
1 

  

 

地域や関係機関との連携を中核とした学校運営の推進 

柳井市立柳北小学校   校長    前 川  孝 

１ はじめに 

昨今の学校課題は、多様化・複雑化しており、教

職員だけでその課題を解決することにかなりの困

難が生じている。その中で、様々な学校課題を解

決するとともに、全面実施された学習指導要領の

理念である「社会に開かれた教育課程」を実現す

るためには、地域や関係機関との連携、協働は欠

かせない。 

こうした状況の中、本市では、人づくりと地域づ

くりの好循環を創出する「地域連携教育」を深化

充実させる形で「参画から協働へ」の道筋を模索

しながら、「スクール・コミュニティ」として学校を中

核とした人づくり、まちづくりを推進している。 

そこで、本校では、こうした県や市の基本方針を

受け、「コミュニティ・スクール経営構想」を掲げ、

学校・家庭・地域が一体となった取組を進めてい

る。ここでは、「学校経営方針」や「地域連携カリキ

ュラム」を地域とともに作成し、その体制や運営基

盤をつくってきている。 

また、地域や家庭との連携だけでなく、学校のマ

ネジメント力を強化するための関係機関との連

携・協働も欠かせないものとしてとらえている。こ

のことが「チーム柳北」としての連携力や専門性

を高め、教職員一人ひとりの資質能力を発揮でき

るような環境づくりへとつながっていくと考えてい

るからである。 

以上のこと

から、本校が目

指す「柳北を愛

し、豊かな心と

健やかな体で、

たくましく生き

る子どもを育て

る」という教育目標に向けて、「地域や関係機関と

の連携を中核にした学校運営の推進」についての 

 

具体的な実践や結果として身に付いた能力、成果

や課題などを分析し、考察していく。 

２ 地域連携の強化による安心・安全な学校づくり 

(1) 「三密」に配慮した防災活動の実践 

平成２８年度から始まった「柳北地区合同防災

訓練」は、柳北地区コミュニティ協議会と本校が中

核となって、柳北地区住民やＰＴＡ、学校運営協議

会、柳井市消防団柳井分団、柳井地区消防組合、

市危機管理課、社会福祉協議会等が連携して行

われており、総勢約３００人による防災訓練で、例

年、防災の日に近い９月の第一土曜日を定例会と

する他地区に例を見ないスタイルの防災イベント

である。 

例年、７月から数回の実行委員会をもって各団

体の共通理解を図りながら進めてきていたが、今

年度はコロナ禍の中での開催に困難を極めるな

どの意見が多数あり、一旦は開催が危ぶまれてい

た。しかし、「災害は待ってくれない。命を守る訓練

は欠かせない」「できることで実施すればよいの

ではないか」という未来志向的な意見により、「三

密を避ける新しい生活様式に応じた新たな防災

訓練」をめざして実施することとした。 

内容的には、昨年に引き続いて柳北地区防災ア

ドバイザーの河村さんを指導者として、防災講話

を中心に進めることとした。子どもたちを上学年と

下学年との２グループに分けて、保護者と地域の

方を１グループとし、計３回に分けての講義とした。

また、地域の方は自治会の世帯数に応じて参加人

数に制限を加え、受付で手指の消毒や検温を実

施して参加者の名前や連絡先を記録した。当然な

がら、いすの間隔を約１ｍとして座る相手が変わる

ごとに消毒を実施、フロアーやステージに８台の大

型扇風機を稼働して換気を行うなど、感染防止対

策を徹底しての実施となった。 
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関係機関としては、市危機管理課とは協議の段

階から情報交換をしたり、当日も数名の職員が参

加したりするなどの連携を図っており、社会福祉協

議会とは「避難グッズ等の展示」を中心にかかわ

りをもつことができた。 

ただし、例年実施してきた「高台にある避難場

所（地域企業の駐車場）への第二次避難」や「体

験ブース（放水、起震車、非常食試食、煙）」など

については、「三密」を避けることができにくいと

いうことで残念ながら中止としたため、体験ブース

に深くかかわっていた消防団や地区消防組合等

は講義を聴くことを中心とした参加となった。 

このように、「新たな防災訓練」のスタイルを模

索しながらの実施ではあったが、下記の子どもの

反省にも見られるように、コロナ禍での防災訓練

としては十分な成果が上がったと認識している。 

訓練後の実行委員会の反省の中で、「各自治

会の自主防災組織の確立」「消防団の自主防災

組織への参画・指導」など、これまでになかった建

設的な視点も指摘されており、来年度に向けて価

値ある防災訓練となった。 

（２）スクールガード活動の強化 

低学年だけで下校せざるを得ない月・火・木・

金の週４日間、スクールガードの方が子どもととも

に下校するというシステムが確立されている。毎年

４月中旬に計画を立案し、共通理解を図るために、

学校との連絡協議会を実施しているが、今年度は

コロナ禍でこの会が実施できず、休校期間はお休

みとした。ただし、休校明けの５月末から通常どお

りにスタートすることができた。 

このスクールガードには、柳井市駅前交番の所

長と担当巡査、柳北地区防犯連絡協議会の会長、

ＰＴＡ会長もメンバーとして参加しており、まさに、

地域ぐるみで子どもの安全を見守るための学校・

地域・関係機関が融合した団体である。低学年の

子どもにとって、このスクールガードはとてもあり

がたい存在である。毎年度末には反省と次年度に

向けての会を実施しているが、昨年度は３月の休

校のため子どもたちが感謝の気持ちを伝えること

ができにくかった。今年度は感謝の思いを手紙に

して渡し、個々の思いを伝えることとしている。 

こうして長い間、本校及び本地域に定着してい

る活動であるが、構成員の高齢化に伴い。年々メ

ンバーが減少しており、後継者不足が表面化して

いる。今後は活動そのものをできるだけ簡易なも

のにすることで、活動しやすくしたり、新たな人員

を確保していくためのアナウンスを定期的に実施

したりしていく必要性を強く感じている。 

（３）学校応援団による効果的な学習活動の創造 

例年行っている年度初めの「柳北学校応援団

総会」がコロナ禍の中で開催できず、地域連携プ

ログラムの計画や実施について話し合うことがで

きなかった。そこで、教職員から応援団の中心メン

バーと連絡を取り合い、活動内容や方法等につい

て協議しながら計画を立案したことで、ほぼ例年

に近い形で諸活動に取り組むことができた。以下

に特徴的な活動を紹介していく。 

①１・２年生の野菜づくり（生活科との関連で） 

５月の休校中に畑作りを行っておられ、休校が

明けるとともにすぐに野菜を植える活動を行った。

これまで３人のメンバーがいたのだが、体調を崩

されたため、新たなメンバーが加わっての活動と

なった。ただ、応援団だけでは限界があるため、教

・台風が来たら雨戸を閉め、外に出ないようにしよ

うと思いました。買い出しも大切だと思いました。 

・災害が起きたらすぐに逃げようと思いました。 

・自分の命を守って、その後、高齢者の方を助けに

行きたいと思いました。 
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頭を始め担任も一緒になって土作りなどの活動を

しながら、子どもたちへの働きかけや植え方など

をレクチャーしていただく機会をつくった。サツマイ

モの植え付け、キャベツやきゅうり、ピーマン、ミニ

トマトなどの植え付けと季節に応じて計画どおり行

っていくことができたのも、応援団と担任との連携

が密に図れていたためと思われる。 

野菜が育つ様子を定期的に観察しながら、２年

生は画像をPCに保存するなど、ICT機器をうまく

活用した活動へと発展させていくことができた。 

秋に収穫した際には、学校で調理ができないた

め、それぞれの家庭に持ち帰っての調理となった

が、保護者とともにその経過をカードにまとめるな

ど、家庭との連携を促す活動ともなった。この活動

のまとめとして、子どもたちが応援団のみなさんに

書いた手紙は、残念ながら１０月に逝去された応

援団のメンバー

のご遺族にも届

けられ、つたない

言葉ではあった

が、ありったけの

感謝の思いを伝

えることができた。 

②４年生の菊作り（総合：ほくほくとの関連） 

子どもたちとの話し合いの中で、昨年度はでき

なかった菊作りに取り組むこととした。この活動は

民生委員で元校長でもある応援団の方にご指導

いただきながら小菊を育て、各地区のお年寄りの

方にプレゼントするという福祉的な要素をもった活

動としてカリキュラムに位置付けている。菊は育て

るのが容易ではない花であるため、土作りから懇

切丁寧にご指導いただくとともに、休日には消毒

や水やりをサポートしていただきながら約半年間

をとおして菊の世話を行ってきた。子どもたちも毎

日欠かさず水をやる姿が印象的であった。 

こうして子どもも含めみんなの努力のおかげで

菊は美しく花を咲かせることができたため、各地

区の民生委員さん５名のお力をお借りしながら地

域の９０歳以上のお年寄りの方へ、手紙とメッセー

ジを携えて菊をプレゼントすることができた。うれ

しそうに菊を受け取るみなさんの姿や優しい言葉

に触れることで、心を耕された子どもも多くいたと

思われる。コロナ禍の中でソーシャルディスタンス

やフィジカルディスタンスなどと、人との物理的な

距離を保つように指導しているが、こうした活動は

子どもとお年寄りの心理的な距離をぐっと縮める

こととなり、大いに意味ある活動となった。コロナ

禍だからこそ、内容や方法を工夫しながら継続し

ていく価値のある活動といえよう。 

（４）各種地域行事への参画と地域貢献 

 ①「石井ダム祭り」の開催と参画 

コロナ禍で各種の行事が軒並み中止となる中、

柳北地区では、例年１０月第３日曜日に行われる

「石井ダム祭り」を終日実施から午前中のみの実

施とするなど、これまでの内容や方法を工夫して

の実施となった。学校はリーフレットを子どもに配

付するなどの協力体制を取った結果、当日、参加

している多くの子どもと出会うことができた。 

当然のことながら、このような行事をこの時期に

開催することには賛否がある。しかし、感染防止対

策を入念に行ったうえで、イベントの内容を全面改

良し、主催者も参加者も満足感のある行事となっ

たものと思われる。まさに、「今できることでベスト

をつくす」という基本的なスタンスを体現したすば

らしい取組であるとともに、子どもたちに勇気や夢

を与えたと言っても決して過言ではない。 

②「どんど焼き」の開催と参画 

例年は市のロードレース大会の終了後に、本校

のグラウンドで行う「どんど焼き」と主催者のご厚



4 

  

意による「豚汁」のふるまい、体育館で行う「おしく

らまんじゅう大会」が恒例であった。コロナ禍の中

で、今年度は「どんど焼き」のみの実施となったが、

一年間の無病息災を願う伝統行事として「今でき

ること」で実施できたと考えている。学校からも管

理職を含め、数名の教職員が参加するとともに、

子どもたちの姿も多く見られ、みんなでコロナ収

束を願う行事となった。新しい年の初めにふさわし

いすばらしい行事であったと思われる。 

３ 「チーム柳北」としてのマネジメント機能の強

化・充実 

(1) 学校ホームページの充実と啓発 

子どもたちの学びの様子や地域協働活動、各

種たより、情報提供を中心に運営しているが、１日

あたり約３０～５０件のアクセスがあり、広報の窓

口としての役割を十分に担っていると思われる。学

校評価にかかわる保護者アンケートにおいても、４

点満点中３．７～３．８点の高評価である。これから

も「１日１アップ」を目標に学校情報の広報・伝達

などの機能をこれまで以上に果たせるようにして

いくとともに地域行事等も含めて掲載できるよう

なシステムを整えていくことが喫緊の課題である。 

(2) 関係機関との連携による生徒指導力の強化・   

充実 
子どもの課題については、全教職員が「チーム

柳北」の一員として協働的にその解決にあたって

おり、大半はよりよい方向へと解決できるのだが、

中には解決に至らないものもある。特に、子どもだ

けでなく保護者を含めた家庭への指導や支援が

必要な場合は、市の関係各課や市教育委員会、

SSW、児童相談所、SC、地域 CO など、学校を取

り巻く関係機関との連携や協働は欠かせない。 

特別支援教育を基盤としながら、個々の特性に

応じた指導や支援をきめ細かに展開するためにも、 

学校からこのような関係機関に積極的に働きかけ

るとともに、互いのかかわりに応じた役割分担をし

ながら課題解決にあたっていくことが大切である。 

例えば、年間１５回にわたるSCの訪問において

は、カウンセリングを希望する保護者や子どもへ

の対応、WISC などの発達検査、各教室を巡回し

ながらの子どもたちの見取りと支援など、多岐に

わたる活動を行っている。 

中でも昨年度から始まった GHP（グローイン

グ・ハート・プロジェクト）では上学年の子どもを対

象に「ストレスマネジメント」の指導を進めており、

子どもにとって有意義な時間となっている。当然の

ことながら SC も「チーム柳北」の一員であり、こ

のような専門性の高いスタッフのサポートを受け

ながら、さらに生徒指導力を充実させていきたい。 

（３）校内研修の活性化と日常化による学習指導

力の強化・充実 

子どもが主体的・協働的に学ぶための振り返り

活動の深化をめざして、全教員が授業研究を行っ

てきた。昨年度までの成果と課題を生かしながら、

今年度は自分のトライアルしたい教科や領域を選

び、全ての授業で専門家による指導助言を受ける

こととした。特筆すべきは、体育科や音楽科、道徳

科、外国語活動、国語科（自立活動の要素を含

む）、算数科と子どもの育ちを総合的に捉え、バリ

エーションを広げてトライアルしてきたことである。 

このように、いろいろな窓口から子どもの学び

を捉え、専門家からの指導助言を踏まえつつ、授

業研究の日常化を図る努力をしてきたことは、着

実に子どもの学びへの好影響を及ぼしていると考

えている。今後も、授業研究の充実を図るとともに、

子どもが自らの学びのよさを自覚できるような振

り返り活動の充実に向けて確実な研究を進めてい

きたい。 

４ おわりに 

コロナ禍の中で失ったものは多い。だが、Wi-Fi

環境の設置に伴うオンライン学習やタブレットの配

付などの ICT環境の充実など、１年前には予測し

得なかったことが実現できている。「今できること

でベストをつくす」を合い言葉に、これからも地域

等との連携をさらに充実させていきたい。 


