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事例５　山口県岩国市教育委員会

やまぐち型地域連携教育「岩国市におけるコミュニティ・スクールと地域協育ネットの一
体的な推進とその取組」

【取組の概要】キーワード：コミュニティ・スクールと地域協育ネットの一体的推進
　山口県ではコミュニティ・スクールが核となって各中学校区での地域のネットワーク
を形成し、学校・家庭・地域が連携・協働することにより、社会総掛かりで小中学校９
年間の子どもたちの学びや育ちを見守り支援する「やまぐち型地域連携教育」を推進し
ている。コミュニティ・スクールと「地域協育ネット」の取組を一体的に推進し、地域
の教育力向上・地域の活性化を図り、地域教育力日本一の実現を目指している。
　特に岩国市は、先進的な地域学校協働活動の体制づくりと多様な活動を展開している。

１　事例の主体
名称 岩国市教育委員会
連絡先 住　所：〒740-8585　山口県岩国市今津町一丁目14番51号

ＴＥＬ：0827-29-5203（学校教育課）0827－29-5210（生涯学習課）
ＦＡＸ：0827-24-0717（学校教育課）0827－21-3456（生涯学習課）

２　岩国市の概要
人口 137,100人（平成29年８月末時点）
面積 873.72k㎡
学校 小学校32校、中学校14校
市の特徴 　山口県の最東部に位置し、小瀬川を挟んで広島県と接している。名

勝・錦帯橋や国の天然記念物・白蛇（岩国のシロヘビ）の生息地で知ら
れる。また、瀬戸内工業地域の一角を担っている。中国山地に端を発し、
広島湾に注ぐ錦川の作った三角州上の岩国飛行場には、在日米軍（海兵
隊・米海軍）と自衛隊（海上自衛隊）の基地が存在する。

３　活動の実際
（１）　推進体制・環境整備
ア　岩国市教育委員会の体制について

・�　コミュニティ・スクールと地域協育ネットの一体的な推進として、まず、
中学校に学校運営協議会を設置し、次に、中学校の学校運営協議会が核と
なって地域協育ネット協議会の立ち上げをし、そして、地域協育ネット協議
会との連携を図りながら小学校に学校運営協議会を設置、という流れで体制
づくりをした。
・�　各学校で開催される学校運営協議会や各地域で開催される地域協育ネット
協議会に山口CSコンダクター、コミュニティ・スクール担当、地域協育ネッ
ト担当が参加し、直接指導・支援を実施している。（平成28年度の実績　延
べ44回）

イ　岩国市教育委員会の予算と内訳
・�　「コミュニティ・スクール推進事業」（学校教育課）の全小中学校のコーディ
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ネーターが学校運営協議会へ出務に対する報償費として、各学校年６回分
（１回２時間で計12時間、１時間800円）の予算が付いている。
・�　「学校・家庭・地域の連携による教育支援活動推進事業」は国県市が３分
の１の補助事業である。メインは地域協育ネット推進事業で各協議会コー
ディネーターに対する報償費と消耗品など、あとは放課後子供教室事業、家
庭教育支援事業、中学校家庭教育学習講座事業等がある。

ウ　コミュニティ・ルーム設置について
・�　コミュニティ・ルームは小中学校全体の約７割に設置されている。設置
の予定がない学校は、小学校は小規模校であるためもともと教室が少ない、
中学校は古い校舎や少人数教室で空き教室がないなどの物理的な理由があ
る。
・�　灘小学校の活用例として、コミュニティ・ルームで道徳の時間において、
学校支援や地域貢献の写真、岩国CS便りを資料に、学校運営協議会の委員
が各グループに入り、地域のことについて考える話し合いを行った。
・�　川下中学校の文化祭では、より多くの地域の人にコミュニティ・ルームに
来てもらうために、コミュニティ・ルームにおいて、地域の人と作品を作っ
たり、展示したりしている。

【岩国市立灘小学校】 【岩国市立川下中学校】
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【図１　岩国市教育委員会の実施体制】

（２）人材発掘・育成
ア　県主催の地域教育ネットコーディネーター養成講座への参加状況

県主催「地域協育ネット」コーディネーター養成講座（年５回以上、必修４
回＋選択１回で修了）は、これまでに17名が修了しており、今年度（平成29年度）
は７名が受講中である。また、「地域協育ネット」コーディネーターステップアッ
プ講座（年４回、全必修）は、１名が修了し、７名が受講中である。

イ　市主催のコーディネーター研修会について
岩国市コミュニティ・スクール・地域協育ネット推進協議会を市主催のコー
ディネーター研修会としており、研修会では、市内の新たな取組に関しての発表
や共通のテーマでの熟議などを実施している。

ウ　学校支援ボランティア対象の研修会について　
「やまぐち地域連携教育の集い」（県主催）が市内のコーディネーター研修会及
び学校支援ボランティア対象の研修会を兼ねている。

（３）普及・啓発、理解促進
ア　広報誌やホームページの工夫について

なるべく多くの人に読んでもらうために、堅かった表現を柔らかい表現に直し
た。地域の人に読んでもらって学校に行ってみようかなという気持ちになってもら
うために、地域協育ネットの活動をメリットとともに紹介した。

イ　岩国・和木CSだよりについて
内容は、コミュニティ・スクールと地域協育ネットについて、市内小中学校
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の好事例の紹介、山口CSコンダクターなどが参加した研修会の復伝、コミュニ
ティ・スクールに関する意識調査結果の報告等である。

ウ　熟議パックを活用して熟議を行った際の成果と課題
平成28年度の熟議は、岩国市コミュニティ・スクール地域協育ネット、教育
センター研修講座、愛宕小学校運営協議会、IWANISHIネット協議会の４カ所で
行われた。熟議パックの内容は「進行係のシナリオ」「導入時で使うプレゼンテー
ション」「具体的な展開例」などである。その成果の一つとして、実施した学校
では、教職員・保護者役員・運営協議会委員で「現状と今後の方策」をテーマに
熟議を行い、部会ごとに取組を協議・発表し、その後の学校運営に関する方向性
が決められた。

（４）活動の多様性・継続性
ア　地域の住民と児童生徒の連携・協働した活動について

・�　柱野小学校では、地域学習の一環として、地域の方々、保護者、児童が一
緒になって「錦帯橋の模型づくり」を行った。
・�　岩国中学校では、中学校を会場として実施した公民館共催クラブ事業に中
学生が参加し、地域の方と一緒に体験活動を行った。
・�　杭名小学校では、地域の方と校庭で茶摘みをして、煎った葉のもみ方を教
えていただき、できたお茶で「お茶会」を開いた。

【柱野小学校】 【岩国中学校】 【杭名小学校】

イ　地域参画の多様な学校支援活動について
・�　中洋小学校では、４年生が地域の皆さんから城下町・岩国の代表的な郷
土料理である岩国寿司の作り方やその歴史について学んだ。
・�　美和中学校では、卒業証書作成のため、地域の方に教えてもらいながら、
原料となる三椏の植樹、刈取り、紙漉きを行った。
・�　灘小学校では、６年生の道徳の授業で、地域の方と話し合ったり、思い
を語り合ったりして、学びを深めることができた。

【中洋小学校】 【美和中学校】 【灘小学校】
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ウ　地域と連携した防災訓練について
・�　錦清流小学校では、小・中・高校が連携した避難訓練を実施し、避難訓練
指示発令で、高校生が小学生を二次避難場所の錦中学校へ誘導した。
・�　麻里布小学校では、４年生が通学路を中心に学校周辺の危険な場所を自
覚することで、事件・事故の未然防止につなげる「麻小安全マップ」作りに
取り組んでいる。
・�　川下中学校区では、川下中学校区の幼保小中で避難訓練を行い、中学校が
園児と手をつなぎ、総勢千人を超える人数での訓練を行った。

【錦清流小学校】 【麻里布小学校】 【川下中学校区】
エ　継続性について

・�　由宇地域協育ネットでは、中学校
校地内に設置してある「地域室」で、
コーディネーター等が地域協育応援
団と連絡調整等を行っている。また、
昨年度の由宇地域の学校支援ボラン
ティアの登録者数は298名となってお
り、各学校・園への支援者総数は延
べ7,000人以上となっている。校内研
修時の自習監督等の学校支援をして
いる。
・�　コーディネーターの方々が会議や資料の準備を行っている。コーディネー
ターが交替の際には、前職と現職で一緒に１年間活動し、引き継いだ。組
織として高い継続性があり、校長や教頭が替わっても大丈夫である。協育
ネットの会長は中学校長であるが、地域の人たちが主体的に活動している。

（５）コミュニティ・スクールとの関連
ア　岩国市コミュニティ・スクール・地域協育ネット推進協議会について

・�　メンバーは、地域協育ネット協議会コーディネーター（15名）、小中学校
校長会長、教育長、学校教育課長、青少年課長、生涯学習課長、CSコンダ
クター、コミュニティ・スクール担当、地域協育ネット担当の総勢25名で
ある。今年からは、首長部局との連携を促進するために、こども支援課長、
市民協働推進課長、くらし安心安全課長も入っている。
・�　全県の施策の共通認識、地域課題把握、各地域のコーディネーターの資質
向上を図っている。

【地域室】
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イ　山口CSコンダクターについて
山口CSコンダクターを配置し、モデル中学校区を中心とした各学校運営協議
会や小・中合同の学校運営協議会の指導・支援を行うことで、コミュニティ・ス
クールの取組等を充実させている。主な役割は下記のとおりである。
・�　コミュニティ・スクールの三つの機能（学校支援・学校運営・地域貢献）
の充実に向けた取組の支援。
・�　岩国市コミュニティ・スクール・地域教育ネット推進協議会への指導・支
援。
・　推進チームによる訪問支援。
　・　「岩国・和木CSだより」の発行。
・�　「山口CSコンダクター連絡会」「山口県コミュニティ・スクール担当者、
地域協育ネット担当者及び山口CSコンダクター合同会議」等への参加。
・�　やまぐちコミュニティ・スクール推進フェスティバル及びやまぐち地域連
携教育の集い（７地域）への参加。
・　学校教育課と生涯学習課の連携の推進。

ウ　コミュニティ・スクールを推進することによる学校や地域の変容
・�　麻里布中学校において、生徒と地域の花壇ボランティアが一緒に、校内の
環境美化活動に取り組んで、平成27年度花壇コンクールで市議会議長賞・
知事特別賞をダブル受賞した。花壇がきれいになり、生徒たちの作業中の表
情が良くなり、意欲的な姿勢で取り組むようになり、自主的に花壇作業を行
う生徒を見かけるようになった。
・�　中学校の学校支援において、地域の方や地元高校生が学校応援団となり、
土曜日の学習支援活動を行った。年齢が近いので分からないところも聞きや
すかった、勉強に対する姿勢が大きく変わったなどの声が聞かれた。

【環境美化運動】 【学習支援活動】

４　成果と今後の方向性
（１）成果
ア　市内全体における成果

・�　各地域の特性を生かした「地域とともにある学校づくり」を推進する基盤
が定着した。
・　地域住民の学校運営に参画しようとする意識が高まった。
・�　教職員の積極的な研修への参加と熟議によるコミュニティ・スクールに関
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する意識が高揚した。
・�　学校運営協議会に教職員と地域住民を含めた熟議を通じて、学校課題とめ
ざす子ども像の共有化ができた。
・　コミュニティ・ルームの設置によって来校者が増加した。
・�　運営協議会委員の授業や研究協議への参加による教員の指導力向上や授業
改善が行われた。

イ　モデル中学校区における成果
・　自主性を確立した学校運営の実践が広がった。
・�　地域住民・保護者を対象とした意識アンケート調査によるコミュニティ・
スクールの認知度や地域・保護者のニーズを把握できた。地域と連携して取
り組む活動を設定できた。

（２）今後の方向性
今後は学校・家庭・地域への周知と連携・協働、各地域で活躍しているそれぞれ
の団体が当事者意識をもった上での事業への参画が不可欠だと考える。コーディネー
ターを中心とした、学校・地域がパートナーとして地域づくりにつなげる仕掛けに
対して、予算面の整備や生涯学習（社会教育）の立場からの支援をしていきたい。
なお、各事業の方向性は以下のとおりである。
ア　岩国市コミュニティ・スクール・地域協育ネット推進協議会

現在は、地域協育ネット協議会コーディネーターのみの参加になっているが、
今後はすべての学校運営協議会のコーディネーターの参加を検討中である。

イ　地域協育ネット協議会
（ア）　連携体制の支援
　　�　「地域協育ネット」体制の充実のために、引き続き全中学校区の協議会に
コーディネーターの出務費等の予算を付けていく。

（イ）　研修会の充実
　　�　持続可能な取組となるよう、次期コーディネーター候補者の養成を図る場
として、市主催の研修会や県主催の「地域協育ネット」コーディネーター養
成講座、家庭教育アドバイザー養成講座と、それぞれのステップアップ講座
への参加を呼びかける。

（ウ）　地域協育ネット活動の充実
　　�　各協議会では、幼・保との連携、小・中連携の促進、県立学校との連携、
公民館との連携を模索する動きが見受けられたので、各協議会の実情に応じ
た連携の拡充をお願いしている。

５　考察
岩国市の取組の特徴として、次の４点を指摘したい。
第１点は、地域学校協働活動の関連団体とコミュティ・スクールの一体的な推進を図
るための体制づくりについてである。初めに、中学校に学校運営協議会を設置し、次に、
中学校の学校運営協議会が核となって関連団体協議会の立ち上げを行い、連携を図りな
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がら小学校に学校運営協議会を設置するという流れは、今後の参考となる体制づくりの
在り方である。
第２点は、コーディネーターの研修体制についてである。学校地域協働活動推進のた
めには、コーディネーターの果たす役割が大きく、コーディネーターの研修が重要であ
る。岩国市では、県教育委員会主催のコーディネーター養成研修と市主催の研修会によ
り、研修機会の充実を図っている。研修会においては、研修内容だけでなく、そこで生
まれる人とのつながりが事後の貴重な財産となることから、広域である県と、環境が同
一である市の両面の研修機会があることは、岩国市の強みとも言える。
第３点は、山口CSコンダクターの役割についてである。岩国市では、山口CSコン
ダクターが、モデル中学校区を中心とした各学校運営協議会や小・中合同の学校運営協
議会の指導・支援を行っており、コミュニティ・スクール充実に大きな成果をあげてい
る。また、市広報や「岩国・和木CSだより」等による広報活動にも取り組んでおり、
市民の認知を深める事に貢献している。特に、コミュニティ・スクールの取組初期の段
階においては、相談役である山口CSコンダクターの存在が大きい。
そして、第４点は、中学生・高校生のボランティア意識高揚についてである。岩国市
の取組の中で、地域の花壇ボランティアと中学生が一緒に活動を行ったり、地元高校生
が土曜日の学習支援活動に加わったりする取組が見られる。これらの取組は、次の世代
にボランティアの芽を育む意味でも有意義な取組と言える。
� （酒匂　昌二郎）
（聞き取り調査協力者）

所属 氏名
岩国市教育委員会学校教育課　山口ＣＳコンダクター 藤井　明男
岩国市教育委員会生涯学習課　主査 藤川　義道
岩国市教育委員会学校教育課　指導主事 熊田　恵美
岩国市教育委員会生涯学習課　社会教育主事 北村　信一

� 聞き取り調査実施日：平成29年９月８日
＊山口CS（コミスク）コンダクター
　　�小・中学校運営協議会の体制づくりや小中連携の取組充実を支援するとともに、学
校と地域の連携を図るなど、コミュニティ・スクールの指導・支援を行う者のこと。
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