
黒子事例1
「伝える」術
福祉教育は
“場”づくりが大切―。
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　Ａ地区は、山間地にある限界集落といわれる地域であり、若者の流出等により過疎化、高齢化
が進んでいる。
　社協の関わりとしては、地域福祉活動計画策定時に組織された住民組織（福祉活動委員会）へ
の支援のほか、福祉教育の取り組みとして、地区内にあるＢ中学校に対する福祉教育活動への支
援を行っている。
　Ｂ中学校は、10 年以上にわたり、学校行事や委員会活動のひとつの柱として福祉学習に熱心
に取り組んでいる。社協とは、十数年来、Ｂ中学校の福祉学習の支援を行うなど、密接な関係を
もってきた。
　しかし、一方で限界集落や過疎化という身近に迫った地域課題があるにも関わらず、学校での
福祉学習は学校内だけで終結してしまうことが多く、「何のための福祉教育なのか」と疑問を感
じるようになる。
　そこで、「単発的な体験学習や狭義の福祉を学ぶ学習」ではなく、「日常的で身近な地域の福祉
の素材から学ぶ取り組みができないか」「福祉教育を学校や社協だけで進めるのではなく、地域
を巻き込んだ取り組みができないか」学校側との話し合いの場を設け、熱心な先生方と一緒に考
えていくことになった。

「僕たちのふるさとを元気にしたい！」
～学校・地域・社協がつながる福祉教育の推進～

　限界集落　　まちの活性化　　福祉教育（総合的な学習の時間）

　A地区は市の北部に位置し、人口 523 人、世帯数 240 世帯、
高齢化率 50％という山間地にある限界集落といわれる地区
であり、過疎化、高齢化がさらに進んでいる。

［B中学校における福祉学習の取り組み］
　■地域高齢者との交流
　■デイサービスセンター利用者との交流
　■特別支援学校との交流
　■福祉疑似体験（車いすやアイマスクの体験）

「伝える」術
す べ

福祉教育は“場”づくりが大切―。
黒子事例

1

事 例 タ イ ト ル

キ ー ワ ー ド

地 域 の デ ー タ

事 例 概 要

項　　目 A地区

人 　 　 口 523人

高 齢 化 率 50%

自 治 会 数 6自治会

世 帯 数 240世帯

中 学 校 数 1校

中 学 生 数 13人
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タスク・ゴール

●学校内だけで取り組む福祉教育から
　地域を基盤とした福祉教育への取り
　組みへ移行する。

TASK GOAL

プロセス・ゴール

●学校側の「福祉教育の捉え方（認識）」が変わる。
●生徒たちは、地域（地元）の課題に目を向けることにより、
地元への愛着心が強くなる。
●生徒たちが地域の大人たちと関わっていくことにより、
大人たちは子どもたちを地域の担い手として意識するよ
うになる。

PROCESS GOAL

リレーションシップ・ゴール

●地域内での「学校」の役割や位置づけが明確になり、
　学校と地域とのより良い関係が構築される。

RELATION SHIP GOAL

PLAN

[ 仮説 ]
　学校において福祉教育（学習）を取り組む際、授業や調整などにかかる時間数の確保といった課題も
多いが、学校や先生方の「福祉教育（学習）に対する視点」が変わることで、学校での取り組みが変わ
るのではないか。
　また、「地域内での強い結びつきがある」といった特性や「過疎化・高齢化の進行」といった地域課
題が共有されているため、学校と地域が一体となって福祉教育を進めていくことができるのではないか。

[ 目標 ]

仮 説 と 目 標
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社　　協

福祉教育（学習）
プログラム支援

地域福祉活動
プログラム支援

まちづくり委員会

一緒に地元の
今後を考える

B中学校

教　　員

生　　徒

強い結びつき

地域課題の共有

住民組織
（福祉活動委員会）

つながる つながる

変化

効果的な学習
地域づくりの
世代間継承

フィードバック フィードバック

地域ぐるみでの地域づくり福祉教育の展開

強い
関係性

プロセスチャート
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DO
第１期　学校と地域との話し合いの場づくり

事例の経過　�６つの要素（「目標」「プログラム」「（プログラム実践の）主体」「場」「出来事・事件」「ワーカーの意図・想い・働きかけ」）を意識して抽出

年月日 経過（主な事柄） ワーカーの関わり
（働きかけ） ワーカーの意図・想い

20.2 　今年度をふりかえり、次年度
の取り組み方について、学校側
と打ち合わせを行う。

　来年度の取り組みとして、福
祉体験の活動だけでなく、これ
まで地元に関わる課題について
調査してきたことを具体的に発
展させた活動にしてはどうかと
提案する。

　新たな取り組みにはなるが、学
校も意欲的であり、心強さを感
じた。
　学校側としても生徒が調査活
動で「地元のために何かできるこ
とはないか」と考えていたため、
方向性が合致して良かった。

20.2 　A地区自治会長と電話にて相談
し、地区自治会連合会が母体と
なって「地域の活性化」などのた
めに定例的に開催している会議
（まちづくり委員会）に参加して
みないかとの提案を受ける。

　より課題を身近に感じてもら
うため、大人たちの土俵に立って
話し合いができないか、学校（生
徒たち）の思いを実現できないか
相談する。

　漠然とした話だったにも関わら
ず、子どもたちの関わりに関心
を示してくれた。学校という存
在が大きかったのかもしれない。

20.3 　自治会連合会長より「夜に開催
しているから春休みの時の会議
に参加してはどうか」との連絡が
入る。

　早速、学校に連絡をして自治
会連合会長の話をする。担当の
先生も一緒に参加することで返
事を受ける。
　再度、自治会連合会長に連絡
し、具体的な方法（当日の進め方
など）について相談する。

　とにかく担当の先生の対応が
早く、その日のうちに参加する
ことが決まった。また、地域柄も
あるのか、地域との関わりの強
さを感じた。

20.3.25 　まちづくり委員会の会議に中
学3年生3名、担当の先生と一
緒に参加する。内容は、「今後の
地域（まち）について考える」をテー
マに座談会形式で話し合う。
　中学生は、学校の総合学習で、
地域のことについて調べてきた
ことを発表する。

　委員会は行政職員も関わってい
ることから、進行などの段取り
はすべてお任せする。

　大人の会議に中学生たちは少
し緊張した様子だったが、堂々と
発表していたのを見て感心した。
　また、大人たちと真剣に向き
合っている姿、地元への熱い思い
に触れるひと時に感動した。
　最後の感想では、「自分のふる
さとのために何かしなければな
らない」という中学生の言葉が印
象的だった。
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第2期　地域ぐるみでの福祉教育の展開

年月日 経過（主な事柄） ワーカーの関わり
（働きかけ） ワーカーの意図・想い

20.5 　学校と今後の進め方等についての打
ち合わせを行う。
　まちづくり委員会での会議の内容を
ふりかえり、再度、子どもたち同士で「地
域（まち）の活性化」について話し合う
ことになる。

　打ち合わせ（この総合的
な学習の時間については、
担当の先生を中心に進め
ていくことを確認する）。

　担当の先生が異動で変わってし
まうのではないかと心配していた
が、変わらないことを知りホッと
した。

20.6 　総合的な学習の時間の授業において、
「地域（まち）の活性化」について活動す
ることに決まった。
　生徒たちの目標は、「地の物」を使っ
た特産品を売り出す、多くの方に地元
を知ってもらい住民を増やす」ことを掲
げ、次回以降、具体的な内容を検討し
ていくことになる。

　担当の先生から報告を
受け、今後の展開を確認
する。

　学校側、先生と生徒との合意形
成ができた。今後、具体的に展開
されることが楽しみになってきた。

20.6.19 　総合的な学習の時間において、福祉
体験学習を行う。
　また、「地域（まち）の活性化」に向け
た取り組みについて、生徒同士で話し
合いを重ね、「地」の物を使った『特産物』
を作ろうということになり、地元名産
のそば粉を使った「パウンドケーキ」を
作ることになった。

　福祉体験（車いす、アイ
マスク、高齢者疑似体験
等）の指導を行う。
　進捗状況の確認を行う。

　今年度の体験は、学校の協力で
時間を確保してもらい、1日を通
して体験する活動ができた。初め
ての試みではあったが、細かい気
づきが見られて良かった。
　また、活性化では、特産物をつ
くろうというのは、生徒自身のア
イデアであることを聞き驚いた。
子どもたちの真剣さが伝わった。

20.7 　そば粉を使ったパウンドケーキの試
作品づくりを行うことになった。地産
にこだわり、「山椒（サンショ）」「山うど」
「まいたけ」「ふき」などの試作を行い、
最終的に「山椒」のパウンドケーキを試
作品として作ることに決まった。

　学校から連絡を受け、
進捗状況を確認する。

　先生も生徒と一緒になって取り
組んだという様子を聞き感激した。
　また、担当の先生がわざわざ試
作品を届けてくれた。生徒の地域
への思い、愛情などの深さを知っ
た。

20.8 　学校と今後の進め方などについての
打ち合わせを行う。
　学校から今後の作業は学校だけでは
限界があるため、地元の人からの協力
を得たいという相談があり、地区内で
福祉活動に取り組んでいる「福祉活動委
員会」の協力を得ようということになる。

　打ち合わせ。 　学校から「地元の協力」という話
があり驚いた。地域との協働の姿
がイメージでき、期待が膨らんだ。
　また、この委員会なら福祉活動
にとても熱心な方が多いため、きっ
と協力してくれるだろうと思った。

20.8 　福祉活動委員会の会長に連絡し、協
力を要請すると快く引き受けてくれた。

　B中学校のこれまでの
取り組み内容について伝
える。

　委員会には定期的に関わってい
たこともあってスムーズにことが
進み良かった。

20.8.21 　福祉活動委員会の会議にて、パウン
ドケーキの試食とアドバイスを受ける。
　地元のイベントでパウンドケーキの
試食会を行うことになる。

自主的に行っている委員
会のため、進行などの段
取りはすべてお任せする。

　生徒たちのプレゼンテーション
の上手さに感激した。委員の方々
も生徒たちの熱意を感じたようで、
全面的に支援してくれることにな
り、改めて地域の結束力を感じた。

20.8～9 　試作品の準備。 　やはり大人たちが関わると動き
が早いと思った。
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20.9.28 　イベントにて試食会とアンケートを
実施する。
　地元の人だけでなく、市外から来て
くれた多くの方々にも試食をしてもらい、
自分たちの思いや活動内容を多くの方
に伝えていた。

　写真撮影などの記録。 　試作品は生徒たちの思いが伝
わったのかとても好評だった。予
想以上の好評に生徒たちも驚いて
いたが、地元の人たちも自分の子
どものようにとても自慢そうに喜
んでいる様子を見て感動した。

20.10 　福祉活動委員会の会議に参加する。
　「一緒に盛り上がることができた」「企
画にもっと関わってもらおう」「これか
らも一緒にやっていきたい」などの意見
が聞けた。

　福祉活動委員会の会議
に参加し、先月のイベン
トについての話を聞く。

　生徒たちが地域の一員として関
わっていくことの大切さを改めて
感じた。

20.11 　学校と今後の進め方などについての
打ち合わせを行う。
　1月末にこれまでの活動の発表会が
あり、協力していただいた地元の方を
招待するとのこと。

　打ち合わせ。 　学校内だけの発表で終わらせる
のではなく、地域全体に向けて発
信したいとの強い思いを感じた。

21.1.30 　学校での発表会。生徒自らが作った
パワーポイントで発表する。

　発表会に参加。 　子どもたちの訴え、思いを発信
できたと思う。とても感動した。
　今後も学校や地域が一体となっ
て取り組める下地につながってい
ければいいなと思った。
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CHECK

ACTION

コミュニティワーカーの仮説を踏まえた自己評価・検証

　○学校と「福祉教育（学習）」に関して共通理解を図った。
　○学校と地域住民（組織）をコーディネートし、出会いや協働の場を設定した。
　○裏方に徹し、地域住民や生徒の主体的な動きを見守っていった。

ワーカーの動き（アプローチ・仕掛け方）

　○�学校側の意識が変わっただけでなく、これまで取り組んできた福祉学習が実践で活きることを知る
機会となった。

　○子どもたちの地元に対する意識が強くなり、主体的に関わる意義を知った。
　○地域の大人たちは、子どもたちが地域の担い手の一員であることに気づいた。

　○�頭だけではなく、身体で福祉の本質を身につけていくために、今後も地域の現実的な福祉課題に生
徒自身が関わり、さまざまな人たちと日常的な交流を通して自然に身につけていけるようなプログ
ラムを展開していく。

　〇�時間確保が難しくなってきている中、総合的な学習の時間だけで福祉教育を行うのではなく、いろ
いろな教科・教育を通して取り組んでいけるよう支援していく。

住民の動き・反応

今後の進め方

仮説・目標の結果

仮説の結果
⃝�担当教諭の熱心な思いにより、学校側の理解を得ることができ、新たな取り組
みにつながった。
⃝学校と地域との強い結びつきが、福祉教育の実践に理想的な推進基盤となった。

目
標
の
結
果

タスク・ゴール ⃝�まだまだ日常的な実践レベルにはないが、地域の課題に向き合い、その課題解
決のために取り組んでいくことの大切さを知る機会となった。

プロセス・ゴール

⃝�学校は、福祉教育は単に「やさしさ」や「思いやり」といった福祉の抽象的なもの
を学ぶだけではなく、具体的に地域福祉の担い手を育てることを、実践を通じ
て理解した。
⃝�生徒にとって、現実的な地域課題に地域住民とともに関わることで学習効果を
フィードバックできた。
⃝大人にとって、地域課題への対応をより若い世代に継承することにつながった。

リレーションシップ・
ゴール ⃝学校と地域との密接な連携関係ができつつあり、今後も取り組みが期待できる。
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SUPERVISION

※『黒子読本』P42-44参照

※�『黒子読本』P201
参照

実践では
社会資源間の
連絡調整も
不可欠！

※『黒子読本』P201参照

　本事例は、学校中心の福祉教育から地域を基盤とした福祉教育へとプログラムを転換していく中で、
子どもたちの地域への思いを具体化するために、子どもたちと地域の「出会いの場」を提供し、子ども
たちが「地域の担い手の一員として成長」していくことを支援していく事例です。

コミュニティワークの視点

[コミュニティワークのプロセス ]
　本事例では、これまでの学校内での疑似体験中心の「プログラム」
から、地域と一緒になった福祉教育のプログラムへの転換をワーカー
が投げかけ、「活動主体」としてまちづくり委員会や福祉活動委員会
を巻き込んでいくことを仕掛けています。その背景には、過疎化とい
う身近に迫った地域課題があるにもかかわらず福祉教育が学校内だけ
で完結してしまっているというワーカーの「問題状況」に対する明確
な認識があります。このように、コミュニティワークのプロセス（問
題状況・活動主体の組織化・プログラム）をしっかりと踏まえている
ことに、まずは注目したいと思います。

[ 場の設定 ]
　本事例では、学校内での福祉教育のプログラムを地域と一緒になっ
たプログラムへと転換していくために、ワーカーが「学校」と、「ま
ちづくり委員会」「福祉活動委員会」という 2つの地域団体をつなげ
ています（社会資源間の連絡調整）。ワーカーの提案に対して、例え
ば「学校だけでは限界があるため、地元の人から協力を得たい」と前
向きになった際に、タイミングを逃さず、すぐにそうした場を提供す
ることができている点も重要なポイントです。もちろん、こうしたこ
とがスムーズに進んでいるのは、「委員会には定期的に関わっていた」
という日ごろからの関わりによる信頼関係があることも忘れてはなら
ない点でしょう。
　また、事前に具体的な方法について相談するものの実際の会議など
の場では、「自主的に行っている委員会」であることから「進行など
の段取りはお任せ」しているように、学校・子どもたち・地域が出合
う場をコーディネートしても、それぞれが主体的に関われるよう配慮
しています。ワーカーが自分の思いだけでプログラムを進めるのでは
なく、常に学校と子どもたち、そして地域住民を主体として場をコー
ディネートしているということは、今後「学校や地域が一体となって
取り組める下地」となっていくはずです。
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[ 学習が主体を成長させる ]
　最後に、本事例を通じた住民の成長について考えてみたいと思いま
す。
　子どもたちが自信をつけ、同時に地域の一員として成長しているこ
とにこのプログラムの福祉教育としての意義を感じることができま
す。そしておそらく、地域住民も子どもたちが、どういう形であれ将
来の地域を担っていく一員であることをこうした「プログラム」を実
施していく中で「気づいて」いったのではないでしょうか。
　こうした関わりが、子どもや学校の「学校内だけで終わらせるので
はなく地域全体に向けて発信したい」という思いにつながっていった
と思われます。福祉教育は、将来に向けての投資だといわれることも
あります。そう考えれば、子どもと学校そして地域との今回の「つな
がり」は、これからの展開への大きな一歩となることでしょう。車い
すやアイマスクで疑似体験をすることのほうが「福祉らしい」プログ
ラムかもしれませんが、「『パウンドケーキ』を作ることがどうして福
祉なんだ」などと言ってはいけないのです。

（永田　祐）　

※『黒子読本』P49-50参照


