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No
都道府県
市名

市町村名 活動名 活動内容

1 奥尻町 奥尻町地域学び支援ネット ふるさとに学ぶ～島民みんなで育てる奥尻の子～

2 士別市 士別市地域学校協働活動
住民と学校と行政が適切な役割分担のもと、
一体的に取組む地域学校協働活動

3 北広島市 放課後子供教室
子どもの学びと安心をみんなで生み出す、支える
「学校と地域は運命協働体」

4 六戸町 七百中学校学校運営協議会
お年寄りと共に農業体験を通して育つ
～地域を知り、地域とつながり、地域から学ぶ～

5 つがる市
青森県立森田養護学校
コミュニティ・スクール

～太陽に向かってひまわりのように～
森養コミュニティ・スクールの歩み

6 岩手県 普代村 普代村学校支援地域本部
学校・家庭・地域が連携して子どもを育む
～学校を核とした地域づくりを目指して～

7 宮城県 気仙沼市
津谷中学校学校運営協議会
津谷中応援隊

H29.4　小泉中学校と統合し，コミュニティ・スクールとして
誕生した新生津谷中学校！～津谷中応援隊～

8 鹿角市 花輪北小学校地域学校協働活動 子どもは地域の宝，地域とともに育てる学校づくりを目指して

9 井川町 井川町地域学校協働本部
あたたかな心　夢ときめく　ひとづくり
～地域に根ざしたたくましい子どもの育成～

10 鮭川村 鮭川村地域学校協働本部
子供も大人も共に成長し、地域コミュニティの活性化へ
～一体的な地域学校協働活動～

11 長井市 致芳小学校地域学校協働本部 社会で輝く子供を致芳から～地域で育てる致芳っ子～

12 天栄村 天栄村地域学校協働本部 ふるさと教育で地域と学校が共に学べる村づくり！

13 会津若松市 大戸地域学校協働本部 地域と学校の効果的な連携による地域学校協働活動

14 茨城県 牛久市 岡田小学校学校運営協議会
地域総ぐるみで子供たちを支え，すべての子供を幸せに！
～　学校と地域が連携した協働活動を通して　～

15 栃木県 壬生町 羽生田小学校放課後子ども教室
子どもの安全安心な居場所を設け、地域全体で心豊かで
健やかな子どもを育む

16 藤岡市 小野連携型小中一貫校地域学校協働本部
「夢に向かってかがやく子」の育成
－コミュニティ・スクールを基盤とした小中一貫教育の
充実を通して－

17 伊勢崎市 剛志学府 剛志学府　ー地域とともにある学校づくりを目指すー

18 高山村 高山村地域学校協働本部
地域人材を生かし、学校と連携した外国語教育の
充実と国際交流

青森県

北海道

福島県

山形県

秋田県

群馬県
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19 新座市 野寺小学校学校応援団

「誇り」「共感」「信頼」　地域とともに一人一人が
輝く学校づくり
～学校運営協議会を核とした野寺っ子の成長をみんなで支える
学校応援団活動～

20 上里町 上里町立長幡小学校　学校応援団 子供・保護者・地域みんなで「学校大好き１００％」

21 上尾市 上尾市立上尾中学校学校運営協議会 市民・県民に誇れるコミュニティ・スクール　上尾中

22 多古町 多古高等学校学校運営協議会
高校の魅力アップで存続をめざす。
～地域で支えるコミュニティスクール～

23 市川市 Firstnik☆ふぁ～すとにぃく☆ 夏祭りで“つなぐ”地域の力で子どもたちのために！

24 我孫子市 布佐中学校区地域学校協働本部
子どもたちの豊かな学びを様々な形で地域がサポート
―学習習慣の定着や授業支援から生涯学習の基礎づくりまで―

25 文京区 駒本小学校学校支援地域本部
「どの子も安心して学校へ通い、学びへの意欲を伸ばすことが
出来る」インクルーシブ教育環境を目指して

26 杉並区
杉並和泉学園学校支援本部
ーいずみんなー

「子供が育ち、人が活きる地域」づくり
ー学園を支える応援団ー

27 三鷹市
三鷹の森学園
コミュニティ・スクール委員会

地域は学びのキャンパス：子供たちの生きる力を学校と地域で
育んでいます

28 板橋区 舟渡小学校支援地域本部
ここから始まる新しい学校
～地域が全力で応援し、学校の可能性を拓く～

29 多摩市 多摩市立豊ヶ丘小学校地域学校協働本部
緑豊かな学校林でかかわり、つながりを大切に！
～考え実行する子どもの育成を目指して～

30 神奈川県 鎌倉市 放課後かまくらっ子
「出あう、つながる、ふるさとで自ら育つ」をテーマに、
街の歴史と伝統文化を活かし、地域とのつながりを創る!!!

31 村上市 金屋小学校学校運営協議会
地域の特色・地域の力を生かした持続可能で豊かな学びを
子供たちに
ー　地域も学校も保護者もwin-winな活動を目指して　ー

32 湯沢町 湯沢学園地域学校協働本部
湯沢町を誇りに思い、次代を担う、たくましく生きる
子どもの育成
～オール湯沢で取り組む学園支援～

33 上越市 城北中学校区子どもを育てる会 城北「愛」-Partnershipで地域を笑顔に-

34 能美市 福岡小学校学校運営協議会
「子供は地域の宝」
～学校は地域と共に！地域は学校の応援団～

35 珠洲市 三崎地区学校運営合同協議会
三崎の豊かな自然・人・結びつきを生かして
～学校・家庭・地域の強い絆づくり～

36 かほく市 高松中学校学校運営協議会 ふるさとに愛着と誇りを持ち、人と地域を愛する生徒の育成

埼玉県

千葉県

東京都

新潟県

石川県
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37 阿智村 阿智村 小中学校コミュニティ・スクール
阿智村に育つすべての子供たちに「確かな学力」と
「未来を切り拓く生きる力」を！

38 大町市 八坂学校協働隊
地域で学ぶ、地域を学ぶ、地域の人とともに学ぶ八坂の
子どもたち

39 揖斐川町
地域で育て、地域に戻り、
地域を支える揖斐高生

「おらが町」がONE TEAM　　～ふるさとで生きる力を育む～

40 土岐市
土岐市立妻木小学校
｢地域・学校づくり協議会」

ふるさと大好き　妻木っ子
～地域と学校が連携し、よりよい地域社会人を育てる～

41 高山市 東山校区つながりの会 共に生きる東山

42 多治見市 土岐川及びその支流の小さな自然再生 地域の教育資源を活用した「地域課題探究型学習」

43 静岡県 掛川市 桜が丘中学校区子ども育成支援協議会 中学校区学園化構想のもと、地元を愛する子どもの育成活動

44 北名古屋市
北名古屋市立師勝北小学校
地域学校協働本部

地域とともにある学校づくり
～子どものよさを伸ばす地域学校協働活動～

45 半田市
半田市放課後子ども教室
さくらっ子クラブ

「子供たちと地域の大人がふれあう、安心・安全な
居場所づくり」子供も大人も笑顔で楽しく！

46 あま市 あま市地域学校協働本部 地域とつながる学校づくりをめざして

47 名張市 南中学校区地域学校協働活動 次世代を担う小・中学生が地域を活性化していく

48 木曽岬町 木曽岬町学校支援地域本部
木曽岬子ども未来塾を中心とした地域の力による
「明日への希望プロジェクト」

49 四日市市
四日市市立四郷小学校
コミュニティスクール運営協議会
（くろがねもち協議会）

ふるさと「四郷」を誇れる子どもの育成
～人・伝統・自然から学ぶ～

50 近江八幡市 老蘇小学校地域学校協働本部 もっと老蘇を好きになる老蘇っ子の「ふるさと学習」

51 高島市 新旭地域学校協働本部
地域と学校がつながり響き合う教育を目指して
～新旭地域学校協働本部～

52 草津市 老上ふれあい農業合校 手をつなぎ、心通わす　誘
ゆう

・融
ゆう

（とけ合う）老上

53 京田辺市
京田辺市立普賢寺小学校
　なのはな委員会

地域と学校が協働して創る、子どもたちを心豊かで健やかに
育てる環境づくり
～「地域を誇れる子ども」「自分の学校を誇れる子ども」の
育成を目指して～

54 南丹市 美山地域学校協働本部
地域みんなで美山の子どもたちの未来を考える
～「地域とともにある学校づくり」を通して～

55 大阪府 堺市 堺支援ふれあい広場
歴史ロマンの街、堺でつくろう！共に生きる社会を！
～地域・関係団体・学校とのつながりを育みながら～

愛知県

京都府

滋賀県

岐阜県

長野県

三重県
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56 播磨町 地域の教育力向上事業運営委員会 "つながる地域　　育む子ども"まちぐるみで子どもの育ちを！

57 稲美町
母里小学校地域学校協働本部
(もりっこ本部)

人と人をつなぐ　「母の里」から未来へつなぐ
「もりっこ本部」
～レッツ母里っ子未来塾と土曜体験活動～

58 生駒市 壱分小学校地域学校協働本部
心豊かにたくましく生きる子を育む地域学校協働の輪
-地域とともに育つ子ども・学校をめざして-

59 五條市 牧野小学校コミュニティ協議会 地域とつながるクラブ活動

60 奈良市 地域と共にある学校づくり
ここにあってよかった奈良西養護学校
-児童生徒・保護者・教職員・奈良西帝塚山地域の人々、
皆がこう思える学校-

61 橋本市
橋本高等学校・古佐田丘中学校
　中高一貫学校地域連携推進委員会

中高一貫教育校としての地域貢献
（橋本高等学校・古佐田丘中学校コミュニティースクール）

62 海南市 ななさと共育コミュニティ 北野上の未来を担う子供たちの育成

63 みなべ町 清川地域・学校協働活動 地域が子供を守り、学校が地域を動かす力になる

64 新宮市 神倉小学校運営協議会
ヤタガラス子ども未来プロジェクト
～ふるさとの未来を託せる子供の育成～

65 島根県 大田市 志学小中学校　地域学校協働活動 まちづくりの一躍を担う　地域学校協働活動

66 美作市
【美作市】ハートフルＡＩＤＡ
 ～１５年を見通した持続可能な取組～

コミュニティスクールと保幼小中一貫教育！
～連携と協働による学校経営～

67 学校と地域の協働による“閑谷學”
地域と県立高校の協働による魅力化
-持続可能な地域の形成を目指して-

68 大崎上島町
広島県立大崎海星高等学校
魅力化プロジェクト

輝志海星！”教育の島”発，地域と協働した高校魅力化の実現

69 府中市 栗生小学校学校運営協議会
子供も地域も輝くクリティー・スクール
～自ら開こう　未来の扉～

70 光市 島田川協育ネット協議会
めざす子ども像～地域とつながり、感謝や思いやりのある
島田川っ子～

71 防府市 防府商工高等学校運営協議会
シビック・プライドの醸成
～まちの課題を「自分ごと」としてとらえるために～

72 和木町
和木町放課後子ども教室
「わきあいキッズ」

町ぐるみ「和木学園構想」における放課後子ども教室
「わきあいキッズ」の取組

73 徳島県 勝浦町 勝浦町学校支援地域本部
地域ではぐくむ「勝浦っ子」
－地域の宝は地域で守り、育てる－

山口県

広島県

岡山県

和歌山県

奈良県

兵庫県

が

を



別紙３

No
都道府県
市名

市町村名 活動名 活動内容

令和２年度 「地域学校協働活動」推進に係る文部科学大臣表彰 対象活動一覧

74 西条市 田滝地域学校協働活動 田滝だからできる　田滝にしかできない教育を地域とともに！

75 宇和島市 城南中学校地域学校協働活動
光り輝け　城南プライド
～地域住民とともに～

76 大洲市 平野小・中学校地域学校協働活動本部
地域とともにある小中一貫教育の推進
～地域とともにある学校・学校とともにある地域づくりを
目指して～

77 黒潮町 三浦の子どもを育てる会 学校・家庭・地域の協働を基盤に地域を担う人材育成

78 香南市 東の子ども応援隊
安心安全な学校・地域づくり
ーできる時に できる人が できることをー

79 土佐市 波介小学校地域学校協働本部
学校・家庭・地域が一体となり、地域ぐるみで子供たちを
見守り育てる

80 春日市 須玖小学校　地域学校協働本部
「みとめ　はげまし　ほめる」　須玖小学校区
～地域学校協働活動推進員がつなぐ，
コミュニティ・スクールと協働活動の一体化

81 宗像市 日の里学園運営協議会
地域を愛し，自分で考え自分で行動する子どもの育成
～小中一貫コミュニティ・スクールの推進を通して～

82 桂川町 桂川町学校支援地域本部
みんなで支える桂川の学校
みんなで育てる桂川の子ども

83 壱岐市 志原っ子育成協議会 みんなで育てる志原っ子　～地域の子どもは地域で育てる～

84 五島市 一歩前の会
生きる力を身に付けた笑顔あふれる岐宿っ子の育成
～家庭・地域・学校の連携・協働を通して～

85 佐々町 佐々小応援団 みんなでよってたかって笑顔輝く佐々っ子を育てよう

86 氷川町 氷川町立竜北東小学校 学校運営協議会
「ふるさとを愛し、夢をもって学び続ける児童の育成」
～学校運営協議会の活動を通して～

87 菊池市 菊池市立菊池南中学校地域学校協働活動
「未来創造」持続可能な社会を目指し行動する生徒の育成
～五者連携の構築～

88 玉名市 玉名市立玉陵小中学校 学校運営協議会
『玉陵は一つ』　未来へつなぐ！地域学校協働活動
～地域の教育力を生かした小中一貫教育～

89 佐伯市 本匠地区協育ネットワーク会議 ふるさとの伝統芸能で学校と地域をつなぐ取組み

90 宇佐市 西馬城放課後チャレンジ教室
地域が学校と子どもを支える!
～笑顔と元気をもらいながら～

91 志布志市 蓬原小学校運営協議会 故郷「蓬原」のよさを未来につなぐ「よもぎっ子」の育成

92 指宿市 今和泉小学校区地域学校協働活動
地域の中に学校，学校の中に地域を！！
～地域ぐるみによる子どもの育成～

93 伊佐市 牛尾校区コミュニティ協議会 地域のあたたかい見守りで，安心・安全・牛尾っ子

愛媛県

鹿児島県

熊本県

大分県

長崎県

福岡県

高知県
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94 名護市 緑風学園学校運営協議会
笑顔と緑と夢のある学校　信頼される学校を目指して
～地域と共にある学校の推進～

95 名護市 屋我地ひるぎ学園学校運営協議会
地域に誇りと愛着を持ち、
たくましく生き抜く屋我地っ子の育成を目指して

96 うるま市 南原小学校地域学校協働本部
学校と家庭と地域が協働し、地域の子供とともに再発見！
～人と人がつむぐきずなの実感～

97 さいたま市
谷田小学校
スクールサポートネットワーク

豊かな心と豊かな学びを育む地域学校協働活動
～スクールサポートネットワークを活かして～

98 さいたま市
さくら草
スクールサポートネットワーク

さくら草　明日に夢ネット！
～ノーマライゼーション社会の基点として，地域との
共生意識の涵養～

99 さいたま市
桜山中学校
スクールサポートネットワーク

学校運営協議会を核とした地域の絆づくり活動

100 横浜市 西が岡小学校地域学校協働活動
地域と学校をつないで西が岡の子どもたちに大きな心の
財産を！
～色とりどりの豊かな活動「地域交流室」～

101 横浜市 下野谷小学校地域学校協働活動
地域や保護者の想いを集めた「したのやおひさまクラブ」に
よる教育の創造

102 新潟市 臼井小学校地域学校協働本部
「臼井のいいね！」を発見・体験・実感して発信しよう
～臼井小だからこそできる特色ある教育活動の推進～

103 新潟市 小須戸中学校地域学校協働本部
小須戸チャレンジ 地域に貢献
～中学生の私たちも地域の一員～

104 京都市 山階学校運営協議会 「あいあい山階」
創立１５０年　山階地域の底力
～「であい・ふれあい・ささえあい」　すべては地域の
子どものために～

105 京都市 京都大原学院学校運営協議会
「結いの里」大原で，子どもたちと地域の未来をつくる
～「ふるさと」と「つながり」をキーワードに～

106
青森県
青森市

青森市 三内中学校区地域学校協働本部 学校と家庭・地域をつなぎ合わせてつくる教育環境

107
群馬県
高崎市

高崎市 えのきコミュニティ 子どもを見守る５部会による「えのきコミュニティ」

108
埼玉県
川口市

川口市 幸町小学校・学校応援団
SSSによる地域の教育力UP
-学校で学んだことを生かして地域に参画する児童の育成-

109
石川県
金沢市

金沢市 金沢市立城南中地域学校協働本部 地域みんなで学び支えあう　地域学校協働活動

110
兵庫県
尼崎市

尼崎市 浜小学校地域学校協働本部
地域の学校、地域も学校
学校・家庭・地域がひろげる「はまっこ　まんまるねっと」

111
香川県
高松市

高松市 鶴尾校区学校運営協議会
子どもたちに朝食を！「しらさぎキッチン」
～地域ぐるみでゲーム依存を予防し、「早寝・早起き・
朝ごはん」の生活習慣づくり～

京都府
京都市

新潟県
新潟市

神奈川県
横浜市

埼玉県
さいたま市

沖縄県


