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第３章　地域学校協働活動を推進するために大切にしたい要素

１　推進体制・環境整備
（１）首長部局との連携
ア　奈良県奈良市

奈良県奈良市では、学校・家庭・地域で子供たちを育てることを目指し、「奈
良市地域教育推
進事業」を推進し
ている。この事業
は、全ての市立中
学校区に設置され
た「中学校区地域
教育協議会」が実
施する「地域で決
める学校予算事業」
と、全ての市立小
学校に設置された
「小学校運営委員
会」が実施する「放
課後子ども教室」
の２本柱から成り
立っており、それぞれ地域人材や環境を生かした教育活動を企画・運営している
【図１】。
推進体制として、特徴的なのは地域教育協議会が中学校区ごとに設置され、こ
ども園、幼稚園、
小学校、中学校そ
れぞれに組織され
ている運営委員会
で構成されている
ところである。こ
の地域教育協議会
の設置の礎となっ
たのが、平成20
年度より全中学校
区で実施した「学
校支援地域本部事
業」であった。全
中学校区に地域教
育協議会が設置さ
れていたことによ

【図１　奈良市地域教育推進事業概要図】

【図２　奈良市地域教育協議会のコーディネーター体制】
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り、「地域で決める学校予算事業」を全市域で一斉に実施することができた。
また、事業の要となる「地域コーディネーター」が、各地域教育協議会及び各
運営委員会に所属しており、その中でも、各中学校区全体を統括する「総合コー
ディネーター」が各地域教育協議会に１名、各学校園の運営委員会を統括する
「代表コーディネーター」が各地域教育協議会に１名配置されるなど、しっかり
とした組織体制が構築されている【図２】。
このような推進体制により、教育支援活動（環境整備、読み聞かせ、食育補助、
福祉体験学習、昔遊び、ミシン授業補助等）、地域との交流活動（地域のお祭り
ボランティア、防災フェスタ等）が活発に実施されている。
これらの活動の中で実施している「防災フェスタ」、「防災セミナー」等につい
ては、首長部局の危機管理課、消防署、消防団等と連携協力しながら実施してい
る。
内容としては、小学校児童による防災学習の発表や掲示物紹介の他、救援物資
搬送や地震やＡＥＤ体験、放水体験など、関係部局の協力無しにはできない活動
が盛りだくさんに実施されている。併せて地域住民同士の交流として、児童によ
るコンサートや屋台による食品販売など、多くの住民が参加して楽しめる内容も
用意されている。
こうしたイベントに先立って、学校では系統的に防災学習に取り組んでおり、
防災訓練に児童が積極的に参加することで、地域の一員であることの意識の向上
につながったという報告もなされている。
この地域教育協議会と危機管理関係部局の連携は、教育行政にとっては、地域
や子供たちに防災に関する本物の体験の機会や、地域の交流の機会となっている
のと同時に、危機管理部局にとっては児童生徒や地域住民が集まる場所で、防災
に関する啓発活動を行う機会となっている。この状況は、お互いにメリットのあ
る双方向の連携活動であり、地域と危機管理部局双方が「災害に強いまちづくり」
という目標を共有しながら活動を展開する、連携というよりむしろ「協働」活動
と言うことができるであろう。

【平城西中学校区防災フェス2017の様子】 【防災フェスタin富南2016�の様子】

このように、学校支援活動や地域学校協働活動で培った地域教育協議会の体制
（仕組み）は、地域と密接に関わっていることから、教育行政のみならず首長部
局の行政分野の立場からも、連携を積極的に望みたいものであることがわかる。
一方、教育行政の立場からは、首長部局との連携は活動内容の幅を広げ、地域住
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民がより興味関心を引く内容へと活動の拡充を図ることができることから、積極
的な連携が望まれるところである。
一方で、このような首長部局との連携が進んでいる要因は、【図２】に示され
ているようなコーディネーターの多層的な配置と役割の明確化等のしっかりとし
た推進体制を構築していることである。地域側の体制が脆弱であれば、連携した
活動も脆弱なものとなり、その事業効果は低下してしまうことになる。奈良市で
は、並行して地域自治協議会を立ち上げ、自治会単位で地域の課題解決に地域住
民が主体となって取り組む体制づくりを進めている。地域学校連携で活躍してい
るコーディネーターが、やがて子供の教育も含め、福祉や街づくりなど地域課題
解決のため実働する中心的な存在となる可能性も大いにある。
首長部局が求めている地域の体制づくりを奈良市では構築しており、首長部局
との連携のための体制づくりを明確に示しているものと言えよう。

（２）公民館との連携
ア　滋賀県蒲生郡竜王町

滋賀県蒲生郡竜王町では、
公民館（町内で１館）に「学
校支援地域本部」を設置し、
公民館を核とした学校支援体
制が整えられている。組織体
制としては、公民館長、統括
マネージャー１名、コーディ
ネーター５名の体制で、学
校単位ではなく、町内の５校
園（中学校１校、小学校２
校、幼稚園２園）の学校支援
をコーディネートしている。
ここで特筆すべきところ
は、地域住民の活動拠点であ
る公民館に学校支援地域本部
が置かれているところである。さらに、公民館長が統括マネージャーとともに活
動することで、地域人材をはじめと
する様々な地域の教育資源を活用す
る体制ができている【図３】。
そして、支援の体制を学校単位で
なく、町全体としたことで地域の教
育資源の共有を図っている。そのた
めに置かれた、統括マネージャーが
町内全域の地域ボランティアと学校
及び幼稚園の連携を促進している。
公民館長は社会教育主事の資格を

【図３　竜王町学校支援地域本部推進体制図】

【小学校における水墨画教室の様子】
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持っていることから、教育的な視点からの支援も行っている。公民館利用団体等
の活動内容を踏まえて、学校の学習支援につなげていくことはもちろんのこと、
公民館の講座・教室において、学校支援につながる分野の講座を開催して、学校
支援ボランティアの人材育成を図るなど、教育的専門職員ならではの視点から取
組を展開している。例として「水墨画」の自主活動グループが、学校の美術の授
業等で水墨画の指導補助を行うなど、公民館活動から学校支援へという仕掛けを
行っている。
さらに、学校支援地域本部が年２回全戸配布している「応援団だより」にお
いて、学校支援の様子を伝えるとともに、地域ボランティアの募集も広域的に
行っており、公民館ならではの方法でボランティア人材の確保に努めている。
また、公民館は多くの町民が訪れる場所でもあり、広報媒体による広報だけで
なく、口コミによる地域ボランティアの新規の加入も見られるなど、社会教育施
設の特徴を生かした活動の展開が行われている。
本部の活動拠点として公民館があることから、統括マネージャーとコーディ
ネーターが月に１～２回意見交換を
行う「学校応援団定例会」を開催し
ている。ここで、学校からの要望の
検討等を行っている。
学校にも地域にも近い公民館がそ
の拠点となることで、このような話
し合いの機会も設定しやすくなるこ
ともメリットとして考えられる。
以上のように、社会教育施設とし
ての公民館が有している、「施設」「専
門職員」「地域住民のネットワーク」
の三つの特徴を、十分に生かしながら学校支援活動を組織的に展開している事例
である。

イ　栃木県栃木市
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。
これまで、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
成にも力を入れており、学校を地域で支援する機運が醸成されてきたところであ
る。
そこで、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

【学校応援団定例会の様子】
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ために、「とちぎ未来
アシストネット（以下、
「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。
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【図４】。
この「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。この「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。
特に、公民館を拠点として公民館長及び地域住民がこの協議会を構成している
ところが特筆すべき点である。公民館は地域住民の活動の拠点であり、地域の
人材を良く把握していると同
時に、学校とは同じ教育委員
会の組織内にあり、学校との
パイプも構築しやすいことか
ら、学校と地域の連携拠点と
しての役割を担うことが期待
される。
この地域教育協議会には、
学校の代表である域内の学校
長も参画することで、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
いるといえよう。
さらに、活動を推進するに
あたって、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

【図４　とちぎ未来アシストネットの推進体制図】

【図５　とちぎ未来アシストネットの概念図
（栃木市生涯学習振興計画より）】
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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。
また、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たす「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【図５】。
これらの推進体制を構築して、アシストネットの活動が展開されている。この
学校、家庭、地域が連携した教育体制の充実は、子供たちの「生きる力」を地域
ぐるみで育んでいこうとするものであり、学校支援ボランティアの活躍は地域住
民の生きがいづくりという点でも有効となっている。
図５はアシストネットの活動に関する概念図であるが、学校支援活動を単な
る支援として捉えるだけでなく、地域の絆づくりも視点として明確に設定してい
るところが、活動の幅や深さを広げている要因であると考えられる。
活動内容は、以下のような内容のものを中心に行われており、その内容は多岐
にわたっている。さらに、高度な専門性を持ったボランティアも活動しており、
児童・生徒が本物に触れることができる機会にもなっている。

【表１　アシストネットによる支援活動の例（一部）】
・読み聞かせ、・民話語り、・ブックトーク、・書写の指導、・卒業証書の浄書、
・栃木の歴史や伝統文化の講話、・ふるさと学習講話、・そろばんの指導、
・かけ算九九の聞き取り、・校庭樹木の名前調べ、・生き物調査、・稲作体験、
・外国語でのゲームや手遊び体験、・英語の授業のアシスタント、・部活動指導、
・陶芸、・木工体験、・茶道や華道の指導、・和太鼓の指導、・お囃子指導、
・人形劇、・地域音頭の継承、・よしず作り体験、・楽器の指導、・和楽器の演奏、
・手話体験、・点字体験、・介護ボランティア、・縫製指導、・食事のマナー指導、
・食品安全教室、・うどん作り体験、・豆腐作り体験、・和菓子作り体験、
・パソコンクラブの指導、図書の修理、・図書館掲示物の作成、・しめ縄作り、
・餅つき体験、・清掃指導、・放課後補習教室　等

このアシストネットの活動は、年を追うごとに活動の広がりを見せており、平
成28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8,322回と非常
に多くなっているとともに、学校支援ボランティアの延べ人数は427,870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。これは、小・中学生にとって地
域のもつ文化的・体験的な学びの機会にもなり、地域のネットワークづくりの観
点からも、とても意義のある活動である。
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【尺八の指導の様子】 【放課後の学習指導の様子】

また、この教育システム「とちぎ未来アシストネット」によって構築されてき
た学校と地域のパートナーシップを基盤に、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どもたちの学び（小中一貫教育）の推進
を目指している。

（３）人材配置����������������������　　　
ア　栃木県教育委員会

栃木県では、地域の特性を生かした教育活動を生涯学習の視点から効果的・効
率的に展開するため、平成26年度より県内の全公立学校（小学校、中学校、高
等学校、特別支援学校）に地域連携教員を校長が校務分掌に位置付ける形で設置
し、学校と地域の連携体制の構築を図っている。
この連携体制の構築により、学校と地域の連携活動の充実が図られ、児童・生
徒の｢生きる力｣を育みながら、地域に根ざした特色ある学校づくりを行っている。

　　（ア）　設置根拠
　　�　地域連携教員の設置については、法令等にその設置根拠が無いため、それ
に代わる根拠を新たに制定する必要があった。そこで、「地域連携教員の設
置に関する指針」を県教育長の決裁により制定し、その指針を基に各市町教
育委員会教育長に設置を依頼する形をとっている。これを受けて各学校長が
適任の教員を地域連携教員として指名している。

　　（イ）　指名の要件
　　�　指針によると、地域連携教員は、教員であるとともに、原則として社会教
育主事有資格教員を充てることとしている。これは、栃木県では昭和50年
より教員を社会教育主事講習に計画的に派遣する施策を展開しており、公立
学校に1,000名余の社会教育主事有資格教員が在籍していることが背景とし
てある。さらに、管理職（校長・教頭）でない者を要件としている。これは、
地域連携の学校側の窓口は、これまで教頭や教務主任を中心に推進されてき
たが、管理職は地域連携に関する職務について補佐役を求めていること、連
携活動を積極的に進めていくためには多忙である管理職等でない方が望まし
いこと等の理由から、管理職以外の教員を指名することが望ましいとしてい
る。

　　�　ただし、学校の状況により上記の条件では指名することが難しい場合に
は、教頭もしくは他の地域連携業務に意欲のある教員を指名することとして
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いる。これらの要件により、平成29年度には地域連携教員のうち管理職以
外の教員が76.4％、社会教育主事の資格を持つ教員が44.7％指名されてい
る状況である。

　　（ウ）　職務
　　�　地域連携教員の職務としては、主に次の職務を担うものとされている。
　　　(１)　学校と地域が連携した取組の総合調整に関すること
　　　(２)　学校と地域が連携した取組の連絡調整や情報収集に関すること
　　　(３)　学校と地域が連携した取組の充実に関すること
　　　　　�　地域連携教員は、上記の職務を行うこととされており、これ以上の

詳細な職務の位置付け等をしていないのは、管理職の学校づくりを尊
重し、学校や地域の状況に応じた連携体制づくりを目指したためであ
る。

　　（エ）　支援体制
　　�　地域連携教員が効果的・効率的に連携活動を推進することができるよう、
県・市町教育委員会、教育事務所、県総合教育センターによる支援体制を構
築している。特に活動支援に関わる部分については、県内７カ所に設置さ
れた教育事務所が、地域の人材等の「情報提供」、地区別の研修機会の提供
を通した「ネットワーク構築支援」、身近な県の機関としての「相談窓口」
等の支援を行っている【図６】。

【図６　地域連携教員に対する支援体制】

　　�　また、県の生涯学習推進センター機能を持つ県総合教育センターが地域連
携教員に対する「研修機会の提供」、地域連携教員に関する「ネットワーク
構築支援」、「調査研究」等を行い、地域連携教員の活動を支援している。

　　�　さらに、県生涯学習課からは連携活動の意義等をまとめた「パンフレット」
を作成し全教員及び事務職員に配布するとともに、地域連携教員の活動のノ
ウハウをまとめた、「地域連携教員の手引き」を地域連携教員に配布してい
る。パンフレットは、地域連携教員が地域連携に関する校内研修を行う際に
資料として活用している。
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【図表１　地域連携教員の設置に重要性を感じるか（栃木県総合教育センター調査�平成28年度）】

　　�　【図表１】は、地域連携教員の設置について地域連携教員を対象にその重
要性を調査した結果であるが、「とても感じる」と「少し感じる」と回答し
た割合は、併せて86.9％となっており、ほとんどの地域連携教員が設置の
意義を実感している状況である。

　　�　栃木県内では、コミュニティ・スクール化を目指す学校も増加しており、
地域連携教員の活躍が期待されている。

イ　福島県教育委員会
福島県では、2020年度までの教育政策の方針を示した「頑張る学校応援プラ
ン」の主要施策の一つに「地域と共にある学校」を掲げ、従来の学校支援の取組
を発展させ、地域社会と学校が「協働」する取組を推進している。
子供の教育を学校任せにすることなく、地域社会が一体となって子供を育てる
とともに学校も地域に貢献するといった、地域と学校の強固なパートナーシップ
を構築し、今後の地域・学校が協働する取組を牽引する事を目的に「地域学校協
働活動事業」を実施している。
この事業の特徴は、モデル地区の学校に「地域連携担当教職員」を置き、地域
との連携体制を構築していることである。この地域連携担当教職員が核となっ
て、地域コーディネーターと連携しながら、地域活動や放課後の学習支援、家庭
教育支援活動等の活動の推進を図っている。

　　（ア）　人材配置
　　�　県内８地域をモデル地区に指定し、学校と地域の連携・協働の取組及び
継続的な実施のための体制づくりを行っている。学校には地域連携の窓口と
なる「地域連携担当教職員」を置き、連携の担当者を明確化している。併せ
て、地域には地域人材を学校支援活動に結びつける「地域コーディネーター」
を配置し、この両者の連携により連携活動を効果的かつ効率的に展開するこ
とを目指している。

　　�　地域連携担当教職員は、「地域と連携した取組の企画・運営」、「学校マネ
ジメントの強化」、「社会に開かれた教育課程の編成」等を行うこととしてい
る。さらに、学校長のマネジメント等により、地域連携担当教職員が活動し
やすい環境づくりも併せて行われている。



― 28 ― ― 29 ―

第
Ⅰ
部　
第
３
章

【図７　地域学校協働活動事業における推進体制図（福島県）】

　　�　また、地域コーディネーターは、「地域学校協働活動本部の設置」、「学校
との連携・協働体制の確立と、住民・保護者間の連絡・調整」、「地域のボラ
ンティア等の確保」、「地域の行事等の情報収集と提供」を行うこととしてお
り、地域活動の要として活動している人が想定されている。

　　�　これらの事項は今般の教育改革の流れに沿った内容であり、平成27年12
月に中央教育審議会より出された「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）」
において述べられている推進体制を具現化したものであるといえる。

　　�　さらに、この事業の評価・検証のための組織として、有識者、地域住民、
学校関係者、行政関係者等で構成される「評価・検証委員会、推進委員会」
が設置されており、地域と学校の共有目標（目指す子供像）の設定や目標達
成のための事業内容等の検討が行われている。

　　�　そして、参加者や学校関係者、コーディネーター、地域ボランティア等へ
のアンケート調査等を実施しながら、取組の成果の顕在化と解決すべき課題
の抽出等に努めている。

　　（イ）　取組内容
　　�　具体的な取組は、次の三つの柱で設定されている。

　○児童・生徒が地域住民とともに活動
　　（伝統行事、文化活動、イベント、まちづくり�等）
　○地域住民等による学校支援活動

地域活動・ボランティア活動【必須】

　○地域住民の協力やICTの活用等による原則無料の学習支援活動
　　・学習指導者の配置、学習サポーターの配置
　　・学習習慣の確立と学力の定着
　　・学習機会の提供による貧困の負の連鎖の断切り

放課後等の学習支援



― 30 ― ― 31 ―

　○家庭教育支援員による相談や支援体制の構築
　　・家庭教育支援員の配置
　　・講座等への講師招へい
　　・保護者への学習機会の提供
　　・家庭教育に関する情報提供・相談対応

家庭教育支援活動

　　�　それぞれのモデル地域において、これらの三つの取組の柱に沿って、学校
と地域が連携した活動の推進が図られている。特に、「地域活動・ボランティ
ア活動」については必須となっており、地域住民等との協働体制を構築する
ためのきっかけづくりが推進されている。

　　�　ただし、いずれの柱の取組も新たな活動や推進体制の創出というより、こ
れまでの「学校支援地域本部」、「放課後子供教室」、「家庭教育支援」の拡充
といった視点で、取組の継続的発展を目指しているといえる。

　　�　これらの取組を通して、地域住民の知見や経験等を生かした効果的な連携
の促進や、学校を核とした地域の大人と子供の学び合いによる地域コミュニ
ティの活性化を図り、「地域と共にある学校」の実現を目指している。

� （井上　昌幸）
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