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岡山県内の人口動態、社会減の年齢別データでは、

10代後半から40代前半にかけて多くの転入・転出が見

られ、特に、進学や就職期である10代後半から20代後

半にかけて転出超過が著しい状況にあることがわかり

ます。地方における都市部への人口流出は、一次産業

のみならず、二次産業、三次産業の「担い手の不足」、

地域活動における「担い手の不在」、都市への一極集

中による地域の「独自性の消失」などの問題を生みま

す。このような状況も相まって、若者へ寄せられる期

待は年々高まるばかりです。一方で、若者自身を取り

巻く環境はどうでしょうか。日本の大学生がアルバイ

トをする動機は、今や「生活費・食費を稼ぐ」ことが

上位にあり、核家族化やひとり親家庭の増加によるヤ

ングケアラーの問題も見えてきています。今の時代を

生きる若者たちは、決してゆとりある時を過ごせてい

るわけでもありません。

このような背景のもと、学校教育では、地域と地域

でのキャリアへの理解を高める教育（地域学）や、社

会へのまなざしとかかわりの姿勢を養う教育（市民教

育）の実践が見られるようになりました。自分たちが

暮らすまちが持続可能な状態になること、そして若者

自身も、氾濫する情報の中でも自分の軸で判断するこ

とができ、ひとりの主体者としてまちにかかわり、自

らが思い描く人生をちゃんと生きることができること、

その両者を実現できる仕組みが、今まさに求められて

いるのだと思います。

誰も経験したことのない人口減少社会。私たちはこ

れからの地域を若者と共に育み、またその取組を通じ

てすべての子どもと若者が豊かに成長できる仕組みを、

学校と地域との協働で実現していきたいと思います。

大学生ボランティアが企画運営したイベント「学生ゴミ拾い！～ボランティアへの第一歩～」の様子。NPO法人green bird 岡山チー
ム協力のもとで実施した。当日は、ボランティアや、NPOでのインターンシップなどに関心を寄せる学生らが集まり、実際の活動への
参加と共に、参加者やNPOのスタッフらと意見交換をした。

「若者と共に、地域を育むということ」
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特集 小学生～高校生～大学生 子ども・若者の世代毎の社会参加を支える

子どもから大人になる段階で、いつから「社会」を意識するよ

うになったか、みなさんは覚えておられるでしょうか。またNPO

などで活動されている方は、その活動に参画したきっかけはあり

ますか。

NPOをはじめ、地域を支える取組は様々に存在します。活動の

ひとつひとつは、そこに暮らす人たちの手により支えられており、

地域社会にとって欠かせない機能を果たしているものと思います。

活動を担う人たちは、目的として掲げる課題の解決と、その先の

理想とする社会の実現に邁進しています。それらは、楽でもなけ

ればすぐに成果が出てくるものでもないかもしれません。それで

も歩みを止めることなく続けているのは、社会的意義だけでなく、

その活動に付随するやりがいや楽しさを得られているから続けら

れるのかもしれません。

少子高齢化と人口減少が進行する中で、次代を担う若者の社会

参加はますます注目されています。大人が担っている活動に若者

を「巻き込む」のではなく、若者と「共に」まちを育むこと、そ

の過程を通じて社会へのまなざしが育まれるはず。そして、そこ

での様々な人との出会いによって、活動の楽しさや学びを得て、

社会の中での自分の生き方（キャリア）を描けるようになるので

はないか。その考えのもとにわたしたちは、世代に合わせる形で、

社会参加のきっかけを提供しています。

●愛称は「子ボラ」！

子どもボランティアの略で「子ボラ」。岡山県ボランティア・

NPO活動支援センター「ゆうあいセンター」（管理：特定非営利活

動法人岡山NPOセンター・社会福祉法人岡山県社会福祉協議会）

で、夏休みを中心に開催している企画です。1回2時間のプログ

ラムで、毎回ひとつのボランティア体験プログラムを用意して

おり、それをゲームになぞらえて「日替わりクエスト」と称し、

ひとつひとつのクエストをクリアしていこう！という形で行っ

ています（ネーミングは時代に合わせて変わるかも!!）。

●参加対象と目的

(1) ボランティアに興味ある小学生と保護者の方

子どもたちがボランティアが身近にあることを知り、ボラン

ティア活動を体験し、ちょっとしたことから誰かや社会のため

に実践していくキッカケになること。参加した子どもたちが、

身近な福祉課題、社会課題やその解決に取り組む人々の存在を

知り、関心を持つことで、身近なボランティアを自ら探し、自

主的に参加することを目指しています。また親世代が子どもの

ボランティアについて考え学ぶ場の提供も兼ねています。

(2) この活動を支える中学生・高校生ボランティア

当日の事業運営をサポートし、ときに参加している小学生のお

兄さん・お姉さん的存在としてかかわり、一緒にボランティア体

験をします。ボランティアを学ぶ機会であると共に、企画運営の

中で自分の強みを生かしたりチャレンジできる場になっています。

(3) 体験プログラムを提供する各団体

ボランティア体験プログラムを私たちと共に企画し、当日、活

動の場を提供してくださるのは、県内のNPOの方々です。子ども

たちへ活動を伝えながら、参加の間口をさらに広げる契機になれ

ばと考えています。

●2時間のプログラム

最初にボランティア・ミニ講座で学び、次に日替わりクエスト

でボランティア体験をし、最後に活動のふりかえりの時間を持っ

てボランティア日記を書きます。この絵日記は参加者がそれぞれ

持ち帰り、そのコピーは後日、ゆうあいセンターに掲示して広く

見ていただくようにしています。

これまでの「日替わりクエスト（＝ボランティア体験プログラ

ム）」をピックアップ！（カッコ内は企画協力団体）

・ 指を使って話をしよう！（岡山盲ろう者友の会）

・ 高校生と一緒に地域づくりランチを盛り上げよう

（らっかんランチ食堂）

・ クイズやゲームでつながろう！（チーム響き）

・ 子どもも大人も一緒に、写真洗浄（あらいぐま岡山）

・ 古切手で、家にいながら海外への支援に協力しよう！

（シャプラニール＝市民による海外協力の会）

・ 西日本豪雨災害から生まれた絵本『ブラザーズ

ドッグ』をみんなで読んで考えよう！

・ 国際協力～海外支援をしている現場の人に話を聞き、

みんなで考え話し合ってみよう（アムダマインズ）

●2020年度の取り組みとこれからについて

ボランティア体験の機会を提供し、小学生やその保護者が様々

なボランティアに関心をもてる「種まきの場」となるようにと企

画してきました。毎年すこしずつ参加の輪が広がってきています。

今後もコンスタントに開催していきたいと思います。2020年度は

コロナ対策として、完全オンラインでの開催を試みました。オン

ラインでは遠くのゲストに企画協力者になっていただくことも実

現しました。オンラインであっても、小学生たちがより楽しく手

応えを感じられる体験になるよう、さらにバージョンアップさせ

ていきたいと思います。

今後は、リアル開催とオンライン開催のそれぞれの良さを生か

し、状況に応じた参加ができる環境を整えていきます。ひとりで

も多くの子どもたちがボランティアに触れられる機会となるよう

に、協力団体の方と対話を重ね、分野も内容も幅を広げていける

よう、工夫を続けてまいります。

「市民」を育む場づくり ～各世代に合わせて社会参画の入口をひらく～

はじめてのボランティア
－小学生のための
夏休みボランティア体験プログラム－
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コロナでも青春しよう、
アオハル文化祭！

●アオハル文化祭とは

アオハル文化祭は岡山県内の高校生・大学生による合同文化祭

です。昨年新型コロナウイルスの影響により学校で文化祭が中止

または規模縮小された学生が、普段頑張っていることを発表でき

るように、高校生・大学生有志たちによって2020年の7月に企画

されました。

アオハル文化祭では岡山の学生によるステージや屋台を楽しむ

ことができます。昨年度の企画段階ではステージに15組の応募が

あり音楽演奏、ダンス、書道などの発表が予定されており、屋台

はフランクフルトや唐揚げ、古着屋が予定されていました。残念

なことに昨年度は県内の新型コロナウイルス感染者の急な増加を

受け延期となりましたが、今年度の開催に向け再び学生たちが動

き出しています。

●学生実行委員会

そんなアオハル文化祭のテーマは「コロナでも、青春しよ

う。」昨年、多くの高校・大学で新型コロナウイルスの影響によ

り文化祭の中止や規模縮小の措置がとられました。学生にとって

文化祭とは部活の成果や趣味など普段熱を入れていることを披露

でき、それを通して友達との友情を深めることができる青春が凝

縮されたイベントです。そんな青春を象徴するようなイベントが

新型コロナウイルスの影響で開催できないことを嘆いた学生によ

り、アオハル文化祭実行委員会が結成されました。

実行委員会は岡山県出身の高校生・大学生で結成されており、過

半数が高校生です。HASHTAG(岡山市北区北長瀬)を拠点に、サ

ポートを受けながら岡山の学生の青春のため準備を頑張っています。

＜大人のみなさんへ＞

アオハル文化祭は学生の青春がテーマですが、大人の方にも普

段なかなか直に感じることのない、岡山の学生の情熱を体感でき

るイベントとなっています。年齢関係なくお越しいただけるとう

れしいです。

＜学生のみなさんへ＞

アオハル文化祭では個人のやりたいことで出店したりステージ

に出演したりすることができます。学校とは少し違う自由度の高

い文化祭で自分のやりたいことを具現化させてみませんか？後述

するインスタグラム・ツイッターで最新情報発信中です。当日ボ

ランティアも募集予定なのでフォローよろしくお願いします。

●最後に

実行委員会、サポーターの大人、来場者、出演者、アオハル文

化祭に関わる全ての人にとって良い経験になるように、そこで生

まれた何かがより良い世界へバタフライ効果を起こすことを祈り

今年度も実行委員一同より一層努めてまいります。

何卒、応援のほどをよろしくお願いいたします。

ゆうあいセンターでは、2020年11月28日に第8回目となる岡山高

校生ボランティア・アワードを、岡山県教育委員会、岡山市教育委

員会、公益財団法人福武教育文化振興財団の後援のもと開催しまし

た。

●岡山高校生ボランティア・アワードとは？

アワードは岡山県内高校生が自発的に行っている社会貢献活動に

スポットを当てて、発表や交流の場を持つことによって広く高校生

の社会貢献活動を活性化することを目的に、2013年度から毎年開催

しています。毎年およそ10の団体・個人からのエントリーがあり、

書類選考を通過した団体・個人が最終選考会当日に自分たちの行っ

ている活動についての発表を行います。７歳の時から10年近く継続

して行っているゴミ拾いなどの地域貢献活動や、地元の商店街と協

力して地域を盛り上げていく活動など、毎年、多種多様な取組を聞

くことができます。

発表の後は、審査員としてお招きした県内外の大人からコメント

をいただいたり、観覧者の方々にも付箋等を用いて各発表者に向け

たメッセージをいただいたりしながら、高校生の活動について多く

の人が知り、労い、称え合う場になっています。

●高校生実行委員の活躍

また、発表の場だけでなく当日運営や当日までの準備でも高校生

が活躍しています。高校生実行委員として、キックオフの日から活

動を開始して月1～2回集まり、SNSやメディアなどを用いた広報や

当日に向けての司会の練習、会場の飾りつけや受付の準備などを

行っています。高校生の「やってみたい」の声に応じてTVやラジオ

での広報や当日の交流企画など、高校生らしい発想を活かしながら

活動しています。

●参加者からの声

発表した高校生からは「他校の色々な活動を知ることができて良

かった」、高校生実行委員からは「他の学校の人と関わることがで

きた。またやりたい」などと感想が聞かれ、高校生同士も自分たち

の活動とは違った活動について知るきっかけになるとともに、交流

を通して他校の生徒とのつながりをつくる場になっています。また、

観覧者からも「高校生のパワーを感じることができた」などといっ

た普段感じることのできない高校生のリアルな声を聴く機会になっ

たという声が聞かれました。

●アワードのこれから

広く知られていない高校生たちの活動は、数多くあります。2020

年は新型コロナウイルスの影響により、従来の会場での開催ではな

く完全オンラインでの開催になりました。高校生の熱量を強く感じ

られリアルの繋がりをつくりやすいという会場で開催するメリット

と、オンラインだからこそ遠方に暮らす高校生や卒業生が参加でき

るなど、双方に強みがあります。今後それらをうまく組み合わせて、

ひとつでも多くの活動と、それを支える高校生たちに出会い繋がれ

る機会を育んでいきたいと思います。

高校生による高校生の
活動共有の場づくり

－高校生のチカラと可能性に大人が気付かされるとき－

最新情報はこちら
インスタグラム「@aoharubunkasai」
Twitter「@aoharubunkasai」、
フェイスブック アオハル文化祭

文／藤原歩美（学生実行委員）
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2020年度インターンシップ生の瀬﨑瑞生と村田明日香です。私

たちは9月29日から12月24日までの45日間、岡山NPOセンターで以

下のような６つの業務を主に行いました。

１．情報収集

岡山にある公民館やNPO法人で行われるイベントの情報収集を行

い、その情報を岡山NPOセンターが運営しているサイトに掲載する

ために、掲載確認の電話を行いました。また、寄付月間やSDGsイン

タビューをするための準備として、インタビューをする先の情報収集

を行いました。

２．講座・イベント参加

NPOやSDGs、ボランティアに関する講座など全部で10の講座に

参加しました。また、イベントに参加し、受付や案内業務、店舗出店の

手伝いなどを行いました。

３．参加促進ツールの作成

講座の参加を促進するためのツールを作成しました。

4．寄付月間インタビュー

寄付月間2020公式認定企画として、24団体にインタビューを行

いました。企画の準備として、インタビュー項目の考案、寄付月間プ

ラカードの作成、アドベントカレンダーの作成・設置を行いました。ま

た、インタビュー内容をまとめて記事を作成しました。

５．SDGsインタビュー

SDGsネットワークおかやま若者部会の7名に、SDGsについての

考えや想いをインタビューしました。インタビューした内容は、まとめ

て記事として作成しました。

６．イベント企画

自分たちが企画立案した「環境にやさしい生活をしませんか」とい

うイベントを行いました。イベント開催の準備として、企画書作成や

スライド作成、広告作成、アンケート作成を行いました。

2020年度のインターンシップ生の瀬﨑瑞生です。インターン

シップでは、企画立案や岡山にある団体へのインタビューなどに

取り組み、大学生活では味わうことができない貴重な体験をさせ

て頂きました。

●寄付月間の取り組みから学んだこと

インターンシップをするなかで最も印象に残っていることは、

寄付月間の取り組みとして24団体にインタビューを行ったことで

す。12月の一か月間、寄付について考える「寄付月間」がありま

す。そこで私たちは「寄付月間2020公式認定企画」として、24団

体における寄付の意味についてインタビューを行い、各団体に

「団体名×寄付=〇〇」という形で回答してもらいました。

このインタビュー企画に取り組む前は、寄付について敷居が高

いイメージがありました。特にお金に余裕のない私たち学生に

とっては、なおさら高く感じていました。関心を寄せても「誰か

を応援したい」という気持ちだけで終わってしまい、寄付という

行為までいくことは難しく感じます。しかし、24団体にインタ

ビューを行っているうちに、寄付について身近に感じるようにな

りました。さらには、身近だからこそ寄付する先を正しく選ぶ必

要があると考えるようになり、寄付月間の企画を通して「理解を

深める」ことも大切なのだと思いました。

インタビューをしたことで、24団体の取り組みについて詳しく

知ることができ、そこから自分が興味を持つ取り組みも見つける

ことができました。寄付月間の企画を通じて、自分が興味のある

ものや知りたいものだけを情報収集するのではなく、いろいろな

話や活動に参加して興味を持ち、そこから自分が本当にしたいこ

とを見つけていけばいいと気付くことができました。

●今後について

今後は、自分たちで企画したイベントを定期的に開催していけ

るように、インターンシップで学んだサステナブルやSDGsの知識

を活かして、より多くの人がサステナブルな社会を目指していけ

るイベントを考えています。また、24団体へのインタビューで興

味を持った「Table for Two」という先進国で健康的なメニュー

を学食などで提供し、料金の一部を開発途上国に寄付して給食を

届ける取り組みを就実大学で取り組んで行けるように大学の生協

と協力して準備を進めていく予定です。

岡山NPOセンターのインターンシップの経験を通して、自分が

「できない・向いていない」を理由に諦めそうになったことも全

部「できた！」に変えることができ、自分の自信につなぐことが

できました。このような機会をたくさん得られる岡山NPOセン

ターでインターンすることができて本当に良かったです。

2020年度のインターンシップ生の村田明日香です。インター

ンシップでは、NPO団体へのインタビューや、自分たちで考えた

イベントの企画運営をさせて頂きました。

●取り組んだことと学び

自分たちで企画立案からイベント開催までを行った「環境に

やさしい生活をしませんか」は、岡山県内の大学生でSDGs初心

者や環境にやさしい生活をしたい人を対象に、企画をしたもの

です。サステイナブルな社会を目指すために自分でできるエコ

な取り組みに関する知識を価値として提案し、環境に配慮した

サシェ作りなどを通じて、エコ活動を生活に取り入れ易くする

ことを目的として行いました。

イベント開催は、普段、自分でやりたいと思ってもどこから

手を付ければ良いのか分からないと思います。しかし、イン

ターンとして岡山NPOセンター職員の支えがあることで、切り口

や手順が分かります。企画のアイデアがたくさん出過ぎて、本

来の目的から逸れてしまいそうな時も、目的を明確に再確認し

軌道修正をしながら、職員と一緒につくっていくことができま

した。そのようなやりとりを繰り返し、開催まで持っていくこ

とができました。

このイベントは、参加者は少数だったものの、みなさんから、

SDGsやサステイナブル商品への関心が高まったという声を得る

ことができました。一度実施してみて初めて気付く改善点もあ

りました。インターン期間中は、一度しか開催できませんでし

たが、修了後、今度は自分たちのボランティア活動として、今

後も継続的にイベントを行うことになり、自分の興味のあるこ

とと関わっていける環境もできました。

大学生によるインターンシップ・レポート

大学インターンシップの役割と可能性 ～現役生と修了生のレポートより～

出会いと自分
文／村田明日香（2020年度インターンシップ生・就実大学）

私の転機
文／瀬﨑瑞生 （2020年度インターンシップ生・就実大学）

－就実大学経営学部 インターンシッププログラム－

特集 小学生～高校生～大学生 子ども・若者の世代毎の社会参加を支える
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2017年度のインターンシップ修了生の平川絵莉です。イン

ターンシップでは、主に学生ボランティアの現状分析を行って

いました。私は、昨年、服部興業㈱に就職しました。建設や、

石油、林業など様々な事業を行っており、SDGｓへの取り組み

を積極的に行っている会社です。

●未知との出会い

インターンシップ期間中、一番印象に残っていることは、学

生ボランティアの方々にインタビューを行ったことです。私は、

このインタビューを実施する前までは、ボランティアとは「他

者のために行うもの」いうイメージが強くありました。しかし、

学生の話を聞いていく中で、「自分の好きなこと、楽しいと感

じる活動」が「誰かの役に立つこと」に繋がっている方が多い

印象を受け、ボランティアへのイメージが一変しました。また、

同世代の学生達が、大学以外の場所にも拠点を持ち、生き生き

と活動していることを知りました。そのような学生と自分とを

比べた時に、何とも言えない空虚さや焦りを感じました。

インターンシップが終了した後、ゆうあいセンターでアルバ

イトを始めました。そのことで、社会課題に触れる機会を継続

し、実際のアクションに繋げていくことができたと思っていま

す。具体的には、NPO団体の活動への挑戦、就職に対する視点

の変化がありました。

●憧れへの挑戦

大学3年生の5月頃から、インタビュー実施団体の１つであっ

た「NPO法人だっぴ」が主催するイベント「生き方百科だっぴ

50×50」の実行委員を始めました。岡山で活躍されている大人

のゲストと学生とのトークセッションを行うことで、多様な価

値観を知り、世界を広げてくれるようなイベントです。私は、

以前50×50に参加したことで新たな出会いがあり、自分を奮い

立たせることができました。また、その回の実行委員の方々が

スピーチをする中で達成感の涙を流す姿を見て、私も学生のう

ちにこんな経験をしたいと強く思い挑戦することを決めました。

慣れない環境であったため、周りに上手く馴染めず逃げ出した

くなった時期もありました。それでも諦めず続けたことにより、

多くのゲストの方の人生についてお話を聞く機会を頂けました。

それに加え、共に活動するメンバーからも刺激を受けました。

この人たちのような魅力的な人になりたい、と憧れる人々に出

会うことができたのは私にとって大きな財産です。

●社会貢献の意味への理解

ゆうあいセンターのCSR担当職員からSDGｓの考え方を教えて

頂いたことは、就職に対する視点を変化させるきっかけとなり

ました。元々、環境問題には薄く関心があったのですが、今後

もっと考えていかなければならない社会課題が多くあることを

知ることができました、私も何かできることをしなくてはとい

う気持ちが生まれ、就職活動の際によく耳にする「社会貢献し

たい」という感情を理解できたように思います。

また、NPOからゆうあいセンターへ届けられる様々なチラシ

を配架する仕事を通じて、SDGｓ関連の講座を見つけて参加す

ることも多々ありました。最も印象的であったものは、おかや

ま環境フォーラム「持続可能な社会をつくるいい会社の条件と

は」のタイトルで行われた講座です。講座を受け、社会課題を

自分事と捉える力が求められることや、理念や社員力などの見

えざる資産、考え方を大切にしている会社に就職したいと考え

るようになりました。

●社会人としてのSDGｓ活動

現在、私は服部興業の総務部で働いています。庶務的な仕事

は勿論のこと、会社のCSRレポートの作成や、他社のSDGｓの取

組を調べ、社内に情報提供を行うといった仕事を行っています。

昨年には、産官学民の連携組織「おかやま地域発展協議体おか

やまSDGs研究会」が主催する「おかやまSDGsアワード2020」に

て受賞団体に選ばれました。このアワードの応募書類を作成す

る中で、私自身も会社の取組をより深く知ることができました。

2021年4月、就職してから2年目がスタートします。今後は、

他の企業との協働により、SDGｓ目標達成へと繋げていきたい

です。また、個人としては、去年は初めての社会人生活でいっ

ぱいいっぱいだった部分があるので、会社以外でも社会課題に

対して何かアポローチできる活動を始めてみたいと考えていま

す。インターンシップを終えて、約3年ほど経ちますが、今で

もこうして岡山NPOセンターと繋がりを持てていることにとて

も嬉しく思っています。今後もよろしくお願いしますと言える

よう、これからも頑張っていきたいです。

未知との出会いから広がる未来
文／平川絵莉（2017年度インターンシップ修了生・服部工業）

インタビュー中の
平川さん/右側
( 2017年12月 )

●近況

ボランティア活動だけでなく、インターン終了後から、私は

岡山NPOセンターの「ハッシュタグ岡山」でアルバイトを開始し

ました。そこでは、コミュティーフリッジという食料品・日用

品の支援を必要とされる方が利用できる公共冷蔵庫があり、毎

日多数の方から物品の提供があります。その様子を見ていると、

「岡山にはこんなにも心の温かい人がいるのか！」と感銘を受

けます。そして、自分も社会に貢献しようというやる気が出ま

す。

●これからのこと

今回のインターンシップを通して、私は自分の興味のある分

野を見つけることができ、夢とSDGsを関連付けたプロジェクト

を進めるきっかけになりました。今後はインターンで学んだ

SDGsの知識やイベント開催までの流れなどを活かして、サステ

イナブル素材を利用したアパレルブランドを立ち上げたいと考

えています。24団体へのインタビューで出会った方との

「Project Dwarf」という低身長の方向けの服を作るプロジェク

トに参加しており、CSR調達や素材などに注目して商品を製作中

です。マイクロプラスチックファイバーの削減や、労働環境の

改善に取り組んでいきたいです。

インターンで経験したことすべてが自分の身になったと感じ

ています。修了後の暮らしにも影響や変化がありました。イン

ターンできて良かったという気持ちを、これからの取り組みに

も生かしていきます。

イベントの様子
写真右から
村田さん
瀬崎さん
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SDGsネットワークおかやま若者部会（通称：Maison de SNOW）の取組

●SDGsネットワークおかやま若者部会とは？

SDGsを切り口に組織や個々人の取組を促進する、若者の

ためのプラットフォームです。2030年に向けて、特に若者の社会参

画、若者同士の連携体制の強化に力を入れています。

楽しく学びあいながら未来・環境・経済・社会などの広い視野を

もった若者を地域に増やしていくことで、SDGsの達成に貢献する

ことを目的としています。

●OKAYAMA×SDGsユースの集い

岡山ESD推進協議会（事務局：岡山市SDGs・ESD推進課）から委

託を受けて実施したイベントです。岡山県内でSDGsやESDに興味

がある、活動に取り組んでいる35歳以下のユースを対象に、2021

年2月20日に開催しました。会場・オンラインを合わせて40名の参

加となりました。

「深く知る・つながる」をテーマに企画を検討しました。参加者がそ

れぞれの活動内容を共有したり、どんなことに関心があるか話す中

で、将来の地域のすがたなどを想像していくようなワークショップを

行いました。

日常生活での取組から何らかの組織に所属して行う活動など、

SDGsへの関わり方は人それぞれです。このイベントをきっかけに、

新たな取組を始めたり、今ある活動をさらに良いものにする、イベン

トを通じて知り合った人と一緒に新たな企画を実施するなど、行動

の変化が起こることを期待しています。

このような企画により、岡山で活動するユースの裾野を広げ、若者

のSDGsに関する活動の質の向上、横のつながりの強化を目指しま

す。

SDGsに関する岡山県内の民間

組織と個人によるネットワーク

「SDGsネットワークおかやま」の

ひとつの部会として、2019年6

月27日から活動をスタートしまし

た。

発足記念イベントでは、若者の

ネットワークを活かして「できそう

なこと」「やってみたいこと」など

について意見を出し合いました。

●活動内容

SNOWの活動には以下のようなものがあります。SNOWメンバー

が活躍する場面もあります。「SDGsに取り組んでいる若い人のこと

を知りたい。話してみたい。」など、これから関わっていきたい人は、

まずは各種イベントに参加してみてください。

#Living（メンバー企画）

SNOWメンバーの中から「活動をいろんな人に知ってほしい。意見

交換したい。」など、メンバー自身の発信について募集し、運営メン

バーがサポートしながら企画を実施します。

＃交流企画

不定期開催のSNOWメンバー交流企画です。今後は新年度顔合わ

せ会や忘年会などの開催も検討していきます。

＃実行委員会企画

SNOWメンバーから実行委員を募集し右頁の「OKAYAMA

×SDGsユースの集い」のような大きなイベントを開催します。

＃情報発信

各種イベント情報やイベントの様子などをSNSで発信しています。

ぜひフォローしてください。

●若者のプラットフォーム

SNOWは2019年6月のスタート以降、少しずつ体制整備をしてき

ました。大学生による企画を初めて開催した2020年1月以降、コロ

ナの影響で予定していた活動ができず、プラットフォームとしての機

能を十分に発揮できないまま足踏みした時期もありましたが、令和

3年度にはメンバー募集も開始し、若者による若者のためのプラット

フォームがいよいよ本格的に機能し始めます。

「学校で習ったSDGsの取組について、まずは岡山の事例を詳しく

知りたい」「就職活動をしていて、SDGsという言葉を知ったが何だ

ろう？」という方から、「自分が取り組んでいるボランティア活動って

SDGsとどう関係しているの？」「将来、課題解決の取組に携わりた

い」「SDGsとビジネスを関連付けて考えたい」など、35歳以下であ

ればどなたでも対象です。

メンバー登録をすると、関心が似ている仲間を探したり、普段は出

会わない人と意見交換をして新しい観点を得て自分の視野を広げる

など、関わり方は人それぞれの形で進められます。ＳＮＯＷが提供す

る多くの機会を活用してさまざまな人や考え方に触れ、未来・環境・

経済・社会など、広い視野をもった人として、社会で力を発揮するこ

とに期待しています。

オンラインLivingの様子→

←2020年1月の
Livingの様子
大学生が企画し、
新年の目標につい
て話し合いました。

↑会場参加者

オンライン参加者→

令和3年度からは、SNOWのメンバー募集も開始する予定です。詳

しくは、ホームページをご覧ください。

↓ホームページ↓ ↓Facebookページ↓

特集 小学生～高校生～大学生 子ども・若者の世代毎の社会参加を支える



３．大学と連携したアクティブラーニングの実施

主に大学の正課科目との連携です。大学が取り組むインターン

シップやボランティア学習における地域の受け入れ先とのマッチン

グや、そこでの体験プログラムの開発や体験前・体験後の学習プロ

グラムの実施支援、プログラムの評価方法の開発支援などを担いま

す。
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ここまでご紹介してきたように、小学生から大学生、若手社会

人まで、各世代に合わせる形で社会に接続する機会と場を開いて

います。これらの取組を通じて出会った若者たちが、地域活動や

NPOで活躍する人との出会いから何らかの学びを得て、その後の

人生を描き頼もしく歩んでいる姿にも、私たちは数多く出会って

きました。彼らはそこでの体験や出会いから、新たなチャレンジ

の糸口をつかんだり、自身のキャリアと改めて向き合うなどして

います。地域社会での実体験が、それまで知り得なかった、自分

が暮らすまちについての学びを若者にもたらしていて、それは学

校教育と地域との学びが結びついたからこそ生まれた「変化」な

のだと考えています。

若者自身がひとりの主体者として成長できること、その先にあ

る持続可能な地域社会を、私たちは描いています。その将来像の

実現のために、個々の取組を独立させて存在させるのでなく、相

互に繋がりをもたせ、同時に学校教育における地域学や市民教育、

大学における課題解決型のインターンシップなどとも有機的に連

携できる仕組みづくりを始めています。

●機能の充実と強化を図るために－今後の展開

１．インターン修了生やSDGsネットワークおかやま若者部会との連携強化

大学生が、少し先の未来を描けるように、また活動やキャリア

に関する相談がしやすい環境づくりをめざしています。若い世代

同士が繋がれる場づくりとして、SALCOの相談窓口や窓口利用の

きっかけづくりとなるイベントについて、インターン修了生など

による企画や若者部会と連携した取り組みの充実化を図ります。

今後、より幅広い分野の大学生に活用を促すためにも、若者によ

る若者のための機会と場づくりをしていきたいと考えています。

２．大学との連携強化

アクティブラーニングプログラムの協働実施について、各大学

へ相談する中で、課題解決型のインターンシップやボランティア

体験などへのニーズは一定確認することができました。しかしひ

とことでインターンシップと述べても、大学ごとで、さらには学

部ごとでもニーズが異なることも見えてきました。現在も、個々

の学びと成果が最大化するよう、プログラムをカスタマイズしな

がら取り組みを進めています。今後については、プログラム開発

や学生の学びの評価方法などについて、大学や関係機関と検討を

重ねながら、水平展開できる仕組みとして成長させていきたいと

考えています。

ソーシャルセクター次世代育成のための仕組みづくり
－ ソーシャルアクティブラーニングセンターおかやま（SALCO）－

●「ソーシャルアクティブラーニングセンターおかやま

(SALCO)」 の取り組み

大学教員へのヒアリングや、事業を通じて出会う若者の話など

から、地元地域の企業やNPOと学校とを繋げるコーディネートを担

う民間支援機関の必要性を感じ、「ソーシャルアクティブラーニ

ングセンターおかやま（SALCO）」を2020年度に立ち上げました。

地域での様々な体験が、一過性のものとして消費されるのでなく、

若者の学びや受入先である地域にとっても学びや気付きが得られ、

長期的には地域への愛着や人材定着を図れるようなプログラムを

つくり、コーディネートすることをめざしています。

近年、岡山県内の高校では、地域コーディネーターを配置し地

域理解と社会課題解決に関する実践的な学びを展開する取組が盛

んに行われています。大学でも長期インターンシップやサービス

ラーニングを取り入れた授業の実施など、各校の特色にあわせた

プログラムが生まれつつあります。高校での実践的な学びを、大

学で潰えないようにすることを重要視し、現在は大学生を主な対

象として事業展開を図っています。

＜事業の柱＞

１．大学生への情報提供と相談対応

岡山NPOセンターにおける既往調査より、県内大学の多くがNPO

へのインターン情報等について、学生への十分な情報周知に至っ

ていない状況が明らかとなっています。まずは、学生が関心を寄

せたタイミングで、適切に情報を掴むことができるようにするた

めに、SALCOのLineアカウントから、大学生が参加可能なインター

ンシップやボランティア活動などの情報を提供しています。

また、情報を取得するだけでなく、その先での活動選びや、活

動に取り組む上での相談などを受け止める相談窓口を設けていま

す。対面だけでなく、オンラインでの対応を選択肢として設けて

います。

２．職場体験/ボランティア体験等へのマッチング

主に課外活動として取り組みたい学生の受け皿として設けてい

ます。関心を寄せたタイミングで社会に接続できるようにするた

めに、随時相談を受け付け、学生個々のニーズと地域ニーズを繋

ぐ仕組みです。

●若者と共に育む岡山の未来

SALCOが大事にしていることは、「子どもたちが、親や先生以

外の大人とも交流することで、様々な生き方、考え方、価値観に

触れることができ、その体験が一人の市民としての成長を促すこ

と」「多様な社会参加の機会を提供し、若者が地域の良さや『自

分たちの手で、まちは変わる』ことに気付くこと」「地域への愛

着が育まれることで、その地域で暮らし、その地域での仕事に就

きたいと感じられること」の三点です。岡山の産業と暮らしを持

続可能なものにするには、次代を担う若者の力は必要不可欠です。

しかし、ただ大人の活動に若者を「巻き込む」形では、若者の力

や可能性を引き出すことはできません。アクティブラーニングの

良さは、いずれかが教える・教えられるという一方的な関係性で

はなく、共に地域について考え、学び合い、共につくるという点

にあります。その対等な関係を築きながら、私たちは若者と共に

地域社会の未来を育みたいと思います。
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参画推進センターでは、誰もが社会の一員としてかか

わり、動き、変えていける社会を目指し、その機会や場

の提供をおこなっています。ご相談は随時お受けし、そ

のほか講座やイベントなども実施しています。ご相談内

容が具体的に固まっていなくても、企画段階からご支援

できます。気軽にお問合せください。

◆ インターンシップやボランティア活動のご相談

＊ 大学、高校、中学校、小学校の地域学習や

アクティブラーニングの支援

＊ インターンシップ、体験学習のコーディネート

＊ 福祉教育プログラムづくりの支援

◆ ボランティアマネジメントのご相談

＊ イベント、公共施設、社会福祉施設などの

ボランティアマネジメント及びコーディネーター支援

◆ 上記テーマに関する講師派遣

＊ 時間数やテーマなど、ご要望等をおうかがいし

講座を組ませていただきます。

参画推進センター
各種コンテンツのご案内

● ｢よる会｣へのご参加もお待ちしています！

参加者と共に、多様な社会参画の機会と場をつくることを

目的として、「よる会」を開催しています。2018年度から開

始した事業で、これまでに「障がい者のくらしを支える団体

の情報交換会」「寄付を語ろう。（キフカッション）」など

のテーマで場を設け、2020年度は「パブコメ勉強会」を行い

ました。

「おとなも、がくせいも、そこのきみも

はじめてのパブリックコメント」

2020年10月から始めた、パブリックコメントに関する勉強

会です。パブコメをひとつのきっかけに、自分たちの暮らし

の周りにある制度やその背景にある社会課題を知ること、そ

れから、その課題解決に向けた取組に関心を寄せ、社会参画

へのはじめの一歩を踏み出す後押しができればと企画したも

のです。

パブリックコメントに関心はあるけれど実際のところよく

わからないと感じている人、書いて出したいと思うけれど

ハードル高く感じてしまい出せないでいる人などを主な対象

としています。今年度は6回開催し、毎回、案内人のスミカオ

リさん（ヨノナカ実習室）のファシリテーションのもと、そ

の月に実際に募集されているパブリックコメントについて概

観し、意見交換を重ねました。

仕事も年齢も異なる人たちが集まり意見交換をすることで、

自ずと「様々な立場からひとつの制度について検討する」時

間を持つことができました。

◆ 案内人コラム ◆

「運命的な相席」パブコメ勉強会

文／スミカオリ(ヨノナカ実習室）

パブコメ勉強会は、食堂の相席である。運命的なミーティ

ング、それは「マッチング」とは違う。むしろミスマッチか

らのスタート。その時期の募集案件を扱うので、いきなりの

「農業」で農地を集約するかと思えば、「新市庁舎」が岡山

城を意識していたり、環境や多様性について考えながら、

「銭湯の混浴年齢」を引き下げたりもする。詳しくはわから

ないのだけれど、どの内容にも少しずつ私たちは関わって暮

らしているということにハッとする。

専門家がいないことも、刺激的な出会いを生む。「わから

ない」に出くわすと人は質問する。正解を誰も知らないから、

恥ずかしがる必要もなく、人と意見が違っても問題ない。自

然にみんなで話し合うことになる。ニュースを見て一人でモ

ヤモヤするのとは全く違う。直接ワイワイ言いたい放題言い

合うと、不思議なもので、気づきも批判も明るい方に向かっ

て開けてくる。

会の流れは、まず複数の案件から気になるものを選ぶ、そ

れを各自で読んでみての気づきを共有する、これが一巡目。

面白いのは二巡目で、なぜか他の人の発言にみんな触発され

て、「そういえば」とコメントする。その案件を読んでいな

くても気にせずに、思いついたことを言ってみる。面白い意

見が出るのはこのパターンが多い。専門家がいなくても、実

は仲間の刺激でアイデアは湧いてくるのだ。見落とされてい

る視点に気づいたりすると、みんなで宝物を掘り当てた気持

ちである。相席の真骨頂は「やりとり」なのだ。

今シーズンは県外のパブコメ仲間との出会いにも驚かされ

た。ネットで検索したら、岡山NPOセンター「はじめてのパ

ブリックコメント」にたどり着いたという人もいた。チラシ

そのままの雰囲気が良かったのか、ご縁が別の楽しい企画へ

と繋がっている。「貧乏でも笑って暮らせるまちづくり」と

パブコメを提出した京都市の話も印象的だった。

暮らしの中には、あみだくじやジャンケンで決めたくない

ことがある。そして多数決で決めれば多数派が勝つに決まっ

ている。パブコメは必ず結果が公表されるので、多寡によっ

て意見が淘汰されることがない。同じ文字の大きさで公表さ

れる。だからこそ、少し立ち止まって考える場になると信じ

ている。役所の人たちも大変だろうな、と自然に思えてくる。

いろんな困難があるけれど、できることなら、「しかたな

い」「しょうがない」「まあいいか」と簡単に言ってしまい

たくない。一方的な発信とはひと味違うパブコメという朗ら

かな相席ミーティングで、一緒にジタバタしませんか？

2020年度は、オンライン開催により、県外からご参加くだ

さった方もおられ、他県との制度内容との比較にも繋がりま

した。また他県でも同様な場を設けたいと話してくださった

参加者もおられました。

市民の社会参画の間口を広げるべく、2021年度も少しリ

ニューアルをして開催予定です。ぜひご参加ください。


