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４ テーマ別ディスカッション 

 

１）子どもによる地域活動の“ツボ”を探る（平成 26年度） 

 
 ここでは、「子どもによる地域活動の“ツボ”」として平成 27年 1月 17日に実施した「子ども地

域活動モデルづくり事業報告会」でのパネルディスカッションの議論を振り返ります。 

 このパネルディスカッションは、コーディネーターに愛媛大学農学部の笠松浩樹さんを迎え、パ

ネラーとして各モデル地区のメンバー・サポーターに登壇いただきました。それぞれの立場から、

子どもによる地域活動の可能性や課題についてコメントいただくとともに、会場の参加者からも

様々な意見をいただきました。 

 

コーディネーター 

 ◆愛媛大学農学部 

  ・特任講師 笠松浩樹さん 

  （元、島根県中山間地域研究センター専門研究員） 

 

パネラー 

 ◆浜田市金城地区 

  ・かなぎパラダイス 河崎将太さん（メンバー） 

  ・アスレチックきんた 小川裕さん（サポーター） 

 ◆益田市豊川地区 

  ・とよかわっしょい！！ 出雲ひかるさん（メンバー） 

  ・わっしょいサポーターズ 河野利文さん（サポーター） 

 ◆大田市中央ブロック 

  ・大田ＪＯいんつ♪ 波多野雅俊さん（メンバー） 

  ・大田市中央公民館 伊藤裕子さん（サポーター） 

 ◆吉賀町蔵木地区 

  ・吉賀町蔵木公民館 水上健二さん（サポーター） 

 

※活動状況やコーディネーター、パネラーの肩書はパネルディスカッション時のものです。 
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パネルディスカッション「子どもによる地域活動の“ツボ”」 

 

導入～パネルディスカッションの視点～ 

◆笠松コーディネーター 

 ご紹介いただいた通り、島根県は第 2 の故郷で、

当時畑山さんと一緒に仕事をさせていただきなが

ら、島根県の中山間地域各地をいろいろと回りまし

た。こういう子どもの活動は当時いくつかありまし

たが、ここまで盛り上がっているのは知らなかった

です。恐らくこれは全国的に見ても先進的な事例だ

と思いますし、こういうことを県の事業としてやっ

ている島根県は素晴らしいところだと思います。何

故素晴らしいのかというのは、今日お話いただいた

内容とか、これから皆さんに発言いただくことから

も滲み出て来ることと思います。それを最大限引き

出すことに努めたいと思いますのでよろしくお願い

します。 

まず、今日の発表の中で非常に驚いたことが二つ

ありました。一つは、発表していただいた小学生、

中学生、高校生は、大学生並みだと思いました。日頃大学生を見ていますが、すごく堂々として立派

で、しかも理路整然として思いを伝えてくれたということで、そういう意味では個々の皆さん能力が

高いと思いました。まず、そこに驚きました。そこからメンバーの皆さんに詳しく話を聞いてみたい

なというのが最初です。 

 二つ目はそれを支えるサポーターの皆さん、陰になりときにはいろいろ調整をしながらご苦労され

ていると思いますが、どういう役割を果たして来られたかを聞いてみたいと思います。冒頭で、前の

皆さんにお話いただく前に、今日の休憩前の話に対して、会場の皆さんの方からご質問があれば、せ

っかくですので聞いてみたいのですが、いかがですか。後ろの掲示の質問でも構いません。 

 そうしたら進めさせていただいて、もし何かありましたら、後段でもう一度質問タイムがとれれば

とりたいと思いますのでそのときによろしくお願いします。 

 

メンバーの想い 

◆笠松コーディネーター 

まず、若いメンバーの皆さんに聞いてみたいと思います。4 地区から来ていただいていますが、蔵

木の方は受験ということで、3 名の方に聞いてみたいと思います。近い方から、自己紹介と、どれく

らいこの活動に関わっているか、年間とか月何回とか週何回とかどれくらい、どんなことをしていま

すか、よろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 
笠松コーディネーター 
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◆浜田市金城地区 河崎さん 

浜田市立雲城小学校 6年生の河崎将太です。自分たちは

雲城まちづくり委員会の皆さんに協力してもらい、たかき

びを栽培して、そのたかきびを販売しました。たかきびの

苗付けは広い畑に 2,000本の苗を 20人くらいで 2ヶ月で

植えましたが大変でした。植えたたかきびは収穫するとき

は大人の人の身長を越すほどになっていました。雲城まち

づくり委員会の皆さんと収穫したたかきびでぜんざいや

団子をつくって販売しました。ほかのお店がある中で売る

のは難しかったけど、頑張って呼びかけをしてみると、お

客さんが買ってくれて、「頑張ってね」と声をかけてくれた

ので嬉しかったです。 

 

◆笠松コーディネーター 

 年に２か月くらい。単純計算すると、6分の１、だいたい週 1回ぐらいのペースになりますね。 

 

◆浜田市金城地区 小川さん 

 2か月に 1回くらいで、栽培、収穫、販売活動をやって

いるので、年に 6回。で、週に 1回打ち合わせ会議をして

いて、それぐらいのペースです。 

 

◆笠松コーディネーター 

 週 1回はみんな顔を合わすということですね。ありがと

うございます。そうしたら、お隣にいって出雲さんいいで

すか。自己紹介と、年か月か週にどれくらい活動している

か教えてください。 

 

◆益田市豊川地区 出雲さん 

 益田市立益田東中学校 3年生の出雲ひかるです。自己紹

介ということで、特技はどこでも眠れることです。私たち

の活動は月に 1回の定例会を開いて、行事の相談とか話し

合いをしています。Ｔシャツをつくったり、定番メニュー

のポップコーンやスムージーなどをつくったりして、それ

を地域の祭りや行事などで売っています。年間で 14～5回

程度イベントはあったと思います。 

 

◆笠松コーディネーター 

 みんな集まったりイベントしたり。ありがとうござい

ます。では、波多野君お願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

河崎さん 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小川さん 

 

 

 

 

出雲さん 
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◆大田市中央ブロック 波多野さん 

大田市立第一中学校 3年生の波多野雅俊です。3年にな

って生徒会長としてこの 1 年間この活動に関わってきま

した。活動は年に 20回ほど活動しています。地域の方た

ちと野菜づくりの体験、天領さんでのお化け屋敷の企画、

お芋博覧会でお芋スティックや芋もち、野菜の販売など

を行いました。お芋博覧会の準備や野菜の収穫が大変で

したが、みんなで協力しながら楽しく作業しました。野菜

の肥料の撒き方など地域の方に分かりやすく教えていた

だき、とても感謝しています。 

 

◆笠松コーディネーター 

 ということは、月に 1 回以上は集まってやっていると

いうことですね。子どもではないですけど、水上さんにお伺いしていいですか。蔵木の場合どれくら

い活動しておられますか。 

 

◆吉賀町蔵木地区 水上さん 

 うちの場合は先ほど言いましたように 3 大祭りで事前

に話し合い、ポップコーンの作成、当日の売店、片付け等

を子どもたちがやっています。 

 そのほか中学生は保育園に行って読み聞かせ等保育体

験などをしていまして、蔵木フェスタという地区全体の文

化祭があるのです。これにも中学生高校生が一緒になって

やっていますし、運動会も地区全体、これも中学生が頑張

って用具の搬送等やっています。 

 あと、4月は餅つき会があり、保育所、小学校、中学校、

地区の方が手伝って、みんなで一緒にやっています。活動

としては 6～7 回年に大きな活動はしています。あとは小

さい活動をちょこちょこやっている状況です。 

サポーターから 

◆笠松コーディネーター 

 次にサポーターの皆さんにお伺いしたいと思います。 

 そういう活動を支えていくということで、日頃からご苦労があると思います。むしろ苦労より楽し

みが多いかと思います。やりがいもあると思いますが、そもそもサポーターとは何かを明らかにした

いと思います。サポーター、大人が子どもを引っ張っていくというのが、よくある従来の活動だった

と思うのですが、今日のお話を聞いたら子どもが生き生きと活動をするために大人は何をすべきなの

だろうというところが非常に気になりました。 

 日頃サポーターの皆さんはどういうかかわりをされているかということと、サポーターって何かと

いうことに対して何か答えがあれば、言いたいことを言っていただければと思います。 

 今度は反対から、伊藤さんの方からでいいですか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

波多野さん 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水上さん 
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◆大田市中央ブロック 伊藤さん 

 大田市立中央公民館主事をしています伊藤裕子と申し

ます。よろしくお願いします。子どもたちが輝いて地域

活動を行うにあたっては主体性を生かし、いかに子ども

たちの力を引き出すかということを重点においてサポー

ターをさせていただきました。子どもたちは中学校、高

校それぞれの学校行事とか部活動で大変忙しいです。そ

んな中多くのメンバーが話し合いや活動に参加できるよ

う、予定を確認し、日程と活動内容の調整がとても大変

でした。 

そして、学校や農業支援団体の皆さん、地域の皆さん

と密に連絡打ち合わせ等がサポーターとしての大きな役割でなかったかと思います。 

 それから随時学校の方にもこういう活動をしますという伝達をしています。また、家庭の方にもこ

ういった活動をしますと、行事のお知らせ等を郵送して、学校、家庭、地域の連携を深めながら調整

を行いました。子どもたちへの連絡はラインを使ってやったので少し楽だったかなと感じています。

以上です。 

 

◆益田市豊川地区 河野さん 

 豊川地区のとよかわっしょいサポーターの河野利文と

申します。わっしょいサポーターなのですが、もともと

は豊川地区つろうて子育て推進協議会というものをつく

っていまして、そこで事務局を担当しています。普段は

豊川保育園の園長をしています。 

 子どもたちのやっている感を大事にした活動を心掛け

ていまして、先ほど発表を見ていただいたと思いますが、

子どもたちがどれだけ自分たちでやっているかというの

を感じられるかというのが大事だという思いで活動を進

めています。 

 もともとは中高生の活動としてスタートさせたのです

が、高校がばらばらのところに行っているのでなかなか難しいということで、中学生中心の活動に変

わっていきました。先ほどもラインで連絡をしたと言われたのですが、つろうて子育て推進協議会の

中に、東中学校の教頭先生にも入っていただいていて、教頭先生が協力をしてくださったので、こち

らが連絡する文書などをもっていくと、それを配っていただくなどしていただいています。そのあた

りが一番大きかったなと思っています。ただ、活動するうえで、事前の調整は自分でできるのですが、

実際イベントのサポートなどはもっと人手が必要だということで、もともと小学校のＰＴＡ活動が盛

んな地域でもあったので、お母さん方に協力をいただいて、ＰＴＡ中心でわっしょいサポーターの組

織をつくりました。1 年目が終わったところでそういうかたちに変えていきました。どうしても手や

口を出したい方が多いので、お母さん方にはできるだけ手と口を出さないようにということで、イベ

ントのときの搬入などを手伝っていただいて、あとは見ておくということを心掛けた活動をしていた

だきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

河野さん 

 

 

 

 

伊藤さん 
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◆浜田市金城地区 小川さん 

 浜田市金城地区のアスレチックきんたのクラブマネージャーの小川裕と申します。ほかの団体と違

って、公民館ではなくスポーツクラブなので、子どもたちが集まることが非常に難しかったのです

が、放課後遊び隊という放課後にふれあいジムで遊びながら親を待つというところに狙いを絞って、

そういう活動をやっていこうということになって、子どもたちにこういう活動があるけどしてみない

かともちかけると、子どもたちはやりたいと言って興味をもってくれたので、そこがよかったと思っ

ています。スポーツ少年団などに入っていて、3か所くらいあったのですが、他の子どもたちが参加

しようと言ったら、いいよと言ってくれたところが自分の中ではいい関係性を子どもたちでもってい

ると思っています。僕たちは小学生がメインなので他の地域と比べて、子どもたちがやろうとはなる

のですが、何をしたらいいか分からないので、こちらからサポートするのが多くなってしまうと僕は

思っています。 

 

◆笠松コーディネーター 

 確かに中学生中心と小学生中心、しかも中高生となると、小学生とはやっていること、考えること

の開きが出て来ると思いますが、小学生には小学生なりのよさもあると思います。その辺いかがです

か。 

 

◆浜田市金城地区 小川さん 

 イラストとか描かせたらいい発想が出て来るので、キャラクターの名前を考えようと言ったときに

も小学生なりのちゃらけた感じが出るのかなと思います。 

 

◆笠松コーディネーター 

 ありがとうございました。 

 そうしたら、水上さん、よろしいですか。どういう関わりをされているのか。 

 

◆吉賀町蔵木地区 水上さん 

 蔵木においても、皆さんがお話されたように、押し付けるのではなく、あくまでも子どもの自主

性、子どもからやって来るということを心掛けています。ときにはイライラしますが、そういうとき

には餌をまいてやります。餌をまいて食いついたらしめたということで、そこで自主性を養ってやる

という格好でもっていっています。うちの方ではサクラマスプロジェクト実行委員会というのを立ち

上げています。これについては今まで子どもと関わっておられた方々を一つにまとめて、公民館がコ

ーディネーターとして、連絡係としてやっていこうということで 9団体の方に参加してもらって今活

動しています。この会場に蔵木地区活性化を考える会の会長さん、それから、ひがん花の実行委員会

の事務局長さんが来ておられますが、この方々についても大変お世話になっています。といいまして

も、まだまだ親の応援体制ができていませんので、今後これをどうしていこうかと今悩んでいるとこ

ろです。その点、豊川さんがとてもうらやましく思っています。以上です。 

 

学校・地域という視点 

◆笠松コーディネーター 

 今の主役とそれを支える方々からお話を聞いたのですが、本当はこういう活動は地域なくしては

成り立たないし、地域の皆さんからの期待もあれば、課題もあると思います。 

 今日お越しになっている 4地区にかかわりのある皆さんの中で、皆さんから活動をどういうふうに

見られているか聞いてみたいと思います。先ほど教頭先生のお名前がありましたが、いらっしゃいま
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すか。よろしいですか。豊川の方からお話をいただきたいと思います。 

 

◆益田市立益田東中学校 寺戸教頭 

 益田東中学校の教頭の寺戸と言います。私のところの東中学校は豊川地区と益田地区と二つの小学

校から本校に上がってきます。その中の一つが豊川小学校ですが、今言われましたが保護者の方が非

常に熱心にやっておられ、それがそのまま子どもたちに乗り移っているような感じがします。 

 先ほど河野さんが言われたように、私もできるだけ口と手を出さないということを守ってやろうと

思っているのですが。文書を渡す話がありましたが、どうしても忙しいとこちらで適当にぱっと配っ

てしまうのですが、ちょっとしたことでも、ここに出雲さんいますけど、子どもたちにお願いをして

配ってもらうとか、決めることでも子どもたちにさせるとか。自分たちがやっているという姿を見れ

ば多分下級生も、今度は自分たちがあれをやるのだというようになってもらえばいいかなと思ってい

ます。保護者の方、サポーターの方の熱意が非常に感じられます。 

 

◆笠松コーディネーター 

 ありがとうございます。大田の方から来られた方いらっしゃいますか。 

 

◆大田市中央公民館長 岩根さん 

 中央公民館長の岩根です。よろしくお願いします。先

ほどのサポーターの件で、子どもが主体となって活動す

るのは無論のことです。 

 メンバーが何をやりたいかを重視しながら活動はする

のですが、私の役割としては、学校と保護者への対応だ

と思っています。 

 子どもたちは、こんなことをやりたい、あんなことを

やりたいというのが出て来るのですが、それに対して保

護者の方に、子どもたちこういうことを思っているので

すが、いついつこういう活動をしたいという連絡を必ず

入れるようにしています。先ほどラインという話もあっ

たのですが、これは子ども同士のことで、私の役割は保護者の方への連絡と、学校への連絡をしっか

りしていくことが子どもたちを支えていくことではないかと思っています。ありがとうございます。 

 

◆笠松コーディネーター 

 ありがとうございます。その辺り、子どもだけではなく、保護者との調整も非常に重要ですね。 

 ほかにもいらっしゃっていますか、大田の方から。せっかくなので、一言いただきましょうか。 

 

◆大田市教育委員会 吉田派遣社会教育主事 

 大田市教育委員会の吉田です。よろしくお願いします。 

 

◆笠松コーディネーター 

 サポーターの皆さんも含めて、全体的にどう見られているかコメントをいただければと思います。 

◆大田市教育委員会 吉田派遣社会教育主事 

 子どもたちが、やらされている感じになってはいけなくて、自分たちで考えて、いろいろなことを

自主的にやっているということを大事にしたいです。 

 そうは言っても、これはまちづくり委員会というものに入って活動していることが多いのですが、

 

 

 

 

 

 

岩根さん 



 

107 

 

パワフルな大人の方がそこにはたくさんいらっしゃるので、その方々を上手に抑えなくてはいけない

というのもあって、公民館も館長さんを始め伊藤さんなども非常に派手な方ですので、そのあたり出

すぎないように抑えるような役割も周りには必要だということで、私はマネージャー的なかたちの関

わりでやっています。大人が目立ちすぎないように抑える大人も必要だと思います。 

 

◆笠松コーディネーター 

 褒め言葉として受け取っておきます。ありがとうございました。 

 金城の方からどなたか来られていますか。会長さんがいらっしゃいます。一言、活動についてどう

いうふうに見られているか。 

 

◆雲城まちづくり委員会 毛利さん 

 雲城まちづくり委員会の事務局をしています毛利です。よろしくお願いします。 

 まちづくり委員会の活動というのはどちらかというと、限界集落のまちをどうしていくかというの

が当初のテーマだったのですが、アスレチックきんたさんとか金城パラダイスというところと去年の

春ぐらいから一緒にやり始めました。 

 子どもたちが畑でどんどん騒いでくれる姿を年寄りの人たちが見て、すごく喜ぶのです。やはり地

域を担う、将来のふるさとを支える人たちだと思いますので、どうサポートしていくかというのはよ

く分かりませんが、子どもたちが目を輝かせて一緒にやってくれるようなことをしたらいいなと思っ

ています。いいコメントにならなくてすみません。会長が逃げてしまいましたので。 

 

◆笠松コーディネーター 

 ありがとうございます。蔵木の方からどなたかお越しですか。 

 

◆吉賀町蔵木地区 池下さん 

 蔵木の池下です。サポーターという立場でどう関わ

っていけばいいかというのが私ももやもやしてきたの

ですが、今日かなぎパラダイスさん、大田ＪＯいんつ

♪さん、それぞれ自分たちが販売している商品を育て

るところからしておられるということで、土をつくっ

たり耕したり、植えて育ててという段階で、地域の人

たちもかかわりやすいなと思いました。これが要るか

なという気がしました。 

 つくる、加工する、販売するといった段階の中でそ

れぞれ関わっていけるかなと思い、蔵木もその辺りを

考えればいいかな、そうすればいろいろな人が興味を

もったり、協力したりということにつながっていくの

かなということを感じながら発表を聞いていました。以上です。 

 

◆笠松コーディネーター 

 地域の皆さんそれぞれに役割があるかなと今感じたのですが、先ほどの抑える役の方もいれば、伝

えたり教えたりする知識や技術をもっている方とかが集まると活動の層が厚くなって来るかもしれま

せんね。 

 お話を総合すると、やはりサポーターないしは地域の人とやっている感を大事にするというのは皆

さん共通していたと感じます。意外だったのは大人をいかに抑えるかというのが新鮮でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

池下さん 
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 活動をいろいろ聞かせていただいて、もともとこれは地域の担い手づくりという話が冒頭事業の説

明でもあったと思います。これまで過疎高齢化対策としては島根県結構やってきたのですが、子ども

に対する対策が今回大きく出てきたということはあります。事業を始めて 2年目ですが、これを見る

とステップ１は十分に成功していると思いました。というのは、子どもの社会参画が見事に行われて

いるのです。実践をしている。単に遊んで終わりではなく、次につながっていく、社会への関わりが

もてているところが今回大きな成果で、ステップ１は大成功ではないかと見ています。 

 この辺り、事業を仕掛けた方はどうとらえておられるか聞いてみたいと思います。 

 

地域振興・社会教育の視点から 

◆笠松コーディネーター 

 畑山さん、仕掛けた側の立場として、地域振興サイドという立場で。そのあともう一つ、教育サイ

ドの方からどなたか聞いてみたいと思います。まず、畑山さんから。 

 

◆島根県西部県民センター 畑山課長 

 司会をしていました、西部県民センター地域振興課課長をしています畑山です。 

 これまでも随時聞いていましたが、今日改めて各地区の報告を聞いて、地域の子どもたちとサポー

ターの大人たちと、こうして共にステージに上がっていただき、聞かせていただく中で、今日来てお

られない地元の高齢者もおられますが、こうした世代を超えたつながりが地域でできていくというこ

と、活動している子どもたちの成長にもつながりますし、先ほど畑で騒いでくれるだけで嬉しいとい

う言葉もありましたが、地域の方々がやりがいをもって地域を守っている。 

 では何のために守るかというところで、小規模高齢化集落ではわしらの代で終わりだからという消

極的な暗い発言をされる方もあるのですが、子どもたちが帰って来られるとか、子どもたちがつなげ

ていく地域を守り、更によくしていくというところで、子どもと地域両方にこうした世代間のつなが

り、子どもが地域で活動するというのは効果があると考えています。 

 笠松さんのおっしゃるとおりですが、2年間といっても、スタート時手続きがありましたので、実

質 1年半という短い期間の中で、これからつながっていく、続けていくためのスタートの部分では各

地区の皆さん方非常に頑張っていただきまして、本当に嬉しく思っています。 

 これから教育委員会もということですが、地域振興のサイドでは、やはり地域づくりという視点で

関わっているのですが、教育委員会で取り組まれているふるさと教育という学びの部分をいかに実践

に移していくかという切り口でかかわらせていただいているのかなと思います。 

 学びがあってこそ実践をする場がある、実践をするに必要な学びがあると思っています。 

 

◆笠松コーディネーター 

 教育サイドのお話も聞いてみたいのですが、島根県の益田教育事務所の方から、渋谷さんいらっし

ゃいますか。突然すみません。ここの名簿から。 

 

◆島根県益田教育事務所 渋谷企画幹 

 すみません。益田教育事務所の渋谷といいます。よろしくお願いします。 

 県民センターの方から情報提供をいただいて、豊川、蔵木の方になかなか参加できないのですが、

今年度豊川の方の定例会に 2～3回参加させていただいたり、イベントで子どもたちが活躍している

のを何度か見にいったりさせていただきました。 

 その中で感じたことは、豊川小学校のＰＴＡの活動が非常に盛んだということです。ＰＴＡは子ど

もさん方が卒業すると、ＰＴＡ会員も終わるのですが、ＰＴＡの活動でつながった保護者さんたち
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が、子どもさんたちが卒業されたあとも、そのままサポーターとしていろいろなかかわりをもって、

つながりをもってやっておられる。 

 地域のため、子どもたちのためというところがあるのかもしれませんが、サポーターの皆さんもい

ろいろ考えたり、学んだりしておられるのではないかなということを感じました。 

 県民センターの事業を受けて、次はどんなことをやろうかということが中心になりがちですが、サ

ポーターの方のお話を聞かせてもらったときに、活動を続ける中で子どもたちの変化というか成長し

ているところを皆さんがよく見て、それを共有しておられる。それで、それぞれ子どもさんたちへの

かかわり方の部分もよく考えておられるなということを感じました。 

 それから、子どもたち自身が最初は戸惑いもあったでしょうし、忙しかったし、何をやっているの

かというところもあった気がしますが、2年目に入ってからは、自分たちがやってきていることがど

ういう意味をもっているかとか、地域のためにどう役立っているかとか、子どもたちが地域にとって

必要とされている存在だということを感じ始めているのではないかな。 

 私の娘と同級生の皆さん方がおられて、時々プライベートなところで話をさせてもらうことがある

のですが、「わっしょいの活動大変だね」というと、「大変だけどね、おじちゃん、すごい楽しいです

よ」という言葉を何度か聞かせてもらいました。 

 地域の中で中学生が活動する場面はなかなかないのですが、そういう場を大人たちがつくれば、子

どもたちは本来そういうことをやりたかったのではないかということを感じています。 

 浜田教育事務所の寺本さんもいらっしゃいます。 

 

◆島根県浜田教育事務所 寺本企画幹 

浜田教育事務所の寺本です。たまたま県民センター地域振興課が合庁の２階にありまして、階段上が

って左側に教育事務所、右側に地域振興課ということで、よく顔を合わせていた中で、この事業をさ

れるのに相談を受けてお話をしました。 

 一般的にはまちづくり委員会を設置してやっておられることは大人の中だけのことで、設置しただ

けで終わっているのもあり、そのあたりどうかと思っていました。 

 こういう事業を行政がやると、何かして終わりみたいになるのですが、地域の中に何が課題か、何

を伝えていかないといけないか、大人が振り返る場になったということ。 

 それを伝える、そして、子どもがしっかりそれを受けて、地域の人とのかかわりと、地域にあるも

ののよさを実感して、大人にも子どもにもここに住むことのよさ、ここに住むことへの自信をつくっ

ている。 

 そうなってきつつあるということで、行政サイドからこういう教育的な分野が育ち、そういうとこ

ろをベースに進められたということが、これから先定住ということも含めて明るいなと思いました。

自信が皆さんにだんだん芽生えていると感じました。簡単ですが。 

 

◆笠松コーディネーター 

 簡単じゃなかったですよ。最後まとめることがなくなってどうしようかと思いました。全くそのと

おりだと思います。 

 地域のよさって結局自信なのです。それが定住につながっていく可能性は非常に大きいと思いま

す。 
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嬉しかったこと、やりがい 

◆笠松コーディネーター 

 お待たせしました、メンバーの皆さん。ここにずっと座って、授業より長いね。辛いかなと思うの

ですが、聞いてみたいと思います。活動をしていて、地域の人に言われたり、サポーターの大人たち

に言われたりして一番嬉しかった言葉って何ですか。活動していて一番嬉しかったことでもいいです

よ。波多野君からいいですか。 

 

◆大田市中央ブロック 波多野さん 

 嬉しかった言葉というのは、活動をとおして大田地域の人と子どもたちがつながって、どんどん活

性化してきているということをよく聞いて、今まで活動してきてよかったなと思っています。 

 

◆益田市豊川地区 出雲さん 

 一番嬉しかったことは、出店などをとおして、買いに来てくださるお客さんが地域の方なので、そ

の方々に活動を、「すごく頑張ってるね」とか、「すごいね」とか褒めてもらえることが一番嬉しかっ

たです。 

 

◆浜田市金城地区 河崎さん 

 販売をしているときとかに買いに来てくれるお客さんが、「頑張ってるね」とか、「頑張ってね」と

言ってくれて、食べたあとにも、「おいしかったよ」とか言ってくれることが嬉しいです。 

 

◆笠松コーディネーター 

 共通しているのは、自分だけで終わってないのです。やはり地域の人とのかかわりの中で出てきて

いるということです。一番嬉しかった言葉と聞いたのでもちろんそうですが、やはり地域の人たちが

喜んでくれたとか、期待されているというところが大きいのかなと感じました。 

 逆に今度はサポーターの皆さんで、活動をサポートして一番よかったこと、あるいは課題だったこ

と、一言ずつお聞かせいただきたいと思います。あとからもう一度別の角度で何が必要かを聞こうと

思いますので、それと分けて一番よかったこと、又は問題だったことがありましたらお願いします。

伊藤さんの方からいいですか。 

 

◆大田市中央ブロック 伊藤さん 

 中学生、高校生はやはりいろいろな地域活動に参加して、地域住民の人たちと触れ合って、地域貢

献で一緒に汗を流し、その中でいろいろなことを体験し、学んできました。人とのかかわりの中で励

まされたり、褒められたり、叱られたり、認められたり、そして、自分が社会や人のために役立って

いるなという喜びを感じて、自己肯定感が育ってきたのではないかと思います。人間関係のよい関係

性が築けて、青少年リーダーとしてのスキルを高めることができたかなと感じています。やはり学校

から地域に出かけると、ふるさとの自然、大田は自然がたくさんあります。それから高校生が今日語

っていましたが、ふるさとの人の温かさとか肌で実感しながら、大人も子どもも刺激を受け合いなが

らたくましく生きる知恵とか人間力を地域で身に付けることができたのではないかと感じています。 

 大田ＪＯいんつ♪の中でも、大田に帰って地域医療に携わってみたいとか、波多野君は教師になり

たいとか、夢を語ってくれるようになってきて、すごく嬉しく感じる場面もあります。以上です。 

 

◆益田市豊川地区 河野さん 

 一番嬉しかったことは、僕が中学生のころは参加しなかったと思うのですが、やるよと言ったとき
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に、来てくれたことが一番嬉しかったですね。かなりの人数が最初来てくれて、今日もこういうかた

ちで来てくれたメンバーがいますが、それ以外にも手伝ってくれたメンバーがたくさんいたというの

が一番嬉しかったことです。 

 課題に感じたことですが、自分自身が中学生にどういうふうに関わっていけばいいかという匙加減

がよく分からなくて、もっと勉強しないといけないなと思いました。 

 

◆浜田市金城地区 小川さん 

 今日子ども２人を連れてきているのですが、活動当初から関わってくれた子どもたちが、２回目、

３回目の活動で人数が減っている中、この２人はずっと活動をしてくれたので、そこがすごく嬉しか

ったです。 

 課題は豊川さんみたいにもっと大勢の子どもたちを連れてこういう素晴らしい会に参加できること

を目指していくことだと思っています。 

 

◆吉賀町蔵木地区 水上さん 

 皆さんがおっしゃいましたので、私はもう言うことありません。一番最後は辛いです。 

 一番初めに子どもが出店すると言ったとき、できるのかなと思ったのですが、この子らが最後まで

やり遂げて、「どうだった」「楽しかったよ」この言葉を聞いたときに、ものすごく嬉しかったです

ね。「また、やってみたいな」という言葉が一番初めに聞こえたのです。それに、やるごとにこの子

たちが人間的に大きくなっていくのです。「今度はあれをせにゃいけん」「今度は僕たち片付けにゃい

けんじゃないか」だんだん成長していく過程を見るのが一番楽しかったですね。 

 課題としては私たちがどこまで関わっていいのかなということ。余り言ってもいけないし、言わな

ければ言わないで、どこまで言っていいか悩んでいるところがあります。以上です。 

 

活動を継続させるために 

◆笠松コーディネーター 

 もう一回、各地区とも２人に聞いてみたいのですが、今まで活動が続いてきたのですが、これか

ら、小学校を卒業してから又は中学校を卒業してから、続けていくかどうか、又は続けていくにあた

って必要なものがあるか、サポーターの皆さんについては活動を続けていくためにはこういうものが

あるといいな、これは物かもしれない、お金かもしれない、目に見えない物かもしれない、何かあり

ましたらこの場でご紹介いただいたらなと思います。大田ＪＯいんつ♪から２人ずつ順番によろしい

ですか。今後どうするかと、活動を続けていくために何が必要かということ。 

 

◆大田市中央ブロック 波多野さん 

 これから友だちや後輩に呼びかけをして、ボランティアの人数を増やしていくことと、１か月に１

度ミーティングを開くなどして、みんなで話し合う時間をもっと増やすということをしたいです。こ

れから市街や大きな行事に参加して、大田ＪＯいんつ♪の活動を広げていきたいと思っています。 

 

◆大田市中央ブロック 伊藤さん 

 やはりメンバーの確保、これはサポーターとして大きな仕事ですが、今高校３年生が受験で大学に

行く、また中３の子が高校に行く、そうしたつながりができていく中でも途絶えないようにする。そ

れが大きな役割ですが、将来はジュニアリーダーが中高生リーダーになって、中高生リーダーが将来

の地域リーダーになるような循環型の絆社会の構築を目指したいなと感じています。 

 それから地域の皆さんにもこうした事業を理解してもらって、子どもたちは地域の宝として、みん
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なで活動を支えてくれるまちになったらいいなと感じています。 

 今まちづくり事業もかかわりながら、こうした中高生事業と一緒に連動してやっていますが、やは

り人づくりが一番大事だなということを感じながらお芋博覧会の企画もさせていただいています。 

やはり予算も欲しいし、こうした研修の場でサポーターとしての学びも大切だなと思います。時代

に合った地域課題、地域の要請に適応するようなサポーターに自分自身資質をあげていきたいなと感

じています。 

 

◆益田市豊川地区 出雲さん 

 高校になっても私はこの活動を続けていきたいと思っています。高校に入ったら、今まで一緒に活

動してきた中学校の１、２年生の子たちが私たちがやってきたことを受け継いでリーダーとして頑張

ってくれるし、高校生として私たちも陰ながら応援して一緒に活動してきたいと思っています。ま

た、高校がばらばらになってしまうこともあるので、定例会などに参加すると、そこで久々に出会う

ことができるかなと思っています。 

 

◆益田市豊川地区 河野さん 

 今ひかるさんが言ってくれたので安心しているのですが、もともと２年間の事業の中で、何とかこ

の年代で育って高校に行ってからのかたちをつくりたいと思っていたので、終わったときにそういう

感想をもつ子が一人でもいたということは非常に大きいことだなと思って、今安心しているところで

す。 

 何が必要かということですが、先ほども言いましたが、支えるサポーターが子どもへのかかわり方

も含めて学ぶ場が必要だと思っています。それと、子どもたちの視野を広げるという意味では、いろ

いろな地域の方々と交流する機会は、今年津和野に行きましたし、その前玉湯に行きました。同じよ

うな活動をしている方々から子ども同士で学ぶ機会は非常に意味があったので、視野を広げる意味で

も自分たちの活動を確かめる意味でもそういう交流の機会を続けられればいいなと思っています。 

 

◆浜田市金城地区 河崎さん 

 もっと遊び隊やかなぎパラダイスの参加者を増やせば、いろんなこともできるし、もっと盛り上が

ると思います。そしたら金城ももっとよくなると思います。中学生になってもなるべくかなぎパラダ

イスのいろいろな活動に参加していきたいです。 

 

◆浜田市金城地区 小川さん 

 ほかの地域の活動に比べると、小学生なので内容が薄くなってしまうのですが、子どもたちのモチ

ベーションを常に考えてやっていかないと、自分たちだけが先走ってしまうと、この活動自体がつぶ

れてしまい、子どもの参加者が減ってしまうと思うので、次から次に何かを取り込むのではなく、今

のこの活動をしっかり極めることが大事かなと僕は思っています。 

 来年はここにいる将太君は中学生になるので、中学生のお友だちを誘って参加者をどんどん増やし

てくれると思うので、来年はそこに期待したいと思っています。 

 必要なものは、メンバーの確保とスタッフの確保かなと思っています。 

 

◆吉賀町蔵木地区 水上さん 

 うちの方も子どもがすごく少ないのです。メンバーをどうして確保するかを一番悩んでいますし、

先ほども言いましたように応援団をいかに確保するかということを今からやっていかないといけない

のではないかと思います。今年豊川さんと交流会を開きました。そのあと子どもが何と言ったかとい

うと、「やっぱ、すごいなあ。やっぱ聞かにゃいけんな」そういうことを子どもから言ったのです。
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自分とこではだめだと。しっかり今からも交流会をして、ほかの地域の活動を見ていきたいというこ

とが大事ではないかとつくづく感じました。 

 あとは予算です。以上です。 

 

◆笠松コーディネーター 

 やはり、サポーターの皆さんの確保ということからすると、時間的な都合でできる人、できない人

がいると思います。そこをどういうふうに参加いただくかを考えるのも一つの手かと思います。べっ

たりやっていただく方もあれば、時間の空いたときに無理なく、その方の特技を生かしてということ

で、ぜひとも地域の方を巻き込むことができたらいいなと思いました。 

 

東部モデル地区の状況 

◆笠松コーディネーター 

 ここにおられる皆さんは県の西部の方ですが、東部のお話も今日ありました。東部の方の発表は一

括していただきましたが、個々の地区の方、もし今日いらっしゃったら、全体をとおしてコメントを

いただけたらと思うのですが。 

 安来市の島田地区からいらっしゃっていますか。 

 

◆安来市島田地区 加藤さん 

 失礼します。安来市から参りました加藤です。 

 交流センターに勤めていまして、ここに主事２人いま

す。私の方は先ほどお話がありましたようにブルーベリ

ー栽培。これは何故かといいますと、人手がかからな

い、消毒もしなくていい、永年果樹です。これを栽培す

れば、子どもたちに、栽培、管理、収穫、加工、販売、

そしてこれをやることによってキャリア教育につなが

る。今考えていますのが、今年島根大学の方からかなり

の成木をいただきました。今年から収穫できます。20本

植えました。子どもたちに１本の木オーナーになっても

らい、子どもたちが中学校に行ってもその木をずっと育てる。そして、小学校に１年生が入ってくれ

ば、そこでまたその木につながっていくということで永年につながっていくような考えをしていま

す。 

 そういうことで、今年度がまた次の年につながるような栽培の方法で地域の子どもたちと、青少年

育成協議会が中心になって、一生懸命取り組んでいく計画をしています。これからのブルーベリー栽

培、ジャム加工機材、販売をして、それの資金をもって次の予算を確保するような計画をしていま

す。以上です。 

 

◆笠松コーディネーター 

 ありがとうございます。一つ、予算の答えが少し垣間見えたかなと。ブルーベリー、そのほかのも

のでもやはり収益事業をどう絡めていくかということが大事だと思います。 

 そうしますと、安来市広瀬町の奥田原地区からお越しになっていらっしゃる方。よろしくお願いし

ます。 
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◆安来市奥田原地区 戸谷さん 

 皆さんこんにちは。安来市の奥田原というところです。 

 世帯数が 70 世帯ない小さな地区からやってきました。

やっているメンバーが 30代から 40代、子どもが小学校を

卒業して、中学校に上がったときに、小学校に通うスクー

ルバスに子どもたちが本当に少なくなったということで、

もっとＵターン者とかＩターン者を呼ぼうではないかと

いうことで、我々声をあげて結成しているところです。 

 今この事業でやっているのが、発表にもあった「まごわ

やさしいふりかけ」です。これはどういうことかというと、

もうすぐ我々の子どもたちも自立して、高校になると奥田

原の地区を出ていくのですが、そのときにお米は送ってや

れるのだけれど、親として何かほかに小包に入れてやるものはないかということで、体にいい豆とか

ゴマとか入ったふりかけを入れてやりたいという親心で考えています。子どもたちと一緒につくって、

将来奥田原といえば「まごわやさしいふりかけ」だと、ふるさとを思い出してほしいということでふ

りかけづくりを考えています。 

 子どもが少なくなって一番思ったのは、運動会とか、この会場に子どもさんがいるというだけで大

人として非常に嬉しいし、元気をもらえます。 

 あと地区でよく聞く話ですが、家をもたれて、地区の行事に余り参加されないとよく聞きます。こ

こにいるお子さんたち、地域の行事に参加することによって、そういうことがなくなって、どんどん

地域の活動に参加していくような大人になっていくだろうなということで嬉しく思います。 

 奥田原地区の子どもたちも地区行事に参加しています。どんどん地区行事に参加するような大人に

なってほしいなと思っています。以上です。 

 

◆笠松コーディネーター 

 心強いお話ありがとうございました。 

 そうしますと、雲南市の吉田地区からお越しですか。よろしくお願いします。 

 

◆雲南市吉田・田井・民谷地区 岡田さん 

 皆さんこんにちは。集落支援員をしています岡田と

申します。よろしくお願いします。 

 吉田の場合は皆様の地区と少し違い、子どもが表に

出て何かをやるというのは大変難しいことです。 

 今やっているのは、発表してもらいましたが、吉田

ふるさと村という会社があり、そこで地場のものをつ

くったり出したりしているのですが、そこの社長と中

学校の校長先生、それと会長とみんなで力を合わせて

何かをつくって、吉田でこれが美味しいんだ、吉田に

はこれがあるのだというものをつくりたいというとこ

ろを今やっているところです。 

 今中学生、小学生とやっているのは、小学生、中学生

が描いた絵が情報発信の元となるように、カレンダーを

つくって販売したり、しおりをつくったり、各イベントで子どもたちが描いた絵を大きなパネルにし

て掲示をするというところまで今きています。皆さんと違うところがあるのですが、担い手をつくり

 

 

 

 

戸谷さん 
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たいという思いがあります。今後は皆さんの情報を取り入れたものを生かしながらやっていきたいと

思っていますので、どうぞよろしくお願いします。以上です。 

 

たまゆメンバーズクラブ 

◆笠松コーディネーター 

 ありがとうございます。今日いくつかの発表の中で視察交流してきた中にたまゆメンバーズクラブ

がいくつかあがりました。先ほど名刺交換をさせていただいた岩田さん。突然振ってすみません。若

干の紹介と今日の全体をとおしてのコメントをいただければと思います。よろしくお願いします。 

 

◆松江市玉湯公民館長 岩田さん 

 玉湯公民館長をしています岩田と申します。今日

お話、報告を聞かせていただいて、短期間のうちに

よくここまでされたなと感心しているところです。 

 私のところでは地域で子どもたちが活動する場が

なかったので、特に文化祭などでもスタッフとして

働く者がいなかったのです。 

 私が公民館長になったのは平成 17年のことです

が、18年に中学校にポスターをもってお願いにい

きました。出店、模擬店出しませんか、スタッフと

して働きませんかというポスターをもって学校にお

邪魔してお願いしました。 

 いろいろ大山ありましたが、学校の理解を得て、

平成 18年、全校出校日となり、3年生はボランテ

ィアで活動することで文化祭に参加するということになったわけです。その流れが保幼小中全部出校

日、そして展示、発表もするという大イベントに今なってきたところです。 

 私が一番気を付けたことは、スタッフの皆さんにいろいろお願いするけれども、やはり趣旨を十分

皆さんに理解していただくということ。文化祭に限らず、いろいろなイベントをしますが、やはりテ

ーマ、目的は何かということをきちんと皆さん理解しないと、働かされたとなってしまうと思いま

す。それをしっかり皆さんに知っていただくことに努めました。 

 その基本は、地域で子どもを育てるという視点でお願いしたことです。スタッフとして出る人、実

行委員会でも度々そのお願いはしますが、それとは別に春に各自治会で総会をされるところ全部に出

かけて、公民館としてこういう思いでやっているから協力をお願いしますと、地域の皆さんへの理解

を深める活動もしてきました。 

 それから中学生が最初の年に参加したときに、子どもたちが地域の皆さんと触れ合って本当に楽し

かった、達成感があった、地域の人は玉湯が変わったとまで言っていただきました。が、後輩がそれ

を見ていて、あんなえらいことはできないという声があがりましたので、その次の年から文化祭の前

に中学校へ出かけていき、1時間時間をもらって、地域活動とはどういうことなのか、中学生が活動

することによってどうなったのかということを十分に理解してもらう努力をしてきたところです。 

 そういうのが定着して、今非常に流れがよくなっていると思います。それから、もう一つ先ほど財

源の問題がありましたが、物を売ります、買ってくださいではなく、私は地域の人に、この利益は青

少年育成に役立たせています。ですからうんと協力してくださいというお願いをします。今年度の場

合は文化祭を２日間やりましたが、２日間で 100円とか 200円の品物が 101万 3,000円売れました。

利益が 45万出ました。その中の 30万は中学校へもって行って、全校集会のときに、3年生が本当に
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一生懸命働いた結晶です、教育活動に役立ててくださいということでお渡ししています。そうする

と、子どもたちは頑張ろうという気持ちを抱くようになった。それと、あとはたまめんの活動資金、

残ったのは助け合い募金と流れていきます。 

 そういうことでたまめんの主催事業、星空観察会とか、自分たちの合宿研修とかいろいろやってい

ますが、その財源はそこからもってきます。文化祭だけではなく、町のお祭り、温泉街の祭りといっ

たところでもメンバーを集めてやっています。 

 今年 8年が終わりますが、課題は山積しています。今日いろいろ勉強させてもらって、ああそうか

と気づかされることも多かったので、これから皆さん方と一緒にこういう活動の輪が県内全地域に広

がるようになればなと願っているところです。以上です。 

 

◆笠松コーディネーター 

 どうもありがとうございました。8年の積み重ねがおありということで、その中でも到達したとこ

ろ、又は今おっしゃった課題があるということですが、かなり参考になることも多いと思いました。

特に財源については上から降って来るだけでなく、いかに自分たちが動くかという大きな示唆をいた

だいたと思いました。 

 

まとめ～「子どもによる地域活動の“ツボ”」 

◆笠松コーディネーター 

 今日の話をそろそろまとめます。 

 一つは、いくつかのお話が出て来る中で、先ほどサポーターの学びということがありました。メン

バー同士の交流、サポーターの交流を何かの機会でもてないかなと思います。例えば島根県全体で年

1回とか 2回。個別に視察交流というかたちで行き来されていますが、みんなが一堂に集まって、子

どもたちは子どもたちでわいわいやる場があったらいいのではないかと思います。 

 二つ目は、私は今、大学で働いていますが、彼ら彼女らが大学を受ける年ごろになったら、ぜひ来

てほしいなというぐらい素晴らしい人材です。 

 だけど、こういう活動をしていることがセンタ―試験で評価されないのです。今日、島根大学、県

立大学の方はいますか。いないですね。こういう場に出てきてくれれば一番いいのですが、ぜひこれ

を大学とか高校の進学の評価ポイントに入れてほしいと思います。 

 県立大学なら島根県から働きかけができるかもしれませんが、そうした動きもＡＯ入試などであり

ますので、小中高で地域活動にどれだけ参加してきたかが高校進学や大学進学で評価されるような入

試形式を取り入れてもいいのではないかと思います。島根県がだめだったらぜひうちに来てくださ

い。ぜひ行政サイドからも教育サイドからも、大学、高校の方に働きかけていただいたらと思いま

す。 可能かどうか分かりませんが、2点、先に進む次のステップとしてできたらなと思います。 

 それでは最後になりますが、もう一回御登壇の皆さんに一言ずついただこうと思います。 

 メンバーとサポーターそれぞれ、いくつか言っていただいたものもありますが、活動を続けていく

ためのコツを一言で私はこれ、僕はこれだというものがありましたら紹介いただくと嬉しいなという

のが一つ。 

 もう言ったからいいというのであれば、皆さんに対するメッセージとか自分の決意表明ということ

でも構いませんので最後一言ずついただいて終わりにしたいと思います。 

 そうしたら、また伊藤さんの方からいいですか。 
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◆大田市中央ブロック 伊藤さん 

 やはり大田ＪＯいんつ♪の子どもたちがいつかふるさとに帰って、町を元気にしてやろうという子

どもたちが現れることを夢見まして、中央公民館としても持続可能な地域づくりが行えるように知恵

を絞った事業をこれからも考えていきたいと思っています。 

 若者の力が必要です。まちづくりの新しい戦力として地域みんなが支え合って、信頼し合う社会が

築けるように、世代と世代、人と人をつなぐ絆の架け橋の役割を担っていこうと思っています。 

 

◆大田市中央ブロック 波多野さん 

 4月には高校生になりますが、この地域活動をとおして地域の輪をどんどん広げていければなと思

っています。これからも頑張りたいと思います。 

 

◆益田市豊川地区 出雲さん 

 課題とかまだまだ見えますが、みんなで頑張ってもっと豊川が盛り上がるように私たちも元気を出

して、私たちから地域の人たちに元気を届けられるような活動を増やしていきたいと思っています。

これからも頑張っていきたいと思っています。 

 

◆益田市豊川地区 河野さん 

 コツということなので、まずは自分が楽しみながらやらないといけないなということと、少々協力

してくれない人がいても、気にせず頑張る、腹を立てずに頑張るということかなと思います。 

 

◆浜田市金城地区 小川さん 

 子どもたちと地域、まちづくり委員会とのつながりをこれからしっかり築けていければいいかなと

思います。浜田には県立大学が近くにあるので、もっと大学生を巻き込んで、いろいろな活動ができ

ればいいかなと思っています。 

 

◆浜田市金城地区 河崎さん 

 もっと人数を増やせば、いろいろな活動でも盛り上がると思うので、中学生になったら、中学生の

友だちでも呼んで、いろいろな活動に参加していきたいと思います。 

 

◆吉賀町蔵木地区 水上さん 

 私の方はとにかく無理をしない、子どもに押し付けない、子どもの自主性を尊重してやっていこう

かなと。それと、大人も子どもと一緒に楽しんでやることがあったらなと今考えています。子どもが

これだけ一生懸命に活動しているのだから、地域の親御さんにこの活動をいかに知らせるか、そうい

う理解を得ていこうかなと考えています。ありがとうございました。 

 

◆笠松コーディネーター 

 ありがとうございました。すみません。最後のまとめと言いながら、一つ忘れていました。親にま

つわる話です。サポーターの方で、そこに関わっている子どもさんの親の方の割合は結構高いです

か。そうすると、子どもたちが卒業していったあと、その親も卒業してしまうのか、残ってくれるの

かということですが、それについて何か一言二言ありましたら。 

 

◆益田市豊川地区 河野さん 

 そこにいますので、本人たちに確認したいと思います。 
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◆益田市豊川地区 小野さん 

 まさに現役で、今息子が中学 2年で今日も壇上に上がりました。 

 河野さんのことは園長と呼んでいるのですが、園長にけしかけられながらも正直私自身が子どもと

共有できる時間と行事を楽しみながらやっています。 

 多分子どもが卒業しても、私にはまた何か違う役がついてというところかな。 

 子どもたちは巣立っていくかもしれませんが、私たちは地区に住み続ける、又は子どもが安心して

帰って来る場所を維持することが大きな役割かなと思うのです。 

 そうあり続ける地区をつくっていくのは私たち世代が頑張らないといけないと思っていますので、

多分居座り続けると思います。よろしくお願いします。 

 

◆笠松コーディネーター 

 世代交代したあとが心配だったのですが、非常に

安心しました。今のお話を各地区の中で親も大変な

のだという話が出たら、地区の一員としての意識を

もっていただくということで私も使わせていただこ

うと思います。ありがとうございました。 
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２）子どもによる地域活動をサポート・コーディネートする“勘所” 

(平成 27年度) 
 

 ここでは、平成 27 年 10 月 27 日に実施した「子どもによる地域活動サポーター＆コーディネー

ター研修」での講義を振り返ります。 

 この研修会は、子ども地域活動モデルづくり事業及び子どもによる地域活動について、サポート・

コーディネートに必要な勘所を参加者で共有し、サポーター・コーディネーターを育成・養成する

とともに、子どもによる地域活動の普及・促進に向けた環境・基盤づくりを行うことを目的に開催

しました。 

 

実践事例に学ぶ 

 ◆その１ 益田市豊川地区「とよかわっしょい!!」の取り組み 

  講師 豊川地区つろうて子育て推進協議会 河野 利文 さん 

 ◆その２ 大田市中央ブロック「大田ＪＯいんつ♪」の取り組み 

  講師 大田市中央公民館 伊藤 裕子 さん 

 

地域コミュニティと子ども地域活動 

  講師 島根県教育魅力化特命官 岩本 悠 さん 

 

保護者の関わりと子ども地域活動 

  講師 豊川地区つろうて子育て推進協議会 河野 利文 さん 

     わっしょいサポーターズ 小野 春美 さん 

 

教育と子ども地域活動 

  講師 島根県浜田教育事務所企画幹 佐々木 伸 さん 

 

※研修の内容及び講師の肩書は研修時のものです。 
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実践事例に学ぶ 益田市豊川地区「とよかわっしょい!!」の取り組み 

 
◆豊川地区つろうて子育て推進協議会 河野さん 

 皆さんおはようございます。パソコンをつなぐの

が苦手なので先に喋ります。益田市豊川地区から来

ました。私は今豊川保育園の園長をしています。つ

ろうて子育て推進協議会を地区の中でつくってい

て、今日はコーディネーターということでこの取り

組みについてのお話しさせていただくことになりま

した。 

 先ほど 1月に報告会があったという話でしたが、

私がその中でコーディネーター向けの研修会をやっ

てほしいなと言ったのです。そうしたらすぐ来て、

講師役をお願いしますと言われました。僕にとって

余りいい話ではなかったですが、事例を発表し、そ

の上で皆さんと一緒に考えるような場にできればと

いうことで今日は受けさせていただきました。 

 

 では資料に基づいてお話をします。豊川地区はそこに書いてあるように 380世帯ぐらいです。地図

がありますが、皆さん益田市はどれくらいの広さがあるか知っていますか。733平方 kmという非常に

広い地域の中で、白くなっている部分が益田・吉田・高津地区という人口が密集している地区です。

オレンジのところが豊川地区で、ちょうど中山間地に入っていく入り口のような場所にあります。そ

の地区の中に小学校と保育所、放課後児童クラブ、公民館なども同じような場所にあります。小学校

の総数は 42名です。数年前までは 70人近くいましたが、この数年で一気に少なくなることで、今日

お話するような取り組みをスタートさせたという経過があります。先ほど言いましたが、豊川地区の

主要部分ですが、豊川小学校が真ん中にあって公民館と保育園が同じような場所にあるということで、

大体この周りで子どもたちが集って遊んでいる光景が見られる以外、地域の中で子どもの姿はだんだ

ん減ってきている状況です。 

 小学校は地域の真ん中にある拠点になってきているということで、小学校を中心に地域全体で子ど

もと小学校を支えようという機運が元々高い地域です。中山間地域では大体どこでもあると思います

が、子ども見守り活動とか様々な取り組みを地域の方々も協力的にやってくれていて、PTA なども非

常に活発に活動をしてきています。 

 

 このような状況ですが、子どもが少なくなるということは、単に学校がなくなることや危機になる

こと以上に地域の中のいろいろな状況が変わってきます。皆さんの地域でも感じられることがあると

思いますが、子どもの姿が感じられなくなった地域は、自分たちの地域をこれから残していこうとい

う機運もだんだん下がっていく傾向があります。地域の方々もだんだん元気がなくなっていく様子を

保育園の園長の立場で聞きながら、何とかしないといけないと感じてきました。 

 

 いろいろな関わりをボランティア団体や地域の団体の皆さんにしてもらっていたのですが、実際に

は今のように児童数が 42 名になることなど想像もしないまま、毎年同じようなサポートを学校にし

続けてきているのが現状です。ほかの地域でもそうかと思いますが、高齢者の方々が各ボランティア

団体を支えている状況は顕著になってきています。 

 

 
河野さん 
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 そうした中で子どもを取り巻く課題、今日の場もそうだと思いますが、やはり関わっている方々が

皆で共有する場、そして共有すれば自分たちの地域はこれからどうしていくのだという話もできるだ

ろうということで、今後の対策も一緒に考える場所として豊川地区つろうて子育て推進協議会を立ち

上げました。これが平成 24年のことです。公民館・地区センターに事務局を担ってもらい、構成団体

は連合自治会・社協・民生児童委員さん・青少年育成会議・保育園・小学校・放課後児童クラブ・中

学とそれぞれの PTAに入っていただきました。実際にその場で顔を合わせてそれぞれの団体の状況や

抱えている課題などを出し合いましたが、やはりこちらが思っていた以上に、団体で出る意見は悲観

的なものが多いとか、小学校の子どもの数も少なくなってどうなっていくか分かりませんということ

も出ていました。PTA 活動なども今までいろいろなことを活発にやってきたけれども、なかなか続き

ませんという意見などもそこで出されました。 

 

 そのような意見を受けて、今後の課題はそこにまとめたとおりです。これまで子どもたちと小学校

を支えてきた支え手となる地域団体の高齢化に対しての対応をしていこう。そして子どもに関する活

動の児童数の減少に対応した見直し、これまでどおりではなく新しいやり方をつくっていこう。中学

生や高校生になっても地域に関わる仕組みをつくらなければならない。報告書の方に書いてあります

が、豊川地区には中学校がないので、小学校を卒業したら地域との関わりが薄くなっていくという課

題がありました。そういうこともあって、地域の行事、連合運動会で毎年 1回は中学生に手伝いをし

てもらっていたのですが、もっとこうした活動を広げていかなければならないという意見も出て、そ

れに関わる仕組みが必要だろうという意見が出ました。 

 それと保護者の世代がだんだん地域の活動に関わりにくくなっているということで、親と地域のつ

ながりをもう一度見直して新たなつながりづくりに取り組まなければならない。もう一つは、学校で

はもちろん教育活動が普通に行われていますが、学校外で子どもと地域の方々をもっとつないでいく

仕組みも要るだろうということで学校外での子どもとのつながりの場づくりが意見として出されまし

た。 

 

 こうしたことを受けて、これから協議会として取り組むこととして具体的に絞り込んだのが左上の

ものです。一つが、地域と親と学校の新たな関係づくり、新たな仕組みをつくっていくことが必要だ

ということです。コミュニティスクールという制度がありますが、小学校をこの制度に載せることが

できないだろうかということで取り組みを決めました。それと地域で中学生や高校生の居場所や役割

を与えることが必要ということで、中高生による地域活動の場づくりをやっていこう。三つ目が、地

域の中に学校外のつながりと学びの場をつくることが必要ということで、地域に寺子屋のようなもの

をつくれないだろうか。この三点をつろうて子育て推進協議会の大きな取り組みの目標としてスター

トしました。ちょうどスタートしたいと思った時期に西部県民センターが子ども地域活動に取り組む

ということで、我々が考えていたこととぴったり合ったので一緒にこの事業に取り組ませていただく

ことにしました。 

 

この事業は 25年・26年の 2年間で、まだ何もないところからどのように事業を組み立てていこうか

ということで、一応 2年間で考えたのは、25年の最初にイベントの手伝いを少し広げていこう。25年

度で何とか活動組織の設立というところまでは持っていこう。26年度自分たちで考えて、自分たちで

どんどん続けていける自発的な活動になっていくような関わりをしていこうということで 2年間を考

えました。設定として本当は高校生に主体的にやってもらう仕組みをつくりたいと思ったのですが、

やはり高校生はそれぞれいろいろな高校に行っているので、いきなり連絡体制などをつくるのは難し

いと思いました。そこで中学生を育成していこうということで、主なターゲットとして 2年終わった
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ときに高校生になるということで中学 2年生をターゲットにして 1年目をスタートしました。 

 

 イベント手伝いで、まず地区の文化祭に出店しようという話をしました。文化祭は皆さんの地域に

もあると思います。地域の人は一生懸命やっていますが、だんだん高齢化して、参加する方々もそう

ですが、出店を運営するいろいろな団体も高齢化して、ありきたりな活動ばかりになっていったとい

うことで、中学生と話をしても自分たちでしてみようとなりました。 

 そして小学校の児童数ですが平成 12年には 81人いましたが今は 40人台まで下がってきました。 

 

 子ども地域活動に取り組んでよかったなと思うのは、自分たちの地域で活動するだけではなく、最

初の段階でほかの地域の方々と交流を持てたことです。たまゆメンバーズクラブさんとの交流研修に

参加した子たちは、非常にモチベーションが上がったような気がします。戻ってから自分たちで部会

を開催して玉湯公民館でグループワークの振り返りなどもさせていただきました。グループワークで

初めて中学生の意見をいろいろ聞いてみて、大人が集まって話をしても大体こんな話になるなという

ところでした。問題点、イベントが薄れてきているというのも感じている。空き家が多いとか、バス

を利用しないとか、一通り課題が出てきました。その中で自分たちができることは何だろうという話

をして、こんなこともいろいろ出してくれました。自分たちの地域をよくしたいという思いは結構強

く、こういうことも自分たちでできるとか、意外とたくさんの意見を出してくれました。たまゆメン

バーズクラブさんに行ったときに自分たちの組織をつくることが大事だと気付いた子どもたちは、一

緒になっていろいろな活動をしていくということで決めたのがこの「とよかわっしょい」です。 

 

 ロゴをつくり、この Tシャツをつくったりしながら活動をスタートさせました。活動を支える組織

が必要だと思い、「わっしょいサポーター」をつくりました。やはり中学生の活動では準備の段階であ

る程度大人のサポート必要なので、中学校の PTAを中心に組織しました。この話は午後から少しさせ

ていただきます。 

 集めてみて気付いたことです。活動の際には手を出さない口を出さないと書いていますが、お母さ

んが多いので手も出すし口も出します。止めないとどこまでも手を出しそうな勢いなので、子どもの

意見を大事にするとか、ある程度こんなことを決めながらサポーターとして取り組んでもらっていま

す。 

 

 26年度、地区イベントへ参画するのと、地域課題の解決につながる活動両方やっていこうという話

をして、子どもたちも賛同してくれました。ただやっていくのも刺激がないということで、益田にス

イーツブロガーがいて本も出しているので、その人を呼んでオリジナルメニューをつくろうという取

り組みを始めました。こんな感じで少し変わったポップコーンをつくっています。保育園の夕涼み会

なら少し失敗しても大丈夫ということで出店させてもらいました。 

 今度は地区の星空コンサートで出店してくれないかと地域から声かけいただいてやりました。地域

もだんだん子どもたちがやり始めると、もっと面白いことをやってもいいよという話になってきて、

連合運動会もだんだん元気がなくなってきたと自分たちも思っていたので、お前たち協議提案してみ

ると言って協議を提案させました。パン食い競争がやりたいとかあめ食い競争、障害物競走がやりた

いということでしたが、全部やるのは難しいので一度にやったらということでこういう競技をつくり

ました。 

 この頃には校長先生や教頭先生、地域の方々も何とかその活動を応援しようということで、連合運

動会には、地域の中でたくさんの人がわっしょい Tシャツをつくって、購入してくれて盛り上げてく

れています。益田市が行う健康ウォークにも出店してくれないかという声がかかり、地元のケーブル

テレビで結構この活動を特集してくれたので、いろいろなところから声がかかるようになりました。 
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 2 回目の文化祭もやりました。地域にもっと貢献しようということで、自分たちで読み語りできる

ことを思いついて、保育園とか学童クラブにも来てくれます。子ども地域活動交流会ということで津

和野でも交流をさせていただきました。皆さんの前で自分たちの活動を報告してその評価を受けるこ

と自体が、子どもたちにとってはとてもよい体験になったと思っています。 

これが 1月の報告会です。あのときは 90人ほどいましたかね。 

 100 人近い人の前で自分たちの活動を自分たちの言葉で話すことをしました。ほとんど準備ができ

なかったので、僕がスライドだけをつくって、見たのに合わせて言ってねと言ったら、意外とちゃん

と言えたという報告会でした。こうやって新聞で取り上げられて、地域の方々がこういうのを見て、

ちゃんとやっているな豊川もという雰囲気になって、地域全体の雰囲気も変わってきたように思いま

す。今 2年やって、何とか子どもたちが自分たちで活動できる雰囲気はできたように思います。この

事業が終了して、27年度目は自分としてもどのようになるかと思っていましたが、報告会のパネルデ

ィスカッションに中学 3年生の子が一緒に出たときに、高校生になっても自分はこの活動を続けたい

と言ってくれたので、これで任せるリーダーが育ったと思いました。27年度は地域の活性化までつな

げようということで、中高生主体の活動に切り替わりました。実際に自分たちで提案して、春休みに

はゴミ拾いとお花見すると言って国道沿いのゴミを拾って回り、お花見は小学校の桜がきれいなので

そこでやってくれました。 

 

 4 月の定例会です。真ん中に立っているのは主体的に活動してくれた高校生になった子たちです。

最初の定例会なので高校生たちが自分たちで仕切ってやりますと言って、中学生に対していろいろ指

導してくれました。新しく上がった 1年生はもう中学校に上がったら「わっしょい」は自分たちがや

るものだと思って入ってきたので、そのあたりは 3年目の大きな変化だと思っています。大体のこと

を伝えて、あとは自分たちで決めてねと言って僕は帰りました。そのあと自分たちで 1年生の歓迎会

をやりたいと決めました。きちんと段取りも決めて終わっていました。 

 

 益田まつりに参加しました。ほかの地区は皆浴衣で出ています。地域の方々も皆わっしょいＴシャ

ツをつくって出ると言って、自分たちの地域だけこんな赤いＴシャツ、しかも仮装までして出て、益

田まつりを汚したといって怒られました。そんなこともやらせていただきました。 

 

 5月はこのように靴も揃えて新入生の歓迎会が行われました。ほぼ全員参加でした。6月も集まって

います。7 月も集まって新メニューをつくると張り切ってやってくれています。実際に保育園の夕涼

み会では新メニューの綿菓子で出店をしてくれました。何よりも驚いたのは片付けです。1年目・2年

目は片付けまではなかなかやらなかったですが、この日は酔っ払って働かない保育園の保護者を差し

置いて、ものすごいスピードで片付けてくれたのがこの中学生たちです。本当に感心しました。 

 

 地区の連合運動会は今年雨でしたが、雨のグラウンドの水取りをやる姿は地域の方々も本当に感動

しておられました。どんどん中学生や高校生が積極的に入っていろいろなことをやってくれました。

10月には文化祭に向けた話し合いもやりました。11月には文化祭で健康ますだ市 21が行うグラント

ワ中庭広場に出店してくれということで出ることになっています。 

 

 この前つろうて子育て協議会をやったのですが、これまでやった子どもたちが一体どのように考え

ているのかを聞いてみたいという意見があったので、中学生と高校生の２人に今までやってきたこと

を話させて、自分たちがやってみてどのように考えたかと聞きました。自分の言葉で地域の一員とし

て自分が何を成していけばいいかをきちんと語ってくれました。高校生になった自分たちの役割は、

中学生の活動を陰で支えることです。だから、定例会にもきちんと出て、会議の進行など困ったこと
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は支えるけれども、基本的には中学生自身にやらせて自分たちが楽しかった経験を次の子たちにもや

ってもらいたいと言ってくれました。そのことが地域を元気にすることにつながると思うと実感を持

って言ってくれて、教育委員会の方なども来ていましたがとても感動していました。 

 カップケーキを食べかけて食べるのをやめて先に写真を撮りました。僕がこの活動を始めるきっか

けになった子がいました。中学校も全然楽しくない、生きていても仕方がないぐらいの勢いで話をし

た男の子がいました。その子に何ならお前楽しいのだと言ったら、お菓子をつくるのが好きという話

になり、最初のメニューつくりのときには彼が主体的にスムージーをつくってきてくれて、それが今

定番メニューになっています。その子がつくってくれたカップケーキです。このようなことを自分か

らやって来る子ではなかったですが、そんなこともできるようになりました。自分たちで考えて実践

した小さな体験や周りから認められた体験が大きな自信になると実感しています。次の行動にもつな

がっていくと感じています。子どもたちにとって新たな居場所が一つ地域の中にできたということで、

やってきてよかったと思っているから自分たちも活動を続けられると実感していると思います。 

 

 このような課題を解決するために動き出した協議会ですが、今年度からコミュニティスクール指定

の益田市内では第 1号の指定校になります。地域の寺子屋については豊川寺子屋として様々な活動を

提案展開しています。中高生による地域活動の取り組みは今話したとおりです。地域づくりの一員と

して地域の方々からも頼りにされる存在に少しずつなってきています。 

 

 この 9月に「豊川の将来を考える会」という大人の組織もスタートしました。これは地域自主組織

を益田市も進めていくということでの発足です。3回ほどやっていますが、この会で出るのは、10年

後、20年後にこの地域を背負う中学生や高校生、子どもたちの意見を聞いてみるべきだ。ワークショ

ップを 2回やりましたが 2回とも最終的にはこの意見が出るので、今度は中学生とか高校生も交えて

将来を一緒に考えなければいけないと話をしました。協議会としては目指す地区の将来像を「みんな

笑顔のとよかわづくり」としていろいろな活動をやっていくということです。コミュニティスクール

に指定されたので、ここを起点として今度は地域のあらゆる年代を巻き込む仕掛けづくりを中高生と

一緒にやっていきたいです。以上で協議会からの発表を終わります。ありがとうございました。 

 

 

〈質疑応答〉 

１）実際に活動を進めて、子どもたちはどのように変化してきているのか。 

 

◆豊川地区つろうて子育て推進協議会 河野さん 

 僕も保育園の園長をやっていて、公民館主体の事業ではなくて仕事ではないところでやっているの

で、なぜこのようなことが続けられるのかと言われることがあります。関わっている子どもたちが確

実に変わってきています。自分の言葉で地域を語れる大人にきっとなるのだろうという実感が持てる

ことが結構あります。先ほどのカップケーキの彼が、この間「今日誰もいないから僕仕切ってもいい」

と初めて言い、会議を仕切ってくれました。多分この活動がなかったらそんなことやるような子では

ないです。学校の勉強はできない、部活はできないとなると、家庭が支えない限り中学生は自尊心が

育たないだろうと感じるので、やっていけばそんなことも実感できています。小野さんも来ているの

で。 

 

◆わっしょいサポーターズ 小野さん 

 おはようございます。子どもの変化に関しては、午後からお話しようと思っていたことです。 

 サポーターのモチベーションがとても上がるような姿が顕著です。 
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 先ほど河野さんが言われたようにカップケーキの子はそんな子ではなかったのですが、先日の定例

会で私の後ろに立つのです。今日の方向性をサポーターが提示すると、寄ってきて、「今日僕が仕切る」

と。正直本心は大丈夫と思ったのですが、やらせてみようということで、完璧ではなくても何とか会

を進めることで彼は自信になったと思います。最初の年代でいうと、中学生のある女の子が保健室登

校になっていて、親御さんも先生方もどうしていいか、何が原因なのか、本人も分からないけれど親

も分からない。そんな中でこのわっしょいの活動を始めたときに、来て一緒にやろうと。実はその中

学は、小規模の豊川小学校からいきなり市内の中学校でも有数の大規模校に入ってしまう関係で、順

応できなくて保健室にという事例でした。その子がわっしょいに参加することで、「私わっしょいの活

動大好き」と言ってくれて、中学に入ってから人前に出ることや人と関わることができなかった子が

わっしょいの活動ができて、少しずつ教室に行けるようになった。今も完璧に教室には行けないです

が、1 年生のときは参加できなかった体育祭に 2 年生からは参加でき、親御さんがあきらめていた修

学旅行も皆と行けるようになった。そのようなかたちで今 3年目を迎え、彼女はグローカル活動をし

ている津和野高校に進学したいという進路まで見出せるようにまでになってきた。学校も親もどうし

ていいか分からない状況が、わっしょいの活動をきっかけに少しずつその子なりに進めるようになっ

た。小学校では人前で自分の思いを発表できなかった子が、地区文化祭の開会式で代表あいさつする

ことになったら、とてもドキドキしながらでしたが、地区のおじいちゃんおばあちゃんから、「今日は

市長さんや公民館長さん、いっぱいお話したけれど、このお兄ちゃんのあいさつが一番よく分った」

と褒めていただいたことで自信をつけて、先日 1月の報告会でも前に出て自分で喋ることができたし、

先日の定例会でも大人たちを前に自分たちがやってきた活動の報告ができるようになった。そういう

ことが顕著に変わってきて、子どもの変化に大人が支えられているのが現状です。 
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実践事例に学ぶ 大田市中央ブロック「大田ＪＯいんつ♪」の取り組み 

 
◆大田市中央公民館 伊藤さん 

 これより大田中央“絆プログラム”未来へつなげ

る地域の絆と題し、中高生の地域活動グループ「大

田 JOいんつ♪」の誕生と取り組みを紹介します。 

 

 これは青少年を核とし、地域と世代を超えて人を

つなぎ青少年の健全育成を目指した人材育成のプ

ログラムです。中央公民館は市の中心地にあり、大

田町・久利町・川合町・大屋町の四つの町からなる

中央ブロックを担当しています。4 町合わせて人口

約 1万 2,200人と、大田市の人口の約 33%を抱える

地域です。また、学校は高校・中学校・小学校合せ

て 5校あり、児童生徒数は総勢 1,520名です。中央

ブロックはほかの地域と同様に主に御覧のような

地域課題を抱えていますが、更に次世代を担う若い

世代のリーダーがいない、地域の“絆”“活力”が衰退していることが挙げられます。また、青少年の

間では高校を卒業したあと、地元を離れ進学や就職をしたものの、人との関わりやコミュニケーショ

ンがうまく図れず、孤立したり挫折したりする若者が増えているという声をよく耳にします。将来の

地域を、将来の日本を背負っていくはずの青少年たちが社会に対応していけなくなれば地域にとって

非常に大きな損失です。 

 

 こうした課題に対して青少年が自分自身を大切にする心や人を大切にする心、人としての生き方を

学ぶ機会や場を提供することができないものかと考えました。そのとき目に止まったのが次の言葉で

す。青少年の自然体験や奉仕体験、地域活動等が豊富な人ほど大人になってやる気や生きがいを持ち、

規範意識や人間関係能力が高いという国立青少年教育振興機構の報告です。今まさに次世代を担う中

高生の人権を守り、コミュニケーション能力・対人関係能力を高め、社会性をしっかりと身につけさ

せなければならないときではないでしょうか。そのために人と人、世代と世代のつながりをつなぎ直

し、次世代を担う子どもたちを地域総がかりで育てていく機運を高め、地域の教育力向上を図ること

が重要であり、今こそ地域の皆さん、そして公民館の出番ではないかと考えました。そこで中高生の

人権を尊重し、コミュニケーション能力の向上と未来の地域リーダーの養成を目的に次の企画を提案

しました。名付けて中高生のための人材育成プログラム、大田中央“絆プログラム”です。これは次

世代を担う子どもたちに学校・家庭・地域の連携による様々な世代の地域住民と共に行う体験活動や

地域貢献活動、学習会の場を提供することで、コミュニケーション能力・対人関係能力の向上を目的

としたものです。また、中高生が将来の地域リーダーになるよう、人材育成の循環型絆社会の構築を

目指しています。 

 

 大田中央“絆プログラム”で取り入れたプログラムは、豊かな自然体験を中心とした自然探検隊の

活動と対人関係能力の向上を図るコミュニケーション講座、ワークショップやディスカッションを取

り入れたリーダー研修会、ボランティアを実践する地域貢献活動、研究・大会等での学習成果発表で

す。大田中央“絆プログラム”の活動により中高生の地域活動が大きく広がり、地域貢献への機運が

高まったことや、中高生が参画することにより地域に活力が生まれたことなど、ある程度の成果はあ

 

 
伊藤さん 
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ったと考えます。 

一方大きな課題として「やらされる活動」から「自ら考え主体的に取り組む活動」へ転換していく

必要があるのではと感じました。中高生を核とし、地域と世代を超えて人をつなぐには、大田中央“絆

プログラム”を更に進化させねばなりません。そこで次のような仕掛けを考えました。皆様御存じの

ように大田市は世界遺産石見銀山で有名ですが、もう一つ芋代官で名高い井戸平左衛門がサツマイモ

の栽培で領民を飢餓から救ったという史実があり、サツマイモに縁の有る地域です。 

 中央ブロックまちづくり委員会に参画している中央公民館は、初めてのまちづくり事業の企画とし

てお芋開発プロジェクトを企画することとし、中央ブロックの特産であるサツマイモをテーマに地域

の絆を深めること、活力あるまちづくりにつなげることに取り組むことにしました。 

その核となるのが中高生の活動です。お芋開発プロジェクト実行委員会には 4名の中高生も実行委

員として参画し、10月・12月に行われたお芋博覧会に向け委員の皆さんと一緒に活発に企画提案を行

いました。また、中高生の地域貢献クラブとして「大田ジュニア“町おこし隊”」を結成し、その活動

の一環として休耕地を地域の方から借り受け、中高生が整地・苗植え・雑草取り・追肥・収穫・加工・

商品化・販売の一連の流れを地域農業支援団体の方から学び、お芋博覧会販売用の野菜の栽培に取り

組むことにしました。子どもたちが主体的になるという意識を持ち、継続的に活動に取り組むことが

できるように中央公民館がアドバイザーとなりました。 

中高生ができる地域貢献活動について具体的な取り組みから学ぼうと、玉湯公民館へ 4人の中高生

と先進地視察へ出かけ、たまゆメンバーズクラブの皆さんの活動の様子を館長さん、そして先輩リー

ダーさんから教わりました。今後の取り組みの参考となる貴重な御意見を聞かせていただき、一回り

大きく成長して帰ってきました。 

実際に子どもたちの主体性が芽生えたのは、子どもたちが集まってお芋博覧会の出店について話し

合いを行ったとき、グループ名をもっと格好良い名前にしよう、新しい名前を付けようと発案してか

らです。公民館のおばさんがつけた「大田ジュニア“町おこし隊”」はいつの間にか「大田 JOいんつ

♪」とフレッシュなネーミングに改名されました。更に御覧のようなオリジナルのイメージキャラク

ターも誕生しました。 

 

 お芋博覧会では中高生喫茶で、芋ほりで収穫したサツマイモを使って自分たちで考えたデザートを

販売し、テントでサツマイモのフライドポテトや中高生が栽培・収穫した野菜を販売しました。その

お芋博覧会にはたまゆメンバーズクラブにも出店していただき、交流を図ると共に、たまゆメンバー

ズクラブの活動を目の当たりにすることで活動に関わる生徒の意欲が高まりました。その後大田 JOい

んつ♪は大田まちせん祭りにも出店しましたが、その様子を見た地域の方からイベントでの活動依頼

も入って来るようになりました。空き店舗が多くなった商店街の賑わい創出イベント、だるま通りマ

ルシェへの出店の誘いを受け、ポテトフライの販売をし、市民の祭り天領さんの実行委員会からの依

頼でおばけ屋敷を企画・運営しました。 

 これらの活動を通し、メンバーは自信を深め、活動への意欲も高まったように感じています。年度

末には活動の振り返りを行っていますが、昨年度末の振り返りには JO いんつの子どもたちがお世話

になった農業支援団体の皆さん、そして食育ボランティアさんをお招きし、鍋を囲み交流会を行いま

した。一年間の活動を子どもたちがプレゼンし、感想を述べ合いました。その感想の一部を御紹介し

ます。 

 

 中学 1年より。「中学校に入ってから親に誘われ、最初は余り行きたくないと思っていたけど、行っ

ている間に楽しくなりました。人前で話すのが苦手で人前に余り出なかったけれど、大田 JOいんつ♪

に入って人前でも話せるようになってよかったです。これからも活動を続けたいです。」 

中学 3年生より。「多くの地域の方々と交流することができ、とてもよい経験になりました。地域も
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地域の輪もどんどん広がり、自分自身も人間として成長することができたと思います。また、余り地

域の方や年齢の違う人と関わるのが少ないので、このような活動をもっと増やしていただけたらいい

なと思います。」 

卒業生より、「自分が卒業してからも活動に参加したいと思えるグループがあるということが、地元

の誇りであり本当に嬉しく思います。これから県外に出るのですが、自分が生まれ育った大田という

町をこれからも大切にし、いつか大田に恩返しできるような立派な大人になりたいと思います。この

活動で得た経験をこれから活かしていきたいと思います。」 

このような感想から子どもたちの成長と地域への思いを感じることができ、大田 JO いんつ♪に関

わる者として非常に嬉しく思いました。今後更に活動を継続・発展させていくには、中学生に関する

課題と地域住民に関する課題がそれぞれあると思います。 

 

 中高生に関する課題としては、中学校・高校それぞれの学校行事、部活等で集まる時間が限られる

中、多くのメンバーが話し合いや活動に参加できるよう予定を確認し、日程と活動内容の調整を行う

必要があること。4 町にまたがっての活動は移動距離が大変長く、公共交通機関も限られるため難し

いので、狭い活動範囲の中で 4町と関わりを持つような活動の工夫が必要であること。主体的活動を

行うにあたって、中心となるリーダーの存在は大きいのですが、卒業・受験等でリーダーの活動継続

が難しいです。そこで中学生の関わりを増やし、次世代のリーダーを育成する必要があることなどが

挙げられます。 

また、地域住民に関する課題として、中高生の活動をサポートする若い地域リーダーを発掘・養成

し、リーダーの主体性や地域の特色を生かした事業を展開することで、協働によるまちづくりを担う

人づくりを推進していく必要があること。地域住民に活動の趣旨を理解してもらい、各種団体・関係

機関との連携による様々な活動をとおして地域全体で子どもたちの活動を支える意識を高める必要が

あることが挙げられます。それぞれの課題解決に向けて公民館では以下のようなことに今取り組んで

います。 

中高生に関する課題については中学校・高校との連携が不可欠なので年度初めには必ず学校へ出か

け、大田 JOいんつ♪の活動の紹介とメンバー募集の協力をお願いしています。学校側も公民館への理

解も深まり、校長先生をはじめ担当の先生、生徒指導の先生の協力もあって、生徒に声掛けをしてい

ただいたり、全校集会の場で地域貢献活動を行った生徒を褒めていただいたりしています。今では高

校から部活単位で地域ボランティアへ積極的に出かけようと勧めていただけるようになっています。 

地域住民に関する課題については、保護者の方を中心に積極的に大田 JO いんつ♪に関わりを持っ

ていただくよう働きかけ、島根大学 1000時間体験学修にも登録し、大田市出身の大学生を中心に大田

JOいんつ♪のサポーターを募集しています。今のところ 3名の学生が登録しており、早速先日活動に

参加してくれました。また、商工会議所青年部や青年会議所との連携を、お芋博覧会への協力をきっ

かけとして今進めています。 

 

 先日若者を中心としたトーク会を開催しました。本日お見えの講師先生、島根県の教育魅力化特命

官の岩本悠さんをお招きし、大田 JOいんつ♪の高校生、そして大田 JOいんつ♪の OBの大学生、島根

青年会議所・大田商工会議所青年部の若者たち 10名で大田への思いを語り合いました。「地元の高校

生・大学生のものすごいパワーを感じた」「高校生・大学生の意見を聞いてびっくりした」など、70名

の参加者から大きな反響がありました。子ども・若者たちに社会の基盤である地域において様々な体

験活動に取り組んでもらい、私たち大人が地域社会の次世代を担う人づくりの役割を果たすためにも、

これからも青少年や若者たちが一緒になって未来づくりをディスカッションできる場を提供していき

たいと思っています。 

大田 JOいんつ♪が誕生して 3年になりますが、まだまだ活動は軌道に乗ったとは言えず、常時活動
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に参加できるメンバーも限られているのが現状です。私たち大田 JO いんつ♪に関わる大人も試行錯

誤を重ねながら活動に取り組んでいます。いろいろ難しいところはありますが、どんなかたちであっ

てもこの活動を継続することが青少年の豊かな成長の糧になるのはもちろんのこと、ジュニアリーダ

ーが中高生リーダーに、中高生リーダーが将来の地域リーダーになるよう人材育成の循環型絆社会の

構築につながると考え、今後も大田 JO いんつ♪のメンバーと共に活動を頑張っていきたいと思って

います。以上で発表を終わります。御清聴ありがとうございました。 

 

〈質疑応答〉 

１）市内で 1,520人生徒さんがおられて、何名ぐらい参加されますか。各高校にリーダーでお願いし

ている方がおられますか。 

 

◆大田市中央公民館 伊藤さん 

 いろいろな事業をやっているので、今までの中高生を対象とした事業の流れで、登録数は今 42名い

ます。いろいろ部活動もあり参加状況はあれですが、大きなイベントにはかなり来てくれています。 

 

２）実行委員会とか視察とかされていますが、それはその中のリーダー格さんが参加される。 

 

◆大田市中央公民館 伊藤さん 

 はい。お芋開発プロジェクト実行委員会には 4名ほど中学生 2名・高校生 2名のリーダーが参加し

て企画運営を一緒にさせてもらっています。 

 

３）やらされる活動から主体的な活動へというところで、お芋開発プロジェクトへ移っていったと思

うのですが、お芋開発プロジェクトをすることはそもそも大人が提示したのですか。それとも子ども

たちがお芋開発プロジェクトをしようと。 

 

◆大田市中央公民館 伊藤さん 

 私が企画をしました。それを中央ブロックまちづくり委員会に提案し、中高生も一緒にというかた

ちで、公民館、地域振興課などの行政も一緒に取り組む企画ということで、中高生を核として協働の

まちづくりを目指す活動にしたため、4 町がつながりました。今まで 4 町がそれぞれに活動を行って

いたのを、地域資源のお芋をテーマに 4町をつなげようという企画でこの開発プロジェクトをやりま

した。料理教室や芋苗でグリーンカーテンといういろいろなプロジェクトをとおして 4町がつながり、

最終的には 4町の特産市、博覧会を開き、そこへ中高生も企画運営したものを地域住民と一緒に行う

かたちで進めました。 
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地域コミュニティと子ども地域活動 

 
◆島根県教育魅力化特命官 岩本さん 

 まず子どもの活動も大人の活動もそうですが、地

域で何か活動をしていこうというときに大抵共通す

る話です。成功スパイラルとか成功循環と呼ばれる

もので、これは MIT というアメリカの大学の教授が

提唱していたものです。 

 地域での活動の成果の質、成果というのは取り組

みの結果、若しくはその結果成長したとか、そうい

う成果の質を高めるためには何の質を高める必要が

あるのか。当たり前ですが行動です。一人一人若し

くはチームとしての行動のクオリティが非常に高い

必要があります。 

 行動の質を高めるには何の質を高めるべきかというと思考の質です。しっかり深い考えを持ち、し

っかり考えぬき、その上で表れて来る行動が適切な成果ということです。ポイントは思考の質を生み

出すには何の質を高めるべきかという話で、これが基本になります。関係性の質と呼ばれるものです。

チームの雰囲気、コミュニケーションとか人間関係の質が非常に良い関係性ができているか。安心し

て発言ができるとか、自分の感じている違和感をその場に出すことができるとか。 

 そういう関係性や場ができていれば、自然とそこで会話されている対話の中身やそこで生まれて来

るチームでの思考が深まっていき、非常にクオリティが高いものになります。関係性に非常に緊張感

があるとか、本音を明かせないとか、気まずいとか、抑圧的な何かを感じるとか違和感がある場では、

そこでいくら議論をしても本当に浅薄な思考の議論にしかならず、本質的な深い会話や思考が生まれ

てこないことがあります。 

 

 成果が出ればまた、そのチームの関係性は高まっ

て質が良くなる、この循環をうまく回していくこと

が大切です。一見目に見えない関係性とか場をどう

よりよいものにしていくのか。これが意外とチーム

活動を支援していく上で重要になってきます。子ど

も同士の関係性もそうですし、子どもと関わる支援

者の大人の関係性も全く同じです。若しくは関わる

大人同士の関係性、これは意外と子どもとの関わり

にかなり大きく反映します。関係の質が大事と言わ

れていることから、今日せっかく午後まで含めた学びの場なので、関係性の質をやわらかくしていく

ワークをやっていきます。関係性の質というのは学びの質にも影響するということで、このワークを

やらせていただきました。早速入っていきたいと思います。 

 

 

 
岩本さん 
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 まず子ども地域活動の意義を改めて確認してみ

ましょう。 

 最近ずっと気になっていることですが、地方創生

がずっと言われてきている中で、結構今の地方創生

は短期的な視点のものが非常に多いのではないか

と感じています。例えば、東京とか大阪から地方に

ヒトを持ってこよう。地方にカネを持ってこよう。

こういう計画をつくって国からお金をいただく。ふ

るさと納税もそうですが、何とかお金持ちが地方に

流すような仕組みをやろう。若しくは地方に仕事を

持ってこよう。国の機関を誘致する、企業なども誘

致する。東京など中央から地方に何か持ってこよう、又は来てください、来てくださいという流れが

多いと感じています。これはこれで重要なことだと思いますが、これだけだといつまで経っても中央

依存のかたちは抜け切れない。例えば昔から島根県は皆政治家とかを使ってやってきたわけです。い

ろいろなものを地方でやってくれとやってきた昔と全く変っていないです。 

 

 こういうことをやりながらも中長期的に考えれば、地方に何かをくれ、だけでなく、地域で自立し

て、ここで飯を食っていける、生活していける、仕事をつくれる、きちんと金も稼いで家族を養って

いける。こういう自立できる人を地域で自ら育てていかない限り、いつも何かください、持ってこい

の発想だけでは長く続かない。そうしたときに子ども地域活動というものは正に短期的に何かを持っ

てこようとか、雇用がない、UIターンしかないということではなくて、中長期的に地域で自ら自立し

ていける人を育てる、地域の技術や文化をきちんと 50年後、100年後も残していけるようにすること

が、時間はかかるけれども重要なトピックだと捉えられると思っています。 

 では、地域でこれから求められる人はどんな人かということを考えていくと、今までの既存産業は

どんどん衰退し、若い人たちはどんどん外へ出ている現状から、自立しながらそこで私たちが生活で

きるような地域をつくっていこうと考えれば、やはり地域で自ら生業とか事業をつくりだしていける

気概を持った若者たちがいないとなかなか地域の自立的な発展は非常に難しいです。若い人たちが自

ら課題を発見して解決していく力、地域起業家的精神と書いていますが、これは別に会社を起こすと

かビジネスで金を儲けることではなくて、地域で自ら事を起こしていくというスピリット、気概。今

まで言われたとおりにやっていくという依存的ではなく、地域の問題を自分事として捉えて自分たち

の地域をつくっていく、そういう気概です。こういうものが必要になって来るときに、正にこの子ど

も地域活動はそういう次の世代を育てていく非常に重要な取り組みではないかと捉えています。 

 

 一方で、島根県の現状です。これは学習状況調査です。現状をみると、島根県は住んでいる地域の

行事に参加していますかという問に対して、全国平均よりも小学生中学生両方たくさん参加していま

す。全国の子どもたちよりもたくさん地域の行事に参加している。しかし、地域や社会で起こってい

る問題に関心があるか、これは低いです。地域社会をよくするために何をすべきか考えることがある

か、これも全国より低いです。つまりこういうことが言えるかもしれない。地域活動に参加はしてい

るけれど興味がない。余り地域の将来のことも考えていない。大人に付き合っているだけかもしれな

い。若しくは参加しろという無言の圧力とかそういう中で参加させられている子が多いのかもしれな

い。このような現状があります。 

 

 また、昨今の島根県の中高生の地域に対しての意識を総合戦略の調査の中でアンケートを取ったあ

る市のアンケートですが、地域の嫌いなところはどこですかという問で、断トツに嫌いなところは楽
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しく遊べる場所が少ない、です。次は通勤とか買い物とか生活が不便。わからないがあって、通って

いる学校が魅力的でないとか、地域の集まりや行事が少ないと続いていきます。ここの、楽しく遊ぶ

場所が少ない、の自由記述を見ていくと、中高生の遊びとか楽しみはいわゆるイオンみたいなところ

のイメージです。映画館、ショッピングモールがもっと欲しいということで、彼らにすると遊ぶとか

楽しみは、カラオケでもゲームセンターでもスマホでやるゲームでも全部お金を払ってサービスを受

けて楽しませてもらっている。当然ですがこれが島根県の中学生・高校生の中でかなり意識がこのよ

うになっている。恐らく皆さんが子どもの頃は違ったと思いますが、今はこうなのです。創造的な遊

び、地域の中での楽しみ方、自然の中で遊ぶとか、何もなくてもこの原っぱで楽しめるとか山に行く

という発想を持っていないです。地域での楽しみ方を知らない、何かをつくる喜びや創造的に楽しん

でいくことを感じずに、若しくはそういう習慣を身に付けずに子どもたちの多くは育ってきている。

そう考えると、こういう意識を持っている子どもたち、楽しく遊べる場所が少ないと答えている子た

ちに帰ってきたくない割合が高いです。都会の方がこういう遊び場がたくさんあるから都会に行きた

いわけです。大人にも麻雀や競馬、競輪などという遊びで人生を楽しんでいくのかもしれません。小

さい頃に、消費的にお金で遊ばせてもらうのではなく、どれだけ地域の中で活動や体験をしながら遊

んでいくか。このような体験が有るか無いかで今後地域が好きだとか将来的に帰ってきたいと思うか

を大きく左右する問題です。子ども地域活動みたいなこともこういう意識の部分に影響して来るので、

そういう価値ある取り組みと感じています。 

 

 このあたりをふまえた上で、子ども地域活動のポイントを最初に三つ挙げると、今までふるさと教

育というと地域の魅力を子どもたちにしっかり教えてあげよう、地域のこんな歴史がある、こんな魅

力がある、こんな人がいる、こんな仕事もあると、地域の魅力を伝えるふるさと詰め込み教育と言い

ますが、どんどん子どもたちに伝えてあげよう、教えてあげようとやってきた。これはこれで大事だ

と思いますが、これからはそれに加えて正に皆さんがされているような、こんな魅力があるのだよと

教え込むのではなく、いろいろな活動をしていく中で子どもたちが感じ取っていくとか掴み取ってい

く。こんな思いを持ってやっている人たちがいるのだ、こんな資源がこんなところにあるのだと、取

り組みに参加しいく中で汲み取っていく。魅力だけではなく、地域の抱えている課題なども含めて、

今自分たちの場所がこんな状況になっている、こんな願いや思いを持ちながら頑張っている大人たち

がいるということを、誰かに講演を受けて教えてもらうのではなくて一緒に活動していく中で気が付

いていく。 

 

 もう一つは地域への参加というと、子どもがお客さん扱いされる体験、いろいろな準備がされてい

て子どもはそれだけ体験をしてああ良かった。田植えでもこれをここに植えたらいいよ、ありがとう

ございますと植える。今日は田植えを体験したね、良かった。子どもをそういうお客さん扱いしてい

ろいろ周到に準備をしてあげて、楽しいところを体験させてあげるような活動だけではなく、子ども

一人一人きちんと活動の中で役割や責任、そして出番があるような場をつくった活動が重要になって

きます。正に豊川などもそういう出番などもたくさん用意されていて、さすがだな、すごいなと思い

ます。 

 

 今、一億総活躍などいろいろありますが、やはり地域づくりにおいて住民皆が活躍するというとき

に、今までは子どもは本当の意味で活躍する場は与えられてきませんでした。保護される、支えられ

る、育てられる対象として扱われて、なかなかそこに役割や責任を持って地域づくりに関われること

はなかったです。先ほど出ていた地区の何とか計画づくり。中学生・高校生が委員として参加してい

いではないですか。70歳や 80歳の高齢者が一緒に参加しているように、高校生だって 18歳になれば

もう選挙権もある。彼らの方がこの地域に責任を持ってやっていかなければいけない世代です。彼ら
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自身がきちんとそういう中に入ってこられるような舞台や出番をつくっていく。お付き合い感ややら

され感が先ほどからも出ていました。大人の活動にお付き合いしている、やらされている、やること

になっているから自分たちはやっている。自分の中から沸いてきていない感覚の中で、何となく空気

を感じ取ってやらなければいけないのだろうな、ここで変なことを言ったり参加しなかったりすると、

あいつ何だと周りから言われるだろうなとか、これに参加していることが皆の期待に応えることだろ

うと思っています。お付き合いしている感覚ではなく、当事者意識をもって自分の問題意識、責任感、

若しくは没頭感、自分は楽しいと思いながら、言われなくてもやっている感覚です。そういうものを

どう育んでいくのかがこれから重要になっていくと思います。 

地域の視点から見たときに、こういうポイントがあると共に、もう一つ子ども地域活動の可能性を

挙げると、こういう活動は学校教育ではできなかった盲点です。取り組んでいける、アプローチして

いける大きな可能性を秘めているように見えます。地域で求められる支援とか教育活動というと、教

育と言えば学校が中心なのは当たり前ですが、子どもたちにこれからの未来を生きる力を育んでいく

ことをやっています。これはこれでものすごく重要ですし、やり続ける必要がありますが、もう一つ

はその土台になっているコミュニティに未来を生きていくような力を育む。教育はその二つの側面が

あります。 

 

 今、実はこのコミュニティ自体、維持できない、行事も続かない、お祭りもできなくなっている。

何十年何百年続いてきているようなものが我々の世代でどんどん途絶えていっている。学校なども消

えていく中で、地域が未来に生き抜く力を失ってきている中で、教育は子どもたちだけではなくこち

らにも力を付けていく必要があります。社会教育などは一般的に言われる中で、子ども地域活動は正

に子どもにも力を付けながら地域にも未来を生きていくような力を与えていく。この円の交わりのよ

うな部分に相当する可能性がある部分が、一つの大きな期待になっていくと感じています。 

 これを考えたときに、アクションラーニングとか言われましたが、子どもたちはいろいろな実践と

か活動、行動をしていくことをとおして学んでいく、成長していく。若しくは学校やいろいろなとこ

ろで学んだことをきちんと実践に結び付けて活用していく。やる中でまた足りないことが分かればそ

れを学びとっていく。場合によっては学校で学ぶことを含めて、正に学びと実践の循環を回していく

ような活動ができればこれは理想像です。こちらでやっていることを学校や部活でも活かせるような

力をこの活動をとおしてどうつくるかです。そうなっていくと意欲にもなるし学校などもこのような

活動には送り出しやすくなっていきます。これが切り離されて学校としても教員としてもこういう活

動は支援しにくくなっていく中で、これをうまく結びつけていくことが一つのポイントです。 

 

 先ほど言った子ども自身の自分づくりと地域づくりの両立をうまく図っていくときに、子ども地域

活動の評価の軸のアンケートを二つ取ってみるとこのように取れます。一つは子どもたちがやってい

る活動自体の成果です。非常にいい活動をして住民の人たちにたくさん喜んでもらっているとか、皆

モチベーション高くやっていてそれがどんどん続いていくとか。活動の成果が高いとそうした活動を

とおして子どもたち一人ひとり成長していきます。この活動自体の成果とやる子ども自体の成長、こ

の二つの軸が基本的には指標になって来ると思います。分類していくと、子どもも成長していないし

活動も全然よい結果が出ていない。これは一番酷い状況で、とりあえず活動をやっているだけの領域

です。最初はここから始まるかもしれません。活動としてはやってよかった、地域の人たちも喜んで、

発表会でも評価されている。しかし、子どもは成長していない。これは大人が大分手を入れたり、大

人が言ったとおりにしたり、大人がある程度入ればそれなりのものができ、評価されるものができま

す。ただ、本当にそれをとおして子どもたちが成長して一皮剥けたかと考えると、そうなっていない。

こちらの領域というのは、子どもは一生懸命頑張った。それをとおして一皮剥けたが、周りからは全

く評価されていない見当違いの活動をしていたとか、やったのだけれど大失敗で全然人が集まらなか
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ったとかです。当たり前ですが、目指すのは成果としても地域からも喜ばれる。これはいい取り組み

だからもっと続けたいねとなっていく。そしてそこに関わっている子どもたちはどんどんその活動を

とおして達成感を持って成長していくことです。子ども地域活動を考える上では、今自分たちの活動

は大体どのあたりにいるのかを考えながら、どうやってこの④（子どもの成長評価が高く、活動の成

果評価が高い）に近づいていくかが基本的な考え方になっていきます。 

 

 今日少しだけ考えたいのは、では何をしたらこの④の方向に活動が更に進化していくのか、そのポ

イントは何なのかを考えて終わりにします。何をしたらそうなるか、僕自身分かっていないので一緒

に考えていきたいと思います。せっかく実践している方々が集まっているので、このお題についてペ

アで協議をしていきます。簡単に言うと先ほど言ったと同じ、取り組みの成果が高くて子どもが成長

する、先ほどの④に値する活動にしていくための秘訣は一体どのようなものでしょうかということで

す。いろいろな秘訣があると思います。それを各自の成功事例や失敗事例を基に話し合いをしてみま

しょうということです。 

 成功事例は、自分たち意外とこれはうまくいった、この部分はうまくいった。たくさんあると思い

ます。そのときなぜうまくいったのか、成功要因にはどんな工夫が機能していたのか、成功事例から

は要因とか工夫を導き出す。失敗事例、うまくいかなかったという失敗の方が学びの素材としては多

いです。失敗事例と同じことをすると大抵失敗します。成功事例と同じようにしようとしても成功し

ないことは多いですが、失敗事例も同じようにやると決まって失敗します。なぜうまくいかなかった

のか、なぜ子どものモチベーションが上がっていないのか、なぜ活動がうまく続かなかったのか、そ

のような反省を素材にしながら④の子どもも成果も非常に高い活動に更にしていくための秘訣は何か

話をしたいと思います。 

 それでは大変恐縮ですがペアでこのテーマについて話し合って、ペアなりの結論を出したいと思い

ます。（ペアづくり） 

それぞれの体験を基にどのようなポイントを大事にすれば、取り組みの成果が高くなるか、子ども

自身が成長していくか。若しくはこうやっては絶対にいけないみたいな教訓も含めて話し合って、ポ

イントだけでも出してもらえたらと思います。（ペアで話し合い） 

 

 では結論だけ少し発表してもらって、どういうことが大切かというポイントをかいつまんで 30 秒

ぐらいで紹介いただけたらと思います。お願いします。 

 

◆会場参加者から 

 子どもに役割を持たせて自分たちでやっていけるといいかなと。 

 

 

◆会場参加者から 

 子どもに競争心を持たせました。 

 

◆島根県教育魅力化特命官 岩本さん 

 競争心ですね。ありがとうございます。そうですね。結構競争とかゲームとかハードルが入って来

ると非常に盛り上がる。ほか手を挙げていただいたところからいきます。お願いします。 

 

◆会場参加者から 

 子どもたちにいろいろさせて任せるのですが、必ず評価をされるという設定をつくっておくという

ことが大事という話を聞きました。 
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◆島根県教育魅力化特命官 岩本さん 

 評価というのは、点数をつけるというよりも、誰か外部の人から求められるとか、何て言われたい

かという評価。ありがとうございます。ではそちらの方お願いします。 

 

◆会場参加者から 

 子どもができないではなくて、関わる大人がさせてこなかったという部分と、③（子どもの成長評

価が高く、活動の成果評価が低い）の失敗があって④にいくかもしれないので、単発な参加ではなく

て継続的に時間をかけていくという設定です。 

 

◆島根県教育魅力化特命官 岩本さん 

そうですよね。単発の参加だとどうしてもそれを成功させてしまおうと。継続的な活動ととらえれ

ば間のいくつかの失敗はある程度許容ができる。やはり失敗をさせてあげる、失敗もできるような活

動かどうか。子どもたちがチャレンジできるかとか、失敗の方が子どもは学ぶ部分もあります。あり

がとうございました。ほか、お願いします。 

 

◆会場参加者から 

 課題があったときに子ども同士で話をさせ、どうしたいのかという気持ちを引き出すということで

す。 

 

◆島根県教育魅力化特命官 岩本さん 

 ありがとうございます。そうですね。課題があったときに、正に解決を自分たちで話し合わせてあ

げる。どうしたいのかを考えさせる部分もしっかりつくっていくということです。ほかはいかがでし

ょうか。どうぞお願いします。 

 

◆会場参加者から 

 同じようなことかもしれませんが、子どもの意見をまず聞くこと。それから地域のいろいろな人と

関わりを持つ。その中で育っていくように思います。 

 

◆会場参加者から 

 子どもたちが身近な目標を設定し、それに向かう。 

 

 

◆島根県教育魅力化特命官 岩本さん 

 なるほど、目標ですね。しかも、身近な目標で具体的なことですね。目標が漠然としていると、ど

うしてもモチベーションが上がらないです。目標設定をしっかり工夫してさせてあげる。ほかはいか

がでしょう。ほかにもたくさんあったと思いますが、時間を配慮してもう止めたのだと思います。 

 今言われたようなことは正にそうだと思います。 

 

最後のまとめも何もないですが、僕自身も最近の子どもの現状を見た上で、こういう活動をする上

で大切にしたいと思っていることを三つだけ。今までどうしても似たような同質の集団、似たような

環境で生まれ育った子たちが同じ地区でやっていることなので、先ほども言われていた多様な人との

共働など一緒にやっていく場面。同年齢だけでやっていく必要性は全くないのです。社会で同年齢が

一緒に仕事をしている人たちなどはどこにもいないわけで、年齢が違う人たちとやっていくのが社会
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なので、子どもたちの中でも多様な人と一緒にやっていくとか、外に出ていって評価を受けるとか、

交流して全然違うレベルでやっている子たちがいるということで刺激を受ける場面をなるべくつくっ

てあげる。 

 あとは、僕もそうですが、伝える・言う・やらせると一方的に大人がなりがちなところを、先ほど

も出ていたようにまず聞く。きちんと対話を向き合ってしていく。その中で思いとか願いとか問題意

識とか興味・関心を引き出し、それを基に活動にのせてあげる、活動とか行動につなげていく。その

ような対応の大切さ。 

 

 最後にやりっ放しで終わらせない。活動やイベントが終わると、ああよかったとなりがちなところ

をきちんと振り返って次の活動につなげていくとか、自分たちが卒業したあとはどうするかというよ

うに、次につなげていく。振り返る。活動の振り返りの最後、イベントがどうだったかということだ

けではなくて、自分がそれまで関わったプロセス、過程はどうだったのか、自分はどのように関わっ

た、どういう関わり方がよかったのか、チームの関わり方を自分も含め皆がやっていくためには何を

改善したらもっといい活動になるのか。そういう過程自体をしっかり振り返って次につなげる。この

ようなことが大事になって来ると感じています。 

 最後に、子どもは大人の本気度を見ています。本気になって大人があれもしろこれもしろという意

味ではなくて、自分たちの地域を何とかしたい、次の世代を育てていきたいという、この活動に関わ

る大人自身の地域や子どもたちに向かう本気度が結局は子どもたちの本気に火を点けていきます。自

分たち自身も子どもを見くびらずに、取り組みに関しては真剣に活動をしっかりやっていけたらいい

と思っています。長くなりましたが、以上で地域コミュニティと子ども地域活動の話を終わります。

最後までお付き合いいただきありがとうございます。 
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保護者の関わりと子ども地域活動 

 
◆豊川地区つろうて子育て推進協議会 河野さん 

 皆さんお疲れ様です。午後からは「保護者の関わりと子ども地域活動」ということで僕が少し話し

をしてその後小野さんに話をしてもらいます。 

 私はとても大人の関わりが重要だとつくづくこの活動をしながら感じています。僕自身は保育所を

やっているので、普段から保護者をどう支えるとか日々の保護者との関係づくりなどを結構意識して

やってきています。中学生ぐらいになったお子さんをどう支えるかとか、高校生をどう支えるべきな

のかということは、実は自分自身はそこまで勉強してきていないので分からなかった部分もあります

が、活動をとおしていろいろ感じることがあったので、それを感じながら、こうしていったらいいか

なということで実践してきた部分を少し話します。 

 

 先ほど見てもらったように子ども地域活動は 25 年度

からスタートしました。いかに子どもが主体的に運営す

る仕組みをつくれるかをずっと頭に入れて関わりを続

けてきました。イベントの手伝いから自発的活動にいく

までのところで中学生を主体の活動にしたので、大人の

サポートがどの程度必要になるか、最初のイベントを手

伝うところでどのようなことが必要になるか、定例会を

回すのにどれくらいの支えが必要になるかを考えなが

らやってきました。最初に必要なサポートを考えたとこ

ろで大体このぐらいでした。 

 話し合いをどう進めるかは中学生にいきなり任せても分からないので、今日はこの辺までは話をし

ておかないといけないという組織図を中学生に伝えることが必要だということをやりました。今日こ

うやって話すのに何が必要だったか振り返ると、こういうことが必要だったと思います。話し合いに

は大人が必ず出席しなければいけないけれど、毎回いろいろな大人が参加することはできないので、

必要なメンバー、私と小野さんともう一人磯野さんという人がいますが、その三人は必ず何かしらの

かたちで関わるようにしようということにしています。サポーターの皆さんも来られるときに入って

もらっています。 

 もう一つのサポートはイベントの事前準備、買い物とか資材の調達とかです。これはいきなり中学

生に言ってもできないです。イベント当日に物を運ぶこともできないので、こういうことは全部大人

がやらないといけないです。そのためには大人の話し合いの場も必要ということで、最初は何回か集

まりましたが、今は全くないです。そういうことをやるうちに、サポーターを組織化することが要る

ね、もう少しきちんとしたかたちで連絡体制をつくらないといけないという話をして、このわっしょ

いサポーターズも、それまでやった上で必要だという感じで動き始めました。 

 サポーターの組織化です。元々中学校の親を中心に子どもたちの活動を支えていたので、中学校の

PTA を中心にした組織をつくることで毎年度中学生になって来る親をしっかり巻き込むかたちをつく

りました。中学校は何が一番忙しいか皆さん御存じだと思います。部活動がとても忙しいです。部活

によって活動日が違い、土日に試合があるとかが全然分からないです。分からないからとりあえず役

員を全部に一人ずつ宛がって、それぞれの部活の状況を吸い上げる仕組みを最初につくりました。意

外とこれはよかったです。豊川地区からは東中学校に上がっていくのですが、益田小学校と豊川小学

校の子どもが一緒になる校区なので、地区懇談会は豊川地区と益田小学校の地区とそれぞれ行われま

す。その場でサポーター登録を呼びかけて 15名がサポーター登録をしてくれました。最初に役員をつ
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くり、それを支えるスタッフが要るということでわっしょいサポーターズをつくりました。ここまで

がサポーターをつくった作業です。連絡体制も、僕や会長の出雲さんと小野さんとでいろいろ連絡を

取り合いますが、一度に連絡を送るのにはインターネット上にあるフリーのグループウェアを使おう

ということで、これで豊川市の定例会文化祭出店に向けた準備にいつ集まるよなど決まったことを挙

げます。返事がなくても大体皆見ているので、これで大体情報共有はできています。行かれない人で

も知っている状態がつくれるのでこれはよかったと思っています。 

 

 サポーターの子どもへの関わりです。保育園の状況

しか知らなかったですが、小中高と子どもが大きくな

っていってもやはりお母さんは手や口を出したいよう

です。むしろひどくなっていないかというぐらい勉強

のこととかいろいろ言って、その姿がそのまま活動を

やったときに出るのです。それをいかに止めさせるか。

言わなくても止めるようになるかと思っていたのです

が、意外と皆手を出したり口を出したりするので、気付

いたときに手を出すことを止めよう、口を出すことを

止めようと言うようになっていました。 

 あとは子どもの意見を大事にすることです。話し合いにはサポーターが横に座っていますが、何か

言いたくなったときに子どもの意見を否定するような言い方はなしにしよう、子どもたちの話し合い

なので子どもたちに任せることにしようということにしています。それと決めつけないことも大事で

す。豊川小学校の校区は小さい頃からの子どもの姿を知っている人が多いので、あの子はこうだとい

う固定概念のついた関わりを無意識にしてしまう傾向があります。しかし、中学生ぐらいになると成

長した部分がいろいろあって、小学校低学年の頃とか子どもの頃の姿とは全然違い、いろいろなこと

を考えるようになっているので、余り決めつけずに、どの子も役割を持ってやれるようにしなければ

いけないということを意識しながら運営をしています。このあたりはチームをつくっていく上で大事

だと思っています。 

 お子さんがいるときに余り出したくないですが、いろいろなお母さんと関わると、小野さんのよう

に真面目な方も多いです。真面目にやり過ぎないように、自分のためにやるようにとよく言います。

あと、大人たちが疲れたらやめるようにと言います。いつでも辞めてもいいというスタンスでやらな

いと、誰かのためにやっているわけではなく、自分たちが必要だと思ってやっているのだから、皆が

できないと言ったら皆辞めてしまっていい。そうなったらまた考えるからいいぐらいの感じでやって

います。あとは手伝ってくれないサポーターを責めないこともとても大事です。来られない日が続く

人はいます。来られるときだけ来てくれればいいと言うけれど、何となく行っていないと行きにくい

感じになるというのは、来ない人を責める気持ちがどこかにあるとそのような雰囲気になってしまう

ので、そういうことはないようにしようという話をしながらやってきています。 

 一番勘所だと僕は思っているのは、とにかく大人自身が楽しむ事。ボランティアなので、自分自身

も楽しくないとやっている意味が全くなくなる。地域がもっと元気になってほしいとか、地域の子ど

もたちがまた帰ってきた時も明るい地域でありたいとか、いろいろな思いがある中でも、真面目にな

り過ぎず、自分自身がいかに楽しむかを意識しながら。自分が楽しいと感じることはそれぞれ違うと

思うので、関わっている大人皆が楽しいと思う瞬間がどこかでできればいいと思ってやっています。 

 今 3年目になって、サポーターの負担感が変わってきています。最初はサポーターの必要な人数も

大人数いる、中学生の主体にしたので支える内容もたくさんあると思いました。しかし 2年目になる

と、子どもたちが覚えて自分たちで回す部分が思った以上に大きくなりました。準備の段階でも子ど

もたちがぱっと手伝って、これはこの辺に置けばいいねとやってくれるようになりました。 
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 話し合うときも最初はこうよ、こうよ、と言ってやっていましたが、こうとだけ言ったらもう子ど

もたちがやれるようになりました。最初はサポーターを組織化するなどいろいろやったのですが、実

際には 2年目ぐらいでもう大丈夫になっています。やることを知っていて、子どもたちがやっている

ときに声掛けしてということはあるのですが、本当に負担感がなくなってきました。これは少し大げ

さですが、今年度高校生が育ったなと思っています。この前協議会で高校生が話したときに、自分の

役割は一歩引いて中学生にこれまで大人がやってくれたような進め方のアドバイスやイベントのとき

のサポートをやってあげることだと言い、正にそれをやってくれているのです。 

 子どもたちが会議をやっているときに、最初の頃の小野さんはこうでした。2 年目ぐらいにはだん

だん話す余裕が出てきて、最近は後ろを向いてお母さん方と盛り上がり、逆に子どもたちの会議の邪

魔になるぐらいの勢いで雑談するぐらいです。同じ場所にいるのだけれどサポートする必要はなく、

任せておけば大丈夫という雰囲気が今年度はできつつあり、僕もお願いねと言って帰ることが本当に

多くなったと思っています。このように感じていますがこれから小野さんがどのように話すのか分か

りません。僕の話は以上です。 

 

◆わっしょいサポーターズ 小野さん 

 ほとんど園長先生がお話したことによりますが、具

体的に親の立場で話をします。二つ心掛けていること

があります。一つは、やれるときにやれる者がやれるこ

とを手伝えばいい体制。私も最初つろうて子育て協議

会というところに小学校の PTA の役員として参加しま

した。子どもを取り巻く環境などは、わっしょいの活動

を展開する前に意識付けされたところがあり、協議会

のメンバーの中にも同じように PTA で中心的な役を担

って来る者や中学校の PTA の役員もいました。我が子

たちが活動することになったときに、やはり我が子た

ちのことなので親が中心となって話を進めていくというのは協議会の中で自然に流れていたことです。 

 そのときに気付いたことは、子どもたちに活動させる意味を子どもたちより先に親の私たち世代が

理解していたことでスムーズにことが運んでいった、一つの流れができていたかなと。そこが大事だ

った気がします。 

 

 サポーター体制をつくり上げるときに個別に連絡員を配置すること、最初に役員を立てたことも。

一斉にサポーター募集というかたちでチラシをうっても多分どなたも名乗りを挙げてくれなかったと

思います。連絡員を口説くときに、協議会のメンバーが子どもたちにさせる行動の意味や活動の意味

をお話して、実際できることを手伝っていただくこと、予定を教えていただければいいこと、子ども

たちへの参加の協力は強制でなくてよく、こういう活動をするみたいだから行ってみたらと声を掛け

てくれるだけでいいですというお願いでした。そのぐらいのことならいくらでもやってあげるという

ことで、先ほど名前が列挙されたどなたもお断りをしなかった方です。ですから断られた経験もなく

スムーズにできた。ある一部分の人間にだけ声を掛けたら不公平さも生じるので、PTA 活動で全体に

周知をしました。小学生までは地区にある豊川小学校は人数的な規模でほとんど全員参加型の PTA活

動を展開しているので、親御さんたちの中に子どもたちのために何か自分たちがすることに負担感を

大きく持つ方はいなくて、何かできることがあったら協力するという意識もあったことが有難かった

です。中学生になると親子で一緒にということが全くないです。小学校の PTAだった方が中学校へ上

がるととても物足りなさを感じていて、全く子どもと関わらない、ましてや中学生だと難しい年代に

なって親とは関わりたがらないことがありました。わっしょいの活動にサポーターとして御一緒させ
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ていただくことで、今までとは少し違った関わり方であともう少し子育てを一緒に楽しまないという

声かけをさせていただきました。そういうところで自分たちも楽しもうよと。先ほど園長が、それぞ

れのサポーターの楽しみ方あると思うのですがという話をしましたが、私や今日来られなかった出雲

は子どもたちの変化をとても楽しみに、この子こんなふうに変わってきたと目の当たりにすることが

できるのです。話をすると親御さん自身も、うちの子がと驚かれ、変化を楽しんでいます。 

一方では、今度の文化祭の模擬店にオリジナルメニューで出店しますが、それに対抗してサポータ

ーメニューを考えて子どもと張り合って売ろうかというサポーターもいます。子どもたちと一つの行

動を共有することで、家に帰っても共通の話題が家庭で持て、親にとってもメリットがあるし楽しめ

ると話しています。 

 

 子どもの個性は同じ親から生まれた子でも兄弟で全然違っていて、サポーターに名乗りを挙げてく

ださったのですが、息子さんはこういう活動は嫌だと言って参加していません。そのサポーターさん

はとても申し訳ないと言われますが、「何を言うの、あなたのところはまだ２人も下にいるじゃない。

その子のときにこのような活動が継続できるように、今年はできなくてもそのときにまた、一緒に楽

しみましょう」と声掛けをしています。そのような雰囲気を継続することが大事です。大事と言って

も先ほど言われたようにいつでも辞めてやる覚悟でいるので、私自身が楽しみにさせてもらっていま

す。核となるメンバーで、今のわっしょいのメンバーが巣立って、戻ったときに、「まだこのおばちゃ

んはわっしょいやっているの」と、変わらない私たちがいられたらいいね、そこを目指して楽しもう

ということでさせてもらっています。負担感を感じないことがモチベーションを維持する上で大切か

なと思ってさせていただいています。以上です。 

 

◆豊川地区つろうて子育て推進協議会 河野さん 

 話す内容にギャップがなくてよかったです。このように改まってサポーターさんたちに最近の活動

はどうですかと余り聞かないです。聞いて嫌なことが返ってきたら嫌だと思って聞かないですが、こ

のような感じで皆さん楽しんでやっておられるので今のところいいと思っています。ただ、入ってく

れないと困りますみたいな空気だけは本当に出さないように心掛けています。その辺はやっている者

たちが同年代なので余りガツガツならないように気を付けてやっています。それと、最初連絡体制を

中学校の先生などに頼んでいましたが、子どもたちが自分で下の学年も含めて誘って来るようになっ

たので、毎回参加が 30人近いほぼ全員で、今楽になっています。嫌だと言ってこの前の連合運動会の

ときに赤い Tシャツを着ていない野球部の 3人組みがいて、そちらの方が目立つ状況になっているの

ですが、そういうのも個性でいいかなと思って。手伝いのときだけは手伝ってくれるかたちで今はや

っています。 

 

 今日は、皆さんがこういう話を聞いたあとに自分たちの課題を一緒になって考えるような場がたく

さんある研修だと聞いているので、ここで共有する時間を持ちたいと思います。 

 先ほど取り組みの成果が高く、子どもが成長する活動にするための秘訣がそれぞれ出されました。

今度は、今自分たちがやっている活動を大人がどのようにサポートしているだろうか、その中で抱え

ている課題は何かを考えてもらった上で、先ほどの取り組みの成果と子どもが成長する活動にするた

めにサポーターの関わりはどうあったらいいかという秘訣みたいなものを少し皆さんで出し合えると

いいと思います。（ペアを変えながらの話し合いを３回繰り返す） 

 

◆豊川地区つろうて子育て推進協議会 河野さん 

 サポートする側の関わり方というところで何かありましたら提案をしていただければと思いますが、

いかがでしょうか。どんな話をしたかでもいいのですが、今、3 人の方とお話したと思いますが、そ
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の中で感じたことや気づいたことでも発表してもらうといいかと思います。 

 

◆会場参加者から 

 やはり大人が合理的にとか、ミスをさせないようにという関わりがあるので、入り込んでしまいが

ちなところをどう任せていけるか。大人が我慢する部分をもっていかないといけないのかなという話

が出ました。 

 

◆豊川地区つろうて子育て推進協議会 河野さん 

 大人が我慢するということはありますね。中学生と話すと、だいたい目を伏せるのですよね。大人

も変わらないということですね。 

 

◆会場参加者から 

 僕はまだ何も活動していないので、聞いた話です。やはり皆さんが抱えている課題として、高齢化

と人材不足だなと思いました。 

 

◆豊川地区つろうて子育て推進協議会 河野さん 

 課題ですね。高齢化と人材不足。若い者が離れていくと、一部の若い者に全部負担がいくという構

造は多分変わらないですね。そのあたりで何か解決策をもっている方がおられたら。地域によって状

況は違いますけどね。 

 

◆会場参加者から 

 私は今年からこの事業を採択していただいたのですが、サポートする組織の方から出ています。そ

の組織というのも皆さんとは違うかもしれませんが、20 代から 30 代のメンバーが中心で、実は年齢

制限を設けていて、40歳までで切って、あえて若い人たちだけでやろうという組織をつくっています。

そうした活動をしようと思っても、中学生、高校生というと、若干世代が下なので、生徒たちとの関

わりが全くないところから始まっていて人集めでどこから手をつけていけばいいかというところで苦

労しています。逆に、子どもたちと今まで関わりがない世代が僕らになるのかなと思うので、そこが

プラスに働くようにやっていきたいなと話しています。 

 今日話を聞いていて、PTA とか、学校とか、教育委員会といったところとも協力しながら、自分た

ちと子どもたちだけでなく、いろいろな人と関わりをもってやるというのが第一かなと思います。 

 

◆豊川地区つろうて子育て推進協議会 河野さん 

 ありがとうございます。実は「とよかわっしょい」の活動は最初のつろうて子育て協議会をつくる

というところに肝があって、公民館と学校とか、いち組織と子どもたちというかたちだとなかなか続

きにくいのですが、同じような志を持つ人たちでベースをつくっておくと、いろいろなかたちで広が

りが出るし、地域全体がつながるようになったのも、地域全体の活動みたいになっていったのも、最

初に協議会があったからだと私たちも感じています。 

 

◆会場参加者から 

 サポートというと、大人が子どもにいかに関わっていくかという話が出ていたのですが、サポート

の体制が、大田も中学生、高校生が小学校に出掛けていって一緒に遊んだり、地域の人たちと活動し

たりするのですが、川本の話を聞いてびっくりしました。そういう体制はできないです。つくれない

環境にある。そういうのが当たり前みたいな感じで、中学校が小学校と関わるのは大事なことですが、

そういう体制がつくれないところもあるのだと、今日話をして初めて分かりました。 
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◆豊川地区つろうて子育て推進協議会 河野さん 

 話せる範囲でお願いします。 

 

◆会場参加者から 

 川本町は小学校と教育委員会をはさんで子どもたちと放課後に行くサポートセンターが並んでいる

のですが、中学校は 2キロちょっと離れていて、まず中学生を引っ張り込むには部活動があります。

浜田市や大田市は職員会議がある月曜日が休みという話だったのですが、川本は先生が会議をしてい

ても部活をしているので、容赦なしです。土日大会とかがあれば月曜日休むとか全くばらばらだった

のです。その子たちが全部まとまればみてもらえると思うのですが、それは難しい。可能性は夏休み

に中学校と日にちを決めてサポートセンターに朝から晩まで小学生がいますので、そこに手伝いに来

てもらうことは可能ですが、中学生を引っ張り出すのは結構大変かなと。 

 規模的な話をすると、一クラスが平均 20人なので、中学生は 60人。小学生が 137・8人ですかね。

という人数なので、中学生に声を掛けて、豊川さんほど声を掛けたときに、何人来るかなというのと、

会議をするには夕方から夜しかない。では、この子たちどうやって帰っていくのか。川本なのでいの

しし、熊が目撃されたという話になると、なかなか夜は。それにはサポーターとか保護者さんが参加

されないと子どもも参加できないかなというところが小中学生の状況です。それで、今日高校支援の

人たちが一緒に来ている。高校を巻き込みたいという話で、僕が巻き込まれたのか、どっちが巻き込

まれたのかということですが、僕は教育委員会と別になってしまうので、高校をうまく使いたいとい

う思いがあります。 

 

◆豊川地区つろうて子育て推進協議会 河野さん 

 中学校を巻き込むのに、一つの方法として部活動単位で手伝わせるという方法もあって、野球部は

部活単位で地域貢献みたいなことをしているので、そういうのもあるかなと思います。でも、地域が

抱えている状況が違うので、そうやって課題解決する姿を見て、とてもいいなと思います。ありがと

うございました。 

 大人の関わり方という言い方をしましたが、ピアサポートというのもあるし、我々の「とよかわっ

しょい」の状況からいくと、子ども同士自分たちでという空気になってきているので、そういうかた

ちにどうなっていくかというのをイメージしながらやっていくのもいいかもしれないなと。僕は自分

がいかに楽をするしか考えていませんので、子どもたちがやってくれたらなおさらいいと思っていま

す。皆さんいろいろ話をして参考になることがあったらよかったかなと思います。これで私の役割は

終えさせていただきます。ありがとうございました。 
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教育と子ども地域活動 

 
◆浜田教育事務所 佐々木さん 

 大変お疲れのところだと思います。最後の最後に

出てきました。浜田教育事務所の佐々木です。社会

教育を担当しています。3 月までは学校の教員でし

た。今は浜田教育事務所で仕事をしています。塚本

さんから教育と地域の活動という話をしてくれと

言われ、寝ずに考えていたのですが、こんなことを

皆さんと一緒に考えることができたらいいなと思

っていたことが午前中からばんばん出てきてしま

ったので、実は今話すネタがなくなってしまった状

態です。 

 

 ここにおられる方は実践をしておられる方々ですね。そうすると、僕が何を言っても、実践者の経

験とか課題とか、うまくいったよといった実践した中から出て来る話題を皆さんが共有しながら持ち

帰っていただくのが一番の研修だと思います。実は僕が言えることは何もないのです。 

 

 今日皆さんと一緒に考えていきたいと思ったのは、これです。皆さんが子ども地域活動をさせると

き、目の前に関わろうとしている中学生、高校生の子どもたちが、どういう大人になってほしいと考

えて今関わっておられるのかをまず聞いてみたいと思っています。これを聞こうと準備していたら、

午前中の岩本悠さんの話の中に４つ区切ったお話がありました、4 番にあたる部分ではないかと思い

ます。4 番ですごく成果のある活動と子どもたちの成長と両方ミックスできた部分と、皆さんの活動

でいうと、「子どもたちがこういうふうになってくれたらいいな」という理想の姿を思い浮かべること

ができるのであれば、少しそれを思い出してもらいたいと思っています。「うちの子どもたち、こうい

うふうになってくれたらいいな」という姿を書いていただければと思います。A4の紙がそこにあると

思いますので、1 枚とっていただいて「こんな姿になったら、うちの地区の子どもたちいいけどな」

というもの。それぞれの地域の実情があって違うと思いますので、それぞれの思いで書いていただけ

ればと思います。少し時間をとりますので、マジックで書いてください。縦書きでも横書きでも結構

です。朝から書かされたり、話をさせられたりばかりですが、あと 1時間ですからお付き合いくださ

い。  ●書く時間 

 

◆浜田教育事務所 佐々木さん 

 ありがとうございます。考えさせられたり、書かせられたりと思うかもしれませんが、今グループ

になっておられますし、午前中に自己紹介もしておられます。ひょっとしたら内容がかぶっているか

もしれませんが、「自分はこんな感じだとイメージしながら今子どもたちに関わろうとしています。」

「今まで考えたことなかったけど、午前中の話を聞きながらこんなイメージを持つようになりました」

でも結構です。今頭の中にあることを少しグループの方々と話してください。順番、話す内容はお任

せしますので、5 分ぐらい時間をとりたいと思います。先ほどの話合いを見ていますと、河野さんが

もうやめますよと言うまで話が終わらないぐらいで、あのように積極的に参加していただくといいと

思います。いろいろな思いがあって、いろいろな地域の現状をかかえておられるので、「こんなことを

言ったらよくないかな」とか「これちょっとどうかな」と思うことがあるかもしれませんが、いろい

ろな考え方があって当然ですので。でも、「うちはこれを目指しています」ということで、一人ひとり
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の考えをぜひ尊重してみましょう。午前中、悠さん言われましたね。しっかりうなずきながら聞いて

いただきたいと思います。もしかしたら個人的な情報が出て来るかもしれません。これは研修会のこ

の場に置いて帰っていただくということで。グループの中で大丈夫ですか。  ●話し合い 

 

◆島根県浜田教育事務所企画幹 佐々木さん 

 ありがとうございました。 

 今いろいろな意見が出ました。聞こえて来るところでいくと、「地域に帰ってきてほしい」とか、「地

域のいろいろな行事に参加してもらいたい」とか、それぞれの地域の実情に応じていろいろな話を出

していただいたのではないかと思います。皆さんが思い描いている、悠さんの話の 4番、子どもたち

も成長しながら活動も成果が上がる、そういうお子さんになってほしい。こじつけかもしれませんが、

そういう理想的な姿を今思い描いていただいたのかなと感じています。せっかく模造紙があり、この

まま使わないとセンターの人が持ち帰って丸め直すので、広げていただいて、真ん中のところに、今

お話いただいた子どもたちにこんなになってほしいという、自分が描いているイメージをいくつか、

どなたか代表の方書いていただきますか。例えば、「大人になって帰ってきてくれる子どもになってほ

しい」とかと言われたら、それをそのまま書いていた

だければと思います。回りに余白を空けていただい

て、真ん中に皆さんから出た意見をまとめて書いてい

ただいてもいいし、3つ 4つ書いていただいてもいい

です。少し時間をとりますので、内容を書いてくださ

い。 ●書く時間 

 

◆島根県浜田教育事務所企画幹 佐々木さん 

 これだけグループがあると、紙への書き方も個性が

出るものですね。大変いいなと思っています。いろい

ろな考え方があるかもしれません。そんな理想を皆さ

ん思い描いている部分というのは、案外話をして口に出さないと、自分の中で整理できないことがあ

るのかもしれませんし、口に出していろいろ聞くと、ひょっとしたらあれもということで新しく中に

入っていけるものもあるかもしれません。そういうことを共有していただくと、これからいろいろな

話をしていくときに役に立つかなと思います。では、こういう理想的な大人、子どもたちが育ってほ

しいなという理想に向かっていくためには、今どんなことが必要か、課題みたいなものになるかもし

れません。こうやればうまくいくのではないかなということを皆さんに聞こうと思ったら、午前中の

ところで『秘訣』ということが出ましたね。これと同じです。また午前中と同じことをさせるのかと

いう感じでしょうが、本当に今日の午前中は緊張しながら見ていました。やろうとしていることがや

られてしまった。だから、やめます。似たような感じなので。 

 

 せっかくここで『秘訣』を出していただきましたね。午後のところでも大人の関わり方の中にこん

なのでも『秘訣』になるようなものがありますね。午前中の発表の中にもあったと思います。ここに

ついては、取組の成果が高くなり、子どもが成長する活動の『秘訣』、要するに理想に向かっていくた

めの『秘訣』は何だろうかということで、いくつか出していただきました。あのときは時間がなくて、

お２人で話をしていたと思います。グループの中の方かもしれませんし、違うグループに行かれたか

もしれません。先ほどは２人で話していましたが、これ以外にこんな『秘訣』みたいな話も出ていた

なとかがあるかもしれません。それを今からグループの中で話を出していただき、共有していただけ

ればと思います。大人の関わりの『秘訣』も併せて書いていただいていいです。区別ができないかも

しれません。これもひょっとしたら子どもたちに関わっていく上での大事なポイントになるかもしれ
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ないと思うような話が出ていたと思います。思い出していただきながら、『秘訣』をもう一度引っ張り

出してください。 

 

 今書いた真ん中に理想みたいなものがあるので、それに向かっていくための『秘訣』ですから、周

りの余白にこんなことをしたら真ん中にいくかもしれないと矢印で向かっていただければと思います。

模造紙の真ん中に理想を書いていますよね。これから話をしながら、ここにあることを引っ張り込ん

でいただいても結構です。これは参考になる貴重な材料です。必要だと思ったら、ここに書く。ある

いは大人の関わり方であんな話があったけれど、私はこれが『秘訣』かもしれないということをここ

に書く。色は工夫していただいて結構です。出たものはこの色、新たに出たものはこの色でもいいし、

これは大人の関わりの方かな、これは活動における『秘訣』かなでもいい。特に決まりはありません。

グループの中で、真ん中にある子どもたちに向かっていくための『秘訣』をせっかくここまで出して

いただいたので、もう少しグループの中で共有してい

ただいて、頭の中でなく、この紙に落としこんでいた

だきたいと思います。少し長めに時間をとります。12・

3分あります。せっかくいい雰囲気で話しておられる

ので、思いつくものをどんどん入れていただいて、そ

れにプラスしてどんどん話が広がるといいと思いま

す。付箋がありますので、付箋を貼り付けていただい

てもいいです。直に書いていただいても結構です。グ

ループの中で話を進めていただけたらと思います。 

●話し合い 

 

◆島根県浜田教育事務所企画幹 佐々木さん 

 よろしいでしょうか。なんとなくというものが出ましたでしょうか。『秘訣』はとてもいい言葉だな

と思って、うまい使い方をされたと思いました。チャレンジしてみたくなるという言葉があって、学

校などでも、子どもたちと授業するときに、何々の秘密を見つけようかという言葉を使ってやると、

低学年の子どもたちは、秘密ってなんだろうと思って授業に集中する。ちょっとした言葉の使い方で

子どもたちの取り組みが変わって来るのですね。 

 今グループの中ですよね。発表すると時間がかかるので、今から自由に歩いていただいて、よその

グループはこんなこと書いているのかと眺めてください。ひょっとしたら、「これはうちでねらってい

たのだ」というのもあるかもしれない。使えるものは使ってみましょう。 ●見て回る 

 

◆島根県浜田教育事務所企画幹 佐々木さん 

 時間が余りなくなってきたので、よろしいでしょうか。もう少し時間にゆとりがあれば、しっかり

グルーピングして名前をつけていただくということもありましたが、そこまでできなくて申し訳あり

ません。グループの中には多分こういう感じというイメージが湧いているのかもしれません。同じよ

うなことを取り上げられたところもあったのではないかと思います。自主性という言葉はどこのグル

ープにもあるのではないかと思います。 

 

 先ほどあったように、子どもに任せるとか、子どもたちが認められるような角度で見ている。すご

く大事なことだと思います。全然違うことを考えていたのですが、僕に与えられたのが教育の話だっ

たので、今もちろん皆さん実践をしておられる方ですから、ここに出て来るのは、実践者の具体的な

お話があったと思います。余り出てこなかった学校との関わりについては皆さんどう意識されている

かと思っていました。 
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 地域の子どもたちの活動ではあるのですが、先ほどの事例発表で、豊川の話にあったように、うま

く学校とつながっていくことも出てきたし、「大田 JOいんつ♪」の話にもありましたが、大田高校さ

んが全面的に協力していただいたと。こうしてつながりをつけていくことも、今後いろいろ活動を進

めていく中で大事になって来るかもしれない。学校と家庭と地域、これは僕が考えたのではなく、県

教委が出しているビジョンの中にもこういう言葉があります。「学校は学校の役割、地域は地域の役割、

家庭は家庭の役割がある。」こうして掲げるということは、学校の役割も家庭の役割も少し重なる部分

が出て来るわけですので、意識して取り組みましょうということだと思います。教育課程があって、

きちんと子どもたちに学力をつけていきましょうというのが大きな学校の役割ですが、学校の中だけ

ではやっていけない。どうしても地域と関わって、地域に目を向けていかないと、学校はこれから先

行き詰っていくだろう。家庭は人としての基礎的な部分になります。地域はいろいろな体験の機会を

提供すると書いてありますが、学校ではできない体験をすることができるのが地域というステージで

はないかと思っています。そういう意味で学校とどういう関係をつくるのかというのが一つ大事なと

ころかもしれません。 

 

 よくあるのが、学校に話を持っていっても、余りこっちを向いてくれないということです。でも、

学校は基本的に子どもたちにどう育ってほしいという願いを持っています。保護者さん、地域、学校

も同じです。だけど、協力したくないというのではなく、協力できない状況もあるというのを少し頭

の隅においていただきたいと思います。 

 

 行事や予定がばーんと決まってしまうと、学校だけではどうしようもないことも当然出て来るわけ

です。そういうことがあるので、自分たちの活動はこういうことを目指したいというのを学校に伝え

ていただく。学校にもそれを理解してもらう。だから、このあたりでこういうことをさせてください。

学校が理解してくれたら、必ず協力してくれますので。「とよかわっしょい」の皆さんはそこの作業を

丁寧に行っておられたと思います。そうでないと、関係はなかなかうまくいかない。特に中学生は大

きな中学校の中で豊川の子どもたちは少しですね。その中で学校の協力を得るというのはやはりそう

いう作業をしておられたのではないかと思っています。学校の批判ばかりしているわけではないです

が、学校にも多少事情があるかもしれないと思いながら話をしていただければと思います。 

 

 それから、案外学校って地域の子どもの姿を知らないのです。だから、学校の中で見せる子どもの

姿と、地域で見せる子どもの姿は違うことがたくさんあります。学校では勉強や運動がなかなかとい

う子どもが地域でいきいきと活動している。そんな姿を学校は案外知らなくて、どうしても学校の中

の姿だけで子どもを見てしまいがちになっています。ここなどは子どもの地域での素敵な姿をどんど

ん学校に伝えていくということは環境をつくるのにとても大事なことです。 

 

 これは一昔前の私の経験ですが、放課後に小学生さんと連れ立って、中学生の子が遊んでくれるの

ですが、こんなになって歩いている子（編者注：やんちゃ）が遊びに来てくれるのです。でも、小学

生の低学年にはそのお兄ちゃんが一番人気があって、わーっとさばりついて、遊んでくれる。文句一

つ言わないで、最後は子どもたち 1年生を連れて、家近くなので送っていきますと言って 1年生を連

れて帰ってくれるのです。お前が連れて行ったら逆に怪しまれるのではないのというくらいの子なの

です。だけど、学校に行くと、どうしても先生方は「ちゃんとやれよ」みたいなことを言う。全然姿

が違うのです。この子は地域ですごく活動しているのですよと何度も話しにいったことがあります。

そういうところで地域の子どもをどんどん変えていかなくてはいけないと思います。そうすると、学

校との関係もよくなるし、思いは子どもにどう育ってほしいかということなので、違いはないと思う
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のです。そのあたりの共有ができたらいいと思っています。学校と地域の思いをすり合わせるという

ことをしていただくには、間に入っていただくコーディネーターの存在があります。こういう方々が、

一生懸命学校とつなぐ。学校だけではなく、いろいろな団体さんとつないでいくには、このコーディ

ネーターさんの存在が非常に大きいと思っています。 

 

 今この中には、夢を持つとか、理想っぽいものが真ん中に見えましたが、では何のためにこの活動

をしているのか、本当に子どもたちがやりたいことか、大人の理論かというところを、活動していく

中で見直していくことも大事だと思っています。これは今朝の話で、こちらから手を出すかどうかと

いうあたりです。本当に子どもたちに力をつけるのだったら、今手を出すことが将来の子どもにつな

がるのかどうか。ちょっと引いて、待って、我慢をする。そういうことが一人のサポーターではなく、

皆さんで共有する。これも豊川さんの話の中では、そういう話し合いをしてという話があったし、河

野さんはそういうことを保護者の方に伝えていきながら、そういうことを確立されていったのだと思

います。一度にはできないかもしれないが、少しずつそうして組織を強くして、サポーターの力を高

めていった。やはり話し合いが必要だと思います。 

 

 今、皆さんが関わっておられる子どもたち。［将来こんな姿になって帰ってきてほしいな］とか［こ

んな大人になってほしいな］とかあったと思いますが、その子どもの活動にサポーターとして関わら

れたり、コーディネーターとして関わられたりということになると、多分そこで豊川の保護者さんの

ようなつながりができたり、もう少しエリアが広くなったときに、今まで話をしたことはないけど、

サポーターに一緒に関わったらつながりができたりという大人のつながりというネットワークも大事

ですね。子どもの顔が分かるし、何々のおばちゃんだとか、この間怒られたおっちゃんだというつな

がりができるといいと思うし、地域の大人として子どもに関わるという意識を持っていくことが、や

がては人のつながりが強くなっていく。 

 

 特に豊川の地域の方々はそういう中で子どもたち

を温かく見守っておられる土地ではないかなと思い

ます。地域の人たちが子どもと一緒に、［地域がもっ

とこうなってほしい］とか［地域の課題に対していろ

いろなことを考えていく大人の集団になるかもしれ

ない］とか。自分たちの地域は自分たちで何とかしよ

うという話ですね。こうなると社会教育の話になっ

て来るのですが、地域で活躍できる大人にもつなが

っていくかもしれない。地域づくりを担う人、地域で

子どもに関わりながら、実は大人の人たちもお互い

に学びあって、地域の担い手としてがんばっておられる方々がこの中にたくさんおられると思います。

子どもも同じです。子ども同士がつながって、やがては地域の担い手として帰ってきてほしいという

思いがあるので、子どもたちも帰って来るかもしれません。 

 

 今言ったように学校との関わり、地域の中での大人との関わりという話をしました。最後子どもの

成長という三つ目の話をします。今子どもたちは、学校の関係者や地域の大人、高齢者、地域のおっ

ちゃん、おばちゃん、お兄ちゃんといういろいろな人との関わりの中で成長しています。この関わり

がとれているかどうかは別です。ですが、とれていることもある。いろいろな人と関わることが大事

だというのはキーワードに挙がっていた。そういう中で大人のつながりが地域コミュニティの活性化

につながるというのが、先ほどの話です。今度は縦のつながりをみていきます。成長していくと、子
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どもたちが願いのように帰ってきてくれるといいです。ふるさとに帰ってきてくれる子どもが成人し

て、次の世代の中高生をサポートする。世代がぐるぐる回るようになって来ると、地域の将来を担う

子どもたちが育っていくことができる。 

 

 口で言うのは簡単ですが、なかなか時間がかかるし、今中学生、高校生で関わっている子どもたち

が大学まで行って帰って来るとしたら、5・6年かかります。それだけの長いスパンで、子どもたちの

成長を地域の中で見守ることができれば、必ずそういう人たちが出て来ると思います。この間のトー

ク会の中で、「JOいんつ」の OBの子どもたちが、絶対にこういう仕事に就きたいから大田に帰って来

ると、あの何十人の大人の前で宣言した子どもがいましたね。必ずこういう子どもたちが出て来る。

そのためには、ここの関係の中で子どもたちが育っていくのが大事なところだと僕は感じています。

皆様が書かれたことを大事につなげて地道にやっていくと、こういうつながりになるのではないかと

いう思いがして期待をしています。 

 

 大人のつながり、学校との関係づくり、それから子どもたちの成長の目で見ていくと、ここへ向か

って今何をしたらいいかということで関係ができると、いい格好になるのかなと思っています。 

 最後は書くだけで結構です。今いろいろなところに書いてある中で、この中にあるものでもいいし、

そうでなくてもいい。帰って、明日からの子ども活動の中で、「今までできなかったけれどもこれはで

きそうだ」あるいは「今までやったけれども、もう少しこうしてみたい」「これだったらできるかもし

れない」ということがもしあれば、1 分時間をとりますので、この紙に書いてください。今できそう

なことを思い浮かべて、自分だったらというのを書いていただけませんか。よろしくお願いします。 

 

 いくつかある人は、まずこれをやってみようのまずでいいと思います。いかがでしょうか。 

 それぞれ御自分と関わる立場、経験、地域の特色いろいろある中で思い描いていることだと思いま

すので、それをしっかり自分の中に落とし込んでいただいて、書いていただければと思います。 

 

 ありがとうございました。これを発表してくださいとは言いません。時間が来たので以上で終わり

ます。最後はすばらしい事例の発表がありましたので、そのいいところをお話できたらと思ったので

すが、少し話が長くなって申し訳ありません。皆さんが今日の話し合いの中で得られたことが、一番

の収穫だと思っていますので、今後ともご活躍されることをお祈りしています。どうもありがとうご

ざいました。 
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３）フロアディスカッション 

「子ども地域活動を継続して行くためには」（平成 27 年度） 
 

 ここでは、「子どもに地域活動を継続して行くためには」と題して、平成 28年 2月 20日に開催され

た「子ども地域活動モデルづくり事業報告会」でのフロアディスカッションの議論を振り返ります。 

 

コーディネーター 

島根県教育魅力化特命官 岩本 悠 さん 

 

パネラー 

東部モデル地区 

 ◆安来市島田地区 

  ・島田地区青少年健全育成協議会 畑 早苗 さん、内藤 那美 さん 

 ◆安来市奥田原地区 

  ・結の里たーら 戸谷 優作 さん 

 ◆雲南市吉田・田井・民谷地区 

  ・吉田地区振興協議会 岡田 和久 さん 

 

※活動状況やコーディネーター、パネラーの肩書はパネルディスカッション時のものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

150 

 

◆島根県教育魅力化特命官 岩本さん 

今日は進行役の方をこの後、務めさせていただ

けたらと思います。この後のパネルディスカッシ

ョン・フロアディスカッションの時間の、まず目

的なんですけども。先ほど司会の方からいただい

たようにですね、この『子ども地域活動をより良

く継続して行くためには』という形でですね。よ

り良くをですね、加えていきたいなと思います。

ただ継続するだけではなくてですね、本当に更に

いい形で、続けて行く、発展させて行くためには

何が必要なのかということをですね。一緒に考え

て行く時間にしたいなと思います。それを進める

に当たってですね、2点ほどお願いがあります。ぜひメモしていただけたらと思います。ぜひ書いてい

ただけたらと思うんですけれども。 

1点目がやっぱ子ども地域活動のですね、非常に、キーワードである主体性というキーワードです。

主体性。主体性の発揮ということでですね、壇上だけで何かこのあと話が進むということではなく、全

員参加で行きたいと思っております。今日この空間にいる人の中で誰 1人としてお客さんがいないと。

全員がこの場をつくる参加者であり主催者であるという意識でですね、子どもから大人まで、自分もこ

の場を作る、この時間で何か能動的に、主体的に自分から参加をするという形で、そういった有り様で

ですね、この場にいていただけたらと思います。このフロアディスカッションカードというのがです

ね、多分もう１枚お手元にあるんでしたかね。もう１枚ありますかね。適宜ですね、こんなことを聞き

たいという事があればですね、手を上げて発言をしていただいて大丈夫ですし、手を上げるのは恥ずか

しすぎると。そういう事は私たちのこの、島根県民としては美徳ではないと感じられる方はですね、こ

のフロアデスカッションカードにですね、言いたいこと、聞きたい事を書いてですね、周りにスタッフ

の方がいらっしゃいますという事ですので、スタッフの方にですね、ちょっと渡していただけたらです

ね、ちょちょっと、こっちに回ってきますのでそれを取り上げていきたいという事で。ぜひ、全員参加

でと。 が 1つ目です。 

2つ目は、楽しく貢献という事でいきたいと思います。楽しく貢献。まあ、これも子ども地域活動で

すね、キーワードになっていると思いますが、やっぱりこういった活動というのは義務感でとか責任感

だけだとちょっと息苦しいですね。やっぱ、楽しむという、楽しく参加していくという事、また、地域

活動をしていく中でですね、やっぱり、自分の事だけではなくて自分を守ろうとするとかね、だけでな

く、周りの人に貢献するとか地域に貢献するとかそういった意識が重要かと思います。で、今日この時

間を通してですね、ぜひ、全員がですね、何らかの形でこの場に、この周りの人に、若しくはこの時間

に貢献をするということでお願い出来たらと思いますので。ここらへんから上がってきているですね、

この質問とかまあいろいろこう聞いたりとかするんですけども、当然この、上の人間だけではわからな

いとかですね、もっといい知恵がみなさんの中にあると思いますので、積極的にうちの地区ではこうだ

とか、自分はこう考えてるというものをですね、ぜひ、この場に共有していただいてですね、全員で考

えて行く、貢献していくということでですね、お願い出来たらと思います。 

ちょっとこの 2つのお願い事なんですけれども、ちょっと守れそうにないとかですね、それは勘弁し

てくれ、とか言う方はいらっしゃいますかね。大丈夫ですかね。一応、大丈夫という事で。じゃあ、全

員、多少意識しながらですね、行けたらと思います。すみません、では長くなりましたけれども早速入

って行きたいと思います。で、今壇上にですね、4名上がっていただいておりますので、ちょっと最初

簡単にですね、自己紹介を含めてお 1人ずつ少し聞いてみたいなと思います。そしたら、戸谷さん、か

らお願いします。 
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◆結の里たーら 戸谷さん 

座ったままで失礼します。僕は安来市広瀬町奥田原の結の里たーらの 1年の戸谷優作です。僕はこの

活動をしてたくさんの経験ができたと思っています。普段は、小学校の頃とかは子どもだけで遊んだり、

大人とは余り話さなかったり接しなかったんですけど、この活動に入ってから地域の人、大人やおじい

さんおばあさんとよく話すようになって、この活動をしていいなあと思いました。きっかけは僕のお父

さんお母さんが頑張って奥田原のことに熱心になっているところを見て、僕もそれを見習って活動しよ

うと思いました。 

 

◆島根県教育魅力化特命官 岩本さん 

素晴らしいですね。ちなみに今日はお父さんお母さん来られてるんでしょうか。素晴らしい。まさに

大人のそういう頑張った姿、背中を見てですね、子どもがやっぱり意欲を持つという、まさに素晴らし

い事例だと思います。それじゃあ戸谷くん、最後に 1つちょっと聞きたいんですけど、実際この活動を

2 年間やってこの活動を通して自分が得たものとか、自分はこういう部分でちょっと成長できたなあと

か、自分の中で起きた変化みたいなものとかって、この活動を通しての自分の変化・成長っていったら

どんなもんでしょうこれ。 

 

◆結の里たーら 戸谷さん 

僕は、この活動を通して人前で話すことができるようになりました。小学校は人数が少なくて、少な

い環境で育ったから余り大人数のところで話すことはできないんですけど、この活動に入って地域の人

に集合をかけたり、いろんな人と話していくうちに、普通に大勢の前で話すことができるようになりま

した。 

 

◆島根県教育魅力化特命官 岩本さん 

 はい、ありがとうございました。凄いです。じゃあ、次の那美さんは今小学校 4年生。もうこの活動

には 2年間くらい関わってるんですか。いつ頃から関わり始めたんですか、この活動に。 

 

◆わんぱくクラブ 内藤さん 

小学校 1年生。 

 

◆島根県教育魅力化特命官 岩本さん 

1年生の時から。その、ちなみにきっかけは何だったんですか。やっぱり、お父さんお母さんの勧めと

かですか。 

 

◆わんぱくクラブ 内藤さん 

お兄ちゃんたちが入ってて、それで入れて貰って、それから楽しくなっちゃってずっと。いろいろ作

ったり、そういう経験とか、そういうところが楽しいです。 

 

◆島根県教育魅力化特命官 岩本さん 

なるほど、いろんなもの作ったりとかいろんな経験できるから。ちょっと最後少し難しい質問かもし

れないんだけど、この活動とかやっててこんなふうにちょっと自分少し成長したかなって。成長って難

しいかもしれんから、この活動を通してこういうふうなのは凄く良かったなとか、こういうものは自分

得られたかなとかそういったものって、何か感じるものってあります。 
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◆わんぱくクラブ 内藤さん 

いろいろ作業する時に話し合って協力するところとかが、身についた。   

 

◆島根県教育魅力化特命官 岩本さん  

そういうのはちょっと身についているなあって気がすると。ありがとうございました。すごいです

ね。小学校 4年生でこうゆう場所でですね、ちゃんと話が出来るっていうのは、まさにこの活動などで

身についた力のひとつでもあったかなあというふうに思いました。ありがとうございました。そしたら

岡田さんにちょっと伺えたらと思うんですけれども、実際、活動を見て来られてですね、率直な感想と

かをこういった活動をほんとに子どもが変わっているとかそういったとこを感じられるのか、そこらへ

んを実際どういうふうに見られているんでしょうか。   

 

◆吉田地区振興協議会 岡田さん 

はい、私の基本はですね。48年ぶりに島根県に

Uターンした事です。で、少しでも地域貢献に関わ

って行きたいなという思いがありまして、2年間、

ずっと病気しましたんで休養していたんですが。

今日も来ています、吉田地区振興協議会の錦織会

長にだまされまして交流センターの方で勤務させ

てもらうようになりました。僕は、基本はですね

子ども大好きなんです。ホント、子どもが大好き

で、小さい頃からどんな子どもでも声を掛けるん

です。ちょっと、不審者じゃないですけど。 声掛

けて子どもには「オカピー、オカピー」って慕わ

れております。自分で言うのも何ですが。慕われ

ておりまして。やはり、中学生でもそうなんですが、ほんとに目と目を見て話が出来るというところ

に、この子どもつくりの事業のすばらしいところだと思っていますし、 さっきも発表の時に少しでも

映像資料の中学生の話を聞いてもらいたくて早口でしゃべりまして、お聞き苦しいところがあったと思

いますが、やはり、子どもを愛する。僕も吉田町を 48年離れていまして島根県を離れていましてどん

な事が出来るのかなあと。やっぱり、吉田町に帰って何か出来る、こんないいところがある、こんな

PRが出来るこんな事も出来ますよ、こんないいところがありますよ。って言って自信を持って、しゃ

べってもらえる子どもを作りたいなと思って会長に、大谷くんにちょっと助言をもらいながら自由にさ

せてもらってます。ほんとにこの事業がありまして嬉しく思うんですが、ほんとに子どもが生き生きし

て子ども自身、ほんとに自主性を持って先ほど言われましたが主体性を持って取り組んでいるところは

一番この事業をやってまして、嬉しいなと思っているところです。 

 

◆島根県教育魅力化特命官 岩本さん  

ありがとうございました。畑さんにお伺いしたいのですが、実際、この活動をずっと近くで見られて

来られてですね、子どもに具体的にちょっとどんなふうな変化とかですね、 成長とか見られるのかと

実際関わってみての感想みたいなものを含めてですね、簡単にお話いただけたらと思うんですけれど

も。 

 

◆島田地区青少年健全育成協議会 畑さん 

年間に何度かいろいろなジャム作りをしたんですけれども、一番最初は、やっぱり、もう一から十ま

で手取り足取り教えていかないといけない感じだったんですけど、何回かするとやっぱり、手順も覚え
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てしまって、大人と違って子どもはすごく頭が柔軟なので、いろんな分量なんかも言わなくても何グラ

ムでしたよねみたいな感じになったりとか。大人だと農作業というか草刈りとかブルーベリーの木に肥

しをやったりとかいう作業は、どっちかというと気が向かない感じなんですけど、やっぱり子どもたち

もお友達とそういう作業をするって事になると、とても楽しそうに笑顔で草取りや肥しをやったりと

か、そういう作業を楽しそうにやっているので、そうゆう姿を見てるとこっちも声掛けて「いついつに

こうゆうことをしますよ」っていうのも声をかけやすい感じになるし、ジャム作りをしてても子どもた

ちはとっても楽しそうにしててくれると、やっててよかったなあというふうに思いました。                                                  

 

◆島根県教育魅力化特命官 岩本さん  

ありがとうございます。やっぱり子どもたちが楽しそうにやってるという、いいなと思いました。今

からいよいよ始めていきたいと思うんですけども、ちょっといくつか出た質問、いただいたフロアデス

カッションカードの中でですね、分類して多かったものとかは上げました。 

ひとつは、これは地域と地域の人との関わりとか繋がりについての項目が結構あって、地域の大人と

の子どもたちの質問で『地域の人との関わりとかつながりで、友達は増えましたか。』とかそんなふう

な質問がいくつかあります。ちょっと、聞いてみたいんですけど個人的には地域の大人とのふれあい、

繋がりとかなんか  一緒に関わって嫌だなあとか怖いなあとかなんかそういう感覚ってあるのかなあと

思ったり。そこらへんは、こういった活動で、地域の方たちといろいろ関わったりすると思うんですけ

ど。ぶっちゃけ嫌じゃないんですか。というような事なんですがそれで、地域の大人との関わりで楽し

いのっていうか若しくは、そこらへんで本当に地域の人たち大人の人たちとどんな関係性が出来たりす

るのかなあとかですね。ちょっと、そこらへん、大人と子どものというのがですね、どう関わっている

のか、ホントに繋がりが出来たりこんな活動が出来たりするのかというところですけれども。そこなん

かは、皆さん、どうですか。地域の大人とこう話したりすると億劫とかなんか嫌だなあとか気持ち悪い

なあとかそういうのないのかな。それか楽しいのかちょっと、そのへんのことを、実際どうなの、どう

ですか。 

 

◆わんぱくクラブ 内藤さん 

私は、楽しいです。いろいろわからないところとか聞いて、そういうところでこうやるんだよとか教

えてもらったりする時に、会話とかが出来るからそこらへんが楽しい。 

 

◆島根県教育魅力化特命官 岩本さん  

なるほどそうなんだ。そういうところが楽しいんだ。ちなみにさ、こういう大人の関わりって嫌だな

あとか、こういう感じできてくれると私は楽しいし気持ちいいんだけど。こういう感じで来るおっさん

とかはちょっと、嫌だなとか。実際、みんな当然、好き嫌いがあると思うから、こんなのはちょっと嫌

なんだよねえとか。こんなふうに話しかけられ方とか関わり方だとすごい楽しいとか、なんかそういう

のある。 

 

◆わんぱくクラブ 内藤さん 

なんか笑顔の人は話しかけやすいけど、怖そうな人は。 

 

◆島根県教育魅力化特命官 岩本さん  

やっぱりねえ。 むっつりしたおっさんとかねえ。そういうのは嫌だなあというのがあるんだ。あり

がとうございます。じゃあねえ戸谷くんにも聞いてみよう。戸谷くん、中学生の年齢で結構親と喋るの

も嫌だっていう中学生も世の中にたくさんいると思うんだけど。地域の大人と関わったりする喋ったり

するってのは、実際、どういうふうに感じるのかってのはどんなもんなんですか。   
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◆結の里たーら 戸谷さん 

僕は楽しいし、ぶっちゃけ言うと面白いって感じです。大人と喋ってると。小学校までは子どもとだ

ったけど、中学生になったら大人と喋って、喋ってないとどんな感じの人かわからなくて、喋ってみる

と案外楽しいしこういう人だなあとわかってきてより一層楽しい話とか、そんな感じなんです。   

 

◆島根県教育魅力化特命官 岩本さん  

ちなみに楽しい話が出来る大人と出来ない大人の違いってさ、こういう大人とは楽しく話が出来るが

こういう大人とは話が続かないとか話をしていても面白くないって。  

 

◆結の里たーら 戸谷さん 

ノリのいい人とかは面白いんですけど。冗談が通じない人は全く喋りたくない。 

 

◆島根県教育魅力化特命官 岩本さん  

冗談が通じない人とはちょっと。なるほどありがとうございます。面白いですね。ちょっといろいろ

聞いてみたいと思います。ありがとうございます。あとちょっとね、結構多かったのが大人の関わり方

っていうところなんかも質問でたくさん出ているので、今度は逆に大人の方に訊いてみたいなと思いま

す。子どもの積極性とか主体性を引き出す大人の関わり方って一体どんなものなんだろうとか。子ども

の知りたいやりたいを引き出す大人の関わり方、しかけ。そんなあたりをですね、非常に多く出てきて

ます。どんなもんでしょうか。岡田さん、畑さんに伺いたいんですけど。その子どもとの関わり方でこ

ういう関わり方だと、やっぱり子どもは主体的にとか、自発的にとか、すごい意欲を持って関わる。こ

ういう形だと上手くやらされ感が出ちゃうなとか。ちょっとそこら辺のうまくいった話とかを、若しく

は失敗例とかですね。ポイントみたいなところをちょっとお伺いできたらなあと思いますけども。じゃ

あ、畑さんいかがでしょうか。 

 

◆島田地区青少年健全育成協議会 畑さん 

今回のわんぱくクラブの子どもたちもそうだと思いますし、一般的な子どもたちもみんな同じだと思

うんですけど。ある程度の人数の中で同じことを始めるってなると、やっぱし何も言わなくても積極的

に関わる子どももいれば、ちょっと一歩引いて周りから眺めてるっていう子もいるんですけど。自分た

ちからこれをどうするのとか聞いて来る子って言うのはそのままほっといても大丈夫なんですけど。な

かなかその中に入ってこれない子っていうのがいるので。そういう子たちにちょっと自分はどういうこ

とがしてみたいのとか。本当はその子たちもやりたいんだけどちょっと恥ずかしくて輪の中に入れない

ような感じだと思うので。そういう子たちもちょっと話し掛けると自分からは言えなくても、自分は本

当はこういうことがしたいけどどうやっていいかわかんないとか、話をしてくれるので。それはこうい

うふうにするといいんだよとか。積極的に関わってる子にこの子はこういうことがしたいと言ってるの

で教えてあげてくれるっていうとそういう子たちもすごいこうやるんだよって、仲良く教えてくれたり

とかするので。子どもたちもいろんな子がいるので、なかなか前に入れない子どもたちにちょっと声を

掛けてあげると、その子たちもまた一緒に同じような行動ができるので、全体ちょっと見回してみんな

が関われるような感じにしようと心掛けています。 

 

◆島根県教育魅力化特命官 岩本さん  

素晴らしいですね。やっぱり主体的にどの子も自分からやれる子と、そうじゃない子と。いろんな子

たちがいる中で全体見ながらなかなか自分からという子じゃない、できてない、そういった関わりなん

かをしてない子でも、ちゃんと声を掛けて想いとか引き出しながらすくってあげる。そういう想いをす



 

155 

 

くってあげるとかですね、若しくは他の子どもに上手くそれを繋いであげるといったところでやってい

るといったお話だったかなと思います。そして、岡田さんはいかがでしょうか、どんなこと意識されな

がらですね、子どもたちの主体性引き出しているのか 

 

◆吉田地区振興協議会（岡田氏） 

私の基本はですね声掛けだと思ってます。やはり、声を掛けることによって子どもがあと何を考えて

いるのかということがわかるんです。やっぱりできることは、当たり前のことは当たり前にしようねっ

ていうことをうちで日頃から言ってます。中学生もそうなんですけど、やはり少し御褒美をあげると非

常にうまく進んでる。カレンダーの場合ですが、そのカレンダーに載るために一生懸命子どもが絵を描

くようになりました。県の大会に出しても優勝、最優秀もらったり。そういった子が非常に増えていま

す。ですからこの事業をやって本当に良かったのは、やっぱり先生に言われるように主体性が出てきて、

非常に自分から何事もやっていく。一番大事な声がけと、それから当たり前のことを当たり前にやろう

ねということを常日頃子どもたちに、小学生たちに言ってます。私も集落支援員なのですが、居場所の

お手伝いをしますので、そういったことも子どもたちと話をしながらやっております。以上です。 

 

◆島根県教育魅力化特命官 岩本さん  

はい、ありがとうございました。そしたら今度は小学生、中学生、高校生くらいに聞いてみたいんで

すけど。こういう活動の時って結構盛り上がって、自分たちが意欲を持って、やる気を持って盛り上が

って自分たちからやろうという感じになる。若しくはなってる。こういう時ってやらされてる感があっ

たり責任感があったり義務感とかで盛り上がらないとか、何か嫌だなぁ、とかそんなにやる気になって

ないとかですね。どういう時に主体的に自分たちからやろうっていう意欲がわいているのか、どういう

時にはそうじゃなくてですね、大人のやっていることに付き合わされている、やらされているというふ

うになるのか。そこらへんちょっと皆さんに経験からですね。どうなんでしょうかという所を聞いてみ

たいんですけども、そしたらどうですか、中学生、高校生、小学生でも構いません。自分はこうだな、

とか、場合によっては活動していることを受けてこういう感じでした、とかあれば。じゃあ戸谷くん。

油断していたからですか。今完全にこっちに行ったなという、自分ごとじゃないやみたいになっていた

んで。僕からの質問聞いてた。活動で、自分らが盛り上がって自分たちからやろうぜと盛り上がってい

る時と盛り上がってない時の違いってなんなんだろう。どうしたら子どもたちが盛り上がって前向きに

意欲を持ってやるんだろうか。そのポイントって一体なんなんだろうかといった、そんな質問ですけど。 

 

◆結の里たーら 戸谷さん 

みんなで最初に楽しいことをやってから、その後にもまた地域のために頑張るとか、そういう感じな

んじゃないでしょうか。 

 

◆島根県教育魅力化特命官 岩本さん 

最初楽しいことって、例えばどんなことやるの？ 

 

◆結の里たーら 戸谷さん 

鬼ごっこ。 

 

◆島根県教育魅力化特命官 岩本さん 

なるほどね。いきなり真面目に地域のために頑張ろうぜじゃなく、ちょっと鬼ごっこをしたりとかし

て、楽しくなってから頑張ろうぜっていうふうにやっていくっていうのは良い考え。面白いね。なるほ

ど、いいですね。那美さんは何かある。こういう時って楽しいんだけど、こういう時ってなんかみんな



 

156 

 

楽しそうじゃないとか、私もやる気が出ないとか。 

 

◆わんぱくクラブ 内藤さん 

私は盛り下がらないとこないんですけど。全部のやることが楽しいから、絶対に盛り下がらない。 

 

◆島根県教育魅力化特命官 岩本さん 

すごいねぇ。周りの友達はどう。周りの友達は盛り下がったりしないの。 

 

◆わんぱくクラブ 内藤さん 

楽しくやってます。 

 

◆島根県教育魅力化特命官 岩本さん 

楽しくやってるんだ。そう、すごい。それ、那美さんの力かもしれないね。ありがとうございます。

じゃあ、ちょっと高校生とか来てましたよね。高校生 1人ぐらいいたかと思うんだけど。高校生、ちょ

っと手を挙げてもらっていいですか。じゃあ、高校生はどう。色んな子どもの地域活動をやってきて、

振り返ってみて、主体的に意欲的に活動出来てる時ってこういう時だとか、こういうこと意識している

時ってみんな盛り上がってる、こうなってない時って盛り下がってる、盛り下がる時と盛り上がる時の

ポイント、何か思い当たる所があれば教えて下さい。 

 

◆女子高校生参加者 

 結構、高校生とか中学生だけで話し合うっていう機会があるんですけど、みんなすごく仲がいいので、

その中で何かやりたいことがあればなんでもいいので出してみようとか、そういう皆で話しながら考え

るみたいな。個人的な作業じゃなくて、全員で協力し合ってやるっていう活動があると、他の話にも花

が咲いたりしたりして、別のことをやったりするんですけど、そういう所で皆の仲の良さが出て、すご

く意見を出すとかがスムーズになるので、みんなで協力してやるみたいな活動があるとすごくみんな楽

しく充実して出来るんじゃないかなと思います。 

 

◆島根県教育魅力化特命官 岩本さん 

なるほど。ありがとうございます。いいですね。やっぱり皆でこう話し合ったりね、楽しくやりた

いことを出し合ったりとかそういった中で進めていくというのが良いのかな。他もう 1人くらい高校

生いましたかね、いませんでしたっけ。あ、いる。じゃあはい一応もう 1人せっかくですので、じゃ

あどちらか。はいマイクここにやっときます。はいじゃあお願いします。自分たちで盛り上がるコツ。 

 

◆男子高校生参加者 

コツですか。盛り上がらないことが僕個人の感想ですけどあんま無くて。楽しいって思うときはあ

るけど楽しくないって思うときがない。すごい良いことだなと思います。 

誰がどうみてもあからさまにめんどくさいって思うやつはもちろんみんな盛り下がったりしますけ

ど。それ以外のときは誰か 1人 2人が突出して、そんな盛り下がってなかったり、おいおいやろうぜ

みたいな感じで周りが周りをみんなそれぞれ盛り上げていってると思います。 

 

◆島根県教育魅力化特命官 岩本さん 

なるほど。素晴らしいですね。でもやっぱりちょっとそうやって生徒同士でもっとやろうぜってい

うようなそういった促しだとか巻き込みだとかですね、盛り上げというのは非常にそういう関係性が

出来て来るとどんどんどんどん盛り上がっていくのかなっていうような印象を今、高校生の話なんか
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を聞きながら思いました。ありがとうございます。それともう１つだけちょっと聞いてみたいものに

学校との連携っていうのも結構来てまして、これ中学校の例えば授業でこう組み込まれるってすごい

とかですね。それどうやったらそうやって学校が協力してくれるようになるのかとかですね。その学

校の巻き込み方とかですね、学校と学校の中の生徒会でやってもらった、そういったときのどうやっ

て学校と上手く繋がっていくのか、連携を深めていくのかというところでですね。ちょっといくつか

発表の中でですね生徒会として今後やっていくことを考えてますとかですね、中学校とかの授業で全

員でやってるとか出てましたけども。その学校をどう巻き込んだのか、そこらへんのポイントですね、

ちょっと関われた方教えていただけたらと思うんですけどもいかがでしょうか。はいじゃあ先お願い

します。 

 

◆邑南町を考える会 吉田 さん 

学校の巻きこみ方なんですが、私が行っていた矢上高校という学校がですね、丁度いま高校魅力化

事業をやっている高校でございまして、そこに丁度役場の職員が高校魅力化コーディネーターという

ことで配置されておりましてですね。そういったその学校との繋ぎ役の方がいらっしゃるのでその方

を通じてだんだん学校の中へ入って行って、まあうちだけで学校へ入っていってもなかなか難しいの

でそういったところで、まずはコーディネーター通して関係の先生に話をしてもらってですね。校長

先生にも話が繋がったことでいろいろと入らしてもらっているというところで、後は先生に直々に説

明して歩いたり、生徒さん達にも話させてもらったりっていうのでちょっとずつちょっとずつ入って

いったっていうような形です。 

 

◆島根県教育魅力化特命官 岩本さん  

なるほど。はい。ありがとうございます。他はどうでしょうか。こんな入り方をしたとか。じゃあ、

お願いします。 

 

◆結の里たーら 戸谷さん（親） 

私の所では小学校さんにさつまいもを作っていただいているやつを材料にしていただくという形で、

関わっているんですけれども。最初は、今日は山佐小学校の校長先生が今日お見えなんですけれども。

順番を踏まずに、直接校長先生に私たちこういう事しているんですけれども。何か、芋を作っていらっ

しゃるのならいただけませんか。みたいなところから入っていって。今、奥田原の子どもたちがすごく

少なくなってきて、継続がすごく難しいと思っていましたので、小学校さん、又は中学校さんにそうい

う形で関わっていただきたいなぁという事で、全然相手の都合も考えずに私どんどん「お願いします、

お願いします。」みたいな感じでいっているんですけれども。そういう形で取りあえず小学校さんには

こういう感じで関わり合いを持っていただいております。 

 

◆島根県教育魅力化特命官 岩本さん  

はい。ありがとうございます。相手の都合を考えずに攻めると。攻めの姿勢が大事なんでしょうかね

え。ついつい学校だからちょっと遠慮してみたいなところを、遠慮なくいくという所も一方では大事な

のかもしれないです。 

  あと、そうですねえ、先生がお 1人来られていたかと思いますので。じゃあ、先生、お伺いしたいん

ですが。学校側の立場からでしたらですねえ、どういうふうに来てもらったらその学校としては協力し

やすいか、若しくは関わりやすいか。こういうふうなやり方は学校としてはもうやめてほしいとか、ち

ょっとそこらへんどうしたら学校としては気持ち良くこういったことに協力したいとかですね、連携出

来るのかという、このあたりをちょっと、教えていただけたら。 
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◆山佐小学校 千原さん 

山佐小学校の校長の千原と申します。先ほど戸谷さん、言われてずけずけ入ってきたということなん

ですけれども。そうじゃなくて、先ほど戸谷優作さんが言われましたように御両親の姿を見て優作さん

もやっているという事で、ほんとに地域の方、奥田原と上山佐ふたつの地域があるんですけれども、そ

この人達がホントに一生懸命にやっている姿を我々教職員も見ていまして。逆に私たちが入れていただ

く。それで、さつまいもは、「まごわやさしい」で使っていただいてもらっているんですけど、そのさ

つまいもづくりも地域の方の御指導を受けているという事と、ふるさと教育で、本当に快く入れていた

だいています。それで、優作さんなんですけれども中学 3年生にかかわらず読み聞かせに来てくれま

す。中学生が来るなんてびっくりです。地域の方とか保護者の方が来てくださるんですけれども。体育

祭の代休の時を使って、お家の方と一緒に読み聞かせに来るというようなそういう頑張っている姿を見

ていまして、我々もずけずけじゃなくて本当に一緒にやらせていただいて、我々自身も成長していくと

ころがとても多いです。 以上です。 

 

◆島根県教育魅力化特命官 岩本さん  

ありがとうございます。やっぱり、ずけずけはやめてほしいというメッセージもありながら  やっぱ

り、その地域の方たちの頑張られている姿とか、そんなところが学校の先生たちの思いに火をつけるの

かなというふうに感じました。ちなみに、戸谷くん今話出てたけど、小学校に読み聞かせに行ったりと

かしてるの。ちょっと、よくわかんないんだけど、その辺のモチベーションていうのは、一体何なの。

なんで、そんな動き方になるわけ。なぜ、そんなことやるの。 

 

◆結の里たーら 戸谷さん 

お母さんがよく小学校の読み聞かせに行って、それで振替休日とか勉強もしないといけないけど勉強

だけでは面倒臭いから、ちょっとたまには息抜きとか楽しい事をしようかなあと思って、お母さんに誘

われて読み聞かせをしてそれが面白くて。こないだの土曜日に授業公開日があって、その振替休日で最

近また行きました。 

 

◆島根県教育魅力化特命官 岩本さん  

すごいね。ちなみにさぁ、さっきちらっと聞いたんだけど、今中 3で次やっぱり島前高校に進学する

ということで、僕は島前高校に 9年ぐらい関わってきたんだけど。島前高校って結構、子ども地域活動

みたいなことを授業とか部活動とかで力入れてやっている学校なんだけど、そこもどうして島前高校で

「高校行って何したいの」っていうところなんかを、ちょっと教えてもらえたら。 

 

◆結の里たーら 戸谷さん 

僕が島前高校を選んだ理由は、お父さんに本を買ってもらって、それを読ませてもらってインパクト

が大きかったし、それに隠岐は海に囲まれてたり木がたくさんで、僕は自然が好きで、そういうところ

がなんかいいなと思うし。それで隠岐で何がしたいかというと、隠岐での地域活性化の活動をしていて、

それをちょっとだけ見学させてもらって、それを奥田原にもちょっとだけ変えて工夫とかして、奥田原

に取り入れられないかなとか、そう思っております。 

 

◆島根県教育魅力化特命官 岩本さん  

感心しますね。よくぞ島前高校に来てくれましたみたいな。今は違う立場ですけれども。すごい。あ

りがとうございます。よく考えたら、子ども地域活動って今いろんな島根県の高校がそういう地域系部

活動だとか、地域と一緒になった活動をやっている。ほんとに小中こういった活動をやっていた子たち

が、高校に来て更に活動の中で学んでいくという本当に良い連携ができていくのかなという思いがあり
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ます。 

そしたらですね、ちょっとこの活動をより良く継続するためにちょっと聞いてみたいこと。ちょっと

他ではこれどういうふうに考えているの、どういうふうにやってんのみたいなこととかですね。ちょっ

とより良い継続に向けて、こんなこと聞いてみたい。そういう質問とか問いが生まれて、ある人ちょっ

と教えていただいて。はい、じゃあお願いします。 

 

◆わんぱくクラブ 参加者 

子どもが減るのを防ぐにはどうしたらいいですか。 

 

◆島根県教育魅力化特命官 岩本さん 

これ難しい、深い質問ですね。そもそも、子ども地域活動だけど子どもが減ってってんだよ。これど

うしたらいいんでしょうかと。はい、ということでですね。子どもが減る中でどうしていくのかと。若

しくは、減っていくのに対してどう対応すべきかということですね。ぜひどなたかお考えを伺わせてい

ただけたらと思うんですけども。いかがでしょうか。どうですか。ちょっといま大人がさっきから真剣

に考えてると思うんで、その間の場繋ぎとしてですね。自分はじゃあ例えばどういうふうにしたらいい

みたいな。その仮説とか、なんかアイディアとかあればちょっと先に教えて貰っていいですか。 

 

◆わんぱくクラブ 参加者 

僕的にはもっと呼びかけして、島田小学校はわんぱくクラブに入るのは島田小学校の人だけなんです

けど。もっと他の小学校から呼びかけたりして入って貰ってもいいと思います。 

 

◆島根県教育魅力化特命官 岩本さん 

なるほどね。自分のここだけで考えたら減ってってんだけども、それだったらもっと周りと一緒にや

ってく。周りにも呼び掛けて広げていく。そうすればいいじゃないですか。まあ連携していくとかいい

ですね。ありがとうございます。他、いかがでしょうか。ちょっと、大人の方から。大人じゃなくても

いいんですけど。いかがでしょうか、これ。子どもが減っていく中でのこの子ども地域活動の継続。ど

う考えていったらいいんでしょうかこれは。じゃあはい、お願いします。 

 

◆大田市立中央公民館 伊藤さん 

大田市中央公民館では 25年度からこういった活動に参加させていただいております。今、3年目を迎

えますが。今島根県にこういった活動がほんと広まって、地域を思う心が子どもたちに芽生えていると

思います。そういった子どもたちが一時は都会に出ても、また故郷の良さを感じて帰って来る。戸谷く

んのように隠岐で学んでまた帰って町を変えてやろうというような子どもたちが育っていけば、子ども

たちが増えていくと思います。ぜひ、地域子ども活動に参加してる子どもたちは故郷に帰しましょう。

以上です。 

 

◆島根県教育魅力化特命官 岩本さん 

はい、ありがとうございます。そうですね。そうやってここで学んだ子たちがまた、帰って来るとか

ですね。自ずから帰って来るように声掛けをするとか。そういった中でですね、子どもが減らないんで

あるんじゃないかというようなぶんもあるのかなと思いました。ありがとうございます。じゃあまたち

ょっと他にこんなこと聞いてみたい質問。他の団体ってどうしてるんですかといったところ、ちょっと

伺いたいなと思うんですけど。いかがでしょうか。どうですか。 

そしたら、僕のほうから 1つ先に聞かせてもらっていいですか。今回、この子ども地域活動の趣旨み

たいなものを見させていただいてですね。これ、ポイントとか特色の 1つこれかなと思ったのは、財源
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を確保するっていう所かなと思ったんです。恐らくこのモデルづくり事業自体はですね、この 2年間は

ある程度お金は出ると思うんですけれども。終わったあとっていうのは行政の、県からですか、お金が

無くなる中で財源の確保というのがこのモデルのひとつのポイントですので。ここらへんはどういうふ

うに考えてですね、継続に向かって行くんでしょうかというところなんですけれども。如何でしょう

か。財源について、お金について、継続性とか。実際どういうふうにされていくのかという所、畑さ

ん。御指名ですので、じゃあ、畑さん。お願いします。 

 

◆島田地区青少年健全育成協議会 畑さん 

2年間で助成金をいただきまして、ジャムを作る鍋を買わせていただいたりとか、いろいろこれから

役立つものをたくさん買わせていただいたり、ブルーベリーの苗の育て方とかを教えていただくための

講師の方をよんだりとかそういうことで、使わせていただいたんですけれども。ブルーベリーの苗も、

1年目や 2年目だと実がちょっとしかつかないんですけれども。今回買わせていただいた苗は結構大き

くて、ある程度実を付ける苗を 20本買いましたので。去年は剪定をしていただいたので、あんまり実

がつかなかったんですけど一昨年。去年は、ちょっとある程度、実がなって子どもたちも収穫を楽しむ

ことが出来ました。でこれからは、今度実をつけるようになったらたくさん実をつけると思いますの

で、その実をつけたものを収穫して、ジャムに加工して、地域の方に販売していったりとか、 よその

交流センターでイベントごとがある時には持って回って販売したりとか。今までもだったんですけど、

いっぱい家で作っているけど食べきれないのであげるわって言われたイチゴとか、桃とかそういうもの

を持ってきていただいて、ありがたく今まではありがたくちょうだいしていたんですけど、それをジャ

ムに加工して。また、ブルーベリーだけではなくて他のものでジャムを作って、窓口においておくと意

外とみなさん、なんとなく買わんといけんかなあという気になられて買って帰るというような事で。値

段をつけてずらずらーっと並べておくと買って帰っていただけますので、そういう活動を今後続けて資

金作りをしたいと思っています。 

 

◆島根県教育魅力化特命官 岩本さん  

なるほど。ありがとうございます。そしたら、戸谷くん、どうお金について何か考えがある。大体お

金の事ってのは大人が考える、子どもはお金の事は考えずに活動するっていうのが一般的 、世の中的

には大体そうだと思うんだけど。戸谷くんお金に関してはどういうふうにしていったらいいかなあと思

ってなんかあれば教えて下さい。   

 

◆結の里たーら 戸谷さん 

奥田原では、ふりかけを作って人参とかゴマは買わずに自分たちで作ってから作れるものは作って。

それでちょっとだけ貯めておいて、魚とかそういう無理なものは仕方なく買わないといけないけど。出

来る事なら自分たちでやって出来るだけ金の使用をおさえるとかそんな感じですかね。   

 

◆島根県教育魅力化特命官 岩本さん 

 なるべくお金の支出を減らす工夫をして。作れるものは作ったり、貰えるものは貰ったりして、稼げ

るものは稼いでやっていくと。ありがとうございました。そう、オカピ－さん、いかがでしょうか。オ

カピーって呼ばれてすごく親しまれているというお話でしたので。 

 

◆吉田地区振興協議会 岡田さん 

勘弁して下さい。吉田の場合、今カレンダーを作っておりまして。来年度から予算がなくなるという

ことで、大変どうしようかということを会長と共に考えておりますが、今アドバイスを頂きまして。や

っぱり描いた子どもの名前を出さないかんでしょうという声もありましたが、個人情報保護法がありま
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して、今名前を出したらいかんということで、絵を使うにも各保護者の方に手紙を書いて、一人ひとり

許可を貰っている所です。そういうこともありますので、そうしたら各交流センター回ってですね、買

って貰って。吉田だけで売るんじゃなくて、吉田もたたらば壱番地というインターが出来まして。そち

らの方でも置かせて貰って、1部 300円で買って貰ってるんですが。今年は 900部作って売ろうかなと

思っておりますので、ぜひですね、皆さんにも、買っていただけますようによろしくお願い致します。 

いっぱい買っていただいて、また来年も作れるように精進していきたいなと思ってます。ありがとうご

ざいます。 

 

◆島根県教育魅力化特命官 岩本さん 

 はい、ありがとうございました。いいですね。自分たちで何とか買って貰うための努力をしながらで

すね、お金を作っていくと。ありがとうございました。そしたらですね、質問若しくはですね、先ほど

の子どもとかに質問がありました。はい、お願いします。 

 

◆吉田地区振興協議会 錦織さん 

すいません、加えまして吉田地区振興協議会の者ですけども。実は雲南市は独特な自主組織を作って

おりまして。我々の自主組織も、一世帯当たり会費を年 1,200円ずついただいています。そういうふう

な財源を使いながら、良い事業には予算を少し、まあ充分にはならないかも分かりませんけど、予算を

振り分けてこういう良い事業は続けていきたいなというふうに思っております。加えまして、先ほど岡

田くんがお願いをしましたように、どうか多くの方に買っていただきますことを、重ねてお願い致しま

す。 

 

◆島根県教育魅力化特命官 岩本さん 

はい、いいですね。自主組織で会費とかで集められてるものをですね本当に良い活動、子どもたちの

ためにも、地域のためにも良い活動というとこにはちゃんとそういった仕組みの中で継続的に尊重して

いくというのも、まさに素晴らしいなと思いました。 

そしたらですね、先ほどより良い形で継続していくために大切なことというので、ちょっと協議をし

て頂いたんですけども、ペアの話が非常に良かったと。ペアで話をして、相手の話をこれすごい良かっ

た、これはぜひ全体に共有したいとかですね。ちょっとそういったのがあればですね、ペアの話の中で

出た今後続けて、より良い形で継続していくために大切なことのポイントとかですね、御意見をちょっ

と最後に協議いただけたらと思うんですけど、いかがでしょうか。全体に手を挙げて聞いてみたいと思

いますけれども、ペアの話が非常に良かったと、ペアと話して何か少しは得るものがあったという人は

手を挙げていただいてもよろしいでしょうか。だいたいあった。その中で今手を挙げている人は手を挙

げたままにして。その中でこれは自分にとってだけではなくて周りの人にとってももしかしたら価値が

ある話だったかもしれないと思う人はそのまま手を挙げたままにしといていただいてもよろしいです

か。自分にとって価値があった、周りにとっても価値があったかもしれないと。そうですか。そしたら

水色の Tシャツの方、自分の話した話でも良いですし、相手の話でも構いませんので、大切なことはこ

んなことだと思ってる、思った。そんなことを全体で。 

 

◆結の里たーら 参加者 

私、結の里たーら、奥田原でして。お隣が島田の青少年健全育成協議会の方とで。非常に近いとこの

お話しになってしまいましたけれども。一度交流をしておりまして。双方のやっていることも概ね理解

はしておりましたけれども。やはり先ほどもありましたけれども継続していくにはというところが、一

番気にしているところでございまして。収入を得るというのも重要ですけれども、収入を得てそれを子

どもたちにも還元できるようなかたちをとっていれば、子どももやりがいをもって継続して、また子ど
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もの輪も広がってですね。多くの子どもたちにこの活動が魅力的なものだよということが、広められる

んじゃないかということを 2人で話し合いながら頑張ろうねみたいな感じで終わりました。以上です。 

 

◆島根県教育魅力化特命官 岩本さん 

はい。ありがとうございました。そしたらですね、そろそろ時間も来ますので。最後はこちらからで

すね、ありがたいまとめの話みたいなので終わるのが普通だと思うんですけれども、今日せっかく小学

生、中学生お 2人壇上に上がってもらってますので。子どもの代表ということで、今日はお 2人から全

体に対してまとめの。簡単に言うと子ども地域活動をより良く継続していくためにこういうこと大事だ

よね、こういうことを皆で頑張りましょうね、こういうことが僕たちは私は大事だと思います、そんな

コメントをいただいて終わりにしたいなと思いますので。お 2人どちらからでもいいので、どうです

か。より良い形でやっていくために、最後にメッセージ。お願いしたいと思います。それじゃあ、戸谷

くんから。 

 

◆結の里たーら 戸谷さん 

これからの活動では、子どもだけでは難しいところもあるから、大人の助言みたいなのを頼りにし

て、大人と子どもが協力し合える活動がこれからも大事だと思います。 

 

◆島根県教育魅力化特命官 岩本さん 

自分なりにこんなの頑張っていきますとかでも良いし、もっと良い活動するためにこういうことをして

いきたいと思いますとか、若しくは皆でこういうふうにしていったらいいと思いますとか。 

 

◆わんぱくクラブ 内藤さん 

皆で話し合ったりしたり、そういうことをして楽しくできたりすると続けられたり出来ると思いま

す。 

 

◆島根県教育魅力化特命官 岩本さん 

 はい。ありがとうございます。いいですね。話し合ったり楽しくやっていくのが継続の秘訣というこ

とで。どうも、ありがとうございました。 
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５）クロストーク「子ども地域づくり活動における 

大人の役割って何」（平成 28年度） 
 

 ここでは、「子ども地域づくり活動における大人の役割って何」をテーマに、平成 28年 12月 15

日に実施した「サポーター・コーディネーター研修会」での議論を振り返ります。 

 本会では、第一部でクロストークとして取組への大人の役割を話し合い、第二部ではコーディネ

ーターの虎の巻づくりを行いました。 

 

進行 

島根県中山間地域研究センター 檜谷 邦茂 研究員、吉田 翔 研究員 

 

登壇者 

 ◆浜田市井野地区 

  ・いのっこクラブ コーディネーター 分石 由紀江 さん 

 ◆邑南町矢上地区 

  ・邑南町を考える会 運営幹事 吉田 祐基 さん 

 ◆益田市豊川地区 

  ・とよかわっしょい!! サポーター 市川 恵 さん 

 

※活動状況や進行、登壇者の肩書は研修会時点のものです。 
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◆中山間地域研究センター 檜谷さん 

改めまして皆さんこんにちは。中山間センターは、西

部県民センターさんとは兄弟みたいなものではあるん

ですけども。普段僕らも地域づくりということで現場に

入らせてもらって、色んな取り組みをさせてもらってい

ます。あと、個人的にも色んな体験活動をですね、アウ

トドアのインストラクターとしてやらせてもらってお

りますので、子どもたちとの繋がりっていうのはすごく

僕自身、日頃からあるような状態です。 

 

 では、子どもによる地域づくり活動という事で始めさせていただきます。教育委員会にお勤めの方、

それから、公民館の館長さん、主事の方、それから地域振興系ですね、まちづくり系、そういった

方々、他にもいろいろうちのスタッフを含めておりますので、ちょうど県の方も小さな拠点づくりとい

う事で中山間対策で、社会教育や地域づくりと一緒になって取り組んでいこうと、その中に教育の魅力

化だったりとか、若しくは、社会教育との連携という話を、いろいろとお願いさせていただいたりして

おるところでございます。 

それで、今日の流れを少し御紹介しておきます。前半はクロストークをしますが、子どもによる地域

づくり活動って、チラシを見て今日初めて来たんだけれども、結構、前から知ってるよっていう方、ど

れくらいいらっしゃいますか。これでちょうど事業としては 4年目なんですね。逆にどんなもんかを知

りに来たんだ今日、という方いらっしゃいますか。はい、結構いらっしゃいますね。はい、それじゃ

あ、少し前段の部分で、2年くらい前の情報からスタートしたいなと思っています。ただ、前半クロス

トークをさせてもらいます。テーマとしては、『子ども地域づくり活動における大人の役割って何だろ

う』。主役は子どもたちなんだけれども、じゃあ、大人たちは何をするんだと。どういう風に振舞いや

関わりをもっていけば大人たちはいいんだろうか、という事を少し、実践者の方から話を聞かせてもら

いたいなというのがクロストークです。後半はグループワークという事で、今回、西部県民センターの

方でこれを主催された思いというのがあります。ちょっとまとめましたけれども、そういった意味では

今日の研修会で目指して行きたいことっていうのはこれです、ということになると思います。 

主催する側の思いとしては、4年目になり、こういった活動が例えば新聞やケーブルテレビや、そう

いったところで出て来るようになって、少し、人づくり、キャリア教育若しくは地域の中での子育て、

そういったキーワードの中で、子どもたちにフォーカスを当てて何かやってみようという地域がこれか

ら出て来るんじゃないかなという中で、この子ども地域づくり活動というのはもっともっとみんなの中

でどうやってやるのと知りたい活動になって来るんじゃないかという思いもありまして、これまでの実

践者の方々のノウハウを基にこれから頑張ろうとする、若しくは始めようとする地域に応援になるよう

な何か、ノウハウ集みたいなものが作れればなというような思いがまずあります、ということです。そ

れを今回の研修会で、何か表に出すということですね。表現できるような形まで持って行ければと思っ

ています。 

あと、お願いがあるんですけれども、みなさんへの積極的な参加をお願いしたいということです。こ

れは僕自身の考えていることですけれども、今日子ども地域づくり活動ってなあにというところから思

ってらっしゃる方もいらっしゃいますので、ぜひですね、みなさんの素朴な疑問とか質問とかやっぱり

そこからスタートすると思いますね。そういったところから、大切にしていきたいなというのが 1つ。 

それから今日初めてお会いする方もいらっしゃると思いますし、実践者もいらっしゃいますので、つ

ながりあって、語り合って、ただ、こういった会に興味があってみなさん来られていると思いますの

で、何かしら思いや志みたいなものは歓迎したいなと思います。 
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なかなか、自分たちではコントロールできないような周りの環境で、壁があったりとかすることもあ

るとは思いますけれども、大事なのはこういったことをぜひやりたいなとかですね、こういった風にな

ればいいなという思いだと思いますので、そこはぜひみなさんで共有したいと思います。 

あと、この子ども地域づくり活動は、非常に、みなさん子どもたちに関わっていてお分かりだと思い

ますけれども、けっこうケースバイケースですよね。全てが。そういった中で、言葉にするのはなかな

か難しいとは思うんですが、それでも言葉にしていこうというのが今日の取り組みですので、ぜひです

ね、目の前にペンがあったり、紙があったり、というのがありますので、言葉にしていって、それを皆

さんで共有できればなというのが、今日の取り組みです。最終的に、これグループワークの後になりま

すけれども、虎の巻のイメージということで、どんなふうにやるかというのを先にお見せしておきま

す。 

恐らく子ども地域作り活動をやろうと思ったらですね。まず何から始めればいいのか、どんなふうに

物事が進んで行くのかっていうことから知りたいという方もいらっしゃると思いますね。そういったこ

とが、横が時間軸、だいたいこんなふうに流れるんじゃないのというようなことですね。ただこれは僕

勝手に書いただけなので、今からクロストークされる方の中からですね、お話しが出れば、もっともっ

と違うテーマが出て来るかもしれません。ちなみに、みなさんのテーブルにオレンジので、いくつかキ

ーワードが書かれている A3の紙があると思いますけれども、それちょっとみなさん開いてもらってい

いですか。それは今回の実践者の方とか、若しくは取り組みをされてる方々に、僕らがいろいろインタ

ビューをする中で、みなさんがおっしゃる言葉の中で共通してキーワードとしてこう何回も出てきたよ

うなものを並べたものです。そういった意味では、そういうところをタイトルにしながら、少し順番と

言うかですね。流れというものが作って行けたらなというのが 1つです。 

それから下にありますけども、青いシート、赤いシート、黄色いシートっていうのがあります。もう

簡単です。青いのはみなさんの疑問や質問や不安や、それから若しくは壁。そういったものを書くのが

青いシート。赤いシートは、それに対して回答であったりだとか、若しくは不安であればそれを経験。

「僕も経験したよ。でもこういうふうにやったよ。」っていうような経験であったりとか。後は壁であ

れば、こうすればできるじゃないのというアイディアだったりとか、っていうふうに使ってもらえれば

なというのが赤いシートです。なので、青と赤と言うのは少し対峙するというか関連すると思います

ね。 

いろいろ話をしていると、「結局こういうことじゃないの」「教訓としてはこうなんじゃないの」

「ノウハウとしてはこうじゃないの」ということが出て来ると思いますね。それを、ぜひ黄色に書いて

もらって。なので、今日は黄色がたくさん出てきたらいいなと思っています。最終的には。それをあっ

ちの模造紙に写したりしていくと、「あっ、立ち上げの時期はこういうことが大事なんだね。こういう

ふうにやるんだね」「活動を広げようと思ったらこういったことの観点っているんだね」っていうよう

なことが最後出て来るといいなあというのが今日のゴールでございますので、なんとなくイメージをし

てもらえればなというふうに思います。 

それでは、クロストークの方を先にしたいんですがその前にさっきの、そもそも子ども地域づくり活

動ってっていうのがあったと思いますので、今日は市川さんに来ていただいてますけども、益田市の豊

川地区の『とよかわっしょい！！』。この取り組みって結構子ども地域づくり活動の中では取り上げられ

ているシーンが多いんですが、そこのですね、2年前のビデオ。ケーブルテレビが少し 15分番組ぐらい

にしてですね、今こんなことを豊川は頑張ってますというのを作っていますので、それを皆さんでまず

観たいなと思います。そうすると西部県民センターがそもそも始めに子ども地域づくり活動をやろうと

いうふうにやり始めたところが、イメージが皆さん共有できるかなと思ってますのでよろしくお願いし

ます。流しますね。 

 

●動画上映 
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◆中山間地域研究センター 檜谷さん 

これは 2年前ですね。ついでに最後に出てきた出雲ひかるちゃんなんかも、こないだも青少年育成島

根県民会議も出ていたと思うのですが。今高校生になって、高校生なんだけど参加していくっていうよ

うなところもあって。また、そういうお話は市川さんにお話いただけるのではないかなっていうふうに

思っています。さてこれからクロストークをしたいと思いますので、すいません、お三方、前のほうに

お願いします。他の皆さんはですね、机の上に青いカードがありますよね。青いカード。あると思いま

す。さっきビデオをみていただきました。それから、今からクロストークをします。そういった中で皆

さんから疑問・質問、そういったのを受けつけたいですし、後半のグループワークもその疑問・質問か

ら発展していって最後のノウハウっていう形にしていきたいと思っていますので。お話を聞きながら、

若しくはさっきのビデオをみた後ですね、ちょっとペンも持っていただいて、疑問・質問を出していた

だきながら、書いていただきながらクロストークを聞いていただければなというふうに思っています。

また途中でですね、皆さんの質問を全部ここに吊下げます。それで登壇者の方にお答えもしていただき

たいなと思っておりますので、そのつもりでよろしくお願い致します。 

 それではですね、前のほうに来ていただきました。最初はですね、浜田市井野地区と言っていいです

かね、いのっ子クラブの分石さんのほうからお話をしていただければなというふうに思っております。

ちょっと資料を出しますね。大体初めにいのっ子クラブで大人がどう関わっているのか。また、間に様

子も入れながらながらお話をして貰おうと思います。すみません、よろしいですか。よろしくお願いし

ます。 

 

◆いのっ子クラブ 分石さん 

 それではよろしくお願いします。私たちの活動はもう

4年目になりますので、この子ども地域活動という活動

のほうに指定してもらったのは活動で言うと 3 年目に

入るタイミングでした。今思い返すとこの活動に出会っ

てこういう関わりのポイントであるとか主体的に子ど

もを動かす、主体的な子どもになるためにはどうするの

かなとかいう視点を改めて考えられるようになったな

というふうに感じます。普段接している子どもは先ほど

御覧になったように小学生です。地域の行事や長期のお

休みとか、また夜にやるイベントですとか、そういうときには中高生もいろいろな形で関わってくれて

います。そんな子どもたちを、本当ああいうちっちゃい子のうちの姿も思い出せるような中高生とも関

わるということで、長い目で成長を見守ることが出来るのが井野の良いところだなというふうに思って

おります。そんな子どもたちは今は本当に小学生を見てますと、毎日喧嘩をして、また泣いちゃったみ

たいな、そんなことから始まって、つまずきとか失敗の連続のようには見えるんですけれども、やっぱ

りそれをチャンスだなというふうに捉えて、私たちも伸びてほしい、こうなってほしい、っていう話を

分からんかも知れんけど、子どものチャンスと捉えて、そんな願いを込めて話をすることがよくありま

す。やっぱりいろんな方と話すんですけども種まきのような、いつも種ばっかり蒔いてるような気がす

るんですけれども。いつ花が咲くんかなと思ったりするんですが、そういう活動の連続だなというふう

に感じております。 

2 つ目ですけどもそういう大事な地域の一員として接することでやっぱりひとつひとつ、つぶやきや

アイデアをくれることがあって、このシートの写真にも背中越しで、写真にコメントを書いてくれてる、

これ兄弟なんですけれども。その上の絵は女の子が、これは地域の行事に掲示で写真を出す活動だった

んですけれども、自分で考えた井野大好き丸とかっていうキャラクターを描いて掲示の中に入れ込んで
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くれたりとか、そういうヒントをもらうのが嬉しい活動だなというふうに思います。 

3 つ目ですけれども、やっぱり子どもを取り巻く、大人同士のつながりとか信頼関係がない以上はこ

の活動が続けることができなくて。本当に子どもとの関わりの中での信頼関係を持つ、子どもとももち

ろんなんですけれども、大人同士、いろんな方々との出会いと信頼関係を大事に今もしているとこです。

以上です。 

 

◆中山間地域研究センター（檜谷さん） 

はい、ありがとうございました。次に邑南町を考える会の吉田さんのほうからよろしくお願いします。 

 

◆邑南町を考える会 吉田さん 

私たちの団体は、地域の活性化を目的に自ら考え行動

する 20代から 40代の若者有志団体ということで、ちょ

っと若い人たちの集まりというふうにざっくり思って

いただけたらいいと思います。仕事も、土建業者の方も

おられれば、保険屋さんもおられたり、学校の先生もい

たり、行政の職員もいたり、色んな業種の人たちが集ま

って地域を何とかしたいという思いから作ったグルー

プです。 

普段の活動は、大きく分けると 3つグループがありま

して。教育グループというところが小学生の子どもたち

を対象に、子ども観光大使といって町のことを知ってもらってその町の検定をするみたいな仕組みを今

作ってやっていてですね、そこを中心にやっている教育グループというグループと。後、経済グループ

というところはですね、色んな町の物を使って商品開発をしたり、町内でイベントが結構ありますので、

そういったところで出店したりして、町の盛り上がりに貢献しようということだったり、色んな商品、

こんなものができるんですよという提案をさせていただいたりしております。そのグループはそのほか

色んなことをやっているのですけれども、大きい話で言えば、今年の 7月にこの異業種交流会を開催し

ましてですね。これは邑南町の内外問わず大勢の方に集まっていただいて、こういうふうに『いこいの

村しまね』といったところがあるのですけれども、こちらで盛大にさせていただいて、色んな若い方の

つながり作りをしようということもやっていたりしています。私たち『子ども地域活動モデルづくり事

業』というのにも平成 27年からさせていただいておりましてですね。それで、今色んな右往左往があり

ましてですね。最初、子どもたちにもこういった若い人たちと一緒に活動やりたいなってふうな思いか

ら、この事業に応募させていただいてですね、「さあ、始まったらやろう」と思って色んなことをやって

みようと思っていたのですけれども。なかなか「こういったふうにやるから一緒にやろうよ」と言って

もですね、来てくれにくいという実態もあってですね。そういった状態になってやっぱり外に引っ張り

出すというのはなかなか難しいなと思ったので、じゃあ中に入っていこうというふうにガンガン攻めて

いってですね、今、矢上高校という高校が邑南町に 1つだけあるのですけど、そこの行事とタイアップ

してその地域づくり活動をやっていこうというふうな方針で今やっております。そこの学校側の中心に

いてくれるのが、この矢上高校魅力化コーディネーターの小林さんという方がいらっしゃいましてです

ね。この方が今学校の魅力化事業もやっておりますので、そこのコーディネーターをやっていらっしゃ

いまして。高校と行政とか地域とかのつなぎ役をやってくださっているので、色々なことをこの方を通

してやっていって、僕らもその矢上高校の中に入っていって、活動させていただいております。その子

どもたちの活動をフォローさせていただくのは邑南町を考える会というところだったり、後は必要に応

じて色んな地域なり企業だったり、地域の団体の方にも御協力をお願いして、一緒にやっているという

状態です。やっぱり、活動がこの写真だけでは分かりにくいかもしれないですけれども、今この下の写



 

168 

 

真のところがですね、これがまさに邑南町でやっている未来フォーラムという政策提言をやっていまし

て、それの授業の様子なのですけれども。こういったところで、これはちょうどこないだ NHKの『プロ

フェッショナル』で出られた寺本さんが今説明しているところの写真なのですけれども。こういったと

ころで色んな、町内で頑張っている方のお話を聞いてですね、今回の未来フォーラムのコンセプトが商

品開発というところだったので、色々な提案したりしながら、自分たちでプランを考えていただくとこ

ろをお手伝いさせていただきました。今、進行状況としてはまだ途中で、ちょうど 11月に未来フォーラ

ムがあって、僕らも一緒にやろうという企画を会の中で練ってですね、それが、邑南町のお祭りを作ろ

うということだったので、これをこれから高校生の人たちと一緒に作り上げていこうというところで今

動いているところです。 

 やっぱりちょっと外にもっていくってのが難しかったのが、やっぱり私たちと邑南町を考える会って

いうのは若い人たちのグループで、その高校生の保護者ていう方はすごい少なかったというところがあ

ってですね。保護者でもないし、邑南町を考える会っていうのが矢上地区だけで活動してるわけじゃな

いので、町内全域をまたにかけていろんな活動をしてますので、その自治会によってその地域に根ざし

きれてないってところあったりしてですね。そういったちょっと、その今の高校生との繋がりがちょっ

と弱かったので、学校に入って行かざるを得なかったというようなところです。なので、ほんとその未

来フォーラムという学校行事と連携してですね、事業を通じて関わる子どもたちを増やすっていうよう

なコンセプトで今までやってきました。この、今学校の行事で政策提言をして、自分たちのアイディア

を出すというところまではその行事でいってですね、なかなか今学校ではそのあとのプランを実現する

っていうところまでなかなか面倒が見切れないというところがありますので、そこをこれからは私たち

が引き継いでですね、やっていこうというような構想です。 

今までやってきた今年度の流れとすると、まず未来フォーラムという政策提言に向けて色んなアイデ

ィアを出そうっていうことで、これは生徒会の 2年生のメンバーを集めてですね、未来フォーラム用に

町内のアンケート。どんなこと聞いてみたら町の課題がわかるだろうかというこのワークショップをし

て、アンケート表を作ってですね、それを実際 100人以上の方にアンケートを取って課題抽出したとい

うところですね。そのあと、そういったものも使いながら自分達のアイディアを織り交ぜて未来フォー

ラムの提言っていうのがこちらになったというところです。最後、今この赤ぬきのところが現在の状況

でこれから一緒になって実現していこうというところで、私たちのグループはこれから子どもたちの動

きっていうのが段々目に見えて来るかなっていうような状況になっています。 

 

 

◆中山間地域研究センター 檜谷さん 

はい、ありがとうございます。じゃあ次どうぞ。 

 

◆とよかわっしょい!! 市川さん 

よろしくお願いします。豊川地区に入っておりま

す、社会教育コーディネーターの市川と申します。

今年度が 28年度なんですが、当初中学 2年生だった

子たちが今高校 2年生になって、今一番上の学年が

高校 2年生になってるんですけど。その子たちはメ

インは自分たちじゃないはずだと言って引き気味に

なってきています。もうちょっと中学生のことを育

てたいということで、どちらかと言うと見守るよう

な役割に今徹してくれています。という感じなので

大人がすることっていうと本当に少なくなってきた
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のが“わっしょい”の今の現状なんですが、一番最初の登壇にもたくさん出ておられたサポーターさ

ん達、保護者さん達の支援がやはり 25 年度当初に比べたら本当に本当に少ないものになってきまし

た。道具の準備ですとか、例えばスムージーの素の氷の種を作るというのは家庭でやってこなきゃい

けなかったりもするので、その時にお手伝いいただいたりとかそういうことをしています。 

 

私は社会教育コーディネーターとして中高生が社会性を伴った活動になるようにということで、今

年度から配置されて一緒に活動しているという状況です。子どもに関わる時に大事にしていることは

何かなということで、ちょっと考えてみたんですが。今回の研修の趣旨がノウハウを可視化してみよ

うということだったんですが、やっぱりそういうメソッドやノウハウ的なことの裏にやっぱりどんな

思想があるかっていうことが結構大事というか、それが一緒になって初めてノウハウというふうにな

るのかなと思うので、ちょっと 2つに分けて考えてみました。 

子どもに関わる時にどんな考え方、価値観を持って接しているのかというと、“わっしょい”におい

ては意識が高い、地域の課題解決したいみたいなそういう高い意識を持った子たちの集まりを目指し

ているのではなくて、色んな子たちが集まった居場所のような空間に現状としてもなっているので、

それを守っていきたいなというふうな思いでやっています。 

それから 2つめに、時間をかけて丁寧に関係性を築いていくことが重要だなというふうに感じてい

て、さっきの交流スペースのプロセスもそうなんですけど、一番最初に話し合ったのは 5 月、6 月で

す。なんですが実際に壁紙を張り替える作業をしたのは 10 月なので結構じっくりじっくりやってき

ています。なので時間をかけるほど関わる人がその合間に入る余地があるので、がっと一気にやって

しまうよりは時間をかけてゆっくりやった方が子どもたちとの関係性もできますし、関わる人も大人

も子どもも増えて来るんじゃないかなと思っています。 

それから 3つめ、「子どもの意見を尊重する、時機を逃さず対話を重ねる」ということを大事にして

います。“わっしょい”では、月に１回定例会をしていて、実はこのほかにも、毎週水曜日に、放課後

に、小学校のパソコンルームに集まって、勉強会と言いますか、ちょっと宿題をやったりですとか、

パソコンのソフト、eboard（イーボード）というのがあるんですけど、そういうものを使って、国語

をやってみたり算数の問題を解いたりというのをしています。なんですが、その勉強会も別に「学力

を上げる」ですとか、「勉強をさせる」ことが目的ではなくて、なんとなくみんながこう、定期的に顔

を合わせて、“わっしょい”の活動について、それとなく話ができるような繋がりを持てる場としてそ

ういう場を設定しているので、定例会にたどり着くまでにも、子どもと話す機会は、週 1のペースで

あったりします。その中で、子どもたちから、話し合いという場だとみんな意見しにくいと思うんで

すけど。そういう場があることによってぽろっぽろっと彼らは言って来るので、そういう意味で時機

を逃さず、「それってどういうことなの」っていうふうにその場で訊いたりとかして、「じゃあそれお

もしろいからちょっと定例会で挙げてみようよ」みたいな感じで話を持っていったりしています。そ

れから次は『子どものアジールを奪わない』というのを書いたんですけど。アジールという言葉が子

どもの避難場所とか隠れ場所という意味らしいんですが、なんかこう、この子どものこういう地域づ

くり活動とかって、たぶん元々は、大人から切り離されたような活動として、子どもだけで始まった

というかそういう歴史があると思うんですけど。今こういう風に地域づくり活動を大人が仕掛けてや

っていくとなると、大人から全て子どもの活動が見えてしまうのも、子どもにとって良くないことだ

なあと思っていて。特に、わっしょい！！の場合には、小学校の教室を、活動場所としてやったりす

ることが多いので、結構先生方に禁止されるようなことですとか、気を遣いながらやる場面が多いん

ですけれども。余り子どもの活動に禁止事項を増やさないように、というのを心がけてやっています。 

例えば、本当に細かいことなんですけど、お菓子を食べることとか、音楽をガンガン流すことです

とか、そういう細かいことも、許容するというか、子どもに任せる。子どもの雰囲気を崩さないとい

うのを大事にしてやっているところがあるなと思います。あとは、素直にいいと感じたところはその
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場ですぐに伝えるようにして、いい循環ができるといいなぁと思いながらやっています。あとそれか

ら、一人の人間として誠実に向き合う。これは事実を伝えるという事なんですけど、私は小学校に日

頃はいるので、先生方とのやり取りもしながら、中高生に「この部分は任せたいなあ」という事とか

を、間を取り持つような役割をするんですけれども、「大人の中でこういうような話し合いが出たよ」

とか、そのプロセスをきちんと伝えるっていうのは大事にしています。大人の中で、なんていうかこ

う話をきれいにまとめて、その結果だけを伝えるっていうよりは、「大人の中ではこういう問題点があ

って、議論があって、こういうふうになったんだよ。問題点はここなんだよ。でもここはいいと思う

よ。」みたいなことを、ちゃんと事実を、彼らに対して伝えていきたいなあと思っています。 

 

次は、「お願いではなく提案」というふうに書いたのは、子どもたちのやりたいことってたくさんあ

ると思って、それが毎週毎週のぽろっぽろっとした言葉の中でも出て来るんですが、子どもたちのお

願い、リクエストに応えるような形で、大人がやってあげるのではなくて、「じゃあそれをどうしたら

一緒に実現していけるかなぁ」というのを考えながら、で「それをじゃあ、どういうふうにしたら実

現できるかなぁ」というところを、一緒にこう、提案していくようにして、お互いに話をしながら、

いろんな企画を進めていってるという感じです。後、テクニック的なこととしては、LINEを結構私は

重要視してます。中高生なので、連絡の取り合いは LINEが主なので、時間外や放課後を狙って、何か

連絡するときは役立ったりしています。彼らに一番最初に会う時も、名刺を作って渡したんですけど、

大人に渡すようなかっちりとした硬いような名刺ではなくて、自分でちょっと素材集とかでちょっと

絵とかいろんな絵を入れて、LINE の QR コードもプリントして、その子どもと１対１で繋がれるよう

な、何かしらその子が思ったときに、すぐに伝えられるような状態にしておきたいなと思ったので、

LINEで繋がっておくという事を重要視しています。グループっていうのを作ってあるんですけど、そ

の中でもやっぱりタイミングが中高生大事だと思うので、返信にはすぐ返すようにしたりですとか、

だけどその子だけで進めたい話ではなくて、もっといろんな子に関わってきてほしいんだよなってい

う話はあえてちょっと間を空けて返信したりというふうに使いながらやっています。 

学校行事にちょこちょこ顔を出すということも最近はすごくしていて、彼らの中学校の文化祭です

とか運動会ですとかそういうところに顔を出しにいくようにしています。わっしょい！！をちょっと

避けているような子も、俺は行きたくないよ、わっしょい！！になんてみたいに言ってるような子も

中にはいたりするので、やっぱりその子にはこちらから歩み寄るというか子どもにとってアクセスし

やすい存在、大人になるということが大事かなと思うので、自分から学校行事に顔を出していって、

あ、久し振りじゃんみたいな声をかけながら関係性を作っていくみたいなことをしています。すいま

せん、長くなりましたがこんな感じです。 

 

◆中山間地域研究センター 檜谷さん 

はい、ありがとうございました。今、3 人の方お話していただいてそれぞれ実はちょっと年代が違

うんですかね。井野は小学生で『とよかわっしょい！！』だと主には中学生になりますよね。『邑南町

を考える会』さんはどちらかといえば高校生にアプローチをしているという形で、それぞれ年代が違

う形で取り組みをされています。ただ、先ほどありましたけども、皆さん共通してあるのは、何か子

どもたち若しくは地域の中で子どもたち自身が主体的に動ける環境とかですね、きっかけっていうの

をどうやったら作っていけるかなというのを、日々考えたり悩みながら進めていらっしゃるんだろう。

あくまで子どもたちが主役ではあるけれども、その主体性から生まれて来る効果とか何か影響という

ものは子どもたちだけにはとどまらず、地域の方々へ何か還元されていってることを現場で感じてら

っしゃる、そういうことだろうなというふうに思っています。それではですね、少しビデオ観ていた

だいたりお話聴いていただいたりしましたけれども、皆さんお話聴いて何か疑問とか質問とかありま

すか。もし出てたらですね、もう青に何がしか書いたよっていう方いらっしゃいますか。もし書いた
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方はちょっとだけ時間取りますので、ここにですね、持ってきてください。皆さんずっと見て固まっ

てますので立ってもらっていいです。ここに来ていただいて、洗濯ばさみありますのでこの紐に吊る

してっていただいていいですか。係員の方。 

活動費、お金の管理、PTAの関わりや役割、どんな時に成長を感じるかっていうのもありますね。あ

と大人同士の意識、関わる人側ですか大人同士の意識っていうのはどういうふうに共有してるか。子

どものチームを支える大人のチーム、大人はどういうふうにチーム化していくかということも出てま

す。それではですね、学校側の理解もありますね。LINE活用の注意点、活動内容はどうやって決まる

のか、学校の先生との関わりは、なるほどなるほど、こういうのも出てます。ちょっと後で皆さんか

らのお話も入れながら進めたいなと思っているんですけれども、まずは御三方というかですねそれぞ

れから何かそれぞれという形で何かあればなと思うんですけれども、吉田さんからいきましょうか。 

 

◆邑南町を考える会 吉田さん 

私もちょっと色々な質問事項がありますけれども、まず 1つ目いのっ子クラブさんに聞いてみたいと

思います。今日、僕も 2つグループのお話を聞かせていただいて、やっぱり子どもと大人同士の信頼関

係がすごく大事なキーワードなんじゃないかなと思いまして。いのっ子クラブさんでは大人同士だった

り子どもとの信頼関係をどういうふうに作っていったのか、っていうお話を大人と子ども、両方聞いて

みたいです。 

 

◆中山間地域研究センター 檜谷さん 

どうやって信頼関係を作るか。どうやったら嫌われないかではなくて信頼が得られる関係性をどう作

るのか、ここがポイントだと思いますけどいかがですか。 

 

◆いのっ子クラブ 分石さん 

たぶん、様々な方法があって、あれなんですけど。子どもとの信頼関係ですと、トラブル続きな時は

必ず両方の話を聞いて、みんなで話をしますね。ほんの先日もうちの子がケンカをしましたけども、う

ちの子も含めてちっちゃい子とケンカしたりとか、で両方の話を聞いてその時立ち合ったコーディネー

ターさんとかボランティアさんの話も聞いたり、保護者さんの話も聞いたり。やっぱりまだ解決しそう

にないので、今度太鼓の発表があるんですけども、太鼓の発表の前にまたもう 1回みんなで集まって、

言いたいことも言えるし、でも相手の言うことも聞いたり出来る関係でおろうよというふうに、今から

種まきをする準備をしているんですけども。今度 18日に向けて、その話を本当に子どもだけは分からん

話ではなくて、子どもにどうやって伝わるのかとか、自分がどうやってしたからこうなったからみんな

が困ったんだよとか、そういう話をかみ砕いて話をしてみたり、その場でパッと言ってみたりとかもあ

ります。で、保護者さんとは、やはり色んな悩みを抱えた保護者さんもいらっしゃるので、けっこう近

い存在で話が出来る、ありのままの姿を子ども同士の場面でよく目にすることがありますので、それは

自分の胸にもしまっておきながら、小出しに保護者さんに伝えて、あと保護者さんが「こういう時に学

校からこういうふうに言われたのよ」と。「ああ、そうなんだ。」って言って、でも「いのっ子で確かに

ちょっと攻撃的になる時もあるけど、1人で活動する時に結構集中して出来るよ。」とかいうふうに褒め

てみたりとか、「たくさん知ってるよ、良い所」とか、「ちっちゃいことを丁寧に見てもらえる場面だと、

たぶん伸びていくと思うよ。」っていうふうにまた保護者さんとも種まきのこしらえをしたりとか、まあ

私も一応保護者であり、そういう部分があるので出来るっていうとこもあるんですけども。それは皆さ

んと話をしながら色々思ったことを率直に大人同士が話をしながら丁寧に伝えていったり聞いてみたり

します。 
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◆中山間地域研究センター 檜谷さん 

コミュニケーションをすごく取っているっていうことなんですかね、そういう意味では。 

 

◆いのっ子クラブ 分石さん 

そうですね、はい。 

 

◆中山間地域研究センター 檜谷さん 

ちなみに豊川はどうですか。さっきまぁ大人がたくさんできてて、今は大人の役割ってだんだん減っ

てきているっていう話もありましたけど、信頼関係を作る、と。信頼関係って何をもってそう言うんだ

ってのがありますけど、ちなみに市川さんはさっき子どもたちにアクセスしやすい場所に自分が立って

おこう、というようなことがありましたけど、他の大人たちにとって、信頼関係作りっていうのをどう

いうふうに考えてますか。 

 

◆とよかわっしょい!! 市川さん 

関係性作りをまず前提として、やっぱり子どもの名前と顔を一致させるっていうのは、一生懸命覚え

ます。で自分が覚えられない時には周りにいる人にこっそり聞いて、何度もそれを自分の中で繰り返し

たりします。あとは、保護者さんたちと子どもたちはそれこそ親子関係とその友達のお母さんみたいな

関係性があるので、だいたいもちろん名前も顔も知っていますし、どんな子か、どんな大人かというの

を大体なんとなく知っている感じなので、時間をかけて醸成されてきたものが子どもと保護者さんの間

にはあるなぁっていうふうなことを感じています。 

 

◆中山間地域研究センター 檜谷さん 

まあ何年か一緒に取り組みをやっていることによって耕されているものが豊川には前提としてあるん

だろうという見解ですよね。ちなみに皆さんの方から大人のチームはどうやって作るのかと書かれた方

がいたのですが。 

 

◆とよかわっしょい!! 市川さん 

そうですね。子どもたちの活動に、例えばこの前の文化祭でピザを作るとか、そういう時に手伝いに

来てくださるお母さんとかはいたりします。お母さんというかサポーターさんなんですけど。なのでそ

こで顔を合わせたりとか、集まるような機会はあったりはします。ただそれとは別に、サポーターさん

のための情報共有会を設けていて、それを不定期ではあるんですけど、活動をある程度進めていて、な

んとなく「そろそろやった方がいいかなぁ。」という思うタイミングがあるんですよね。最近子どもの情

報とか様子を共有していないなぁ、そろそろしようかなぁって思った時にお母さん方に声をかけて今度

公民館で集まりましょうと言って平日の夜に開催しています。そこで日ごとに「この日はこんな活動が

ありましたねぇ。」って話をして。最近では子どもたちが自分たちで活動を進められるので、「まあこん

な感じで進めてましたよ。」という話をして、保護者さんたち、サポーターさんたちからは「そうそう、

家に帰った時こんなこと言ってたよ。」ですとか、「友達と写真を撮ったのをお母さんにラインで送って

きたんだよね。」みたいなのを聞いたりだとか、１人の子どもに対して知ってる側面が違ってたりするの

で、それを不定期ですが情報共有会としてやってみたりはします。 

 

◆中山間地域研究センター 檜谷さん 

なるほど。そういった意味では今の話をすごく僕なりに解釈すると、『地域の住民』とか『子ども』っ

て大枠でとらえてすごく話をしがちですけど、今の話って、この子、この子、この子っていうふうに、

１人ひとりの子のパーソナリティー、若しくはそこの家族関係、家族だとか、周りの人間関係っていう
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のをある意味しっかり見つめながらお話をされている、っていうことなのかなぁっていうふうに思いま

したね。そうですか。 

 

◆とよかわっしょい!! 市川さん 

そうですね。お母さんたちがやっぱり知りたいのは子どもが実際にその活動を通してどうだったのか、

っていうことなので。本当に１人ひとりの話をサポーターさんたちとは結構します。 

 

◆中山間地域研究センター 檜谷さん 

はい、ありがとうございます。他に分石さん、何かありますか。 

 

◆いのっ子クラブ 分石さん 

じゃあ、邑南町さんへ。たぶん、保護者でもなくて、今後どの関係も疎遠であると、誰それみたいな

目で見られるのが普通かなと思うんですけども、そういう時の自分たちの思いのラブコールを届ける時

のコツってなんですか。 

 

◆中山間地域研究センター 檜谷さん 

どうやって「君たちは何者なのだと」って言われた時にどうやって答えるのかっていうことですよね。 

 

◆邑南町を考える会 吉田さん 

ありがとうございます。この学校に入って行くのは、実は去年 1年間をかけてその学校との関係作り

をやってきてですね。僕が元々昨年の 3月まで邑南町の役場の職員として出向で行っていたということ

もあって、ある程度高校との関係性が僕個人ではできていたので。邑南町を考える会ということで肩書

をもって実は関わる先生を全てと調整して、なんというか根回しをすごいいっぱいしといて。最終的に

ちゃんと職員会議の場に出向いて行ってですね、全員の先生の前でプレゼンして、承諾をいただくとこ

ろまでやって活動をスタートしたので。誰それっていうことを言われる前に自分たちのこととやりたい

ことを伝えられるように、ちゃんと自分が出向いて行って全員に了承して貰って色々受け答えもたくさ

んしましたし、そういったところでちゃんと学校の進んでいく仕組みの中でそのやり方を通すっていう

ところをやって入っていっていたっていう。そこで自分達の思いも皆さんも先生方の前で話していくよ

うな感じですね。 

 

◆中山間地域研究センター 檜谷さん 

まずは相手のやり方に合わせながら入っていかないと入れない。学校の話が今出たのですけど、学校

の先生との関わりはって書いてくださった方いらっしゃるのですがどうですか。今みたいな話ですか。 

 

◆参加者 女性 

そうです。今と同じような形で学校の中に入ってされてたりとか、地域でされている活動を学校の先

生はどういうふうに捉えておられるのかとか、何か一緒にされるようなことはあったりするのかなと思

います。地域の活動の中に先生が来られたりすることもあるんですかね。 

 

◆邑南町を考える会 吉田さん 

そうですね、実は矢上高校って邑南町出身の先生っていうのはあんまりいらっしゃらないというとこ

ろがあってですね。もちろんされている方もいらっしゃるんですけど、ただ全員はそうではないという

ところもあってですね。実際のところ僕もどの先生がどう活動をしているのか、詳しいところまでは知

らないですけど、地域にかなり密着した先生という先生とそうでもない先生っていうのはいるっていう
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感じですかね。 

 

◆中山間地域研究センター 檜谷さん 

皆あれですか。地域の先生にもそういって関って貰いたい、学校の先生にもそういった地域に関わっ

て一緒に何かやりたいなと思いが裏側にあるので、今の質問ですか。 

 

◆参加者 女性 

できればその方が良いのかなと思うのですけれど。実際のところどうなのかなと思いました。 

 

◆中山間地域研究センター 檜谷さん 

学校との関係っていうのは色々とここにも学校側の理解っていうのがありますけど、そういうことだ

と今のお話を聴きながら。理解して貰わないといけない、相手に、というような状況なのかなと思いな

がら今聴いていました。そういった関係性っていうのがあるんだろうなとは思います。では、市川さん

何か、どうぞ。 

 

◆とよかわっしょい!! 市川さん 

お 2人にお伺いしたいんですけれど。子どもの意見やアイディアから実現していった企画ですとか、

そういったものがもしあったら教えてください。 

 

◆いのっ子クラブ 分石さん 

いろいろ細々したのはあるんですけれども、ひとつはクレープを作ってみよういうのを前回の農業祭

りに、農業祭りというのが 2年に 1回あるんですけれども、浜田地域に、その出展のものをクレープ作

りたいって言って売り出しました。まず無理だろうと最初は思いましたけれども。クレープの生地って

冷凍すればいいのかとか、色々私たちも知恵を絞って、子どもたちとクレープをまず食べに行くとこか

らいって。クレープという食べ物って贅沢で嬉しそうにやってました。 

 

◆邑南町を考える会 吉田さん 

私たちのところは今実はまだアイディアを出してもらってる段階で、これから実現しようというと

ころでございまして。今は先ほど冒頭で御説明させていただいた未来フォーラムという政策提言の機

会が高校であるんですけれども、そこで出た邑南町の祭りを作りたいっていう意見をいただくのがあ

ったんですね。実は邑南町って旧石見、瑞穂、羽須美が合併してできたところでそれぞれの地域のお

祭りをやってるんですけど、これが邑南町の祭りなんだっていうお祭り、実はなくてですね。それぞ

れの自治会とか地域の団体がそれぞれのお祭りをやっているという状態なので、その邑南町全体のお

祭りっていうと逆に僕らも邑南町考える会っていう邑南町全体で活動している組織なので一緒に出

来るんじゃないかなと思って。それを今高校生たちとこれから作戦会議をして実現させていこうとい

うところで。また出来ましたという御報告会が出来るように頑張りたいと思います。 

 

◆中山間地域研究センター 檜谷さん 

吉田さん未来フォーラムの提言の中でこれはすごいと思ったものはありますかっていうことなん

ですけど。独断と偏見でみたいな形かもしれないですけど何か心に残ったのありますか。 

 

◆邑南町を考える会 吉田さん 

僕もちょっといろんな素晴らしい意見がいただけて、9つグループがあって。それぞれ素晴らしか

ったんですけど、僕が一番すごいなと思ったのは邑南町って石見ポークとか石見牛とかお肉がかなり
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あるんですけど。それの材料を使って防災食を作ろうというふうな取り組みがあって。今防災食って

いう食べ物なんですけど結構避難所とかにあるものってそういうずっと同じ味だったりとか、あんま

り美味しさが重視されてない缶詰とかがすごい出回って。それをやっぱり窮屈な避難生活の中で食事

だけはいいものを食べようっていう発想で。その美味しい食材を使った邑南町 A 級グルメとかやっ

ているのでその食材を使った缶詰でやるとその被災した人の食を通じてちょっとはハッピーになれ

るんじゃないかっていう提言ですね。それをちょっと今まで考えつかなかったところで本当すごいな

と。 

 

◆中山間地域研究センター 檜谷さん 

 すごいですね。確かに最近缶詰ちょっと高めの美味しいやつ売ってますもんね。邑南町の A級缶詰

みたいな。ありえますね。ありがとうございました。 
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６）子どもによる地域活動の明日を考える（平成 29年度） 

 
 ここでは、「子どもによる地域活動の明日を考える」をテーマに、平成 29年5月 14日に開催され

た「子ども地域活動キックオフ会」でのフロアディスカッションの議論を振り返ります。 

 

コーディネーター 

島根県教育魅力化特命官 岩本 悠 さん 

 

登壇者 

◆浜田市井野地区 

  ・いのっこクラブ 分石 晴夏 さん 

◆邑南町矢上地区 

  ・邑南町を考える会 会長 柘植 賢志 さん 

◆益田市豊川地区 

  ・とよかわっしょい！！ 小野 涼太 さん 

◆大田市中央公民館ブロック 

  ・大田 Joいんつ♪ ＯＢ兼サポーター 大羽 智之 さん 

 

 

 

※活動状況やコーディネーター、パネラーの肩書はパネルディスカッション時のものです。 
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◆島根県教育魅力化特命官 岩本さん 

第１部で、3つのところの発表を聞かせていただき

まして、簡単に感想だけ述べさせていただけたらと思

います。本当に簡単な感想を。 

最初はいのっ子クラブさんのを聞いてですね、すご

く最初にドキッとしたのはですね、閉校になった小学

校ですね、活用されているという事で。少子化の中で

も、日本でもですね、毎年約 500校くらいが、学校が

廃校になっていっています。やっぱり学校が無くなる

というのが地域が衰退していく大きな１つの要因とい

うかですね。ダムが決壊するかのようにですね、学校

が無くなるとその地域が落ちて行くというケースが多いみたいですけれども。でも学校が閉校してもで

すね、子どもの居場所であったりだとか、子どもの活動の場所であることをですね、諦めずに若しくは

それを逆に活用してですね、やっていくというような動きなんかはですね、これからの多くの地域の何

かこのヒントとかになりうるようなそういうものを感じました。 

その中でもですね、家族の絆というのはですね、地域との関わりだけでなく。親子で良かったですよ

ね、そうですね。そう言われるとなんかちょっと似てるなあという印象ですね。妹さんもいるというこ

とでしたけども。家族ぐるみでというかですね、そういう動きというのもすごいなあと思って。まずそ

の、中高生ってやっぱその思春期であったりとかですね、反抗期とかいろんなものがある中で。親子と

か結構、やれそうでやれない部分があったりする中で、でもやっぱりその社会においての最少単位とい

うのは家庭であったり家族だったり。やっぱその地域との絆だけでなく、家の、親子の絆みたいなもの

も含めてですね、そこから、そういったところを含めて動いているというところがですね、本当に、底

力というかですね、なんかそういったものを感じさせられたところでした。 

 

あと、邑南の活動はですね、これも僕はちょっとびっくりしてですね。僕は県立高校でコーディネー

ターをさせていただいてきて。やっぱり高校、特にその県立高校というのがですね、いかに壁が高くて

ですね、硬いかと。そして地域に開かれていないかということをですね、嫌と言うほど見てきた中で、

その学校に乗り込んでいくということがですね、どれだけ大変なことかということを学校の中にいて感

じる中で、それをやってしまったというところがですね、ものすごいなと思いました。それでですね、

ちゃんとコーディネーターさんから伝ってそのあと先生たちも巻き込んでみたいなですね。大人主導で

はなく、高校生たちが考えていくその取り組みをですね、いろいろ作って伴走していくっていうことで

すね。しかも、往々にして学校でやった活動って、大抵その発表会とか提案会と称する、「なんかこう

いうのやったらいいと思います」となって終わって、「ああ良い学習でしたね」となるところを、やっ

ぱりそこで終わらせないと。ただの学習会にせずにですね、ちゃんと提案の実現に向けてですね、一緒

にやっていくというあたりなんかもですね、他の多くの地域というか、特に学校でも見習ってほしいな

ってみたいな、大変感動したところです。 

 

あと、とよかわっしょい！！さんなんかはですね。何度か御一緒させていただいて、本当に毎回、凄

い刺激を受けてます。今日もやっぱり感じたのはですね。最初やっぱりその大人が出て、地域の大人の

本気の姿というかですね。大人が動いていて、それにそこから子どもがしっかり自分の足で立ちはじめ

るみたいな、まあそういった動きなんかもそうですし、あと動画であったりとか、着てるＴシャツと

か、何かちょっとオシャレだなみたいな。何かそういうところですね。いつも大体感じたりするんで

す。何か作っている物とかがあって、やっぱその背景が多分ちゃんと大人との連携とか、プロフェッシ

ョナルとの関わりみたいところがきっとあるんだろうなというふうに思います。 
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それでやっぱ小学生・中学生・高校生世代の活動でいくとですね、どうしても何か、一部の人から見

ると、若しくは悪い言い方をすると、子どものおままごとみたいな。子どもが頑張ってこういうことや

りました。はい、よくここまでやれたね、というような、子どもなりにやったからすごいよねという程

度のレベルで皆満足したりとかですね、納得したりしてるのが多い中でですね。やっぱそういうレベル

を逸脱しているというかですね、大人と勝負しても全然負けてないというかですね。そういうところ

で、やっぱりその背景にちゃんとしたそういう大人だとか、プロフェッショナルと子どもたちが一緒に

やっているっていうところがですね、あるんだなあというところで、その活動のレベルの高さというか

ですね。やっぱりその中で子どもたちもきっと、プロフェッショナルってどういうことなのかとかです

ね、本当に仕事するってどのレベルが求められているのかみたいなこととかですね、やっぱり感じてい

るんだろうなという。やっぱりそういう子どもレベルで閉じてないところがやっぱりすごいなと思いま

した。 

 

最後は大田 Joいんつ♪さんもですね、僕何度か御一緒させていただり。1つはやっぱり大学生との

連携ですね。普通、地域で、行っても高校までですよね。島根県の中って大学２つくらいしかないの

で。大学生になったらもうみんなばらばらになっていくという中で、大学生も絡んで、若しくは繋がり

続けてやっているという。そこはですね、この地域活動のですね、新たな境地を切り開いているという

ふうに思います。しかも大学生だけではなく、最近は小学生や未就学児、その下の世代にもですね、触

手を伸ばしていくというところ、いったいどこまで行くだろうかというぐらいですね、広がりを見せて

いたりとか。あと市議会議員さんとかですね、そういうところでまたこの活動がですね、いろんな世代

を繋いでいくようなとこに行っているというようなですね。本当にこの先楽しみだなというふうに感じ

て、期待をさせてもらってるというところです。 

 

この後は 1時間弱１本勝負ということで。一番最初にこの場に期待することはいったい皆さん何なの

かということをですね、ちょっとだけ教えていただけたらと思います。これからこういった活動何か始

めてみたいから来たという方どの程度いらっしゃいますでしょうか。5人ぐらいですね、御丁寧にあり

がとうございます。やってて更により良くするためのヒントがあれば良いなという方が多いですね。あ

りがとうございます。 

それではちょっと始めていきたいと思うんですが、明日を考えるにあたってですね、まず昨日から考

えていきたいなと。今までの話と、そして今の話、今日の話、そして未来、明日の話、こういう流れで

ですね、この 50分ぐらいを使っていけたらいいかなと思ってます。途中で「もっとこれ聞きたい」と

か、「その回答じゃ納得できない」とかあればですね、適宜手を挙げて質問していただいても構いませ

んし。手を挙げるのが怖い方はですね、フロアディスカッションシートに書いてスタッフの方に渡して

ですね、回ってきて僕が言いますので。そういう形でやっていただけたらと思います。 

まず始めたきっかけはいくつか来てます。きっかけは何だったんでしょうか、なんでこれを始めたの

か、最初は始める時大変だったと思うんですけどそこを聞きたいです、ということで。ちょっとそれぞ

れどういったきっかけだとか動機だとか最初の所を教えてもらえたらなと思います。大羽さんから行き

ましょうか。 
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◆大田 Joいんつ♪（大羽さん） 

僕がこの大田 Joいんつ♪の活動に参加したきっかけ

っていうのは、一言で言ってしまうと「何となく」で

す。気付いたら、大田 Joいんつ♪として活動していた

という感じがすごく強いです。っていうのも、僕が 5

年前、高校 2年生だったんですけど、その時高校の生

徒会執行部に所属していて。その時の生徒会の会長の

男の子が公民館の主事さんと家族ぐるみで仲が良く

て。その公民館の方から「ボランティアする団体みた

いなのを作るって聞いたんだけど、ちょっと大羽くん

もやってみない。」って言われて、「ああ、よくわかん

ないけどやってみるよ」って言って。本当に最初は人に言われて何となく「ああ、こういう団体なの

か、こういうことするんだ」って活動してたら、気付いたらはこんな所に座らせてもらっているような

流れで今も参加をさせてもらっています。なので、一番最初は本当に何となく、友達がやっているか

ら、っていうことになってしまうんですけど、最初のきっかけはそういうことになります。 

 

◆島根県教育魅力化特命官（岩本さん） 

では続けて、結構質問の多くが自発的な活動とか主体的な活動をどういうふうに進めるのかってい

うのが結構来てて。最初大人主体でやってきたのが子ども主体にどう切り替わったのかとか、そこら

へんがすごい多いんですよ。ちなみに大羽君の場合、何となく気付いたら始めてたんだけど、どんど

ん自分が主体的に、意欲的に参加していくようになったとか。若しくは大学生になっても続けてるみ

たいな、そこらへん、どうやって気持ちが変わっていったのか、変わるきっかけだったりとか、ちょ

っと教えてもらえるかな。 

 

◆大田 Joいんつ♪（大羽さん） 

最初はなんとなくやっていたので、本当になんとなく土曜日集まるの面倒くさいなという気持ちで

行っていたのですけど。まず友達と何人かで行っていたので、その友達と集まるのがそのことだけが

単純に楽しかったというのが 1つあります。友達と集まって、なんかよくわからないけど話をして。

公民館の人が、「こういうのをしてみない。」提案をしてくれるっていうような。最初は、ただ集まっ

て、その後、大人の方がいろんな意見を出し合ってその意見をまとめてくれる。で、新しい提案をし

てくれるという、最初はそういうスタイルだったと思うのですけど。そのうち次第に公民館の方が、

「こういうことしない。」とかいわれなくても、自分たちで「なんかこういうことをしてみたくない。」

みたいな。最初は絶対に誘導というかされてたと思うんですけど、なんかそれが気づいたら、友達同

士の中で、「そういえばこの間こういうことしたよね。」「じゃあ、もっとこういうことできるんじゃな

い。」とか、なんか自然と友達同士で、お互いに「こいつに負けてたまるか。」とかではないんですけ

ど、「ちょっと、あいつも良いこと言っとるけん、俺も良いこと言いたいな。」みたいな。負けず嫌い

な根性が出てしまって、どんどんのめり込んでいったというところもあるかなと思いました。 

 

◆島根県教育魅力化特命官（岩本さん）  

ちなみに、何で卒業しても続けているの。 

 

◆大田 Joいんつ♪（大羽さん） 

1 つは大学の活動でというところもあるのですけど、やっぱり他の友達が大学を進学と同時に県外

に出てしまって。1 つはやっぱり、若干責任感があるのですけど、やめるわけにはいかないというの
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もあるのですけど。やっぱり大きいのは「まだ続けている俺すげえみたいな」感じが若干あると思い

ます。ちょっとうぬぼれですけど、少しだけあります。 

 

◆島根県教育魅力化特命官（岩本さん） 

すごい良いですね。なんか、率直なというか、生々しい。ありがとうございます。では小野くん、

始めたきっかけとか動機みたいなのどんな感じ。 

 

◆とよかわっしょい！！（小野さん） 

最初始めたのは、中学校の教頭先生に「集まりがあ

るから、出なさい。」と言われて、そのまま行ったら、

こんなことやるよみたいな感じで、大人に言われるが

ままにやってて。最初文化祭で出展してから、その地

域の人たちに「シチュー美味しかったよ。」とか言って

もらってから自信がついて、そこから色んな行事に参

加して、自信をつけてきて、今は。 

 

◆島根県教育魅力化特命官（岩本さん） 

なるほど。それはやっぱり、言われるがままだった

のに、活動してなんか「ありがとう」とか、そういう反応があったのが、その主体性が出てきたよう

なきっかけだったというかね。 

 

◆とよかわっしょい！！（小野さん） 

やっていくうちにサポーターの方々が僕たちに任せてくれると言って、それで責任感とかやりがい

を感じるようになってきて自主的に。 

 やりがいは、出店などをして、僕らスムージー売ってるんですけど。スムージー飲んでもらったお

ばあちゃんたちが「美味しかったよ。」と言ってくれて、自信になって、やって良かったなって。 

 

◆島根県教育魅力化特命官（岩本さん） 

なるほどね。そういうところにやりがいが。ありがとうございます。そしたら、分石さん。始めた

きっかけとか。 

 

◆いのっ子クラブ（分石さん） 

統合して、学校から帰る時に行く場所があるように

なり、居場所があるからそこに行くようになりまし

た。今はボランティアみたいな感じで続けている。 

 

◆島根県教育魅力化特命官（岩本さん） 

なんでボランティアやってるの。 

 

◆いのっ子クラブ（分石さん） 

なんか、中学生に上がっても見て貰う方じゃなくてその大人の人たちを助けたいと思った。すごい

子どもたちが騒いだりして大変そうだったから。 
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◆島根県教育魅力化特命官（岩本さん） 

大変そうで困ってる姿を見て助けてあげたいと。凄い面白い。ありがとうございます。ちなみにち

ょっと会場の他にもお子さんたち来てくれてますので。 

この会場に今いる全ての小中高校生ちょっと立っていただいてもよろしいですか。ちょっと前の席

の方に立って貰って。今どれくらい主体的にこの活動に参加しているのか。主体的にというのは、自

分からやる気を持って先生とか大人とか親に言われて嫌々付き合っているというのは主体的の逆で。

主体的というのは自分がやりたい、自分がもっとこうしたい、自分がこれに参加したいという思いで

参加しているのかという。今の現状どの程度かちょっと教えてほしいですけど。これが決して低いと

後で怒られるとかそんなことはないですから。それは低いのは大人の責任だと思って、大人が反省す

ればいいんですんで聞かせてください。 ●挙手確認 

結構、こちらの 3人組は意外と高かったみたいな感じがしたんだけど。自分がやる気になっていっ

たきっかけとか。最初これだったけど、こうなったとかいう経緯とかあれば。 

 

◆とよかわっしょい！！（女子） 

私は小学校 6年生の時に、運動会で中学校の人らがやっている競技を見て、楽しそうだなと思った

ので、今やっています。 

 

◆島根県教育魅力化特命官（岩本さん） 

なるほどね。やっていく中で自分の気持ちが高まったっていったの。それか落ちていったの。 

 

◆とよかわっしょい！！（女子） 

結構上がってます。ピザがおいしいし。あと友達と話せるのが楽しいです。 

 

◆島根県教育魅力化特命官（岩本さん） 

なるほどね、ありがとうございました。話せるのが楽しい、作る食べ物がおいしいっていうのは大

切なのかもしれないね。ちなみに近くの子は下だったね。なんでそんなに低いの。ぶっちゃけ一緒に

座ってはいるものの、ちょっと違うっていうの、その理由みたいな、どんな気持ちなの。どうして参

加させられているの。 

 

◆とよかわっしょい！！（男子） 

嫌々です。 

 

◆島根県教育魅力化特命官（岩本さん） 

嫌々だけどどうして座ってるの。絶対出ないと、やばいとかそういうふうなのあるの。なんかすご

い大人のプレッシャーかけられて、これに参加しないと豊川で生きていけないとか、そういった事情

があるの。 

 

◆とよかわっしょい！！（男子） 

いや、行けって。親が。 

 

◆島根県魅力化特命官（岩本さん） 

親ね。親に行けと言われて嫌々だけど来てる、発表するつもりなかったのにこうやって立たされて

るし。ちょっと小学生にも聞いてみようか。ぶっちゃけどういう気持ちなのか、親に言われて嫌々で

とかさ。 
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◆いのっ子クラブ（杉戸心奈さん 小学生） 

嫌々なところもあるけど、行きたい時とかは自分で行きたいと言って、それで行く時もあります。 

 

◆島根県教育魅力化特命官（岩本さん） 

すごいね、自由だね。完全に 100％嫌な時、時々行きたくなる時もある。どういう時に行きたいな

ぁとか面白いなぁとかってなるの。 

 

◆いのっ子クラブ（杉戸心奈さん 小学生） 

皆で物作りとかする時とかに、行きたくなる時があります。 

 

◆島根県教育魅力化特命官（岩本さん） 

なるほどね。物作りとか、楽しい。なるほどね。ありがとうございます。それでは、拍手で。そう

ですねでも、正直嫌々で来ている人もいれば、そこから上がってきている人もいるというところだと

思います。じゃあ柘植さん、そもそも子ども地域活動に限らずですけども、邑南町を考える会とか、

その中でも子どもの活動を始めようと思った、そこらへんの動機だとかきっかけとか教えていただけ

たら。 

 

◆邑南町を考える会（柘植さん） 

僕はですね、Joいんつ♪の大羽君みたいな意識

高い系では全然なかったので。どちらかと嫌々や

っていたんですけどね、どちらかと言えば地域触

れ合いに関わりたくないような人間だったんです

けど。あるきっかけというかですね、江津の青年

会議所に入会したんですね。それも始めはたいぎ

かったんですけど、その中で地域を思ってる熱い

人たちがいて、その人たちに触発されて、江津の

ことだけじゃなくて自分の地域も何かやりたいな

と思ったんですね。そこで友達とかに声をかけて、

そしたらたまたま僕の同級生が学校の先生をやっている方に出会い、その方と話をしてみたら「僕は

島根県子ども観光大使をやりたい」って話で。「じゃあそれやろう」って話になったんですね。それで

みんなで話をしたら、だんだんだんだん人がついて来るようになって。自分で商売をされてらっしゃ

る方とか増えてきて、そしたら地域の経済とか考えるような機会を作ろう、という話になってグルー

プが出来てきて。自分の仕事にまつわるようなグループごとみたいになってきてですね、それぞれ専

門性を持ってやるようになってきたという形です。 

江津の地域の経済とか、そういった例会とかで、研究されてる発表を聞いていた時に、これが自分

の地域だったらどうなるのだろうかって考えることができて、そしたら自分でそのデータを集めるよ

うになってきて。「これちょっと人口やばいんじゃねえ！」とかですね。このままで行くと、ちょっ

と地域まずいだろうとかって思うようになってきて、今のうちに僕たちの世代が何かしないとまずい

んじゃないのと思うようになってきてですね。それで今声をかけて、そういった何かやらなくちゃい

けないじゃなくて、何か楽しいことをまずしようよ。という話をしてて。じゃなんかやろっかみたい

な感じで集まってきたっていうような形ですね。 
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◆島根県教育魅力化特命官（岩本さん） 

なるほど。楽しいね。ちなみに今高校生とかとちょっと関わり始めてて、高校生の主体性だとか意

欲みたいなのっていうのは、見てて変わる瞬間とかそれからそういう働きかけとかってなんかされて

たりとかっていうのはあったりとかしますか。 

 

◆邑南町を考える会（柘植さん） 

そうですね。ここはぶっちゃけトークでいいですかね。矢上高校の授業とかに入っていた時なんか

でも、やっぱりその高校生のやらされ指導というかですね。先生がやれって言ってるから、やってる

みたいな形で。何か出さなくちゃいけないから、何か出すみたいな形になったんですけども。実際に

高校生と話をした時に、実際にあなたたちは何がしたいのかっていう話を聞いたんですよね。でそし

たら、「僕たちはユーチューバーみたいなことがしたい」って言い出したんですよね。「うん、じゃ

あそれやろう」みたいな感じになってきて。そこから話を膨らませるようになってきてですね。自分

たちがなんかやりたいってことをまず 1つ成功を収めさせてあげようと思って、それでアイディア出

しをしていくようになりました。 

そしたら彼らもやっぱり自分のおもしろいことなので、どんどんどんどん言いたいことを言ってく

れるので、そしたらですね、私も会話が弾むっていうかですね。私ども最初はやっぱりほぼ 20ぐら

いはなれているような子どもたちなので、全然会話が噛み合わなかったりとかするんですけど。彼ら

が何かおもしろい話をしてるのを汲み取る。使えないようなアイディアもあるんですけど、その中で

も、きらっと光るようなところもあって、それ聞いてるだけでもおもしろいなと思って。 

 

◆島根県教育魅力化特命官（岩本さん） 

ありがとうございます。高校生とかねやらされ指導みたいなところから始まることが多くはありま

す。 

そしたら次の話題を聞いてみたいなと思います。次に多かったのはですね、人集めですね。メンバ

ーとかやっていく人たちを、どう集めて行くのか、仲間を作っていくのか、広げて行くのかというと

ころで、ここらへんはどうでしょうか。また、大田 Joいんつ♪の方から聞いてみましょうか。今何

人ぐらいるんですか。 

 

◆大田 Joいんつ♪（大羽さん） 

今はだいたいですけれど、20人から 30人いないかくらいですね。本当に少しずつ減ってる感じは

します。 

 

◆島根県教育魅力化特命官（岩本さん） 

それどうやってメンバーを集めたりとか、どういうふうにすると集まったりして、どういうふうに

しないと減っていったりするんですかね。 

 

◆大田 Joいんつ♪（大羽さん） 

大田 Joいんつ♪は集めることとしてはいちおうチラシとかも配ってはいるんですけど、今のとこ

ろ、主流は完全に口コミですね。所属してるメンバーが、知らないメンバー、同じ部活だったり、同

級生だったりにこういう活動があって、こういう団体があってみたいなところで、話をして。まずは

１回でいいからミーティングだけでもイベントの方でも、１回でいいからまず来てもらうっていうと

ころから、そういう勧誘活動というかは始まっているかなと思います。まず来てもらったらいいかな

と思いますね。 
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◆島根県教育魅力化特命官（岩本さん） 

大田 Joいんつ♪を 4，5年見てきてるんでしたっけ。 

 

◆大田 Joいんつ♪（大羽さん） 

はいそうです。 

 

◆島根県教育魅力化特命官（岩本さん） 

4，5年見てきてると本当にメンバーが集まる瞬間とか時期とか、それはどういう時が結構集まっ

たりができたりするもんですか。 

 

◆大田 Joいんつ♪（大羽さん） 

意外と多いのは中学生、高校生のテスト明けくらいは丁度そこにミーティングとかをすると、ちょ

っとテストで疲れてるよね。お菓子もあるし、お茶も出るしジュースも出るし、友達も来るよみたい

な感じで勧誘したらストレス発散でもないですけど、来たのも多かったなぁっていう感じはしたんで

すけど。 

 

◆島根県教育魅力化特命官（岩本さん） 

なるほど、すごい知恵ですね。テスト明けが狙い目と、中学生とかを来させるなら。なるほどあり

がとうございます。とよかわっしょい！！はどうですか、とよかわっしょい！！は今何人くらいいる

んでしたっけ。 

 

◆とよかわっしょい！！（小野さん） 

とよかわっしょい！！は中高生合わせて 30人くらい。増えてるっていうか。主に来るメンバーは限

られてて、かと言って来ないメンバーは全く来ないじゃなくて。ちゃんといつでも迎え入れるように

はしているんで。来てなかった人が来たら久しぶりな空気で。誰でも楽に入れるようにしています。 

 

◆島根県教育魅力化特命官（岩本さん） 

なるほど、そういう入りやすい雰囲気を心掛けて。仲間集めはどういうふうにやっているんですか。

そのメンバー、参加する、活動する人を増やしていくために。 

 

◆とよかわっしょい！！（小野さん） 

とよかわっしょい！！は豊川小学校の卒業生で構成されているので、基本中学校の豊川小の卒業生

が活動に参加するんですけど。その中でも部活が忙しかったりとかで来ない人が多いので。今いつも

来ているので 10人くらいで。それだけですけど。一番人数が集まるときは運動会と文化祭の役員の時

です。 

 

◆島根県教育魅力化特命官（岩本さん） 

 地区の運動会ね、そん時にやっぱ皆が集まる。でも基本勧誘っていうのは中学校の先輩が小学校を

卒業する人達をこう勧誘して、もっともっと出ようよみたいな感じでやってるってこと。 

 

◆とよかわっしょい！！（小野さん） 

声かけは中学生同士でやっていますし、小学生からしたら逆に入りたいっていう子もいると思うの

で。極力他の知らん人に勧誘するっていうのは余りしない。 
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◆島根県教育魅力化特命官（岩本さん） 

なるほど。あとなんか自分達でやってる工夫とかってあるの。皆が参加しやすくなる工夫とか、皆

忙しかったり色々あると思うのでなかなか来れない人いると思うんだけど。 

 

◆とよかわっしょい！！（小野さん） 

 例えば部活でわっしょい！！に行けない時は、行きたい人は部活の顧問の先生とかに「早く抜けま

す」っていう、学校側の協力もあるので一応わっしょい！！の活動に行きやすいようにはなってます。 

 

◆島根県教育魅力化特命官（岩本さん） 

なるほどね、そういう意味で学校側のそういう協力体制みたいなのもやっぱりあったほうがいい。

ありがとうございます。そしたらじゃあいのっ子クラブはどうですか。メンバーとかどうやって集め

るっていうのとかあるのかもちょっと分かんないけど。どうやって集めたりとかしてるの。 

 

◆いのっ子クラブ（分石さん） 

小学校に入学する子とかに声がけをしています。大人が。 

 

◆島根県教育魅力化特命官（岩本さん） 

大人がそういうことを。ボランティアは、何人くらいがやってるの。 

 

◆いのっ子クラブ（分石さん） 

大人は 10人。高校生が 5人くらい。 

 

◆島根県教育魅力化特命官（岩本さん） 

5人ぐらいで、ボランティアすごいね。そういうボランティアの人たちをどうやって集めてるの。

お母さん、どうゆうふうにその活動に参加する子どもを集めたりとかボランティアを増やしたりした

んですか。 

 

◆いのっこクラブ（分石さん・母） 

ボランティアを中高生にお願いする時は、うちの子みたいに来てねって、親からのプッシュですよ

ね。早野さんって方も一緒にコーディネーターをしておられるんですけれども。最初の代は早野さん

の息子さんも、もう 20何歳で、もう大学生ぐらいになっておられますが、入っておられたんですよ

ね。その方が初代ボランティアを最初してくれて。多分それも無理やりだったんですよね。すごく優

しいお兄さんで。それから高校生がちょっとずつ、ちょっとずつ空いたときにしてくれる、助けてく

れるという感じでした。 

 

◆島根県教育魅力化特命官（岩本さん） 

これ何か工夫とかあるんですか。どういうふうにしたらボランティアとかを作る、集まるという

か。 

 

◆いのっこクラブ（分石さん・母） 

どうなんですかねえ。工夫。そういうお土地柄というか。多分そういう子どもが育ってしまったと

いうか。多分今の、友奈さんや心奈さんも今はこんな感じでだけどちょっとずつまた、頼まれたら

「仕方がないなあ」と言いながらまた、責任感が強いんで。また、そういうふうに「ありがとう」と
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言ってくれると「仕方ない」って言いながらもやってくれる子がなんとなく育って、ちょっとずつ背

中を見て大きくなっているのかなあという気がします。 

 

◆島根県教育魅力化特命官（岩本さん） 

なるほど。ありがとうございます。頼むっていうことは、やっぱり最初はそういうようなことは大

事です。そうしたら柘植さんどうですか。その授業に入ってやっている場合、そんなに子どもを集め

っていう視点はないのかなあととは思います。子どもの参画、実際邑南町を考える会自体の大人をど

うやって集めているかとか、集める工夫などは。 

 

◆邑南町を考える会（柘植さん） 

会員を集めるのは、やっぱりいろんなそういう話をしながら、若い人たちも何かやりたいとは思っ

ているんですけど、結局それが形にならずモヤモヤしている方がたくさんいらっしゃって。「結局何

がやりたい」って言ったら「こういう事がやりたいです」っていう話になった時に、じゃあ一緒にや

ろうって言って。それで入ってもらってですね、一緒に活動していくような状態なんですけど。 

さっき人集めって言ったときに、僕たちも結構苦労しているのが、子どもたちを対象とした『子ど

も観光大使』だったりしているんですけれど。イベントのときの人集めにはちょっと苦労したりはし

ていますね。その時は、前回来てくださった方に声掛けをしたりとか、自分とこの小学校とかです

ね、PTAとかで話をしたりしてですね、それから、徐々に徐々に広げていければいいなあと今思って

います。  

  

◆島根県教育魅力化特命官（岩本さん） 

はい、ありがとうございます。柘植さんは対話が上手な感じがしますね。話を聞いていて。ちゃん

と「何々やりたい」という相手がやりたい思いを引き出して、「じゃあそれをぜひやろうよ」みたい

な形で、やっていくようなそういうところが、そういうところなのかなあとちょっと個人的には感じ

ました。ありがとうございます。それではですね、ちょっと活動をやっていく中でですね、続けてい

くにはどうしたらいいのかという声も多いです。継続の話ですね。子どもとかが代々変わってもやり

続けるためには何が必要なのか、継続させるための工夫や秘訣などという事ですが。これは、どうで

すか大田 Joいんつ♪。4、5年メンバーが替わっても続いていくという。続けるための工夫とか方法

とか。 

 

 

◆大田 Joいんつ♪（大羽さん） 

それについては第 1部の発表ところで、いのっ子クラブさんが後輩に自分たちの背中を見せるとい

う話を少し最初されてて。そうやって下の世代にというか後ろの世代に繋げていくってすごいいいな

あと思いながら、発表を聞かせてもらってたんですけど。役割はいのっ子クラブさんのおっしゃった

通りみたいな下の世代、ちょっと少しの後輩とかと一緒にまずは活動をして、自分たちはこういうや

ってたよということを言葉とかじゃなくて本当に背中を見てもらってるって形で。こういう活動を自

分たちはしているよっていうのを、それこそ別にマニュアルとか作らなくても大丈夫だから、そうい

った所で様子を見てもらうっていう。自分たちはこういうふうにしました、してました。じゃあ、そ

れこそ 2年後 3年後とかにあなたたちがリーダーになった時は、少しでもいいから「なんかあいつら

やってたなぁ」とかみたいにアイデアを出してね、ぐらいで見てもらえばいいかなと思います。下へ

の引き継ぎっていうのは、一緒に活動する下の世代の人とか後輩とかにも一緒に活動する、仕事を与

えるだけじゃなくて一緒に活動するところかなぁというふうに大田 Joいんつ♪は考えました。 
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◆島根県教育魅力化特命官（岩本さん） 

なるほど。とよかわっしょい！！は。 

 

◆とよかわっしょい！！（小野さん） 

まず、続けるコツが 2 つくらいあるんですけど。1 つはサポーターの方々が僕たちに仕事を託して

くれます。だから、それに対して責任感があって、休んだらダメだな。やっぱ来ないといけないなと

いうのが 1つで。もう 1つは高校生になると学校がバラけるんですけど、その友達とも会えるから。

みんなでこう、それでなんだかんだ続けている。下の代にどう引き継いでいくかは、これから考えて

いきます。 

 

◆島根県教育魅力化特命官（岩本さん） 

なるほど、これから。とよかわっしょい！！も、もう何年か続けられたり、若しくは子どもが変わ

っているものの発展していっているっていう何らかの工夫とか。そういうのを大人側でももし見てき

たものがあれば。 

 

◆とよかわっしょい！！（河野さん） 

1 つは、今やってる子たちは本当に楽しんでやってる姿を後輩たちが見ているので、それで小学生

何かもやりたい、当然やるもんだと思っているとかやりたい気持ちは備わっているってのが 1つって

いうのと。あと子どもたち自身も、こういう楽しい活動をもっと下にも伝えていきたいって思いをち

ゃんと持つようになっていて。さっき映像で一番最後に流した写真の中には自分たちで新しく入って

きた中学 1年生を楽しませる活動っていうことで。小学校の校庭で夕方、25人くらいの中高生が集ま

って鬼ごっこをやっていたりですね。鬼ごっこをやった後に、中の交流スペースで高校 3年生が次の

代に思いを伝えるというか、こんな気持ちでやっていきたいと。みんなもぜひやってね、というふう

に伝えるってことは工夫をしている感じです。 

 

◆島根県教育魅力化特命官（岩本さん） 

なるほど。ありがとうございます。そしたらいのっ子は続けるということに対して、以前やってて

ボランティアも含めて、本当にこれがすごい良かったとか、これが本当に楽しかったとか、すごい自

分のやりがいになってるみたいな、いのっ子クラブに関わって本当に良かったと思う時ってどういう

こと。 

 

◆いのっ子クラブ（分石さん） 

行事とかでクッキーとか色んなものを作って販売をした時に、「おいしかったよ」とか他の地域の人

から声をかけられるのが嬉しい。 

 

◆島根県教育魅力化特命官（岩本さん） 

なるほどね。ボランティアとして関わってて、一番これがすごい面白かったとか、今でも心に残っ

てることかなんかある。 

 

◆いのっ子クラブ（分石さん） 

ボランティアをしてて、最初は言うことをきかんかった子とかも、だんだんちょっとずつきいてく

れるようになった時とか。一緒にボランティアをやった大人の人から「助かったよ」とか言われた時。 
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◆島根県教育魅力化特命官（岩本さん） 

なるほどねぇ。そういう自分がやって何か役に立ってる感ってか、そういうのがモチベーションに

なっているということなんですね。柘植さんどうですか。まだ継続みたいなことってそんなに考えら

れてないのかも知れないですが。何か若しくは柘植さん自身子どもの関わる活動は今年度も続けてい

こうと思っていると思うんですけど、続ける動機っていったいなんなんですか。これを続けていこう

と思う。 

 

◆邑南町を考える会（柘植さん） 

そうですね。僕たち今大人が楽しんでそういう活動をしているので、そしてまた子どもたちがそれ

に関わって、この町そしてその人達がすごく大好きだなって思ってくれる子どもたちがたくさん増え

れば、町はとってもすごく良くなるかなと思っていて。結局また、都会に出てもいいんですけど、ま

た田舎に帰りたいなって思った時が、今までのことで自分が受けた活動っていうか経験であるとか人

であるとかっていうところが、多分一番大きなところになって来るのかなと思っていて。自分の親と

か友達の親とかですね、身近な人がやっているっていうとこが一番いいのかなと思って今僕たちもそ

ういう活動を続けていっている原動力になったなあと思いますね。 

 

◆島根県教育魅力化特命官（岩本さん） 

ちなみに去年高校生とかと関わって一番おもしろかったとか、ここですごいやりがいを感じたとか。

何かそういう瞬間とかあれば教えていただけれたらと思うんですけどどうですか。 

 

◆邑南町を考える会（柘植さん） 

はい。最初学校に入るっていうところですごくハードルが高いんですよね。そして授業に参加する

うえでもやっぱ先生たちも僕たちを警戒をしてらっしゃいますね。何か変なことやるんじゃないかみ

たいに実際思われた部分もあったと思うんですけども。そこでいろんな子どもたちと話をしたりとか

していると、初めは本当に子どももなんでこんなことしなくちゃいけないんだみたいなところもあっ

たりしてたんですけど。授業なので 2週間に 1回とか 3週間に 1回とかっていうちょっとスパンが空

くんですけど。その中でも彼らがみんなで集まってひとつの目的っていうかですね、達成していくた

めの順序っていうか背景が、目的があって考えていくところで、ひとつひとつ形になってきている。

その姿を見ているとすごく楽しくてですね、これならこうって実現させてあげたいなっていう気持ち

になりましたね。 

 

◆島根県教育魅力化特命官（岩本さん） 

はい、ありがとうございます。そしたらフロアの方からもうちょっとここら辺聞いてみたいとか、

いかがでしょうか。 

 

◆参加者 男性 

邑南町を考える会の柘植さんにお聞きしたいです。大人が 30 人ぐらいだいたい活動しているとの

ことでどれくらいのペースで集まって話されているのか、中心になっているのが何人ぐらい人がいる

のかをお聞きしたいです。 

 

◆邑南町を考える会（柘植さん） 

はい、ありがとうございます。私たちの会の運営はですね、だいたい毎月 1回例会っていうか、集

まるのをやっていて。その中でもグループごとがありますね。グループはまたグループの人たちでそ

れこそ LINEを使ったりとか、フェイスブックメールを使ったりとか話し合いをしてて。実際に集ま
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るところもあれば集まらないところとかもあるんですけれども。月に 1回はその自分たちが今やって

いる、1年に 1回は事業計画を出しますので、そのことについて進捗状況ですよっていうのをみなさ

んの前で発表したりとか。最近、今回は 4月の例会の時は、ちょっとやり方を変えてそれぞれの部が

出してきた案に対して全員が、それについて話をしたりとかっていう関わりを持つようにですねえ。

やっぱり、そのグループごとだと他のグループが何をしているのかわからないので。そうすると繋が

ったような関わりが出来ないので。あるんですねえ。それぞれが出してきたものをみんなで話し合う

と、それこそ本当にアクティブな会が出来て、今回すごいなんか良かったなあというか。ちょっとま

だ出来たばかりで 2年目で今度 3年目に入るんですけれども。ちょっとずつやり方を変えながら、み

んなで楽しく参加出来たらいいなあっていうのがあります。 

ただ、まだ参加出来る方もいらっしゃれば主婦の方で、参加どうしても時間的に出来ない方である

とか、仕事で出来ない方もいらっしゃいますので。そんな時は、例えば、フェイスブックのライブ動

画を使って、実際に流しながらコメントが入るのを楽しみながらですね。家にはいるんだけれども、

出かけられない方もいらっしゃる中で、その方にも参画してもらいたいという思いがあるので、そう

いったものを使いながら、毎月 1回やっています。はい。 

 

◆島根県教育魅力化特命官（岩本さん） 

では、最後にして本題ですけど、『子ども地域活動の明日』というところに関してですね、今後に

ついてそれぞれ思っていることをですねえ、お伺いしたいなあと思います。明日、つまりそれぞれの

地域活動を今後こういうふうにしていきたい、こんなふうになっていったらいいなあ、こんな事を新

たにチャレンジしていこうと思っているという団体としてのこの地域活動のビジョンとかですね、あ

とこれからのチャレンジというところと。あと合わせて質問でですねえ、いつか地域に帰ってきたい

と思っていますか、みたいなですねえ、というのがきていますんで。帰って来る、来ないはどちらで

もいいと思うんですけれども。今後自分個人として地域にどういうふうに関わっていきたいと思って

いるのか、もう関わりたくないと思っているのかですねえ、ちょっと団体の話と自分の話をとちょっ

と、それぞれ聞けたらなあと思います。じゃあ、最後大羽くんからお願いしていいですか。   

 

◆大田 Joいんつ♪（大羽さん） 

はい、まず団体の明日、今後についてという事なんですけど。えーと大田 Joいんつ♪は、今年 5

年目まだ 5歳の団体で、言ってしまったら結構発足してからまだなんていうんですか、間もないとい

うのはなんか変かもしれないんですけれども。最近になってやっとノウハウがついてきたような団体

ではあるんだと思うですよ。1つのイベントを初年度からやっているようなイベントでもなんかいま

だにこれ、こうしたらいいんじゃないかとか。全然これ出来んかったなあとかいう内容もすごい多か

ったりするので。まだ全然自分たちは自分たちでそういったところを、経験がすごい足りてないんな

んだなあというふうに感じる場面もすごく多くなったなあと思います。でも逆に言えますのはたった

4年だけど、されど 4年分の経験が少しずつ積み重なってきているので。今度は、今は去年もやって

いたからこの活動をしようっていうなんか。なあなあになってしまっている部分も少しは出て来てい

るのかなあと感じて。自分はメインで活動をしている立場でないんですけれど、少し一歩引いて見る

立場として、その大田 Joいんつ♪を見てみると、少し去年もやっていたからというなあなあのとこ

ろが若干あるのかなあというふうに思い始めているので。少しずつ完全にもう子どもたち主体にとい

うか出来ていければなあと。例えば子どもたちなんかこれしたい、あれしたいこういうイベントした

いです。 小学生に対してこういう事したいですというアイディアがもしでた。それらを本当に実現

出来るような団体に成長していきたいなあと思いました。これからは、子ども、中高生の団体なの

で、そこを主体にした活動っていうのを増やしていければなあとおぼろげにですけど思いました。 
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 個人としてはなんですけど、今は僕自身は教育学部の学生なんで、将来は教員になりたいんですけ

ど。やっぱり小学校だったり中学校っていう学校現場、教育の立場から何か社会参加みたいな、そん

な立派な事ではないんですけど。なんかもうちょっと地域活動とかというところにいってみないとい

う声掛けを出来たらなあと思います。結構学校は固い、外からの提案とか学校外部の人に対して警戒

心が強い団体なので。そういう提案をしても、絶対「ああ、じゃあやりましょう。やりましょう。」

なんて二つ返事なんて絶対にないんですけれど。中にそういう人が１人でもいたら少しだけ理解が深

まるかなあというふうに子どもにも働きかけたいし、少しはそういう団体とのつなぎにもなれたらな

あ、というふうに将来的にはなりたいなあと思います。以上です。 

 

◆島根県教育魅力化特命官（岩本さん） 

ちなみに大学 3年生ということですから、来年は島根県で教員採用を受ける。 

 

◆大田 Joいんつ♪（大羽さん） 

一応、島根県に受けたいと思っています。   

 

◆島根県教育魅力化特命官（岩本さん） 

ぜひ頑張って下さい。倍率高いですど活動をですね、しっかり支えていただけたらなと。ぜひ教員

になってもらったらいいなあと。すごい楽しみです。じゃあ、分石さん、いのっ子の今後と私。 

 

◆いのっ子クラブ（分石さん） 

いのっ子の今後は、子どもは少なくなっていくと思うから井野じゃない子とかも来たらいいなあと

思います。 

 

◆島根県教育魅力化特命官（岩本さん） 

すごいね。 

 

◆いのっ子クラブ（分石さん） 

自分は、まだわかんないけど、どっか違う所に行ったとしても将来は帰って来て地域の事に関わる

事をしてみたいなあって思います。   

 

◆島根県教育魅力化特命官（岩本さん） 

すごい、別に良いこと言わなくてもいいよ。今お母さんたちもいるし、なんかそう言っておかない

と後で「あんた恥ずかしいじゃないの。」とかって言われるっていう、そういう責任感とか別に発揮

しなくてもいいんけど。例えばこんな事をやりたいなとかあるの将来の話。こういうことやれたらい

いなとか。 

 

◆いのっ子クラブ（分石さん） 

いや、ありません。なんとなく地域に関われたらいいかなあと。 

 

◆島根県教育魅力化特命官（岩本さん） 

なんでそういうふうに思ったの。結構いろんな中学生、高校生と会ってきて話してきたんだけど。

親がこういう活動をやってても子どもはそういう事をやっていないっていう子も中には結構いたりす

る中で、どうして私はやりたいと思ったの。 
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◆いのっ子クラブ（分石さん） 

なんか、いっつも楽しそうだから。 

 

◆島根県教育魅力化特命官（岩本さん） 

良かったですね、お母さん。これがまた、お母さん、辛そうでだから助けてあげたいとかいった

ら、どうしようかと思いました。はい、それじゃあ、小野くんお願いします。   

 

◆とよかわっしょい！！（小野さん） 

とよかわっしょい！！は 5年目で、自分たちのやりたい事をやるっていう雰囲気で、今交流センタ

ーで話し合いをしているんですけど。一部出てきた中に例えばなんですけど、自分たちがイベントを

自分たちで主催するっていうのが 1つあります。自分のことに関してはわっしょい！！の活動を通じ

てこのような会に多く参加させていただいて、地域の抱える問題が見えてきて、それを自分だったら

何が出来るかっていう考えでいて。将来益田だけでなく島根県でも地域の抱える問題を解決出来る人

材になりたいなあと思います。 

 

◆島根県教育魅力化特命官（岩本さん） 

すごいね。自分で地域の課題を解決できる人材になりたいと思ってますっていう高校生初めて会っ

たけど。これも別に豊川の人たちが来てるから、かっこいいこと言おうとしなくてもいいんだけど。

ちなみにどうしてそう思ったの。もっと具体的に例えばこんなこととかある。 

 

◆とよかわっしょい！！（小野さん） 

例えば、豊川小学校の今 1年生がいないんですよ。少子化だったり、お年寄りが増えてて高齢化だ

ったり、人口減少ってのがあったり、そういう課題を解決したり。自分たちだったら何が出来るかな

ってことを思い始めて。わっしょい！！の活動を通じてそれが出来るからやりたいなと。 

 

◆島根県教育魅力化特命官（岩本さん） 

すごいですねぇ。豊川はすごいですね、こういう子たちがどんどん育ってきているというのは。将

来楽しみだなと。ありがとうございます。じゃあ柘植さん、最後にお願いします。 

 

◆邑南町を考える会（柘植さん) 

はい。今ですね、子ども観光大使という小学校の方をやっているんですけども。そして今回ですね、

この活動を通じて高校生とのアプローチをかけてきて。そうして高校生とまたやっていくことになる

と思うんですけども。そこで今度ですね、確かに高校生だけだとスライドしていくと、なかなかそこ

らへんの意識を上げていくのは難しいので。せっかく小学校と高校やっているんだから、次中学校と

やろうかなぁということで、そこ一連の流れとしてですね、組み込んでいきたいなぁと思ってるんで

すけど。ただちょっとまあ高校とかは今なかなか町からああじゃあこうじゃあ言われて疲弊してる部

分もあるので、上手い具合に調整を取りながらですね、やっていきたいなと思っていて。 

そして今邑南町のですね、卒業式の時に『邑南町アンバサダー』っていう名刺を配っていて、自分

が出て行った時に「自分はこういう者です」っていう紹介出来るようなツールを持っているんですけ

ど。それで邑南町の営業マンを増やしていこうという話なんですが。それが何なのかというとですね、

結局出て行っても邑南町が大好きで、そして邑南町のために何かしたいなと思う子どもたちを作りた

いっていう思いで町の方から提案してくださってですね。そしてまた、いつか邑南町に帰って来てく

れたり、帰ってこなくても都会のスキルを生かして邑南町のために何かやってくれる人たちを作って

いったりですね。邑南町にいる方にも「この町には何もない」じゃなくて、「この町は本当に何でも出
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来るんだ」と、自分たちが思ったことを何でも実現出来るんだっていう子どもたちをどんどん増やし

ていけば、絶対この町は面白くなるだろうなぁと、まぁそういう形でやっていきたいなぁと思ってい

ます。 

 

◆島根県教育魅力化特命官（岩本さん） 

はい、ありがとうございました。じゃあ、最後ちょっと締めにあたって、一言感想だけ言わせてい

ただけたらと思います。 

皆さんのお話を聞いてですね、子ども地域活動を進めるにあたって、3 点ほど「そうだなぁ」と思

った点がありました。1つ目が、やっぱり子どもとの対話の重要性、子どもたちの「やりたい」とか、

若しくは「これが面白そうだ」とか「こんなことに興味がある」、これをちゃんとどれだけ子どもたち

の声を聞けるのか、拾えるのか、若しくはそれをちゃんと引き出すことが出来るのかという、そこが

非常に大事なんだなぁというふうに改めて思いました。 

2 つ目は、活動の中でも成功体験というかですね、最初は嫌々かもしれない、やらされ感かもしれ

ないというのが、やってよかったと思える。自分がちょっとでも誰かのためになれるんだとか、誰か

の役に立てるのだ、誰かの役に立って「ありがとう」って言われる。誰かが喜んでくれて、私の存在、

私の行動によって誰かが喜んでくれる、その喜んでくれることが私は嬉しい。それが人の喜びが私の

喜びになるような体験が活動の中で生まれて来ると、もっと私はこういうことをしたい。それは、人

のためだけじゃなく、その喜んでくれることが私も嬉しいから私の喜びにもなるんだ。私がもっと喜

ぶためには、もっと周りの人たちが喜んでくれるっていうことが大切なんだということを深いとこで

感じていくような、そういうことがそういうシーンというか、場面だとか、機会がある活動の中で生

まれて来るというのが大事なのかなというのが 2つ目です。 

最後はやっぱり、活動を続けるていくにあたって、

どれほど楽しくやれるのかという。それが責任感を加

えてその友達関係が楽しいからとか、その地域活動に

おいて子ども同士の関係性が安心安全で色々なこと

を話をすることができるような関係性を作っていけ

るのか。例えば、やっている大人も含めて、まあ大人

も子どもも自分が楽しいとか意欲を持ってやってい

る姿が、大人の姿が先ほど子どもに伝わるとか。若し

くはその子どもたちの姿を更に下の子たちが見て、そ

の背中を見て私たちももっとああいうふうになりた

い。あんなふうにかっこいいお兄さんやお姉さんになりたい。楽しそうで私も中高になったらああい

うことをやりたい。そう思えるようなその姿を我々やっている人自身が体現していくということを、

そこらへんが大切なのかなというふうに今回話を聞かせていただいて思ったところです。 

 ぜひこの子ども地域活動がですね、上下に広がりながら、つながり合いながら、若しくは横の広がり

をですね、地域の広がりとか人数的な広がりなんかも見せながら島根全体にもっともっと広がっていっ

てほしいなというふうに改めて思ったところでした。今回、壇上にも上がってくれてやっていただいた

4 つの団体の皆さんに心からの拍手でこの会、フロアディスカッションを締めたいと思います。本当に

どうもありがとうございます。  


