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まとめ

高まりつつある「地域学校協働活動」への期待と課題
近年、地域社会のつながりの希薄化や教育力の低下が課題となっている。
現代の家庭には、子供が一人前になるための多様な経験をする条件が少ない。核家族
化のみならず、少子化により兄弟は少なくなり、祖父母との三世代同居もままならな
いのが現状である。増加するひとり親家庭の子育て環境への支援も重要な課題になって
いる。近隣の地域社会はつながりを失い、ご近所トラブルなどの不寛容な社会現象もコ
ミュニティづくりの課題となっている。
そうした社会現象は、親たちが子供の育ちを学校教育に過度に依存する傾向を助長し
ている。しかし、子供が育つ環境は学校だけではない。私たちは、むしろ学校を地域の
教育の一つの機能として再認識する必要がある。教育行政は、折に触れて人々にそうし
た意識変革の大切さを訴えていく必要がある。
「地域学校協働活動」の教室は、学校を含めて人びとが暮らしているコミュニティ全
体を学びのキャンパスとして捉える。その生きたキャンパスの中で、子供たちは多様な
体験をしながら、自分自身の感性でものごとを受けとめ、考えをめぐらし、学び取り、
解答を発見しながら成長し、自己の実現への道を開拓していく。
　平成25年に第６期中央教育審議会・生涯学習分科会における議論の整理が取りまと
められ、学校と地域が連携・協働する体制をすべての学校区において構築することが望
まれている。また、平成27年には、「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）」が取りまとめられ、
学校と地域の連携・協働をより一層推進していくための仕組みや方策が提言された。
　平成29年には社会教育法が一部改正され、「地域学校協働活動」「地域学校協働活動
推進員」が明文化された。それにより、今後はより一層の「地域学校協働活動」の推進
が求められている。
本委員会では、そうした背景をもとに、平成28年度において「平成27年度地域学校
協働活動の実施状況アンケート調査」を行った。
市区町村教育委員会の回答によれば、「地域学校協働活動」を進めるための課題とし
ては、①コーディネーターの後継者の育成、②対応可能な教職員の余裕がない、③協働
活動を統括するコーディネーターの人材不足であることが明らかになった。また、学校
と地域の連携・協働のための取組としては、①学校の教職員等への情報提供・理解の促
進、②コーディネーターの配置の促進、③地域住民等への情報提供・理解の促進を行っ
ていることが明らかになった。
　また、学校からの回答によれば、「地域学校協働活動」の活動内容としては、小学校で
は、①校内環境の整備、②登下校の安全指導、③郷土学習が上位を占めた。中学校では、
①校内環境の整備、②地域行事に関わる活動、③登下校の安全指導などを挙げている。
活動の成果としては、①子供たちの地域理解と関心の深まり、②子供たちのコミュニ
ケーション能力の向上、③地域住民の生きがいづくり、④子供たちの学力の向上などを
挙げている。それをすすめる課題としては、①活動を行う教職員の余裕がない、②コー
ディネーター後継者の育成、③学校・教職員の理解が不十分。④施設面の対応が不十分、
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⑤コーディネーター継続者の人材不足などを挙げている。
　地域における協働活動の推進役であるコーディネーターからの回答によれば、地域
コーディネーターを担う人々の属性では、①元PTA関係者、②学校評議員・学校運営
協議会等関係者、③退職教職員が多い。さらにそれを支援する統括コーディネーターで
は、①学校評議員・学校運営協議会等関係者、②退職教職員、③元PTA関係者が多く
を占めていることが分かった。
地域コーディネーターの主な活動とは何かの問いには、①学校との連絡調整、②関係
機関・団体との連絡調整、③ボランティア・地域住民のネットワークづくりなどを挙げ
ている。総括コーディネーターにおいては、①地域コーディネーター間の連絡調整、②
学校等への助言や先行事例の提供、③地域コーディネーター人材の発掘・確保の支援な
どを挙げた。
コーディネーター活動の課題として考えていることは何かを問うと、①コーディネー
ター後継者の育成、②学校教職員の余裕がない、③学校・教職員の理解が不十分、④継
続するコーディネーター人材がいないことなどを挙げている。
その結果、調査によって明らかになったのは、教育委員会、学校、コーディネーター
それぞれが「地域学校協働活動」の教育的有効性は認めながらも、それを推進するため
の、①コーディネーター人材の確保と養成、②学校教職員の余裕のなさ、③学校・教職
員の理解不足を、最も大きな課題として挙げていることがわかった。
本委員会では、これらの調査結果を精査した結果、地域学校協働を推進するために大
切にしたい要素として、①推進体制・環境整備、②人材発掘・育成、③普及・啓発、理
解促進、④多様な活動、継続的な活動の推進、⑤コミュニティ・スクールとの関連の五
つの視点を設定し、文献調査並びに地域的特性を意識した聞き取り調査を行い、課題分
析を試みた。

地域の特性を生かした推進体制と職務・役割の明確化
　「地域学校協働活動」の推進に必要な第１の要素として、推進体制・環境整備につい
て聞き取り調査の結果をもとに考察してみた。
「奈良市地域教育推進事業」を進める奈良県奈良市は、中学校区に設置された、子供
園、幼稚園、小学校、中学校で構成された「中学校区地域教育協議会」が推進母体となっ
ている。それぞれの地域人材や教育環境を生かした企画を「地域で決める学校予算事業」
と「放課後子ども教室」の２本柱で行っている。協議会には、「総合コーディネーター」
が１名配置され、協議会に参加する各幼稚園・小学校・中学校の運営委員会には、「代
表コーディネーター」が１名、「地域コーディネーター」が数名配置されている。
奈良市の特徴は、地域をベースに基盤となる推進組織が明確化されて、コーディネー
ターの役割分担と複層的なサポート体制がしっかりと整えられていることである。
滋賀県蒲生郡竜王町では、公民館に「学校支援地域本部」を設置し、公民館長、統括
マネージャー、コーディネーターのチームワークにより、町内すべての幼稚園・小学校・
中学校の登録ボランティアや各種団体を一括してサポートしている。社会教育主事の資
格を持つ公民館長は、その専門性を生かして、公民館の学級講座などを活用しながら学
校支援ボランティアの人材養成も行っている。また、年２回「応援団だより」を町内全
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戸に配布し広報・啓発活動に力を入れている。
竜王町の特徴は、地域密着型の公民館が「地域学校協働活動」の「ハブ」（中核基地）
となり、人材養成からボランティアや各種団体の教育活動への参画までを一括して推進
し、さらには、町民と活動を共有する広報媒体にも力を注いでいることである。
栃木県栃木市では、「ふるさとの風土で育む人づくり・まちづくり」の教育のスロー
ガンをもとに、「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」ことを教育の基本理念に掲
げている。それにより、学校・家庭・地域の連携協力を発展させる教育システム「とち
ぎ未来アシストネット」を組織化し、その推進委員会をもとに、市内の10エリアに「地
域教育協議会」を組織した。事務局は、各地域の公民館が担うとともに、地域コーディ
ネーター、公民館長、学校長、地域住民が構成員となるなど、地域に開かれた参加環境
が活動の推進母体となっていることが特徴である。各地域教育協議会を拠点に活動する
地域コーディネーターは市内に66人配置されているが、ほとんどが地域住民である。
栃木市の特徴は、教育の基本理念にあるように「人づくり」「まちづくり」という市
民が共通に共感できる地域ぐるみの協働教育の目標を明確化し、市民にとって身近な地
域拠点である中学校区に設置されている11館の公民館が協働活動の拠点となっている
ことである。ここでも、地域の人々が最も身近に感じ、気軽に活用できる「公民館」が、
地域学校協働活動の拠点の役割を担っている。
そうした市町の取組を側面的に支援するために、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に、県内の全公立小・中・
高校・特別支援学校に校長が「地域連携教員」を公務分掌に位置付けた。学校と地域の
連携体制の構築を果たした理想的なモデルである。
福島県教育委員会は、「頑張る学校応援プラン」を目標に、県内８地域のモデル地区
の学校に「地域連携担当教職員」を置いている。担当教職員は、その職務として、①地
域と連携した取組の企画運営、②学校マネジメントの強化、③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。また、地域コーディネーターの役割として、①地域学
校協働活動本部の設置、②学校との連携・協働体制の確立、③住民・保護者間の連絡・
調整、④地域のボランティア等の確保、⑤地域の行事等の情報提供を行っている。この
ように、学校教職員の職務と地域コーディネーターの役割を明確化することにより、そ
れぞれの役割と協働体制の基盤づくりを円滑に進めている。
こうした実例に関連して、訪問調査による事例研究として掲載した、北海道教育委員
会による、「学校支援地域本部事業」と「こども学校応援地域基金プロジェクト」。茨城
県牛久市教育委員会による「うしく放課後カッパ塾」「うしく土曜カッパ塾」。島根県吉
賀町教育委員会による、学校・家庭・地域が一体となり推進する「吉賀町サクラマスプ
ロジェクト『ふるさとでの学びや体験をもとに、いつの日かふるさと吉賀町を支える人
材（財）の育成』」は、特に優れた実践として注目したい先進事例である。
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地域学校協働活動推進員・統括・地域コーディネーターの特性を組み合わせた人材の拡大
平成29年の社会教育法の改正によって「地域学校協働活動」が明文化され、地域住
民や学校関係者との連絡調整や協働活動の企画・調整を担う「地域学校協働活動推進員」
が法律に位置付けられた。
それにより、より専門性を有した推進員を養成し、市町村に配置されることが可能と
なった。推進員の責任と役割・人材イメージ・養成研修・活動目標・評価の観点などに
ついては、制度の定着とこれからの都道府県市町村の取組を待ちたい。
統括コーディネーターの役割として期待できるのは、①地域の特色を生かした「地域
学校協働活動」プランづくりへの参画、②統括コーディネーターや地域コーディネー
ターの人材発掘と養成、③各コーディネーターへのホスピタリティ溢れる相談援助、④
地域のボランティア人材の開拓と養成、⑤教育的資源を持つ多様な組織との発掘・連絡
調整・ネットワーク化、⑥関係行政・学校との連携の促進、⑦住民への広報啓発活動、
⑧協働活動モデルプログラムの開発などである。
本委員会の調査では、共通した課題として、コーディネーターの人材不足が深刻な課
題として浮き彫りになったが、それらの課題解決のためには「地域学校協働活動推進員」
の役割が期待される。
愛知県清須市「学校・家庭・地域連携推進協議会」では、これまで活動してきた地域
コーディネーターをバックアップするために、平成27年度より統括コーディネーター
を配置し、保護者やPTA役員、学校支援ボランティアとつながりながら、新たなコー
ディネーター人材を発掘している。特に、多様な世代の参加を意識した学校支援ボラ
ンティアの登録者の拡大につとめることで、コーディネーター予備軍の開拓を行ってい
る。統括コーディネーターの誕生が、地域コーディネーターの発掘につながりつつある
よい実例である。
東京都小平市は、平成14年度から進めてきた「未来を担う子どもたちを地域で育て
る」ことを目標にした「地域教育サポート・ネット事業」を進めてきた。これまでは、
モデル地区の指定によって、学校支援ボランティアとコーディネーターの養成に取り組
んできた。
平成29年度は、市内全27校で47人の「学校支援コーディネーター世話人」が活動し
ている。それを進めてきた小平市地域学習支援課では、学校を講座会場にした「小平地
域教育サポート・ネット事業ボランティア養成講座」を開催し、学校支援ボランティア
の養成を行っている。今では、１年間の講座参加者が学生・社会人を含めて延べ2,500
人を超える。講座の内容は、書写ボランティア養成、図書ボランティア入門、花壇作り
講習会などがあり、学校支援に必要なスキルを学ぶとともに講座受講者の手が届く関心
ごとにも配慮したハードルの低い内容になるように工夫をしている。その講座の中に、
学校支援コーディネーター入門講座が含められているのも興味深い。

地域のみんなで子供を育むことを目指した普及・啓発・理解促進
　「地域のみんなで子どもを育てる」
このメッセージは、鳥取県教育委員会が発行した『学校支援ボランティア活動実践ハ
ンドブック』の表紙に掲げられたタイトルである。描かれたイラストレーションには、
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学校と子供たちを囲んで、多様な世代の人々が笑顔でつながり合っている。シンプルだ
が、新しい時代の教育を表現している。
ハンドブックには、①協働活動の理念、②それをすすめるしくみの全体像、③活動の
事例、④学校の動き、⑤ボランティアマナー、⑥子供の声や教師のメッセージ、⑦ボ
ランティア実践者の感想、⑧ボランティア活動の申し込み方法から活動までの手順など
を掲載するとよいと考える。また、鳥取県南部町におけるコミュニティ・スクールの立
ち上げから教職員と地域、子供たちが本音を引き出す対話によって、作り上げてきた連
携の事例は、今後コミュニティ・スクールを取り入れようとしている自治体にとっての
ロードマップとなりえるものであり、大変参考になる実例である。
「地域のみんなで」という鳥取県教育委員会の言葉には、深いメッセージが込められて
いる。いつでも、だれでも、どこでも、多様な方法で、地域のみんなに“子供育ちへの参加”
のチャンスが開かれているという意味である。子供同士によるピアカウンセリングから、
中学生・高校生・大学生等による学習成果の還元活用、多様な職業的スキルによる社会
貢献、高齢者の「経験知」の提供など、あらゆる世代の人々が参加することにより、コミュ
ニティ全体を豊かな教室へと耕し育てていくと説明し、そうした教育活動への参加によっ
て、ボランティア自らも高められていくことを分かりやすく説明している。
子供が育つ環境は、地域に暮らす多様な人びとがつながり、助けあうことによって培
われる「互恵的協働社会」の深化があってはじめて成り立つものである。その意味か
ら、「社会に開かれた教育課程」をすすめていくことの大切さを含めて、地域は子供を
育み豊かな教室であり、協働活動への参加は、自分たち自らの暮らしをよくするコミュ
ニティづくりそのものであることを知らせていくことが大切である。

コミュニティに開かれた創造的なプログラム開発により多様で継続的な活動の推進
多様で継続的な活動を進めるために大切にしたい地域学校協働活動の要素とは、どの
ようなものだろうか。
それは、①コーディネーター人材の開拓と持続可能な推進体制などによる地域と学校
の連携システムの構築、②地域住民、保護者、地域組織や企業、行政機関、居職員への
普及・広報・啓発活動の促進、③地域住民の理解とボランティアなどの協力者などへの
絶え間ない人的組織的資源の開拓、④子供の育ちの課題に寄り添い地域の特性を生かし
た協働プログラムの開発、⑤住民参加型コミュニティ・スクールなどの「チーム学校」
への発展などが考えられる。
そのような要素は、地域と学校の相互信頼の深化への努力によって成果を上げること
ができるものである。また、子供や保護者、ボランティア、公民館等の社会教育施設、
学校が協働活動の成果を共有する互酬的な関係づくりも大切な要素である。①地域と学
校がともに課題と目標を共有しその解決のためにともに行動すること。②協働活動のビ
ジョンを明確に示して、透明性のある開かれた組織運営に努めること。③協働活動を出
発点にして、地域の活性化やまちづくりに発展させるなど、活動の更なる進化を意識し
た取組を行うことが求められる。
まちづくりへの発展を意識した協働活動のプログラム開発は、常に新鮮で多様性に満
ちた活動を継続的に進めるために大切な視点である。まちづくりと捉えなおすことで新
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たな教育資源を発掘することが可能になり、協働活動のマンネリ化やステレオタイプ化
を脱出して、多様なスキルを持つボランティアの参加の輪を広げ、より創造的で魅力的
なプログラム開発へと実を結ぶことができるだろう。
アンケート調査では、教育委員会、学校、コーディネーターが共通して「学校・教職
員の理解が不十分」と回答している。この回答は、学校・教職員の理解不足が多様な
活動プログラムの開発や継続した活動の壁になっていることを裏付けている。コミュニ
ティに開かれた豊かな教育力にあふれる学校づくりとは、①地域社会の人びとや社会組
織に支えられた学校づくり、②地域社会に蓄積した豊かな教育資源に学ぶ学校づくり、
③地域の「知の循環」拠点として共に学び育つ学校づくりへの試みによって成立するこ
とを指摘しておきたい。

コミュニティ・スクールの特性を最大限に活かした協働教育活動への期待
文部科学省は、全国のすべての学校にコミュニティ・スクールの組織化を目指してい
る。コミュニティ・スクールの仕組みを生かした「地域学校協働活動」の推進は、学校
におけるこれからの推進体制づくりにとって重要な取組になっていく。
山口県は、「学校運営」機能に「学校支援」「地域貢献」の機能を加えた、社会総がか
りで子供たちの豊かな成長を図ることを目的に「やまぐちコミュニティ・スクール」を
すすめている。なかでも注目されるのは、平成26年度から全県で進めてきた、幼児期
から中学校卒業までの子供の育ちや学びを、中学校区をベースに継続的に地域ぐるみで
見守り支援する仕組み「『やまぐち型地域連携教育』の推進」である。
山口県周南市立徳山小学校は、平成24年度からコミュニティ・スクールの指定を受
け、自治連合会、公民館、ＰＴＡ、放課後児童クラブ、幼稚園、中学校等の団体関係者
で構成された学校運営協議会による協働活動が進められている。
徳山小学校・学校運営協議会は、①学校運営方針の承認の際に「社会に開かれた教育
課程実現のための手立てを明確にする」、②学校運営協議会委員と教職員が、直接「カ
リキュラム」について協議する場をもつ、③道徳における地域参加型授業を行う、④地
域の提案による防災教育活動を行う、⑤親父の会による「親子ふれ合いデー」の開催な
ど、特色ある活動を進めている。
それに関連して、聞き取り調査で掲載した、愛知県北名古屋市教育委員会による、地
域学校協働本部と学校運営協議会を統合し一本化した取組や、山口県岩国市教育委員会
のコミュニティ・スクールと「地域協育ネット」の一体化した推進の事例は、周南市立
徳山小学校の事例とともに特に注目したい先進的な試みである。
こうした協議会の試みは、ボランティアと地域社会が持つ潜在的教育力を明確に意識
化したコミュニティ・スクールへの取組であり、平成28年度の中央教育審議会の各種
答申である、「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」「これからの学校教育を担う教員の資質能力の向上
について」「チームとしての学校の在り方と今後の改善方策について」を踏まえたもの
でもある。今後もさらに進化したプログラムに発展することを期待したい。
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地域学校協働活動を支える拠点づくりの必要性
－「知の循環型社会」の構築に貢献する、ボランティア総合推進センターの役割－
　地域学校協働活動を支えるボランティアと活動の場を結ぶつけるコーディネート機能
は、ますます重要となっている。各地域では、地域学校協働本部やボランティア活動支
援センター、あるいはこれに代わる推進拠点などがコーディネート機能を担う要となる
ことが期待されている。そのような背景の中での全国体験活動ボランティア活動総合推
進センター（以下、ボランティア総合推進センター）の役割について述べる。
平成13年に学校教育法、社会教育法が改正され、青少年の体験活動・ボランティア
活動の機会の充実が規定された。それにより、全国各地に体験活動ボランティア活動支
援センターが設置されたことに伴い、平成14年に国立教育政策研究所社会教育実践研
究センターにボランティア総合推進センターが開設された。
業務の内容は、学校教育、社会教育、ボランティア活動等に関する専門家であるコー
ディネーターを配置し、それを支援する教育・福祉・環境・文化・スポーツ・国際協力
等の活動分野に分かれた専門家のアドバイザーの協力を得て、全国的な視野から相談助
言活動を行っている。
また、全国の体験活動・ボランティア活動の情報や事例収集と分析、都道府県・市区
町村のコーディネーター等の人材養成への講師派遣等も行うなど、ボランティア総合推
進センターの役割を整理すると、①情報収集提供活動、②調査研究活動、③相談助言活
動、④人材育成活動、⑤連携促進活動を行うことである。
近年、「新しい公共」を担う社会力として、ボランティア活動に対する国民の関心が
高まる一方、学校や地域社会における新たな教育を培う力としても注目され、教育活動
に参加する地域の人々の「ボランティアニーズ」と、地域の教育力を学校教育や社会教
育に生かす「教育ニーズ」を効果的に結ぶ調整役であるコーディネーターの役割が重要
視されている。特に、社会教育法の改正によって明文化された「地域学校協働活動」の
推進方策や、それを進める人材である「地域学校協働活動推進員」をはじめ、統括およ
び地域コーディネーターの専門性を高めるための人材育成は、これからのボランティア
総合推進センターの重要な役割となるであろう。
学校教育や社会教育による体験活動ボランティア活動に関する教育プログラムの開発
や指導者の養成もますます重要な役割になっている。近年の学習指導要領等に強調され
るように、青少年の人間力・社会力・学習力を育むために、ボランティア活動の持つ潜
在的教育力は、学校教育、社会教育を問わず必要不可欠な教育プログラムになっている。
また、幼・小・中・高等学校のみならず、大学教育等においても、教科と社会課題をつ
なげたボランティア活動の教育力を活用したコミュニティサービスラーニングや、地域
創生のためのアカデミズムによる社会貢献活動が進められている。
平成20年中央教育審議会「新しい時代を切り拓く生涯学習の振興方策について�～知
の循環型社会の構築を目指して～」（答申）では、自らのニーズに基づき学習した成果
を社会に還元し、社会全体の持続的な教育力の向上に貢献することで、社会で責任を果
たしつつ社会全体の活力を持続させようとする「知の循環型社会」を構築していくこと
を求めている。　　
答申に提起されているように、ボランティア活動は、自立した個人の育成や自立した
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コミュニティの形成のためのなくてはならない社会参画の手段であるといえる。
現在、生涯学習社会における体験活動ボランティア活動の機会はますます広がり、国
や地方公共団体、大学、専修学校、社会福祉・職業能力開発施設、民間事業者、NPO
等の多様な主体によって提供されている。
ボランティア総合推進センターは、そのように変化し続ける社会の要請を的確に把握
した上で、時代の変化に応じた多様な支援事業を進めることが期待されている。
� （興梠　寛）
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