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事例４　　愛知県北名古屋市教育委員会

地域学校協働本部と学校運営協議会の一体化による北名古屋市版コミュニティ・スクール
の取組等について

【取組の概要】キーワード：地域学校協働本部と学校運営協議会を一体化した取組
　子供たちの生き抜く力・学力の育成だけでなく、家庭の教育力の向上、地域の絆の強
化を図るための仕組みとして北名古屋市版コミュニティ・スクールを位置付け、地域が
目指す子供像や学校・家庭・地域の役割などを話し合う学校運営協議会と地域住民が学
校と連携・協働して子供の教育を支えていく地域学校協働本部を一体化し市教育委員会
が学校及びパートナーとしての地域をサポートしながら進めている。

１　事例の主体
名称 北名古屋市教育委員会
連絡先 住　所：〒481-8501　愛知県北名古屋市熊之庄御榊60番地

ＴＥＬ：0568-22-1111
ＦＡＸ：0568-23-3150

２　北名古屋市の概要
人口 85,474人（平成29年９月１日時点）
面積 18.37㎞2

学校 小学校10校、中学校６校
市の特徴 　愛知県の北西部に位置し、面積は18.37㎞2と比較的小規模であり、ほ

ぼ全域が名古屋都心部から10km圏内に位置しており、アクセスが非常
によい。また、県営名古屋空港へも近く、広域的にみても交通利便性の
高い地域である。

３　活動の実際
（１）推進体制・環境整備
ア　推進体制
　　（ア）　学び支援推進事業

　　�　市では、多様化する地域ニーズや地域課題に対応するため、市民協働のま
ちづくりを推進しており、平成23年度に、首長部局に市民活動推進課がで
きた。その協働のまちづくりを教育の分野で推進していくものが、「学び支
援推進事業」であり、目的を「生きぬく力・学力の向上　－子供たちの夢に
向かって生き抜く力・学力を育む－」と掲げ、目的を成し遂げていく取組を
通して家庭の教育力の向上、地域の絆の強化を目指している。

　　（イ）　学校支援地域本部と学校運営協議会
　　�　平成24年度に市内３小学校に加配教員をそれぞれ１名ずつ配置し、学校
と家庭・地域との連携・協働による国の「地域とともにある学校」を活用し
て学校運営協議会制度を中核とした新しい仕組みづくりに踏み出した。同時
期に国の事業に沿って設置した「北名古屋市学校支援地域本部」との一体的
な取組により学校における地域との連携・協働体制が組織され、学校を応援
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し、地域の実情を踏まえた特色ある学校づくりが進められている。
　　�　平成27年４月に全小学校が学校運営協議会設置校となった。平成28年に
は、学校支援地域本部を基盤に「総合化・ネットワーク化」の面で取組の体
制整備が進んできたことから、「北名古屋市学校支援地域本部」を「北名古
屋市地域学校協働本部」へと発展させた。平成29年４月に全小中学校が学
校運営協議会設置校となった。また、地域と学校の連携・協働に関する情報
を共有する目的で、市教委内に豊かな学び創造推進協議会を設置し、全体会
と小中連携部会が組織された。

　　（ウ）　北名古屋市版コミュニティ・スクール
　　�　市では、子供たちの生き抜く力・学力の育成だけでなく、家庭の教育力の
向上、地域の絆の強化を図るための仕組みとしてコミュニティ・スクールを
位置付けている。地域が目指す子供像や学校・家庭・地域の役割などを話し
合う学校運営協議会と、地域住民が学校と連携・協働して子供の教育を支え
ていく地域学校協働本部を一体化し、市教育委員会が学校及びパートナーと
しての地域をサポートしながら進めている。

　　（エ）　所管課
　　�　地域学校協働本部事業を生涯学習課が、コミュニティ・スクール導入等促
進事業を学校教育課が所管しており、ともに北名古屋市豊かな学び創造推進
協議会のもとで一体的に推進している。

　　（オ）　アフタースクール教室（地域未来塾）
　　�　学習が遅れがちな生徒に焦点をあて、地域力を活用する方向で展開し、学
習習慣の確立と基礎学力の定着に向けて推進している。学習が遅れがちな中
学生を対象に、学びの場を設けることにより、生徒自身が自らつまずきに気
付き、主体的に学ぼうとする姿勢をはぐくみ、基礎学力の定着を図っている。
市内全中学校で行っており、会場は各中学校の空き教室や図書室、会議室で
ある。実施日は放課後（特に部活動のない日）、土曜日、長期休業中であり、
年間20～30回程度実施している。指導者は北名古屋市地域学校協働本部に登
録されている学生や市の講師、地域ボランティア、教員OB・OGなどである。
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【図１　北名古屋市版コミュニティ・スクール】

（２）人材発掘・育成
ア　コーディネーターの配置

各学校に地域コーディネーターがいて、市に一人統括コーディネーターがいる。
イ　ボランティア・コーディネーターの発掘

ボランティアは、始めは保護者が大部分であったが、保護者が地域の高齢者に
声をかけ、徐々に地域の人も入るようになった。また、ボランティアが盛んに
なってくると中心的な人が出てきて、その人を吸い上げて学校運営協議会の委員
になってもらっている。後継者問題については、市民協働のまちづくりの会やス
ポーツ少年団の協力があるので、今のところ大きな問題となっていない。

ウ　学校運営協議会におけるボランティアの発掘
各学校の学校運営協議会に地域学校協働本部の統括コーディネーター、学校教
育課の教育指導員、地域コーディネーターが参加し、地域の人材を把握している
他の学校運営協議会委員とよい関係を築いているため、ボランティアが必要な際
に、適切な人材を発掘することができている。

（３）普及・啓発、理解促進
ア　普及・啓発
　　（ア）　地域への広報

　　�　各学校ごとにコミュニティ・スクール便りを発行したり、ホームページに載
せたりして、保護者をはじめ地域の多くの方々の目に触れるようにした。また、
学校支援ボランティアの活動の様子も掲載した。学校の花壇の整備や草取りの
ボランティアのお願いなどを、年度末の校区の自治会の総会の時に宣伝したり、
広報誌を地域へ回覧板で回したりしている地区もある。以前は、地域の一人ひ
とりの所まで募集案内や応募要領が届いていなかったが、改善してきている。

　　（イ）　教職員への広報
　　�　ある学校では、教職員が、地域の人がどんな学校支援ボランティアをして
いるか理解していない状況があったので、コーディネーターが職員室の入り
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口の所にホワイトボードをかけ、今日のボランティア活動はどんなことを
やっているのか、図書整備ボランティアに誰が来ているかが分かるようにし
ている。また、活動の様子の写真を職員室前の廊下に掲示している。そうす
ることで、教職員とボランティア、コーディネーターの情報が共有され一体
となって実のあるものになっていくと感じている。

　　（ウ）　地域学校協働活動ガイドライン
　　�　文部科学省で作成された「地域学校協働活動の推進に向けたガイドライン」
を参考に北名古屋市で地域学校協働活動ガイドラインを作成した。ガイドライ
ンの中では、北名古屋市版コミュニティ・スクールやこれからの学校と地域の
目指すべき連携・協働の姿、活動を進めていくためのヒントや北名古屋市体験
活動ボランティア活動支援センター（登録リスト）などを掲載している。

　　（エ）　地域学校協働活動推進員ハンドブック
　　�　学校と学校支援ボランティア、土曜日の教育活動や放課後子供教室に携わ
る人々などの思いや願いを受け止め、「連携・協働」という対等な関係で、
一緒に活動を創り上げていくための調整の役割を担う地域学校協働活動推進
員の活動に役立てるための資料を作成した。ハンドブックの中では、北名古
屋市地域学校協働本部やコーディネーター機能の充実、学校支援地域本部で
のコーディネート活動のポイントなどを掲載している。

イ　理解促進
　　（ア）　地域への理解促進

　　�　サポーター交流会などで、年３回話し合いが行われている。そうした話
し合いを続けていく中で、学校の現状が地域に徐々に伝わっていき、学校を
支援しようという意識が高まっていった。そして、実際にボランティアで
入っていただくことで、学校の大変さについて身をもって体験し、課題意識
をもって、積極的にボランティアに参加する人が増えてきている。また、学
校の目指す児童像などを児童館の集まりなどでも地域の人に話すことで、学
校と地域の目指す方向性が一致してきている。こうなるまでに３年ほどか
かった。（Ｇ小学校）

　　（イ）　教職員への理解促進
　　�　学校をあげて、地域と連携するのは初めてだったので、最初に行った３
校の校長は大変であった。結果が分からない中で、地域と連携することの意
義の説明をし、学校の教育課程内に地域と学校の連携活動にかかる時間を
作っていかなければならなかった。しかし、これらモデル校の３校の実践
があったので、その後につながって、今では、全小中学校での実施という形
になり、教職員の地域との連携への理解は進んでいる。

（４）多様な活動、継続的な活動の推進
ア　学校支援
　　（ア）　防犯マップ作り

　　�　北なごや防災ボランティアの協力を得て、体育館で児童とPTA役員、教
職員を対象とした防災集会を実施、その後PTA地区委員が中心となり、地
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区ごとに児童と一緒に区内を歩きなが
ら、地図にシールを貼ったり気付いたこ
とを書き込んだりして、防災に役立つ
様々な情報を収集した。そして、その情
報を集約し、校区全体の地図に反映させ
て学校独自の防災マップを完成させた。
（Ｓ小学校）

　　（イ）　読書活動の推進
　　�　読み聞かせボランティアが読み聞かせ
活動を定期的に行っていたが、それに加えて有志の子供たちに読み聞かせの
指導を行った。これが子供ボランティアによる読み聞かせ活動につながっ
た。また、図書室整備ボランティアを立ち上げ、季節の掲示物作成や本の整
頓などを行っている。そのような活動を続けていくうちに、ボランティアの
方が作業を始めると子供たちが手伝う光景が見られるようになった。また、
読み聞かせボランティアは、保護者が多かったが、今では子供が卒業しても
そのままボランティアを続ける人が増えてきている。（Ｋ小学校）

　　（ウ）　教科等指導
　　�　ミシンボランティアは、家庭科の授業に参加し、安全を見守りながら、縫
い方や絡まった糸の処理の仕方を教える活動を行った。他にも、家庭科での
栄養バランスを考えさせる指導、金管バンド部での楽器の演奏指導、手品ク
ラブでの手品の指導、子供の食物アレルギーに悩む保護者に対する相談活動
などでも学校支援ボランティアは活躍している。

　　（エ）　地域への貢献
　　　ａ　太鼓の演奏会
　　　　�　太鼓が盛んな地区では、太鼓クラブがあり、地元自治会の方に指導を

してもらっている。子供たちは、地
域の方々に見守られ、張り切って練
習に取り組み、自治会の夏祭りや地
域の保育園への演奏会など学校内外
で活躍している。

　　　ｂ　小学校区の資源回収への参加
　　　　�　地域から支援や保護をしてもらう

ことが多い小学生とは違い、中学生
は逆に地域への貢献が求められる年
代でもある。そのため、小学校が集約場所となる地域の資源回収に部活
動単位で参加し、活動を行っている。小学生と比べ体力のある中学生の
参加は地域からも歓迎されている。

　　　ｃ　市が主催するボランティア活動への参加
　　　　�　市では「パペットフェスタ」「乳幼児ふれあい体験」「防災活動」など

市の様々な行事に中学生にもボランティア参加を呼びかけている。地域

【防災マップ作りの様子】

【太鼓の演奏会の様子】
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に出向き、様々な人と交流し、感謝の言葉をかけてもらえることで生徒
の自己有用感も高まっている。

　　（オ）　アフタースクール教室（地域未来塾）の具体例
　　　ａ�　中学３年生を対象に、自分が不安を感じている教科の学習を行い、

それを支援するケースでは、授業で使用している問題集、家庭学習用の
問題集を持参し、指導者に質問しながら自学自習を行っている。参加生
徒20名前後に対して指導者３名で対応している。

　　　ｂ�　中学１年生を対象に、教科を数学に絞り、つまずいたところを徹底
して復習するケースでは、参加生徒の数学の能力でグループ分けし、一
人の指導者が４～５名を担当し、各指導者がグループにあった計算プ
リントを作成し学習している。参加生徒20名前後に対して指導者４名
で対応している。

　　　ｃ�　中学１・２年生を対象に、指導者が作成したプリントを使って数学・
英語を学習するケースでは、数学と英語の基礎基本の習得に的を絞り、
指導者が学習プリントを作成し、生徒はそれを学習する。参加生徒は
１・２年生で20名であり、指導者は４～５名で担当している。

（５）コミュニティ・スクールとの関連
ア　学校運営協議会の委員について

学校運営協議会の委員には、子供のことに関心があって、協力的な人を選んで
いる。地域コーディネーターや自治会の方、おやじの会の方、児童館の館長など
いろいろな人が入っている。地域の情報をもっている児童館の館長が委員に入る
ことで、地域の方とも話が通じることができる。また、学校支援ボランティアが
さかんになってくると中心的な人が出てきて、そのような人にも委員に入ってい
ただいている。そうすることで、学校運営協議会で話し合われたことが、学校支
援ボランティアへ伝わるのもスムーズである。

イ　報告書
『北名古屋市のコミュニティ・スクール－市民協働による学び支援推進事業－』
を毎年まとめている。その中には、豊かな学び創造推進協議会の全体会議事・ま
とめ、小中連携部会議事、学校運営協議会（推進委員会）活動報告、学校支援地
域本部事業活動報告などを掲載している。そこで、市としての進んできた方向性
を確認し、さらに進めていくことができている。

ウ�　地域学校協働本部と学校運営協議会の一体化して取り組むことによる地域と学
校の変容
地域の変容については、以前に比べ保護者や地域からの学校への信頼感の高まり

を感じており、子供だけでなく大人も地域であいさつをしようという意識が高まっ
ている。また、地域の方が様々な学校支援活動を行うことにより、児童生徒の自尊
感情や社会性が高まり、落ち着いた学校となったり、学校での活動に対する理解が
深まり、苦情が減ったりしている。そして、地域と連携した行事の内容が充実し、
児童生徒の地域への愛着心が高まるとともに地域の活性化が進んだ。学校の変容に
ついては、小学校は、優れた先生が一人でいろいろ決めてしまう傾向があったが、
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学校としての一つのスタイルをきちんとし、先生たちが協働するようになった。ま
た、標準学力調査（ＣＲＴ）結果から、学力の向上が見られたり、保護者意識調査
の結果から学習ボランティア等の支援により、学力の定着や向上が見られたりした。

４　成果と今後の方向性
（１）成果

それぞれの立場や組織で、何をすべきか、何ができるかを考え、委員やボランティ
ア一人ひとりが当事者意識をもって活動できるようになった。学校運営協議会を設
置して数年を経て、委員やボランティア同士が顔なじみになり、本音で話し合える
ようになり、どんな子供を育てたいかを熟議することで目標やビジョンが共有でき
るようになった。学校公開、コミュニティ・スクール便りやホームページの発信な
どの情報提供に努めることにより、学校での活動に対する理解が深まった。学校支
援ボランティアの活動を見たり、一緒に活動したりすることにより、児童生徒は体
験の量と質を高めることができた。
すべての子供に手を差し伸べようと学びの場を設けて６年が経過し、意識調査で
は、アフタースクール教室での学習が自分自身のためになっていると感じている生
徒が97％に及ぶなど、学びのすそのは着実に広がっている。　

（２）今後の方向性
小学校から中学校への円滑な接続を目指し、小中学校間の段差軽減に向けた９年
間の学びを支える運営体制づくりの促進を進める。さらには、体験活動を軸にした
地域参画型キャリア教育の充実や各学校の学校運営協議会で作成している学校・家
庭・地域の明確な役割分担を示したアクションプランに基づく活動の促進、そして
社会総がかりでの教育の実現に向けた理解促進についても進める。

５　考察
北名古屋市の取組の特徴として大きく３点を指摘したい。
第一は、地域学校協働本部と学校運営協議会を一体的に進める方策として、学校教育
課と生涯学習課の双方の職員が常に共に学校訪問をし、協議会の場だけでなく、ボラ
ンティアのミーティングなどでも教職員や地域ボランティアの相談に随時応じている点
である。学校教育課からは、経験豊富な教員、そして管理職としての経験をもつ教育指
導員が、学校マネジメントの視点をもちながら的確な指導・助言を行っている。一方、
PTA役員として豊富な経験をもつ生涯学習課の統括コーディネーターが、保護者・地
域住民の視点から、アドバイスや情報提供などを積極的に行っている。地域学校協働活
動は、学校教育、生涯学習（社会教育）の二つの所管課をもつ取組である。両担当課の
間の情報共有や方向性の確認がとりやすい体制となっている点は、特筆に値する。加え
て、地域住民と学校教員とが直接意見を交換したり、アイディアを出し合ったりしなが
ら地域学校協働活動を進めていけることが理想的ではあるが、現実には時間調整など困
難も多い。教育指導員と統括コーディネーターとがチームとなって地域、学校の双方の
指導・助言にあたるこの体制は、学校と地域との相互理解を深めていく上でも、重要な
役割を果たしている。さらには、教育指導員と統括コーディネーターとの間には視点や
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有する情報、知識、スキルに違いがある。二つの異なる経験を持つコーディネーター役
が、互いを補い合い、アイディアを融合させながら、地域学校協働活動の方策が練られ
ているからこそ、多角的かつ実践的な支援活動が展開できているのではないだろうか。
第二に、北名古屋市において地域学校協働活動の参画の中心は保護者層であり、保護
者どうしのネットワーク化が図られ、PTA活動の活性化、家庭の教育力の向上へとつ
ながっている点も特徴としてあげられる。「ボランティアは、始めは保護者が大部分で
あったが、保護者が地域のおじいちゃん、おばあちゃんに声をかけ、徐々に地域の人も
入るようになった。」というヒアリング内容にもあるように、学校に子供を通わせてい
る第一ステークホルダーである保護者層が、地域学校協働活動を広げる原動力となって
子供の育ちを支える地域づくりへと活動を広げている点は参考になる。地縁組織やボラ
ンティア活動に熱心な人々が参加をし、保護者世代の巻き込みがうまくいかないため
に、コーディネーターの後継者問題やボランティアの高齢化が常に課題となっている地
域も多い。熱心に地域学校協働活動に参加している保護者を見過ごすことなく関係性を
作り、子供が学校を卒業したとしても地域コーディネーターとして関わってもらえるよ
う働きかけるコーディネーターどうしのネットワークが順調に広がっている。
第三は、ボランティアや地域コーディネーターの研修活動に熱心に取り組んでいる点
である。文部科学省等で作成した地域学校協働活動ガイドラインや地域学校協働活動
推進員ハンドブックを参考にしながら、北名古屋市の現状に沿うような研修資料を作成
している。それに加え、教育指導員・統括コーディネーターがこまめにボランティアの
ミーティング等に参加し、そこで出された「他校の実践事例を見学に行きたい」あるい
は「〇〇〇について先生方からも意見を聞いてみたい」という要望に積極的に応え、他
校や学校管理職との連絡・調整を行って見学会や交流会等をセッティングしていること
も、参加者のやる気を引き出したり、ボランティアスキルの向上、多様な活動への発展
へとつながったりしている。　　　　
これら三つの特徴に共通するのは、学校と地域、教員と地域住民、学校教育と社会教
育行政、それぞれにとって風通しの良い関係ができでいる点である。市民協働のまち
づくりを進める方策として地域に開かれた学校づくりを展開させようとしている市教育
行政の大きなビジョンがいずれにも共有されていることに加え、教育指導員・統括コー
ディネーターの日々の細やかな広報・広聴活動やファシリテーター活動が、こうした関
係性を作り出すのに貢献しているのではないだろうか。
� （志々田　まなみ）

（聞き取り調査協力者）
所属 氏名

北名古屋市教育委員会教育指導員 水田　就教
北名古屋市教育委員会生涯学習課統括コーディネーター 河口　三知栄

� 聞き取り調査実施日：平成29年９月１日
※�　平成29年５月に改正された北名古屋市地域学校協働本部要綱には、地域コーディ
ネーターを地域学校協働活動推進員、統括コーディネーターを統括的な地域学校協働
活動推進員と表示されている。
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