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1 釧路市 釧路市地域学校協働本部

釧路市立中央小学校
釧路市立共栄小学校
釧路市立鳥取小学校
釧路市立釧路小学校

2 様似町 様似町地域学校協働活動
様似町立様似小学校
様似町立様似中学校

3 知内町 知内町放課後子供教室
知内町立知内小学校
知内町立湯ノ里小学校
知内町立涌元小学校

4 4 宮城県 柴田町 しばたっ子応援団（学校支援ボランティア）活動

柴田町立柴田小学校　　　柴田町立槻木小学校
柴田町立槻木小学校　　　柴田町立船岡小学校
柴田町立東船岡小学校　 柴田町立西住小学校
柴田町立槻木中学校　  　柴田町立船岡中学校
柴田町立船迫中学校

5 大館市 城西小学校地域委員会 大館市立城西小学校    

6 にかほ市 院内小学校地域学校協働本部 にかほ市立院内小学校    

6 7 山形県 西川町 西川町地域学校協働本部 西川町立西川小学校    

8 西会津町 西会津町地域学校協働本部
西会津町立西会津小学校
西会津町立西会津中学校

9 石川町 野木沢子ども教室 石川町立野木沢小学校    

10 白河市 おのだなかよし教室 白河市立小野田小学校    

11 牛久市 おくのキャンパス地域学校協働本部
牛久市立奥野小学校
牛久市立牛久第二中学校

12 那珂市 白鳥学園学校運営協議会
白鳥学園那珂市立瓜連小学校
白鳥学園那珂市立瓜連中学校

9 13 栃木県 那須町 黒田原小学校支援委員会 那須町立黒田原小学校    

14 行田市 ふるさと創生クラブ 行田市立西小学校    

15 上尾市 大石北小学校学校応援団 上尾市立大石北小学校    

16 新座市 西堀小学校学校応援団 新座市立西堀小学校    

17 習志野市 秋津小学校パートナー会議 習志野市立秋津小学校    

18 市川市 第六中学校ブロック地域学校協働本部
市川市立第六中学校
市川市立鬼高小学校
市川市立稲荷木小学校

19 杉並区 松庵小学校学校支援本部　あん子応援団 杉並区立松庵小学校    

20 三鷹市 おおさわ学園コミュニティ・スクール委員会
おおさわ学園三鷹市立大沢台小学校
おおさわ学園三鷹市立羽沢小学校
おおさわ学園三鷹市立第七中学校

13 東京都

8 茨城県

11 埼玉県

12 千葉県

7 福島県

1 北海道
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21 板橋区 板橋区立加賀中学校　学校支援地域本部 板橋区立加賀中学校    

22 北区 北区立西ケ原小学校学校支援活動 北区立西ケ原小学校    

23 小平市 小平第七小学校コミュニティ・スクール 小平市立小平第七小学校    

24 十日町市 中条小学校地域学校協働活動 十日町市立中条小学校    

25 胎内市 黒川小学校地域学校協働本部 胎内市立黒川小学校    

26 上越市 吉川区青少年育成会議 上越市立吉川中学校    

27
塩尻市・
辰野町

たのめの里の未来を切り拓く　夢プロジェクト
塩尻市辰野町中学校組合立両小野中学校
辰野町塩尻市小学校組合立両小野小学校

28 飯山市 秋津小学校学校運営協議会 飯山市立秋津小学校    

29 飛騨市 吉高地域キラメキ（YCK)プロジェクト 岐阜県立吉城高等学校    

30 下呂市 下呂市ふるさとジュニアサポーター

下呂市立下呂中学校
下呂市立竹原中学校
下呂市立小坂中学校
下呂市立萩原北中学校
下呂市立金山中学校

31 関市 おもいやり活動　SAVE
関市立金竜小学校
関市立小金田中学校

32 袋井市 袋井市立三川小学校　地域学校協働本部 袋井市立三川小学校    

33 袋井市 袋井市立袋井北小学校ともえサポーターズ 袋井市立袋井北小学校    

23 34 愛知県 北名古屋市 北名古屋市立五条小学校地域学校協働本部 北名古屋市立五条小学校    

35 伊賀市 城東中学校運営協議会 伊賀市立城東中学校    

36 松阪市 港小学校支援地域本部 松阪市立港小学校    

37 京丹波町
京丹波町地域学校協働本部
丹波ひかり小学校部会「みのり会」

京丹波町立丹波ひかり小学校    

38 舞鶴市 城北中学校区地域支援協議会

舞鶴市立城北中学校
舞鶴市立明倫小学校
舞鶴市立余内小学校
舞鶴市立福井小学校
舞鶴市立吉原小学校

39 久御山町 久御山町佐山小学校区内まなび塾 久御山町立佐山小学校    

40 池田市 ほそごう学園学校支援地域本部 池田市立ほそごう学園    

41 高槻支援学校学校支援活動 大阪府立高槻支援学校    

26 京都府

27 大阪府

21 岐阜県

22 静岡県

24 三重県

15 新潟県

20 長野県

13 東京都
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42 稲美町 天満小学校地域学校協働本部（てんまっ子応援団） 稲美町立天満小学校    

43 赤穂市 赤穂西小学校コミュニティ・スクール 赤穂市立赤穂西小学校    

44 王寺町 地域で活かす「王工力」 奈良県立王寺工業高等学校    

45 五條市 阪合部小学校コミュニティ協議会 五條市立阪合部小学校    

46 王寺町 王寺小学校コミュニティ協議会 王寺町立王寺小学校    

47 海南市 南野上地区地域共育コミュニティ本部 海南市立南野上小学校    

48 かつらぎ町 かつらぎ町地域学校協働活動

かつらぎ町立笠田小学校
かつらぎ町立妙寺小学校
かつらぎ町立渋田小学校
かつらぎ町立大谷小学校

49 紀の川市 桃山地域共育コミュニティ推進協議会
紀の川市立荒川中学校
紀の川市立安楽川小学校
紀の川市立調月小学校

50 南部町 西伯小学校地域学校協働本部 南部町立西伯小学校    

51 伯耆町 ほうきてごネット（岸本小学校） 伯耆町立岸本小学校    

52 浅口市
浅口市立鴨方東小学校区地域学校協働本部
（鴨東セカンドスクール）

浅口市立鴨方東小学校    

53 美咲町 美咲町立中央中学校地域学校協働本部 美咲町立中央中学校    

34 54 広島県 北広島町 ともに豊平っ子を育てる会
北広島町立豊平小学校
北広島町立豊平中学校

55 萩市 かさやまネット
萩市立越ヶ浜小学校
萩市立越ヶ浜中学校
山口県立萩総合支援学校

56 周南市 和ネット（なごみネット） 和田小学校 和田中学校   

57
山陽小野田

市
竜王中学校区りゅうみんネット

山陽小野田市立竜王中学校
山陽小野田市立赤崎小学校
山陽小野田市立本山小学校
山陽小野田市立竜王中学校松原分校
山陽小野田市立赤崎小学校松原分校

58 つるぎ町 つるぎ町貞光地区学校協働本部
つるぎ町立貞光小学校
つるぎ町立太田小学校
つるぎ町立貞光中学校

59 つるぎ町 つるぎ町半田地区学校協働本部
つるぎ町立半田小学校
つるぎ町立半田中学校

60 東みよし町 三庄小学校　放課後子ども教室・学校運営協議会 東みよし町立三庄小学校    

61 新居浜市 泉川校区学校支援地域本部
新居浜市立泉川小学校
新居浜市立泉川中学校

62 鬼北町 泉小学校区地域学校協働本部 鬼北町立泉小学校    

29 奈良県

愛媛県

30 和歌山県

31 鳥取県

33 岡山県

38

35 山口県

36 徳島県

28 兵庫県
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63 津野町 葉山小学校地域学校協働本部 津野町立葉山小学校    

64 いの町 伊野南応援団
いの町立伊野南小学校
いの町立伊野南中学校

65 梼原町 梼原町学校応援団 梼原町立梼原小学校    

66 香美市 山田高校学校地域協働本部 高知県立山田高等学校    

67 福津市 勝浦地域学校協働本部 福津市立勝浦小学校    

68 筑前町 中牟田小学校地域学校協働活動 筑前町立中牟田小学校    

69 福津市 つやざきアンビシャス広場 福津市立津屋崎小学校    

70 壱岐市 学校支援会議「清石の会」 壱岐市立芦辺小学校    

71 時津町 時津北小学校地域協働本部 時津町立時津北小学校    

72 小値賀町 おぢか山学校
小値賀町立小値賀小学校
小値賀町立小値賀小学校大島分校

73 菊池市 花房っ子応援団 菊池市立花房小学校    

74 山鹿市 かほくまつりサポーター会議 山鹿市立鹿北中学校    

75 益城町 益城中央小学校　地域学校協働活動 益城町立益城中央小学校    

76 佐伯市 直川地区校区ネットワーク
佐伯市立直川中学校
佐伯市立直川小学校

77 臼杵市 川登小学校区青少年健全育成会 臼杵市立川登小学校    

45 78 宮崎県 都城市 笛水地区活性化委員会 都城市立笛水小中学校    

46 79 鹿児島県 鹿屋市 かのや学校応援団大姶良地域学校支援活動

鹿屋市立南小学校
鹿屋市立大姶良小学校
鹿屋市立西俣小学校
鹿屋市立大姶良中学校

47 80 沖縄県 沖縄市 コザ小学校区地域学校協働本部 沖縄市立コザ小学校    

81 さいたま市 大久保東コミュニティ「大けやき」 さいたま市立大久保東小学校    

82 さいたま市 与野西中学校区コミュニティ・ネット さいたま市立与野西中学校    

83 さいたま市 浦和南高校コミュニティ・スクールWIN-WIN活動 さいたま市立浦和南高等学校    

39 高知県

40 福岡県

42 長崎県

43 熊本県

44 大分県

50 さいたま市



別紙２

自治
体No.

No. 都道府県名 市町村名 活動名 関係する学校名

84 横浜市 北綱島小学校地域学校協働活動 横浜市立北綱島小学校    

85 横浜市 矢部小学校地域学校協働活動 横浜市立矢部小学校    

86 新潟市 亀田小学校地域学校協働活動本部 新潟市立亀田小学校    

87 新潟市 東山の下小学校地域学校協働活動本部 新潟市立東山の下小学校    

88 京都市 深草小学校学校運営協議会 京都市立深草小学校    

89 京都市 共同機構久世学校運営協議会
京都市立久世中学校
京都市立大藪小学校
京都市立久世西小学校

76 90 いわき市 いわき市 ふるさと田人を支える人材育成
いわき市立田人小学校
いわき市立田人中学校

82 91 川口市 川口市 川口市立小谷場中学校地域協働部 川口市立小谷場中学校    

85 92 八王子市 八王子市 陶鎔小学校学校運営協議会 八王子市立陶鎔小学校    

88 93 金沢市 金沢市 金沢市立三馬小地域学校協働本部 金沢市立三馬小学校    

90 94 岐阜市 岐阜市 「いこまい合渡」コミュニティ活動 岐阜市立合渡小学校    

104 95 奈良市 奈良市 飛鳥中学校区地域教育協議会
奈良市立飛鳥中学校
奈良市立飛鳥小学校
奈良市立飛鳥幼稚園

117 96 佐世保市 佐世保市 楠栖小放課後子ども教室 佐世保市立楠栖小学校    

59 京都市

52 横浜市

55 新潟市


