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社会教育の再設計 シーズン３ 第3回
～地域と学校をつなげる／
子どもと共に学び育ちあうまちをめざして～

2022年2月24日
浜田のまちの縁側 代表 栗栖真理



浜田市ＨＰより

島根県浜田市

平成17年10月1日に、浜田市、金城町、旭町、弥栄村、三隅町の 5市町村が合併
面積：690.66km 2 人口（令和3年1月）：51,491人

美しい海・山、石見神楽やユネスコの無形文化遺産に記載された石州半紙などの伝統
文化、海水浴場、しまね海洋館アクアスなど豊かな自然を活かした観光資源を有してお
り、また、高速道路、港湾などの都市基盤や大学、美術館をはじめとする教育文化施設
が充実した、人と文化と自然の調和のとれた島根県西部の中核都市。



まちの縁側は浜田市の中心部「石見地区」に位置している

浜田市（全体）令和4年1月
・人口 51,491人
・0～19歳 7,936人
・高齢化率 37.63％

石見地区 令和4年1月
・人 口 12,220人
・0～19歳 1,999人
・高齢化率 32.9％

浜田市の中心的な地域であるが、同時に自然豊かな中山間地域でもある。県立浜田高校、
浜田第一中学校、石見小学校、三階小学校、石見幼稚園、保育園４園、島根県立大学、
中央図書館、世界子ども美術館、県立体育館、浜田警察署等 学校・公共施設が集中。



4

１．自己紹介

２．まちの縁側ができるまで

３．まちの縁側の願いと５つのミッション

４．つながりを育む取り組み

５．シチズンシップと民設公民館

今日お話しすること



１．自己紹介

• 東京生まれ・東京育ち、学生時代に島根の海・自然・食・人に出会い、
浜田市出身の夫と結婚。3人の子育てをしながら、転勤で山陰各地に
住み、２００２年に夫の郷里である浜田市に定住。

• 以前の仕事 訪問看護・ケアマネージャー

• 現在の仕事・役割 ２００４～

①浜田のまちの縁側の代表

②はまだっ子共育推進事業 （地域学校協働活動推進員）
統括コーディネーター

5



文科省社会教育士PR特設サイト
https://www.youtube.com/watch?v=OxmO5VNiA0Y

6

https://www.youtube.com/watch?v=OxmO5VNiA0Y


２０００年１０月６日１３:３０ 鳥取県西部地震

マグニチュード7.3 震度６強～５

鳥取県米子市で訪問看護とケアマネージャーとして

地震直後から地域をまわった。
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２．まちの縁側ができるまで
①震災・つながり・ソーシャルキャピタル

そのとき・・・
わが子を見守っていて
下さったのは、ご近所のみなさん！

地域でのつながりって
大切だな！
在宅ケアサービスから地域の
つながりづくりに関心が。

きっかけ



ソーシャル・キャピタル指数の試算（都道府県別）
平成14年度ソーシャル・キャピタル：豊かな人間関係と市民活動の好循環を求めて

平成15年（2003年） 6月19日 内閣府国民生活局 市民活動促進課 （委託先：株式会社日本総合研究所）
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ソーシャルキャピタル
全国一の島根だけれど・・・
この先は？

島根は財政指数

全国最下位

東京：ＳＣは最下位

財政指数は1位



新たな地域力を醸成する市民活動の要素

１）先駆性、課題発見力の要素

２)人間関係づくりを行うリーダーシップあるいは

コーディネイターの要素

３）コミュニケーションのための公共空間の要素

出典：平成14年度 内閣府委託調査ソーシャル・キャピタル

：豊かな人間関係と市民活動の好循環を求めて
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２．まちの縁側ができるまで
①各地の取り組み・視点を知る
１）ＮＰＯ法人まちの縁側育くみ隊 延藤安弘氏「まちの縁側の要件」
２）名古屋のクニハウスの見学やコレクティブハウスの情報収集

「まちの縁側」の要件とは、次のようである。

内と外がとける安らぎのある縁側のように、高齢者と子ども、生活者と専門家、市民と行政の間柄が
ゆるやかに結ばれる色んな人々の「出会いの場所」。

休息にも応接にも仕事にも使われた縁側のように、生活も福祉も教育も景観も文化も他領域が横
断する色々な機能が「混ざり合う場所」。

ふらりとやってくる人々を包み込む縁側のように、来訪する地域住民も市民もよその人々もあたた
かく歓待する「もてなしの場所」。

スイカを食べたり、花火をしたりしながら生きる力を育む縁側のように、ユーザー達の多様な経験の
織り成す恵みがはらむ知・情・意の束ねとしての「思いやりの場所」。

お互いが自ずから話しあえる縁側のように、違う価値観や経験や持ち味をもった人々同士が思いや
りと意思を交流しあう、開かれた「対話の場所」。

手前の点景を生かして遠くの月を眺める縁側のように、当面のコト（近景）と未来のコト（遠景）をつ
なぐ、開かれたものの見方を育む「洞察の場所」。

板敷の表面を心を込めて磨きこむ縁側のように、ユーザーが自ら使いこなす空間を責任をもってお
守りし、育み続ける「丹精の場所」。

ニッチ（Niche、気持ちの良いくぼみ、最適なところ）としての縁側のように、普通の日も土・日も多
様な市民がくつろげる「Do Niche の場所」。

ふと「我にかえる」独特の居心地の良さを生む縁側のように、みんな（公共・共用）の空間を「我が
もの」にしつつ、閉じずに開き続ける「領有の場所」。

＜キモチ＞＜カタチ＞＜イノチ＞ぐるぐる巡る縁側のように、わくわくする＜キモチ＞の交流の中か
ら発する何か創造的な＜カタチ＞に出会える瞬間の「＜イノチ＞はずむ場所」。

人と人の縁が輪を成す「まちの縁側」づくり 延藤安弘 2002.12 より抜粋
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２．まちの縁側ができるまで
②私発協働：縁側づくりを共にしてくれる仲間探し

・新聞への掲載や、市役所、教育委員会、多様な主体に縁側づくりの

趣旨を説明して歩いた。 （当時はまだ理解が得られにくかった。）

・価値観の多様化。限られた資源（人も財源も）を活かす小規模多機能

な公共空間。

・出会い、交わり、相互支援、学びあい、育ちあいをしかけていく拠点。

・ゆるやかなつながり、分かち合いの生まれる縁側のような場をつくりたい。

・誰もが気軽に立ち寄ることのできる場。食を通じた交わりなど。
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２．まちの縁側ができるまで NPO法人まちの縁側育くみ隊

③まちの縁側づくりのワークショップ（全４回）延藤安弘氏のサポートを受けて

キモチづくり・カタチづくり・ウゴキづくり
ヒューマン・ハード・ソフト

縁側はあるものでなく、
なるものである。



Since 2004

浜田のまちの縁側
●設立 ２００４年６月

●目的

子どもから高齢者まで、すべての人に開かれた自由
な空間を提供し、そこから生まれるゆるやかな交わりが、
福祉の増進・社会教育の推進・子どもの健全育成を図
り、地域力を育むことを目的とする。



●４つの事業

・子ども事業

・コモンミール事業

・社会教育事業 （スペース貸し含む）

・情報発信事業

●定期開所日

水 15：00～１８：００ みんなの居場所

土 13：00～１６：００ みんなの居場所

月1回は10：00～16：00 昼食あり

第２火 10：00～15：00 えんがわＣａｆｅ

（休止中）

その他不定期開催の事業：わんでいしぇふ その他
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浜田のまちの縁側 概要
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●運営
①スタッフ
会員、会費というかたちでの組織づくりはまだ行っておらず、
団体全体の方向性を決めていく主要なメンバーは６名。
月1回のミーティングを継続。
子ども事業を中心とするボランティアの協力を得て実施。
コモンミール事業では、過去ワンデイシェフの登録25名
社会教育事業は、スタッフ、社会教育施設、他団体、個人と連携して
実施。ことに、浜田市まちづくり社会教育課・まちづくりセンターとの連携
が多い。市民と共につくる図書館をめざし、図書館友の会も運営。
②運営費
基本的にボランティア （交通費程度の支給）
自宅の一部を専用に解放し、光熱費程度が主な支出
浜田市からの補助事業で子ども事業、社会教育事業に対応
・放課後子どもプラン 子どもの居場所づくり事業の補助
・地域学校協働推進事業のコーディネイター
コモンミール事業等による収入/スペース貸しによる収入
授業、研修企画、講師依頼による収入/実費徴収/助成金

浜田のまちの縁側



浜田のまちの縁側の願い

人が生まれ、育まれ、生き、

そして老いて死んでいく、

その営みそのものをあたたかく

つつんでくれるまちを育みたい。

縁側での交じわり、分かち合い

がエネルギーとなり、

まちを豊かに育んでいく。
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３．まちの縁側の願いと５つのミッション since2004



①地域に開かれた自由な場の提供 。

（赤ちゃんからお年寄りまで、みんなの居場所）

②さまざまな出会い・ご縁づくり。コラボレーションの促進。

（行政と市民の協働・地縁と志縁の融合・多世代・異年齢交）

③一人一人が自分らしく輝ける場の創出。

（オーダーメイドの企画づくり・ワンデイシェフ等）

④みんなでつくっていく縁側、みんなでつくっていく地域。

（助け合い、学び、行動する市民の育ちあい：シチズンシップ）

⑤もてなしのこころを大切に。

（聴くことがエンパワーメントにつながる。）
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３．まちの縁側の願いと５つのミッション since2004
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３．まちの縁側の願いと５つのミッションsince2004

●のんびり、ゆったり、できるところ
あかちゃんからお年寄りまで、みんなの居場所

まちの縁側って？ ●自分らしく輝けるところ
ゆるやかなつながりの中での分かち合い
オーダーメイドの企画
コモンミール事業：わんでいしぇふ等

●いろんな出会い、

ご縁が生まれるところ
行政と市民の協働、地縁志縁の融合、

多世代・異年齢交流

●みんなでつくっていくところ

縁側づくりが、まちづくりへ
シチズンシップ：助け合い、学び、
行動する市民の育ちあい

●もてなしのこころを大切に
聴くことがエンパワーメントに
つながる （スタッフ心得）

つながり

縁側はあるものでなく、
なるものである。
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出典：
コミュニティ再興と
市民活動の展開

国民生活審議会
総合企画部会
報告平成１７年７月

より抜粋
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４．つながりを育む

～ゆるやかなつながりから生まれる～
● 安心・居心地のよさ

● 孤立した人をも包含するあったかいお布団のようなネットワーク

● 元気な時も元気でない時もつながりのなかでくらす

● 楽しさ・おいしさの分かち合い

● いろんな人が出会うことで生まれるひらめき

● 助け合い・自己解決能力を備えた地域

● 浜田をよくしようという思い・学び・行動

● 幸せな子ども時代はつながりのなかでこそ。

などなど

つながり・関係

コミュニケー
ション・考え

行動

結果

参考：ダニエル・キム教授（マサチューセッツ工科大学）の「組織の成功循環モデル」
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４．つながりを育む

“子どもまんなか”の視点から語る

食をつうじたつながりから語る

縁側の効用はエピソード・物語として語られる

コミュニティの視点（俯瞰的に）から考える

世代をつなぐ視点から考える

学習プログラムから考える

（しくみや事業名、課題から語る）



まちの縁側が関わっている主な子ども事業（しくみ）

①結集！しまねの子育て協働プロジェクト
はまだっ子共育推進事業：地域ぐるみで子どもを育み、子どもも大人も高まり合おう!

地域学校協働活動推進員 一中校区 3名（縁側スタッフが従事）
放課後子ども教室（浜田市地域子ども活動：2004年～まちの縁側補助事業）

②地区まちづくり委員会
みはし地域まちづくりネットワークのサポート・協働

子ども部会・執行部に地域住民として3名が関わっている。
防災部会×子ども部会×小学校→5年生の総合的な学習の時間
子どもの防災学習に触発されて→地域住民の防災活動へ広がりへ

③しまね子育ち・子育て支援ネットワークつながるネ！ット（西部）
プロジェクト：広げよう！子どもの権利条約～hamada～

（浜田市内の８つの子ども支援団体との協働・市議会との協働）

子どもの権利条例づくり・子どもの権利学習・子どもの権利実現
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地縁型コミュニテ
ィに志の縁を広げ
る社会教育

地域と共にある学
校、学校を核とし
た地域づくり市域
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４．つながりを育む

“子どもまんなか”の視点から
●子ども同士 異年齢でつながる
●子どもが地域の大人とつながる
●●子どもの権利／子どもの参画を前提としたつながり
●子どもが安心してありのままでいられる居場所を地域につくる
●子どもの成育過程、そして成人になってもつながりつづける場を開く。

放課後あそび隊

子どもの居場所
みんなの居場所
＠まちの縁側



子どもがつくる放課後
時間・空間・仲間 サンマの保障
異年齢で群れて遊ぶ・恩送り

地域の大人と中学生はパートナー

• 小学生が異年齢で群れて遊ぶ・外で思いっきり遊ぶ。
• 平日放課後小学校を会場として、児童クラブも参加できる。
• 中学校の総合的な学習：ボランティア学習で役割を学ぶ。
• 中学生の任意ボランティア：自己有用感 部活のない月曜日開催。
• 募集は中学校が行い、参加者名簿と報告をCNから提出。
• 地域の方の見守り：子どもを支える大人のつながりの場。
• 地域学校協働推進員による安全管理、振り返り。
• 石見まちづくりセンターとの共催事業（保険対応等）
• 一中生に身につけてもらいたい力（第一中学校設定）

「自ら考え、自ら判断、決定し、自ら行動する力」 24

４．つながりを育む取り組み

放課後あそび隊
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４．つながりを育む 放課後あそび隊



地域学校協働活動におけるボランティアとのふりかえり
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推進員は２つの視点からふりかえりを深める

子どもの学びを
支援する私

ボランティアを通じた私
の気づき・学び

活動の成果・課題を振り返る

よりよく支援するために

学び、実践に移す。

ボランティアの
動機づけ

新たな自分発見
世界が広がる
自己有用感

補足資料
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４．つながりを育む 子どもの居場所＠まちの縁側

「子どもの居場所」としてのまちの縁側で大事にしていること
●子どもたちの様子から
⇒評価・比較・競争にさらされない自分の時間がほしい。
⇒くたびれた～ぼ～っとしたい。
⇒本当に自分のありのままを受け止めてくれるか、ためし行動をとる。
⇒ネットの中に居場所を求める子どもたち。
⇒コロナ禍大人が発する声：学びを止めない＞あそびを止めない。

●子どもの居場所とは
・子どもがありのままの自分でいられる。
・休息して自分を取り戻すことができる。
・自由に遊び、活動することができる。
・安心して人間関係をつくりあうことができる。
・意味ある他者との温かい関係を結べるところ。
・居場所がないとは、「場の欠如」ではなく
「自分の信頼しうる関係の欠如」

（参考：子どもの権利条約総合研究所「子どもの居場所ハンドブック」）

●子どものエンパワーメント （救済や指導ではなく）
・エンパワーメント：子どもが自分のもっている力や権利に気づき、自信をつけ、他者を

尊重し、社会をよりよく変えていくために、仲間とともに、自ら行動をとろうとすること。
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４．つながりを育む 子どもの居場所＠まちの縁側

ぬりえのお姉さんだがしや店長

職場体験＠えんがわCafé
子どもたちにぬりえを提供するＫさん

スムーズな接客をするＡくん。
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４．つながりを育む

食をつうじたつながり
つながりづくりの装置・きっかけづくりとしての食
ゆるやかにつながりつづけることの意義

⇔直線的な課題解決アプローチ
多世代・世代をつなげていく食（ふるさとの味）

生活の質，コミュニティを醸成する触媒としてのコモンミール

●子ども事業：月1回のお昼ごはんづくり・伝統食・季節のおやつづくり
●コモンミール事業：わんでいしぇふ・えんがわCafé等

 

個人の生活の質

コミュニティの質

コモン
ミール

創る

憩う

癒す

育つ

働く

遊ぶ

図参考：小谷部育子著 「コレクティブハウジングのすすめ」丸善株式会社 1998
．

まちの縁側の
キッチンに掲示

“みんなのだいどころ”
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４．つながりを育む わんでいしぇふ
従来の飲食店とは全く異なった、助け合いのできる地域コミ
ュニティーの育みを願って、地域の福祉・教育・文化等をテ
ーマとしながら展開していくコモンミール（共食）事業。名前
のとおり、日替わりで料理好きな市民が厨房に立つことによ
って、多様な人々の出会い、市民活動のゆるやかなつなが
りを促していく、そんな理念のもと、月1回原則予約制で「浜
田のまちの縁側」にて開催。200９～2014年実施。
モデル：三重県四日市海山氏「こらぼ屋」（現在のにじいろ堂）

Ｕターン、ｃａｆｅ起業を念頭に
わんでいしぇふに参加。
その後、「風のえんがわ」を隣町で
オープン、現在も人気ポット！

https://kazenoengawa.work/

屋号は「なべおじさんと仲間たち」男の料理教室ＯＢで、
県大生との交流をテーマに企画。
地域住民と県大生を招いて交流ができました。
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わんでいしぇふ
テーマ（対象） しぇふ
県大生の地域交流 なべおじさんと仲間たち
子育て中のお母さんのためのリフレッシュランチ CAPマンマ
県大生の地域交流 くま＆ぢぃ（県大生）
子育て中のお母さんのためのリフレッシュランチ むしちゃんグループ
地域で子どもを応援する人たちの交流 縁側スタッフ有志
県大生の地域交流 地域通貨タスキーくらぶ
猛暑に耐えた体にやさしい食事をプレゼント きっちんHappy-mama
からだにやさしい玄米菜食 ちよのぶ
遊びのプチ達人講座（公民館研修）交流会 きっちんHappy-mama
み～んなに感謝：この一年支えてくれた人に きっちんHappy-mama
手づくり石けんで生活に潤いを CAPマンマ
県大生が送る感謝パーティー 好好（ハオハオ）しぇふ
昭和のあたたかいおふくろの味 みかん・りんご・バナナ
県大生の地域交流 Yamatoya－Hikaru
（NEET支援） 備長炭
春になったら行ってみたいこと、してみたいこと きっちんHappy-mama
わんでいしぇふ＆アコースティックライブ 備長炭

➢ 双子のお子さんをもつお母さん同士が思いを共有できて、リピーターとして継続参加。
➢ マンションに住む、子育て中のお母さんが参加。同じマンションの人もいて、そこで初めてあいさつを交わし、交流がすすんだ。
➢ 県大生が卒業を前に地域への感謝の気持ちを表すことができた。
➢ 子どもに関わる活動をしている団体が集い、浜田市の子どもをとりまく環境について、語りあい、元気を得ることができた。
➢ 二―ト傾向の青年が好きな料理（シェフ）をきっかけに地域との接点を得た。
➢ 市民活動団体からの依頼：会議をしたいが、夕食を食べながらしたいので、ワンデイシェフさんをお願いできないか。
➢ ミニライブをディナーつきでしてみようと思うので、わんでいしぇふの企画にのせたい。
●2010年浜田市中央図書館の建設に向けて、中間支援組織の必要性とワンデイシェフ方式のコミュニティカフェを提案するも却下。
●2011年 全国にワンデシェフフェスティバルに参加。ワンデイシェフ方式のカフェは広がりを見せている。

生まれたばかりの双子のお母さんが「受診のとき
など、手助けしてくれる人を探している」とのことで
、年配の参加者に声をかけたところ、「必要なとき
は、声をかけてね。」と連絡先を交換することに。

４．つながりを育む わんでいしぇふ



32

４．つながりを育む えんがわCafé
えんがわCafé ⇒⇒⇒ママ企画 Mama‘s Garden への発展

えんがわCaféのお客さんに、カウンターの向こう側にいってみない？
お誘いをしたところ、「楽しそう～♪」とMama‘s Garden を企画。

子どもの居場所 月1回 土曜日は、ニコニコキッチンさん企画でお昼をつくる。



●中学生にとっての学習のねらい
①キャリア形成
②自己肯定感・感謝
③コミュニケーション力
④子育て支援のネットワークに触れる
⑤育児ストレス軽減、虐待防止につながる
赤ちゃん理解：赤ちゃんの泣きなど

＊赤ちゃんが泣くことに対して、おおらかに見守り寄り添うお母さんの姿を通じて、生理
的な欲求や発達に関わる赤ちゃんの泣き（ある意味あたりまえである泣き）に対する
認識を肯定的なものに近づけることで、育児ストレス、虐待の予防等、赤ちゃん理解
（子どもが泣くことに不快感を覚える大人が減る。）につなげる。
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４．つながりを育む 学習プログラム

コミュニティ・世代をつなぐ・プログラム
～多元参加型子育ち・子育てコミュニティをめざして～
学習プログラム：赤ちゃん・おあ母さんとふれあおう 2008年～現在



3

4

小学校

地縁型コミュニティが機能低下し
行政連絡網として受動的な組織となると・・・

行政施策

目的縁：
趣味など
共益性

志縁：市民活動団体公益性
自団体の内部結束と拡大

外部とのネットワークの拡大

学校縁
職場縁

中学校

校区に見られるコミュニティーの様相 2008

個人・家庭

孤立した家庭
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コミュニティ・世代をつなぐ・プログラム
～多元参加型子育ち・子育てコミュニティをめざして～

学習プログラム：赤ちゃん・おあ母さんとふれあおう

●多元参加型子育ち・子育てコミュニティ構築の背景

・曲がり角にたつ地縁型（エリア型）コミュニティ
・内部結束型になりやすいテーマ型コミュニティ
・地域で孤立しやすい子育て家庭
・実子を授かるまで、ほぼ赤ちゃん体験のない若者
・赤ちゃんの泣き声、子どもへのおおらかさに欠ける社会
・子育てサークル＝閉じだカプセルにとどまる傾向
・相談窓口の一覧を渡されてもアクセスはしにくい

多様な主体、世代を有機的にゆるやかに結びつけていくための
方策として、赤ちゃんパワーによる社会教育のプログラムのもつ
可能性をさぐる。

４．つながりを育む 学習プログラム



多元参加型子育ち・子育てコミュニティー

3

6

まちの縁側
学校縁
小中学校
幼保など

志縁：公益性の高い、
子どもに関わる多様な
主体（個人・個体）

エリア型コミュニティー（自治会、児童会など）

行政施策

職場縁

目的縁：
趣味など

全体を貫く普遍的な価値の共有

社会教育によって、
多様な主体が有機的に
つながっていく



多元参加型子育ち・子育てコミュニティー

学校縁
小中学校
幼保など

志縁：公益性の高い、
子どもに関わる多様な
主体（個人・個体）

エリア型コミュニティー（自治会、児童会など）

行政施策

職場縁

目的縁：
趣味など

全体を貫く普遍的な価値の共有

個人・家庭

学習プログラム
「赤ちゃんとふれあおう」
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コミュニティ・世代をつなぐ・プログラム
～多元参加型子育ち・子育てコミュニティをめざして～
学習プログラム：赤ちゃん・おあ母さんとふれあおう 2008年～現在

●プログラムの概要
対象：浜田市立第一中学校２年生全員
位置づけ：総合的な学習・地域からの提案型

一中の全体テーマ：郷土の方に生き方を学ぼう
授業時間・内容：
１クラス、６班編成。100分で2組の親子と触れあう。
赤ちゃんの月齢は生後３ヶ月～１才３ヶ月。

会場：石見まちづくりセンター
実施主体：一中お母さん・赤ちゃんふれあい事業実行委員会
関わるメンバー：浜田のまちの縁側

石見まちづくりセンター 地域学校協働活動推進員
子育て支援センター・保健師実習生
NPO法人浜田おやこ劇場

地域ボランティア：赤ちゃん・お母（父）さん小学校高学年児童の保護者など

４．つながりを育む 学習プログラム
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学習プログラム：赤ちゃん・お母さんとふれあおう

４．つながりを育む 学習プログラム



●中学生にとっての学習のねらい
①キャリア形成
②自己肯定感・感謝
③コミュニケーション力
④子育て支援のネットワークに触れる
⑤育児ストレス軽減、虐待防止につながる
赤ちゃん理解：赤ちゃんの泣きなど

＊赤ちゃんが泣くことに対して、おおらかに見守り寄り添うお母さんの姿を通じて、生理
的な欲求や発達に関わる赤ちゃんの泣き（ある意味あたりまえである泣き）に対する
認識を肯定的なものに近づけることで、育児ストレス、虐待の予防等、赤ちゃん理解
（子どもが泣くことに不快感を覚える大人が減る。）につなげる。
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４．つながりを育む 学習プログラム

コミュニティ・世代をつなぐ・プログラム
～多元参加型子育ち・子育てコミュニティをめざして～
学習プログラム：赤ちゃん・おあ母さんとふれあおう 2008年～現在
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授業後の成果（ふりかえり） 長期的な成果

生
涯
学
習
の
時
間
軸

このプログラムを地域で継
続していくことで、次世代育
成につながる。

多元参加型の子育ち・子育
てコミュニティの醸成：

子どもが、生まれ、育つこ
とへの価値を共有できる社
会。

（親になるべきという押しつ
けではない。）

地域ぐるみで子育てを応援
する、担い手（市民）が沢
山いる地域。

赤ちゃん：いろいろな刺激

中学生：赤ちゃん理解、愛着、親
への感謝、種まき（潜在的な成果）

保護者：中学生の柔らかな表情。
我が子への思い。初心・優しくな
れた。担い手としての動機づけ。

お母さん：妊娠・出産・育児の苦
労や喜びを傾聴される→達成感
勇気づけ。モデルとの出会い。

スタッフ：それぞれの気づき・成果
に、感動し、励まされ、夢・継続へ

（将来のわが子、自分の）

４．つながりを育む 学習プログラム



地域学校協働活動＋みはし地域まちづくりネットワーク
小学校の防災学習から地域の防災力向上へ
～子どもと共に学び育ちあうまちをめざして～
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４．つながりを育む 学習プログラム

みはしネット防災部会の協力を得て、学校で
児童の防災学習が行われ、更に児童の学びに触
発されて、地域での防災活動が広がりつつありま
す。防災学習プログラムは、地域防災を推進する
地域のプロジェクトへ。
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三階小学校

福祉部会

みはし地域：多様な主体からなる次世代育成のネットワーク イメージ 2018

防災部会
PTA副会長
PTA元保護者

みはし地域：自治会・町内会・子ども会・福祉委員
自主防災組織等

産業部会

起業学習・福祉学習・防災学習等

地域を担う次世代の育成

社会に開かれた教育課程

子ども会
会長

ＰＴＡ

サンパルス浜田FC
浜田のまちの縁側

各種事業所
保育園２，放デイ２ 社会福祉協議会

子ども部会のめざす地域像
しあわせな子ども時代を
すごせるまちづくり

めざす子ども像：

豊かな人間性とたくましい実践力をみにつけた子ども

連
携
協
働

みはし地域で持続可能な地域の為
にがんばっている大人と出会う

みはし地域の
全体像

地域で

世界子ども美術館
島根県立大学

←テーマ型組織や公共施設等→

みはし地域まちづくりネットワークにおける地域の課題別部会

みはしネットワークにおけるエリア別 ブロックみはしネットワーク 執行部

＝地域学校協働活動

みはしネット 各種輝きチーム

子ども部会

ふるさとの魅力に出会う・子どもの参画

地域とのつながりづくり・保護者の学び

学校との連携協働 等

４．つながりを育む 学習プログラム

ネットワークは
外へと広がる

（学校運営協議会未設置）

教育にビジョン・地域のビジョンをつなぎ、次世代育成へ
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動員型ボランティア

（行政主導）

■行政や福祉施設が
企画するボランティア

市民活動の初期段階

気づき・学習・調査・啓発
仲間づくり

⇒社会教育：学びと活動の好循環
つながり・当事者意識

アドボカシ―
（市民発・権利庇護）

■政策提言

■監視行動

市民事業
■課題解決のシステム

の構築

■サービスの提供

■ＮＰＯ法人化

参考：日本の社会教育第５１回 ＮＰＯと社会教育 日本社会教育学会編
「ＮＰＯ支援センターと社会教育行政・施設のかかわり」 加藤哲夫

５．シチズンシップと民設公民館
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５．シチズンシップと民設公民館



おわりに： ソーシャルキャピタルは社会教育において今後も大なテーマ。

ソーシャルキャピタルは、島根県も日本全体も低下傾向

信頼・お互い様は日本、そして島根の魅力ではなかったか？でもこの先は？

経済格差・コロナ禍で一人ひとりの暮らしに余裕がなくなっている。

少子高齢化が進み、従来の地縁型コミュニティへの帰属意識の低下。

多様で開放的なコミュニティを指向⇒かつてのむら社会的な強いつながりではな

く、弱い、ゆるやかなつながりの潜在的な力。（SCの測定方法の今は？）

オンラインによるつながりの加速。足元・地域でのつながりの伸び悩み。

コロナ禍対面の難しさ。 匿名性を好む。ネットの中に居場所を求める子ども。

つながりは課題解決のための基盤なのか？つなぎ、つながることのわくわく感。

自立した個人とつながりのバランス。つながりのもつ危うさと人権感覚。などなど。

ＰＤＣＡとＡＡＲからつながりを考える。

＊ソーシャルキャピタル：「人々の協調行動を促進することによって、社会の効率性を高めることのできる『信頼』『規範』『ネットワーク』といった社会

組織の特徴」ロバート・パットナム（Putnam 2000）。


