
 

令和３年度 

守谷市社会教育委員会議 研修会      

 

  研 修 
 

もりやコミュニティ・スクールボランティア 

バンクの設置及び運営について 

 

 

 
 

 

令和３年６月８日(火)大会議室 

守谷市教育委員会 生涯学習課 

 



令和３年度施政方針から 
 

３点目 「こころ豊かに暮らせるまち」への取組 

「わくわく子育て王国もりや」の実現に向けた 

学校教育環境充実のために 

「第３次学校教育改革プラン」に取組 

  ↓ 

４点目 

各学校が地域との連携を深めるとともに，守谷市の豊富な地域人材を活用

するための「(仮称)地域人材ボランティアバンク」の設立 

  ↓ 

もりやコミュニティ・スクールボランティアバンク 
    「地域の人材との関わり」の中で学び育った子は， 

             地域を「ふるさと」として決して忘れることはない。 

 

教育は，地域社会を動かして行くエンジンの役割を担っており，教育により，子供たち一

人一人の潜在能力を最大限に引き出し全ての子供たちが幸福に，より良く生きられるように

することが求められている。 

学校は，全ての子供が自立して社会で生き，個人として豊かな人生を送ることができるよ

う，その基礎となる力を培う場であり，子供たちの豊かな学びと成長を保証する場としての

役割のみならず，地域コミュニティの拠点として，地域の将来の担い手となる人材を育成す

る役割を果たしていかなければなりません。 

一方，地域は実生活・実社会について体験的・探究的に学習できる場として子供たちの学

びを豊かにしていく役割を果たす必要がある。 

社会総掛かりでの教育（学校・家庭・地域・行政が一体，四輪駆動）の実現が不可欠であ

る。 

 

そして，これからの学校と地域の連携・協働の姿として，次の３つの姿を目指すことが大

切であると考える。 

① 地域の人々との目標やビジョンを共有し， 

地域と一体となって子供たちを育む「地域とともにある学校」への転換 

② 地域の様々な機関や団体等がネットワーク化を図りながら， 

地域全体で学びを展開していく「子供も大人も育ち合う教育体制」の構築 

 ③ 学校を核とした協働の取組を通じて，地域の将来を担う人材を育成し， 

自立した地域社会の基盤の構築を図る「学校を核とした地域づくり」の推進 

 この姿を具現化していくためには，学校と地域の双方で連携・協働を推進するための組織

的・継続的な仕組みの構築が不可欠であると考える。 

  

そのため，守谷型保幼小中高一貫教育の中に「もりやコミュニティ・スクールボランティ

アバンク」を活用し，将来必ず学び育った守谷市・各地区に戻ってくる子の育成に努めてい

く必要がある。学校内での学びにも地域での学びの場でも「地域の人との関わり」の中での

学び育った子は，地域を「ふるさと」として忘れることはない。世界で輝く人となってもい

つか必ず戻り，「ふるさと」のために次世代の守谷市・各地区のために活躍してくれるものと

確信する。 

 

★守谷市の重点政策である「地域主導・住民主導のまちづくり」と 

「わくわく子育て王国もりや」，「いきいきシニア王国もりや」，  

「スマートデジタル王国もりや」，プラス「王国もりや未来創り」， 

４プラス１のもりやビジョンが一体的に実現する取組へ★ 
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地域教育力の活用

守谷市教育委員会 生涯学習課

地域との連携を推進

まちづくり協議会との連携

学校・家庭・地域・行政が一体，四輪駆動
（仮称）地域人材ボランティアバンクの設立・活用

～ 「地域の人との関わり」の中で学び育った子は，
地域を「ふるさと」として決して忘れることはない。～

守谷市の重点政策（施政方針）である「わくわく子育て王国もりや」 ， 「いき
いきシニア王国もりや」， 「地域主導・住民主導のまちづくり」，「スマートデジ

タル王国もりや」，プラス「王国もりや」未来創りが一体的に実現する取組へ

教育→地域社会を動かしていくエンジンの役割

１ はじめに

地域社会を動かして行くエンジン
子供たち一人一人の潜在能力を最大限に引き出す

→幸福に，より良く生きられるようにすること

学校

教育

地域

・基礎力を培う場・豊かな学びと成長を保証する場

・地域の将来の担い手となる人材を育成する役割

・実生活，社会を体験的・探究的に学習できる場
・子供たちの学びを豊かにしていく役割

社会総掛かりでの教育の実現が不可欠

「開かれた学校」から「地域とともにある学校」へ
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２ これからの学校と地域の連携・協働の姿

（1） 「地域とともにある学校」への転換

→地域の人々との目標やビジョンを共有し，地域と
一体となって子供たちを育む。

（2） 「子供も大人も育ち合う教育体制」の構築

→地域の様々な機関や団体等がネットワーク化を
図りながら，地域全体で学びを展開する。

（3） 「学校を核とした地域づくり」の推進

→学校を核とした協働の取組を通じて，地域の将
来を担う人材を育成し，自立した地域社会の基
盤の構築を図る。

３ ３つの姿を具現化していくために

→学校と地域の双方で連携・協働を推進するため

の組織的・継続的な仕組みの構築が不可欠である

４ 守谷型保幼小中高一貫教育の中に

→（仮称）地域人材ボランティアバンクの設立・活用

将来必ず守谷市内各地区に戻ってくる子の育成

学校内での学びにも地域での学びの場でも
「地域の人との関わり」の中で学び育った子

地域→「ふるさと」として忘れることはない
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「子育て王国もりや」実現に向けた学校教育改革プラン

学校教育における喫緊の課題
① いじめ問題
② 児童生徒の安全・安心の確保
③ 新学習指導要領の実施

（授業時数増・主体的・対話的で深い学び）
④ 教職員の働き方改革

月 火 水 木 金月 火 水 木 金

小学３～６年
週１時間増
毎日が
６時間授業

学びの質を
向上させる
週３日の
５時間授業

・恵まれた環境での夏季授業
（８月下旬からの授業・給食実施）

・前・後期制の導入
・始業・終業日の授業実施
・県民の日・創立記念日に授業実施

プラン１ 守谷型カリキュラム・マネジメント
【平成３１年度～】

課題②③④対策

期待される効果

プラン２ 市・学校いじめ対策本部の設置
【平成３０年度～】

課題①②対策

※ 「守谷市及び小中学校いじめ対策本部設置要綱」の策定
※ 別紙イメージ図「守谷市 いじめ防止対策組織」

プラン４ 中央図書館との連携による
学校図書館の充実
【平成３１年度～】

課題③④対策

（Ｈ31.3.1）

守谷市の学校教育の現状
○全国から注目される

保幼小中高一貫教育
○県内トップレベルの

高い学力
○極めて恵まれた

教育環境整備

市内小中学校
学校図書館

中央図書館
期待される効果

◎ 主体的・対話的で深い学びを支える学校図書館への転換
○読書センター・学習センター・情報センターとしての機能の充実

（学校経営方針への位置付け）
○学校図書館を活用した授業の充実（探究型学習への対応）
○研修の日常化による司書教諭・図書連絡員の専門性向上

プラン
プラス

○Ｈ30～
◆実施済み
◎Ｈ31～

○部活動指導員の配置
○若手教員研修指導員の配置
○デジタル地図ソフトの導入
○タイムカードの導入
◆ＡＬＴの全校配置
◆学習支援ティーチャーの配置
◆ＩＣＴ教育環境の充実

・電子黒板の全教室への設置
・タブレットＰＣ2000台の導入（３人/台）

◎校務支援システムの導入
◎学校閉庁日（8/13～16,12/27）
◎学校留守番電話

課題②④対策
課題③④対策
課題②④対策
課題④対策
課題③対策

課題②③④対策
課題③対策

課題④対策
課題④対策
課題④対策

現 状 改善後

◎ 児童生徒及び教師の双方における日常の負担の平準化
○児童生徒の学びの質の向上（毎日６コマ授業の負担回避）
○児童生徒の帰宅時刻の遅れの回避による安全・安心の確保
○教職員の働き方改革による教材研究の充実・児童生徒と向き合う

時間の確保

プラン３ プログラミング教育の先取り
-守谷型EdTech(エドテック)の推進-

【平成３１年度～】

課題③④対策

※ EdTechは Education(教育)とTechnology(科学技術)からの造語
※ 「守谷スマートスクール・プログラム」（仮称）の詳細案を作成中

・中央図書館と学校図書館
の日常的な連携

・市学校図書館ガイドラインの
策定

・図書貸出システムの改善

「子育て王国もりや」実現に向けた学校教育改革プラン 第２次

学校教育における喫緊の課題
① いじめ問題
② 児童生徒の安全・安心の確保
③ 新学習指導要領の実施

（授業時数増・主体的・対話的で深い学び）
④ 教職員の働き方改革

プラン１ 小学校教科担任制による授業充実
【令和２年度～】 8.810万円

課題①③④対策

守谷市の学校教育の現状
○全国から注目される

保幼小中高一貫教育・改革プラン
○県内トップレベルの

高い学力
○極めて恵まれた

教育環境整備

○専門性を有する教員の指導で主体的・対話的で深い学びを実現
○高学年からの教科担任制で中学校の授業へスムーズに移行

○教科担任制で生み出される時間の教材研究で
授業の質が向上

○専門性を有する教員を市費で雇用

理科7名・音楽4名・図工4名の15名で全校をサポート

子供たちのために

学校・教師のために

○「守谷型EdTech（エドテック）」(※1)で身に付けた資質・能力によって
一人１台のタブレット学習へスムーズに移行

○プログラミング教育・遠隔教育・オンライン学習のさらなる充実・発展

○一人１台のタブレット学習を見据えた計画的な環境整備や
教員研修の充実

○学習資料や教材のデジタル化による業務の効率化

子供たちのために

学校・教師のために

プラン３ スクールスタッフの増員
【令和２年度～】

課題①②③④対策

○ＡＬＴの大規模校複数配置に加え各中学校へ複数配置（※2） 19名
○「タブレット・フューチャープラン」をサポートするＩＣＴ支援員の倍増 4名

○重大な学校事故やトラブルの相談の窓口として
学校法律相談（スクールロイヤー）を弁護士に委託

子供たち・教師のために

子供たち・学校のために (※1) 「EdTech」は Education(教育)とTechnology(科学技術)からの造語
(※2) 「 (A)アクティブ・(E)イングリッシュ・(L)レッスン」

＝ＡＥＬ（アエル : ＡＬＴにいつでも「会える」）

プラン４ チャレンジ検定プラン
【令和２年度～】 333万円

課題③対策

○英検の資格取得経費を補助

子供たち・保護者のために

プラン２ タブレット・フューチャープラン
【令和２年度～】

課題③④対策

プラン
プラス
(※3)

◆ＡＬＴの全校配置・複数配置

◆学習支援ティーチャーの配置 33名
◆ＩＣＴ教育環境の充実

・電子黒板の全教室への設置 278台
・タブレットＰＣを3人に1台導入 1968台

◆若手教員研修指導員の配置 2名
◆デジタル地図ソフトの導入

課題③対策
課題②③④対策
課題③④対策

課題③④対策
課題②④対策

プラン
プラス
(※3)

◆部活動指導員の配置 12名
◆いじめ対策指導員の配置 相談員12名
◆ICカード勤怠システムの導入
◆校務支援システムの導入
◆学校閉庁日
◆学校留守番電話

課題②④対策
課題①④対策
課題④対策
課題④対策
課題④対策
課題④対策

(※3) 改革プランをサポートする整備済の教育環境（R2.3.3現在）

小 1億6765万円 ・ 中 7523万円(※)

ALT配置 8.685万円(※)
ICT支援員 2.610万円(※)
学校法律相談 74万円

(※) 既存事業費を含む総額
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５ 守谷市の施政方針の中の重点政策として

「地域主導・住民主導のまちづくり」

守谷市の重点政策

わくわく
子育て
王国もりや

いきいき
シニア
王国もりや

もりや

一体的に実現する取組へ

協
働

スマートデジタル王国もりや プラス 王国もりや未来創り

４＋１
もりや
ビジョン

６ 各中学校区保幼小中高一貫教育と
各地区まちづくり協議会との連携・協働

地 域学
校

愛
豊各

まちづくり
協議会

連携

協働
わくわく
子育て
王国もりや

いきいき
シニア
王国もりや

スマートデジタル王国もりや プラス 王国もりや未来創り

４プラス１

地域主導・住民主導
によるまちづくり

もりや
ビジョン
４＋１
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７ （仮称）地域人材ボランティアバンク分野別調査

○○○中

○○○小 ○○○小

○○○小

連携 協働

愛

保幼小中高一貫教育
地域
の

教育
力

８ (仮称)地域人材ボランティアバンクのイメージ

各地区まちづくり協議会各地区まちづくり協議会

守谷市教育委員会 生涯学習課

地域人材ボランティアバンク

地域とともにある学校
☆子供たちの学びを豊かにする☆

☆地域の将来の担い手となる人材を育成する☆

取りまとめ・バンク登録

構築
情報交換
ニーズ把握

学校
ニーズ

指導
(協力)者
派遣

へ

地域
市民
へ

呼び
かけ

バンク登録
希望者
取りまとめ

社会教育指導員
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９ （仮称）地域人材ボランティアバンクの設立

ご理解ご協力どうぞよろしくお願いいたします

地域教育力

ご清聴 ありがとうございました









(仮称)地域人材ボランティアバンクの設立 
守谷市教育委員会 生涯学習課 

 各地区まちづくり協議会の協力・連携を通じて，各小・中学校における地

域のボランティア指導（協力）者を募り，(仮称)地域人材ボランティアバン

クを設立するものです。 

指導（協力）いただく分野は，幅広く様々な分野になると考えています。 

（仮称）地域人材ボランティアバンクのイメージ 

各 地 域 の 皆 さ ん 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各地区まちづくり協議会 

呼びかけ バンク登録 

希望者 

取りまとめ 

教育委員会生涯学習課 

地域人材ボランティアバンク 

取りまとめ・バンク登録 

構 築 

学校ニーズ 
指導（協力）者 

派遣 

地域とともにある学校 

� 子供たちの学びを豊かにする！ 

� 地域の将来の担い手となる人材を育成する！ 

情報交換 

ニーズ把握 



（仮称）地域人材ボランティアバンク登録分野別分類一覧 

守谷市教育委員会 生涯学習課 

分類 学習指導・支援・協力等の内容 

１  国語 書道・ペン習字・硬筆・短歌・俳句・文学・読み聞かせ等 

２  算数・数学 九九学習支援員等 

３  社会 平和教育・経済・経営・年金・税務・法律・文化財・郷土史等 

４  理科 自然観察・バードウォッチング・おもしろ理科博士等 

５  英語 英会話等 

６  道徳 ゲストティーチャー:道徳的価値に迫る説話やメッセージ等 

７  家庭 幼児教育・裁縫・食育・着付け・日本西洋中華郷土料理・パンお菓子作り等 

８  技術 パソコン・無線・電気・木工製作・栽培・プログラミング等 

９  音楽 ピアノ・箏・合唱・器楽等 

１０ 図工・美術 絵画・木彫り・木工制作・絵手紙・わら竹細工・デザイン・陶芸等 

１１ 保健体育 スポーツ・ダンス・健康管理全般・性に関する教育等 

１２ 学級活動 ゲストティーチャー:話合い活動でのアドバイザー等 

１３ 生活・総合的な学習の時間 福祉・手話・点字・手品・郷土芸能・伝承あそび等 

１４ 野球 指導・練習試合審判等 

１５ サッカー 指導・練習試合審判等 

１６ ハンドボール 指導・練習試合審判等 

１７ ソフトテニス 指導・練習試合審判等 

１８ バスケットボール 指導・練習試合審判等 

１９ バレーボール 指導・練習試合審判等 

２０ 卓球 指導・練習試合審判等 

２１ 剣道 指導・練習試合審判等 

２２ 柔道 指導・練習試合審判等 

２３ バドミントン 指導・練習試合審判等 

２４ 美術 絵画・デザイン・イラストレタリング・ペーパークラフト等 

２５ 文芸 絵本作り・イラストレタリング等 

２６ 科学研究 科学研究指導・環境学習指導・実験結果データ処理指導等 

２７ 吹奏楽 吹奏楽指導・金管指導・木管指導・太鼓指導・楽器演奏等 

２８ 学校行事  マラソン大会観察員・運動会・秋祭り活動支援等 

２９ 環境整備 除草作業・樹木剪定・修理・整理整頓等 

３０ ＩＣＴ教育 ＩＣＴ教育機器活用支援・サポート等 

３１ その他 ※３０までの分野以外の学校への協力内容 

※中学校は，部活動（14～27）へのボランティア協力を含む。 


