平成３０年度東京都地域学校協働活動推進 事業実施要綱

この要綱は、 区市町村 が実施する 地 域学校協 働活動推進 事 業の実施 について 、必 要な
事項を定めるものとする。
第１

事業の趣旨
未来を担う子供たちの 成長を支えるには、地 域と学校が連携・協働 し社会総掛かりで
教育を行うことが必要である。
そのため、幅広い地域 住民 や企業・団体等の 参画により、子供たち の成長を支え、地
域を創生する活動（以下「地域学校協働活動」という。） の推進が重要となっている 。
また、事業実施に当た っては、 これまでの学 校支援活動などを基盤 として 「支援」か
ら「連携・協働」へ、「個別の活動」から「総合化・ネットワーク化」を目指した推進体
制として「地域学校協働本部」の整備に努めることが 新たに期待されている。
そこで、これまで推進 してきた 学校・地域の 連携協力による 学校支 援活動 の仕組みづ
くりを基盤として、放 課後活動支援・土曜日 の教育活動等の活動間 の連携を図るなど 地
域学校協働活動への発 展に努めつつ 、地域住 民等の参画による地域 の実情に応じた 取組
を有機的に組み合わせ て、授業等における学 習補助や教員の業務補 助、子供の安全確保
のための見守り等、様々な活動を行う。
かん

これらの取組を通じて 、子供たちの社会性・ 自主性・創造性等の豊 かな人間性を 涵 養
するとともに、地域社 会全体の教育力の向上 を図り、地域の活性化 や子供が安心して暮
らせる環境づくりを推進する。
第 ２ 事業名称
東京都（以下「都」という。）は、文部科学省の「学校・家庭・地域連携協力推進事業
費補助金実施要領（学 校を核とした地域力強 化プラン）」（平成３０年３月６日生涯学習
政策局長・初等中等教 育局長決定）の規定に よる運 営委員会の設置 、 域内の地域学校協
働活動の総合的な調整 役を担う者（社会教育 法第９条の７に規定す る地域学校協働活動
推進員又は地域学校協働活動推進員と同様の役割を担う地域コーディネーター。以下「地
域コーディネーター」という。）に対する研修等の実施、地域コーディネーター等の配置
及び地域学校協働活動に関する取組を「地域学校協働活動推進事業」（以下「事業」とい
う。）と総称する。
第 ３ 実施主体
事業の実施主 体は、区 市町村 とし、 事業の一 部を適当 と認 められる 社会教育 団体 等に
委託して行うことができるものとする。
第 ４ 設置単位
地域学校協働 本部 は、 学校区を基本 的な設置 単位とする。 ただし、 地域の実情に 応じ
て、区市町村域等を単位とした設置が適当と認められる場合は、この限りでない。
第 ５ 事業の内容
区市町村における事業 の内容は、次に掲げる ものとする。
なお、事業の 実施・運 営に当たって は、地域 学校協働活動 としての 内容充実 に努 める
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ものとする。
１ 運営委員会の設置
（１）区市町村は、域内の 地域学校協働活動の運営方法等を検討する運営委員会を設
置する。
なお、運営 委員会は、 地域の実情に 応じ、運 営委員会に代 わり 得る 既存の組 織
等をもって代替することができる。
（２）運営委員会では、事業計画の策定、安全管理方策、広報活動方策、ボランティ
ア等の地域の協力者の 人材確保方策等の検討 、活動プログラムの企 画、事業の検
証・評価等を行う。
（３）運営委員の選定に 当たっては、地域学校協働活動を推進する趣旨に鑑み、実情
に応じて、行政関係者（教育委員会、福祉部局及びまちづくり担当部署等）、学校
関係者、ＰＴＡ関係者 、 社会教育関係者、学 識経験者等幅広い分野 の方々の参画
を得て実施するよう努めることとする。
２ 研修等の実施
（１）区市町村は、域内 の地域コーディネーター等に対して、地域学校協働活動 の現
状や推進方策、地域の 協力者や企業との連携 や人材確保方策、地域 コーディネー
ターの資質向上を図る ための講義や、他の事 業関係者等との情報交 換・情報共有
を図るための研修 等を実施するよう努めることとする。
（２）区市町村は、地域学校協働活動 に関わる関係者に対して、活動推進上必要な研
修や情報交換・情報共有等を実施するよう努めることとする 。
３ 地域コーディネーター・統括コーディネーターの配置
区市町村は、事業の実施に当たり、これまでの学校支援活動などを基盤として「支
援」から「連携・協働」へ、また、「個別の活動」から「総合化・ネットワーク化」
を目指し 、 地 域学校 協 働活動が 地域 住民等 の 積極的な 参画 を得て 、 学校との 連携・
協働の下 に円 滑かつ 効 果的に実 施さ れるよ う 、地域住 民等 と学校 と の連携協 力体制
として「地域学校協働本部」の整備に努めることとする。
なお、 これま での 経緯 やそれ ぞれの 地域 の特 色を踏 まえ、 独自 の名 称も使 用する
ことが可能である。
（１）地域コーディネーター
区市町 村は、 地域 コー ディネ ーター を配 置し 、学校 関係者 や地 域の 団体、 地域住
民等のボ ラン ティア 、 保護者等 と連 携しな が ら活動を 行う ものと す る。 地域 コーデ
ィネータ ー の 選任に 当 たって は 、各 地域の 中 心的な役 割を 担い、 地 域の様々 な関係
者と良好 な関 係を保 つ など社会 的信 望があ り 、 かつ、 地域 学校協 働 活動の推 進に熱
意と識見を有するとともに、 定期的な連絡調整を行うことが可能な者が望ましい。
地域コ ーディ ネー ター は、域 内の 地 域学 校協 働活動 の連携 につ いて の 各種 調整の
ほか、学校関係者、地域の団体等との連絡調整、地域の協力者の確保・登録・配置、
地域の実情に応じた定期的・継続的 かつ多様 な活動プログラムの企画等を行う。
また、 事業の 実施 に当 たって は放課 後活 動支 援、土 曜日の 教育 活動 等の活 動間の
連携を図るよう努めること。
（２）統括コーディネーター
区市町 村は、 本事 業の 趣旨に 基づき 、 主 とし て 域内 におけ る地 域学 校協働 本部の
体制づく り を 推進す る ため、統 括的 な地域 学 校協働活 動推 進員又 は 統括コー ディネ
ーター（以下「統括コーディネーター」 という。）を配置することができる。
統括コ ーディ ネー ター は、 域 内の地 域コ ーデ ィネー ターを 統括 する 立場と して、
地域コー ディ ネータ ー 間の連絡 ・調 整、地 域 コーディ ネー ターの 確 保・人材 育成 の
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ほか、未実施地域における取組の促進等を図るために必要な活動を行う。
４

地域学校協働活動 の実施・運営
事業における地域学校協働活動 は、次に掲げる内容・機能を有する。
また、 地域学 校協 働活 動 の実 施・運 営に 当た っては 、地域 の実情 に 応じた 仕組み の
下に、無償ボ ランティ アを含む 地域 の様々な 人材の参画を 得て 実施 するよう努め ると
ともに、学校の要望を踏まえた 活動の充実を図ることとする。
なお、主 に「 授業の 支 援」「部 活動指 導」 等 の支援を 中心 的に担 う 人材 につ いて は、
「協働活動支援員」として配置することができる。
（１）授業の 補助 、部 活動の指導、 図書の整 理や読み聞か せ、花壇 や樹木の整備 等の
校内の環境 整備、 登下 校時におけ る子供 の安 全確保に係 る活動 、学 校行事の運 営
支援等の取組
（２）学習支 援員を活 用し、学習が 遅れがち な中学生等に 対して地 域の人材やＩ ＣＴ
の活用等による地域と学校の連携・協働による学習支援を行う取組（地域未来塾）
ただ し、 地域 未来 塾を 地域 学校 協働 活動 と一 体的 に取 り組 むこ とが 困難 な場 合
は、一定の要件の 下、地域未来塾に特化した取組もできる。
（３）学びに よるまち づくりや地域 課題解決 型学習、地域 人材育成 、郷土学習、 地域
行事への参 加 、ボ ラン ティア・体 験活動 など 、地域と学 校が連 携・ 協働して行 う
取組
（４）その他 、子供た ちが地域の中 で安心し て健やかに育 まれる環 境づくりを推 進す
るために必要な取組

第 ６ 事業計画書の提出
補助金の交付 を受けよ うとする区市 町村は、 都が指定する 期日まで に 、事業計画 書を
提出するものとする。
第 ７ 事業報告書の提出
補助金の交付 を受けた 区市町村は、 都が指定 する期日まで に、事業 報告書を提出 する
ものとする。
第８
１

費 用
都は、第３から第 ５まで に規定する要件 を満たす事業 （一部を 委託して実施する場
合も含む。）に対して、予算の範囲内で補助するものとする。
２ 区市町村は、事業 の事業費を積算する際 （事業の一部を委託し て実施する場合も含
む。）、以下の基準に基づき計上することとする。
（１）運営委員会の設置経費
運営 委員 会の 設置 経費 につ いて は、 委員 等に 対す る謝 金、 通信 運搬 費、 印刷 製
本費 、会 議費 、消 耗品 費等 が考 えら れる が、 区市 町村 の実 情に 応じ て必 要な 経費
を適 宜積 算す るこ とと する 。た だし 、飲 食物 費（ 都が 認め る会 議費 以外 のも の）
及び交際費に該当する経費は除く。
（２）区市町村における研修等の実施経費
研修 等の 実施 経費 につ いて は、 講師 謝金 、 印 刷製 本費 、会 場借 料、 消耗 品費 等
が考えられるが、区市町村の実情に応じて必要な経費を適宜積算することとする。
ただ し、 飲食 物費 （都 が認 める 会議 費以 外の もの ）及 び交 際費 に該 当す る経 費は
除く。
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（３）地域コーディネーター・統括コーディネーター の配置経費
地域 コー ディ ネー ター ・統 括コ ーデ ィネ ータ ー の 配置 人数 につ いて は、 地域 の
実情に応じて、真に必要な人数を配置することとする。
地域 コー ディ ネー ター の謝 金単 価に つい ては 、 区 市町 村 の 会計 基準 等に 基づ く
単価 を設 定し ても 差し 支え ない 。た だし 、１ 時間 当た りの 謝金 単価 は１ ，４ ８０
円を上限として積算することとする。
統括 コー ディ ネー ター の謝 金単 価に つい ては 、区 市町 村の 会計 基準 等に 基づ く
単価を設定しても差し支えない。ただし、１時間当たりの謝金単価は２ ,２００円
を上限として積算することとする。
なお、統括コーディネーターについては、交通費についても補助対象とする。
（４）地域学校協働活動の実施・運営経費
協働 活動 支援 員、 学習 支援 員に つい ては 、各 地域 の実 情（ 活動 の内 容や 実施 日
数、対象とする子供の数等）に応じて、真に必要な人数を配置することとする。
協働 活動 支援 員、 学習 支援 員の 謝金 単 価 につ いて は、 区市 町村 の会 計基 準等 に
基づ く単 価を 設定 して も差 し支 えな い。 ただ し、 １時 間当 たり の謝 金単 価は 協働
活動支援員は１，４８０円、学習支援員は２ ,２００円を上限として積算すること
とする。
謝金 以外 の経 費に つい ては 、 通 信運 搬費 、印 刷製 本費 、消 耗品 費 、 借料 及び 損
料等 が考 えら れる が、 区市 町村 の実 情に 応じ て必 要な 経費 を適 宜積 算す るこ とと
する。ただし、飲食物費（ 都が認める会議費以外のもの）、交際費に該当する経費
及び活動に参加する子供の保険料や材料費・教材費など実費相当分は除く。
教材 費等 につ いて は、 活動 の内 容に 応 じ て必 要な 経費 を消 耗品 費、 借料 及び 損
料として積算することとする。
なお、地域未来塾を実施するに当たっては、「辞書、辞典、参考書、問題集等」
の教材・教具について、備付けとして整備する場合は、補助対象とする。
備品 は認 めら れな い。 ただ し、 国が 補助 対象 とし て別 途定 める 場合 はこ の限 り
ではない。
消耗 品費 は、 各種 事務 用紙 、事 務用 品、 その 他の 消耗 品と し、 １個 当た りの 金
額が ３万 円未 満と する 。た だし 、各 区市 町村 の会 計基 準等 に基 づく 規定 があ る場
合はこの限りではない。
なお 、学 校や ＰＴ Ａ等 が通 常使 用す るも のと 明確 に区 別し 、 紛 れの ない よう に
すること。
また 、学 校等 が所 有し てい る物 品等 が利 用で きる 場合 は、 極力 当該 物品 等の 利
用に努めることとする。
旅費 ・交 通費 につ いて は、 校外 学習 や部 活動 の大 会へ の引 率等 、地 域の 協力 者
等が本事業の活動を行う上で必要となる交通費等について、積算することとする。
地域 住民 の参 画に よる 活動 の趣 旨か ら、 自宅 から 通常 活動 を行 って いる 場所 への
交通 費に 該当 する 経費 は原 則除 く。 ただ し、 交通 費に つい ては 、実 施市 町村 外の
地域 から 学習 支援 員が 支援 を行 う場 合に は、 交通 費に つい ても 補助 対象 とす る。
その他、統括コーディネーターの交通 費についても補助対象とする。
第９
１

その他留意事項
本事業の実施に当たっては、「土曜日の教育支援体制等構築事業」その他関連事業を
実施している場合には当該事業と連携した取組となるよう努めること。
２ 本事業の実施に当 たっては、その趣旨を 踏まえ、多くの地域の 方々の参画を得て実
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施することにより、地 域社会全体の教育力の 向上を図るとともに、 学校関係者や保護
者、地域住民等、実際 の活動に取り組む関係 者間で目的を共有し、 コミュニケーショ
ンの充実を図るなど、 学校・家庭・地域が連 携協力して、子供の教 育活動を支援する
仕組みづくりの推進に努めること。
３ 事業の一部を社会 教育団体等に委託する 場合には、事業の趣旨 や内容、留意事項等
を踏まえ、適切な団体 等を選定するとともに 、適切な事業運営がな されるよう、指導
を徹底すること。
４ この要綱に定める もののほか、補助金交 付及び事業の実施に関 し、必要な事項は別
に定める。
附 則
この要綱は、平成 ３０年４月１日から適用する。
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