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ふくしまの
未来を創る

地域と学校の 連携・協働 のために

地域と共にある学校をめざして

in Fukushima

2022.3 福島県教育委員会

地域と学校の連携・協働のために 地域と共にある学校をめざして

1 地域と学校が連携・協働する必要性
地域における教育力の低下や家庭の孤立化、学校を取り巻く問題

本県においては、東日本大震災及び原子力発電所事故による避

の複雑化・困難化等の課題に対して社会総がかりで対応することが

難指示で、多くの方々がふるさとを離れなければならなくなりまし

求められています。そのためには、地域と学校がパートナーとして連

たが、避難指示が解除された地域では、学校が復興の拠点として、

携・協働するための組織的・継続的な取組が必要不可欠です。

地域や住民を勇気づけコミュニティの再建を担うなど、学校は地域

また、新学習指導要領が目指す「社会に開かれた教育課程」の実

コミュニティの核であると改めて認識されました。

現に向けて、学校は地域との連携・協働を一層進めていくことが重

特に本県にとって、子どもたちが地域や復興の課題解決に参画す

要であり、地域においても、
より多くの地域住民等が子どもたちの

る学びは、郷土への愛着や誇りを培い、社会に対する当事者意識を

成長を支える活動に参画するための基盤を整備することが求めら

育むとともに、主体的な学びにより体験活動が更に充実することで、

れています。
こうした社会的背景を踏まえ、平成29年3月に社会教

自己肯定感を醸成し、夢や志を育みながら激しく変化する社会をた

育法が改正され、地域学校協働活動の全国的な推進に向けた規定

くましく生き抜く力が身に付くものと考えます。

の整備が行われました。

「頑張る学校 応援プラン 」
「福島県地域学校活性化 推進構想 」
福島県教育委員会は、平成29年3月に今後の教育施策の方針をまとめた
「頑張る学校応援プラン」を策定（H30.3月、H31.3月、R元1.3月、R2.3月、
R3.3月一部改定）
し、主要施策の一つに
「地域と共にある学校」
を掲げ、学校任
せではなく、地域社会と学校が一体となって子どもを育てるとともに、学校も
地域に貢献する体制づくりを積極的に進めてきました。その取組の一つとし
て、平成31年2月に、地域と学校の協働活動や地域の課題解決に向けた創造
的復興教育などを掲げる
「福島県地域学校活性化推進構想」
を策定しました。

2 「社会に開かれた教育課程の実現」
に向けて

社会に開かれた教育課程 の理念

中教審答申 2018年12月

❶ 社会や世界の状況を幅広く視野に入れ、よりよい学校教育を通じてよりよい社会を創るという目標を持ち、教育課程を介して
その目標を社会と共有していくこと。
❷ これからの社会を創り出していく子供たちが、社会や世界に向き合い関わり合い、自らの人生を切り拓いていくために求められる
資質・能力とは何かを、教育課程において明確化し育んでいくこと。
❸ 教育課程の実施に当たって、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。

1 教育課程を介して目標を学校と社会が共有
教育課程を介して地域と学校が目標を共有する方法
としては、
コミュニティ・スクール
（学校運営協議会制度
を導入した学校）や学校評議員制度等を活用したり、

学 校

コミュニティ・スクールと
地域学校協働活動の
一体的な推進が
求められています。

PTA総会や地区の集まり等で話し合ったりすることが
考えられます。
目標やビジョンを地域と学校が共有することにより、
地 域

地域と学校が一体となった
「地域と共にある学校」へと
進めていくことができます。

▲詳しくは、文部科学省HP
「学校と地域でつくる学びの未来」へ。

福島県内では、令和3年7月現在、県内179校園（幼稚園16園、小学校103校、中学校50校、義務教育学校4校、高等学校6校）
においてコミュニティ・スクールが導入されており、県立学校も含め、コミュニティ・スクールの取組が広がってきています。

2 子どもたちに育成すべき資質・能力の明確化

地域と学校の連携・協働した取組が、
これからの時代に必要な力を育みます！
今の子どもたちやこれから誕生する
子どもたちが、成人して社会で活躍する
頃には、我が国は厳しい挑戦の時代を
迎えていると予想されます。生産年齢人

これまでの社会
知識・情報の
共有、連携が
不十分

口の減少やグローバル化の進展、絶え

これまでの社会
IoTで全ての人とモノが
つながり新たな価値が
生まれる社会

So ci et y5.0

間ない技術革新等により、社会構造や
雇用環境は大きく、
また急速に変化して
おり、予測が困難な時代となっていま
す。新たな社会（Society5.0時代）を生
き抜いていくために、
これからの時代に
必要な力の育成が求められています。

イノベーションにより、
様々なニーズに対応で
きる社会

地域の課題や高齢者の
ニーズなどに十分対応
できない

これまでの社会

AIにより、必要な情報が
必要な時に提供される
社会

ロボットや自動走行車
などの技術で、人の可能
性が広がる社会

AI

必要な情報の探索・分析が負担
リテラシー（活用能力）が必要

これまでの社会
年齢や障害などによる、
労働や行動範囲の制約

（参考：内閣府HP）

S ociety5.0

において

求められる力

▶社会に散らばる多様なニーズや課題を読み取りそれを解決するシナリオ
を設計する豊かな想像力と、
デジタル技術やデータを活用してそれを現

他者との協働体験
成功と失敗の体験
多様性の理解
活動を通した人々とのコミュニケーション

実のものとする創造力である。
▶従来必要とされていた、ルールや手順を正確に守る人材だけでなく、果
敢に新しいことに挑戦し、社会の仕組みを一から創り直して、設計できる
ような人材が求められる。AIが普及し、それを活用していく上では、適切
な倫理観も問われる。

（一般社団法人日本経済団体連合会「Society5.0 −ともに創造する未来−」）

地域学校
協働活動に
おける

放課後の遊び
異年齢集団での交流
体験活動、ボランティア活動
様々な人々との交流 など

3 地域の人的・物的資源の活用、
放課後や土曜日等を活用した社会教育との連携
1 地域連携担当教職員の任命

活動づくり

地域の人的・物的資源の積極的な活用

「福島県地域学校活性化推進構想」
推進の方策の一つとして、
平成31年4月1日より、
すべての公立学校において
「地域連携担当教職員」
が校内体制に位置付けられました。

地域連携担当教職員の役割
1

学校と地域が連携・協働して行う取組の調整に関すること
地域学校協働の取組に関する計画の作成及び見直し
地域学校協働に関する研修の企画・運営

2

学校と地域が連携・協働して行う取組の連絡や情報収集に関すること
地域学校協働に関する情報収集と発信

地域学校協働に関する活動の連絡調整

3

学校と地域が連携・協働して行う取組の充実に関すること
地域学校協働に関する活動の実践

地域学校協働に関する活動への支援
地域学校協働に関する計画や活動についての評価

ター の
コーディネー

役割

学校や地域住民、
企業、
関係
機関等との連絡調整や地域
ボランティアの募集・確保の
役割を担っています。
平成29年3月の社会教育
法の改正では、地域住民等と
学 校との連 絡 調 整 等を行う
コーディネーターを
「地域学校
協働活動推進員」
として、教育
委員会が委嘱することができ
ることとし、法律に位置付けら
れた存在となりました。

地域と学校の連携・協働のために 地域と共にある学校をめざして

2 地域学校協働活動の推進
地域学校協働活動は、
地域の高齢者、
保護者、
ＰＴＡ、
ＮＰＯ、
民間

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

企業、
団体等の幅広い地域住民等の参画を得て、
地域全体で子ど

して行う様々な活動です。

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

（
「地域学校協働の推進に向けたガイドライン」
平成29年5月 文部科学省）

令和3年度

令和3年度

復興に向けた学びを通じた
協働のまちづくり事業

地域学校協働活動補助事業

実施市町村・団体

実施市町村

川俣町

田村市

三春町

小野町

白河市

塙町

会津若松市

相馬市

南相馬市

浪江町

葛尾村

双葉町

富岡町

川内村

楢葉町

広野町

県立聴覚支援学校
平校保護者会

地 域と学 校 が

国見町

二本松市

大玉村

本宮市

須賀川市

鏡石町

天栄村

石川町

西郷村

中島村

矢吹町

棚倉町

矢祭町

猪苗代町

喜多方市

西会津町

会津坂下町

柳津町

会津美里町

三島町

金山町

南会津町

下郷町

只見町

連 携 ･ 協 働 することでの 効果

児童生徒にとって期待される 効果

学校・教職員にとって期待される 効果

❶ 学力向上の基盤をつくります

❶ 授業内容が充実します

❷「生きる力」の育成につながります

❷ 地域との信頼関係が構築されます

❸ 社会性が育まれます

❸ 地域への理解が深まります

多くの大人の専門性や地域の力を生かした教育活動が実施される
ことにより、学びが充実するとともに学習意欲が高まります。
地域の方々との関わりにより、
自己肯定感や思いやりの心が育まれ
るとともに、地域への理解・関心が深まります。
地域の方々との関わりから、地域への愛着が芽生え、地域の担
い手としての自覚がうまれます。

地 域にとって期待される 効果

地域の方々の多様な視点や地域資源（人・もの・こと）
を生かし、充
実した教育活動が展開できます。

日頃から地域と学校が連携して様々な教育活動を推進していく
ことで、地域と学校の良好な信頼関係が構築されます。
地域の人的・物的な教育資源を知るとともに、地域の方々が学校
の応援団であることを実感できます。

❹ 多忙化解消につながります

地域の方々に教員以外の者が担うことができることに協力や支
援をいただくことにより、教員の負担軽減が図れます。

❶ 地域の教育力が向上します

地域の子どもたちを地域全体で育てていこうという意識が高まり、
地域の教育力向上につながっていきます。

❷ 地域コミュニティが活性化します

学校での教育活動を通じて、児童生徒と地域住民及び住民同士
の交流の機会が創出され、学校を核として地域コミュニティが活性
化します。

❸ 地域住民の生きがいづくりや
自己実現につながります

地域住民がこれまでの学びで身に付けた知識や技術、経験を生
かす機会が得られることで、生きがいづくりや自己実現につながり
ます。

連携･協働

地域学校協働本部事業 アンケート結果より（県内の抽出8町村）

令和3年度

▶児童・生徒アンケート
✓
□ 地域の方からいろいろなことを学ぶことができる。…………………… 89%
✓
□ 地域の方々といっしょに活動できるのがうれしい。 …………………… 91%
▶教職員アンケート
✓
□ 地域人材を活用することで、教育活動の充実につながっている。 …… 93%
✓
□ 子どもたちは、地域の方々との交流を楽しんでいる。 ………………… 91%
▶地域連携担当教職員アンケート
✓
□ 学校と地域の連携が深まったと感じる。………………………………… 88%
✓
□ 地域人材の活用について、教職員の理解が深まったと感じる。 ……… 82%
▶地域コーディネーターアンケート
✓
□ 地域連携担当教職員との連携が図られている。 ……………………… 84%
✓
□ 学校と地域の連携がより深まったと感じる。…………………………… 85%
▶協働活動ボランティアアンケート
✓
□ ボランティアとして活動に参加することが楽しい。 …………………… 97%
✓
□ 地域の子どもたちとの距離が近くなったと感じる。…………………… 89%
（各質問項目において「とてもあてはまる」
「まあまああてはまる」と回答した割合）

Q

A 地域学校協働活動さらなる充実のために！

&

Q

地域学校協働活動を充実させたいが、
どのように進めていけばいいのでしょうか？

A .1 「福島県地域学校協働本部」が活用できます。
「地域学校協働本部」
は地域と学校の連携・協働する
活動の充実を図るための組織体制です。

市町村立学校 の事例
市町村本部が委嘱したコーディネーターをとおし
て、地域と学校の連絡・調整、地域の人材の活用を
図っている事例があります。

県 本 部

市町村本部（市町村教委）、
または
県本部（社会教育課）
・地域本部（教育事務所）
に
ご連絡ください！

福島県教育委員会
〈事務局〉社会教育課

地域本部
県内７教育事務所

県立学校 の事例
地域本部が県立学校からの「部活動の指導者を紹
介してほしい」
というニーズに合わせて、地域の方に
つないだことで、連携・協働した取組にすることがで
きました。

A .2

市町村本部
市町村教育委員会

地域連携担当教職員

地域連携担当教職員

県立学校
地域学校協働推進委員会

市町村立学校
地域学校協働推進委員会

県教委の補助事業「地域学校協働活動事業」
が活用できます。

県教委の補助事業を活用し市町村が実施している
「地域

市町村教育委員会や地域コーディネーターと連絡をとり

学校協働活動事業」には、
「 復興に向けた学びを通じた協働

合うことで、地域との連携・協働を進めていくことが可能

のまちづくり事業」
「地域学校協働活動補助事業」
があります。

です。

地域と学校の連携・協働のために 地域と共にある学校をめざして
まちづくり事業

令和3年度

地域学校協働活動

活動紹介

協 働 の ま ち づ くり 事 業
震災後の子どもたちを取り巻く環境の変化に対応する

ために、
地域と学校が相互に連携・協働を進め
「協働のまち

づくり」を推進するとともに、復興に向けた学習や活動を
通して、地域住民をつなぎ、被災者の孤立化と震災の風化

を防ぐ様々な事業を展開しています。

地域学校協働活動補助事業
地域の総合窓口として「地域コーディネーター」を配置

し、学校の窓口として
「地域連携担当教職員」
を任命するこ

とで、地域と学校がパートナーとなって連携・協働していく
組織的・継続的な体制を構築するために様々な活動を
行っています。
また、
コミュニティ・スクールと地域学校協
働活動の一体的な取組を推進しています。

川俣町
「放課後子ども教室
（たのしい教室）」の取組
内

容

たのしい教室（町内の６会場で実施、参加登録小学生の１〜６年生
を対象）
は、火曜日〜金曜日の週４日開催している。地域の年配の
協働活動サポーターやボランティアが木工教室や将棋などを教
え、季節の行事としてクリスマスツリー作り、伝統の行事として団
子さし等を行い、
お年寄りと世代を超えた交流を行っている。
各教室月１回程度、思いきり体を動かし、運動に対して興味をもたせる
活動をNPO法人かわまたスポーツクラブと連携して行い、地域コミュ
ニティの活性化及び児童の体力向上・運動不足解消につなげている。
ポイント

特別なイベントの割合は少ないが、
日々の活動の流れができてお
り、きちんと宿題を済ませてから次の活動に移るなど、世代間交
流ができる放課後の安全な居場所としてよく機能している。
月１回程度ではあるが、
かわまたスポーツクラブのスタッフと思い
きり運動することで、児童自身が体を動かすことの楽しさを実感
しいる。
成

果

スタッフとして参加している地域のお年寄りも、児童との交流や
活動に元気をもらっており、相互に良好な関係が築けている。
今年度は新型コロナウイルス感染症の感染拡大により活動が制
限されたが、感染症対策を徹底しながら、児童一人一人が積極的
に活動をしていた。

まちづくり事業

まちづくり事業

田村市

三春町

「地域学校協働本部事業」の取組
内

容

内

学校支援事業：コーディネーターが、様々な事業に対し、学校と地域住民等と
の連絡調整を行い、地域全体で子どもを育てる環境づくりを実施する。【活動
対象】中学校６校・小学校１１校・幼稚園７校 【主な支援内容】 学校支援（裁
縫・調理等） 体験活動支援（伝統行事等） 図書支援（読み聞かせ等）
放課後こども教室事業：概ね午後４時まで。開催日は長期休業期間と土日
祝日を除く平日の放課後 【活動対象】対象は小学校児童１学年〜６学年ま
で。令和３年度登録児童数６５２人 ※９月末現在 【主な支援内容】内容は主
に子ども達が自由に活動を決めており、その他に季節行事等を実施。
ポイント

果

三春教室

岩江教室

御木沢教室

中妻教室

中郷教室

沢石教室

実施場所

三春小学校
空き教室

岩江小学校
体育館

御木沢小学校
音楽室

中妻地区
公民館

中郷地区
交流館

旧沢石地区
福祉館

開設日

月〜金

月〜金

月〜木

月〜金

月〜金

月〜金

開設時間

放課後
〜16時

放課後
〜15時50分

放課後
〜15時35分

放課後〜15時50分
延長教室18時まで

放課後〜15時45分
延長教室18時まで

放課後〜15時55分
延長教室18時まで

登録児童数

41名

57名

20名

開設
予定日数

120日
160日
160日
（通常のみ） （通常のみ） （通常のみ）

43名
200日（通常）
200日（延長）
30日（長期）

47名
141日（通常）
200日（延長）
30日（長期）

43名
107日（通常）
200日（延長）
30日（長期）

児童クラブのない地区で、延長教室・長期休業中教室を実施。
延長教室：通常教室終了後から午後６時まで … 登録児童数１１９名
長期休業中教室：午前８時３０分から午後６時まで
…………………………………………………登録児童数１０８名
成

学校支援事業：
ボランティア登録者数：387人 活動回数：970回（※9月末現在） 地域のボラン
ティアに協力いただき、知識や経験を子ども達に還元することで、地域住民の生きがいや
地域活性化につながるとともに、子ども達が地域について理解を深めることができた。
放課後子ども教室事業：
子ども達と地域の方が関わることで、子ども達だけでなく地域住民にとっても学びの
場となり、多様な支援活動を実施できるような意識啓発・人材育成にもつながっている。
まちづくり事業

容

項 目

ポイント

運営委員会（評価委員会を兼ねる）を年３回開催し、活動の在り方について検
討している。 地域教育協議会の開催や啓発活動、広報活動、ボランティア募
集を実施している。 地域の方やボランティアの方の協力により、総合的な学
習の時間や放課後の安全・安心が確保され、充実した時間になっている。
成

「まほらっこ教室運営事業」の取組

復興に向けた学びを通じた協働のまちづくり事業

果

コーディネーターを中心に、地域ボランティア等が積極的に事業
に取り組んでおり、地域の実情に合わせながら安全・安心な放課
後等の居場所を確保し活動を実施できた。
避難訓練２回実施（地震・火災） ……………参加児童数２５７名
放課後グローアップ研修 ………………………………５名参加
県中域内家庭教育支援研修 …………………………３名参加
放課後児童支援員等資質向上研修 …………………３名参加
協働活動補助事業

地域学校協働活動補助事業

令和3年度 地域学校協働活動
まちづくり事業

まちづくり事業

小野町

白河市

「放課後の子どもたちの
安全・安心な居場所づくり」の取組
内

容

スクールバスの利用児童の待機場所を兼ねながら、小学校の空き教室等で約
100人の子どもたちが学習活動やスポーツ及び文化活動等を行っている。毎月定
期的に読み聞かせやおはなし会を開催し、地域の昔話や文化、方言などに触れる
機会も設けている。また、学校からスクールバス乗り場までの通学路の見守り等
も行っている。
新型コロナウイルス感染症の感染予防の観点から、スクールバスの臨時運行に
よる開所日の調整を行うほか、マスク着用・手指消毒・換気や、来所前及び使用後
の物品や教室の消毒作業を行うなど、安全・安心な運営となるよう努めている。
ポイント

町委嘱の6名及びシルバー人材センター派遣のスタッフ9〜10名（登録者14名）で
1日15名程度のサポーターによって運営している。子どもとのかかわりかたについて、
町主催のペアレントトレーニング参加や臨床心理士の研修会開催、保健師のアドバイ
スなどにより、子どもたちへの支援に関するスタッフの不安解消に繋げている。
成

果

活動紹介

「東北中学校区における
地域学校協働活動事業」の取組
内

容

「小田川小学校」
「白河第四小学校」
「東北中学校」の要望に応じ、地域
コーディネーターが学校支援ボランティア等に対し支援活動を要請する。
①「地域事業所の職場体験」などにおける、事業所の紹介依頼、礼状
などの文書作成等
②外部講師、
活動団体等と学校間との連絡調整
③活動校生徒の地域貢献ボランティアの計画及び実施に向けた調整
ポイント

①コロナ禍にあっても、効果的な協働活動の実現に向けた取り組みを行ったこと。
②地域から学校への一方向性の取り組みではなく、学校と地域によ
る双方向性の活動を展開したこと。
③環境整備において、地域コーディネーターが町内会長に協力を要
請することにより、各町内会長から協力者があり、
コロナ禍にあっ
ても例年通りの作業が可能となった。
成

果

昨年度の懸案事項であった活動場所を小学校に定着させることができ、子どもたち
やスタッフの負担が軽減した一方で、校庭等の工事や新型コロナウイルス感染症対策
の影響により活動は制限されることもあった。また、子ども教室の子どもたちが学校
からスクールバス乗り場の近隣施設まで移動することで、地域に元気な声や姿が届く
ようになり、スクールバス以外の子どもたちの利用も増加した。
毎日のミーティングや、スタッフと学校教職員との意見交換会（反省会）を随時開催し
ながら、一人一人が責任をもって任務に就き、安全・安心な居場所づくりに努めている。

①今年度は「職場体験」に代わり「職業講話」を実施した。様々な職業の方から講話を
してもらうことにより、様々な職業について知識を深めることができた。
②地域貢献ボランティアにおいては、例年ゴミ拾い等の清掃活動が中心であったが、
今年度は地域住民との協働による花壇の整備など新たな試みを取り入れた。
③地域コーディネーターの幅広い人脈により、校外学習における適任講師の手配や
連絡調整など、事務の効率化が図られた。
地域コーディネーター活動日数79日／外部講師数のべ76名

まちづくり事業

まちづくり事業

塙町

会津若松市

「放課後子ども教室事業」の取組
内

容

例年5月から2月まで実施している。七夕やクリスマス会・豆まき
などの季節の行事、
さつま芋の苗植えから収穫の体験、
オリンピック
に因んでパラリンピックの種目であるボッチャの体験、地域の講師
によるよさこい踊り教室など時勢に合わせた活動を実施した。町内
の指導員に加え、町内外より講師を招いて様々な活動を実施するこ
とで、多くの体験と交流をもつことができている。
ポイント

子どもたちの自主性・主体性を促すため、片付けや整理整頓を徹
底している。迎えの際には、家族にも片付け方を確認し帰りの支度
を一緒に行ってもらう。2ヶ月毎に子ども教室だよりを発行し保護者
に子どもたちの活動状況を知らせている。
成

果

活動中、上級生が積極的に下級生の面倒をみたり遊んだりする様
子が見られ、同級生同士の横のつながりだけでなく、縦のつなが
りもみられた。
家庭や学校では体験できない活動を通して子どもたちの興味・関
心を引き出すことができた。
実施回数18回 登録人数20名／のべ参加人数319名

「地域学校協働活動を
すべての学校で開始」の取組
内

容

地域学校協働活動：各地区公民館が中心となり、地域の実状に合わ
せて支援などを行っている。今年度は職業講話、地域の産業や歴史
について学ぶ総合的な学習の時間の講師、稲刈りや農作業など体
験学習の講師として、専門性のある地域人材を探し学校へとつない
だ。
また、書写や裁縫、
タブレット操作など細かいサポートが必要な
授業への補助や、
「エプロン先生」
として新入生のサポート支援など
も行った。
放課後子ども教室：各教室で地域人材を活用し、
カヌー体験、吹き
矢、木工クラフト、伝統工芸品の作成など、様々な創作活動や体験活
動を取り入れている。
また、今年度配置した防災教育コーディネー
ターの指導により、
ほどんどの教室で防災教室を実施した。
ポイント

「あいづっ子応援団」
として、広くボランティアの募集を開始した。市広
報誌への掲載や主催講座、登録団体等に周知を行うとともに、
ボランティ
アの口コミなどからも参画者が増加するなど活動の充実を図っている。
成

果

コロナ禍により活動がしづらい状況ではあったが、実施校が増え
たことで、学校支援活動に参画したボランティア数は、前年に比べ倍
以上となった。
また、放課後子ども教室の登録人数も増加している。
参画者からは、子どものより良い成長に必要であるとの声があるな
ど、地域と学校の双方に、良い循環が生まれている。

地域と学校の連携・協働のために 地域と共にある学校をめざして
まちづくり事業

まちづくり事業

相馬市

南相馬市

「地域の子どもは
地域で育てる」取組
内

容

内

市内9小学校全校で実施。
各教室で地域の実態に合った内容を展開。
自由にのびのび遊ばせることを中心に活動しており、宿題をして
から遊ぶ教室もある。
季節の行事、夏休み教室、お楽しみ会などを実施する教室もある
など、みんなで楽しめるイベントを企画して活動している。
子どもたちの災害時の安全確保のために、全教室にて地震と火災
を想定しての避難訓練を実施している。
ポイント

容

対象：小高小学校 1年生〜6年生
実施日：第1・3・5金曜日の放課後（5月〜翌年2月）全18回
実施場所：小高小学校多目的ホール、小高体育センターほか
運営：コーディネーターが中心となり、
小学校及び放課後児童クラブ
支援員が連携を取り、運営している。
活動内容：スポーツ教室、ご当地カルタ教室、料理教室、ハロウィン教室 など
在籍数：45名（令和4年1月1日現在）
ポイント

各教室で地域の実情に合わせた形で実施する。
各教室代表者の会議を学期ごとに行い、
情報共有や課題解決に努める。
各教室ともに、
新型コロナウイルス感染症対策を講じて実施する。
成

「南相馬市放課後
子ども教室推進事業」の取組

果

児童の状況を把握し、きめ細かに対応するため、子ども教室スタッフ、児童ク
ラブ支援員、担当課職員の間で定期的に情報交換を行う。 参加児童の成
長の糧として、よりよい生活を創り出していくためにも体験活動を重視する。
成

アンケートを登録児童の保護者に実施。
登録児童290人中255人が回答（回収率約88％）
保護者が放課後子ども教室のどのような活動に期待しているか
調査したところ、友達との交流が最も多く、学年を超えた交流をす
1% 6%
ることで、友人が増えたり、
■学習の習慣化
■体力向上
学校生活そのものが充実
21%
■友達との交流
21%
したなどの意見があり、子
■大人との触れ合い
19%
どもの豊かな心を育むこと
■体験活動
30%
ができていると考える。
■その他

果

対象児童数に対する登録率は70％を超え、多くの児童に学びと遊びの機会を提
供することができているものと考える。また、市内の新型コロナウイルス感染拡
大を受け、参加率が低下した時期もあったが、それでも平均参加率が70％近く
となっており、放課後子ども教室に対する児童の関心が高いものと考える。
児童及び保護者にアンケート調査を 3人（7％） 0人（0％） 放課後子ども教室は
楽しいですか？
行った結果「とても楽しい」
「来年も参
■とても楽しい
11人
加したい」と回答した割合が約90％
（27％）
■少し楽しい
27人
という結果となり、児童、保護者とも
（66％）
■あまり楽しくない
に満足度は高いものと考える。
■全く楽しくない

まちづくり事業

まちづくり事業

浪江町

葛尾村

「地域学校協
働活動事業」の取組
内

容

内

児童生徒が選択して学べる活動：将棋、
習字、
スポーツ等
様々なスポーツに触れる活動：サッカー、
脳トレ、
陸上、
ヨガ等
週末の課外活動：畑、田植え、稲刈り、雪山体験 季節行事に合わせ
た活動：クリスマスオーナメント作り、窓にペイント等 地域の方々
との活動：ラジオ体操、
学校支援
（学習）
、
ダンスイベント等
ポイント

学校のニーズの把握と情報共有のため、地域学校協働活動推進
員と地域連携担当教職員との連携と役割の明確化
企業やNPO
法人等の支援者、地域ボランティアへの講師依頼と講師等との企画
からの協働活動
活動内容に応じた年間を通したサポート体制
（将棋や習字、学習支援…地域ボランティア、
スポーツ活動や季節行
事等…NPOや企業、
週末の課外活動…行政）
成

果

昨年度に比べ、様々な活動において、企業や地域ボランティア、行
政等のサポートが充実してきた。
興味関心のある活動を選択で
きるようになったことにより、子どもたちに自主性や主体性が見られ
るようになってきた。
学校支援においては、事前の打合せを重
ねることにより、学校と地域ボランティア、企業等との連携が図れ、
相互理解が深まることで、
よりよい活動を実施することができた。
【今年度事業実施件数】
活動件数127件
学習支援依頼6件
イベント出演（ダンス）4件
まちづくり事業

「葛尾村
放課後子ども教室」の取組

復興に向けた学びを通じた協働のまちづくり事業

容

対象：葛尾小学校児童
実施日：平日の放課後15：00〜17：00および長期休業中（年間214日）
実施場所：葛尾小学校（放課後子ども教室専用教室、体育館、多目的室）
運営：小学校、教育委員会、指導員とのミーティングを
毎月実施しながら運営している。
活動内容：宿題、英語活動、工作、運動 等
ポイント

少人数の特色を活かし、家庭のような温かい雰囲気の中で安心
して過ごすことのできる環境づくりに努める。
学校・子ども教室・教育委員会による定例会議や、保護者との
懇談、学校・担任との情報交換を行い、共通理解を図る。
家庭での親子の交流を促す観点から、令和元年度からは園児に
ついて原則両親が共働きの場合のみ参加可能とする。
成

果

実施日には児童10名が全員参加し、子どもたちの放課後の居場
所を確保するとともに継続的に安全・安心な活動を行うことがで
きている。
令和3年度からは児童の安全な活動を守る観点から、スタッフを
1名増員し、
より安心して活動を行える体制を整備している。
園児も参加しているため、小学校に入学後小1ギャップを感じる
ことなく、
スムーズに小学校生活に順応している。
協働活動補助事業

地域学校協働活動補助事業

令和3年度 地域学校協働活動
まちづくり事業

まちづくり事業

双葉町

富岡町

「地域学校
協働活動事業」の取組
内

容

双葉町の伝統芸能にふれる：標葉せんだん太鼓保存会にご指導いただき、10月開催の「栴檀
祭」
（学習発表会、文化祭）における児童・生徒の発表。 美化活動等で地域とかかわる：仮設
校舎周辺の神社や河川敷の清掃活動、花いっぱい運動（一社）ふたばプロジェクトによる花植
え、ランタン製作。 放課後学習支援：
「ふたばっ子学習会」において学習の習慣化をはかる外
部の学習支援団体の協力を得ながら、個に応じた学習プリントによる指導と主体的な学びに
よる学力向上。 町の現状を知る：町の復興の一つに令和4年度に町内の行政サービスが再
開することと住民帰還が始まることをきっかけに、児童たちは町職員から町についての講話を
聴く機会。生徒たちは『「仮設校舎の記録を残し、未来へ」伝える』をテーマに、学校再開時に携
わった方々の話を取材し、校舎の様子をまとめ、文化祭やふるさと創造学サミットでの発表。
ポイント

本事業を進めるにあたり、ふるさと双葉町と現在学校が所在するいわき市も
含んだ包括的に「地域」
と認識したうえで、地域学校協働活動を通して、
「地域愛」
を醸成する機会とする。 放課後学習会におけるプリントの枚数等をデータ
化することによって、児童生徒個別の学習意欲の向上をみてとれるようにする。
成

果

活動紹介

「コミュニティの
拠点となる学校」の取組
内

容

学校がコミュニティの拠点となる活動：
地域学校協働活動推進員による講座等の実施「サマースクール」
「表現塾」
余裕教室における公民館事業的な講座「エコクラフト」
「織物」
地域の力と学校による連携協働： 「とみおかアーカイブ・ミュージアム」を活用
した地域学習
地域住民による家庭科や総合の授業での学習ボランティア
学校のこれまでとこれからを地域へ発信： アーカイブ映像記録教育…今年度
末閉校となる三春校記録動画を制作し、富岡町民や県内外の学校関係者へ発信
（オンライン活用） 新年度開校の2つの校歌（歌詞）作成‥音楽家大友良英氏
と子どもたち、地域住民による歌詞を創る活動
ポイント

町内に開館した博物館
「とみおかアーカイブ・ミュージアム」
や地域
人材を活用した地域学習を実施することによって、地域の「人・もの・
コト」
と積極的に関わろうとする意欲付け。
コロナ禍であっても
ICT機器を積極的に活用し、
感染症対策を講じながらの活動の継続。
成

果

地域との様々な関わりにより、学習の幅が広がり、感じたことや疑問に思ったこ
とをもとに探究的に学ぼうとする姿勢が見られるようになった。 地域の人た
ちと繋がりをもつことで、課題を自分事として考え、地域の一員としての役割に
ついて考えるきっかけになった。 役場職員の講話や仮設校舎再開の経緯な
どを知ることで、町の復興状況を知り、町の将来について展望する機会を得た。
放課後学習会の支援により学習習慣の定着と学力の向上が図られた。

町内施設や人材を有効活用し、地域学習を充実させることによっ
て、子どもたちの地域理解が深まり、地域行事に参加するなど学校
外での地域との関わりも増えてきた。
地域と学校とが協働し、
学びを支援することを通して、子どもたちと地域だけでなく、地域住
民間の交流も増えた。
また、ICT機器を活用することで感染症対策を
図りながらより多くの関わりを生み出すことができた。

まちづくり事業

まちづくり事業

川内村

楢葉町

「新生！川内小中学園と地域を
つなぐ協働活動」の取組
内

容

ふるさとの魅力（自然、産業、文化等）を学ぶ体験活動：前期課程におい
て、村の産業体験（田植えと稲刈り、川内村ワイン、そば打ち）を実施した。
村の人、
ものを活かしたキャリア教育の推進：
後期課程において、地元企業訪問等を通して、自己の「生き方」
について
考え、
自らの可能性や将来の選択肢を広げる。
「かわうち興学塾」における放課後等の学習の支援：個人の学習状況の
把握と目的意識をもたせ、個に応じた学習課題に取り組む
放課後子ども教室の運営と活動の充実：
身体づくりと各種体験教室、室内遊びを実施する。
ポイント

児童生徒の学びのねらいを明確にし、地域資源「人・もの・こと
（文化
等）」を活かした体験活動の拡大を図る。 「かわうち興学塾」では、児
童生徒に目的意識をもたせた個の学習課題に取り組ませる。
「放課後児童クラブ」
との一体型による放課後子ども教室運営を行う。
成

果

児童生徒と地域の人々の交流の機会と場が増え、学校と地域の
Win-Winの関係が構築された。 児童生徒はふるさとの探求学習を
通して、地域の新たな魅力を発見したり村の復興状況の認識を深めたり
するとともに、未来への希望を抱くことができた。 放課後等の学習支
援により、個の学習習慣の確立と学力の定着が図られている。 教室
とクラブのスタッフにより、安心・安全な子どもの居場所づくりができた。

「楢葉町地域学校
協働活動事業」の取組
内

容

中学生による町の伝統芸能の継承活動：地域の太鼓団体のご指導をいただき、そ
の成果を文化祭にて演奏を披露した。 地域の多様な人的・物的資源の活用： 無
農薬水田で自然観察
地域の基幹作物であるサツマイモ畑の見学
米栽培、
町特産品ゆずに関する学習
鮭の生産現場見学と稚魚のふ化体験
藍染め製
作体験など。 ふるさと学習の成果を活かした中学校キャリア教育：模擬会社を立
ち上げ、ゆずの新商品開発から町イベントでの販売までの一貫した体験活動を実施
した。 地域住民の参画による校内美化（花植え）活動：子どもたちと地域の人々と
の交流を通して、春期に全校緑化活動（花の苗植え）を実施した。 放課後等の学習
支援として、小学3年生から中学3年生を対象にした学習会：小学3年生〜中学2年
生は週1回及び長期休暇に、中学3年生は週3回及び長期休暇に実施した。
ポイント

小・中学校の体験学習のニーズに対して、地域コーディネーター2
名体制による地域住民等の協力者との連絡調整を円滑に行う。
コロナ感染症防止対策の観点から、地域住民が参画する授業数を縮小しつつ
も、感染状況を把握しながら、新規事業等の導入など積極的な事業推進を図る。
成

果

学校（教員）
からの新規事業希望も多く、本事業の効果が認知され
てきたと考える。 既存事業に加え、
多様な地域資源を活用した
（稚
魚のふ化体験や学校の歴史講話等）の新規事業も実施することがで
きた。 コロナ禍にあっても、
オンラインによる放課後等の学習支
援を実施することで、
児童生徒の学習機会を確保することができた。

地域と学校の連携・協働のために 地域と共にある学校をめざして
まちづくり事業

まちづくり事業

広野町

県立聴覚支援学校
平校保護者会

「ひろの元気教室」の取組
内

容

内

広野小学校の4年生〜6年生を対象に、6時間目がある日に開設。時間は15：15〜
15：55の40分間。 今年度の参加者は35名。
（4年生10名・5年生10名・6年生15
名）通常スタッフ3名体制。
（4名登録） 通常活動日（自主学習及び自由行動）、自
由活動日（子ども自身が決めたスケジュールによる活動）、体験活動日（外部講師等
を招聘した特別講座）の3パターンで活動。 2学期に大学生インターン（地元
NPO法人）が4回参加。自由活動日に子どもたちと一緒にスポーツやゲームを実施。
ポイント

2学期以降、自由活動日（体験活動のない火・金曜日他）を設定する。 自主性の育成と安全
確認のために、活動ノートの記入、終礼等を行ってからの下校とする。 体験活動は、地元住民
による講座、官公署・企業による出前講座、教室スタッフによる季節のクラフトやレクリエーション
活動、ふたば未来学園高等学校生徒による運動プログラムを実施する。 官公署・企業の出前
授業に関して、通常1回で完結するプログラムを2回以上に分割して開催する。 月末に翌月の
スケジュールを児童及び保護者に郵送し、体験活動のねらいと内容、準備物等を周知する。
成

果

計画的、意図的な体験活動を実施：健康、金融、防犯、防災などの出前講座、ふたば未来学園高
等学校の生徒による運動プログラムなど地域住民と企業等の参画を得て、多様な体験活動を
行うことができた。 事業に対する児童と保護者の意識の変化：保護者及び児童にアンケート
調査を実施したところ、
「参加してよかった」との答えが多かった。それぞれの回答数上位３点は
以下の通りである。【保護者】 体験教室が面白い（12名） 他の児童と接することが楽
しい（10名） 子供が自由に活動する時間が増えた（９名）【児童】 宿題や自主学習の時
間がある（20名） 自由活動の日がある（17名） ちがう学年と活動できる(12名)
協働活動補助事業

「学習支援活動
『放課後塾ハル中学部』」の取組
容

ポイント

教科学習では、
スタッフが毎時間スライドなどの教材を作成し、分か
りやすい授業の提供に努めた。 教科学習以外に、
アートや宇宙など
を題材にしたテーマ学習を行い、様々な分野への探求心を高めさせた
り、
将来の夢を膨らまさせたりした。 中3対象にハル道場を開設し、
スタッフに質問をして課題を解決しながら自習できる部屋を設置した。
果

ハルに参加した多くの生徒が、
学習への意欲を高め、
学習内容の理
解を深めることができ、
学力向上につなげることができた。
地域の課題に取り組むテーマ学習や地域の民家を活用した勉強合
宿等を実施したことにより、
学力向上はもちろん地域を考える力も
育むことができた。
また、
地域の人々の関心も高めることができた。
まちづくり事業

ポイント

地域の子どもたちと一緒に遊ぶ経験の少ない幼児児童にとって、何より楽
しみにしている活動である。 保護者送迎により遠方から通学している本校
の幼児児童にとっては、学校の学習活動の他に楽しみにしている活動である。
成

果

幼児児童が毎日楽しみにしており、生き生きと活動している。
上級生が下級生とかかわるなど、望ましい集団形成が促進されている。
聴覚に障がいがある幼児児童は、言葉の理解や活用において困
難な面があるが、実体験をとおして言葉を自然に学ぶ機会となっ
ており、言葉の力や他者と関わり合う力が促進されている。
令和3年度10名の在籍保護者全員が、本教室を必要としており、
満足度は100％である。保護者の参画も見込まれ、次年度も存続
を切望している。

二本松市
「放課後子ども教室事業」の取組
内

対 象 者： 県北中学校1〜3年生の希望者
活動場所： Co-learning Space アカリ
（JR藤田駅前）
実施期間：
中学1・2年…令和3年10月〜令和4年3月・週1回参加（火・水・金から選択）
中学3年…令和3年6月〜令和4年3月・週2回参加（月・木 実施）
活動内容：
中学1・2年コース（数英を中心とした教科学習、テーマ学習）
中学3年生コース（数英を中心とした受験対策学習、テーマ学習、ハル道場（自習室））
登録生徒内訳：中学1・2年コース45名／中学3年生コース25名 ※ハル道場18名

成

容

幼児児童が勉強や軽運動、遊びを共に行ったり、地域のサポーターの
方々と交流を行ったりすることで、子どもたちの満足する活動の場を提供
し、心身の健やかな発達を促すことを目的として活動を行っている。
活動は毎週月曜日〜金曜日（13：30〜17：00） コーディネーターが
中心となって、まず、宿題等を終えてから、幼児児童が自主学習に取り組む
ことへの支援、自由遊び、伝承遊び、ゲーム、身体を動かすスポーツ活動な
ど幼児児童の興味関心を大切にしたものを設定している。季節に応じた飾
り付けも一緒に行い、幼児児童が通いたくなる教室づくりを心がけている。

協働活動補助事業

国見町
内

「県立聴覚支援学校
平校保護者会」の取組

復興に向けた学びを通じた協働のまちづくり事業

容

あだち子ども教室：安達地区の3つの小学校の1〜4年生を対象とし、水曜日に安達公民館で実
施。福島大学のボランティアの協力を得て、宿題や室内遊び、季節の工作活動やイベント、体育館
でのスポーツ等を行っている。 いわしろ子ども教室：小浜小学校の1〜3年生を対象とし、月に1
〜2回（金曜日）小浜小学校の空き教室や体育館で実施。スクールバスの待ち時間を利用し、工作
活動や軽スポーツを行っている。 とうわどんぐり教室：東和小学校の1〜2年生を対象とし、月1
〜3回程度、東和小学校の空きスペースで実施。スクールバスの待ち時間を利用し、絵本の読み聞
かせ、紙芝居、語り部による昔話を行っている。 おおだいら子ども教室：大平小学校の全学年を
対象とし、金曜日に大平公民館で実施。宿題や室内遊び、スポーツの他、子ども教室で育てた野菜
や植物を使い、郷土料理の調理や季節のイベントを行っている。 すぎた子ども教室：杉田小学校
の1年生〜3年生を対象とし、金曜日に杉田公民館で実施。宿題や室内遊び等の他、季節のイベン
トを行っている。 いしい子ども教室：石井小学校の全学年を対象とし、水曜日に同校の図書室で
実施。宿題や普段学校では学習しないような、工作、室内遊び、スポーツ等を行っている。
ポイント

スクールバスの待ち時間に実施している教室は、短時間でできる内容（工作や軽スポーツ、絵本の読み
聞かせ等）に取り組んでいる。語り部による昔話や英語の絵本の読み聞かせも取り入れている。 活動
時間が長い教室では、季節の行事や裏山散策、地域の協力を得ての農業体験等にも取り組んでいる。
成

果

イベントや活動内容の企画に子ども達の意見を取り入れることで、子ども達の自主性が深
まった。 異なる学年の子ども同士や普段触れ合う機会があまりない地域の方、大学生も
含めたスタッフ等との活動をとおして、様々な人と交流することにより子ども達の視野が広
がった。 語り部による昔話をとおして、地元の歴史や言葉（方言）を知る機会となった。
協働活動補助事業

地域学校協働活動補助事業

令和3年度 地域学校協働活動
協働活動補助事業

大玉村
「親子のふれあい、地域との
つながりのお手伝い」の取組
内

容

家庭教育支援事業を推進するために、新たに家庭教育支援コーディネーター（旧社会教
育指導員）1名を配置し、村内の子育て世帯の実態把握や事業の洗い出しを行っています。
家庭教育支援事業として新たな事業を立ち上げるのではなく、現在教育委員会をはじ
め、健康福祉課や社会福祉協議会等で行っている事業をそのまま活用して、親子で参加し、
その場所で親同士、子同士がふれあえるコミュニケーションの場所の提供を図ります。
また、PTA全体会等で一人でも多くの親子の事業参加を広く呼びかけています。
ポイント

①親子で参加でき、親が相談できるコミュニケーションの場づくりの提供。
②今ある事業を活用し、親子一緒の講演会・行事等への参加を促す。
③子育て経験者や専門家等で構成する支援チームの設置。
成

果

毎月、ふるさとホールで行っている「おはなし会」事業の中で、親子で一緒
に読み聞かせをする時間を設けました。参加した親子の半数は、自宅での
読み聞かせをしていないとの回答もあり、読み聞かせの方法や本の選び方
を説明した後の親子（兄妹）で読み聞かせをする姿にほのぼのしました。ほ
んのわずかの時間ではありましたが、このような小さな活動が、今後の家
庭教育支援へとつながることと信じ、実践していきたいと思います。
令和3年12月1日に「大玉村家庭教育支援チーム設置要綱」の施行に伴い、
大玉村家庭教育支援チームが発足しました。今年度は、要綱の整備と立ち
上げとなりましたが、次年度にむけての運営について、
しっかりと計画を立
てていけるようにしたいです。
協働活動補助事業

須賀川市
「須賀川市
家庭教育学級事業」の取組
内

容

「家庭教育支援員等研修会」
を年4回開催し、専門家による講演等
を通して、
家庭教育支援員の資質向上を図った。
就学時健康診断を利
用した
「子育て講座」
（小学校入学児童の保護者等対象）
を開催し、
家
庭教育支援員がグループ協議のコーディネーターや講話を務めた。
（新入生保護者説明会等を利用した
「思春期子育て講座
（中学校入学
生徒の保護者等対象）
」
は、
感染拡大防止等のため資料配布のみ）
ポイント

保護者同士の交流を図るために、
グループ協議を中心とした形態
で開催した
（今年度は、感染拡大防止等により、全体講話での開催と
なった学校もあった）。3年ごとに開催している
「家庭教育支援員養
成研修会」
を受講した者が、
「須賀川市家庭教育支援員」
として登録
され
「子育て講座」等を中心に活動している。
成

果

「家庭教育支援員等研修会」
では、いわき緊急サポートセンター理
事長の前澤由美氏と明日飛子ども自立の里理事長の清水国明氏の
講演を開催した。
就学時健康診断を利用した「子育て講座」を、中学校区を中心に
11校で開催した。市内全体で651人の保護者等が参加した。講座終
了後のアンケート調査によると、
「大変参考になった」
と
「参考になっ
た」の合計は約95％であり、保護者等からも本講座が必要とされて
いることが示されていた。

活動紹介

協働活動補助事業

本宮市
「本宮市遊友クラブ」の取組
内

容

地域の方々と触れ合い、交流する機会を設け、地域が一体となって子どもたち
を見守る環境をつくる。
クラブ活動の概要：市内の小学校7校すべてに遊友クラブを設置し、週1回活動し
ている。活動場所として、3クラブが学校の空き教室、4クラブが地区公民館を利
用している。 活動内容：からだを使った遊びやゲーム、工作やおりがみなどの造
形活動、おはなし会などの読書推進活動の補助、季節の行事などの伝統文化活動
等を実施している。また、各クラブにコーディネーターを配置し、クラブのスタッフ
（協働活動支援員、協働活動サポーター）の確保や定例会などを実施している。
ポイント

運営委員会を通して、運営と事業の方向性を探る。運営委員は市内の
全小学校長、PTA会長代表者、放課後児童クラブ関係者、青少年健全育
成協議会代表、民生児童委員代表者、ボランティア代表など幅広い地域
人材が参画している。新規スタッフ募集に際し、地域コミュニティラジオ
放送を利用した広報や募集案内チラシの市内全戸配布を実施している。
成

果

令和3年度児童参加状況：登録児童数155人（124人） ※（ ）内は令和2年度
令和3年度は新型コロナウイルス感染症対策のため、昨年度に引き続き参加児
童に制限をかけ、対象を2年生まで、定員を各クラブ20人までとした。参加児童の
減少に伴い、スタッフが児童に対してきめ細かい支援を行うことが可能となり、健
康面にも十分に配慮することができた。年度末に参加児童、保護者、コーディネー
ター、スタッフを対象としたアンケート実施による成果と課題の検証を行った。
協働活動補助事業

鏡石町
地域が学校を支援する
「学校応援団！」の取組
内

容

鏡石町立第一小学校、第二小学校、鏡石中学校、鏡石幼稚園の4機関からの支援要請に
基づき、地域の保護者、スポーツ・文化に関する団体、老人クラブなど地域の登録ボラン
ティアの方々が学校現場に赴き、支援を行っている。 活動事例：入学式・卒業式の受付
などの運営支援、新入学児童の下校の引率、学校図書館の運営支援、家庭科や生活科の
指導補助、夏休み中の寺子屋開設による学習支援、囲碁・将棋クラブの指導など多岐にわ
たる。また、
「ボランティアのつどい」を開催し研修やボランティアの交流を図っている。
ポイント

学校等からの支援要請に基づき地域コーディネーターが、学校と登録ボランティア支援員
との調整を適宜行いながら事業を進めている。地域教育協議会を開催し、実施状況や課題
について地域コーディネーター、地域連携担当教職員、ボランティアセンター職員、PTA役
員など、関係者同士での情報交換を行って、学校と地域の意思の疎通を図っている。
成

果

地域コーディネーター（地域学校協働活動推進員）を配置し、支援要請に随
時対応する事で地域が学校を支援する活動が定着化しており、学校からも期
待が寄せられているほか、教職員の業務負担軽減にも貢献している。なお新
型コロナウイルス感染症の影響が昨年度に比べ落ち着いた事もあり、今年度
は以前のような支援要請への活動が戻りつつある。
年度
令和元年度
令和２年度
令和３年度

件数
44件
13件
19件

回数
ボランティア人数
155回
449人
15回
61人
37回
108人
（12月末）

地域と学校の連携・協働のために 地域と共にある学校をめざして
協働活動補助事業

協働活動補助事業

天栄村
「地域学校協働本部事業」の取組
内

容

ポイント

①子ども教室の運営においては、毎月1回ボランティアの方々による会議を設け、
子どもたちの情報交換や活動内容について話し合い、問題点の共通理解を図
り、よりよい運営を目指している。
②ALTや地元ボランティアを最大限に活用し、英語に特化した取組を子どもだけで
なく大人まで実施し、地域全体で「英語の村てんえい」の推進に向け取り組んだ。
果

放課後こども教室事業：学年を超えた活動や地域の方々との活動を通じ、子ど
も達の情操教育に寄与するとともに、地域の目が届く活動により、安全な居場
所づくりと多様な教育の提供に寄与している。 英会話教室事業：
「英語の村て
んえい」の推進により、英語をツールにすることで、
「地域住民と学校が一つに
なろう」
というコンセプトで協働を図ることができた。
協働活動補助事業

「放課後子ども教室」の取組
容

ポイント

①コーディネーターを中心に各教室の活動内容や季節の行事を調整。
②3教室合同のイベントの実施と各教室の交流。
③年度末に各小学校に出向き、
来年度の入学生に子ども教室の説明。
④教育委員会担当者、
コーディネーターと各教室の正副リーダーとの
打ち合わせ会を実施し、
活動の方向性と共通理解を図る。
果

成

果

放課後子ども教室事業：①野菜づくり
（サツマイモ）
は、
農作業にかか
わる機会が少ない子どもたちが、
体験活動を行える貴重な場である。
②絵本づくりは、子どもたちが自ら絵本をつくり、作品を人前で発表
することで、
想像力・発表力・表現力の育成に繋がっている。 ③異学
年交流の場である。 学校支援事業：地域住民や地域組織の子ども
に対する関心が向上している。

中島村
「中島ジュニアクラブ」の取組

復興に向けた学びを通じた協働のまちづくり事業

容

学習支援型：毎週金曜日
（16：00〜17：00）
に児童クラブとの連携事業と
して実施。
（年間32回） 自由活動型：月1回、児童クラブ土曜利用者と一
緒に活動。児童館内の児童クラブ室にて様々な遊びを実施。
プログラム型：月1回程度年間計画に沿ったプログラム型事業を実施。
令和3年度 実施事業： 開級式
発表型Ⅰ
「東日本大震災について学
ぶ」
（保護者向け発表会） おいしい！野菜チャレンジ（オンライン実施）
剣桂ハイキング
村内探検
ふるさと発見教室
発表型Ⅱダン
ス教室
（保護者向け発表） ボルダリング体験
親子ボウリング大会
マンカラ大会（感染対策により延期） 閉級式（2月予定）
ポイント

村内に関する事業を企画することで郷土愛を育むことをねらいとし
た。
（村内探検・ふるさと発見教室） マスクの着用、検温、手指消毒を
徹底し、新しい生活様式を意識して事業を実施する。 発表型を実施
することで、子ども達が主体的に活動する事業を展開することができた。
成

スタッフが増えたことにより、
余裕ができ、
子どもと向き合える時間
がふえた。 感染対策を徹底できた。
上記ポイント②③はコロナウイルスの影響でできていない。
熊倉小教室：
（実施回数47回／登録人数34名）
のべ参加人数959名
（実施回数47回／登録人数38名）のべ参加人数1,020名
小田倉小教室：
米小教室：
（実施回数47回／登録人数24名）
のべ参加人数812名
まちづくり事業

ポイント

①学期毎に
「子ども教室通信」
を発行して写真により活動の様子を保
護者にお知らせしている。
②子ども教室コーディネーターによるアイディア満載の多彩なメ
ニューを提供し、
普段体験できない貴重な場所となっている。
③子どもを軸とした地域・子育て世代・学校の連携により地域社会全
体で子育てや学校支援を行っている。

内

下校後、午後4時40分まで活動を行う。具体的な活動内容について
は次の通り
宿題、自主学習、読書、お絵かき、オセロ、
トランプ、あやとり、お手
玉、将棋、工作、鬼ごっこ、縄跳び、バドミントン、ボール遊び、昔遊
び、紙飛行機づくりなど指導員と子ども達がふれあいを重視しなが
ら活動を実施。
各教室ごとのイベント。
七夕、
ハロウィン、
クリスマス、
節分の行事。
親子でのレクリエーションや3教室合同のイベントは開催していない。

成

容

放課後子ども教室事業：地域の理解者や各種団体（読み聞かせの
会、家庭教育インストラクター、長寿会等）の協力を得て、生け花、野
菜づくり、野外観察、
かるた大会、
クリスマスリース工作など、毎回多
種多様な体験メニューを提供し活動している。
学校支援事業：放課後の学習支援や地域行事等への参加により、地
域と子ども・保護者とのかかわりを大切にすることで、地域と学校が
一体となって子どもや保護者の不安の解消を図っている。

協働活動補助事業

西郷村
内

「地域学校協働本部事業」の取組
内

放課後こども教室事業：放課後こども教室を、下校時から午後6時まで3つの小
学校を会場に実施し、長期休業中には、
「てんえい子ども教室」として午前7時
30分から午後6時まで子ども教室を実施している。 英会話教室事業：英語で
地域活性化を図るため、幼児と親、小・中学生、大人を対象とした英会話教室を
開設し、村民全体での学習意欲の向上を図っている。 学校支援事業：コーディ
ネーターが、学校からの要望に対し、地域住民等との連絡調整を行い、地域全
体で子どもを育てる環境づくりを実施している。
（主な支援内容：学校支援（社
会科講話、裁縫等）、体験活動支援（米づくり等）） 部活動支援事業：中学校に
おけるサッカー部の部活動支援を実施し、継続的な部活動運営を図っている。

成

石川町

果

新型コロナウイルス感染防止対策を行いながら、子ども達に様々な体験を積ませること
ができた。
（学習支援事業：32回／自由活動型：5回／プログラム型：19回／のべ参加者数
819名） プログラム型では、2つの発表型を取り入れたことで子ども達が主体的に参
加し、ジュニアクラブの活動がより充実した。
（〈回数〉発表型Ⅰ：5回 発表型Ⅱ：7回 ※ど
ちらも保護者向け発表会を実施） 地域住民や高校生スタッフを活用し、支援体制の充
実や高校生スタッフのキャリア教育も進めることができた。
（令和3年度スタッフ数：12名）
協働活動補助事業

地域学校協働活動補助事業

令和3年度 地域学校協働活動
協働活動補助事業

矢吹町
「地域学校協働活動事業」の取組
内

容

地域住民との交流活動として週末を利用し、昆虫採集と標本づくり体験を
実施する。また、放課後児童クラブの児童等を対象に、気候や天候により活
動が制限される冬期間に、読書ボランティア団体や地域の高齢者による本
や紙芝居などの読み聞かせや手遊びを実施。
蝶と甲虫の標本づくり体験（2回）
：
〈対象〉町内の小学生、保護者、一般町民 〈場所〉複合施
設KOKOTTO 〈講師〉福島昆虫ファウナ調査員 田口 四十三 氏 〈運営〉地区公民館職員
本や紙芝居などの読み聞かせ（1回）
：
〈対象〉町内の小学生 〈場所〉複合施設KOKOTTO
〈演者〉読み聞かせボランティアおひさま・きらきら 5名
ポイント

製作した標本は、複合施設KOKOTTO内で行われた作品展示「魅惑の蝶展」に一緒に
飾り、町民の方に見ていただいた。 町内の小中学校での朝の読書活動で積極的に
活動されている読み聞かせ団体の協力のもと、季節に合わせた読み聞かせを行った。
成

果

蝶と昆虫の標本づくり体験（2日間）
：参加者：①10名 ②8名 コロナ禍による少人数
開催であるが、地域の人材と自然環境を生かし、子ども同士や親子交流だけでなく、子ど
もと地域の方同士の交流も図ることができた。
本や紙芝居などの読み聞かせ：参加者：11名 学校で行われるボランティアによる読み
聞かせは、低学年のみ対象であるため、全児童が参加できる本活動は、高学年の児童に
対しても読書支援を実施できるよい機会となった。また、ボランティアの方々による工夫
により、絵本以外にも自作のブラックシアターやエプロンシアターを行い、子どもたちは
学校や家庭では見ることができないものに触れることができ、大変好評だった。
協働活動補助事業

矢祭町
「放課後子ども教室事業」の取組
内

容

地域の方々との交流や名産物、周辺地域を知ることを基本として
体験学習を中心に活動してきた。
矢祭の名産物「こんにゃく」の歴史を知る旧家所有の掛け軸見学
こんにゃく種芋の植え付けとこんにゃく作り
町内にある滝と水郡線を利用して行った袋田の滝見学
特産物のゆずの畑に行って、
ゆずの成長（変化）観察
そのゆずを使ったモイストポプリ作り
コミュニティスクール推進のための運営協議会立ち上げ
ポイント

地域の方々との交流、名産・特産物との関わり、町内にある名所と
いえる場所の散策、
また、町中を通る水郡線復旧に伴う利用促進等
戸外活動を中心に活動し、体力増進を含め、町及び周辺の様子に気
付き、多くの人、多くの物と共存していることを知るようになる。
成

果

戸外活動の出席率は平均で68%で、最高は袋田の滝の85.11%だった。各回保護者も
参加していた。あることは知っていても個人では行ったことがない、水郡線に初めて
乗った、親水公園が楽しかった等、経験を豊かにできた。活動をする中で地域の方の協
力が大きいことを知ることができた。今度は家族で来たいという感想もあった。記録用
紙を用意し、参加したら絵日記のように記録していった。個々の視点により、表現や感想
も異なったものが見られた。
（実施回数11回 登録人数48名 のべ参加人数274名）
学校運営協議会を立ち上げ、3回の研修を実施した。

活動紹介

協働活動補助事業

棚倉町
「棚倉町教育委員会
『地域学校協働活動事業』」の取組
内

容

棚倉小学校では、2名のコーディネーターが多くのボランティアを
募り、生活科、図画工作科、総合的な学習の時間の授業や読み聞か
せ、放課後学習会など学習等の支援を行った。
高野小学校では、1名のコーディネーターが地域のボランティアを
募り、花の苗植え・球根植えの実習活動において、全学年の児童が
交流した。
また、学習環境整備の支援として学校畑や校舎敷地内の
草刈りを行った。
ポイント

棚倉町が推進しているキャリア教育を念頭に、
地域ボランティアと
交流することにより、
地域ボランティアが持っている豊富な経験・知識
を肌で感じ、
生きる力を育む。
成

果

棚倉小学校においては、
コロナ禍のなかでも子どもたちと地域の
人たちとの交流する安定的なシステムが構築できた。
コーディネー
ターや支援ボランティアによる活動が教職員の業務負担軽減にも
貢献している。
例）
定期的な読み聞かせ、
放課後学習会、
総合的な学習の時間の
授業による学校外での活動
ボランティア参加人数：
（延べ：棚倉小） R02：141名／R03：112名
他の学校においては、新型コロナウイルス感染症の影響により支
援の機会が大幅に減少している状況にある。
協働活動補助事業

猪苗代町
「子どもたちと地域（人・自然・歴史）
をつなぐ活動」の取組
内

容

6つの小学校で学び・体験・交流など様々な活動を展開： お月さま観察
中ノ沢こけしの話＆たこ坊主お面絵付け
しめ縄飾り作り
フラ
座禅＆糸掛けマンダラ作り
マイストーン作り
ワーアレンジメント
パラリンピックスポーツ
民話＆エプロンシアター
ストレッチ＆
ハロウィンブーケ作り
ハロウィンパーティー
ＺＵＭＢ
ゲーム
シーグラスアート作り
紙人形劇制作
リズム
Ａ＆フラフープ
ラジオ体操･天空大可･フラダンス
コースター作り
ダンス
怖い話＆スライム作り
真鍮キーホルダー作り
マジック など。
ポイント

①活動推進員の多様な企画：各教室ごとに担当活動推進員がおり、月1回行っ
ている会議などで各教室の内容や情報を共有し、活動の工夫をしている。
②地域を巻き込んだ活動：地域で取り組んでいる活動、地域の方の知識や技術
などを放課後子ども教室で教えてもらい、地域との連携や絆の構築を図っている。
成

果

学校だよりやホームページ等で放課後子ども教室の取り組み状
況を紹介してもらうなど、学校との連携が図れた。
地域の方に関わってもらうことで、地域の子どもと大人の世代間
交流が図れた。
参加児童や保護者のアンケートから「意欲的に参加し、楽
しみにしている」、
「地域の方や友達と一緒に活動できる
ことがよい経験になる」などの意見をいただいている。

地域と学校の連携・協働のために 地域と共にある学校をめざして
協働活動補助事業

協働活動補助事業

喜多方市
「地域に根付く伝統芸能に触れる
地域学校協働活動」の取組
内

容

ポイント

総括的な地域学校協働活動推進員が橋渡し役となり、保存会、学
校、NPO法人と週1回定期的に打合せを実施した。
講演で使用する資料は、児童に伝わるよう、推進員が資料作成の
サポートをした。
児童と地域の繋がりが生まれた。
果

参加人数：21人（松山小学校の4年生）
児童は、演舞と太鼓などの体験から伝統芸能への興味・関心を持
つことができた。
保存会は、児童に教えることにより、児童の学ぶ姿から継承の大
切さに気づき、大人も学ぶ良い機会となった。

協働活動補助事業

「放課後子ども教室事業」の取組
容

ポイント

多世代との交流の中で豊かな人間関係を育んでいる。 コーディ
ネーター、
活動指導員等が積極的にアイディアを出した活動や、
地域人
材を活かした活動を行うことで、
地域の方のやりがいにつなげている。
運営委員会を通して児童クラブとの情報共有や協働事業の検討を
年間を通してスポーツクラブによる運動教室を実施
行っている。
している。
果

家庭や学校で行うことが少なくなった伝統行事や年中行事を体験
することによって郷土を学び、
地域の良さを知ることができた。
年間を通した活動をすることで学年を超えた交流や大人との交流
により世代間交流が図れた。
参加児童や保護者からは、
「毎回楽しみにしている」など良い意見
をいただき、
保護者にとって安心、
安全な居場所となっている。
まちづくり事業

ポイント

コロナ禍でも、感染症予防対策を講じながら協働活動を実施する
ことで、児童生徒の多様な学びの機会を確保し、地域の人達のやり
がい・生きがいにつなげている。
成

果

令和3年度の実施状況等（12月末時点）
放課後子ども教室事業：平日活動（原則、毎週水曜日）
：19回 休日
活動（土日等）…3回
学習支援事業：放課後学習会（中学生対象）…10日間（指導者数のべ
60名） 漢字検定（全町民対象）… 2回（受検者数のべ45名予定）
家庭教育支援事業（こころのオアシス）
：
「家庭教育支援チーム」の
活動の推進に係る文部科学大臣表彰受賞

柳津町
「放課後子ども教室事業」の取組
内

教室数：2教室（ばんげ南っ子クラブ、
ばんげ東っ子クラブ）
登録者数：ばんげ南っ子クラブ35名、
ばんげ東っ子クラブ19名
活動日：ばんげ南っ子クラブ毎週水・金曜日、
ばんげ東っ子クラブ毎
週月曜日
活動内容：集団遊び、昔遊び、スポーツ、工作、植栽活動、年中（季節）行
事、伝統行事、奉仕活動、地域活動、児童クラブとの交流活動等
運営委員会（評価検証委員会）
：年3回

成

容

①学校応援事業：地域の協力により、登校時の安全指導や授業・部活
への支援を行っている。 ②放課後子ども教室事業：本の読み聞かせ
や、季節・地域の特性を生かした活動を放課後や休日に行っている。
③学習支援事業：退職教員等の協力による放課後の学習会や漢字検
定を開催し学習の機会を創出している。 ④家庭教育支援事業：小学
校にある相談室で児童生徒や保護者の相談に対応しているほか、親
子イベント等を開催している。 ⑤地域交流事業：子どもたちが地域
の伝統行事等に参加する機会を設け、社会性や地域を愛する心を育
んでいる。

協働活動補助事業

会津坂下町
内

「地域学校協働活動事業」の取組
内

総合的な学習の時間に、中村彼岸獅子に関する講演及び実演と
演舞と太鼓の指導を行った。
児童が理解しやすい教材の準備や講演については、
ノウハウのあ
るNPO法人民族芸能を継承するふくしまの会の協力を得た。
彼岸獅子の実演や演舞指導は保存会が行った。

成

西会津町

復興に向けた学びを通じた協働のまちづくり事業

容

学区ごとに教室を開設している
柳津小区「ジャンプやないづ」
は月1回程度開催
西山小区「杉の子サークル」
は毎週木曜日に開催
主な活動内容
地域の人材を生かした活動：木工教室、
起上り小法師絵付けなど
季節の催しにあわせた活動：七夕、
クリスマス会、ハロウィーン工
作など
地元の施設と協力した活動：SUP体験教室、美術教室など
ポイント

地域の人材・地域資源・施設を生かした活動を取り入れた。
B＆G海洋センターの協力を得て、SUP体験教室を開催した。
斎藤清美術館と協力して美術教室や土鈴づくり体験を開催した。
成

果

感染症対策を実施しながら、子供たちにさまざま体験の場を提供
できたと思う。地元にある施設を利用した体験活動を行うことで、子
供たちが柳津町への理解を深め、地元愛の醸成にもつながると思
う。今後も学校や各家庭ではできないような体験を子供たちに提供
していけたらと思う。
ジャンプ
杉の子
協働活動補助事業

登録人数
――（毎回募集）
19
（全校生）
地域学校協働活動補助事業

平均参加人数
27.7
4（基本は1・2年生のみ）

令和3年度 地域学校協働活動
協働活動補助事業

協働活動補助事業

会津美里町

三島町

「学校と地域がWin-Win！」の取組
内

「地域学校協働本部事業」の取組

容

内

地域学校協働活動推進委員会を開催し、コミュニティ・スクール導入について
議論し、令和4年度からの導入に道筋をつけた。 学校からの要望に可能な限
り応えるよう人材の発掘及び支援を行った。
（ミシン・書写の学習支援員、タブレッ
ト支援員、長期休業中の学習支援、郷土学習） 学校部活動の支援として、学
校・スポーツ団体・教育委員会が協議し、可能なところから部活動の指導をはじめ
ることで、教職員の負担軽減を図る取組をはじめた。 児童の放課後支援とし
て、さまざまな体験プログラムを組み込んだ放課後子ども教室事業を推進した。
ポイント

地域連携担当教職員 と 地域学校協働活動推進員が
目標やビジョンを共有すること
成

果

学校支援の要望の数・種類が増え、地域学校協働本部の活動が学校と地域から信
頼されつつある。 地域の人材を積極的に発掘し、学校の支援と繋げることで、学
校・地域のそれぞれの活動の幅が広がった。 課題としては地域から学校に行く
活動だけでなく、学校から地域に出ていく活動にも広げることが必要とである。
内容
学習支援
郷土学習
地域未来塾
放課後子ども教室

回数
3
1
25
36

支援を受けた子供の数
50
184
186
1202

支援を行った大人の数
3
11
77
271

令和3年4月〜9月

協働活動補助事業

金山町
「放課後子ども教室事業」の取組
内

容

金小ゆうがたクラブ：
（金山小学校の児童対象）
よこたふれあい教室：
（横田小学校の児童対象）
月〜金まで、共働き等により家庭に保護者がいない児童を対象に
放課後の見守りを行い、地域活動日として月に１〜２回程度イベント
を行っている。
（地域の伝統行事、昔あそび等）
ポイント

放課後子ども教室では、単なる見守りではなく学習支援と様々な
体験活動に取り組むという流れで運営している。安全管理員が学習
の仕方等を指導したり、低学年の学習を高学年が教えたり、異学年
の子どもが一緒に活動することで、下の子を思いやる気持ちや目上
の人を敬う気持ちが養われている。
成

活動紹介

果

人数が減少する中で、参加者数も減少傾向にある。
しかし、活動内
容の工夫等により参加児童にとっては大変有意義な時間を過ごすこ
とができている。特に月のイベントでは、児童それぞれが自分の興
味、
能力に応じて活動を行っており、
参加者が積極的に取り組む様子
がうかがえる。
また、
地域住民を講師等で参加してもらうことで、
伝統
行事等の体験活動を通し、異世代間交流が行われ、子ども達の郷土
愛、
思いやりの心の育成に大きく寄与している。

容

三島小学校：
総合的な学習の時間の支援
桐の学習、田んぼの学校、おばあちゃんの味（郷土料理体験）、
地区探検、地区の子どもを中心とする伝統行事体験・参加（虫送
り、虫供養、鳥追い、雛流し）等
三島中学校：森林環境学習補助（桐の学習）等
ポイント

地域の人たちの支援を受けている。
自分たちで目標を立て、その達成のために地域の人たちと協働し
ている。
伝統行事の継承等に理解を深める。
成

果

自分たちで育てた米や桐への愛着と、物を作ることへの感謝の
気持ちを育んだ。
各地区への伝統行事が新型コロナ感染症の影響で中止となって
しまい、伝統行事への参加がかなわなかった。
新型コロナ感染症の影響で収穫祭が中止となってしまったが、
小学校の文化祭時に地域のグループに依頼し、おにぎりを作って
もらい子どもたちや来場者にふるまった。自分たちで作った米を
おにぎりとして味わい、作る喜びと食す喜びを体験することがで
きた。
協働活動補助事業

南会津町
「放課後子ども教室事業」の取組
内

容

地域資源を生かした自然体験や工作、
クッキング、スポーツ等の
多様な体験活動を展開している。
また、地域住民の協力を得て、農業体験や昔遊び等を行うことに
より、子どもたちが地域社会の中で、健やかに育まれる環境づくりを
行っている。
ポイント

年に3回「コーディネーター会議」を開催し、町内6教室の情報共
有や、悩みの解消などを行っている。
成

果

地元の方々の参画を得て事業を行ったことにより、地域と子ども
の繋がりができた。
子どもが、学校や家庭ではできないクッキングや工作、季節の行
事などの体験活動や、今まで知らなかった遊びなど、新しい経験
を通して、思いやりや協力する心を育み、社会性を向上させてい
る。
他学年との交流により、学区内のコミュニティづくりにつながって
いる。
畑での活動は、自然についての学びや収穫の喜びを経験し、協力
の大切さ、地域の人との繋がりを感じる体験となっており、郷土愛
を育むきっかけとなっている。
令和3年度 登録人数168名（令和3年12月末現在）

地域と学校の連携・協働のために 地域と共にある学校をめざして
協働活動補助事業

只見町
｢地域愛と自己有用感を醸成するESDと
関連させた地域学校協働活動｣の取組

「放課後子ども教室事業」の取組
容

内

コーディネーターが、学校や関係団体等との連絡・企画調整を行い、地域や
学校の実情に応じながら特色ある活動を展開している。土・日、祝日、長期休業
期間を除く平日週5日間を原則として実施。自主学習の支援、読書、スポーツや
創作活動等の自由遊びの支援・指導の他、月2回程度プログラム実施日を設け
ている。プログラムにおいては、地域団体等を講師とした内容も実施している。
茶道教室
（茶道愛好会）
門松づくり
（地域住民）
年賀状の書き方
（町内郵便局）
ポイント

①町内全ての主な行事を記載した「下郷町行事予定一覧表」を活用し、情報を共有。
②各教室に保護者との連絡用の携帯電話を導入し連絡体制を強化。
③教育委員会、コーディネーター、学校とが連携して事業を実施。
④年度当初に発行する「放課後子ども教室だより」において、各教室のコーディネー
ター・指導員を顔写真付きで紹介している。
⑤毎年、利用者（児童・保護者）を対象にアンケート調査を実施し、現状やニーズの把
握に努めている。
成

活動紹介

協働活動補助事業

下郷町
内

令和3年度 地域学校協働活動

果

児童数の減少により登録者数自体は減少しているが、登録率は高い状況である。
昨年に引き続き新型コロナウイルスの影響によりプログラムは縮小傾向であっ
たが、今年度は感染対策を講じながら、昨年以上の内容を実施した。
【木工クラ
フト・食育教室（今年度は調理実習実施）
・茶道教室・門松作り・年賀状の書き方】
年度

計
利用登録者数（人） 198
全児童数（人）
207
登録率（％）
95.7

…あさひだっ子クラブ

R3年度
70
52
76
73
52
82
95.9 100.0 92.7

計
205
219
93.6

…えがわっ子クラブ

R2年度
73
56
76
75
56
88
97.3 100.0 86.4

…ならはらっ子クラブ

容

学校運営協議会の継続と改善：学校の教育活動に生かす
学校の教育活動についての意見交換や承認。
新たな事業や地域人
材の創出。
地域学校協働活動推進員
（地域コーディネーター）
の配置：
３小学校で１名、中学校で１名、計２名の地域コーディネーターを
委嘱。
学校のESDに関わる地域人材のコーディネート、人材リストの
管理、情報発信等。
町内人材リストの整理・登録促進：学校のリストと町内に元々あるリ
ストを統合してデータ化。
町内の教育機関で共有。
ポイント

持続可能な社会の構築という共通の目標を持って地域と学校が協
働する。
地域に認められ，
頼られることにより，
子供達の自己有用感
の醸成が図られる。
放課後子育て事業のコーディネーターが地域コーディネーターも
兼務する。
人材リストの集約と教育機関での情報共有。
成

果

R3年度全国学力・学習状況調査の結果より：
「当てはまる」
「どちらかといえば当てはまる」
と回答した児童の割合
（6）
自分には、
よいところがあると思いますか。
〈小学生〉只見町88.5%／福島県75.3%／全国76.9%
〈中学生〉只見町83.8%／福島県76.2%／全国76.2%
（25）地域や社会をよくするために何をすべきかを考えることがありますか。
〈小学生〉只見町80.8%／福島県56.4%／全国52.4%
〈中学生〉只見町75.6%／福島県48.6%／全国43.8%

県立学校における

地域と連携・協働した取組や地域貢献活動

田村高等学校

石川高等学校／学校法人石川高等学校
の取組

２学年の地域校外活動の一環で、
三春ダム湖
（通称
さくら湖）周辺と町内３ルートの計４ルートで１１０名に
よる清掃活動を行った。
さくら湖周辺ルートにはＴＶ
局の番組企画と連携し、
「ＳＤＧｓ」理念を行動に移し、
その意義を改めて確認することができた。

問い合わせ

福島県教育庁 社会教育課

の取組

まちなかに復元された町指定文化財
「鈴木重謙屋敷」
を、世代を問わず人々が交流するリビングルームのよう
な場所にしようと、
「まちのリビングプロジェクト」
を開始
した。屋敷を会場に夏祭りやクリスマスイベントを開催
したり、
広報誌を作成し無償配布を行ったりしている。

TEL.024−521−7799 ／ FAX.024−521−7974

メールアドレス

k.syakaikyouiku@pref.fukushima.lg.jp

