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＞

子 どもたちが 体験活動・ ボランティ ア活動を行 うことの意 義を考える と自らその 大切なポ
イン トが浮かび 上がる。コ ーディネー ションの目 的そのもの であるが、 すなわち、
１

子どもたち が自主的・ 自発的・主 体的活動を 展開してい るかどうか 。子どもた ちがその
事業 の趣旨を理 解し自ら企 画・運営に 関わってい るか、子ど もたち同士 の親しい良 い関係
が形 成されてい るか、子ど もたちの振 り返りは生 かされてい るか。子ど もたちの次 への展
望（ 子どもたち からの地域 への貢献な ど）が描か れようとし ているか。

２

その事業展 開において 、地域の情 報を収集と その提供に よって、適 切な人材・ 団体をネ
ット ワークさせ ているか。

３

大人たちが その目的ミ ッションを 共有してい るかどうか 。

４

大人たちが 対等の立場 で話し合い をして進め る組織作り ができてい るか。大人 同士の親
しい 関係が形成 されている か、自己実 現が図られ ているか。
ま ず、広島県 廿日市市大 野子ども体 験活動・ボ ランティア 活動支援セ ンターでは 子どもた

ちが 主体になっ ている。日 頃お世話に なっている 地域の方々 への感謝を 「ふれあい 喫茶」へ
の参 加でお返し している。 活性化した 喫茶は子ど もたちに充 実感をもた らす。小学 生でも中
学生 でも地域を 明るくし貢 献すること ができると いう自信は 、地域の一 員としての 自覚をも
たら し市民性を 育む。活動 の中で協力 性も育つ 。
「 見守り隊 」として支え てくれた地 域の方 々
に対 する信頼感 は広く「社 会に対する 信頼感」を 子どもたち に植え付け たと考える 。徳島県
松茂 町人材バン クでも子ど もたちにア ンケート調 査をして彼 らのニーズ を探ってい る。プロ
グラ ム編成の基 本に子ども の主体性を 置きたいも のである。
事 業展開にお ける人材・ 団体のネッ トワーキン グでは各支 援センター ともに工夫 を凝らし
多様 な形態を持 っている。 徳島県松茂 町人材バン クや大分県 由布市湯布 院町青少年 ボランテ
ィア サポートセ ンターでは 、一から、 人材バンク の設置を始 め、その組 織化を行っ ている。
三重 県志摩市ド キ・ワク阿 ミ～児や広 島県東広島 市ボランテ ィア活動支 援センター は既に地
域で 活発に活動 しているボ ランティア 推進機関や ＮＰＯと連 携して、そ の力を生か してもら
って 有効に事業 を展開して いる。長野 県塩尻市ボ ランティア 活動支援セ ンターは各 団体が参
加す る「協議会 」を設置し て組織化し 、広島県東 広島市ボラ ンティア活 動支援セン ターは各
団体 が参加する 運営委員会 を組織し、 事業自体で も各団体に 参加のメリ ットを享受 してもら
いそ の意欲を高 めている。 各団体の成 長と連携の 強化は支援 センター自 身の成長と もなり、
それ に伴って企 画立案の段 階から絡ん でもらえる とより大き な発展とな るであろう 。運営ボ
ラン ティアとし て参加した 高校生・大 学生の絡み も同様であ る。
大 人同士の親 しい関係が 形成されて いるか、自 己実現が図 られている か、という 点では、
石川 県能登町子 どもの居場 所づくり支 援センター がユニーク である。地 域から自主 的に結成
され たボランテ ィア団体が 中核になり 支援センタ ーもその自 主性を支え ている。団 体内では
個々 のメンバー の活動希望 を他のメン バーが支え る形になっ ており、そ れぞれの自 己実現が
大切 にされ無理 のない活動 で魅力的で ある。北海 道千歳市子 ども活動支 援センター は地域の
方の 要望を大切 にし、細心 の注意を払 ってアイヌ 文化の体験 学習の場を 設けた。
全 体として感 じたことは 、大都市部 ではなく地 方の市町村 においては 近隣自治体 や県との
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連携 などにより 広範囲のネ ットワーク 形成を志向 することも 有益ではな いかという ことと学
校と の連携を視 野に入れる ことである 。
（橋 本
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洋光）

