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みよし版「コミュニティ・スクール」と「地域学校協働活動」の概要 

～ここがふるさと、地域とともにある学校づくりを目指して～ 

   令和３年５月２４日（月） 

 みよし市教育委員会 地域学校協働活動担当 山内陽二 

１、みよし市の概要 

 本市は、名古屋市と豊田市の間に位置

し、豊田市、日進市、刈谷市、愛知郡東

郷町と接している。北部に名鉄豊田線三

好ケ丘駅と黒笹駅があり、名古屋市中心

部や豊田市へつながっている。また、東

名高速道路東名三好インターチェンジ

が、自動車交通の玄関口となっている。 《地域連携について活発に話し合う生徒議会》 

その交通の利便性や好立地条件を背景に、近年人口が増加してきた。 

 産業では、トヨタ自動車の工場など自動車関連会社が数多くある。一方、柿・梨・ぶど

うはじめ農産物生産も盛んである。カヌーのまち、アートのまち、住みたいまち、子育て

しやすいまちとして、自然・産業・文化の調和したまちである。 

 以前から教育には熱心な土地柄で、学校ボランティアはじめ、学校と地域との連携は各

所で行われていた。市教育振興基本計画でも「共育」「協育」を掲げ、生涯にわたる学びを

通して、人と人とがつながり、子どもも大人も成長していこうと取り組むまちである。 

 ・人口  ６１，２０５人  ・世帯数 ２４，９１６世帯 （令和３年５月１日現在） 

 ・小学校８校、児童数 ３，７１２人、 中学校４校、生徒数 １，９３６人  

 

２、みよし版「コミュニティ・スクール構想」および「地域学校協働活動」がねらうもの   

（１）「ここがふるさと」を合言葉に、「地域とともにある学校」づくりを推進することを

目指す。 

・義務教育９年間のみならず、すべての地域の子どもたちの学び合い、育ち合いを支

援する。 

・各校に、学校評議員会議を母体とした「コミュニティ・スクール（学校運営協議会）」

を設置し、地域が目指す子ども像や、学校と地域の連携について熟議する 

（２）みよし市の特徴、各地域の特色を活かし、「学校を核とした地域づくり」を推進する

ことを目指す。 

  ・地域と学校が相互にパートナーとして連携・協働し、様々な活動を推進する拠点整

備を行う。 

  ・各校に、コミュニティ・スクールから選出されたコーディネーター（地域学校協働

活動推進員）を中心とした「地域学校協働本部」を設置し、学校や地域が必要とす

る活動について協議・協働する  
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３、みよし版「コミュニティ・スクール」＋「地域学校協働活動」に期待されること 

（１）「コミュニティ・スクール」の主な機能とは？   

 ①「協働」 

・校長が作成する学校運営の基本方 

針を承認する。  

 ・学校とコミュニティ・スクールが対 

等で熟議し、目指す子ども像を共有 

する。 

 ②「社会総がかり」 

・学校運営について教育委員会や校 

長に意見を述べる。 

 ・合議体として、広く地域住民等の意 

見を反映する。 

 ③「持続可能性」 

学校の課題解決、教育活動の充実、 

学校間の連携、体制整備、地域の活性化等により、持続した活動につなげる。 

（２）地域学校協働活動本部とコミュニティ・スクールの連携 

地域学校協働活動本部は、

地域の有識者、高齢者、成人、

学生、保護者、ＰＴＡ、ＮＰ

Ｏ、民間企業、役所、警察、

消防、保健関係等の、団体・

機関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

う様々な活動を推進する拠点（本部）となることが期待される。 

（３）みよし版「コミュニティ・スクール」＋「地域学校協働活動」のメリット・魅力と

は？ 

 「協働、社会総がかり、持続可能性」により、広く保護者や地域住民が学校運営や課題

に参画することで、「関わる全ての人にメリット・魅力」が生まれる。 

① 子どもにとって：学びや体験活動の充実、自己肯定感、思いやり、地域の担い手の自

覚、安心安全な生活等 
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② 教職員にとって：地域の

人々の理解と協力、社会に

開かれた教育課程の実現、

地域人材の活用、子どもと

向き合う時間確保等 

③ 保護者にとって：学校や地

域の理解が深まり、家庭教

育との相乗効果、地域で子

育てする安心感、保護者や

地域との人間関係構築等 

④ 地域の人にとって：経験が

生き、生きがいや自己有用感、学校が地域のよりどころ、学校を核とした地域ネット

ワーク形成、地域課題共有解決、防犯防災体制づくり等 

 

４、モデル事業立ち上げに向けての考え方とこれまでの経緯 

（１）まずはみよし版「コミュニティ・スクール」立ち上げから 

これまで市内全小中学校に組織されていた「学校評議員会」を核として、「地域学校協働

活動推進員（地域コーディネーター）」を含む地域代表や有識者を加えた組織「コミュニテ

ィ・スクール」を先に立ち上げ、地域全体で未来を担う子どもたちの成長を支えることと

した。 

まずは学校が連携したいニーズを整理し、市域に発信する順番で始めた方が、双方の負

担が軽くなるのではないかとの考えからである。 

中学校区ごとに連携を図り、各小中学校に「地域学校協働活動推進員（コーディネータ

ー）」を選出（できれば複数人）し、その方を中心に、学校や地域の特色を生かした協働体

制である「地域学校協働本部」をつくり、コミュニティ・スクールと密な連携を図ること

とした。 

（２）協働は「市役所」「関係機関」との連携から 

 教育委員会以外の市役所各課や関係機関の中には、学

校と連携した取組が、これまで数多く行われていた。小

中学校との連携の重要性や、連携することによる互いへ

の効果の高さは言うまでもない。学校からも、市役所や

消防署、福祉施設等との連携を行っており、中学校では、

学習したことを、地域の方や行政にも聞いてほしいとの

願いもあった。                    《市役所職員も授業に参加》 

 生徒や教員の負担にならない連携モデルにするため、コーディネーター（と事務局）が、

中学校と市役所関係課とのニーズをつなぐことから連携をスタートすることとした。 
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（３）令和２年度の主な経緯 

  ４月 

・みよし版「コミュニティ・スクール構想」を各小中学校に公表、区長会全体会で説

明 

・市内１２校を事務局が訪問し、地域連携の成果と課題や、本構想等について懇談 

５月 

 ・事務局が、関係機関（区長会役員、民生児童委員役員、近隣高校・大学、幼稚園・

保育園、シルバー人材センター、総合型地域スポーツクラブ、企業、市役所内関係

課等）を訪問し、地域と学校の連携のあり方や、本構想について懇談。 

  ６月 

・モデル候補校の校長、教頭、研究主任、特活部、学年部と打合せ、以後継続 

・先進地区視察（津島市、豊田市等） 

・市内小中学校の学校評議員会や市教育振興基本計画会議で本構想を説明、意見交換 

  ７月 

・県教委生涯学習課・義務教育課を招き、コミュニティ・スクール構想説明会開催 

市内１２校の管理職、市関係９課等参加。 

・先進地区視察（豊田市） 

  ８月 

・モデル候補校の夏季職員研修開催、働き方改革、地域連携についてワークショップ 

  ９月 

・モデル候補校で臨時学校評議員会開催、本構想に向けての研修会開催 

 １０月 

・モデル候補中学校区「子どもと大人の学校会議」開催 

  ・中学校部活動の地域連携・業者委託研修 

 １１月 

・モデル候補校総合的な学習「ＳＤＧｓな街づくり」打合せ、関係機関と連携  

 １２月 

・東海学園大学と総合的な学習ＳＤＧｓ関連授業の連携打合せ 

  １月 

・総合的な学習に、地域、保護者、環境課、協働推進課、市教委等参加（複数回） 

・コーディネーター研修、関係機関と連携したワークショップ（地域連携のあり方） 

  ２月 

・モデル候補校で、学校評議員会議からコミュニティ・スクールへの移行承認 

  ・教育委員会議で、三好中学校を本構想推進モデル校に決定、 

３月 

・次年度計画作成 
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・コーディネーターと関係機関によるワークショップ（地域連携） 

５、令和２年度の取組例 

（１）総合的な学習の時間と東海学園大学・コミュニティ・スクール・市役所等との連携 

  「３年未来の街づくり」ＳＤＧｓの学習を生か

し、生徒が、愛知県内５地区に分け、１０年後の

未来を予想した提案を作成。その学習内容を、中

学生が動画でプレゼン作成した。その内容を、市

の企画政策課の支援を得て、東海学園大学の丸山

一芳準教授らに見ていただき、生徒への指導評価

を動画でいただいた。 

大学側からは、中学生の作品として大変質が高

いとの評価をいただいた。返事を教室で視聴した生 《大学生制作のＳＤＧｓ動画贈呈式》

徒からは、「大学の講義を受けているようだった、自分

たちが大人になった時を想像創造できてとても楽しか

った」等の感想があり、連携により学びが深まったこと

が分かった。 

また、この連携を契機として、大学生が作成した「Ｓ

ＤＧｓ学習動画」を、全小中学校に寄贈していただいた。 

今後、ＥＳＤの学習を進める大きな支援につながると 

《市内全校に配付された教材》  期待される。 

 

（２）地域学校協働活動推進員や、行政（環境課、協働   

推進課等）と連携した環境美化および啓発活動 

「卒業前の地域参画・地域貢献活動」では、校区の清

掃活動計画を、地域学校協働活動推進員（コーディネー

ター）や市の環境課を交えて行った。清掃場所の選定や

回収の仕方、花の植え替え、地域への広報活動を支援し

た。この連携により、生徒の活動に対する意欲が高まり、

地域住民認知も広がった。              《地域の方と環境美化活動》 

同時に、ごみの分別が進んでいないことを環境課から

聞いた生徒が、自分たちでできることはないかと考え、

リサイクルステーション掲示用啓発ポスター作成・掲示

したり、スマホ用ごみ分別促進アプリ「さんあーる」啓

発チラシ作り等を環境課に提案し作成、校区に配付し、

加入者大幅増加に貢献したりするなど、多方向にメリッ

トのある連携となった。                《市のごみ分別促進に協力》 
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（３）保育園、行政（子育て支援課、環境課等）と連携した 

地域貢献活動 

３年生の地域貢献製作チームが、木製の足踏み式のアルコ

ール除菌スプレー台を、設計図や材料探しから、手作業で作

成し、寄贈を申し出た。子育て支援課から、園長会への呼び

かけで、地元保育園に設置することができ、園児に活用して

もらった。園児はもちろんのこと、園長先生はじめ職員や保

護者から喜ばれた。                   《園児に使いやすい１台》 

（４）行政（協働推進課）と連携した「みよし市民憲章」の啓発活動 

制定以来、長年にわたり、市民への啓発が課題であった、「み

よし市民憲章」。コミュニティ・スクール構想の連携を生かし、

協働推進課担当より、３年生徒に、啓発の方法について相談した。

生徒は、幼児向け、小中高等学校向け、大人向けの３つを作成す

ることを考えた。それぞれイラストや写真やＢＧＭを入れたり、

文言を平易にしたり、紙芝居を作成したりするアイディアを出し

合った。 

生徒の手による動画を作成し、ＱＲコード付きの啓発ポスター

からみられるようにしたり、幼児向け紙芝居を保育園に寄贈した 《動画で親しみやすく》 

り、動画にして園児に見せたりでき、市民への啓発が広まっている。 

（５）行政区と行政（防災安全課等）と連携した防災教育および合同避難訓練構想 

モデル校 1 年生が、総合的な学習で「防災」について学んできた。大きな災害に備え、

自分たちでできることはないかと考え、学習を進めてきた。そのまとめを冊子にし、防災

安全課に提出し、指導を依頼した。防災安全課から中学生に対し、内容の濃さをほめてい

ただくことができた。また次年度、内容についてのアドバイスをもらい、更なる学びに活

かすことになっている。 

区長会の一番の関心ごとが防災であると知った生徒は、今後地域（区長、老人福祉施設

等）や、行政（防災安全課、教育委員会等）と連携し、学校が避難所になった時の対応を、

地域とともに考え、中学生も一緒になって行う防災訓練を企画したいと意欲をもっている。 

 

６、今後の取組（案） 

令和３年度  

・モデル校区（三好中学校区）でコミュニティ・スクール構想計画スタート 

・地域学校協働本部メンバー候補と連絡調整 

・他３中学校区及びモデル校区小学校で、コミュニティ・スクール立ち上げ準備 
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令和４年度                  

・市内全校で構想準備計画を提案、モデル   

校区で各校担当向け研修会 

・全校コーディネーター候補選出 

令和５年度 

・みよし版「コミュニティ・スクール」市内

一 

斉に実施開始 

・以下順次「地域学校本部」を立ち上げ 

令和７年度には全校に設置予定      《関係機関との連携をさらに地域へ》 

 

７、参考資料 

資料１ 学校運営協議会設置要綱 

資料２ 令和３年度 コミュニティ・スクールおよび地域学校協働活動の運営・活動例 

資料３ 地域学校協働本部設置へのステップについての研修資料 

資料４ 学校評議員会からコミュニティ・スクール設置に向けての研修資料 

資料５ コミュニティ・スクール設置に向けた教職員・コーディネーター研修資料 

資料６ 環境整備を教育活動に高めるための研修用ワークシート 

資料７ 市役所内連携（協働推進課）の取組例 

資料  その他 
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令和３年６月５日（土）地域学校協働活動 （三好中学校） 
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                     資料１ 学校運営協議会設置要綱 

みよし市学校運営協議会設置要綱を次のように定める。 

  令和３年３月３１日 

みよし市教育委員会教育長 今 瀬 良 江     

みよし市学校運営協議会設置要綱 

（設置） 

第１条 みよし市教育委員会（以下「教育委員会」という。）は、保護者、地域住民等

の学校運営への参画並びに保護者、地域住民等による学校運営及び当該学校運営への

必要な支援に関して協議する機関として、市内の小中学校のうち設置を適当と認めた

学校（以下「対象学校」という。）に学校運営協議会（以下「協議会」という。）を設

置する。 

（所掌事項） 

第２条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。 

(1) 対象学校の校長が作成した学校運営に関する基本的な方針の承認に関すること。 

(2) 対象学校の運営全般に関し、教育委員会又は対象学校の校長に対して、意見を述

べること。 

(3) 対象学校の運営状況について、毎年度１回以上評価を行うこと。 

(4) みよし市地域学校協働本部設置要綱（令和３年４月１日）に基づき設置された地

域学校協働本部との連携に関すること。 

（組織） 

第３条 協議会の委員（以下「委員」という。）は、１５人以内とし、次に掲げる者の

うちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。 

(1) 対象学校に在籍する児童又は生徒の保護者 

(2) 対象学校の所在する地域住民（前号に掲げる者を除く。） 

(3) 対象学校の地域学校協働本部員（みよし市地域学校協働本部設置要綱第３条第１

項に規定する本部員をいう。）その他の対象学校の運営に資する活動を行う者 

(4) 対象学校の教職員 

(5) 学識経験者 

(6) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認める者 

２ 委員の任期は、委嘱又は任命の日から当該委嘱又は任命の日の属する年度の末日ま

でする。ただし、再任を妨げない。 
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３ 委員の辞職等により欠員が生じた場合は、教育委員会は新たに委員を委嘱し、又は

任命する。 

（守秘義務等） 

第４条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同

様とする。 

２ 前項に定めるもののほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。 

(1) 委員たるにふさわしくない行為を行うこと。 

(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。 

(3) 前２号に掲げるもののほか、協議会及び対象学校の運営に著しく支障を来す行為

を行うこと。 

（会長及び副会長） 

第５条 協議会に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その

職務を代理する。 

（会議） 

第６条 協議会の会議は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。 

２ 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。 

３ 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところ

による。 

４ 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の第三者に会議への出席を求め、意

見を聴くことができる。 

５ 会長は、会議録を調製し、保管するものとし、教育委員会の求めがあれば、これを

提出しなければならない。 

６ 会長は、やむを得ない理由により協議会の会議を開く余裕のない場合には、事案の

概要を記載した書面を委員に送付し、その意見を徴し、又は賛否を問い、その結果を

もって協議会の議決に代えることができる。 

（会議の公開） 

第７条 協議会は、特別の事情がない限り公開とする。 

２ 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長に申し出なければならない。 

３ 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。 
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（研修） 

第８条 教育委員会は、協議会の役割及び責任並びに委員の役割、責任等について正し

い理解を得るため、委員、対象学校の校長等に必要な研修を行うよう努めるものとす

る。 

（適正な運営の確保） 

第９条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて指

導、助言及び勧告を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くことによって対象学校

の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合には、協議会の

適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。 

２ 教育委員会は、協議会が適切な運営を行うことができるよう、必要な情報を提供し

なければならない。 

（協議会の組織） 

第１０条 協議会は、部会等の必要な組織を置くことができる。 

（庶務） 

第１１条 協議会の庶務は、対象学校において処理する。 

（委員の解任） 

第１２条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、委員を解職し、又は

解任することができる。 

(1) 委員から辞任の申出があった場合 

(2) 第４条の規定に違反した場合 

(3) 前２号に掲げるもののほか、解職又は解任に相当する事由があると認められる場 

 合 

２ 教育委員会は、委員を解職し、又は解任する場合は、その理由を示さなければなら

ない。 

（雑則） 

第１３条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育委員

会が別に定める。 

附 則 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 
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資料２ 令和３年度の運営・活動例 

 

令和３年度 コミュニティスクール（学校運営協議会）および地域学校協働活動の運営・活動例（案） 

     みよし市教育委員会 地域学校協働活動推進担当 山内陽二 

 

１ 目指す方向 

 ・新たなことを増やすのではなく、これまで行ってきたことに価値付けし、つながりをもたせ、効果を高め、持

続できる活動を促す。 

 ・小中学生に、地域の行事や活動に関わらせることで、地域を愛し、伝統を継承しようとする心、ひいてはたく

ましく生き抜く力を育む。 

 ・学校に地域の教育力をどう活かせるかを熟議し、学習活動や環境整備その他の面で連携を模索する。 

・地域の実情や状況、強みを活かし、学校と地域との連携を図りつつ、相互の活性化を図る。 

 ・保護者や地域による学校支援ボランティアを募集し、学校教育への支援を行う。 

 

２ 地域コーディネーター（地域学校協働活動推進員）の仕事例 

（１）学校側から、連携したい内容の把握 

  ①校長の学校経営方針、年間計画 

  ②学校に地域の力を活かせることは？ 

    環境整備、学習補助、行事補助、行事参加、 

  ③地域に学校の学びを活かせることは？ 

    お祭り、環境整備、防災訓練、地域行事補助、 

 

（２）学校支援ボランティア「人材バンク」作成  ※保険は各協働本部で加入・費用は市費 

  ①作成手順 

   ア、学校が希望するボランティアの内容を、地域コーディネーターが集約 

   イ、募集案内作成 

   ウ、全保護者に配布、地域に回覧で配布 

   エ、参加者名簿を集約し、種類ごと一覧表を作成、学校（教頭、担当者）へ提出 

   オ、地域コーディネーターが学校の依頼を受け、学校支援ボランティアへの活動依頼、調整 

  ②ボランティアの例 

   ・読み聞かせ、図書館整備、環境整備（除草、選定、花や野菜の栽培、掃除等） 

・登下校見守り、校外学習見守り 

・授業補助（昔遊び、調理実習、ミシン、器楽、地域学習、福祉介護学習、算数支援、外国人支援、 

・特別支援補助等） 

・小学校クラブ活動補助、中学校部活動補助（部活動顧問） 

・伝統文化学習講師 

  ③学校支援ボランティアへの配慮 

   ・学校への支援を受けるだけにとどまらず、授業参観や学校行事への招待、感謝の会、手紙等で連携を図り、

連携して良かった、と思っていただける配慮をする。 

    

（３）「生徒ボランティア」募集と名簿作成、連絡・調整 

  ①行政区、地域スポーツクラブ等と打ち合わせ、参加要請を集約し一覧表を作成 

    行政区、公民館、地区老人会、文化団体、スポーツクラブ、商工会、企業等の行事と活動内容を集約 

  ②出された一覧表や参加計画等を、学校（教頭、担当者）と協議し、立案し、募集 

  ③参加希望生徒の集約、募集先との調整、生徒への連絡、安全指導、保険 

 

（４）公民館（区長、役員、職員）との連携 
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  ①防災 

   ・万が一の災害に備え、学校が避難所になった時の対応を、区長（地域担当役員）、学校（教頭、校務主任）、

ＰＴＡ役員、市役所（防災安全課、教育委員会）等と、マニュアルをもとに話し合う。 

   ・市や地区の防災訓練、学校の避難訓練を活用し、避難所運営マニュアルに沿い、コロナ禍を想定した訓練

を行うための準備をし、実施のための支援をする。 

  ②地域人材と学校との連携 

   ・文化芸能スポーツ等、多くの人材が集まる公民館と良好な関係を築き、学校との連携を模索する。 

   ・ボランティアへの登録に協力していただく。 

・特に、環境整備（除草、剪定、花や野菜の栽培、掃除等）の得意な方を、紹介していただく。 

 

（５）記録 

   ・活動計画、実施内容、反省、成果、改善、名簿、記録写真、会計処理 

（６）お知らせ（おたより）の作成 

  ・コミュニティスクールのたよりを作成し、保護者や地域に配付、回覧 

（７）報告書の作成・提出（教育委員会へ、校長へ、学校運営協議会へ） 

（８）その他 

  ・居場所づくり 

  ・福祉・子育て・長寿の窓口 

  ・相談へのつなぎ 

  ・地域スポーツクラブの活用と指導者確保 

 

３ コミュニティスクールとしての活動例    

※法律で定められた３つの役割、および学校運営協議会との連携に関連して 

（１）学校支援ボランティア「人材バンク」を活用した、学校教育への支援活性化 

 ・読み聞かせ、・図書館整備、・環境整備、登下校の見守り、・授業補助、・クラブ部活動補助等 

  

（２）「生徒ボランティア」活性化による、「ここがふるさと」「主体的に生き抜く力」の育成 

 ・ボランティア担当顧問を、学校運営組織に位置付ける。 

 ・全校生徒を登録する。（スポーツ振興センターの保険を適用できる）（ＰＴＡ総会や学校だより等で啓発する） 

 ・小学校高学年のボランティア募集も適宜行うことで、中学生との交流を行い、縦の連携をもたせる機会とする。 

 

（３）地域連携の活性化による「地域とともにある学校」「学校を核とした地域の活性化」の推進 

 ・日常での連携  

登下校の見守り、あいさつ運動等 

 ・「子どもと大人の学校会議」「区長さん（地域の有識者や企業人等）と語る会」等の実施 

生徒（学校）と地域が、相互の関係を深め、生徒と地域ボランティアとの連携強化 

 ・地域行事への生徒ボランティア活動参加 

   行政区ごとのお祭りの準備や片付け、当日の係活動 

   防災訓練での安否確認や避難誘導補助、受付補助等 

   美化活動、公民館行事、地域運動会、敬老会等での準備や片付け、当日の係活動 

 ・「家庭教育スタンダード」作成 

   地域の子育て合言葉 

 ・学校運営協議会や地域学校協働活動への生徒代表の参加 

 

（４）学校間連携による、生涯にわたりかかわりあい学び続ける地域の醸成 

 ・授業連携 

学校間の授業研究会、学習ルール統一、園児児童生徒交流等 



14 

 

 ・小中学校行事連携 

   合唱交流会、 

部活動体験、 

中学生ボランティアによる学芸会の低学年見守り補助、 

読み聞かせ、 

学習補助、 

小学校の休日部活動の準備や片付け、審判等補助 

 ・「子どもと大人の学校会議」 

 

（５）学校運営協議会（コミュニティスクール会議）の運営 

 ①コミュニティスクールの意義 （別記） 

 

 ②協議内容例 

  ア、第１回（全大会） 

   ・校長の学校運営の基本方針への意見・承認 

   ・地域で「目指す子ども像」や、９年間を見通した学校と地域の連携方法を協議 

   ・前年度の総括と、今後の活動計画提案、地域・団体・学校等参加者の情報交換 

   ・地域・学校・公民館等の行事計画と、子どもへのボランティア養成の確認 

  

 イ、第２回（コーディネーターと学校関係者＋α） ※９月か１０月頃か 

   ・協働活動の進捗状況の把握と意見 

   ・校長や教育委員会への意見 

 

  ウ、第３回（全大会） 

   ・１年の総括と次年度の計画立案 

   ・校長や教育委員会への意見 

   ・次年度第１回CS会議提案内容検討 

   ・情報交換、地域の教育力やビジョンの共有 

 

４ 実施要項  

（１）学校運営協議会設置要綱（別紙）  ※関連：学校評議員制度実施要項（別紙） 

 

（２）地域学校協働本部設置要項（別紙） 

 

５ 予算措置  

（１）謝礼：330,000円 

   （内訳）地域コーディネーター分：1000円×4時間×40日×2名＝320,000円 

       学校運営協議会への地域協働本部委員出席分：1000円×2時間×5日×1名＝10,000円 

（２）ボランティア保険料：50000円 

   （内訳）100人×500円 

（３）消耗品：100,000円 

   （内訳）インクカートリッジ：12,600円 

       コピー用紙500枚入り×10：3,400円 

       事務用品（名札ケース、筆記用具、カラー用紙、軍手、ガムテープ、花の苗など 

             学校のために使う事業用消耗品）：84,000円 

（４）旅費：コーディネーター研修参加旅費：8,040円 

       1,340円×2日×3人＝8,040円 
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資料３ 研修資料 設置へのステップ 

 

コミュニティスクール、地域学校協働本部の設置に向けた取り組み（ＳＴＥＰ）について 

                            令和２年７月 研修資料  

【Step1】 

■ 学校運営における課題（人的支援、経済的支援、物的支援）の洗い出し 

⇒学校が抱える問題を教員全体で洗い出し、地域と連携が可能な項目を絞るワークシ

ョップを開催する。 

※市の関連部局の若手職員も参加してはどうか。 

 

【Step2】 

■ 学校運営における課題（人的支援、経済的支援、物的支援）の地域との共有 

⇒学校を取り巻く地域団体（行政区、地区コミュニティ、現・元ＰＴＡ、社福、民生

児童委員、いきいきクラブ、ＮＰＯ法人、商工会・地元企業、幼・保・高校・大学他）

と学校が抱える問題について協議する。 

 

【Step3】 

■ 学校を核とした地域を対象としたまちづくりワークショップの開催 

 ⇒学校からの情報を踏まえた地域の関わり方（地域としての価値を含めて） 

 

【Step4】 

■ 地域の学校での関わり方を学校にフィードバックし擦り合わせを図る（学校内の環境整備

を含む）。 

 

【Step5】 

■ 地域学校協働本部設置に向けたモデル事業を学校の施設を利用して実施 

 ⇒モデル事業の評価を実施し、本部の設置に向けた改善点(組織面、運営面、予算面、 

PTAとの関係他)の洗い出し 

 

【Step6】 

■ コミュニティスクール設置、地域との連携事業を展開 

 ⇒地域学校協働本部の在り方の最終確認 

 

【Step7】 

■ 地域学校協働本部の本格運用 
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資料４ 学校評議員会（コーディネーター）研修資料 

まちづくりワークショップ事前打合せ 

～ 地域と共にある三好中学校について考える会 ～ 
１ 日 時 

  令和２年９月２９日（火）午前１０時から午前１１時３０分 

２ 場 所 

  みよし市立三好中学校 校長室 

３ 参加者 

  学校評議員  大島 秀幸 氏、久野 光孝 氏、冨樫 佐智子 氏 

  前学校評議員 久野 文仁 氏 

  教育委員会（学校教育課 都築課長、山内、教育行政課 吉野） 

  協働推進課 瀧元 

４ テーマ 

  市教育委員会が導入を目指しているコミュニティ・スクール（学校運営協議会）構想につ

いて、地域とのワークショップの開催を控え、地域側のコーディネーター候補として中心

的な役割を期待する関係者と目指す子ども像等について情報共有を図るとともに、コミュ

ニティ・スクールの構成メンバーの候補者について打合せを行う。 

５ 内容 

(1)学校の現状説明 

・目指す生徒像   “人との関わりを大切にし、チャレンジできる生徒” 

・身につけたい力   自分自身を見つめる力 学びを深める力 

           目標を追求する力 

⇒上記を実現させるために 

  ・交流活動（異学年・異年齢交流） ・学び合い学習 ・学級活動 

(2)協議 

① 目指す子ども像について 

・10年間交流活動に参加している。こうした活動を維持することが素晴らしい。 

・交流活動は是非継続的に展開するべき。 

・学校生活に馴染めない生徒へのケアが大事。個性をいかして事業を進めることが 

良いのでは。⇒地域がどのように関わることができるかがポイントとなる。 

②  学校と地域が協働して進めたいことについて 

    ・在学中以外の期間では、学校からの情報が疎遠な状況である。 

    ・部活動以外の関わり方（地域で実施する文化活動等）が可能か。 

    ・資源回収や学校周辺の清掃活動⇒グリーンバードの取組みの導入はどうか。 

    ・彫刻スタンプラリーを文化協会で行っている。スタンプを押印するスタッフや道案

内役等、ボランティアを生徒の皆さんにお願いしたい。 

    ・芸能発表の裏方役をお願いしたい。 

    ・市や市教委が関わることも必要では。 

    ・地域側の事業を学校にお願いするのは負担がかかるので、まず学校側の事業を実施

することが良いのでは。 

    ・学校と地域がそれぞれの情報が理解できていない。情報交流を行いどういった事を

実施できるか明確にしていくのが良いのでは。 

    ・校区全体を一つの地域としてとらえているが、もう少し細分化して検討するのが良

いと思う。 

    ・市の広報での呼びかけではなかなか人員が集まらない。新たな仕掛けが必要。 

(3)組織の構成メンバーと今後について 

いきいきクラブ、民生児童委員、区長 
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資料５ 教職員・コーディネーター研修資料 

コミュニティ・スクール設置に伴う教職員と地域コーディネーターとの打合せについて 

 

１ 開催日時   

令和３年３月４日（木）午前１０時から 

 

２ 開催場所   

三好中学校 校長室 

 

３ 開催目的   

来年度より設置予定の三好中学校へのコミュニティ・スクール設置に伴う、教職員と地域コー

ディネーターとの打合せの進め方について事前に打合せをするもの。 

 

４ 出 席 者   

吉澤校長、山内先生（コミュニティ・スクール事務局）、瀧元（ワークショップ開催事務局） 

 

５ 内  容 

(1) 学校経営に当たっての地域側の関わり方ついての学校側の考え方について 

コミュニティ・スクール活動を推進する中で、色々な可能性を発見し、教育活動に取り入れ

ていきたいと考えているが、まずは環境整備活動の支援を地域の皆さまにはお願いしていき

たい。 

 

(2) 地域に関わってほしい具体的な取組み内容とその優先順位について 

ア 授業に関すること 

地域の皆さんに学校に来ていただき、人生経験や技術を生徒に伝承したり、生徒からの質

問に答えていただいたりすることで人生観や職業観の醸成につなげ、より深い学びとなる

授業を行っていきたい。また、学校図書館業務の支援をお願いしていきたい。⇒２位（コ

ミュニティ・スクール活動を通して、どのような地域資源があるかどうか、また地域との

つながりを深めていく中で取り入れていきたい。） 

 

イ 生徒会委員会活動に関すること 

 コミュニティ・スクールの活動及び地域アドバイザーの皆さんを生徒に紹介し、生徒との

懇談を深めながら、生徒が考え提案する地域貢献活動について、地域のご協力を得ながら

実現させたい。⇒３位（最終目標） 

 

ウ その他 

環境整備支援⇒１位 

 

(3) コミュニティ・スクールの運営に当たっての運営方法とそれぞれの役割分担について 

学校、地域コーディネーター、教育委員会でどのように関わっていくのか、まだまだ分から

ない点が多いので、勤怠管理や必要備品の購入、活動記録の調製など、事務的な事項も含め、

環境整備活動の進め方について打合せを行っていきたい。 

 

(4) 地域学校協働本部設置に向けた協力団体の候補について 

若手経営者を本活動に取り込むことができないか。 

 

６ そ の 他 

・避難所運営における生徒たちの役割について考えるのはどうか。（教育委員会より） 

・生徒の活動に関わることが地域にとってのモチベーションになるのではないか。 



資料6
Ｒ３研修資料　環境整備を子どもとともに

Administrator
ノート注釈

Administrator
スタンプ
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             資料７ 協働推進課・ＮＰＯとの連携 

   研修資料 協働推進課と連携したコミュニティスクール構想連携例 

 

令和２年度 

みよし市協働事業実施支援業務報告書（抜粋） 

               令和 2年 4月 21日～令和 3年 3月 26日 

       特定非営利活動法人 

                 あいちＮＰＯ市民ネットワークセンター 

 

みよし市・協働事業実施支援検討結果 

 

１、プラごみ分別の周知とリサイクル活動推進実施 

（パンフ発行、展示、アンケート）/環境課 

（省略） 

２、産後ホームヘルプ事業及び終了後の取り組み／健康推進課 

（省略） 

３、「子どもの貧困」に関わる取り組みの検討/子育て支援課 

（省略） 

４、コミュニティスクールの推進/学校教育課   

●今年度の取り組み 

・三好中学校をモデルとして、コミュニティスクールの設置準備が進んでお
り、そこに地域参加・地域づくりの要素を組み入れるために、学校の先生、

地域コーディネーターにあたる人たちを対象とした、ワークショップ（打合
せ）の企画運営に、あいネットが携わることとなった。 

 

・ワークショップ（打合せ）は、「コミュニティスクールと地域学校協働本部

の役割の違いを整理すること」「全体像と方向性を共有すること」「優先度の
高い課題＝環境整備の進め方と役割分担を検討すること」にポイントを当て

て行われた。 

・来年度は、コミュニティスクールが具体的に動きだすことから、評価振り返

りなどを進めてコミュニティスクールの定着を支援することが必要となる。
こうした小さな実践により取り組みのサイクルを回しつつ、地域学校協働本

部設置に向けたロードマップを検討することが次の課題となり、それを客観
的な視点を含めて要点を整理して他地域でも展開できるような「知見の共

有」と、実践活動において地域現場で協力する「実践」と２つのレベルでの
地域学校協働活動が取り組まれていく必要がある。 
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令和３年５月１９日 

三好中学校区いきいきクラブ会長各位 

                          三好中学校区地域学校協働本部推進員 

                                    冨 樫 佐智子 

                                    久 野 文 仁 

 

地域学校協働活動（三好中学校除草作業）のお知らせと参観の依頼について 

 

 薫風の候、皆様におかれましては、ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。 

 さて、先月の理事会後にご説明しましたように、今年度三好中学校では、みよし市版「コミュニ

ティスクール」および「地域学校協働活動」のモデル校として、みよし市教育委員会より委嘱を受

けました。この取組は、地域とともにある学校を社会総がかりで育むこと、学校と地域が、相互に

連携・協働して様々な活動を行うことを目指すものです。 

私たち 2 名は、その推進員（コーディネーター）として委嘱を受け、活動を始めたところです。 

そこで、見出しのように、本活動の手始めとして、先生方や生徒の皆さんから要望の多かった「除

草作業」を、新屋いきいきクラブさんの協力を得て、下記のように行うこととなりました。 

つきましては、この取組が行われることを知っていただくとともに、今後本活動の趣旨を地域全

体に広めていくために、よろしければ参観いただき、ご意見を頂戴できないかと思います。 

お忙しいところ恐縮ではございますが、ご理解ご協力くださいますよう、よろしくお願いいたし

ます。 

 

記 

 

１、目的 ・生徒に、より良い環境を整えるため、校地内の除草作業を行う活動を参観し、今後の

持続的な活動に向けて、ご助言をいただく機会とする。 

 

２、日時 令和 3 年 6 月 5 日（土）9 時から 

 ※活動の様子を見てご意見いただいた後各自解散 

 （小雨決行、雨天 6 月 12 日に延期） 

 

３、集合場所 ・三好中学校来賓玄関前（冨樫、事務局がおります） 

 

４、活動内容 ・草刈り機による除草作業や、生け垣等の草取り作業等の様子を参観する。 

 

５、その他  ・持ち物等は特にありません。必要に応じて、お茶など持参ください。 

       ・駐車場は、校地南側駐車場をご利用ください。 

       ・6 月 17 日（木）午後の、市いきいきクラブ理事会後にお時間をいただき、今後の

本活動についてご意見をいただきたいと思います。 

       ・各地区より、役員 1 名の参加をいただけると幸いです。マスクを着用ください。 

       ・この件に関する問い合わせは、下記担当へお願いします。 

                    担当 みよし市教育委員会 

地域学校協働活動担当 山内 陽二 

電話 ０５６１－３２－８０２８ 

携帯 ０９０－１８２３－４８８７ 
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新屋いきいきクラブ

令和３年６月６日実施

・生徒さん達がお手伝いしてくれて、とても楽しかった。

・生徒さん達が応援して下さり、交流が出来てよかったと思います。

・お茶の準備は有難いことでした。

・近年、気温の上昇が大きい為、もう少し早い時期を選んでもらえればと思います。

・この程度のことなら、もっと頻繁に実施しても可。学校と地域住民の交流も兼ねて。

　　・草取り道具（根こそぎ取れるもの）　・小型チェーンソー　　・中学生の軍手

５　次回この事業があれば

（１７）　時期が合えば参加する　　　　　　　（０）次回は見合わせる

6　その他｛何かご意見等がありましたら｝

・大変だと思いますが、継続できることを願っています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アンケート実施数　１７名

三好中学校での環境整備活動を終えて（アンケート）の結果

　◎　ご希望のものがあれば

１　事業内容について

（１４）　良かった　　　（３）　普通　　　　（０）　良くなかった　

                                                          　　　　　 良くなかった点「   　　            」

２ 　事業の趣旨について

（１７）　理解できた　　　　　（０）　あまり理解できていない

　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　どんなことで　「　　　　　　　　　　」

３　時期について

（１６）　適当　　　　（１）　他の時期に・・・・＜暑くなる前、梅雨前に＞　

４　持ち物、準備等について


