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会 議 録

１ 地域学校協働本部について

○事務局

会議の開会に当たりまして、資料の確認をさせていただきます。

資料につきましては、次第のほか、資料１として「令和４年度 第二中学校区

地域学校協働本部 イメージ図」をお配りいたしました。本会議は、和光市総合

教育会議運営規程に基づき、会議の議長は市長となっております。

それでは、市長、お願いします。

○市長

それでは、ただいまから、令和４年度第１回和光市総合教育会議を開会します。

本日の会議では、次第にあります１件を議題とさせていただいておりますので、

よろしくお願いいたします。それでは、次第に基づき「地域学校協働本部につい

て」を議題とします。事務局は説明の方、よろしくお願いいたします。

○事務局

本日の議事、地域学校協働本部について、設置の経緯及び活動についてご説明

いたします。資料を見ながらお聞きいただければと思います。

コミュニティ・スクールは、平成１６年の「地方教育行政の組織及び運営に関

する法律」の改正により制度化され、平成２７年１２月の中央教育審議会答申に

おいて、地域と学校が連携・協働して、地域全体で未来を担う子供たちの成長を

支え、地域を創生する「地域学校協働活動」を推進することや、同活動を推進す

る「地域学校協働本部」を全国的に整備することなどが提言されました。

和光市教育委員会では、平成２９年４月に２校、翌３０年４月に１０校をコミ

ュニティ・スクールに指定しましたが、保護者や地域住民の認知度は高くはなく、

「連携・協働」の理念が十分に深められていない状況がみられたことから、連携

・協働体制の確立と効果的な活動を推進していくことが喫緊の課題となっていま

した。

この課題解決のために、昨年度「和光市コミュニティ・スクールディレクター
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設置要綱」及び「和光市コミュニティ・スクール推進協議会設置要綱」を整備し、

推進協議会を開催することを通して、各コミュニティ・スクールの取り組みにつ

いて情報交換等を行い、取組の改善に努めてきております。

一方、地域学校協働本部及び活動については、令和２年５月に「和光市立小・

中学校地域学校協働本部設置要綱」及び「和光市地域学校協働活動推進員設置要

綱」を整備しましたが、新型コロナウイルス感染症の影響により、会議も思うよ

うに開催できず、具体的な取り組みを進めることができませんでした。

そのような中、令和４年３月に和光市社会教育委員会議から「和光市における

学校・家庭・地域の連携・協働を支える社会教育の役割について（答申）」を受

けたことも踏まえ、各中学校区においてコミュニティ・スクールチーフディレク

ターを選任するとともに、コミュニティ・スクールディレクター、地域コーディ

ネーター、地域連携担当教職員で構成する地域学校協働本部を設置しました。

主な役割は、①コーディネート機能②多様な活動③継続的な活動であり、これ

まで学校を支援していただいてきた PTA・保護者会や学校応援団、自治会や地区社

協などの地域活動団体に加え、市民活動団体や NPO 法人、企業などを結び、その

ネットワークを活かして、まずは、学校の要請に応じた「地域とともにある学校

づくり」を支援するための活動を、公民館を拠点に進めていくこととしています。

大人が子供たちと接するためには、まず、大人が自身の学びを深めることが大

切であり、学校に関わることは、大人の学びが豊かになることであるといえます。

地域住民等が学校のパートナーとして子供たちを成長させる活動に、より主体的

に参画することは、「学びと活動の好循環」を生み出し、社会教育を基盤とした

「人づくり・つながりづくり・地域づくり」につながっていくものと考えており

ます。

次に、本日お配りしている資料１、第二中学校区の地域学校協働本部を例にし

たイメージ図につきましては、担当から説明させていただきます。

表内の○囲み、「新」の文字が記載されている役割等は、令和４年度の新設で

ございます。

中央、青囲み部分をご覧ください。第二中学校地域学校協働本部は、各学校か

ら選出された CS ディレクター４名、学校にお願いして選出していただいた地域コ

ーディネーター４名、そして、地域連携担当の教職員４名、計１２名で構成いた

しております。

要綱第４条には、地域連携担当１名、地域コーディネーター２名と４名の CS デ

ィレクターの中から選出された CS チーフディレクター１名の４名で組織すること

とされておりますが、導入初年度であり、地域学校協働本部の活動を周知するた

めに、１２名で構成いたしております。

会議には、必要に応じて PTA・保護者会会長、学校関係者、ボランティア代表、

地域関係団体等の協力者の参加を要請し、本部長である CS チーフディレクターを

中心として、中央公民館を拠点に地域学校協働活動を進めてまいります。

第二中学校地域学校協働本部では、CS チーフディレクターを中心として、学校
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支援活動を進め、本部に求められているコーディネート機能、多様な活動、継続

的な活動が進められるよう配意し、「学校を核とした地域づくり」を進めてまい

ります。

また、年に３回の推進会議を実施することによって、企画、立案、評価、検証

のマネジメントサイクルに基づき、企画や運営の改善に努め、子ども達の健やか

な成長を中学校区にて支援してまいります。

説明は以上となります。

○市長

ありがとうございました。只今の説明について、皆様からのご意見はございま

すか。

○山田委員

イメージ図が複雑すぎて分かりづらいです。

〇市長

関連する情報を全てこの図に入れ込んでしまっているので分かりずらくなって

いるように思います。この学校協働本部は、今まで限られた方だけが学校に関わ

ってくれていたものが、今後は市内の全員で関わり、皆で学校や子どもたちを応

援していきたいというイメージとして私は理解しています。今まで関わってくれ

ていた自治会などの団体のほかにも、今まで関わりがなかった団体、NPO 法人や企

業といった方たちにも関わっていただきたいということだと考えます。

○教育長

今、市長が言われたようにいろいろなものを取り入れていますが、先ほどの説

明にあるように「地域住民が学校のパートナーになる」ためには地域の方にどう

いったことをやるのかをきちんと説明していかないと形だけのものとなってしま

います。その点についてはどのような方策を検討しているのでしょうか。

○亀井生涯学習課次長

これまではコミュニティスクールという枠組みの中で、学校の内部課題につい

ては運営委員会で協議を行い、学校外の意見や要望については、校長先生の判断

で個別に特定の団体に働きかけを行うなどして対応を行っていました。それをこ

の協働本部に本部長をおいて、本部長が核となり、いろいろな団体を結び付けて、

地域全体で子どもたちを育てていくということが、この「地域住民がパートナー

」ということの一番の特徴だと考えています。

○教育長

そうすると、今までのコミュニティスクールでも地域の方を巻き込んで運営を

行ってきましたが、結果的に学校の中だけで終ってしまっていたので、それを一

層地域に広げていくための組織がこの地域学校協働本部です。ですので、今まで

のようにやっていても多くの市民に理解してもらうのは難しいと思います。多く

の市民と繋がり、協力をしてもらうために各学校や公民館などからも広く声をか

けて、協力してもらえるように呼びかけるなど、検討が必要ではないでしょうか。

〇市長

確かに、コミュニティスクールは特定の方とは関係していても、多くの人には
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そもそもそれが何なのかなど、周知しきれていない部分も多かったと思いますの

で、今後どうやったら多くの皆さんに伝わるかは課題だと思います。例えば、今

回は公民館が拠点になるということですので、公民館側からも学校に話を持ちか

けてもよいものなのでしょうか。公民館との連携について具体的なアイディアな

どはあるのでしょうか。

○寄口教育部長

公民館には様々な技能を持つ方が集まっていますので、コーディネーターが公

民館を通じて、そういった方々と連携していくことが良いと思います。具体的に

は学校の合唱などでは、学校側から公民館に働きかけることも、公民館の合唱サ

ークルなどから学校に働きかけることがあってもよいと思います。双方向にアピ

ールし合えるようになることで連携が図られるようになります。また、学校協働

本部は公民館を拠点としていますので、市内の地域の特色に合わせて活用できれ

ばと考えています。

○山田委員

中学校単位では公民館は対応できるかもしれませんが、小学校単位となる公民

館で地域を分けることが難しい地域もあります。各学校の特色や地域の動きをコ

ーディネーターがよく理解して情報を収集していかないと、地域とうまく連携が

図れなくなってしまうのではないでしょうか。

○市長

必ずしも地域学校協働本部で決められた拠点の公民館に縛られることはないの

ですよね。それ以外の公民館と連携してもよいのですよね。

○寄口教育部長

それ以外にも各学校のコーディネーターが集まってのチーフディレクター会議

もありますので、そういった場でも意見交換や情報の共有ができます。

〇山田委員

表の中でチーフディレクターのところに「学校依頼により対応」と記載されて

いますが、これは各学校の校長から依頼されるということで、校長次第で取組が

決まってしまうということなのでしょうか。

〇教育長

これにつきましては、校長というよりは、コミュニティスクールでの学校運営

協議会で議論した結果を、校長を通じてチーフディレクターに依頼をするいうも

のですので校長個人の独断ではありません。学校運営協議会の委員にチーフディ

レクターも入っていますので、こちらで議論された課題に寄り添って地域学校協

働本部でも対応していくということで、「学校依頼により対応」という表現にな

っています。

○山田委員

だとすると、この「学校依頼により対応」という言い方を変えたほうがよいの

ではないでしょうか。

○市長

一度やってみて、見直すところは見直し、柔軟に対応するのがいいのではない
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でしょうか。

○山下委員

教員の先生方にも「地域連携担当」といった新しい役割が与えられるなどして

いますが、教員の働き方改革の観点からはいかがでしょうか。地域学校協働本部

が始まることで、先生方の負担はどうなりますか。また、学校運営協議会には教

員の方は入っていないのでしょうか。

○教育長

学校運営協議会の構成は基本的には校長、教頭、主幹教諭程度となっています。

また、「地域連携担当」の役割は今までも各学校にあり、かなり手広く活動して

いました。ですので、今回この地域学校協働本部が始まることで、ここに集約で

きるという観点では仕事量的には軽減できることもあるのではないかと考えてい

ます。

○山下委員

人材的に同じ方がクロスポストで役職を担っている現状で広がっていかないの

ではないかと懸念されます。結局同じ人でしか繋がっていない、ということにな

ってしまわないでしょうか。

○市長

確かにそういった懸念もありますね。和光市は狭い市ですので、人材が偏りや

すくなっています。あまりにも同じ方ばかりが関わっていると、新しい考え方も

出づらくなってしまいますので、とりあえずやってみて、見直す必要が出てきた

らその都度見直して行くなど、柔軟に対応していくことが必要なのではないでし

ょうか。

○山下委員

会議の回数が増えれば増えるほど、人材は硬直してしまいます。多くの人が少

しずつでも関わり合える仕組作りが重要だと考えます。具体的には、学校の PTA

でも第二中学校の広報が完全にオンライン化されました。そうすることで保護者

の負担がかなり軽減されました。担ってくれる人の負担を軽減し、気軽に誰でも

参加できるような仕組であってほしいと思います。

○市長

全くその通りだと思います。私も同じような経験がありました。全部をオンラ

イン化するのではなかったとしても一部でもオンライン化するなど、対面との両

方のいいとこ取りができるような仕組がいいと思います。

○山下委員

そうすることで負担も軽減され、普段関わることがなかった人とも関わりがで

きるようにもなります。

○山田委員

公民館活動などでの特殊な技術を持つような人だけが繋がるのではなく、一般

の人でもできることを繋げていくことも重要だと考えます。一番大切な子供の安

全の見守りや地域への愛着形成をしていくためにも、花を植えるといったような

誰にでもできる単純な作業などでもつながりは作れます。あまり難しく考えず、
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地域からも学校の負担にならない仕組を増やしていくことで、地域とのつながり

は増えていくのではないでしょうか。そこからまた、新たなつながりもできます。

○山下委員

普段から地域にいて、玄関にお花を一本植えておくだけでも地域の見守りにな

ることもあります。「地域見守りのおうち」のような看板をつけておくだけでも

子どもたちの見守りになります。

○市長

確かに、声掛けも不審者なのか善意のものかわかりづらくなっています。お互

いの認識がないのでそういった判断が付けられなくなっています。そういった中

で、ネームカードのようにお互いを認識できる何かがあると、子どもたちも安心

できますね。

○山田委員

ボランティアのネームカードは現在 1,020 枚程度が使われています。これはボ

ランティア連絡会の方から子どもたちの見守りの証が欲しいとのことで要望があ

り、作ったものです。こういった、様々な市内の良い取組を各学校でも取り入れ

ていってほしいと思います。

○市長

おっしゃる通りで、良い取組なのに一部でしか取り入れていないものもありま

す。地域学校協働本部ではこういった取組も知ってもらい、いいものをどんどん

取り入れていってほしいです。

○教育長

このようなことをチーフディレクター会議で話し合った結果を市に情報提供す

ることで、市でも何らかの対応が出来ることもあると思います。

○大野保健福祉部長

個別の対応や、制度的な対応につきましても可能な限りで協力させていただき

ます。

○市長

地域と市が連携して一緒にやっていくということが今回の趣旨だと思います。

○山下委員

最近は、学校のパトロールでは自転車に貼るラミネートされた「パトロール中

」の紙は配られないのでしょうか。

○山田委員

各学校の判断にはなってしまっていますが、必要な学校には防犯ネットで配布

をしています。今でも随時受付をしていますが、こういったこともきちんと保護

者に伝わっているのかはわかりません。

○山下委員

こういう情報もこの地域学校協働本部で共有できる場になればいいと思います。

○市長

村中委員、牧委員は何かご意見はありませんか。

○村中委員
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特にありません。

○牧委員

ぜひ多くの方にいろいろと御意見を出していただきたいと思っています。

○市長

制度が始まってまだ間もないのでどのように運用していくのかも不透明ではあ

りますが、何でもやっていいというイメージを持っています。

○山田委員

先行事例でもたくさん良い取組もありますので、そういったもので気になる取

組を取り入れていければ良いのではないでしょうか。

○喜古市民環境部長

市民環境部では自治会に関する事務を所管しており、こういった地域のネット

ワークは重要だと考えています。この地域学校協働本部のイメージは何となく沸

くものの、具体的にどのようなことをしていくのか、その情報をどのように発信

していくかが課題となっているように思います。

○教育長

本日お配りした地域学校協働本部のイメージ図は当初のものだと思います。今

後目指すことは、学校や地域の皆さんで「こういった子どもたちを育てたい」と

いう共通の将来図を持つことが大切だと考えています。共通の意識が持てるよう

になってくると、この「学校の依頼により対応」の一方的な矢印が双方向の矢印

となり、地域学校協働本部もどんどん発展していくというイメージになります。

○市長

今までは関わることができなかった学校に、こういった仕組を作ることで多く

の人が関わることができるようになる、といったイメージだと認識しています。

○山田委員

地域の子供たちに声をかける機会が本当に減ってしまいました。挨拶も減って

しまっていますが、やはりその重要性が再認識されています。

○山下委員

コロナの影響で声を出すということを委縮してしまう傾向もあります。

〇教育長

地域での活動も減ってしまい、地域の人と接する機会がないのでお互いに顔も

わからなくなってしまっています。顔が見えてくると挨拶なども自然とできてく

るようになります。そういったことを結び付けていくのがこの地域学校協働本部

の役割でもあります。自然と地域と子供たちがつながって、自然と子供たちが笑

顔になることが理想だと思います。

○山田委員

以前、横断歩道で止まった車に対して、子供たちが振り返って会釈をしている

光景を見たことがあります。その様子に感激して学校に連絡をしたことがありま

した。

○教育長

こういったことのように、地域の方の声が学校に届いて、学校運営に反映され
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ていくことは非常に良いことだと思います。逆に学校の声が地域に届いて変わる

こともあると思います。

○山田委員

マスクをつけていることで顔が分からないということもあります。

○教育長

そうですね、顔が認識されることで挨拶もできるようになります。顔を認識す

るというのは非常に大切なことです。

また、学校が持っている情報というのは非常に狭かったりしますので、地域か

らの情報で取り入れられることもあると思いますし、接する機会を増やすことも

できます。学校の情報が少ないので個人的に関わりのある方としか関わらないこ

とも多くなってしまっているのが現状ですので、この地域学校協働本部がうまく

機能し、地域と学校を結び付ける場となれれば、子どもたちが地域に目を向ける

きっかけにもなります。ディレクター会議にいろいろな情報が集まってくれば、

その情報を各学校に振り分けられるようにもなり、そういった仕組ができれば本

来の活動目的に近づいて来ると思います。

○市長

学校が持っている情報が少ないというのは非常に驚きました。

また、この人はどういう人なのかと素性が分かることは、子どもたちにとって

非常に重要なことです。最初のステップとして子どもたちにこういったことを理

解してもらうことが大事だと思いました。

その他、御意見等ございますでしょうか。

２「その他」について

○市長

次に、「その他」といたしまして皆様からのご意見等何かございますか。

○市長

特にございませんので、以上をもちまして令和４年度第１回和光市総合教育会

議を閉会します。ありがとうございました。

以上


