
横浜市における「学校運営協議会」
「地域学校協働本部」について

令和元年５月１７日（金）・２２日（水）

教育委員会事務局 学校支援・地域連携課

【教職員対象】 ＜地域と学校の連携・協働に関する研修＞



○地域と学校の連携・協働の推進に向けて、

「学校運営協議会」「地域学校協働本部」

が両輪として一体となって活動を進めてい

くことを知る。

本日の研修の目的

○各校における地域と学校の連携・協働の

今後の方向性を明らかにする。



本日の参考資料

＜検索＞横浜市 学校・地域連携推進

○学校運営協議会規則

○「地域学校協働活動推進冊子」

○学校・地域コーディネーターマニュアル

○連携協働通信「架け橋」 等
＜文部科学省＞
「地域学校協働活動の推進に向けたガイドライン」

（文部科学省）



グ ル ー プ 協 議

内容
「現在の自校の地域と学校の

連携・協働の現状や課題」

①報告用紙に記入
②自己紹介（名前、学校名、CSや本部の有無）
③情報交換（現在の自校の連携・協働の現状）



子どもたちを取り巻く環境や学校が抱える課題は、
複雑化多様化している。

子どもや学校の抱える課題の解決、未来を担う子
どもたちの豊かな成長のためには、学校だけではな
く、社会総がかりでの教育の実現が不可欠である。

地域と学校の連携・協働とは？

Q 地域と学校の連携・協働は、どうして大切か？

A 地域と学校で、子どもたちの豊かな成長
を、支えます。



「開かれた学校」から「地域とともにある学校」
への転換

社会に開かれた教育課程

「支援」から「連携・協働」へ

「個別の活動」から「総合化・ネットワーク化」へ

地域と学校の連携・協働とは？

「地域の子どもたちを、地域と学校が一体
となって育てていく」



学校教育目標や子どもに関する課題を、学校と
地域が共有する。

幅広い住民の方が、学校運営に参画する。

地域住民等の意見を、学校運営に反映させる。

「地域学校協働本部」と「学校
運営協議会」の両輪で子ども
の成長を支える

「学校運営協議会」と「地域学校協働本部」の
両輪での推進について



「学校運営協議会」と「地域学校協働
本部」が、両輪として一体的に推進して
いく。

地域の様々な宝物（人的資源、物的
資源、環境資源など）を教育活動に
生かすことが容易になる。

「学校運営協議会」と「地域学校協働本部」の
両輪での推進について



個人的なつながりでの信頼関係ではな
く、地域と学校との継続的な信頼関係
が構築される。

持続可能な連携・協働体制

「学校運営協議会」と「地域学校協働本部」の
両輪での推進について



横浜市立学校 510校のうち

210校に学校運営協議会が設置

約41％

（H31年4月1日現在）

設置校数の推移（予想）

平成34年度末
までに

全校設置の

予定

H17 H20 H23 H26 H29 H31 H34

横浜市の「学校運営協議会」



学校運営協議会の役割とは

学校運営協議会とは

学校と目標を共有した応援団

横浜市の「学校運営協議会」

Ⅰ 「学校運営の基本方針」の承認

Ⅱ 「連携・協働活動」を協議

Ⅲ 「学校関係者評価」の実施

Ⅳ 「意見」を申し出る



・教職員、児童生徒と協議懇談

・防災安全活動、環境整備、土曜
や放課後の学習支援を協議

・地域や課題別の部会

・情報発信

横浜市の「学校運営協議会」

学校運営協議会の活動例



「地域との連携協働が進む」

「教育活動が充実する」

「校長としてゆとりが生まれる」

横浜市の「学校運営協議会」

学校運営協議会のメリット



・設置の目的

・保護者、地域、教職員の理解

・委員の決定

横浜市の「学校運営協議会」

・協議内容の見直し、工夫

・組織、委員の見直し

・学校評価の活用

学校運営協議会の設置へ

学校運営協議会の充実へ



「学校支援地域本部」から「地域学校協働本部」へ

「地域学校協働本部」
従来の学校支援地域本部等の地域と学校の連携体制
を基盤として、より多くの幅広い層の地域住民、団
体等が参画し、緩やかなネットワークを形成するこ
とにより、地域学校協働活動を推進する体制。

横浜市の「地域学校協働本部」

「地域学校協働活動」とは・・・
地域の高齢者、保護者、NPO、民間企業、団体等の幅広い地
域住民等の参画を得て、地域全体で子どもたちの学びや成長
を支えるとともに、学校を核とした地域づくりを目指して、
地域と学校が相互にパートナーとして連携・協働して行う様
々な活動。



◎地域学校協働本部の3要素

１ コーディネート機能

・より幅広い方々（地域、企業等）と連絡調整を行い、

緩やかなネットワークを形成する。

２ 多様な活動（より多くの地域住民の参画）

・地域の方々に加え、企業やNPO等にも参画してもらう。

３ 継続的な活動（継続・安定）

・継続的に参画してもらい、安定した活動を進めていく。

横浜市の「地域学校協働本部」



児童・生徒にとってのメリット

・地域の方との交流や地域に出ていく体験を通し

て、児童生徒の学びがより豊かになる。

・地域課題解決学習や郷土学習に取り組むこと

により、児童生徒の地域への理解や関心が深

まっていく。

・地域の様々な年代の方々と交流することにより、

児童生徒のコミュニケーション力が向上する。

横浜市の「地域学校協働本部」



学校にとってのメリット

・ボランティアの手配や日程調整の時間を、教材研

究や子どもたちと向き合う時間として確保できる。

・様々な年代の地域の方々と協働していくことで、

教員の指導力やコミュニケーション力が向上し、

教員の人材育成につながる。

・地域からの様々な要望に対して、本部がフィル

ターになる。

横浜市の「地域学校協働本部」



地域の皆様にとってのメリット

・子どもや地域のために何かをしたいという「思い」が

伝わりやすくなる。

・身に付けている知識や経験を生かして地域に貢

献することができ、それが生きがいにつながる。

・幅広い層の地域住民や団体等が参画してネットワ

ークを形成することにより、地域がより活性化して

いく。

横浜市の「地域学校協働本部」



横浜市の「地域学校協働本部」

立ち上げ方 ステップ１

学校として、本部のねらいを明確にし
ます。

○児童生徒の安心安全

○キャリア教育の充実

○地域人材の発掘

○学習時の補助

○ネットワークの構築

目標や方向性
の共有



横浜市の「地域学校協働本部」

立ち上げ方 ステップ２

学校長が学校・地域コーディネーター
を推薦します。

◎地域学校協働活動を推進してくれる方

○地域と学校をつないでくれる方

○学校の教育課程を理解してくれる方

○子どものことが好きな方
年間5回の養成
講座の受講



横浜市の「地域学校協働本部」

立ち上げ方 ステップ３

本部としての組織づくりを進めます。

◎最低４人必要（会長、副会長、会計、会計監査）

○COが１人でもいれば、本部として成立する

○本部名を決める

○お金の使い方を決める

教職員、児童生徒、保護者、
地域へのPRが重要！！



横浜市の「地域学校協働本部」

立ち上げ方 ステップ４

本部としての活動を始めます。

◎学校のニーズに合った活動

○定期的な学校との情報共有

○地域からの情報収集

○緩やかなネットワークの形成

地域や学校の実態に合った活動か
らはじめ、決して無理はしない



横浜市の「地域学校協働本部」

立ち上げ方 ステップ５

本部としての活動を継続します。

◎本部の人数の確保や人材の育成

○地域人材の募集の仕方や連絡方法の工夫
○小中一貫教育推進ブロックでの取組

○他校の活動の情報収集

本部の存在や役割について、
継続的に情報発信していく。



学びによるまちづくり
・地域ブランドづくり学習
・地域防災マップづくり

地域課題解決型学習
・地域課題解決

・地域振興に向けた企
画や運営

学校周辺環境整備
・花壇の整備
・図書室の整備
・見守り活動

学習活動支援
・学習補助
・学校行事補助

＜活動例＞

郷土学習
・郷土の伝統や文化芸能学習

・職場体験

部活動指導
・部活動の支援
・外部指導者派遣

横浜市の「地域学校協働本部」



Q「地域学校協働本部」になったら、やらなければ
いけないことはあるのか？

A 3要素を意識した活動を進めていただき
たいですが、「これはやってください。」と
いう具体的な活動はありません。
地域や学校の実態に応じて、活動を進
めてください。

A コーディネーターとよく話し合いをして、
「○○学校のコーディネーターの役割」を明
確にし、活動を進めていってください。

横浜市の「地域学校協働本部」



＜横浜市の「学校運営協議会」及び

「地域学校協働本部」の設置校数＞

○両方とも設置 １３６校

○学校運営協議会のみ ７４校

○学校・地域コーディネーターのみ １３１校

横浜市のこれからの方向性

２０２２年度末までに
全校設置を目標



Q まだ設置していない学校は、これからどのように
していけばよいか？

A まずは、 学校内だけでなく、地域の方々
とも目的や意義を共有してください。

A そして、 それぞれにふさわしい人材を
発掘して組織作りを進めてください。

横浜市のこれからの方向性

実態に応じて、ブロックでの
設置もお考え下さい。



グ ル ー プ 協 議

内容
「これからの自校の地域と
学校の連携・協働の方向性」

①報告用紙に記入
②情報交換（これからの自校の連携・協働の

方向性）



事 務 連 絡

○９月１９日（木）
「Yokohama 地域学校協働活動フォーラム」

○１月１４日（火） 東部・南部
１６日（木） 西部・北部

「地域と学校の連携・協働に関する研修」



事 務 連 絡

【学校運営協議会 設置校研修】
○６月２１日（金） １５：００～
○２月１３日（木） １５：００～

【学校運営協議会 未設置校研修】
○１１月 ７日（木） 西部・南部
○ １４日（木） 東部・北部



事 務 連 絡

（４月１９日に通知）

○申請方法 学校長の推薦

○締め切り ５月２８日（火）

○第１回養成講座 ６月１０日（月）１４時～

○養成講座報告書


