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本市では、学校教育に地域の教育力を組織的に取り入れるため、学校と地域の連携の場である

地域交流室を整備し、そこに、地域における多様な学びや活動を推進する担い手となる地域コーデ

ィネーターを配置、学校を支援する活動と地域の学びの場を運営する仕組みづくりを行っています。  

その一環として、平成１９年度より、学校長から推薦された地域の方を対象とした「地域コーディネ

ーター養成事業」を開始しました。この講座では、学校を拠点として、学校教育と地域の人材等の社

会的資源を結び付ける「地域コーディネーター」の意義や役割を相互に参加型学習で学びあい、活

動を実践するための様々な力を身につけます。 

また、2１年度からの２か年、文部科学省の受託事業として「学校支援地域本部事業」を行っていま

す。モデル事業として市内７か所に設置した各学校支援地域本部では、社会全体の教育力の向上

を目指し、地域全体で学校教育を支援する体制づくりを進めています。 

また、22 年度は単年度事業として「学校・地域力活用事業」を実施しています。これは地域の教

育力を生かした子どもの学力向上を目的とする取組を推進するため、放課後や土曜に地域のボラン

ティアが担い手となって行う学習指導等の取組に対して助成を行うものです。 

平成 20 年度から、学校・家庭・地域の協力により、ＰＴＡ活動の活性化をねらったＰＴＣＡ活動

の「調査研究」を行っています。ＰＴＣＡでは、学校と保護者組織からなるＰＴＡに地域住民が参

画し、学校を地域で支えるという発想をもとに、より多様で充実した活動を目指します。 

※ＰＴＣＡ……Parent【親】・Teacher【先生】・Community【地域】・Association【会】 

 

a 地域コーディネーター養成事業  

１ 講座の主な内容 

◆座学講座 

（教育課程・学校運営の基礎的知識、地域コーディネーターの役割、人材の活用方法、事業企画のノウハウ等） 

◆コーディネート実践活動 （座学講座修了後、実際に各校で地域コーディネーターとして活動） 

◆事例校見学、情報交換会、活動報告会 

２ 養成状況 

◆平成 19 年度  受講者 13 人   参加校 ８校 

◆平成 20 年度  受講者 23 人   参加校 13 校（うち継続参加 3 校） 

◆平成 21 年度  受講者 58 人   参加校 36 校（うち継続参加６校） 

◆平成 22 年度  受講者 55 人   参加校 32 校（うち継続参加 14 校） 

３ 地域コーディネーター活動例 

◆学校教育を支援する活動のコーディネート 

授業補助、部活動支援、学校行事支援、学校環境整備、キャリア教育･体験学習の推進など 

◆地域とのつながりを深める取組の企画・運営 

学校と地域の交流会・研修会、子どもの安全の見守り、自然体験活動・文化活動など 

◆その他 

学校支援ボランティアの募集・養成、広報活動など 
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a 学校支援地域本部事業  

１ 概要 

◆実施方法 

学校や地域の実情に合わせた取組を行うため、「中学校区」に保護者・地域住民・学校

関係者等が参画する学校支援地域本部を設置し、運営業務を委託しました 

◆事業内容 

・地域教育協議会の開催 

学校支援地域本部の取組内容について協議・検討します 

・地域コーディネーターの配置 

地域教育協議会の方針にもとづき、学校とボランティアの連絡調整、事業の企画・

運営等に携わる地域コーディネーターを配置します 

・学校支援ボランティア活動の実施 

学校支援ボランティアを組織化し、学習支援、環境整備、子どもの見守り、地域

との交流事業等の活動により学校を支援します 

 

２ 設置先【７本部 計 28 校】 

 

 文 部 科 学 省 

委託 

横 浜 市 教 育 委 員 会 

学校支援地域本部
横浜市運営協議会

東山田中学校区 

学校支援地域本部 

東山田中学校区 
地域教育協議会 

東
山
田
中

山
田
小 

北
山
田
小 

東
山
田
小 

篠原中学校 

支援地域本部 

しのはら 
地域教育協議会 

篠
原
小 

篠
原
中 

篠
原
西
小 

港
北
小 

城
郷
小 

大
豆
戸
小 

十日市場中学校区

学校支援地域本部

十中ブロック 
地域教育協議会 

十
日
市
場
中

三
保
小 

十
日
市
場
小

新
治
小 

ひかり本部 

ひかり本部 
運営委員会 

上
白
根
中 

ひ
か
り
が
丘
小 

大
池
小 

神奈川中学校 

ﾌﾞﾛｯｸ支援地域本部

神中ブロック 
地域教育協議会 

神
奈
川
中 

白
幡
小 

大
口
台
小 

泉が丘中学校 

支援地域本部 

泉が丘中学校 
地域支援運営委員会 

泉
が
丘
中 

下
和
泉
小 

中
和
田
南
小 

伊
勢
山
小 

東山田中学校区 

学校支援地域本部 

東山田中学校区 
地域教育協議会 

東
山
田
中 

山
田
小 

北
山
田
小 

東
山
田
小 

上の宮中学校区 

学校支援地域本部

上の宮中学校 
地域教育協議会 

上
の
宮
中 

馬
場
小 

獅
子
ケ
谷
小

菊
名
小 

◆１　横浜市施策概要◆
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 学校・地域力活用事業  

１ 概要 

◆実施方法 

「小中一貫教育推進ブロック」または「学校（単体）」に、保護者・地域住民・学校

関係者等で構成する推進本部を設置し、子どもの学力向上に関する取組を助成しまし

た 

◆事業内容 

・放課後、土曜等の時間帯に、特別教室等を活用し、地域のボランティアが講師とな

って行う児童・生徒対象の補習授業等を実施します 

・空き時間帯の特別教室を利用して、子どもの学力向上（家庭学習等）に関する保護

者及び地域住民対象の講座を開催します 

 

２ 設置先【８本部 計 11 校】 

◆学校単位 

○潮田小学校（鶴見区） 

○岩崎小学校（保土ケ谷区） 

○深谷小学校（戸塚区） 

○深谷台小学校（戸塚区） 

○桂小学校（青葉区） 

○野庭中学校（港南区） 

○戸塚中学校（戸塚区）

◆小中一貫教育推進ブロック単位 

○都岡中ブロック：川井小､都岡小､上川井小、都岡中（旭区） 

 

 

 ＰＴＣＡ調査研究事業  

１ 概要 

◆実施方法 

PTA（教職員、保護者）・地域の実情に合わせ、それぞれの教育力を生かした取組を

推進するため、試行校を設置して子どもの健全育成を図る取組を支援しました 

◆事業内容 

・ＰＴＡと地域が連携して行う活動、子どもや保護者が地域社会に積極的に参加で 

きる事業、地域の教育力を生かした事業、子どもたちと世代間交流できる事業、Ｐ

ＴＡと地域が連携して活動するための事業（勉強会等）を行います 

・活動内容を相互に把握・理解・情報共有し、横浜市のよりよい PTCA 活動発展の

ため、担当者連絡会（情報交換会）を開催します 

 

２ 試行校【７校】 

○新鶴見小学校（鶴見区） 

○青木小学校（神奈川区） 

○六角橋中学校（神奈川区） 

○篠原西小学校（港北区） 

○荏田小学校（都筑区） 

○矢部小学校（戸塚区） 

○いずみ野小学校（泉区） 
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月日 学習テーマ 講師・事例発表者 

① 

6/22 

（火） 

P５ 

第１回 

開講式・オリエンテーション 

講義「地域コーディネーターの概要について」 

ワーク｢地域コーディネーターの役割と心構え｣ 

講義「地域の活動を学校支援に活かそう」 

☆宿題[学校と地域との連携協力について]ヒアリング 

生涯学習文化財課長     中田一志呂

国立教育政策研究所     笹井宏益

NPO法人ｽｸｰﾙｱﾄﾞﾊﾞｲｽ･ﾈｯﾄﾜｰｸ 生重幸恵

② 

6/29 

（火） 

P６ 

第２回 

講義「学校・地域の連携・協働を考える」  

ワーク「コミュニケーション力の向上」  

様々なタイプのコミュニケーションを実践的に学ぶ 

生涯学習文化財課指導主事 田中光信

株式会社 GEN プランニング代表 

奥村 玄

③ 

7/6 

（火） 

P７ 

第３回 

事例「庄戸の元気づくり実行委員会の取組」 

事例「東京都地域教育プラットフォームと 

小平市立第六小学校」

ワーク「学校と地域の連携プログラムの作成」 

国立教育政策研究所    笹井宏益

事例発表 

庄戸小学校地域ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 芦川 弘

東京都教育庁地域教育支援部生涯学習課

梶野光信

④ 

8/10 

（火） 

P９ 

合同研修「学校と地域の連携に関する研修」 

事例「白幡小いちょうの会と 

神中ブロック地域教育プロジェクト」

事例「ひかり本部の展開と 

地域コーディネーターとボランティア」

★ワーク・パネルディスカッション 

生涯学習文化財課長     中田一志呂

国立教育政策研究所      笹井宏益

NPO法人ｽｸｰﾙｱﾄﾞﾊﾞｲｽ･ﾈｯﾄﾜｰｸ 生重幸恵

神中本部地域ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ  横田竜一

ひかりが丘小学校長     西野正人

ひかり本部地域ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 山内道子

⑤ 

9/21 

（火） 

P10 

事例校見学会 

「地域交流室を中心とした校内見学と 

学校運営委員会の取組について」 

★見学と意見交換 

横浜市立太尾小学校 

※20 年度養成講座参加校

⑥ 

9 月～ 

P34～ 

学校訪問ヒアリング 

学校地域連携におけるコーディネートの 

実践についての情報交換

養成講座新規参加校へ訪問 

教育委員会・NPO 法人横浜市民アクト

⑦ 

1/22 

（土） 

P11～ 

報告会「学校・地域連携活動報告会」 

横浜教育実践フォーラムでの活動報告会（公開） 

★ポスターセッション・ワーク・パネルディスカッション 

国立教育政策研究所      笹井宏益

NPO法人ｽｸｰﾙｱﾄﾞﾊﾞｲｽ･ﾈｯﾄﾜｰｸ 生重幸恵

相武山小ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ    西村敦子

深谷台小ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ    泉 一弘

時 間：①、②、③ 13:30～16:30  ④ 14:00～17:00  ⑤ 13:00～15:30  ⑦ 10:00～16:00 

会 場：①、②、③横浜市社会教育コーナー ④横浜市教育文化センター 401 号室 

        ⑦横浜市教育文化センター 402・403 号室（AM）、教文ホール（PM） 

主 催：横浜市教育委員会（委託先：ＮＰＯ法人横浜市民アクト） 
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●「地域コーディネーターの概要について」説明 

教育委員会生涯学習文化財課長 中田一志呂 

１ 学校と地域との連携 

 ・地域が学校に参加しやすい環境づくり 

 ・学校と地域の特性を生かした連携 

 ・大人の学びの場と地域の相互のつながり 

 ・学校と地域の相互に信頼感をつくる 

２ 教育委員会の取組  

・地域交流室の整備 251 校 

 ・地域コーディネーターの養成 120 人（4 ヵ年） 

３ 学校支援ボランティアの現状 

・小学校（346 校）・中学校（143 校）、ほぼ 100％ 

 ・活動内容：防犯、教科支援、読書活動、キャ 

リア教育等 

 ・参加者：保護者、地域の人、学生、企業等 

●アイスブレイク         笹井 宏益 

お互いを知るワーク：他の参加者の考えを知る 

●地域コーディネーターの役割と心構え 

 笹井 宏益 

１ コーディネートの必要性の背景 

・実体験不足により関わり力や生きる力の低下 

・学校教育の限界、地域に合うガバナンス形成 

・ボランティア活動での地域作り意識の高まり 

２ 学校・家庭・地域がつなげ、子どもの成長を

支え、学校と地域をより良くしていく。 

3 者へ直接的なメリットの創出 

３ コーディネーターとは何か 

・学校・家庭・地域といった異質なものを「子

どもの成長」を題材に結び付ける人たち。 

 ・個々の現場にはそれぞれテーマがあるため、

共有できるテーマを探っていく。 

４ コーディネートのために以下の４つを「知る」 

① 学校という世界を知る 

学校の特徴や課題、学校の時間の流れ 

教員の時間の過ごし方、子どもへの対応 

② ボランティアとは何かを知る 

自発性、パートナーシップ、専門的知見 

③ 地域の人たちを知る 

地域の情報の収集・発信と人間関係の構築 

④ コーディネーションの要点を知る 

・教員と情報交流⇒学校側のニーズを知る 

・地域の人たちの現状と気持ちを把握する。 

●地域の活力を学校支援に活かそう 

                 生重 幸恵 

１ 学校教育と社会教育 

学校教育と軌道をひとつにした社会教育の推進 

２ 地域教育プラットフォーム構想（地域教育の

基盤形成） 

・学校・家庭・地域の教育力を再構築し、地域の

特性に合わせた多様な学習機会を提供し、多様

な社会資源の効果的に活用する。 

・東京都が目指す「地域教育」ネットワーク作り

地域づくり多

様な担い手（住

民、地域組織、

ＮＰＯ、企業

等）が地域の

様々な生活問

題解決に主体的に関わることから生まれる。 

３ 学校教育コーディネーターの役割 

地域・外部講師などの協力による充実した授業

校外学習・体験学習の協力者を探す。協力者へ

の連絡、双方の希望を活かした調整 

４ コーディネートの実際の流れ 

①教員との打合せ  

②講師探しと講師との調整 

③講師・学校支援サポーターに伝えること 

･･･心構えとして･･･ 

・学校の教育方針を尊重しましょう 

・児童・生徒には分かりやすく話す 

・児童・生徒には公正な態度で接する 

・学校内で知り得た秘密事項は守秘する 

・子ども達のためにできることを「提案」する 

 

地域コーディネーター養成講座 第 1回  平成 22 年 6 月 22 日（火）13:30～16:30 

講 師   国立教育政策研究所 生涯学習政策研究部 総括研究官     笹井 宏益 氏 

      ＮＰＯ法人スクール・アドバイス・ネットワーク理事長    生重 幸恵 氏 
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◆３　講座の記録◆



･･･こんなことには気をつけて･･･ 

 ・児童・生徒が求めているものを理解したうえ

で内容を決める 

・話の内容が難しすぎないようにする 

・自分がやりたいことだけをするのでない 

・与えられた時間を超過しない 

④ 授業のステップ：準備→展開（調べる・聞く）

→展開(体験)→まとめ（発表） 

発表の場で、関わった多くの大人に声をかけ、

聞いてもらうことが子どものやる気や達成感に

つながっていく 

 

 

 

 

 

●【導入】壁アンケート：壁に貼った模造紙にあ

るＱ１～３の当てはまる項目に各自シールを

貼る（シールは各自５枚持ち） 

            「発信と共有」は一方通

行だが、参加者の全体

傾向が分かるコミュ

ニケーションとなる 

 

●レクチャー「学校と地域の連携・協働」 

                 田中 光信 

 地域コーディネーターの活動は３年目で、まだ

まだ認知度の低い先駆的活動。地域の子どもたち

を地域で育てていくという思いの地域の人や情

報・資源と学校のニーズをつなぐパイプ役として、

自分たちで生み出していっていただきたい。 

【なぜ地域コーディネーターが必要か】 

・教師が多忙で短いサイクルでの移動がある。地

域の人はずっとそこにいる 

・地域発信の活動を企画することができる 

【学校支援ボランティアの必要性】 

・家庭教育力の低下→親でも先生でもない斜めの

関係が子どもにとって学習意欲向上につながる 

・地域の貴重な人材の活用→地域の人にとっては

生涯学習の場となり生きがいづくりになる 

●ワークショップ「コミュニケーション力の向上」 

                  奥村 玄 

様々なタイプのコミュニケーションを実践的に

学ぶ 

・実験ワーク１相手を見つけ、「あいさつ」後 

「今、何が楽しい？」「あなたの元気のもとは？」 

等をインタビューし合う 

→色々な言い替えで目的に沿った内容を聞き出す 

・グループワーク 

① 感じたことを付 

箋に書きグループ 

で共有し、同様の 

ものをグループ化 

し見出しをつける 

② 全体に発表：見 

出しだけを発表する。進行役がファシリテーシ

ョングラフィックで記録 

・実験ワーク２テーマ「子どもの頃の生き生きと

した思い出」２人組でインタビューし合う 

① グループ内で共有して模造紙にまとめる 

② 発表して全体で共有：ファシリテーショング 

ラフィック

で表す 

 

 

 

 

 

【まとめ】・地域には多様な人々がいる。多くの人

に共有できるテーマは楽しい。 

・地域に住む人の様々な意見→柔軟で多様なコミ

ュニケーション、大人も地域で楽しむ

地域コーディネーター養成講座 第２回  平成 22 年 6 月 29 日（火）13:30～16:30 

講 師   横浜市教育委員会生涯学習文化財課  指導主事       田中  光信 

      株式会社 ＧＥＮプランニング代表            奥村 玄 氏 

宿題【学校と地域との連携協力について】 

第３回までに担当校を訪問しヒアリングする 

Ｑ１あなたは人と話す

ことが好きですか？ 
・とても好き ●●●●● 

・○○○   ●● 

地域の中のこんなキーパーソンを見つけよう 

・学校と理解してくれる人 

・先生方の相談相手になってくれる人 

・地域の状況をよく知った人 

・情報に耳を傾け、それを形にする力のある人 

・何よりも信頼できる人 
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●質疑応答 

笹井：庄戸の元気づくり実行委員会の提案に学

校は 初から協力的でしたか？ 

芦川：学校は地域と関わりたい要望をもってい

た。 

役割を明確に考えるよう話し合った。 

笹井：庄戸小学校側から常に要望はあったか？ 

芦川：多くはない。学校支援活動に地域コーデ

ィネーターが全部関わってはいない。ボランテ

ィアと教師が直接連絡を取り合う。 

笹井：小平六小側のニーズの発信はどういう形

で発信したのか？ 

地域コーディネーター養成講座 第３回  平成 22 年 7 月 6日（火）13:30～16:30 

全体コーディネーター 国立教育政策研究所 生涯学習政策研究部 総括研究官 笹井 宏益 氏 

事例発表者      東京都教育庁地域教育支援部生涯学習課       梶野 光信 氏 

事例発表者      横浜市立庄戸小学校地域コーディネーター      芦川  弘 氏 

●事例発表「庄戸の元気づくり実行委員会の取組」             芦川 弘 

①庄戸の地域性：35 年前に開発された一戸建て約 1500 世帯からなる風致地区、現在は高齢化。活性

化のために町内会とは別に「庄戸の元気づくり実行委員会」を立上げ、賛同者を募る 

 小学生の激減から地域住民の学校へ関心が薄く、学校が地域から孤立するようになる 

②活動内容：一戸建てを無料で借り、サロンを開き、地域の多世代の交流をめざす 

・学校と協働して「学びの学援隊」を作る。地域の力を必要するものの洗出しを学校にお願いし、

それを元に地域で「学びの学援隊」を募集する。40 人が集まる。活動を始める前に、学校が「学

びの学援隊」のために授業参観、学年毎の懇談会を催し、学校と共通理解し活動を始めた。 

・学校での活動：「戦争体験談」は各学年毎に１名ずつ 6 名が話す。「生き方に学ぶ」は 6 年生が対

象で小グループを作り、リタイアした地域の大人たちが職業についての体験を話す 

 学校の木々の剪定、登下校時の見守り等 

・サロン（拠点）の活動は高齢者、子育て世代、小学生、中学生と多世代を巻き込むイベントをす

る。餅つき、そうめん流し、トン汁、フリーマーケット等 

●事例発表「東京都地域教育プラットフォームと小平市立第六小学校」    梶野 光信 

①地域教育プラットフォーム：子どもの育成のために多様な教育活動をつなげる。多くの素敵な大人

のモデルと子どもが出会うよう地域で活動する。と同時に学校の教育活動と連携して進める。 

②小平第六小学校の事例 

・地域開放型の学校施設、地域の力を入れるために 

学校が地域に働きかけた 

・学校のニーズを地域に向け発信し、図書ボラ等の人 

材育成をも学校が行う 

・地域のボランティアが関わることから、先生やコー 

ディネーターとの会話に参加することになり話が広 

がる。ボランティア活動の広がりから担当コーディネーターが必要になり、コーディネーターズ

ができる 

・総合学習の支援に地域の人を頼む。蕎麦打ち、図書館整備・読み聞かせ、ビオトープ作り等 

・「六小美術館」子どもたちの宝物を展示、地域の人の前で子どもが語る。地元芸術家や学芸員の支

援を得て行っている
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梶野：まず「ふれあいマンデー」で学校の和室

を活用し、月曜の 20 分休みに地域民生委員と

子どもとが遊ぶ関係から始まった。 

笹井：学校が情報発信するときに、初めから双

方向で情報交換できるような場面を設定して

始めたのが素晴らしい。学校支援ボランティア

をタイプに分け、タイプ分けが多ければ多いほ

ど関われる人が増え、地域と学校との接点が増

える。 

神奈川本部コーディネーター：庄戸小の資金は

どうしたか？ＰＴＡはどのように関わったの

か？ 

芦川：区役所のモデル事業で 3 年間補助金があ

った。今年度から自立し、家賃は無償だが固定

資産税、火災保険、光熱水費は自分たちで作る。

高齢者の家の草取り、網戸の張り替え等 2 時間

で 1000 円の謝金を充てている。 

梶野：コーディネーションを上手くやっている

地域コーディネーターはＰＴＡの役員経験者

や現ＰＴＡ役員で、学校は安心感をもつことが

できる。その意味でＰＴＡは重要な役割を果た

している。自分の子どもが小・中学校を卒業後

2 年くらいで、「自分の子ども」から「子どもみ

んな」という気持ちになり、地域の活動に関わ

る。環境づくりをするうえでＰＴＡは重要、そ

れぞれの役割を理解し、連携していくことが大

事になる。 

●ワーク「学校と地域の連携プログラムの作成」 

 

宿題をもとに「学校と地域との連携協力のプロ

グラムを作成する。 

模造紙に学校名・参加者名・実施プログラムを

具体的に図やイラストを使って分かり易く描

く。 

壁に張り発表：掲示した模造紙を見合う 

ゲストからコメントをもらう 

 

 

 

 

 

 

 

まとめ 

地域は様々異なる地域性があり、学校との関

わり方もいろいろな形がある。地域コーディ

ネーターは、学校のニーズと地域の人のやり

たいという気持ちをマッチングし、お互いの

コミュニケーションを深め、信頼関係を築い

ていく真ん中に立っている。大変だが、楽し

さも感じる。 

 学校の先生とよく話をして作成したプログ

ラムを実現してほしい。とにかく実践に踏み

出す。 
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 地域コーディネーター養成講座第 4 回・学校支援地域本部・生涯学習関係職員・地域連携担当教

職員対象研修として、各立場の担当者が学校と地域の連携についてともに考え情報交換する。 

参加者 86 名（地域コーディネーター49 名、生涯学習関係職員 19 名、地域連携担当教職員 18 名） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●グループワーク  

 教員、地域コーディネーター、生涯学習関係職員等立場の異なる 5～6 人グループで感想・意見交換。 

                  地域コーディネーター養成講座 第４回 

 

 

地域コーディネーター活動事例から学校と地域の連携を考える 

平成 22 年 8 月 10 日（火）14:00～17:00   横浜市教育文化センター401 会議室 

全体コーディネーター 国立教育政策研究所  総括研究官                  笹井 宏益 氏 

コメンテーター    ＮＰＯ法人スクール･アドバイス･ネットワーク理事長  生重 幸恵 氏 

事例発表者      神中ブロック地域コーディネーター         横田 竜一 氏 

事例報告者      ひかり本部地域コーディネーター           山内 道子 氏 

事例報告者      ひかりが丘小学校長                西野 正人 氏

●事例報告 

１．「白幡小学校 いちょうの会と神中ブロック地域教育支援プロジェクト」       横田 竜一 

① 白幡小いちょうの会：学校やＰＴＡではできない学校の現状課題に対応する組織。運営管理委

員会が中心に活動する地域主体の組織。活動内容（土曜塾・白幡まち図書館・花壇花植隊等）

② 神中と 4 小学校と地域で神中ブロック地域教育協議会を組織、文科省から年間約 130 万円の

予算を受ける。学校・地域の連携を目的に 3 つのプロジェクトを立ち上げ活動を推進する 

２．「ひかり本部の展開と地域コーディネーターとボランティア活動」 山内 道子、西野 正人 

① 少子高齢化が顕著に進んだ地域と小規模校のメリットを生かし、地域の活性化のために学校、

自治会、ＰＴＡ、はまっ子、地区社協等の機関と公募の地域住民により「ひかり本部」を設置

地域ボランティアを導入した地域参画型学校づくりと地域コーディネーターの養成を行う 

② 地域コーディネーターがボランティア発掘、学習・ 

防犯・畑花壇等活動につなげ、人と人のつながりづ 

くりの喜びと苦労について 

●コメンテーター 生重さんよりコメント                        

・地域の大人が子どもに「自分は愛されている」と感じる 

 ような伝え方や関係づくりをすることが地域の大人の責 

任。子どもがこの街、この学校で育ってよかったと思え 

るように 

・予算についてのマネージメント能力を高め、活動の継続性を図る。資金（財源）は 5 年目を迎え

てのキーワード 

・地域との関わり方としての 2 事例（長野県）を紹介 

 子どもが必要とされ、認められ、自分で考え創意工夫できる場が必要、子ども同士のつながり、

接着剤となる大人の存在、子どもの頃からの豊かな体験が大人になった時のやる気になる。 
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●パネルディスカッション 

Ｑ：ボランティアの募集の取り組みや工夫は？ 

横田：ＰＴＡとＯＢに声をかけ、地域の回覧板も

利用。回覧板は学校のことを伝えるのに効果的。

学生ボランティアは区内の神奈川大学と連携。 

山内：中学生ボランティアの募集は「ひかり本部」

の中学校と連携。希望者は多い。地域へは「ひか

り本部」通信で年度初めに募集、具体的な内容を

見せていく工夫をしている。声掛け、きっかけづ

くりがコーディネーターの役割。 

Ｑ：通信に関して 

横田：学校が、必要なボランティアが発生した時

不定期に発行。配布先は保護者と地域。効果的。 

Ｑ：地域コーディネーターの認知度を上げる工夫

は？ 

生重：職員顔合わせや新入生説明会等で紹介して

もらう。総会や町内会に校長と同席する。通信に

ボランティアの活動を載せる時に「つなぎ手は○

○です」と入れてもらい、地域回覧する。 

名刺を作って（覚えやすいマークをつくり）配る。 

Ｑ：資金調達について 

横田：情報はホームページから入手する。専門学

校や企業に出前講座を依頼する。寄付は少額でも

長く続けてもらえるような仕組みを作る。 

山内：地域カレンダー作成に自治会から2万5千

円を頂く。カレンダーが地域の役に立っていると

認められたことだと思っている。 

生重：助成金は色々ある。学校の行事・活動に楽

しく参加してお金を置いていってもらえる雰囲

気作りを工夫する。 

後にひとこと 

横田：研修等でいろんな話を聞いて、地域、学校、

子どもたちのためにアレンジしていく。 

山内：学校のため、地域のためとやってきたこと

が今は自分のためになっている。 

西野：コミュニティスクールとして地域が6年間

関わったことで子どもたちの学力、学習意欲が伸 

び、自尊感情も高くなった。先生の努力と地域の

多くの人の関わりで子どもが育った。 

生重：国、県や市の予算カットで始まった事業が

ストップしないよう、皆でフォーラム等を実施し 

てお互いを褒め称え合い、この「火」を絶やさな

いように。この先の5年を目指してほしい。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 時  平成 22 年 9 月 21 日（火）13:00～15:30 

場 所  横浜市立太尾小学校（港北区大倉山 7－34－1） 

発表者  太尾小学校長        北村 克久 氏 

     学校運営協議会副会長    矢次  司 氏  

太尾小地域コーディネーター 秋本 健一 氏、中山 ちかゑ氏、森川 智之 氏 

見学者  地域コーディネーター養成講座受講者、教職員、行政職員他 

 給食室であったスペースを利用しボランティアの手で作った地域交流室と、地域交流室内にあ

る図書コーナーでの図書ボランティアの活動を見学、その後校庭に出て、秋本地域コーディネー

ターから温室での緑化ボランティアの活動についての話を聞く。学援隊は、かつての飼育小屋を

利用して材料と技術を持ち寄り改造した見守りハウスを拠点として登下校時の見守り活動を行

っている。また、平成 20 年度から始まった校舎屋上緑化を見学。緑化ボランティアにより屋上

に芝生の緑と花壇に咲く草花がさわやかで心地よい空間ができている。 

 太尾小学校は昨年創立 35 年になるが、8 割強が新住民で占めるため、関わり合いの薄くなっ

た地域で、毎月開催している学校運営協議会の「信頼づくり」「関係づくり」「ふるさとづくり」

「バザー収益から立ち上げた学校ファンド」等の取組みについてうかがい、意見交換を行った。
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 横浜市内の各市立学校では、さまざまな形で地域が学校の教育活動を支えるとともに、学校を核と

して地域のつながりを深めています。本報告会では、市内２つの小学校の事例を通して、学校と地域

が双方向の関係を築き、学校と地域が一体となって子どもたちを育くむために必要なことを考えます。 

開催日程 平成 23 年１月 22 日（土） 10：00～16：00 

会  場 横浜市教育文化センター  

 

 

10：00～13：00  ４階 402・403 研修室 

◆ポスター展示による活動報告◆ 参加校 計 38 校・８本部 

地域コーディネーター養成講座新規参加校による活動発表      ⇒P12～13 

参加校全校の活動報告ポスターを展示              ⇒P21～33 

◆ワークショップ◆ 

３つのテーマ別グループに分かれ、課題に沿って意見・情報交換を行う 

   テーマ① 人材   テーマ② お金   テーマ③ 運営・連携 

⇒P14～15 

 

 

         

14：30～16：00  ２階 ホール（定員 500 名） 

◆事例報告◆ 

    ① 戸塚区 深谷台小学校 地域コーディネーター 泉 一弘 さん 

    ② 港南区 相武山小学校 地域コーディネーター 西村 敦子 さん 

◆パネルディスカッション◆ 

    ◎総合コーディネーター 

国立教育政策研究所 生涯学習政策研究部総括研究官 笹井 宏益  氏 

    ◎パネリスト 

NPO 法人スクール・アドバイス・ネットワーク理事長 生重 幸恵  氏 

横浜市立神奈川中学校校長            鈴木 英夫 校長 

事例報告者                          泉さん、西村さん 
⇒P18～20 

 

午前の部 関係者向け 

午後の部 一般公開 

平成 22 年度横浜教育実践フォーラム 

地域コーディネーター養成講座／学校支援地域本部事業／学校・地域力活用事業／ＰＴＣＡ調査研究事

⇒P17 
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【１】開会         司会：新井中地域コーディネーター 高橋 由美子 

【２】挨拶         教育委員会生涯学習文化財課指導主事 田中 光信 

【３】オリエンテーション 

【４】ポスター発表 

１． 上大岡小学校：ばらばらのボランティア団体を一つに束ねてほしいと校長の願いで、講座を

受講。ボランティア団体のほか、市民図書や学校開放などで学校とかかわりある団体もある。

今年は、開校 40 周年、校内のいろいろな催しを統合する形で、上大岡小学校を祝う会とふれ

あいフェスティバル（子どもたちと一緒に）を合同で開催。30 周年の時のタイムカプセル開

封、当時の児童卒業生を町内会回覧で集めた。元々PTA が主体的に実施する催しなども(コー

ディネーターも)手伝い、地域の人、卒業生につなげることを考慮した。コーディネーターは

２人で手分けしている。イベントは、参加人数が格段に増えた。     ⇒ポスターNo.１(P22) 

 

２． 文庫小学校：文庫小は 60 周年を迎え、来週【もちつき大会】のイベントがある。学区域が連

合町内会と一つに重なっているので、地域とつながりやすい。おらが学校ということで、学

校をコミュニティの場として地域住民が学校に出入りし活用している。見守り隊の事務局を

して、安全だけでなく心の見守りも意識している。両者とも喜ぶ。メンバーを募集し、学校

にほとんど関係ない地域の人も参加し、気にかけていることに気づいた。たくさんの活動が

できるといいと思った。図書ボランティアが始まった。         ⇒ポスターNo.2(P22) 

 

３． 鴨志田第一小学校：12 クラス学校。保護者が中心になって読み聞かせボランティア（親がも

子がも）をしてきた。その中のメンバーが養成講座を受け、親がもの会と称した。読み聞か

せ活動、図書室の飾りつけ、本の整理などを始めていった。創立 30 周年記念バザーがあり参

加、おたますくい、紙芝居読み聞かせなどをした。今年初めて花壇づくりを行った。学校の

一区画で地域の人がチューリップを植える。              ⇒ポスターNo.9(P24) 

 

４． つつじヶ丘小学校：卒業生の PTA を含め PTA 中心５人でコーディネーターを始める。①サポ

ーターと称するボランティア組織：読みきかせｻﾎﾟ、ワールドｻﾎﾟ、グリーンｻﾎﾟ、等９種類あ

り、横のつながりと学校とのつながりをもくろみ、オープンスペースを利用して交流室にす

る。②社会教育を学ぶ駒澤大学学生の企画を実行可能になるよう支援しているし、③また、

児童の環境委員会のエコキャップ活動を、地域に広げる手伝いも行う。  ⇒ポスターNo.8(P23) 

 

５． さつきが丘小学校：算数ボラとして学校に入る。本校はボランティアが盛んで、現在登録者

260 名、10 種のボランティア活動が活発に行われている。教育ボランティアをコーディネー

ターが主として担当。授業に関わるボランティアの支援を行うが、年初に研修会を開催、先

生との連絡も受け持つ。今年の活動は主として、郷土史、環境というジャンルで活動する。

ボランティアのために掲示板を活用し、二人のコーディネーターで活動する。⇒ポスターNo.22(P27) 

午前の部 「地域コーディネーター活動報告会と交流ワークショップ」 
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６． 茅ケ崎東小学校：二人で活動する。学校支援ボラ

ンティア活動の組織化を図る。バッチを作り、ネ

ームプレートと合わせ入校証として利用する。防

犯見守り（地域中心）、体験学習(稲作など)、図

書整備ボランティア(寄付本のバーコード化)、体

力向上（ダブルダッチ、主として PTA がしている

が時々プロがボランティアで来校し指導する）、

緑化活動（知識を持つ地域の人の参加を求め回覧板で声掛け中）。教育支援（昔遊び、家庭科

など）は町内会や主任児童民生委員会を通じて募集。学校支援運営委会を発足した。児童か

らのありがとうカード活用。                     ⇒ポスターNo.10(P24) 

 

７． 川和東小学校：鶴見川と早渕川の間の丘の上にある新しい学校で、児童数 1200 名いる。自分

は、図書ボランティアとして地域からしゃしゃり出て参加した。PTA のボランティアと一緒に

活動する。川和小にとって地域とは何か悩んでいる(校区は 10 町内会、３連合町内会）また、

地域福祉計画との整合性も考慮している。そこで、「地域を知る」ということで、先生方 60

名の職員研修を実施した。                      ⇒ポスターNo.11(P24) 

 

８． 矢部小学校：22 以上のグループが学校支援している。５グループが継続的な活動。このボラ

ンティア活動のデータベース化と、メールの学校配信を希望している。図書、英語教育支援、

算数及び特別支援、学校の緑支援（若木会）、今年度新たな活動の国際交流グループ（ワシン

トン DC の小学校との交換留学）、これらを「きずな」という横につなげる活動をコーディネ

ーターは目指している。                       ⇒ポスターNo.4(P22) 

 

９． 豊田小学校：４人で講座を受講。授業支援ニーズ、地域人材を探る、子どもたちの元気な成

長の支援を目的に活動する。120 年の歴史ある学校で、元々地域的に学校支援の素地はある。

現在、ばらばら状態だった７つの支援グループを有機的に、ただし今ある活動を大切に、と

いうことで結びつける活動を行う。その過程で、地域

が先生方とより近付くことができた。⇒ポスターNo.5(P38) 

 

10．芹が谷中学校：ボランティアのグループがいくつかあ

る。「防災訓練に子供がもっと集まってほしい」という

地域からのニーズを受け、夏「夜の学校」を行い、体

育館に宿泊と日帰り合わせて150人が参加した。地域

区分と学校区が異なり、それを絡めることが大切。またリーダー人材を探すことが当面の課題。 

                                    ⇒ポスターNo.23(P27) 

 

11．西本郷小学校：システム・仕組みはまだできていない。しかし、地域の人材はたくさんある。

その中で、企業も参加することがあり、プロが入りその心意気が児童に伝わるほど、内容は

すばらしい。例えばパティシエの専門的な話と実技、建築家集団による空間ワークショップ

などの実例がある。                         ⇒ポスターNo.6(P23) 
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【５】交流ワークショップ 

  各テーブル、申込時に希望したテーマでグループ作りをして、そのテーマで語り合う。 

テーマ：「お金」、「人材」、「運営・連携」 

 

 

 

 

 

 

 

 

【６】話合い結果の発表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ワークの手順＞ 

① 自己紹介 

② 役割決定：進行、記録、書記、発表者、タイムキーパー、盛り上げ役 

書記は A3 の用紙に発言を記述し、見える書記になるよう努める→「情報を交流共有する」 

④ 第１段階：課題に思っていることを各自発言 

⑤ 第２段階：各自発言の中から一つ選択して話を深める 

⑥ 第３段階：各テーブル発表者は、全体に発表して、参加者全体でワークの結果を共有 

コーディネーターの役割として最優先と考える。

①PTA の会合でコーディネーターの役割を常に

伝える。PTAOB のコーディネーターは、利害関

係にいる保護者でなくなることと、ひいては地域

の人が増えていくことも意味する。②町内会等の

どの人に話をするかは、校長判断によっている。

コーディネーターは個人情報を扱うので信

頼できる人をという学校の要望がある。ボ

ランティアは４月初めに募集登録制度があ

る。コーディネーターの活動で個人情報を

扱うこともあるので、学校内に部屋・PC・電

話などの整備が必要。 

テーマ： 

人材確保

テーマ： 

リーダーの人材と引き継ぎ 

活動を長く続けるた

めに規約を作る。行

政・町内会等に納得

いく説明をする。 

また、お金だけでなく

「ありがとう」の感謝

の言葉が大切。 

テーマ：

お金

寄付があることからファンドづくり

の提案をする。最初にイベント

（壁画作り）実施 → その結

果、地域から寄付をいただいた 

→ 元手にファンドを作る → さ

らにイベントを実施 → 寄付・

売り上げ → ファンドとして循環

する。 

テーマ： 

お金 

①人が集まらない。地域が強すぎても困る ②学校

教職員の異動に関わる困難：学校の柔軟性がある

と受け入れムードになる。→③地域はずっと存在す

る中、学校と地域との連携をつないでいくのがコーデ

ィネーターの役割である。 

テーマ： 

人材 

「定年退職者がいる」男性

はシャイで地域に来られな

い。サークル活動からモチ

ベーションアップのエッセ

ンスがあるといい。学校も

地域に出て人材を発掘す

る必要があるのではないか

という意見もあった。 

テーマ： 

人材 
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東山田学校支援本部の機材などをどのような方法

で入手したかについて事例を話し合った。また、都

岡では、地域の人が新年会に参加、高齢者が寄付

をしてくださるという例があった。 

テーマ： 

お金 

ボランティアがばらばら → 一つの仕組み

にしたい。 学校運営協議会も地域と PTA

の融合が困難（どちらかが強いということ）。

先生方の意識の変革も大切。 

テーマ： 

活性化のためのしくみ

①校区内地域：複数連合会や単に町内会があり

温度差がある。②校区外：職場体験で地域外や

企業とつながる。「つながり」が大切ということで、

自分の仲間を見直し、人とのつながりを大切にと

思う。 

テーマ： 

「運営・連携」「中学校での活動」

①「子どもたちのために」何をやるかという気構え。

②多様な人（グループや組織）とのコミュニケーシ

ョンが大事。そのうえで、学習支援のための事前準

備や新しいちょいボラの発掘（メール配信で、ちょ

いボラが自ら話をする環境づくりが必要） 

テーマ： 

地域コーディネーターの役割

①やっていて楽しくなるシステムづくり、やり

がい、生きがい②活動外のふれあい、交流

テーマ：

人材

学校と地域の連携の際、窓口が副校長と

いう状況 → 支援が負担にならないか

→ オーダーシートを作り、コーディネータ

ーが人材探しをする ⇒ コーディネータ

ーの人材が重要 

テーマ： 

運営・連携

行政（教員）は異動がある。新たな人材が加わる

中で、取組をスムースに継続させる役割をコーデ

ィネーターが果たす。ときに地域を超えたつながり

も必要。ボランティアによって温度差がある。 

テーマ： 

学校・地域のつながりと人材

①各学校ともコーディネーターがボランテ

ィアに情報連絡するやりやすい方法を模

索している ②地域との連携 コーディネ

ーターが動きたい方に動けないことがある

が、意識共有のためにも、そういう場合こ

そキーパーソンに足しげく通うことに意義が

ある。 

テーマ： 

学校とコーディネーター 
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【７】コメント                         笹井 宏益 

 ・各グループの発表から、「違う」から面白いという感想をもった 

・学校と地域では、世界と文化が少々違う。その中でストレートな関

係作りはうまくいかないのでコーディネーターが必要である。 

① 具体的に共有できるもの探し：そのために情報を提供することが

必要。データベース化した情報ではない信頼関係に基づく活動が

重要。その際、違うところを面白がる、また相手の立場をとりあ

えず受け入れる。 

② お金：自分たちで稼ぐことの視点が大切 

 

【８】挨拶                 生涯学習担当部長 鈴木 寿一 

【９】アンケートより 

 
★講座に参加する人が多く、学校地域支援事業のニーズがとても高いことを確認できました。他

校の活動報告はとても参考になりました。 

★継続した地域コーディネーター間のつながりを持ちたいと思いました。 

★子どもたちが、先生や保護者以外の人と関わる機会が多くなる教育が必要だと思います。 

★PTA、先生、コーディネーターの方、一つのグループに様々な立場の方がいらっしゃって、

お話を聞く機会があり良かったです。 

★まだまだやれることがたくさんあることに気づけて良かったです。 

★少人数グループでしたが、議論は留まる事を知らず、皆さんの熱い思いを感じることができま

した。 

★中学校の事例は新しい問題意識となった（特に職場体験）。 

★人材確保や教員との連携について同じような課題を抱えていることが分かり、どのようにして

いったらよいか話し合えてよかった。 

★同じ方法で運営をすることは違うけど、「子どものため」という意識は一緒なので、情報交換

やネットワークを広げていろいろな人と関わることが大切だと思う。
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【１】事例報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

午後の部 「事例報告とパネルディスカッション」 

① 「顔の見える関係作りと組織の立ち上げ」 

相武山小学校 地域コーディネーター 西村 敦子

相武山小学校は港南区にあり、創立 35 年目。生徒数 747 人（586 所帯）２６クラスの学校。 

以前から色々な形で、学校支援ボランティアが入っていたがバラバラに活動していた。 

その時点での課題  

①保険等、ボラの安全保障がない  

②ボラの存在や活動が知られていない  

③各ボランティアグループが、学校のニーズの違い、有志・ＰＴＡ

ボラの混在、学校との係り方や運営方法が違った ④学校もボラ

の全体像を性格につかんでいない。 

今年度、校長から地域コーディネーターを依頼され、ボランティアのネットワークを発足 

６月：運営委員会発足。 

７月：ボランティア総会実施（約３０名）。地域コーディネーター養成講座受講。 

１０月：緑色の名札（ボランティア証）を作成。ボランティア全員が必ず下げることにした。 

１１月：職員会議や全校集会で、ボランティアネットワークと地域コーディネーターを紹介。 

ネットワークができて変わったこと。子どもたちや先生たちにボランティアの顔が見えるようになっただ

けでなく、ボランティア同士お互いの活動が見えて、図書ボラと図書委員会が繋がるなどしている。 

② 「学校も地域づくりの一拠点に」  

深谷台小学校 地域コーディネーター 泉 一弘

戸塚区にあるドリームハイツは１９７２年から入居開始した、全２３棟、１棟平均 100 戸という大規模団

地。深谷台小学校はドリームハイツの子どもたちのために開校した。 

当時、店舗・医療機関・福祉施設などはほとんどなく、足りないものを住民自らが力を合わせて創り出

す中で、子育て支援、高齢者・障がい者支援、まちづくり推進と市民活動の先進的な地域として発

展。子育て支援が一段落した１９９０年代は地域給食等の高齢者の福祉活動が中心となった。 

２００５年「ふらっとステーション・ドリーム」が開設し、住民や団体の交流の場、人と情報が集まる場所

となっている。 

２００７年「地域運営協議会」スタート。 

２自治会と６市民活動団体で構成。 

２００９年深谷台小学校の空き室で「地域

交流室」を開設 

①地域運営協議会事務スペース 

②見守りネットセンター(独居高齢者） 

③学校と地域との交流拠点 

２０１０年、地域コーディネーターの発案

で、深谷台アフタスクールスタート。宿題

やプリント学習を通して基礎的な学力の

向上を図る。約８０名登録（全児童２８０ 

名）、週２回、１時間程度、毎回約４０名参加。 
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【２】パネルディスカッション 

 コーディネーター：笹井 宏益（国立教育政策研究所 生涯学習政策研究部総括研究官） 

 パ ネ リ ス ト：生重 幸恵（NPO 法人スクール・アドバイス・ネットワーク理事長） 

         鈴木 英夫（横浜市立神奈川中学校 校長） 

 事 例 報 告 者：泉 一弘、西村 敦子 

 

笹井：深谷台小では、地域づくり

からスタートして、学校も地

域拠点の一つとしてとらえ

る。同時に学校の問題解決に

も動いた。相武山小では地域

交流室がネットワーク拡大

の拠点、コミュニケーション

機能を持つ拠点としての役割をした。地域

交流室を整備する意義、役割について考え

てみたい 

生重：場があるから交流できる。交流したいから

場を作る。すべては場作りから始まると思

う。地域から学校が無くなる、子どもたち

がいない町は限界集落と同じ。学びと文化

のための交流の場づくりは街づくりの基

本。校長先生のリーダーシップで行われた

場作り。地域ニーズを住民がしっかりとら

えて自立した市民性を育てている場作り。

どちらも素晴らしいと思う。 

西村：直接地域の方と話ができるように、専用の

パソコンと電話があるといいなと思う。 

笹井：学校側はボランティアのたまり場、居場所

としての「場作り」をどう考えているか？ 

鈴木：場の確保はしてあげたいと思うが、一つは

セキュリティ、危機管理の問題がある。二

つ目は、今は空き教室があっても子どもの

数が増えたり、３５人学級になったりすれ

ば、教室が必要になる。一度何かに使われ

てしまうと戻して貰うわけにいかないこ

ともある。 

笹井：行政の役割もあると思うが？ 

生重：私が最初に関った東京都杉並区はパソコン

と電話と机を用意してくれた。子どもたち

に密着したボランティアをしている人た

ちにお茶ぐらい出したいと思い、中古の冷

蔵庫を買ったり、ポットを用意した。先ほ

どの危機管理の問題だが、私たちは学校や

ボラとの連絡を密にし、何時、誰が来校す

るかを学校に知らせ、玄関に責任者が迎え

に出るなどして学校との信頼関係を築い

た。そういう積み重ねで解決できる問題も

あると思う。 

笹井：ふらっとステーションを運営するコツ、工

夫はあったのか？ 

泉 ：ふらっとはその名の通り(１０時～１７時)

ふらっと来て利用できるのだから、利用者

にも約束事を守るという成熟度が必要。そ

れができている地域だと思う。大人だけの

地域拠点でなく、子どもの絵を展示したり、

夏休みには子どもたちがコーヒーを出す
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手伝いをしたりしていたので、小学校の交

流拠点もスムースに受け入れられたと思

う。 

笹井：相武山小ではネットワークを作ることで大

きな成果が上がった。顔見知りになる、コ

ミュニケーションの場が広がるという話

だったが、運営委員会以外のところではど

うだろうか？ 

西村：子どもの見守りを保護者と地域が別々の組

織でやっていたのを一つにまとめた。運営

委員会には各団体の代表が出てきている

ので、そこで議論していく中で広がってい

くかなと思っている。 

笹井：顔が見える関係を作ることでネットワーク

がひろがっていく。学校からすると地域の

人とつながることはどう考えられるか？ 

鈴木：いろいろなボランティア活動をする人がい

て、学校を助けてもらっているが、その人

たちを学校側がネットワーク化しようと

すると、教職員の仕事が増えるだけで重荷

になってしまう。地域側に自分たちでネッ

トワークできるような力があればいいと

思うのだが。 

生重：先ほどの空き教室を交流室にということだ

が、教室はあくまで子どものもの。物置を

自分たちで片付けるとか、学校中捜せば

「場」になるところは必ず見つけ出せる。 

   東京のモデルケースとして、地域連携担当

として行政職の第二副校長を置いている。

地域連携推進と

コミュニティス

クールを担当す

るが、地域の課

題を解決してい

く専門能力、事

務能力のある人

がいることは効

果がある。学校

の顔として要に

なる人と地域の

要になる人とが体系的に連携していける。 

笹井：異質な集団が顔で繋がっている地域と同質

的なつながりの学校、それぞれどういうこ

とに留意していったらよいだろうか？ 

鈴木：学校側からは地域、外部に細かくオーダー

していく。学校の有り様、価値観をきちん

と伝えていかなくてはいけない。そういっ

た交渉事が今の学校は下手だと思う。杉並

区のように行政職を入れるというのはす

ごくいいと思う。 

泉 ：色々な人がいるので、地域でもコンセンサ

スをとるのは大変なこと。人間関係の上で

のフラット、対等の関係を作りたいと思っ

てやってきた。学校独自の価値観があるこ

とを、地域の人も理解することが必要。私

たちは学校に「大人の目が入ることが危機

管理になる」と言ってもらった。学校と地

域がそれぞれの価値観を尊重し、対等につ

きあうことでクリアしていけると思う。 

西村：学校ボランティアならではの制限があると

いうことをきちんと伝えていく必要があ

ると思う。それをしていかないと気持ちよ

く活動できない。コーディネーターの仕事

だと思っている。 

笹井：学校ボランティアのリクルートへの努力

は？ 

泉 ：ドリームハイツでは地域福祉コーディネー

ターにつないでいる。長い時間、空間を共

有してきた人々のつながりは大きい。お互

いを尊重するマナーがあり情報管理でき

る人であればスキルを生かせる人は大勢

いると思う。 

西村：町内会長など人脈が広そうな人に声をかけ

る。日ごろから口に出しているとどこかか

らつながってくる。 

笹井：地域ボランティアの中で保護者はどう位置

づけられているのか？ 

鈴木：ボランティア人材の確保ともつながるが、

学校情報をどう正確に発信するかが大切。

それをしていないとネットワークする時

19

◆４　報告会の記録◆



来てもらえない。PTA 会長とよく話し合っ

ていけるか。保護者は一緒に子育てしてい

るパートナーであり、（学校に注文だけす

る）消費者にしてはいけない。 

生重：私は学校に「親としてできることはある

の？」と聞きながら活動してきた。育児の

中で親も育っていく。常に学び続ける社会

教育そのものだと思う。子育ての少し先輩

とつながっていくことで、孤独にならない

ですむ。そして PTAに参加していける。さ

らにボランティアとしてつながっていく。 

笹井：地域コーディネーターとして、ご自身の経

験から大切だと思われたことは？ 

西村：大切にしたいカキクケコ （ ）内は私が

付け加えたいこと。 

   カ：感動（感謝） 

キ：きずな 

ク：くじけない心 

ケ：健康 

コ：こども（公平） 

泉 ：でしゃばり過ぎない。遠慮がちのほうが役

割としてよいのではないかと思っている。

「他人を立てる」その人の熱意を十分発揮

してもらうために地ならしをするのが仕

事。 

生重：「次世代を育てる」がテーマだった。一人

でやっていては限界がある。これからも育

て続けていきたい。さらに次世代に繋げ続

けるために「マネジメント力・集金力」が

必要。 

鈴木：学校内だけでなく、通学途中も安全安心で

きる街づくりには地域のネットワークが

必要だと思う。中学生は親以外の大人に接

することで大人になっていく。仕事を振り

分けたり、マネジメントできるような教員

を育てたい。 

 

【３】アンケートより 

 

 

 

 

★学校ボランティアに関わって１年余りですが、ボランティアとしての心構えや学校のスタンス等、

参考になりました。地域の力は大きいと実感。生重さんのお話も地域の実践事例として、参考に

なりました。 

★深谷台小学校の取組は、これから高齢社会に向かう私たちにとって興味深い。地域で助け合うシ

ステムは真似したい。地域の者が学校の中に入っていく難しさも感じた。明日からまた自分のま

わりに気を配って生徒のために頑張りたい。 

★とても役に立ちました。一人でも多くの方が基本知識として知っていればいいのにと思いました。 

★学校と地域はともに子どもを育てるパートナーという意識をこれからも大切にしていきたい。 

★会場の形もありますが、参加者の声をもう少し聞けると面白いとおもいました。 

★これからは学校だけで子どもが育つ時代ではないと思う。学校・地域・保護者の三つが一体とな

って子どもを育てていけたらと考える。 

★それぞれの地域が抱える課題を一つ一つ解決し、その地域の特色に合わせた地域づくりをしてい

くことが、子どもにとっても地域にとっても必要なことなのだと思った。 

★来年度の事業の参考になるお言葉をたくさんいただきました。一歩一歩進めたらと思います。言

葉は人を動かすものということを感じました。 

★市内にコーディネーターが増えることは、学校としてとても喜ばしいことであると思います。本

校でもコーディネーターが活躍してくださり、地域との関わりが広がり、学校の教育力向上につ

ながっていると思います。 
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