
子どもの健やかな成長を目指した
学校と地域の連携・協働の推進

日時：令和３年10月28日（木）
会場：オンライン・後志総合振興局

北海道教育庁生涯学習推進局社会教育課地学協働推進係

地域と学校の連携推進協議会



子どもの健やかな成長を目指した
学校と地域の連携・協働の推進

地域と学校の連携推進協議会

【目的】
子どもたちの成長を支えていくために、「コミュ
ニティ・スクール」の仕組みを活用し、地域と
学校とが相互に連携・協働しながら一体となっ

て「地域学校協働活動」を充実させる方法等
について理解を深める。



なぜ、今、コミュニティ・スクールと

地域学校協働活動が必要なのか？



日本の人口は2008（平成20）年の１億2,808万人をピークに減少
局面に入りましたが、本道においては、1997（平成９）年に約570万
人に達して以降、減少に転じ、現在も全国を上回るスピードで減少
が続いています。
合計特殊出生率についても、1975（昭和50）年頃から減少傾向に
あり、2016（平成28）年は1.29と全国平均の1.44を大きく下回ってい
るほか、生産年齢人口（15～64歳）や年少人口（15歳未満）の割合
も全国に比べて低くなっており、人口減少の傾向はこれからも続くと
考えられます。
加えて、若者の人口動態については、道内各地から札幌へ、札幌
から本州への流出傾向が長年続いています。
このような状況が、地域産業を支える担い手の不足や生産・消費
の縮小、地域におけるコミュニティ機能の低下など、道民生活に
様々な影響を及ぼしています。
こうした課題を解決し、地域創生を実現するため、将来を支える人
材の育成を担う教育の役割が一層重要となっており、学校や地域
社会が一丸となって、教育の質の向上に取り組むことが求められて
います。 北海道教育推進計画 第２章



１学年に１クラスの学校の割合

※ 特別支援学級を除く

北海道の教育環境を取り巻く状況（R01）

小学校 中学校

学校数 6学級以下
の学校数

割合 学校数 3学級以下
の学校数

割合

北海道 819 499 60.9% 476 237 49.8%

札幌市 201 15 7.5% 99 2 2.0%

全体 1020 514 50.4% 575 239 41.6%

札幌市
の割合

19.7% 17.2%



高等学校のない市町村の割合

北海道の教育環境を取り巻く状況（R01）

数 高校のない数 割合

市 35 ２ 5.7%

町 129 41 31.8%

村 15 11 73.3%

全体 179 54 30.2%



コミュニティ・スクールとは

学校運営の最終責任者である校長を
支え、学校を応援することで、地域の
実情を踏まえた特色ある学校づくりを
推進します。



コミュニティ・スクール

「これからの学校と地域 コミュニティ・スクールと地域学校協働活動」（令和２年３月 文部科学省）



北海道のコミュニティ・スクールの導入状況

「令和２年度コミュニティ・スクール及び地域学校協働活動実施状況調査」（文部科学省）

幼稚園・
こども園

小学校 中学校
義務教
育学校

中等教
育学校

高等学
校

特別支
援学校

合計

令和２
年度
（7.1現
在）

16 551 326 9 0 29 10 941

44.4% 70.2% 0% 13.3% 15.2% 59.4%

令和３
年度
（予定）

18 669 394 12 0 38 23 1,154

52.9% 86.5% 0% 17.8% 35.9% 74.6%

※札幌市立学校を除く

全国は27.2%



法的根拠

地方教育行政の組織及び運営に関する法律
第４７条の５

教育委員会は、教育委員会規則で定めるとこ

ろにより、その所管に属する学校ごとに、当該

学校の運営及び当該運営への必要な支援に関し

て協議する機関として、学校運営協議会を置く

ように努めなければならない。

平成２９年４月１日改正法施行



コミュニティ・スクールの導入の背景
「「学び続ける」社会、全員参加型社会、地方創生を実現する教育の在り方に
ついて」（平成27年３月 教育再生実行会議 第六次提言）

教育がエンジンとなって地方創生を成し遂げる必要があるとい

う理念の下、学校は、人と人をつなぎ、様々な課題へ対応し、ま
ちづくりの拠点としての役割が求められるとの観点から、「全て
の学校において地域住民や保護者等が学校運営に参画するコミュ
ニティ・スクール化を図り、地域との連携・協働体制を構築し、
学校を核とした地域づくりへの発展を目指すことが重要」

「新しい時代の教育や地方創生の実現に向けた学校と地域の連携・協働の在り方
と今後の推進方策について」（平成27年12月 中央教育審議会答申）

これからの公立学校は地域とともにある学校へと転換し、地域と

の連携・協働体制を持続可能なものとしていくことが不可欠であり、
今後、全ての公立学校において、地域住民や保護者等が学校運営に
参画する仕組みとして、学校運営協議会制度を導入した学校（コ
ミュニティ・スクール）を目指すべきである。



高等学校、特別支援学校の特性を踏まえた
ＣＳの在り方

【高等学校の特性を踏まえた在り方】

・義務教育諸学校とは異なり、生徒の選択により入学する学校種であるため、

通学区域が広範囲にわたることにも留意する必要があり、広く社会との関

わり・連携を深めていく視点が求められる。

・これまで培われた地域や社会との関係を生かして、地域の差し迫った課題

を、高校生自らが地域と協働して解決していく地域課題解決型学習や町興

しイベント等の企画・実施を通じて地域の活性化を図る。

・高等学校の周辺地域の企業等と連携・協力してインターンシップ等を実施し

たり、地域産業と連携し、職場で実践的な技術研修を実施したり、特別非常

勤講師等として招聘して授業を実施する。

学校の活性化や教育の質の向上に資するとともに、地方創生の観
点からも、地域の課題解決・活性化に資することが期待される。



【特別支援学校の特性を踏まえた在り方】
障害のある子供が、その能力や可能性を最大限に伸ばし、自立して
社会参加することができるよう、医療、保健、福祉、労働等との連携
を強化し、社会全体の様々な機能を活用して、十分な教育が受けら
れるよう、地域住民や保護者等との連携・協働を一層推進し、障害の
ある子供の教育の充実を図ることが重要である。

学校運営協議会を通じて、地域住民や保護者等に加え、医療、保健、福

祉等の代表の協力を得ることで、子供たちが自立し社会参加できる環境の

充実を図るほか、地元の職業センター等の代表の協力を得て、地場産業

への就労を目指す教育課程の工夫や地域の特産品を活用した作業製品

の開発・販売を進めること等により、学校の活性化や教育の質の向上、さ

らには、共生社会の実現に資することが期待される。

また、センター的機能の役割を果たす特別支援学校が有する資源（教材・

教具、施 設・設備、特別支援教育に関する相談・情報提供等）の有効な活

用を図ることを通じて、地域の活性化に貢献していくことも期待される。

高等学校、特別支援学校の特性を踏まえた
ＣＳの在り方



○地学協働とは

地学協働（地域学校協働活動）

地学協働＝地域学校協働活動

● 北海道教育委員会では、地域学校協働活動を「地学協働」と造語化し、地域と
学校が相互にパートナーとして連携・協働する活動を積極的に展開し、地域と
学校のWin-Winの関係を構築します。

● 地学協働は、地域の高齢者、成人、学生、保護者、PTA、NPO、民間企業、団
体・機関等の幅広い地域住民等の参画を得て、地域全体で子供たちの学びや
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。

● 子供の成長を軸として、地域と学校がパートナーとして連携・協働し、意見を
出し合い学び合う中で、地域の将来を担う人材の育成を図るとともに、地域住
民のつながりを深め、自立した地域社会の基盤の構築・活性化を図る「学校を
核とした地域づくり」を推進し、地域の創生につながっていくことが期待されます。
例えば、高校生が地域に出て行って地域課題を学習を行った、地域住民と共に
地域課題を解決するための事業を企画・実施したり、地元の農産物を活用した
商品開発に参画して共に地域づくりに関わるといった活動などが挙げられます。



地学協働（地域学校協働活動）とは

地域学校協働活動は幅広い地域住民の参画を得て、地域全体で
子どもたちの学びや成長を支えることを目指し、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。



地学協働（地域学校協働活動）とは

「これからの学校と地域 コミュニティ・スクールと地域学校協働活動」（令和２年３月 文部科学省）



北海道CLASSプロジェクト(地学協働活動推進実証事業)
趣旨：地域と学校との連携・協働体制の整備と｢まち・ひと・しごと」と「学び」の絆づくり

①地域コーディネーターを配置し高校と自治体や産業界をつなぎ、地域課題探究型のキャリア教育を推進
②地域コーディネーター研修の実施や社会教育主事講習への参加奨励など、先進事例とノウハウを普及
③社会教育主事、社会教育士等社会教育を担う人材が地域の多様な主体と学校等をつなぎ、連携・協働プロ
ジェクトの創出・推進を支援

地域特性を活かした新しい価値を創造する人材やグローバル
な視点でコミュニティを支える地域リーダー人材、専門的な知
識・技能を身に付けた産業人材を育成するため、地域コーディ
ネーターの配置により、高等学校が地域の自治体や産業界等と協
働・融合した体制を構築し、地域課題探究型の学びを通じて、
地域におけるキャリア教育を推進
■ 対象校：４圏域から、推進校及び連携校各１校選定（計８校）
■ ICTを活用した意見交換及び交流（remotelink）
■ 連携・協働体制会議による取組内容についての協議

・持続可能な地学協働活動実現に向けたコーディネート機能の強
化のため、「地学協働活動推進実証事業」指定校４校に配置
予定の地域コーディネーターに対し研修を実施

・上記研修のほか、地域コーディネーターに社会教育主事講習へ
の参加を奨励

・道内外の先進事例や課題解決方策を学び地域に還元

②コーディネート機能の強化

・CS、地学協働活動など学びと地域づくりが一体となったプロ
ジェクトの掘り起こしと推進を支援するため、道教委社会教
育主事が市町村を巡回し、協働プロセスを助言

・社会教育関係者のみならず、学校教育関係者や地元企業・団
体等を訪問し、近隣の関係者のニーズと活用可能な資源、支
援制度等を効果的にマッチング

社会教育と学校教育の連携・協働による地域創生の実現

※定期的（２か月に１回程度）に、本庁と各教育局リモート等でフォローアップミーティングを開催。社会教育主事等の
活動状況や課題を情報交換し、ソリューション（課題解決方法）の共同開発により各活動をバリューアップ

①地域コーディネーターの配置

③広域・多様な地学協働プロジェクト支援



研究指定校（推進校、連携校）

圏域 推 進 校
(本事業の中心となる学校)

連 携 校
(既に取り組んでいる学校)

道 央
当別高等学校
（石狩）

夕張高等学校
（空知）

道 南
白老東高等学校

（胆振）
鵡川高等学校
（胆振）

道 北
上富良野高等学校

（上川）
豊富高等学校
（宗谷）

道 東
帯広三条高等学校

（十勝）
本別高等学校
（十勝）

サポート校
(OPENプロジェクト
に取り組んだ学校)

余市紅志高等学校
（後志）

函館水産高等学校
（渡島）

旭川農業高等学校
（上川）

帯広工業高等学校
（十勝）

北海道CLASSプロジェクト(地学協働活動推進実証事業)



地域学校協働本部の設置

「これからの学校と地域 コミュニティ・スクールと地域学校協働活動」（令和２年３月 文部科学省）



北海道における地域学校協働本部の整備状況

「令和２年度コミュニティ・スクール及び地域学校協働活動実施状況調査」（文部科学省）

小学校 中学校 義務教育学校 合計

令和２年度
（7.1現在）

461校 270校 4校 735校

58.7% 58.1% 36.4% 58.2%

※札幌市立学校を除く

全国は60.3%



学校運営協議会（ＣＳ）と地域学校協働本部
をともに整備している学校

「令和２年度コミュニティ・スクール及び地域学校協働活動実施状況調査」（文部科学省） ※札幌市立学校を除く

両方を整備されていない学校16.3%

CSのみを整備
している学校
25.4%
（321校）

両方をともに整備
している学校

44.8%
（565校）

地域学校協働
本部のみを
整備している
学校13.5%
（170校）

北海道の小・中・義務教育学校

全国は23.0%



○ 地域住民等と目標やビジョンを共有し、地域と

一体となって子どもたちを育む「地域とともにある

学校」への転換

○ 学校を核とした協働の取組を通じて、地域の将

来を担う人材を育成し、自立した地域社会の基盤

の構築を図る「学校を核とした地域づくり」の推進

地域と学校の連携・協働を推進するためのポイント

「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」を実現するためには、学校と地域の双方
で連携・協働を推進するための組織的・継続的な
仕組みの構築が必要



地域と学校の連携・協働を推進するためのポイント

【地域と学校の連携・協働を推進する体制づくりのポイント】

目標やビジョンを共有し、その実現を目指すこ
とについて関係者が共通理解を図る。

「これからの学校と地域 コミュニティ・スクールと地域学校協働活動」（令和２年３月 文部科学省）



「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」を
実現するためには、学校と地域の双方で連携・協働を推進
するための組織的・継続的な仕組みの構築が必要

「これからの学校と地域 コミュニティ・スクールと地域学校協働活動」（令和２年３月 文部科学省）



地域と学校の連携・協働を推進するためのポイント

【地域と学校の連携・協働を推進する体制づくりのポイント】

地域コーディネーターの役割を担う人材を双方
の組織等に位置付ける。

地域コーディネーターの
役割を担う人材

「これからの学校と地域 コミュニティ・スクールと地域学校協働活動」（令和２年３月 文部科学省）



「コロナ禍における子どもたちの安全な
学校生活に向けた学校運営協議会の取組」

【学校運営協議会委員が地域住民に呼びかけマスク作り】

コロナ禍であるからこそ学校と地域が情報を共有
する必要があるとの認識から、学校運営協議会を開
催し、子どもたちのためにできることを話し合い、
地域住民と学校の役割を分担しながら、一体となっ
て地域学校協働活動に取り組みました。

○コロナ禍において、地域住民として学校の教育
活動の充実に向けて何ができるのかアイディアを
出し合うため、会場の消毒等を徹底し、体育館に
おいて学校運営協議会を開催

○コロナ禍でマスクが不足する中、学校運営協議
会委員が公民館や地域住民と連携・協力してマス
クを作成し、小学校と保育園に寄贈したことによ
り、地域住民が学校の安全な環境づくりに参画

コロナ禍であるからこそ、学校と地域が
情報を共有し、学校運営協議会で話し合っ
たことを地域学校協働活動として取り組む
など連携・協働することが大切です。

Point

取組の概要

【間隔を確保するため体育館で実施】

士別市



「道立高等学校が地域と連携し、
コロナ感染予防を啓発した取組」

【高校生が学校や施設にポスターを配布】

興部高等学校では、コミュニケーション能力の向上を
目標に掲げ、学校運営協議会では生徒と地域住民が関わ
る機会を設定しており、コロナ禍にあっても、地域の関
係機関との連携を円滑に進めることが出来ました。

○コロナ禍において、生徒が地域住民に新型コロナウ
イルス感染症予防を啓発するポスターを作成
○学校運営協議会では、ポスターを町内の施設に配布
する方策について協議し、地域コーディネーターが地
域の関係機関と連携を図り、ポスターの配布が実現
○ポスターを配布する際に、生徒が施設職員にポス
ター作成の目的や意図を説明したり、施設職員の意見
を聞いたりすることにより、生徒のコミュニケーショ
ン能力が向上

コロナ禍においても、地域や関係機関と円滑
に、効果的に連携を図るためコミュニティ・
スクールの仕組みを活用することが大切です。

Point

取組の概要

【生徒が授業で作成したポスター】

北海道興部高等学校



「支援」「手伝い」から「連携・協働」へ

「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」を実現するため
には、地域の方の参画による主体的な取組
が必須です。

地域の子どもは地域で育てる みんなが教育の当事者です

おわりに


