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要旨
　本報告は、埼玉県立大学保健医療福祉学部社会福祉学科および社会福祉子ども学科の専門科目「社会福祉専門演習」
で4 年間にわたって取組んだ、「ふるさと支援隊」の活動内容を紹介し、その成果と、地域社会で学生が学ぶ上での留意
点や課題について検討を行ったものである。この取組では、埼玉県農林部の委託を受け、埼玉県ときがわ町において様々
な地域行事への参加・協力と、学生自らが設定した研究テーマに基づいた調査活動を行った。その中で学生は、地域の具
体的な事象から学ぶ姿勢を獲得し、活動テーマを深め、卒業研究においても連続性を持って取組む者も見られた。教員側
の留意点としては、学習者の「当事者性」の確保と「責任」を自覚させること、教員・学生間において「目標」と「時間」
を共有すること、課題解決を目指しつつも主体は地域自身であることを念頭に置くこと、などを指摘した。今後も大学教育
や研究において「できること」と「すべきこと」と向き合いながら、地域社会での教育活動を推進していきたい。
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1 ．緒　言

　中山間地域では、昔ながらの地域住民同士の結びつき
があり、いわゆる「田舎暮らし」に対する魅力として、自
然環境の豊かさとともに住民同士の温かな繋がりあいをあ
げることができる。しかし、深刻な過疎化・高齢化による
人口の減少や世帯構成の変化によって、すでに「限界集落」
等の言葉も生み出されているように、「地域の結びつき」を
維持することそのものが困難となっている地域は数多い。
　そのような現状の中で、2013（平成25）年度より、筆
者は学生と共に埼玉県農林部の委託事業「中山間地域ふ
るさと事業調査研究事業」の一つである「ふるさと支援隊」
として、埼玉県ときがわ町における活動を行うことを企画
した。同事業は、2010（平成22）年度より始まっており、
中山間地域の集落の活性化を図るために、学生の持つ行
動力や専門技術、知識や新しい視点など踏まえた集落の
活性化に取組む活動を埼玉県が選定し、大学に対して委
託するものである。2010（平成22）年から2015（平成

27）年度までで、県内の11自治体の集落で、延べ25大学
が活動を行っている（図1）。
　この「ふるさと支援隊」における学生の活動は、学生
が所属する学部・学科の特性によって様々である。例え
ば経済・経営学を学ぶ学生グループは、地元特産品に注
目した商品開発の検討や、地域の観光資源マップを作っ
て観光客の誘致を図るための取組を行っている。健康・
スポーツ科学を学ぶ学生グループは、ウォーキングイベン
トの企画実施や、地域のお祭りの再興などを目指した活
動を行っている。また人文科学系の学部・学科で学ぶ学
生らは、地域文化や食文化等の伝承のための活動を行っ
ている。これらの活動は、各大学の担当する教員がある
程度の方向性を構想し、地域の関係者との調整を踏まえ
ながら実施するものである。
　ところで筆者は、埼玉県立大学保健医療福祉学部社
会福祉学科および社会福祉子ども学科の専門科目であ
る、社会福祉専門演習ⅠおよびⅡ（3 年次生開講・各30
時間・2 単位）の授業において、これまで県内外でのフィー
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ルドワークに基づく学びを支援してきた。この授業はいわ
ゆる「ゼミナール」で、学生は研究テーマや教育内容を
もとに希望する教員を選択し、少人数のグループで教員
の指導を受ける。学科全体のシラバスにおいて本科目は、
社会福祉における様 な々対象や課題について、支援方法・
歴史的な変遷・基礎となる価値観・社会的背景等の切り
口から探究する姿勢を身につけることを目標に掲げてい
る。これまで筆者が開講したゼミナールでは毎年 5〜 8
名が履修ないしは聴講しており、岩手県西和賀町にて独
居高齢者世帯・高齢夫婦世帯の調査活動や住民懇談会
の記録をまとめる作業を担い、また埼玉県北本市地域福
祉計画の策定プロセスに関わって住民懇談会の記録をま
とめる作業を行うなど、実際に現地に出向いて地域住民
の生の声を聞いて学ぶ活動を行った。また、単に「対象」
として地域や地域住民とかかわるのではなく、岩手県西
和賀町では雪かき等の作業を住民と共に行ったり、埼玉
県内では地域の居場所である「コミュニティ・カフェ」の
活動に参加したりするなど、住民と同じ目線で地域社会を
みつめる機会に参加している2 - 5）。
　そこで、2013（平成25）年度からスタートした埼玉県
ときがわ町での「ふるさと支援隊」活動では、様々な地
域行事への参画や訪問調査活動などを通じて、学生が地
域において能動的に学習する活動を実施・支援した。社
会福祉を学ぶ学生にとって、住民の生活経験に寄り添い、
生活上の課題や喜びを丹念に聞き取り、その内容を整理・
分析して必要な支援のあり方を構想することは、獲得す
べき重要な力であろう。本報告では、4 年間の取組内容

の紹介とともに、地域を基盤とした能動的学習が学生に
何をもたらすのか、そして活動上留意したこと及びその評
価について検討を行いたい。
　なお、学生は活動を始めるにあたり、埼玉県個人情報
保護条例に基づく誓約書に署名・捺印したうえで実施し
た。また本取組を実施し成果を広く公表することについて
は、ときがわ町役場ならびに大附地区の区長をはじめとす
る関係者に説明し、同意を得た。加えて、研究資料とし
て活動の内容を報告することについては、学生に対して
説明を行い、同意を得た。

2 ．ときがわ町及び大附地区の概要

　今回活動を行うこととなった埼玉県中部の比企郡にあ
るときがわ町は、2006（平成18）年 2月に玉川村と都幾
川村が合併して成立した。国勢調査の人口では合併前の
1995（平成 7）年に旧二村合わせて14,251人であったが、
2015（平成27）年の国勢調査では11,492人と減少の一途
をたどっている。高齢化率も1995年の16％から2015年は
32％となり、今後もさらに高齢化が進展すると予想され
る6 - 7）。
　また、ときがわ町の東部に位置する大附地区は、人口
220人・97世帯の集落である8）。観光みかん園や「大附
そば道場」、ゴルフ場などがあるほか、農業、木工業など
が行われている。山の斜面に住居が点在しており、起伏
が激しい地域である。施餓鬼や日枝神社でのお祭りなど、
地区行事も多く行われているが、住民の高齢化が著しい。

図 1 　ふるさと支援隊の活動大学と活動地区（出典　埼玉県Webサイト）
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3 ．学習活動の目標と内容

1 ）学習活動の目標
　今回の学習活動の目標は、学生の学習目標と、地域社
会に対する実践目標という2つの側面がある。まず学生
の学習目標は、地域活動への参画と、住民への訪問調査
活動、そしてその結果の考察・分析を通じて、対人関係
能力の向上、実際の住民暮らしや声から学ぶ姿勢や力の
涵養、問題の分析及び問題解決能力の向上など図ること
である。担当教員は、学生の学習意欲を喚起し、幅広い
能力を育成し、関連知識の定着を図るために、これらの
一連の活動を、学習者である学生が能動的に行うことを
支援する、いわゆる能動的学習9）を念頭に取組んだ。
　また、地域社会に対する実践目標は、若者が地域活動
に参加することや高齢者等のお宅を訪問することにより地
域に活気をもたらすこと、そして調査結果を報告書にまと
め、懇談会の開催等を通じて、今後の地域づくりのための
議論の一つの材料として活用していただくことを目指した。
　以上 2つの目標と活動の大まかな枠組みを教員から学
生へ示し、その後は学生のグループ学習によって、先行
研究の学習、調査内容の検討、調査対象者への依頼、
調査の実施と結果の分析、報告書執筆などを行い、教員
はそのプロセスをサポートした。

2 ）活動スケジュール
　 1 年間の活動スケジュールはおおむね表 1のように
なっている。まず毎年 5〜 6月に休日や授業がない日を
用いてときがわ町関係者・大附地区関係者との打ち合わ
せを行うため訪問し、地域の地理的な状況や文化財・観
光名所の見学を行う。また、6〜 7月には、大附地区住

民や町の任意団体「ときがわ活性会」の方々へ事業の説
明や活動報告会・懇談会を実施した。これらを踏まえて、
学生は調査テーマや質問内容を通常の学内の授業時間を
用いて検討する。そして、年度によって時期はばらばらで
あるが、8月から翌 1月にかけて、学生が定めたテーマ
に基づいて関係者のお宅や関連事業の場面に訪問し、聞
き取り調査を行った。4 年間で延べ20日間が調査活動に
充てられた。
　またこの間、地域の各種行事への参加・協力も行って
いる。大附地区にある日枝神社例大祭に参加し、町指定
無形文化財である「ささら獅子舞」を鑑賞するとともに、
模擬店の売り子となったり、地域のキャラクター「みかん
ちゃん」に扮したりするなど、祭りの運営を支援した。また、
町民有志が新たに作り上げている「Artokigawa展」の
運営もお手伝いさせていただいた。そして高齢者や子育
て中の母親向けのサロンにもお邪魔し、地域の方 と々の交
流を深めた。

3 ）各年度の調査研究テーマ
　学生は各年度 5 名が参加して活動を行った。4 年間の
調査研究テーマは表 2のようになっている。それぞれの
年度のテーマとその結果の概要は次のとおりである。

（ 1 ）2013（平成25）年度の活動
　 1 年目の学生は、「高齢者の移動手段と社会的交流」
をテーマに定め、高齢者14名に対する聞き取り調査を実
施した。その結果、町内交通のデマンドバスは住民の日
常生活に十分に生かせてはおらず、また福祉有償運送は
健康な人は利用できないため、今後も移動手段に課題を
抱える人が増えることが予測された。また、独居高齢者
や日中独居高齢者が多くいる中で、高齢者サロンなどの
身近な交流の場が大きな役割を果たしており、会場であ
る大附中央会館などに来ることが困難な人 に々参加しても
らえるようにする工夫や、サロン以外の社会的交流の場の
確保の必要性を指摘した。

（ 2 ）2014（平成26）年度の活動
　 2 年目の学生は、大附地区を対象に、「地域の防災活動」

「地域文化活動」という2つのテーマについて聞き取り調
査を実施した。地域の防災活動に関しては7 名の住民を

表 1 　「ふるさと支援隊」の 1 年間の活動内容（筆者作成）

表 2 　学生による 4 年間の調査研究テーマ（筆者作成）

表１ 「ふるさと支援隊」の 年間の活動内容（筆者作成）

事項 内容 時期

関係者打ち合

わせ・地域踏査

・ときがわ町行政や同町大附地区関係者との打ち合わせ

・町内の史跡や観光スポット、公共施設・店舗などの訪問

月

調査の準備
・各種統計データや行政資料の収集と整理

・質問票の作成や聞き取り調査手法の習得

月

地域住民との

懇談

・大附地区臨時総会へ参加し、活動内容を説明（ 年目）

・活動報告会及び住民懇談会の開催（ － 年目）

・「ときがわ活性会」における活動報告（ 年目）

月

町内行事への

参加・協力

・ときがわ菖蒲まつりへの参加・関係者挨拶

・大附地区の伝統行事「施餓鬼」への参加

・日枝神社例大祭への参加・協力

・ 展への参加・協力

・大附中央会館で行われている「大附サロン」への参加

・子育て支援センター主催の子育てサロンへの参加

年間

訪問調査活動
・高齢者世帯や移住者世帯、公共施設等で調査活動

（ 年間で延べ約 日間実施）

月

活動結果のま

とめと考察

・調査や地域活動によって得られた地域の情報を整理・分析

・プレゼンテーション資料の作成・調査報告書の作成

月

活動報告会
・ふるさと支援隊報告会にて他大学学生等に向け成果発表

（埼玉県農林部主催）

月

 
  

表２ 学生による 年間の調査研究テーマ（筆者作成）

年度 調査テーマ

（平成 ）年度 高齢者の移動手段と社会的交流

（平成 ）年度 地域の防災活動／地域文化活動

（平成 ）年度 移住者のきっかけ・プロセス・課題

（平成 ）年度 子育て世代・子どもの意識
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訪問し、調査結果を踏まえて、継続的に「共助の安定」
が図れるような工夫とともに、「自助の強化」がさらに必要
であることを指摘した。地域文化活動に関しては、地区の
獅子舞保存会の住民4 名に聞き取りを行い、担い手住民
に「祭りの衰退に対する危機感」「継承に対する葛藤」「祭
りに対する意欲の低下」などがあり、今後これらの思いを
住民全体で改めて共有し、今後のあり方を考える必要性
を指摘した。

（ 3 ）2015（平成27）年度の活動
　 3 年目の学生は、ときがわ町全体を対象に、他所から
移住してきた住民 8 名への聞き取り調査を行い、移住者
の経緯や抱えている課題について明らかにした。今後は、
移住する前にあらかじめ地域住民と交流できる機会を創
ることの必要性と、ターゲットを明確にした移住者支援を
行うことの重要性を指摘した。

（ 4 ）2016（平成28）年度の活動
　 4 年目の学生は子育て世代と子どもにターゲットを絞
り、聞き取り調査やアンケート調査を行った。子育てサロ
ンに参加させていただき、その中で8 名の母親にときがわ
町における子育ての魅力や、今後の課題についてお話を
伺うことができた。また、中学生 2 名へのインタビュー、
町内2 校の中学校の教員に対して記述式のアンケート調
査を行ったが、人口が少ないゆえ中学生の社会的交流の
機会が他所と比べ少ないことが示唆され、地域を超えた
交流機会の創造の必要性などについて指摘した。

4 ． 「ふるさと支援隊」活動を通じた
　　学生の学び

　これまでの活動を通じて、学生は何を学んだのだろうか。
本来ならば定量的・定性的データを収集して明らかにする
必要があるが、今回はそのような研究デザインを採用して
いないため、2つの観点から学生の学びをとらえてみたい。
1 ） 地域の具体的な事象から学ぶ姿勢を獲得できてい

ること
　学習活動では、援助者として支援し、あるいは隣人と
して協働する「地域住民」の様 な々生活課題を知るには、
「暮らし」に寄り添い、相手と信頼関係を結び、じっくりと
話を聞き、共に学びあうことの大切さを感じ取ってもらう
ことを重視した。そして参加学生は、地域住民と関係を
結び、熱心に話を聞き、また地域活動の中で住民と時間
を共有した。これらを能動的に取り組むことにより、対人
関係能力や研究態度の涵養を図ることができたと考えられ
る。3 年次で本取組を終え、4 年次に卒業課題研究に
取組む際、「ふるさと支援隊」活動に参加した学生で筆

者の研究指導を選んだ者のほぼ全員が、率先して聞き取
り調査などを行い詳細にデータを取る様子が認められた。
　このように、フィールドに出向き、関係者に話を聞き、
資料を綿密に集め、その上で課題に取り組む姿勢とスキ
ルは、いわば問題解決能力として、卒業後に様 な々社会
の課題に取組む際にも、重要な力として卒業生の中に形
成されることが期待される。

2 ）卒業研究との連続性をもって取組む学生もいる
　すべての学生が自身の関心領域と3 年次のフィールド
ワークのテーマが重なっているわけではないが、中には、
3 年次の活動を踏まえ、卒業研究においては活動から派
生したテーマを深めていこうとする学生も数多い。粘り強
い問題解決への意欲も醸成されていると見ることができ
る。これまでふるさと支援隊による活動を行った学生で、
活動内容と関連性のある卒業研究テーマを抽出すると、
表 3のようにまとめられる。派生した課題を卒業研究で
取り組んだ学生は、課題意識に根差した思考と行動がで
き、研究活動への意欲と行動力も高いことが伺えた。換
言すれば、学生の学習・研究の連続性と問題解決への意
欲の継続性を目指し、できるだけ前もって関心を表出させ、
その内容に沿って3 年次においてフィールド調査を行える
ように方向づけを行い、長期的なスパンで能動的学習を
支援することも目指されてよいだろう。

5 ．「地域の暮らしから学ぶ」取組の
　　留意点と可能性

　このような学習活動を行う上で筆者が留意してきたこと
を改めて振り返り、自己評価を通じて今後の課題を検討
したい。
1 ）学習者の「当事者性」の確保と「責任」の自覚
　学生が学習者として地域に出向く際に最も重要なのは、
地域社会の住民やそこで発生している課題を、単なる学
習や研究の「対象」とせず、学生自身の人生やこれまで

表 3 　 「ふるさと支援隊」の調査テーマと関連する卒業研究テー

マ（筆者作成）
表 「ふるさと支援隊」の調査テーマと関連する卒業研究テーマ（筆者作成）

支援隊の調査テーマ 関連する卒業研究テーマ

高齢者の移動手段と

社会的交流

 高齢者の移動手段の確保の重要性と課題

 徘徊高齢者 ネットワーク確立に関する研究

地域防災活動の現状

 在宅人工呼吸器使用者等に対する停電時支援の現状

とその課題

 災害時の避難生活における聴覚障害者に対する支援

移住者の生活課題  中山間地域の移住促進のための空き家対策

子育て世代と子ども

の意識
 アーティスト・イン・レジデンスと地域活性化
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の経験、そして新たな経験と関連付け、連続性を持って
捉えることである。そのために重要なのは、地域の行事の
手伝いや、農作業の手伝いなど、何らかの生活体験とリ
ンクさせることであろう。中山間地域には都市部では経験
できない、学生が当事者性を持って学ぶことができるチャ
ンスがたくさんある。
　また、「地域住民との対話から学ぶ」ことも、当事者性
を確保するうえでは重要である。単にアンケート調査やイ
ンタビュー調査を行うのではなく、地区関係者との懇談や
地域踏査等を通じ、具体的な生活課題や困りごと、ある
いは地域の将来に関するテーマでの「対話」によって、当
事者としてその問題を考え、発言し、他者の発言を踏ま
えてさらに考える主体を形成することができると思われる。
　一方で、日常生活における様 な々時間や労力を割いて
調査研究にご協力をいただいている住民の皆さん対し、
学生が「学んだ成果をお返しする」という姿勢を育み、
学習成果を還元する「責任」があることを自覚することも
重要である。そのために、これまでの活動においても、報
告書の作成や報告会の開催を行ってきた。
　今回の取組では、年度によってはこれらの「当事者性」

「責任」が養えなかった学生も散見された。グループ・ダ
イナミクスにより、意欲の高い学生の学びが共有されるこ
とを願ったが、それも叶わない場合もある。対象地域の
選定や活動の大枠の提示は教員主導で行うことから、こ
のような学生がいることはある程度致し方ないが、最初に
フィールドに出向いた段階で、当該地域や地域住民と濃
密に関わる機会を持ち、何らかの愛情・愛着を形成でき
るような取組を設定する必要があるだろう。

2 ）教員・学生間における「目標」「時間」の共有
　社会福祉等を学ぶ学生の場合、講義や実習で忙しい
中でこのような活動を行うこととなる。時期によっては課
題提出と重なり、試験勉強や実習にも留意しなければなら
ず、モチベーションを維持しながら地域社会の課題に肉
薄することは、労力がかかる。最初に教員と学生がともに
調査研究活動の到達点を定め、それに向けたスケジュー
ルの意思統一を行うことが重要であろう。
　今回の取組の中でも、教員側の力不足から、なかなか
方向性の統一や時間軸の共通化を行うことができないこと
もあり、学生グループが混乱をきたしたこともあった。しか
しこのようなプロジェクトの進行管理は、学生グループ自
身が主体的に行う力を獲得してもらいたい面もある。教員
が決まりきった方向性を示したり、綿密な行動計画を示し
たりすると、学生にとっては一気に「やらされている活動」
となってしまう。ある程度教員側でテーマやスケジュール

について選択肢のオプションを示して学生に選択させるこ
と、そして徐 に々学生自身が主導的に目標設定やスケジュー
ル調整を行うことを支援することが肝要であるだろう。
　また、学生の主体性がなかなか発現していないように
見え、忸怩たる思いをすることもあった。基本的に、学生
が「学びたい」と選択してきたゼミナールでもあることから、
学生の主体性を「待つ」こと、そして待ってもなかなか動
いていないように見える場合であっても、それを引き受け
る覚悟も必要であろう。

3 ） 課題解決を目指しつつも主体は地域自身であるこ
とを念頭に置くこと

　学生や教員自らの限界を見きわめると同時に、地域課
題の解決主体は地域住民であることを念頭に置くことも大
切である。特に社会福祉的な課題については、学生や大
学の短期的・局所的な関わりで解決が図れることはないに
等しく、結局のところ当該地域の行政機関を含む関係者
や住民自身の力で取組むほかない課題ばかりである。
　今回の活動でも、地域住民による学生や大学への期待
が増大して具体的な「解決策」が求められ、学生たちも
思い悩むことがあった。地域課題の解決策の検討を目標
としながらも、特効薬を簡単に提供できるわけではないこ
とを学生と共に確認し、地域住民との関係性にバランスを
保つことを心掛けた。
　しかしながら、人口減少が続き課題が山積する地域で
は、課題解決の糸口や刺激を外部の学生や大学に求め続
けるのは確かである。前述のような「当事者性」「責任」
に基づく地域住民の対話とフィードバックと共に、活動期
間終了後も学生や大学がつながりを持ち、共に活動でき
ることを模索し続けることも大切であろう。すでにときが
わ町の住民や町役場からは、共同活動の問い合わせがあ
り、対応している。
　以上の留意点と課題はあるものの、「地域の暮らしから
学ぶ」活動は、地域社会の側にとっても、学生による地
域行事への参加や調査研究活動、そしてこれらのフィー
ドバックによる公論形成により、主体的な問題解決のため
に一定の貢献をもたらすことができるだろう。学生にとっ
ても現実の生活やその課題に向き合い、行動し、悩み考
える作業は、社会福祉実践を行う上で、そして今後長い
人生の中で生涯にわたって学習していく上でも、重要な基
盤となりうるのではなかろうか。

6 ．今後に向けて

　本取組では、社会福祉を学ぶ学生らしい取組として、
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地域課題について住民や関係者の話を聞き取り、分析し、
報告書にまとめるという作業を行った。報告書の内容はと
きがわ町議会でも取り上げられ、また大附地区での報告
会・懇談会の模様は町の広報誌にも掲載された。また毎
年活動報告会を開催し、住民の方 と々の懇談の機会を持
つ中で、学生の取組に対して一定の評価を頂いている。
　しかしながら、住民からは、さらに踏み込んだ活動へ
の期待や、具体的な地域活性化へのコミットに対して期
待があったのは事実である。もちろん、先述のように地域
の課題解決は一朝一夕で達成されるものではなく、また解
決の主体は地域住民自身であることは前提であることは間
違いない。しかしながら、今後少子高齢化が進展する地
域では、さらに「若者への期待」が高まることは予想され
る。学生教育や研究活動で「すべきこと」や「できること」
と向き合いながら、今後も学生とフィールドに出向き、能
動的学習を支援していきたい。
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