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事例３　島根県吉賀町教育委員会

吉賀町サクラマスプロジェクト「ふるさとでの学びや体験をもとに、いつの日かふるさと
吉賀町を支える人材（財）の育成」

【取組の概要】キーワード：学校・家庭・地域が一体となり推進するプロジェクト
　学校・家庭・地域が一体となって、「ふるさとでの学びや体験をもとに、いつの日かふ
るさと吉賀町を支える人材（財）の育成」を目的に吉賀町のすべての子供を対象とした
サクラマスプロジェクトは、吉賀町教育振興計画の学校教育、社会教育の両方に関わる
吉賀町教育の核となる取組である。

１　事例の主体
名称 島根県吉賀町教育委員会
連絡先 住　所：〒699-5513　島根県鹿足郡吉賀町六日市648番地

ＴＥＬ：0856-77-1285
ＦＡＸ：0856-77-0040

２　吉賀町の概要
人口 6,306人（平成29年３月末時点）
面積 336.5k㎡
学校 小学校５校、中学校４校、（高等学校１校）
市の特徴 　島根県の南西部に位置し、中国自動車道のインターチェンジを有した

島根県の西の玄関口である。また、1,263mの安蔵寺山を代表するよう
に険しい山々に囲まれた自然豊かな中山間地域であり、当町を源流とす
る高津川とその支流に沿い耕地が開けている。小学校と同じ区域に五つ
の公民館がある。

３　活動の実際
（１）推進体制・環境整備
ア　サクラマスプロジェクト
　　（ア）　趣旨

　　�　サクラマスプロジェクトは、学校・家庭・地域が一体となって、「ふるさと
での学びや体験をもとに、いつの日かふるさと吉賀町を支える人材（財）の
育成」を目的に吉賀町のすべての子供を対象とした取組である。サクラマス
とは、ヤマメのうち、一旦海に下り、再び生まれた川に戻ってくる降海型の
固体であり、このサクラマスのように、子供たちがいつの日か吉賀町を支え
る人材に成長してほしいという願いがこもっている。サクラマスプロジェク
トは、吉賀町教育振興計画の学校教育、社会教育の両方に関わる場所に位置
付けられ、吉賀町教育の核となっている。サクラマスプロジェクトのキーワー
ドは、「豊かな学びや体験」と「豊かな人との関わり」である。「豊かな学び
や体験」とは、吉賀町の素晴らしさに触れる・体感するなどを意識した活動
であり、「豊かな人との関わり」とは、様々な世代との関わりを通した活動で
ある。これらを通して、吉賀町のことを「良いところだ！」「好きだ！」とみ
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なが思える・感じられる人づくりに取り組んでいる。また、テーマの中にあ
る「いつの日か吉賀町を支える」とは、子供たちが町外に進学した後、吉賀
町に戻ってきて就職して地域を支えたり、町外で働きながら遠くから地域を
支えたりなど、様々な状況で吉賀町を支えることである。町を支えるために
も、子供たちの中に吉賀町が心のふるさととしてしっかりと意識できるもの
になるために、吉賀町の良さを体感し、吉賀町への「愛」「誇り」「志」を育
むことが大切であるとという趣旨のもと行われているプロジェクトである。

　　（イ）　全体構想
　　�　サクラマスプロジェクトは三つの柱で構成されている。それぞれの目指し
ていることについては以下のとおりである。

　　ａ　豊かな学び、体験の充実（学校等）
　　　�　保育所世代では、「地域の中で浸ること」、小学生世代では、「地域につ

いて知ること」、中学生世代では、「地域に貢献すること」、高校生世代で
は、「地域課題について考え、行動すること」を目指している。

　　ｂ　子供の地域活動の充実（地域）
　　　�　保育所世代では、「地域活動に親子で一緒に参加すること」、小学生世代

では、「地域活動に子供同士で参加すること」、中学生世代では、「地域行
事・活動へ貢献・参画すること」、高校生世代では、「ジュニアリーダーと
して活躍すること」を目指している。

　　ｃ　地域の教育力の充実（公民館を核として）
　　　�　学ぶ場・集う場を設定して、活動に関わる大人同士がつながりを深め、

さらに、活動に関わる大人の人数を増やしていくこと。そして、主体的に
地域活動に参加・参画・貢献しながら、頑張っている大人・楽しんでいる
大人を増やしていくこと。そして、それらの活動を通して、関わる大人の
やりがい・生きがいにつながったり、関わる大人同士のつながりがさらに
深まったりすることを目指している。そして、このような大人の姿に、子
供たちが出会えることが大切であると考えている。

イ　推進体制
各地域では、各公民館単位で、「地域会議」を行い、学校や各団体で行われて
いる子供の育ちに関わる活動の情報交換や連絡調整、地区の取組についての協議
などを行っている。町の「推進協議会」では、学校やPTA、地域団体などさま
ざまな方の協力を得ながらプロジェクトの進捗状況などの把握・検証、�更なる取
組についての協議などを行っている。これらを通して、�家庭・学校・公民館・地
域団体が子供たちの育ちについての情報共有を図りながら、それぞれが「つなが
り」を深め、連携協力して、地域ぐるみで子供たちを育てている。さらに、この
プロジェクトは、子供の人材育成であると共に、大人の人材育成でもある。みん
ながつながることにより、子供たちが吉賀町を知り・誇りに思う。そして、将来、
住みたい、帰りたい、子育てしたいと思える素敵な地域を目指している。
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【図１　三つの柱】 【図２　推進体制】

ウ　財政支援
　吉賀町サクラマスプロジェクト補助金
地域と学校・保育所連携の下に行う様々な世代間交流を通じて、ふるさとでの
学びと体験をもとに、ふるさとを大切に思う心、いつの日かふるさとを支える人
材(財)の育成を目的として実施する教育・保育活動、地域活動等の事業に要す
る経費のうち町長が必要、かつ、適当と認めるものについて、補助金を交付して
いる。サクラマスプロジェクトでは、三つの事業（サクラマスプロジェクト地域
活動事業、特色ある保育・教育支援事業、サクラマスプロジェクト交流給食事業）
に補助金を交付している。この補助金事業をすることによって、生まれてから高
校生までの一貫性をもって、家庭・学校・地域がそれぞれの役割を意識しながら、
地域ぐるみで子供を育てている。

（２）人材発掘・育成
ア　コーディネーター

サクラマスプロジェクトの地域コーディネーターは公民館職員が担っている。
イ　サクラマスパートナー

各地域でサクラマスパートナーが活動に関わっている。活動を通し、パート
ナー同士のつながりが深まったり、広がったりする。

（３）普及・啓発、理解促進
ア　目標やビジョンを共有するための働きかけ
　　（ア）　ふるさと教育担当者・地域コーディネーター合同研修

　　�　学校のふるさと教育担当者と地域コーディネーターが合同の研修会を行う
ようになって今年で３年目になる。研修会では、学校で地域の方と一緒に
活動しているが、どのような活動が、どの学年で行われているのか、また、
地域でどのような活動を行っているのか等、子供の育ちに関わる活動を一覧
表にまとめている。また、今後あったらよい活動等を話し合っている。昨年
度の研修会では、「地域の宝」に視点をあて、それに関わってどのような活
動があるのか、今後どのような取組が必要なのかについて中学校区に分かれ
て行った。学校で学んだことを地域で生かす、また、地域で行った体験を学
校の学習と連動できるよう、学校活動と地域活動の双方向性が図れたらと考
え研修会を行った。合同で研修を行うメリットは、講師の話や他地区の事例
など、同じものを一緒に聞き、思いや考え方の共有が図れることにある。
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　　（イ）　地域別研修会
　　�　公民館区ごとに地域別研修会を開催している。この研修会では、コーディ
ネーターの呼びかけで地域会議の委員、活動を支えているサクラマスパート
ナーなどで実施している。「地区の良さは何なのか？」「それを生かして子供
にさせたい体験は？」「そのような体験を通して、どのような子供に育って
ほしいのか？」などについて、付箋を活用しながら思いを出し合って行って
いる。参加者からは「あいさつがしっかりできるようになってほしい」「山
登りをさせたい」などの意見が出た。出された意見を一つにまとめることは
大変困難だが、教育委員会とコーディネーターとでまとめたものを共有し、
参加された方の思いを今後の活動の充実に生かしている。

　　（ウ）　活動報告会
　　�　サクラマスプロジェクト活動報告会を毎年行い、各地区でどのようなこと
に取組んだのか報告している。報告される内容は、各地域会議で話し合い、
学校での活動、地域での活動、合同での活動などである。毎年80名程度の
参加があり、推進協議会委員、地域会議委員、サクラマスパートナー、学校
関係者などが一堂に会して全体で活動を共有している。報告会の後半で、地
域別の情報交換会を行い、保育所・学校、公民館、地域の取組について意見
交換しながら、来年度の活動に生かせるようにしている。

　　（エ）　推進協議会
　　�　報告会での話し合いも踏まえながら、推進協議会では活発な意見交換が行
われている。「来年の報告会は、もっとこんなふうにしたほうが良いのでは」
「どんな大人の姿を、子供たちに見せたらいいのか」などの議論の中で、「子
供たち自身は学校や地域での取組を通してどのように感じているのか」「一
定の指標で成果を検証する必要がある」などの意見から、昨年度、アンケー
ト調査を行った。このアンケート結果は、各地域会議にも伝え、取組の参考
としている。（結果の一部を４（1）成果で紹介）

　　（オ）　地域会議
　　�　27年度から全地区に設置されており、公民館が地域会議の事務局を行っ
ている。保育所・小中高等学校、保護者会・
PTA、自治会・婦人会などの地域団体など
が出席し、地域での取組や子供の育ちへの
意見交換をしている。話し合い、活動を行
い、振り返り、次年度の活動につなげてい
る。この流れを継続することで地域の大人
のつながりは確実に深まっている。 【地域会議】
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（４）多様な活動、継続的な活動の推進
ア　多様な活動（サクラマスプロジェクト）
　　（ア）　豊かな学び、体験の充実（学校等）

　　　・　保育所世代
　　�　有機農業を40年前からやっている、柿木地域での堆肥づくり、そして、
その堆肥を使ってできた人参の収穫などを通して「地域の中に浸ること」を
目指している。　

　　　・　小学生世代
　　�　地域の宝である高津川に住む生き物を
採集する学習などを通して、「地域につい
て知ること」を目指している。

　　　・　中学生世代
　　�　森林での間伐体験学習や漁協の方と河
川清掃などを通して「地域に貢献するこ
と」を目指している。

　　　・　高校生世代
　　�　吉賀町で採れたものを生かしてみそや
ジュースなどの商品開発などを通して、「地域課題について考え、行動する
こと」を目指している。

　　（イ）　子供の地域活動の充実（地域）
　　　・　寺子屋修行
　　�　柿木地域会議主催で２泊３日で行われ、小学４～６年生の70％以上が参
加する人気の事業であり、サクラマスパートナーの方が交代で泊まり、子供
たちとともに活動している。修行なので座禅や写経といったメニューもあ
り、掃除や片付けも自分たちで行う。また、お昼ご飯にそうめん流しをする
ために、自分の箸をつくったり、白装束を着て滝修行をしたりもしている。
この取組に中学生は、夜の肝試しのお化け役で活躍している。

　　　・　地域の祭りへの中学生の参画
　　�　蔵木地域の中学生が、地域で行われているお祭りに出店したり、高津川の
水源地で行われる水源祭りで、水を含んだ藁で作った龍を大人と一緒に全力
で担いだりしながら参画している。

　　　・　わくわくクラブ
　　�　六日市地域会議主催の、小学生を対象にした夏休みの公民館主催事業で、
川で遊んだり、生き物調査をしたりしている。以前は見守りボランティアが
集まらず、人数制限のあった事業で、参加したくても、参加できない子供た
ちがたくさんいた。それならばと、公民館の呼びかけで中学生の見守りボラ
ンティアを学校を通じて募集し、中学生がボランティアとして参加してくれ
たおかげで、たくさんの小学生が参加することができるようになった。中学
生は、救命救急法を学校で学習し「ハートセイバーAED」という資格を取
得している。また、川の水質などについても学習している。

【高津川での学習】
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　　　・　放課後サクラマス教室
　　�　月１回地域の方が子供の育ちを考えながら、伝統行事・工作・運動など
色々な活動を行っている。地元の葉っぱを使った柏餅を作って食べたり、田
んぼの草取りをしたりしている。また、読書と体験をセットで行っており、
おじいさんとおばあさんのお話の読み聞かせのあと、紙芝居を子供たちが読
む練習を行ったりしている。吉賀町では秋祭りをする地域がほとんどで、今
年は10月にお祭りや秋の本を読み聞かせた後、角寿司を作って食べるなど、
その月によってその時期にあった内容の本と、様々な活動が行われている。

　　　・　吉高ライスバーガー
　　�　吉賀高校で町の特産品を使ったライスバーガーを開発した。かなり人気で
いろいろなイベントなどでも販売すると、すぐに売り切れてしまっている。
冬休みには小学生に作り方を教える出前講座も行っている。商品化されたラ
イスバーガーが、地元のお店で、製造販売
してもらえることになった。本店で初めて
販売した時には、高校生が販売したのだが、
200個が１時間半位で完売した。これで終
わりではなく、新メニュー開発にも、しっ
かり取り組んでいる。

　　（ウ）　地域の教育力の充実
　　　・　サクラマス交流給食
　　�　朝倉地域では、毎回、約10名前後のサクラマスパートナーに参加しても
らい行っている。１回目は学校保健委員会によるノーメディアについての発
表、講演会等が行われた授業公開日に行った。２回目は昔の生活の話、道
具（地域の方々が持ち寄った千羽、とうみ、はたおり機等）の使い方を地域
の方から教えていただいた時に行った。３回目は昔の遊び（コマ、めんこ、
羽根つき、お手玉、おはじき等）の体験をしたときに行った。学びや体験を
通して、子供たちとの交流が深まり、名前で呼び合うほどの関係が生まれて
いる。活動後の給食では会話を楽しみ、会うたびに成長する子供たちの姿に
感動される方もいる。ちょうどサクラマス給食の日に米寿の地域の方がおら
れ、みんなで食事をし、乾杯し合ったことは、とても嬉しかったと話されて
いた。

イ　継続的な活動の推進のために
　　（ア）　コーディネーターの心構え

　　�　「コーディネーターは基本がんばらないと決めている。以前は、がんばり
すぎてうまくいかなかった反省からである。事業があるときに広報で周知す
るなど最低限のことだけでも、向こうから今月は何があったかしら、これな
らいってみようかしらと声をかけてくる。無理につながず、自分で意思決定
させるのが大事である。ゆるやかであっても自分たちのペースでつくった必
要なつながりは長く続く。公民館ができることはきっかけづくりである。自
発的であるときこそ、自分で考え、自分で行動し、より深いつながりと変

【吉高ライスバーガーの販売】
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わっていく。また、特定の方だけではなく、まんべんなく声掛けをしている。
ゆるやかなつながりの中で、地域の方、みんなが主役になるように意識して
いる。」

　　（イ）　ゆるやかなつながりで気を付けていること
　　�　サクラマス交流給食事業は、参加しやすいように交流給食という形をとっ
ている。また、地域について学び、地域への愛着を深める目的で行っている
夏休みのまち探検事業では、火おこし、読み聞かせなど大事な役割はスタッ
フとしてお願いをするが、それ以外の役割は、興味があったらどうぞとしか
声をかけない。興味があるから行ってみようという意識が大切である。無理
をしないので、自分のペースで行え、みんなが楽になり、コーディネーター
も楽になる。ゆるやかなつながりの深まりが、自発的な好循環へ変わってき
ている。

４　成果と今後の方向性
（１）成果

サクラマスプロジェクトの推進にあたり、子供たちに「吉賀町を支える心情が育っ
ているか」ということについて平成28年に意識調査を行った。対象は、全小学５・
６年生、全中、全高、計322名である。
・　吉賀町は良いところだと思いますか。
　　　　とてもそう思う　47％　　そう思う　　　　　48％
　　　　あまり思わない　�５％　　まったく思わない　�０％
・�　「（とても）そう思う」と答えた人は、「よいと思うところ」をいくつでも答え
てください。

　　　　豊かな自然　220人　地域のひと　150人　伝統行事　84人　（上位３項目）
・　吉賀町のことが好きですか。
　　　　とてもそう思う　35％　　そう思う　　　　　52％　
　　　　あまり思わない　11％　　まったく思わない　�１％　　無回答　�１％
　・　将来、吉賀町で暮らしたいと思いますか。
　　　　　とてもそう思う　11％　　そう思う　　　　　36％
　　　　　あまり思わない　45％　　まったく思わない　�７％　　無回答　�１％

（２）今後の方向性
家庭・学校・公民館・地域団体が子供たちの育ちについての情報共有を図りなが
ら、それぞれが「つながり」を深め、連携協働して、地域ぐるみでサクラマスを育
てることが重要であると考えており、今後も取り組んでいこうと考えている。

５　考察
吉賀町の事例の優れている点は、まず、町の教育振興計画として学校教育、社会教育
の両方にまたがって位置付けられ、その理念が明確であることである。サクラマスのよ
うに「いつの日か吉賀町を支える」子供たちを育むことを理念とし、「豊かな学びや体験」
と「豊かな人との関わり」を掲げている。前者は体験活動、地域活動を主とすることを
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明確にし、後者は吉賀町の様々な世代との関わりを意味している。吉賀町のよさを体感
し、町への「愛」「誇り」「志」を育む教育である。次に、五つの地区の「地域会議」を
基盤として町全体の取組となっている。地域会議の核は公民館であり、推進体制がしっ
かりできている。公民館が核となることで、地域住民のつながりができやすく、各学校
のみならず、自治会や婦人会などの地域団体も参画しやすくなっている。ボトムアップ
の取組となる。生涯学習の観点も明確である。関わる大人のやりがい・生きがいにつな
がっているので、子供たちを育むのみならず、大人の人材育成ともなっている。「学校
を核とした地域づくり」である。さらに、保育所世代から高校生世代までを射程に入れ、
その発達段階に応じて育成の観点が明確である。高校生までの一貫性のある指導プログ
ラムになっている。
・保育所世代：�地域の中で『浸る』学びと位置付け、地域活動に親子で参加するなど

の形態を主とする。例えば、有機農業で堆肥づくりと収穫作業を行う。
・小学生世代：�地域について『知る』学びと位置付け、地域活動に子供同士で参加す

る形態とする。例えば、地域の川に生息する生き物を採集して地域を
知る。

・中学生世代：�地域のために『貢献する』学びと位置付け、地域行事・活動へ参画し
貢献する形態とする。森での間伐体験や漁協の人たちと河川清掃を
行って、地域に貢献する。

・高校生世代：�地域の課題について考え行動する学びと位置付け、ジュニアリーダー
として活躍する形態とする。町で採れた農作物を使用してライスバー
ガーを開発し、人気の商品になった。長期休みの時に地元の小学生に
出前講座で作り方も教えている。サービス・ラーニングとなっている。

また、子供たちと地域の方の交流が盛んである。サクラマス交流給食で、地域の方々
と小学生がいっしょに給食を食べ交流する。年に３回行い、２回は地域の方々が昔の
生活の話などをして下さった時とめんこや羽根つきなど昔遊びを地域の方々から学んだ
時である。地域の方々がボランティア活動をしていて一番に充実・喜びを感じるときで
ある。そして、無理をしないことを旗に掲げている。公民館はきっかけづくりに徹し、
地域住民一人一人の意見を出し意思決定がなされる。ボトムアップで形成されたプログ
ラムは長く続く。コーディネーターも楽になる。
学校教育、社会教育の両方にまたがり、保育園児から高校生までを含めた、縦と横の
大きな広がりを持つ注目すべき取組である。
� （橋本　洋光）

（聞き取り調査協力者）
所属 氏名

吉賀町教育委員会派遣社会教育主事 杉内　直也
吉賀町教育委員会課長補佐 城戸　明美

� 聞き取り調査実施日：平成29年３月８日
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