正
しい生活リズムの定着が心身の適正な発育・
発達や健康づくりあるいは社会生活を営む上
で欠かすことのできない重要なことであるこ
とを理解させる。

健康づくり学習の充実と子どもたちの健康
状況・生活実態についての情報提供

①早寝・早起きの実行・励行
（目覚めたら、自分で１日
の生活の準備をさせる）

②家族揃って朝食の食卓を囲
む機会を設定する。

③正しい生活リズムに沿った
生活を送るためのルールづ
くりや約束づくりを行う。

④保護者会やＰＴＡ懇談会地
区懇談会へ積極的に参加
し、子どもたちの生活状況
についての共通理解を進め
る。

生活リズムの基本である早寝早起き・朝ご飯推進による健康増進

①子どもたちの生活状況や
その課題とその改善に関
する家庭教育講座等の開
催

②健康づくり講演会、親子
健康講座等、親子あるい
は子どもと地域住民が交
流しあいながら健康づく
りについて学習する機会
の提供

③広報誌、情報誌等を活用
した日常の取り組みや健
康づくりについての啓発

④様々な地域活動や地域行
事の機会を活用した活動
の啓発・奨励、紹介

◎早寝・早起きの実行
①登園・登校時刻の１時

間前には自分で起き、
１日の生活の準備を行
うこと

②しっかりと朝食を摂っ
て登園・登校する。

７ 「早寝・早起き」「みんなで朝ご飯」推進プログラム

生活リズム定着のための
具体的な取り組みの推進

行政の支援

健康安全
課題：望ましい生活リズムの定着



①テレビの視聴時間が多い傾向がある。 ②テレビゲームの時間が多い傾向がある ③テレビ等の視聴により、夜更かしや家庭学習への影響がみられる。

例えばこんな課題がありませんか？

◎テレビ視聴（テレビゲームでの遊びも含む）の在り方についてみんなで考え、計画的な活用を進めながら、地域ぐるみで生活リズムの定着や改善を図るための実践的
な取り組みを進めることを通して、健康の維持・増進のために欠かすことのできない望ましい生活習慣の確立を図ることができるのではないか。

こんな考えで

５者の基本的な役割

自分の日常生活の再点検と課題
の把握。生活リズムの定着や改
善を図るための具体的な行動の
実践

家族の生活状況の把握と課題の
確認。生活リズムの定着や改善
のために家族そろって具体的な
行動を実践

子どもたちの日常生活の実態につ
いての把握と家庭や地域への情報
提供。家庭生活に関する学習の充
実

健康づくりを進めるための推進
組織等の結成、日常的・継続的
な啓発事業の開催、ＰＲ活動の
推進

子どもたちや父母、地域住民に
対する健康の維持・増進のため
の学習機会の提供、家庭教育学
級等の開設

子ども 家庭 学校 地域 行政

◎地域ぐるみでの健康づくり活動の推進
・ 地域ぐるみでの生活リズム改善運動の実践
（１） 子どもたちの普段の生活実態を把握し、その現況や課題について共通理解を図るとともに、改善のための方策についての協議や情報交換を行う。
（２） 生活のリズムを乱す一つの要因となるテレビ視聴（テレビゲーム含む）について、家族単位で計画的な視聴を進め、継続的で具体的な実践を行う。
（３） 家庭・地域・学校が一体となった生活リズム定着のための様々な啓発活動を行う。

①地域ぐるみで生活習慣の確立、生活リズムの定着を図るた
めの運動母体となる推進組織を立ち上げ、子どもを核とし
た、地域全体の健康づくりのための日常的・継続的な啓発
・奨励を行う
ア）「ノーテレビデー」、「ノーゲームデー」等の設定や

「食卓にはノーテレビ」等による子どもの望ましい生
活習慣づくりに関する地域全体のスローガンづくりと
その実践

イ）地域ぐるみでの積極的な「声がけ」運動や「手伝いタ
イム」「読書タイム」等の奨励による親子でのふれあ
い活動推進の啓発

ウ）活動啓発のためのスローガン募集や標語やポスター、
作文コンクール等の実施

エ）地域や学校での様々な教育活動機会における積極的な
活動ＰＲの実施

②子どもの生活状況の相互理解や健康づくりに関する地域懇
談会等の開催

③教育振興会等を活用した家庭や地区での日常的な取組みに
ついての実践発表会・活動交流会等の開催、「我が家の家
庭教育コンクール」等の実施

生活習慣の確立・生活リズムの定着のための啓発・
奨励

①簡易なアンケートや定期調査・点検を通じ
て子どもたちの生活状況の把握を行うとと
もに、子どもたちに対する自己評価・自己
啓発の機会として活用しながら、生活リズ
ムの定着や改善のための具体的な指導を行
う。

②上記調査等についてその現状や課題、改善
策について保護者会や地域懇談会の機会や
保健だより、学年・学級だより等を通じて
情報提供を行うとともに必要な指導・支援
を行う。

③各教科及び特別活動、道徳の時間を通じ、
正しい生活リズムの定着が心身の適正な発
育・発達や健康づくり、あるいは社会生活
を営む上で欠かすことのできない重要なこ
とであることを理解させる。
（過度なテレビ視聴が心身に及ぼす悪影響
について日常的・具体的に指導する）

健康づくり学習の充実と子どもたちの健
康状況・生活状況についての情報提供

①子どもを中心とした家族で
のテレビ視聴の実情につい
ての把握と確認を行い、明
確な課題意識を持つ。

②テレビ視聴に関する家族内
でのルールや約束づくりを
行うとともに、大人自らが
率先してその遵守に務め
る。

③保護者会やＰＴＡ懇談会、
地区懇談会へ積極的に参加
し、子どもたちの生活状況
についての共通理解を進め
る。

計画的なテレビ視聴による望ましい生活リズムの確立

①子どもたちの生活状況や
その課題とその改善に関
する家庭教育講座等の開
催

②健康づくり講演会、親子
健康講座等、親子あるい
は子どもと地域住民が交
流しあいながら主体的に
健康づくりを考えていく
ための学習機会の提供

③広報誌、情報誌等を活用
した日常の取り組みや健
康づくりについての啓発

④様々な地域活動や地域行
事の機会を活用した活動
の啓発・奨励、紹介

８ 計画的テレビ視聴推進プログラム

計画的なテレビ視聴のための
具体的な取り組みの推進

行政の支援

自分の日常生活の中
でのテレビ視聴の実
情や影響について考
え、その課題を把握
するとともに、計画
的な活用を進めるた
めの具体的な実践を
進める。

健康安全
課題：望ましい生活リズムの定着



○生活リズムが乱れがちである。

例えばこんな課題がありませんか？

◎集団生活を通じた通学合宿を実施し、自分たちの日常生活を振り返りながら、計画に沿った主体的・自律的な生活を行い、基本的な生活リズムの定着や改善を図るた
めの実践的な取組みを進めることにより、健康の維持・増進のために欠かすことのできない望ましい生活習慣の確立を図ること。

こんな考えで

５者の基本的な役割

自分の生活上の課題の把握と計画
に従っての主体的・自律的な生活
の実践

家族の生活状況の把握と課題の確認。
生活リズムの定着や改善のために家族
そろって具体的な行動を実践

家庭生活に関する学習の充実。集団生活
に関する基本的な事項についての指導

学校や家庭、行政と一体となった合
宿活動全般の支援、全体計画の作成

通学合宿実施運営委員会等の推進・
実施母体の立ち上げ、指導者・支援
者等の確保・養成

子ども 家庭 学校 地域 行政

地域ぐるみでの健康づくり活動の推進
１ 地域の教育機能を有効に活用した通学合宿の推進・実施
（１） 子どもたちの普段の生活実態を把握し、その現況や課題について共通理解を図るとともに、改善のための方策についての協議や情報交換を行う。
（２） 行政・学校・地域団体・保護者等の代表者で構成される通学合宿実施運営委員会による実施計画の作成や具体的な活動支援のための役割分担を行う。
（３） 地域の教育機能を有効に活用しながら、地域住民等との活動交流を進める。

地域ぐるみの通学合宿を通した望ましい生活リズムの確立

９ 通学合宿による生活リズム定着プログラム

①地域全体で地域の子ど
もたちを育てるという
共通理解のもと、多く
の地域住民がそれぞれ
の持つ教育機能を活用
しながら、子どもたち
の活動への具体的な支
援を行う。

②支援の取組みを通じた
地域住民との相互の交
交流活動を進める。

通学合宿に対する活動参
画及び活動支援

①集団生活で留意しなければならない基本的
なルールやマナー等の指導

②集団生活を通じて、仲間と協力し、適正な
役割分担をしながら自律的・主体的に規則
正しい生活を送ることの重要性や楽しさに
ついて理解させる。

③子どもたちの活動を前提にした、適正な計
画づくりや活動プログラム作成のための指
導・助言

④学校だより、学年・学級だより等を活用し
た、家庭や地域に対する活動の周知や情報
提供

⑤学校行事や特別活動、ＰＴＡ行事等の機会
を活用しての通学合宿実施報告会の開催

生活習慣確立のための具体的な
取組みの推進

①子どもを中心とした家族全員の
普段の生活状況についての把握
と確認を行い、明確な課題意識
を持つ。

②通学合宿の意義や目的、内容等
について理解するとともに、合
宿活動参加のための簡単な実施
準備や実施後の適切な対応（家
事等の役割分担を行う、できる
ことは自分で行う、規則正しい
生活を行う等）を行う。

③それぞれの家庭が活動参画者と
しての意識を持ち、子どもたち
の取り組みに対する側面的支援
を行う。

①子どもたちの生活状況やその課題の理
解とその改善に関する家庭教育講座等
の開催

②通学合宿を行うための活動施設等の確
保と環境整備（安全等の配慮）

③活動を支援する指導者や支援者の確保
及び事前・事後研修会の開催、ジュニ
アリーダー等の活用促進

④広報誌、情報誌等を活用した活動の取
組みや健康づくりについての啓発

⑤活動や交流の具体的な様子の記録や参
加した子どもたち支援者等の感想を盛
り込んだ活動報告書、実施記録集等の
作成

⑥様々な教育活動機会を活用しての地域
住民への活動の周知とＰＲ

生活習慣確立のための具体的
な取組みの推進

行政の支援

自分の日常生活の
状況について振り
返り、その課題を
明確にするととも
に、仲間と協力し
ながら計画的・自
律的な生活を進め
るための具体的な
実践を進める。

健康安全
課題：望ましい生活リズムの定着



○むし歯が多い傾向がある。

例えばこんな課題がありませんか？

◎具体的な活動として「むし歯予防」に着目し、地域ぐるみ・家族ぐるみで、その定着や改善を図るための実践的な取組みを進めることを通して、健康の維持・増進の
ために欠かすことのできない望ましい生活習慣の確立を図ることができるのではないか。

こんな考えで

５者の基本的な役割

望ましい生活習慣の確立のための
具体的な方法を理解し、具体的な
実践を進める。

家族の生活状況の把握と課題の確
認。健康づくりのために家族そろっ
て具体的な実践を進める。

子どもたちの日常生活の実態につい
ての把握と家庭や地域への情報提
供。家庭生活に関する学習の充実

健康づくりを進めるための推進組織
等の結成、日常的・継続的な啓発事
業の開催、ＰＲ活動の推進

健康の維持・増進のための学習機会
の提供、家庭教育学級等の開設、指
導者・支援者の確保・養成

子ども 家庭 学校 地域 行政

地域ぐるみでの健康づくり活動の推進
１ 地域ぐるみでの「むし歯予防」運動の実践
（１） 子どもたちの普段の生活実態を把握し、その現況や課題について共通理解を図るとともに、改善のための方策についての協議や情報交換を行うこと。
（２） 望ましい生活習慣の確立を図る上で、家族全員で簡単に取組みを進めることができる「むし歯予防」に着目し、その重要性や正しい実施方法についての理解を図るとともに、具体的な実践の継
続を行うこと。

（３） 地域ぐるみでの運動を日常的・継続的に進めるための推進組織を立ち上げ、家庭・地域・学校・行政が一体となった活動の啓発や奨励を行うこと。

地域ぐるみのむし歯予防を通した健康増進

10 地域ぐるみでむし歯ゼロ！プログラム

①地域ぐるみで「むし歯予防」の運動母
体となる推進組織を立ち上げ、子ども
を核とした地域全体の健康づくりのた
めの日常的・継続的な啓発・奨励

ア）地域単位で「むし歯予防月間・週
間」や「むし歯予防の日」を設定し
住民全体の意識の高揚を図るととも
に、学校や家庭と連携した実践活動
推進のための具体的な取り組み実施

（親子歯磨き学習会、教育講演会等）
イ）活動啓発のためのスローガン募集

や標語やポスター、作文コンクール
等の実施

②学校・家庭と連携した地域ぐるみでの
健康づくり推進のための地域懇談会等
の開催

③地域における様々な教育機会を活用し
た実践活動発表会等や「我が家のむし
歯撃退」コンクール等の活動の啓発や
奨励のための諸事業を実施する。

「むし歯予防」運動の啓発・促進

①歯科検診や簡易なアンケート、定期調査・点検等を通じて
子どもたちの生活状況の把握を行うとともに、子どもたち
に対する自己評価及び自己啓発の機会として活用しなが
ら、その改善のための具体的な指導を行う。

②保健学習及び特別活動、道徳の時間を通じ、自分に合った
望ましい生活習慣の確立が心身の健康づくりの上で欠かす
ことのできない重要な要素であることを理解させるととも
に、むし歯予防のための正しい方法について指導を行い、
継続的な取り組みを進めるための意欲と実践力を育てる。

③子どもたちの実態に鑑み、学校歯科医の指導・助言や学校
保健委員会での協議内容をもとに、むし歯予防のための全
体計画を作成し。計画的な指導活動や啓発・促進を推進す
る。

④上記調査等で確認した現状や課題、改善策について保護者
会や地域懇談会の機会あるいは家庭への健康カード等の送
付、保健だより、学年・学級だより等の配布を通じて適切
な情報提供を行うとともに必要な指導・支援を行う。

⑤むし歯予防カレンダー、歯磨きチェックカード等を活用
し、子どもたちや家庭への継続的な活動の啓発・奨励を行
う。

健康づくり学習の充実と子どもたちの健康
状況・生活状況についての情報提供

①家族ぐるみでの正しい生活リズ
ムの定着と継続的な実践活動
（毎日の歯磨きや間食の摂り方

の留意等）の推進
②歯の健康に必要な食物や栄養の

摂取の方法、望ましい食生活の
確立のための理解と具体的実践

③保護者会やＰＴＡ懇談会・地区
懇談会へ積極的に参加し、子ど
もたちの生活状況についての共
通理解を進める。

①子どもたちの歯の健康や食生
活の実態や課題とその改善に
関する内容をテーマとした家
庭教育講座等の開催

②健康づくり講演会、親子健康
講座等、むし歯予防講座等、
親子あるいは子どもと地域住
民が交流しあいながら健康づ
くりについてともに考えるこ
とのできる学習機会の提供

③広報誌、情報誌等を活用した
日常の取り組みや健康づくり
についての啓発

④様々な地域活動や地域行事の
機会を活用した活動の啓発・
奨励、紹介

むし歯予防のための具体的な
取り組みの推進

行政の支援

歯の健康に必要な
食べ物や望ましい
食生活、むし歯の
予防のための正し
い方法について理
解し、継続的な実
践（毎日の歯磨き
や間食の摂り方の
留意等）を行う。

健康安全
課題：望ましい生活リズムの定着



○市の推進組織の構成は、子ども代表を除いた４者の代表が委員として入っており、常任委員会や総会が、複数回開催されている。しかし、実践区組織となると各小・
中学校のＰＴＡ組織等がそのまま教振組織となっていたり、地域や行政の代表が入っていなかったり、入っていても会議等の開催が行われず、地域の協力を得られない
ままに、学校のＰＴＡ活動や子ども会活動が、そのまま教振の活動として取り上げられている現状である。
そこで、実践区組織の構成を見直すとともに、教育振興運動の活動内容の共通理解を図ることが求められている。

例えばこんな課題がありませんか？

◎小学校単位の現組織を母体としながらも、新たに地域の公民館や自治会、関係団体などに依頼し、委員として協力を得る。
また、学校のＰＴＡ総会等の際に、委員会を開催し、教振の活動内容について共通理解を図るとともに、それぞれの役割を明らかにする。

こんな考えで

構成組織・事務局

１ 構成組織
・ＰＴＡ代表 ・小学校代表 ・中学校代表 ・自治会代表 ・公民館職員 ・市教委職員 ・保育園、保育所等代表 ・老人クラブ代表 ・女性団体代表 ・ボランティア団体代表
・スポーツ少年団代表 ・民生児童委員 ・交通安全協会代表 ・体育協会代表 ・子ども会代表 ・ジュニアリーダー代表
２ 事務局
・小・中学校（教頭、教務、地域連携窓口教員等複数体制）と公民館

２ 実践区会議の開催
（１）会議の開催
①ＰＴＡ総会や地区懇談会時等、無理のない会議の設定
②各団体の活動内容等の情報交換
（児童生徒を対象とした事業の周知と精選）

③地域課題についての話し合い
④地域課題等重点課題の決定

（２）地域課題をもとにした５者の役割の明確化
①地域課題解決に向けた５者の役割の話し合い
②５者の役割の確認

１ 実践組織の見直し
（１）地域を巻き込んだ組織の確立
①各小学校区単位の現実践区組織構成員の確認
②地域の自治会や関係団体等、協力団体の洗い出し
③実践組織の構成員の見直し
④各団体等への協力要請（委員推薦）
⑤推進組織委員への協力要請
（推進委員＝実践区委員という位置づけを推進委員会総会等で提案）

地域ぐるみで子どもたちを見守る『安全安心な環境づくり』

１ 推進組織と実践組織の課題共有に向けた組織の見直し

３ コーディネーター等指導者の養成
（１）研修会の開催
①公民館等行政側の全面的な支援
（企画・運営、場の提供、情報の提供、予算化）

②ＰＴＡや子ども会、自治会、関係団体等広く関係者へ周知
③地域連携窓口教員の参加
④複数の実践区をエリアとした合同開催

（２）県・事務所事業等への参加
①管内教育振興運動実践区等リーダー研修会への参加
②フォーラム家庭教育への参加
③家庭教育講演会等への参加

組織
課題：運動拠点づくり



○現在の教育振興運動はＰＴＡ活動によるところが大きいが、活動している親自身の意識の中には教育振興運動はない。
○少子化により、ＰＴＡ会員数が減少傾向にあり、その活動も厳しくなる傾向にある。

例えばこんな課題がありませんか？

◎教育振興運動の主力であるＰＴＡ活動に地域を巻き込むことにより、より多くの地域住民の参画のもとで、子どもをはぐくむ環境を整えること。

こんな考えで

構成組織・事務局

１ 構成組織
・ＰＴＡ ・小学校 ・中学校 ・自治会 ・公民館 ・村教委 ・各種ボランティア団体

２ 事務局
・ＰＴＡ

２ 地域の教育課題の掘り起こしと役割の明確化
（１）地域の教育課題についての話し合い
（２）課題解決に向けての５者の役割の設定
（３）５者の役割に沿った取り組みの方向性の協議

1 ＰＴＡと地域（Ｃ）の連携体制の確立
（１）地域の各自治会長を構成員とする
（２）地域の各種団体・機関の代表者を構成員とする
（３）地域の全世帯をＰＴＣＡ会員とする

地域を巻き込んだ組織づくり

２ ＰＴＡからＰＴＣＡへの組織の見直し

３ ＰＴＡ活動と地域活動の融合
（１）子どものための教育環境整備活動への協力

・環境整備作業等への地域住民の参加（子ども自身も参加）
・授業参観、学校行事への地域住民の参加
・見守り活動への協力

（２）住みよい地域づくり活動への協力
・地域活動への各単位子ども会による参加
・学校教育活動としての地域貢献活動の推進

４ 各主体の取り組み
・それそれの役割に基づいた取り組みを展開
・スケジュールが過密にならないよう連絡調整を図りながら

行う
(1) 地域課題解決に向けた組織の在り方についての再検討

（２） 実践として取り組むべき事の共有
①子どもたちの夢を活動内容に活かす工夫

・子どもたちの主体的参画の視点から
②実践区ごとの活動計画の作成

・実践区ごとの課題の整理
・実践の方向性の整理

③モデルプログラムの展開
・実践区の課題に即したモデルプログラムの取捨選択
・モデルプログラムの共同研究実践

組織
課題：連携による効果的精選を図る

組織づくり



○学校では、学校独自の行事や活動のほか、地域の行事や活動も複雑に絡み合い、実施されている場合がある。その結果、あわただしい生活になったり、落ち着いて授
業に専念できないこともあり得る。そこで、行事や活動を意義と活動の実際を見直し、その精選をはかったり、重点化や役割分担等を行う必要がある。また、教育振興
運動の場合、学校の教頭が事務局を担当している場合があり、学校が中心になって行われる事が多くなっているようである。

例えばこんな課題がありませんか？

◎学校全体の地域関連行事を洗い出し、教育振興運動に位置づけることによって精選を図り、５者の連携を明確にした組織とすること

こんな考えで

構成組織・事務局

１ 構成組織 ＰＴＡ、教育振興運動事務局、公民館、村教委、ボランティア団体、学校

２ 事務局は地域組織におく。

２ 学校行事の見直しによる組織の見直しと実践
（１）現在の学校行事と地域との関わった行事や在り方についての検討
①学校において地域と関わる行事等の把握
②学校において厳選し重点化して取り組む行事、行わない行事を検討する
③地域において学校に協力する行事、学校から協力してほしい行事の検討
④教育課程として取り上げることが可能な行事と、不可能な行事の検討
⑤学校の多忙化を防ぎ、重点化を図る観点から、今後の年間計画を検討する。

１ 地域課題の明確化と共有化
（１）各主体ごとに地域と学校行事について話し合う場の設定

①構成組織ごとの地域と学校行事の関わりについて、重点化の観点からの話し合い
②各構成組織の総会等を活用

（２）各主体ごとの学校行事の重点化と厳選について出し合う場の設定
①各主体ごとの代表者による地域の教育課題についての話し合い

（３）地域課題の共有化
○各主体ごとに伝講会を開催

行事の融合による新しい組織づくり

３－１ 学校と地域の行事の融合に向けた組織の見直し

（２）実践として取り組むべき事の共有
①実践区ごとの活動計画の作成
・実践区ごとの課題や行事の整理
・実践の方向性の整理

②実践の展開

組織
課題：連携による効果的精選を図る

組織づくり



①地域ぐるみで子どもたちの健全育成を進めたいが、地域での共通理解を得ることができない。
②教職員が多忙化傾向にある。

例えばこんな課題がありませんか？

◎学校における道徳の授業を地域に広く公開するとともに、子どもたちに身につけさせたい道徳的価値を共有し、体験活動を通して地域ぐるみではぐくむことにより、
豊かな心が培われるのではないか。

こんな考えで

構成組織・事務局

①対象：ＰＴＡ 地域住民
②価値：子どもたちに身につけさせたい道徳的価値 → 学校側から家庭や地域への提案

身につけさせたい道徳的価値の共通理解による新しい組織づくり

３－２ 学校と地域の行事の融合に向けた組織の見直し

道徳の授業公開

①地域の子どもたちの現状と課題についての共有化
②身につけさせたい道徳的価値についての話し合いと共有化
③親、学校、地域、行政の役割についての話し合い
・それぞれにできることはどのようなことか

④有効な取組みにするための組織の見直し
・それぞれの主体の役割を果たすために有効的な組織の在り方 ・協力を得たい機関や団体等についての洗い出し
・連携組織の整理

⑤各主体の取組例について

パネルディスカッションの開催

（１）各主体における活動や運動の展開
・子どもたちに身につけたい道徳的価値にそった取組み
①体験活動等の企画実施
②日常的または継続的な取組みの実施
③地域の素材を活かした取組みの実施

（２）連絡調整を密に行う
・子どもたちの活動日程等が重複したり、過密になったりしないように連絡調整を図る。
・連絡調整会議の開催

(３）実践として取り組むべき事の留意点
①子どもたちの夢を活動内容に活かす工夫
（子どもたちの主体的参画の視点から）

②実践区ごとの活動計画の作成
（実践区ごとの課題の整理 実践の方向性の整理）

③身につけさせたい道徳的価値に沿った地域の主体的な
取組活動であること

身につけさせたい道徳的価値と役割に基づいた各主体ごとの取組み

１ 構成組織 ： ・ＰＴＡ ・小学校 ・中学校 ・自治会 ・公民館 ・村教委 ・各種ボランティア団体
２ 事務局 ： ・学校

組織
課題：連携による効果的精選を図る

組織づくり



○少子化の進行等により、村内の小学校５校及び中学校２校がそれぞれ統合され、小学校１校、中学校１校となった。そのことに伴い、それまで各学校単位ごとに組織
されていた教育振興運動実践組織も統合されることとなった。しかしながら、組織が大きすぎることから、より地域に根ざした運動推進のため、組織の見直しが必要と
なっている。

例えばこんな課題がありませんか？

◎旧小学校単位の実践区を母体としながら、村内の学校数が小中それぞれ１校であることから、小中の実践区も重複する組織とする。

こんな考えで

構成組織・事務局

１ 構成組織 ： ・ＰＴＡ ・小学校 ・中学校 ・自治会 ・公民館 ・村教委 ・各種ボランティア団体
２ 事務局 ： ・公民館

２ 地域課題をもとにした組織の見直しと実践
（１）地域課題解決に向けた組織の在り方についての検討
①旧小学校各区単位の実践組織を継続する
②中学生についても上記実践区の構成員とする
③事務局を公民館に置く
・会長：○○自治会長
・事務局長：△△自治会長
・事務局員：小中教頭、地域連携窓口教員、公民館職員

その他（各種構成団体の事務局員）
④事務局会議の開催
・連絡調整機能：年間計画等のすり合わせ

１ 地域課題の明確化と共有化
（１）各主体ごとに地域の教育課題を話し合う場の設定
①構成組織ごとの地域の教育課題についての話し合い
②各構成組織の総会等を活用

（２）各主体ごとの地域の教育課題を出し合う場の設定
①各主体ごとの代表者による地域の教育課題についての話し合い
②シンポジウム的に開催

（３）地域課題の共有化
○各主体ごとに伝講会を開催

地域ぐるみで子どもたちを見守る『安全安心な環境づくり』

４ 学校の統廃合により見直した教育振興運動組織

（２）実践として取り組むべき事の共有
①子どもたちの夢を活動内容に活かす工夫
・子どもたちの主体的参画の視点から

②実践区ごとの活動計画の作成
・実践区ごとの課題の整理
・実践の方向性の整理

③モデルプログラムの展開
・実践区の課題に即したモデルプログラムの取捨選択
・モデルプログラムの共同研究実践

組織
課題：地域課題に即した運動を進め

る組織づくり



①現在の教育振興運動は学校が主となることが多いが、教職員の転勤や学校の統廃合等により、その活動を継続することが難しくなってきているところもある。
②少子化により、子ども会会員数が減少傾向にあり、その活動も厳しくなる傾向にある。

例えばこんな課題がありませんか？

◎子ども会や地域が主体となり、学校や行政が連携を図る形で、教育振興運動を進める。

こんな考えで

構成組織・事務局

１ 構成組織
・ＰＴＡ ・小学校 ・中学校 ・自治会 ・公民館 ・村教委 ・各種ボランティア団体
２ 事務局
・公民館

２ 地域の教育課題の共有化
（１）各主体ごとに地域の教育課題を話し合う場の設定
①構成組織ごとの地域の教育課題についての話し合い
②各構成組織の総会等を活用

（１）子ども会育成会
・子ども会育成会の主は親であるが…
①地域：地域の関係機関・団体の代表者を構成員の形で参画
②学校：地区子ども会担当教員 地域連携窓口教員
③行政：公民館等

地域ぐるみで子どもたちを見守る『安全安心な環境づくり』

５ 子ども会育成会や自治会組織を核とした組織の見直し

３ 地域課題をもとにした組織の見直しと実践
（１）地域課題解決に向けた組織の在り方についての再検討
（２）実践として取り組むべき事の共有
①子どもたちの夢を活動内容に活かす工夫
・子どもたちの主体的参画の視点から

②実践区ごとの活動計画の作成
・実践区ごとの課題の整理
・実践の方向性の整理

③モデルプログラムの展開
・実践区の課題に即したモデルプログラムの取捨選択

（２）自治会
・自治会の主は地域住民であるが…
①親：子ども会育成会員として参画

また地域住民の一人として参画
②学校：地区子ども会担当教員 地域連携窓口教員
③行政：公民館等

（３）事務局
①地区公民館 ②事務局員：各主体代表 ③連絡調整会議：事務局員が出席

（２）各主体ごとの地域の教育課題を出し合う場の設定
①各主体ごとの代表者による地域の教育課題についての話し合い
②地域行事開催の期をとらえての話し合い

（３）地域課題の共有化
○各主体ごとに伝講会を開催

組織
課題：地域課題に即した運動を進め

る組織づくり
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