
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コーディネーター 堺 雅子（元中学校長） 

コメンテーター  若松 進一（人間牧場主） 

            鈴木 眞理（青山学院大学教授） 

讃岐 幸治（愛媛大学名誉教授） 

登壇        尾山 清龍（北海道立生涯学習推進センター） 

柿本 和彦（NPOおのみち寺子屋） 

         宮城  潤（那覇市若狭公民館） 

濵田 規史（コダテル） 

         高田 弘美（久万高原町立病院） 

久保 正明（サイボウズ株式会社） 

 

 

 

 

 

 



堺:   今年度は、コロナ禍のため、対面集会ではなくリモートで開催することになった。予想を上回る

230名もの方々に参加いただき、感謝している。社会教育は、人との出会ではじまるものであるが、

今年は直接会うことを許されていない状況である。そこで、本シンポジウムでは、コロナ禍におい

てでも、知恵を出し合い活動している団体にスポットをあてることにした。また、地域と学校の連

携についても深めていきたい。 

    参加者が多いので、発言は随時、チャットへの書き込みをお願いしたい。 

    はじめに、地域教育ネットワークえひめの名誉顧問である讃岐先生に、「地域教育とはなにか」

について話していただき、共通理解した上でシンポジウムを進める。 

 

讃岐： 高度成長期以後、いい学校、いい社会が望ま

れてきた。だれもがふるさとを捨て上り列車に

乗ることを良しとされてきた。受験勉強をし

て、いい大学に入り、いい企業に就職するそれ

こそが、ベストだと思われてきたのである。そ

のため、生まれ育った地域に対して無知であ

り、地域と無縁となり、無用となった。地域は

学校に通うための通学路でしかなかった。地域

とかかわって、いろいろな情報が入ってくると

混乱してしまうので排除された。「地域の持ち

味を生かして役に立つ」そんなことは、大人に

なってすればいい。そのような子育てだった。 

しかし、時代が進むとともに、”地域の地域による地域のための教育”の必要性に皆が気付いて

きた。地域に学び、知ることが重要であり、ふるさと学習などで、地域の価値を調べ、推理し、整

理し、想像する必要があることに気付いた。地域全体で子どもを育てる意識への変革が必要であ

る。コミュニティ・スクール、NPO、子育て支援など、ネットワークでつながりながら子どもを支

援していく。地域の価値の創造、課題解決、社会貢献を含めて地域教育である。持続可能な教育と

していく必要性もひっくるめて考えていきたい。 

 

堺 ： ６本の事例の発表に移る。どのような活動か、ねらいは何か、成果、感想、今後どのように発展

させていくかなど語っていただきたい。 

参加者はチャットを利用して、気づいたことなど書き込んでほしい。 



尾山： 教員を 11年、社会教育主事を 14年務めてきた。現在は、北海道生涯学習推進センターに勤めて

いる。年々、北海道の市町村における、社会教育主事の配置がなくなりつつある。どうにかしなく

てはと、それまで実施していた北海道教育大学と話をして工夫してもらえないか提案した。しか

し、大学は学生の授業が優先で、道教委の提案

する工夫は難しいとのことだったので、北海道

教育大学と文部科学省と道教委の協議の結果、

センターで進めましょうということになった。 

当初から札幌から北海道内６つの会場に発

信するつもりであったが、その矢先のコロナの

発生。開催が難しい状況になってきたが、初年

度なので「開催しないことはあり得ない」と、

いろいろ考えた結果、オンライン形式（Zoom）

で開催することになった。おかげで、様々な問

題が解決できた。講師の先生方も職場から講義でき、北海道全体から呼べる。ワークショップは距

離を保ち、フェイスガードをつかいながら開催した。演習は、できなかった場合は中止という判断

で行った。いろいろな意味で、どこででも学べることは理解していただいた。 

今回は、自治体によってオンライン環境が整ってないところもあり、無理な地域もあったが、今

後、改善して、前向きに、中止しない体制作りを進めたい。 

 

宮城： 私自身は、公民館勤務 15年目である。那覇市

若狭公民館では、地域で実施する部活動をつく

ったので紹介する。 

今年度は、コロナ感染拡大によって生活が変

わり、日常を奪われ、住民同志つながることが

できない、社会の弱いところが顕在化されたよ

うだと感じた。つながりのない中では見えてこ

ない、つながろうとしてもつながれないという

地域課題を解決するため、住民がつながりたく

なるような仕掛けを考えた。 

ダンボール部では、廃段ボールを水に浸し、ノートやレターセットなど文房具を作るアーティス

トを講師に、海岸掃除のボランティアをしていた小学生を巻き込んで作成した。ポストポスト部で

は、オンラインが苦手な方、家から出ることができない方対象に、絵や写真などを公民館のポスト

に投函してもらい、その絵や写真等を展示したり、掲示板に貼ったりして、対面ではないコミュニ

ケーションを図ることができた。琉球時代のはがきが投函されることもあって、昔の文化を知るき

っかけにもなった。YouTube 部は、外国の方々と日本人が一緒になって映像を撮るもの。外国の

方々は、生活や文化の違う日本に来て困っていた。地域住民と一緒に活動することで、日本を知

り、仲間が増えていい結果となった。活動では、私たちとは違った視点で映像をとってもらう。映

像の編集等は、映像作家に講師としてきていただいている。動画を撮影することで、地域の課題に



気づくことがあった。近く上映会を開催する予定。 

このように、楽しいことをしながら、新しいコミュニティづくりに挑戦している。特に今年は、

日頃つながっていないこと、人たちにスポットライトを当てることができた。 

鈴木： 北と南の実践例だった。二人とも昔からお世話になっている。尾山さんは、このような状況にな

ったので、どのように主事講習をやるか考えられたことと思う。北海道のセンターがどのような工

夫をして開催したか。また、若狭公民館の宮城さんは、なぜアートなのか。それぞれのところでお

聞かせいただきたい。 

尾山： 内容的な工夫を考えている。いろんなところから話せる人が出てくれるといい。リモートであれ

ば、北海道といわず、全国から呼べることが分かった。 

宮城： 私自身が美術を学んでいた。公民館の前は、アート系ＮＰＯで活動していた。その後、社会教育

の経験なく公民館へ。しかし、社会教育は、正解のない問いに向き合う、それは、アートと近いと

思った。直接的にはイメージ。現代アートなど、よくわからないけれど、大切であり、可能性を感

じる。社会教育も評価が定まっていない中で、何かが生まれる可能性、固まっているコミュニティ

を崩す可能性があると考えている。いろんな人が立場を超えてかかわり、結果がよくわからないも

のでも一生懸命取り組むことによって、活動のエネルギーになるのではないか。そのときどきによ

って出てくる知識などを更新し、価値観を揺さぶっていくことを大切にしている。 

堺 ： キーワードは、「新しいつながり」。 

 

高田： 看護師をして今年で 25年目を迎える。それまで、臨床の場での仕事をしており、地域の中に目

を向けることがなかった。あるとき、入退院を繰り返す人の家に行ったことがきっかけで、コミュ

ニティナースの活動を知り、自分の持てるスキルを発揮できる場になると感じたので、活動への参

加を志し、島根県雲南市で研修を受けた。 

久万高原町は、仁淀川の源流にある人口

8000 人の小さな町で、病院は一件だけある。

10 年先には、診療所もなくなるといわれてい

る。そのような背景もあって、看護師が病院を

離れて、地域に出て行くコミュニティナース

の活動を取り入れている。活動では、些細な悩

みの相談を聞いたり、社会保障などの制度か

らもれてしまった人たちの役に立ったりした

いと思っている。現在、４人の看護師が活動し

ているが、その活動はコミュニティナースに

とどまらず、町つくりラボや、コロナに対する

予防策の呼びかけなど多岐にわたる。これから、この活動を四国全体に広げていきたいと考えてい

る。 

若松： 超高齢化、超過疎化、広域化、超多忙化、いくつもの「超」があるところで、漸進的な取組だと

感じた。町づくりにおいて地域の人々の健康をまもることは大切な課題である。今後、コミュニテ

ィナース制度を広げるにあたって、導入する市町村に気をつけてもらいたいことはあるか。 



高田： 限界集落には、交通手段がないことが課題である。そこで、移動販売の人とかともつながりたい

と思っている。 

 

濱田： 2018年にコダテルを起した。現在は、子ども

から大人まで、異業種の方々と一緒にワイワイ

とやっている。基本は、スペースの提供を行い、

会員制として、ヒミツキチ的に活用してもらっ

ている。「だれもが心を掻き立てる企てを起こ

せる社会をつくる」ことをミッションに活動し

ている。 

２年前から、地域の力で中高生を育てよう

と、中高生チャレンジプログラムを企画してい

る。例えば、地域のマルシェを中高校生が企画

から運営まで実施し、大人はサポート役に徹す

る。中高生とワークショップをして、みんなで出店計画を立て、出店の準備をする。終わった後は

大人も一緒に反省会。今年はコロナの影響で、対面実施が難しかったので、オンラインで八幡浜に

関わる商品販売を Web で開催することになった。商品を箱に入れて運ぶ、八幡浜のスポットをア

ルバムにして送るなどの活動をした。 

今後は、サポーターや企業からの助成をしていただきながら、中高生のチャレンジ支援をやって

いきたいと思っている。 

若松： 今回の交流集会は、リモートで開催すると検討した際に、コダテルを拠点として利用できること

が大きかった。コダテルに来て見ていると、若者や中高校生がたくさん集まっている。他の地域、

公民館などの施設には、若者がなかなか集まらない。なぜ、コダテルには若者が集まるのか、不思

議である。驚いたのは、冬になり、ミカン収穫のアルバイターの若者が、いろいろな地域からコダ

テルに来て、夜は２階に泊まるという。彼らは、夜は、オンラインワークで記事の編集や映像の仕

事もやっているらしい。新しい時代の働き方を知った。 

濱田： コミュニティスペースとして、場の提供をする施設であり、高校生が勉強や実用的なものとして

利用している。ここにいると、世話焼きのおばさん、おじさんに会えるよさがある。進学したいけ

れど、なんだかちょっと違うと思ったら、いろいろな経験をしている人にズームで面談することも

できる。若者たちには、ＳＮＳや口コミで広がったのではないか。また、宿泊している人は、ほと

んどが県外の人で、八幡浜は日の丸ミカンの産地ということもあって、半分はみかんアルバイタ

ー、半分はフリーランスの仕事をしながら、多様な働き方を実践している。今後、このような場所

が広がり、コラボできるようになったらいいとも思っている。 

若松： 新しい形の地域貢献ができる可能性を感じた。 

 

柿本： おのみち寺子屋の理事長をしている。愛媛の地域教育実践交流集会には第７回に発表を依頼さ

れ、当時の学生が発表させてもらったのがきっかけで、参加するようになった。学生にとっては、

発表する機会を与えられることが嬉しかったようで、せっかく発表するならみんなで応援に行こ



うと、たくさん学生が大洲に行くことになった。以来、前回まで、毎年バスを借り上げ、大洲青少

年交流の家に行っている。今年は、リモートの開催になったが、学生を中心に 30名ほどが参加し

ている。 

今年度、コロナ禍の中で、ピンチをどのようにチャンスに変えるかが課題となった。例年は、人

間力育成塾と題して、８月の上旬に、尾道市内 100㎞を４泊５日かけて、小学生が歩き抜く事業を

実施しており、中・高・大学生がサポートスタッフとして一緒に運営に参画している。今年は、コ

ロナ禍で中止を決断せざるを得なかったが、オンラインで中止を伝えるのもよくないと思い、２時

間ほどの研修として学生スタッフを集めた。そして、一人ひとりの想いを３分間スピーチしてもら

った。どのようにしたらピンチをチャンスに変

えていけるのか、５月からのリーダー養成はど

うするか、事業本番の代わりにできることは何

かを話し合った。ものの観方・考え方などのセ

ミナーは通常通り Zoom で行ってきた。１年飛

んでしまうが、小学生が集まってくれるか、来

年に向けてどうするかという地盤作りの一年

とした。 

「おの 100」が 18年間続いたのは、観えない

力のお蔭なので、今年は“感恩報謝の旅”とし、

テーマソングのミュージックビデオを作った

り、お世話になった先にお礼状を書いたり、感

謝の気持ちをどのように伝えたりするか考えた。オンラインでできることはたくさんあった。全国

各地にいるＯＢ、ＯＧがインタビューゲームにより参加することもできた。リアルとバーチャルを

組み合わせながら、来年はどのようにできるか思案している。 

 

久保： 愛媛県内子の出身で、サイボウズ株式会社のローカルブランディング部に所属している。会社で

は、チームワークのある社会をつくることをコンセプトに、サイボウズオフィスを松山の HUB に

したいという思いがあった。そこで、オフィスのラウンジスペースを地域のネットワークづくりに

役立てようと、無償で貸し出す事業を始めた。事業開始後、新たなつながりも生まれ、一緒に取り

組む事業もできている。 

イベントの回数は、昨年一年間で 132回。私自身もできるだけ参加してきた。今回の発表で、よ

り多くの方に知っていただく機会になればと思っている。 



また、今年は、コロナ禍で飲食店がきびしい

という生の声を聞き、応援したいという人た

ちの協力により、松山テイクアウト部を立ち

上げることができた。開始 1ヶ月で、部員数が

7000 人くらい集まった。協力者が増えること

で、認知度が上がり、活動を盛り上げる気運が

高まっていった。そのような中、愛光高校の地

理の先生から、地理選択の 1年生に、飲食店の

地図を作らせたいと申し出があった。そして、

愛光高校生数人が、タクシーをつかいデリバ

リーができる「松山宅タク便」利用店の地図を Web上で作成してくれた。 

今年は、夏の野球拳もオンラインで開催した。8月 13日には、オンラインで 50人ぐらいが一緒

に踊った。また、花園ブライダルの企画は、町づくりのアイデアから生まれた。２年間で花園町の

路上において４組が結婚式をあげた。プロデュースは、河原学園のブライダル専門の学生が請け負

った。いろんなアイデアが生まれ、かかわった人が少しだけ幸せになれる取組の一例だと思ってい

る。ＩＴの利便性を生かして、これからも人と人がつながることのできる社会をつくりたい。 

讃岐： おのみち寺子屋の柿本さんの取組は、異年齢集団で、いろいろな学校や公施設、企業と協働の事

業で、サイボウズの久保さんは、異業種のいろいろな人を巻き込んで活動されている。 

島根県益田市の大畑さんは、中間支援組織の活性化をしていると聞いている。何か意見はない

か。 

大畑： 若者の人づくりを実施する上でのキーワードは、空間と伴走者であると思っている。益田市の一

般社団法人ユタラボは、10 名の若者が運営を担っている。魅力的な場所として、民間の大人まで

寄ってくる。かかわる人の力がとても大きいと実感している。 

堺 ： チャットに書き込んでいただいたコメントを少し紹介する。コミュニティナースやコダテルは、

ネーミングがいい。おのみち寺子屋の 18年間の積み重ね、継続の力はすごい。久保さんのつなが

り力に感嘆した。民による中間支援がいい、などたくさん寄せられている。 

    最後に、３人のコメンテーターから一言ずついただきたい。 

 

鈴木： 集会に参加し、皆さんの話を聞く中で、いろいろなことを考えさせられた。意欲のある人たちが、

工夫して、地域でいろいろなことをしている。形をまねしてもしかたがない。自分に何ができるか

に向かい合い、当たり前のことができなくなった時点でどう考えるかが大切。 

コロナ禍でのこと。９月はじめに、おばあさんがバスに乗っていた。ペットボトルの蓋が開かな

いらしく困っていたので、開けてあげた。「まずいな、感染するかもしれない」と思ったが、バス

を降りて、駅に向かおうとしたら、「ありがとうございました」と声を掛けていただいた。いい気

持ちになった。自分にできることと向き合うこととは、このようなことだろうと考えている。 

讃岐： この交流集会をなぜ始めたかというと、「発表の場がほしい」「人とつながりたい」という声があ

り、そのための交流の場である。この気持ちが”かかわりをチカラに“となる。やり合う中で交流

を深めていくと、お互いに目標の共有化ができる。分担から共有に、これしかない。 



若松： 今日のオンラインで集会の様子を見ていると「もう、私たちの時代ではない」と思う反面、協議

している言葉の数々から考えさせられることもあった。しなやかな強さはコロナ時代の生き方に

うまく適応すると感じた。まさに、「レジリエンス」の時代だ。コロナと共に生まれたものは流行

であり、流されるだけではいけない。人間と人間のつながり合い、かかわり合い、握手を交わす、

手と手のぬくもり、心と心のぬくもりを忘れてはならない。バーチャルな社会ではなく、リアルな

社会で向き合えることの価値に気付いたことも、今年の収穫である。来年の 12月は大洲で会える

ことを願っている。 

堺 ： 未来は変えられる。日々の実践を積み重ねていきたい。 

 

 

閉会挨拶 地域教育実践ネットワークえひめ副代表  関 福生  

長い時間の参加をありがとう。去年 12月に別れてから、数か月後にコロナが広がった。開催はどう

なるかと思っていたが、みんなが力を合わせて今日のように開催することができた。実施できた原動力

は、12 年間の歴史の重みである。計画段階では、不安がたくさんあった。成果よかったかどうかはわ

からないが、26 のすばらしい事例が集まったことに素晴らしい価値があり、全部聞きたかった人がた

くさん声を上げていることも成果の表れである。新しいチャレンジをこれからの実践につなげていき

たい。体験が未来の活動につながることを信じて。 

来年はみんなと大洲で会いたい。それまで、これからも各自が各地域でがんばっていただきたい。運

営にかかわってくださったすべての人に感謝する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

・ＩＣＴの活用で、受講人数の増加や受講者や講師の負担軽減、費用の軽減などさすがです。 

・宮城さんありがとうございました。先日広島県でもお話いただきましたが、何度お聴きしても新しい気づき

が生まれます。今回は、つながりが失われがちな中で「つながりたくなる、楽しい、新しいしかけづくり、地域

づくり」というキーワードが特に印象に残りました。せっかくやるなら、楽しく、前向きにやっていきたいです。 

・今の時代、ICT を活用して、どんどんとつながりを作っていくことが必要であると思います。社会教育主事

有資格者が、具体的なＩＣＴ技術を身につけて、情報発信、つながりや活動の場を作っていくことが重要とな

ってくると思います。 

・アートは、今の社会に必要な想像力を刺激するものかも。 

・コミュニティナース、素敵な名前です。コミュニティティーチャーに私はなりたい。 

・いいですね！私もコミュニティ養護教諭になりたいです。先輩に地域で保健室を開所している方が何人か

います。 

・コミュニティナースのいる地域で、老後を迎えたいです。 

・地域に、そばに、相談できる、頼れる看護師がいる安心感は半端ない。 

・コミュニティナースという言葉を初めてお聞きしました。概念自体は比較的新しいものなのですか。また、全

国的に広がりを見せているのでしょうか。 

・宮城さん、13分散会で聞かせていただきました。コロナ禍でも低下させない活動量がすごいです。 

・ありがとうございました。時間配分が下手でご迷惑おかけしました 

・うちの田舎はまさに限界集落なので、コミュニティナースの存在があれば、それを支える世代やさらに次世

代の過負担も抑えられて、県全体・世代全体のサポートになるなあと思いました。コミュニティナースの支え

になることを地域・行政が連動して発見・改善・実践していけるといいと思いました。 

・中高生の活躍が、地域社会を支えている。すごい理想的！確かに、生徒が集まる仕掛け仕組みに疑問ある。 

・コダテルのネーミングがいいですね。若松さんが言われるような、高校生が集まる空間って素敵ですね。 

・コダテル、すてきでした。先ほどの宮城さんをはじめ、「デザイン」の力を感じました。人の心をいかに揺さ

ぶるか。アートやデザインの可能性を感じました。 

・コワーキングに人が集まるのは、施設としての魅力はもちろん、浜田ご自身の人柄や魅力が大きいのでしょ

うね。 

・高校生にとってコダテルが勉強できる場所としてだけでなく、大人の人ともかかわれる場所になっている

のがとてもすごいなと思ったのと同時に、自分も高校時代にそう言った場が欲しかったなと思いました。 

・コダテルとのかかわりの中で、中高生が将来の夢を見つけることが出来るように思いました。中高生にとっ

て進学先を決めるのは重要で、ここでの経験が現実的な将来の指針を見つけるきっかけになると思いまし

た。 

・ 柿本さんありがとうございました。ウチの息子(当時小５）も「おの 100」でお世話になりました。参加して

すごく変わったと思います。まだ効き目が、残ってます(今中2）。今年は中止とお聞きして残念に思っていま

したが、できることから挑戦されているのですね。勉強になりました。 

・18 年はすごいですね。多様な価値観がある中で、継続の力を感じます。学生さんもいい学びをしているわ

けですね。 



・ 昨年のイベント132回全てに参加している久保さんのつながり力がさすがです。サイボウズさんが松山に

あることが地域の宝です。コロナ禍でも活動を止めない、素晴らしいです。 

・サイボウズさん、いろんなアイデアや企画が楽しい。聞いていて、こっちも幸せになりました。 

・サイボウズの取り組みは、民による中間支援の拠点だと思います。 

・昔からサイボウズの社風のファンです。 

・空間と伴走者。 

・今回の参加者の多さ、発表内容、協議からも、やっぱり人はつながっていたいんだと。 

・社会教育が地域と人を育てることにより、幸せをともに享受できる社会を実現していきたいです。 

・みんなで未来を見つめましょう。 

・とても勉強になりました。素敵な交流会だとおもいます。これからの活動に生かしていけると思います。オ

ンラインにはオンラインの良さがありました。遠くのみなさまと出会えますね。see you... 

・かかわり合い、つながり合いの大切さですね。広島県でも 3 月 6 日(土）に生涯学習の実践交流会を検討

中です。オンラインもしくはハイブリッドで必ずやります。よかったら御参加ください。 

・本日は、発表の機会をいただきまして、ありがとうございました。素晴らしい研修に参加させていただきま

して、感謝です。今後ともよろしくお願いいたします。 

・コロナ禍でもできる勇気をいただきました。有り難うございました。 

・運営に携わってくださったすべての皆様、大変お疲れ様でした。大変勉強になりました。初参加でしたが、

本当に参加して良かったです。 

・コロナ禍での開催、充実したご発表ありがとうございました。多くのことを学ばせていただきました。また、

中高生の地域活動拠点における活動に向けてたくさんのヒントをいただきました。来年の開催を楽しみにし

ています。今後ともよろしくお願いいたします。 

・運営を担当された皆さん、本日までたくさんの準備をしていただきありがとうございました。半日ではあり

ましたが、たくさんの学びをいただきました。また、発表者の皆様も学びの種をどうもありがとうございまし

た。 

・今日はありがとうございました。また皆さんにお会いしたいです 

・お世話になりました。今年も学びの多い時間をありがとうございました。お話できなかった皆さま、来年大

洲で会いましょう。 

・本日はありがとうございました。たくさんの学び気づきを頂きました。何より楽しかったです。 

・地域教育実践ネットワークえひめの底力と、事務局の皆様の意地を感じた大変有意義な大会でした。 


