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なぜ、コミュニティ・スクール？

学 校

地域に開かれた教育課程

地域とともにある学校

義務教育９年間の充実

コミュニティ・スクールのスタート

子どもたちを取り巻く環境や学校が抱える課

題は複雑化・多様化しており、教育改革、地方

創生の観点からも、学校と地域の連携・協働の

重要性が指摘されています。

期待される成果と活動計画

コミュニティ・スクールを導入して大きく変わる

ことは、次の三つです。

①学校運営協議会委員に権限が与えられること。

②学校運営協議会の協議内容の幅が広がること。

③地域学校協働本部から代表者が学校運営協議

会委員として参加すること。

子どもたちや地域の輝く未来を創るためには、

「社会総掛かり」での対応、学校･家庭･地域による

一体的な取組が必要です。

それを実現可能にする仕組みの一つが、

コミュニティ･スクールです。

コミュニティ・スクールの推進によって、次のよ

うな成果が期待できます。
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コミュニティ･スクールをスタートさせるには、

学校運営協議会の設置が必要です。現在の学校評

議員会と学校関係者評価委員会を地域や学校のニ

ーズに合った学校運営協議会に移行することで、

スムーズなスタートができます。廿日市市には、

既に全ての公立小中学校に地域学校協働本部が設

置されており、地域と学校の連携・協働が進めら

れています。地域学校協働本部と両輪で運営を行

うことで、学校と地域の連携・協働体制が構築さ

れ、地域と学校の活性化が期待できます。

子どもの学力

家庭の教育力

生徒指導上の課題

新学習指導要領

英語科、プログラミング学習・・・

学校では、学校評議員や学校関係者評価委員の方

から、これまでたくさんのご意見をいただき、学校

運営に反映してきました。また、地域学校協働本部

の方には、たくさんの学習支援や見守り、居場所づ

くり等のご支援やご協力をいただいています。

これからは、さらに多くの地域住民や保護者に子

どもたちの成長に関わっていただけるような学校に

していき、子どもたちが将来の目標となる信頼でき

る大人と関わる機会をたくさん作りたいと考えてい

ます。そして、地域とともにある学校づくりを目指

し、学校が活性化するには、地域全体で共通の目標・

ビジョンを持って取り組む「コミュニティ・スクー

ル」の仕組みの構築が大切です。

また、コミュニティ・スクールの設置により、子ど

もたちの健やかな成長や子どもの姿の見える地域づ

くり、活気のあるまちづくり、持続可能な地域社会

の実現、地域住民の人づくり等（地域の活性化）も期

待できます。

年間活動計画（例）

学校評議員会

コミュニティ・スクールでは！

学校運営協議会

①校長が作成する学校経営・学校運営基本方針、

教育課程の編成等に関わること。

②教職員の採用及び転任に関すること。

（特定の個人に係るものを除く。）

③地域学校協働活動に関わること。

④学校評価

合議体として

①について承認を行う。

①の運営や②③について意見を言うこ

とができる。

※合議体とは、複数の構成員の合意によっ

てその意思を決定する組織体

地域学校協働本部

現在の組織や活動等を充実・発展

代表者が参加

学校運営協議会

承認・学校評価等

授業参観

地域学校協議会

報告・計画等

学校運営に関わる説明・目標の共有

学校運営協議会

学校評価等

学校運営協議会

承認・学校評価等

授業参観

活動調整会議

１年のまとめ等

活動調整会議
（必要に応じて）

活動調整会議
（必要に応じて）

次年度の計画・育てたい子ども像について

活動調整会議
（必要に応じて）

【期待される成果】

○保護者や地域の協力が増える ○児童生徒の学習

意欲や学力の向上 ○生徒指導の課題解決 ○地域

や学校のビジョンに沿った学校体制が実現 ○地域

教育力の向上 ○学校が活性化 ○地域が活性化

学校運営協議会と地域学校協働本部の会議等を合

同で行ったり、重複する会議の内容を精選したりす

ることで、負担や時間の軽減が期待できます。

廿日市市教育委員会
〒738-8501 廿日市市下平良一丁目１１番１号
学校運営協議会に関すること：学校教育課 TEL(0829)30-9207
地域学校協働活動に関すること：生涯学習課 TEL(0829)30-9203

FAX(0829)32-5163（共通）

二つの組織が一つに

協働活動・授業参観

Society5.0SDGs

○グローバル化 ○(生産年齢)人口減少の進行

○共生社会 ○児童虐待の増加 ○貧困問題の深刻化

○地域社会のつながりや支え合いの希薄化

○子どもたちの規範意識や社会性等の課題

○複雑化･多様化した学校の課題に伴う教職員の勤務負

担

学校関係者評価委員会

○学校運営全般に関わること。 ○学校評価

○校長の求めに応じて意見を述べること。



コミュニティ・スクール
平成16年に「地方教育行政の組織及び運営に関

する法律」の改正により示されたコミュニティ・ス
クールとは、学校と保護者や地域住民等がともに知
恵を出し合い、学校運営に意見を反映させること
で、一緒に協働しながら子どもたちの豊かな成長を
支える「地域とともにある学校づくり」への転換を
図るための有効な仕組みです。

地域学校協働活動
平成２８年１月に策定された「『次世代の学校・地

域』創生プラン」を踏まえ、「学校を核とした地域づく
り」を目指して、平成２９年３月の「社会教育法」の
改正により、教育委員会による地域住民等と学校との
連携協力体制の整備や、地域住民等と学校との情報共
有や助言等を行う「地域学校協働活動推進員」の委嘱
に関する規定の整備が行われました。

地域学校協働活動とは、地域の高齢者、成人、学

生、保護者、ＰＴＡ、ＮＰＯ、民間企業、団体・機関

等の幅広い層の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

活動です。

具体的には、学校支援活動、放課後子ども教室、

土曜日の教育活動、家庭教育支援活動、学びによる

まちづくり、地域社会における地域活動等、幅広い

層の地域住民等の参画によって行われる活動が考え

られますが、それぞれの地域や学校の実情、特色に

応じて創意工夫して取り組まれています。

地域学校協働活動

地域とともに
ある学校づくり

学校を核とした
地域づくり

学校運営協議会

コミュニティ・スクール（学校運営協議会）は、

学校運営や学校の課題に対して、広く保護者や地

域住民の皆さんが参画できる仕組みです。「地域

とともにある学校」へと転換していくためには、

学校運営協議会の役割が重要です。

これまで開かれた学校づくりに向けて一定の

役割を果たしてきた学校評議員制度では、校長の

求めに応じて各委員が意見を述べてきました。こ

の制度を発展させ、子どもたちや地域の未来に向

けて学校・家庭・地域が社会総掛かりで当事者意

識を持って取り組めるよう、学校に学校運営協議

会を設置します。

学校運営協議会では、委員は校長先生の求めに

応じて意見を述べるだけでなく、一定の権限と責

任を持って「合議体」として学校運営そのものに

意見を述べることができるようになります。

●学びや体験活動が充実します。

●自己肯定感や他人を思いやる心が育ちます。

●地域の担い手としての自覚が高まります。

●防犯・防災等の対策によって安心・安全な生

活ができます。

●学校や地域に対する理解が深まります。

●地域の中で子どもたちが育てられているとい

う安心感があります。

●保護者同士や地域の人々との人間関係が構築

できます。

●地域の人々の理解と協力を得た学校運営が実

現します。

●地域人材を活用した教育活動が充実します。

●地域の協力により子どもと向き合う時間が確

保できます。

●経験を生かすことで生きがいや自己有用感に

つながります。

●学校が社会的つながり、地域のよりどころと

なります。

●学校を中心とした地域ネットワークが形成さ

れます。

●地域の防犯・防災体制等の構築ができます。

子どもにとっての魅力

保護者にとっての魅力
教職員にとっての魅力

地域の人々にとっての魅力

学校運営協議会

○学校経営計画に関する事項

○学校運営・教育課程の編成の基本

方針に関わる事項

○学校の運営に関する事項

○教職員の採用及び転任に関する事

項(特定の個人に係るものを除く。)

○地域学校協働活動に関わる事項

○学校評価

「ふるさと廿日市」に愛着と誇りをもち、
未来を担う人づくり

地域学校協働本部

地域学校協議会

○規約・役員

○活動目標・計画

活動調整会議

○活動の具体的計画

○地域連携

地域とともにある学校づくり

計画

熟議
仕分

説
明
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連携・協力

協議・調整

代表が参加

委員構成（例）※

地域住民・地域団体代表

保護者代表・PTA経験者

地域学校協働本部代表

市民センター代表

地元企業代表

接続校の管理職

同窓会代表

学識経験者

当該校校長・教職員 など

教育委員会が委員を任命

委員構成（例）※

地域住民・地域団体関係者

保護者（PTA)・PTA経験者

市民センター職員

地域学校協働活動推進員

地元企業関係者

当該校管理職・担当者 など

教育委員会がｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰを委嘱

学校支援活動

放課後子ども教室

家庭教育支援活動

地域社会における地域活動

ふるさと学習 など

活動

コミュニティ・スクール概念図

※学校運営協議会と地域学校協働本部の委員構成の例を提示していますが、学校や地域の実態

に応じて構成は異なります。

学校運営の基本方針

○学校経営計画

○学校教育計画

廿日市市教育委員会 生涯学習課

広
報
活
動

リーダーシップ

校長学校

学校運営 教育活動

学
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価
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談
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学校を核とした地域づくり

地域の
活性化

学校教育課

連
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