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１ 調査の概要 

 

 (1) 調査の趣旨 

 

   横浜市教育委員会では、横浜市教育振興基本計画において、重点施策 12「地域

と学校との連携」を掲げ、学校と地域のパイプ役を担う「学校・地域コーディネ

ーター」の養成や学校・地域連携の拠点となる「地域交流室」の整備など、様々

な事業を展開してきた。 

   各学校において様々な地域連携の取組が行われているが、今後の学校・地域連

携施策の方向性を検討するにあたり、事業の成果や課題等を把握するために、本

調査を行った。 

 

 (2) 調査の対象、方法等 

 

  ア 調査の対象 

 

    (ｱ) 市立学校長 

校種 校数 備考 

小学校 344 新井小桜坂分校を除く 

中学校 148 新井中桜坂分校を除く 

高等学校 11
戸塚高校定時制と横浜商業高校別科を 

別学校として調査 

特別支援学校 12  

 515  

    (ｲ) 学校・地域コーディネーター、学校教育ボランティア、保護者 

対象 人数 内訳 

学校・地域コーディネーター 238 H19～H23 養成人数 238 人 

学校教育ボランティア 1,070 107 校×10 人＝1,070 人 

保護者 12,517
市立学校現況 

（平成 24 年５月１日現在） 

     ※ 平成 23 年度末における学校・地域コーディネーター配置校（107 校）

にのみ実施。 
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  イ 調査の方法 

 

    対象者へのアンケート方式により実施した。 

    学校長調査は、教育委員会の集計システムを利用して配布・回収を行った。 

    その他については、学校に調査票を送付し、学校が調査対象に配布・回収し

て教育委員会に返送する形で行った。 

 

  ウ 調査の実施時期 

 

    平成 24 年９月 

 

  エ 調査の内容 

 

    調査の内容は、各校で行われている地域連携の取組内容、取組によって得ら

れた成果、抱えている課題について選択肢を設けて回答してもらうアンケート

調査とした。 

 

  オ 調査票の回収状況 

 

    調査票の回収状況は、次の図表１のとおりである。 

    学校・地域コーディネーター及び学校教育ボランティアからの回収率は、と

もに 70%前後、保護者は 40%強となった。 

 

図表１ 対象別調査票の回収状況 

調査対象別 調査票の配布数 調査票の回収数 回収率 

学校長 515 515 100% 

コーディネーター 238 184 77.3% 

学校教育ボランティア 1,070 721 67.4% 

保護者 12,517 5,414 43.3% 
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２ アンケート項目一覧 

 

 (1) 学校長を対象とするアンケート調査 

アンケート項目 P 

学校教育ボランティア（以下、「ボランティア」とする。）が活動され

ていますか。 
5 

ボランティアはどのような人ですか。 5 

ボランティアはどのように募集していますか。 6 

ボランティアにより、どのような学校支援活動が行われていますか。 6 

学校として特に重要と考える活動はどれですか。 6 

地域の方が学校に入って教育活動を支援することで、どのような効果

がありましたか。 
7 

コーディネーターやボランティアの打合せや準備作業などは、学校の

どこで行っていますか。 
7 

学校・地域連携を進める上で感じた課題はありますか。 8 

なぜボランティアを活用していないのですか。 8 

コーディネーターは必要だと思いますか。 9 

貴校にコーディネーターはいますか。 9 

今後、コーディネーターを配置したいと思いますか。 10 

コーディネーターを配置したことにより、どのような効果がありまし

たか。 
10 

コーディネーターを配置したことで生じた課題はありますか。 11 

教育委員会では、平成 23 年度から、コーディネーターを中心としたボ

ランティア組織に対して活動資金の助成を行っています（今年度は上

限 12 万円）。このような支援策についてどう思いますか。 

11 

学校・地域連携を進める上で特に必要だと考える経費はどれですか。 12 

よこはま学援隊は活動していますか。 12 

学校運営協議会を設置していますか。 13 

学校運営協議会設置による成果は、何であるととらえていますか。 13 

学校運営協議会の課題は、何であるととらえていますか。 14 

学校運営協議会の充実に向けて必要な教育委員会からの支援は何です

か。 
14 

学校運営協議会の設置を検討していますか。 15 

教育委員会では、学校運営協議会の設置を推進していますが、未設置

校が設置を目指す上での難しさはどこにあると思いますか。 
15 
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(2) 学校・地域コーディネーターを対象とするアンケート調査 

アンケート項目 P 

あなたのプロフィールを教えてください。 16 

現在コーディネーターとして活動していますか。 16 

コーディネーターとして活動していないのはなぜですか。 17 

現在あなたがコーディネーターとして担っている役割はどれですか。 17 

学校にボランティアの方々が入ったことで、どのような効果があった

と感じていますか。 
18 

コーディネート活動をする中で、あなたが感じている課題は何ですか。 18 

 

 (3) 学校教育ボランティアを対象とするアンケート調査 

アンケート項目 P 

どのようなボランティア活動をしていますか。 19 

あなたのボランティア活動の頻度はどのくらいですか。 19 

ボランティア活動のきっかけは何ですか。 20 

なぜボランティア活動に参加しようと思ったのですか。 20 

ボランティア活動に参加して良かったと感じていることは何ですか。 21 

ボランティア活動の中で困ったことは何ですか。 21 

「学校・地域コーディネーター」には、どのようなことをしてほしい

ですか。 
22 

子どもたちに対して地域が果たす役割について、どのようにお考えで

すか。 
22 

 

 (4) 保護者を対象とするアンケート調査 

アンケート項目 P 

お子様の通われている学校で、ＰＴＡ活動以外のボランティア活動を

したことがありますか。 
23 

学校でのボランティア活動に、保護者だけでなく地域の方々が参加す

ることをどう思いますか。 
23 

学校でＰＴＡ活動以外にもボランティア活動をしてみたいと思います

か。 
24 

お子様が通われている学校では、学校と学校を支援するボランティア

との間の調整役を担う「学校・地域コーディネーター」が活動してい

ます。「学校・地域コーディネーター」についてご存知ですか。 

24 

このような「学校・地域コーディネーター」に対して、どのような役

割を期待していますか。 
25 

「学校・地域コーディネーター」がいることで、どのような良いこと

があると思いますか。 
25 

先生以外の地域の方が学校に来て、いろいろな手伝いや役割を担って

くれていますが、これからも来てほしいですか。 
26 

将来、学校に来てくださる地域の方のようにボランティア活動をして

みたいと思いますか。 
26 
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３　学校長を対象とする調査結果概要

(1)　学校教育ボランティアについて

ア　ボランティアの活動状況

イ　ボランティアの属性

　小学校の99.1%、中学校の73.6%、特別支援学校の83.3%において、ボランティ
アが活動している。小学校では、ほぼ全校でボランティアによる活動が行われ
ている。

　保護者の方のみの学校は、小学校で0.3%、中学校で8.3%と少なく、保護者以
外の方(地域の方)がボランティアとして活動している学校がほとんどである。

99.1%

73.6%

18.2%

83.3%

26.5%

81.8%

16.7%

0.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

小（N=344)

中（N=148）

高（N=11）

特（N=12）

している していない
（N=515）
全校

8.3% 23.9%

100.0%

80.0%

97.9%

67.9%

20.0%

0.0%

0.0%

0.3% 1.8%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

小（N=341)

中（N=109）

高（N=2)

特（N=10)

保護者の方のみ 保護者以外の方のみ 保護者と保護者以外の方
（N=515）
全校
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ウ　ボランティアの募集方法（複数回答）

エ　ボランティアの活動内容（複数回答）

　　学校として特に重要と考える活動（３つまで）

　「学校で独自に探している」(83.1%)と「PTA役員や保護者にお願いしてい
る」(70.8%)の２つが突出している。日々の業務だけでも忙しい中、教職員が自
らボランティアを探してお願いしている。

　ボランティア活動の内容は「読み聞かせ・図書室整備」が最も多く、79.7%を
占めている。次いで「授業のサポート」（66.9%）、「登下校時の見守り活動」
（64.3%）の順となっている。
　一方、学校として特に重要と考える活動は「読み聞かせ・図書室整備」が最
も多く、65.2%を占めている。次いで「登下校時の見守り活動」（57.1%）、
「授業のサポート」（50.0%）の順となっている。多くの学校で、ボランティア
の活動内容と学校側のニーズが一致している。

83.1%

70.8%

32.9%

24.2%

14.3%

14.1%

9.5%

2.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

学校で独自に探してお願いしている

PTA役員や保護者にお願いしている

学校便りやPTA便り、ホームページ
などを通じて募集している

学校・地域コーディネーターに依頼している

区役所や市民活動（区民活動）
支援センターにお願いしている

「横浜教育支援隊」を活用している

その他

学校教育事務所に依頼している
（横浜教育支援隊以外）

(N=462)
ボランティアが活動している学校

79.7%

66.9%

64.3%

58.2%

50.4%

46.8%

44.8%

23.2%

10.6%

9.7%
5.6%

3.9%

1.9%

25.1%

17.1%

24.0%

28.4%

57.1%

50.0%

65.2%

0% 20% 40% 60% 80%

読み聞かせ・図書室整備

授業のサポート

登下校時の見守り活動

学校行事等の運営支援

校内環境整備

部活動・クラブ活動の指導

キャリア教育や体験学習

給食時の支援

その他

放課後や土曜の学習支援

行われている活動 学校が重要と考える活動
(N=462)
ボランティアが活動している学校
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オ　ボランティアの効果（複数回答）

カ　ボランティアの活動拠点

　図書ボランティアは図書室など、「それぞれの活動場所」が最も多く、39.8%
を占めている。次いで「兼用ではあるが場所が確保されている」（16.9%）、
「地域交流室」（13.4%）の順になっている。「校長室」が12.8%、「特にな
い」が12.1%を占めるなど、ボランティア専用の活動拠点を設置していない。

　「子どもたちの様々な体験や経験の場が増えた」が最も多く、71.6%を占めて
いる。次いで「地域に開かれた学校となった」（66.5%）、「教職員が地域から
の支援の大切さに気がついた」（64.1%）の順になっている。子ども・地域・学
校それぞれに良い効果が生まれている。

71.6%

66.5%

64.1%

56.9%

35.7%

35.1%

26.6%

26.4%

3.0%

0.2%

0% 20% 40% 60% 80%

子どもたちの様々な体験や経験の場が増えた

地域に開かれた学校となった

教職員が地域からの支援の大切さに気が付いた

学校運営に対する地域の理解が深まった

地域住民の生きがいにつながっている

子どもたちの意欲が向上し、学力定着につながった

子どもたちのコミュニケーション能力が向上した

教職員の負担が軽減されたことで、子どもと向き合う時間が増えた

その他

特に効果を感じていない

(N=462)
ボランティアが活動している学校

16.9%

13.4%

12.1%

3.5%

1.3%

39.8%

12.8%

0% 10% 20% 30% 40%

それぞれの活動場所

兼用室であるが確保している

地域交流室

校長室

特にない

職員室の応接室

ボランティアの専用室

(N=462)
ボランティアが活動している学校
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キ　学校・地域連携を進める上での課題（複数回答）

ク　ボランティアなど地域の力を活用していない理由（複数回答）

　「ボランティアへの謝金や活動資金がない」が最も多く、66.7%占めている。
次いで「コーディネーターやボランティアの方々との連絡調整などによる教職
員の負担増」（41.6%）、「ボランティアやゲストティーチャーなど地域人材の
情報が不十分」（30.7%）の順になっている。ボランティアの方々の持ち出しで
必要なものを購入している例もあり、経費面での支援は課題と言える。

　「ニーズに合ったボランティアがいないため」が最も多く、58.5%を占めてい
る。次いで「地域の力を活用しなくても、学校の中で十分対応できるため」
（28.3%）、「ボランティアとの連絡調整など、教職員の負担が増えるため」
（24.5%）となっている。ボランティアを活用していない学校の半数以上は、
ニーズに合ったボランティアを見つけられずにいる。

66.7%

41.6%

30.7%

24.2%

17.5%

15.2%

10.6%

7.1%

5.8%

5.0%

3.9%

2.8%

0% 20% 40% 60% 80%

ボランティアへの謝金や活動資金がない（足りない）

コーディネーターやボランティアの方々との連絡調整などによる
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　教職員の負担増　

ボランティアやゲストティーチャーなど地域人材の情報が不十分

ボランティアが集う活動拠点の設置などの受入れ体制が不十分

地域連携担当教諭の負担増

学校支援活動について地域と話し合う機会が少ない

ボランティアの導入に対する教職員の理解が不十分

課題を感じていない

参考事例となる他校の情報やノウハウ・ツールが不十分

教育委員会の学校へのサポートが不十分

PTA役員や保護者の理解・協力が不十分

地域住民の理解・協力が不十分

(N=462)
ボランティアが活動している学校

28.3%

22.6%

58.5%

24.5%

0% 20% 40% 60%

ニーズに合ったボランティアがいないため

地域の力を活用しなくても、学校の中で十分対応できるため　

ボランティアとの連絡調整など、教職員の負担が増えるため　

その他

(N=53)
ボランティアが活動していない学校
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(2)　学校・地域コーディネーターについて

ア　コーディネーターの必要性

イ　コーディネーターの配置状況

　小学校の61.0%、中学校の51.4%、特別支援学校の58.3%がコーディネーターを
必要だと感じている。「今のところ必要ではないが、今後は必要になるかもし
れない」と合わせると、３校種とも90%以上の学校が必要性を感じている。

　小学校の28.2%、中学校の22.3%、高等学校の18.2%において、コーディネー
ターが配置されている。特別支援学校は、コーディネーターの必要性を感じて
いることが(2)アから分かるが、現状では１校も配置されていない。

61.0%

51.4%

27.3%

58.3%

37.2%

45.9%

45.5%

33.3%

1.7%

2.7%

27.3%

8.3%

0% 20% 40% 60% 80%

小（N=344)

中（N=148）

高（N=11）

特（N=12）

必要だと思う

今のところ必要ではないが、
今後は必要になるかもしれない

必要だとは思わない

（N=515）
全校

28.2%

22.3%

18.2%

71.8%

77.7%

81.8%

100.0%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

小（N=344)

中（N=148）

高（N=11）

特（N=12）

いる いない
（N=515）
全校
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ウ　コーディネーター配置への意向

エ　コーディネーター配置による効果（複数回答）

　小学校の71.7%、中学校の60.9%、特別支援学校の58.3%がコーディネーターを
配置したいと回答している。

　「ボランティア活動の内容が充実した」が最も多く、51.5%を占めている。次
いで「ボランティアの依頼から受入れまでの流れがスムーズになった」
（47.7%）、「多くのボランティアが支援してくれるようになった」（37.1%）
の順になっている。コーディネーターが学校と地域のパイプ役として活動する
ことにより、ボランティア活動の充実などの効果が表れている。

71.7%

60.9%

33.3%

58.3%

22.3%

35.7%

66.7%

41.7%

6.1%

3.5%

0.0%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80%

小（N=247）

中（N=115）

高（N=9）

特（N=12)

配置したい 配置したいとは思わない 未回答
（N=383）
コーディネーターがいない学校

51.5%

47.7%

37.1%

27.3%

7.6%

6.1%

0% 20% 40% 60%

ボランティア活動の内容が充実した

ボランティアの依頼から受入れまでの流れがスムーズになった　

多くのボランティアが支援してくれるようになった

教職員の負担が減った

その他

特に効果を感じていない

（N=132）
コーディネーターがいる学校
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オ　コーディネーターに関する課題（複数回答）

カ　コーディネーターを中心とした学校教育ボランティア組織への支援策

　「コーディネーターの活動に使える経費が不十分」が最も多く、40.2%を占め
ている。次いで「コーディネーターが活動する際に使用する専用の電話やパソ
コンがない」（38.6%）、地域でのコーディネーターの認知度が低い（34.8%）
の順になっている。コーディネーターがより活動しやすくなるような環境づく
りが必要である。

　「絶対に必要である」が最も多く、59.4%を占めている。「まあ必要である」
（28.2%）と合わせると、87.6%の学校が資金面での支援を必要としている。

40.2%

38.6%

34.8%

25.8%

20.5%

16.7%

7.6%

7.6%

6.8%

4.5%

2.3%

1.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

コーディネーターの活動に使える経費が不十分

コーディネーターが活動する際に使用する
　　　　　　　　専用の電話やパソコンがない

地域でのコーディネーターの認知度が低い

コーディネーターが活動する部屋がない

コーディネーターの負担が大きい

コーディネーターとの連携が不十分
（多忙のため、打合せ時間がない　など）

コーディネーターに任期がない

課題はない

学校が求める支援とコーディネーター
（ボランティア）が実施したい支援の相違

学校の負担が大きい

コーディネーターのスキルアップにつながる研修がない

コーディネーターの活動の仕方に不安・不満がある

（N=132）
コーディネーターがいる学校

28.2%

10.9%

1.4%

0.2%

59.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

絶対に必要である

まあ必要である

あればありがたいが、
　　　　なくても問題ない

活動資金の支援は必要ない

未回答

（N=515）
全校
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キ　学校・地域連携を進める上で必要な経費（３つまで）

(3)　よこはま学援隊の活動状況について

　「研修講師の旅費や、ボランティアが活動を行う上で必要な交通費」が最も
多く、79.6%を占めている。次いで「研修会や講演会の講師に支払う謝金」
（60.0%）、「事務用品、書籍類、苗・肥料、その他消耗品」（47.0%）の順に
なっている。

　よこはま学援隊として活動している学校は、小学校で76.7%、中学校で4.1%と
なっている。小学校では、登下校時などの見守り活動が必要とされている。

79.6%

60.0%

47.0%

35.3%

26.8%

10.9%

8.9%

3.1%

1.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

研修会講師の旅費や、ボランティアが
　　　　　　活動を行う上で必要な交通費

研修会や講演会の講師に支払う謝金

事務用品、書籍類、苗・肥料、その他消耗品

打合せの際にボランティアや講師に提供するお茶代

ボランティアの依頼などにかかる電話代、
　　　　　　　　　　　　はがき代、切手代など

イベントや研修会の会場使用料や機材・物品の使用料

学校・地域連携の広報紙などの印刷費

銀行口座に振り込む際の手数料など

その他

（N=515）
全校

76.7% 12.2%

43.2%

27.3%

33.3%

11.0%

52.7%

72.7%

66.7%

0.0%

0.0%

4.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

小（N=344)

中（N=148）

高（N=11）

特（N=12）

活動している 活動していない よこはま学援隊はない
（N=515）
全校
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(4)　学校運営協議会について

ア　学校運営協議会の設置状況

イ　学校運営協議会による成果（複数回答）

　「学校運営に対する適切な意見を、様々な立場や視点からもらうことができ
る」が最も多く、90.8%を占めている。次いで「学校評価を適切に行うことがで
きる」（71.3%）、「保護者や地域の理解を得るために、学校運営協議会側から
の発信を活用することができる」（63.2%）の順になっており、設置の成果が表
れている。

　小学校の16.6%、中学校の18.9%、高等学校の18.1%において、学校運営協議会
が設置されている。特別支援学校には設置校がない。

16.6%

18.9%

18.1%

83.4%

81.1%

81.8%

100.0%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

小（N=344)

中（N=148）

高（N=11）

特（N=12）

設置している 設置していない
（N=515）
全校

90.8%

71.3%

63.2%

58.6%

35.6%

2.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

　　　　　学校運営に対する適切な意見を、
様々な立場や視点からもらうことができる

学校評価を適切に行うことができる

　　　　　　　　　　　保護者や地域の理解を得るため
に、

学校運営協議会側からの発信を活用することがで

教育活動支援を委員及びその人脈を
活用してスムーズに行うことができる

教職員の閉ざされている意識を開くことができる

その他

（N=87）
運営協議会がある学校
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ウ　学校運営協議会の課題（複数回答）

エ　学校運営協議会の充実に向けての支援（複数回答）

　「開催に向けての調整（時期、時間、回数、内容）が難しいが最も多く、
50.6%を占めている。次いで「様々な立場からの委員の選出が難しい」
（32.2%）、「活動そのものが多くの方々に周知されていない」（29.9%）の順
になっている。会の運営方法など、課題は多い。

　「学校担当指導主事の学校運営協議会への出席」が最も多く、47.1%を占めて
いる。次いで「他校の学校運営協議会の情報提供」（41.4%）、「学校運営協議
会設置校同士の情報交流の場の設定」（35.6%）の順になっている。教育委員会
と学校による情報の交換や、設置校同士の情報交換の場を設けることが必要で
ある。

50.6%

32.2%

29.9%

17.2%

11.5%

10.3%

3.4%

0% 20% 40% 60%

開催に向けての調整（時期、時間、回数、内容）が難しい

様々な立場からの委員の選出が難しい

活動そのものが多くの方々に周知されていない

学校関係者評価としての十分な意見が得にくい

課題は、特に感じていない

協議会内の各部会の活動が停滞しがちである

その他

（N=87）
運家協議会がある学校

47.1%

41.4%

35.6%

5.7%

3.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

学校担当指導主事の学校運営協議会への出席

他校の学校運営協議会の情報提供

学校運営協議会設置校同士の情報交流の場の設定

教育委員会からの支援は特に必要としていない

その他

（N=87）
運営協議会がある学校
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オ　学校運営協議会設置への意向

カ　学校運営協議会未設置校が設置を目指す上での難しさ（複数回答）

　「現在の組織（まちとともに歩む学校づくり懇話会、学校評議員等）の活用
で十分だと感じている」(71.5%)と「委員の選出に困難さがある」（43.2%）が
突出している。既に学校運営協議会と同趣旨の組織が複数存在しているため、
新しく組織を立ち上げる必要性を感じていない学校が多い。

　「検討していない」が最も多く、47.0%を占めている。時期に関わらず、設置
について検討している学校は、合わせて46.0%となっている。

47.0%

43.9%

7.0%

0.2%

1.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

検討していない

時期は未定であるが、設置について検討している

未回答

平成25年度の設置を検討している

今年度の設置を検討している

（N=428）
運営協議会がない学校

71.5%

43.2%

15.4%

12.9%

9.6%

4.4%

4.2%

4.2%

3.3%

2.1%

1.4%

10.7%

0% 20% 40% 60% 80%

現在の組織（まちとともに歩む学校づくり懇話会、
　　　学校評議員等）の活用で十分だと感じている

委員の選出に困難さがある

設置する必要やよさを感じていない

協議会が職員の採用及び任用に関して
　　意見を述べることに対して心配である

小中一貫教育推進ブロック内の学校間の
　　　　　　　関係で設置しにくい状況にある

設置に向けて地域の理解が得にくい状況にある

その他

設置に向けて教職員の協力が得にくい状況にある

設置に向けての具体的な進め方がよく分からない

学校運営に関して協議会の承認を得たり、
　　　　　　意見を受けたりするのが煩わしい

学校運営協議会がどのようなものであるのかよく分からない

設置に向けての申請手続きが煩わしい

（N=428）
学校運営協議会がない学校
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４　コーディネーターを対象とする調査結果概要

(1)　コーディネーターの属性（複数回答）

(2)　活動状況

　「元PTA役員」の方が67.4%と突出しており、「現PTA役員」(7.6%)の方と合わせ
ると、75%を占めている。

　学校・地域コーディネーター養成講座を受講した88.6%の方が、講座で学んだこ
とを生かし、各校でコーディネート活動を行っている。

88.6%

11.4%

している

していない

(N=184)
回答者全員

67.4%

26.6%

20.1%

17.4%

16.8%

9.8%

7.6%

3.8%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80%

元ＰＴＡ役員

学校評議員・学校運営協議会関係者

自治会町内会関係者

その他

はまっこ・放課後キッズ関係者

民生・児童委員

現ＰＴＡ役員

元教職員

学生

(N=184)
回答者全員
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(3)　活動をしていない理由

(4)　コーディネーターとして担っている役割（複数回答）

　「活動する時間がないため」及び「他のコーディネーターが中心となって活動
しているため」が28.6%を占めている。その他の理由として、「コーディネーター
ではなくボランティアとして活動していきたい」や「コーディネーターが１人の
ため、あまり活動できなかった」などがある。

　「ボランティアの方々と学校との間の連絡調整」が最も多く、72.5%を占めてい
る。次いで「学校と地域の交流を深めるイベントや地域清掃、防犯パトロールな
どの企画・実施」(41.3%)、「ボランティアやゲストティーチャーなどを行う地域
の方への依頼」(40.6%)の順になっている。学校と地域のパイプ役として、双方を
つなげる橋渡しの役割を担っている。

28.6%

28.6%0.0%

33.3%

9.5%

活動する時間がないため

他のコーディネーターが中心と
なって活動しているため

学校からの要請がないため

その他

無回答

(N=21)
活動していないコーディネーター

72.5%

41.3%

40.6%

36.3%

21.9%

20.6%

18.1%

15.6%

14.4%

0% 20% 40% 60% 80%

ボランティアの方々と学校との間の連絡調整

学校と地域の交流を深めるイベントや地域清掃、
　　　　　　　　　防犯パトロールなどの企画・実施

ボランティアやゲストティーチャーなどを行う地域の方への依頼

地域のイベントの情報や地域からの提案などの学校への伝達

放課後や土曜に行う子どもたちの学習指導・補修授業の企画・実施

その他

地域だよりやホームページなどによる学校情報の発信

キャリア教育・体験学習等を行う際の近隣事務所への働きかけ

地域の方々を対象とした研修会・講演会などの企画・実施

(N=163)
活動しているコーディネーター
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(5)　ボランティアの効果（複数回答）

(6)　コーディネート活動の中で感じている課題（複数回答）

　「子どもたちの様々な体験や経験の場が増えた」が最も多く、71.9%を占めてい
る。次いで「地域に開かれた学校となった」(54.4%)、「地域住民同士のつながり
が広がった」(47.5%)の順になっている。子どもたちだけでなく、地域の活性化と
いう点においても効果が表れている。

　「コーディネーターの認知度が低い」が最も多く、63.8%を占めている。次いで
「一緒に活動するコーディネーターが複数人いた方がよい」(44.4%)、「新しいボ
ランティアを確保したい（ボランティアが固定化している）」(38.8%)の順になっ
ている。コーディネーターが地域で活動しやすくなるために、様々な場において
コーディネーターを周知する必要がある。

71.9%

54.4%

47.5%

43.1%

36.9%

35.6%

28.8%

18.1%

13.1%

8.8%

1.3%

0% 20% 40% 60% 80%

子どもたちの様々な体験や経験の場が増えた

地域に開かれた学校となった

地域住民同士のつながりが広がった

教職員が地域からの支援の大切さに気が付いた

学校運営に対する地域の理解が深まった

地域住民の生きがいにつながっている

子どもたちのコミュニケーション能力が向上した

子どもたちの意欲が向上し、学力定着につながった

教職員の負担が軽減されたことで、
　　　子どもと向き合う時間が増えた

その他

効果を感じていない

(N=163)
活動しているコーディネーター

63.8%

44.4%

38.8%

30.6%

27.5%

26.9%

24.4%

18.8%

17.5%

16.9%

16.3%

14.4%

13.8%

12.5%

12.5%

11.9%

11.3%

6.3%

4.4%

1.3%

0% 20% 40% 60% 80%

コーディネーターの認知度が低い

一緒に活動するコーディネーターが複数人いた方がよい

新しいボランティアを確保したい（ボランティアが固定化している）

活動に使える経費が少ない

ボランティアの打合せなどをする専用の部屋（スペース）がない

学校のニーズに合ったボランティアの確保が難しい

教職員が忙しく打合せの時間をつくるのが難しい

その他

自分が役に立っているのか分からない

既存ボランティアグループとの連携・組織化が必要だと思う

他校のコーディネーターとネットワークを形成し情報を共有したい

ＰＴＡとの関わり方が難しい

スキルアップにつながる研修などのフォローが足りない

地域への情報発信（取組の広報など）が上手くいかない

企業や商店街などとの連携ができていない

区役所や市民活動（区民活動）支援センターなどとの連携ができていない

自治会町内会との関わり方が難しい

学校側に窓口となる担当の先生がいてほしい

効果を感じていない

学校運営協議会との関わり方が難しい

(N=163)
活動しているコーディネーター
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５　学校教育ボランティアを対象とする調査結果概要

(1)　活動内容（複数回答）

(2)　活動頻度

　「読み聞かせ・図書室整備」が最も多く、46.6%を占めている。次いで「授業の
サポート等」(22.6%)、「登下校時の見守り活動」(20.9%)の順になっており、
様々な形でボランティア活動が行われている。

　「月１，２回程度」が最も多く、48.8%を占めている。「週１回程度」が
20.7%、「週２，３回」が9.8%となっている。その他の中では、「学校からの依頼
に応じて」という回答が多く見られた。

20.9%

18.9%

14.6%

12.9%

7.1%

5.3%

5.1%

3.7%

46.6%

22.6%

0% 20% 40% 60%

読み聞かせ・図書室整備

授業のサポート等

登下校時の見守り活動

学校行事等の運営支援

その他

校内環境整備

放課後や土曜の学習支援

給食時の支援

部活動・クラブ活動の指導

キャリア教育や体験学習

(N=721)
回答者全員

48.8%

20.7%

13.2%

9.8%

6.5% 1.0%

月１、２回程度

週１回程度

その他

週２,３回程度

毎日

無回答

(N=721)
回答者全員
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(3)　活動のきっかけ

(4)　活動への参加の動機（複数回答）

　「学校便りなどでのボランティア募集を見た」が36.5%と最も多く、有効な手段
の一つであることが分かる。直接誘うのも有効な手段であり、「ボランティア活
動をしている友人・知人から誘われた」(21.9%)と「学校・地域コーディネーター
に依頼された」(13.9%)を合わせると35.8%となる。

　「学校の教育活動に協力したいから」が最も多く、58.7%を占めている。次いで
「子どもがその学校に通学していたから」(57.4%)、「子どもが好きだから」
(44.8%)の順になっている。「学校に協力したい」「子どもたちのために何かした
い」と考えている方が多い。

36.5%

21.9%

14.8%

13.9%

12.6%
0.3%

学校便りなどでのボランティア募
集を見た

ボランティア活動をしている友
人・知人から誘われた

学校に依頼された

学校・地域コーディネーターに依
頼された

その他

無回答

(N=721)
回答者全員

58.7%

57.4%

44.8%

21.6%

18.6%

17.5%

16.9%

9.6%

0% 20% 40% 60%

学校の教育活動に協力したいから

子どもがその学校に通学していたから

子どもが好きだから

ボランティア活動を通じて、地域の人と交流を深めたかったから

自身の知識や技術を生かせるから

知人や家族に誘われた（勧められた）から

自身の生きがいとなるから

その他

(N=721)
回答者全員
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(5)　活動に参加して良かったこと（複数回答）

(6)　活動の中で困ったこと（複数回答）

　「子どもたちとの触れ合いが増えた」が最も多く、68.9%を占めている。次いで
「学校のことが分かった」(63.5%)、「地域の知り合い（友人）が増えた」
(48.7%)の順になっている。子どもや活動仲間との触れ合いを通して、地域のつな
がりが強くなっていることが分かる。

　「その他」以外では「先生との打合せの時間がない（足りない）」が最も多
く、15.0%を占めている。次いで「子どもとの接し方が難しい」(9.7%)、「役に
立っているのか分からない」(8.9%)の順になっている。「その他」の中では、ボ
ランティアの人数が少ないという回答が多く見られた。

68.9%

63.5%

48.7%

41.9%

20.7%

18.4%

8.0%

0% 20% 40% 60% 80%

子どもたちとの触れ合いが増えた

学校のことが分かった

地域の知り合い（友人）が増えた

多くの先生と話すことができた

自分自身の生きがいになった

いろいろなことを学んでみようと思うようになった

その他

(N=721)
回答者全員

18.9%

15.0%

9.7%

8.9%

6.1%

5.8%

4.6%

2.6%

1.1%

0.7%

0% 5% 10% 15% 20%

その他

先生との打合せの時間がない（足りない）

子どもとの接し方が難しい

役に立っているのかわからない

ボランティア対象の研修がない（足りない）

校内に活動拠点となる場所がない

ボランティア活動の機会が少ない

ボランティア活動に対する学校側の感謝の気持ちが見えない

ボランティアの依頼が多すぎる

活動を突然キャンセルされた

(N=721)
回答者全員
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(7)　学校・地域コーディネーターに期待する役割（複数回答）

(8)　子どもたちに対して地域が果たす役割（２つまで）

　「学校からの依頼内容を正確にわかりやすくボランティアに伝える」が最も多
く、36.9%を占めている。次いで「学校の情報を地域に伝える」(34.7%)、「地域
の思いや提案、ボランティア活動の感想などを受けとめて、学校に伝える」
(31.9%)の順になっている。ボランティア活動の際の連絡調整だけでなく、学校と
地域双方の情報や思いを伝える窓口となることを期待している。

　「基本的な生活習慣や社会的なマナーを身につけさせる」が最も多く、62.4%を
占めている。次いで「基本的な倫理観や、家族・他者を思いやる気持ちを育て
る」(50.3%)、「地域の歴史や文化・自然環境を大切にする気持ちを育てる」
(29.3%)の順になっている。活動を通して、挨拶などの習慣が身につくことが期待
される。

36.9%

34.7%

31.9%

28.4%

18.9%

10.5%

0% 10% 20% 30% 40%

学校からの依頼内容を正確に分かりやすくボランティアに伝える

学校の情報を地域に伝える

地域の思いや提案、ボランティア活動の感想などを受けとめて、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　学校に伝える

地域の情報を学校に伝える

地域ボランティア同士のつながりを深める交流会を企画・実施する

その他

(N=721)
回答者全員

62.4%

50.3%

29.3%

17.9%

8.3%

0% 20% 40% 60% 80%

基本的な生活習慣や社会的なマナーを身につけさせる

基本的な倫理観や、家族・他者を思いやる気持ちを育てる

地域の歴史や文化・自然環境を大切にする気持ちを育てる

積極的に学び続けることの大切さを教える

その他

(N=721)
回答者全員
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６　保護者を対象とする調査結果概要

(1)　PTA活動以外のボランティア活動経験

(2)　地域の方による学校でのボランティア活動

　PTA活動ではないボランティア活動に参加したことがある保護者は、40.5%に
とどまっている。自主的なボランティア活動には、なかなか参加できないのが
現状である。

　「学校と子どもにとって有意義だと思うので、今後も活動してほしい」が最も
多く、89.7%を占めている。およそ９割の保護者が、地域の方による学校でのボラ
ンティア活動に対して好意的であることが分かる。

40.5%

59.0%

0.5%

ある ない 無回答(N=5414)
回答者全員

89.7%

0.8%
9.1% 0.4%

学校と子どもにとって有意義だと
思うので、今後も活動してほしい

保護者以外の地域の方々は、
学校教育支援に関わらない方が
良い

わからない

無回答

(N=5414)
回答者全員
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(3)　PTA活動以外のボランティア活動へ参加意向

(4)　学校・地域コーディネーターを知っているか

　「機会があればしてみたいと思う」が最も多く、「参加してみたいと思う」と
合わせると、79・2%の保護者が、ボランティア活動への参加に前向きな考えを
持っている。

　学校・地域コーディネーターを「知っている」と回答した保護者は、わずか
29.8%となっている。学校・地域コーディネーターの認知度の低さが窺える。

7.3%

71.9%

19.4%

1.4%

思う 機会があればしてみたい 思わない 無回答(N=5414)
回答者全員

29.8%

69.3%

0.8%

知っている 知らない 無回答(N=5414)
回答者全員
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(5)　学校・地域コーディネーターに期待する役割（複数回答）

(6)　学校・地域コーディネーターがいることによる効果（複数回答）

　「ボランティアの方々と学校との間の連絡調整」が19.6%と最も多く、学校と地
域を結ぶための窓口となることを期待している。その他「学校と地域の交流を深
めるイベントや地域清掃、防犯パトロールなどの企画・実施」(15.4%)、「地域の
イベントの情報や地域からの提案などの学校への伝達」(13.1%)など、様々な役割
を期待されている。

　「地域の方が学校に来る機会が増え、子どもたちも地域の人の顔を覚える」が
最も多く、19.5%を占めている。次いで「様々な調整をしてくれることで、ボラン
ティア活動がしやすくなる」(14.2%)、「ボランティアが入ることで先生の負担が
少なくなり、子どもと向き合う時間が増える」(12.9%)の順になっている。子ども
たち・ボランティア・教職員それぞれに良い効果が生まれている。

15.4%

13.1%

8.3%

7.6%

7.4%

4.7%

3.8%

1.4%

0.7%

19.6%

0% 5% 10% 15% 20%

ボランティアの方々と学校との間の連絡調整

学校と地域の交流を深めるイベントや地域清掃、
　　　　　　　　　防犯パトロールなどの企画・実施

地域のイベントの情報や地域からの提案などの学校への伝達

ボランティアなど地域の方を学校へ紹介する

キャリア教育・体験学習等を行う際の近隣事務所への働きかけ

放課後や土曜に行う子どもたちの学習指導・補習授業の企画・実施

地域だよりやホームページなどによる学校情報の発信

保護者や地域の方々を対象とした研修会・講演会などの企画・実施

分からない

その他

(N=5414)
回答者全員

19.5%

14.2%

12.9%

6.6%

1.6%

1.0%

0% 5% 10% 15% 20%

地域の方が学校に来る機会が増え、
　子どもたちも地域の人の顔を覚える

様々な調整をしてくれることで、
　ボランティア活動がしやすくなる

ボランティアが入ることで先生の負担が少なくなり、
　　　　　　　　　　　　子どもと向き合う時間が増える

学校からの情報発信が増える

分からない

その他

(N=5414)
回答者全員
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(7)　地域ボランティアの方にこれからも来てほしいか

(8)　ボランティア活動をしてみたいと思うか

　「機会があればしてみたいと思う」が最も多く、41.6%を占めている。「参加し
てみたいと思う」と合わせると、45.7%の児童・生徒が、ボランティア活動への参
加に前向きな考えを持っている。

　「来てほしい」が最も多く、66.4%を占めている。「あまり来ないでほしい」と
いう否定的な回答は、0.9%と低い数値になっている。

※以下２問は児童・生徒による回答

66.4%

30.1%

1.0% 1.6%
0.9%

来てほしい

どちらでもよい

あまり来ないでほしい

その他

無回答

(N=5414)
回答者全員

4.1%

41.6%

13.4%

40.9%

思う 機会があればしてみたい 思わない 無回答(N=5414)
回答者全員
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学校・地域連携推進事業に関するアンケート調査 

 

問１ 区を選択してください 

 

問２ 学校種別を選択してください 

 

問３ 学校名を選択してください 

 

問４ 【全学校回答】 

   学校教育ボランティア（以下、「ボランティア」とする。）が活動されていますか。 

  ※ 学校教育ボランティアとは、学校が教育活動の補助、支援のために依頼し、活動

するボランティアのことです。教育委員会事務局が学校に派遣するボランティア

（IUIや AETなど）は除いてください。 

  １ している→【問５～問 11へ】 

  ２ していない→【問 12へ】 

 

問５ 【ボランティアが活動している学校のみ回答】 

   ボランティアはどのような人ですか。 

  １ 保護者のみ 

  ２ 保護者以外の方のみ 

  ３ 保護者と保護者以外の方 

 

問６ 【ボランティアが活動している学校のみ回答】 

   ボランティアはどのように募集していますか。（複数回答可） 

  ※ 学校・地域コーディネーター（以下「コーディネーター」という。）とは、地域が

学校を支援できる仕組みづくりを推進するために、学校とボランティアのパイプ役

として調整を行う方のことです。 

  １ 学校・地域コーディネーターに依頼している 

  ２ 学校で独自に探してお願いしている 

  ３ PTA役員や保護者にお願いしている 

  ４ 学校便りや PTA便り、ホームページなどを通じて募集している 

  ５ 「横浜教育支援隊」を活用している 

  ６ 学校教育事務所に依頼している（横浜教育支援隊以外） 

  ７ 区役所や市民活動（区民活動）支援センターにお願いしている 

  ８ その他（          ）

学校長 



問７ 【ボランティアが活動している学校のみ回答】 

   ボランティアにより、どのような学校支援活動が行われていますか。（複数回答可） 

  １ 授業のサポート        ６ 学校行事等の運営支援 

  ２ 読み聞かせ・図書室整備    ７ キャリア教育や体験学習 

  ３ 部活動・クラブ活動の指導   ８ 放課後や土曜の学習支援 

  ４ 校内環境整備         ９ 給食時の支援 

  ５ 登下校時の見守り活動     10 その他（          ） 

問８ 【ボランティアが活動している学校のみ回答】 

   学校として特に重要と考える活動はどれですか。（３つまで） 

  １ 授業のサポート        ６ 学校行事等の運営支援 

  ２ 読み聞かせ・図書室整備    ７ キャリア教育や体験学習 

  ３ 部活動・クラブ活動の指導   ８ 放課後や土曜の学習支援 

  ４ 校内環境整備         ９ 給食時の支援 

  ５ 登下校時の見守り活動     10 その他（          ） 

 

問９ 【ボランティアが活動している学校のみ回答】 

   地域の方が学校に入って教育活動を支援することで、どのような効果がありました

か。（複数回答可） 

  １ 子どもたちの様々な体験や経験の場が増えた 

  ２ 子どもたちの意欲が向上し、学力定着につながった 

  ３ 子どもたちのコミュニケーション能力が向上した 

  ４ 教職員が地域からの支援の大切さに気が付いた 

  ５ 教職員の負担が軽減されたことで、子どもと向き合う時間が増えた 

  ６ 地域住民の生きがいにつながっている 

  ７ 地域に開かれた学校となった 

  ８ 学校運営に対する地域の理解が深まった 

  ９ その他（          ） 

  10 特に効果を感じていない 

 

問 10 【ボランティアが活動している学校のみ回答】 

   コーディネーターやボランティアの打合せや準備作業などは、学校のどこで行って

いますか。 

  １ 地域交流室           ５ 校長室 

  ２ ボランティアの専用室      ６ 職員室の応接スペース 

  ３ 兼用室であるが確保している   ７ その他（          ） 

  ４ それぞれの活動場所       ８ 特にない



問 11 【ボランティアが活動している学校のみ回答】 ※回答後は問 13へ 

  学校・地域連携を進める上で感じた課題はありますか。（複数回答可） 

  １ コーディネーターやボランティアの方々との連絡調整などによる教職員の負担増 

  ２ 地域連携担当教諭の負担増 

  ３ ボランティアやゲストティーチャーなど地域人材の情報が不十分 

  ４ ボランティアが集う活動拠点の設置などの受入れ体制が不十分 

  ５ ボランティアへの謝金や活動資金がない（足りない） 

  ６ ボランティアの導入に対する教職員の理解が不十分 

  ７ PTA役員や保護者の理解・協力が不十分 

  ８ 地域住民の理解・協力が不十分 

  ９ 学校支援活動について地域と話し合う機会が少ない 

  10 教育委員会の学校へのサポートが不十分 

  11 参考事例となる他校の情報やノウハウ・ツールが不十分 

  12 課題を感じていない 

 

問 12 【ボランティアが活動していない学校のみ回答】 

   なぜボランティアを活用していないのですか。（複数回答可） 

  １ 地域の力を活用しなくても、学校の中で十分対応できるため 

  ２ ボランティアとの連絡調整など、教職員の負担が増えるため 

  ３ ニーズに合ったボランティアがいないため 

  ４ その他（          ） 

 

問 13 【全学校回答】 

   コーディネーターは必要だと思いますか。 

  １ 必要だと思う 

  ２ 今のところ必要ではないが、今後は必要になるかもしれない 

  ３ 必要だとは思わない 

 

問 14 【全学校回答】 

   貴校にコーディネーターはいますか。 

  １ いる→【問 16～問 17へ】 

  ２ いない→【問 15へ】 

 

問 15 【コーディネーターがいない学校のみ回答】 ※回答後は問 18へ 

   今後、コーディネーターを配置したいと思いますか。 

  １ 配置したい 

  ２ 配置したいとは思わない



問 16 【コーディネーターがいる学校のみ回答】 

   コーディネーターを配置したことにより、どのような効果がありましたか。（複数回

答可） 

  １ ボランティアの依頼から受入れまでの流れがスムーズになった 

  ２ ボランティア活動の内容が充実した 

  ３ 多くのボランティアが支援してくれるようになった 

  ４ 教職員の負担が減った 

  ５ その他（          ） 

  ６ 特に効果を感じていない 

 

問 17 【コーディネーターがいる学校のみ回答】 

   コーディネーターを配置したことで生じた課題はありますか。（複数回答可） 

  １ コーディネーターの負担が大きい 

  ２ 学校の負担が大きい 

  ３ コーディネーターのスキルアップにつながる研修がない 

  ４ 地域でのコーディネーターの認知度が低い 

  ５ コーディネーターに任期がない 

  ６ コーディネーターの活動に使える経費が不十分 

  ７ コーディネーターが活動する部屋がない 

  ８ コーディネーターが活動する際に使用する専用の電話やパソコンがない 

  ９ コーディネーターとの連携が不十分（多忙のため、打合せ時間がない など） 

  10 学校が求める支援とコーディネーター（ボランティア）が実施したい支援の相違 

  11 コーディネーターの活動の仕方に不安・不満がある 

  12 その他（          ） 

  13 課題はない 

 

問 18 【全学校回答】 

   教育委員会では、平成 23年度から、コーディネーターを中心としたボランティア組

織に対して活動資金の助成を行っています（今年度は上限 12 万円）。このような支援

策についてどう思いますか。 

  １ 絶対に必要である 

  ２ まあ必要である 

  ３ あればありがたいが、なくても問題ない 

  ４ 活動資金の支援は必要ない 

   ※理由 

   （                   ）



問 19 【全学校回答】 

   学校・地域連携を進める上で特に必要だと考える経費はどれですか。（３つまで） 

  １ 研修会や講演会の講師に支払う謝金 

  ２ 研修会講師の旅費や、ボランティアが活動を行う上で必要な交通費 

  ３ 事務用品、書籍類、苗・肥料、その他消耗品 

  ４ 学校・地域連携の広報紙などの印刷費 

  ５ ボランティアの依頼などにかかる電話代、はがき代、切手代など 

  ６ イベントや研修会の会場使用料や機材・物品の使用料 

  ７ 打合せの際にボランティアや講師に提供するお茶代 

  ８ 銀行口座に振り込む際の手数料など 

  ９ その他（          ） 

 

問 20 【全学校回答】 

   よこはま学援隊は活動していますか。 

  １ 活動している 

  ２ 活動していない 

  ３ よこはま学援隊はない 

 

問 21 【全学校回答】 

   学校運営協議会を設置していますか。 

  １ いる→【問 22～問 24へ】 

  ２ いない→【問 25～問 26へ】 

 

問 22 【学校運営協議会を設置している学校のみ回答】 

   学校運営協議会設置による成果は、何であるととらえていますか。（複数回答可） 

  １ 学校運営に対する適切な意見を、様々な立場や視点からもらうことができる。 

  ２ 教育活動支援を委員及びその人脈を活用してスムーズに行うことができる。 

  ３ 保護者や地域の理解を得るために、学校運営協議会側からの発信を活用すること

ができる。 

  ４ 学校評価を適切に行うことができる。 

  ５ 教職員の閉ざされている意識を開くことができる。 

  ６ その他（                               ） 

 

問 23 【学校運営協議会を設置している学校のみ回答】 

   学校運営協議会の課題は、何であるととらえていますか。（複数回答可） 

  １ 開催に向けての調整（時期、時間、回数、内容）が難しい。 

  ２ 様々な立場からの委員の選出が難しい。 

  ３ 活動そのものが多くの方々に周知されていない。 

  ４ 協議会内の各部会の活動が停滞しがちである。 

  ５ 学校関係者評価としての十分な意見が得にくい。 

  ６ その他（                               ） 

  ７ 課題は、特に感じていない。



問 24 【学校運営協議会を設置している学校のみ回答】 

   学校運営協議会の充実に向けて必要な教育委員会からの支援は何ですか。（複数回答

可） 

  １ 学校担当指導主事の学校運営協議会への出席。 

  ２ 他校の学校運営協議会の情報提供。 

  ３ 学校運営協議会設置校同士の情報交流の場の設定。 

  ４ その他（                               ）   

  ５ 教育委員会からの支援は特に必要としていない。 

 

問 25 【学校運営協議会を設置していない学校のみ回答】 

   学校運営協議会の設置を検討していますか。 

  １ 今年度の設置を検討している。 

  ２ 平成２５年度の設置を検討している。 

  ３ 時期は未定であるが、設置について検討している。 

  ４ 検討していない。 

 

問 26 【学校運営協議会を設置していない学校のみ回答】 

   教育委員会では、学校運営協議会の設置を推進していますが、未設置校が設置を目

指す上での難しさはどこにあると思いますか。（複数回答可） 

  １ 設置する必要やよさを感じていない。 

  ２ 設置に向けて教職員の協力が得にくい状況にある。 

  ３ 設置に向けて地域の理解が得にくい状況にある。 

  ４ 小中一貫教育推進ブロック内の学校間の関係で設置しにくい状況にある。 

  ５ 現在の組織（まちとともに歩む学校づくり懇話会、学校評議員 等）の活用で十

分だと感じている。 

  ６ 委員の選出に困難さがある。 

  ７ 学校運営に関して協議会の承認を得たり、意見を受けたりするのが煩わしい。 

  ８ 協議会が職員の採用及び任用に関して意見を述べることに対して心配である。 

  ９ 学校運営協議会がどのようなものであるのかよく分からない。 

  10 設置に向けての具体的な進め方がよく分からない。 

  11 設置に向けての申請手続きが煩わしい。 

  12 その他（                             ） 

 

自由記入 
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　学校・地域コーディネーター　様

問１　あなたがコーディネーターとして登録している学校名を教えてください。

区 小学校　・　中学校

問２　あなたのプロフィールを教えてください。（複数回答可）

□　現ＰＴＡ役員 □　はまっ子・放課後キッズ関係者

□　元ＰＴＡ役員 □　民生・児童委員

□　元教職員 □　学生

□　自治会町内会関係者 □　その他（ ）

□　学校評議員・学校運営協議会関係者

問３　現在コーディネーターとして活動していますか。

□　している　→　【問５へ】 □　していない　→　【問４へ】

問４　コーディネーターとして活動していないのはなぜですか。

□　活動する時間がないため

□　他のコーディネーターが中心となって活動しているため

□　学校からの要請がないため

□　その他

質問は以上です。ご協力ありがとうございました。

問５　現在あなたがコーディネーターとして担っている役割はどれですか。（複数回答可）

□　ボランティアの方々と学校との間の連絡調整

□　地域のイベントの情報や地域からの提案などの学校への伝達

□　ボランティアやゲストティーチャーなどを行う地域の方への依頼

□　地域だよりやホームページなどによる学校情報の発信

□　放課後や土曜に行う子どもたちの学習指導・補習授業の企画・実施

□　キャリア教育・体験学習等を行う際の近隣事業所への働きかけ

□　地域の方々を対象とした研修会・講演会などの企画・実施

□　その他

※　裏面に続きます。

学校・地域連携推進事業に関するアンケート調査

□　学校と地域の交流を深めるイベントや地域清掃、防犯パトロールなどの企画・実施

　教育委員会では、学校・地域連携の活動状況や課題などを伺うために、アンケート調査を
行わせていただくことになりました。本アンケートは、学校・地域コーディネーター養成講
座の修了生を対象としておりますので、ご協力よろしくお願いいたします。
　回答は、該当する項目の□にをご記入ください。　例）　現ＰＴＡ役員
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□　子どもたちの様々な体験や経験の場が増えた

□　子どもたちの意欲が向上し、学力定着につながった

□　子どもたちのコミュニケーション能力が向上した

□　教職員が地域からの支援の大切さに気が付いた

□　教職員の負担が軽減されたことで、子どもと向き合う時間が増えた

□　地域住民の生きがいにつながっている

□　地域住民同士のつながりが広がった

□　地域に開かれた学校となった

□　学校運営に対する地域の理解が深まった

□　その他

□　効果を感じていない

□　一緒に活動するコーディネーターが複数人いた方がよい

□　スキルアップにつながる研修などのフォローが足りない

□　コーディネーターの認知度が低い

□　学校のニーズに合ったボランティアの確保が難しい

□　新しいボランティアを確保したい（ボランティアが固定化している）

□　活動に使える経費が少ない

□　ボランティアの打合せなどをする専用の部屋（スペース）がない

□　教職員が忙しく打合せの時間をつくるのが難しい

□　自治会町内会との関わり方が難しい

□　PTAとの関わり方が難しい

□　学校運営協議会との関わり方が難しい

□　地域への情報発信（取組の広報など）が上手くいかない

□　既存ボランティアグループとの連携・組織化が必要だと思う

□　他校のコーディネーターとネットワークを形成し、情報を共有したい

□　区役所や市民活動（区民活動）支援センターなどとの連携ができていない

□　企業や商店街などとの連携ができていない

□　学校側に窓口となる担当の先生がいてほしい

□　自分が役に立っているのか分からない

□　その他

□　特に課題は感じていない

その他お気づきの点などございましたら教えてください。

質問は以上です。ご協力ありがとうございました。

問６　学校にボランティアの方々が入ったことで、どのような効果があったと感じて
　　　いますか。（複数回答）

問７　コーディネート活動をする中で、あなたが感じている課題は何ですか。（複数回答可）



1

　学校教育ボランティア　様

問１　あなたがボランティア活動をしている学校名を教えてください。

区 小学校　・　中学校

問２　どのようなボランティア活動をしていますか。（複数回答可）

□　授業のサポート等 □　学校行事等の運営支援

□　読み聞かせ・図書室整備 □　キャリア教育や体験学習

□　部活動・クラブ活動の指導 □　放課後や土曜の学習支援

□　校内環境整備 □　給食時の支援

□　登下校時の見守り活動 □　その他（ ）

問３　あなたのボランティア活動の頻度はどのくらいですか。

□　毎日

□　週１回程度

□　週２、３回程度

□　月１，２回程度

□　その他（ ）

問４　ボランティア活動のきっかけは何ですか。

□　学校に依頼された

□　学校・地域コーディネーターに依頼された

□　学校便りなどでのボランティア募集を見た

□　ボランティア活動をしている友人・知人から誘われた

□　その他

　※　学校・地域コーディネーターとは、地域が学校を支援できる仕組みづくりを

　　推進するために、学校とボランティアの方々のパイプ役として調整を行う方の

　　ことです。

※　裏面に続きます。

学校・地域連携推進事業に関するアンケート調査

　日頃から、学校教育ボランティアとして、学校にご協力いただきありがとうございます。
　教育委員会では、学校・家庭・地域の連携のために、様々な支援施策に取り組んでいる
ところですが、ボランティアとして活動されている方々のご意見を伺うために、アンケート
調査を行わせていただきます。ご協力よろしくお願いいたします。
　回答は、該当する項目の□にをご記入ください。　例）　現ＰＴＡ役員
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問５　なぜボランティア活動に参加しようと思ったのですか。（複数回答可）

□　子どもが好きだから

□　学校の教育活動に協力したいから

□　子どもがその学校に通学していたから

□　ボランティア活動を通じて、地域の人と交流を深めたかったから

□　自身の知識や技術を生かせるから

□　自身の生きがいとなるから

□　知人や家族に誘われた（勧められた）から

□　その他

問６　ボランティア活動に参加して良かったと感じていることは何ですか。（複数回答可）

□　学校のことが分かった

□　多くの先生と話すことができた

□　子どもたちとの触れ合いが増えた

□　自分自身の生きがいになった

□　地域の知り合い（友人）が増えた

□　いろいろなことを学んでみようと思うようになった

□　その他

問７　ボランティア活動の中で困ったことは何ですか。（複数回答可）

□　ボランティア活動の機会が少ない

□　ボランティアの依頼が多すぎる

□　校内に活動拠点となる場所がない

□　先生との打合せの時間がない（足りない）

□　活動を突然キャンセルされた

□　ボランティア対象の研修がない（足りない）

□　子どもとの接し方が難しい

□　ボランティア活動に対する学校側の感謝の気持ちが見えない

□　役に立っているのか分からない

□　その他

□　特にない

※　次ページに続きます。
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□　学校からの依頼内容を正確に分かりやすくボランティアに伝える

□　学校の情報を地域に伝える

□　地域の情報を学校に伝える

□　地域の思いや提案、ボランティア活動の感想などを受けとめて、学校に伝える

□　地域ボランティア同士のつながりを深める交流会を企画・実施する

□　その他

□　積極的に学び続けることの大切さを教える

□　基本的な倫理観や、家族・他者を思いやる気持ちを育てる

□　基本的な生活習慣や社会的なマナーを身につけさせる

□　地域の歴史や文化・自然環境を大切にする気持ちを育てる

□　その他

その他お気づきの点などございましたら教えてください。

質問は以上です。ご協力ありがとうございました。

問９　子どもたちに対して地域が果たす役割について、どのようにお考えですか。
　　　（２つまで）

問８　「学校・地域コーディネーター」には、どのようなことをしてほしいですか。
　　　（複数回答可）
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　保護者　様

問１　お子様が通われている学校名を教えてください。

区 小学校　・　中学校

□　ある □　ない

□　学校と子どもにとって有意義だと思うので、今後も活動してほしい

□　保護者以外の地域の方々は、学校教育支援に関わらない方が良い

□　分からない

問４　学校でＰＴＡ活動以外にもボランティア活動をしてみたいと思いますか。

□　思う □　機会があればしてみたい □　思わない

□　知っている　→　【問６へ】 □　知らない　→　【問８へ】

□　ボランティアの方々と学校との間の連絡調整

□　地域のイベントの情報や地域からの提案などの学校への伝達

□　ボランティアなど地域の方を学校へ紹介する

□　地域だよりやホームページなどによる学校情報の発信

□　放課後や土曜に行う子どもたちの学習指導・補習授業の企画・実施

□　キャリア教育・体験学習等を行う際の近隣事業所への働きかけ

□　保護者や地域の方々を対象とした研修会・講演会などの企画・実施

□　その他

□　分からない

※　裏面に続きます。

問５　お子様が通われている学校では、学校と学校を支援するボランティアとの間の
　　　調整役を担う「学校・地域コーディネーター」が活動しています。「学校・地域
　　　コーディネーター」についてご存知ですか。

問６　このような「学校・地域コーディネーター」に対して、どのような役割を期待して
　　　いますか。（複数回答可）

学校・地域連携推進事業に関するアンケート調査

　各学校では、保護者や地域の方々などがボランティアとして学校に関わり、様々な活動
が行われています。
　教育委員会では、学校・家庭・地域の連携のために、様々な支援施策に取り組んでいる
ところですが、学校を支援するボランティア活動について、保護者の方々にご意見を伺う
ために、アンケート調査を行わせていただきます。ご協力よろしくお願いいたします。
　回答は、該当する項目の□にをご記入ください。　例）　現ＰＴＡ役員

問２　お子様の通われている学校で、ＰＴＡ活動以外のボランティア活動をしたことが
　　　ありますか。

問３　学校でのボランティア活動に、保護者だけでなく地域の方々が参加することをどう
　　　思いますか。

□　学校と地域の交流を深めるイベントや地域清掃、防犯パトロールなどの企画・実施
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□　様々な調整をしてくれることで、ボランティア活動がしやすくなる

□　地域の方が学校に来る機会が増え、子どもたちも地域の人の顔を覚える

□　学校からの情報発信が増える

□　その他

□　分からない

以下は、お子様の意見を聞いてご記入ください。

□　来てほしい

□　どちらでもよい

□　あまり来ないでほしい

□　その他

□　思う □　機会があればしてみたい □　思わない

その他お気づきの点などございましたら教えてください。

質問は以上です。ご協力ありがとうございました。

□　ボランティアが入ることで先生の負担が少なくなり、子どもと向き合う時間が増える

問７　「学校・地域コーディネーター」がいることで、どのような良いことがあると思い
　　　ますか。（複数回答可）

問９　将来、学校に来てくださる地域の方のようにボランティア活動をしてみたいと思い
　　　ますか。

問８　先生以外の地域の方が学校に来て、いろいろな手伝いや役割を担ってくれています
　　　が、これからも来てほしいですか。
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