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事例２　茨城県牛久市教育委員会放課後対策課

～地域学校協働活動としての「うしく放課後カッパ塾」「うしく土曜カッパ塾」の取組と
行政のサポート体制について～

【取組の概要】キーワード：特徴的な行政組織、地域人材の育成・活用
　牛久市は、「子育て・教育」の充実を掲げ、まちづくりを推進しており、全国でも珍し
く、「放課後対策課」を設置している。また、特徴的な取組として、放課後の学習支援「う
しく放課後カッパ塾」、土曜日の教育活動「うしく土曜カッパ塾」があり、研修や取組
を通して、地域人材の育成・活用を行っている。

１　事例の主体
名称 牛久市教育委員会放課後対策課
連絡先 住　所：〒300-1292　茨城県牛久市中央３丁目15番地１

ＴＥＬ：029－873-2111（内線3091～3093）
ＦＡＸ：029－872-2550

２　牛久市の概要
人口 85,054人（平成29年３月末時点）
面積 58.92k㎡
学校 小学校８校、中学校５校
市の特徴 　県の南部に位置し、首都東京から50kmの距離にある。常磐線、国道

６号とアクセスする立地条件の良さから、首都圏のなかの新しい衛星都
市として宅地の開発が進み、飛躍的な発展を遂げた。1986年に茨城県
で19番目の市として新たなスタートを切ってから30年が過ぎた。現在
は、「笑顔があふれ　やすらぎのあるまち　うしく」に積極的に取り組
んでいる。茨城県内の常磐線沿線で唯一、人口が継続して増加している。

３　活動の実際
（１）推進体制・環境整備
ア　推進体制

牛久市は「子育て・教育」の充実を掲げ、まちづくりを推進している。特に保
護者の就労、若い世代への住みやすさ・育てやすさに重点を置いている。その一
つとして、「児童クラブ」の拡充に取り組み、早い段階（平成20年度～）から６
年生までを対象にした。また、学校との連携を図るため、児童クラブの担当業務
を福祉部局（児童福祉課）から教育委員会（指導課内）に移管（平成22年度）した。
その後、専門に担当する「児童クラブ課」を新設（平成24年度）し、児童クラ
ブの運営と放課後子供教室を実施した。さらに、保護者の就労や経済状況によら
ず、全ての子供たちが学ぶことができるように、社会教育主事を配置し「放課後
の学習支援」と「土曜日の教育活動」を新規に立ち上げ実施（平成26年度～）し、
業務の拡大に伴い、課名を「放課後対策課」とした。

イ　人材配置
放課後対策課は９名（課長、市職員２名、教員籍社会教育主事の常勤１名と
非常勤５名（行政職２名・元校長３名）である。※元校長が「コミュニティ・
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スクール」「小規模特認校」の中心も担っている。
ウ　活動の拠点

市内全13小中学校（小８、中５）に活動の拠点がある。

【図１　地域と学校の連携のイメージ】

（２）人材発掘・育成
ア　コーディネーターの養成

牛久市が具体的にコーディネーターの養成を開始したのは、平成27年度からで
ある。東山田中学校コミュニティ・ハウスの視察からコーディネーターの役割の
重要性だけでなく、配置の必要性を実感した。そこで、学校長の推薦により、コー
ディネーターを選定し、平成27年度後半より養成講座を開始した。そこでは、牛
久市の現状、学校における児童の学び、コーディネーターの役割等について学ん
だり、前年度から始まった「土曜カッパ塾」の見学・サポーター体験を行ったり
した。また、研修会において、東山田中学校の竹原氏を講師に招き、「地域とと
もにある学校」について学んだ。平成28年度は、養成講座を年５回実施し、地域
学校協働本部やコミュニティ・スクールについての研修や情報交換を行っている。

　　○　牛久市学校・地域コーディネーターの発掘・養成・研修
　　　実際に行ったのは下記のとおりである。
　　【平成26年度】
　　�　二つのモデル小学校で土曜日の教育活動「土曜カッパ塾」を実施し、土曜
教育コーディネーターを委任した。

　　【平成27年度】
　　　５月　視察にてコーディネーターの重要性・必要性を認識・共有
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７/８月�　校長会で説明→各小学校にコーディネーター候補者（養成講座受講
生）の人選・推薦依頼※中学校のコーディネーターを兼ねる。

９/10月　各学校にてコーディネーターの人選・推薦
　　 11月　学校・地域コーディネーター養成講座開始①　16人
　　　　　・　牛久市の学校・地域連携の状況　　
　　　　　・　牛久市の子供の学びについて
　　　　　・�　コーディネーター経験者から(モデル校の土曜教育コーディネー

ター)
　　　　　・　コーディネーターの役割
　　　　　・　「土曜カッパ塾」活動　見学・サポーター体験②
　　 12月　学校・地域コーディネーター養成講座③
　　　　　・　講話「地域とともにある学校」（講師：竹原和泉氏）
　　　　　・�　竹原氏の話を聞いて、受講生が具体イメージや憧れを抱くことが

できた。
　　　３月　学校・地域コーディネーター養成講座④
　　　　　・　実践を通しての気付き・問題点・次年度に向けた計画
　　【平成28年度】
　　　５月　学校・地域コーディネーター研修①　18人
　　　　　・�　養成講座を受講した16人＋新規推薦者２人の計18人をコーディ

ネーターに委嘱
　　　　　・　地域・学校協働本部、コミュニティ・スクールについて
　　　８月　学校・地域コーディネーター研修②
　　　　　・　情報交換（土曜カッパ塾について）
　　　　　・　学校の教育支援活動について
　　　10月���学校・地域コーディネーター研修③（兼コミュニティ・スクール研

修会）
　　　　　・　講話「コミュニティ・スクールの目指すもの」
　　　　　　　（講師：茨城大准教授　照屋翔大氏）
　　　１月　学校・地域コーディネーター養成講座④
　　　　　・　情報交換（土曜カッパ塾・学校支援活動について）
　　　３月　学校・地域コーディネーター養成講座⑤�
　　　　　・　実践を通しての気付き・問題点・次年度に向けた計画

イ　人材発掘
コーディネーターの養成対象は、学校長から推薦を受けた下記のような地域・
保護者の方である。
・　子供の教育支援に携わったことがあり、学校のニーズに応えられる方
・�　学校及び活動団体（PTA、地域の自治会、地区社協など）と連携が取れる方
　・　講座終了後、（コーディネーターとして）学校で活動が可能な方
・�　PTA、元PTA、民生委員、○○小学校区社会福祉協議会など日頃より学校
教育に協力的に関わっている方
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大学との連携については、放課後学習指導員として大学生が平成28年度は、
16名が参加した。平成26年度は近隣の大学に説明に行き募集を行い、平成27年
度からは市「広報紙」で募集をした。平成28年度は近隣大学の学生ボランティ
ア担当教授と連携し、教職課程の学生を確保した。
・�　地域連携担当教職員は、１校（奥野小）以外はいない。その他の学校は、教頭・
教務主任が地域との窓口になっている。奥野小学校は、平成29年３月１日よ
りコミュニティ・スクールに指定され、県のモデル事業にもなり、専任職員（加
配）が配置されている。
・�　市内全小中学校で実施している学習支援の指導者は、市で一括確保してい
る。放課後対策課にコーディネート機能があり、（有償）ボランティアとして
予算化している。１回3,000円の謝金を出している。立ち上げ初年度（平成
26年度）は、人材確保に苦戦し、近隣大学への募集、児童クラブ支援員関係、
退職教員への個別依頼、学校からの情報提供（スクールアシスタント、教育
実習生など）で何とか30名を確保した。初年度末に市「広報紙」で募集を行い、
２年目（平成27年度）からは継続する人、活動を知り、参加する人など順調
に増え、現在60名の方が学習指導員として活動している。

（３）普及・啓発、理解促進
ア　広報について

放課後・土曜の具体活動やコミュニティ・スクールの考え方など、市「広報紙」
にて市内全戸配付し、地域住民に情報を提供している。また、市長や教育長が定
例記者会見や市民へのタウンミーティングなどで発信している。そして、年度初
めのPTA総会にて、保護者に説明している。「学校だより」や地域の方のブログ・
○○小学校区社会福祉協議会のHPなどで取材・情報提供してくれる人が出てき
ている。

イ　教職員の理解促進
管理職、教務主任に「学校教育指導方針説明会」で説明している。その後、各
学校にて教務主任等を通して職員会議で教職員に理解を図っている。

（４）多様な活動、継続的な活動の推進
ア　放課後子供教室

平成19年度より実施しているが、コーディネート機能を市で担っていたため、
母体というわけではない。放課後子供教室や児童クラブの学校施設内実施により
学校と地域の連携を図ってきた土台が、放課後の学習支援、土曜日の教育活動に
つながっている。

イ�　放課後の学習支援「うしく放課後カッパ塾」
基礎学力の向上や学習習慣の定着を図るため
の児童・生徒への学習支援を目的としている。
平成27年度より、国庫補助「地域未来塾」事業
を活用している。取組については、学校の授業
を支援する牛久市スクールアシスタントが、市
内全小中学校で週２日放課後の学習支援を実施 【うしく放課後カッパ塾】
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している。小学校では、教員志望の大学生などが、全体の様子を見てつまずきを
個別指導している。中学校では、理数英が得意な大学院生や元教員を配置し指導
している。企業経営者、元児童クラブ支援員など多様な経験や幅広い年齢層の学
習指導員がいる。

ウ　放課後学習指導員の内訳（平成28年度）は下記のとおりである。　
（ア）　登録数　60人
　　　元教員・教員免許所有者（20人）33％
　　　大学生（教職課程）（16人）27％
　　　一般（塾講師や建築士、元公務員や主婦など）　（24人）40％
（イ）　年齢
　　　10・20代　（17人）　28％
　　　30・40代　（７人）　12%
　　　50代　　　（12人）　20％
　　　60・70代　（24人）　40％
（ウ）　地域（市内50人、市外10人）

エ　土曜日の教育活動「うしく土曜カッパ塾」
地域の方々の参加・協力を得て、豊
かな体験活動や学習を実施しており、
平成26年度より、国庫補助「地域の豊
かな社会資源を活用した土曜日の教育
支援体制等構築事業」を活用している。
取組については、市内全小学校で学び
を豊かにする体験・学習活動を実施し
ており、開始にあたっては、関係者で
事前に打ち合わせをし、共通理解をし
ている。英語活動では、保護者や外国
語に堪能な方（在外経験者や外国人の指導者）がサポーターとして協力している。
各学校での取組内容
・　Ａ小学校（英語・合唱音楽・料理）
・　Ｂ小学校（漢検・英検に向けた学習）
・　Ｃ小学校（英語・理科・造形）
・　Ｄ小学校（琴・郷土かるた・囲碁）
・　Ｅ小学校（英語・理科・絵手紙）
・　Ｆ小学校（英語・造形・食育）
・　Ｇ小学校（英語・理科・音楽）
・　Ｈ小学校（理科・造形・合唱音楽）　　　　　　

オ　日曜日の教育活動の特徴（特に土曜日の活動との違い）
市の事業とは別に、地域でも子供たちの成長を支えたいという機運が高まり、
奥野小学校では、市の事業とは別に地域の方（奥野小学校区社会福祉協議会）の
企画・運営による「奥野日曜カッパ塾」を実施。土曜日が「国語・英語」の学習

【うしく土曜カッパ塾】
市内全小学校で152回実施
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を行っているのに対して、日曜日は地域指導者による「折り紙」「料理」「室内スポー
ツ」などを月３回程度開催している。現在指導者・サポーターとも無償であるが、
平成29年度は、「子ども夢基金」に申請しており、財源を確保する予定である。

カ　その他
放課後・土曜カッパ塾は市内全体で300名以上の地域の方が参加協力するまで
に広がっている。学校支援活動はコーディネーターと学校で話し合い、学校の
ニーズを把握している。また、授業研究会の際の教室留守番サポーターを２校
が実施しており、他の学校も、平成29年度から実施の予定である。

（５）コミュニティ・スクールとの関連
牛久市では、地域と学校が連携・協働した「放課後・土曜日の学習支援」等の地
域学校協働活動とコミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）を同時進行で立
ち上げていくことが効果的であるという認識で推進している。
ア　「地域学校協働活動」の推進と協働本部の整備【社会教育面】

平成26年度…�放課後の学習支援（市内全13小中学校）、土曜日の教育活動（市
内２モデル小学校）

平成27年度…�土曜日の教育活動実施校　増（市内５小学校）コーディネーター
養成

平成28年度…�土曜日の教育活動（市内全８小学校）コーディネーター配置・
研修学校支援活動の取組

イ　コミュニティ・スクールの導入【学校教育面】
平成27年度…奥野小・牛久二中において推進委員会設置。導入促進事業　
平成28年度…コミュニティ・スクール研修会

４　成果と今後の方向性
（１）成果

牛久市における「地域と学校の連携・協働に向けた取組」は、学校・地域コーディ
ネーターや指導者、サポーター等、多くの地域の方の協力により、順調に進んでい
る。最初は、数人の支援から始まったのが、今では、実に300人以上が参加協力し
ている。これは、学校と連携を図ったことにより、地域の方が「学校を核として」
集まったと考えられる。

（２）今後の方向性
地域学校協働本部とコミュニティ・スクールの全小中学校設置を推進し、学校を
核とした地域づくり、まちづくりにつなげていこうと考えている。

５　考察
牛久市の取組の大きな特徴は、まず、「放課後対策課」を設置し、「子育て・教育の充
実」をまちづくりの推進のポイントを置いていることである。つまり、行政組織の取組
が、学校と地域の活動を支援し、活性化を図っているとも言える。
特に、保護者の就労や若い子育て世代の「住みやすさ」「育てやすさ」を支援する具
体策の一つとして「放課後や土曜日の教育活動を充実させる」ために、「うしく放課後
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カッパ塾」「うしく土曜カッパ塾」を開設したのは独特である。
早い段階から取り組んでいた「児童クラブ」は、業務を福祉部局児童福祉課から教育
委員会・指導課内に移管し、「児童クラブ課」を新設した。そこで、「放課後の学習支援」
「土曜日の教育活動」を立ち上げ、業務の拡大に伴い課名を「放課後対策課」（平成26
年度）として職員を９名配置するなど、推進体制をしっかりさせている点は、学校や地
域が活動を進めるにあたって大きな支えとなったと思われる。
次に、地域人材の育成・活用への取組に特徴がみられる。「放課後や土曜日の教育活
動を充実させる」ためには、地域住民や学校関係者との連絡調整、活動の企画調整を担
う、コーディネーターの配置が必要であるが、「放課後対策課」設置の翌年に早速、「コー
ディネーター養成講座」を始めている。
つまり、コーディネーター養成のために、「放課後対策課」がサポートして研修会を
開いている。
平成27年度４回、平成28年度５回と実施しているが、始めるに当たって、まず、校
長会で、コーディネーターの重要性・必要性を説明し、各学校にコーディネーター候補
者（養成講座受講生）の人選と推薦を依頼している。
この事業の重要な存在となるコーディネーターを選定するにあたって、この校長会で
の説明、そして、学校ごとに候補者を推薦してもらうのは、着実な方法であろう。候
補者は、保護者や地域の人であり、学校長から推薦を受けるのである。たとえば、元
PTA、民生委員、地区育成会など、日ごろから学校教育に協力的に関わっている人々
である。
推薦の基準は、
・　子供の活動支援に携わったことがあり、学校のニーズに応えられる人
・　学校や地域の活動団体と連携が取れる人
・　養成講座終了後にコーディネーターとして活動が可能な人
等である。
平成28年度になって、「学校・地域コーディネーター研修会―第１回」において、平
成27年度の受講生16人と、新しく２人を加え、18人にコーディネーターとして委嘱を
している。
コーディネーターの人材発掘がなかなか難しいという地域が多い中で、牛久市では、確
実に、地域コーディネーターを発掘して、養成し研修している。研修会では、コーディネー
ター同士のつながりやネットワークづくりを大事にし、単なる行政主導の研修ではなく、
コーディネーターの悩みや工夫・課題等の情報を交換し共有して、主体的な活動ができる
ように意図している。その結果、日常的に連絡を取り合う展開もみられるようである。
第３の特徴は、「うしく放課後カッパ塾」「うしく土曜カッパ塾」が多くの指導者、サ
ポーター、ボランティア等300人以上の参加・協力に支えられていることである。　　　
牛久市の「地域学校協働活動」は、文字通り、地域と学校が連携・協働して地域全体
で子供たちの成長を支えているのである。
「うしく放課後カッパ塾」は市内全小中学校で週２日、放課後の学習支援を実施、学
習指導員は元教員や教諭免許所有者、大学生、企業退職者などである。特徴的なのは、
特に中学校の学習指導員は、専門性の高い学習に対応できるように、大学院生や理数免
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許を持つ元教員、理化学系企業の退職者などを配置している。
放課後学習指導員は60人ほど登録しているが、元教員・大学生が約６割、その他一
般の人もいるが、その人も多くが高学歴で高い指導スキルをもっている。
「うしく土曜カッパ塾」は、土曜日に地域の人たちの参加・協力を得て、豊かな体験
活動や学習を実施する事業であるが、幅広い地域住民によって市内全小学校で英語活動
や漢字検定を目指した学習、絵手紙、お琴教室など多彩な活動をしている。
なお、経歴や年齢が様々な地域の人に、市の教育方針の理解を図り、学習指導や児童
生徒の対応等の技術を身に付けてもらうために、年３回「学習指導員研修会」を行っ
ている。ところで、牛久市は「養成講座」や「学習指導員研修会」等で人材養成をしっ
かりと実施しているが、様々な資格や経歴を持つ市民が多く住んでいる特徴がある。牛
久市のある位置が、地理的に交通の便がよく、人口は年々増加しており、平成になって
29年間で約２万７千人増えている。昭和30年代では、約１万６千人の人口であった。
住人は市外通勤者が多く、つくば市・土浦市に約８千人、東京都・千葉県に約９千人
という実態はかなり特徴的であろう。つまり、多様な人たちが住んでいることになる。
学校を舞台にして、大人と子供や、大人同士のつながり、つまり、「ソーシャル・キャ
ピタル（社会関係資本）」を豊かにすることが地域も学校もよくすることにつながって
いるとするなら、牛久市はまさに、ソーシャル・キャピタルが豊かな地域であり、これ
からの子供たちの成長や「地域づくり」「学校づくり」が楽しみである。
� （中根　惇子）

（聞き取り調査協力者）
所属 氏名

牛久市教育委員会放課後対策課社会教育主事 中澤　潤
牛久市地域学校コーディネーター 芦田　亜里香

� 聞き取り調査実施日：平成29年３月８日
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