
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ ボランティア活動に関連した最近の文部科学省事業 
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１ 学校・家庭・地域の連携協力推進事業 
 

（前年度予算額  9,450,272千円） 

24年度予定額  8,516,196千円 

 

１．事業の要旨 

  近年，子どもを取り巻く環境が大きく変化するとともに，家庭や地域の教育力が低下しており，未

来を担う子どもたちを健やかにはぐくむためには，学校，家庭及び地域住民等がそれぞれの役割と責

任を自覚しつつ，地域全体で教育に取り組む体制づくりを目指す必要がある。 

  このため，地域の実情に応じ自治体が選択し自主的に行う学校・家庭・地域の連携協力のための様々

な取組みを支援し，社会全体の教育力の向上を図る。 

 

２．事業の内容 

○学校と地域の総合的な活性化推進費                    42,936千円(53,235千円) 

  学校と地域の総合的な活性化を推進するため，文部科学省において，既存事業の成果を集約・分

析し，先進的取組を行う社会教育関係団体や企業，地域の実践者等と広く連携・協力しつつ，課題

解決等に役立つ情報提供・相談対応を行うプラットフォーム（Ｗｅｂサイト）の作成・運営や今後

の発展を模索する地域に対するアドバイザーの派遣などきめ細やかな支援を行うとともに，シンポ

ジウム開催による普及啓発などを行う。 

 

○学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助（補助率 １／３）    8,473,260千円(9,397,037千円) 

（１）学校・家庭・地域の連携による教育支援活動促進事業 

  地域住民等の参画による「学校支援地域本部」「放課後子ども教室」「家庭教育支援」「地域ぐる

みの学校安全体制の整備」「スクールヘルスリーダー派遣」などの教育支援活動を引き続き支援す

るとともに，各地域の実情に応じたそれぞれの取組を有機的に組み合わせることを可能とし，よ

り充実した教育支援活動を支援する。 

（11,500箇所 等) 

 

（２）スクールカウンセラー等活用事業 

  児童生徒の臨床心理に関して高度に専門的な知識・経験を有する「スクールカウンセラー」や

児童が気軽に相談できる相談相手として｢子どもと親の相談員｣等を配置するとともに24時間体制

の電話相談を実施し，教育相談体制の整備を支援する。 

（スクールカウンセラーの配置  小学校：11,690校，中学校：8,252校 等） 

 

（３）スクールソーシャルワーカー活用事業 

  教育分野に関する知識に加えて，社会福祉等の専門的な知識・技術を用いて，児童生徒の置か

れた様々な環境に働き掛けて，支援を行うスクールソーシャルワーカーを配置し，教育相談体制の

整備を支援する。 

（108箇所，1,113人） 
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（４）帰国・外国人児童生徒受入促進事業 

  就学前の外国人の子どもへの初期指導教室（プレクラス）の実施，域内の学校への日本語指導

の際の補助や学校と保護者との連絡調整等を行う際に必要な支援員の配置等による，帰国・外国

人児童生徒の公立学校への受入体制の整備を支援する。 

（37地域） 

 

（５）豊かな体験活動推進事業 

  児童の豊かな人間性や社会性を育むため，学校教育において行われる自然の中での集団宿泊活

動を推進する取組を支援する。 

（216校） 

 

（６）専門的な職業系人材の育成推進事業 

  社会や地域のニーズに応じた人材育成など，先導的な取組を行う専門高校を支援する。 

  特に，福祉系高校等における，医療的ケアを指導する講師等の配置を支援する。 

（75校） 

 

 

３．事業の種別 

  本省経費 

  補助事業：学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金 

                    補 助 率：１／３ 

                    補助事業者：都道府県・政令指定都市・中核市 

                    補 助 根 拠：予算補助 

 

 

４．予算の推移（創設年度：平成21年度） 

（千円）

年 度 19 20 21 22 23 

予算額 － － 14,260,610 13,092,527 9,450,272 

 

 

５．所要経費 

  本省経費 

 （１）学校と地域の総合的な活性化推進費        42,936千円(   53,235千円) 

  補助事業（補助率 １／３） 

 （１）学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金 8,473,260千円( 9,397,037千円) 

                                    事業費総合計 8,516,196千円( 9,450,272千円) 
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（参考）「放課後子どもプラン」の推進に当たっての関係部局・学校の連携等に

ついて 

 

                                     18文科生第532号 

                                     雇児発第0314004号 

                                     平成19年３月14日 

 

各 都 道 府 県 知 事 

各都道府県教育委員会教育長 

各 指 定 都 市 市 長  殿 

各指定都市教育委員会教育長 

各 中 核 市 市 長 

各中核市教育委員会教育長 

 

                             文部科学省生涯学習政策局長 

                             文部科学省大臣官房文教施設企画部長 

                             文部科学省初等中等教育局長 

                             厚生労働省雇用均等・児童家庭局長 

 

 子どもを取り巻く環境の変化や，家庭や地域の子育て機能・教育力の低下が指摘される中，放課後等

の子どもたちの安全で健やかな活動場所の確保を図るため，文部科学省及び厚生労働省においては，両

省連携の下，平成19年度から，総合的な放課後対策として実施する「放課後子どもプラン」を創設する

こととし，その必要経費を平成19年度予算案に計上しているところです。 

 「放課後子どもプラン」は，各市町村（特別区を含む。以下同じ。）において，教育委員会が主導して，

福祉部局と連携を図り，文部科学省が実施予定の「放課後子ども教室推進事業」（すべての子どもを対象

として，地域の方々の参画を得て，勉強やスポーツ・文化活動等を行う取組。以下「放課後子ども教室」

という。）と，厚生労働省が実施する「放課後児童健全育成事業」（保護者が労働等により昼間家庭にい

ないおおむね10歳未満の児童に適切な遊び及び生活の場を提供する取組。以下「放課後児童クラブ」と

いう。）を一体的あるいは連携して実施するものです。 

 また，先般とりまとめられた，教育再生会議第一次報告においても，教育再生実現のため「社会総が

かり」での全国民的な参画が必要であるとの観点から，「放課後子どもプラン」の全国展開が提言されて

います。（別紙参照） 

 貴職におかれましては，このような趣旨をご理解いただき，平成19年度からの同プランの円滑な実施

が図られるよう，下記の点についてご配慮いただくとともに，管内・域内の市町村，市町村教育委員会

及び公立小学校長に対してご周知いただきますようお願いいたします。 

 

記 

 

１ 教育委員会と福祉部局の連携について 

  「放課後子どもプラン」の実施に当たっては，「『放課後子どもプラン』の推進について」（平成19
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年３月14日付18文科生第531号・雇児発第0314003号文部科学省生涯学習政策局長・厚生労働省雇用均

等・児童家庭局長連名通知）に基づき，教育委員会と福祉部局とが緊密に連携を図られたい。 

  また，子どもが参加しやすい多様な活動機会の提供，事業の指導者やボランティアの確保及び養成，

社会教育・子育て支援団体等関係団体との連携などについて両事業間で十分な調整を図り，効果的・

効率的な実施に努められたい。 

 

２ 学校との連携・協力について 

  「放課後子どもプラン」の実施に当たっては，子どもの様子の変化や小学校の下校時刻の変更など

に対応できるよう，学校関係者と事業管理者等との間で迅速な情報交換・情報共有を行うなど，事業

が円滑に進むように十分な連携・協力を図られたい。 

  なお，学校諸施設を使用する際にも，両事業は学校教育の一環として位置付けられるものではない

ことから，事業の管理運営は，実施主体である市町村等が責任をもって行うこととなるので留意され

たい。 

  また，障害児や虐待，いじめを受けた子どもなど，特に配慮を必要とする子どもの利用に当たって

は，当該子どもの状況等を学校関係者と事業管理者等との間で相互に把握し合い，関係機関とも連携

するなど適切に対応されたい。 

 

３ 余裕教室をはじめとする学校諸施設の利用促進について 

  余裕教室をはじめとする学校諸施設の活用については，既に「「地域子ども教室推進事業」と「放課

後児童健全育成事業」の連携及び両事業の推進に当たっての学校との連携について」（平成18年２月

10日文部科学省生涯学習政策局長・厚生労働省雇用均等・児童家庭局長連名通知）によりお願いをし

ているが，「放課後子どもプラン」は，小学校内での実施を基本としていることから，学校教育に支

障が生じない限り，余裕教室の利用や小学校敷地内での円滑な事業の実施が図られるよう，以下につ

いてより一層留意されたい。 

 

 (1) 学校諸施設の弾力的な運用 

   「放課後子どもプラン」の実施に際しては，子どもの多様な活動等に有効な施設（図書室，視聴

覚室のほか，怪我等が発生した場合の保健室や雨天時の体育館等を含む。）について，その弾力的な

運用を図られたい。 

   また，「放課後子どもプラン」に参加する子どもがおおむね当該学校の子どもであることを考慮し，

余裕教室が生じている場合には，既存施設の有効活用の観点からも，積極的に「放課後子どもプラ

ン」の実施場所として活用されたい。 

   さらに，長期休業日や土曜日等，学校の授業日以外の使用についても，子どものニーズを十分考

慮し，柔軟に対応されたい。 

 

 (2) 国庫補助を受けて整備された学校施設を転用する場合の財産処分手続について 

   国庫補助を受けて整備された学校施設を転用する場合には，「補助金等に係る予算の執行の適正化

に関する法律」（昭和30年法律第179号）第22条の規定により，所管大臣の承認を経る財産処分手続

が必要であるが，公立学校施設の財産処分手続においては，一定の要件を満たせば文部科学大臣へ

の報告だけで手続が済むよう簡素な取扱いとしているところであるので留意されたい。 
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   なお，「放課後子どもプラン」実施に際して国庫補助を受けて整備された学校施設を使用する場合

でも，放課後や学校の授業日以外の時間帯を利用する等により学校施設の転用を伴わない場合は，

財産処分手続は不要である。 
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（別紙） 

 

■ 社会総がかりで教育再生を（教育再生会議・第一次報告）（抄） 

 

Ⅱ．教育再生のための当面の取組〈教育内容の改革〉 

 

１．「ゆとり教育」を見直し，学力を向上する 

  －「塾に頼らなくても学力がつ＜」，教育格差を絶対生じさせない－ 

 (1) 「基礎学力強化プログラム」 

  ○ 教育委員会・学校は，「放課後子どもプラン」（注）の活用などにより，ボランティアの協力を

得て，補習などを行う「土曜スクール」を実施するように努める。 

 

   ※「放課後子どもプラン」とは，放課後や土曜日の子供の安全で健やかな居場所，遊び場を確保

し，勉強やスポーツ，文化活動が地域住民との交流活動等に取り組む事業をいう。参加は自由

であり，子供たちが自由にただひたすらのびのびと遊べるような環境を整備することも重要で

ある。 

 

〈「社会総がかり」での全国民的な参画〉 

７．「社会総がかり」で子供の教育にあたる 

 (2) 地域社会の対応一学校を開放し，地域全体で子供を育てる－ 

   【放課後子どもプランの全国展開，地域リーダー（教育コーディネーター）の活用】 

 

  Ｏ 「放課後子どもプラン」（注）は，異年齢交流や集団活動により，子供を心豊かにたくましく育

てるための「根っこ」となるものであり，学習意欲と学力・体力・創造力の向上に資するところ

も大である。さらに，地域の生活環境の改善，地域活性化の起爆剤ともなるものである。 

    本事業においては，学校のほか自治体，スポーツ団体，ボランティア，地元企業等が連携して，

多様なプロジェクト（地域の祭りなどの伝統・文化活動，スポーツ活動，演劇などの芸術活動，

自然体験活動など）に取り組む。そうすることで，家庭や学校とは異なる子供たちの「居場所」

を確保し，様々な体験を通して，地域社会と交流を深め，対人関係能力の向上を図る。省庁の縦

割りを排して現場中心の取組とするため，地域リーダーの協力を得て，実効ある実施体制を設け

るなど，各自治体が責任をもって取り組む。 
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（参考）子ども・子育てビジョン （抜粋） 

    ～子どもの笑顔があふれる社会のために～ 

 

                                     平成22年１月29日  

 

【本文】 

 第４ 目指すべき社会への政策４本柱と12の主要施策 

  １．子どもの育ちを支え、若者が安心して成長できる社会へ 

   (3) 社会生活に必要なことを学ぶ機会を 

    ・地域ぐるみで子どもの教育に取り組む環境を整備します。 

 

  ２．妊娠、出産、子育ての希望が実現できる社会へ 

   (5) 誰もが希望する幼児教育と保育サービスを受けられるように 

   ・放課後子どもプランを推進し、放課後児童クラブを拡充するとともに、これらのサービスの質

の向上を図ることにより、放課後対策に取り組みます。 

 

【別添１ 施策の具体的内容】 

 １．子どもの育ちを支え、若者が安心して成長できる社会へ 

  (3) 社会生活に必要なことを学ぶ機会を 

  ≪学びや体験を通じ豊かな人間性を育成する≫ 

   □地域ぐるみで子どもの教育に取り組む環境の整備 

    ・学校支援地域本部や放課後子ども教室等の実施により、地域ぐるみで学校を支援し子どもた

ちを健やかにはぐくむ活動を推進するとともに、家庭教育に関する地域人材を養成し、相談

対応や学習機会の提供など、家庭の教育力の向上に向けた取組を推進します。 

 

  (5) 誰もが希望する幼児教育と保育サービスを受けられるように 

  ≪放課後対策に取り組む≫ 

   □「放課後子どもプラン（放課後児童クラブ・放課後子ども教室）」の推進 

    ・「放課後子どもプラン」などの取組について、全小学校区での実施を図るため、放課後児童ク

ラブと放課後子ども教室を連携して実施する総合的な放課後児童対策を推進します。 

 

【別添２ 施策に関する数値目標】 

項   目 現   状 

（平成20年度） 

※もしくは直近のデータ

目   標 

（平成26年度） 

放課後 子どもプラン  「放課後子どもプラン」などの取組が、

全国の小学校区で実施されるよう促す

（Ｈ24年度） 

放課後児童クラブ 81万人（Ｈ21.５） 111万人  

放課後子ども教室 8,719か所(Ｈ21.４） 「放課後子どもプラン」などの取組が、

全国の小学校区で実施されるよう促す

（Ｈ24年度） 
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（参考）「学校支援地域本部事業」の推進に当たっての関係部局の連携等について 

 

                 平成20年３月４日 19文科生第585号 

                 各都道府県・指定都市教育委員会教育長あて 文部科学省生涯  

                 学習政策局長・初等中等教育局長・スポーツ・青少年局長通知  

 

 教員が子どもと向き合う時間の拡充及び地域教育力の向上等を図るため，文部科学省においては，平

成20年度から，地域住民に学校支援ボランティアとして活動いただく体制を整備する「学校支援地域本

部事業」を実施することとし，全市町村での実施を目指し 1800箇所分の必要経費を平成20年度予算（案）

に計上しているところです。 

 また，去る２月19日にとりまとめられた中央教育審議会答申「新しい時代を切り拓く生涯学習の振興

方策について」において，学校を地域の拠点として社会全体で支援する取組の推進について盛り込まれ

るとともに，１月31日にとりまとめられた教育再生会議最終報告においても，「直ちに実施に取りかかる

べき事項」の一つとして，学校支援地域本部の全国展開があげられています。（別紙参照） 

 本事業の実施に当たっては，生涯学習・社会教育担当部局，学校教育担当部局等の連携が特に重要で

あり，文部科学省においては，生涯学習政策局，初等中等教育局及びスポーツ・青少年局をはじめ関係

局課の連携の下，実施に向けた準備を進めているところです。 

 貴職におかれましては，このような趣旨をご理解いただき，関係部局の緊密な連携の下，平成20年度

からの本事業の円滑な実施にご配慮いただきますとともに，管内の市区町村教育委員会に対し，本通知

の趣旨を周知徹底いただきますようお願いいたします。 
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２ 学びを通じた被災地の地域コミュニティ再生支援事業 
 

（  新  規  ） 

24年度予定額  1,082,006千円 

（参考）23年度３次補正予算額  541,655千円 

 

１．事業の要旨 

  今後，被災地の自律的な復興に向けて，住民一人一人が主体的に参画することのできる地域コミュ

ニティ再生のための学びの場づくり，コミュニケーションの場づくりを推進することが必要である。 

  このため，学校や公民館等の社会教育施設も活用しつつ，学習活動のコーディネートや指導，安全

管理・ＩＣＴ活用支援等に従事する人材を配置し，地域住民の学習・交流を促進するとともに，子ど

もたちの良質な成育環境を整備する。これらを通じ，学びを媒介としたコミュニケーションの活性化

や地域の課題解決の取組を支援し，地域コミュニティの再生を図る。 

 

２．事業の内容 

（１）地域教育コーディネーターによる地域の学びの場の提供 

  被災地の市町村教育委員会に，「地域教育コーディネーター」を配置する。 

  地域教育コーディネーターは，複数名体制で活動し，学校，公民館，図書館，集会所などを拠点

に，地域に必要な様々な学習の場をコーディネートし，住民に提供することを通じ，人々が日常的

に集い，参加する場をつくるとともに，地域の具体的な課題解決やコミュニティの人間関係構築に

資する。 

 （具体的な活動のイメージ） 

   例えば，外部講師や地域のボランティア等の参画を得て，地域住民に対して，公民館等を活用し

て地域ぐるみの防災教育や心のケアなどの課題解決のための学習の場を提供する活動や，避難所生

活等により家庭学習等が困難な児童生徒に対して，学校施設等を活用して，放課後や週末等の学習・

交流の場を提供する活動などを支援する。 

（２）地域スポーツコーディネーターによる地域スポーツの場の提供 

  被災地の総合型地域スポーツクラブ等に，「地域スポーツコーディネーター」を配置する。 

  地域スポーツコーディネーターは，複数名体制で活動し，地域の住民に対するスポーツ活動を企

画・立案し，外部講師や地域ボランティア等の参画を得て，スポーツ・レクリエーション教室など

のプログラムを学校，公共体育館などで定期的に実施する。これらの活動により，運動不足になっ

ている子どもから高齢者までが日常的にスポーツに取り組むことのできる環境を整備するととも

に，スポーツによる交流を通じてコミュニティの人間関係構築に資する。 

（３）ＩＣＴコーディネーターの配置 

  被災地の学校に，ＩＣＴの効果的な活用策のプロデュースを担当する「ＩＣＴコーディネーター」

を配置する。 
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３．事業の種別 

   委託事業：生涯学習振興事業委託費 

   委託先：（１）及び（３）地方公共団体 

       （２）民間団体 

 

４．所要経費 

 委託費 

（１）事業推進委員会等に必要な経費               10,619千円(         0千円) 

（２）地域教育コーディネーターによる地域の学びの場の提供に必要な経費 

                                935,602千円(         0千円) 

（３）地域スポーツコーディネーターによる地域スポーツの場の提供に必要な経費 

                                124,985千円(         0千円) 

（４）ＩＣＴコーディネーターの配置に必要な経費   10,800千円(     0千円） 

       

 

                                     委託費合計 1,082,006千円(         0千円) 
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３ 社会教育による地域の教育力強化プロジェクト 
 

（前年度予算額  91,273千円） 

24年度予定額  82,044千円 

 

１．事業の要旨 

  都市化の進展や技術革新による生活の利便性向上など，社会が成熟する中で，核家族化，少子化に

よる家庭・地域の教育力の低下や，個人のモラルや規範意識の低下などが地域社会の課題として指摘

されている。また，地球温暖化対策の強力な推進や食の安全・安心の確保，災害や犯罪への対策など，

持続可能な社会構築のため国を挙げて緊急に取り組むべき課題も数多く存在する。 

  こうした課題に対しては，これまで公民館，図書館，博物館等の社会教育施設において学習機会の

提供等が行われてきたところであるが，新たなインフラの整備等のアプローチだけでなく，社会に要

請される課題の解決に積極的に関わる「新しい社会教育施設像」を示すとともに，地域社会それぞれ

の実情に合わせて，住民が主体的に考え，地域の課題を認識し，協働して解決していくことを促す「仕

組みづくり」を進めることが必要不可欠である。 

  このため，地域の抱える課題に対する効果的な取組事例の収集・提供や社会教育の振興方策の相談

体制を整備するとともに，行政だけではなく地域やＮＰＯなどの民間が主体となって課題解決に取り

組むべき重要なテーマを具体的に指定して，地域の課題解決につながる仕組みづくりのための実証的

共同研究を行い，地域が課題を解決する力の強化を図る。 

 

２．事業の内容 

（１）地域の社会教育振興に関する相談・支援体制の整備 

  各地域で活躍する社会教育分野の有識者や実践活動者等を，社会教育アドバイザーとして委嘱し，

国及び社会教育アドバイザーが，地域の効果的な取組事例情報の収集・提供を行うとともに，社会

教育の振興方策に関する相談に応じ，現地に赴いて情報提供・助言を行うことや，収集した情報を

全国に発信することなどにより，地域における社会教育活動を支援する。 

 

（２）社会教育による地域協働の仕組みづくり実証的共同研究 

  国及び社会教育アドバイザーが参画し，公民館等の社会教育施設や学校，大学，企業，ＮＰＯ，

地方公共団体等の連携により，環境保護，人権擁護，高齢者支援，学校と地域の総合的な活性化，

地域における効果的なネットワーク化・人材養成手法の開発など，社会における重要なテーマにつ

いて，行政だけではなく市民やＮＰＯなどの民間が主体となって課題に取り組むことが期待される

テーマを具体的に指定して，地域の課題解決に役立つ仕組みづくりのための実証的共同研究を行う。

このことにより，社会教育に関する基礎的研究の基盤を整備するとともに地域が課題を解決する力

の強化を図る。 
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３．事業の種別 

直轄事業：（１）地域の社会教育振興に関する相談・支援体制の整備（①社会教育アドバイザーの

派遣，②事例の情報発信），（２）社会教育による地域協働の仕組みづくり実証的共同

研究（①事前調査等） 

委託事業：生涯学習振興事業委託費（委託先：民間団体） 

（２）社会教育による地域協働の仕組みづくり実証的共同研究（②実証的共同研究） 

 

４．予算の推移（創設年度：平成22年度） 

（千円）

年 度 19 20 21 22 23 

予算額 － － － 118,946 91,273 

 

５．所要経費 

 （１）地域の社会教育振興に関する相談・支援体制の整備    4,524千円(  8,285千円) 

 （２）社会教育による地域協働の仕組みづくり実証的共同   77,520千円( 82,988千円) 

    研究  

     ①事前調査等                            2,520千円( 2,708千円) 

     ②実証的共同研究  5テーマ×3地域×@5,000千円     75,000千円( 80,280千円) 

                                                        

                                                 計  82,044千円( 91,273千円) 
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平成23度「社会教育による地域の教育力強化プロジェクト」における実証的共同研究 採択事業一覧 

No. 採択団体 事業名 

環

境

教

育 

人

権

教

育 

高
齢
者
支
援 

学
校
と
地
域
の 

総
合
的
な
活
性
化 

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化 

・
人
材
養
成
手
法 

契約額 概    要 

1 
特定非営利活動法人 
科学宅配塾 

科学的リテラシー育
成に基づく環境教育
プログラム 

○   3,891,531

 一般市民の科学分野，特に環境問題に対する関心は高いものの，実際に提供され
る科学教育はトピックス的，個別的・断片的なものが多く，科学的リテラシーを体
系的に習得するようには構成されていない。 
 そこで，環境問題を地球規模の問題であると同時に，日常生活に関連する地域の
問題としてとらえるため，①自然・生命，②ごみ・資源，③エネルギー・地球温暖
化をテーマとした環境教育の学習プログラムを作成，実施する。 
 プログラム作成に当たっては，科学的リテラシーの３つの側面（①科学的知識，
②科学的プロセス，③科学的状況）を意識したものとし，環境問題に対して主体的
に問題意識を持ち，持続可能な社会づくりに参画する人材を育成することを目指す。
 さらに，学習プログラムが他の地域でも活用されるよう，「地域独自の環境問題を
取り上げるポイント」や「準備や実施体制づくりの指針」等を示す。 

2 
財団法人 
大阪市博物館協会 

都市における「食」
と生産地の「生物多
様性」の２つの課題
をむすびつける教育
実践研究 

○   3,012,660

 大阪市は近世以降，国内物流の拠点として繁栄したが，生産地と消費地がかけ離
れる事態を招き，今日に至っては，食料や水だけではなくエネルギーも市域を離れ
た他地域の生態系サービスに依存している。 
 そこで，都市部に住む消費者としての市民が，生物多様性の保全を中心とした環
境倫理を確立するため，カフェや飲食店（食文化＝生物多様性の恵み）において，
提供される食材を題材に「食文化と多様性トーク」を開催する。 
 トークには，学芸員に加え，毎回，食材の生産地域に精通した生産者や環境・歴
史の専門家等を招き，食や文化に触れる中で環境を意識できるものとする。 
 また，トークの様子をインターネットを介して配信したり，内容をまとめた冊子
を作成することで食育の観点から親子層を対象とした学習の浸透を図る。 

3 鳴門市教育委員会 
鳴門市人権に関する
地域の教育力強化プ
ロジェクト推進事業 

 ◎  ● 2,000,000

 鳴門市では，これまでの取組により「人権は大切」という理解が定着してきてい
るものの，日常の暮らしの中で人権尊重の具体的な態度や行動に十分につながって
いないという課題がある。また，取組としても参加者の固定化や啓発のマンネリ化，
推進者の養成等が課題となっている。 
 そのため，学校・家庭・地域・企業等が協働し人権について共に学びあう地域活
動を創造することにより，地域全体に人権尊重の雰囲気を醸成し，人権を大切にす
る態度化・行動化を図り，人権尊重のまちの実現を目指す。 
 具体的には，各中学校区を地域の基本単位として人権フェスティバル等の地域住
民参加型の催しを開催したり，人権啓発スポット番組を制作し，ケーブルテレビを
活用して市民へ発信するなど，子どもから高齢者までが人権についての話題で対話
できるきっかけとなる学習機会を提供し，対話からはじまる人権の学び合いの創出
を図る。 

4 
福岡県人権教育推進
のための地域協働モ
デル研究協議会 

平成23年度福岡県人
権教育推進のための
地域協働モデル事業 

 ◎  ● 2,099,785

 各市町村では，社会教育行政・施設や地域住民・ＮＰＯ等による人権問題解決に
向けた様々な取組が個別に実施され，また，学習経験等のある住民や専門的知識を
有する地域の研究機関，ＮＰＯ等の人材活用が停滞しているという課題がある。 
 そのため，福岡県内の３地域（小郡市，八女市，篠栗町）において，行政と地域
住民・ＮＰＯ等が連携し，地域の教育力を高める指導者（コーディネーター）養成
を図り，人権問題に関する学習会やＰＲ活動を実施する。 
 実施に当たっては，昨年度の成果を活用し，異なる人権課題での展開や，異なる
地域での展開，地域のＮＰＯやボランティア団体と連携し，持続的に活動が行える
基盤づくりを目指す。 
 さらに，その成果を実践プログラムとして作成することで，モデルとしての普及
を図る。 

5 
地方独立行政法人 
東京都健康長寿医療
センター研究所 

高齢者の読み聞かせ
ボランティア養成プ
ログラムをモデルと
した地域の教育支援
ネットワークの構築 

  ◎ ● ● 5,098,826

 高齢者による世代間交流を介した地域や学校支援活動については，プログラムの
内容にかかわらず，いざ実践となると一部の先進地域を除き，遅々として進んでい
ないのが現状である。 
 取組が進まない理由としては，行政や各種施設との連携の不足や，コーディネー
ターを巻き込んだ仕組みとなっていないことが挙げられる。 
 このため，これまで高齢者の読み聞かせにおいて実績のある「りぷりんとネット
ワーク」やコーディネート活動で実績のある「あおば学校支援ネットワーク」等と
連携しながら，高齢者の絵本の読み聞かせボランティア養成プログラムを作成し，
地域の高齢者による学校・地域支援活動への参加を促進する効果的なモデルを提示
する。 
 また，受入れ施設に対する研修や，読み聞かせインストラクターの養成研修を実
施し，継続的な活動・他地域への展開を目指す。 

6 

雄勝の好循環づくり
実行委員会 
 【宮城県石巻市】 
 （雄勝中学校） 

地域が雄勝中学校を
元気にし，元気な雄
勝中学校が地域を活
性化（創造ある復興）
する好循環づくり 

   ○ 3,052,900

 東日本大震災によって，雄勝地区は半島部を除き壊滅した。多くの企業やＮＰＯ
の支援で最悪の事態は脱したが，今も「もの」がない。こんな時だからこそ「落ち
着ける学校」「助け合える友達」「命を支え合った地域住民」との絆を失わないよう
地域全体で考えることが必要である。復興を目指すに当たり，若い世代を雄勝に呼
び戻すためにも魅力的な学校づくりは不可欠である。 
 このため，今後の学校の在り方を地域住民・学校・行政がともに検討する「雄勝
の子どもと学校の在り方を考える会」を開催する。また，スペシャル授業（多彩な
外部講師）や支援体制の確立と恩返し（今後の関係づくり）など，積極的に企業・
団体との連携を図る。これらを通じて地域が雄勝中学校を元気にし，元気な雄勝中
学校が地域を創造ある復興に結びつける，好循環づくりを目指す。 

7 

みたかスクール・コ
ミュニティ・サポー
トネット 
 【東京都三鷹市】 
 （三鷹中央学園） 

三鷹中央学園におけ
る，学校を核とした
第四中学校区の地域
活性化プロジェクト
「みたかちゅうおう
プロジェクト」 

   ◎ ● 5,926,500

 学校側では，昨今の小中学生に見られる学ぶ意欲の低下や，学校だけでの努力で
は地域の教育力を掘り起こせない，という課題がある。また地域の側にも，地域の
教育力を求められ，ノウハウを持ちながらも，構成員の高齢化や活動の形骸化，コ
ーディネート機能の不足などから力を発揮しきれていない，という課題を抱えてい
る。 
 これらを解決するため，学校から提案されたテーマ（防災，キャリア教育など）
を地域に広め，関係団体や行政をつなぎ，知恵や力を出し合う場をコーディネート
し，「子ども」をキーワードに集う地域の大人達の力を結集してテーマの実現を目指
す。もって，コミュニティ・ソリューションにつながる新しい形のテーマコミュニ
ティの構築と継続的に学校を支援するための組織化を図る。 

8 

朝日中学校区活性化
協議会 
 【岐阜県高山市】 

（朝日中学校，朝
日小学校） 

心（地域プライド）・
絆（ソーシャルキャ
ピタル）・地域（スク
ールコミュニティ）
の活性化プロジェク
ト 

   ○ 4,413,260

 朝日中学校区では，人口減少や高齢化・過疎化の進行に伴いコミュニティ機能が
低下し，ソーシャル・キャピタルに基づく地域の共助力，防災力，教育力など様々
な地域力も低下，さらには，地域の歴史・文化や地域居住への愛着も希薄化しつつ
ある。また，小規模校である小中学校の児童生徒数も減少傾向にあり，学校の適正
規模の維持も大きな課題となっている。 
 こうした地域・学校の課題を解決し，人々の絆を強め，誇りと元気に満ちた地域
社会を形成するため，「地域課題解決能力向上に向けた有効な仕組みづくり」，「地域
力の総合的向上モデル構築実証事業」，「廃校・廃園活用プロジェクト実証事業」，「地
域既存文化の育成・発展実証事業」等を連動的に実施する。 

9 

岩根小学校学校運営
協議会 
 【滋賀県湖南市】 
 （岩根小学校） 

ソーシャルインクル
ージョンが機能する
学校・地域づくり 

● ● ● ◎   726,100

 校区住民の経済格差は顕著で，子どもの学びの二極化は深刻な課題である。その
ことが学校の荒れや不登校を誘発し，自治会の不成立，少子高齢化，外国人との共
存，人間関係のトラブル等の課題が，子どもの生活背景から見えてくる。これらを
学校と地域の共有課題として少しでも解決するため，「学校運営協議会」は設立され
た。 
 そうした中，子どもや地域を豊かに繋ぎ直すためには，社会的弱者の地域参画が
不可欠で，地域住民による福祉・就労支援（ファミリーサポート），特別支援，外国
人支援，少子高齢化対策等，学校を基点とした相互扶助と協働の地域システムを，
子どもとの関わりから出発し構築する。 

10 

大阪市教育委員会 
 【大阪市】 
 （花乃井中学校， 
  夕陽丘中学校） 

「学校元気アップ地
域本部事業」を活用
した，「新しい公共」
型花乃井中学校と，
「夕陽丘カルチャー
コミュニティスクー
ル」の構築の取組み 

   ◎ ●   743,420

 大阪市においては，（学校）①小中一貫した教育の推進，②花乃井中学校での「学
校元気アップ地域本部」事業の充実，（地域）①地域コミュニティづくりの一層の推
進，②夕陽丘中学校における地域伝統文化の伝承・活性化，といった課題を抱えて
いる。 
 このため，（１）花乃井中学校では，「新しい公共」型中学校の実践（地域講師に
よる学力向上の取組，地域住民への公開講座等），また（２）夕陽丘中学校では，夕
陽丘カルチャーコミュニティスクールの実践（「よのなか科」等の実施，地域講師に
よる伝統芸能文化の公開講座等）を行うとともに，（３）２校共通に，小中一貫した
教育の推進（連続性ある指導，校区全体の小中一体感の醸成等）を実施する。 
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11 

池田市教育コミュニ
ティづくり推進連絡
会 
 【大阪府池田市】 

（池田中学校区
ほか） 

学校と地域を融合し
た新たな学校づくり
（池中MTP） 

   ○ 7,142,900

 池田中学校では，H18年度から地域密着型の学校づくりに着手してきた。MTP（マ
イ・タウン・プロジェクト）はNPO化したが，自主的・持続的運営の方法については
さらなる検討が求められている。子どもにとっては「学びの場」に，大人にとって
は「生涯学習の場」となるような学校づくりに池田中学校では取り組んできた。 
 学校にいろいろな人が集い，「タテ」「ヨコ」「ナナメ」の関係の中で，自力で問題
解決できる子どもの育成をめざすために，池田中学校の取組を学識者のアドバイス
を受け，客観的な指標に基づいた効果検証を行う。また，市域の校長・教職員，行
政関係者，コーディネーター，保護者，地域住民等のマネージメント力・コーディ
ネーター力の向上のための研修会や「熟議」を実施し，資質の向上を図る。 

12 

箕面市コラボスクー
ル研究協議会 
 【大阪府箕面市】 
 （彩都の丘学園） 

「新しい公共」型学
校～彩都の丘コラボ
スクール～事業 

   ○ 5,852,110

 彩都の丘学園はH23年4月の「まちびらき」に合わせて開校した小中一貫校（児童
生徒数74名）である。本地域は，将来的に約11,000人規模のまちになる予定であり，
校区の人口が増加することに伴い児童生徒数も急増することから，学校と地域が目
標や課題を共有し，学校を拠点とした子どもの育ちの充実とまちづくりの活性化が
求められている。 
 このため，①地域とともにつくる学校運営（彩都の丘学園コラボスクール連絡会），
②幅広いネットワークによる学校支援（彩都の丘学園コラボチーム），③学校を拠点
とした地域づくりを柱として，学校と地域の特性を生かした活動を実践・検証する
ことにより，「新しい公共」型学校づくりに必要な要素のモデル化に取り組む。 

13 

NPO法人 奈良地域
の学び推進機構 
 【奈良市】 

（興東中学校，東
市小学校） 

「学力向上」を教育
課題に掲げる地域
の，教育力を高める
協働のあり方につい
ての実践研究 

   ◎ ● 5,319,355

 本事業の研究対象地域は，中山間地で過疎化を背景に持つ中学校と，同和問題等
を含め，家庭の経済状況や親の学歴等に影響を受ける教育格差の解消に取り組む小
学校である。両校ともマンパワーが不足し，学校現場は厳しい状況におかれている。
子どもにとって公教育以外の教育機会が少なく，「学力向上」が両校区の共通課題と
なっている。 
 本事業では，社会教育からこの問題に正面から向き合うため，学力向上を「自立
した学習者の養成」ととらえ，「学習相談室」を開設し，「放課後子ども教室」「奈良
県通学合宿」事業等の発展モデルを作ることを通し，社会全体で子どもを育てるた
めの協働のあり方について実践的に研究する。 

14 

「子ども・若者公民
館活動」実行委員会 
 【島根県出雲市】 

（大社地区内の
学校） 

出雲市大社地域の活
性化を目指す「子ど
も・若者公民館活動」 

   ○ 3,600,000

 解決すべき地域の課題は，大社地域門前町の再興，賑わい創出である。一方，学
校の課題は，ボランティア活動へ主体に参加できる生徒の育成，豊かな表現力の育
成，ふるさとを愛し地域の人々との関わりを楽しめる子の育成，進んであいさつが
できる子どもの育成，自分の考えを伝える力の育成などである。 
 その双方の課題解決するために，町内の学校（５小学校，１中学校）に「子ども・
若者公民館」を設置する。地域の活性化に向け，地域住民と連携・協力し，児童生
徒が主体的に地域に働きかける取組や大社地域をＰＲするような取組を行う。地域
に支えられることの多かった学校から地域に活力を生み出す学校へと変え，双方の
課題を解決していく。 

15 
青森県教育支援プラ
ットフォーム調査研
究委員会 

H23年度ボランティ
アスタッフ主体の推
進エンジンをもつ
「教育支援プラット
フォーム」の構築に
関する調査研究 

   ● ◎ 5,495,467

 青森県では，学校支援地域本部やＰＴＡの活動により，地域による学校支援が活
性化してきてはいるが，学校と企業･ＮＰＯ等が互いの情報を得る手段がなく，アプ
ローチの方法が分からないなど，両者を結ぶ仕組みが整備されていないために，地
域に存在する企業･ＮＰＯ等の学校に対する支援は，限定的なものにとどまっている。
 そのため，青森県内の各地区（東青，上北，下北，西北・中南地区）において，
学校や企業・ＮＰＯ等の双方の情報・ニーズを収集しながら，地域に存在する教育
資源に関する情報を集約し，この両者を結ぶ「教育支援プラットファーム」の構築・
運用に向けた取組を実施する。 
 また，企業等による学校支援を展開するため，学校支援メニュー（学習プログラ
ム）づくりを行ったり，両者のマッチングを行う教育支援活動推進員のスキルアッ
プを図る研修を実践する。 

16 

財団法人宮城県教育
会館 
みやぎ教育文化研究
センター 

震災・津波で被災し
た学校・子どもたち
への支援研究プロジ
ェクト 
～個別アプローチと
コミュニティ・アプ
ローチの統合モデル
の構築に向けて～ 

   ● ◎ 3,473,720

 東日本大震災の避難所における集団生活の中で，発達障害を抱える子どもや保護
者に対する周囲の理解が得られにくく，孤立した彼らへの精神的な支援が必要とな
っている。また，知的障害者の作業所も被災し，精神的なショックばかりでなく，
仕事の機会を奪われるなどの問題が生じている。 
 そのため，被災地である宮城県，岩手県において，東北大学大学院と連携し，発
達障害を抱える子どもや知的障害を抱える人々に対して，そのニーズを十分に把握
しながら，デイケアサービスの提供や，中高生との交流活動等を実施する。 
 また，被災した小・中・高校と研究協力関係を結び，その支援ニーズを明らかに
するとともに，地域で自主的・主体的に支援活動を継続できる仕組みとするために，
地元の支援人材を育成し，自律的な運営体制の構築を行う。 

17 
特定非営利活動法人 
NPOサポートセンタ
ー 

教育NPOの強力なバ
ックアップとなる
「スマートシニア・
マッチングインター
ン」 

  ● ◎ 5,688,550

 定年退職者の社会貢献（地域活動やＮＰＯ活動）に対する関心は高いものの，情
報やきっかけがないことが参加の壁となっている。一方，若者を中心にＮＰＯ法人
の企業が増えているが，経営ノウハウやビジネススキルの不足といった問題がある。
 ＮＰＯ法人のニーズに対して，経験豊富で社会貢献に意欲的な定年退職者（スマ
ートシニア）が，自身のスキルを活かし，「営業」，「交渉」，「管理」のプロとして，
ＮＰＯの活動をバックアップできるようにするべく，両者のマッチングを行うこと
が必要である。 
 具体的には，マッチングを行うための退職者に対する研修（１日インターンシッ
プ，ＮＰＯとの交流，マッチング面談）や，長期のインターンシップを行う。 
 また，これらの研修をプログラム化した「スマートシニア・ハンドブック」を作
成し，他地域での活用につなげる。 

18 
特定非営利活動法人 
東京学芸大こども未
来研究所 

インターンシップと
スタンプシステムを
活用した汎用性の高
いコーディネーター
育成システムモデル
の構築 

   ○ 3,042,375

 小金井市・国分寺市・小平市周辺では，ボランティア人材を欲している団体・組
織と，ボランティア活動の機会を欲している地域住民が存在しているが，ニーズが
合致しているにもかかわらず，マッチングがうまく機能していない。その原因とし
て，これらの両者をつなぐコーディネーターが絶対的に不足していることが挙げら
れる。 
 そのため，これらの三市と連携し，コーディネーターとなる人材発掘の仕組みを
モデル化するとともに，インターンシップ（ＯＪＴ）を組み込んだ人材養成プログ
ラムを開発する。 
 さらに，プログラム修了者の出口支援として，活動・学びの履歴を保存し，自身
の証明として活用できる「システムツール」を開発する。 
 このことにより，地域での教育活動への参加実績を，コーディネーターへと結び
つける仕組みづくりを進める。 

19 
奈良市地域教育力強
化推進委員会 

学校支援地域本部を
円滑かつ効果的に運
営するための機能の
再検証および「リー
ダー型コーディネー
ター人材」育成手法
の開発 

   ● ◎ 5,398,000

 学校支援地域本部については，学校（教員の理解の差），コーディネーター（資質
や意欲のばらつき，次世代人材の不足），学校と地域の関係（相互理解，対話不足）
のそれぞれに課題を抱えている。 
 これらを解決するため，地域本部が果たすべき機能（あるべき姿）を再構築する
ための具体的な方法と，地域と学校の双方をつなぐリーダー的コーディネーターの
養成手法について，研究を行う。 
 具体的には，仙台市と連携し，被災地の中学校において，地域本部関係者に対す
るヒアリングを通じて，地域本部に求められる，あるべき姿を考えるための教材を
作成し，地域本部への関心を高め意識変革を図る。 
 また，昨年度の実績を踏まえ，リーダー的コーディネーター（コーディネーター
を教える側にまわるコーディネーター）の育成を目指す。さらに，他地域との交流
を通して，成果の普及を図る。 

20 
熟議で元気な地域づ
くりネットワーク 
【新居浜市】 

社会教育でつくるふ
るさとの未来予想図
プロジェクト事業～
“熟議”で地域に新
しい風を起こそう～ 

  ● ● ◎ 2,199,120

 過疎化，高齢化等に悩む地域住民にとって，「限界集落」，「無縁社会」といった言
葉は理解できても，受け入れがたいものである。このような地域こそ，住民の総意
で地域をつくることが可能であり，その仕組みを構築することが課題である。 
 そのため，４つの地域（北海道占冠村，福島県会津坂下町，島根県邑南町，愛媛
県新居浜市）において，公民館等が核となり，「熟議」を通じて，地域住民とともに
地域の課題を集約し，課題に対して地域社会がどう関わるべきかという，まちづく
りのビジョン（地域の将来像）を描く取組を実施する。 
 その際，４つの地域において共通のフォーマットを利用して比較検証を行うこと
で，将来全国展開できるような実践的モデルを構築する。 
 これらを通じて，全国のネットワークを強化し，当事者意識を持った地域人材の
育成に資する。 

   2 2 1 9 6 78,176,579  

  （注）「○」については，単独のテーマでの申請。「◎」「●」については，「◎」が主テーマで，「●」が関連のテーマ 




