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はじめに 

 

 認定 NPO法人開発教育協会（DEAR）では、「持続可能な開発のための教育」の 10年を契機に、途

上国における参加型開発や内発的発展を日本の地域づくりと比較検討し、全国各地の開発教育関係者

と協働して地域づくりと開発教育について実践研究を行ってきました。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」）は、そ

の発展形と言える事業で、同時に、地域づくりの実践から学びを考えるということにおいて、DEAR

としては新しい取り組みと言えます。 

本年度（2018年度）は、3年間の実践経験をふりかえり、持続可能な社会のための学びあいを促進

するための手がかりをまとめることを事業の柱としました。また、持続可能な地域づくりに取り組む

実践者の現場を訪問させていただき、話を聞いたり、地域の方々と交流することで実践者が地域の

人々とどのように地域づくりにおける学びを生成しているかを参考にしました。そして、2019年度以

降、DEAR の事業として研修を行う際の参加対象となる地域の団体へのアプローチを試みました。 

開発教育と地域づくりをつなげて考える際の視点としては、先にあげた内発的発展、すなわち地域

社会の形は地域それぞれに多様であり、そこに暮らす人々自身が主体的に創るものであるというこ

と、それから社会的公正の視点として地域の中の社会的弱者と言われる人々の社会参加を保証するこ

と、これまで「当たり前」と考えられてきた経済的豊かさを問い直し、「持続可能な社会」の豊かさと

は何かを考えることなどがあげられます。こうした視点から私たち自身の活動を見直すことが、社会

を持続可能にしていくと考え、本事業を実施しています。 
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2018年度「学びあいフォーラム」実施概要 

 

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。 

本年度の事業では、次年度以降に実施する研修プログラムを見据え、研修運営委員会を組織

し、研修プログラムおよびハンドブックの検討・作成をおこないました。作成には、2015年～

2017 年度実施事業への参加団体や、地域づくりのコーディネートをおこなっている実践者にもご

協力いただき、現地を訪問し、地域での実践に学びながら内容の検討を重ねてきました。中で

も、12月に実施した「岡山フィールドスタディ」では、これまでに「学びあいフォーラム」に参

加した各地の実践者とともに、持続可能な地域づくりに向けた学びあいの具体的な取り組みを学

びました。地域を超えて、実践者間でそうした「学びあい」のコーディネートについて意見を交

わす貴重な機会となりました。 

また、研修ツールの検討・作成と並行し、実践者交流会を d-lab（第 36 回開発教育全国研究集

会）第 3分科会「地域における開発教育～『持続可能な地域づくり』にむけて」として実施し、

経験共有や本事業課題への関心喚起を行うとともに、次年度以降の研修への参加者へのアプロー

チもおこなってきました。本報告書はその活動記録をまとめたものです。 

 

  



4 

 

2018年度「学びあいフォーラム」活動一覧 

 

現地訪問 

2018年 4月 20日～21日  みた農園、岡山県社協訪問（岡山） 

2018年 5月 29日      八王子学びつなぐ学校訪問（東京） 

2018年 11月 10日       国際教育研究会 RING 訪問（新潟） 

2018年 11月 24日         FKG 訪問（山形） 

2018年 12月 1日～2日    みた農園、岡山県社協訪問（岡山） 

 

実践者交流会の開催 

2018年 8月 5日       d-lab（第 36回開発教育全国研究集会）第 3分科会「地域における開 

発教育～『持続可能な地域づくり』にむけて」として実施 

 

研修運営委員会（コーディネーター会議）の開催（全 6回実施） 

・コーディネーター会議（第 1回） 

日時：2018年 4月 15日 13：00～17：30、場所：富坂キリスト教センター1号館 

内容：目標（2018年度、2019年度）および、実施事項（取り組み課題）、年間スケジュール、予算に

ついて確認した。 

・コーディネーター会議（第 2回） 

日時：2018年 6月 2日   13：00～17：30、場所：富坂キリスト教センター1号館 

内容：実施体制および業務分担、またハンドブック作成に係り、持続可能な開発およびコンパス分析

の説明内容について確認し、8月に実施する実践者交流会の内容について検討した。 

・コーディネーター会議（第 3回） 

日時：2018年 7月 21日 13：00～17：30、場所：富坂キリスト教センター1号館 

内容：実践者交流会の進行の最終確認、ハンドブック、研修プログラムの内容の共有・検討、運営体

制について確認した。 

・コーディネーター会議（第 4回） 

日時：2018年 10月 8日 13：00～17：00、場所：富坂キリスト教センター1号館 

内容：コーディネーション論についての確認、研修プログラムおよびハンドブック開発状況の共有・

検討、岡山フィールドスタディの内容について話し合った。 

・コーディネーター会議（第 5回） 

日時：2019年 1月 14日 13：00～17：00、場所：富坂キリスト教センター1号館 

内容：ハンドブック案および、予算執行状況とウェブページ構築内容について確認した。また、2019

年度プログラム案の確認および、岡山でのフィールドスタディの報告もおこなった。 

・コーディネーター会議（第 6回） 

日時：2019年 3月 24日 13：00～17：00、場所：富坂キリスト教センター1号館 

内容：本年度の活動のふりかえり、および「ハンドブック」コメント収集に係り、今後の作業につい

て検討した。また、2019年度活動計画及び実施体制について確認した。  
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ハンドブックおよび研修プログラム開発のためのタスク会議の開催（全 13回実施） 

・ツールタスク会議の実施      日時：2018年 6月 2日 10：00～12：00 

・プログラムタスク会議の実施    日時：2018年 7月 17日 21：00～22：30 

・ツールタスク会議の実施      日時：2018年 7月 21日 10：00～12：00 

・ハンドブックタスク会議の実施   日時：2018年 8月 5日 16：00～18：00 

・ハンドブックタスク会議の実施   日時：2018年 8月 9日 18：30～21：00 

・ハンドブックタスク会議の実施   日時：2018年 10月 8日 10：00～12：00 

・ハンドブックタスク会議の実施   日時：2018年 10月 20日 18：00～20：00 

・ハンドブックタスク会議の実施   日時：2018年 11月 17日 15：30～21：30 

・ハンドブックタスク会議の実施   日時：2018年 11月 21日 19：00～21：00 

・ハンドブックタスク会議の実施   日時：2019年 1月 14日 10：00～13：00 

・ハンドブックタスク会議の実施   日時：2019年 2月 4日 10：30～13：00 

・プログラムタスク会議の実施    日時：2019年 2月 12日 18：30～21：00 

・プログラムタスク会議の実施    日時：2019年 3月 24日 17：30～19：00 

 

ハンドブックに対する意見収集のためのインタビューの実施 

・小泉雅弘氏（さっぽろ自由学校「遊」） 

2019年 3月 2日 15：00～17：00、場所：さっぽろ自由学校「遊」 

・三田善雄氏（みた農園） 

2019年 3月 10日 13：00～16：30、場所：大阪国際交流センター 

・岩崎裕保氏（元帝塚山学院大学） 

2019年 3月 11日、場所：ならまちセンター1F 

・大島順子氏（琉球大学） 

2019年 3月 13日 13：30～17：30、場所：琉球大学 

・南雲勇多氏（東日本国際大学） 

2019年 3月 24日 10：00～12：00、場所：DEAR資料室 

 

ハンドブックの作成 

『「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』意見収集版 

 

ウェブページの作成 

「持続可能な開発を後押しする教育・学習」を後押しするためのウェブサイト 
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ゲスト 

西村洋己さん（社会福祉法人岡山県社会福祉協議会）  

大学進学で岡山へ。就職でたまたま福祉の世界へ。日々のおもろい×福祉をテーマに、岡山県社会福

祉協議会（社協）という、老舗のまちづくり組織で働いて 12年目。福祉の枠組みをはずして地域づく

りに取り組む福祉職員を育成する「無理しない地域づくりの学校」などを実践。2人の子どもの父。バ

ンドマン。 

 

三田善雄さん（みた農園） 

都内基礎自治体外郭団体職員として多文化共生・国際理解推進事業等を担当した後、岡山に U ター

ン、新規就農し 6年目。水稲(アヒル農法等)や原木椎茸栽培の傍ら、食農を通した地域活動にも参加

（元 NPO法人フードバンク岡山理事、元 JA岡山県青壮年部協議会監事等）。目下、地元連合町内会メ

ンバーとしてメガソーラー建設にともなう大規模森林開発計画への反対活動に奔走中。 

 

コーディネーター 

阿部眞理子（認定 NPO法人 IVY、DEAR理事） 

椿原恵（コミュニティ・コミュニケーション・サポートセンター） 

西あい（DEAR「学びあいフォーラム」コーディネーター） 

 

1．分科会趣旨 

 

1）ねらいとながれ 

DEAR では 2015年度から「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」）を実施している。そこでは地域における持続可能な開発の実践をあとおしするよ

第 36回開発教育全国研究集会 第 3分科会 

地域における開発教育 

「持続可能な地域づくり」にむけて 

報告 
 

実施日 

2018年 8月 5日（日） 

会場 

聖心グローバルプラザ（東京都渋谷区広尾） 
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（図 1：「学びあい」と地域づくり） 

 

うな「学びあいづくり」を地域における開発教育実践の一形態と捉え、こうした「学びあいづくり」

のあり方を実践的に考えてきた。 

本分科会では「学びあいフォーラム」における学習と開発の観点を紹介しながら、実際に岡山で学

習のプロセスと地域づくりや地域の問題解決のプロセスを連動させているゲストのお話をヒントに、

参加者それぞれが「学びあいづくり」を地域にどう働きかけるのかを考えることをねらいとした。午

前中は三田さんから、メガソーラー建設のための大規模森林伐採計画に対して地元住民として取り組

む中で、「学びあい」の機会をどう創出し機能させているかをお話しいただいた。その後、「学びあい

フォーラム」では地域の持続可能な開発と「学びあいづくり」をどう整理しているかを説明した。午

後は西村さんから、福祉の担い手が地域の問題にどう向き合い関わるかについての問題意識ととも

に、「無理しない地域づくりの学校」の実践を紹介していただいた。最後に、ゲストの事例をヒント

に、参加者それぞれが地域づくりのための「学びあい」を既存の活動や日常の中でどう展開するかを

考えた。 

 

2）「『持続可能な社会・地域づくり』をあとおしする学びあい」の考え方 

学習は教室や会場といった特定の場や空間で、ま

た意図的な働きかけによってのみ起こるものではな

く、日常の暮らしや様々な活動の中でも起こる。

「学びあいフォーラム」では学習をこのように捉

え、地域づくりや地域の問題に関わるプロセスで、

人と人との関わり合いを通して相互に気づきや変化

が生まれるような学習を「学びあい」として着目

し、地域の持続可能な開発をあとおしするような

「学びあい」のあり方を考えてきた。この「学びあ

い」の考え方には、相互の気づきや変化を生む学習という点で、「教える－教えられる」という関係性

ではなく対等な立場でお互いが学ぶという意味合いを内包しており、その土台に地域づくりや「学び

あい」の主役は地域の一人一人であるという観点がある。 

ゲストの西村さんや三田さんは、それぞれ異なる立場や役割で地域に関わり、学習をとおして地域

づくりや地域の問題解決に取り組んでいる。各事例にみられるように、「学びあい」は働きかける側－

働きかけられる側といった固定的な関係性や、集合型研修などの特定の場において、常になされると

いうわけではない。それは、地域づくりや地域の問題解決に各々の主体性を持って関わることを土台

とし、既存のさまざまな場面や取り組みの過程を「学びあい」が可能な形に変化させることで起きて

いる。このような地域の文脈で「学びあい」が起こるような働きかけは、固定的役割に依るよりも流

動的で多層的に担われ、関わる人や地域の範囲も時と場合で変わってくる。働きかける側と働きかけ

られる側の関係性や距離感も、状況によってさまざまであるだけでなく、両者の境界線すらあいまい

で時に限りなく一体化している。 
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（図 2：足守メガソーラー開発計画地図） 

 

（図 3：大井地区連合町内会活動） 

 

2．ゲストのお話 

 

1）三田さんのお話し 

岡山市でコメ作りをしている。私の住む地区は人口 1300 人程、高齢化率が 4割に達する。ここにメ

ガソーラー開発計画がもち上がり、昨年 7月に突然、事業者による説明会が開催された。計画では地

区全体の 1割以上にあたる 186ヘクタールを超える山林を伐採するとのことで、地区の 12の町内会の

うち 6つが予定地に隣接する。開発業者は東京の会社で、全国で 30か所のメガソーラー開発を手がけ

ている。説明会ではごく簡単な資料 1枚が配られただけだった。この説明会後すぐに地区の有志が反

対署名をはじめ、後に連合町内会全体で計画に反対することとなった。計画に対して住民が感じる不

安は、生活環境が変わる、景観が変わる、災害のリスクが高まるということ。実際、同地域で大正 12

年に豪雨による災害があり現在の住民

のお祖父さんが亡くなっている。ま

た、計画地のすぐ下に、ホタルの保護

活動や小学生向けの水辺の教室などが

行われている川がある。開発地がはげ

山になれば土砂災害や水害リスクが高

まると同時に、川の生態系への悪影響

も懸念される。さらに、メガソーラー

施設が終了する 20年後に新しい開発計

画が入ってくる可能性が高く、未来ま

で影響を及ぼす計画だと考えている。 

 

 

町内会による活動のターニングポイント

は、今年 1月 13日に実施された第 1回活

動経過報告会だと思う。この時、半年間の

反対活動を率いてきた町内会の方々から、

負担が大きすぎこれ以上活動を継続できな

いとの話があった。それまで私は活動に参

加していなかったが、私も含めその場にい

た若手数名が手を挙げて、活動を引き継ぐ

こととなった。結果、新たに 20～50歳代

の 10名程度が中心となり定期的な学習会

を始め、隣接の町内会に出向いての開発計

画の説明会や、地区の婦人会での勉強会、講師を招いての講演会を実施した。さらに、市議会や県議

会に陳情書を提出。市議会では全会一致で採択され、県議会では継続審議になった。町内会としてこ
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うした活動は今までなかったことだ。1月の経過説明会をきっかけに若者が活動に加わることで活動が

変化し、新聞やテレビの報道でもこの話題が取り上げられた。さらに、町内会の活動の幅は明らかに

広がっている。先日の豪雨災害の際は避難所で避難所運営ゲームを実施し、40名ほどが参加した。 

 

 

この開発計画が持ち上がって私が感じたことは、地域に暮らす普通の個人がある日突然このような

事態に直面することの理不尽さだ。一方は専門家もいる開発業者、他方は何の準備もないたまたま町

内会活動をしている普通の個人が、同じ土俵に立たされる。地域の人たちが本来力を注ぐべき地域の

問題に取り組むための時間が奪われてしまう。太陽光発電そのものに反対はしないが、それを名目に

住民の意思に反した大規模な開発計画が通ってしまう。この間、地域にとっての大ピンチをなんとか

チャンスに変えたいと思って一連の活動を担ってきた。 

ただ、そもそもピンチとは何か。もちろんこの計画自体もピンチだが、本当のピンチは地域自体が

自己喪失状態にあることではないかと考え始めた。2010年に農業をするために帰郷した当時、農業は

ダメだ、地域はだめだとみんなが言っていた。地域の現状に危機意識を持って発言する人が孤立し、

疲弊してしまっている。こうした状態そのもの、つまり地域自体が自己との関係性を喪失し、地域の

ニーズや主体性があいまいになり、地域の可能性を描けなくなっていることが本当のピンチではない

か。そして、このピンチをチャンスに変えるための資源やリソースを考えたとき、植物の光合成にヒ

ントを得た。光合成は自分で自分が生きるエネルギーを創り出すこと。人間の場合で光合成と共通す

る特徴を考えると「学び」だった。そこから、学びを軸に地域のピンチをチャンスに変えていけない

か、そして、地域の主体的なコミュニケーション、つまり、学びあいの創出がひとつのリソースにな

るのではないか、と考えた。そこで町内会では毎週（現在は隔週）の定期学習会を始めた。学びあい

によって、地域の自己関係性喪失という状態から脱し、地域の自己肯定と自己認識を繰り返すプロセ

スや、主体性をとりもどすプロセスにつながるのではないか。あるいは、そのプロセスで自分たちの

ニーズを発信して外部のいろいろな人と交流し、さらに自己のニーズを自覚し発信するというプロセ

スができるのではないか。さらには学びあいが、地域の可能性を描けない人や地域に参加していない

人たちが、その可能性を信頼して将来のビジョンを描いていく柱になるかもしれない。 

地域に参加するときには、学びあいの「あい」、つまり学びあいという公共性を意識している。これ

までに地域で共に活動する人たちと「地域のピンチをどうにかチャンスに変えたい。自分たちで何か

を生みだしていくスタイルにできないか」「開発業者に反対するだけではなくて、地域のこれまでの開

発やこれからの開発、自分たち自身と向き合うことが大事なのではないか」と話し、自分の考えを共

有もした。外部との学びあいを創出することは、自分たち内部だけではなく外部の目、外の評価も持

ち込み、それが自分たちの自信にもつながる。また、地域社会の気持ちや流れに敏感でいること、自

分だけでなく誰かの思い、ニーズを形にすること、自分が One of themでありつづけることを意識して

参加している。自らの学びを信じ、絶えず学びあいのある地域があるのがよいと考える。地域の自己

喪失に対し、それを肯定しながら、地域が地域の主体性を取り戻していく、そういうプロセスがある
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地域がいいなと思う。そして、自分たちが寄って立っている価値観を常に確かめあえる場があるよう

な地域であるといいなと思う。 

 

2）質疑応答（抜粋） 

参加者）今後の地域について、農業が基盤になり得るのか。 

三田さん）農業は多様で、大規模な方法や小規模な方法、それらを組み合わせるなどもある。農業が

地域経済の基盤の一つにはなりえるとは思っている。農業シェアリングという案もある。自分たち農

家が農業と産業を組み合わせて地域ベースでできる展開を考えることが一つではないか。 

 

参加者）問題が起きてからの学びあいではなく、ピンチ前の学びあいの必要性があるのではないか。

学びあいがセーフティーネットの役割も果たせると思う。 

三田）地域の学びあいに転換できる既存の活動はたくさんある。たとえば農協の青年部など JA の活

動、婦人会、小学校の総合学習など。日ごろの小さな公的な時間の中に、学びあいを込めていくこと

が大事だと思っている。 

 

参加者）活動の中の三田さんの役割は。 

三田）役割はコーディネーター的なことを意識しつつも、誰かが固定したコーディネーターを担うと

いうより、地域の中のコーディネーター性のように抽象的な機能と捉え、活動のその場その場で生ま

れるさまざまな役割の中で誰かがコーディネートの役割を担うよう、役割が固定化しないようにやっ

ている。 

 

3）西村さんのお話 

 岡山県社会福祉協議会は全都道府県市町村にある社協の一つで、地域の幅広い福祉事業を担う。民

間の組織で財源的には半官半民、70年ほど歴史がある。私はここで西日本豪雨の際に災害ボランティ

アセンターを立ち上げ、巡回や調整にこの一か月間ほど走り回っていた。一か月経っても避難所には

なお約 2000人が避難している。被災状況の差異により生じている地域内格差が今後の課題だ。メガソ

ーラー開発も突然やってくるが、災害もそうだ。福祉とは何かを説明するとき、「ふだんのくらしのし

あわせ」の頭文字で「ふくし」と説明しているが、今回の災害によって突然普通の暮らしが失われ

た。 

 福祉には一般に、地域づくりとは結びつかない、課題を抱えている人へのケアというイメージがあ

るだろうが、一方的なケアではなくエンパワメントが一般的になりつつある。例えば、認知症を患う

人のもつ力を引き出してお互いに支え合うというように、課題に直面する人にもその課題を解決する

力があることを信じ、その人が課題を解決するお手伝いをすることが大事だと考えている。 

福祉に携わる中で、福祉の専門職は自分たちが関わる課題に対し自分事として取り組んでいるのだ

ろうか、と疑問を持った。福祉が充実するとともに縦割りになり個別にサービスを提供している。課

題そのものに関心があってもなくても、担当だから、仕事だから、たとえば「今は高齢者ケアの窓口
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にいるから」という理由で取り組んでいないだろうか。また、福祉の業務自体が社会課題解決に関連

する性質であることが、課題のそのものに関心を持てない環境的要因となっていると考えている。た

とえば障害者雇用の支援の場合、適度に仕事を開拓すると業務を遂行したとみなされるが、時間をつ

ぶすような仕事ではなく地域の担い手として地域に役立つ仕事を探すとなると、地域課題を考えなが

ら仕事を探すアプローチになり、単に仕事を障害者のためにつくるのとは全く違う。あるいは、地域

の人に制度変更を説明する際に、国からの説明をそのまま話すこともできるが、自身の言葉で対話し

ながら伝えるのとは、受け手の住民にとって全く意味が異なる。 

このように、福祉では課題そのものに関心がなくても仕事として成り立つ環境にある。福祉の仕事

はすごくしんどいという現実はあるが、課題そのものではなく仕事で直接関わる範囲しか見ないなら

ば、丸ごとの「普段の暮らしの幸せ」を支えることはできないのではないか。縦割りの環境を創り出

しているのも自分たちだ。サービス提供は、本当は暮らしを支えるためのひとつの手段であるのに、

目的化してしまっている。他人事
たにんごと

的職業モード、つまり課題そのものには関心がないけど仕事をして

いる、というところから、自分に課題を引き付けるようになることが必要だと考えている。 

一方でまちづくりの分野は、基本的には地域の課題そのものに関心があるから取り組みが進む。そ

こで、その分野からヒントを得られないかと考え、既存の研修枠組みを利用し「無理しない地域づく

りの学校」という専門職向けの講座を始めた。福祉分野の竹端寛さんと、社会起業家の尾野寛明さん

と一緒に企画実施し、今では元受講生も運営を手伝っている。尾野さんが実践する「起業しなくてい

い学校」の、起業しなくてよいが参加者がやりたいことを持ち寄って形にするというスタンスをまね

た。半年間で全 6回、普段の仕事モードから離れて、会場はお寺などでコンクリートの教室は避け、

私服で来て本音で話しやすくしている。個々で「マイプラン」を作成し、自己紹介や気になる地域課

題、やりたいことなどを書いて、自分の関心を言葉にする作業をしている。この言葉にすることが重

要で、それをいろんな人と共有していくことが学びあいと近いと思っている。 

「学校」の一日の構成としては、まずゲストの方の話を聞く。福祉施設の設計など、福祉に関わる

異分野の方の話を聞いたりもする。その後、受講生がマイプランの発表をする。参加者は 10人程度だ

が、聴講だけの人が毎回 30名ほど参加する。毎回終了後は必ず交流会を設けて、自分が考えているこ

とを話す時間をもつ。小さな挑戦をし、現場の方の話を聞き、言葉にしながら自分自身を掘り下げ、

いろんな生き方に共感する。素面で本音が言える、小さいことでもやってみる、トラ＆エラー、一生

のつながりを作ることを大事にしている。講座の期間中 180日くらいずっと自分の人生を考え、それ

が地域課題について考えることにつながっている。マイプランのとりくみ例としては、地域で定期開

催する居酒屋、地域の異業種交流の場、ケアマネさんによる地域の食堂などがある。 

「学校」には、「100人力のカリスマではなく 10人力の 10 人になろう」という合言葉がある。地域

おこしも福祉も、10年に一度カリスマが出てきては消える、という現実がある。しかし強い一人のリ

ーダーが引っ張るのではなく、ひとりひとりが関心を持ちながら関わり、できることを発揮すること

で、みんなで 100というチームを作ることが大事ではないか。地域の中でありたい姿は人それぞれに

ある。私たちは専門職である前に一人の人間だ。「学校」では「そうあるべき」人になることを目指す

のではなく、それぞれのありたい姿をそれぞれに出すことを目指している。「無理しない」という合言
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葉には、一人でやらず仲間をつくる、立場ではなく本音で話す、という意味があり、それが持続可能

性につながると考える。100人力のカリスマを育てるような講座は、学びあいではなく「あるべき像」

を押し付けてはいないかと、これまでの反省も含めて思う。福祉では学びあいという言葉はあまり使

わず、支え合い、助け合いという言葉を使う。支え合いや助け合いをする私たちが学びあいを学ぶ場

が、この「学校」なのではないか。自分たちで共助を創り出していける担い手を生み出すような「学

校」にしたい。 

これまでは、高齢者、障害者などの福祉の

中の縦割りでネットワークを作り地域を支え

るという発想だった。そうではなく、地域を

中心に、農業や環境、教育などいろいろある

中で福祉もその中の一つに過ぎない。自分自

身を後ろに追いやって、福祉に仕事として関

わるというスタンスではなく、自分自身の関

心から地域と福祉とつながっていくのが良い

と考えている。 

 

4）質疑応答（抜粋） 

参加者）「無理しない地域づくりの学校」をする中でつまずいたこと。 

西村さん）最初は参加者 0人だった。また、上手に言語化できる人を育てるという、どこかであるべ

き像の押し付けをしていた。その人のあり方が大事というのは 2期目くらいに気付いた。 

 

参加者）参加者の変化や地域での広がりについて。 

西村さん）たとえば内面的には、地域住民に会いに行くことがしんどいという人が、それが楽になっ

た、立場でなく本音で話す方が怖くない、と言ってくれるようになった。活動面では、ネットワーク

の作り方が明らかに変わった。自分たちの施設内や周囲だけではなく、遠くの同業者、近くの異業者

など、巻き込む層が多様化している。 

 

参加者）福祉は地域を前提条件としていることはわかったが、それと専門職個人の課題への関心とど

うつながるのか。 

西村さん）地域を真ん中に置いた考え方を持ちながら、一方で課題を自分ごととしながら、100人力を

目指すのではなくつながりながらやろうとする考えを持ちながら、地域で福祉に携わる自分の立ち位

置を探そうということ。教育、農業など、福祉業界以外のそれぞれの専門領域でも福祉と似たような

現状になっているのではないか。 

 

 

 

（図 4：福祉が中央から地域が中央へ） 
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4．参加者の様子 

 

ゲストの話をヒントに、参加者それぞれが自分の地域で持続可能な開発づくりを後押しする「学び

あい」をどのような場や機会に作っていけそうかを考えてグループで出し合い、次のような意見がだ

された（抜粋）。 

 

①自分の周囲にどんな学びあいの機会があるか 

・職場（学校、自分の店） 

・勉強会、職場研修、講座 

・地域の活動（教会、祭、運動会など行事、防災訓練） 

・子ども食堂、子どもの学習支援活動、親の会、日本語教室、夜間教室 

 

②周囲にどんな学びあいがあるといいと思うか 

・地域の人たちが気軽に集まれる場（カフェとか） 

・近所の人をスカウトしていろいろな人の能力を発揮して企画 

・異業種交流ができる 

・地域課題の必然性の中で（高齢化の中での福祉充実、災害対策と環境） 

・ハード面：いつもの場所を変える、ソフト面：いつものメンバー・内容を変える 

 

③自分の関わる既存の業務や活動等、どこをどのように改善すると学びあいができるか 

・一方向に終わらせない、対話にする 

・本音で話せる関係づくり 

・課題の共有 

・施設の中で完結させない 

・参加者が自分ごととして考えておく 

 

④より良い学びあいをつくっていくには 

・主体性を取り戻す、肯定感 

・つながりあいの中で徐々に変革していく 

・フレキシブルな距離感 

・教員（小中高）が地域に参加しやすいようにサバティカル制度をつくる 

・欲張らない、慌てない、あきらめない 

 

また、参加者からは「ゲストの話から『学びあい』が SDGsとつながった」「地域で活用できる具体

的なヒントをいくつか得た」「自分の関わる分野でも、地域の問題に対して向き合うというより目の前

のことに目が行って、それが地域の問題だという発想はなかなか持てない。でも誰かがそうした殻を
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破らないと進まないと思った」「教員だが地域の問題に関わりたい。しかし今の学校ではなかなかそれ

ができない現実がある」といった声が聞かれ、自分自身と地域の問題への関わりや、地域の「学びあ

い」を見直す機会になったことが伺えた。 

 

5．まとめにかえて 

 

持続可能な開発は、従来の開発のあり方を問い直し、世代内でも世代間でも公正な社会を目指すと

いう開発の方向性を示すものだが、その具体的なありように特定の形はない。地域の文脈に応じてそ

れぞれの地域の持続可能な開発を、地域の人びと自身が創り出していくものだ。地域の望ましい未来

づくりを誰かに指示されるのでも丸投げするのでもなく、一人一人が主体的かつ自分らしく地域に参

加し、お互い協力しながら生み出していくことを目指すとすれば、地域づくりや地域の問題解決に取

り組む中での「学びあい」が、そうした地域づくりのプロセスそのものではないだろうか。このよう

な「学びあい」、すなわち地域における開発教育の実践が、今後は幅広く普及していくことを期待した

い。 
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実施目的 

・地域づくりにおける学びあいや、今後の「学びあいフォーラム」の参考とするために、岡山での具

体的な地域づくりにおける「学びあい」の取組みを知ること。 

・参加者間の意見交換等をとおして、各自の実践を相対化するとともにそのヒントを得ること。 

 

協力者 

西村洋己さん（にしむら・ひろき／岡山県社会福祉協議会） 

大学進学で岡山へ。就職でたまたま福祉の世界へ。日々のおもろい×福祉をテーマに、岡山県社会福祉協

議会（社協）という、老舗のまちづくり組織で働いて 12年目。福祉の枠組みをはずして地域づくりに取

り組む福祉職員を育成する「無理しない地域づくりの学校」などを実践。2 人の子どもの父。バンドマ

ン。 

 

三田善雄さん（みた・よしお／みた農園・大井地区連合町内会） 

都内基礎自治体外郭団体職員として多文化共生・国際理解推進事業等を担当した後、岡山に U ター

ン、新規就農し 6年目。水稲(アヒル農法等)や原木椎茸栽培の傍ら、食農を通した地域活動にも参加

（元 NPO法人フードバンク岡山理事、元 JA岡山県青壮年部協議会監事等）。目下、地元連合町内会メ

ンバーとしてメガソーラー建設にともなう大規模森林開発計画への反対活動に奔走中。 

 

 

  

開発教育協会（DEAR）「学びあいフォーラム」番外編 

岡山フィールドスタディ 

報告 
 

実施日 

2018年 12月 1日（土）～2日（日） 

訪問先 

・岡山県社会福祉協議会「無理しない地域づくりの学校」報告会 

・岡山市足守・大井・粟井地区 
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参加者 

・阿部眞理子 認定 NPO法人 IVY、DEAR 理事 

・伊藤容子 DEAR 事務局 

・大沼文香 児童自立支援施設 

・大野のどか 3つの生業（コミュニティ酒場、コミュニティ食堂、日本語教育）、3 つの活動（八 

王子市民の学校まなび・つなぐ広場、DEAR 入門講座タスク、ワールドミラクルキ

ッチン） 

・佐藤友紀 大阪府立高校家庭科、DEAR 理事など 

・浜本裕子 通信制高校、とよなか ESD ネットワーク 

・西 あい 「学びあいフォーラム」コーディネーター 

 

■スケジュール 

1 日目 場所 内容 

11：25 JR岡山駅 ・参加者集合後、移動 

・自己紹介、スケジュール確認、役割分担 

13：00 HIBARI Terrace 「無理しない地域づくりの学校」報告会 

・受講生の報告を聴講 

・終了後、懇親会 

19：00 やさい食堂こやま 参加者によるふりかえりおよび夕食・交流会 

・1日目感想・気づいたこと等を共有 

2 日目   

8：00 頃 各宿泊先出発  

9：00 みた農園 オリエンテーション 

・本日の概要 

・メガソーラー開発のための大規模森林伐採に対する町内会による反

対運動経緯 

9：30 足守・大井地区内

各コース 

※A～Cのいずれか

を選択 

 

フィールドスタディ 

メガソーラー開発予定地を概観しながら計画の説明を受けたあと、A

～Cコースのいずれかに参加。 

 

Aコース）里山歩き 

伐採予定地内にある地蔵菩薩を辿る散策コースを、住民の方々の案内

で歩きます。 

B コース）歴史散策（まち歩き） 
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公民館によるまち歩きプログラムに参加します。まちの歴史について

住民の方がガイドします。（他の参加者と合同） 

Cコース）脱穀体験 

みた農園での脱穀イベントです。ライフ・シフト・ラボ岡山

（LSLO、人生 100 年時代のライフデザインの会）との共催イベント

に他の参加者と一緒に参加します。 

12：00 みた農園 昼食を取りながら住民の皆さんと交流 

13：00 みた農園ビニール

ハウス 

ワークショップによる住民との交流・意見交換 

 

住民交流ワークショップ 1 

ワークショップ「第 3 回田んぼ de哲学～豊かさとは？」 

住民の皆さんと「豊かさ」をテーマに話し合います。 

住民交流ワークショップ 2 

ワークショップ「コンパス分析」 

森林伐採反対運動を中心的に担ってきた大井地区連合町内会サブ会議

メンバーの方々を中心とした住民の皆さんと、これまでの出来事や活

動をふりかえります。 

15：15 ふりかえり 2 日目のふりかえり 

16：00  終了 

片付け・帰路へ 
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1日目 「無理しない地域づくりの学校」聴講 

 

場所：ヒバリ照ラス（岡山市） 

講師・ゲスト：竹端寛さん（兵庫県立大学）、尾野寛明さん（(有)エコカレッジ）、大美光代さん（高松市

まちづくり学校） 

発表者：「無理しない地域づくりの学校」4期生の方々（計 7名） 

スタッフ：同学校卒業生の方々、岡山県社会福祉協議会の方々（計 9名） 

 

＜プログラム＞ 

（1）オープニングトーク 

（2）「マイプラン」発表 

（3）グループトーク 

（4）ゲスト講評・クロージングトーク 

 

＜報告の様子＞ 

岡山市の商店街の中にあるおしゃれなカフェ、「ヒバリ照ラス」を会場に「無理しない地域づくりの学

校 2018第 6回」が開催された。今期最終回ということで、受講生 11名中 7名のマイプランの発表会が

行われた。今年で 4期目ということで、これまでの受講生も運営のお手伝いや聴講のために集まってい

た。「マイプラン」とは、この学校のコンセプトである「福祉の枠組みをはずして『私』からはじまる地

域づくりをはじめよう」をテーマに、各受講生が半年をかけて考えた“実施してもしなくてもよい地域づ

くりのプラン”のこと。これまでの約半年間・5回の講座で、講師や受講生間のやり取りを通じて、受講

生それぞれのマイプランを練りあげてきたそうだ。この「無理しない地域づくりの学校」は、岡山県内

の社会福祉協議会の職員研修にもなっている。 

オープニングトークでは校長の竹端さん、教頭の尾野さん、今回のゲスト大美さんの 3人が、場をあ

たためる 15分ということで、対話形式で本講座の趣旨についてお話しをされた。 

受講生の発表は、一人 7分で発表に対しての質疑応答が 3分。さらに、発表者と発表者の間の時間で、

発表に対してのプラスのコメントを一人一人が付箋紙に書き発表者に手渡した。途中で休憩をはさみな

がら 7人の発表を聴いた。 

全員の発表が終わったところで、グループトークに移った。テーブルを 4つに分けて校長、教頭、ゲ

スト、卒業生、受講生、聴講生（フィールドスタディの参加者も含む）がそれぞれに入る形でグループ

分けし、時間を区切って 3回転ほど席替えをした。グループトークでは発表者の方にもっと聞きたいこ

となどを中心に、意見交換が進められた。 

クロージングでは、グループトークの感想を参加者数名が共有した後、講師およびゲストによる対話

形式で「学校」全体の総括がされた。 

受講生の発表やグループトークでは、前回（第 5回）の発表とはまったく違う発表になっている、と

話していた方が何人かいた。また、第 3回ぐらいまでしか出席していなかったので、今日の報告会に出

席するかどうか迷った、という受講生もいた。各々半年間で様々な動きがあったようだったが、皆さん

口をそろえて言っていたことは「最後にこうして話して良かった」「やって良かった」という言葉だっ
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た。仕事としてやるのが難しい、限界という思いを抱えながらも、本当にやりたいことを考え続ける。

その先に「私」からはじまる地域づくりがあることがわかった。 

（報告：大沼） 

 

＜オープニングトークで話されたこと＞ 

従来の福祉従事者向けの研修や、国家資格化に従ずるような学びと、この「学校」での学びの違いは

どこにあるか。それは、「余白」の部分が違う。研修によってミスを無くして 99.9％をまじめに目指すの

ではない。斬新な取り組みをするときや、地域の凝り固まった枠組みを取り払う時に、“遊び”の部分を

設けて、ふざけながら支えながらやってきたことで突破し得たということがある。制度を超えるために

は制度内の学びではいけない。確実さを求めるような学びは、枠組みの中でのみなし得ること。「余白」

は昨日とは違う今日、予期せぬ明日、となるはず。 

 

＜マイプラン発表時の様子＞ 

・「本当にそれが自分のしたいことなのかを考えた。最初は、やれそうなことをプランにしていたので葛

藤だった。」（発表者） 

・地域で人が自由に集まる場所をつくっているというマイプランに対して、講師やゲストから、そうし

た場が地域防災、定住支援、子育て支援にもつながっていくケースがあることや、取り立てて「地域

の●●のための場ですよ」と名乗って実施していないことがよいところ、といったコメントがあった。 

・「『余白』の部分が自分に少ないということに気づいた。」（発表者） 

・「『うっかり』から生まれる素晴らしいものがある。『うっかり』が許されない職場なので、仕事ででき

るかどうかは別として、その考え方を取り入れて生きていくことが大切だと思った」（発表者） 

・やむを得ず欠席した参加者からは、マイプランの発表はできないが、他の参加者のみなさん宛に写真

とともにメッセージが届けられたことが、報告されていた。 

・前回（第 5 回）に発表したプランから変更したという方が、何名か見られた。最終発表までの間に、

仕事と関連させるのかそれとは違う機会をつくるのかについて整理したり、自分が興味あることから

取り組むことにするなど、各々の試行錯誤があってプランを変更したことが報告されていた。 

・「（マイプランをやってみて）最初は自分一人でやらないといけないと思っていたが、いろんな人に話

してみると、実はすごく応援してくれていること、人とのつながりが見えたこと、一人でなくてもで

きるんだと思えた。人から考えをもらったり、自分ができてなかった見え方に気づいたり、それを素

直に受け止められるようになった。そういった変化が出てきた。」（発表者） 

・講座と講座の間は冷却期間。冷却期間があることで、考えが変わっていくとのことだった。 

 

＜グループトーク後のフィールドスタディ参加者の感想＞ 

・自己開示と、地域でやりたいことがつながっている。それがつながっていないと形になっていかない

ことが見てとれた。自己開示は安心できる場でないとできないので、このような場が地域にあるとい

う事はとてもよいと思った。自分の暮らす地域にもあったらよいと思った。地元に戻ったら、今回の

内容を報告したいと思っている。 

・自分自身も、自分のマイプランをやりたいと思った。自己開示をしてからのプランがつながっていな

いと発表が難しいと思った。私はそこの整理が出来ていないので、頭の中であれやりたいこれやりた

いというのがあるが、具体的な形にならない。それをこの学校ではやってきていると思った。福祉な
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どの分野は関係なく、職業に関係になくこうした場が必要になっていると思う。 

 

＜クロージングトークで話されたこと＞ 

・今日のキーワードは、自己開示、自分の言葉で話すこと、冷却期間。 

・発表者が今日の限られた時間で伝えることができているのは、自分の物語として自分の言葉で語られ

ているから、説得力のある話になっている。 

・この学校では自己開示には気を配っている。うっかりと自分のことを言える雰囲気づくり、自分の職

場の話で内緒の話も受け入れられることを大事にしている。どうやって安心できる安全な学びの場を

作るか。主催者である社協、学校の OBOG も含め、どうやって受講者に伴走するかということを考え

続けてきた。それがあって初めて自分のことを話すことができる。 

・今年から講座の OBOG主体で運営している。運営レベルも上がってきており、運営者間の信頼関係も

できている。チームがじわじわと広がっている。 

・まずは一度クールダウンし、咀嚼反芻してほしい。現実の仕事は大変だが、戻ったらまた日々を積み

重ねて、半年後にここに戻ってきたいと思ってもらえると嬉しい。 

 

 

 

  



【報告】 

21 

フィールドスタディ参加者による 

「ふりかえりシート（無理しない地域づくりの学校）」（抜粋） 

 

（1） 今日一日で考えたこと、最も印象に残っていることは、どんなことですか？ 

 

・受講生が自分と地域に向き合い、つらい時期を乗り越えながらも、仲間と一緒にここまでやってきたこ

と。そしてマイプランの発表という形にしたこと。 

・自分自身の言葉で語るがゆえ、それぞれのマイプランにはとても説得力があった。 

・無理しない地域づくりの学校では、各自が設定したテーマに対し、校長と副校長とゲスト、そして参加者

それぞれが「なぜ」を問い、それに答える、すなわち対話を繰り返すことでそれぞれが課題として漠然と

考えていたことが明確に自分の言葉で語れるようになってくるのだと感じた。日常生活や仕事の中で、じ

っくり時間をかけて一つのことについて対話する機会は多くないので、苦しさを感じることも当然あると

思うけれど、その分得られる学びはとても大きいと感じた。自分にとっての課題を見つけ、自分の言葉で

語れることは「わがこと」として社会に参画することだと感じた。 

・余白や遊びが必要だということに納得した。地域づくりの学校発表会の最初のオープニングトークはとて

も軽妙で、いわゆる勉強会やワークショップ、発表会の雰囲気とはとても違っていて驚いた。まさにアイ

スブレイクであり、学校＝かたい場、勉強＝楽しくないことという固定概念から解き放ち、学校は豊かな

学びあいの場であり、勉強は楽しいこと、自分を豊かにすることであるというメッセージなのかと感じた。

社協の研修という位置づけなので、研修のイメージを変える意図もあるのかなと感じた。 

・「裏メニュー」（※自分がやりたいことに関するマイプランのこと）に思いがある人は、とてもイキイキ

しているような気がした。ある受講生の、人とのつながりが薄くなっている人と、緩やかで細やかに、遠

い親戚のように気遣っていきたいという想いがすてきだなと思った。 

・児童福祉に携わる人々が、もっと生き生きと仕事をして、子どもたちと向き合えるようになるにはどうし

たらよいのか、と考えていた時にこの学校を知った。発表を聞いて、プライベートと仕事がゆるくつなが

る、ということの意味や実際どのように行われるのかがよくわかった。「ゆるくつながる」ために「自己

開示」が非常に重要なキーワードになっていた。 

・場所がとても素敵だということ。飲み物があり、アートに囲まれたゆっくりできる空間が、街中の商店街

の中にあること。 

・異なる年代の人たちが、ゆったりとつながっていたこと。 

・参加者のみなさんが、自分自身の言葉で、“自分”と“地域”と“地域の問題”について、明確に語っていたこ

と（迷いも含めて）。みなさんが、自分が参加していく具体的な“場”や“対象”やそれらとの距離感がしっ

かりと見えていること。みなさんが生き生きと話しているのは、自分が悩んで考えたことを話しているか

らかと思った。 

・主催者が、「参加者の安心・安全」のために犠牲やリスクをしっかりと背負っていること。 

・いろんな意味で参加しづらい方たちへも居づらくないような働きかけをしていること。しばらく休んでい

たとしても、最後の発表の会だけにでもきっちり参加して発言できるように場を整えていることで、講座

終了後の各自のとりくみに繋がっていく余地が生まれると思った。 

・1年を通して「無理しない学校つくり」に参加することで、自分に向き合うだけでなく、プライベートな

自分をオープンにすることが出来るようになっていることに驚いた。もちろん人によって強弱はあった
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が、自分を振り返ることと、やりたいことがリンクしていくことが、この学校の目指しているところだと

感じた。 

 

（2）「持続可能な地域づくり」における学びあいについて、気づいたことや考えたことは、どんなことで

すか？ 

 

・持続可能な地域＝それぞれが地域の課題をわがこととして、それぞれができることで参画していく地域、

と考えると、このような場や機会が様々な形で地域にあるとよいと感じた。各自の学びが深まり、発信し

ていく力を身に着けるとともに、学びあいを通して仲間を見つけることが次のアクションへの原動力にな

ると感じた。 

・どんな人にも、オルタナティブな学びの場が気軽に、身近に用意されていて、参加できる時間の余裕があ

るのが 1 つの理想のカタチ。 

・利害関係がなく、職責上のしがらみもできるだけ排除しながら、スケジュールの中で宿題を課されること

で自分を見つめていく、開示していくことがプログラミングされていた。 

・岡山は福祉版の地域づくりの学校ということで福祉に関連した話題が多く上がったが、単純にこのような

地域づくりのための学校は職業や立場、場所に限らず必要であることをました。地域の問題について、無

理せずにマクロではなく自分でもできる程度で動いていくことが大切で、そのきっかけや学び合いの場を

作ることが必要だと思う。 

・ゴールが「マイプラン」の発表であるので、「自己開示」や「自分史」にフォーカスが置かれるのは理解

できる。福祉関連の仕事をされている人たちを対象にしているので、おそらく、その「仕事」をも、なぜ

やっているのかという、問い返し・捉え直し・自分の中での位置づけのしなおしをも意図しているのかも

しれない。そのことが、同時に、「福祉の枠組みをはずして」という、この学校の目的にも通底してくる

のだろう。 

・参加者のベースが社協や福祉関係の方たちなので、この「学校」修了後も、つながっていくことは可能な

のだろうと思った。そのことが、「マイプラン」の発表で終わり、修了後のフォローアップを特に組み込

まなくても大丈夫なところなのかもしれない。それも一つのネットワークのあり方なのかも知れないと思

う。 

 

(3)上記（2）の「学びあい」のコーディネートについて、気づいたこと、参考になった点、得たヒント、自分

の地域でやってみたいことはどんなことですか？ 

 

・地域を構成している一人一人が、何かアクションを起こし始めた瞬間から、地域が変わり始めているとい

うことを実感した。こういった「ゆるい」場づくりのコーディネートは、言葉とは裏腹に、綿密に考えら

れたうえで実現したものだと思った。（聴講生の参加、会場の決め方、運営の仕方、本にすることで成果

を見せるなど。） 

・現在、自分たちが地域で主に実施しているのは社会課題を共に学ぶワークショップだが、昨年は全く異な

るゼロから始める地図作りを実施し、とても充実した学びと達成感を得た。それは知識を与えられるので

はなく、それぞれが自分にとっての持続可能な地域とは何かという答えがない問いに向き合い、共に話し

合いを重ねたからではないかと思う。自分の言葉で語ることは、参加度の高まり、深まりにもつながると

思うので、次年度は単発のワークショップと並行して、プロジェクト型の学びの場づくりもまた実践した
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いと思った。 

・無理しない地域づくりの学校の校長・副校長のような、経験と知識豊富なメンターの存在は大きいと感じ

た。メンバー同士でももちろん学び合いはできるが、学びを一段上にひきあげるための鋭い（時に厳しい）

問いや場を整えていくファシリテーター的な存在は大きいと思った。 

・修了した受講生が、新しい運営委員（ここでは用務員）として、職責とは別に自分自身の場として関わっ

ていること。その裏では、きめ細やかに受講生を支えるための活動があり、それが魅力になっているのだ

ろうと思う。 

・運営側の方々が「安心安全の場づくり」にとても気を遣っていたことが参考になった。 

・ある種の強力なリーダーシップ（校長・教頭）で成り立っている「学校」のようにも見受けられるが、修

了した人たちがどのようにつながり、学び合いを継続していくのか、というのは、「講座もの」に共通の

課題かも知れない。 

・自分たちも地元で地域づくりのリーダー（核になる人）をつくろうとしているが、そういう「講座」の枠

を、誰が（どこが）つくるのか、また、「地域」の規模・スケールや特性など多様なパラメーターも含め

て見る必要があるとか、様々な視点をもらえたと思う。 

・業務研修にこの取り組みを取り入れたことがなにより画期的だと思った。（西村さんのように）既存の枠

組みをどううまく使えるか、ということを考えてあらたな取り組みをコーディネートできるようになるに

は、何が必要なのだろうか。 

・「遊び」や「余白」の重要性や、裏プログラムの大切さについて、参加者の皆さんが口々に話されてい

た。そのことは、大なり小なり、今の仕事（業務）の既存の枠組みやシステムを、ある意味組み換えて

（＝活かしたり破壊したり創造したりして）いく必要があると示唆しているのではないかと思った。「無

理しない～学校」自体も、その組み換えの一つといえるのではないか。 

・西村さんが竹端さん、尾野さんと出会い、そこで学校がスタートするわけだが、コーディネートするため

にはその活動に刺激を与えられる人、後押ししてくれる人、応援してくれる人など、いろいろな人とつな

がろうとすることが大事であることを、西村さんを見ていて再確認。 

・資金が必要。岡山の場合も、社協からの資金があったからこそ、竹端、尾野両氏を継続して呼べた。コー

ディネート機能の一つに、資金獲得もあるのではないか。 

・竹端さんは、100 人力のカリスマだった。そして、とても面倒見が良い方とお見受けした。こういう方が

いなくても、活動は始められるのだろうか？ 
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2日目 大井・足守地区訪問 

 

（1）午前 オリエンテーション 

場所：みた農園 

説明：三田善雄さん 

 

◆メガソーラー開発計画と住民による活動 

開発事業者によって、2017年 7月に突然住民説明会が開催された。計画地は約 200ha。その説明会の

資料がごく簡単なもので説明も不明瞭、住民の知らないうちに計画が進んでいたこともあって、住民の

不安を招いた。そこで住民による開発反対の動きが始まった。 

事業の許可主体は岡山県。ただし、その後 2018年に岡山で大規模な豪雨被害があり、規制のない伐採

が下流域で洪水につながるという認識を持つようになっている。他方で岡山市では、住民の動きを受け

て市が環境評価条例をつくり、この 4 月から施行される。そこにはメガソーラーも盛り込まれている。

もしも事業者が申請して許可されれば開発は進められるが、審査が終了するまでの間は開発の猶予がで

きることにはなる。 

こういった問題があって、地域で町内会など人々がつながった。2018年 1月に住民向けに第 1回活動

経過報告会が開かれ、それまでに参加していなかった若い世代が反対の活動に参加することとなった。

そして連合町内会サブ会議として定例の勉強会が始まった。 

 

◆ほかの活動がどのように発生してきているか 

8 月の第 2 回活動経過報告会がターニングポイントだったと考えている。メガソーラーだけでなく、

西日本豪雨被害を受けて、防災の事、環境保全、地域の協働といったところにメンバーの目が行くよう

になったことが、サブ会議の議事録を見てもわかる。また 50 名近く地域の人が参加したことは、地域

的にも県内的にも活動をしているという認識が浸透するきっかけになった。 

地域の他のテーマとしては、蛍の保全とその生育地の川での環境保護の取り組みが以前からあったが、

それが開発反対運動の足掛かりになっている。環境影響評価条例策定の要望や、議会の傍聴やパブリッ

クコメントを出すという活動は、今までの町内会にはなかったが、そうしたことを行うようになった。 

防災については、避難所運営ゲームも開催した。また、上流と下流の関係性を考えて、下流域で実施

された防災キャンプにも参加した。 

公民館とのネットワークも活発になって生きている。岡山市では公民館改革が行われており、市職員

と住民が集まる中で、公民館への役割や期待を発表するよう依頼があった。そこでは、町内会との共催

による防災の講座と、公民館主催でやった講座を比較して、公民館が加わることで何が変わるのかとい

う話を 100～150名の前で話した。この時に、地域の開発反対活動についても紹介した。 

 さらに、メガソーラー開発に反対する全国の地域とつながりもできてきている。今度、全国の集会で

呼びかけ団体となるよう依頼されている。 

一年半におよぶ活動で、当初は行政と話をしてきたが、1 月の経過報告会から若い人が加わることで

縦横のネットワークが構造的に広がってきたことが見られる。 



【報告】 

25 

 

◆今日の予定について 

連合町内会の活動と連動しながら今後地域で展開していきそうなプログラムに参加してもらうことと

した。 

 

Aコース：里山めぐりで自然散策 

自然・歴史文化・健康をテーマに、建設予定地のなかにある地蔵菩薩とお大師様の地域信仰ルートを

歩く企画。連合町内会の主催で今年の 11 月 24 日に企画し、地域住民 40 名が参加した。参加者は里山

の自然のなかで、それぞれに昔の思い出ばなしに花を咲かせた。今回はその機会を追体験する。案内し

てくれる守屋勉さんは、1年半前に開発問題が起こった際に中心メンバーとして初期から動いていた方。

今では誰も入らなくなってしまった地域の里山と、今回の企画を通じて、もう一度関係を作り直せたら

と思っている。開発問題が起こるまではただの山としか見えていなかったが、今は地域の歴史と変化が

構造的に見える場所となった。 

 

Bコース：ええとこ発見！交流ウォーク〜笑顔で健康 あかるい地域 健康は歩くことから〜 

市の主導で（北市民健康づくり足守会議）、史跡をめぐるルートマップ作成し、ヘルスケアを関連させ

て公民館が受け皿となって実施しているウォーキング事業である。今回の案内人の柏野忍さんも 1年半

前に開発問題が起こった際に中心メンバーとして初期から動いていた方で、地域史にも詳しい。別途地

域の「うどん食べる会」の食後の学習会で、30回以上毎月違うテーマで地域の歴史について話してきた。

反対活動を通してこの資料に注目が集まり、今年 10 月に仮冊子を作成。今月末には都内美術館学芸員

（専門：佛教美術史）を講師に歴史散策プログラムの企画している。神社や寺の運営も厳しくなってい

るという地域事情があり、地域の歴史を活用した交流活動を通して、新しい人を巻き込みながら地域の

活性化につなげていきたい。また小・中学校、公民館等とも連携しながら、地域の歴史と変化を構造的

に学習できるリソースにもしていきたいと考えている。 

 

Cコース：LSLO第 6回稲作実習～脱穀編 

地元私大学長が中心となり、人生 100年時代を見通した自分自身の人生変革（ライフシフト）による

新たな「ライフデザイン」の確立を目指して設立された「LSLO（ライフ・シフト・ラボ・岡山）」の一

企画として、みた農園で実施する稲作実習プログラムである。今回が最終回の脱穀実習（原木シイタケ

栽培を通した里山体験も少し加味）で、これまで、①籾まき、②田ごしらえ、③田植え、④田の草とり、

⑤稲刈り実習を実施してきた。また食農についてより理解を深めるために、第 4回から農作業体験後に

哲学タイム（田んぼ de哲学）を設けている。テーマは①「7月の西日本豪雨がは人災なのか？天災なの

か？」②「ふるさと」と「生活デザイン」そして、本日午後の時間帯には「豊かさ」テーマに、地域の

みなさんとともに第３回「田んぼ de哲学」を実施する。今回の実習の講師の三田善雄さんは、途中から

活動に参加した若手メンバーで、大井地区連合町内会のサブ会議のサブリーダーを務めている。 

別途、地元小学校の稲作体験や地域の若手農業者の農業体験プログラムネットワークのコーディネー

ト、公民館と連携した食品ロス削減活動（フードドライブ）や地産地消メニュー開発などにも関ってい

る。今後はサブ会議のメンバーとも連携しつつ、食農を通じた活動をより充実させていきたいと考えて

いる。 
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（2）午前 フィールドスタディ 

メガソーラー開発予定地を概観しながら計画の説明を受けたあと、A～Cコースのいずれかに参加。 

 

Aコース）里山歩き 

伐採予定地内の散策コースを、住民の方々の案内で歩きます。地蔵菩薩をたどり歴史に思いを馳せなが

ら、里山と住民との関わりについてお話を聞きます。 

Bコース）歴史散策（まち歩き） 

公民館によるまち歩きプログラムに参加します。まちの歴史について住民の方がガイドします。（他の

参加者と合同） 

Cコース）脱穀体験 

みた農園での脱穀イベントに参加します。ライフ・シフト・ラボ岡山（LSLO、人生 100 年時代のライフ

デザインの会）との共催イベントに、他の参加者と一緒に参加します。 

 

 

A コース 

「里山めぐりで自然散策 地蔵菩薩とお大師様

散策」 

 

案内：守屋勉さん 

参加者：伊藤容子、大沼文香、佐藤友紀、浜本裕子、

西あい 

 

＜報告＞ 

散策コースのスタート地点となる守屋さんのご自宅まで、サブ会議のメンバーの岸本さんに車で送

ってもらう。途中、メガソーラー建設予定地の里山をまずは遠方から視察。里山のすそ野にある、ホ

タルの川付近から里山見ると、開発予定地は数字で聞く 186haよりもはるかに広大な土地に見えた。

ホタルが飛び交う季節には毎年多くの観光客が訪れるということだが、一方で屋台が並び、多くの人

が訪問することで、ホタルが住みやすい環境が損なわれる原因にもなっているとのことであった。 

ソーラーを設置する際には南向きにする必要があり、もし開発がされるとなると、山の斜面の向き

に関わらず切り崩し、南向きになるように設置されるとのこと。そして、伐採された木々の根の処理

がきちんとされるわけではなく、その上にパネルが設置さされるため、豪雨の際などに土砂崩れを起

こす可能性が高いとのことであった。 

 

守屋さん宅に到着後、守屋さんに先導してもらい、里山を散策。コースとしては、守屋さんにいた

だいた地図のコースに、基本、沿って歩いた。出発時に、守屋さんからお供え用のお米と、お土産の

お菓子を各自もらった。コースは以前生活用の通路として使われており、地蔵が点在している。里山

に入るにあたり、当時の人びとの習慣にならい、地蔵に遭遇するたびにお米をひとつかみずつ各自備

えていった。お土産のお菓子は「おせったい」と言って、以前はお祭りの時に子どもたちが地域の家

庭を回ってもらう習慣があったのにちなみ、コース散策の参加者にふるまっているとのこと。すべて
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の地蔵に番号がついている。崩れて跡地だけになった地蔵、埋まっていたがコース整備の時に掘り出

したという地蔵もあった。 

散策中は縦列になって歩いていたのと、傾斜がある険しい道も多々あったため、守屋さんのお話を

聞いたり、質問することは難しかった。歩きながらのお話では、地元の人にとっては遠足で毎年訪れ

るような地であったこと、昔は子どもがしょっちゅう山で遊んでいたが、今はそうした子どもたちは

見られないとのこと。また、四国のお遍路巡りはできないけれど、代わりに人々が地蔵を建立したこ

となどが話されていた。 

コースにはメガソーラー開発計画地に沿ってコンクリートの杭が打ち込んであり、険しい斜面にも

打ち込まれていた。いざ工事となったら、作業をするにも大変だし、その分、費用も膨大にかかるだ

ろうと容易に想像できた。こういった杭を打ち込みに来るのは、請負先の請負先だそうで、住民が話

をしても、「頼まれているから」という感じで話が通じないようであった。境界線に接するように位置

する地蔵は、開発が進むとどうなるのだろうか。 

 

＜感想＞ 

コースの最後で、百田の棚田を見下ろすと、いかに里山とともに住民が水田や畑を耕しながら暮ら

してきたかの様子を垣間見れることができた。守屋さんの祖父にあたる方が豪雨による土砂災害で亡

くなられたことが少しお話に出たが、普段は静かな里山でも、自然災害が発生したり、あるいはむや

みに人の手が加わることで、人災につながる可能性があることを物語っていた。個人のそういったつ

らい経験や訴えというのが、組織としての開発になると同じ土俵に上がらないだけでなく、かき消さ

れていることが悲しかった。そして、住んでいるのは住民なのに、誰のための開発なのかを考えると

複雑であった。電力やエネルギーを享受している私たちの暮らしが、日々の里山の暮らしを犠牲にす

ることはあってはならないはずだと改めて思った。 

（報告：伊藤） 
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B コース 

「足守中学校区ええとこ発見図 大井コース」（北市民健康づくり足守会議、岡山市立足守

公民館共催）参加 

 

案内：柏野忍さん 

参加者：阿部眞理子 

 

＜報告＞ 

公民館が作成した地図「ええとこ発見図～足守中学校区」

の大井コースを散策。プラザ大井を出発し八幡神社方面に向

かうコースのポイント、ポイントで立ち止まりながら、ガイ

ドの方がまちの歴史を説明してくれた。 

まちには江戸時代の道幅のままのところがあり、その道に沿って昔の街並みが残っている。しか

し、国道を整備するにあたり八幡神社への参道が寸断されてしまったとのことで、その際、三田さん

の家のように移転しなければならない家もあったとのこと。 

一年を通して何回かある神社の祭礼の際には、以前は神社の氏子である各世帯が「おせったい」を

順番で行なっていた。「おせったい」をする場所（道端？）は決まっており、当番制で各家庭が受け持

って、料理をふるまったり、お菓子を配ったりしていたそうだ。子どもの頃はそこを回ってお菓子を

もらったりするのが楽しみだったとのこと。徐々に若い人たちがいなくなり、回る人も、当番を引き

受ける家庭も減ったので、その風習は途絶えてしまったと言っていた（おそらく昭和 50年代ごろま

で）。 

八幡神社には地元の人が寄進しているが、その金額に応じて社の周囲に貼り出される名前の文字の

大きさが違っている。かつて、大恐慌の頃アメリカに移民として渡った人が寄進を続けてくれたとい

う話が興味深かった。半面、神社関係者であるガイドさんが「集落に住む人は寄進してくれない」と

冗談めかして話していた。 

また、ほかの参加者が言っていたのは、昔はお祭りに参加するにも家の経済状態に依って違っていた

とのこと。着物を来て八幡神社にお参りに行ったと言う参加者がいたが、それは〇〇ちゃんちがお金持

ちだったからや、と答えていた人もいた。昔の集落の行事の思い出も、人それぞれなのだろうか。昔は

今よりも格差がはっきり見えていたのかもしれないと思いながら歩いた。 

 

＜感想＞ 

ほとんど車の通らない江戸時代から続く道を、ガイドさんに従いゆっくりと歩きました。吉備地

方、桃太郎伝説、たたら、律令制の跡などを説明してくれるガイドさんとの時間は、歴史大好きなわ

たしにとって、わくわくする時間でした。散策が終わったあと、午後のワークショップ会場には、ガ

イドさんだった方がいるではありません

か。メガソーラー反対運動の当初から活

動していた方と知り、地域をよく知って

いる方だからこその活動と納得しまし

た。（報告：阿部） 
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C コース 

「第 6 回稲作実習～脱穀編」（みた農園、ライフ・シフト・

ラボ岡山（LSLO））共催）参加 

 

講師：三田善雄さん 

参加者：大野のどか 

 

＜報告＞ 

みた農園にて開催されたイベント「第 6回稲作実習～脱穀編」に参加した。参加者は LSLO のメンバ

ーの皆さん 7名（松畑会長他）と大野の 8名だった。 

まず初めに、三田さんのサポートの下、昔の足踏み回転式脱穀機を体験させていただいた。足ふみ式

は左足で軽くペダルを踏みながら機械を回転させ、回転している歯に穂先を当てることで脱穀ができる。

78 歳の松畑先生は昔（昭和 30年代まで）使っていたとのことでスムーズに作業されていたが、40代以

下の人は恐る恐るの脱穀となった。次に唐箕 (とうみ)を使って、籾と藁くずを風の力で選別する作業を

行った。一方の手でハンドルを回しながらもう片方の手で風の量を調節せねばならず、こちらも熟練の

技が必要なものだった。四苦八苦して昔ながらの脱穀方法を体験した後、コンバインを使った現代の脱

穀方法を見学し、あまりの速さと簡単さに驚きの声が上がった。2 つの方法を体験してから三田さんよ

り、機械は速いが、地中から掘り起こした化石燃料を使ってそれを実現していること、化石燃料はこの

ままだと枯渇してしまうこと、光合成で育った稲を化石燃料を使い果たしながら脱穀している現実があ

るということをもっと考えなければいけない等、脱穀という作業を通して、広く農やエネルギー問題に

ついて考える機会をいただいた。 

続いて近くの山の斜面へ移動し、椎茸の菌を育てるための木と里山についてお話してくださった。主

に自然の循環サイクルについてのお話で、日ごろ何気なく目にしているものも大きな自然のサイクルの

中で生まれ、また土に還っていっている、その土が育てた作物で自分もいかされていることを実感した。

三田さんのお話は時に専門的で難解で化学の講義を聞いているようだったが、身近なものが様々な世界

や歴史とつながっていることを感じられ、お話を聞く前と聞いた後では景色が違って見えた。とても濃

密な時間を過ごすことができた。 

 お話の後は、木の伐採を見学した。適切に手入れしていかなければ里山は生かすことができないこと、

近年手入れがされない森が多くあることなどを聞いた。切り落とした木は地元グループの竹取物語のみ

なさん椎茸のほだ木にするために取りに来られた。地域の活動がうまくつながって、資源が活かされて

いくのはとても良いと思った。 

 伐採の後はみた農園の園内を見学した。猪の罠が設置されているのは、以前はまったく出なかった猪

が最近は里に下りてきているからとのこと。里山に人が入らなくなったことで猪が活動しやすくなり、

人里に来てしまっているそうだ。獣害と一言で済ませるのは簡単だが、原因と理想的なあり方をきちん

と把握し、対策と共生の道を探っていくことが必要であると感じた。合鴨農法のためのアヒルを見て癒

された後に、お昼でそのアヒルの肉をいただき、命をいただくことを久しぶりに実感した。 
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＜感想＞ 

脱穀と里山のお話を通して感じたのは、以下の 3点である。 

1．田んぼ（自然）と哲学という組み合わせは、実感を伴った学びの場としてとても有意義であると感じ

た。田んぼでの作業を通して自然と話したくなる雰囲気もあり、また作業を入口に様々なことを深く

知ることができた。 

2．三田さんの深い知識と洞察力を伴う解説により、農、自然、持続可能な社会づくりなどに関する地球

上の様々な課題へ思いを馳せることができ、単なる農作業体験を超えた深い学びにつながった。また

LSLO との共催ということで、農業だけではない視点でのイベントとなっており、様々なメンバーが

来ているのも参加者同士の学びあいが深まると思った。 

3．農は食という現実的に日々自分たちに関わるものと密接につながっているので、農を通して自然、地

域、さらに深い哲学を考えることは、様々な社会課題を自分事としてとらえることにつながるのでは

ないかと感じた。連続講座ということで、巡る季節や自然の移り変わりを感じられるのも学びを深め

るのではないかと思った。 

（報告：大野） 
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（3）午後 ワークショップによる住民との交流・意見交換 

 

ワークショップ 1「第 3回田んぼ de 哲学～豊かさとは？」 

地元婦人会、LSLO、大井地区連合町内会などの地元の方々とともに参加します。暮らす地域や経験、

世代などが多様な参加者間で、「豊かさ」をめぐる各々の価値観を紹介し合い意見を交わします。 

・13：00～13：45「豊かさ」について考えるワークショップ 

・13：45～13：50クロージング（LSLO 代表から一言） 

 

ワークショップ 2「『メガソーラー開発計画に伴う大規模森林伐採計画』をコンパス分析」 

森林伐採反対運動を中心的に担ってきた大井地区連合町内会サブ会議メンバーらとともに、同開発計

画をめぐるこれまでの出来事や活動を「コンパス分析」をつかって整理・分析しながら意見交換します。 

・14：00～15：10（最長）コンパス分析／DEARから今回訪問の趣旨説明 

 

 

ワークショップ 1 

「第 3 回田んぼ de 哲学～豊かさとは？」 

 

場所：みた農園（ビニールハウス） 

参加者：約 30 名（足守・大井地区をはじめ市内の住民の方々、DEAR「学びあいフォーラム」参加者） 

ファシリテーター：佐藤友紀 

ねらい：豊かさをめぐる自分の価値観に向き合うとともに、多様な価値観に触れること。 

 

＜話し合いのながれ＞ 

（1）3～4人組のグループに分かれ自己紹介をする。できるだけ初対面同士になるようにする。 

（2）カードを一人 1セットずつ配布する。個人作業で、自分が「豊かな社会」に欠かせないと思う上位

5つを選ぶ。選択肢の中に選びたいものがなければ、白紙（カード 18）に自由に記入する。 

（3）グループ内で、どのカードを選んだかと、選んだ基準を話し合う。 

（4）「共感したこと、共通性を感じたことは？」「違うね、とびっくりしたことは？」「18 番のカードに

どんなものがでたか？」について、各グループから一言ずつ発表する。 

 

＜グループでの話し合いの様子（一部紹介）＞ 

◆グループ Aの場合 

・選んだカードは 3人ともバラバラ、一枚だけ二人がかぶっただけだが、でも話をするとお互いに言っ

ていることは納得できるもので、どの話も耳を傾けたくなるものだった。それぞれの一枚目のカード

で話が盛り上がってしまい最後まで話ができなかった。 

・「自分の住む地域で、大規模な土木建設や、有名な商業施設や娯楽施設を呼び込むことで、地域経済が

活性化されている」のカードを選んだ方：今、営業の仕事をしていて思うこと。若い時は都会に出た

いと思っていた。でもやっぱり人が好きで岡山に戻ってきた。なぜ海外にお金を落とさなきゃいけな

い？と思う。岡山で作れる物、作れる人でまわせるんじゃないかと思う。そうすれば若い人の就職口
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も増えるのではないか。お金も欲しいけど、困ってる人を助けたい。 

・「自分の自由な時間がある」のカードを選んだ方：営業職だったので、営業で常に追われていた経験か

らこのカードを選んだ。ノルマがあることが本当に大変。言われたやり方でしかできないけど、自分

の自由にできたらもっと成果を上げられるのに！と思った。同じことをするにしてもそこに自分の意

志があるかどうかが大事。 

・「地域の歴史や文化が若者に理解され、受け継がれていっている」のカードを選んだ方：ずっと住んで

いると、こんなに住みやすい場所ない！と感じる。ちゃんと子どもたちがそのことを理解して戻って

くるようにしなければならない。そのループができれば。自然の営みと人間も一緒。でも、いろんな

所にも行ってほしい。外に出ないと良さや違いがわからない。若い人たちにはいったん外に出てもい

つか岡山に戻ってきてほしい。 

 

◆グループ Bの場合 

・18に「働かなくても生きていける」と書いた方：働きたくないという意味ではなく、働きすぎなくて

も、という意味だと話していてわかった。ベーシックインカムのような制度があれば、労働に縛られ

ずに、それぞれができる仕事をできるだけして支え合って生きていけるのではという意見だった。 

・13「エリートを育成する教育を進め、厳しい選抜試験に合格した者だけがチャンスを得て高収入を得

ることができる」を選んだ方：主婦である自分の立場を例に、どうしても役割はある、待っていても

誰も料理してくれないし、と話されていた。 

・1番上に来ている 18と 13 と 11に通底するものとして、自分が望まないもの・ことに縛られない、自

由というキーワードがあるのかもしれないと話し合った。 

・話し合いをする中で、働き過ぎずそれぞれができる労働で生きていけるのが豊かなのでは、という意

見に対して、「じゃあ、あなたは何をしているの？」というちょっと厳しく聞こえる問いがあったが、

あえて厳しく問うことで鼓舞しているのかな？こういう発言をしてもよいという人間関係が地域で

できているから出てきたのかな？と思った。 

 

◆グループ Cの場合 

・白紙の紙に追加で書かれたこととその理由： 

 「自然を愛する心が大切にされること」これは基本的に大切なことだから。 

「心身を癒す場所と時間があること」会社では目標を達成することが常に求められ、それを達成した

ら、またさらに次の目標を達成することが求められる。休む間がない。たまには、ゆっくり休むこと

があってもいいと思う。 

・「誰もが尊厳を持って、仕事の量や内容に見合った対価を得ながら働くことができる」を選んだが、他

の人たちは退職された人たちだったので、現役だったら選んだと思うけれど、とのことだった。それ

ぞれのライフステージによって、選ぶカードは変わるのかもしれないと感じた。 

・1「おしゃれなもの、おいしいもの、便利なものがすぐ手に入る」を選んだ方：平和な世の中だからこ

そ、そうできる、戦争や災害などがあればそうはできないから、とのことだった。 

・20「生活や地域、社会の課題を一緒に考えて取り組む仲間がいる」は全員が選んだ。地域社会とのつ

ながりの強さを感じた。 

・「地域の歴史や文化が若者に理解され、受け継がれていっている」を、グループの地元の方全員が選ん

でいたのが印象的だった。都市部のビルの中でのワークショップなら、まず選ばれないのではないか、
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と思ったりした。 

 

＜全体共有＞ 

「共感したこと、共通性を感じたことは？」「違うね、とびっくりしたことは？」「18番のカードにどん

なものが出たか？」について、各グループから一言ずつ共有した。 

 

・必要以上に働かなくても生活できることが豊かだ、という意見があった。たとえば、食べ物、着るも

の、家を作るのは必要だ。しかし、洋服屋さんがたくさんあるなど、世の中にはどうしてあるのかな、

ということや仕事が多い。人間はそういう仕事がなくても生活できるので、あまり働かなくても食べ

物や着るものが手に入るようにして、空いた時間を、みんなで老人介護施設にボランティアいくなど

する、そういう社会が成立するのではないか。 

・15と 6が共通していた。身近なところに頼れる人がいたり、風通しがいいことが大事。今の社会は世

界の貧困問題もありながら、日本がこういう社会になってしまった。このままでいいのか。僕とは違

うと思ったのは、「福祉を無料で受けることができる」ということ。僕はまだ 40歳くらいなので、現

在受ける立場ではないが、人生の先輩はこれからの事が不安で、それが満たされることが豊かという

事だと思った。もう一つ違うと思ったのは、言いたい事を言える、という話題。自由に発言できる状

況ならあまり思わないが、そうでなくなると重要と思うのではないか。 

・共通していたのは、15と 14。結局のところ、いざというときに頼れる人がいるという点がみなさんの

共通点。わたしが 18 に書いたのは、「心身が疲れた時に回復できる場所がある」。今は定年退職した

が、現役時代は常に効率を上げ、成績を上げろと言われ続けて、今年一年は給料上がらなくてもゆっ

くりしたいと上司にいったらだめと言われたことがある。ゆっくりできることが大事。 

・格差の問題や資源の問題、豊富な資源を消費するということ。いつでもどこでも手に入るということ

も大事だが格差を助長する世界では困る。違った視点で提案した。 

・共通しているのが、いざというときに頼れる人がいる、ということ。今一人暮らしだったり、子ども

のころ育った環境が影響していた。18 番に書いたのは、「大地と生き物と自分が共生している時間」。

一人っ子のため一人でいる時間が多かったので、人以外の者も大事に思わないといけない環境だった。

大地との共感。頼れる人がいる、というのは、大地や人以外のもの、たとえば犬との共感も大事。 

 

最後に、ファシリテーターから「あえて言葉にしてみることで、自分にあらためて気づきがあったり、

たくさんの違った人が社会を作っていることを感じてもらえたら」とコメントがあり、ワークショップ

終了。 
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＜使用したカード＞ 

1 

おしゃれなもの、おいしいも

の、便利なものがすぐ手に

入る 

 2 

誰もが尊厳を持って、仕事

の量や内容に見合った対価

を得ながら働くことができる 

 3 

自分の住む地域で、大規模

な土木建設や、有名な商業

施設や娯楽施設を呼び込む

ことで、地域経済が活性化

されている 

        

4 

自分の住む地域で、地産地

消が進み、地元の商店街に

人がたくさん集っている 

 5 
環境にやさしいライフスタイ

ルで、資源を使いすぎない 
 6 

大気、土壌、海洋汚染や森

林破壊、生物の絶滅がこれ

以上すすまない 

        

7 

誰かを傷つけない限り、意

見表明が自由にでき、誰か

らも制限されない。少数意

見であっても尊重される 

 8 

豊かな自然環境資源を利用

した観光開発が行われ地域

経済が活性化する 

 9 
自分たちの地域のことは住

民が話し合って決める 

        

10 

性別、人種、考え方、行動

や生活様式など、何かしら

の「違い」を理由に攻撃され

たり排除されたりする心配

がない 

 11 自分の自由な時間がある  12 

大人も子どもも、いつでも自

分が希望する教育をいつで

もどこでも受けることができ

る 

        

13 

エリートを育成する教育を進

め、厳しい選抜試験に合格

した者だけがチャンスを得て

高収入を得ることができる 

 14 

地域の歴史や文化が若者

に理解され、受け継がれて

いっている 

 15 

生活や地域、社会の課題を

一緒に考えて取り組む仲間

がいて、地域に気軽に集ま

れるような居場所がある 

        

16 

税金は高いが、医療や福

祉、教育に税金が多く使わ

れ、無料でサービスが受け

られる 

 17 
国籍がなくても、住民なら誰

でも社会保障を受けられる 
 18  
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ワークショップ 2  

「『メガソーラー開発計画に伴う大規模森林伐採計画』をコンパス分析」 

 

場所：みた農園 

参加者：約 20名（地域で開発計画への反対運動を中心的に担ってきた「サブ会議」メンバー、そのほか

住民の方、DEAR「学びあいフォーラム」参加者） 

ファシリテーター：阿部眞理子 

ねらい：メガソーラー開発による大規模森林伐採計画をめぐる地域での反対運動をふりかえる 

 

＜話し合いのながれ＞ 

1）5～6人のグループに分かれる。 

2）資料「コンパス分析 4つの視点」をグループで読み合わせる。これまでにどんな活動をしてきたか

思い出しながら、「コンパス分析」の「4つの視点」で分析することを説明する。 

3）開発予定地区の写真と連合町内会サブ会議の活動歴を配る。 

4）個人作業で付箋紙に短文で出す。 

5）各グループで、模造紙上に「コンパス分析」の図を記入し、付箋紙を読み上げながら当てはまる場所

に貼りながら共有する。共有しながら、話し合いをする。 

6）全体で、気づいたことや感想などを共有する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜全体共有＞ 

・付箋紙に書きにくかった（恥ずかしい気持ち）。ここまでよくやってきた、と思うと同時に、もっとこ

んなことできた、荷が重かった、という気持ちもあった。 
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・人と人とのつながりの中でできたことが見えた（芋づる式に） 

・外部の意見をどんどん取り入れたのがよかった。入りやすい組織で、少数意見でも否定されることが

少ない。「ふくらし粉」をふくらませる人がポイント。 

・反対一辺倒の活動ではなく、地域の未来を考えている。 

・活動に参加する人数が増え、負担が減り、続けられる活動になった。成果を充分上げてきたと思った。 

・大井地区 3町会以外の住民に、最初の開発計画に関する情報が届いていなかった。 

・友延さん作成の、開発計画とその問題点をまとめた資料がすごい。→何とかしたい、という思いで当

時作成した。いろんな友人からバラバラの情報が届いたので、文章にまとめ公表した。 

・ひとりひとり、関わり方が違うことが明確になってくる。 

・サブ会議にオープンな組織性がある。 
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フィールドスタディ参加者による 

ふりかえりシート 2日目「大井・足守地区訪問」（抜粋） 
 

（1） 今日 1日で考えたこと、最も印象に残っていることは、どんなことですか？ 

 

・メガソーラー開発の計画地が思ったよりも広域であったこと。数字だけでは見えなかった計画地の

周囲の様子や住民の暮らしぶりがみられたこと。 

・サブ会議に関わっている方々が、とても前のめりになって関わっていること。それだけことが重大

であることもそうだが、このサブ会議を通じてそのようになった部分もある気がした。 

・メガソーラー開発の計画を発端に、問題の解決だけに焦点が絞られるのではなく、地域の良さに気

づき、地域の活性化というより大きな目的が見据えられていること。 

・昔の農機具の使用を体験してから現代の機械の様子を見てみると、速く楽に作業するためにテクノロ

ジーが進化すると共に多くの燃料を必要としていったことを実感した。持続可能な農業のあり方につ

いて考えさせられた。 

・足守、大井地区の様々な人と出会えてよかった。人と人との出会い、つながりが地域を元気にしてい

くことが 1日を通して実感できた。 

・松畑先生のお話、活動が素敵だった。素敵な人と出会えると地域への満足感や参加度が深まると感じ

るので、足守地区の一人一人が学びあいのリソースであり主体であると感じた。 

・朝のカフェや田んぼなど、様々な場で哲学を実践されているのが面白いと思った。答えのない問い

に対し、考え対話する時間はとても大切だと思う。 

・「豊かさ」WS のファシリテーターを実施し、参加者の多くが地域のことを大切に思っていたこと。 

・地域のことを大切に思っている人たちが集っている場であったこともあるが、ビニールハウスでワ

ラが積んである横でのワークショップは地域の豊かさを考えるのにふさわしい場だと思った。 

・外部者の我々には参加者の相互のつながりや関係性まではわからなかったが、人のつながりを紡い

できた三田さんにはグループの構成メンバーについて、グループ内での話し合いについて、どう見

えていたのだろうと思った。 

・印象的だったのは、コンパス分析の際に地域住民の方のお話から受けた印象と、午前の里山プログ

ラムで自分が感じた印象とのギャップが大きかった。地域のリアリティは、バーチャルな“教材ロー

ルプレイ”では盛り込めないし、地域のことは地域の人にしかわからない、そして地域の人にとって

も関わり方によって多面性があるということ。 

・足守地区の活動が多岐に広がってきていることに驚いた。夏に三田さんのお話しを聞いた時はメガソ

ーラーパネルの反対運動だけに取り組んでいるのだと思っていたので、地域を見直し里山の活性化、

地域活性化の動きに方向転換とまではいきませんが、そのような取り組みに変わっていて、驚いたし

おもしろいなと思った。反対運動という一見マイナスなイメージを持つような活動も、こんなふうに

プラスな明るい活動に変わっていくことができるということに、わくわく感を覚えた。また、自分に

できることを自分なりの視点で取り組んでいく方と出会い、その大切さも感じた。このように多岐に

活動が広がっていくと、それぞれの興味や問題意識も少しずつずれていくと思うので、そうなったと

きにどんなふうに活動を続けていくのかということが重要になってくると思った。 
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・午後の豊かさのワークショップでは普段ワークショップをするような立場や職業の人とは全然違う

方々と話をすることができてとても楽しかった。こんなふうにその地域の人たちと話ができるのは

ワークショップの力であり、ワークショップの可能性を改めて感じた。 

・コンパス分析では「知らなかった」という言葉が出てきたことが重要だったと感じた。これからも活

動を続けていく中で改めてこれまでの活動を振り返るということの重要性は学生時代に痛感したか

らだ。一方で今目の前の活動に必死でそのような振り返るという場はなかなか持ちづらかったり、わ

かっているつもりになっていてあえて振り返るような機会を持たなかったりするので、意図的にその

ような機会を作らなければならないこともよくわかった。また、内々で知っているのと外部の人に説

明するのでは全然違うので、より多くの人に知ってもらいたいと思う団体こそこのような機会を持た

なければならないとも思った。 

・コンパス分析の際に東日本大震災がきっかけでメガソーラーパネルの話もどんどん出てきたという

話を聞き、こんなふうに東日本大震災と繋がっているのかと驚いた。自然エネルギーへの転換が大

きく叫ばれて、正しい情報や判断できるだけの情報量がないままに流されていってしまう日本全体

の動きに、改めて恐怖を覚えた。 

・午後のビニールハウスの、広さ・明るさ・暖かさ。あんなに素敵な空間だとは思わなかったので、

とても印象的だった。 

・メガソーラー建設反対の運動をされている人たちの、それぞれの思い。また、運動の流れと継続す

る意思。 

・町会の区割りや行政区の分け方など、現在の地域の情報共有のしくみが、自然の摂理や仕組み（川

でつながっているとか、水源を共有しているとか）と離れてしまっている。そのことが、自然環境

の変化による影響について必要な情報が必要な人に届かない、したがって不満が生まれる、という

事態を招く一因になっているのだとわかった。 

・江戸時代の道路幅のままのところがあり、その道に沿って昔の街並みが残っているが、国道を整備

するにあたり八幡神社への参道が寸断されてしまい、移転しなければならない家もあったこと。 

・一年を通して何回かある神社の祭礼の際に、神社の氏子である各世帯が「おせったい（？）」を順

番で行なっていたこと。おせったいをする場所（道端？）は決まっており、子どもの頃はそれを回

ってお菓子をもらったりするのが楽しみだったこと。若い人たちがいなくなり、おせったいを行う

世帯も減り、その風習は途絶えてしまったこと。 

 

 

（2）「持続可能な地域づくり」における学びあいについて、気づいたことや考えたことは、どんなことで

すか？ 

 

・人と人とのつながりが大きなムーブメントになりつつあること。地域づくりにおける「学び」という

より、ここでは「動き」として見られるものに対してどう学びを読み解くのか。 

・今回の訪問中に、地域の方々や訪問者との間の会話を通じた学びあい（質問を通じてなど）はあった

と思うが、全体としてはこちらの学びにとどまっているところがあると思うので、相互の学びあいに

なるよう、こちらから改めて報告や還元していくことで、学びあいになると思った。 

・反対運動をきっかけにお互いを知り、関係性を深め、様々な活動でつながっているこの地域ではまさ

に日々学びあいが起き、その結果さらに新しい活動がうまれ関係が紡がれているように感じた。好循
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環。 

・様々な場、グループが地域に色々あること、それぞれが自分らしく参加できる場が開かれていること

が大切だと思った。（哲学カフェ、竹取物語、ＬＳＬＯ、みた農園、足守酒場など） 

・中心になる人の存在は大きい（三田さん、萱野さん等）。そこに色々なキャラクターが絡み、動いてい

く。自分ができることでこのチームに力を発揮したいというメンバーシップや情熱も大切だと感じた。 

・自分の言葉で語る機会があると、さらに自分事になっていく、ますます気持ちが高まっていくことが、

実例を見て（午後のコンパス分析にて）実感された。 

・「外部者」として地域に入って地元の人に問うことは有効だと感じることができた。「風の人、土の

人が風土をつくる」という言葉を思い出した。 

・三田さんの地域におけるスタンス、キーパーソンとしての役割、視点の持ち方がすばらしい。当初か

らメガソーラー反対運動で終わるのでなく、地域開発のビジョンを持っておられたことは、これまで

培ってこられたことは、風の人の視点も持つ土の人なんだなぁと思った。 

・4月に西さん、阿部さんが訪問されたことがあっての今回の学びの深さと質に関わってると実感した。 

・地域に根ざした暮らし方がベースにあることが大切だと感じた。（メガソーラー建設に反対するにし

ても） 

・ビニールハウスでのワークショップは、場所柄もあってか、とても「土との距離が近い」ことを実感

した。都市部のコンクリートのビルの中でのワークショップでは、とても感じられない、土や土地、

地域への距離の近さ、土地に根ざす感覚を、強く感じた。参加されていた人たちが、土地・地域に根

ざして暮らされていることを、実感として感じられた。 

・私たちのような「外部のもの」が入って、メガソーラー建設反対の経緯についてお聞きすることが、

地元の方にとってはどうだったのだろう、という思いもある。ただ、私たちが入っていけたのは、三

田さんという存在を介してであり、三田さんなくしては、メガソーラーのコンパス分析はあり得なか

っただろうと思う。 

・反対運動に関わられている人たちも、関わり始めた時点の違いや思いの違いなどもあり、それらをじ

かに聞けたのはとても貴重なことだった。 

・土地や地域には、歴史的な記憶が深く結びついており、いまもなお、その記憶が生き続けていること

を実感した。そのことが、地域を守っていく、持続可能なあり方につながっていくのかも、というこ

とを感じられた。その土地に行かなければ聞けないこと、感じられないことだと思った。 

・たとえ、全員が物理的に同じ学びあいの場や空間を共有していなくても、多層的（町内会、まちある

き、田んぼで哲学、食農プログラム、など）な学びあいがあることで、いろんな人が自分に合った参

加が可能となり、ある特定の地域の問題解決（＝SD の地域づくり）という方向に、みんなで向かうこ

とができるのだと思った（三田さんのコーディネートのなせるわざ）。 

・「豊かさ」ワークショップでは、その場から生まれる言葉や感覚、その尊さを皆が共有していると感

じた。 

・ワークショップで「○○はどうなっているんですか」と問題を人に突きつけるような話しぶりと、「小

さいことでもできることをやろう（できないか）」とする話しぶりがあった。前者が悪いとかではな

いが、どこかの段階で前者を後者のような話しぶりに転換できると、問題解決の取組みが次につなが

りやすい、と思った。 

・反対運動に対して、どのような立ち位置でいるのか、ワークショップを行うことで、初めてお互いの

気持ちを知ることになる。そのような機会をメンバーがこれから作っていくのかどうかが気になる。



【報告】 

40 

 

地域の場合、触れずに済ました方がいいこともあるだろう。別の活動を通して、地域づくりを行なっ

ていくことになるのか。 

 

（3）上記（2）の「学びあい」のコーディネートについて、気づいたこと、参考になった点、得たヒント、

自分の地域でやってみたいことはどんなことですか？ 

 

・住民の方々が計画を発端に、計画に対してや、地域での暮らしをどのように受け止めているか、ある

いは、住民どうしの関係性など、実際に訪れることで見えることが多かった。一方で、地域の方々と

のワークショップにおいて「外部の人が入って」という言い方で進めてよかったのか考えている。外

部の人と話すことで自身をふりかえる目的だったと思うので、その意味では目的は達成されていると

思うが、地域の人がどのように感じたのか気になっている。（なんで東京から来た人に色々と聞かれ

ないといけないのか、など多少は思っている人もいるのではないか。）住民の気持ちを考えると、個人

的には土足で乗り込んだようで、気にはなっている。 

・地域のメンバーがそれぞれのことを知り、尊重し、時にネガティブなことも笑いに変えながら話がで

きる関係性が大切だと感じた（遠慮しない、でもケアする）。関係づくりをどうサポートするか、コー

ディネートしていけるかという視点が必要だと感じた。 

・自分の言葉で語る機会を意図的に作る⇒自分の言葉で語ることで学びが深まる⇒参加者から担い手へ

と参加が深まると感じた。自分たちの地域の実践でも、もっと参加者が担い手に加わってもらえるよ

うな働きかけや入口を作ることが必要だと感じた。 

・温室（農とのつながり、自然な雰囲気などなど）という場の力、ポテンシャルを感じた。私の地元に

も自然豊かな場所や様々な特徴を持った場があるので、いろいろな環境を工夫して使っていき、多様

な学びの場づくりをしていきたいと思った。 

・地域の人材をどうやって発掘しどう活用するのかということがカギになってくるのではないかと感じ

た。また、誰にどのタイミングで声をかけたり協力してもらうのかということが、行き詰まった時の

突破口になっていくこともわかった。外部の視点も必要なのは重々承知だが、タイミングがその効果

をさらに生み出すのだということを感じた。 

・地域間交流も大事だと思った。（互いの地域で行なっていることで学び合えればいいですよね） 

・いろんなコーディネートをつなげるコーディネートが地域で機能しているのがすごいと思った。地域

内の個々の関係性は、良かったり悪かったりいろいろなので、多層的な学びあいをコーディネートし

ながら地域全体の問題解決を方向付けていくことが、地域では重要なのだと実感した。 

・三田さんは、「コーディネート」を意識して動いている。その意識を、他のメンバーは感じ取ってい

るだろうか？ 

・三田さんがいなければ無理だった、とあるメンバーが言っていたが、三田さん個人ではなく三田さん

の役割を認識するためには、どうしたらよいか。メンバーがそれぞれコーディネートという役割を意

識して活動していくために、三田さんには今後どのような動きが求められるのだろうか。 
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