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発刊にあたって

私ども住宅総合研究財団は， 1948年，戦後窮迫した住宅問題の解決のために，当時

の清水建設社長 清水康雄が私財 100万円を投じて叙設した公益法人です r

すまいやまちづくりに関する学術研究の助成と特定テ…マに取り組む研究の場を設

けて来ました。研究助成では毎年 20件，約 3000万円，テャーマ引の研究の場としては，

江戸東京フォーラム，言若葉市者のすまいづくりフォーラム，アジア住宅ブオ…ラムと住

教育フォーラムがあります。

今回の住教育の論文募集・発表は住教育フォーラムを担当されている伎教育委員会

でご検討願ったものです。

私どもの財団の住教育への関わ切は，羽生手話j¥こドメス出級から発行されました住宅

政策研究 5 W伎教育 未来への架け橋』をまとめた「住潔境教育研究会j {こ研究助成

をさせていただいたことに始まります。

そして 7年前から住教育委員会が発足し， 10 IHlにわたるフォーラムの成果会『ま

ちはこどものワンダーらんど これからの環境学資Jとしてまとめ， 1998年，風土:粗

から刊行いたしました。それを基に，まちゃ住まいの実践的な学留に憶するワークシ

ョップを開催してきております。

従来から住教育には，建築，都市，家政学，教育学などさまざまな分野の方々が取

り組まれています。それらの分野を超えての交流と相瓦啓発が必婆だと考えました。

そこで，及ばずながらわれわれの手で，さまざまな分野のかの実践活動報告や論文

発表と交流，さらには相互啓発に役立つ場をつくろうと考え，今回の論文募集・発表

を企画いたしました。

幸い，さまざまな分野の方から，論文や報告をいただき，発表会の議論も合わせ， rj主

まい・まち学習J論文集として発刊することができました。この論文集を通じて，伎

教育の取り組まれている方々にお役立てていただければ幸いです。また，今回全員写

回として今後も継続していきたいと考えております。

20ω年 6月

財団法人 住宅総合研究員生部

専務王盟事 出産政52:義
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はじめに

20世紀は住まいの量的充足と利便性の向上告とひきかえに，組織的に生活の質や淡境の質

営破壊する文化をおしひろげてきましたが，新しい出己をむかえようとする今，住まいの

文化の質の重要な移行を{起す f住まい・まち学習j の方法を意識的に追究することが大切

になってきています。

これからは人々の住まい・環境との関わりにおいて， rモノの治費Jとしてとらえること

を超えて， r生命の受容j としてとらえるやわらかい感性と筋道だった理般のバランスある

発達をもたらす「住まい・まち学習j のあり方が時代の後Jまから潤われています。そのた

めには，ひとりひとりの市民・専門家が住まい・まちの協f動的創造者になる過程へのみず

みずしい機怒と実践が待たれています。

こうした課題意識のもとに，本委員会は，これからの「住まい・まち学課j を方向づけ

るために，論理的でありながら実践的聖書素があるもの，また俄yjlj的・実践的でありながら，

普遍的・体系的要素のある論文，言問査・実践・報告二を募集しました。それに 29点もの力作

が寄せられました。 20 歳台から 70 歳台 lこいたる中高広い世代が，多~皮の内容にわたること

にふれつつ，学びの方法への斬新な視点がキラキラと灘くような成果にふれ，私たちは心

おどる感がし、たしました。

単iに論文集として束ねるだけでなく，発表と討論により，ゴー怒の方法的側面がより深ま

り， r住まい・まち学習Jの本質的で、具体的追求の場をわかちあえることを願って発表会を

開催いたしました。

発表会では，テーマと対象の重要性，視点・仮説・土iI去の新機敵性，調交・検3正のごムニ

ークさ，実践性と当事者性，分析・論述の合理性などを重視しました。発表論文は，学校

と地域の境匡を溶かそうとする試み，美術を通しての住環境教育，親子参加の系統的方法，

大学と市民との共創学習など，かつてみられなかった実践と学びのアプローチが措きとら

れています。討論の中で，人間と住まい・環境の和友浸透，相互発達の意味や方法が淡め

られました。

r{主まい・まち学習Jの論文公募と発表・討論を，今後毎年さらに継続していきたい仁

そのことにより，不確定な然阪の未来の体現者である子ども・市民;の参画と，異質で多織

な諸力を結びあわせる専門家の支援と，それら各主体の絶妙な出会いの機会と「住まい・

まち学習j の方法が増殖していくことを心から車買っています。

2000年 6月

]-

係オ)住宅総合研究財団 住教育委員会

委員長延藤安弘

住総研 1住まい まら学習J論文集 20今年
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2. r住まい E まち学習」論文

2. 1 学校教育での取り組みから





海に主主まれた新しいまちのコミュニティについての一考察

今井美枝子

一学校と地域主主びに地域技会がつくるコミュニティのあり方一
キーワードー 1)学校だより， 2)地域の教育環境， 3) コミニ之ニティ誌， 4)住民パワ}

1 はじめに

昨今、児童犯罪の低年齢化が危供されてきている。そ

の涼凶として，いろいろな立場の人たちが考察されてい

るが，その中で地域の教育環境がクローズアップされて

きている。菅は，いたずらをしようとしていたら隣のお

じさんやおばさんが「だめだよJと声をかけた。うつむ

いて歩いていると「どうした、光気がないじゃなしゅリ

と声をかけてくれたお年寄りや先輩がいた。しかし，現

在はドア一枚で 隣は何をする人ぞという住環境であ

り人環境である。ここでは， 5年前に海を埋め立てて造

成されて出来上がった新しいまちのコミュニティにつ

いて探ろうと思う。

2. l事猿ベイ骨ウンの成立選車線とコ珪ュニ予イの形成

幕張ベイタウンのコミュニティの形成は，その成立過

程の中に主婆な部分を見出すことができる。この;意味で

以下に成立の経緯を歴史的事実として述へる。

2. 1 その鋳鐙と絡事章

1964年幕張の海の壊め立ては，中小工場用地とし

て60h aの造成が完成した。

1975年幕張新都心基本計画が出され，業務研究・

タウンセンタ-.住宅・海浜公匿の重要素が

織り込まれた。

1985年幕張新都心の土地利用の骨格が芥d成寸る。

1989年幕張メッセが完成，関際コンベンション都

市として誕生した。

l自90年 千葉マリンスタジアムがオープン。

幕張新都心住宅地事業針画が決まり，善事張

ベイタウンに沿道型住宅の建設をめざし，

公f1]，公社，民間六クト7。の住宅事業者が

選定される。

1994年幕張ベイタウン(以下打瀬のまちという)

の第期分譲が始まる。

1995年4月 千葉市立打瀬小学校が開校する。

それ以後第二期、第三期と 7 ンションの分譲がありまち

の嬢模の拡大が続いた。住民数は 8000名を趨えた。

打瀬小も開校時の児童数160名余りから 700名を越え，

2001年にはまちの中に新しい学校(仮称第二打瀬小学

3-

校)が開校される状況にある。このようなまちの発展の

中でごコミュニティの形成は多分に自然発生的な要素が強

いものであるが，これとはiJljに意図約なコミュエケーシ

ヨンのツ h ノレとして小学校開校時から毎月発行されてい

た「学校だより j の存在が大きいと考えられる。以下に

f学校だより Jがコミュニティ形成に巣たした意義につ

いて述べる。

2. 2 r学綾だよザjによるこ3ミユニ予ィ費量成の窓幾

学校だよりは在学児童の家庭に配られるものであるが，

本校では初代校長が開校とお]時lこ発行した学校だよりを，

打瀬のまち全戸に配布したの一ぜある。それはマンション

の棟ごとに高学年の児童の手によって配られた。

1995年4月の創刊jから現夜まで続いている学校だよ

りの名前は fp 1 C&DJであり， 情熱 (pa s s i 

o n)，恕像 (lmaginaton)，創造 (Cr e a 

t i 0 n)，そして夢 (Dr e a m) を意味する。

このさ?授だよりによって住民は学校とコミュニケーシ

ヨンを殴ることができ，次の事項等をとおして学校と地

域のコミュニティの形成に大きな役割を来たしている。

① 学校からの日常的な連絡及びイベント情報の発信

③ 打瀬小地域交流スポーツ大会実行委員会への参加

要誇

(診 校章。校軟骨判定時の投稿依頼

@ 学習やクラブ活動等のボランティア講締主主録依頼

③ 入学式・卒業式への招待

例えば校章。校款については児童と教磯良及び地域の専

門家の連携で作成された匂ボランティア講師も当者J20名

以上の墜録があって学習やクラブ活動，特別活動等で

指導を行うなど fp1 C&OJは地域と学校の緊密な逮

携の重姿なツーノレとして機能している。

思 3 中華盟jクラブ沼田識の織をとおしたコミュニ宇4の

形成

2. 2においての学校だよりによるコミュニティの形

成をみたが9 同様のことが特別クラブ活動の場をとおし

て実践されていることも認識されるところである。

特別クラブ活動について簡単に解説しておく。

住総研「柱主し:OE.ら学官 l 論文集 20開年



特別クラブは毎学期 1@] 60分の学習時間を聖書して地

域のボランテイア講師を招いて行われる活動である。

ボランティア講舗の開いた講座に 4，5， 6年伎の児

童及び保護者や地域住民，講師補佐としての教職員が自

由に参加できる。それに係る:u'煩から運営にヨまるまでの

準備，担当の割り当て等は，地域住民と学校職員からな

る特別クラブプロジェクトチームを編制して行う地域を

あげての活動である。

ある講師はrj可度も子どもたちとも産すること守子ども

一人一人がよく見えるようになってきた。みんな似性を

もったすばらしい子どもたちだということが脱で感じら

れるようになった。Jと感想を記レピいる。児言葉の髄IJもま

ち中で出会ったボランテイア講師にはにかみながら会釈

をしていたのが言葉を交わすようになってきた等の変容

が担鐙できた。

この活動は世代の濃い，職業の違いを統合したこの地

域特有の文化の…撲をす旦い，人々の信頼感や一体感の醸

成の中で円滑なコミコニティの形成のための重姿な活動

と判断される。

将来の打瀬のまちを担っていく子どもたちを地域が支

援して育てていこうとする自助的で;意欲的な姿がそこに

見られる。

図 2-3-1 特別クラブ講座名と寄せ寄き

図 2-3-2 ヱ作写真立て作りクラブ

4 

凶 2-3-3 グランドゴルフクラブ

3 銭民主体のコ珪ュニティの務再生

2. 2及び2. 3において主として学校から地域への

情報発信がコミュニティの形成にどう係ったかを考察し

たが，ここでは住民主体の活動とコミュニティ形成につ

いて考祭する。特に活動の中核と認識される 2つの実践

例をケーススタディとしてとりあげる。

3. 1 コミュニティ畿の発行

第一期、二期のマンション分譲が始まった頃は打瀬の

まちは，野原の真ん中にマンションが 12棟箇まって建っ

ていてその周辺は雑草の生い茂る空き地だらけという状

況であり，それはあたかも砂漠の真ん中に無理やり住宅

を建ててまちをつくろうとしているアメリカのラスベガ

スをイメージさせるようなものであった。まち外れでは

虫が鳴き，春には雲雀がうるさいほどの自然が壌かなと

ころだったと入居当時を振り返っての住民の昔話は，この

数年のこのまちの変容がいかに大きいか示している。

このような建設の初期において，新しい理想的なコミ

コニティの実現の一手段としてコミコニティ誌のような

メディアの必要性を自覚した一人の住民がいた。彼は私財

を投じて「ベイタウンニュースj の発行に踏み切った。

賛問者が集い 1997.5.20の創刊号から今日に主主るまで

月刊で継絞している。記事の内容は

①路上島主車について考えよう

②ベイタウンの年男年女の紹介，

G1子どもたちの活動の様子

④辛口コラム

⑤諸々のアンケート

⑥取材やイン11ピ、ユ}

⑦読者の投書

等があり住民に直接係る話題を提供している。

住総研住烹し、 史ち学習 j論文集 2000年



打瀕のまちに集う人たちはほとんどが他町他市他県及

び外国から移って来ていることから，まちの動きをいち

早く知ることができたことは安心惑につながる。地域の

ニーズを汲み上げ適切に発信される情報は住民の f自分

のまちjへの帰属意識を高め，また住民祁Iiの連帯感を

醸成するという地減のコミュニティの形成にとって重要

な役載をになっていると考えることができる。

この例では偶人の意思が，共感する人々の力を結集し

てコミュニティ形成に大きく係るに三百ったことにおいて，

住民活動のあり方に大きな示唆を与えるものである。

震
通

幕張ベイタウンニュース

3. 2 エコパークをつくる会の発足

先に記したように打瀬小学校の児童数が急激に増加

したため 2001年4月隣校に向けて(仮称)打瀬第二小学

校の建設計爾が進めら，その完成予想図が学校職員，住

民に明かにされた。

それによると現在の打瀬小学校と問様の開放型であり

延べ床面積は約8990rrlで現小学校を上回る規模であ

り，打瀬のまちの造成を行った千葉県企業庁によって新

小学校の校庭に隣接して緑のオープンスペースが提供さ

れる計画がある。その幅 20m，長さ 100mの敷地の利用

をめぐって住民パワーが結集しつつある。

斬新な建築デザインのマンションが立ち並びタイルを

敷き詰めた歩道の打瀬のまちは，訪れる者に一度は住ん

でみたいと恩わせる憶れのまちだが，建設が進むのにつ

れて自然はなくなっている。 1996年まではすぐ近くで見

られていた千葉市指定のコアジサシも 199百年には卵が

1個だけになってしまい翌年からは姿を治している。

子どもたちの自然観察学習も十分とは言えず他の区や

市に足を延ばさざるを得ない。この地lこ自然を呼び込め

る場所を提供されたことを機会に，まちっくりに参磁し

たいと考えていた人たちは速やかに結集し「ベイタウン

にエコパーク在つくる会」を発足させるに至った。

千葉県立環境研究所大気課の調べによると打瀕のまち

の繕林率は低く太揚放射量の吸収は少ない傾向と測定さ

5 

れている。

環境委員会の子どもたちによるアサガオの大気汚染調

査では rtj瀬のまちの火気は汚染されていないがアサ

ガオの葉は塩害によって枯れているJと報告している。

緑地を求める住民の意識は高く各地でつくられている

エコパークやテーマパーク， ピオトープや綴療関の視察

を掬始し打瀬のまちにふさわしい自然と共生できる公闘

っくりの学習会も始めている。

199百年 10月，地域が主体となって地域の自然環境を

考えようと住民に呼びかけるフォーラムを開催した。

「子どもたちの身近な自然をつくるj をテーマiこ，緑の

オープンスペースの利用を住民みんなで考えていこうと

するコミュニティ形成の在りょうが見られる。

住民参加は 70名足らずだったが 12丹にはフォーラム

の第二弾として「エコパークをみんなでつくろう設立準

備フォーラム」を開催した。

このフォーラムは第一回のフォーラムに参加した住民

に新しいメンバ}も加わって地域?苦性化の運動の一つを

ワー iごするものになっている。緑のオープンスペースの

利用について会の発起人たちが試案の構慾関を示すとき，

都市緑地化への願望と意欲が住民を結びつけるエネルギ

ーとなっていると考えられる。

参加した住民からは，公園をつくった後の管理や住民

への負担などの質慣が出され，初めての試みに提案する

方もされる方もわからないことばかりだが住民パワーは

試行錯誤を繰り返す中で繰越を解決していくと予想され

今後は多くのアイデイアが提案され地域の活性化に寄与

して行くと推察される。

2000 n1程度の敷地であっても住民の参加の仕方によ

っては単なる物穏的設問の枠を超えて，住民同士の交

流・連帯感を深める等，住民を結びつける情報発信基地

としてのコミュニティ形成のひとつの核となり得ること

を示している。

図 3-2-1 エコパークの試案を説明寸る住民

{主総研 l住支v まち学習一論文集7.000年



4 まとめと今後の課題

打瀕のまちはこの5年間にこの地域特有のコミュエテ

イを形成してきたが，本来コミュニティは伝統を育むカ

と改革を迫るカを保持しつつまちの構成員の変化，規模

の拡大縮小等を婆潟として必然的に変化していくもので

ある。さまぎまな変化は一方では矛盾・課題を生み出す

が，それは又新たなコミュニチィ形成の原動力ともなる

のである。これらの課題のいくつかを次に示す。

1 )まちの拡大と自然との共生のあり方

都市緑地の価値と役割を注認するとき，自然は人間の

精神活動に大きな影響を及1')'す。高層建築に飽まれて育

つ子どもたちにとって身近に存在寸る愛かな自然は必要

であり，その中での体験は豊かな感性を育んでいく過程

において非常に震要である。ピオトープの要素を取り入

れたエコパークづくりは急務であると考える。

2)総合的な学習の時間の学校への協力関係、の緊密化

住民によるプロフェッショナノレな知識や技能を掘り桜

こし，学校教育の支援を呼びかけるボランテイア講師の

人材登録の捻進は次代を担う子どもたちの育成をめざす

ものでありコミュニティの醸成に寄与していくと考える。

3)地域で行う教育活動の推進

学校選 5日市jが導入されると，学校主体で行一われてい

る特別クラブ活動は地域に移し，プロジェクトチームの

存在と役識を明文化していくことも考えられる。

4)エコパークの位:霞づけの明確化と住民の意態の統一

住民の意思を反挟したエコパークづくりであり，どの

ように住民の力を結集していけるか期待されるところで

ある。

く著書考文献〉

1 )幕張アーパニスト ω 千葉市県企業庁， 19940ctober 

2)ベイタウンニュース 1998.10，1999.1，1999.5 

3)学校だより fp1 C&DJ 
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一一

関4-1 (イ民税、)打瀬第二小学校の敷地と

エコパーク予定地(緑のオープンスペース)

lil4-2 

[翠 4-3

19百6年の頃の打織のまち

1998年の頃の打瀬のまち

千葉市立打瀬小学校教諭

環境カウンセラー

「総合的な学習の中で行う環境教育j

の実践。習志野市に在住。こども口

夕刊の村曲目トとして地域的休耕聞で

臨機え等の実践活動を行っている。

出総研「技~n 、 まち学習J論文集 2000年
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1 はじめに

私たちが町の中で生活している時，街路樹，公園や個人の

庭など町の「みどりJIと気を留めることはあまりない。しかし，

町の中にfみどりjがないという生活は考えられない。現在，

ガーデニングが流行しているのは，私たちにとって日常生活

の中で「みどりjが必要不可欠であり，安らぎを与えてくれて

しもおウ認識を持ってしもからであろう。

現在，高度経済成長を経て、ストレス社会となった日本社

会の中で、精神的霊長かさを求める傾向が強まってきている。

侭人個人は人間としてそれぞれ鈎性を持った存夜であるは

ずなのに、一定の授徐によって律せられてしまうしかないね

会の中で、生身の入院が共感できるのは、やはり、 1本 1本

がすべて異なった顔を持つ「みどり」に対してであるだろう。

fみどりJの回復に、「人間性Jの限}復を璽ねてみる人々の殿

いがここに見られレる。そこで、安らげる、その町にふさわしい

fみどりjの釘づくりをすることが、重量かな人間性を満たす役割

のひとつであると考えられる。

2 研究の鴎的と方法

2.1研究の巨約

'I':慢の中には、自治体をあげて「みどりjの町づくりに取り

組んでいるところも見られる。「みどり」の釘づくりの第一ステッ

プとしては、まず自分の町をT箪に免つめ、そこに素日青らし

いわが町の宝を発見することが大切である。研究対象地域の

西尾城下町の中心には、商1友衡が形成されており、本町通り

を通ると、 fみどりjが少なし叱感じるであろう。家屋の構造上、

坪庭を表通りから見ることはできないが、務尽の野fにおいて

も「みどりJI士大切にはぐくまれてし、る。そこで、本稿の目的を

以 Fの3点にまとめたャ

①実践によって、児童量が西尾城下町への愛着を深める。

②実践によって、児童が町のfみどりjを大切にするという恕

いを持つo

③パタン・ランゲージにより[みどりJ豊かな町づくりへの提案

をする。

2.2研究の方法

本稿の調査方法l士、筆者自身のフィールドワークと授業の

中での子どもたちによる教育実践的フィーノレドワークによって

宇野真里子*1

行われたD まず、西尾小学校E互における公約・私的な町の

fみどりjについて、筆者自島'が、西尾城下町をフィールドワ

ークした。公的なfみどり iを公閤 a寺社@街路樹、私約なfみ

どりjを庭として、西尾小学校区のjiliu認にチューーツクし、写真を

撮影した。私的なfみど哲jでl士、本町i畠りに面した家康にあ

る「坪庭jも、地域の方の協力を得て、調査することカトぞきた。

子どもたちによる教育実践的フィールドワークは、愛知県商

尾市立西尾小学校5年特旦の児童34名を対象児章として、

伊奈紀幸教言識の授業lこ級みiみませていただいた。

2.3繍焚対象諸島域6型地奇襲商号機事警

本格の対象地域である愛知!県衛阜市l士、愛知県の南部に

{立震ましている。 西尾市i士、日苦手[128年(1953)12月 15日に、

愛知県下 14番目の市として誕生した)。西尾城下町は、西

尾市の中心部に位置しており、南北に約1.2k皿、東務に約

自.6k開の長さを持つ地域である。平成百年には、西経城本

丸跡lこ本丸丑:寅櫓を再建し、 手持を整捕し C西尾市燈史公

閣とした。現慌でも、妙満寺の簡に位置する大給町の細い路

地iこは武家屋敷の言語彩が袋ってし、る。また、限海lIIfにある居住

法寺と主義覚寺の小路のl笥側には級塀が続き、城下町のたた

ずまいを感じさせてくれる場所である。密主主市は、平成 7年

に全医京都会議への加盟が認められ、「三向。〉ノj、京都Jと呼

ばれている。城ド爾TH義史小径散策マップを作成し‘て、城下

町のPRIこも力を入れてしも。

3 %撃機学習としてのlliJのfみどり j

3.1 ~覇市の中における鐙主題学習の護軍絞

従来、環境学習の'1'で扱われた「みどりjは、苗を育てて植

えるとしち緑化活動や、野菜などを栽培する差是業体験が主流

であった。しかし、高や花を背ごてて植える活動は、都市の中

にある学校でも行うことが可能であるが、森林を扱う活動や農

業体験は、広い函穣を使用することができなければ限界が

生じる。そこで、町の中にある学校でも行うことが可能な町の

「みどりjを綴った学習を、環境学認の新しい視点、として提案

してし、きたい。

町のfみどりjを数った環境学習の爽銭#;JI士、数少ない。そ

の少ない伊初ひとつとしてあげられしるのが、愛知県豊田市立

場小学校$年の「堤不認木発見!Jの実践である。この主主

7 住総研 {会求し 王ち学習 J 論文集 2的O侃



践では， Illfの中iこ植えられてしも「木jを取り上げた。場小学

校の学E互には，農業集絡にみられる鎮守の森，工場の周り

の機栽，弐家の庭木や主主け混，家屋に使われている木，街

路樹など多種多様なものがある。これらの「木jには，地域の

人々のいろいろな頗いが込められている。この実践では，地

域の人々とかかわりながら調べ追究してし、くことで，児童が

「木Jを通して地域の人々の煙車いや活動・歴史に気付き，関

心を持って町の環境を考えることを目標としている。

3.2 rみどりjを環境学習で取り扱う教育的意義

現在，日本のストレス社会の中で生きてし、くためには， rうる
おいjや「安らぎJといった精神的な撃かさを含めた生活環境

が必要である。 fうるおいJやr安らぎjが感じられる生活環境

の中には， rみどり」が多く植えられていることがあげられる。

それは，ガーデニングの流行ユや，日本人が花見や紅葉狩り

が好きなことからも分かる。しかし rみどりjがあることで安ら

ぐと感じる子どもは少ないと恩われる。

そこで，環境教育の中で「みどりjを取り扱うことで， rみどりj

は人織に安らぎを与えてしもことを学ばせ，将来自分たちが

大人になった時 rみどりjを大切lこしてし、こうとしち気持ちを

育てることが必要である。また，子どもたちの町のfみどりJに

対する:意見を工作などで具体的に形として表し，まとめてお

くと，その後の自然保護や環境保全に対する実践意欲を高

め，行動するカを育てることにつながる。

町のfみどりjを扱う場合には，学校の外に調査に行くなど，

様々な体験をすることができる。その時には，従来の教育方

法に欠けがちであったf感じるjとしウ方法論を取り入れてい

くとよいだろう。すなわち，見る・開く・嘆くや・触る・味わうという，

五I惑を働かせるということである。これらを学習の中で指導し

ていくことの積み震ねによって，子どもたちの持ってし活感性

が磨かれてしてであろう。

さらに，Illfの「みどりjを学習して一いく過程において，子ども

たちは疑問を持つ。これらの疑問は，本で調べて解決できる

問題もあるが，人に!強かなくては解決できない僚題も存准す

る。これは，地域の人に額くことで解決することができる。問

題を解決すると|詰j時に，子どもたちは，地減の人と触れ合うこ

とができる。核家族化が進み，近所同士の付き合いが簿くな

ってし、るため，他人とコミュニケーションをうまく取れない子ど

もが繕えている状況において，学習の中で地域の人と際わり

が持てるようにカリキュラムを組むことは蚤婆で止る。「みどりJ

とのふれあいや，様々な活動を過して喜高かれた横断的で幅

広い人間関係が，人と環境・人と人との連帯感を生み，地域

の力を育てることになる。町の「みどりjの学習をすることで，

今まで気付かなかった身の回りのfみどりjに関心を持ち，そ

のIllfをより良い町にしてし、こうという愛着が芽生えてくることだ

ろう。

4.町かどfみどりJ探検隊の活動とその教驚効果

4.1町かどfみどりJ探検隊の活動

町かど「みど、りj探検隊の活動は，図 4-1の単元構成額に

従って進められた。導入では， 5年生のOO~吾の単元である

f森林のおくりものjを読んだ。この説明文の内答は，日本人

の生活の中で木からたくさんの恩恵を受けており，先祖が守

ってきた森林をこれからも大事に守り育てていかなけれまな

らなし、とし、うものである。児議は， r森林のおくりものjを読ん

で，木にはたくさんの役割があるとし、うことに気付き，水は人

間にとって必要不可欠なものであるとしち認識を持つことがで

きた。

月三 fし 4何，b__¥之 '"料開1tT (的'" 位 3 凶 6 送2)

間① 『余体のおくりものJ

-II;@ 眠りある地球ど υみのl坊!

'"① 伝えたいことをはっきりさせ
す

臨←1町かど「みどりj探検隊単元構成函

しかし，今までfみどりjについて考える品、うことが児童にな

かったため，西尾のIllfのfみどり」がどのくらし、あるのかとし、う

現状は抱強できていなかった。そこで，課題として，西尾小

学校区の地図に，生け埴・花・木に分けて， cpをつけてくるよ

うに指示をしたλその地闘をもとにして， r発見!西尾のみど

りJとしち大きな地図を完成させt:::..oこのI世間を克て，児童から

様々な感怒、や意見があげられに。

「発見?官官尾のみどり」を見て，感想、を出し合った後，一つ

の疑問が出された。それは，r本町通りには3 みど切が少ない

が，本当にみど、りはないのだろうか?Jとしち疑院である。なぜ

8-
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みどりが少ないのかという疑問に対しては.[商}百街でアーケ

ードがあるから。 J.r道が狭いから。 J.[木があると車が通れ

なし、から。 jとし、う答えが出された。さらに，本当にみどりはな

いのだろうかとしち疑問には.[裏路地にあるよ。 J.[駐車場

から見えるよ。 jという答えがi出た。しかし，裏路地や駐車場

から見えるfみどりJ(坪庭)が，何でまるのか分かる児童は…

人もいなかった。そこで，本町通りに住む児童の家の様子を

思い浮かべさせて，それらのfみどりjが庭であることに気付

かせた。この庭は，四方を重量築物によって殴まれている特殊

な庭で[坪民主」と呼ぶとし、うことを知らせた。この時，児童に

とってz このような[f-ji殿jが西尾城下町にも1'fl生している左い

う驚きが生じたと同時に.[坪躍主Jを調べてみたいという意欲も

生まれてきた。

そこで.[つぽ庭探検Jをすることにした。当日の天候はあい

にくの雨模様で，探検をするには良い天候とはいえなカりた。

しかし，長去の中を歩き回ることよりも，縁組11に康り，坪民主を挑め

るとし、うことができ，民主の良さを味わうことができた。また，各事E

に持たせたカメラで，庭を撮影したり，持ち主の方と一絡に写

真骨撮った(写蕊 4-1)。さらに.T1'庭について，疑問に恕、っ

たことを持ち主の方に質問したり，説明を罪若いてノ」トにまと

めたりした。 fつぼ庭探検jをしてみて，児童が2 どのような感

想を持ったのかみてみたい。

K男の感懇

ぼくは.[7ベヤ金物j吉Jで工夫を翻いたら，水きんくつがあ

ると言っていました。水きんくつは，めずらしし立言っていたの

でピックリしました。それのほかに，枯山水とし、うのがあって，

それは池にみたてた石がありました。池にするとか(蚊)がわく

と言っていたので，工夫がたくさんありましたcつぽ縫が整っ

ていたので，家の方がよく手入れをしてしもんだなあとd思いま

しt::.oつぽ庭は，心をなこ"ませてくれるとし、うことを家の方から

教えてもらいました。

ニの感想から，今まで坪庭品、うものを知らなかった児童が，

このfつぼ民主j探検によって，たくさんの望書きや発見があった

ことが分かる。また，庭とし、うものが人の心を和ませてくれるも

のであることを，持ち主の方から教えられたり，自分で感じた

児童もいた。さらに [大人になったら坪庭を作ってみた，'Jと

いう感想を持った児童もいた。

写真 4-1 i平庭の持ち主の方と坪縫!こて

「つ1;<庭j際検を終えた後，各現Eごとに誠べてきたことをポ

スターにまとめた。ポスター完成後，もっと他の人にも.Ti'庭

のことを知ってもらおう品、うことになり.5年 1・2組の児蜜の

飴でポスタ}セッションを行った。

fつぼ庭j探検を終えて，児童は.II!Tの見えない所でも「み

どりJがはぐくまれてしものだとし、うことを知った。そこで，今度

i立町の「みどりjについて考えてし、くことにしtCo町のfみどりJ

については，より多くの人々の意見を知る必要があるとd恩わ

れたため，家族や地域のお年寄りの方にインクピューをする

ことにした。インタビューで、あげられた意見をもとに.[つぼ

庭J探検に行った自つの斑で，ワーク、ンョッブを行ったD

ここでは.K]法を殺り入れた。まず，一人 5枚ずつポスドイ

ツトをもらい，インタビューしてきたことをーつの事柄について

1枚のポストaイットに書いた。この待，どの児童が番いたのか

分かるように，一人ひとりマジックの色を分けるという工夫をし

ていた。書き終えた後，ポストイットをカテゴヲーごとに分類し

た。分類した後.B紙iこレイアウトをして，ポストwイットを移し，

ポスターを作成した。どのようにカテゴリー分けをしたのかが

分かりゃすいように，イラストを描いたり，どのような流れにな

っているのか分かりやすいように，矢印を付けt;:~ ， どの班も

工夫をこらしたポスターを作成することができた。ポスター完

成後，クラスの中で発表会を行った。

最後に，自分たちの往んて?しも西尾にどのようなfみどり」

があれば，人々の心が安らぐのか考えた。ここでは，同じよう

なアイディアを持つ児童を一つの斑にして，活動を行った。

斑が出楽上がった後，兵体的な計画を練るために昔話し合う機

会を持ったが，ほとんどの玉置が公閣としづ案を出したため，そ

の場所でどのようなこ左をしたいのか，まず考えさせることにし

た。それにより，各班の特色が出せるようになった。

計画がまとまり，設計図が描けた蜘らそれぞ才峨製作り

に入ってし、った。どの斑も，様々な材料の特性を十分に生か

して，模君主作りに励んだ。模裂が完成した後，自分たちが計

画し，実際iこ作成した作品を他の人にも見てもらおうというこ

とで， [つぼ庭j探検でお批言語になった方に発表することにし

た。当日lはま，こ

表は，前半のJjlIと後半の涯に分かれて，ポスタ}セッション

方式て、行った。練習をしたので，あまり緊張しなかった品、う

児童もいたが.[つぼ庭」探検に行った持のご主人がみえた

ので，すごく緊張したと感想、に芸書いた児童もいた。

4.2脅かど「みどりj探検隊がもたらした教育効果

今まで，行ってきた町かど fみどりj探検隊を通して，児還が

自分自身にどのようなカがついたと感じてし、るかを調王をする

ために，アンケート言調査を行った。まず，野jかど「みどりi町一探

検隊を追えて，西尾の問をどう窓、いますか?という質問の内

容か色みてみたい。以下は，児童のコメントである。

・官官尾にもっとみどりを増やしたし、(16人)

.j1li尾にはまだみどりが少なし、(14人)

9.. 
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~怒っていたよりみどりが多い町他人)

・本町通りには，みどりがなし吃思っていたけど，あったo (4 

人)

・安らげるみどりは，商尾のヰ"こ少ない。 (2人)

・自分たちの作った模型を酋尾の釘のヰqこ実現させて見て

みたい。 (2入)

・西尾の町には，みどりが多し吃)言われるようになりたい。何

人)

・みどりの好きな人が多い町(1人)

・西尾にみどりを増やせば，みんなの心が安らぐ。 (1人)

この質問に対して，関尾にはまだ「みどりjが少ない rみど

りjを増やしたいとしち意見が多かったが，思っていたよりfみ

どりjが多い左いう反対の意見も少しあった。町の人と協力し

て「みど引を増やしたい，爾尽のmrは「みどり」が多し、と言わ

才るようになりたい，とし、う意見からは，本織の目的でもある，

城下町西尾への愛着が芽生え始めていること治河叶える。

また，町かど「みどりj探検隊を追えて，あなた自身にどのよ

うな力がついたと思いますかοという質問もした。先主量の回答

から，表←1を作成した。

知識 -みどりを大切にすること 9人

技能 -発表する力
84 人人

-ポスターを書くカ

-文章を短くまとめる力 4人

-工作をするカ 2人

-考える力 2人
-発表する持，人の意見を開くjJ 1人

-作業を速くやるカ 1人

ーワークツンヨツブρをまとめるカ 1人
-実行力 1入
-調べるカ 1人

協力 -みんなで協力するカ 8人
-班員をまとめる力 1人

交流 -インタビュ する力 4人

-西尾のことlこついて考える力 1人

児童の凶答より作成

以上の回答から，児童に様々なカがついたことが分かる。 oor
かど「みどりj探検隊の学習をする以前には， rみどりjについ

て考えたことのなかった児叢が rみどりjを大切にすることを

知ったことから，教育の場で「みどりjを取り上げることは重要

であると思止コれる。技能の面では，各活動で行った発表の練

習にカを入れたため，発表するカがついたと感じる児童が 1

番多かった。また，活動が瑛ごとに行われたため，波長がまと

め役kなり，みんなで協力して活動できたことが分かる。交流

では，インタビュ』ーをしながら，お年寄りとのふれあいを楽し

んだと竪止コれる。ここで，西尾のことについて考える力がつい

たと感じた児叢のコメントをみてみたい。
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[今まで土あま9西尾3のことを疑問に思ったり，考えたりするこ

iとの刷、った私が，今では，長会主~~進お湿墨色ζ主i三2
il川と考える 1治的0)10倍もついたと黒土(小 5女子)

今まで西経のことについて箕郷に考えたことがな方、ったが，

このl町かど「みどり」探検隊の学醤をしたことーで，西尾のことに

ついて考える力がついたとしづ感7君主である。このことから，西

尾に愛着を持つ児童量が出てきたことが分かる。このように，斑

尾について考えられる児童がさらに増えていけば，将来，西

尾の町は明るいmrになってしてであろう。

ここで，町かどfみどりj探検縁を終えての感想、をみてみた

し、

感想 1
最初は，みどりのことなんてど、うでもし、いから2みどりの授業

なんてやりたくなし叱息いました。でもこの授業をしてみど

りの大切さがよく分かりました。もし，みどりのぜんぜんない西

尾だったら，すごくし、やです。だから、ま，寸私。は(，ノトニオ5し女か子らも)どんど
1 んみどりが増えてし、くことを願ってし

感想 2

「つぼ庭J探検をして，本町のみどりがたくさんあることにピ、

ックりしました。みどりを大事lとして，どんどん木を増やして，

作っ/こ模烈を実際iこ作って西尾城の町をおもしろくしたし、と

恕います。おじし、さん，おばあさんに質問した時，木があるだ

けでいやなことを忘れるなどと言っていましt=o 私も，ゑζ~"と
見ていると本当に心が落ち若くなぁと思います2 みどりを大人

になっても大切にしたし吃思います。(小5女子)

感想1では rみどりJについて学習する前は rみどり」を学

ぶ必要がなし、と感じてし、たが，町かどfみどりJ探検隊を終え

てみると，その気持ちが大きく変化したことが分かる。このよう

に， rみどりjの大切さに気付し、fことし、うことは，児童にとって

も良し、ことであるが，このような児童がいることは西尾の町にと

って大きな財産となるだろう。また，感想 2では， rつぼ庭J探

検で今まで気付かなかった町のみどりに関心を持てるように

なったことが分かる。「みどり」を大人になっても大切にしてい

きたし吃考えてし、ることから，坪庭を守ってきた人々の患いに

共感できたと思われるoこれからも「みどり」を大切にしていこ

うとする気持ちを党議が持ち続けてしりて欲しし立願う。また，

今回の町かど「みどりJ探検隊を学習する中で， i1茸尾の町に

ついて考える機会が多くあり，間への関心が高まったと怠わ

れる。児童にとって，商尾が心のふるさとと思えるように，子ど

もも含め，地域全体で町づくりに取り紐み続ければ，より良い

西尾の町になってしてであろう。

5 教省案銭から晃た「みどり」豊かな盟Tづ〈りへの爆薬

5.1陸Tづくりのエイジェントとしての子どもの役割

本来，人間は自分の居住空間に興味を持っている。それ

は，気分転換のために部爆の模様替えをすることなどからも

分かる。主茸伎空間を大きな枠として捉えれば，町とし、うことに

なるだろう。私たちが快適な生活を送るためには，白分たち

it総研 '1十ま ν、 まち苛習 論J文集 2α)0年



の意見が反挟される町づくりが重要であると考えられる。町づ

くりの計画を実際に行うのは行政であるが，導門家や行政側j

の意見を計阪にまとめたものでは，市民が求めてしも町づく

りとかけ離れてしまうこともありうるD そこで，子どもが行政・学

校・地域を結びつけるエイジェント(仲介者)となり，官民が協

力して町づくりに取り組んでし、くことができれば，よりよい町づ

くりを展械できるであろう。

閣 5-1では，よりよい町づくりを目指す行政・学校・地域間

のパートナーシップ作りの概念闘を示した。まず，中心の子

Eもが，学校で町づくり学習に取り組む中で，行政側の意毘J

や地域住民の意見をインタピューし，住民と交流を深め，到

について考える機会を学校が設ける。さらに，町づくり学務を

進める中で，子どもたちの柔軟な思考力や創造力を町づくり

のアイディアに加え，町づくりへの意見をま左めることができる。

また，子どもがそれを行政の側へと提案することで，行政・学

校・地域の三者?を結び付けた町づくりを促すこと方、できる。今

回，盟会1にもあるように，釘学習には様々な教材が含まれ

るが，その中から町の「み/::'りjを取り上げた。子どもが町学務

をするにあたって，単発的にイベントを行うだけでは，子ども

自身に町への関心、は生まれない。

隠 5-1 三者のパートナーシッブづくり概念図

そとで，一段階ごとに理解をさせ，つぎのステップへ進むと

いう学務方法がよし叱思~bれる。また，次の世代を担う子ども

たちだからこそ，町学習を通して r自分たちの行動が町にイ

ンパクトを与えるjという実感や，将来の行動につながる夢を

持たせる必要があろう。町かど「みどりj探検滋では最後の段

階で，西尾の町の中にどのような「みどりjがあれば人々の心

が安らぐのか，地域住民の窓克をもとに自分たちの夢を加え

て，将来の西尾の町づくりに生かせる生かせるような模怨を

作成した。

町づくりを行う上で，情報発信の墓地となる学校は重主要な

役割を拐ってしも。それは，例えば町学習の目標を明確にし，

llITづくりを促す子どもたちに町学習を行わせ，子どもたち自

身に情報を発信させるとし、うことである。また，苅学習を行う

にあたっては，教師の意図的な支援も必要とされる。 20骨2年

度からはf総合的学習の持関Jが導入され，自分たちの身近

な環境である町について学ぶ機会が多くなると予怨される。

それは， )毘休2臼織に伴い，子どもたちが地域で過ごす持続

が増すからである。現在，子どもの中には，どのように身の周

りの子台コミュニケーションをとればよいのか，また_，自分が地

域とどうつながっ、てしものかが分からないでしも子どもがし、る。

それを解決するためには，1lITづくりをする中で，大人たちが

他人とどう際わってしてのかを子どもたちに示寸必婆がある。

そこから，子どもたちは町学習の中で2 地域住民や仲間とど

のように接していけiまよいのかを学んれて。子どもたちが町

学習によって，弱Tに愛着や諮りを持つことができれば，地域

に帰った時，より充実した生活を送ることができるだろう。

町づくりを始める段階では，行政・学校・地域関の関係、はぎ

こちなし、ものであるかもしれない。しかし子どもたちが釘学

習をし，三者街を取り持つエイジェントとなることで，それらの

関係を円滑lこすることができる。また，1lITづくりを行うこどは，

大人にとっての生渡学務の場として有効である。町づくりを

継続発展させてし、くためには，行政内での社会教育と町づり

セ夕、ンョンとの連携をはじめ，行政・学校ー地域慌の連携を続

iごとることが婆まれる。

5.2パ-$lン・ランゲージによる町づくザへの薮議

物事を始めるためには，計画をなてることが重要主である。こ

こでは rみどりJ銭かな町づくりへの提案を行うために，パク

ン・ランゲージを用いた-，パタンーランゲージとは，建物の建設

などの環境設計の手引きとなるものである。パタン・ランゲー

ジの考え方は，人は自宅・街路やコミュニティを自らの設計で

すべきであるとし、うものだ。この考え方は，町づくりをするにあ

たって慕本的な考え方であるといえる。

c.アレグザンダーは著書パタン・ランゲージの中で r自立

地域jをはじめとした253の原型(パタン)を紹介してしも。私

たちが言語を使うH寺と同様に，パタンヴンゲージも常lこ一連

のつながりとして促えられる。いくつかのパタンをつなぎ合わ

せて，…つのランゲージを作るのであるヘ著書の中では，パ

タン・ランゲージのうち，町やコミュニティを定義するパタンか

らはじめられており，次に 群の建物を地上で立体的な形に

するパタンに溝手し，最後に屋根や庭はEうするのかとし、う

絡部へと段階を追って進められてしも。

今回， fflfかど「みどりj探検襲撃の学管における児童のつぶ

やきや，児童が関]の[みどりjについて家族や地域住民にイ

ンタピュ}した特にあげられた意見をもとに，さま者自身のアイ

ディアを加え，パタンを考え，それらをつなげてパタン・ランゲ

ージを 10~謹作成し九このそデノレが3 より町の「みどりjが多

くなったと感じられるような町づくりに生かされればと考えてい

る。
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町駅人々が眺める ! 
オープンガーデン

"Tを歩いていると、生け猛やプoック塀に極まれた家をZにする

場のキには康弘のある家が多Lゆ音、道を返る時それらの庭を

えることは織単ではむい庭は他人としての楽しみ方が一一般的だが、

町の中の共有物として見られるよヲ点色iれば、吋ゆ人々の

U を希おませることができるたろう

* * * 

パ告ン・ランゲージ

且おわりに

高度経済成長期になおざりにされてきたf心の豊かさ jが，

今，免つめ直されている。野Jの「みどりJIま，私たちの疲れを

癒し，心地上い生活空間を提供してくれる。その町にふさわし

い「みどりjの町づくりを進めることで，豊泊、な人間性を凶復す

そことができる。

本研究の対象である西尾小学校は，商尾市の中心に位讃

し，古い町並みが見られる城下町を学区に含んでいることか

ら，積極的に何学留に取り総んでいる。城下町の本町通りに

は，商后務がならんでおり，この通りの家獲の奥にf坪縫jが

存在してUもとしぢことに町ゆく人々が気付くことはないだろう。

そこで，本論文では，ふだん考えることのない町の「みどりjを

取り上げ，町かどfみどりj探検隊の実践を行った。また，町

かど「みどりJ探検隊での児童のつぶやきや町のfみどりjに

ついての地域住民へO)-{ンタビューから， rみどりj襲J担当な町

づくりへの提案も併せて行った七

ここから，序論であげた3つの詩的に沿っvてみてし、きたい0

9芸践長主0:c..!児童が商尾城下町への雪量考主遼金盃♀

西尾小学校では，1llT学習が行なわれ， I日城下町エリア以

12 

外の地域lこ住む児童にも，城下町の良さを発見できる機会

が設けられている。今回の実践では，西尾城下町で大切に

守られてきたf坪庭jを調査したことで，新たな発見があった。

児設は，以前から行なわれてきた町学選とこの実銭から，西

尾城下町の雰[羽気を会得しつつある。また，児童が釘学習

の中で実際に体験したことが，経験のレベノレにまで昇華され

ることを願う。

②寒議i三よヱて児童が町の「みどりj玄;t盟三玄笠主ど三塁、

ど主笠:2，_

fつぽ庭探検隊Jでは，児議は，本町透明にもたくさんの「み

どりjが存在していたことに驚くと問符に，狭いスペースにも

「みどりjを取り込tJ'ことで気持ちが安らぐとし、うことを知ること

ができた。今まで考えたことのなかった11fTのfみどりJについて

考えたことによって，現在arではぐくまれているfみどりjを守

り，町iこfみどりjを増やし一α、こうとし、う窓欲を持てるようにな

っ)t~

鐙竺主とヨと笠二三iこより「みどりj重量かな町づくりへの操業

主主歪ι

今回，児童が町の人々の意見を取り入れて考えた模型を

市役所に提案する予定である。予算や法律の制約上，この

模型が現実のものになるかどうかは分からないが，町づくりに

は住民の意見が反映される必要がある。児童や住民の意見

をもとに，章表者密身もfみどりJ豊かなlllTづくりへの手引きとな

るパタン・ランゲージを作成した。これが， rみどりj豊かな町

づくりのアイテeィアの参考になればと考えてしも。

く参考文献〉

1)進士五十八緑のまちづくり学， 18p，学芸出版社， 1987 

2)愛知県西尾市 CurioCity， 51p，西箆市長公室情報課，

1999 

3)C'アレグザンダ」 パタン・ランゲージ，鹿島出版社，

1984 

4)越智優子住民参加による「生活空間としての道jの計轡と手

法に関する研究~本郷・菊坂を事例として~ョ東京学芸大学

院教育学研究科修士論文， 1998 
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生活科「まち探検カメラウォッチングj

ーサポークーは大学生 福問~干p. ， 

出f日1背維キ 2

した。さらに学潔手段としてカメラ(15枚撮りレンズ

付きブイノレム)を使用した写真投影法を活用して，子ど

ものまちへの関心を脊もうというものであり，学校外部

の支援をうけての，生活科「まち撚検J学習の夜り方の

試案として紹介「るものである。

3
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生活科指導草案

住総研

4) まちづくり学習

まちづくり学習は，子どもにとっても大人にとっても

2つの意味で重要性を搭びつつある。そのひとつは，都

市・住宅サイドにおける参加裂のまちづくりであり，も

うひとつはまち空間及びまちづくりにおける学習の効用

である。特に後者において，まち(環度)によって様々

な感動が呼び起こされ，まちへの思い

が脊まれることから，学校現場におい

ても新しい試みが生まれつつある。そ

れは，子ども遼がまちづくり学留の中

で，五J惑を使って自分の脊ったまちを

探検し，感動し，好奇心を操られるこ

とは r生きるカJを獲得しつつ r豊

かな心をもちJr倒伎を生かしJr自ら

学ぶ意欲と社会の変化iこ主体的に対応

する能力の脊成J(文部1省学習指導要領)

iこ繋がるものでもある。

小学校における生活科では 2年生

の 1学期iこ 15時弱から 20時期の時間

在使って， rまち探検」の授業が総まれ

る。これは，近くの公濁までの探検数

歩や駅前の緩やかな様子を観察させる

もので，探検の途中で出会った自然や

庖，現了角のおもしろいものなど，いろ

いろなものに学習の対象を向けさせる

ので「まち学習j には，ぴったりのカ

リキュラムとなっている。しかし，探

検とはいっても，教師の安全管理下に

ある「見学j の域を脱し得ず，閉じら

れた小さな探検になりがちで，子ども

の感性を中心とした学習活動になり得

ていないことが多い。それもそのは F

で，クラスの多数の児:奄に対して担任

1人であり，多くの子どもに買が届か

ないのである。

そこで，本報告では，小学校の生活

科 fまち探検Jを素材に，小学校 2年

生の担任の先生と協働しながらそのサ

ボーターに学生を起用することを提案

3) ，草案投影法

'1'光名
2 忠雄

2)まち探検1 )生活科キーワ-1<:

1 はじめに



2 港町三津浜での探検学習

2. 1 港町三津浜

探検地区である三津浜地区は，愛媛採松山rnの中心か

ら北西約 5kmの伊予灘と丘i凌地に閥まれた人口 66∞ 人

の港町である。古来，松山の海の玄関口であり，江戸末

期の船問屋や近代洋盟主建築が散在し，また大漁旗の染物

底や船主主1苫などの船や港iこ濁わる生業も未だ存在する。

近年l土地元青年部によるまちづくり組織「平成船手組J

が結成されるなどまちづくりの機運も生まれつつある。

2. 2 三津浜小学校におけるまち探検学習の流れ

協働作業の対象となった三津浜小学校では 2年生2

クラス，男子 34入，T;子 28人の言十 62人である。三津

浜小学校ーでは 2年生第 1学期4・5・6月を使って，

生活科 fまち探検Jを2クラス合同で行うのが恒例とな

っている。本報告は，この三津浜小学校の生活科「まち

探検jの単元に沿うかたちで，準備・計爵が進められた。

1998年春の，学習の流れをたどると(表2-1)，まず，

第 1閲まち探検「すてきなまちを探したいなj に先だっ

て 5月の連休を使って，子どもi童に自宅学費として各

密マ三津のまちを探検させた。途休中に遊んだ体験をも

とに 5月 15日の第 1固まち探検に臨んだ。そして，

5月 28日の第2侶まち探検では，第 1図まち探検をベ

ースに，学生サポークーが支援しつつ，子ども逮 62人

全員に 15枚撮りカメラ各 1令を渡し， rまち探検カメラ

ウォッチングj と称して，まちなかのそノ・ヒト・コト

を撮影してもらった。担任教邸とともにカメラウォッチ

ングの要点、を解説したのち 3コース(図2-1)10グル

ープに分かれ，約 21時間で撮影を行った。そののち，単

元のまとめとして 6月の第2日曜日の参主主日に第 1百1

• 2@1のまち探検を併せた発表会を行った。

3. rまち探検カメラウォッチングjの実践に向けて

3. 1 第1固まち探検「すてきなまちを探したいなJ

第 1侶まち探検に先だって 5月の護休を使って各自で

行ったまち探検では，それぞれどんなところで遊んだの

かを発表し r公簡で遊んだよJr三津港へいったよj

等の体験談から，児童の体験を生かすことによって校区

への興味・関心を高めさせることをねらいに r行って

みたいところへ行ってみよう。まちのいろいろなものを

見つけてこようパという主題で，赤コ}ス(校区の北

音1$，海岸部・商m街)，黄コース(校区の東部，神社・

公闘・幼稚園・ J11) ，緑コース(校区の南部，新興住当当

地・警察署・公園)，のコ}スlこ別れ， 5~6 人のグル

ープで探検が実施された(劉3-1)。

3. 2 rまち探検カメラウォッチングjにおける学生サボー担

…の役叡

-14 

第 l@)まち探検「すてきなまちを探したいなJでは子

ども漆は目的地iこ行くことに意識が集中しており，道中

のことはほとんど気にかけていないということであっ

た。意図的な働きかけをしないように活動を燦療したい

ものであるが，あまりにもねらいがしばれてなさすぎる

と，漫然とした活動になりかねないので注意したいο そ

こで，事前に学生サボーターに対して，子ども逮が町主主

みに自然に患を向けられるように注意すること，子ども

の気持ちをうまく汲み取ってやること，他グループとの

情報交換のきっかけを与えてやること，規制を与えない

ことなど，サポートの方法についての統ーをはかった。

4. rまち探検カメラウォッチングj

4. 1 導入

第 1回まち探検「すてきなまちを探したいなJをもと

に，第 2回まち探検「まち探検カメラウォッチングj に

むけて，子どもi童の関守は活発な情報交換が行われ，期

待とイメージが膨らんでいたようだ。加えて，第 2回目

のまち探検「まち探検カメラウォッチングJ(こ，学生が

参加することを知ると，探検への期待をより大きくした

様子であった。

まず r愛媛大学の学生さん達に三津のまちを教えて

あげよう j という主題で探検を予定し，まちを案内して

あげるために，三津の町にどのようのものがあるかにつ

いてのf情報交換を行った。次に，第 1@1自のまち探検の

体験談をもとに，屋台を見たり，ツバメの巣を発見して

きた王庄の紹介をするとともに，さら多くのまち要素に目

をI古]けさせるために，殺を見 i二げたり，足元を見たりと

筏点、を変えて見ることへの示唆を与えた。子ども達は次

々と積極的に発表し，活発な窓見交換が行われた。

穏3-1 探検コ ス5主取り悶
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4. 2 グループ分It

探検コースは，第 l回まち探検「すてきなまちを探し

たいなj と信]様に，赤立ース，黄コース，緑ロース，の

3コ}スを設定した{図3-1)。前回のまち探検の経験

から. [違うところへいってみたいJ[もっと詳しくみ

てみたいj など子どもの希望が変わってきたため，新た

にグループを編成し直し，計 10グループとなった。 l

グノレーブあたり 6~8 入の構成となり，サボーターは，

各班に 1人間行することとした。子ども逮は，グループ

が決まると，グループ~IJに探検の詔擦や詞約地を決め，

11闇路の言十磁を立てた。第 1aHlのまち探検の緩験を生か

しつつ，自主的に相談し，計画表に従って梁繍物を考え

ることができた。

4. 3 学生サポ-?Iーとの対溜式

サポータ}は，

愛媛大学教育学

部の4回生7入，

院生 2人，教官

1人計 10人で構

成し，探検当日

の対関式で初め

て子ども逮と顔

をあわせた。歓 写真4-1 対酪式

持と拍手で迎えられ，手にしたカメラですぐさまサボー

ターを撮る子どもがいたりと，たちまち伶良しになった

ようである{写真4ー1)。

5写真にみる子どものまち盆隠認識

62人もの子どもの居が擬した写真は総点数 814点で，

実に様々な対象が提えられていた(図5…1)。

子どもi童が真っ先に心を奪われたまち要素は，道々出

会った飼い犬や野良猫.) 11のなかに生恵、するコイやカメ，

海に浮かんだクラゲ，ツパメの巣などの「動物や生き物j

であった。そして女の子に人気があった，道ばたや縫先，

公重量や神社に植えられている「草や木や花Jといったま

(出

30 

20 

10 

-1γ一寸

初

図5-1 性別の写真の対象

a男子l

l臼女子l

15 

ちなかの自然，続いて男の子に人気があった，警察署の

パトカーや白ハイ，海に停泊している貨物船，路上の率

などの「乗り物j であった。また，行衡の魚康さん，訓

練中のi再妨土さん，探検を一緒iこした友達，公園や道ば

たで出会ったノi、さな子どもなどの f人j も多く促えられ

ていた。その他，子どもならではの意外性のあるおもし

ろい光景がいくつかあった{写誕5-1)。例えば，セメ

ントの上の足跡，小さなほこら.)11の堤妨を上ってくる

カメ.)11の堤防のセメントの棟、関から生えている花，木

にぶら下がっているケムシ，公闘のトイレの墜の絵，な

どがそれである。小学校低学年の子ども遠の捉える対象

は，単純なものであるようだが，間頃われわれ大人が見

落としがちなまち要素(花や草木，生き物等)に自をむ

けられており，子ども遼の心やさしくかっ豊かな感性は，

忘れていた心のゆとりを思い出させてくれた。

子ども遠の撮影の様子は，ひとつ気に入ったものを見

つけるとi湾じものを繰り返し撮る子.1t:が好きで稜類の

異なる花を見つけるたびに写真に納める子，珍しそうに

銚めたあと慎主主にシャッターを切る予といろいろだった

が，自分の発見をカメラに納められたことを満足げに諮

ってくれるなど，いきいきとした表情で活動を楽しんで

いた。

6. rまち探検カメラウォッチングJを緩り返って

6. 1 子ども逮がまち探検に寄せた感懇

探検後の感想では. [00へいきましたJ[たくさん

まわりましたj など探検先が紹介され，加えて f花と木

の写真を撮りましたJrお魚を見つけました。魚のにお

いがしましたJ[衿栓に鳩がいっぱいいましたJ[ツバ

メの巣をみつけましたJ[) 11に魚がし、ました。かわし、か

ったよJなどの探検先での発見が繕々として紹介されて

いた。また[魚釣りをしている人にあったよJ[00 

さんといきましたJ[先生(学生サポークー)と 緒で

楽しかったJなど人々とのかかわりの報告や， [大きな

船がみれてうれしかったJ[カメラを持っていったので

耳罫糞5-1 子どもたちが撮った写翼

住総研 住主し、 主ら学溜 l論丈集 2000年



楽しかったJ[いろんなものを撮っておもしろかったj

fまたまち探検に行きたいですj などの充足感あふれる

感想が生き生きと記されていた。

I議怒とともに描いてもらった絵(子どもの探検スケッ

チ)は，探検活動の体験がよく伝わるもので，また，そ

こには笑顔の学生サボーターや友達，さらには町の人が

捕かれていた。

6. 2 学生サボ一書ーからみた子ども逮

「まち探検カメラウォッチングJ終了後，学生サボー

ターに探検活動に参加して気づいたことを記録してもら

った。それによると，写真の対象(劉5-1)からもわか

るように，子ども逮l土吾常生活体験のなかで，三津浜の

町中の自然や生き物との関わりを結構たくさん持ってお

り[神経:の野良猫にはいつも餌を与えているらしくよ

くなついていたJ[サクランボの実がなっているのは当

たり前って感じで，こちらが，思うほど特別なことではな

しリ「魚などは見慣れているはずなのに，熱心に見入っ

ていたJ[) 11でコイやカメを一生懸命探していたJ[(動

物を見付けると)ことごとく止まって，みたりさわった

りするj など子どもらの町中の自然に対する関心の強さ

に驚かされた。

また，子どもの，そのときどきの興味の対象へと真つ

疫ぐに向かっていく強い好奇心や純粋さ，情動に従って

行動するひたむきな姿は，学生サポーターに薄まきを与え

ると問時に，学生自身は日頃の空間体験の少なさに改め

て気づかされたようだ。

7. rまち探検カメラウォッチングjの発表会

探検学習後，紙芝謄，顔J，クイズ等の中から子ども達

それぞれが自分にあった表現方法をi謹び，教室を舞台に，

発表会を実施した。探検活動は，子ども遠の好奇心を十

分に刺激するものであったため，表現活動iこも子ども達

は毘を輝かせ意欲的に取り総んでいた。若干り紙， I劉用紙，

段ボーノレ等を使い，はさみやのりを駆使してそれぞれが

怠いつくままに，様々な方法で一生懸命に敢り組んでい

る姿は 2年生とはいえ幾分しっかりと見えた。

あるグノレープの劇による発表では，海でクラゲを発見

したときの様子が再現された。クラゲを発見したときの

驚きと喜び，その瞬間の友達とのやりとりが楽しそうに

演じられていた。また，どの昼間や紙芝后の発表でも， [0 

Oさんとムムへいって xxしましたj など，探検をと

もにした友達が登場するものが多く見られた。子どもた

"費媛大学教育学部教授・学博
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ちにとっては9 線検での発見もさることながら，友達と

体験を共有したことがさらなる喜びとなっている様子で

あった。

発表会では，子どもが表現方法を自由に選択するため，

鰭々の子どもの自由な発想、が生かされるほか創作意欲が

申j激されること，繰り返し発表の練習をする中で自己の

活動を振り返ること，わかったことを人に伝えるための

表現力を伸ばすこと，お互いの発表を隣きあいさらには

意見を交換し相立の支援を認め合うことなど様々な効

!llが認められた。

E まとめ

生I舌科「まち探検Jでは，身近なまちを友だちゃ先生

とー絡にお瓦いの情報を交換しながら，町なかの小さな

自然と出会ったり，不思議なものを発見したりして，子

どものモ/.ヒト@コトへの溺心や好奇心が大いに刺激

される。このように「まち探検Jでは，自然や社会と自

己とのかかわり命生活の場である「まちj において，体

験を過して認識するため，単なる f知jの育成のみでは

ない「生きたカJとなる認識を育てることが可様である。

本報告では，こうした「まち探検J学習において，道

具としてのカメラと学生サボーターという触媒を活沼し

たことで，子ども遼の行動範闘や視野がより広くなった

と忽われる。こうした試みは飛び入りの学生だけではな

く，地域のおじさんやおばさん，さらにはお年寄り手な

どを借りるならば，世代を越えたより多くの地域情報が

得られ[まち探検」がより実態あるまち学習へと繋が

っていくはずである。

このような「まち探検j をはじめとする学資が地域に

飛び出l..，それを受けて地域が学校を援助するといった

形の協働援「まち学習」を異体的に進めていくことは，

子どもと大人そして学校と地域をより緊密にしていく費

蓑な試みである。今後，それぞれの地域に応じた具体的

な方法が生み出されていくことが望まれる。
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子供参事現による学綴機綾鐙翻こ翻ずる幾畿館高持続

キーワード:1)環境教青春 2)住教育 3)子供弓勧告

4)学校施設

野崎重量

1.研努め践的 成10年躍をの冬休みに、『こうしゃのゆめをかいてみ

近年、学校施設において、休窓、、交流、遊び、相談、 ょう』というタイトルで、自由参加の衝撃童を出していた

食事などの生活空間の慈愛慾に関する認裁合有高まりつつ だいた。その総主義、 91人から、子依ならではのユニーク

ある。文1軍縮でも小学校灘務滋釣綴皆量十(平成4年)において、なアイディアや、要事にあよれる援察がなされた。第二間

魅力に震み、快適Iで霊童カザ必銭慾総墳の磁係を基本的な万 四立、平成l~年II月に5年伎の 2 クラスを対象i之、筆者

針のーっとし、ホール、ラウンジ、食堂などの計簡を奨

めている。その結果、多限的ホールや食堂のある学校が、

金額各地で増えつつある。このように学校の生活空間に

対する議議iか議まりは喜喜ばしいが、新たに毅鱗された学

校の多くは、子供の意見特鵠が唆楼反験されたもので

はなく、今後さらに踏み込んだ対応が求められる。

一方、英国では20年以上露骨から、学校機駒改良そを環

境教育の教材に取りあげており、教師や専門家のカをか

りながら、生徒が学校総殺の関銃殺を分析し‘改幾重駐を

自治体に縫察している。勝長ではも生活環壌のデザイン

か環境教育の重要なテーマとして扱われている。これは

将来、市民として、番号づくりに主体約に係わっていける

だけの、意識や説話カを身に付けることが窓図されている。

本論文では、このようなf鰻験続裁に議づき、今後、生

徒にとって最も身近な科郊街並lこ毅elし、 『子供参加の

学校施設鐙備』が、小学校で環境教育のテーマとして取

りよLナていく上での、現Wコ教育理織における繰菱重と褒

件を明らかにすることを目的とする。

2.研漁η方法

平成10年12flより、千代国区役所の教育望書員会と千代

田区立蝉T小学校lこ対して、 『子供樹JOによる学校施設

整備』の試みを縫察した。平成II年4月から、 f{~田区役

所営繕課の参加もえ、実際の議事幸弘溜と並行した形で、

実践的な研究活動を1iっている。童盤町小尋常l土、平成12

年4月より平成14年8f1訟で、校舎の全磁的な改童話カf苦トE題

されており、本論文は、平減1自主手口汚から平成11年12月

広間行われた、生徒の援袋内容の分析と、閉幕者との打

合せの過緩で切らかになった、改築工事をめぐる動きと、

教育の現場における現状の課望書と問題量点の務習を訴手る。

生徒からの提案は、:この鼠二陣覚める機会をえた。

第一回目l土、 『子供参加による学校総1貴重量備』の主旨を
ご理解いただき、 4伴検校長より全校生徒敵機iこ、平

が家厚裁判例IJ1'更さ襲という形で、会クラス2時間、計4

待問、 『みんなで新しい校舎を考えよる』をテーマに、

グループごとに意見をまとめ擬言葉してもらった。務事閣に

ついては、 5馬遼絡泉氏分布汐〉宝章て清白官する。

3骨髄護対議総と鐙鱗i機の機童書
二子代悶IR立麹歯T小学校l立、全校生徒389人(平成II年4

月読樹、各学年2クラスで、現校舎は起工大即時明、

竣了期利符草月で、鉄筋コンクリート3階建tある。昭

和3府内こ増築された部分に一総耐震塁上!'P'1掛 tあること

から、会.00約lこ建事事られることになった、付属雌霊園も

将校舎内にあり、現在の数地E泊問機は5，650m2 て、ある。王手

JiJZ5年に永悶lIif小学校が廃校となり、麹宮f小物交と創併し

た。議E雪に革委もi皮Lνj吟当交である。学校敷地は、江戸時

代凶器苦2柳家人の懸輸出であり、現夜は第二穣住居地域

鑓ぺい鞠自%。容線戦400%).こ指定されており、潟翻

には、中高層の縫合住宅やオフィスピル、戸主主役予言、麹

町女子物語習などがifi¥在している。熱心にしては静かであ

るが、数時EOO;織は限られている。そこでも新たに公共用

地とLノて316m間関務訟を蹴灘入し、ノj、学校と獅鱒

lこ1J担えて、程調会費量と区の出霊験安からなる複合鰯妨f建

設愛されることになった。

昔十磁主義を検討するために、 司平LJi淡立lω自年2月より、態設I協窃議
会tJ~幣絡H成完された乙冷 4材吟E喰t絞安絞宅祭受が会f長受ゑ、 1]小jト、学校と#雌騒の

PすAの会f義差がE麟車純i会f袋量ゑ、 鰯汀恥刷IJ
会f祭鋭差誌、各町内側T内会長らからなり、数育委員会カ湾璃

隠である。間協議後会i立、都宮番内容の饗裁もさることなが

ら、!湾総会並びlこ汲隣住段対策的な意味合いがかなり強

く、当初の干安より 5か月返れで、平成II年間に基本計

騒が了承された。

寒河校舎は鉄筋コンクリ…ト議、地下1階、地上4階で、

各階の潟途は図3..2のとおり。l!!;函綴l土、約11.500m2 

で、これはj畿大渡床<i1総泌総の44%にあたる。周辺住友
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の強い婆望から、階潟をできるだけおさえ、さらに4~皆 境界側には倉庫やトイレを配霞するなどして、滋カ罪毎日

北幌l郎分をセットバックさせている。また子供の声や学 部を設けず、臆f下の採光は光庭から得るよう計蘭されて

校からの視線を問題にする近隣lこ対する配慮から、敷地 いる(図3-1参照)。

窃

屋上潜

4階

3階

2階

1瀦

地下 1階

童書3-1 新校舎2階援本設針平蕊函

霊童3-2 新校舎各階照途

エレベーター機械室 設備スペース

ランチルーム厨房音 楽 筆 家 庭 科 案

児童童会室

教室図工釜理科室

図書室
抽ぜ

体育館綴覧席

体育館

教 室 図 書 室 校 長 室職員室 コンビュータ一室保健室等

幼稚麹保育室遊戯室 小学校昇降口 出張所 和会議室

職員室多包的室

プール(小学校、幼稚趨) ストックヤ ド 出張所事務室

訪災備蓄倉庫 会議室

駐車場機械室等 多目的ホル
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4.畿議結祭の幾重警

4. 1.擦出された Eゆめのこうし争』の分新綴察

提出された作品の総数は91作品で、内訳;立、表4-1

のとおり。 6年生が貴重も多くなっているが、これは6年

生2クラスの内、 1クラスカヰ受重量て芳絞り上げたためであ

り、もう一方のクラスからの提出は2人のみであった。

麹町小学校の生徒の8害Plり以上が中学校受験をするため、

冬休みも受験勉強で忙しいことによると恩材1る。

次に学年君1]1ご援要量内容を分析する。

鰯 1・2年金は、作品数i支長ないが、子供らしく魅力的

な作品が多かった。校舎の外綴デザインなど、まだあま

り既成概念に捕らわれておらず、怪獣0:形をした校舎を

提案した例もあり、デサイン的にも優れていた。 2年生

にして、生活スペーズの究室需を求めている作翁もあった。

低学年の場合は、発達段階や興味の対象の属人援が大き

いので、興味のある生徒のみが事効Bする今回のような方

式が適切であったと思われる。

豊富3等生は、家具の探索など、低学年と比殺すると縫案

内容か努撲的になっている。その一方で、校舎の外綴デ

ザインが、既成の校舎の影響を強く受けている。

醤ヰ童手主主l土、発想がよく、魅力的な作品が最も多い学年。

黒板、遊具、爆のデザインなど、充分採用可能な縫案も

数多くあった。その一方でもガラス張りのエレベーター

やビュッフェなど、外出時にの見たり体験したことに強

く影響を受けていることがうかがえた。あれこれと設備

系の要望をする生徒がt動日していた。

頚5年生になると、バリアフリーのf草案など、より踏み

込んだ内容の提案もあった。 既存の校舎の滋飽点を踏ま

えた提案 (ex.時いピロティを明るく・廊下を広くし

占わからないように・階段すべらぬようにカペットを

など)もなされていた。その一方で、あれこれと設備系

の婆裂をする生徒も増えており、子供らしい発想Jう常費沙
する傾向がある。

想容年生は、教室の提言葉など、現実的なテーマが多く複

数のテーマを組み合わせた総合的な緩索がなされていた。

授業でとりあげたためか、いすTlの提案もどこか佐五重っ

ており、生徒一人一人の喜子息j的な発想、を溶かしながら、

さらにそれを伸ばすことの難しさを感じさせられた。

闘その他市具体的にあげられた婆E還をあげると、

-文房具などを賢うことができる庖カ激しい

-ウォシコレット、音娘、 i徐議クリ ナーカ激しい

.男女それぞれの更衣室ー縫付の口ッカーカ激しい

.移動カ宅袈で高さが音調節できる机と椅子

・ゲームのできる部巌 a言指霊祭主ヰ漣呉

-動物や植物を育てることかできる場所

このように現代っ子ならではの要議もあれば、動物や織

物を育てることができる場所への愛翠が目立った。都会

で自然カり》なく、自宅でペットを銅うことができない生

-]9 

後も多く、都会の特立は、自然が俄震でき、生物と触れ

合えるよう計画上皮燃する必嬰があることを痛感した。

以上の総菜は、作品をクリアファイルに務理し、短い

コメントを付けて、校長先生にお渡しし、教員獲で甥覧

の後、千代田区の教育委員会と営繕線、さらに設計事務

所の担当者に閲覧いただいた。また建設針洛議会にも校長

重量4-1 学年盟I}媛案内容の分類

学年 提出人数 提案内空軍 内訳人数

1年生 6人

2年生 3人

3年生 1 0人 家呉アイディア 3人

外観デザイン 3人

圏在霊童図提案 2人
ト一一

設備要望 2人

4年生 27人 夢 2人

デザインアイディア 4人

遊主主提案 5人

ランチルーム提案 2人

情景品歯写派 4人

教室提案 2人

外観+配置 7人

その他 l人

5年生 16人 官官分提案・婆翠派 3人

教室主提案 6人

ランチルーム提案 1人
ト一一

校内デザイン 1人

全体E雪 4人
ト

その他 i 1人

6年生 29人 複数提案君主

凡川人4人
教室録業型

ト

平在百図説明型 1人

9 1人
」一
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先生より、報告していただき活動への理解を計った。少

しでも生徒の意見カt設計に反映されることを期待したい

が、生徒の作品を見ただけでは、員懸十に反狭させるのは

難しい。さらに踏み込ん放す応が必要だったが、総怠す

るように残念ながらそれがかなう状況ではなかった。

4. 2.家畿税の糊漉醸 Zみんなで織しも場捨を考

えよう』での生徒の擁護内容

11月22日の3・4時間自 (5年2組)と5・6時衛目

(5年l総)に、家庭科主主において各クラス8グループ

に分かれて、 『みんなで新しい校舎を考えよう』という

テーマで授業を行った。このグループは、毒殺窪科の授業

時のグループマ、出席簿綴の男女控室合5人を基本として

いる。またあらかじめ各クラスの畿に平蘭図を譲り、談

言Eコーナー (4G)、図轡室 (2G)、ランチルーム

(2 G)と検言すするテーマとグループ数を指定し、授業

前に担当を決めてもらった。

談話コーナーのグループ数を多くしたのは、教室の近

くに生t肪t休憩、時潤や放縦麦iこ自由に過ごせる場所を設

けようという新しい試みであり、基本設計の段階では、

まだ斜体的な利用イメージがかたまっておらす¥子供な

らではアイディアや意見が求められていたからである。

また、平成11年度中に実施華宣言十をまとめなければならず、

終体の変更をともなう大規模な変更は、実現不可能なた

め、このように検討する場所を指定する方式をとったo

当日は、校長先生からの紹介の後‘筆者が今回の授業

の主旨を説明した上で、翻百コーナ一、図蜜塗、ランチ

ルームの概要と検討するよでポイントについて、黒板に

平面図や文章撃を掲示して鋭籾した。それぞれの杭にも平

面図を底知し、休憩時織までグループごとに自由に話し

あい、出さた意見はポストイットにどんどλ議き込んで

もらった。後半の45分で、 A2サイズの淳紙にサインペ

ンで、ポストイットを務理しながら、みんなのコンセプ

ト意見・アイディアを絵や文章で表現してもらった。

授業終了後、生徒の提案は、 A3サイズl議制、コビ

黒板に平面図や検討上のポイントを掲示して説明

し、さらに現脚皆で設計に反峡できる意見を整理したj二

で、千代田区の教育委員会と営織型車に渡し、説明した。

以下、生徒の提案内容を務理する。

重量緩態コーナー{呂グループ}

まず、 2~皆と 3階の教室の近くに、倒階2筒所、計4

筒pff翻苦コーナーカt設けられ、休み時間や放鞘麦に創造

が自街に使うことカ?できる場所であることを説明した。

その上で、休み時間や蜘職、教室の近くでどのような

ことをして過ごしているか、どのようなことがしたいか

ポストイットに望書いてもらい、さらに平面図にあるA~

Dの談話コーナーを参考にしながら、どのような場所が

あったらいいか、低学年・高学年.lJIJに検討してもらった。

以下、その内容を抜粋するc

-談話コーナーの畿紙やヌヨ宇i主教重量とは議うものにし、

生徒カ報告を飾ったり、報告の飾りつけをする

・低学年用lこ、アスレチックやトランポリンなど身体を

動かせる場所があるとよい

・らくカtきコーナーカ~Iましい・自由に著書いたり消したり

できるホワイト・ボードがあるとよい

'動物との占れあいの場・構物を育てることのできる場

湾初tほしい

• 2階j悶角のテラスに11:)聾・噴7}C.ベンチなどをおい

て、ポケットーパークにする

・コンビュ ターが自由悶触れる場所

-ゲーム広場(ウノ、 トランプ、カル夕、オセ口、お手

玉などが繍え付けてある)

-たたみやじゅうたんでくつをぬいで座れる場所

灘密議蜜 (4グループ)

図書室は2階の、昇降口に降りていく階脚コiliくにあ

り、生{走カt立ち寄るのに{隠1)な場所にあることを説明。

実際に、実施設計の段階で、塁童を取り払いホールと一体

化した広々とした関議蜜がいいか、多少狭くなっても壁

や軍事でしきった図脅筆のどちらiこする均三検討中であり、

生徒にもそのどちらがよいと思うか、そのように考える

理由とあわせて尋ねた。その上で、さらにどのような図

グループごとに熱心に話し合っている生徒
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議議がいし功、考えてもらった。 なり、その褒凶は{可ぜあったかを分析し、結論部分で今後

・おちついて輔、議める図審室ということで、 3グjレーブの可能性とそEり方後考察する。

が際鎖型を選んだ僚の機癒を蚤樋 機務4務警察官;t~…パーソン《ぬこ3ンタクト

・くつをぬいで、小さな文机を持って、好きな湯所で本が 研究活動を始めるにあたり、玉置す最初のポイントはキー

緩める図議室がいい パーソンとなる関係者と、いかにコンタクトをとるかとい

・机の形を工夫して、いろんなλ教に対応して座れるよう うことである。幸い、筆者カ午代街区の景観まちづくり饗

にする 議会の委員をしており、そちらの部饗の担当者から、教育

・名作マンガのコーナーをつくる、家庭で不要になった本委員会の教育環軽量担当議長を さらにその方から轍r'J学
を寄付する 校の絞鰯性を総介していただくことがマきた。いずれの

~智、を大きくとり明るい図幾重量にし、観議植物をおく 方も、当方の考えに深いご務費揮をいただき、ここまではと

・新しい本や、おすすめの本を紹介するコーナーを作る でもスムーズにことか進んだ。それでは具体的にどのよう

・本を読むだけではなく勉強もできる図幾重量にし、机の上な撃稿料轄となった仇謬問活動を進めていく過役伊丹

にスタンドを緩く らかになった綴緩について、以下主な項目ごとに鐙理する。

・コンピューターて緩みたい本料金索むきる 側報殺に鴎機務なゆとり車輪い

豊富ランチ1!r-ム (4グJIrーカ 改築工害事に伴って、仮校舎の工芸事 (5勾澗廊校になって

最封3皆にある明るくて広いランチルームで、生後会鼠の いたため、大線機も改修工事が必嬰おへの対応、荷物の整

着席可能。隣の溺彪科窓も一体的に使え、地域に開放する 型車引越しの機器蓄など、遺幣の繁務に加えて行わなければ

ので卒業後も手Ij用できる訟を説明。ます裕食以外の蒋努呼IJ ならすへ数機療にこれ以上の負強はかけられない。 生徒は、

用について考えてもらい、さらにどんなランチルムがい抑陣どおり学芸会と漆動会桜子った上、平成l昨の2月に
いか考えてもらった。 は『校舎のお別れ会』を5年金が恥心に隠縫する予定で、

・クラスの打合せ、学級新繍の俗或、委員会の打ち合わせ、その詩型炉対亡しい。さらに会豊富の図語研究の代表校として

学芸会d練習などに使う 碗努怠総本紫式、入学式の務憾と続き、これj入主するこ

-レクレーション、クリスマス会、ま識を接、お泊り会、

発表会の会場として緩う

とを増やすのは、響楽上:図襲撃というのが学校の状況であっ

た。

-大裂函萄のテレどを霊童いて1愛重量でどテオを見る(視総党 それではワークショフヲ丈C、興味日のある生徒に放課後

主義まってもらい、ヲ供の1 意見をまとめではと提案したのだ

れぞれも麹町'J母校では緩漉して遠くからかよっている

生徒均渉く、警告や稽古の予定もあり、下校時鰯が還くなる

場合は毒事前に綴にプリントで事自らせなければならず、放課

後といえどもそうそう自由に使える時鴛はないとのことで

あった。そして裕果的には、冬併のの自由競織と、 5寺毛主

家庭科tT糊憾繋という形τ環境ずることになったわけで

ある。

室告加使い方)、級車正七映会、

-だれでも気縫lこ使える場所、休み時潤lこ本カt絞める

.生徒の件議ヰ語学級新隊幹渓示できるギャラリー

-料理・手主主教室、バイキングパーティ(区部IJ周)

・車全食中、天井が開いてオーブン。ニEアーになり、音楽が

流れるランチルーム

-ベルトコンベアー(医隠すしおの殴麟後藤喜

圏Eまとめ

90分の授業時間中いずれの生徒もとても楽しそうであ機綾針機関車糠い

り、勝苦に君主見を交換し、爽苦手1J，::Ji1tlJ級んでくれた。授襲警 そもそもヱ拳の着手を急いだため(底贈富の利用希望者

待問唱良られており、必ずしも弼士郎晃蜘可専られたとは(J)-昔日か穣齢者であったことによる)、当初から齢十の期

言えないが、今後の展開を嫁待できる試みであった。今回開ま怒主かかった。 f首都録十コンペで設計事務初訪t決定した

悦寺衡の関係よ、最初に綴単な鋭明をした後はグJV プのは平成10年12丹、議将録十の了承はき当初平成11年の3fl
で話し合って主主Jtをまとめるところで終わっているが、さ の予定だったが、迎鰍民民女教提で8月と大婚に遅れた。実

らに補習にゆとりがあれば、それぞれのグループの検討絡施設計の燐際を緩綴しないと、予算上しばりから計画が丸

果を発表し、意見を交換できれば、より内容を深めること 1前叡1ることになる。そこでやむなく実施設計の期間を

カ滞I告をであろう。 段議寄せざるえなくなっている。このような状況下、営繕線

主義は『子供参加知学校施設綴頼書』の主習をご理禁罪いただき、

4. 3 拶鱗謬議絞議議翠で機感になった察署籍と璽露関 なんとか子供¢主意見を鵡十f:f克映させてたいと考えてくだ

本論文民実騨甥概活動を通じて得られた糊から、今さっているが、直接の駒郡こは、競十事務i'fffここ叫以

後の fぞ子供参加にうぷり学校施設慾自動をテーマにした潔祭拐を増伶したくないという思いがあり、子供の意見をき

境教育の可能性を明らかにすることを沼的としている。そ くだけのゆとりが、将織的にも綴神的にもなく、いま一歩

こで彩俊活動の過密で、どのような事柄iJ~呉榊枕関連霊と 踏み込んだ車霊祭を婆貌できなかった。

21- {主総研 l住主'.' まち芋習 l論文集 2C出手



繊建築約な施繊脚ありかつ学校沈曜霊祭を縫合約iこ教瀦・鰯鐙数紛澱警警 e畷次総畿の欝及

撃できるコーディネーターの不在 f子容鯵効自の学校施設強僚』をテーマにした環境教育の

平成11年間に義本計問、前述した建設協議会で了承さ よりよい耕tを関労するためには‘専門家をまじえ、各学

れてから、実路設計つが開始され、小学校でも教頭先生を中 年の失主主と、図工や家燦科の毒事科の先生方む、勉強会を鋳

心lこ、具榊昨要翠をまとめ、教育委員会の教資環境叫担いて検討すると、学年間の議盤も計れよいであろう。また、

当者に伝えている。教育委員会0溜当者が建築営綴線と変せっかく開発した教材ヰ授業の結果を将来他校でも活用

寛内容を穣践し、建築営繕錬から設計事務所へと変更の指できるよう、領事担をいかに発信していくかか漫顎な幾重富-C'

示が出されるというの純量計の誘致1である。 !j吟噌から出 ある。この「伎まい・まち学望号Jの論文書長は、まさにその

された主な婆翠を衛条書きにすると、 よい供『である。今後は、さらにインターネット等を利用し

・教室の背面、信閣の黒板lま不婆、展示スペースを確保し、て、現場の先生創世容易にf情報を得ることがて?きるイj刻み

コンセントを湾鍛し、フロアーコンセントも設ける をどのようlこして磯立していく料金書すする必嬰がある。

・オープンスペースに、手洗いを言慰澄し、コンピューター 瀦スケージュー，1-.カリキュラムiこ佼総選霊
を各クラス2台設慢できるよう配線する 全濁建替工事ならば、改築工事の紺愛3~5年間の好調、

・バルコニーは植教的涼j絡ができるようにし、 710藍を設積物完全体の行事や授業のスケジュールを調整し、設計や王

・プールは5軍司動式、床はすべりにくい材質とし、換気 事の応じた適切な時期に、適切な対応力守子えるよう配癒す

能力は最大規模の物にしてほしい る必婆扮fある。授業回数もできれば数か月間に渡り、学年

・収納スペースをできるだけ多く確保してほしい 別にテーマを設定して、学校全体で総合的に検討できるよ

このように教育現湯の実情I:Jl!Dした具体伶'j:.婆墾カ渉く出 う、カリキュラムの上でも配殺する必婆がある。

されたが、どうしても設備系の要望が大半をしめている。 際交議機銃潮気機発学級鱒騨¢縮F開
一方、遼毅揚への毅線が一つの階段に集中することや、滋 文部省官立平成12年度より研究機発学校制度の男法しを

風・掛'6-音の限爆なと安銭間務的な問題については、凶 f子っており、今後は、各学校や滋減の車l鍛工夫を活かした

面を読み取り全体とバランスをはかりながら~断しなけれ研究を行うこと治活J脅巨になる。この帝l肢による研究予算や

ほ Eらないことから、建築の専門家ではないので善意い活救助配校時供割自偽物粧品態鞠の活動に活用する

もあったようである。また、変更部分の実線図面カ司:Kから のも一つの有効な手段と考えられる。公立の学校の場合、

送られでも、図面を見て変麹村容を理解するのか宮悲しいな各自治体の教脊委員会か党議ゆ窓口となっており、教育委

どとしりたことも関均寸1た。 員会でも、学校の改築計閣とsltf子して窃移摘発制度の積極

的な活用を計ることが望まれる。

5.結論

全面的な改築工掌でなく、校庭や教室の部分的な改修や、時凶今後妓務理襲

会数量置の有効和問などの場合でも、生徒にとってはまたと 平成14年間の完成予定にむけて、今後は、内殺の色彩

ない実体験できる環境学習の機会である。しかし、研間活計領、家具、傍若告、植裁、遊呉などのデザインについて、

動の過程で経験したように、幾つかの課題がある。そこで授業やコンペ方式で生徒の意見を少しでも反吸できるよう、

昨#惨加による明党描怒郵船を環境学習のテーマとす働きかる予定である。合わせて、今陸新たに設けられる談

るよでの要件ついて考察し、本論文の結論とする。 議コーナーについて、子供カ宅主体的に滋ったりしつらえる

醸人員胸予算上の矯鐙一専門家による物詩ート ことができる仕姐みを検討したい。

学校建築や環境教育に輿味と理解のある環境デサインの

場F可家を一定期欄務部として招き、貌郊と協力して教榊寄 1.議齢

発や授業計画を検討し、授業をサポートする。場合によっ 本容視活動を行うに際しでは、麹割問母校の中沢校長先

てば、設計穏当者がその役割を果しでもよい。予算上の捲生と戸崎教頭先生、教脊委員会の古里親長、千代殴間弱者

置としては、改築工芸事の予算として、あらかじめ環境デザ主怒鰭繕課の車問課長、三浦途築設計号室の三浦策氏、そし

インの専F稼への人件費を計上する必援がある。諮十事務て童豊富T特喰の生街コ皆さんに、多大な理解とご尽力を賜

所に授業のサポートを依殺する場合は、設計料の中にそのったe な耕開発l主、文部省の平成11年掛特噺究費構お

費用を計上する必著書がある。 金の駁減を受けて行ったものである。

都留期ヰ大学有簿教育学専ヰ講師
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奈良女子住搭特ヰ卒業、東京芸新F汰学大物安

建築制修了後、通商産業省1安宅産業銀、長谷

Z総合研汐籾徒総て、 98年より湧獄。一男一

女崎であり、長男は瑚T小学校の1年生。
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f景観 jをとりいれた住環境教育 妹尾理子

一高等学校家庭科の授業実践からー

キーワード 1 )景観 2 )住環境教育 :l )家庭科 4 )授業 5 )街並み

1 はじめに

家縫科を中心としたこれまでの住環境教育の対象とし

てきた住環境をみると，利便性，健康性，快適性，安全

性の4つの観点を基本に，地域の社会施設，パヲアフリ

ーデザイン，住まいと室内環境，住宅事情等についての

学留は拡がってきているが，そこには景観の視点はほと

んど見られない。その理由としては先の 4つの祝点に椋

接的に関わらないというイメージがあること，景観はコ

ントロールするもの，という意識がわれわれ日本人には

低いこと等が考えられる。しかし，現在のように人口の

7割以上が都市に住むといわれる中で，生活の質の視点

から景綴に関わる様々なトラブノレが発生している状況

やタ生活空間としてのまちの景観が今なお r守り，つ

くられるj というよりも f軽視され壊されている」状況

をみると，住環境教育のひとつの教材として}景観を用

いることを改めて考えなおす必要があると怠われる。

本研究では，軍;観の教材としての可能性・方向性とそ

の意義について，高等学校家庭科における授業実践を手

がかりに採っていくものである。

2 景鏡とlま何か

これまでの景観にかかわる専門家の見解の中から，住

環境教育を考える kで注呂すべき言語説をみると， r景観

はそこで住む人たちが日々の暮らしの中でつくりあげて

きたものであり，町の光景が，そこに生きている人々の

生きる意欲さえも生み出す暮らしの表出である丈りと

いう見解，また r景観は文化のひとつの現れであり，

その形成にあたっては，市民の参加と支持がなければ不

可能 Eある文 2)Jといった見解もみられる。

以上のような生活・文化の表出としての景観の意味を

確認したうえで，景観の教材としての意義をあげるなら

ば以下の 2点が考えられる。

①都市生活における生活の質にかかわる要素のひとつと

して重姿である

②地域の歴史・生活文化を包含するものとしての住環境

の意味を、学び考えられる

3 教科書に見る景観(!i霊堂ョまちなみ)

現在使用されている高等学校家庭科教科書の中では，

景観・街並みといったことばがどのように使用されてい
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るのか。具体的にみると，函 3-1に一例を示すように，

家庭科におドて，景観とは，主として街並みとしてとら

えられており，具体約な学習対象というよりも r街並

みの保3':1立大切であるJrまちづくりに参加しよう j と

いった概説的文章や務家的文章の中でユ使用されている。

「二重τ街づくりと住まい耳目

一ーでは…F けれ後みよL師輔 『
抱ーー…ーー一一一一一一一」では防事きれな、 i提唱撃に対して 地環全体

の削除絡が叩ことがじかったまた災問吋災体2弓L、

て 臼常的伐を対鱗係が..な役軍'"照たした】ともεれてはなら t;，
住まい¢快適性一勺もても これからU地嶋的引視を h'，j必笹でめる

自の剰に島崎高物ができ自得がきえきられた勺}厩官や悪奥様動告

発するものが近〈にあったり ごhゃW下水の処理の宅+好位崎礎こ"勺

てほ ど ん 位 に よ 〈 酷 同 時 ま い て も 快 適 と 出 iえい

支巡の使がよ〈 信舗や学校十公館札公民間 i 梼続"どの.活関途施

設泊脅近にあることも犬切である砂これらの繕訟を儒続交倹や余暇活動

d喝として活糊すれ"二日常生活令充実させることができる このよう

に1 院みよい住環ち則的視遺伝住ま L の的蝿条字と伝っている

i瓦一面当<6.住みよい刊現は 人でつくること以できい~

軍 一ー一一一一一一，地域の環慢畏備には乞的な力え必g闘であり 者PIi 崎市， ~，仲"'

計量陪をはじめさまさま時被柑霊 Z十両など~';f，，，，_ i_'"仁 手 耐の鐙判明町め
一…一日叩ム一、 一…

Hらは万食ではな¥， tI.追弔降初も溺切でめるとは飛もな".そこで 纏窃どを~It)~_諺.

快過な住滋債を省ら実現するためにt品 問じTI喝の返鈍の人々と協力し

あ?で 主体(1')1;行動する倫づくりが必要となるー

お 例えば腕車川住穂積にした，.時勺た

日 どのようなーとができるか刊えてみ

よれ師昭彦恥畑そ作っ d ほしいと

近鳴の人々と自治体に要戒するのも→つの対

話である.自分の厳に倍"向げて花や氷そ

れ徽えることも一つの衡づ〈りといえるだろう.

退院の人と相訣して慌羽目ゃなEをいヲしーに

摘すれば!→りよけよけっと美し1 緑の

附みので， ι時」のよう怖の桝

を酬酬でしていると、ろも付くなL

掛つ〈りは それぞれの帆ふさわい3

H ざまな方出七あり i 定のj町去にLぱら

れい崎糊8の棚暗まい， (~7). 

調 3-1

これらから読みとれることは何か。それは r美しい

景観j は「守るものJ，rみんなで?つくっていくものj

といった，スローガン的な内等が大部分であり， f可をど

う学ぶのかといった視点は，読みとることは随難である。

しかし，実際の教育の場では， 1可を学ぶべきか，学ば

せたいか，どんな方法が良いのか，どんな教材にするの

かといったことが非常に重姿である。

教獅の1工場からみると，景観とは，教えるものとして

とらえると非常に難しい教材である。それは，複雑な利

害，価{直観のかかわることであり，個人の力ですぐに改

善することが難しいものだからである。

そこで，教育の場でどう取り上げるべきかを考えると 2

教える内容としてよりもむしろ，考えさせる素材として
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の意味を持たせることが重要であろう。景観にかかわっ

て，住環境に対する問題意識を持たせたり， r個人の権

利と責任」について考える等の学留が考えられる。この

ような学習によって，環境の公共性を考え，ひいては住

環境形成における主体者としての意識を養うことにもつ

ながる。

そこで，次に高等学校家庭科において取り組んだ住環

境教育と，そこでの景綴学習について報告し，考察を加

えていく。

表4-1 授業計画および学習のねらい

学習テーマ 学習方法・内容

明暗(「吋写恥ら受け日
をみる視点)のイメー ージ(印象)をことばで表現し、

ジ{ヒ グループごとに内容をK.J法で

分類し、 1枚の用紙こまとめ、

学習のイメージをつくる

ビデオ教材とνーア体験グッ

住 共生担金と佳境 ズで高齢者をイメージしたうえ

環境 で、ノ叩ア・フり とノーマライ

境 ゼーションについて理解し、身

を 近な住環境を評者Eできる。さら

評 i にユニバーサルデザインを理

制 解し、身近な具体例こ気づく。

す B 街並みと景 景観論争を餌にとり、住環境形

る 観(人情との共 成における「自由と責任」につ

視 生、こコミュニティ し、て討論し、問題酢龍を持つ。

点 における共生当 さらに街並み景援のもつ生
(J) 活・文化的意味について考

例 え、都市や建築に関する法制j

を 度についての知識と理解を
;;B 得、自分の況把を持つ。

識 IC環境との共 都市のヒートアイフンド現象の

す生 涼弱を理解し、都市における
る 生態系の保全、生物や環境と

の共生について弱昔ずる。(縁

化・ピオトープなど)

D 住環境にお 写真をもとに印象を感じ取りそ

ける安心・安全 れを科学的に考察することに

より、紡災、防犯の視点必、ら住

環境基:-~手価できるようになる

(時醐の室崎・保l住環境ι創造保創こ向けて

全に向けての取り組 の制度・住民活富)Jt.tどの取り組

みから考える み(まちづくり、トラスト運動等)

を学び、一人一人の行動の可

能性に気づき、自分なりの見

方を養う。

(4) r住環境ウォッチ 身近な住環境について、写真

ングレポートJの作成 やイラストを用いて、自全戸コ視

点で分析し、評価するレポート

を作成する。

(5)レポトの合評会 他人のレポ トを読み、自分

にはなし叱見#，、や共通点などを

発見し、住環境を詳鏑する視

点を拡げる。

(6)これまでσ:学習を 「性環境を評価する混在」を自

れけ監苦理の1し保持偶を人見・通社す会生 分の言葉でまとめ、居住する
地域の「生活の質向上のため

にら作f可土がずでるき。るか」とし可視点A通

思考・
音自議

。

。

。

。

。
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4 授業実践

4.1 実践授業の概要

本実践は，東京都内の高等学校 2年生対象の家庭科十に

おいて行っている。授業全体の計画と各待問においてど

のような能力の育成をねらっているのか、まとめたもの

を表 4-1に示す。全体で約 14時間の授業である。こ

のうち景観に樹わる学習は，写真を多用した授業さ色体の

導入部である(1 )と，景観論争を題材に問題意識を深め，

法制度に関わる学習等を行った (2)-B， Cの計約 6R1j 

間である。

つけたい能力

経験・事
表島 力自学智
コミュニケ そce他

の有無一ンョン

。
グループ

力 活動

。 ム
シニア体
験(一部

の生俗

。 。。 。
グループ
討論

。 亡〉

。。

。

。。 。
フィ-，"
ドワーク

。 。。 。
学習の共

有

。 。。
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本稿では，表4-1の実践のうち，特に景観論争を扱

った実践について紹介しつつ，考察を加えたい。

4.2 1聖観論争を取り入れた授業

一定の知識を受け取るだけの授業では，どうしても生

徒の活気が失われるので，ここでは，グノレ}プでのディ

スカッションをとりいれた。テーマはf黄色いピノレ論争j。

景観論争のローノレプレイとも言えなくはないが r全体

を黄色に塗ったある企業のどノレに対し，近隣のマンショ

ンの住民らが，精神的・身体的被轡を訴え，塗り替えを

要求したが，ヒソレの所有者は法に触れていないことを理

出 に要求を拒否している市りという実例を写真と共に

説明いその訴えの妥当性等について，根拠と共に考え

させ，グループごとに態見を出し合い記録をとるように

した。ピノレの色彩に対する肯定論(所有者側)と喜子定論

(周辺住民)を体験し，住環境における偶人の「自由と

責任」を考え，正当な見方ができるようになるための学

習として行ったものである。ディベートのテー?として

やればいいという考えもあるだろうが，生徒達が事前に

十分な準備(調査)をする事もなく論争することには意

味がないと考え，最初に，自分は r(色を)塗り替える

べき」と考えるか「そのままでよし、」と考えるかを理由

と共に書いた後，グループワークに入った。この論争に

は結巣がでているのだが亙解は無い。そこで，論争の結

末は伏せて，対立する両方の立場を想像しながら，考え

られる環由(根拠)をすへてあげてみることにした。そ

してディスカッションで出された意見及び疑問はすべて

書きだし， r塗り替え派の根拠j と fそのまま派の様拠j

及び「疑問点J{こ分けて，一枚の紙にまとめていった。

以下に" A (黄色いピノレを)塗り替えるべき， B その

ままでよい C疑問点(不明点)，にわけて，具体的な

生徒の意見例を表4_. 2に示す。

表 4-2 グループ学習での生徒の意見例

AI①オフィス街ならまだしも，“家"という落ち

着吉ややすらぎを求める場所が隣にあるのだか

塗|ら，それを考慮すべき。
与
A
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黄
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地

②

で
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り

替

え

るi住民が気の毒だ。

へ j④自分の家の近くに黄色いピルがあると思う

き!と。やはり早く塗り替えて欲しいと思うに違い

派|ない。“法需に触れていなければ"というのは 3

のiあくまでも第 3者からの意見である。

意|③周辺とあまりにも不調和だったり落ち着かな

見|い装飾は避けないと公害になりかねない。

⑤ノイロ}ぜになるかもしれない。

⑦非常識である。
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c I①建てる前に住民とどルの所有者側との話し

疑!合いがあったのか，あったとしたらどこまで

F"~ I合意しピりたのか。企業側の黄色いとルを建

点 iてた真意は荊だったのだろう。

②色が人間に与える罷響にはどんなことがあ

不|るのか。

明 i③本当に法律に違反していないのか。当ては

点 iまる法律はないのかο

④自治体は何も対策を考えないのか。条例を

作ったりしないのか。

⑤もしき量り替えるとしたら 1 縄問的文句を寄

っている人が費用を負視するのだろうか。

⑤日閥、権はあるのに色や広告に関する法律は

ない if)カミ。

表 2のような意見が，被ねどこのグループ内の討論か

らもi甘された。この授業では，自由に自分の意見を言い

合うところから，都市の住環境における住民の資ffと自

由，という価値の対なが自然に浮き彫りにされた。また，

討論によって，生徒らには Cのような，現在の都市計

隣iや建築に関する法制度について，さまざまな問題意識

が生まれていた。

これらの疑問をきっかけに，次の授業では，現在の都

市計画法や建築基準法についての学習を行ったのだが，

関心がもでなければ，全くおもしろくない法制度につい

ての学習だが，模擬的であっても自ら参加して話し合い，

多少なりとも照題意識を持っている生徒らにとっては，

興味が持ちやすくなっていたといえよう。この授業によ

って，生徒らは，それぞれ自分の考えを自由に出し合い，

話し合いながら，都市に暮らす中で避けがたい，住環境

における価僚の対立を経験したといえる。

5
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4.3 本実践の意義

景観論争をどり入れた学習によって，複雑な利害関係，

建築における権利(自由)と義務(制限)の問題を考え

るきっかけとなる事が望まれる。そしてさらに，複雑な

婆素を含む都市のあり様に気づき，その後の生活の中で，

問題意識をもっきっかけにもしてほしい。

この学習をおこなう中で，多くのグループから建築lこ

関する法嗣i度についての疑部が出され，次の待問に，主

な建築や都市青!閣に関する法律や規制等について紹介

し，今の規制は最低限のものであること，さらに質の高

い住環境(アメニティ)を求める活動として，各地で独

自の取り組みが行われていることなどをスライドやVT

Rを用いて紹介した。景観論争の次に行う学習内容にはy

まちづくりの取り組みや，地域独自の条例や協定制定に

関する内容が含まれ，次の，写真を照いたレポートづく

りや環境との共生を考えた住環境づくりにつながるもの

であった。

住環境教育の先進留である英関ではJ 住環境学習によ

り育てられるべき能力は f将来自分のまわりの環境や社

会は変化するものであるとイメーシする能力女勺であ

るとされp また，住環境学背は「有;主的あるいは批判的

な呂を持って照路の環境をみること，自らの環境と他者

にとっての環境に対する態度を養う学習である文勺と，

critical studyが求められるとしている。

本格で紹介したと苧びは，このような英鴎の環境学習の

埋念、に学び、子どもたちが自分を取り巻く環境に対する

価値の衝突(肯定的見方と批判的見方の開i面)を認識し，

環境に対する正当な見方ができるようになるための一助

となると考えられよう。そしてそれは，言い換えれば，

都市づくり，まちづくりに参加できる能力，将来の環境

形成の主体者を育成することにもつながるといえよう。

現代では，好むと好まざるにかかわらず，住環境にま

つわる問題にかかわる機会は殺にも訪れる可能性があ

る。その日寺に住民として，生活者として，環境を倉!るひ

とりとして，判断し行動できるような力を育てていく学

慢は大切ではないだろうか。

「黄色いピノレ論争」の授業では，最後に，この争いの

結末がどうなったを知らせ，それもふまえた上で，ピノレ

の塗り替えについての 9 自分の意見・感想と，授業iこ/.

いての感想を記入したものを提出させた。生徒らの感想、

には， 予想外に f身近な話題だったJrいつ起こっても

おかしくない問題だったJr友達のいろいろな考えの違

いがわかっておもしろかったj といった肯定的な感怨が

26-

述べられてし、た。

5まとめ

本論では，紙面の都合で，都市における景観論争を数

り上げた授業実践の紹介にとどまったが，改めて「景綴j

の教材としての意義について考えると，以下の 3点、lこ整

環されよう。

( 1)住環境における悩伎の衝突をロ}ノレプレイ的に体験

することで，住環境に隠わる「自由と糞任J について，

考えるきっかけとなる。

(2)住環境についての問題意識を深めることができ，日

常において穏わりの少ない建築や都市計酪にかかわる学

習に関心を持たせることができる。

(3)多様な景観(写真)を用いることで，住環境に言語す

る学習:'E体のイメ…ジをふくらませるための，導入とす

ることができる。

8おわえJに

景綴l土，家縫科の授業を総合的・実践的に行ううえで

の視点のひとつであるとも震える。また，本実践例では

文化の視点が}あまり強く入つてはいないが，地域によ

っては，文化的街並みの保全， といった視点、からの景観

論争も考えられる。また，都市化が箸しく，自然の減少

が問題とされる地域では1 地域の縁といった視点からの

景観論争も考えられる。これらは，他の学営基著書告と関連

させて行うことも可能であり p 実践を行う地域の特性に

よって，重点は変わってくることになるだろう。ともか

く，教剖の側が，より地域やまちに隣心をもつことが，

取り組みにくいとされる住環境に濁する学習を生きたも

のにする第一歩となるのではないだろうか。

く注〉

1) r 括経アーキテクチュア~ 1995.3.27号を参照のこと
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街づくり教育手法をベースにした総合的学習

南カルフォルニアと仙台近郊の事例を中心に一
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キーワード 1)街づくり教育手法 2)総合的学習 3)模型

4)識べる学習 5)倉IJり出す学習

1. はじめに

近年、建築や都市について子供の墳から関心や理

解を深めるための環境教育が各地の自治体、教育機関、

教育団体を通して広く行われるようになっできている。

こうした建築や都市を活かした教育や学課は fより良

い環境のデザインへの共感と判断力を育もう lとする

fオ》ーディヱンス教育 i ひという考え方に代表される

流れや、建築や都市1=存在するエッセンスやそれらが

書jられていくデザインプロセスを利用して総合的学濯

のような新たな学校教育に活かしていこうとする動き

などが見受けられる。

今聞は学校教脊の中での模裂を用いた街づくり学

習の事例を明らかにしながら、長期的な視点にたった

街づくり教育手法の可能性に演して考察する。

2 街づくり教育手法の背景と事伊1

2.1. 街における学習の意味

現在、行われている街における学習では街をウォ

ッチングするもの、特徴的な街の工溌やお屈を体験す

るもの、公園や衝のアイデアを作文、絵画、模型など

を用いて考えるもの、街や公喜重にボランティアとして

清掃したり、 iEを犠えるもの、子どもたちによる会議

やフォーラムなど様々な形で取り組まれている。こう

した活動は市くから町内会や子供会などで取り組まれ

ていたものもあり、地域での教育活動に新たなアイデ

アや工夫を加えたプログラムである場合も見られる。

とのように街における学習は多様なものが可能であり、

それらが自然な形で組み合わされることでホリスティ

ックな学習が期待できよう。 2)そうした事例として「も

りおか物語 3)での明治期の子供たちに演するエピソ

ードを採りあげたい。

lお盆の十六日には、イムさまにあげたコモッコが明治

橋の上から北上Ji I に流された。子ども還はJiIドで泳い

でいてそれを給う。そしてそのコモをひろげて河原に

乾かしてあとで肴屋サ持っていって売ったもンだス。

肴巌では、そのコモを畏っておいて、田舎の人たちへ

売った肴をくるんでやったもンだ。子どもらは集まっ

て、共同でコモッコ集めをして、売ったゼニッコは分

けて使ったものだο そのゼニッコでダンコeを買って食
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ったものだが、五躍的せば大きなダンゴが一率来たoJ 

とのエピソードから、衝を舞台に幾つかの自然な形

での学習がなされているととが推測される。一つは街

での子どもたちのリサイクルの招い手としての役制。

二つRに肴屋やダンゴの購買を還しての大人とのコミ

ュニケーーシ沼ンの機会。三つeIに子どもの自主的な共

同作業と成果の共有。四つ臼として金銭的な感覚。

現代社会では衛生管理、産業効率、土地の権利、

車社会の進展、子どもの遊びの変化、望む商品のi高額

化など、当時と比べて街での自然な形での学習が成り

食ちにくい状況になってきていると考えられる。学校

教脊の現場では従来型の教育手法だけではなく、衡や

家族で失われつつある自然な形での学普?を新たな教育

再生への手掛かりとして取り総みはじめたと見ること

も可能であろう。 4)

2.2. アメリカにおける街づくり学留

2.2.1 街づくり学習の流れ

街づくり学習が学校教育として取り入れられた初

期のものとして 1930年代のアメリカにおける

Mitchelj5lによる取り組みが挙げられる。これは人間

の生活を総合的な生物のコミュニティの一部として挺

え[宣し、人文地母学を潔境学替として再犠築したもの

であるο この取り組みでは O才から 12才までを 9つ

のステr ジに分り、自分とものとの関係から部屋、 i藍

ぴ道呉、着るもの、さらには建物、学校、家、害時や環

境の祁互の関係に至るまで子供の各年代における興味

と学習が行われる場所、道具や表現方法、校外観察、

地図の作成などに触れながら長期的な思考の発迭を示

している。子供たちは教室や屋外で家や街、地形の綴

主主づくりや校庭の土を動かすような遊びをi邑レ亡、体

を使いながら新たな広い主主味での地理学の知識を修得

している。

1960年代には建築家が支援しながら行う街や感築

に高唱する学校教育も盛んになり、その中の取り組みの

一つに Nelsonω がCityBuilding Educationという

新たな総合的学轡として行った事例がある"City 

Building巴ducatioれでは呉体的に年間の長期的なカ

リキュラムと模型Jの導入による教室空間のデザインの

住総研[住まい・まら学習 l総5(集 20001.巳



在り方を明示し、「変化と創造Jをテー?に「逆さ思

考J等を速して生徒が自然な形で新たな知識を修得す

るプロセスを作り出した。こうした活動は 1骨70年代

のカルフォルニアに拡がった M∞re7)らによる子供た

ちが手を加えて行う公i覇づくりや環境学習にも影響を

及ぼし、 1980年代にはアメリカ建築家協会からの教

育への提案として j研修プログラム教案プログラ

ムJf教育支援ネットワーク」を備えた"1βarningby 

Design"プロジェクトが実施され、各地で嫌々な試み

が展開されるに至った。のそのプログラムの一つに

Tay1or"らが開発したArchitecture& Childrenのプ

ログラムがある。 10)

近年、日出と学習との!務係の解明が進むに連れてこの

ような手を用いた教育が学習意欲と深く関係を持つこ

とも明らかにされつつある。 11)またデザインを問題

解決のためのプロセスとして位置付け、大きな視点か

ら新たな教育を捉え直した報告も見られる。ね)とう

した流れは従来の教育を否定的に捉えるものではなく、

従来の教育に活力を与えるためにデザインの統合約な

要素を利用しながら、教育灘常を図ろうとするもので

ある。教事ぎを行う教師一人一人が自らの手で教育を構

成していくデザイナーであるとする点にそのユニャク

さカtある。

2.2.2 LAでの模裂を罵いた街づくり学習

具体的な試みとして南カルフォルニアの街づくり

学留に着目してその概婆とプログラムを紹介する。

①学習窓欲が必婆な学生のためのプログラム

Pomona市にある Ganesha高校では第9学年から

第 12学年ーまでの学習意欲に問題がある学生を対象と

しているクラスがある。第9学年では生物、第 10学

年では世界史、第 11学年ではアメリカ史、第 12学

年では政治経済が毎日各 1時間ずつ実施されている。

教案内では架空Eの大隊の模型が設定され、各学年ごと

に 4分割されている。各授業はこの火陸と関連づけ

て行われ、一週間ごとに課題が出される。とれらの課

題は始めに f骨jり出す学習jが行われ、次に itt理べる
学習 iが展開される。例えば生物ではこの大陸の新た

な動物や花、ウイルスを創り出し、次に地球の生物と

の比較が行われる。またま主治絞済では新たな国の主革法

や関旗が倉jられ、次にアメリカ合衆属議法の学習がh

われる流れとなっている。こうした方訟を通して、積

極的に授業に取り組むようになった学生も児られる。

West Covina市にある中高校生を対象にした職業

部練校の一つのプログラムに社会的問題を起こした学

生の更生ための 3ヵ月に渡るプログラムがある。担

当の教姉自身はフォードサービスと心埋学を専門とし

ていたが、このプログラムでは当初、街づくり教育手
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i去を用いて模型による街づくりを行った。各自土地を

所有し、思い思いに家や建物を建てたが、それぞれの

敷地境界には墜が作られていった。物をぶつけて相手

の建物を倒そうとする学生も現れ、模型を用いた街づ

くりは中止された。教師は新たにフ。ログラムを「新し

いレストランづくり lに再構成し、躍での土いじりで

作物を育てたり、外での食事の符潤を設けたり、部屋

に閉じこもる方法ではない部分を加えた。外部への関

放と教富市の専門領域の学習プログラムに再織成したこ

とで、教師、学生共に落ち着きを取り渓した部分が見

受けられた。

②言獲のハンディを持った生徒のためのプログラム

Pomona市 Madison小学校では週に I度、精神的

な商や難聴などから話すことに際容を持った生徒のた

めのプログラムが行われている。 街を骨jるプロセスの

中で生徒たちはそれぞれに役割を持ち、そのことが話

すきっかけとなっている。また街づくりのための長郷

計関を話し合う場習では教師は丁寧な発音の練穏を行

いながら生徒たちのアイデアを導いている。

間じく Pomona市の AIToyo小学校の第2学年では、

パイリンガルのクラスがある。ここでは村づくりを行

いながら、英総にまだ慣れていない子供たちが母国語

で学ぶ機会が提供されている。

Hacienda市の Sparks小学校第2学年でもパイリ

ンガルのクラスで生き物の街づくりが行われている。

ここでは各自が新しい生き物になり、自分のキャラク

ターをイメージしながら衝で暮らす方法を考える。

このように街づくりを行うととは、教室の中に新た

な言葉で表現する機会を自然な形で書IJり出しているこ

とがわかる。

⑤総合的学習としてのプログラム

Utah小学校第 3学年第 4学年の 2つのクラスで

は模型を使った街づくり学習が総合的学習のプログラ

ムとして実施古れている。 1ヵ月ごとに市長を始め

様々な委員が決められ、教室では宿題や教室での働き

とリンクした貨幣の流通システムも存夜する。生徒は

自分の成条で得たお金で土地を購入して住宅や建物を

建てることができる。市議会も多く開催され、 I宿題

を教窓で行うことはフヱアかどうかJといった議論ま

で交わされる。

Open Charter小学校第3学年第4学年のクラスで

は模型とコンピュータとを用いた総合約学習が行われ

ている。教室内にはコンピュ…タが収まった机、街づ

くりの模型、縫にはカラフルな地域の地図、教室の歴

史を表す記録などが霊堂かれでいる。模型は倉jり出す学

習として f自分Jrもの r組織j コミュニテイ jの

4つのキーチードに従って年間のプログラムが総まれ

ている。コンピュ v タは主に記録用として自分のアイ

住総研住まい まち学習」論文集 200C年



表 1 LAにおける街づくり教育手法を用いたクラス

地区 学校 学 人数 教科 時 模 主な 特徴

年 閉 型 創り出す学習
p Ganesha High 9-12 各5 生物/アメリカ史/世界史/。。大陸/街/ルール/ 学習陣書を持つ生徒の空フス.新たな大陸を

20 政治経済 N凹 Landia 年表/生き物ノ船 想定して各学年ごとに関連した学習を行う

s 50n Gabriel 6-12 27 総合的学習 。。レストフン/会計/保護観察の生徒の空フス.食事サービス‘菜
Val1ey ROP NB$ Food Service 野菜ノ花/組機 圃での作業を仕事として運営している

p Mロdison 2-5 8 言語学習 。。建物/;畏期計画 言語表現に障害を持つ子供のために週1時間
Elementary Verbal Community 言葉の発音、会話を重視した街づくりを行う

P Arroyo z 20 総合的学習 。。建物/行政づくり/パイリンガルの9フス.午後の時聞に周辺地
Elementロry Village Building 家族のイメージ 区を舞台に村づくりや問題解決を話し合う

L Utah St. 3-4 65 総合的学習 。。街/選挙!II会/ 行政、貨幣、議会シスァムを備えた合問。フ
Elementロry Utah City Building 銀行システム スでの街づ〈り

L Open Chロrter 3-4 70 総合的学習 。。街/地図製作/物語/アイデアの創造と記録のためにコンビューヲ
School City Buildi.ng 物になろう と模型を活用した街づくり

W Chaparrロ1 6 70 総合的学習 。。新たな文明/道具/生きるために何が必要かを考える文明づくり
Middle Civilization Building 仕事/小屋ノ地図 をテーマにした0ラス

H Sparks z 20 総合的学習 。。新たな生命/建物/新たな生命を創造し、そ」に暮らす生命のた
El凹entary Creature Lロnd 物の用途の転換 めの街づくり

P Arroyo 3-4 27 総合的学習 ム × 創作劇/園芸 創作劇在中心に、庭で採れた野菜の誌食など
Elementロry Theater Ci.ty 五感を重視したヲラス

w Maple HiU z 20 総合的学習 ム 。建物の絵/街/ 自分の住む街の建物を考えながら街に生きる
Elementロry Rivera Town 7{7ション 人の7{7ションを重視した街づくり

w Castle Rock 5 35 総合的学習 。。建物/街/)レ)~/ 午後の時聞を使つての地球環境、国際理解の
Elementary Gcria 文化の創造 話し合いを重視した空ラス

w Suzonne 7 35 数学 t;. 。建物/街/地図/ 人口計算、建物のサイズの計算、見た」とも

Middle Math City 物の変換 ない立体などを行う数学の空ラス

w Suzロnne 6-8 各35 美術/工芸 ム x ギヤフリ /人形/教室を一つの美術館と見立てて生徒の作品展
Middle NBS Museurn 絵/仕掛けもの 示を考える合ラス

H Wor岡田 High9-12 各35 国語/化学得虫学 ム。土地/建物/ 紙やプラスチッヲなどをリサイ9ルし、各教
Recycle Ci.ty 物の変換 科に適したアイデアで街づくりを行う

地区 l:los Angeles City H: Hocienda Hights and la Puente P: PO耐 noW: Walnut NBS=Never before $een 

時間 @:長期計画で全ての時間 0:長期計画で一部の時間 ム:長期計画無しで一部の時間

Ganesha High Aπoyo Elementary Sparks Ele皿阻田町 C拍IparralMiddle 

写真 1 南カルフォルニアでの模型を用いた街づくり学習

デアを文字やドローイングで表現するのに用いる。 2.3.仙台での模型を用いた住まい・街づくり学習

Chaparral中学校では第6学年から第8学年までの 仙台に模型を用いた住まい・街づくり学習が展開さ

各学年ごとにプロジェクトを基にした学習プログラム

を持ったクラスが用意されている。この学習プログラ

ムはチャレンジ的であり、学術的なカリキュラムづく

りをコンセプトに据えている。プロセスでの過ちゃ変

更を許容し、複合化した様々な現実的な問題を自らの

力で解決するととを大きな目的としている。第6学年

では 2クラスの生徒に対して教師二人がチームティ

チングの形で指導を行う。カルヲ寸ルニア州の第6学

年の歴史のカリキュラムスタンダードにある「文明づ

くりJを題材に、「エジプトJrギリシアJrメソポタ

ミアJr中国」の 4つの土地模型を用意し、週ごとに

様々な「創り出す学習j を展開する。 13)

29ー

れるきっかけとなったのは 1992年に建築と子供たち

日米セミナーによって東二番丁小学校で研究授業とし

て「ねずみの家」の取り組みが行われ、女性建築家た

ちが中心となって授業をサポートしたことから始まる。

1993年には親と子の建築講座をきっかけに八木山南

小学校で農業体験学習を展開していた教師が模型を用

いて6年生の生徒たちに街づくりを自由に行わせた。

そとでは体験学習を反映して生徒達は色々な建物の他

に畑に植える野菜まで丁寧に製作を行った。 1996年

1 1月に行われた「建築と子供たち」による日米街づ

くりワークショップでは生出小学校赤石分校において

未来の街づくりを実施した。その後、 12月には 4年

住器研「住まい まち学習」論文集 20凹年



生担当の教師が赤石の未来の街づくりを試みた。次年

度には川のフィールドワ v クと合わせてー未来の名取)11 

づくりを行い、持ミ石分校での新たな環境学習の形が餓

られるきっかけとなった。 1日97年6丹、中里子小学校、

片平丁小学校、東六番丁小学校、生出小学校赤布分校

とへルンンキの子供たちとの街づくりが行われ、ヘル

シンキの子供たちが環境保護を貫いた姿勢に関心が寄

せられた。 1997年秋には、東北大学の学生が主体と

なって都心部にある東六落下で宮町の街づくりなどが

取り総まれてきた。このように当初はイベント的な学

習の形であったが、徐々に長期的な取り組みとして学

校教育の中で考えられるようになってきている。

2.3.1 片平下小学校での取り組み

1997年 12尽から始まった片半丁小学校での傍づ

くり学習は Chaparral中学第 6学年の 2月のテレビ

会議システムでの交流授業に渡るまで数聞に渡る中長

期的なスパンで行った。まずは片平の111を地形から作

成し、続いてそれぞれの地区での街を作り上げた。

Chaparralでは厳しい自然の巾で生き銭ることをテv 一

?に f人;、「もの l、「情報lの移動手段に焦点を当て、

取られた材料の下で何ができるのかを発表した。こう

した交流授業では子供たちはそれぞれの違った考え万

に触れながらも、それが理解可能であることの印象深

さについて記した感怨を残している。

1998年度には 5年生は 11月から 2flまで「人や

生き物すべてに住み良い環境を考えよう」ということ

をテーマに片平丁ピオトーブのアイデアを考え、また

6年生は 12尽から 2月まで「住み良い都市環境を考

えようJということをテーマにバリアフリーの街を創

る総合的学習に取り組んだ。

5年生はビオトーブ作成のために近くを流れる広瀬

川の観察を行い、 12月にはヘルシンキ市カイサニヱ

ミ小学校と潔境学習の交流をテレビ会議システムを煎

いて行った。その後 2月までに生徒達はバブルダイ

アグラムや平額計源を経で模型の製作を行い、それぞ

れのアイデアを発表しあった。

6年生では 12月に車椅子を照いて{11の体験さ詐習を

行い、続いて筏裂を用いた街づくりに入った。バリア

フリ】をテーマにした場合に物理的なバリアと精神的

なバリアとが存夜し、生徒たちはそれをどのように考

えていくかが大きなテーマとなったの 2月に行われた

Chaparral 中学校との交流授業では Chaparral側が

同じテv マで片平の街づくりのアイデアを提供し、前

@Jよりもお泣いに泣いレベルでの質問と窓見が交わさ

れた。 3)ヨには Chaparral中学校の教srli1名と生徒

2名が片平1小学校を訪れ、実際に倉jられた模型を見

たり、片 11Zで創った Chaparralのための作品を持ち

ハ
u

nぺ
υ

帰ることができた。

2.3.2 芦口小学校での取り絡み

芦口小学校では 1998年9月から 5年生 1クラスが

都市計撚道路によって暗君主となる金洗Ir，の一昔日残され

る1二地をどうピオト v ブとして考えるのかという取り

総みを行った。ここでは欄ベる学努「金洗い沢を総べ

隊Jとして水や生物の調査、父母からのアンケートを

実施した。 ζの鋭畿を通して水質や殺しみの鈎で今ま

での金洗い沢1:対する生徒遼の認、識が変化した。また

ビオトーブに!錯して調べる学{!lIも行い、必要なものの

リストづくりを行った。さらに「なりぎりカード」を

作成し、どのようにピオトブを綴っていくのか、生

き物や人間の立場からお泣いの主主見を調整して最終的

などオトぃブ模裂を形作るζ とができた。

1999年にはニューメキシコ州にある Montezuma

小学校との中目立学~J として r~当然を IIiかした未来の

家」をテトマとじたヱコ・アーキテクチャープロジェ

クトが実施された。 7月の f生き物の観察j では生徒

たちはカエ)vやクワガ夕、花や艮など様々なものを持

ち寄り、 jレーベで拡大しながらスケッチを行い、さら

に生き物の誌が窟iられた。白河には近くのニ神話基公障

に廷を運んで「米来の家Jに相応、しい場所をカメラで

記録した。 10月に入り、材料集めを行い、バブルダ

イアグラムを用いてのプランづくり、そして模製づく

りに進んだ。 11月には Montezuma小学校との交流

授業安通して相互のアイデアの違いを認識するととが

できた。最後に校庭を使って地形を変えながら模型を

j思いj患いの場所に散りばめて街を創った。実際には嵐

の強い包で一部強風に飛ばされたものもあったが、構

造的に強い建物綴裂もあったことで自信を示す生徒も

いTこ。

2.3.3 みやぎマルチメディアフェアでの取り組み

1999年 11月には宮城泉北部に佼援する宥柳小学

校、玉沢小学校、大震小学校と仙台市の東六番I小学

校、 Chaparral中学校の 6年生の生徒で自然を配慮

した街や家に関してのテレビ会議を行った。若柳小学

校では衡を流れるJg)11を舞台に未来の街づくりをテー

マとして設定したり 14)9月から 2ヵ月に渡り、迫)11の

水質、盟主史、水運、生き物、採れるものなど興味ある

ものを対象に瀦べる学潔を様々なグJレブに分かれて

行った。次に、議べる学援を通してJ生まれたアイデア

と伝統的な揺りとをIIiかして迫)11をテ}一?にした創作

品説「迫)II ~)II とともに生きる J を創り出したο 未来の

街づくりでは I人間の生活を大切にする施設J 自然

と人間の共存を考える施設Jr自然を火切にする施

設;に繋療し、発表を行った。

住総研「住まし ωまち学習J論文集 2加 0年



袋 z r襲撃築と子どもたちネットワ-?仙台JがまZ媛した学校での伎まい・街ゴくり学習

生出小学綬赤石分校 I4 

|帥小学綬細分校 |ξ十 来楽の名取)11をつくろう 名取)11のフィーJレドワ一世

1997.6 へんシ

中の議フィーJレドワ-t

中野小学校 へJレシンキの街や学校生活

f出台ーへんシンキ子供会畿 号事生干潟フィーJレドワ一世

東六番丁小学校 6 I 未来の衡をつくってみよう へんシンキのまちの特徴

1998.3 

1997.12-98.2 

1998.3 

1998.9悶 11

1998.12-98.2 

1998.12-98.2 

片平T小学校

芦口小学校

片平丁小学校

片平丁小学校

5 

6 

。。

。

富書留T蔚辺フィーJレドワ一世

片平のまち環境を考える

チャベラjレ中とのテレビ会議

(建物ペ事勤手段について)

ヱコ・アーキテウチャー
1999.5-11 1 芦ロ小学校 1 5 自然在活かした未来の家を書1Jろう

(最語家の犠豊富話題轡)

。I 立地場所のウォッチング

モンテズマ小とのテレビ会議
(未来の要員のアイデア交流)

チレ

(未来の我慢庭で街づくり)

マルチメディアフェア

若柳小学校

1999.10-12 1 大賞小学校 I 6 

五沢小学校

旗六餐丁小学校

チヤベラル中学校

自然を考えた未来の街づくり

闘伐材吾朗いた小屋づくり

自然そ考えた小康づくり
部会の材料を照いわj唆づくり

自然の材料だけでの小屋づくり

(5絞を絡んでの逮縞授業)

退院調査/創作車IJ;白鳥観察

。| 畿法体験縄文住箆の学習

内沼探検/地場ポランチィア
りすイTJレの学習

総合的学習「文例づくりjの一環

大震小学校では地域環境資源として縄文住清、議栗

沼が存在し、前年度の学習では動植物w~j堂、水質調査

などを行ってきた。今年度は f人jr動物 「植物!日魚

民類野鳥J の 5つのグル}プに分け、学校出をミ

ニ熊栗犯と見立ててそれぞれの立場からどう繍われば

良いのかを考案した。「人」グjレプは学校の間伐材

を使って「やぐらl式の小屋を作成した。この小厳つe

くりには縄文式住居の知恵が活かされている。また学

校田には水が張られ、渡り鳥にとって必主主な環境を事j

り似した。之の学習では地域の野鳥鮫祭グループや農

法研究者、父母の協力も受けている。

玉沢小学校では自然をi告かした小屋づくりをテ--，

に自分自身が考えるアイデアを基にグループづくりを

行い、模型を作成した。材料は近くの内沼まで自転車

3]-

で出品けで揃えた。テレビ会議では人工の材料は便利

で生活が泌iらないが、自然の材料を活かしていく必望書

牲を感じたとする感想が幾っか兎られた。また今回の

波踊授業は学校の情報化と学校の開放を推めた面があ

る。父兄のボランティアでのし'J¥の布設の実施、さ

らには父兄を対象にしたパソコ/教案などが術保され、

教的にパソコン利用の問い合わせも寄せられるように

なり、新たな地域と学校との関係が生まれつつある。

仙台市から参加した東六番了小学校の生徒は地域

の素材を考えた時に資源コeミの可能性を考えてベット

ボトルを用いた小屋のアイデアを発表した。

以上のように各学校とも地域の環境を考えてものづ

くりを行い、交流していくことは自分迭の立場を明確

iごする意味からも有用であろう。

住総研:i争点い 広ち学官l論文集 20叩年



3街づくり教育の持つ婆索と考察

3.1. r調べる学習~J と r!IJ り出す学習j

従来の授業では教富市が生徒に知識を伝えていくとい

う形での授業が一般的であった。そうした中で本人が

調べる学習は本やピデオによる学留とともにテレビ会

議や街探検でのウォッチング、ヒアリングなどの一部

のインタラクティブな体験学習も含まれよう。そうし

た「調べる学習;は本人に与えられた価催緩や考えを

客綴約に捉え宿すことに役立っているものと考えられ

る。それに対して f君IJり出す学習j ではものづくりだ

けでなく、教育するという行為やチームワークという

意味を含んだ人つやくり、さらには棺手に伝達するとい

う意味でのプレゼンテーション、レポート作成などの

情報づくりを適して自らが主体的に物事に対陣すると

ととなる。とのととが主体的に問題を解決するための

材料や道具、あるいは方法、さらにはその方向性の確

認のために f調べる学習j に向かう窓恋となると考え

られる。

3.2.街づくり学習の継続ために

模型を用いた街づくり学習が継続して行われていな

い現象は幾つかの事例で見られるが、その原因の一つ

に創り出されたものが課題や興味の変化から不要にな

り、存在価値を失うためと考えられる。実際に君IJりtH

されたものはその時点では「愛着jがあり、その足、い

から教室内で保管しておとうとすることとなるケース

が多い。その後の綬過を勘案すると創り出された時点

でその存在を記録し、模裂を解体するプロセスを街づ

くり学務の一環としてプログラムしておくととも今後、

必要となろう。

4.まとめ

人の才能を伸ばすものはチャレンジ精神であると

する報告加があり、模型を照いた街づくり教育では

f倉iり出す学習Jと f言調べる学習J とを組み合わせな

がら新たなアイデアにチャレンジする姿勢と多くの情

報の中から自己評価できる機会を創りやすい。街づく

り学習の方向も新たに教師が自らのカリキュラムを主

体的にデザインし渡し、地域の人たちの協力を得て、

地域に開くことで、学校と地域との信頼鵠係を新たな

形で築いていく糸口が生まれてこよう。そうした中で

子どもたちの安全と健E誌を守り育てながら創造性の領

域を梼拓することが 21世紀を築いていく子供たちへ

の大きなプレゼントとなろう。

勺仙台市役所 吋態築事務所アク・アク

ホ3仙台都市韓合研究機構 吋東北文化学癒専門学校

吋飛鳥建築設計時事務所 '7尚輯女学混短期大学講締

32-
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住環境教育における学校・地域@毒事門家の遼携に関する研究

キーワード 1)住環境教育， 2)総合学習， 3)まち学習!

4)ワークンョップ， 5)まちづくり

1 .はじめに

子どもたちが日常の生活の学潔の場で，まちゃまちつe

くりについて理解を深めj 創造カを身につけていくこと

は，子どもにとってもまちづくりにとっても重要なこと

と考えられる。家庭と地域全士会との連携が希簿になって

いく中で，学校や家庭，地域社会が連携する取り組みと

しての「まち学習」約な取り組みが我が閣でも各地で試

みられるようになってきた。

我々はこれまで，学校教背が「まち」を生きた紫材と

して，実践約なまちづくりと連携する可能殺として， P 

TA'地域・行政・専門家との組み合わせによる 4タイ

プの分類別に実施したヒアリング調査から?学校教育に

おける実践的住環境教背プログラムとしての「まち学習j

の可能性を検討してきている。 1)，2.)

そこで我々は，現実的には単発的なイベントとしての

取り組みが依然として多く，教育カリキュラムを配慮、し

た持続的『計画的な展望のもとに行われることが少ない

という現状において。学校が主体となって fまちjと連

携していく教青プ口グラムとその際の学校・地域・専門

家の連携の必要性を論じてきた。

そこで本研究は?学校が主体となって地域と連機した

住環境教育の先進的事例に焦占を絞り?住環境教育にお

ける学校・地域・専門家の連携の在り方および各主体が

担うべき役割を検討することを目的とする。

2.教育システムにおける住環境教育の可能性

学校・地域・専門家の連携による住環境教育を笑施す

る場合，学校が主体となって地域に働きかけてし、く方式

と，地域や専門家側から学校に働きかけていく方式の二

つの方向性が考えられる。ここでは!まず前者の取り組

みについて論じる。

1 )大貫小学校の縄文教苦言

宮城県主主回君吉田尻町立大震小学校では?平成 9>，と皮に

6年生を対象にして縄文時代の衣食住をテーマにした総

合的な学習を笑施している。 PTAや地域住民を巻き込

んだプログラムの実践として 1 さらに学校全体で取り組

める教育として，先進的事例と言える。そこで担当教師

および校長・行政・ PTAIこ対するヒアリング識査を平

成9年12月に実施し， 般解としてこのような学習jを主主

兼させるための課題を探ることとした。

北原啓司令 l

小松真 紀 "

学校主体の取り総みとは言え?ークラスの試行であっ

ため但当教締の負担が大きく，他の教仰の協力体制がと

れなかった点が課題として指摘された。また，このよう

な総合的な学習を通常のカリキュラムに位置づけるため

の工夫に苦労されている。ここでは?通常のカリキュラ

ムの内容を Li[[い学力j， Iまち」から修得する内容を

r速い学Jj~と定義して， ともすれば受験体制に迎合し

がちなPTAの理解を得ることにより，学校全体で絞り

絞める教育となり，その評判jが地域に伝わり?様々な専

門家たちが協力できる素地が形成されることとなった。

地域との迷携という点ではPTAが主体であり?まち

づくりや建築の専門家の協力はなかったが?様々な戦穣

を持つPTAが個々の場磁で専門家的な役畿を果たすこ

ととなった。また，地域住民からも教材の無償の援供等

が見られ教育現場での経済的限界を超える取り組みと

なっている(関子1)。

j 仁互二豆コ i 
i ，一一一一斗 PTA件一一一--， i 

I ~-J:む‘ CE亙]

鴎2-1 学校主体重苦「まち学製j 大賞小学校

このように， PTAや地域を巻き込む綬業のプログラ

ムを教師が如何に自由に機築できるかがポイントとなる

が，逆に言えば教師次第であるという認識にもつながり，

なかなか一般化に結びつきにくいという事実もある。そ

こで!学校全体としてこのような地域への働きかけによ

る総合的な学習を実施している先進的事例のヒアリング

誠査を実施した。

2)西尾小学校の fまち学習J

愛知県西尾市立西尾小学校は， I日西尾城郭内に立地し

ていることもあり?城下町をテーマとした学習を全学年

で取り組んでいる。指導要領の改訂に対応するため，城

下町に愛着と誇りをもち?具体的に「まちづくりJの提

案ができる子どもの育成を悶撲に総合学習の立案に取り

組み，他の教科・領域と関迷を留り!ク口スカリキュラ

ムの考え方を取り入れ，総合的な守主管が実践されている。

具体的には低学年では生汚科の中で，高学年は総合的詩ま

え学習の中で， Iまちづくりや町並み」に関する学習と

内
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して実施されている。実際に市街地を児童が散策して7

使い捨てカメラで町を撮影し?これをポスターイとして学

轡発表が行われている。また?一連のカリキュラム作成

に関しては，愛知県教育大学の寺元潔氏の指導のもとにy

現場の教締との協同により作成されている。

また?まちづくりを考える学習の場を学校の枠だけに

とどまらず，地域にも広げていくという観白から，全国

から講師を摂き 6屈に及ぶ「まち学習セミナー」を路

催している。これは西尾小学校を主体として，教員， P 

TA，衛工会議所・背年会議所の有志でつくる，学校と

地域が一体となった「まちづくり研究会jがニ主傑してい

るものである。

上述の「まち学潔セミナ-Jの一環として?我々がヒ

アリング調主主を実施した平成11年2月には r蔵再京11J!l

ワークショップJが関僕されている。最初に，地域への

働きかけとして!学校における学省活動の成果を?子供

たちが発表した後で， I fJlj尾の町中のj裁を溶かすjとい

うテーマで蔵の改造業の話し合いが進められた。

ワ クショップのような新しい手法を使った場合にど

のように子ども達を評価していけばいいのかといった不

安や負担感などが，教師に対するヒアリングで指織され

ている。しかし，継続的に連携する専門家(寺本氏)の

存在により，そのような不安を低減させることが可能と

なっている。しかもそれは3 専門家主導となるのではな

く，あくまで学校が主体となってプログラムを進めてい

く際に，専門家との意芯疎通がうまく取られた絞り紹み

となっている。

また，学校が地域に発信するプ口ジェクトとしてのこ

のようなワークショップはl 他では見られない事例であ

り1 ここに参加した青年会議所等のメンハーが寸J心とな

り，今後，地域が主体的にまちづくりに関わっていく契

機となったという点に，学校J主体君主の「まち学習jの新

たな可能性を見出すことが出来る。

すなわち，学校主体型の住環境教育のプロジェクトが

地域主体型のまちづくりに発展していくという点から!

学校が地域に働きかける連携のスタイルの重姿性は大き

いと言えよう(関2-2)。

盟会2 学校主体型「まち学習J'..箇尾小学校

3.専門家が教宵システムに働吉かける住環境教省

地域o1T政や専門家側から学校に働きかけていくスタイ

ルでの住環境教育の事例もいくつか生まれてきている。

ここでは，仙台市桝江小学校の取り組みを最初に取り上
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Ij，次にそこで得られた知見をもとに本研究設が淑り

組んだ青森県の砂子瀬小学校のプ口ジェクトについて?

論及するものである。

1 )桝}工小学校の f桝江の森つ一世シ送ツプj

仙台m宮城野区役所まちづくり推進課が中心となり 7

平成7年度から桝か:地区の約 120haのIZ域を対象として

「桝江の森数歩道ワークショップJが実施されている。

これは地区内の散歩道を;fi1f持する住民を主体としたまち

づくりの取り組みであり?地区住民や小・中学校の児童

.生徒の参加によって進められた。

ここでは，主催者(宮城野夜)，実際にプ口ジェクト

に関わった専門家(地境コンサル)，および参加した学

校(桝江小学校長)へのヒアリング調査を実施し3 地域

づくりプロジェクトを学校教育に位置つけていくための

課題や行政サイドにおける実施上の課題等を探る。

行政側からの働きかけであったために，教育毘的と迷

動させることが宿難であったようである。プロジェクト

の全階当初から教怖との協働体制が必要となる。それが

カリキュラム上の位援づけにも影響を与えることとなる

はずである。

一方，行券儲ではj 小学校をワーグショップの場所と

した点で，学校の地域への潟肢という意味から評価でき

るものの，真の意味での連携が取られていなかったこと

を問題点として指摘している。それは，中dし、的な役寄jを

演じた専門家のヒアリング結果からも明白であり，イベ

ントとしてではなく， 日常の学習の際lこも専門家が学校

に出向くような機会を作っていく必妥がある。

析江小学校のようなプロジェクト型「まち学習Jでは?

学校では体験できないような多機な人々との関わりや，

自分たちの身近な環境に尽を向けるといった学習を進め

ることにより!直接的に地域づくりにつながっていく可

能性を持ったミクロな視点からの住環境教育が確立され

ることとなるはずである。

しかし本事例では，学校側が行政に対して受動的に接

するだけであったために，真の意味での学校関主主として，

プロジェクトへの教師の参加体制j 行政と教師の迷携が

非常に重要な課題であることが明らかになった。

行政側のイベント的な指向により，学校側は継続的指

導につながりを持つことが困難となり，さらにプロジェ

クトをどのように現実の計画に生かしていくかが明確に

されていないことにより， PTAや地域住民の参加姿勢

にネガティブな影響を与えることにもなる(図3-1)。

密 3-1 行政主体型「まち学習j 桝江小学校

f主総研 f白衣し、。 ;Eり学留 l 論文集 2叩 0年



以上より，専門家が教脊ンステムに働きかける住環境

教育プログラムにおいて，次に挙げるの四つの視点、から

の検討が必要であると考えられる。

CD学校と専門家(行政)が巽なる毘的の中で， e、かに共

通の認識やJl.解を取り連携していくか

②専門家と連携する授業プログラムの中で?教自需の関

わり方や役割jをどのようにもつべきか

③継続的な指導が可能な系統だったカリキュラムの位

置づけを，実際のプロジェクトの企断進行スケジュ

ルにどのように対応させていくのか

③学校教育iこ噂門家が入っていけるシステムを制度的

にも財政約にもどう機築するか

2)砂子滋小学校のカメラ・ウ才ツチング

上に述べたように，析江小学校における住環境教育プ

ログラムは，学校では体験できないような多様な人との

関わりや台自分たちの身近な環境に訴を向けられるとい

う学習であったが?受動的な学校参加により?教師の関

わり方，継続的な指導が可能なカリキュラムの位置づけ

や，専門家との逮携を如何に取るかが課題となっている。

そこでこれらの検討課題に対して，一つの解答を与える

試みとして?本研究室では，平成10年度からIl年度にか

けて，青森県西日昼村立砂子瀬小学校において，カメラ

ウォッチングを皮切りとした総合的な伎環境学習のプロ

グラムを教師との協同作業によって災施している。本論

文では，児童の父母を対象としたアンケート誠査及び校

長先生への聴取調査結果をふまえて，専門家から学校に

働きかける伎環境教育の可総性と課題について論じたい。

日耳目屋村Ta、子瀬地区住民は津軽ダムの拡張に伴い，平

成13年までに集団移転が決定し，砂子瀬小学校も平成11

年度を最後に水没廃校が決まっている。この移転を機に

ダム工事事務所と村は1 砂子縦地区の生活文化を調査す

るとともに，これらを保存し伝承することを目的とした!

西悶屋地域生活文化調査委員会を発足させた。

そこで我々は，西宮屋地域の豊かな地域資源を記録し

ていくという業務そのものを，閉校の予定されている小

学校の児童や教師!そして父母との共同作業として実施

できないかという問題意識からこのプ口ジェクトを隠始

している。それはl ダム建設に伴い移転、を余儀なくされ

る地域住民たちの自らの手によって，地域の記録集が作

成されていくことが主主主主であるとの認識から企関された。

しかも，それは単発のイベントであってはならず? 日

常的に継続していくことが必要となる。そのような綴点

から!砂子瀬小学校に働きかけを行い7 教育カリキュラ

ムと連動させる形で，本調査を進めることとなった。

西目屋村立砂子瀬小学校(内山倫慧校長〉は，全校児

童数25名の完全複式学級スタイルの学校である。もとも

と砂子淑小学校では少人数の学級であるメリットを最大
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~lilに生かした教育のプログラムが進められており?教科

以外の特別活動を実施する場合lこは， 1年生から 6年生

までをグループ化する縦割jり琉を活用した取り組みを増

やしてきている。

また?地域理解とふるさとへの愛着とほこり τ 自信を

児支たちに飽かせるように l 地域の特色を生かした総合

的な学習活動(地域環解学留)の充実をはかつていきた

いという怠識が，内山校長，斎藤教頭を始めとする教師

チームの中にあり，時間害者の工炎として，午前4時間授

業から午前5時間授業への切り替えを行うことで，余っ

た午後の時簡を前述の総合学響的な時間として活用する

体総が整っていた。そのような点から，今回の調査プロ

ジェクトは 2 学校側の教脊ニーズと連携する形で進めて

いくことが容易であったと言える。

( 1 )平成10年度プログラムの業施結果

Ä. 教師チームとの協議(自月~7 J'l) 

本取り組みのスタンスは，前掲の析江小学校のプロジ

ェクトで挙げられた課題をもとに，単に外部の専門家や

行政からプ口グラムを導入してイベント約に実施してい

くというのではなく?小学校の年間の授業計画の中に位

遺づけられていって初めてその意義が成立するものであ

るとの認識から?斎藤教磁を中心とする教師チームとの

協議のもとに，授業の計E曹を作成することとした。

まず最初にl 行政担jが企画した調査事業の~flいを説明

し，その主旨を理解していただくことから始めた。次に 7

本研究室がこれまで展跨してきた?児童による街なみウ

オッチング授業の成果報告としての 197夢の住まい・

まちづくり教室電Jのビデオと文部省科学研究費報告審

『ひろさきカメラウォッチングJを小学校に提ぷL"児

童とともに学校の外に出かける授業のスタイルを理解し

ていただいた。

その上でl まずこちらから?ワークンョップ君主授業の

提案をさせていただき，それを学校内部で議論していた

だL、た後に l 弱者で協議を進め7 最終的に学校が学習計

画を作成する形で7 今@]の調査事業が小学校の年間指導

計画の中に組み込まれることとなった。

B.学習プログラムく第 潟〉の実施

① 1・2年生に対するカメラ指導および試写 (1999.8.4)

全校一斉に実織するカメラウォッチングに備え，縦割i

り製指導では，なかなかついていけない下級生に対して

カメラの扱い方について指導するとともに，持影したい

場所をあらかじめ想定させるための学留である。

夏休みの出校 ['1を利用して!斎藤教頭および本研究室

の学生4名て。児童とマンツーマンの指導を爽施した。

児蒙は一人ずつ使い徐てカメラと記録カードを持ち，

学校のまわりを散策しながら「好きなところJI嫌いな

ところJ1"気になるところJを撮影し，記録カードに撮

影場所と織影漂白を記入していった。最初はレンズ与をの

住総l)f 臨まい守;E:ら宇宙J論土集 20(均年



ぞくだけで?なかなか写真を織ろうとしなかった兇葉た

ちも，カメラの扱いに慣れるにつれて次々と撒影を行い，

2台自のカメラをほしがる児童も出た。撮影された場所

は，畑の植物，花墳の花1 いつも遊んでいる公園，通っ

ていた保育所，体育館などであったが，下級生でもこの

ような取り組みが十分有効な方法であるとの実感が7 現

場の先生方に生まれた点で，その後の授業展開における

教師の主体性にも大きな影響を与えたと怠われる。

写真3-1 トウモロコシ畑で試写をする 1年生

②カメラの緩い方指導および試写(1998.8.25) 

全校児童を対象としてτ 一人に一台ずつ使い捨てカメ

ラが渡して扱い方を説明した後，学級ごとに校舎内!学

校のまわ9を歩き， 1人3枚程度の試写を実施した。

3枚という限られた枚数のために，王手くたくさん撮りた

い，学校の外にlHたいさ事，次回のカメラウォッチングに

向けての動機付けとなった綬業であった。

③J[のカメラウォッチング (1999.9.4)

児童の住んでいる地域ごとに， 3年生以上の全校生徒

を4グループに分け， 1・2年生のみのグループを合わ

せた計5斑でカメラウ方ツチングを実施した。それぞれ

の重圧には教師 l名と本研究室の学生 1名とで指導， 51尊f

をおこなう形態をとった。

児童は夏休み中iこ，あらかじめ撮影したい「好きなと

ころJ10枚程度， 1嫌いなところJ10枚程l免 「気にな

るところ.15枚程度とその礎的を記録カードに記入して

写真正2 記録力ードの務上で記入する児童

おり 7 それをもとにインスタントカメラで撮影していく

かたちとなった。また，各学年で担当区域が決められて

おり， 1・2年生は学校のまわり， 3・4年生は家のま

わり， 5・6年生は通学路となっている。さらに各班ご

とに通学路を散策しながら?新たに発見したものもj 撮

影したその場で記録カードに記入していった。

撮影された写真の中では?自分の家や友達の家を「好

きなところ」として選択したものが多かった。いつも量産

んでいる場所j いつも見ている風景などを?個々に楽し

みながら撮影しておか授業終了後の感想発表でも f楽

しかった.1またやりたいJという意見が多く出され?

限季を通じたカメラウォッチングを実施していくという

気持ちが?先生方の意識にも芽生えることとなった。

⑧マップづくりつーウショップ (1999.9.29)

カメラウォッチングで撮影した写真を7 撮影場所，理

由を惑いた紙に鮎付したシートを各児堂がそれまでの授

業で作成しており?それを用いたワークショップとなっ

た。全校縦割り 3瑳にわかれ?自分たちで拾いた地域マ

ップにシートを「好きなところJ I嫌いなところ 1Iこグ

ルーピングしながら貼りつけていく。マップに鮎られた

iものの中から，みんなに教えたい「好きなところJI嫌

いなところjを決めていき?最後に発表するというもの

であった。なお，当日は!西羽島村の教育研究会の公開

授業にも指定されタ中学校の先生方にも参観していただ

き，授業終了後に，実重な意見を漬戴することができた。

・ステップ I みんなの前で「好きなところjを発表

しよう

・ステップE みんなで食物カードをつくろう

・ステップ盟 みんなに「嫌いなところj も教えてあ

げよう

・ステップW こんな場所が f気になるj って言って

みよう

写真3-3 黒板!こ強り出された児童たちの宝物カード

⑤宝物マップづくり(1鈎8.10.5)
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各車工ごとに作成した「好きなところマップJI嫌いな

ところマップJI気になるところマップj をもとに， 1 

枚の 1-j妙子讃宝物マップJを完成させる。
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l!1E別に話し合った後，全体で宝物会議が行われた。こ

こでは，児童の中から議長と書記を決めて，会議を進め

ていった。瑳ごとに前lこ出て， I私の宗物は00です。

宝物マップに入れてもし市、ですか」と他の児童lこ意見を

求める。児童は賛成でも反対でも，理由をつけて発表す

ることになっている。宝物マップに入れてもいいと決ま

ったものは，J¥I¥放に貼り出されていき，最終的に 35枚

の写真が選ばれ，これを使って砂子瀬ヨ宝物マップが作成

された。

写真3-4 児童が主体的に行う蛍物会議の様子

(3 )学習プログラムく第二怒〉の実施

①秋のカメラウ診ツチング (1998.11.2)

夏の宝物マップの中で「気になるところJとして挙げ

られていた， Iっかさの塔Jまで散策しながらτ 秋の景

観の中で「好きなところJI嫌いなところJI気になる

ところjを撮影した。ここでは，ポラロイドカメラを数

名で共用L."相談をしながら撮影していく方式を採用し

ーとし、る。

②秋のベスト 5発表会 (1999.12.10)

参観臼を兼ねて実施された授業であり 1 まず参観の父

母に今屈のプ口ジェクトの経緯を説明した後?砂子機地

区の地図に貼った「秋のカメラウォッチングマップ」を

もとに，学年ごとに工夫を凝らしたベスト 5の発表がな

された。写真は?もみじ(紅葉)，学校のitIく?っかさ

の塔，ダム ()II)，ダム(山の紅葉)，カラフル橋7 秋

写真3-5 マップ町議で発表する児童たち
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の山 l 住宅，砂子謀長から見た景色の 9グループに分けら

れていた。

発表後の感想発表会では， rみんな発衰の仕方に工夫

があってよかった Jrこんなにたくさんの宝物があるん

だなと窓ったJrみんなで話し合って決めるのが大変だ

った」などの意見が積極的に出された。

(4 )綴の視点から捉えた教省プログラムの評鏑

秋の発表会〈参観日)の罪事に父母に対して配布したア

ンケート結果から，父母が今回のプ口ジェクトをどのよ

うに挺えているかについて論じたい。

活動後に見られた児童の反応、は，主幹に楽しみながら活

動しただけでなく?地域に対して関心を持ちながら活動

をしていたようである。

またこのような「まち歩き lのプログラムを学校教育

に導入することについては，授業の中へ穣機的に取り入

れてほしいという意見が圧倒的に多く，本プロジェクト

に対する脅定的な評価であると兇なせる。

一方で， r学校・地域・専門家の協力j として?外部

の専門家の協力については当然必要であるとの認識がほ

とんどであったが，行政や専門家だけでなく，地域の人

材 (PTAを含む)を生かしていくことの必要性に言及

した問答が多かった。

活動後の子ども遠のダム拡張に対する窓識については，

変化が見られたようである。カメラウォッチングは子ど

もにとって?地域の宝物をみつけるだけでなく l 水没・

移転という将来を現実的に考えるきっかけとなったこと

がわかる。授業終了後に子どもの方からいろいろと聞か

れるようになったと答えた人が最も多く， r移転先はど

こか.1 I移転したくなしリといった声が発せられること

となった。

(5 )数量掘の視点から捉えた逮幾重量授業実践の諜慾

廃校に向け，児童に地域を理解させ，何らかの形でそ

の記録を残し，その上で移転させたいという学校側の考

えと?行政艇の誠査意図とがある程度一致したことが，

今回のような継続的教育プログラム実践の大きなきっか

けとなったと言える。しかし，新しい試みということも

あり?当初は扱任教師の中に戸惑いが見られl 役割分担

を明篠に決めないままに活動したことが反省点として挙

げられた。

カメラウォッチングを 1回， 2 jil)と経験することで，

児童同様に教締も理解を深めることとなり l 児童たちが

ただ楽しいだけの活動で終わらず，より積極的にお的意

識をもって鴻動するようになったと実感したようである。

外部との連携については，砂子瀬小学校は小規模校で

あり 1 地域の中心的な役割jを果たし，地域理解学習を積

極的に行っているため，抵抗はなく，むしろそうあるべ

きだという意見を、校長先生を各担任の教師が持ってい

るようであった。

住総研 f住まし 安ら学習 l論文集 20叩年



(6 )専門家からの働きかけによる地域連携の議り方

ダムにノ主役l 移転という背景の中で?地域の宝物を探

す?まち学寝」が行われたことは。子ども主主だけでなく!

教師にも大きな意識変化の契機を与えたようである。

専門家との協働で学習プログラムを作成したことによ

って学校教育と地域行政とが結びつけられることとなり?

実際のプロジェクトに対応した継続的な指導が可能とな

ったと言えよう。

実際に?その後のプ司ジェクトとしては 1 冬のカメラ

ウォッチング7 そして春のウォッチングが教郎チームの

主体的な取り組みとして企画実施されている。

また，平成11年度には，我々との協働のスタイルも若

手変化してきでいる。前年度は一緒にプログラムを作成

したとは言っても，やや受動的であった担任教姉たちが?

二年践は自分たちで企画を作成し，我々に相談をすると

いう方式に移行することとなった。

その中で，集留で実施したカメラウォッチングやマッ

プ作成のためのワークショップではなく?そこで偲々が

関心を持った対象物について7 児童が様々な手段によっ

て深く掘り下げていく方式の学習方法が考案された。

前年度に公共の機造物としては異例な色彩を持つ fカ

ラフル橋JIこ興味を飽いた数名の児意は?村役場の古い

資料を調べて，いつ 1 誰が，何故そのような色を皇室った

のかを7 徹底的に調べるという学習を進めることとなっ

た。そこでは，我々専門家は 7 ネットワークを使って古

いデータを入手したり 7 関係者へのヒアリングを行うた

めの手助けをするという役割が与えられた。

すなわち，専門家から教育システムへの働きかけとし

てスタートした砂:子瀬小学校の学習プ口グラムは!協働

体申jによる進行の中から，徐々に学校主体裂の要素が強

くなって二年面の授業が実施されることとなった。

これはj あくまでも主体的な関わりを持ち得なかった

析江小学校での教師の課題を解消する手だてとして!企

画段階からの専門家との逮携が省効であることを示唆す

るものである m3-2l。

限3-2 行政・専門家支援豊富 fまち学習j 砂子滋小学校

ホ 2 弘前大学大学院教育学研究科 x学院生
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4 おわりに

それぞれのタイプの後半で奴り上げた一つの先駆的事

例は!学校教育における地域・専門家との述携の絞り)j

lこ関して?二つの可能性を我々 Iこぶしていると言える。

一つは学校が地域へ働きかけてし、く学校主体型の住環

境学留のプログラムの事例である。そこでは総合学資的

な取り紐みに位震づけた形で，あくまでも年間の授業計

i臨に内包されるスタイルで進められていくことになるが，

それがPTAや地域の住民7 あるいは行政・専門家の協

力を前提とした学習プログラムを実施していくことによ

って!地域における住環境整備に溺わる自主的な動きの

萌芽に繋がっていく可能性を西尾小学校の事例が物語っ

ている。

もう一方で，外部の事門家あるいは行政サイドから学

校に働きかけるスタイルとしての?地域プロジェクト裂

の学習プログラムは?児童はもちろんl 教師自身も地域

を丹念に学ぶ機会を持つこととなり 7 そのような経験の

積み重ねが1 いずれ学校主体裂の学習プログラムの構築

を可能にすることとなる。

ところで，このような二つの可能性を多犠な実践に結

びつけていくためには?行政サイド内での新たな迷携が

必姿になってくると思われる。それは，教育委員会を中

心とした教育行政部局と都市計幽課や佼宅諜といった

まちづくりに関わる部局との連携である。

専門家を受用する場合の財政的な裏付けやj 現場の教

師に対する支援というかたちで1 教育行政だけではなく

住環境整備に関わる行政部局が学校教育と連携する必婆

性は，非常に大きなものがあると言えよう。

そこで，我々は東北地方63都市の都市計i認行政および

教育委員会に対して，平成11年12月に，そのような連携

の必要性と可能性に関する認識， また実際の取り組みの

有無等に関するアンケート議室長を実施している。この誠

査結果については， l!IJの機会に発表することとしたい。

くi主>

1) 0閥幹笥 中部議飛人・小松真紀学校ー地域専門家の連強

によるまち学習に関する基縫的研究その 1-4，日本建築学会
学者'1，;持強躯概集， 1998-1悶9

2)北原F庄司小松葉紀住環境教育における地域との連携の在り

方に関する研究!日本建紫芋会東j岐部lif究報告集第62号，
即 93-96，1999 

本 1 弘前大学教湾学部 助教控
東北大学大学院博士課程修了後、
助手としてまちづくりの研究と実
践に携わる。 19941:Fに弘前に移住
桂、地元建築家と一緒に摘なか居
世田プロジェクトを主主めるととも
に、青轟ワークンョッパ ズで参
加型まちづくりを実践中である。
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親子の地域学饗ブDグラムの関識に関する報告 鈴木賢一円

小松 尚q

中井孝幸剛3

金丸 ir弘叫

安井聡太郎・5

篠原佳則・6

一学習裂環境デザインワークショッブの実践と課題

キーワード:1)環境学習， 2)ワ}クショッブ， 3)環境デザイン， 4)子ども，

5)学習プログラム

1.劉的と方法

現代では8本の多くの住民が都市化された奨壌の中で

生活を展開している。しかし，都市としての快適性や効

率性が優先的に追及された人ヱ環境は，住民と地域間有

の文化・歴史・自然環境との接点を減少させ[宜接的な

詩書係を希薄にしていると考えられる。しかも，家族構成

や就業形態の変化により，人と家挟との関係や近隣伎民

との関係も薄らいでいる。とうした現象は，地域という

生活環境とそとで展開される住民の生活そのものとの帯

離を示すものでもある。特1::，このことは環境を選択で

きない子どもの生活に様々な影響を与えるであろう。

生務と環境の議離は，住民の地域環境に対する無関心

とも調達する。あるいは，住民自身が生活環境の構築や

維持に直接関与する術と機会を得ていないためであると

も考えられる。地域環境に関心を寄せる動機付けに調達

して，専門家がより良いきっかけを提供することは有効

な方法の一つであろう。量産者ちは，子どもとその殺を対

象とした地域環境学習のためのプログラムを作成し

川， 1998年から 2年間ワークショップ(以下WS)の

実践を試行してきた。本報告ではこの実銭をi霊じ，地域

環境学習プログラムの成果と有効性，実施上の重要緩につ

いて整理し報告する。

2 環境デザインワ-!;シ謹ツプの綴襲撃

環境ヂザインwsへの参加者を募集するために，名古

屋市千種区内の上野小学校の 5，6年生とその綴に学校

を遜じて，自由意思による参加を持ちかけた。ある特定

の小学校IKに{主む子どもたちといっしょにまちを探検

し，まちのことを知弘将来の地域環境のデザインにつ

いて考えてみようというものである。

この環境デザインwsは，一過性のイベントで終わら

せないために，一定の筋道にしたがって連続させた 5回

のwsで構成している。 5回のwsは，月 1聞のベース

で実施した。 1998年の8月からスタートし12月まで，さ

らに1999年には前年の経験を踏まえプログラムに改善

修正告加え何時期に 5図のwsを継続した(議2寸)。

wsは，動機付け暗唱域探索(調査・現状認識)→環

境デザイン(創作・提案)という流れで構成した。その

39 

1回目は「建築デザイナv ーに挑戦j と称する動機付けの

段階のプログラムで，等身大の構造模型の制作である。

第 2，3回は小学校区の院大住宅地告書を用いた室内での

作紫と，引き続き実際学区へ出でフィールド・ワークを

行い， El分たちが住みなれたはずの生活環境を見直して

みるという地域探索の段階である。第4回， 5闘はこう

した現状把援の作業をベースにし， {総々で住んでみたい

住宅や衝のデザイン，あるいは学区の紹介マップを作成

する創作活動である。

会場は対象とした小学校区内にある名古滋市立大学芸

術工学部キャンパスである。エントリーした参加者の人

数は小学生24名とその毅18名，計42名である川。との

他に設計事務所の若手所主主など約15名と大学生約10

名，計約25名が毎回参加者とー絡に作業しながらボラ

ンタリーに参加した。 99年には，参加者のエントリー

数は小中学生23名(中学生:6名，小学生:17名，また23

名中10名iま前年度からの継続参加)，続 9名 (5名が

継続参加)， これに加えて，前年間様社会人と学生併せ

て25名程度が参加した'"

3園 霊語種豊村11'プログラム:襲撃主題デザイナーに挑戦

まずは，地域環境への関心の糸口をつかむために学区

近隣にあるドーム球場の檎造的成り立ちを紹介し，巨大

な建築構造複製を作成することとした。ダイナミックな

建築構造の美しさに気付かせると同時に，技術的な理解

を得ることでより身近な題材を提供した。この際準備体

操として実施した「人間ストラクチャー」という体操

は，人体を使って栓やアーチやヴオールトのカの流れを

体で感じさせようとするものである川。

とのような前段階を緩で98年lこは，カラー・プラス

チック裂の段ボールを素材とする直径2mのiE60面体の

半球ドームと，実際のレンガを用いて直径 2mのアーチ

を作成した'"。後者は成功せず再度の挑戦への期待を

残した則。参加者からは2 今までに経験したことのな

い大きさの模裂づくりに参加できたことの楽しきゃ，こ

の機の構造物への興味関心が増したといった感想が寄せ

られた。ただし，殺からは，構造的な理論説明を敢えて

省いたととに関して不満が儲かれた(写真3-1，2)。
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前年度の経験を踏まえ， 99年には模型の大規模化，

複雑化したり，新たな材料を取り入れたq すなわち，段

ボールのドームに掬しては直径を 2mから 5rnへと変更

し，よりダイナミックなものとした。またレンガのアー

チは，一方向のアーチから交差アーチの織作へと痩雑化

した。また，新たに割竹を素材とするドーム状のパオの

骨組みを作成した。またこの時には参加者がじっくり劇

作に取り組めるよういずれか つを選択させとととし

た。 最終的に寄せられた感想の中で?子どもたちの多

くから，この巨大模型制作のwsが最も楽しいといった

声も陽かれ，動機付けwsとして，頭から理解するより

体を動かして関心を引き寄せるとの穂のwsの有効性を

示していると考えられる。

4 地主義探索学関7'日ゲ訪れ) 町リI¥'-~げでまち闘穣

4.1 陸大地障上でのまち盤み探索{総生事}

学院の医大地図上で，日常の行動範草書を線認したり，

学区の知らない部分を確認しようというwsである。 98

年9月実施のwsでは，まず，参加者向土の緊張感をほ

ぐすためのインタビュー・ゲーム，地域へ日を向ける準

備として，家から学校までの認知マップを作成した

川。次l乙上野学区の住宅地劉(1/1500)を1/250に

拡大コピーした院大な地図を参加者会長で教室の床に広

げ，地図を張り合せ，ガリパーマ、ノプと称する豆大地図

(概ね百rnX7m)を完成させた。

まず靴を脱いで，学援全体の1/250の医大地図上を歩

くという印象的体験からはじめた。次に生活幽を確認す

表2-1 ワ-9シ当ツプの概褒 (1998-99)

テーマ g 的 誼れ 略奪内容 内容の車重点 関年内容

係輯瓦た石な語建大・壇韓1t
君"21白 書参加者54名(中学生 5名、小学生:13 

建築は屯構遣の中を琉れる
7月25日書加者曲名(，J、学窓 21名、親:18名札

議材の纏入
名、観， 8名、大学生:17名ー社会人13名)

第 11調 大学生‘ 11名、社金人16名) 等身大の槙型制作を過して構造の畏しさを認識す

建築 デ
カの原理を置接、間接に表

帯身大の模型制作を還して崎遣の提しさを認識する。 選揖性の饗入 る，
現することによ坦撞畢歯有

ザイナ の美しい議離を摺ることが
1)人間ストラクチャー 建築構造を人間でつくり力 1)人間ストラクチャー:態築構造を人間でつくり

の椛れを体感する目 Eb カの流れを体感するι

ー}こ挑 可能になる場合が少なくな
2)段ボールのドーム， 3角形の段ボールで直樫 段ボールのドームとレンガの 2)段ボールのドーム 3角形の段ボ日l'で直樫

戦
いe 力学とデザインを遺じ

2.印nの半球ドームを作る。 アーチは、より大きく捜報な 5.0mの*球ド』ムをil'る6

て鹿築構造めダイナミック
3)レンガのアーチ+却時鋼需度のれんがを稜み上げ 構造とした目新たな棄材を持 3)レンガのアーチ:50白拙程度のれんがを讃み上

な画自さを知るa

て高さL5m、幅2白nのアーチを停る。 ち込んだq 慎型帯"'容を選択性 げて高さ2.5m、帽2.0mの""ア}ヂを作るE

とした。 4)骨のパオ，割竹でパオの骨組みを作るc

v §月26日 重量加者62名向、学生‘ 19名可親;14名、

V官ごと法の議入
大学生 :11名、社会人18名) 9R23白書加者56名(中学生 5名、小学生 14

間口学区にありながら、"
教輩大に拡大し斤，上野学区の巨大住培地問によがり込 具体化 名、親， 8名也大学生;14名、社会人1&名)

第 2田 外と子ども向土知らなかっ
んでまち自慢をする。 1¥問題憲識の商描

予め撮，.した、自分の事の中の根子司炉、学内の好奇
ガリパ たり、一度も還ったととの

1)自己紹介ゲーム な場所や危腕な場所の写真を担って'"を見直す，

一地図
ない道路があヮたりする包

2)自宅から学校までを思い出して担知マップを作成 1 )撮ヮてきた寧"を台曜に張り込んでコメントを
地区全体を烏殿しながら 1

でまち あらためて自分の生活行動
ずる E 写真撒彫手法を取り入れた， 記入する.

自 後 や環境の新しい発見をし、
3)ガ'Jパーになって地関上で学区を散策し可自分の 周辺環境にある対議物をより 2)写真の場所者豆大住宅地図上に援<.

まちの好きなところを探し
地 家と生活行動閣を書き込む。 具体的に器歯させ、問時に芋

旦)自分の諜を参加者に紹介する。

てみる。 瞳 4)脅にコいて知っているととを密き込む め撮影するととで、当日の舎 4)樹の中の色について紹介?る包

軍
日一人一白世発表大会完成したjj>Jパーマップで自 加意識を高めるとととしたe

日街の中の気になる場所を紹介する白

費量
世話しをする。

10月10B 参加者52名{小学生:15名、親:13名札
10月23日参加者51名(中学生， 5名、小学生:14 

第3囲
見慣れた樹の何気ない強襲 大学生:10名、社会人14名} I(写真磁器泳の毒事入¥ 名、親， 8名、大学生 :11名、社会人13名}
や恩景を、五感を障かせい 育、母い、温度の発見と気になる場所の撤，.、老人へ

まちな つもと遭った視点で眺めて のインタピューを学"へ出かけ行なう。 l~lI! .公共性的様子j使い櫓てカメラで留の中田歴史や公共施設など大切

み揮偵 みるととによって、とれま 1)グループ毎に綱審計画の立案とガリパー地図上で
にしたい場所などを蟻蕗してくるa

罰 で究がつくととのなかったM 給条の予測
1 )グループ毎に諜索コースの立案と結果の予甜

星島犠な環壇の在り方を意識 2)グル]ブ吉正に調査エリアの7ィールドワーク 写真撮影手訟を取り入れた， 2)グループ嬉に調査エリアのフィーJレドワ H ク

してみる。 品3)フィールドワークの結果のまとめ 地域禦境の中の{醍史性や公共 3)撒彫した写真のまとめ

4)フィーl'ドワークの結果を全員の前で兜表 性を意識させるようにした歯 4)フィール戸ワークの結果を全員の前で発表

， 
11月四日参加者50名{小学生 :113名、韓:12名. 11月13自 移加者41名(中学生:西名、小学生:: 13 

第4困
住宅は生活の拠点であり可

" 
大学生， 7名司社会人15名)

(議…化)

名、額， 7名、大学生 5名古社会人10名〉
建築やまちの原点であり、 自分で住んでみたい家をスケッチしτ 紙平発砲スチロ 来来的家を想像し、極々な講材を担って立体観型を

私の 控 環境を考える出発点であ -Jレを使って立体接型を作成する。 作成寸る.

んでみ る9 自分の住んでみたい家 住 1 )世界に見られる様々な住宅のスヲイドを見ながら 1)世界に見られる様々な住宅のスライドを見なが

たい家 の度聾づくりを遇むてー劃 宅 住んでみたい家のテーマ設定 ら未来の;載のテーマ設定

造の来しさ、自らの環境を 2)専門家から1150の槙型のp作り方のアドパイスを
横謝真理由可能性を広げるた

2)専門家から1/50の摸型の停り方のアドパイスを

自ら棺るととの"要性を知 地 受ける
めにより多〈の素材を輩倒す

受付る
るとととした昏

る. 輔
3)紙や発砲スチローJレを使って立体損型を伴製 3)様々な摂材を使って立体模型を停劉

デ
4)自分で作ヮた家の特棋や考えたととを発裂しPR 4)自分で作った寧の特徴や考えたととを持表しPR

ザ
12月12日参加者53名 (;J、学生!9名、親:13名1

(…磯盟 ) 

12月11日
第 5闘 まちゃ都市にはいろいろな イ 大学生， 8名1 社会人13名} これまでの街並み探索で押られた資料や写真を材料
まちづ 考え方をもった人選炉、

ン 前回の住宅模型でまちづくりゲームを行なう。 として学冨を組介する地闘を停る

くりグ
各々の生活のしかたで活動

1 )小学校に隣接する暫誌に咽住宅模型を配躍し街区 酔 1)学区を紹介するためのキャッチコ日}を設定す
をしている，多くの人選が

一ム
快適に住まうためのデザイ

のイメ】子を話し合う 前半で集めた資料や摺報を梨 る

ンをシミュレーションして
2)住宅用辺の外輔模型を作成する跡 約してまとめτ 地域特劉を再 2) Alの用紙1;::.グJト『ブ毎で学区の紹介祖国を作成

みる。
3)モデルスコープを適したスクリーン映畿を見なが 確認する目的で1 学区の紹介 する

ら、街誌の考え方を発表する固 地図を作成することとした回 3)骨i侍した地図を発表する

本99'1'3月却自に Jれんがのア}チに得挑戦j という予定外のワ クショップを開催している。

40ー 住総研 I{上支し まち宇宙 l 論文集ソ(l(lO{ド



るために，自分の家やよく行く友達の家や務脳などにシ

ールを貼った。さらに，まちの中で好きな場所に緑のシ

ール，嫌いな場所に赤のシールを貼りながら，サインベ

ンでその理由を書き込んだ。最後に，様々な地域の情報

が盛り込まれた豆大地図の上でp 一人一人が学区のとっ

ておきの場所を披露しながら，まちの自慢を発表した。

好きな場所や嫌いな場所の地域的分布は，比較的戦密

が見られる結果となった。シールがを普1::&占られる場所と

しては，自宅周辺，公闘周辺，天満線道湾辺，上野小学

校周辺，振甫プール園 E色濃学習センタ一周辺，名古巌ド

ーム周辺といった所である。しかし，どの場所において

も，好きな場所と嫌いな場所のシーjレは混在し、ており，

各々の場所の評価は一定ではない。間じ場所に総と赤の

シールが混在するなど，地域に様々な意見をもっ人々が

一緒に生活していることが視覚化され，認識が新たに

なった。またこれらの場所は，よく行く場所にもなって

いる場合が多い。よく行く，すなわちよく知っている場

所は，生活者としての観点で様々な評価がされていると

も言言える。

子どもたちは，初めて見る院大地図の出現に対する素

直な驚きとともに，他人が書き込む内容に興味を持った

り，予どもの行動だけでなく大人の行動にも興味を示し

たりしている。また，自分がとの地域をいかに知]らない

か驚き，改めて自分の行動範騒を確認できることの百苦闘

さを述べている。参加者の多くが，課題の関や休憩時に

地図の上を行ったり来たりしながら，自分の街の様子を

晃直したり他人のコメントを司置き込む親子の姿が見られ

た。このように巨大地図は，室内でまちなみ探索の疑似

体験をすることができると同時に，日常的には認識でき

ない様々な地域情報が司度に犯握できることから，多角

的な活用方法の可能性がありそうである(写真←1)。

自調4-1 学霊Zの巨大蟻騒上でのマッピング

-41 

4.2 車審議蓄量重軽主査による綴なみ探索(宮古年)

99年9月のwsでは?予め使い捨てカメラを親と子に

1台ずつを渡し自分の芸誌を撮ろうJ， f身の回りの

色を織ってみようい 「気になる場所や人を撮ろうj と

いう宿題を与えることにより，事前に街なみ探索の材料

を準機させた。撮影された写真を?当日カードに貼りコ

メントを芸書き入れたシートを作成し，前年使用した包大

地図七に舵援しながら，衡なみ探ま障を進めた。

「気になる場所j として参加者が撮影した写真のう

ち，親が撮った写主主からは地域の多様な魅力があぶり出

されていた。材木農(におい)，錦潟大神(私有地内の

ほこら)，眼鏡機。給水理事(燈史的建造物)など，地域

内のユニークなものが探し出され，発表特にはそのヱピ

ソードも言語られた。

これに対して予どもが綴彩した対象には，教えたい場

所は少なく，むしろよく遊ぶお気に入りの場所や，近寄

りたくない場所が多い。よくi控ぷ場所は学区内に散在す

る公園や緑i霊が主体であった。近寄りたくない場所とし

ては，縫い感じのする集合住議や人気のない住宅地や1苔

鮪，通学路周辺の駐車場や工事現場などである。

この写真撮影法によって地域資源，情報告収集し，発

表した参加者のうち子どもたちは，写真を撮ること自体

に大変興味をもったようである。また，織影したものに

コメントを書く事にも興味を示している。中には他人が

撮ったものを見るととで自分の視点とは異なることを，

議4-1 穆総裁が事覇軍事した写奥一重量

子どもが撮影し!t，事誕 線が綴影した耳誕

芸術工学部、北千撞探育

鳩がぶく止まる電輔、履縞
圏、団地の 7Fからの挑め、
小苫なスーパー(やすい

教えたい 畳、きしめんの戸田庫、き
や)、上野公闘、栃木盤、

機所 しめんの戸問屋、文房具の
錦館大神、駄菓子履いも

昭和堂
や、水道道、下方町の雑木
林、限鏡捕、給水潜

理あてのできる壁、倉庫高

よく滋ぷ
の蝿壁、 k野公開、上野公
閥、上野公樹、どんぐり広

主誌のシートお気にλ 場水の小道、永弘院、上
りの3議所 野天髄宮、赤塩公圏、弁天

公闘、弁王位額、水道議

公間イ主唱、清和荘前、水道
遣の抽、ショールーム、家

近寄りた
の前田工事現場、通学路脇

自宅前、やくざの家、問地

くない域
の事描所、駐箪場、上野公

への入り口付近、天満璃り
閥、覇学時、やくざの車、

2丁目究差点束、宮留池所 ゃく宮山輩、通学轄の途中
の家、茶麗が盟公闘の植、
月が丘の維沖林

一向司一山由_.四時叩E 却也均Z 戸時Z由旬自国-四勾-
中学生5名、小学生14名、観8名が撮E診したすべての場所を掲識した

H総研 '1士づt:，、 をち手習j 論文集 2000年



発表時にコメントする子どもも見られた。一方親の中に

は1 等主主を撮るために子どもたちと学区を散策する機会

を得たことや，思わぬもの(例・浄水場で昔使われてい

た仕切り弁)を発見した喜びを語っている。またある父

親はp 写真撮影が「自ら問題意識をもって参画している

ことにつながっているJごとを察知レ，充実感をもって

参加できたこと，街を注意深く観察するととの充実感を

感想、として述べている。

5 地域擁護学習プログラム(2):まち滋み探偵窃

5.1 五感によるまち擦索(事8年}

自分たちが沼常生活している見慣れた衡の何気ない建

築や風景を，五惑を働かせていつもとは違った観点で眺

めてみることによって，これまで気がつくことのなかっ

た多様な環境の在り方を意識しようとするwsである。

98年には 4つのグループ分けをして各々与えられ

た調査エリアについて， 1)膏を探す， 2)においを探

す， 3)温度を測定する， 4)気になる場所をインスタ

ントカメラに収める， 5)老人に地域の歴史をインタ

ビューするという 5つの課題を与えた。調査時間90分

をもてあますのではないかという予想に皮し，多くのチ

ームが待問不足で戻ってきた。目的もなく探索を行うと

いうより，こうした特定の課題を与えられることによ

り，いままで意識したととのない視点の存在に気付かさ

れたという感惣が多く寄せられた(写真5-1)。

5.2 写糞撮影法による草壁境資源発見{自§年)

99年10月のwsでは，親子を基本単位とした 8チーム

が使い捨てカメラを持って自由に学区を探童話し，様々な

環境資源の収集を行った。前仮!の好きな場所，嫌いな場

所という問いかけからやや踏み込んで r将来にわたっ

て大切にしたいものj という観点で，理聾史性や公共性の

あるものを探すよう指示をした。これらは，前lEl(99 

年9月)の写真にあまり撮影されなかったものであり，

投目を促す意味もあった。時間の制限もあり学区内を網

羅約に探索するわけには行かなかったが，中には目的を

定めかなり遠方まで出かけたチームも見られた。

公共性の高いものとして，いくつかの公騒が上げら

れ，特に公磁F大]の自然に興味をヲiかれていた。 また街路

の景観や表出，ハンディキャップゾーンの様々な仕掛け

など，歩道を中心とした様々な環境要素を拾うチームも

あった。しかし，小学校だけでなくコミュニティセンタ

一歩病院など公共施設が散在している地域であるもの

の，これらを撮影したものは少なかった。次に歴史性の

あるものとして，いくつかの神社やお守が上げられた。

戦争時代にあった軍需工場の塀や，普段は気付かないよ

うな記念碑をみつけたチームもあった。

また写真撮影を伴う探索の後に，この地域の100年間

の変化を地矧で紹介した。これは，参加者にとって探索

で収集してきたものについての，いわば謎解きとなっ

た。すなわち収集された情報が，どんな地域の物理的，

文化的，時間約文脈と結びついているのかを理解するこ

とが重要であり，それは一連の作業のつながりを理解す

るという意味だけでなく P 地域への理解や愛着を深めて

いくきっかけとして重要と思われた。

白まちづく日学習T自ゲ弘(1):私の住んでみたい量産

住宅は生活の拠点であり，建築やまちの原点であり，

環境を考える出発点である。自分の住んでみたい家の模

君主づくりを還りて，創造の楽しさ，自らの環境を自ら作

ることの重量聖書伎を知ろうとするものである。

98年には，まずは世界に見られる様々な住宅のスラ

イドを見ながらp その聞に自分の住んでみたい家のテー

マを設定した。このテーマにしたがって，スチレンボー

ドを主材料として1150の横型を作成した。光や緑など

挙節感を題材とするテーマや，窓や屋根などの部分にと

だわるテ}マ，遊具やブールを取り込もうとする作品な

ど実に多様なテーマが出揃った。作業のプロセスは様々

であったが，結果的には全員がきわめて個性的でユニー

クな住宅を完成させており，制作作業だけに時間を費や

さざるを得なかったととが言葉是重である(写真か1)。

このwsでは，模型材料を機めて限定したが99年の

wsではできるだけ豊富な材料をそろえた。さらに制作

上のルールとして，敷地内に自然的要素を取り入れるこ

とと，外壁に木賞の材料を使うことを指示した。前年同

様，住宅に盛り込まれた機能も，表現された形態も予想

以上に多様であったといえる。

42-

7.まちづく臼学望書7'09'弘(2):まちづくりゲ -A

7.1 街区のデザイン(路年)

まちゃ都市にはいろいろな考え方をもった人途が各々

の生活のしかたで活動をしている。多〈の人達が快適に

住まうための街区を話し合いをしながらデザインしてみ

ようというwsである。

前回自分で作った住宅模型でまちづくりゲームを行な

うために各自で作った住宅の特徴や考えたことを発表

しあった。次に小学校に隣接する街偲を1/50に紘大し

た地図上に親チーム，子どもチームに分かれ，各々住宅

模裂を配置し，街区のイメージを話し合うことにした。

ここでは作業が先行する子どもチームと，話し合いが先

行する親チームの対比的な行動場聞が克られた。最後に

モデルスコープを通したスクリーン映像を見ながら，街

区の考え方を各々発表した。模型材料の色彩や素材を生

かしながら，せせらぎや遊歩道などなかなか現実には実

現できないjj昔日空間の制作を混じて，外部設問の公共性

住総研 i-ii-':乞い 吃り学習 J 論51:主主 2000tド



人間ストラクチャ…で体そ使ってア叩 カラー段ボールによる半内線ドームのiIJj レンガによるアーチの穆j札お政と砂を レンガによるアーチの綴作. 4チム

チのカの流れ後体健診してみる. 作。力ッターの使い方も熟織した. 水で品ぜ合わせる. が銚製したが、すべて失敗.

写夏草3-1 量量豊高ヂザイす -1こ鋭機 (98.01.25)

れんがのア…チが成功するための忽腐を 鏑鴻の失敗者告反省して競落語に作織を遊 4チームともれんがのアーチを完成を 宛臨したア『チにさらに荷織をかけ

聡<. める. 士会た. てみる。

写築3但 2 れんがめアーチiこ蒋金襲撃盟 (9田町03.20)

占

内

九牛@事伺恥船

a良から学綾Eまでの溺学絡をZ思い出して 学援の住宅地闘を1/250(;::拡大.9mX よく行〈場緩や好をきな場所にシールを 地協のうえで、学'"のやで怠慢でをる

地図を檎いてみる 7mの際大地騒が出現した。 袈り込む子どもたち. 場原を探裁し"った，

写奥4-1 ガ日パーマップでEまち臨機 (98.09.宮6)

'"識を働かせて衡の中の禽 におい、 マンホールの渥践とアスフアルトの瀦 穂先のお伴鳴りに学際の脅舗をインタ 援金総猿をグループでまとめる.好

温度を調べた， 度を比べてみる. ピユ…した， 虐な匂いや者を縮かめている.

写議5-1 まちなみ探嬢鈎 (98.10.10)

各自制問住んでみたい家のテーマを 時翻がたつに遮れだんだNt学芸誌に夢中 君主や濠械の形にこだわったり プル 鯛人約な体験にき毒づいたユニークな

決め、 1/田の磁鐙を作ったー にはり始めた. や水←ル後取り入れる等織々 g 住宅が曲線ほどでき宮た」

軍事蕊6-1 私の伎んでみたい重量 (98.11.28)

衡留を舗に荻ずは考えこむ大人テ フミ人とは対祭器約にまずは乎を動かし総め モデルスコ回目ブで線認しながら鶴製を 住宅が鏡Zまって衡がで曾ょがる議しさ

ム. る子どもテ戸ム昭 儀作ずる。 援を味わった.

主主義7-1 1まちづくりゲーム (9君。12.i 2) 
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やまちの雰囲気を考える時間をもつことができた(写蒸

7-1)。

7.2 地域マップづくり (99年)

99年最後のwsでは，それまでのwsで得られた材料

を義にして，自分遠の学区を紹介するための立体マップ

づくりを符った。グループ別に学区を紹介するための

キャッチコピーを設定しとれにしたがって自由にマップ

として表現した。 r古いような新しい街J， i水と緑の

多いまち J r議i重りがおもしろいJ. rハンディ

キャップのまちJ， rドームのあるまちj など，個性的

な視点の紹介マップが複数でき上がることになった。参

加者棺互が視点の違いに驚きを主義ずる結果となった。

B まとめと今後の課題

2年間のwsをi車じて，リーダーの資質，親と子の関

係，プレゼンテーションの方法など様々な課題が浮かび

上がってきたが，現時点で学習プログラムの凋発に関連

して総務すると以下のようである。

8.1 学習雪方法について

(1)院大地図は，地域を一望に鳥搬することができ，

他人の考え方や行動生活癒を把鐙しやすいと問時に，自

分の行動範留も客観視できる。何よりも室内で簡単にフ

ィールド・ワークが行えるという特徴がある。

(2)写蒸撮影法は，自ら写真をとることで参加意識を

痛めることができる。特に表現カの未熟な子どもにとっ

ては具体的な対象を簡単に収集，表現，伝達できる手

段，媒体である。

(3 )構造模怨は，レンガや竹のような本物の素材に触

れ，道具を使ったダイナミックな作業を通じて[藍接体

験的興味と感覚的環解を促す。

このように，学区内の環境をあらためで見直したり，

逆に見過ごしがちな環境を発見する方法として，区大地

図あるいは写真鍋影法は，音色もが簡単に参加できる有効

な方法であるのまた，等身大の構造模裂，住宅模型，街

づくり，マップっくりは，建築や都市といった視点から

生活環境をデザインする機会を提供する優れた教材であ

る。

8.1 学畿内容と潔営について

(1)身近な話題を対象とするプログラムの開発'対象

が小学生であり，具体的で魅力的な身近な話題により地

域環境が日常的な興味になりうると考えられる。した

がって，企画者に地域に精通した人材が必婆である。

(2 )連続投のあるプログラム:5屈のプログラムは，

"名吉畳大学工学部・講師博士(工学}
同三重大学工学部・助手
叫曽根孝司・環境設計研究所
判膳j付属設計事務所
ホ6 安井建襲設計事務所
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動機づけからはじまり，地域の探索，まちづくりという

筋道を主重視した。しかしながら探策したことがまちづく

りにどのように生かされ得るかは明確でなく，個々の課

題の相互関連性の追及が必嬰である。

(3)専門性をわかりやすく伝える 手ほどきする側

はP 専門的理論を弄することなくわかりやすく専門伎を

伝える方法をもつべきである。体験的な学習の内容がい

かなる専門性とどのように結び付いているかを解きほぐ

すことができなければならない。

(4)護軍営主体の問題あるいは地域とのつながり:この

試みはまちづくり学習の母体が全くない小学校区で，数

名の専門家が小学生に対してプログラムを持ち込み参加

を募るという，利害関係のないwsとしてスタートし

た。今後この試みが総続するためには，地域との新たな

つながりを模索しながら，地域住民をi軍営主体の中に巻

宮込む必要があろう。参加者のrtJを広げることができれ

ば，より多くの環境資源発掘が可能と思われる。

地域生活に癒着した小学校区穏皮の単位が主体とな

り，自らの生活環境の課題を発兇しながら改蕃を加え持

続的にまちづくりを継承していくことはきわめて重姿で

ある。そのためには，地域環境が生活を支えているとい

う意識を基盤として往民が地域をよく知り愛着をもつた

めに， 乙うした学習プログラムは重要な意味をもつであ

ろう。

{主主}
(1)環境ヂザインWSの企蘭にあたっては，著者らを宮む子ども韓築研究会

のメンパーを中心に行った。揖野総助軸授(三重大宗)からは事前に実
践上田指導を空けた。 wsの実施にあたっては瞳音E謙治助教授(量制
工業大学.)，拘合正吉助手(名古屋市立大学)の支援によるところが大
きい。

(2)多〈の親の参加を待たことは予紛下であった。こうしたことに関心を寄
せる騒が潜喰的にあることを予想させるものである。

(3)事E暗からは。開年度には全盛通じて一人千円，開年度には毎回大人T

円，子ども五百門的事方績を1融収した。
(4)これはニューメキシコ大浮拍アン・テーラー究史が提案している f撞襲

と子どもカリキュラムjからヒントを得てアレンジを施したロ
(5)この'WSは19弼革軍建築学会東海主郁の建築設計計画寮員会で筆制坤

心となり査廊開催した T親と子の建築教室水の和ホ盤・揮瓦のア←
チ・ベニヤのドームjの輯殺を生かしたものでaちる。そもそもこのアイ
デアは中部大学工学罰彊銭斡唱で学生向けにf'Iなっている実習をベース
にしており?肉離和車助教捜¢指噂による。

(6)参力暗から「れんがのアーチ」を或胡させたいとの芦が上がり， 1鋭治年
3月に荷車れんが由アーチの制作を行った。前回の失敬を踏まえてアー
チに軸力のみがかかるよう，ロープをつかった懸垂曲韓を合較に写取り
正確に型枠?と反映させた。この時には4グループ令てがF チを成功さ
せることカ吋きた。

(7)インタビューゲームで}主 「好きな遊び'J. l'好きな告J，r学校の中
で好きな場守J，r外人に紹介したい場所」守 '*の中で好きな場断ゴ
を賀照しあったa また認知マップは，A:lの用紙に通学路周辺の地図を
自由に表演させた。

*j 名古島市立大学芸術工学部・助教
授・博士(工学)/1957年生。名古星大
学卒業後，伊藤躍築設計事務所，名
古星大学助手を経て， 96年より現職
/教育施設デザイン/名古車大学教育
学部では「学校建襲計画論j担当

住総研 {主ぜい 1たら学習 l 論文集 2uuO{ド



子どもを対象にした実践的な防災まちづくり教育の

プログラム開発について

;ι村優子事 1

1古川仁移2

キーワード 1)専門家の協働， 2)防災まちづくり， :1)総合的な学溜，

4)まちづくり市民， 5)地域

1 はじめに 紡災まちづくり教賓の必喜要性

阪神・淡路大震災は，あらためて安全，安心の都市，住

みよい快適なまちの大切さを'支感させ，会地で防災への

;意識を高めた。とりわけ，ハ」ドliilでの安全なまちづく

ηのE重要性はさることながら，被災時に人々が果たす役

割の大きさが瀕11'化した。ふだんから住民や行政がまち

づくのや地域活動にとりくんでいたところは，被も少

なく，被災後の古一ち泊りが早かったことから，災撲を乗

りきるには，皆が}JをtBL"地域で協力しあえる土壌が

重婆だということがあらためて治された。防災まちづく

ηを進めるためには，災害に際して自ら考え行動するこ

とのできるまちづくり市民の育成が必要不可欠だといえ

る。

従米の学校や地域での!的災教育は，防災の知識封符や

避難訓練といった基礎がjな学潟がjコだった。しかし災害

時に重要なのは自分をとりまく環境を安全にしておくこ

と，状況に対応して向発的に活動することである。その

ためには，家庭や地域，学校などさまざまな場所で防災

まちづくりについて体験的に，主体的に学んでおく必要

がある。とりわけ将来のまちっくりの担い手である子ど

も達が，防災のまちづくりを進めるカを持つことで，防

災まちっくりが可能になる。以 l:から新しい防災まちづ

くり教育が必裂と考え，ブログラム偶発を行なうことと

した。

2. プログラム潤発の背景

2.1 まちづ〈り現場の議題

住民が行政と述携しながら自らの住環境を育成してい

くまちづくりの現場では様々なとりくみがされてきた。

東京などでは，伐氏がそのまちの「災得jr防災jを手が

か町にしてp 安全で快適な環境や生iï~. ， ~î望ましいまちの

ありかたを考えていくという防災まちづくりが進められ

てきた。実際的まちの災復を考えることで，自然とのか

かわり，環境のゆとり，地域のつながりなどのあり)jに

気づくことができ，それをベ〕スに住潔境改選など様々

な活動がなされている。その'j，践の中で，子どものころ

からまちへの怠識を高めていくことの準要性が提起され

てきた。

2.2 学校での学習の課題と可能性

-45-

学校における紡災教育は，知識智1，~や避難訓練など基

i礎的学習にとどまっでいた内またz まちづくり分野の学

狩も，教育関係者にとっては有効な教材が街単にはない

など教えにくいものとされていた。しかし近年，体験的

実践的学問，環境分野の重視，地域との連携，さらには

2002年からの総合的な学習の導入などが進められてい

る。

との新しい学手?の浪商にj;.干して，防災やまちづくりは，

最i雌な学習テ守マJとなりうるが，多くの分野lこ担星通し，

かな円の知識や経験が必要になることもあっ亡，まだ有

効な方法論にはなり得ていなかった。

このため，学校関係省・行政戦員・まちづくりや防災

の専門家・まちづくりを進めている住民など多くの分野

の人がともに知患を111し合って方法づく ηをすすめるご

とが必婆になっている。

2.3 複合的な要素解決のためのワ タショップ

防災まちづくり教脊については複合的な側I隔を持って

いることから，秘話;い分野の専門家が意見を/J1IG合う必

要がある。そこで防災まちづくり教育のブログラムの開

発と，学校，地I或.行政の協力体制を考える子法として，

多分野の専門家が協働できる場としてのワークショッブ

に着fdl， :i'U函，運営を試みた。

ワーケショッブのメリットは，少人数のグ)~ープごと

にディスカッションをしていくため発言がしやすく。1)

各分野の専門家が自由に J意見をriいあえ，議論をつめて

いけること，教育プログラムが現実のものとして実践で

きるレベルまで絡先できることと言える。現場で活脱す

る参加者が，体験や実伊jを交えて検討しあうことにより，

机}の空論で終わコてしまわずに，現実にUlJしつつ，あ

らゆる分野の視点を組み入れたブログラムを考えていく

ことができる。また， 2)話し合いの中から 5 専門外の

ことについてρF乙〈あうことカてできること，ワ クショッ

ブの場では1 防災まちづくりの教育プログラムを検討す

ることを第一義としながらも，議論するなかで参加沓自

身が防災まちづくりへの意識を高め，地域ゃ学校で実践

していきたいというモチベ←ーションにつなげることが可

能である。 :l)ふだん知りあえない他分野の人と知りあ

い，後11協)Jしながら尖銭することが可能なこと，があ

げられる。本ワークショッブは1 多分野からの参加者を

住総研「住まい 支ち学習j 論y集2同町勾



得ることで，プロフヱツショナルな専門家集凶が約えて

いる問題を学際的に検討することを狙いとした。

3. r紡災まちづくり教育」研究プロジヱクトの経緯

今凶の紡災まちづくり教育ワ クショッブは，平成9

年度の(従)再開発コレーディネータ』協会 f高山基金j等

による自主研究(文 1)を受けて，平成 10年度 l防災ま

ちづくり教育推進方策検討調査J(文2)の」環として実

施された。ワ』ークショッブの全両選常は r防災まちづく

り教育方策検討委員会」のもとに「ワ、ケシヨソブ分科

会J(以ト分科会P 部会長・委員長はともに東京学祭大学

小津紀美子教授))を設けて実施した(文3)。メンバ}は

学識経験者3 行政関係者，まちづくりコンサルタントな

どである。

4 ワークショッブの実施

4.1 ワークショップの企爾

ワ」クショップの金側においては，多様な分野の専門

家を集めること，検討された教育プログラムが学校ある

いは地域で活用できる形式とすることに配慮した。

専門家の参加を得るために，市町村のまちづくり関連

部署やまちづくりゲjレプヲ教育関連研究会へのダイレ

クトメールの発送?学会への!ム織を行なった。

また，現実に却したプログラム案をr，告発するためには，

学校の先生が使用する授業計阪蓄を参考とし，際業のお

ステッブに対応する形で防災まちづくりのプログラムを

考えることとした。そのためにワーケショップの進行)J

法のガイド殴4-1-1を作成し，九グjレ…プでファシリ

テ 夕、がHJ会，舵取りをするようにした。精度をi高め

るために事前にファシリテ」タぃ・ミーテイシグを開き，

ワ クショッブの忍:閣や進行についての説切を行なった。

ワークショッブでの討議は，まずどんなことが「防災j

なのかを話し合い，育てるべき人材のあり方を考えたの

ち，その中から検討対象とすべき学間内務，ずさibJをfiな

自国白臨;;;;に 教育の課題を考える

う場所について決め，プログラム化するというステッブ

をとるようにした。内容としては 1)何をどのように教

えていくかという学資の民標， 2)そのプログラムの背

長と設義， 3)災体的に行なう体験学務iや綱ベ学討など

のず・;JiiH闘， 4)導入，展開，まとめといった学iliステッ

ブ， 5)地域や家庭，学校とのi主携，協)Jのあり方， 6) 

長終的な成果の生かしノ与や留意事項，についてまとめる

こととした。

グyルLいい一フ

がそろい，名参加者が得意分野の知識を生かし，未知の

分野については補いあえるように，あらかじめ堺門を考

慮して設定された。またヲ 5災主体的かつ実E践是[的守なブ口グう

ム持掬昇発を行なうために各グjルV~ ブ

うムの対象年齢を設〉定主した。小学校の低qJ'~Ï;年対象，小

学校の高学年対象，中学生対象， ff4校Ij対象，また地域

くるみで教育プログラムを行なうことも考慮し C晃子J齢

の滋合集I寸l対象のプロゲうムを考えるグlトプをI役定G，

グjレブ。分けをわーなった。

なお銭々な制約から i円だけの関係となるため 3 後日

成果をもとに作業斑及びファシリテ ターで最終まとめ

は作成するものとした。

4.2 ワークショップの開催

1999司2fJ2111.(社)再開発コーディネ』タ)協会3

f紡災まちづくり教青推進方策検討委員会jの主催によの

防災まちづくりをテーマに子供を対象とすゐ実践的学背

ブロゲうムを考案するワ ケショッフ。を関係tした。参加

者は学校教育関係者，地i定住民，自治体まちづく門担当

職員，学生，コンサルタント等計47名，ファシリテー…夕、一

等運営関係者19名，全体で66名である。参加者47名の

うちわけは学校関係者として小中高校，大学の教員，ま

た自治体;の教育関連部署の磯貝など計 14名， ffll庁や詩都

閣のl日rJ'll議員，市町村のまちづくり，都市計画tr~l 部隊員，

i可の行政被告耳織誌等15名，各地で市民活動を行なってい

るまちづくり市民6名句学生8名，まちづくりコンサル

φ訴し什川1H 17" '{の?押を11¥:体的な内容を組み11φブログ司1+削t'!G部分十11引の4
日 (上下のqlで1 まち

lごついt時じているこ

とを出し合う

'li投l世起をiょっつ1 教

育について感じている i現在のI!Iから 1 グ" 糊 1 lilliめるために 11~l)i!T 11 UfJ内容11斬韓

@見;机?に悼いぷ

φ改持すべきと思う点
@身近な臨泣;，;J:~けか

必要ならばグルブで

まち出き

ことをiI:Gfiう。
1"1;)が受付た教舟 f 
どものfj庁副位の先

Aのコメント告出きな

がら与える。

@ここカ，tn~とitぅ ι

@こごをこう教えたい

と思う，，:.(

関4-1-1ワーヲショップ進行方法のガイド

プの担!1* (I)1~'jfllを

探り、予押テマを

HT正する
考えること

φ?問テマ

φどとてaゃるか
@誰を対象とす。か

.効果とL.:CCO 
できる「どちにな

る
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併問テイル伽体的仰をII+!市lの割引!悦11φシステ斗i酬

を悩す。i川するか 11 )jえる 11 の，iIiYJ
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タント 4名である。

まず問題提起として小津東京学芸大学教綬が講演 f地

域・学校・行政の連携によるまちづくり教育の重要性jを

行い，まちづくり市民育成の重要性と地域との連携・総

合化を重視した学校教育を考えることを提案した。次に

古川iから f防災まちづくりの現状についてJのガイダン

スを行い，ひき続きグループ・ディスカッション写真4

2-1，成果の発表写真4-2-2が行われた。

4.3 紡災とまちづくりの学習プログラム

ワークショッブの成果として，防災まちづくり教育の

プログラム築計 10案が総案された。小学校低学年，中学

年同iけのプログうムとしては f地域のおとしよりを知

るJ，Iいのちの源~水探険J，小学校の全校生徒が参加で

きるプログうムとしては「梨地を育てるJ，小学校の高学

年にi向けては「まちの災害ンミュレーションJ，中学生を

対象とては f小さな都市防災協議会をつくるJ，高校生を

対象とでは「安全・安心のコーポラティブ住宅づくりJ，

「昔からの商J;5街を考えてみようJ.多様な年齢集団対象

のプログラムとしては「楽しい防災ウオークラリーJ，

fみんなで工夫する防災イベントJ，r黒帯めざしてまちの

達人になろうj である。これらの成果は後日「妨災とま

ちづくりの学習プログラム集j としてまとめられた。

いずれの教育プログラムも，子どもにとって身近なこ

とを題材に，気づきから興味関心を持ってもらうことに

はじまり，体験的な学習や調べ学資をするなかで，防災

やまちっくりに対しての意識を高めていくというステッ

ブをとっている。なお， I坊災まちづくり教育はカリキュ

うムの中での位置づけや地域性を尊重しながら進めるこ

とが好ましいため，プログラムの内容は実践段階で得教

育現場の実情にあわせていくものとされた。以下に教育

プログラムの一例を紹介する。

4.4 プログラム:rいのちの源~水探険織j

主に地域の学習にとりくむ小学校中学年向けのプログ

ラム。災得l時に飲用や救議，生活用，消火などに役立っ

かねをテ~ーずとし，地主義の中でどのように水が作夜する

か，どのように活用できるかを学んでいく(表4-4-1)。

今のまちに欠けている住氏どうしの交流をとりもどす仕

組みをつくり，その中で学習を進めることにより，防災

まちづくりについて学ぶ。お年寄りをはじめ，地域の

人々に昔の災訴の経験，地域の伝承について話しても

たったり，バケツリレ、を共同で行なったり，井戸採し

の保険隊を行なうなど，子ども達の好奇心を !J~かして防

災まちづくりに接する。災害特には地域の人のことをど

れだけ知っていて，助け合えるかが役に立つため，まち

の人々と産自党知りになり，地域性，手uを広げることも尽

的となっている。

このプログラムを考えたゲルャブの構成メンバーは小

学校の教員，行政の教育111当者，都市計画担当者，保健
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写真4-2-1 ワーヲショップのグループ・ディスカッション

写真4-2-2 ワーヲショップの発表風景

表4-4-1 rいのちの源~水探検縁」のプログラム

オリエンテーション

~水の大切さを知る

~ξp2l井戸探し探検様

(STEP3 u

1井戸マップづくり

(一 i…蓑へ
~生活の話を聞こう

STEP 5 |昔の生活体験

~バケツリレー

~おふろやさん探険

|カベ繍づくり

(STEP 7 Iカベ新開発表会

(STEP 8 Iまとめの授業十お手紙を出す

福社担当者1 地域のまちづくり活動家、まちづくりコシ

サルタント，学生であった。地域の活動の中で卦 i'JJくを

調べているメンバやまちづくり関係者のもつ知識と小

学校教員の子どもの教育)j法のノウハウがうまく融合さ

れたプログラムとなっている。
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5. まとめと今後の課題

5.1 ワーヲシ韮ツプの有効性

以上のように多様な分野の専門家が集まってフoログラ

ム開発を行なった結果，幅広い視点から教育プログラム

について検討することができた。ワ ν ケショッブという

れ出に意見交換が Eきる場が設定されたことにより，参

加告n身の専門分野についての知識や経験を披露するこ

とができやすかった。

また，異なる視点や切り IJを持った人と話し合うこと

で，お互いに学びあうとともできた。教育関係者からみ

ると敬遠しがちだった防災やまちづくのという丘、義の事

柄も，ごく身近なことを題材としてアプ口、チできるこ

とを知る好機となった。都市計測関係者にとっては，そ

れぞれの年齢によって発達段階が違うこと，そのレベル

に合わせた学習テもーマのかみ砕き/j，興味をそそるエッ

センスの加え方といったことも学びとることができた。

5.2 参加者のステップアップ

参加者の多くは，ワークショップ後のアンケートに対

して今回隣発された紡災まちづくりのプログラムが実施

されることになった場合は，何らかの形で協力したいと

自答しており，参加者自身の興味をi認める場ともなって

いる。防災まちづくめ教育という複合的に望書素がからみ

あった課主主を検討するためには多分野専門家が集うワh

ケショップが有効であり，参加者自身のステッブアップ

にも貢献するものだったといえる。今後，総合的な学習

が進み，テーマ学裂のプログラムを設定する燃に，この

手法をぜひいかしていきたい。

5.3 本ワータショップの諜題

巾方で，全ゲjレーフr"v:学校関係お，行政機長，都市計

i磁関係者という専門家を配置できるだけの人数がそろわ

なかったため，学校の先生が多いグループ，行政躍主主主が

多いグjいブという偏りができてしまった。これは，参

加者にあらかじめ検討したいと段、う「教育ブログラムの

対象年齢jを第3希望まで開き，その希望を優先してグ

ル』プ分けを行なったためであるが1学校の先生ならば

どう考えるだろうかという防答が得られずに議論を進め

なければならなかコたグ}レープも出てしまった。

また，ワ~"'~ケショッブの時間が IHだけだったことも

あり，議論の持問が足りなかったという指摘もtれてい

る。グルーブによっても廷があるが 学現段階の各ス

テッブについてテーマや概要を決めるにとどまり，綬業

の進め方や時間配分といコた実践へi射輩出!iびっくところ

まではいかなかったのが硯状である。

η 防災アンド都市づくり計i刻家

グル フ内での話しfTいの時間が主だ:ったために， I1自

のグルャーブの参加告との交流の時間はとれなかった。こ

のことは，参加者自身が地域や仕事で今後防災まちづく

りの活動を進めていく場合に協力しあえるメシパーの艇

を広げる意味でも必要だったといえる。時間が総かった

こととも関連して，側人綿入が現場で次に何をすべきか

という回答を示すことも，参加者の防災まちづくり活動

へのモチベ…ションを潟める窓味では必要だったようだ。

5.4今後の展開

今後は，今1<'1開発されたiめ災まちづ、くり教育を実践し

亡くれるモデル校を募集し，試行する予i主である。また，

その結来をうけ，防災まちづくり教育についてのブログ

うムや地域の協力システムについてまとめ，成果を rl~め

ることとなっている。多くの参加I音によって開発された

プログラムを活用し。防災のまちづくりに寄与していく

ことを期待したい。
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f住まい・まち学習j における住文化のアプローチ

ー高知県の地域環境と住宅を学脅する教材の離島一

キーワード:1)地礎穀尭 2)武君主住宅 3)民家" 4)近伐主宅

5)現州主宅

1 .はじめに

これからの「住まい・まち学習j の方法のひとつに，

学絞教育の場で郷土学習に燃して，豊かな地刻笠をもっ

日本の住宅について学ぶことがあげられる。そのために

は，郷土学習に使用できる教材カ涼庁しく作成され，その

内樹立，地域.(f_特色ある住宅訪湖介されていることが必

婆不可欠となる。そして，住宅の地方牲を把採するう

えで，地峨社会のなかで青まれてきた往文化の潟解が

重要となることカ渇えられる。また，住文{七の視点は

住まい・まち学習をおこなうなかで，次代のよき住ま

い手・っくり手を育むために大切なことと考えられる。

本研究では高知県を事例に学校教育で郷土学習に使

用される教材の作成を践的に，その内容を如何にするか

について，イ主文化の4見交から考察を加えることである。

学校の教科書あるいは授業から住宅に関する知識をえ

ることがある爪住宅の地方生を問解するためには必ず

しも充分ではない。そこで，学校教育における糊蓄を

検討し，その記述内容のなかで日本住宅を理解するうえ

で重要な箇所を給介することを試みる。さらに，こうし

た記述と対応する代表均な住宅を取り上げ，住宅を端持者

に地域紅会の様相を明確にすることで，住居学の分野か

ら住まい・まち学習における方法論を提示したい。

本論は住まい・まち学習について伎文化¢視点から，

第ーに，住宅の地方位に影響を与える自然的主主民と社

会的要尽について，統計資料を分析することで明らか

lごする。第二に，代表的な住宅建築の系統を歴史的に

整現し，住宅とそれをとりまく地域社会について検討

する(図 1-1)。第三に，現代住宅にみられる特徴

については，地元建築家が設却した住宅を取り上ば

その作品を角平析することで明らかにする。

2.高知の地域環器寛

高知県は割方を海に閤まれる凶国の南部に位置し，東

に主主戸曲甲，西に足糊甲1，~障は太平洋に臨み，東西に総長

い扇形をなしている。県の北部には凶盛山ijlJi;が東西に

連なり.1古鳥・答)11・愛媛の3県とを画している。高知

の!~蛾環境について，自然環境人口・世帯，経済基盤

などの社会生約統計指燦を参考に検討を加える(なお，

以下とくに注記していない指標の出典はすべて『統計

三j官変ー*1 

でみる県のすがた 1999~ 係舗斤統計局)である)。

l県¢総J面積は 7.104km2 (全盛際 18Ul)，森林関練習l

合が83.4%(全国第 1flz:l， iiJ{主地面積割合が16.3%(全

国第 47{立)で，全i閣でもっとも森林間稜の市める曾}合

が高いが，可住地の磁稜害tl合は3':~日最下位となっている。

級州11には吉野}I[，物的11，仁淀)1し四万ト}II(i疫

)11)があり，二紛呼J11の奈半利}I[，安装川，松EE!JIIなど

の 16 将J I!カ~JJR内を流れている。玉jl里子は河口付近に分布

し，東から商へ主な平野は安芸，番長，高知，立品開， r高

階rj，中村，宿毛である。高知郎県土の大部分カ漆林にお

おわれ，河口郊にわずかに潟ける小平野が点夜し，百H主
地カヰ実く限られた地主型的条件となっている。

1997年9月の総人口は81万人(全国第45的，人口

密度114.5人/初l' (全図調~43 flz:lで，可住地面積が少

ないために全図版位が下佼となる。者年人口割合は

21.8%となり， 65歳l21.上の割合が島根県に次いで全国第

2伎である。年少人o害恰 (O~14 紛は 14.8% (全

留第 41位)で，県内の人口構成は少子化・高齢化カ漣

んでいることがわかる。経済義盤をみると，県民阿部立

1人当たり 2，442千何で，全国第43{'立であった。

気象データは，年平均気温 16.9¥::(全図第8f立)，最

高気滋(日最高気温の月五ド均の最高{震i)31.3"C (会開策

25イ立)，最低気温(尽最低気温の月平均の長室長梨自)0.4¥:: 

(全国第 24位)，年平明日式調度69%(全国第 25iiJJ 

で，支は暑く，冬洲齢、く， 却を通して比較的湖援な

気候である。作品鴨;7)<.:1量は2，153醐で金屋第7t立となり，

年間約H知数48日住E軍第7位)，主l'熊降水日数 118a 
(全事務 14位)，年間零臼数6日(全隠第40位)，年間

の降水区数に対してi降水島立全国の上位となるが，それ

は 18あたりの降水量が比較的多いことによる。こうし

た高知¢気象は，日本の気候区なかで尚海君主に属する。

高知における住宅の地方牲は県土がJ2g方を海に図ま

れる四国の南の地勢にあり，社会主主i舌統計指標の全湿原

イ立が下位となることから，自然的・社会的にみて厳しい

運輸を税制こあらわれることを捉えなければならない。

3 土佐の武家住宅

3. 1 畠本住宅の建築様式の発展

織自信長と蜘秀吉か正搬を執ャコた附tは，岩城の地
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名にちなんで安士・桃山民i\'1~と画期をなし，学校教育の

「日本史jの教F躍ではこの"与郊の文化合桃山文化と

習うことになる。秀吉¢晩年の庖減であった伏見城のあ

とが，後代になって桃山といわれ，その府来は文禄3年

(1594)年に築かれた伏見却初、宝曜となり，やかて一面

の村依田にかわり，この城山を桃山と呼んだからであった。

さて，桃山という言葉がもっ春江夜¢夢のような美しい

響きは秀吉の伏見城下町の華やかな担割tを時点リ之ふ

さわしい名称である。

桃山文化安代表する建築が誌協であり，筆事誇刻I>Jの発

達と鎖国支自己の必要から発展した。城郭は中I並のL1J城か

ら平山城・平城と平聖子官邸こ移り，巨大な石上Eや壮麗な天

守践をそなえるまでに発達し，務:i:の居館は豪蒸な康敷

飾と障壁ま画で飾られる書聞きとして造られた。

3. 2 高知城下町と武家住宅

関ケ原の戦の後，土佐留を与えられたL1.1内一駿が大高

坂山に慶長6年(1601)から築城を務始した。こι築滅

と悶H寺に城下町の建設にも着手し，北はiIノロ}11，荷は

鈴 11に殴まれた地に建設された。高知城を中心に上士の

居住地にあたる郭1やを設け，郭中の商の j二国nこ足軽や武

家奉公人などのド士を住まわせ，東のド国Iを罰I人の尉住

地とした。城下には郭やと上町，下町を画する堀がめぐ

らされ，武家屋敷と町人土告が明礁に区画された。高知城

下町は山内家の居城を中心lこ，土佐閣の政治的・終併号

な中IL'唱日市となった。

ところで，城山の名脚立， i工ノ山11と鏡}11のがif}11に挟

まれていることから，大高板山から海中山と命名したが，

高悶郡

そ江f去に「高智山Jと改名され，ここに高知という地名

が新しく生まれることになった。 j丘一tttに建設された高知

城下町は，現有の県都・高知市の都市基擦となっている。

531知城は，享保 14年 (1729)から宝潜3年 (1753)

年にかけて再逮された。天守 (1747，高知市)注1)は密

霊iliII皆で，大入母原康根の上に三層の望楼を載せた禁桧

型天守という様式である(図3-1)。この様式は，安

土城と同じ類裂で，雄大かつ芸華社な慰問主凶国随一の

名城といわれている。

本丸御殿 (1749，高知市)削〉は，正殿に溜Ol務およ

び玄関川a属する。正殿には，務:i:の専用感歎で床を一

段高くした上段の|習があり，床の間，天袋，違い朝ij，付

議院。長骨格の墜数量布を{蕗え， 1二段の関と二の関の境に

機潤がつき，天井は協天井として格式受高めている。高

知城はフミ守とヌト;丸カ可井存するl唯 の遺構であり，本丸は

桃山:立:1むを象徴する豪華で格式をもっ書院造である。な

お，この建物は明治以後に懐徳館と名づけられた。

?工ノ川111t!キーの刻11筋にあるi日ず嶋家住宅(ぬ跡的

期頃，高知的注目は，入母庭迭の長塗F~の箆敷構えが

城下における中級の正じ家屋敷を今日に伝えている。主主主

は桁行8問，索開7照ード，割弱宣U瀧臨の鱗，平差益

建，玄関こ入母魁ii'の式台がつき，座融制席わった書

院造の座敷があり，炉を切った茶気も配されている。

|日山内家下鐙敷長屋 (1864現高知市)出)は，高知

城の陶，鈎Ilt五岸の近くにイ立援し，高知縫主第 15代山

内幸聖堂が幕末に家tiの原数地を夜し上げて下康数とし

た地に建てられている(図3-2)。長屋は!日下康敷の

凡開

ニtj:甥担

2 

3 

番善意郡

安釜君担

。城郡1 その他 @ 近代惣築

ロ住宅'住宅 自韓親代建築 。 15 

ム関JlJiみ集落
km 

1高知械 2悶手嶋家住宅 3旧山内家下庭教長屋 4山中家住宅 51日竹内家住宅

6関川家住宅 7護戸布吉良川町 8畠中家住宅(野良務計) 9者福家住宅

10末延家住宅(限末延堂医院) 11腐と黒のある家 12土佐山悶の家 11土佐山僚の家11

思1-1 f.高知県内の代表的な{主宅建築の分布
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西端の道路に崩して逮てられ， E重点的立入母康被の後資資，
桁行 17間半，梁間2間半で南北に長くなっている。現

状は明治維新前に足軽カ守主む居宅であった長鐙だけが

残されている。外綴尚武家屋敷の長屋の函影をよく伝え，

全調布切にみても遺.Oi肋t少ないために貴重である。

4.土佐の民芸能

4. 1 日本の村落・翻怖の変容と民家・街並みの{呆存

臼本の民家は，地域ごとの自然あるいは風kと巧みに

調和をばかりながら，庶民の生活空間を創りだしてきた。

その建設にあてられる木材を有効に生かすJ主体制式柱と

梁の骨総や屋根の検造に顕著にみられる。地域の風L土の

差から多様な形態の民家以来~tから南の沖縄まで形成

された。また，実生約に対応した間取りならびに主主仮の

変遷に，庶氏住宅としての遊静美をみることかtきる。

「地理J(f;教干、憶では，高度経済成長期以降における

急iおよ都市化の進展によって，村落広機能は著しく変化

したことを習っている。そして，都市から遠く離れた村

浴では人口ifrt出による過疎化が深刻になり，公共サー

どスの低 101こより日常生活に支持撃をきたし，ついに廃村

になったことが記述されている。現段愛における都市化の

進展あるいはB常生活カ叱ムじようにゑ貌するなかで，山

村や農村の民家は次々と失われていった。

また， rt自王室Jでは全図的に都市化が進むー方で，伝

統的な村落や町並みを保存し，後世に引き継いでいく運

動カ澱り上げられている。代表的な保存地域として，合

掌遊の白11郷(岐部約，清水寺の門前田Iの産等級係

図3ー 1 高知城(際法日県文化財ハンドブック』より)

図3-2 I日山内家下能強楼主ß霊(~為知県文化財ハンドブック』より)

5]-

都市)，中山道の俗場開Iの委銭信(長野県)があげられ

ている。なお，白川郷は平成7"1'に富山県のm富山とと

もに世界文化遺劇こ登録されたことも紹介されている。

4. 2 農家

1'\';，ま保護は昭和往年度から昭和 52 年度 (1966~

1977)にかけて文イGJ1'が各都道府県に補助金を交付し，

実施された民家緊急調査カt始まりである。その認査研視

の成果をうけて，民家がE重要文化財として多数指定され，

保存カT積極長官に1'fわれるようになった。
尚知県では，昭和 45年度に民家緊急説経治冷県を対

象に2長官証された。 F二上佼の氏家J(高知県教育委員会，

1972)によると， 5JZt踊形式は「はl地A型Jr山地B整担「平

地型jの3つに大別されている。

UJ地A型系民家のUl中家住宅(18槻己仁欄頃，本}II本す)

注1)は，山辺の斜面に建てられ背面に防協林を省して

いる(阪4-1)。外量約ま寄棟造の茅葺きの援綬であり，

間取りは東から「おおで'J rちゃのまJrよまJに3分し，

それぞ才砂漠裏に2分された六間取となる。よまの南端

には，踏み込みだけの小さな士間カt設けられる。山中家

住宅は宙い手法で建てられ音肘のE甘さから四密中央山

地の中努農家と想像されている。

本)1附立高知県の謝とで，標高 700mのUJ深い耕すに

位議している。当地方では詩A面ばかりで平均地が少な

く，林業が主体であり，焼燃をして「ヒエJrキビJな

どを主体に耕作をしていたο 民鳴りは屋外の作業が中心

となるために土問が小さく，炊事場を屡内に設けないこ

とは谷防の自約jくを利溺し，屋外の洗湯を使浴するLLi隈

図4-1 山中署員住宅 (lf高知県文化財ハンドブツ幻より)

図4…2 関JI側主宅刊護法磁波{樹ハンドブック』より)
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部¢生活の習わしとみられている。よまとちゃのまに囲

炉裏が切られF 室内で媛をとることができるが，それは

山限の厳しい気象のもとで生活を営むためであった。

山地B型系民家の!日竹内家住宅 (18帥職期民大正

田D 注 1) は，寄棟i設の茅設の長量級と茅壁の外観に~ii4'数が

ある。間取りは上手から「ざしきJrちゃのま.1rどま」
と配されて171Jに並んでいる。ちゃのまにX;Iが切ら才1，

土隠は作業場であり，権蒸用の竃が後けられている。

和紙の原料の猪皮は，三極皮とともに土佐のI..IJ間部の

特産であり，そして広く生産されていた。本樹、ら格皮を

採るには椿を適当な長さに切って蒸績に入れ，蒸して

皮制lぐ作業をする。こうした一速の作機会は普遍慰問

行われるが，夜なべあるいは雨天でも{十業カ?できるよう

に，その設備をE室内へ造ったと考えられている。したが

って，稽蒸しの設備は，土佐の山間部における往時の産

業と一体となった暮らしを物語っている。なお，旧竹内

家住宅は，所有者が新居江建設のため，大正1fTが譲渡を

うけて移築しており，高く評価できる保存の実例である。

平地型系民家の関川家住宅 (1819，高知市)注1)は，

薬E室内形式¢表門，道具蕨と米蔵の{守層屋カ滋tっており，
幕末における土佐の郷農のE票数構えをよく残している

(図4-2)。主屋は材II子7問，梁n号4問，寄棟巡の茅

葺の屋根で，茅王まの屋根から座敷を南に突出させた角盤

形式である。間取りは践例に土問，この上手は土問沿い

に奥より命所，鶴間とその前室の3室をとる。さらに，

上手の3室は仏澗と寝室であり，突出部は玄関と腕士で

ある。関J11家は郷土の家系であり，座敷に香焼造カ海文り

入れられて格式化されている。外観は茅葺の寄棟造の主

屋根の一陶阪に桟瓦IIの庇カちrg，らされているが，こじた特徴
は讃絞平野にみられる凹方蓋の民家と護軍以している。

4. 3 町家と町並み

集落やi町並みの保存地区告再度は， IIB;fP 50年に文f間オ
保護法が改正され新しく在制'"建五宝物群が創設された

ことによる。高知県内では，君主戸市宵良J!I田JiW が議要

在滅的建造物若手保存地区の選定による町並みである。平

成6・7年度に伝綱吉建途中鮒保存対嬬輔が実施され

(W官良JIIO:担Tj]f[みA，室戸市教育委員会， 1996)，平成

9年lこ葉要同流自守建造物群保存地i支出雲定された。

主主良J11は良質の木蹴深放する地として，近代0)経済

的繁栄を背祭に形成された。長関立切り変造・平入・桟瓦

主主の原点目形式で，半滋，ずし2階，総2階とさまざまで

あるが，総2階の嫁!高は比較的低くなっている。

タ閉まは土佐漆喰仕U-fとし，正朗と南西の壁面にf;tJJ<

切り到;を多用している。また，]S石を積み上げたいしぐ

ろの震激構えは，海からの蜘主主に文#博して生活を常んで

きたこの主I!ll或の風土性をよく現している。

吉良J11は地域然塁手かな;窓匠そもつ主屋，裁，いしぐろ

などの在請す自的建閥均が周囲の環境と一体となり，土佐の

在郷町として特色ある時並み景観を良好に伝えている。

5.高知の近代住宅

5. 1 B本の文明開化と建築

明治以降に西洋文化を取り入れ，日本文化の近代イむを

めさYづ主明開化のfilil，ii掛か，国民生活に大きな影警撃を与え

たことを「日本史jで習うことになる。西洋建築O)!主針
カ、伝来するなかで，洋風建築は役所・s'.立学校・銀行・

会社などから始まった。そのなかで，東京の銀島監は煉

耳遣の謝t:kM¥築が建ち並び，洋式術111'こガス灯が設置さ

れ人力車や鋭草寺号車が走り，文明附抗象徴となった。

これを捲く銭絵は，教科煮の挿絵として掲載されている。

ところで，高知県内には明治期に刻字の洋風主主築ずIs建

てられたが，高知市内は戦災によってその大半が失われ

た。そのーかで，県下には優れた和感議築tJ望見存し，平

成6・7年度に出切口総建知JS合調査が全!京を対象に実

施された。『高知のi丘f奴姻隠袋詰(高知L宗教務委員会，

1鈎 6)がfiH子されており，この報告書のなかから文f己貸オ
保護の士橡となった建造物を紹介する。この繍貨は学術

的に大きな成楽をあげ，報告書の11J1チ後に重姿文f改初t

1件，近年における新しい文化財保語審判j度じた笠録有形文

化財が2儀所である。なお，登録有形文化財の件数は，

守後さらに増加する兇込みである。

5. 2 総軍属建築

烏中家住宅 (1887，安芸市)注4)の主屋は，和風住宅

に洋)!li，\0~時計台をつけた外観に特徴がある(関 5 -1)。

図5-1 畠中家住宅 (1建錨l!.<1'L西国曲力所ガイドブック』よむ) 図5-2 斎穏家伎宅(Il建築巡凶間部力所ガイドブツヴ』より)
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野寺計は当詳寺のご当;tがイギリスから八角持計を取り寄

せ，言説1i議異のすえ完成させたという挿話をもっている。

臼本人大工がつくった和洋折衷の建築であり，この独特

¢外量発iま里子良持計の愛称でひろく知られ安裟平野の康

史的f託銀にも寄与している。

5. 3 和風住宅

吉福家住宅 (1901，土佐;清水市)注1)の主震は j切妻

迭の桟ID訟の屋根形式木造の平屋建で，一部が屋線裏

部屋をもっずし二階である。島明Eりは康教を中心に匝

の字形の室長配置をとる床上部分と土間部分から構成さ

れる。南の2室は座敷と次の際で，東と南に縁剖紡tつい

ている。鴎主に床¢問，天袋，違い韓g，調院の座草櫛が

揃い，高の2室には取り合いに横綱がつけられ長押が

麹されるところに武家風の書続造が読みとれる。次の間

から 2~昏\は箱階段で，近世の町家にみられる商家風の

殺を伝えている。土問は梁と小屋倒噺織にかかって大

きな空際を構成し，鰹漁¢使用人か数十人立ったまま一

度に食事をしたといわれる漁家風となっている。

吉福家カヰ青在する松尾集落は矧郡甲の開方にあり.i1I

くに鰹の好漁場を控えることから，鰹漁の本記賀辞世として

発展した。吉福家は，地場産業¢鰹稼業や鰍甘の製造取

守内栄えた家柄である。集落はま並大な足摺の海の景長誌を

望できる立地条件にあるが，その一方で強風に襲われ

る封出戎でもある。吉福家では東側に門屋と釜爆が主主ち，

m側に花髄岩を積んだ防風用の石垣を築き，主屋の南官官

に納屡を建てて強風に対して工夫している (1315-2)。

武家風と鴎家風と漁家風が合体した特徴ある主屋の間

取り，防嵐石垣の盤機えは，高知県南西地方において鰹

漁等を営んだ調む乙の家¢様相を知る上で資重であり，附

属屋がそろって残ることにも縦断t認められている。

5. 4 洋:J!t住宅

末延家住宅 (1927，芸西村)出)の建物は，木巡二l皆

建，屋主主訴ま急勾配の桟友達であり，南面の張り出し部は

切望書として，先端にフィニアルの欄(jiりがある。建物は

診煽T桜井用住宅として建てられ H働寄診療胤 2階は

尉主用rJ;部屋カ可西日され室内は和風の造作である。

当初の列唆はピンクt3の下見あお長りであったが，第二

鴎6-1 白と泉のある家(縫鍛紙作品選議1捌』より)

次世界大戦中の空襲対策で黒塗りの下見板張りに変更

された。時妓乱に事Fを支える持i差りのブラケットが飾られ

関口はガラス戸で縦長の上げ下げ怨となり，全体的に端

正な構成であり，言語知県、下では貴重な木造洋飴である。

6.高知の現代金宅

6. 1 t也方の風土的傾伎と建築

地方都市では高度経済成長期に人口の流出によって

過耐むし，産業や文化などの本蜘戦いたが，近年では

若者のUターン現象などによって再評鈍され各地の風

土性を重視する優れた建築が設計されるようになった。

日本建築学会では，建築に関する総合的な鋭有Jから高

い水準を有する作品を広く会員より募集し，選考の結巣，

採択された作品の概要を『建築鵜志 i酔 l作品設諜』に

掲載している。これには高女f限内の 13伊lの作品カt掲載

されているが，住宅建築の作品を絞り上げて解析したい。

6. 2 土佐派の家

自と累のある家， (1986.言語知市，山本長水)は，木造

住宅の伝統を攻代に通じる方法でi吉かし，地元産のスギ

材を積極的に使F到し，ローコストな住宅をめざしている

(図6-1)。高実[1の強い風雨，言語い湿度，射るような

楊射しという厳しい気象に対応するため，検i高を低くす

る一方で天井を言語くし，事子はi3書く.L広く開放された{主空

院を澱見している。外暗には，自と黒の土処認識に銅桜

の水切りがつけられる。間取りは11轡に広間と台所. 2 

階に2室長の寝掛t祝されている。 111断t家族生活用， 2 

F皆が倒人rJ;生j吉の場となり，家篠の団らんの共同空間と

プライバシー確保のための私的祭限を分ける考え方で

ある。また，将来の増擦の百J育を性にも頭取還している。

土佐山田の家II (19幻，土佐山自国J，山本恭~J..J は，

「地域に根づいた家Ji100年耐えられる家Ji，曽改築が

しやすい家」カ海宣言f趣旨である。 111皆は台所と接若手fllの

平日:きがら構成され 2階が謄「習と寝室で家族の生i君主空間

となっている。この{主宅』ま池場に根づいた材料でつくら

れ，木の構造体を不変な「基本の

ブ空問酌J(j貯寄斤.詰ぬb亙所'浴空宗樹言符fな4どδ)に2分矯害して引い》喝る。

サブブR宝空尚は取り替えや{修韮王喫嬰がF河i司]能で，将来より快適な居

題6-2 土佐山爾の翼民 (i建築嬬志作品選集1開 IIより)

η
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住空間を求めて滑改築カ波うこなえるようになっている。

土佐山凶の家 (1的0，土佐山田町，山本恭5Dは， 1伐)

年を超える商家を改装している。改装後に通り庭がギャ

ラリー，ずし2齢主婦協と事務室となり，ギャラリー

をもっ設計事務所となっている(深川 2)。今@!の改

装では，木i針鰍iの保存と展示および改装の手法¢公開

など，建物「社会的役害uを明確にしている。外級制正存

¢車敵同活かしながらガラスで覆い，表重りとギャラリ

ーが閣放的に繋がれるようになっている。

こうした地元建築家の設計による住宅は r土佐派の

家Jと称され，地域に伝承された構法て漣てられ地場

の木材，漆塗，和紙の榊特積嗣切な舌周し， tl邸機硝

のi毒性化に寄与している。さらに，高知の厳しい気候風

土との共生が意図され現代の往生活のニースにも対応

している。また，民家の再生の手法を取り入れており，

土佐の住文化を今日に融蹴していること料民向「できる。

7 おわりに

本論では高知県を事例に，今校教育のi韓日三芋手当におけ
る事土材江宇目立にあたり，イ主;文化¢字見点を示した。最初に，

住宅をとりまく地域環境について統計資料を分析して

明らかにした。つづいて，日本住宅じと近役から近代まで

の理解から始め，それが学校教育の日本史や地理の教科

書でどのように習っているかを紹介している。教科惑で

住宅に環する知識をえたときに，高知県内の該当する住

宅を先11り，さらに地主主社会の様相を耳関手でをるように配

慮した。それは現存する代表的な住宅を員齢者に{主宅を

とりまく自然的要図や社会的要因を実的約にとられ地

域社会を直視することを重要視したからでもある。

最後に，高知県の学校教育における郷土さ許認の教材の

作成には，以下の4点カt考慮される必要がある。

第一に，高知にl立桃山文化を象徴する城郭建築が現作

し，高知城下町は城内に天守協とi饗主の居館である本丸

御殿が併存し，城下の中級の正味窓生主とA慢の長爆は，

武家住宅を今Bに伝えている。近illの許j先城ド田iが覗イ王

のL時十言語知市の都市基殺をつくりだし，支配者!爵の武

家住宅知書院造の住宅主主戒で建築されていた。

第二に，土佐の民家は立地条件や気骨掘しこi二に対応し
て建てられ， J似訴す会のなかで共生し，山地あるいは平

地J 湾岸部。田l場ごとに地掛J特色カ鴨志できる。間取

りは実生活の一端を物語り，夜業の繁栄を背景に形成さ

れた町並みには地域佼豊かな意匠がみとめられる。

第J三に近代の高知は作風議築のt対百が!均長し，洋風

の;E主任や材料を取り入れた建築が建てられた。しかしな

がら，住宅議室長は檎j査が木造で，][lまが主流であり，和

風を基調として，近陛の民家の系議を引いている。明治

以降にはp 裕福なi隅カ望書院法を取り入れているD 高知

のìLÍイ問主宅は，近{~華日成建築の範騰に織するといえる。

第泊に，高知の現代位宅のなかで，地元建築家の「土

佐派の家」のグループによる住宅3設計に注自できる。高

知の厳しい安ゆ諮りーと地域絞淡の活性化にも配慮し，住

宅の材料ω由潟産のオサオ，漆喰，和紙を積品説的tj，之使用し

ている。さらに，在統的税制去ながらも1晃代の住生活の

ニーズに対応していることなどが為く評仰でき，高知の

21世紀副主まいづくりに段重な知見を提{現している。

<;主>

1)重要必七日才

2)重要在瀬正均磁宰搬手侭存地区

3) ;高知市保護有形文化財

4)登録有形文仕お
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ι 醐 h 判鋭敏子六学生郡宇戦時'i:5デザイン寺明助教授

灘梼摂望書 大阪市立大学よ割統博士課倒産了の後、 Eヰヰ向荷振興

ミ F 会期相続員を袴て、 1蜘年4月より事総着壬圭

輔干華麗に土佐の蹴イヒ噛1)を検証し、それを榊蜘

郷土学習の霊験矧こまと詑引腕に取り紡νでいと。
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2.3 自治体での取り組みから





まちづくり学習の展開の可能性に隠する一考察

一石川県・まちづくり大好き人間養成作戦事業を例にー

キーワード 1 )まちづくり学習， 2)総合的な学習， 3)市民参加，

縛内雄次*'

長il露軍事草学 2 

4)読本， 5)ネットワーク

1 はじめに

近年，市民参加のまちづくちが，圏内で急速に広まり

つつある。

一方，まちづくり学習という新たな試みが全隠に散Fも

されるようになっている。その主導主体のパターンには

複数あり，それぞれの主体の悶的は違うであろうが，ま

ちづ〈り学轡なるものが，将来のまちづくりを短う(担

わなければならない)子どもたちがまちづ〈りに関心を

持っきっかけとなることは共通していると考えられる。

このように，まちづくり学留は，わが国のまちづくり

の将来を考える時に，重婆な意味をもつものであり，本

識は，その先進的事例であるお111¥果の「まちづくり大好

き人隠養成作戦事業」の考察を通じて，まちづくり学習

の展繍の可能性を探ろうとするものである。

2 まちづくり学習とその必要性

都市計商法改正 (1992年)，特定非営利活動促進法

(NPO法，1998年)，情報公開法 (1999年)，地方分権一

括法 (1999 年)などの成立・施行によ~ ，住民と地方

自治体が協力，住民の意見を尊重し，地域の実状を反映

したまちづくりを進めていくことが求められているとと

もに，そのような地方自治を可能とする環境も繋いつつ

ある。このような中，近年，まちづくりにおける市民参

加の勤きが，各地で急速に拡大し展開されている。

一方，学校教育においてまちづくりを題材とする授業

が，実践されつつある。 2∞2(平成 13)年度から「総合

的な学習の時間J(小学校3年生~高校3年生までの 10

年間)が始まることになっており，このことにより，ま

ちづくりを題材とする学習 (1まちづくり学習J)がさ

らに広まるものと予澱される。

くわえて， 2000(平成 12)年4月には介護保検市j度が

スタートする。それまでの施設収容裂の高齢者補祉を，

地域ケアへと転換するものであり，住民それぞれが支え

合うコミュニティづくりが求められている。

住民参加(あるいは主体)を基本とするまちづくり，

さらには，学校でのまちづくり学習は，社会的要請と言

えるであろう。

3. r総合的な学習の時間Jと fまちづくザ学習J

既述のように， 1総合的な学習の特務Jが2002年度よ

り小中高校で始まる。この目的とするところは，一体何

なのであろうか。 1998(平成 10)年7月 29日の文部省

教育課穏幸審議会答申は， r総合的な学留の時間Jのねら

いを，次のように掲げている。

・各学校の創意工夫を生かした横断的・総合的な学習

や児霊童生徒の興味・関心等に基づく学習などを通じ

て，鹿ら課題在見つけ，自ら学び，自ら考え主体

釣!こ判断し.よりよく隈豊富を解決する資質や能力を

育てる。

・情報の集め方，調ベ方，まとめ方，報告や発表“討

議の仕方等の学び方やものの考え方を身に付ける。

・隈頚の解決や探求活動に主体的冒部造的に取り組む

態度を育成する。

-自己の生き方についての怠覚を深める。

それでは次に，まちづくりとは，どのように考えるべ

きであろうか。その定義は多種多様であるが，ここでは，

次のようにまちづくりを考えたい。
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自らが住む地域に積極的に関わり，地主誌に糞任を

持ち，汗と知蕊を出して，住み良い地域にしてい

くこと。また，そのための住民相互の協働のアク

ンヨン。

そのようなまちづくりと， r総合的な学爾」がどのよ

うに結びつくのか。それは，上認の審議会答申の中にヒ

ントがある。すなわち，ゴシック(太文字)の部分が，

まちづくりと関連するのではないだろうか。まちづ〈り

の過穏を表 3- 1のように考え，グループワークで進め

るとすれば，それぞれのステップで，児童・生徒自らが

知j慾を出し，工夫し，協働することが求められる。

これは一例でしかなく，まちづくりの中の何を主要テ

ー?とするのか(福祉，町立主み，住宅，環境，道路など)

で，ステップや方法もかわってくる。しかし，基本的に

は「総合的な学習」のねらいとまちづくりというものの

務連性は強い，ということを認識できる。

さらに，学習の対象地域，課題などを変え，必主主とす

住総研一住まし、 まち学智J 論文集 200C年



るまちづくりの知識や技術を潟E霊化するなど，小学校一争

中学校→高校とステッブアップしていくことも可能であ

る。

このように，まちづくりを学ぶ「まちづくり学轡」は，

文献調斎，フィールドサーベイ，インタピユー調査，レ

ポート整理，絵や模訟の提案，グループ討論，発表，ヂ

イベートなど多様な要素を含むものであり，クロスカリ

キュラム的な要素もかなり濃いものであると言える。

表3-1 まちづくり学習郷

まちづくり学習の流れ 総合的な学潔

との関係

①まちを知る

-まちの歴史，地理，社会経済状

i.兄などを調べる。

-方法としては，文献調査，まち 曜豊島ら課題を

のフィールドサーベイ(まち歩 見つけ，E!

き)，町内や行政の人へのイン ら学び，自

↓ タビュー議盗など ら考え，主

②まちの良い点や課題を整現する 体的に判断

.Q;の結果を参考に，まちの良い 命情報の集め

点と課題を把握する。 方，調べ方

-方法としては，地図(住宅明細 ，まとめ方

凶など)をベースにしたとりま

とめ (7ィールドサーベイ結果

の写真を活用しでもよい)，比

↓ 絞表の作成など

③まちの良い点を伸ばし，課題を解 命よりよく間

決する方法を検討する。 是Eを解決す

-他の事例を調べたり，専門書等 る資質や能

からヒントを得る。 カを背てる

-さらに，自らができることは何 働問題の解決

かを明修にする。 や探求活動

-まとめの方法としては，文章に に主体的，

してもよいし，例えば絵や模型 創造的に取

で提案など り組む態度

↓ を湾成する

④提案を評{隠する

-町内や行政の関係者，専門家に ⑨報告や発表

評価してもらうことにより， i是 -討論のイ土

案の長所短所に気付く。 方

4 谷川県におけるまちづくり学習への訟み

上記のように，まちづくり学習の学校での取り総みの

可能性は高まりつつあり，実際，まちづくり学留の試み

は，全国各地に広がっているようである。

しかし，試みのパターンを克てみると学校内だけにと

どまるものではなく，行政主導型(石川県など)，市民
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主導型(浦安まちブックをつくる会など)，学校:主導型

(金沢大学教育学部約属高校など)という， 3つに集約

されるものと考える。

行政主導型の先進事例として，平成9iF度よち石川県

土木部都市計画課が手掛けている「まちづくり大好き人

腿養成作戦事業」がある。当事業は，地方分機や住民参

加の流れを受け，まちづくりへの住民参加を実現してい

くための方策のひとつとして展厚署されている。子どもた

ちに，まちづくりについて関心を持ってもらうきっかけ

づくりを行い，まちづくりを担う人物育成を目指したも

のである。一方でこれは，学校や市民との協働によって，

環境教育のー賓としてのまちづくり教育を行政が進める

場合の優れた事例であることから，ここにその概要を紹

介することにしたい。

(1)毘約

当事業の主要な目的は上記のように，子どものまちづ

くりへの関心を高めることにある。同時に，当事業はそ

のスタートポイントから，まちづくり学爾の観点から都

市計務行政と学校・市民との緊密な協力関係づくり，ま

ちづくり学潔のノウハウの蓄積等に重点を震いていた。

(2)内容

平成9年度から 11年度までの 3ヵ年総，当事業の大

きな枝は以下のように推移してきている。

表4-1 事業の推移

年度

9 10 11 

まち・再発見フォト 7 リー 。。。
子どもまちづくりブオーフム 。。。
まちづくり読本¢作成 。。
子どもまちづくり盤 。

①まち圃再発見フォトラワー

小中学生が参加するフォトラリーである。

平成9年度は石川県南部の加賀市， 10年度は北部の

七尾市，そして 11年度は県庁所夜都市であり熱央に位

置する金沢市を対象に行われた。

ブコrトラリーの対象地は各都市の中心部であり，そこ

に佼還する小学校高学年と中学校の児童・生徒が参加し

た。基本的な進め方は3ヵ年ともに向様である。午前中

はチーム別によるフィールドサーベイ(街の探検)在行

う。レンズ{すきアィルムで“好きな場所"“嫌いな場所

，を撮影し，地図に場所をチェックするとともにコメン

トを記入していく。

午後は，“好きな場所"“嫌いな場所"をチーム別に

懇理するとともに，その中からー箇所在選び，その場所
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を良くしていくためのアイデイアを絵にする。地図，絵，

写真を使ってチーム別に「まち・得発見ポスター」を作

成する。

:!，j:真4-1 まち掴再発見フォトラリ (七尾市)

~子どもまちづくりフォーラム

当フォーラムでは義務講演とともに，フォトうリーに

参加した小中学校の児童話・生徒による“:子どもまちづく

り発表会"が行われた。

基謁講演は，それぞれの都市のまちづくりのキーパー

ソン(市民)からの，子どもたちへの激励である。発表

会では，フォトラリーで撮影した写真と作成したポスタ

ーを，子どもたち闘らがスライドで紹介した。

写真4-2 子どもまちづくザフォーラム(七鷹市)

③まちづくり読本

県内の小学校，中学校の授業での活用を密的に「まち

づくり読本」が作成されている。平成9年度は，小学生

用の「みんなで考えよう I1わたしたちのまちづくり」

(フルカラーA-4絞， 24ページ)と，読本を使用す

る先生のための手引き書 (A-4版， 64ページ)が作

成され，県内全ての小学校に配布された。

さらに平成 10年度には 3 中学生用(フルカラーA-

4版， 38ページ)，手引書 (A-4版， 78ページ)が作

成され，県内全ての中学校に配布された。

中学生用読本の構成は以下のとおりである。文"

第 1章 まちの成り立ちと発控室

1. 加費百万石の城下町

2. 現在の金沢

第2望者 まちづくりについて知ろう!

1. まちづくりの慕本

2. よりよいまちをつくるために

ふ 住民参加のまちづくり

第 31事 これからのまちを考えよう!

アクションシート 1

公園をもっとよくする擬案をしよう

アクションシート 2

人にやさしいまちについて考えてみよう

アクションシート 3

まちの熊銃について考えてみよう

④子どもまちづくり塾

表4-1にff¥すように 2 子どもまちづくり塾は平成 11

年度に初めて実施された(会場は金沢市)。

まちづくり読本を使った小中学生を対象とする実験授

業である。読本作成のワーキングメンバーであった金沢

市内の小中学校より，参加者を募った。

午前中が読本を縫った小中学生向けのまちづくり教

室主，午後l立金沢市内の都市施設，伝統的街並みなどの見

学会であった。

子どもまちづくり塾は，小中学校の先生に読本を使っ

た授業が実際に可能であるということを明らかにし，読

本の活用を促すことも呂指していた。

d 

写真4-3 子どもまちづくり塾(共湾潟見学・金沢市)

(3)推進の体制

「まちづくり大好き人腿養成作戦事業」は2 実際，ど

のような体制で進められてきたのであろうか。

是正に述べているように，当事業が学校，市民とのネッ

トワークづくりも念頭においているものであることか

ら，フォトラリー，ブオーラムは1214-1に示す体制で

検討され，実施されてきた。

加賀市では市民との連携が不充分であった。その反省、

から，七尾市では七尾市常年会議所，金沢市では金者事東

山まちづくり協議会 r身近な環境と子どもたち」を考

える会など市民間体の協力を得ている。

ウ
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市民団体

事務局 開催市の

((財)いしかわまちづくりセン 学校隣係者

ト，石川県都市計在留課，開催

市の都市計画部響)

殴4-1 フォトラリー?フォーラムの推進体制

小中学生用の読本作成にあたっては，大学研究者(専

門都市計闘)，小中高校の先生などをメンバーとする

ワーキンググループが設置され，教育と都市計臨双万の

視点から詳絡な検討がなされている。

読本を教材として{車う先生の意見が最も重要なポイン

トであり，極力授業で使いやすい，使うことができる，

子どもたちが演心を持つ内容，紙函とするため，イラス

ハ写真などを多〈し，フルカラーで印刷されている(先

生周の手引書は白黒で印縦)。

子どもまちづくり塾は，読本ワーキンググループのメ

ンバー，大学演係者からの意見を事務局が綴別に集約し，

それをもとに実施内容が詳細に検討されている。

5 まとめ(石111嬢の訟みの評価と今後の課題)

「まちづくり大好き人間養成作戦事業」は，行政主導

型のまちづくり学留の先進的な取り組みとして，以下の

点で主主く評価されるものである。

①学校~市民~行政のネットワーク化

当事業の当初より，まちづくり学習の展開を目指して，

学校，市民とのネットワークづくちの仕総みが組み込ま

れていた。例えばそれは，説本作成にあたっての学校関

係者を中心とするワーキンググループの設震であり，フ

ォトラリーやフォーうムの企繭・運営における，学校関

係者，市民団体との緊密な協力関係の構築であった。

まちづくり学習は，学校の中だけに陽ざされていては

十分な効果を上げることはできない。学望書の7ィー}vド

である「まち」の人や行政が学校をサポートし，共にっ

くりあげていくことが望まれる。そのためにも，学校~

市民~行政のネットワークは重要なのである。

②まちづくり読本の作成と配布

まちづくりるt本ならびに手引書という，まちづくり学

習を学校で行うための教材を作成し，県内の全小学校，

全中学校に配布したという実績そのものが評価されるべ

きものである。また，それらが現場の先生の意見をもと

本2韓式会社計画構報研究所研究員

に，実際的に使いやすい内容となっていることも;忘れて

はならない。

③ノウハウの慈積

フォーラム，フォトラリー，まちづくり塾の開催によ

り，まちづくり学習のノウハウが告書積されてきたものと

考えられる。そのノウハウが，学校，行政， $1¥サイド

それぞれに蓄積されていることも大切なポイントであ

る。それぞれが共遂のノウハウを持ち，まちづくり学習

の重要性を認識することにより，棺互のネットワークは

さらに強!喝なものになっていくであろう。

④市民?学校繍係者などへのアピール

3年閣の事業展開において，地元新聞など多様な?ス

メディアにより取りよげられている。事業を広〈市民や

学校関係者などに知ってもらい，事業の意義を浬解して

もらい，サポートを得るためにも重婆なことである。

このように言語〈評鯨される事業ではあるが，説本;を使

った授業の展開は現実にはあまり進んでいないなど，課

題も多い。当事業をさらに発燥させ，まちづ〈り学習の

実践を広めようとすれば，次のような諜題をクリアして

いかなければならないであろう。

a まちづくり学習の継続性

まちづくり学替のより効果的な展慌のために，継続股

が求められる。しかし，県などの行政主導で行われる場

合，その影響力や継続性には限界がある。このため， N
POが主導していくなど，まちづくり学習の継続牲と定

務悦を確保していくための方策の検討が必要であろう。

号まちづくりの専門家が関わる怯総みづくザ

行政月議員 3 民間プランナー，あるいはNPOなどまち

づくりの専門家が，学校に出向いて授業を行うような仕

組みづくりが努まれる。そのことにより，読本を使う先

生の負担を軽減するとともに，専門家やNPOから生の

話を聞くことにより，子どもたちの興味が高まる。

“コーディネ-<$1一機能の確立

学校~行政~市民 (NP0，専門家)をつなぞコーデ

イネーターが必要である。(財)いしかわまちづくりセ

ンター，もしくはNPOがそのようなコーディネータ一

機能を担うとともに，先5主を対象にまちづくり読本活用

の講習署会を隣催するなど，県内におけるまちづくり学爾

推進の中心的役割を拐っていくことが期待される。

く参考文献〉

1 )石川県土木部都市計画課。みんなで考えようわたしたちのまちづく

り， 1999.3 

字 l宇都宮大学教育学部 助教授

民間シンクタンクを緩て、大学で住環境・まちづくりの教育に従事。まち

づくりへの子どもの関わりの重要性を認識し、平成8年、市民グループ f身

近な環境と子どもたち」を考える会を創設。高)11県「まちづくり大野き人

間養成作戦事業」には、当初の企園 立東段階から構わってきた。
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北海道における住教育への取り組み

一住まいづくり体験塾から体験学習プログラムづくりへ

長谷)1[雅治利

減限美穂・2

高木宣恵"

キーワード:1)住教育， 2)体験学習， 3)学習プログラム，心地域性

5)すまいづくり

1 はじめに

これまで北海道では，積雪寒冷な気候風土への対応を

大きなテー?として住宅の際発.改良を行ってきた。そ

の結果省エネルギー性能，高野I熱fとなどの役宅建築技術

の進歩を重ね成果を上げてきた。平成2年からは「北方

裂住宅Jとしてそれまでの省エネルギー性能，居伎環境

性能の向上に加えて，暮らしを見直してすまいづくりを

考えることをテーマに技術開発や普及轡発を行ってきた。

この段階で本来なら新しい住宅では結露，換気，高齢化

対応などの問題はもう解決されているはずであり，新た

な住文化の形成に向かうことが予定されていた。しかし

現実には住み手は高性能.高機能の住宅を使いこなせず，

依然として様々な湾総が解決されたとはきえない状態に

ある。その原医の一つには住み手が自らの住まいに対し

て強い関心と深い理解が欠けていること，すなわち住み

手の住意識が低いことが考えられる。住み手に対する往

窓識i向上は，主に住宅取得予定者を対象として様々な{主

情報の提供による普及務発が行われているが，住まいに

対する3基本的，総合的な理解を形成するためには，子供

のうちから住教育としてきちんと対応することが必嬰で

あるといわれている。しかし，学校教育の中では住まい

についての学習は非常に手薄であることは宇野らの議資

1)により明らかであり，住教育の実戦に向けた取り総み

が強く求められている。

われわれは，子供たち，主に小学校高学年を対象とし

住教育の方法を探るため，体験的なすまいまちづくり学

習の実践と，それらを踏まえた住まいの体験学習プログ

ラムづくりに取り組んだので報告する。

2. r住まいづくり体験箆」の銅催

2. 1 r住まいづくり体験盤Jの図的

建築技術者や住まい手への住意識向上に加えて，すま

いづくりやまちづくりの未来の担い手である子供たちを

対象とし長期的な視点ですまいづくり・まちづくりに対

する意識啓発を行うために実際にすまいづくり・まちづ

くりの体験学留を実施することとあわせ，総合約な住ま

いの体験学習プログラムの開発を目指して，そのノウハ

ウの蓄積を行った。

2. 2事業の概要

「住まいづくり体験製」は北海道庁が遂民に対する住

意識向上のための普及啓発事業のー著書として，寒地住宅

都市研究所と共河で企爾，運営した。閲骨量テーマは出来

るだけ地域の特性を生かしたものとし，地域の市町村，

教育委員会，地元建築輿係者との連携を図った。

2. 3実施機要

体験塾は4年間にわたり 4都市で，下記の 5つのテー

マで実施した{詳織は表-1)。

①「まちかどおもしろ見つけ隊J(平成8年度岩見沢市:

道央)子供たちが自分のまちを五感を駆使して歩き，ま

ちの中のよいところ，悪いところを発見し，改善案を検

討することで住環境への関心を高めた。

② fこんなうちっくり隊J(平成 8年度岩見沢市)実際

に手を動かし，汗を流し，仲間と協力してミニハウスを

二つ組み立て，ものづくりの楽しさを体験した。

③「まくべつ探偵Iill+まくべつ創作IillJ (平成百年度幕

別町:道東)自分たちが住んでいるまちを歩き殴って再

発見し，暮らしやすいまちの姿を考え，未来のまちづく

りを計幽し，それを模型にした。

④「花でカラフル大作戦J(平成 10年度東神楽町・道

1ヒ)まちのテーマである花のまちづくりを実践すべく，

町内の住宅地を舞台に，巡りと住宅の庭へのガーデニン

グを自分たちでデザインし，災行した。

③「理想の家を作っちゃおJ(平成 11年度淳沢部国T: 

道湖)自分たちが考える樫想、の住まいを， ~tR雪の気候風

土，家族織成などに配慮しながら，模型として表現した。

2. 4 r住まいづくり体験塾j の評価

体験塾はどのプログラムも子供たちにとって非常に魅

力的なものとなった. 1， 2， 3年間の体験裂は地域学

管での隣催となり，学校での学習とは逢い遊びの要素が

学びへとつながり，最後まで子供たちは高い関心を持ち

続けた。 4年目の体験塾は学校の授業として開催された

が，模型作りに取り組む子供たちの姿勢はふだん見られ

ないほど集中したものであった。

しかし， ー方でどうしてもイベントとしての凋僕の色

彩が強く，開催までの準備を始め実施に多大な労力をつ
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表-1 住まいづくり体験強の概要

る子供たちに指令書(参加案内)を送付
毘)
容説明 (45分}

Eの活動内容説明p 調査準備
2見つけ織活動(2持潤)

グループごとにスタッフと観察コースに移動
. 5コースそれぞれのゲ凡ープで識変
好きなところ，嫌いなところを発見しマップ，野般に記入

3マップ作成(1持潤 30分)
-グループごとに誠斎してきたことを繋理，マップに記入

ップの発表 (40分)

'ふだん持lらない地域に行くこと
ができ。まちに対する興味を引き起こしていた。子供たちは
住宅や街並みよりも動植物，自然に関心を示した。父母らの
関心も高く，学校教育で実施してほしいとの要望がでた。

-子供たちのかいた絵を参考に家の設計図を作成
.建てるミニハウスの材料を準備
(以下当日)

1活動内容説明 (10分)

-プログラム説明.1主意点説明
2専門家から家づくりの基本の講義 (30分)
・構造の話，家づくりの進め方の話
3ミニハウスの総立 (4時間 40分)
・大工さんによる道具の使い方のデモンストレーション
・子供たちのトライアJv.組立作業の実施
4大工さんのワザのデモンストレーション (30分)
5護装作業 (2時間 30分}

-語己色を考えミニハウスにベンキを塗装する
8看板づくり何時潤)

-建物の看板を作成

ミニハウスづくりを体験することができ，子供達にとって，
とても良い経験につながった。っくりあげたという達成感が
子供達の自信につながった様子。

日)

自著草書官準備

・参加する子供たちに指令書(参加案内)を送付
(以下当日)

1活動内容観絹 (10分}
・当日の招致内容説明、誠査準{藷
2まちの瀦 (40分)
・幕Zせの歴史、まちをつくるポイント、建築の話
3まち探偵活動(2時怒 10分)

E グループごとにスタップと観察コースに移動
4地阪ごとに指令に従ってそれぞれのグループで調査

.発見したことを指令識に記入
・気になる鮪所の写真撮影
4マップ作成 (45分)

-グループごとに務蒸してきたことを懇理、マップに記入
5作成したマップの発表 (25分)

。まくべつ鰯作溜
1未来のまちづく Uのアイデア出し(1時鰐 10分)
グループごとに幕別駅前の米来を考える

2未来のまち構惣際作り(2時諮 20分)
構想図の作り方を二T供達に説明する

-グjレ ブごとに未来のまちの構想をたて犠裂の設計を1'Tう
3模型づくり (5締罰 10分)

-模型裂の作り方を子供速に説明する
-グループごとに未来のまちの模型をつくる
4未来のまち構想の発表(1時間}

よく理解できた。
車椅子に乗った体験から、主幹道を歩くにしてもみんなが同じ
感じ方ではないことに気づき、福祉のまちづくりに関心を持
てた。
子供遣は将来のまちづくりに対して興味を持った様子。
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( 1時様}
・当日の活動内容説明、チームづくり、まち・花の話
2デザインを考える (3時簡40分}
-団地ウォッチング
.ガーデニングをする家の人に要望を聞く
.街並みのデザイン
3ガーデニングをする(3時間 10分)
.専門家のデモンストレーション
・植え込み作業の実施
-居住者へ花の手入れのお願い
4. 1ヶ月後、現地見学と発表 (2時潤)
・成長した筏を銭童話、通りの変化をみる
.住民にどう惑じたか誠査する
-これまでの感想を発表する

ぎ込んだものであったため，これらをそのまま地域や学

校で実施することには無理があり，いかに手較で，かっ

効果的なプログラムに改良するかが課題となった。

3. r住まいの体験学習プログラムj の機婆

3. 1ねらい

fi教育に体系的に取り組める可能性がもっとも惑いの

は学校である。学校での住教育は，子供たちの発達段階

に応じて「興味，関心を引き起こすJことから始めて「関

心から理解へJr理解から参加する態度・問題解決能力

の育成Jへと役割が変わってくる。現状の学校の住教資

の実施状況から考えると，子供にとっても，教締にとっ

てもまず取り組むこと， r!!J心を高めることとが必裂と考

える。このプログラムは最初の段階，つまり f興味，関

心を引き起こす」ことにねらいを置き，体験を中心とし

た学習プログラムを検討した。

3. 2対象と縫い方

この体験学習プログラム集は教朗1が使用することを前徒

-61 

-違いの理由を子どもた
2理想の署員のプランづくり (2時罪悪 15分)
-北留で暮らす工夫を感り込めるように考える
・理想の家のテーマを決め、平面図をつくる
3縫製作成(4時間 25分)
-作り方の説明
・模型作成、発表fIJ資料の作成
4理想の家の模型器とテーマを発表 (45分)
・どの様なねらいで自分たちの家を計画したか、どういう
ところがおもしろかったかなどを発表する。
(授業妻、観にあわせて発表会を開催し、父母にも子供たち
の学習成果を披館した。)

北関ω主札幌において居心地
工夫や特徴を理解し、住宅への関心を高めた。子供逮は住ま
いへの夢や希望を模型に表す体験を通し、将来の住まいに対
して興味を持った様子。

に作成した。各プログラムでは授業の流れを明確にし，

子供と教師の活動，必嬰な教材，情報を盛り込み，また

必主主な資料は授業でそのまま使えるように配慮している。

現在の学校の教科には住教育という教科はなく，家庭

科，社会科， ~理科，生活科などに陳述した項目がyt られ

るが，ここでは住教育を柱に，各教科との関連で総合的

に実施することを考えている。住まいに関するテーマを

複数の教科の中で実施できるように，学潔指導要領との

関連について整捜しながらプログラムの作成を行った。

3.3i主教育のテーマ

プログラムでは住まいについて総合的に理解できるよ

う体系的に構成した(図 1 )。また，実際のすまいと

の関連づけによって体験学習をより効来的なものとする

ため，北海道の積雪寒冷などに対応した暮らしとすまい

や，実施する地域の特性を生かすなど地域性への配慮，

また一人一人，家族録の生活体験に基ついて住まいを考

え，実践へ結びつけるなど側別姓への配慮を行った。各

プログラムの詳細は表 2のとおりである。

住脳研 !I:主也し まち学習論文集'2000"年



体験学習プログラム

住まいの役割と 1 住まいとは何か

専らし
まちづくり/' 2 北海道の住まい

快適刊結社
住まい)j

住まいの檀い方 3 暮らしとf主まい
気蛇風1との関係

家づくり 現竣 4 住まいの働吉と暮らし方

~他産 日:まいの生前 L土佐まいと社会業i宮

時史
I 性まいと社舎の関わり

随一 1 {主教宵のテーマと体裁学湾プログラム

表 -2 住まいの体験学習プログラム

⑫ 底1[.'、
⑫学留の流れ φ特徴

fま主
ト際家1次 l 係しているかまとめ 賠心地の良い家を考えることで，住宅や暮

L、地

日町
らしに対する関心をヲ!吉起こす。

と のよ に入っていること，場・まとめたことを発表す また，自分の生活をあらためて見つめてみ

{fかま耳 所を思い出し 1 居心地 る たり，家族の意見を開くことから，住宅は「家
い{ 車 がよいとはどういうこ鎮4次 族，暮らし，社会j と関係があることを理解
在rえる • .Ji'l'L，j@O)J1!.…日喧 する。

考え 次 すために必嬰な事柄 そして，際心地の良い家の条件を分類して
に帰って賠心地のょ について興味のある いくことで，住宅に求められるいろいろな性よ

いところを嫁す。 ことを考える。 能を理解する。う
-家族に賎心地のょいと・次にどんな学習プログ てと;，.

E鴎トグ3 ころはどこか開く。 ラムにつなげていく
次 か考える。 次の学理プログラムへ

ループ毎に居心地の

良さがどんなことに跨

2 
北⑮ 国

⑫学習の流れ @特徴
北海 害卜者あ1次 i った写真をまとめ 暖かい地方の住まいを調べ，自分たちの住
道

住のま
たたかい地域の気候i溌 る。 発展学留 3 む地域の住まいとくらべることで，北国の住

住の や{主宅を調べ，寒い 展学溜 1 ・北閣の住宅配特徴を。 まいは，寒さや雪の多い気候の中でも，居心

ま い 地方の気候や住宅と・北閣の住宅の特徴で気 ビデオレターやイン 地よく暮らす工夫をしていることに気づき 1

L、
発見 l燦ト緩比2次較かし，腐心を持つ。 になったことや。わ ターネットを使って 理解する。

からなかったことを 他の地域に紹介し， 北留の住宅の特徴を調べた結巣と，緩かい
隊 い地方の住宅と 専門家に質問する。 交流を匿iる。 地方の伎宅を改めて比較し 1 北関の住まいの

室哲い地域の住宅め盛田第睦展学習2 特色が，他の地域とi量った生活文化であるこ
いを探る。 住宅展示場に行き，住 とに気づくきっかけをつくる。
まちに出かけ，寒い 宅を見学する。

地域の住宅の特徴を 4次

!滋ト調実3次べ際に見て探す。 まちで調べた結果を
とめたものを発表し

た結果やまちで搬l あう。

暮b 3 @ 理懇
⑫学習の;流れ ⑫特徴

除1次 って必要な部爆を調l んだ住宅の模型をつ 自分や家族がほしいと思う部箆から 1 暮ら
し

の家を
-自分や家族がほしいと i 査する。 くるために，平衡計 しを楽しむ住吉を考える。

住とま
思う部屋を考え，そ簿 3次 樹，立iili計画を考え 生活になくてはならない部屋を調べ?生活

つ の理由と特徴を考え・ほしい部屋を考慮j成のをし る。 と各部農の関連や，家族の役割とすまいの機
L、く る。， た「住みたい家 第・模作5 型をつくる。 能を理解するきっかけをつくる。

つ 考えた部屋の特徴を発 特徴や部屋の構 次 住みたい1 ほしい主主と思う夢のある家を恕
ち 表しあい，夢(案) 考える。 った(描いた)作品 像し，考えた住宅を絵や模型などで形にする
や

!書ト再暮を2次膨ららませる。 第 4次-A を発表し， 交流を図 楽しさに気づく。お
2・考えた特徴を盛 る。

していくのに必要iんだ住宅をまとめり込， 

な部屋の理由と役割 イラストや見取り
を考える を書く。

-家に帰って 1 家族にと遺書4;;:“ B
考えた特徴を盛り込
一 一 一
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住ま4 議
⑫学醤の流れ 場参特徴

F.:自次分 簿いを£験する 家に絡 1) 輔凶 生活の中から空軍さを紡ぐ方法を宮尾べ，北鴎
い さ の家や生活の中 2次“自 こっている箆所と， の住宅が持つ性能や，快適に暮らす工夫につ
の 防を で，寒さを紡ぐ工夫 2種類のコップに冷 家庭で行っている対 いて考えるカを身につける。

はたきり 口-21次重-ガベAラる 水を入れ 表面の水第・綬問3i:士かくベる
熱の伝わりかたや，水の状態の変化などの

」

1商付著状況を見る。 実験を過して，生活(住宅)に置き換えて考う
ス. 2重ガラ住宅内において結館 暮らすための え，断熱や結露等についての浬解を深める。

毒 スによる熱の逃げ方 が発生しやすい場所 住宅の工夫や l 使い
の違いや，材料の違l やその条件を誠ベ 方についてまとめ

し いによる逃げ方の違 る。 る。
官、

φ学習の波れ ⑫特徴た

瀕卜空1次 l を行う。 簿 を入れ換えるための方 熊単な実験を適して?ZE気の動きや，気持
気 気が汚れている部屋 部屋の中でいつ，ど 法を考える。 ちの良い生活環境の確保のための空気の鴻浄

主風 を想像し，その特徴と達者んなときに空気が汚 3次 化の方法について現解する。
原因を考える。 れるのか考える。 ・実験結果を整理し，空 実際の住宅において換気 i藍嵐をよくする

つ -汚れた空気を分類し. ，!1i 2次-8 気が汚れることを理解 ための性能や，生活における対応の仕方につ
て いて理解を深める。
f耳 させ，関口部の空き・家でできそうな空気を
? 

棄を汚れに見 方の違いによる爆の きれいにする方法を考
立て，ろうそくの燃焼 動きを比較する。 える。

と呼吸についての実験・部撲においてら空気

き⑮学震の流れ φ特徴

F.~次ど 絃する 揮捷家Zパの4事2の学意リるR膏見司ガア何を倒〈

生活の中にあるいろいろなものの使い勝手
リ もの巨線から使い・高齢者や際答者が使い を子どもの回線で考え?高齢者や障害者に限
ア づらいことを探l.高 づらいと怠うことを のパリアを解沼 らず，人によって使いやすさに差があること
フ

齢者や締害者も同じで 考える。 法を学務する。 に気づく。リ
あることを調べる。 第3次 住宅において，その個人差にどのように対

つ -高齢者や障害者の身体 §分の家で疑似体験し フリー住吉や施 応していけば，暮らしやすくなるのか考え，

てな 機能について専門家に た状態で過ごす場合第設を見学する。 緩解する。

あ 第・高際2次齢く。 に使いづらいことを 5次
考える。 自分の家のパリアを改。 者や障害者の疑似・家に帰り。使いづらい 善する案を考え。家族

体験から身体状況を確 箆所を確認し。家族 に提案する。

g ⑫学習の流れ ⑫特徴

卜際地1次 第 2次 入する。 地震発生時に家の中で起こることについて

震が起きた待に家の・家の中での被夫害をを考防えぐ・学校で，実践したこと の認識を高め，家異の転倒などでケガをしな
中で起こる被害についための工 を発表する。 いための工夫を身につける町
て調べる。 る。 ・家の中で地震から身を 身の回りでできることを実践する力を身に

家酬の危険岬 l 柑でたしグ工ル実夫ー践をプ家し山銭て 村 性向山
つける。

その原協を調べる。 に考え を学ぶ@

ろう と相談
みる。

-家庭での実践内容を記

実
φ学習の流れ ⑫特徴

第 1次 性第i 2次叩A 簿 3次 太陽光の性績を翻ベ，採光の大切さを理解

織を -太楊光の良いところ 窓の大きさが違う籍を 生活の中で太i場光を活 し，住宅に備わる性能に気づく。

，舌
悪いところを探し。 用意し，いろいろな 郎する工夫を考える。 日光という自然エネルギー在住宅で効っ準的け

用 質を調べる。 条件で，中の温度変 に使う方法を理解し，実銭する力を身に

し -住宅の方位と窓の向き 化を比較する。 る。

よ や大きさを調べ1 関係議2次“自
う を探る。 ・照度計や，ソーラー電

池を手1)!Ilした篭球を
用意し。部雇の草月る

さを調べる固

上学吋れ ⑫特徴

海1次のφ中学I習外ので流心れ地 l第・2次 祭1・3次 生活の中には，暮らしに潤いを与える音こ，と
ら・住宅 い者をi車る実験をi盟し暮らしの中で，音とう不快にする音など，いろいろな音がある
し い昔，不快な音を翻 てI 住活の中で不快 まくっき合っていく住 を理解する。

早 べ，綴々な種類の音に な音を紛ぐ万法を考 宅の工夫や住まい方の 住宅の中で皆と上手に暮らしていく方法キ

音議のす 溜まれて暮らしている える a 工夫を考える。 マナーを身につける。

ことに気づく。 ・音に。をつ。出い暮すてら側考しのえの立るマ場。ナにーな
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，!l. I~ 怜学習の流れ
輩出陣T友一 τ師事喜志議認子五-.-約芳恋7さ夜支でる。
¥¥ I威ト環境陪題こついて学留溌農学童書 1 溺4次

主|支lL52p-資源の子科家計簿をつけて詳・考えた節約方法を各家
l~l ミ切さを理解する。しく確認する。 庭で実践する。

会 l哲J1 '2こニニニコ : liヶ卜今σ生活が電気に依存沸 3次 発展学習 3
じ! てしること，電気配・エネルギー資源を有効ト自然エネルギーを調
よi うことま環境負荷古可 に使う工夫や方法を: ベl 地球を守るために
うl き hことに気づく。: 考える。 自分たちでできること

陣2次 溌展学潔 2 を考える。
ト各家庭巴エコチェッヶ電気がない頃の暮らし簿 5次

をし環境にどれだけ腐 を調ベエネルギ一節 実践結果を報告する e

iptz i第 1犬 i 見学しいろいろな 3 
ト;家を巡る人や方去を; 疑問を投げかける。 ・2調査結県を発表する。

つI考え 疑問を確認すい競べた結果を絵や表:第4次

|⑫特徴

暮らしと地球環境が密接に関係しているこ

とに気づく。
私たち一人 人の小さなことが，地球規犠

の大きなことにつながっていることを理解す
る。

自分たちの暮らしを見議して，今後何をし
たらよいのか考えるきっかけをつくる。

ゆ特徴

ミ|とた詑こ工事現場克! にまとめる ;・現場を見学した感想を

住宅工事現場を見学し，住宅に係わる様々
な職業や，そこに従事する人々と交流するこ

とで，様々な工夫や努力を理解する力をはぐ
くむ。

ど!学応計揺を立てる。 発展学習 ! まとめ，工事現場¢ 家づくりに対する興味を育てる。
ご i第 2次 i・家のできるまでを観 l 説明をしてくれた人
と卜家を践ででしるところ; 祭し記録する。 たちにお礼をする。

I~~φ学習の流れ ぬ特徴
*1第1次 ; してもらい、まちのいまちの良い点を維持すi子ども逮がいつもと違った視点でまちを歩
ち1-まちの良い点、悪い点: 変化に気づく。 る方法や、慈い点在|き，ふだん気がつかない新しい発見をするこ
哲|を探す依頼を受け、 j発展学饗 2 改替する方法を考|とで，自分のまちゃ潔境への関心，興味を高
島|調査場所を決める。 i.郷土資料館を訪ね、街jぇ、まとめる。 1める。

後|第2次 ; の歴史を調べる。 溌農学讃 3 I 自分たちの行曹jや働きかけによりまちをよ
罰トまちを探検し、良いj第3次 γまちがもっと良くなる|りよくすることができることを灘解する。

点、悪い点の写真をj調資結巣をまとめ、まjように考えた案を市

l 撮りメモを書く。 ちかど探偵マップをj町村長やまちづくり
F華麗学謹 1 作る。 担当者に提案する司
¥昔のまちのようすを話第 4次

雑学問れ 第
H事1次 第3次 第4次

@特徴

!こト高齢社会を考え、高齢i・調査笛所在決め、まい調査結果をまとめ、人
工i や瞳害者の身体状況! ちに出かけ 子ども! にやさしいまちにする

住宅だけでなく，まち全体で暮らしやすさ
を考えるべきということに気づく。
生活することは，忠分一人だけでなく，い

ろいろな人々が係わって助け合っていること
を理解する。

じ|を調f ζ 。 の限からと高齢者や: ための工夫を考える。

日ト高齢者や障害者の身体; 陣容者から見た楽し溌緩学習 2
主i 能を専門家に慌く。; いところや、不便な l・人にやさしいまちにす 高鈴化が進む現状を理解し，自分たちは何

をするべきか考えるきっかけをつくる。ラ|第 2次 j ところを見つける。 るための方法を市町
三卜高齢者や障害者の身体溌展学習 1 村長やまちづく O姐

'7' 1 況を疑似体験し、まい高齢者に実際に悶つ l 当者に提案する。
i こ出て確認する。 ていることを聞く。

4 まとめ

たくさんのプログラムを提案したが，これら全てを学

校でやらなければならないということではない。このプ

ログラムは子供への住教育の入り口という位殻つけで作

成したもので，住まいへの興味，関心を引き起こすこと

に重きを霞いており，いくつかのプログラムを実施する

ことで住まいへの関心を引き起こすことが可能と考えて

いる。

ここに報告した体験学留フ。ログラムは，いくつかの実

践を踏まえて作成したとはいえ多くは仮想のものである。

今後実際に学校でこれらを参考に実施し，その結果を再

度反映することでより使えるものへと熟成していくこと

が必要であると考えている。

"北栴道立2草地il'iS都市研究所 研究蛾員
同北博道立2草地i.l宅都市研究所

最後に，この体験学習プログラムの下敷きとなった「す

まいづくり体験塾」の開催に協力をいただいた方々，ま

た，プログラムの作成にあたり貴重なアドバイスをいた

だいた方々に，ここに記して誠意を表します。

く参考文献>
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美術の中の住環境教育 三上紀子

横浜美術館の試み、市民のアトリエ・中学生議路

キーワード:1)美術教育.2)中学生議陵.3)美術館， 4)パリアブワー

5)コミュニケーション

トはじめに

今、子どもを対象としたi主環梼教育に関心が集まって

いる。まちゃi主まいを鐙材とした授業や、行政や民間の

ボランテイア・専門家団体によって、まちづくりをテー

マとしたワークショップが各地で開催されている。

その中で住環境教育を美術教育の一環としてとらえ

てアプローチする試みも行われているω

ここでは、 1999年 l月から 3月まで横浜美樹館 市

民のアトリエで行われた中学生議座|中学生の住まいづ

くり/パリアフリーって何?Jを中心に美術における住

環境教育の活動について報告する。

2.中学生の伎まいづくり/パリアブリーって予;1? 

2 -1.横浜美術館市誌のアトリヱ・中学生講座

横浜美術館は(財)横浜市美術振興財E自によって運営

される美術絡である。当美術絡では市民のアトリヱを併

殺し fくつくる>ことにより美術を考えるjことを基

本理念とし、アトリニEの設備・備品をj活用して市民を対

象に年間を通じて様々な講座を僚機している。

中学生講座は、市民のアトリヱの講座の中の つで、

これまでにも f粘土で動物をつくるjや fカラ日ランドj

I散歩をしよう(数歩からの発見)J r宙に浮く自分(リ

トグラブ)Jなど、様々な造形(絵図・彫刻・版i題等)

の講座を中学生に提供してきた。

今[沼報告する講座 f中学生の住まいづくり/バリアブ

ザーって何?Jは、横浜美術館アトリエ諜市民のアトリ

エ係の木下糞博さんが fパリアフリーという新L-l，'デザ

インを過して子ども遼に社会性や人間性に少しでも気

付く機会を与えたいjと考え企歯されたもので.建築二上

として住空間の計画に携わる私共が今国務腕としてお

手伝いさせていただくことになった。

2 -2.~需康開催にあたって

議Iiliの内容およびカリキュラムは、彩、共で検討・作成

した。さて、今回の講座のテーマとなる fパリアフリーj

という言葉も日常社会の中に定着してきたようである

が、中学生にとってはどの穏度なじみがあるのなのだろ

うか。講座を担当するにあたって、中学校美術における

デザイン教育について調べた。

中学 1年の教科書では、 fデザインとの出会いjと認

して日常身の回りで見かける色々なデザインを紹介す

るベージがある。ここでは、デザインとは生活に必要な

遊具についてその図的や用途に合う機能を満たしかっ

心の裂かさを与える美しさと楽しさを備えるよとを計

爾的に書IJ迭するi霊形活動であると紹介されている勾 ま

た、中学2.3年では、 I心をつなぐデザインjと題して、

生活用品や文房具・施設 まちについて、ひとや環境に

やさしいヂザインiを紹介している。さらに I環境にむけ

るまなざしjと題して、まちゃ地域に関心を持ち、まち

の望書棄を感じ取り、生活や環境について考えることが大

切であるとして環境デザインについてふれている。

これらの記述の中には Iバリアブリーjという言葉は

紹介されていないが、生活の中でのデザインの役割を、

自分たちを取り巻く環境としてのまちゃ住まいと関連

づけることで[パリアフリーjを環境デザインのっと

して紹介することは、中学生にとっても十分学習可能で

あると考え、議Iili内容の検討を行った。

2-3講座内容について

講座は会6臨調催日時は!弱週土隠臼{毎月築工

害事41-.n華日)、午後 1時30分より 4時までの2時間半、

受識者は横浜市内の中学生で公募により応募のあった i

年~-3 年までの生徒 8 名 (5母子 1 名、女子 7 名)である。

内容にあたっては、 Iバリアブリーjという大きなテ

ーマに基づき、 i主まい・建築物ーまちの中での事例につ

いてとりあげながら、高齢者・身障者のための況感と提

案や、人が暮らしていくために安心できる伎まいや環境

がいかに大切なものか、また君主い人も年'lきいた入も同じ

社会の同賢として楽しく暮らすことの大切さを、最終的

にはユニバーサルデザインと結び付けて、わかりやすく

解説することを心がけた。また、形態にとらわれるので

はなく、なぜこのような記慮が必要なのか、識のために、

どのような場面のために工夫するのか、生徒とー絡に考

える過渡を考慮した。

5
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以下、?J3講座の内容を表2…1に示す。

畿 2~ 1 <p学生の住まいづ〈り fバリアフリ司って何?J / ~鈴鹿内容

'住濃いの中のバリアフリ (スライド)

第?罰 。鴎g格者の身体的・生理的変化

‘取締予を休戦しよう.

「バリアフリー入門』 守横浜護衛館内を散策しよう，

く宿題>r私の見つけたパリアフリーJ写真撮影

申各習を続審10使い捨てカメラを護す，

申次回損出のこと.

-前聞の楢題の写真を現働

第 2沼 -盤計の仕事について紹介

「私が見つけた ー住まいの中の玄関について宥癖

バリアフリー』 -私の考える玄関を平欝殴にスケッチ

『私が克つけたバリアフリーjの罪捜

-バリアフリーの工夫がされた椅子の紹介

第3周 {高齢者用の樹子「指先箆さんJ)

『お元銀さんJのプロトタイプで実験

『パ"アフリーの梼子j -普段使っている椅子との比較

-デザイナーが噂譲した椅子との比較

.!l!りやすい椅子、使いやすい穂子について

フリートーク

-パリアフリーの磁点より‘みんなが心地よ〈

第4劉 生活するためにはどうしたらいいんだろう.

『毘近な人のための -格子母、私たちもデザインしてみよう，

椅子づくり 1 J 身近な人色緯がどこで使うのかを具体的に想定して

私だけの椅子を書官ろう，

-アイデアスケッチ

(箇用紙‘色鉛量産、クレ当ン‘宮分の好意な農耕を使用}

働予の畿殺の制作

鱗5密 {結土‘挺‘パルサ将、針金etc.を盤用}

rJ宅近な人のための -耳まになる過程の中でもアイデアを出そう.

椅子づ〈り 2J 工夫とアイデアがデザインとなる.

観型に翁'"

-これまで考えてきたことをもう 度額り選ろう.

第§図 〈払が見つけたバリアフリー〉写真の整理

fバリアフリーから /棋盤紙にグループ分け

ユニバーサル 〈私の考えたJt近な人のための椅子〉の発褒

デザインヘJ ー高齢者にとって畑島綱審にとってそして私適やみんな

にとって心地よい環織とはなんだろう.フリートーク i 

2.4議座の内容とすすめ方

潤第 l回 (1/9) rパリアブリー入門j

本講座の第 1@]~ヨでは、バリアフリーの意味、どうい

う場箇でバリアフリーが必嬰なのか、またなぜ必要なの

かを、住まいでのパリアフリーの事i慨をスライドを使っ

て解説し 高鈴者の身体的変化や生理的変化(五磁の変

化)、精神的変化についての話を行った。その後、受講

者各々が実際に車椅子に乗り、箪嫡子の動きや車椅子で

の視線の高さなどを体験したの乗るだけではなく車靖子

を押すことも体験した。そして横浜美術館の中を数策し

美術書官内のパリアブリーの工夫や、パリアフリーの視点

から見ると{買いにくい所はないか調査を行った。最後に

宿題として、獄・道路・パス・公園・スーパー・お1百・

公共線設・1主まいの中で発見したくバリアブザー〉を写

真に撮るよう、 一人一人にi吏い捨てカメラ (24枚撮り)

を渡し 次回提出することとした。

翻第2@](1/23) r私が見つけたパリアフリーJ
前回の宿題を各自持ち寄った。写真をそ見畿に出してい

る問、 f設計jの仕事についての話をした。図溺や三角

スケールなどの道具、住宅の模型などを紹介したa そし
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て、{王まいの中で毎日使う玄関について考えた。これは、

IE!うまだったらここをこんな風に:工夫するのにjという

アイデアを表現してもらうことが自的で、玄関の襖型{線

尺1120)を見ながら自分の家の玄関でIJ(Jっていることや

工夫できるところはないか考えた後、玄関の王ド磁凶(墜

とドアのみを記入している)を配布し3!:関の住まい方

{インテワア)を家具やものの配還を記入することによ

って表現した。図 2-1は受講者の播いた留の 例である。

. .因 調田""

受鵠者が型実現した玄関の住まい方

方、写真の発表では、公共施設の入り[]のスロープ

やエレベーター 駅の車椅子用リフト.車線子用の電話

ボックスなどに関心が集まった。工夫や配慮がなく身障

者に{買いにくいと恩われる場所についても発表があっ

た。その他、自宅がバリアブリーになっていたことに気

付いたなど様々な発見があったようだ。

陸軍第3図 (2/13) rパリアフリーの様子j

弘たちが毎日{買っている家呉や椅子の中にもバリア

フリーの工夫がされたものがある。

その一つの例として、東京都老人総合併究所の看護部

門研究員 大竹登志子先生が考案された高鈴春期の靖

子 fお元気さんjに実際に触れて体験する機会をもったD

普段穫っている嫡子とくらべるために、事務室の様子や

食卓の椅子も用意した。デザイナーが考案した椅子(マ

ッキントッシユのうダーパックチェ了、コルピジェのス

リングチェア永井淳氏の玄関のいす)も用意し、座っ

てくらべた。(写菓子1)また、 fお元気さんjのプロ

トタイプを使って、立ちl座りの動作のしやすさや介護の

立場からの使いやすさなど、様々な場泌を設定し実験を

行ったo (写真2-2)プロトタイプの椅子は、ねじによ

って座緩の高さや射の高さ、背もたれの高さなどが簡単

に変えられ、クッションを加えることで康溺の奥行き・

背もたれのやわらかさなども実験できるようになって

いる。実験後、燦りやすい椅子、使いやすい椅子につい

て話し合った。自然な形で座哲やすいものが良いという

意見が多い方、見て楽しいデザインも必要という意見

がでた。最初に受講者に知っている様子を訊ねたところ、

学校の教室の裕子や勉強杭の様子、ダイニングの椅子、

ピアノの裕子といった答が返ってきた。いろいろな種類

の椅子に触れることによ号、裕子に対してこれまでと遼

住総研「能まし ;f. '~__;学習}論文集:2 00(l1，下



った見方を受講者はもったようだ匂

'"電2-' いろいろな穏麹の鞠子を〈らべる 2害禽2-2 rお先g認さAdプロトタイプ

膿第4回 (2127) r見近な人のための椅子づくり I J 

これまで考えてきたバリア7リーの観点から、みんな

が心地よく生j請するためにはどうしたらよいのか、具体

的に考えるために裕子をヂザインすることにした匂

殻初に自分の身近な人を懇定して、どんな場所でどん

なときに使うのかを具体的に設定し、工夫や配慮をもり

こんだ寸リジナルの裕子を考えた。思いついたアイデア

をスケッチに描いた。スケッ千を描くのが苦手な人は、

粘土で形をつくった。怨定した使い手は、潟齢者、お父

さん、告分など様々である。お母さんと想定した受講者

が多かったのが特徴的だった。

睡第 5関 (3113) fJil，近な入のための格子づくり 2J 

これまで考えたアイデアをもとに 粘土、紙、パルサ

材、針金を使用して椅子の模型をつくった。スケッチに

捻いたアイデアのf自に、形になる過程の中でもいろいろ

な工夫や考えが生まれる。

模型には絵の具で着色した。色については行吏う人が

好きな色(なぜなら座っているとわくわくするから) J 
や fJfっていて落ち着く色jが選ばれた。(写真2-3)

書家禽2-'見返な人のための縄乎 模型

盤第6凶 (3127)

fパリアフリーからユニバーサルデザインヘj

これまでの議賎の中で考えてきたことをもう一度振

り返る意味よ昭、〈夜、が見つけたパリアフリー〉の写真

の整理とく見近な入のための裕子〉の発表を行った。く

私が見つけたバリアフリー〉は、写棄を 11主宅Jr公共

建築物Jr街.~RJ の 3 つの場所に分類して模造紙に貼

った。(写真2-4、写真2-5)
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晴樹

議問騒欝齢醐轟
樹齢義経繍

開
議鏡

監 L翠髄翻

議室

写112-4 私が見つけたパリアフリー1

2写策2-5 私が見つけたバリアフリ 2 

く見近な人のための椅子>の発表では、自然志向の丸

太をくりぬいた椅子{座った時の木に包まれたやすらぎ

を提案)、高鈴者のための椅子(肘掛けが通常よりも大

きく、肘掛けの下部は限鏡なとが入る小物入れになって

いる。安定するように椅子の廷は通常より太め、色は臼

にやさしい緑と茶を使用}、母殺のためのキッチンチェ

アー(台所作業中でも半ば立ったままの姿勢でちょっと

緩をかけられるよう、通常の椅子よりも座頭が高くなっ

ている。傍状の!可書院主ゴミ籍として使用。}、母親のた

めのパソコン沼の椅子(現在ピアノの様子を代用してい

るので、もっと作業効率が良いように模商の高さや長時

間彫っても疲れないクッションを工夫色は母親の好き

なブルー}なといろいろな椅子が登場した。それぞれに、

{使い手の快適な住まいガを考えた工夫と配慮が盛り込

まれた作品であった。(写真 2-6)

写鶏2-6 見返な人のための梅子の男裁

3横浜美術絡のその他の試み

横浜美術館 干有民のアトワエ中学生議1事ではこのf也
にも、これまでに次のような議践を行ってきた。

{表 3-1)

(主総研住之U まち J 習論文集 2C例年



殺，.， 機浜美術線市漢のアトリヱ ゆ惨金属脅庖蹴.. の-OJ

① f曹のでる金属週形J -践の感触と霞躍と階離による育のi瞳いを難しむ

げ別相f齢の智宮J -豊島離を輝擁して遊離し屯その曹を鑑賞

1995，Jl '習を体で酪じることを体験，

鎗鑓餌喬ノ/穣木下m貴窓冊，" 
{この闘鹿1止中学生と一般の方が一暢に嘗加した}

~""ラーランドj F 自分で自卦の拾の"寄標し、蕗分の色を露見する

'99B.4~8 ーその績の異にあったて支超電持現体すを克つけて加工する

脇健君信臨/ノ蛤縛 伺償鰐符 ー陣争ブラシを使コ る

@r触書告をしようJ
冒散神こ歩れ社のやら動中のか印物象園ら艶を，1捧の公酪k 商商‘ 禽紫ピ"なを散脅し‘1998.4-8 "したものを採取 A 関障する

短魯/ホ下'"樽 粘土で摺臨し般いてテラコッタIごする

@r宙に揮〈自分J ー構I~押かぶてどんな提持ちだ若う

1998.8 ι 曹に搾かんでい品自分の噂寓を蝿ってその中で提"入った

f1lti!//1II #- もの寄りトグラフ!とする
， 

@r結土“酷ti!"J ー叡援の先生より犬や捕についての生臨1こついて学び‘

1998，9-12 興醸1こ勘物tこ隠れて闘機し、粕士でかたちfこするe

蹟集lIf陸優畿ノ自ノ書ホ/承下鈴亨景1木量燭誕制'給奇
-動物の揖い方や瑚暁による癖錆について嘩える，

@r溝樹的まちづ〈り . .台の掛を散告揮して鹿骨"l控ぷ場所、好世な場所、慌に

ワークシ盟ツプJ なる場所、知"合いのいる崎南などを写真やスケッヂ

1999.4-8 -フリーハンドの絵地割を措いて自分のまちを続の上!と作る

書密室ノ傘下舜lfI e階吉島町中でパフ.ーマンス奇行う(①あい吉つ習讃:i置り

鯵傷/木下 S略 すがりにいろいろな懐揮をす畠②斑ごっ己簿}

成問.. 書 -人摺観蝦{①お互いに似絹婚を描t イ〉タビューする

哩滞留の人の掛子を概慌しそのシーン垂体で蒋脅する}

住環境教育に関わる講座としては、③⑥の2つの講座

が該当すると考えられるが、いずれの講座も美術を大き

な枠として、様々な題材にふれることにより受議者が自

ら体験し感じこれまでとは異なるものの見方に気{ぜい

たり、新1.-11'発見をする過程を大切にしているところに

大きな特徴がある。写真3-1、3-2は、⑥演劇的まちづく

りワークショッブの中で行われた「好きな場所jと街の

人の様子を観察しそのシーンを体で再現する場衝であ

る。

盟事案，.， 野曾な場所
写禽，.， 衝の人の様子習を観粛し

そのまM叩ンを休で再現する

方、市民のアトリヱの一般向付講座においても、人

とのまじわりやバリア 7リーとテーマとした講座が行

われている。その一例を、表 3-2に紹介する。

概，.< 繍汲襲術館市民のアトリヱー般向け活動例

F塞び在感じる/ -損環市遊間!と性む摘害者や高齢者の菰を敵ね踏を樹う

開審者や高齢者と -伺った簡をもとに‘機悟性や捜しさ，安ちぎをもっ

共に繍じるJ 読異帯をホで樹作し‘細る

f車絢子による費節腿
-横揺興情掴主催の fセザンヌ麗』を車椅子で見学する

の鍵貧』
ことによって，車椅干の見学者への贋帝監視員の肘血

や襲来方珪.，置物的配瑠の宥醗を行いk 見学終了積、

韓F署密通して人掴について隠し合ったー
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4おわりに

全6[沼、期間にして3ヵ月の講座であったが、 Iバリ

アフリーjというテーマは、人と住環境とのかかわりに

おいて大切な考え方を子ども途と 絡に体験できる格

好の題材であったように思う。なぜ必要なの?識が使う

ためなの?どんな時に必要なの?これらを考えること

によって生まれてくる形は無:mi!にある。美しく心安まる

環境を創造することは椴手を思いやり配慮することと

つながっている。今回の識経では fパリアブリーjとい

うデザインを介して f1患者への思いやりjを具体的にと

らえることができたと J皆、う。

ところで、美術には[空間並びに視宣言の奨を表現し創

造する活動jと[作品を創作または銀賞することによっ

て、人が生きていく上での社会とのかかわりやものの見

方を考える機会を与える活動jの2つの意味と役割があ

る。後警は、現代美術において主にとりあげられてきた

テーマであるが‘美術をひとつのコミぇニヴーションと

考え、表現Jや鑑賞を通じて、社会や{患者とのかかわりを

再考し伝達する手段としてとらえているといえるだろ

う。

昨年改訂された中学校学習指導要鎖(平成 10ザー 12

月)によると、美術教育では、車IJi筆活動とともに感生を

豊かにし情操を養うことを臼擦に掲げ‘表現と銭賞を大

きな2つめ柱として美術を愛好する心と豊かな感性を養

い、 r~主きる力j を育むことを目指している。おそらく

今後は美術教脊においても、環境としての住まい建築・

まちが題材に取り上げらる機会が増えるであろうロ{主ま

い建築・まちを正しく I鑑賞j し、それらがもっデザ

インの奨しさや意味を考え、控室史的背景や設計三者の思い

を知ることは、生活を工夫する楽しさ(知恵)を感仁と

る心豊かな美的でかつ鎖1量的な思考力と共に積極的に

生きる姿勢を背てることにつながっていくだろう。この

ような、美術と住環境教育の今後の役割lに注践しこれ

からも人にやさしい環境づくりにかかわりづつけたい

と思う。
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住まいづくりに関する中立的学習i活動の可能性について

一役情報という視点からー

江上徹・

キーワード:1)住情報. 2)学習活動. 3)住み手. 4)っくり手

1 はじめに

iE確なデータに慕づく判断ではないが，最近，映像・

活字の雨マスメディアで住居・住生活に関する事象を取

りあげる頻度が高くなったように思う。 fBRUTUSJ等が

先革撃を付けたものだが，一般の雑誌でも住居や建築の特

集を組むとよく売れると言われる。一昨年，小説家の藤

原智美が書いた n家をつくるJということ』がベスト

セラーになり，最近の愛)11欽也「家づくり七軒とことん

醤戦記Jまで、類蓄が多数出版されて来たのも悶根の現

象であろう。昨年は正月早々.NHK総合テレビ7時のニュ

ースで，間取りが自由に変えられる集合住宅として，民

間マンションの多様なメニュ一方式やi日住宅島都市整備

公団の，水限りまでも自由に位置を変えられる構法の研

究を紹介していた。その時織委肢に並べられていた「建

築技術J1月号の特集"これからの集合住宅"の大きな

柱は，スケルトンとインフィルの分離による，自惑なプ

ランの実現というものである。!弓様の内容のレポートは，

その後民放テレビ局でもなされた。阿公団では"ユー

メイク住宅"と称するDIYと結びついた研究も続けられ

ているう"このような現象からは，より良い，より濃かな

住まいを求める人々の，住まいづくりへのより直接的な

かかわり，住まいづくりにおけるより大きな自由演の獲

得への強い指向性がみてとれる。

2 近代臼本の伎まいづくり史のー断濁

元々，洋の東衡を照わず，前近代の時代まで住まいづ

くりは住む人自らの仕事であった。むろん，一部には大

:ζ等の専門家の指導・援助をあおぐ場街もあっただろう

が，他の多くの局郎では直接の住み手，及びその地縁・

血縁関係にある人々の労働が加えられていたはずである。

近代社会は，このような前近代までの住まいづくりを

次第に突き崩してゆき，今日見られるような様々な住宅

生産・供給の形態を生み出して来た。そこでは住居は，

住宅産業によってつくられたり，公凶・公社や自治体に

よって供給され，設計も施工も直接的な住み手以外の人

々が扱っている。即ち，近代社会の伎まいづくりの特徴

の一つは.i主み手とっくり手の恭離，住まいをつくるプ

ロセスからの住み手の分離にある。ただ，このことはマ

イナス面だけを持つのではない。住まいづくりが，素人

の意識や技能のしばりから離れることによって. 10套を
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脱した新しい技術や理念の導入が比較的容易になり，住

勝・往生活を著しく改善していく可能性もまた生まれた

と設えよう。

もちろん，それはこの往媛が単に家賃や売却代鏑を得

るための手段としてのみつくられるのではなく，そこで

の住み手の生活の改善を考慮してつくられるという事態

を鶏待してのことである。わが国の住まいの近代化にお

いても"どのようなレベ}vでM という問題はあるとし

ても，そうした絞慮は皆無ではなかった。上に述べた，

住み手とっくり苧の黍離という問題を織に，明治以降の

臼本の住f.ilの近代化をごく単純化して図式的に示すと，

次のようになるだろう。

先ず第一段階は，っくり手掛tl.特に建築家の燃からの

住鼠・往生活改善の援雪主である。これに準じたことは，

直銭的なっくり手だけではなく，生活改善を指向した知

識人の発言という形でもなされた。この場合に規範とな

ったのは，当時の近代化の目標でもあった欲米先進留の

住居であり，日本の旧来のf主総形式一一例えば各唐家の

独立性のなさや床座を前提としたしつらえ等一ーは批判

され，極端な場合はアメリカの往活形式がほぼそのまま

導入されたりもした。この段般の特徴は，こうした改善

の提案. 1日来の形式への批判が善意でなされるとしても，

住み手の生活や意識に基づいてそれがなされた訳ではな

く，主として建築家の個人的体験や学習に基づいてなさ

れた点であろう。こうした動きは，最終的には大正時代

の居間中心獄住宅の提案に結実するが，実際主は大きな

広がりを得ることはできなかった。

このような，いわば建築家の械からの一方的縫業がな

されていた段階にあって，わが隠の住}告の近代化という

点ではもう四つの重姿な展開があった。中廊下型住宅の

誕生である。これは一方では接客本位から家族本位へと

いう生活改善運動のスローガンとも連動していたが，上

記のような建築家の提案による動き，つまり強く意識さ

れた改善の動きというより，長い時間をかけて住み手と

っくり手の相互作用の中に生じた自ずからなるプロセス

であったと言える。そうであるからこそ，この形式は居

務中心籾住宅とは違って，都市の中流住宅の形式として

大きな広がりを得たし，その大枠は戦後の戸建住宅にも

引き継がれたのである。

これに対して，次の段階では住み手の窓向と建築家の

it総研「住まい'まち学習」論文集 2叩 0年



提案能力とを意識的に結びつけるような動きが現われる。

それは西山知三による，住み方調査に3基づく住宅計画と

いう考え方である。住み方調査によって伎み手の住生活

や住要求を担握し，それに基づいて，つまり建築家の俗

人的学習や体験ではなく，住み手の生活や意識に基づい

て住居の設計を行おうというのである。この理念は設計

を合理的・科学的に行うための方法としてとらえられる

ことが多いが，一部では，住まいづくりのプロセスから

排除された住み手の意向を，如何にしてつくる過穏に反

狭させるかという努力としてみることも可能であろう。

この段階での住み手の位震が，調査におけるデータ提供

者にとどまっていたとしても，それは大きな進歩であっ

た。

上に述べて来た，住まいづくりのプロセスに住み手の

意向，要求を反狭させようという努力は更に進められ，

麟応性・可変伎の追求，メニュ一方式，二段階供給，フ

リープラン，コーポラティブハウス等々の試みを生み出

して来た。しかしながら，これらの意欲的提案・活動も

依然として一部に限定されており，現在でも多くの住隠

はいわば出来合いの大型自衛品として供給され，住み手は

それらを自らの経済力等に応じて選択し，購入・賃借し

ているのである。冒頭で紹介した様々な動きは，この!浪

定住を打ち破り，より広い範閣で住み手の住まいづくり

への参加，住み手の意向のより直銭的な反換を実現しよ

うとする涼みと解することができるだろう。

3 住情報という諜題

先進的試みが一部にとどまるというのは往々にしてあ

り得ることである。例えば1950年代の，新進の建築家の

設計によるモダンリビングの住居を享受できたのは，機

く一部の人々でしかなかった。しかしその後，この理念

の普及版とも言うべき叫郎型の住股が，広〈都市生活者

の中に浸透して来ている。これと!司様のことが.i主み手

の住まいづくりへの参加，住み手の要求・意向の住まい

づくりへのより斑銭的な反狭の試みにおいても起こり得

ょう。その様，一つのキ一概念になると思われるものが

住情報である。

例えば，住み手の住居選択という今臼普通にみられる

プロセスにおいても，もしっくり手が住み手の選択行動

の分析を通した往聖書求の把擦を不断に行い，その情報を

住まいづくりに反映させたり，逆に住み手が様々な住情

報に接する中で適切な批評限を養い，それを選択行動に

反映させるなら，レディメイドの住蔚といえども，より

生活にフィットしたものがつくられていくはずである。

これは伎み手の意向・婆求のよりiE[接的な反映の緩やか

な実現と言えなくもない。また後者は，伎居の選択だけ

ではなく，建築家に設計を依頼する際にも，その共同作

業のフェーズを高めることに寄与するであろう。
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4. 2事研究の臨的と方法

第六期住宅建設五ヶ年計闘へ向けての住宅宅地審議会

答申で，初めてが往情報交流体制の整備ρ が打ち出され

て，既に 9年が経過している。しかし横浜や神戸，大阪

等の，大きな住情報センターがつくられた地域やOZONE

のような民間の住情報援供機関を持つ東京等を除けば，

住情報の交流一一住情報が住み手にもっくり手にもす分

勝けられるーーは非常に不十分にしか行われていないと

考えられる。.93年に我々の研究室主で行った務交によれ

ぽ福岡都市闘では持ち家取得者でさえ主な伎情報獲得

手段は，いわば現物(入隠する住居)やそれに代わるモ

デルハウス，住宅燦示場の見学であり，専門家や業者の

窓口を訪ねるとかグループで学習活動を行うといった積

極的な方法は殆どとられていなかったう".何年から行っ

て来た，住宅展示場来訪者を対象とした課査においても，
桟"

ほほ隠様のことが蓄える。.90年代初頭までと比べれば，

近年は住宅展示場を訪れる人も減少し，消費税率が上が

り，構造不況があらわになった.98年からは. 3年間続

けて来た住宅展示場での調査もできなくなったほどであ
注幻

る。

このように，住み手は住情報を獲得するための積極約

活動を余。行っていないが，しかし意識としては学習活

動への参加希望は高い。これは.93年以降行って来た上

記の諸調査での一貫した結果である。これらの諸説資で

は，営業に結びつかない形の中立的な学習会が，交通の

便利な所で凋かれるとした場合の参加希望の有無を問う

た。無料の場合は7割前後の人が"参加する N 或いは

Hテーマによっては参加するH と答え， fl料の場合も告

書i弱の人がそのように答えたのである。少なくともここ

に，より積極的な伎情報交流実現のための芽があると怠

われる。それ故こうした学習活動実現の可能性やその内

容・形式等のあり方を検討することが課題として浮かび

上がってくる。幸いなことに， ， 98年 1月より「建築ジ

ャーナルJ福岡事務所主催，福岡潔建築住宅センター後

援による「家を建てたい人の建築講座J(以下，講座と

記す)が月 l聞のベースで開始された。これは，地元の

建築家がボランティアとして講舗を務め，住賠を求める

人を主制lとした様々な人々が参加する，小規模ながらも

まさに中立的な学資活動である。

そこで我々は，このような学苦手活動を維持発展させる

条件や方策を明らかにすることを自約として，講座参加

者を対象にアンケート緑査を実施した。調査は講座参加

者に趣旨を説明して議資票を配り，後日郵送で凶収する

という方法で行った。誠査時期は1998年5月から10月に

かけてであり，この聞の 6間の講座参加者が対象となっ

たロ各国の有料参加人数(資料代等で900円の参加料を

徴収)は表 4-1に示すi畠りである。この 6司の講座で

102票を配布し. 1現収できたのは33票であり，回収家、は

住総研 f住吉テい 4 まっ学習J論文集 2加。年
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32.4%であった。

5. 務態参加審の概褒と著書加の動機

講!'ll参加者の多くは住み手の立場の人々であるが，っ

くり手の併Lつまり建築関係の仕事に従事している人も

おり，アンケート闘答者33人中8人がそれに該当する。

参加動機はこの二審で当然異なっており，建築関係者は

いわばプロの立場から"家づくりの技術や建築家及び一

般の人の考えを学びたかったがや M ともかく，住居や家

づくりについて学びたかったM とする割合が高いのに対

し，それ以外の人，つまり住み手にあたる人々は H住宅

の新築・建て替えを考えており，その参考になればと怠

ったM や"ともかく，住厨や君主づくりについて学びたか

ったが"将来の住まいづくりや購入等を考え，建築家

・建築士等の専門家との出会いを求めた"とする都合が

高い。ここで注医したい点は，建築関係者，それ以外の

入ともに何等かの意味で H学びたい"という意識が高い

ことである。これはこのような学習活動が維持・発援で

きる潜在的条件があることを示していよう。(表 5-1) 

アンケート回答者の性別は不明の 1例を除けば男女同

数であり，平均年令は男性で49.1才，女性で40.6才であ

る。 i験業としては無職の人が3鋭近くおり，次いで事務

的職業，技術的職業の綴である{議 5-2，5-3)。現

住宅の穣類としては 5書IJ強が持ち家であり，形式も 41剖

強が一戸建となっている。講座は言語査員E獄中は楢i岡市中

央区にある M あいれふH という施設で喜男かれていたこと

もあり，参加者の 7割強が福岡市内在住である。

6 議!'llii翠知手段と議廃以外の{主f曹幸寝入手活動

参加者がどのような手段でこの議肢の開催を知ったか

を調べると，半数近くが新潤記事であり，次いで知人・

友人の紹介，雑誌の記事の織となっている。やはり新聞

や雑誌等のマスメディアが大きな役都を巣たしているが，

知人・友人等の口コミを1/4近くの人があげている点に

も段目したい。ただ"このような学留活動が上手くゆ

き，ll':に広がるためにはどうしたらよいと考えるかn と

いう設問に対する限答としては，テレビも含めたマスメ

ディアでもっとアピールすべきというものが多かった。

これは費用等の点で図難な阪があるだろうが，上述の調

設結巣からいっても，広く知らしめる上では確かに効果

があると思われる。(褒 6-1) 

さて，議経参加者は当講座以外にどのような住情報入

手活動を行って来た，或いは行っているのであろうか。

これを建築関係者以外の人を中心にみると(表 6-2上

最も多いのはやはり"モデルハウス・住宅展示場の見

学H であり，次いで新聞や折り込みの"広告からの学

習H の順であるが"雑誌の購入"，〆講演会への参

加H ， FY単行本の購入H といったかなり積機的なお苦言語も
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議 5-1 議感への参加動機

係者医書建築
以外それ

の
入

住宅の新築・建て替えを考えて
16 

64.0 

戸建住宅の購入を考えて
3 

12.0 

分譲マンションの購入を考えて
1 

4.0 

賃貸住宅への転居を考えて

住宅の増改築を考えて

建築家・建築士との出会いを求めて
1 11 

12.5 44.0 

ともかく住宅について学びたくて
3 13 

37.5 52.0 

メーカーの立場から 4 

一般の人の考えを学びたくて 50.0 

行政の立場から

一般の人の考えを学びたくて

建築家・建築士の立場から 1 

一般の人の考えを学びたくて 12.5 

その飽
2 2 

25.0 8.0 

合計人数 日 25 

援数回害を含む。

重量 5-2 アンケート恩答著書の性別×年令

¥ 20~ 30~ 40- 50~ 60才 不明 合計

29才 39才 49才 59才 以上

性 I 4 2 2 7 16 6.3 25.0 12.5 12.5 43.8 

ぉ.."ι 4 司炉内 5 何台崎 2 125 3 11 1 16 18.8 6.3 6.3 

努

女
____Jー」二二品一J>.二よ
性別不明の1例を除く。

5霊5-3 アンケート閤答者の職業

術技的職業 事務職的業
サビ 役員・社体会毘 業等主際豆?プiヨ主・器

職無
大学生院学生・

不明 i計口h 

職業ス的 替者の

6 8 2 2 4 9 1 1 33 18.8 目。 6.3 6.3 12.5 28.1 3.1 

要量自-1 言講座の認知手段

話言事E 
雑3行ヨ事1ゴ位己ヒ、 雪量 友人知人 家族

そ ぷ口λ 

の

界 紹介の
他 計

15 1 5 1 2 1 8 ! 1 2 33 
45.51 . 15.21 6.11 24.21 3.0 6.1 

i主総研 f性三セザ、 まち学習 j~命丈集 2以10年



， 93年に行った諜査に比べれば高い割合であげられてい

る。それ以外でも"テレピ番線からの学留"や"図書館

の事IJF札，公的機関やメーカー，工務!吉の"窓口を訪ね

ての情報収集"をあげる割合も， 93年の総査に比べて概

ね高い。これは実際に「家を建てたい人の建築講1'l!Jと

いう学習活動への参加者を対象とした調査結果だけにあ

る意味では当然であろう。むしろそうした人を対象とし

た誠査であっても，上位に来る活動がモデルハウス・住

宅展示場の晃学や広告からの学留であることに注意を払

わねばならないであろう。この事実は，現状では役宅展

示場やモデルハウスが住み手にとって最大の往情報提供

機関になっていることを示しており， i主情報交流会体の

ことを視野に入れれば，ここで対象としている学習活動

だけではなく，こうした施設・機関の充実・ヱ夫をも図
法り

っていく必要があるということである。事実，今回の調

査においても，住情報入手のために必要な手段・施設・

機関として最も高い割合であげられたのは"住まいに関

する様々な情報・知識を提供する住情報センタ-"であ

った。

7 講座で学びたいこと，歩考になったことと講座に対

する喜平備

講康で学びたいことや参考になったことも，当然建築

繍係者とそれ以外の人とでは異なる。ここでも後者を中

心にみてゆきたい。先ず第一の特徴はそれが非常に多岐

にわたっているということである。第二に隙取り・プラ

ンニングや犠造・材料，綴格・見積も坦の三分野への要

求が高いこと，第三に情報・知識の入手の仕方，学習の

仕方という基本的な学び方についての婆求が高いこと，

そして第四に，これはこの誠査対象者の特性であろうが，

設計事務所や建築家・建築士について学びたいという要

求が高いこと等がそれに次ぐ特徴としてあげられよう。

建築関係者は，住み方・往生活や情報・知識の入手の仕

方に隠する要求が高くなっている。(表7-1) 

ではどのような点が参考になったかといえば，設計事

務所や建築家・建築士についてが第一位であり，次いで

照取り・プランニング，住み方・住生j活;，価格・見積も

りの順である。設計事務所云々が最上位に来るのは上述

のように今防の調査の特徴である。ここで注意しなけれ

ばならないのは，学びたいことでは上位に来ていた構造

・構法や初料・部品についての評価が低い点である。こ

れは表 7-2に示すようにこの講座の講義内容に，構造

や材料をメインにしたものがなかったことによっている。

しかし"この講座に限る必要はありませんが，このよ

うな住まいに関する学習会で，こういうことをぜひ学び

たい，聞いてみたいと思われることH としてあげてもら

った内容をみると，構造・構法・初料に関することが最

も多く，これは学習会のプログラムを組む際に十分考慮

72-

議 6-2 講座以外の住情報入手活動

係者関築建
以外それ

の
人

モデルハウスー往宅展示場の見学
2 17 

25.0 70.8 

分譲住宅・マンション等の見学
1 9 

12.5 37.5 

ショールーム等の見学
2 8 

25.0 33.3 

フェアや展示会・イベントの見学
5 

20.8 

講演会への参加
4 9 

50.0 37.5 

単行本の購入
4 7 

50.0 29.2 

雑誌の購入
6 12 

75.0 50.0 

図書館の利用
2 6 

25.0 25.0 

事骨量若や折り込み広告からの学習
1 13 

12.5 54.2 

テレピ番組からの学習
3 7 

37.5 29.2 

公的機関の窓口を訪ねる
3 

12.5 

メーカ一等の窓口そ訪ねる
2 4 

25.0 16.7 

建築家等の専門家を訪ねる
1 

4.2 

当講療以外の学習会への参加
3 1 

37.5 4.2 

その他
1 3 

12.5 12.5 

{向もしていない
1 

4.2 

不明
1 

合計人数 8 25 

複数回答を含む。

されるべき点であろう。これまでの我々の研究室の籍調

査でも，住み手が知りたい情報としては，間取り・プラ

ンニング，構造・材料，価格・見積もり等の経済面とい

う三つの分野に言語い要求があることが明らかにされてお

1)，これらをプログラムに主手く組み込むことが学習会

成功の一つのカギとなるだろう。

先述のようにこの講座は月に l回，橋防市中央区舞鶴

のあいれふで，参加料900円を徴収して照催された。講

義にはスライドや実物投影機が)!jいられ，資料も配付さ

れてそれなりにビジュアルなものとなっていた。議感は

全体として2時間強であり，最後の 2-30分照を会場か

住総研 J!主まい・まち学習J論文集 2加的年



表 7-1 議座で学びたいこと，参考になったこと

学びたいこ参考になっ

と たこと

主主 そ 建 .:e-
築 れ 築 れ

関 )?!_ 書毒 以

係 タト 係 外

者 の 者 の
人 人

間取り・プランニング
15 10 

創1.0 58.8 

構造・構法
2 14 5 

25.0 56.0 29.4 

材料・部品
2 15 1 4 

25.0 60.0 33.3 23.5 

設備
l 11 1 3 

12.5 44.0 33.3 17.6 

インテリア
I 5 1 

12.5 20.0 5.9 

外銭・デザイン
1 8 4 

12.5 32.0 23.5 

住み方・往生活
4 7 1 9 

50.0 28.0 33.3 52.9 

{密格・見積もり
3 14 7 

37.5 56.0 41.2 

金融・ローン
3 

12.0 

法律・制度・手続き
3 8 1 

375 32.0 5.9 

土地・不動産
1 3 2 

12.5 12.0 11.8 

メーカー・業者
5 1 

20.0 5.9 

ヱ務J苫・大工
1 9 5 

12.5 36.0 29.4 

設計事務所・建築家
2 14 2 11 

25.0 56.0 66.7 64.7 

住情報の入手の仕方
4 12 I 3 

50.0 48.0 33.3 17.6 

住まいの歴史・文化
4 2 

12.5 16.0 11.8 

欠総住宅
2 

8.0 

一般の人の考え
2 

25.0 

その他
2 3 l l 

25.0 12.0 33.3 5.9 

該当人数 8 25 3 17 

複数回答を含む.参考になったことは、 2回以上講座に
参加した人のみを対象としたため該当人数がφない。

議 7-2 ~韓艇のずイトル

1月 住宅はどのようにしてできるのか①

2月 設計とは、監理とは

3月 坪単価38万河の秘密

4月 よい建設会社怒い建設会社の見分け方

5月 無理のないスケジュールの立て方

6月 住宅はどのようにしてできるのか②

7月 欠陥住宅をつかまされないために

8月 欠陥住宅をつかんでしまったら

9月 家格、信じる信じない

10月 高気密高額熱伎宅の問題点

表 7-3 講座に対する評{菌

ちょうどよい
32 

97.0 

度頻 もっと頻繁にあったがよい
1 

3.0 

もっと関織を空けたがよい

ちょうどよい
27 

81.8 

料金 もっと高くてもよい* 3 

9.1 

もっと安い方がよい
3 

9.1 

事量書

この稼度の利便性でよい
27 

81.8 

もっと便利な所がよい
6 

18.2 

その他

会場 この程度の会場でよい
31 

93.9 
の

設俄 もっと上質で広い会場がよい
2 

6.1 

広さ もっと小さい会場でよい

この程度の内容でよい
22 

66.7 

もっと高度な内容にしてほしい
8 

H廿内情

24.2 

2 
もっとやさしい内容にしてほしい

6.1 

その他
1 

3.0 

*ただし、内容を高度化する。
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らの質問にあてるというものであった。この講療の形式

については概ね良い評価を得ているが，ただ内容につい

ては"もっと高度な内容にしてほしいH とする人が2割

強あった。又，会場の立地に関しでも"もっと便利な

所M を望む人が2部弱いた(表 7-3)0改良点として寄

せられた:意見は多岐にわたるが，ビデオの利用や見学会

の援用，前もって資料をわたしておく，議獅との距離を

調書める等々が指摘され， rJl題点としては，講演者の作品

紹介， EJ己の作品の自慢話になっている，講義のタイト

)vと実際の中身とが合っていない等の意見が寄せられた。

今後の取り組みの参考にする必要があるだろう。

8 まとめ

， 93年から行って来た諸説査においても学習会への参

加希望は高かったし，本論で述べたように今剖の議査結

果でも学びたいという意識はかなり高い。つまり，住居

に関する学習活動を行っていく潜在的司自E伎は十分にあ

ると忽われる。それを維持・発展させていく上で先ず必

嬰なことは，学習会の存在を広く知らしめる宣伝活動で

あろう。これには可能な限りマスメディアを利子百するこ

とが有効であろうが，口コミといった手段も十分意味を

持っている。第二にその内容に隠しては，学習の対象と

して要求の高い三分野，郎ち間取り・プランニング，構

造・材料，価格・見積もり等の経済極の三つを上手くプ

ログラムに盛り込むことが重要であろう。むろん，講座

参加者の意見の中には"講師の建築家が設計した憾般

的で美しい住居にふれることが楽しし」とするものもあ

り，そうした点に呂を自己ることも必要であろう。第三に，

その形式に際しでは今回の調査結果からすれば， fJ 1回

程度の頻度， 1000円程度の参加費，あいれふ程度の便利

な会場一一交通至便の都心からパス十徒歩で15分程度

一一等は妥当なラインであると思われるが，この点は別

の形式の学習会の調査を潜まえて更に深めていく必要が

ある。

童話辞 アンケート調査実施に際しては， r建築ジャーナ

)V J福i時事務所の商111康子氏，小津徹也氏に御協

力をいただいた。又， (株)日本住情報センターの

小部毅氏からはハウスクエア横浜の活動に関する

多くの資料をお送りいただき 9 積水ハウス(株)の

藤崎史普氏には「住まいの家学館」 について廃棄

なお話をうかがうことができた。記して謝意を表

したい。
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<i主>

1) 梅凋市及び近郊に立地する!比較的新しい，戸建持ち家住宅，

分譲集合住宅，賃貸集合住宅の入勝者を対車に行った住情報に

隠する鵡査である。各々の害効回収禦は， 124紫， 6H見 65票

でおった。分析結果は文2)にまとめている.

2) 1995， 96， 97年度の九州産業大学II上研究室の卒業論文「往構

報iこ衡する研究Jによる.

3) これは住宅展示場来訪者がゼロになって調査が不可能になった

ということではない.展示場の管理運営企業及び制緩するメー

カーにとっては，一人でも多くの人に来場してほしいという希

望があ以来場者によけいな負援を強いる我々の識査はその点

からすればマイナスなのである。， 97年までは協力していただ

けたが。， 98年はさすがにその余裕さえなくなったということ

であろう。

この点で参考になるのはハウスクエア横浜の施設構成や活動

である。ここは住まいづくり体験館や悶書室をそなえた総合的

な伎情報センターと27棟ものモデルハウスを持つ住宅展示場が

隣接されており、しかも年間100を越えるイベント，展示会，

セミナ-etcを行い，多く白人々を慈きつけている.'96年から

は住み手主体のヨラボレーションメイトという綴織をつくり，

学習会や交流会，続査等を行っている。

4) この点iこ関しては f住宅居示場における住情報の提供と運営方

策についてJ(呂本住宅総合センター。 1995年)及び，注 2)

の， 96年， '97年度卒業論文を参照されたい個y_，この点では

1996年2月に横浜市にオープンした積水ハウス(株)の「住まい

の家学館jが興味深い。これは単なるモデルハウスではなく，

体験学習等もできる高度な住情報提供機関であり。これからの

一つのあり方を指し示しているとさえ宮えよう.我々は， 98年

8丹に見学及びヒアリングをさせていただいたが，モデルハウ

スから得ちれる情報とは比べものにならない砲に，質量ともに

豊かな住情報を入手できる。しかもこの施設が住宅展示場のモ

デルハウス2線分強の費用で建設，維持されており 7 こうした

方式の施設が普及していく可能性は十分あると思われる.
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告会，平成11年度研究報告会。 1998，1999 

2) 江上徹，弘永直廉 北部九州の住まいづくりに於ける住情報の

流れに関する研究，九州産業大学渡業経営研究所報26，1994 
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潮九州産業太学助教授

ここ 10数年，コミュニケーンヨ/と
いう視点から住民のあり点を考えて

いる。この 2'1'1乱本論で制介した
11まいづくり学習/1;動に市論Qとと

もに参加し、今'1は3今日に入る。
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模蛍製作から学ぶ住まい 勝厨由香

キーワード 1 )住教育， 2) 住宅模袈， 3) 空筒把握， 4) グループ学管

1 はじめに

本稿では，短期大学における住まい教育の実践例につ

いて報告をする。

まず，現在勤めている新潟青陵女子短期大学・生活文

化学科における住教育環境について述べる。生活文化学

科という主に衣・食・伎を広く浅く学ぶ学科であるこ

と，前身が服飾美術科であることから，住領域担当教員

は，学科教員8名中 1名である。{主まい関係の講義は，

住生活論と住文化論のみの開講で，設計演習?実習すら

無かった。 4年iこ渡る交渉の末，ょうやく来年度から，

開講科目増が認められた。しかしながら，全箆の家政系

短大において 9 二級建築士及びインテリアプランナーの

受験資格年限短縮が図られている現状を考えると，改善

の余地はまだまだあると言えよう。

本学の卒業者の多くは，事務系の織種に就く。業穏は

様々であるが，住宅関係に進む者は少ない。将来，住宅

産業に就織する専門家の育成よりも?家族の変化など

で，住まいを考える場面において，賢い選択者となりう

る消費者教育の方に，カを入れざるを得ないのが現状で

ある。

2 住宅模型導入の常葉と目的

2. 1 人材育成の視点

砕今の，本学の学生は，人と情報を共有したり，人と

協力して作業をしたりすることがP 非常に苦手である。

例えば，問じゼミの学生の名前すら覚えようとしない。

また，自分が，有益な情報を持っていても，それを他の

学生に提供するという発怨にも欠ける。そういう学生達

に対¥.." r人に協力できない，人から協力されない人

間Jではなく r人に協力できる，人から協力してもら

える人間」で育てたいと考える。なぜ，そう考えるかと

いうと，阪神・淡路大震災後の経験に起殴していると思

われる。復興まちづくりのボランティア活動から学んだ

ことは，人間の力の大きさである。いつ，また大地震に

より，家屋が倒壊するかもわからない中，助け合い，協

力しあえる能力を身につけた人材を育成することも，住

教育に携わる者の責務ではなかろうか。 住まいの知識の

習得と同時に，人と協力することを学ぶ方法を模索して

いた事が，模型導入の背景及び目的の一つである。

75 

2、 2 空間把握の視点

住宅模裂によって学生の空間把鎧能力を伶ばすことも

7且っている。

約10年前，住居学科の学生として学ぶ中でp 気が付い

たことがし、くつかある。その一つは， 3次元把撮能力の

センスの有無が，パースを描いたり，製l'2Jを行う際に，

大きく影響してくるということである。しかもこれは，

浬論的に理解する以前に，感覚的に掴んでおく必要があ

ると感じた。

真々串jでの寸法計断を考えたり，数種類の豊重県がある

ことを，図面だけで理解するのは，初心者には難しいこ

とである。立体感覚を限られた短かい時間でき幸うには，

まず，学生自身の手で，空間をつくりだす体験が必要と

思われた。

また，平面図のi段階では r1 rnm位ずれてもいいじゃ

ないですか。 Jと言う学生達に 1mm違うと家がj!fむと

いうことを，本人の目で， しっかり認識させるのにはタ

教員が，幾度も説明するよりも，模怨の方が有効と考え

たことも，模型導入の叩図である。

2. 3 理論と実銭の椴!i作婦による会得の視点

家政系の分野の教脊は，従来より，理論と実践の相主

作用の害i合が高い。例えば，調理学と誘王理学実習を両方

学ぶことで?頭と身体で，繍環を理解するというよう

な，理論と実践の将互作用の働くシステムである。この

方法の利点としては，学んだ知識を知恵に変えることが

可能であることが挙げられる。

知識を丸暗記する能力は高いものを持っている学生達

だが，その活用法を学んでいないことが多い。そこで，

伎まいに関しでも，必婆な知識を得たよで，自分で選択

する知恵や，空間を工夫する知恵を身につけるという火

きな獄いがある。

住まいを建築する理論を，講義で扱い，実践部分は，

本来は，実際の住宅建築現場で実習が行えるのが窓想で

はあるが，ある程度の代用が可能と推察されるミニチュ

ア製作である伎宅模型によって結う。この二つの相互作

用により，学生は，住まいを建築するということを，よ

り，深く理解できるという見込みである。

例えば，模型製作を導入する前の，講義と製図のみ
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で，住教脊を行っていた墳は，屋根勾自己の説明をするも

のの，どのくらいの傾斜かというのは，なかなか瑳解し

にくいということがわかった。言葉や図の説明だけで

は，住まいというのは，把握しにくく，別の手法の必要

性を，感じていた。このような点の解決策としても，住

宅模型の活用を検討した。

3 実践方法

3. 1 ~間把握の方法

空界号l'E援の方法として幾っか挙げられる。まず，①3

次元のものを 2次元で表わすのが，平面開及び立面o
である。次iこ，②3次元のものを 2次元上で奥行きがあ

るように表現するのがパースである。そして，③3次元

のものを 3次元で現すのが，模型である。この三種類を

体験すると，三次元感覚がある程度は掴めるであろうと

いう推測のもと，①~③の内容を本学では実践してい

る。

①製図案の無い短大のため，製図は， A4'i'lJの方限紙

を用いて，夏休みの課題として扱っている。マンション

の平面図兼家具配置包(1/50)を作成する。この際に，

好きに家族構成を想定させているので，自分だけではな

く，家族の必婆空間も検討するようになる。

②パースは，住宅外観(2消点透視凶)と簡単な住宅

内部(1消点透視図)を，チョークを 7色程用い，板書

で行う。学生には，色鉛筆またはベンを持参させ，実際

に描かせる。色分けをするのは，引く線の数が多いた

め，混同しないようにという意味と】どの線から51し、た

かを後で辿ることを可能にするためである。

③模型については，後で詳しく述べるが 2 市販のキッ

トを活照している。

3. 2 住宅模型の概要

住宅模型は，株式会社アイダックの「一軒まるごとハ

ウスキット 1/50Jを使用している。当初，井上書院

発行の， f [模型で学ぶ]建築構法入門の在来工没、編」

を用いようとしたが，本学の学生にとっては，難しい単

純作業のみが続くように映ったようで，すっかりやる気

をなくしてしまったのでとりやめた。 f一軒まるごとハ

ウスキット」は，教育用というよりはs プレハフツーカ

ーで照いたり 2 戸建住宅建築を考えている方がシミュレ

ーションのために活用するものらしい。東京都のお台場

にあるピックサイトで年 1回開催されている「建築・建

材展」の展示ブースを見た僚にp 教材にも良いと感じ，

資料諮求したのがきっかけである。最近はj 生活雑貨通

信販売カタログにも掲載されている。価格は 1軒あたり

4，500円である。スケーノレは1/50で，屋根の種類に応、じ

て f寄せ棟J (写真 3- 1) ， f!議屋根J (写真 3

2)， f切り妻J (写真 3-3) の3タイプがある。

一76-

写真3-1 r寄せ棟j の住宅模型完成例

写哀3-2 r陸屋根」の住宅模型完成例

写莫 3-3 r切り委Jの住宅模型完成俄
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この住宅模型キットには，カラブノレで，多種多織の部

材が入っている。例えば》畳のキットには，一塁塁ごとに

縁まで印刷されている。タイノレ代わりの発砲スチローノレ

には， 目地が印刷されている。 ドアやふすまは，シーノレ

を貼るだけでよい。窓は，発砲スチローノレの援材をカッ

ターでくり貫き，プラスティックのwindowパネノレをはめ

込む。各部材の接合には，添付されている妓者郊を用い

る。床板を張る土台となる主主桜には， 90cmモジューノレで

グヲッド線が引いであるので，間取りを考慮しやすくな

っている。さらには，関取のエスキス照の紙まで入って

いる。

全体的に，簡便な一方で，吉田部まで行き届いているの

が特徴といえよう。

この住宅模型キットの他に，実際，作業を行う上で，

準僚が必要なものは 3 カッターとカッティングマットと

定規のみである。そのため，住まい擦係の製図主主も実習

室も無い，本学の一般講義室で作業をすることが可能で

あったため，即，導入できた次第である。

3. 3 グループ学習の採択

住宅模型製作自体は，専門能力伸長の意味合いが大き

いが，合わせて，人と協力しあえる能力脊成をはかるた

め?グループ学習を採択した。

3人一組で 1軒製作するのだが， 90分 1コマ×半期

15回で充分完成するので，必要時間数は， 20待問強であ

る。

人と協力しながらの作業能力を磨こうと， 1グループ。

に，カッター 1本，カッティングマット 1枚しか渡さな

いのであるが，学生達は r先生，カッターを生協で紫

ってきていいですかっJと言い出す始末で，なぜ各グノレ

ープ 1本ずつしか渡さないのか，そのねらいを説明する

羽目になった。当方の思惑としては}学生逮が気がつか

ないうちに，協力しあうことが習慣づくと良いと思って

いたのだが，実際には思定した通りにはし、かなかっ

Tこ。

グノレープ分けは， fl中の良い者向志が集まらないよう

に，抽選を行った。

4 ~尾践絡巣

4 グループ学習の結果

と能率よく分業体総のできているグループ。

<グループj3iIJ3 >適当に作業し}後で手直し筒所が増え

るグループ。

また，にぎやかなグループもあれば，黙々と取り組む

グループもある。

人数の都合で， 2人で 1グループの場合は，半分ずつ

均等に作業できない状況になりがちである。 3人グノレー

プよりも 2人グループの方が，依存する併Lされる側

に分化ずるようである。

全体的に，完成が遅いグノレ-7'1土，了寧に作業をして

いるからではない場合が多い。材料が無造作に歎らかっ

た中で作業したり，不安定な場所でカッターを使用する

ため，定規で寸法は測っていても，角度が， 90度ではな

く，歪みがちである。皇室が厚いため，綜さ方向が90度で

はない場合と，墜の垂直方向が90度ではない場合の二通

りのミスが存在する。雨方向時に起きた場合は，ねじれ

が生じ，修正もままならない。

→般に，平く完成した模擬ほど，他の学生達が感心す

る絡騒な仕上がりという傾向があるようだ。しかも，余

った待問にすることがないので，残りの材料で，家主主製

作に取りかかるなど，グループ絡差は鱗いでし、く。

この模製キットには，見本パターン治の鱗単iな説明書

がついているのだが，作業者の考える余地がある。その

ような場面になると，学生i土p すくに教員に答えを求め

る。しかしながら，学生迷には，グループで相談して 2

3入が納得する結論を出して，次の作業lこ進むように指

導している。その結果， どのグループも必ず失敗をす

る。前年の失敗を伝授すると，楽に作業が捗るが，それ

では，教育効采が薄いと考える。自分自身が失敗すると

いうプロセスを経ないと，本当には学んだことにはなら

ないと考えているので，前年度の失敗を，教訓のために

教えることは，敢えてしないようにしている。

失敗すると，作り直す作業に移る訳だが?当然，材料

が不足してくる。その状況に直面することで，ょうや

く，学生が，工夫するということを覚えるのである。知i

の材料を転用する，他のグループの残り材料をもらうな

ど，自分たちなりの対策を立てるようになる

本学の被服系の教員から開く所によると，最近の学生

は，衣服のボタンが取れると，その月誌を捨て?新しい服

を購入するとしづ。そういう物質的に恵まれ，お金で解

各グノレープは，前述のように，抽選で決めているのだ 決してしまう肢代の学生逮に，工夫する機会を提供する

が，均質化せず，かなり顕著な室長が表出してくる。 こと自体τ 難しくなっているからこそ，学校教脊の中

いくつかのグループの特徴を挙けーると以下の通りであ で，場を設けることが重要になってくるであろう。

る。

<グループ伊iJ1 >住宅模型キットが， 2階建のため 1

F皆担当者と 2階担当者と手持ち不沙汰な 3人に分かれる

グループ。

<グノレー7'例 2 >材料を計る人，切る人，組み立てる人

4. 2 ~濁把握の状況

この模型の材料は多めに つのキットに入っており，

好きな平衛計画で模型を製作することが可能なのにも拘

わらず，見本パターンをつくることである。 rせっかく
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の機会だから，好きに創造してやってごらん。 j と言う

のだが，今年度も，クリェイティブなグノレープは無かっ

た。空間再現まではできても，空間創出能力に欠けるこ

とが，ここで判明したので，この点については，何らか

の策を講ずる必要があるとわかった。学生遠に，なぜ，

自由に空間を考えてつくってみようとしないのか問う

と，面倒なのと，自信がないというのが，多い声であっ

た。

模型製作中，よくある失敗は，床材の寸法と壁材の寸

法の間違いである。床材をはめようとするとはまらなか

ったり， 1階と 2階とでは，壁の佼震がずれているケー

ス等が多い。その時点、で，初めて学生逮は，平面図とは

違いs 皇室の厚さをしっかり考えないと，三次元として成

り立たないことを知るのである。

平面図課題の擦には， 1/50というスケーノレ感に苦労し

た学生も，住宅模型では， 2度目の縮尺のせいか，戸惑

いは見られなかった。繰り返し学習の効果も，結果的に

あったと考えられる。

4. 3 瑳識と実践の相1i作用の結果

講義で学んだことの意味が，模型製作によって，より

理解できる事例として，基礎が挙げられる。講義時に，

Il&神・淡路大震災のピデオを見せ，安全な住まいを建て

るは?しっかりした基礎の上に，建造しなければならな

いことを説明している。模型で，あるグノレープが基礎の

部分を作る際に失敗をごまかし3 作り続けた。その結

果，lIiんだ住宅が出来上がった。それを免て，そのグノレ

ーブも，他のグループも，基礎をしっかりつくらない

と，後で大きく響くことを実感した。今後，自分たち

が，自宅を建築する機会があれば，基礎lこは注意すると

思われる。

他には，この住宅模型キットは，前述の通り， 3穣類

の屋根がある。震根の種類については，通常の講義でi習

を用い説明しており，統習範慰なので，その知識篠認に

も役に立っている。さらに，学生達には2 グループ毎に

希望の屋根を選択させている。素直な学生達は p 教員

が，この屋根がいいと言うと，そのまま鵜呑みにしてし

まう。しかしながら，どれがいし、かを教えるよりも，ど

れがいし、かを自分で考えられるようにすることの方が，

学生の将来には役に立っと怠われるので，学生に選択さ

せる。また，何でも自分で選んだ時点で，責任が発生す

るので，責任感を持って努力するようになる。

また，予期せぬ成果を挙げた学生がいる。住宅模型が

完成した後，余りの部材でp 人間の1/50モデルをつくっ

たのである。そのことにより，より 2 寸法と空間の関係

が際立った。講義時に，人間工学の内容を扱った際の記

憶が2 うまく?実践と結びついた例と言えよう。

5 今後の課題

以上が，本学における住教育の実践の状況である。来

年度からは，住居学実習を騎講できるので，半分はp 従

来通りの住宅模型を，残り半分の時間は，まち学習まの内

容(ワークショップやj マップ作成等)を扱いたいと考

えている。

今後，住宅模型をさらに効果的な住まいの学習法にす

るために現時点でタ考えられることが，し、くつかある。

一つは，日照である。完成した模型に精い部屋で，一

方向から光をあて，日当たりの検HIEを行うと，住宅を2

どの方向lこ向けるべきかが，わかると思、われる。併せ

て，敷地割も検討すると，より総合的な住者計画を体験

できるであろう。

二つ自は，見本パターンの説明蓄を渡さずに，必要事

項のみの説明で，自由設計で取り総むことである。その

ことにより，前述の空間創出能力の養成をはかることが

課題の叩つである。

学生達が，将来，自分の住まいを建築する段階にな

り，模型でもつくって，空間を検討してみょうかと恩

い，実践するようになれば，本当iこ，学習効果があった

ことが証明されるのであろう。

熱
新潟脅陸女子短期大学 講師

住環境学専攻の修士課鎧時に

震災復興まちづくりに携わり

現在は短大に勤務 L，住まい

まちづくり教脊に取り組む。
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私の住まいまち学習腫

教師予備軍のつぶやき

キーワード 1 ) 教育学部学生の現状 住まい・まち学背歴

初めて住居学のレポートを書くことになったとき(自

分の住まい論についてだったと思う)、いったいなにを

書いたらよいのか全くわからなかった。と言うのも、大

学に入って住居学の授業をとるまで、 f住まいjや「住

居iについて考えたことがなかったからだ。今、改めて

そのことについて考えると、考えたことがないというの

は、それまでに考える機会が与えられてこなかったとい

うことなのではないかと，思う。

小学生の壌放諜後によく、友遼と一緒lこ、 f将来こん

な家に住みたいj と言うことを楽しく諮り合いながら帰

った。家の中にアスレチックがある家、天井が高い家(今

考えるとたぶん吹き抜けのことだろう)、震根裏部屋の

ある家、蛇口をひねると自分の好きな欽み物が出てくる

友達の家と滑り台でつながっているなどなど。どれも小

学生が考える幼稚な発怒のものではあるが、いつしか、

理想の家について考えることはなくなっていた。 また、

小学生の領、通学路は私にとって 1年中興味の対象であ

った。春・・・タンポポやツクシを探しながら学校へ、

これは「春探しj と呼んで友達と楽しんだ。 変. . .水

田でのオタマジャクシとりや、この時期の水田にしかい

ない珍しい生物の観察(カブトエどやホウネンエビ)、

林に寄り道してクワガタとり。どの林に…番クワガタが

集まるか、どの)11に一番たくさんのザリガニがいるかと

いうようなことは熟知していた。秋・・・工作(学校の

授業iこ使うのではなく家で遊ぶ)の材料になるようなド

ングリやきれいな葉つばを拾いながら家iこ帰る、など。

あの当時の私に、通学路の地図を泰かせたらきっとおも

しろいのができただろうなあと思うほどだ。今l土、ごく

ごく当たり前の何の面白みのない地図しか蕎けないの

で。しかし、「理想、の家Jについて考えなくなったのと

同様、いつのまにか、毎日自分の歩いている道に花が咲

いたのにさえ気づかないようになっていた。

振り返ってみると、私も小学生の頃までは、周りの環

境に興味を持ち、その屑りの環境と潤わり合いながら背

ってきたのだということがわかる。では、いつから自分

の住んでいたり、生活している環境に無関心になってし

まったのだろうか。多分、中学生の頃からではなし、かと

思われる。中学生になると、自由に遊べた小学技の墳と

違って、勉強も大変になり、部活も忙しくなる。高校で

は、さらにそれが大変になる。そんな状視の中で、本当

に自分の屈の前のことだけをこなすのが精一杯になって

しまったということだろう。ゆとりがなかったのだ。ま

た、小中学校、高校の家庭科の教科書に住居の領域があ

増山乃利子*'

るのに、私は、それをいちども学んだ記憶がない。もち

ろん、今よく開く、「まち学駕j というのも受けたこと

がない(生活科が始まったのが私たちよりも後の世代だ

ったため)。

考えたことがなかったり、学んだりしたことがないと

いうのは怖いことで、私は大学に入って住庶学を学ぶま

で伎まいやまちについて勉強することの滋裂性を全く感

じていなかった。まちを作るのは大人の仕事であるし、

行政のすること、私たちは作られた環境で生浴していれ

ば仰の心配もない。何の疑問も持たずにそう思ってきた。

でも、こんな考えばかり持っている同一世代の人たちが大

人になったら、私たちのi!t代にまちはどうなってしまう

のだろう。実はこれは恐ろしいことなのでは、と考えら

れるようになったのは盈iiIである。

これから超高齢化の時代が訪れ、今までよりもまちゃ

住まいでの暮らしやすさや、生活のしやすさが求められ

る時代になる。専門家だけでなく、私たち一人一人が自

分が生活する滋となる住まいやまちについての関心や知

識を持つ必要があるのではないかと、初、は考える。それ

は、専門家の持っているような知識でなくていい。自分

の住んでいる周辺にはどんなものがあるのか、どんな人

たちが生汚しているのか(知っていて当たり前のように

思えるが、案外私たちは知らずに生活している)、どこ

でどんなことが行われているのか、その稜度のことは知

っておく必要があると思う。しかし、今のような時代、

私もそうだったように、幼い頃にはあった属国の環境へ

の穏心が成長するにつれて失われていくというようなケ

ースが多いのではないだろうか。

大学iこ入り初めて住居学lこ触れたのは、 2年生の時だ。

今は、 3年なので約 2年間学んできたことになる。そし

て4年からは住居の研究室に行こうと思っている。では、

私は 2年間の学習の中でなにを得たのだろう。どんな授

業をとってきたのか、どんな考えを持って授業に取り組

んできたのか改めて振り返ってみた。しかし、 つ一つ

の授業を振り返ってみても、この授業でこれを学んだか

ら、こういったことに役立っているとか、これが研究室主

を選んだきっかけになったということが見つからない。

宮の前の課題をこなすのに精杯だったため、なにをや

ったのかと振り巡ったとき思い出せないものも多い。製

阪の基礎を学ぶためにトレ スをしたが、手本を f真似J

していただけで、わかったのは日本の住宅の基本単位が

90センチメートノレだということくらいだった。しかし、
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なにも得るものがなつかたという訳ではない。住まいに

ついて勉強していても、まちについて勉強していても、

いつもそこに住む人々の人閉模様が見えてくる。それが

楽しい。

たとえば、住まいの歴史を学んだとき、ライブスタイ

ルの変化とともに住宅もどんどん洋風化されていく様子

を追っていった。人々が競い合ったり、戸軍事いながらも

新しいスタイルを取り入れようとしている姿を思い浮か

べた。私たちが今生活している往まいの形はこうしてで

きていったのかと思い当時の人が身近に感じられた。ま

た、授業で大学の外に出て、袋退してしまった務活衝の

歴史を開くという機会があった。荷j吉衝が栄えていた頃

から衰退していくまでを実際に見てきた方々の諮を鰯い

ていると今では想像のつかない菅の生き生きとした商法

の様子、人々の様子が浮かんできて自分もその中にいる

ような気持ちになった。あまり楽しそうに話してくれる

ので、今の人足が遠のいた商庖衡が余計に殺しく見えた

りもした。自分とはあまりなじみのないまちについてこ

んな見方ができたのは、初めてだった。

耐震工事をきっかけに増改築をした小学校(太田市立

体治/ト)に卒論締査の手伝いで行った。子どもたちが多

巨的なスベ スとして科用できるようにと作られた、板

張りの広いベランダがある。それが実際どのように使わ

れているのかという鏑査だった。休み時間になると子ど

もたちはベランダに出て、寝ころんで?:2:を挑めたり、 PA

り込んで絵を捲いたり、鬼ごっこをしたりと思い思いな

活動をしていた。その様子はとてもほほえましかった。

悶じ自に従来のスタイルの小学校も見学したが、休治小

の子どもたちほどのびのびとした様子は免られなかっ

た。きっと設計した人たちは、こんな子どもたちの姿を

患い繍きながら構惣を練ったのだろう。今まで感じたこ

とのない、住まいの作り手と使い手のつながりを見た気

がした。またブラジノレ入児箪ーの多い小学校(太田市立地

小)を見学した。ブラジノレ人児童量が 3名いる 2年生の学

級を参観した。生活科の単元の「お祭り j を持者くための

準備でグノレ プに分かれて、作業をしているところだっ

た。 3名とも言葉の不自由はあっても学級のみんなの中

に入っていこうという一生懸命な様子。子どもの群の中

からその子たちの行動を追おうと思ってもとけ込んでい

てなかなか見つけられなかった。しかし、ブラジノレ人児

童を集めたブラジル入学級の時間になるとより積極的な

児童の姿が見られた。さっきの教室で見たときよりも生

き生きとした子どもたちの盤、元気よく飛び交うポノレト

ガノレ語。ああ、ここがこの子たちの居場所なんだ、言葉

や文化を知ったもの同士とのこの時間が学校での生活を

より過ごしやすくしているのか、と実感した。

何か自分にとってプラスになるものが得られるのでは

ないかと患い参加したのが、第 12四位教育フォーラム

「まちが子どもを育てていく」だった。期待通り、この

フォ ラムでは、たくさんのことを得ることができた。

つは、日頃接する機会のない方々(子供を持つ主婦の

方、学校の校舎の建築に携わっている方、務]づくりに取

り組んでいる議員の方なめの学校や先生に対する生の

意見が聞けたこと。学校を地岐に開放してほしい、先生

はもっとそういったことに積極的になってほしいなど、

忽いの外、学校側に期待していたのに驚かされた。関か

れた学校というのはとても魅力的だが、実際tこ教育実留

で先生方の忙しさを見てしまうと、難しい問題だなあと

感じてしまったが。もう一つは講演してくださった漂焔

さんの f教部や PTAなどの肩書きを持つ人が作る居場

所は居場所にはならない。学校は常に子どもを静価して

いる、家庭も河じ。先生や母親が本当に学校や家庭を居

場所と思っているの? 居場所を作→っている入がそこを

殿場所と感じていなかったら、子どもにとっての厳場所

にはならない。Jという言葉だった。現実はテレビの学

関ドラマのようには行かないのだと考えさせられた。

このブォ ラムに参加して一番感じられたのが、自分

の問題意識の低さと知識のなさだった。参加していた方

たちはどの人も、知識や経験に基づいたしっかりとした

自分の意免を持っていた。まちがこんな人たちばかりだ

ったら放っておいても「まちで子どもを育てるJ ことが

できるのだろうと感じた。一方、参力Eしたにもかかわら

ず、自分の意見も伝えられず、周りの人たちにほ倒され

っぱなしだった私のような人が教師になろうとしている

のだから恐ろしい。内にばかり陸自じこもらずにこういっ

た機会には自分からでていくような積極性を身につけ、

視野を広げる努力をする必要があると改めて感じた。

早くて 1年平後には、私も教壇lこ立つことになる。年

をとっても視野を広く持って、周りから吸収したことを

授業に生かせるような教郊になりたいと患っている。 4

年生の内に、小学校でまち学習のフレンドシッブ授業を

行う予定がある。その準備段階として自分の体験を振り

返ってみた。今は、 fj主まいまち学習j と闘いてもどん

な授業をしたらよいのかよくわからない。まちを探検し

て地図を作る、地域の怒5(::を調べて発表しあう、学校に

地域の人を招いて話を開く機会を作るなどありきたりの

ものしか思いつかない。これから勉強していく中で、子

どもたちが楽しく学べる学習、学んだことにより自分の

住むまちに毅しみがもてるような学習、自分の世界を広

げていけるような学習を考えていきたい。

判 群馬大学教育学部家政科 3年

1 9 "{ 8年生まれ

-80-
li総研「住まい まち学習J論文集 2000{f



大学生の自然との親しみ方と住現場麗迎の

自然状況との鑓適性

石井晶子町

J 11井原勺

海 村 博 勺-13然との『共生』に向けてー
キ}ワード 1)自然、 2)住環壊、 3)共集、 4)ライスス事イJレ、 5)余暇活動

1 潤題の所在と本稿の罰的

呂常生活の中で，自然との f共生」に関心が向け

られるようになり，環境への配慮が唱えられるよう

になった。 f共生j というライブスタイんは，これま

で日本が，経済発展の為に自然を征践し，人照中心

社会を営み，その末に儲鑑転換を求められた生活ス

タイノレである。

人が生活の中で密然環境とどのような距離感を保

つかは，人聞の自然に対しての意識や関心と大きな

関係がある。そして生活の基軸となる住環境をどの

ような場所に選択するかとも紫がるのである。人間

と密然との関わりの蓮華害性lこっていは，海洋ジャー

ナワストであり，環境保護活動にも多大な影響を与

えたレイチエノレ・カーソン(R.L.Carson 1907司 1964)

が喜正に提言してきたことである。カーソンは rセン

ス・オブ・ワンダー j の中で，自身の甥を直接自然

に触れ合う環境で育てることで》洗練された五感が

培われ，自然に対する畏敬の念を脊む意義を具体的

な体署員をもとに述八ている。しかし現在は，都市を

中心として原風景に関係するものが消えつつあり，

日常生活において自然と慎れ親しむ機会が減少して

いるのである。

また自然どの共生については，余暇持閣の過ごし

方と関係がある。ヨーロッパでは市民の身近な生態

系環境を取り fii!す額素なライフ 1 タイノレへの回婦と，

自由時照の使い方に変化が現れている。バカンスニ

ーズの経緯も， 1970年代は地中海沿岸の大規模偶発

ヲゾートを経験し， 1980年代に内陸上都市の文化・

芸術を見直した市民は，究機のコンセプトとして<

農村休椴=グノレーンツーリズム>にたどりついた。

日本ではパブノレ期に， RV lji:，アウトドアファッショ

ンなど業界に仕掛けられた現象が現れた。その結果

急激に堵加した自然i志向により，自然環境にゴミの

山，自然破壊という傷も残すことになった。またこ

れまでのレジャー事業では，自然猿境のハード磁の

整備に焦点、があてられ，地域と切り階建された空間が

創り出された。しかしこのグリーンツーリズムは，

単なる農村という場所ですごすだけではなく，サー

ピスの主体が農家に居住している人の手によるとい

そこでライフスタイノレとして臼常的に自然に親し

んでいる者と，そうでない者は， J主体的に自然と関

わる活動にどのような違いとして現れるか。また両

者の差異は，将来の住環境やライフスタイノレの選択

の中で p 自然をどのように位置付けるか。この点を

明らかにしていくことを毘約とする。自然との殺し

み方をどのように捉え，活動しているかを抱擁する

ことは，生活における人関と自然が共生するうえで

重要な知見となるであろう。

2 分析の綴点

自然との親しみ方は，生活環境と密接に関係して

いるといえる。これまで自然との触れ合いに関する

調査としては，子どもの竣の遊びとの関連から切ら

かにしたものが多く見うけられる。しかし大学生が

自常生活で自然とどのような関わり方をし，またど

のような住環境選択をしているのかという調賓は少

ない。

またライブスタイルについては，労{勤時掲の短縮

による消費活動や余暇活動の内容分析について扱わ

れたものが多く見うけられる。しかし住環境を含め

たライフスタイノレの選択について光分な議論は行わ

れていない。住環境の選択のあり方は，自然をどの

ように生活の中で位讃{守けようとしているかという

知見をえることができるものである。

そこで本績では，主観的に判断した自然との親しみ方

の活動程度が，具体的に快適な生活条件選択としてどの

ように現れるかを検討していくことにする。自然の親しみ

方の差異の尺度は，主にf日常的な活動jであるのか，あ

るいは主に休日などを利用して親しむ「特別な活動jだと

認識しているかとした。そして自然の親しみ方の差異と次

の3項目との関連を検討した。①現在の生活苦署境が自然

lこ慾まれているかどうか，②自然との親しみ方の具体的

な活動内容，③将来の住環境を含めてライブスタイルの

選択との関連を明らかにする。これらの分析を還して，今

後それぞれの地域にあった自然環境づくり，その澱境で

の自然への親しみ方，総わり)J， 重量境保全・自然どの共

生意識の育成とし、う教育的課題を提示する。

う特徴をもっ。つまり都市と農村の人々との共生で 3 議査の方法

もある。 3. 1 調査対象と持潮

81-
住総研 f生まい まち学習J論文集 2仰O年



本調査で用いたデータは， 1999 年 5 月 ~6 丹にか

けて，都内及び都内近郊にある N 大学の 2年生以上

の学生 1032人に対して行った質問紙務査(自記式集

合誠査で実施し，一部自記式錦 ~IJt罵査が含まれる)

の結果である。

ここで大学生を調主主対象としたのは，以下の理由

による。幼少期や中高生時代の自然との親しみ方i立，

家族の親しみカに影響を受け，自分の;意思による活

動と判断しにくい。しかし大学生は，近い将来に，

就職先や住居などをはじめ，自らの判断で生活スタ

イノレを確立する時期にはいると考えられるためであ

る。将来のライブスタイルについてイメージをし始

めるようになるのは，学生時代であると判断したか

らである。

3. 2 競査の枠組み

自然の続しみ方の程度の楚兵は，年間の活動回数

ではなて個人的・主観的な判断によるものであり p

自然との距離の保ら方を媒介として形成されるもの

であると考える。そこで本橋では，大学生が自然の

親しみ方について主観的な判断に基づき，次のよう

なタイプに区分した。具体的なタイプは，主として

①「日常的な活動J，主として②休日などを利用する

「特別な活動」の 2つのグループとした。①の「日

常的な活動」のグループは，自然を生活の一部とし

て位置付けて，密然と人織がより共生したライフス

タイルをとるカテゴザーと見ることができる。②の

休日などを利用した「特別な活動j として自然と親

しむタイプは，自然との共生が①より遠い者として

扱う。両者の構成比は，以下の通りである。自然の

親しみ方が「日常的な活動j であると回答した者は，

429人 (41.6%)であり r特別な活動j であると答えた

者は 603人 (58.4%)である。この 2つの活動をもとに

して，自然への織心や，具体的な活動へ影響などを

みていくことにする。

4 結果および考察

4. 1 現在の生活環境の自然の葱まれ方との濁i車

自然の親しみ方は，現在居住している場所の自然

環境の状況によると考える。そこで自然の親しみ方

の羨異と住環境周辺の岳然との関連を検討した(表

1 )。

垂1自轄の親しみ方と控環壇期連の自轄の拭現 NA' 2 

i性理撞罰亜の由轄の輯盟

車まれてい 車まれていな

る い

自轄の IB常的活動 (N'428) 66.1世 33.自見

親しみ方 i特踊な活動(ト/'602) 47.0免 53.0弘
いす五tP<T5

ま寸自然との続しみ方が「日常的j な人lよp どの

ような住環境を好むのかをみてみよう。自然と日常

的に親しみ，かっ環夜の伎環境の照りの自然が恵ま

れているとしている学生は， 66，1%である。そして自

然の親しみ方が「特別な活動 j であるとしている学

生は， 47.0%である。自然の綴しみ方を邑常的だとし

ている学生の方が， i特別な活動j だとしている大学

生より，住環境の胤りに自然環境が豊かなところに

住んでいるのである。

そして自然の親しみ方が f日常的j ぜ，住環境周

辺の自然が恵まれた状況にないと回答しているのは

33.9%で r特別な活動 lであるとしているのは 53.0%

である。自然環境が恵まれない住環境で生活をして

いると，自然との親しみ方も「日常的j な活動であ

るより， r特別な活動jであるとする回答が高くなる。

このことから， 自然との親しみ方は，住潔境の周

辺の自然環境の状況が大きな影響を与えているとい

える。生活の一部として自然と「日常的Jに親しむ

ようにするには，住環境周辺に自然と触れることが

できる場所があることが大切だといえる。住環境に

おける自然環境の配壁や整備することは，自然と殺

しみ，楽しむことが司常生活の中で可能となるので

ある。

4. 2 自然と織れあう異体的な活動内容への影響

では自然の親しみ方の差異が，実際に具体的な自

然と関わる活動の程度にどのような影響を与えてい

るかをみていく。自然と触れ合う活動内容として p

①自宅や学校の周辺を散策する(表 2)，②自窓など

でガーデニングをする{表 3)，③郊外の森林地域，

自然公隠などに出かける(表 4)，④キャンプに行く

(表 5)という 4つの活動を取り上げる。この活動

内容から，表 2 ・3は， r日常的な活動j であり，表

4 ・5は休自などを利用して行う「特別な活動J と

して扱うこととする。

事2 自宅や学技の摺遣を融寵する 持A'4

活動杭混

汁口草与
30.8見

61.5見

一一車3 富宅などでガ デニンゲをする NA'6 

自醸の 日常的苦動向f司 万五下一一寸78B

親しみ方 特Eな活動ト '60幻 I 1u弘 B 7 .5弘

いずれも p< . 05 
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量4 却外の轟梓地壊、富擁卦瞳などに出かける NA~4 
l' 

では活動内容が rs常的な活動Jと捉えることが

できる表 2と表 3の活動からみていく。表 2の「自

宅や学校の罵辺を数策する活動j では，自然と続し

むことが f日常的な活動」としている学生は 69.2%， 

f特別な活動J としている学生は 38.5%である。自

然と rFl常的j に親しんでいる学生の方が， r特別な

活動J として親しんでいる者より高い害時合である。

そして散策をしないのは f日常的j な活動としてい

る者は 30.8%，r特別な活動j であると者は 61.50/0と

なっている。 f特別な活動j として自然と関わりをも

っ者は， r日常約な活動j としている者よりも，自宅

周辺などを散策をしないのである。そして表 3の「ガ

ーデニングJについては，自然との関わりを f日常

的j な活動としている者は 22.2%で r特別な活動j

としているのは 12.5%である。やは哲 f日常的な活

動j としている者の方が I特別な活動j としている

者よりやや高い傾向にある(注 1)。

次に表 4と5の休日などを串Ji脅して行う I特別な

活動j ではどのような差異をみることができるであ

ろうか。表 4の f郊外の森林地域、自然公園などに

出かける J活動については，自然と親しむことが f日

常的」な活動としている学生は 43.5%， i特別な活動j

としている学生は 25.5%である。つまり郊外の森林

地域などへ出かけるという「特別な活動Jであって

も rs常的」に自然と親しむことをしている学生の

方が， r特別な活動j としている学生よりも高い割合

で活動しているのである。そして表 5の「キャン 7.1

をすることについても r日常的」な活動としてい学

生が 21.2%， r特別な活動jとしている回答者は 15.6%

となっている。キャンプに行くことにつでも，表 4

と向様に f呂常的な活動jとしている学生の方が特

別な活動Jとしている学生よりもやや fキャンプ」

へ出かけている割合が高い。

このことより，表 2~4 の全ての自然に際わる活動

について，次のような傾向をみることができる。自

然に触れ合う活動について，日常般をもっ活動であ

っても，日常生活の場から離れる活動であっても， r日
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常約.1 Iこ自然に親しんでいる学生の方が r特別な活

動j としている学生より積擬的iこ隠わっているとい

える。自墳から自然に親しもうとしている人は， 日

常的な活動だけでなく B 休日なども自然をもとめた

活動をし，自然と過ごす時間も長く，自然をより身

近なものとしているのである。逆に「特別な活動j

としている学生は，自然と親しむことについて，日

常生活のなかでも，あるいは休日を利用して遠出を

するレジャー活動に対しでも消極的なのである。つ

まり自然を日常的な凋わりとして習慣化されること

が，自然と触れ合うことに綴心を向け，具体的な活

動への喚起を促すことになるのである。

4. 3 将来の住環境を含めたうイフス 51イJI，の選

択

ニこまぜは，現在の住環境の周辺の自然環境や1苦

言語について述べてきた。次に大学生の狩期の自然と

の親しみ方は，この先将来に渡っても伎環境の選択

や休椴の過ごし方，自然の親しみ方に影響を与える

かについて検討した。そこで将来のライブスタイル

について表 6のようにカテゴリー化した(表 6)。生

活の中で自然と共生したスタイノレを求めるのは表 6

の 1と2である。そして自然環境を特別な活動場所

としてとらえることができるのは表 6の 3と4にあ

たる。

表6 将来の生活スタイル
l 自然が重量かな環境に居住し、

平日は都市部lこ通勤する。
2 自然が豊かな環境に溜住し、

都市部に通勤しないでいい仕事をする
3生活や交通が便利な都市部に居住し、

週末や休暇に豊かな自然へtIIかける
4生活や交通が便利な都市部に怨主主し、
週末や休暇も都市部で過ごす

5自然が豊かな策境に活住し
自然に隠した自給自足の生活をする

6特に都市部や自然の中でと
いった生活にはこだわらない

7その他

それでは， 自然の親しみ方と住環境や休日を過ご

す場所との欄連についてみていくことにする(表7)。

まず住環境の場所選択について，標準化後蓬から

その特徴をみてし、く。プラスとマイナス残業の境は，

住環境の選択に現れている。自然の親しみ方が「日

常的」である者は f自然裂かな場所」を，そして f特

別な活動j としている人は f都市部Jを選択すると

いえる。特に自然の親しみ方の差異は，将来の住環

{主総研 C{工まし 定ち学習 l 論文集')，O()(I勾:



境選びとして f都市部j に持っかどうかと大きな関

係がある。

次に都市部に居住した場合の休日の過ごしカの関

係についてみていく。住農を f都市部Jにもつ者の

中で，休日も都会で過ごすタイプは b 自然との殺し

みが「日常的Jである者は 5.1%で r特別な活動 j

の学生は 12.6%である。現在自然と「特別な活動J

として環わっている学生は，将来休日も f都市部j

で過ごすライフスタイんを好む傾向にある。将来の

生活スタイノレの中で自然を生活条件の 部と位置付

け，自然の必要性を認識させていくためには，学生

時代あるいはそれ以前の早い時期から生活の一部と

して自然と慣れ裁しむことが重要だと考える。

5 おわりに

これまでの調主主結果をまとめると次のようになる。

密然の親しみ方が， r日常的な活動jであるか r特
別な活動Jであるかの室長異は，伎環境の周りに自然

が恵まれているかどうかにより違いが現れる。自然

と日常的に殺しむ人は，住環境の周りに自然がある

ことを求め，生活スタイルの一部として自然を取り

入れることを好むのである。つまり f住宅や学校の

馬辺を歎策する J などの日常性をもって触れ合う機

会をもつようにしていくためには，住環境の!荷りに

散策できる場所が必要なのである。生活のなかで，

自然と殺しむ生活時間の量を増やすことは，自然と

の共生へ潟心を向ける一歩である。

また自然の親しみjJは，具体的な活動にも影響を

与えるのである。日常性をもって自然と続しむ活動

をする人は，自宅局辺などで日常的に自然に殺しむ

だけでなく，休告などに郊外に出かけるような特別

な活動に対しても，積線的に活動をするのである。

つまり日常的に自然と親しむ人は，ライブスタイル

の中で，住環境周辺lこも，余暇時間の fやでも，自然

を必要なものとして捉えているのである。

そして将来のライフスタイルの選択にも自然との

距離の保ち方に影響をあたえる。現在大学生の時に

自然の続しみ方を f日常的Jなものとしている人は，

将来も住環境を自然豊かな場所に求めるのである。

現在自然との親しみ方が f特別な活動Jとしている

タイプの大学生は，将来住環境を f都市部j にもつ

ことを選択する。また自然と「特別な活動j として

関わる者は，休日にも都市部で過ごすことを好b傾

判東海大学課程資絡教育センター 非常勤講師

*'日本大学文理学部 教世

向がみられる。今後自潟待問の増加，ストレスの増

加によ~，更に自然との「共生 J に騎心が向けられ

る。そしてその活動事例としてグリーンツーヲズム

を注目することができるであろう。休日の自然との

親しみ方についても大型リゾートではなく，自然と

の共生型iこ近い生活空間で過ごすスタイノレが期待さ

れるところである。

本音罵査の結果からも，日常生活で自然と触れ合え

る場所を提供していくことが，自然と共生して生活

することの意識を高めるための重要な要阪といえる。

自然と共生した生活をしていくためには z 住環境の

整備として，子どもの遊び場，大人も懲える自然潔

境の配置など b 生活者の関心を喚起する場所を街の

ゆにデザインしていくことが求められる。そして住

環境のj寄りに自然環境を窟jり出していくことと問時

に，日常的に触れ合う機会を学校などの体験学習を

通して学iませていくことも諜題としてあげられる。

〈設〉

1 )ガーデエングについては、般の活動と比較して

性別で特徴的な室長異がみられたので，以下その

数伎を示す。女性の方が，ガーデニングを好ん

で行う傾向にある。
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何本大学文理学部卒幾後 民間企業等を緩て、

日本大学大学院で再び学んだ。

企業での研修所初交を倣ってきt::.))1 技代人の

ストレスの噌加や感性のS鳴りなどが目立ち、自然との

共伎にその解消を求めることを浅犯の研究のすーマと

している.
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花と緑のまちづくり活動参加促進のための市臨教育

における公共空間緑化活動実習の効巣

SJZ閏護士努叫

一兵庫県立淡路景観溜芸学校における生涯学習の取り組みー

キーワード 1)花と緑のまちづくり、 2)市民参加、 3)市民教育、 4)公共空間緑化実習

1はじめに

「まちJは、 「人Jが住まい、 j言動する場の集合体で

あるから、 「いいまちj ができるかどうかは、行政の取

り組みのみならずそのまちに住む住民一人一人がどれだ

け「自らのまちをいいまちにしていこうj という意識を

持ち、行動していくかにかかっているところが大きい。

そのため、広く{工誌のまちっくり活動参加への関心を高

め、告主的な参加者を増やしていく取り組みが各地で行

われてきているところである。

このような取り経みには、

個別のまちづくりプロジェクトに対して市民のアイデ

アを公募したり、近隣住民の参加によるワークショップ

方式で児童公留の設計を検討したりすると言った、地域

や対象者を特定した総別の住民参加プロジェクトの積み

上げにより市民の意識を啓発していくようなケース、

一地域や対象を特定せず、いわば「住民全体の意識の底

上げj を目的として講演会や謙虚の開催等のプログラム

を実擁していくケース、

がある。

その際いずれのケースでも、 「花や緑j はi偉いのある

美しい「いいまち」を構成していく要素として不可欠の

ものであると向持に、識もが殺しみやすい材料であるこ

とから、まちづくり活動への参加を促すツールとして嬢

んに活用されている。特1:::咋今の fガーデニングフoー

ムj によって住民の花や緑を育てることへの際心は相当

の高まりを見せており、この活用をうまく行えば、効巣

的に住民のまちづくりへの参加意識の向上につながるも

のと考えられる。

そこで本研究では、咋年4月に開校した兵庫祭立淡路

景観罰芸学校において「地域や対象者を特定せず、 殻

市民会体を対象とし、花や緑をつうじて自らの住むまち

ゃ地域の環境改善に自主的に取り組もうとする意識の醸

成(前述の f住民全体の意識の底上げ」にあたるケース)

を図る教育フJログラムJを独自に構築して、継続的に実

践し、その受講生の意識変化を把擬することにより、そ

の教育効果を検証しようとするものである。

2本研究の位置付け

我が国では、市民による主体的なまちづくり活動への

参加意識を醸成する教育のあり方についての研究の康史

はまだ浅い。このためその研究は、以下にあげたように、

市民参加奴プロジヱクトの取り組みについてその効果を

{密閉jに検証したものや、海外の教育システムの事例紹介

が中心であり、まだ市民を対象とした教育の体系的な研

究は符われていない。

例えば、都市緑化に関係する分野では、島尾ら"は、い

くつかの緑化鴻動団体を取り上げて住民参加の緑化鴻動

の組織化過程を分l析し、住民参加による緑化総織の育成

には、住民意識の高揚のための行政からの働きかけが必

婆であることを述べているが、具体的にどのような働き

かけがどのような効果をもたらすのかまでは言及してい

ない。

また、森林保全・軍基綴に関する分野では、長瀬ら吋立行

政主導で湾始された森林ボランティアプログラムに参加

したm民の反応や考え方の変化をとおして、このような

プログラムの言葉題を明らかにしているが、この事業の評

価については検討課題が残されている、としている。

その他まちづくり意識の高揚に資するため、ワークシ

ョップ方式やまちっくりゲームといった手法の開発や適

用への取り組みとその効果の検証が行われている。(倉島

らへ梶島ら<J、金ら引などの研究がある。)

しかし、これらはいずれも倍加プロジェクトの試行に

よりそこでの手法の効果を検証しようとするものであり、

熊あるいは市町村といった 定の地域内の住民全体を対

象として、 「地域住民全体の緑化活動への参加怠識の底

U~fJ を目標とした教育の内容のあり方について研究を

行ったものはまだない。

ただ、 1981年に雑誌 f都市計画」が「まちづくり教

育J をはじめてテーマとして取り iげており、その中で、

諸外国の取り組みとして大村引が西ドイツにおけるギムナ

ジウムでの都市計極i教育を、渡辺町、西は1"がイギリスにお

ける環境教育の概念や都市・凹園計画協会の市民1:::対す

る活動を紛介し、 「欧米諸冨特にイギリスやドイツにお

いて、まちづくり教脊ないし環境教育が市民の社会生活

のなかにほぼ定着しているという事実も、我々にとって

参考になる。 J とし、 「今日様々な問題を抱える教脊と

まちづくりの両者を結びつけることで、両者にとって実

りある方向を探り出そう。」としている。これを受けて、

← 85-
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日本における義務教育課程での地域学習の取り組みの状

況が報告されている伊jがある。

そこで、本研究は既存の教育に隠する研究の成果を踏

まえ、今回新たに構築された教育プログラムへの参加者

を対象として、受講による意識変化をアンケートから抱

握することにより、その教資効果を探り、教育のあり方

の方向性を探る基礎約資料を得ようとするものである。

呉体的には、主に①この講座の受講により受講生にどの

ような意識変化があったか、②その変化はカリキュラム

のどの部分が影響しているのか、を明らかにすることを

目的とする。

3研究の方法

3.1識変対象(新たな講座の開設とその受講者)

今回!研究を行うにあたっては、昨年4月に開校した兵

庫県立淡路景銀関芸学校に一般市民を対象として新たに

講座を湾設して、独自のカリキュラムを紐み、教育活動

をf子った。

このカリキュラムを組むに当たっての向車盟主主識は、

「ガーデニングブームの中、{間人レベルで花や緑を楽し

むことへの照心は高まっているが、それがまだ十分まち

づくりという視点まで広がっていないd 花や緑lz対する

関心が個人の庭の中という範凶にとどまらず、まちにま

でさらに視野を広げてもらうよう誘導するにはどうした

らよいか。」ということである。

この問題意識にもとづき、今回は以下のような方針で

具体的なカリキュラムを紐み、その効果を調査すること

とした。

(カリキュラム設定方針)

前徳一

-多くの市民は、総人約に:aや総を楽しむことに際i心は

あるが、そこから発展して花や緑で美しいまちを作って

いくというところまでは発燦していない。

表1 花と緑のまちづくり実技体験講緩力リキユラム

-86-

-しかし、花や緑は美しいまちづくりを進める上で大き

な効果があると同時に、そのための汚動参加への市民の

呂を見限かせる上で大きな効巣がある。

・ただし、その効果を発揮させるためには、その効果を

実体験させるという教脊上の工うたをする必要がある。

具体約方法

一般市民が参加しやすい期間のなかで、効率的にこの

「効果の実体験Jを行うために、今凶以下のような特徴

を持たせた。

①花や緑でまちの景観が変えられることを実体験させる。

②それを公共の場所で行うことにより、道行く人等から

の詳側、鑑賞を受け、自分のためではなくまちの景観と

いう公益のために活動することの喜びをも実体験させる。

③設計から施工までの一連の過程をひととおり体験(こな

す)してみて、自分でもやれる?という告信をつけさせる。

④住民みんなのものであるまちを協働の作業によって改

蕎していき、ひとつのものとして完成させる醤びを実感

さ4せる。

この結果できたカリキュラムが、表 lのような 3泊

4日で完結するものである。

このような講座を f花と緑のまちづくり実技体験講

康j と命名し、平成11年の 5丹から 11月にわたって百十8

1設実施することとし、この内主主を簡単なチラシにして、

県内の公約機関の窓口等に配置し、各i自の受講者募集を

行った。

これに対し、 8@Jで計203人の受講応募があり、これら

の方々が受講した。

また、実習の現地としては淡路島内の学校の近くで、

かつ多くの人から設忌を受けるようなところとして、北

淡町の「野島断層記念館J前のアクセス道路の緑地帯(約

150rru、および東減町の高齢者福祉施設等の福祉施設が

集まるゾーンの緑地検(約50ぱ)を設定した。(なお、この

面積は概ね受講生一人あたり 1ぱとなる。)

住総研 I{主主交ド まら苧盟J論文集 2叫 Oiド



写真1-1計画実習

3，2識査内容

写真1-2，毘地実習

研究は、この受講生全員に対するアンケート務査結果

を分析することにより行った。アンケート項目は、表

2のとおりであり、 「印象に残った授業j の項日以外は

自由記述である。アンケートは、議療の当初に用紙を忍

布し、講座期間中に記入してもらい、最終日に回収した。

授業・実習の状況は、写真H から1-3に示すとおり

である。

塁ニヰヱと主ニと謹呈
問1 (畳講動機)当初、情を学ぼうとして畳議蜘し込みをしましたか?

問2 (意識重化)畳議して新たに気づいたことができましたか?

問3-1 (印象!こ残った綬業・契曹)

間3-2 (印象点)どのようなことカ印象に強りましたかっ

間4 (今桂の目標)これから目新しい居嫌が冊かできましたかっ

問5 (波善意毘)講盛運営について輯か改善意毘がありますか?

4欝査結果

4，1.受講者の属性

アンケートの閲答総数は202名である。この内訳を男女

別・年齢層別に見たものが閲ー 1である(ただし、女性 1

名は年齢記述なし)。男女別では、女性が7割、男性が3

害lとなっている。

ここで特徴的なのは、男性で60歳代、女性で50歳代の

受講者数が突出して多いことである。

男性では、ちょうど織場の「定年」を、女性では「子

育てj を完全に終えたころにあたり、自由になる自分の

時間を持てるようになったところで、その時間を費やす

関心の対象として「花や緑を宵てることJが選ばれてい

る様子がうかがえる。

70 

60 

50 

報〈 40 

30 

20 

10 

0 
，，，.代 '0総代 30，"代 40織代 50縫代 60歳代 70"，代

年齢窟

殴4 男女別・年齢層別受講者数

ドk援理科要引i
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写真1-3実智終了(後ろは野島断麗記念館)

4，2問答の分析

回答内容の分析は、 「印象に残った授業・実爾j の演

目以外が自由記述であるため、五j法のグループ化の手順

にならい、記述からその内務を規定するキーワードを拾

って書き出していき、それによってグルーピングしてい

くとともに、そのグループ毎に属性や他の項目との関係

を分析する方法をとった。

4，3受講の動機

前項で述べた方法で、自自記述の受講動機をいくつか

のグループに分類したところ、大きく 8つのグループに

分けられることがわかった。また、各グループに属する

人数は、医 2 のとおりである。

これを見ると、最も多い動機が「隆芸の具体的知識を

得たいj とグルーピングされる人たちである。これらの

者がここで得た知識をどう活かそうとしているのかは、

記述からだけでは読みとれないが、入校時の受講生の会

話を聞いていると多くは、自宅の廷における趣味として

の繍芸を楽しもうとするものではないかと推察される。

また、これを含め、 「今の仕事に活かしたい(研修で派遣

されたなども含む)J r自宅の庭を改造するのに役立てた

いJ r厨裟を趣味にしようとしてその入門としてJとい

った「鰹人的な内容の受講動機j が全体の 8劉近くを占

めていることになる。

そして、残りの約2割が「今の活動に活かしたいj

I緑化活動に入っていくきっかけをつかみたいJといっ

た「まちゃ地域のために、緑を鴻かしていこうとするこ

とを内容として動機」のグループとなっている。

このように、 「花と緑のまちっくり実技体験講座j と

銘打って募集をかけても偶人的な臼的の人が多く応募し

てくるように、時代はガーデニングブームと騒がれては

いるが、 ザ般の市民の怠識は花や緑を美しいまちづくり

に活かそうというところまでは、まだ至っていない現状

が読みとれる。

it総長ffi主主し 支ち学習j論文集ソ0(10勾



閣時2 受講動機別の受講者数 (人)

4.4印象に残った授業・笑苦言とその内容

このような受講生が、前述の4日間のカリキュラムの

なかで「どの授業・実習が印象に残ったかJを「印象に

残った点Jとともに開いた結果を示したのが図 3及び表

-3である。具体的に授業・実智名をあげているのが189名

であり、さらにその授業・実習が印象に残った点まで記

述しているのが104名である。

これを見ると、印象に残った授業・実習としては、圧

倒的に「現地実習j に係るものが多く、これに「現地実

習Jで施工する内容を設計する「計画実習j や fワーク

ショップ体験Jの授業等が続いている。

これらの授業・実習がどのような点で受講生に大きな

印象を残したのか、については受講生の約半数にあたる

104名が具体的に記述したが(表-3)、これを見ると、受講

生に印象を残した点は「人呂に触れるJ r協働J r自分

でもできるJといったキーワードで表されるものである

ことがわかる。

このようなことから、 3.で述べた特徴を持たせた今閲

のカリキュラムは当初のねらいについて、一定の成果を

あげていることが読みとれる。

表 3 印象に残った授業・実習とそこでの印象点

4.5受講して新たに気づいたこと

このような授業・実習をとおして受講生自身に「新た

な気づきj があったかを開いたものの結果が表 4である。

これについては、全員の約74%にあたる148名がその内容

を具体的に記述しており、その上位 3つの内容は前項で

の内容と共通するところがあるが、

「花や緑を自分のためだけでなくまわりの環境の向上の

ためにと言う鏡点をもって育てていくことが必要である

ことj

fその活動を淘隠の人たちと協働で行うことでさらにす

ばらしさが味わえることj

「そのようなことは今回の講座をつうじて自分にもでき

褒4 受講して新たに気づいたこと

(人)

13 

M
m「
叩
同
一

4
H川山

16 

37 
3 

148 

印象に残った授業・美智名 印象に残った点 該当者散 左認の具体記述例(人)
「現地実雷J 人の邑!こ触れる場での線化はみんなから注目 みんなL毘てもらえるものをつくったく人、地に元買白て地もら域えづるくこりに役

を畳けること 8立てた、自分の植えたも叩が道行 と等
自分でひととおりできる」とがわかった 自分でもできはるじめことてが自実分感でで作きったた、もの連が由完手成臓しがた具等体的I~

17幽ベた点、
-協働で完成させたことのすばらしさ 協同作輩出喜びを知った、みんなで協力して計画から施工

阻までやったこと
ーその他 4 

F計額実習」 みんなの話し合いで意見がまとまっていったこと 101参加者の意見がひとつにうまくまとまったこと等
-事前に計翻、デザインすることの量聾性 事前準備に難対しさす等る意識が今まで薄かった、関圏在書くとき

7の楽しさ、
-その他 1 

rヮクシ3':1プ体験j うまくコミュ二ケ シヨンできることの車しさ な緑でをと費お主しるてとコLミュニケ 7シ'ヨEンTがアができでそ晶うこなと窒気がした、みん
131tJ:~~jtQt:L 'ろいろな

fコンテナガ デンづミり」 植物にふれることで新たな尭毘 4植ベー物スので性も質活が用わでかきっるたこ、と土が町わ大か切っさたが等わかった、小さなス

その曲の慢輩・実習 12 
合計 104 
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をその大きさとしてベ

動機匹目標が明確諸官官官官官
ト璽翠璽道府経懇話草区日

クトル化し、平立証上f::

配置することによって
自分の艇からまちなみに質献する(52人)

「受講前の受講者の意

識Jと「修了後の受講

社の意識Jを空間化し、

その雨者を比較したも

のである。ここでは、

集約されたグループの

キーワードを見てみる

と、 fその内容が明確

さらに勉強する(26人)

/ 
毘機記入なし(48人)

ロ受議献の言語機の分布

受講後の!3擦の分布

口開み文i立f怨言警耕麓J
圏みなしiまf今後の殴害事j

になっているか、そう

でないかj に分かれる

ことカてわかるとともに、

内容を見ると「自分の

庭を改造j とか「仕事

に活かす j あるいは

動機園闘機が不司書磯

「医裟入門」という風

に趣味的な捉え方の

関4 受講前後での受講生の意識構造の変化

るんだ、という気持ちがもてたことj

となっている。

この 3頃目を具体的に記述した受講生は99名であり、

全体の約半数にあたることからも、今問のカリキュラム

の効果が見て取れる。

4.6講座への改善意見

さらに、議療への改善意見を自由に求めたところ、表

5のような内容のものが出された。

これを見ると、 「さらに積極的に学習したしりといっ

た内容が最も多くなっており、カリキュラムの内容に不

満を示す意見はほとんどなかった。

このように、当初の動機は「側人的なものjである受

講生であっても、実際の現場を実体験させることにより

美しいまちづくりの視点を楠え付けていく、という方法

は、抵抗なく受け入れられることがわかった。

4.7今後の医襟

さらに、この講癒を修了して各地域へ戻ってから、今

回の成果を踏まえて例らかの花と緑のまちづくり活動に

取り緩む目標ができたかどうかを開いた。これについて

は「当初の受講動機j との比較を行うため、一つの奴iに

まとめた。(図-5)

これは、自由記述の「当初の動機J r今後の目標j と

もその記述からキーワードを拾い出し、さらに集約して

グループ化してきたが、そのグループ毎に選択した人数

-89-

「ごく怨人的なものJ

とそれらとは対照的に「今の緑化活動をさらに活般化し

ていくためJ r自分も緑化グループに入って主活動した

いJというふうに公共怠識の強いものに分かれることが

わかった。そこで、グループのベクト)vを配関するにあ

たって「動機固目標の内捺の明確ー不明確納」と「湾

綴人的一公共的輸Jを設定することとし、その荷車自で構

成される平頭上に各グル}プのベクトルを置いた。

日総研 J主主γ t -~'~手間純文集 '.woo 1 r



このベクトルによって構成される、受講前後の領域は

鳴らかに、平面上で左下から右上へ移動(より「明確化J、

より f公共化J)しており、これによってこの講獲の一定

の成果をあげていることが読みとれる。

5結論

今主主一般市民を対象として、今多くの人の中で広がり

つつある花や緑を愛好する気持ちをどのように美しいま

ちなみをつくる汚動につながっていくように誘導するか

を教育カリキュラムのあり方から考えたわけであるが、

「多くの人の活に触れる、公共の空間で実務に緑化活動

を自ら協働でやってみるj ことの効果は大きなものがあ

ることカざわかった。

このようなカリキュラムは、高度で特殊な内容でもな

く、また、実習対象空湾は都子宮内を見渡せばそこかしこ

にあるような場所であり、比較的鰭単に講座の設定がで

きうるものである。

このようなパターンの講座を各地において緩際するこ

とによって多くの市民が、美しいまちづくり活動に自ら

参加していく意識に目覚め、各地で花や緑あふれる美し

いまちづくり活動が活性化するものと考えている。
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平底語、土男(姫路工業大学自然・環境科学研究所助教授)

態設省で都市計画、公康緑地行政を担当し、国営公閣の

現場では市民参加の公繍整備運営に取り総む。平成11年

4月から兵庫県立淡路景観箇芸学校でまちづくりガーデ

ナーの育成に取り組んでいる。

住総研段乏し まら学習」論'"集 200(1年



2. 5 まちづくり幽すまいづくりの視点から





建築学科学さ主のまちづくり参加盟演曹の実醸
一広島大学 f環境計画学演轡」での磁条酒蔵地阪のまちづくり参加を通じて

キーワード 1)学生 2)まちづくり参加 3)東広島市

4)酒蔵地区 5)広島大学

1.学生の「住まい まち学習j

大学学生の地域社会への参加は、とくに期待が強くな

ってる。最近では、全国的に見てもキャンパスを出た学

生の「住まい まち学習jが活発化する傾向にある。例

えばカリキュラムベースではないが、関西学税大学総合

政策学部の「まちラポj控りや滋賀県立大学 1A C T J也"

等の活動では、学生の地域参加が試みられている。

大学カリキュラムからみても地域参加型の演習科目は

学生受講者に積極的な学習姿勢を促す効果も燃待でき

る。また実社会での経験を通じた効果の闘い知識・技能

の修得が可能になるため教脊的対j架も大きい。カリキュ

ラムを効果的に運用する場としての地域社会も大学にと

っては魅力的である。建築学科学生にとっては、地域資

源の調査からハードの提案までを総合的に体験学省で

き、また一般カリキュラムで得た知識を格対化できると

あって期待も大きい。いずれもが、学生の主体的な社会

参加を通じた地域社会の活性化と、学生自身の学習の効

果が見込まれているのである。

2西条滋蔵地区のまちづくり

本稿では、広島大学工学部 4建築学グループ居住環境

コース学生(3年生)が同大学の立地する東広島市の凶

条酒蔵地区で実施した「環境計画学演習(械 10報)注勺

(担当 石丸紀興教授、地井裕夫教授、筆者)の運用の

実際を自己批判的に検証する。また一年間を通じた学生

の学習効巣と参加による諸問題点を明確にしながら、将

来的なカリキュラム{撃を展望する。

広島大学は、約2万人の学生職員で構成される総合

大学であり、 1995年には広島市内のIEIキャンパスから

新しい東広島市西条キャンパスに移転している。人口約

1 2万人の東広島市は、広島大学を初めとする高等教脊

機関や官民の研究所の移転もあり余国で 2位の人口増を

示するなど著しい開発が進行している。産業約にもハイ

テクや開発型の企業立地が進んだこともあり広島大学は

地滅型研究拠点としても期待されている。

また西条は全国に名だたる銘酒の陵地でもあり中心市

街地には白壁の酒蔵と銘を冠した燦突群がB!ち並んでい

る。しかし中心市街地は大規模小売庖舗の郊外立地もあ

り徐々に表返する傾向にあり、最近では駅前地区を中心

に土地庶画整E里事業や中心市街地活性化策に伴う事業策

学高雄志 l

定が進行している。

I酋蔵地区には綴光資滋としてまた地域討会のシンボノレ

として位霞づけられる「酒蔵巡り jがありながら、例え

ば公際施設などは存殺しない(一部の酒治会社の好意で

見学者を受け入れている)。また消造の生践の場が雑菌

を嫌うため見学者を受け入れる状況にはなかった。

そのため自治体や商工会議所を初めとする各種機関は

独自に沼蔵通りのまちづくり策を策主主し始め、 1998年

には東広島市が中心となって『西条酒蔵通り活性化事

業』注仰が策定された。こうした行政の取り縦みにあわ

せて青年会議所は fまちづくりセンターjの設鐙に向け

て「まちづくりフェスティパルJを関{践しつつ検討を重

ね、また観光協会などがゆ心となって「駅前観光案内所」

を関所している。一方、市民の取り組みも旺盛であり、

市生涯学習は「まちづくりボランティアーjを募り OB

'OGを含むメンバーが各積イベントで活躍しまちづく

りの参加を行っている。また西条酒蔵地区では毎年 10

月に f溺祭り jが澱燥され…一斉に酒造会社の蔵が開放さ

れる。県内外からも 10万人を越す集客力を誇っている。

このように、 1酋蔵地区を取り巻く情勢は徐々に熱しつつ

あり、市民の広い範殴の関心を喚起しつつ、これから酒

蔵地肢のあり方を検討する必望書が求められていた。

そこで、 IJ'草境計画学演習Jでは、学生主体でi覆蔵地

区の魅力望書索を採り、今後のまちづくりに肉けた提案を

自主的に行うことにした。過程では東広島路工会議所

観光文化委員会の作業資金援助と人的サポートを得るこ

とができた。また同委員会アドバイザーのN氏が学生と

諸機関の間を取り持つなどのブリッジ役をおっていただ

いた。演育実施に当たっては筆者が事務局役を拐った。

1
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3.学生の地域参加を巡った義論 (4舟)

いくら地域社会にとってメワットのあることでも、教

脊効果の見込めない「参加jは単にきついロードを受講

者である学生に強L、るだけになってしまう。受講者にと

っては単なる 2単位の選択科目である。ある程度の口一

ドはやむおえないとしても他のカリキュラムとのバラン

スも考えねばならな l'0また学外活動が中心になる場合、

トラブルや事故への対策も必要となる。

また、なにより、一詩的な軽いノザでの f参加jは、

本来のまちづくりの主体となるべき、市民を混乱させる

ことになりかねない。

そこで、金額を始める当初、大学サ fドではこのカリ

キュラムの意義を、講義を担当する石丸教授や泡井教授

と議論した。それに並行して路工会議所や市役所といっ

た行政機腐との詰めを行い、実際のまちづくりのリアリ

ティーとのすりあわせを試みた。

しかし、これは坊篠な結論のでない過緩でもあった。

なぜならば、まちづくりは着手時からゴールの見えない

場合が少なくないが、今回の場合も例外ではなく行政も

会議所も確たる方針を見いだせていないように思えた。

反面、カリキュラムとしては 年僚に学生が修めるべき

目標が必要となる。その意味で、白擦を年次単位で明示

すべき大学教育と、行きつ戻りつする実際のまちづくり

とは、手段は河じでも白襟が異なるのである。

また初期の外部交渉でも「しょせん旅の者(よそ者)

の学生さんの仕事だからjと、学生のスキルの不完全:さ

と非当事者性を見抜いた指摘も少なくなかった。学生の

「参加」にかける期待は市民それぞれであり、一様では

ない。また市民の中には学生紛争当時の混乱を未だ警戒

する意見もあり、左・右の区別の付かない学生に日常的

に援する筆者には面食らう場面もあった。

一方、大学の内部にも、「実社会は研究的iこ批判の対

象であり、積極的な f参加jは、アプリオ 1)な社会の現

実に対する迎合である jとの批判もあった。

しかし、これらの課題がはっきりするにつれ、開始後

に必要な対応が明確になり始めた。開始後ではなかなか

解決の難しいものであっても開始前ならば対応も可能で

ある。また徐々に市民の側のニーズは見え始めるο また

カリキュラムで押さえるべき要件もはっきりし始めた。

いずれにせよ学生は県外出身者が優勢な「よそ者」の

集団ではあるが、逆に師Iの魁力を客観的に見抜く強みを

もっている。また、アウトプットの不縫かさは、一年間

を謁資〉分析〉提案→まとめ と大きく 4甥の作業に

区分して部分部分で成果をとりまとめる。これにより継

続不能に陥った際にも一応の対応が可能になり、受講者

にもその朝日度、成果が共有できるため中だるみを防ぐこ

とが出来る。また成果は市民に共感を得るような、わか

りやすいパネルや模型にとりまとめる。
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図2 カリキュラムの流れ

明間刊-"月 i東広航始カどは剛司 i一一'l

[三豆町市袈シインタどューの実廠

ート

2 務勝地区の舷カ調釜

揖裁地庶の詳細問自変

地震市民への鰐斎

よ

3 総合的簸カ度難の分析

典型的農続契鶏 η袖出

魅カ的饗梨の解併

7 
1鍛力会話かしたまちづ〈りの槍術 j

1祭り j 祭ちと地犠資源

"是襲J: ~量麗業企繍遺文化

1色j 東広島の町 η色

「猪の文化j 務支叱グ魅力

r傍温 度"都市と街路の絢係

f新しくうまれたJlfJ 続問のランドスケ}プ

活吉富吉褒褒宇宇才訴さ市存マ1
f歩きた〈えとる漉緑地区j

f知って織しb慣の文化J

f住みたくなる酒蔵鳩夜j

4.フィールドワークと人間関係の熟成(5~7 月)

カリキュラムとしてはまず、石丸教J壁と士古井教授によ

る理論的な講義に始まった。説先生により基本的なまち

づくりに関する問趨点と知識の講述がある。

そのあと作業は、地域の舷力資源、の発掘(6~7 舟)

に始まって、魅力要素の分析(7月)、中間発表会(1 

0耳)、提案作業(1 1 月 ~l 月)、最終展示会( 3月)

と進む。

カザキュラム自体はー遣問一回、 2時間しか確保でき

ないため、授業時照は作業の進捗を秘互に磁認しながら

宿題を各自持ち帰って、次の週までに行うことにした。

また演習開始時には 20人の受講者相互:の意志疎通が不

十分であった。釘頃から学生個々人の能力は比較的高い

と感じられるが、なれない集団作業や定見交換の経験が

浅いためか、初期の;意見交換はあまりにも空気が張りつ

めたものになり筆者も面食らった。 出しゃばることをお

それるが、しかし埋没lましたくはない。それほど、学生

の自尊心は強く、またもろい。

また、ほとんどの学生が「酒蔵地区の場所を知らない

し、そもそも西条の街に出かけることがないjと言う。

彼らの日常生活はキャンパスと下宿僚を中心にした地区

内で完結していて、とても市民と積棟約に交流し暮らし

ている、状#告ではないようだった。

そこで 3~4人ずつ斑を組織して班長を選出し、まず

は班内での人間関係の形成を促した。討論の際にはアド
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ノくイザーとして参加していた、卒論生Sの役割も大きか

った。彼女のパーソナリティーもあって、受講者聞の細

やかな人罪易関係の揺れはある程度、吸収された 0

6見に入る頃には、自然に人間総係が形成され、 JJI内

では意見も比較的活発に指されるようになった。しかし、

依然全体討論では沈黙が支配する。そこで、授業はまず

各班毎に小討論を行い、そのあと、全体の意見識整を行

うことにした。

後に具体的にフィールドワークを行う段階になると、

当初の始象論の際の沈黙がうってかわって積極的な、討

論が行えるようになる。フィールドで出会った、市民と

のふれあいや、事物の発Ji¥が受講者の忠、考を活性化し、

積極釣iこしていった。当初心配していた、 トラブノレも学

生自身にとっては、これまでには経験のないエピソード

として諮られる。

例えば、カメラをもって町の風景を機影する学生を訪

しげに思った住民が学生を捕まえて、無断に撮影した無

礼を非難したことがあったという。結局、その住民は学

生の無邪気さにほだされて家に上げて一緒に茶飲み話を

したという。他にもチヤッカリしたの学生はアルパイト

ロや家庭教剣先を確保したりと余業にぬかりない。

こうして初期のフィールドワークは、学生にとって、

まちづくりが非常に肉感的であり情緒的あることを経験

するきっかけになっていった。また大学で得た理論にも

澱いを与え、肉付けをしたのも、フィールドでの交流で

あったという。

市民の側にも鷹揚で緩やかに学生の諸行を受け止める

包容力があり、また学生にもフィーノレドワーク過程での

エピソードを前向きに受け止める姿勢が見られた。この

ような関係伎は日頃から、学関都市特有の、学生と一般

市民との近隣トラブ?ルの多いこの里Iにとってもよい関係

になった。

トラブルは大学の中にもあった。学生の出先であった

市民i立、学生を大学の代表として勘違いをする場合もあ

った。そのため、大学の檀~に不安を訴える市民の声(た

いてい代表電話にかけられた)に、学内から「君たちは

大学の代表ではないので、謙虚さをJ[A号なさいjとの批

判もあった。大学の外にでた「参加Jは、講座や学部と

いった組織論での位置づけを完全には盤解されない状況

にもある。しかし、こうしたトラブルの克服そのものが、

まちづくり参加の凝醐味でもある。たんなる分t賞作業だ

けならば、学生アノレハイトとそう変わりない。「参加j

の際に直樹する、市民の包君主力と繊細さに向時に想、いの

及ぶイマジネーションが、何より求められる。その意味

でも、小さなトラブノレνューティグは学生自身にも出来

る範密で分担させることにより自主性の育成に殿待し

日

~。
特に班長に選出されたメンハーは、約やかな班員の王監
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f曹に臼を語己りながら、対象住民との交渉を行う作業を行

っていた。いく人の涯長には早くもオーバーロードにな

りつつあったが、それもアドパイザーの卒論生5により

そつなくサポートされる体制が整いつつあった。

5.フィールドワーク成果のとりまとめと問題設定

こうして、地域の舷カ聖書索の発見に向けたフィールド

ワークが行われ、魅力要素を欝き込んだはがき大のスケ

ァチ約300点と、これらのスケソチ等を貼り込んだ、

登 3 壁大の「磁力地l~JJ が、市内全域と j密蔵地区の 2種

類完成する。この大きな 2種類の地図iまボザュームとし

ても圧巻であり、学生自身も成果を共感するのによいき

っかけとなった。これらの、魅力要素を素データと見立

てて、各球で西条滞緩地伎の肱力要素を 6つに集約した。

1 東広島の「祭り」の魅力とはつ

-2 東広島の「差是業Jの魅力とはワ
3 東広島の魅力ある「色jとは。

4 東広島の「滅の文化」の魅力とは?
-5 東広島の「街道ー開JJの魅力とはり

一日 東広島の「新しくうまれた町jの魅力とは。

この時点では、「西条らしさjをどのように育むのか

が大切であるとの視野に立って、各班の学生はフィーノレ

ドで得た経験を元に上認の 6つのテー?に刻した整理を

行う。整理の成果は、各践でA1ケント紙に 2枚ずつに

まとめるよう方針を決めている。

これから後の作業では学生自身がある限度のネソトワ

ークを持っていたため、追加の取材は学生が自ら市民に

連絡をとっている。また繍足的な文献収集や統計資料の

分析、アンケートの実施などは各躍が独自に企画を行っ

ている。既にとりまとめられるべき方向がはっきりして

おり、またフィールドでの人間関係を通じた顔の見える

問題点の整理だけに、学生自身の自律性もより高まった。

こうして 10月10Bには、中間のとりまとめを行い、

東広島市が推進する生滅学湾ボランティアー40人を釘

いた、意見交換会が開催され、ざっくばらんな学生と市

民の交流が行われた。ここでの市民の前向きな反応も学

生自身が自信つけるきっかけにもなった。

結問、成果を他者iこ期待されない作業は、当事者の意

識を虚しくするが、多少なりとも市民に期待され、また

顔の兇える人間関係の上になりたつ作業は、そのプロセ

スをより魅力化させる効巣を生んだ。また、よそ者集団

であった学生自身が、まちづくりでの当事者伎を感じる

のにも影響している。

しかしこの時期には、学生自身がフィールドを重視す

る事やその騒力にとりつかれる反閥、大学カリキュラム

のいわゆる座学型の講義を軽視する風潮が生まれたこと

もある。しばしば、フィーノレドワークは市民の都合が後
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先されることもあり、授業をエスケープして出かける学

生も出始め、アドバイザーの卒論生Sとともに加熱する

学生を説得せねばならない一幕もあった。

d
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6. まちづくり提案作業の実施 (11 Jl ~Hl)

1 1月に入って、学生達にとって待ちに待ったまちづ

くり提案を行う持期が来た。やはり建築の学生にとって

は自らの怨いを表すのは何らかのカタチなのである。

そこでも、これまでに行ったブィーノレドワークにより、

実際に市民の求めるところと自らの問題意識に照らし合

わせて、提案の課題を決定している。この持期には学生

簡にも招互の得手不得手が明確になりつつあったことや

気分転換をかねて班編成を 6斑から 3班に再編してい

る。そうして新たな 3斑で以下の課題を設定している。

-1班築 f歩きたくなる酒蔵地IKJ
観光案内板の設草壁と観光ノレートの策定

2f11案「知って楽しい潜の文化J
酒造施設の公開とi語i童文化の展示

-3斑案「住みたくなる潜蔵地区J
現存住宅の改善と商業施設などへの転用

いずれの課題設定も、学生自らが酒蔵地区を訪問した

いと思うような空間約社会的仕掛けが核となっている。

この課題設定については、学生の視点に偽っているので

はないかとの問題提起もされたが、?茜蔵地区を中心にし

た 1商業の空洞化や高齢化を鑑みれば必要なことではな

いかJとの市民の意志をくみとったものであると判控訴し

ている。

方で、この時期には、ょうやく学生にも、これまで

にコンサルタントや行政が主体となって行ってきた都市

計画や地区計幽策とは、自らが提案する物の位鑓つけが
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異なることを感じ始めている。当初のまちづくり参加の

実質的な計闘での有効性に期待した学生には失望させる

事実でもあった。しかも、具体約な提案には、具体的な

場所や物件が絵として現れる。このことは対象となる物

件の所有者との細やかな交渉が必要となる。学生にとっ

ては我慢強い姿勢が求められた。

あくまでも、まちづくりの瀦り上がりに期待された学

生の活動ではあるが、結局i立総やかな市民の機微にふれ

ながらの作業となる。このことは、学生にある穏の混乱

を招いたが「そんなに慾単に街は変わらないJという、

まちづくり参加の奥行きを認識するきっかけになった。

7.空き鹿舗での市民公開展示会の潟催(2刃)

最終段階に入って、最終的な成果の公表の方法を検討

していた。その際に「まちづくり提案は、我々がまちに

出かけていって展示しようJという学生の提案は理にか

なったものであった。

これは、当初iま活発に見えたi西蔵地区のまちづくりも

実際には行き話まりや低諭さを感じる場街も少なくな

く、まずは市民のもりあがりの醸成が必望書であることが

認識されている。そのため、従前のようなハコモノの提

示を越えた、広い範簡の市民の意識に働きかけるような

仕掛けが必要であると考えられた。そこで、各箆は、上

記のま是案作業を行う一方で、当初は大学内で実絡を予定

されていた最終報告会を市内の空き1古舗を利用して行う

事にしたO 幸いにも、市内に空き庖舗の所有者の協力と

海工会議所のアレンジで場所を健保できたため、容易に

事を進めることが出来た。

寵工会議所には活動費として資金援助をいただいてい

る。期待できない学生の作業成巣に対してよくも資金を

出していただけたと学生も感激していた。しかし現実に

は、早い時期での資金ショートに陥り、口一コストで効

果的なブレゼンテーンョン、成果のとりまとめに学生は

凶苦八苦する。そこでは、各班が資金のマネ ジメント

を行いながら、提案を行う事が求められた。規模は小さ

いとはいえ、基本的に組織、資金、渉外、資材管理とい

った一通りの役割を各学生が行うことが出来た。

最終日には 2週間の展示会を市内中心の空き応鱗を中

心に行うことが出来た。初自のオープニングには延べ2

00人に及ぶ市民が参加した。

また学生にも見え始めていた、市中の人間関係の力学

を越えて、実に多様な顔ぶれがそろい活況を差した。向

時に行っていた広報宣伝活動も効果を生み、新筒、テレ

ビ各社の取材を受け、逆にこれが学生達の活動を川寄付

け」する結果にもなった。当初、比較的に反応が低調で

あると学生も不満を塁していた方面からも反応があり、

?スコミ報道の効巣の大きさに刺激された。テレビ生放

送の中継の際には多くの関係者があっまった。
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しかしメディアを通じた取り上げの大きさは、「絵に

なるj学生と市民の共符という構図として、安易に見な

されつつあった。

地方選挙が間近であったこともあって、機に敏な政治

家支援グループは、学生と政治家の写真綴影や会食を申

し入れたり、選挙ビラの配布を依頼する場面もあった。

学生の中には「最終的にはまちづくりの目標は向むなの

だから共!弓すればよいJとの意見を待つ者もいたが、討

論の末、基本的にはいずれの支援者グループともコミッ

トしないとの方針に決められた。

しかし最も学生を混乱させたのは、これから起こりう

るまちづくりを期待した業者の動きである。オープニン

グレセプションの場が一部の業者にとっての営業の場に

なっていることを学生は却践にみとっていた。まちづく

り参加は基本的に市民の全てに掬かれているべきであ

り、そこでの利権の動きはしばしば注目されない。

しかし、実際の事業的側面では民間業者や行政の動き

が重要な役割を担う。そのいみでも、盛り上がりを創ろ

うと手弁当で奔走した市民や学生にとっては、カヲ千に

なりかけた途端に、業者がどジネスチャンスとして見な

す状況には、割り切れない面も少なくなかった。

方で、具体性のない課題設定は、参加者の自律的意

識をそぐ原因になり、課題のバランスと意思統一の悶難

さを実感している。

E耳4 レセプションの風景
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留 5 1到f築 i>tきたくなるi臣蔵地区j提案主要部分

期総

関条には伝統的ななまと望遠や赤1i:といつ

の役割を来たしているものや それら

ンがあります，それらのゆには分かり

十分に利丹j宝れて凶ないよう
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8. 建築学科学生のまちづくり参加型演習のこれから

結局のところ、今回の演習では比較約に緩やかな与条

件の下、適切なサポートを市役所、会議所などから得ら

れ、また対象地域の市民から学生の活動をサポートする

状況にあり相乗約な効果を上げることが出来た。

カリキュラム本来の教育効巣としては、単年度2単位

の限られた待問的制約の中で、学生自身がこれまでの専

門課程で得た建築専門知識を総動員しながら活動した。

倍々での成果は、まちづくり参加の総合性も効果を生み

従来ならば個別科目毎に完結した知識を紹瓦に関連づ

け、また知識そのものに学生の体験に裏付けられた肉付

きを行えたと考えられる。

また、フィーノレドワーク過程でのトラブルは、カリキ

ュラムの遂行を疎外することは少なく、逆に日常的生活

では得難いハプニングとして前向きに捉えられている。

これらの過程を通じて養われた自律性は、学生が他者と

協調しつつ自らの得意分野で活動を行う柔軟な姿勢を養

うことができている。

しかし、一方ではセミプ口としての自負心に駆られた

学生の作品成果は、市民におもしろおかしく諮られ好意

的にとらえられることはあっても、例えば具体的な行政

施策に波及する物として真剣に受け止められることはな

かった。これは学生にとっては失皇室をよぶものであった

が、今後はより完成度を高める方向で検討されるべきで

あろう。

本演轡のような単年度のカワキュラムでは技術的蓄積

が困難であり、またフィールドワークの過凝で築かれた

市民との人間関係も継承がE困難になっている。これもア

ドバイザー学生の参加により効果を高める可能性はあ

る。また、演習科隠の一部を学年年次を混在させて実施

するのも有効であると思われる。

さて、市民の受け取りについては当事者としての観点

からも客観性を逸する恐れがあるが、 定の反響を得ら

れたことは確かであろう。今沼のカリキュラム自体は街

工会議所の稜極的なパックアップにより、物心両蘭での

サポートが得られたため、きわめて効果的な活動がおこ

なえた。しかし、市民との交渉の過程では、大学級の責

任の所在や先に述べた選挙や民間業者との関係も含まれ

メリハリをつけた関係性の選択が必要である。また、学

生の活動に当たり、 7 ザッジ役をになったN氏には過大

なロードをかすことになり、結局、大学力 1)キュラムと

してのロードが市民にも負担させられることになる点は
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大学サイドも充分に認識する必要がある。

しかし、これらの依存関係が学生と市民の問でのより

深いレベルでの関係を生んだことは疑いがなし」じじっ、

学生グループは無数のトラブルを起こしつつ、また場合

によっては市民との摩擦に苦しみながらまちづくり参加

による学資を行っている。しかし、結果としてそれが学

生にとっては貴重なハプニングとして経験として蓄積さ

れている。

また学生のまちづくり参加過程での市民との関係性

は、教官組織だけが学生を教脊し場を提供するのではな

く、地域社会が学生の学習機会を豊かにする悶能性にも

燦待できそうである。市民と学生という 2者関係だけで

はなく、学生と市民を仲立ちする市民 教官が存在して

初めて効果約で意義の高い「住まい まち学習Jが好能

になるのである。

今後の活動では、より高次元の成果を告指しつつ、よ

り幅の広い範餅の市民により、地域社会全体の「住まい

.まち学習jにつなげてゆきたPo

本論i主管銀閣1で述べたとおり、広島大学工学部・建築学クソレー

プ居住環境コース学生(3年生)が同大学のすJ曲する東広島市

の西条酒蔵地伎で実擁した「環境計随l学演智(峨 10年度)Jを対
象にしている。またカリキュラムの実施に当たっては担当の石
丸紀興教授、地井昭夫教授に、重要な示唆と助言をいただいて

いる。ただし本稿の内容に関する分析や記述は、全て筆者が負
うものである。

く注参考文献>
注 1) 関淵学院大学総合政策学部 片寄研究室 1997rほんま

ちラボ研究ジャーナル』ほんまちラポ
主主2) http://www.bi.四 ko.ne.jp/-ac回et/topindex.htmlより

法的「環境計画学演習」の概要(ンラパスより抜粋)、 按当
教官 石丸紀興、地井昭夫、上村信行、宇高雄志、単位

2 、開設鰐 3年生通年、適時間 2、キーワード 潔境
計廊、地域技会、授業の0'様等 環境計留に総連するいく

つかの講義、とりわけ都市計幽に理解を深め、それらを応
用するための環境計磁的な思考と技術的トレーニングを行
う。課題提出と計幽ー設計、 o商、報告書の作成を行い絡

互に議論を行う。授業の内容 計画等。環境計画に調達す

る内容は多岐にわたるためいくつかの話題を提出しながら

行う。具体的な内聖書については前期の第 司自の講義にて
提示する。

注射 東広島市酒蔵通り活性化検討委員会 1998r東広島市港
蔵通り活性化事業報告書j東広島市

事広島大学立学部建築学教室助手
都市計画樽攻。建築設計業務。
留学したマレ ンアでは多民族から
なる学生がスタジオとフィールドで、
積極的に参加型のカリキュラムに取
り組む姿に感崩しました。
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Fまち育て』の視点からの平海環境の提案型濃習による諜畿と考察

一大学、市民、専門家による「共都学習Jの試みから…

キーワード1)まち育て 2)共創 3)潔境体験 4)市民事力o5)干潟

1 諜懇の手守護と毘約

1.1研究の窓的

環境は人間のかかわりがあることによって育成されうる。

次代へ向けて持続的に発展し続ける都市を形成するよう

な、人織と環境との栂玄関係を作り出す新しい「まち育てj

の方向性が必要だと思う。

苦L隣発に抵抗することと、その地域にふさわしい生活環

境の主体的形成が「まちづくりjといわれて久しいが、いろ

いろな霞い公共事業等にもその言葉が多用されているが

ために、言葉本来の意味が失われてきている。またfつく

るjとしづ言葉には「開発jを思わせる一面がある。そこで自

然、人間、人工が憾瓦にゆるやかなつながりの中で共に

発達してしてプロセスをfまち育てJ1)と呼ぶことにする。

「まち育て」とは土地を効率性の論理で「隣発jすること

をこえて、自然や文化等環境の多様な価値を未来に継承、

再創造し、住む人々の生活価値や生きる意味を増殖させ、

人間号・潔境が共に発達をとげる「育成jの論狸を重視する

ことをいう。「まち育てjとは、ソフト(主体)とハ}ド(対象)の

多面的な相互浸透作用が、対象(自然、人工)の保全・整

備・育成に有効に作動し、かかわる扱い手と主体慌の関

係を脊み、主体の意識と行為の高場・持続とともに、次世

代主体の育みをも促す一連の創造的活動プロセスのこと

を言言う。

ヌド稿では、こうしたまち育ての視点、をもって干潟環境の近

未来を考察する大学の演習過程を評価する。その際、評

イ面軸として学留の方法にまち育ての概念に苧む主体問形

成と各主体の意識の育みを重視する。演習の方法がまち

育ての視点を内包するためには、大学内における教師・学

生の聞の在来的関係を越えて、異なった層や立場の人々

が共に学び作り上げその中で共感し合ってし、くことでこれ

まで共に相容れなかった、また解決の方向性が見られな

かった問題を共に考え提案を作り上け酬でいく、織かれた関

係づくりが必要である。そのためには、大学・市民・専門

家・行政など都市をとりまく各層が、村詰瓦に連携し関かれ

た環係を紡ぎつつ、一つの課題を共有し対話しあい、瓦

いを触発する中で、課題解決の方法をその学びのなかで

見つけ出し準きだしていく学習が必要である。このような多

様な主体の出会いの場を形成し、他者を自己として瓦い

に高めあい、課題の創造的解決の方向を共有しあう学び
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田中宏実 *1

のスタイノレをここではf共創学習jと呼ぶ。

学校という制度的空路内における教富市・学生の閉じた関

係を越えて、「共窟j学習jは大学外の市民・行政・専門家

などの「他者に向けてみずからを開く場j引を設定すること

により、「場において共に意1)る場」となる主体掲の開かれた

関係のもとに、各患の気づきを促し人間発展をもたらす。

ヌ転手高の毘的i土、干潟環境をまち脊ての視点から考察す

る大学の演習における、市民参加による共創学習の実践

のフ。ロセスをレど、ユーするとともに、そこに内包する方法的

意義を明らかにすることにある。

1.2研究方法

千葉大学工学部都市環境システム学科(以下略称

DUES)Bコースの「都市環境基礎演習 llJにおいて、観察

記録、各種のアンケート、学生の研究成果物等から検証

する。翻資対象は DUES学生と参加した市民、専門家等

である。

2 演習の背畿と概要

2.1 DUESと演留の特徴

本学科は 1998年 4月開設、授業時間は主に夜間、ま

た土曜日にあり、働きながら学べるコーースで、そのため社

会人を対象に学生層は幅広く、演習に参加した学生の年

齢は 20代から 60代にわたり、職業は様々である。(表1)

本格でとりあげる演習は2年生を対象lこ、 199百年4月~

9月まで5ヶ月照にわたって行われた。特徴は、①地域性

とサスティナピリティの視点から三番瀬という千葉にある子

表1演習に参加した口U在S学生の賎性

P!I イーシヤJ 性別 年齢 現疫機重量

1M 漕 401-~ 地方公務員(スポーツ振興諜)
A T 3号 30代 地方公務員(書官市計薗諜)

YH 主 201-'e 千葉大技術摘佐員、教綬秘書

IK 男 附轄言跡
日

U 男 201-'e 

81 男 301'吃

5只 男 301'吃 設構際{系金社員

K 男 401吃 ホよテル支記入

c ト4 男 601-'e 建設，不動産金社経宮

NA 女 301吃 主婦

NI 男 20代; 不動産物件(CADトレース)

。S8 女 401-'e 大学排常勤講師

IN 5号 20代 コンビュ ター関係アルバイト

E 
。 t 20イ吃 ッンドスケープ金社員

YM 男 501吃 市議金議員

[主総6}f (主全 h ヨ i:.-，'".o::，;司戸総:文集 )O(lO年



潟環境を取り上げる、②社会人学生対象、③毎@]、サボ

ーターとしての市民や専門家の参加をえたことである。

2.2三番溜について

東京湾の干潟はその 90%以上が堤め立てられており、

現在あるのは盤州干潟と三番瀬だけである。三番瀬は東

京湾の最奥部、千葉県の市川市行徳~船橋市の地先、

広さ約 1200haの干潟である。多くの聖子鳥が渡来し、異や

魚やノ~が育ち、漁場ともなっている。夏は多くの市民がレ

ジャーに利用している。 3)県が 1993年に発表した計画で

は三番瀬の 2/3(HOha)埋め立てることになっていた。

1999年 6月には計翻案が大憾に縞少され 1/7になった

が、依然 IOlhaの壊め立てがなされることになっている。

三番瀬の壊め立て計闘の見直しをめぐり行政・市民間の

緊張関係が続いているが、今後の検討諜題としてさらに深

い環境評価や財務評価がなされることが待たれる。 4)

2. 3考察の視点

本論文は、演習参加の過程における学生、市民、専門

家の感想、評価、意見などをもとに、参加者の意識変容を

分析する。演習全体の流れと学生の意識変容は図 lに示

す。

3 三番灘への興味と市民参加への反発と戸惑

本演習では三番瀬にかかわる様々な分野の専門家が

レクチャー、コメンテーターとして参加した(表2)。

表2;寅雲!こ参加した奪門家の麟性

Z車内軍 専門職 関与したこと
二予業中失博物曲分 99.4，17のレクチャ ~ニ番J輔の密撚

望月賢一 8官・海の得物館館長 環境について
平葉大自然科学研究 一番灘現地wsでのレクチャ ~一番

福JH絡一 科教授 灘の開発と都市計@jについて
ュ番灘現地WSでのレクチャ ~平i属

留久係晴孝 =番潮を守る会会長 の自然環境について、生物の説明等守

伊車事泰 手3奪還理科大学助教授 995.15 CVMについての講演

大野敏一 船橋の現世の漁師 99，5，15策京湾で魚をおう立窃から講演
若山和生 元建設省 第5回第一湾岸についてのコメント

19由9.4.17第 回目のレクチャーでは、三番瀬の生態的

視点と、都市計画的視点から説明を仰いだ。学生の反応

として、三番激の猿境を通して人間と岳然環境の栂互関

係性への関心・興味をもった(図1中の (1))という気づきの

一方で、やはり第二湾岸道路整備のような関発が必要な

のではなし、かとし、うこれまであった概念から抜け出せない

という戸惑いの声もあがってし、た(2)。

一方で演習後、一部の学生からの市民参加に対する反

発の声があがり (3)、市民協働でやることに戸惑いを感じ

ていた。このように当初は興味の高まりとともに、戸惑いと

反発から始まった。

またこの演習では、毎回rDUESde NEIVSJという新践を

発行し、活動の記録、ふりかえり、外部に活動を伝える手

E主としての役割を果たした。

4 現場での環境体重量とワ クショッブにより務かれた

感性
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1999.5.1 におこなった三番瀬での現場ワークショッブ

{以下 IVS)は、次に示す8つのステッブにより進められた。

①前聞のふりかえりとねらい

②干潟タンケン・ハッケンホットケン

斑ごとにカメラを一台をもち「好きなもの感じたもの残した

いものjの撮影。それは環境体験により感動が触発され

た。

③三番瀬についての基本レクチャー

④私が気に入った三番瀬(各自写真を持ち理由をいう)

発表内容は、三番瀬の自然にふれ驚嘆 (4)、三番瀬に

いることであえて自然のなかの入に着沼 (5)、ゴミへの気

づき(6)、などのように、干潟の現場で触発された感覚が

多様な気づきを生み出し感覚が僚かれていった。

⑤グノレーブ。で壁新額づくり

者発表

A班三番瀬の自然破壊に着活する。人間は人工環境

に取り閉まれ自然から離れてしまった。都市と人の関係性

を問い直すべきだ(7)0 B獲内海らしいやさしい自然環境

への感動、そして自然環境の大切さ、三番瀬にかかわるこ

とをもっと知りたい(8)，C班都心から 30分で来れる三番

i頼、釣りもでき、まちも見える、波のあとが美しい。子どもが

たくさんいるように、三番j電車をユニバーサノレデザインで守ろ

う(9)0D盟主三番瀬のたのしみ方をもっと研究し、みんな

に伝える方法を考えたい。三番瀬におちているもののアー

ト化、オブジェづくりをしよう。高齢者・糠害者の楽しみ方を

考えたい(10)，E斑楽しい物をつくる。汚い浜辺をどうし

たら美しくできるか。例えば貝殻を拾って芸術品をつくると

か。工場の一つを三番瀬の博物館にする。「なんでもでき

る三番瀬jをつく切たい (11)。このように各攻とも環境体験

を共有し・共感した中から多様な提案を生み出し、その後

の学習・研究の方向感覚を見出した。

⑦まとめ

終了後のアンケートから、学生の主要な反応として次の

ようなものがみられた。三番澱の自然にふれて感動した、

向かが悶覚めた(12)。五感を触発されることの大切さ (13)

を感じとつたとし、うもの。またなぜ三番瀬を残そうとしづ声が

あるのかもう 度考えたい(14)というように、一回目の演習

に比べ、現場lこ身を置き環境体験により身体感覚を触発

したことが意識を変化させたり、それまで埋め立て賛成派

だったのがいつのまにか三番瀬保護派に変わっていった

(15)、保護派の人の気持ちに気づいていない自分自身に

気がついた(16)というように意識を反転させる効果も見ら

れた。また行政の人が自分の職業に絡めあわせて考えて

いる姿(17)もみられた。三番瀕を過して千葉の文化に視

乾を置いたり(18)、また東京湾の広がりでみていくとしづ広

域的な視点もえられた(!9)。

市民(表3)の主な反応としては次の意見があげらオる。

「見て感じて触ることがどんなに大切かわかったJ(DK)、

住総研 rr:ょ女 lい キも学習 l 論文集 2川0年



演習の流れ 意織の変容の流れ
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5.15 
繍演会 rCVMと東京鴻と三番瀬j

三番識に対する新しい考え方、
解決の糸口

OUES da neWB発行

〈蕊わけ/

テーマ決め〉

I'l.r併設'"'人
アンケ四卜

Eそのまんま
ミユーンアム

即日伽"~.発行

'"ニ海鯵倒閣に絞っ
て考策してい〈。
渋滞ひどいやはり
つ〈る必獲がある
のではないか.

1 <tIl.."".. "-'7，0-，，1，，"，. ""> 1 〈協磁作擦‘チ吋マについての隅趨ー図鑑〉 ι 
~戸JVV^いvへ./v"い〉へJ

あるものでなにか
を創迭する.みん
な館長となる.

5.29 第一窃各磁の考察、

の発表と貿綾応答

第二個 各磁の考察

の発表とI!疑応答

三番滋石〈わ (WS f東京ワンダフルJ
5.30 

6.12 〈合尚徳S鱗催についての認し会い〉

即日 d.師同発行

出 ESde同前発行

〈他の研究線鶴への興隙〉 く際関の広がり> <作集局摘の鶴稼〉
帥， r三鈴滋以外の駒趨も行ってみたいj 仇 U) (26) r取り扱ラテω マが大念〈 仰， r防衛内で進めていけ
〈協働作織の問題〉 宛成皮の絡いものは鎮めないJ (0) る演習であってほしいJ'則
(14) rグループ内でのテーマがおわなL、。 g当分の t同 『とても認の衛いものを求

J次穴だ勾樗略。~悦培え501、ていけなも、j 帥

6.26 !II三留各線の考察、

の発表と2愛媛応答

1.24 

ム3 市F

4訟を市Yの参加

a.27 

7.10 

8.8 '" 市Yの哲彦加

9.15 

ム1 市Fの参加

〈鉱たな段潤〉

〈凡例〉

し」二ユヨ空きにこコ羽麟選落劾

t一一::::>謡磁の考務先畿ノ史旋応答 、W~んω$砂冨馬温師免翻1OUES演習での意識変容の様相

L一一:;諮酬のあらわれ a=演習途中川帥した市農
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「室内でやる WSより、外でやる IVSの方が想像力が増す

ように患、います。五1惑に受ける自然のカはすごいJ(DT)。

「現地にくると皆さん変わってきたのではないかと感じた。

‘体験すると考えは変わる"ことがわかったJ(DM)。

このように市民の自からも学生の自覚しい変化の様子が

検証されている。三番瀬に関わる市民も環境体験と表現

活動を通して大人の意識を変容させる三番瀕のすばらし

さを再認識することになっT亡。

現地WSは子潟タンケンにより、怨人の身体からの五f誌

の触発とそこから生まれる実感的認識が促された。また学

生・市民・専門家という、普段出会うことがないものどうしが、

三番瀬を過して出会い、そこで体験や感動を分かち合あう

ことで、他者との境界を乗号越え共感と場の共有という一つ

の金f本的な調和の世界を作り出した。そしてそれらの相互

関係により三番瀬の環境に対する思いや提案的視軍を導

き出すという共働関係が見られた。この日の攻分けはその

後調査・援案グループとなり、その時の共感と問題意識は

のちの演習に継続されていった。

5 専門家の役割

19百9.5.15に千葉大学においてfCVMと東京湾と三番

瀬講演会」をおこなった。これは広く外部にも公開され、参

加者は DUES学生{也、千葉大教員・学生、市民、報道関

係、等、 42名とスタッフの大学院生である。話された内容は、

三番瀬の倣伎を再認識するこつの視点であった。伊藤氏

は CVMの手法引を通じて、三番瀬に対する市民の環境

保全意識を負担面に分け入って明らかにしたこと、環境保

全は経済的にも利益があることを明確化しうる方向性など

を示した。

大野氏は漁師として 43年間の海とのつきあいをとおし

て、東京湾全体の要としての三番瀬、漁師が必要とされる

まちづく型、そこへアクセスできる「高速自転車道」整備なと引

の提言をおこなった。

講演会に参加した学生の変化にはみるべきものがあっ

た。東京湾や世界的規模で考えるという、広域的視点が

必要であると感じたこと (20)0 WSで気づいた自分の問題

意識と絡めあわせ、問題意識の解決やヒントにつながる方

向を捉えたというものもあった(21)、(22)0 CVMでの視点

は後に B斑の市民へ向けたの7/"ケート調査の項目とい

う形になって生かされ、また大里子氏のアイディアは C 斑の

第二湾岸道路をめくも考察視点として反映されていった。

専門家によるレクチャーはきちんとした情報を与えると共

に、個人学留の段階に入った時にその概念や経験から新

しい発想や解決のヒント得るきっかけとなった。

専門家も本演習に参加して次のような気づきが促された。

「人に説明するときうのは、自分も整理でき認識が深まる

重要なプロセスだJ(復)11) 0 f大変刺激を受けたJ(伊藤)な

どにあらわオしている。

6 市畏に支えられた共事j学習の効果

表3演習に参加した市民の属性

嗣渇色 市民 所属 参加状混

a DK ー番瀬00会議 8割以上参加

a DU 一番滞00会議 5割以上参加

a DM 叩番顔。。全議 全部書加

a 口γ ー番灘00会議 8割以上参加

千葉まちづくりサボー 演習のはじめの発表、各行事
a 市K トセンター(NPO) など、アンケート随の手伝い

b 市F 高校生 第5回、 WS、演習尭賓金

b 市Y 主婦 講漢金、第4回、 5隠の尭嚢
一番瀬00会議事務局 99.4.17由レクチャ、~てijz番

b DS 畏 蒋と都市環境につL

<注>!M!市民サボ}トのタイプとして、 a 一緒に行動しともに活
動しつつ支援する、 b アイディアや情報の提供を行う。

6.1市民の意識変化と市箆・学生濁の格瓦触発

演習は、口コミによるサポーター募集の投げかけを聞い

て輿味を持った人や三番瀬 Do会議 6)のメンバ…を中心

に、市民参加型として始まった。金過程終了後市民参加

の演習についての各主体の評価(表4)は次のようである。

表4市民の参加した演習に対する評fIIIj
ぐE盟習に参加した市民と専門家の評髄

)[お互いの存設を埋めうけ入オれあうことができる場をつくり出していたI(D附
2.f学金との交流が楽しかった。最初に会った時から学生の考え方が前向きに
かわっていくことが実惑できてうれしかったJ(市附
3f三番瀬に対して筒定概念ができてしまい広範盟の人々 と意見を取り入れる
柔軟性が不呈していた。三番瀬iこ対して新鮮な携点を得られたボDS)

4f火変続激を受けた。自信もしっかりとしたをま毘もてるようH:.fJ.L)たいJ(市円

5[大変揖激を受けましたJ(伊議)

6[演習の内容が多線、翼賛な憲毘が繍ける点で意義があるJ(市仲望月)

7J火学というある意味で中立なところで議論するのがいいJ(OM)

'f市民と文学の協信めは文学の協働jま大学を地主或に開カれたものjこするため
に~婆 J(OS)

9， r多様な体重袋、経験の視点が盛り込まれることで、演宮内容に広がりがでて
良し'<J)ではないかJ(DK)

)0 r立場の奨なる人が参加することで、より活性化するとおもうJ(伊藤)
l1Jとてもおもしろかった。社会人と学生が問じ土俵で交換しているところが、
実紅会からの毘方と学問的な見方があわさってちょうどよかったJ(格別

12 r教宮も学生も現実総れしがちなので大賛成J(福山)

島盗謹皐2盟
13_r布民の人といろいろ活動できたことが、今後の翁分8身の活動になにかし
らのプラスアルファーになるJ(sl) 

14J市民盟休のYきとの共向の授業は若干やり!こ〈い部分もあったが、多〈の
人に巡り会えたことが財産j.(K)

lSJ側面で助けてもらった感謝の気持ち穴きい。と<1之NPC会11の方の参加に
ついて都市環境翻趨を考えるよで共省できることだらけであることを気づか
せてくれたJ(刷)

込2阜~立与耳ヰどと辺正型盟主豆半訟記半年三五i
tZ演雷発表会参加者の訴髄
17J発表の方法内容が多棟。窃おに柔らかく僻究されたのは地爆の多微な
市民参加があったことが理おと思われふ地域へ開治叶もた大学の姿を毘た。す
ばらしいJ(ご千葉40代男性)

込思患と4弘二説乏艶凶止記三進&斗工主出塁集;

①参加した市民・専門家の評価「市民と学生がともに存

在?を認め合う場となっていたJ、「周定概念を取り払い新鮮

な視点をえられたj等の反応がみられ、市民側にも;意識変

革の効果がうかがえた。

②DUES学生側の評1Iffi;f市民の参加があったから満足の

ゆく演湾内容になったJ、rNPOの市民と関わりあったこと

で、お互いの考え方が共有できるものであることに気づか

せてもらった」の反応があり、市民参加の演習は{自の階層

-100- 住総研 1住まい 叉"学習」論文集川氏}凶f

ヤ



どうしの間にある境界を関かせ、共惑を高める場として評

領された。

6.2関遼行事、公開発表会の効果

①1 司99.5.30、ワークショッブ「東京ワンダフ)~J

「東京ワンダブノレJWSは DO会議主催で行われた。そ

の際の参加経験が、 1999.8.8に行った DUES金額の「そ

のまんまミューシアムjWSにおいて生かされた。 Do会議

の WS担当者が学生とともに協働で準備してくれたことに

より、その開催が実現した。

②1999.6.27、E富際干潟シンボジュウム(SAVE99)

SAVE99 は新たな市民の参加のきっかけとなっt~o 高校

生のf市FJはSi¥VE仰に出席したことにより、その後DじES

演習に参加し若者らしいユニークな視点からの意見を述

べた。「市 YJは Si¥VE99での通訳としての経験を生かし、

諸外匿との関連で世界的な呂線からの発話による、学生

に新たな視点を聞かせた。

③1999.9.15、演習発表会

発表会では各グノレーブが学響・研究成果を発表し、外

部の人々への評価を相Hいだ。発表会参加者ーは教員、学生、

サポートした市民、環境に関心を寄せる市民、行政関係者

等 37名である。表4中の③lこ見られるように、市民参加の

演習に対する反応には、「発表の方法内容が多様、島自

に柔らかく研究されたのは市民参加によるJr地域へ開か

れた大学の姿をえた一等にあらわれているように、大学と市

民のi協働の関係づくりによる共意j学習の評価の視県が見

られる。

参加していた小学校教員が、日成の環境教育の提案発

表に関心をもち、「ぜひ三番瀬での環境教育の手助けをj

としづ発言があった。それは間年 II月lこ実施され、小学

校における実際の環境教育の現場を生み出した。

7.共創学習の過程と援案内容

7.1各漉の学習ー研究の過程

学習・提案活動の過程には各斑毎に試行錯誤があった。

(表的

⑦協働活動の臨難さ

図1に見られるように、各グノレーアヲの演習活動の遂行過

程iこは、いくつもの函難や問題が析出した。第一回から第

三回までの「各グループの考察と発表jでは、斑内の学生

どうしのあいだでともにやることが隠難(24)、研究を続ける

にしたがい、テー7の大きさや質が高しものを求められす

ぎる(25.26)、社会人ゆえの時間の足りなさ (27)、などの演

習に対する不満や不安があらわれた。

D、E班においては WS合同開催決定以後、市民や琉

どうしの意見の畑違などのliJ難な状況が生まれた(28)。

cl伺題の克服と楽しさの創出

第i'9問、第五回の「各グ fレーブの考察と発表Jでは、学

生の;意識に変化が起こる。 A 斑船橋のまちの宝を発見し

ていくなかで、入、歴史、文化なとーのつながりが見えてきた

者受5予ーマヮ.i5動状況の特徴
漉子マ 研究方法 市民によるサボト内容

「船橋の町の魅力と三番 アド， <イス、コメントと情

A 識をつなくつ 紺樋まち探横 報提供

DK.DU.DT、市KIこより

r，有畏101人アンケートに 市民に三番組に対するイン. アンケート配布とアド， ， 

B みる=番潟市民意識J ヴュ一昨式のアンケート調査 イスを受ける

「三番滋のためのサス子ィ アド"イス、コメントと情

G ナブルデザインの提議」 鶴別に文献やヒアリンゲ調査 報提供

「手どものための環境学習 三番調現地.w，開催、布絵の
。提案j 試み DK.DU.O丁、 DMとWSの

「二番潮そのまんまミュー ニ番満で現地w，開催、ゴミ才協働鱗鵠のための準機

E ジアム Iフγェの読み を行う

(30) 0 B斑アンケート綴査をする中で人との出会い、話し

から三番j頼を怒り巻く社会的背景が見えてきた(31)0c 
琉代替案のヒントになりそうなアイディアの創出 (32)、や

わらかい考え方をするようになる (3ぬという反応が見られ、

学習過程での発見、気づきの楽しさが、協働でおこなうこ

とによる罰難な問題を解きほく守していった。

7.2各緩め作品内容と詳糠

演習の成果としての各斑の提案は、最終的lこは小冊子

として編集されたが打、それぞれの内容的特徴は次のj通り

である。

① A斑f船檎のまちの魅力とミ三番連遣をつなぐj

「三番i磁の魅力とはそれにつながる都市がある。船橋の

まちをたずね、三番瀬までの道のちのお宝を紹介するJと

いう自擦のもとに、まち探検を行っ7ぉ“飴矯の履史"、“地

域性"や“i世名'などの由来を調べ、 r(船橋版)三番瀬お

宝7 ツ7'Jを作成した。 7 ツブ臼には“おいしい食堂"、“鐙史

建築"、“まちづくり活動の場'が記入されている。活動の中

で地元漁師連による新しい海を活動拠点とした「みなと祭j

の現場に出会った。発表では自然と人、人と人、人とj毎と

文化とがつながりあう感動を?ツフnとビデオを使って表現し

た。手足つかっと学び、その行為を楽しみながら最終的に

一つの流れとしてまとめた。表現、学習の中身と共に高い

評価が与えられる意見が発表会で見られた (34)。

② B波「市民 101人アンケ トにみる三番議市民意識J

船橋市で三ヶ所、市川市でーク所の市民 101人にアン

ケート調査争行った。 記録はビデオでおこなった。工頁白内

容は三番瀬への関心や壊め立て問題についてどう思うか

など II項目を設定。インタヴューの中ーで出会った老人は

f月 3[悶 2持間半かけて三番緩まで自転車でやってくる

ので 6 自転車道'をつくってl王しいJという要望、“若者が環

境問態iこ対するしっかりとしだ意識を持ってしもことに学生

自身が感動を覚えた"という言語等、学生自身が不特定市民

へのインタヴュー活動を過して、三番i頼と都市環境をめぐ

る生き生きとした市役主主識にふれることができた。そのこと

により、かかわった学生自らの課題の重姿な側面への気

づきが促された。

③G毅「三番瀕のためのすザスチイナゴルデザインの提案J

初め、殺の学生はテーマを別々にもち、それぞれ飼 ~IJ

に進めていたコ最終的にそれを第二湾岸にかわる代替案

である“サスティナブノレデザイン、して…つにまとめた。そ
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の提案とi土、三番瀬のエコシステムとしての価値の再評価。

成白 羽III問のアクセスの部癒を考察し第二湾岸問題に

ついて考えようとするものo 三番瀬へのアクセスの問題を

「自転車高速道路」の実現の可能性から考察したもの。三

番瀬を東京湾聖子烏国際空港とえ立てるアイディア提案も

なされ7亡。これら全体を通して三番瀬の新たな価値、多様

な代替案の可能性があることを示したものとして評価でき

る。

⑨口議『子どものための繍境学習提案jと E班f三番瀕

そのまんまミュージアムj

阿波は、協働で 8月日目、 f三番瀬そのまんまミュ}ジ

アムJWSを市民参加のもとに行なった。 D 波は環境教育

の場としての三番瀕を明らかにすることを目標として、布絵

WSをとおした子どもと高齢者などの異年齢間の交流や、

子潟での環境体験、布絵体験により濁かれた子どもの声

を丹念に記録しそれを考察した。 E斑はありのままの三番

瀬を体験し人間と自然の関係を捉えるメッセージを、ゴミを

オブジェイヒすることで表現した。そこでできた作品によって

環境アート活動について考察した。この二つの試みは、

WSを行う準備の中で苦楽を共有しつつ触発しあい、市民

とともに協働で WSを成功させたこと。 WS参加者 100余

名に三番嫌での感動体験をもたらしたこと。 D 班は小中学

校において三番瀬を環境教育の現場とする展開を生んだ

こと、 E班の実践が 1999.11.21に行われた“市川i三番瀬ク

リーンアップー大作戦"における、ゴミオブジェの制作につな

がる等、学校教育や地域社会の具体的取組みに発展して

いったことが評価できる。

B まとめ

本稿は、大学の環境演習の実践的試みを述へてきたが、

その成果と方法的意義をすくいあげてまとめにかえたい。

第11こ、「まち育て」の視点の内実化が演習の成果の中に

あらわれたことである。物質文明偏重の歪みを是正するこ

とと、生命・文化的多様化に気づき、干潟を都市環境市

民生活・環境教育などの広い文脈の中でとらえ、人間と環

境の棺互発達関係を壌かにする、共生的な人間都市環境

を育成することに向けての多面的な提案が導き出された。

第2，亡、本演習はfまち育て」の実践として、大学・市民・

専門家・行政といった各主体間関係を育み、各主体の意

識が触発されてしりた。このことは、演習の進め方としての

「共創学習」に裏づけられたものである。

第3に、 f共創学習」の方法が展開されるための要件とし

て次の 4点が明らかとなったふ

①大学内外の奥なる主体同士が出会い、自己を解放する

ことが許される場をつくりだすこと。それぞれが他者との境

界をなくし自分自身在外へ開き、共感の場を生み出すこと。

反感も共感の始まりであること。

②フィ…ノレドワーク・環境体験の協働II'JI註絡みにより、触

覚をはじめとする五感全体の感性を呼びさますこと。環境

への緩和的体験の主体問の共有化は「共同約な緩験資

源」として創造約学習・提案に生かされていく。

③専門家からの意見聴取や資料解読による理論学習ヨに

加えて、多機な市民との対話により生活者のつぶやきに耳

脅傾け、専門知と生活士官を統合的に把擬すること。

④ヴィジュアノレな表現・制作活動と言語的表現活動の結

合によるコレクチィブ・フ。レゼンテ ションを行なうこと。グノレ

ーフ。は個人正集合にすぎないが、コレクティブは鱈人の集

合を越えた存在である。すなわちコレクティブ・プレゼンチ

ーションはひと9ひとりの知，恵技・芸が相瓦iこ触発しあい、

新しい知を生み出す synergy=協働効果をもたらす。

大学・市民・行政・専門家の協働関係による「共倉j学駕」

は、大学の教育の質向上とともに、域域における各主体部

の信頼性意rJ出と書rJi量的まち育ての機会を生むことにつな

がる。そうした実践をさらに重ね、本論で得た知見をさらに

深めたい。

言智静本研究は、千葉大学都市環境システム学科の延藤安弘教
授が行った演習i晶離について考察し、まとめる段階で多くのご示
唆を受けた。また演習に参加した学生にもご協力いただいた。み
なさまに深く感謝申し上げます。

<注釈/参考文献>

1)R. Bグラッツは「都市の再生J(林泰義監訳、富沼轄車、観訳・占注文

社-1993)において「都市の養膏J(Urb四 Husbandary)を提起してし、る

が、ととでは、それに触発されつつ、関わる主体の育みを付加し、 f主

ち育てjとした。

2)清水博、前打i正雄1競争から共創へ」岩波書班、 1998、によると共

創とは「話し合う場を共にし共感できる場をつくる、問題を共有し、一

つの場で頭をよせあい話し合ううちにイメージポ互いの問で成長し、共

感の槙域が深まって新レし官1)造的活動が起とる」とのような過程を踏

んで共創とし、うかたちを作り上げるとと」である。な 44)

3)未来に残そう三番瀬 1997.3--12月土曜学校の記撮 1998年三

番瀬を守る署名ネットワーク。

4)大西隆、 PuterMarcotullio、斎藤彰「三番瀬の計画、Yセスメント

と計画の見直しに関する考察j。日本行政計商学会論文、 1999.9。

5) CVM (Contingent Valuation Method、仮想評価法)、アンケート調

査を用いて、環境改善に対する人々の支払意志環境変化に対する

人々の補樟受け取り意志を直接的に潤き出す方法.(竹内憲司環境

評鍛の較第利用、勤草書房、 1999)

6)三番瀬 00会議とは 1998年に発足した、三番瀬の創造的青みを

めぎす活動を続けてvも市民間体。

7) rまち育てJの近未来常デザインする一三番瀬の考撰と彊案、 1999

年9月、千葉大学都市環境シスラム学科、都市環境基健演皆E

*' 回中宏実(千葉大学大学段自需科学研究科博士課程)

北海道出身、藤女子大学卒業、北海道大学大学院修士銀聴をへ

て現在千葉大学に在籍する。修士論文では小学校における身近

な緑環境にかかわる環境学習について考察した。現在は千葉大

学において市民と共に格蹄しながら環境学習についての実践的

研究をすす一め口、るu
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みつはま生活博物館における子どもと大人の

パートナーシップ型まちづくり学習

出柱部1青維

キ ワード 1 )生活博物館 2 )パートナーシップ型まちづくり学習

3)子どもと大人 4)学校と地域

はじめに

三津浜みつはま は，問国松山の古い滋街。そこで

はじまった生活樽物館は? 子どもも大人も巻き込んで

の楽しいまちっくり。まち探検に宝もの探し!海辺の合

唱にブラス演奏。その自はどこから沸いてくるのか3 人

の波。いつもと違うまちの顔が幾つも見え隠れし?明日

のまちに向かつてみんなの勇気が沸いてくる。そんなみ

つはまの活動を?元気の出るパートナーシップ裂まちづ

くり学習としてこれから紹介しよう。

1 パートナーシッブ裂まちづくり学習と生活博物館

1 .1 パートナ シップ型まちづくり学習の今日的ステ ジ

{主主いづくりやまちづくりにおいて?居住者参加はも

はや欠かすことの出来ぬシステムであり 2 その具体的あ

り万としてのパートナぃシップ誤作業も徐々にその地歩

をi認めつつある。

ノミ』卜 Tーシップ型の住まいづくりまちづくり運動

は7 かつての行政と住民の緊張潟係の下から一歩踏み出

して?ともに知恵と力を出し合い r協働j しながら白

らの地域の環境保全或いは改善を行おうというものであ

り7 それも行政や住民に加えj 特には民間も加わりなが

らのものも登場しつつある。この背景には3 人々の環境

に対寸る関心の高まりに加え，ハブノレ期以降の人々の地

戚回帰?さらには住宅都市政策レベルでの地方分権化と

し、った大きな聖書}悶もある。特に士宮方分権化による政策立

案への参加機会の増加は』例えば岳治体住宅マスクープ

ランづくりや都市計画マスタープランづくりなど，伎民

自身が生活空間っくりに主体的に加わり》議論し，政策

を作っていくという積極的役割を煩いつつあることを示

してし、る。

さてj 住まいづくりまちづくり運動は1 それ自体が人

々にとっての教育・学裂ではあるがj ここにきて「住ま

いづくりまちづくりによるL 或いは「住まいづくりま

ちづくりのためのL さらには f住まいづくりまちづく

りについてのJパートナーシップ型学習が各地で試みら

れるようになうた。そこではj 自らの住まいづくりやま

ちづくりに直結する学留から 1 環境・空間を活用しての

良き住み手づくりを目指したものまで様々な目標が設iE

されるが!そのパw トナーに，子どもにとっての大人j

学校にとっての地域が欠かせぬ存復となるとともに?学

習スタイノレとしてのそれらの連環も重姿視されるように

なった。

1.2 体験裂学習の場としての生活博物館

生活博物館のノレぃツを海外に求めると!それはフラン

スのエコミコージアム(仏語 Pはエコミュゼ)運動やイ

ギリスのシピックトラスト運動iこ巡る。

前者は3 フランスの民俗学者で博物館学者であるジョ

ノレジュ・アンリ・リヴィエーノレが?従来型の博物館に対

して新しい鱒物館として 1970年頃に提唱したもので 3

f地域社会の人々の生活と，そこの自然t最j克ヲ社会環境

の発達過程を史的に探求 L，自然J 文化，産業遺産等を

現地において保存し育成 L，股示することを過して当

該地域の社会の発展に寄与することを倒的とする博物

館l であり!その理台、として fエコミュージアムは行政

と住民が一一体となって発想し 3 形成し，運営してし、く錯

て、ある!::主張したυ そうした理念の具体事例であるプ

ランスのパス セーヌ・エコミュゼではヲプロトンヌ地

方自然公溺を中心iこj 種々の生活施設や産業施設を博物

館に見立てて保全改修し?地域文化の伝承や学背・教育

の場として活用している注け。

他方?イギリスのシ己d ツクトラストは， 19世紀半ば

から始まったイギリスのまちづくり道場U-C"、ある「ローカ

ノレ・アメニティーソザエティ lの活動lこ端を発し， 1957 

年に都市環境の保全と改善を目指す組織として設立され

た。シピックトラストの活動は!建築・都市計幽の質の

向上! ローカノレ・アメニティーソサエティの支援と組織

化》周辺環境とマッチした建築環境デザインの推進なと

であり j 穣倒的に景観係全や環境整備に寄与していったっ

さらに?シャーロップンヤー州のアイアンプリッ γ峡谷

博物館トラストに見られるように!産主業遺産を手写生しな

がら，地域における環境教育活動のひとつに位置づけた

トラストも議場L，古くはパトリック・ゲヂスのタウン

トレイノレの伝統を引き車齢、だまちづくり学習の展開とも

さわたil21

こうした海外の活動に影轡を受けつつj 我が匿でも地

威全体を博物館iこ見立てたユニークなまちっくり運動方通

企てられつつある。そのひとつである東京港回の「小さ

-103-
13:誌研 '1主主 ν 支ちヂ習 i論文集 20(1(1年



な博物館注"J活動を紹介すると 2 下町の産業活性化と

まちづくり学習を重ね合わせたこの活動は，欧米のタウ

ントレイノレに似ており，地元の中小工場や織箆をまちの

簿物館に見たてて，それを子どもたちが訪ね歩くものと

なっている。説明l立f博物館長jたるお府の主人であり，

訪ね歩きながらの大人と子どもの交流3 まちの構成，さ

らには歴史が自然と認識できるようになっており』まち

っくり ひとづくりを触発するものとなっている。

小さな薄物館j 活動はj 最近では多くの自治体や下

町にも広がりを見せ!三重県z伊勢市の fまちかど博物館J

や大阪市平野区の「防ぐるみ博物館ムさらには磐梯戦

日三自立公匿の麓のi町全体を対象lこした;山形県朝日町コ

コミュージアムj など?それぞれの地域の特性に基づい

た!また地域住民;に創意と工夫にあふれた自らが楽しめ

る活動として定着してきてし、る。

この小さな博物館ネットワ クの利点1:1:， r①複数で

情報が連関すること，②君主示物に加え，生き生きとした

総長の解説が 1 情報に立体感を与えること 1 ③『博物館』

そのものが展示物を生み出した地域の風景の中にあるこ

と削 Ii であり 1 まちを総合的に理解できる生きた教材

であるといえよう。問時に?まちの歴史的空間的認識を

人々に醸成させながら j それらを主催する館長さんー主

としてお活のおじさんl おばさん をまちづくりの一員

に佼置づける 方!博物館とその背景たる地域を訪れj

学習する人々をもまたその一員に加えていくという}実

にユニ クな運動として見ることができる。新しい試み

Tある小さな博物館活動や生活博物館運動を!単に暮ら

しと歴史を学ぶ対象としてではなく，まちづくりにおけ

る大人と子どもによるパ トナ シップ型のまちづくり

学習として位置づけるところに!新しいまちづくり学習

の可能性が見られよう。

図2ー1 rみつはま生，苦博物館を書こうJイラストマップ

2 まちづくり運動としてのみつはま生活博物館

三津浜は江戸以来の松山の海の玄関口であり，江戸末

期の船倒産や倉庫事!大正携の近代洋風建築が残っており}

校時の繁栄の跡がそこここに見られる地域である。また

魚市場や大持、波の染物活，船呉点p 古い塩荷主主など船や

滋!漁業に際係する主主業が今も点、在 L，海運業・港湾荷

役業なげも軍基んであるほか，木材・海獲物などを扱う鈴

売業も多いっ

しかしj 近年は北郊の新滋開設による乗降客の減少や!

中心頭活衝の沈滞!住宅・施設の老朽化7 狭百量なiJ'i路形

態の中で，人口の減少と高齢化に見舞われ3 嘗ての賑わ

L、が急速に失われつつある。特iこ周辺部への大型居舗の

建設により!中心部を東E買に横切る「三津浜銀天街 i立

空き活鍛が目立ち始め，市当局も書室点再開発地区iこ綴定

しつつも具体的展開がないままとなっている。

こうした衰退を自の前にして，地元の草苦手を中心にま

ちおこしグノレープである「平成船手総Jが結成されたの

が平成日年秋のこtとである。船手組の名称は，江戸待代

に松山緩から擦の物流や治安をイ壬されていた士族集部

「御船手j に出来L，三津の港と暮らしの昨1-1::を願う趣

旨で命名されたものである。活動i土，その前進組織であ

る[ふるさと三津浜を考える会青年部」による文化マッ

プ「みつはま暮らしとまちなみ博物館j の作製を引き継

ぎながら}船手組としての fみつはま生活博物館を歩こ

うj の企頭と実施!港山の繋儲?松山港祭りへの若手加1

街j鱗紳台車の運行など多彩な活動内容となっているつ

なか Fも lみつはま生活博物館を歩こう j の美総は?

春と秋の年 2@JOJ不定期間催にも関わらず?地院内外か

ら大きな評判を呼び，平成6年駄の f第 1凶みつはま生

活博物館を歩これでは 2000入にのぼる人々が参加し?

好評を博した。起点となった古い三木践では?三津にま

つわる品々が展示され!江戸

から今日に玉三る三津浜の歴史

を，まず辿ることができる。

まちなかではj いくつかの民

家や作業中の府内を 般に開

放し3 それらを見学しながら

巡していくと，三津浜のま

ちの歴史と現状が自然と解明

され，まち全体が歴史と暮ら

しの博物館生活博物館 と

して給ばれることになる。企

画選営に携わった船手総の人

々は無織のこと?各博物館の

館長一肢の主人 も!新たな

まらづくり仕掛け人として佼

置づけられたことになった

(罰2-1)。
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3 生活樽物館活動と紛手組ジュニア

3.1 ステップ1-船手絡ジュニアの誕生

千どもたちはみつはま生活博物館を歩こう jの行

事に加わりつつも，当初は必ずしも主体的な参加だった

わけではない。しかし?幾つかの催しには楽しみながら

加わってし、たわけで3 平成船手総に所属していた地元在

住の三津浜中学校のM先生の呼びかけによる中学生を対

象とした r船手組ジココア」の結成はタイムリーなもの

となった(写主主3-1)。

平成8年3月3日3 三津浜中学校の生徒 10人で結成

された船手総ジュニアは?半i車海辺の散策コースである

港山 IL!J貰の環境繋織に精出すとともに， 23・24告の「第

2矧みつはま生活湾物館を歩こう j の準備に取りかかっ

たJ 生活博物館の案内板を作ったり?角々に青い生活博

物総ののぼりを立てたりと前田まで大忙し。当日 l立大人

の荷台手組とともに持れ、の法被を着て?来訪の人々を案内

したり!江戸時代/れらの船具庄である三肢でのお茶の接

待iこ7 皆々張り切っていた。

子どもたちは，博物館の館長である街活主や職人さん

らとともに!すっかりまちの案内人になりきり，散策の

人々とも交流を深め!貴震な体重量を重重ねていったわけで?

まさに子ども参加のまちづくり行事となっていった。

3.2 ステップ2ー中学校の地域学習との関わり

一みつはま生f舌博物館を歩こう Jが直接的な大人や地

域との1協働作業とすれば，次l土中学校2年生の社会科で

の地域学習へと速なる。社会科担当は先の給手組の M

先生r 早速!平成8年 1学期の地域学習として 3 三津浜

のまちの形成過程や現状について取り組んだ。グノレープ

兄iHこ昔の建物の探検，人情あふれる三津浜の銭湯i

fニ津の渡しの移り変わり J!Back to吐leFutu回;など 14

のテーマに分かれ3 それぞれレポートに励んだ。既に1

多くの子どもたちが生活博物館のノレートを辿ったわけだ

が; とりわけ船手総ジュニアの活躍するグノレープでは』

随分と綿識な調査や翻き取りが行われた。

ポクらも考え行動するそ:/ 鮪手皇軍ジュニア鐙感

写真3-1 船手緩ジュニア誕生(地元ミニコミ誌より)
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「昔の建物の芸者機j グノレープは，みつはま生活博物館

マップを参考に江戸米第から明治・大正にかけての古い

民家やP主主主の探検を行った。メンバーI:l:，泣い建物が「あ

まり目立たないところに沢山残っており，オドの組み具合

やその太さに驚いたりこういう町立主みにも高いピノレやマ

ンションなどが多4見られますが 2っとも上手に並行

していくと 3 またよりよい三津浜地区が作れるんじゃな

いかと思う j ど錯しτ 調和のとれたまちづくりへの願望

が示された，人情あふれる三津浜の銭湯j グノレぃプは，

減ったとはいえ 2 狭L、地域亡、の銭湯の多さにあらためて

気つくとともに 7 番台のおばちゃんの;磁気なお客さん

が多く j 若者からお年寄りまでの憩いの場だし!色んな

人と友達になれるIというインタピューから銭湯i土

地域のコミヱニウーションの場であり 3 まだまだ沢山残

っているのはすごい(と感心した声で結ばれた。

多彩なテーマと!単に免て歩くだけでなく 3 地域のお

じさんおばさんへのコミコニケーションを図りながらの

学習は， M 先生の指導とともに 3 生活博物館行事に触

発されたものが多々ありそうだ。

3.3 ステッブ3一文化祭での地域の人々への発表

三津浜中学校はその秋， 50潤年を迎え，記念の文化

祭で「ふるさと三津浜再発見」コ}ナ←を設けたり 1学

期の地域学習の成果iこ加え9 新たに大人と子どもに対す

るアンケート「探そう私達のまちの宝物」や地域務査を

もとに大人と子どもの好きな場所Jr遊びの今昔三

津浜のシンボノレJ等を発表した。準備には先生合中学生

のほか!愛媛大学の学生もサポーターとして加わり?約

2週間をかけて展示物を作成した(写真3-2)。

当日は?地域のおじさんおばさんも多く来訪 L，数々

の昔の写真や三j需の変遷に大きく領いていた。説明に当

たった子どもたちも?あらためてその反響に驚き，t干を

J伏き拭きの 1日となった。子どもと大人j 学校と地域の

それぞれの活動の相乗作用の中で}ともに築きあうまち

づくりの大切さを，地域でそして学校で少しずJ コだが気

づき始めていると言える。

写真3-2 50弱年記念文化祭での践示風景
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3.4 ステップ4一自立的まちづくり学習へ

平成 6$秋の「第 J@]みつはま生活博物館を歩こう」

から 50)吉j年の三津浜中学校文化祭までの道のりはJ 必

ずしも平坦ではなかったが?どちらかと雪えば?子ども

たちの存夜は学校と地域iこ綴り分けられ，その時点では

生活博物館活動l:t，子どもと大人，学校と地域による十

分な協働型作業とは言えなかったかもしれない。それが

よく連携され始めたのは平成 11年の春からである。

船手組iの面々も}その後，まちづくり運動としての生

活博物館活動のあり方を， i降度模索し始め，他の地域

滋賀県長浜黒壁公社や大阪平野の町ぐるみ博物館 との

交流も深めていった。なかでも?長浜黒媛公社との交流

会での f長浜ではまちのお祭りを子どもらと一緒に復活

させ?一所懸命やっている。この子らこそ将来のまちづ

くりの担し、手であるj との言は，それまで何かしら子ど

もたちの役割を限定していた船手総の面々にも，大きな

変化を与えた。

然から ('1替は急げで}平成 11年 6丹の生活博物館行

事に向け!新学期に合わせて船手総の面々(幾人かは

PTAのメンハー)が学校を訪れた。目的は学校くるみ

で参加してもらおうというもので』学校側jからは校長先

生。教頭先生?社会科担当の K先生(先の M 先生は転

勤)が出席し?新しい展開に知恵、を巡らした。新任の校

長先生も「こんな催しは来年から始まる総合学資にぴっ

たりだj と大乗り気の懇談となった。

その後!残っ亡し、た船手総ジュニアを含めた懇談で?

沢山のアイデアが出されたが，次の 2つのアイデアに収

束した。ひとつは三津浜の揺れた歴史をもっと探ってみ

主うとしづ{f:幽j もうひとつは来訪者も一緒にできる催

しということで海辺のコンサ】ト。海辺のコンサートは

三津浜中竿校のブラスパンド部が快く引き受けてくれて

早速練笥開始。歴史探訪の方は，学校内に「船手組、ンュ

ニア大募集 三津の控室史を探りたいもの集まれハの張

り紙で参加者を募ると 3 たちまち 20人を越す応募があ

り!最終的にはお人ものメンバーに膨れあがったo

震史グループの最初の作業は，テ】?の選定。議論の

写真3-3 学校の図書室での作業風景
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結果j 俳句の神様 乏日君子規と三津市身の反戦家・水野

広徳の 2人を取り上げ?三津浜との関連を探ることにし

た。作業は愛媛大学の学生2入も参加し 3 放談後や休日

を使って 7 子二規記念、博物館やj調書館での資料収集?池)'C

在住の郷土史家へのとアリングなど，ヰ:，協約なものとな

った。そして 3 前日ぎりぎりまで作業が行われ J 当日や

っとのことで三木蔵前に展示ぜきた(写真3-3)。

3.5 ステップ5-ii'数との連携へ向けて a市長さんも大熱

日畠の海辺のコンサート

平成 11年 6月日目の iみつはま生活博物館を歩こう J

i土}関1苫街の巴磯市とも!ll:なり，多くの人々でニーった返

した。快晴のお天気の下 j 船手総ジュニアは皆々撤いの r

シャツを着て?生活博物館の案内やスタンプラザーのお

世話?古い船具活である三庄でのお茶の接待?三j需の名

度品の販売にと!大活躍の 日となった(写真3-4)。

さて，!E巻は海辺の渡し場立ンサート。海上の市遂と

なっている松山市常の渡しを背景iこ7 三津浜中ブラスパ

ンドの演奏。子どもの時からの遊び場である渡し場での

初公演に，皆胸わくわく。心地よい海風の中，軽快なン

ャズやクラシック斎楽が響き渡る。合間iこ紛の汽笛がポ

ーッ。演奏の最後l:t，船手組がお誘いした松山市長も飛

び入りで参加しわれは海の子j の大合唱。感りょが

ること移しく J胃を組み合つての幕となった(写真3-5)。

写草3-4 僕も私も生活博物館の案内人

写真3-5 溺辺白渡し場コンサ ト・みんなで大合唱
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4 検証まちづくり学習が触発するものー蒜び子どもの包

をi蓋して引I

4.1 みつはまわくわくフォト探検

学校や地域におけるまちづくり学習 3 さらには子ども

と大人的協働登まちづくりとしての生活博物館活動はj

子どもたちのまち空関を見る聞にどんな変化を与えてい

るの tあろうか。以下?ささやかな検証の結果である。

三津浜中学校の 2年生を対象に r三津のまちを再発

見しょっ心と募った 17人の生徒達と一緒に J 平成8

年 10月の秋晴れの日 rみつはまわくわくブえト探検」

としゃれ込んでまちなかへ出かけた。この企郡は，先の

50 J吊年行事の資料集めを兼ねて行ったものであり}文

化祭へ「削げての幾つかの調査と生徒告らの閏で確認する

作業的対比とすることができた。生徒違には 24枚織り

刀メラを手渡し!まちの好きなところ，気になるところ

を自由に撮影してもらうとともにj 探検の感想も楽しく

限/)-'1土:てもらった。写真は務理した後!再度 1枚毎に感

想・説明を付記してもらい?イ可を写したかj また写真を

返してどの主うにまちを見ているかを検討した。

生徒逮 17人は?まちづくり学習に取り総んでいる中

学2年合?の 1クラスカミら募ったものでj 内分けはま片づ

くり行事に積極的に参加している生徒4人(船手総ジコ

ニア)， 般の生徒 13人である。

rみつはまわくわくフォト探検」での生徒遼は，見慣

れているはずのまち空間を， 24枚のブイノレムを大事に

しながら :1、た対象のひとつひとつをじっくりと吟味し

ながら湿り歩いた。ところで異色は A 君。彼は所謂学

校嫌いの不登校児。それがこんな催しだと皆と 緒に参

加する。学校の勉強らしくないのがいいのか7 それとも

貯rU)ぶらぶら歩きが楽しいのか!その:意味は後述すると

して!まずは子どもがのぞくまち空潤を分析してみよう。

4.2 子どもがのぞくまち'1f隣

17人の子どもたちが撮った写真の合計は 412枚。大

きく分殺すると!建物がもっとも多く 67%，次いで海

・港 14O/rl，そのほか自然 5%，人物・動物5%，町並

み4%，道路・交通 2%，公爵 2%である。

図4-1 活動~IIの写真由対草

107-

搬手総シコニアか般生徒カザコ活動~IJにみると!船手

組ジュニア fj" 建物の比率が約半数に止まるのに対し!

自然 12%，人物・動物 22%であり}建物以外のものに

も多く毘が向けられ，その比率もやや高い。それに対し

て? 般生徒は!建物の比率が 73%と大きく嬬り， I毎

・港 11%， 自然や人物・動物が各々 3%に過ぎないっ

総手組ジュニアぴ〕子どもたちが?まらの多くのものに院

を向け 3 特に人や自然の風景に関心を寄せてし、ることが

よく理解できる(額4-1)。また，男子は建物の上二容が 80

%と圧倒的に高く!そのほかは少数であるのに対し，女

子は建物の比率が半数をやベコ上自るものの3 海・港11'21 

%，自然 10%，人物・動物 8%，町並み4%と多様性

に富んでし、る J

さらにy 対象をどのようにとらえているかを抱強する

ために!それぞれの辛棄に対する感想、を大きく 6つの誇

鮮に分け J 検討してみた。男子で生活経験や説明・情報

に関する!惑怨が多く， tζ子では感生やイメ…γy 人との

交流を表す表現が多い。活動JjiJ!こはヲ説明や情報に関連

する感想が 般生徒で高い比率をmすほかは?ほぼ紛手

組ジュ二アグ〉比率が高く?特lこ人との交流iこ関するもの

は3 船手総ジュニアで 18%，一般生徒で 8%と倍以上

の差がありi塞L、が大きい(図4-2)。

これらを写真の対象とその感恕でク口スさせてみてい

くと?船手組ジュニアで建物について 3 三津のイメーン

やまちの人々との交流を!また自然については感性をボ

すことが多く! さらに人物.重樹UJ鋤物では交流を表す感想

多いこと!対して j宝生徒では1 どの写真に対しても知

識や情報に関する惑惇が多く，また公爵や阿T.itみの写真

では感性を!海・港でイメージを示す感想、が多いことが

やや特徴的かと怠われる。

こうしてみると!まちづくりに参加している子どもた

らは?ここでは少数に限定されてはいるものの}米参加

の子どもたらに比へ?まちを多街的に見3 様々な思いを

飽いていることが分かる。まちづくりについて学習し!

大人とともにまちづくり活動に参加していることがj そ

うした変化を作り出しj 自らのまちに愛着を覚えていく

ことにつながっているのではなし、かと推澱できる。

IZI ，':i:j図グ口以外

関4-2 舌勤 ~IJ O)写真の感想
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5 子どもと大人のパートナーシップ裂まちづくり学習に

向けて

5.1子どもと大入学校と地域，そしてとトq ト・モノのi車環

みつはま生活博物館活動は，それ自体がまちづくり活

動であると同特に?活動しながら学び}また学びながら

活動するという極めて刺激的なまちづくり学習でもめ

る。しかも j 子どもと大人がともに手を携えながら創意

工夫にあふれた活動を行うことができ j またそれぞれの

場面で学留していくという多面的まちづくりの可能性に

満ちあふれた実践といえよう。

こうした多菌性i丸子どもと大人}学校と地域がそれ

ぞれ重なり合いながら織りなす運動・学習から生まれる

ものでもある。平成船手総?船手組ジュニア，学校j 教

師， PTA，さらには舞台としての三津浜のまちのとト・

コト モ/の存在とその連環j すべてが関わり合いなが

ら進んでおり!それぞれが相互補完的に運動や学習を手

前けしてし、く。 fホーリズムの理論」が Jすべてがみん

な3 籾互にかかわり，つながっている。あるものは，他

のものを支えている。こう考えると強さと平和が与えら

れる柱。'.1と言うように s 空間~iJ1iII-地域性 と時間戦

鐙史性 2 それに多様な住民階層が絡まって，楽しい，

抽びやかなまちっくり運動と学習が育ってし、く。そうし

たことは?いずれの地域にも存在しょうが?三津浜の人

々にとっては 3 ようやくれ、やJ やっとのこと)気づい

た自分たちの地域の持つ無限の可能性 豊かな時照的空

間的人間的ストック であるからにほかならない。

そして少々大げさだが 2 こうした可能性一三津浜の持

つまち空間的懐の深さ こそが}例えば4.1で触れた

A君の参加につながる。単なる学習空間としてではなく 1

ぶらぶら歩きでもよい?子どもにとってもほっとするま

ち設問一育ちあいの空間 として機能していくところ

に?生き続けるまちの;意味があろう。

5.2 パートナ シツプ型まちづくり学習の豊かな可能性

冒頭(:'Jztへたようにy まちづくりはまちを背負って立

つ大人のみの役製ではなく j 現在のそして将来のまちづ

くりの担い手 Eもある子どもたちとも協働していく視点

が欠かせなくなりつつある。そうだとすると j 子どもと

大人がともに参加・活動する場面を見いだすとともに，

そのための協働の学習がますます大切になってくる。地

域における日程史をひもとく作業やy まちの有り様を確か

められる活動 「生活博物館j や「小さな博物館」活動

など は?大人と子どもが「主(あるじ)Jと lo=客(き

108 

ゃく)Jを相互に演じつつ，特には招き y 特には訪れj

1iいに交流しながら 3 それぞれがまちづくりの担い手へ

育ちゆくという心tJ.¥ら楽しめるまちづくり学習であるに

違いない。

そうした観点から?手手度?今 β約子どもの教育・学習

環境を見回すと 3 伎まいづくりまちづくり学習が果たす

役割は決して小さくないと怠われる。なぜなら成阪の言

うところの「子こどもをめくるさまざまなつながり・かか

わり11'，'/)の多くを， f主まいづくりまちづくり学習が包

含しているからにはかならない。社会科教育のあり方に

関連して、氏は fホリステ J ツクな教育とは? 子どもた

ちと教部とがみらゆる人・物・事: 時・庁?などとのつな

がりを求めることによって?自らの中にある新たな見方

・感じ方・考え方3 生き方に気づか官，そして! 自立共

生・共生共存への関心と喜びとを引き出す営みのこと P

ある」と唱え子どもj と f人間とのつながり・かか

わり j i待問とのつながり か か わ り 空 間 と の つ な

がり・かかわり J，事物とのつながり・かかわり Jr情

報とのつながり・かかわり精神とのつながり かか

わり j I (それら)すべてとのつながり・かかわり Jを示

すことが重要だとするわけだが 1 それこそが住まいっく

りまちづくり学習のすべてであると思うからでもある。

子どもと大人!学校と地域がそれぞれ手を携え合いな

がら?豊かな空間づくり ひとづくりへと歩みt討すため

にも y 子どもと大人}学校と地域のパ…トナーシップ裂

まちづくり学習は?縫かなまちづくりと人々の育九あい

への第 1歩である。

く;主〉

1)新井重三エコミュ」ンアム理念と活動!牧野出版， p.7， 1997 

2)西村幸夫 歴史を生かしたまちづくり 英掴ンピックデザイン運

動から!古今書続， p.12及{}p.124....__ 125， 1993 

3)墨田区商工部産業経済課商工振興係 すみだ 3M小さな博物館

ガイドマップ 1995 

4)遠州敦子 まちのなかで生活環境を学ぶ，家庭科教曹 73巻 2号

p.25， 1999 

5)f他国情雄 子どものためのまちづくり学習の研究 写真投影法か

らみたまちづく円参加の効用 ，建築学会大会梗概集 F

pp.369、370，1997 

6)吉田敦彦 ホリスティック教育論 告本の動向と思想の地平!

日本評論社， p.6， 1999 

7)成因喜部 中堂校社会科優業ディベ山トの理論とぢ法 明治

図書 p.1l6 ---117， 1997 

愛媛大学教育学部 教授
地域と学校のパイプ設としてみつはま生設問物館を
応援。伝建群地域(畳静県内子町、や過疎地でのま
ちづくり学習などにも飼わる。住環境教湾をテーマ
にJ掲げ 建築学会住宅的地方性委員会での住教育
WGでも研究実践を珊み重ねてし喝。
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家ち!こ学ぶ、
一島調子結廻 JII越し鰐道を舞台j二子容 づくり物語へー

海道清信

矢諸事務員IJ

キーワードー住民参加、都市マスタープラン、まちづくり講座、こどもの環境学苦手

はじめに

ヰ嚇は、例ナがえのない地駿の傍史的文化約空間 島問

市)11越し(かわごし)街道を、舞台にしたまちづくり物

語のレポートである。はじめは行政がリードした取り組

みが次第に市民、住民と共に展開してきたところに本事

例の特徴がある。まちは様々な膝史を持っているが、ま

ちはまた変化して際交を重ねる。意識的にその価f直を見

いだし、市民と共に地域で暮ら「喜びゃ価値を共有でき

るようなまちづくりがE畏まれる。 iliE毛や住民が歴史的文

化的地域資額まを活かすことにより、新たな価値が付け加

わる。また、行政が行う様々な公共投資や施設整備も地

域の人々の主体的な参加によって何倍にも生きてくる。

従来型のハード整織を中心とした公共施設整備にとどま

らず、主役であるべき住民、市民が立ち上がってきたこ

とにより、島田市におけるまちづくりは新たな段織にな

りつつある。

本事例は、まちづくりが持つ多爾的な意味、市民や

住民、行政や専門家の役割を考える上で、良いケースで

ある。また、明日のまちづくりの主役として、鋭く豊か

なロを持った子供たわの役割、そして子供たちにとって

のまちづくりへの参加の怠味も本事例を通して考えたい。

また、外部の支援者としての大学、学生や専門家の役割

も考察するロ

第1幕ー島隠の衡と)11越し総選/襲撃合

烏間市i士、静縄県のほぼ中央に位置する人口約 7万

6千人の都riJである。町l士大井川のお民去に位置し、東持基

選23番目の r)11織しの宿湯川、j としては戸狩代lこは大い

に栄えた。記録によれば、増氷による川止めは、最長で

28日間にも及んだが、この)1111めが島凶の宿の経済と文

化に大きく寄与した。)11越人廷は、多い時には島問宿だ

けで650人を数えたという。三年に 4 皮告書催される fl本

三大奇然のひとつ f務まつり」や毎年の「島田苦言まっ

り」は、かつての華やかな時代の風俗を伝えている。明

治時代に、大井川に織が架けられ渡j省、制度が廃止され、

鉄道が開通するtt.どしたため、宿場としての役割jを終え

た。その後、市南部に広がる牧之原台地(払い下げられ

た開墾地)における東洋 4 の規模を誇る茶産業や大井)11 

流域の豊富な森林資源・水資総を生かした木材厳業など

が町の発展を支えた。

近年では、恵まれた立地条件を活かし、良質な工業

用水を手IJffIした食品加 I業の立地が進み、大井)11流域療

の中核都市としてのさむみを続けている。市内F話器1に静岡

空港の建設が兵体化し、第2東名へのアクセス整備も計

画され、市内北部の農山村の活性化も取り総まれている。

一方で、 f自の地方都市と隊様に中心阪府街の衰退化もみ

られ、市街地中心部の大競模なIl:酒整理事業や再r，告発も

進められている。こういった大きな時代の変化の中でも、

宿場町以来受け継がれてきた癒史文化が、島田独自のイ

メージであろう。市街地と牧之原台地を紡ぶ世:界最長の

木造歩道機 f護莱機j 等を背景lこ、幹一年(1999年)5月に

は、故J黒沢明里主管1却ヰ;によるi侠画「雨上がるj の現地ロ

ケが、約100人の)11磁入廷が出淡し大井川で行われたこ

とも、その…つの証である。

) 11滋し街道l土、 「箱根八ffil土馬でも越すが、越寸に越

されぬ大井JIIJと歎われ、東織蓋最大の難所として知られ

た大井')11と蕗t刊の中心部を給ぶIIii直である。大刻11にiliv唯f

i草の一部{延長267メートノレの区間)が、 「偽荘i宿大井

) 11) 11越遺跡j として、 1966年(昭和41)8月に闘の史跡iこ

指定された。地区内には、川越しの管理業務を行った

r) iI会所J(かわかいしょ)や)11札を換金した「札場j

(ふだば)、)11越し人足のi留まり場「番街J ( から寸

番)、五1歳を過ぎた人足の溜まり場 f仲間の宿j など、

20箆所の史跡が指定、保存されている。

ところで、かつての東海道の宿場町は我がE自の最大の

発展特である太平1'1メガロポリス地帯にイ立I喧しといるた

め、 その大半が時代の変遷と繁栄の中でf封殺みを十吋変さ

関 1-1 J 11越し遺跡の位置
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せていった。その中で、川越し街道は今もなお、往時を

初梯とさせる貴重な歴史的文化的な地域祭隣とし-c亦在

している。緩やかに湾曲した街道、 )11越しの歴史を伝え

る復元された建物、 『朝顔 R 記~ (注 1)に代表される意書

史的逸話、松尾芭蒸を始め名だたる東西の俳人が残した

俳句の数々、そして500本に及ぶ!日堤の桜並木など、)11 

越し街道は、東海道の歴史と先入の暮らしを私達に語り

絞けている。現在、 32世帯104名(平成11年3月末現

在)の住民が、史跡地阪に日々の暮らしを営んでいる。

史跡の指定後、市はまず、いくつかの建物とその敷

地の保全、復元を進め、道路の織装、電柱移設、街路灯

設置などの公共空間の修奈は、 1998年(平成10) 3月に

完了した。 1992年(平成4)には地区内に島田市得物館を

開館し、住民の集会の場として公会主主も整備された。

r 1日桜井邸j の保全修復による博物館分総としての利用

(海野光弘版爾記念館)もまもなく始まる。地区内の大井

) 11に近い「朝顔の松j がある0.5ヘクターノレは、公爾と

して整備することが決定しておりすでに用地買収が進め

られている。このように、史跡に指定された)11越し街道

の整備は、これまでは行政が中心になり、主としてハー

ドな施設整備が進められてきた。 1999年(平成]])3月に

は、市が進めてきた道路等の公共空間の景観が評価され、

静岡県都市景観賞(優秀賞)を受賞した。さらに、これ

から f暮らしの中の新・)11越し街道、住む人と訪づれる

人にとって磁力ある地域づくり Jをテー?として、県道

改良による交通アクセスの向上、桜堤防の修景整備、陣

営大井川用水の環境整備、沿道の民総建築物の修食事業

などが予定されている。

島問市の大切σ聡史的文イ泊守空間としご位置ィ51tられ これ

まで多くの費用を投じ修景事業を進めてきた)1随し遺跡である

が、しかし、市民全体にとってどのように新価されているのか

は泊ぜよらずしも明かではなかっt::.."また、そこで"ti百じてし、る

伎民i説蔽策0)'若手体ではあったが、主体として登場してIまいな

かった。多くσ移来事業は進められてきたが、今でも製紙会

凶1-2)11越し街道の風景

-1l0 

社の大:ι揚が隣接し赤白色の背の声高い煙突がランドマ}

クとなりプロック堺が延々と統いている。史跡に指定さ

れた建物でも街道に面してプロック塀や物干しがみられ

るごく普通の往宅がある。街並みとして、統ー織に欠け、

著しく景観を阻害している。公共がま葉俄した空間を住民

や市民が積極的に活用する動きに乏しいというのが、偽

らざる現実であった。

第2幕一都市マス11ープラン策定から「まちづくり体験講.l!l!J

の爾講へ/市民プランナーの養成

「まちに学ぶ、まちを活かす一市民主役のまちづく

りj への取り経みは、 19自7年度(平成9)から始まった都

市マスクープランの策定にさかのぼる。将来都市像や都

市づくりの目標を主な内容とする全体構想を、市民参加

によって策定したのである。市民が参加して市の言十勝を

策定する取り組みは、島t目指においては、昭和50年代の

市全体構想『しまだ物音吾』や1995年(平成7)の市総合計

麟(後期)を「まちづくり委員会j 等を綴織して策定し

た経験があった。しかし、都市計説i分野では都市マス

タープランが初めての経験であったo 作業l士、事前に実

施した fまちづくりアンケートj で熱心な回答を幸寄せた

方々を中心に市都市計阪課(当時は建設部計画課)が呼

びかけ、 fまちづくり市民会議Jが24人の市民の参加で

組織された。作業は、アンケート認査で集約された「自

然j 、 「ひとj 、 fまちJをテー?とする 3分科会によ

るグパープ討議と全体会により進められた。

延べ]]間に及んだ話し合い、専門家の熱心なサポート

もあり、市民会議の提案は『自然、ひと、まちが嫁く』

と題するレポ』トにまとめられた。提案i土、 1998年(平

成10)7丹、別途検討を進めていた専門家会議の報告書

と併せて、市民会議全員の参加で市幹部も立会い、市長

に手渡された。提案の内容は、環境共生の都市づくり、

中心市街地の活性化、市民と行政の協働によるまちづく

りの三つをテーマとするものであったが、根底lこは共通

した視点(キーワード)が存復した。第は、地域資源

の再評価と活用である。地域には様々な資源があり、思

有の価値がある。地域文化(ひと)、産業(もの)、情

報、こうした有形無形の資源を共有し、活用する視点で

ある。次に、広範で多様な市民参加と交流である。地域

愛に支えられた住民・市民参加のまちづくり、自らが主

体となっーて資任を担おうとする姿勢である。三三つめは、

地域資源と市民参加の舞台となる都市の空間、人々が集

い、共感と達成惑が生まれるステージの存在である。こ

れから、島III市のまちづくりは、地域資源の活用、市民

参加、空間利用という三つのキーワードを織に腿関され

ていくことになる。なお、都市?スタープランの地域別

構想は、公募制も取り入れた住民参加のワ}クショップ

方式などで、現在策定中である。

{キ総研 r住支 v'.三ξち学習」論又集 2α)(1年
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市民会議σ〉援案の中で最も強調されたのが、まちづく

りへの市民参加に劉するものであった。具体的には、ま

ちづくりに隠する情報提供、学習機会の機保、まちづく

りへの計瞬段階からの参殿i等である。この擬業を受け、

市では fまちづくり体験講座 あなたも公園プランナー

に!Jを開講した。擬案を受けた 2ヶ丹後の!青年9月の

ことである。市民主役のまちっくりは次なる場訴を迎え

る。

題材l主、島田市のゆ心市街地で現在進められている第

3土地区鈎i整理事業区域内で整備予定の街IK公函(函穣

1680W)である。身近な公共施設である公鐙の基本構想、

を、市がサポートして市民が中心になって考え、実施iこ

活かすことがねらいである。公園は3':閣の住民参加裂の

まちづくりで最もよく取り上げられている施設であり、

年齢、階層、専門的知識の有無を隠わず幅広い市民が参

加できる楽材である(注2)。実は、この街区公園を取

り上げたもう つの玉県曲があった。この公著書の酋側の都

市計画道路i士、 1997伴(平成 9) 12月に都市計闘決定を

行ったが、その計闘に対し17年間にわたり、住民の恨強

い反対があった。公共事業により伎みなれた地域環境が

改変されることへの不安、積年の行政への不信、こうし

た背景の Fで講座が宥効に機能するだろうかという一抹

の不安はあったが、それだからこそまちづくりを今一度

自らのものとして一緒に考えたい、そうした瀬いを込め

た講座でもあった。

fまちづくり体験講座j には、 frli広報j などの呼び

かけに応えて351¥の市民が参加した。講座l土、あらかじ

め市で行った計額地周辺住民50名に対するアンウ}ト調

査をもとに、計画i地の現地調査、言十隠条件の理解、整備

目標とテー?の検討、土地σ:使い方を経て、最終的には、

各グループごとにプランを立体模型で作成し、市に提案

することを目標に進められた。この問、専門家のアドバ

イスを得ながら、基本的なコンセプト、利用のあり方、

管理問題、ゾーニング、施設配置を検討したロさらにお

およその予算についても市からアト、パイスを受けた。各

グノレープの成果は、 1998年(平成10) 11月に開催した

fまちづくりブオ}ラム'98J (島沼市主催、協賛静

隊際まちづくり捻進委員会・日本どオトープ協会静岡県

支部)において発表された。約370名の市民が熱心に提

案lこ耳を傾けてくれた。市では、この後、市民提案に名

城大学学生による提案を加えて 4プランに対する市民の

評価を得ることとした。そのため、市役所ロビーに立体

模型を展示し、市民投票を実施し、市民から書せられた

様々な意見を集約し、受講生による窓見交換会を開催し

た。また、市内の高校にも出向き生徒達の主主見も弱いた。

その結果、最もシンプルで費用も安価なプランが多くの

支持を得た。今後l土、事業化に{向17計鐙i地住民を交えな

がら、提案されたプランを基に実主主に向けて検討と具体

化を図っていくことが市の仕事として残されている。

延べ 7liヨj開催した fまちづくり体験講康j は、参加

した住民・市民だけでなく、行政にとっても、貴重な学

習と経験の場となった。公園を始め、公共編設は住民・

市民共有の財産である。行政にとっては、計画段階での

住民参加により様々な意見や要望を的確に偲援していく

ことが、双方向のまちづくりを進めていく上で重要であ

ること、前提となる的確な説明や情報の提供が、これか

らの市民と行政のパートナーシップをより強間にしてい

くための出発点であることを改めて認識する場となった。

また、援'!3した職員にとってi土、コンサノレタントとのや

り取りで済ます 鮫的な計歯i作成作業に比べて手際と時

間がかかるが、殺のために筋設を計測するのか、どのよ

うな公園が望まれているのかなどを机で感じることがで

き、生き生きと補助者の役割を演じていたのが印象的で

あった。 方、住民・市民にとっては、地域施設を完全

な合意によりひとつのプランに収束させていくことが簡

単ではなく、費F詩や管埋まで含めて施設のデザインやプ

ランづくりのおもしろさとなずかしさを知る機会となっ

た。こうしたプロセスにより、コンセンサスや裕lU里解

図2-1 まもづくり体験講座ワークショップ

i
 
M
 

図2-2 公闘プランのフォーラムでの発表
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を醸成していくことの重要さを双方が再認識したのであ

る。

講座の成果はそれだけにとどまらなかった。 1999年

{平成11) 4月iこ、受講生有志によるまちづくり市民楽

習会 f僕らは公麗探偵団Jが発足した。既設の公箇・幸

野]緑地のリニューアノレをテ-7，こ、ニュースを発行しな

がら既に20回近くの勉強会や奉仕活動を重ねている。

f地域のシンボノレとなる花壇をみんなでつくろうけを

合い言葉に、市と地域コミュニティー・住民との話し合

いも始まった。市も 1999年度(平成JI) rからrn民まち

づくり支援事業交付金制度Jを設け、こうした主体的な

活動の立ち上げの側街的な支援を始めた。自ら考え、自

ら実践する 1新しいまちづくりの芽j が脊ちつつある。

こうした新しい息吹の表れとして、手づくりのコミュニ

テイ花壊がつくられ、美しい花々で衝が彩られる日もそ

う遠くないだろう。

第3幕一懸カある地域づくザ公槻議座{こども)/子供たちと

動き出したまちを愛する人々

「まちづくり体験講座J，士、公鴎計画の作成を通じ

て、住民・市民参加によるまちづくりへの帯発を主なね

らいとしていた。都市マスタープランの地域別構想でl士、

各中学校単位lJIlに地域づくり懇談会を開催していたが、

その中で、まちづくりの裾野を広げることの必要性、感

性豊かな子供たちにメッセージを送ることの大切さを痛

感した。こうしたことから、今日と明日のまちづくりを

になう人材育成を狽いとして、 1999年度(平成11)，ま

「魅力ある地域づく 0公隣講座j へと内容を発展させ、

静i両県立tびに静岡県建築士会の協賛・後援を得て実施し

ている。

講座の題材は、 )11越し街道である。 J11越し街道につい

てはすでに述べたように行政主導でかなり長期に渡る整

備を進めてきた地域であるが、主体となるべき住民の参

加が乏しかった。ところが1999年 7月に、地元住民のボ

関3-1子供達のJ11越し街道の探検と調査

ランティア活動組織 rJ 11越し街道を愛する会Jが、都市

マスタープランの策定に伴う地域づくり懇談会を機に発

足し、住民の関心がにわかに高まってきた。住民と共に

計画作成を進める試みを具体化できる段階となったと考

えられた。また、行政では把握していなかったが、川越

し街道の住民を主体とする特定非営利活動法人「学芸文

化復興会議Jも設立業備を進めていたのである。広域的

には、 2001年に東海道の宿駅伝潟の制が定められて400

年の節Bを迎え、様々なイベントも昔ト画されている。こ

のように、何かと話題が多いこの川越街道を舞台に、

「まちに学ぶ、まちを活かす一市民主役のまちづくり j

が芽ばえ、島提言脅され始めたのである。

講座の前半は、夏休み期間中の子供逮が主役である。

鳥田の涼風景であるこのテーマに、子供たらがどう反応

してくれるか、といった心配をよそに、申込を罪防白して

3日間で定員20名を越え、最終的には35名の市内小学生

(高学年)の参加を得て、 7月、講座がスタートした。

講座のタイトノレi士、 「権三じいさんを劾けよう!Jであ

る。その昔、 J11越し人足が履いた独特のわらじを f権三

わらじj といい、考案したと伝えられるのが権三じいさ

んである。この人物を現代の街道の住人に仕立て、じい

さんの悩みを解決しようとするプログラムを設定'した。

f家も宙くなり、住む人も少なくなったo 街道をもっと

楽しく、住みよいところにしたいんじゃ、みんなで幼け

ておくれけとのじいさんの悩みに子供たちがどう答え

たか。市内中心部のお寺での全員泊まり込みを含めた延

べ5日間の講座では、様々なメニューを繰り込んだ。現

地調査は勿論のこと、デザインゲーム、街道の歴史的逸

話である『朝顔日記』の芝居仕立ての読み競かせや本滋

でのクラシック・コンサート、佐織によるまちづくり説

法と座禅体験、まちなかに残る古い銭湯の体験。そして

名城大学学生も泊まり込みに参加し、子供漆主体のワー

クショップと関係者への発表会を行った。様々な情報や

自らの体験をもとに課題を考え、自らのアイデアを表現

関3← 2 アイディアマップーこんな街道にしたいな!
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していく子供たちの積極的な取り経みは素清らしく、こ

れをサポートした我々にとっても感動の連続だった。

学校も学年も異なる35人の子供たちは、グループごと

にその答えを大きな4つのアイデアマップに表現してく

れた。隣接する大工場、赤自の煙突はこんな色にしたら

良い、きれいな水とゴミのない美しし、街道に、祭りのあ

る楽しい街道に、もっと街道を PRしたらどうか、わら

じづくりを教えてくれる場所があったらいいのにな、権

三じいさんの家は古いまちなみに識和したこんなデザイ

ンが良いなど、子供たちの感性は、街道の地域特性を受

け止め、新しい街道の物諾を我々に言寄ってくれた。 8Jl

2413、こうした子供たちの取り総みが、 NHKのテレビ

番組「おはよう日本(この夏見つけた宝物) Jで全習に

紹介された。臆することなく、インタビューに答えてい

た子供たち、その明るく生き生きとした表情が、今も記

憶に新しい。明日のまちづくりの主役を予感させる貴重

な経験ともなった。

子供連のメッセージは確実に大人の心を捉えてし、く。

[) 11越し街道を愛する会j では、こうした子供たちの提

案、アイデアを積極的に取り入れ、自らの活動として実

践に移している。水路・街路灯の清掃美化活動、 )11越し

祭りへの参加、会報 r)11越し街道j の創刊、指定史跡

[{中践の宿j での定期的なわらじづくり、地域の色づく

りや民間建築物の修景慕準づくりに向けた検討など、精

力的に活動を展開している。今後は、東海道浦原弱まち

まみの会や市北部の中山陽地である伊久美地区の活性化

に取り組む農事総合法人「やまゆり j など、他団体との

地減を越えた交流・連携も模索していくという。

当初l土、夏休みの一体験として考えていた父母たちも、

子供たちの取り組みに触発され、地域に目を向けること

の意義を感じ始めている。これを機にボランティア活動

に参加していったらどうか、来年の講座には、中学に

進む子供たちを廿ポぃタャとして参加させたらどうか

など、講座終了後に行った意見交換会では活発な意見

図3-3 愛する会と子供達の交流権三わらじづくり

が出された。 2000年(耳仁成12) 2月に開催予定の「ま

ちづくりアォーラムjでは、多くの保護者がボラン

ティアとして運営を支えてくれる。来年の夏、中学生

になった子供たちが、まちづくりの先業として後輩の世話

倒を見てくれるだろう。

さらに、子供達とまちづくりの出会いは、教宵現場で

ある学校へと広がりを見せはじめている。 mでは、小学

校の要読を受け、 1999年12月から「まちづくり出前教

主主j を試行的に始めた。 2001年度(平成13)から、総合

学務が教育課程iこ新たに導入される。教育現場とのジョ

イント・プログラムとして位置付けたこの教室を、 「み

んなでカを合わせてまちづくりを υという我々の怠い

とメッセージを伝える場としても、今後、定着させてい

きたい。来年度の講座のタイトノレは、 「だいすけ君の宝

物j である。 だいすけ君は、小学5年生、講座の開催中

いつも一番乗りで会場に姿を見せた。夏休みに体験した

わらじづくりが好きな、笑顔が似合うとても元気な少年

である。これまでのまちづくり中で関わった、意欲ある

市民と共同企爾していく予定である。

第4幕一魅力ある地域づくり公隠講座(おとな)/俊民、市民

が主役のまちづくりへ

魅力ある地域づくり公隣議療の後半は大人の部として、

昨秋から始まり進行中である。連続講演会と)11越し街道

のまちづくり提案作成を並行して進めている。提案作成

には会社員、建築士、公務員、主婦など、 )11越し街道そ

して島田の衝を愛する市民24名が参加している。 rこれ

からのまちづくり まちの魅力とは ?J と題した市長の

講話lこ始まり、三菱総合研究所の阿部祐子氏、版樹家伊

東繋特氏、プ口デューサー甲賀雅章氏によるそれぞれの

講義、ワークショップによるまちづくり提案作成、竹内

礼子「静岡の文化j編集長、東京大学教授西村幸夫氏を

迎えでのフォーラムと、全6凹延へ約700名を越える市

民が参加するプ口グラムである。全体テ…マは、 「新し

い街道の物語を始めよう! 地域資源とパートナーシッ

図3-4 まちづくり 11jfiIi教京
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プを活かしてj である。子供たちの部とI1lJ様、名城大学

の学生も加わり講座に幅を持たせている。

2月のフォーラムに向け、いま各グループでは研究の

とりまとめに忙しい。高齢者や身障者の利用を意識し、

島田駅からの交通アクセス、史跡の紹介、サイン計画を

盛り込んだ f街道アクセスマップJを作成中のグループ、

マップと合わせ車椅子でも気軽に f番宿j が見学できる

よう地元建築業者の助けを借りて、木製スロープの試作

にも取り組む。また、史跡の活用方策を研究するグルー

プでl士、 rJII越しの歴史を伝える説明桜jの考案や当特

の食文化の掘り起こしとしての r(仮称)朝顔御膳j の

再現も試みる。さらに、 Z'lのグループでは、街道イベン

トマップを作成するほか、)11越し街道を愛する会及び学

芸文化復興会議と共催して、)11会所における初のコン

サート f歴史街道のタベj の準備に取り総んでいる。)11 

越し街道を愛する会が検討している建築物の修景基準作

成に向けて、名城大学の学生たちによる「歴史を感じる

街並み景観への方策j もまとめられる。毎回の講座の様

子は名城大学学生が発行する「ニュースj によって共有

される。これら一連の提案は、受講生が試行的に行うも

のであるが、川越し街道を愛する会、学芸文化復興会議、

そして、街道を愛する住民・市民に引き継がれ、発展し

ていくことだろう。

まとめとこれから

都市?スタープランを作成した fまちづくり市民会

議j の提案を機に始まった「まちづくり体験講座j は、

「魅力ある地域づくり公開講座Jに発展してきた。この

過程で、行政のまちづくりへの取り総み姿勢、住民・市

民の意識は学習・提案から自らが実践する主体へと、大

きな変化を見せ始めている。地域組織、行政、街係機関

との連携も広がり始めている。まちづくりに関わる人の

輪は、待問と共に広く深く、有機的な関係へと発展しつ

つある。

近年、市民参加によるまちづくり、市民と行政によ

る協働のまちづくりが大きな流れとなりつつある。戦後

一貫して行われてきた公共事業中心、行政主導のまちづ

くりは、環境問題、人口靖加の停滞、都市の成熟化など

社会・経済の大きな控室史的事長換の中で、時代¢使命を終

えつつある。身近な地域に百を向け、犠々な資源を掘り

起こしていく中で、まちに幕らす実感や充実感を求める

主体的で賢明な住民・市民が生まれてきている。こうし

た住民・市民が、まちの物請を撒いていく主人公であ9

演じ手なのである。これからのまちづくりでは、こうし

たまちを愛する多様な人々をいかに結び付け、その舞台

を用意していくかが鍵となる。行政は、そのために人と

人との有機的な関係づくり、装置の仕掛け、コーディ

ネート、組j織的制度的支援にその役割を移していくべき

であろう。演じ手である市民や住民がいてこそ、舞台で

ある衝は活きて持続できる。まちに学び、まちを活かす

ために、島田の原風景である)11越し街道を舞台に、市民

主役のまちづくりが今始まっている。 r(仮称)東海道

五十三次夢会議一見つけよう東海道、繋げよう未来へj

の開僚が予定され、東海道400年祭を迎える2001年には、

新しい街道の物語が、さらに生き生きと練り広げられて

いることだろう。いまや、様々な装援ができつつあり、

その主役も育ちつつある。まちの涼風景が新たによみが

える。

く注〉

1 浄理繍『朝顔日記』をもとにした歌舞伎『生写朝顔日記』
の物語によると、芸州(広島県}家者の娘、深望書i土、恋人悼可啓
次郎)が改名したことを知らずに家出し、流浪の果て富田と
なって戟顔と称するようになりました。高岡信で宜i人と宣車悲し
ますが、資自のため気づかずにすれ違ってしまいました。その
時の悲嘆からか、奇跡的に自が見えるようになりました。その
時初めて見た松が、「目あきの松Jと伝えられます。現在の松
は 3代闘です。(島~市ホームベ}ジhttp://wwwla.mesh.ne.j
p/shimada/hakubutu.ht岬 03より)
2 まちづくりに梼わるワーク :/3ツプを対象とする日本態築
学会梗概集、都市計商学会学術論文集(1997-99年)に記載され
た38の論文の内、施設整備に関わる論文は 11で、その内公
園は6と多い。

<参考文献〉

・海道清借 地域を中心とした溺土空間づくりへ←これから
の地方都市像一、三村浩史+編集委員会編著『地域共生の
まちづくり~ pp.154-164、 (学芸出版社)、 1998.8

-海道清f昔、矢津雅則 中心市街地の持構築に向けて(島問
市)、 『地方都市における中心市街地の再活性化 市街地
像の擁立とその実現方策をめぐって-J pp.273-280、 (日
本建築学会大会都市計極研究協議会資料)、 1998.9

・大谷催、海道清信 ワークショップ形式による住民参加プ
ロセスの有効性と課題 島田市を事伊!として一、 『都市情
報学研究No5~ (投稿中)

著者プロフィーノレ

@添逢う諸島(名城大学都市情報学部助教授)

地域振興整備公隠勤務(地方都市ニュータ

ウンの計画や事業実施など)を経て、名城

大学で都市整備論を担当。最近は「コンパ

クトシティJについて勉強中。島田市では

都dï~~スタープランの専門委員として関わりはじめた0

4絡に著書加しているゼ、ミの学生にとっても、島出は生き

た良しい苧校である。

副議ま絹日(島出市役所都市計画課主査)

都市計画?スタ}プランの策定に携わる傍

ら、まちづくりまちづくり体験講康や出前

教索、歴史街道コンサートなどを企画・実

践している。市民参加・地域の空間資源活

用をキーワードに、人が礁む新しいまちづくりに取り組

んでいる。
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北九州市丸山・大谷地区のまちづくりと住環境学望書

やまさかのまちで共に学ぶ
志賀 勉*I 

安永 ，ff:，、可ホ 2

キーワード“ 1)まちづくり， 2)斜面伎宅地， 3)総合学習， 4)地域学習

1 . はじめに

学校教育における総合約な学習活動の 環として，身

近な地域から具体的な題材を選ぴ，人権や褐宅l，環境等

の課題について学留する取り組みが広がりつつある。そ

こには，地域の成り立ちゃ暮らしの様子，地域団体の活

動に実際に触れ，多様な絞験をもっ人々と援することを

通じて，子どもたちが自ら学び，考える能力や豊かな人

間性を育む狙いがある。

一方，このような地域学習の取り経みは，学校教育の

場を地域へと広げ，地域の住民や団体が教育活動に参蔵

する機会を生み出す。さらに，地域学習の企覆や運営を

学校と地域が共i可で行い，その成果を共有することがで

きれば，子どもたちだけでなく，教師や地域住民，間体

にとっても自らの向上をもたらす貴重な機会となるであ

ろう。しかし現笑には，日ごろ関係の薄い学校教育と地

域活動とを結びつけることは容易でなく，関係の持ち方

も一方的あるいは一時的なものとなりやすい。学校と地

域が互いの目標と役割を尊重しながら共に学ぶ環境をい

かにっくり，相乗効果を得られるプ口グラムをいかに立

案するかは主主要な課題である。

以上の問題意識から，本稿は，北九州市丸山大谷地

区のまちづくりを通じて，まちづくり組織と地元小学校

による，共に学ぶ環境づくりの取り組みについて報告す

るものである。

2 丸山・大釜地区のまちづくりの経緯

かつて北原白秋がrUJへ仕lへと八幡はのぼる はがね

積むように家がたつ」と詠ったように，平地の少ない八

幡(現八幡東区)では，明治34年の1%営八械製鉄所の立

地以降，急激な人口増加によって多くの斜陽住宅地が形

成された。しかしながら，産業構造の転換やモータリ

ゼーションの進燥などの影響で， f昭和40年頃から若年人

口の流出が進み，往時の活気は薄れ，高齢化の進行や空

家の増加が深刻な問題となっている。

丸山大谷地区は，八幡製鉄所に近接する北斜函住宅

地である(写真 2-1参照)。地区面積は約 24ha，平均

勾配は約 20度，標高約 30-140mにわたって住宅が分

布している。平成 10年の人口は 1，903人，世帯数は 806

世帯である。人口はピーク時(昭和38年)から半減して
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おり，若年人仁!の転出によって高齢化本は26.2%に達し

ている。

斜面地の住環境は，自然環境や眺議が義かな反面， ~普

段道の上り下りが体力の低下した高齢者や樺答者には大

きな負おとなる。緊，害、事輔の進入や福祉サーピスの事j別

も容易ではない。このため北九州市では，丸山・大谷地

区をモデル地区として，平成7年度より住環境整備計磁

の策定を始めた。

住環境整備計画の策定に警告して，住民代表者によるま

ちづくり推進会が平成 7年 11月に発足し，住民，行政，

プランナー (大学民間)の 3者による恭本構想、づくり

が始まった。まず，地区の住環境を点検して課題の務理

を行い，ハードとソフトの爾留にわたる呂擦として「ま

ちづくりの 6つの柱jを立てた(関2_. 1参照)。続いて，

ハード衝の型車俄を中心に議論やワークショップを行い，

平成9年度末，道路や{主宅を改善して利便性を高める内

容の碁本構想がまとまった。現在，基本構想、にもとづい

て事業計画の策定が進んでいる。

写真2-1 丸山・大谷地阪の混況

住総研I"{主主 ν まち学習j 論文集 2000年



3‘ 2 八幡小学校の地域学習

丸山大谷地復の地元校であるm立八幡小学校では近

年，福祉教育や環境教脊を中心に地域での体験活動を取

り入れた授業や特別I活動に取り緩んでいる。そこでは，

子どもたちが身近な地域に関心を持ち，暮らしゃ文化を

克つめ夜L.社会でのコミュニケーション能力を高める

よう，差是かな学留プログラムづくりが求められる。加え

て，平成14年度から新学育指導要鎖でf総合的な学望号の

時間jが創設されることから，地域と連携した教育環境

づくりの重要性が全校的に高まっている。

関3--2--1は，八幡小学校が平成9年度に行った地

域学習の学年テーマでaある。講師として地域住民を招い

たり，子どもたちがフィールドワークを行いながら学習

を進めている。このうち. 4年生の「校区内の開発を知

ろうjと6年生の「八幡東区の高齢者ー障害者対策を誠

べようjでは，丸山・大主主地区のまちづくりを教材に取

り上げ，子どもたちが地援の高齢者や行政職員，ボラン

テイ 7E!1体に聞き耳Eり調査を行い，開発や複祉のあり方

について考える学轡活動を行った。

さらにこの過程で，研究会の最初の実践活動である

「やまさかパンコづくり」が地域学習の一環に佼龍づけ

られ，研究会と八幡小学校による共に学ぶ環境づくりが

始まった。
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まちづくりの6つの柱1l?l2-1 

学年 学嘗テーマ

]， 2年生 昔の遊びを教わろう

3年生 学校ー地域の君主史を学ぼう

4年生 校区内の開発を知ろう

5年生
八幡の公害の瞭史を調べよう

校区の環境調査を行おう

6年生
八幡東区の高齢者 障害者対策を調べよう

校IRI司の福祉マップを制作しよう

八幡小学校の地域学習のテ マ表 3-2-1

fやまさかパンコjの製枠・設誼

長い階段道の休憩スベースづくりとして，パ

ンコ(ペンチ)を製作し設置する。まちのみ

んなで取り組みl 大切に憤う気持ちを育む。

「やまさかバンコづくりJの取り組み

4. 1 活動内容の企麗

パンコとは，ベンチや縁台を表す方言きであり，ポルト

ガル語の bancoが語j京とされる。丸山・大谷地院には，

狭く念、な階段道が多く，買い物帰りの高齢者が路潤に腰

を下ろしてひと休みする姿があちらこちらで見られる。

そこで，研究会では，上り下りの途中に休憩スベ}スを

つくるため，パンコを製作して各所に設置する活動を企

図した。

この活動のポイントは.rまちのみんなが製作や設援

に関わることで，パンコへの愛務と大切に使う気持ちを

育むJことである。このためまず，材料の手配から加工

して設置するまでの各工程の進め方と役割分担が検討さ

4 
fあんしんファイルjの作成

高齢者や身障者に対して，地域でできる支援

活動を考える基礎資料として 1 健鹿や性宅の
様子をうかがって情報をファイルする。

「あんしんメニュ jの立案

あんしんファイルをもとに，地域住民が取り

組める高齢者や身障者の支援活動のアイデア

をまとめ，実現化を検討する。

f品んしんマップjの作成

支援活動の際に車をどこに止めてどの階段遭

を通ればいいかなどについて，メニユ}に応

じた活動拠点とルートを示すマップを作る。

住総研 1"(:主主い えり写習論:文集 L(I{I(I年
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やまさか暮らし研究会の活動内容図3-1-1

3 まちづくり活動と学校教育の連携

3. 1 やまさか暮らし研究会の活動

丸山・大谷地区は，市内でも潟齢者の支援や交流活動

に熱心な地区であり，自治会や民生委員，ボランティア

図体による独自の取り組みが早くから行われている。住

民参加による基本構想づくりのプロセスは，こうした活

動を結びつけるきっかけとなり，意気投合した住民，ボ

ランティア団体，プランナ}の有志らによって，平成8

年 11月にやまさか暮らし研究会(以下，研究会)が組織

された。

研究会では. rまちづくりの 6つの柱jをソフト密から

実現するために.r高齢化の進む斜面住宅地の辰住環境

の向上を目指L.地域コミュニティのネットワークを生

かした高齢者や身障者の原住支援の体制づくりと実践活

動を行う」という1言動方針を立て，罰 3-1 -1に示す

活動内容を企画した。活動の財源として，ハウジングア

ンドコミュニティ慰問から活動助成を得たことを機に，

平成 9年度から企轡内容の実践を行っている。



れた。パンコの材料は，地区のlJJ林所有者から杉の寄婚

を受けた。伐採や大工仕事は，経験者の住民と研究会の

メンバーを中心に進め，仕上げの包塗り作業は，住民と

八幡小学校の子どもたちによるワークショップを行うこ

とが決まった。また，八幡小学校では，図工や特別活動，

課外時間を利用して，興味を持った子ともたちが各工程

を体験できるように工夫した。

4.2 先達に学ぶ加工過穏

杉の伐採から，加工，組み立てまでの過程では，まず

平成9年8-9月に予行演習として，木材加工や大工仕

事の経験を持つ年輩の住民がリーダーになり，研究会の

メンバーとー絡に試作品を製作した。切り倒して寸断し

た杉材を山から運ぴ降ろし，皮をむいて乾燥させた後に

部品の形に加工し，パンコを総み立てた。そして，予行

演轡の反省から工程を修正 L，10-11月に子どもたち

も交えて再び伐採から組立までの作業を行った。

この工程では， 50!"¥';ゃ60代の住民が終始主役であり，

大工道具を使ったことのない子どもたちゃ研究会の若手

は，先達たちの工夫と手際よさに感心しながら，見ょう

見まねで作業に汗を流した(写真 4，-2 -1参照)。

写真4-2-1 パンコの加工作業(穴あけ)

4.3 子どもたちが主役の仕上げ過程

組み，)1てたパンコに色を塗るワ クショッブは，平成

9年 11-12月に fパンコを学ぼうJrパンコを描こうJ
「ノ三ンコを作ろうjの3[叫に分けて関催した。住民と子ど

もたち約40名の参加者が6グループに分かれ，研究会の

メン川ーカす7アシリテーターとして力Eわり，グループ。ご

とに 1台のパンコを担当して絵柄のデザインから色塗り

までを行った。

まず， rパンコを学ぼう」では，ノミンコのある生活イ

メージを出し合ってひとつの物語としてまとめ，それを

もとに各グループのパンコのテーマを決めた。次に， rパ
ンコを措こうjでは，テーマに合ったエレメントを各自

患い患いに描き，それらをパンコの座面と同じ大きさの

紙にレイアウトして下凶をまとめた。最後に， rパンコを
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作ろうjでは，下図にしたがって実物のパンコにベンキ

で色を塗って定成させた。こうして rぼうけんパンコj

fふれあいパンコJrいのししパンコJrカンガルーノてン

コHしあわせパンコ 97Jrふれあい青春バンコjの6合

カミできあ古ぎった。

ワークショップでは，加工作業の時とは逆に，子ども

たちの白出で愚かな創造力が，大人たちを引っ張って

いった。最後のワークショップの会場となった八幡小学

校の体脊鎮では，子どもからお年寄りまでが終々として

パンコに色を主主り，仕上がったパンコを前にしてそれぞ

れの怠いを誇り合った(写真 4-3-1参照)。

また八幡小学校では，その後も川ンコのデザインをi河

工の授業等に紋り入れ，研究会が新たに組み立てた 10台

のハンコにもすこともたちの伸びやかな絵が描かれた。

写真4-3-1 パンコの色塗り作業

4.4 i活動の締めくくり

こうして， 16台の色鮮やかなパンコが完成した。研究

会では，パンコの設置場所について地元自治会の要望を

もとに候織地を選ぴ，関係機関と協議を行って，平成10

年 4-5月に公道上9ヶ所，滋路沿いの民有地4ヶ所へ

設置し，残りは公共施設等に寄贈した(捗真4 4 - 1 

参照)。設潰後のパンコの管理については，自治会が賞任

者となり，八幡小学校の福祉クラブが点検活動を行うよ

うに分tf!Lている。

さらに，パンコづくりの活動の締めくくりとして，研

究会と自治会の共問で fやまさか巡り 98Jを11月に開

催した(写真4'-4-2参照)。このイベントは，参加者

がチームを総んでパンコを巡り歩き，各ノミンコに別意さ

れたやまさかにちなむクイズに等えて点数を競うゲーム

である。最年少4歳から最高齢84歳までの64名が12チー

ムに分かれ，体力に合わせて「鉄人コースJrファミリー

コースJrシルバーコース」を選んで潔しくパンコを巡り

歩いた。ゴールでは，婦人会の手作りカレ で一息入れ

た後，クイズの高得点者や最年少，最高齢の参加者を表

彰した。八幡小学校には，地域活動への貢献を讃えて「や

まさかのサボーター賞」が熊られた。

住総長汗 住まい づヒち字 '~I.1 続交集ゾ0(¥(11手



これで， rやまさかパンコづくりjの一連のプログラム

が終わり， 13台のパンコは現在，やまさかを行き来する

人たちの休息と語らいの場としてよく利用され，とても

大切にされている。子どもたちのたまり場になっている

ものもある。設置から 2年近く経つが，どれも落書きひ

とつなく，やまさかの暮らしに溶け込んでいる。

写真4-4-1 設豊富されたパンコ(ふれあいパンコ)

TT今髄附哨間りで，.3つのコー暗躍してい肝柑ぢんの体力 ζ日コースをお湿肝酔枇

当邸主 ..  程度のクルプに分かれて番コースを巡りま.タルプ分別孟夢務局で行いますのでご，糸下さもL

国;ぎ訟の曜日立@:空ffL
轡明智 j⑩制Jむ脇脚 1

劉 4-4-1 やまさか巡り 98のルートマ yブ

"北九州市立八輔小学校 教諭
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5. 現在の取り紹み

研究会と八幡ノト学校では，やまさかパンコに次ぐ連携

活動として，平成 11 年度から，地区の~地保余の課題と

ケチフ栽培による環境教背を結びつけた取り組みを進め

ている。これは，人口減少に伴って丸山大谷地区に増

加した空地が荒廃するのを紡ぐため，環境保護に役まつ

ケナブ等の草花を栽培l..，空地の環境管理と景観形成を

泣iろうとするものである。

平成11年度は準備段階として，ケナ7への理解を深め

るため，研究会と八幡小学校のそれぞれで栽培したうナ

フを持ち寄り， 10月に「ケj-7の紙すきワークショッ

プjを開いた。そこでユ作ったケナフ紙の招待状や賞状を

使って，校13:の高齢者と子どもたちが交流する「ケナブ

杯ふれあいグラウンドゴルフ大会jを11月に開儀した。

ワークショップに参加した子どもたちは，その後の環境

学努の授業でもリーダーとして鴻擦し，また，福祉学習

の授業では，グラウンドゴルフ大会で高齢者から湾いた

暮らしの様子をもiとに，地域の福祉施設の立地や福祉活

動の内容について誠べている。

研究会では現在，平成 12年度の活動企閣を進めてお

り，ワークショップのために利用できる空地探しゃ将来

の空地管理の仕組みづくりが課題となっている。

8 まとめ

以上，北九州市丸山大谷地区のまちづく持活動を通

じた，やまさか募らし研究会と八機小学校の連携活動に

ついて報告した。

これらの実践活動から，学校と地域が共に学ぶ環境づ

くりに向けて， (1)小学校の学育活動と地域のまちづく

り活動には共通の活動テーマが見出せること。(2 )小学

校とまちづくり経織が連携した取り組みを行うことで，

お互いの活動内容をより議かにする効果が期待できるこ

と。(3)連携活動のプログラムでは，相互の目線と能力

を尊主主した役割分担や作業配分か守重要なこと，が務解で

きた。

最後になるが， rやまさかパンコづくりjに参加された

高齢者の中には既に他界された方もいる。 -'jj， 小学生

の中には{也のまちへ転校していった子どももいる。長い

まちづくりの過程で，お年寄りと子どもが共に輝く場を

デザインl..，輝きのま正をまちに刻むことの大切さを強く

感じている。

"九州大学大学続人間環境学研究科講師

専門は建築計調学。北九州市千松鋳物師

丸削迂且び丸山 太荘地抵のまちづくり事業

にプランナ として参両c.やまさか葬ら
し研究会の 貝としても活動している。

(主総研 1(:主主，、 文ち学習 論丈集 l()(lO年



杉並まちづくり研究全「エポスiにおける“まちづくり学習"活動
一契機とプロセス事その成果と今後の方向一 前堅手淳一郎窓

キーワ…ド: J )杉並区まちづくりカレヴジ. 2)タウンウオッチンゲ， 3)楽しさ，まちづく 0ゲーム，エウ
トラベリア 4) r井戸jの研究， 日) r俊民による環境診続J. 6)住環竣のわ関I支
開むから[環境自治jへ 7) r坂i滋jの研究. 8)エコミコ山ジアム

仁はじめに

近年各地で緩んに行なわれるようになったまちづくり

活動には‘行政とのパートナーシップを呂摘す実践型

生活環境や諸施策の改善号事を訴え監視する提案型白オン

ブスマン裂その他多種多織な宇イブが模索をされ夫々に

成果を挙げているが，ここでは私遼がこの7'. 8年来行

なってきた fまち学習j裂の治動要事例として[杉並まち

づくり研究会(略称エポス目。lOgl四 l，po且ce叩例制1) J 
をご紹介してど参考に供すると共に，各位によるご批判

とご指導を賜わりたいと思う。

2.杉立主IRまちづくりカレッジとまちづくりフォーラム

(財)杉並IRまちづくり公社(都市整備部所管}は，

平成3年に第一閉め fまちづくりカレヴジjを開設(鰯

校)した。以後間6年までの4年間，まちづくりに関心

を持つ多くの熱心な区民遼が，区広報などの公募に応じ

て参加をし夫々一年間近くまちづく却についての学務

を行なった φ このカレヅジは。昭和の初賎から阿佐ヶ谷

3丁目に住み，わが閣における都市計歯学のバイオニア

でおられた高山笑芸臣氏が学長を引き受けられ，そのお弟

子さん遼や東京畿大の進士五ト八さんなどが議自信機を偲

めるという誠にユニークな{学校jであった。このカレ

?ジに並行して毎年2月のmめ媛に，公社の主催による

fまちづくりフォーラム/いまわがまちを譲るjが閣か

れ，毎回区内の数グループによるまちづくりの鱗究句集

践報告等が行なわれた。

:杉並まちづくり研究会 fエボスjの発足

まちづくりカレッジ第一郎卒業生の省Jι2告人は，平

成3年の 12月に f杉並のまちについて知ると共に色々

な考えを語り合い，まちづくりについての良きF理解容と

なるjことを浸約として杉並まちづくり研究会「エボ

スjを発足させた。 r人々関士と曾そして自棋とが共生

をするまちづくりjを意図したものといえよう。

4.会員の構成等からくる会の性格特徴

会員は， J'¥リパリの現役緩の脊壮年から IJ5'イアした

熟定年，元気一杯のt綴迷やキャリアウーマンそれに

芸術家やスボーアマンなど多稜多機な人々によって構成

されてお札価値観等の違いもあって夫々の fまちづく

りにかける恕いjも微妙に異なるために 4 意見がなかな

か纏まりにくいというー磁のあったことは否めない。

またこのエボスの大きな特徴として，会員の{主まいが

杉並区の全域に及んで(絡万遜なくバラ織かれて)おり

fある特定の限定された地区の問題 I 諜綴J，こ絞って調

査研究をしたり 1 意見を取り纏めて援案j活動を展開する

などのことがやりにくいという問題がある。これは次に

述べるようなことにも関係してくる。

そもそも‘元来が fまちづくりについての学習研究

をしようjとして集まった緩まりなので. f明言清潔霊訪問体
のように何がしか行政側などに f提案をし，もの申すj

とか I注文をつけるjような役割は本来持っていない筈

なのだが9 やはり学習を続けて知識が深まっていくうち

に，例かそれだけでは物忍りない，なにか世の中に対し

て異体的に役立つことをしてみたいと考える(いわゆる

専門家主主識を抱くような)人が生まれてくるのは当然、の

ことといえよう。この辺りをどうするか，これはなかな

か重重しい問題で，大いに論議されたところでもある。

5 運営のプ囚セス綴縫

5. 1 r前期J/公社主導，依存豊島

発足のさ当初から暫くの間は税約に基づいて，事務局機

能と集会室の使用等を公社に依存しながら，凡そ毎月の

遼営委童書会と f定例研究会jを繍いていたの規約の主な

内容は f年会轡干刊(その後改訂は今日まで行なってい

ない)す億年陵来に総会を闘いて遼営委員や会主差等をZ互
選するjなどということで今 20歳台のま奇い女性を会長

にi翠ぴ，さきのブオ♂ラムに参加をしてょにポスの紹介を

して賢う，などの日寺鶏も 2~霊ほどあった。

公社による適切かつ強力な支援を受，t.この時期には

後Lこ述べるように活発な学習者 I 研究活動を行なうことが

できた。毎年まちつく呼カレッジを f卒業jする人逮や

まちづくりに関心をもっ人達にも呼びかけたりして会資

を殖やし一時iま60人に及ぶ会員を擁するに至った 8

5. 2 r中高野J/混迷総

ところが不成6年の未に守公社のまちづく明カレソジ

事業の終了{践校)が決定されて。 r卒業生jによる会

議の様充が期待できなくなると共にl 公社の会議室の無

料f貰湾及び薬務局依存が打ち切られるなど，会の運営は

先行き不安と財殺繭でのぼンチにまたされるに:'f:った。

しかし平成7年の 1月から令会員相互のコミュニケー

ションを!鶏るために「エボス通信|という機関誌{変形

B4綴雨額納11/平成 11年 12月現在で 29号)を発行

するなど，懸命のi草常努力が続けられた。

5. 3 [i，轟鰯J/淘1:喜重営繍

この Iエボス通信jの発行により卒うじて会質問士の

終が係たれていたのであるが7 そこに現われたのが，平

成S年度から始まったま九づくり公社による Iまちづく

り助成事業jであったのこれは。 iヌ民i童(グループ)に

よって白主約に行なわれている[まちづくりに保わる諸

般の活動jを公募して務遂を行ないすその優良なものに

発表の機会を与えると共にこれに助成金を縫燃しようと

いうものであるn これに応募をして調査研究活動を行な

うことによって， rユニボスjはi滋く患を吹き返すことが

Cきるようになった。

この効成主義芸撃を契機に平成8年震から。エボスの会員

によって檎嫁されるる 2つの分科会(r 1主まい濁りの環

境診断を楽しむ会jと r11iと71" 井戸を考える会/9年

度からJ)が毎年応募をしてき当選するところとなり，財

政商号事}こかなりの1寄与をもたらすことになった。またこ

]]9ー
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の辺りから会員のなかには，区内外のまちっくり間協諮

問体への参加であるとか偶人的な交流/コミュニケ日シ

ヨョン/ネットワークを図る人が樽え始めたが，これは

主』海における会の運営 ι 活動の方向を左おしていった動

きとして注尽していいだろう白

さらにi苛年に規約の改訂をおこない， r庶務Jrエボ

ス通信jとそして I代表Jr監査jの4名の世話人と，

杉並区が区分けをしている7つのゾーン f域限j毎の世

話人を合わせて 1I人の世話人を互選し， g烈112か月お

きに仮営の地域セン者一等を1買って[定例会jを開いた

のち，その地区の世話人の案内で地区内を散策/ウオッ

チングするという運営方法を採ることと Lて現住に至っ

ている。このやり方によると，夫々自分が住まっている

場所以外の地区の様子を学習体験することができて識

に有効であるの

6. r継続jの製図:遊び心，楽しさの追及

とにかく今呂まで山あり谷ありの約8年間余に及ぶ全

期限を通じて，公It.のt!l当者の方々 を含めて運営を担当

してきた人々の努力 ご苦労は並々ならぬものがあっ

た。そうしたなかにあって‘ I出来るだけワラックスを

しながら，楽しく学習をしていこうjというのが会員全

員の精黙の了解事/コンセンサスではなかったか，そし

てこれが長続き I継続jをさせた要闘ではないかと考え

ている。

勿論，次重量で述べるように f活動jの中味の面白さに

も[総統jの原因はあるのだろうが，滋ぴ心を持ちなが

ら楽しく学習しようとする態度・心構えが基本にあった

ればこそと思えるのである。ユニコエチイカ/生閤倫理学

が主張し提示する fエウトラベリア{気分転換)Jなる
徳目が，そこに発揮されたのであろうかD

この辺りのことは，最近(財)日本レクリエーション
協会が， rまちづくり活動j特に f暮らしの場の議変/

生活空襲耳の磁力の湾発見j活動jそのものが楽しみに満ち

たレクリエーシヨ Jノ活動であることに着回L.この活動

を協会として積極的に推進しようとしていることにも通

ずるものと怒われる。

また最近住民参加による fまちづくり iにとっての有

効な手法として紹介されているワークショッブ方式を，

H，サノフ氏が fデザインゲーム/つまりは(まちづく

りゲーム)Jと呼んでいる事実も，あわせて興深いこと

といわねばなるまい。 rまちづくり/学習を楽しむj

I楽しみながらまちづくりをおこなうjのであるn

7同

7 
活動の rq:，昧/内容jについて

1 r前熊J: 51ウンウオッチングと会長編入によ
る研究発表

発足の当初にはカレッジ講師からの示峻もあり，先ず

は f杉並区内の地域の姿を知ろうjという乙とで，皆が

揃つての f亨ウンウオッチング(不測の事故に対応して

保険に加入をした)Jを盛んに行なった。持には褒補予

の体験を共省したり，多くの貴重な発見に巡司会った

り。歩きながら楽しみながら雑談等に興ずることで f互
い伺士をよく知~J など.この延べ十{習を趨えた世ウン
ウオ?チング活動は，その後のこLボス活動の方向を決定

づける重要な聖書素・察機となっていくのである伶

このほか前期に毎月行なわれた f定例会jでは， rみ
ちを考えるJr定f干の間霊童Jr模裂を用いた阿佐ヶ谷駅

の改造操業Jr安全の問題Jrキャンブの話Jrガレー
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ジセールの実践体験Jr諸外殴のまちづく均(ドイツ

アイルランド・フイリッピンなど、の旅行滞在体験)J 
など多商に堕つての会箆による研究発表が嬢んに行なわ

れ。またq:，鱗 ι 後期に刊行された fエボス通信jにも，

多種多様かつ費量な意見発表を多く見ることができる。

この会鼠{麗入による研究発表は粉互関の研修という意

味もあり，会員の問題意識のレベルそして知識・能力の

向上の衝で寄与するところが大きかったに違いない@

7， 1. 2 その偽の行事/イベントなど

f前英語jにおける行著書/イベントとしては，以上のほ

か杉並区センタ斗盟主量書官との共催による阿佐ヶ谷駅前中

杉通のウオークラリーとワークショップや消防毒事見学，

杉主主IXや世田谷区等の怨当者たちを招いての勉強会 fま
ちの悩み・喜び そして交流jなどを考える分科会研究

の試み，そして平成8年 l月I7臼の早朝に阿佐ヶ谷駅

前広場で行なった。有志による f阪神・淡路大震災犠牲

者への一周忌鎮魂のための祈りjなどがある， (鵡，平成
i -，8年の間での会員の害事ちの関心事は f防災問題jに

であったのこのほか I小さなまちづくり手法の研究jと

して，自宅をミニコンサートの会場として提供をしてお

られる方を訪ねてお話しを路いたり，映際iの童監議会を定

期的Lこ開いている阿佐ヶ谷秩関付の訪問などの楽しい行

事もあった。 r中ー後期jにおける活動の内容等につい

ては，次重量以下に詳しく触れることとしたい。

7. 2 r中 後 期J 平成8年~現在
7. 2 ，1 r昔話と氷，井戸在考える会jの活動

平成9年度以降から公社の助成研究に毎年応募を続け

てきたこのテー?による研究分終会は I神戸体験jが契

機となっているわけであるが，杉並の街と水井戸をい

ろいろな角度から見ていこう，というのがそもそもの趣

憶である。磐田IX向島の[跨地勢jを見学したり市杉並

区に震災時生活潟水用協力井戸として主主録されている 1
201慈の井戸の所在を一万分のーの地留にプロットす

ると共にその持ち主に対してアンケート調査を行なうな

どのことを行なってきた。個人や学校，公共施設などに

設けてある井戸を訪れてその実態を調べたりもした。

また 4 井戸を撮る業者の方を113い℃杉並の地下水の最
近の状況を等ねたり，銭湯や豆腐獲さんにインイ?とュー

を試みたりするなとーして多くの発見をし知識も蓄えた。

防災用の井戸の水質問題やその I公開性jなどについて

行政側jに注文‘提案をするなどのことも行なった。

皆でー絡に小河内ダムを見学して水の資料館で水道に

ついての勉強をしたりもしたが，今後は神白111サミット

ほか切り関係諸団体とのネットワークを積絡的に行な

ったり，下水や河川(表流水)も含めて I街と7Jくjの問

題を総合的に研究をしていきたいと考えている。

7， 2， 2 1宝まい周りの f環境診断マップづくりj

在楽しむ会{環境診断分科会)の活動
7， 2， 2， 1 その自約凶緩皆

公社による助成研究が始まった平成8年度から応募を

続けているこの会の趣誌は φ fエボスjの原，市であるタ

ウンウオッチンゲを，夫々の{間々人がその1主まいj萄りの

地阪のなかで四季/週・休日/登夜を関わず f日常的に

(通勤通学，寮い物散歩等のついでに)J 行ない(一種

の定点綴沸ij) ，そのi駅事で診断した問題点や課題(その

中には優れたものの保全・育成なとも含まれる)の箆所

{王総研 l住宅レ。主ら学習 l 論又集 200(1年



を地図上にプ以ットし，合わせてその改善改良手法等

ついての研究 a 提案をしていこうというものである。

これは，リーダーの案内・指導の下に臼時・場所を決

めて多くの参加者によりグループで行なう通常の所謂タ

ウンウオッチングとは異なる，いわ rrエボス級Jrユニ
ボス方式Jによる宇ウンウオッチングといえるだろう。

そのねらい，趣旨の大要は次のi重りである。

， rまちのことJrまちの生活環境の課題・問題点j

を最もよく知っているの，;1:，そこに住んでいる人々 なの

のであって，行政の担当者でも計開や設計を委託された

技術者等でもない，という至極当り磁の事実がある。

f行政jや f専門家透(議員・コンサル等)Jの目はど

うしても f粗く，狭く jなりがちで守一方住民は，生活

環境や受聞を fトータルな生活jのなかでI!l擦できる立

場にある。また行政の担当者や専門家透はときに交替し

たりして，とかく前係者が行なった仕事のブオローは怠

りがちだ。このようなことを繰り返していたのでは楽し

むことのできる fまちjの環境は何時までたっても実現

されない。"j主民こそが主体であるべきなのだ。

[エボス通信jの9号 (H7年10fl)に載った応募の

趣意書Lこは次のように述べられている白

fいままでの宇ウンウオソチングの体験をj活かして，

会員の夫々が住んでいる生活環境の実態を家族ぐるみで

調らベ，どこに問題があるかを検討した上で， 1) 自分

違{家族)で解決できるもの， 2)近隣の人々と協力を

しながら解決できるもの， 3)行政などにお願いせねば

ならぬものに分けて繋理をし 4 実行できるものから実践

していこう。そして 3) については f生活環境診断マァ

ブjを作成して，行政の手で解決して激しい要民と 4 解

決の方法害事についての提案をまとめ，時事情その他の方法

によって解決を腐っていくものとしたい。 j

7. 2. 2. 2 その実践

まず初年度には f診断マップづくりjのためのマニュ

アルを作成して会員に記蒋したのち。区内の品ヵ所にi主
む会員が夫々の地区について環境診断を行ない，環境

?ツブ{ゼンリン社の1125QO地図をコピーしたものにプ

ロット)を作成し，一人が代表して発表をした。多種多

様な諜揺が地域のなかに存政していること，そして施設

等の I境界や援点部分に問題が多く，複合・重量!習fとが必

要であるjことなど，共通の課題の存{E等について確認

をすることができた。
次主主j度以務(平成 7~8 年)については， rオーブン

スペースの問題Jr紡災 a 安全対策jなどテー?を選ん

で，会員が夫々の1主腐の腐りを診析した結果をまとめる

とともに一人が代表して報告をする，というス亨イルを

とった会初年度を含めfiilれの年度の発表についても。審

査員の方々からは応分の評価を}翼き，満額の効成金を裁

くことができた。またこの聞に，この助成研究に応募し

発表等をした他の活動グループのなかから iまちづくり

博覧会をやろうjという声が起こりすエポスのメンバー

逮もこれに積極的に参績をしていくこととなった。

平成 9~度には，今まで 3 年余に頁って続けてきた
f亨ウンウオッチングによる住まい腐りの環境診餅マッ

プづくりjの補足を含めた総指を行なうと共に， 7年有

余に亘るエボスそのものの活動記録の編纂を行なった。

今日までの3年間の分斜会活動の主主巣を f提案jのかた

ちで取りまとめたが1 本年度独自の視点からの診断も数

多く行なった。翌日ち危険箇所の千早ック，環境美化4 緩
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望地点のl確保等々であるが.特;こ場所によっては地械の

住民の皆さんを巻き込む実践(花壇造り，清掃など)を

交えての大奮践の一年間であった。

7. 2. 2号 3 r伎Ei¥による環境診断の実銭J/ rニζ
ポス活動jの成果について

上に述べたこの分科会活動はエボス会員の全員参加が

建て前となっているので，この f日常的な住民自身によ

る環境診断実践j等の過程・結果についてを述べること

は，エポス活動そのものの成果を語ることに織ならな

い。このような評価は本来部外の第三者によって客鋭的

に行なわれるべきものであろう。現T生滋行中のことで

あってみれば尚更のことである。ここでは敢えて私見を

述べてご批判を仰ぐことと致したい。

先ず先きにも述べたように g 会員夫々のまちづくりに

ついての防護霊意識のレベルが高まると共に，まち乃査は

まちづくりの仕組み等に燃する知識および解決能力が大

いに向上したことは事実で，設な当初の尽約はかなりに

達成されたものとみてよかろう。現に， IX内外のまちづ

くり関係グループ等との交流であるとか住民(町内会

等)の問題解決に具体的に取り緩み始めた会員も多いの

混在杉並IXも煎難な財政課題を抱えていて， 1 2年度

には{財)まちっくり公社も整理の対象となるという。

江ニボス会員のなかには， この際こにボスの後継者を育てる

ために fまちづくりカレソジjそのものを我々の手で独

自に復活をさせて，我々自身が講師隙に加わろうではな

いかt という意見を述べる人も現われてきた。その実現

を図るべく NPOについて研究を始めた入もいる。

この辺りが異体的な成果といえるのだろうか。嘗ては

日本のまちに存症していた f生き生きとした生活環境j

を， 50年近くに廷る f近代化jと f官僚的/縦割り独

占jによって分断支配されてきた市民遼が， r環境の自

治jを取り戻すのは意外と早いのかもしれない白

7. 2. 3 r杉並の坂道jの研究

平成 10年度には[滋と水，井戸を考えるj分科会の

方は尚一躍の研究を深めるべく現{f研究を進めている。

一方の[環境診邸j分科会は昨年度で一応総民報告を終

えて成果を奈げ得たので。今年度は新たに襟記のテーマ

を選んで申議をし審査認定を得て現在調査研究を進め

ている最中である。このテー?を滋んだのは， (1)区内

に分数して住んでいる会員の全員が参加できる (2)でき

るだけ気畿にそして楽しみながらすることができる (3)

魅力的で新しい会員を獲得できる，ことを狙ったもので

ある。当初の f研究趣主主欝J，こは。次のように述べられ
ている。

"fLi童が住んでいる杉並区のまちは4 汚から業にEまっ
て標高50mから 35mの緩い勾If.傾斜をもっ洪積層

の武蔵野台地のおこ展開しています。この台地を穿って

f妙i下寺!I[Jと，今はE脅察化してしまった f桃園JIIJ ， 

そして f蕎縞寺JIIJさらには I神田JIIJという 4本の湖

J 11と，夫々に属する数本の3主流・支脈(その殆どが湾立

精渠緑j蓋fとされてしまいました)が，凡そ灘~東の方

向に流れていて，これらが合体 ι 合流し爾E雪機付近で際

E自J11に注いでいます。

私達がいま住んでいる杉並の fまちjのおおもとの自

然地形(士台‘大地)は，この『台地jと，そして支流

を含めた大小の河川によって造りだされた『お戸jで，

この二つの間を「生活動線!として絡んでいる f坂道j

位総砂f!住ス ν 主ろ守閣 l 論文集方(l(l(ltf



の存在とあわせて，綴わば杉並区が持っている f本来的

な景観 イメ日ジ構造の特徴jといえるでしょう。 上に

見た f谷戸(j中積地)Jの部分には，湿地や滋悶そして
杉林などがあり，台地との際(キワ)には豊かな湧水が

湧く所鍔『ハケ』が連続していました。

このような状況は，今に残された地名からもイメージ

することができます。 阿佐ヶ谷，天沼，荻窪，擬/内1

和泉，高井戸，挑井町和問ーなどがそれですa 幸いコニボ

スの会頭が住んでいる杉並区の7つのゾーンにはこうし

た f台地jや『谷谷戸j rハケjの名残りが沢山あっ

て会員逮もこの『坂道Jを日常的に体験をされている筈

です。これらを気の向いたときに歩いて写真を撮った

り，その状況 a 感想等を区で頒布Lている燦高と等高線

が入った 1/2000の地形図に記入したりして楽しむ

ことにしましょう。坂道の名前を尋ねたり，名前が無け

れば勝手につけて名づけ毅になってみるのも面白いで

しょう。どこかに f富士見坂jを発売することができれ

ば本当に素晴しい

「環境診断マップづくりjのときと阿じように f実施

要事頁/マニュアルjを作成して共有のものとし，現夜手

分けをして調査を実施中である。践に会員のなかには闘

士地理践の数値地図を使って杉並区の色分けした等高線

図を作成 !s布をされたおt"~_J!Il)達人もおられる。杉
並には坂道がざっと 4~'500箇所はありそうで，一年
ではJjI))lI;全域を調査できそうもなく，来年度以降にも継

続して行ないたいのだが，来年からは公社が消えるとな

るとそういうわけにもいくまいb

その後色々調べて見ると，東京都区内にはこの坂道に

関心を持って研究をしているマニアックな入はかなりに

多く，出版物も五指に余ることが判った。江戸跨j"¥，;に名

前の11けられたものが多く(5 0 0館所報度)それも

港凶千代間新術文京予定J11など都心部に集中してい

て1 杉並区には今めと ζろ名のつく坂は2へ 3に過さな

いようであるn 我々の日常の生活に密着をしている多く

の坂道が，このように区民連の関心の外に最かれている

のはどうしたことか。と想、わざるを得ないn

8. r杉並区立郷土博物館jの fエコミュージアムftJ
について

そのうちに今年の 11月1 読売新腐の案内記事で添郷

四丁目にある文京阪立[文京ふるさと歴史館jが。 r坂
i車問i:!r重罪0<:めむE宮鼠康-)と銘うった平成 11年度の

f学湾企画展J/特別展示を開催しているのを主IIり，早

速見学に行った。その展示内容， !s;布資料などf耳れも識

に充実したものだったが，驚いたのは区内のi噴水地点や

防災協定井戸(¥2腐組合と浴場組合)の品質などわが

I衝と水，井戸の研究分F司会jと正に同じ問題意識の下

での展示等が行なわれていたことだった。生活空間 fま
ちjの基本(基礎)的な部分についての認識はe わが

Iょにポスjと岐に一致していたのである。

さて，欧米加などの諸関では IこLコミュージアムj

なる f博物銭活動 e 運動・システムjが‘ fまちづく

り まちおこしjの手法のーっとして盛んに試みられて

いるといわれる。わが閣にも近年 2~-3の事例を見るよ
うになったa これには色々な宇イブがあり，確定された

定義といったものは特;こないようである。

筆者が文献‘資料等を読んだ限りでは，これをーと口
にいうならば f地域に駁存している環境資産{自然康

史 人材等身)を調査してそれらを展示ないし情報化す
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るとともに，これらの地域資産を溶かしながら地域を発

展させ造り上げていく手法等について地域の住民遂の参

加を得て研究をし実践聾する f施設jであり， r組織j

であり， r活動jであるjと筆者は考えている。

欧米毒事めよ己コミュージアム地域内には f分館/サテラ

イトjが数多く配置4をされていて，住民逮がそこに出か

けて地域の学習をすると共に地域っくりについての研究

や実践を行なっているということだの偶々柊並区立郷土

博物館には，近年小 a 中学校の'!i1き教室等を利用しそ

の分館約な施設として f歴史館・資料室jを設けはじめ

てている。

また，昭和59年に設置された郷土博物館建設協議会
が答硝を行なった建設基本構怨には f杉並における郷ごと
のなりたちを至理解することにより，地域文化の発展在織

するとともに，明日の杉並を考える場としての役割を果

たすjと誕われているのである白

これらはまさにエコミユージアム(運動)を先取りし

たものといえるのではあるまいか。エコミユージアム

は，地域の過去と現疫を失'0.ると同時に未来を考えるため

の研究センターなのである。 r杉並ならではのエコミユ

ージアム運動jを起こして行きたいと考えている。

筆者は平成 11年の5月に公募に応じて区政号ニター

の委1属を受けた。上記の趣旨については，この 12月に

モニ5'リングを行ない，今春に改選されたばかりの若い

新区長から熱意のこもった返憶が寄せられている。また

年が明けて早々に郷土博物館の銀当者との話し合いを約

束しいる。良き成果のf専られることを織っている次第で

ある白 (平成 11年12月記)
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まち学醤 五軒茶撞での実臨等と F模霊堂で見る世陸谷の

鉄道麗Jへの協力

長湾側"

ーまちづくりにおける信頼関係と担い手育成のきっかけづくりとしてー

キーワード 1 )まちづくりのPR， 2)信頼擦係づくりω3)まちへの愛着

4) まちへ呂を向けるきっかけ， 5)担い手育成

1 はじめに

1. 1 再嫁発支援にあたって

私は，平成6年度から(財)世田谷区都市整備公社

(以下公社)で主に三軒茶屋二τB地区における，土地

権利者で構成される組合での施行の潟開発事業支援活動

を行ってきた者であるが，再開発が組合施行であるから

には土地権利者(以下住民)である住民の主体とならな

ければならないと常々怒っていた。しかし実態は行政や

専門家任せとなる場合が多い。また，この事業の担当者

は土地機事l者の合意形成と調整でエネルギーを消耗し切

ってしまうと言われるとおり，内部の潤題の解決が議大

のヤマであり，日が内部ばかりに行きがちであった。私

はここでの職務では，まず住誌の主体性の確)Lを目指す

とともに，できるだけ早い時期から閤辺住民等のコンセ

ンサス作りを隠始するべきと考えた。それとともに，再

開発の各種計廼議案づくりに住民の積極的な計画参加を

背景としながら，自らの手でこの地区に籾応しいものと

して作成するとともに，一般区民等にも計極参加を考慮

するべきと考えた。それらを実行するには，住民等にま

ちづくりに馴染んでもらうためのプロセスと鋳係者院で

の信頼関係の構築が絶対必要であると感じた。

私は，そのための第一歩として，住民には潟分逮が生

活し親しい空間として存在していた地区に今ー度目を|白]

けてもらうとともに，たとえ地区外の人々であってもこ

の地区に自を向けさせなければならないと感じた。それ

は正に大人主主が行う「まち学習」であると思われる。

1.2次t世代のまちづくりの担い手育成として

ある建築家が行った調査によると，幼少の頃の空間体

験等が現在の仕事に結び付いていると答えた建築家が約

9割jであったという。控 1)私自身を顧みても全くそう

である。しかし，私の場合 4 筋線で行かず，好余曲折の

末にまちづくりの仕事に就けることになったが，もっと

早くこの仕事を知ることができれば無駄な苦労も無かっ

たのにと悔やまれた。そんな自分であるから，職務を通

じて前途有為な少年少女をまちづくりの実践へと正しく

導くことはできないかと常々怒っている。現在ではその

ことを f環境学習j とか「まち学習」という言葉で表せ

られるようになった。

本論は，私が職務を通じて行ってきたその実践例とと

もに，総務以外にも→般市民の立場で協力した実践例の

報告をも通じて，まち学習へのきっかけづくりとその効

果の検誕を，自らのお来得る範関で試みるものである。

2 まちづくりのPRとは

「まちづくりはそのまちの隆史認識からj と言う。こ

のことはまちづくりに携わる者として多くの意味を含ん

でいる。まちづぐりのパートナーシップが叫ばれる現夜，

その関係づくりを行う際にも大事な視点であると思われ

る。まちづくりを行う際，そのきっかけづくりとして，

まちの隆史に際することを初手に不すことをとおして，

お互いの持つ情報交換を行うことで，お万:いの信頼高島係

づくりが有効に行われてくると恩われるからである。私

にとってまちづくりのPR活動とは，単なる広報活動と

は違い，送り手と受け手双方の倍蕨関係づくりのきっか

けとなるものであると認識している。

3 三幸子茶震での奨践にあたって

3.1 自らの少年時代の体験を踏まえて

私は東京オリンピックの年に生まれこ十綴台半ばまで

世凶谷区内松際でjjI:密谷線の音を子守歌代わりに育った。

松原は~1隅をそれぞれ{酪性的な私鉄各線で濁まれている

地阪である。父はゼネコン社員で，それに幣発されたと

見えて幼稚闘のお絵描き艇には鐙ヶ関ピル等の絵が婦か

れているが，他はほとんどが言電車の絵である。その中で

も特に当時の五JI[線渋谷駅がしっかりと描かれているの

には私自身驚いた。玉川線は私が5歳になる頃廃止され

たが，その分蚊点であった三軒茶撲での仕事は私にとっ

ての媒体験と通じることが多く，運命的なものを感じる。

ここでの職務にあたっては，学業で得たもののみなら

ず，自らの少年時代からの体験を常に締まえて，再燃発

支援の方向性やその実行等の金鍾を行い実践してきた。

3.2 三章子茶還の再開発事重量

ミ三軒茶屋は世田谷区における中心市街地である。 ~~ 

は関東大震災後，都心から移り住む人が培え，急速に都

市化した。太平洋戦争の空襲で，地域の中心部はほとん

ど焼けてしまったが，焼け跡にマーケットが建ち，その
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後活発な筒庄街

として賑わっ

た。しかし，東

京オリンピック

を機に国道246

号線が拡幅され

て地域分断が始

まり，昭和46年

には悶道上に首 写真3-2 三軒茶屋第4工区

都高速道路が巡られて，視覚的にも分断され，商業地と

して魅力的であった回遊性を失ってしまった。さらに昭

和52年の新玉川i線の勝通で，人々は便利な渋谷等に移行

してしまい，商業地盤のj沈下が進んだ。この地区は二子

玉111.下北沢同地区と共に君主任i谷庶に於いて「広域生活

拠点j に指定されている。区はこれらの地区を主に湾開

発を行って整備を図っていくとしており，中でも三軒茶

屋地区は区によって 5つの工区が指定され，第 1，第 2，

第5の各工区は是正に完成している。私が就職した績は第

2工区(後にキャロットタワーという名称になった)が

工事着手したところだったが，私は第2工区を手伝いつ

つ主に写真3-2の第4]:区の再開発事業実現化の支援活動

を行うことになった。第4工区は平成元年から住民組織

である街づくり勉強会が発足，手法を種々検討の結果，

市街地再開発事業を組合施行で実施する大方の合意を取

り，平成 5年7月からは一部地区で「三軒茶燈センタ一

地区市街地階開発準備組合j (以下i日準備総合)が結成

されていた。そして毎週火緩日午後に定例会をほとんど

欠かさず照催していた。さらに平成9年6月には， ~IJの

手法で開発が計画されていた地区も計画見直しを機に占

体で再開発することになり， I主域も拡がり土地権利者も

多くなって名称も「三軒茶屋二γ日地阪市街地持開発準

備組合J (以下準備組合)と変更して今日まで来ている。

3.3 僧性ある寓隣発ピ)~実現を恩指して

私は，この地区の同開発では 1 どこにでもある様なピ

ルではなく， 三軒茶屋の持ロ個性を生かしたどルを建て

るべきだと考えた。それを実現するためには，要所要所

で真の意見をたくさん照かせてもらいながら，この地区

特有の空間秩序の織き出しを行くことが必要だと考えた。

それには一卦l住民だけの参加だけではなく，ほとんど全

員の住民巾人 人の提案・意見・要望を草書き出すことが

まず必要であり，それだけではとどまらず，土地権利者

である住民のみの参加だけでなく，このまちを愛する多

くの人々の参加をもはかったうえで，意見集約を繰り返

して再開発の各種計画案の内容を高めていくべきと考え

ていた。しかし，問題は，それを実行する前に，住民や

支援者，協力者，担当者，専門家，その他の人々との問

で信頼関係が構築されていなければならないことだった。

4.三軒茶屋でのまち学習の実践

4.1 キャロットタワー潟開発に対する周辺住民の反応

キャ口ットタワーの建設当時を振り返ると，昭和63年

2月19EIに行われた説明会の後，周辺住民の反対運動が幾

っか起きた。世2)燭辺住民は再開発計画は寝耳に水で

あったと主張している。この説明会の段階で，時偶発計

画は基本計磁の段階まで既に進んでおり r全くの秘密

主義，非民主的なやり方で住民に対する誠意が感じられ

ないJとある地元商庖主が発言したように，反対者の多

くは「意忠決定のプロセスが正当なものでないJと異議

申し立てをしている。実際に「再開発事業自体には反対

ではないのだが，周辺住民無視の計画推進が許せないJ

との地元海底の声も報道されている。その後都市計幽審

議会の認可は問題なく下りたのであるが，それでも周辺

住民は認めず，事業完成後も異議申し立ては続いた。昭

和63年6月の区議会本会議の席でキャ口ットタワー樗掬発

問題の質問が出されたが，当時の助役は「法定手続きを

越えた!世田谷方式ともいえる住民説明をおこない需要解を

得るために努力してきたJと答弁した。では「世ffJtt方

式住民説明Jとは一体どういったものだったのか。

4.2 rまちづくり三築フェスティパル」

昭和60年から平成8年まで三軒茶屋において毎年8月

に二百間行われてきた三茶フェスティバルでは「サンパ

踊りJが綴伊iとなっていたが，これが三軒茶屋キャロッ

トタワー建設をきっかけとするまちづくりを隠約として

いることを知る人は少なかった。ましてやこのイベント

が公社を事務局として実施されていることなど多くの人

にとって知る白もなかったであろう。助役の答弁した

r j!t田谷方式住民説明J とは，このイベントのことを指

しているのである。毎回観客動員数は初当な人数だった

が，イベントはただ人が集まれば良いというものではけ

してないはずで，その白的にかなった効楽の程が問題に

されなければならないと思う。茶フェスティパルでは

第 l白白から「時開発展Jを実施し，来展者への説明や，

H併日61年度の開催では r三茶の未来を考える」という

題のシンポジウムも実施されているが，年一回の催しの

中での来爆者への説明やシンポジウムが，事業のコンセ

ンサスづくりとして十分なものとは恩われない。それが

証拠に第 1回目の開催から約2年半後の昭和的年2月の説

明会で，局辺住民が fはじめてその言語を聞いたj とか

「充分な説明がされていないj と主張して反対運動を展

開したのである。住民説明は行ったと主張はできるだろ

うが，コンセンサスづくりとしては適切であったろうか。

4.3 私の入社当時の三茶フ工スティパルの状況

私の入社当時，その開催回数も10回を越えていたが，

'1l符は公社開発係が主体となって「再開発展Jと「模擬

-]24-
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!苫j を選営してきていた。しかし，模擬j苫は，再開発股

への客寄せの羽的であり，再際発展自体パッとせず，そ

れどころかその目的も企画も驚くことに暖球なままに行

われ続けてきていた。せっかくの展示もただやっている

だけであまり興味を引くものでは無く，唯一 f三軒茶屋

の澄史パネル」と「模怒展示j が目を引く程度であった。

それらはかつて多額の費用をかけて製作されたもので，

普段は一般の人の呂に触れることもなく，公社の地下倉

庫に仕舞われていた。模型は，三事F茶燥の f過去，現在，

未来j の3点セットになっており r過去」の模型は大

正時代の三終茶屋総辺のものであったが，資料が少なか

ったためなのかあまり精巧ではなく，人に興味を引かせ

ることができず， PR効来も少なく実に残念、であった。

4，4 r再開発緩jのテコ入れ

このイベントがまちづくりを呂約とするのならば，サ

ンバ麟りではなくこの持潟発展が主となるべきであるが，

当符は手段が主になって尽約が忘れられた状況になって

いた。平成6年度調催の燃に，その実態を知ったが，平

成7年度の実施を前にして，この状況を改善するために

私は再開発展のテコ入れを企訴した。それに先立ち媛昧

なままの再開発展のもともとの隠的を今」度明確にする

必要があり，それを「地元役民だけでなく絡の多くの庶

民や他の地域からの来街者までをも対象として，市街地

再開発事業をはじめとする三軒茶屋地区のまちづくり事

業についての，宣伝普及感発を呂的とするj ことと改め

て定義し蘭した。そのための戦略として，年長者にはか

つての三軒茶震の情景を思い出させ，まちの良さを大切

にする公社の姿勢を伝え，年少者lこはかつてのヌ軒茶爆

の情景を伝え，まちに対しての日を向けさせ，米来のま

ちづくりの担い手として成長するきっかけづくりを視野

に緩いた。そして，何よりもキャロットタワーでの経験

を踏まえて，君主示の場を照いて，周辺住民等のコンセン

サスを得ていく方法として，土地権利者である住民以外

の人々からの再開発の各穣計画作成のために様々な意見

・要望・提案を聞き出し，それらを取り入れて実り多い

事業推進を図ることを考慮した。私は，コンセンサスづ

くりはすなわち参加してもらうことであると認識してい

た。こういった意克等を聞き易い環境の設定と，子供達

へのまち教育をも考慮した企画を考え，それを企画書に

まとめたつえで，公社の上司等の関係者に説明した。

4.5 展示計額の企爾

展示でキャロットタワー等の残設機望書をいきなり示し

たところで興味の無い人は皆素通りしてしまう。しかし，

目的が再際発事業のPRにあるのならば，仰とかして多

くの人にそれを克亡もらう必要がある。そこで 計を案

じ，まず展示の導入部では何か人々の興味を胞かせる仕

掛けを設けることを画策した。そこで三軒茶議のまちを

構成している聖書素で識もが長年知っている物で，かつ人気

のある物を展/1'¥に取り入れようと考えた。三三軒茶屋が最

も栄えていた時期はH併n40年前後の事であり，それが多

くの人にとって最も思い出があって懐かしくかっ興味を

抱く皇室素が存在していた時期であると考えられた。当時

は，東京オリンピックのために僚に拡輔された国道246号

線の上には醜くて空を覆う詩都高速道路もなく，そのか

わり路土には路簡電車:IiHI線が走っていた。それは，そ

の墳を知らない年少者でも，その頃に符をしてかつ現在

も実在している望書素がもしあれば，過去へのイマジネー

ションを喚起させることができる。当証寺の三軒茶屋交差

点には現あさひ銀行の主主物も既にあり，現在と当時のコ

ントラストを見るためには良いポイントであった。そこ

で，図4~5の様に当時の交差点模型や写真を展示導入部に

配置し，その展示を辿っていくとそこに未来の三軒茶屋

の得際発事業の概要説明があるような展示計爾を行った。

随4-5 寓居需要著書量レイアウト

4.6 r路菌室電率五JII線コーナー」を企画

交差点の摸慰には当時の建物とともに玉川線の言電車線

型が実際に走るようにした。去JiI線は今でも人々に人気

があり，子供達も動く電車模!裂に興味を示すからである。

私は自分自身の経験上，子供逮に燦史を燦解させるには，

歴史パネルのような言語憐報よりも視覚的に理解させる

動く模塑が鼠も有効だと確信していた。私の上司はこの

提案を認めてくれた。そこで当時の三終茶爆の写真を燦

しに区立郷土資料館及びs広報課(務広報広i蕊諜)を訪

れ，さらに燦示ケースを借りに世間谷美術館を訪れたが，

どこも非常に好意的で大いに助かった。また，郷土資料

館には玉川線廃止符lこ寄付された実物資料が多数有るこ

とが分かり，展示品として特別に黛していただりること

になった。その際学芸員に，五JII線がもともと明治の煩，

地域綴葬者のために地元有志によって発起された綴であっ

たことを教えられた。つまりもともとは11民発意の事業

だったのである。私はその開通によってもたらされた恩

恵を深く認識した。そして，その理念と;&を多くの人々
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に知ってもらい，今後の住民参加のまちづくりの勝発に

活かすべく，特別に玉川|線コーナーを設けることにした。

しかし，前記の展示模型を発注する段で公社事務局長

からクレームが出された。局長は，この頃うるさくなり

だした区議会野党議員らから問題にされることと，ある

私鉄企業との務係を疑われる恐れがあると発言した。私

は，何とか必死に交渉して金爾を認めさせたが，模型製

作費婦が大幅に持IJられてしまい，まともな模型が出来な

くなった。ところが私は学生時代，建築模型製作等のア

ルバイト経験があり，趣味でも模型製作を行っていたの

で.基本となる部分だけは専門業者に委託し，足りない

部分は私自らが取り合えず製作して，今年度をしのぎ，

次年度以降に少しづっ作り足せるようにしておいた。

4.7 r再開発展J実施の結果

会場には多数入場者があり，長時間展示に見入ってい

る人も賠た。 28問の実施で観客動員数も数百人はあっ

たと推定された。動く電車模型も子供達に大変好評だっ

た。また，年輩

者逮はそれを克

て思い出話に花

を咲かせてい

た。実施した結

果，大きな反省

点としては，多

くの来展者に意 写真4-7 再開発緩会場風策

見聴取するにも 2日間という短い実施期照では限界があ

ったということと，また，今思の展示等の効果を公社上

層部等に理解させられなかったことであった。

盟主年の涛照発展でも再度玉111線コーナーを設けるべく

企画書を作成して上可に提出したが，それが公社の k層

部の出席する調整会議の路上で彼らに説明された。その

結果，上層部から私の企画1に批判的な意見が泊された。

昨年の実績もあり，企画もすんなり通るものと患ってい

たのに，意外だった。しかし，そんなことにひるまず，

自らの企画を推進しズ再度結果を出し，彼らに実務の効

果を示そうと患い，昨年の模殺もグレードアップして再

度玉川線コーナーを設けた。その結果，写真4-7の様に来

展者も多く，展示の言平和iも上々で，昨年同様長時間展示

に見入っていたり，思い出話に花を咲かせているζ年輩

の方々が多数おられた。特に交差点模型は女の子に可愛

いと好評で，乳幼児でその場を長時間離れなくてお母さ

んを悶らせる女の子も居た。私の実感ではあるが，老人

や子供に対しでは大変喜ばれて大成功であった。

5三野茶屋でのその後の実践

5.1 実現しなかった f三軒楽屋ミニ博物館」の企画

「再崩発展Jは年2日と極めて期間が短かかったが，
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そんな折，平成9年11月から三事F茶屋の検出谷通りに砲

したプレファブ事務所内に準備組合事務局が震かれた。

事務局は毎週月火水金の午後に関かれていて，公社から

も人が詰めることになった。建物管環は9年度から公社

に移管されてきていたが，会議室や準備総合事務局とと

もに，建物の通り沿いの援面にはショーウインドーまで

設けられていた。一等地に立地するこの建物の管理を怨

当し，かつ準備組合の事務局まで置かれることになった

のも辛いと，会議室主には再朔発展に毎年用いている三軒

茶屋量産史パネルや模裂を展治し，ショーウインドーには，

人目を引かせ，かつまち学課につながる仕掛けを新たに

作ろうとした。三軒茶屋の歴史の紛介と再開発P設を常

設しようとしたのである。また，R1J述の様に再開発の各

種計画素案作成には，この地区の持つ特牲を理解し，新

しい界i稜牲を創造することを目指して，どこにでもある

様な再開発ピルの建設を行わせないためにも，多くの人

々から意見・要望・提案を数多く聞かせてもらう必要が

あった。それに先だちお互いの信頼関係づくりが必要だ

ったが，準僚組合定例会等で会議室を使用しない時には，

事務局隣室時間に需要って，三事F茶厳ミニ博物館として一

般に繍放することで人々の来室を促し，お互いに顔兇知

りになることで，まずはお互いの信頼関係を築いていこ

うと思った。 ず

人通りの多い

世凶谷道りに面

したショーウイ

ンドーには，か

つての三軒茶屋

を代表する施設

の古い写真とそ

の説明パネルの 写楽5ー1 3i噂1裂単箪模型

他に，特に玉電開通当時の l毅単車の大型で実際に走る

模事lを専門家に製作委託し，写真5-1の様に，ショーウイ

ンドー内で実際に走らせるようにした。そうすれば，道

行く人々も足をとめ晃入ってくれるだろうし，子供遣に

もまち学習を行わせる ζ とができるだろうと思った。こ

のような仕掛けを設けたうえで，さらにそこに三軒茶屋

二丁目地区再開発事業計幽の紹介パネル等を設置するの

が有効であることを，異動で来た新事務潟長に提築した。

しかし，これらの提案は後述するように，ある大口有

力土地権利者が準備組合に加入していない状況のなかで

は，昔寺期尚早であると叩撤されてしまった。私は，当地

区の再開発事業のPRやコンセンサスづくりは，各種計

画素案づくりを行おうとしている今だからこそやるべき

だと強く主張したが，それは濁き入れられなかった。

5.2 有力権利者の未加入問題

三軒茶屋二丁目地g再開発事業では，大口土地緩和i者
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の未加入問題が大きな課題であった。この地保は戦前

「仲見世百貨1古j と呼ばれる務業施設が存在した。その

調設者は古くから土地に存在し，地域の振興のために尽

くした人物であり，世田谷で最初の映画館の湖設者でも

あった。有力権利者はその末務であった。三軒茶屋は区

内総ーの歴史地区であるが，戦後の繁栄はそういった漆

史を際みることもなく，古くから交差点の道しるべだっ

た大山道の道標も一時は打ち捨てられそうになっていた。

私が実際に最初有力権利者に会った際，三軒茶爆地区

に対して並々ならぬ窓い入れがお手寄りであることを望書す

ることができた。この方は，歴史を顧みない地区の人達

に対して憤っていた。私は三事F茶屋の康史をきちんと認

識して，得隠発にもそういった歴史を踏まえた計画を作

成することを約束することで，この方からの信頼が得ら

れると考えた。そこで私は三軒茶鰭の膝史について勉強

するため，古い写真や資料を集めるとともに，おくから

土地に居る方々に実際にエピソードについても聞かせて

もらいに伺った。そして何かと口実を兇つけては有力権

利者に電話連絡をとり，実際にお会いしたい旨を申し出

ると，そういった努力が功を奏したのか， I出の人には援

なだった有力権利者も私には会ってくれ，会う度に地区

のことで長話になった。つまりお貰いの信頼関係の機築

を行うことができ，後述する f三軒茶熊燦史展j に展示

物として物品を借りたりもできる関係になったのである。

5.3 r三軒奈震歴史農Jの実施

キャロットタワー完成後，前記三茶フヱスティパルは，

(財)世田谷区コミュニティ振興交流財図が事務局とな

って世剖谷アートタウンとして引き継がれ，平成9年か

ら毎年11月に機催されるようになった。これは大遂芸を

三軒茶屋地区のいたる所で実絡するもので，実施当日は

棺当な人出となり，世田谷轡察署の発表で2日間で 13 

万人の人が集まった。それを実際に見て取った私は，こ

れを引き続き三軒茶屋二下陸地区再開発事業のPRの場

として利用しない手はないと感じた。そこで準備組合に

対してこのイベントの実B量販問中に，そのものずばり

「三軒茶屋燈史燦Jを実絡することを平成10年の第 2部

世田谷アートタウン開催の擦に提案した。これは，実行

させてもらえなくなった前記ミニ博物館の代替にもなる

ものだったが，この実施提案にあたり，あくまで準備組

合が主催して実施し，我々公社はその支援をすることを

強調した。公社も土地権利者の一人だったキャロットタ

ワー再開発事業での「得隠発展」は，公殺が主体で実施

していたが，この三軒茶康二「臼地区での再開発では，

住民が主体になって再開発事業を推進していくべく我々

公社は支援活動を行ってきていた。しかし住民の主体性

は今一歩の感じで，まだまだ公社を頼っている状況であ

り，何とか住民の主体性を確立させることが諜題となっ

ていた。そこで手始めに，この隆史艇を住民主体で行う

ことを提案したのである。実施初年度のお繕立ては我々

公社の方で行わざるを得ないだろうが，次年度以降は自

分遠で行っていくための経験としてくれるように綴った。

パネル等の物品は予め滋び込んでおり，その他にも前

記準備組合米加入の有力権利者にも歴史股示の物品を貸

してもらうことにした。これにはお立いの際係をより強

いものにするという意図もあった。省「カ権利者には，大

正時代の狭函館朔設当時の械や従業良の半纏の襟地，映

爾館と共に終営していた芝居小屋太宮館の手あぶり鉢等，

家宝ともいうべき品々を借してもらうことができた。

実施の結楽は，再持層発燥に比べ三軒茶屋康史展とした

ことによって，呼び込み然しでも来展者が揃白いほどス

イスイ入ってきてタ議にも鳩して長湾問展示物に克入っ

ている人が多かった。そして，常設震として欲しいとの

要望が特に多く出された。来展者を 2EI織に亙って応対

していた私には，三軒茶屋は歴史的地復であることは一

般の人々も周知じていることであり，もっとその療史を

知りたいという欲求が人々の中に強く存在しており，か

っその墜史をもっとアピールするべきであるという気持

ちを持っているということを，直後感じることができた。

展示物をきっかけとして，私をはじめ手伝ってくれた住

民らと親しげに長待問話に興じる人も多く居て，このこ

とからも，一般の人々との信頼関係づくりやPRには地

区の歴史展示を用いるのが有効であることが確認できた。

6. r模型で見る世間谷の鉄道援」への協力

6.1 郷土資料館からの協力依頼

私は，まち学習へのきっかけになって欲しいという殿

いから，多くの子ども逮に的かの機会に公開したいと思

い，世間谷を走る鉄道束縛の模恕を収集していた。これ
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臨6-1 r模型で見る世限谷の鉄道滋J会場展示薬内図

を郷上資料館から企画展に使いたいと貸tH依頼があった。

模型は，京三E，井の頭，小凶j急，東急、，ヨ三議各線の110

ゲージ模型lが中心だが，図6-1の綴に牒示ケースに納め，

援面には昭和30年代に撮影された鎗車や駅の写真を掲出
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した。さらに公社で製作した前記玉爾 I型単車の模型も

貸し出して会場のガラスケースの中を走らせた。また，

展示物の製作にも協力した。実際に車両模型聞の走る模型

ブースは私のアイデアで，区内でも模型にするとインパ

クトが強い場所ということで，下北沢と二子玉川の昔の

情景模型を作り込んだのであるが，それぞれがエンドレ

スになっていて，電車は正面ブースの墜を突き破って讃

へ思つで局してまた正面に返ってくる機迭にした。

6.2 翻館以来の入場者数つ

事前通知が行き渡ったせいか入場者数が多く，急ぎ数

のカウントが行われることになったが，計測できただけ

でも34B関で4，660人の入場者がいたという。これは通常

の金幽展の倍以上の数であり，関係者によると今までに

経験したことが無い位の多くの入場者数であるという。

私も時間の許す限り会場に幾度となく足を運んだが，

狩簡によっては大変な賑わいで，鉄道マニアよりは一般

の人達が多く，かつリピーターの多さにも驚いた。実際

に，小さな子供を連れた家族連れや老夫婦，孫を連れた

老人，子供を逮れたお父さんなど，世代を越えた来館者

が多数あり，会場で見ず知らずの人達戸}ことが世代を越え

て会話を交わす状況も生じていた。実際に電車が走るジ

オラ?では，子供述が 2~3持部もその場を離れなくて

殺を医らせる穏であり，飽きっほ。い子供が多いと言われ

る昨今では，珍しい現象かもしれない。本当に小さな子

供から高齢者まで，皆さん熱心に見入っていた。

6.3 入館者の反応

来館者全てにアンケートシート記入をお綴いするより，

意見記入ノートを設潰して自闘に醤き付けてもらう方法

の方が，印象から導かれた気持ちを言葉にして主催した

慨に伝えようという意志が働いた結果なので，それだけ

強いアビール殺を持つものである。従コてその内容は来

館者からの真の反応となる。意見記入ノートは展示室出

入口にさり気なく設歯されていたが，言葉を書き残して

いった来館者数は延べで131人にのぼった。そこに銭され

ていた言葉の一部を，ここにに紹介させていただく。

「振り返れば様々な段階を経て今に塗っている訳で，

鉄道という子供も興味を持てる物から学べるチャンスは

良い企画でした。 J I鉄道という視点から街を見るとい

う展示が他の所でもやってくれることを願ってやみませ

ん。 J r電車を通じての世相八景，今にして全く想像出

来ない位の変貌。これ等の電車，写真を通じて，改めて，

子供，孫に話してあげたいo J r地域に密着した鉄道の

金頭が多くの人を集めている様で，とても素晴らしい事

とJ思いました。 J rもけいで見る世白谷の鉄道てんじし

てくれて，アリガトウございました。一生わすれません

かれ学5年) 0 J r交滋簿物館では見られない地域機着

型の展示で大変楽しかったです。 J r模型で見るという

点で非常に好感が持てました。 J I模型の持つ説得力は

栴当大きいと思いました。 J r今はしんじられないこと

が昔あったのでび、っくりしました。写真やもけいなどが

あってすごくわかりやすく楽しかったです ω、学生)J 

以上のようにこの展示に対する反応は概ね好評であり，

さらに付け加えれば，この皇室示を常設にして欲しいとか，

またやって欲しいという要望が数多く見受けられた。

7おわりに

私は，お祭りやまやかしの住民参加や，多くの手間を

かけても一部の人主主の参加でしか行われないワークショ

ップやまちの探検等よりも，もっと有効な形での住民参

加を行いたいと願い実践してきた。しかし私の実践は，

そのきっかけをつくることで止まってしまったのである。

なぜならば，私は再言語発支援の担当を外されたからであ

る。こうなってしまっては，住民自身の主体性で真の住

民参加を実現していってくれることを願うばかりである。

以上は，世田谷区において，主に住民議体のまちづく

りである市街地問偶発事業組合施行に対する支援活動の

実践において rまち学習的手法Jを用いた私自身の実

践についての報告である。その実施に当たっては，自ら

の体験を常に念頭に蜜いたが，私自身は微力でしかなく，

嫌々な実践が実現できたのも，多くの人々の協力があっ

てのことである。この実践報告に対して，どうかみなさ

まの忠俸の無い評価をいただければ幸いである。

<注>

1)仙罰 満著子どもと遊び!岩波新議 1992.12前書きより

2)この問題は、戦s.読売!毎日!東京の各新聞が記事で取り上げた。
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・先進諸国における求ちづくり学習J 併せ}全開建設研修センタ ， 1995 
3 

(財)住宅総合研究財団 住教育委員会編著これからの環境学習

まちはこどものワンダャーーらんど，風土社， 1998.7 
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まちづくりのためのデザインガイドライン

英国ヒューム地区デザインガイドライン

キーワード 1 )デザインガイドライン、 2)英国、 3)都市再鴎発

1. はじめに

まちづくりについての関心の高まりの中で、現在そ

の様々な手法の研究、実践が進んでいる。その中でも

まちづくりの逃程においてその基本となる目的、手法

を示したデザインガイドラインの作成はまちずくりを

進める上で有効な手段であり、現在多くのデサゃインガ

イドラインが作成されている。注1)英闘においても、

1970年代にまち全体としての住環境改善、保全の機

運が高まり、その指針としてのデザインガイドライン

の作成が四方自治体ごとに進められており、現夜、多

〈の自治体が独自のデザインガイドを持っている。設

2)こうした英国の事例は今後の日本におけるデザイン

ガイドラインの作成においても、おおいに参考となる

ことであろう。

英留におけるガイドラインはそれぞれが地方自治体

ごとにつくられているつそれゆえ、その内容や手法も

様々である。しかし、その種類は大きく分けて二つあ

る。一つは既得の住環境を守る事を目的に作られるも

のである。 1973年のエッセックス市が作ったデザイ

ンガイドラインがその代表的なものである。ここでは、

新規の開発が既存の町並みをどのように守るか、その

景観の保護に主娘がおかれている。これに対してもう

一つは、新たな住宅地の開発においてどのような住環

境在民摘すか、そのためにはどのようなデザインが塑

ましいかを規定したものである。今日の日本のまちづ

ぐりの状況と比べたとき、後者のデザインガイドライ

ンの手法の万が日本の状況に近いであろう n そこで本

稿では、新たな住宅地開発におけるデザインガイドラ

インの代表的なものである?ンチェスター市ヒューム

地区開発のデザインガイドラインを取り上げ、その手

法を研究、その実際立主での有効点とその問題を考察す

るA

本稿の構成i立、まずその隆史的、社会的な背景を考

祭、そしてとューム・デザイン・ガイドラインを取り

上げ、その手法を検討する。

2 マンチェスター市ヒューム地区の歴史的背景

産業革命の後、マンチ工スターはイングランド北部

の中心都市として著しい発展を遂げる。マンチェスタ

129-

漆原弘

ーの中心地に燐接するヒューム地区は、度業の発展と

ともに形成された労働者のための住宅地であった。労

働者向けの策錨な賃食住宅によって構成されたヒュー

ム地区の人口は 1合世紀半ばに急激な増加を示す。こ

の急激な人口の増加により住環境は著し〈惑化、 20役

紀の始めにはマンチェスターで最も劣悪なスラムとし

て知られるようになった。 1923年の統計によると、

マンチヱスターの平均人口密度がお:人/エーカーで

あったのに対し、上ュャム地区の平均は 136人/エー

カ一、ヒューム地区の中でも市街地に隣接する北側で

はその人口密度は 19日人/エーカーまでと界する事と

なった。文1)

第二次世界大戦後、マンチェスター市はヒューム地

区の再開発に乗り出す。 1965年にヒュぃム地区を閉

鎖、既存の建物を撤去し、システム・ビルディングに

よる集合住宅の建設をはじめる。その中心となる建物

は 8階建ての片廊下式の集合住宅とら棟と 13棟のタ

ワー・ブロックであった。すべての住宅の建設を 1970

年代の初めまでに終了、 12，000人のための全く新しい

町が造られた。 関 2-1はその開発の後の様子を示す。

しかし、完成から 10年経たないうちに、様々な問題

が生まれるの…つは建物それ自身に対する住民からの

不満であったc ほとんどの住民は、はじめて中高層伎

悶2-1 システムビルディングによる再開発
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宅伎む人が多〈、中高層住宅に住む事t::;付し不満が募

っていた。水が漏る、隣戸、上下階の騒音がうるさい

など建物の物理的な性能に対する不満も高まった。さ

らに大きな問題は、この地区での犯罪懇の増加である。

社会的な問題の増加により、ヒューム地区は市の中心

に縫援しているにもかかわらず、マンチェスター市の

中で孤立化、さらに住民の流失が進む。これにより、

さらに住環境は慈化、犯罪率の上昇が起こり、コミュ

ニティーの崩壊が引き起こされる。

こうした状況の中、往氏、布、中央政府により問題

解決のための様々議論がおこなわれる。 1991年にこ

うした都市問題解決に焦点を絞った、シティー・チャ

レンジと名づけられた中央政府の樗照発プログラムが

始まる。ヒューム地区もとのプログラムの対象地域と

なり、マンチェスター市、中央政府は合同でヒュぃム・

リジヱネレーション社を設立、中央政府からの様助金

を得てヒューム地区の降開発がはじめられた。

60年代のヒューム地区の再開発は市によりすべての

住宅の建設がおこなわれたが、現在、英国では中央政

府から地方自治体への住宅建設のための補助金は療止

され、かつてのように市が直接住宅の建設をする事は

なくなった。今回の再開発においてはヒューム・リジ

ェネレーション社:が再開発全体のマスタープランを作

成、実際の住宅の建設はハウジング・アソシヱーショ

ン及び民間企業が中心となっている。注 3)

3. ヒュ ム・デザインガイドラインの構成・内

容

ヒューム・デザインガイドライン(正式名称は

Rebuilding the city， A guide to development in 

Hulme)は 1994年 6丹、ヒューム・リジヱネレーシ

ョン社によって製作、発行された。ヒューム地区に建

てられるすべての建物はこのデザインガイドに準拠す

る事が義務づけられ、建物の建設を市に申請する際に、

fIjが他の法規的な規制と共に、デザインガイドライン

に準拠しているかどうかを審査する。ここでは、デザ

インガイドの構成、内容を検討する。

3.1 織成

デザインガイドラインは以下の 5章に分かれている 2

1. 序文

2 ヒュームの歴史

3 デザインコンセブト・開発戦略

4 デザインガイド

5 技術的概要

まずこのデザインガイドラインでは、最初にヒュー

ム地区の歴史に焦点をあてる事により、その社会的な

問題の原因を明らかにしているυすでに波べたように、
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ヒューム地況の最大の問題は犯罪率の織さ、地域のliJ[

1L化、コミュニティーの隣接である。ヒュームの澄史

の章ではこの地区の発展の恋史と、そのための急激な

人口の培火による住環境の懇化、さらに 60年代の近

代住宅団地による再隣発と、その近代役宅団地に起こ

ったこれらの問題とその涼毘をその康史を通して明ら

かにしている。

ここで役目すべき事は、ヒューム地区のデザインガ

イドラインが他とは違い、既得の環境の保全を閥的と

したものではなく、こうした地域の克服を課題として

いる事である。ここで明らかにされた問題は次主主にお

いてその解決の手法がデザインコンセブト/開発戦略

として示される。

3.2デザイン・コンセプト/開発戦絡

ここでは 9つのキーワードによってまちづくりのコ

ンセプトを示している。それらを以 Fに示す。

・公共空間(thepublic realrn) 

-道路と広場(streetand square) 

-様々な用途と所有形態の混成(richrnix 01 uses and 

tenure) 

・密度(density)

・まちへのリンク(ljnksthrough and to Hulme) 

.場所の特性(asense of place) 

-愛者心(stewardship)

・持続性(sust:ainability)

これらのキーワードを通して強調されている事は第

ーに安全な住環境のための公共空間、道路、広場の重

要性である。そして、良いコミュニティーの形成のた

めは、住民が長期にわたり住みつづけたいと思うよう

な安全で磁力的なまちづくりの必要燃である。そのた

めに、呉体的な街の形態として、テラスハウスのよう

なすべての役戸が道路に沿って建てられた路部磁の?な

層集合を中心としたまちづくりを日擦としてあげてい

る。(密I:3-1)さらに、質の高い、安全な公共空間の形

成と共に、場所の持つ特性や住民の衡に対する愛着心

を管てることの必要性を強調している。さらに、かつ

てのようにゾトニングによる都市計幽で住む場・{動〈

場を分けるのではなく混合する事により、往E誌に{動く

場を援供、さらに常に活気のある町を作ろうと意関し

ている n こうして、安全で活気のある、住民が愛者の

もてる住環境こそが良いコミュニティーを作り上げる

条件であり、良いコミュニティーの維持が安全で良い

住環境の維持へとつながると考えられているさらに、

このために具体的にある程度の高密度を実現する事、

さらにそれを持続させていくような努力をしていく事

の重要さをまちづくりのコンセブトとしてあげている

開発戦略として、各事業者による実際の照発におり
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るデザイン・ガイドラインの位置付けをしている。こ

こで、このデザイン・ガイドラインは“開発のコンセ

ブト、穣類、雰囲気を定義するするものである(訳筆

者)"文 2) と述べ、形態的なデザインではなくまちず

くりの手法を定義していることを強調している。さら

に、務発者に対し市への建築の申請持にこのデザイン・

ガイドの内容が設計に反映されていることが必要であ

る事を明記している。

E書3-1 住戸の配置Eパターンの変化

(右図 1960年代、左Il<Il.克症を示す)

3.3 デザインガイド

デザイン・ガイドにおいて、呉体約なデザインのた

めの指針が以下の 10のキーワードに沿って説明され

ている。

-道路(thestreets) 

.混合(int巳gration)

.密度(density)

ー一体化(permeability)

-経路と交通(routesand transport) 

・ランドマーク、通景、焦点(landmarks，vistas and 

fo田 i凹 ints)

・場の定義(definitionof space) 

.アイデンティテイ】 Odentity)

.持続性(sustainability)

・ヒエラルキー(hierarchy)

ここで具体的に提示されているデザインに隠する指

針の特徴は街の、建物の憐成にかかわる機能的な側関

について述べでいる事であり、町並み保存におけるデ

ザインガイドラインのように建物の形状、素材といっ

た事に関する主主体的な記述はない事である p こうした

機能的な指針は既に示されたデザイン・コンセブトに

もとづき作られたちのである P

伊jえば、良いコミュニティー形成、そのためには犯

罪が起こらない安全なまちである必要は、まちのコン

セブトとして定義されている A そこで、公共祭f閣に常

131-

に住民の目が届くようにし、犯罪を起りにぐくするこ

とを意到して、すべての住戸を道路、広場に習するよ

うに設計、また、各住戸は道路から 15メート)v以内

とする事を具体的なデザインの指針として定めている。

さらに、常に道路、公共空間に人がいるようになり、

公共空間の安全性を高めるために、道路を単なる通行

の場所ではなく住民のアクティピティーの場となるよ

うデザインする事を定めている。

住民がまちに愛着を持ち、長〈住みつづける事が良

いコミュニティーの作成のために必要である事は、ま

ちのコンセプトとして定義されているが、そのために

具体的に地域の性格に合ったデザインをすること、パ

ブリック・アートやストリート・ファーニチャーの設

霊堂を定めている。また、住戸にJd舗やオフィスを併設

する事をガイドに定め、用途の交じり合った街を形成

する事により、住宅のみではなく織ぐ場を提供、より

住民が衝に密着できる環境を意図している。実際、こ

のデザインガイド沿って作られた集合住宅も既に完成

している。ホームスフォー・チェンジと名づけられた

ヒューム地区の中にできた 5階建ての集合住宅は、 1， 

2階に庖舗、才フィス、芸術家、工芸家のためのスタ

ジオ、さらに集会場を兼ねた劇場を設け、 3，皆以上に

往戸を配置し、住む場所と働〈場所の調方を地元に捻

供している。(1羽 3-2)

このように、犯罪の少ない安食な住環境と良いコミ

ュニティーの形成という蛤象約なデザインコンセブト

をデザインガイドにおいて、具体的な建築約な手法に

転換、まちづぐりの指針としている。

阪3ω2 ホームスフォーチェンジ

4 まとめ

とューム地阪でのデザイン・ガイドの最大の巨的は、

良いコミュニティーを形成するためのまちづくりを進

めるかである 良いコミュニティーの定義は非常に拙

象的で理解が難しい c そこで、ことでは地区の問題を

具体的に検討、そして、犯罪を減らす事や、役:E誌に愛
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着のもてるまちを作るといった呂的が示される。さら

に、それらの目的に対し、具体的な設計の手法を提示、

デザインガイドラインとしてまちづくりの指鈴にして

いる。

ヒューム端医でのまちづくりにおいて最大の陣容と

なっていた事は犯罪慾の高さである。このデザインガ

イドラインにおいても、この問題に対し建築約にどの

ように取り組むかが重要な課題となっている。こうし

た問題に対応して作られたこのデザインガイドが、務

夜の臼本のまちづ〈りの課題に直媛応用できるとは考

えられない。しかし、良いコミュニティーの形成とい

う強象的な課題をデザインガイドラインという具体的

な建築的方法論へ転換させる手法は今後の日本のデザ

イン・ガイドラインにおいても参考になるのであろう。

<i，主>

1 )本稿ではデザインに関する具体約かっ個別の規定をデザ

インガイド、そのデザインガイドがよって構成された総体と

しての指針をデザインガイドラインと呼占し

2 )建物のデザインに関して地方自治体が積極的にかかわっ

ていくべきであると中央政府も政策として認めている。環境

省の発行する PlanningPoliι:y Guidance NO.1のなかで“地

方自治体は縄闘の環境に対し明らかにスケ~-)v、デザインの

なじまない建物は(申請の段階で)受け付けるべきではない。"

(paraA2、訳筆者)と述べ、実線、自治体ごとのデザイン

ガイドラインの制定を推進している。しかし、デザインに関

する議論は多くの場合、主観的なものであり、その判断をめ

くaつては議論が分かれる事が多い。 (Departmentof the 

Environment， 1992， Planning policy Guidance， Nol， 

Genera1 Po1ides on Principles， London: HMSO) 

3)ハウジング・アソシエーション:住宅供給のための NPu

鴎体。その歴史は 19世紀の後半にまで遡る。政府が公営住

宅の新規建設を中止した現在、ハウジング・アソシエーショ

ンは低所得者、高齢者向け住宅などの供給をおこなう中心団

体である。

<参考文献>

1) Hulme Regeneration Urnited: Rebui!ding the city， A 

guide to development in Hulme， Hulme Regeneration 

Limited，1994，p5 

2 )前掲謡、 pl6

<図>

本稿の閣はすべて Hulme Regeneration Limited 

Rebuilding the city， A guide to development in H叫me，

Hulme丑_egen巴rationLimited，1994より転載ら

漆原弘 ヨーク大学大学院建築学部博

士諜程在学。英国における戦後の集合住

宅政策とそのデザインの発展について日

本との比較を研究テ}マとする。

-]32-
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斜面地を利用した衝づくりから考える

一分譲集合住宅における街づくりを過して

キーワード 1 ) 道 2)コミュェティ小路

3)気配の空間 4)錨建住宅

5)生きつづける街

1 斜箇地の利用一一一ー街づくりは道づくりから

今回、報告するのは、横浜市青葉区荏子簡で実施建設し

た、斜面地を利用した集合住宅の伊jである。

敷地は不整形で締長く奥行きのない急な斜阪地であり、

戸態住宅を建てるには、造成が難しく、事業性が悪いと

して放澄されていた場所である。この場所iこ集合住宅を

建てるとしたらどのようなものが成立するのか。どのよ

うなものが好ましいのか。また、土地が求めている形が

あれば、それはどのようなものなのだろうか。そこから、

計画がスタートした。

敷地(土地の譲)を毒事議するという基本的なスタンスの

もと、いろいろと検討した結果、 f道』というキーワ…

ドが浮かび上がってきた。斜商地の中央をトラヴアース

する生活軸としての、歩行者専用の道(IR!-1 )を造る。

この道を中心軸として、各住棟、各住戸を配援すること

により、相互の関係性のポテンシヤノレの高い、生き生き

とした一つの新しい衡を生み出せると考えた。

まず、この新しい道を既存の東西に平行する 2つの道と

結び付けることから始めた。斜街地の特性を生かして各

住棟を分節して配置出来るように、縞の白状に細路をつ

くり道のネットワ}クを形成する。(1R!-2) この細路

により、中央の道(センターモール)と、上下の既存の

道絡が結び付けられ、新しい関係が生まれる。センター

モーノレが骨格(背骨)となって、街づくりの一つの文脈

(子ーゼ)が成立する。

すなわち、「街づくりは道づくりからj 、「魅地として

の道が豊かな関係性を誘発し、生活の場としての魅力あ

る街を形成するJ、という文脈が生まれる。
マ

(殴-2)

I竜滞除キ

そして、このセンタ}よそ}ノレに沿って、住棟(住戸)を

アトランダムiこ自己盤することにより、接道き盟集落として

の、道を媒介とした街並らしきものが発生する。(図-

3) この街並らしきものは、コンタに沿って住戸を配置

したものであるため、住棟の並び方が幾何学的ではなく、

験問の多いルーズな自然発生約な様相となり親しみ易い。

(悶…3)

また、敷地全体が不整形でねじれた主主りの斜面地である

ため、センターモーノレは王手織ではなく、階段やスロープ

によって上り下りする、適度に曲が号くねった、変化の

ある様相となってい

る。このセンターよそーノレを、集合住宅の中心として、積

極的iこ計画lこ活用しようと、口ミュニチイ小路と命名し、

木曽石による石畳状の舗装をした。この石景の道を歩く

ときに展開する、イタリア山岳都市風な統一感のある風

景を日常的に体験することにより、自分たちの衝として

のアイデンティティを感じ、自分たちの街(場所)とし

ての愛着が生まれてくる。また、路地空間を活性化する

ために、所々に巾をふくらませた広場状のスベースを設

け、ベンチ等を置いたり、道に沿って四季おりおりの花

がさくように植栽をするなどの演出をしている。

『道は単なる道ではなく、そこに住む人々の大切なコミ

ュニケャションの舞台である。』というコンセプトを大

切にして、街づくりを考えていきたい。

(イタリア向島者WiTiのイメージ)

-]33-
住 総 研 伐 求U さ乞学習論文集 LO(l(¥!:下



2匂狭さを活かす発想一一一一気配の空間(場}をつくる

石畳のコミュニティ小路がそれぞれの住戸を結び付ける

鑓係性の嬢点となる。

耳Zu霊的に免れli、(図-4)のように、さまざまな要素

が点夜する。小広場、スロープ、階段状の歩道、 トンネ

ル、ブリッジ、総道、怒り階段、そして、四季おりおり

の植物。これらの要素がコミュェティ小路の点景として、

「場j を感り上げ、「場Jの星野度を痛めている。そのさ

まざまな要素の中で、人と人との関係、人と場所との翻

有な関係が生まれ、多様な日々の生活のシーンが展開さ

れる。そのシーンの積み重ねを通して、「私」の場とし

ての個別性が生まれ、「君、Jの衡としての愛着と誇りが

形成される。

断面的に見れば、各イ主棟は(図-5)のように、斜面地

の地形を生かした段差のある構成であり、挟まれた空間

としてのコミュミティ小路は、決して広いとは言えない、

むしろ狭い空間である。ここでは、あまり広くない閤わ

れた場所のなか、そこに跨る人々の相互の視線が、場を

濃密なものとしている。

A棟断面 (図-5)

見る見られるという関係の中で、人は婚黙のノレーノレを作

り出す。この/レーノレを了解することにより、人は、その

場所に住み込むことが出来、居心地の良さを感じること

が出来る。外部のものにとっては、ここはi監に見られて

いる場所であり、誰かに監視されているような居心地の

惑さを感じる場所である。ここでは、狭さが、外部であ

りながら内部であるという場(状況)を作り出し、闘に

見えない毅密なコミュニケーションを生み出しているよ

うに怠える。計磁された「狭さJが、一つの人照的空間

としての、局地約なコミュニケーションの場を演出し、

f気配の空間Jというべき雰囲気のただよう磁場のよう

なものを形成している。

すべてのヒューマンコンタクトはここから始まる。日々

の流れの中で、将瓦に見る見られるという騎係を過して、

出会いが生まれ、徐々にコミュニティのようなものが生

まれてくる。人と人との関係は空間の務係性の中から、

ゆっくりと費量成される。関係憾の豊かな場からは、主主き

主主きとした関係(と品ーマンコンタクト)が生まれてく

る可能性(確率)が高いことは確かなように思える。

選は1ミュニケー河ン

の舞台

道の要素

⑥ 小広場

@ トンネル

③ 階段で後続

盤 ブリッジ
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3 戸建から密態へ_f鑓別化jする『私jの家

1 ).個別化する住宅

集合住宅・戸建住宅という爾一的に区分けする考え方か

ら、住む人の偲性に合わせた偲別(個建)住宅へと、考

え方fを変えていく必要がある。住宅は集合か戸惑かとい

う区分けではなく、お仕着せの規絡品住宅なのか、オー

ダーメイドに近い「私j のための住宅なのかによって区

分けされるべきものである。日本では、衣食住と、住む

ことは最終の欲求であり、住む場所さえあればというこ

とで、その中身については比較的淡白であった。そして、

その中身を問うことをせず(中身はどうでもかまわない、

とりあえず住宅という構えを)持つ(持ちたい)という

ことが目的化されてきた。家族の一つの事業として(戸

建)住宅を持つということが大きな目標とされてきた。

今、「所有から利用へj ということが強く言われ始めて

いる。単に持つことではなく、「私j に合ったものとし

て使い込むことが大事なのである。衣服にせよ、食事に

せよ、自分に合ったものを人は選ぶ。住宅においても、

そうなのである。「私Jが偶別化しているのだから、当

然、「住宅j も個別化すべきものなのである。

そこが、いままでの住宅計画から抜け落ちていた。常に、

転発しやすいものとして、標準約なもの、一般的なもの

が求められてきた。住む人の俄性とか、生活の個別憾と

かは無視されてきた。その反省、として、今回]のプロジェ

クトにおいては、住む人それぞれの生活様式・他性に合

わせた、それぞれに異なる 37]ヨ=37タイプの住戸プ

ランを考え、 37家族の俄伎に合わせた、偲別化住宅(個

建住宅)として計画した。注文住宅ではないが、それに

近いものとして、それぞれ僧性的でタイプの違うものを

プランニングし、住み司王のライフスタイノレに合ったもの

を、 f私j の家として選べるように配慮した。

ここで考えなくてはならないのは、自動車と住宅とは遣

うということである。自動車は 3~5年のサイクノレの消

費財であり、どうしても大量生産のラインに乗らなけれ

ば一般の商品として成立しないものである。これに対し、

住宅は 30~50年のサイクノレのものであり、自動車:と

同じに考えることはできない。

枠泊中での

自Eおな

ブランニング

自動車は持期がくれば廃棄すれば良いが、住宅はライフ

サイクノレにより、手を加え、 リブオーム、リニューアノレ

して、長期に渡り「布、の生活Jにあったものとして使っ

ていくべきものである。げよJのという題有性の質と強

度において、自動車とは務確にレベル(位相)の違うも

のとして、また、待問性、可変性、愛着性のブアクター

の大きいものとして、住宅を考えていく必要があるよう

に態える。

2) .二つのトレンド(住宅の個別化に向けて)

a フリープラン住宅 (S1住宅)

外枠l土スケルトンとして標準的なものが決められ

ている。(外部の輪郭は量産勺きるように、単純

なプランが多い。)内部の設備配管が二重床等iこ

よりフレキシブノレに変更できるようにつくられて

いるため、その中で、自分のライフスタイル、

ライフサイクノレに合わせて、自由に内部のプラ

ンをつくることが出来る。(リニューアノレ、改修

も全面的に可能。)ずなはち、外形はほぼ様準的

なものであり、非個性的で、個別化されていない

が、(整形の枠の中で)内部に限った傾~'J化への

対応がなされている住宅である。

(したがって、陣取りゲーム的なきゅうくつなブ

リ]プランにならざるを得ない扇がある。)

b.錨建裂住宅 (f私J住宅)

それぞれ個性的につくられたものの中から、購入

者が自分のライフスタイルに合ったものを選ぶ。

(外部の輪郭も襟携はなく、多様な形の中から好

みに合わせて選ぶことが出来る。)外部の輪郭が

不整形のため、外から見ても個性的な表情に見え、

「私の家Jという感じが強くなる。(内部につい

ては、購入時に多少の変更は出来る。リニューア

ノレ、改修も可能。)

すなわち、整形の枠にとらわれない、内外ともに

自由な形での個別化への対応。(ある想定のもと

に造られたものの中から選ぶことになるため、

購入者の意向との多少の驚異が発生することは、

やむを得ないことである。)

フリープラン住宅 億建住宅のサンプル( 3 7戸の一部)
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4.主主曹鱗Iする衡に向けて

1 ) 関係場としての狭場

我々はいままで、大きなもの、多量のもの、大掛かりな

ものに、こだわり過ぎてきたのではないか。むしろ、小

さいものの中に、小さな場所の中に、可能性はあるので

はないか。人間という身体を考えてみれば、高さ 2mに

も満たない、巾 50cmほどの、うすっぺらい存在であ

る。その身体のスケーノレに合ったものが好ましい。身近

な生活の中に、あえて、大きなスケ、ノレを持ち込む必要

はないだろう。コノレぜュジェの繍ける都市i土、そのスケ

}ノレにおいて破綻している。背景としての山、借景とし

ては、機かに美しいかも知れない。けれど、そこは住む

ところではない。住むところは身体のスケールで決まる。

必要なのは火きな広場ではなく、小さな広場(狭場)で

ある。その狭場(小さな広がり)の中iこ、住むことの、

生きることの、日々の小さな広がりが、具体的な手ざわ

り、ぬくもりとして展開される。

なじみのある風景の中、 fft、JI立点景として「ここJに

居る。私i立見る、そして見られる。その双方向の交通の

中から、「いま、ここj を演出するものとして、「住むと

いう文化Jが生まれる。住むことは、機能ではなく文化

である。鑓係性の議積によって生まれる文化である。生

き続ける衝とは文化としての住みかである。 21 iE紀に

向けての「生き続ける街JI土、「関係、場Jとしての狭場

{小さな広がり)を、どう組み立て、どう滋関していく

かということの中にあるように思える。

2) 一方通行

本来、街づくりは、住む人とともに行うべきものであろ

う。今回は建売の分糠マンションということで、設計側

の一方通行であったO 一方的に、良いと思われることを

設計サイドで提案したに過ぎない。けれども、分譲であ

るから、賢う人組IJ (住む{問)が良い懇いを判断して(場)

を選ぶ、という形で参加しているというと考えることも

できる。すでに、サイはなげられている。あとは、購入

した人々が「どう住み込むかJということである。衝は

住み込むことによって磨かれ、存在感が生まれる。購入

者(住み手)にとって、我街という感覚がめばえ、場所

へのヲ郎、愛着が生まれることを期待したい。

(やはり、設計者がつくった器に魂を入れるのは住み

手である。設計側も頑張ったつもりである。住み手仰jも

頑張ってほしいというのが実感である。もちろん、どう

頑張るかは住み手側の自由であるけれども、その結果は、

住み手側の「責任」でもある。「衝を住む Jことにも、

ポヲシーが必婆なのだということを、日々の生活(実践)

の中から学習してほしいと、勝手ながら瀬っている。)

3) 教育について

今、最も必要なものはベースとしての「教育Jであろう。

住むこと、住む場所について、何も知らない入、公共

的な意味で、{向も考えない人が多すぎる。

住むことを大切にすること、衝を自分の場として大切に

すること。家を、衡を、人生を楽しむ装鐙として考える

こと。そのために、みんなで協力して、心地よい衡をつ

くる努力をすること。心地よい衝とは、どういう衡かを

考えること。そして、それを実行すること。

そのための基礎知識を与えるものとして f教育jがある匂

やはり、基礎のないところからは併も生まれない。その

基礎をベースとすることにより、伎まいや街について、

見たり、考えたりすることが楽しくなり、住まいや衡に

ついての輿味がもりもりわいてくる。そして、住まいや

衡が好きになる。このことが、すべての基本になる。

良いものを見ること、体験することが、大事である。頭

で知るのではなく、全身で感覚すること、体で理解する

こと。これが、住まいづくり、街づくりを考える上での

大きなポイントであるように思える。

4 ).本物の街づくりをめざして

街づくりの道はけわしい。そして、楽しい。

けれど、住み手のいない街づくり、住まいづくりには、

むなしい酪があることは谷定できない。本当は、住み手

との、 JE闘からの、本音の対話が必要なのだろう。

ジレンマはどこにあるのか。

そう、住み手との対話のないところで仕事をしているこ

とに、そのジレンマはある。さらに、多くの住み手(分

譲マンションの購入者)が、設計者との対話なしに、で

きあいのものとしての住宅を購入し、そのことに何のジ

レンマも総じていないということに、より強いジレンマ

を感じる。もしかしたら、多くの場合、我々は必婆とさ

れていないのいかも知れない。

けれど、ここで、ひとふんばり。自分が伎の住み手とな

って、主主主患の対誌をくりかえし、それを反換させること

は可能か。そうだ。自分が住みたくない家(街)はつく

らない。自分が住みたくなる家(街)を造るという近似

値もあるのではないか。設計者i土楽観的でなければなら

ない。生きつづける衡に向けて、生きつづける衡を夢見

て、牛のように歩を進めていかなければならない。

今回の事例が、その小さな一歩になっていれば幸いであ

る。今後とも、継続的に、アォローしていきたい。

]36---

* I竜湾隆 (東急設計コンサルタント)

卒業設計に集合住宅を選んで以来 20年後

初めて、本格的iこ、集合住宅iこ係わる。

今回の作品で神奈川建築コンクール優秀賞

を受賞。今後、街・住まいを考えたい。
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陸産の無垢材と漆喰を活かした家づくり 矢間秀次郎*'

ネ申告奇 路j羊キ 2

どうE自民の健康を保持し，健全な国土を再生するかー

キーワード 1)居住空間 2)石油化学製品 3)資糠循環

4) ヒノキチオ}ノレ 5)国民の意識転換

1 関われる“建築官学"

1. 1 希薄な f居住空間jへの関心

かつて急激なスプロール化が進む中で，筆者(本 1) 

は r水辺の空間を市民の手lこj をスロ}ガンに多麟)11

水系・野)11で市民運動を起こした。工場や住宅の騰水が

拘T)11にタレ流され，慾実放っ“死の)11" となり， /iiJ)11の

埋立や暗渠イむが横行していたからである。注 1) 

すでに都心では，幾つかのf可)11や運河が埋立・崎東に

濃い， sl緒ある日本橋の上を高速道路が寒いでいた。い

ったい「水辺の怨開j は，誰れのものなのか。

こう伺い産す運動は，駿震する機能主義や行政の専横

に対するアンチテーゼを含み r都市lこ泉をj を経て，

分水嶺をこえた荒)11・多摩川・1'IJ根J11の総合研究， “水

圏の構想"へとひろがっていく。

だが， r居住夜間jへの関心は，我が身を鐙きながら

希薄であった。娘がアトピ一皮膚炎に様患したときも，

食品などの添加物に留意したに過ぎない。水環境と同じ

ように，ひたすら機能性を追求してきた「居住空間j も，

健康を脅かすばか0でなく，グローパノレな地球環境の危

機に直結しているにもかかわらず a 狭い専門領域で，

f木を見て，森を見ず」の状況から，尾根の向こうが見

えていなかった。

分水嶺をこえさせたのは 8年前に前橋市で開催され
やま

た「住まいと森林を考える集いJ (主催・森林の会)で，

「森林を守るには，国産材の家づくりに励むのが一番j

と，明言した筆者(本 2)との出会いがあったからであ

る。

1. 2 建築は“右j晶化学製品集合体"

もう集成材の日本農林規格が制定されて34年になる。

石油化学製品に類する樹脂(ユリア，メラミン， レゾノレ

シノーノレなど)が，集成工程の接着斉IJに使われ-cいる。

木屑を合成樹脂で留めたパーチクノレ・ボードという新建

材も現れ，エネノレギー革命後の“石油文明"は，数千年

の歴史をもっ我が閣の“住の文化"を歪めつつある。今

や，石油化学物質が柱，床，縫，天井，建兵にも使われ，

住宅建築は“石油化学製品集合体"といっても過言では

ない。

この石油化学製品の跳梁に建築現場で生きてきた筆者

(* 2)は，公憤を禁じ得ない。自府主義箇家である以

上，適:tEな市場競争を通して，紛い物はj淘汰されていく

ことがあるにしても，シックハウス症候詳に見られるよ

うに関民の健康保持を危うくし，森林の荒療を過して箇

土の健全な形成を阻害している現状を愛議するからであ

る。 しかし，慨嘆するだけでは，展望がない。問題の所

在を探り，実践的な対応が不可欠である。

小論では，まず建築材として，自然素材そのものの関

産然垢材，それも植林で蓄積量の多いスギ，ヒノキ，マ

ツなどを使い，その適正なí~l面を山に選元する。さらに，

有害なガスを発する石油化学物質を使ったピニーノレクロ

スや新建材の替わりに，人類が数千年も用いてきた漆喰

を使う家っくりを提唱したい。

これらを施主と協働して実践するために，住環境をめ

ぐる情報の公開と共存在過しての学習(環境教育)が震

要である。安全で快適かつ機能的な然環境を創造し，地

域校会に溶け込む家づくりで， “建築皆学"が問われて

いるο

筆者(*1 )は，すでに国産無垢材のヒノキ，スギ，

ヒパなどを多期して，漆i段壁の「環境共生住宅j を建築

し 2年余住んでいる。その設計・施工に築者(*2) 

の“建築哲学"が結晶していることはいうまでもなし九

住環境教育の実説的データも得られつつある。その一端

を総介しながら，素材を延長む森林から小論を進めたい。

2 住環境から石;車文明を脱却

2. 1 森に鍵金な資源循E輩を再生

地球観測衛主義ランドサットの日本列島を撮影した「緑

の現況調査j のカラー写真を見たことがある。首都圏な

どの一部を除いて， “緑の列島"との印象が深い。余巨富

士の67%が森林であり，しかも，その54%が天然林だと
らかん

いう。天殺のかなたから僻敵した挟像は，地球が「水の

惑星」であることを示す貴重な資料だが，木や土の香り

がない。宇宙科学の‘合成"にも限界がある。 ‘繰の列

島"の内実はどうであろうか。

日本の森林は，一部の例外を徐いて総業が立ち行かな

い危機的状況にある。すでに態築等で使われる木材の国
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思議 2-1 スギ 1m3で藤周できる伐木作業員数の推移
γ町一τ石川

~;i I 5;全半生戸時1
び語j蟻性があることを意味する。

木の油tこ含むヒノキチオーノレが;木

材腐朽菌への主主群の耐久度を持つ。

さらに抗繭性や税臭性，精神安定

効果もある。

こうした特長をもった無垢の木

の家づくりが，健康を精進させる

ことはいうまでもない。下の写真

2-11土， ヒノキの無垢の校であ

るの通常，筆者('"2)は4寸角 (12X12c毘)の柱を職

組構法の設計仕様で使う。一般の然宅メーカーが使用の

部材(例えば集成材lOcm角の柱)よりも，太い12cm角の

柱にすれば，断面穣は 1・4傍になり， JE織強度やたわ

み，曲がりの耐性を高め，耐震性を強化することになる。

切り込みは， “背割り"といって，柱の芯から入るひ

びが柱の表面に出ないように，力を逃がす普からの知恵

で，和主主の化粧校に使われている。 日本の山に本物のヒ

ノキがあり，それを使っている工務庖，建築主がいるこ

とを知ってもらうために，本物のヒノキの柱を示した。

内自給率は、輸入外科に圧倒され， 19% (平成IC年)に

落ち込み，倫額も低迷している。1::言己の 2-1の凶変で

明らかなようにスギ 1m3で態用できる伐木作業員数は，

平成9年度で0.8人分である。，主2)

こうした現状から若い労働力の確保は難しく老齢化が

進み，植林後の間伐や枝打ちなどが出来ないまま荒廃し

た森林も少なくない。

森林生態系の乱れはもとより，零や雷の被害も招く。

保水力の低下もあって， fU地崩壊を起こす際関ともなり，

国土の健全な形成を阻書している。

木材需婆の拡大でIlj*1を活性化し r林業の衰滋」を

止めねばならなし、。健全な資源循環を再生することは，

公益にも叶う関民的な諜是重である。無垢材の事Jt詰を促す

には，国産材の優れた特性を学び， “水の心"を知るこ

とから始めたい。

2. 2 娘婿材の特性掴ヒノキチオーんのt控界

筆者(*2)は、子供の領、ヒノキの林で遊んだこと

のある知人から， rヒノキ林には蚊がいなく，切り傷を

葉っぱの樹液を主義って治した。上lこ登って体重で木をた

わませて，憐の木lこ移れるほど粘りのある木だJと，開

いたのを思い起こす。

ヒノキは古来， 日本の衿干上，仏語草，械などの建築に使

われきた。法降寺の修復工事で様泌を務める西向常…氏

は創建1300年の墜史をふまえ，次のように述べている。

「ヒノキは木目がまっすぐに通っていて， 1材質は

綴密，軽軟，粘りがあって，虫害にも，問水や湿気

iこも強いことはよくご存じのとおりです。ニのヒノ

キを開高から縞まで使ったことが，法隆寺干の建物を13

00年も持ちこたえさせた大きな塚由です。 J1) 

ヒノキの喬りは，人の心を安らかにし，特に青森ヒバ

はシロアリなどの虫を寄せ付けない。住宅金融公庫の木

造住宅共通仕様書の防腐ー紡蟻措擦は墳の 3-1)で

は r防腐・防蟻J昔燈は，ひのき，ひば等の面J腐朽性及

び再f蟻性の大きい樹種心材若しくは心持材を用いるか，

又は薬剤jによる防腐・妨蟻処理を行うものとする」と，

綴定している。つまり米ツガやラワンなどの輸入材は薬

剤処王軍をしないと使えないが】 ヒノキやヒパ材は薬漬け

にしなくても，そのまま使っても良いほどの附腐桁性及

一千
l

l伽
i
l
i止

i←-12cmー→i
写奥2-1 4す角のkノキ

ドー1O.5cm-→i

写哀 2-2 室長成材の栓

2. 3 負の遺産となるS軽減材調パーチウルボード

無垢材と対照的な存在が，写翠 2-2の集成材である。
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素材は主iこ犠入材が使用される。したがって，木の育成

された風土を巽にし，防腐・紡蟻の薬品処理を徹底せざ

るをえない。ツーパイプオー構法(枠組壁工法)で用い

られることが多いが，薬品の浸透をよくするインサイジ

ング加工が施される。注3)

集成材i土，接者予約の効果で強度が高まるという。また，

大きく長い梁を加工できるなどのメワットも強識されし，

接養剤jで繋いだ大きな部材の製造が可能なため，体脊舘

等の大規模建築にも利用されている。

大工から集成材を使った現場で， r上棟した後，雨に

濡れると，木が暴れてボンドが剥がれるj と，注意され

たことがある。接着剤がいくら強いと言っても，木とは

異質なもの，経年劣化などによる耐久性に問題なしとし

ない。

さらに，木清(木材を粉砕したチップ)を合成樹脂で

屈めたパーチクノレ・ボードが多用されている。これは合

板のように大木を桂むきにする必要がないので，コスト

が安く済み，建材メーカーでカを入れてきている部門で

ある。収納家具のドアやキッチンセットの箱の板，床桜，

建物の外壁の下地板，康被の野地板などに使われている。

あるプレハプメーカーが木屑を合成樹絡で閉めた新し

い木を開発し，接着剤の縞模様で木呂も表現でき，カン

ナもかけられるという (19 9 9年2月 18担付読究新

聞夕刊)。こんな木の偽物が横行すれば、住の文化を歪

め、環境への負待を鳴すだろう。現在，環境破壊の代名

詞のようになっているダイオキシン類排出最の32.7%

(1998年)は，建築廃材等の焼却が原姻である。しかも，

家を建て替える時の解体家庭のゴミは葉大な量で，今後

も増えつづける。住む家自体が健康に良くないというこ

とだけでなく，環境破線を抱く社会的な負の遺産となる。

住宅を建てる時，具体的にどんな薬品が使われている

のかを知る必要がある。また，法的な抱保も欠かせない

が，砕年6月に制定された「住宅の品質確保の促進等に

関する法律j も，性能表示許JfJj_t，ま自主巨担保糞任の10年間

の義務づけなどが明記されたものの r社会的な負のi量

産Jに考慮されていない。

ホノレムアノレデヒドの規制も，厚生省のガイドラインに

過ぎず，強制力はない。すでにスウzーデンでは，化学

汚染の紡止で，自然素材にシフトする「ナチュラノレ・ス

テップJが国策になっている。家づくりが長気浮磁の域

を出ない我が留の実態は，環境教育の遅れを物語り，人

権意識の主主ともいえる。

新建材を使ったヒノレや家主量の火災でま器ガスが発生し，

運動神経をマヒさせられ，兆亡する事故も多発した。建

材メーカ}も，ホノレムアノレデヒドの含有量を少なくした

建材を開発し，提供してきている。しかし，石消化学製

品を使っていくことには変わりはなく，産業構造の転換

を含む抜本的な変革を迫らねばならない。
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2. 4 伝統の漆理主に安心感

今の建築では，ピニーノレクロスが壁， -'日井の仕上げの

定番である。役宅だけでなく，事務所ピノレから会議用ホ

ーノレまで，ひろく使われている。

下の写真2-3は，どニーノレクロスの 部であるが，

右の写真は和主主に使われる京壁風ビニーノレクロスである。

員占って仕上げると，見た巨 iこは左宮で仕上げた京墜に見

える。しかし， ピニーノレ生成の可塑弗iや紡カピ斉唱，有機

ザン系の難燃斉1]，接着剤等から持発する臭いに，京塁最も

どきの紛い物というのを実感する。

写真 2-3 ビニールクロス(二穣)

これらの薬剤が f準内化学汚染j の獄図の一つで，シ

ックハウス主主候群を招く。微量化学物質がアレルギー疾

患Jや環境ホノレモンと総係することも解明されている。

写真2-4は，表主主を凸[阪の模様lこ仕上げた洋嵐家庭

の漆喰である。半乾きの状態で木ゴテや口ーラで引き起

こし，多様なバリエーションが可能である。凸出の模様

でも挨で汚れるこ

とが少ないのは，

静事意気の発生がな

いに等しいことに

庶jる。

下地の左官主義り

を入れて 5工殺，

少し工期が長くか

かるが，費用はピ

ニ-/レクロスの 3

倍程度が目安であ

る。劣化による張

り脊えを要せず，

言開湿や紡音の効果

写真2-4 漆喰の壁

があり， r窓内化学汚染j も起こらない。

漆喰の素材は，石灰石(炭酸カノレシュウム)または~

灰，すさ(麻) ，糊(天然海藻などを線料)，砂などで

ある。天然素材が主体の漆喰は，エジプトのピラミット

の中で発見されたくらい古くから郊いられ，ギYシャや

イタワア，スペインなどの国々で，ひろく使われている。

日本の城撲が漆司主であるように，富来から 般家屋でも

住総研住ま'.'・~E::ら学習論文集 ?OOO年



車11染みが深く安心感がある。

ビニールクロスに席巻されたのは，石油文明に付鈍し

た技術革新，産業待選が皆景にある。ここに文明の転換

を促す住環境教育の実践が侠たれる。

3 追られる国民の窓識転換

現在， 25年程度で家屋を建て養える事jが多いD 使用し

た材木の樹齢の半分も行かないで，炭素を盟定しないま

ま，産業廃棄物として葬られている。木材は環境調和裂

の素材であるが，結論化学製品と混従した家屋が少なく

ないことが劣化を早め， リサイクノレをも妨げている。

製品の丹生にわたっての環境への負荷を詳紙するライ

フサイクノレアセスメント (LCA)をすれば，無垢の木

と漆喰の重要性が明白になるだろう。

筆者(*1 )の家屋は，樹齢20C年の青森ヒパの土台を

敷き，一切薬品の処親をせずに使われている。 25年穏皮

で償却し得ない。

少なくとも 100年は， “意せられた森の命"と共生したい。

そうすれば，坪当たり 20~25%位のi書j り主脅し分は，安全

と健康の代俸として，高くはない。しかし，家づくりの

予算にも限度があり，少しでも負担を驚くしたいという

場合には，子どもや高年齢者の部廃だけでも，無垢材，

漆喰を使う方法も良いのではないか。

日本は森林のE露である。スギやヒノキなどを多用する

ことは，森林を活性化し， G富士の健全な形成に貢献する。

戦後，逗しい復興のかけ声で植林された木は，特にスギ

をいま切り出さないと，次の木が育たない。施業も立ち

行かないlliの守りてたちの誇りに応え，箇産材を適正な

価格で流通させ，大いに建築に用いる国民運動が必要で

ある。公共の態築は，地場の木材で率先して欲しい。

このためには，窓識転換が不可欠で，健康保持さえ危

うい身近な環境破壊や病んだ国土の実態を知る情報を持

たねばならない。環境教育の内実も問われている。

企業は，よ呼低コストで製品化し，いかに高い利絡を

上げるかに遜進して来たが，建築・建設業界も例外では

ない。横行する健康を損ねる新建材の開発など，莫大な

ZZ伝費をかけて拡大の道を開けたのも， “国民の支持"

があったからに他ならない。根本は我々，国E誌の意識に

問題がある。

新建材の材木は，ほとんどが輸入材である。しかも横

林iとコストを掛けた木ではなく，原生林の伐採が多い。

例えば，サラワクのラワンの林は，日本のベニア材とし

て，英国の関1こを破壊し，命を奪うほど苦L1:l<:された。長苦

やざまひむじろう

矢調書次郎(財団法人・東京税務協会教俊)

1972年に「水辺の空間を市民的手にJの共問研究。

以来，環境ボランティア期体的ATl流域研究局庁で

編集委員，副理事長。宮本環境教育学会会員。

伐された跡に，ラワンを植樹しでも木陰がなく育ちにく

いのが実態である。これ以上，散j'jlの森林を疲弊させれ

ば，そのツケは地球溢緩化iとみられるように，全i世界に

及ぶだろう。

無垢の木は生きている。その主主命力と共役することは，

自分自身の命と健康にかかわり，ヌトーを慈しむ中で目指を璃

いてきた大工の技，日本の文化を守る。そして山を育て，

健全で豊かな00太の持生に役立つ。化学汚染の家づくり

からの脱却こそが， 21世紀に生きる我々の実践課題であ

る。

く注〉

1) 1972年に「野川を清流にjのキャンベーンを展隣， 1993年

に荒川，多摩川，利主創刊の分水嶺を越えた総合研究に着手，

季子IJ 'ATTJ を発行。活動レポートとして，本谷勲編著

『都市に泉を~ NHKブックスがある。

2)致修・林野庁 関説林業剥書， pp.176，財団法人日本林業

協会， 1999.6 
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か， pp，120，株式会社三木社， 1996. 10 

く参考文献〉

1 )西岡常 、小原二郎法隆寺を支えた木、日本放送出版

協会、 pp.46，1978.6 

・2)安出喜憲森の日本文化縄文から未来へ，株式会社新

思索社， 1996. 11 

， 3)地域住宅産業研究会 木造住宅産業}その未来戦略，株

式会社彰国社， 1997.7 

・4)小原二郎，阿部市部，矢田茂樹 木の自の文化と木0)11'

まい，株式会社三木社， 1994.4 

・5)波書量定元 森とつきあう，株式会社岩波書庖， 1997.6 

• 6) 三橋規宏森と C02の経済学， PHP研究所， 1997. 10 

7) 照久保美重子，自然住宅・住まい方推進ネットワーク

街全体が森になるといいな，株式会社北斗出版， 1999 

12 

・8)足立倫行森林ニッポン，新機社， 1998.5 

‘9)伊藤滋夫遂条解説・住宅品質確保促進法，株式会社有

斐閣， 1999.8 

• 10) 田辺新一 室内化学汚染1 株式会社講談社， 1998.7 

• 11)矢間秀次郎森と海とマチを給ぶ，株式会社北斗出版，

t992.10 

かんざさたかひろ
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守~τ1抽肘子、 ー紐建築士数得。 1985年以来カンザキ建設，
i! 
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サ議事再イ1"?'JIo抗争議器移韓議議
地場住宅建設業者の体質改ま警策一

キ}ワード:1)住宅取得昔話カ(アフオーダピリティ)

3)建設業経営管理(コンストラクションマネジメント)

5)抵当金融(モーゲージ)

1，サス宇イナフルハウスとは

1.1サス苧ィナブJ加、ウスブ図ジ:r.'Jト

1999年 10月 29日からは月 2罰にかけて、第 34回名古

屋国際木工機械燥が凋催された。その併殺事業がサステ

イナブルハウスプロジェクトである。主出場選置業としての

住宅建設業者の体質改善と市場競争力を高め、住宅建設

業者がそれぞれの地方で、国民の適正な住宅費負担能力

(アブ才一ダピリティ)の総額で、望華麗形成として係値

が高く(パリュアブノレ)、ライフステージの変化に対応し

たライブスタイノレに適合できる柔軟性(フレキシブノレ)

と健康(へノレシー)な渥内気候と庭内空間を憐えた住宅

の実現をめざしたプ口ジzクトである。

プロジェクトは東海地方の住宅主主設業者、建材主主illf者、

建材流通業者、技術コンサノレタント、建売業者、主主築士

事務所及び住宅生産性研究会の 12者が実行委員会を結

成し、事務局を住宅生産性研究会に鐙いて実施された。

このプロジェクトは、 1999年 6月に溝手され、 10月末か

ら始まる木工機械緩までにサスティナプノレハウス'99の

実物2擦を建設することとし、 8月から 10月までの3ヶ

月間l土、設計、施工計函及び焔ヱの取り組んでいる技術

隣発経過報告 (3図)と、現場見学会 (2回)を実施し、

さらに木工機械展繍催綴問中 5日聞に亙って、サスティ

ナブノレハウス'99の全体を明らかにする夜術セミナー (25

講座)及びデモンストレーションハウスの見学ツアー (5

殴)を実施した。これらのセミナー及びデモンストレー

ションハウス晃学者を賛助会員 (53社)として募集し、

実行委員会費 (20万円)及び賛助会費 (5万円)によっ

てプロジェクトは運営された。

サスティナブノレハウスの意味l土、住宅が街並みの構成要

素として、また人々が快適な生活を営むことができるよ

う、その生活要求に応えて手を掛けることで、常に優れ

た住宅及び住宅地としての環境も街も持続(サステイン)

すると誓う意味である。そのサスティナブノレハウスの実

現臣擦は、アフホーダブル、パリュアブノレ、フレキシブ

ノレ、へノレシーの四要素である。

1.2 サスティナブノレハウス実現の方策

サスティナブノレハウスは、 日本じた住宅政策及び住宅産業

が、地方の住宅途設業者の健全な育成を妨害している現
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2)生活繍応柔軟性(フレキシピヲティ)

4)資産儀優(アセット・パリュ~)

戸谷英t止*1

突を見極めることが必婆である。そして、地場の住宅建

設業者に依拠して、 E自民のために優れた伎宅を供給して

きた米領及びカナダの経験に倣って、日本の条件に読み

替えて実践しようとするものである。

日本の住宅建設業者の住宅主義設業経営管理技術及び能力

は、i1'i欧、米力号、言語諮問に比較して事事しく遅れている。

これらの住宅先進聞に追い付く最も縫実な方法は、既に

確かめられた方法に倣い、忠実に日本の条件に読み替え

て実銭することである。

サ1ティナブノレハウスプロジェクトi士、住宅生産性研究

会がこれまで住宅先進濁の技術テキストの穏訳、解説、

セミナ}を8年間にj[って実践してきた成果の桑体的実

践プロジェクトでもある。このプロジェクトでは、米掴

の住宅産業の中心として地方の住宅建設業者の経営管理

能力音、世:界の最高水準にまで高めてきた全米ホームピ

ノレダー協会の技術を、日本の住宅産量設業脅が実践できる

ようにすることに最大の密擦が援かれている。

この技術移転は、住宅建設業者が自らの技術の貧しさを

密覚して議成に学び、実践する飽はなし、。サスティナプ

ノレハウ1プロジェクトは、認本の住宅建設業者の能力に

見合って、自i軍次能力を向上させる最初の方向付けと、第

一歩の踏み出し方を示すものである。

1.3サス苧ィナブルハウス議議闘機

サニぇティナブノレハウスでは、徹底的にムリ・ムダ・ムラ

が省かれる設計図書を作成することによって、現在t世帯

年奴の 5倍程度の住宅偲絡をその 6~7害j稜度にするこ

とを目的とする。しかし、そ¢傭格では依然住宅費は生

計に大きな負担になりすぎているので、 DI Y (Do It 

Yourseli)の導入可能なシステムを採用して、住宅所有

者自体の無償労働により 2割程度の価格削減を実現しよ

うとするものである。

全米ホームピソレダー協会は、米国住宅都市機発省 (HU

D)を中心とする PATH(p，紅加ershipfor Advancing 

Technology in狂ous国詰)を推進してし、る。その最大

の呂擦は、国民の住宅取得能力と住宅饗(取得重普及び維

持管理費、エネルギー消費)との傘離を先端技術を導入

して解決しようとするものである。このPATHの技術

の中には、住宅建設業経営管玉里にコンピューターを導入



し、少ない人員で、かっ正確で合理的な経営管理を実現

するプ口グラムが入っている。

住宅生産性研究会は、現在も住宅建設業経営管理技術の

体系的な教育を実施しているが、ま量約には限度があり、

理論学習は実磁までなかなかすすめなかった。サスティ

ナブノレハウスプロジェクトでは、具体的に住宅を建設す

るという実践事例の中で、理論の実践を試み、その成果

をコンストラクションマネジメントマニュアノレ(実践手

引著書)とする作業が始められることになった。ザスティ

ナプノレハウス'99は、木工機械展開催時までにほぼ計蘭ど

おり建設され、「サスティナブノレハウスホームプラン・問

解説jも冊子として取り絡められた。「口ンストラクショ

ンマネジメントマニュアノレjは2000年l丹来を目途に取

り纏めの作業が進められている。

2. サスチィナブ)j..!、ウス重量畿の稼最

2.1アフオーダピリティ 銭奪取得書握力に箆合った住宅

住宅産業は関民の適正な住宅費支払能力のよに築かれる

産業である。しかし、日本では領民の住宅支払能力は役

帯年収の5傍という政策が実施され、それが人々の生活

を圧迫し、口ーン破産、密殺といった事態を頻発させて

いる。先進諸国の現実を調べても、家計支出の合建性か

ら見ても、シュワーベの法員Ijの実証研究成果からみても、

住宅費支出は数帯所得の 20%、住宅価格は役帯年収の2

~3傍でなければならない。

住宅産業が世界の最も成熟している米鴎では、住宅口ー

ンの綬度をその返済額と税支出とを合算したものが、世

帯所得の 25%を超えないこととされている。全米ホーム

ピノレダー協会の年次総会において、歴代の会長、協会長

が就任にあた号、 f国民の支払い能力(アフォ}ダピリテ

イ)の範癒で住宅を供給するj ことを誓約する姿こそ、

住宅藤業務係者の共通にするべきことである。

2.2 ?レジット邸ーン:個人備期録保の住宅おーン

住宅口一ンのi思決が不能になったとき、住宅ローン保険

会社が口一ン代位弁済を始める。その段階で、金融機擦

が口一ン決定特にローン傍受人の個人信用担保として押

さえた住宅の抵当権は保険会社に移転される。代イ立弁済

金融金利は、公庫等の金融機関の 4.5傍もするため、放

置すれば雪達磨式に負援は拡大する。債務弁済が不能に

焔らないよう保険会社は抵当権の実行を迫る。それが住

宅の競売である。金織機関も、保険会社も抵当権の実行

の見返りとして、口一ン債務を相殺してはくれない。そ

の抵当権は個人信用力の担保であって、ローン債権の担

保ではないからである。競売して落札した価格が綿入信

用の大きさである。それでロ}ン債務を償えない分は、

無担保債務、つまり不良債権となる。競売して住宅の傾

値が、建設工事費の1I2~1/3 にしかならないのは、住宅
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が{直樹れしたのではなく、その住宅が当初からそれだけ

砂価値しか持っていなかったのである。

2.3 ブロダウ予ィどティ:低生産性が支自記する高価格

住宅金敵公庫を築頭にさをての住宅金融機関は、住宅ロー

ン決定にあたって住宅の資産価値評価を一切しない。住

宅会社の見穣著書にその住宅を建設するために必婆な材料

と労務の数最も価格も示さない f一式j見積りが行われ、

奴売管理費l士総されている。大手住宅会社の間接費でま

かなわれている人員は、会社主主はあるが、ほiま年間建設

戸数と関数である。給与と向額の経費が必要であると仮

定すると、実販売価格の3分の1しか直接工事費に回せ

ない。大手住宅会社がそれほどの間接費を掛けられる理

由は、住宅市場悩格が最も生産性の惑い中小零線業者に

よって支記されているからである。約 20年の輸入住宅の

取り組みの中で、日本の地場の住宅建設業者は、米国と

同じ住宅を、米関の半額の職人単価の再本で、米障の2

傍もの価擦でしカ呼主宅が建設できなかった。

2.4 アセット:1費綾務島まになる住宅の条件

住宅を所有することは、「身上(財産)をつくることJと

普の日本では誰も疑わなかったし、「アメリカンドリー

ンムの実現Jと米国人は信じている。ステップ償還の始

まる 6年院にローン返済不能に焔って競売になる例が多

い。住宅は建築後6年稜度で特段の維持管理や修繕が必

要になるわけではない。減価償却は資産会計上の扱いで、

減価鍵却上の樹周年数は建築物の物理的耐久性とも、社

会的耐久性とも関係するわけではない。

住宅はその効用(デザイン審美性、機能・手IJ便性、性

能 a安全性)が需要若手の生活要求iこ応えるものであるか

ぎり、市場で流通する。この3つの効用(使用銀儲)f士、

全ての街品が市場で流通するために必要なものである。

効用には住宅の経過年数は無関係で、あり、効用自体はそ

れぞれ固有の効用評価尺度をもち、価格の大きさで評価

することはできない。住宅の価値の評価は、その住宅を

入手しようとする者が、代償として支払う貨幣の最{価

格)として表される。高い価格けて最の貨幣の代償)を

支払う住宅は価値の大きい住宅であり、低い価格の住宅

は価直の小さし、住宅である。人々は住宅に効用(使用価

鑑)を手に入れるために、代償としての貨幣を支払うこ

とになる。この際、住宅の売り手、買い手の双方にとっ

て、代償として受け取り、または支払う貨幣の最は、そ

¢住宅を現時点で建設しようとするならば、どれだけの

建設費が必婆になるかという推定再建築費を自途に、市

場の需給関係を反映して決められる。昔に建設された住

宅であっても、需要著者がデザイン、機能、性能を評価し

てそ¢住宅を入手しようとするならば、その住宅を現在

造った場合の偲格が取り引きの目途になる。そのため3
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つの効用が現代の住宅市場で評価される住宅は、常に物

価、人件費の上昇を反映して値上がりせざるを得ない。

米還の中古住宅¢価格が、全米平均で年 6.5%の上昇を

示すのはこのためである。

2.5 ヒューマンスケー)~ :生活尊璽の住耳言及び住宅地

住宅を人々の生活ニーズの変化に対応させて住み答える

という住宅の使い方は、特に人口の社会移動のある社会

経済構造変化の激しい待代に多く見られた。日本の高度

経済成長持代からパブノレ経済の崩壊までは、まさに住み

替えによる住宅移動の活発な時代であった。米閣におい

ても、戦後から約 30年間は郊外開発が盛んに行われ、同

じライフステージで同じライブスタイノレの人々のための

コミュニティが費用対効率の高し、住宅と評価され、アメ

リカンドワームの実現と考えられて推進された。「スポ

ック博士の育児書j はその象徴的な番である。住宅統計

上も 6~7年という子供の成長の節語を反映し、住宅の

住み替えが明織に現れている。

しかし、人口密度が低く、豊かな自然を満喫できた郊外

住宅は、他人からの子渉を受けずプライバシ}が尊重さ

れた住宅地は、犯罪に弱い町という現実に直面させられ

ることになった。低密度で各世帯がバラバラにされた釘

は、外部からの織に弱く、自衛に限界があった。プライ

パシーとは、守るべきプライパシーを社会的に認識し、

それを社会約に守ることであって、社会と没交渉になる

ことではない。社会に生活する人々は、お互いに守るべ

きプライパシーを理解し合い、相手の立場に立ってプラ

イハシーを守って行くものである。

DP Z (アンドレス・デュアニ}とエFザベス・プラタ

ー・ザイパーグ夫姿)が提唱したTND(トラディショ

ナノレネイパーフッドデベロップメント)とは、現代に生

きる米箆人が、過去から現代までに隣発された陀の中で、

もっとも住みたいと評価されている住宅地の開発技法で

ある。 DPZはそれが、 1920年代自動車が生活の中心的

な足になる以前に造られたとューマンスケールの町であ

ることを発見した。

2.6 ノス告Jレジッウ:繍繍窓識が持てる住宅と住宅地

住宅は基本的に地方的なものであって、地方ごとの気候、

風土、地形に合致するものでなければならない。自動車

や電子機器のように移動させて、どこでも自由に使うこ

とができるものではない。住宅を構成する建材や住宅設

備、家具、什縫など、人々の共通する生活じた構成部品に

は、地球規模で共通なものを使うことができる。

人々が定住する住宅地の中で、生まれ、育ち、成長して、

各地で仕事をした明活動をすることがあっても、普から

の血縁、地縁関係がっくり出した地縁社会にノスタノレジ

ックな帰属意識を持つことができるなら、多くの人々は
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また戻ってくる。現代の米関における住宅および住宅地

のデザインで最も重姿祝されているのが「ノスタノレジッ

クJであるとしづ理由は、住宅及び住宅地はデザイン、

機能、性能として高い社会性と地域性を主主備し、人々が

帰属意識を感じることができるからである。

人間の身体は紀元誌の古代ローマ時代からほとんど変化

していない。古代ロ-"7持代にエジプトや古代ギリシヤ

待代の経験に照らして、人類の重量かな感性にあったヒュ

ーマンスケーノレの町を復興することこそ、現代ロー?の

都市計阪の基本であり、古代口-"7遺跡のため、新しい

地下鉄計画は諦められでもやむを得ないと或るロ-"yの

学生は話していた。 DPZによるTNDの計磁と基本的

に同じ抱擁である。

徒歩鶴で形成された町とそこで構成される住宅は不可分

の関係がある。住宅の玄憶に造られたリビングポーチか

ら、町を役来する人々と挨拶を交わした時代の住宅から、

自動車の登場でポーチが敢り去られた。「道路には自が

ある」といわれた町は、ポーチの消滅とともに消えた。

社会全体が、子供の出生から成長を、また退職して年金

生活に入った人々を見守り、交流できる釘づく明に合っ

た住宅づくりを、際史の経験から学ぶ必要がある。

2. 7 フレキシブル:定住豊富鍵療住宅の条件

経済的に余裕のある入は大きな住宅を取得することがで

き、貧しい人は小さな住宅しか手に入れることができな

い。人々はその取得できる住宅の中で、家族人員、家族

構成、ライフステージに対応した生活要求に満足する空

間づくりをしなければならない。家族の成長は必ずしも

医者じ歩みをするとは照らない。病気や事故が発生したり、

夫婦のたゆまぬ努力が続かなければ、家庭は常に崩壊の

危機と隣合わせである。現実の家族を克廻してみても、

離婚、結婚は日常茶飯事に干すわれていて、いずれも、現

時点、で人々が選択することができる最善の生活の実現の

ために行われている。つまり、住宅の将来の利用の仕方

については、極めて不透明であることから、住宅の建設

持点で、あまり長期約生活を揃いて設計しても意味がな

いのである。

しかし、土地に定着し、地域の生活文化の主齢、手として

地縁的に定住する可能性が高くなっている人々の住宅は、

変化するライフスタイノレに柔軟(ブレキシプノレ)に対応

できることが求められる。つまり、当初建築する住宅l土、

当言語の生活を満足させることができる住宅として計画す

るとしても、その住宅がライフスタイルとの変化に対応

して柔軟に変化させられるように造ろうとする要請であ

る。

カナダ住宅抵当金融公印 (CMHC)は、 1990年代に入

札このような社会経済の要求に対応する「フレキシブ

ノレハウジングj の攻策を展絡し、大きな成果をあげてい
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る。この政策は現代日本にも共激する潔滋への回答を提

示している。日本のように軍事箸の主主が大きく、量豊かな自

然が提供されている一方、自然の変化から生浴を守る必

要性も高い。屋内気候と屋内空滞在健康(へノレシー)に

作ることは、住宅内の空間構成の如何に拘らず、用意さ

れるべきことでもある。自然環境は極めて地方的であり、

地方的条{宇を毒事議した住宅及び住宅地のあり方を、歴史

と諸外留での経験から学ぶことが、確実な解決策発見の

途である。

3 サスチィナブんハウス1l)!S釣<::等教

3.1 伎宅E童殺の2幹線。盟主望い苧への叉奇襲

住宅は主として地方的であ号、織方の生活文化、空間文

化の担い手である。住宅1土地方約な気候、風土、生活様

式にあうよう、これまで各地方で営まれできた住生活の

経験のJ二に、過去の前行錯誤の絞殺を生かし、問時に現

代に事JJ'司できる優れた住宅建設技術を駆使して造られな

ければならない。

しかし、現実の地方の住宅は、中央集権的な住宅政策、

独占的な住宅金重量公庫の中央集権的な指導、それに対応

して育成された住宅産業(大手住宅会社、フランチャイ

ズ、建材開巌)によって、住宅の地方伎は踏みにじられ、

地方的であるべき住宅供給基盤は崩壊寸前にある。

世界の住宅先進関¢例を見て、住宅供給基盤霊が地方本位

であるべきとする涼員IJを破壊し、中央集線的に実施して

きた例は、日本以外に見ることはできない。民間の住宅

産業による住宅供給が全て中央集権的な手法に従ってき

た理由は、財政投融演を利用した住宅金融公庫による低

金利資金の利用が、大手住宅夜業lこ対する f公車産量資付

きJとして、その販売に利用されてきたためである。

住宅会社は大量妓売を縫子に、資材の大量燦鏑購入、建

材の大量生産による鏑格引き Fげを実現した。住宅の市

場価格は低生産性に悩む中小住宅建設業者によって決め

られるため、大手住宅会社は高し、住宅市場価格(プライ

ス)と、安し、住宅生産価格(コスト)との慈から得られ

る長大な楚額を、大量宣伝、営業販売費用として、一層

の大量販売を実現してきた。

地方の住宅態設に幾わってきた住宅建設業者は、住宅建

設業経営のための体質改善を図る方策もなく、バラバラ

にされ、行政機関の指導で作られた佼宅建設業団体l士、

中央錯壷行政の補間組織でしかなく、地場の住宅主主設業

経営体質改善に全く役立っていない。

住宅生E主役研究会l士、日本の住宅産業、なかでも地方の

住宅建設業者のさtill1性の低さの改善が国民の健全な住宅

供給のためには不可欠であるとの言続龍の下に、地方の住

宅建設業者の体質改善に大きな成果をあげてきた全米ホ

ームヒソレダー協会 (NAHB)に学び、同協会と相互協

力協定を締結し、1t~術事転に取り組んできた。
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かつて日本主色濃性本部が自動車産業を始め各種の験出産

業の主主語益性向 kのため、欧米のOM(オベレーションマ

ネジメント生産工学)技術を園内の製進業に技術移転す

るために行ったと問様の取り組みが、住宅蕊業にも必婆

である。星誕ii告主主におけるOMの技術に相当する住宅建設

業者に必要害な絞営管寝技術が、 CM(コンストラクショ

ンマネジメント主主設業経営管理技術)である。自動車産

業でも米国に追い付くために 30年以上の血のにじu研

畿が必要であった。住宅主主設業は 50年以上の歳月が必要

になるかもしれ1.1:い。

3.2 往時話機縁畿の費量争のこ士官襲:鯵J:

大手住宅産業が政府の住宅政策と栂i呼応して捻進してき

た住宅の大震供給は 大量量販売を効率的に実施する方策

として実践されている。国民に対し大盤供給されるもの

が、信頼性が斎く優れた住宅である、と信じさせる一種

のマインドコントローノレによって、効率約な大義販売を

推進してきた。建築基準法に適合させて造ることができ

る伎宅でも、教えて建築議費量法に抵触させ、それに代わ

る手段で関等の性能を実現するという建設大医の救済規

定(建築護基準法第錦糸)を利用した建設大阪認定者受け、

あたかも建設大院が終段に優れた住宅であると認めたか

の如き錯覚を与えて販売してきた。建設大臣認可という

文言と、住需の商品企聞とを総み合わせて、国民に対し

では、商品企蕗として具体化させたセーノレスポイントに

ついて主主投大R:の評価が与えられているかのような勘違

いをする宣伝が一般に行われてきた。

商品企爾の内容は、その多くが住宅間体と建設省、住宅

金敵公療との捕の政策実現策としての割増融資条件にな

り、公庫統芸寄付きにさらに劉増しができるとして、大手

住宅会社の営業支援をしてきた。さらに今年、住宅品質

磁係促進法が制定され、性能表示によって、大手住宅会

社による大量供給業者は、僅かな費用で性能表示ができ、

営業販売を有利にできる手段を手に入れることになった。

務品企箆射針撤去戸といったことは、全て住宅の設計内

容によって決定されることであって、住宅建設業者の本

来の業務である施工とは全く無関係のことである。大手

住宅会主tは務品企函や性能表示で顧客を7インドコント

ローノレして昂滋甘に持ち込んでも、実際の施工を何ら保証

しているわけではない。住宅品質理主録促進法も実現役能

は~く問題にしていない。それ以前にわが留の住宅建設

技術の水準が計函投書告を実現するだけのレベノレに全く習j

透していない。性能表示は函吉井にすぎない。

欽米では、住宅抵当(モ…ゲ}ジ)金需強制度の下で、金

融機関は資産価緩の評随ができない住宅lこ対して金融を

行わない。社会約に資産鏑直が認められて、抵当金融が

受けられる住宅設計図警が多くの建築家やデザイナーの

手で作成され、ホームプランとして市販されている。消
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費者も住宅主主設業者も直接、又は一部手直しして掲接的

にホームプランシステムを利用して住宅設計図書を利用

するため、住宅建設業者は設計図書どおりの工事を確実

にすることで市場競争が行われている。

自本の住宅建設業者は、大手住宅会社と設計業務で競争

させられている。その対応策l土、注文住宅であると言い、

素人の建築主の間取り図を建築士という4¥の建築技術者

によって工事図面が作られている。その実態は、素人が

設計し、製1mを主主築士が描き、その結果、設計図書は大

手住宅会社の潟品企画より章者しいと評錨され、住宅建設

業者は本来の業務である施工以外の業務で怨用と評価を

下げているのである。

3.3 サスティナブルハウスの2大檎成喜喜重量

サスティナプノレハウスは、地方の住宅建設業者が、設計

業務という本業以外の場で競争を強いられることなく、

設計図書がすでに完成しているという前提の下で、建設

業経営管理業務に専念できるシステムを提供することに

ある。

わが閣の中小零絡な住宅建設業者は、その業者の話機が

利益の追求でなければならないという本来の呂擦を見失

っている。わが患では建設業者に必婆な技術を狭義の施

ヱであると教育されてきた。そのため、設計図書が与え

られると、建設業者は設計関書どおりの工事をすること

が建設業者の義務と患っている。本来業務であるべき費

用、工期、品索の三要素を総連付けて、事j主主を最大にす

る建設業経営管理技術については、全く体系だった教育

も受けていなければ、学習もしていなし、。

建設する住宅の内容が単純であれば、建設業業務は円滑

に進行する。しかし、設計内容が複雑になり、資材や労

務の調遼やその管理が複雑になると、ヱ程は錯綜し、等

教が頻発し、現場は混乱し、渋滞し、待問も労務費も浪

賛されることになる。

米関からの輸入住宅が日本の多くの住宅建設業者によっ

て取り総まれた。建材矯入鏑格は購入条件が同じであれ

ば、設でも同じ価格で購入でき、輸送費は閣内輸送費と

ほとんど変わらない。職人賃金の時間単価は、日本は米

国の西海岸大都市の半分稜度である。建設業者の利益も

米国の建設業者の方が 2~3倍大きい。日本の現場での

職人拘束時間l土、米国の4倍以上であ号、現場での打ち

合わせや手戻り工事など、米留ではほとんどやる必要の

ないことが行われている。下誇業者はいつ工事に掛かれ

るかが不明確であるため、頻繁に工事現場に偵察に来な

ければならない。設計図書が不完全であることや、施工

詳細が分からない場合もある。婆するにムリ・ムダ。ム

ラのための建設現場の生産性が米国より遥かに低い。

サスティナブノレハウスでは、自本の大多数の建設業者の

建設業経営管理能力の低さを前提にして、現在の能力に
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おいてムリームダ・ムラを最小限にして住宅生産を実施

できる設計図蓄をホームプランシステムとして開発した。

このホームプランシステムは、デザインと性能について

は、歴史島持土会的に評価が定まったものから選択できる

こととし、機能については、用意されたライフスタイル

に対応したプランから選ぶことも、それを加工すること

も可能である。

サスティナブノレハウスホームプランから選択した設計図

書を使って建設する場合には、通常の住宅建設業者の建

設業経営能力で対応できるコストコントロール(ヱ事費

管理)、スケジューリング(筋工管理計画)、 TQM(品

質管理)システムが用意されていて、そのシステムマニ

ュアノレに従って工事を実施することで生産性向上を翻る

ようにしている。

ヰ サ3正予ィコトブJレハウスの設計四施工

4.1 :1段階音量計(一次星空齢園二次段針)

サスティナブノレハウスは、ライフスタイルの変化に影響

されない部分、即ち、居住者の所得(住宅費支払い能力)

に対応して、建設することができる住宅の容量、町並み

形成に際係する外線デザイン、住宅の基幹ユーティリテ

イを入れる縦のユーティヲティシャフト、構造車産体とし

ての外援および階段室及び構造躯体部分に施工するドラ

イウォーノレ工事を一次設計とする。この一次設計段階で

は電気、ガス(今羽のモデルは全電化のためない)、水道、

HVACの幹線は全部設賞する。一次設計段階の工事が

完成すれば基本的に専向工事業者の手によらなければで

きない工事は完了している。

二次設計はその住宅に農住する家族の生活に合わせて筒

取りをし、インテリアを作ることになる。サスティナプ

ノレハウスでは、家庭の恥むは夫婦で、夫婦が家庭の緩営

者として中心となって運営する主人公であるためには、

夫婦の寝室と浴室・便所・洗言語の専用車IjJilが可能になる

ようにするとともに、子供途の生活が日常生活の中で窺

えて、尊議してやれるように計聖書されている。

住宅は各階によって私的空間と社会的空間とが分離でき

るようにつくられており、各階は基本的にオープンプラ

ンニングとし、間仕切明は家具や簡易なものにしている。

日本の障子襖による間仕切りや、続き間の考え方はオー

プンプランニングと共通する設計段、怒である。

4.2 衛生産の審理主題と合理化の方法

1950年代に米国で現代のプラットブオームヱ法の原点

となったレピットハウスの経験に学び、 4'x8'合放を基

本的に加工せず、廃材は出さず、かっ、その使用量を最

小限にする方法として、外壁総延長を最小限にする矩形

平面と 4'モデューノレ(外、内)で計画する。

TNDの町づくりに対応するエントランスリピングポー

院総研 Cli'"い支ち学罰論文集:ZOO(llf.



チの目線を高くするために高基礎にし、その高基礎に関

われた部分を半地階窓織とし、米仕上げのボーナス@関

として利用する。11!1季による衣替えや生活様式iこ変化が

必要な日本では、蔵や納戸の荊IJ)'君により、生活空間の効

率的利用を闘ってきた。来佼上げ半地階主主間l士、 l戸当

たり 10万円程度の費用の追加により、 50nf程度の歳空

間が実現できる。

住宅を構成する根太には、 2"X4"並行弦トラス(スチ

ーノレプレートウェプ)のみを使い、窓は一種類で統一す

る。このことによる間取りの変更などにフレキシブノレに

対応できるだけでなく、材料の擦街じ、規制じ、集約化

により、仕入れの合理化、資材管理の合理イ己施ヱ時の

饗熱効果による生産性の向上が函られる。基礎屋内側主主

枠に発泡ウレタン成型絞を使い、外壁章、屋根断熱tこ現場

発泡ウレタンを使潟することで、確実な施工性の実現を

合理的な価格で実現した。

4.3 サスティナブルハウスプランシステム

サスティナプノレハウスのデザインは、建設された2擦に

ついては、ジョージアン様式とピクトリアン様式及びク

ラブツマン様式を折衷した様式となっている。何百年も

の再号、人々の心象風景として受け入れられてきたトラデ

イショナノレなデザインとして住宅を設計することは、 til

久的lこ士世代の交替にも拘らず、大切にされ、愛され、帰

属意識がもてる住宅を供給するよで重要である。

サスティナプノレハウスプランシステムは、住宅建設の亙

確な克積りに必婆とされる完全な設計図書を、設計業務

報酬として印税方式で鐙供するもので、一次設計と二次

設計との区分を明確にした図面及ひ積算内訳を容易に購

入できるシステムである。特に二次設計に対応した免穣

審では、システム全体で共通して採用している材工分離

積算であるため、住宅の建築主は住宅に使用される材料

個々について、その価格を確かめて採i!iの決定を予算と

の関係で決められるだけでなく、 DIYとして実施する

部分を容易に決定することがで古る。

もちろんこのシステムに対応して、建材供給業者は、関

口部の額縁、廻縁、巾木などDIY用に用意することが

必婆とされるが、パネルやフロアも含め、木工加工品は

機減加工が容易であることからプラモデル化してDIY

対応は容易である。

サスティナプノレハウスホームプランに対応したコンスト

ラクションマネジメントマニュアノレは、現在の日本の普

通の住宅態設業者の技術水準において十分対応できる経

営管理の方法を工事費管理、ユニ稜管理、品質管濠につい

てマニュアノレ化したものである。

4.4 ザス宇イナブルハウスのデ一空管理

住宅建設業が近代約な経営さ主体になるためには、建設工

事を務負う待点で、その工事による利益が確実に計軍事さ

れ、ヱ事完了時点で計霞どおりの利益が確保されなけれ

ばならない。住宅建設業者の業務は、工事現場ごとに相

遣する材料、下誇業者、材料業者等の能力を最大限有効

に駆使して住宅を造ることである。当然、住宅主主設業者

は穏係する下請業者、材料業者等の能力を熟知して、そ

れらに能力を発揮させる主体的なインセンティプを与え、

ムリ・ムラ・ムダを最小限にすることが必婆である。

そのためには建設業自身の経営管理能力を含め、住宅建

設に隈係する全ての関係者の能力についてのデ…タが必

要である。これらのデータがJE確でなければ、見積著書を

JEしく作成できないし、昔十闘どおりの利益をあげること

は不可能である。サスティナブノレハウスでは、現場監督

日報により住宅生産実績データを取号分析し、住宅建設

業者が産業として実施するために必要なデータを作るこ

とにしている。このデータ蒐集のための日報及び分析手

法についても、サスティナプノレハウスコンストラクショ

ンマニュアノレの異体的成巣として纏めた。
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3.1 a本における住環境教湾の現状と課題

東京学芸大学教宵学部教授・{主総研住教育委員

ノト津紀美子

盤外とのつながりの視点に欠けていた伎教者

今の日本の住教育，あるいは住まい，住環境の現状と

課穏等についてお言語させていただきます。

官、は，もともと建築学科出身ですが，東京学芸大学に

約20年前に入り，初めて住居学を担当することになって，

教科書，学習指導要領を見て，住教育が住まいの中だけ

の内容・事柄iをあつかっていることに唖然としました。

私たちの生活は，外との繋がり，あるいは人と人との関

係などでもあるのです。イ可とか変えなければと思い，イ

ギリスの環境教予言を勉強しました。イギリスは， 1960年

代， 1970年代に子どもたちが，今の日本と罰じように荒

れていて，いろいろな手法が編み出されておりました。

日本の場合は，内容を教えることには非常にたけてい

るのですが，学びカ lどう学ぶか」というところが，子

どもだけではなく，大人にもかけているのではないかと

思います。そういったこと在府究していました関係で，

今回の答申を出した中央教育審議会15期， 16期の委員，

現在は中央環境審議会の委員もしております。

いま国際的lこ議論になっているのは持続可能性J

ということです。これは何も生態系だけぜはなく，人間

性や精神性も含めた意味でとらえています。

次の世代にツケを残すのではなく，今まで積み上げて

きた隆史的なもの，文化約なものをどう次のt世代に残し

ていくか，あるいは怯えていくかが伎文化，まちの文化

ということにも繁がるかと思います。そういったことも

持続可能性という概念に入っていると患います。しかし，

日本ではほとんど持続可能性の議論がないのです。

遡「生寺るカ」をつける教育

私たちは子どもの持っている素日青らしさを発見しよう

としても，なかなか 元化された評価の尺度でしかとら

えられていません。しかし，本当に大事なのは f見えな

い学力」と言われている意欲とか，自分で考えるカ，判

断するカ，批判的に見ていくカ，イマジネーション(想

像力)とか，創文毒性です。そういったものが，なかなか

日本の社会では評価されないのです。しかし，そこを何

とか抜けていかなければいけないと思います。

そこで最近は，体験型・参加祭の学習が行われるよう

になりました。ここでいう体験は，単に社会体験だけで

はなく，生活体署員も自然体験，文化的な体験も含まれて
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いま寸。あるいは感動を伴ったり，白書事感情を高めるこ

とができるといった心の体験も含まれています。そうい

ったところが，今話本の子どもたちに非常に欠けていて，

その課題に対する学びが必婆であると雷われています。

いままでは日本のや校，あるいは大入社会も，知識や

教育内容を依達する形の学力観，教育観に基づいて展開

されていたのですが，そうではなくて，もっと採究・創

出していさ，表現していくという学力観，教育畿に変え

ていかなければいけない。これは1996'1三7月に出た中央

教脊;審議会の答申に出ています。それを iつの言葉で言

うと「生きるカ」ということごす。これは自ら課題を見

付け?告分ミ了務へ，自分で解決する，あるいは皆と協力

して解決の道を見付けていくというカをつけていかなけ

ればならないことを意味しています。それは子どもの主

体性をどう付けていくかということです。

盤 f総合的な学習の時摺j で地域と連携した学習を

H本の社会シスァムは，行政も地域も縦型と言Pれて

います。それをもう少し横断的にしてし、かなければいけ

ないということで， 2∞2年よりイギリスのクロスカヲキ

ュラムのように， 総合的な学習の時限Jを設けます。

いまマス 1 ミでは，学校 5日織で学宵内容が減ると，

子どもたちの学力が低下すると昌一口れてし、ます。その学

力というのは. 1可で測るかによっ亡全然違うわけです。

今回皆さんの論文の中にも，子どもたちの豊かなJ，E，~憶

を高めて，いろいろな側聞から学ぶという方法論があり

ました。伎教育委員会でも，そういった視点を掘り起こ

してきましたし，みなさんと共有していくことが大事だ

と患います。教育界や，澱境lこ取り組まれている様々な

所でも、そういうことが言わrしているかと思います。

「総合的な学習の時間j を展開すると向日寺に，学校 5

日嗣jの導入でヒ・自に地域に潤かれた学校づくりをやる。

そこでもっと生活体験，社会体験を子どもたちに積ませ

よう，ということが出てきています。そこにどう我々も

かかわっていくかということが大事になると思います。

様々な体験を過して参加型の，あるいは子どもたちが

自ら課題全発見し，調べ，考え，実践していく展開の中

で，一体子どもたちはどういう力を付けていかれるのか

というのが$大きな課題となるかと思います。それは何

も子どもだけではなく，大人もや「けなければいけないス

キノしではないかと怠いま寸。
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幽問題解決能力をつける F住まい・まち学習J

「住j、い・まち学習」の中にはいくつかの要素がある

と忠いま十。日本でもそう Eすが，歌米で共通して言わ

れているのが，まず何のためにやるのかという「おじ

です。地球のため，地域のため，あるいは自分のために

ということも入っているかと思います。そこからやって

いくと，様々な課題があって，社会の仕総みがおかしい，

あるいは社会のイ上級みはどうなっているのだろうかとい

うことも，きちんと学習することが必要になってきます。

次に rabout.，1 )府Iについてということがあります。

また，体験恐というのは l"inJ です。例えば，森の中で，

あるいはまちワォッチング，スト Fートワークをするの

も1つの手法としてあると思います。実際に改善してい

く，そういったものを通して学んでいく rthroughtJ と

いう概念。これらが教育の要素としてあるのではないか。

そういった要素を通して，問題解決能力を付けていく

ということです。それから，ただ単にウオッチングをす

るだけではなく，データを継続して蓄積していくと，

「あっ，おかしいj とか変化がある，そういうところで

気付きをきちんと促寸。なぜ変化したのかを調べていく

力。それから，お年寄りの方から「昔はどうだったか;

という意見も聞いてくる。それも 1つの情報処理能力だ

と患います。イ可もパソコンを使って，インターネットで

情報を集めるだけが情報処理能力ではないと患います。

墨環境を喜平{藷，議論できる能力をつける

そし(，いちばん日本人に欠けているのが，環境をき

ちλノと評価する力です。美しい，醜いといったことを議

論するプロセスの学習も必要です。そして自分の考え，

あるいはほかのいろいろな考えの方の意見を開く，とい

うコミュニケ}ション能力が必要になってきます。最近

は親子のコミュニケ}ションがなし、からと言って) ::'fど

も部長室に直，電話，パソコンを付けるそうですが，イ可も

物的なものをつくればコミュニケーション能力が高まる

ということでもないわけです。 1つの訓練ということも

必要になってくるのではないか。そのときに皆さんがや

っておられるように，いろいろな立場の方と交流する，

あるし、lii活動する中から，そういったコミュニケ}ショ

ン能力を付けていくことも火事だろうと思います。

そういう能力に対応して，予ぎてたい態度として出てく

るのが 9 様々な自然，あるいは社会事象に対する関心と

か意欲骨持つことです。日本の子どもたちにいま非常に

欠けていますし，大人も本当は興味があるのだが，避け

ていくという傾向にあるのではないかと忠れ、ます。

それから主体的に考えてし、く。社会性，責任です。そ

して他人の信念とか怠見に対する寛容さを。皆様のやっ

ている活動を通して付けていくことが，日本の場合は非

常に関われてし、るのではなし、かと思います。

そういった活動，あるいは学びの過程から，いちばん

求められてくるのは，感性を高める学習と向日寺に，いろ

いろ自分たちで調べたり，本当にどうなっているのかと

いう問緩構造を把握する知識を，きちんと得ていく知識

学習，いろいろな考え方があるというオルタナティブの

価値学習も含むと思います。その上で，今度は自分で討

会を変えていくとか，実践していく，自分自身も変わっ

ていく，そういったステッブのアブ口}チが必要になっ

てくるのではなし、かと思います。

隠これからの探究・創出 表現裂の学習にむかつて

今@]集まりました29編の論文在読み，非常に感動を覚

えました。今誌は待問の朝日合で 10編しか発表ーしていただ

けません。お互いにそれぞれのやってこら礼たことを共

有し合いながら，また次のステッブにすすみたいと思い

まず。そして，まち"""5くり， 1主まし、づくりにいちばん大

事なのは，市民としての力を付けることだと患いまずが，

その理論的なベースをつくっていく，あるいは実践はと

うあったらいいのかという方法論なつくっといく。これ

は1970年代にイギワス tゃった手法が，皆さんの事例の

中にもいっぱいありますが，次のそれを乗り越える手法

をまた編み出していく。そして，深究・創出・表現型の

方向にいくことが求められると思います。

議 環境教資で付けたい能力・育てたい態度
、、、、~ 沼本

問題解決能力
付けたい 数理的能力
能力 情報処理能力

-コミュニケーション能力
*環境を評価する能力

-自然や社会事象に対する関心・意欲・態度
膏てたい -主体的思考
態度 -社会的態度

-他人の信念，意見に対する覚容

イギリス
-コミュニケーション能力
-数理的能力
*研究能力
-問題解決能力
*個人と社会の関係にかかわる能力
-情報処理能力
-自然や社会事象に対する理解と配慮
-主体的思考
社会的態度

-他人の信念ヲ意見の尊震1:立証及び合理的な論議の尊重
-寛容と広い心

*手IJは7 日本だけ 1 イギリ
スだけに見られるもの

LH典 文部省『探境教育指
導資料j 1!)91 年~ NCC 

Curricu!um Cruidance 7 
'Environmental Education" 
1990 
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3.2 発表論文質疑・応答

己表(酬の後…質疑ー の 〔
( )内は，論文掲載ベージ

2. 1 海に主主まれた新しいまちのコミュニティについての一考察

学校と地域並びに地域社会がつくるコミュニティのあり万

今井葵枝子(千葉市立打瀬小学校)

(pp. 3 ~ 6 ) 

0矢嶋{日本開発構怒研究所) タイトノレ

にある「海」とはどのような関係があります

か。

0今井 幕張の海を埋め立ててできた地域

でめり，まわりに自然観察ができる山や林などがないも

のですから$海とのかかわりは結構あります。海まで13

分くらいで行けるので学習活動の中に海を教材としたカ

リキュラムを組んだりしています。低学年では海探検，

砂浜でjIjfぼう，海の中の世界をつくろう。高学年では，

海水鶏査，海の生物をま用べよう等をしています。

0字国 (1東路景観樹芸学校) 特別クラブの講師の人

材を地域ーからどのように発掘したのですか。また，特別

クラブの時間は，学校のカワキュラムの中で，どこに級

2. 2 艶観」をとりいれた住環境教育

高等学校家庭科トの授業実践から

0寺本(愛知教育大学) 景観論争の対象'

となった黄色いピノレが， もし住民lこ器開かれた

児童館とか公民館とか，中に子どもの遊!pコ

ーナ}があるような，住民と非常に密接な爵

係性を持った機能があれば，住民から色に対するクレ}

ムが出てこないのではないかと思うので寸。

つまり外的な色だけの関!!!i-Cはなく，生活エリアむの

ヒソレの色というのは，そのピノレの中身と周辺住民との擦

係性が非常にかかわってくるのではなし、かと思うのです。

そのような議論は，生徒たちからは出たのでしょうか。

0妹尾 いろいろな窓見が出ました。必ずしも全員が

「塗り替えるべきだ」と言ったわけでもありません。私

が重視したいのは，その話し合いの中で出てきたいろい

ろな疑問とかJ吉見です。 rどうして事前にもう少し説明

を酪かなかったのか事前に説明はなかったのかj

「住民のほうも，完成する前にもう 1閑話し合いを持て

ばよかった」など，生徒の中かちこちらが教えようと恩

ってもいなかった事前のコミュニケーションに漠3する事

も出されました。このことが次の学習に繋がっていけば

みiさまれていますか。

0今井 講師の人材を確保するために，地i或全戸lこ配

布している学校だより， p 1 C&Jコ」により皆さん

の知識，技能を打瀬ノトの子どもたちの学習に分けていた

だけませんかi という形で公募しました。現在， 43名の

父母，挫父母からなる講富市は「ボランチィア講師 と呼

ばれ，特別クラブ以外では，生活科， Jj霊徳，保縫，特WI

活動等にご協力いただし、亡おります。

特別クラブの時間は，学校裁識のH寺院在使って，年 3

5刀 6，12， 2月の第 3土縦一日の60分で行っています。

O木下 f学校だより J安保議者だけはなく，地域全

体に配9ながら，地i或を巻き込み，地域全体で学校を感

り上げようとする商白い試みだと思います。

妹尾種子(東京学芸大学教軍事学昔話)

(pp. 23~26) 

し、し、と思ってし、ます。

。鹿島(フック計画研究所) 「長綴の教

材としての意義Jに「地域の歴史，生活文化

を包含するものとして」とありますが，今回

の場合，黄色いヒソしを最終的:ご日く塗るというのは間り

に調和させるとい意味があったとしても?白への統 が

地域の文化を表現-，'るものとは捉えにくいのです。黄色

を他のi'lに変えようとしたときに i{iiJかを表現寸るも

のに変えよう j という意見があったら原白いと患ったの

で寸が，そういう J官見は出たのでしょうか。

。妹尾 生徒からは自に塗り務えたヒツレを見てあ

れを見てがつかやして塗り按えなければいいと思った」

という意見まで出ました。どんな色に塗り替えるかも相

談して，地域の壮一民と話し合うべきだったとの意見もあ

り，そういう意味で色彩の重要性などを認識してもらえ

ば，この授業としてはよかったと患っていま寸。論文の

中で景観の教材としての意義としてあげたこと全てを，

この待問でできたとは患いませんが‘前後 U)字習を合め

てヨ徒が考えを深める機会になればと患っ、います。
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2. 3 街づくり教警手法をベースにした総合的学嘗

南カ Fフオノレニアと仙台近郊の事例を中心に

0)11越(三番瀬 Do会議) 「建築と子供

ネットワーク仙台」の運営はどのようにされ

ているのですか。また，学校とコミュニケー

ションを取りながらやっているようですが，

どちらからアクションを起こしてやっているのでしょう

か。学校から依頼されてやっているのか，それともネッ

トワークから主体約にやっているのでしょうか，その辺

のかかわりをお隣きしたいと患います。

0佐藤 仙台の女性建築tのグノレ}プがメインになっ

て1993年に発足し背任意隠体です。現在40人ぐらい会員

2.4 量量子の地域学褒プログラムの頻発!こ腐する報告

佐藤慎也{東北文化学長覇大学)

(pp. 27 ~32) 

がおり，実際に動い亡いるのは10名くらいです。

その中で学校との環わりでは，伊jえば，宮城県のマノレ

チメディアフェアや， APECなど，仙台で行われる行事

を行政からの要議があれば手伝っています。

現在はエコ・アーキテクチャー・プロジェクトをニニL

}メキシコの先生と 1111台市内の芦口小学校とで共簡で滋

めています。このブロジェクトにi認しては， トヨタM聞

からお金をもらっていますが，私たものグノレーブPが主体

になってやっています。

鈴木賢 (名古屋市立大学芸術工学部)

学習型環境デザインワークショップの実践と課題… (pp. :19~44) 

OIJ、?畢(東京学芸大学) ワ}クショップの材料費は

どこから調達しているのですか。

。鈴木 材料費は研究費から出しています 2年目は

毎回I，OOOfIJを集めました。しかし，それは務干の足し

になる程度ですので，是非財団のほうから支援していた

だきたいと患います。

。海道(名城大学) 大きい犠君主や作品の管理や保管

2.5 美術の中の住環境教育

被浜美術館の試み，市誌のアトワエ 中学生講座

OJII越 参加者が男子 1人，女子 7人という差は日ご

ろの生活観の意識の差かと思って見ました。男子と女子

の意識の差はありましたか。

0;三よ 参加者数は，美術館の公募を見て興味を持っ

た男女の去ということも言えると患いますが，参加者を

見ていますと，女の子のほうがインテリアに興味がある

といった意識は強かったと思います。

。木下 実は偶然この講療の最後に私は演劇の成沢さ

んと f演劇的まちづくりワークショップ」をやりました。

はどうされていますか) llETIごとに捨てるのでしょうか。

O鈴木 ガリバーマップは研究君主に保一管して 2年間

使いました。模型は返してほしいという要皇室で，初年度

は数カ月後に返しました。去年のものは私がまだ持って

います。

0今井 どのような日に開催しているのでしょうか。

O鈴木 学校が休みの土縫日の午後にやっています。

三よ紀子(レジオンデザイン 級建築士事務所)

(pp. 65~68) 

私の場合i立中学生(受講生)はたった 3人しかいません

でした。美術館には材料がふんだんにあって，可能性が

いろいろあるので寸が，中学生の応募は少ない。中学生

は集めにくいぜすね。私の場合には親に雷われて来

たj ということでしたが，どういう動機で参加されてい

ましたか。

0三よ バリアーフリーが社会的にも注目されている

ので，親に勧められて参加した子もいれば，ものづくり

が好きなので参加したという子もいました。
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2.6 みつはま生活簿物館における子どもと大人のパートナーシッブ裂まちづくり

学習

幽図清維(霊童媛大学教育学部)

(pp. l03~108) 

0佐藤 子どもたちが撮った写真の中に人が竿ってい

たり，まちへの意識が高かったりということは， i可がそ

うさせたとお考えとしょうか。

0曲活 生活博物館でいろい芯，人とふれ合ったり，

生活博物館の案内をしたりしていますと，まちの中に物

だけではなくて，人が一絡にいてまちが成り立っている

ということを感じているのではないか。写真を織るとき

に，意識する，しないにかかわらず，そのような心持ち

になっているのではなかろうかと患っています。

文中にも書きましたが，フォト探検に不登校児が参加

しといました。たまたま学校の先生が勧めてくれたよう

で，その子がブラブラ後をついてきました。後むその子

が不登校児だと知ったのです。

きっと学校が嫌いなの〈了しょうが， コ主教のまちはそう

いう子どもたちも何となく受け入れていく。もちろん，

あの子は学校が嫌いだということを知ってし、るおじさん，

おばさんがし、るわけですが，それでも況気。そうやって，

子どもたち在包み込んでいくということでしょう。そう

いうまちを，みんなでつくっていくことが大切なのでは

ないかという気がします。

2. 7 rまち育てJの視点からの干潟環境の提案型演習による実銭と考察 問中宏実(千葉大学大学銚)

(pp. 97~102) 大学，市民，専門家による「共創学習jの試みから

0小選(東京学芸大学) 現実に三番瀬はいま，審議

会でもめてし、るわけです。審議会の委員の中にも，ここ

を守ろうとする人も入っていると思うのですが，そうい

う方の参加はあったのでしょうか。あるいは，行政の審

議会で，形式論理約に決まっていくいらだちといったも

のは，学んでいる方たちはどう受け止めていたのでしょ

うか。

0田中 二番瀬を大切にしたいという気持が，演習を

やっといくうちに学生の中で脊まれていったのぜ寸。実

際に演習の流れの中で三番瀬の埋}Lてが総小したという

公式発表があったとき，それは，学生の意識にすぐ反映

して三番瀬を大切にしよう J などの言葉になっ C現

れていき主した。

また実際に委員の方がし、らっしゃったかどうかという

ことは，環境調査検討委員会に入っている専門家の}jが

演鷲の中でレクチ γーに来られていました。実際の計画

にそれが反映するかどうか分からないのですが，そうい

う場にいらっしゃっています。

2. 8 まちに学ぶ?まちを，舌かす 海道j背信(名城大学都市情報学部) ・矢j畢雅則(鳥図市都市計画課)

島問市・ Jli践し街道を舞台に市民五役のまちづくり物語へ (pp. 109~ 1l4) 

0寺本(愛知教育大学) 人材が非常に不足していると

いうお話でしたが，島田市全体で，あの200メ}トノレの

界隈に対する関心がかなり高まっていれば 7万の市民

の中からそれなりの人材が吸収できると，思うのです。市

民全体の関心を呼び起こすような求心力は感じられない

の Eしょうか。

。矢津 会ではいままで，その町内に住む方だけが会

員だったのですが，市内全域，市外にも会員を広く求め

る方向に切り終えるそうです。

0原 (t生白谷区都市整備部) f都市計画

マスタ}プランj について，先行して既に決

まっていて，事業の縫関として，いまのスラ E

イドのようなお話があったのか。それとも，

ドのようなお仕事をずっと積み重ねられて r都市11+1額
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マスタープラン」というものに積み上げていったのか。

もし，そうだとすると，その過程ぜ市民はどのように働

力リもたのとし上うか。

0矢漂 マスグ}プランは現在つくっている最中です。

っくりながら，こういうこともやっているとしづ状況で

-，.。やってし、くヰiT，フィードパックし検読するという

やり方で :1年ぐらいやっています。

。海道 私は専門家会議の繋任者なのですが，開成休

業状態 tす。市内には，このような殺史的IffTがあって，

そこから発援した新しいまちがあるわけです。そこを専

門家会議で{可人かで議論して，案をつくろうとしても，

良い案を ω 〉くることはなかなか難しい。現実約1;.まちに

甘lt うという 1~-e，マスタープランっくりのー殺として

今やってし、るということです。
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2.9 杉並まちづくり研究会 fエポス」における“まちづくザ"活験 前野淳一部(杉鋭まちづくり研究会(エボス)) 

契機とプロセス，その成果と今後の方向 (pp. 119~122) 

0佐藤 まちづくり公社がなくなるというのは，今ま

でのように行政主導ではなくなるという意味なのでしょ

う。今後どうしたいというお考えはあるのでしょうか。

O前野 実現するか分かりませんが，我々は fまちづ

くりカレッジJから1:1:'，発したわけです。ですから，我々

自身が講師になって fまちづくりカレッジlをやろうで

はないか， ということを言円、出した人もいます。エポス

を NPOの方向に持っていこうということで研究し始め

た人もいます。どうなるか，いま動いている最中です。

何か，良い知恵をいただければありがたいと患います。

。木下 杉並では社会教育なども熱心にやられていて，

2. 10 花と緑のまちづくり活動参加促進のための市民教育に

おける公共空間緑化活動実習の効果 兵藤県立淡路景

芸学校における生涯学習の散り総み

前野さんのように，引退後に地域のことで頑張っておら

れる方がいっぱいいると思います。前野さんは都市鑓係

が専門ですが，専門でない方でも，まちづくりに目覚め

てやっといらっしゃる方というのは多いのですか。また，

嫌々な専門の方がおられるわけで「か。

。前聖子 はい，たくさんおられます。いま，杉並区民

は51万人です。先ほど人材の認が出ましたが 1人 1人

が持っている能力，ブロパーの織業やそれ以外の余椴な

どで磨いたノワハウを活用したりし亡，その蓄穫を瀞せ

集めたらまちづくりに大変な貢献をすることができるの

ではなし¥かと実感をしているところです。

半周E富士男(鮫路工業大学自然・環境科学研究所/

観圏淡路景観盤芸学校)

(pp. 85~90) 

0佐藤 実際にどのぐらいの時間で，植栽作業をされ ります。

たのでしょうか。レクチャーなども擦り込まれていたの

か，講座の内容を教えて下さい。

0平田 作業の分最は，面積を設定するときに絞験即

から，大体 1人 1rrfぐらいの割合で設定します。例えば

20人のクラスなら， 20n1くらいの花壇でやると，午後の

3 ・4限を使って 3時過ぎぐらいに終わる待問事Jにな

それから，現地のイ乍業やその再iIの設計の作業などをメ

インに燃えておちますが，そのほかの時間幣にそれに関

連するような?ちょっとした講義を 1コマずつ当てはめ

ています。全体のカワキユブムは婆旨集 J ぴJ守コlとブ

口トタイプ的なカリキュラムを入れ，ていますのご，あと

で参照していただきたいと思いま-j-。
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全体討論

3.3 r住まい.*ち学審j を過して何を学んでいくのか
その効果を評価する 2つの方法，エバリュエーションとアセスメント

園高校で地域と連携した授業展隣はo)能か

。木下 fl主まい・まちづくり学胃Jは，

学校の授業での取り総みや，学校と地域の爵

係，地域の中でのまちっくりの展掃の中でと

いったいろいろな立場があります。まず学校

からみ ζいきたいと患います。

妹尾さんへの質問です。質疑応答の中で，色の問題だ

けかどうかという地域の教材の意味を考える意見が関さ

れていました。そのことにも関連すると思います。牒さ

んから fこの学習に図工，デザイン，社会科などを組

んでいったら面白かったと感じた。そうした総合学習の

取り組みはこのi晶稜であったのでしょうか」という，他

の科告との遼携についての質問です。

。妹篤 高校ども2003年度から「総合的な学習の時

間lが始まワますが，高校での総合はすごく難しいだろ

うと現場では言われています。やはり受験や，教科の専

門性がとても強いので，よほど教員同土のコミュニケー

ションがうまく取れている学校でないと辛いところです。

小宇校では，先生河 i二のコミュニケーションもよく取ら

れているようですし 1人で多くの教科を持つので，可

能性はとても高いと思います。ただ私自身はこのような

授業をやるときに，他の教科で習ったことを子ともに開

きながら，なるへく他の教科で学Aノだこととどう繋がる

かということを?示しながら， f可とか主主きた学びになって

ほしいと怒ってやってきました。

。木下 原さん，どうですか。高校生では難しいと言

われていますが，原さん，高校生が関わったような誌を

されたことがありますよね。

Os事 なぜそのようなことを伺ったかといいますと，

学校のカリキュラムの中で終わらないで，まちを変えて

いくカになったらし刈¥なと思い，その前段として，まず，

学校の中で総合化されるのが大事だと思ったからです。

私は1世間谷区役所にいるのですが，高校は東京都立と寸

から，ほからはなかなか手が出ないのです。高校はどこ

も県行政ですから，地域学習が中学校で治切れてしまう。

受験 t忙しいということの前に，制度的にその辺がなか

なか難しいので，どう克服，あるいは連携をなさってい

るでしょうか。

0妹尾 やはり先生たち同士の関係が大事だと患いま

す。あとやはり家庭科はそれ自体，総合的な教科なので，

授業をつくるに当たって， 1也教科の先生のアドハイスや，

場合によっては絡に出てもらったりといったことも行

っています。また，地域との連携ということでは，先生

と地域のどなたかとか，専門家の方が誌がつけば学校に

も入ってきてもらうことは可能です L，高校生なのぜ傾

人的に生徒が談越を見つけて，この授業の中でもレポー

トを番いたり，空手真を撮ってき亡，それを評悩してとい

うようなことを行っています。自主的に地域(1こ行って，

取材をL，それをまとめて報告レてくれた生徒もいます

から，全く不可能ではないと思います。

隣家庭科は総合的な展開の可能性が大きい

0北原(弘前大学) 高校で総合学習をや

ろうと思うと非常に難しいのゼ寸ーが，家庭科

の授業をやるときに，例えばその授業を市役

所の人に来てもらって講評してもらう，とい

う形を取ると，社会の先生がのぞきに来るのごす。そう

いうことから…歩，一歩どこかとつながっていくヰり方

もあるのではなし、かと思います。いきなり総合的にやろ

うとすると，カリキュラムの問題もあり，本当はそれが

…番大事なことなのですが，まず…歩をはじめるのも 1

つの平ではなし、かと患います。

伊jえば，私は青森の高校でまちづくりの授業を行った

ときは，どうしても家庭科の先生と家庭科指導主任しか

来なかったので，総合的にいきませんでした。

先日学生が金沢大学的問燐高校の授業常見学に1iきま

したら，森林坊の降開発について意見を言おうといった

内容で，市役所の都市計繭設とか，県庁の人が来て，社

会の先生がその授業合見ていて， でもその授業は家庭科

だったそうです。来た人にとってはそれが家縫科でも，

杭会科でもいいわけたすごく子どもたちもいきいきと

やってし、るわけです。仕組みをつくる前のきっかけとし

てはこのような方法もめるのではないかと旬、います。

0;;1;:下 家庭科は，いろいろなものを取り込んごいく

i可能性があるということですね。

てれでは全体の議論にいきたいといま寸。妹尾さんの

発表に，クワデイカノレ・シンキングといったことについ

ての発言があ切ました。そこで，鈴木さんの発表で出ま

した，ワークンョッブとシンクショッフということが関

連しそうですので もう少し詳しくお話ドさい。
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組段階的!こフィードパッヴする展開が2重要

0鈴木 「シンクショップj という言葉があるかどう

かわかりません。私たちがやっていたワ}クショップは，

毅と子が対象でしたので，子どものほうは楽しんでいる

ので十が，大人がキョトンとしているのです。つまり侭

かやらされているのだけれど，自分の位置付けがわから

ない。イ可のためにこれをやっているかという，大人のほ

うが非常に不安がっているような気がしました。例えば，

アーチを造るときも，これはどういう意味があるか，何

のためにやるのかということを大人は開くわけです。大

人を~IJ1主に呼んで， レクチャーしないといけないな，と

いう気持が「シンクショップJをやってみたいという次

の展開に繋がりました。

今までの知識伝達型の反省があって，ワ}クショッブ

というような体験型の話が出てきたと思うのですが，レ

クチヤ}型のものを完全否定すると，また歪みが出てく

ると授、いま寸。うまく荷者がリンクしていないと，体験

だけでは駄目なのだろうと思うのです。中・高校生や，

大人を対象にするときに，どう知識伝逮寸るのか，考え

の整理が必婆ではないかなと思っています。むしろ教育

学の先生にお話し、ただきたいのですが。

0盛岡 学校教育で言うと，生活科の学習のあり方が

いろいろと議論されてきました。子どもたちが外に出て，

探検するのだけれども，その意味つけをどう定若させて

いくのか，ということについては多くの先生方が皆労さ

れてきました。最近になって，例えば寺本先生ですとか，

いろいろな方々が体系的iこ総み立てられてきた，という

段階なのではないかと思っております。そういう点で，

こうしたワークショップでも小さな子ともから大人まで，

それぞれの獲得E擦をきちっと位置付けながら，フィー

ドハックしていくということが欠かせないと思っていま

す ρ

0木下 ワ}クショップと「シンクショップJ，また

はディベートやレクチャーといった，いろいろな組合わ

せでプログラムをどうつくっていくかということだと態

います。

それとも関連することで，今度はまちづくり，地域の

方に移りたいと思います。参加者の集めカとか，学校か

ら地域iこ働きかけるとき，それから地域の中でまちづく

りの集団，または実際の授業ぜコンサノレタントとか，そ

ういう専門家で隣わっているときに，どう広げていくか

といったところに質問が出ております。

金丸さんから「まちづくり学習J， ま ち 学 習Jをど

のようにピジネスlこするか，専門家の役割，これは田島

さんからも出たのですが， コンサノレタントとして， こう

いうものに関心を持っているのだけれども，どう仕事の

中でやっていけるのかというような悩みがあります。意
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識ある専門家がイ土事でやっている中でも，どうやってこ

ういうことを仕事でやっていったらいし、かといったとこ

ろを，金丸さんお話しいただけますか。

極経費がかかるという認識をもっ必要がある

。金丸(曽被告 ・潔境設計研究所)

ピジネスという言葉をちょっと強烈に使った

のですが，主主々は，建築設計，計画コンザノレ

タントという渓械の営利企業でやっている場

合，行政と契約して，お金をもらうという形で行うこと

になワます。ますユ行政の意識がどう変わってくるのかと

いうことがポイントとなってくると思いま寸。

つまり市民が参加してきたときに，経費は基本的にか

かるということを理解していただかないとならない。市

民の人たちがどういうふうにお金安出して，まちをつく

っていくかという経済的なンステムの間思議が非常に大き

くある。鈴木先生のワークショッブでも研究室饗用を持

ちtむしぐいた。最初から参加者に 1泊， 5000Plですと台

ったら，絶対に参加しないということがある。まず最初

は研究室から研究の 1っとして刷費していこうというこ

とになったわけで寸が，これはちょっと邪道なやり方だ?

と私は怒っていま寸。今後どのように，このような活動

を評価し，お金の話をどう絡ませるか考えないといけな

い。，ちで，市災参加は形式的でいいとなると，やる気

のある若い人たちの芽を摘んでしまうのではなし、かとす

ごく危具してし、ま寸。

0木下 その点で，島問市の矢t撃さんにお膝iし、します。

都市計務長そこまで…生懸命やっているのも珍しいと~，

うのですが。

閣外部からの評価が支援につながる

0矢漆 多分に個人的な怠いがあっ亡動いているので

すが，新しい試みですので行政の中 Cははじめは浸透し

にくいことがあるのは事実です。組織内の評価にあまり

とらわれないで実践してみることが大切だと思うので』に

むしろ評悩在タ部からしていただくことも必要ごす。ネ

この市，あるいは県の都市計[昭課の職員はこうしづ仕事

をやっているのがすごくいい，ということを外部からも

積極的に出していただくと，内部の評価のスケーノレなり，

基準が多様化していくので，そういう動きが出てこない

かなと患っているのです。

0金丸 矢揮さんのような方がずっといらっしやれば

いいのです。私がお付き合いしている人にも，こういう

ことをわかってくれる方がいらっしゃいましたが，異動

してしまうと，継続的にその仕事に関われなくなってし

まうということが現実としてあると思いま寸。
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O矢;畢 それはないと思います。少なくとも私どもの

市ではありません。それはやはり内側から盛り上げるこ

とも必要ごすL，外部の専門家とか，研究者の方から刺

激を与えて，インセンティブを与えていただくことも必

要です。前面作戦が必要だと思うのです。

。海道 島田市と 3年ほど付き合っていますが，市長

が f市民協詞まちづくり」ということを言っています。

現場の人もやはり参加ごやらないと駄目だということ

で，お寺の治まり込みからイ可から全部やられていて非常

に盛り上がっているのですが，現場で住民の方の反対を

受けて非常に子高い自に会っている方は嫌がっているとい

うのが現実にあります。

それからコンサルタントの話では，東京に本担がある

ような大手は経費がすごくかかるので，なかなか難しい

と思います。いま島田市でコーディネートされている方

は，清水市にある事務所です。大手を辞めて個人でやっ

ておられて，ワークショッブのことも勉強されている方

です。あとは女性 2人でやっておられる事務所も参加し

ています。多分経費のかからなし、小さな事務所でしかな

かなかゃれないのではなし晴海と思います。それでも市の

予算獲得が大変です。ただ行政全体として参加型でやっ

ていくとい方向に非常に変わってきたと患います。

車、の大学がある可児市では，今まで参加裂を全然行っ

ていなかったのですが，ある地区の土地利用計画づくり

を市民参加で進める動きが始まっています。都市計画課

から，あるコンサルタントに発注しましたが，住民の方

が私のほうに来られて，コンサノレタントと大学と一緒に

参加型でワ}夕、ンョップでやっていきましようというこ

とになりました。

数年前は，住民参加とか，住民主体などとんでもない

という雰沼気があったのが，変わってきたということを

感じます。あとはいかに業務として，役所の中で位置付

けるか。それから矢j撃さんが言われたように，外部の組

織，大学だとかコンサノレタントなのですが，どうしても

コンサルタントの人は仕事を受ける立場なので，発言は

弱くなるので，やはり大学がその辺を支えていくことが

必要だと患います。素婿らしいことをやっている，市長

も部長も頑張りましょう，ということをいろいろな所で

評価していく，今日の発表もその 1つだと思いますが，

評価して，支えてし、かないといけないと患います。今は

そういう過渡期ではなし、かなと思います。

翻行政・市民のコーヂィ才、 トが必要

0峰岸{エキーブ0 ・1 スパス) 私もコン

サノレタントです。私の体験からですが，横浜

市が行政内郊の横通しも含めた三局トライア

ングノレという，企画局，市民局，都市計画局
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で，まちづくりの調整，支援のモデル事業を行いました。

横浜市は1813:あり，実務は区ということで区政推進認が

中心となって，学校や清掃事務所，公閣の事業会各区が

i聾び，調進するそれぞれの本庁の部屑が対応寸る。公衝

を取り上げれば，緑政屑と三三馬トライアングノレの支援を

受け，パ}トナ}ンツ 7'事業とし亡 2年聞かけ亡やワな

さいということで，平成9年からはじめて昨年で 通り

終わりました。市民とパートサーをくむ、パートナ}シッ

プ事業として推進するためにコーディネーターをするの

はコンサルタントということですc その成果まコンサル

タントには発表してもらし¥情報公開し，事業としてつ

なげている。その成果が主主き残って，箱もの的なものそと

つくったワ，公蜜をつくるところから，ソブトにつなげ

ていこうということで，現在はソフト安つくる方向に少

し移行しています。

その過程で務干問題なのは委託料が多少安いというこ

ととす。ただその中で我々がもっと力を発揮してし、かれ

れば，それなりの対怖を払わなければと言言わせることが

できるのではなし、でしょうか。

NPOとコンザノレタントの違いは， コンサノレタントは

大局的に物在兇てし、る。行政ザイドからも客綴性で免て

いる。 NPOは，ボランティアとか市民との高等P り合う

まくコーディネ}トすることはときるのですが，専門性

とか?ものをプレゼンテーション寸るとか，そういうこ

とになると弱いことが多いと怠いまれ ですから行政が

いて，コンサノレタントと NPOとボランティアなり市民

団体という，そうしづ関係がうまくあると，いいのでは

ないかと思います。その方向は少しずつ見えてきていま

すので，コンサノレタントがもっと頑張つといかないとし、

けないという気がします。

覇軍住環境学醤への考え方!立行政内でも様々

0北隣 参加型まちづくりだから金がかかる，という

発惣はいけなし、と思います。;住まい・まち学溜j とし

て，子どもたちにいま教え亡いることが，いずれ参加型

のまちづくりに効いてくるわけで，そのためにお金と時

聞をとかけるンステムをきちんと用 i音すべきだと思います。

先ほどから行政が問題だという誌がご亡し 1ますが，行

政にも都市計画や建築行政と教育行政があると患います。

例えば島田市では都市計幽jの方ですし，延藤先生と私も

関わっている，いわきのまちづくりコンク}ノレは?主主築

指導識がやっています。あそこまで総合学習のようなこ

とをやっているコンクーノレなのに，教育委員会は全くお

金を出していなし、のです。

この間，東北 6県のすーへての都市jO_)教育委員会と建築

行政 2通りにアンケートを出しました。住まいや伎環境

革新にこれからどう関係し亡いくか，そのためにはお金
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はどう用意したらいいか，というアンケートです。それ

で出てきた答えもはっきりしていまして，まちづくり行

政，建築行政の人たちは，機会があれば力も出したいし，

金も出したいと言っています。でもこれJ以上教育にいき

すぎても問題なので，要請があればいくらでもお手伝い

するし，小学校に授業にも行きたいと言ってくれるので

す。教育行政の方はちょっと違うようです。

建築行政では， i主環境学務のお金は，きちんとシステ

ムとして治意されていますし，私が 2年間やってきた青

森の総合学習は，教育とは全く無縁な建設省のダム事務

所が出しています。参加は大事だと思っているから，子

どもたちの教育にもお金を出してくれるのです。ですか

らそういう着、味で，まちづくり行政では，きちんとお金

を出す形で教育のことを考えてくれているようになって

きたところもあるということぜ九「。

翻数字では表せない「住まい a まち学習j の効果

0閏重量(ラック計主題研究所) 民間の地域計画のコン

サノレタントで働いています。まず評価について向いま寸。

周りから評価してもらうことで，行政内部での信頼も生

まれるというお話がありました。この評{訴にも 2種類あ

ると思います。古t民の首に支えられる評備と，最近よく

言われる行政の事業評価。結潤，事業費が付くか，付か

なし、かというのが，事業が続くか続かないかの大きな般

幹の部分にあります。事業詳悩の指様というのを，自治

体で出そうとしているのですが，実際のところ事業評錨

はハードによりなじみやすいのです。なぜならば，目標

の数値があって，それは皆の合意の基で公留が 3つほし

いとか，ごみを30%減らしたいとか，そういう数値です

が，それに対してどのくらい今年度は結果が出せたか。

そういうハードですとか，数字に換算できるものは評価

対象となりやすいのですが，ソフトのところはどうして

も評価犠擦がない。評価指標がないから，ついつい削ら

れているという現状があるようです。そういう点を，今

回知りたいと思ってこちらに来ました。三1:l!:代遊び場調

査などjjI田谷にはいろいろ仕事がありますが，それが結

果として地冗の人たちにどのように浸透して，どのよう

に評価され，今どういうふうになっているのか知りたい

と思ったのです。

0木下 もっと議論する論点が問てきたと思いますが，
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評価指標，ソブトの評価，この辺については先生方は授

業の中でも評価というのがありますね。教育の評価はど

のようされていらっしゃいますか。

酪自ら評備するエバリニL工 ションが必要

。小選 子どもたちのみえない~=カをどう許依するか

というのがまさに今話に出てきましたソアトの許俄と同

じことだと底います。ところが日本の場合，それがない。

そういう意味で学校現場でも子どもたちがどっ変容して

いったかということ安， 子ども自身が評価寸る場合と，

それなサポートしている教釘がどう評価していくかとい

う2つあるわけです。子ども自身が評者hしていくコハリ

ュェ-o_/ョン (evaluation) の場合と，教郁がどうアセ

スメント (a出C回ment) していくかという，その 2つが

必要だと思います。その組織でどうヱハリュエートして

いくかがはじめの目標になると思います。定性的なヱハ

リュエートでもいいと思います。それlがないといつまで

たってもソブトの部分がよくならない。いろいろな人が

関わっていくときの質の向一C~こ，つながってし、かないの

ではないかなと思います。

0木下 l評価Jは，これからも吉本の討会む重要な

キ}ワードになってくると豆、いま寸。大学でも外部評価

とか，独立行政法人になると?詳悩機構から詩備される。

私たちは，評価安非常に若手としていると言うか，避け

てきた面があると思うのです。自分自身も評価するカを

付ける。それは行政でも，住民でも大事であると思うの

ですが，子どもたちの「住まい・まちづくり学溜J，高

校生のクリティカノレ・シンキングなどの所で，アイザー

ン・アダムスさんが言っていますが，自分自身と評価す

る力を，子ども時代からつけていく。そういう意味ぜ先

ほどのワークンヨツブとシンクショップというものは?

非常に樹白い問題提起だったと思います。

時間がありませんので最後にまとめを含めて，延藤先

生にお願いしたいと思います。 r住まい・まちづくり学

官」の問題意識とか意味についての質問がきています。

兵体的には「住まい・まち学習J の目的 住まい・ま

ち学習JIこ対する皆さんの問題意識の分布が知りたいと

いうご意見も出ています。牲路さんからは，なぜまちづ

くり学習がいろいろな効巣があるωか，このj互について

も延藤先生のまとめでお磁し、したいと患います。

住総研 f住まい ます叶学習 論文集 2000年

『司き



3.4 翻i量的な i1:主まい s まち学習j であるために

千葉大学工学部教授・住総研住教育委員会委員長

延様変91、

10篇の発表および集録された論文全体にわたりまして，

これからの「住まい・まち学習j の方法論に新しく踏み

込んだ内容が諮られ，触発されることが多くありました。

今後に備えて方法的側面iとして共通した内容な挙げて，

まとめに代えたいと患います。

題 fワヴワウ&リーズナフルj な学習

1つは，議論の中で，総合学習が体験・創造学習であ

るという方向感覚が共有されたと窓、います。従来，体験

学習という言い方がされましたが，単なる楽しければい

い，単にまち探検をすればいいのではなくて，やはりそ

こにワクヲクする内容とともに，筋道なった理性も体験

を通して感じ取る。 rワクワク&リース、ナブノレ」という，

楽しい感性約な担'I函と，それは 体，理性的にはどうい

う意味をもっているのかという，筋道立った中身の結び

合わせが統合されるときに，体験・創造学習の中身が見

えてくるの tはなし、かということです。問題はそういう

fワクワク晶リースナブrレJな総合学習や体験・創造学

習を組み立てていく上での，共通した 5つのステッブが

あると思います。

闘体験"創造学習の5つのステッブ

まず 1番目は，体験すること，綴察寸ることという，

まちに，コミュニティに，現場に赴くというまち体検，

環境ウォッチング等々の広い意味での体験と観察。

2番目に，体験・観察の中で，自ずから感覚回路が喜男

かれる。センスが豊かになってして。感動が呼び覚まさ

れるという，このセンスの呼び覚ましと，感動の深まり

という，この二段階の感覚と感動が閉じた心を聞いてい

く，そういう感動の深まり，センシアイピティー

(sensitivity)が高まっていく。

3番目 lこ，ひと度感動が起こると，それは一体f可在;意

味するのか，それを客観的存在に置き換え，その感動を

表現をするという，内から発寸るインプレッション

(imp問 ssion) をイクスプレツション (expression)寸る，

表現することによって，あるいは物な作ることによって，

人は向か変わってし%。感動したことを表現することで，

感性から理性に伝達してし、く自路が生まれていくのでは

ないか。そうした感動体験ということの表現活動，制作

活動というものが事例発表の中に共通していました。

4i香爵~;::. .表現されたもの，あるいは制作されたもの

を発表する，そし亡公表寸る，そして他者に伝達すると

いう，この制作されたものの発表と伝達と公開によって，

社会的な評イ商，あるいは自分たもの自省，反省，i/J(なる

ステップへの展望を生み出してし、く。

5番目に，ゃったこと全体の意味付けをする，このブ

ロセス全体がし、かなる中身をはらんでいるのか。学習過

程，体験のプロセスの詳細と意味付けをクーノレに「ると

いう，意味付けと評悩があるのではないか。

露盟伎まい・まち学習の評価の物差し 10の rCJ

意味付けとか，評価!の物悲しとは何だろうという質問

が出ておりました。ハード函の評備の物差しはあるが，

こういう創造約な参加のまちづくり，あるいはまち学習

における詳似の物悲しは，なかなか見当たらないのです。

今日の議論の中から， 10ぐらいのキーワードが見つかっ

たと思います。創造的な体験学官の会直i.実践 評儲の

物差しという点もキーワードを箆条書的に並べてみた

いと息います。

1. Concept 侭のためにするのか

1番目は，コンセブト，体仰を目指しているのか，

{iilのための環境学鷲なのだということ。このコンセブト

という大事にしたい問い掛けが，iI?:闘する側，実践する

例lが絶えず部し、かける，あるいは後で採り返るというこ

とごも大事ではないか。内なる自然としての意識の高揚

をどのように呼び覚ますのかというところに学資の基本

的狙いがあると寸ると，どのように子どもや参加した市

民たちの内なる意識の膨らみがもたされたのかを振り返

ることが大切だと患います。

2. Comm叩均 Based 地域に筏着した

2番目に，コミュニティ・ベイストという，先ほど名

古屋の経験マも地域のi者が馴染むようなテーマ，対象，

あるいは愛媛の生活博物館でも，非常に自分たものまち

の伝統的な船出組というグノレ}フ骨組んでまち掠きする

ときも，そういった地域の文化に根差した言葉3宣いゃあ

るいは対象の設定が， Ji日常に震要なことだと思い主サ。
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3. Clean ""-わかりやすい

3番目 lこ，クリーンであるということ。非常に分かり

やすい，明快である。 識にとっても取っつきやすいとい

うことも大切だということもあがっていました。

4. ChallengeabIe つねに挑戦的・曽険的に

4番目に，チャレンジャブソレです。挑戦的である。状

況に対して極めて冒険約であり，子どもの心をワクワク

させる。佐藤さんの論文の末尾にアメリカの人の引用が

あって，チャレンジャブノレであるときに子どもは変わる。

あるいは子どもが能動的に参加，参爾してくるという，

挑戦的なプログラムであるのかどうかという，どこかの

ワークショッブやどこかの先進事例を，そのとおりやれ

ばいいという，イージーな態度ではあかん，絶ゆまずオ

リジナノレなチャレンジャブノレなプログラム開発をやって

いるのかという，そういう挑戦性というものが環境学習，

まち学習プログラムの余磁，実践において麓婆だと思い

ます。

5. Communicative 人の気持や怠識がつながる

5番呂は，コミュニケイティブ。まさに言葉によって

人の気持や意識はつながるという，言葉によるコミュニ

ケ}ション，加えて言葉だけでなくて，横浜の経験によ

ると美術によって，愛媛の経験は音楽，最後は皆で歌う

という，歌とか，美術といった，言葉ではないア…トも，

そういう言語約なコミュニケーションと，非言語的コミ

ュニケーションの両方を， うまくつなぎとめるようなプ

口グラムや実践になっているであろうか。

6. Counseling 人の心を癒す

6番目は，カウンセワング。心の悩み，暴力的，ある

いは社会的に問題を起こしている子どもや，創造的学習

の結果において子どもの心を癒す，あるいは荒れている

子どもが何かに気つくという，そういった人の内面の悩

み，葛藤を解きほぐしてくれるような，カウ↓/セリング

効果をはらんでいるか。単なる悩みだけではなくて，普

通の人がよりアクティブな状況の中に身を置くことによ

って，精神の高揚をさらに高めていくという，そういっ

たことも含めてのものだと思います。

7. Continuity たゆまず発展していく連続性

7番弱は，コンティニュイティーという，連続性，持

続性，系統位。 1回きりのイベントではなくて，たゆま

ず地域の中で，学校の中で発展性を持'0た展開を持った，

たゆまず進化する，更新されていく，新しい状況の中に

身を撞いてし、く。そういった切り口から 1つひとつの

行動やプログラムを位置付けているだろうか。

8. ColIaboration 地域・学校・行政の協働

8番告は，コラボレーション。まさに地域の伎民の参

画iを得る，あるいは地域の達人たちが学校に来て，子ど

もたちに話してくれる。そういった絞験がいくつか諮ら

れてし、ましたが，住民と学校の協働，行政との協働梼係，

先ほどの議論の中に，行政の巻き込み方として，タトから

評価されることによって，こうした課題に身を乗り出し

ていける状況が生まれるということ。行政と学校と市民

の協{覇。島田市は企業との共同というものにも，視点を

延ばしていたところが大変示唆的でありました。そうい

う意味で創造的な汁主まい まち学習」を組み立ててい

く上での主体の協働の関係，というものの視点が大変E主

要であるということだと患いま寸。

9. Context 多様な領域の横断悦・つながり

9番目は，コンテクストという 1車なりごす。幽院さ

んが最後に，人・物・事・日l寺・情報・心というあらゆる

活動の諸側面を緩やかにつなきとめて 1つのテー?で

縦割り的に考えるのではなくて，いろいろな側主主が相互

に浸透し合っているといったこと。北原さんが言われた

ように，家庭科の授業でありながら，社会科の先生も注

目するといった多様な領域開の横断性，文脈性，そうい

ったつながりの緩やかさをもって学官を組み立ピていっ

てはどうか。

10. Competence 環境に対する感受役の高まり

10番目は，コンピテンスという，子どもの環境に対す

る感受性とか，共感能力はどの程度高まったのだろうか

ということ。子どもの変容はいかにしてもたらされたの

かと，それは感受性および知識としての理解，阿部にお

けるコンピテンスという子どもの環境の把擦能力。ある

いは環境に働きかける主体的力というものの，評価がど

のようになし得るの力、ということです。

願経験を持ち寄り議論する場に

今日は，今後の創造的な I{主まい・まち学習j におけ

る評価の物羨l，あるいは私たちが金函・実践をしてい

くときに心掛けたいポイントとしてこれらのキーワード

をご潔解いただきたいと思います。このキーワードの中

身を次の段階で議論してし、くための額出しがなされたの

ではないかと思います。

ちなみに， 10のキーワ}ドはすべて rC Jで諮られて

おりまして，夕日工イティブだから IC j マあるという

だけでもございませんが， 10の iC j というキーワード

によって 1つの総合学習のあり様，あるいは体験，創

造学習の 1つの大事な方向性が諮られていたと J智います。

これで言い尽くせているとは怠いませんが，これから

のみなさんの実践につないでいただければと患います。

今日のこの f住まい・まち学習j 発表会を来年以降も

続け，みなさん方のご参加を得て，霊長7Pな経験を交流し

合って I{主まい まも学青Jの全般的な実り多い種蒔

きの作業が広がっていくということを調買っておりま寸。

ありがとうございました。
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4. r住まい舗まち学審j 論文公募記録

公募期間 1999年 10月 ~2000年 1 月 15 S 

公募方法 日本建築学会，都市住宅学会， 自本家政学会，時本都市計爾学会 s本環境教育学会など，各学会誌紙， 日

経アーキテクチャ}等を過して公募(募集要領は下請己参照)。

応募論文:29編

財閥法人 住宅総合研究院掴

f住まい趨まち学留J論文告を轟

当財団では、 1993年より生教育昏員会を設置し、住教習フォーラム等の活動を行。ており

ます。今年度より新たに、各分野 学会に分散している住まい・まち学習の擦係者が分野を

越えて集い、成果・情報を交換 蓄積していく場を設けるために、論文集の作成・発表を企

額いたしました。

これからの住まい・まち学習の方法を見つけるために、論理的でありながら実践的聖書紫が

あるもの、また、個別的・実践的でありながら普通的・体果的要素のある論文、調査・実践

報告を募集します。

テーマ

「住まい m まち学習」
一次代のよき住まい手・っくり手を育むー

応事聾撞

原稿締切・ 200C年 1月158(土) (治印有効)

• s草稿は、 A4'陪4または6ページ (800C字または日拍字額度、図・表・写真吉む)と
し、執筆申込撞に送付する f執筆要領iに従い執委審して下さい。

・執筆第込は、①態冒②著者名⑤著者所高嘩連絡先生新⑤電話番号⑥ FAX番号
⑦ E-mailアド νスを下記宛にお造り下さい。受領挫f執筆要領Jをお送りします。

・ご応募いただいた原稿を論文集としてまとめ、著者の方へ 1時進呈いたします。

-応募原稿のうち、発表。討論にあたいする論考の中から数点を住教育委員会で選定し、

発表会{下記)での発表を依頼する予定です。

井手苦't)・Eまちさ撲宮間揮者由討曹由揖 l

住教育署員会

香員長延藤安弘作業大学)

苦 員 ノj、樺紀葉子(東京学芸芸大学〉

木下 車(千第!*学〉
加藤 イニ黄(東海大学)

町田万里子(筑液大学附属小学校)

f住 ま い E まち学習j 論文発表会

日時 2000年 3月11B (土)13:00-....17:00(予定)

会場 住宅融合研究財団会議室(位街谷区船橋)

参加費 lOOC円

定員 50名

プログラム:

・1響演(日本にお付るf住まいまち学習Jの取り組み}

.公募論文より数名の万fの発表

・全体討議

(終了挫、5i'流舎を予定)

*詳しくは、右記までお問い合わせ下さい。

照い合せ・ Eド込・原稿送付先

財由法人住宅総合研究財匝

永田・平井

守 156~0055 世限谷広船橋4-29~8

TEL 03-3484-5381 

FAX 03-3484-5794 

E-mail: hirai副usoken.or.jp

URL:http://v.川w.jusoken. or.jp 

一一_j

Qυ 5
 

1
 

院総研「住史 v'. .，tら学習j 論文集 2000年





者t
k 

財Bl法人住宅総合研究財l選住教脊委員会

「住まい・まち学習j 論文集 2000年

2000 (平成 12)年 6月 22日発行。

編集発行人 蜂政克義

編集担当 永間一雄・平井なか

発行所 開法人住宅総合研究財団

〒 156~0055 東京都世田谷区船橋四丁目29姐8

電話 03~3484~5381 (代)

FAX 03~3484~5794 

E~m剖1 ju釦ken@mx~mesh. ne.jp 

URL http://www.何回ken.or.炉/

発 売 月号 丸善株式株式会社出版事業部

干 103~8244 東京都中央反日本橋三丁 1'19 ~ 2 

第二丸善ピル

電話 03~3272~0521

FAX 03~3274~0551 

印 隣所 株式会社七映

干 103~0015 東京都中央区日本橋箱崎町 6~7

震話 03~3668~07n (代)

HOUSING RESEARCH FOUNDA TION 
29-8， Funabashi 4-chome， Se由 gaya，Tokyo. 156-0055 JAPAN 

ISBN 4-88331-031.0-C3052 

禁無断転載複製







ふ
ふ
寸

i
4
1
 

人

式
帥

耕
貯

丸

所
ぃ
所

行
γ

売

発
ハ
発


	「住まい・まち学習」論文集
	発刊にあたって
	目次
	はじめに
	２.「住まい・まち学習」論文　２.１　学校教育での取り組みから
	海に生まれた新しいまちのコミュニティについての一考察
	西尾城下町への愛着を深める“町かど「みどり」探検隊”学習の実践
	生活科「まち探検カメラウォッチング」
	子供参加による学校施設整備に関する実践的研究
	「景観」をとりいれた住環境教育
	２.２　プログラム・システムとして
	街づくり教育手法をベースにした総合的学習
	住環境教育における学校・地域・専門家の連携に関する研究
	親子の地域学習プログラムの開発に関する報告
	子どもを対象にした実践的な防災まちづくり教育のプログラム開発について
	「住まい・まち学習」における住文化のアプローチ
	２.３　自治体での取り組みから
	まちづくり学習の展開の可能性に関する一考察
	北海道における住教育への取り組み
	美術の中の住環境教育
	２.４　市民教育・生涯学習として
	住まいづくりに関する中立的学習活動の可能性について
	模型製作から学ぶ住まい
	私の住まいまち学習歴
	大学生の自然との親しみ方と住環境周辺の自然状況との関連性
	花と緑のまちづくり活動参加促進のための市民教育における公共空間緑化活動実習の効果
	２.５　まちづくり・すまいづくりの視点から
	建築学科学生のまちづくり参加型演習の実際
	「まち育て」の視点からの干潟環境の提案型演習による実践と考察
	みつはま生活博物館における子どもと大人のパートナーシップ型まちづくり学習
	まちに学ぶ、まちを活かす－島田市・川越し街道を舞台に市民主役のまちづくり物語へ－
	北九州市丸山・大谷地区のまちづくりと住環境学習
	杉並まちづくり研究会「エポス」における“まちづくり学習”活動
	まち学習　三軒茶屋での実践等と「模型で見る世田谷の鉄道展」への協力
	まちづくりのためのデザインガイドライン
	斜面地を利用した街づくりから考える
	国産の無垢材と漆喰を活かした家づくり
	サスティナブルハウスの提案
	３.　発表・討論
	「住まい・まち学習」論文発表会　記録
	３.１　日本における住環境教育の現状と課題
	３.２　発表論文質疑・応答
	３.３　「住まい・まち学習」を通して何を学んでいくのか
	３.４　創造的な「住まい・まち学習」であるために
	４.　「住まい・まち学習」論文公募記録



