
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小学校を新たな子育てとコミュニティの拠点に！ 

 益田市では、中山間地域にある益田市立豊川小学校を新たな人が集まり・ 

活動する地域の拠点として位置付け、様々な取り組みを加速している。その 

要となるのが、「学校内への社会教育コーディネーターの配置」である。コー 

ディネーターが学校と地域をつなぐことで「放課後、休日、長期休業中の学 

校での子どもの各種活動実施による子育て支援施設化」、「中高生の地域活動グループの活動拠点化」、「学

校での社会教育活動実施による公民館化」など学校の拠点化を促している。「学校」を「学興」として、「学

校教育」以外で活用を進め、公民館を耐震化の完了した学校の中に取り込むことで、行政課題である公共

施設削減や子育て拠点に充実による子育て世代の IU ターンの促進、幼児から高齢者までが日常的に集う拠

点作りを併せて目指している。 

分散会６ 

島根県益田市教育員会 

 

ランドセルは海を越えて 

 石井北おやじの会では、２０１１年からは卒業生のランドセルをアフガニ 

スタンに送る活動に取り組みはじめた。ランドセルの募集は、３月上旬にプ 

リントを配布し、卒業生や保護者に向けて呼び掛けを行っている。今年の活 

動でも学校やＰＴＡなどと協力して４２個のランドセルが集まった。集まっ 

たランドセルは、おやじたちが、仕事を終えた夜に学校に集まり箱詰め作業 

を行った。発送費は自費なのでうまく梱包しなければならない。このとき様々な職種をもつおやじの知恵

が発揮される。無事に送り届けた報告として、協力してくれた卒業生にはお礼のメッセージを送っている。

おやじのネットワークやいろいろな人とのつながり、家族の協力あってできることだと感じている。 

大畑 伸幸 氏 

司会者   石丸 寛人 

記録者   高田 容弘 

会場責任者 本田 精志 

石井北小学校おやじの会（愛媛県松山市） 

 

地域人財をつなぐキャリア教育 

小学校のキャリア教育は、職業教育ではなく職業観を育むことだと考える。 

６年生は、地域財産として誇れる「人財」に face to face で接して語る中で、 

｢仕事とは何か｣を探りつつ生き方の手掛かりを得る。そして、自己のよさや 

個性を再発見し、夢に向かって伸びようとする。授業を構成するにあたって、 

20 余名全てのゲストと十分な事前打ち合わせを行い、職業選択のきっかけや心に残る仕事のエピソード、

仕事を志す内面を支えた少年期の体験等、現時点の子どもも共感できる話をしていただいた。また、各

職業の大変さや挫折経験、乗り越えることのできた理由(努力・継続・人の縁)等についても添えていただ

いた。人財は何よりの教科書である。６年生のキャリア授業であるが、それまでに出会い支えてくれた

職業人も振り返ることで、様々な仕事の方が支えてくれる感謝や、大切にされる自身への肯定感、素晴

らしい人財のいる故郷を誇りに｢それに続きたい｣という思いも育っており、将来への期待を感じた。 

松山市立雄郡小学校（愛媛県松山市） 

阿部 洋士 氏 

吉見 香奈子 氏 
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質疑応答 

小学校を新たな子育てとコミュニティの拠点に！（島根県益田市教育員会） 
Ｑ１社会教育コーディネーター（市川さん）と地域、学校の連絡の仕方は？また、活動には

どんな場所を使うのか？ 

→学校にいるのでいつでも連絡が取れるようになっている。授業中でも使っていない教室は

どこでも使うことができる。あと２年で公民館を学校に入れていきたい。（学校が間借りする

というような形で） 

Ｑ２社会教育コーディネーターはどんな立場？ 

→社会教育課から派遣している。学校の職員の一員として働いている。 

Ｑ３学校側はどう受け入れているのか？ 

→学校側も違和感なく受け入れていた。（そういう土台があった。）最初は学校の中から入っ

ていき、徐々に地域に広げていった。 

Ｑ４市川さんはどのようなつながりで社会教育コーディネーターとして来たのか？ 

→若者のネットワークを使っている。評価指標を設け、最低３年間の業務委託（３６０万円）

契約している。ただ、定住を課してはおらず、スキルアップできる場にして欲しい。 

Ｑ５学校に人が出入りするということは危険も伴うが、その対処法は？ 

→日常的に学校を使うことで知らない人がいなくなる。ちなみに、体験活動に参加させてい

る親ほど将来地元に帰って来て欲しいちと思っている。 

Ｑ６統廃合との兼ね合いは？ 

→この形でいけるところは統廃合しなくていいようにしている。 

○ その他意見交流 

 ・島に住んでいるが「島に学校がなくなったら島も終わりやね。」と話している。できる限

り、廃校ではなく、休校にして欲しい。地域の話し合いに中高生を入れて話し合いをして

るが、一番刺激を受けたのは、お母さんたちだ。私たちも意見を言っていいのじゃないか

と思い始めた。 

 ・私の町では山村留学で子どもが集まり、学校と地域が一緒に活動することが自然体だっ

た。しかし、残念ながら閉校することが決まってしまった。私たちの思いと行政の考えが

違っていた。 

 

ランドセルは海を越えて（石井北小学校おやじの会） 

Ｑ１メンバーを集めるのが大変だと思うが、どのようにしているのか？ 

→催しのときに声を掛けている。パンフレットも配っているが、５００枚配って、返事があ

るのは２枚ほどである。 

Ｑ２おやじの会とＰＴＡ役員の区別は？ 

→初代はＰＴＡ会長から始まったが、今は別である。そのため、子どもが卒業してもおやじ

の会に入っている人もいる。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Ｑ３中学校、高校ではおやじの会はやっているのか？ 

→やっていないのではないか。 

Ｑ４行政との関わりについて 

→情報提供してほしい。 

→久万高原町などは父親がＰＴＡ活動に参加して当たり前という状況なので必要ない。 

 

○ その他意見交流 

 ・「地元の人」というのは、そこに住んでいる人が地元ではなく、そこへの気持ち、地元愛

をもっている人が「地元人」だと感じる。 

・親が頑張っている姿が子どもに影響を与えるのだと思う。 

 ・おやじ１００人が集まったら家が建つ。（異種業者が集まるといろ 

・おやじたちにどんどん出回ってほしい。防犯にもなる。 

 

地域人財をつなぐキャリア教育（松山市立雄郡小学校） 

Ｑ１当日の時間割は？ 

→４０分、休憩、４０分という時間で区切り、１つ目 

のブース、移動、２つ目のブースといようにしている。 

華やかな仕事だけでなく、縁の下で支えるような仕事 

についての話も聞けるようにしている。 

Ｑ２どれほどの業種の方を呼んでいるのか？ 

→平均して１７業種、合計３０業種。毎回同じではな 

いようにしている。「今、どういきているのか。」とい 

う人に出会わせることが大切である。 

○ その他意見交流 

 ・生きてきた中で、失敗だろうということを踏まえ 

て話すようにしてる。本音の話ができるようにしてい 

る。頑張る人はキャパシティをもっている。 

（向井さん） 

 ・毎回、話に行くのを楽しみにしている。子どもたち 

の学びは、私たちの学びでもある。大人がずっと学ぼ 

うとする姿勢が大切である。（梅木さん） 

 ・生の声、挫折を聞く機会はほとんどなかった。親の 

立場としても小さいときにもっとそういう話を聞かせることができたらと思う。 

 ・学校外でのフィールドも広げられるといい。 



～離島体験事業～こどもミニ島体験事業キャンプ inかみじま～ 

 

この事業は、自然の中で活動を通して子どもの体験を重視し、子どもの 

「育ち」を支援すること、また、町内外の子どもの交流を図り、島の良さを 

知ってもらうことで、将来の離島振興に生かそうと実施している。このキャンプを始めて、１０年が経

過した。毎年夏休み、子どもたちは、島の自然を体験し、自分たちで食材をとり、食事作りをし、一回

りたくましくなって帰っていく。地域資源を活用し、子どもの体験、出会いを大切に考え、これまで取

り組んできた内容を報告したい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地方創生をめざした「ライフキャリア」を基盤とした未来の担い手育成！ 

「ワークキャリア教育」から「ライフキャリア教育」へ。「仕事探し」に偏 

っていたこれまでのキャリア教育では、「地方都市」は「東京」にはかなわない。 

しかし、「いかに生きるか」というライフキャリアの視点でキャリア教育を見直 

すと、今、地方都市でいきいきと生きる人がたくさんいることに気づく。益田市 

は、平成２７年度「益田市未来を担うひとづくり計画」を策定し、今、益田市で 

いきいきと生きる「益田人（ますだびと）１００」を認定し、保～高までに意図的、計画的に出会わせる、新

しいキャリア教育に着手している。その結果、子どもにかかわる大人が変わり、新たなひとづくりの環が生ま

れてきています。これが、教育＆子育ての魅力化につながり、「教育による移住」が生まれる。 

 

分散会７

+ 島根県益田市教育委員会（島根県） 

 

 

伊予の伝承文化を学び伝えるリーダー村 

 現在、地域を大切にし、地域に根ざして活動するリーダーが求められている。 

愛媛の伝承文化を学び、先人の知恵と自然体験融合した体験活動をし、地域を 

大切にしようとする心を育むとともに、「子どもむかし生活体験村」を自ら計画 

し、運営することで地域に根ざして活動しようとするリーダーを養成している。 

県内の大学生が日本の伝統文化を理解し、それを継承していこうとする意識を 

もち、実際にリーダーとしての小学生に向けにプログラム作成から実施までを 

行っている。 

大学生が育ち、小学生も体験を通して伊予の伝承文化を学べる事業である。 

 

 

谷上 元織 

 

司会者：酒井 康秀 

記録者：宇都宮 健太 

会場責任者：中尾 治司 

伊予の伝承文化を学び伝えるリーダー村（愛媛県） 

上島町教育員会生涯学習課（愛媛県上島町） 

岡本 紋佳 

池田 悠人 

中西 智恵 



発表者の話（さらに具体的に） 

発：「益田市総合戦略」における四つの基本目標である「定住の基盤となるしごとをつくる」、「結婚・

出産・子育ての希望をかなえる」、「益田に回帰・流入・定着するひとの流れをつくる」、そして

「地域にあるものを活かし、安心して暮らせるまちをつくる」ことに、益田市は、市を挙げて

取り組んでいる。そして、持続的な発展をするためには、「ひとづくり」がその成否を分ける。

「ひとが育つまち益田」の実現に向けて、未来を担う人、仕事を担う人、そして地域を担う人、

それぞれを育成するための取組を個々人のライフステージに従って体系的に網羅した「ひとづ

くり協働構想」に基づき、組織的に行動している途中である。 

            ～質疑応答～  

質①：どのような「ひと」をめざしているのか？ 

 発：将来の益田市を支えるため、自ら可能性を広げることができるひと。二つ目に、しごとを継続発

展させるひと。三つ目は、地域のひとと協力し、地域を支える人、地域の資源を生かせるひと。

そのために、ライフキャリア教育が大切になる。 

質②：ますだびと１００はどんな人が？ 

 発： 益田市で懸命に生きているひと。ひとづくり計画の中で、大人が生き方（仕事）を教えたり、

子どもが学んだりする中で、大人も育つ。そのような正の循環でロールモデルになりえるひと。 

質③：計画の対象は？  

 発：誰でも参加できる。益田市全体である。益田市全体の小さい子から大人まで参加できるようにす

ることが大切である。また、多様な関係機関等や業者と連携・協力を行うことで計画の幅が広が

っている。 

 

 

発表者の話（さらに具体的に） 

発：ねらいは、地域を大切にし、地域にねざし 

て活動するリーダーが求められている中で

愛媛の伝承文化を学び、地域を大切にしよう

とする心を育むとともに、「子どもむかし生

活体験村」を自ら計画し、運営することで、

地域に根ざして活動しようとするリーダー

を養成することだ。小学校の参加対象は４年

生から～６年生となっている。その子たちと

いろいろな活動に取り組むことだ。また、今

年度は、伝承文化の「古民家」を素材に、昨

年度の課題を踏まえながら、リーダーの養成

を重点テーマに事業を展開した。 

右表が活動計画である。 

島根県益田市教育委員会（島根県） 

 

分散会７では、発表者の詳細（３０分～４０分）→質問（１５分）→全体協議

（１０分）×３という感じでした。活発に意見がでていました。 

発表者→発 

質問者→質① 

司会者→司 

伊予の伝承文化を学び伝えるリーダー村（愛媛県） 

 



～質疑応答～ 

質①：活動の成果は？ 

発：一つ目は、相手の立場に立って、助言の仕方をまなぶこと。二つ目には、企画の運営やマネジメ

ントについての学習が深まったこと。三つ目は、タイムマネジメントの大切さについて理解で

きたこと。 課題としては、安全管理である。 

質②：参加の人数は？ 

 発：大学生１４人、小学生２０人くらいである。毎年、同じような人数である。また、大学の教授や

准教授の先生、愛媛大学がバックアップしている。また、愛媛大学ではボランティアについて大

学側が様々なものを提供している。学生側は、修学支援システムを利用することで自分がしたい

ボランティアに参加することができる。画期的なプログラムが愛媛大学に存在する。 

質③：魅力は？ 

 発：こどもの成長に携わることができること。参加した大学生が成長すること。毎日、自らふりかえ

ることで自己内省力がつくこと。多様な学生が参加することで横のつながりができること。（教育

学部だけでなく、医学部、農学部、法学部、他大学の大学生）また、この体験を通すことで、自

信をもって子どもたちと活動できるようになることだ。 

 

  

 

発表者の話（さらに具体的に） 

発：目的は、自然の中で活動を通して、子どもの体験を重視し、子ども 

  の育ちを支援すること。また町内外の子どもの交流を図り、島の 

  よさを知ってもらうことで、将来の離島振興に生かしていくことである。今年で１０回目である。

全国から参加がある。毎年、夏休みの始まりに、７月２１日～２４日の３泊４日で町内の参加

者と町外の参加者３０名程度がそれぞれの班に分かれて活動をする。内容は、集団生活（竹箸

つくり、洗濯、食事作り）、海での活動（海水浴、磯遊び、シーカヤック）食材の確保（地引網、

魚釣り）、交流・友達作り（オリエンテーリング、はがき交換） 

～質疑応答～ 

質①：成果と課題は？ 

発：成果は、交流を通して子どもたちが成長することである。課題は、 どこまで大人が補助するの 

  かどこまでを子どもたちがするのか、その線引きがとても難しいことだ。 

質②：魅力は？ 

 発：毎年、２年、３年と続けて参加している児童が、「また来たよ。」と言ってくれるのがうれしい。

最後のはがき交換が今も続いていることで、この活動がとてもすばらしいと思う。そのため、子

どもたちは、いろいろな体験を通じて自分たちで成長する力をもっている。この事業を存続させ

ていきたい。 

上島町教育員会生涯学習課（愛媛県上島町） 

 

残りは、名刺交換や雑談になりました。大変、勉強になりました。 



分散会８ 
司会者 中山 佑司 

記録者  松本 宏 

会場責任者 中尾 茂樹 

島根県益田市教育委員会 

益田市版「放課後総合プラン」で教育・子育ての魅力化と移住推進！     澤江 健 

発表のテーマ、～ひとはひとによってひとになる～ 

放課後児童クラブを中心に改革を進め教育委員会と連携を図るために

時間を掛けて具体的な実績作りをすると同時に、保護者視点を新しく入れ

た益田版の放課後子どもプランを立てた。保護者は子どもたちに益田市に

住んで欲しいという願いがある。移住定住のためには、子どものロールモ

デルとなる輝く大人が必要である。そして、その大人がロールモデルとな

ることで学ぶ意欲の促進につながる。子どもも大人も学ぶことで、今の子どもが、あのような大人

になりたいと思えることが継続の鍵である。どのような仕事をするかではなく、どのように生きる

かが大切であり、人とのつながりを絶やさない活動を継続したい。 

 

徳島県那賀川町青年部                          西岡 賦文 

那賀川町青年会の復活 

復活のために心がけたことは、「人集めをしない」「青年団ブランドを活

用する」「自分たちだけで完結しない」「平和への取り組み」である。人集

めをしなくてもすむように、子どもたちが集まる子育て支援センターなど

に出向いて行った。また、自分たちだけで活動せず、陸上自衛隊や保育士

など様々な業種の人が一緒になり活動した。青年団活動をする意義として、人が人とつながる社会

を作ることが大切であると感じているからである。今後も、様々な業種や環境の違う人たちが繋が

ることで地域を活性化していきたい。 

 

惣開公民館（愛媛県新居浜市）                      明日 博美 

地域と学校が共に連携しＥＳＤ活動を通して地域力を高め持続可能な共生

社会を創造する。 

小学校と公民館との交流や地域住民の伝統行事への積極的な参加が減っ

てきており、関係の希薄化が問題となっていた。そこで、地域を活性化す

るためには、地域と学校との連携が必要不可欠であるという考えに行き着

き、新生チーム惣開、地域協働本部を立ち上げ地域の活性化に努めた。その活動の内容として、①

惣開校区総合防災訓練②夕涼み会③夏休みプリンス＆プリンセス講座④そうびらき未来への鉱脈＆

観月会⑤地域ふれあいウォーク⑥文化祭＆惣開小音楽会⑦七草粥⑧三世代交流もちつき大会＆独居

老人宅訪問などを実践し、学校も地域も公民館もウインウインの関係になるように努めた。 



質疑応答 

意見感想 

益田市版「放課後総合プラン」で教育・子育ての魅力化と移住推進！ 

Ｑ キャリア教育は、社会教育の立場からどのように学校教

育にアプローチするか。関連性とその成果を教えてもらい

たい。 

Ａ 市長の施政方針で「人が育つ町益田」を掲げている。人

づくり協働本部を立ち上げ、その中で地域の担い手作り部

会、未来の担い手作り部会、産業の担い手つくり部会で活

動した。 

  学校で、～して欲しいから協力してほしいという要請が

あれば、それに対して協力した。NPOかたりばさんとタッグを組んで、益田に住んでいる若者と子

どもたちの出会いの場を作り、どのように生きてきたかを語り合うようにした。 

  教育課程に位置つけるのは、これからである。学校側も、したいと考えてもらえるようにこれ

からの活動をしていく。 

Ｑ 体験学習の中で、どうすれば中高生を巻き込んでいけるのか。中学生や高校生に魅力的な活動

になるためにはどうすればよいか。また、中学生や高校生の反応はどうだったか。 

Ａ きっかけは困った。中学生が地域の活動に参加していなかった。 

  部活単位で参加するのが参加しやすい。部活終わりに来てもらう。学校の後押しが効果的だっ

た。学校が「言って来い。」と言ってもらえるとありがたい。 

  運動会のスタッフが一番初め。それが地域の人に認められる場となった。また、保護者の方に

もサポーターとして参加してもらう。自分たちがやりたいと思う。中学生が高校生になったとき

にサポート役になり身近なロールモデルになる。 

Ｑ 学校と児童クラブとの関わりはどうなっているか。 

Ａ 児童クラブでは、学校では見せない姿がある。色々な角度から見ることができる。学校と児童

クラブが連携をする必要がある。支援員の専門性が低いことが問題となっている。学校の生徒指

導協議の場に参加している。 

Ｑ 支援員さんは、アマチュアであり専門性をどこまで求めるのか。学校の先生がその場に行って

するのはほんのわずかである。学校の先生はそこに行って指導しない。学校側の意識が変わらな

いといけないと考える。 

Ａ 学校の意識が変わっていかないといけないと思う。益田市も学校に他の人たちが入ってきてい

る。学校教育科と社会教育科が連携をしないといけない。学社連携を訴えてきた。学童と学校が

もっと連携する必要がある。 

 

郡賀川町青年会の復活 

Ｑ 愛南教員は平均４７．９歳、あと少しすれば３３．９になる。青年団の平均年齢はどのくらい。 

  青年団は、本当に息を吹き返したと、感じられたときはどんなときなのか。 

  自主防災組織をどのように動かしているのか。 



Ａ 一番上は４４歳、平均は３３歳で、様々な業種の人が入団している。 

  最近では、青年団というのが認知されてきている。「那賀川町でもやっているんだね。」、「自分

たちの代で終わっていると思っていた。」など、まだ存続していると驚かれたとき。 

  学校の体育館が避難場所となる。青年団としての関わりはない。しかし、これからは関わりを

もたなければならないと考えている。 

  阪神淡路大震災は、直下型であったが、北淡町では大きな被害が無かった。地域が密着してい

たから、どこに誰が居るかが分かり、すぐに助けることができた。そこで、北淡町で、できたこ

とを自分の町でもできないかを考えている。 

Ｑ 青年団に参加している。若い世代がいなくなっている。魅力を感じることができる取組は何か

あるか。 

Ａ 昔は、お酒が飲めるから・・・しかし、今は、その人の興味で活躍できる場を設定することで

魅力を感じてもらう。来るもの拒まず、去るもの追わず。 

Ｑ みなさんに質問、青年団活動しているか。 

Ａ 野村町は、青年団の活動が活発です。自分たちで活動を積極的にしている。周りとの関わりの

中で友達や恋人ができている。地域の活性化にも繋がっている。 

新居浜では、太鼓があり、その太鼓が魅力的で入る人がいる。そこに入ることで太鼓に触るこ

とができる。 

 

地域と学校が共に連携しＥＳＤ活動を通して地域力を高め持続可能な共生社会を創造する。 

Ｑ 新居浜市の放課後に学習についてどのような形態で行われているのか。 

Ａ 児童クラブが置いていかれている。学び塾は学校教育で行っている。新居浜市全体が充実して

いるとはまだ言えない。 

Ｑ 公民館の人員は何人か。 

Ａ ４人。 

Ｑ 地域の掘り起こしはいつからやったのか。 

Ａ 地域を動かす力のある人はたくさんいたが、先人を切ってする人がいなかった。また、連合自

治会長のサポートがあった。やりたいという気持ちはあったが、きっかけが無かった。 

Ｑ 館長さんの反対は、無かったのか 

Ａ 無かった。館長は一緒にしてくれた。また、校長も一緒になってやってくれた。 

Ｑ 児童クラブ、放課後子ども教室、学び塾は新居浜全体でやっているのか。 

Ａ 準備ができたところから順次行っている。 

Ｑ コミュニティースクールという看板を掛ける必要性は。 

Ａ 制度となったため。看板をつけコミュニティースクールを設定することで、だれが来てもその 

体制を作れる。また、コミュニティースクールになると、加配が付くという利点がある。 

 

 



 

 

 

 理科実験工作教室 

  学校で習った理科の知識が生活の中で生かされていることを知ってほ 

しくて平成１９年から始まった。年間５回、土曜日に実施している。そ 

の知識を活用した工作作り、実験等を行っている。教えているのは、普 

通のおばちゃんたちである。教員免許も持っていない。毎回どんなこと 

をどういう風に工夫して子どもたちにトライさせていくかを井戸端会議して決めている。それが、ス

タッフの楽しみにもなっている。 

 

 

 

 天神親ＪＩの会 

  「保護者同士がもっと仲良くなれば、子ども同士ももっと仲良くなるは 

ず。」そして、とにかく「子どもたちと一緒に遊ぼう。」そんな勢いで「お 

やじの会親子キャンプ」が始まった。来られる者が集まって、来られる者 

でできることをすればいい。と、そんな思いつきで、平成２７年に始まっ 

た。今年も、８月２０日～２１日、五十崎自治センターを本拠地に、川で 

泳ぎ、みんなでご飯を作った。２１日の朝は、全員で天神小学校のＰＴＡ 

奉仕作業に参加する。一人のおやじの思いつきが仲間を呼び、地域の輪を広げ、結びつきを強くて

いる。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２８年度地域リーダー育成プロジェクト 

「高校、大学、地域が連携協働し、地域に対して誇りと愛着をもち、 

 地域の課題解決に貢献する人材を育成すること」が目的である。市内 

 にある２つの県立高校（榛原高校、相良高校）の生徒を対象として、 

大学生や大人を交えての「学び合いの場」を５回実施し、合計１８５ 

人の生徒が参加した。この場の企画と運営は、市民ファシリテーターと各高校の代表生徒で組織し

た「学び合いの場デザイン会議」で行った。今回のプログラムに参加した生徒からは、「地域をもっ

と好きになれた」「地元に残っていこうと思った」という声が挙がった。 

分散会９ 

静岡県牧之原市 

宮崎 真菜 氏 

司会者 井上 裕也 

記録者 森本 一豊 

会場責任者 灘岡 雅人 

愛媛県松山市 

愛媛県内子町 

栗原 葉子 氏  

三村 由美子 氏 

沼井 高志 氏  

丸橋 勝 氏 



質疑応答 

平成２８年度地域リーダー育成プロジェクト 

Ｑ１ 市民の人がファシリテーターになるのは、どういうきっかけか？ 

→一緒にやろうと声をかけ、人づてに広がっていく。この人なら、高校生の話を聞いてく

れる人が集まる。 

Ｑ２ 予算はどれくらいか？どこから出るのか？ 

→文部科学省からの「対話による首長部局と学校との協働による地域リーダー育成事業」

の企画による。予算は２・３００万円ぐらい。 

Ｑ３ １年だけの事業か？ 

→昨年度は自分たちの事業で行った。 

Ｑ４ 参加者は希望か？ 

→希望である。先生が誘うこともある。 

Ｑ５ 参加者を高校生にしたのは？ 

→小中学生は、教育委員会の組織である。高校は組織がちがって県であるのでつながりや

すい。先生たちともつながりやすい。 

感想･意見 

→すばらしい取組なので、これからも続けるようにしてほしい。 

→県外に行ってしまう子どもが多いので、小中学生にも見せたら、地域に残る人が増えて

くるのかと思う。 

→地元に残っても何も無いから帰って来なくてもいいと思っている保護者もいる。子ども

たちに地元のよさを伝える場があるのはいい。 

→尾道では、夏のイベントを大学生が中心となって活動している。いろいろな人の話を聞

いてディスカッションすることを大切にしている。しかし、地元出身の大学生が残念なが

らいない。 

生石子どもいきいき教室 

Ｑ１ スタッフ４名はどういう人？ 

→主婦である。年齢が上がるにつれて、働きながら行っている。 

Ｑ２ きっかけは？ 

→ＰＴＡの役員でつながりがあった。 

 理科は先生、工作はスタッフが行っている。 

Ｑ３ 公民館との関わりは？ 

→実行委員長は、館長。文書等の印刷等は公民館でしている。 

○ 高校生との交流もあるが、高校生も学ぶことが多く、今後も継続して欲しいと言われ

ている。 

○ 後継者を育てるのが、一番の課題である。 

○ 平日は、退職された先生方に来て、安心して教えていただけている。 

感想・意見 



→放課後子ども教室で、自分たち主体でアイデアを出し、実行しているのがすごい。子ど

もたちの目の輝きがとてもすばらしい。 

→理科離れをしている中で、アイデアを出し合ってしているのがすばらしい。 

→お母さん目線で見てアイデアを出しているのがすばらしい。子どもクラブの可能性を見

出せた。 

天神親ＪＩの会 

Ｑ１ 準備期間は？ 

→５年生２４名。保護者７～８名。準備期間はほとんど無し。その日に買い出しなどする

ので半日程度。 

Ｑ２ 元気な５年生をどうまとめたのか？ 

→親も一緒に楽しもうとすると、雰囲気が子どもにも伝わる。言うこともきちんと聞くよ

うになる。 

Ｑ３ きまりごとは？ 

→特に無し。 

Ｑ４ 他の学年から言われたら？ 

→他の学年は知らない。親は知っている人はいるが、先頭たってやろうとする人はいない。 

Ｑ５ ＰＴＡとの関連は？ 

→関連は無し。文書は個人名で出す。施設を利用する時に、ＰＴＡを使う。 

Ｑ６ この会をする時の母親の反応は？ 

→この２年間特に無し。 

Ｑ７ 中学生になってもするのか？ 

→中学生になると部活動があるので難しいが、おやじのつながりは続く。 

Ｑ８ 他の学年のおやじから入りたいという声は？ 

→いいなという声はいただいた。 

→なかなか後継者が育たないのが課題。 

感想･意見 

→このきっかけを大切にしてほしい。若いお父さんを取り込んで、違う学年でも引き継い

でもらう。 

→規約を作って、全校に配って、組織作りをして総会をしてはどうか。 

→広げるのは難しい。地道にこつこつと広げていく。 

→大人が地域の子どもを育てるというのがなくなりつつあるので、社会教育が難しくなっ

てきている。考えなければならない時期に来ている。 

→考えずに動くことも大切である。 

最後に 

 後継者不足が課題である。協力し合ってやっていくことが大切になる。取り組む人が楽

しむことが大切である。そういう姿を見せなければ、次世代がついてこない。若い人が楽

しめるところを作っていかなければならない。 



 

 

愛護会活動の取り組み 

 高光校区児童愛護会連合会は、愛媛県下に愛護班が産声を上げた昭和

３６年７月に発足し、現在は１０の単位愛護会の連合体で、単位愛護会

では運営できない大きな事業を協働で実施してきた。現会員数は４７人

で、高光小学校での加入率は９８％に達している。活動としては、市ソ

フト・ミニバス大会に向けて子どもたちを指導したり、キャンプ、秋祭

り、もちつき大会を運営したり、年間を通じて子どもたちの健全育成に

寄与している。さらに、協力事業として、地区の防犯パレードや独居老

人訪問、スポーツ大会や運動会等に関係諸団体と連携して積極的に参加

している。 

 

  愛護会活動の取り組み 

 高光校区児童愛護会連合会は、愛媛県下に愛護班が産声を上げた昭和

３６年７月に発足しました。１０の単位愛護会の連合体で、単位愛護会

では運営できない大きな事業を協働で実施しています。現会員数は４７

人で、高光小学校での加入率は９８％に達します。春期は、市ソフト・

ミニバス大会に向けて子どもたちを指導して、スポーツ少年団に代わる

機能を果たしています。また、夏休みには「ふれあいキャンプ」、秋季

には秋祭り、冬季にはもちつき大会等、年間を通じて子どもたちの健全

育成に寄与しています。さらに、協力事業として、地区の防犯パレード

や独居老人訪問、スポーツ大会や運動会等に関係諸団体と連携して積極

的に参加しています。 

 

 

   

「公民館をイメージチェンジ！」～学びのカフェ物語～ 

 老朽化した玖波公民館は事業もマンネリ化し、新規の来館者が少ない

状態だった。そこで「公民館のイメージチェンジ」を図るため自主事業

の改革を試みた。５年前から「おしゃれな学び空間」として「学びカフ

ェ」を創造し、自由に語り合うカフェタイムを設けるなど、参加者の交

流を図り、住民同士の絆を深め、横の繋がりを構築していった。講座内

容にも工夫を凝らし、生活に密着したタイムリーな内容、参加したくな

るような興味深いテーマや魅力的な講師など、大幅な刷新を図ることで

来館者が増えていくことになった。その結果、働く人や若者など、今ま

で来館したことがない参加者が激増し、新しい集団「地域ジン」が誕生。

さらに「中学生ジン」の誕生へ。このプロジェクトは、地域まるごと巻

き込み、地域課題解決へと進んでいきます。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

放課後子ども教室「はぎっ子テン」                  

 「はぎっ子テン」の活動は、心豊かでたくましい子どもたちを社会全

体で育む目的で、スポーツ（カローリング、吹き矢、ラダーゲッター）

や伝統文化など様々な体験活動（サツマイモ植え、そうめん流しなど）

や地域住民との交流活動などを行っている。その経験を通して、子ども

たち自らが学び、考え、生きる力を身に付けること、そして、地域・学

校・家庭が連携して、ふれあいが深まることを願い活動している。活動

を通して、子どもたちのコミュニケーション能力の向上や登下校時だけ

でなく、出会えば積極的に挨拶できるようになってきた。                                  

分散会 10 

愛媛県新居浜市 

竹内 宏江氏 

司会者 渡辺 司 

記録者 松田 裕樹 

会場責任者 小池 源規 

愛媛県宇和島市 

吉澤 勇人 氏 

広島県大竹市 

河内 ひとみ 氏 



質疑応答 

放課後子ども教室「はぎっ子テン」 

Ｑ、子どもの指導について（悪いことをした際の対応） 

Ａ、 学校の先生ではないから、地域の住民として子どもをしっかり指導する必要がある。

遠慮する必要はない。悪いことをしたら、大人の責任としてしっかり叱らないといけ

ない。時代が変わって来ている。悪い事をしたときに、どうして叱るのかをきちんと

伝える。関わる大人が愛情をもって子どもたちに接していくことが大事。最初に、ル

ールをきちんと示しておくことが大事。子どもを指導する際に、メリハリをもって指

導する。叱る線引きが難しいことがある。公民館では、チームとして役割分担するこ

とはある。いつも叱ってしまうことがあるので・・・。 

 Ｑ、カリキュラムのマンネリ化について 

 Ａ、同じボランティアの人で行っているとそうなってしまう。様々な場所で行う研修会

に積極的に参加してスキルアップすることが大事。（アドラー心理学やアンガーマネー

ジメントなど）ボランティアの高齢化も要因の一つ。３０代や４０代の子育て世代は、

自分たちのことで精一杯でなかなか参加しづらい。集まっている子どもたちで話し合

い、どんなことをしてみたいのか話し合うというのも一つの方法でもある。（異年齢集

団で話し合うこと）自分たちで話し合うことで、達成感を感じることもある。 

 Ｑ、放課後子ども教室と放課後児童クラブとの関係について 

 Ａ、愛護班の中から放課後子ども教室のお手伝いをお願いしている状態。しかし、子育

ての現役世代はなかなか難しい。放課後子ども教室と放課後児童クラブの連携の流れ

がある。 

  

愛護会活動の取り組み 

Ｑ、愛護会での活動について 

Ａ、愛護会に参加してみて、初めは行う活動が多いなと感じたが、それによって地域での

つながりができていると感じる。地域の人は、活動があるのが当たり前でみんなが参加

してくれる。公民館が主体ではあるが、学校と地域が非常に近い距離にある。 

Ｑ、キャンプ活動について 

Ａ、本来は本格的なキャンプに行ってみたいと思うが、日程的にも難しい。本格的なキャ

ンプは各家族で行けばいいが、愛護班の活動としてはキャンプに行ってみたいというき

っかけ作りになってくれたらと思う。 

【感想】 

近年は、いじめの問題の際に「地域全体で守っていきたい」などというコメントがある

が、高光校区というところは、地域の教育力がしっかりしている。今後も継続していって

ほしいと感じる。 

 



「公民館をイメージチェンジ！」～学びのカフェ物語～ 

Ｑ、 フェイスブックやブログをすることへの抵抗はなかったのか。 

Ａ、 最初は、なかなか難しかった。特に学校関係は保守的で難しかった。しかし、事業

を続けていくことで周囲の理解を得られるようになった。また、掲載する際には保護

者の了承を得たり、個人が特定されないようにしたり、十分配慮している。 

Ｑ、 地域の学校の在校生の数は。 

Ａ、 中学校で９０人程度、小学校はもう少し少ない。 

Ｑ、 学びカフェをすることにギャップはなかったのか。 

Ａ、 地域の理解が、常に得られるわけではなかったので、最初はギャップがあったので

難しかった。 

Ｑ、 予算をどのように工面したのか。 

Ａ、 公民館としての費用は少ない。予算が少ないからこそ連携ができる（信用金庫、四

国銀行など）助成金が得られるように努力をした。 

Ｑ、 地域としての課題の見極め（１章から２章への） 

Ａ、 見極めは難しかったが、いつまでもおなじことを続けるわけにもいかないから。地

域の人の意識が変わったかどうかを見極めて、次のステージに進めていっている。 

Ｑ、 毎月の催し物が多いと思うがＰＲ方法は。 

Ａ、 紙媒体がメイン。そこから、様々な情報媒体を使う。催し物の種類によって、顔ぶ

れが違っている。 

Ｑ、 この事業の最終的な目的は。 

Ａ、 若者が地域に根付いてくれること。地域の活性化。また今後は、他の地域との交流

や異文化にふれる国際交流もしてみたい。 

Ｑ、 河内さんのエネルギー源は？ 

Ａ、 人と人との繋がり。 

 

【最後に】 

どの発表も素晴らしかった。そして、発表を聞き、改めて地域のつながりが大切だとい

うことが分かった。また、こういった機会を大切にして、人と人とのつながりを大切にし

てほしい。 

 

 


