
地域で
「教育コミュニティ」づくり！

その活動は？

ふだんの子どもたちや学校の様子がわかり、
学校を身近に感じるようになります。

できる人が、できるときに、できることを、
自発的に支援していきます。

ボランティア自身の経験や
専門性を活かすことができます。

学校支援ボランティアとは？

協　働

活動の紹介地域のみんなでできること！

教育委員会事務局 市町村教育室地域教育振興課
〒540-8571 大阪市中央区大手前2丁目
TEL 06（6944）6901

子どもたちの教育に役立ちたいという思いを持って、子ど
もの学習活動や学校の環境整備活動等を支援するボラン
ティアです。

あいさつ運動（泉南市）安全見守り活動（太子町）

地域ボランティアによる読み聞かせ
（松原市）

（支援まなび舎Kids）放課後学習の支援
（吹田市） 

子育て語ろう会（八尾市）

子どもと一緒に花壇整備
（河内長野市）

校庭の芝生の管理（池田市）

お父ちゃんの会（豊中市）

子どもが学ぶ

よりよい環境づくり学習の支援

子どもの安全確保
学校理解者・

応援団の拡大

学校支援

ボランティアを

やってみませんか

地域の子どもを地域で育てよう!!
子どもたちが「生きる力」を育み、
こころ豊かに育つには、

地域の多くの人々の力が必要です。

学校支援地域本部事業

家庭の教育機能

学校の教育機能

地域の団体・グループ等の
教育機能

○「教育コミュニティ」とは、教育や子育てに関する課題を
学校、家庭、地域の団体・グループ等が共有し、課題解決
に向けた協働の取組みを通じて、新たな人のつながりを
つくり出すものです。

○大阪府教育委員会では、市町村・市町村教育委員会と
連携しながら、府内のすべての中学校区（政令市を除
く）で「教育コミュニティ」づくりの推進組織である

　「地域教育協議会」（すこやかネット）の活動を展開す
るとともに、国の「放課後子ども教室推進事業」を活用
した「おおさか元気広場推進事業」を実施し、安全で安
心な「子どもの居場所」づくりをすす
めています。

○平成20年度からは、地域社会が
一体となって小中学校の教育
活動を支える「学校支援地
域本部事業」の取組みを展
開しています。
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学校支援地域本部の仕組み

※地域教育協議会…どのような支援を行うかといった方針などについて企画、立案を行う組織
　学校支援コーディネーター…学校とボランティア、ボランティア間の連絡調整役

ボランティア活動に
参加する7つのポイント

2わくわくする

活動を

えらぼう！1
やるか、

やらないか、

決めるのは

あなた

5得意技を

活かせる活動を

みつける4活動の魅力は

ネット

ワークだ！

6どこまで

すれば、

充分なのか

7活動が

あなたの元気の

源に！

3学ばぬボラ

より、

学ぶボラ

今後すすめたい活動
～子どもの生活リズムの向上～ 

  

地域の大人が、子どもたちの通学合宿を実施することにより、
子どもたちに生活の知恵を伝えるとともに「ナナメの関係」づ
くりをすすめる。

おおさかコミュニティ合宿

家庭・地域学  校

学校支援地域本部

学校支援ボランティア

学校支援地域本部の基本的なしくみ 育教域地「、は 協議会」
「学校支援 。すまいてれさ成構で」アィテンラボ援支校学「」ーターネィデーコ

参 画

地域みんなで
子どもたちを育てよう

ほめる

笑う
し か

る

地域住民
保護者、地域のスポーツ・文化団体、学生、退職者、さまざまな資格・経験・技術を持つ人  等

「こころの再生」府民運動で
は、あいさつを大切にする

キャッチフレーズを「愛さつ
ＯＳＡＫＡ」として、学校や地
域での「あいさつ運動」を推
進しています。

　子どもたちが良いことや悪
いことをしたら、きちんと「ほめ
る」「しかる」。楽しいときは一緒
に「笑う」。
　一人ひとりが子どもと向き
合い、地域の子どもを地域み
んなで育てましょう。

「こころの再生」府民運動 愛さつOSAKA

地域の大人が、学校と連携して３つの朝運動をすすめることに
より、子どもたちの基本的生活習慣を向上させる。

バナナは
どこいった？？

地域による3つの朝運動
（朝ごはん・あいさつ・朝読書）

支援活動

協力依頼
校長

教員

校長の方針の
もとに学校運営

地域教育協議会

学校支援コーディネーター

の
等
針
方

論
議

調整

携
連
・ 調整・

携
連

　学校支援地域本部は、学校の教育活動を支援するため、地域住民の学校支援ボランティアへの参加をすすめるもの
で、いわば“地域につくられた学校の応援団”といえます。
　これまでも各学校では、地域のボランティアの協力を得ながら学校運営や教育活動を行っており、学校支援地域本部は、
そうした取組みをさらに広げるものです。
　地域のボランティアが家庭と一緒になって学校を支援する取組みをさらに発展させて組織的なものとし、学校の求めと
地域の力をマッチングして、より効果的な学校支援を行おうとするものです。
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