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   ① 社会教育施設や学校等を活用した学びの場づくりの推進 

取組み１ 公開講座や施設開放の充実  

【取組概要】 ・ 県民の学習・文化・スポーツ活動の振興と、地域の人々の交流機会の充実の

ため、県立社会教育施設や県立学校における人的・物的資源を活用した公開講

座を開催するとともに、体育館やグラウンド、特別教室などの県立学校施設を

開放し、地域での学びの場づくりに取り組みました。 

【自己評価】 ・ 公開講座受講後のアンケートでは、多くの方が「満足」または「やや満足」

（県立社会教育施設公開講座）や「分かりやすかった」（県立学校公開講座）と

答えるなど評価が高かったことや、県立学校全体の約９割で施設開放が実施され

たことから、地域での学びの場づくりを進めることができました。 

・ 今後も、県民ニーズの把握に努め、幅広い世代を対象として講座を工夫する必

要があります。 

    

（始期） ～ （終期） 名　　称 内　　容

11月11日 ～ 12月16日 5 33
唐物と東アジアの海
域交流

特別展「唐物―中世鎌倉文
化を彩る海の恩恵」関連講座

2月3日 ～ 3月10日 6 112 運慶研究の現在
特別展「運慶―鎌倉幕府と
霊験伝説」関連講座

県立近代
美術館

8月26日 ～ 11月25日 5 272 神奈川の近代建築
県内に残る近現代建築につ
いて、多様な観点からの話を
伺う

7月2日 ～ 7月16日 3 70
若手研究者が語る、
考古学の魅力とこれ
から

考古学の魅力や考え方、今
後について、若手研究者が
語る

9月2日 ～ 9月30日 4 176
絵図で読み解く鎌倉
の歴史

中世から近代の都市鎌倉の
歴史を実際に絵図を見ながら
学ぶ

合計 23 663 － －

平成29年度　県立社会教育施設公開講座開設状況

施設名
開設時期 回

数
受講
者数

講　　　　座

－

県立金沢
文庫

県立歴史
博物館

 
 

取組み２ 生涯学習システム「ＰＬＡＮＥＴかながわ」の活用  

【取組概要】 ・ インターネットを利用して生涯学習講座や催し物、団体やグループ等の情報

を掲載している生涯学習情報システム「ＰＬＡＮＥＴかながわ」をより一層県

民に活用していただくため、生涯学習指導者研修等での紹介やＰＲチラシの配

布、ソーシャルメディアなどを通じた県民への周知に取り組みました。 

Ⅲ 

１ 社会教育施設や学校等を活用した地域での学びの場づくりの推進 

  した地域での学びの場 

  づくりの推進 主な取組概要及び自己評価等について 

 

 

平成29年度 県立社会教育施設公開講座開設状況 
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【自己評価】 ・ ＰＲパンフレットの配布や市の情報紙等へ記載することにより、広く県民に

周知することができました。 

・ ページデザインを見直すことにより、利用者が見やすく検索しやすいシステ

ムにすることができました。また、情報登録されている施設を訪問して紹介す

る記事を掲載し、利用者の興味を喚起することができました。 

・ 市町村や大学、民間企業等と連携して情報収集を行うことにより、利用者のニ

ーズに応える情報提供ができました。今後、生涯学習への関心の高まりに更に応

えていけるよう、連携先を拡大して、掲載情報を充実させる必要があります。 

 

 

 

 

① 社会教育施設や学校等を活用した学びの場づくりの推進 
○ 学びの場づくりの推進は、講座及び施設開放に確実に取り組んでいる様子であるが、「かながわ

コミュニティカレッジ」との関係付けが不明である。もし関係付けがなされていないとすれば、こ

のことは今後の検討課題になる。また、各種講座等の体系化を図り、県民のニーズ(要求課題)を把

握すると同時に、県としての規範的ニーズ(県が県民に求める必要課題)を整理し、両課題を融合さ

せた学習事業等を工夫することも考えられる。 

 

〇 公開講座は、内容にとどまらず時期や場所なども充分に考慮し、県民のニーズに極力応えられる

よう工夫する必要がある。 

 

○ 「ＰＬＡＮＥＴかながわ」をリニューアルしたことにより、見やすくまた使いやすくなったこと

は評価できる。ただ、サイトの活用者数の把握と提示、及び関係情報が特定の市町村に限られてい

るようであるので、市町村に対する積極的な情報提供を求めたい。 

 

〇 一方で、まだまだ認知が足りているとは言いがたく、今後もキャラクターである「マナビィ」や

「ＰＬＡＮＥＴかながわ」ロゴマークなどをネット上に幅広く露出できる策を検討していく必要が

ある。 

 

    

 

  

  ① 社会教育施設や学校等を活用した学びの場づくりの推進  

取組み１ 公開講座や施設開放の充実  

【今後の対応

方向】 

・ 公開講座については、各施設の専門性を活かすとともに、利用者アンケート

の結果等を踏まえ、県民の学習ニーズに応じた、講座の開設を検討するととも

に、他部局との連携も視野に入れて取り組んでいきます。また、各施設と調整

しながら、講座数の充実が図られるよう進めていきます。 

・ 県立学校施設の開放については、地域住民の生涯学習・スポーツ活動の場と

して、実施校・施設数の拡大に努めていきます。 

 

取組み２ 生涯学習システム「ＰＬＡＮＥＴかながわ」の活用  

【今後の対応

方向】 

・ 人生100歳時代を支える学びのきっかけづくりとして、「ＰＬＡＮＥＴかなが

わ」が有効なシステムであることを広報誌・ＳＮＳ等を活用して広く県民に周

知し、利用していただけるように努めていきます。また、関係機関との連携を

深め、掲載情報の拡充を図り、充実した内容になるように努めていきます。 

また、関係機関への周知や連携により幅広い情報提供を求め、掲載情報の地

域・内容の拡充を図っていきます。 

 

外部有識者の意見 

 

今後の対応方向 
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① コミュニティ・スクール 1 の導入等の促進  

取組み１ コミュニティ・スクール導入の促進 

【取組概要】 ・ 公立小・中学校におけるコミュニティ・スクールの導入を促進する事業とし

て、小学校24校・中学校15校（厚木市、海老名市等）を、また、導入した学校

の取組みを充実させる事業として、小学校２校・中学校１校（厚木市）の合わ

せて42校をモデル校とし、運営に関する研究・開発を行いました。 

・ 公立小・中学校におけるコミュニティ・スクールの導入の促進についての取

組みを広く周知していくため、モデル校を所管する市町教育委員会の担当者等

を対象とした連絡協議会を年４回開催し、モデル校での具体的な取組内容につ

いて、情報を共有しました。 

・ 「県立高校改革実施計画（Ⅰ期）」に基づくコミュニティ・スクールの全校

導入に向けて、未設置校を対象とした説明会を開催しました。また、パイロッ

ト校である設置済校による連絡会議を年２回開催し、パイロット校での取組事

例や課題等について、情報を共有しました。 

・ 学校運営協議会の設置を努力義務化するなどの法改正に伴い、学校運営協議

会の運営に係る要綱や手引きなどの整理を行いました。 

・ 平成30年度に県立特別支援学校におけるコミュニティ・スクールを設置する

ため、モデル校４校を決定しました。また、県立特別支援学校らしいコミュニ

ティ・スクールの在り方を県立学校長会議特別支援学校部会の研究会において

検討しました。 

【自己評価】 ・ 公立小・中学校では、モデル校における、「地域とともにある学校づくり」

の推進や、「児童・生徒の豊かな学びと健やかな育ちの創造」に取り組んでい

る事例等について、情報共有することができました。一方、連絡協議会や全県

指導主事会議等において、コミュニティ・スクール設置が努力義務となったこ

と等について発信してきましたが、設置は一部の市町にとどまっており、今後

も、県内の市町村教育委員会と情報を共有し、より充実させた取組みを更に拡

大していく必要があります。 

・ 県立高等学校及び県立中等教育学校におけるコミュニティ・スクールの導入

に際し、連絡会議等により指定校26校と綿密に連絡を取り合いながら、円滑な

運営に向けた課題の整理や改善に向けた方策の検討に取り組むことができまし

た。 

・ 法改正に伴う規則改正により、次期導入校の準備等に活用するための「手引

き」等を改訂するなど、今後の全校導入に向けた基盤の整備を行うことができ

ました。 

・ 県立特別支援学校においては、各校の障害教育部門のタイプや地域の特性な

どのバランスを考慮しモデル校４校を決定しました。今後は、設置後の運営協

議会の円滑な運営とモデル校各校で必要と考えられる設置部会での具体的な取

組みについて、検証をしていく必要があります。 

・ 県立特別支援学校らしいコミュニティ・スクールの在り方を検討したことに

より、どの障害教育部門の学校でも取り組むことができるよう、「切れ目ない

支援部会」を県立特別支援学校共通で置く方向性を定めることができました。

                             
1 コミュニティ・スクール 

 平成16年６月に「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の改正により導入されたもので、学校の設置者である教育委員会の

判断により学校運営協議会を設置することを通じて、保護者や地域住民等が一定の権限と責任を持って公立学校の運営に参画するこ

とを可能とするしくみのこと。 

２ 地域力を生かしたコミュニティ・スクールの普及と充実 

主な取組概要及び自己評価等について 
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今後は、モデル校４校において「切れ目ない支援」を、各校の実情や地域実態

に即してどのように考え、どのように取り組んでいくのかを検証していく必要

があります。 

 

   ○県立高校コミュニティ・スクール導入状況（平成28年度～平成30年度） 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○県立特別支援学校コミュニティ・スクール導入状況（平成30年度） 

 

 

 

 

 

 

① コミュニティ・スクールの導入等の促進 
○ すべての県立高校等をコミュニティ・スクールに指定し、さらに県立特別支援学校でもその指定を

行おうとする施策は全国的に注目を浴びているところであり、極めて高く評価できる。 

しかし、既に導入された県立高校では学校運営協議会制度を理解し、積極的に運営し、地域との連

携等に成果をあげている学校とこれまでの学校評議員制度と変わらない学校もある。設置校数だけに

終わらず、その運用においてすべての学校が充実した取組みが図られるよう、県教育委員会の指導を

必要とする。 

 

〇 小・中・高・中等・特別支援各学校を統括し、全県規模での連絡会議を創設するなど、次のステッ

プを見据えた活動が必要になると思われる。 

 

○ 市町村に対する導入促進の取組みを積極的に実施している点は、県教育委員会の真摯な姿勢を感じ

させる。しかしながら、市町村教育委員会のその制度の導入率が高くない状況だが、この背景には、

その制度に対する「不要感」「不信感」「不能感」「不安感」などがある。中でも地域連携などがす

でに取り組まれているからという不要感が根強い。 

外部有識者の意見 

 

地　区

横浜北東・川崎 横浜南西 横須賀三浦・湘南 中・県西 県央・相模原

岸根 釜利谷 逗子 小田原城北工業 愛川

地　区

横浜北東・川崎 横浜南西 横須賀三浦・湘南 中・県西 県央・相模原

市ケ尾 横浜明朋 横須賀工業 秦野総合 大和東

田奈 旭 藤沢西 二宮 相原

向の岡工業 磯子工業 藤沢工科 神奈川総合産業

百合丘 横浜栄 藤沢総合 上溝南

瀬谷 相模田名

相模向陽館

地　区

横浜北東・川崎 横浜南西 横須賀三浦・湘南 中・県西 県央・相模原

鶴見総合 横浜立野 海洋科学 平塚工科 上鶴間

新羽 横浜清陵 追浜 平塚湘風 橋本

霧が丘 横浜国際 津久井浜 秦野 津久井

元石川 横浜南陵 大船 秦野曽屋 厚木東

荏田 商工 深沢 伊勢原 厚木商業

新栄 二俣川看護福祉 鶴嶺 大井 厚木清南

川崎 金沢総合 茅ケ崎西浜 山北 大和南

川崎工科 舞岡 逗葉 有馬

川崎北 上矢部 三浦初声 座間

麻生総合 金井 寒川 座間総合

麻生 横浜修悠館 綾瀬

平成28年度コミュニティ・スクール導入校（５校）

平成29年度コミュニティ・スクール導入校（21校）

平成30年度コミュニティ・スクール導入校（50校）

平成30年度コミュニティ・スクール導入校（４校）

中原養護　　　保土ケ谷養護　　　伊勢原養護　　　えびな支援
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そこで、学校運営協議会独自の有効性を示し、併せて「社会に開かれた教育課程」と関連付けるた

めの支援が課題になると考えられる。さらに、コーディネーター等の配置を促すことも課題になろ

う。そして、学校業務負担が過剰にならないよう、県による業務のスリム化も課題になる。 

 

 

 

 

① コミュニティ・スクールの導入等の促進 

取組み１ コミュニティ・スクール導入の促進  

【今後の対

応方向】 

・ 公立小・中学校については、文部科学省の事業を活用し、モデル地区を指定し、

地区内すべての学校においてコミュニティ･スクールを促進するための体制づくりに

ついて研究します。さらに、全市町村教育委員会を対象とした「コミュニティ・ス

クールの推進に関する研究協議会」を年３回開催し、先進事例等や推進する上での

課題やその有効性等について情報共有を行います。 

今後も地域とともにある学校づくりに向けて、保護者や地域住民等の意向を適切

に教育活動に反映させ、学校と地域の協働を持続的に充実させるため、コミュニテ

ィ・スクールの導入を促進していきます。 

・ 県立高校等においては、コミュニティ・スクールを先行して導入したパイロット

校による連絡会議を引き続き開催し、学校運営協議会制度についての周知・理解を

図るとともに、実践事例の共有等から、より良い運用に向け、十分に協議を進めて

いきます。 

また、この連絡会議での協議内容を、説明会等に反映するなど、今後、新たに指

定する学校が、学校運営協議会について明確に理解した上で取り組めるようにして

いきます。 

・ 手引きやリーフレット等、分かりやすい説明資料を作成・配布し、学校を通じて

地域住民や保護者が制度への理解を深めていただけるよう周知に努めます。 

・ 県立特別支援学校のモデル校４校における学校運営協議会の円滑な運営と、協議

会の中に学校が設置する部会について検討します。 

・ 県立特別支援学校では、平成32年度全校導入に向けて、モデル校４校以外の学校

への情報発信と、理解推進を図ります。 

・ 小・中・高・中等・特別支援の各学校を統括した連絡会議の設置については、中

長期的な視点で検討していきます。 

 

今後の対応方向 

 

 


