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地域学校協働活動と教育振興運動

1) 教育振興運動

2) 地域学校協働活

3) 二つの共通点

4) コミュニティ・スクール

何をする ＜ 何のために
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何をする ＜ 何のために

１） 教育振興運動
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１） 教育振興運動

子ども、家庭、学校、地域、行政

５者の役割と
責任を明確にし、
相互に連携して
取り組む
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• 「子供に机を、お土産には本を！」

学力向上 運動開始当初～

• 挨拶運動、美化運動、体力づくり等

健全育成・健康安全 昭和５０～６０年代～

• 地域の特色を生かした多様な体験活動

生涯学習の基礎 生きる力 平成元～

• 東日本大震災津波からの復興

復興教育 平成２４年～

１） 教育振興運動
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H17-26
•「みんなで教振！１０か年プロジェクト」

H21-
•全県共通課題「家庭学習の充実」「読書活動の推進」

H27-R1
•「みんなで教振！ ５か年プラン」

R2-R6

• 「地域学校協働活動・教育振興運動」推進５か年プラン

• 総合的かつ一体的に推進することで「学校を核とした地域づくり」
「地域とともにある学校づくり」の実現を図る。

１） 教育振興運動
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令和2年度地域学校協働活動・教育振興運動の推進状況調査の結果より

組織（団体） R2

小学校区 １８３(36.6%)

中学校区 ９３(18.6%)

公民館区 ３０(6.0%)

町内会区 １１５(23.0%)

その他（保育園、高校区等） ７９(15.8%)

計 ５００

実践している組織（団体）の地区数

１） 教育振興運動
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令和2年度地域学校協働活動・教育振興運動の推進状況調査の結果より

全実践区における取組割合

１） 教育振興運動
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H27 H28 H29 H30 R1 R2

65.0% 75.9% 74.4% 73.8% 77.6% 76.0%(380/500実践区）

H27 H28 H29 H30 R1 R2

87.1% 90.7% 93.3% 86.9% 88.7% 93.1%

小・中・義務教育学校区における取組割合



令和2年度地域学校協働活動・教育振興運動の推進状況調査の結果より

１） 教育振興運動
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85.1% 78.7%



令和2年度地域学校協働活動・教育振興運動の推進状況調査の結果より

１） 教育振興運動
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47の市町村・区が回答

85.1%



成果 課題

・連携・協働を図った
運動の推進

・活動に関わる大人が
限られる

・学校、家庭の理解 ・規模や事務局の
設置場所

・教育課題を
話し合う場の設定

・教育課題を
話し合う場の設定

１） 教育振興運動
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令和2年度地域学校協働活動・教育振興運動の推進状況調査の結果より



１） 教育振興運動

R3地域学校協働活動
・教育振興運動推進方針 情報メディアとの上手な付き合い方

CSと連携で「めざす子供の姿」の共有

•学校の「学びフェスト」との連動

•定期的な実態把握（成果の見える化と関係
者の共有）

•組織体制や活動のありかたの見直し・
検討を進める

•地域総ぐるみで地域学校協働活動・教
育振興運動を展開
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１） 教育振興運動

R3地域学校協働活動
・教育振興運動推進方針 1 【つなぐ】R2～R3

「地域学校協働活動」と

「教育振興運動」の総合

的かつ一体的な推進に向

け、関係機関・団体を

つなぐ

既存事業や

体制の見直し

2 【広げる】R4～R5

「目指す子供の姿」の実

現に向け、地域全体に取

組を広げる

実践の充実、

事例等の共有

3 【確かめる】R6

成果や課題を確かめる

次の方向性の

検討
令和２年度からの新５か年プランでは、
次の３つのステージにより段階的に
取組を進めていくことが考えられます。
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２）地域学校協働活動
地域全体で未来を担う子供たちの成長を支える仕組み

◎ 子供の資質の育成という目

標を共有し、地域社会と学校

が協働。

◎ 新しいつながりによる地域

の教育力の再生・充実

◎地域の課題解決等に向けた連

携・協働

◎持続可能な地域社会の源

中央教育審議会
H27「地域学校協働答申」より
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２）地域学校協働活動
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２）地域学校協働活動

学校と地域をつなぐ コーディネーター

受け止める

• 学校や地域
のニーズ

• ボランティア
の思い

• 教員の思い

つなげる

• ボランティア
の紹介

• 活動を紹介

• 情報収集と
整理

知らせる

• ボランティア
の募集

• 広報紙や掲
示板等で周
知

育てる

• 研修や交流
会の企画と
実施

• 活動案の作
成

• 成果の共有

☆地域学校協働本部の運営 ☆学校運営協議会の準備等

☆会議や研修等への出席

課題や目標を共有→ 成果（達成感）も共有
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２）地域学校協働活動

学校と地域をつなぐ コーディネーター

できることを できるときに できるところから ボランティア

ボランティアリーフレット（R2）
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３）共通点（教育振興運動と地域学校協働活動）

農作業を通して子供達に
地域の良さを発見・地域の大人とのかかわり・食育・

職業の体験・自然体験……○○の力を育成
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地 域 学 校 協 働 活 動

３）共通点（教育振興運動と地域学校協働活動）

地域全体で子供達の学びや成長を支えるとともに、地域と学校
が相互に連携・協働

教 育 振 興 運 動
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

一つ一つの活動を見れば…

課題や目標を共有し、それ
ぞれの役割や活動をつなぎ、
みえるようにすることで、
一つの総体・運動としてみ
れば…
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教育振興運動

基盤となる運動。地域や学校の実情に応じて、理念や既存の組織・取組を積極的に活用。

３）共通点（教育振興運動と地域学校協働活動）

岩手県
ならでは
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４）コミュニティ・スクール
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４）コミュニティ・スクール
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４）コミュニティ・スクール
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４）コミュニティ・スクール
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地域の
実情

学校の
実情

４）コミュニティ・スクール と地域学校協働活動・教育振興運動
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４）コミュニティ・スクール と地域学校協働活動・教育振興運動

教育振興運動のあり方を見直し、今後、より望ましい姿に更新、

改善していく、そして、活性化、持続可能化を図る絶好の機会と

捉えられる。

〇本来の教育振興運動の理念に一層迫るもの

〇活動が目的ではなく、手段であることを自覚する

〇より多くの主体の参画を促し、真の地域総ぐるみへ

〇適切な役割分担で持続可能なしくみへ
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４）コミュニティ・スクール と地域学校協働活動・教育振興運動

本県が目指すのは

負担が一部に偏らない

適切な役割分担に配慮

教育効果が見込まれる

学校・地域の課題解決

につながる

目的や目標を共有
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地域学校協働活動と教育振興運動
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