
第１５回川崎市地域教育会議交流会 実施報告 

テーマ 『これからの地域と学校の協働体制～川崎市における地域教育のネットワークを考える』 

１ 日時 

平成３１年２月２３日（土）１２：００～１６：１５ 

２ 場所 

宮前市民館 大会議室ほか 

３ 内容 

（１）展示交流：各地域教育会議の活動紹介 

（２）基調講演：「これからの地域と学校～コミュニティ・スクールと地域学校協働活動の一体的推進」 

                     ＮＰＯ法人まちと学校のみらい 竹原 和泉 代表理事 

（３）情報提供：「川崎市の地域学校協働活動の現状と今後のイメージ」 

               （生涯学習推進課 片山係長）（教育改革推進担当 鈴木指導主事） 

（４）グループ討議に向けて：川崎市における地域学校協働本部の一つのイメージ 

（５）グループ討議 

（６）全体共有 

４ 参加者数 

川崎区  ９人   幸 区  ３人   中原区  ３人   高津区  ７人

宮前区 ３１人   多摩区  ９人   麻生区  １１人   

その他、名簿に記載のない行政関係者等も含めると９０人程度

５ グループ討議 摘録 

【グループ１】 

 ・本部になると我々の負担は増えるのだろうか？ 

・コーディネーターの発掘や育成はどうするのだろう？ 

 ・地域教育会議はなくなり、新しく本部が立ち上がるということだろうか？ 

 ・今の組織を変える。学校は入らない。事業は選択制になる。学校と地域に関わる全体的な事業や動

きをネットワークでつないでいく、というイメージだと思う。 

 ・わくわくとはどう関わるのだろうか？市民活動センターがメンバーに入る？ 

 ・こども文化センターが統括しているのだから、そのままだと考えればいいのではいか。 

 ・中学生と地域清掃、小学校で交通安全教室などの事業をしている。今後は寺子屋もやるということ？ 

 ・できないことを無理にやるということではなくて、できることをやるだけ。地域教育会議がこれま

で向いてきた方向は、コミュニティ・スクールの目指すところと違わない。今まで以上にやれとい

うことではない。さらに学校と同じ方向を向いて実践していこうということ。 

 ・学校長は入らないのか？ 

 ・事務局から出されている案では、オブザーバーという立場で書かれている。 

 ・このタイミングで言われても。来年度はどうするの？ 

 ・来年度すぐに変わる話ではない。今日は現状を知るところから。いいまちにする、いい学校にする

ために、どういう形がいいのか、これから考えていきましょう。 

 ・コーディネーターの役割が大事だと思う。 

 ・どうやって決めていくのだろうか？ 

 ・退職教員などいいのでは？ 

 ・うちの中学校区は今でも全て地域の人間が運営している。先生はお手伝い程度。 

 ・今すでにそういうことができているのであれば、コーディネーターとして位置付けられて謝金がつ

く、という今回の提案は前向きに捉えてもいいのではないか。自立している。ある意味で理想なの

では？それとも、学校との関係が希薄だと考えている？ 

 ・単なる学校の応援団になるということではない。どのようによりよくしていけばいいだろうか。 

 ・学校運営協議会をなぜ中学校区で設置していこうとしているのだろうか？各校の独自性はどう保た

れていくのだろ？ 

【グループ２】 

 ・本部の案が進んでいてびっくりした。 



・先生、子ども、親も忙しくてゆとりがない。子ども会議も建前ばかりで、子ども達の本当の声を聞

く場になっていない。 

 ・コミュニティ・スクールは本当にうまくいっているのか？ 

 ・やらないところに予算が行かないということは、できないところは先細りになってしまい、活動が

続かない。 

 ・年２回のネットワーク会議で、このような事業展開ができるだろうか？ 

 ・コーディネーター、この程度の謝金で受けてくれる人が見つかるか。責任ある仕事はまずできない。 

 ・子ども対象の事業をやっても、子どもが集まりにくくなっている。 

 ・今後は、やりたい活動をプレゼンして、予算を獲得していく形になるのだろうか？ 

 ・地域教育会議はもういらないのか？ 

 ・先生の負担をなくすのも大事。 

 ・新学習指導要領と今回の提案との関係について知りたい。 

 ・地域教育会議自体、参加してくれる人が少ない。 

 ・コーディネーターを誰が選ぶか。資質は？ 

 ・本部は事務局のようなスペースが確保されるのか。土日も使用できるような場所がほしい。 

 ・ＮＰＯのように、本当に思いのある人が集まらないと無理なのではないか。 

 ・中学校区の地教の役割はもう終わっている。 

【グループ３】 

 ・コミュニティ・スクールを中学校区単位ではなくて、学校単位で作っていくということは今後もあ

るのだろうか。 

 ・複数の中学校に進学する小学校など、うまくどこかの中学校区に統合できないところは、そうなる

と思う。 

 ・地域の皆さんと考えていきたい、と言われても、とても限定された「地域」だと思う。 

・全市でまとめて議論しているよりも、地域ごとに議論していく必要がある。 

・中学校区で考えると「地域」が広すぎる。 

・本来、地域には色々なグループがある。地教とつながっていないところも含めて、コミュニティを

広げるきっかけが必要。 

 ・連携していくには、動機づけが必要。 

 ・重く受け止めずに、気軽に子連れて参加できるような活動形態が必要。 

 ・事務局からの提案は、今とそんなに変わらないのかな？という感じがした。 

 ・中学校区での学校運営協議会のイメージがつかめない。その意味をもう少し聞きたい。学校評価と

かどうするの？とか、実務上のイメージが沸かない。 

 ・コミュニティ・スクールと本部の違いが分からない。 

 ・学校で大きな問題が起こった時に、地域教育会議では何もできなかった。コミュニティ・スクール

になっていれば、何かできたことがあるのかもと思った。 

【グループ４】 

 ・本日の提案は、よく考えられていると思った。 

 ・地域教育会議で積み上げてきたものもあるが、活動の継続が厳しいところもある。 

 ・コーディネーターの報酬や、本部の活動内容に疑問がある。 

 ・うちでは、学校運営協議会の委員が地域教育会議の委員にもなっている。 

 ・地域教育会議の委員のなり手がいない。いつも同じメンバーで対応していて、新しいメンバーが入

ってこない。 

 ・学校と地域の関係、今のままでもよいのでは？ 

 ・教員の負担感は大きい。 



 ・組織を整理すると分かりやすい。スクラップ＆ビルド。一番動いているところに集約していったら

どうか。 

 ・地域教育会議の担い手の代替わりが必要。 

 ・担い手の確保、厳しい。 

 ・コーディネーター、学校ごとに１人ずつ確保できるだろうか。人材がいれば… 

 ・地教の役割が曖昧で、しがらみがあったからできたこともある。整理して効率化されるとできなく

なるのでは？ 

 ・毎年同じイベントをしている。ＰＴＡから出る人は毎年変わり、後継者が育たない。共働きが多く

て、今やっている人がやめられない。委員長も高齢化していて後継者不足。イベントは１５回も継

続しているが、担い手は大変。 

 ・コーディネーター各校１名で足りるだろうか？学校と連携できる人の確保は難しいのでは？難しい

役割だしやりたい人が少なさそう。 

 ・地域に顔が知られている人でないと、難しいかも。 

 ・ＰＴＡ役員のＯＢ、青少年指導員、子ども会、町内会自治会の活動部隊となっている人、おやじの

会など、色々ある。 

 ・地域教育会議を一度解体して、組み立て直すという提案、解放感がある。 

 ・地域教育会議を再編するか、解体するか、中学校区によって異なってもいい。 

 ・選択制がいい。地域の実情に合わせて、残すものは残す。 

 ・幼稚園、保育園との関わりは消えるのか？ 

 ・必ずしもそうならないのでは？ 

 ・重複したものがあれば、連携して再編すれば負担が軽くなるのでは。 

 ・新しいものを作るより、無駄を省くほうがいい。 

 ・無駄をなくすタイミングだと思えば。 

 ・一度なくしたほうが、大事なものが見えてくるのでは？ 

【グループ５】 

 ・どうすればいいのか、道筋が見えない。地域教育会議を解体して再編するのか？地域に持って帰っ

て、どう伝えればいいのか分からない。 

 ・すでにコミュニティ・スクールになっているところは、今になって中学校区で、と言われても難し

い。 

 ・今の地域教育会議の活動とどう違うのだろうか。 

 ・中学校区単位の学校運営協議会で意見がまとまるのだろうか？ 

 ・学校の負担は本当に減るの？ 

 ・予算はどう決まるの？ 

 ・コーディネーターは、どう選び、どう決める？ 

 ・ボランティアで地域教育会議に関わってくれる人は少ない。 

【グループ６】 

 ・少しやりたいことが見えてきた。 

 ・地域教育会議はこれからどうなるのだろう？ 

 ・ますます分からなくなった。コミュニティ・スクール、中学校区単位でうまくいくのか分からない。

混乱している。 

 ・文科の提示する方向性と、地域教育会議の活動をどう整理して、すり合わせていくか。 

 ・活動に応じて予算配分、そういう時代なのかも。時代に合わせてより良くできればいい。 

・寺子屋など、最終的な目的は同じなのに、こんなにたくさん必要なのか。もう少し整理してもいい



のでは。 

 ・働き方改革の点からは、教員の負担軽減が必要。教員が会議やイベントに出ることについて教育委

員会の中でもどう考えているのか聞いてみたい。 

 ・予算はやる内容によって変わる？上限はあるのだろうか？ 

 ・中学校区単位の学校運営協議会のイメージ、今の地域教育会議と同じ枠組み。 

 ・新学習指導要領で新しく入ってくるカリキュラムもあり、先生方は大変。先生にやってもらいたい

ことを線引きしないと。 

 ・１０年経って、やっと地域教育会議がスムーズに活動できるようになってきた。働き方改革、教員

がなりたたなくなると困るから先生の負担減のために、地域に任せたいということ？ 

 ・学校と地域でよく話す必要がある。先生のできること。地域でできること。 

 ・今も、学校は色々な課題を抱えている。地教の予算は、いじめや不登校対策に回したほうがいいの

では？ 

 ・子ども達の実態を知って、大人はどう動くべきか、学ばないといけない。 

 ・地域教育会議で学校にアンケートを取ったが、特に学校から地域に助けてもらいたいこと、という

のは意見がなかった。 

 ・学校運営協議会ができれば、地域の力がきちんと発揮できる。 

 ・先生方も、どうして地域教育会議に参加しているのか分からない。 

 ・学校教育と社会教育の連携、校長先生や市教委の考えと現場の先生方の考えの違いなど、市教委の

中で、もっと考えてほしい。 

 ・働き方改革には、先生を増やすとか環境整備が必要。専門職をつけるとか、外部指導員も。 

 ・学校教育推進会議で、体制の整備なども訴えていけるのでは。 

 ・協働はすでにできている。 

 ・自分たちが子どもの時は、先生に熱意があり、温かかった。今は、保護者が我が子ファーストでモ

ンスター化しているので、先生が不登校になってしまう。 

 ・学校教育推進会議ができて、対等な協働関係がきちんとできれば、色々なアイデアが出てくるので

はないだろうか。 

 ・噂があると、誰も「違う」と言わずに、ちょっとおかしいことでも広がってしまう。先生を困らせ

ているのは保護者。 

 ・コーディネーターを支えていく組織が必要。行政区の役割？ 

【グループ７】 

 ・現在、コミュニティ・スクールに関わっている。学校経営の重責を担ったり、中に入りすぎてしま

う。複数の学校での設置となると、まとめていくのが大変だと思う。 

・学校長が決めたことを承認する、認めてもらうことが第１。対等の立場で作れたらいい。委員は公

募したり、声かけしている。 

 ・うちの学校は地域が協力的。会議は毎月ある。今回の提案について、学校ではまだ話がない。 

 ・子ども達に実体験をさせていくことが必要。 

【グループ８】 

 ・本部が、学校運営協議会下請けになるのではないか。 

 ・行政区の今後の形や役割が見えない。 

 ・コーディネーターは誰が選ぶのか。責任はどうなるのか。 

 ・学校運営協議会で決まったことが納得できない場合、その責任は？ 

 ・わくわくの主体は市民活動センターだから、本部とは関係ないのでは。 

 ・学校がオブザーバーになって、本部に入らないのは全く賛成できない。 



 ・寺子屋や総合型などで活動している人が、本部に入ってくれるだろうか。 

 ・色々な懸念はあるが、本部が力強いと機能していくと思う。 

 ・中学校区は事務局を先生が担っているところが多い。充て職状態。 

 ・地域教育会議ごとの差がありすぎる。 

【グループ９】 

 ・地域教育会議は、学校のほうだけを向いているのではなくて、地域全体を見ている。 

 ・地域教育会議では、０歳から大人まで、幅広い人を対象に考えてきた。 

 ・学校運営協議会に参加するのは、コーディネーターだけなのだろうか。 

 ・先生達の意見がもっと分かるようになるのだろうか。私たちの役割が変わるの？ 

 ・先生抜きでやることは可能なのか。 

 ・寺子屋との交流がない。ダブり感もある。情報共有が必要。 

 ・地域教育会議の存在意義は？ 

 ・大人が変われば、子どもが変わる。目的を見直していくチャンスかも。 

 ・全体としての活動と、個別の活動の整理、見える化が必要。 

【グループ１０】 

 ・中学校区単位で考えているが、地域とのつながりは複数の中学校区にまたがることもあり、この通

りにはくくれない。 

 ・これまで、地域教育会議として熱意を持ってやってきたところで、新しい組織の話がきて、これま

での活動は何だったのか、ということになる。結果として、同じメンバーにお願いすることになる

のでは。 

 ・コーディネーターの役割とこの謝金を考えると、どれだけの人がやってくれるか疑問。 

 ・ネットワーク会議を年２回開き、何をやりたいのか分からない。結果をいかに出すか、この手の会

議では結果が出てこない。 

 ・地域格差が生まれる。 

６ 全体共有での質疑応答など 摘録 

Ｑ 学校運営協議会を中学校区で設置していく意義をもう少し説明してほしい 

 →コミュニティ・スクールは中学校区だけで活動していくわけではなく、学校個別に行われる活動も

ある。中学校区で設置すれば、各学校の学校運営協議会に同じ人が任命されるような重複感がなく

なり、よりネットワーク化するというメリットがある。 

学校長が運営方針を説明し、地域がそれを承認して学校と地域が一緒にやっていく。 

その時、学校や地域にどのような解決すべき課題があるのかを、学校長を通さないと話し合いがで



きないのかと、思われた方もいるかも知れないが、そうではない。例えば、通学路で車の往来が激

しくなったことが心配だという意見が出たときに、登下校時の見守りを協力できるか地域と話し合

いましょうというところで、地域と協議して地域の力を借りる。協議したことを地域にお知らせし

て、地域の力を借りて、また、より良い地域や学校にしていく。あくまで、学校教育で話されてい

ることの内容を地域と一緒にというところが、コミュニティ・スクールが行う協議の基本になって

いる。 

これまでみなさんは、どのような地域づくりをするか、子ども達をどう育てるか、という社会教育

的な視点で活躍されてきた。それが地域教育会議の力であったと思うが、みなさんがやられてきた

ような活動まで学校運営協議会がやるわけではない。切り分けていただいて、学校教育を話し合っ

ていくのがコミュニティ・スクール、社会教育をベースに地域をどうしていくのか、地域の子ども

達をどうしていくのかを話し合い活動していくのが地域学校協働本部と考えている。 

ただ、全く関係ないものとして動いていくわけではなく、全て協力しながらやっていきたいので、

どのようなネットワークをつくっていけばいいか、今後一緒に考えていただきたい。（教育改革推

進担当） 

Ｑ コーディネーターはどう選び、どう決めていくのか？ 

→教育委員会で一律に決めるわけではない。既存の活動の中からこの人はコーディネーターにふさわ

しいと皆さんが思える方であり、さらに、このコーディネーターは学校運営協議会にも参画するの

で、学校ともよくつながっている人、というイメージを持っている。 

最終的には中学校区単位の学校運営協議会に中学校区単位の地域学校協働本部があって、例えば２

小１中なら各校１人、計3人のコーディネーターが出るというイメージ。 

しかし、中学校区単位の学校運営協議会と本部は両方同時に立ち上がっていかない場合もある。先

に中学校区単位のコミュニティ・スクールができたり、先に地域学校協働本部の活動が始まること

も考えている。 

また、その本部が３校を網羅するから必ず３人置きます、ということではなく、活動内容に応じて、

２名でも１名でもいいかもしれない。実態に合わせて徐々に選ばれてくるものであると思っている。

現在でも、各地域教育会議において、実務を担当している人、事務局的な活動をしている人はいる

と思うが、そういう方がコーディネーターになるようなイメージが近いかもしれない。（生涯学習

推進課） 

Ｑ 学習指導要領と今回の提案の関係について知りたい。 

→改訂された学習指導要領の理念として、「社会に開かれた教育課程」が挙げられた。これからどの

ような子どもを育てていくのかを、学校だけでなく地域社会と一緒に考えていく。その中で、子ど

も達にどのような力をつけたいのかということについても、地域の皆さん、保護者の皆さんに示し

ていくことが求められている。 

また、学習の内容についても、キャリア教育など、皆さんのような社会の人材にお力添えいただい

て、一緒に豊かな教育活動を展開していくところまで含まれている。例えば、コミュニティ・スク

ールでは、子ども達により実感のある学びをしてもらいたいということが協議され、地域の人材情

報を集約して、授業に入ってもらうような取組が、定期的、継続的、持続的にできる。そういう場

として学校運営協議会の仕組みがある。学校運営協議会において話し合われたことが、実現されて、

ＰＤＣＡのサイクルで継続的に回っていくための仕組みとして学校運営協議会がある。 

現在ある10校のコミュニティ・スクールでは、毎年毎年の積み重ねができ、学校長が変わっても

取組が継続・持続できる。教育の目標や中身、子ども達に育みたい能力を学校と地域がきちんと共

有し、取組が持続されている。（教育改革推進担当） 

Ｑ 働き方改革で教員の負担軽減が必要ということで、教員が会議やイベントへ参加できなくなるので

はないか、という意見があるが、教育委員会はどのように考えているのか。 

→先生達は本当に多忙な状況。先生達には子どもと向き合う時間をもっとつくってあげたいと思って

いるので、できる限り負担は少なくしていくべきだと思っている。地域教育会議の事業も、本日提

案した本部の構想も、協働活動なので、これまで一緒にやってきたことを、4月から一切会議には

出ませんとか、イベントには参加しないということでないが、本日、宮越会長からご提案があった

ように、事業ごと、会議ごとに、先生と一緒にやるもの、地域の力でやるべきものを、みんなで一

緒に相談しながら一度、整理していったらどうかなと思っている。（生涯学習推進課） 

Ｑ コーディネーターは役目柄、学校の様々な課題や問題点も把握できてくると思うが、個人情報に関

わらない部分は地域で相談することはできるのか？ 

→学校運営協議会の委員は特別職の非常勤職員に該当するため、個人情報については守秘義務がある。



ただ、協議の中心は個別の児童への対応ではなくて、子ども達を育てるにあたって必要となる様々

な課題への具体的な対策について地域でどう協力できるのか、どんな人材や団体があるのかなど、

学校と地域をつなぐ協議がなされ、課題解決に向けて、まさにコーディネートできる人に学校とし

てはお願いしたいと思っている。 

ただ、それはあくまでも学校運営協議会との関係の中で活動していただくときに期待されるもので

あって、地域学校協働本部としての活動には、色々な団体をまとめるとか、より幅広く期待される

役割があると思う。（教育改革推進担当） 

Ｑ 私が聞きたいのは、例えば最近、親が虐待して子どもが自殺し、学校と教育委員会の仲が悪くて問

題になったような事があったが、そのような問題が起こったとき、地域ではどうすれば良いか、話し

合いをするべきではないかと、私自身は思う。学校と教育委員会だけが考えればいいということでは

ないと思っている。例えば、コーディネーターを設けるのであれば、このような話も持ってくること

ができるのかなという意味合いで先ほどの質問をした。 

→現在行われている学校運営協議会では、メンバーの中に主任児童委員が入っていて、地域の子ども

の実態も共有できる形になっているところもある。メンバーは特別職の非常勤職員で個人情報が守

られるので、きちんと話を共有できる。仮に子どもだけで過ごす家庭が多いという課題を持つ地域

があったとすると、学校はどうするか、そして本部では子どもの居場所を考えるなど、地域ではな

にができるのかを考えることができる。今日提案された、様々なメンバーが一同に集まるネットワ

ーク会議では、色々な課題に対して色々なアプローチをすることができると思う。コーディネータ

ーは、学校運営協議会の制度の中で、話し合われている個人情報をきちんと守り、地域の中に入っ

て行き、自らの専門性を発揮して横の関係者と繋がって、色々な問題の解決の糸口をつくっていく

と思う。（教育改革推進担当） 

Ｑ 学校運営協議会の会長はだれがなるのか？また、地域学校協働本部には本部長を置くのか？ 

→学校運営協議会の会長は地域の方から選ばれる。委員は地域、各団体、保護者などが過半数以上に

なるように構成され、学校と地域が子どもの未来のために話し合うという会議になっている。（教

育改革推進担当） 

→地域学校協働本部には本部長を置いていただきたいと考えている。予算をどうしていくかなど、細

かい部分はこれから皆さんと決めていくが、各本部と市で契約を結び、委託料をお渡ししていくこ

とを想定しているので、本部長は必要。本部長をどうやって選んでいくかは、その地域ごとの状況

の中で、地域教育会議の議長をやられていた方、あるいは、ネットワーク会議の中で、この人が、

という方が選ばれることもあると思う。（生涯学習推進課） 

その他のご意見 

・わくわくプラザについては、我々は、これまで全くと言っていいほど関連がないし、どちらか言うと、

行政がやっている事業だと思う。本日の説明だと、地域学校協働本部が実施する必須事業となってい

るように感じる。その点は再考していただきたい。 

７ アンケートまとめ（回収数３３枚） 

（１）交流会に参加して 

① 

どの程度満足されましたか 

１．満足 

２．どちらかというと満足 

３．どちらかというと不満 

４．不満 

回答なし 

12.2％

48.5％

24.2％

3.0％

12.2％

② 

交流会に参加して、新たな気付きはありましたか

１．あった 

２．どちらかというと、あった 

３．どちらかというと、なかった 

４．なかった 

回答なし 

54.5％

30.3％

9.1％

0％

6.1％

③ 

新たな知り合いができたり、今まで知らなかった

人と話すことができましたか 

１．できた 

２．どちらかというと、できた 

３．どちらかというと、できなかった 

４．できなかった 

回答なし 

36.4％

39.4％

9.1％

6.1％

9.1％



④ 

今回の交流会は、子どもや地域のことを考えるき

っかけとなりましたか 

１．なった 

２．どちらかというと、なった 

３．どちらかというと、ならなかった 

４．ならなかった 

回答なし 

54.5％

27.3％

9.1％

0％

9.1％

⑤ 

今回の交流会は、地域の課題を認識し、問題意識

を持つきっかけとなりましたか 

１．なった 

２．どちらかというと、なった 

３．どちらかというと、ならなかった 

４．ならなかった 

回答なし 

54.5％

24.2％

9.1％

3.0％

9.1％

⑥ 

地域教育会議の活動に関心を持ちましたか 

１．関心を持ち、今後参加してみたい 

２．関心は持った 

３．関心を持たなかった 

回答なし 

42.4％

27.3％

3.0％

27.3％

（２）自由記述欄  

今回ご参加いただいて、良かった点、改善すべき点など、お気づきになられやことについて、 

ご記入ください。 

・やり方の例が提示された点。分かれて行う部会のほうを、より良くできそうに思いました。 

・展示パネルは良かった。 

・関係者にしか分からないと思われる内容があると思いました。しかし、それがこの会の持っているも

のと考えますので。今回は勉強させて頂きました。この会も 

もっと広く伝える必要があるのではないかと思います。 

・竹原さんの講演時間が短く、もっとお話を聞きしたかった。 

全体としても内容が多く時間が足りなかった。教員の方々に 

もコミュニティ・スクールを理解して頂きたいと思うので、 

一緒に勉強できる場が欲しい（ご理解が十分でない先生方 

も多いとの話も出ていました）。 

・①活動のイメージの中学校区運営協議会では駄目。②学校毎の運営協議会の現場の方針を明確にすべ

き。特に、2020年からの学習指導要領を推進するため、教員の働き方が大変、地域の力が必要。③

コーディネーターをサポートする組織が必要、一人ではやり切れない。④教員のオーバーワーク対策

は横浜市教育委員会では出しているが、川崎市教育委員会は？ 

・「地教」の話ではなく、「地域学校協働活動」の話になっていた。「地教」は自発的な活動であるとい

う建前があると思うが、上から形を変えるように強いられているようでした。「交流会」としてはつ

まらなかったです。交流したかったです。 

・地域学校協働活動は、内容的に現地域教育会議と同じ気がするので、どうにかまとめる事ができると

良い。地教をなくしても良いのではと考えてしまう。交流会の話の内容としては、他に何か別のもの

があっても良かったのではないか。 

・多くの人の話を聞けて良かったです。 

・時間にきちっとして欲しい。 

・良かった点：グループ討議で色々な地域の様子がわかりとても良かったと思います。改善すべき点：

コーディネーターについて選出方法その他漠然とした内容でイメージができなかったこと。 

・私の意見では、そもそも、字義どおりのコミュニティ・スクールにも、国の政策としてのコミュニテ

ィ・スクールにも賛成はしていません。教育は、一定の水準を教育行政が責任を持つべきです。教育

の目標は、その人の人格の完成であり、他の何かにすりかえられてはいけないと思います。その点を

グループ討議では発言できませんでしたので、ここに書きます。コーディネーターはきわめて専門性



を要すると思われ、ボラで済ませることはどうかと思います。 

十分なわけないということです。現場の教職員や行政職の皆 

さんは本当はどのようにお考えでしょうか。教育行政として、 

まず必要だと私が考えるのは、― 教職員の数を増やす。 

１クラスあたりの児童生徒数を減らす。専門職の正規職化と 

十分な配置（心理職・司書はじめ）。学校設備の充実。 

その他 教育資源の充実です。そのことを共通理解したい 

と思います。また、カリキュラムについては、地域ごとにおまかせでなく、国民的議論が必要でしょ

う。その上で自由な教室で。

・住民による地域教育会議という今回の集まりですが、市教育委員会及び県、そして文部科学省から国

民への説明会だという感想があり、住民自治による子どもへの教育面の不満である。2020年度に始

まる法律への一方的な説明会（アリバイ作りのための）だと思う。その点が問題意識を持てたので良

かった。 

・交流会の認知度が低い。チラシで一般市民にＰＲが必要。 

・竹原さんの講演は、活動の再認識をすることができました。これからも子ども達が明るく楽しく生き

生きと成長するよう活動していきたいと思いました。 

・そもそも、地域教育会議とコミュニティ・スクールを一緒にする必要があるのか。それぞれが活動の

中で連携をとり協力していけばよいのではないか。そして、それぞれが協働本部に入ればよい。交流

会の本意は互いの活動の報告会、地教ならではの話題で進めて欲しい。 

・本日は今後のことについて丁寧に説明していただきありがとうございました。分からないことがあり

ますが、また、研修や実践を重ねながら、子ども達のために、地域との関係を考えていきたいと思い

ます。 

・コミュニティ・スクールのあり方等について：責任の所在があいまい。行政→地域の構図になってい

る。学校はオブザーバーではいけないと考える。行政・学校は仕事中、地域住民は仕事を休んでいる

ことを行政は考えないといけないと思う。 

・各発表者の時間配分に無理があるように見受けられます。そのため、グループ討議の時間が短くなっ

てしまいます。グループ討議の始め方がうまくいっていない。参加者に担当するように仕向ければス

ムーズにいくと思います。教育長のお話が最初にあったならば、グループ討議も変わったと思います。 

・今回、コミュニティ・スクールの説明を初めて聞きました。この取組が、これまで地教で積み上げて

きたものを無駄にすることなく、今まで以上に推進できるよう、さらに地域の声を拾い上げていって

くれるように希みます。そして行政の「おしきせ」でなく、地域に根ざした独自のスタイルを築き上

げていけるようお願いします。今日のお話しで「学校の要望にどう答えていけるか」というような言

葉がありましたが、それではまた学校の「支援」に戻ってしまいます。学校は小・中 連続して 9 年

間の目標設定をしていくでしょうが、地域はもっと広範囲な子どもたちの成長を目指しています。そ

の中での9年間を学校にゆだねているのです。地域からの提案も積極的に聞く場になって欲しいと思

います。 

・初参加で重要な内容の話であり、ヘビーでした。（笑） 



・学校主体で進むのが不安です。行政区の役割が明示されていなかった。これからは、中学校区主体か。

コミュニティ・スクールと地域学校協働本部は一体でなければダメだと思った。 

・地域教育会議のあり方も変わる時代だと感じてはおりましたが、急転回の提案で現在は悩みが増えま

した。 

・時間配分がずれた時点で、終わりも遅れるかと思ったのですが、時間どおりまとまって安心しました。

コミュニティ・スクールについては、「？」ばかりでしたが、今日やっと飲み込めました。 

・今回のテーマについて、疑問点が良く分かった。まだまだ検討すべきことが多くあると思った。 

・「コミュニティ・スクール」について、少し理解できたように思います。グループ討議も活発な話が

できました。講師の先生や質問に答えていらっしゃる方のお顔が正面から見えないのが残念でした。 

・交流会自体の運営は良かったと思います。本部に関しては納得できない所もありました。今後、ます

ます考えを練っていただきたいと思います。 

・国～市の動きは分かったが、地教の活動の成果と今回の提案との関係、予算などよく分からないこと

も残り、運営協議会実施校状況を踏まえて、もう少し時間をかけて欲しい。 

・良い内容の話が聞けました。子ども達のために、今後の提案に期待します。 

・事前に情報提供もなく、これほど大きな検討課題を短時間でグループ討議を行うというのは、いかが

なものか? この交流会で地域教育会議は検討したという結論になると、教育委員会のいいなりかな、

と思います。 



１５回川崎市地域教育会議交流会 各地域教育会議のパネル 
















