
港南 事例

久良岐公園に隣接する磯子区との区界。上大岡駅から百何十段の階段を上がり、汐見台
団地側からも急坂を上った頂上にある学校。敷地は三段に分かれ、校庭は最下段にあり、
一般教室は最上段にある。中段にある校舎は独立している。周囲は住宅地で、戸建てとマ
ンション、団地があり、環境的に恵まれている。今年創立四〇周年行事を11月に実施。

1
※ポスターNo.１（P22）

上大岡小学校

上大岡小学校地域コーディネーター

区

名　　称

ま と め

①学校との関わりのきっかけ
  学校側：学校に協力的な地域。スクールサ
ポーター、読み聞かせの会、英語活動サポー
ターなど各教科支援でのサポーターが入って
おり、組織はないが地域の力が学校に導入され
ている。教職員の異動により、こうしたサポート
体制が続かなくなることを防ぐため、コーディ
ネーターを依頼。
 ２人のコーディネーターはPTAOBや現PTA役
員。講座受講後、地域と学校をつなげる役目
で、校長の思いを理解するようになる。

②現在の活動内容
  現在、地域のサポーターは、校長の１本釣りに
よるところが大きい。サポート依頼や打ち合わせ
は校長や担当の先生が行う。
 上小フェスティバルは、学校・地域・保護者が
従来から年に一回、一体となって実施する連携
行事で、PTA主催。
 サポーターの組織づくり、コーディネーター主
体との活動はこれからといえる。

③地域と学校のｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ状況
 地域住民の個人的協力は多く、校長やPTAか
らの個人への依頼に対して気持ちよく実施され
る。ただし、たとえば学援隊立上げ時、地域町
内会組織に呼びかけ、「まずは保護者は？」と
いう意見などもあり、組織的として連携する困難
さを感じる。金子さんが婦人部部長として町内
会に入り、情報の共有の場に立ち会うので今後
が楽しみ。
 学校だよりを８月から町内会回覧する。学校だ
よりに活動していることを載せ、情報を伝え、
徐々に拡げていく。

④期待される活動分野
 さまざなな活動を地域コーディネーターから発
信していきたい。そこから、現在活動している学
校支援ボランティアの関係づくりや総会を経て、
研修や組織づくりを目指す。
　テストの丸付けや学習支援のボランティア、登
下校見守り隊の保護者と地域の一体化を目指
す。

⑤現在の課題
・「現保護者やPTAが動かずして、なぜ地域に
持ってくる」という町内会組織との連携の難しさ
・資金の確保

⑥地域ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰのあり方
 男性、違う年代の方に入っていただき、コー
ディネーターズをめざしたい。
　組織づくりの際には、町内会組織でなく地域
コーディネーターが中心となるようにしたい。

⑦研修、情報発信･収集、特徴的なこと
 ボランティアの総会を催し、ボランティア研修を
したい。
　金子さんが町内会役員という立場で情報の発
信、収集をする。
　警備などの小回りが利く別棟校舎があるので、
地域連携活動に利用できる。

PTAOB、現PTAの２人の女性がコーディネーターを務める。地域の人のボランティアの
コーディネートは学校長の尽力によることが多く、またPTA主催でフェスティバル(地域も参
加)があり、コーディネーターの活動はこれから期待される。男性の参加、まずは保護者が
活動してからという考えの町内会との密接な関係作りなど、コーディネーターの活動が待
たれる分野がたくさんある。

学校情報
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港南 事例

　図書ボランティアと図書委員会の交流や連
携、及び読み聞かせ講演会に対する先生とボラ
ンティアのニーズの把握と企画実施。
　さらに子どもたちのさまざまな活動を、保護者
や地域の大人がもっと応援するようにしむけた
い。
　名札の発行：ボランティアに共通の名札を発
行し、お互いに知りあい、気持ちの共有ができ
ることを目的にする。

⑤現在の課題
①園芸ボランティアの立ち上げ：現在活動して
　いるメンバーの賛同を得ながら仲間を拡げる
　方策
②「６年生の卒業を祝う餅つき大会」の担い手に
　対する６年生の感謝の意の表わし方
③「さぶやまネットワーク」で得られる意義や良さ
　をボランティアも共有すること
④子どもたちの活動とボランティアの活動をつな
　げること

⑥地域ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰのあり方
　地域や保護者のみんなが笑顔でボランティア
に関わってもらえるようにしたい。しかし、地域
コーディネーターとしては学校の意向を第一に
考えていきたい。

⑦研修、情報発信･収集、特徴的なこと
・見守り活動の全員研修会、交通安全教室見学
の呼びかけ
・読み聞かせの研修・講演会を先生方とボラン
ティアが合同開催
・さぶやまボランティアネットワークの総会開催
・運営委員会メンバーへのメール配信、発信者
は、運営委員会正・副委員長と地域コーディ
ネーター、学校長、副校長、担当教諭

ま と め

上大岡駅からバスで上がった丘の稜線伝いにある住宅地の中の学校。創立３５周年。保
護者や地域の自主的な立ち上げによるボランティア活動があり、コーディネーターがそれ
らを横につなげる役割を持つというビジョンを学校と共有する。今あるもの・人が見える関
係を、大事にゆったりとネットワークを広げる予定。手狭なために拠点づくりが困難なため、
メール配信による情報共有を目指すなど、できることから着手する力がある。

区 相武山小学校

名　　称 さぶやまボランティアネットワーク運営委員会

学校情報

山の上にある住宅地。落ち着いた環境。昔ながらの町内会（住宅街）の中にポツポツとマン
ションがある地域。放課後キッズクラブに移行したいが、児童数の増加で教室の確保ができ
ない状況。地域交流室も部屋がないため、PTA会議室に同居している。
玄関、校門へのアプローチにきれいに手入れされた花が植えられている。

2
※ポスターNo.21（P27）

①学校との関わりのきっかけ
　校長が、学校に関わっている地域の多様なボ
ランティアをつなげるネットワークづくりを考え
た。保護者やPTA役員(OB含む）の中から、講
座に受講してほしいと依頼する。

②現在の活動内容
　既存のボランティアグループは保護者や地域
から自主的に立ち上げ、それぞれは自立して活
動する。グループ同士をつなげ、顔の見える関
係作りのために、学校と地域コーディネーター
でさぶやまボランティアネットワーク運営委員会
を立ち上げる。
　学校は子どもたちが地域の方々に支えられて
いることに感謝の気持ちを持ってもらいたいと思
い、それぞれを子どもたちに紹介をしていく。学
習支援の部分は地域連携担当の教員が担って
いる。

③地域と学校のｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ状況
　地域コーディネーターは、元PTA役員であり、
現在も読み聞かせなど、ボランティア活動をす
る。まずは各ボランティアグループメンバーや活
動内容について把握する。
　園芸ボランティアを立ち上げ、担当の先生と話
して子どもたちの栽培委員会と連携を計画。先
生とボランティアのための読み聞かせの講演会
を計画、図書ボランティアと子どもたちの図書委
員会の連携を、担当の先生と打合せをしながら
実施している。

④期待される活動分野
　園芸ボランティアの立ち上げ、保護者への興
味関心の喚起、子どもたちと一緒の草花手入れ
など。見守り活動の方々の連携と研修。
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　学校区内（中学校1校、小学校３校）、地域の
方は小学校の方が入りやすいので、まず小学
校の活動をきっかけに、その後中学校へ拡大
する流れを作るため、小学校からもコーディ
ネーターが出るよう希望する。その上で、地域の
様々な特技を持つ人を学校につなげたい。１校
では動きにくいことも、３校のコーディネーター
がつながると、地域の力も広がり動きやすい。

⑤現在の課題
　地域に人材の発掘や行事などの情報を周知
していくことが困難。ボランティア活動メニューを
まとめ、整理して分かりやすく発信したい。
　人材掘り起こしをはじめ、事業に資金や場所
が必要。準備のためにも、例えば広報チラシ代
経費、意見交換する会議室の場などが必要。

⑥地域ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰのあり方
　小学校２校での地域コーディネーター発掘、３
校連携して活動できるようにしていきたい。中学
校ないでもさらに輪を広げ、地域コーディネー
ターズになって活動する。
　お泊まり会で防災拠点の備品を使わせても
らっている。今後お泊まり会を続けていくうえで、
防災訓練と協働して、より多くの中学生の力も防
災につなげていきたい。

⑦研修、情報発信･収集、特徴的なこと
　隔月で学校だよりを発行、地域に回覧する。
　地域コーディネーターとＰＴＡが連携し、一体
化して活動。おやじの会ともつながっている。
　家庭教育学級、学校・家庭・地域連携、地域
コーディネーター等、それぞれの予算をうまく振
り分けて運用していきたい。

ま と め

元PTAOBが、学校との関わりを継続希望し、自ら協力支援を学校に申し出てコーディ
ネーターになる。地域に人材発掘、行事情報の周知など、困難は山積みだが、ボランティ
アニーズのメニューをまとめ、事業も整理してわかりやすく表し、広報していくなど、当面の
目標をはっきり定めている。

区 芹が谷中学校

名　　称 芹中支援ボランティア運営委員会

学校情報

地域からのクレームも少ない学校で、その一方でプラスの要素も、地域との関わりが薄い学
校。東戸塚駅と上大岡駅の間の地域にあり、家賃などが周囲と比較して低く、そのため生
活環境の厳しい家庭の生徒の割合が周辺より多い。芹が谷小と芹が谷南小の２校から児
童が進学してくる。芹が谷小の学区はマンションが多く、地域の世代間の交流がほとんどな
い。また、リタイヤ人口が少ないため、サークル活動が少ない。一方、芹が谷南小学校区
は、年配者が多く三世代家庭が多いため、地域人材が見えやすい。

3
※ポスターNo.23（P27）

①学校との関わりのきっかけ
　コーディネーターはＰＴＡ役員の時から、地域
と学校の連携において活性化の役を果たす。
子どもが学校卒業後、何か手伝いをと学校に声
をかけ、養成講座を受講する。

②現在のボランティア活動内容
　図書ボランティア：地域とＰＴＡが協力
　職業体験：地域の協力で、２年生は体験学習
に出かける。３年生は地域のプロが来校し、話
をきく
　ふれあいコンサート・文化祭：地域のサーク
ル・グループ・個人の出場や出展、小・中学校
児童生徒とＰＴＡコーラス等の参加
　将棋を楽しむ会：日本将棋連盟公認普及指
導員の資格を持つ元教員とＰＴＡの協力で、敬
老の日にプロ棋士を迎え、会場は校内、小中学
校生と地域の方が将棋を楽しむ。当日横浜フロ
ンティア高等学校将棋部３名の生徒も協力。
　今年初めて夏休みにお泊まり会を企画実施。
学校とＰＴＡと地域コーディネーターが連携して
事業を行う。

③地域と学校のｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ状況
　中学校ＰＴＡ役員、小学校おやじの会ＯＢ、地
域コーディネーターが連携して事業を進める。
中学ＰＴＡ主催お泊り会も、連携して進めてい
る。２２年は実行までの期間が短く、計画を練り
上げるところまでいかなかったが、今後は中学
生がリーダーとなり小学生をまとめていくようにも
していきたい。コーディネーターとしては、学校
からの依頼に応え、キャリア教育のため、地域
人材の発掘をはじめ、学校からの希望をまず受
け止める役割を果たす。

④期待される活動分野
　図書ボランティアへの地域参加を呼掛け。将
棋を楽しむ会では地域に三世代交流を求め周
知したい。
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④期待される活動分野
　来年度の創立６０周年行事においても、地域
コーディネーターは歴代ＰＴＡ役員や地域自治
会役員とのコミュニケーションが取れ心強く、ま
たボランティアもまとめ、学校と地域の調整役と
して活動してほしい。
　地域には多彩な方々が多く、音楽教育の中
で、さまざまな楽器の演奏者による子どもたち向
け演奏活動があり、子どもたちのためだけでな
く、地域の方の励みにもなっている。
 

⑤現在の課題
　はまっ子と共存する形で市民図書室があり、こ
れらの物理的役割的な配置を考え、多目的室と
しても使えるようにしていきたい
　近隣住民から昭和の貴重な資料の寄付があ
り、昭和資料室と会議室を共存させ、地域交流
室も合わせて整備し交流の場を作っていきたい

⑥地域ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰのあり方
　校長が地域団体から講演依頼を受けたり、地
域と学校が互いに助け合い、必要なところには
お互いが協力して入る関係性を構築していく。
　ビーチクリーン大会に、文庫小も一員として、
砂浜を歩くことで子どもたちの体力づくりを兼ね
ながらボランティア活動を考えてみたい。

⑦研修、情報発信･収集、特徴的なこと
　主任児童委員の行う地域の子育て支援の会
場として、学校の料理室・体育室などを使わせ
てもらっている。ヘルスメイトと連携しての料理教
室、保育のための体育室。
　青少年指導員や体育指導委員の境目もなく
活動していて、自分たちの母校でもあり、学校
のＰＴＡと青体指の境目もないために、もともと
青体指の事業であったものをＰＴＡが引き継い
でいるものもある。

ま と め

第二次世界大戦終了後間もなく創立された学校で、称名寺、漁港、海岸沿いの集合住
宅地などの中にある。一つの連合町内会と学区が重なっている。コーディネーターは卒業
生でもあり、地域では主任児童委員を務めて精通し、子どもたちと家庭をまちぐるみで配
慮することができ、学校からもその点を期待されていることがユニークである。学習支援ボ
ランティア等とのつなぎは学校主体で行っている。

区 文庫小学校

名　　称 まちぐるみ児童・生徒防犯ボランティア

学校情報

学区が一つの連合町内会で構成され、社協も南部社協の一社協。地域は仲が良く、５つ
の自治会輪番制で学校に関わる役職を回している。学区内に海の公園(学校より徒歩5
分）、称名寺と門前町、その裏山、柴漁港も含まれ、文化と歴史、自然に恵まれている。学
校は環境教育に力を入れて、海の公園事務所職員が校外学習の子どもたちに水辺の生
物の説明をしてくれる。学校内には水族館があり、柴港に水揚げされるエイやサメ、アナゴ
などが、地域の手で届けられる。水族館は理科教員と水族館委員会(児童）で世話をして
いる。

4
※ポスターNo.2（P22）

①学校との関わりのきっかけ
　校長が考える地域コーディネーターとは、地
域に詳しく、学校と地域の会合の中で、地域の
どの活動も把握している方である。コーディネー
ターは、卒業生であると同時に卒業生保護者
で、ＰＴＡ役員の経験あり、役員当時市民図書
を立ち上げられた。万事において学校と地域を
つなげられると考えている。

②現在の活動内容
　地域によるボランティア活動には
①見守り隊（地域活動として地域回覧板で募
集。保護者も参加）
②読み聞かせ会：朝読の時間に１年生～６年生
に行う。６年前に立ち上げ独自で募集、
③クラブ活動ボランティア（囲碁、将棋、陶芸と
運動系）があるが、これらは積極的なコーディ
ネートはしていない。
　今後、コーディネーターとボランティアをつな
げる組織化を考え、コーディネーターを中心とし
てしていきたい。組織化により活動費の助成も
やりやすくなると考える。
 

③地域と学校のｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ状況
　地域的には１戸建てが多く住宅地としては熟
成しているが、その中に小さなアパートの林立、
転出入もあり、片親家庭の子どもたちも含まれ
る。学校は、主任児童委員でもある地域コー
ディネーターと相談しながら、これら子どもたちと
家庭に対してまちぐるみでの配慮を期待する。
コーディネーターも学校と地域と相互の様子を
意見交換しながら、地域ぐるみでの活動体制を
つくっている。校長も積極的に連合町内会会議
などに出席し、積極的に情報交換を密に行い、
学校だけでなく地域の子どもの環境をつくるよう
にしている。
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戸塚 事例

人との人間関係づくりをより願い、子どもたちが
親だけでない地域の人と接することで豊かに
なっていく実感を持っている。

⑤現在の課題
　地域交流室やアフタースクールの教室は別棟
で学校警備から外れているが、今年度より正門
が施錠され学校に負担をかける。来年度地域
交流室棟近くにある門をの整備をして鍵を学校
と地域運営協議会で共有したい。
　明治学院大など数校の大学に呼びかけ、学
生のアシスタントティチャーを配置する希望は、
なかなか学生が集まらない。一方、アシスタント
ティチャーやアフタースクールについて、もっと
教職員・保護者からの理解を広める必要も感じ
ている。
 

⑥地域ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰのあり方
　アフタースクールには全校280名のうち85名が
登録、毎回40～50名が参加し、さらに先生方に
浸透し理解されることを目指す。一方子供に目
を向ける時間的余裕のない保護者にも、徐々に
理解を得られるようにしていきたい。
　短期間の成果を求めず、長い時間かけ定着さ
せていきたい。そのために将来的には、お金を
生み出す事業をしていきたい。

⑦研修、情報発信･収集、特徴的なこと
　ドリームハイツは住民がつながり、自分たちの
手で子育てから高齢者を支える仕組づくりまで
のまちづくりをしてきた。今、小学校の存続の危
機に面し、次世代子どもたちの育成を地域で担
い、地域の活性を発信していく。
　学校の空き教室利用の地域運営協議会拠点
（地域交流室）では、見守り事業、ボランティア
バンク運営など、平日5日間シフトを組み、月
200人以上が地域情報の拠点として利用する。

ま と め

ドリームハイツは住民がつながり、自分たちの手で子育てから高齢者を支える仕組みまで
のまちづくりをしてきた。この地域のエリアマネージメント事業で、運営協議会拠点として校
内空き教室に地域交流室を設置。平日地域の人が学校に詰め先生方と話す中で、学校
の課題要望や、学校が地域の力を必要としていることが見えてきた。小学校存続の危機
に面し、次世代子どもたちの育成を地域で担い、地域の活性をも範疇に考えていること
が、力強い。

区 深谷台小学校

名　　称 深谷台小地域交流室とアフタースクール

学校情報

３０数年前に開発されたドリームハイツの住民のための小学校として創立。児童数の多い時
代は１３００人を超える子どもたちが通い、教育的環境の良さから「学習院」と云われるよう
な時代もあった。現在は各学年２クラスで全校児童数は２８０名。両親とも働いている家庭
や母子・父子家庭が多く、自尊感情の低い子が多い。近年ドリームハイツ周辺の新興住宅
地が学区に加わり、１戸建て住宅から通う子どもが増えた。学校に隣接してスーパーマー
ケットができ、地域外からも車や人が入ってくるようになったため、防犯上今年すべての校
門に鍵をかけ、正門にインターホンを設置した。

5
※ポスターNo.3（P22）

①学校との関わりのきっかけ
　ドリームハイツ地域のエリアマネージメント事業
で、運営協議会活動拠点として深谷台小学校
に地域交流室を置く。月～金曜日地域の人が
シフトを組んで常駐し、地域の様々な要請に応
える体制を作った。学校に常駐した結果、学校
の課題、要望や学校が地域の力を必要としてい
ることが見えてきた。

②現在の活動内容
①２年生の畑、５年生の田んぼサポート
②ビオトープでのホタルの育成、近隣の森の自
然観察に「地域の生き物博士」の同行
③地域の人２名による英語アシスタントティー
チャー
④地域・保護者による読み聞かせ
⑤アフタースクール（10月立ち上げ）
⑥学援隊（朝夕の見守り、校外学習の引率）
⑦「ふらっとステーションドリーム」での夏休みボ
ランティア体験

③地域と学校のｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ状況
　アフタースクール立ち上げ：地域交流室のある
棟の２階の空き教室を使用、口コミの協力者が
現在12名、児童は85名の登録。コーディネー
ターは子どもたちの学力向上という課題を学校
と共有してアフタースクールの事務局を担う。
　ふらっとステーションドリームでは、子どもたち
のボランティア体験のほかに、子どもたちの作品
を飾ったり、子どもたちに絵画教室を開催したり
している。
 

④期待される活動分野
　始まったばかりのアフタースクールは、帰宅後
祖父母と一緒に宿題をするような雰囲気で、子
どもたちと地域の人が交流する。学習支援という
学校環境づくりも必要としているが、地域の大
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④期待される活動分野
 地域コーディネーターとしては、さまざまな情報
を集めて、学校や子どもたち、地域のニーズに
応えていきたいと考えている。

⑤現在の課題
 学校と地域をつなぐ組織「きずな」の立ち上
げ、その事務局を地域コーディネーターと学校
側で担っていこうとしているが、学校と地域をつ
なぐ具体的な考えが見えていない。地域コー
ディネーターズになるために、学校と地域をつ
なぐビジョンや情報の共有をこれから行ってい
く。
　組織としての「きずな」の規約はできているが、
具体的な活動展開は今後検討していく。

⑥地域ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰのあり方
 ８月10日「学校と地域の連携研修」で、とつか
区民活動支援センターからの情報で、明治学
院大学心理学部・体験学習サポート室が学生
ボランティアの派遣をしていることに興味を持っ
た。コーディネーターは多くの情報の引き出しを
持つことが大事で、学校や地域のニーズに応じ
てその引き出しを活用していきたいとコーディ
ネーターの１人は話をされる。

 

⑦研修、情報発信･収集、特徴的なこと
　学校の情報として、アメリカ、ワシントンDCのス
プリングヒル小学校と姉妹校となる話し合いに校
長がアメリカに出向いて行っている。

ま と め

19年度から学校が募集し、地域や保護者のボランティア登録は多く、活動内容も多岐に
わたっている。コーディネーターも英語サポーターを務める。PTAOBによる主として環境教
育を支援するサポーターなどもいる。現在、学校地域交流支援団体「きずな」を学校と
コーディネーターが一緒に立ち上げ地域へ展開しようと考えているが、学校と地域をつな
ぐ明確なビジョンをコーディネーターズが共有することがまず一歩と考えられる。

区 矢部小学校

名　　称 学校支援ボランティア「きずな」

学校情報

周囲は戸建ての新興住宅が多い中に地元の方の家や畑、雑木林が残っている。学校前に
は谷矢部池の周りを整備した公園、公園の中には横浜桜の古木が何本かあり、桜の咲く季
節には楽しめると思われる。学校近くに地元の方から借りている「学校園」があり、そのほか
竹藪や雑木林があり、自然豊かで環境学習・農作物の育成に富んでいる地域である。

6
※ポスターNo.4（P22）

①学校との関わりのきっかけ
 PTCA担当校会議上で「地域コーディネー
ター」を聞き、昨年度も受講するが事業実施に
至らなかった。地域コーディネーターの活動に
興味を持ち、今年度新たに２名が受講する。

②現在の活動内容
 今年度は、今までのボランティア活動や人をま
とめコーディネートする事務局を立ち上げ、地
域交流の組織づくりを計画している。 学校支援
ボランティアとして活動する人材を地域と保護者
に広く呼びかけ登録してもらっている（算数少人
数制支援、英語活動サポーター、家庭科支援、
校外学習の見守り、子どもたちの畑作業、たけ
のこ堀などのボランティア、読み聞かせ、図書館
整備など）。現在は学校の担当教諭がコーディ
ネートするが、地域コーディネーターはボラン
ティアをつなぐための「きずな」の会の立ち上げ
を学校側と協働で進めている。

③地域と学校のｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ状況
 ６年前「わかぎの会」立ち上げ（PTAのOB/OG
と現役保護者が地域の方から借りた土地を農園
にするために発足）。子どもたちへの環境教育
の一環として活動しようという地域のニーズと学
校のニーズが一致して、協働して「わかぎの会」
が環境教育を行う。現在も続いて「わかぎの会」
が農作業のサポート、今年度新たに谷矢部池
のカイボリを土木事務所や消防署、市の環境科
学研究所などとつなげ、子どもたちや保護者と
ともに行った。
　現在もPTCAでのつながりの中で、事業展開を
行っている。
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通学路の植栽など）、読書活動支援（読み聞か
せ、長期休業時の図書の貸出返却対応等）　の
ボランティア活動導入及び推進

⑤現在の課題
・準備会発足にあたって教職員の理解
・ボランティア保険の加入について
・人材バンクの登録の方法や規約などの検討
・学校とボランティアへの連絡の具体的な方法、
先生との打合せの効率的な手法
・予算のこと
・創立１２０年記念のタイムカプセルオープニン
グセレモニーを地域と連携すること（１００周年記
念時の子どもたちとの連絡から地域を巻き込む
方策を検討中）

⑥地域コーディネーターのあり方
　今までの地域に助けられながら学校教育を
行ってきた蓄積を元に、地域コーディネーター
と学校で協働して作った組織図をイメージしな
がら、「豊田小学校支援本部」を１２０周年の記
念する年に立ち上げたい

⑦研修、情報発信･収集、特徴的なこと
　本部の準備会をするにあたっても会議をする
場所は必要になる。しかし、学校に空き教室が
ない。
　地域交流室をつくるために図工準備室の半分
を利用（会議及び交流の場所、また地域コー
ディネーターの事務作業場所）を学校は考えて
いる。
　コーディネーターからの要望として、市域の地
域コーディネーター養成講座や研修会のとき、
テーマ別に情報交換できる場づくりと、質疑応
答時間の十分な確保について要望があった。

ま と め

明治25年に創立された歴史のある地域の学校。元PTAOBで地域でも活動する男女各２
名、計４名が養成講座に参加する。いずれもボランティア活動を実施しているが、今後は
学校や先生と地域ボランティアとをつなげる役割を積極的に行いたいと話す。来年発足
の「豊田小学校支援本部」の設立準備を学校と協力し合いながら進める過程で、その活
動ができると考えている。

区 豊田小学校

名　　称 豊田小学校支援本部

学校情報

来年120周年を迎える歴史のある学校、4代目が通っている家庭もある。職員玄関に生け
花をしてくれる地域の人、菊作り名人の丹精された菊も飾られている。
個人所有の畑や田んぼを借り、5年生が米作り、収穫は全校で収穫祭をする。地域の力を
学校に寄せてくれる人が多い。学校区が栄区と戸塚区にまたがっている。

7
※ポスターNo.5（P23）

①学校との関わりのきっかけ
　学校開放から文化スポーツクラブへの変革の
ための会議で、町内会役員ともいい関係にあ
り、ＰＴＡ会長経験者で、その後もボランティアと
して学校に関わっている樋口さん、村里さんに
適任と思って校長が声をかけた。同時にＰＴＡ
役員でボランティア活動もしている田野井さん、
樋口さんにもお願いする。
 

②現在の活動内容
　現在ある地域の学校支援を３部門に連携を整
理する。
①学習ボランティア（わらじの会の米作り、裁
縫、読み聞かせ、習字、英語活動、昔遊び）
②防犯ボランティア
③環境ボランティア（自然環境、文化的環境、ス
ポーツサポート、放課後児童環境ーはまっ子ふ
れあいスクール、など子どものすべての育ちや
学びの環境を整える活動）
　現在はそれぞれが学校とつながりボランティア
活動をする。
 
 

③地域と学校のｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ状況
　現在地域コーディネーター各自は何らかのボ
ランティア活動を行なうが、学校や先生とボラン
ティアの間をつなげる役割をしていない。来年
発足を目指して、「豊田小学校支援本部」の設
立の準備を学校と協力して行っている。本部の
運営の事務局を地域コーディネーターが担い、
各部門の活動支援委員会と学校をつなげる役
割を今後担う
 

④期待される活動分野
　現在の活動に加えて、学習面では「情報教育
支援」（ＰＣ・インターネットなど）、「クラブ活動支
援」（音楽、生け花、囲碁・将棋など）、学校の歴
史の語り部、園芸活動支援隊（校内花壇、
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ま と め

創立50年余りで、保護者に卒業生も多い地域。現PTA会長のコーディネーターは、地元
で育ち事業を行っている利点を活用して、地域内、あるいは地域外の企業などの持てる
力を引き出し、学習支援(総合学習中心)のコーディネートを実践している。学校がコー
ディネートしているボランティアも多いが、横のつながりを作ることがこれからの課題。

④期待される活動分野
　ボランティアのつながりをつくるために、２月頃
にボランティアへの集まりを開催予定。
　現在、鎌倉女子大学の教職志望学生がＡＴに
入っているが、さらに地域ボランティアの支援も
教職員が要望している。
　「夢の図書館プロジェクト」にも保護者・地域の
方の力を借りたい。

⑤現在の課題
　狭く寒い図書室（１階）と、１階への移転が求め
られる防災備蓄庫（２階）を「夢の図書館プロ
ジェクト」（２か年計画）として３月に入れ替えるこ
と。地域交流室設置は検討課題。「学・家・地
連」の予算や地域コーディネーター事業費を上
手に使い、ボランティアのモチベーション向上に
つなげたい。

⑥地域ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰのあり方
【学校側】コーディネーターの人数を増やしたい
【コーディネーター】地元企業のＣＳＲを学校に
つなげる（例えば職業体験）。コーディネーター
の会社のCＳＲとして公田小学校で行う荒井沢
探検隊の授業を本校でも行いたい。養成講座
で一番感じたことは、地域の人間が学校を利用
して自己実現をするのでなく、学校の要望を聞
いてそれを実現させていくこと。また自分一人で
はできないことを、地域の中でできる人につなげ
ていくこと。コーディネーターは学校が必要とし
ていることを汲み取っていくこと。

⑦研修、情報発信･収集、特徴的なこと
　栄区地域振興課主催で「地域コーディネー
ター情報交換会」を年２回程度開催。神奈川中
本部の地域コーディネーター横田さんとも情報
交換。環境創造局横浜みどりアップ計画事業な
ど、コーディネーターは広い地域での情報収集
発信をする。
　読み聞かせボランティアや学援隊などのボラ
ンティアグループと校長が給食ミーティングを行
い意見交換をしている。

区 西本郷小学校

名　　称 西本郷小学校　地域交流支援事業

学校情報

集合住宅が少なく、１戸建が多い地域。２世、３世が入学者が多い環境的に安定している。学校に
理解があり、協力的。年々子ども同士の横のつながり、家庭もクラスも横のつながりをなくしている。
子どもを地域の宝として地域で育てていく環境がある。
平成２２年度４月学校運営協議会を発足。現在までに4回の会合を実施した。
校舎１階にあった学校図書館を「夢の図書館プロジェクト」を保護者と地域で立ち上げ、防災備蓄庫
との交換を２年計画で行う。ATとして、鎌倉女子大学の教職志望者が４～５名入っている

8
※ポスターNo.6（P23）

①学校との関わりのきっかけ
　ＰＴＡ会長になった時、市内別の学校のPTA
会長（講座受講者）に「ＰＴＡ会長は何をしたら
いいか」と相談をした。その際、地域コーディ
ネーター養成講座の受講を勧められた。

②現在のボランティア活動内容
①図書ボランティア：読み聞かせと図書館整
備、授業で保護者ＯＢのブックトーク
②フラワーボランティア：ＰＴＡ中心
③学援隊：見守り
④クラブ活動支援：バスケットボールクラブ
⑤ＰＴＡコーラス：子どもたちとの合唱。また地域
行事へも参加
⑥家庭科、校外学習の見守り：保護者登録者が
活動
⑦昔遊び：プラチナ会（老人会）
　学校が年度初めに保護者へボランティア登録
のお願い配布。地域には、学校だよりを利用し
てボランティア登録のお願いを入れ、地域回覧
し学校が登録を受け付け。
　現在は、各ボランティアがそれぞれ学校とつな
がる。地域コーディネーターはＰＴＡ会長になっ
て、さまざまな活動とボランティアの顔が一致す
るようになった。今後ボランティア同士のつなが
りを作りたいとのこと。

③地域と学校のｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ状況
　コーディネーターは地元で造園会社経営、本
校卒業生でもある。その結果、連町会長、町内
会長の顔がわかり、地域、区役所につながる。
地域コーディネーターとして先生から要望を聞
いて実現していく。
　今年実現したこと：社会科授業に地域の先生
として、地元の同級生のケーキ屋さんをつなぐ。
創立記念日講演会として、吉田新田の開拓（公
共事業）に関する講話のため、友人の14代目吉
田家後継者を紹介する。
　夏休みに「街並みをつくろう」をはまっ子で実
施、知り合いの建築家グループをつなげて、大
きな木材の積み木でまちをつくる。
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学校情報

東横線綱島駅より、バス約10分、学校前にバス停がある。校門の門扉は開いたままになっ
ている。創立60周年記念事業を昨年終了、途切れそうになっていた同窓会組織の再興を
図った。学校の周辺は、戸建て住宅、マンション、アパートなど混在、バス通り沿いに商店も
ある。学区の関係もあり生徒数は増えている。

①学校との関わりのきっかけ
 ３人はいずれもPTAの役員を務め、また、学校
の卒業生でもある。地域との縁はまだこれからで
あるが、いずれもせっかくできた学校内外の関
わりを終了するのがもったいない、継続できるも
のとしたいという思いから、養成講座を受講し
た。来年60周年での事業計画がコーディネー
ター役として、いいデビューになる。
【学校側】教職員は異動がある。教育基本法で
も学校・地域・保護者の連携がうたわれ、地域の
力を活かしていくために地域コーディネーター
の存在をイメージし、教員の異動があっても、地
域の人の力で継続することを期待している。

②現在の活動内容
 地域コーディネーターとしてまず漢検の事務局
を担い、現在当日の見守りをしてくれるボラン
ティアをできる限り地域の人や学生に呼びかけ
ている。今回対象者を広げたり、英検も行う予
定。11月6日にPTA主催の新田フェスティバル
に同窓会で出店。今回、地域コーディネーター
としては、地域の力を掘り起し巻きこもうと考えて
いる。PTAが終わったら地域コーディネーターと
して続けて関わるような形を作りたい。

③地域と学校のｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ状況
 今回の漢検受講生徒146名、見守り役は6クラ
ス12名の地域の方を発掘した。漢検・英検は地
域からの要望もあるので、いずれ受講対象者を
地域に拡げていきたい。新田フェスティバルは
地域が模擬店出店、同窓会で餅つきなどあり、
コーディネーターの役割を検討中。「広報」の役
割も重要と考えている。なお、フェスティバル収
益は部活動の経費にする。

④期待される活動分野
学校側の要望として
①職業体験の受け入れ先の発掘等、
②図書ボランティアの発足（担当教員と相談し
つつ組織立ち上げ、休みや放課後の図書館開
館など）
③小中一貫教育の推進を目指す。新田小には
来年度養成講座受講を声掛け
④現在中学生実施の地域清掃活動に地域の
人も巻き込んだり、また地域の方の畑を借りて中
学生が農作物を育てたり、学校内や地域で花を
育てて地域の人に見てもらいたい。

⑤現在の課題
①開かれた学校づくりの一環で、地域力の活用
をめざす。そのために、地域交流室がほしい
が、場所的に余裕がない。市民図書室が別棟
であるので、その辺の改良ができないか。
②事業費の予算の確保が困難、
③中学校を会場に二町内会が防災訓練をして
いる。中学生は災害時の重要な担い手として参
加するが、町内会役員ですでに出来上がって
いるので、コーディネーターの参画余地がな
い。

⑥地域ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰのあり方
　運営委員会としての組織づくりはこれから進め
る。

⑦研修、情報発信･収集、特徴的なこと
　地域コーディネーター周知のため、デザイン
性に富んだ素敵な名刺を作る。大いに地域で
活用し、無理せずに活動を広げる。学校だより
は町内会回覧で配布。地域コーディネーター便
りも発行したい。
　現在、スペースに余裕がなく、地域交流室を
つくることができない。別棟にある市民図書室を
いずれかに移動、または改造してそこに作ること
ができないか検討を進める。

ま と め

戦後間もなく創立された学校で、鶴見川流域に近い学区域。３人のコーディネーターは時
期が少しずつずれているが、PTA役員を経験し、同窓生でもあり、地域と学校の関わりを
深めたいと思っている。中学校であることから、小学校３校との小中一貫教育活動、２町
内会の防災拠点でその訓練に中学生が参加する、など開かれた学校を目指すが、校内
の地域交流拠点としての場所確保に難儀している。

区 新田中学校 9
※ポスターNo.24（P28）

名　　称 Nitta応援団
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緑 事例区 鴨居小学校 10
※ポスターNo.7（P23）

名　　称 学校支援運営委員会

学校情報

横浜線鴨居駅から徒歩5分、古くから開かれた地域、昭和40～50年代に発展した落ち着
いた住宅地、新しく開発された高層マンション、農業専用地、ふれあいの森、そして鶴見川
など多様な環境で、子どもたちが成長するのに必要な教材が豊かで、恵まれた教育環境で
ある。小学校も明治以前私塾としてスタート。学制後、明治7年開校し創立136周である。
街の一部として学校があるという雰囲気の中に子どもたちが育っている。

①学校との関わりのきっかけ
 地域コーディネーターは保護者主体の読み聞
かせグループ「マザーグースの会」のメンバー
で、校長から本講座受講を勧められた。
　この会は、子どもたちが本を読むことの楽しさ
を知り、読書の世界を広げるきっかけになれば
という願いで結成された。

②現在の活動内容
 地域コーディネーター自身は、前からあった読
み聞かせグループを先生と相談しながら自主的
に運営している。23年度から卒業生保護者も継
続して活動を続ける。
　また、同じく学校からのボランティア募集の成
果として花植えのボランティアもあるが、地域の
方が入っているかは不明。クラブボランティア
が、約20名、地域の方が多く入っている。
 他に、 22年度には校庭整備をおやじの会が行
うなど、イベント的な活動にたくさんの支援があ
る。

③地域と学校のｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ状況
　声をかければすぐ駆け付けるという気風の地
域。
　学校のある鴨居地域は、連合自治会、まちづ
くり研究会、おやじの会、等、様々なグループが
活動し、また緩やかなネットワークが作られてい
る。
　小学校のHPからは多数のリンク先があり、そ
れぞれのHPからさらに広がっている。小学校も
その一部と化している。

　地域の方によるクラブ活動支援(囲碁・将棋な
ど）もあり、地域のおまつりが学校が会場になり、
自治会中心して活動する。子どもたちも多く参
加し、先生も個人的に参加する。

④期待される活動分野
　学校が直接、学習支援の場なり、イベントなり
のサポート交渉は行ってきている。今後、保護
者でもある地域コーディネーターは、地域との
様々なつながりが、保護者も含めたつながりに
広げる役割を期待されると思われる。
　また、学校からの情報発信、広報を広めること
も期待されていると思われる。

⑤現在の課題
　学校が募集してできた読み聞かせボランティ
ア活動、近年スタートの図書館整備ボランティア
（保護者のみ）、花植えボランティア、学習支援
他、学校はボランティアグループのつながりを
作っていきたいと考えているが、地域コーディ
ネーターともどもその第一歩に苦労している。
　また、地域交流コーナーの設置を計って、地
域の人が集まりやすい環境づくりも考えている
が、具体的な動きがない。地域への情報発信等
も期待されているが、活動はこれからである。

ま と め

創立136年の歴史ある、緑豊かな地域の学校。当然のように学校で行われる地域運動
会や盆踊りなどの地域のイベントは子どもたちもたくさん参加する。クラブ活動(囲碁、将
棋、科学クラブなど)にも、地域の協力がある。
その中で、コーディネーターは読書活動を中心にボランティアを組織化してきたが、今後
学校が独自に行ってきた地域とのつながりを、登録制度を広報PRする、学校支援運営委
員会の活性などを通して、期待されている。
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⑤現在の課題
　学校中心で集められる人材は限られるので、
サポート活動をする保護者やコーディネーター
から、地域のリタイヤされた方など様々な人材を
学校につなげ広めたい。
　ＰＴＡ中心に環境活動などの男性サポーター
組織を立ち上げたい。できれば当事者から自発
的に声が上がりボランティア活動をする仕組み
づくりを模索中。

⑥地域ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰのあり方
　地域情報センターを機能させてコミュニティス
クールを目指す上で、ひとりの力でなく、チーム
をつくりコーディネーターの機能を果たしてい
く。
　エコキャップ運動：学校の委員会活動とタイ
アップして、学校区地域のエコキャップがつつじ
が丘小学校に集まるルートづくりを考える。

⑦研修、情報発信･収集、特徴的なこと
　学校をオープンにして外部リソースを取り込
む。学校教育を中心に考えながら、学校と放課
後、休日を通し子どもたちの学びのデザインづ
くりをしている。そのために保護者に情報提供
し、サポート活動をしてもらう。また放課後キッズ
クラブでは、さまざまなプログラムで（ワンコイン）
子どもたちが自由にやりたいことが安心してでき
る場をつくっている。
　NPOとサポーターによる国語・算数の土曜塾。
　駒澤大学学生によるアクションプラン：地域の
人と人が出会う交流の場づくりを２月に行う。地
域コーディネーターもミーティングに加わり進め
る。

ま と め

元PTA役員や現PTA役員がコーディネーターとして活動する。サポート活動をする保護者
やコーディネーターからの口コミで広がり、これから地域の様々な人材につなげられること
が期待される。学校の児童の委員会活動とつなげて、例えばエコキャップ運動を地域に
広げ、学校がその集合場所になる仕組みを模索中とのこと。

区 つつじが丘小学校

名　　称 つつじが丘小　アクションプラン

学校情報

つつじが丘、梅ヶ丘の２つの自治会が大部分を占める（一部さつきが丘）。学区内のほとん
どが住宅街で、神社仏閣、商店街がない。人間関係は緩やかに広がっている。
５年前から地域情報センター事業として、地域の様々な情報を集め、子どもたちの学びを
学校教育だけでなく学校環境から変えていくよう取り組む。①授業改善、②学校の中に子
どもたちのさまざまな居場所をつくる、③地域の情報を集めて、学校を拠点として、地域コ
ミュニティの形成を図る。

11
※ポスターNo.8（P24）

①学校との関わりのきっかけ
　地域情報センターでコーディネーターとして活
動する人材が必要と考え、学校が養成講座を
受講を勧める。
　コーディネーターの１人は、海外赴任から帰国
した時、ワールドサポーターとして活動をしてい
た。

②現在の活動内容
　サポーター活動として、図書館サポーター、お
はなしポケット、ワールドサポーター、情報宝箱
サポーター、クラブサポーター、書道サポー
ター、パソコンサポーター、グリーンサポー
ター、ジュニアスポーツサポーターがあり、各サ
ポーターは定期的に集まりをもっている。
　ＮＰＯ法人教育支援協会で放課後キッズクラ
ブのチーフパートナーをしている方が地域情報
センターの事務局を担っている。

③地域と学校のｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ状況
　サポーター活動に自らが参加して他の保護者
に声掛けしてコーディネーターの輪を広げる。
現コーディネーター山市さんの人脈で、地域の
ＰＴＡ役員経験者などコーディネーターを増やし
５名でコーディネーターチームをつくる。

④期待される活動分野
　地域コーディネーターの５人に、地域情報セ
ンターの各サポーターのまとめ役になっていた
だく。オープンスペースに地域交流室を作り、
コーディネーターがサポーター同士の情報が行
き交うよう場づくりをしていく。またこのスペース
は、子どもたちの居場所として活用、委員会活
動にも利用する。
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ま と め

９年前から毎年継続して地域と学校保護者向けにボランティア登録を募っている結果、
学校教育のさまざまな機会に教育ボランティアを導入している。活動の種類によっては参
加する機会がないコーディネーターもいて、みんなの意欲を維持活用できるように工夫を
する。また、教職員にボランティアが教室内に入り協力することについて、理解と受け入れ
の意識向上を図りたいとコーディネーターは思っている。

①学校との関わりのきっかけ
　９年前校長就任以来、地域と学校保護者に向け
毎年ボランティア登録を募り、学校教育のさまざま
な機会にボランティアを導入。
　コーディネーターは地域の算数ボランティアとし
て登録し活動しながら、地域ボランティアの発掘に
協力してきたところから地域コーディネーターとな
る。地域の一人でのコーディネーター活動は負担
が大きいところから、元ＰＴＡ役員の宮下さんが加
わり、２人体制でコーディネーターを務める。

②現在の活動内容
　15部門のボランティアを募集し、登録者は延べ
265名。今年度から「特別支援対応」と「校内環境
整備」を新規の活動が加える。
委員会で運営している、学援隊・防犯会議、伝承
遊びの会、運針の会、お話の会、図書など、学校
の担当の先生が直接関わっている、緊急時支援、
特別支援、クラブ支援など、そして、地域コーディ
ネーターは、現在、算数ボランティア、学年サポー
ト、校内環境整備について、メール配信などの対
応でボランティアと活動をつなげている。

③地域と学校のコーディネート状況
　学校長と地域コーディネーターで地域へのボラ
ンティア募集の要請を町内会・自治会の回覧にの
せている。地域からの登録者については、校長が
面接を行う。
　地域コーディネーターは学校と共催でボランティ
アの全体会と代表者会議を行う。活動の種類に
よって、部門内の情報交換会議を開催。２月にボ
ランティア感謝会を開催予定
　地域コーディネーターは学校のニーズを聞き、
ボランティアの思いを繋げている。

④期待される活動分野
　９年間校長の思いで、保護者・地域の人々に学
校内や授業を直接見てもらい、そこで出された意
見をもとに改善していく形で信頼関係を築いてき
た。新設活動分野として、「特別支援対応」や、校
内の水槽管理、植栽、土器土器ルームの展示、
季節の飾りなど、ニーズに合わせた活動の「校内

区 さつきが丘小学校

名　　称 ボランティア代表者会議

学校情報

学校敷地内に住民の生活道路が通ることから、学校警備面で課題を抱える中、多くの保護者・地域
の方にボランティアとして学校に入ってもらい、校舎内外や授業の様子、子どもたちの様子を多くの
目で見てもらうことで子どもたちの安全を図ってきた。
文科省の学校評価、横浜市の学校評価を受け、学校の情報を全て保護者に公開するとともに、ボ
ランティアとして学校の状況を直接目で見てもらことで、学校の改善につなげてきた。22年度から正
門と裏門に３種類（職員室、はまっ子、コミハ）のインターホンを設置し、完全施錠している。

12
※ポスターNo.22(Ｐ27)

環境整備」のボランティアを設けたことにより子ども
たちの教育環境の充実を図る。
理不尽なクレーマーやモンスターへ対応するとき
に、保護者・おやじの会や地域のボランティアの
存在が有効になる。

⑤現在の課題
　活動の種類によっては、１年間活動に参加する
ことがない。せっかく登録されたのだから、活動に
参加して充足感を持ってもらいたい。
　算数ボランティアのようにＴ２として教室に入って
もらう際、教職員とコミュニケーションを取りにくいと
感じることがある。先生の意識の向上を図りたい。
　地域に浸透してきているので、校長が交替しても
組織として継続してもらいたい。
　ボランティの数の多さ、地域の生活道路になって
いることから、インターフォンへの対応で副校長は
悲鳴をあげたい。

⑥地域コーディネーターのあり方
　活動部門が多く、ボランティアグループの数と登
録者数が多いために、地域コーディネーターを増
やしていきたい。学校のニーズを受け止め、それ
を地域が受け入れやすいように発信する地域コー
ディネーターがボランティアのコーディネートも行
う。現在、校内環境ボランティアにメール配信して
いるものを来年度からは学年サポートのボランティ
アへも広げていきたい。

⑦研修、情報発信･収集、特徴的なこと
　校長と保護者で１日教育委員会を開催。そこで
学力の2極化が課題として上がり、「おやじの会」
が学習フォローの「寺子屋（土曜塾）」を行ってい
る。
　発達障碍の親たちと校長で毎月1回話合いの会
をもっている。
・コミュニティハウスの講座から立上った「郷土史の
会」が中心となり、親自身と先生がも自分たちの街
を知ろうと、郷土史の勉強をして、子どもたちに伝
え、郷土愛を育んでいく。街を知ることは防犯、防
災にもつながっていく。
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④期待される活動分野
花壇整備のボランティアグループを作りたい：現
在は校舎内の花壇の植栽手入れを技術員がし
ているため、保護者や地域の方がうまく入って
協力していくボランティアグループを作りたい。
図書ボランティアの「親がも子がも」のメンバーを
増やしていきたい。地域には、子どもたちに教え
られることを持っている方が多くいるので、そうい
う方々が学校現場に入っていただくために先生
方もプロ意識を持って打ち合わせができるよう
になってほしい。

⑤現在の課題
・技術員さんとうまく協働できる花壇整備ボラン
ティアを立ち上げること
・より多くの保護者が学校に足を向け、学校に
関心を持ってもらうようにするには
・地域交流室の設置
・地域と学校との連携の組織化、学校運営協議
会の発足

⑥研修、情報発信･収集、特徴的なこと
・地域連携、コミュニティスクール推進のため
に、先進校を地域コーディネーターが視察に出
かける。
・生涯PTAの意識を持ってもらうために、10月27
日にPTA保護者や地域の方々に参加してもら
い、小松郁夫さんの講演会を行う。
・現在教職員の意識は、保護者、地域に授業サ
ポートをしてもらうようにはなっていない。今年か
ら大学生４名がATとして授業に入るようになっ
た。
・今までの保護者が学校へ足を向けない状況を
改善していきたい。そして、地域の方々にも生
涯PTAという気持ちで学校や子どもたちと関
わってもらいたい。
・文科省の事業で秋田県での地域連携の研修
会に教務主任が参加し、今後地域コーディネー
ターが京都の小学校を視察に行く。

ま と め

ボランティアによる活動は、PTAが主体の読書・図書支援(親がも子がも)と、学校が主体
で行う学習支援(国学院大学地域向け講座の６年生参加、稲作体験、アートフォーラム
北での絵画教室、保護者の関係での企業CSRによる出前授業など)がある。コーディネー
ターがPTA役員で親がも子がも所属のため、地域とのつながりは今後の活動計画が待た
れる。

区 鴨志田第一小学校

名　　称 親がもの会

学校情報

文科省のコミュニティスクール推進校の指定を受け、平成24年度に学校の公的応援団とし
て運営協議会を立ち上げる。三〇周年を機に新しい鴨志田第一小学校を目指す。平成
22年度の夏には、文科省の事業で秋田県での地域連携の研修会に教務主任が参加した
他、今後地域コーディネーターが他都市の先進事例校等の視察に出向いていく。

13
※ポスターNo.9(Ｐ24)

①学校との関わりのきっかけ
学校長からの指名で養成講座を受講。PTA役
員として学校に関わっており、校長と話をする機
会が多く、保護者・地域と連携する学校づくりの
ビジョンを聞いている。コーディネーターは、子
どもたちに地域の大人が関わって様々な学習
の機会を提供したいという思いを以前から持っ
ていた。

②現在の活動内容
現在２名の地域コーディネーターは、「親がも子
がも」で読み聞かせ・図書館整備に関わってい
る。
学校主体で、今年から地域の力と連携するよう
になる。６年生が国学院の地域向け講座に参
加、寺家ふるさと村での稲作体験学習、保護者
のお父さんが企業のCSRで水素自動車を学ん
だ。劇団四季の体験授業、出前授業として「田
んぼパーク」、三年生がアートフォーラムで館長
の三つ山さんの指導で部屋いっぱいの画用紙
に絵を描く体験をする。
学校、PTA、地域コーディネーターが共に創立
30周年記念として「ふれあいバザー」を開催。子
どもたち、保護者、PTA、親がも子がも、地域の
方々も関わり、みんなで楽しむことを企画。

③地域と学校のｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ状況
地域コーディネーターとして、まずは保護者が
学校に足を向けてもらうよう働きかけていく。実
際に学校の様子を見て先生方と話をすること
で、より学校について理解してもらえる。そのた
めに先生で広報部を作り、「学校だより」とHPを
広報部で編集会議をしながら作っている。それ
を学校から発信している。
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都筑 事例

①学校との関わりのきっかけ
　校長が地域コーディネーター養成講座のチラ
シを２人に紹介、受講を勧める。単発のボラン
ティア活動を組織化して、つなげて、地域との関
係性をより密に、継続的になるよう構築してい
く。
　２人はPTA役員経験者であり、校長の思いを
受け講座受講を引き受けた。

②現在の活動内容
　すでに実施されているボランティアは、①茅ヶ
崎公園自然生態園、５年生稲作体験学習　②2
年生サツマイモ栽培、3年生の大根栽培　③「お
はなしピエロ」（地域のボランティア団体として発
足、保護者も参加）の毎週水曜日の読み聞か
せ、週2回図書館整備ボランティア　④登下校
時の自主的な見守り（地域の方5名）　⑤地域団
体「ダブルダッチチームZERO」協力、水曜中休
みの縄跳び　⑥学習支援：ミシンかけ・調理実
習のサポート、昔遊び　⑦運動会や校外学習の
見守り
①、②、⑤、⑥は学校側で地域のボランティア
や団体に依頼
③はグループと学校とのつながり、④は全く自
主的な活動、⑦はPTAから保護者に向けて依
頼"

③地域と学校のｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ状況
　今後、PTAと地域に呼びかけて「緑化ボラン
ティア」の立上げ計画。家庭科支援を保護者だ
けでなく地域にも広げる。現在自主的な見守り
活動をグループ化し、感謝の気持ちを表すため
に低学年児童と給食での交流を企画する。
　学校支援運営委員会を立ち上げ。構成メン
バー（地域自治会長、民生委員、主任児童委
員、PTA役員、学校長、副校長、教務主任、地
域コーディネーター）。
　次に、ボランティア同士の緩やかな顔の見える
関係づくりのために、学校支援ボランティア連絡
会を各ボランティアの代表と学校、地域コーディ
ネーターで作る。

　今回地域コーディネーターが作成した学校支
援ボランティア活動の組織図に沿って進めてい
くことに学校側と合意ができている。
地域コーディネーターの活動については、具体
的にはこれから始めていく。

④期待される活動分野
　22年度を初年度として、ボランティアの顔合わ
せ会や説明会、入校証になる名札や缶バッチ
などを渡して、ボランティアと判断できるようにし
たい。学校支援運営委員会の立ち上げ。ボラン
ティアを集会などで紹介して、子どもたちから感
謝の気持ちを伝える。
　見守りをしている地域の方々を学援隊としてグ
ループ化し、登下校の危険な個所を横断補助
等協力してほしい。図書ボランティアに本の修
理、おすすめ本の紹介、バーコード化。家庭科
や昔遊びの学習支援に地域の方々に入っても
らうようにしていくコーディネート。

⑤現在の課題
①開校当初、爆発的に児童数が増えホールを
潰して教室にという時代を経てきたところで、会
議室を地域連携の拠点として、地域交流室を設
置し、ボランティアの情報交換のために掲示板
も設置していきたい。
②学校内外の緑化整備のためのボランティアを
立ち上げたい。この地域では学校建設に対して
周辺からの反対もあり、ボランティアの人材確保
に悩む。
③見守りボランティアのグループ化や緑化ボラ
ンティアの立ち上げにより、ボランティア保険へ
の考え方。
④PTAと地域との連携と地域コーディネーター
の関わる地域連携の住み分け
⑤学校支援運営委員会を立ち上げに対する地
域、町内会の理解

ま と め

現PTA、昨年度PTA副会長がコーディネーター。港北NTのほぼ真ん中に位置し創立9
年。学校運営委員会を立ち上げ、その一方、ボランティアの顔の見える関係作りのため
に、学校支援ボランティア連絡会(各ボランティアグループ代表、学校、地域コーディネー
ター)を作る。学校支援ボランティア活動組織図を元に活動を推進することを学校とコー
ディネーターで合意している。

区 茅ケ崎東小学校

名　　称 茅ケ崎東小学校　学校支援ボランティア活動

学校情報

開校時にすでに教室が足りない状況があり、その後も児童数が増え１０６０名にもなったが、
周囲の住民との協定がありプレハブも建てられない状況の中、ホール等を区切って教室に
使ってきた。対面教室が未だに残っている。開校１０周年を来年に控え、さまざま関わって
いるボランティアを組織化することで、ボランティアの活動が継続的になり、地域とのつなが
りをより密にしたい。

14
※ポスターNo.10(Ｐ24)
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都筑 事例

⑤現在の課題
・学校と地域とのつながりがない。保護者向け
調査で、地域への意識はあっても忙しくつなが
りまで行き着かない。
・児童数の多さと新しく移り住んできた地域とい
うことで、保護者の人間関係が希薄である。ま
ずは保護者のつながり、顔の見える関係作りが
第１になる。
・学校運営協議会もなく、保護者と地域の人々
とのつながりもない。まずは、保護者からの協力
体制を作って、ＰＴＡと地域とのつなげ役に学校
がなっていく。地域コーディネーターの協力を
得ながら。
・地域交流室が個別支援級の教室になってい
る。図書室をパーテーションで区切って交流室
を作れないだろうか。

⑥地域ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰのあり方
・連合町内会長や単位の町内会長も学校やＰＴ
Ａと話をする気持はあるので、防犯や防災を切
り口に話を出していきたい。
・来年度は、地域コーディネーターの体制づくり
を町内会、地区の社協関係と学校・地域コー
ディネーターの三者で目指したい。
・先生方、保護者に自分たちの住む街を知って
もらい、地域を大事にして、好きなってもらい、
街に誇りを感じて、それらを子どもたちに伝えて
いこう。学校が文化の発信地になるように。

⑦研修、情報発信･収集、特徴的なこと
・昨年、小３年５組の担任の先生から隣の富士
塚について説明してほしいとの要望があり、区
の土木事務所、区民活動支援センターと地域
の人の福富さんがつながって、5組の子どもたち
の前で話をした。そこから、3年生全体の前で話
をすることになる。学校の先生は移動移動でそ
の地域のことを行く知っているわけではない。子
どもたちと一緒に学んでいくために、地域を理
解してもらうために、都筑ふれあいの丘まちづく
り協議会のまち歩きの地域学習ツアーの企画
に先生方の参加を呼び掛けた。

ま と め

都筑区が成立した年の春創立され、いまだに児童数は拡大している(現在、約1200人)。
学区内には多数の連合町内会単位町内会があり、地域にとっての小学校の位置づけ、
あるいは小学校にとっては川和東という地域がわからない状態ともいえる。そのため教師
のための地域巡り、地域と協働的な児童による緑道清掃活動などをコーディネーターが
行っている。

区 川和東小学校

名　　称 学校図書館の活性化

学校情報

ニュータウンの造成地に戸建てと大規模集合住宅ができ、荏田南小学校から分かれて、
川和東小学校ができる。学校は緑道に面し、大きな公園と川和中学校に隣接している。今
年環境モデル校になり、環境教育のためのカリキュラム作りを行う。横浜市で児童数の一
番多い小学校で、毎年転出入がほぼ５０名、しかも来年度新入生は１～２クラス増えること
が確定している。

15
※ポスターNo.11(Ｐ24)

①学校との関わりのきっかけ
・昨年、学校図書館の整備を行う時に、都筑図
書館ファンクラブで活動し、川和東小学校区に
住む福富さんが、第１歩は学校図書館からと関
わり始める。図書館、本のことだけでなく、地
域、環境についても活動していることがわかり、
３年生の総合学習での地域学習のアドバイス、
今年度環境モデル校になり、そのカリキュラム
作りにも協力

②現在の活動内容
・コーディネーターが地域と学校のボランティア
の調整などの活動は、まだ開始していない。
・図書ボランティア、見守り隊、清掃活動などの
ボランティアグループは学校が保護所に向け募
集。

③地域と学校のｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ状況
　学区内の連合町内会長や単位の町会会長の
顔の見える関係を深め、話合いを始める。
４月に全校児童の前で紹介、「図書館支援員」
となる。図書館担当の教員と連携をしながら、図
書ボラさんと一緒に図書館の飾りつけ、図書の
分類、レイアウトを行っている。
　図書館支援員のふくちゃん（地域コーディ
ネーター）が子どもたちと教職員とつながる。

④期待される活動分野
・現在保護者の見守り隊を、地域コーディネー
ターが組織化し地域に広げていきたい。
・環境モデル校となって、教職員のアイディア
で、子どもたちが学校の周りの緑道をきれいに
掃除をすることを公園愛護会に呼び掛け、３～
６年生が行った。保護者にも呼び掛けてという
声を受け、学校が保護者にボランティアを募っ
た。家庭数約870のうちの20名ほどの保護者が
参加する。今後、地域コーディネーターが声掛
けする。公園愛護会の方を招いてランチミー
ティングなども仕掛けたい。
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地域コーディネーター養成講座修了生

１　現在の活動内容

◆講座受講前から携わっている取組、養成講座受講後に開始した
取組、今後実施を検討しているものを回答 受講前 受講後 今後 合計

①学校支援ボランティアの全体調整 37 8 0 45

②地域と児童・生徒の交流事業やイベントの企画､運営 25 7 4 36

③体験学習支援 13 13 2 28

④キャリア教育の支援 6 15 4 25

⑤学校と地域の連携に関連する講演会・研修会の開催 6 9 2 17

⑥学校支援ボランティア養成講座の開催 5 2 8 15

⑦学校支援等の事務局組織の立ち上げ・運営 11 19 3 33

⑧漢字検定・英語検定の開催 4 3 3 10

⑨放課後や土曜に行う補習授業の開催 8 9 7 24

平 成 22 年 度 活 動 調 査 結 果
平成19年～21年度に講座を修了した地域コーディネーターの現在の活動について調査

を実施しました。

■実施期間： 平成22年11月18日～12月13日

■回収数 ： 64枚 （対象者数：94人） ■回収率 ： 68.1％

40

50

今後実施を検討している

自由記述

２　ボランティア人材

◆関わっているボランティアのプロフィール

①保護者（PTA） 50

②卒業生の保護者（PTAのOB・OG） 47

③地域住民 57

④学生 33

⑤企業、専門家 21

自由記述

　トイレ掃除現場見守り（清掃指導）、飼育委員会動物の世話サポート、校外活動の付き添い、地域コンサート、
　文化・スポーツクラブの立ち上げ・事務局運営、ＰＴＡ活動サポート、他校との連携（近隣の学校やコーディ
　ネーター）、エコキャップ運動、ホームページ運営

　教師の教え子、はまっ子ふれあいスクールのスタッフ、卒業生、教職員
　OB・OG

平成19年～21年度に講座を修了した地域コーディネーターの現在の活動について調査

を実施しました。

■実施期間： 平成22年11月18日～12月13日

■回収数 ： 64枚 （対象者数：94人） ■回収率 ： 68.1％
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３　広報手段

◆学校支援の取組や、地域コーディネーターの活動の広報手段

①学校だよりへの情報の掲載 46

②機関誌の発行（「○○小応援隊だより」等） 19

③地域カレンダー等の発行 18

④HPの作成 18

⑤地域の情報誌等への掲載 24

⑥町内会自治会の集会や回覧板での情報提供 38

合計 163

自由記述

４　活動経費

◆特に必要と考えられる経費と、中でも重要度の高いものを選択 必要 特に重要

①研修会や講演会の講師謝金 27 11

②コピー用紙やインク代等の消耗品費 29 15

③ボランティアの活動保険費用 22 13

④会議やボランティア活動の際の茶菓子代 23 7

⑤講師・ボランティア等の交通費 28 14

⑥切手・電話・インターネット接続料等の通信費 17 16 33

38

44

35

30

42

　PC・携帯サイトでの「らくらく連絡網」を利用した情報掲載、PTA広報誌
　手紙、市民活動センターの利用、活動ごとにおたより発行、自治会の
　HPに掲載

合計
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自由記述

５　現在の課題

◆課題と思う項目と、その中で特に重要度の高いものを選択 重要 特に重要

①人材の発掘・確保 27 15

②企業や大学との連携 10 0

③活動経費 20 15

④一般教職員の理解 14 10

⑤地域住民・保護者側の理解 25 5

⑥学校側のニーズ把握 16 2

⑦小中、近隣校との連携 19 1

⑧活動拠点の確保（地域交流室整備） 15 8 23

35

24

30

18

20

　補助金、寄附・協賛金（個人、PTA、こども会、自治会）、バザー、会費、お祭り（模擬店の売り上げ）、企業の
　社会貢献事業の活用、募金、ＰＴＡ会費の一部より捻出、野菜等の販売、ボランティア自己負担、資源回収
　等の取組、参加費収入

合計
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６　最後に

・

・

・

・

・

・

・

教職員との交流や理解を深めることで活動しやすくなると思う。

わが子が卒業してしまっても、中学生との関わりが持てるので、楽しく活動しています。活動内容をまた考えて、
子どもたちのためになるようにしていきたいと思います。

ボランティアとのコミュニケーションも取れ、楽しく活動しています。子どもたちや学校より感謝の言葉をいただき、
嬉しく思い、これからも続けて行きたいと思っています。

１年経ってやっと本格的な活動が始まりました。主に保護者との連携が深く、世代が変わりつつある若いお母さん
たちのコミュニケーションを大切にしたいと思っています PTA・おやじの会の人たちともつながりを持ち 組織を

自由記述

学校教育の分野で、地域コーディネータが活躍しているが、地域福祉の分野でも地域福祉コーディネーターが
活動をしている。重複した取組もあり、今後、教育と福祉の施策融合やカテゴリーの整備がより重要となると思う。

人との出逢いの中で、私たちは社会生活をしています。地域は人の集団ですが、その範囲は広く、何らかのコ
ミュニティに属する人たちをネッティングすることが、私たちコーディネーターの大きな役目だと考えています。一
歩一歩青虫のように進みたいと思います。「青虫や登らば登れ 富士の山」

先生方の協力のもと、楽しく活動しています。

0
5
10
15
20
25
30
35
40
45

特に重要

重要

・

・

・

・

・

・

・

・

・

地域と学校の距離をより身近に感じるような、様々な企画立案を考えていきたいと思います。

学校（先生方）のニーズを把握することが、一番大切であると思います。また、継続するにはコーディネーターや
ボランティアが無理をしない事も大事な要因だと思います。

学校の諸課題について、校外から応援する団体として「学校応援隊」が組織され、筆者は「同窓会」を代表して学
校応援隊に参画している。（地域住民ではないが学校のＯＢとして母校を応援する立場）応援隊は、「生徒数過
多」「学校施設の狭隘化」「校舎・体育館の老朽化」の課題取組が主目的であるが、現在は、「地域カレンダー作
成」「校庭の美化」等も行っている。学校応援隊が組織として「コーディネーター」的な働きをしている。

活動は私の生きがいになりつつあります。大変な事は色々ありますが乗り越えた時の気持ちは最高です。一人で
喜んでいてはおもしろくありませんので、多くの人達をまき込む様にこれからも努力が必要です。若い人達に伝
わりますよう頑張ります。

認知度が低い→周知の為のイベントのみがめだち本来やりたい事ができていない。改善できるように努力してい
きたい。
学校を核とした地域活動も行っていきたい。
学校と地域を結ぶ役割を担える様、自分自身が成長し、向上したい。
活動のたいへんさ失敗談も含めて、活動している楽しさや、やりがいを伝えていきたい。

現職、保護者を取り込んでの活動（小学校）には無理があり、可哀想な気がする（地域差もあるのだろうが）が、必
要としている情報・収集は不可欠であり、この活動を広めて理解をしてくれる人材確保が必須であろうと思う。

私個人としての活動は、本年度４月からとなっています。学校の先生方とは、どなたともお話ができ、個人的には
大変動きやすい環境下にいると思います。すでに多くの保護者がボランティアとして活動しており、今後は先生
方の希望要望を実現させるためのサポート組織（チーム）作りが課題だと思っております。

現状を続けること。＋アルファは考える必要はあるが、出来ることをやる。出来ないことは無理をしない。

たちのコミュニケーションを大切にしたいと思っています。PTA・おやじの会の人たちともつながりを持ち、組織を
成長させていきたい。また、中学校（学区）の「地域交流室」とのつながりも持てたので、今後、小中での情報交換
もできると思います。

実際には、PTA会長を今年度もやらせていただいており、その範囲内での活動、子ども会との連携を取ることで
活動をしています。今後はカルチャースポーツクラブ（旧学校開放）との連携を深め、自主事業枠で取り組める企
画を現在計画しているところです。
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・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

ボランティア活動を特異なものと考えないで「身近な地域内での連携方法」と思って気軽に参加出来る様に理解
を深めて行きたいと思います。

現在数学のお手伝いをしていますが、人材不足（やってくれる人）

管理（規則.e.t.c）に対する横社会（平等）を理解することが大変です。

学校との連携は大変うまくいっている。今後は活動の範囲を広げていくことが課題である。

フルタイムの仕事に就いたため活動できなくなりました。

元々あった支援団体や行事の支援をよりサポートして、子どもたちにこの地域で、この学校で良かったと思えるよ
うにしていきたいです。管理職が変わっても、同じように活動ができるように理解を求めていきたいです。

現在、校長室を利用して活動しているが、本郷小学校コーディネートセンター（ＨＣＣ仮称）と銘打って、立ち上げ
準備をしている。更に無理無くスムース活動出来る様、形作って行きたい。

地域コーディネーターは誰から必要とされているのかを、今一度冷静に考え直してみたいと思いました。また、ボ
ランティアでどこまで出来るのかという限界も感じ始めています。

原則として学校側のニーズに対応して、地域の支援を実施しており、相互のり連携はうまくいっている。今後、体
制をさらに整備・強化し、地域のニーズを把握して人材を拡大することにより、より幅広い教育支援が図れればと
願っている。そのための活動資金の捻出も重要と考える。

コーディネーターとしては、過去も含めた地域住民との顔のつながりが重要だと感じた。子供達とは、give（経験
や知識）and take（元気）の関係と捉え楽しい活動の場を頂いていると思っている。

2年目に入りすこし地域コーディネーターとしての役割がわかってきたように思います。この間３年生の保育体験
のために近隣の保育園、幼稚園に伺ってきましたが、実際に子どもたちの様子をみて、遊んだり先生方から最近
の保育についての実際に話をお聞きし、自分自身が勉強させていただいています。これから、ボランティアを増
やして、もっと活動を広めていきたいと思います。

「地域コーディネーター」が認知されていない。活動を拡げると人材確保が難しく負担が大きくなる。

学校、地域、子ども達をむすぶ担い手としてやりがいを感じています。今後も積極的に取り組んでいきます。

現在は地域コーディネーターとしてではなく、学校応援隊としての課題にそって活動しています。活動内容主旨
等は、「地域で子供達を見守り育てていく」というコーディネーターとほぼ変わりはないのではと思って活動をして
います。

研修に何回か参加させて頂いて、色々なＰＴＡの方や教職員の方と接することが出来たのと、お話が勉強になる
ことばかりでためになりました。

・

・

・

・

・

・

・

・

・1 自分自身が体験したことが生かされることが多く大変うれしい。
2 地域の人材を発掘している中で、思わぬ出会いがあってとても楽しい。
3　町内役員ならばの特権と言うか、初対面の難易度は全く問題ない。
4　目指したテーマを短時間で仕上げ、後に引きずらないのが助かる。
5　健康面ではかなり改善できたことがうれしい。
6　PCなど操作による頭の使い方が多く、頭のトレーニングになっています。
7　何よりも、校長先生のご理解があって、すべてがうまく進行していると言えます。

もっと色々、学校で話し合った方が良いと思います。

まだ、活動という活動が十分ではありませんが、地域のつながりを少しでも広げ、学校に一人でも多く集う機会を
作りたいと思います。学校に人が集い、子どもたちの笑顔のために何か出来ればと思います。

地域コーディネーターとしてよりも、現在は総合型地域スポーツクラブのクラブマネージャーとして活動していま
す。他のスポーツ中心のクラブではなく、学校に集まる人を増やし、教育力が高まるクラブを目指しています。

様々な活動をするのにボランティアさんを募集するのですが、集まっていただけるのは決まった方ばかりで、人材
がなかなか発掘できないこと、活動費用のなさに難しいなと感じています。

家庭の事情により、現在は活動しておりません。落ちつきましたら、今後に生かしていきたいと思っております。

年々理解者がふえ、活動の幅が広がってきました。学校と地域の理解者がもっともっとふえていくことをのぞんで
います。コーディネーターとしてはボランティアバンクの充実をはかっていきたいと思います。記述式のアンケー
トってめずらしいですネ。

残念ながら現在は体調不良のため活動していません。昨年中（その前の年から）は、学区内の小・中連けいの活
動をPTAの活動の中で行いました。学区内のリーダーとなる学校（主に中学校になるでしょうか？）が手始めにま
わりの学校・地域に声かけしていくと、集まり（活動）しやすいのではないかと思います。

地域コーディネーターをさせていただく上で学校に専用の部屋がないことに大変困っています。地域の方にお
いでいただいても途中でお茶を飲んでいただく場所もなく、このままではこれ以上活発な活動は望めません。以
前からお願いしていますが、早急に対策をいただきたいと思います。尚、学校側にも空き教室がないため、無理
はお願いできません。少し手を加えれば使えるスペースはありそうですので、ご検討をお願い致します。
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地域コーディネーター養成講座の課題と展望 

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  

 

 

１ 学校・地域連携の基本原理 

 本年度の地域コーディネーター養成講座（以下「養成講座」という）にも、多くの地域や学校の

関係者が参加してくれた。毎年着実に参加者が増えているのは、横浜市民の学校支援ボランティア

に対する関心が広がりつつあることはもとより、特に学校側の学校・地域連携に対する理解が進ん

できている証左だと考えられる。 

 もともと「連携協力」という概念は、異質なセクター同士がそれぞれの価値を認めつつ、しかし

共通の目的・テーマのもとに実践的な活動を行うという矛盾した論理を内包する。したがって、そ

れを実現しようとすれば、各セクターの利害や人間関係を調整するコーディネーションという営み

が不可欠になる。 

このことは、連携協力活動を、仕組みや構造とは関係のない「機能」ととらえるべきこと意味し

ており、しかもそれは、関係者同士の関わり合い（関係性概念）によって生み出されてくることに

なる。そうすると、コーディネーションとは、決まりきったやり方がないのみならず、極めてアド

ホックでリアルな営みということになり、これまでの講座プランニングの方法（養成の手法）では

限界が出てきてしまう。その意味で、養成講座のプログラムは、実践者による事例発表やグループ

ワークを導入したり、フィールドワーク的な宿題を加味したりして、実践性や現場性さらには利害

調整の際のバランス感覚等を養ってもらえるような、かなりの創意工夫を必要とする。 

コーディネーションにおける専門性とは何なのであろうか。そして、それは「養成」できるもの

なのであろうか。その答えはなかなか見いだせるものではないが、少なくとも養成講座では、次の

点に留意している。 

（１） 学校・地域連携のコーディネーションのイメージをもってもらう 

（２） 学校・地域連携のテクニカル・タームや予想される課題について理解してもらう 

（３） 学校・地域連携のコーディネーションを実践する際の基本的視点をもってもらう 

 これらが講座プログラムにおいてどこまで実現できているかは別にして、参加された多くの方々

が、子どもや地域の人たちに対する愛着をさらに深めてくれればありがたいと思っている。 

 

53

◆８　まとめ◆



２ 学校・地域連携の課題 

 さて、学校・地域の連携協力の課題としては、どのようなものがあるのであろうか。これまでの

実践経験をベースにして、上記テーマに関わる主な課題を挙げてみると、次のとおりである。 

①�  コーディネーターとして学校側が必要としていることがなかなか把握できない 

②�  せっかく学校でボランティア活動をすることになっても、校長等が変われば、活動をやめ

させられたり、活動範囲を狭められてしまったりすることがある 

③�  学校支援ボランティアの人たちが情報を共有したり発信したりするためのスペースや機

材（パソコン等）が学校側に用意されていない 

④�  教員とのコミュニケーションがうまくいかない 

⑤�  学校支援ボランティアの一部の人たちの行動が自分たちの教え方や学校側の方針と合致

しない（ときにはトラブルになることもある） 

⑥�  学校側の求めている人材を、地域のボランティア人材の中からリクルートする方法がよく

わからない 

⑦�  教員に連携協力の意義や趣旨はわかってもらえても、実際にボランティアを導入するだけ

の時間的・精神的余裕がなく、なかなか実現に結びつかない 

 このように俯瞰してみると、学校・地域連携における課題のほとんどが、実は「人」に関わる、

あるいは「人と人との関係」にまつわる課題であることがよくわかる。 

 

３ 学校・地域連携の展望 

 最近、「人と人とのつながりの重要性」とか「信頼関係の構築」とかしばしば言われる。その必要

性はよくわかるものの、実はそれを実現することはそう簡単ではない。そのためには、他者のため

に役立ちたいという意識（ボランティアリズム）や個別具体的なテーマを当事者間で共有すること

など、いくつもの条件が必要になる。 

 学校・地域連携は、こうした条件設定が求められる、最重要でダイナミックなステージであり、

コーディネーターは、このステージで、「人と人とのつながり」や「信頼関係の構築」を先導する役

割を担っているのである。 

コーディネーションは、ややこしい話を解きほぐす忍耐のいる仕事であるが、今の日本社会が求

めている、地域における「信頼の絆」を創り上げ広げる最先端の仕事でもあるのだ。それゆえに、

地域コーディネーターには、無限の楽しみがあり、自身の人生を豊かにする無限の可能性があるの

である。 
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学校支援地域本部事業・地域コーディネーター養成事業 
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