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人が育つ地域はどうしたら作れるのか?

～飛騨市学園構想の事例から～

盤 所 杏 子
（株式会社Edo）

「人が育つ地域はどうしたら作れるのか？」
本稿の読者は，恐らく様々な立場から「教育」や「学び」に関わっている

方々だろう。この問いについて，あなたならどのように答えるだろうか？問
いを深める前に，まず私たちのことについて述べていきたい。

1．私たち，株式会社Edoについて

2019年4月10日岐阜県飛騨市にて役員2名（代表／関口祐太，副代表／盤
所杏子）で創業し，現在4期目を迎えている。代表の関口が母校である岐阜
県立吉城高等学校のキャリア教育コーディネーターとして学校の課外活動支
援に携わり始めたのが2017年のことである。そこから副代表の盤所が企画
担当で加わり，他地域と情報交換しながら吉城高校の支援をしていく中で，
地方部の教育環境についての課題は私たちのいる飛騨市だけではなく全国的
な課題であると感じ，いわゆるソーシャルビジネス領域（1）の教育関連事業
として株式会社Edoを立ち上げた。

2022年7月現在，役員含め4名で教育の全国的な社会課題解決に寄与する
ための事業を展開している。具体的には，今回紹介する岐阜県飛騨市の教育
プロジェクト「飛騨市学園構想」や，文部科学省のコミュニティ・スクール
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推進委託事業，防災の学びを地域に広げていく「風水害飛騨プロジェクト」，
SDGsを活用したワークショップなどが挙げられる。2022年からは飛騨市の
ふるさと納税を活用した“ソーシャルビジネス支援事業”に採択された中高
生の探究「EdoNewSchool」を開始する予定だ。

私たちEdoのミッションは「教育や学びを通じて持続可能な社会を創る」
ことである。教育だけでなく「学び」という言葉を入れているのは，学校教
育だけにとどまらない地域や社会全体の学びの推進に寄与していくこと，子
どもだけでなく大人にも人生を豊かにする学びを届けることを目指している
ためだ。

大きな目標を掲げてはいるものの，地方の創業したての弱小ベンチャーで
あることは間違いない。飛騨市学園構想については，本当に創業直後（まさ
によちよち歩き）に飛騨市から委託をいただいたプロジェクトであり，正直
今振り返ると，飛騨市はなぜそのようなリスクのあることを決めたのか，不
思議である。

図1.　 Edoのメンバー（右から2人目： 代表／関口，右から3人目： 副代表／
盤所）
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2．岐阜県飛騨市とは？

飛騨市は2004年2月1日に，古川町，河合村，宮川村，神岡町の2町2村
が合併し誕生した。岐阜県の最北端に位置し，北は富山県，南は高山市，西
は白川村に接しており，県庁所在地の岐阜市から約150 km, 高山市の北
15 kmに位置している。周囲は3,000 mを超える飛騨山脈などの山々に囲ま
れ，総面積792.53平方キロメートルの約93％を森林が占めている。年間を
通じては，平均気温11度で四季の移り変わりを肌で感じることができると
ても自然豊かな地域である。人口は，1955年をピークに減少を続け， 約30
年後の2045年には1万3,500人余になると推計されている。

そのような中，都竹淳也市長を中心としながら，市のビジョンを「みんな
が楽しく心豊かに暮らせるまち」，政策方針を「元気であんきな誇りの持て
るふるさと飛騨市づくり」と掲げ，様々な施策で市政を進めている。特徴的
であるのは人口減少に対する都竹市長の捉え方だ。人口減少は決して止めら
れるものではなく，不可避なものであるという前提のもと，人口減少を正面
から受け止め，どのように打って出るかを考えるという姿勢が，市の前向き
な取り組みを多々生んでいる要因ではなかろうか。

「飛騨市は「人口減少先進地」である。全国に先駆けて課題の解決を
通じた地域の発展策を示し，全国の模範となる自治体を目指します。人
口減少時代の自治体施策とは地域外にモノを売り，地域外の人や企業と
交流し，所得と人と知恵を呼び込むことが最大の戦略。そのためには，
地域にある資源を生かし，喜んでもらえること，楽しんでもらえるこ
と，面白いことをたくさん考え，どんどん実行し，話題を作ることが必
要です。」（2）

現在，関係人口創出事業「ヒダスケ！」，宇宙物理学研究（スーパーカミ
オカンデ），広葉樹のまちづくり，廃線活用（レールマウンテンバイク「ガッ
タンゴー！！」），など全国から注目される取り組みが日々生まれている。
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3．人が育つ地域とは？

さて，前置きが長くなったが，ここで最初の問いに戻ろう。私たちEdoは
創業以来「教育」という分野に向き合っているが，地方部における教育事業
者の役割はいかに「人が育つ地域を作れるか」だと考えている。

学校教育，社会教育，生涯学習，どれが欠けても地域における良い教育は
実現しない。その土地に住むすべての人が今よりも成長する環境づくりの実
現が，私たちのような地域の教育事業者の最大のミッションではないだろう
か。
「人が」「育つ」「地域」と書くと少し抽象的ではあるが，私たちは以下の

ように定義し考えている。
・「人」  子どもだけでなく大人も含めた地域に暮らす人，または関わりの

ある人
・「育つ」  現在の個人の状態よりも自分や他者が幸せに生きられる状態に近

づくこと
・「地域」 基礎自治体のこと

図2は私たちがこの飛騨市の教育に関わるうえで，どの部分に取り組んで
いるか，どのような構図になっていると考えているかを示した図である。

続いて，人の成長に関わる要素を私たちなりに分解してみた図が図3であ
る。

上記のように定義づけすることは，その地域に住む多様な人たちが地域の
教育に参画するうえで，目線を合わせ対話の焦点を絞っていくために，とて
も大切なことだと考えている。

この前提を持ちながら，4年目に入る「飛騨市学園構想」という行政と民
間の立場を超えた社会総がかりの学び作りの実践について，時系列で述べて
いく。
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図2.　地域を教育起点で分解した階段図

図3.　地域を人の成長起点で分解した円形図
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4．飛騨市学園構想の実践～ 4年間の軌跡～

〈構想期〉
飛騨市学園構想の始まりは，2名のキーマンの想いと行動力，これに尽き

ると言ってもよい。1人目は飛騨市教育委員会沖畑康子教育長だ。現在5年
目，飛騨市初の女性教育長である。

「飛騨市の教育の課題として，もっと学校が外に開かれ実社会とつな
がる学びを作らないと学ぶ意義を実感できないんじゃないかと思ってい
ました。「開かれた教育」という言葉は全国的にも広がっていたけれ
ど，本質的に学校と地域が手を取り合って力を合わせ子どもたちを育ん
でいく，それが実際にできているところはまだ少なかった。飛騨市は昔
から地域と子どもたちの関わりは多い地域だけれど，根本的に変わって
いかなければいけないという危機感はありました。

私は学生の頃から，「学校の勉強は何のためにするんだろう？」と
思っていて，学校の勉強は嫌いだったんです（笑）だから，教員になる
とは自分でも思っていませんでした。ちょっと成り行きというか…, 勉
強は嫌いだったけど絵を描くのは好きで。でも美術の専門大学というの
はかなりの学費がかかることなどもあり悩んでいたら，美術部の先生か
ら「こういう道もあるよ」と岐阜大学の教育学部を薦められ，これが
きっかけで教員免許を取得することになったんです。この段階でもまだ
そこまで進路のことを深くは考えていなかったかもしれません。せっか
く取ったし，と教員になってはみたものの，ここからがまあ大変！いろ
いろな問題は起きるし，教材研究は追いつかないし，仕事の重みを実感
し反省しました。

それでも続けようと思ったのは，初日の始業式の担任紹介の時に，前
から3番目の子が私に向かって「べーっ」としてきて！これで火がつき
ましたね。子どもたちに「先生大好きー！」って言わせてみたいと思っ
たんですよね。負けず嫌いが功を奏したのか，目の前の大変なことも一
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つ一つ乗り越えるうちに，人の成長に関わることのできる教員という仕
事の虜になり，今があると思っています。

私自身が地域とのつながりの大切さを感じたのは大学生の時。飛騨市
宮川町の出身なのですが，帰省した時に地元の青年団でバレーボール大
会に出るということで急遽助っ人で誘われたのがきっかけで，青年団を
通して地域で頑張っている人たちを知りました。学生のつながりしか無
かった私にとっては，既に仕事をして地域のことにも目を向けている人
たちはとても輝いて見えました。その後も，帰省するたびに仲間に入れ
てもらって，自分の視野がどんどん広がっていくのを感じました。

都竹市長の考える「課題解決型の教育」には，地域の協力体制が欠か
せないと考えています。一人ひとりの課題に対応するには学校の中だけ
では大人の数が足りないし，子供のアイデアを形にするための専門的知
識や技術も十分ではない。宮川の青年団で私が体験したように，地域に
はいろんな職種，能力，経験を持った人がいる。学校と地域がつながっ
て，子供のやりたい！という思いに大人のスキルを生かせるようになれ
ば，もっと一人ひとりがワクワクする学びができ学ぶ目的を見出すこと
ができると確信しています。」（3）

2人目は今年で7年目となる都竹市長だ。上述の現在の飛騨市の活発な動
きの原動力となっている方である。地元吉城高校でも自ら総合的な探究の一
コマを毎年担当するなど教育についての関心は高く，教育は教育委員会の担
当と縦割りになってしまいがちな自治体と異なり，飛騨市はこの首長部局の
推進力もあってこそ今の学園構想がある。都竹市長には，このプロジェクト
の推進を，立ち上げ間もない民間事業者に託した理由と，期待していること
について話を聞いた。

「飛騨市学園構想の推進をEdoにお願いした理由は，一つ目はまず関口
君と盤所さんがいたからです。二人は吉城高校で既に活動していた背景
もあるし，課題解決能力の育成という本質的に必要なことについてきち
んと考えている人物だと思っています。走り出しはやはり思いのあるプ
レーヤーに任せることが重要だと思い，Edoに白羽の矢を立てた訳です。
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二つ目の理由は，民間事業者には人事異動がないからです。僕は，役
所の長期プロジェクトを成功させるには，安定した「バイパス」の役割
を果たすものが必要だと思っています。本線である役所には人事異動と
いう宿命があって，ある時には合計6車線くらいの高速道路だったの
に，年度が変わって人が変わると突然，1車線しかない細いくねくねの
坂道になってしまうことがどうしても起こります。こういう時に，この
細い走りにくい道を改良していくのではなく，「じゃあバイパスを走ろ
う」と言えると良い。あるいは，バイパスで基礎の物流を確保しておい
て，細い曲がりくねった道の風景を楽しめるようにしておく必要があ
る。本線とバイパス，両方の道が大切で，このバイパスは民間事業者が
担うことが最も効果的であると考えています。」（4）

上述の2人がそれぞれ思いを抱える中で，大きなきっかけとなったのは
2018年7月に開催された「市長と語る会」とその後の懇親会だ（5）。飛騨市に
は小中合わせて9校（小学校6校，中学校3校）の学校があり，各校長が順
に学校の実態や経営構想を語った。いずれの学校も子どもたちは落ち着いて
いて前向きに学びに向かっているが，初めてのことや頼れる人がいない場
面，難しそうなことには消極的になりがちで，社会への関心も低いという共
通の課題があり，多様性や社会性をキーワードに他校との交流や地域との連
携等を重視した実践を各校取り組んでいることが語られた。参加者の関心が
集まり，「学校を越えた交流をもっとできないか。」「保小中のつながりがもっ
と必要では。」「各校独自の取り組みから，市全体でつながるともっと効果が
上がるのではないか。」などの意見が出された。そこに市長から「『飛騨市学
園』と，一つだと考えたら違う発想にならないか。異質なもののかけ合わせ
からしか新しいものは生まれない。」との発言があり，大いに盛り上がった
とのことである。

この時が「飛騨市学園構想」の始まりとされている。しかし，「飛騨市学
園」という言葉がこの時に生まれ，語り合ったことは各々よく覚えているの
だが，その内容については記憶が定かでない。上記の内容は教育長がノート
に残していたメモから起こした「たぶんこうだったんじゃないか劇場」であ
る。教育長の脳を経由するときにかねてからの願いが加味され，多少記憶の
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置き換えもあるかもしれない。

〈助走期〉
「飛騨市学園構想，とってもいい構想だけど具体的にどう進めたらいいだ

ろう？」
理想が広がったその後，沖畑教育長と学校教育課の下出課長には不安な気

持ちも同時に生まれた。すると都竹市長から，「吉城高校で探究的な学び作り
をやっている関口くんに一度相談してみたらどうだろう？」と提案があった。

当時，現Edo代表の関口は実家の教材販売店の仕事の傍ら，高校と地域を
繋ぐコーディネーターの役割を担っていた。きっかけは吉城高校の先生から

「地域と連携して学校作りをしたいものの，教員自身が地域と繋がれていな
い。何かするにも関係性が薄いため協力体制が築きにくい。何か地域の方と
一緒にまず一歩踏み出すことができないか」という相談を受けたことだった。

地元の消防団や祭りなどの活動にも積極的に取り組んでいたこと，コーチ
ングを学び既に研修・ワークショップ等を仕事としていたこともあり，地域
とのネットワークの強さを活かし，関口は母校のために友人らとワーク内容
を考えた。

話し合いの末，地域の企業や行政，様々な立場の方約30名と学校の先生
約30名に高校の会議室に集まってもらい，「飛騨からどんな子どもたちを育
みたいか」というテーマで語り合う場を企画した。この時間は，小さな一歩
であるものの飛騨市の大きな一歩になるかもしれない，と考えイベント名は

「月面着陸ワークショップ」とした。たった1度の開催だったが，想像した
通りその効果は大きく，地域と高校がグッと近づいた瞬間であった。

その後，吉城高校ではキャリア推進部を中心として本格的に生徒たちの探
究活動や課外活動に力を入れていくことになり，現Edo副代表の盤所が課外
活動の伴走支援として加わり，2名で高校生の活動サポートをしていくこと
となった。

YCK（吉高地域キラメキ）活動と呼ばれている吉城高校の課外ボランティ
ア活動は，「地域からの依頼に応えることで手一杯で，生徒たちにとって学
びを深める機会としては弱い」，「授業や総合的な探究の時間，課外活動など
の目的や位置づけが整理されていない」などの課題があった。それらをキャ
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リア推進部の先生方とじっくり話し合い，階層に分けて活動の目的を明確に
したのが図4である。

図の一番上にあるリーダー活動とは，校内で有志の生徒を集めたミッショ
ン型の地域課題解決学習のプロジェクトで，関口・盤所両名は活動の伴走を
行った（6）。

高校生の活動伴走を中心に行っていた関口の元に，当時の下出学校教育課
長から電話が入った。元々実家も近く知り合いでもあったのだが，「関口く
ん，ちょっと相談があるんだが来てくれんか？」と呼び出された場所は近所
の居酒屋のカウンターだ。さすがの飛騨市，大切なことはほぼお酒の場で決
まっていく。
「いいですね，ぜひやりましょう！」下出課長からこれまでの経緯，夢が

広がるアイデア，そしてそれを願う都竹市長や沖畑教育長の熱い思いを伝え
られ，関口は飛騨市学園構想プロジェクトのプロジェクトマネージャーを担
う決断をした（まだこの時，どのような風に進めるかのイメージは全くな

図4.　吉城高校の探究活動について体系整理をした図



特集 生涯学習社会の実現と地域学校協働

105

かった。関口を動かしたのは下出課長の思い，それに尽きる）。
2019年度から飛騨市学園構想プロジェクトを開始するため，2018年度中

にプロジェクト全体の長期目標の設定，検討していくためのメンバーの決定
などを，下出課長，Edo関口・盤所を中心に連日進めていった。

そして，タイミングを同じくし2019年4月10日株式会社Edoを設立した。

〈飛騨市学園構想　1年目　検討委員会によるビジョン作成〉
プロジェクト開始にあたり，まず始めたのはプロジェクト設計だ。教育委

員会のミーティングルームに集まり，模造紙を壁に張り，いつまでにどんな
目標を達成したいのか，どんな思いを大切にして進めるのか，どんなメン
バーで，何をしていくとよさそうかなど，思いを出し合い一つにまとめる作
業を重ねていった。

その結果，決まった2019年度の達成したいゴールは以下の3つである。
1. 飛騨市学園ビジョンの作成
2. 持続可能なカリキュラムと運営体制づくり
3. 実施に対する理解と機運の醸成

これらの実現に向け，沖畑教育長，下出課長，市内で学校と地域の連携を
担当する中学校管理職，教務主任を務める教員，教育委員会学校教育課の職
員，そしてEdoメンバーと合計8名で週に一度会議を行う「コアチーム」を
結成した。

また，飛騨市学園構想について内容を固めていくため，市内の小中高特管
理職，地域委員，生涯学習課長，総合政策課長，PTA母親代表など多様な
メンバーとコアチームメンバーの合計30名で「飛騨市学園ビジョン検討委
員会（月1合計9回開催）」を構成し，プロジェクトを進めていくこととなっ
た。

最初は「なんだ？何が始まるんだ？新しい学校作るんか？」と新しく打ち
出された飛騨市学園構想という大きな看板に戸惑い懸念を示していたメン
バー達も，会を重ね本音で対話を重ねていく中で「子どもたちのためにこん
な飛騨にしたい！」「こんな子どもの姿を見たい」という熱い思いが溢れて
いったのである。

検討委員会で出たアイデアだけではまだまだ限られる，そう感じた私たち
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は，もっと広く声を聞くために市民約80名にインタビュー形式のヒアリン
グを実施した。

集約などとてもできない様々な意見をコアチームで丁寧に紡いだり時には
思い切って決断したりして，飛騨市学園構想のビジョン作りが進んでいっ
た。

ビジョン作りと並行し，コアチームの教員メンバーを中心にカリキュラム
部会が編成され，「どの発達段階でどんな資質・能力をどう育んだらいいの
か」という観点で議論が進んだ。

2019年3月，苦心の末「飛騨市学園構想ビジョン」が完成した。
振り返ってみると，「新たな時代を生きる子どもたちのために社会に開か

れた教育課程を実現する」という点で，議論し決定した内容は新学習指導要
領に書かれていることそのものとなった。しかし，何もなかったところか
ら，社会動向を感じ取り，関係する方々の思いを聞き，新たな地域の未来像
を描き出す作業は希望に満ちた作業であったし，答えのない問いに自分たち

図5.　飛騨市学園ビジョン　力を螺旋のようにつけていく部分がポイント
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なりの解を導き出す作業は「覚悟」を必要とする点で，沖畑教育長・下出課
長は大変悩まれたのではないかと思う。

またビジョンが完成したことも大きな成果だが，飛騨市学園構想ビジョン
を考える1年間のプロセスを，飛騨市内全域から集まった立場の異なる委員
らと過ごしたことが互いの教育における理解を促進し，今現在も続く信頼の
土台を築いたと感じている。

そして2月，次年度以降の始動に向け具体的な3つの目標が決まった。
① 保小中高特15年間をつなぐ課題解決型学習の実施
② 学校運営協議会（コミュニティ・スクール）の導入・充実，地域学校協働

本部の設置・地域学校協働活動のスタート
③園，学校，校種間交流の実施・Web会議システムによる合同授業の実施

〈飛騨市学園構想　2年目　周知と実践の年…その予定が…〉
2019年3月，ビジョンの完成と共に次年度の計画も進んでいった。次年度

のテーマは「周知と実践」だ。この完成したビジョンや背景にある考え方を
学校や地域に浸透するよう周知を進め，小さくともビジョンに繋がる様々な
取り組みを推進していこう，というタイミングを以て検討委員会は解散し
た。新たに「飛騨市学園推進委員会」が立ち上がることとなり，周知と実践
も目標に掲げ「さあ行こう！」と4月を迎える予定だった。

しかし，そこでやってきたのが新型コロナウイルス感染拡大である。教育
委員会も学校も学園構想の推進どころではなくなり，とにかく現場の対応に
追われた。構想に関する予定はことごとく延期や中止となる中，Edoは民間
事業者としてオンラインでの発信や地域学校協働活動の個別学校支援などで
きることを行っていたが，正直思うような「周知と実践」には程遠い状況で
あった。

本来なら，推進委員会の開催（3回）に加え，市内の学校，各種団体で行
われる集会等での教育長講演，市内4地区で車座での意見交換会などを企画
していたが，そのうち開催できたのは推進委員会3回と報告会だった。これ
らを開催するにあたっても不安の声は上がったが，教育長の「できることは
やろう！」という声を受け，オンライン配信なども併用し工夫を凝らして実
施した。
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〈飛騨市学園構想3年目　各校区で生まれ出した火種〉
コロナ禍で停滞を余儀なくされたものの，各学校では前年の検討委員会に

参加した地域学校協働活動推進員や学校運営協議会メンバーを中心に，学校
との関係性づくりや校内の消毒ボランティア，オンライン授業のサポートな
どコロナ禍だからこその絆を築いていった。その甲斐もあり，3年目は少し
ずつ各校区での独自の取り組みが進んでいった。その一部を紹介する。
・ 山之村小中学校「山っこブランド販売会」と河合小学校「河合っ子マル

シェ」
2つの小学校は市内でも特に人数が少ない小学校である。外部の人たちと

の交流からコミュニケーション能力を身につけさせたいという保護者の声，
人口減少が続く自分達の地区を自分達でアピールしたいという児童の声を受
け，地域の特産品を飛騨市役所前で販売するイベントなどを開催した。
・ 古川小学校「ふるさとアドバイザー」制度の導入

市内でも最も人数の多い古川小学校では，各学年の総合的な学習の時間を
「古川やんちゃ学」と名づけ，それぞれの学年のテーマに沿った地域アドバ
イザーを専任し「ふるさとアドバイザー」として教員とともに授業作りや地
域との連携サポートを担う仕組みを構築した。地域との迅速かつ継続的な
ネットワーク構築ができた。
・ 古川中学校における，吉城高校生による防災ワークショップの開催

飛騨市学園構想の1つの柱である「校種間連携」として，同じ古川町内に
ある吉城高校の生徒による出前講座を実施した。災害シミュレーションゲー

図6.　 推進委員会2回目　「データから考える地域と学校の幸せな関係」UFJ
リサーチ&コンサルティング株式会社　主任研究員　阿部剛史氏
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ム「風水害24」のファシリテーター資格を取得した高校生5名が防災につい
て後輩に伝えた。
・神岡中学校　総合的な探究の時間「神岡FIELD学」

探究的な学びを3学年で系統的に深めていく「神岡FIELD学」のカリ
キュラムを開発した。飛騨市内で様々な分野でチャレンジする市民を「ふる
さとパートナー」として委任し授業のアドバイザーとして参画してもらうほ
か，授業作りなどの相談を地域の人と気軽に行えるよう「コラボルーム」と
いう専用の教室も設置した。

以上が各学校での取り組みである。この他，飛騨市学園構想プロジェクト
としては下記に取り組んだ。
・飛騨市教育フォーラム「まなびみらい会議」

飛騨市学園構想開始より毎年行っているイベントである。3年目というこ
とでより個別の課題にフォーカスできるよう，全国から講師を呼び基調講演

図7.　令和3年度飛騨市学園構想のチーム体制や学びの計画
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のほか分科会も実施した。内容は基調講演（長田徹氏），パネルディスカッ
ション，全国より4名の講師を招いての分科会などである。
・広報チームによる周知の強化

コロナ禍で周知と実践がうまく進まなかったことを踏まえ，コアチームに
広報部会を新設し情報発信を強化した。全市民に配布される広報誌での年間
連載のほか，全5回のオンラインイベントを企画し，都度テーマを設定し紙
面だけでは伝わりにくい生の声を市民の方に届けた。

5．飛騨市学園構想のこれから～課題と対策～

取り組み開始から3年，少しずつではあるが飛騨市学園のビジョンの周知
や学校地域での実践は着実に進んでいる。しかしながら，まだまだ道半ばで
あることは間違いない。2022年度は以下のように課題を洗い出し，それぞ
れどのように対策を打つかをコアチームで検討し進めている。その一部を紹
介していく。
①授業の質の課題～どうしたら授業を課題解決型に転換できるか

探究的な学びの大切さや飛騨市学園構想で子どもたちに身につけさせたい
力についての共通理解は進んでいるものの，「じゃあ具体的にどうするか？」
についてはまだ確立されておらず，各学校の教員が試行錯誤している状態で
負担が大きい。

飛騨市の地域資源なども生かした飛騨市学園構想なりの課題解決型の学び
をまとめていくため，学校間で教務主任を中心とした情報共有とコアチーム
での検討を進める。
② 仲間づくりの課題～どうしたらお互いが勇気づけあえるつながりが作れる

か～
各校区の地域学校協働活動推進員を中心に様々な活動が行われているが，

地域特性や推進員の属性も異なるためお互いの活動を参考にすることや集
まって情報共有を行うことが物理的に困難となっている。

その結果，孤軍奮闘する推進員の孤独感やナレッジの蓄積がされていかな
いことが課題として挙がったため，今後はSNSグループを用いた情報共有
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や定期的なヒアリングを実施し個別伴走に力を入れていくこととなった。
③ 予算確保の課題～どうしたらボランティアベースの活動を持続可能にする

か～
学校と地域が連携した活動については現状地域での「受益者負担」の考え

方がベースにあり活動の軸となる推進員や地域協力者へは薄謝での依頼とな
るケースが多い。

30代～40代など子育て層がより関心を持って主体的に関わり，自ら学び活
動の質を高めるためにはしっかりとした資金の基盤が必要であると考える。

2022年度は上記のような課題の解決に向け，
・教員向け探究学習実践レポートの作成（カリキュラム部会担当）
・飛騨市学園構想リーフレット第2版の作成（リーフレット部会）
・ 地域学校協働活動支援のための交付金整備（飛騨市教育委員会生涯学習

課）

図8.　令和4年度飛騨市学園構想戦略マップ
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など，既存の取り組みの強化に加え，新たな取り組みを進めていく。

6． 提案　飛騨市学園構想が示す，3つの地方教育の新し
い形

ここまで，飛騨市学園構想の立ち上げから3年間の歩みについて具体的に
紹介してきた。最後に，この取り組みがまだまだ道半ばで不十分ではあるも
のの，常に前進を続け，一つずつ形作り始めている要因を3つ示す。
①行政で閉じない／民間プレーヤーの起用

一つ目は，「行政の仕事」で閉じなかったことである。
学校教育に関する取り組みは教育委員会で行うもの，というのが一般的な

考え方だと思う。もしくは，一定程度形を整えてから外注していく，それが
自然な流れだろう。しかしながら，飛騨市，そして飛騨市教育委員会では構
想の段階から民間のプレーヤーに声をかけ，仕組みを構築することから共に
行っていった。

都竹市長は，行政と民間が連携することの強みについて以下のように話し
ている。

「強みは3つあります。一つ目の強みは，民間は行政のような年度ご
との人事異動がないこと。長期間のプロジェクトを安定して継続するた
めには，年度で途切れてしまわない「バイパス」が必要です。民間事業
者はこのバイパスの役割を効果的に担うことができると考えています。

二つ目。行政にあるもの・ないもの，民間にあるもの・ないものをう
まく組み合わせていくことで，事業の成長につながると考えています。
民間企業だから全てが揃っているとか，全てに答えを出せるなんて絶対
ないわけです。また若い民間の会社には経験不足などの危うさもありま
す。しかし，そういった危うさは，官民連携の関係性の中で伸び代に
なっていけばいいと思うんです。「行政からお金をもらっているから！」
と悪戦苦闘する若い人たちの会社と，「税金使ってるから！」とクオリ
ティを求める行政との真摯なやりとりによって，結果的に事業が伸びて
いく，こういうことを期待しています。
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三つ目は，地域の働く場づくり戦略につながることです。この点につ
いては，これまであまり人に言ってこなかったのですが，自分の中で狙
いとして強く思っていたことです。民間の核となる事業を行政から委託
することで，民間企業は少なくとも軌道に乗ることはできる。発信力の
ある民間事業者であれば，外部からの視察の機会が生まれたり，逆にど
こか他の地域へ出かけて行って講演する機会も生まれる。こういった役
所の担えない部分をお願いすることができる。また，地域の中に，若者
の能力を活かす企業が生まれるきっかけにもなります。」（7）

②数字で検証する（CSポートフォリオの検証について）
この取り組みの中では，常に一つ一つが「何のために」「誰のために」やる

のかを徹底的に議論してきた。その過程で，「それは本当に求められているこ
となのだろうか？」「子どもたち，教員，地域の関わる人たちにとってどの程
度どんな効果があるのだろう？」をしっかりと確認する必要性を感じていた。

飛騨市は，文部科学省が2022年6月に正式にリリースした「CSポート

図9.　CSポートフォリオの結果データ
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フォリオ」の実証実験の自治体として手を挙げ，飛騨市内7校区のコミュニ
ティ・スクールの効果についてアンケートを基にデータで可視化した。ま
た，調査業務を行った三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社の阿
部氏・永野氏に分析とデータから見える活動への活かし方の助言を受け実践
につなげてきた。

当然，数字だけでは測れないところも多く，子どもたちの成長や地域への
影響を数字だけで判断するのか，という厳しいご指摘もあった。ただ粘り強
く現場の皆さんと一緒に「評価ツールではなく，健康診断ツール。現在地を
確認し，改善ではなくより一層よくするために活かすものである」という認
識で読み取りを進めている。感覚ではなくデータを関係者全員で共有するこ
とで対話の質も向上する。
③ビジョン作成から参加する徹底的な対話（当事者意識の醸成）

飛騨市学園構想について話す機会が増えてきたが，最終的には「人」に恵
まれていたことが全てだと思っている。行政だから，民間だから，それは教
育委員会が決めることだから，そういった決めつけが一切なく，「人が育つ
地域になるためにどうしたらいいのか？」を関わるすべての人の意見が尊重
されるように対話を重ねてきた成果が少しずつ表れてきたのだと思う。

前述の通り，都竹市長や沖畑教育長が市民一人ひとりの声に耳を傾けよい
と思ったことはすぐに実行というスタンスであることや，ビジョンを0から
作るところに一部のお偉い方達（言い方に語弊があったら申し訳ないが）だ
けではなく，保護者，地域で事業をされている方々，行政の様々な担当課な
ど幅広く集まって10回を超える対話を重ねていくことが，「飛騨市の教育の
未来を創るのは自分たちである」という当事者意識の醸成につながったのだ
と考える。

7．最後に

飛騨市学園構想の立ち上げから今まで，そして民間事業者であるEdoの関
わりについて述べてきた。「人が育つ地域はどうしたら作れるのか？」この
問いを私たちはこれからも問い続けチャレンジを続けていくわけだが，これ
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までの取り組みから少し見えてきているのは，人が育つ地域にはいつも小さ
な火種があり，その火種を絶やさぬよう息を吹きかけ続ける仲間がいて，集
まってきた仲間同士の対話がまたその火種を大きくしていく，そのような流
れがあるということだ。
「地域と学校の良い関係を作るには十分な対話が必要である」という言葉

は耳にタコができるほど聞く話だが，十分な対話，では足りない。「もうお
腹いっぱい」「わかってるよもう～」と言いたくなるほど何度も何度も顔を
合わせ，互いに理解を深めていくことが必要だと感じている。

飛騨市学園構想も，決して成功例ではなくこれからが本番だ。近道はない
ことを改めて自覚し，取り組みをつないでいきたい。

注
（1）　ソーシャルビジネスの定義の詳細については下記，経済産業省の定義を参照。

「社会性　環境問題，少子高齢化，介護福祉など，解決が急がれる社会問題に取
り組むことを事業活動のミッションにしている」「事業性　社会性を主軸とした
ミッションにビジネスの手法で取り組み，事業活動を継続的に進めること」「革
新性　新しい社会的商品・サービスやそれを提供するための仕組みを開発した
り，活用したりすること。また，その活動が社会に広がることを通して，新しい
社会的価値を創出すること」の3つの要素を満たす事業。https://www.meti.
go.jp/policy/local_economy/sbcb/index.html（2022年9月1日確認）

（2）　都竹淳也「市長就任のごあいさつ」『広報飛騨3月号』，2022年，p. 2　https://
www.city.hida.gifu.jp/img/kouhoushi/r0203/r0203-2-3.pdf（2022年9月1日確認）

（3）　インタビュー日時　2022年6月17日
（4）　インタビュー日時　2022年7月6日
（5）　この会は，校長の学校経営方針や市長の政策方針，現状等について情報を交流

語り合うことで，互いの理解を深め，児童生徒への指導や施策立案に活かすこと
を目的に数年前から実践されていた。出席者は，学校長，市長及び副市長，教育
長及び教育委員，教育委員会事務局員。

（6）　吉城高校の取り組みは2019年地域学校協働活動推進に係る文部科学大臣表彰
を受賞している。

（7）　インタビュー日時　2022年7月6日


