
史跡飯高檀林を誇る飯高地区にふさわしいコミュニティ・スクールを目指して
～飯高の地域課題を教育資源に変え る教育～

千葉県立飯高特別支援学校

１ 学校概要
本校は、障害のある児童生徒の増加による教室不足対策を目的として、児童の減少により廃校

になった匝瑳市の旧飯高小学校跡地を利用し、平成２７年４月に開校した知的障害特別支援学
校です。今年で６年目を迎え、現在、小学部から高等部まで４９名の児童生徒が学んでいます。
２ 地域課題を教育資源とした教育の推進
本校は、２年間の準備期間を経て、令和元年度より、本県の県立特別支援学校としてはじめて

のコミュニティ・スクールとなり、学校運営協議会を設置しました。コミュニティ・スクールとして、どう
すれば地域のみなさんが教育に参画し、また、どうすれば地域が児童生徒にとってよりよい学び
の場となるのか、地域代表の方とともに手探りで取り組んできました。今回、その取組について、
「魅力ある県立学校づくり大賞」に応募いたしました。
具体的な取組の柱は二つです。

（１）地域課題を教育資源とした教育を推進しています（①地域美化、②地域防災、③高齢者福
祉、④新型コロナウイルス感染拡大防止）。

左上写真①「きれいな飯高にしょう」をテーマに「史跡飯高

檀林を守る会」の方々と飯高寺（国の重要文化財）を清

掃する高等部の生徒。会の方から「たすかるよ、ありがとう」と

好評です。

右上写真②「学校地域連携避難所開設訓練」で、飯高

自主防災会の方々と発電機の体験をする生徒。自主防

災会の方が「開設訓練ができ、地域の防災元年だ」と話さ

れていました。「広報そうさ」や「毎日新聞」にその様子が掲

載されました。

左下写真③コロナ禍、直接交流が難しく、「またダンスがした

いです」等のメッセージを書いた掲示物を近くの高齢者施

設に届ける児童。施設の利用希望者から「学校と交流が

できる施設ですか」と問合せがあるそうです。

右下写真④感染拡大防止啓発活動で、地域に配布する

マスクに添える励ましのメッセージカードを作成する生徒。区

長会長さんから「ありがとう」と声をかけていただきました。

（２）地域への情報発信を工夫しています（飯高コミュニティカレンダー、１０００か所ミニ集会）。
飯高地区の学校を含めた１１団体の行事予定を集約した「飯高コミュニティカレンダー」を三カ

月ごとに作成し飯高地区全戸へ配布しています。また、コロナ禍、アンケートで地域の状況を把握
し、必要と思われる感染防止啓発資料を児童生徒の応援メッセージと共に配布（写真④）しまし
た。そして、コロナ収束を願う作品展“飯高はコロナに負けない”（７７作品応募）を行い、飯高ワン
チームとして、学校・保護者・地域の連携を深めました（１０００か所ミニ集会）。
３ これからの取組
地域課題を教育に取り入れることを明確にすることで、児童生徒は支援してもらう立場から自分

たちが地域を支援したり、励ましたりする立場へと変わります。そのことは、児童生徒の自信とな
り、また、それにかかわる地域の方々の障害やその教育への理解が醸成され、ひいては互いに認
め合える共生社会につながると考えています。今後もコミュニティ・スクールの先駆けとして、歴史
と伝統ある飯高地域に愛されるコミュニティ・スクールを目指し、取り組んでまいります。
皆様のご来校をお待ちしております。
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特２８ 県立飯高特別支援学校

「課題への取組」 飯高地域にコミュニティ・スクールをどう根付かせるか

１ 本校教育への地域参画をどう進めるか 「継続」と「周知」の課題
匝瑳市にはすでに八日市場特別支援学校があり、地元としては本校が必要な状況ではなかった。
飯高地区の児童の減少により廃校だった旧飯高小学校が県立特別支援学校に生まれ変わった背景に

は、県全体の特別支援学校児童生徒増加、つまり特別支援学校の教室不足対策があった。成田市以東
の特別支援学校は、神崎町の香取特別支援学校で、銚子市との境界近くまでスクールバスを走らせ、
児童生徒の長時間乗車が課題となっていた。本庁において、全県的に使用しなくなった小・中学校校
舎の県立特別支援学校への活用が検討される中で、旧飯高小学校が選択された。地元匝瑳市では当初
戸惑いがあり、住民説明会でも「なぜ特別支援学校がくるのか」等の疑問が出されたと聞く。開校か
ら６年、創立以来地域理解を求め、関わってきた教員の努力により、ようやく地元住民の理解が広ま
ってきた経緯がある。
本校は２年間の準備期間を経て、令和元年度から学校運営協議会（委員１５名）を設置し、県立特

別支援学校として初めて飯高地域のコミュニティ・スクールとなった。本年度二年目を迎える。
コミュニティ・スクールは、児童生徒の自己肯定感を大きく高める最強の教育支援ツールであると

同時に、その仕組みの持つ良さを今後も十分に発揮し、地域とともにある学校づくりを進めていくた
めには、これらの課題を乗り越える必要性を強く感じた。

（１）課題１ どうすれば「継続」可能な取組となるか。
飯高地域は八つの地区（公崎、金原、小高、仲台、大堀、安久山、片子、城下）からなる。各地区

の区長の代表が区長会会長であり、学校運営委員会の地域代表として委員をお願いしている。学校運
営協議会として飯高地域とともに活動するとき、飯高地区区長会の存在は実働の要となる。しかし、
飯高地域は高齢化、過疎化が進行しており、区長の任期は１年で、毎年人の入れ替わりがある。充実
を意気込み、コミュニティ・スクールをスタートさせたが、やっと顔の見える関係となった人たちの
姿はそこにはなかった。
１０年後もコミュニティ･スクールを形骸化させず充実・発展させていくには、飯高地域の人々が、

｢継続」を納得できるコンセプトが必要であることを痛感した。

（２）課題２ どうすれば、本校の教育を「周知」できるか。
地域との交流や行事（運動会、文化祭"樹望祭"など）、学校だよりの発行などを通して、飯高地域

に開かれた学校だと自負してきた。しかし、１０００か所ミニ集会の準備のために来校いただいた地
域代表のパネラーから、「おれらは役員で、特別支援学校のことがだいぶわかってきたけれど、そこ
いらの人たちはなんにもしらねぇんじゃないかなぁ」という言葉があった。雑談の中での出来事では
あったが、２年間の準備期間考えると、その言葉は看過できず、重く心に刺さった。これまでの方法
だけでは自立と社会参加に向けた本校の取組を地域に十分に「周知」することは難しかったのだ。

２ 地域参画を深めるための工夫
（１）課題１への取組 地域課題を教育資源に
地域の参画をより進めるために、飯高地域が抱える地域課題を教育に取り込み、可能な限り地域に

寄り添っていく学校の在り方を示した。
県立である本校は、小中学校とは異なり学区が広域であり、さらに学校周辺の飯高地区在籍の児童

生徒はごく少ない（飯高地区１名／全体４９名）。そのため、教育課題は直接的な地域の関心事とは
なりにくい。そこで、地域課題を教育に取り込み、学校と地域の共通の課題とすることで、相互理解
や共通理解が深まり、協働した取り組みが「継続」しやすくなると考えた。
教育資源とした地域課題の視点は、①地域美化、②地域防災、③高齢者福祉、④新型コロナウイル

ス感染拡大防止の４点である。
以下に、それぞれに対する活動の主な具体例と開始時期を示す。
①地域美化「きれいな飯高にしよう」（開始時期：平成２７年度）
・小学部 飯高寺の清掃（八日市場小４年生との交流及び共同学習）
・高等部 地域清掃活動（飯高寺、飯高コミュニティセンター、飯高神社等の清掃活動）
②地域防災「地域避難所としての学校」（開始時期：平成２９年度）
・学校地域連携避難所開設訓練（H29より、毎年度実施）
③高齢者福祉「スポーツ等による交流活動」（開始時期：平成２８年度）
・中学部 飯高デイサービス利用者やグランドゴルフ交友会とのスポーツ交流
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④新型コロナウイルス感染拡大防止「感染拡大防止啓発活動」（開始時期：令和２年度）
・コロナ禍のミニ集会「こころの１０００か所ミニ集会」を実施
【アクション１】7月：地域アンケート調査（地域の実態把握、学校のできること、行政との連携）

アンケート回収率 159／ 305世帯（約 52％）、匝瑳市への協力依頼
10月：感染防止啓発資料等配付（児童生徒メッセージ付きマスク等、地域へ配付）

【アクション２】10~11月：コロナ感染防止に係る作品コンクール（学校・保護者・地域）

（２）課題２への取組 飯高地域にあった情報発信
コミュニティ・スクールとして、飯高地域の本校教育への理解をより深めるため、①「飯高コミュ

ニティカレンダー」の発行と、②「学校を核とした１０００か所ミニ集会」の充実を図った。
飯高コミュニティカレンダーは、学校と児童生徒がかかわる地域団体の予定を一つのカレンダーに

集約したものだ。各家庭での継続的な使用を念頭に、市川市の取組を分析し、学校運営協議会で飯高
にマッチするスタイルを検討した。また、ミニ集会では、テーマ設定、話し合いの仕方など学校運営
協議会で意見をいただき工夫した。そして、児童生徒が地域での学びを発表したり、参加者からたく
さんの声を聞くことができるミニ集会となるようにした。
以下に、それぞれに対する活動の具体的な取組と開始時期を示す。
①「飯高コミュニティカレンダー」（開始時期：令和元年度）
・令和元年７月より、３月ごとに発行。A3両面カラー刷り。
・飯高地区 305世帯、保護者、関係機関等 約 470部配布。
②「学校を核とした１０００か所ミニ集会」（開催時期：平成２９年度）
・平成２９、３０年度 テーマ：地域とともにある学校～コミュニティ・スクールをめざして～

※学習発表とパネルディスカッション、グループ討議（約 100名来校）
・令和元年度 テーマ：地域の防災を考える～安全安心な学校づくりと地域防災力向上～

※学習発表とシンポジウム（約 50名来校）
・令和２年度 テーマ：飯高はコロナに負けない！！

※飯高地区全戸アンケート調査、作品展等の感染拡大防止啓発活動

３ 準備・実施段階の工夫
（１）地域行事等への参加
地域との関係をはじめるにあたり、教職員が地域行事に参加し顔の見える関係づくりを心がけた。

次第に、管理職に飯高地区総会への出席依頼が届くようになり、地域の状況・課題の把握や本校教育
への理解の第一歩となった。
以下に参加している地域行事を示す。
①飯高地区総会への管理職の参加（区長会、社会福祉協議会・青少年健全育成会、史跡飯高檀林を
守る会）

②地域行事への教職員の参加
【サテライトデイサービス】社会福祉協議会が主催する地域高齢者を対象とした福祉サービス。
飯高地域８地区の高齢者の健康診断、スポーツ交流、音楽鑑賞などを行っている。スポーツ交流
を中心に参加すると同時に、学校紹介などを行っている。

【ウォークラリー】青少年健全育成会が主催する地域住民を対象としたレクレーション活動。勇士
職員でチームを組んで参加し、地域参加者と一緒に飯高地域の自然を満喫する。

（２）地域コーディネーターとの共通理解
地域と協働した活動を進めるにあたり、参加者を募ったり、進め方を決定していく過程で地域コー

ディネーターとの共通理解は不可欠である。
本校と飯高地区をつなぐ地域コーディネーターは、学校運営協議会委員である区長会長、社会福祉

協議会会長（自主防災会会長兼務）、史跡飯高檀林跡を守る会会長の三氏である。また、飯高地区で
の情報伝達は、区長会組織に協力をお願いしている。地域組織の柱となる区長会の理解と協力の深さ
は、行事等の成否（参加人数等）と直結する。

（３）地域参画係の設置
コミュニティ･スクールの本格実施とともに、「地域参画係」を校務分掌に位置づけた。地域との

連絡調整など、学校の窓口を明確にするとともに、地域の方々が声を掛けやすい存在となるようにし
た。

４ 広報・報道実績
・学校だより（毎月発行）、学校要覧（R1.2）
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・飯高コミュニティカレンダー（R1.7初刊、三カ月ごとに発行、飯高地区 305戸配付）
・平成２７年 千葉日報（「新設校文化祭で地域に活気戻る」）
・平成３０年３月号 広報そうさ（自助・共助で災害に備え「飯高特別支援学校で避難所開設訓練」）
・平成３１年２月１４日 千葉テレビニュース報道（学校地域連携防災訓練）
・平成３１年３月号 広報そうさ（表紙と地域で取り組む災害に負けない街づくり「ミニ特集」）
・平成３１年２月２０日 毎日新聞（特別支援学校で児童ら防災訓練「匝瑳・住民と連携」）
・平成３１年３月２０日 毎日新聞（学校自慢「地域と交流、学びの場に」）
・令和２年４月号 広報そうさ（地域と学校の連携確認～飯高地区で避難所開設訓練～）
・令和２年１０月 新型コロナ感染拡大防止啓発活動（アンケート調査、メッセージ付きマスクな

ど啓発資料、作品展ポスター 飯高地区 305戸配付）

５ 取組への反響
【地域の方々の声】本年度、コロナ禍で本校が飯高地域とどのような連携が図れるのかを調査した
アンケート（ミニ集会「アクション１」）の最後に、“本校に望むことや意見”として寄せられ
た地域の方々の声。

・「学校だより」で学校の様子を知らせていただきありがとうございます。飯高の学校として関係
を築いていけたらと思います。（５９歳女性）

・「飯高コミュニティカレンダー」の作成ありがとうございます。楽しみにしています。１１の関
係団体を通じて各イベント（運動会等）の参加を呼びかけてみては！！（７３歳女性）

・安久山区の中の道を使ってまたにぎやかに走って欲しい、子どもたちを畑仕事に積極的に参加さ
せて欲しい。（７３歳男性）

・これからの時期、大雨、台風等で避難所になった場合、コロナの心配があり、学校の方も大変だ
と思いますが、万が一の場合よろしくお願いいたします。（６４歳女性）

・地域として協力できることはやっていきたいと思います。（女性）
・通常の活動になってから、生徒さんが地域のイベントに参加してもらい、一緒に行動する場がで
きればさらにお近づきになれるのではと思います。（６２歳女性）

・自然災害が発生し、地元民が避難所生活を要する際は施設管理者として感染防止対策に配慮され
ますようお願いいたします。（６６歳男性）

・お疲れ様です。今後とも｢地域とともにある学校」の活動継続をよろしくお願いいたします。
（６０歳男性）

【児童生徒の声】令和元年度のミニ集会での児童生徒の発表より。
・飯高グラウンドゴルフの皆さんに学校に来ていただきました。雨だったので、体育館で一緒に T
スローをしましたが、おじいさん、おばあさん方がとても上手でびっくりしました。（小学部）

・飯高デイサービスに行って、お年寄りといっしょに T スローをしました。頑張ったことは、笑
顔を忘れずにしたこと、あとお年寄りを優しくエスコートしたことです。楽しかったことは T
スローで盛り上がったことです。また、飯高デイサービスに行きたいです。（中学部）

・飯高寺の１０月の清掃活動は、台風が来た後で、大きな木が倒れ、枝や葉もたくさん落ちていま
したが、みんなで協力して枝や葉をあつめました。守る会の方々に「助かるよ、ありがとう」と
言っていただいてうれしかったです。倒れてしまった大きな木の片付けなど地域の方が力を合わ
せて大切な文化財を守っていることを知り、ますます清掃活動を頑張ろうという気持ちになりま
した。（高等部）

６ 今後の方向性
「地域課題を教育活動に取り入れる」という方向性を明確に示すことで、児童生徒は支援してもら

う立場から、自分たちが地域を支援したり、励ましたりする立場へと変わります。そのことは、なに
よりも児童生徒の自己肯定感を高め、自立と社会参加の礎になります。また、それにかかわる飯高地
域の人々の、障害やその教育への理解が醸成することで互いが一人の人間として認め合える状況が、
国や県の示す「共生社会の実現」に近づいていくと考えます。
平成２７年の開校から「地域とともにある学校」を基本とし、令和元年度よりコミュニティ・スク

ールとして地域のさらなる参画を目指し、飯高地域の特色を活かした「授業で地域とつながる学校」
を全職員で模索してきました。１３５年の歴史がある旧飯高小学校跡地に立つ本校の理解は進んでき
ましたが、さらに特別支援教育の理解を深め本校教育への地域の皆様の積極的な参画を図ります。１
０年、２０年先の学校をイメージし、児童生徒の自立と社会参加の礎となるよう、また、県内特別支
援学校における初めてのコミュニティスクール設置校として、職員一致団結してこの歴史と伝統ある
飯高地域に愛されるコミュニティ・スクールを目指してまいります。



（１）課題１への取組 地域課題を教育資源に 

 ①地域美化                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②地域防災 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２９年度から地域と共同開催で、避難所開設訓練

をしています。令和元年度は、６つの体験（仮設トイレ、新

聞スリッパ、段ボールベッド、防災テント、発電機、パック

毛布）を地域の方々と一緒に行いました。 

（左写真）新聞で作ったスリッパを、実際に履いていただい

ています。 

（右写真）自主防災会の方の説明を聞いて、発電機を回

し、扇風機の風を感じる体験をしました。 

高等部では、開校当初から「総合的な探究の時間」に、

地域清掃活動に取り組んでいます。その取組の一つに、国

指定の重要文化財である飯高寺の清掃があります。飯高

寺清掃は、年に３回、「飯高檀林を守る会」の方々と一緒に

行っています。 



③高齢者福祉                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ④新型コロナウイルス感染拡大防止「感染症拡大防止啓発活動」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年度、小学部は「道徳」で、飯高デイサービスセンターのおじいちゃんやおばあちゃんに、

敬老の日に向けた掲示物を作って届けました。メッセージには、「またみんなでダンスがした

い」や「げんきでね」など、児童の素直な気持ちが書かれています。 

中学部では平成２８年度から、「生活単元学習」で、飯高デイ

サービスセンターのお年寄りと一緒に、Ｔスローをしました。お年

寄りと一緒にチームを組み、投球する場所までエスコートしたり、

ナイスショットでハイタッチしたり、大いに盛り上がりました。 

今年度は、新型コロナウイルス

感染拡大防止の観点から、地域と

の直接交流ができないので、児童

生徒会の呼びかけにより、地域の

方々に向けて、児童生徒全員でマ

スクに付けるメッセージカードを作り

ました。 

（左写真）中学部は「道徳」で、メッ

セージカード作りをしまし

た。 

（右写真）児童生徒会の会長と副会

長が、飯高地区区長会長

さんのお宅に、メッセージ

付きマスクを届けました。 



（２）課題２への取組 飯高地域にあった情報発信 

 ①「飯高コミュニティ・カレンダー」 

  別紙参照 

 

 

 ②「学校を核とした１０００か所ミニ集会」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和元年度のミニ集会は、「地域の防災を考える～安全安心な学校づくりと地域防災力向上～」をテーマに、学習発表とシンポジウムの２部構成で行いました。

地域、保護者を含め約５０名の外部の参加があり、第１部（左写真）の学習発表では、各学部の児童生徒が、地域との交流活動の様子や感想などを発表しました。

第２部（右写真）のシンポジウムでは、避難所開設や運営について行いましたが、参加してくださった地域の方の中に、１０月の台風１９号のときに、本校の避難所に

避難された方がおり、貴重な体験談を聞くことができました。 


