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秋田県立ゆり支援学校 コミュニティ・スクール導入推進事業

第７号 Ｈ３０．３．9(金) 担当：熊 地

今年度のコミュニティ・スクール導入等促進事業の成果と課題

今年度、ゆり支援学校では文部科学省の研究指定を受け、コミュニティ・スクール導入等促
進事業に取り組んで参りました。コミュニティ・スクール準備委員の方々には、本校の教育活
動に御理解と御提言をいただき、おかげさまで充実した教育活動を行うことができました。今
回の通信は、今年度のコミュニティ・スクール導入事業等促進事業の成果と課題についてまと
めたものです。先日、第３２回秋田県教育研究発表会でポスター発表をしました。下記のポス
ターは、当日他校の先生方とディスカッションし、加筆・再構成したものです。ご覧いただけ
ると幸いです。

テーマ

地域とともにある学校づくりを目指して

～特別支援学校におけるコミュニティ・スクール導入に向けた取組について～

１ 目 的

・コミュニティ・スクール導入に向けての取組を通して今年度の成果と課題を明らかにし、
コミュニティ・スクールの在り方を提言する。

・学校運営や教育活動に関して準備委員にそれぞれの立場からご意見、ご提言をいただき、
学校教育活動に生かす。
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２ 実 践 （※コミュニティ・スクール：以下、ＣＳと表示）

(1) みんな元気 (2) ＣＳ準備委 ( 3 ) 由 利 本 荘 市 (4) 先進校視 (5) ＣＳディ
プロジェクト 員会の定期 Ｃ Ｓ 連 絡 協 察や推進 レクター

的開催（授業 議 会 と の 連 フォーラ による職
参観） 携 ムの参加 場開拓等

３ 結 果

(1) 成果 ①由利本荘・にかほ地域の社会資源を活用する機会を捉え直し、教育活動が活性化
した。

②公開授業研究会とＣＳ準備委員会を同時開催し、授業参観やアンケートを通して、
ＣＳ準備委員から授業及び学校経営に関する提言等をいただいた。

③由利本荘市ＣＳ連絡協議会との連携により、由利本荘市内の小・中学校への理解
推進を図った。

④ＣＳディレクターを活用したことで、新たな職場実習先を開拓することができ、
新規事業所が１０箇所増えた。

(2) 課題 ①ＣＳ委員の提言を教育活動に生かす仕組みづくり
・ＣＳ準備委員からの提言等を教育活動に生かす仕組みづくりを整える必要があ
る。

②教職員のＣＳに対する理解促進及び参画意識の向上
・教職員の理解促進（情報共有、課題の掌握、対応策の検討等）及び参画意識を向
上させる必要がある。

③地域と学校の課題を共有
・学校の課題を地域と学校が共有する点で課題が残った。
・地域へのＣＳ導入等促進事業に関する実践等の発信が不足していた。

４ 提言・考察

・ＣＳは、学校を応援する地域の方々を増やす仕組みづくり（学校の地域応援団）と本校
児童生徒が自己肯定感を育み自立と社会参加する（主体的に地域応援団になる）ための
双方のツールになるのではないか。

・高等部卒業生の進路開拓、就労支援、学校生活から地域生活へのスムーズな移行のため
に学校と地域がより一層つながる工夫や手立てとして必要なシステムになるのではない
か。

・ＣＳ推進により、地域に本校の教育内容や児童生徒の実態の理解が進み、地域の障害者
理解が図られるのではないか。



- 1 -

秋田県立ゆり支援学校 コミュニティ・スクール導入推進事業

第６号 Ｈ３０．２．２３(金) 担当：熊地

地域連携の実際と先進校の取組、紹介

第２回由利本荘市コミュニティ・スクール連絡協議会を通した

地域連携

平成２９年１２月２２日（火）、由利本荘市カダーレで第２回由

利本荘市コミュニティ・スクール連絡協議会が開催され、本校も参

加させていただきました。由利本荘市の小・中学校全校が参加し、

今年度のコミュニティ・スクールに関する取組を報告しました。今

回は、その内容の一部を抜粋してお伝えします。

（１）今年度の取組についての中間報告会

由利本荘市は、全ての小・中学校に「学校運営協議会」を設置するとともに、９年間の子供

の育ちを支える組織として中学校区単位で「地域運営協議会」を設置している。今回は、それ

ぞれの組織が機能するように、この連絡協議会で情報を共有し、地域と共にある学校づくりが

各校で行われていた。

（２）本校（県立ゆり支援学校）から

本校では、今年度からコミュニティ・スクール導入促進事業に取り組んでいる。コミュニテ

ィ・スクール準備委員会は年５回開催し、本校の教育活動の中心である“みんな元気プロジェ

クト”をコミュニティ・スクールに位置付け、様々な活動に取り組んでいる。１２月２２日現

在、秋田魁新報に掲載されること１２回、そのうち８回が元気プロジェクトの記事であった。

また、就労に特化したＣＳディレクターを活用し、新たな職場開拓に大きく貢献している。地

域の活性化のためにも、本校の障害児教育の理解と障害児の移行支援・社会参加に協力してい

ただきたい。

第２回潟上市教職員研修会から先進校の取組を紹介

平成３０年１月１１日（木）は、潟上市立羽城中学校で第２回

潟上市教職員研修会が行われました。潟上市は来年度市内の小・

中学校全校が、コミュニティ・スクールを導入する予定で、制度

の理解促進のために研修会が行われました。「次代を生きる子供た

ちのために～コミュニティ・スクールの仕組みをどう生かすか～」

文部科学省初等中等教育局参事官（学校運営支援担当）付、専門

職相田康弘先生の講話がありました。その一部を紹介します。

（１）そもそも「コミュニティ・スクール」とは、

「学校運営協議会」を設置している学校のこと。教育目標を地域と共有していますか？

情報共有するための方法・手段がコミュニティ・スクールです。

情報の共有

成功体験 課題・目標

の共有 ビジョンの共有

学校だけでは収まら

アクションの共有（協働） ない案件が増えている。
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（２）当事者意識

保護者や地域住民と「未来創造」も「課題解決」も同じベクトルで進めていきたい。そのた

め、委員の方々には当事者意識をもって、もっと学校運営に関わっていただく必要があります。

そして、もっと「町や子供たちの未来」を意識して学校を運営していく必要があります。

（３）「協働」って？

学校と地域は連携・協働による取組が必要だと言われていますが、そもそも「協働」ってど

ういう意味ですか？

→ 一緒に協力して働くこと。

協働とは、同じ目的のために、対等の立場で協力して共に働くこと。

目的・目標が共有された上で、一緒に協力して働くことです。

（４）コミュニティ・スクールだからこそ

熊本地震で発揮されたコミュニティ・スクールの力

非常事態発生時には、「瞬時の判断」が求められ、「適切な役割分担」が必要になります。

熊本地震では、マニュアルのない想定外のことが多く発生しましたが、コミュニティ・スク

ールの仕組みを導入していた学校では、すぐに学校運営協議会で協議が行われ、学校と地域が

一体となって一つ一つの課題を乗り越えてきました。

①行政職員が足りない中で ②子供たちが抱えるストレス ③学校を再開できても、子

の避難所の運営 をどうやって解消したらよ 供たちの通学路が決めら

いか？ れない。

学校運営協議会による協議 校長による決定 学校と地域の協議による取組

ⅰ避難所の運営は委員の方 ⅱ教員は子供たちのケアを中 ⅲ登下校時に危険箇所の回

々中心に関係者で 心に、教育活動に専念 避・見届けは地域住民の

協力を

コミュニティ・スクールを進めるポイント

・普段から、学校と共に「意思決定」をする関係ができている。

・目標を共有しているので、適切な「役割分担」ができている。

・協議により決定したことを「協働」につなげることができている。

・子供たちの教育の「当事者意識」として、自分たちには何ができるのかを探し続ける人々

がいる。
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秋田県立ゆり支援学校 コミュニティ・スクール導入推進事業

第５号 Ｈ３０．１．２６(金) 担当：熊地

第４回 学校運営協議会準備委員会、開催
去る１２月１２日（火）、第４回学校運営協議会準備委員会が本校で開催されました。協議では主

に次の２つのことが取り上げられました。①報告：地域応援活動プロジェクトや地域就労支援（ＣＳ

ディレクターの活用状況報告）など、②協議：学校運営協議会の在り方などについてです。

今回は、その内容の一部を抜粋してお伝えします。

①報告：ア）地域応援活動～みんな元気プロジェクト～について

目指す学校像を具現化するために学校全体で取り組んでいる本校のメインになる活動であ

る。今年も各学部・学年で様々な教育活動を実施している。その一部を紹介した。今後もネ

ットワークを活用し、アイディアをいただきながら有意義な学習活動につなげていきたい。

【小学部４、５、６年】

うきうきパン屋さんの 【中学部１年】 【高等部、家庭班】

パン生地作り 岩谷小学校の児童と一緒に 地域の方々と作業交流

カレーライス作り ビーズアクセサリー作り

①報告：イ）地域就労支援～コミュニティ・スクールディレクター活動状況報告～

５月～１１月の実績：活動日数４６日、訪問事業所数９１箇所

成果 ⅰ）コミュニティ・スクールディレクター（以下ＣＳＤ）の複数回に及ぶ事業所訪問に

より、実習先の理解を得て、７箇所の事業所で初めて実習を受け入れていただいた。

新規以外の事業所でも、担当や業務内容が変わったことで、新規事業所と同様の丁

寧な説明が必要なこともあり、経験豊富なＣＳＤの存在が大きかった。

ⅱ）ＣＳＤの幅広い人脈により実習相談や雇用までスムーズに進めることができた。

課題 ⅰ）地域とのつなぎとして、ＣＳＤとしての役割、地

域との関わり方をどのようにしていくのかを再

度、確認していきたい。

ⅱ）職場開拓していく中で、実習の受け入れ時期や実

習生の適正、居住地の関係などにより、マッチン

グがうまくいかず、すぐに対応できないケースも

あったので、実習受け入れに前向きな事業所に関

しては継続した情報提供や情報収集をする。
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協議② 学校運営協議会の在り方など

ア）「コミュニティ」の意義について

・先日、由利本荘市コミュニティ・スクールの連絡協議会で由利本荘市教育委員会の佐々田教育

長からは手を携えて、地域力を学校の中に取り込んでいったほうがよいとの話をいただいた。

由利本荘市内の小・中学校のノウハウをいただきながら進めていきたい。

・特別支援学校の通学は広範囲にわたる。「地域」の捉え方という問題はあるが、学校としては、

由利本荘市というコミュニティに溶け込んで、地域の方々に学校や子どもたちを知ってもらう

ことが就労にもつながると考える。

・「コミュニティ」の意義について、県立学校であっても学校の所在地とその周辺という捉え方

である。小・中学校は「地域コミュニティ」という捉え、高等学校などは独自性を打ち出せる

「テーマ・コミュニティ」という捉えであり、本校としても、テーマをいかに浸透させていく

かが大事となる。

イ）教育活動について

・例えば、西目高校のプランターづくりが素晴らしい。保護者も巻き込んでいる。運営委員を人

選し、トップを集めても実際に動ける人はいない。運営委員と実働部隊を別にするなど、部署

分けをして当事者意識で関わっていける人を募れないか。学校の手を煩わせることなくできれ

ばいいと思う。

・あきた病院を見学する在宅の方からは、病院のことがよく分からないと言われる。ボランティ

アも年間２０名しか来ないような地域である。地域に情報発信をもっとしていかなければなら

ない。由利本荘市とのつながりも今後大切にできればと思っている。

・岩城小５、６年生は道川分教室の子どもとの交流を通してこうやって一生を生きていくのかと

衝撃を受けただろう。優しさなくしては対峙できない。障害のある方が子どもたちを育ててい

る部分もある。決して一方的でない交流である。岩城小の子どもたちは体験したこと感じたこ

とを家族に話し、それが発信となる。ずっと交流が続いてほしい。

ウ）就労支援について

・由利本荘地域の実習では、新規に７か所の受け入れ先があったことは、保護者としてもうれし

い。従業員がどのくらい理解してくれるか心配なところもある。地域の学校だけでなく、市、

県、国への啓発が必要と感じた。交流活動が単発で終わる感じがするので、次につながる活動

を模索していければと思う。また、元気プロジェクトでは、ＰＴＡがもっと関わっていけるよ

うなところがあればいい。

・国から出された雇用状況について。平成２９年度はまだ公表されていない（１２月末）が、本

荘地域は法定雇用率２．０％を達成。障がい者を雇用している会社は６６社（従業員５０人以

上）中４６社で６９．７％。平成２８年は５７．８％で今年は１２％上がった。

・ジョブコーチの存在は大きい。発達障害の生徒などは特に職場の理解が必要である。学習支援

したいという人は保護者の中にもいると思う。ドイツは小学校にＰＴＡという組織はない。親

が付いてきて必要な支援をする。

エ）その他

・県内の特別支援学校では、ボランティア人材養成研修を行っているところもある。他県の特別

支援学校には「職親の会」があるところがある。年会費１万円で企業が入会し、就業につなが

るようにしている。
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秋田県立ゆり支援学校 コミュニティ・スクール導入推進事業

第４号 Ｈ２９．１２．８(金) 担当：熊地

第３回 学校運営協議会準備委員会、開催

去る１０月４日（水）、第３回学校運営協議会準備委員会が本校で開催されました。協議では次の

３つのことが取り上げられました。①報告：学校評価（中間）や研究大会報告など、②「地域ととも

にある学校づくり」への提言、③学校運営協議会の在り方についてです。

今回は、その内容の一部を抜粋してお伝えします。

協議① 報告：全国コミュニティ・スクール（以下ＣＳとする）研究大会 in岐阜から

・ＣＳの導入には、ある程度学校や教育委員会の積極的なリーダーシップが必要である。

・ＣＳのための教員配置の配慮として～管理職の勤続年数の長期化、同一校への複数回勤務を

配慮する。また、教職員の居住地の学校への勤務などを行っている。つまり、その地域の人

や社会的資源をよく分かっている教職員が必要である。

・子どもたちがやりたいことを提案し、実現できるようなＣＳであることが目標である。

協議② ゆり支援学校の取組～「地域とともにある学校づくり」への提言（各委員から）

・最近新聞に取り上げられることが増えたが（今まで４回掲載）、地域とどう関わっていくか

を考えるともっとできることがある。例えば、地域の歴史などを知ることなどが考えられる

のではないか。地域とコラボしていろいろな活動をやっていきたい。

・新しい教育活動を増やすのではなく、今取り組んでいる活動を整理したり、アレンジしたり

すれば十分ではないか。地域だけでなく、保護者との連携強化や今の取組を組織化するなど

工夫していきたい。

・バス停などの公共の場所を除雪してもらえると一市民として嬉しい。住民は除雪をしている

のが支援学校の生徒だと知らない。町内の人を巻き込んで、一緒に除雪してみるなど発信も
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大切にした方が良い。

・地域のニーズと学校のニーズがつながることが活動の成功の鍵になる。

・社会の中で教育活動と地域が密接に結び付いているところは子どもが活気があり、生き生き

していると感じる。

協議③ 学校運営協議会の在り方

・子どもたち一人一人が役割を果たす姿を地域が見出していけるとよい。地域が一体となって

子どもたちを育て、卒業後は地域が受け皿となっていけるように、学校の活動に大いに関わ

っていけるようなＣＳになってほしい。

・地域の方々とのニーズのマッチングが大切だということが分かった。また、教職員の多忙化

の懸念に対しては、教育課程や教育活動にどう落とし込んでいくかが解消の鍵になると思わ

れる。

・内閣府の調査では、８割の人が障害のある人への偏見や差別があると答え、障害者差別解消

法の存在を知っている人は２割にとどまった。共生社会を作り上げていくためには、地域の

大人だけでなく、子どもの存在も大きい。その実現に向けてＣＳの活動も育っていってほし

い。



秋田県立ゆり支援学校 コミュニティ・スクール導入推進事業

第３号 Ｈ２９．１２月１日 担当：太田

コミュニティ・スクール先進校視察
～山口県立宇部総合支援学校（９／７・８）～

山口県は小・中学校におけるコミュニティ・スクールの設置率が全国一となっています。山口

県立宇部総合支援学校は平成２８年からコミュニティ・スクールを導入しました。県内一、児童

生徒在籍数が多い特別支援学校で、県内の各所から通学してくるため、コミュニティ・スクール

を導入するにあたり、「地域」をどこと捉えるかから始まり、学区の小中学校の保護者へのアンケ

ート調査、職員への研修など地道に積み上げてきました。また、学校運営協議会では、ＣＳコン

ダクター（学校・地域への指導や支援をする）の助言、調整を頂きながら、学校と地域が連携・

協働してできることを出し合い、進めてきたとのことでした。

地域と学校のニーズのマッチングや「ＷinーＷin」の関係作り、「広報・行事」「地域ボランテ

ィア」「農業等連携」３つのプロジェクトを立ち上げ、組織化して進めていくなど、体制作りにお

いても、参考にしたいことがたくさんありました。今後は、「ローカル・リソースマップ」（地域

資源等）を作成し、連携を促進していきたいそうです。

コミュニティ・スクールを導入したことで、教育の質が高まり、共生社会の形成につながれば

とのことでした。

今回の視察を通して、今までやってきたことを生かしたり、発展させたり、また小さなことで

も取り入れたりしながら地域や職員、みんなの智恵を出し合って自校でできることを模索してい

きたいと思います。

世界文化遺産 松蔭神社

◆支援者
◆リーダー

・地域の祭り
・文化講座
・スポーツ交流

◆支援者
◆リーダー

・高齢者宅や公民
館のガラス拭き
清掃、除草
・合同避難訓練等

◆支援者
◆リーダー

・花壇作り
・野菜作り
・企業見学会

★ 関係する校務分掌が連携し、プロジェクトチームの企画・運営をサポートする

【学校運営協議会 １５人】

山口県立宇部総合支援学校 学校運営協議会組織(案)

【地域ボランティアPT】 【農業等連携PT】【広報・行事PT】
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秋田県立ゆり支援学校 コミュニティ・スクール導入推進事業

第２号 Ｈ２９．１０．２７(金) 担当：熊地

第２回 学校運営協議会準備委員会兼授業参観

～アンケートのまとめ～

今年本校では、去る６月２１日に公

開研究協議会を開催しました。研修主

題は「児童生徒一人一人の人と関わる

力を高めるために～気持ちや考えを伝

え合う姿を目指した授業づくり～」で

す。３年計画の３年次ということでま

とめの年となりました。準備委員の方

々にも実際に授業参観していただき、

アンケートにも回答していただきまし

た。今回は、その結果を集約したもの

を紹介します。

１ 学校施設や教室環境でお気付きの

点はありますか。

・提示等、視覚的にとても理解しやすい。

・それぞれの子どもに対応した手立てが教室の各所に見られる。

・授業内容の目的に合わせた教室内の構造化がなされており、子どもたちの動きの流れや作業の段

取り等、視覚化と共に事前の確認、また、困ったときの支援等、よく考えられていたと思う。

・ゆり支援学校の各クラスでのこれまでの子どもたちの学び（学んできた足跡）がよく分かる教室

環境で素晴らしい。

・小学部の教室の時計に、「１０」、「２０」等の「分」を表す表示があり、子どもたちの時計の学

習に効果的である。

・中学部の教室では、食物の役割が表示され、学習の確かめができる教室環境であると感じた。

・明るい学校だと感じた。

・校内のいたるところに先生方の思い・優しさがあふれていて、好環境である。

・緑に囲まれた静かな素晴らしい教育環境である。

・豊かな自然に恵まれ、素晴らしい立地環境だと感じた。

▲お金の問題もあるが、最近の暑さを考えると、エアコンの設置を少しずつでも進めていったら良

いのではないか。

▲学校図書館をもっと夢のあるものにしたほうがよい。くつろげる空間の工夫が必要である。新し

い本を購入してほしい。
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２ 本日の授業を見ていかがでしたか。（授業の感想、児童生徒・職員の挨拶や表情、行動も含めて）

・障害が重い子どもも軽い子どももいる中で、重い子どもにもできる手立て（ミキサーのスイッチ

を入れる等）を役割として設定していた。その子がいるから皆が作品を作れるという状況やクラ

スの一員として他の子どもにも認められる状況を作っており、素晴らしいと感じた。

・小学部、中学部ともに落ち着いていすに座り、先生の話を聞いて理解し、行動できることに感心

した。

・自分の意見を伝えることができる、意見交換できる、友達の意見や思いを聞くことができること。

あまり言葉を発しない子どもにも役割を与えて、一緒に授業を行うことができること。そんな子

どもたちが自分たちで考え、行動している姿に感動した。

・子どもたちの学習に取り組む姿勢と表情が良かった。

・たくさんの人に見られることに慣れているのか、自然体で授業を受けていることに驚いた。

・授業の善し悪しは専門家ではないので分からないが、先生方の努力に敬意を表する。

・子ども一人ひとりの特性や性格等よく理解され、手を掛けすぎない、自身でできることを頑張る、

また、協力するという意識付けが見られた。一人一人の能力を引き出すというところが素晴らし

かった。

・職員の皆様もよく連携が図られていたと思う。

・自分の意見が言えること、人の話が聞ける姿勢が素晴らしかった。

・集中して生き生きと楽しそうに学習している。

・本時のねらいに向かって学習が進んでいる。

・一人一人が大事にされている。

・小学部生はのびのび明るく、職員も児童生徒一人一人をよく観察して対応していた。

・中学部生は意見をしっかり言える生徒が多く、はきはきしていた。

・高等部生は仲間を思いやる行動が随所に見られた。生徒のフォローもしっかりしていた。

・楽しそうな雰囲気から、協力し団結しようとする生徒の姿勢が素晴らしいと感じた。

・その場、その場を作る先生方の配慮が良かった。

・小学部：自発的に友達に声を掛け、活動を進めていく様子が見られた。

・中学部：決められた時間内でのまとめができていなかったが、自分の意見・感想もきちんと相手

に伝えていた。周りも人の話を聞いて同感したりするところが見えた。

・特に中学部の授業を中心に参観させていただいたが、子どもたちが大変良く育っている。話合い

も活発で理由付けをして発表する姿に感心した。また、話合いの中にも友達を思いやる姿が見ら

れ、学級経営がよくなされているものと感じた。

・小学部、中学部の授業には表情があり、子どもたちが生き生きしていた。

▲高等部の授業は表情に乏しかった。

▲（生徒の）授業の表情は教師の言葉が創る。

▲高等部の授業のダンスで、動きをそろえるとことに主眼があったが、そのためには、どんな「言

葉掛け」と「評価」が必要か工夫する必要がある。

▲教師の出番の工夫をしてほしい。「本時のねらい」を一歩高め、深める発言の工夫等も考えられ

る。
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３ 本校（児童生徒）が地域と歩み、地域で育ち、地域に必要とされるためには、どのような取組を

したら良いとお考えですか。（アイディア、提言等）

・ゆり支援学校のもっている、障害のある子どもたちへの対応に関するノウハウを由利本荘・にか

ほ市内の通常級、通級等にさらに伝授していってほしいと感じた。

・いずれ社会に出たときに、自分から「教えてください」「助けてください」「困っています」な

どのヘルプを求めることができるよう希望する。

・まだまだ地域の方々が、障害をもっている人たちへの理解が足りないと感じる。

・ゆり支援学校のみなさんは、日頃からボランティア等、機会あるごとに地域活動が盛んなことは

承知している。今後とも、地域行事や公共施設でのボランティア等によりゆり支援学校のみなさ

んが地域の様々な方々に理解してもらえるように思う。

・お祭りや学習発表会等のイベント以外にも地域の方々との交流機会はもっとあっていいと思う。

・地域の方々が、児童生徒を少しでも理解することが重要である。

・校外で、様々な地域住民と挨拶を交わすなど、地域の人の目に触れる機会を増やすことも一考と

思う。

・高等部の地域保育園とのフェスは大変有意義であり、さらに広めていくことが望ましい。

・授業内でも地域の特産物を入れたり、テーマにする内容も、今日拝見した形でいいと思う。また、

一般市民との積極的に交流させてもいいと思う（もっと情報公開を）。

・地域との交流、学びをもっと増やし、地域のことを学びながら必要とされる学校になってもらい

たい。

・これまでもやられてきていることだが、学校の情報を地域にどんどん発信すると同時に、子ども

たちが他校や地域の方々とのふれ合う場面をどんどん増やしていってほしいと思う。

・校長先生のアイディアでどんどん進めていいと思う。

▲市内の小・中・高生との交流・授業参加等、一緒に作品を作ったり、ご当地メニューを作ったり

してはいかがでしょうか。

▲町内会長、民生委員等を取り込んで数多くの取組や、もっとその地域の方々に知ってもらう工夫

を考えたほうがよいのではないか。

４ その他、お気付きの点があれば御記入ください。

・先生方の細やかな指導の元、子どもたちが落ち着いて授業など学校生活を過ごさせていると感じ

た。本日はありがとうございました。

・学校内の構造化、視覚化はとても素晴らしいと感じた。

・職員と生徒の一体感も強く感じ、感動した。

・地域には、いろいろな人間同士が支え、支えられ生きていくことが大事だと改めて感じた。

・今日の授業参観の機会をいただき、たくさんの感動をこれからの毎日に役立てさせていただきた

いと思う。

・「ハッピー」「パーツ」「ハートフル」「フェス」などが日常語になっていて、今の時代を感じた。

・久しぶりに授業を参観させていただき、大変嬉しかった。また、勉強にもなった。ありがとうご

ざいます。
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秋田県立ゆり支援学校 コミュニティ・スクール導入推進事業

第１号 Ｈ２９．１０．２０(金) 担当：熊地

第１回 学校運営協議会準備委員会開催
今年度本校では、文部科学省委託「コミュニティ・スクール導入推進事業」を活用し、学校運営協

議会準備委員会を立ち上げました。本校では、コミュニティ・スクール導入推進事業を通して、地域

住民や保護者等が学校の運営に積極的に参画することによって、自分たちの力で学校をより良いもの

にしていこうとする意識の高まりを学校が的確に受け止め、学校と地域住民、保護者等が力を合わせ

て学校の運営に取り組むことが可能となる仕組みづくりを目指しています。２年間の準備期間を経て、

平成３１年度からコミュニティ・スクールを本格的に導入する予定です。なお、これまでの学校評議

員会は、発展的に解消します。

去る６月６日（火）に第 1 回学校運営協議会準備委員会が本校を会場に開催されました。はじめに

校長の学校経営説明があり、その後今年度の準備委員会の活動について協議が進められました。その

内容を簡潔にお知らせします。
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１ 構成員～以下の方を任命

（１）学校運営協議会準備委員

藤井 慶博 氏 （秋田大学教育文化学部大学院 教授）

藤田 幸紀 氏 （本荘公共職業安定所 所長）

遠藤千代子 氏 （由利本荘市健康福祉部福祉支援課 課長補佐（兼）障がい支援班長）

尾留川 等 氏 （つるまい福祉会 水林新生園 施設長）

髙橋ひろみ 氏 （由利本荘地域生活支援センター センター長）

村上 雅美 氏 （由利本荘市教育委員会学校教育課 指導主事）

松橋 亨 氏 （秋田県教育庁生涯学習課 主任社会教育主事）

（２）学校評議員（兼）学校運営協議会準備委員

安倍 武義 氏 （本荘北中学校 元校長）

川嶋 真諒 氏 （子吉保育園 園長）

山田 克成 氏 （由利本荘青年会議所 理事長）

佐々木憲幸 氏 （国立病院機構あきた病院 療育指導室長）

中川 節子 氏 （由利本荘市子ども読書活動推進会議 会長）

佐藤 徹 氏 （本校ＰＴＡ会長）

（３）本校職員

校長 新目 基 小学部副主事 髙橋真理子

教頭 髙橋 斉 中学部副主事 太田 清子

教頭 鎌田 誠 高等部副主事 熊地 需

主任寄宿舎指導員 吉澤真由美

２ コミュニティ・スクールについて～松橋 亨氏（生涯学習課主任社会教育主事）からの講話

コミュニティ・スクールについて委員の方々への説明がありました。

コミュニティ・スクールとは、「学校運営協議会」を設置している学校のことです。「学校運

営協議会制度」は、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４７条の６（平成１６年制定、

２９年改正）に基づく制度で、主に３つの機能を持ちます。

１つめは、校長が作成する学校運営の基本方針の承認をすること

２つめは、学校運営について教育委員会又は校長に意見を述べることができること

３つめは、教職員の任用に関して教育委員会規則に定める事項について、教育委員会に意見を

述べることができること

コミュニティ・スクール（制度）をツールとして活用することで、「地域と共にある学校」へ

転換を図っていきます。学校と地域の関係をパートナーとしての連携・協働関係に発展させてい

くことが必要です。
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３ 主な年間活動計画～報告・確認

月 日 学校運営協議会準備委員会 その他の会議・取組・研修等

５ ２３ ・コミュニティ・スクール（以下ＣＳ）

理解のための職員研修実施

２６ ・由利本荘市ＣＳ連絡協議会①に参加

６ ６ 第１回 運営方針、役割分担等の決定

２１ 第２回 公開授業研究会の参観

８ ４ ・「全国ＣＳ研究大会」（岐阜市）への参加

９ ７ ・先進校視察（山口県立宇部総合支援

学校）

１０ ４ 第３回 視察報告と学校評価等の意見交換

１１ ７ ・「推進フォーラム」（盛岡市）への参加

１２ ８ ・「推進フォーラム」（東京都）への参加

１２ 第４回 学校運営協議会の在り方検討等

２２ ・由利本荘市ＣＳ連絡協議会②に参加

２ ７ 第５回 課題整理、検討事項協議等

下旬 ・報告書の作成・提出


