
安来市島田地区

安来市奥田原地区

雲南市
吉田・田井・民谷地区

大田市中央ブロック

浜田市金城地区

益田市豊川地区

邑南町矢上地区

吉賀町蔵木地区

浜田市井野地区

ど

モ ル 軌

事業期間 圏域 モデル地区名 モデル団体

平成25～26年度 西部 浜田市金城地区 アスレチックきんた

平成25～26年度 西部 益田市豊川地区 豊川地区つろうて子育て推進協議会

平成25～26年度 西部 大田市中央ブロック 大田地域中央まちづくり委員会

平成25～26年度 西部 吉賀町蔵木地区 蔵木地区ｻｸﾗﾏｽﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ実行委員会

平成26～27年度 東部 安来市島田地区 島田地区青少年健全育成協議会

平成26～27年度 東部 安来市奥田原地区 結の里たーら

平成26～27年度 東部 雲南市吉田・田井・民谷地区 吉田地区振興協議会

平成27～28年度 西部 浜田市井野地区 いのっ子クラブ

平成27～28年度 西部 邑南町矢上地区 邑南町を考える会

モデル地区一覧



直面した課題 可能性・期待

平成２５年度を振り返って

平成２５年度のあゆみ

地区の概要活動体制

◆人口

4,575人（平成25年12月時点）

◆学校（児童生徒数）

［小］雲城（151）・今福（40）・波佐（16）

［中］金城（106）［高］地区内になし

◆公民館

雲城、今福、久佐、美又、波佐、小国

◆住民自治組織

公民館単位に「まちづくり推進委員会」

（※波佐・小国は１組織）

◆活動主体

任意団体の総合型地域スポーツクラブ アスレチック
きんた「放課後遊び隊」を中心に活動を開始。平成
26年9月「かなぎパラダイス」と命名。クラブマネ
ジャーの小川さんが活動を企画・コーディネート。
活動メンバーは小学生７人。

◆サポート体制

浜田市教育委員会金城分室が活動をサポート。特に
地域との連携をバックアップ。

◆地域との連携

平成26年度より「雲城まちづくり委員会」と連携。
たかきびの栽培、商品開発に着手。

子どもたちの参加が低調、モチベーション
がなかなか上がらず活動が低迷する場面も！

活動範囲が広域で、まちづくり委員会等の
地元組織との連携を図ることが充分にできな
かった！

小学生が中心ということもあり、自主的・
主体的な活動は簡単ではない！

子どもたちから「さざんか祭でやったよう
な販売活動をやってみたい」との声！

子どもたちの「やってみたい」、「楽し
かった」。興味・関心が今後の活動のヒン
ト・きっかけに！

作戦会議（定期的に集まる場）を設けるこ
とで、子どもたちの自覚が芽生えてきた！

今後も販売活動を
やりたい！！

「放課後遊び隊」の活動をベースにしながら、
雲城小学校の授業の一環で育てたお米等の販売活動を展開

地域で稲刈りを体験し、
収穫したお米を販売！！

さざんか祭りでの出店、販売（11月）

かなぎパラダイス
浜田市

金城地区
アスレチックきんた

平成25～26年度 西部モデル地区



メンバーの想い サポーターの想い

平成２６年度のあゆみ

注目！ここがポイント

たかきびの苗植え（6月） たかきびの収穫（9月）

「作戦会議」
活動について
話し合い

商品開発の
イメージを
膨らませる

チラシ、
ＰＯＰも作成

さざんか祭での販売（11月）

地域から、行事に
子どもたちの姿が
あると張り合いに
なるとの声も！

12月、おおだJOい
んつ♪「お芋博覧
会」に参画！

島根県立大学
の学生も一
緒！協力して
取り組みを進
める

平成26年度からは雲城地区まちづくり委員会
に協力いただき、たかきびの栽培、商品づくりに
着手しました。

地域の皆さんからは、子どもたちと一緒に活動
すると和やかになる、地域の意識も向上すると評
価いただいています。今後もこの関係を大切に、
活動を進めていきます。

継続した活動には子どもたちのやる気・気持ち
がとても重要です。子どもたちが地域を知り、地
域を愛する気持ちができるような活動を展開した
いです。将来、地域の担い手となってくれるよう
に取り組みを充実させていきます。

アスレチックきんた 小川 裕さん
かなぎパラダイス
原田 健杜さん・河崎 将太さん

友達に誘われたのが活動を始めたきっかけ。苗
を植えたり、収穫したり、色々しているけど、一
番楽しいのは販売。

自分たちがつくったものを買ってもらえるのは
うれしいし、やりがいがある。地域の人にほめて
もらえて、やってよかったと思うし、今度からも
頑張ろうと思う。

活動を続けて、金城の大人と子どもが一緒に話
し合ったり、遊んだりできるようになったらいい
な。

そのために、もっと仲間を増やしたい。僕らは
来年度から中学生になる。友達も誘ってみたい。

コーディネーター役の“思い”が大切です！

雲城地区まちづくり委員会の皆さんの協力をいただき、「たかきび」の生産から加工・販売をとおして社会
の仕組みを学んだ子どもたち。
「させて」もらって知る楽しいことも、自ら参画すると、大きな楽しさ・喜びになります。 また、子ども

と一緒だと、大人にも張り合いが出ます。地域の未来へ、希望がわきます。まさにパラダイス！
両者の未来がつながったこの背景にはサポーターの小川さんの活躍があればこそです。特に中心メンバーが

小学生である場合、子どもたちが地域を知り、地域を愛する気持ちができるような活動の仕掛け方、やる気・
気持ちを引き出すことがポイントといえます。
小学生メンバーが中学生、高校生と成長するとともに、かなぎパラダイスがどのように発展・展開していく

か、引き続き目が離せません。

雲城地区まちづくり委員会と連携した「たかきび」の栽培、
商品開発、販売活動へ発展。イベントのスタッフとしても活躍！



直面した課題 可能性・期待

平成２５年度を振り返って

平成２５年度のあゆみ

地区の概要活動体制

◆人口

960人（平成25年11月時点）

◆学校(児童生徒数)

［小］豊川（47)

［中］東（257）※うち豊川地区出身者は（33）

［高］地区内になし

◆公民館

豊川公民館（豊川地区振興センター）

◆地域自治組織

豊川地区連合自治会

◆活動主体

「豊川地区つろうて子育て推進協議会」の中学生部
会を基盤に、平成25年度末、活動グループ「とよ
かわっしょい!!」を結成。メンバーは中学生約25名。

◆サポート体制

平成26年6月、中学校PTAを中心とした保護者らに
よるサポート組織「わっしょい!!サポーターズ」を
結成。

◆地域との連携

活動を進めるうちに「連合運動会の種目を提案して
ほしい」、「イベントに出店してほしい」など、地
域から依頼（期待）が高まる。

イベントでは子どもたちの活動を支援する
大人側のサポートスタッフが不足する場面も。
大人によるサポート組織の設立、組織的なサ
ポート体制の拡充を目指す。

高校生の参加が少ない。現在の中学生メン
バーが高校生になった際、活動をけん引して
いくことが求められる？！

先進事例視察（たまゆメンバーズくらぶ／
松江市）に行った際、ワークショップを実施。
「豊川地区の良いところ」「問題点」「その
解決策」をテーマに、たくさんの意見が出さ
れる
例）ゴミ拾いをする、行事に積極的に参加

する、保育園に出かけて子どもたちと
コミュニケーション、高齢者のお宅訪
問 など

地元イベントへの参画を軸としながら体制づくりを進める

第１回子ども地域活動会議（8月）

石けんづくり班

キックターゲット班

３つの班に分かれ、企画ミーティング

食事コーナー班
（豚汁、シチュー）

「とよかわっしょい!!」
年度末、グループ名決定・組織化！

豊川地区文化祭に出店（11月10日）

※8月31日の「星空コンサート」で、カ
キ氷販売と空き缶キャンドルづくりを計
画していたが、台風により中止となった

とよかわっしょい！！
益田市

豊川地区
豊川地区つろうて子育て推進協議会

平成25～26年度 西部モデル地区



メンバーの想い サポーターの想い

平成２６年度のあゆみ

注目！ここがポイント

①子どもたちの「地域のために」という思いを
実現させたい。②自分たちの育った地域のリアル
をもっと体感して育って欲しい。③子ども達の活
動を通して大人も地域の課題に目を向けて欲しい。
この３つがサポートの軸です。
子どもたちは、大人が思っていた以上に自分た

ちの育った地域の課題を分かっていて、自分たち
が地域のためにできること、したいことのアイデ
アをたくさん持っています。
そのアイデアが少しずつでも形になることで、

自分たちの育った地域への愛着や、大きな自信に
繋がっていると感じています。
中学生が中心の活動のため、大人のサポートは

不可欠ですが、「自分達がやっている感」を大切
にしてサポートしていきたいと思います。

始めは皆のまとまりもなくバラバラでした。な
んのために活動をするのか、この活動の意味を考
える人も少なかったように思います。

私も含めてですが、活動をやっていく中で、自
分たちで何かをやり遂げることの達成感を感じる
ことができたと思います。

私がこの活動を通して一番嬉しかったのは地域
の方々に声をかけてもらえるようになった事です。
それは、私たちの活動が少しでも地域の方々に喜
んでもらえている証拠だと思います。

高校生になってもこの活動に参加し豊川地区を
明るく元気にしていきたいです。

活動する意味を感じるメンバー、サポータの存在
活動を続けることは、決して楽しいことばかりではありませんが、メンバー自身が、地域の中で頑張ることの意味を感じ

ているように見受けられます。地域の中で子ども達は「自分達が必要とされる存在」と自覚していくことでさらに成長して
いくように感じられます。この期待に比例するように、オリジナルの「わっしょい」Ｔシャツを着た子どもたちが、地域に
受け入れられています。
併せて、サポーターの存在も注目されます。「わっしょいサポーターズ」の設立等、子ども達の活動をサポートする大人

の体制が整いつつあります。子どもたちとサポーター、サポーター同士の良好な関係の下、活動が進められいますが、サ
ポーターは子どもの活動を支援する中で、子どもの変化や成長に気付き、喜びに感じておられます。子ども達の成長こそが
サポーターのエネルギー源になっています。
おそらく、小学校のＰＴＡ活動等を通じて培われた人間関係の良さが、「とよかわっしょい！！」の活動の中で、さらに

深まっているのではないでしょうか。 今後活動を継続していく上で、こうした点を大切にしながら、さらに活動が充実し
ていくことが期待されます。

定例会議を開催、メンバーが司会進行 ユニフォー
ムもデザイ
ン・制作

６月、保護者を中心に
「わっしょいサポーターズ」を結成！

益田市在住、sarajyaさんを招き、
オリジナルの定番メニューを試作

星空コンサートで
出店・販売（8月） とよかわっしょい!!の定番ｵﾘｼﾞﾅﾙﾒﾆｭｰ

「ﾎﾟｯﾌﾟｺｰﾝ」&「ｽﾑｰｼﾞｰ」を販売！

豊川地区文化祭に参画（11月）！

吉賀町蔵木地区との交流会in津和野（12月）！

とよかわっしょい!!、わっしょいサポーターズの発足。
オリジナルメニューの開発・販売に加え、地域課題の解決に向けた活動を展開

とよかわっしょい!!
出雲 ひかる さん

わっしょいサポーターズ
河野 利文さん



直面した課題 可能性・期待

平成２５年度を振り返って

平成２５年度のあゆみ

地区の概要活動体制

◆人口

12.354人（平成25年12月時点）

◆学校（児童生徒数）

［小］大田（514）・久屋（70）・川合（75）

［中］第一（433）

［高］大田（439）

◆公民館

中央公民館、大田(※)、久利(※)、大屋(※)、

川合(※)（※まちづくりセンター）

◆地域自治組織

大田市中央ブロックまちづくり委員会

◆活動主体

中央公民館「大田ジュニアまちおこし隊」を中心に、
平成25年10月「大田ＪＯいんつ♪」を結成。メンバー
は高校生 22名、中学生21名、計43名。

◆サポート体制

中央公民館岩根館長、伊藤公民館主事を中心にサポー
ト。大田市地域振興課松田副主幹、大田市教育委員会
社会教育課吉田派遣社会教育主事もバックアップ。

◆地域との連携

くりの里「産直市場」・銀農会にほ場の提供、農業の
技術指導を受ける。島根大田ＪＣからイベントの企画
依頼もあり。

平成25年度の活動において中心的な役割を
担った高校生のメンバーが３年生になると、
就職や受験に向けて、地域活動を行うことが
難しくなる。どのように世代交代を行ってい
くかがポイント。

岩根館長、伊藤公民館主事に加え、機動的
なサポーターの必要性も実感。

大田市中央ブロックまちづくり委員会、大田
中央公民館、大田JOいんつ♪の活動が連動。久
利地区をはじめとした地域の協力体制がある。

公民館の取り組みを通じて子どもたちとのつ
ながり、学校の協力体制も整う。

高校生が参画することで、より活動が自主
的・主体的になる。

たまゆメンバーズくらぶ視察
野菜の苗の作付

お芋博覧会で出店
（12月8日）

カフェも完売！

「ハレの日」
和田裕子さん
のレシピ指導

大田ＪＯいんつ♪
大田市

中央ブロック

大田市中央ブロックまちづくり委員会

「大田ＪＯいんつ♪」
中高生中心の地域活動グループ結成
名称やロゴも高校生のアイデア野菜の販売

「芋」に着目し、栽培・収穫を経て商品開発。
「お芋博覧会」の企画・開催を軸に活動を展開

平成25～26年度 西部モデル地区



メンバーの想い サポーターの想い

平成２６年度のあゆみ

注目！ここがポイント

『大田JOいんつ♪』の誕生により、中高生の地
域活動が大きく広がり、子どもたちの弾ける笑顔
と活き活きと活動に取り組む姿に、地域の大人が
元気とやる気をもらっています。

他団体との連携が深まり、地域活動の依頼も増
えるなど『大田JOいんつ♪』への期待と協力的
な支援が広がってきています。

これからも『大田JOいんつ♪』の力が『まち
づくりの新しい戦力』として認められ、地域のみ
んなが世代を越えて強い絆で結ばれるよう、地域
をつなぐ『絆の架け橋』の役割を担っていきたい
と思います。

『大田ＪＯいんつ♪』の活動を通して、様々な
ものを得ることができました。例えば、中学生と
高校生が共同で活動に取り組むことで、協力する
ことの大切さを学んだし、何かを任され、それを
成し遂げることで、責任感を養うこともできたと
思います。

そして、何より大事なことに気づきました。そ
れは大田がいろいろな意味で本当に美しい町であ
るということです。自然環境は豊かであり、田舎
ながらも町は活気に満ち溢れ、人々は温かく親切
であり・・・。 『大田ＪＯいんつ♪』の活動は、
大田の魅力に直接触れることができる貴重な体験
の場となっています

意欲を持ったメンバーの存在、地域の協力！
公民館事業にボランティアとして参加するなど、もともと地域に貢献しようという意欲をもった生徒がいた

ことが、スムーズな立ち上げにつながっています。ただ、自主的に活動するという部分であったり、同じメン
バーで継続して活動するといった部分には、まだまだ課題もあります。今後は高校を卒業する元メンバーと、
二年間継続して活動に取り組んだ中学生リーダーの積極的な取り組みが期待されます。
大田ＪＯいんつ♪の活動が地域のみなさんを元気にしていることは間違ありません。活動を地域のみなさん

に理解していただき、快く協力いただいていることも確かです。メンバーの頑張りを見て、さまざまな年代で、
大田JOいんつ♪のような地域貢献グループができれば、もっともっと大田が元気になるように感じています。
大田JOいんつ♪が地域に発信したことが大田に広く波及し、世代を越えてみんなで大田の未来を考えていけれ
ば最高です！

高校生からの引継ぎ（4月）

地域の協力をいただき、
お芋博覧会に向け芋を
栽培

お化け屋敷の企画に向けﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ（7月）
高校生がﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰ、中学生のｱｲﾃﾞｱを引き出す

お化け屋敷も大成功！（8月）
企画～準備～片付け、得意分野を活かして大成功！

綿菓子（販売）には大行列！
「お芋博覧会」に向けて
メニューを試作！

お芋博覧会（12月）野菜、芋もちを販売、
スタッフとしても活躍！

高校生中心メンバーの世代交代を経て活動体制を構築
地域のグループから、イベントへ参画の依頼を受けるように

おおだＪＯいんつ♪
安藤 謙さん

大田中央公民館
伊藤 裕子さん



直面した課題 可能性・期待

平成２５年度を振り返って

平成２５年度のあゆみ

地区の概要活動体制

◆人口

741人（平成25年11月時点）

◆学校（児童生徒数）

［小］蔵木（20）

［中］蔵木（21）

［高］吉賀（90）

※吉賀町内（蔵木地区ではない）

◆公民館

蔵木公民館

◆地域自治組織

蔵木地区自治会長会

◆活動主体

はじまりは蔵木地区サクラマスプロジェクト実行委
員会による呼びかけ。

平成25年度末に「くらぎライジングサン」を結成。
メンバーは中学生７人。

◆サポート体制

蔵木公民館水上館長が連絡・調整等を行う事務局。
実行委員会副会長の山田さん（Ｉターン・農業）も
サポート。吉賀町教育委員会杉内派遣社会教育主事
がバックアップ。

◆地域との連携

地元の祭実行委員会に協力を得る。

地区内の子どもの人数が少なく、部活動や
学校行事、その他の地域行事への参加など、
子どもたちも複数の「役」を担っているため、
一同に集まる時間を確保することが難しい。

コーディネートを行う水上蔵木公民館長に
負担が集中してしまう場面も。大人のサポー
ト体制を充実・強化する必要性がある。

先進事例視察（たまゆメンバーズくらぶ／松
江市）の帰り、刺激を受けたメンバーが「くら
ぎライジングサン」と命名。組織化が促される。

子どもたち自ら「綿菓子をつくって販売した
い！」と申し出がある。地域活動も楽しい、続
けてやっていきたいと積極的な意見も出された。

祭の実行委員会の方と
出店打ち合わせ

「綿菓子」の販売と
地域の方の手伝い ふり返り、

反省会

ひがん花祭りで出店
（9月21日・22日）

「くらぎライジングサン」
年度末、正式に組織化・名称決定！
スタッフジャンパーも作成

通称、

ＫＲＳ

ひがん花祭への出店を軸に、体制づくりに着手

くらぎライジングサン
吉賀町

蔵木地区
蔵木地区サクラマスプロジェクト実行委員会

平成25～26年度 西部モデル地区



メンバーの想い サポーターの想い

平成２６年度のあゆみ

注目！ここがポイント

地域の祭りではポップコーンの販売だけで
はなく、それ以外のお店、会場の準備も手
伝っていました。

その姿は大人と一緒。まさに地域の一員と
して活動している様子でした。地域の方から
も、感心した、成長していると、多くの評価
の言葉をいただきました。

子どもたちの自主性に期待し、強制するこ
とはなく、サポート、バックアップを行うと
ともに、今後の活動を温かく見守りたいと考
えています。

初めて「ひがん花祭り」で活動した際は、
少し恥ずかしいところもありましたが、とて
も楽しく、今後も続けていきたいと考えまし
た。

いずれの祭でもみんなが積極的に参加し、
ほかの店の手伝いや後片付け等、スタッフの
一員として受け入れてもらい活動できました。

これからも、やりがいを持ち、自分たちか
ら積極的に地域に貢献し、地域を元気にした
いです。中学校を卒業した後も、後輩のサ
ポートを行っていきたいと考えています。

地域の一員として認められるきっかけに！
ＫＲＳは中学生が地域活動を行うことで、地域をもっと元気にしていきたいとの願いから結成され

ています。お祭りへの参画により「中学生が来てくれて祭りがもっと元気になって良かった。来年も
来てね！」との声が聞かれています。
また、祭への出店だけでなく他の店の手伝いや準備・片付け等も行うことで、地域の一員として認

められてきています。
今後継続した活動となるためにも、活動を支える地域の大人のサポートメンバー等の支援団体の結

成及び子ども達の話し合う場が定期的に開催されることにより、活動の更なる安定・充実が図れると
期待されます。

水源祭り（6月）に参画
全体の運営にも従事
地域住民の一員として
積極的に活躍

商品のPOPも工
夫。前日から準
備、ポップコー
ンを販売

ひがん花まつり（９月）に参画

益田市豊
川地区と
の交流会
in津和野
（12月）

地元の方から「去年から大きく成長した、くらぎラ
イジングサンの頑張りに、地域のみんなが元気にな
る」との声も

今後は祭り会場の清掃や整備活動に取
り組むことも検討

くらぎライジングサン
大庭 啓太朗 さん

蔵木公民館
水上 健二 さん

ミーティングのひとこま
続けていく！と心強い言葉も

地区の３大祭への出店・参画、地区の方からも頼りにされる存在に
進学を機に他出した高校生が活動に参画する動きも生まれた



直面した課題 可能性・期待

平成２６年度を振り返って

平成２６年度のあゆみ

地区の概要活動体制

◆人口

4,352人(平成２７年４月現在）

◆学校（児童生徒数）

［小］島田小学校（153人）

［中］安来市立第一中学校（113人）

［高］地区内になし

◆公民館

島田交流センター

◆住民自治組織

14自治会

◆活動主体

｢地域の子は地域で育てる」をスローガンに青少年
健全育成協議会が中心となり各種団体と連携をとり
ながら、交流センターを拠点として学校支援活動や
子ども見守り隊など様々な活動を行っている。

◆サポート体制

島田地区青少年健全育成協議会が中心となり、各種
団体と連携をとりながらサポートにあたっている。

◆地域との連携

専門家（島根大学）の指導を受けたり、地域住民の
協力を得ながら、ブルーベリーの苗の植え付け、管
理、収穫、加工、販売までを行う。

高学年になるとスポーツクラブに加入し、
参加人数が減るため低学年中心の活動になる
ことが多かった！

わんぱくクラブを卒業した子ども達にも声
をかけてジュニアリーダーの育成につなげた
い！

ジャム作りを体験したら楽しかった、家で
も作ってみたいという声があり、活動を楽し
む姿が見られ興味を持ってくれた！

地域の方より果物の提供があり、ブルーベ
リー以外のジャムも作ってみた。他にも色々
な果物でジャム作りが出来るのではない
か？！

島根大学より苗木を購入し、
剪定作業を教わりました

ブルーベリーの育て方を教わりました
親子でジャム作り

自分たちで作ったジャムを試食

島田地区
青少年健全育成協議会

安来市

島田地区

平成26～27年度 東部モデル地区



メンバーの想い サポーターの想い

平成２７年度のあゆみ

注目！ここがポイント

ブルーベリー栽培では剪定、草刈作業な
ど子どもだけでは出来ない部分もあります。
子ども達と作業分担をして出来る部分は子
どもに任せて楽しみながら作業が出来れば
と思います。

文化祭では、子ども達が地域の方に対し、
ジャムの製法などを上手に説明しながら販
売していました。

草取りをしたり、肥料をやったりブルー
ベリーを栽培するのは大変でした。今年は
剪定をしてもらったのであまり収穫が出来
ませんでしたが、自分たちで育てたブルー
ベリーはとても甘くておいしかったです。

ジャム作りも今まで作ったことがなかっ
たけど教えてもらいながら作ったらうまく
出来たのでまた挑戦したいです。

一連の作業の体験がミソ！色々な団体との連携した仕組みづくりに期待！

栽培管理、収穫、加工、販売流通までの一連の作業を体験させることで農業に対する意識を高める
とともに、キャリア教育の場です！
木は成木となると年々収穫量は多くなるが、一度に収穫が出来ないため、収穫にかかる労力が問題

となる。その対策として、クラブ員個人が適宜収穫したものを計量し、交流センターが買い上げるシ
ステムを構築していきたい！
また、隣接する小学校・幼稚園と連携をとり、体験農園として提供するといったことにも期待！

文化祭でジャムの販売

剪定後、肥料をやりました

島大生や地域の方と関わりながらの活動

栽培したブルーベリーを初めて収穫

「結の里たーら」との交流
ゆい さと

奥田原



直面した課題 可能性・期待

平成２６年度を振り返って

平成２６年度のあゆみ

地区の概要活動体制

◆人口

228人（平成28年1月31日現在）

◆ 学校（児童生徒数）

［小］ 山佐（16）

［中］ 広瀬（167）

［高］ 地区内になし

◆公民館

奥田原交流センター

◆住民自治組織

5自治会（山口・廻谷・中の輪・下の輪・新田）

◆活動主体

「結の里たーら」は奥田原の将来を考えようと30
～40代を中心に設立された団体であり、「奥田原
未来創造プロジェクト」を策定し、地域の活性化
に向け活動を行っている。

◆サポート体制

交流センターを通じて地域の各種団体からのバッ
クアップ

◆地域との連携

交流センターをはじめ、地域の老人会、子ども会、
若者会、農事組合法人を巻き込み活動

部活や学校行事の合間を縫って、集まって
活動する難しさに直面！

自分たちがしたいこと、出来ることを整理
して活動しなければ続かない！

ずっと先まで繋がる活動をするには、奥田
原の子どもたちだけでは限界が！

子どものワークショップで、奥田原につい
て考えることが出来て、今後の活動の可能性
が広がった！

文化祭で、高校生が中心となって活動の手
本を示し、中学生がそれに習うことで気持ち
の統一感が増した！

栽培から試作まで、一連の活動に参加し現
場に携わり、様々な興味や関心に繋がった！

耕作放棄地（荒神）の整備（4月～）

大人と子どものワークショップ（7～8月）

6次産業化アドバイザー研修会（10～11月 3回）
ふりかけ試作会（9～10月 2回）マコモ、ゴマの苗植え（7～8月）

ふりかけ調合（1～2月）

ふりかけ第一号完成（3月）

活動報告会 ふりかけづくりワークショップ
マコモ茶試飲会（11月9日 地区文化祭）

結の里 たーら
安来市

奥田原地区

平成26～27年度 東部モデル地区



メンバーの想い サポーターの想い

平成２７年度のあゆみ

注目！ここがポイント

平成２６年度から２７年度では、子ども達が大
きく成長しました。地域の文化祭での発表 や
ワークショップ等を通じコミュニティビジネスや
６次産業の重要性を少しずつ分 かってきたよう
に感じます。

学校でも、キャリア教育･ふるさと教育等やっ
ているの で子ども達も実戦の様な感じで生き生
きと取り組んでいます。今後子どもの数が減って
いくので、地域外の子ども達にも伝え一緒に取り
組んでいきたいと思います

僕は最初は「めんどうくさいな…」と思ってい
たけど、大人が一生懸命にやっている姿を見て、
奥田原のために頑張っているのだなと思いました。

僕も奥田原が好きだから、大人と一緒に頑張っ
ていきたいです。実際に活動をして、大人と会話
をしたり、他の小･中学生、大学生とも交流する
ことができて、よかったです。

CM作りはまだ途中ですが、これからもみんな
と一緒に頑張っていきたいです。

子どもたちの主体者意識の高さと、すぐそばに地域の大人のよい見本があります！

ふりかけづくりを通して、改めて地域の課題に目をむけ、地域の子どもとして今何ができ
るかを模索しながら活動してきました。子どもならではの発想やアイディア、また行動力を
十分に発揮して活動が進められました。その活動を通して地域住民の一人として今後何がで
きるかを問い続ける子どもが育ってきたと感じています。その子どもたちを支える大人のア
イデンティティーと組織がしっかりとしており、未来の子どもたちの姿の見本がすぐそばに
あることもこの地域の大きな特徴です。

中高生ワークショップ８～９月）

マコモ･ふりかけ材料の栽培･収穫（7～１１月）

文化祭での活動発表（１１月８日）

ＣＭ制作（８月～）

飯梨小ふりかけワークショップ（９月１３日）

島田わんぱくクラブとの交流会（１１月２９日）

中学生ふりかけワーク（４月６日）

結の里たーら 戸谷優作さん 結の里たーら 戸谷豪良さん

派遣社会教育主事 福本修司さん



直面した課題 可能性・期待

平成２６年度を振り返って

平成２６年度のあゆみ

地区の概要活動体制

◆人口

1,824人（H28.1末現在）

◆ 学校（児童生徒数） （H27年度）

［中］吉田中学校（32）

［小］吉田小学校（29）、田井小学校（26）

◆地域づくり拠点

吉田交流センター、田井交流センター

民谷交流センター

◆ 住民自治組織

吉田地区振興協議会、田井地区振興協議会、

民谷地区振興協議会

◆活動主体

吉田地区振興協議会

田井地区振興協議会、民谷地区振興協議会

◆ サポート体制

吉田地区振興協議会が連絡事務局となりサポート。
吉田中学校に配置されている雲南市教育支援コー
ディネーターが、学校側の連絡事務等をサポート

◆ 地域との連携

地域の食品加工企業、営農法人と連携し、中学生に地
域の農業・食品加工の実態を学んでもらう機会を作っ
た。

小中学校の授業の一環としての活動
であるがゆえに、「生徒の自主性を育
てる」という観点では弱い面があり、
また、活動時間も十分に取れなかった。

町内すべての小中学生が参加するプ
ロジェクトとして住民の注目度も高く、
この「全員参加型」のメリットを生か
すことで、今後も発展的な展開が期待
できる。

１ 吉田中学校における地域学習

●吉田町の地域課題や、地域づくりについて学ぶ講演会の開催
①吉田地区振興協議会錦織会長の講演『吉田地区の地域づくりについて』
②田井地区振興協議会芝原会長の講演『田井地区の地域づくりについて』
③(株)吉田ふるさと村高岡社長の講演『吉田の主産業である、食品加工の取り組みについて』
④雲南市吉田総合センター梶蔦所長の講演『吉田町の今とこれまでの歩み～雲南市のまちづくり～』

●地場産業の現場体験と、吉田の新しい特産品のアイデア出し
①現場体験
→○(株)吉田ふるさと村の食品加工施設を見学し、食品加工の基本知識を学習
○道の駅「たたらば壱番地」を見学し、特産品販売にかかわるマーケティングの基本知識を学習

②グループ・ワークによる新しい特産品のアイデア出し
→生徒が出したアイデアをもとに、（株）吉田ふるさと村が試作品をつくり、中学校にて試食会を行った。

２ 吉田中、吉田小、田井小の全生徒参加による「吉田アートプロジェクト」

授業の一環で児童・生徒に、吉田町の風景や伝統行事、地域文化などを題材に絵を描いてもらい、
それらの作品を活用して以下のアイテムを制作し、町内外への情報発信ツールとして幅広く活用した。

●吉田オリジナル・カレンダー（販売） ●吉田紹介カード ●大型展示パネル

吉田・田井・民谷
地区振興協議会

雲南市
吉田・田井

民谷地区

平成26～27年度 東部モデル地区



メンバーの想い サポーターの想い

平成２７年度のあゆみ

注目！ここがポイント

吉田町の子どもたちが、自分たちの地域
の課題を学んで、自分たちに何かできるこ
とがあれば、地域づくりにかかわりたいと
思ってくれたことが嬉しい。

地域課題は深刻だが、子どもたちには、
こうした活動を楽しんでもらうことが、ま
ず大切だと思う。そういうムードづくりを
進めて、今後も大人と子どもが一緒になっ
て、地域づくりに取り組んでいけたらと思
う。

吉田町の人口が減り続けており、地域の
人たちが必死の想いで地域づくりに取り組
んでいることを知って、自分たちにできる
ことがあれば、何か手伝いたいと思った。

特産品のアイデア出しは面白かったが、
仕事で商品開発をやっている吉田ふるさと
村の人の話を聞いて、本当に売れるものを
作るには、いろいろと勉強しないといけな
いと思った。

地域自主組織と、小中学校のコラボによる、
町内の子どもたち全員参加の活動である点が、吉田町の取り組みのポイント！

課題も多々あるが、このメリットが最大限に生きる方法を模索し、
今後も活動を継続していきたい！！

１．吉田中学校における地域学習

●吉田町の地域課題や、地域づくりについて学ぶ講演会の開催
① 島根県中山間地域研究センター田中研究員の講演

『島根県の中山間地域の課題と取り組み』
②（株）田部田部社長の講演

『たたら製鉄とともに歩んできた吉田町』
●吉田町の農業、食品加工の現場体験
受入先
① 農事組合法人すがや：米づくり、野菜・椎茸などのハウス栽培
②（有）木村有機農園：有機野菜の栽培、米粉100％のオリジナル米粉麺開発
③（株）吉田ふるさと村：地場の食材を使ったたまごかけごはん専用醤油などの開発

２．吉田中、吉田小、田井小の全生徒参加による「吉田アートプロジェクト」

以下の2つのアイテムを制作。とくに27年度は、小中学生の英語学習意欲の向上と、
海外（国内在住外国人）への吉田町紹介（情報発信）を目的として、日本語だけでな
く英語併記によるアイテムづくりを進めており、中学生は自分の絵の紹介を、自分た
ちで英作文するなど、英語学習にも役立てている。

●吉田オリジナル・カレンダー（販売） ●吉田紹介ポスト・カード
※2アイテムとも日英併記版を作成

吉田中学校生徒のコメント



直面した課題 可能性・期待

平成２７年度を振り返って

平成２７年度のあゆみ

地区の概要活動体制

浜田市

井野地区

◆人口

802人

◆学校（児童生徒数）地区内に学校なし

［小］三隅小学校（192人中地域内25人）

［中］三隅中学校（150人中地域内14人）

◆公民館

井野公民館

◆住民自治組織

まちづくり推進委員会ＩＮＯ、井野連合自治会、
井野端会議、希望の歌実行委員会（アンデルセ
ンライブ=民家でライブ）

◆活動主体

放課後子ども教室「いのっ子クラブ」
井野・室谷地区の小学生・中学生・高校生
◆サポート体制

地域住民・保護者
◆地域との連携
今までの放課後子ども教室の取り組みを通し
て、小学校のない井野地域でも大人同士がつ
ながることで、子どもの育ちを見守る体制が
整いつつある。

●井野地区の良いところ

●他の地区との違い・学ぶこと

●いのっ子の活動の魅力 など

自分の言葉で井野地区を語れる
力をもっと引き出したい！

小学生が活動の主のメンバー。とにかく元気
いっぱい。地域の方に支えられながらも地域の一
員として、自分たちができることを表現すること
で地域がもっと元気になることを目指す。

笑いあり、涙あり・・・。子ども一人一人の力
を信じて、やる気スイッチを探しつつ活動中。今
後は、井野の中・高生が無理なくできるときにで
きる仕組みづくり、井野以外の子どもたちが参加
しやすい井野地域での魅力的な活動を探求。

民家でライブ

井野の大同窓会
～夏祭り～

ブルーベリー大福
試作＆販売

山菜クッキー販売

太鼓の発表に向けて

いのっ子クラブ

学校のない地域でどう子どもが地域と繋がるのか考えて活動する

平成27～28年度 西部モデル地区



メンバーの想い サポーターの想い

平成２８年度のあゆみ

注目！ここがポイント

平成27年度に行った報告会で、

として、言葉にして伝えた。自分たちが言葉にす
ることで、意識が変わり、子どもも地域の大人も
主体的に地域活動の取組をしてきたように感じる。

誰でもどこからでも参加できるチャンスのある地
域活動を今後も展開していきたい。

いのっ子クラブ コーディネーター 加藤由紀江

井野地区の中学生が「いのっ子クラブ」を中学生
目線から弁論大会で発表して、学校代表に選ばれ
た。「地域の方に感謝し、自分たちができること
をできる時にすることで役割に気づき、もっと地
域の中で役にたちたい。」

三隅中2年・加藤ほのか

農業まつりの活動の掲示で、コメント

を書いたり、「井野・好き丸」という

イラストを描いた小学生。

民家でライブ

太鼓の発表に向けて

井野の大同窓会～夏祭り～

ブルーベリーマ
フィン

試作＆販売

いのイルミの作成

農業まつり～団子試作＆販売～

小学生・中学生・高校生・
保護者が誰でもどこからで
も参加できるチャンスを散
りばめる仕組み

いのっ子クラブの良いところ
① 地域の方に子どもの成長を長い目で見てもらえる
② 地域の方と直接コミュニケーションをとることで、感謝の気持

ちが育つ
③ 活動を通して、地域の外の子どもや大人とつながる

今後のめざす子どもたちの姿
・自分から動く
・楽しく
・自分のこととして地域を語る子ども



邑南市

矢上地区 邑南町を考える会
平成27～28年度 西部モデル地区

直面した課題 可能性・期待

平成２７年度を振り返って

平成２７年度の取り組み

地区の概要活動体制

◆人口

2,190人（平成27年４月30日現在）

◆学校（児童生徒数）

［小］矢上（153）

［中］石見（147）

［高］矢上（225）

◆公民館

矢上公民館

◆住民自治組織

５自治会（いわみ中央、大沢会、御謝山、
加茂山、原山）やまんばの里プロジェクト

◆活動主体

邑南町を考える会は、地域の経済発展に寄与するこ
とや地域住民の郷土愛醸成に寄与すること等を目的
に、自ら考え、行動する２０代～４０代の若者有志
団体。

◆サポート体制

邑南町を考える会メンバーを中心に、学校や地域団
体等により活動をサポート。

◆地域との連携

学校、公民館、地域団体と連携して活動を行う。

高校生は勉強や部活が忙しく、学校外で活
動できる時間をなかなか確保してもらいづら
かったです。

また、生徒のモチベーション向上が難しく、
自ら率先して行動するようになるきっかけや
仕掛けが必要に感じました。

地域の大人と生徒が一緒になって活動を行うこ
とで、生徒は学校生活だけでは得られない地域づ
くりの実践経験を得られ、子ども地域活動自体が
高校の新たな魅力に。

生徒はもちろん、地域の大人にとってもお互い
の成長につながる貴重な機会。活動自体はまだま
だこれからだけど、できることから、地に足を付
けた活動を行い、少しずつ活動の幅を広げていき
たい！

邑南町を考える会が中心となり、子ども地域活動の試験事業及び協力してくれる生徒集め、体制づくりを行いました

（１）しまね子ども観光大使inおおなん（７月、２月） （２）本気の米炊きプロジェクト（９月） （３）参加生徒への呼びかけ



メンバーの想い サポーターの想い

平成２８年度のあゆみ

注目！ここがポイント

高校生と活動をしてみて、高校生は地域のこと
を考えるのが嫌ではなくて、むしろ楽しんで地域
課題に取り組んでいることに気づきました。彼ら
は役割を与えられれば必ず返してくれます。学校
だけでなく小中高の縦の繋がりと地域との横の繋
がりを紡いで一つに結んでいくことがふるさとに
対する高い意識の醸成にも繋がると思います。

地域解決型で縦横の広がりを持った活動が子ども
たちに「生きる力」と郷土愛を育み、ふるさとの
力になりたいと思う子どもたちを増やすことにな
ると信じています。

邑南町を考える会会長 柘植賢志

今までは、学校の中だけの世界だったけど、未
来フォーラムで地域の人に来てもらって、やって
おられることを知ると、世界がどんどん広がって
いきました。

地域の課題や解決策を考える際には、邑南町の
魅力について深く考えるようになりました。邑南
町の魅力といえば、今までだったら「自然が豊
か」くらいしか答えられなかったけど、地域の人
の活動を知ることで、具体的な商品やそれを作っ
ている人たちの誇りだったり、おおなんドリーム
という小中高校生が学習発表をするといった、子
どもたちの活躍を応援してくれる町なんだなと気
づくことができました。

矢上高校 ２年生 S

学校との協働！学校ができないことを地域が補う発想

昨年度、高校生を地域に連れ出して継続的な活動をする難しさを痛感し
たため、今年度は高校と協働できる場を見つけ、自分たちが学校に入って
高校生との繋がりをつくろうと活動を行ってきました。今後は未来フォー
ラムで提案のあった「邑南町を一つにする祭り」の実施を子どもと大人で
協力し合って作り上げ、率先して行動する青少年チームを作り上げていき
たいと思います。

しまね子ども観光大使
Inおおなん（２回）

「矢高みそ焼きそば」の出店（４回）異業種交流会

矢上高校生が語る「未来フォーラム2016」の実施支援・アフターフォロー
（課題発見ワークショップ・アンケートの実施、授業での企画立案支援、フォーラム後のアフターフォロー）


