
新潟市では,「 学・ 社・ 民の融合による教育」

を進め， 学校が今まで以上に地域に開かれ,

地域とともに歩むことができるように,

“地域と学校パート ナーシップ事業”
を行っています。

開始から13年が経過し， 市立のすべての

小学校， 中学校， 中等教育学校， 特別支援学校， 高等学校が,

地域と連携・ 協働した様々な活動を行い,事業の目指す姿

「 学校が元気に， 地域が元気に， 子どもが元気に」

の実現に向け取り組んでいます。

新潟市教育委員会

文部科学省補助事業

「 地域学校協働活動推進事業」

学・社・民の融合による 人づく り ,地域づく り ,学校づく り

新潟市
地域と学校

パートナーシップ事業

地域と学校パート ナーシップ事業による

「 学・社・民の融合による教育」のイメ ージ

「 学」 は学校,「 社」 は公民館や図書館などの

社会教育施設,「 民」 は地域住民,家庭,地域の

諸団体や企業です。 学・ 社・ 民のそれぞれが役割

を果たし ,一体と なって教育活動を進め“融合
する ”こと で大きな力が発揮できるという 考え
方のもと ,「 人づく り ,地域づく り ,学校づく り 」

を推進しています。

（ 令和2年3月発行）

学校支援ボランティア募集しています

地域と学校パート ナーシップ事業には，地域の方々のご協力に

よる「 学校支援ボランティ ア」 が不可欠です。現在のべ 35 万人

以上の方が参加しています。未来を担う子どもたちのために，一

緒に活動しませんか。市民のみなさんのご協力をお願いします。

活動に関心のある方，応募したい方は各学校または各区教育支

援センターへお問い合わせく ださい。

地域教育コーディ ネーターは学校を拠点として学校と社会教育施設，地域を結ぶ新潟市の

職員です。

約300人の地域教育コーディ ネーターは次の仕事をしています。

◇学校や地域団体，社会教育施設との連絡，調整をします。
◇学校支援ボランティ アを募り，教育・ 課外活動につなげます。
◇学校が地域の学びの場になるように働きかけます。
◇コーディ ネーター通信などを通して，活動の様子を広報します。

新潟市教育委員会

地域教育推進課

〒950-8550 新潟市中央区学校町通１番町 602 番地１

TEL 025-226-3277 FAX 025-230-0421

E-mail chiiki.edu@city.niigata.lg.jp

このリーフレッ ト についてのお問合せ

○学校に出向く ことで，事前準備を含め自分自身にとって良い刺激となり，楽しい時間をいただいています。このよ
うな活動がもっと伝わり，かかわる人が増えるといいなと思います。

○中学校が地域に出かけて行う貢献活動には地域団体，施設，自治会どこでもありがたく 思っています。成長した子
どもたちと対等に話せることは自分自身にとっても大きな財産です。

＜学校支援ボランティアの声＞

○地域のボランティ アの皆さんも，保護者のボランティ アの皆さんも，学校に来ることでつながってく ださいます。
そのつながりの中で子ども達が育まれていく ことに，私自身も喜びを感じています。

○ボランティ アの皆さんが，帰り際に「 また来たい」 と言ってく ださることが，一番の励みになり，ありがたく も思
います。

＜地域教育コーディネーターの声＞

学校支援ボランティ ア（ のべ人数）
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地域教育コーディネーターが活躍中！



学校が元気に！

地域が元気に！

子ども が元気に！

学校，社会教育施設， 地域活動を結ぶネット ワークづく り

学校の教育活動・ 課外活動における地域人材の参画と協働

学校における地域の学びの拠点づく り

学校の教育活動の様子を地域へ発信

地域貢献活動実施校数（ 事業報告書より）
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Ⅳ

Ⅲ

Ⅱ

Ⅰ
◇学校，社会教育施設，地域住民による情報交換
地域カレンダーづく り，地域の茶の間づく りなど

◇専門的な知識・ 技能を生かした学習支援
英語活動，栽培活動，本の読み聞かせ，部活動など

◇自分の生活体験を生かした学習支援
昔の遊び指導，ミ シン縫い補助，調理補助，面接指導など

◇環境整備
校地・ 校舎の緑化活動，通学路の整備，図書の整備など

◇子どもが発信し活動する地域貢献
地域防災訓練，商品開発，地域ガイドボランティ アなど

◇学校と地域が一緒になってすすめる地域交流
地域の祭りへの参画と交流，地域の未来を語る会など

◇学校が公民館・ 図書館とともに進める学びの場づく り
プレママ学校，読み聞かせ講習会など

◇学校施設の活用による学びの場づく り
地域に向けたパソコン教室，料理教室，絵手紙教室など

◇たよりやホームページで取組を広報
◇地域と学校ウェルカム参観日を開催し，取組を紹介

◇地域の参加による多様な学習活動が進められています
◇地域の皆さんの学校への理解と協力が広がっています
◇地域に根ざした特色ある学校づく りが進んでいます

◇学校を学びの拠点とした活動が進
んでいます

◇大人と子どものふれあい・ 交流が
活発になっています

◇地域の活性化につながっています

◇学力が向上しています
◇社会性が育成されています
◇自己肯定感が高まっています

○技術を身に付ける学習等，担任だけで
は指導が難しい時に，地域にお住まい

の方から来ていただき複数で指導した

ところ，子どもたちの技術がみるみる

上達し，とてもありがたかったです。

　（ 小学校教員）

○ボランティ アの皆さ んのおかげで，
多様な教育活動が可能となっています。

　（ 特別支援学校教員）

○コーディ ネーターさんから，生徒が地
域の行事や地域のボランティ ア活動に

参加する多く の機会をつく っていただ

き，生徒の自己有用感の育成に大いに

つながっています。（ 中学校教員）

○パート ナーシップ事業により，地域と学校
との垣根が低く なり，協働活動を実施でき

るようになりました。これにより，地域の

活性化が図られ，強化されてきたと思います。

（ 地域団体）

○まさに地域と学校とのつながり役として，
コーディ ネーターの方は重要な役割を担っ

てく ださっていると思います。自分の子や

孫がその学校に通っていなく ても，子ども

たちが地域の宝であるという ことを地域住

民が認識できる活動であり，地域のためにも

今後も継続していただきたいと思います。

（ 地域団体）

○ボランティ アの方がいてく れることで，子ど
もたちは自分を認めてもらえる機会が増え，

充実感が増し，地域と繋がっていることを

感じる事ができています。（ 小学校教員）

○地域のお年寄りのお宅にお弁当を届ける
「 宅配ボランティ ア」 の取組や，地域の

福祉施設での「 お楽しみ会」 等，中学生が

地域の方 と々触れ合う機会があり，それを

通じてお互いに心温まる体験ができていて

大変良いと思います。（ 中学校教員）

○ゴミ 出しボランティ アでは，生徒の地域の
所属感や自己肯定感が育っていると感じて

います。（ 中学校教員）

○限られた人間関係の中で生活する子どもた
ちが多い中，パート ナーシップ事業でボラ

ンティ アの皆さんとかかわることは，コ

ミ ュニケーショ ン能力を高める大切な活動

になっています。（ 特別支援学校教員）
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学校が連携・ 協働する施設・ 団体
（ 令和元年度事業報告書より）

事業は地域の元気につながっているか
（ 令和元年度ボランティ アを対象とした意識調査より 単位％）

■あてはまる ■ややあてはまる ■あまりあてはまらない ■あてはまらない

事業は児童生徒の成長につながっているか
（ 令和元年度教職員を対象とした意識調査より 単位％）

■つながっている ■ややつながっている ■あまりつながっていない ■つながっていない

事業は子どもの元気につながっているか
（ 令和元年度新潟市生活・ 学習意識調査より 単位％）

■あてはまる ■ややあてはまる ■あまりあてはまらない ■あてはまらない

子どもから喜びや
元気をもらう

学力の向上に
つながっている

社会性の育成に
つながっている

自己肯定感が
はぐく まれている

地域の方とあいさつ
している

先生以外の大人から
ほめられてうれしい
と感じる

地域のことを調べる
学習は好き

地域の大人から
聞いて分かることが
ある
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学校や子どもたちの
役に立っている

自分の生きがいや
生涯学習になっている

地域住民同士の
結びつきが強く なった

事業の4つの柱


