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はじめに 

 

本事業は、2015～2017 年度に実施した「持続可能な社会・地域づくりのための学びあいフォーラ

ム」（通称「学びあいフォーラム」）の実践を発展的に引き継ぐものとして実施しています。教育実践者

や地域づくりに関わる実践者が、持続可能な開発を後押しする教育や学習活動をコーディネートする際

のヒントを得て、各地域の実情に即して活用し、持続可能な社会・地域づくりに向けた教育活動を展開

していくことを目標としています。 

 

上記の目標のもと、本年度の事業では、これまでの経験からハンドブック『持続可能な地域づくりのた

めの「学びあい」ハンドブック～コーディネートとそのふりかえり』を作成し、このハンドブックを使っ

た研修プログラム『「地域・学びあい・入門セミナー」～地域活動をふりかえり、学びあい、深め合う 2

日間〜』を実施し、地域や活動を持続可能な視点で捉えなおし、活動のありかたをふりかえりました。 

 

セミナー後は、参加団体による各団体でのふりかえりの実施や、団体に対するフォローアップを実施

し、その後の地域での活動や展開をブログという形で共有し、発信しています。各地域での実践のコーデ

ィネートの工夫や、地域に対する見方の変化や気づきがそれぞれの言葉と視点で語られており、地域間

での学びあいの促進につながればと考えています。 

 

本報告書では、そういった持続可能な地域づくりを促進する「学びあい」の担い手の学びの一片を、

年間の実施概要やセミナーでの実施事項、および参加者のふりかえりやフォローアップの報告を中心に

まとめ、多様な「学びあい」の実践を蓄積する目的で作成しました。 
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2019年度「学びあいフォーラム」活動一覧 

 

■ハンドブックの作成 

 

『持続可能な地域づくりのための「学びあい」ハンドブック～コーディネートと

そのふりかえり』（2019 年 9 月 14 日発行） 

持続可能な地域づくりのための実践を、その当事者として関わり、コーディネートを行

う人や、団体に活用してもらうことを目的に作成。地域の一員として、地域の人たち

自身で持続可能な地域づくりを進めようとするとき、話し合いながら地域の問題解

決に取り組みたいと考えるとき、あるいは、これまで取り組んできた地域づくりを

もう一度見直してみたいと思ったときなどに使える、実践のヒント集。 

 

■研修プログラムの実施 

 

「地域・学びあい・入門セミナー」～地域活動をふりかえり、学びあい、深め合う 2 日間〜の実施 

「学びあいフォーラム」での実践経験をもとに作成したハンドブック「『学びあい』をコーディネートする持

続可能な社会・地域づくりのために」を活用してゼミナーおよびフォローアップを実施。 

・9 月 14 日（土）～15 日（日）「地域・学びあい・入門セミナー」の実施 

・10 月～2 月末     各地域の団体に対するフォローアップの実施 

・10 月         地域での参加者によるふりかえりの実施 

・12 月末     参加者によるアクションプランの提出 

・1 月末        各地域でのセミナー参加後の実践報告 

・2020 年度（予定）  実践交流会の実施 

 

 

■プラットフォーム（ウェブページ）への掲載  http://platform.dear.or.jp/ 

 

① 『持続可能な地域づくりのための「学びあい」ハンドブック～コーディネートとそのふりかえり』

掲載（2019 年 11 月 8 日） 

② 「地域・学びあい・入門セミナー」案内・報告（2019 年 12 月 3 日） 

③ 各地域の持続可能な地域づくりのための「学びあい」実践事例（2020 年 2 月より順次） 

・ カンボジアの教育をみんなで一緒に考える（IVYyouth） 

・ 「上映会」報告と次回イベントへむけて（ヒメヒコ小郡） 

・ 小さな村の…大きな学び!? ①地域の開発問題と防災意識の高まり、②地域の開発問題と

防災意識の高まり、③～国際防災会議の「ふりかえり」と「田んぼ de 哲学」プログラム

～、④～「学びあい」のスイッチ！とその後の活動～（みた農園） 

・ みんなで考える持続可能な暮らし～ユギムラ暮らし～ （ユギムラ牧場） 

  

http://platform.dear.or.jp/
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「地域・学びあい・入門セミナー」 

～地域活動をふりかえり、学びあい、深め合う 2日間〜 
 

 

 

実施目的 

持続可能な地域づくりのためには、地域の人どうしが学びあいながら、地域づくりや地域の問題解決に

とりくむことが欠かせないことから、以下の 2 点を念頭に、ワークショップ形式で参加者がお互いの経

験をもとに持続可能性や地域について考え、地域に戻って活動をさらに進めていくために実施。 

・ 自分たちの地域を「持続可能な開発」という視点で、捉えなおす 

・ 自分たちの活動が、持続可能な地域づくりをあとおしする学びあいとなっているか、活動の

ありかたをふりかえる 

 

参加団体 

 

1 社会福祉法人 正仁会  あいあいねっと 

食品関連企業、農家、個人の方から、食品ロスを無償提

供していただき、それをボランティアさんと一緒に点検

して仕分けをし、生活に困っている方を支援している団

体、地域づくりをされている団体にお渡しする、フード

バンク活動を基幹事業に、食品ロス削減活動、地域づく

り活動を行っています。 

 

2 池の駅プロジェクトさやま 

大阪狭山市のシンボル「狭山池」の築造 1400 年記念の年

(2016 年)に、地域の仲間と「池の駅プロジェクトさや

ま」を立ち上げ、アートの力を生かした市の魅力発信と

いった活動を通して、人と人、団体と団体などをつなぐ

活動をしています。いろいろな活動をされている方、こ

れからやってみようと思っている方が活躍する場づくり

にもなっています。 

 

3 四国国際理解教育研究会 SLOWS 

『四国はひとつ』を目標に、四国内で国際理解教育の教

材研究やワークショップの実践と SDGs の達成を目標に

活動している。 

 

4 富山 YMCA 

公益財団法人富山 YMCA ではウエルネス（キャンプ、体

操教室）、英会話教室、フリースクール、アフタースクー

ル、LD サポートなどの青少年育成活動のほか、地域・国

際協力活動を実施。また、社会福祉法人としてこども園

の運営を行っている。 

 

5 ユギムラ牧場、NPO法人やまぼうし 

元牛舎には農業をやっている団体、再生可能エネルギー

をやっている団体、福祉施設団体などが活動していま

す。それぞれの活動が盛り上がるようお手伝いしていま

す。自分の畑では固定種の種をベースに畑をやっていま

す。 

 

6 八王子市民のがっこう 学び・つなぐ広場 

持続可能な暮らしや豊かな生活とは何かをテーマに講

座、ワークショップ、フィールドワーク、地図づくりな

どの活動を行ってきました。今年度は、「実践しよう！循

環する暮らし～豆と羊と地図づくり」という講座を企画

し、畑の大豆栽培とその大豆を使った味噌づくり、羊の

【報告 1】 
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毛から糸つむぎ、染色と編みもの、そしてエリアマップ

づくり（地図作り第 2 弾）をゆっくり進めています。 

 

7 ヒメヒコ小郡 

現在活動しているのは、「種子法勉強会」です。オーガニ

ックタウンの根幹となる「農」を考えるにあたり、どう

しても避けて通れないのが、種子法の問題です。まず

は、福岡でも種子法を守る条例を作ろうと言う動きが、

この勉強会で起こっています。11 月には種子法に関係す

る上映会の企画もしており、多くの方に知る機会を増や

していただこうと思っています。 

 

8 ホットフィールド 子ども・若者支援ヒューマンネット か

んちゃんの小さな家 

2014 年秋から活動を始めた「かんちゃんの小さな家」

は、現在、①多文化共生・地域交流活動（子ども食堂モ

デル事業：ホットルーム）②相談ルーム・子育てミーテ

ィング等の支援活動③勉強サポート教室の取り組み ④

「かんちゃん通信」・ネットワーク活動、友の会の取り組

み等をすすめています。 

 

9 マナラボ 環境と平和の学びデザイン 

市民や子ども向け、大学生向けの参加体験型の場づくり

教育プログラムのデザイン開発と運営を行っています。

具体的には、林業後継者不在である北山杉の産地・京都

市北区中川北山町への定期的なフィールドトリップや、

カナダの先住民クリンギットやアフリカ狩猟採集民の地

域社会やその環境観に学ぶプログラム開発と実践を行っ

ています。地域開発と環境を考えるプログラムとして、

兵庫県三木市細川町の山林所有者が、太陽光発電参入に

動く業者や行政に対してどう動くかを考えるロールプレ

イ・プログラムを開発し大学で実施しました。 

 

10 みた農園 

岡山県岡山市北区の米・原木シイタケ栽培農家。地元小

学校のお米作りの総合学習への協力や各種食農をテーマ

にした講演等も実施。また大井地区連合町内会「里山活

性化研究会」、足守中学校区防災会議、つるつる会（「手

打ちうどん」と「郷土史」を楽しむ会）など複数の地域

団体のメンバーとして、講演会やワークショップ等もコ

ーディネート。現在、地元大井地区の大規模森林伐採計

画（大規模太陽光発電施設建設計画）への反対活動、地

域防災活動、また郷土史研究活動などを中心に活動して

います。 

 

11 屋久島サウスビレッジ 

経営するゲストハウスとシェアハウスを中心に、単なる

観光にとどまらない地域に根ざした関係人口作りに取り

組んでいます。また、「屋久島まちづくりＬＡＢＯ」とい

うグループに参加し、仲間と共に勉強、実践を進めてい

ます。 

 

12 屋久島 民宿すぎのこ 

・移住希望者の受け入れ：体験移住希望者を民宿のスタ

ッフとして受け入れ 

・情報発信：屋久島経済新聞などのライター業 

・地元のカフェの HP 作成 

・新しい宿泊施設の開業準備：昔の住居を改装し、「島の

暮らし体験宿」で体験型サービスの提供を行う 

・一次産業支援のための仕組み作り：魚に付加価値を付

けた観光客向け体験サービス、子ども向けの環境教育、

海から見る屋久島ツアー、海の資源を守る取り組み、物

流の改善、6 次化など 

 

13 IVYyouth 

NPO 法人 IVY のカンボジアプロジェクト部門と国際理

解・環境教育部門に所属しており、カンボジアプロジェ

クトでは、カンボジアにおける算数教育支援で主に自作

の算数ドリル配布や先生への留年への意識改善・指導法

改善を行っています。国際理解・環境教育部門では、小

学生を対象とした環境問題への意識教育の一環として地

球子供キャンプへの参加や、地域や大学内での WS の開

催などを行っています。 

 

※2019 年 9 月に各参加者から提出された「地域での活動

や経験」を元に作成。 
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「地域・学びあい・入門セミナー」  1日目 

日時：2019年 9月 14日（土）13：00～21：00    場所：ＪＩＣＡ東京 

 

プログラム 

 

1．オープニング 

2．ワークショップ 豊かな社会にとって大切なこと 

3．ストーリーを使った振り返り 

4．セルフチェックシート 

5．今日の振り返り 

6． 交流会 

 

 

1．オープニング 

プログラムの流れおよびセミナーの趣旨説明をおこなった後、参加者どうしでお互いを知る・関心を持

ち、安心して参加し意見を出し合えるためのルールを考えた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参加者から出されたルール】 

 

・しっかり聴こう、否定しないでまず受け止めよう 

・質問を投げかける、促す、促し合う、笑顔、喋りすぎない 

・前向きな発言をしよう、かたくなりすぎない、均等に発言する 

・ゆるさも大事にする、全員が話す（全員参加） 

・みんながわかる優しい言葉で話す、自分の意見を押し付けない 

・相手の話に共感、小さなことでもおさえずに発信、いいね！うなずきあいアクションを 

・アンテナを張る、失敗してもいいよ 

・話をするとき 1 人あたりの時間を考える  
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２．ワークショップ 豊かな社会にとって大切なこと 

参考ハンドブック p.16-17 

 

異なる価値観を持つ人たちが地域にいることに思いをはせ、多様な人々が地域づくりに参加できるよ

うにすることが大切であると理解すること目的に実施。 

 

 

【進行】 

 

（個人で） 

① 自分が思う「豊かな社会」にとって必要なカードを選ぶ。18 枚→9 枚→3 枚 

※選択するカード以外で必要だと思うことがあれば、白紙のカードに記載し選択カードしてもよ

いことを伝える。 

② グループの中で、自分が選んだカードと 3 枚を選んだ基準を共有し、気づいたことを話し合う。 

気づいたことはふせんに書き出し、模造紙に貼っていく。 

（グループを 1 つの地域として、進める） 

③ 持続可能な地域を作るために必要なカードを選ぶ。 

想定する「地域」を決める。架空の地域でよいし、具体的な地域でもよい。 

④ 個人で選んだカードを元に、もう一度持続可能な地域づくりという視点から、グループでカド

を 3 枚選ぶ。 

⑤ 個人で選んだカードと、③で選んだカードは違っていたか？違っているとしたら、どうして違っ

たのか？を話し合う。 

⑥ グループで選んだカードの選択基準、決定の仕方、全体を通して気づいたことを、グループごとに

話し合う。 

上記を通して、地域の中では一人ひとりの置かれた立場や状況が異なっており、「豊かな社会」の

あり方についての価値観や意見も当然異なっており、その違いをお互いに認め合いながら、地域づ

くりをしていく難しさもあわせて体験する。 
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【参加者のふりかえり】 

 

・ 今回のメンバーは、グループのメンバー一人ひ

とりの背景や大切にしていることが共通してお

り、意見がまとまりやすかった。価値眼が違う

人がグループに入っていたら、どのような展開

になるのだろう？ 

・ グループの他の人たちは自分とはまったく違う

カードを選んでいたが、その人の今の活動や、

大切にしていることを聞かせてもらうことで、

学びや気づきを得られた。 

・ 実在の地域情報に基づいて大切なことを考える

と、自分が考えた「豊かな社会にとって大切な

こと」とズレがあることがわかった。 

・ グループワークで“農村”の地域づくりで大き

な商業施設。土木工事を実施していくというカ

ードを納得しかけたこと。若者がとどまる町、

暮らしやすい街を考えると魅力的な商業施設が

必要ではないかと苦渋の選択をしそうになっ

た。 

・ 自分がどこに住んでいるかによって（地域に対

して）考えていることが全く違うので、架空の

地域を想定した場合、どうやって意見を交わす

か、意見をすり合わせるかが難しかった。 

・ 自分の地域だと思い込みがある。他の地域だと

客観的になれる。 

・ 自分の地域を想定すると選ぶのが難しい。他の

地域の方が決められる。なぜだろう。 

・ 自分の地域ではないことについて考えると、ポ

ジティブによりリスキーに、しかも客観的に考

えられると思いました。 

・ 自分の地域について考える際には、目の前のこ

とから少し引いて全体を見るとよい？ 

・ 地球環境にとって持続可能なことを大事にした

いが、地域にとっての持続可能は少し違うかも

しれない・・・。 

・ 限られた時間の中で何かを決めることは難し

い。特に地域のことはよく話し合い、時間をか

ける必要がある。 

・ 決定のための基準がなかったので、少し話しづ

らかった。 

・ 豊かさの基準をどう考えるかにより、多様性が

出てくる。具体的な地域をたたき台にして進め

ていくのは、非常に有効だった。 

・ グループ内のキーワードは「つながり」。今住ん

でいる人達のみにならず、世代や空間を超えた

つながりを大切にするために、地域文化と改め

て向き合うことを共有（確認）できたのは良か

った。 

・ 各カードの内容そのものというより、カードを

ツールとして選択の背景をシェアしつつ話し合

うプロセスが興味深かった。

 

 

【ファシリテーターの気づき】（進行中のやり取りや進行を通じての気づき。以下、同じ） 

 

 異なる価値観を持つ人たちが地域にいることに思いをはせ、多様な人々が地域づくりに参加できるよ

うにすることが大切であると理解することをねらいとして実施した。 

 今回の参加者からのふりかえりを読むと、「自分の地域についての豊かなカードを選択するより、他

の地域の方が決められる」という気づきを何人かが上げている。また、（他の地域に対しては）ポジテ

ィブによりリスキーに考えられるというふりかえりもあり、自分の地域については現状を知っている

分、求める「豊かさ」を思い切りよく選択出来ず無難な選択になりがちな姿も浮かび上がってきた。  
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また、グループで「地域」を想定する際、「地域」という言葉に対するイメージがそれぞれ違ってい

たためか、架空の地域を想定するのが難しく、メンバーの地域を選んで行ったグループが多かった。ど

のような地域を想定するか考えやすいようにワークシートを用意しておき、地域像を作り上げるプロセ

スも加えてもよかったかもしれない。 

 多様性に配慮してカードを選んだかについては、今回はグループ内の話し合いに委ねたが、ファシリ

テーターからの問いかけが必要な場合もある。 

 それぞれの人が持つ豊かさへの思いを、普段口に出して語り合う機会は少なく、「同じ活動をしてい

るのだから、同じように考えているだろう」と特に確認することなく、曖昧なまま活動を続けているの

ではないだろうか。 

 全く違うカードを選択した人から、その理由や思いを聴くことで学びがあったとのふりかえりにもあ

るように、様々な年代・背景の人が一緒に行うことで学びや気づきが生まれるこのワークショップを、

いろいろな地域・団体で活用していただければと思う。 
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3．ストーリーを使った振り返り 

参考本冊子ｐ.30-31 

 

ストーリーを通じて自分たちの持続可能な地域づくりについて考えることを目的に実施。例えば、共

有資源の使い方、参加と意思決定、目の前の経済性と持続性、当事者の声は聞かれているか、聞かれな

い声があるか、地域内ではいろいろなことを言う人がいるといったことを、ストーリーを元に皆で考

え、話し合った。 

 

  

 

【進行】 

 

① 流れの説明  

・これから見せるストーリー「黄金の木」（p.30）の寸劇を元に、持続可能な地域づくりについて考

えてもらうことを伝える 

② 寸劇  

・役者は前に出て、それぞれのセリフを感情をこめて読む 

③ 共有・振り返り 

・ワークシート（p.31）とストーリーを一人一枚配る 

・個人でワークシートを埋める 

・ワークシートに書いたことをグループで共有する 

・特に、地域資源（地域の資源とは、資源の扱われ方、誰にとっての資源か）と意思決定の方法

（だれの声が聞かれているか、聞かれていないか、どのように決められたか、誰が参加している

か、その結果、どうなっているか）などについて話してもらえるとよい 

④ 全体共有 

・各グループの話、持続可能な地域づくりについて考えたことをいくつか共有 
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＜全体共有で出されたコメント＞ 

■「参加と意思決定」における気づき 

・屋久島の縄文杉に関連して 

縄文杉をみんなが見に行けるようにしたことによって人がたくさん来て、根がだめになってしまって

いる。木もワイヤーで支えていて、自然環境にもよくない影響が出ている。縄文杉を観光の対象にするの

か、自然のものにするのかの決定が必要なのではないか。どのように決定されているのかは、暗黒の世界

のようである（隠れクマたちがいるのではないか）。 

1 日 500 人くらい来るときもあるから経済的効果もある。屋久島はエコツーリズムをしている。世界

遺産（自然）を守りつつ経済をすすめたいという思いがある。エコツーリズムのツーリズムが表にでてし

まっている。どうしても集客することに目がいきがちである。 

誰が悪いという話ではない。ただ、現状は打破しなければならない。縄文杉だけでないところで観光を

発展させていきたい。 

 

・大規模森林開発に関連して 

山をならすなどして、元々ゴルフ場開発用地を太陽光発電にする計画

がある。こういう制度を作った国が原因なのか？不動産の開発や投資、

地元の土地を売った人たちも関わっている。クマさんは自分の中にもい

ると感じた。 

 

■「資源の活用」における気づき 

・しまなみ海道に関連して 

しまなみ海道は県出身の大臣が決定した。夕日がきれい等で有名である。しまなみ海道ができたことに

よって広島から今治に行く船がなくなり、今治にいくまでの商店街がシャッター街になってしまった。 

それにより今治に落ちるお金が少なくなり、有名なタオルと造船しか残らなくなった。しまなみ海道が

できることにより、より便利にはなるが、商店街等の人たちの否定的な意見、客観的な意見は無視されて

しまった。はたからみたら観光資源だが、地元の人たちからしたら損失になってしまった。 

 

・多摩ニュータウン開発の地域に関連して 

子どものころはキラキラして見えていた。キレイになっていくのはいいけど、住む地域の自然を守りた

い。誰がクマかもわからず、どこに反対を言っていいのか分からない。まさに、黄金の木に住む昆虫たち

が村の真ん中に移動させられるような気持ち。 

新しく住む人たちにとってはきれいだし便利だと思うかもしれないが、地元の人たちは今まであった

自然や、里山が破壊されることによって蛍がいなくなるのではないかと心配をしている。 

また、その新しい地域の自治体で、自治体の T シャツをつくる回覧板がまわってきた。賛成が多く、

T シャツが作られ、ほしい人に配られるという。T シャツが作られることはどのように決まったのか？

勝手に決められて、自治会費が充てられるのは納得いかない。多数決で決まることが多い。資源に関し

ても、あまり先のことを考えていない。 

 



 

12 

 

【参加者のふりかえり】 

 

・ 分配・決定の仕組み。ルールや仕組みをつくっ

た人がもうかる。多数決で参加できない人達。

案外少数の人が決めている。 

・ 何を誰が、どのように決定して、関わった全て

の人や地域にメリットがあるのか。大抵のこと

は多数決で決められるのが当たり前になってい

るが、少数の意見も取り入れることが大事だな

とつくづく感じた。 

・ 課題解決の話をするプロセスをより丁寧に時間

をかけて様々な意見をどのように吸い上げてい

くことが大切だと思った。お互いの立場を尊重

しあいながら、そこにも気づき合い、折り合い

をつけながら、何がその住民にとってのすべて

の人の利益につながるかを追求していくことが

重要だと思った。 

・ 合意形成は難しいけれど、パワーだけでなく、

対話の積み重ねを大事にできる社会になるとい

いな。あとは方向修正もあり。突き進むだけが

道じゃない。 

・ 子ども向けの話のように見えましたが、とても

深いと思いました。私自身がクマとなって操作

して、多数決していることがけっこうありま

す。本当の民主主義の持続可能な社会を作るた

めに、学校という場は何ができるのか、もう一

度考えたいと思いました。 

・ 多数決で決定することで、物事の決断が早くで

き、未然に問題を解決できる場面があれば、一

方で早い決断によって熟考の場が失われ、少数

派の声が置き去りにされてしまうことがあると

痛感しました。 

・ 目先の利益だけを考えるのではなく、長期的な

視野を持って、マイナス効果についても考えて

対処する。話し合いに参加すらできない声に

も、本来は声を傾けるべき。 

・ 弱者の意見がなかなか尊重されない話が地域や

広域で多く見られるのだなと感じた。そもそも

話し合いの場がないこともあれば、話し合いが

深く行われないこともあり、また未来のことま

で見れていなかったら問題になることもある。

自分が所属する団体ではこのようなことがない

ようにしたい。 

・ 現実を見てみると、クマさんが誰なのか、つま

り誰が決めたのかどうやって決めているのか、

私は知らないこと気が付いた。 

・ 「黄金のリンゴの木」は自然界における神聖な

存在だと思った。なかなか行くことができない

というのは、触れてはいけないものであり、そ

れがいかに有益な物であっても、手を出しては

ならないものだと思う。自然界にはそういう厳

しい掟があり、その掟を破るとどうなるかを教

えてくれていると思った。小鳥の言葉が印象的

だった「私たちが種をまいているんですよ。時

間がかかっても、その方がいいんですよ。」 

・ 少数者がどう話をするか、分配を決定する仕組

み。ルールや仕組みを作っている人が儲かる。

誰のための何のための地域づくりか。 

・ 明確なクマが必ずしもいるわけではない、とい

う気づきもあった。 

・ 開発と自然のバランスが難しい。すべてにメリ

ット、デメリットがあると思う。何かを決める

ときに、長い目で見て考えること、選択肢とそ

の内容をきちんと伝えること、それを皆で話し

合うことが必要。目の前の利益やメリットにと

らわれずに、未来のことを考えるように皆がな

っていくといい。少数派意見であってもその内

容に目を向けることも大事。 

・ 日常からすべての人が意見を出しあい、活発に

議論できる土台作りが必要。かじ取りの仕方で

大きく変わる。でも地元では「重鎮への根回

し」が重要といわれている。このギャップをど

うするべし？ 
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【ファシリテーターの気づき】 

 

・参加者がストーリーを自分の地域や身近な問題に反映させて考えてくれた。各グループの話し合いで

も、具体的な地域の問題が次々に上がっており、ストーリーの持つ力を感じた。 

・ストーリーを通して、参加者が感じたことの幅広さが面白かった。黄金のリンゴの木とはなにか、そ

れぞれの動物が意味することは何か、想像力が広がり、自然に自分たちの地域について話すことができ

たのはよかった。その後も、「くまさんが」「リンゴの木が」と比喩的に参加者が使う声を聞いた。地域

の問題を捉えるときの視点が共有できたと思う。 

・一方で、ストーリーは単純化したものなので、実際の地域はより複雑であり、各地域の文化や暮ら

し、歴史などが絡んでくる。時間があれば、実際の地域の現状に照らし合わせて、個別により具体的に

問題に気づくことができるだろう。また、各地域でストーリーを考えてもらっても面白いだろう。 

・今回行ったように、このアクティビティの後、参加者自身が自分の地域をどのように見ているかにつ

いて「セルフチェックシート」のワークにつなげていく方法は、良いと思った。 
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4．セルフチェックシート 

参考ハンドブック p.64-65、本冊子ｐ32 

 

自分たちが地域や地域の人たちとどうかかわっているかについて、持続可能な開発の視点からふり

かえる。また、多様な価値観の人びとが暮らす地域を自分たちがどう見ているかをふりかえることをね

らいに実施。 

 

 

【進行】 

 

① ねらいを共有する。 

② セルフチェックシートを配り、シートの説明をする。質問があればグループ内で質疑応答。 

③ 同じ団体の人どうしで話あいながら、シートを埋める。 

④ シートに記入したことや、そう考えた理由（判断の根拠）をグループ内の違う団体間で共有する。 

⑤ 作業のなかで気づいたことや考えたことを、全体で共有する。 

 

 

【参加者のふりかえり】 

 

・ 自分たちの活動がかなり一方的なものなのかも

しれないと思った。地域の人たちのニーズや声

をあまり聞いてこなかったため、本当に必要な

ものは何かわかっていない現状がある。「黄金

のリンゴの木」のように一方的な支援では、い

つかクマやタヌキ、キツネのような立場になっ

てしまうと考えた。 

・ 地域の人の意見、何を問題に思っているのか全

く理解できていなかった。留年率を私たちは問

題視しているが、現地の人は問題と思っている

のか？など、現地の人の生活・考えを知ること

が必要である。 

・ 圧倒的調査・勉強不足感を改めて知った。コン

ポントム（プラサットバラン）について、支援
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しているが何も知らなかった。必要とされてい

ることとその背景について、外部の JICA の情

報だけでなく内部の家庭等からの情報が必要で

ある。 

・ 持続可能性・支援の引き際について要検討であ

り、ニーズの把握とそれに沿った取り組みが必

要である。 

・ チェックしたことで具体的に不足しているとこ

ろがいろいろと見えてきた。「地域」をどのレ

ベルで考えればよいのか、迷路の中のようであ

る。 

・ 現在の活動を整理しながら振り返ることができ

た。 

・ すごく難しく、質問を掘り下げていくことはエ

ネルギーのいることだと感じた。しかし大事な

視点であるため、もう少し時間をかけて考えた

い。誰かと質問しながらやるともっと考えやす

いかもしれないと思った。 

・ 持続可能な地域づくりを目指すうえで、またコ

ーディネートしていく上で大切な視点だと思っ

た。私個人としては“地域づくり”に直接的には

関わっていないため具体的に考えられなかった

ことが申し訳なかったが、地域づくりに関わる

際には活用したい。 

・ 自分の関わっている杉産地について、背景や魅

力の掘り起こしはできているかという点につい

て考えたが、具体的な策はないと感じた。日本

の林業全体が立ち行かない現状があるが、その

地域で杉生産を手放してそれ以上に得るものが

あるのか考えた。 

・ 立ちあげたばかりのグループだが、①いついて

はかなり意識できていることが分かり嬉しく思

った。先達の方々から体験談やアドバイスを聴

けたのが参考になり、ありがたかった。同グル

ープの方と一緒に行えたのが良かった。 

・ そもそもなんで実施しているのかを考える機会

になった。メンバー内でもこのシートをチェッ

クしながら進めていきたいと思った。他の団体

の方が先進的な試みをしていたのでとても勉強

になった。 

・ 自分事や自分の関心事を地域や多様な人々と連

関させ、お互い学びあえるようにしたい。自分

の価値観の押し付けにならないように注意した

い。 

・ 自分のやっていることを声に出す、話すことで

自分のやっていることを再認識できた。 

・ セルフチェックシートの項目について、十分に

意識したり住民と関わったりできていなかった

と思う。 

・ 地域の方がされていることと私たちの団体がし

ていることの位置づけを考えることはあって

も、文字にすることはあまりないので、客観的

に考えることができた。 

・ 文字にしてみて改めて振り返ることができた。

普段グループの人たちと話すことがないので良

い機会となった。 

・ 質問に答えるのが難しかった。 

・ ①－⑥の中ですごく大事にしているキーワード

とあまり考えてなかったキーワードがあった。

例えば①は振り返りも含め、熟議して始動させ

たい。②は活動の目的がこのキーワードのため

立ち返るところである。また、①の中でいつ

も、共有の意識（キーワードになる言葉）を最

初に持てていたことに気づいた。持続したいこ

とは何かという問いを自らに投げかけたい。 

・ セルフチェックシートの各項目と向き合うこと

で活動を改めて振り返ることができた。賑わい

とは？を具体的な言葉にしていきたい。目的は

②である。また、何を持続すべきかを考えた。 

・ 改めて確認すると奥深く、分かって活動してい

ると思っていたことを掘り下げて問うことで再

確認できてよかったと思う。 

・ 意識していることのその理由まで掘り下げると

本当の理由がわかると実感した。

  



 

16 

 

【ファシリテーターの気づき】 

 

事前準備の段階で、当日使用した「セルフチェックシート」を作成する上で、シート上の表現につい

てかなり議論があった。地域の状況も関わる問題や課題も異なる多様な参加者が、抽象的なシート上の

表現について、できるだけ自分たちの現状に引きつけながら考えられるよう、試行錯誤して当日に臨ん

だ。当日の参加者の様子を見ると、その解釈に幅がある様子などが見受けられ、シートにまだ改善の必

要があると感じた。しかし話し合いの様子からは、日ごろの地域実践現場で考えるのとは異なる考え方

や見方に気づく、一つのきっかけにはなったと感じられた。 

 シート上の抽象的な表現と具体的な実践現場をつながられるように、シートに記入する前に、前セッ

ションの議論を引き継いで「『リンゴの木』の場合は、地域がもっとよい方向に向かうにはどうしたら

よかったか？」を皆で考えた。参加者からは、「木を移動する前に、利便性だけでなく、移動した後の

ことも長い目で考えたらよかった」「そこからの恩恵の分配に関するルールを設け、権力の集中を避け

ることもできたのでは。そういう選択肢があることも知る必要がある」「木を移動した後も、継続して

皆の声を聴き続けることが大事。本当に持続可能と言えるのかどうか。その意見によって『やっぱりや

める』ということでもいいのではないか」など、地域の状況や問題の見方、問題の解決方法に関する意

見や、「もっと話し合いを丁寧に長くやる。意見のやり取りをする時間が必要」「もっと多くの小さい声

の持ち主が声を上げられたらよかった」「外部からの第 3 の案を聞いてもよかった」「強い意見、大きい

声を持っている人が、旗振り役をせず、違う人がやれば出される意見が変わるかもしれない」など、地

域の人たちの関係性や意思決定に関する意見が、今回のセルフチェックシートの項目に挙げたような

「持続可能な開発」の視点から投げかけられていた。 

 

 

5．今日のふりかえり 

一日をふりかえりどのような気づきや学び、意識の変化、疑問があったのか、個人でふりかえり、共

有した。 
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「地域・学びあい・入門セミナー」2日目 
日時：2019年 9月 15日（日）9：00～15：00      場所：JICA東京 

 

プログラム 

 

6．アイスブレーキング～「地域の魅力を再発見！Local Bingo!」 

7. 社会関係図づくり 

8．アクションプランづくり 

9. ふりかえり 

 

 

６．アイスブレーキング～「地域の魅力を再発見！Local Bingo!」 

・参加者どうしでたくさん話ができるような活動にする 

・「地域」をテーマに話すことで、自身の活動や地域に対する個人としての思いを参加者と共有する 

・会話・質問をできる場所（島）を限定することで、部屋の中で参加者の動きをつける 

・リラックスして、学びやすい場をつくる 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【進行】 

 

① 参加者にワークシート(Local Bingo シート)を配布。 

② やり方を説明、デモンストレーションをする。 

③ シートに書いてある質問を参加者どうしでする。聞いた答えを記入する。 

※セミナーの中ですでに話したことのあるもの“以外”を話題にすることにする。 

④ 回答がビンゴ状にそろったら、「BINGO!」 

⑥  簡単にどんな答えが聞けたか、ふりかえりを行う。 
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【参加者のふりかえり】 

 

・ 全員と話す工夫と、全員の活動地域に対する理

解が話し合いの促進につながった。 

・ 移動があるのが良かった。 

・ 自分の地域のことを改めて考えられた。 

・ ワークの前のリラックスした空気づくりに自分

も取り入れてみたいと思った。島の中でやって

みると全く違う答えが出そうで楽しそう。 

・ 「ローカルビンゴ」は時間が限られているのが

楽しいけれど、場所を探すのに時間がかかるの

が少しもったいない。出会った人と自由に話す

ほうが、もっとたくさんの人と話せたかもしれ

ない。 

・ 「ローカルビンゴ」が「もう少し時間が欲し

い」くらいのところで終わるのが良かった。地

域の紹介ポイントを考えられた。 

・ 確かに自分の地域を見直すきっかけになった。

やってみて少しずつエンジンがかかった。 

・ 地域のことについて、魅力的な部分、自分が知

らない部分について改めて知った。 

・ 身体を動かしながらできたのが良かった。自分

の地域を考えるきっかけにもなった。 

・ 身体を動かしたので頭がリフレッシュできた。 

・ 地域の自慢やおすすめスポット etc.を普段から

考えずに暮らしていたからぱっと思い浮かばな

かった。もっと地域に関心を持たなければと反

省した。 

・ 自分の地域のことは考えないとしっかり言語に

できず、説明できない。ビンゴになり、数字の

場所に移動することで楽しく、いろんな方とお

話しできた。 

・ 自分の地域について振り返る良い機会になっ

た。他の人たちの地域についてお話できてよか

った。 

・ まだカンボジアについて何も知らないと感じ

た。

 

【ファシリテーターの気づき】 
 

今回のテーマを通して、自分の地域の良い面を改めて考え（見つけ）、伝えあうこと、聞きあうことを

大切にした。その中で、ちょっとした「約束事（ルール）」を設けたことで、参加者が頭と体を動かしな

がら活動でき、楽しみながら様々な人と話すことができる場となったように思った。 

 参加者のコメントや様子から、ビンゴシートの質問や他の参加者とのやりとりを通して、 

・ 地域の良いところや、「地域（地元）の人ならでは」の目線が入る地域の情報を通した交流はやりや

すい。盛り上がる。 

・ 普段地域の中にいると「当たり前」として捉えていたことも、相手からリアクションをもらうことで

異なる視点をもらうきっかけとなったり、話すことで「当たり前」の中にある魅力の再発見へつなが

っていった。 

・ 一方、普段地域づくりに関わる団体で実践をしてきていることから、地域の課題に目を向けがちにな

ってしまい、地域の良いところに目を向ける機会があまりなかった（減っていた）。 

・ 団体の活動を通して地域をみていたので改めて全体的に（俯瞰的に）地域を考える機会がなかった

ことに気づいた。 

などの感想・気づきがうかがえた 
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７. 社会関係図づくり 

参考ハンドブック p.26 

 

自分たちがどんな組織や個人と、どのように関係しているかを見える化し、現状を把握し、アクショ

ンプランシートの作成につなげる。地域での学びあいの意味、コーディネートの機能の趣旨を理解す

る。 

 

 

 

【進行】 

 

① 「学びあい」のコーディネートの考え方とハンドブックについて説明する。 

②  団体ごとに社会関係図をつくる。 

・ふせん紙に関係している団体や組織を書き入れる。模造紙の中心に自分の団体名を書き、関係の

近さや密接度を考慮しながらふせん紙を配置していく。 

③ 各団体で作成した図をみながら「ここに描かれていないのはどんな人たちか？」「自分たちに足りな

いのはどんな人（団体）とのつながりか？」「どの人（団体）とどの人をつなげるとより活動が深ま

り・広がるか？」などを CDN から投げかけ、自分たちのネットワークについてのふりかえりを深

める。 

 

 

【参加者のふりかえり】 

・ ユースがどういう人と関わっているのかを知っ

た。他団体との関わり、外の関わりが弱くすご

く内向的だと思った。 

・ ほかの教育支援をしている学生団体との情報交

換が大切だと思った。 

・ 支援者・支援地の背景を知るための活動が大切

だと思った。 

・ 見える化が進んで整理できた。まだ関係が築け

ていないことが多くあった。また、関係の度合

いも可視化できると面白いかもしれない。 
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・ 関係している事業の整理ができた。今後の連携

など方向性も少し見えてきた。 

・ 偏った関係との活動（移住者が多い住民同士

の）が多いため、その中にいない人たちとの関

わりをこれから築いていかなければと思った。

行政など公共団体との関係づくりには時間がか

かりそうなので、民間ベースでアクションして

みて、結果が何かしらあると早いのかもしれな

い。 

・ 書き出すことで見える化できて分かりやすくな

った。チームで何かに取り組むときにも、あえ

てやってみると共通理解になりそう。 

・ ふせんの位置について、作業を進めていく中

で、位置が少しずつ変わるなどの変化を再認識

した。 

・ 二人でやると自分以外の関係図ができて面白か

った。次はグループメンバー全員でやってみた

い。最も重要な関係、足りない関係が見えてく

る。 

・ 今まで思いもしなかった団体や個人も挙がり、

協力してもらえそうだと気づきました。仲間同

士のつながりも見えてきたので、早速帰ってか

らつないでいきたいと思いました。 

・ 今後つながりたいところが見えてよかった。つ

ながりたいが、どうつながっていくか考えた

い。 

・ 関係図にすることにより、客観的に関係性を見

ることができた。どれもテーマに暮らしがある

ことに気づいた。 

・ 村の住民との関係づくりが十分にできていない

ことが分かった。 

・ 直接関係していないが、つながりがある団体”を

図にすることで、今していることとこれからし

たいことがイメージしやすかった。 

・ 図にしてみてわかることを再認識できた。思っ

ていたよりも多くの団体・人とつながりがある

ことが分かった。 

・ 様々なステークホルダーがいる中でその人々の

かかわり方を洗い出すことで新しい発見があっ

た。ブレインストーミングのように一度整理が

できたのは考え直すとてもいいきっかけになっ

た。 

・ いろんな人とゆるくつながっている図で、双方

向になっているのは良いかもしれないと思っ

た。一方通行に思っている部分を何とかした

い。“まだつながっていないとこ”を考えてみた

い。 

・ まず関係している人、団体として自分の頭にす

ぐに思いついたのが行政だったが、核となるメ

ンバーをまず中心に考えながら、ということが

欠けている自分自身の現状に気づき、それがシ

ョックだった。 

・ 多くの人や団体とつながれていることが再認識

された。また、それらとゆるやかにつながって

いることを大切にしていることも再確認した。 

・ 関係図を作成していく中で、頭ではわかってい

るつもりでも後からあとから出てきて目に見え

て、より自分で理解できてよかった。 

・ ただ団体を出すだけでも普段意識していない

方々のことを思い出せたし、図にすることでさ

らに整理されて、団体が新たに思い浮かぶな

ど、イメージしやすかった。さらに新しくかか

わりたいところまで考えられたらよかった。 

・ 自分たちがどんな人とつながっているか確認で

きた。思ったより狭いつながりの中で活動して

いるのだと思った。もっと多くの人と関わって

いくのも良いのかなと感じた。 

・ IVYyouth に入ったばかりで知らない IVYyouth

との関係を知ることができた。また、現地のコ

ーディネーター一人に頼り切っているのはどう

なのかと思った。IVYyouth は他団体とほぼ関

係を持っていないことに気づき、客観的意見を

取り入れられていないのだと思った。
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【ファシリテーターの気づき】 
 

 関係図を作成しながら、自分たちが地域のどんな人や団体と、どのようなつながり方をしている

のか、また、どんなつながりが（なぜ）少ないのかを、考えている様子だった。また、作業中の参

加者の話し合いから、地域でそれぞれどのようなつながりを持っているのかが、地域づくりの実践

内容や団体の成り立ちなどによって多様だということが具体的に見て取れた。これまで、地域づく

りにおける「学びあい」をあとおししていく上で、学びを個人の内に止めず団体内や地域と共有し

ていくことに注意を払っているが、地域での「学びあい」を支援する際には、そうした地域でのつ

ながり方の違いについて意識していくことも必要だと思った。 
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８．アクションプランづくり 

参考ハンドブック p.36-41 

 

以下の 3 点を目的に、実施： 

① 目指す地域の具体的なプランを考える 

② 数年単位で活動を考えることで、言語化できていなかった問題意識や価値観に気づく 

③ 目指す地域の姿を確認、具体的なプランにすることでセミナー後の活動につなげる 

 

 

【進行】 

  

ステップ 1：取組み課題を見える化する  

① 流れの説明 

・ステップ 1、アクションプランシートの説明。モデル（以前に「八王子市民のがっこう 学び・つ

なぐ広場」で実施したもの）を見せながら、項目を説明 

② 個人でシートを書く 

・団体ごとで ABCD をブレスト（一人／団体の場合は、その団体どうしでグループになる） 

・模造紙または A3 用紙を 4 つの枠に区切り、A～D の番号を記入する（テーマは以下の通り） 

・「A 地域のいいところ、自慢したいこと」、「B 地域で気になること、これから心配なこと」、「C  

3、5、10 年後こうなってほしい地域の姿」、D「C を実現するための取り組み課題」 

③ 3 人グループ（※団体ごとではない）でシートを共有 

 

ステップ 2：アクション・プランシートにまとめる 

① アクションプランシートの説明（見本を使って） 

② アクションプランシートの上段に記入（団体ごと）。団体名など基礎情報、ビッグビジョン（ステッ

プ 1 の C）、長期的なビジョンの記入 
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a) 複数／団体の進め方 

・同じ団体メンバー同士で、「ステップ 1」を照らし合わせながら、アクションプランシートに話し

合いながら記入する 

b) 一人／団体の進め方 

・一人参加団体で集まり、各自で、ステップ 1 を参考にしながら、各団体の「アクションプランシ

ート」（推定）を個人で作成する 

③ 共有 

・社会関係図とともにシェア 

a) 複数／団体の進め方 

・団体ごとに作ったアクションプランシートをグループ内で共有 

b) 1 人団体の進め方 

・内容の共有 

・各団体がシートを説明（質疑応答含む） 

・この作成プロセスを、地域にもどって各団体でどうすすめるかを考える 

④ ふりかえり 

・このセッションで気づいたことをふりかえりシートに、アクションプランシートへの疑問質問をふせ

んに書き出す 

・グループで話し合い、ふせんは一か所にはる。そこに、コーディネーターや参加者がコメントを寄せ

る(昼休み中に)。午後にその回答を確認する 

 

 

【参加者のふりかえり】 

 

・ アクションプランの作成では、1 年生、2 年生

の後輩たちと一緒にやった事で、これからどん

なことをやっていくのか、その目的は何か、な

どを一緒に確認する機会になった。他のメンバ

ーとも一緒に作り、これからの方針も含めて決

定していきたい。また、私たちの団体はあまり

年間を通していつ何をやるのかという具体的な

ものがなく、渡航に行く直前に取りこぼしに気

づいてバタバタと準備をしてしまうということ

が非常に多かったので、活動の精度をより高い

ものにするためにも、アクションプランのよう

な指標を作ることが必要だと感じた。それを作

る際にも、今回学んだ意思決定の在り方を生か

して、全員で詳しく考えていけたらなと思っ

た。 

・ 意見交換で前向きな考えにふれ、団体を発足し

た時のようなやる気に満ちた気持ちになり、初

心を忘れず活動に励みたいと思いました。 

・ 具体的な数値を目標や計画に盛り込んだり、3

年後 5 年後 10 年後を見通した長期的な計画を

立てたり、具体的な指針を設定することで、メ

ンバー間での共有がしやすく、活動をより円滑

に進めていくことが可能だと気づいた。 

・ ｢黄金のリンゴの木｣のストーリーにあったよう

に同じ村に住んでいたとしても、それぞれの立

場から考え方が違うことはどんな場でも人が集

まれば起こることかなと思う。迷いや意見が合
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わないなどあった時にアクションプランシート

があれば原点に振り返ることが出来ると思うの

で大切にしていきたいと思う。 

・ 自分と縁のある地域について考えること、小さ

く動くことは一人ででもできるけれど、具体的

な問題解決や、具体的な課題を達成するために

は、地域の方々を含めた複数人のチームで取り

組むことで、地に足のついた活動になると改め

て思った。そのために必要であれば、セミナー

で学んだプログラムやアクションプランづくり

が役立ちそう。関わるみんなで現状や未来像を

共有して進めることは大切だと思う。 

・ 池の駅プロジェクトさやまに関わっているメン

バーは、普段の仕事や活動は別々なことに取り

組んでいます。色々な背景のメンバーが集まっ

ていることが良い点だと思うが、どうやって統

一していくかを考えていく中で、今回のワーク

ショップを参考にさせてもらうと良いなぁと思

った。いきなりワークショップをしましょうと

言ったらびっくりされるかもしれないが、また

社会関係図、アクションプラン作りなどをみん

なで考えてみたいと思う。 

・ 日頃の活動に精一杯で 5 年後 10 年後のビジョ

ンが明確になっていない、もしくは共有できて

いないことに気が付きました。 

・ ストーリー「黄金のリンゴの木」で学び、アク

ションプランづくりをスタッフ全員で目標をた

てて、持続可能なあいあいねっとの方針を決

め、そこへ向かって進んで行うと決めた。 

・ アクションプランやセルフチェックシートに記

入が難しいのは、団体として目標やミッション

がまだ不明確だからだと思った。土台のところ

を話し合い、詰めていなかいとだめだなと感じ

た。今後、活動を進めていく時に、確認できる

もの、戻れる場所をつくっておかないと、活動

がぶれてしまうおそれがある。

 

 

【ファシリテーターの気づき】 
 

・3 年後、5 年後、10 年後の夢という未来について話し合うことで、今取り組んでいる目の前のこと

が、自分たちの目指す地域の姿、ビッグビジョンとどのようにつながっているのかを言語化する機会と

なった。 

・日頃は目の前の活動を進めることに注力しがちだが、このような機会にアクションプランシートにじ

っくり取り組むことによって、長期的な視点や、取り組みの段階の整理、自団体の課題や目指すものが

見えてきたところも多いようだった。 

・各団体のやりとりから、団体全体で動くとなると話が大きすぎて難しいという声や、自団体内部の改

革が必要という意見があった。アクションプランシートに継続して取り組むこと、そのためには学びあ

いフォーラムがフォローアップをして伴走していくことが必要だと感じた。 

・アクションプランシートを自団体のみで作成していると行き詰ることもあるが、他団体とのやりとり

の中でヒントや気づきを得ることがあり、複数団体で集まることにより起きる学びあいの意義を感じ

た。 
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９. ふりかえり 

・2 日間の学びをふりかえる 

・研修を通して、地域を見る視点、意識、活動を進めるうえでの視点がどのように変化したかをふりか

える 

 

【進行】 

 

1. ふりかえりシートへの記入 

2. ２日間のふりかえり（グループに分かれ、メンバーを代えて２回行う。）１．で記入したふりかえ

りシートをもとに、「気づいたこと」「持ち帰ってしたいこと」をグループ内で共有。 

※ コーディネーターがピンクと青の付箋に記録。 

 

 

【二日間を通しての参加者の気づき・学び・地域に帰ってやりたいこと】 

 

・ 地域課題に向き合っている人が地域内にあまり

いなかったりする。こういうセミナーで（地域

課題に取り組んでいる人たちと）出会って話す

ことの大切さを感じた。 

・ “学びあい”の質を変えるためには、地域を、

学びあいの視点で見ること・語ることが必要。 

・ 大まかな計画はあるが、具体的な内容まで組み

立てられていないことに気づいた。 

・ 団体について、言語化していくことの必要性を

感じた。言語化することで、自分たちが立ち返

る場所を確認出来る。同じ団体から２人で参加

出来たことで、自分たちの団体がなぜ活動して

いるのかについてじっくり話せた。 

・ セミナーに参加し、頭の中にあったものが見え

る化された。作業を繰り返し行う必要性も感じ

た。 

・ その人にとってのニーズ、地域にとってのニー

ズを掘り起こしていくことが必要。 

・ 意思決定の際、多数決で決めてしまっていた

が、少数意見を聞いていなかったのではない

か。 

・ 活動について具体的な期間や目標値を文字化・

数値化し、また他者に発信したことでモチベー

ションが上がった。 

・ 観光客だけでなく、島の人たちに還元出来るこ

とを、民宿を通してやっていきたい。 

・ 地域づくりって、みんなが参加していいんだよ

と伝えたい。 

・ 他地域に足を運びたい。アイディアをもらいに

行きたい。 

・ 声が届かない、見えないところへの支援のあり

方に気づけた。 

・ 手順にもとづいて目的に落とし込んでいくこと

は意義がある。セミナーでやったことを、自分

のフィールドで仲間と一緒にやってみたい。 

・ プロジェクトを早く進めることが目的ではな

い、焦ってやるより次の世代まで続くようにと

考えた。 

・ 他の団体から多くを学んだ。地域の課題に対し

て、「反対」という形ではなく自分たちで課題

について勉強したり、歴史歩きで地域について

学んだりと、自分たちの地域の中でやっている

のがいいなと思った。 
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・ 持続したいと思っていたり、大切にしたいと思

っていたりすることが意外とあいまいな事だと

チェックシートを書いたり一緒に来た人と話し

たりしながら思った。 

・ 地域づくりの課題、一人では解決できない課題

であり、そのための仲間づくりの重要性、自分

に何ができそうか、考えるきっかけとなった。 

・ 人により主たる目標が異なる。林業推進、観光

業の発展…。「誰のために、何のために、豊か

な地域とは」というようなポイントを整理して

討議することの大切さ。 

・ 声の大きい人（クマさん）も、このセミナーに

参加すれば変わるのでは？ 

・ 同じ地域同士のワークショップと違う地域の人

とのワークショップが全く別の物だと思ったこ

と。島の中の問題を解決するために、全くの部

外者の人に意見をもらうことも一つの方法だと

思った。どちらもメリット・デメリットあり、

これからは別の地域との連携も必要だと思っ

た。学びあいを地域に広めたいが、自分は新参

者なので第３者が伝えた方がスムーズかもしれ

ない。DEARに来てもらいたい。 

・ 参加者の実践経験を聴けたこと。異なる視点が

多々あること、そして「豊かさ」の意味を考え

直す機会を得た。 

・ 今まで、ビジョンの話を深くしていなかった。

帰ったら、みんなと一緒にやってみる！！ 

・ もやもやだったことが、コーディネーターに問

いかけられることではっきりしてきた。 

・ こんなにも考えていることを話したことがなか

った。話すことが苦手だったが、地域の人と知

り合うためにも、思いやミッションを話してい

きたい。 

・ セミナーに集まった人の思いを感じて、自分の

やりたいことと照らして考えることができた。 

・ じっくり考える時間が持てた。セミナーのため

に東京までやってきてよかった。 

・ いろいろなプログラムを体験できるのもよかっ

たが、もう少しじっくり、プログラムでのディ

スカッションを通じて皆さんの背景も聞きたか

った。 

・ 開発教育を実際に体験する、出会う場を持てて

よかった。 

・ 帰ってからも学びあいを地域で続けたい。 

・ ほかの団体の方が具体的にどのようなアクショ

ンをしているかが気になっていたので、交流会

などでそこをシェアしてもらえてこの先の道し

るべになった。 

・ 安心して意見を言い合える場で、活動されてい

るそれぞれの方々の体験を伺ったり価値観の違

いなどを知ったりすることができ、とても心地

よいと感じられ楽しい学びの時間だった。 

・ 団体の現状について知ること。誰と関わってい

るか、どことつながるべきか、調査の必要性、

外とのつながり、意思決定の方法、マイノリテ

ィ意見の尊重、・・・今の団体に足りないこ

と、ミーティングを進めるために必要な事な

ど。
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 各地域でのフォローアップ 

 

 

日時：2020 年 2 月 25 日（火）～27 日（水） 

訪問先：鹿児島県熊毛郡屋久島町（屋久島） 

訪問者：南雲勇多、西 あい 

現地受け入れ：阪根充さん（屋久島サウスビレッジ／屋久島ウェルネスツーリズム協会）、

中島遼さん（漁師の暮らし体験宿 ふくの木） 

宿泊場所：屋久島サウスビレッジ（鹿児島県熊毛郡屋久島町平内 258-24） 

 

1.訪問調査の経緯と趣旨                                    

 

2019 年 9 月 14 日実施の「『学びあいフォーラム』地域・学び・入門セミナー」参加者の

うち、希望者に対するフォローアップの一環として、同セミナー後の地域づくりや「学びあ

い」の実践状況と、具体的なサポートのニーズについて個別に聞き取り調査を実施した。そ

の中で、屋久島から参加した阪根充さんと中島遼さんからは、当地での地域づくりの実践者

たちが、自分たちの地域づくりを見直す場としてのワークショップを実施するというニー

ズが浮上した。 

そこで、今後そうしたニーズにどう対応できるかを探るため、当地での地域づくりの現状

が実際にどのようなものか、どういった方々がどんな問題意識から地域づくりに関わって

いるかについて、現地調査を実施することとした。 

 

2.聞き取り調査訪問先及び協力者一覧                              

 

・特定非営利活動法人 HUB&LABO Yakushima（ハブラボ） 

 福元豪士さん、渡邉匠さん、丸山悟さん、中島友野さん 

http://hublaboyakushima.mystrikingly.com/ 

https://www.facebook.com/HUBLABOYakushima/ 

・屋久島おおぞら高等学校 

http://www.ohzora.ac.jp/ 

・Yakushima gatherhouse cafe キヨコンネガイ（アーティスト／馬場貴海賀さん） 

 https://www.facebook.com/kiyokonnegai/ 

 

「学びあいフォーラム」 

参加者フォローアップ・訪問調査報告 

 

【報告 2】 

http://hublaboyakushima.mystrikingly.com/
https://www.facebook.com/HUBLABOYakushima/
http://www.ohzora.ac.jp/
https://www.facebook.com/kiyokonnegai/
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・屋久島の郷カフェギャラリー百水（社会福祉法人愛心会運営） 

  https://aishin-kai.or.jp/yaku/hyakusui 

・屋久島環境文化研修センター 

  http://www.yakushima.or.jp/static/learning.php 

・「屋久島まちづくり LABO」参加者ほか 

（村松佳子さん、中島友也さん、地域づくり協力隊吉村卓海さん） 

・交響農園 屋久島センバスビレッジ（小林竜也さん） 

http://www.senvus.com/village/ 

・Moss Ocean House（今村佑樹さん／屋久島ウェルネスツーリズム協会） 

https://www.moss6.com/ 

・Restaurant & Wine Bar ヒトメクリ（Yakushima Smoke／佐藤未歩さん） 

 http://hitomekuri.com/restaurant/ 

・屋久島八万寿茶園（渡邉桂太さん） 

http://www4.synapse.ne.jp/hachimanjyu/ 

・そのほか、屋久島の成り立ちや現状、集落ごとの特徴などの説明を受けながら、車で島の

外周を一周したり、集落歩きをしたりした。 

 

撮影：中島遼 撮影：南雲勇多 

 

撮影：中島遼 

 

撮影：中島遼 

https://aishin-kai.or.jp/yaku/hyakusui
http://www.yakushima.or.jp/static/learning.php
http://www.senvus.com/village/
https://www.moss6.com/
http://hitomekuri.com/restaurant/
http://www4.synapse.ne.jp/hachimanjyu/
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3.調査概要と今後への課題・ニーズ                                       

  

阪根充さんと中島遼さんの現地コーディネートにより、さまざまな立場から地域づくり

に関わる実践者にお話を伺うことができた。その中の多くの方は、2019 年度に実施された

「屋久島まちづくり LABO」（鹿児島県主催、ハブラボ受託事業）に参加していた。ハブラ

ボは屋久島でまちづくりの直接的な実践活動に加え、中間支援的な活動をしており、阪根さ

んと中島遼さんが 9 月の「学びあいフォーラム」に参加したきっかけも、ハブラボからの紹

介であるとのこと。 

 ハブラボは 2019 年度に受託した「屋久島まちづくり LABO」事業に続き、地域づくりに

関する取り組みを継続して計画・実施する意向である。そして、地域づくりをさらに進めて

いくための、実践者のあとおしになるような学びあいの必要性を感じている様子。また、団

体自体が設立以来これまで事業を遂行することに集中してきたので、可能であればこれま

でのふりかえりをしたいとの話もあった。そのほか、阪根さん、中島遼さん、今村さんから

も、それぞれの地域づくり実践をあとおしするような地域での学びあいに関心が寄せられ

た。 

 今後、どのような「学びあい」づくりをサポートしていくかについては、現地の各団体さ

んと相談しながら、現地の問題意識やニーズに寄り添う形で決定していく。また、阪根さん

と中島遼さんには、こちらの考えとして、地域づくりと学びあいの主体は地域の人であるこ

と、こちらは地域の人たちの地域づくりに寄り添う立場であることを説明。最初は、ファシ

リテーターなどこちらで担っている役割も、いずれはみなさんのような地域の人たちが担

って欲しいことをお伝えした。 

 すでにさまざまな地域づくりが実践されており、実践者が相互につながっているが、実

践そのものは個々に行われている様子。その中で、実践者が各々で異なる形で、問題意識

や現状への不十分感を持っているように感じた。また、各実践者が「地域づくり」に取り

組む中で、「地域」自体をどう捉えているかについても、今回話を伺った方々はそれぞれ

に異なる認識を持っている様子であり、その違いをお互いにどの程度意識しているのかが

気になるところである。屋久島の場合は 20 以上ある集落それぞれが歴史的文化的に固有

性を濃厚に有していることが、今回の訪問調査では強く感じられたのだが、そのことが、

地域の住民や地域づくりの実践者のひとりひとりの地域認識の仕方に影響している可能性

はある。地域への見方や地域の問題・課題への視点を多角的にしていくことで、地域づく

りが持続可能な開発に向かうと考えると、それにつながる投げかけの部分で外部者として

役割を担えるのではないか。  
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ストーリー「黄金のリンゴの木」 

 

動物村に、黄金のリンゴの木がありました。黄金のリンゴは、どんな病気でも直せると有名

でした。しかし、そのリンゴの木は山奥にあり、多くの動物がなかなか行けずにいました。 

ある日、動物たちから、リンゴをみんなも食べられるように、リンゴの木を村の真ん中に持

ってくることが提案され、協議が行われました。 

 

＜話し合いの様子＞ 

クマ：みなさんもご存知の通り、黄金のリンゴの木は、動物村の大切な資源です。山奥では

なく、村の真ん中において、みんなでその恩恵にあずかることは良いことだと思います。リ

ンゴの木を村の中心部に運んでこようと思いますが、どうでしょうか。 

キツネ：大賛成です。ただわたしたちは木に登れないので、クマさんが気を揺らしてくれれ

ば、落ちた実を拾えるし、良いアイデアですね。 

タヌキ：わたしも賛成です。そのリンゴはジュースにしたり、ジャムにして売ったりすれば、

より多くの動物たちにも届くようになり、村の資金にもなるんではないでしょうか。 

リス：リンゴの木には、昔からたくさんの仲間が住んでいるので、勝手に運んでくるのは、

かれらの家や暮らしを奪うことになってしまいます。リスだけでなく、ほかの小動物や昆虫

があの木に住んでいます。みんなの木なんだから、勝手に運ぶのは反対です。 

鳥：わたしたちは、あの黄金のリンゴの種をいろいろなところに運んで、村中にリンゴの木

が生えるようにしています。時間はかかるけど、それが、村を豊かにする方法だと思います。

リンゴの木の引っ越しには反対です。 

クマ：いろいろ意見が出ましたね。では多数決で決めましょう。 

 

＜後日＞ 

結局多数決の結果、黄金のリンゴの木は村の中心部に持ってこられました。最初はリンゴ

の分配の方法の取り決めをしていましたが、次第に、リンゴをめぐって争いがおこるように

なりました。 

クマの提案により、より多くの動物にリンゴが分配されるように、加工してジュースやジ

ャムをつくることになりました。その後、黄金のリンゴは全国的に有名になり、リンゴを求

めて観光客も来るようになりました。 

村の財政を第一に考えたクマは、食品会社に、黄金のリンゴをすべて刈り取り、加工して

高額で売ることを命じました。みんなの資源として村の中心部に持って来られた黄金のリ

ンゴを、村の動物たちは食べることができなくなってしまいました。リスやそのほかの小動

物は家を奪われ、鳥は寄り付かなくなりました。 

結局、あと 100 年は持つといわれた黄金のリンゴの木は、10 年で枯れてしまったのです。 

参考資料① 
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ワークシート「ストーリー「黄金のリンゴの木」から考える」 

 

１）ストーリーについて 

・何が起きましたか？ 

 

 

 

・何を感じましたか？ 

 

 

 

２）ストーリーで起きたことについて 

・誰の声が反映されましたか？ 反映されていないのは誰の声ですか？ 

 

 

 

・どのように意思決定されましたか？その方法についてどう思いますか？ 

 

 

 

・資源はどのように扱われましたか？その方法についてどう思いますか？ 

 

 

 

３）皆さんの地域について 

・黄金のリンゴの木に似たようなストーリーが皆さんの地域でありますか？ 

 

 

 

 

・具体的にはどのようなことですか？ 
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セルフチェックシート 

地域や地域の人たちとの関わりを「持続可能な開発」の視点で確認してみよう 

 

項目 どう意識している？ なぜ？ 

①地域の問題や取り組んでいる

課題について、起きている事実だ

けでなく、それを生み出す背景や

原因を理解すること 

  

②地域の魅力やリソース（自然資

源・社会資源・人的資源など）を

生かして、その地域ならではの未

来を描くこと 

  

③持続可能な地域づくりのため

に、地域内の人が意思決定や政策

決定へ参加すること 

  

④地域内の多様性を把握し、価値

観や状況が異なる人々が参加で

きる工夫 

  

⑤声が届きにくい立場に置かれ

た人、その他しづらい状況にある

人々の参加への配慮 

  

⑥活動のプロセスや団体の運営

が民主的 

  

⑦その他、自分たちが考える持続

可能な開発の視点は？ 

  

 

  

参考資料② 
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2019年度コーディネーターおよび各チーム会議 実施概要 

 

■研修運営委委員会（コーディネーター

回）の開催（全 5回） 

 

日時：4 月 20 日（土）13：00～17：30 

会場：聖心グローバルプラザ 

内容：活動計画及び実施体制、およびハンドブッ

ク編集に係る具体的改善点について検討し、予算

の確認を行った。 

 

コーディネーター会議（第 2回） 

日時：2019 年 8 月 16 日（金）13:00～17:00 

会場：富坂キリスト教センター1 号館 

内容：入門セミナーのプログラム詳細の検討およ

び役割の確認を実施。実践交流会の実施につい

て、ハンドブック編集に係る最終校正スケジュー

ル等の確認をおこなった。 

 

コーディネーター会議（第 3回） 

日時：10 月 20 日（日）13:00～17：00、会場：

富坂キリスト教センター1 号館 

内容：中間コンサルテーションの内容共有、およ

び、入門セミナー参加者のその後の情報共有なら

びに参加者に対するフォローアップについて相

談。ブログ執筆とハンドブックの掲載を含むウェ

ブの活用について確認し、実践者交流会と来年度

事業企画ついて検討した。 

 

コーディネーター会議（第 4回） 

日時：1 月 25 日（土）11：00～17：00、会場：

富坂キリスト教センター1 号館 

内容：入門セミナー参加地域の状況と今後のフォ

ローアップを含めた動きについての検討、予算・

事業計画の執行状況についての確認、事業評価と

2020 年度以降のプログラムについて検討した。 

 

コーディネーター会議（第 5回） 

日時：3 月 8 日（日）10：00～13：00 

会場：スカイプでの実施 

内容：フォローアップの進捗共有、実践交流会の

開催について検討し、2019 年度事業評価の確認

を行った。 

 

■各チーム会議の開催（全 16回） 

研修プログラム検討会議    

・4 月 19 日（金）  15：00～17：00  

・5 月 27 日（月）  18：30～20：30 

・6 月 28 日（金）  15：00～18：40 

・7 月 26 日（金） 18：15～21：30 

・8 月 16 日（金） 18:00～19：30 

・8 月 30 日（金） 15：00～17：00 

・1 月 17 日（金） 15：30～17：30 

・2 月 21 日（金） 16：00～18：00 

・3 月 24 日（火）19：00～20：30 

ハンドブック編集会議   

・6 月 17 日（月）  19：00～21：00 

・7 月 8 日（月）  18：30～21：00 

フォローアップチーム会議  

・11 月 13 日（水） 20：00～23：00 

・12 月 19 日（木） 20：00～22：00 

・2 月 12 日（水）  19：00～20：00 

ウェブチーム会議  

・11 月 19 日（火） 19：00～21：00 

・1 月 22 日（水）  19：30～21：00 

附録 



 

 

 

 

 

 

DEAR「学びあいフォーラム」コーディネーターチーム 

阿部眞理子 認定 NPO 法人 IVY 

大野のどか 八王子市民のがっこう 学び・つなぐ広場 

上條直美 公益財団法人 日本 YMCA 同盟 

佐藤友紀 高校教員、DEAR 大阪 

関 愛     にいがた NGO ネットワーク国際教育研究会 RING 

南雲勇多 東日本国際大学 
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