
令和２年１２月１５日 

 

新ひだか町議会議長 福 嶋  尚 人  様 

 

総務文教常任委員会 委員長 木 内  達 夫 印 

 

委 員 会 調 査 報 告 書 

 会議規則第 73条の規定に基づく所管事務調査について、調査の結果を次のと

おり、会議規則第 77条の規定により報告します。 

記 

１ 調査事項  

（１）ふるさと応援寄附について 

 （２）コミュニティ・スクール（学校運営協議会）について 

 

２ 調査の経過 

期 日 等 調査の内容等 備  考 

R2.6.2 
会議規則第 73 条に基づく所管事務調査

通知書提出 

 

R2.7.9 

調査事項にかかる新ひだか町の現状及び

課題等について調査及び先進地調査方法

の決定 

調査方法：アンケ

ート調査 

R2.7.31 
アンケート調査を行う先進地及び調査

（質問）事項等の確認 

 

R2.8.1 

～ 8.17 
アンケート調査票の作成及び決定 

 

R2.8.24 アンケート調査票の回答依頼 

（１） 

日高町、平取町、 

新冠町、浦河町、 

様似町、えりも町、 

上士幌町、森町、 

八雲町 

（２） 

様似町、浦幌町、 

七飯町、登別市、 

留萌市 



R2.9.7 
アンケート調査のまとめ方及び今後の進

め方の確認 
 

R2.9.23 アンケート調査回答期限  

R2.9.23 

 ～ 10.7 
アンケート調査の集計  

R2.10.8 

～  11.20 

アンケート調査結果による分析・協議及

び調査報告書作成協議 
 

R2.11.20 

～  12.4 
委員会調査報告まとめ協議  

R2.12.15 委員会調査報告書提出 会議規則第 77条 

 

３ 調査の結果等 

（１）ふるさと応援寄附について 

    別添「総務文教常任委員会所管事務調査結果報告書」のとおり 

 

（２）コミュニティ・スクール（学校運営協議会）について 

    別添「総務文教常任委員会所管事務調査結果報告書」のとおり 

 

４ 政策提言（案） 

   別紙のとおり 

 



 

 

 

（総 務 文 教 常 任 委 員 会） 

 

 ふるさと応援寄附（ふるさと納税）制度は、「生まれ育ったふるさとに貢献で

きる制度」、「自分の意思で応援したい自治体を選ぶことができる制度」として、

平成２０年度に創設されている。制度は多くの人々に認知され、寄附の受入実

績も着実に拡大してきている一方で、全国各地の自治体では、様々な工夫が施

された多種多様な返礼品競争が行われている。 

 当町における過去５年間の寄附額の状況をみると、現行の業務代行システム

を導入した平成２７年度には前年度比４１倍の６２，６５０千円になったもの

の、平成２８年度７２，１１０千円、平成２９年度１２７，９５６千円、平成

３０年度７８，８７９千円、令和元年度６６，９７５千円で、日高管内各町と

比較しても、寄附額は低迷している状況となっている。 

 ふるさと応援寄附については、自主財源を確保する取り組みであると同時に、

地場産業の強化や町の知名度アップが図られるなど、必要な施策であると考え

るところである。 

当常任委員会では、日高管内各町や実績額の多い町へのアンケート調査を行う

など、調査結果をまとめたところであり、当該事業への取り組みを一層強化さ

れるよう、次のとおり提言する。 

記 

１ 本町においても、返礼品の魅力向上や新たな商品開発等に努めているが、

返礼品の充実が増額対策の重要なポイントの一つでもあることから、商品の

品質維持・向上をはじめ、洗練された商品パッケージの開発や分かりやすい

商品説明、工夫した梱包など、更なる特産品の商品力の向上について、調査・

研究を行われたい。 

 

２ 本年度において、ふるさと応援寄附掲載サイトの拡充を行っており、寄附

者等の増加が期待されているところであるが、広告等のＰＲについては掲載

サイト等による無料ＰＲの有効活用のほか、有料広告の活用等を行うことと

している。特に、首都圏をはじめとした大都市圏でのＰＲを行うことで、寄

附者の拡大が期待できることから、ＰＲ時期の見極めや印象に残る広告の作

成のほか、インターネットにおけるターゲティング広告の活用など、より効

果的なＰＲに積極的に取り組まれたい。 

 

提言 ふるさと応援寄附について 



３ 新規寄附者の拡大とともに、継続的に寄附をしてくれるリピーターの拡充

も重要であることから、寄附金充当事業の趣旨や内容を明確にし、寄附者に

事業の進捗状況や成果の報告等を行うことや、返礼品を定期的に配送するこ

となど、寄附者（地域外の応援者）との関係性を恒常的に築いていく方策に

ついて、調査・研究を行われたい。 

 

４ 本町の返礼品は、菓子や肉等約１８０品目となっているが、地域の特性を

活かした乗馬や釣り、サイクリング、食事等のほか、温泉施設の入館券や農

業体験など、寄附者に本町へ来てもらい、参加して楽しんでもらう体験型の

返礼品の拡充について、調査・研究を行われたい。 

 

５ ふるさと応援寄附を通じて、地場産品を首都圏等でＰＲし、寄附者（消費

者）の増加が図られることで、地場産業の強化や雇用が創出されること。ま

た、寄附を通じて生まれた寄附者との繋がりを大切にして、交流人口や関係

人口、移住者等の増加に結び付いていくことを期待しているところであり、

今後、これらに向けた取り組みについて、調査・研究を進められたい。 

 

６ その他、所管事務調査として先進地等の取組事例についてアンケート調査

を行い、その報告書を作成したので、合わせて参考とされたい。 



 

 

 

（総 務 文 教 常 任 委 員 会） 

 

 平成２９年４月に「地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年

法律第１６２号）」が改正され、コミュニティ・スクール（以下「ＣＳ」という。）

の導入が教育委員会の努力義務になったことから、北海道教育委員会でも導入

及び地域の教育力を活かした学校づくりと地域の特色を活かした子どもの活動

拠点づくりの推進を図っている。 

当町においても令和元年１１月に「新ひだか町学校運営協議会規則」が制定

され、令和２年度中にすべての学校でＣＳを導入することを目標として、取り

組みを進めることとしている。 

当常任委員会では、既に導入している自治体へのアンケート調査を行うなど、

調査結果をまとめたところであり、子どもや学校の抱える課題の解決、未来を

担う子どもたちの豊かな成長のため、ＣＳの導入に向けて、よりよい仕組みづ

くりができるよう、次のとおり提言する。 

記 

１．ＣＳは、学校と保護者、地域住民等が力を合わせて学校の運営に取り組む

ことが可能となる「地域とともにある学校づくり」への転換を図るための有

効な仕組みである。ＣＳの目標とビジョンを共有するためにも、教職員をは

じめとした研修会等の開催のほか、地域自治会やＰＴＡ会議等での説明・協

議、町広報・ホームページ等による周知など、学校や保護者、地域住民等へ

の十分な理解促進（意識改革）と協力や関りを高める方策について、調査・

研究を行われたい。 

 

２．学校と地域の連携・協働を効果的、継続的に進めていくためには、学校運

営協議会と地域学校協働活動の一体的な推進が重要であることから、地域学

校協働活動の組織体制（地域学校協働本部）づくりについて、調査・研究を

行われたい。 

 

３．地域学校協働活動を推進するためには、地域と学校をつなぐコーディネー

ト機能の充実が重要であることから、地域コーディネーターや統括コーディ

ネーターの育成・強化を図るとともに、社会教育団体や文化・スポーツ団体、

ＰＴＡ、地域住民等、幅広い地域住民や団体等を通じた地域ボランティアの

確保に努めるなど、継続的・安定的な実施体制の整備について、調査・研究

提言 コミュニティ・スクール（学校運営協議会）について 



を行われたい。 

 

４．ＣＳ導入にあたっては、制度の趣旨等を踏まえたうえで、学校や地域の実

態に応じた方法によることが望ましく、また、学校の運営等に関与・協力す

る人が増えていく中で、共通の目的意識や問題意識を持ち、有機的な連携を

図っていくことが必要であることから、これらについて慎重な取り組みを進

められたい。 

 

５．その他、所管事務調査として先進地等の取組事例についてアンケート調査

を行い、その報告書を作成したので、合わせて参考とされたい。 
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 はじめに 
 

 議会常任委員会では、毎年度、まちづくりのための政策課題等について、各常

任委員会の所管事務調査として取り上げている。 

 そして、所管課へのヒアリングや先進地事例調査等を行ない、その結果を受け

て町に対して、政策提言を行なっている。 

 今年度は、新型コロナウイルス感染症の影響を考慮して先進地視察調査を見

送り、先進地市町のご協力によるアンケート調査を行なった。 

 総務文教常任委員会所管事務調査については、「ふるさと応援寄附」と、「コミ

ュニティ・スクール」の二項目について、調査をしたので各委員の意見を取りま

とめ、分析し調査報告とする。 
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所管事務調査 （その１） 

 

 

ふるさと応援寄附について 

 

1 調査目的 

ふるさと応援寄附に伴う税控除額が平成 25 年に改善されて以降、全国各

地の自治体様々な工夫が施された多種多様な返礼品の競争が行われている。 

新ひだか町においても、一時期は 1 億円を超える寄附額を受領したが、現

在は、日高管内各町と比較しても少ない方である。 

返礼品は類似したものはあるが、全体的に当町の寄附額等は低迷している

ことから、これらの原因や具体的な対策について調査・研究を行なう。 

2  新ひだか町の現状と課題 

3   調査方法 

所管課への聴き取り調査や先進地市町のアンケート調査を行ない、それをも

とに委員会で協議し調査報告書を作成する。 

4 アンケート調査の先進地町 

   日高管内 6 町、上士幌町、森町、八雲町 

5 調査期間 

 令和 2 年 6 月 2 日～令和 2 年 12 月 31 日まで 
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    ふるさと応援寄附に対する現状と課題 

 

 ふるさと応援寄附については、自分の出身地などに寄附し、その地域の活性

化につなげる納税制度で、新ひだか町も継続して取り組んできている。 

 しかし、過去 5 年間における寄附額の状況を見ると、平成 27 年度には前年度

比 41 倍の 62,650 千円になったものの、平成 28 年度 72,110 千円、平成 29 年度

127,956 千円、平成 30 年度 78,879 千円、令和元年度 66,975 千円で、寄附額は

低迷している現状である。 

 寄附に対する返礼品は、浜ゆで毛ガニセットや特上醤油いくらなどの海産物

や、みついし牛、霜降り和牛と海の幸などが上位人気の返礼品となっている。 

 今後の課題は、ふるさと応援寄附掲載サイトの充実や返礼品の魅力向上、広報

等 PR の充実、ふるさと会等への協力依頼など、ふるさと応援寄附の様々な増額

対策が課題となっている。 
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      先進地町のアンケート調査結果（抜粋） 

 
１．各市町村の現状について 
 
（１）令和元年度のふるさと応援寄附状況について 
 
 ①寄附件数・金額    

 件 数 金 額 

日高町 6,766 件 107,422,733 円 

平取町 4,791 件 167,042,000 円 

新冠町 2,163 件 52,396,000 円 

浦河町 28,627 件 465,188,154 円 

様似町 5,594 件 92,713,000 円 

えりも町 30,961 件 897,284,000 円 

上士幌町 83,275 件 1,550,080,000 円 

森町 74,961 件 1,604,762,000 円 

八雲町 不明 2,455,840,000 円 

新ひだか町 2,262 件 66,975,000 円 

 
  

（３）過去５年間のふるさと応援寄附状況について

日高町 107,422,733 149,282,899 83,495,000

（件）

件数

浦河町 465,188,154 512,124,558 390,217,796

6,766

28,627

7,549

35,082

件数 金額

（件） （円）

件数 金額

357,158,056

―

新冠町 52,396,000 18,914,500 19,186,000

平取町 167,042,000 139,897,000 81,189,0004,791

2,163

7,314

976

様似町 92,713,000 111,325,000 54,094,0005,594

30,961

8,236

10,697

新ひだか町 66,975,000 78,878,750 127,956,0002,262 2,130

上士幌町 1,550,080,000 2,085,411,000 1,666,930,00083,275 118,522 88,116

えりも町 897,284,000 305,024,920

68,197 3,141

八雲町 2,455,840,000 3,680,542,000 1,429,369,895

森町 1,604,762,000 5,908,852,000 2,980,774,000 806,100,000

1,146,957,100

74,961

151,918

498,347

316,735

244,298

123,514

1,536,559,000

32,251,000

340,686,043

62,650,010

2,124,829,000

460,863,441

4,63373,371,213

421,816,538

77,540,001

101,732,001

―

52,443,211 7,630

3,675

95,107

6,197

―

3,160

27,203

5,017

16,296

4,523 4,453

100,910 32,413

75,141

24,821

22,882

72,110,0014,332

5,530

3,475

1,158

22,453

3,792

10,700

①年度別寄付額内訳　※過去５年間

（件） （円）

金額

（円）

件数 金額

（件） （円）

Ｈ２７Ｈ２８Ｈ２９Ｈ３０Ｒ１
市町村名 件数 金額

（件） （円）

30,627,367

―

93,601,602

366,503,537

538,628,581
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（２）現在の返礼品一覧及び１年あたりの出荷可能数について 

 
 ②人気の返礼品及び出荷可能数（寄付額順）※令和元年度    

 

※ 非 公 表 ※ 
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②年度別経費の状況 ※令和元年度 

 

※ 非 公 表 ※ 
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④寄附者の都道府県別内訳 ※令和元年度 

 
 

※ 非 公 表 ※ 
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２．担当課について 

 
 〇どこまでの範囲の事務をおこなっているのか。 

日高町 ・委託事業者との契約・調整等に関する事務 
・ふるさと納税に関する問い合わせ（申込みの受付等）に関する事務 
・受領証明書及びワンストップ特例申請書の発行・受付に関する事務 
・その他広告、調査等に関する事務 

平取町 パンプレット作成やＰＲ活動や決済に係る一部事務 

新冠町 寄附受付、発注、証明書発行、ワンストップ事務などのふるさと納税
業務全般 

浦河町 返礼品の発送業務以外すべての事務を行っています。 

様似町 基本的に外部委託しているが、事業者との調整や寄附者からの対応等
諸々 

えりも町 ・寄附受付：FAX、郵送分をレッドホースコーポレーション（以下
「RHC」と表記）へシステム登録の依頼をする 
・寄附金入金情報確認、調定 
・寄附金受領証明書、ワンストップ特例申請書等関係書類の印刷、発
行、封詰め及び送付 

・各種問合せへの対応（内容により、RHC やさとふるへ確認や対応を
依頼する） 

・お礼の品カタログ等の発送（寄附希望者、お礼の品事業者等） 
・返送があったワンストップ特例申請書をアウトソーシング先へ発送 

上士幌町 ・全ポータルサイト掲載、管理 
・寄付者管理 
・返礼品発注 
・受領書作成、送付、ワンストップ申請処理事務 

森町 寄付受領証明書の再発行、ポータルサイトを使わない直接寄付に対す
る代行入力処理を現在行っており、寄付受領証明書の発行、ワンスト
ップ特例申請の受付、返礼品の発送業務は外部委託している。 

八雲町 【さとふる】 
 寄附受付～事業者へ発注・配送管理 以外の内容は町対応 
【ふるさとチョイス】 

掲載手数料のため、受付～発注、寄附者対応は全て町対応（発送は
事業対応） 
【共 通】 
・寄附金受領証明書発行（再発行）、ワンストップ特例申請関連は全て
町が対応（委託は一切なし） 

・寄附者、事業者対応（さとふるサポートセンターにて対応する場合
もあり） 
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新ひだか町 ・委託業者やポータルサイトとの契約、調整、管理、寄附受納、支払
関係 

・ワンストップ特例申請書の受付及び事務処理 
・新規掲載事業者への打診 
・各種問い合わせや直接寄附の対応 
・ＰＲ関係 

 
 
 〇担当者の返礼品目との関わり方について 

日高町 委託事業者（レッドホースコーポレーション、さとふる）を通じて、
商品の新規登録や、変更等を行っている。 
返礼品の内容や在庫の調整、返礼品に関する問い合わせは委託事業

者に任せている。 

平取町 返礼品を取り扱う事業者とサイト運営業者の仲介 

新冠町 担当者提案または事業者からの提案による。 

浦河町 事業者からの相談からすべてにおいて関わっています。 

様似町 都度、事業者から相談が来る or 事業者へ返礼品追加の打診  

えりも町 RHC やさとふるから、新規掲載や期間限定の提案があった場合に、内
容（調達価格 3 割以内、地場産品使用等）の確認と承認を行う 

上士幌町 中間業者（NPO、まちづくり会社）と価格帯、返礼品内容等の協議し
ている 

森町 役場担当職員が返礼品目との関わりについては、返礼品が地場産品基
準に適合しているかの判断を行っている。 

八雲町 当町の返礼品については、事業者様からの提案が多いです。新規返
礼品の開発として、どういったものが出せるか、事業者様へ聞き取り
や相談を行うことはありますが、基本的には事業者様からの提案を聞

き、現制度の基準を満たしているか等、相談しながらすすめていくの
が主な流れとなります。 

新ひだか町 町の担当者から事業者へ電話等で最初の打診を行ったのち、委託業
者が事業者に制度や流れを説明し、掲載へ至る。 
委託業者に実際に動いてもらっているが、担当者も現場の声を直接

聞くために事業所を訪問したり、在庫の確認等をしている。 
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３．ふるさと応援寄附の増額対策について 

日高町 ・新規事業者の参画、返礼品のバリエーションの追加 
・使途報告や当該年度のカタログの送付によるリピーターの確保 
・効果的な広告・PR 方法の検討 
・新規ポータルサイトの追加 

平取町 返礼品の充実や効果的なＰＲ 

新冠町 ポータルサイトの拡充、返礼品の追加をすること。 

浦河町 ポータルサイトの拡充により受付窓口を増やしています。 

様似町 ポータルサイトの追加 

えりも町 ・ポータルサイトの追加（インターネット以外の方法で寄附を希望す
る方への対応） 

上士幌町 ・寄付者に対する連絡、返礼品の送付、書類の送付を迅速に行い、評
価が悪くならないように努めている 

・寄付証明書等の書類送付も自前で行い、問い合わせ時の対応を迅速
に行っている。 

森町 今年度、ふるさと納税ポータルサイトを３社追加し４社とする増額対
策を行った。１０月からオープンするため効果は不明。 

八雲町  令和元年度は制度改正等があり、大々的に広告などは行いませんで
したが、ふるさと納税を活用した事業の取り組み等を知っていただく
機会を増やすための方法の一つとして、今後は制度の範囲内で広告等
の取り組みを検討しております。 

新ひだか町 ポータルサイトの追加や効果的な広告・PR により、寄附者の目に留ま
る機会を増やす。 
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４．現状の課題と今後の対応方針等について 

日高町 ・ふるさと納税の募集に係る経費５割規制について、委託料や、冷蔵・
冷凍品の送料の負担割合の調整を都度行う必要がある。 

・新規返礼品や新規事業者を増やすための対策を行う。 
・経費総額の割合を考慮しつつ、効果的な PR 方法を検討する。（ガバ
メントクラウドファンディングの検討等） 

平取町 経費問題や返礼品の充実 

新冠町 寄附額の拡大と事務の効率化を図ること。 

浦河町 現状の課題はありません。 

今後については、制度を遵守し進めていきます。 

様似町 課題：寄附金額の増 
対応：ポータルサイトの追加 

えりも町 ・今年度からワンストップ特例申請受付、書類点検、申告データ作成
をアウトソーシングしたが、不具合なく完了できるか 

・今年度の寄附額を前年度（令和元年度）と同等程度で維持できるか 
・お礼の品が品切れとなった場合には、寄附が他の自治体へ流れると
考えられるため、まとまった数を確保できるか 

上士幌町 ５割経費に抑えるよう広告費の削減を実施している 

森町 令和元年 6 月 1 日より地方税法改正に伴いふるさと納税の新制度が開
始され、新制度では国の指定が受けられなければ寄付控除の対象とな
らないことから指定を受けるため適切な制度運営が求められる。 

八雲町  当町の返礼品は海産物がメインとなっているため、漁の状況次第で
その年に出せるものが大きく左右されております。今ある返礼品と並
行し、新たに「八雲町」の特産品として、安定的に寄附者様のもとへ
お届けできる新規返礼品の掘り出しが今後の課題と認識しておりま
す。 
 また産業の活性化について、町が支援する『サーモン試験養殖プロ
ジェクト』をはじめとする各分野のプロジェクトなどにも取り組んで
おります。 

新ひだか町 〇ふるさと応援寄附掲載サイトの追加  

・現状：４サイト掲載  令和２年度：複数追加（４～５サイト程度） 
・人気サイトへの掲載 

〇返礼品の魅力向上 
・新商品の開発 
・新規事業者を発掘し商品の充実を図る（観光協会との連携） 
・定期便の追加 
・魚介類等の人気商品の取扱い数量の増加 
・商品の多様化を図り選択肢を広げる 
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 〇広告等ＰＲ 

・掲載サイト等による無料ＰＲの有効活用 
・有料広告等の活用 
・イベント等での積極的なＰＲ 

〇ふるさと会等への協力依頼 
・札幌静内会、三石会などへのＰＲの協力依頼 

・町サポート、ふるさと大使へのＰＲの協力依頼 
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        アンケート調査による委員の意見 

                           （ふるさと応援寄附） 

 

○  目的については、税収のアップ、地元産業（地元生産物）への貢献、新ひ

だか町の地名度アップからも必要な政策である。 

   しかし、すべてを委託業者に任せるのは反対であり、地元のニーズに応え

るメニューであるべき。これらから赤字でも行なう事案ではない。 

 

○  団体、生産者等の協議を細密にし、返礼品の期間、量を限定して高価な返 

 礼品も用意する必要がある 

 

○  町の特産品と観光や宿泊をセットにする商品も季節ごとに検討すべき。 

 

○  ふるさと応援寄附の増額対策の一つとして、魅力ある返礼品に力を入れる

必要がある。 

   町では、増額できない理由の一つに、返礼品の種類が少ないことをあげて

いるが、第一次産業を中心とするマチだけに、各産業団体と協議をし、海産

物をメインにして、肉などの農畜産物との組み合わせを行なうことで、増額

に結びつくと思う。 

 

○  今後の対応方針としての増額対策はポータルサイトの拡充はもちろんだ

が、町の課題の中に、ふるさと会等への協力依頼と掲げているが札幌三石会

のみなさんが言われていることは、新ひだか町職員はもちろんだが、商工会、

観光協会、各産業団体、議員を含めた住民全員が、「セールスマンとなれ‼」

と言われている。 

 返礼品の充実や効果的な PR に重点をおくべき。 

 

○  町が直接携わる範囲が多ければ、寄附件数や寄附金の額につながって来る

ようだ。 

 八雲町や上士幌町のように、できるだけ町が、寄付者との対応を多くして

いくべきである。 
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○  寄附総額の多い町と当町の違いが、アンケート調査の結果、次の点が見受

けられるので、考慮する必要がある。 

① 寄附者の都道府県別内訳では、東京都・神奈川県・大阪府・愛知県が上位

で推移し、リピート率が高いほど寄附額が多い。 

② カタログ、お礼品の内容及びコメントの違い 

・ 寄附者に対する優しさや食したい気持ちにさせられる内容の違い。 

・ 寄附金額とお礼品の内容が明確に説明されている。 

③ 12 月に件数・寄附金額が集中し、正月の食材を目的に寄附しているので、

日高管内のお礼品が同じような商品である。②の違い及びリピート率で

ある。 

 

○  アンケート調査結果から推測できることは、首長が必要とする事業を使途

としている回答が多いように、寄附の使途にはこだわりが強くないように思

う。また、また、寄附者の求める返礼品は地域イメージが色濃く反映されて

いるように感じる。 

① 単品または季節物を組み合わせ、毎月あるいは定期的な配送が寄附者と

当町の繋がりを強くし、かつ寄附額の増大に繋がるものと思う。 

② 地域イメージを有効活用する方法として、乗馬・釣り・サイクリング・食

事等を組み合わせた旅行セットが、家族旅行あるいはワーケーションと

して面白いのではないか。 

 

○  新ひだか町のふるさと応援寄附掲載サイトは現状 4 サイトで、令和 2 年度

から複数サイトを追加しているが、ふるさと応援寄附の増額対策としては、

更なる掲載サイトの拡充や返礼品の充実、効果的な PR、リピーターの拡充

などがあると思うが、これら増額対策の積極的な取組みを進める必要がある

と考える。 

 

○  新ひだか町の返礼品は、菓子や肉等 185 品目となっており、人気商品が品

薄になるなどの課題の中、返礼品の魅力向上や新たな商品の充実に努めてい

るが、現在、返礼品となっていない商品として、海産物ではカレイやイカ、

鮭とば等の乾物類、農産物では特産の花卉などが新規返礼品として考えられ
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るで、地場産品の新たな掘り起こしを行なう必要があると考える。 

日高町や平取町では人気返礼品として、ゆめぴりかや、ななつぼしといっ

た地場産米が上位人気となっている。 

新ひだか町では、「万馬券」としているが、全国の寄附者からすると、米

の品種がわからないため希望しずらいと思われるので、返礼品は、米の品種

表示をするなど工夫が必要であると考える。 

 

○  広告等の PR については、掲載サイト等による無料 PR の有効活用の他、

有料広告等を行なうこととしているが、新規寄附者の拡大に努めるとともに、

リピーターの拡充も重要であることから、寄附者に対して、パンフレットや

チラシ等による情報提供を積極的に行なうなど、新ひだか町をより知っても

らうことが必要であると考える。 

 特に、東京都や大阪府、愛知県等の大都市圏への PR を積極的に行なう必

要があると考える。 

 

○  担当課の事務的なかかわり方で、返礼品の発送事務以外は担当課で行なわ

れている町があり、ふるさと納税も多いように感じている。担当者を増やし、

ふるさと納税と担当者とのつながりを持つことは、大事ではないかと思う。 

 返礼品以外の手続きは、担当課で行なうべきではないか。 

 

○  ふるさと納税者に、常に町の様子の情報（パンフレット等）を送って町と

の綱が切らないようにする努力をすることも必要ではないか。 

 

○  ひだか漁業協同組合では、令和 4 年に、仮称「水産加工場（冷凍冷蔵庫含

む）」が新設完成の予定である。 

関係者は大いに期待しており、ふるさと納税者も海産物を期待しているの

で、町としては、漁業協同組合等と協議しながら令和 4 年に向けての準備等

に取り組んでいくべきではないか。 
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○  ふるさと応援寄附については、税収のアップ、地元産業（地元生産物）へ

の貢献、新ひだか町の知名度アップからも必要な政策である。 

現状の取組みにおいて、ふるさと応援寄附掲載サイトは、現状 4 サイトで

寄附を募っているが、ふるさと応援寄附の増加対策としては、更なる掲載サ

イトの拡充や返礼品の充実、効果的な PR、リピーター の拡充など、増額対

策の積極的な取組みを進める必要がある。 

 

○  新ひだか町の返礼品は、菓子や肉等 185 品目となっており、人気商品が品

薄になるなどの課題の中、返礼品の魅力向上や新たな商品の充実に努めてい

るが、返礼品の充実が増額対策の重要なポイントの一つであることから、新

規返礼品の掘り起こしを行なう必要がある。 

 よって､次の点について考慮すべきと思う。 

・ 団体や生産者等と細密に協議し、返礼品の期間・量を限定して高価な返

礼品を用意することや海産物をメインにして、肉などの農畜産物との組

み合わせを行なうことはどうか。 

・ 町の特産品と観光や宿泊をセットにした商品も季節ごとに検討してはど

うか。 

・ 単品または季節物を組み合わせ、毎月あるいは定期的な配送が寄附者と

当町との繋がりを強くすることになるのではないか。 

・ 地域イメージを有効活用する方法として、乗馬、釣り、サイクリング・

食事等を組み合わせた旅行セットを返礼商品としてはどうか。 

・ 令和 4 年に、ひだか漁業協同組合の仮称「水産加工場（冷凍冷蔵庫含む）」

が完成予定であるので、4年に向けて準備等に取り組むべきではないか。 

・ 寄附者と町（担当者）との繋がりは大事であることから、返礼品以外の

手続きは担当課で行なうべきではないか。 

・ 寄附総額が多い自治体と当町では、カタログや返礼品の内容のコメント

に違いがあるため、工夫をすべきではないか。 

○  広告等の PR については、掲載サイト等による無料 PR の有効活用の他、

有料広告等を行なうこととしているが、新規寄附者の拡大に努めるとともに、

ふるさと応援寄附に対する総括 
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リピーターの拡充も重要であることから、寄附者に対して、イベント等のＰ

Ｒパンフレットやチラシ等による情報提供を積極的に行なうなど、新ひだか

町をより知ってもらうことが必要である。 

 特に、東京都や大阪府、愛知県等の大都市圏への PR を積極的に行なう必

要があり、次の点について検討すべきではないか。 

・ ふるさと会等への協力依頼も必要であるが、町長や職員をはじめ、商工

会や観光協会、各種産業団体、議員を含めた町民全員が「セールスマン」

となって PR すべきではないか。 

・ リピート率が高いほど寄附額が多いので、リピーターとの繋がりを強く

するべきではないか。 
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所管事務調査 （その 2） 

 

コミュニティ・スクール（学校運営協議会）について 

 

1 調査目的 

平成 29 年 4 月に「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」が改正さ

れ、コミュニティ・スクール（学校運営協議会）の導入が教育委員会の努力

義務となったことから、北海道教育委員会でも導入及び地域の教育力を活か

した子どもの拠点活動づくりの推進を図っている。 

当町においても、令和元年 11 月に「新ひだか町学校運営協議会規則」が

制定され、令和 2 年 9 月頃より実施体制が整った学校から導入を始める予定

となっており、よりよい仕組みづくりができるよう、これらの具体的な取組

みについて調査・研究を行なう。 

2 新ひだか町の現状と課題 

3 調査方法 

 所管課への聴き取り調査や先進地市町のアンケート調査を行ない、それを

元に委員会で協議し調査報告書を作成する。 

4 アンケート調査の先進地市町 

   様似町、浦幌町、七飯町、登別市、留萌市 

5 調査期間 

 令和 2 年 6 月 2 日～令和 2 年 12 月 31 日まで 
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コミュニティ・スクールに対する現状と課題 

 

 新ひだか町のコミュニティ・スクール（以下「CS」という。）の導入について

は、平成 30 年度に「CS 研究会」を開催し、CS の必要性や他市町村の状況等に

ついて、教育委員会及び学校との間で情報共有を図っている。 

 平成 31 年度では、4 月に教育委員会内に「庁内検討会議」を設置し、導入に 

向けた具体的な議論を進めるとともに、令和元年 11 月に「新ひだか町学校運営 

協議会規則」を制定し、令和 2 年 4 月 1 日から施行している。 

 また、CS 推進員と CS コーディネーターの役割について、教育委員会各課で

検討協議を行ない、地域人材の掘り起こしや登録を進めるとともに、町広報誌及

びホームページにおいて、町民への周知を図っている。 

 CS 導入に向けた学校の取組み状況は、三石小・中学校合同で学習会や研修会

を開催し、教職員の他、PTA 役員や保護者を交えた取組みを進めており、三石

地域の小学校と中学校が一つの学校運営協議会を設置して、CS に取り組むこと

としている。静内地域については、学校毎の設置を予定しているが、新型コロナ

ウイルス感染症対策のため、CS 導入に向けた動きは一旦停止している状況にあ

る。 

 今後の課題としては、現状の中にあっても「CS とは何か」が、保護者や地域

住民に十分に理解されていない段階である学校があり、全町的な CS 導入に向け

ての大きな課題となっている。 
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      先進地町のアンケート調査結果 

 
１．コミュニティ・スクール（以下、「ＣＳ」）の導入について 
 
（１）導入した理由は何ですか。 

様似町 学校・保護者・地域がともに意見を出し合い、学校運営に意見を反映させるこ

とにより、 

・様似町で９年間（令和元年度からは町立幼児センターも含め１２年間）学び

続ける子どもたちの豊かな成長を支えること 

・地域とともにある様似型の学校づくりをより一層進めること 

を狙いとして導入をしています。 

浦幌町 転入教職員研修会資料 P4 

（町管轄や各学校管轄の CS があるため、記載が難しいものは資料参照、以降の設

問も同様） 

七飯町 小中学校で保護者や地域に学校の教育活動に関する積極的な情報発信、学校経

営に対する提言を受けるなど、地域とともに歩む学校づくりを推進するため 

登別市 ・本市学校教育基本計画（現 教育振興基本計画 H31.3 策定）の重点の一つで

ある「地域に根ざした魅力ある学校づくり」に向け、特色ある教育活動の推

進や開かれた学校づくりの推進、教育環境の充実を実現するため。 

・従前からの地域の高い教育力を生かした学校と地域の連携・協働を進め、ふ

るさと登別を愛する児童生徒の育成、学校を核とした持続可能な地域創生を

目指すため。 

留萌市 学校と地域が目指す子ども像を共有しながら、学校・家庭・地域が連携協力し

て、子どもを育てる持続可能な仕組みを持った、地域に開かれた学校づくりを

目指すため 
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（２）導入までの取り組み経過について 

様似町 平成２７年度 

 ・日高教育局主催「平成２７年度地域とともにある学校づくりの推進に向け

た制度等活用説明会」参加。 

 ・岐阜県白川村教育委員会並びに白川郷学園視察。（教育長） 

 ・浦幌町教育委員会視察。（課長及び指導主事） 

平成２８年度 

 ・浦幌町教育委員会視察。（小中校長・教務主任、課長・指導主事） 

 ・日高教育局主催「平成２８年度日高管内コミュニティ・スクール研修会」

参加。 

 ・岐阜県白川村教育委員会並びに白川郷学園視察。 

（中学校校長・小中教務主任、課長・指導主事） 

 ・様似小学校地域連携事業「研修講座」コミュニティ・スクール及び小中一

貫教育研修実施。（教職員・町教委） 

 ・様似町小中連携・一貫教育及びコミュニティ・スクール町民説明会実施。            

（教職員・保護者・一般町民・町教委） 

・小中連携・一貫教育及びコミュニティ・スクール研修会実施。 

               （教職員・保護者・町教委） 

平成２９年度 

 ・コミュニティ・スクールに関するアンケート調査の実施。 

                （教職員向け・地域住民向け） 

 ・「小中一貫教育研修」及び「コミュニティ・スクール」に関する熟議（町

民熟議）兼 様似町 PTA 連合会研究大会実施。 

  （教職員・保護者・学校支援ボランティア・町議会社会文教常任委員、 

教育委員・社会教育委員・その他） 

 ・様似町民生委員協議会において小中一貫教育及びコミュニティ・スクール

の取り組み状況を説明。 

 ・小中連携・一貫教育及びコミュニティ・スクールに関する研修会実施。 

                         （教職員・町教委） 

 ・平成２９年度 CS 協議会（道南ブロック：室蘭市開催）において小中一貫

教育及びコミュニティ・スクールの取り組みについて実践発表。 

（様似中学校教務主任） 

 ・様似中学校の教職員による登別市立幌別西小学校視察。 

 ・平成２９年度第１回様似町コミュニティ・スクール設立準備委員会の開催 

  準備委員：小中学校長・教務主任・ＰＴＡ会長・元教育委員長、 

       様似町スポーツ推進審議会委員、社会教育委員長、 

民生児童委員、様似町女性団体連絡協議会会長、様 

似町子ども会育成連絡協議会会長  など計 12 名 

 ・様似町コミュニティ・スクールに関する熟議（町民熟議）の開催 

       （教職員・保護者・学校支援ボランティア・教育委員 

社会教育委員・その他） 

 ・様似町コミュニティ・スクール設立準備委員会による視察研修（安平町教

育委員会及び追分小学校）の実施   （準備委員会 7 名、町教委 2 名） 

 ・平成２９年度第２回様似町コミュニティ・スクール設立準備委員会の開催 

 ・学校運営協議会を置く学校の指定（文書通知） 

  →様似小学校及び様似中学校に１つの学校運営協議会を指定する 
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浦幌町 転入教職員研修会資料 P4 

七飯町 平成２７年７月 研修会実施 

 講師：登別市 担当職員（学務担当主幹） 

平成２８年４月 教育行政方針にてコミュニティ・スクール導入を明記 

平成２８年５月 コミュニティ・スクール推進委員会を開催 

町内会、各 PTA、民生児童委員及び各学校にコミュニティ・スクー

ルに関する説明 

平成２８年５月 七飯町学校運営協議会規則の制定 

平成２８年６月 教職員向けに学校運営協議会に係る説明会実施 

平成２８年７月 学校運営協議会設置予定の各校毎に町教委の担当職員を決定 

平成２８年７～９月 学校毎に順次、学校運営協議会を設置 

登別市 ・児童生徒の健全育成に尽力してきたＰＴＡ、子ども会、町内会等、多くの団

体活動があり、地域の教育力向上が図られていた。 

・平成１４年に学校週５日制が完全実施され、子どもの受け皿として、地域で

の人材育成を目指し、学校・家庭・地域の連携組織「子ども地域交流プラ

ザ」を発足し、豊かな体験活動を実施してきた。 

・平成２３年に学校支援地域本部事業へ統合し、町内会や子ども会等と学校の

一層の連携を図る。このとき、学校支援地域コーディネーターを全中学校区

に配置した。 

・平成２４年に本市ＣＳの概要や学校運営協議会設置要綱の作成・検討、平成

２５年に学校管理規則の一部改正。全中学校区で設置に係る地域説明会開

催。平成２６年中に、市内全校での開設へ。 

留萌市 平成２８年  校長会・教頭会と協議 

 

平成２９年度 

●国のコミュニティ・スクール導入等促進事業の活用 

 ▼留萌小学校、港南中学校の２校を研究校に協議会の在り方や運営体制づく

りを検討 

  ・全国研究会や道北ブロック協議会への参加（港南中学校教職員） 

  ・先進地視察（港南中教頭及び担当教諭、市教委職員） 

  ・推進委員会による協議 

（構成：小中教職員、ＰＴＡ、市教委、学校評議員） 

  ・ＳＣ導入に向けた市民向けリーフレットの作成 

●ＳＣ導入に向けた市民向けリーフレット及び学校支援ボランティア募集案内

をＰＴＡ、地域住民、社会教育団体等へ配布、関係施設への設置による市民

周知 

●市広報誌での特集記事掲載による市民周知 

●留萌市立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則制定 

（２月公布） 

 ⇒学校運営協議会制度の導入に伴い、学校評議員会、学校関係者評価委員会

は廃止 
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（３）ＰＴＡとの事前協議は行いましたか？  ※どちらかに☑してください。 
 

    □ はい       □ いいえ 
    ↓           （登別市） 
 
   ・協議内容や経過についてご記入ください。 

様似町 ・様似町コミュニティ・スクール設立準備委員会にて CS 導入についての事前

協議を行った。（小中のＰＴＡ会長も委員に含めている。） 

・平成２９年度には、安平町教育委員会及び追分小学校の視察も行っている。 

・ＰＴＡの役員会の中で話題として取り上げてもらった。 

浦幌町 転入教職員研修会資料 P５～ 

七飯町 コミュニティ・スクール推進委員会を開催し、町内会、各 PTA、民生児童委

員及び各学校にコミュニティ・スクールに関する説明と今後の協力を依頼。 

登別市 （事前協議は行っていない。平成２５年度の中学校区での地域説明会で保護者

も参加対象とし、丁寧に説明した。また、平成２６年度当初の各校のＰＴＡ

総会でも、概要を丁寧に説明した。） 

留萌市 ・研究校（留萌小学校）のＰＴＡ総会で制度を説明（平成２９年４月） 

・コミュニティ・スクール導入等促進事業の推進委員会の構成員として研究校

のＰＴＡが参加（平成２９年８月、平成３０年２月） 

・留萌市版コミュニティ・スクール制度の概要や記載したリーフレットや学校

支援ボランティアを募集する案内を作成し、PTA へ配布 (平成３０年２月) 

 
（４）導入までの課題について 

様似町 ・CS の具体的な進め方について 

・当初は小中１つずつ学校運営協議会を設置する予定だったため、委員の選出

などについて準備委員会で協議を行っていた。 

浦幌町 ― 

七飯町 ・導入は学校評議員制度があったが、会議で委員が個人の意見を述べるにとど

まっていた。 

・地域住民のコミュニティ・スクールへの理解が浅い。また、意見等も少な

い。 

・地域住民から「学校には気軽には行けない」という意見があった。 

登別市 段階的、計画的に合意形成を図ってきたこともあり、大きな課題はなかった。 

留萌市 ・全国的な課題としては、教職員の任用に関する意見により学校の自立性が損

なわれることが危惧されていたことから、学校運営に必要な教職員の任用に

ついては、学校長が責任を持って、人事協議の中で要望することとしていた

ため、協議会の協議事項とはしていない。 

・学校との協議の中で、関係者が負担を感じると継続した取り組みが難しいと

判断し、これまでのボランティアなどによる支援の枠組みをベースにスター

トし、徐々に拡充する方向で取り組みを開始 
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２．ＣＳ導入後の現状について 
 

（１）ＣＳの位置づけについて 

様似町 「地方教育行政の組織及び運営に関する法律 第 47 条の 6」に基づき「様似

町立学校管理規則」に規定し、必要な事項を「様似町学校運営協議会規則」で

定めている。 

本町では、小中一貫、幼小連携を行っていることから、平成３０年度は小中

合同の学校運営協議会を設置し、令和元年度からは幼児センターも加えた学校

運営協議会に枠組みを広げ、設置している。 

浦幌町 02CS 説明資料  

03CS 推進祖組織図 

七飯町  

登別市 学校経営参画と学校応援の促進、地域総掛かりでの児童生徒の育成を実現し、

併せて地域コミュニティの活性化を図るツールとして位置付けている。 

⇒学校運営協議会を中心に、関係者のネットワークによる様々な学校支援 

⇒「社会に開かれた教育課程」の実現に向け、教育活動を介し連携・協働 

⇒学校行事・地域行事との合同開催等、学校を核とした地域創生 

留萌市 学校運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、教育委員

会及び校長の権限と責任の下、保護者、地域住民等の学校運営への参画並びに

支援及び協力を促進することにより、学校、保護者、地域住民等との間の信頼

関係を深め、学校運営の改善や児童生徒の健全育成に取り組むことを目的とし

て、市内７小中学校の学校毎に設置 

 
（２）ＣＳの設置について 
 

① ＣＳ設置日  

様似町 平成３０年４月１日 

浦幌町 平成２７年４月１日 

七飯町 平成２８年７月～9 月 

登別市 
平成２６年４月１日以降 

 ※平成２６年度中に全校が設置 

留萌市 平成３０年４月１日 
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② ＣＳ委員の人数と選出構成及び範囲について 
   ※充て職の場合、その職名もご記入願います。 

様似町 ＜委員数＞ 19 名 

 

＜委員構成・選出範囲＞ 

小中学校校長、幼児センター園長、小中学校教務主任、幼児センター年長担任 

小中学校 PTA 会長、幼児センター年少・年中・年長保護者、社会教育委員

長、様似町子ども会育成連絡協議会会長、様似町女性団体連絡協議会会長、 

民生児童委員、社会教育委員、学校支援ボランティア登録者 

様似町在住の浦河高校生（２年生）２名 

浦幌町 浦幌町小中一貫コミュニティ・スクール実践集（第 4 号）参照 

七飯町 ＜委員数＞ ５名程度（４～８名） 

 

＜委員構成・選出範囲＞ 

■規則に規定する委員の構成 

地域住民、保護者、対象学校の校長、対象学校の教職員、学識経験者、関係

行政機関の職員、その他教育委員会が必要と認めるもの 

■具体例 

・PTA 会長 ・町内会長 ・交通安全活動推進協議会役員 ・民生委員 

・PTA 副会長 ・連合町内会役員 ・学識経験者（元校長等） 

・学校ボランティア ・元 PTA 会長 ・子ども会役員 ・学童職員 

・元民生委員 

登別市 ＜委員数＞  １５ 名以内  ＊学校により異なる 

 

＜委員構成・選出範囲＞ 

 １，保護者（ＰＴＡ会長・ＰＴＡ役員） 

 ２，地域住民 

（町内会関係者・子ども会関係者・民生委員・児童委員・元学校評議員 等） 

 ３，学校職員（校長 等） 

留萌市 ＜委員数＞ 各校１０名（規則上の定員は１２名） 

 

＜委員構成・選出範囲＞ 

 ⑴ 保護者 

 ⑵ 地域住民 

 ⑶ 対象学校の運営に資する活動を行う者 

 ⑷ 対象学校の校長 

 ⑸ 対象学校の教職員 

 ⑹ 学識経験者 

 ⑺ その他、教育委員会が適当と認める者 

 ※⑷、⑸の対象学校の校長・教職員が各１名、残り８名は⑴～⑶及び⑹で 

構成 
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（３）ＣＳの具体的な取り組みについて 
 

◆ＣＳ導入１年目 

様似町 ＜開催数＞ 5 回 

 

＜審議内容＞ 

・コミュニティ・スクール研修の実施（講師：兵庫教育大学 日渡 円 氏） 

・熟議の開催 

・平成３１年度様似小中学校の方針についての承認 

 

＜具体的な取組内容＞ 

・コミュニティ・スクール研修 

 ○幼児センター（幼・保）及び小中学校を１つの枠組みとした CS の視点

について 

 ○学校運営協議会委員としての見方・考え方について 

 ○地域力を高め、有事の際に機能する CS の在り方について   など 

・熟議（運営協議会委員による熟議） 

 様似小中学校総括目標 

 「様似を愛し、自ら考え、進んで学ぶ子」を達成するためにできること。 

・コミュニティ・スクールに関するアンケート調査の実施 

  （教職員向け・町民向け） 

浦幌町 浦幌町小中一貫コミュニティ・スクール実践集（第 4 号）参照 

七飯町 ＜開催数＞    ２～３回 

 

＜審議内容＞ 

① 児童の体力向上を目的とした「土曜子ども運動教室」の開催について 

② 学校、町、教育委員会、地域町内会、民生委員、警察署が協力して 

 「子どもたちの『安全・安心』まちづくり連絡協議会」を組織 

 など 

 

＜具体的な取組内容＞ 

①「土曜子ども運動教室」を地域住民と協力して開催。多数の児童とその保

護者が参加し、児童の体力向上に大きく貢献。 

②登下校時の見回りパトロールの実施や不審者情報を共有することで、児童

生徒が安心して登下校できる環境づくりを進められた。 

登別市 ＜開催数＞  ２～３ 回  ※回数・内容とも、学校により異なる 

 

＜審議内容＞ 

・学校運営協議会について 

・学校経営方針について 

・学校評価について 

 

＜具体的な取組内容＞ 

・学校運営協議会の概要の共有 
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・学校経営方針の承認 

・児童生徒の様子の共有（学力・体力の状況等） 

・学校関係者評価の実施 

・授業参観 等 

留萌市 ＜開催数＞ 各校 各３～４回 

 

＜審議内容＞ 

・ 学校運営・学校評価について 

・ 児童生徒のインターネット等の問題やＩＣＴの使い方 

・ 学校ボランティアの協力依頼 

・ 不登校児童生徒の関係機関との連携等 

・ 保護者や家庭との関わり合い方 

・ 中学校教員の働き方改革について       など 

 

＜具体的な取組内容＞ 

・ 図書館ボランティア、スキーボランティア 

・ 学芸会練習時の楽器のサポート（保護者） 

・ 登下校中の見守り（民生委員、保護者） 

・ 花装飾・展示、お花の授業（市民団体） 

・ 留萌のイベント等の講演（市内実践者） 

・ グラウンド雪山作成（市内事業者）       など 

 
 
 
 ◆２０１９（令和元）年度 

様似町 ＜開催数＞ 4 回 

＜審議内容＞ 

・コミュニティ・スクール研修の実施（講師：兵庫教育大学 日渡 円 氏） 

・グループ交流の実施（運営協議会委員） 

・町民熟議の開催 

・令和２年度様似小中学校・幼児センター教育目標及びグランドデザインの

説明及び承認 

 

＜具体的な取組内容＞ 

・コミュニティ・スクール研修 

 「１２月開催の町民熟議に向けてのアドバイス」 

  ○CS の必要性 ○熟議を行う意味 ○運営委員会委員の役割について 

 など 

・町民熟議（約６０名参加） 

 「様似小中学校の教育目標『様似を愛し、自ら考え、進んで学ぶ子』を実

現するために町民としてできること 

浦幌町 浦幌町小中一貫コミュニティ・スクール実践集（第 4 号）参照 
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七飯町 ＜開催数＞１～４回 

 

＜審議内容＞ 

・学校統廃合について（令和２年４月に学校統廃合があったため） 

・経営方針、コミュニティ・スクールの運営計画の決定 

・活動の報告と予定の確認 

 

＜具体的な取組内容＞ 

・見回りパトロールの引続きの実施 

・学校活動の発信（学校通信の掲示や町内会への学校便りの配布など） 

登別市 ＜開催数＞  ３～５ 回  ※回数・内容とも、学校や地区により異なる 

               （小・中合同による学校運営協議会も） 

＜審議内容＞ 

・学校経営方針やグランドデザインについて 

・学校評価について 

・校内の実態や教育活動について 

 

＜具体的な取組内容＞ 

・学校経営方針の承認 

・児童生徒、教育活動の共有（学力・体力の状況等） 

・学校関係者評価の実施 

・授業参観 等 

(その他、各校の議題) 

・小中一貫教育の取組について   ・いじめ防止の取組について 

・働き方改革の取組について    ・地域行事について 

・土曜授業の取組について 

留萌市 ＜開催数＞ ３～４ 回 

（新型コロナウイルス感染症予防のための書面開催を含む） 

 

＜審議内容＞ 

・ 学校運営・学校評価について 

・ 児童の学力や体力についての情報共有 

・ 学校ボランティアの協力依頼 

・ いじめ問題・不登校児童の関係機関との連携等 

・ 教員の働き方改革について      など 

 

＜具体的な取組内容＞ 

・図書館ボランティア、スキーボランティア、長期休業中の学習サポート 

・学芸会練習時の楽器のサポート（保護者） 

・避難訓練（消防署、市役所、町内会等） 

・登下校中の見守り（民生委員、保護者） 

・留萌川の稚魚放流（河川愛護団体） 

・花装飾・展示（地域住民） 

・かずの子教室（市内事業所） 

・田植え体験、稲刈り体験（食農推進協議会など）          など 
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（４）地域及びＰＴＡとのかかわりについて 

様似町 ・町民熟議を行い、広く地域住民にも参加を呼び掛けている。 

・学校支援ボランティア登録者にも運営協議会の委員を委嘱し、より学校と

地域を近づけられるよう取り組みを進めている。 

浦幌町 ― 

七飯町 町民文化祭の実施などにも積極的に関わりを持っており、地域、PTA と連携

が取れている。 

登別市 ＰＴＡ役員が学校運営協議会委員を兼任している学校も多く、別組織ではあ

るが、連携した取組につながっていることが多い。 

留萌市 ・学校運営協議会の委員として、地域住民、ＰＴＡが参加し、学校運営等に

関する評価や意見の申出等を行う。 

・学校支援ボランティアとして教育活動への支援、学校図書館活動への支援

など、連携を図る。 

 
 
（５）導入の成果について 

様似町 ・高校生委員の参加による、幅広い視点からの議論が行われている。 

・町民熟議を行ったことで、学校・地域それぞれの立場からの意見の交流が

でき、相互理解につながっている。 

・学校では小中学校の学校運営目標作成にあたり、町民熟議を行ったことに

より地域住民の意見も取り入れることができ、より学校と地域のつながり

を意識したものを作成することができた。 

・前年度に比べて、地域参観日などへの運営協議会委員や地域住民の参加が

増え、また、学校行事の手伝いを運営協議会委員が行うなど、学校と地域

との距離が少しずつ縮まっている。 

浦幌町 １．協働体制が生まれてくる 

■学校・家庭・地域間、及び首長部局・教育委員会間の垣根が低くなり、ふ

れあいが深まり、協働体制が生まれている。 

２．活性化してくる 

■学校に対する理解が深まり、学校や地域の人たちが元気になっている。 

３．郷土愛が生まれてくる 

■子ども達が地域の魅力に触れ、地域への愛着や誇りが芽生え、ふるさと

意識が育まれている。 

○アクションプランの取組状況の実態把握をもとに「熟議」を重ね、アクショ

ンプランの課題設定、論点整理を行い、各学園評価委員会が中心的な役割

を担う持続可能な学園・学校評価システムを確立することができた。 

○アクションプランのアンケート調査等の結果に基づく課題解決の熟議や学

校教育活動への支援等を通して学校の垣根が低くなり、地域の学校である

という意識が広がり、地域や保護者の方々の当事者意識が更に高まった。 

○地域の特性を生かした「ふるさと学習」を着実に進め、小学６年生の「太陽

への手紙」事業と中学３年生の「地域活性化案」発表との連携、「知愛の時

間」の取組など９年間を見通した小中一貫コミュニティ・スクールの更な



 

 30 / 38 

 

る推進を図ることができた。 

○各学校ＣＳ担当と地域・学校協働コーディネーターの連携・協働により、両

学園合同（全町）の「浦幌町小中一貫ＣＳだより」を定期的に発行すること

ができ、学校と地域との情報共有が更に深まり、連携・協働した取組を組織

的に行えるようなった。 

○工夫を凝らした小中一貫ＣＳコーナーにより、小中学校間及び学校と家庭・

地域をつなぐ大切な役割を果たしている。 

七飯町 ・学校の教育活動に対し共通理解が図られているとの声も聞こえてきてい

る。 

・見回りパトロールの実施や不審者情報の共有なども継続されており、子ど

もにとって安心、安全なまちづくりが図られている。 

登別市 ・学校へのサポート体制の充実（学校と地域の双方向のやり取り） 

・地域の学校への関心の高まり 

・学校の教育活動への参画、サポートの推進 

・学校行事と地域行事の合同開催 

・地域の伝統や文化の継承 

・見守り活動の充実 

・小中一貫教育の充実 

・学校の内情理解の促進 

☆教員の働き方改革、社会に開かれた教育課程の実現 

留萌市 ・地域の皆さんの学校支援ボランティアの取り組みを通じて、子どもたちと

地域の皆さんが触れ合う機会が増えたことで、学校運営協議会での意見で

は、子どもたちが積極的に挨拶をするなどの変化があったと聞いている。 
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３．導入後の課題と今後の対応方針について 
 

（１）導入後の課題について 

様似町 ・地域住民への CS の取り組みの情報発信。 

・運営協議会委員の所属団体等と学校との連携の強化 

・ＣＳ全体をコーディネートし、より充実させていく必要がある。 

浦幌町 ○学園評価委員会及びＣＳ担当の位置付け・役割等を明確にした推進組織図

を改訂することができたが、今後、学園小中一貫ＣＳ委員会（家庭・地域中

心の組織）と学園小中一貫ＣＳ推進協議会（教職員中心の組織）との連携・

協働を深め、機能化を図ることが必要である。 

  また、学園・学校の課題を明確にした学校運営や課題に応じた校務組織

の改善及び支援を行い、３部会（学習指導部・生徒指導部・うらスタ部）と

連動した校務分掌の構成を目指す。 

○「支援」から「連携・協働」、個別の活動から総合的・ネットワーク化を目

指し、地域と学校が連携・協働する仕組みとして設立した「浦幌町地域学校

協働本部」と「浦幌町小中一貫ＣＳ」が両輪となって「つなぐ活動」を広

げ、地域総ぐるみの教育を進めていく必要がある。 

○「スマホ・ゲーム機使用のルール」宣言に基づき、地域全体で子どもたちの

望ましい生活リズムを取り戻し、基本的な生活習慣及び家庭学習の定着と

学力・体力の向上を目指す取組を更に推進する必要がある。 

○合同研修会、乗り入れ授業及びジョイント教室など小中学校の連携・交流

事業については、あらかじめ年度当初計画に盛り込み、教科は英語科を中

心に回数を増やし、幅を広げた取組を計画的に推進することが必要である。 

○幼・保との連携及び小中学校９年間を見通した全教科の教育課程の編成が

必要である。 

七飯町 令和２年度より、児童生徒へ継続的に関わっていくという観点から、中学校

区単位でのコミュニティ・スクール導入を推進 

登別市 ・学校運営の視点では、本市ＣＳの理念やそもそもの地域理解が前提となる

ため、管理職の異動により持続可能な形を継承しにくいこと。 

・中学校区の取組では、距離要件により取組の差が生まれやすいこと。 

・校内の全教職員で理念を共有し、共通行動につなげること（管理職のリー

ダーシップの差）。 

・社会に開かれた教育課程の実現に向けた協働活動を創出すること。 

・人材育成と人材確保を進めること。 

留萌市 ・学校運営協議会の委員からの意見としては、「学校運営協議会自体の取り

組みに係る課題」「学校支援の仕組みや情報発信に係る課題」などの意見

をいただいている。 

・小中学校の連携などを考えると、将来的には、現在の学校単位での設置か

ら中学校区単位での設置へ改めることについても課題になると考えてい

る。 
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（２）今後の対応方針について 

様似町 ・CS だより（町広報誌）、学校ホームページ等による住民への地道な周知を

行う。 

・町民熟議によって出た意見を具体化し、実現していくことが必要。 

・児童生徒と地域住民がかかわる場面を増やしていく。（熟議などへの生徒

の参加など。） 

浦幌町 （１）導入後の課題についての〇３つ目 

⇒小中一貫コミュニティ・スクールの取組と「つなぐ活動」として、令和元年

度教育の日実践交流会は「読書の推進と学力及び体力の向上」をテーマと

して、確かな学力に基づいた「生きる力」の育成に取り組む。 

（１）導入後の課題についての〇５つ目 

⇒浦幌町教育研究所の最終答申「小学校外国語活動における小中連携資料及

び教科化に向けた取組について」「算数・数学科における小中連携指導資料

について（手引き含む）」「浦幌町・外国語学習における小中連携の手引き・

改」に基づき推進していく。 

七飯町 令和２年度より、児童生徒へ継続的に関わっていくという観点から、中学校

区単位でのコミュニティ・スクール導入を検討 

登別市 ・新型コロナウイルス流行の影響もあり、学校経営においては、今後ますま

す地域との連携・協働が求められる。本市ＣＳの取組は、社会に開かれた

教育課程の実現、学校を核とした地域創生につながるものであることか

ら、今後も取組の質的向上を方針に、引き続き一層の推進を働き掛ける。 

・地域学校協働活動を通して、関係者の関係強化を図る。 

・学校が行う地域支援の充実を図る。（地域と協働で行うボランティア活動

や地域行事への参画・合同開催など） 

・各地区の好事例の発信と共有による取組の改善や新たな創出につなげる。 

留萌市 ・関係者が負担を感じると継続した取り組みが難しいことから、従来の枠組

みをベースにスタートしたところであり、徐々に拡充する方向で進めてい

きたい。 
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        アンケート調査による委員の意見 

                        （コミュニティ・スクール） 

 

○  今なぜコミュニティ・スクールなのかわからない。学校経営に地域住民が

参加することの意味がわからない。 

学校は勉学第一でよいし、社会生活の規範のおおよそが身につけばよいの

ではないか。 

愛郷心は社会教育活動の中で社会が育んでいけばよいし、学校教育への参

加は、PTA で充分ではないかと思う。 

 

○  学校と地域・保護者が目指す持続可能な地域創生の理念を学校運営に反映

させる必要がある。 

 

○  学校運営、学校評価は町内統一する事項と、学校、地域毎個別に検討する

必要がある。 

 

○  保護者や地域住民への周知は、町広報誌・町公式ホームページ掲載だけで

なく、直接 PTA 会議やまちづくり懇談会等の中で、目標とビジョンを共有

するために説明が必要である。 

 

○  CS の役割は、学校や地域の実情に応じて協議されることから、委員の構

成には、保護者代表、地域住民が含まれている。それだけに、自治会にも充

分、CS のあり方を理解してもらい、連携を図る必要があるのではないか。 

 

○  当町のコミュニティ・スクールの導入は、現在、三石地域では、三石小と

三石中合同の取組みをしているとのことだが、小中連携の必要性の観点から、

静内地域においても小中を含めた中で、コミュニティ・スクールを設置し、

それぞれの課題に取り組むべきと思う。 

 

○  私は、第一にコミュニティ・スクール構想は、必要と認識しない。従前の

PTA 活動で不足しているとは考えていない。 
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   「学校運営協議会」を新たに設置しなくても、保護者及び地域住民の学校 

運営の参画、地域との連携、学校と保護者、地域住民との信頼関係も十分に

あり、一体となって学校運営がされており、活動状況も公開されていた。 

 小中一貫教育を急ぐ必要もないし、必要に応じて対応を考えればよい。 

 

○  コミュニティ・スクール（学校運営協議会を設置した学校～CS）について

は、全教職員を対象とした研修会や保護者及び地域住民への周知などに取り

組んできているが、どの程度理解されているかである。 

 CS は、学校と保護者、地域住民が相互に連携・協働して学校の運営に取り

組む「地域とともにある学校づくり」を進めるものであり、3 者が「CS とは

何か」を十分に理解することが最も重要であるため、CS 導入に向けた研修

等により、教職員の理解促進に務めるとともに、地域説明会の開催や広報等

による周知を繰り返し行なうなど、保護者や地域住民の理解促進に努める必

要がある。 

 特に、地域住民の CS への理解と協力や関わりを高める方策に重点的に取

り組む必要があると考える。 

 

○  学校と地域の連携・協働を効果的、継続的に行なうためには、学校運営協

議会と地域学校協働活動の一体的な推進が必要であり、特に、保護者や地域

住民等の参画による地域学校協働活動は、学校と地域の連携・協働を推進す

る重要な役割を担っていることから、その組織体制（地域学校協働本部）づ

くりを行なう必要があると考える。 

 

○  地域学校協働活動は、学校支援活動や土曜日等の教育支援活動、放課後子

ども教室、地域活動など様々な活動であるが、地域学校協働活動を推進する

ためには、学校と地域をつなぐパイプ役である「地域コーディネーター」と

地域コーディネーター間の連絡・調整を行なう「総括コーディネーター」の

配置が必要であるとともに、学校支援地域ボランティアの確保が必要である

ため公募による募集や PTA・地域住民・社会教育関係団体等を通じた地域ボ

ランティアの確保に努める必要があると考える。 

 

○  CS の導入目的と PTA の設立目的には相違があると思うが、CS の具体的
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な取組内容と PTA の活動内容には共通する部分が多いと思われるので、

PTA との相互連携を密に図る必要があると考える。 

 

○  三石小学校、三石中学校は小中一貫として、学校運営協議会を行なうとのこ

とだが、9 年間を通しての目指す学校の姿、子どもの成長を、どのように地

域で関わっていくのか、すでに行なっている様似町、浦幌町の取組みを視察

してはどうか。 

 

○  各地域の住民への周知は、町広報のみでは地域住民には理解は難しいので

はないか。この「C・S」を成功させるためには、地域住民の協力が大変に大

事である。 

   また、学校運営協議会がスムーズに行なうにも、地域の協力が必要であり、

さらに、理解していただけるように努めるべきである。  

 

○  地域の特色を活かした学校運営協議会の開催と、生涯学習メニューにもぜ

ひ、地域性を活かして欲しい。 

 また、普段、知ることがないメニューも取り入れて、幅広い学習を考えて

はどうか。 
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  CS に対する意見の中で必要性についての意見もあるが、必要性については、

所管事務調査以前のことであることから、現在、行政が取組みを進めている CS

に対する意見を総括としてまとめることとする。 

 

○  コミュニティ・スクール（学校運営協議会を設置した学校～CS）について

は、全教職員を対象にした研修会や保護者及び地域住民への周知などに取り

組んできているが、どの程度理解されているかである。 

   CS は、学校と保護者、地域住民が相互に連携・協働して学校の運営に取

り組む「地域とともにある学校づくり」を進めるものであり、3 者が、「CS と

は何か」を十分に理解することが最も重要である。 

そのために、CS 導入に向けた研修等により教職員の理解促進に努めるとと

もに、CS の目標とビジョンを共有するために、まちづくり懇談会や PTA 会

議等での説明や広報・ホームページ等による周知を繰り返し行なうなど、保護

者や地域住民の理解促進に努める必要がある。 

  特に、地域住民の協力が大変重要であることから、CS への理解と協力や関

わりを高める方策に重点的に取り組む必要がある。 

 

○  学校と地域の連携・協働を効果的、継続的に行なうためには、学校運営協

議会と地域学校協働活動の一体的な推進が必要である。 

 特に保護者や地域住民等の参画による地域学校協働活動は、学校と地域の

連携・協働を推進する重要な役割を担っていることから、その組織体制（地

域学校協働本部）づくりを行なう必要がある。 

 

○  地域学校協働活動は、学校支援活動や土曜日等の教育支援活動、放課後子

供教室、地域活動など様々な活動がある。 

地域学校協働活動を推進するためには、学校と地域をつなぐパイプ役の

「地域コーディネーター」と、地域コーディネーター間の連絡・調整を行な

コミュニティ・スクール（学校運営協議会）に対する総括 
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う「統括コーディネーター」の配置が必要であるとともに、学校支援地域ボ

ランティアの確保が必要であるため、公募による募集や PTA・地域住民・社

会教育関係団体等を通じた地域ボランティアの確保に努める必要がある。 

 

○  CS の導入目的と PTA の設立目的には相違があると思うが、CS の具体的

な取組内容と PTA の活動内容には共通する部分が多いと思われるので、

PTA との相互連携を密に図る必要があるのではないか。 

 

○  学校と地域・保護者が目指す持続可能な地域創生の理念を、学校運営に反

映させるとともに、学校運営や評価は、町内で統一する事項と学校・地域ご

と個別に検討する必要がある。 

 

○  三石地域では、三石小・中学校合同による小中一貫 CS の取組みを行なっ

ているが、9 年間を通して目指す学校の姿や子どもの成長を、地域でどのよ

うに関わっていくのか、先進自治体の取組みについて視察するなど研究する

必要がある。 

あわせて小中連携の必要性の観点から、静内地域においても小中一貫 CS

を設置し、それぞれの課題に取り組むべきではないか。 
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    以上、二項目の所管事務調査結果報告とする 

                   令和 2 年 11 月 11 日 

 

                    総務文教常任委員会 

                   委員長   木 内 達 夫 

                   副委員長  畑 端 憲 行 

                   委 員   川 端 克 美 

                    〃    渡 辺 保 夫 

                    〃    下 川 孝 志 

                    〃    本 間 一 徳 

                    〃    建 部 和 代 

 

                  議会事務局長 伊 藤 信 夫 

                     主事  鵜 木 愛 理 


