
地域教育会議のめざすもの

子どもがいきいき育つまち

そして、あらゆる人々が共に生きる地域社会を

1



1章・・・地域教育会議の概要

2章・・・地域教育会議の活動

3章・・・地域教育会議の特長

4章・・・子ども会議

5章・・・地域教育会議の課題と可能性

内容
2



地域教育会議の誕生の背景

1980年代、校内暴力、荒れる学校。少年事件の多発

1章 地域教育会議の概要
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地域からの教育改革をめざし

教育集会を開催

242ヶ所 4万人

6500件の意見

 「市民、学識者、教職員３者からの提言を受け、

教育委員会のみならず、行政全体の取り組みとして

『地域教育会議』がスタート」

 そのプロセスと提案内容において終始、

市民参加と、行政との協働の精神が貫かれていた。
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委員構成

非選出委員

学校長 市民館館長・職員

こども文化センター館長

図書館長 保育園園長

区役所関係機関職員 等

選出委員

PTA 学校教職員

町内会・自治会 子ども会

青少年指導員 スポーツ推進委員

民生委員児童委員 主任児童委員

社会福祉協議会委員 等

住民委員
代表制
自発性
専門性
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会の運営

総務部会 広報部会 子ども会議担当部会

運営委員会

総 会

実行委員会

調査研究部会

・役員 （正副議長 事務局長 会計 会計監査）

・事務局

・運営委員会 （名称多様、月一もしくは年複数回）

・各種委員会 （総務、広報、調査研究、各事業担当委員会等）

事務局（事務局室）
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主な活動

話し合いによる合意形成

教育を語る集い 子ども会議 の開催

会として行う様々な自主活動（広報、学習会、活動）

教育行政への提案、提言
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地域の教育力を発揮する様々な活動 ①

世代間交流で遊びや暮らしの文化、よき伝統を次の世代に伝える活動。
伝承遊び、挨拶運動、マナー教室。

2章 地域教育会議の活動
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自然のよさ、楽しさにふれる活動。アウトドア活動、生き物観察、冒険遊び。

地域の教育力を発揮する様々な活動 ②
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地域（社会）貢献で自己肯定感アップ。
地域清掃、募金、ボランティア、地域行事参加。

地域の教育力を発揮する様々な活動 ③
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将来の夢や職業選択に役立つ実社会体験の場を
提供する企画や、企業見学、「ようこそ先輩」

地域の教育力を発揮する様々な活動 ④
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安全、安心なまちへの様々な活動。
こども110番、防災教室、安全マップ、居場所づくり。

地域の教育力を発揮する様々な活動 ⑤
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3章 地域教育会議の特長

 行政によって設立された公設の組織

 市民と行政の協働で、教育における住民自治をめざした自立的な組織

市民・住民の

熱意

教育・行政からの

信頼／期待

教育における住民自治
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参加のあり方

家庭教育

親

社会教育

住民

学校教育

教師

協力
連携

それぞれ枠を一歩ずつ
踏み出し、対等な立場
で、子どものための市
民共同の事業に参加

三つの教育力
独自の役割と連携
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ネットワークを生かす

PTA 学校教職員
町内会・自治会 子ども会
青少年指導員 スポーツ推進
委員 民生委員児童委員
主任児童委員
社会福祉協議会委員 等

学校長
市民館館長・職員

こども文化センター館長
図書館館長
保育園園長

区役所関係機関職員 等

情報提供⇒合意形成⇒活動計画や提言
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＊川崎区内地域教育会議・情報交換会

平成28年4月19日

講師 川崎市職員

テーマ 川崎区の子どもの貧困

＊川崎区の生活保護の世帯数、保護率

生活保護世帯の高校進学率

中学生の学習支援の様子

就学援助世帯の割合

子ども食堂の取り組みの動き 厚生労働省が2016年10月に発表
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地域の教育力とは

そこに豊かな自然と人びとの生活、個性的な文化が存在し、それらが
総合されて地域の教育力として働くとき、子どもの豊かな個性的発達
が保証される。

今日の教育の危機、子ども・青年の発達のさまざまな歪みを生む大き
な原因の一つが、こうした地域の教育力と形成力の衰退にあることは
明らかであろう。

教育は本来的に地域性をもつものであり、また地域は固有の教育力
を持っているのである。

（「教育における住民自治と参加」元明治大学教授 三上昭彦）
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地域はゆりかご

遊びを含む地域の中での多様な地域体験が

子どもたちの豊かな成長、生きる力を支援します。

地域の子、次の世代への思いやり、愛情、期待、ほっとけないと
いう人々の感情が、子どもたちを包み込むとき、

大きな地域の教育力が現れます。
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これも地域の教育力の姿です

小さな取り組みですが、地域ならではのものを紹介します。

川崎中学校区の議長のお住いの町内会（渡田山王町）では、一人暮

らしのお年寄りの見回りを行っています。その時使うのが赤い旗、白

い旗です。調子が悪い時は赤い旗を玄関に出す。よい時は白い旗。

その旗を、小学校の家庭科の授業の時に地域の人が教室に入って、

子どもたちと一緒にミシンを使って作るそうです。

地域の元気に子どもと学校がかかわっている。正に、地域教育会議

のめざすものです。そこで、きちんと評価されることが類似の活動に

発展していくきっかけになるのではないでしょうか。
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任意性の高い組織

「教育を語る集い」と「子ども会議」は実施してください。

その他のことは各地域教育会議の任意性に任されています。

地域教育会議は
やれなかったことを反省するよりも

やれたことを評価する会です。

少しの活動でもOK
地域の特長を生かした活動であれば、

それは次に結びつく一歩に
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4章 子ども会議

① 家庭、学校、まちや地域・・・取り巻く環境のことで、

子どもがふだん感じていることを発言してもらう。

それを大人がしっかり聞こうということです。

意見表明権と言われています。

子ども会議はなにを目的にしているのですか？
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② また、子どもたちにも学び、育つ環境をよくするため

に考え、行動してもらおうということです。

子どもの社会参加を期待してます。

子どもは大人のパートナーです。
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③ いじめ対策や子ども社会

での課題を子どもたち自

身が解決していくように

支援することもあります。

子どもの自治

④ 居場所、避難場所(シェル

ター)として安心して過ご

せる場所になることもあり

ます。
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子ども会議 各種

趣旨は同じですが、活動形態も、開催頻度も多様です。

川崎市子ども会議推進委員会のもと、各子ども会議が相互に連携・

交流しながら全市的に子ども参加を推進しています。

中学校区の
子ども会議

行政区の
子ども会議

各地域教育会議
の主催

市子ども会議
推進委員会

川崎市子ども会議
（かわこかい）
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5章 地域教育会議の課題と可能性

しっかりした財政的な基盤

コーディネーター的人材の支援

活動拠点の確保

地域教育会議がさらに
魅力ある活動をめざそうとするとき
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人材力

「人の要素」・人材力に大きく依存する地域教育会議

熱意のある住民委員の参加、

コーディネーター的人材の支援はとても嘱望される。

開かれた民主的な組織の体質

27



それは初めからあるものでなく

「なすこと」により進化していく

信頼は

適切な情報提供と

提案・提言の施策反映から

地域と行政の協働には信頼が不可欠
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「地域教育会議ではこんな事も出来るんだ」の活動例①-1

菅生中学校区 手つなぎ祭り 1,500人の賑わい
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 多世代が集うイベント会場は参加者の笑顔と熱気に包まれていました

「地域教育会議ではこんな事も出来るんだ」の活動例①-2
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臨港中学校区地域教育会議で東北被災地でボランティア

H28年で5回目。中学生22名、先生8名、地域4名参加。

「地域教育会議ではこんな事も出来るんだ」の活動例②-1
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平成28年、はじめて、被災地の中学生との交流会。

「地域教育会議ではこんな事も出来るんだ」の活動例②-1
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長沢中学校区 たぬきフェスティバル 2,200人の賑わい

「地域教育会議ではこんな事も出来るんだ」の活動例③-1
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準備から当日スタッフまで
多くの子どもたちが

「たぬフェス」に参画

「地域教育会議ではこんな事も出来るんだ」の活動例③-2
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 この事業が目標とする「地域ぐる
みで子どもの豊かな成長支援」は、
地域教育会議の主旨と一致しま
す。

 地域教育会議の事業の一つとし
て推進されてもよいものです。

地域の寺子屋 毎週一回放課後に行う学習支援

協力関係にある教育事業
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協力関係にある教育事業

地域教育会議としては地域の教育力の良い発現の場、地域教育会議の活性化

の機会としてとらえ、様々な形で積極的にかかわれるものと考えています。

地域の寺子屋 毎月一回休日に行う体験活動・世代間交流
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協力関係のある学校教育組織

学校教育推進会議

地域に開かれた学校づくりを推進するものとして、
川崎市では平成13年から始まった制度。

学校が子どもや保護者、地域から意見を聞く場。

多くの学校で地域教育会議の委員が協力。
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「子ども」と「教育」をキーワードに、

地域コミュニティの豊かさを創造

多世代のふれあいで、人と人のつながりの豊かな地域社会

共に生きる地域社会

守り守られる安心安全なまち

生きがいがたくさんあるまち

「豊かさ」とか「幸福感」とかの社会の富をつくる
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むすび

地域教育会議の持っている可能性はとても大きいものがあり
ます。この活動は川崎市の教育改革につながるものです。

子どもたちのために、そして私たち自身のために、今一緒に
活動しようではありませんか。夢や希望をもって新しい川崎
の未来を切り拓きましょう。
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地域教育会議のめざすもの

子どもがいきいき育つまち

そして、あらゆる人々が共に生きる地域社会を
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