こどものまち
「ミニかぬま」
（子どもの社会体験事業）

取組を行う際のポイント

特定非営利活動法人プロジェクト宙
こどものまちミニかぬま実行委員会

切に、参加した子どもが楽しく過ごせる工夫を子どもと

子どもたちの「ミニかぬま」が好きという気持ちを大

こどものまち
「ミニかぬま」

一緒に考えています。
自分は何をするのかという主体を

◆場

形成することを軸にしていますので、
ただ子どもの自由

所

鹿沼商工会議所アザレアホール

◆実施日

にするのではなく、
どのように考えたのか、
その理由や
背景を考えさせ、
自分さえ良ければ良いという思考では

毎年３月 春休み中の３日間

◆参加人数 概ね延べ1200人程度

なく、
自分以外の高齢者、
幼児などに対する配慮を考え

◆実行委員 大人15名子ども運営スタッフ10名で構成

させ、
多角的に物事を見られるように工夫しています。

（子どもたちを一人前のメンバーとして扱う）

また、実行委員会は、毎回新たに結成し、組織化する
ことによって、
実行委員の負担が大きくならないように、
役割分担して進め、
月１回会議を行い、
目的と役割を確
認して前に進めています。
これからの活動について
当初から、他の活動団体から学びつつ交流を深めて
きました。2013年から
「こどものまち全国サミット」に参
加し、全国の仲間と経験を交換して、
ともに活動の発展

「ミニかぬま」
ミュージアムの様子

を期しています。2020年には鹿沼市での開催も予定し
ていましたが、
コロナの影響で無期限延期となっている
ため、
今後の状況を見ながら実施したいです。
私たちは、
こどものまち
「ミニかぬま」
事業を通し、
人と
して大切な心や生きる力を育むことを発展的に展開し
てきました。
今後も、
当法人の他の活動
（学童保育クラブ
や長期休み中の居場所事業）
とリンクさせつつ、
さまざ
取組をはじめたきっかけは何ですか？

由です。いろいろなお仕事にチャレンジしてもいいし、
のんびり過ごしてもOK！自分の想いで遊びます。店長

地域の子どもたちのために、何かできる事はないか

まな形で子どもたちの笑顔あふれる体験活動と教育を
重視したプログラムを実施していきたいと思います。

になれば自分のお店が持て、売る物の値段から、売れ

と考えていた際、
「こどものまち全国サミット」の存在を

今後は、大学生や高校生の実行委員たちとともに、
ポストコロナの
「こどものまち」
を模索していきたいと思っています。

ない時の工夫も全部自分で決めます。ハローワークも

知りました。
“こどものまち”とは、
子どもだけが市民にな

あり、そこでスタッフを雇うこともできます。他にも、銀

り、自ら運営する仮想のまちで働き、遊びながら社会の

行や税務署、市長選もあり、色々な社会の仕組みが凝

仕組みを学ぶプログラムで、
「社会の仕組みを知るきっ

新型コロナの拡大に伴い、
「こどものまち」は2020年度から実施できていま

縮しています。

かけになる」
と同時に
「多角的に物事を見られるように

せん。
この3月には代替する事業も企画しましたが、中止を決めました。
この最

実行委員会は、NPOスタッフが中心となり、大人15

なる」
という効果があると言われており、全国各地で開

中に
「第３回地域で輝くふくしのチカラ大賞」優秀賞をいただいたことは、実行

名と子ども運営スタッフ10名で構成していますが、実

催されています。

委員会の大きなモチベーションとなりました。心からの感謝を申し上げます。

行委員会や運営には保護者を入れず、子どもたちを庇

そこで、2009年頃から有志の間で検討が始まり、
「子

今後は、大学生や高校生の実行委員たちとともに、
ポストコロナの
「こどもの

護というしばりから自立して、一人前のメンバーとして

どもの社会体験を通して、
子どもの生きる力を育み成長

まち」
を模索していきたいと思っています。

扱い、親とは異なる大人とのふれあいや、共通の目的

に寄与すること」
を目的として、2011年5月に
『こどもの

に向かって行動することで、成長することを期待してい

まちミニかぬま実行委員会』
を設立し、
2011年7月に第1

ます。子どもたちは、実行委員としても、店長としても責

回こどものまち
「ミニかぬま」
を開催しました。

任ある役割を担うことで成長し、
また、高学年の子が低

どんな取組を行っていますか？

学年の子をフォローする姿に、大人たちは
「子どもは想

第1回目は、震災の影響で7月開催でしたが、鹿沼市

像以上にいろんなことができる」
「一歩引いて待ってあ

においては、
毎年3月の春休みに３日間開催しています。

げればいいんだ」
という事に気付き
『大人は口出し禁

子どもたちをこの小さなまち
「ミニかぬま」の中で一

止』
という“こどものまち”に共通する大原則に基づき、

人の市民として扱い、
自分のやりたい仕事を選び、
稼い

その距離感に悩みながらも子どもを信じる大切さを学

だお金で好きなものを買ったり、
遊んだりしながら、
この

びます。

体験を通して子どもの生きる力を育み、
成長に寄与する

「ミニかぬま」は、子どもたちだけでなく、大人も一緒

ことを目的としています。

に育つことができる体験事業になっています。

「ミニかぬま」
に参加する子どもたちの過ごし方は自
6

特定非営利活動法人プロジェクト宙

理事長

廣瀬 隆人

団体概要
法人名 | 特定非営利活動法人プロジェクト宙 こどものまちミニかぬま実行委員会
所在地 ｜ 鹿沼市玉田町60-2
事業内容 ｜ 子どもの体験活動や子育て拠点づくり事業、
代 表 ｜ 理事長 廣瀬 隆人
学童保育クラブ事業、長期休み中の居場所事業 等

評価のポイント
子どもたちを実行委員会メンバーとし、社会の一員として捉えるとともに、あえて実行委員会や運営に保護者
は入れず、
この活動を通じて子どもたちの主体性や自立、成長を促す取組であることが、高く評価されました。
こうした取組は、
将来に向けて、
次世代を担う子どもたちの大きな自信につながることや、
地域の大きなチカラとなるほ
か、
コロナ禍で子どもたちの様々な学ぶ機会や体験する機会が失われている中で、
大変有意義なものであると考えます。
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