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地域学校協働本部事業について
　　

１. 地域学校協働本部事業概要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　「地域学校協働本部事業」は、平成27年 12月の中教審答申（地域と学校の連携・協働）や平成28年

1月の「次世代の学校・地域」創生プランに基づき、地域の高齢者、成人、学生、保護者、PTA、NPO、

民間企業、団体・機関等の幅広い地域住民等の参画を得て、地域全体で子どもたちの学びや成長を支え

るとともに、「学校を核とした地域づくり」を目指して、地域と学校が相互にパートナーとして連携・

協働して行う様々な活動を行う事業である。具体的には、「放課後子ども教室」・「学校支援活動」・

「地域未来塾」・「土曜日の教育活動等」（これらを包含して地域学校協働活動という）によって構成

され、本市では生涯学習総合センターが所管し、「放課後子ども教室」・「学校支援活動」を実施して

いる。また、学校・地域住民や各種団体の協力を得て、2地域に「地域学校協働本部」を設置している。

○学校運営協議会との関係

　平成29年 4月施行の改正社会教育法では、地域学校協働本部事業の中心となり、地域住民等と学校と

の調整、活動の企画立案を行う「地域学校協働活動推進員（コーディネーター）」について規定。

　さらに、地教行法第47条の6に定義される「学校運営協議会」では、2      項で学校運営委協議会の委員  

の任命について、「社会教育法第      9      の      7      第      1      項の『地域学校協働活動推進員』等の学校の運営に資する  

活動を行う者」を委員とすることを定め、学校運営協議会と地域学校協働本部事業が両輪となって行わ

れることが重要となっている。

　平成28年 12月中教審答申「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等

の改善及び必要な方策等について」や、「幼稚園教育要領、小中学校学習指導要領等の改訂のポイン

ト」で、学校は「社会に開かれた教育課程」の実現を目指し、教育課程の実施には、地域の人的・物的

資源を活用したり、放課後や土曜日等を活用した社会教育との連携を図ったりし、学校教育を学校内に

閉じずに、その目指すところを社会と共有・連携しながら実現させることが重要であるとしている。
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２. 本市における地域学校協働本部事業の取り組み経過

　本市では、地域学校協働本部事業の前身である「放課後子ども教室」を中心に取り組んできた。

　平成 16年度に会津教育事務所が「放課後子ども教室」を実施し、その後実行委員会形式を経て平成 19年
度からは市教委が所管、国・県の補助を受け公民館事業の一環として継続。

　平成 24年度以降、東日本大震災からの復旧復興のため、国費（国⇒県⇒市委託）100%で「放課後子ども

教室」を継続。さらに、平成 28年度からは学校支援活動を湊地区で開始し、平成 29年度より県の委託事業

名称変更を踏まえ、市内全域で「地域学校協働本部事業（放課後子ども教室・学校支援活動）」に移行した。

　現在、2ヶ所（湊地域学校協働本部・大戸地域学校協働本部）に地域学校協働本部を設置。この 2つの地区

では、学校の教育活動を地域住民らで支援する「学校支援活動」が行われている。

　また、平成 28年度には「会津若松市子ども・子育て支援事業計画」の一部改訂を行い「放課後子ども教

室」の拡充を目標とし、現在 9ヶ所で「放課後子ども教室」が行われている。（平成 31年度 11ヶ所予定）

　

３. 本市における現在の地域学校協働本部事業実施体制と実施状況

　　本事業は、教育委員会及び健康福祉部並びに第三者委員によって構成する会津若松市地域学校協働本部

　　事業運営委員会（以下、「運営委員会」という。）及び評価・検証委員会によって運営（図 1）。

　○実施状況（平成31年 1月 10日現在）

N 事業名 種別 所管課 対象
延べ参加

児童数

実施

回数

地域学校協働

活動推進員
備考

1 あいづっ子 1455

子ども教室

生セ

全学校 284名 25 1名

2 城西っ子 1455 城西小 403名 26 1名

3 こうざしっ子クラブ 神指小 57名 10 1名

4 永和いなほキッズ 北公 永和小 1,052名 43 1名

5 南チャレンジキッズ 南公 門田小 2,484名 89 1名

6 おおとっ子 1455
大戸公 大戸小

172名 20 1名 本部設立
(H30~)

7 大戸地域学校協働本部 学校支援 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ延べ 79名 1名

8 東チャレンジクラブ
子ども教室

東公 東山小 765名 21 1名

9 みなとっ子 1455
湊公 湊小

343名 6 1名 本部設立
(H28~)10 湊地域学校協働本部 学校支援 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ延べ 126名 2名

11 河東学園キッズクラブ 子ども教室 河公 学園小 1,247名 20 1名

2地域学校協働本部(9放課後子ども教室、2学校支援活動) 計 6,807名 計 260
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会津若松市教育委員会

各地域学校協働本部

学校支援活動 放課後子ども教室

（コーディネーター） （コーディネーター）

安全管理員 活動指導員

図1

会津若松市
地域学校協働本部事業運営委員会

会津若松市
地域学校協働本部事業評価・検証委員会

所管 : 生涯学習総合センター 所管 : 生涯学習総合センター

所管 : 各公民館



４．本市における取り組み事例
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○湊地域学校協働本部事業（学校支援活動）の様子

●「学校支援活動について」湊小学校・中学校教員からのアンケート結果（H29年度）

　○すぐに対応していただき、お世話になることばかりで大変ありがたい。

　○気軽に連絡・相談することができ、学習活動を効果的に実施できている。

　○地域や会津のことを教えられないので、とてもありがたい。

　○活動のための下草刈りをしてもらったり地域と学校の橋渡しをしてもらったりして、とてもありがたい。

　○図書室の整理や花壇の整備などをしてもらい、とても助かっている。

　○手が回らない部分を助けていただいて感謝している。

　○いつも一生懸命に作業をしていただき、ありがたく思う。

●湊地域学校協働本部では、週に1度程度、コーディネーターが学校内で先生と打ち合わせをする日を設け

ており、「学校支援活動」が学校にとってなくてはならない存在となっている。教育課程に「学校支援活

動」が組み込まれており、学校と地域のゆるやかな信頼関係が、ボランティアの「やりがい」「いきがい」

にもつながり、よい学びの循環が生まれている。

●湊地域学校協働本部は、平成29年度、優れた取り組みとして県の研修会場となるなど、学校を核とした地

域づくり、地域で学校を支える体制づくりが進んでいる。

5

←湊中学校では、免許外教科担任制度によ

り、体育の教員が技術・家庭の指導を行ってい

る。

免許外であることから、技術の指導等に苦労し

ていたため、学校支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰに支援の要請

があり、地域の大工さんをコーディネート。

教科書の内容に即しながら、子どもたちは高い

技術に触れることができ、学習活動がよい実り

あるものになった。

○学校の教育課程を地域で応援した一つの好

事例となった。

学校支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ

○湊小学校・中学校では、学

校図書館の整備について、学

校からの依頼を受け、コー

ディネーターが地域のボラン

ティアを集め、ブックカバー

かけや簡単な修理、書架整理

を行っている。

定期的な学校支援活動とな

り、学校からの信頼も厚い。

ボランティアに参加している

住民は「図書ボランティア」

に関心の高い方も多く、学ん

だ成果を地域に還元できる絶

好の機会となっている。

○湊地区では、

農業が盛んな地

域性を活かし、

生活科の授業や

総合的な学習の

時間に、畑や農

業を学習した

り、地域の伝統

料理等について

学んだりする時

間を「学校支援

活動」を通して

設けている。

地元の大工さん



○放課後子ども教室・こどもクラブの一体的な実施

●「放課後子ども教室について」保護者からのアンケート結果（H29年度）

　○１年中やってほしい。また、回数を増やしてほしい。

　○挨拶や片付けを身に着け、人との関わりや思いやりを育んでほしい。

　○祖父母がいない家だと、異世代の交流が持てないので続けてほしい。

　○外で子どもが放課後子ども教室のボランティアの方に挨拶をしているのをみて成長を感じた。

　○その日の（放課後子ども教室の）活動について話してくれるようになり、親子の会話が増えた。

　○地域とつながりができ、スーパーなどで地域の方に挨拶などを進んでするようになった。

●「放課後子ども教室」についてアンケート結果（放課後子ども教室にかかわるボランティア・H29年度）

　○「放課後子ども教室」が、学校への理解を深めるきっかけとなっている。

　○孫との接し方について、勉強になっている。

　○子どもたちと接することで自然と笑顔になる。

　○色々な地域の方、子どもたち、保護者等と関わりが持てて、ありがたい。

　○もっと「放課後子ども教室」にも「地域」にも、関わろうという気持ちになった。

　○地域社会にいくらか貢献できていると思うと気持ちにハリがでる。

　○元気とパワーをもらっており、健康維持につながっている。

　○高齢なため参加すると疲れるが、楽しい。子どもたちに負けないように体力づくりをしていきたい。

　○孫の代わりとして接することができ、社会を知る一端の活動となっている。

　○最近の子どもたちと接する機会がないので、子どもに直に接して子どもの様子を学ぶことができた。

　○子どもに興味がわき、地域の人間として子どもたちと触れ合えるようになった。

●平成30年度、河東地区において「放課後子ども教室」と「こどもクラブ」を一体的に推進している取り組

みが評価され、県の研修会場に選出されるなど会津若松市全体の取り組みの質が向上している。
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河東学園小学校内（放課後子ども教室） 南公民館内（放課後子ども教室）

東公民館内（放課後子ども教室）

○コーディネーター（地域学校協働活動推進員）を中心と

した地域の方が協力し、放課後の子どもたちに安心・安全な

居場所を提供している。屋外や屋内での様々な体験活動を通

して、学年間、世代間の交流を行っている。

○子どもたちは、体験や集団での遊びを通して協調性を身

に付けたり、思いやりを持って接する態度を身に付けたり

と、少子化が進む中で、体験的な学びの場として「放課後子

ども教室」が機能している。

○地域住民にとっては、自らのスキルを活かしたり、余暇

時間を子どもたちのために活用したりと、生涯学習の場に

なっているほか、地域に参画するきっかけの場となり、学校

教育への協力意識も醸成されている。

○平成 30 年度「放課後子ども教室」延べ参加者数 6,807

名のうち、 3,583 名が「こどもクラブ」の登録者となって

おり、共働き家庭等において、地域との関わり、世代を超え

た交流へのニーズが高いことがうかがわれる。



５．今後の事業展開について

　国は「ニッポン一億総活躍プラン（平成28年 6月 2日閣議決定）」の中で、平成      31      年度までに、全小学校  

区で放課後子ども教室と放課後児童クラブ（本市：こどもクラブ）を連携して実施することとしているほか、

「新・放課後子ども総合プラン（平成30年 9月 14日策定）」では、平成35年度までに、すべての小学校区

で「放課後子ども教室」と「放課後児童クラブ（本市：こどもクラブ）」を一体的又は連携して実施し、小

学校内で１万ヶ所整備することを定めるなど、全国的に充実が図られてきている。

　…「放課後子ども教室」を全小学校区に配置する際には「地域学校協働活動推進員」が必要となり、地域

　　　人材の発掘と育成が急務となる。

　さらに国は、平成31年度概算要求に係る資料において、平成      34      年度までに、全小中学校において、「地  

域学校協働活動」を行うこととしており、現在小学校を中心に展開されている「放課後子ども教室」や「学

校支援活動」を中学校まで展開していく必要がある。

　本市では、現在全国と比較して設置数の少ない「地域学校協働本部」の設置を推進するとともに、「放課

後子ども教室」や「学校支援活動」の各小学校区への導入を検討してくことが必要である。

　一方、「地域学校協働本部」」や「学校運営協議会」の導入には、学校や地域の意識を醸成するソフト面

の整備と、地域住民等が学校を核として活動できるハード面での整備（学校建設時の設計、余裕教室・図書

室・体育館等の徹底的な利活用）を同時に進める必要があり、社会教育分野と学校教育分野、加えてこども

クラブ（健康福祉部）を横断した施策の企画・立案・運営が求められる。

　「地域学校協働本部」を中心とした学校と地域がともに創る教育活動は、学校が「社会に開かれた教育課

程」を目指すにあたって重要な取り組みとなっており、各学校区毎での事業実施及び環境整備と「学校運営

協議会」との連携・協働は、ますますその重要性を増すと想定できる。

≪地域学校協働本部事業に関する全国比較資料≫

全国比較(H29年度) 全国 本市(H29年度) 備考

地域学校協働本部設置数 5,168本部 1本部
H30年度2本部
国の目標：平成34年度までに全小中学校区

を対象として地域学校協働本部を整備

地域未来塾設置数 2,813 0

放課後子供教室設置数 17,615教室 6教室 全国の小学校数 20,601校

本市の小学校数 20校

国の目標：平成31年度までに全小学校区に

「放課後子供教室」を整備
放課後子供教室平均開催日数 104日 33日

土曜日の学習活動実施数 12,423校 0校
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全国に小学校の数は約

20,600校。

放課後子ども教室は、約

18,000教室で実施されて

おり、全国各地で整備が

進んでいる。

放課後の子どもたちの安

全・安心な居場所、体験

を通した学びの場を整備

することが急務となって

いる。



【参考】平成30年 3月 22日教育長説明資料（一部加筆修正）
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