
～８月１日（水） 村上市民ふれあいセンター～
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教育長挨拶 村上市教育委員会教育長 遠藤友春

知る つながる 広がる 郷育！！

『学校と地域を結ぶオープンセッション』は「郷育」や「地域の子どもを地域のみんなで育てる」

ことについて理解を深め、学校・保護者・公民館・まちづくり・行政・地域団体等、多様な関係者・

団体・機関が連携・協働した取組を進めるために情報交換し、ネットワークを強めてほしいという

願いのもと開催しています。

「郷育のまち・村上」だより
さといく
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「郷育（さといく）のまち・村上」～郷（さと）に育ち・郷（さと）を育て・郷（さと）が育てる～

satoikuno

果を発揮していくことが望まれる、というお話をいただきました。新たに市内全小中学校でコ

ミュニティ・スクール事業に取り組むに当たり、これまで中学校区単位で取り組んできた郷育

会議を通じた事業との棲み分け、それぞれの意義や役割を、学校、保護者、地域の関係者等に

よく理解していただけるよう十分に検討していきたいと思います。

本日は、社会に開かれた学びをつくるための方法、子どもや学校にとっても地域にとっても

メリットのあるかかわりはどうあればよいのか、皆さんでお考えいただければ幸いです。本市

が願う発展的な郷育の推進に向け、皆様のご協力をお願い申し上げます。

日頃、「郷育のまち・村上」の「地域の子どもを地域のみんなで育てる

教育活動の推進」にご理解とご協力を賜り深く感謝申し上げます。

昨年、下越教育事務所 名古課長様から、学校と地域の連携・協働し

た活動を組織的・継続的に進めていくためには、現在の郷育会議の組織

を「地域学校協働本部」として機能できるように整備していくことが大

切である。また、コミュニティ・スクール（学校運営協議会）と地域学

校協働本部が、相互に補完し高め合う存在として、両輪になって相乗効

第１３回学校と地域を結ぶオープンセッション開催

今年度は『社会に開かれた学び』について、講演やワールドカフェで学び合いました。参加

者は約 140名。市内の学校関係者や地域団体、まちづくり協議会の皆さんなど、「地域の子ど
もを地域のみんなで育てる」活動を行っているたくさんの皆さん、そして、関川村教育委員会

の方々が参加してくださいました。また、オープンセッションに先駆けて午前中には「子ども

遊びの広場」が開催され、、地域の子どもたちや引率者約 120名が、様々な体験活動を楽しん
でいました。講演やワークショップを通して、新たなことを「知り」、たくさんの人と「つながり」、

ネットワークや学びが「広がって」いくことが期待されます。オープンセッションは「郷育」を進

める大事な活動の一つとなっています。今年の内容を日程に合わせてご紹介します。



「郷育のまち・村上」実行委員長 板垣和伸

テーマ 「学校×地域で“社会に開かれた学び”をつくるには」
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実行委員長挨拶

講演 講師：本間莉恵 様 （みらいずworks 副代表）

県内外各地域で、地域と学校を結び、連携・協働した教育活動の推進を支

援していらっしゃいます。村上市においてもファシリテーション研修などで

ご指導いただいています。記念すべき第１回のオープンセッションで企画・

運営に携わり、今に至る土台をつくってくださいました。

『第２次村上市教育基本計画』では、「郷育」を「子どもたちを育成する

活動」と「すべての市民が生涯にわたって学習し、その成果を展開するこ

とや次世代に伝える活動」と捉え、『子どもも大人も共に学び育つ』という

視点を大事にした活動が全市内で活発に展開し充実することを期待してい

ます。特に理念に「郷が育てる」・「地域の子どもを地域のみんなで育てる

教育活動の推進」と掲げてあるように、地域ぐるみで子どもたちを育てる活動を通して、物

的、人的、雰囲気も含め地域の教育的な環境がより望ましいものに変わっていく、そんなこ

とを期待しています。本日の会で子どもたちの郷土愛を基盤にした健やかな成長のための連

携・協働のヒント、これからの活動に生かせるものが多く得られることを願っています。

＜概略＞ 今日は、「これからの社会はどう変わろうとしているのか」と

いうことをまずお話しし、テーマについてお話しします。

テーマにも“社会に開かれた”とありますが、これから先の（日本の）社会、未来について、

まず考えられるのが人口減少です。働き手が少なくなりＡＩやロボットが身近になります。今

ある職業の 65％がなくなるというアメリカの調査もありますが、自動化の進展、働く時間の短
縮等、働き方も変わってくると考えられます。働くという当たり前のことが、未来の子どもた

ちには当たり前でなくなるかもしれません。６月に内閣府は※ソサエティ 5.0（動画も紹介）の社会

を提唱しています。そのような社会においては学校の教育も変わってきます。（※文部科学省も

ソサエティ 5.0 に向けた人材育成に関して Web に掲載） 新学習指導要領では「社会に開かれた教

育課程」「主体的・対話的で深い学び」が、また、コミュニティ・スクールや地域学校協働活動

の導入に当たっては、地域と学校が子どもたちがどんなふうに育ってほしいかを共有し、連携・

協働していく体制が求められています。そこで、主体性や連携・協働ということを含め、テー

マにかかわって佐渡市のキャリア教育に関わった事例を紹介したいと思います。

佐渡市では小学校から高校まで「地域の担い手になる子どもの育成を目指す」というゴール

を設定・共有し、中学校の職場体験を課題解決型としました。リアルな地域の課題について中

学生も考え、事業所のミッションに対して職場体験を通して企画・提案していくものです。教

育課程にどのように位置付けるかや先生と事業所がお互いに顔を合わせて情報を共有し合うと

いう研修も実施しました。学校と地域が「育てたい子ども像

を共有する」「課題を共有する」「一緒に学びをつくっていく」

ことがとても大事です。また、持続性・継続性のためには“社

会に開かれた学び”を各教科でも進めてほしいと思います。

参照 ※ソサエティ５．０ 政府広報オンライン(動画有)＜内閣府＞

※Ｓｏｃｉｅｔｙ５．０に向けた人材育成（概要） ＜文部科学省＞



交流（情報交換）

団体の活動（地域の資源・郷育資源）について参加者同士が交流し情報交換しました。

地域の子どもを地域のみんなで育てるという活動の広がりや、学校関係者、行政、地域団

体が共に連携・協働していこうという意識の高まりが感じられました。情報交換の場が今

後に生かされること、そして、さらに参加団体が増えることを期待しています。

2４団体がブース開設！

毎年参加団体が増えています。

郷育のネットワークです！

ワールドカフェ

講演テーマを受けて、４～５名の少人数で紙の円卓を囲んで体験や意見を交流しました。

メンバーを変えて２回話し合い、より多くの人と意見を交わすことができました。都岐沙

羅パートナーズセンターのコーディネートで大いに盛り上がり、最後に、忠 隆司理事長

が参加者へのお礼を申し述べ、オープンセッション全体を締めくくりました。

司会者の進行で、円卓に思いや考えを

書き出しました。街角のカフェをイメージ

した楽しい話合いです！

ロビーを埋め尽くす人の数、テーブルの数

でした。

進行（ファシリテーター）がみんなの思い

や考えを引き出していきます。

各ブースを回って話を聞いたり、

資料をもらったりしていました。

服装でもアピール。熱く説明

しています。

－３－



子ども遊びの広場

アンケートから

午前中は、ゲームや様々な体験をしながらお金の使い方を学びました。都岐沙羅パー

トナーズセンター並びにＮＰＯ法人希楽々のプロデュースで、神林地区学童保育の子ど

もたちや村上地区公民館講座の子どもたちなどが楽しく学びました。

様々なことを考えるいい機

会になった。学校に持ち帰

り、地域と協働したい。

様々な分野の人と出会え

た。人脈を広げるとてもよ

い機会となった。

もっとたくさんのブー

スを回りたかった。展

示も見応えがあった。

学校情報の提

供もあるとよ

い。

郷育会議や職場で

今日の情報を提供

していきたい。

午前もぜひ見

てほしい。

せっかく意識が高まったので

フォローアップミーティング

のようなものがあってもよい

のではないか。

情報交換で終わらず学

びの積み重ねを。熟議

の仕方、プロセスの作

り方が課題？

課題解決型職場体験

が大変参考になった。

資料がほしかった。

他にもたくさんのご感想・ご意見を頂戴しました。

学校と地域が課題を共有

することの大切さを学び

ました。

ロビーでの展示風景

学習会後、２５０円を持って

スタート！ 払ったり稼いだり・・・・・・
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各種団体の活動の様子がよく分かる展示物でした。マナボーテ村

上でも展示し、たくさんの皆さんに見ていただきました。

真剣に見ています。

ありがとうございました！

－４－



第13回交流参加団体一覧

－５－

郷育を進める大きな大きな

財産です！ご活用ください！

団体名 連　　絡　　先 分野

朝日村まゆの会
958-0261  村上市猿沢1215

TEL/FAX:0254-72-0387   E-mail:info@mayuhana.com
工芸

イヨボヤ会館
958-0876  村上市塩町13-43   TEL:0254-52-7117

 FAX:0254-53-4300    E-mail:iyoboya@iwafune.ne.jp
文化・環境

NPO法人いわふね地域エコセンター 958-0037  村上市瀬波温泉2-8-4  TEL:0254-52-2492  FAX:0254-52-1852 スポーツ

NPO法人ウェルネスむらかみ
958-0837  村上市三之町13-25     TEL:0254-52-6311

FAX:0254-52-6154    E-mail:info@w-murakami.com
スポーツ

Woodbox Tera
958-0862  村上市若葉町5021-16

TEL/FAX:0254-75-5811   E-mail:woodbox.tera@outlook.jp
工芸

NPO法人希楽々
959-3423  村上市九日市501神林総合体育館内　　TEL:0254-66-8119

FAX:0254-66-8112    E-mail:kirara_kamihayashi@yahoo.co.jp
スポーツ

古民家　隠居屋 958-0251  村上市岩沢819    TEL/FAX:0254-72-0196  
文化

歴史

笹川流れ波物語受入者協議会
959-3942  村上市勝木1099    TEL:0254-60-5050

FAX:0254-60-5151    E-mail:sanpokuk@circus.ocn.ne.jp
体験

NPO法人さんぽくスポーツ協会
959-3907  村上市府屋177-1(山北総合体育館内)   TEL:0254-66-8119

FAX:0254-77-3996   E-mail:sanpoku.sports@purple.plala.or.jp
スポーツ

縄文の里　朝日 958-0241  村上市岩崩612-118  TEL:0254-72-1577  FAX:0254-60-2025 文化

読書のアニマシオン研究会 958-0853  村上市山居町1-15-67     TEL/FAX:0254-53-3210 教育

陶房やまや　 959-3404  村上市山屋796   TEL:090-9959-2970   FAX:0254-66-6105 工芸

新潟県労働金庫村上支店 958-0848  村上市小国町4-7   TEL:0254-52-1251   FAX:0254-53-4374 金融

新潟リハビリテーション大学 958-0053  村上市上の山2-16   TEL:0254-56-8292   FAX:0254-56-8291
教育

医療

新潟ゆうき株式会社 959-3433  村上市川部374-1   TEL:0254-62-7282   FAX:0254-62-7283 農業

羊工房 958-0269  村上市古渡路1483番地3     TEL/FAX:0254-72-1553   工芸

福茶cafe'sキッチン・ふくちゃ部 959-3132  村上市坂町1722-5    TEL:0254-62-3314 食育

村上Ohanaネット
958-0033  村上市緑町3-3-8    TEL/FAX:0254-52-6612

E-mail:murakamiohananet@gmail.com
教育

NPO法人みらいずworks
950-2044  新潟市西区坂井砂山2-18-2    TEL/FAX:025-211-8383

HP:http://www.miraisworks.com
学校支援

NPO法人都岐沙羅パートナーズセンター
958-0261  村上市猿沢1238　TEL:0254-72-0663  FAX:0254-72-0723

HP:http://www.tsukisara.org

地域

学校支援

むらかみ「食のみらい」創造協議会
958-8501  村上市三之町1-1    TEL:0254-53-2111(内線342)

FAX:0254-53-3840    E-mail:nosui-s@city.murakami.lg.jp
文化

村上市役所市民課生活人権室
958-8501  村上市三之町1-1    TEL:0254-53-2111(内線290)

FAX:0254-53-2541
教育

村上市教育委員会生涯学習課
(生涯学習推進センター・マナボーテ村上)

958-0854  村上市田端町4-1    TEL:0254-53-2446   FAX:0254-53-2977 教育

環境にやさしい買い物運動実行委員会
950-8570  新潟市中央区新光町4-1    TEL:025-280-5135

FAX:025-284-0075    E-mail:tajima.aki@pref.niigata.lg.jp
環境

村上地域振興局企画振興部地域振興課
958-8585  村上市田端町6-25   TEL:0254-52-7230

FAX:0254-52-1316   E-mail:ngt111210@pref.niigata.lg.jp
地域



「郷育のまち・村上」の取組についてお知らせします。

◆各地区郷育会議の取組紹介◆

～支援から連携・協働へ、ネットワーク化へ～

キャリア教育の一コマ

小中合同・地域とともに避難訓練行いました◆「郷育のまち・村上」推進実行委員会より◆

平成３０年度は、推進実行委員長に板垣和伸 村上地区公民館長、副実行委員長に茂野正明 岩

船小学校長が就任しました。「郷育のまち・村上」～郷に育ち・郷を育て・郷が育てる～の理念を受

け、「地域の子どもを地域のみんなで育てる」ことを目指して取り組んでいます。地域の多様な

機関・団体、そして地域住民が連携・協働して次代を担う人材を育成することを目指し、今年度

は次のような取組を進めていきます。

①多くの人たちとネットワークをつくるために、郷育会議の構成メンバーを検討していきます。

②コーディネーターの役割を確認し、学校支援ボランティアを募るだけでなく、地域の中に「郷が育て

る」資源を見付け、学校と地域、地域の中の活動をつないでいくようにします。研修も深めます。

③地域の子どもたちへの思いや願いを共有し、できることを話し合う場をつくるようにします。

各地区「郷育会議」でもミニオープンセッションのような形で情報交換、顔合わせができると

いいですね。たくさんの“地域の力”を大きな輪にしてつながっていきましょう。

９月 26日（水）に岩船小学校で今年度１回目の「岩船中学校区郷育会議」が行われました。
コミュニティ・スクールの導入も進んでいることから、郷育会議の役割を確認し、郷育会議を理

解する会となりました。構成メンバーを見直したことで、地域のより多様な機関・団体の方々が

郷育ネットワーク通信

今回は、岩船中学校区！

顔を合わせることができました。また、コミュニティ・スクールの委員とできるだけ重ならない

ように工夫したことや地域と連携・協働した事例などを紹介したことで“「郷育会議」は『地域で』

『地域から』”という意識が高まったように感じました。委員の方々のお話からも「地域のまなざ

し」や「地域の教育力」が伺える有意義な会となりました。次回は 11月にコミュニティ・スク
ール推進準備委員会と合同で「地域の子どもたちへの思いや願い」を話し合う予定です。

放課後子ども教室 岩船大祭練習風景

地域の方々が放課後の小学生

の活動を支援しています。

地域で！

真剣な指導、真剣な表情。伝統

が受け継がれていく瞬間です。

地域で！

連携・協働で！

中学校の教育課程を支援。郷育会

議のネットワークが大活躍！

子どもたちを育む“地域の力" ★ 次代を担う人材、育っています！

－６－


