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独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センター（National Olympics Memorial Youth Center）

Ⅰ　はじめに

平成14年に中央教育審議会答申（以下，中

教審答申という）「青少年の奉仕活動・体験活

動の推進方策等について」（1）が出されたのと，

ほぼ機を同じくして学校においては総合的な

学習の時間が導入され，中・高校生のボラン

ティア活動は，学校教育および社会教育の場

で，多くの実践が行われるようになった。

中教審答申の中で，「・・・様々な体験活

動を通じて，他人に共感すること，自分が大

切な存在であること，社会の一員であること

を実感し，思いやりの心や規範意識をはぐく

むことができる。・・（中略）・・幼少期よ

り積み重ねた様々な体験が心に残り，自立的

な活動を行う原動力となることも期待され，

このような体験を通じて市民性，社会性を獲

得し，新しい「公共」を支える基盤を作るこ

とにつながるものである。」（下線：筆者）と

述べられている。

青少年教育施設における中・高校生の社会参画を促す事業
―主催事業「青少年まちづくり･ボランティアワークショップ」の実践事例から―
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【要旨】

本稿は，青少年教育施設において，中・高校生が宿泊しながら「まちづくり」の活

動に９日間取り組んだ実践報告である。中・高校生が，まちの人々のふれあいが深ま

り，もっと「よいまち」になるようにと，商店街を活動の舞台として，さまざまな企

画で地域に働きかけをした。中・高校生は，地域の多くの人の協力・参加を得て，自

らが企画した活動を成し終えた。活動を通して，世代を超えた多くの人と交わり，コ

ミュニケーション能力などの社会参画スキルを高めることができた。また，地域の人

に認められたり，頼りにされたりしたことが，中・高校生の満足感や自己有用感を高

めた。

【キーワード】

中・高校生の社会参画，まちづくり，長期宿泊体験，世代間交流
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私達は，「新しい『公共』を支える基盤」

を作るには，国や社会の問題を自分自身の問

題として捉え，積極的に行動することが大切

であると考えている。自ら国づくり・社会づ

くりの主体であるという自覚を持ち主体的に

社会に関わる態度，自分の能力や時間を他人

や地域・社会のために役立てていこうと自発

的にボランティア活動に取り組む姿勢を育む

必要がある。そのためには，まず地域社会へ

の参加・参画のきっかけとなる「まちづくり」

に関する事業が有効であると考える。そこで，

青少年教育施設において，ボランティア活動

からの発展として，より広く社会に関わって

いく青少年を育てることをねらいとしての事

業のあり方を考えたい。

Ⅱ　青少年教育施設における「まちづくり」

事業

青少年，特に中・高校生の地域社会との関

わりは，希薄になっている。国立オリンピック

記念青少年総合センターが実施している「青

少年の自然体験活動等に関する実態調査」（2）

（平成15年第１回調査）では，学校の授業や

行事以外での活動経験について，小学校４年

生，５年生，６年生，中学校２年生，高校２

年生に質問紙法で調査している。その結果を

みると，各体験を「何度もした」｢少しした｣

と回答した割合の合計が，「地域のお祭りや

行事に協力したこと」では，小学校４年生か

ら順に47.6→54.4→54.3→45.4→36.5％（図１）

「地域の清掃活動（草刈やゴミ拾いなど）に

参加したこと」では，41.1→42.3→35.9→

20.8→8.6％（図２）となっている。小学生に

比べ中・高校生が，地域の活動から遠ざかっ

ていることがわかる。また，「年下の子ども

に勉強やスポーツなどを教えたり，子どもと

遊んだこと」では，小学校４年生から順に，

81.1→80.5→80.6→59.0→49.6％（図３）が，

「何度もした」「少しした」と回答しており，

中・高校生は年少の子との交流の機会が少な

くなっていることがわかる。

これらの結果から，中・高校生が，幅広い

年代の他者に関わり，社会に働きかけていく

経験を積む事業の必要性が感じられる。特に，

中・高校生が身近な地域社会への関心を高

め，社会に関わっていく経験を積むために，

「まちづくり」に関する事業が有効であると

考える。しかし，都市型青少年教育施設にお

ける中・高校生を対象とした「まちづくり」

に関する事業事例は見あたらなく，青少年教

育施設のモデル的な事業として，本事業を企

図２　地域の清掃活動に参加したこと

図３　年下の子どもに勉強やスポーツを教え
たり，子どもと遊んだこと

図１　地域のお祭りや行事に参加したこと
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画した。

本事業では，「まちづくり」の活動を通し

て，中・高校生が自分自身の理解や地域社会

への関心を高める機会とすることをねらいと

した。参加者の中・高校生は，「まちづくり」

の活動を企画し展開する中で，コミュニケー

ションスキルを高め，地域社会に関わってい

くきっかけをつかむことができ，中・高校生

の社会参画に繋がると考える。

本事業でいう「まちづくり」とは，次に掲

げる①，②を目指して，地域の人に働きかけ

ていくこととする。

①地域の人が，お互いにふれあい思いやり

の気持ちを持って繋がっていくこと

②地域の人が，地域のことを知り愛着を持

つこと

本事業における「まちづくり」の活動は，

地域の人々のふれあいや交流が広がるように

きっかけを与える活動である。

本事業の参加者は活動地域以外から集まっ

ており，参加者が日常生活における人間関係

から離れた環境で，一から人間関係を築きな

がら活動を進めていく。この事業での活動を

きっかけとして，参加した中・高校生が，自

らの地域などに関心を高めるとともに，地域

での活動などに関わっていくことへの発展を

期待している。

なお，本事業では，広義に「地域づくり」

や「地域の活性化」を想定し，「町」や「街」

と漢字表記にせず，「まちづくり」とひらが

なで表記することとした。

Ⅲ　「青少年まちづくり・ボランティアワ

ークショップ」の実践

１　事業企画の経緯

①16年度の事業と成果

本事業は16年度の主催事業「青少年まちづ

くりワークショップ」の実践を受けて企画し

たものである。16年度は２泊３日の日程で

中･高校生30人が，実際に地域を歩き，地域

と地域を取り巻く環境をとらえることによっ

て，自分たちに何ができるかを考えるワーク

ショップを行った。フィールドワークで発見

したものとその場所を地図の中に整理し，分

類図を作ることによって，まちの姿を明らか

にした。グループの話し合いの中から「より

よいまち」のあり方をまとめ構想図を作った。

構想図の発表には商店街の代表の人々を招

き，発表についての意見や感想をもらった。

この発表は，中・高校生の目線での商店街へ

の提案・提言という内容であった。

参加した中・高校生の「まちの見方がわか

った。」「まちづくりに興味をもった。」等の

感想から，地域の観察・探検を通じて社会へ

の関心を高めていることが窺えた。また，活

動を通じて，いろいろな世代の人との交流の

意義も感じ取っていた。

②本事業

16年度事業の成果を受け，本事業では，

中・高校生が地域活動の企画を実践化する事

業とした。事業に対する基本的な考え方とし

て，商店街の空き店舗を借りてそこを拠点に

「まちづくり」の活動をする。中・高校生の

活動の目的は，商店街の活性化にあるのでは

なく，「よいまち」について考え，自分たち

の考えた活動で地域に働きかけていくことに

ある。活動を通じて，中・高校生が自分自身

を見つめ，地域社会やそこに居住する人との

関わり方，地域社会の見方等を体得できるよ

うにしたいと考えた。

２　「青少年まちづくり・ボランティアワー

クショップ」の事業展開

（1）事業の概要

①事業の全体構成

：中・高校生を対象にボランティア

活動や社会体験活動等を通して，

自分自身の理解や社会的な問題に

関心を高める機会を提供する。

《会場》国立青少年センター及び渋谷区本

町（不動通り商店街）

趣旨
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《参加者》中学生･高校生　16人

（全国から募集）

平成17年６月18日（土）

～19日（日）１泊２日

・活動の舞台となる地域（商店街）を見学し，

「まちづくり」の活動の企画を考える。

第１回 平成17年８月４日（木）

～10日（水）６泊７日

・参加者自身が企画した活動を，地域（商店

街）において実際に展開する。

第２回

表１参加者の属性

表２第１回ワークショップ

※企画に基づき準備を進める。

表３第２回ワークショップ

12:30 12:45 13:15  17:30 19:00 20:30

8/4

9:00  12:00  13:00 19:00 20:008/5

8/8

9:00 12:00 13:00   17:30 19:00 20:00

8/9

9:00 11:00 12:30

8/10

16

10:00 10:15  10:45 12:00  13:00 17:00 17:30  19:00 20:30

6/18

9:00 12:00 13:00 14:30 15:00

6/19
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②事業運営体制

本事業の運営に当たり，職員（指導系）６

人，運営スタッフ（まちづくりに関わってい

る大学生，活動面を中心に指導）４人，ボラ

ンティア５人（生活面を中心に指導）が主に

指導に当たった。まちづくりの活動に関わっ

ている大学生を指導スタッフに加え，若者の

立場から中・高校生の活動を支援した。事前

の職員と運営スタッフの打ち合わせ会で、事

業趣旨の確認、活動場所の実地踏査を行い、

予想される活動と支援の在り方について検討

した。また、事業期間中も指導方針を統一す

るために，随時スタッフの打ち合わせを行っ

た。

不動通り商店街振興組合をはじめとする多

くの地域関係者に事業趣旨を説明し，理解と

活動への協力を得た。活動地域に青少年の健

全育成を目的とした組織があり，ここを通じ

て地域の関係者と協力関係を作ることができ

た。運営組織は，下図の通りである。

③事業運営上の留意点

○参加者の思いを尊重するとともに，地域の

ニーズに素早く対応できるように，日程や

活動場所などに柔軟性を持たせておく。

○指導方針を統一するためにスタッフの打ち

合わせを随時行い進める。

○参加者の代表に地域の協力団体・協力者等

へのあいさつをさせるなど，活動の準備段

階から地域の人と中・高校生とのつながり

ができるようにする。

○参加者のマナー，公衆道徳等は，適宜指導

して，地域の人に受け入れてもらえるよう

にする。

表４　スタッフの属性

3 2 1 20 60

2 60

図４　運営組織図
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（2）第１回の展開

（６月18日～19日，１泊２日）

６月，参加者がそれぞれに「まちづくり」

への期待を胸に集まった。「まちづくり」の

舞台となる商店街を調査し，地域の人のねが

いを聞き，自分達の行う「まちづくり」の活

動を企画した。

①オリエンテーション，ゲーム（参加者の緊

張をほぐす。）

②「よいまちとは何か？」考える

《参加者から出てきたキーワード》

どんな活動をしていくか参加者の考える

「よいまち」をまとめていくと，「ふれあい」

「元気」「きれい」に通じる活動が「よいまち」

につながるだろうという漠然とした思いが参

加者どうしで共有できつつあった。

続いて，今回の活動の舞台となる不動通り商

店街を，昨年度の参加者がどのようにとらえ，

どんな提案をしていたのか，掲示資料（昨年

度，事業成果物）をもとに説明した。

③不動通り商店街の人の話を聞く

話の内容は，商店街の実状についての説明

と参加者に期待することであった。活動の舞

台となる商店街への参加者の関心が高まっ

た。

④商店街に行き地域について調査をする

商店街の人の話をもとに実状を把握するた

め，商店街を行き交う人や商店の様子等の観

察したり，商店の人や通行人にインタビュー

をしたりした。

⑤調査をもとに「まちづくり」の企画を話し

合う

ごみが無い　　明るい　　あいさつ　　

行きたくなる　　おかずの交換　　活気　　

協力　　リゾート感　　自然　　癒し

静か　　公園　　コミュニティーセンター

昔の名残　　ユニバーサルデザイン　　

醤油貸して　　特色がある　　

いろいろなイベントがあっていろいろな顔

がある

このまちでどんな活動をしたらよいか，個

人で考えたものを発表した。これを受け，

個々の考えをもとに類似企画ごとのグループ

を編成した。最終的に５つのグループができ，

１班：輪投げ，紙芝居，安全スタンプラリー，

２班：テーブルゲーム休憩所，３班：映画制

作―ＣＦＳ（チャンネル不動通り商店街）―，

４班：地域情報誌の制作・発行，５班：なん

でもお手伝いボランティア，となった。

各班で活動内容を決め，実施方法等の具体

的なアイディアを出し合い，８月の１週間の

活動につながるように準備をした。各班の活

動の企画の様子を以下に示す。

《１班》輪投げ，紙芝居，安全スタンプラリ

ー（イベント的な活動グループ）

イベントとして，スタンプラリー，輪投げ，

射的，オークション，ポイントカード，クロ

スワードパズル，紙芝居，肩もみ，（肩もみ

券，親切券）等々，様々なアイディアが出て

きた。そこでイベントの目的を明確にし，内

容を絞り込んでいくこととした。「まちづく

り」のイベントの目的として「人のつながり

（がつくれる）」「交流（が活発になる）」「家

族ぐるみで（活動できる）」などの言葉が参

加者から挙げられた。これらの目的達成に適

するイベントとして，輪投げ，移動紙芝居，

安全スタンプラリーの実施が決まった。

《２班》テーブルゲーム休憩所

店舗を使って，まちの良さを守りながらそ

こで交流を図りたいと考えた。大きい商店街

にもかかわらず，喫茶店など休むところが少

なく，真夏の暑い中，特に高齢者にとっては

辛そうだと考え，冷たい飲み物があってホッ

とするような場所を作ることにした。そこで

休んでいるだけでなく，何か共通の話題があ

れば世代間の交流ができ，地域の輪ができる

と考えた。共通の話題づくりには，おじいさ

んに子どもが碁を教えてもらうなど，気軽に

交流を図れるテーブルゲームがよいと考え

た。
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《３班》映画制作―ＣＦＳ（チャンネル不動

通り商店街）―

もっと活気あふれるまちにするために活動

したいという気持ちをベースに，①地域の人

が楽しめること，②地域内でのコミュニケー

ションを増やすこと，③地域の良さ，地域へ

の愛情を再確認できること，④地域の人みん

なで何かひとつの同じ作業をすること，⑤地

域の人が同じ空間に集まること，の５項目を

盛り込むことを目標に，活動拠点である不動

通り商店街にない娯楽施設「映画館」を企画

した。内容としては①不動通り商店街を舞台

にした映画を作る，②不動通り商店街の店舗

CMを作る，という企画になり，名称はCFS

（チャンネル不動通り商店街）として，映画

の全体構成の検討に入った。

《４班》地域情報誌の制作・発行

本町地区の商店街調査の際に目にした不動

通り商店街の地図がわかりにくく感じられ，

もっとわかりやすいものを作りたいと考え

た。さらに，話し合いを深めていく中で，商

店街地図を作り替えるだけでなく，それ以外

にも地域の人たちに役立つ情報を載せた「地

域情報誌」を作りたいという気持ちが強くな

った。

そこで，地域情報誌の内容を，①地域の人

に役立つ商店街情報，②地域をもっと知って

もらうための地域情報と決めた。

《５班》なんでもお手伝いボランティア

「商品を販売して配達する」「一人で買い

物に来るのが困難な人に代わっておつかいを

する」「他の班が忙しいときに手伝いに行く」

などのアイディアが浮かんだ。しかし，これ

らには，金銭のやり取りもあることから活動

内容の再検討を行った。その結果，地域の人

と十分コミュニケーションを図れる活動内容

を限定しないボランティアを行うことにし

た。地域の人々の役に立ちたい，また，他の

参加者とともに成就感や達成感を共有したい

と考え，地域の人だけでなく他の班の活動に

も依頼があれば積極的に関わりを持つことに

した。

（3）第２回の展開

（８月４日～10日，６泊７日）

１回目を終え，８月の１週間の活動への準

備は，電話・郵便・電子メール等で進めた。

活動を紹介する地域へのチラシの作成に当た

っては，原稿を各班の広報担当者が作成した。

また，参加者全体での活動も一体感を持つた

めに必要と考え，「参加者全員と地域の人が

協力してできるもの」「みんなでやってこそ

成果の出るもの」として，「打ち水」を実施

することにした。

①打ち水

打ち水は，８月５日～８日までの計４日間。

毎日午後３時から始めることにした。事前に

打ち水の実施を地域の人に知ってもらい，よ

り多くの人に参加してもらえるよう，立て看

板を作り，地域のあちらこちらに設置し，地

域の人に貸し出す金桶や柄杓を用意した。打

ち水の水は，公園の噴水の水を使うことにし，

大きなポリバケツで商店街に運んだ。開始前

に商店街の放送を借りて地域の人に呼びか

け，午後３時打ち水を行った。地域の人の協

力をえられるだろうかという心配をよそに商

店街に３箇所の拠点を設けて始めた打ち水

は，全長２キロにわたる商店街の端にまで広

がった。地域の人が，「よくやってくれたね」

「これからも打ち水を続けるよ」と声をかけ

てくれ，参加者も大きな満足感と充実感を得

ることができた。

②安全スタンプラリー

安全スタンプラリーは，すべてのチェック

ポイントとなる家を回ってシールを集めてく

るというものである。チェックポイントには，

地域の子どもが危険に遭遇したときに駆け込

むことのできる「こども１１０番の家」（3）に

依頼した。チェックポイントとなる家を回り，

活動内容等の説明をした。準備を整え，多く

の子ども達が参加してくれるものと期待して
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安全スタンプラリーを始めた。しかし，参加

してくれる子どもがわずかしか集まって来な

い。そこで，メンバーが話し合い，近くの小

学校に出向き，プールに集まっていた小学生

にチラシを配布することにした。スタンプラ

リーの地図についても他の班の人から「わか

りにくい。」という指摘を受けて作り直した。

翌日は，昨日のチラシ配布や地図の作り直し

の効果もあり，安全スタンプラリーに参加す

る人も増えて，成就感を味わうことができた。

また，チェックポイントとなる家を訪ねると，

「シールをもらいに来た子ども達といろいろ

な話ができてよかった。」などの感想を聞く

ことができ，ささやかながら地域の大人と小

学生の交流ができたことに手ごたえを感じ

た。

③輪投げ

活動地域で高齢者を中心に輪投げの大会が

行われているという情報を得た。そこで，地

域の輪投げのグループから競技用の用具一式

を借用した。正式な競技方法も教えてもらい

輪投げのルールを検討した。会場は競技に必

要なスペースの確保できるお寺の境内とし

た。

地域の多くの子ども達が集まったので，集

まった人たちに十分に楽しんでもらえるよう

に，受付から競技・得点記録，参加賞渡しま

でスムーズに流れるように工夫していた。イ

ベントのねらいとして企画段階で「家族ぐる

みで」と考え，親子ペアや孫と祖父・祖母ペ

アでの参加を期待していたが，個人での参加

が多く，ねらいに沿ったイベントにすること

の難しさを感じ取っていた。

④移動紙芝居

自転車の荷台に紙芝居の舞台を載せて紙芝

居を聞かせる昔懐かしい移動紙芝居を行うこ

とになり，地域の方から自転車を，区立図書

館から紙芝居と舞台を借用した。当初は，商

店街の空き店舗の前などで実施したいと考え

ていたが，人通りが多く難しそうだと判断し，

お寺の境内で行ったが，人が集まらない。そ

こで，比較的小さな子ども達が集まっている

児童福祉センターの前で行うことにして，急

遽，館長さんの許しを得て実施した。また，

児童福祉センターから，ござの貸し出しや館

内放送での告知等の協力を得たことで，静か

で紙芝居に集中できる環境が整い，大勢の子

ども達に見てもらえた。参加者は，自分達の

活動に協力してもらえた喜びを味わった。

⑤テーブルゲーム休憩所

看板を設置し，チラシを店舗前の道路上で

地域の人に挨拶をしながら配布したが，当初

は地域の人がなかなか来てくれなかった。そ

の理由として店舗の前にスタッフが多すぎて

中が見えないことや，見えるところに荷物が

おいてあるといったことに気づき，翌日から

改善した。通りを歩く地域の人たちへの店舗

の知名度もあがり，日曜日には開店時から座

る場所が足りないほどの大盛況となった。多

くの地域の人が店舗に足を運び，そこでたく

さんの人の交流の輪が広がった。参加者も含

め地域の人の世代を超えた交流の場を提供で

きた喜びや活動を成し遂げた達成感を味わう

ことができた。

⑥映画制作

「SMILE！」という全体テーマを掲げて映

画のシナリオを作成した。並行して上映会の

広報チラシも作成した。商店街を下見し撮影

先の了解をとり，撮影期日を決めた。撮影場

所は開店時の店舗であることから，店主に都

合を聞き営業に迷惑をかけないよう配慮し

た。取材をする中で，地域の人とふれあう機

会も増えていった。しかし，出演協力を依頼

しても理解を得られずに断られることや取

材・撮影が思うように進まないことで意気消

沈する場面もあったが，趣旨を十分に説明し

理解してもらうのに最適な方法を検討し，相

手に好感を持っていただくような話し方を心

掛けた。参加者にとっては，コミュニケーシ

ョンスキル習得の機会となった。空き店舗で
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の上映後に，映画を見た人にアンケートを行

った。映画の内容について28人中25人が面白

かったと回答しており，地域の人に楽しんで

もらえた喜びを味わった。

⑦地域情報誌制作

地域に意外と知られていないことを伝える

情報誌を作りたいと，初日から地域の取材を

行った。はじめは，インタビューの経験がな

く緊張したが，次第に慣れ，スムーズにイン

タビューできるようになった。取材は自分達

が活動する地域を知る活動であり，新たなこ

とを知る喜びもあった。取材を通じて，地域

の人，特に商店街の人との交流が深まった。

取材後，インタビュー内容や写真の整理，

パソコンの打ち込みなどの編集，最後に取材

先に内容の確認をして，印刷，綴じ込みを行

った。まず，取材でお世話になった人に１部

ずつ感謝の言葉を添えて渡した後，商店街で

地域の人々に配った。商店街での配付では，

通行人にうまく声をかけられなかったり，受

け取ってもらえなかったりしたが，スタッフ

に励まされて自分達の手で配布することがで

きた。受け取った人がすぐに読んで感想や感

謝の言葉をくれたり，路上でじっと読んでい

る人の姿を見たりして，情報誌を通じて地域

の人々の役に立てた充実感を味わうことがで

きた。

⑧何でもお手伝いボランティア

地域の人からボランティアを要請され，遠

方からの買い物客の荷物運びやバイクの洗

車，親子との遊び，チラシ配布など様々な活

動を行った。依頼した地域の人から，お礼の

言葉をいただき，感謝されていることが実感

できたとき，自分達の活動の意義を再確認し，

次の活動に向けた意欲と期待を膨らませてい

た。また，ボランティア活動の合間には，他

の班の活動の支援に回り，各活動が円滑に進

行するように臨機応変に活動した。こうした

活動を通じて，広く地域の人とコミュニケー

ションを図ることができた。

以上の活動を終え，地域の清掃や活動場所

の片付けをした後，各班で活動の成果等を

「活動報告」にまとめ，これを協力してもら

った地域の人に届け，地域での活動を締めく

くった。

Ⅳ　事業の成果と課題

１　参加者の変容

（1）スタッフから見えた参加者の変容

実際に「まちづくり」の活動を通して，社

会に関わっていくスキルを身につけた参加者

が多い。以下に変容の事例を述べる。

Ａ君は，スタンプラリーのチェックポイン

トとなっている家や商店に，協力依頼等で何

回も足を運んでいる中で，要領を得た話し方

や敬語の使い方を学んでいた。最初のうちは，

声が小さく依頼事項の説明も要領を得なかっ

たので,同行したスタッフが補足説明せざる

を得ない状況であった。スタッフの話し方な

どから学び，活動を終える頃には，Ａ君は一

方的な話ではなく，相手の理解の様子を捕ら

えての受け答えができるようになっていた。

Ｂさんは「まちづくり」に対する意欲が高

く，当初から地域の人とのふれあいを大事に

考えていたが，店舗で地域の様々な大人や子

どもと実際に関わる中で，初対面の人に対し

て話がうまくできず戸惑っていた。しかし，

地域の人とふれあううちに，最終日には自主

的に地域の子どもたちを誘い，一緒に遊ぶ姿

が見られるようになった。

Ｃ君は当初から「まちづくり」の活動に馴

染めずに，活動に消極的であった。しかし，

活動の途中に未就学の子どもを預かってほし

いという親が来て，その子どもの世話を担当

することになった。自分より小さな子どもの

面倒を見るということで責任感を感じたの

か，非常によく面倒を見ていた。このことで

自信をもてたのだと考えられるが，その後の

Ｃ君は，自主的にチラシを配ったり地域の人

と関わったり，活動に対する姿勢が大きく変
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わった。

Ｄ君は，１年以上不登校状態であったが，

近所に住む高校生に誘われて，この事業に参

加した。初めは消極的な面が見られたが，１

週間の「まちづくり」の活動の中で積極的に

なった。学校も学年も居住地も異なる多様な

参加者の中で，存分に自分を発揮した活動を

行い，集団の中での自分のあり方を取り戻し，

自分の存在感を獲得することができたようで

ある。このＤ君は，夏休み後は登校を始め，

現在は毎日学校に行っていると報告を受けて

いる。

活動を通じて，幅広い年齢層の人に関わら

ざるを得ない状況の中で，参加者が確実にコ

ミュニケーションスキルを高めていった。ま

た，人との出会いや地域の人の温かい言葉か

けが，参加者の活動意欲を高めていたといえ

る。

（2）感想等から見える参加者の変容

参加者が活動後にまとめた感想等から，参

加者の変容を，①新たな経験，②世代間交流，

③まち（社会）への関わり，の３観点で分類

する。

参加者の①「新たな経験」の観点からは，

「お客さんの前で紙芝居を読むのは，すごく

緊張したけれど，意外と楽しかったです。

（中学校２年生）」「自分でも満足できて，地

域の人たちにも喜んでもらえる情報誌ができ

てよかったです。（高校２年生）」「情報誌を

地域の人に配るとき，はじめはとても緊張し

ましたが，だんだん慣れてたくさん受け取っ

てもらうことができて，うれしかったです。

（中学校１年生）」等の感想があり，参加者に

とって活動そのものが，新たな経験であり，

学びの場であったことがわかる。

②「世代間交流」の観点では，「やってき

たおじいさんが囲碁を細かくていねいに教え

てくれて，とても心に残りました。（中学校

１年生）」「紙芝居をちゃんと真剣に聞いてく

れて，終わったときにちゃんと拍手をしてく

れたときは，すっごくうれしくなりました。

（中学校２年生）」「地域の子ども（小学生）と

仲良くなれてよかった。（高校１年生）」等と

あり，活動を通じ小さい子どもや年配の人と

のふれあいも深めることができたといえる。

③「まち（社会）への関わり」の観点では，

「僕はこのまちづくりを通して地域の人との

ふれあいの大切さを実感しました。（中学校

２年生）」「打ち水によって商店街の道路に水

がいきわたったあの風景はとても感動的でし

た。（高校３年生）」「映画の広報チラシへの

反応は予想以上のものがありました。写真に

写っているまちの風景や店舗の一部を見て場

所を当て合っている光景もあり，この地域の

人ならではの反応があったことがとても嬉し

かったです。（高校３年生）」等，参加者は，

まちへの働きかけに対する地域の人からの反

響に，「まちづくり」のよさを再認識すると

ともに，地域社会に関わっていくことの喜び

を味わったといえる。

２　「まちづくり」の活動における成果

本事業における「まちづくり」は，冒頭に

述べたように地域の人々のふれあいや交流が

広がるようにきっかけをつくる活動である。

参加者は，初めて出会った地域（地域の人）

と一緒に活動することのよさや楽しさを十分

に味わうことができた。

打ち水は，参加者全員で取り組み，地域の

多くの人に関わってもらうことができた。わ

写真１　打ち水の様子
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ずか４日間の打ち水だったが，その都度，放

送で協力を呼びかけ，商店街路上での気温の

変化を測定し，その結果を知らせることによ

り，打ち水の効果を地域の人々と共有するこ

とができた。多くの地域の人の打ち水への協

力は，参加者に自分達の活動が地域を活性化

させる原動力になっていることを教えてくれ

た。この打ち水は，地域の人に受け継がれ，

８月末まで行われた。

安全スタンプラリーではポイントとなった

地域の人と地域の小学生の交流があった。ポ

イントに「こども１１０番の家」の協力を求

めたのは，いざというときに「こども１１０

番の家」に駆け込めるようにという現存のま

ちの仕組みを活性化させるねらいがあった。

この面でもわずかながら地域に貢献できたと

いえる。

輪投げには，地域で競技をやっている人が

来て，輪の投げ方や競技方法などについての

話題提供や競技へのアドバイスがあり，集ま

った地域の大人も子どもも輪投げについての

競技や話題で盛り上がった。地域の子どもや

大人の交流の場をつくることができた。

移動紙芝居は，地域の人が忘れかけていた昔

懐かしい文化のよさを再発見してほしいとい

うねがいを込めて実施した。見てくれた子ど

も同士や集まった地域の人と参加者との交流

ができた。

テーブルゲーム休憩所は，地域の人が気軽

に立ち寄って憩う場をつくるという「まちづ

くり」への提案でもあり，ここには世代を越

えた交流が広がった。碁などのテーブルゲー

ムは，世代を越えたコミュニケーションを成

立させる手段として有効であった。

何でもお手伝いボランティアは，高齢者を

始めとする弱い立場の人が住みやすい「まち

づくり」，まちの人が相互に助け合う「まち

づくり」を提案した。「ありがとう」「ご苦労

さま」の言葉を互いに交わすことで，ボラン

ティア活動の心を地域の人に伝えることがで

きた。

地域情報誌は，そこに住む人々に地域のよ

さを再発見してもらうことに繋がった。情報

誌には，地域の人や店が数多く登場しており，

地域の人に話題を提供することになり，地域

の人どうしを結びつける役割も果たした。

映画制作では，上映会に10歳未満の子どもか

ら80歳代の人まで幅広い年代の人々が参加

し，地域の人同士のコミュニケーションの機

会を提供できた。また，上映後に，アンケー

トで商店街に対する印象について聞いたとこ

ろ28人中18人がよくなったと回答しており，

地域のよさ，地域への思いを再認識してもら

えたと考えられる。

また，今回「子ども放送局」（4）の番組で本

事業を紹介する特派員として，地域の中学生

５名が参加した。地域の中学生も自分達の地

域を舞台に同年代の中・高校生が活動してい

ることを知り，「まちづくり」への参画に関

心を高めてくれた。

３　本事業の課題

本事業は，「まちづくり」による社会参加

を通して，中・高校生が幅広い年代の人と関

わり，コミュニケーション能力を高め，地域

社会への理解を深めたといえる。さらに事業

改善を図るために，以下に事業実施上の課

題・留意点等を列挙する。

・「まちづくり」活動の企画を，参加者全体

でひとつにまとめ上げる予定であったが，

個々の班での活動を企画する段階に留ま

り，活動全体の企画検討への支援が不十分

であった。活動全体を俯瞰して企画を練り

上げさせる支援のあり方を検討する必要が

ある。

・第２回の１週間の活動を通して，活動が地

域の人に知られていくにつれて，参加して

くれる人が増えた。活動の初期から地域の

人に参加してもらうためには，事前の広報

方法，事業実施日，期間等のさらなる検討

が必要である。
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・参加者が中学校１年生から高校３年生とい

う事業は，参加者の中で異年齢の交流がで

きるメリットがある。経験差や発達に応じ

たきめ細かな活動支援が大切である。

・主に施設から外に出て商店街を中心とした

地域での活動であり，調査・取材活動やボ

ランティア活動等，参加者が自主的に活動

するケースが多いので，参加者の把握，交

通事故防止，健康管理等に万全を尽くす必

要がある。

Ⅴ　おわりに

青少年の社会参画の重要性が問われている

現在，そのためのスキルの向上と社会参加経

験の付与が重要な課題であると考える。商店

街には多くの地域の人々が集まり，参加者に

とっては幅広い年代の人とのコミュニケーシ

ョンが求められる。地域の活動から遠ざかっ

たり，年少の子との交流の機会が少なくなっ

たりしている中・高校生が，年少の子から高

齢者まで幅広い年代の人とコミュニュケーシ

ョンをとって活動したことによる成果が，参

加者の変容として現れているといえる。参加

者は，「まちづくり」の活動を企画・運営す

る過程で，十分に話し合い，協力し合い，活

動を成し遂げて，成就感・満足感を得ている。

また，自分達の活動が地域の人に受け入れら

れ，多くの協力を得ることができ，地域の人

から認められたり，頼りにされたりしたこと

は，参加者の自己有用感を高めた。

中・高校生が，幅広い年代の多様な人と交

流し，自己有用感を高めていく「まちづくり」

の事業は，青少年の社会への参加・参画への

ステップとして効果的な事業であると考え

る。

本稿は，参加者が居住地域を離れ，宿泊し

て活動する青少年教育施設ならではの「まち

づくり」事業の報告である。青少年の社会参

画を促す事業の一形態として参考にしていた

だければ幸いである。
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d 注釈「子ども１１０番の家」：痴漢や不審者が出没

している状況を考慮し，子ども達の登下校や地域での

安全確保を目的に緊急時の避難場所として設けられて

いる。設置場所は，家庭や商店，事業所などである。

f 注釈「子ども放送局」：国立青少年センターが，文

部科学省の教育情報衛星通信ネットワーク（エル・ネ

ット）を使って送信している子ども向けの番組である。

主に土曜日に放送し，全国の教育委員会，公民館，青

少年教育施設等，約2,200ヶ所の受信局で視聴できる。


