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総合学習の方法的視点がちりばめられている

一「はじめに」にかえて一

今年の I{主まい・まち学鷲j 実銭報告。論文発表会には， 22点のカ{tが寄せられ，その

中から，実践日程と方法屈に新しい鎖域をひらいているもの 9点、を選び，発袋・討絡を行い

ました。

発表会の数日前に発行されたある巡刊誌は， I総合学習」の「死」を報道していましたO

子どもとまちのかかわりょうへの始まろうとする新しい挑戦に水をさすそのようなジャー

ナリズムの見識をはるかに越えて，本発表会を通して主に環境領域の総合学需が創主量的に

すすめられるための共通の続点、と作法が畷らかになっていきました。そこには単純な「マ

ニュアル」主義ではなく，状況に応じて， iわくわく・アンド・リーズナフル」に学ぶ現場

を精魂込めてたちあげる状況づくりのためには，次の 5点が大切であることが明らかにな

りました。

第 uこ，身近な呉体的環境を対象とすること。地域資源としての川やため池や商務衡を

生かしたり，身近な環境としての教室改造を活用したりしつつ，総合学宵の対象を身近な

場所に設定することにより，子どもたちの生き生きしたかかわりを促すこと。

第 2に，多様な支援者をH止かにすること。テーマ・対象に応じて，地域住民・導門家・

行政.NP 0，あるいは，大学の研究主主などの幅広い仲間とのネットワークを育むこと。

教師は，入と入を結ぶよきコーディネーターでありたい。

第3に，支援内察と役割は多鋭的であること。プログラム作成の協働者，資料・教材提

供者，まち探検のナビゲーター，模型づくりのサボーター，子どもたちの発話や表現の意

味づけ者などなどに及ぶ時，総合学裂は真の総合性をはらんでいく。

第 4に，学ひ"のスタイルに体験・表環。提案・発表・交流の流れがあること。以上のよ

うな支援者と支援内察によって，子どもたちは単なる認ベ学習や体験学宵でなく， Iタンケ

ン・ハッケン・ホットケンJの中隊を表現。提案したり，成泉を発表・交流したりするこ

とで，子ども自身が内から大切なことに気づくとともに，大人たちも子どもとまちのかか

わりへの継続的活動に赴くことになる。

第 5に， ~主総学力の泌重量と連動すること。創造的な総合学習は，一部に懸念されている

基縫学カの低下どころか，それを増殖させる効果をはらむ。例えば，まちのマップ表現に

おいて縮尺という分数表現を通しての算数埋解，ため池観察を通して水や小生物の生態・

浬科的現解，まち・JlI探検の感動の寸劇表現による国語力の向上，教家改造計極づくりに

おける図工カの向上，などなどである。教科を登かに学ぶことにつながる総合学習のすす

め方とともに，教科の真に面白い学び方が総合学習につながっていく，両阪カ'H干要である。
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ヱド発表会，及び，本報告書には，このように総合学潔の方法の開拓の試みと，そのこと

に向けての大切な祝点がちりばめられています。これをそれぞれに活燃していただくとと

もに，来年以降もさらに進んだ段階の実銭と理論が寄せられることを期待しています。

第3回「住まい・まち学習」実践報告・論文公募結果

応募数:22編(うち l編掲載辞退)

2002年 7月

{主総研佼教育委員会

委員長延藤安弘

委員小漆紀美子

木下 勇

何回Jj塁子

細泊洋子

奈須正裕

発表依頼数:9緑(うち 2綴は発表者の都合により発表できなかった)
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2. r住まい掴まち学習j実践報告則論文

2.1 学校での取り組みから





f夢をかなえよう長松小改造計画』

一~総合的な学習の取り組みー

キーワード 1 )ふるさと 2)総合的な学習

1 はじめに

f自分議ぜ考えた学校が実現するかも知れない!J今

まではだれも考えつかなかったことである。 f来年度か

ら始まる学校の改修に、もしも自分遠の考えを採り入れ

てもらえるとしたら 。j 教師からの投げかけに、子ど

も逮は最初はとまどいながらも大乗気だっ

こんな学校lこしたいと、いろいろな希望を持っていた

ので「学校だけでは決められないj という校長先生の言

葉にくじけることはなかった。子ども達は市役所に教育

委員会という機関があることを調へ、学年の代表が委員

会を訪問した。

委員会のかからアイディアをどんどん出してほしいと

いう返事をもらったことで、「本当に自分遠の考えが採

り入れてもらえるんだ。Jという気持ちを強く持ち、 3主
体的な言)凶作りへの意欲へとつながったυ

実践にあたっては、教自liが段数りをするのではなくて子

ども逮が主体的に取り組むようにしていった。様々な悶

難を乗り越え、計画が採用されたものの、工事が完成し、

新しい校舎に入れるまでに 1年かかるので寸ぐに成就聖書

を味わえることはできなかった。

新校舎お披露目の燃の子ども漆の様子は、驚きと&び

が入り交じったものであった。その感動をどのようにし

て得ることができたか、長松ノト'~f:校の実践を紹介する。

一

号

D に気づき

。自分違のことだけでなく、学校全体のことを考え

よりよい学校にしていこうとする。

《高学年としての自覚》。地域の中にある学校を大事にしようとする。

盤盆企並
を育てる。

内城主子 文雄

3)愛校心 4)市民としての自覚

3 子ども逮の意識の流れと学務活動

教邸の緩い

・自分で課畿を兇つけ、追究しながら学ぶ議びを味わ i

える支援をしていきたい。 I
-自分浅のことだけではなく j患の学qーーや地域の人の|

連覇いも考えてほしい。

-自分の恕いや考えを必えることの難しさに気づき、

どうすればわかりやすいのか考えてほしい。

k盟主主と21rm盟主主/):t三Lましい。。
/ 子どもの思いや綴い

I .幻示遠の聖書が実現するといいな。

|・-君主がもっと使いやすくならないかな。

I .本の不自由な人が使えるトイレがあるといいな。

-みんなが楽しくなるような色iこしたい。

-動物がたくさん餓えるといいな

・道具を入れる場所が狭いよね。

自分遠の学校をもっと使いやすくしたいな。 j

単元 f長松IJ、学校改造計画J (金29時擦〉

(fこんな学校にしたいなJ 5 a寺院号¥

卜もぐ

い子ど~'t:、4も〉の考えを閤いてもらえるグ均か》唯な I
¥、〈考えを閤いてもらえるのか磯かHよう o ノ

〈ブレ
「言十題iを5.[.ててみよう」

・思いが実現するといいな。

5日寺間

9 
( f地域の人こ関 て主己おうj

ト 5年生だけ (J;意見でしいのかな。 』
f自分遠の考えを跨いてもらおう」 3時間

-計画をもっと5主体的にしないといけない0

.実現するのは難しいな。
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「刊を立て夜ι7下両寸
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r 11分遠の怒し、や考えを伝えよう j3時間

| ・だれに伝えようかな。 I

I .是非実現できるように話そう。(写真 3) I 
j・う士かりやすく伝えるためには (写真(4) I 
¥・どうしたらいいかな。('!手兵5 ノ

Dァ

目玉三二二二三E

写真 1 地域の人々に聞いてもらおう

写真 2 ~+I闘を立て産そう

写実4 11分j主の思いや考えを伝えよう

写真5 自分議の思いや考えを伝えよう

4 実践にあたっての具体釣な改造計麗

5年生は 5クラス 170名の児言葉数であるから、多くの

計画が出てきた。それについて建設諜では全てにコメン

トをしてくれた。子ども浅のE是認は次のようなものであ

った。

[教塗]・黒板のドを械にしたい ・墜の色を変えたい

-吏主主主がほしい ・床を変えたい ・口ッカ

ーを)1;くしたい . i辞資部がほしし、

[階段・廊下]・滑り止めをつけてほしい ・手すりを

つけてほしい -明るくしてほしい

[トイレトしきりをつけてほしい ・床を明るくした

い・ドアを変えたい . ，章答者用トイレを作

ってほしい

[;翠動場・遊具J.広くしてけがをしないようにしたい

・遊具をよ骨やしてほしい・使いやすい場所に

う〉けて{宇ってほしい

[給食]・ランチルームがほしい ・パイキングメニユ

…にしたし、

[生き物]・飼育小震を広くしたい ・f:'l~I:lたりのいい

場所iこ移したい ・動物をもっと増やしたい

-遊べる場に燈般をつけたい・鳥小屋がほしい

[その他]・手洗い場を広くしたい・靴籍を広くしたい

これらは、活動さ当初の希擦であって検討を議ねていく

写真 3 自分違の思いや考えを伝えよう 上で、より実現一可能なものへ変化していった。
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一人ひとりの子どものこだわりをはっきりさせるため

に、教訓がiiii後をしていく中で、本当にしたいのかどう

かを子ども遠に確かなものとして持たせていった。

そして、こだわって考えてみたいと思う場所ごとにク

ノレーブを作って活動を始めた。 i言]じノlき物グノレープでも

銅育ノj、障の設計のことを考えたり、動物のことを与えた

りと、いろいろあった。できるだけこだわりを持ってい

る場所がいいと考えたので、子ども遣の:fit完立を大事:にし

て進めさせたの

どのグノレープも希望を過したいという思いはあったの

だが、実際にそれを形に表すことは難しく刻題解決め場

前?になった。

また、今までの学習のように泰考になる資料もなく、

答えがはっきりしているようなものではなかったので、

前へ方を考えることから始めなければならなカもった。

その巾で、自分7主σ〉考えだけ Eなく、 f自の在校生の搾

望も採り入れようと、アンケートをとり始めたグノレ…プ

もあった。少し一ずつではあるが、自分遠の芥fBZを形lこ表
せるようになってきた。

そして、他の人のアドハイスも開きたいという声で、

授業参観を学年の発表会の場として設定した。 当日は、

4呆護者の)jにi.+，1lliを闘い亡もらったが、「なtrホワイト

ボードにしたいのかjr黒板でももっと便利なのがあるj

「鳥小選とうさぎ;)、爆を別々にしないとかわいそうだJ

等、アども浅のお照の討さを鋭く批判される保護者のjj

もみられた。また、「本市にかなうとし功、ねj と、励ま

してもらえたことで、やる気をもつこともできた。

[現実に遠出し、責任を痛感した市との意見交換}

ここでは、これまでほ学年や保護占の忍~Ftを採り入れ

ながら考えてきた自分遠の希議を唐津市役所の方に開い

てもらう場を設定した。

各グノlープごとに、希望することと擦はi、または簡単

なE誌などを書いたものを用意し、約 l分ずつの発表を行

った。子ども遠の原容に対する期待は「できる」という

はっきりとした答えだったと思うが、実際には fできな

しリと言われたものもあるし、できるものでも計雨がノド

ト分なために、もっと詳しく考え庶さなければならない

と突き返されたものもあったコ

例えば、濯の色では iÉ~にはその色7P持った特教があ

るのでそれを知ってからもう一度考えてほしい。」机の

広さや口ツカーの大きさでは、「その一つだけに目を向

けるのではなく、教室全体;の広さを考えた上で計闘をす

てなさい。」などであった。

このような市役所の方の話を閥き、学校を主主てるには

いろんな条件や工夫があることに気づき、自分i圭の考え

は、単なるひらめきや好みの部分が強く、実現させるに

は、もっと詳しい調査と計闘が必要だと感じたようだ。

5 

また、校長先生の「宗分遠の議見を採り入れてもらう

ということは、そこに大きな責任がともなっている。」

という弓葉泊ミら、自分達がしている事の主主要ヨも認識し

たようだ。この[寺院j1で、殺しい課題と次の活動内容が見

つかったグループもあれば、「できなしリと好定され、

諜爵告を見つけることからもう 度はじめるグノレ…アもあ

った。

Iより税実的で兵体的な長松ノト改造計画}

自分達のとf;cg言↑極;を教育委良会の方に聞いてもらうこ

とで、:k攻できそうなことと、できそうにないことがあ

るのが分かった己また、「もっと詳しく言|酒をたててほ

しい。 iという教育委員会のjjの意見により、 il+I習を立

て夜すことになった。

自分違が計画していたことが大規模改修ではできない

と分かつたグノレーブには、 11なの訴だてを考えることで自

分j童の考えを過すのか、それとも活1)の希志望にするのかを

子ども途に決めさせた。

まず、教育委員会の方の答えを主主に①これからどんな

活動をするのかコ②そのためにはどんなことを調べたり

聞いたりするのか等、これからの活動の売A通しを立てた

後、改造計劃をより具体的にするための活動に入ってい

った。

教読の床グループの子ども遼1土、成をフロアーに変え

亡ほしいという希望を持つぐいた。*についての資料を

集めるため、}苫を訪ね亡、材質についてのカタログをも

らってきたつそのカタログを見て、床にもたくさんの穣

類があることや、転んだときにクッションの役自をする

のを問iこ入れることがさきることなどが分かつて、さら

に総べる意欲が高まった己

また、次iこ学校が新しくなるのは 30年後くらい後だと

いうことを開き、その時まで長持ちする床の材質を調べ

始めた。もっと詳しく f.j~べるために、 Eまったカタログに

書いてあっ ファックスをJ去ると、詳しい資料や

アドバイスを雪空白にはもらうことができ喜んでいたο

[El分逮のプランをアピーノレするための発表会i

各グノレープとも、現実に附]した兵体的なプランを作成

するために資料を取り寄せたり、もう今度アンケートを

検討し亡取り直したりするなど、 {rifとか自分遠のプラン

を採用してもらえるようにと、考えながら活動を進める

ようになってきた。

「自分達σ〉考えを採り入れてもらうということは、そこ

に大きな責任がともなっている。」という校長先生から

の 言や、教育委員会の方や地域の人々、先生方からの

現実的な意周J等を聞くことで、自分遠のプランの甘さを

痛感させられたと思う。

また、教管委員会の万から、具体的なプランができた

白川2年住総研「住まい・まち学習」実践報告・論文集 3



ら院かせてほしいという希望もあり発表会を凋くことに

なったっ自分遠のプランを競いてもらえる最後のチャン

スということで、発表の仕方についての工夫(模型を作

る。いろいろな人のインタピコーをテ}ブで闘いてもら

う、絵や図を入れる等)にも、目を向けて考えるように

なった。

発表会当日l土、教育委員会と建設j担当者の方が出席さ

れた。 f口ツカーは、鍵盤ハーモニカが入るように広く j

f荷主謀者用のトイレのドアを使いやすく j等のプランを

パネノレや筏型を使って発表した。また、「センサー付き

トイ νなら 29万円節約できるJrフローリングの床は 30

年くらい持つj等、 J主体的な窓党を出してアピーノレした

グノレープもあった。

事前に f改造計爾書J{こ目を通していた教育委員会の

17からもアドバイスをもらい、「みなさんの考えをどう

生かすか十分に検討する。また、主主設すず1";者から、「長

松小学校改造計[両手fiei!!番iこ対する参考意見j として全亡

のグノv-プのプランiこ返事をもらった。

5 ~量殺後の子どもの感想

((N美》

夜、は、階段の手すりについて調べてきましたD 最初に

発表したときは、返事で、手すりを両側lこつけるという

ことは考えていないと言われました。

でも、私たちは、保健室長の先生や骨jfiなど込のけがを

した人たちにインタピユ}したりして、前より詳しく調

べていって、市役所の人が納得できるように希青空脅を作

っていきました。

そして、発表の内務l士、自分違が実際に片足で、平す

りあり、手すりなしの途いを言周、た結果と、保健室の先

生の意見とから、理居、の階段はどんなものかにしました。

写真や絵をできるだけのせて、分かりやすくしましたο

そして今日、市役所の人に発表しました。私は、長松

ノトにも、間jj出に手すりをつけてほしいです。

((K -}-)) 

5年生は、l)l頃から改造計額のことについて考えたり、

F凋へたりしてきました。各グノレーブに分かれて一人ひと

りが意見を持って話し合ってがんばってきました。窓yj!，

が違ったりしてもまとめて発表しました。

市役所の人からできないことも際いたけど、よく調べ

ましたねとほめられた部分もありました。 2月23日で終

わったけど、発表したことはわすれないと怒います。

生に1度しかないことを、ある意味では楽しくできたと

思いました。とってもJやりがいがありました。長松ノj、が

建て変わったとき便利で、きれいな学校だったらいいな

と，f8.いました。

((K菜》

今日2月23日にまつばタイムの改造計闘の発表があり

-6 

ました。 長松小学校改造計凶は、みんなが楽しい学校生

活カりきれ亡、勉強や、スポーツ、遊びが今よりもっと楽

しく絞り組めるためのものです。

1'1，、たちのグループは、 ドアの色を変えたいと思いまし

た。それは教護が明るくなると怒うからです。ほかのグ

ノいブもj択をブ口ア ω にしたり更衣室を作りたいなどい

いアイディアを出していました。

それを今日、模造紙にまとめて発表しました。私たち

はもうすく 6年生です。あと i年で卒業だけど長松小学

校が少しずつ寸できな学校に変わっていくのはうれしい

で一すコ

6 建設課からの返事

建設課から発表会の際におおまかな返事はもらったも

のの平れで終わりではなかった。その後、さらに子ども

遠の窓兄を尊議していただき、 1 5ベージにわたる送答

書を送ってもらった。(資料 1-1~1-3) 子どもj主

の全世j蓄は模迭紙に書いているため、ここで紹介できな

いのが筏念であるが、かなり締かい点にまで総べていた

ので、建設課の方も繁いていた。

これにより子ども遠の怒し、が態設課の方から、 5主体(tJ

tこポされたことになり、夢が11-1"1、そうだというほいでい

っぱいになった。

_~ .. o;L，，<主i 止日こ_E_0;;'__ー よ&'L1W-'-'"生成虫， ""，土'_，!，J，_I，_よi
。訴し←主主主 r 主主旦ま ll，___{_~む!J~_e員は_lLJ，;主~ _'k~_，_~__L_1 

，en_ :t__1j;__<，_l~_T'てみ _1_ :i:_t_{_~J主 f!~ご江主主主2_!.J::…巳よ立長官主 j
-… 崎重県内み弘二日.____i:.土ムプ主二主主j¥'1"'--i_1ム及一旦五到

一一L、，JLJ也刻み豆点ふJ'L"6];ょにとどー《ユ_J.<ぷj
取コピ一週 L_i主主民生必 'b'Ll生ltl裁 縫i孟-1
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一一一-3巴lととI-:4ι … … 一一一一一一

biふ孟ムム一~ぷ_lc_"子王二二:ごコごコ_C~/~五玉工二i溢長也也止d必ι圭乱ζ1二:三王豆ヨE:豆互~J )_~ 
一-…一…… Q一ιι山二コ主二;……旦旦耳税主草約苛」一心心μイ f忠L濫ムi乙寺ミ主主主i一……よ川i一…よi一，

]主長仁い'?_iフ弘i心ムω以…乞吐z位主A炎こヨ漁z税税且邑…仁主主L」工μニ宝 4 一一…J l 

一 L 巧賢Eえμ令f旦7晶がT笠主旦__t"h~に_:_L_一，_l …… … 

工ムZiLJ了0 t 2_こEtE二土T~面対豆_!!:á:_i~，，_fj_土
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一…主主4盛旦盟企1とエ;主主主三
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~車ß21J'll ~& ~:l"~~ ~4 竺 I~二ニムョL1c_Ø~1王 J_kp'、 5 一
星ヱ主主主2二一五_~=!_=-__]__~"，，1.J:r \:t 差二宮，_1_~一三ι主出
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資料 1-3

7 建設係長のコメントと反核事項

。子ども遠の意見を採り入れたことについて

~iJ伊jはなかったが、それは今まで〈詳し佼側から要望がな

かったからであり、教育委員会や建設課では、このよう

な試みはすばらしいと思う。また、子ども遼がどのよう

な考えを持っているか興味があった。

。子どもi霊の要望の内容はどうだったか。

極端なものは修疋した。係f司するものは採用した。伊i

えば、ハンディキャップトイレや階段の手すり、段差の

7 

ないバリアフリーなどである。これらは向者の考えが一

致した。

。子ども遠の妥結で評悩できるものがあったか。

床材、階段の手すり、トイレのこと、色のこと、ロッ

カーの広さなどたくさんあった。子どもならではのもの

が多くあり、とても評儲できた。

。今後建築する擦に今訟の取り組みは採用されるか。

他の施設も使用者からの意見を聞いて、建設するよう

にしている。今回は学校からの要3制ミあ号、やりやすか

った。使う人が使いやすいようによりよいものを求めて

いけるようにしたい。自分遣の学校に対して愛情を持っ

て考えてくれたことはとてもよいことだった。今後も子

ども遠のまじめな絞り組みは大歓迎である。

[長松小学校設計r，sに学校側と協議して、その結果を反

映させた事演I
女今@]脇工分

① 階段手すりを術担IJに設ける。(現在は片側のみつ

いている

② 特別教室の内、実験をする可能性のある部犀に

ついては、水に強く滑りにくい長尺塩化ビニーノレ

シート貼りとする。

③ 出1下側洗面所を改造し、手洗い(水栓)の数を

増やれ

(改修前 3ヶ/洗面所)

(凹収後 5ヶ/洗泊所)

尚、洗t詰所は各教主誌毎(教索前の廊下)にある。

③ 普通教室や便所の色については、施工時に児童

の意見を参考iこ決定する。これは、児童との話し

合いの中で約束したこと。

③ 普通教言震の児準用ロッカーのせ法を今までより

も広くする。

⑥ 今回改造する様に児童便所を増設する。 1年伎

の教室がある 1階lこ設ける。

⑦ 特殊学級に流し台を設ける。

* 第 2期(平成 14fj三度)以後の設計に反映さ甘る事

項(予定)

① 生徒昇降口の充実

・東側昇降口の itがり」部分を広くする。

-児童(1人)の下是籍を広く寸る。

②職員、来客照便所の改造

• Jょくして、労女別の入り日を設け、使い易く

くする。

③ 各階にHC便所(車椅子便所)を設ける

④ l階南便所の出入り日を外からも利用できるよ

うに改造する。
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A災 (見学前〉

わたしjjJがイメ…ジしたようになったかな。

考えたとうりになったかな。木だからにおいがし功、かも。

(凡学後〉

木の所はにおいがとてもよかったです ο イメージした

ようになっとたし、工夫もたくさん克らjもましたa

S 'T : <見学円jIl)

本当に私たちが考えていたようになっていたかが気に

なります。わくわくします一。

(見学後〉

みんな考えていた通りになっといたと豆、います。認司王2

-誌もわたしと N おゃんが考えていたホワイトボ ードに

なってし、てつれしかったです。

Nf: (見学前〉

私l土、 トイレのことを考え亡きたので、

いですコ

〈見学後〉

怒像してたのよりだんぜんすごくてよかったて7す。訴

のトイレとはi七べものにならないほどきれいになってい

ました。言葉では表現できないほどびっくりしました。

トイレを51，た
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総論一

広くなったロツカ などを見学
する持拍小の窃草生cヱ問問市

毘童のブうン、韓露関iこ

おわりに

子ども漆の要望は 10ヶ丹後に実現した。しかも 2学期

の苦しいプレハブ生活をi訴えてのものであった。感宣言」は、

教師の予怨を超えるものであったっ 3学期の始業式iの阿

が新校舎の初日であるが、 1~幸恥く来た子;士、 6 ，寺 50 分

であった。 rJ平Lく教室主に人りたくて目が覚めた。Jとのこ

とである。

学校にこれだけ愛着を持ってくれることは、この取り

組みが 市民としての自党を持って行ったからではない

かと忠、う。子ども遼の考えは、未熟であるが、その熱意

は、大人を動かすのに十分な)Jを持っていることをこの

学調で子どもも教併も行政も宇'んだ。

この工事は、あと 2'干間(校舎の 60%が残っている)

あるが、下級生遼からも問機な声があがってきつつある

のでさらによい校舎になるように改造計鐙iに取り総んで

いきたい。

また、子ども遠の婦除態度や、日常生活でも学校を大

切にしてし、こうという気運が芽生えてきていることも今

問の取り綴みの副産物として歓迎している。「長松小改

造計画Jという夢があらゆる闘に大きくふくらんできて

いる。
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資料2 平成13年 12月21日佐裁新開

新校舎箆学前と見学後の感想

M子 (見学前〉

今とても平く見たいと思ってます。自分逮が考えた事

が本当になっているかとても楽しみです。

〈見学後〉

予想以上でした。自分達が計画していた手すりもきち

んとなっていました。

F 9J : <見学前j

僕l立、校舎がきれいになるだけじゃなくて 5年の時に

考えた案を採り入れてくれてうれしくて、早く行きたい

と患った。

(見学後〉

新しい校舎はきれいで 5年の時に考えたことが本当

になっ Cいてうれしかったし、最初に使えるんだと患っ

たらわくわくしてきた。

思

平成 12.131'1度 fふるさとに恨ざし、ふるさとを創る、 21

2山2年住総研r住まい・まち学習J実践報告・論文集3
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一一地域のネットワークを生かして子どもの学びのネットワークをつくる

キートF: [1I~語学習曲草草のネヲトトF 樹齢的色学習概校正て 掛字。師"ディキイト

1 はじめに

2002年4汚からいよいよ『総合的な学習の時間j

がスタートする。地域の特性を生かしながら体験を過し

て学んでいく乙とをE重視した学習をすすめることによっ

て， r 'I'きる力j をつけようというのがねらいである。

しかし，この学習には教科醤もマニュアルもない。こ

れからの教揮者には，自分自身の地域の切実な突生活にか

かわる問題や解決をどうとらえるかという姿勢や思想が

関われてくるように思えてならない。

そこで，子どもの多機なニーズを的確に受け取り，そ

のニーズに応じて，地域の人・もの・ことに出会える場

を設定し，いろいろなものの見方，考え方，生吉方にふ

れるようにしたいと考えた.そして，地域と子どもを結

びつけ，大人と共に著書の実現に向けてさまざまな跨魁を

解決していくことができれば，子どもの内にあるポテン

シャルを商めていくことができ，町の人たちとの輪もで

きるのではないかと考えた。

ここでは，二二年間にわたって，教部の役割iを子どもの

学びのコーディネーターとし，地域や行政、ライオンズ

クラプ、上町そだてなどの協力を得て，子どもたちの夢

が実現をされていくという総合的な学習の事例を取り上

げたい。

止 飽馬を題材に子どもたちを脳会いの逮人・学びの逮

人 I~

第四小学校の校区には，幕末の志土抜本総腐の生誕地

がある。また，繭馬ゆかりの1日跡もたくさんある。龍馬

の幼なじみで共に亀山社中で活離した近藤長次郎邸跡，

遊び場だったといわれる秋葉神社，水天宮など.替の城

下町職人のmrの券関気を今に残している。

しかし，校歌の歌詞に f坂本総潟の生まれたところj

とあるものの，子どもたちは坂本寵馬や熊腐を育てた町

上町について学ぶという経験をほとんどしていないとい

うのが実稽であった。

地域の特性を生かした人づくり・人育てを考える中で

積馬のことや龍馬を育てた上回fのことを知れば知るほど

縞馬を題材に使わない手はないと考えた.でも，それは

ヒーローとしての龍馬ではなく，寵烏の学びカや生き方

地域の人づくり，人育てそのものがこれからの時代に求

められる乙ととあっていると考えているからである.

3， 地域的もっている課題

高知市は， 1601年に山内一豊が入国して，現在の

市の形ができあがった.しかし，明治以降の近代化の波

が，城下町であった都市の様相を大きく変容古せた.特

9 

に第二次世界大戦による空襲とその後の戦災復興事業は

経済的な高度成長と還なり，それが京社会の都市として

大きく滋燥した.そのため，城以外の風景は城下町とし

ての歴史牲を残失してしまった.坂本龍潟の予言った開'L

k町も例外ではないa 上町には，これまで f静かで繕ち

稽きのある風情j が癒史の中で培われ， r j主みよい町の

作まいj として，長い待関連綿と受け継がれてきた。近

年，他の中心市街地と同様に高齢化やi町田空洞化が進み

かつての元気さが失われつつある。

4 地域的現在的動量

fやさしさと蕗馬に会える元気都市・ i高知j と高知市

政のキャッチフレーズにあるものの，生事基地である上町

には生誕碑があるのみで，訪れた観光客・高官賂ファンな

どから龍馬を偲ぴ，感じられる施設・設備を望む声が多

く寄せられているa

このような課題を解決すべく，行政や市民も龍馬の心

を生かしたまちづく哲をしようとする気還が最近高まっ

てきており，

。高知県建築士会・縞燭委員会によって，平成十一年三

月には I総潟生誕地周辺・康史の道整備基本構惣 iが高

知市から委託を受け，報告霧としてまとめられた。

0青草潟を育んだ土佐の風土・歴史を体感してもらうため

に上町に{仮称) l'龍馬の生まれた幣記念館』をつくり，

歴史観光文化とコミュニテイ育成の街づくりをめざし，

地域住民との縦し合いがなされている。

これらのことから，具体的にまちづくり計劉への動き

が始まるのかと思われた.

しかし、行政の支援はあるものの，地境往民にはまち

づくりに対しての意欲はほとんどみられない状況であっ

た.まちづくりに関心をもってもらいたいと企閣された

fまちづくり講康j を通じて，龍馬喬員会在中心にして

わずかな人たちではあるが，ボトムアップ的にまちづく

りを考えていこうという動きが生まれた。私自身もその

仲間に入れてI貰き，地峡の動曹のf脅報を得ることができ

ゃくなった。ただ，このような動昔はあるものの，地域

住民の大半は，このような動きをほとんど知らず，子ど

もたちも問様であった.

5 地域的人・もの・こと

0高知市には総潟について研究したり，継続的にボラン

ティア活動を続けている，穂馬会，館周ファンクラブ，

龍馬研究会，噂潟ライオンズ等叩組織がある.

0先様代々，穂潟や近藤f重次郎などを地域でよく見か吋

たということを諮り継ぎ，現段もお話して頂けるという

人材がいる.
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0子どもたちが、数多くある坂本飽馬に関わる史蹟など

を調べようとした持，公立図書書館，記念鯨，自窃民権記

念館において，飽潟について学ぶことができる.

6 研究仮説

地域的ネットワークを生かして学びのネットワークを

つくれば

111上町が生んだ「坂本龍馬Jについて学ぶことを議して，

地域社会に対する誇りと愛稽が育つ

121龍腐の生き方や学び方にふれることで，龍馬を育てた

上町に注巨 G，現在荷づくりに関する大人の課題にも気

付き，共感し，龍潟につながる大人たちとのネットワー

クをつくることができる

131寵篤に関連する史鏑などを学ぶことによって地域の課

題に気付き，自分も地域の生活者の一員であるという自

覚をもち，上向や地域をよくしていこうとする気持ちを

もたせることができる

性)相手の気持ちを理解したり，成ったりして人と気持ち

でつながり合うことで共感的関係をつくり，人間関係調

整力をつけていくことができる のではないか

7.1 実践 1 2000年度 5年生

111 子どもの夢一一一一…交流 f援本鑓長蓄につ駒て鴎外

の人と重量3車交縫をしたいj

121 単元名

縫馬特ダネマップを作ろう

131 活動の見通し

子どもと共にウエビングを書く中で、①調べる{話を

潤く，場所へ確接行く)②まとめる③広める④?ッブを

作る⑤紹介する{高知へ招待，諮り合う)⑥修学旅行で

京都へ行こう という活動の見通しをもった。

141 教師の緩い

「龍馬特ダネマップj について自分なりの考えをもち

実際に鶴馬について活動をしている人とお互いの考えを

伝え合い，よりよいものをつくろうとする意欲をもち 3

自分の意見や考えを発表したり，他の人の発言を開くこ

とで考えが深まる経験をしてほしい。

・マップを使って，交流する県外の学校の子どもや地域

の人を案内するとし3う体験を通して，自分のj滋いを表現

する力を実の場で{伸ばしたい e

・マップを龍馬に詳しい大人や地域の人に意見をもらい

ながら修正を繰り返し行い，最後まで粘り強く活動を続

け，出来上がったときの達成感や自己肯定感がもてるよ

うにしたい。

・龍馬な関連する史鎖などを学ぶ乙とによって地域の課

題に気付苦，自分も生活者由一員であるという自覚をも

ち，上回Iや地域をよくしていこうとする気持ちをもたせ

たい。

161 活動のあらまし

ハ
υ
ー

大人 I~ も子どもにもわかるマップ一一一一社会に通用

するマップ

龍賂に関する観光課作成のマップを集め，良い点，改

善したい点を出し合った.

そして，飽腐を育てた上町のことがわかるようなマッ

プがないというととに気づいた.また r上町に往んで

いるのによく知らないJ r鶴馬に関係しているととろを

もっと探してみるj という声が上がり，フィーjレドワー

クをしようということになった.

最後にマップが仕上がったらどうするとなげかけると

f記念館ができたら鍛いてもらいたいJ r観光課や鴎潟

記念館にも撞いてもらえるように交渉したらいいj など

の意見が訟で，社会に通用するマップにしようというこ

とになった.

龍溺子ども交流事業実行委員会発足

子どもたちの夢から始まったことが大人を動かし，観

光課を巻き込み，鑓認会，建築士会・龍馬委員会(以後

縄馬委員会) ，歳馬ライオンズクラブ，学校関係者等を

メンバーとする穂潟子ども交流事業が発足した。その席

で 10月28，29日に京都の商倉小と潜水小田綾子5

5名程度を潟知へ毅待することが正式に決定した.子ど

もたちに報告をすると，来高の折りにこれから作成する

龍馬特ダネマップ在使って袋内したいということになっ

た。

ζれからの町づくりは乙うなる

今年度の子どもの夢が決定した頃，青草潟司書員会から「

第凶小田町づくりに関してパックアップをしたいj とい

う申し出があった。第四小の総合学習のゆから地域を題

材にしている 4，5年生在中心にかかわってもらえるよ

うにお願いした.学習がスタートしてから a 務馬会やi可

委員会の人から，昔の上町の様子や生家復元の構想など，

マップづくりに役立つ情報告数多く頂いた。

町づくり講座に参加

後日とれがきっかけとなり rまちづくり講座j へ子

どもと共に参加した. 4年生は上町の自然の実情， 5年

生は龍l.Ii特ダネマップや京都との交流の発表をし rメ

ダカやコイがいるという餐板をぼくたちと一緒につけて

ほしいJ r升形111(水通)の清掃に協力してほしいJ， 

fマップの各ポイントにキャラクター入りの分かりやす

い立て看板をつけてほしいj と自分たちの要求もしっか

り述べていた.帰りには，参加していた方から「是非看

板を付けましょう.そのお手伝をさせてくださいj と何

人もの方が声をかけてくださった。反響の大きさに驚い

た。一歩地域に跨いていけば，こんなにも暖かく学校や

子どもたちを見守ってくださる人がいるのかと，今更な

がら感じた.大人とともに I自分たちにできる上町のま

ちづくりj を考える講座へ参加する機会を得たことは，

2002年住総研「住まい・まち学習J実践報告・論文集3



意義が大きかった. (商知市都市計劉課とタイアップ)

躍馬子ども交流事業路大成功

競馬子ども交流事業や龍馬委員会のメンバ}のアドバ

イスをもとにグループごとに得度調査に出かけ集めた

情報を整理してマップを完成した。

出来上がった縫馬特ダネマップを手に，子どもたちを

各ポイントへ出て，粛iや織りなどを取り入れ，京都由子

どもたちの案内をした。実行委員のメンバーや地域の方

には各ポイントに子どもとー絡に立ちその案内ぶりを評

価して頂いた。

マップ田完成，配布

この実践を過して，子どもたちには地域・行政・総連

施設など様々な大人の協力やアドバイスを得ながら活動

を晃なおし，よりよいものを作りあげていこうとする姿

が見られた。 6年生になり，完成した務局マップを自分

たちが採用をお願いした場所へお礼のことぼや手紙を添

えて届け，震いてもらえたことで，子どもたちの沼擦の

社会に通用するマップにするという目標は達成できた.

その後，ゴールデンウィークには，高知駅まで乗り入

れになった土佐空軍鉄から高知への観光客に渡したいので

援かせてほしい，市議会議員に配布したいなどとあちら

こちらから依頼があり，社会に広がっていると実感した

ことだった.

品ID~t置註 LL
~vY 初ダ身、

競馬 ιマップ

啄聖母~ 曜長

山 内1校時， '_"'Ilt"'，-，，~ 

7 -1 縞馬特ダネマップ

修学旅行で勝会

書室崎特ダネマップ作成にあたっては，喜草罵を育てた上

町についてや脱纏するまでの競馬の乙とは学んだが，京

都での龍馬の活躍を知らないと本当の意味での交流はで

きないというととになり，腕藩後や京都での活離を学び，

龍馬学習の棄を作成した。

修学旅行当日は，京都龍馬会の協力を得て高倉小田子

どもたちと共に龍馬ウ泳ークラリーイン京都のクイズや

説明で楽しみ，清水小では，龍馬や慎太郎のお墓参りを

-11--

したり，清水寺周辺を地域的大人たちと共に案内しても

らい，人へのもてなしの心を学んだようだ.

上町そだての会的発足

昨年からの町づくりをすすめようとしている有志を中

心に，上回Iそだての会を発足苫せよういう動きが出てき

た。会の趣旨は，町に埋もれている多くの宝物{ひと，

もの)や知恵を今一度掘り起とし，大切な陀の宝物とし

て宵てていきたいと怨い，上町に住んでいる人，その一

人一人の f得意技j や f知恵j を自分のできる鞠闘で出

し合い r住みよい町J I 生きがいのある町JI~ 向けて，

今 4 度宵む心を集めたいというもので、準備会を綴て，

2001年7月発足した。

実践2 2001年度 6年生

本年度 f総合的な学習四時間j で散り総む夢について

の話し合いを行った.昨年度高まった子どもたちの意欲

をさらにのばす夢に取り組んでほしい，みんなで夢を共

有できるように話し合いを大切にしてすすめていきたい

と考えた.話し合いの末，昨年からの上町・鶴馬にかか

わる学轡が継続して行えるということで. n誌をつくっ

てみんなの集える場所にしたい』という夢に決定した.

また，家をつくる場所は上町にある市有地で，そこに

龍潟の構報発信基地、交流の場の下絡をつくりたい， mr 
の人にもっと隠心を持ってほしいという願いがあった.

(1) 単元名

f健隠も情報発熔基地を作ろう』

みんなの集える家をつくろう

(2) 達成が見込まれる力

-龍馬の情報発信義地を作り，地域の人たちはもち

ろん全国の人と交流する中で，人や地域のつながり

を大切にしようとする気持ちをもち，自分たちの町

在見つめ直すことができる。(関心，意欲，態度)

・情報発f宣告効果的にするための方法を考え，様々

な手段で自分たちがしている活動を伝えることがで

き る 。 ( 技 能 ， 表 現}

・2誌を造るためには様々な条件盤僻が必婆であるこ

とを知り，その中で大人の協力を得ながら. ~N られ

た条件の中で創意工夫しながら活動する方訟を考え

ることができる。(思考，判 断)

・自分たちだけでなく，地域の人も集える場所をつ

くることを考える中で，現在の地域的人々のつなが

りの弱さや抱えている問題に気づき，町づくりで大

切なことは何かを知ることができる{知識.理解}

(3) 活動的見通し

一年間の活動の見還しを子どもたちと共に話し合った.

①土地を探す(上町にある私有地にしたい)②土地の使

用許可をもらう③家のイメージをもっ④材料をわけても
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らう〈間伐材を利用すれば}⑤大人白人と協力して共に

家をつくる⑥1.5を作る(自分たちで作ったものを売る，

仕事体験ができる)⑦龍馬町憐報発信義地をつくろう③

薩長土同盟〈鹿児島・山口の小学生との交流}③船中八

策{町づくり、自分たちの生き方に慢して共防アピール

に関して共同アピー)j，)⑩ウヱプベージをつくりたい

龍馬学習回集大成がで古る

昨年度1 龍馬学習に入る前につくった活動のウヱピン

グ n関参照)をもとに，今まで自学濁をふりかえりな

がら，これからの学習者を書き込んでいくと r龍馬の税

務に関することは学轡していないから，社会科の歴史で

詳しく学ぼう。 j

l先生、脱藩の道を遠足で歩乙う。 J

と子どもたちから提案があり，これで飽烏学習の集大成

ができると満足気だった a

《活圏iのウニ£ピング》
』一一一一ー--./"t号

何)

大人からのアドバイスをもらう

子どもたちは昨年度の経験から，大人に協力してもら

ったり，アドバイスをもらったりして活動すればえば，

社会に通用するということを実感している.今年も大人

に協力してもらったり，アド1'¥イスをしてもらったりし

ようということになった。

子どもたちの今年の夢や活動の計闘を!習いてもらった

後，アドバイスや実現の見通しについて意見やアドバイ

スをいただいた。

f 上町そだての会西森さん 一一一一一一一「

; 家を龍馬の君たちの雷っている場所に睦てたいん|

|だったら j 市の土地だから許可が必要だね.仮設的i

iな建物なら建てられるかもしれないよ.龍馬町情報!

発信基地について大人もどんなことが協力できるカペ

わからないが，乙れから地域町人たちと一緒に町のl

よさを再発見していきたいと考えているから，大人l

iと一緒にできるととはやろう I
し一一←一一一一一一一一一… 一一一一一一一一一一一一一一一J

「一龍潟合 会長橋本さん一一一一一一一一一一一一

l議長同盟はa きみたちの去年から由参だつから出

!日や鹿児島の小学校に高知へ来てくれるように頼ん

jでいるよ.船中八策ということもお願いしていくか

lら、頑張って穂鶴由学習を掛けてください.

L__一一一一一一一一一一
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5年生とのタイアップ昭お祭り

5年生の今年の夢は「升形111で祭りをしようj で，

。喜多を実現していく逃程で上町そだての会や地域の人た

ちとふれあい，かかわり，協力しあいながら，自分たち

の企隔をよりよいものにしていきたい

0これからのまちづくりについて人の意見を間宮つつ，

共に考えていきたい と計爾していることがわかった。

それを受けて 6年生は，お祭りの呂的は少し違うもの

の，地域の人とかかわるためにf'lかをしたいということ

は同じなので，一絡にやればいいのではないかというこ

とになった。

0期日は，鹿児島山口の小学生が来校する 11月3日と

し，お祭りをもてなしの場とする，喜E潟を育てた上町の

よ古を体感してもらう

。場所は，上町の市のもっている土地にする

ということを 5年生に伝え、了解してもらった。

お願いにいζ う

7F1513，J二時そだての会代表の方々と共に鴎知市議

会第 1会議室主を訪れ，観光課，管財諜，都市計画課，ま

ちづくり推進諜，学校教育課などの関係機関の方々に，

f上演lのm有地に龍潟の情報発信慈織をつくりたい.

そのために土地を貸してくださいj

r 5年生や上町そだて会と 緒に祭りをするので，飽馬

の生きていた時代を思い起せるものとして，築城閥百年

祭で使った寺子爆風の建物を貸してほしいj

とお願いをした.また、グループごとに自分たちの慾い

を発表した.

《子どもたちの発表内容》

A 自分たちの学習を地域のものにしたい

みんなの憩いの場所にし，観光客とじかに上町

のl噂話やとっておきの識をしたい

B 交流や関わりを深めたい

昔や今を鬼iると未来も見えてくる もっと地域

を知って，学んで隣わりを深めたい

C よさこいE重体にかかわって

国体まで残してほしい 京都で学んだように観

光地として人をもてなしたい

D 心のふるさとがほしい

卒業後も緯潟学習を続けたい，第閥小で学んだ

健闘学習を何年たっても慾い出せるように 次

t世代へ引き継ぐ，記録として残したい

E 情報発鎚として

マップを置く 交流の足跡を残す 5年生とのタ

イアップのお祭り
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i庄の中甘くない

話を聞いた行政{掛からの返答には， 1理躍i点が数多く 111

された。

・長期間盤いて使うことは安全確保と構造上田銅懸から

難しい

(大阪教官大付編池田小の事件の後だったこともあり)

・寺子麓風建物は貸せても移築費湾がかかる。そのお金

は市役所は出せない

ーイベントとしての使111は可。 illG，設燈日，イベント

日1 後片付け由自の 3日間ぐらいが銀度

， 1 1月3，4日は鹿児島・山[Jの小学生との交流を観

光課として考えているので協力できる

・家をつくるのを子どもが手伝うといっても，事故があ

っては宿る

将来何らかの形で癒馬にs号する施設はつくるので，ど

のようなものをつくるか，どんな使い方をするのか地域

のみなさんと考えていきたい

・土地は今草が草壁蒼としているので，使うのならば草刈

りをしないといけない

限られた条件の中でも自分たちのできる乙とをしよう

お願いに行った次の臼，前日のふりかえりを行った。

子どもたちにとって，解決しなければならない陪題点は

多々あったが， ~R られた条件の中で羽分たちのできるこ

とを模索しようする意見が出された。

・全部OKしてもらえるのではないか少し甘く考えすぎ

ていた.安全面で心配するのは当然。費用がかかりすぎ

るので，家を建てるのは難しい 暗 殺計は無理だが，

上町らしい雰間気は何らかの形で出したい(図面・模型

など)→ 上町に残る家を見学してイメージをもとう・

草刈りは自分たちもする。大人の人たちには機械を使う

など手伝ってもらうこともあると思うが，自分たちがで

きることはしよう

-上向のよ古を伝えるためには，もっと上町の歴史を知

らなくてはいけない 時 上町そだての会の人や地域の

大人にインタピューしよう

レンガづくりの倉のある家を見学

見学をさせていただいた有光さんのお宅は、古いレン

ガの大きな倉があり，紙漉きに使う舷街を作る仕事場も

見せていだいた。見学の擦には， 上町は升f~川(7]<通)

のきれいな水を使って i館屋・紺屋・紙屋・鍛冶還など

が立ち並ぶ職人の町というお話も聞かせていただいた。

調べる学習をスタート

夏休み前に歴史や景観，昔の仕事，町名など干どもた

ちの調べ下といことをもとにグループ(下図参照)をつく

り， 2学期にー人一人のプレゼンテーションができるよ

うに調べる学習を課題とした.また，主主校臼に中間報告

をして，困っているととはないか，調べる方法について

支援を行った。

内ぺ

υ
ー

毘珊 Jて弓b金詐習盟骨を海副署箆

際ベた内容 場所・人 j 表現方法

上町そだて的方fと祭曹の準舗に入る

9月に入って、調べてきた内容と今後の企画を発表し

た。またz グループごとに祭り当日迄の活動や準備を具

体的に付築紙に番いて?活動に入ると践的を見失いがち

になるのでp 確認しながら進めていった。

祭りを苫せていただいてよろしいでしょうか

祭りをすることに地域住民に合意をもらうために何が

お要か話し合った。子どもたちからは I祭りの趣旨を

理解してもらう，干し織が大切，護活し方を丁寧に，自分た

ちの熱窓を伝えることが大切j という意見が出た.前日

には，不意の質問にも答えられるよう教獅が住民役にな

り，シュミレーションをした.

怒りをする包出jや内容を描いたチラシを作成して，祭

会場の周辺地域に祭りの許可を上町そだての方々の吋緒

に貰いにいったa 同時に升形111周辺の環療や祭りに対す

るアンケートも実施した。

調朝日シケート E二二二二コ，.
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合同企量曜会

~二二二二二二二二二コ

祭りの日に上町そだての行おうとしている計画や内容

も燐き，テントの位穏やイベント内容の確認もした.

一番の難問は家づく坦

仮設の2駐在建てるといっても費用がかかりすぎる。な

んとか子どもたちの夢をかなえてやりたいと上町そだて

の人や竜馬ライオンクラブと話し合いを譲ねてきた結果，

ベニア板に子どもたちの描いた絵を貼って雰捌気をだそ

うということに蕗ち着いた.

泡馬ライオンズクラブの協力

1 999年度から龍馬ライオンズクラブには，子ども
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たちの穂馬に関する学轡について，支援(資金援助、物

的援助，人的援助)をして頂いている。

今年度は，祭りに慢して次のような協力がいただける

ようになった。

①テント 2連=1筒所{床+型車童話ベニヤ+照明器呉)

1連=1箇月i(床+照明器具)

②仮囲い一時撤去十復l日 ③仮設電気引き込み ④砂利

敷き込み⑤草刈 り 作 業 草刈り機手配+雑草の処分

(作業は共同)

祭。当日はあいにくの闘

前日，上町そだての会や童話賂ライオンズクラブの方々

と 絡に展示物や掲示物，出賠の準備を行い，当日に備

えた。当日はあいにくの雨だったが子どもたちになんと

か祭りをさせてやりたいという大人の熱意が痛い穏伝わ

ってきた。テントの壁や床を何度も雑巾でふいたり，ビ

ニールで補強したり，朝早くから夜遅くまで準備や後片

付けをしてくださった。子どもたちもその思いに答える

ように祭りが始まると呼び込みをしたり，演奏や発表を

生懸命頑張ったり p もてなしの心でお容さんに接して

いたa

また?子どもたちのかねてからの夢であった鹿児島・

山口の友達との交流も実現した。初めての祭りというこ

とで大人も子どもも反省点は多々あるものの， 1・2年

生もかぼちゃプリンやポン菓子を出品してくれ，怒りを

盛り上げてくれた.参加者も多く思いの外賑わった。

「ーお祭りを終えた予どもたちの感叱一一寸

I(あの隠の中を必死にEぎを出せるように撃修してくれ!

I ，，~で辺脚同協力がト町のよさの一つだと思i

弘法主主ι みんな生き生きして 個性的でした I
10大人には動いてもらったけどa 自分たちで企障したi
|から達成惑がありました.乙れで終わりにしないでし，¥I 
!ろいろなことにチャレンジしていきたいし，務馬学習l
iを下級生にも引き継いでいってほしいです

際的第四小学校教議

14ー

。主主祭りをする前より関係がとゆ〈なったと思いまし

孟ι 会場を見てみるとお年寄りと子どもたちが鎚構穏

していたからです.人のかかわりも替のように少しず

つ元に撲っていると怒いましたa

。とういう交泌をすることで，上町のよさが知れて町

を絡れるようになり，姿形は縞馬ではないけど，!![旦

入の心は競馬だということが自慢できると患います.

こんなト慌が犬肝きになりました.

。始め考えていたことが全織できたわけではないけれ

ど，潤鰭が怒とったらそとで考え できる範闘のこと!

を:工夫すればいいという之とを学びました

O祭りさき目だげ語参加していたら白気づカなかった念繭

やさ緯鏑の大変さがよくわかりました.今度はもっと底

分の役割に貨径をもたな〈てはと履いました.

o麓局特ダネマップから出発して、比五位主主車盟主

盟議主主蕊主主立a 器等絡には街づぐ均歩脅えるとFに

立主蓋必主主且己主主a

。いろいろな分野の大人の考えを知り，自分で考える

調べる，判断';るカが付いてきました.

。地域の人たちに協力してもらったりして，連重重:!:

盟溜の人々とのかかわり労が倣喰になったようです.

能馬に関する記事や喬諮に興味をもち 文癒を禽〈カ

一
且 まとめにかえて

縫潟につながる大人たちとのネットワークができ，人

の輸がどんどん広がっていき，それが子どもの学びや町

づくりにも影響を与えるようになっている。

自分たちの学んだ上町のよさや課題をもっと地域由人

たちに知ってほしいと願い， j育報発{冒していくようにな

った.それが一方的ではなく，双方向からになり，祭り

を共催することにつながった。

また，子どもたちは自分の思いだけではなく，縄問と

の折り合いを付けながら町づくりが進んでいくを身を以

て学んでいくことができたことが，まだまだ課題は多く

残されているものの?今回の実践の収穫だったと思う.

込 4

新月さんと一緒にみたbし団子をR

4・闇.歯.塩本鱗や械を題材E露骨跡事初版

F=宮司臨調整を宮沢防。械や昔蜘削減つフ

轟ど帯榊ツト刊を千Eもたち畔~t生か

軸 υすこ占的柏市'li
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総合的な学習園交涜学習で進める

fパリアフリーめまちづくり』

-{!山台市における実践報告その2-

証H"'t 弘美*1

キーワード 1)総合的な学務 2)パリアフリー 3)まちづくり 4)マップ写半部畦査システム

1 はじめに

2002年度から実施される新学習指導安領では，小学校におけ

る総合約な学習の時間が設定されており，移行期である現必は

主主喰ごとに独自の取り組みが始まっている。前回の幸量管注 A では

仙台市のこつの'1吟鞍が「バリアフリー探検隊」という共通の

プログラムの F，'"ンピュータネットワークを利用して交流を

行いながらそれぞれの学校でバリアフリ-0;学習に取り車且み，

子どもたちの自主的・意欲的な学習展開古河子われた様子につい

て述べた。それらの授業実践を受けて， iUI令市較育センターで

は地凶上に写兵・動画・音声・テキストなどの情報を入力する

ことができ，複数の学校が向ーのテ-'7で共民学習を尖臨する

場合に，情報を」た有することが可能になるという「マップ型学

習諦至宝システムj ソフトの開発を行っt~ また前回の授業実銭

を知った他の学校から参加希望も寄せられた。そこで今回は子

どもたちがより多くの他。手校のJ子どもたちゃ地域の方々と交

流を深めながら，自らの凱、iこおって学習を進めていけるよう

な学習プログラムを新たに開発し実践することになった

2 学習の概要

2-1)学習のねらい

今ffilの学習は，子どもたちが自分たちの身近な澱克を fパザ

アフリーJという4低長から見査し， r地域でともに生きる」こと

の意味を再確認しながら他人との相違を認、め合うこと，そして

新しい出会いと交流を還して様ざまな考え方を知り，格互潔島幸

を深めてコミュニケーション能力を高めることをねらいとして

いる。また学習を進めていく中で，自分たちで調べ学習の計簡

を立てることや話し合いをまとめていくこと，グノレープで協力

して地域の調査をすること，調べたことをまとめてヲ吾表するた

めの基本的な曾語力，メディアリテラシーなどを身に付けるこ

とも目標としている。

2合)参加校の概要

今回「パワアフリー」をテーマiこ学習を進めることになった

のは4つの村教と 2つの中学校である。似台市北古関i伽住

宅地にある A1]"哨比較的中心1部に近い住宅地にある B小学

校，仙台の吾郎じ、にあるc，1"戒中心部から地下鉄で 15分の

昌郎心にある D村教の41]学校と， 8/J々 校の近くにある E中

学校，北苦闘外¢新興住宅地にある F中学校の2中学校で合官十

日校である。これらの学校は学習する学年・扱う教科・授業時

戸。ー

関数・4戸習時期などはそれぞれ違っているが，さ戸努を進めるに

あたり 6校lこ共速するものとして「バリアフリーをテー?に学

潔を展開するJl'他校との交流を持つJrメディアを車j局する」

の3点を確認している。

2--ヨ)使浴メディア

後の交百校コ情報発信のしやすさを考慮し，電子メディアを積

宇霊~lこ取り入れるよう iこした。主に使用された電子メディアは，

調べ学習にはインターネット，他校との意見交換には学校WEB• 

重量子掲示紋・テレピ会議システム， ~調斎記録にはデジタノレカメ

ラ，号待蘇在来~~強にはマップ型学習調査システム(凶 2-1)，プレ

ゼンテーションにはパソコンのプレゼνテーションソフトと書

画カメラなどであった。

臨2-1 マップシステムの入力萄面と入力され対育報

2-4)学習苦情i

子どもたちの輿j床・学年初畠域の実態に合わせて学校ごとに授

業百十爾を点てることにした。 A/J~詐校l主総合的な学習の時間での

取り総みとして4主性投員が取り組むことにした。自ノj今殺では

前年度に校舎内でのキャップノ、ンディ体験即を行った日年生が
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学習ぎを発展させる形で校舎内のバリアフリー品~1t， 校外でのキ

ャップハンディ休絵，学協丘くの童話物儲のバリアフリー調査を

行うことにした。 cIJ"'3}比国立6生戸上が取り総んだが， 5年次から

総合約な学習として「環境にやさしいまちづくりj に取り総ん

でいるため， ~'JにJ説t分野に関乙ず〉ある子どもがグループでト

ピックe"Jに学習することになった。 DノJ"斜交は昨年度の常習実践

に参加しているが，昨年度学習した5骨三?ーではなく総合的な学

習として楢社領域の学習を計画していた6年生が取り組むこと

となったただし高ij{干の実践成果土学校の WEBとしても残され

てしもので惨殺として5年生から6年生ぺ云えられることにな

った。 E中学校では環境・摂社を学習する 1年生の中からパワア

アワーをテーマとしたグノレープが取り総むことになっ丸また

2ノ平生は数学の時間の中で点、守Jコf:t絡みを'::y.5努L，部品やまち

の中の点字:袋内板の読みノらーを教えるなど他。:学校の学習をサポ

ートすることになった。 F中学校では2苛生が学lRのハワアフリ

}採検をして壁新潟にまとめ、それぞれ溌表しあうほか、 WEB掲

示板を還してIJ9i主の学習をサポートすることにした

3 学習展開の事例

ここでは4年生が学年全体 (3クラス 101名)で取り組んだA

小学校の事例を'T，iAこ学胃渓関の様子を述べる。さ子容特約土 60

待問である。

3-1)学習の背景

A!]ゼ学校にはチャレンジド闘争被が性箔Eされており，子どもた

ちは l年生の持古3ら日常:mな交流を行っている。まTむ清元放送

局が市内の他の学校にi重うチャレンジドに子どもとその母親を

取りとIjて取材した叡立をみた4年生の子どもたちから r二人

に手紙を書いて励ましたいJr自分たちにできることを考えた

いjという希望が出されていた。 4&f迭は年湖に防災の芋習の

一環として，学院(内の消火拾を諮ベ守て地E却を作るという活動を

塁走に行っていたことから，子どもたちの京欲を尊重しながら，

これらを組み合わせ，学区のバリアフリーマップ作りに取り組

むこととなったー

3-2)議べ学習

学習を始める時点では「バリアフリー」という言葉を知って

いる子どもは数人し州、なかったが，まず総指が言葉と概念の

大まかな説明をし，学脅のキーワードとして使うことにした

次にパリアフリーについて家旗に路く，図書館で総べる，イ

ンターネットで検索するなど，言.~の意味をつカ吃pため正調べ

学習を行った。飾、て交流学習を行う他の5校のことを総介し，

先行して学習を進めている学校の WEBサイトを閲覧したり，電

子掲示板に質問や感想、を一書くなどして少しずつ交流を進め，学

部品fする若宮欲を高めるとともに，学習を進める tーでの 人ひ

とりのブオ}カスを絞っていけるようにした。

その後誠ドたことを基iこ，お:ti?内ヰ当主B去にあるバリアフリー

の工夫を採し，ワークシートにまとめてクラスごとに発表を行

った(図 3-1)。子どもたちが毘Jつけてきたものには，校舎の階

段の手すり・玄鑓のスロープ・エレベーター，家庭の浴室や階

6
 

1
 

j段に手す~，議6'や制Eのプッシュボタンの数宰の 5 について

いる突起，高声のU:¥る主主主五製品， シャLプーとりンスをt説付

るための容器協のギザ年ザ，ジュースとアノレコールをIRZiJする

ため缶に付けられた突起などがあり，それぞれがえつけてきた

ものについて意見を炎換したり，吏に家怠でま草してくるなど，

子どもたちの中で活;致は広がっていった叫

図3-1 ワーウシートは廊下に掲示して情報を共有した

3-3)キャップノ、ンゲィ4撒

調べ学予言を進めていく中で子どもたちは，現tJeのまちの中に

はいろいろなハリアがィf消しているという議哉を持〉ようにな

った。それと問時に自分たちにはバリアに対してよくわからな

いことが多しW ではないかとし、う気持ちがわき，また他校¢情

報などから自分たちもキャップハンディ体験をしてみたいと思

うようになった。そこで務総t雑誌或のボランティアサークルや

社会福祉協議会などと溺各を取り，校内でキャップハンディ体

験を尖施することにした行った体験は車務子(凶 3"2)・8杖

樹子(阪日)・腐話(3-4)の3つで全員がそれぞれを行っ九

鴎3吋 2体宵館で車梼子での移動を体験

国3-3目蕗しをして自試で併す 劉3-4欝の動きだけで話す練習
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またt鋭立の手話すークノレのJiにゲストデイドチャートして学

校に来てもらい，手話で歌を建って校内の百楽会で党去したり，

燐の中学校に来ている ALTから外関人が生活する fで震るこ

と・苦う守したことなどの話を鹿くなどもした。そうしたことに

より，人によってバリアとなるものが違ってくることや，その

ため告分たちが気づかなかったところにもバリアになりうるも

のがあるということを歳識するようになっていっt~

3-4) Jt織のパリアフリー探検

こうした積み重ねの上，潟要望lこ泉分たちにねんていし、るまちを調

べてみることになっfュ当初はま宅のfハリアIrパリアフリー」

を務べる計画だったが，子今どもたちの話し合いや他校との交流

の中で，はじめから fバリアJを免つけてここはバリアがある

からだめ2 と評価するのではなく，できるだけたくさんの「バ

リアフリーjを克つけ，今後ハリアだと忍Jコれるところを見つ

けた時にはハリアフリーにしていけるような工夫をたくさん見

つけてくるという方向に変わってし、った。また当初は主にどう

し、う人のことを想定して作られたパリアフリーなのかという区

分を詳絡に行っていたが，それに対しても子どもたちから，あ

まり種類がないものはまとめて iみんなにやさしし、バリアフリ

ーj としてはどうかとのi怠見が出さ九「輯脊子Jr自や五の不

自由な人JLみんなにやさししリ，の3つの[R分にすることにな

った。更には誠ベ学習の途中で地主主の児掌センターを実際に見

に行った子どもから， I牧摂政jには段差などのバリアがあるよう

に見えるところでも，職員の人が手伝ってくれるなどするとこ

ろは，地凶の中でl土バリアフリーとしてもいいのではなし、か!

という意見が出されるなど，バリアフリーに対する告分たちな

りの考え方が形成されている様子があらわれてきt~

実擦の探検は， 4~5人てι つのグループをつくり，グループ

ごとにすーダー・カメラ係(デジカメあるいはレンズイ寸きブイ

ノレム)・言必量係.~おi孫・安全管耀係を決め，学:[R内の 7 ヶ所の

ポイント(スーパー，児霊i---r:ンターと話人憩いの若~， H-i民セン

タ-， !県立図香釘，郵使局，ショッピングセンターp 老人保健

施設)に分かれ、各ポイント 3~4 グノトプて守踏を行った偲1

3-5~3--10)。ポイントによっては事詩子体験も取り入れた。各

ポイントには教締または数名の保護者が安全権認のため付き添

った。また宮城県・仙台市のハリアフリー鮫光情報・トイレ情

報に関する WEBサイトを注営L-，ご自身も車検子で牛活されて

いる方が子どもたちの活動を知って応援してくださることにな

り， 絡に採検するなどの協力も得ることができた

l8J 3--5_ !l霊外での車精子の使い 図 3---6 自分fこちで試すと体膏
方について，主意事寝苦隣〈 舘の時よりも難しいことに気づく
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国苫 7ス-/{-入り口の卓字 臨 3-8 車椅子で実際に買い物も
ブロッウの違いを富謹

1@3--9闘書践で書幸軍拡式携を発見劉3-10一緒に撲殺したことで恵繕
子での生活へのイメーコカて変化した

子どもたちはキャップハンディ体験の特に車椅子iこ乗ったり

介幼したりしたことはあったが，実際のまちに車清f子で出てみ

ると，校庭のような地煽は走わにくいこと，車道と歩道の段差

を乗り越える待が患っていたよりも恐かったことなど，体育館

側寺とl土産う様ざまなことに気づき需品、ていた。

各グノトプとも持関し、っぱいまで各所を探検し，たくさんの

5己主訟を持ち帰ってきた。

3-5)マップ件減

探検した綜泉l土号f::.校に炭ってからグループごとにまとめて

クラスと学年て発表しあうことにした。地強はできるだけマッ

プ型学習調査システムを手l湖し，子どもたちが調べたことにつ

いて他校からも見られるようにした2 地腐の俄にも昼主新濁ヰ紙

1t:J~ljにしたり，パリアフリーに関する黄島療法作るなどp グル

ープごとにプレゼンテーションの万法を工夫していた。最後に

は各ポイントからいくつカミの事慨を抜き出して，学年で l枚の

大きアよ地図にまとめあげた(~3-11)。

劉3一日子どもたちがまとめた明広のバリアフリーマップ
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3';)プレぜンテーション

総鍬古巣は，自分たちの長も言いたいこと・他の入にも知っ

て欲しし、ことをできるだけ他人にわかりやすく伝えることを悶

標に，地凶・壁新鶴・紙芝溺・寸劇などグループによって燥さ

まな形にまとめられた。学年で行われた発表会のプ口グラム作

成や司会は子どもたち自身でた行った。プレゼンテーションは，

デジカメなど主としてデジタルゲータとして誌禄したものはパ

ソコンのソフトを市民してスライドショー形式ーにそれ以外の

ものは紙にまとめたものを，書簡カメラでこそニターに技策する

などして，全良iこ見ヰ〉すいように工夫されていた

弱含 12鰍こまとめたもの俗書割関 3-13 ノートブッヴ型パ、ノコンと
力メうを使用してモニヲーに投書記 ソフトでスライドショー形式の発表

3-7)学校間交流

今仰の実践でl託勘校と交流を行いながら学習を行うことは決

めていたが，交流の相手や長度，深さなどについては特に限定

せず，子どもたちのず欲ヰキ習の進み呉合に合わせてf対立ごと

に適箇子うことにしていた。

AfJ'\~佼は参加肢の中では一苦手学年が邸ミったこともあり，他

校の WEBサイトを閲覧して新しい知識を得て視野を広げたり，

他校の取り組みに索隊を受けるということが多かった。特に掲

示板に書き込んだ自分の段!思ヰコ質問に返事が来ることを楽しみ

にしていた。交流を行う中で子どもたちの意見が変化していく

ことや，新しいアイディアを得ることもよくあり，調べる・発

表する以外の場面でも交流によって受ける京撒は大きいもので

あると考えられる。

それぞれ6年生の数名ずつが取り組んでいたC小学校と D，jて学

校では，同じことを学習している人と交流したい，という子ど

もからの強し、希望:があり，テレピ会議システムを串隠した交流

会を持つことになった。ちょうど雨校とも少人数ずつであった

ことから，全員が参加できるのではなし、かと判断されたためで

ある。テレピ会議に前には D，j守笥主主ミメンノミーやまち探検G'Jt草

子を鋭菌~，ピデオレターとして c ，j、学校lこ送っている。当日

はCtJ'\~対立のパソコンノレームと D 小学校の多目約率のパソコン

を回線でつなぎ，テレピモニターには初手に綴予を，スクリー

ンlこはプロジェクターを使って将手のピヂオ箆像やパソコンの

画部が映るようにし，相手の顔を克ながらパソコンを使って説

明することができるようにした。会議ではそれぞれの年枝のそ

れまでの取り組み寸執査結果の紹介，調査結采を基に子どもた

ちが11e題したクイズ，アイディア募集のお騒い，質問などを交

互に行った。テレピ会議中。:儀子を醤 3-14，3-15に示す。初め

18ー

は緊張していた子どもたちも次第に慢れていき，終わりの待問

には名残惜しそうlこしていた時間的な屈で 1闘しかできなか

ったが，子どもたちは，またやりたい，交流を絞けてもっと仲

良くなりたい，という感想を述べ，級官の方でも断面を過して

とはいえ績が見えるのは安心する， 1 [EJだけではなく1ilJ@1も継続

して行えば内容についても深めることができるのではないか，

など予習にテレピ会議システムを用いた交流を取り入れること

に女、げる詐伺は子ども・緋認ともに献為った

1ii13-14.発表者1主力メラの誌で Ii!l 3-15 麗還のi向こうからの呼び
かけに応える

4 交流・メディア手i加による効果

4-1)子どもたちι凌化

今回は単独校での学習に比べ，子どもたちが様ざまな人と交

流を持ちながら進めてし、く機会が多方、った。

まずは学校間交流があった。住んでいる地域¢特色ヰ今出荷主

遼つでも同じテーマでヤ習しているということで名佼とも子ど

もたちはお互いに毅近感を持って籾手に援していたようである。

比較的ダイレクトなところでは稔子掲示放でお瓦いに意見の交

換や質問・感想。つやり取りをした~，テレピ会議システムを使

い，間j酉iを通してではあるがお互いに顔が見え，子討がlllIこえる

という交流を行ったことによる意欲の高まりが見られた。間接

的こもWEBサイトを過して他校の実践を知って刺激を受けたり，

相手のことを考えたプレぜンテーションを工夫するなど交流を

意識した活動が随所に見られた

次に子どもたちが関わったのは地域の大人である。探検¢際

に協ノヴしてくれた保護者の方がた，コミュニティゲストティー

チャーとして学校に来て諮を閥均》せてくれたボランティアの方，

探検に行った場所で働いているかがたなと:自分の親以外の地

域の大人と交流の勝絵を持つという終験ができた。普段はあま

り見ることができないそれぞれのプロの仕事ふりに触れたこと

も子どもたちにとっては大きな粛減量となった。またコミュニチ

ィゲストティーチャーを学校に捌くことは教師にとっても車憾

となっていた。

そしてチャレンジドの方との直談交流は， 子どもたちの心を

大きく揺さぶるものであった。それまではチャレンジドのかに

対しては{紡親切にして「あげなければならなし刊のだろうと

漠然と捉えていた子どもたちが，車を運転して自分だけでどこ

へでも出かけていくチャレンジドの万もいるということや，ど

んな人も8分たちと伺じように買し物lこl治吋たいし，おいし

いものを食べたり遊びに行ったりしたいと思っていて，実際に
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そういう生活ができるような工夫と努力をしているのだ，また

それを支援する行政のサービスもあるのだと知ったことはとて

も大きな変化であった。それから子どもたちはそのような社会

を実現するために，まちに残っている不便なところをこれから

皆が住み号寸いように変えていきたいという意識を持つように

なっていった。

隠4-1.芋だけで運転できるという特5l!Ji宝文の車在見学

4-2)教舗の変化

コミュニテイゲストティーチャーを学校に時ぶこと，鋭戦併

の人と一緒iこ学習を進めること， f車U仁学校の都市とアイテeィア

を出し合って筏業案を作ること，言直子メディアを多用すること，

ノザアアワーをテー7 にすることなど，現場の教員にとっては

どれも普段あまり務時是正与がないことばかりであったので，はじ

めは務制閣に学習に組みなて方ヰ〉進め方に勺いての戸惑いもみ

られた。しかし各校で実践が始まり，ときどき集まって他校の

実践を開く機会をつくったことで次第にこれらのことに出動Z

が少なくなり，限られた状況の中でもいろいろな方訟を取り入

れて子どもたちの学習を進めていっTらまた普段は需子メー

/レ・童話活・FAXで連絡を取り合っていたのだか，子どもたちと

絡にテレビ会議システムを体験(図4-2)した教師からは，その

続出性と今後0)1苦用万出こっして大きな勝守主主寄せられた

関毛色子どもたちのあ資終了後テレビ会議システムによる教筋の会議

4-3)地域の変化

子どもたちを地域てボ育つ人として受け入れ，子どもたち¢学

習を支えてくれた地蛾は，子どもをコアにすることでこれまで

以上に学校の取り総みに協力的な脇心を示してくれるようにな

った保護者は学習活動の補助を行ったことで以前より学校に

足を運びやすくなったし，家庭でも子どもと共通の話題で話す

ようになったと諮っていた。また就学期の子どもがいない家縫

でもさ子教で行われていることが公開されることで学校に親しみ

-19 

がもてるし，自分も得意分野でゲストティーチャーとして協力

したいという気になるということであった。学区内にある各職

場で仕事をしている方も河様で，特iこ今思子どもたちが鵜査し

にいったところでは総検中に励ましの声をかけてくださったり

利用状況等についていろいろと説明をしてくださるなどした。

また子どもたちの学習をきっかけに地域のパリアフリーについ

て地域全体で考えようという動きも一部で起こり始めている。

図←2地域探検を手伝ってくれた関 4-3 老人保鍵施設では鋤いてい
保護識の方々 る方や"'1鰐者の方から激励された

1ii14-4鐸験中!ヂジ力メ由使い方図 4";;車椅子の乗り方を説明する
をアドバイスする保護請の方 地織のボランティア

5 まとめ

今関に学習尖践出ではず¥"P度の実践校がリーダーシップを取

り，新たに参加した学校はそれにどんどんアイディアを出しなが

ら進めていくという形態をとったこと，当初から学習の祝点とね

らいを明確にし交流校で共有していたこと，実践的容や交流内容

は学校の実情lこ合わせて自由度の高いものにしたことなどの湿

師、ら，どの学校も#燐の動波業を展関することができた。ま

た共荷主手育のために開発されたソフトであるマップ潔学習調査

システムを利用できたこと，できるだけ子どもたちの知りたい・

学びたいという意欲を大切にしたこと，地域の協力古河専られたこ

となどの婆因もあったため，まち探検についてもスムーズに進め

ることができたように感じている。特lこ泌或の協力・参方自立大き

いものであった

一方で限られた待問内範囲であったため，もっと交流したい，

もっと深めたいという子と、もたちの要E互に応え切れなかった部

分も残してしまってしもことは次回へ¢課車重である。交流につい

ても現段階では機材をフル稼働させて顔合わせや学校紹介をす

ること古寺奇…杯であったのだが，今後毘数を重ねていけば深く掘

り下げた共向学繋ができる場として発展させることが可能なの

ではないかという手ごたえを感じた。また保護者の中には子ども

たちの学習発表会にはとてもJ長むし自分も学ぶことがあったが，

総合的な学習全般に対して蒸礎学力¢低下などの不安をあげる

人がいたり，このテーマに取り組むことに対して学年ヰ学校の他
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の先メよ右の理解と協力を得ることが難しかったところもあるな

ど，教部は最後までオ在みながら実践を行ってきた部分もある。

しかしこの学習実践はパPアフリーそのものを学ぶためのも

のではなく，パリアフジーとし、う視誌を過して自分たちの身近な

環境を見つめ直¥..-， [地獄でともに生きる」ことのJ言味を子ども

も大人全再確認しながら，艇の確立とその後に学的を支援するこ

とを大きな目標としていると考えている。また8分を認めてもら

うに出世人のことも認めなければならないこと，地域lこはいろい

ろな人がいていろいろな生涼ーをしていること，そうし、う地按でと

もに生きてし、くためにはコミュニケーションが必要であり，それ

には学習を進める中です?ってきたように，幾問を見つけて調べる

こと， ，言見の違う人ともよく話し合うこと，他の人にわかりやす

く伝えることなどのスキルが要求されるのである。それら全ての

能力を高めることは，自分の頭で考えるということをはじめ，文

章を読んだり，資料を?持くたり，合忠人の話を開いたり，そしてそ

こから思与をまとめて表現したりなど，かえってしっかりとした

基謡f手力が要求されるものである。

2年続けて実践に取り締iんだ学校に華倍加 [2'年目にしてよう

やく学習の流れや子どもたちに苦手り添うことの;音味がつかめて

きたような気がする」と語っていた地域の中で交流を深め，自

分と自分の生活する地域のことを知った上で他と交流を行うこ

とは子どもたちにほどよし噺媛tとなり，また励みともなる。現在

では様ざまなメディアを利用することによって交流出搬出J簡

単に行うことができるようになっており，今後はもっと手軽にで

きるようになっていくだろう。総合的なマ裂の時濁が全国で始ま

る今，さf校カ域社主唆から孤立することなく，学習が子どもたちの摂

常の生活から切り離されることなく進められていくよう， ~主に実

践を続けていきたいと患っている。

く注>

1) 国代具美，コンピュータネットワークを車問した交流学宵で的バy
アフリー叩まちづくり r住まい・まち学習J実践報告・論文集2
p7-12，伎t)住宅諌姶研究財団， 2001， 6 

2) rキャップ・ハンデイ j とは r.ハンデイ・キャップ(ヰミキIJ~ょ剣ト
桂会的将司・障害司j という言苦告知市立去をλ;fl)瞥えて{宇られた言葉

で， r立場をλIυ腎えて考えて欲ししも滞害は不幸ではなく，ただ
位舌するのに不便なだけと気也、て欲しい。』という瀬いが込めら
れており，告分の身のまわりカミ全ての人にとって缶百しや打、h
共に生きる生活深度であるのかを考え，実設する活動である紛由
法人官;秘思股停不自由児協会こよる)。キャップhンヂィ体験的活

動こはとT，肢視讃;・聴没などがあり，主持q'I"I~1主車ンイスの手u
距や，アイマスクと白杖を使用してタほ歩くなどをfIっている。

3) 近年，米隠では障害のある人のことを f障害者 (Person

disability)J -CI土なく「神様から#燐trべきことを与えられた人
(αallenged p町、on)Jと表現するようになっている。この舗首も

を受け，神戸で重川障害者のためにパソコンを使った在宅就労を進

めているグループσ〉代表竹中ナミ氏らが日本でも「チャレンジド」

を使!ML始め，幡宮者」と呼ぼれたくなし将婚のある人たちに受

け入れられい世しずつ広まってきている。宮城県で仁疑縦約にこれ

を進めているため，本文中では制正使用されてきた l揖宿似事者J

を「チャレンジド」と表現している。
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4) 本プロジェクト(f;官E土イ出合rtT教育センター

( http://糊1'2.SeJ由l-C.eι jpl…回目erl )ホームベーシの

「マップンステム 2 よりこ覧いただくことがで守ま七

く参考文献〉

1) 沼代久釘弘仙台・子どもパジアフリー深検隊マゲj型学習

調査システムの共瀞Ij用ベ向けで，ネットワークで広げよう

情報教育2 p担-47，仙台市教宥センター，ぬ01， 3

2) 佐搭洋他総学び合う共同悼兄弟球大浮出版会， 1996 

3) 苅宿後xi也コンピュータのある教室宮島論告メディアと授業，

荒波書苫， 1抽6

4) 似白旅?ノレチメヂィアと教育，主主防dI品化 1田9

学習を進めるにあたりご協力いただきました皆織に探く感謝申し上げます。

本持続は羽'J;13年度宮城九判問機刀金，平成13明記ま話停会津(jtj己割紡F

究助成を受けておりまT，

判官括主人今等驚脅哲学部制 1惇オズ工物
慾築と子f共たちネットワサ仙台。つ活動の曲、米国

建畢博開措置の子ども向け軒り結逮築展サポー
ト、官接県党主君主提コンピュータソフトウェ

ア審査王手審査委員長など、大学生と子どもの
テγイシ・コンピュサ教育の日々 を送ってし唱。
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未来のまちづくりを題材にした総合的な学習の可能性
東長町小学校における副都心プロジェクト

亀時奇 英治権1

鯨井千賀子"
佐々木淳史叫

石JII~在裕子科

j渋谷セツコ的

関口美窓子"
佐藤拠出叫

凶代久美吋

馬場たまき吋

キーワード デザインプロセス総合的な学習まちづくり
学校教育子ども

1 はじめに

都市・建築のデザイン手法を利用した子どものための

総合的な学習カリキュラムは Archi.tecture and Chi.ldren 1) 

やCityBui.lding Educ抗 ionZ)をはじめとして各冨で提鳴・

実践され、世界的な流れを形成しはじめている。日本で

も各地で大学や NPOを中心に広まり，特lこ2002年から始

まる小学校の総合的な学習の待問iこ向け，教育関係者か

ら高い関心が寄せられている。これまでArchi.tecture and 

Children等の潔念をベースにしながら独自の発縫型プロ

グラムで都市や環境に関する様々なワークショップを積

み重ねてきた NPO組織・建築と子供たちネットワーク仙

合3) (以下，ネットワーク仙台)も，近年はこうした流れ

を受け，学校教育の中で総合的な学習を支援する機会が

増えている。今回は小学校からの依頼をきっかけに， JR 

釈周辺 90ha規模のIR爾整理事業(磁都心開発)が進行して

いる場所で環境学習のーっとして「未来のまちづくり」

を行ったが，これらの活動に向けた様々な専門家の学校

教育への関わり方，支援の夜り方を含めて総合的な学習

がもたらす効果とその可能性について考察する。

2 地織の背景

2-1郡山遺跡と泉州街道による康史的背景

東長務了ノj、学校の学区には飛鳥時代の役所跡・寺院跡であ

る郡山遺跡，それに隣接したE百台熔遺跡が存在し，現在

も発掘調査が進行している。ここでは 7世紀から 8世紀

にかけての竪穴式伎居跡の他，中世の井戸跡なども発掘

されている。また学区南側には奥州街道に沿った集落が

あり，一部に吉い民家が存在する。

2-2長甜T副都心計il!.iにともなう区歯車豊理事業

長町副都心事業に潟しては底爾整理事業が進行してい

る。計箆i区域西側に隣接する既存の長町市街地に対して

計闘案では釈が 2つに増え，表玄関の向きが変わる予定

である。このことが既存商応街の存続に寄せる関心事と

なっている。区画整理対象地区は主に JR貨物ヤード跡地，

工場跡地となっているが，市財政の骨折j約と地価下落によ

って事業採算計重量の見i宜しが必要とされてきている。

こうした状況下，子どもたちが提案を行うことで新た

なパラダイムシフト的な事業への考え方の変換のきっか

けになることを長町都市整備事務所が期待した面がある。

21 

3. まち学留の震関

3-1事前の環境学習と綬緯

5学年では 117名が太陽光発寝室やごみのリサイクノレな

どの環境学習を行っている。 1つのクラスでは実際iこ電

力関連の企業の支援により，太揚光寝室池パネノレを借用し，

太陽光による発電の効果についての体験学習を行ってい

る。こうした環境学習は科学の探求という視点から有用

な方法と言えるが，未来のまちづくりをテーマとするこ

とで更に被合的な環境学習に発展させたいという麟いが

教師側にあった。教師からの相談を受けた長町都市整備

事務所では，公共事業として実際に進行中の副都心事業

へのアイデアを募集していたこともあり，子どもの参加

プログラムへの実績のある仙台市都市景観主主(現・街並み

デザイン課)に依頼し，ネットワークf出合と協働で問者に

よい形となるようコーディネートを行うことになった。

3-2. EI主研修と準備

ネットワ}ク似合はその時期に平行して東火事寄丁小学

校で f未来のまちづくり j 学習を支援していたため，東

長町小学校の教富市の希望から，その実践現場を担当教師

が交代で視察して，プログラムの内容と手法のイメージ

を把握することができた。これは教師向土の相互の連携

と，後のネットワーク仙台，長町都市整備事務所，なら

びに都市景観察の共通理解形成に非常に有効であった。

その後，地域的特徴や児童量数の違う学校へプログラムを

カスタマイズさせるため NPOと教姉との間で綿密な認し

合いが重ねられた。ネットワーク仙台からは次の 4段階

で未来のまちづくりの大まかな学饗指導計画を提案した。

①まち探検 いるもの・いらないもの・気になるものについ

て t島きながら五噛とカメラを使って観察する。
②環境に演しての調べ学習ーどんなまちにしたいか各自でテ
-7を決め，新聞・本・インタ』ネットなどで情報収集。

③環境にやさしいまもの模型造り ①②を基に子どもたちが

市長や行政委員などの役割を持って模型造り。模裂は1/300
で全体が 27のパーツに分けられておりつなげると1.8mX

6m程の大きさになる。
Gむ「未来のまちj完成披露会 学驚成果としてまちづくりの
提案をまとめた報告書を作成し，仙台市長へ手渡す。

この提案を受け，表 3-1のように教問織では9つのス

テップからなる 30コマに及ぶプログラムを作成した。

探検ノレートについても事前にネットワーク仙台と教師

が実際に地区を歩き，その過程で環境・盟主史・街並みな
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表3-1 霊i都心計溜授業の学菅スケジューん

I I学習活動

1 1オ Jエンテ

h=時鮒

学管内容

or長町麗都心計画jの概聾

ション (2同 -長町都市整備理解器所，ネットワークf仙台による導入

2タウンウォツ 0朱来時議壇を考量した f現在町長町の聾Jの鍛察

チング
1
0撮ってきた写真を全体で盤理

(5h) 

3どんな町をつ !0共通テーマ f糊にやさしいまちづくり」を基に

くってみた 畠分のテーマコンセブトの設定
いワ (2h) 。クラスごとにまちづくりグループの繍成

4まちづくり調 0自分のァーマについての情報収集

査陣 r調査活動のしおり」の配布

活動開始! -欝査方法の把握

(3h) -薮陣， KD，インターネットのi舌照

-冬休み期隠での現地畿査

。調査報告企

0グループで懇当範践の詳細欝査

5いるもの!い 0まちづくり全体としての続準づ〈り

&1.まいもの! 目「未来!こ残しておきたいものj と「未来になくなっ

(3h) てほしいものJに整理

-各クラスでの盤理(控任主導)

.3クラスで昭整理とまとめ (NPO主導)

8 まちづくり勉 。テーマグループごとの規準づくり

強会を開こう . r自然J rエネルギーJ rゴミ ワサイクルJ rそ

(2h) の他Jの各々 での町の規準づ〈り

※NIE研修会での授業提供

7 かんきょうに 0全体の規準，テーマごとの規準を革にした自分自

やさしいまち 身の f夢の構懇」

づ〈り ONPOによる模型での表現方法の皆謹

(4h) 。グループでの f夢の構想Jの模型への表現作業

817イデア発車 Orみんなが考えたまちづ〈りJの発車会

金 -長町都市聾曲事輯所，まちづ〈り検討金，地域の

(2h) 方々 を封象に完成した樺型を披露

-テーマごとによるアイデアの説明

91 Iまくたち， b 。みんなのアイデ7を fぼくたちわたしたちからの

たしたちから 様車Jという形での情報発信

の捷車 f -新鋼，インタネットなど

(2h) 0これからの活動について

ど地域について鍵となる資源を共有化した上で図 3-1の

ように設定した。

3-3 オリヱン子ーション

学習を始めるにあたり子どもたちは市営住宅の屋上か

ら J宜貨物操車場跡地を中心とした 90baにも及ぶ計画予

定地を観察した。その後，計画地の 1/300の地形模型で

長野了都市整備事務所から概要の説明を受けた。またネッ

トワーク仙台からは創造性の視点から環境を生かしたま

ちづくりについての話をした。そこから自分たちで未来

のまちを計腐することへの期待が表 3-2のように高まっ

表 3-2長宙riilj都心計湿の予定地を上から挑めた感懇

!まくの家は市営住宅のとなりだから F長町lIlJ都心計額j とい
うかんばんは箆たことがあった。けどτ あんなに広いところ
にできるから!物もた〈さん使うからゴミも出そうだ。ゴミ
を出さ立い豊富T富IJ都心針麗をやっていきたいです。 (K)
完成するのがわ〈わ〈してきた。ソ ラ パネんの家を建て
てもらいたいです。魁車も建ててもらいたいです。襖裂を作
るのが楽しみだ。(y)
あんな荒れ地が10年後に生まれ変わるなんてすごいなあと
患った。すごい織が世なくて残念だったけど。墨田rillJ都心計
圏では緑も取り入れてほしい。 (K) 
何か「畏町富i都心計画」というかんiまんがあるなあとずっと
青草地、ら思っていて， 5達手 1絡になってその意味が分かった。
そして『かんばんのところに闘分たちで町在考えてそれを伶
ることができるのは，幸せ幸だ!と自分は思った。(同)
どれだけの広さか分からなくて見たら広かったからびっ〈り
した。長雷T副都心計留でかんきょうにやさしく長町が世界一
のかんきょうにやさしいところにしたいと息った。 (S)
学校側のほうを見たら縁が少なかったから，長置rillJ都心計麹
では織のある酷Tをつ〈りたい。あんな広い土地を1まくたちの
アイデアでつくるなんて楽しみ。 (S)
わたしは上からながめてはじめてこんなに大きいことを知り
ました。今i孟雑草ぼうぽうだけど完成したらと怠いました。
わたしは森林でいっぱいの町。人にやさしい町!こしたいと思
います。/ifの名物を森林にしたい，なんて患いました。(y)
市営の 11階から箆て高〈てびっ〈りしたけど『やっぱり改
めて広いんだなあと患いました。あそこに家や道路ができた
らどうなるんだろうと患いました。 50m道路とかこうか曹
ょうとかもいいけど，やっぱザ線が一番です。線iま空気をき
れいにし、いろんな科点がある日と思うので。明ちゃんと関
じ〈緑がほしいと思いました。この荒れ地がほんとうにきれ
いな由Tになるのかと患うけど『よろし〈お騒いします。(F)
市営住宅の最上海からながめた副都心はとても広くていいけ
れど車の排気ガスのすごい量が長田Tをきたな〈している原鴎
だと患います。なので緑を増やしてきれいな田TIこしていきた
いです。(語)

思ったよりrt<ておどろ寺ました。今環境について帯えてい
るので，晶由広い土地!こどこよりも環境にやさしい町をつ〈
れればいいなぁと恩いました。田Tをつくる舵!こ，今時線絡を
こわすときに出たゴミとかもリサイヴル!こまわせたらいいな
と怠います。 (S)
i王〈たちが考えた町ができるなんて，大人になってからが楽
しみだと思う。 (K) 

ていった。特にそれまでの環境学習で学んだことが未来

のまちづくりへの意識に反狭されているように伺える。

3-4. 51ウンウォッチング

子どもたちは 3つのノレートの設定・カメラの使い方・

タウンウォッチング後の未来のまちづくりに1向けた役割

などの説明を受けた後，一人一台ポラ口イドカメラを持

ち，グループごとにタウンウォッチングに出掛けた。 r米

来のまちにぜひ残しておきたいものJ， r未来にはなくな

っていてほしいものj について各自が整理カードを照い

て記録し，グループ内でも情報を共有することとした。

写真3-1 聖ウンウ..ッチンゲの様子

つ
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乎供tこ見てほしいもの，感じてもらいたいこと

建物，粛いお腐，神社，滋銑趨家，溺，車事，本，公溜，用水，

Jh太織の丸問中の騒鼠盟主観の汚れ，捗鍍ガA.交遜豊監の事書，

地の1$在，検てられてい晶ゴミ.?パコのポイ捨て，感などの君主書物

図3-1 教錦織骨ウンウォッチングマップ
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探検の途中には，酋台熔遺跡での専門家から解説を受け

る機会やまちの歴史について話を院かせてくれる地域の

方など「まちで出会った入との交流j の仕掛けを用窓し

た。学校に反った後，掲示板を照いて写真の整理・評儲

を全体で行った。

3-5 子ーマの設定と翻ベ学習

「環境にやさしいまちづくり j の視点から各自の関

心に治ってテー?を決めた。ここでは今までのスクラ

ップ活動から環境についてどんな話題があったか，そ

の中でまちづくりに結ひ'つきそうなものは何かをみん

なで話し合った。環境の話題として建物，歩道，道路，

アレノレギー，ビオトープなどは，子どもたちからは出

なかったため，教師側から話題を投げかけた。大きく

テ-'"を 4つに分類したが rごみのない公爵j とい

うように複合的なテーマもみられた。その後のまちづ

くりの活動においては自分のテーマだけでなく，その

分類全体を考え，自分が取り組んでいく fまちづくり

のテーマj をそれぞれに掲げることになった。

次に実際の模型を作るときのグノレーピングを行った。

3クラスで分担地区を決め，さらにクラス内で 9つの

パネノレを分拐した。区域によって場所の特徴があるた

め(公関や商業地区など)，自分のテ-"はどの場所

に関係あるかを考え，グループを決定した。主に 2つ

のパネノレを 1グループで担当していくこととなった。

続いてそれぞれのテーマごとに表 3-5のように幾

つかの方法で調査活動を行った。

1ヶ月の情iこ誠査してきたことを各 1枚の壁新閣に

まとめた。壁新聞には調査したことだけではなく，最
諜3-3 5年 1綴のまちづ〈りのテーマ

テーマにつながりそうな環境の話題
風力発督官太渇光?波カ発電v 海難物発官章。ごみ発憧， '7

'
)ーン

エネルギー?ハイブリツトカー，自転車，動物，空気・におい。
森林・木1 膏・騒音7 光容，水・ 111 ，ごみ減量，リサイウ J~ ， 堆
抱，ペットボトル，米田リサイヲル『公館。ピオトープi 遺伝子

組替え，アレJレギー，畑・農薬，議主L歩道，道路，建物，ゆれ，
バリアフリー

その中からテーマとして選ばれたもの
自然環境 動物(1)霊気においけ〕木'緑林 (4)水 a

川 (5)昔・そう官 (2)光 (2)

ヱネルギ 虫館先 (4)クリ ンエネルギ (2) 

ごみ・ワサイウル ごみ (2)ツサイクル (3)木のリサイクル(1)

その他 公園 (4)櫨祉(1)謹・歩道 (2)建噛 (2)

ゆれ(1)

畿3-4 分揺した地域とそれぞれのテーマ
番 場所の特徴 パネル 人 それぞれのチマ
号 番号 数

1 公闘地区 1， 2 8 太陽光，木，動物j ごみ，
公閤

2 公臨地区 4， 5 9 エネルギ ，木!氷，公1iI，
ごみ，j¥!l気

3 商業地区 7， 8 9 光!建物， リサイウル，音
4 住宅地区 3， 6 8 リサイウル1 太隈光，福祇，

歩道
5 JII・照水地区 9 31 I11・水

後に自分の fまちづくりのアイデアJも考えて記述を行

った。発表会では大きなテーマグループごとに分科会に

分かれてそれぞれの調査とアイデアを一人ずつ発表した。

この分科会では他校の教郎， NPOの協力者，新聞社の人た

ちに見守られる中で，幾つかの質疑が交わされたo

それを受ける形で先生から「ポイ捨てj をテー7 にポ

イ捨てされたごみの多さ，ポイ捨てを無くすためのアイ

デアの提案等がなされ，その意見に賛成か，反対かの論

点を交えて議論が行われた。この議論では「先生の意見

に賛成です。ポイ捨ての罰金を取った方がいいと思いま

す。J rポイ捨てを監視する機械を作っても，じゃまだし，

電気のむだになると思います。 j等複合約に考えた賛成や

反対意見が次々に出された。それらの意見をまとめ，表 3-6

のように4つの免夜し観点を確認した。 rまちづくりに

一番大切なものんそれは結局そこに住む人々の気持ち，

行動であることに子どもたちは気づくことができた。

3-6 まちの基準づくり

タウンウォッチングやテーマごとの調べ学習，皇室新隣

作りの結巣を参考lこ，未来のまちに「いるものj と「い

らないものj とに分けて全体でまちの姦準をつくった。

学校に関しては子どもたちから汚発な意見が出された。

「未来では，インターネットを使って家からでも勉強

できるので学校はいらないと恩います。J rそれだと，友

表3-5 援査活動の方法
新しい ①イン告 ネット KD イン11 ネット上の新麟の検
情報 索ソフトを用い，言葉を入力することで自的の新翻記
ツ-Jレ 事を見つけることができた。

②イン告 才、ット 各休みの聞に鰯放された学校のパ
ソコンルームでインヲーネット検索を利用できた。

従来の ③新M 決まったγ マにしたがって検索を行った
情報 がj 濁鍵な作業となり，友遣や先生!こ記事の提供を受
ツール けた。

@テレビ・ピヂオー今まで見て曹た学校放送 fたった
ひとつの地縁」のビデオをもう一度観賞した図
⑤本やパンフレツト，パネル学校，太白鼠Z聖書館等
で本音銀ベた。ネット仙台から借用したパネルも参考
となった。

直接 ⑥踏査 llITの人にイン者ビューを行い，実際に様々 な
体験 ところへ欝査活動に出掛けたa

表3-6教師側から鍵示したまちづ〈りのための密書
@本当に環境i二よいことか坤住みよい暮らしを懇〈するのでは

⑫決まりで行うのではないまちづ〈りをしていこう
。さらに具体的に#どこに。どんなものを，どのように
⑮みんなが棄し〈なるようなアイデアを

写真3-2 畿新開の発表ならびに先生との織論の様子
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逮と遊べないじゃないか。J rそれに，学校ではみんなと

学べるし，おいしい給食もあるよ。Jこうした議論を経て，

学校については形が変わる可能性があるが rいるものj

として残された。調べ学習の成果としてエネルギー・水・

空気・ヲサイクノレなどのアイデアが発表された。その後

市長・区長のほか，基準と対応するような環境・住宅な

ど 20以上の行政初当官の役害iをつくりへ希懇を募って

担当者一を決めた。

3-7 綴裂による褒現

I回呂の模型づくりでは 1校時から日校持までを用いて

NPOの技術的支援を受けながら 1/300の27枚の地形模型!

の上に基準に従ってソーラーパネルの家やJ11をきれいに

する設備など，各自のアイデアを模型で表現していった。

学校や病説， 7，500人が住むための住宅などを作っていく

ことも基準として想定されていて行政組織役の子どもは

自分の模型を作りながら基準が守られているか全体のチ

ェックする必要がある。そのためそれぞれのグループの

模型づくりと平行して途i中で何度か基準がクリアされて

いるか篠認のための子ども議会が開催された。その後，

思い思いに製作していた 27枚の地形模型を合わせてみる

写誕3-3 基準作りと役割分授の嫌子
表シ7 まちの基準

話し合いに出たもの 衡の基準として飽たもの

由自然t 木輯 話 語 毘 花 の 木，農よ輔10，水!舟氷1

L、然道!轄の木守笹竹竹 111，用 小IILt:'オトーブ

る 水

も 歴史遺跡土器石碑

の 底諏訪神社韓両潟居明神
史昔ながら的軍l 木造の曹，塀令

古い円木町藤井戸古い署
植

そ学校地下道ソーラーパネルl 市世帯地下鞘殿下水
由点字のタイル音の噛る繍断歩 道 ガス=ライフライ
組道生ゴミ的機穏 ン軍拡クリーンヱネ

ルギ一通構公邸レタ
リトシ位施設
童ぺ鞠パリアフリー

ごゴミ 捨てられた段ボール ゴミ
い み川のゴミ l 空き惜のポイ捨てl

b 富市都心工事でのゴミ
な 埴れた自転車犬の糞
L、

由 排気ガス E震に藍わって揮しい 縛集ガスも
の

動付けっぱなしのエンジン
離主適量が多すぎる

宜工場の悪臭騒音道路出騒昔 公害，空気の汚れ
覧

そ蕗審会高泌幅が醜い道
の韓のあまりない衝 排水構由溝段器犯韓
地 車車l 電柱一地下へ

。 学校コンピニ
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と，未来の長町の姿を侭うことができた。その中で「煩

突から出ている煙はいらないよ。 J r交主主点の木は，か

えって見通しが悪い。 J rマンションが指すぎて景観に

よくない。 J r家の数がまだまだ足りないので作ろう。 J

などという意見が出され，さらに町のそれぞれの繋がり

があまりないことも確認された。こうした話合いを通し

て意欲的にアイデア実現のための議論と模型の製作・手

渡しの作業を重ね， 2 i車問かけてlIlTの模型は完成した。

3-8 プレゼンテーシヨン

完成披露会では仙台市の教育長・都市繋修事務所-

N問・保護者，まちづくり委員会の人たちが見守る中，

模型を使った町全体の説明を米来の市長が行った。

続いて自然環境，エネルギー，ごみ・リサイクノレ，公

魁・ビオトープ，道路・建物，福祉それぞれの代表者が

アイデアの概要を説明した。その後プ口ックごとに分か

れて全体では説明し切れなかった俗人個人のアイデアを

写真 3-4 市長を交えた摸袈づ〈りの機子

畏町環境鶴市意書

iまくたち，わたしたちはι 長田7に住む市誌として， 1 0年後，
この長町を環境にやさしく子どもからお革よりの方まで笑顔が
いっ1まいの町にしたいと帯えました。その願いを実務しようと
患い，機設づくりに努力して音ました。完成した模型車iこl広!ま
くたち!わたしたち由顕いが込められています。

一身近な場所にピオトーブを作り?緑いっぱいの町!こする。
一環境を汚さないウリーンでやさしいエネルギーとして，太陽

光や麗力主どの来車設の発電を取世入れる。

ーリサイヴル{二努め，ごみが落ちていたら進んで拾い?ごみ一
つ落ちていない町!こする。

一建物の高さを制限して 1 どこにも隠光が当たる富Tにする匂
一地下は!スポーツや文化施設などに利用しみんなのいこい

の場がある町にする。

一 体の不自由な方や子ども，お年よりの方が安心してすむこ
とができるよう，パワアフリーの冨Tにする。

この 6つのことができれば，みんなのテーマである「環境にや
さしい田TJIこなってい〈と患います。そして 1 ぼくたち?わた
したちは『畏町由市民としてこの穣裂が実現することができる
よう『密分たちが率先して取り絡み，周り白人たちにも働きか
けていくことを審います。

2001年3月31'l

仙台市立東長町小学校第5学年 11 7名
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写真シ5 完成機裂と披畿会の様子

説明した。 rrまくのアイデアは，建物の康上にピオトー

プを作るというものです。実際に作ったものがこれで

すけという子どもたちの提案に対して，見に来たお母さ

んからは r1 0年後の私の家は，これがいいな。」とい

う感想も勝、かれた。また「みなさんのアイデアをぜひ取

り入れていくように働きかけていきたい。Jというまちづ

くり協議会の人からの芦も聴くことができた。最後にま

とめとして「長町環境都市宣言Jが発表され，子ども市

長から教育長へ宣言が手渡された。

4 継続としての副都心針頭

長岡了副都心計画書の学習は約 30コ7 ・3ヶ月に渡って展

梼され，その!笥 NPO・専門家による継続的な学習支援が行

われた。この学習を受けて翌年に続・長町副都心計画と

して計爾区域内にある長町中央公開の兵体的なアイデア

を考えていこうとするプ口グラムがスタートした。この

プログラムではみちのく河畔公腐の見学も含め，日つの

ステップ. 28時間の計調で開始されている。

こうした継続的な活動を通して子どもたちが自らのア

イデアや情報を共有しあい，共通理解から生まれる新た

な環境を創造するカを養うことが期待される。

5 まとめ

今回は，未来のまちづくりプ口グラムによるシミュレ

ーションを通して子どもたちとともに大人たちも新たな

「書リ造Jと「変化j から発見をする機会に恵まれた。そ

の つは学校十NPO(専門家集団)十行政+地域の連携によ

り学習が展開され，自分たちの町をそれぞれの立場から

理解し，より親しみの持てる町にできるという共通理解

であろう。もう つはまちづくり学習が結果としてのま

ちづくりを目指すものではなく，現在のまちを自分なり

の視点で評仮することから問題点を発見し，他人と関わ

りながら新たなヴィジョンを形成する資質を養うことに

勺建築事務所アク・アク 山叩

可仙台市地域振興諜

吋東北文化学潤大学講師
巧宮城大学助手
'6尚制女学院短期大学 講師
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;意味を持つもので，最終的lこは地域の中で活き活きと生

活していくための子ども一人ひとりの学びを支えること

であろう。

以上の考察を踏まえ，今痕!のまちづくりプログラムの

今後の可能性を以下のように繋怒した。

① 子どもたちが今回のプロジェクトを返して未来へ

の問題解決の方法論を学んだことが将来に向けた

様々な繰題に対して有益である可能性があること

② プログラムを実施するに当たり，様々な組織や剖

体が立場を越えて協働しあうことで，今までにな

い学習方法を生み出そうとしていること

③ 学習のコーディネートから支援，組み立てまで従

来の教育者としての役割を超えたブアシリテータ

ーとしての可能性が教師僚に開けてきたこと

④ 計画案自体が大人たちにとって体験・遭遇したこ

とのない環境を十分に総慮した未来志向裂のアイ

デアであり，そのこと自体が大人たちにとっての

伝承と発爆という人間本来が持っている広いヒュ

ーマニティを想起させる可能性があること(価値

基準の変化をもたらす可能性)

⑤ 踏査、ヒアリング、体験を基にした地域の把握と

様々なメディアを介した環境に関する知識の共有

とを通した未来を創造するプロジェクトiこより世

代を越えた棺互学習の機会が生まれつつあること

謝辞 今回のプロジェクトにご尽力いただいた長町都市整備事務
所の皆様，まちづくり協議会の皆様，東長町小学校の教職員，東
六番丁小学校の先生方，教育局の皆儀，町並みデザイン諜の皆様
等，多くの方々に感謝いたします

〈注>
1) A. Taylor博士(ニュメキシコ大学"米国)により開発・提唱されたデザイ
ン手法を/Ilいた総合学習カリキュラム。 1990俸に稲葉lとより日本に紹介
され，カリキュラムポスターの邦訳も出されている。

2) 1%9年に DoreenNel son (カルフォルニア州立大学ポモナ世・米調)に
より開発され、南カルフオルニア、 NYを中心に大学慌での教閣の得教育
のプログラムが実臨されている。

3) 1)に感銘を受付た女性建築家・教員らにより 1993削こ設立されたN刊。
会員は建築・教育関府考を中心に 50余名を教え，宮揖県内を中心に環
境教育のワークショップを多数展開している。

4) 2)では世割¢想定が具体的な動植付として重饗な意味を持つとされて
し、る。

〈参考論文〉
佐藤・頼回 関口・田代・馬場他 仙台市町景観行政における市民
参加プログラムに翻する報告(2)NPOとの協同による環境学欝の支援に
ついて悶本建築学会東北支翻論文集Z加1.6

田代・細田・関口・佐藤・馬場他 デザインプロセスを用いた r総
合的な学習j の支援 仙台市の小学校における米来のまちづくりプロジ
ェクト事例から 臼本建築学会大会学術講簡便概集 2001.9 

円仙台市立東長町小学校教諭
小学校高学年の総合的な学智において行政やNPOの方々
の協力を得ながらまもっくりの学留に取り組んできた。
まちづくりは人づくりでもあり，環境に対する関心を持
って行動していく子供を今後も育てていきたいと思う。
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地域に根ざし，学ぶ喜びが生まれる学校づくり

一共脊ら・ふるさと総合学資・追究の軌跡からー

荻野嘉美 ネ 1

キーワ ド:学ぶ喜び s 地域生活者の息吹，共育ち，ふるさと総合学習

学校づくりと地域づくり

1地域生活者の患吹と学ぶ喜びが生まれるとき

暮才凶〉ある司，午前五E寺。ーイ段と冷える懇さで向度自覚めました。

相変わらず，香ばしい木の香りと，止確なリズムで打つオ略皇の響きが

謂こえます。雪と見潤違える樫の霜の中，私はコートを畷からかぶり，

その音の万へと近づいていきました。もうもうと成焼き窯から立ち界

る湯気と，木をいぶす煙の中s 日をこらすと，乾きかけた赤まのとに，

点々と続く幾つかのしみ勘が見えました。しみ~j"ま，成焼き窯を完成
させるために絶え聞なし正確に窯じ万ミ井在打ち続けと告喜子丁人岩月

寿太郎さλ点〉額から溺り落ちている汗だったのです。と，その時，炭

焼き窯白煙じ年こうから，声がしました。

r_j校長}盆生か。 !Lは2 圭カミ盤せんn 寒ンボウ{炭焼きがま}はま工

ち鼓が盛る。含は…議大切な殴だ。ここで圭1主主主主るζいい窯にな

らλω せっか三王ど'"主んが言器1J:1，て，を土を突いて盛り上げて主主

窯ンボウ立。いい嵐焼き窯をつくらなきゃ。まと'"の主主はで主Q立It

かなえてやりたい。いつか心的どこかでz室主2 ふるさとを2 思いだ

して〈tl;tUま -i 私が，年来年始を何回も寝ないで鰍尭き窯完成に

向けて取り組む大変さのお礼を申し仁げると，なあに， 主のうち

のたった土巨のこと2 大雨置の壬と生)dんが喜んでくれれば2 これほ

と楽しいことはない。子とゆもさんがmIった詩こはいつでも手をかすで

二斗よ震われました。まどもの炭続き祭主つ'-2たいとい主夢脱出草

の方をも動かしたのです。王子克認さIvlま9 十日ほども判まへ通いつめ3

20年圭も残り続:Ltるという本格的な炭焼き望者を仕上げるために窯の

天井を幾日か徹夜して本憶でr吊完けてくださいました。正月R卵7に，
罪者I:J手百五しました。夢i丸薄紫色のけむりにのって実現したのです。

6年生のみなさんが設計した窯を作つての炭焼却ま，速し拶と思つ

ていました。そι夢が類息したのです。願いを持ち続Ittui，実現て

きることを私は，芋びました。窯作りや炭焼き江i獄到ま苦労の連続で

した。けれども，産品、を持ち続けtuま，苦労も苦労でなくなること，

苦労が大きしリまと1臨しみや喜びか太きくなること3 あきらめず求世続

け村まだれかが助けてくれることも，学びました。教附である私が，

み〈な大さr~柄んと小士学出校頭のP人TかAら学事校請新ι聞京「点Jメをつ学わん新だ聞のj可熊言語な締ぎおと諭し前 端緒初、

学民民の1998年if~員の辞より)

ここにはz 必たちの件当主りの岳盈主主主主告さ~望を支えてくださる地
主主lì混在の烏吹が喪る。~差ぷ喜てFカ'':Éまれるよ章 i という小さなド
フマ主率的2 こんな教育の理f草創阜い忍獄売けてきた黒崎吉IF校Eもの額
いを受け縫いで実践を続けてきた弘たちで盛る。

「ねえねえ，ちょっとこの絵見てみて。 F努君がこんな絵を撒いたの。

III植えの絵なの。もう素調書らしい絵でしょう。私さあ，ものすごし暗

動しちゃったあJとKう主主が職員室でできあがったばかりのF男君の

絵を先生方に見せながらいカヰこもうれしそうに自分の受けた感動の世

界を分かち合おうとしている。，どれどれ，うわあ，すごいよ手J

r色づかいがすごいきれ川だねJ 'この万識して喜んでいるのY子ち

やんだよねえ。足が不密由だから田植えι時あぜ道から繕えてたもん

ね I 'このにこにこ擦砂子がF男君かな。本当にうれしそうだねJ口
に々自分的感想を話す先生述。

'F男まきはこんな日記長牽いて主主んだよ。!QE撞え室し立。ど3.ん

こになっておもしろかった。どろんこどろどろ。いいきもち。 はやく

おこtこな皇ないかな壷1ってね。すごいでしょ三 lと藷てFいっぱい

の笑顔で話すK主主。E.'I:l惹とい三一人の子と岳の成長をまるで弱分

のことのように心から喜ぴgそι感動をみんなで分かち合う仲霞滋た

五L

このこζlまム0)王どまjι成長だけにζどまら主すべての壬国の
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感主主を喜ぶ幸二つながつでいく。そこに私たちの学ふ喜びが牛まれる

源があるような気がしているの今日ι大薦制泊二子どもたちι精

杯ι iIl写字~m.吾の姿に棋動1-'. {I梓Mjo.:先生方と共に喜善び守分かち舟ろ

草本担浅盤主主
( rふるさと総合学習d 農文協し 1999年お語雅彦校長)

冒頭の文は，私たちの取り総んできた「共育ちふるさ

と総合学習」の学ぶ喜ぴという教予言のドラマがどのよう

に生まれ出るものなのかを端的に表している。

大関河小学校は，学校のまわりを山と)11と田んぼに凶

まれた豊かな自然の中にある全校児叢13人の小さな学校

である。 1996年度より「学ぶ喜びが生まれる体当たりの

ふるさと総合学習J (共育ち総合学習)に取り組んでき

ており，この聞の実践については~ふるさと総合学

習~ (岐阜大学石川英志・大雨河小学校共著 E 農文協・

1999年刊)として殴に隈うことができた。

自鎖の文に見られるように，私たちは，炭焼き名人の

岩月寿太郎さんが子どもたちの夢を実現しようと，主主得

勘定を抜きに，子どもの笑顔のためにと，全身全霊を込

めて本格的な赤土の炭焼き窯を打っその姿に，地域生活

者の患吹を感じ感動してきた。

またF労者の得意が生きた一枚の沼植えの絵という表

現が生まれでる過程に，入院成長のドう?を感じてきた。

こうした子どもの人間的な成長の芽を慈しみ，共に感じ，

喜びを分かち合う，共に学び育ち合う伸縮(教部集i澗)

の中でこそ総合学醤も本物の追究になっていくことを実

感してきている。

そして，私たちは，この「地域生活者の思吹にふれて

学ぶこと」と「子どもの人照的な成長のドラマから学ぶ

こと」の問者が別守のものではなく，実は，両者の閣に，

分かちがたく結ひ"ついた深いつながりを見いだすに走っ

ている。

本論文の主践は，六年闘にわたる火雨河小学校での

「共育ちふるさと総合学習」の追究の軌跡を振り返り，

典型的な実践事例をもとに，地域生活者の窓、吹にふれ

て学ぶこと」からどのような「人間的な成長のドラマJ

が子どもや先生 地域の人々に中に生まれてきたのかを

和平明することである。このことはとりもなおさず，地1或

づくりと学校づくりとの両者の有機的な発展を促進する
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方策を探ることでもある。

「地域に根ざし，学ぶ察ぴが生まれる学校づくり」とい

うテー?のもと，大雨戸j小学校の「学ぶ讐ぴが生まれる

ふるさと総治学習」の逃究から，どのような「共育ち」

の姿が生まれてきたのか実践事例をもとに検証してみた

いと考えた。

2 共有ちふるさと総合学習から生まれた学ぶ纂び

「地域生活者の息吹にふれるとき，みんなに学ぶ喜び

が生まれる。」それが，私たちのこの六年測の追究の軌

跡を振り返つての実感である。そこから次のような研究

仮説と研究の視点が生まれ出てきた。

( 1 )研究仮説

「地域生活者の息吹にふれるとき 2 みんなに学ぶ喜びが

生まれる。 J

C(わ子どもと共に地域の自然・村会・文イじ・人 r8~ に体

当たりのねばり強い追究(w共育ちふるさと総合学

習~ )宇し.主tJ.域生活者の息吹にふれることにより，

よ立遠心盆や生活の知恵を学ぶこ k吃立長ム怠乏ぶゑ

ζ生翠盟ζ斗主上1b，域の先生♂にも、学ぶ喜びといえム

開成長のドラマが生まれてくる。(J子どもの本気のふる

さと総合学習の追究は，地域の人にも学ぶ喜びを育て，

f也土或づ〈りにもつながる。」

( 2 )研究の視点

以下の 3つの視点は紹互に関連している

視点①地域の先生 その道の逮人からブ口の技や生き

た生活の知恵在学ぶ

視点②身近な家族や地域の入から 2人潤の生き方在学ぶ

視点③子どもの際いや発見など追究の姿から学ぶ

i京本論文では，それぞれの教部が呂常的に書き綴っている
「教育実践記録Jを基礎資料としたい。

3 実践の実際と考察

( 1 )地域の先生やその道の達人からプロの技 生音た

生活の知恵在学ぶ(視点①)

ア「お米lまわしらs伎の子ども J r潟水は命」

一「泊んぼの先生」地域の用水管理者 平木鐘司さ

んとの出会いから学ぶー (1996年度 4年生 f自然の;也作

りJ， 1997年度5年生 fお米作りと田んぼの世界J) 

大橋j可のふるさと総合学習の実践の中で r地域の先

生」の作在を最初に強烈に印象づけたのが米作り農家の

平木鏡可さんとの出会いである。 111遊ぴ大好き・魚つか

み大好きの4年生の8人の子どもたちは C自然と手作

り」にこだわった池作りをしていった。校長室横の1，，1，宣

の合った場所に，スコップやツルハシで池を掘り，さら

にすぐ隣(池から 5m)を流れる用水路を約 140mほ

どもさかのぼった場所からどニルホースで水を引くこと

に成功し，喜ぴを分かち合った子どもたちは，念のため
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にと手紙を書き，用水管理者の平木さんに用水路の氷を

池のために引くことをお願いした。そこには思わぬ事態

が待っていたのである。

大どんでん返し{平木鐘苛さんとの出会い)

全校の子への池の水取り入れ口案内ツアーを張り切って計画し，
ミニ盛時での湖宇りの発表も終えて rさあ2 池の完成だあ， Jと喜

んだ矢先に，またまた新たな問題に直面した。
7rll 9臼に水路の管理者である平木さんに水路の水の池への使

間を手紙を書いて正式にお瀬いしたところ 9 水不足で陪んぼに水が
なくて密っている王駁犬を話され，みんなの熱怒と気持ちは分かるが，
ていねいに擬若できない旨を話され，zkを引くということの大変さ
を務奇襲させられる単勝与なっ立。大きな関越をまたつきつけられる

こιになってしまったO でど岳まj窪金主ti監11りをまるなかで社会的
な震践を寄った大量な箆霊童にu したので岳る。 IIさんとの出j:

いから主主主Eしく生まれてきた惑を引く道笠や工去，Aζいうま}の
への意識づけ2 生活者の置準の墓みなどに壬ど岳が正対玄ることを
会儀なく主せ皇れた。主元農践の守主主をど三笠通して!lRり組んでい
くのかが子ともにとっても 教部である自分弱身にとっても大き

主路皇室になってきたので盛る。 ( r教宵実践記

録Jより)

fやっとせくが引けるようになりました。だけど，[1]んぼに行く水な
ので水をつかっていいか平木鍾潟さんに湖いてみました。平木さん
は rお米は子どものように大切だから毎日へんなのはないか党に

主てい畳んだよ。お水生l.Zちがなくちゃ畜主主いからね主。 jと首つ
ていました。わたしは，水が使われると弱るんだなあと思いました。
でも，だめとか閑るとかは言いませんでした。きっと私たちを閤ら

せたくなかったんだと思います。平木さんはとても心のやさしい人
だと思いました。J

(U'f<の r，当然の礼町乍りJの絵本より)

子に授を作って泌を掘り，ホースの口に吸い付いたり，

水に濡れながら何度も試行錯誤の体験をして，やっとの

ことでサイホンの原理を生かして水が引けると体で発見

してたどりついた用水路からの水引きの成功だった。そ

れだけに平木さんからの用水路中JJnの丁重なお断りは本

当のところ大きなショッケであった。す寸近くの裂の丹i

水路からと安易に考えていた水引きを矧jルートを主主『こ

とを余儀なくされていったのである。

「みんなの気持ちはようくわかるがなあ…。あの用水路

が流れ込む田んぼは沼照りの時には氷が無くなってしま

い…ポンプで水をくみヒげてるくらいだでなあ…。主主い

けど，うんと言ってあげれんのだよ，.， 0 Jと苦しげに，

とつとっと諮る平木さんの表情が今もありありと思い浮

かぶ。子どもたちが…生懸命池作りに取り組んできたの

を知っているだけに喜んでいいと言ってあげたい，けれ

ども，ここ数年の水不足に悩まされる用水路を管理する

農家の立場としては安易に許可を与えることがお来ない

という苦渋の決断を追られたのだと思う。その言築につ

いで平木さんのoから似てきたのが次の言葉であった。

「みんなも子どもっていやあ，かわいいだらあ。なにし

ろ，お米はわしらEi姓にとって子どもみたいなもので

用水路の水は命みたいに大切なものがでなあ…。だから，

変わったことはないかと，田んぼのイネに変なのはない

かとか井せきや用水路の様子を綴5兇問りに来ているん

じゃよ。イネにおはようとか戸誌をかけてあいさつをして
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やるだに…。 J

平木さんは，水不足で問んぼに水が足らなくて闘って

いる波状やイネが出穂するi時期に多くの水を必要とする

ことなど否姓にとっての用水路の東要性やお米や水の悩

伎の重さについて，自分の経験から生まれた言葉と表情

で，子どもたちに伝えたのである。

この「大どんでん返し」ともいうべき事態は，子ども

にとっても，教側である自分自身にとっても，単にt世に

水を引くというだけの問題ではなく，凶んぼへ水を引く

清水路や水を引く苦労という社会的な問題を意識してい

く契機となっていったのである。

。平木鑓司さんは「ぼくらのお米作りの先生」

この平木鎌司さんとの出会いは，次のようなより深い

ものとして泊ち現れてくる。

この子たちが用水路からの水引きを断念してI11向こう

の国んぼの余り水をためて逆サイホンの原理を生かして

もってくるという代替ルートを探していった特にも，さ

らには激しい水漏れに対して「コンクワートやビニルシ

ートを使わない自然の泊にしたいJ (U男)という子ど

もの綴いに応えて赤土を突き劉めての自然の池作りに挑

戦していこうとしていった特にも，今度は， :sf，木さんが，

子どもの追究の支援者として再設場してくれるのである。

池の水漏れをなんとかしたいという場関で「限んぼは広

がもらない。田んぼのことなら平木さんに聞けば何とか

なるかもしれないよ。 J (Y男)という子どもの声で得

度登場してくださった平木さんは，国んぼの赤土床を突

き臨める「千本づき」という道具を持ち込んで赤土を突

き泊める}j法を教えてくださったのである。こうして，

平木さんは，単なるその時だけに教えてもらう地域の人

というだけにとどまらず，自分たちの問題の追究の克過

しと深まりを与えてくれる，なくてはならない貴柔な人

物，単元盟主関の節目において貴重な示唆をもらえる人に

なっていったのである。また次年度，この子たちが 5年

生になった持の「お米作りと出んぼの佼界」の実践へと

つながっていくのである。

よ主立主主主主包りなか杭，ぷ川百了三反~-i戸五百lまれ
わを持つ手つきがいいぞん。J i 
備中ぐわで田んぼを耕~，平ぐわであぜぬりをする子ども

のったない手つきを笑顔でほめてくださるヰ木鐘淘さんであ
る。農業を営む人のあたたかい人柄が子どもにも串然と伝わ
クてくるのイネの芭作りの見学の時もこんなやりとりがあっ
たと 「苗を買って衣たほうが早いし楽なのに Eうして平木1

治 ιは家で作っているんですか。J(A子) rほゃあ苗から作!
トっていってイネが成吾するの表見るのは楽しみだぞんのみん|
iなだって自分の子どもはかわいしぶ怠ゑあn ほいだで毎日田制
限に出掛けてイネにおはよおって畿を見せて声をかけてやるi
rlこ。そうすると今イネが例をしてほしがってるか分かるだ!
主斗 平木さんのおだやかな語り口からイネ争自分の子Pl)!
のように思うその気持ち脅感じ取っていく子Eもたちだったi

(f教育実践記録iより)

4年生の出会いの時に 9 用水路からの水引きを断られ

た，まさにその平木さんが今度は白んぼを貸してくださ

り， 連の出んぼf士事を共にしながらに rぼくらのお

んぼの先生」として子どもたちにお米作りの苦労や知患

を教えてくださったのである。地域の人との出会いとふ

れあいの不思議さとうれしさを実感した平木さんとの巡

り逢いであった。

イ「赤土は念宮ているJrお蕪んiまうも生者ているJrこれ

が替の人の生活の知恵だJ一地域の「炭焼書名人J

岩月痔太郎吉んか各学ぶー

( 1996年度4年生「自然の;也作り J， 1997年度6年生「炭焼き

窯作り J1998年度5/6年生「みつわ富境造営J2000年度5/6年
生 f物見櫓作り J2001年度 1年「石Bで'J、麦粉作り J5/日年

「大雨河Eグハウス公盟作り J等々毎年のふるさと総合学習
の実践に深〈関わる)

お月寿太郎さんも，大雨拘i小学校のふるさと総合学習

の実践にとって，なくてはならない重要な人物になって

いる。上記のように，ざっと振り返っただけでも毎年と

いってよいほど，ふるさと総合学習の追究に深く演わっ

てくださっている。

「手作りの自然の池作り」の追究では，赤土を「千本;

づき」という総長い棒で突きE認めていくやり }jを r赤

土は生きている」という名言とともに孝文えてくださった。

「炭焼き言著作り」の実践では，自鎖の文にあるように

「炭焼き名人」の本銀を発揮して，子どもたちの炭焼き

芸著作りを全部約にパックアップして本路的な赤土を突き

臨めての窯を完成させるのに献身的な協力をしてくださ

った。その出方が，また「教えてやる」という態度でな

く r子どもさんの夢や思いを大事にして，自分たちで

やってみて，それでも，どうしでも分からなくて凶った

ことがあったらいつでも総談においで。その時は 3 自分

の出来る限りの協力とアドパイスを Fるよ。 J (寿太郎

談)という姿勢なのである。

写翼1-1 炭焼き名人若手太部さんに学ぶ

今年度 r大雨河口グハウス公園作り」に挑戦してい

る5/6年生の予が景子太郎さんを白分たちのログハウス作

りの棟梁として頼りにしたい訳を次のように綴っている。

難太掴識告、寿太郎さんに分かつてほしい u 仰木却さんにたのみたい
ことは，寿太郎吉んにログハウス作りの中品昭人・輔簡起こなっていただ
者たい寧です。雄市はたくさλあります。話すよ良1さλこ頼 Lだのは9 寿
太郎さノならいろいろなたくさんの事を知ってし、るからです。去年みた
いに物見舟そらで，あ~ .jまずなどがんじようなやりかを教えてくわた
からです。寿太郎さノJ立木lこはくわしいし，分かりゃすく説時してくれ
るので寿太郎占λこ担額いしたいGです。寿太郎さんこは，ひめた力が

9
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たくさ/立ありそうだからです。他の人にはないことももっていますo 寿

太郎さんなら，本当に本当に本当に信じられる方なのです。とうしてそ

こまで伏誠司'1吟牧の私たちのために)動ωこやってくれるか分かり

ません3 でも寿太部さλJま，tenlこでもやさしく物事を教えてくわるの

でたのめるのです。本当に寿大却さん』こ棟溺こなってもらいたいのです。

主調典、し ま す 。 (rSf切寿主拐さλ〈 ι手品むより)

寿太郎さんは，まさに大雨海の子どもと先生にとって

なくてはならない「地域の先生」である。その寿太郎さ

んも，今年度自分のお孫さんが 1年生に入学し rおじ

いちゃんJ として 2人 の 1年生の「カレーうどん作り」

の材料の山麦を脱穀したり，石EJで小麦粉に娩いたりす

るのを教えに来てくださった。その時の様子を担任(講

師として何もかもが初めての小学生担任，それも 2人だ

けの l年生の子の担任)の Z先生が次のように書いてい

る。子どものみならず:lUこ学ぶ教的にも未知のi立界を学

ぶ喜ぴが伝わっているのが分かる

足踏対脱穀機創亜って¢朕澱と石臼在使つての，j伎を粉にひ〈作業は，

H男のおじいさん(寿太郎さん)に旬、麦粉宇りJの先生になっていた

だいた。壬ど王}江E埋ま2 足踏謝辞型軽量F宇JZ羽生1i重っていたといヨおじい

さんは2 患分的幼かったI;J!の話室交えて 2 壬hら江[重い11を教主てくだ

さった。定績別世話議告を鐙三ときには2 壬ど査では難しし川、塗の5華街宣
って行なうところも手を黛して2 子どもtf>少しで島自升でできる辛うに。

起草してくださった。ふるいてふる2ときに島 2 コツが盛り，丸くふる

ヨといい与いうことだったo 白から但までJとだgやるだけて1ま2 全く

わからないこと足コツがあることがあるのだなあと主えさせられた。

今世日， i!設bする中で， H男のおじいさんから「おじいさんが子ども¢頃

は2 こうやっておじいさんや才封ま盈さんから訴を開きながら{五位で小

麦を)Eいたんだよ。 jと伺うことかてきた。そして，授業の中創立あ

るが，そのおじいさんからお訴を開き，日持や?男がお日を使う。これ

が，ずっと就いていくの由 3駁出なんだろうなと思った心釜本部さLvl丸

ょうやって家江仕事， 'E'互のことな与を知っていったん立ζおっしゃら

れた。引まり こうやって儲h鐙レでし、くのIJ哩想だとおっしゃってい

卒。 2人ともおじいさん，おばあさんがいらっしゃるので，こういうこ

と在学校で，どんt'/'oやってし吋たらいいなと忠弘

(I先生の「実E語護軍" 10f13日より)

( 2 )身近な家 族 や 地 域 の 人 か ら 人 間 の 生 吉方を学ぶ

(授点②)

ア「林業は魂のリレ Jー「林業の先生」森林組合の林業

家 父 A 杉浦買IJ夫さんから学ぶー (1996年度 5草生

「大南河の林業J) 

森林が面積の89%も占める額沼町の中でも 3 身近に見

えるほとんどの山にスギ E ヒノキが植わり芳山仕事でく

らしを立ててきた歴史もあり，今も山1J事に何らかの形

で山仕事をしている保護者も多い大雨河の地にあっても，

子どもたちと林業との采離は大きいものがある。海辺の

地から，へき地派遣教員として赴任した 0 先生は，ま

さにこの林業の追究に子どもと共に立ち向かった。その

待出会った衝撃的な言葉が，森林総合に勤める林業家で

ある杉鴻則夫さ ん が 3 自分の怠子に宛てた手紙の中に

あったf技墾益L 工血支塁笠長ょ主旦ゑ主室主必金立

レーがなければで曹ない仕事aという一節である。

。「たましいのリレー」つで何だっ

相諜をやることをいやがっていた子どもに， t!.¥から「み/しなやったこ

と古あるのJとR司し'sすと， 行よし、Jという返答とともに，私が意調し
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た方向でもあるが， 仁森械E合こ頼んでこやらせてもらおむという意

見が出てきた。材諜家で，森機証合閣である父似浦上引抜さん)を特つ

Y男は，そ配林業持者演をwi品こ「お父さんがいつ圭やっているはH士事のつ
らさを自分割繍貴してみる。Jという日襟を定ゲた。材礎体総ま， ff年燐均

なものもあり，下草刈りになったo 直接ご草縛ハセだいたのはY男d式

続で， Y男にとっては父親σ林撲の仕事のようすを3 相泌て正密から受

け止めること江できる場面となった2 持場銭動t啓想文i羽以下のようにま

とめたが，ここから父親問士事ふりを党て，父親，0:本様こ対する気持ち，

M コすする跡、を直ご感じ取ることができたと習わオる。

(0先生の「完議事和より)

樹立さ';t;;ざあと降ってきて，びしょぬ制こなって，ぼくはなレてお式

さ/Jまこλなつらし可士事をやっているんだろうじ~いました。だけどそ
わUます寸にわかりました。初出，お父さ人が「スギあヒノキをi匙学年め

ようにあっかつてJと諮っていたのを，郎、出しました。ぼくはおとう

さんは自然が子きなんだなあと思いました。だけど9 やっぱり仕事はつ

らいです。 (Y男グ感想文より)

村議家約父親を質問ぴ対象としたY努は，父続こいろいろ商習し，父

締まその答えをY5司あての手紙ご託された。その中二 I塑鍍主，，__fj，u
圭撃する 1t，市左ましいの1)レ}命制対抵で量郎、仕:.• Jとという

ー節があった。多くの子どもがここに主自L"授業でグー勺のポイント

となった。

「たましいのリレー」制空襲識

日子 わたしJま 1学繊様をするのをし⑫だと言ったけれど，義

積拐のお父さλJま，体力室長宅くまであるというのは，すごいと

患いました。

u子 fたましいのリレリというのiま，かっこいいなと患いました。

Y男 お父さんがこλなことを言った江主事取て。今まてf認し叱こ

となかった。

T どうしてお父さ/，1ま，そわ冷語った/しだと思う。

Y男 きうことがなかったから…

K男 持苦撃を受It繕炉であっていると， 1ιがだんだ人がきになる。

たとえると，そλなふうになると怠います。

T なぜだんだん好きになると思う。

K男 たましいのリレーをするということは，山を愛することを続

けるということじゃなし功、な。

日子 山がきらいだと，たましいのリ Lーってわからないと思うけ

nど， IlJがだ/，だ/JJ子き
になってそういうことがわかると思う。

Y努 一番最争耳に始めようとした人は，どんな或持ちだったのかな

と.fA¥う。

T 他に

じ子 K男君叩おじいさλJま，し噛なことはないと醤っていたけれ

ど，冬とかE置とかはどうなλだのかなあとE札、ましたゐ
Y男 ぼくも，冬にお父さλこ連れていかれそうになったら P 控訴る

と1誌う。
日子 自分の子とものようと書幸いであるから，きっと冬でも苦労じ

ゃないと思う。

M男 Y男君白，tめとさλJま，お都向指ではないというところで，

ょっぽど官fきなんだと思うo

Y努 たましいのリL一司ことで，お父さんも子どものころから，

j矧?事が好きだったのかなあ，子どものころはきらいで，そ

れから好きになったのかなあと思いまし主L

これまでの授業の 5年生 L 自づ Eの意見をなかなか具備甘イメ~--yを
持って発言することができなかった。ただし，この「たましいのリレ

ー」という言葉には，秘演昧を持った。そこで，綬鏑まできるだけ子

どもの持っている哀現 荷噴こあるものを表出させることを考えた。そ

れこよって，授業言議議こ見らオるように rたましいのリレ Jのとら

えを，より具体的な詰葉で毅駐できるなってきたと考えるc 特に， K勢
の「山力だんだノJifきになるJ riJJを愛することを納ナぬという発言

は，かなり材諜認め人々のの思しだ近づいていることを示している。ま

た， Y男自身も「お父さんも子とものころから， LiJit五障が好きだったの

かなあ，子どものころはきらいで，それから好きになったGかなあり思

いました。応答えているように 3 呉材均こ γたまししゅリレーコをとら

えだしていること力時断できる。また，全闘が耳']1，に材諜に携わるガに

繋澗し3 そ正すべての方から rllJ力幼子きであるJという答をいただき，

自分たちσ持っていた材謙二)，げるイメ…V(琳号室=つらい=やりた

くないJ)が壊れつつあったことも rたましし叩リレつを球解する

ことに結tついたの (0先生の「望謹麺週詰Jより)
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る場由。ー織を措く活動こ取り組ませた。官接自揮者で色も塗り，絵を完成さ

ぜた。さらに，その絵d奥にあるF努の思いを引き出すた沙二絵の余

自にことばを書かせることにした。群生奮し、ている生活間以〉究ぷなら

そ村まと郎元なく書けるはすである。思ったとおり 9 絵江納に主持続

引いてやり，日記¢ように書くように促したところz 内樹立ともかく，

自分のjJで鉛筆を蕊めることができた。そこで，その授業の終わり近く

に F男力溌表する場を設けた。指名されたF邸主自分針齢、た絵桜守

って喜lこ進み出た。そして，絵を黒板二日出札余白に脅しti丈章を読ん

だ。それセけ江発表であったが，み Lなと同じように発表することかで

き，とても満足気怠様子であったο 自分制可を発表したらいし明かがは

っきりしてい制ま，不安に思うこともなし笑顔で強業こ組むことがで

きるのである。('1先生の「教育恕主議書むより)

F男君にいつもの笑顔と自信がよみがえった時，担任

のN先生はもちろん，大橋河の教締は，みんなホツして

胞をなでおろし fF男君の笑顔が復活したね!Jと職

員室で我が事のように喜ぴあった。 F児'f';の笑顔復活を

支えたものには，本人の努力，母殺のあたたかい娘差し，

担任の先生の支えなどいろんな要素があると思われる。

とりわけみんなの前で応分の考えを発表することに不安

なF男君に寄り添い，製材作業の様 Fを彼の得意な絵で

表現することと日記風に言葉を添えるという絵手紙の世

界を協力学級での話し合いの中にも取り入れ生かすとい

う担任のN先生の機転の利いた支援が大きな力になった

ことを実感する。本当ににこにこしながら，自分の絵を

持ち， E黒板の前に出てきて発表する F努者の笑産量が忘れ

られない。私たち教師にとって，子どものこんな笑顔こ

そ最高の喜びである。そして，彼に表現したい P 自分な

りにできるという見通しを持たせた要図として，水J王皮

むき機で自分も木の皮をむいた体験と森林組合の製材現

場で働く人と製材機の出す沓や様子など臨場感あふれる

本物にふれたことが彼の感じる心にひびいたことも大き

なカになっていると痛感する。 F男'f';の出した主主校をし

ぶった言動は，ふるさと総合学習が真に共育ちの追究に

なっているかどうか，そのパロメーターとしての意味を

持った私たちへのサインであったとも言えよう。
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4 明日に向かつて(奨践と研究の成果と隷皇室)

@学校/;1:，学ぶ議ぴが生まれる心のふるさと

本論文では，ここまで，私たちの「共育ちふるさと総

合学潔」に「地土或の先生」として深く関わってくださる

地域の人や父母・組父母などと人間約なふれあいの典型1

的な事例を通して，子どもと教師に深く大きな学ぶ嘉ぴ

が生まれる様相を見つめてきた。そして，この学ぶ喜ぴ

が，実は，子どもと教師の本気の追究に動かされて，子

どもの問や要望に応える形で参加した地域の人守にも生

まれていることを実感している。

子どもたちと長さ 14メートル，幅約6メ トル，高さ械守2メ ト

ルというとてつもない大きさの前指針瀕，名{初て「みつわ点埋む造

常に取り*llJvだ1先生。引き続き f今年lま出墳を眺める物見婚古濁り

たいJという子ども江夢在実現こ遁進してきた。高さ5むもの4本を柱

を立て1:"1>格的な物見臓に鰐くとともに，秘唖取をもった体当たりの
追究ts:::c，どもたちをここまで夢中にさせるのかと電器Lさせられる。 j豆
ど査と共に盤に畠肱い!と脳吋濁4晶I先生の紘真な姿勢にはふ当

に事まされる。

それにしても，設計鳴を自分たちで描き，のみてlまぞ穴をあげる， 1ま
ぞ紹肘嘩継ぎ併:泌をと，'-l'という子どもも先生も織告のない官界なだ

けに様々 な失敗"1'掠機的選織であるが，日婚か大きいからこそ学びが本

物こなるし岳i良いということを実態する。そオだけに，この追究を綬つ

こで支えて下さるJt!Et.或的空己主白生活に知恵と協力は絶矧こ欠かせないと

ころである。

物見組出量りの材料となる櫓併王を討を供してくださり， 1まぞ籾株主法を

教えてくださった市繍き名~で林呈さまの岩月寿主認さんやお似試コ

憾のt立話1方を貌身になって教えてくださる「回Mまと婚の先生j揮部

ミチコさん等々 。子ども江際し叫二時:え，何度も学校こ足を運んでくださ

る中で r.圭ど45立場舗をみ盈のが雪量1，;1、L!:由似注量がも司fl畠
生ょと感じてみえる地i船う也がいる。

こうした F主重量が村田おらが芋校if学樹立畠舟畠:r:ど査と共に単品
場世リl;l:合理曲義明A々 や先挺・極剣蜘方主主主耕、てこ丑E全盛主

と紙偽学唱盟fl1it2立ってい墨田草色感婚してい畳，掌ぷ蕗m丸圭ども

主:!2にfl_，教師に壷E 揖埠輩。人に車E 議盈λhAなに車窓車れる量的な

貯である。 2旧例年・事録繍:f;言 fひびき合いJより

地域生活者の患、吹を肌で感じ，子どもとの小さな学

ぶ喜びが生まれ出るドラ?を教育実践記録に書き綴り，

交流しあうこと，この地道な小さな山之島一歩の積みm
ねこそが共育ちのふるさと総合学溺を支える力になっ

ている。 r地域匁活者の，皆、吹にふれて感動をもらいな

がら，子どもに学ぴ，子どもと共に育ち合ってい <J
こんな教仰になろうとお泣いに学び合い，分かち合う

そんな努力をこれからも仲間の先生たちと共に震ねて

いきたいと思う。
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金沢市における子どもを対象としたまちづくり学習の

現状と課題

馬場先窓子学 1

キーワード まちづくり学習!市民参加。学校教育!総合的な学鷲の雲寺罰l ワ イフショップ

1 はじめに

都市計酒における市民参加の重要性は認識されている

ものの， I分な参加のもとに1t1泌が策定されているとは

いい難い。近年p 地庶計画やまちづくり協定なと住民参

加の機会は増加したものの 3 実際には{可か問題が生じて

初めて 3 住民の反対運動などから具体的iit爾へと動き出

す場合が多い。より積極的な市民参加が望まれるが，日

本人はそうした参加の方法に慣れていないのが現状では

ないだろうか。近年，ワークショッブの手法が各地で計

羽策定に用いられるようになってきたが，著者らは?子

どもたちを対象にまちづくり学習を行うことで，市民参

加lの万法を学び，卑し、時期からまらづくりの視点を養う

ことが有効と考え， T)_クショップによるまちづくり学

習を毎年開催している。

方，ノト中学校で与は平成 14年度から f総合的な学習

の待問J(以下「総合学習J) が導入されることになり 1

教室内の学習だけにとどまらず地滅iこ関わる学習の機会

が増加する。各字校では， 12年度より移行期間として

様々な学習の導入を始めている。しかし，指導要領文 I}

に「各学校が創意工夫を生かし，特色ある教育，特色あ

る学校づくりを進めること」とあるように，内容は学校ー

の松包性に任せる方針をとっている。 f総合学習」は，

f自ら課磁を見付け，自ら学び，自ら考え，主体的

iこ判断し，よりよく問題を解決する資質や能力を脊

てること1， r学び方やものの考え方を身に付け?問

題の解決や探求活動に主体的，創造的に敢り組む態

度を育て 7 自己の生き方を考えることがぜきるよう

lこすること j

をねらいとして 3 教科の枠にとらわれず横断的な学習を

行う時間としている。また!平成 12年に中央教育審議会

は f新しい時代の教養教育の在り方についてj をまとめ

た (2000112答申)。これによると 3 教養とは!基礎学力

と知識jとともに r社会との関わりのヰ3で必要な資質J，

「多元約な視点で物事を考える力」などと定義付けられ

ている。このことからも、学校教育において基礎学力を

修得したとで社会性を育むためには r総合学習Jは今後

も必婆であり!その方法が検討されることになろう。ま

た}平成 14年度から実施される学校完全週 5日制により 1

子どもたちの学校外での生活待問が増加することから，

課外活動を含めた教育の方策も必要喜となる。

まちづくり学習は，調査を通して自分達の住むまちを

知り，良い点や課題について評価・整環し，良い点を伸

ばし課題を解決する方法を検討・計頂する，さらに，提

案を発信することで関係者に評価してもらい自己評価を

行うといったブ口セスをとるが，学校教育で学ぶ蒸在警がj

知識を活用しi也i或を考える「総合学習」のテー?のひと

つに最適と考えられる。本研究では，現症の学校教育と

地域活動におけるまちづくり学習の現状を把握し， r総合

学習」へのまちづくり学習導入の可能性と諜題を検討し

た。また?市民グノレーア。の活動を例に、ワークショップ

の有効性と課題についても考察している。

2 子どもを対象としたまちづくり学習の研究の動向

子どもの市民参加の意義に関して?柴田他文2)は，広域

的なまちづくり方針策定のためのワークショップに参加

した中学生と大人の視点の違いを比較し，アンケート調

査を通してワークショッブ参加が中学生に及ぼした影響

について分析している。倉原文 3)も5年間の子どもたちの

活動を過して 2 体験的・持続的汚苦手Jの子どもたちゃ地域

に及lました影響について分析している。また 1 まちづく

り学習手法の開発に関して，鈴木{古文4}は， 2年にわたる

ワ}クショップの実践により，続子の地域潔境学務の手

法を開発し，槌島他文 5}は子どものまちづくり学響教材と

しての「まちの謎Wtきフック j について，家滋での対話

型まちづくり教育，さらに学校教材としての有効性につ

いて調査・分析している。

方，学校教脊に関して》向山文 6)は小学校の学習過程

における都市計爾教育について論述し，その授業プラン

を紹介している。アイリーン・アダムス他7.7)はイギジス

と日本の学校教育における環境教育・まちづくり教育の

有効性と実践例を紹介している。その他，インターネッ

ト上で 5 小学校の教員がまちづくり学習の教育プログラ

ムの実践を公開しているものもみられる桜りロしかし，

地区を対象に単独で行った事例が多く，学校教育におけ

るまちづくり学留の実態と諜題について論じているもの

はみられない。学校教育や地峡汚動の実態と課題につい

勺
苅

υ3
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て澗査・分析し!より効果的な教育方法の検討や，学校

と行政や地域との連携のあり方についての検討が今後必

要になってこよう。

3 小中学校と地域における実態調査

現右fの学校教育において?地域に穏わる学習の現状と

課題を犯握するため，平成 12年に金沢市立小学校 58校，

中学校 24校の校長と金沢市内の 60の公民館長宛iこアン

ヴート調査を行った。子弟査主主の中で f地域学習・まちづ

くり学習」について y 行生域の自然や環境p 歴史，施設，

{主人などと関わった学習Jと広い意味で定義付け，導入

実態?課題等iこ関する質凋を行っている。結果の概要は

文獄 8)で報告している。本報では特にその学習内苓につ

いて分析した。

( 1 )地域iこ関わる学習の導入実態

平成 12年度σ〉ノi、中学校の教育活動における池域・ま

らづくり学習について，学年を罰わrl聞でも1iってい

る学校は!回収校(小学校 43，中学校 19) 中，小学校で

43校，中学校で 17校であった。 学年ーと導入教科との関

係を回答校の総待問数で表した(表 3-1)。導入時
表3-1

あり，総待問の 88%が f総合学習j で行われている。ま

た，全員必修の科閉ではなく，選択科容の中で学習して

いるケースもあった。

次に，学習内容についてテーマ別に分類し(表 3-2)， 

学年~IJにみたものを表 3-3 に示す。小学校では「地塑J ，

f自然」に関する学溜待問が長い。 f地瑳」についてはま

ち探検を過して現在の様子を知るといった全般的な内容

であり r自然jについては西季の植物や動物など生活科

や理科にiUJする苧習内容が多く，どちらも低年齢層にと

って学外にtl:lて取り組みやすい内容である。その他，ま

ちの主な施設について学ぶ「施設j やまちの変遷や普の

生活など l歴史j に関する学習も多い。学年初では 1，

2学年で「自然」に関する学習時務が最も多く，次いで

f地玉里」が多い。また，第 1学年では f施設・交通J，r交

流j の時間がやや多いが?主に近くの公園で遊ぶことや

道路の安全!地域の保育醤との交流がその内;g:であるG

高学年になると「自然J，i地浬」の総合が減少し 3 第 2

学年では水やごみに関する「環境J，第 5学年でi土地域的

伝統工芸を学ぶ「伝統jや地域の幾夜物や工場など f産

j
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域地間では?小学校は第 3学年が最も多く地域・まち

づくり学習を抜っており，次いで?第 4，第 2，

第 5学年となる。第 3学年は社会科でj 校区の地

図や公共漉設?産業などにi羽ずる学習を行うため

と考えられる法2)。対象教科i土，ほとんどの学校で

(40校， 93%)， r総合学習j を設けて指導してお

り， it1:会または生活」と「総合学資j で全体の

93%を占めている。 1，2学年では主に「生活j

で? 日 6学年1-;-;: r総合学溜」で， 3， 4学年/1

f社会 r総台学習」とも向税主主的時間が用いら 表3-3地域に関する学習の内容と学年日目時間数

れている。

中学校は?小学校iこ比べて導入時刻，P'l答件数

とも少なし特に高学年になるにつれて，導入時

間は著しく減少している。対象科医は1 社会科の

他 1総合学習Jで行われている学校が II校 (65%)

1去五弘2年法竺3年 4年 5年

3品30R81Gリ~年[)! 
品._"

教科 2 3 主
486 863 9日2 621 113 21 11 34 
84.2 83.3 49.7 50.2 11.8 15.8 16.9 8.0 

総合 57 139 775 539 736 670 2916 223 98 54 375 
9.9 13.4 42.7 43.5 76.8 84.1 45.4 98.2 73.7 83.1 88.2 

総吋也 73 51 73 9 206 
4.0 4.1 7.6 1.1 3.2 

他 34 34 66 27 36 22 219 2 14 16 
5.9 3.3 5.7 2.2 4.3 2.8 4.1 0.9 10.5 3.8 

富十 577 1036 1816 1238 958 797 6422 227 133 65 425 
100% 100% 叩帥 100% 100覧 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

住
小品校 中曲校

1 年 2年 3年 4年 ~J 6"1' I ， 1'1' 1 2年 3年計
61 11 2261 1061 411 2721 652 651 131 1 78 

1，01 0.11 12.41 8.61 4.31 34.11 10.2 28.61 9.81 1 18.4 
421 871 521 261 1731 431 423 11 11 161 18 
7.3 8.4 2.9 2.1 18.1 5.4 6.6 0.4 0.8 24.6 4.2 

自然 217 504 218 195 114 581 1306 8 8 
37.6 48.6 12.0 15.8 11.9 7.3 20.3 3.5 1.9 

環境 23 426 137 37 623 6 18 8 32 
1.3 34.4 14.3 4.6 9.7 2.6 13.5 12.3 7.5 

地理 121 283 642 198 227 104 1575 47 54 101 111 
21.0 27.3 35.4 16.0 23.7 13.0 24.5 20.7 40.6 15.4 26.1 

文珪化背・
12 101 175 10 174 57 529 2 18 20 
2.1 9.7 9.6 0.8 18.2 7.2 8.2 0.9 13.5 4.7 

|施交通設 100 451 402 153 17 4 721 
17.3 4.3 22.1 12.4 1.8 0.5 11.2 

福祉 61 66 127 
4.9 8.3 2.0 1.5 0.2 

計画 25 2 42 20 89 9 18 27 
1.4 0.2 4.4 2.5 1.4 6.8 27.7 6.4 

交流 79 15 35 61 18 102 310 32 2 2 36 
13.7 1.4 1.9 4.9 1.9 12.8 4.8 14.1 1.5 3.1 8.5 

iホランティ 18 15 34 67 
ト発信 1.0 1.6 4.3 1.0 
発信 10 10 

15.4 2.4 
自由 66 18 84 

29.1 13.5 19.8 
E十 577 1036 1816 1238 958 797 6422 227 133 651 425 

10C私 100% 10C弘 100% 10日始 100% 100私 100% 100% 100% 10日%
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業・文化・生活J，第 6学年で地域の「歴史・偉人J，高

齢者との「交流Jの割合が高い。これは，各学年の社会

科の内容との関連が深し刊 3)。

中学校で最も多いのは「地理j で?次に「燦史Jの時

照数が多い。全体に占める割合は?岳然j が小学校に比

べて非常に少なく r施設交通JIこ関してはまったく取

り上げられていない。反対に「燦史j， r言十関心「交流」

の割合がやや高い。王た 7 小学校では行われていない自

分ぜテーマを選び自凶に調べる「自由」が多く取り上げ

られていた。堂年J]IJでは?第 l学年で f自由j の割合が

最も高く》次いで f燦史J，["地理J，r交流J，第2学年で

は「地理J，r環境J，f自由J，第 3学年でlj:!計画J，r伝

統J，r Ji白浬J，r発 信j であった。小学校に比べて取り組

む学校数や総待問数が少ないが，自主性が尊重される「自

由Jや?現状から将来のまちづくりを考える f計画」の

テーマが多し、傾向がみられた。

全般的に，小学校では地域に関わる学溜は社会科の教

科内容と迷動して行われることが多く，また， r総合学習J

で社会科の教科内主主と関連させてまちづくり学習を行っ

ている。中学校では?ほとんど「総合学習J-c"作われて

いる。しかし 3 学習の場が学内に銀られる場合が多く，

主た、学校では教科に喜男達した学習以外のテーマで行う

ことは!時間的にゆとりがないと濯、われる。そのため，

「交流'~十闘3 発信J といった実践的な活動が少ないと

いえる。より幅広い学習を行うためには，地域と逮携し

た!あるいは分組した学習が必要であろう。また，中学

校での導入持総数が少ないが，まちづくり学習を有効に

活照すればヲ小学校より高度で多様な学習が可能であり，

「総合学習jの自 e0に適した学習が行えると思われる。

(2 )地域における活動実態

地域における平成 12年

度の地域・まちづくり学習 表3-4地域における活動

の行事 の 件 数 と時間を表

3-4に示す。地域では住民

全員を対象とした行事が多

いため!すべての参加対象

者について調へた。地域に

関わると思われる行事は3

回収された 25地域中 23地

域で 59件， 295時間行われ

ている。成人のみの行事が

半数以上を占めたが，子ど

もが参加する行事も多く行

われていた。行事の内容で

最も多いのは f歴史j であ

り!主に成人を対象とした

学習会や見学であったο 「伝

|分類 i成人!小中学掌 J成j、人中
言十

歴史 16 7 24 
121 191 140 

伝統 5 6 11 
11 36 47 

i偉人 2 3 
6 8 14 

環境 5 2 2 9 
10 5 7 22 

地環 2 3 
4 12 16 

j産業

文化
|品

1 
2 2 

生活 2 
30 6 36 

践設
2 2 

言十陸i時数間
交流 2 

13 3 
言十 33 4 22 

は小学生を含む住民に 167 35 93 
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よる盆織りなど，伝統芸能の継承を目的としたものが多

い。「環境Jは主にまちの美化活動に濁する行事である。

学校教脊と比較して， r地理J，r自然J，r織設jに関する

テーマが少ないのは，学溜より地域住民としての実践を

詩的としているためと考えられる。子どもたちが住民と

共に地域の行事に関わることで，市民参加の主主識が育ま

れる点では有意義な活動といえる。しかし，実践的な活

動の内容も限られており，地域の環境チェック(調主主

評倣)や，ょくする工夫(昔十爾・発信)など，より多様

な学習や活動が行われることが望ましい。

(3 )地域学習ま・まちっくり学習の課題

地域・まちづくり学習を行う場合の問題点、，行政に望む

ことを表 3-5，3-6に示した。学校での課題は大きく 2つ

あげられる。すなわち， r準備時間の不足jと「安全管墜J

である。行政に襲bことは， r指導者の紹介・派遣Jや f事

例の綜介J，r学習の機会や情報の提供j である。こうし

た行政の支援により，課題である教員の準備の負綴を縫

減させ，指導方法を研修することができると思われる。

安全管理については，学外にtllる場合の隠題である。ク

ラスの担任一人で，あるいは， 1学年の担任だけで生徒

全員の安全管理は非常に難しい。学校や行政による適切

表3-5まちづくり学習を行う問題点(3つまで選択)

小学校 品六
学校

数 % 号色l

教カ地教リ喜域員キ市ュにに以ラム準出外中備るの十この協分と十力のな分者安詩なの閣全時情管が箆報理とな得れがい!なこ心くい配し、

40 76.9 18 叫
38 73.1 12 60.0 
23 44.2 4 20.0 
14 26.9 13 65.0 

活動の詳価が難しい 11 21.2 3 15.0 
教科との際連付けが難しい 5 9.6 1 5.0 

l-意保その見護他が者反の狭理…さ解れやる協機力会をぃが得なにいくい

3 5.8 2 10.0 
3 5.8 o 0.0 。。。 5.0 
3 5.8 5.0 

140 225.4 55 275.0 
公 民 館 軸

適切な指導者がいない 11 44.0 

準子意見備どもをがのす反参る映蒋加さ隣がれの少る機余な会い裕ながいない
11 44.0 
9 36.0 
8 32.0 

住まち畏づのく程り解や協力が法得がられない 5 20.0 
学習の方法わからない 4 16.0 

参加者の安全管還が心配 4.0 

そそのの他ような行事が必要と思わない 。0.0 
4.0 

舌 50 200.0 

表3-6行政に望むことはつまで選択)

学校
f、卓也六 品h.

号令 % 

指導者な機の事会紹例介・情の・派報紹遣の介提は供テム
40 76.9 15 75.0 

具体的 21 40.4 5 25.0 
学習の 19 36.5 4 20.0 
教員の研修の充実 8 15.4 4 20.0 

|そ都の議他本の謎作 5 9.6 6 30.0 
4 7.7 2 10.0 

曇 97 186.5 36 180.0 
公 。色

学習の機会・情報の提供 12 48.0 
具体的な事例の紹介 8 32.0 

住ぞ犠の導民前の者の中紹での介指・派導遣者γ養λテ成ム
8 32.0 
7 28.0 
4 16.0 

自十 39 156.0 
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な対策を考える必要があろう。また，保護者に協力の要

請を行っている学校もあり?こうした問題は， PTAや

池主主と連携した行事として行うことによって解決されよ

7， 

学校教育では r総合学習j での指導を前提に?他の

教科と関連させて行うことが適当と考えられる。しかし，

導入実態では種々のテーマで地域・まちづくり学習を行

ってし、ると答えているにもかかわらず!行政に「指導者

や事例の紹介j を望んでおり!現在は具体的な指導方法

を模索している段階ど考えられる。効果的な学習のため

にも，現段階での種々の支援が必主主と恩われる。

地域での課題は， r指導者不足j， r意見の反映がないj

と rt慎備待関の不足j， r参加者不足j であり，行政に主主

むことは r学習の機会・情報の提供J，r指導者の紹介j

や f地域内での指導者養成」であった。学校での学習と

遠い忠由参加の場合，行事は身近な内容で興味をもたせ

る工夫や，子どもが自主的に企画・運営できる環境づく

りが必要である。学習の機会や事例情報の提供，指導者

の紹介を行うことで，地域住民や子どもたちの関心が高

まり 3 以後の継続につながっていくと考えられる。

4 市民グループによる活動

子どもを対象iこまちっくり学留を行っている市民グル

ープの活動事例をもとに!ワークショップ手法の有効性

について考察 L，また，市民グループiI~抱える課題につ

ν、て整潔する。対象は著者が所属する「身近な環境と子

どもたちを考える会」 である。

( 1 )活動内容

このグノレ}プは，子どもと保護者が中心となり，地域

のまちづくりを考える機会を持つことが必要だという問

題意識からヲ平成8年に発足した市民有志によるグルー

プである。子どもとその保護者を対象に，年に 1回程度

のワ クショッブを開催してきた文 8)。平成 13年度には，

小中学校の f総合学習j にまちづくり学習が有効との考

えから1 小中学校の教員などを対象に，セミナー「まち

づくリ学習のすすめ」を開催するとともに，子どもたち

を対象にj未来のまちづくり」のワークショップを行い?

生ちづくりに関心のある人たちにも参加を呼びかけた。

( 2)参加者の募集方法

参加者の募集は難しく!平成 12年度も小中学校を中

心に広く案内したにもかかわらず，参加者は家族 3組を

含む 10名程度だった文8L平成 13年度は子ども達が参加

しやすいように夏休みに開催することにした。 7月にセ

ミナー， 8月にワ凶クショッブを計額し，金沢市教育委

員会と(財)し、しかわまちづくりセンターの後援を得た。

また?広く活動計額を知らせるため，ホームベーシ合引

を作成し活動案内と参加者募集，活動報告を公開すると

共に 3 行政の支援機関に登録しリンクを張った。
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募集は，セミナーの場合，金沢市内のすべての小学校

60校，中学校 27校に対して，校長 r総合学'ii1IJまたは

社会科教員， PT  A(育友会)会長先に計 3通ずつ，また，

公民館 60館長宛に，まちづくり学習の導入実態のアンケ

ート(返{言用封筒を含む)とともに，参加申込の案内を

送付，さらに，石川県内市町村の都市計間関連諜および

教育委員会関連採に案内を送付した。また，ワークショ

ップではポスターを作成し，小中学校，公民館，各自治

体に掲示を依頼すると共に，市中心部の小学校6校の 5，

6年生全員に校長を通してチラシの配布を依頼した。さ

らに，間活動とも，福井県，箇山県を含む各種市民グノレ

ーブへメーノレで案内するとともに，ホームベージによる

広報も行ったO 地元新開にも募集記事を掲載した。

(3 )セミナ一関催概要

金沢市文教会館で 7月7日(土)15: OO~ 17 : 00にセ

ミナーを開催した。参加者は 26名であり 2 その内訳を表

4-1 Iこ恭す。小中学校，公民館からの参加者は先のアン

ケート返信時の申し込み者がほとんどであったが， 般3

学生はインターネットや新隣記事を見て申し込みj ある

いは当 E参加してきたものである。当初;学校演係者を

対象に想定していたが， 般の参刀現品、多く，中には福井

県からの参加者もいた。その他，メーノレによる問合せも

何件かあり， 日般市民の関心の深さと，情報手段として

のインターネットの有効生が示された。

セミナーの内容は，まちづくりの意味と必要性 r総

合学習j の目的とまちづくリ学習導入の有効性，まちづ

くり学習の方法と事例の紹介を行い，最後に;意見交換を

行った。意見交換の場では参加者が取り組んでいる活動

の情報も寄せられ，積梅的な話し合しゅ汁子われたO こう

した活動グループ関の，情報交換の場の必婆性が感じら

れた。

(4 )ワークショップ開催概要

金沢市観光会館で8月日日(日)10: OO~ 16 : 00にワ

ークショップを行った。「未来のまちづくり Jのテーマで

自分たちの住むまちの模型作りを行い，都市に必婆な施

設とその自己鐙，景観を考えることを自的とした。参加者

は表 4-2に示すように，子どもは小学 1年~中学 2年ま

での 18名であった。主に保護者がポスターやチラシを兇

て霊童話で申し込む場合が多かったが，中には小学生自身

表4-1 セミナー参加者内訳 表4-2ワーウショッブ参加者内訳

人数 子ども 人数 穴人 人数

小中学学教教員員 3 
2 

小学1年 1保護者 2 
小学3年 211PTA 1 

小学PTA 2 小学4革 2公民館
中学PTA 小学5年 5行政 2 
公民館 小学6年 1一般 10 
行政 3 中学1年 3学生 2 
一般 9 中学2年 4 
学生 5 言十 18 計 18 

E十 26 
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!J"~話で申し込んできた伊i や， 表4-3ワーヲショッブ参加者の惑懇

(1 )子ども 数 % (2)大人 数 与も

(前半)家とづてくりについて r，NSI=参加して
も楽しかった 7 41.2 よかった 7 63，6 

まあまあ楽しかった 8 47，1 まあよかった 4 36.4 
あまり楽しくなかった 1 5，9 あまL)よくなかった 。。。
その他 1 5，9 よくな古、った 。。。

品 17 100，0 どちらでもない 。。。
(後半)大きなまちづくりについて E十 11 100，0 

とても面自くいいまちがつくれた 8 47，1 今後のまちっくり平習について

中学生が総合学習の対象とし

て当お参力日してきた伊lもあっ

た。 一方，大人は，保護者と

学生ボランティアを含む 18

名である。市外の参加者はす

べ亡インターネットを返して

消報を得たもので 3 福井然，

京都符，東京都 3 輪島市とい

った遠方からの参加者もいた。

E富白かったがEまったまちにならなかった 5 29.4 ぜひ参加したい 5 45，5 

面白くなかったが、いいまちがつくれた 2 11.8 どちらかといえば参加 4 36.4 
部自くなく思ったまちにならなかった 5，9 あまザ参加したくない 9，1 

その{也
百十

{全体)WSI=参加して
とても箇白かった
まあまあilfi白かった
つまらなかった
その他

E十
案内入手経路

学校でもらった
ポス$<ーを毘た

ワークショップは，午前と

午後の 2部に分けた。第 1部

'c l::t ，主JJめにグループ内で告

己紹介を兼ねて自分のまちの

良い点 7 不満点を紹介しあっ

た。次に} グノレープ内でひと

つのまらを作った。これは3

幹線道路と区幽道路を播いた

スチレンボードを 6分割した

ものを用意 L，各グノレープで

1区間ずつを作成する方法を

殺に来るように言われた

とった。厚紙で各種大きさと墜

を用意してあり，各々が自分の

友達iニ誘われた
案内の手紙をもらった
その{也

E十

恨形状の家の模型展関[お

好きな形の家を作り色を

塗った。展開f凶を使わずに自分で自由な?患の家を作る者

もし、た。さらに 3 まちに必要と思われる公関や緑，その

他施設も作成した。最後に各グノレープの作成したまちに

ついて発表した。

第2部では?字vJめに?まちに必要なもの，不要なもの

をグノレープで話し合い，全体で発表し合った。次に，名

グノレープで作成したまちをつないでひとつの大きなまち

を作り?必要な公共施設を考え，緩く場所を皆で話し合

って決めた。その後 1 よりよいまちにするために，金沢

市で行っている整備手法などを総介 L，まちを改善する

ために 3 グノレーブでそれぞれのまちに手を加えた。最後

に再び大きなまちにつなぎ合わせて，工夫した点を発表

し合った。

( 5)参加者の評価

終了後1 参加者にアンケートを行った。主な結巣につ

いて表 4-3に示す。

子ども達のワークショップへの評悩は良好であったと

いえる。第 l部， 2部，c'E体とも?ほとんどが「楽しか

ったJ，r商白かった」と評僻しており》全員にある程度

の満足感は得られたと考えられる。 rその他」や「面白く

なかった」理由は r家的作成より話し合いの方が楽しか

った」や !;I芭見の調整で思い通りにできなかった」と答

え亡おり r楽しかったJ壊由にも「皆で話し合って決め

ていったこと」が多くあげられていた。また?高学年ほ

ど， rまちづくりの工夫や難しさがわかったJとう内容の
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5，9 事加したくない 。。。
17 100.0 計 11 100，0 

12 70，6 
WSい凋ろ催い方ろ法な校の希区の援(子多供肢が選集択ま)る場所

4 36.4 
4 23，5 地元(r~ I2D 3 27，3 。。。学校行事(参銀、 PTA) 3 27，3 
1 5，9 半日や1日のWS 3 27，3 
17 100，0 ひとつのテーマで綾数回の学習会 4 36.4 

その他 9，1 
6 40，0 計 18 163，6 

6 総合学留への導入Lついて
5 33 よし、と恩lう 9 81.8 
1 6，7 よくないと思う 。。。

6，7 どちらでもない 9，1 
6，7 わからない 9，1 

15 100，0 言十 11 100，0 

地域や学校の活動への害加
よく参加する 4 36.4 
待々参加する 5 45，5 

あまり参加しない 2 18，2 

まったく参加しない 。。。
昔十 11 100，0 

感怨、が出ていた。このワークショップで子ども逮は}模

型の制作を通してまちに必要な施設や景観整備の考え方

を知るだけでなく，皆で話し合って一つのまちをつくる

ことを楽しみながら学習できたといえよう。案内の入手

経路をみると r学校でもらった」自主的参加と f毅に来

るように言われたj半強制約参加に大自りされた。しかし，

WSの評価ではどちらも参加した後の満足感は向様であ

り，まちづくり学習の場に参加させる機会を作れば，容

易に楽しみながら学習することができると忠われる。

大人の評価では，回答者全員が fまあよかったJ，rよ

かったj と答えていた。今後の参加意志についても}ほ

とんどが参加の意向を示しており， 定の評価は得られ

ていると思われる。希望する開催方法では， rし、ろいろな

校区が集まって」や「地元J，r学校行事Jの開催 1 また，

r 1 r自のWSJや「複数回の学習会j がそれぞれほぼ同

数であった。参加者は皆，地域や学校行事にも比較的よ

く参加する人達であることから，いろいろな開催形式に

興味を示しているといえる。また，学校での「総合学習j

でまちづくり学習を行うことをほとんどが「よしリと評

価しており j 学校での学習に期待する意向が何われる。

(6 )市民活動における課題

市民グノレ』プの課題は，軍基金不足と参加者不足である。

活動に必婆な経費は，現復，各種助成金の申請を行って

いる。しかし，地域や自治体に依存せず独自に行ってい

2叩2年{主総研「住まい・まち学習」実践報告論文集3



る活動のため，必要経費の確保に毎年苦慮しており，継

続的な資金の確保が課題である。また g 参加者の募集に

襟しでも，広く募集を行った部には参加入数が集まらな

かった。学校や地域の潔解が得られない，あるいは学校

や地域の活動iこ協力したくても?行政以外の地域外のグ

ノレープに対するよ祝賀を得るのは難しく，独自に行う活動

には磁界がある。行政の支援により活動や募集の案内を

広報する，あるいは，特定の地域や学校と連携した活動

が行える環境をつくるなど?今後も活動や募集の方法を

検討してし、く必要がある。

5 まとめ

子ども逮に対するまらづくり学習の金沢市における活

動実態と，それぞれの活動の場における照題点，課題に

ついて明らかになった点を以下に示す。

くか白域に関わる学習や活動の内容について，学校では主

に社会科の学習内容に関わった調査などが多く，課題

の解決のための計図や発信など実践約な内容が少な

いn ノ止決館(地域)では，逆に踊りや美化活動など実践

的な活動が多く， J由岐の調査や評価などの内容が少な

。、し
学校や地域の課題では》準備の待問不足のほかに，具

体的方法に関する情報不足や指導者がし、ないとして

いる。そのため?行政による支援を望んでいる。

C雲市民グノレーブの課題では資金不足と参加者不足であ

る。継続的な資金の確保と 1 参加者募集のための有効

な方策を必要とし亡いる。

行政;こ望まれる役割は大きく日つに分けられよう。す

なわち，人材?テーマ，資料などの情報の提供や資余面

での支援など f行政の直銭的支援J，'苧校と地域，市民グ

ノレーフ。などの f協力体制づくり J，地域住民の学鷲意欲や

参加:意欲など f関心の向じである。また?学校と地主主

の連機により!必要な知識の習得から}まちの調査，評

鏑?計凶，提案と行動までの 連のまちっくり学習が可

能になる。さらに，小学校から中学校と継続的な学習を

:ff'うことによりヲより高度な学23も可認になる。今後ま

ちづくり学習を穣棟約に進めていくためにはj 学校と地

域の連携が必要であり 3 行政の仲介が重重要な役割を占め

ると思われる。さらに，行政と学校，地域，活動グノレー

ブの仲介役となる NPOの存在!.J~必要となろう。

本研究で行われた議査・活動は g 平成 12年度金沢市

の地域研究助成 3 平成 13年度北陸建設弘済会「北陸地峡

の活性化Jに隠する研究助成によって行われたものであ

る。ここに記して謝意を表します。

くj主〉

1)例えば?浜松市元減小学校のE富山先生， 1人にやさしいj

まちづくり，

(加p:lJwww5a.biglobe.ne.jp/-jubi1o/mati%20index.htm)， 

水俣市小林先生 1議祉の学習を組み立てる1，

(http://www.d5.dion.ne.jp/-p i c出 so/3nenhukusi.htmO，

広島県沼隈町の馬鹿原先生， 1人にやさしいまちづくりム

(hロp:1/ww4.tiki. ne.jp/~twins 11加tomy部副iimatidukuri.htm)

2)金沢市のd、学校で使用している生活科(光村部書出版)，

社会科(東京芸書籍)の教科書を参考にした。

3)社会科の教科書では1 第4学年で， 1億康で安全なくらし

のためにJの章で水?ゴミ?消防1 交通事故に関する単光

がある。第 5学年では， 1私達の生活と食料生産Jで括本

の農産物について私遠の生活と工業主主藤Jで伝統工芸

品に関する単元がある。第 6学年では 1日本の歴史1， 1弘

達の生活と殺治J，世界の中の日本jの章立てになってお

り，歴史と公民lこ関わる学醤が行われている。

4)身近な環境と子どもたちを考える会?

(http://www.kanazawa~gu.ac.j p/-babasaki/mijikana.html) 
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住まい固まち学習の総合的な学習での築購報告 長谷川雅浩利

治由美総本2

キーワード 1 )住教育， 2)まち学習， 3)総合的な学習， 4)家庭料， 5)子ども

1 はじめに

文部省では耳目見 10年7月の教育諜程審議会答申を受

けて，完全学校週58骸の下で rゆとり」の中で「特色

ある教育」を展跨し，児童生徒に自ら学び自ら考える「生

きるカj を育成するため，各教科及び「総合的な学習の時

間」で体験的な学習，措j題解決的な学溜を充実することと

した。また r総合的な学習の時濁」では各学校が劃l滋工

夫を生かした教育活動を展罪悪し，特急ある教脊，特色ある

学校づくりを進めることとした。

暮らし，住まい，まちを学ぶ住教育ではEI頃の暮らし，

身の回りの環境などに巨を!蒔け，住まい手としての知識，

能力を身につけ，豊かに主主らしていく刀をつけることがひ

とつのねらいである。これは総合的な学習のねらいとする

ところの生きる力の斉成と重なるところが大きいと考え

られる。そこで， 2つの小学校で総合的な学習の時間に行

った住まいの体験学務の実践を迭して総合的な学習のテ

ー?として0:住教育，住教育のE塁側方法としての総合的な

学習について考察を行った。

2 住まいの体験学習プログラムについて

はじめに，今西の綬業実践で使用した学留プログラムに

ついてふれておきたい。我々はこれまでに子ども¢持から

住まいやまちに総心を持ってもらうことが，高い伎意識を

持つ大人になることにつながると考え， rf土まいづくり体

験塾」を実施し，そこからより多くの子どもたちカヰ主まい

について体系的に学べる機会を作っていける可能性が最

も高いのは学校であると考えた。またE見f干の学校教育では

家庭科を中心にいくつかの教科に住まいやまちに関連す

る内容が見られるが，住宅・住環境を寵接扱う教科はない

こと， II似品性に配慮した適当な教材がないことなどが分か

った。体系的に構成された学習プログラムや，住まいーま

ちに対する関心を高める学醤プログラムが必要であるが，

現状の学校での住まいやまちづくりに関する学習の実施

状況から考えると，子ども，教師とも「まず取り総むことJ

「関心を高めること」が必要と考えられ，住教育への取り

組みを促進するための教材として r興味・関心を引き起

こす」ことにねらいを鷺き， f本軍買をゆ心とした学習プログ

ラムの開発を行った。

この体験学習プログラム集は，教摘の手引き議として利

用されること，家庭科に絞らず各教科との関連で総合的に

実施できること，住まいの士自滅生を考慮し北海道で実施さ

れることに配慮し，豊富り込む内容としては，住まい号'fi環

境に関して子どもたちに基本約に身につけて欲しいこと

に絞り込んだ。人が募らしていく上で江主まいや環境の役

割のこと，住まいは暮らし方や気候風土と深く関係してお

り工夫して住まいを使ったり暮らしていくことが必要な

こと，環境問題，高齢社会など{主まいは社会と深く関わっ

ていること，住まいづくりは1住民或の人や産業が支えている

ことなどである。これらを務理し 13のプログラム集とし

てまとめた(表 1) 0 1) 

今切の総合的な学潔での実践ではこれを下敷きに指導

案をf乍成した。

表1 体験学習プログうム集の構り成

く住まいとは何か〉

1.いごこちのよい家を考えよう

く北毎週の住まい〉

2.北悶0:主まい発見J隊
くくらしと住まい〉

3.王塁本塁庄家をつくっちゃお?

〈住まいのはたらきとくらし方〉

4.寒さを防ごう

5.換気と通風ってf可つ
6.バリアブザーって倒つ

7.地U震から身を守ろう

8.太陽を活用しよう

9.くらしのゅの音を探そう

く{主まいと社会〉

1 O.地球を人切にしよう

1 1. ~まをつくるしごと

1 2.まちかど探偵団

1 3.人にやさしいまちって何つ

3 小平小学校の実践授業

小平羽fは日本海沿岸の人口久600人ほどの農業を中心と

した小さなまちである。まちのスローガンに「福祉の自I

海と太陽と緑の議」を掲げており，これを今回の授業のテ

ー?として，小平小学校6年生の子どもたちが福祉と関連

づけて自分たちの暮らす住環境を見つめ直し福枚への滞

解を深めることに取り絡んだ。実践授業の概要は表2のと

刊
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表 2 実践授業の概要(平成 12年度)

隣と緑の恩」の「檎栓」に注目して子ども遼に質問し)今年疫の総合学濃のテーマア

J I快適な住まい方〆安全な住まい方Jr環
境を考えた生活」を学習する。

a住宅と社会とのつながり?各家庭からの葬らしの広がりゃ，木造f上宅ができるまでを!絵

やスライド?住宅建材見本を使って講義を受ける。

・住宅が建てら才る工程頗や，初めて部くf電気コンロJの話，普段では見えなし守遣の中

のこと?断熱材がガラス繊維でできている話に興味を持っていた。

③断熱材・タト壁材・ベアガラスの実物に触れたり}材料の漂う箱を使った断熱実験者行う。

20Wの電球を暖房機に見立て， Ir草紙JI段ボールJI発泡スチロールj0う中に置き!電球

を一斉につけてその混度変化を比較する。発抱スチローノレの箱には隙間のあるものとな

いものをJIj監した。

'4つの籍を使った断熱実験"'1立!短時間で温度差が現れるので!興味が高まっ1U
興味を持っていた断熱材や外援材に触れ!理解を深めてし、った。また実験に使った発

泡スチロールと断熱材が似ていることに気っき，より理解が深まった。

文7ーを書く，本を読む!走る?階段を上るなどの体験，

目をつぶってr校内を歩くJI落土した物を拾うJなどの全古体験と，車精子走行体験を過

して?高齢者や障害者の気持ちゃ苦労を知る。

高齢者の擬似体験では階段昇降の大変さ手すりのありがたさに気づし、た。

・全盲体験では見えなし、ことの不安さに気づき，あったら良しものを録業できるようiこなっ

士三。

車いすに乗ってみたいとしづ興味は?普段通り動けないことから歩行できることの素嫡ら

しさに気っく体験になった。

③高齢者・身障者のJ疑似体験を踏まえて}班員の 人の家を題材に住まいを娠り巡り}家

の中で高齢者や障害者にとって使いづらい笛所をあげ?自分遣の伎宅で改議できること

はないか考え7 専門家が評価する。

-擬似体験したことで，なぜ改造するのかを漂解したよで具体的な提議をすることが出来

たつ
家の床が滑りやすい!蹴きやすいなどの普段の生活から気づいたことを，改めて自分遠

の家の問題点として考えることができた。

自分迭のまちに出て!小平町の福祉について瑛毎に調べ

る。チェックジストをつくり!まちを見て歩く他に，老人街祉施設や福祉関連施設の訪問!

町民へのアンケート?町長へのヒアワング調査を行う。

-老人海社擁設では高齢者と交流を行い，施設を身近に感じることができた。

.自分違で考えた質問やチェック事墳を，積極的に聞くことができた。

-家σコノミリアを改装するいろいろな方法を学留したあとで施設に行ったため，手すりやス

ロープの意味を確認しながら見学することができた。

②調べた内容を発表し合う。

③調べたまもの発表を振り返り r小平町は福祉のまちとし、えるかjとしづ原点の課題に立ち

戻り!検討した。(公務研究授業)

・老人施設があるからしW、としづ考えから?施設にも街題があξことなど自分遅が識へたこ

とに自信を持ち?多数の意見に流されず発表できるようになった。

まちのよし、ところ?悪し、ところをあげるだけでなく?前向きな考え方や方向性を示唆!福

祉にとって何が大切なのか考えた。

・まちの問題点や改善案の楼案だけでなく，自分逮にもできることを考えられるようになっ

た。
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おりである。

(1 )子どもたちの様子

「福祉とは何古うから始まった授業では，議iベ学習が進

むにつれ，福祉に対する対J母子や興味がなかった子どもたち

も次第にEお心を高めていった。福祉と住まいやまちこを結

びつける前に家庭料で住まいについての学滋を行い，その

ときにはタ部講師が実際の建材などを見せながら家が怨

てられる工程の説明や，断熱生能lこ濁する;l!i，¥検などを譲り

込みながら北留の家の説院を行ったことで村一まいに対す

る腐心も引き起こした。また，高齢者平降客者の疑似体験

をふまえて自分の住まいのバリアフリーについて調べた

ことで，いろいろな潤怒を告分のこととして考えることが

できた。まちに出ての議べ学習では，自n有の福ネ止施設，町

民へのアンケートョ役場での罰7長へのヒアリンクーなど，そ

れまでにない積極的な行動を見せ，終わるまでには福祉に

対する自分の意見を持ち，これからどうしていけばよいの

か部向きな考え方や方済問を示すまでになった。

(2)総合的な学習のテ マとしての評価

この嫁菜では総合部な学習のEJI票として「自分の考えを

持ち，自分で判断し，実jjを次に活かす」ことを設定して

いたが，福社をテ マに住まいからまちへ出かけて学淫す

るプログラム内等は，それを実現するものになっていた。

はじめは，福祉に対する知識，関心はかなり低かったが，

学習が進むにつわは華々な体験を綬て，自分や身近な問怒と

して捉えられるようになっていた。;白融合占，陣答者の疑似

休寄金は，知識や情報だけでは伝わらない，つらさ，怖さの

{本験ができたことで，自分の家，学校，まち0'様々なパリ

アに気づき，そのili1:醤策を提案するまでになったD

住まいやまちというテーマが身近であること，生活にふ

り返って考えてみることができることが，総合的な学習の

テーマとして効果を仁げやすいのではないだろうか。

(3)教科の連携

教科で学んだことを再確認する，あるいは実際に向かに

生かされることを体験することは子どもが学裂の意味を

竣解するうえで重要なことである。この授業では総合的な

学習の時間の隠に家庭料の住まい学習を挟んで，住まいと

福祉の識べ学習で学んだパワアフリーについての関逮づ

けを行った。このことは，家庭F斗を単独で行った場合より

住まいへの興味が高まり，身近な暮らしへ意識をJlli:kさせ

ることができたと思われる。

( 4)外部講師の開つりと教材

外部講師として住宅の専門家が綬業に協力して，専門的

なことを霞接児童に教えたり，本物のil宅建材を鰐吾、し寵

接さわってみるなどの体験を盛り込むことは，子どもたち

にとって刺激の多い経験になった。本品写真などの資料だ

けではなく，実際に触れ，自で縫認することができる数材

があれば，子どもたちの興味・関心l立高まる。例えば「ベ

アガラス」などの見本があると，写真で見るより大きさや
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111さ， ~，1{感を実感できるため子どもの理j解は得られやすい。

グラスウールをえたことがある子どもは「これは近くできま

を建てていたときに使っていたJとその存在と役裂が結び

つき，他の子どもたちにも刺激が広がって行った。また外

部講師が話しているときには子どもたちの関心が溺まっ

ていた。住宅の専門家に取らず，教務以外のいろいろな人

と関わることは，興味・関心を高めるきっかけとなる。

(5 )高齢者揮害者の疑似体患者

高齢者擬似体験グッズを借りて子どもたちがそのつら

さを知ったり， E3をつぶっての全高体験は大きな刺激とな

った。怖くて当をつぶることができない場合でも，なぜ怖

いのか考えることができた。このような件数は絞まいやま

ちの問題点、を把握するだけで終わらず r介E約される伐に

なってみて人に動かされることの不自治さを感じた」り，

総設や設備での対応の必要性に加えて「手伝うJr声をか

ける」など人の対応のZ重要性に気づき r自分迭にできる

ことは伺かJを考えることに発後させることができた。

疑似僚級グヅズは効果的ではあるが，認逮，装着にかか

る待問などJ史認もあり，目隠しによる全富休験，問手を使

わない雨上段麻鱒，事いすでの下鼓麻湾の体験などの餓f更

な方法もあり，授業江教材は改めて作成やIII替、をしなくて

も，工夫次第で効果的な学習認を行えることが確認できた。

(6 )1也J"，との3EJft

授業ではまちの中のバリアの実態認炎や補祉施設の調

疫に出かけ，まちの福枝への取り組みを調べた。事前に迷

絡していた役場や縮政での対応は良かったが，まちゆく人

へのアンケートでは断られたり，総心のない返事が返って

きたりと，子どもの意欲をそ寸ようなこともあった。なお

今叩江総合的な~T:潔とはB'Jに，学校では老人福tjt占領主との

交流を行っており，そういう活動との連携を図りながら進

めることがより効果的な学習へとつながるであろう。

4 岩見尺小学校の穀主授業

E兇沢市i立北海道の中央郎に位援する人口和， 8-5，000人

のまちで r生き生きとした緑の中の安全・健康・文化都

市」を目指す郁子↑J像としている。冬季は寒さはそれほどで

はないが需が比較的多いところである。ここでは住まいに

求められる役割や機能など機々なことを考えたり調べた

りしながら，それを生かして自分たちの希繋¢住まいづく

りに岩兇沢小学校6年生2クラスが挑戦した。実践授粂の

繍主主は表3のとおりである。

(1)子どもたちの4量子

番最初に行った「どんな家がっくりたいか」では，露

天風呂，ゲ ムセンターがあるなど現実感のない夢を語る

子どもが多かった。住まいの中で出心t患の良いところとそ

の礎自を考える授業のところから，住まいに求められる校

能や機能，うるおい，ゆとりなどに気づき，それをテー?

としてグJ，ーブ。毎に調べ学謎に入っていった(表4)。調

2002年枝総研「イ主まいまち学習J実践報告・論文集3



表 3 実践授業の概要(平成 13年度)

出E匝~iíl'J]隆司慌b~~~，当該軍竜副

(!l自分にとっ亡居心地のよい家について考えたあと家iこ持ち帰り 7 家按の意見も合めて発表する。

③発表した法心地のよい家に関係する事柄?要素を黒絞に書き出し?教姉が子ども達と話し合いながら似たようなものを分類

する。
J断熱Ir換気Jなどの住宅性能だけでなく， r大きし、縫があるIr広川董路が近しリ「プライパ、〉が守れるj等7 多様な意見

が出ていた。

缶融鑑融問m画監F輔議輩出割

(!)分鎖したI居心地のよいと感じる事柄jの中から興味があるものを選んでグループを

作り?グループ毎iこ調べ学習を行う。
競べるための資料は少なく?内3手が難しいため!読解するのに大変苦労していた。

・断塑や音の実験，身持章者の凝似体験 7 住民へのアンケート?インターネットの活用
など多様な方法で謁ベ学習を行つ}可、た。

②競べてして中でわからなし、ことや疑問を 1 講腕に質潤する。

外部の専門家へわからなし、ことを質問する自は真剣 173より興味関'L'がi喜iまった。
外部の専門家は子ども遣でも現解しやすいき買現で，身近な例えを』げながらわか
りやすく説明していた。

crさらに調べ学習をi葺め，わかったことを模渚紙にまとめム

る。
ィなどに対する住宅の工夫や，バリアフリーは物的なものだけでなく人の心が大切であるなど?調

[!量痘艶甑謹霊魂趣霊童画
否荏三to)大きdキ汐}ランの描吉方のポイントを講師が説明する。

②1五毎に住宅を計画するにあたっての希望をまとめ， "詩的iこアドハイスをもらいながら家
の間取りや形を考える。土地は南|ヒ道路に商したに東西6区画づっとし!大きさ，Jj位
は全て同じとした。
居心地のよい住宅の各要素について調べた子ども逮が分散寸るようにグループを作
り!各自が調べたこと，自分迭の夢を盛り込みながら住宅を計鰯した。

③平面認を描く。

-子どもi章の希望を活かしながら?講姉が各部屋の大きさ等を確認し，時間内で作る
ことが Fきる形に誘導しながら 1/50の平街路を揃ν、た。

、ながら!庇毎に考えた住宅の減税を作る。
-使し、慣れなし、カッターや材料に最初Jは戸感し、があったが， '7'くに慣れて夢中になっ

亡作業していた。

・屋根lこ天窓がある家が多く J 講師が子ども遼に完成後をイメージさせながら作り方を

指導したe

-南に冗きな窓のyifi照!北に物置やトイレを配置するなど方位を意識したり，バリアフリ

ー，セキュリティなど，学脅したいj容を蟻り込んだ住宅をつくっていた。
-家の中に瀧び場があったり?露天風呂!運動場，プールを併設するなど，子どもらし

い夢もたくさん盛り込まれてし、た。

、た発表用資料と伎宅模型を使って7 作った住宅のポイントを発

表する。

③暮らしと住まいに潤わξ様々な要素に気づく。
収納をたくさん作ったり?ブーノレから露天風呂への動線が考えられているなど?その住

宅の工夫を発表した…
・クラス毎に発表した後 7 どの住宅に住みたL泊三投票し7 またその理由につい亡発表
し!居心地のよい住宅には様々な粂件が関わることに気づし、た。
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バ学習では，資*'の不足，難しさに帝労しながらも，専門

家への質問などを経て次第に子どもたちなりに住まいへ

の理解を若者めていった。ある斑では自分たちの発案で校外

に認べに出かけ近隣の罵住者へのアンケートを試みるな

ど，かつてないほど積極的な屈を見せていた。住宅プラン

の作成では調べたことを惑り込みながらつくることを照

待したが，思うように形にまとめることはなかなか難しく，

また空路の大きさの理解と図混とが不自主し現実的ではな

い大きさの住宅になっていったO それでも模型¢下成では

つくることのよ長しさを充分に味わいながら集中して作業

に取り組iんでいた。
表4 誠へ学習のテマ

B 竹組

セキュリティにぐ〉し、て

(2)総合的な学溜としての評価

住まいは様ヤな機能，役割が総合イむされたものであり，

さらにゆとりゃうるおいといったものまで求められる非常

に+鍛量なものである。「居心地がよい」ためには住まいに何

が求められるかを子どもたちに問いかけたところから総合

的な学習としての取り組みが始まったが，後ヤなキーワー

ドが治され(表5)，それを調べて理解することが子どもた

ちの好寄心を満たし達成感につながっていた。「住まいの

表5 屡心地の良い家配条件として出てきたキーワード

大きな庭が長る
・広し嵯地
ペンギスカンができる
逗外
-大きな道が近い
・唐が近い
・景色(1討がよし、

-暖かい(暖房器具)
.寒さ防止
・八ランダがある
.台所が丘、い
・スk道代がかからない
.除雪崎実特有)
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ことがだんだんわかっていくことが楽しかった」と疑問を

白ら調べ追求し，理解していく過程の楽しさに気づいたこ

とは総合的な学溶の趣設にあっていたといえる。

(3)教科の逮携

学校では「総合的な学習を教科の発展と位諜づけていた

が，家庭科の綬業で談窓をみつけ，総合的な学務で深めて

いくという点で今回の授業は大変吉明睡できる。教科とは関

係のないところから総合的な学習のテー?を設定すること

が多くなりがちだが，教科で学んだことを深めていくこと

で子どもたちの身に付いていくのではないか」と話してい

た。学爾してきたことの意味を確認することでよりいっそ

う学習E効果が高まると忠ゐれる。伎まいを学ぶことは教

科横酪「的プログラムとなり，総合的な学習のテー?として

ふさわしいものといえよう。「関こにや家庭科，理科など各教

科の授業だけでは指導要領をこなすだけで精一杯なため，

このような学留を各教科で実施するのは難しい」という話

からも総合約な学習での絞り総みにふさわしい課題である

といえる。

(4)外部議締

今回地元の建築士3名に協力してもらって捜業を進め

た。認ト文学習の段:，皆では子どもたちが総べて疑問に思った

こと，調べられなかったことなどに答えてもらったが，的

確に専門的なことを分かりやすく説明したことで，爽味が

持続し'芋習が深まっていった。模裂をつくる段階では授業

が進むにつれ本職のすごさが伝わったのか「本当の設計士

になって本当の家をつくりたしリという感想を持つ子もい

るなど外部講師の影響は大きかったようである。学校溺も

「授業のねらいのひとつに達成する過程のゆで侭か人間

的な資質を身に付けることがあり，外部講師とのふれあい

を通じて本物にふれることの火切さをま日らず知らず気づ

いたようだ。ふれあいの場が必要だと感じた」と話してい

た。

(5)教材資料

子どもたちがそれぞれ興味を持った課題をグループ毎

に行った調べ学滋では，たやすく理解できる子ども向けの

適当な資料がなく苦労していたが，専門家に質問するとい

う場がそれを織っていた。用意した質偲にとどまらず導門

家の説明がさらにあらたな疑問，興味へ進むこともあった。

学校の図察室には住まいに関する本が少ない上に，積雪寒

冷への配慮を解説してある子ども向けのものはないため，

今後子どもにわかりやすい資料の整備が必要である。

インターネットでの検索を諮べ学習に取り入れてみた

が，子どもには検紫キーワードがなかなか思いつかず，検

索にかかったホームページがあっても，適当な情報を持っ

たものが非常に少ないなど難しさがあった。子どもでもわ

かりやすいホームベ ジの整備が必要である。

(6)模型作成

僕型作成ではグループのなかで分業したり協力したり
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と協働しながらものを作り上げていくことを学んでいっ

た。 E時間に追われながらも段々な工夫を様り込み，夢の家

を実現させようとする子とやもたちの意欲は失われなかっ

た。子どもたちは，住宅平面おに表してみた自分の理想の

家を r機型として現実的な形に表すことが難しかった」

と答えた。しかし「理想を立体として気感できるものにし

たことが楽しかった」とも答えている。 1[5になっていくこ

との喜びと形にしていくことの難しさの尚ガを感じてい

たようだ。

(7)継続するための課題

拐当していなかった孝対前遠からは「大変そうだが泊白そ

うだ」と興味を持たれていたが，初当教諭からは「今後自

分たちだけでやるのは難しいのではないか」など消f亜的な

感想が出された。*圭験を緩むことで解治されることかも知

れないが教員への情報提供やより取り総みやすいプログ

ラムへ¢修正といった支援も必要である。

今回は集'l'的に 1ヶ月の隠の中で笑践したためと，外部

講師のE程諮整のためなと官寺閣に追われることが多かっ

た。総合約な学習でやっていくには子どもの興味関心が広

がっていくことに対応できるよう，時間的に融通性を持っ

た授業iil盤iが必要であろう。

また、「 年で終わるのはもったいないので，他学年ま

たは毎年 6年生が実施できると良いJr専門家の関わりを

考えると当校だけでなくいろいろな学校でやった方がよ

い」など，学校から継続的，普遍約な授業展開の要望が出

された。そのためには「授業をサポートしてくれる外部講

師など州本制づくりや，市教委としての支援が必要」であ

ることカヰE摘された。

封世話或の建築士会などの支援する側と，それを求める学校

とを結びつける仕組みづくりが不可欠であろう。さらに積

極的に外部議部に授業に参加してもらうためには，実E長経

験者を増やすこと，俊業実践を建築関係者に広報する必嬰

もある。

5 総合的な学習での住まいまちづくり学習

今回，住まい・まち学習を小学校のJ受業として総合的な

学習の時間に実掬したわけであるが，総合的な学習のテー

マとして住まいやまちを見た場合，大変効果的なテー?に

なりうることが確認できた。住まいやまちのような生活に

密着したテーマから課題を見つけ調べていくことは興

味・関心を持続できることに加え，学習、体験したくこと

を生活の中で実践、解決，改善していくことも可能であり、

キ2北瓶直立寒地主宅都市研努烈居住科学部主生法制服J{J臨員
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総合的な学習の成果を実体験として綴み三重ねていけるこ

とになると考えられる。 住まい・まち学習を学校で実施

する方法としての総合的な学滋じて終潤は，教科0)君主~lでは

取り組みきれない広がり，砂」重性をいかずことができるな

ど，これもふさわしい組み合わせといえる。

6 住まいまち学習の士樹立Iでの展開!こ向けて

筆者らが主主教育に取り組みだした背震は市民の住意識

向仁が豊かな住まいづくりまちづくりに必要な条件であ

り、それが行政認定皇であるとの訟識からである。そのため

地域十生鎧かな多様な住教育の学校、士主将Aへの定着を最終的

な日襟としている。 2つの事例をふり返ってみると、授業

のテーマや進め方は様々あろうし、今後も発f設させること

ができょう。しかしそこでは専門家の協力が不可欠であり、

脳或に人材育成、仕組みづくりが諌躍といえる。

岩見沢市では今回の経験を過して教育委主主会、学校長も

総合的な学溜でa住まい まち学習に理解を示しており、

地先建築士会も地域貢献が諜鐙となっているなど連携の

環境が繋ってきた。そこでこの綬業実践のあとこれらを結

びつけるため、地元主体で凶のような組織の立ち上けそ提

案している。

実総体制 ]傘罷争

又f震

推進会議

鐙築士会

"脊安員会

教衛研究'Tr

鋭校

(寒地住沼郡号研究所)

一一一…
寒地住宅

都-m研究所プログラムI!Iヨ庭

教材作成

際業支握

研修会

関1地域の住教育推進体制

このような地域に根ざした住教脊の{士総みづくりが今

後の住教育の普及における鍵となろう。

く参考文献〉

1 ) 長谷111雅浩fl!!:北i/ij;道における伎教育の取り組iみ r住まし、

まち学習J論文集， p59-64，財図法人{主1宅総合研究財EJj，

2000.6 

& 
判 jti島藍立寒地主宅都市澗究所居(訴件前

住生2市ヰ長

学校や地1或ての実践を通して住まし、やまちの
学習についての方法や士紘みづくりについて
研究を行いながらそ¢普及に取り絹んでい
る。
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2.2 地域の学びづくりの取り組みから





fわれPJ 2年自の進化

一東京都杉並区松ノ木小学校での取り組みー 山III I青

キーワード 1 )子どもの主体性 2)市民ワザ 3) ;意思決定 4)アヱアな関係 5)人権

1 はじめに

昨年度の f住まい・まち学習論文j で iW子ども pH
から『われp.lへj と題する小論を警かせて]郎、た。そ

こでは近年の青少年を取り巻く多くの問題は、都ftifls)

急速な進行に伴う需品係障害に要因があると位置付けた。

そして社会の様々な部分でfl1J係性の修復が求められてお

り、寄望者の「まちづくり j の涼点が隠係をつくり直して

いくところにあることを述べた。そのために取ったのが

小学校における授業での取り組みである。

2002年度からの f総合的な学潔の時間 iの正式導入を

目前にして、各地で地主義とのi車燃を踏まえた新たな授業

の取り組みが試みられている。議もが初めてにilIい取り

組みであるから、自]を[詩き々がらも思い通りに行かない

場街もあると考えられるが、様々な機会を活用して共に

よりよき方法を克つiすていきたいと思う。

さて、本論に入る古Iに、取り組みの経緯などの衝で他

の事例と異なるところがあるので、「われ PJの特質的な

百五を述べておきたい。

例年に東京都により「循環夜中土会に向けた学習アロシJ

Mトjの っとして水の循環という観点から f杉戒を東!，j

iこ流れる善福寺111を符ri!Y儲し、まちづくり話一動につなげ

ていく jことを趣旨にした「詩編寺川がつなぐ~人・水・

いのちj が:(.t1@され、子どもを社会の 員として位鐙付

けることを践的にした「子どもデロ〆 071-Jが誕生した。

しかし実行段慨になって予算留での事情から事業主体が

消滅するという事態になったが、結果としては推進に市j

図ト 1 われらプ日γェウトの構造

え玄玉享議集手足

遊び場づくり

地域調べ

引きこもり・不登校
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約がなくなり、自由な発怨での取り組みにつながる効巣

を生み出した。これが好評を]買吉、通称 fわれらず。γェ

ヂト(以下われP)J に続く。

こJもは社会福祉・医療事業間の子育て支援基金として

組まれた助成事業で、」五氏名称は「子ども自身を知り、

心と体を健やかに育む事業」とし、う。①遊び場づくり、

@地域競，-.:::.， (主〉引きこもり・不主主校対応を主な柱として

特1瓦iこ連携を取りながら進められており、現在は 3今年

計盟主の 2年目である。初年度はそれぞれの柱を成り立た

せるところに力を震いたが、 2年自になっとようやく紹

庄につながりができ、さらに各部門に他の地域との関係

ができてきた。そのような中で小学校と共に取り組んで

いるのが rJ白域調べ」である Q

この述。〉取り組みにおける特徴は

([1地域の側から学校iこプログラムを持ち込んだ

@複数の柱の っとして取り組んでし、る

③多少形を2をえながらも縦続的に取り組んでいる

ことが挙げられる。

2 取り組みの概要

本年度の取り総みは松ノ木小学校だけを対象とした。

それはずロンヱクトトム併!の人的、資金約百3での事情から一校

iこ絞る必要があったことと、学校とのな関係性や、学校

周波の社会的および自然的環境を勘案したことによるο

本校は若手格寺)11の F流部lこ佼鐙し、周留は伎'I':f現地や

戸建て住宅のほか古くから営みをしている簡j吉街が近く

にある。また、善福寺)11にも穏近く、沿岸は公闘が速な

り市民の主主いの場として利用されている。

本会Fはここに立地する松ノ木小学校の 4年生と 5年生

を対象に散り組んだ。

最初に学校からポされたのは、 4年生は rJ 11と仲良しj

になることを過した体験で、 5年生i土「身j[[_な環境Jに

ついて考えることが十マであった。どちらも、できるだけ

子どもの主体性によることを心がけながら、学校の授業

にプロγ ヱクトトAiJ~事前に加わり内容を掘り下げる形をと

った。そのために 4年生l土、子どもの関心の所殺をもと

にク Aトブ品分けをし、調べる内容や方法については体験を

重ねながら決めていくことにした。
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また 5年生は 4年生からの引き続きもあって、学習の

内容だけでなく、進め方についても相談しながら一緒に

考えていくこととした。

詳細は次項のとおりである。

3-1. 4年生の事例/計箇縛

4年生は 1ク7]，で 40名弱である。彼らとの取り組みは

次のようである。

子どもたちの意向収集

↓ 

調査のための計酒づくり

調査内容の検討

苦手福寺 )11体験

↓ 

善福寺)111事前調査

i 
喜善福寺)11本調書量

このような構成にしたのは過去の反省によるつそれは

昨年度の 4年生との取り組みではJI iでの潟査が 1[!:Uだけ

だったが、水lこ触れることだけで興奮し、本来の目的を

果たせず時間切れとなったことで生じた綴々な面での午、

!分さを少しでも取り除きたかったからであるつ

そのために)11に入る機会を複数lこした。

次に子どもの関心の所在を大事にした。そして調べる

内蒋や万法も子どもの考えを尊重し、7"ロYェクトトムi土、子

どもが自ら制約を設けないように「それしっていいねJや

「やってみようよj の肯定的な声かけを心がけた。

続いて、可能な限り子どもの主体性に震きを盤いたο

事前の梼立てをできるだけ減らし、失敗も成果の っと

寸るなど学校とチームに共通認識をもった。

こうやって、調査の本番の前に内等や方法、時間配分

などを子ども自身が判断するための事前調査を行い、さ

らに自分の穏心を調是正に援き換えるとどのようなことに

なるか実感するために試しの調査を組んだ。

子どもたちは個別には)11に入っている。入ったところ

での行動は男女に多少の違いはあるが、「入ってはいけ

ないj とし叶意識を超える快感をもっところに共通点が

ある。それは善福寺J11がいわゆる 3商張りで、柵がめぐ

らされており、入ってはいけなし、とされているからぜあ

る。したがって授業時燃に教師と共に)11に入ることは彼

らにとって大きな快挙なので)11では興奮状態となる。ま

た子どもたちの関心はひとところにとどまっていない。

結果として 1回の識変では形式的なものに終わりやすい。

それが昨年度の取り組みでf号られた反省点であり成果-c
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あった。

3-2. 4年生の事例/実践鎌

さで、実際にどのような経過があったかであるが、日

程il!lfこ書くと次のようであった。

1周回/9月 17日 16: OO~ 

主題z 子どもたちの意向を開く

tsf:f:から一学期の取り組み報告があった。そとでは流

域の衣!回線公園を調査し、二学期でまとめに入っている

とのことだった。今加はまず善福寺)11に入り、そこから

課題を見つけることにした。

2[回目 /10 月 2 目的合 OO~

主題=調査のための計額づくり

再び叙任との打ち合わせを行い、具体的な取り組みに

ついて意見交換をした。

3回目/10月 10日 13:20-14:(15 

主題=調べたい内容の検討

授業時簡で初顔合わせをし、子どもたちとの意見交換

をしたロ

4問自/10月 12日 1s:2()-14:05 

主題z 喜善福寺)11調査(1 )善福寺)11で何を見た

まず善福寺)11に行コた。そこで何を感じたかをもとに

次郎までrルーず分け、課題探し、調べる1Jl去を子どもた

ちで訴し合っておくこととした。

写真 3-1-1 4年生のJII言語ベ

5 (2)羽/10月23日 10:40~12: 15 

:主是皇官江主幸福寺)I i調査 (2)識べ方などの爽験

2@Hlの岩手福寺)11誠査では、調べたいことや調べ方を

確かめることが罰的であるため、子どもが考えて、どん

な準備 C)IIにはいるかを見守ることにした。そして一緒

に綴察・調査の中で村山トしながら調査方法やまとめ方な

どについて、少しずつわさ日ションしていった。
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表3-2-1 善福寺)11探検ト，~IJゲトプ (4 年生)

テーマ メンパー われp 樺護者

111田中出生倉鞠 ;主輩、安達、添a.揖岸

A， B 串本、鈴木え、吉松 筒尾忠曹

住久間磁

ザリガ
石井、小称、堀口

黒河問、山地里県、

2 
川の中町生き鵠 山地み プミ皐貴義子

C，D 
高腐、高橋、古木、盟滞

(浅鶴八枝子}

捨てられているご
溝野、長野、吉1113 みA

大拘置子 トーー

4 捨てられているご板谷‘犬木、桂1IJ~苗a 問中聖子
み8 小松、伊藤、議持、直堪

5 謹んでいた水
軸木11.大橋、加藤仏

掴罪事さ 斉藤 山包清

6 
川の溝れ速さ、 龍藤な、韓麗よ、本橋、 松題意調

理さ 調

7 晶 l加藤や、佐野、長井 壇原理也一

6回目/10月 26日 10: 40~12: 15 

王濁z 普福寺j11調 査 (3) j 11調べ本番

いよいよ)11帯電べ本番である。各クト7“とも十分とはい

えないが、過去 2回の体験は活かされていた。それは調

べる内容を、限られた時間で可能なものに絞り込んだこ

ともあるが、調交の燃の興奮状態は消え、調べ作業iこ専

念できたことによると考えられる。また、補助をした多

数の保護者が安全智理を重綱し、子どもたちへの過度な

干渉がなかったことにもよる。

3-3. 4年生の取り組みを終えて

3回にわたるJ11謝ベで rJ 11と仲良しJになれたと思わ

れる。しかし、それを通して計額した事柄が遂げられた

かについての子どもたちへの言及は、プロγェ外側からは

特にじ亡し、ない。それは大人組IJの詳備の前に、 子どもた

ち自身が自分の体験として受け止めているからである。

また、授業時間の中という縦約に彼らの思いを然潔tこ

当てはめたくなかったこともある。

4-1. 5年生の事例/計箇編

5年生はE罰語の授業から総合の待問に入ることとし、

「一秒が 年をこ才〉す 身近な環境j という単元を導入

に使うことになった。

表 4-1-1 競べてみたい環境鶴鰭

震鶴 1組 2組

空気骨，号れ(オソン理由瞳雛も含む) 6 6 

水田汚れ(川) 3 3 

野生の生物(植物司轟も含む) 10 10 

森林間競 3 2 

「一一一
コミ隣題 2 

一 未定 2 

」 昔十 25 24 
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彼らとは4年生のときの交流もあり、始めから学習全

体の計画をともに総み立てることを試みた。そこで検討

したのが fフィッシュ・本」ンJ である 9 これは計磁の検討の際

によく使われるもので、まず出発点と吾IJi主点を明らかに

する。そして出発点から到達点に向けて取り組む内容を

整理し、間にはめ込んでいく。そうして出発点を尻尽に、

至。逮点を類に置き換えると余体がまるで魚の骨のように

見える。それノでその名前がついた。

まず通常の授業で、 一人 人が身近な環境についてど

のようなことに関心があるかのアントト調査があった。それ

をもとに税佼の教師と引き出し方について意見交換をし

た。子どもの気持ちゃ関心の変化を容認し、できる限り

子どもが主体的に考えていける手法をとることなどが話

し合われた。その結果渇いたのがこの方法である。

今回は出発点が「身近な環境j である。到達点は何に

するか。勉強したことを殺かに伝えよう。それも、自分

たちで実現できそうなことを設かに。そして子どもたち

にとって身近で影響力の叩番大きい人として選ばれたの

が杉並区長だった。

図 4-1-1 フィッy，'$'→
出発点 錨指すもの 到達点

際委への撞雷
まとめ

次は魚、の骨をどう描くかσ

魚の背を描くのに、績から尻!sIこ向かつて検討した。

到達点の前にすることや検討は。 そのための準備はっ

こうやっていつも到達点、を意識し、取り組みのその時々

の位賞付けを認識できるようにした。

この手法の導入は一つの理fEによる。 つは提言の形

の7ウト7"けによる、他者からの評価以外の自己評価の取得。

二つ自は言iu樹立案時の様々な検討と、実行段階での柔軟

な対応を実感してもらうこと。つまり計爾には2段階あ

るということである。また、 IZ長への提言i土、子どもと

いう形を借りながら、市民の政策提r雪量の場をつくること

も犯いの一つだった。

もちろん子どもたちにはそのようなことは言わずに、

自分のものとして感じられればいいと考えた。

4-2， 5年生の事例/爽銭繍

1回目/11月 2日 13: 40~14: 10 
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主題ロ「身近j ってどこ。

私たちと 絡の学習は f身近つてなんだろうj から始

まった。そこには多様な「身近Jが出てきた。歩きや自

転車:で行けるところ。iElil寄館で言語べられるところ。社会

情勢の反映かテレビで自にする了7カaンもあった。それらを用

意したプ{ツh ・示日ンの周りに書き留めた。

2呂田/11月 22日 10; 40~12; 15 

2主題=r環境j つてなに。

21m 闘はクルー7'ごとに輸になり、糸1*を投 ~f渡しなが

ら身近な環境のありようについて各自の気持ちを述べあ

った。ここでのねらいはそれぞれの考えを大勢 F共有す

ることである。また、クルーγごとではあるが、発言者に

参加者の意識を集tjlさせるためと、ケ吐性を取り入れる

ことで緊張感を解きほぐ寸ことを犯いとした。

写真 4-2-1 5年生のワサショップ

3回目/11月初日 13; 40~'14; 25 

主:怒t 何を調べるつ

この告は身近な「どこJを調べるか場所決めの日であ

る。学校区の拡大地図に各白書き込んだ。地閣の外も可

とした。[豆外の線設もあったが、予定の 3時限分では時

間不足なためglJの方法を取ることにした。そしてゲトf

分けはア吋日jではなく、調べたい場所期jとした。ーつの場

所をi童う慢で免ることを過して、多様な穏類があること

と、 ムつのものでも多様な先方があるというこつの多様

性の習得が狼いだった。

候檎に i二がった場所は次のようであった。

①学校西北にある鴎IIi街

②学校東側にある公爾

③学校東側から粛に速なる喜幸福寺J11流域

Eむ学校南方から西方面へ速なる善福寺J11 i市域

⑤善福寺J11流域に広がる公醤

4U司自

日待/12月 1日 9: 30~12 : 15 

主題立さあ調べよう

4問自は身近な環境調査の実銭日である。 Toシ会エクトメン

ノピイ〉ほか多数の保護者による協力を得て、r トフ。 ~IJにそ

れぞれの鵡査をした。ここ別立場所を選んだ人数の関係

で①と②を つにまとめ、ほかはそれぞれの方部にiI:fJか

った。綬られた時潤の中で、臨機J:t変に、それなりにた

っぷりと時間をかけて眺めることができた。

調査を終えてγ'校に反ってから、ゲル4 ごとにi自った

コ→や観察した内容の報告をした。

5@]隠/12月7日 13;40~14:25 

主題=1調べたことをまとめよう

ここでは誠査のまとめをした。調査でJ惑じたことをみ

んなで共有するために、 人 人の思いを力}ドに書き、

それを繋捜した。その結果大きなくくりができ『みどり』

『生き物~ WJII~ W公罰』と分けられ、全体にかかるもの

として『ごみJがあり、その他iこ『まちJIこ分類できた。

写真 4-2-2 5年生のまとめ

日回目/12月 14日 13: 40~14; 25 

主題=まとめたことを纏認しよう

6@] 隠は提言のi3~葉にする前lこ、その内容に普漏性が

あるかをJ意識しつつ前回!の分類アペに;仁って分かれた。

ここではトマ，7J!Jfこ子どもたちの思いをぶつけ合うこと

に鋭いをおき、特に結論を出すようなことはしなかった。

7@1目/12月 15日 9;30~ 1O ; 15 

主題t 提言書づくり

ごこでいよいよ提言書づくりである。しかし割り当て

た時簡はい寺限であったのでまとめるところには至らな

かったため、特別に 1時限を当て 8凶自に提言書づくり

をす→ることにした。

8回目/12月 19日 13 守 40~14;25

主題=提言書づくり(その 2)

ここでは各十マゲト7。の執筆担当者を決め、各rかず

から出されたものから、重複している点や共通項などを

整理し、最後の提言毒づくりをした。

こうやってできたのが 2002年 1月 19日に I杉説教育
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ブ;t-7ムj 会場で杉並区長に手渡された提常議?である。

4-3 子どもたちの提言書から

震うまでもないが、子どもたちの関心はひとところに

とどまっていないロそのような中からまとめ上げた提言

蓄を読み返してみた。確かに子どもたちの言葉は探知で

ある。しかしようく耳を{漬け、 fiを凝らせばfたして見下

すことのできない言葉を発しているのが分かる。

提言書作成にいたるまでに、筆者の心に残ったエピトド

を紹介する。

子どもたちはできるだけのびのびと生きたいと忍って

いる。だからそれを阻筈するような事柄を、学?専の始め

ずは排除することを考えていた。たとえば「夕方ーになる

と公闘を覆うように飛び交うから fを滋治してほしいJ

f散歩に連れてくる犬が邪魔なので、公翻に人れないで

ほしいJrごみを捨てる人を厳しく取り締まれJr商fE衡

の道は狭いので本を締め出せj などである。

学:裂を進めていく中で、このような子どもたちの考え

は次第に変化していった。 排除の思想でl土、 f部最重を他の

場所に霞き換えるだけで舟事iJ.とにはつながら沿いことをJE

い始めたようだった。結果として発せられた fどもたち

の言葉は次のようだった。

からすを退治するというのは人間の考え方で、からす

も人間をi丘治したいと患っているかもしれない。だから

からすと友達になってみたい。

僕らも思い切って遊びたいと足、うのとおiじように、六

だって走り回りたいはずだ。だカ=ら犬をjixし宣8]いにでき

る公歯があれば、どちらもいっぱい遊べる。

コーミを捨てるのを雑だっていいと忠つ亡いないはずっそ

れにみんなほめられるのは好きだ。だ力、らどんな人でも

コ1を拾ったらほめられるようなら。:拾し、dfソンテ{ア制度j

をつくったら。

惑だって用事があって走ってるんだから、過さないの

はいけない。 だから車専用の地下道を作ってiましい。

このような議論を経ながら提言書が出来上がった。

「わたしたちの環境提言j と題する冊子には子どもたち

の言葉がたくさん詰まっている。その言葉を丹念に毘dて

いくと、次のように読むことができょう。ここで提言舎

から拾い上げたものの 部を絡介させていただく。

へむけのか]い方→自己責任の行郎、かけ

ハ」ドウォッチング→自然と向き合う思いのま史れ

害鳥を減らす→人間の行いでげ7ンスを崩した生態系へ

の関与の提案

ごみのりサイクル→人の社会的なマ7トや資源の使い方への

提案

ごみ拾いが7ンティ7

→白発的参加の意識
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111の水の汚れや…一面張りのこと

→者11市nij穏や人様のな1)'かけ

犬を政せる公隠っくり

→言十凶i論やJ.t1二の考え

街II';街での車専用の地下道

→都市計 @jや安憾の共有・分離、また7メ

二子rの確保

繰り返すが、子どもの言葉は稚拙である。また、外見

的lこは然邪気である。しかし…人 人が持っている内面

は計り知れなし、ものがあるに)11;いなし、。そうしたときに

社会や大人に求められているのは、子どもと向き合い自

分と!向き合うことで、発しようとするYット〆を読み取る

力ではないだろうか。

5 総合的学習への可能性

~様々な規制iがなくなる中で

以上、杉並区立松ノ木小学校における小さな事例を述

べた。この事例を過して、近年の社会情勢の変化を前提

に、学校と中j会の持品係性構築が新たなまちづくりへとつ

ながるための提案をしたい。

杉並尽においても学校区が撤廃されようとしている。

教育限速の様々な改革の是非はいずれ箆史が判断しよう。

ここではその議論ではなく、変わる流れにどのような取

り車iみができるかの点に絞るc

まず、学校教育に世代を超えたf土級みの導入を期待し

たい。そのために昨年度の小織で次の録案をした3

操業の内容

小学校の総合的な学習について

Q)取り総む7吋を中学生が念頭提案し、小学生lこ渡接

プレγントション寸る。

②その中学生に.<'1してアイテずィ7の繰り下げなどについ

て高校生がすが→する。

③Jj)(り組む7…マについては大学生が専門的な見地か

らハキック7ツブωする。

③ー速のず"〆エクトの制度や資金は社会が保証する。

ぬ善幸福寺J11流域の学校が、校長Eを越えて共通の取り

組みを行う。

f晃子宝のところ、このどれもが実現はしていない。 しか

し②については他区であるが、都立高校の総合学習とし

て中学生iこ対する取り組みを行っている事例があること

を耳にした。また、松ノ木小学校においても複数の大学

続生が参加をしている。都市計画と開発教育の分野であ

るが③にぽいことが実現できた。

さらに学校E互の撤廃である。学校区の撤廃については

各地で様々なZ占みがなされている。方法はともかくとし

亡、学校教育を活性化し、子どもを健全に育成できる環
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1寛を地域と共に整えていくことに変わりはないだろう。

とすれば、流域という特性をもっ学校においてはヒ淡か

らI、流まで手を合わせれば⑤が実現できるだけでなく、

地域がつながっていくことになる。

このように総合的な学習の時間は、まちづくりへの「は

じめの一歩j なのである。

6. rわれPj 3年習に向けて

筆者は、日ごろよりまちづくりに取り総むにあたり、

子どもを柱会の構成員として佼鐙付けることを鷺捜して

きた。その中で取り紛lみの機会を得たのが fわれPJで

ある.，冒頭にも述べたように①遊び場づくり、②地域競

べ、③引きこもり・不主主校対応を主な柱としてt9Jlに連

携を取りつつ進めている。これらは子どもを「大人の対

極」としてではなく、主体としていこうというところに

精神的な基殺がある。それが「われら7，γェグトj と名づ

けた所以でもある。

杉並をそテルとしたこの事業は、綿入・集ぼ1.社会とい

う3J替の中で現代が抱える課題iこ、 H"域の広がりを機糸

に、世代や時間の1車統を縦糸にして、人びとの募らしに

再びつながりを持たせようという取り組みの 伊jである。

とl土いえ初年度は関係者凋の認撃の高J(こ、それぞれの

分野での活動が精一杯だった。 2年目に入り、子どもと

大人の人権や社会参加が共有されている子マであること

が明確になってきたο また関係者間で相互に遂営を担う

ようになってきた。さらに他の事業との協同の兆しも見

えてきた。ここでその可能性を紹介したい。

現在、杉並区では社会教育セント主催の「区民大学Jで

「地域に学び、地域をつくるJと越した議箆が進行中で

ある、これは 2カ年にわたり組まれたもので、受講伎が

ず吋 7ムをつくり実銭していくとしづ極めてに日?な万法

がとられている。筆者も導入部で 議肢を受け持った。

来年度に実践される事柄は未定であるが、この講座と「わ

れPJが融合できれば、双方に車1m置が符られ、それぞれ

の事業主体としてもi画期的な成果となることが期待され

る。ただいまその五時繋をしているところである。このよ

うに市民が、地域が、共通の尽いで撲なる事業iこ関連性

をもたせることを「市民ワず jと筆者は名づけている。柔

軟な思考と先に目をやる力を失わなければ、多くの可能

性が用:註されていると考える。

7 さいごに

主審者はよく「環境教育の指導をしている iという言葉

を頂く。また、流域全体での取り組みを提案し一ているこ

ともあって、水質や生き物、ごみの分布に関する比較護軍

ままを期待する向きがある。もちろんそのことは大事なこ

となめずそれを否定するものではない。しかし、最もカ

を治ぎたいのは「環境j をより幅広くとらえることであ

る。

わが00における環境教育は自然保護にやや重きがおか

れているようである。そのことで背景にあるものを見失

わないようにしたい。

たとえば題材にしている善幸福寺J11に着隠してみよう。

審議守J11の下流部は自然度が高いとは言え、決して自然

のままではない。流域全体にj度り人の手が力日わっている。

それは、そこに何らかの議論や検討のどと意思決定があ

ったことを示す。また、都市の骨格作りや、国をどのよ

うに運営していくかということと無縁ではなしL

")J、自然との共生が言われながら、人々の共生はな

かなか1)込なわない。そこには相変わらずJ晶度な競争}fii理

が働き、 f遣や民族問にた7な関係を築けないでいる。そう

やって手にした克腐の繁栄が、実は他者の貧図の上に1説

'J交っている場合が多い。寸なわち環境の間越は人間の

行いによるもので、また人権や政治と切り離せない関係

にあるということてゃある。

この小論で総介したものはほんの小さな主し与に過ぎな

いっしかし、たった一本の都市I，JJ11を見続けるだけでも、

闘をそらさず耳を傾けていれば「遊ぶ生き物としてJr育
つ生き物としてJr学ぶ生き物としてj時には「わがまま

な生き物としてJの子どもたちが発寸る事柄に何がこめ

られどいるか読み取っていけるような気がする。
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地域で育てる学校ピオトープ・思爾倉j生と管濯活用 林ま ゆみ政1

田中光 取 2

キーワード 1 )ピオト プ2)モニ告')ンヴ 3)朝交教育

4)地域住畏 5)阪神・淡路大原足

1 はじめに

兵庫県では 1995年に発生した絞神・淡路大震災の後，

緑や生き物に対する新たな見方や価縫畿の形成が見られ

るようになった。阪神間ではJ ボランティア活動!u)やエ

コロジカノレな環境に対する関心も広がっていったο 緑豊か

なまらづくりを支緩ずるさまざまな即日活動もf計封じして

きたそのような中で!神問可fの環境局が率先して喫WJし1

小学校の校定iこどオトーア与をつくる活動7日展開すること

となった。

2 神戸市立御影小学校のピオトープの創出

震災立前から 2，3の小P判交て千九iゴ4支ピオトーブづくりへ

の取り組みが始まっていたが!震災の後?校舎の修復など

と併せピオトーブづくりへの長あ車が高まった。そのさきが

けとなったのが，神戸市東灘区江主影!J\~~佼である。

震災後の財政的に厳ししひね兄の中で;学校と PTA，t出頭L

市民がつくった手作り江判交ピオトープとなった。

市民活動グループの連携をもとに計調が進められていっ

た。小学校では校長ヰ紡高をはじめとし，生活平:や攻科の

担当教員が熱心4こ取り組み始めたのだ。

神戸で匝駅僅された第9回全国トンボサミットの後を受け

て設立された「農・都共生ネットこうべ」の他神戸ヱ

コアップ事究会j，r阪神グリーンネットJ(ランドスクー

プ復興支援会議)などのNPOも参画して協力し?児童誌は

もちろλのこと 3 父兄ペコ士官11&の祷らしがII苦動を行ってし、るラ

イオンズクラブなどの資金約援助を得ることが決定され

た。また，地元{t:業である三ツ主義ベノレトから紡水シートが

提供された。

小学校の中庭に作られた小さな水辺のあるピオトープは

1997年に完成し7 子供たちのアイディアで「森のまる池J

と名づけられたー完成式には関係した相織の人たちをはじ

めとし，学校総{!i¥者が参加し?児童らによってメダカの放

流が行われるなど盛大にとり行われた。

f森のまる池j は手作りの学宅支ピオトーブのさきがけと

して，神戸市内の学校ピオト}ブの参考になった幻〉。また，

子{共たちが「森のまる池」で虫や魚を綴察する様子は，生

活科や思科の務科書にも写真が掲載されている。

{邑の!Jゆ校の事例としてはj 神戸市選ぷ絞め名主主小判交

では田んぼの粘土を本格的iこ照いている。人的労力で池;屈

をした後，協働して粘土を貼りつけるなど、 ぞきるだけ鼠

然の素材を用いた水辺作りが行われてし、た。
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しかし?多くの!J'学校 fはビニールシートを敷設し?そ

のJ.:に粘土を張るなどより簡便な方法を用いている。 19，的

年末までに神戸市内では30校(了ピオトーブがつくられた。

写真 1 御紗j、学校のピオトーブ f森のまる池J

3.御影小学校でのそニタジング

御影/J\~対空では見陸議定してどのような生き物が生息，飛来

しているカ斗こ関するそニタリング調査を行ってき犬二。すで

に 1977年度の潟畿でも次の生き物が綴察されfこ。小さな

生き物としては?アオモンイトトンボ，アオスジアゲノ¥

アオマツムシP アカハライモリ 3 アカミミガメ，アカムシ!

アキアカネ，アゲハチョウ?アマガエノレ!アメンボ3 アリ?

イシガメ!ウスパキトンボ!エンマコオロギ?オオ}J-7キ

ワ，オオスカシノ九オタマジャクンy オンブノ¥ツタ?カワ

ニ'7-，ギンヤンマ}クサガメフクマぜミ!クマンハチ，ク

口イトトンIj~) クロアゲハy ゲンゴロウ 3 ゲンンボタノレ!

コンアキト コマダラカミキリ!シオカラトンボ!レ/

ョウジョウ kンボ?ンヨウリョウバッタ タイコウチ!タ

ニン?タ J コムユ/， ツチイナゴ他 14t~~ 水生植物で:'1 ~.tオ

オカサダモ!カヤツリグザ，ガガブタ?ガ-，2c，キクモ

キハナショウブ，クレソンj クログワ 7 イコソパミズヒキ

他 4碍ο 野鳥ではカワラ己ワ，ザギ?ンジコウカラヲスズ

メ，ノ、クセキレイ，ハンポソフワラスj ハト， ヒヨドリ 3 ム

クドリなど Pある。文::l)

モニタリング調査は次のこつの目的を持っている。 1つ

はどオト…ブを定期的に観察?記録することで水辺の管理

を行なうことである。この管理は単に鳩設管型車や縞物管理

ではなく! 卜ンボなどの悟体数ヰ〉稽干種重が多く棲J曽

を作ることむあるo また2つめは各地のピオトープのトン

ボ池々とを維持管原する人材や環境学苦手のリ ダーを養

成寸…ることである，

もちろん，環境指標となる生物制盟主流出力に調査すること

で!水質などのピオし… r'U)t和克を知り 3 ピオトープをき
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っかけに学校全体や地域の環境lこっし、て務主ましたり，考え

たりすることにつながることが持寺できる。

御影小学校を持めとするや佼ビオトープのそニタリング

調査は，月 1[面持副主集まり!以{ごのことを行ってきfι 調

査の内蒋lネ場所J 報告者，調査 ~l ，日寺!首j?目周資者!天候，

気温，水也水質ヲ鋭妻美Itc.緑!管理の記録y 特記事項など

である。表-1に{卸影小学校にえられたトンボの驚リス

トの伊jを示す。

表-1 御影4母校でのモニ告リンウ百周査結果

殺害R共生ネットこうべ

J..i!l.l!!i，]J 

4 神戸市の他の小学校!こ莞られる維持管理について

( 1 )アンケート調査の概要

これまで神戸市内には30校以上のノjペ1校などに学校ピ

オトープがつくられてきf二茨在もをお交 CHlill1や工事が進

められている。しかし，一方で， ピオトーブの有効活用や

学習の中での利用方法，適切な管理などが課題となってい

る。本.)f究ではどオトプへの利用や管理についての調査を

行ないその分析を部みた。

社会経済情説}V;変化や少子高齢化の進行iこ伴いp 教育環

境も様々に変化してきている。その中で， 21ttt紀に向け

ての教育のあり方については?環境教育?情報教育や国際

教育の必婆性や体験学留の重要'~1~澗われており j 平成 1

4年度から本格的lこ実節される「総合的な浮習ぴ河寺関」の

導入に向け!地域江特主にあった環境教育を進めるための

手法の検討や初寸づくりが必要となってし、る。

これらに対応;寸るため?①「学校ピオートーブ」の活用を

図りながら，②1t壌や校庭の樹木，生混雑草:などにも視

点をおき1 学校全体をビオトーブとして子供たちの自然学

習に役立ててくことや?⑨L判交問辺の封ら唆の自然も有効活

用していくことなどがE重要だと考えりしる。

また学校ピオトープを通じた地域との速携を強化する

ことによって，様々な場で多様な人々との交流を深め，子

供たちへの様々な学習の機会の創出すること j すなわち

f総合的な学饗の時帰」を確保することが可i誌だといえる。

以上のような視点からj 本研究では現花の学校ピオトー

プの現状と課題，授業等での活照などについてアンケート

を行った。

( i )アンケート調査内容
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まず，①ピオトーブづくりとピオトープの現欣について

たずねた。(学校ヒ、オトープの計画・施工時期， ピ万一トー

プをつくった動機，学校ピオトーブづくりで者労したこと，

学佼ピオトーブづくりにか泊、った費用F 提共してもらった

もの?ピオトーブにみられる水辺び川主物! ピオトブ潟Jl]

の樹木など)

次に3 ②ピオトーブを含むコ校庭等C'_X事l熊の状況と今後の

意向を獄い/こ。(ビオトープづくり 2 管理への参加l状況?

モニタリング調査の状況!利用状況}ピオトーブの利用・

管理の問滋点，今後のどオトーブの方向性につし、て)

さらに③授業での利用の現1*と今後の意向を 1年生か

ら6年生まて守年毎にたずねた。

( ii )簡査方法

ピオトープを設備した神戸市内の小中学校， 30校につ

いて，神戸市環境局を通じて配布・凶収を行った。

学校ピオトーア。全体については，主にピオトープを担当

している教員に代表て剖答をお願いした。授業との穏連に

ついては，学年主任など各学年の教員からにそれぞれお答

を4尋た。

言罵査時期比平成12年 12月~平成 13年1月。自己布

数30校!限収数26校，問紋率86. 7%であった。

(2)調査結果

( i )ピオトープづくりとピオトーブの現状

①ピオトープづくりの経緯

平成8年度から学校ピオトぃブの計磁施工が行われる

ようになった。平成9年度から 10年度lこ26校中 15校

が計簡を進めており，その後，施工が進められてきた。平

成 12年度に施工されたものも 6校あるが}新規計画は

段落した時期にきているといえる(関 1)。

8 口ff廼年設

7 7 園施工年度，.

6 6 
6 

5 (N=26) 
学 5

校 4

。 』
平成B年度 由年度 '"年度 ↑j年捜 "年度 その他‘不明

密-1 学校ピオトーブの計額・施工年度

ピオトーフ。をつくった動機は r子供たちに自然に触れ

る場が重要だと考えたからj が最も多く， 26校中 17校

(65%)が解答してし、る。次いで rピオトープづくりに

積極的な先生がいたからJが 14校 (54%)となっている。

さらに f他江学校や神戸市潔境局の勧めでjが8校 (31%)

となっている。

平成7年の阪神淡路大震災の後，多くの地域で水や緑の

重要豹¥生が認識されたことも，多くのJJ母校でピオト}プを

つくるきっかけとなったと考えられる。

2002年住総務「住まいまち学習」実践報告ー論文集3
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ロ針箇

関設計
l 箇絡ヱ

臨管寝 } 

眼科用 l 

サンプル数

モニタリング調査の有無に関わらず3

れる水生生物や潟辺の植裁の現状について裁選ましたとこ

ろ，主な勧告却は? メダカ 22校，アメンボ25校1

シ13校などとなっている。植物はガ"718校、スイレン 15ヲ

ホテイアオイ 15校，ウキクサ 14校などとなっている。た

だしJ ほとんど江学校がそニタジング調査を行っていない

ため1 わかりやすし、生物，よく目に付く生物に凶答が綴っ

ていることも考えられる。

ビオトーブの生物について詳しく把握していないこと

が伺えることから， Eまかな生物のヨシ自、するピオトーフロが自

然教脊のま品等iこ十分活用されてし、ないことがわかる。

ピオトープの潟辺正嫡裁は，サクラ，ワメ 3 ヤマモそな

どを中{"jこ1∞種以上の樹穏についての回答を得た。しか

しヲ多くの学校泊りP数の樹穏のみの問答に様まっており，

12校が5種以下の医答であった巧無初等の学校も8校あっ

た。 方で 63積もの回答をl翼いた学校もあったc ピオト

ーブの生物と間様lこ樹木につし、ども 3 詳しい職員がし、なか

ったり 7 十分な調査が行われていないこと治河司われる。

③J苧校ピオトープの利用

ヒオトプっくりには?施工などを中，CI二地域ZjJ、らの人

たわなどの様々な協力があったがj できてからは学校の授

業を中心に子どもたちの手IJ剤が主iこなっており!地先的人

の利用は少ない(凶3)。

特に r理科の授業や環境学習の場として利用している」

主将交が 26校中 2日校 (77%)で島も多く，次いで「子供た

ちが虫採りをしているJ15校 (58%)，r子供たちが水遊

びをしているJ12校 (46%) となっている。 rJi出域の人が

自得議見然や散歩に来ているjのは6校 (23%)のみである。

マツモム

26 

ピオトーブにみら

一一 π

11 

;国 i掴盛|輔[謹。踊措置ill緬

/dF Jぺ/4FJPFJf 
④学校ピオ緑話O/rfl鵡誌主すトープの利用 詐

一一、 -1;;;-)' '1 "/-./i'i/<'j:属:V/1AiJ]，;

モータリング5問責 マ枚数
調査したfとがある 5 
定期的に調査してしも 2 
調査したことl土ない 18 

不明

学校ピオトープに参加した人

" 

3
 

5
 

25 

また}環境教育な戸への意識がJ高まる 1+1-0，神戸市内で

の学二校ピオトーブつくのめ動きや先生方的熱意によって

ピオトーブっくりがil1'められてし、るようだ。

ピオトープづくりで苦労したことは!民間11・設刊段階で

は「専門家がし、ないJ1 2校 (46(%)，r敷j郎、狭し'J 1 

2校 (46%)。施工段皆ではや主戒を作る作業J

1 :l校 (50%)，r穴を綴る作業 1 21交 (46(見)なと

実作業が中心となっている。

特に，計画・設計段対で f参加者が集まらなiハ.1， )" ~~免

がまとまらなUリという学校ば]絞めみぜ， 1I白I段階でも

f作業員の確来j ;6"難しかったところは8校 (31%) と

なっており，ピオトーブづくりへの椋捗的な参加があった

ことカ可司える。その反関?専門家の不住や重労働なと 一

般の人たちが手作りで取り組むには難しい出もあったよ

うだ(図2)。

ピオトープの整備費用li，1 5校 (58%)が5万円以

下で，ほとんど整備費用がかかってし、なし九(表2)

地元の業者

され，施工にあたつては，キヒf交職員やPTA，ボランティア

の協力等により行っている。

儲椴ピオトープの蔵総物

どオトープができてからそニタリング調査を行ったこ

とがある，または定期的に諦望ましたことがあるのは7校

(27%)のみで，ほとんどの学校で調査が行われていなし、。

モニタソング調査を行ったことがある学校でもこれま

でに 2~3度員同室したのみである。

20 

学校ピオト ブづくりで苦労したこと

15 

13 

ピオト ブづくりで苦労したこと
(按数解筈‘サンプル数26)

12 

醤磁鍾盤掻 12

12 

10 0 

針額段百十段織で⑦専門家がいない Z

事参加者が集まらない趨1

也敷地が狭い i
④君見がまとまらない請書 i

施工段階で⑦資材の甥達醐錦織纏磁窃磁掴9

"作業員の確保趨趨瞳盟議議臨書i8

~穴を織る作業

⑧防水シト割品作業陣留置置園田7

⑤水際や池底を作る作業園置置盟盤魁趨趨醐

⑤木を植える信業臨纏醐3

('j織物や宙物を入れる作業置覆盟理'4

学校ピオトーブの劉覇費用

整備費用 回答数

。~5万円 1.S 

5~30万円 3 

30~50万円

1 4 「
50~ 100万円

150万円程度

600万円

10-2 

表-2



ピオトープの利用と維持管理爾での根君長率を， 2， 1， 

0， -1， --2.>託の 5段f藷で5平イiHiL，~iJ答した学技の平均

値をとると， r職員が忙しく?管理に手が凶らなしリが 0

9と最も高く，次いで「ピオトープを管理したり，利用す

るための資金が不足しているJ0.7， rピオトーブや生物に

詳しし骨龍員がいないため， どのように混用したらしW、かわ

からなし'.10.5となっている。

ピオトープの適切な管理・利用に向けては，適切な人材

と費用語での支援が必要といえる。

一方 r子供たちがどオトープに興味がなしリは-1.2，

f場戒の人たちゃ PTAの協力が得ら;11/よしリは 0.4で

ほとんど問題となっていなし、。子供たちゃ地域の人たちの

協力的な姿勢は伺えるc ビオトーブを支える体制はある程

度整っているといえる。(表4)

(盟)今後のピオトープのあり方

今後のどオトープのありカについて!①役骨'1.②空間?

Q管理?告別用についてそれぞれに「非常にそう患うJ(2 

点)， rややそう思うJ(1点)! 「どちらともし、えなしリ (0

点)， rあまりそう思わなしリ(-1点)， r全くそう恩わな

し、J(-2，'県)の5段婚での評{屈した

(表5)。

①ピオトープの役割j

ピオトープの役割は r総合的な環境教育の場として総

広く役立てていくこれが1.5で最も重要視されている。

次いで「授業の教材として利用することJが1.3となって

いる。毛見京，授業を中(J'(こピオトーブを汚刑してし、ること

もあり，教育面での役骨lが重規されている。;子供たちが

のびのびと自由に遊ぶ場であることJも1.1と高いο 「ピ

オトープを通じて PTAや地域の人々との交流したり，連

携を深めることJは 0.4で， j患のI質問と比較すると低くな

っている。

しかし，いずれぴ〕佼訟も肯定的にとらえられており!ピ

オトーブが多様な役割を楽たすことが期待されていると

いえる。

表 4 学校ピオトーブの問題点

②自然の豊かな""院としてのピオトープ

f現布のどオトー7
0

1こ満足J(-0.3)したり rピオトー

プをなくしたしリ(-1.4)なと守の消極約な姿勢はみられず，

fし、ろいろな生物が生患できるようなピオトープの環境

をもっとっくり込んでし、きたし'.1 (0.9)， r学校ピオトープ

に留まらず， 1古墳や校庭，ブーノレなど特立全体力1ヒ、オトー

プとなる環境改善したいJ(0.7)などの意向が強い。

どオトブだけでなく 3 寺斗佼玉ゴ本を多様な生物が生息す

る自然空鳴としていくことが皇室まれている。

③学校どオトープの管瑛

f学校総主義と子供たちで適切に管理していきたし、Jが1.7

と高し、僚となっている。

心どオトープの果たす役割の咋1で「どオトーブを通じて

PTAペ地域の人々との交減したり!連主需を深めることjが

求められているが，実際の管璃等に寸ぐに荒械の協力を期

ず干しているということではないようだ。

④ピオトープの利用・有議立百一周

校σ〉授業の中 tl ビオトーブを役立てたし、」が1.5

と高しイ直となってしも専門家の指導J は 0.9，r地域ひ

燃かれたピオトーブ.1I土0.8であった。

学4佼教育誼iでの利用を巾心としながら?封印或に!顎かれた

ビオトープづくりが求められといるといえる。しかし，ピ

オトープの富油連物についての回答でもみられるように，動

様物に島号する知識やピオトープの活用に向けては専門家

の指導などが必要をであ。といえる。

(皿)授業でのピオト…プの活用について

屋外を利用した授業を行っといる状況を明かにするた

めに，任学年毎にどの科呂のどの単元で学校ピオトープ，

校庭などピオトプ以外の屋外，~隠など核外を利用して

いるか @'1さ年者手にどの科院のどの単元で{可時間程度室タ

を利用しているのか，~J~査を行った。

授業て叩屋外の料用は?学校によって 68 時間~241 時間

とぱらつきが大きい。手土つすると，年間 130時間の利用が

みられる(包 4)。

表 5今後¢学校ピオトープのあり方

⑦今挫のピオトープの役割 ③管理由方向性
①総合的な環境教育の場として幅広

1.5 く役立てていくこと

;匂授業の教材として利用すること ο 1. 3 I 

③子どもたちがのびのびと自由に避
1.1 ふ場であること

日トアを通してPi-!
の"人三々台 との交流したり、連携を深め O. 4 

としての方向性

ゐ

ープの環境をもっとっくり
、台たい

包〉学校ピコヰトープに留まらず、花穏
や校庭 プルなど学校全体がどオ
ト ゾとなるように環境改善著した

告ピオト ブを縮小したい。

o. ;J 

O. 9 

O. 7 

1. 4 

CD学校職員と子供たちで適切に管理
1.7 

してし、き".1、
②適切な管理のために、地域の人に 。。
も協力して欲しい
@ピオ指ト導ブしの管理方法などを専門
[家から て欲しい O. 4 

[岳町たし¥川でビオト-1
7f立無いほうがし、いと思つ u 明1.4 

⑨利用 有効活用の方向性
ト…プを(1、世校(nj雪葉山中で、ピオ ，ーー一一ー

役立てたい 1. 5 

@ピオ! ブ的活用方法を 噂門家
の出張講亡座欲やし 教員の勉強会などで 0.9 
指噂し い
〈白地域的人々 が自融に観察したり、
子供たちといっし .1に学んだ叩でき

O. 8 る。につな地域に開かれたピオト プ
としたし1
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?受薬~問

図-4 屋外での年間授業湾問

屋外を利用した授業のうち， 55%がピオト}プ以外の

校内が利用されている。校外やピオトブの荊jfr詩はそれぞ

れ2害!限度となってしも(図 5)。

屋舛同手間帯万(体20)

一一ーヲFデマ一一弘J …γ I!i仰がプ;
l一一一一一」一句山由ー-ι目白-ω仰向佐伯明一一一命--田町J 回転支内 l 

i 藤総監灘諮議襲撃多機密議 腫穆醐盟.. 鋼校外

ぬ'"恥.，偽 oc町llD% 100向

図-5 震外授業の利用場所

自対司観察のためには，ピオト フ1土もちろん?校内川也

の屋外空間札また?校外の自然さす聞の鋭察も必要であるこ

とが考察され士二

!¥lナを利用する科目としては}生活}選科が7害11以上を

占めている。算数や匿諮?理科7 図工!その他の2PJ合は低

い。学年期iにみると 1) 2部生と 5年生の利用が多い。

(図的。

時間

塵外を科熔した控業時間数l!ll現)
(1枚当たり・年間130時間)

記戸そ石瓦「
35_0 5図之

監隣諸

際算数

Q笠港建担
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i
i
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1年2主 2年!t 3i1'!さ "容さ定 "孝生 6写生

図-6震外を和i照した綬業3時間

多織な利用のされ方をしていることが規J解される。さらに

環境字数まビオトーブのみならず，校内の屋外ZE間}校外

の地域夜間が共iこ料用されている。

今後総合学習などにおける京Jfflのされ方やピオトープ

の維持管理を含めた校内外の澱境保全のありかとして地

域住民が学校関係者j 児意， NPOなどとどのように刻、に

参画していけるかが課題として残る。

5 学校ピオトープ活用プログラムの実施iこ向けて

以上のような研知古果を踏まえ 3 イト後，学校ピオトーブ

を中心としながら，朝交σ:校庭全体をブイャーノレドとして利

用し，先生だけでなく地域住民がし、っしょになってき手校1ど

オトープ及び子どもたちの環境教育を支えていくことを

目指し(関 7)， r制空どオトーブ活汚ブη口グラムjの実

施が重要であると考えられる。

[互E吾亙)ヰニ=:>G主E
会進弱 年!，l:

地1Jl}jIJ，U:c，
自治治

i'T八
Fと札全会

凶-7 学校ピオト ブ夜間と際わる人のイメージ

開 ピ オ ト ー プ 胡 ブ 吋 弘 園田
「一，…=二

LT-
'" t:ot-!--プの肌聞は

L叫也ん白u包t民，.にG一てLいiれま机L川沌吻かえ匂五

7ホ依の帥敏拘鱒属

組(夏山}糊m

H 蜘時

開聞のし山川

~山!?:ご田

f一ーモ三--'¥ 

IL--数糊榊鞍駒

以上，神戸市内抗学校ピオトーブを作られた小学校を対 18-8 学校ピオトーブプログラムシート

象としたアンケw ト務3まからは?綬業としてピオトーブ;土 木研究では7 表 日に示すような学校ビオトープ筏用プ口
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グラムの提案を行った。

プログラムの実現に向けては，次のような課題があるが!

わかりヰ寸い「プログラムンート(図-8) J等をを用いて!

具体化することを医指している。

・指導者の権保?生似或{土決と川島携

・総合的な学習の待照との整合・調整?授業でO){lI:緩づけ

・時間と場君主資金等間確保

・継守啓})な活動に向けた組織づくり

自結論

以上?誠査と検註を加えてきた結果)どたのようなi高官市が導

かれる。すなわ門学校ピオトープはその創出の段潜では，学

校の教員や児童， PTAそして行政1 企業ヲボランティアグ

ノLーブひなど大勢の協力と支媛で熱意を持って作られることが

多い。また7 作られた後も子と子もたちが授業ペ勺1ftびに利用す

る鼠主が高いことが{5J土れしる。

しかし，J]¥i阜のピオトーフ。の生き物潟査や維持管理のため

のモニタリングを行っているところは少なしL また，様々な

授業て?苫周されてし、るが!正しし、生き物の総査に築J丸、たカ

ジキュラムやプログラムを組んでしも料支も始どなし九一方

で3 屋外の環境教育ではピオトープをはじめとし?他の校内

の慮外空局もそのフィーノレドとして賊寺されている。

学校ピオトープを活潟した有主主義な環境養育を行うために

は現状を犯握するそニタリング調室主校内外へと広がるフ

ィーノレド!多様なブ。ログラムに{乍成など総合的宇誤算科目をに

らんだ取り組みが望まれる。これらを進鴬してしてためには，

教職ぶなどの学校関係者のみならず! ピオトープ意;同時に熱

意をえーして協力した大勢の関係者寸なわち， PTAなどtjl1)或

住民をはじめとしボランティアグノレーブFなどじ 践がりな支援

が必要である。それらが可能にするための校内外のコーディ

ネーターの存在も課題として検討してみるべきものである。

いずれにせよ，将来を担う子どもたちへの環境に主ナ「る視

野を広げていくきっかけとして，学校ピオトープは今後もそ

σ役訟がさらに注目されるものになるだろう。

く参考文獄〉
1 )林まゆ;;'(1999) 震災復興に見られるみどりのまちづくり NP

O活動 ランドスケープ研究62(3)，235一号、明

2)神戸r;環境問 (Hll.3) ピオトーフ。をつくろう一学校ピオト
--f事例

:J)林まゆみ(1997) ノトキ時史的中庭に生まれた小さなピオト ブ

ランドスケープデザイン 10.86…87 
4)林 まゆみ (2001)学枚ピオトーブグ〉維持管理と活用iこ関す
る考察景観溜芸研究2，41"5日
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地域素材としてのため池を活湾した環境学留の評価

斗汚石市立~ItF ヶね!j、!学校のためitll主見事長会のケーススタディー

大主主殺彦キl

山中真紀子村

キーワード 1 )ため池 2 )総合的な'f:5[~の時間 :J )小学校 4 )市浅活動1:;114' 5)協働

1 .はじめに

兵庫県東熔地域は、出閤風景とともに数多くのため池が

地主4 特有の殻在~を形成している。ポ術的の進民農業の衰退

とともに，事くのため池がi貴廃されてきた。 Fjl"i史い危険

など、多くのため池は品}辺地域からはフェンスで際まれた

「閉ざされた衣Pr，flJとなっている。こうした中、市民の劉で、

「ため池のもつ複合的機能イ?!tll討需をえ蕊そうとする酎jき」や，

「絶滅の危機にあるオニパスなどの貴乏な生物の終息、担羽」

として、ため池を3主主主そうとする動きがみられる。

1. 2研究目的

キ;研究は，まず、①地域にお古通れているため池の現状を

縮観した仁で、②市民活動i、1114叫に升ヶ島大好きの会)の地元

小学校，1を樋烈体〈の働きかけによって r~;~合間]なf宇治lRvítHJ

のlテー?である「ため池鋭揺さ会」が実施されるまでのプロ

セスの抱援、③ため巾J観察会が小学校5年生の児議たちに

どのようにd;P商されているのかつについて、 IjfJらかにする。

本格での「ため池空間JI立、ため池及びため池j剖凶の空間を

i1¥している。

1. 3研究の方法

研究は，以下のJ5i去によっておこなった。

①市民活動仔県本「訂:mるだいすきの会」に対して，会の発

足から現在までの発注ミプロセスや付弐の地域における治討j

潤連事項などについてヒアリング日月七市立?~[井島小学校の

先生、地7G7MI民包PTおよび~nulポへのヒアリング(平成 12

ij:: l(}'~ 12月)

②ri:l]d \~学校 5 年生全員に~，ため(版，~察会」についてのアン

ケー卜』と rため池についてのアンケー-ト』の日樋鎖のア

ンケートを~(平JjJi: J2年 II月)、

③兵庫県東;岳地域でのため池の溺!発状況(斉自治体ヘヒア

リングおよび資料収集(平成 II年 10f'j-J2均三日月)

2.ため池の潰廃状況

ま9'、ため池の潰l足状況についてみておく{文 1)。人口靖

sIIによる市街地の拡大にf1ドう 'fJ出需要や£共施設の需要及

び農地の宅地{じが進展し，農業別水としての役剖が侭下し

たことが背景の iつとなっている。法療には“ためy血の::E

てを±型立てるパターン"と“ため池の 部を埋立てるパタ

ーン"があり，:1:外的には後者の場合が多くみられる。

57 

市町村翌日(東機運筆地域)にみると粉石市の渓l先率が最も

詞<.4主将車，総泊績にして都o170haのため池が潰発され

ている(表2-1，表2-2)。初出11I市では，調若干JiJll域内に

おいて数・函績ともに肢も大量のため法試約 178ha)が潰溌

されており，そのゆには上較的小土完成なものも多〈合まれ

ている。高砂市では「護序盤綴」や「公lillJ君主備」なとザとい

う，ため池の 者扮においての小上艇な樹三しかみられな

かった。穏炎111]では「辺際務備」や「農地」などに大規』異

な潰;充がみられ，川、姿である」という理的からの渓溌も行

われていた。

i明白rli

加市川市 I :381 ，1，ぷf)，1，.'3iO

裕美陀

高般市

《汽)

28 

弓798ぞF)H

32¥，700 

竺mr 1 12 己主竺
資料)各自治体:のため池台帳による

H 

表 2-2市町村別のため池j貴廃状況(1問。-199B年現

主E)

i i首鼠数(個) 総面積t(n)) i貴廃率(%)I 

i山 jlω;17011381川加出!II市 212 1，78.1，1.12 29.1 I 

樹葉町 75 872，5，12 18，7 I 

i主)涜庭事(主.(漬廃されたため池の総面讃)/ (現存するため池の

総需積+isJ廃されたため池の総郎積)x 100 により算定。

ため池は，多くが財産12¥財産の所有となっている。 一度

にまとまった広さの用地を取得できるため，自治体にとっ

ても校日すべき空間であったのと替えられる。 1980年代に

入ると，兵庫県は民総企業などによるため池の古U~おきを防

ぐために「ため池の潰断査の用途は公共羽的のみとするJ

という指導を草創じしたため， t，ずれの市町村においても 80

年代以降のため池転用用途は公共ヰり主が多くなり，ため池

の処A宇部議そのものは人柄に減少している。ため泌が、「公

共問地ストック」として、機能していたことがわかる。
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3.ため池空調の整傍

ため池の整備には「護序盤備j，r公翻繋儲J，1，施設の建

設」など様々なものがある。自治体によってため池江立霞

づけが異なるため，整織の手法も異なっている。

大E邸守の「ため泌オアシス構惣」は，ため池とその出i立

の整備を再m身が府の事業へ綴陣約に取り入れた先進的事

例であり， 11子政によるi宣;童文援事J (行政の企評u下でコンサ

ルタントが行政と地域住民を伶介し，ワ クショッフで整

備の方向持を決定する)jである。さらに「ためitiJ正取斑コミ

ュニテイ」を続絡し，長生域住民が整蒔後のため池の維持管

理に参加している点、は，注目寸 ωえき手法である。一方，兵

薄黙では「ため池のIl'i霞づけ」などに関する指針作成は行

っているが，その後の活動については為市国対すに委任して

おり， r1主王立による郊接支援裂」の整備カ1fTわれている。方

向性としては，ため池江空間を「将来世代に引き継ぐべき

大切な宅」として捉えている。

4ため池ZE淘iこ関する市民活動の動向

4. 1市民活動主体 .i.工井ヶ島だいすきの会の機婆

rJ月石市内に存在する「市民活動」は，明石市が犯燥して

いるもので日7 関本ある(平成 ]O{r: ~1 月JJ，l在)。中でも山

井義だいすきの会(明石市t以!ヶ烏)jは，発足以来，毎年た

め池(とりわけオニパス)についてのイベントを期保して

いる。また，今年度には地元にあるね:井島小学校へ， }受業

の号車として「ため池鋭察会」の企阪提伊、を行なうなど，

活発な活動を継続している。

江井島だいすきの会は、 1997年に「オニパスブ万一ラムJ

の患者催と「えいがしま通信」の発行と共に発足した。オニ

パスという陛界的に貴重な植物がr分遠の地域に多数ヨ:怠

していることを知り、精らしい資源がこんな身近に年在し

ているということを、多くの人に長日ってほしいという住民

の思いから発足した。発足当時の会員数は 41'，、 E見f正は 8

名で、「えいがしまコ断言」は季刊誌で、 if，jlii1(部俊お・

病税・幼稚際・小中学校・スーパーなどで配布)の発

行している。

{I号l[)JIj:J基本部jには毎週月限日におこない、「えいがしま通

信」の発行の他に、バードウォッチングなと、 ~'-j 井ケ島を

舞台にしたイベントの提案、実施している(それらの参加

者を「えいがしま通信」の中で呼ひmかけている)。

4.2 r江井島だいすきの会jの活動の成巣

li'工凡鳥の魅力発見」というテー?のもとで行われた「オ

ニパスフォーラム」や「ため池鋭察会」など rむ仁井島だL、

すきの会」の活動によって，それまでは倒ヤに研究や活動

を行っていた関本はlLいの存在についてま日り，認め郎、，

相互に足りない部分を補い合いながら徐々にネットワーク

を広げ，ひとつの目標に向けて共に活動するという“協働"

によるまちづぐりを行うことができた(l'!!l4-1 )。 ため

池の管理・運常者である「地元の水利組合」の協力を待られた

ことも，イベントが成功した要尽のひとつである。「子ど

も遠のおで見、体で体験したことによって、子ども達

自らがi色や自然の大切さに気づくことにつながるなら

…Jということで、水車j総合もI型自軍を示した。

代表幹事である木下康子さんは会の成果につ¥¥ては、「会

に費やした過程にはひとかけらの知:Ilitなんてありません。

これまでの治1iJJのすべてが「江井島だいすきの会」の活動

によって得られたものです。もっと詳しく言うならば、「え

いがしまi重病」や「オニパス」を材料として、それらに日

を荷め、対fを傾けてくれた人遣が士1似識の中に入っていきや

すくなったり、試行錯誤しながら進んできた、途中のプロ

セスや議論したことなどが真に得られたものであり、非常

に大きな慢となっています。 J

q'I井島だし、すきの会j Iま]ミ織の集まり(いわば素人の

集河)であるため，趣味の延長のようなイベントになりが

ちであるが，水辺にヨ:怠する生物や植物に潟する研究間体

「兵庫li'<i立ネットワークjや，鳥についての知識が崇衡な

「羽本野f誌の会ふ「環境カウンセラ-Jとし、った「専門家J

の支援が加わることによって，それらのイベントの深みが

増し，さらに，市の協賛のもと(資金資材については行政

の援助を受けるなど)で潤催されたことで，その嬬をも広

げられた。このことが，これらのイベントの成功につなが

っている。

「市民活劃ullli本」が中心に、「小学校r地元水利組合Jr各

専門家j r自治i'ド」など江様々な分野の連携により実現した

ことが大きな成楽である。

1高力

一明石市ー

@資金賀林部にお

いての協力支援

使

現
の

管

時

ぴ
ト

及
ン

可

べ

許

イ

用
@
 

義
者
間
忠
弘
潜
潟
羽
朝
司
、
句

一水平JJ組合

一水辺ネットワ…ウ

くア
一水辺ネットワーウ

。水辺フォ ラム書!J[

一明石市一

@環境7ォーラム開催

時1こ活動内容などにつ

いてのパネル展示

関 4-1 fi工井差是だいすきの会」と他殴体との関係
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2()%)~ や略的場(尖燃は禁止されている行為，約 11 %)~ 

として活用している殴答もみられ，昔のようにため池が遊

t場である児童も 部ではあるが存有していた。

5・4 Iためj悲観察会j前後におけるの変化

全件の 73%の児童が fため池観察会」でため池に入るこ

とを楽しみにしており，そのi部ょの対象には『生物約H%)さ

JJTf計行i

liiJIll 

5舗小学校j是叢によるため池観察会のE軒高

5. . 1 rため池観察会」の概要

平成 12年 10月 7Bに，明石市立江井島小学校 5

年生の児童が水を抜いたため池内に入ム魚やお虫，オニ

パスなどの植物を採取し，里子烏などを観察するという環境

学習がおこなわれた。これは ii工井島だいすきの会」が l

学販の終わり演に，小学校へ企闘を持ちかけたのがきっか

けとなり実施されたものである。実施に燦しては、教師闘

にも窓克の棺遼がみられたが、問主ドヨ月から「総俗的な学溺

¢与筏Jの 1つであるfため池銭lffi)(会」の計留め九ヰヰ知的に

スタートした。表31立、ため池観察会の実施までの学習内

容と教師則のねらいをまとめたものである。

ため池!こ入る前の気陣複数解答)間5-2

5 .2 アンケート調査の概要

「ため池鋭察会」前後での， 子ども透のため池に対する

宝ボLちゃ捉え方の変化を知るため 51f::f_jこの児童 167名を

対象としたアンケート調査を実施した(有効ドリ答数163名)。

アンケート作成与に 5年生の担任をされている先生方と教

頭先生にご態見をi買いた。 lfiため池鋭察会Jについてのア

ンケート』と fため池jについてのアンケート』という 2穣

類の尽をとった。回答形式については，子ども速の素直な

気J寺ちを多く得られるよう記述式を多〈採mした。 『ため池そのもの(ため池に入ること自体興味，自白%)~が

高い績になっている(図5-2)。これは表3-1に市すよ

うに事前学協1により児議の関心度が品くなっていることが

器た警している。 方針本の 21%の児案には，ため池のマ

イナスイメージが強く議れており iあまり入りたくな

い。」と忠っていたようである。

印象が変化した児獲についてみると、全体の 38%が変化

し，その内「ため池観察会」でため池と触れ合ったことに

よって『長い印象が慾い印象へ変わった(もしくは興味が

簿れた)~という児童は，1%，反対に『患い印象が良い印象

に変わった(もしくは勝司とを持つようになった)~という児

議は2ヲ%であった(密5 3)。

5・3 E3常生j舌でのため池への総心

ほとんどの兇護 (91%)が，自分i圭の士1出或にため池が存

在していることを認識している。しかし，これまでにため

池へ!甘かけて行った絞駿がある兇蜜は全本の 5a%しかし1な

かコた(図 5-1)。しかも@]数は，そロ鴻'']70%の児叢が 10問

未満であった。一方，これまでにため池へ出かけて行った

経験が『ない』と答えた児童の以)%以ヒは、「ため池に行つ

興味品、

世る 29%

不明

凱

興味4い
まま肌

1弘、
47% 

L 
図5-1 ため池に出かけて行った綬験(単数窃答)

友る
田丸

興昧ある

ーない 4%

図5-3 観察会吉守後でのため池への印象の変化(単

数回答)

/

肘

肌
湖
まてみたい。」と思ったこともなかった。これらの結果から，

この地域の特色のひとつである“ため池"という竺陀につ

いての認識はあっても，実際の生活とはほとんど無縁であ

る児議が火、ドを占めているということが分かコた。しかし，

ため池を『力メやハス，オニパスなどの動植物鹿児然の場(約

2002年住椋研「住まい・まち学習J実践報告論文集359 



表 3 rため池観察会」計画ス舎一トから当日までの学習肉容 (2000.9-2000.10)

月/日; 児童の活動 教 師の支援・準備 教邸側のねらい1.総合的学習でため抱へオーパ 。地域にある貴重な財産を括見したため 子 @オパスを学習の導入とし、インパクトを与え
9/1 

スの花を見に行く事を知る。 ども遣にぜひ花を見せたい。 る。

;。新池・大地へ万ニパスの観察

@開花したオ四パスを観察させるため、新 惨自分の主主1苦している地域に絶滅が心吾己されてu、る
他・大池iこ引率。 植物があることを知らせる。その珍しい競花を見

_ r自然観察のきまりJのプ日ントを児童に せることにより、子ども遣の自然儀袋への意欲を
9/2 

に行く。
配布。・双娘鏡20(各学級に 4)倒沼意。 高め、地域の自然や環境について考えるきっかけ⑨観察して思ったことや興味を
持参も可s とする，

持った事を観察ノートに書く
@観察記録を書かせるp 電静子ども逮がどの程度観察し、関心を持ったのかを
@記録ファイノレを配布する。 集約し、故回のサポー i、の参考にする。

@キャピネ版の写真を教事に掲示する。 @オ パスの開花を全員が見ていなかったー
9/4 (オニパニえの開花-2枚、ハスの花 一l位 ゆ先日まで酷いていたものは閉じて、 1つだけ暁い

ハス白書-1枚) ていた。

@兵車県農林水産部のニ輸さんにため池のパ
@パンフレットはわかりやすくまとめられており、

i串の取り組みの様子もよくわかるので、ため池に
ンフレット及び資料を請求する(翌日雇

ついての良い学習資料となる。
9/12 く)。ため池クリーンキャンベ~/-200

@パンフレットiこはオニパスについて触れられてい
部 ため池楽寝ひがしはりま -50部

ないので、先輩がどう動くのかを見たい。
ひょうごのため池 --5部

@この資料は持携を見て援示する予定。

@西島水，IJ組合長の様般さんに
.10月 7日にため地に入れることを知らせ @昔の様子は子ども遼にとってうらやましいものに

る国 写るだろう。今との違いを環境の変化として捉え
昔のy工井島?ため池， )11，海

@昔の口:井島町様子を知らせ、観察への童歌 られるようにしたい。

9/13 
*の傑一久宝寺物についての

を高めると共に、今と昔の環境の変化に自 @ため池に捨てられるゴミや、ため池に放たれるべ
誌を翻く。

を向けさせる。 ットがあるという事実在知らせ、子ども自身の生
@話を潤いて興味を持った事や

@ため池周辺の拡式地調、l'Jl切りのオニパス 活とは無縁ではないことをおさえる。
1':情事壌を観祭ノートに記入

の写真3枚掲示。 @外来車植物については、教部からは知らせない。

ieオニハスの3起を観察する。(関
@水平IJ組合格勉さんの許可を得て、オニパス @児童の興味は魚、昆虫へと広がっていくが、長し

の裳を前日に 10個採取。 いオニパスのことも忘れないでほしい。
9/]4 1.希選者にオニパスの穫を配布

@資料提恭 fひょうごの野生植物」より“オ @オニパスについての記述を見るのは初めて。本な
@オニハスの、過去から現在に

ニニ"ス"。 どの資料で調べることができることを知らせる。i 至る成育状況を知る。

1-長分が興味を持って調べよう
@ため池町観串では、会員が行うことと、グループ

@魚，島j 横物】昆虫といった、ため池のグ でさらに深めることとに分けたい。! とすることを決める。
ノレープ化を'"り 10月 7日へ向けて観察 @池の清婦は、環境に屈を向けさせる良い活動守あ

山[一一宏観察するた のめあてをはっきりさせておく。 る。釘稜は教部白方であらかじめ設定してある
めにしておかなくてはならな

。観察の準備， 1青掃!軍隠事項をまとめるa が、清掃が必要であるということを子ども遠から
いことを話し合う。

の発曹として得たし、。

.1ため池クリーンキャンベーンJの資料を
• r考えるj を大切にしたい。子どもはすぐに答え

。ため池は何のためにあるのか
を求める。しかし、すぐに与えられた答えは桂まI 9/21 を考える。 活用。
で残りにくい。資料はベース保誌として示すよう

25 @観察グループを編成しため池 @国語 f 秒が年をこわす」の学習とリン
にしたい。

@に入るまでの事前調査を開始 クする。
@質鰐を越える疑照・質問が出ればすばらしい。

@ため池町地J図で清掃区域を知らせる(事前

に4おと 7日の池の水{札活動区域を地悶 @安吉缶，ベットボトノレのふた， ヒーニール袋j スナ

で確認してある)。 ツク菓子の袋2 犬のフンなどが見られると思う。
10/4 @ため池の清掃

@晴婦道具自作(自の荒い織)。 @粗大ゴミもあったようである。

@ゴミの分2'1，処理由確認。 _ r江井島だいすきの会jの取り組みも知らせたい。

@地域のnfr動個体に協力を要請

iII rため池は何のためにあるのかJの学習と
@今までの学習で感じた気持ちをシンボルマ クや

山 11_ため池のシンボルマーク 4日の清掃活動から、自然，動継物j 人s
キャラクターとして表し、学習をより親しみやす

10/6 キャラクターづくり。 水等のため池から連語、されるものをシンポ
いものとした，'0 

ノレマ ク!キャラクタ として撒く。

@子ども遣が楽しみにしている活動であり、ふれる

事びを大切にしたい。しかし、表扇的な活動に持

@グストテイ}チャー(兵庫水辺ネッ
わってはならない。江井島町池でも現実に起こっ

@ため池の観察を通し、自然環 ている生瞳系の変化の照題等、今と昔のため池の
トヲ}ク)の協力を得て‘実際に活動して

議いから考えを深めてほしい。10/1 境!人との関わりについて間
いる人遠からのメッセ ジを畳けとめさせ

題意識を持つロ @水辺ネットワークが目指していること、その活動。a
にかける情熱!努力を児童に感じとってほしい。

@自然と人との関わりを考え、子一ども達自身をその

中に投入させたい。

「一一 _10月 7詞までは学習の 11):であり、教邸の方か
@今までの学習を、自分のテー

@研究グループの構成を子ども遣に話し合わ らレールを敷いて、児童の理解度を確認しながら
マにそってまとめる計画を立

せ、発表までの見通G，計画を援策する。 補強を行ってきた。 2次は、児童自身で学習の立
てる。

案ができるように本来の支援にまわりたい。
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5・5児聾による「ため池観察会」のE刺画
「ため池鋭察会」に参加した先輩が「良かった」と評前日し

ているものは「体験」に測する項司が多く，半数以上の児

濯が『なかなかできない体験をすることができた (57%)~

と沼答している。次いで fため池について知ることができ

た (;l9%)~ ， W)漁など，水の中にすむ生き物にさわることが

できた (31%)占 Wため池に入ることができた (2G%)~ ， W魚

など，水の中に{主む'1，き物について知ることができた

(25%)~ となっている(これらは，全体の 1/1 以上の児

童からの問答を得た頃日である)。この結果から，今fu!の「た

め池鋭生き物」に，より多〈の先主主の興味が集まり，それ

らに触れることができたことに祭会」では「ため池そのも

の」と「ため池の水のゆに生忠するついて高〈評価されて

いることが分かった(図5-4)。

なかなかで iきない体験をする とかぞき

た

魚"ど 水の中にすむ生含物にさわるこ
cができた

ため池ζ 入ること'"で者た

ー
幽
一
一
出
品
一
ケ
「
仁
川

l 
図5-4 児童によるため池観察会の評価(複数回

答)

，の他1]1

5. 6 ため池空間が果たしている複合的役割

ため池が柴たしている複合同'JI支部については W魚・草

花・虫など，生き物たちの住みか(仏I%)~， T季節を感じた

り，お然についての勉強がてれきる (G2%)~ が半数以上の児

童の回答を得ている(図5-5)。これらは事前学笛と「た

め池観察会Jでのお然・生物との触れ合いf本!験により、“立

体的な学爾"がおこなえたことが強〈震響していると忠わ

れる。「景観面 (33%)j、「妨災・i避難湯所 (28%)J、「気

候調節機能 (21%) Jなどの地域綴境問や1休憩・レクレー

シヨン(18%)Jに対しでも 定の詳密をしており、復合的

な役割を評価している。また、まちづくり出にも一定の輿

61--

員未を有していることは、まちづくりが今後の学資課題の 1

つであるといえよう。

f 
軍1~，-1l.かど生き物f を DI主み'"とたコでいる

季腕笹川り、聞記ついで時様わできる

良岨制1:'-'で、るとI均え i

刊t:lB 2 

~'-'-' 

函 5-5 ため池~鶴が果たしている役割(複数回答)

5. 7 ため池袋閣が鍛えている問題

ため池が抱えている問題としては W自転車やピニール，

ZEき飢などのゴミ捨て場になっていて汚い (87%)~ ， W7J<が

汚れていてくさいにおいがする (61%)~ が半数以上の児童

の羽答を得ている。これは，ため池の水を抜いた時に成に

淑まっていたゴミを日のおたりにしたことや rためj出産尾察

会」でため池に入ったH恥つ体験からの協議;であると考えら

れる。

児童にとっては，ため池の rj転生出」に5唱する問鼠意識

がおいことが分かった(関5 6)。

換がたくぷん庁去てンでいてじゃまになえ

水が汚れでいて くさいにおいがする

λJ) :;ノ，多くて汚い

汚れた水のセい r、 7)tJ'多く究生 u殴る

!if.b')C盆に法コて'"て 花粉がいっぱい

小d宇佐 71:もか落ち Aないか心政;ーなる

図5-6.ため池ZE闘が抱えている問題(複数包答)

5・8 児童が考える今後のため池空間のあり方

ため池の方ri羽生については~このままの姿を残していく

(約Gü%)~が最も多い回答であった(図 5-7)。なお，

rそ江[加の@1:f事については Iみんなが心がけてコミを拾

うん「みんなで泌を大切にしていく.J， i犬のフンやゴミを

捨てないように，看板や罰金斜度をつくる」というような

2002年佐穂研r住まいまち学習J実践報告論文集3



意見のみが記入されていた。つまり wこのままの姿を残し

ていく』のではなし「替のきれいなため治に炭し，その池

を残していく」というi頁尽として rその{古』をt定えること

ができる。 以上のことから rため池空隠j を「残す」方

向を示した{ロ溶は96%の児童においてみられたことになり，

ほぼ全員の先輩が「ため池笠間を無くさずに何らかの形で

残していきたい。」と考えている。

土

肥て
弘

し
4

世

→姥授ぬ立て公
覆Yふとちをつくる

1"r:-; 

こ¢ままの姿を労札
てして

'"' 

額5-7 今後のため池安織のあり方(単数回答)

5. 9 !尾葉遣が考えるた占bi宜空間の活用提案

「ため池の周りにあれまし沌¥と忠うものJ，rため池つかって

やってみたいこと」についての~'Ji案をみてみると、大きく 6

つに分鎮できる。「安部として活用提案伐0提案)Jが最も多

〈、「ため池を堤め立てるのではなく、その周りに小さな公

関みたいなものをつくり、子ども遠の遊び場になればいい

と思うの子どもがj也に落ちるのが'L喧Eなら、;控の周り!;::"機"

をつければいい。そうすれば、子ども達がもっと自然とふ

れあうことができるのではないでしょうかつ」など、思然を

残した公隠幣占が多くみられた。「マナー・衛虫揃(H)Jでは、

「ためj也の腐りにベンチとかゴミ箱とかがあれば、少しはゴ

ミをため池に捨てる人力t域るかなと思います。」などのゴミ

f'Riの設設が多く、「自然・生物に関すること(13)Jでは、「い

ろいろな生き物を育ててみたい。ため池会館があってため

池¢水質やため池に住んでいる生き物苧植物を展示する。ム

「書留席・道具阪の要望(1:J)Jでは、「ボート、噴水、トイレ、

鳥小屋、榔、生物資料集」で、「ため池のF半開村jを利用し

たもの (:3)Jでは、「つり、水力発電、水中カメラの設霞j、

「そ(})他 (9)Jでは、「もう 度ため池観察をしたいです 1

それとか、ため池を利用して、江井ヶ島の人達力可中良くな

れたらいいなあ!と患いますのため泌を利用した施設なん

かも作って、みんながため池のことを勉強したり、観察し

たりできたら私は嬉しいです守斤AT.のオニパス在日本中に

広められるようにできたらいいな IJなど、具体的かっ環境

に対する意識の高い怠見が多〈みられた。
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6. 専門家による環境学習の5朝高

小学附則の5年生の総合的な学習ff(rため池絞祭会J)ねら

いは、「環境，資澱との関わりに関心を持ち，意欲的に誠べ

ることを通じて、環境、資源を大切にしたり，有効に利用

したりすること。 jであった。このねらいに対して、神戸市

立須磨水族館、兵庫水辺ネットワークや日本聖子烏の会、な

どの専門家が参加し，魚，植物，烏， f主虫，小動物につい

ての多面的・専門的な指導，アドパイスをおこなっている。

今岱の中心自j役匁jを果たした専門家の l人である碓井氏(神

戸市立漏出中'判交想中↓続車、潔境カウンセラー)1立、ため池

鋭察会の主主義について以下3点をH'!J書している。①児童と

光民に水辺の多ffii的な主主IWを訴える機会ができたこと(た

め池の減少、自然委員鋭の…部、水質態化、オニパス保護の

大切さ、ブラックパス問題、今後，地元の子どもや人達に

あって欲しい慈識や慾笈など)、午?に小学校の先生に伝えら

れた点は大きいと慰われる。②先生が自分で調べることに

は夜界があり、水利総合や行政など、苧て外(地域)に支援を

働きかけた結来、ため池観察会が実施できたこと。(i:地域

の15ヤにとっては、直後、地域の約慾を子どもとともに体

験を共有しあえたこと。

7.結論

雪地域に存在する“ため池"という地域資源(宝)が市民

J言動罰本によって“発掛され"、水荊総合、小学校，専門家、

行政の支媛により“付!JUitliii直"を付与されたことにより“閉

ざされた空間"が、 詩的ではあるが降ぴ“関かれた空間"

となり、地域の畏震な]環j克資源、議後学習の場であること

が催認された。②先送のみならず教諭、地域にとって立体

的な学溺効果を得ることができた。小学校をはじめとして

各[>1:1体が地域との新たなネットワークを精築し、そのプロ

セスを共有できたことや、ため池に対しては勺草境改善へ

の13書家"という~富士しい相乗効架を得ることができた。

③実生活に影響する環境学習的効果が得られた。党議達は

rコ日ミの7:'イ捨てをしなくなった~， w水を汚してはいけな

いとわかった』など，突撃の魚沼における環境への賓任に

気っき、実擦の行動にも&映しはじめている。

{幸考文献}
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子どものための環境カルタ

ーまち学習におけるカルタの荷効性ー

キーワード 1 )まち学習 2)カルク 3)惣像力 創造力

しはじめに

2002年度から「総合的な学習の持続」が創設され

るにあたり，教予苦界をはじめ緩ヤな分野でこの“生きる

力"を育む教育に関する活動が行われている。

本研究では，まち学~の中でカルタを制作し遊ぶとい

う学習法でど司様な効果が生み出せるのか探る事を目的

とする。実際に杉並区の時日る[2':ロード』のイベントの

っとしてカルタ作りのワークショッブを隙き，この結

果からカルタの可能性を論じていく。

対象は，これからの社会を担う“子ども"とした。

また，カルタの利点は表 1の様に仮定した。

*カルタ{立白木お来より伝わる伝統的な室内遊戯呉なの

で，援にとっても殺しみを持って取り組むことができる。

*文章を考える事，絵をf苗く事でJjl]i室力が育まれる。

*ゲームを通して，コミュニケーションが図れる。

*鑑賞することで互いの遠いを認識し，新たな知識の獲

得へと発展させる。

*ー[読だけではなし何度も繰り返し遊ぶことが可能な

ので，言葉を覚える上での反復学習効果が期待できる。

表 1 力ルタの利点

2.方法

第一に，既往調査として，初等中等教斉局教科書調査

員・博士(工学)篠郎祐氏の r建築デザインカルタを用

いた建築デザインの蒸従知識の学習i去について』という

研究を調査・分析する。

第二に，本研究に劉速した事項を言語査し，どの様な結

果がf号られるか考える材料とする。

第二に，カルタイ乍りの実践を行う。ますす合めに『知る

区ロード』を知る為に杉並[託を傑検し，衰の?j;11る区の

日』のイベントに参加する。その後，試作をイ乍り実験を

行う。最終的にワーケショッブにおいてカルタ総作を行

い，カルタを作ることの意義，学習として取り入れると

きσ〕効架を分析し，カルタの可能性を5命じてゆく。

資LLJ 5主総
隠ff[ 多主主、

3.経過

1 )絞往調査

こ江丹究は，学生による建築デザインかるたの制作と

その評価を通じて，建築デザインの基礎知識の学習法に

ついて検討していくことを目的としている。対象は平成

1 1!~手渡の然潟専建築学科の 4 年生34名。課題内容の

設定→帝IJi宇→護霊祭・かるた大会→投祭という流れでデザ

インかるたお!J1乍がなされた。

カルタを制作するにあたっての留意点は，教7J、i'tのあ

る内容であること，文章の語路がすらすら絞め，践に残

り易いこと，字本しの文京は 31文字以内であること，本し

の火きさは縦 100mmX検 68mmの焚金矩形であ

ること等であった。

篠部氏によると，ゲーム中の学生は普段の俊業中には

見せない屈託のない笑毅を見せながら，建築デザインか

るたを楽しんでいたという。また、コラージュ等の手法

によって高密度に仕上げた完成度のおい絵札も兇られ

たとのことである。

しかし、綿々の学生における建築デザインに翻するボ

キャブラリーやその理解度によって言葉の選定芝は異な

るし，より綴潔な文まきにしようとするが放に表3見方法が

不十分になってしまったりする慾れがあるので，こうい

ったものには 100字以内の解説文を短文のードに併記

するといったと夫がなされた。

これら分析した結果，建築系の学生がお{示性のあるテ

ー?でカルタを品作し，ぞれを使ってゲーム，続賞，言平

f出iするという諜慾演習は，好評であり，授業内容の復習

に役立つo 内容をまとめ，絵Lこすることで文章を婆約す

る力や適切に表現する力を湾む。ゲーム，鑑賞，評価を

することで，泣いの違いを発兇し，知識を増やすことが

できる。

問題点としてゲームで絵札の頭文字だけ燥す生徒が多

いことを挙げている。

q
u
 

G
U
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2 ) 事iy!l謁予言

カルタを{止!った学問に高唱する事例として，土白球温暖イι
の原悶・影響解決策について楽しく学ぶ為に S]{IPの

開発した“自TOP地球iZ暖化カルタペ )11口市部zn;rの内市

立小学校(佐泌栄治校長，党三重数491人)の全校生徒

で作られた“王軍:tJ，1カルタ" Ii'子どもと環境学習~ (大木依

武ú]J，怯古íJj主rn~fl~修，東海大学出版部， Hm:3年)で挙げ

られていた“潜ち議カルタ"等や埼玉県正当谷市ウド局総主主

小中殺での“五色百人一帯"の実践例も参考に分析した。

さらに，絵本し作りに刻する事伊!として，絵本作りやi量測

を使った視覚情報のある学若者i去の効架を，字本し作りに関

する事例として， Mドヨ作りの効栄について調交した。 IF{!ド

ノ5]を主主む， iJe告jを作る』の著者青木幹男氏は俳句学習の

依;僚を次の綴にJiliべている。

・匁〈リズムのある詩集なので，読みやすく覚えやすい0

・読むこと・作ることによって詩感を養い，詩心を予言て

ることができる。

・匂の意味を現解する為に，緩を感じる為に，怒像を働

かし連怨しながら読む事が要求される。

• JIjl鮮や表現に問Jし:3ii否感J党を具体的に縫うことがで

きる。

カルタ作ちのどの事例をとってみても，対象が大人で

あれ子どもであれよい反応が得られている。さらに詳し

く分析してみると以下の様になった。

〈ワークショッブの機器〉 導入としてカルタの対象

になる事柄について考え，実際に体験を返してから告別乍

に入るものが多かった。より関心を持たせる為，より知

識を深めさせる為には欠かせない事である。また，カル

タを制作する事だけでも効架はあるとされているが，ど

のワークショッブでも必ず震後にカルタ取り大会が行わ

れている。このカルタ取り大会はどの事例でも白熱した

試合になったという報告がされている。

出来よりカルタ遊ぴというのは絵札をどれだけ沢山取

れたかを競う遊びなので，これもカルタを使った学醤に

は欠かせない姿素であるといえる。

〈発表〉 制作したカルタの場合，大会終了後にその

カルタを反訴することや告別宇者分のカルタを作り 人

人に百己ることをしていた。多くの人に刀jレタをイ乍ったこ

とを知ってもらうだけではなく，カルタで取り土げた出

題について気づいてもらう効果もあると考えられる。

〈作り方〉 字キしは♂絞約な形式で芸書かれているものが

ぬといであった。これに対し絵本しは「写真J0，汁護な税実を

そのまま切り取って使うもの，貼り絵・ちぎり絵スタ

ンブ・絵の呉を使うもの等があった。どちらの万法でも

学習効果はあると忠われるが，自分で考えて絵ヰしを考え

ていぐ万が創造jJを主主うという街において効果的であ

るといえる。

t遊ぴ方〉 一般的な遊び15江他にも閉じカルタを二

-64ー

総f討滋して，トランプの“神経袋弱"の燥な遊ぴ方がで

きるといった報告もされていた。ごの様に後数の遊び方

ができると飽きずに継続的に楽しむことができるので

主らに伊~1~f効史は高まると f与えられる。

くその他) ~JG2訴しの後ろに錆単な解説をつけるもの

もあり 人でカルタを使って学?守する時にも役立つ~日

慮，その7Jルタのテーマに刻する持活?鼠がうをくない人に対

?る百日草がなされていると感じた。

また，ワ クショッフqを通して釈しい従兄があった，

お主主いにコミュニケーションがとれた，女同誌が増えたと

いう溜見もあり，カルタを使った学t!j~ふ総合部]な学習

のねらいに沿う総菜がえられるものであるといえる。

3)制作

①知lる区口} ドとのH.}会い

まち学習の研究をす寸一める中で，杉並区の“知る区ロ

ード探検隊"をよく日にした。私たちの研究は子どもを

対象としていることから，この念頭に深く興味を持った。

杉笠区まちっくり採途採発行の Fすぎまるマガジン』

を読むだけでは主主体がつかめないことから，手伝い役と

してサボーターに加わり，住主主と紋れ合う機会をつくっ

た。そして，子どもが多く参加することから私たちの研

究に通じるものを感じ，イベントを悶かせていただくご

とになった。

②試作

杉並lZの衰のイベント「知る夜口一ドの日」で「大発

見を言葉に主主そうりという探検隊が今年の大発見や思

い出などを緩い文章(俳句・ )11柳など)で表現するとい

う全阪を行った。杉並[X:で「まち学習」に対しての興味

がどのようなものであるか，住民として杉_ill'~区をどう捉

えているのか，また「言葉」に対しての興味がどのよう

なものかを探るというねらいがあった。これらも参考に

試f乍をおH乍した。

※以後，試作したカルタを‘唱が乍カルタ"とする。

③“まち学醤カルタ"指IJI乍

制作した“試作カルタ"を大学生，また杉立E区まちづ

くり推進r北の方にも見て国き，このカルタに対する主主丸

を震った。それをもとに，“まち学習カルタ"を告別乍し

た。これは，ワークショッブ(杉並区)で参加者O)f!liJ{，~

の参考となるものである。

※以後，措IJI乍したカルタを“まち学習カルタ"とする。

大学生 6入，また， p主役所の方の意見を受けて，

( 1 )中しにする用紙は，原い紙を 1監IIIする。

(2) lO，5x8，Ocm(ポケットティッシュのサイズ)か

ら 1:3，0x mo cmのサイスヘ変更する。

(3)紙を貼るのは，スティックのりなどを使用する。

(4 )総本しの写真は， 尽でわかる物にする。(例 法

物の表札を J与すなど)
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( 5 )頭文字は，同じものが無いようにする。(世母音や

よド滋奇は品IJのものとする。)

の5点を改善し“まち学習カjレタ"として，11'り直した。

す「一前
r~ 主 i
iA ~d 敏占 j 

吋ドi な 1 
日 ~i 柄~ 1 
11'1 !~色の 3 '，1 ..，熊}
34aEi 辺警 a 灯i

参考資料 1 “まち学主主力ルタ"

④ワークショッブ『カルタで知る区 200 1 ~ 

200 1年 11月 18臼(日)，杉校区高)1戸沢氏セ

ンターにて『カノレタで知る区 2001~ を開催した。これ

は，参加者が杉枝氏(矢口る 15Zロード)を中心とした身近

な環境をテー?に，カルタを矧H乍しi並ぶワークショッブ

である。※以後~カルタでま j る区 2001，11で市j{乍され

たカルタを“嗣H乍カルタ"とする。

秘作に当たって， BEiサイズのア トポスト(少し浮

めの紙)，蛍光ベン(多色)，黒のマジックペン 50夜

表，“まち学習カルタ"で参加者に知ってもらいたい事

をピックアヅプして載せた鳥党議等，参考としてカルタ

のテーマを考える為の『すぎまるマガジンdl，r知る区ロ

ードマップ」や“まち令宵カルタ"を用窓した。

当Elは，ブJ)レタ詰Ij(乍の説明斗“まち学習カルグ'の実

施ご}":t;Ij(ノドカルグ'を作る=今“制作カルタ"の議長12キ“ま

ち学潔カルタ"“制Ij{乍カルタ"それぞれで遊ぶキアンケ

ートの註3証といった~Ætれになった。

参考資料2 カルタ大会の様子

4) :t;1j1乍を綬て

①アンケートの結果から

第…ーに，子どもを対象とする場合，制作するカルタの

大きさは小さすぎると字や絵が収まらない，火きすぎる

と遊ぶ時に淑りにくいとのことから，“まち学習カルタ"

(13.0X 10.u 約 A6サイズ)のサイズ以上のもので，

“お日乍カルタ"(12.6 X 17.9 I主1サイズ)以上のものが

適{ωであることがわかった。

第二に，文章を考えるよりも絵を描く方が難しいとい

袋翁

65-

う総*かち，絵を撒くことに慣れていないと考えられる。

また，制作カルタが難しいと仮名、したのが意外にも大人

で小学生が熊単だと凶答したことから，大人と子どもの

!iJfjj寝室見の速いが読みとれ，子どもの万が気【陪に取引託む

ことができるワークショッブであることがわかった。

②詰1)作カjレタの分析から

参加者が制作したカルタの字札。〕文績は，小学生は日J

;i1;み(場所)と自分の思い出や発見を組み合わせるとい

った傾向がみられた。中F学生の文績はilAf印を凝らしたも

のとなっていて，興味深い。プミ;人の文章は，伝えていき

たいメッセージのようなものが多〈みられた。

次に，絵本しの絵に隠しでは 震で何を去すものかむか

る，いわゆるポスターと向じ綴な役割だと考えられる。

また，人物や到J幼なと生き物を猫き入れることで，絵

そのものが生き生きしたものとなり，より身近な環境で

あることがわかる。

② 

a o 咋句~! 2τ 
3すも州 1.比す
7シ此~i <t EF ス . 

サ ヲ震
‘札e

参与資料3 “HJIj作カルタ"

③まとめ

カルタを告'1作するに当たって，参加者は自分が作るカ

ノレタのテーマを考えなければならない。その時に，参加

者はまちを立いている持のことを思い出しながらテー

?とするものを考え，文章や絵を考えてゆく。ごの定、い

HJ1して f4;築や絵にしてゆく織り返しの作業は， <<カルタ

の利点))(表 1)で述べた「反復学習効果」として注目

すべき点である。

また，“まち学習カルタ"“fl;1J{ノドカルタ"を使って参加

者が遊ぶことで知らない人間;1:でもお然と仲良ぐなり，

更にゲームを郎防くする為まう人間土でルールを決めL

いた。これは，協調性やチームワークといったものへつ

なカミるといえる。

9riに，ワーケショッブの会場にはあいうえおの 50王手

表を褐ぷし， 使った頭文字が震ならない様にした。参加

者は，だんだんと文字がi浪られてくるゆで 生懸命文取

を考えていた。

今、出はカルタを制作したいと態欲のある参加者のみ

であったが，この学習を学校教育に奴り入れるにはj当然

興味のない子と日ものことを考えなければならない。今後

の課題となる点である。

篠剖1裕氏の『銭築デザインかるたをffJいた建築デザイ

ンの基礎知識の学慾法について』の中でも問題とされて

いたが，今凹の「カルタで知る区 2uOIJでも参加者が

2即Z年{主総研ri主まい・まち学習J実践報告論文集3



制作カルタで遊んだ特に鎖文字だけで取ろうとしてい

て，文章や絵の内容を考えていない傾向があった。これ

も，今後，改善しなければならない点である。

4.結論

1 )カルタを使った学討における有効性

CI学資における有効性

これまでの経過と結果をまとめ，カルタを使った学官?

の効果について考えた。カルタを用いた学習には，以下

の5つの有効性があると考えられる。

1.院本の伝統約な“ことば遊び"として，気軽に衆し

む事ができる。〈楽しさ〉

2.ワークショッブでの巽年齢同との交流。

〈呉年齢の交流〉

3.カルタの指IJI乍→遊ひ"を繰り返し「反復学習」となる。

();;_復学留必栄〉

4.カルタをililJイヂする事で，婆約」する刀が身につく。

〈嬰約する力〉

5.カルタを白H乍し，それを使つての遊ひ叫によって，創

造jJJや「怨象力」を養う。〈露出車力・想像力〉

必進カー忽畿か令5つの右毅雄フb中で.むとなる緋

療しさ，鍵".ゆ閤 η災滋，要約するカ，反復学習と争粉から分かれる綾

5つ.，効果から得られる知関やカ吟援策 カルタを~つての字習，場吟栄養分を含んだ土

思 1 5つの有効生

〈楽しさ〉 カルタは日本の室内遊戯只として，殺しま

れていることはいうまでもない。「カルタで知る区

200)jの参加者も，私たちが試作をしたカルタを実験

した大学生も，気事主に楽しんでいたようだ。

〈築年齢闘の交流〉ワークショッブの参加者は，小学校

低学年から 50代の大人までと陥広い年齢勝であった。

大人σ;作品に子どもが触れ，子ども0)作品に大人が触

れることにより，子どもは新しい知識を良分の体験の出

で得ることができる。大人は子どものひたむきさ，純真

な心を通して新鮮な発:怨を鐙に感じる事ができる。そし

て，互いに尊設し合い，新しい発見をするだろう。

今出のワーケンヨツアーでは，長見子で参加し助け合いな

tJlらカル夕日jlJ作をじていく姿がみられた。親子や家紋は，

自分にとって..番身近な環境であり，自然と家族を思い

やる心を予言むことにつながるであろう。このように，呉

年齢践の交流は「まち学青」あるいは 'J崇13fJさ習」には

欠かせないものであり，より「生きた」学留にするため

の効果は高いといえる。
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〈要約するカ) -r+し・絵本LJ11にポイントを整却し，約

縫に物事を伝える能力が必要とされる。自分の主張を相

手に伝える(自己主張)→的確に伝えるためにポイント

を整綴しわかりやすくまとめる(要約する力)ぅ要約す

るために重姿であるかやIJtiliiる(判断力)→文章・絵に

する(創造力・想像力)，このような滋桂を経てカルタ

が出来 tがる。( )でぶした4つの能力はこれからの

社会で生きていく中で必壁要性が高いと考えられる。また，

次々に限られてゆく頭文字でのカルタ市j作では，参加者

の懸命さが伝わってきた。この様に， ，艮られた条件の中

で姿約し→創り出すというプロセスは「生きる力」を脊

む学習において，有効であると考えられる。

〈反復学習〉 このワークショッブl立市町十」し「遊ぶJ

という組み合わせであるが，それぞれに「以復学課」の

効果が考えられる。

新たな事を辺、いH:lし，文章や絵にするという作業を自

然に繰り返す，という吻'11乍」を通したものが挙げられる。

ここでσ減殺り返しは，{司もしないと忘れ去ってしまう記

憶を絞り炭し，そのプロセスの中で“まち"を確実に自

分の意識に植え込ませ“まち"への興味に変容してゆく。

また，繰り返し「滋ぷj事でその文章や絵を党え，内容を

把握し，当然と白身の意識に「まち」が入札興味へと

変わってゆくだろう。

〈創造力闘想像力) ，創造力」とは新しいものを生み出

す力j惣像力 jとは実際に兇た事の無いものを多分こう

だろうと佼定する力である。

「岩忠告力」そのものである文章を考え，絵を描ぐといっ

た作業と河時に「怒象力」も使われている。人は新しいも

のを意IJり出す時に， 11.0の中で“こんなものにしたい"と

イメージを繰り返すからである。

また，“fl;1J1乍カルタ"の分析で述べた様に，工夫され

たカルタを考えたり，もっと楽しむ為にルールを決めて

いぐといったことは，新しい方法を考え出してい<，創

造力jとして捉えることができる。

ここでのr創造力・想像力J<立他の4つの病{労庁Eと共に

ぶ在し，それらのぷ殺でもあり，総合して成り立つもの

でもある。

これらの 5つの有効刊を， [盟 1のように，木の成長に

あてはめてわかりやすぐした。

②まち学澄とカルタ

なぜ，まち学)1>1¥こカルタを用いるのか。「まちづくり」

とは「紡災」に深くつながるものであり，建物と町並み

といった HARDtliiと入と人とのつながりである 80F

T爾の尚万で成り立っている。

カルタを俊つての学資はこの尚一方(80FT面とHA

2以)2年住総研「住まいーまち学習J実践報告白論文集3



RD謡)を予言む為に有効なものではないか。

まちに新しい建物を建てようとした特に，照りの環境

を知り，それが本討に必要なものかを認識しなければな

らない。その為に，今あるものをより深く知ることが大

事である。また， 1.1坊災」ということを考えた場合，ま

ちを務織することも大切だが，それ以上に人と人との心

のつながりが求められる。住民 1人I人が自分のまちを

よく知り，町並みやそこに住む人々に愛着をもつことで，

心と心の触れ合いが成;立言る。これらのことから，まち

をよく知ることは託ARD面と SOFT留に含まれる。

まちをよくま日り認識する為にカルタを使った学習は

どう役に立つのか。

〈カルタを制作する中で〉 カルタをおHノドする過程で，

題材を決めるために過去に訪れた場所や，出会ったもの

などの記憶を思い返す。また，まちへよ立を運ぶことも考

えられるので新たに違う発見をする可能生が潟い。

〈カルタを使った遊びの中で〉 リズム感のある文章

覚えやすく，何回も繰り返し遊ぶことも可能である。視

覚・聴覚を使う遊びであるので，物事を把握しやすく，

より効栄的に学問することができる。

〈全体を透して〉 これらの5つの有効性のある学認

を，総続的に地上識の中で1';jうことは，人々「まち」を内

約なものとして捉えさせ，より深い興味へと発認させる

のではないか。“まち学苦手"としてカルタを用いること

は，段々な場llliで「人」と「まちjを会わせる。そして，

人々に知識と興味を与え，心の中に4艮付かせてゆくと考

えられる。

下の凶 21ま，今まで述べてきたまち学協におけるカル

タの有効怜を閉式fじしたものである。

人から得る 反復(繰り返し)

iユ ょユ

歩くくむ思い出す

_[二二ユ←

仁五コ
E司2 まち学習における力ルタの有効性

2)カルダを使った学習ノJ法の提案

カルタを使った学慾において上記で述べたような 5

つの有効性をあげる 方で考慮するべき間走塁や改善す

るべき限題もでた。それらを取り上げ新たなJF案をして

ゆきたい。今後，考慮するべき限認は次の3つである 0

・学校教育で取り入れた場合，興味を持たない生徒への

対応の仕方。

-カルタ遊びをした時に，文京の頭文学のみを聞き，文

章や絵の内容を把燃しない傾向がある。

子ども向士の交流だけではなく，大人間七の交流の機

会をつ〈る。
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今[iiJのワークショッブでは比較的興味のある人々が

参加したが，今後，学校教育で取り入れる場合を考える

と当然興味を示さない生徒がでてくると考えられる。

興味のもてない子どもたちに，まず，このワークショ

ッブが“楽しい"という事を分かつてもらうことが火切

であり，友だちと一緒にできるグループワーク'1心のブ

ログラムにし，カルタを使った「遊びJC部分をもっと工

夫するといったことを提議する。また，そのヱ夫も生徒

たちの中で考えてゆくのも良いのではないか。

次に，カルタを使って遊ぶ日寺にlln文字だけ見てしましり

文章や絵の内容をiE燦しないといった問題が挙げられ

ている。

この問題に対しでは，カルタの絵につく頭文字などを

なくして，絵だけにすることで，文芸詩の内容を瑳脅f.し考

えて絵札を取るといったものになり，学習効果が言語まる

のではないか。また， 8人 t立のように宇札の文筆の下

半分を絵札にのせ，文粛を覚えていないと絵手しを取るこ

とができない「いろはカルタJとは，少し違ったカルタ

にする方法も考えられる。

コミュニケーションの路題として，大人間:tの交流が

あまりなかったことがあげられている。前述の累年齢関

の交流でも述べたように大人向士では，心と心のコミュ

ニケーションを耳見ることが難しい。子どもを介すること

で認しをするといった光景も少し見られたので，もっと

家族同七が関わりあいをもてるワークショッブになる

とよいだろう。

また，カルタ制作は大人と子どもを合わせたグJLーブ

で災施し，遊ぶ自寺i立大人と子どもを分けて行うなど，子

どもと一緒であることを仁子く利用することを後案す

る。

震後に，応用として“カルタ"の学中しと給本しを利用し

て学ぶ方法としていくつか提案したい。

(a2憶力〉 今回のワークショッブのように，学溜の

ためのカルタをおHノドし，カルタの内空手を党える為に何

阻}か遊ぶ。そして，字札の文章の部をあなうめにして，

言葉を当てはめるといった日書記テストのような方法。

〈模倣〉 芸術性のおい絵のあるカルタを模倣する。

くまち学官D 町立kみをテ マにしたカルタをi~J1乍し

て，絵本しの絵(または写真等)がどこに的援するのかp

地図に記しをつけてみる。そうすることで，地阪を読

むカや[町全体を捉える)Jがつく。または、私たちがワー

クショッブでの制作カルタをf~に分けて分類したよう

に，カルタの内;gを考えて分強分けをする。

このように，カルタは従来の遊び万以外にも何らかの

学習能力を身につける使いjjが考えられる。

2叩2年院総研「住まい・まち学習J実践報告論文集3



5.おわりに

このカルタを用いた学視の右対1'1'幻ま，様々場面で関わ

りあい，総み物の尽のようなつながりをみせている。ぞ

れは，単に身のまわりの自然や建物の知識を婚やすとい

ったことだけではなく，カルタを用いた学留そのものが

人々の環境となり，後々な力を生み出してゆくと考えら

才Lる。

日ま寸るしく変化してゆく環境の中で生きてゆく子

どもたちに着目し r子どものための環境カルタ」の研

究を進めてきたが，杉立立区のワークショッブでは子ども

たちから指識されたり，新しいアイディアを翻いたりと，

私たちも新たな発見をする事ができた。

この様に，後々な可能性を見出すカルタを使つての学

習は，それに潤わった全ての人に何らかの効架を与え，

「ヨきる」ことへつなげる掛け椅となるだろう。そして，

これを人守の生きる湯となる「まち」を学習するj差異の

1っとして役立たせてゆきたい。
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子どもを対象にしたまち学盟ワークショッブを通じた

地元簡~街との開館性の情築

一横浜市金沢区における実践報告

キーワード 1)子ども のワークショッフ，. 3)務自在j

1 本報告の目的

近年，市民主導によるまちづくりの議要性が指摘され，

さまざまな市民活動が各地で行われているが，そうした

まちづくり活動の場において?市民の一良であり，次世

代のまちづくりの担い手でもある f子どもjが主役とし

て取り tげられることはまだまだ少ない。

また， ，高度成長期を経て者会環境が大きく変化し，大人

!司士のコミュニケーションが希薄化したことがj まちづ

くりを進めていく上でも問題視されているが，その結果

としてj 家庭の中の子どもたちと地域との関係も希薄化

してきでいる。

しかしながら，子どもたち自身カ吐也域に対する関心を失

っているかというと決してそうではなくて，子どもたち

の地域に対する関心を喚起し，世代fI聞が関わり合いを持

つことのできる場やきっかけが足りないことが問題なの

ではないだろうか。

一方で，地域のまちづくりを考える燃には，積極的に協

力し合える主体の存在が不河欠である。地減にはさまざ

まな世代1 立場，組織の人たちが暮らしているが，なか

でも?近隣住民を主な顧客とする地冗窃活街の経営者の

人たちに着目したい。

なぜなら，地元高広街の経営者は，自身も地主主内に溜イ上

している場合が多く，また，魅力的なまち}住み良いま

ちであることが，経営上の死活問題でさえあることなど

から，まちっくりの場への積極的な協力が期待できるか

らである。

本報告では，以上のような問題意識のもと"地元高成

控Iの協力の元で，子どもを対象に行われたまち学務ワー

クショッブにおける成果や課題?および、今後の取り総み

について報告を行う。向じような目的のもとに活動され

ている万々¢何らかι参考になれば幸いである。

2 対象と方法

今@Iの報告の対象となる地域は，横浜市合沢区の金沢

八景地E主である。金沢区は-LHくからの活住地として知ら

れ昭和に入って宅地化された地域と!日市街地とが重な

議問者居資判

Ht需克〕さま*2

中津秀之叫

鈴木仲治判

り合って存在しているまちである。燦史，生活文化を後

肢に伝えるためにもヲまた，省くからの住民と新住民と

のコミュニケーションを主主るためにも， Ifti~r，号が関わり

合いを持つことのできる場やきっかけをt再築することが

まちづくりのE重要なテーマとなっている。

こうした背崇のもとタ間:代も立場もまったく異なる人た

ちがilli値観を共有していくための手法としてワークショ

ッブに着El~， 1l!l2-]に示されたルートを子どもたちが

辿りながら，ゲーム感覚でまちについて学習できるよう

に3つの場所でそれぞれアトラケションを設定した。

N
A
V
 

医2-1 まち歩曹のルートと3つのアトラクγョンの場所

3 ワーケショッブ当日の概要

今凶のワークショッカ主平成 1:3年 11月 ]8日(約)

午後 1時~午後5特にかけて行われた。 51臼は跨辺小学

校の 1均生から 3年生までの6名の子どもとそのご父兄，

およ亡商庖僚の方，大学生，住民の方など，約 30名の参

加によって行われた。
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以下，今回のワークショッブの報告を行う。

なお，企画・実行の主体となって活動した学生の率直な

感惣をできるだけそのまま鴻載している。

(1) 出発前作業

①ウォーミングアップ伶守35分)

(内容)

参加者全員に名札書きと写真撮影を行った。(写真 3

1) 

(参加者の持二子，反省事項等)

・子供たちは楽しんで作業していた。

-ワークショッフ開始前に，ウォーミングアップとして，

子供たちとコミュニケーションをとることができた。

-保護者の方にも 絡に主書いてもらい，保護者の方も参

加してもらった。

・意タトに待問がかかった。

や子供たちへの説明(約5分)

(内容)

まちへ出かける前に，これからすることと目的を簡単

に説明し，最後に「みんなで楽しみましょうj と盛り t

げた。

(参加者の綾子，反省事項等)

まち歩きの最中に，子供たちから特にワークショッブ

自体に関する質問が出ることもなく，各アトラケシ弓ン

の指示・説明をスムーズに行うことができた。

写真3-1 写真を撮って名札をつくる

(2) 各自的地までの移動

。む出発地(横浜市立大学)~姫の島公闘(約 10 分)

(参加者の様子ヲ反省事項等)

・踏切を渡ってすぐの歩道が非常に狭く 7 自転車とのす

れ会い11寺などが危険だった。

-踏切を渡ってすくの車道，駐車場など，横断歩道のな

い場所が多いことに気付いた。

・子ーともに対しである程度の大人の人数がないと全員に

自が届かず危放なのではないかと感じた。
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②瓶の島公園~姫の高水門(約5分)

(参加者の保子，反省事項等)

・国道を横断するときは右折帝:に枝葉。信号が縫いので

列を切ることを前提に移動しなければならなかった。

・国道沿い，地区センター付近は，人・自転車の通行量

も多く，駐輪のため歩道カ守突くなっており，初めから;Ii

に寄っておかないと危検であると感じた。

③ 担患の島公i麹~商白街(約B分)

(参加者の儀子，反省事攻守事)

-神社を渡った後から歩道橋も狭く，人・自転車の通り

も非常に多いので，J暗闘の状況に常にj主意が必婆だった。

・先頭はコースを完全に把爆している人が歩く必要があ

ると感じた。

(3) 各忌的地でのアトラクション

③妓の島公濁

(コニセプト)

ゴミ集めを通じて，自然環境の大切さへの理解を深め

てもらい，公閣の昔の姿を伝え路くことによって昔と今

江遠いを子どもたちに認議してもらう。

(アトラクションの流れ)

喝ゴミを探してそれがあった場所とゴミの種類をメモ用

の記録用紙に記入してもらえるよう臼頭で指示を与える。

-子供たちが大人(学生・保護者)と公関内に散ってコe

ミを探L.，まず鉛筆で記入してもらう。保守 15分)

・子供たちに集合をかけ?鉛築で記入された場所にヲゴ

ミの種類で色わけされた丸ンルをヅロットしてもらう。

(約7分)

・子供ーたちがカメラを使いたがったので，カメラで自由

にお互いを撮りあってもらう。(約3分)

・m民の方(金際生まれの 78殺の方)に姫の島公闘付近

の昔の言言をしてもらう。(約6分)

・j並区センターの辺りが告，池だったこと，そのころ悶

道も電車もなく j辺り一面が図んぽだったこと， Ii I沿い

の限立fDIてが昔からあったことなどを聞いた。(写真3-2)

写真3-2 昔話に茸をかたむけているところ
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(参加者の様子，反省事項等)

. 1人の子供が穏始から五分以上，大人の自を離れて<:i(

人が包を離して)，公濁の遊具で遊んでいた。

-公園内に自由に子供を散らすことになるので，こちら

がやってほしいことをやってもらうため，また安全上も，

子供たち同士でグループをつくらせるか，大人が最初か

ら最後まで I人の子供と一緒に行動することが必要だと

感じた。

-子どもたちにあらかじめ昔のことに関する質問という

形で用意させるなど，昔話を通じたコミュニケーション

がスムーズにはかれる工夫が必要だと感じた。

・集めたゴミの処理方法はもっと工夫できると思う。

②水門周辺でのアトラクション

(コンセブト)

平潟湾が境立によってその姿・風景を大きく変わった

たということを，普の写真との比較?昔との地図との比

較というどジュアルから子どもたちにま蕊載してもらう。

(アトラクションの流才l)

・公歯で子供たちに…古車の指令書を渡す。

2人組になってもらい， 組に 1セット浮世絵のパ

ズルを長針寄に入れて波L.，級み立ててもらう。(写具3-3)

写真3-3浮投絵パズルを組み立て中

-組ごとに地図パズルの台紙(現在の地図をプリント)

を配り，浮世絵と同じ風景を撮りに出発する。(ここまで

約7分)

・誘導しつつ}姫の島水門まで{、jき添う。開(]4分)

・パスルの瀬戸橋を基準にさせ，写真をいくつかのポイ

ントから繰ってもらう。係つ 13分)

写真が撮れた紺lから 1 昔の地図のピースを封筒に入れ

て現在の地図と重ね合わせるように組み立ててもらう。

-浮世絵と今のヰ真，今の地図と昔の地図パズルをIii'，て1

両者の相違点，その他気づいたところなどを芸書き出して

もらう。昨乱立1 書き出し作業，あわせて約 10分)

昔の水辺のお話をしてもらう。(約2分)
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-この辺りはずっと泥だらけで，つりぼりなんかもあっ

たこと，瀬戸橋のrllは20尺だったことなどを聞く。

(参説者の綴子，反省事項等)

・表向きには子供たちに浮世絵の現場を探してもらうと

いうことだったが?結局地関上のポイントや fこっちだ

よj という感じで誘導してしまいヲ子供たちに埋立を本

当に塑解してもらえたかは微妙なところ。

・インスタントカメラの函j索が不安定で，撮影がうまく

いかず，写真機影に意外と時間がかかった。

-浮世絵はリアリティがない分，子供たちにはわかりや

すかったのかもしれない。

③ 主主庖iijでのアトラクション

(コンセブト)

40年以上経営されている経常者の方や，ごく最近開業

したお庖の経営者の方と接することによって，高底f誌の

今と昔の違いや奥深さを感じてもらう。

(アトラケションの流れ)

・インタビュー照紙を配布し，これからお尽の人にイン

タビューすることを子供たちに説明する。(約3分)

-お自の人にインタピュ (約 17分) <写真3-4)

・「おじいさんはやさしかったj との感守があった。

写真3-440年f)._上営業しているおJ苫で取材中

. ~IJのJ;liでの着せ替えアトラクションを説明し， 3 E圧に

適当に割り振り，それぞれ着せ替える大学生を選んでも

らう。(約6分)

・選ばれた大学生3人江著せ塾え前の写真を撮る。

-白内で子供たちが担当の大学生を立たせて帽子，上溝

などを選点、

-外に出て者せ替え後の写真を撮る。(コーディネートの

所要時間は約 10分)

・J;liの人と-1i者に五百の前で記念織影。

(参加者の様子，反省事度等)

・インタピューでは同じ質問を繰り返してしまったり，

きわどい質問が続出したりした。

・インタピューの質問は事前に子供たちに(誘導しなが
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らでも)用意させるべきかもしれないと感じた。

・男の子たちには fOO新聞社の総集者j みたいな肩書

きを与えて f1:t，罫lをさせるという形をとらせたところ，

子供たちも集中力を持続させ1 取材活動を一長慾命やっ

てくれた。

(4) 時刻関づくり(約切分)

(コンセブト)

今U誌のワークンヨッブのアウトプットを子供たちの手

でつくってもらい，かっ渓示するための殺新罰(関 3-1)

にまとめてもらい，見た目と子供たちによる作業の両立

をはかる。

(新聞づくりの概嬰)

・新開会体の大きさは Alとし，それを8つに分けて，そ

れぞれA1で子供たちが書き込めるようなワク・罫線など

をプリントする。

-書き込む内容は，各アトラクションで下書きしてもら

ったものを本書きしたものや，ゴミマップのように各々

の識変結果を集計したようなもの，また米来の八景・感

想のようにその場で書いてもらったものなどソースは

様々 である。

例 「姫の島公園のコ辛ミマップj

l金沢八設水辺の今昔j

「インタビュー&コーディネートj

「未来の金沢八景j 等々

「感怨j 等々

ぞ翠勝

匂恥恥

写真3-5取材してきた内容をもとに壁新聞づくU

(参加者の様子，反省事攻等)

・各アトラケションのレビューは3)91に分けて分担作業

とした。

子供たちはみんな楽しそうに作業をしていたし，保護

者の方も子供とー絡に作業したりアドバイスしたりとこ

ちらも楽しそうに参加してくれた。(写真3-5)

・1時間もかけなかったが，内容をみてもしっかりした

アウトプットになっていると思う。(写真3-6)

・このハーフメイド的な方法は子供によるアウトプット
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の二台法としてP 効率的で統 感のある校よがりになる，

などメリットが多いのではないだろうか。

写真3-6 もう少しで完成

(5) ワークショップ終了

(挟拶の内容)

・学5長代表 今日はみんな来てくれでありがとう。とて

も楽しかったし，みんなも勉強になったと思います。私

たちは，横浜i歪立大・関東学波大・横浜市立大の学生有

忠で活動しています。来年もこんな形で楽しくやろうと

思っているので，是非来てください。

-務庖会長今日はみんな八景の景色を色々見ていただ

いてありがとう。おmのインタビューでは，エ干の痛い質

問を部いて，身にしみて，おI~iはきれいにしなきゃと思

っています。

-住民代表 今日はよいお天気でよかったです。もっと

こういうことを広く広くやりたいね。来年・丙来年とや

っていけば，ニオ Lも広がっていいんじゃないでしょうか

元気な顔で?とても楽しくやっててよかったと思います。

最後にみんなで紀念滋影を行いました。(写真3-7)

写真3-7みんなで記念撮影
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4 ワークショッブ後の取り組み

ワークショッブという手法を用いたこともあり，参加者

にとっては，楽しく，実りある体験となった。とくに子

どもたちにとっては，いつもと違った角度からまちを学

ぶことのできた 1臼だったと思う。しかしながら，こう

した体験を一過性のイベントに終わらせないことも重要

な作業である。具体的には，記録集の作成などが考えら

れるが，今閉は，そうした作業に加えて，ワークショッ

ブのh丸果をまちかどに展示するという方法を選択した。

地元話連活街の協力を背景に，まちの中心地の人通りの多

い高};lj街の一角を借りて，炭示作業を行ったo

実際の展示は，子どもたちのつくった壁新聞に加えて，

参加学生の提案などを盛り込んだ，非常に中身の濃いも

のとなっている。

写主主4-1 間服請の一角を借りた「まちかど展示J(写真中央)

5 まとめ 鴎利主の精築へ向けて

これまで，子どもを対象にしたまち学滋ワ クショッブ

について紹介してきたが，その過程でp いくつか搾かび

とがってきた課題について述べたいと思う。

(1)参加者(とくに大人)の意識の問題

大人が考える「子ども浅にこういうことを学んで欲し

しりということと，子どもが考える fこれが知りたい，

こんなことしてみたいj ということは必ずしも一致しな

い， 致するとしても，アブローチが異なるのは当然だ

ということを，大人たちが理解している占、裂がある。

またj どのように学ぶのかについてもヲできる限り子ど

も遠の判断，感性にまかせるべきだと思う。

(2) 目的と至Ij達包標の設定の問題

子どもを対象にしたまち学習の場7 特に7 今図のよう

本2樹 l-'<fかげり制抑Ffdifr数十是

*;!関東学悦人学 i学部調市

'，1聞東今はた?工学部捕irii
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なワークショッブ形式の場合には，できる限り子どもた

ちが納得できるような隠約と自擦を設定することが火切

だと思う。今回のワークショップを通じて，責主終的に何

らかの具体的な捻案を目指すような臼標設定も有効なの

ではないかと感じら才た。

(3)一過性のものとならないための仕掛けの問題

活動を広げ，体験の輸を広げていくためには，一過性

のものに終わらずに，次につなげていくことが重要な作

業となる。記録や展示によって，当5の体重量をもういち

ど掠り返ったり，活動を調書続して，さまざまな立場の人

を巻き込んでいくこともZ重要である。

(4)大人民導にならないためのt防品けの跨題

ロジャー・ハート削)による子どものまちづくりへの拳

加のハシゴモデルによると，子どもの参加について8段

階のレベルがある中で，本報告のようなまち学習ワーク

ンヨッブは，まだまだごく初期の段階にとどまっている

と思われる。いかにして子ども主導のプログラムと場を

妨Eできるかか今後の喜憾だと思う。

議後iこ，地元商日時J例制について触れておきたい。

かつて，目玉!占街は単に物を売り漂いするためだけの場所

ではなく j 会白域のコミュニティの中核としての役割を持

っていた。こうした部活街は，少なくとも子どもたちの

日から見ると rまち」を燐成する魅力的な要素の lつで

あることはまちカまいないだろう。

間応ifjにとってみても1 まちに総力を感じてイ主み続けて

くれる人をつくっていくことは死活問題ですらあること

は関頭に述べた通りである。まちの中心として，コミュ

ニティの中核として，路1;5街の役割jを次世代に継承して

いくためにも，さまざまな主体との関係性を構築してい

くことが，j(められるのではないだろうか。

(本報告は L財)日本科学協会平成 13il二度笹川科学如究

助成を得て行われた。ここに言己して誠意を表する。)

<;.主>

1) Roger A.Hart，子どもの参加のl.弟子モデルとして?参加でな

い段階から参加である段階を8段階に設定し，子どもと大人

とが大伴な立場で噴境形成の意思決定に関わること6ι婆性

を説いている。

<参考文献>
1) こどもとまちづくり研究会 まちづくり読i'@rこどもとま

ちっくりJ，屈は:干上 2C曲 4

2) ヘンlJ-・サノフ まちづくりゲーム環境デザイン・ワー

ケショッブ，品文主ιI9's.5

場}樹l~lf~立入ヴ入学院工学研究It~ 助f

1開9匂 N都大予チで字詰修 f
19抑斗 樹民悶¥!大ア人":/1淀E判所:院(建
築マ場タ字j則 F現在に宝る。
明可 桂守主十両学({Î;--8，件 :~tJß様、持続担

f;iHt 閉山fU間性化与に問主1'，るiリ干)'0
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歴史都市，津島に残る古井戸を活用した子どもと高齢者

の交流を促すまちづくり

山口 』ピイ寺本1

ヰーワード 1)まちづくり 2)古井戸 3)世代照あ荒

]. f芋論

1. 1 研究の巨(J']

近年， Hi民参加によるまちづくりが活発に行われてき亡

いる。まもっくり，まちおこしと言わj るものは，地統特

有σ刈長'rlf(廃史・文化)をそこに暮らす人が再発見し，愛

着を持ち，それを泊代を越えjげすし，地域住民が 1設立とな

って進めていくものであるο

カ:.-/)-C '"，!--I -t止の淡町，そして門前町として栄えた愛知県津

島市は，今も7甘い町並みや自主史・文化を残す都市である。

しかし， I:~烏市においてもモータリゼーションの進行など

による中心市桂仕出空帰化。:民1{_IJが見られ，人々の主主Ai漆三に

や考え力も変化してきているコそれに作し¥昨並みや澄史

的建i詰物に対するすjf誌の信号L、も待れつつある。その中でも

特に，ヲどもたちは，自分たちのまちに弱する士:nfi設や興味

をJ地いているとはいえない。

しかし，+どもたちは次!E代の津島のまちをつくってい

く，あるいは大人にまちづくりへの熊心を引き出す仲介者

であり，まちづくりのソケゾウ者(間矧・意悩ねとい

う大きな投斜を拐っている。また高断滑についても，津島

の歴史や文化iこ支げる堤富な知識や生10終験をもってい

るものの，高齢吉岡土での学びあし、iこ偶まっているなど，

務係的に津島のよさを子どもに伝えるきっかけをもつこ

とは少なし九

そこで本研究r目立，高約者と子どもたちとのこぐ的世代

の交路機会を， Ii'烏のまちを歩き，墜史や丈イじを共に午むえ

考える場をもっ，アクションリサーチの力合法をijjいて実践

する。それにより，地域の遺産をj哨鯨包L-，活用すること

でまちづくりハ-17)きっかけを創出し，今後0)防代間交流の

まちづくり f;r;~)Jfこつなげていくことが告的である。

]. 2 Tuけよの方法

受知教育大学の寺本:皆1D)J教授のアドパイスを受け、 F章l崎

市のまちづくり NPOr天王文化塾」との迷携により，ま

ち寸くり活動ブ口ジェクトをさ長者が企部L-，天王立:化塾と

ともに実施した。夏休みの2日ff札市体およびその周辺の

子どもと地域のガイドボランティアとなっている高齢者

を，ポスター干ら予やピラd再己布により集めずら主な3足踏沼

野/)1丸出井戸。1/Îi!IJ と到ril'~Jj-f定検である。具体:1:Ý01こは，市

街地中心部の路上に残っている三か所の古井戸に着目し，

古井戸活用ワークショッブをゴこどもと高齢者でグノレープ

を組み，行った口

市井戸をこのブロジェクトで活用する;窓義は， I行の文化
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員.1として残っている か所の共問弁戸をきっかけとして

地域コミュニティを再び生み出「ことにある。これらの方

井戸は，昭和j幼年 (1955)代鎮までJtiHjj!'Jヨとしてイ初日

され，住誌の集まる，いわゆる井戸鋪公議室として，人々の

コミ江コケーションの場であった。しかし，今では単に路

上iこ活力を失った r静態」として存京しているのみであ

る。今阪のプロジコクトでは， 子どもたちにまず出井戸の

干円主に興味を持たせ，市井戸をかつてのように「雷J1f，~_ と

して前一周しーといきたい。そしてそこから， j也]].1誌の人々がも

う 皮古井戸lこ注目し，集まることで宮井戸をきっかけに

地域の人々に「会詰」を持たせる場にしていきたしLそう

するととにより，今@JのoJi';肖活mを地U或コミーJ ニディの

丹構築の第一歩と位設uけたい。

また，町並み故検は律烏の燈史の残るまちを，刀メラを

片手に子どもと l間前絡がグループを組み歩き，なそ解きを

しながら池協の君主史や文化iこ角対もさせたー i町村み探検は，

子/-'もたちが実際iこまちを歩くことで普段見落としてい

た，自然1 建造物，まちの遺宝を，五感を過して発見し，

体験をもとにまちを知る，車!接なf宙開Jであると考えられる。

立時fLh1の最後には，自分たちの撮った写真や，ワークシ

ョッヅを過して!t~じたことを稔世話にまとめ，発表させ7二

さらにまちづくりへの擦心をより深めるため，得びこど

もと高歯fr_:tfを集め，フォローアップ議拒を開催した

1.3 r総合(1むな学資の11寺笥j を活用したまちづくり学

預の佼隆付け

f総合的なγキヲ州!?澗.1 (以下「総合学習iという)は，

2C日立年度からヰ斗各的に/トマ校から高等す校lとおし、て啓人

される。この時郊においては， r各学校は， HIJl1i，Rや守校，

児意。コ実態に花、じて，機析的総合的な学科や児援の興味

僕む等に基づく学留など書IJ怠1:夫を生かしたJ時限となる

ように， 1998年のノトρ部ど学習指導要領iこより告11戸されて

いる。そのため，地或や芋佼，児童生徒の実態等にJ;~: じ，

各学校が総意::L_5たを生かして実施することになってし、る。

「総合学:~~J は，従来の各教科の作品註みを趨えたものと

して位煮付けられており，今後は地域社会と 一体になった

学潜機会が婚す一ことはし、うまでもない。その中でも特lこ?

地域を核にした「まちづくり学習jの単元は rまち」を

題材にした各教科の桝旦みを越えた総合的な学習である

といえる。今までは， 11出減という単語からは，社会科をi車

怨する怠味合し、が劇、傾向にあった。しかしその方で，
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「総合学習」では，子どもたち自身が自ら雲寺績を見付け，

解決していくことに主践をおくため，様々な教科との際さ

が生まれる。

また，現代は人間際係ぶ希簿化し， 子どもたちi立もとよ

り地域住民でさえコミュニケ}ション能力が乏しくなっ

ている。このような現状で，学校教育が fまちづくり」に

主体的こ取り組むことは，子ども自身にJ自j瓦への愛ヰ奇心が

芽生え， !割或の舟「セf七にも貢軟するだろう。

2 鐙史者宮市津島の魅力と子どもの関心

2. 1 津島Fわゆ都市計画五と中心市街地のまちづくり

本手議iの士、j象地域である愛知県津島市は，愛知W~蹄およ

L叫名古屋市の海部約 16kmに{立置している。津島i↑}の周産自

に同毎部曜日 12伊村寸があり，津島市は一つの海部津島広域

行政臣室を形ヲ記している。

棒高市1;):中世から近代のも犠物賎業ι栄えたまちであ

るものの，現作では級詰.Jl主業の主主退，また名古屋大都市麿

正住宅都市の…./~となっていることから，様々な面で名古

屋市への依存度も痛く，津島市の中核P線経は弱くなって

いる。人口においては， rri全体では緩やかな対御I般向にあ

り， 2001年の総人口は約66，uC約人となっているが，市街

地においては減少傾誌にある。

津島市は:s鉄津島駅周辺を中心市街地として位鐙付け

ている。駅東側jには，海者jl総合庁舎，市役t尻市民病院な

どの公共総設が多く集まっている。それに対し，駅間地区

は古くから栄えてきた天…も重りを中心とする商法街，津島

神社，天王)11公鈎などをはじめ，多く江町屋ヰヰ宣跡を残し

た歴史文化地区である。商業・業務・住居など町都市機

能と，廃史・文化を併せ持った中心市街地を活性化するこ

とは，津島のまち全体をm'l生化することにつながる。

2. 2子どもの関心を呼ひ混とす地箆野J要素

本稿のまちづくりプロジェクトでは，津島市の中心市街

地の:やでも，特に歴史・文化ゾーンとされている地域を主

な土橡としている。この歴史・文化ゾーンはさらに「参道

エリアJf街宣エリアJr天王JII公掴エリアJに分かれる。

「参道エリアj の中心となる津島神社は，欽i~耳元年 (540)

正銭感と伝えられ，ヰ領夫王の総本社となっている。津烏

に住む子どもにとっても，津島ネ紳士:1;):津島を代表「るもの

の 1つとなっている。さらに，全思から「津島諮むに人々

が訪れたため，境内や門前にはT-1'1や応ができ，現夜でも門

前にはその津島の土産物屋か数軒~ìf~んでいる。また，津島

神社へ参る人々のため主主てられた道擦も残っ亡し、る。

また，津島には木曾)110万t流水が多く，水に恵まれたた

め，津島の六地阪にはいくつかの町角に辻井や井一戸が警か

れている。本町通りには，現在三か訴の共向井戸が筏って

いる。本質了3丁目に残っている井戸は「大正 7ef12月域

口町」と由功ミれた花関闘の方形石組みの井戸である。坂口
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とは本町 3了目の!日名である。この坂口の井戸l土辻労の形

態を銭しており，共向井戸としてfが与されていたことが分

かる。本官f~重りをむ五口の井戸から兆に約 1α)盟問推れた木町

2 T111こ，主是 F神社がある。この段下利根には引戸が存在

し，津}断中松を遥持する淡の御平r;，乙の井戸として従1iされ

たといわれる。その花際岩のお紹みの弁戸は，現在使われ

どはいなし功、機件付上の石垣内iこ残ってし、る。

さらに本町通りを約 100m北に進んだ本町 1T烈には，

花筒岩のそ主主EみをもったほJO淵戸がある。 上哲jとは本;限]

1 ]自のi日名である。壊されることなく滋在まで路上に残

されてきたこの木叙弁戸は，現在では電設モータ…を淑り

付け， i1iBr(J)イギ民によって打ち水として使泊されている。

また，本町通りは*rnい益金がりくねった路地lこ，硯.YEでも

格子戸をもっ灯屋の形態を残した建造物が多く治ぷ。これ

は，カシって津島に楽務が多く存在したことをポしている。

このエワアには，]i主張地方に多くみられる fE塁線神様iも

ま':)ら才Lている。

この飽に，津島神社の門前にある争うて庄町には， (1戸号制t

中期に主主てられたといわれる堀田家イ主rさがある。柄1主主肉は

江戸時代に神官の家主主数が集まっていたところであり，特

にこの堀原家は代々搾j患の名君主であり当日干の様子を残し

ていることから，思ヨの主主要丈イij財iこ指定されている。

さらに，加藤清正の.Y)Jj時代の含し浴えをまつった清志

公FLや，天王通りには円空作の千体仏地蔵など，討さ島には

数多くの守宅があり，子どもの関心を珂lt起こす地球均喪

主告は十分布思しているといえる。

2. 3 地元のまちづくり NPOf"，日一文化勢jの役割

まちっくり NPOである f)と定文化事却は，津島文化の

向上・発展を悶約にしたまちづくりグループである。 2000

年に発足し，津島が「暮らしよい図r.住みよし明ねになる

ための活動を行っている。具体的には， rまなぶJrつな

ぐJfたべるJfくらす」分科会がある。「まなぶJ分科会

では，厚手史・文化を学ぶ月例会，主主目守から津島を歩く「津

島上桂f演を歩く」会等を行っている。「つなぐ」分科会で

は主主き唐織の有効活用， rたべるJ分科会では津島の茶室主

を平IIIilした fごず茶会」等， rくらすJ分科会では町並み

の活用，ガイドボラシティアの育成等を行ってし、る。

「天王文化勢りの活動により，行政広範期のみでJ対子う

ことのできなかった市民主導の活動詰苛子われ，市民;と行攻

との逮換が深まったとし、える。

今後も「天王文化塾iスタップが，津島のまちをつくる

キーマンとなり，行政と市民の仲介者となることで，津島

を「よりよいまちJにしていく役割を挫っているといえる。

3 津島広魅力発見を促すまちづくりプロジェクト

3. 1 プロジェクトのねらい

モ吉井戸をとのプロジェクトの中心においた閥的は，まち

2002年住総研r住まい・まち学習J実践報告論文集3



の大きな建造物では子どもや高齢者にとって，まちを変え

ていくには天変な時澗がかかり，また終i常ゲJにも難しいこ

とが挙げられるつI}，j井戸という，路 kに残るまちの/トさな

遺産は，以前は共;討に働lされ，生活上必主主とされてきた

ものである。その身近にある古井戸を今釘取り iげ， 子ど

もたちの力でまちにアピーノvC'きるようにすることは T
どもからまちに往む人々にまちについて際心をもたせる

きっかけとなる。

今凶のプロジェクトでは， し市A井

を浮かべるととで'上也域の憩いの場を席IJ/_L¥したい。また，

子どもたちの出すアイデアを可能な絞り実行していきた

し、。

さらに，子どもたちが飾った古井戸をその潟辺。消烈こ

よって，その後のは認をし，地域のコミコニケ』ションの

場と「ることもこのプロジヱクトの宣言袋な話約である。天

王子ども事与が，夏のプロジェクト後に二度発行した古芥戸

通信についても，本町riITiりを中心とした市民に配布し，子

どもから鈴まったまちっくりを引き継ぎ大人がまちづく

りに関心をt寄せることをねらいとしている。吉井戸への関

心，そして古兵戸町世話をきっかけにして， i~.井戸に集う

人，通りすがりに山月三戸を気にとめる人が増えることで地

域の魅JJ誌な曽L，まちへの慢心から，今後のまちづくりへ

の意識向上へとつながることこそが，去を大のねらいである。

3， 2 プロジェクトd特徴

このプロジェクトでは，主に凶]並み探検とともにす井戸

活用ワークショッブを行う。今まで全国では数多くのまち

づくりの笑践が行われてきているが，このプロジェクトで

は次の特徴が挙げられる。

① 行政・守対立というま服部計じされた図体から企画

されたプロジェクトではなく，地πのまちづ

くり NPOr天王文化塾」が中心となり，専

門家のアドバイスにより1i?:IDTI'実施を行う。

② 次世代のまちを担う子どもと，津島のまちを

知り経買業もある高齢者との世代FIJj交流をばか

り，町並みて主主検や古井戸活用ワークショップ

を行うことで，五いの発だ、や思いの共有化を

いまちっくりへの意識を引き出す。

③ 市の文イヒ燃として路上に残る戸井戸を rま
ちの大切なもの」として付鐙付け，それをき

っかけにまちへの愛若を深める活動を行う。

3， 3 プロジェクトの評価

とのプロジェクトの主旨は，子どもと異W:i~である高齢

者の交流を促L，まちづくりへの関心を深めることにある。

子どもが高対内野とともに町放み探検をし，也井戸について

考えることで，友いの考えを等主主L，共有する。これは，

まちづくりをそこに住む人々が主体的に行っていく上で
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llti芸なことである。

今恒汗子うプロジェクトにおいても?ワークショップを充

分iT5'用L，子どもと高齢宥U洲士代将交流をはかりたしL 核

家紋化，少子化が進む現代ぜ，コミココケーションヌドたと

いわれる子どもたちが，地域のl官J歯存者どいかにコミュニケ

ーションをとることができるか，その状j況により今阪のプ

ロジェクトの結*は左i右されるとし、つでも7品百ではない。

すなわち，t!t代納交流を促すことができるならば，今i註]の

ブロジマクトはまちづくり活動をtTう第…歩となると判

断したいο その科医事rの具体的方法として，両容が古井戸を

きっかけにまちに刻する愛者心を高めさせることができ

たかどう均ヰこついて，実際の何者の発言，行量VJ，アンウ山

卜をもとに分析をしたい。

4 子どもと高齢者左の交流を促すまちづくりの実際

4，1 市片戸活用を中心とした歴史怨紡ワークショッ7'

の立案

今@]のプロジェクトは， r天王文化勢Jが子どもを対象

に行う， r天王二子ども塾iの活動に組み入;1'0子った。この

「天王子どもきまねの市裁においても，まちを深欲すること

を前提に計[箆をたてた。さらに，子どもたちが隆史を学び，

地域の人々と関わりをもち，食文化を知~，土色竣のものを

活泊寸ことのできる活動を組み込んだ二

津島には，歴史在百建造物が数多く残り，感史的姿楽が強

い。探検コースは，神社・守・留3白黒・然りの4コースを設

定し，各コースとも謎を荷車きながら，探検できるようにし

古井戸を使ったワークショッブ-('f土，子どもたちに井戸

の乍を言g~哉させる必要がある。そのため，探検中に現ι

も使照している上切の井戸に立ち容り約五体験できるポ

イントを件った。さらに，百井戸に骨反もるのみでl土，子ど

もたちに古井戸を fまちの大切なもの」と実感させること

には不 f分であるため，まちの高齢者が昔マフ使われていた

様子を夜桜諮ることで，子どもたちの古井戸に立ナ「る怠識

を高めるようにした。

古井戸の昔と今の様子を3匂~さ壮たことで，次に，子ど

もたち自身iこ古井戸を限立たせるアイデアを出す方向に

つなlfていくために?デザイン闘を取り入れることにしたO

U井ヂ?そのものの株だけを書いたA4務用紙を沼窓l.，そ

の他は子どもたちが自由に色鉛筆で書き込めるようにし

た。これをもとに，自由な発怨、を発表させ， 2日間に行う

「古井戸の周りをきれいに昔日ろう(井戸生き返り作戦，)J 

の活動に取り入れてし、くことになる。

その他の活動c'は，昼食に子どもたちが実際に保験した

ことのない流しそうめんや，津島の郷オ料怒を朋革、し，棒

高6て食文化についても触れられるものにしたとやまた， 2日

間の活動σ')*1者めくくりに絵地図づくりを行った。

さらに，J:の活動が， 過性なイベントで終わるのでは
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なしまちっくり活宣言Jとなるには，もう 皮夏の参加者お

よび，本l'りの住民が集まり，まちへrr愛ヰ奇心が高まるよう

な活E誌を行う.JI.、裂がある。そのため，1lY!にフォローアッ

プ講座と越して，まちづくり講演，日主主:講話等を行うこと

にしたο また，市井戸の芝σ苅Eえ科、えも者fSZ者で干丁うこと

にしアこD

表4，-1 

日

1何回は，初めに他学校の子ども同 1の交流を深めるこ

とも含め，くじにより 4名ずつのグループに需給比した主

た3 地)tO:町 tこ島奇心があり，ガイドボランティアとなって

いる高齢省が 1グノレ一六こ 1人っき，防:枝川附j討を行ったo

rnf主主み探検でi主 4コースに分かれ，地図，ワークシート，

カメラを持たせ，京]2附i時 li~i誌のまちを主主検させたャワー

クシートは，この地方にもIl¥If名の深しリ¥物である織間信長

が， 子どもたちに迷をパパーとしづ形式ぜy 各コースlこ院W&

のある問題を中心lこ!日した。カメラはインスダントカメラ

をグノlーブにつ持たせ， r発凡したものJ，1みんなに伝

えたいもの」を自向に凝らせたふ子どもたちに波 ν た地[当

iこは?子どもたちが参加iするコースが書きjみまれ，設がI:H

0
0
 

7
 

されたポイント附記してある。その版路に沿ってガイドボ

ランティアとともに獄後を行った。

j思索中には，引 F'に_1_Lち掛ることでつるべを使ってノ'1¥1こ

触れるイ問責を行っ丸子どもたちはj千戸の中の柏仔を観然

したり，水をくみ iげたりするなど，実擦に+1一戸に触れ士こ。
また，水に散ると r冷たくて気持ちし、い。 r意外にきれ

いοJ といっていた子ど、もも多くみられた(写真4-1)。

写真4…i つるへを引き井戸水をくみi二げる子どもたち

午後からは， +1')ーマは昔どのように使われてし吠こかを主主際

に高約者のかの誌を関心廿た。その話では， )1〆をせ iZE代

わりに大切に使ってし、たこと，冷殺庫のようにスイカをひ

やしたことなど， rどもたちが i!J-井戸を身近なものに議じ

る内容 Fあった。

その後， ll'1U ゃ'*~l十 i 内に使われずに放íIl'されてし、る世Jj-f

戸がもう rfr1_土問される cにうになるにはどうしたらよい

か，子どもたら 人ひとりに考えさせ士むその意見をもと

に， 1'-1分の考えた井戸をA4澄i月j蔚むこ白内に色鉛筆ぜデザ

インさせた、千どもたちのアイデアでよくみられたものの

代表例が1 資料4 1， 4-2-Cある。

一)ω 

資料4-1 資料4~2

資料4 11t，小学fi{I':I(Jのデザインであるが，井戸

をきれいにしーと，人々に宍戸の周りに集まってもらいたい

と燃し、揃いたものであるじ市、共!こ戸の賂りには{Eが備えられし，

人々の注目が集まるように宥板を取りやjけである。

小学6均:lf)チのf品、た資料4…2iJ:，井戸をパス停に L，

井戸ノjくを干支い来よ駒井却;料水を冷やし，ベンチに成ることが

できる空間にしているごまた，この井戸を観光1'，所とし亡

2002年住総研「住まい・まち学習J実践報告・論文集3



スダンプを設援し，人々が訪れることができるような工夫

がみら才しる。

これらのデザイン釘からは，綴々なアイデアがlむされた

が，そσ刀主計から， 1tや緑を被える，看板をつくる，ベン

チを置しスタンプを裁くという表現が陪立った。

2日目l土，前日の占井戸のデザイン雨を集計したものを

発表し，最も多かった花を飾る，看板をつくることを中心

に，実際に弁戸をきれいに昔前る活動を行った。立訂日の参

加人数も 54-1'，と多数だったため，二子どもたちが積幡町」に

活動できるよう，山一井戸を吉年るJ グルーブと「総長j 等

のグループに分け，七一った山

古井戸を飾る活動にはそのー件数i'i液の子どもが参加い

それぞれ三泊、月号のJI戸のスベ…スに合った鉢に子どもた

ちの好みで， fuや木を般えた。上切の井/"-1は，時主 民家の

市lijにあるため，水車を浮かべた鉢;こ電訟の噴水をおこす1幾

械を鎖骨「ることができ7二坂υの五日戸のグループは，最

もスペースグ〉広い械が「である。 fど、もたちは，大きし喧ドコ

績を選択し，高齢者と潟力して花を植えていっfらその中

で，世ト段は自分から話し掛けなし、子どもたちも，高齢者に

「おじし叫んj と軍事んに呼びかけ，成養士江使い方を開く

など互いにコミコニケーし/ョンを取ってし、る様子が感じ

られた(写真4~ 2)。また，出井戸の)，へ鉢を部ふと》

空いたスペースのごみを京?二点:_Hこ拾い，あまったスベース

に花を植えようと岳ら従事"るなど，吉井戸の飾りをやら

される，とし、う感情ではなく，自分たちがつくるまちのス

ベ スをきれいに変えたい，とし、う気持らに変化した綾子

がわかったO 堤下神社ので;井戸は，最も狭い敷jきであるu

その井戸を-fiif;るグノレループは，前行の昼食で使用した竹の誌

を依木鉢として手11用して，工夫しながら釣り付けをした。

さらに，神社に古pった後，近所の花主主にじようろを僚りに

いきitに本を遣るなど， )左斜計七氏との.-I，tあいもみられノたー

写真4--2 晶齢者と協JJIAド戸創世る

イ主σ没fHり付け以外に，三か所の古井一戸のふたも，ネども

たちが作成した。ふた作りに挑戦した子どもたちは，竹を

編んでして万仕、を大人に教わり， IH米とがると友達へ大切

そうに見せている裟がみられた。看抜作りをしたγどもた

ちも，井戸をみんなに見てもらいたいと，子どもの悦わ、に

立った明るいものを作成した(万戸j貞一 4~3参照)。
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写真4-3 子どもたちによっ亡飾られた上切の井戸

午後からは， 2日間']0:コまとめとして，各グノレ吋ブで A2

サイズの矧用是正に絵地誤作りを行った。 2fl際で援った写

真を好きな大きさに切り，発見したことなどをマジックベ

ンで帯き込み交政させた二こσ川:月以1もガイドボランティ

アが 1名ずつグノレープにつき， 子どもたちとともに絵治亙|

づくりを行っfニ

約 2持続半で作り I:ftcこ{t:::Ó-ll~を，ナ員の請なでグノレープの

発表を行った。各グループ。5分22L宝，自分/こちの作品の自

慢できるところ，みんなに知らせたいところなどを指でノj

しながら発表しずら写真4…4は，神主上および津島に残る

珍しいものを探検したグループの絵地i訟である。「かくれ

た津島」と題し，発えしたものを fみつけたよ?コーナ】 j

をイギり分かりべ，r，くまとめてある。地民というよりも，む

しろ気に入ったものを結っている十下品ではあるが，自分た

らが発見したものを知らせたし、気持ちが表れてし、る。

写真4-4 子どもたちカ三作成した主主婚届「かくれた津島J

グノい y。での絵地[!CJの発表を終え， 2日間のプログラム

在終了とした。その後，この作品は井戸のある本町通りの

町原，しりぷく茶房「カネ長j に i盟F"lJl基示したJ

JJ月 10日lこ，子どもたちと荒戸の路辺σ)ij:氏，ガイド

ボランティアを集めτ まちっくりへの協心をさらに探める

ためフォローアップJ所在在併催したこの議主では愛知教

育大学の守本防総受のまちっくりJ普段をはじめ，天王文化

製品販による津島の怒史講話， I'i'島のクイズ・ゲーム等，

スライドを使用し，行った。また古井戸の花0)，誼え草寺えも
行われた。

さらに，古井戸の綾子明';5-動の内容を「汗井戸悩言J(資

料 4 3参照)として9月・ 12月の一度発行した。これは

参加した子どもたち，ガイドボランチィア，ヰ;釘の住民，

2002年住聴研「住まいーまち学習J実践報告ー論文集3



"附筏b

資料 4-3 古井戸1餅言l号 (9月発行)

4.a アンケート調査からみた参lJll者の詳伺

子どもたちに対して行ったアンケート言語査より，参加し

た子どものまちに主同一る意識を分析する。 sl4-]はプロ

ジェクト前後の意識の内訳である。ブ口ジェクト高官より自

分の件むまちを好きな子どもが多いが，その恕出は採りが

あるから，などのあいまいなものが多かった。しかし，実

施後は，井戸を中心にまちに残るものを守りたい、誌から

のものがたくさんあったから大切にしたいなど，はっきり

とまちをみつめ，好きだと答える子どもが増えた。

(人)
50 r"…一…一…………川……叩…川一…… …… 

0

0

0

0

 

3

2

1

 

いまちづくりのイヘントを高番号co'']{こ行うことが必婆と考

える意見が多くみられた心以仁，I![のブロンェクトペコフォ

ローアッブ議肢をi遣し，て子ども委主力日による{主ちづくりへの

総議刀法り高まったといえるコ

5 結論

今岡のブロジェク kにより，三か所の古井戸の活用を中

心に，町立bみ探険をすることで，子どもたちのまちへの興

味・関心を深めることができたο8井戸初月Jワ}クショッ

ブでは，子どもたちが，大人と協力を l，まちの小さ~(i量

殺である井戸をきれいに変えたいと際う気持ちを高めて

いることを発言，行動から読み取ることが Pきた。また，

子どもたちと高普持者が罰]波み探検，合弁戸のワークショッ

プを速し，瓦いに;意見を出し，共感「るととで，枇代!替の

交流をIJ:;わることができたと考えられる。フォローアップ

議泣からも，まちづくり講演，燦史講座で子どもから両齢

者まで/ρまちについて学ぶことで，まちに対する愛者心が

高まるきっかけになったといえる。

古井戸に的}られた1tは，夏のフρ口ジェクト後枯れること

なく，近隣の{干民によってl世話をされたコさらに，新たに

花浩司値えられたことや，水車:。域本にはメダカがき奇われたこ

とから，井戸が子と、もたちだけではなく，住民主手有O)?:r'!.聞

になりぐつあるのではないだろうか。

今後，まちづくりへのきっかけとして71井戸の活用は，

S滋瀬古に行う必要があるといえる。また，今後は行政・学

校・ NPOの三者がまちづくりという同じ目的に向かい協

働することで，単発的ではない， 1断売が」で日輩歩マコあるまち

づくりが必要となってくるだろうっ

とても好き少し好き 普通 少し嫌い

属実践前 口実銭後 く参考文献〉。愛知県津島市 市制 50暦年言[1{t市勢要覧津島市長公主主秘

i話4-1 プロジェクト終了後のまモば;H'る意識変化のが訳

参加した天王文化塾スタップ及びガイドボランチィア

の窓識も「年齢を超え帯となってある目的を共有できる

ことは子どもにとっても地域の大切さを知ったと怠うoj

(日9歳男柱。などの窓見から，実際にこのブ【ロジェクトで

世代間交流をはJがることができたと思われる。このように

参加者の意識調査により，世イ勺盟交流がまちを市E主主体で

考える上で，なけれまならないことであることが再認手哉さ

れただろう。また，ブヌrローアップ官辞座後iこは，まちづく

りをしていくには第ーに，市民が集まり， H護史文化を勉強

書議， 1997 

2) 愛知!Ii¥津島市津島市第3次給合部商7津島市長公室企画課，

2匝II

3) 小里子好日子 こんなι鳴がほしし」告民がつくる公共空間，

築地書官宮， I悌 7

4) 余原町並み保全車賎新・町役み時れまちづくりへ0五鵠，

学芸tJjf，京社， ¥9開

5) 悶宇持月まちづくりの実践岩波書rg，1999 

到 底島市指肢折田熊年記念事業知子委員会津宮ヲ物語，禄島

市制面ff田熊年記念事業主行委員会， H拍7

7) 守利害罪・豊岡市立J城fJ ，~持町おこし総合す約機トポ

スター・セッンヨンの試み，明治図書， 1997 

8) 寺本潔総合的なす官で町づくり，明治辺喜， 2加 1
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IIITづくり協議会『上町そだての会』の実践報告

-f上町そだての会JのまEち上げからこれまでの歩みー

機III ;草子

キーワード 1 )町づくり 2)増減コミュニティ

J)学校との連携 4)新しいお祭り

1 田了の背景について

平成 13年 7月 20日に発会まえをしたr.J:町そだての

会jについての実践報告をしたいと思う。

こσ活討土，もともと市民から自主的に作られた会ではな

い。高知市の都市計調景観整備事業としてよ留守地阪か選ば

れた。そして，その立ち上げにあたり，高知市都市計銅線

の織員は高知県建築士会の人々に僻liU""私達O)W庁はIU

市内で，典型的なlllTの崩壊が始まっている。調]における老

人の比率が大きく， j虫り暮らしの人が亡くなったら，車主車

場になるか相続税を支払うため究りに出され，その地にマ

ンションが建てられる。しかも軒軒，比較的大きい家

が多くi!jji庁付き合いが少なしL病気になってもわからない。

そんな状態に fこれではいけない，何とか出来なし、かなj

と思っていた夜、は f町を活性化したいからf中間になってj

という言葉に役に立っかわからないが，とりあえず拳加し

た。それが平成13年4月 17日のことであった。次に集

まったのは6月1日で，集まる場所がないということで，

我が家σ珂荷院の待合室か会場となったこの後からは初代

世話入札表になってくれた人¢家で，昭手口初期に建てられ

た日本家屋の'J?l激で、くつろいだ雰閤気の会が梼催される

事になった。

2 会の運営について

会員せを作り，そこで、住民と官出土出或の入達を分け，他地

域の人達は支援隊と佼差付けた。 t民主主人代表，世話人代表

補佐，金庫番(会言十)，お説付け(会計監お，事業問JJJf世

話人，本会支援隊世話人の役織を決め、月一回の定例会を

「寄り合いjと呼ぶ事lこ決めた。そして， r歴史掘り起こ

し型心「人づくり封む「町並み斑Jr催し型お「かわら版.JJIJ

の5つの斑をつくり，それそれ町の人を班長にし活動して

いく事に決めた。「廃史掘り起こし班j では上向の廃史や

人材など文化財産の掘り起こしの活動・「人づくり班j で

は地域にある寺教の子供達の社会学習への協力・「町並み

攻jで涼街並み，景:織づくりの活動(ワークショップへの

参加，研修視察，釘づくり講座の開催)・「催し五ぬでは「上

町のよさjを見直すための催し L上町の人が自由に参加で5

きるお祭り)・ fかわら版忠臣jでは上向のかわら版(上町の

情報誌)の発行，これらの活動をこd会の取り組みとして

決めた。 fまちjを脊てる事が「ひと」を育てるという「町

そだてJを目指し「上町そだて(1)会jと会(1)名前も決めた。

しかし後にホームベージに掲載した持「上限T とし、うのは

全箆にあるから，何処の上町カ寸yカミるようにと「高知市上
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町そだてσコ会j と名科ヰこ高知mを入れ変更した。アクセス

が多数あり，これから交流も多くなると構想、だけは大きく

したのである。この時点で斜器開ト必限了の参加者i土7人建築

士会からは 7人，封出~lこ住んでいる建築士会の人3入、地

域の学校で総合学習を教えている先生1人の計18人で

あった。

今年度のj活動を決める段になり， J::1町に1昔から伎んでい

る俊民とそ叫患の人逮との間に衝突がおこった。町に灯篭

を並へる等羽京:つ事をしたい建築士会に対して，我々住民

側は「この会l土然りの為の会ではなく，住民子供達が一

体感をもてる手段としてσ燦りであり，普請特与えるよう

な事はしたくなし九初めに然りありき，で吋おかしいj と

いう事である。しかし， r然りj 自体は小学校の希望でも

あり，我々は学校と連携をとろうと決めていたので知子す

る事になったっ

今年度は「上院Tそだての会Jの存従を地誠に知ってもら

う年として，なるべく大勢の人を勧誘して，こ(!;会iこ参加

してもらう。そんな年に紡置付け，月一度の「寄り合いj

と名づけられた定例会を隣催する。 f祭りj を繍躍する。

初わら措むを季刊として発行する。住民も一組こ出来る

事や県内の視察を実行する。これら

決活定主された。

3. I町の弘事自自点

ここで，この会が抱えている悩みというか特殊性を述べ

ておきたいと思う。

我が町，上町l立総喝の余裕也であり，その碑がある。そし

て，そ江i!Iくに市有地が空き地として放遣してある。その

土地を，きちんとした集会所をもたない上町の住民が，平

成5年から始まった f上街コミュニティ計側J<:公民館機

能と龍喝の碑を見に来た人遼をもてなす事が出来るコミ

ュニティセンターのようなものが欲しいという事で，構想、

を平成 10年に浦知市に提言した。そ(!;提言言を受けて，高

知市では検討委員会を立ち上げ，省官能者，上町住民の代演，

歴史家，県の建築士会のメンノ、一(注・このメンバーがこ

の会の立ち上げを始めた人遼でLある)等と検討を始めたc

この頃から会の内容は住民には知らされなくなり r上i#

コミュニティ会議おのメンバーであった私は，今まで併子

政の常として，立ち消えになったと怠ってし、た。ところが，

平成 13年度に突然，コミコニテイホーノレではなく青包馬の

生家再現という形明手上してきた。コミュニティ計画はま

ちづくり推進謬長の担当であったが，今度i主観光線に移って

いた。そして，それと抱き合わせ叩ように我々の会を立ち

上げるように建築士会に依頼していたのである。それを知

った抑世話人代表と私達，町。コ住民は不信感を抱き，ガ
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ス抜きではないかと高知市の織員と建築士会のメンバー

に例皮も聞い，そして話し合った。高知市では f全燃J引!の

ものだ」と言い，建築士会のメンハーは「上町が好きにな

り，ここの活性化に協力したい，決して仕事で毘わってい

るのではないj と言う。まだお互いを理解し合っている段

階ではない羽狩は，その言葉を心から{言じら才しるものでは

なかっT二カぜよりの間ゴタゴタしたが，っし吋こ代表の方は

役を降り，この会からも脱退した (8月末広三善である)。

このままでは私達は生まれた待から住んでいる上町に住

めなくなる。発会計対守だったら当然私も脱退している。し

かし大勢〉人主主にこれからすることを公言している。そこ

で，たとえガス抜きであろうとも，上回了に使える補助金が

出るのなら，上町の1部制七の為に使ってやろう，自分の主

張を変えずに，上司のことを思ってやっていくなら，きっ

と皆も解ってくれる，と腹をくくったこんな事になるの

は，我々の会が多数の建築士会の人達に占められているた

めである。なるへく上町の{主氏を引き入オU 住民主導にし

なくては，そんな思しゅ人は他にもおり，私とそのご対語

はそ;(lから江会江運営，進行のことごとくに自分逮を前面

に出しだした。そのご対抗私も昔からの上初]往民であり，

学校や町の佐官蓮iこついて今までお世話をしてきでおり，町

での知名度もある。そのせし泊〉次第に荷jに受けJれられ出

した気がする。この市有地の活用は，住民運動となり，議

会をも巻きiさんで縦続中であり，このためのワークショッ

プが平成14年 1月から開催される事になっている。こん

な背景を抱えて我々ぴ:会は進んでいくのである。

4 発会式にむけて

発会式までは週 1，2[ii]それも常に夜獲けまで集まり，

発会式に向けての準備と方針決定，活動内容の論議におわ

れたλ 発会主(;l:J後しか補助金は使えないとし、う事で，皆ぜ

お金を出し合って必要なものを負担ーしたそんな苦労の末?

発会式の日取りが決まった。場所も予約ができた。さて広

報である。かわら腕胞当で{特主L，都市苦悩課の人速の

協力で印刷は出来たが，自己不信をどうするか考えたりしかし，

やはり皆で手分けして自己る以外ないだろうとしづ事で，エ

リア鋒に在l当者を決め， L町おt帯の郵俊受けに入れてし、

く事iこした。これは結構大変な作業であった。広報には「ぢ

し切Tの写真を持っている人は連絡下さいj と印刷もした。

人が来てくれる虫、L咽己したが，当日メンノ、ーも含め41人

の人違が参加してくれfら会の方剣や活動を訴すだけでな

く，地境の人の認を潤いたり， ~出或の人rJ)f乍った童話を小

学生が朗読したりし九普の写真を持ってきてくれる人も

いた。手心室にとって概ね成功と言える発会式であった0

5 祭りヰ実施している事について

今年一番のイベントである f祭りJについて述べたし、と

患う。まず潤催する場所である。凡喰重の市有地をどうして

も使いたい，そしてそこに家を建てたいと子ちわ圭が設って

いると会に参加していた先守ーから聞いて，閣の人に部解

つゐ0
0
 

されると嫌だなJと思いつつ，班、は勧慨へ依頼に行った。

家に関しては一度使ってすく壊してしまう物を子供遼の

希望だといって大人が言うことを開いてしまうことには

教育的に反対であったが，一度手続きは踏んでやらなくて

はと，管異様が管理しあ犠j窓口σ〉仮設寺子尾 (H13年

4月末から 5YJの連休にかけぐ高知討すの築城400年イ

ベントとして高知械の下に仮設長庭を作り，そこでボラン

ティア漆が震をつけ着物を着て生活していると言う設定

がされ7む私土そのボランティアの一員だった為長屋が取

り壊された後，廃棄されず保管されている事を知ってい

た)を借りることが庁議ないかと，これも緩Yt~果へかけあ

った。それを受けて観光線では子容縫…と教育委員会，観光

課，管財課，まちづくり十臨書札砂防十直線の人逮がお瓦

いに意見を言う場を設けてくれたふそこで場丹市については

OKを。家については移動イE設費用が 100万四郎功喝

ので，もう 度考えるようにとの言語をしてくれた。これで

子供達は家〈建設をあきらめたと思っていた二ところが先

生は干止遼の会が実行してくれない事で別の図体に声かけ

していfニ。そこでも一日で壊す事を知るとテントに床をつ

け，シートを貼る媛案をして，結局はそれUこ溶ち着いた。

しかし，たんなる板を留し、ただけ}のまなく，相識の大工さ

んに普通の家のように床を作ってもらったもので何十万

もかかるものであったとャ私達はこの事IC!ii]1!寺までも疑問を

感じていた3 たった一日の子供の行事に，こんなにお金を

使ってはし、けなしめでlまなし、かと。しかし先生の f子供達

が望んて小ますj この言葉に，子供達と直後認をして意思

疎通が出来てし、ない却、逢はMも漂うことはH::l来なかった。

このことは後に書く事柄も含め学校と我々の関わりかを

もっと考えなければならないという問題意識の芽生えと

なった司

この践は寄り合いも含め「祭り」の話ばかりであっ士じ

こニーでは可寵し型むの世話人が活躍して，学校担!とのi麟容

も斑世話人が受け持った 9月7日には子供惑がプレゼン

ヲーションをするということご，私法夜会からも数人が参

加し九 6年生から普F仕事務--<， I古し濯物・家並みを知

りたい，上町江宇中干上を調べたい，皆で集まる家が欲しし切

で家を建てる手伝いをして欲しい，和菓子を作って売りた

い等の意見が出た。 5年生からはおみこしを作りたい，ポ

スタ h そ看板を作りたいτ メダカのマスコットを作りたい，

うちわを作りたい，ちょうちんを作りたいのぜ手伝って等

の話が出た。これらの怠見を受けて，我々の出来る支筋立

Mが話し合い1 いろいろな事が準備され出した。

空き地にしていた為ボウポウに茂ってし、る草をメIjらな

くてはいけない。子供達も，自分達か{定うのだから当然

絡に草刈jをすべきだし，それが教育的iこも良いと恩ド 10

月20日我々ともう つの支援問体の人達と子供達で草

刈Jをした。手作業と怒っていた我々だが，他支援図体の持

ってきたニヱンオ旬、火活媛で草をこそげ漁り，その散った震
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をトラックに入れる。残った草を集めるのが4常生σ仕事

であった。

祭りの前日，我々と他支援副本の人達でテントd設営が

された也我々のテント 8ヶと他支援図体のテント 3ヶが敷

地に設営され丸我々のテントは総て地織の小学校と中学

校から借りたものである。翌日動けるかとIlA記するくらい

の大変さであった。官邸こも沢山することがあっ7二仮設電

柱を設置して灯りをつけてもらわなければならない。隣の

家に交渉しであった水道を業者iこ分水してもらわなけれ

ばならない。机や椅子も;J、特立から運びこまなくてはなら

ない。そ江机iこ赤や白の紙を~Iiり祭りらしく装わなくては

ならない等など。それらが終わった良子供達が絵などを

パネノレに貼りつけにやってきた。

祭りの当日 11 Jl 3日，文化の目。この日は特異日で雨

になった事がない。それを信じていたにもかかわらず全治

叫獄事者えそれも前日まで半袖でいいくらしW 暑さだった

のが…転して齢、成雨が降ったら中止と事直前こ決めてい

たにもかかわらず，誰巾人やめようと言う者はし、なかった。

午後 3時からのオーフンに我々は主書記iから2関首したの余分

に借りてし、たテントを急返すべて組み点てた家にあるテ

ントを持ってきてくれる近涜庁の人，傘をλJしるポリバケツ

を持ってきてくれる人，司3治両大き込まないようシートを持

ってきてくれる人等いろんな人の支援を受けて「上町のお

祭りJは始まった。テントの中でのお神輿でオ」プニング。

抹術主紘一弘琴演奏，古体署員コーナー，躍蛾のお年寄り

に話を聞く，メダカのマスコット販売， うちわの販売，炊

き込みご節。:販売等子供述f冶画した出し物の他に，我々

医会からはおでん，やきそlえフランクブノレトの販売，駄

菓子や，ノ、ノしーンアート，町に関する事と環境のクイズを

出しt~o 20内が5て並んだ券を 1シート(関 1)として

地域に2つある小学校め全生徒340人に事前に配って

いたせいか，悶にもかかわらず大勢の人で，スタップは夢

中て機き，自分の担当以外の所を見る余裕はなかった。 5

時に5苛之初滑坪散， 5il寺30分に百年生が解散となりサ】ー

と人が如、たふ最後まで糠わっていたの凶駄菓子やで，子

供のみならず大人も喜んでい7ュここで終わりではなく，

ここからは夜の孤高知市の公部材嬢に貸してもらった

花を植えた沢山のプランクーにペンライトの灯りをとも

し，入口から時刻に光の進入路とした。 7持からゆむ検生

住の「濯で有名な関さんjに天体の話を1時間くらい話し

てもらった"r.!:_lHJJや「龍馬Jr凶万十)IIJ等と命名され

た星が宇宙を回っていると，昼間江喧凝がうそのような静

寂のもとに話された。これで f上旬のお祭りjは終了であ

る。近所に迷惑がカ功hらないよう書出量して簡単な後片付け

がされ，翌日のテント撤去で終了である口

こ0)-→車の話勧しの中で，学校との関わり，子供達との関

わりで大きな反省点\iJ~出てき t~ 子供達と 緒と言いなが

ら労働するのは我々大人のみである。最初はー精にしたら
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いいねと言っていたのが実行段階になると，時曜は危険

だとカ4受業があるので出られないとかで結局我々火人が

やってしまう。こんなふうに設定までユを大人がやってしま

い子供は表面U汁上等しかやらせないという今の世の中の

嵐潮を快く思っていなし、にもかかわらず自分遣がそんな

やり方をしてしまった子供遼に祭りというのは表から見

る楽しい事ばかりでなく裏ではこんなに大変で，又それを

いやいやでもしてし、く事で終わった持の達成感が味わえ、

仲間との…-1mが味わえるのだということを教えてやる

事が必聖書なのではないだろうか。そんな我々の反省点、は

我々のみて解決出来るものではない。学校ill!lに協力しても

らわなくてはならな凡確かに学校は忙しいと思う。埠減

として理弊もしている。だからといって遠慮したのカ吟年

である。今年の反省点を踏まえ，学校側と金邸或がうまく連

携をとり，学校にtJj来ない事，地域だから均来る事を考え

ていく必望書がある。一緒に考えて無理のない，子供達自身

も楽しめる方向へ導いてあげるのが大人の役割ではない

だろうか。そんな反省をしながら，来年はプレゼンテーシ

ョンではなく企画段階からー絡に話し合っていきたいと

校長先生に頼んだ事だった。

次に附丁並みカレンダーJ(図2)Iとついて苦手こうと恋う。

祭りで少しは認知された様に患うが，まだまだ「寄り合しリ

には参力行者が少ない。そこで 12丹でもあるし，留丁放みを

デジカメの中に取り入れ，カラーコピーしたものを各月 4

程搬づっ用窓し，参加した人に自分で選んでもらい，自分

だけの来年のカレンダーを作る事にした。こ才U土町内会の

やj覧板で廻してもらう様に町内会長に依頼し広報し犬二今

まぜに来た人とは違った人遣が来てくれ，出来たカレン夕、

ーと共に大好評だった。こういう悩萱な活動が大切だと感

じたイベントだっf二

1月13日にはそネの庭と沼野町(高知県)の町並み見

学と地元の人ユ宝との交流も計減しており，現段皆で1台の

パスでは入らず2台のパスで行く事になってし、る。if1し込

みがあった時， この会の説明をして，パスの可，でも説明す

るように計画してし、る。

実施している事の最後になったが， rかわら版jについ

て述べたいと思う。第1号t土発会式直後に「夏号J(図3)

として発行し，第2号は f冬号J(図4) として 12月に

発行した。季初の予定官ったが，然りで亡しく，また人負

が少ないので選くなってしまった手幼冶かわら版斑の斑世

話人だが，印昂山土;女性センターペサポートセンター等，瓶

1枚 100円で控郊できる所を捜し，印刷している。上町

1700全世幣に配布しているので， A3で裏表印制した

ら4、5時間もかかってしまう。何人もてサへればし、し、のだ

が，なにしろ人員が少ない。一人か二人の応援を頼み印刷

するのだが，なかなかスムーズに昂iれず7，8@j製版しな

ければならな，'"それを折るのにまた数E奇澗かかってしま

う。その上配るとなったら発狂しかねない。そこで官協tの
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シノレハーさんに配あは依頼している。 1回目はシノレバー人

材センターの事務局ベ綴んだのだが，少しトラブノレがあり，

他に方法がなし、かと思議してし、たら，地域にもシノレハーが

あることがわかった。荒出或の人なら町のことは良くわかっ

ているし，仕事を潜やしてあげる事になって一石二鳥であ

る。これからもお産品、していくつもりである。町内の回覧

絞はまわっている所とまわっていない所があり，あまり徹

底しないようである。環潟j克を勉強している私にとつて r;/J均かミ

わら紋恥Jを全世帯栴iにこ羽菌耐したH除主 欲し以くな加しい、状入がゴミとし

て捨ててしまうだろうと惣

れる。出来るだけ速し時期lこ熔或ICfWf'械を設鐙できたら

と希望している。作る事は容易いが，設道場所に図る。な

んと治省で考えて，なるべく品、持熱iこ知子したいと怒う。

紙の使用も減るし，ごみも減る。これば諜定重である。

6.まとめとして

高知市で「町づくり協議会j として補助金をもらってい

るのは秘童¢会だけで，ここが成功すすもは次につながる。

そう考えると賓佳重大である。しかし暗中模索で，いろい

ろやってみて成功するものもあオバま余り効果のないもの

もある。やってみなければわからないというのが本音であ

る。こ(J:会に隠わるまでに，私Ijjj庁長毒している別防体の{中

積達と{齢出或に視察lゴ子き，どこの苅減でも成功している

のは，キ}パーソンになる人が 方ならない努力をしてい

ると感じてきた。そして必、ずそれを助ける仲間がいる。こ

れから程が中心人物になるか1中間になるかわからないが，

どちらになろうと，ここまで関わってきたからには努力し

て続けていくしかないと肝に銘じている。

ここで今まで出てきた晶司題点を整理してみたいと忠、う。

行政主導で均一づくりをしたり今回。様に別間体に依頼し

たりする事があるかと思うが，町の人自らが起きあがらな

くては成功しないと忠弘多分，行政の言うまま，依頼さ

れた団本の言うまま，それ以上にはfiiJも起こらなし¥i3綴

自賛するわけではないが，今の秘主l:l者住カヰこ言われたり頼

まれたりして事を進めているのではなく，釘に住行人逮が

自分達の町の為に動き出したと感じてし、る。行政の依務t

1:):，盆科目的の個人・団体に頼む事iこなろうが，これは変位

怠である。住民ゆ敏感である。その時は隠すのではなく，

これは仕事でしているのだから遠慮なく相談して欲しい

しまた出来る事は協力する，という事を表明している方が

スムーズに進むと思う。

次に学校との総係だが，今年は総合学習の先生だけを窓

口にして活動をしてき士也校長先生を通さずやってきた為

に総合学習の先生にもしんどい患いをさせたことと思う。

今年σ療りは総合学習の時間を使っただけで学校の行事

として引位置付けではなかった。その為いろいろな場面に

時簡が取れなかっT二総合学習の一環であるが学校の行事

としてやると全校生徒が関われる。 出来るかどうかわから

ないが，それを頼むのが私達地域の人間なら能分総合学習
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の先生はやり易し、のではないだろうか。校長先生にお験い

して，子供i童と照わる時出授業にも参加させてもらう。そ

うでなくては地域と子供壊の本当の意味での会言語は出来

ないと感じた。 二子供達が望んでいることなら，それが教資

的lこ良い事なら，どんなに火変な撃でも平気である。出来

る限りの支援はしたいと地域の人達i立総怒っている。

町の人を巻き込む事について，これには特効薬はないよ

うに感じてし、る。人対人である。心が通じ合わなくてはし、

けない。その為には，いろいろな事を計画する度に誠意を

もってE当たるしかないと思う。 歩一歩着実に歩んでいく

しかなしヰ劉こ今でiお惑じている。その為tこ一緒に行動して

くれる人達，この会では支援隊にあたるが，この人々の存

政もありがたいと思っている。

そして，これは一番大切な事だか，自分違がしている事

を心から楽しむ惑である。人どの繋がりを楽しみ，食習す

る事を楽しむ。結耕甘lこ失敗と沼、われても構わないのて泊

程を楽しむのそんな楽しむ心を持って釘づくりに関わって

いくことが番亘書喜なことと思う。私達の会もこれからど

のように進んでいくかわからないが，いろんな人道を巻き

込んで私達だけでなく地域の人遼も一緒に楽しんでいき

たいと思う。

まだ実践の成功例になっていないが，我々の今までの楽し

みながら江苦閣を書いてみた。つけたしではあるが，先に

書いた市有封訴IJ用のワークショッブの情報i土手必きの「かわ

ら絞jでタイムリーに全世常に広報する事になった。勿論，

中立の立場に立ってである。その時.， ff~主がするべき次回

のお知らせも「かわら版jで知らせる事になっtc.o 二震に

経費を使う必要はなし'O)t:からこんな事で町の役に立て

ることをうれしく患っている。
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に宮、 F凶菊水で m醐〉之町そだての会jの鎗会式を臨海した.

信じめこ この舎の今までの墨縄怜窃笛探聞があり 次 L会の各総こつむだ惨院精白翁若手

篭もっ て 臨 f附 Jヒ即時ての愈J位決定しま叫

;引君臨吋〈醐人i 向日侮省側噛吋伽叩靭

鎗2暗闇むついての銀鴎や、周鍬.広活聡内号事務こっ:ても.00替の.隠を得まがら 臨し含い

を進めてL暗まレたま廷高知務役務提代褒レて鍵鬼門官

鶴市嘗録音協議Eから倶携を調きました.

そしてよ町一…留で弘一

作られ尽ホ掲の衝径をを箪"'J叫狩伎の生徒aんが圏観して

その後こ山陽さんが宣伝を."たをきっかりや奮の.過の

お盾をまして下容 1ました.J佑将さんから誌上旬で笠宮Eれ

鳴った近酒運是次閣の笠

1譲位つ い て 開 酎

山さんに棚当時

jのよaむの様子について

吋をしてい問

j し色、

; 町叫今蜘会へ

jの'加をま舟びかfオると

10砲に どの怒り総み

!に町一向 k

i舞帽の衝績も笹川

i ~，閣..まし払
! .後こo.脅金践で

Ii 1時.，監をして宿舎

iと2まりました.昨鈎年そ夏の銭円!大パネ風景

-a‘J .. i':iHtI贋;;'::jt;a-戸羽，ot"'>.会事竃2百島罰事弓路拍車長室町曙彊

銭)11で育つ吃私 山鱒発布(Jヒ鴎羽T'"

高知市上隠そだての会活動内容

橿 r~.I 3iい".'"領令鎗繭
毎月 園「よりあい」を穏健しています。みん忽でワイワイやりま甘んか?

開催8時や織所草、下記事費局にお問時言。館下さい.

上旬に翻する嘗"や情報・おわら臓に闘すあ記事匹をお待ちしていま...

一 一…一一...配腕闘で

酬1I，'t'!~!'IicMíl!/1J!tMつ哨と附北畑町山事詩茶器罷議事 河内叶そのモ「よ町の歯車Ji
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!覇~t~~ tJ~~~;~1 
一 一←一一一一一
人上密のお祭り 酎醐日間て刊

[…一一一に見つげたいJとい，岬の畷ゆら帽を磁ワづげ '00も

吋問つけた叫んは印刷叩で生

帥院札て今も捕まい廿否定中出馬明者

だレ上町にある"きの勅午レのよでf新しい3死体を鹿

児するという闘えがいてJ何年，僻時間断

たそうです醐"同あこがれた穴触に捕を

告書~lft:iliいただL喰温習で.，まされメとこと紙〈じ。

そうな鈴の支えはヲたと背います隠さ同人生日

枇附rィケヤ悼す岨岬見だそうで昼間資

1疲二二 | 

自慢切って文陽n.，突っ玲んだそうですすい配的印刷猷そうで酷1町配いう捕

の吋叫出荷鈍して消灯しまう。問者とは叩まで日畑町叫拘で笠きてい

i て設しいと願った倒吉川縫いたそうです訴が率いなことに丸縄の夜箇をこすっただけで，，'役時

|叫 吋 っ た そ う で こ の 塁 側 毘 で 町 叫 っ た そ う 廿 吋 "加の名前がつき小酌

問者向瞬間ナるそう甘だかり閉山見つけた明り曜のうちHXl*'VO')Aに叫んが好

i 出"をつけていで蜘'00余りはまだ輔しだそうです土日川制的棚田十J九

i 仁護!iI.お鑓仏lこんな霊々 が宇宙密閉医わっているのですこん怠主地ゃH同名痢f引?でkく.，をや場関寅

.校野宿太郎.，激石なども悦界的に飽S摩され宇宙をまわっていとしどこにあるかわからないがひょっ

としてfよ町1という星そあなとも夜窓を見上げた織見ているかもしれないと息うとm棋のせこゼζ した

聞に幅制るとゆ制廿

は削捕りの判明山.より}

北務公人前(きたぼうこうにんまち)
"別品川

上町の秋の行事

"月'"毘}偲 1HilJ廃園

小嶋屋地区B愛犬遂齢会が

属天のもと!管やか:::!IlI‘置
され，レた 優隣同盟石n
町チー，でした

よ官?に調する写真や情報かわら仮に隠する詑穆をお待ち

*かわら憾の欲しい方l左下毘にご漫絡下さい.

間企せ町a

高知市上院そだての会事務局

祖国了EL088-875-4702 FAX088-822-877G 

箔内 TEし088-872-1040 FAX088-872" 1040まで

上院町名今鷲その弐

本 7筋(ほんちょうすじ)

江戸時代中間下代など武家に召し使われる人(場公人〉が多 江戸時代は主町富詰といわれていたが務官にλυ話im'iii*IlJ
cQ)i!Oi司をさ"るため絹に続〈滋りとt時刷新誌と

改めうれh 昭和に入り本T筋となった.城下町建観のとき後初に

できた様下健.の庫本通閣で他慢住来の腹路でもあり蕗繕の

怠案檎は広小路になっておυ番所があコた渇りにはオ伎の三

上1)[(1"]日町名とその区議

〈住んでいたことに抱来する荷名もとは内町といわれ下級

武士も居住していたが慶安ニ年(164S写)野中兼山により防

鮒が行われてコじま毎公人~と改められ主主主が江ノ 0111をはさん

だ対陣の酋町などへ移住したため次第に防人の~となった

86 

動日 開

書提麹の一人といわれた才9量{寂本家)などのメ臨も並んでい~.

.... 圃晶画偽 申 lrEi向I，-hi 指「七 t::-:'(/):;:~tl)三A人代交

野ニネ雪E弘J1ボワノラィ Y抑 f/j<り!騨鬼伝輔、者

『 品 ，こ摺サる事等をや勺合、る 現在県σ〉蔀 ITf青}

設費需.， 同条議委員?明るし噌挙推進委良市の住争i
J 部畑嗣脇島 安水着手議委員増神障害者σ〉授謹施設内理業

等合ヘJ勺 (1、るふ
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植木生産業と住宅の共生を目指した

花と縁のまちづくりワークショプにおける人と組織

長谷川和l恵子ネ1

林まゆみ叫

沖乙村主;美判

キーワード 1 )劇i:l性 2) ワ クショッブ :1)人的資源

4)オ}プンガーデン 日)マップづくり

1 はじめに

32:塚市山本地認は1 主主同時代に摘を発する日本三大の績

木造地として布名な地峨である。 万で!当対肢は大阪へ

の通勤豊富としての手IJ便生が高く， IJIli白30年の JR宝塚線

の関通iこ引き続き阪急電鉄宝駁線が開通し!性:沼地として

の開発が進んできた現たでは?倒木由場。〉多くは生注緑

地に指定され， rちf士'fJlliぴ)cド0)資重な紋として値A!'m鴻ぴ点、

全が目指されている。

しかし1 近年! マンシヨン等の小規換な1'1色丹再発がi~ 告

しはじめ， lliiJ或:環境の改善が求められてき亡いる。その

図としピ， i古木当産業ぴ川宇j幣など級生出としての値木闘場の

維持が難しくなってきてし、ることが挙げられる ν

そのためヲタ的立の拠点となるi表芸振興.Jjlliii立としと fあい

あいパークj (株式会社TGC) が平成 12寺斗汚iこオー

プンした。

こうした状兄の中，本研究でl主あいあし、ノミ クを地域

の拠点とした地域環境の改善及び活性化と植木生蔵業の

振興がその課題としてあった。 iL1 ) 

研究の手法としては7 地域f主主モのさま加に上るワ…クショ

ッブの開催等を通じて，山木地域を中心とした地l1i却さや引と

プランとアクンヨンプログラムの竹一成及びその実地在行

った。

写真 1 歴史のある植木鼠場

2 住箆参加ワ-'7ショップの概要

平成 12年 6月から f花と高ホ乃まちづくりワ クショッ

ブ」として，値オミ生産業者も含めた地域11民の参加を得な

がら!全5図的ワークンヨツブ(以 FWSとする)会開催

したe

WSi土地ル住民を対撃の中心として行われ，市の広報お

よび自治会やt:性E自体等の協力のもと，参加者ーの募集を行

つ I~。また?宝i家市織員や宝塚市信義会議室員ヲ アルファグリ

ーンネット了日)の会員も参加している。ファンリァ…ター

として織のまちづくり支援にかかわるNPOtlす)会員， 1淡決

路f軍号

ワv クンヨツブブOlにこiは工!毎[ii]40~50 名が参加し?述へ参

加者は 120名以上にのぼる。

義一1 平成12年度ワ ヲシヨジブの幸あ晶

開髭 日韓 内容

第 l図 平成12年6丹8日悦，) まちなみウォッチング(鮒広数策)

第2凶 7月22日(オJ 改善案等の世議(具{拍十i/tアイデア)

第3回 9月5日υミ) 班長会議(各斑{七*'イ量的意引白首
第4凹 1 1月11日(土) 権曜の具体的E実現方策的検討

第5凶 1jL成13年1月28日(こと) 公園づくりワ クショッブ

3 宝塚山本地区・花と緑のまちづくりワーウショップの

経過

( 1 )第1閉 まちなみウォ、ノチンゲ

第 1@J!土?目的安[ま九品再認品自主寸るJとして?まちの“好

きなところ・残したいところ"、“問題・課題“夢希望"

の日点に視点をi置き， lyJ:毎lこ各拘当地ほの散策(まちなみ

ウォッチング)を行ったじ

その結果)横木生産業者の縫や神?上等の歴史的長鋭tJ)良

好な地域11i!A(、として議iずられるとともに!開場の活用や近

路植栽等について課題や希望が挙げられたJ

写真一2 ワ ウショッブの様子

ウ

too 
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(2 )第2毘改善案等の提案

第 21邸玄，初日目]の ι Ii~喰g. iim昆g"を考慮しながら?それ

らに対する具体的な「改善業等0)燦業j を包拐し}再度地1

rz:散策，討議，提案を行つtc
結果，喜吉田の課題・希潔点に隠して;“コリノキ並木の

足下i寄託七"や“松見事件土を強いの森に“原i援のオープン

ガーデン"“天神JI1の復活等具体的な提案が数多く挙

lずられた。

本田のグノレープ討議のまとめぴ〉告すを密--1 !こ吊れ

現況と線鰭

区語幣尽によるイ1効な}剣山利!IJの拡進

諸rE鍬が長援関与?

県芦住宅が老桁化

メイン γ トリ ト( りノヰ通り)に季節磁を

細路に綜除が bない

「相ノドのまわJ'院するアピ ルゐ小!.t':

(こうしたらいいな希望婆望)

"，ノド地似合印象 :¥:rるメインス h リ ふの修銑他殺が効果的

て咽IljJ必者 1:絞マ'-'r;，'者胞域コミ 1 ーヲィの械の針11¥'1，

提案 ニエリノキ怒りを低花木で演出しよう

一晃て楽しい通りを演出し、季節感のある通りにする

く提案築現に向けて〉

丸りノキ通りの歩道の初;村山

サツキ特グ氏花~のMH

itt，の参)Jlii-=:Jる以化々と

→敏策て7きる 観光寄与が起を迎E、

階控訴駐車をVめども hフ

盤側 lin託金行う

鑓擦 問るい惣いの務，総尾締役

ーあいあいパークからの散策ルートの終着点

く復業実現に向けて〉

ト草賢雌大切な森を<.]杭 台 f ろ

切り株ちーのヘン y

庇内にが兆 fイ1梢J主 計!~. ~震削除花} お t川となろ J物とたる

小学絞 幼位婦人の肱i~);位秒仰l ー→1<<'rJ!_さ J ，氏すい

ゴ【ぷ容の見せ場を決めγ 隆策 -101.投'，;:'， 1:"-/，、 J令鏑ぞの恭助 4むつめて J'

く

88-

現況と線路

「一一一一
地区の努力

丹波街道心いで膝史4まかな

券u!j気が漂う

健ンド局の園場兼自宅か軒を

連ねている 銭か4心L並木の任

宅地

存[-i神社のソっそ 7とした

改馨策(こうした勺いいな 希襲、要鑓)

うb一泊三火われてv、ろ)

館史的な樹絡が主主つ気脱皮』こ 般観光彩を呼び込む

提案 オブンガデンをつくろう

植木屋さんへ 般の人に来てもらうー

く提案奨表に向けて〉

ぐi湖水陪さんの威令倒倣 7ろ

G純，に側内礼者~"')I-; ~) 

JウìJ浜木陪大んシメ Fノテを :~Y) ぐ 'Jき郎、できも限係をつくる

Jし在ん，，-受け入れる

i "~'I i I本駅か(， 111んは 釧のル陀 JUK ;'~，V_\ 対象地上流に撚ぐりォ γ チングコ ス会

ぜ詳侃寸ろ

闘士拐の多し、地区 (ワークレノヨツプにも多〈のf¥1(;f:業育があ加)

樹木が売れ寸に残り そのまま放歯されている悶場ふある

看板(連絡先 明記餅伺f 伎役宅号、を殻慣

提案 徽策マ yプの作成

ーパブリックな定期のネットワーク>11llを図るー

〈縫費権実現に向けて〉

①ハプりックな空間のネットワ ク利用

公共空間(公燐 寺11-I!誓知得濯物)のネットワ ク寸る

! 例えば特殊な樹稲を乞剥ごと十楠栽し 特徴を出す

l②散策路の設定

l 駅β ら照れたと ろて?はあいあv、ハークを拠点と Lレンタサイクルザィク

りングぞ散策 臨場巡り

③案内すヅ/の作成

散策路の案内マツノを作成~j-;;， 

→媒麹

利加対象(住民、来訪者)によってルート設定 ずツプの内谷が変わる

圏揚を問欲した縫合 ごみ問題や鑑難など、の対策も必繋

図-1 第2図ワ…イフショッブでの主な援案
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(3)第3回班長会議

第:3回J土， etとして各グノレープU)代表者と訴忠告の絞り込

みや今後の方reJ'r1についてのぬ討をhった。

このなかぞ!住民告ら水平;Ij怜匁'f，O)市交主j-(i')R-i'lx題を調査し

てくる等7 活発な意見交偽がな

の密分たちの住むまらに対サる

1ん5を過して住民

られy

wsを立日f巧に{i一民ぴ〉筏点でi生める/J¥ 三五た! ヨf'if，-~~関わっ

た地域諜題を改善してし、くこと

(4)第4回 アウションブ口グラムの提案

第4[ijは!第 i回7 第 2巴:ぴ〉ワークン l ソブ?の総計結

果?及びTj{長会議の結当さを踏土ノてな1人j将についr:，

グノしーブで話し合った。具体的羽f目立 lユリ J'¥ ;lti;jω〉足

付金化， 2 1l，J毛件仕の魅力アッブ 3オ プンガ}デン

(見本箇+散策マッツ")， 4あいあν、ノかクへのブ口ムナ

ード， 5天神)11の復活の 5点について!参力者が各自取り

組みたい内容の泣に揺し?十金祭を具現イじするための梨Jt!iL点、

や解決策を言主義した口

こ二日立!各提案に対する各自の考スアノカ¥弘氏IRj，+:O)

が共通意見として挙がった。そしーピ}残りの空間主主日 flこ

使ってし、くのかという点、で「児童図書官自Jや「慾いのベン

チJ，r 1.11'不らしい桜木;を使った遊具」等の怠丸が出された:。

なお?グノLープでの言語総市泉の例を滋'"2 にぷす。

意見交挽で丙[栴築され!共~I記 j哉された} 国一 2 公菌づくザワーウショ yブでの計爾案の例

4 平成12年度のワークショップの成果

(5)第5回公璽づくりウーヴショップ ミ科戊 12年度は全5[訟のwsを行し、ながら， ~_l沖地区を

山本中間 2Tlelに?約 iα)口 J:lター渡

に整僻されることとなった二二はWSU)検口、11メ域内であ

り， 111本地区を埼える』で重要な{，'授にあるため公!寄っ

くりについても{H"ê参加で検 f~' ， i''';l イ}必要'/)'あると怒われ

た。その結果第 5凶WS!::i，土漏づくり・ lDAY・ワ

ークン言ツヌ。」を開催した。

公闘というテー?としては， 1 f，限りのワークンヨソプ

となるため?これまでの参加者だけでなく?公際予定地周

辺夜住の住民を中心lこ!新規参)JfI背 ]9'1'1を含む44名が参

加した。山本福寿会(老人会に U_I本Jど供会といった同体

にも新たに声をかけることで多篠な|椛踏め参加が見られ

た。

写真3 公爵劉嵩予定地の毘学

wsでは5班に分かれ，グノレ日ソq討議を行い3 原i臣、σ:公

園としての意見を募ったー

公匿予定地の現況がゲートポーノレ場として利用されて

いることもあり τ 最低限のゲートボ ノレ場を確保「ること
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中心とした地j域活性化ブランとアグンヨンプログラムの

作成山部川検討を進めてきた。その結果!炊のような成

果が得られたf

5つの提案

wsを通じ?山本地尽を中心とした地域 d't'E{ヒアグンヨ

ンプログラムlこ5〆〉の提案がなされた。

i コリノキ松木の足下の禄化

E 松尾神社について

且1 オープンガーデン(見本属)

lV あいあしv"ークへのプロムナード

V 天神JIIG 筆活

長)1.1 1京地区の設題の共通~;2識

ヒjj-e5つ広告案を行うためにj まちなみウォッチング

iこっし吋ぴ〉住民間での共通認識が悶られたとし、える。

これまで住民個々では気がつかなかった，1、さな資源

を再発見したり，員一段気になってし、た課題をみんなで共

通の課題とすることで，その解決の方向が少しづっ見え

てきたその成果が，今回の5つの提案となっているυ

③ {H延期の交流と祁互理解

さらに， wsでお立いが平等な立場で自由な意見を交

換一「ることで住t~問の交流と裕互理解が[ZJられたとい

える。

これまでも豊かなコミュニアィが形成されていた地

域ではあるがJ そのi生J械が…繕強まった。それにょっと3

今後の汚濁jへの積極的な住民参加が期待できた。
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5 アクションプログラムの実施

平成 13年度は}平成 12年度の成果を活かし，今後も縦

続的に住民参加j濯の地域づくり活動をfiっ口、くことが

重要であり j 具体的な活動を実組Jした。

これまでに花壕σ玲富え終えごJ リノキ並木の総イヒ」

「オーブンガーデンj の3つめアクションを起こし7ニ。

( 1 )あいあLV¥ークの花壇の槌え替え

5月と 12月の2間}あいあしりかーク内の1t域ぴ〉繕え替

えを行っすこf

写真4 花壇の植え替え(f;枝子 (12月)

( 2)ユリノキ並木の緑化

昨年度から要望の多かっfこユリノキ並木(県議宝塚伊丹

線の街路樹)の足元ぴ〉級化を行/泊二

ユリノキの足元で固なった士をツノド、ン自主くし _-l-..?~:

入れて1 へど一口ーズ!ラヘンダ~-ツワブキなと丈夫で

沼季折々に美しし寸と泊、楽しめるなどの点に考慮、した他物

を植えた。

今回はユリノキ並木の部j 約 250rnf玄関の作業となっ

たが，今後緑化の区域を広げていくことが望まれてし、る。

写真5 ユリノキ並木の線北の様子 (9月)

これまでの氾一言誌を調主主売・発展させ} 地仁王の環境改善と植

木:夜業の活性化をslるため!王手成 14年春に f宝塚山本地

反オーブンガーデン」を潤催することとなった。

個人の庭などを見て沼るオープンガーデンは各地で行

われてしもがヲ宝塚山本地区別土ヲ憾;fて生産業者の自i却の

J怠9e:や銭湯もオーブンガーデンとし i見るJ1とlj".'('なく?

そのよ号で f潰える」ことも大きな特色である。

平成 14年度の本核的なオ…プンを前iこ3 平成 13年 10

月と 12月に 11引っつブレオ-ーブンガ】デン」を行った。

自f台ふさ;安I血じ亡jムく{主主さんを勢交したところ?様ホ

ザ1業業者をqJ心三寸る約向車Wコ131弓二が集まった

隆一3 敬策マップ

ブレオーブンガーデンの当日は，地区内外から数百名が

訪れ?散策マップを片手に山本のまちを歩いた。

地元の主性グノレ…ブはオ…ブンガーデンlこイ寸属のカブ

ゴ(芋真剣を開き!践を~て殺しむだけでなく様々な人

ノメ交流する場となっfλ

写真6 オーブン力F デン・力フェの様子 (10月)

6 花とみどりのまちづくりワークショッブを支えるもの

( 1 )花と緑のまちづくりを支える地域環境づくり

宝塚山本治区守花と申告のまちづくりワーク γ ョップが

(3)オープンガーデンとマップづくり 結』執守に行われてきた背景には，縫木生蚕業を中心とした
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全出或資源がある。

今後も，活発な地域づくりに向けてli，沼 4のように

あいあし、パークを中心としながら!地域の環境災証患を有効

活用した環境づくりの視点が必要である。そのために次の

4点が重要であると考えられる。

①拠点としての fあいあし、パーク」の{な建づけ

植木生産業のまち山本の中のあいあいパ}クという位

置づけを明確にする。

安1植木のまち f山本Jという共通認識

地元住畏や来訪者にもわかりやすし哨創作のまち「山本」

をアピーノLすること。

③あいあし、パークを核に地域づくり吋掘

あいあいパークを中心とした摘木生産業の活性化ととも

に，地域づくりへと発展していくよう必継絞約な取り組み

を行うこと。

④住民三主体で守り育てる環境

宝塚山本地尽を中心とする伎民は!イ'1i~rctj甘な神社などの緑

や植木居場の緑を大切な地域資源として保全脊成してい

きたいと考えており?丈2)住民主体で地続環境を守り育て

ること。

地域づくり

植木産業の活性化

ま恒三歩拠点叫

密-4 あいあし、パーウ・植木産業白地域づくりの連携のイメージ

( 2)まちづくりに関わる人材要素と組織関係

これまで述へた棟木生活E業のある「農jのまちと住宅開

発の進んだ「仙のあるまちの3lAあるいi土地iJliY環境の改

善にかか，わる住民主体却のさまぎまな活動は多くの人や

*Jl織によって支えられてきto，3の(1 )に述べた花と縁

のまちづくりを支える地域環境づくりはまさに、そのよう

な大勢の人と組織或いはグループによって支えられて活

十生イとしていくものであるc 以下でl土これまでの活動にかか

jコった人的資源につし

7 参加組織

これまで!多くの億人や品目首誌が宝塚市山本地伎の地域環

境改善活動に参闘してきた。ワークンヨツブに参加した

人々の所属も以下に記すように多岐に笠っている。これら

の人々や組織には市の広報や自治会経由ご周知したりネ

ットワークを通じての情報発信による委主加を募ったりし

た。
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金な参加者の所属組織IJ以下に分類される。

ワークンヨツプに参加した人たち

山本地区の住民(山美会j 綿入金!自治会?植木生殺業関

係者)，近露草地域住民(ボード長尾)，烹城市農政言葉7 あいあ

しVミーク f株式会社TGC，宝塚市歯裟振興センター)淡路

来額際主主学佼(教え学生，研修生、職員)，アノレブアグリ

ーンネット(淡路軍観闘芸学と校生涯j学習卒業生によるネット

ワ』クグループ7阪神グリーンネット(“緑"を基軸に阪神

大震災地復興に取り総んできたランドスケープ復興支援会

議グループ)、 官主宝級'm民

これらの参加者は各wsごとのテー?に応じてその所

路樹哉も変化してきにtJ矧の邸皆ではより自治会などの

泌象的え組織。構成員が多かった。また、総余生五銭じて線

合滋弔者など、いわば役職としてげ参加者が多く克られた。

しかし、会を重ねるごとによりテーマlこ沿った興味を持つ

人材が集会した。例えば公薗づくりワークンヨッブなどで

は地域の子ども会にかかわる母毅たちゃゲートボーノレを

愛好する老人会のメンバーなどが多く参加した。また、ユ

リノキ通りの編tイヒなどに関するプログラムがwsの中iこ

取り入れられてし、る時には、該当地域の花づくりグループ

のメンバーが多く参位した。また、山本地区以外の参加者

はその多くが宝塚市民であったが、この伝統甘えR様木生産

業の~由岐を愛好する意識が言語し L

長ま:後iこ、平成 13年度に 2@]Iこ亙って開催されたオーブ

ンガーデンにかかわった人的資源と組織に関する分析を

試みる。このオーブンガーデンi立地域の伝統的資総である

植木生藍関場や、布匙tç~佐藤業者の良部や臨場を兼ねた控室長関

を中心に一般家庭的尉〉開校するといった、滋在畿のト

プンガー山デンである。そ才U土とりもなおさず、協域にかか

わる住民が槌木一生産業の喜男係者であろうと一般市民であ

ろうと、当該地況の環境を共に保全し、より良くしていこ

うとしづ怠思表不でもあった。そういった密約のために大

勢のj也域住民均三協;fJしが¥2年度に亘るwsの経緯にお

いて、参加者で姶し壮1した地域資源を表現する散策ノLート

マップづくり広作成や、それらを巡りながらのオープンガ

ーデンにその成果を結集させるものであった。まト 2は平

成 13年度のwsのまとめである。

表-2 平成 13年度ワーウショップの経過

日経 | 内容

B 人と組織の鶴係性

今出のオーブンガーデンフαログラムの実行に奈るには，

地元への£着心の?郎、出或住民と定塚市』まちづくりへの
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今後の継続的活動

意欲の高い近I搬i民や市民NPO，まわづくり専門分野の

コーディネーターやNPOなどの 3タイプの人材が集まっ

てまちづくりへのアクンョンプログラムが可能となった。

地域住民間では多機な自治組織など日常生活の中で成り

立っているネットワークがプログラムの原動力となった、

コーディネャザーには豊かな経験の;まかにも意欲的で専

門的なネットワークが必要 Pある。ここてーは宝塚市に夜住

者も多いアノレブアグリーンネットや阪神グリーンネット

が重要な役割を果たした。さらにプログラムが進むにつれ

地域住一氏と市役所ゃあいあしv←ーク(株式会社TCC)と

のネットワークが密接になっ/こ。荷者の意欲と信頼が深ま

ること，さらにワークンヨツブ。とイヘント実行の実積を積

札住民役'jT， 支援非民栽などにまちづくりに機崩lが継承

されることで専門家のコーディネーターがその役吉討を薄

めていった後とも地域虫自のま九づくりが可能となるこ

とが期待される。

ネ 2 土木 京ゆみ

兵W'，l畏立b陪各工ゴ走大予助手淡照景観属女ウ学
校景観l隠芸専門員阪神グ lノ'，/ネソ t争干話

局、アルフアグリ…/不パ支改

*3 木村友美

兵庫県立淡路景観密長r--f:t父研修生

-92-

くi主>

本研究は!宝塚市かり賊TGCを経由して兵聴県立淡路長観閣芸学

校(花と緑のまちづくり研究室林まゆみ粗相当):ニ委託された「宝

塚市山本地It:OJ1，寵て産業Qtびに土倒産糊改善lこ関する研究Jを通じ

て行ったfお重たや研究を慕礎にP1'Jl，、てずjっているc

2) 淡路長銀癒芸学校生法学習コース修了生がつくる任意泊体。

3) ランドスケ-7'1'[興支援会議(通称 阪神グリーンネット)
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!Ii本)11流域自然式学

子どもの文化盟二三〉汀11の分校」

キイワード 1 )三度はないよワーストワン 2)近木)11と子ども

たち ③)大人が学ぶ「子どもの参画」

4)子どもの文化鶴→f)11の分校J 5)願送りのコミュニティ

はじめに

良塚市は、東西約 14・3km、南北2約金m 総長い地形で、 lまぼ

中央を近木)11が流れている その近木)11 (2級j可)11)の水質が平成

5.9年度とにども全国ワ ストワンとなった。

平成 7年 4月、ワース卜ワンを契機に始まった活動から、近木

)11は掘り込み将道で、コンタワート護岸が少なく市4知世でも1耳目手林

残る自然皮の高1')11であることが市民に濠解されることとなったo

加えて、小・中学校で突占題されたj総合学習に向けて環境学習におけ

る、近木川での取り緩みから感性愛かな子どもたちは、「遊べる近

木川にしてください Jと提案した。

これを受けて、子ども主体で近木)1院成自然式:学 f)11の分校」っ

くりに取り組むこととなった 4年目を迎える。

1 )三度はないよワーストワン

平成6年 12月、汚れの原おの約8割をしめる生活排水に対する

取り緩みが行われたこの活動は、近木)11に排水する狩会単位で実

施した。各家庭て食用廃油の回収、水切り袋やキッチンペーパーの

使用など、 10日間行い、活動前・後の水質検査などでその効果を

調べるものである。結果BOD で 2~4割の自j減効果見られた。毎

年.-4IIJ会実路、現在まで6町会、約2千投手持が参加した。そしてア

ンケート謁査では、約8認の人たちから続けることが必姿で;続出ナた

いとの回答があったo加えて、近木)11への協L、の高まりが昔の近木

)11を取り炭したいとのおもいとなり、活動を倍加させることとなっ

た。結果、影響のある企業の閉鎖もあって平成9年度のBOD数値

2 1が 10午度で8・6となった。市民から三度ワーストワンはご

免との会話が聞かれるようになった。

生活 排水対策地域実践

ト護 爽撞s 俊帯誼
削減効果

町会名
ss 述分 MBASI 80D COD 

平成6年12月1日
自 -1D日 和泉台 603 12.0指 14.0話 10.0% 

トー
|平成8年 同 1B

畠中 3担 40.0% 25.0局 23.0覧 20.0弘7 -10B 
ト

府首森員平成8年12.Fl2日 塚府 477 18.5% 24.0弘 15.0施 39.0% 8 
-118 

ドー 生自治

平成10年3f318三ツ松 811 26，3も 28.3% 44，2見 8.4% 9 -108 密ノ町
トー

平成12年3~1 臼
怨ヶE王 1801 18，8% 

-10日
10 

平成12年3月6日
馬場 2501 41.9唱 70.0詫

-15日

一
2)近木:)11と子どもたち

近*)11の源流は和泉葛城山 (858m)にあり. LlJ頂付近に園の
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橋本11l次

付表 3大阪府の汚111に生息する魚が示すH 11¥1 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

[嗣河館が.の上下法へ

な綱 .河

櫨物があ水ヨy 

り不

捜乱の
H 

が法 る床 方商

り かに に へ M 
t戸水 大 大 大 の 度 の

有効 路号事
小 小 小 る. 光 合 a事
の • が か等 続 の 計

の移
かの 石 あ • 水生 てじ 当たつ • る る

京語百 3 5 5 1 5 5 38 
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JIIのH町斜件から抜粋大阪府内50i'JJlIの内上位から4番目

天然Z己念物「ぶなの原生林(鈎8ha) )が存在しこれを含む約

5 50h aが国定公園に指定されている。さらに私潟が進むブナ林

を保符するため周囲の約50haが大阪府有地として買収され，ト

ラスト運動でぶな林化が進められている。河口には府下で唯一残さ

れたこ色の浜海水浴場がある。近木)11は，市街地でも/'J斡林が残')， 

小さいながらも川iとしての表情は豊である。

平成7年4Jl，近木っ子探検隊を結成。活動は，大人も子どもにな

って)111こ目線を合わせることをモットーにした。はじめは、清掃を

行ったがゴミの量と種類の多さに驚いた。しかし汗をかいた後のす

がすがしさが扶憾となった。子どもと大人の活動は共汗が共感を呼

び，協働作業となった。そのあとの遊びl立子ども天鵠であった。

清掃をする子

どもと大人の

協働作業。

何日近くの永

久橋付近で。
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生き物潟査では，河口の 番汚いとされている場所で、環境省の

レッドレータブックの希少種ハクセンシオマネキガ発見され大級

j曹の生怠の北限とされた。箆虫や烏など生き物の発見はワーストワ

ンの)1[に何故と市民の驚きを誘い。近木)11に近づけることとなった。

子どもたちを中心とする伝動は，感性豊な表情がある，平成10年

のフォーラムでは、当持、中学2年生の女の子が「近木)11が大好きj

のシナリオを書き、近木っ子探検隊のメンバーが車jをし、好評を博

した。その表情に魅せられたお年よりの郷愁を誘い昔の近水)11は，

きれいかったんやと思い出に花を咲かせた。昨年11月に行われた

君主界瀬沼会議の第一1分科会で. r過去の思い出の中に将来を克出

す。Jとの報告があった。子どもたちの活動は。忘れていた日本人

の自然観を思い出させた。そして流域全体に広がると同特に、総合

学習に向けての環境学習の取り組みとなった。

平成9年秋に行われた中央ノj、学校の環境学習では、mの職員がffil

塚市の環境についてお前教室を行った。そして児童は思い思いのテ

ーマで活動した近木川をテーマにした児童からは、「この日はと

てもおもしろく勉強できて、調べ学習をしている気がしませんでし

たJと言ッた。そして近木JlIフォーラムでω 「僕たちは，今まで，

あまり近木川で遊んだことがないですが，もしi丘木)11で遊ぶことが

出来るんだったら，どんどんいろいろな遊びをしてみたいと患いま

す。魚をとったり、カニやカメをとったり 1 鳥をJil.てみたいです。

でも，今はそれが出来ません7ォーラムに集まっている皆さんの力

で、ぼくたちが遊べる近木川にしてください。{僕たちも頑張ります。

よろしくお綴いします。」との提案があった4 これを受けて近木)11 

流域自然式学とし、そして務・山・)1[の3分校をもうけ、海の分校は、

臨海部にある自然法持館、山の分校は蕎原「地区にある小学校廃校

跡を利用したほの字の皇とし、中流域に)11の分校をつくることにな

った。

m iぷ，，%)1¥. 

3) 大人が学ぶ r~IDjの梯子j

円11の分校jづくりは、貝塚市の施策計画に位援付けし、予算3

0万円を確保した。ロジャーハート氏の「子どもの参画j、「参幽の

梯子」を参考に子ども主導で進めることとなった。近木JIIに対する

大人の目線は橋のとから見下ろし、汚い・危検臭い3kで見てい

た。ゴミの不法投棄があとを総たず、近木J11を下氷道のように見

ていた。 しかし近木J11で遊ぶ子どもたちの様子から大人の意識が

変わった。原体験のない保護者たちは、子どもたちと遊ぶうちし

らずしらずの間に主主心に帰り、あらためて原件数をしているようで

あった。かにつりなど技術を符う遊びは大人がハマノレ。子どもそっ

ちのけでつりに熱中していた大人を良〈見かけた。

g
g
s
a
t
e
F
 

，
合
否、，d

カニ釣りに熱中する大人と子ども 近刻111可口で

レイチェルカーソンが言う幼児期における感枚を養うことの大

切さを理解することが出来たのではないか。幼児期における康体験

は、豊かな人間伎を育み、自然への感認の気持ちと畏敬の念を持つ

ことになる。くわえて、郷土愛を持ち、まちづくりの原動力とな

る。このことを世代間を越えて理解する必要である。また、地域へ

のひろがりも必要である。その手始めとして、)11の分校の地元とな

る和泉台地区でアンケート調査を実施した結果、 600世帯の内

258世帯から回答仮i答率約430;:)があった(平成 11年実施

調主主・分析→和歌山大学・神官ゼミ)。この議査で、水のi'iれについ

ては、紹和 44年ぐらいまでは、 f少しf俳Lていたが気にならない

程度。」が多く、問自問J55-59年には相当汚れていたいが多かっ

た。また近木111の環境新ヒについては、昭和40年ごろから蛍が

克られなくなり、その後臭いがするようになってゴミも捨てられる

ことが多くなった。Jと答えている。さらに現在について、今もよ

く行く水辺ではf二色のi~近木)11上流」と答えている。この調査か

ら、近オサ11についてと呼びかけるだけ市民の関心を呼ぶことができ

ることがわかった和泉台町会では清掃や遊びなど近木川での行事

の呼巾びかけには必ず参加してくれているさらに、普の暮しから近

木J11との関わりををほりおこし、近木)11がいL、J11で、子どもたちが

環境教育や京体験をする最もふさわしい場所として必要であるこ

とへの涯塀を求めた。こうした活動を継続していくことが大事で

そのためのつなぎ役が重姿だ。さらに、活動と活動をつなぐ「場を

つなぐjことて4哲乗効果を生む湾締{舌動に参加している大人たち

に子ど、もたちの活動を伝える。こどもたちの発表の場となる学杉で

の発表会や近木J11フォ ラムへの参加を依頼する。近木)11での子ど

もたちは、生き生きしている。子どもたちにとって、 J11で遊べる場

所がi)11の分校jである 要は、大人が理解できるかどうかである。

二割、学校のITAのあ社さんから子どものf伐を見て恥ずかしく

なりました向かをしたいとの相談があり、コミ袋を届けたらこ色

の浜の清掃ィ宵動となった学校ぐるみの取り組みとなり、親子て令
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は自然大好き人践を養成するために、グリーカレッジ、自然生態鴎

をつくる会、近木J11にワンドをつくる会、なと、の活動を市民の自主

連蛍とするためサボ トしている。近木っ子謀議隊の活動は、将口

から源流まて流域全体に及び地域とのかカわりを深めている。その

活動は、年10沼ほど雨量している。

加、清掃のあとは、食事をする 活動は5年続いている。

親子で参加清掃めあとは食事となる二色の浜で

子ども主導の η11の分校jづくりを進めるために、ロジャーハー

ト氏の「子どもの翁雷jを大人が学ぶこととなった。平成124ぇrJ11 

の分校でけたらええなあ子ども会議む発足大人のために。

lIí 長Z5Z せ平~ 11'1 I i d J Eprv 大口/1 I 
117 一緒こス定す ζ 1/1 

! 被古詩吉司~ I 
IltJ ii}Cgyり刀 ri¥n I tJ 

参
額
の

量

中央手街のとんがり槍子の屋根が自然遊学舘

山の分校j→ほの字の援は、和泉葛城山の麓、蕎E草地sにあった

著書原d吟牧の廃校跡を利用して造られた施設。地元の要望を受け入

才L小学校のイメージを残しており、自然とのふれあう中で、作る、

学ぶ、遊ふ、食べる楽しさで自然への理解を高めようとしています。

田植えや稲刈りなどの農業体験、情伐や枝打ちなどの株業体験など

様々な行事が取り組まれていますー利用者怯平成 12年4月のオー

プン以来、年間 10万人を越えています。

一

1
1

蕎~/J\~学校は廃校あとにオープンした「ほの字の里J

rJIIの分校J->和泉台(;ic阪府営住宅・近木:)1波紋南小学粉、

清名合(戸建て住宅、木骨j、学紛、サンシティ(分譲マンション、中

央小学校〉の3地区に憐接している。ここには「件の湯jと地元で

は呼んでいる壌があり、ため池に導水している。河川崎嚇諸ーの大絞

府は、環境教育や清掃活動をFる人たちのために階段をつけた心

子育てネットワークによるプレイーパークとして利用され、カメ

少年が出現した。

「子どもの参画」から

4)子どもの文化匿→rJ 11の分校j

近木川流域自然式学→海山 JIIの3分校のうち

「海の分校」→自然滋洋館は、まちの小さな博物館として「出会

い・感動余韻Jをテーマに、人・生きものの息づかいで大きくなる

ことをコンセプトとして、平成5年 10月にオープンした来館者

は、年間 10万人を超えた (9時から21持まで間際・無料)。館で

動画の梯子
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沼IWiid初出力市主的をつけと!iIの沿日

中流域にある和泉台地区付近

校区は、 3!J呼校になる。漂境学習の取り組みは平成9年中央小

学校6年生から始まった。続いて 11年の木勘j呼校が続いた 1 

3年3月の近木)11フォーラムでは、中央小学校の子どもたちがその

体験を発表した。中央4吟増4年生「自然と遊間隊j 近木川遊び

から出発してーと題し@丘木JIIに住む魚、⑫、かだをつくったよ③

近木川iでとった魚@立木:)11の粘土を使った焼き物づくり⑤近木)11 

を使った工作や石のマップづくり⑫丘木:)11の昔について(開き絞り

誠査から)の発表があった。特に粘土は)11底から見つけ出し、ポリ

バケツいっぱいに入れて学校まで30分の距離を運んだという取

っ手が折れても。このエネルギーはどこからおたのか、参加者の驚

きを誘った。そして、電気ガまて焼いた焼き物100個がひび部れ

一つなく出米上がったという。 12年 1OJl1 5日の近刻11の織徐

のあとの滋びでは、胸までっかる子どもがいた4 子どもたちの滋

びの表情は純真そのものである。

そして平成 13年一番JIIの分校に関わりの深い1fj!J、学校が動き

出した。4・6年生が環境学習として取り組んだ。前述の小学校の取

り総みを参考に先生の応援を得ながら、粘土取り、藍染めなどのメ

ニューが用意されたが.選択は子どもの自主性を尊重した。ここで

は、 4年生の総合的な学習向けての近木)11での取り組みを紹介する。

きっかけは、①背は、)11と人々の生活が密接に結びついていた②')11

の汚れと遊びの変化から子どもたちを)11から遠ざけていたJ@i丘木

)11は、、街中を流れる川にしては意外なほど自然が残り、生き物がた

くさん生息する資重な}IIだと間<-等々から子どもたちに近木JlIで

の遊び体験をたっぷりさせたいそしてこれらの体験から近木)11を

ふるさとの)11として、もっと日を向け、犬切にし、守っていこうとす

る気持ちと行動力を培って欲しいとする先生1fの怒いが一致した

からである その想、いが 11月29Bの発表で報われたと思う。

子どもたちは、集まれ近木:)11-宝物がいっぱいーと題して、環境

官官一生きもの館A、、生きも0;館B、作ろう館の4つに分けて発表

した。環境館のお料理グループでは、「竜王の水Jと「水道水j を使

ってコーヒ一、ココア、ご飯をつくり、飲み・食べ比べインタピュウ

があり、その他6グループが安濃生きもの舘 Aでは、ハクセン

シオマネキについてのシオマネキ隊、カニ釣りについてのカニ紙し

ばいグループ他7グループ、の発表、生きもの舘 B では、サワガニ

研集班、メダカいろいろグループ他9グノレ プの発表、作ろう館で

96-

は、船乗り隊、ザ公ねんど致、t_-中 -f流て淑った石を説明するイ

ッシ-t;ズ他2グループの発表があった。

船乗り隊 )11の分校で

竜王のJj(と水道水で コーヒー紅茶・ご叙の味比べ一環境舘

先生の想いがまだあった児家は、明るく素療で、友だちとも仲

良くi晶ごすことができるが、人と深〈関わろうとしない筋もあると

言う.互いに意見をぶつけ合ったりすることができるよう、子ども

たち自らの主体性を最大限に知軍し、生き生き活動できるようさら

に主体的にアイディアを出したり、活動を工夫したりする子どもに

育って欲しい。その為に近木j討を選んだと言う。この発表でその綴

いがかなえられたのではないか。子どもたちは自主的に近氷川を

守る隊を結成し、川IJ脅除を始めた。

近木:)11を守る隊員による説明
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貝塚で;樹齢をした埼玉大学卓縦奥本大ン郎氏は、朝日新樹で

子どもは、もの心つくころには自分の段界を持っている。そして羽

本昆虫協会主催の行事に参加する子ど、もたちの発想力、意鎚力の奇

抜さに感心しつくづく子どもを指導しないのが…番で、保集方法を

教えるぐらいでいいと言っています。そして戦前には、豊かな子ど

もの文化があったと言っています。子どもたちは、原体験ができる

f場Jがあればしぜんと学ぶ;。和泉台地lRの子は左岸から、サンシ

子ィ・清名台地区の子は右[惇からとそれぞれ近木)11に入る場所がち

がう。子どもたちは、それぞれの子ども文化を生む出す能力を持っ

ているそして今Bの情報化に時代にふさわしい子どもどうし C'''F

校関)の連携もできる。砕年11月58、南小学校の環境学習奇で)11

の分校に行ったとき、近くの子どもたちが)11に入札思い思いの遊

びをしていた。それぞれ校区が違うから入る場所も違っていた。

)11の分校は、子どもたちの簡ではすでに存在している。

つなぎ役としては、 )11での活動に義故がないように、安全対策や

緊急持の対応についてのマニュアJレ本をを届けたり、，ゴミ袋など

をI可)1滑空望者トから貰って届けたり、)11似情報を履けたりすること。

さらに、中学校の出前教室で小学生の活動を話したりする場をつな

ぐことなど。またかつての暮しに学ぶために勝き取り議査も必要。

貝塚市には、大小約300のため池が残り、その約8割が近木)11の

97 

水を車問している近村11は、堀込み例道であることから緩(地元

では"ゆ と呼ふ)っくり親池から子地へとつなぐため池ネットワ

ークがあるこれらの水絡には、シジミやドジョウが生官、しており

味噌汁として、ドジョウ銭としてよく食べたという今の時代に残

っていたら子どもたちのぬ官はと自に浮かぶ 12年から始めた和

歌μ以;学・神吉ゼミによる水利組合などへの樹き取り識変では、近

木)11との関わりの深さを理解することができた。近オ，)11で遊ぶ子ど

もたちに和J事かが起こったとき、大声をあげれば近くでの農作業を

している大人たちが駆け勺けたというこうした関わりが子ども文

化を育てていたのではないかと段、う。

5)般送りのコミュニティ

1創立、子どもは地域のたからとの意識のもと、地域ぐるみで子脊

てをしたとお年寄りから路いています これまでの活動から地域

(流坊の人たちによる近木)11への関心が徐々に深まってきた。近木

)11は、いい川だったんやとの会話が関こえるようになった。かつて

の近木)11との関わりを閤き取り調査なとやで記録すると共に、関わっ

た人たちと近木)IITの子どもたちの活動とをつなぐことで地域の

活動として呼び戻すことができるのではなL、かと考える。 rmの分

校はJ員出或が支えて、始めて大人たちの中に存濯します。そしてそ

れをコミュニティが引き織ぐのです

おもいおもいの遊びをする子どもたちそれぞれ校仁王が遇う。JIIの分校で
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保護必動のためのトラスト運動がつづいています。貝嫁ライオンズ

クラブが近木:)11の婦徐を始めました 3年Bを迎えます 7年自に

なる近木っ子際検事tの活動はたくさんの生き物を発見しました。遊

びも得窓ですて 6年自になる近木っ子会議では、一万部のかわら販

を年5閉先行しています毎年近木:)11フォーラムを開催し、子ども

たちの発表、大人も参加してのディスカッションによる次の活動

へのつなぎ等々、小さな活動・小さな広がりがつながり、徐々に大

きな輪となりつつあります。その集大成として近木:)11流域自然よ;学、

海叫l・そして子どもたちがつくるJIIの分校が存濯します。

近木:)11を守る隊員ふくいりょうすけくんかう手紙が届きましたo

fぼくが大人になるころには普の近水:)11みたいにきれいになって

いたらいいな。jといっています。その責任は，私たち大人にありま

6)まとめにかえて

)11の表情.生い立ちは地域によって異なり，人との関わりもかた

千差万別です。小さいJII.大きい)11 それそれ}IIなりの人との関わ

りかたがあります。地形的な持色は，人為を持って変えがたいと普

の人は言います。
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子どもの参画

J 11の況の条件

ロジャー・ハート著

く参考3む粉

1 )森下郁子著

2) 

ワ ストワンから始まった近対11での活動土、 8年目を迎えます。

この短期間で近木J11に関わった人たちが何人になるか見当もつき

ませλ。大規模なイベントはありませんイベントは金がかかりま

す。近木川自身がもたらす魅力によって様々な活動を呼んでいます

河口にある二色の浜では二色小学校の児童'Pl'Aによる常備活動

が5年呂になります葛城みどりの少今初などが参加するプナ林の

貝塚市役所

1989-1995年まで高校生を中心にr花いっぱい

運動Jを手がける。自然保護活動に輿時を持<，

ボランティア活動。1993年に開館した自然遊学

館の計画運常に関わる。 1995年から近木111ル

ネッサンスを提案.199E年近木つ子会議を結成3

r Jilの分校」づ〈りを進めている。
fl 
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青葉通における景観形成アクシヨンプ口グラムの取組み
ー景観ワークショップの活用を通じてー

院本一郎制

高橋清一知

佐藤幽美子※3

キーワード 1 )まちかど博牧館 2)景観ワークショップ

3)畳観サボ』タ- 4)パートナーンツプ 5)アクションプログラム

1 はじめに

仙台市街並みデザイン課(I日都市景観室長)が「杜の都

の風土を育む景観条例jに基づく景観サボータ}制度を

活用して，様々な景観ワークショッブを実銭しているこ

とについては， pj主まい・まち学習j 実践報告論文集 2~

の「地域環境学習型景観ワークショッブの展開につい

て」で述べた通りであるが 2 本穣ではそのなかでも取り

上げている p 仙台のメインストリートである青葉通に関

する「青葉通街並み景観向上調査団」と「青葉通まちた

んけんjの2つのワークショップに環i車したその後の取

り級みについて報告したい。

2 青葉通の景観形成への取り緩みの経緯

青葉通(写真 2"1)は，戦災復興区掴i整理事業により

戦後につくられた道路である。幅員は 50Mから 36Mあ

りp 仙台の玄関口である JR仙台駅と広瀬川を臨む西公

園までの約 2.5KMを結んでし、る。

昭和初年代に被えられたケヤキは成長~，初夏の新

緑，秋の紅葉，冬のイノレミネーションと泊季折々に美し

い並木道をつくっている。青葉通をさらに西iこ進むと，

広瀬川に架かる大橋を渡って似官市博物館(仙台城二の

丸跡)，青葉111の抜道を登ってイ山吉城本丸跡があり，仙

台釈から仙台域社へ続く「城への道j にもなっている。

写真 2-1 JR仙台駅から青葉通を翠む

演出を心掛けたまちづくり活動を行っている仙台駅潤

地区を含むゾーンである。ゾ}ン内iこは都市銀行や荷

業・業務系Q業の支出をはじめとするビノレ，大鋭機感鋪

などが建ち並んでいる。

一番町ゾーンは，ザンモーノレ需町商/;S衡を中心に，

早くから歩行者天閣を実施し，仙若手で 番人通りの多い

務庖衡を形成してきた。アーケードを整備し、からくり

特許を設遺するなど，主主く人に快適で楽しいまちづくり

を行っており，平成元年度には，このア}ケード衡が第

11到仙台市都市景観賞を受賞している。このゾーンには，

府鏑のほかに，銀行や業務系の中規模ピノレが多く建ち並

んでいる。

公匿i量りゾーンは，藩政時代から街13普代町として栄え

てきた大町，肴酒T，立町，え柳町の 4町内会が，その膝

史を大切にしたまちづくりを展際しているゾーンであ

る。このソーンでは，ホテノレなどの規模の大きいピノレや

マンションが建ち，比較的ゆとりのある街並み空間を形

成している。

仙台市では景緩基本計阪において，青葉通を定禅寺通

とともに景綴形成上主要な地践として位置付けている

ことから，現夜，定禅寺巡 l地区のみに留まっている崇

銭形成地区の指定を青葉通にも広げ，景観形成を重点的

にi弱っていきたいと考えており，先ずは仙台駅西地区を

対象にして， 4年前から地元総結街，まちづくり専門家，

デザイナー，学識経験者，行政等で構成される仙台駅問

地区デザイン会議を立ち上げ，魅力ある景緩づくりにつ

いて話し合いを進めてきた。

そのなかでは，地元?市民，事業者，専門家， NPO， 

行政といったそれぞれのまちづくりの主体が，パートナ

ーシップによって公共空間デザイン整備方針や各種主主

設のデザイン誘導基準などのベーシック・プログラム

(計画約なまちづくり)の策定と，四季をi通じた賑わい

の検討や各種イベントの実砲などのアクション・プログ

ラム(実験約なまちづくり)の日つのプログラムを推進

していく必婆般を確認したところである。

青葉通は，その景観特性から，大きく次の 3つのソー しかし， 2年間のデザイン会議の議論では，地元から

ンに分けることができる。 仙台市への要望型の意見に対し 2 景観担当セクションで

東側から西側にr;lJかつて限に説明すれば，駅前通りゾ 応えられる限界があったこと，基準づくりなどのガイド

ーンは，ガス僚の整備や花いっぱい迷動など，賑わいの ライン的な話しを地元側に受け入れるだけの余裕がな

99- 2002年住総研「住まいーまち学欝」実践報告論文集3



く，また行政内部の調整にも時間が必要なことも判明し

たため，すれ違いが生じ，合意形成までにはまだまだ相

当の待問を聖書するものと考えられた。

そこで，できることからやろう，お互いのコミュニケ

ーションを図ろうということで，先にアクションプ口グ

ラムを実践していくことになった。

実施にあたっては，青葉通iこは JRlill石線地下化延伸

により新車Rrあおば通駅」が平成 12年 3月に開業，さ

らに仙台駅東地じまと西地区を結ぶ東百地下自由通路が

整備されて人の流れに変化が出てきていること，また将

来l土地 F鉄東西線が青葉通に沿って走る予定になって

おり，今後，景綴留でも大きな変化が予想、されるため，

lul台駅西地区のみならず，青葉通全体の景観形成の方向

性を考えた方が良いと考え，プログラム自体を青葉通全

体に拡大することとし，平成 11年度の f青葉通街並み

景観向上調査団j，平成 12年度の「青葉通まちたんけんj

に引き続き，平成 13年度には展/'f"r青葉通まちかど博

物館J，景観ワークショップ「青葉通まちかど博物館ウ

オークラリーj，景観シンポジウム「青葉通から仙台の

景観を考えよう j を連続して行うことを企幽ーした。

今回は，前回より多くの市民と地元の人々が参加でき

る形にすることと，各々状況が異なる 3つのゾーンの

人々との交流のきっかけをつくることを鰐擦にしてい

る。

3 援示「青葉通まちかど博物館J

「青葉通まちかど博物館JI土，青葉通全体を撲根のな

い博物館と挺え，通りに面する建物などで事業を行って

いる方々にご協力をいただき，ありし日の仙台の写真な

どを，届先やショーウインドーなと、に 斉に展示しよう

というものである。期間は平成 13年 11月 1日から 15

日まで，場所は JR仙台駅総合案内所，仙台駅西日パス

プーノレ，青葉地下道ギャラリ~仙台市博物館，仙台法

務合同庁舎などの公共施設や，仙台ユネスコ会館，銀行，

ホテノレ，オフィスどノレなどの民間縮設を含めて合計 16

額所，写真の総点数は約 150枚である。

仙台駅周辺では，人力車が並んでいる昭和 10年の駅

前広場，青葉通がなかったころの商屈が建ち並ぶ戦前の

駅前広場，戦後できあがったばかりの青葉通，米国策人

のりン・ジョンソン氏が進駐していた時に撮影した昭和

23年の 4代目仙台駅舎とパス待ちの人々を撮ったカラ

ー竿真，廃止された仙台市電と路線パスが並んで走って

いる様子，戦前の駅前広場での盆踊りと平成 10年に復

活したベデストリアンデッキ上での金総り等を展示し

た。また， 11月 8日のウオークラリ}やシンポジウム

の会場にもなっている仙台駅北隣の高層ピノレのアトリ

ウムでは，そのどノレの敷地に進駐軍の建物が建つ昭和

23伴のようすを展示するとともに，広瀬)11に架かる予

-100-

定の地下鉄東西線の橋梁に関するデザインイメージの

アンケ}ト調斎も併せと行った。

一番町付近では，戦災直後の焼け野路に立って民間コ

ネスコ3軍部jを創業した仙台人の偉業を広く知ってもら

うために，その記念館 rIUJ台ユネスコ会館JIこ，戦災を

受けて瓦際の山と化した仙台の衡の様子を展示した。ま

た，追善致時代の商業の中心地として賑わったという，呉

川街道の芭蕉のi土にある銀行のショーウインドーには，

務政時代の絵闘から戦前?戦災直後，戦後までの学真を

展示して街並の変化を見せることにした。

西公園に近い環容盾 f髪結処江戸寄Jでは，Jliくにあ

る大橋iこ焦点をあて，明治 25年に造られた鉄橋とその

J向こうにみえる大手門と織機，戦後その火手門と隅櫓が

戦災で失われ，コンクロートアーチ嬬(昭和 13年に架

け変えられ現夜も使っている)のみが後っているようす

を 緒に展示した。この肢は，え禄 15年創業の 300年

が
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2宰糞 3-1 江戸苔前の道だらいを観る市民

また大町通では，昭和 23年の斜業という文湧兵五百「鈴

木魁y致」のショーウインドーに，今は生産されていな

いという教師照の大擦のそろばんや三角定焼， 100年前

のタイプライターなどを，戦後の大町での七夕の風景写

真と併せて縫示した。

i邑り全体を使った大掛か切な燥示は初めての経験で

あったが，青葉通を何度も歩きながら， 3つのゾーンご

とに平均して掲出できるように，援示場所を見定め飛び

込みで展示場所と写真等の提供の協力を婆諮した。

次に適当な写真等がない場所については，仙台m康史

民俗資料館に出向き，その場に関連する写真を探した。

集めた写真はカラーコピ}を綴り， A2サイズのボード

2002年住総研r1主まい・まち学習」実践報告。論文集3



に貼ってパネノレ化G，それを各場所に取り付けていくこ

とにした。

また，一宮見て f青葉通まちかど樽物舘j とわかるよ

うな共通のロコをデザインすることにし，これについて

は，以前からパンフレツト等のデザインをお躍買いしてき

た景観サボーターの方にご協力をお搬し、した。最近，伊

達政宗の陣羽織にちなんだ茄子紺をちで青葉通のサイン

がつくられたばかりであるが，その色をパネノレの上下に

請に入れ，上に「青葉通まちかど博物館j， TIこj苫の名

前等を付けた fOOギャラリーj とまちかど博物館の場

所を示したマップを白抜きにして入れた(写真 3-2)。

写真 3-2 青葉通まちかど博物館パネル

さらに，各場所には，綴る人が各々のまちかど博物館を

ひとりで訪ね歩くことができるように，マップをつくり

讃かせてもらった。

4 景観ワーウショッブ「青葉通まちかど博物館ウォ

ーヴラリーj

11月 8告には，午前中に「青葉通まちかど博物館ウ

オークラワーj，午後に『社の都景観シンポジウム「青

葉通から仙台の景観を考えよう JJ]を凋催した。

ウオークラリー(学真 4-1)は，仙台市博物館を出発

し， ゴーノレの仙台駅北隣の高層ピソレ「アエノレ」までを，

3つのコースに分れ，青葉通に沿ってまちかど博物館を

巡りながら 9 青葉通の歴史，文化，人に触れあい，また

五感を使って自分なりに新たなまちかど博物館を発見

してみようという趣向である。

また，まちかど降物館の設置場所を中心に触れあいイ

ンタピュー(写真 4-2)を行い，出発点の f博物館ギャ

ラリー」では，博物館燐の「五色沼」が日本のフィギュ

アスケート発祥の地であることなど，駅前の「ヒューモ

スファイヴギャラリーJでは，昭和 52年に撤去された

青葉通のカッコウ歓迎擦が，仙台市東部の原町商工会の

皆さんにより，平成 10伴原町の公開に拝設置されたこ

となどをお穂きした。

101-

写真 4-1 B立ヒットプラザ前経示を観る

写真 4-2 触れあいイン告ビュー

参加者は，景観サボーター16名，大学生 96名，市民

8名の合計 120名，ほとんどの方が午前と守後を通して

参加した。午後のシンポジウムでは，ウオークラリーを

踏まえて楽しいまち歩きのしかけを考えるワークショ

ッブを予定していたため， 8人から 10人で編成したウ

オークラリーのグノレーブがそのままワークショップの

グノレーブになるようにした。さらに，ひとつのグループ

を2人から 3人のノトグループρにわけて，ポラロイドカメ

ラを携帯し，新たなまちかど博物舘を見つけたときや，

感じたり気づいたことを訴し合いで竿真に縁ってきて

もらうようにした。その他，まちかど博物館の設置場所

と，五J惑を使うことなど観察のポイントを書いたガイド

マップ([立14・1) をコースごとに準備して参加者全員に

自己付したほか，半成 12年度の「青葉通まちたんけんJ

の成果でもある完成したばかりの「青葉通まち歩きマッ

プj も参考として配布している。

ゴーノレのアエノレでは，ガイドマップを拡大した青葉通

全体の大きな地閣をグノレープごとに机上に準織してお

き，そのjニに綴ってきた写真を貼りながらラリーの整涯

をしてもらった。

2002年住鴻研「住まい・まち学習J実践報告・論文集3



5 社の都景観シンポジウム f青葉遅から仙台の景鏡

を考えよう」

午後のシンポジウムでは，これからの青葉通の魅力あ

るまちゃ景観についてを考えるために，地元の方々など

から青葉通と仙台の膝史やまちへの愛着，誇りなどにつ

いてお話をいただき，そうした言苦しをヒントにして午前

中のウオークラリーの結果も踏まえながら，青葉通の楽

しいまち歩きのしかけを参加者全員で考えるワークシ

ョップを行った。

このアクションプログラムでは，青葉通の 3つのゾー

ンの人々との交流を図ろうという百標があることから，

パネリストには，各々のゾーンのまちづくり活動の母体

となっている商府街や町内会を通して，駅前通りゾーン

は「とューモスブァイヴギャラリーJ館長で他吉駅前部

底街際興組合副理事長の宮城達男氏， 番町ゾ}ンから

サンモーノレ一番町商浩一街振興組合理事長の伊勢文雄氏，

公園通りゾ}ンは「江戸市ギャラリーj館長で御譜代間

実行会役員をされている江戸厳氏にお願いした。

;常城氏からは，元気なまちづくりをそットーに，花い

っぱい運動や仙台釈前盆締り大会の復活，クリーンキャ

ンベーンなどのまちづくり汚動に取り組んでいる様子

をご紹介いただいた。

伊勢氏からは，街応衝でシャッターを酪める}吉舗が続

出していることに危機J惑を募らせており， NPOや仙台

市と連携して，空きl苫織の空間を綿かく間仕切りし，貸

し出すサンモーノレ 123トライショップを始めたことや，

耳語版街のなかにある伊達政宗が町制りをしたときの縄

を祭ったという野中神社についvて，へんぴさを逆手に取

ってまちづくりの核にしたいという T野中神社鎮守の森

傍想Jを披露した。そのためにワークショップでのアイ

デアに期待しているという話しがあり，銅版が相次ぐサ

《¥}事

①少エルギャラυ叫

会 JR仙台駅ギャラリ}

③ヒュ モスファイヴギャラリ

③似合ホテルギャラ')

⑤パスブ._}!，ギャうリー

ンモーノレ一番町を何とか活性化しなければならないと

いう切尖な訴えがあった。

調]言普代m了まちづくり実行会の法被に身を包んだ江戸
びん

氏からは， r繋だらいj や，仙台から江戸までの送中を

日記にしたためた道中記など， 300主主の「髪結処江戸

の盤史を物語るものを見せていただき，また， 1日で 7

万人も集まったという雷公鴎トレーデイングマ}トと

いう商直会のお祭りを総介してもらった。

また，専門家としての立場から，宮城スタシアム等の

設計で知られ， r i山台のまちに性;む」をテー?に市内外

の人々と活動している東北工業大学工学部助教授の間

部仁史氏iこもパネリストに加わっていただき，熊本アー

トポリス事業でのコミコニティセンターの設計にあた

り， 1年以とかけてまちの人とワークショップを重ねな

がら進めている事例を取り上げ， ftj民とのi協働によるデ

ザインプロセスを火切にしているという怨いを語って

いただいた。

コーディネーターとワークショップブアシリテータ

}との二役をこなしていただいたのは，寓城県生活部次

長の萩j点なつ子氏である。トヨタ財凶アソシェイトプ口

グラムオフィサーとして隠った全国各地の市民研究活

動の事例から，聖書材の下見桜の色にこだわって街並みを

保存しようと活動している函館の色彩文化を考える会?

まちかど博物館ならぬ r私が選ぶ文化財」を探している

野外活動研究会など，よりすくりのまちづくり鴻動を紹

介していただきながら，まちづくりは「不思議だなj と

思うことからスタート l，そこに関わる一人ひとりが元

気におもしろそうにやっているということが大事と昔話

した。

その後ワークショップに入り 2つの景観サボー夕日

と市民グノレーブ， 8つの大学生グノレ}ブが，今聴いた話

""主筏傷民ギャラリー

⑦包2ヒットプラグギャラり}

⑮湾襲勉下司自ヰドvラリ

⑨様緒ギャラリー

⑬ち十七".の辻ギャラリ

⑪幼台ユネスコギャラソ

⑫電叉霊ギャラリ町一

⑬ K 131ギャラリー

⑭江戸告 Vャラリー

⑮得物館キャラリー

図 4-1 青葉通まちかど博物館ガイドマップ
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しをヒントにしながら，すでに写真を封書付してある青葉

通の拡大地震iの上にp マーカー，ポストイット， トレー

シングペーパーを使って楽しいまち歩きの仕掛けを描

き込んでいった。パネリストとコーディネーターには，

各グループを巡閲してもらい，質濁したり，質問に応え

たりするなどしていただいてし、る(写真 5-1，仔針。

写真 5-1 話合い風景

写真 5-2 巡回して質潤!こ答えるパネリスト

ワークショップの待問は 50分程で r時織が鐙すぎ

るj という悲鳴に!1Iい声もあがっていたが，イ可とか全て

のグノレーブがまとめに入ることができた。

学生グノレープからは「古い仙台釈を再建して歴史博物

館にしたり p 人力車を復活するj rるーぷる仙台(観光

循環パス)にマイナーツアーをつくるJrサンモール一

番町のアーケードの盤桜をステンドグラスにするJrサ

ンモール一番町に駐輪場をつくるj， i青葉通をライト

アップするJr野中神社のお祭りをやるJ，景観サボータ

}と市民のグ凡ーブからは「表通りでは演奏会などをや

り広場的に使い，人の通行は裏通りの路地を使う j r聖子

中神社をスケルトンのな体駁車場が間んでいるが，この

壁面にお祭りのときに灯かりをともしたり，緑化するj

，"'ンションの 1~告が駐車場になっているところでは，

フリーマーケットをす一るなどしてlIi[わいをつくるJrデ?

インドーや公開空地などの公共民IL広場，広瀬)1[(自然博

物館)，駅前の看板類(妖候醜い1専物総)，古い着物を再

生している古蓑屋(蓑物博物館)を新たなまちかど博物

館として活用するJr駅前，一番町，大町それぞれに，

宮城村，伊勢村，江戸吉村という名前をつけ，村悶士の

交流をしていくようにするJr青葉通に度交する通りや

近接する横道を結んで回遊動線をつくるJなど，様々な

アイデアが提案された(写真仕針。

こうした発表に対して，各パネリストに再び発言をい

ただいた。江戸氏からは「江戸吉村構怨もできればやっ

てみたいが，昭和 11年生まれで，このなかでは一番年

齢が高く余生があまりないο 若い視点での新しいまちづ

くり，若いカに期待しているj，伊勢氏からは「君主に出

尽くしたアイデアがほとんどだったが，アーケードをス

テンドグラスにしたり ，:ti:体駐車場に行灯をつけるとい

うのは是非やってみたい。また》野中神社でお祭りとい

う提案があったが，今でもお祭りをやっているが，結局，

m民に知られていないということなのだろう，やり方を

考えねばならないと患った。j，宮城氏からは「妖短観い

博物館という言言葉が気に入った。ここ数年駅前の賑やか

な景観について市民の潤で議論がU:，¥ているがj 景観を規

制すると経済活動を組r吉する。成長をコントローノレする

ことが大切。また， 1本道に発展してきた仙台の街活街

だが，横丁や裏通りを肋骨のように回遊させるという楽

に感心した。J，阿部氏からは「身の回りのことを美しく

したり気持ちよくしたりするライブスタイノレを身につ

けることで，ノレーノレがなくてもきれいな街投みや景観が

自然に生まれてくる。若い人が自分自身のライブスタイ

ノレをつくっていけるように，こうしたワークショップな

どを実際にできる場をつくっていかなければならな

い。 j などの発言があった。

長去後に萩路氏から rひとり勝ちではなくて，あそこ

の成功は私の成功という形でつながっていけるまちづ

くりが必要。様々なまちかどの博物館をつないでフラン

スのエコミュージアムのように街全体を博物館にして

いくことも考えられる。人と人，人と場，場と場，過去・

現在・未来をつないで，まちづくりをみんなで行ってい

くという気持ちを持ち続けることが大切Jと絡めくくっ

た。

ツドスベ}スになっているベデストリアンデッキを市 写真 5-3 景観サボ-$1ー+市民グループの発表

民の芸術の発表の場に活用するJr大樹ピノレのショーウ
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6 まとめ

まちかど簿物館，ヴオークラリー，シンポジウムとい

う一連の取り組みは，青葉通で行ってきたデザイン会議室

や景観ワークショップでの議論や成果を，青葉通の景観

形成に向けたアクションプログラムとして発展的につ

なぎ，これまで縫ってきた景観ワークショッブの手法を

採りいれて実施したもので，全体としてひと~)の景観ワ

}クショッブを構成していたと考えている。

「まちかど博物館jでは，展示がオープンしてからも，

直射日光の影響でボ…ドに貼った紙が膨れたり，パネル

が鶏;下したりとトラブソレが続出した。そのたびに街中を

走り回らければならなかった。こんなに手間がかかるこ

とをなぜ企画したのかと途中くじけそうになったこと

もあったが，撤去の日， 11月末まで展示したいという

ところが 2笛所，パネルを記念にほしいというところが

5筒所も出てくるほど地元から好感をもたれた。当初展

示協力を要議したときには希望の控室示スペースがもら

えないなど，地元の反応は今ひとつであっただけに，実

施したかいがあった。

どれだけの人が期間中にこの博物館を見学したかは

把握できなかったが，仙台駅の乗客やノ¥スプーノレでノ、ス

待ちをしていた人々の様子を眺めていると，相当数の人

が展示を興味深く観ていたこともあり，その乗降者数を

考えれば， 1)3人程度の市民と来訪者の呂を楽しませた

のではないかと患っている。また，テレビ，ラジオ，新

聞など，多くのマスコミにも取り上げられることとなっ

た。

手づくりのわずかな予算で実絡したことが，多くの人

に喜んでいただけたということが私たちに自信を与え

たと同時に，地域の人々にも「知恵を出し，ちょっと時

間と手荷をかければ何かできそうだ。Jという意識を持

っていただけたのではないかと感じている。

ウオークラリーとシンポジウムでは，青葉i阜の地元の

方々とまちを利用している市民がワークショッブを通

して液接触れあうことができた。青葉通の長観形成の方

向性を考えるプロセスの第 歩に立つことができたの

ではないかと思う。

7 今後の課題と方向性

地元パネリストの発言では 3 景観のノレーノレづくりは皮

対という意見が出ていたが，今後，アクシヨンプログラ

ムをさらにどう展開し，ベ}シックプログラム作成まで

の道筋をし、かにつけていくのかを検討してかねばなら

*2---3 仙台市都市整構局計画師街並みデザイン課

ない。昨年度の背葉通まちたんけんワークショップの成

果を受けて完成した「青葉通まちあるき 7 ツプjを，ま

ちかど簿物館の各差益示場所の方々，まちあるきマップ掲

載の建物などの関係者，沿道の交番やホテル等に西日付し

たところ，たいへん好評であったので，先ずはこれを地

元との協働で手写版することを働きかけ，話し合いの母体

となる景観形成協議会の立お tげを釘指した取り組み

をしていきたし、と考えている。

景観ワークショッブは2E正儀条例の 7方策のうち，景

観サボーター制度を1苦性化するために始めたものであ

ったが，青葉通の取り組みでは，景観形成地区を実現し

ていくまでのプロセスに景鋭ワークショップを採り入

れ，地元関係者ばかりではなく法線サボーターや子供

たちを合めた市民にもそのプ口セスに参加していただ

こうというねらいを持たせて実践した。

今後，唯 実施されていない景観葉嬰建造物の指定制

度の実施に向けても景綴ワークショッブの活路が必要

になると考えており， 7方策をばらばらに実施するので

はなく，景観ワークンヨツプ令触媒lこして燦々な形で連

携させ，格乗効果で景観行政を推進レ亡いきたいと考え

てし、る。

シンポジウムでは，まちをよく観祭し，具体的な提案

を積極的に行う景観サボーダーが自に付いた。;長銀ザポ

ーターは，もともと景観についての意識が高い市民であ

るということ，さらに，ここ 2年間の景観ワークショッ

プを積み重ねた成巣が出ているのではないかと兵器じさ

せられた。景観サボーターだけではなく，さらに多くの

市民に景観ワークショップを体験していただけるよう 7

機会を捉えて実践するとともに，身の図りの環境に関心

と;意識を持ち，それを改善していこうとするカを待った

大人に成長するための教育，とりわけまち学習が大切で

あることを痛感させられた。

EL 
仙台市都市盤情局計画鍔街並み街並みデザイン課主査

景観行政を按当すると同時にワークνヨップを企降雪・実
践しはじめて3年氏最近ではワークνヨッフPの積み重ね
の成果を感じーとし唱。自治体職員として市民とともにの前
に 市民として考えることの重要性を感じている。
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2.3 私から始まる学びづ、くり





子融からみた性まいとまち

一有為の居住歴

キーワード 1 )子ども 2)ヲ珪直し 3)地域

4)コレウティブ 5)多摩ニューヲウン

1. はじめに

この論文粂の多くは、次代のt号除、手となる子供たちに

住まいとまちとのかかわり方をどのように教えていくべ

きかについて、実践報告を路まえてよりリアノレな情報や

知識を提供し合うことで、読者は楽しみながらそれら合

学び、考えを深めていけるのだと館、います。しかし、本

当ならば、子供たちのす品える問題については、大人たち

だけではなく子供も大人たちとともに議論に参加するこ

とによって、自分たちのおかれた住環境を認識し、より

よし憎まい・地域交流を求めるようになる、というのが

思想なのではないでしょうか。

大人たちと対等な議論を交わすことが難しいにしても、

子供は、生きることの k台である自分¢主まいのあり方

についてよく考えてみる必婆があり、その手助けをして

くれる大人たちにもっと自分の内面を打ち明けることも

しなくてはならないでしょう。しかし、子供たちはなか

なか大人に本音トークができないものです。現代のfイ立

は自己表現がド手になっている、と足、う人もいるかもし

れませんが、そんなことはなく、実際、殺しい仲間同士

では軍基んに悩み事などが語り合われてし、ますユ/二だ、大

人との距離がとても遠く、子供には感じられるのです。

私もそうです一。

なんとか大人と子供の距灘間をつめることはできない

だろうか。手'il土、生まれてから 17歳の今まで、数多く家

の引越しを重ね、いろいろな住環境在京子験していく中で、

その思いが日々強くなってきています。

本論文では、 8回にわたる引越しを通して多様な住環

境を体験した弘の人生を「実践報告Jすることにより、

その中でflが住まいや人間関係、について感じたこと、考

えてきたことを整理するとともに、子供の立場にある手よ

からの考えや意見を多くの人に擬供したいと患います。

2.私の住まいまち

2-1 居住燈

まず、わたしの住居療について、それぞれの衡の特徴

ヰ手ムの生活・近隣とのコミュニケーションについて説明

します。また、それぞ:(lびJ衡の地図と家の位蜜l31l係を3

ページ後に示しておきました。

105 

定行泰清

中野区中央(誕生から 3歳まで)→アメリカ・コネチカ

ット州(5歳まで)→杉並区西荻窪(7歳まで)タ多燦ニュー

タウンfぎ水田 (12歳まで)→豊島区自白(12歳)ー〉多摩ニュ

ータウン成木凶 (13!i詩的→毅島区関白(14歳)→北広志茂

(16歳まで)→霊長島区南池袋(現在17綴)

中野区中央、アメリカ・コネチカット州 (5歳まで)

残念ながら、この二ヶ所は彩が/J、さかったためにほと

んど記憶をたと、ることはできません。しかし、街やおこ

士十字一る当時の印象はなんとなく残っています。生まれて

から 4年潟、丸の内線新中里子;君Rから 5分ほどに社宅に往

んでいました。床医長積は40ぱ弱であり、家、放にはとて

も小さいように思えます労人もちろん当時の私にそんな

感覚はありませんでしf二逆に、自分が安心してJ，Ji-られ

る場所としては最も広く、快適に思っていまし/こ。それ

に比べ、アメリカのアパートは 100n1以上あり、また

街も無駄にだだっ広く、今の犯なら大きな感激を受けて

いたことでしょう。

アメリカに到着したときのことですが、平ょにとってと

ても印象深い思い出があります二それは、飛行場から新

しい家lこ車で向かつておいたところ、曲がるへき道を誤っ

てまっすぐ進んでしまったのですが、親があまりにもシ

ョックを受けているようだったので、拡はつい予定して

いた主主に行けなくなってしまったのだと思い込んだのて、

す。それから 2年間、自分は本来{主むべきではない家に

住んでいるのだと思って暮らしたのです。

アメリカでは中野の頃とは違い、歩いて移弱jすること

はほとんどなく、献を中心とした生活をしていましTむ

そのため、印象主義い私の腿場所はいくつかに決まってい

ましt::_o夜、の家と、保育関が主な2カモ砂?で、あとは教会、

スーパーマーケット、 i邸庁の科学博物舘や床E屋霊などで

まfたこ、数多くのパーティーに参加していたのを患いt包し

ます。アパ…ト内には二人の友達がいました。一人は女

の子で、たまに遊ふ程度でしたが、もう一人の男の子と

はよく遊び、とてもいたずらな子でしたコ近庁「づきあい

はそんなものでしたが、その頃は車て知人の家を紛れる

ことが頻繁でした。今思うと、アメリカl土、近所づきあ

いが感んでなくてもたくさんの人々との繋がりを持つこ

とができる不思議なところでした。
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杉波区西荻窪 (7歳まで)

アメワカとし、う広大な土地から、再び障し盤に敷き詰

められた東京の街へと戻ってきました。尚一荻在昆釈から歩

いて7分ほどの社君主は、私がi菌うことになる小学校の道

を挟んだ|古iかし制lでした。主主戸面積はアメリカの家の半

分にも満たない50rrfほと申のものでしたが、広さにllf1し

て、当初から何も不都合な点l土感じられませんでした心

私はその領から自転車針郎、こなし、外へ外へと信分の

足で衝の習険にくりだしていったのです。小r学校へi昆い

始めると、あまりにも多くの友達が身近にいるので、 i遊

び相手に不自闘することは決してなく、いろいろな友途

と遊ぶことができました。そして遊びまわることで、地

域のことをよく知るようになり、より細かいところにま

で感覚が行き届くようになりました。

アメリカに比べて空間のゆとりがなかったにしても、

自分の街の中で、多くの発見と、空憶に対する多様な感

覚を味わうことを可能にした西荻浅は、手ょにとって、あ

る;霞味でアメリカの土地よりもより関かれた空間であっ

たように息えます。 F寄荻筏では、友達と遊び場には大い

に恵まれ、満足して暮らせましたが、アメリカの暮らし

における多w代との交流やゑを中心とした生活の意識は

多少薄れていました。

多摩ニュータウン唐木白 (12綴まで)

私たちが多摩ニュータウン庶木市に転庶したのは 1993

年のことなので、ちょうどバブノレがはじけた直後になり

ます。それでも転Z先のマンションは、入府が始まると

!司自寺にほとんどθ刈主戸がうまりました叩荘、と何時に転入

してきた小学校3年生の伺絞守0;数は 36名にもおよび、

各学仏でも丸 クラス分児童の数が士闘えたのですーっ

その頃、夜、はサッカ一色に染まってし、ました。 避に

2羽ぽまから 1キロ以 kも史街Lたところへ仲間と自転車

で通ってし、ました。転入から数か月の問はいろいろな友

達とも遊んでいたのですが、完全にサッカー少年に染ま

ってしまったし互には、ホd討1ftぶ{中間が~Rられてきましf乙つ

また、低学年のときに比べて体力もついてきましたから、

自転車による移制組も科、ぷんと広がりました。

部荻窪にいる頃は、遊ぶための空間を家の外に求めが

ちだったのですが、多摩ニュータウンでは外だけではな

く団地内の空間も私が遊ぶための大きな役割をいーってく

れていましたοそれは、子供江数がとても多かったのと、

子供を持つ母線たちの繋がりが今までになく強かったか

らといえるでしょう。 統たちの関係を強めたのは、貨当

に子供の仔在であったて、しようし、それに、母親たちは

位協で待遇野菜が届いたのをみんなで仕分けするために

集まってし、たこともあげられます。私i土親にi哀れられて

きた了供たちを集めて遊んであげているうちに多くの子

と仲良くなれた気がします。また、 11が大人との話に興

味を持ち始めたのもその頃でした。
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しかし、小学校5年生になる前、私は突如受験勉強に

目覚め、私の宝であったサッカーを此めてしまいました。

その時の心境は、今の私には令:く理解できません。本絡

的に受験勉強をやり始めた私は、毎i践5日間塾にi畠い、

遊ぶ時間が減少するとともに生活がパターン化していき

ました。その中で空いた持絡があれば、井戸端会議に参

加したり、団地の子供と遊んだり、衝の冒険に繰り出し

たり必ど、持てる時間をブノvl苦泊していました。

農島区罰白 (12歳)

母親の職場が変わったため、都心の祭主著アパートに移

りました。また楽しいお引越しかな、と思ったら、大き

なハス、レでした。私がこんなにも住環境に敏感に反応し

たのは初めてぜし1と。家は狭かったとはいえおばありま

した屯私は自分の住まいを嫌いました。来たして、本当

に絞まい自体を嫌ってし、たのカ斗土わかりません。ただ、

そこでは自分の生活で践するものすべてに良い印象を持

ら得なかったのですO

まずはアパート。隣に住んでいる人に会った記織があ

りません。渡り腐n、で誰かとすれ透えば、挨拶を交わす

F問主ーはしていましたが、それ以上の関係ではないと気づ

くと、こちらから芦安出すのもしんどくなり、ついには

校生多くしないですまないだろうかと忍うようになってきま

す。それに街全体の雰閥気もがJか妙です。こんなにも沢

山の人がし、るのに、みんながお互いの演係を断ち切って

いるかのごとく、ひたすら言IJに歩いています。議一人と

して私に興味を持っとくれる人がいませんG 高し、号室lこl認

まれた空間もj少なものてやす。多摩ニコータウンにいた頃

までは、空の天気によってテン、ンョンが大きく左右され

ていたものですが、灰色の建物に臨まれていると天気の

変化に気づきにくいですし、いつも曇りであるかのよう

な気分になってしまうものです三街中の建物や人々まで

もが私に対して無表情であったことは、そ江衡は私にと

って生活のできる親交ではなかったことを意味していま

し7乙
i筒親とも働いていたため、家iこ帰ると一人きりになる

のは当たり前で、私はそれがすごく嫌だったので、塾lこ

i-fくことで{可とかその時間をうめてやりくりしていまし

た。もちろん友逮がいなかったわけではなく、みんない

い奴ばかりで、放課後もよくi接びなどしましたが、なぜ

か街の雰毘気とし、うものが強く{也のすべてをドl釘寸けて

しまうのでした。

多摩ニュータウン唐木田、重量烏IK目白(14裁まで)

そこで、家淡のうち私人だけが、多廉ニュータウン

の主主の祖父母:のもとへ帰ったのです。高問馬場の塾に行

くために、羽白からならすぐに行けるものを、はるばる

庶木田から 10梢以上かけて週4f1も過し悦けました引

しかし、無事、中学校の入試に合格してしまいますと、

どうしても告白から通わさやるを千専なくなってしまいまし
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た。学校、前討舌を中心とした生活をi去っていましたから、

住まい・衡のことはあまり意識には入れませんでした。

北Eι志茂(16歳まで)

自臼では近1防本や地峡とのコミュニケーションは私にと

って全く無縁のものでした。暖かし、人間関川係を求めて、

よく多摩ニュータウンに遊びに行ったものです。

中学-1'iド生も終わりに近つ、いた頭、殺が興味深いチラ

シを私に見せてくれました。北区の志茂にできる f多世

代型の新住宅j を紹介したチラシの絵の中で、子供から

お年寄りまでの人々が、食堂や大浴場の中で楽しそうに

笑っているではありませんか。すぐさま、私は入辰する

ことを決:~しました。

サンセゾン Iと呼ばれる賃貸マンションは5階建ての

中に70戸と、地ドに共用食堂、大浴場、工作家、図書室、

和室、キッス、ノレームなどの共同スペースが設けてあり、

プライベートの時間と住民のみんなす針鼠ごす時間とをう

まく使い分けながら、生活の幅を広げていこうという極i

燃的な住宅だったのです。食堂:での食事はタ室長が650問、

朝食が 35口問で、大浴場「吏沼i土一聞に蓑き 100円でし

た。

入居当初はほとんど人がし、ませんでしたが、テレどや

新開による渇裁を過して、人々のサンセソン Iの新しい

住まいカに対する理解がでてくると、しだいに住庖者が

自国え、マンション自体が大きな 家族として機鐙しだし

たのです。私i土親の帰りが遅いときでも、お腹が減れば

食堂に行き、楽しく他。バヂ民と食をともiこすることがで

きました。 2殺の子から 80歳を過ぎたお年寄りまで、生

活の空間を，1治することで、お互いに新しし、関係を築く

ことができたのですユ

特に、私にとっvてお年寄りと話すことがこれほど有意

義なことであるとは、それ以前まで全く思っても見ませ

んでした3 お年寄りの相手をするのは結構疲れるもので

すが、私がよく援する年代の人にはない威厳を感じさせ

られたものです。

また、布、が最も気に入っていた共同スペースに大浴場

があります。体も精神もすべてを曝けt討すかのように、

会話が弾J九お互いをよく燃解し会えた怒慌であったと

患います。

サンセゾン Iに居住した 2年の問、，gはかなり満足し

てやっていけていましたが、もちろんすべてが限調であ

ったわけではありません。まずは、入居当初、未知の生

活に火金をつぎ込む勇気のある人がいないために、マン

ションがお化け屋敷化してし、た持は、私も{可もできず大

変でしたし、人が沢山入居してからも、自己主張の強い

お年寄りの問でけんかが絶えなかったり、住民と業者が

いつももめ合うなカ暗凶器者が出たりなど、結構騒がしい

ものでした。私にとって番気になったことは、サンセ

ゾン Iに入府してくる人が、必ずしも人とのコミュニケ
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ーションを求めてやってくる人だけではなかったとし、う

ことでした。大浴場、食堂など江便利さだけを求めて入

居してくる人がいるのも、今考えてみれば納得できる気

もします。あと、我が家にとって重大な問題は、家族問

の意識が縛れてし、ったことですユ毎日夜、は毅の帰る前に、

他の住民と食事を済まし、食堂や大浴場で1夜遅くまで雑

談し、部屋に帰ったら筏て、起きて、税交にれって、と

いう主主治を7去ってし、れば本当の家族を常に認識するのは

難しいでしょう。災際サンセゾン I内では家とし寸社会

単位の枠が取り払われたとしても、{可も支障はなかった

のではないでしょうか。私たちの家族l土、サンセゾン I

でのみんなとの生活にどっぷり浅かっていたのてす。

豊島区南減蝶(現住まで)

サンセゾン Iで2年間過ごし、ちょうど引越し時かな

ど家族も忠ってし、ました3 別に、家族問の意識を取り戻

そうとしづ深い考えがあったわけではありませんが、A:

行家にとって引i墜しi認定iこ趣味と化してし、ました。

今右丈が{主んでいる池袋のマン、ンョンは駅から徒歩10分

の越高層23除措てで、 12隅こ私たちO)1l:戸があります。

広さは70nfあり、齢制抑織の超高層的内'Iii:hLが

見え、す分すぎる住まいのはずなのですが、犯にとって

尽「心地はあまりよくありません。言言[士山はとても締縫な

のですけれど、衡に浮いた気分になる空間i土、より孤独

感を味わjメ主られるので寸。もちろん、近所づきあいは

ありませんから、私は酬のように喫茶硲叶子き、勉強

やら告白研究やら合しています。

2-2 私の住環境

近所・地域とのつながり

地域とのつながりは、子供にとってその地域に友達が

多くいると、自然に強くなってきます。また、望号い司王や

皇さによって友達との遊び官寺間が鐙くなると、地域との深

いつながりを持つことは難しくなります。小物交や日本

の保育関にいるころは、腐りに沢山の仲間がいたので、

彼らと街を探検しまわったり、遊んだり、お祭りに参加

したりなど地域全体に自分配問f騰を感じることができま

した。しかし、自由では、私にとって家は畿や中学校へ

通うための拠点でしかなかったために、地域との関係を

求めることは全くありませんでした。サンセゾン Iも外

部に対しては閉じられた波間でした。せっかくですから、

サンセゾン Iも積輝的に地域行事に参加する機会を持っ

てもよかったと思っています。

私がここで「地域とのつながり」と需ってし、るのは、

どれだけ僚主主みや衝の動きに自分なりの環解があるか、

という主観的な観念の深さのことです。多摩ニュータウ

ンのように私がよく動き矧り遊んだ地域でi士、ほとんど

得体の知れない建物や物などはないですし、そ『バi'iに住

む人々の素顔も見えてくるものですが、都会には得体の
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多い道を自転車で何キロもこいだものですコテレピゲー

ムもよくやりましたが、外遊ひミカミ好きなのは変わりませ

ん。高学年になって受験勉強をし始めると、多際ニュー

タウンにおいても隠自においても、 i遊びiこ出ることは少

なくなりました。目白tこは自車~J事もなかったので、ノミス

カせよ、いていけるところが限度です。

ね立の中学校に入って、腐りに友達がいなくなると、

地域内むの遊びが減るのは当たり前のことですが、私の

場合、北区lこ引っ越してから多少行動範閣が広くなって

います。その頃から、陪孝三惑に変わって、インラインス

ケートが私の娃となって、街中を移動したのです。イン

ラインスケート;土自転車よりも速いで寸し、楽しいので、

いつも 人でちょっとした散歩を楽しんでいました。池

袋には知り合いなど人もいませんが、おかかいの喫茶

応やラーメン勝にはいつもインラインスケ』 トを依却し

ています。インラインスケートの使用は、法律でi士、は

っきりしたことが決められてし、ないようで、号事委主'@，'とす

れ違うと 2[ロjに1回は脱まれ、 10U般に 1回l土投認され、

15 [習に l@]ぐらいは声援をi去っvてくれる、といった感じ

です。

このように行動範関というのは、決して家を呼刊に広

がるものではなく、友達との関係や移動手段、移動目的

などによって違ってきます。明らかなことは、街のこと

を深く、そして多く知れば知るほど、その地域にいるこ

とに安心感を指き、また、友達と楽しく滋ごすことので

きた地域には愛情が感じられるとし、うことです。

各地域での行動範際
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xFilは家の枕置を;;-'Fす

多摩ニュ」タウンは 1: 150000の縮図

それ五件は 1: 42000の縮図
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列共の感覚

私の住居歴をまとめている中で浅く感じたことは、子

仰土初めど、んな環境iこもi慶応する能力を持ち、客観的に

ではなく主観約にその状況を捉えてし、く、ということで

す。私にどれだけ泊 ~1の環境が合わなかったからとし、っ

て、呂白で不都合のなし生活を送り、健やかに育つ子供

は沢clrいます。私だって、引越しなど全くしなし、で、緩

まれたときから包自に住んでし、れは¥その潔境に減計J

た生活をできたという自信があります。思若手先日である小

学ヰ立高学年までは中野やアメワカ、jlIj荻察、多摩ニコー

タウンなどの多様な環境iこ適応し、住日百積の格差iこも

違和惑をさほど感じず、私l土佼きてこれたのです。

子供は自分の経験したことのない状況までを1'11対的に

評価することはできなし、のて寸が、小さし、七良から今に奈

るまで多様な住環境を体験してこれた夜、l士、出分にとっ

てのよりよい住まい選び、そして、よりよく生きる大い

なる可能性を知ることができたと同時に、人間総係の大

切さをも気づくことができたのだと患います。

3.次世代の子供が必要とすること

3~1 子供たちが直面している問題

少子化、絞家族、高齢化村会、といったことが、君主夜、

日本役会の危識として評されてし、まれしかし、私にと

って少子化というもの自体は、危機的なことでは全くな

いと思います。少子化によって、子供たちの!大i衡にどの

ような変化がでるのかが、最も注意すべき点のはずとす二

環境の変化に伴って人間の内面は変化してし、くのです

が、大人と透って子供はその内出の異変に全く気づかな

いことが多いのですロ例えば、布、はヲj滋しをする皮にそ

の環境lこ応じ C内尚も変わってし、るはずなのですが、小

学生の)a;中まではその変化を相対的に見分けることをせ

ず、当たり詩iJのものとして受け止めていました。 他の伊j

えをあげると、今の日本の子供ーたちは、平和は大切だと

言いつつ、生まれたときから平和な環境lこ生きているた

めに、本当の平和の大切さを知りえない、といったもの

です。子供たちは直面している潔療を当たり前のものと

して受け止めJ¥'-れ、のに対して、大人たちは、経験や知

識に富んでいるためあらゆる視点を持ち、いくつもの見

解をも見出すことができるのです。

それでは、どのような旅医が、子供の内面を、良くな

いものへ国執させるようになり、社会からも理解されな

いような閉ざされたものとへしたのでしょうか。

最も大きな原E誌の要素として、他111代との制高世間が速

くなったことにあると患います。

けまず、社会的な問題としては少子化、核家制ヒ、

都市化などによって子供たちが大人やお年寄りと接する

機会が失われたことです。例えば、お年寄りとの援し方

を知らない子供たちが、お年寄りを親切にしなし、からと

いって、社会がそれを非難する資格はないと怠しぜ十。

旦)また、家殿内の問題としては、子供が続の生活を

把際できないことです。江戸H寺代領までは、子供;は殺の

仕事振りを見て、そしてずイ云う毎日であったらしいです

が、私の父l立戟堺くに3まをl吐lて、被選くに帰って来ては

すくに寝るだけで、私が小さい領土父が不思議な国へ行

っているのかとしか思えませんでしfおそれでは社会の

すごさも、殺の威厳も、見えないものになってしまいま

す。子供に、もっと慧10治iくところを見せてあげる必要

があります。『千と千尋0;神隠し』を子供たちに体験させ

てみてはし、かがでしょうか。

iii)そして、子供たち自身の情燈としては、子供たち

が1誌なの学校などに通うことによって、地域に友達がい

なくなり、地域との思鳴が薄れ、そこで生まれるはずの

コミュニケーションやいろいろな発見に出会うことがな

くなるということです。子供の受験は避けられない現状

であるかもしれませんが、少なくとも自分の佼む地域に、

人との交流を通して他人との栂.7i珂鮮を得る場、行事を

通して泊己を表里見する場、設かと安心して怠ることがで

きる場、がなくてはならないと思います。私も、いつま

でも 人で池袋のスターパックスにI菌防;ろうとは思って

いません。

3~2 コレクティブハウスのすすめ

そこで、紅は来年の4月に、住まいを日主主型へ移ずこ

とにしています。コレクティブハウスと呼ばれるその住

まいこそが、長い間なが探し:iとめてきた新ししサ主まいの

あり方であると同時に、現代社会において是非、子供だ

けに|浪ら-rtべての人が知るべき住まいのあり方であろ

うとイ言じています。

3~2~1 コーハウジングでの生活体験

コレクテイブハウスは我がi認で未だ先伊jがなく、成功

するかなど設にもわからないのですが、夜、は絶対に成功

するものと信じ込んでいるところがありますc

アメリカには、日本のコレクティブハウスにあたるコ

ャーハウジングという住まいが多数あります。サンセソン

Iのような暮らしにまた魅力を兵器じ始めた 16綴の私は、

2001主Fの夏、パーク Lーにあるコーハウジングに1選問

ほど治まらせていただく機会を得ました。そこでユじに体験

は、私の11'きる気力を大いに刺激するものでした。

自然なお互いの関係、漂う安心感、確保されたプライ

ベート、なぜカ暗色えない笑顔 あげれば沢山ありますが、

容心iこ残ったのは、大家族にi努まれ、見守られている

雰殴気をかもしだすみんなの干相生でした。たとえ自分の

本当の子供でなくても、みんなが集まるその設問では、

自分の子供を相手するかのように遊んでやり、ときには

性意してやり、子棋はすへての人からの愛情を感じ取っ

ているようにみえました。
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3-2-2 コレクティブへの期待

コレクティブと呼ばれるその住まい方は、一見、北区

のサンセゾン Iと同様なのですが、根本的なところが違

います。それは、すべての住民たちの5悔し、終と意忘によ

って、時間や空間を共有し、生活をともにするというこ

とです。そのため、日暮盟iこ建てられるコレクティブ、ハ

ウスは、入居予定である 2003年生月より 2年以上も前か

ら企画はスタ}トしています。そしてコレクティブとい

う生き方に興味を飽き共感された人々が集い、将来おな

いがともに住むことになる新ししオj三まいの空照やデザイ

ン、そして生活などをイメージしながら、現実のものへ

と!古}かっているのです。

入居するまでの問、今夜間デザインや生l~に仕方をイメ

ージし、形にしていくためのワークショップをやってい

る今の期総というのも、有為にとって楽しくて楽しくて枚

方ありません。私は将来の出イ主者の中で今のところ最年

少ですが、このような変わった住まいに入尽を希望され

るかは、学生から中年、そして多少白髪が浪ざった人ま

で、みんなユニークな人ばかりなのですが、コレクティ

ブという共通した岱僚を持っている私たちには、どこと

なく似たところがあって、お互し斗こ強い親近感を覚える

のです。

今はみんなどたばたとしてし、る状態ですが、私たちは

入居するときになってようやく、新しい大家族と J 絡に

暮らせることになる喜びと安心とがでてくるような気が

します。

各家放の内だけでは、子供の抱える積極を毒殺たしきれな

くなっている現札の日本に、コレクティブという住まい方

はとても大きな重要性と可能性をもっていると思いますー。

多く江中間と料玉里を楽しみ、みんなで食をともにする中、

子供たちも大人たらも主和博判こ結ばれ、理解しあってゆく

でしょう。もちろん人間は一人になる時潤や空間も必要で

すから、そのときには自分の部尽に居ればいいので「。

さらに、コレクティブハウスは積極的に地域との関係を

築いていくへきです。コレクティブだからこそ、それを実

現させるパワーがあり、そd気迫をもって地或全体にし市、

影響を与えていくべきでしょう。

コレクティブl土、裂かな人間関係、自分の家ペニを似或への

愛着心を生み、子供たちに、自分は人ではなく、仲間に

関まれて生きていることを気づかせてくれるものだと、私

は信じています。

4.おわりに

最後にまとめとして、ねのrJ題提言舵甫伝説、し、私自身

(/;提言さと意見をJzt!べさせていただきます。

少子化、核家族弘都市千七など多くの担会払鳴が掲げら

れる現在の日本において、子供たちの暮らす環境というの

は、他社代との障し怪がのし方、かり、社会からも子供から

もお互いがよく見えない状況にあります。それを当たり前

の環境として生きる今の予イ共たちが社会に出たら、{可をし、

{可を自分の子L供たちに教育してし、くことができるかがと

ても不安に思います。

i )まずは、子供たちがおかれている現状にを気づかせ

ることが必要です。そのためには、/ト料交教脊tと地域とを

より密按なものにし、住ましMやまち学轡を歴史や地主堕と同

様な学問として取り扱うのもし功、かもしれません。野外的

な住環疫を通して自分を知ることも、楽しそうではありま

せんか。

且)犯のように、引践しを幾度も繰り返したり、倒親共

働きで一人っ子のため、人間関係に恵まれた毘々を過ごせ

てし、なかったりすれば、いやでも家族や近隣のことについ

て考えてしまうものです。子供に不幸を体験させよとし、う

わけではありませんが、いろいろな佼環境が干狩主し、その

中でいろいろな人間関係のあり方があるのをニ子供に教え、

見る羽を大きくさせてあげることは、とても大切なことの

はvずです一。

開)そして、コレクティブです。その中で暮らす子供や

大人のためにも、そして、地域全体によき影響を与えるた

めにも、コレクティブ)ま火きな?慨を果たしてくれるでし

ょっ。

以上より、私のエッセイに区切りをつけさせていただき

ます。論文形式には似合わない文京でしたが、私の住まし、

やまちに対する悦みや考えを、より少しでも多くの人に知

ってもらえたら、幸いに思し、ます。私にとって州主主しめ

冒険はまだ始まったばかりなの守、どうか長し唱で見守っ

ていてくださしL

都立武蔵宮校2年
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絵本の活用のための基礎的調査

一 住 教 育 プ ログラムの確立に関する研究

キーワード 1 )絵本 2) 住:I!k青プログラム，副総合、è"JtJ:'~f':名】

1住教育絵本研究の背去と目的

2002年度より，小中学校では総合学習の自寺院討が主そく Tf'_

りこれまで潟難であった住教育が，学校教育の中で可能

になるのではなし、かと考えられる。本棋では，住教育の

内容を大きく 3本の殺に分類し，各々について学習の手

助けとなる絵本を紹介する。

( 1 ) 住教育の変遷

(主教育は従来 I労俄力の有子生産主j の場として与えら

れた住宅を，快適に保つための「住まいの管王むを中心

に行われてきた。しかし f地球市民としての判断jや「社

会への市民参加Jが必要であるというw界的な窓識変化

によって，判断基準となる法礎知識や興味・!問題怠識な

どが教育に求められている。

これに伴い， {みまい・まちの環境を読み角事こうとする

学裂が行われるようになった。参加型!まちづくりを提唱

する都市計衡の専門家による学校・先議への働きかけも

わわれ，計画策定iこ活かされるような事例の報告もある。

(2 ) 総合学背における住教育

総合学習の時間が住教育に適する鍔!fhとして，以 Fの

2 }A~、が挙iずら上しる。

ヨ〉 従J1<;，教科科悶ごとに分断し亡学んでいたこ

とを，連帯EflJF= t見えることができる。

③社会との関わりを，体験を通して学ぶことが

できる。

総合学習では r向主的に勉強する姿勢」を養うこと

が大切であるとされているためv フィーノレドワークを高

効に活郊できるイヂ教育は，有意な授業内訴となりうる。

しかし，今主でなかったよう沿総合約な視点、での教育は

難しく 1 様々な取り組みが行われているものの，断片的

なイベンド感覚の授業に終わるものも多い。校教育の体

系化と教授方法の篠立により，学校教育の中で，将来，

f土まい(住宅・まち)っくりに有望な人材教育が可能に

なると考えられる。

( :3 ) 本院の目的と己主性研究

絵本を用いた11，教育の可能性は，延藤にも示唆されて

いる支 11。しかし，そのま:日誌は，極めて何人的な絵本利

用によって感竹を縫う点にあり，学校教育の場でのプロ

グラム約汚用l土意識されていない。

本総では，小学校・幼縁関・保育閣を対象に，学校教

育におけるi+教育プログラムでの絵本利用について提

久内総下水1

爽袋奈美子本2

鳴したい。授業の一環として，クラスで取り級むことの

できる性教育プログラム作成の基織的資料づくりを試

みる。

2絵本の中寺倣

( 1 ) 絵本の分額

絵本とはスト…リー展開において，絵が文章と向等か

それ以上の存tl'鏑僚を点める本;の}f;:古屋であり，その内界

と形態とによっていくつかに分類することができる。内

界では r機々な知識を提供寸ることを主限とした絵本

(知識本)Jと「文学・長術として感性を豊かにするこ

とを主限とした絵本(文芸ヰ:)Jとに分けられる。本稿

では，基本O'Jには公立関書館の分類に従っているが，実

際に読んでみてその分類に違和感がある場合は，変更を

行った。知識本では主に構迭やしくみ，文化.r畏史を，
文京本ではコミュニケーションや物っくりの大切さを

感情に訴えるものが多い。

また形態では，絵を中心にしたものと，文E震の多い絵

本とがj段階的に介ーがする。絵を中心としたものは，スト

ーリーや説明も単純化されているため3 がJい子供でも，Yl!

解しやすい。 )j，文章言の多い絵本は，複雑なストーリ

ー展開や説明が可能となる。

(2 ) 絵がや心であることの特徴

①幼稚爵・保子著i惑といった年少者ーにも利用可能

難しし、学の読めない年少者でも?絵をみることによっ

て理解できる。教郊のサポートによっては，さらに浬解

を深めることもできる。

②具体的に提示される

文京を通して践の中で絵を描くのとは異なり，具体的

に絵を見て共通の認識を持つことができる。

③ベース配分がお山にできる

一般に7 文章であれば著者の説明するボリコ}ムや内

容に大きく友:tされるが，絵本では比較的向出にベース

配分することができる。これは，絵が大きな情成主塁手若と

なるため，文章lこ支配されてし、ないことと 1 見る人によ

って釘由に情報を取り出せるという絵の特徴によるも

のである。そのため，絵本ではどのページのどの部分を

集中的に読むのか，読み手に任されている。

④見えない物(切断・拡大・遠距灘)が見える

毛見実o)!lt界て"は，実際に見るととができないものがあ

1
 

1
 

1
 

2002年住総研T住まい・まち学習」実践報告・論文集3



る。 '~~7J7，はもちろんのこと，ぬ限では見えなしリまど小さ

いものをt広大する，鳥日程j'J'']に全体を凡渡すなど，スケ…

/レの違うものを， I主解しやすい大きさにして提示できる。

主た?水道のしくみや建築の構i設などを踏倒Jしやすくす

るために，断[白民主を用いる絵本も多いコ

仁川 絵本活用の特徴

絵本と教科書の違いは，ぞの娯楽刊にある。シリ ω ズ

刊訂Iされている知識本などは， 部，教材料況を意識

して作られているものもあるが， 般に絵本は校在がiとム

しんだり感動したりすることを主主義な要素として付ιら

れているロそのため，絵本を学校教育に用いる最大の特

徴は，楽しみながら'子べることにある。特tこ，感性に訴

える絵本では，登場人物への感情勝人が見込まれるため，

読み手iこメツi':"ージを淡く俄付かせることができる。

また，一般の書籍iこ比べ内容が鮪i棄に凝縮されている

ため，システムやストーヲーの全体像を促えやすいっさ

らに絵や写真など，ある特定の貞だけを断片的iこi苦浴す

ることもできるο そのため，本の内零を.HH角汗することに

尚一!拐を割かずに本題へ入ることができる 1問の授業で

の手1]熊が可能なため，資料・教材としての未IJJIJしやすい。

3住教nのじi的と絵本的分析方Jム

( 1 ) 11.教7専の具体的内容

現夜、ノlぺt，校・幼稚鴎・保育際lこ対する住教育につい

ては、まだ体系的に整理されていなし、。そこで今凶、必

要と添われる内界とその分類を独自に試みた(関 1)。

住まい・まちを考える場合，これらの領域の多くが強く

影響しあっているため，必ずしも持'1り切れるものではな

い3 しかしす本儲ではあえて7 家やその環境の傍造とい

ったハード罰<カタチ>と，人間の偶人や社会との関わ

りといったソブト自国<ココロ>，そして， jjlij者が強く影

響寸るく融合領域>とに分類した。この分類は、<カタ

チ〉とくコー:1!=l>とに分類する中で、どうしても、どち

らかに割り振れな治包った燃史・文化を、<ココ口〉とく

カタチ〉のく融合領域〉とした。

役割

創造

構1'i".技術

くカタチ〉

全i会のしくみ・役割分貯

成品 ノレーノレ

文化| 価値観の多様性

コミ zユクーシヨン

く融合領域> くココロ>

関 a~1 日教育の基本構成

112~ 

くカタチ〉では，次の :3つをおに霞く。

まず，主主の役害，]であるの政まれた持から家に住んでい

るのが巧たり目立という円本の現状においては，家0)存在

そのものについて認、識する機会が少ない。叶る・貯え

る・産み育む・綴る.~t業ためのよ話であるというタ足取

的なきまのイf住意味を確認したいG

次iこ，家づくりはもちろん，王手入:/1ノや工夫も含めた岱j

i長で，居住去が千主主いに対して千丁うfmbきかけについて c

ある。 イ主まいに際心を持ち，自分にあった快適な場iこ作

り上げられることを伝えたい。

3番問として，構造や技術などの基本的な知識も必姿

cある。家単体;としどの構造ばかりではなく，まち 3 お

然といった人の暮らしを取り券く大きなLくみまで，中高

Jl~ く挺えたい。符に環庭問題では，まちゃ自然のぷ本構

造を球解 l，新しい循環裂システムへの変換が求められ

ている。そのためにも，料fよい知識が必要である。

くココロ〉は，初会人とし亡共i白J!U，f;を営む、どぜの基

本的知識として，次の4つを先日正Eした。

社会のしくみ・役斜分胞は，家庭内や社会で微々な!J:

事・役刻を担う人が，人の暮らしを支えていることを教

えるものである、兵体的には，家事や仕事が中心になる(

ノレーんについては?具体的なノレーんやマナーよりも，

ノいノレの必然性への潟解が大切であるc 生活スタイノレや

知ifi宣告見が多様化している呪代社会においては，従来の常

識が適用しなくなってきている。だからこそ， 人 人

が怠識的iこノレーノレについて考える機会が必要である。

偲イ直綴の多様性を認めることは，案外難しし、ものであ

る。イ曲僚観の透いが，隣人や家族問でも， トラブノレの元

となることがある。 方?逸ったものの見方や考え方が?

なにかの出態解決に役立つ場合もある。異質なものは排

除するのではなく，時解への努力をすることを教える。

コミュニケーンヨンは，学校教育では伝えにくいが，

社会生活を営むうえで，すべてのベースとなるつ家を建

てたり， fj串:をしたり，あらゆる場面で意思、表示をした

り相手の意見を開いたりしなければならない。また，高

齢者の「孤独死jが社会問定量化するなかで，その心的重

要性も注目されている。しかし，側室を持ち， r親以外

の大人を知らずに育つjと言われている子どもたちにと

って，コミュニケーションによって自分の生活が報うと

いう実感は少ないかもしれない。だからこそ，教育的場

での多くの体験が実現されるべきである。

く融合領域>lこは，墜史と文化が当てはまる。

月評史は，身の問りにある物的存在理由を1m解する有効

な F段であるばかりでなく，五見在の生活の震や問題を検

討するための重要な材料となる。

文イ七では，様々な風ゴと家のほかに，行事などの伝統
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についても宇びたい、ある特定的行事や潔院を取り uず

ることによって?その丈イどの占c+:となる考え

に触れることができるのトIJドはもちろん，与でなる様々な

丈{むを知ることは，官i界への興味をづ|き iH-，j-(王持、りとな

く多名義な宣織を均解すと)丸体的な rWj(;と沿る。

4絵本ぜこみる住教育f必要素

ここれ工??校教育のせ 1~('，どの絵本のどの場 líri ;J>;実

務iこ利川しう。か，j!教育部」要素をよ-i体的に j~Jぷし， )~!ζ 

{涯が)1，:資料としたい〈

( 1 ) カタチ

⑦f~'f~jj 

なぜ'ネlこ往IJ'のかっというま走本的な[g弘、に特;える本

l立芦住外少ない。「ねずみのγ ウス弐ン kさんいろのい

えJは，かぼちゃの家が烏や冬0)';年さからねずみを守っ

亡くれるという話。向然、災ムベ"R敵から";:Jるという，秀と

の4辻千五を学ぶことができるu

r 1"コトコ ス弐ツブえほん守む こうえん i;l土，たく

さんの人がそれぞれ担、い思いの時間をj!iJご汁公闘の機

了が，時間をU'.2って約かれている ρ 文"rによる説i}，ll¥，土

切JIよいが，よ毛{本i'i'Jlこ義弘察することに ιって，公凶がどの

ようにまIJJIJされといるのか?その千支持I1を考えられるG

cg剣道・手入れ

やJかを作り土げる再びは，絵本 r:i士郎繁iこ見られるテ

ーマである。ここでは，部民の片付けから秘符基地や独

自の家の創造を Eチーフどした絵本を取り i

「パーパパパの家さがしj でl丸山由にアレンジした

明き家に住んでし、1: 新しいぷn地のよ

うな集1tf1宅に千LtJことになるつしかし 7 新しし悦二宅が

気に入らないため， 1'1 分たち ('jl阿 't~t(l<jな:き53ピ什ずっと引む

というストーリーさある。ここぞは 3 鴻i笠10){巨宅が Ilii]

てくるハ統イ了のものをアレンジした'ネと， )記長k!j.j烹のた

めの家7 向分白身で刊った家であるu どの家の住み心地

がいいか，物訟の中でパーパパパがぶしている。

fおふろばをそらいろにぬりたいなj は，定灯、の中 f

1'1仰に日分の家を11るという，異色の件 llhっ民一俸制には

欠けるが， 1ヨ肉な発必、とおj迭する B.びが滋れているc

〈夏品~ìJl!' .技術

綴密なイラストや断凶七誌などを芹Jいてヲ構造や技術を

伝える知識本は多い。特に Is，rえないところがよくわ/ト

る断面関鑑 9高腐ピノレj では，建築過程も断面を山い

て捕かれているため，技術も;FTIft民Jしやすい。

「三びきのこぶたJl-土ワラ.;r: .レンガと、議材の奥

なる去、が登場 L，レンガぴ〉家以外は接されてしまう。物

語の結末では，レンガが良いと結論付けられてしまうが，

家の素材についての長所と短所を考える契機にしたい。

「じどうしゃえほん ピノレをつくるじどうしゃ」では?

古いピノレを新しく建て[買す過程を， l'li動車の穏績を過し

て分主 2りやすくあらわしといるコ単純な絵とわずか数行

。〉丈章という終場さでヲ汗少将{こも十分ftl解できる。

1'1然めしくみと環境刈践についピ附かれているもの

として 7 と五れがあるn 地J_}d工品初，火[11がJえきだ

すぷい瓦ーであった。やがて水が総iLVI'古川1生まれ?本

が育む， J也球;土年{::のIIへと7?っ。総のよ'P__U告，[鍛年二もかけ

て生命が作りあげたと命にとって住みやすい阜であっ

た しかし，ぷで象徴される化訂燃料による文明が発達

ふ Jffi;E!j¥は赤い星へと変わってし%。赤いAAでは，生命

ず犯のj立へと 1::1.1/ハノフていくというスト…ワ--細

川い;児網は切ないが 2つの色を象徴的~=使った7 わか

りやすい絵本である《

(2 ) ココ 1=1

G)t十会のしくみ・役'~iJ う'1+.8.

r) 11をはさんでおおさわぎjは，それぞれの活が 車↑

ずっしカ 2ない小さな村の中で，絡をはさんでいがみ会っ

ているうちに摘が壊れ，往来がなくなると二ろから始ま

る i設相)，人びとは丹ぶが， .~</j< ン的破れた|定者はtt'lf

て肢を，仕立て践は糸を紡ぐために農家を，どし、う具合

に川 [(11こうの人をおftいlこ必裂としていることに気付

き，イ中LLJりを十る)全ての人が大切な役割を拘っている

という，託会めしくみを来しみながり烈解できる。

主た fホンホンとメイメイ 中|宣言雲南省の先住民・イ

践の子どもたちの I1 J '('は 子どもたちも大切な家事

の;丑い fである様子が悩き iおされている。

②ノレ…ノレ

fラストパップ島のコアラ・ナノレンノリレド氏;の鼠倹

第 1巻 ニLーカリのひみつjは3 入組してきたこアナグγ

が?持撃の有i福なコアラ舵iを需主み， [1りの産業であるユーカ

リ闘のユーカリを¥?'iん Fガムを作り， ，品を得る。コアラ

iこ見つかり日自主るが，やがて友好控J係を結ぶという話。

絞りJ り憎の怒ー者ではない犯罪者と，それによっ亡付 n_~. に

打撃を受付る被害者とが品切迫れているため，rレーノレの意

味を考えるそチーフとなる。さらに，犯罪の背景として

のお会のしくみ(告を富のき二)も織かれているため，年少

jffから iE!i'古住ーまで手11mできる行

「わたしねむたいのにJでは，静かにYBくれる場所を探

しまわるアンネが友だちの家に辺!り若き，やっと奴りに

つく 3 しかし，アンネのいびきがうるさくて，今度は友

だちが隠れなく沿るとし汁結米ゼ終わる。ここでは，知

らないうちに迷感をかけることもあることや，おたがい

さまという許す咋奇やhを教えるきっかけっくりもできる。

③創立f関長誌の多係性

fっさ:'(1~l ちょうめJ 1土，ものに対する様々な視点在

育むのに役<rつ。ひとつの:場所をいろいろな人や動物が

京IJIlL， j七イ了している様?がH占かれている。子どもは通

り-('j遊び，d簡は土井の上を歩き，国 i土木を楽しむοl司じ空

間でも 3 人によって従えカも総値観も呉なることを攻解

113- 2002年生聴研「住まい・まち学習J実践報告ー論文集3



し，認め合うことを学べる。

「かきねのむこうはアフリカjでは，全く 1，，11ニ!窪・同

じ家が投与:住宅街に住むアアリカ出身の立:件が，作り付

けの物置を壊して，故郷の土づくりの家を作る。まわり

の大人が白い自で見る 方，少年が好意的y注目で女践を

見守る。奥丈f七を目の前iこした時の人々の反応と，その

中で，黙々と己をつらぬく女性の姿勢が掠かれている。

④コミュニケーション

fぷたさんとねずみさん」では，襲撃のねずみさんがパ

イオリンの練習を始めたことにより，騒音問題が発生す

る。あまりのひどい音に，ぶたさんは夜も~Il'れなくなる

が，ねずみさんは練習を始める前に挨拶に来一てくれたJc.，

普段から仲良しなので，ぷたさんは我浸する。ぷたさん

は我慢しすぎて倒れるが，その時，介指してくれたのは

ねずみさん。結局，ハイオリンは I達L.，ねずみさんと

ぷたさんはその後も伶良く暮らし続ける。ここではコミ

ュニケ日ションの良さが般かれている。

日万， rねこのペンキぬり j では，家族総出で塀を言語

る過程で，お瓦いの意H，を全て取り入れたために]寄っ

窯な暗号が出来てしまう。この部分では， !百fかを成し遂げ

る時にはト分なコミコニケーションと，怠担、の主任島frも必

要であるととを読み取れる。

(3 ) 総合領域

①康史

r J 11はよみがえる ナシアJ1 iの物務 j は，アメリ

カのナシアjii の )11辺に人が住み始めて，開発が ii~み汚染

され，そしと，人々の努力で元の締麗な)11{こ渓ったとい

う歴史を描いている。

「復原透(とお)し図 説:界の都市jは，現段の都市

の上iこ，セノレに儲かれた背の都市がかぶさる構造になっ

ている。 瞬で過去から現従へ変わるため，都市の変化

の大きさが実感できる~本来大人前]けの本であるが，教

師のサポートによって十分クリアできるものと考える。

②文化

風土と家に関する知識本では「地球生活況 世界くる

りと家めくりJがある。性t界のさまざまな家を 300民に

わたって紹介した写真集で1 質・最ともに充実してし、る。

「えほん 北線 36度線」は，北緯 36度の一位界一品，jL.， 

様々な風土・文化を見亡歩くことができる。

「みどりのなかのジコーノレ」は，絞ばかりの森の中に

暮;らしているジコールが，遺尿して青い)11や赤い町を旅

するうちに，やはり紋の自分の家がいいことに気づく。

いろいろなものを見たり体験することに上って 3 ジコー

ノレは今まで気づかなかった良分の家のよさに気づく。こ

水 2 東京都立大字明特別研究員
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れは，さまざまな丈化を学ぶことの漂白のひとつでもあ

る。また， J電をめくるたびにそ主が変わり，ジューノレの心

境も変fとする。デザインの要素の一つである色とそれが

人に与える心礁の変化についても考えることができる。

「ぼくたちの地蔵盆」では，地蔵主主の準備をする子ど

もたちが，大人に見守られ受け入れられながら，伝統を

笠けついでし、く。近くのJ11でお湖底主さまを洗ったり，大

きいずがザーダーシップをとったりと，地域に筏著した

生活が織かれている。伝統の継承や地域における役割の

大きさを認識 Pきる。

5貯教脊絵本りスト

表 5 l及び表 5' 2は，性教育への活用に適した絵

本のリストである。これらは絵本の築内本文2)，~文 4) を

参考に，川崎市立図書館の蔵書から約 1600時を実際に

読み，その中から性教育iこ適 Fる場屈があり，絵本とし

て良質であると思うもの・楽しめるものを選別した。な

お i墾]]11は基本的に 入の院を速して行われた。

表 5' 1は，知識本について，その主な内容を蒸本的

な書籍情報とともに整理したっシリーズ物は，その中の

1慨を読んで選別の参考にした。

表5-2では，文主主本についと絵本の形態，基本的な

書籍情報のほか，伝えようとする住教育のメッセージ・

兵体的なモチーフと渓掬場所も合わせて掲載した。

これらのデータの中から，実際の住教替の実勢への活閣

がなさわしれば幸いである。

6まとめ

以仁住教育の具体的内容を繋怒し，それらが搭かれ

ている絵本を紹介した。住教育で学ぶべき内容を分類し，

各々絵本から習得できることがポされたととは，今後の

弘教育7ハプログラムとして体系的iこ盤強できることを

示唆するυ

今後，具体的なプログラム内容を検討し，実践と検証

を議ねて性教育の充実をはかりたい。
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表 5-1 i主教育円知識を捜供する絵本の')スト
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一

表 5-2 性教育メッセージを文芸的に伝える絵本
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2.4 その他





マンションの管理組合制醸から見たまちづくり 波浪 {官キ l

一制度設計上の視点よりの考察ー

キーつード 1 )マンション・管理組合・組織・帯股股計

序章 1分譲集針主宅σコ分知

近年マンγ ョ;管理iこ隠して世間の勝L、は高くなってし、るハ特

iこ阪神大震災以降の建替え問題や不況による努理会制:の倒議な

ど -vンン司ン管理に関しての翻心が高くなる要素が多数見ら

れている。そグコ結果区分所有に翻する法待(以下区分所有法と

する)の改正ヰ〉マンション管部車Eイヒ主主など各種法整僚がされ

るようになってきたしかし法整備がされたとしても結局のと

ころ管冴組合とし、う区分以Y有者総織であり!総合法人として i土

素人の集f主であるぐそのため現在に至るまで管議総合が設立さ

れてし、ないマンンヨンJ忠実際は智澄会社に主義られているマン

γ ョンなど管理組合という車部議運営そのものが罰百難を極める事

がある 一方では実車長均に取総が克られるなと'千差万別予あるハ

iつで今主では窓務えや管王宮会社とのトラブノレ発生時など非日

常的な湯函でぴ〉長耳究が E体であるが1 本論でl立日常的な管務総

合の総統軍首の状況を抱拝すると共に f街づくり」とし、う視点

からどのような課題がある州こついて基御力な検認を行うもの

であるr

第 1章管理組合を取巻く現状

マンションぴ〉管EE組合l立法制主としては昭和J37年の区分所有

法の取引こより制主化された。 …一般的にはアランスの側室l噸

似しているといわれるが?管理者制度などにおいて日本独訟の

制度が導入されといるn 管埼胤合より管理会制広紫によっ}て管

理業蒋)0コ優劣が出るようになってきt~

また集合住宅の多くが賃貸住宅て明あったため1 管理会むこが大

家のょっな位置付けになってしまう事となる。日本住宅公団(以

後都市基盤整備公団等を含めて公@l)の賃貸住宅の居住者図体

(以後自治会)も同開会の自治会と同じく公団に対する荷胃な

どの圧力l'自体として当初は機能しており!管理会社も大半4)管

王里会社l土分議会社が設立したものであるため，管理組合は管理

会社に対する圧力団体として機能しており，管理会社に対J宇-る
干チ弘ヱツク機能として特機量能しているようになる嵩却綴車となつて口し、る。

このように法律で規定され7穴:こ浅車紹E織であるにもカ功

域f性生号斗畠自性といつた理曲一でPのiは土なく他の婆2劉自により，多様な役

劉を見せており!これしが管理総合を論ずる事を頭難にしているっ

かえって法律はおろか鋭礎自治体の婆綱注 1)にすら存(fしな

し慌了内会σコ方沖司舌動においては一定の方針を伺う事ができるひ

町内会は?本来純粋なイ壬意E主体である事を考えると管理組合と

は問じ全邸或密着予でありながらまったく異なる性質である事を

踏まえて管理組合σ鴻滋樹こていて考察を試みる。

第2!室'官宅滋E織の政策決定について

1管理滋舗のイ立霊堂付けと性格について

117-

現状の管長官品t，初よどの上 Jたもの治対!clUしてみる

;1滑理体持jlJ

v分庁?ギnt上I~ 管.f-iH体:fuiJ(こつい r i主炊のように定めてし、る

i管理品自主

共用部分や敷地の管理l土共正子法確によるユザ司管理(同al1

~c19 条)合蒸本とし，更に{千走者i豊択的な管f)~純度として?管理

所有(1司法20条) :cし、1f1JJ11者(j，c'liI，?sへ 29条)続約([可

法 30~33 条)集会日'ðJ!1、 34 条~44 条)書白決議(同法必条)

iこむ:ナら士しる

II管草生ち自体

区分所有建物と敷地そし亡付属紘一段i7)~J:f-Eを目的とする包分

所有者間体がIU1U弓扶ケれする しノ〉通し現実的に機託させ

る為には代表者そ守、称規京、7等を決める事が必要であり、その

匝体としど管理望組合主q'-p'r_:している管理野晶合は規約を定め-

管理者をおき集会決議に基づいて管理業務を行なうのが普通

であるが?現実の管理業揚はその全部もしくは 部を管潔業者

に委託しているのが現状である

言ず皆王甲規約

1管理規約心j忠良

本来，[Z分所有it;iニ，tると情jFjて。定められてし、る事項li，~え分

所有建物・格設・付属自主「誌の管理・使用に隠する区分所有者

間の事嘆に限られている }れ以外に閉じどは規約に定めて

も規約としての効力はないとさ才している(

ニ才U主建])(1吉住'毛定地審議公答出(平 1先日年2月)の標準1奇

想規約では「第前条(市及〔五五場制主民との協定のi璽守)区分

所有者1;主管王型組合がOO:t】又i'.tJ1i鰍E合と締結した協定につ

いて?これを誠実に港全干しなけtclまならなしリカ奇麗Zつれているハ

i買詩に第 31条(業務)八「官公号事・町内会等との渉外業務j と

業務の部として佼霞づけられてし、る また同十二「そt他

組合員の共防JO)利益を精進し?良tf1c(住環境を磯射る為に必

要な業務」と作置づけられている「

この項目は建設省、としては本来数的内務ι言殺の取り扱し、など

を想宏文 1) としたもので恥る

iif町内会と管耳お担fIIJ

しηミし?こ才を拡大解釈して管i!t拠l介が!町内会事業のような

コミュニティ関連の事業やイベントたとを行なうきっかけと

なうている こ才U災翌史的にlUしば，1)管理誕漏初当賃貸作宅の

借家人互助組合のようなものから発生した B)戦時体制にお

いぞ町戸会に組み込まれた事があるの*rr品構成員が町内会

組織と区分所有者組織と重複する事が多いと考えら:nるから
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である。

伺L，区分所有君主主部裁は建物の様車j者の集団であり?港計主者の

集屈ではない。また，法的には無効な授約が標準管理且訴ヲに記

載されており，規*，"0コ位援付けが不現瞭になっている。

更にv この条項を根拠と γて!集合住宅J照発特において7 鎖発

業者に対して一部自治体より，唱了内会への加入をまよ瀬い"を

する事となるι なお7公包の「湿地管理組合競約J(公E自標準

例)ではこのような規定は設けてし、ない。ニhl主[互覧版の配

布等行政の補助業務註 2)は公団が業務として行ってし喝事に

よる。

m分額面}の原始管理規持、初}成立

原始規約(管理組合発足首寺の規約)が成立するのにあたり。

次のような手頗を絡む事となる心ますで地建物取引業法によ

る重要事項説明警の中に管浬焼約を?訓月する必要があり}管理

規約を分譲業者(もしくは予定されている管理会干上)が原始

規約を作成する事となる。これを承諾した上で不動産取引を

行なった事と集会によって規約を決めるという事とが法的に

かみ合わなし寸こに業者よりの原始拶却になりやすし1

また，原始規約i土規約が改正されたとしても改正以前の規約

としては成立寸る事となり 1 改リずる事に上り J 様本的な問題

解決にはならない円

lV最高意思決定機関としての集会と重要事項の説明事貢

区分所有法上の集会は'1f!ill*J'!.合♂:最高，1'i::思決定機関として位

置づけられ7 その決議時点での区分所有者だl7でなく J その後

に区分所有者になったものに迄労'1j)が及ぼす (信IIti46条) _:: 

とになる内つま 0，規約と同僚の効力を得る為?召集手続き・

議題通知・議決方法や議事録の作成などが適切に行われる事

が婆求されている

しかしj 現実では不動産取引において，宅I世縫物取引業法に定

められた重艮事貞の説明事境iこ関して!規約についてl仁は:土t震要事

項の説制程号明f丹1項呂引配iにこ3白識さ針rれLてし、る (f問dιl脆方池縦包街す丁波絡矧掛糊f員釦刻11判lリj第 l時6条Uのコ2)カがミ

この中iにこは集会における決議に鯛してiは土要求さふAれ九て引し叫旨治し

ど他のI法去待とσ勢合針?上劫治が1激取樹止れLてし、ない」
伊jえば，このような事例の場合?新規区分所有者に集会の決定

事項等を周知J徹底させる人物といえば?宅地建物取引主任者"

1主3)か管王聖者になる。しかし?現実は管理者も非専門家泊村壬

命されているのが現状であり y また通知義務費イ1-1こ慢しては現

在のところ明確にされていない 主た7 ニの仁うな通却義務費

任について9 事11'i'1も事司列に上ってパラパラび片ドIJ断を下している

のが現状である、 この事が管王望者正晴'1:置付けの不明朗さと共

に管J，'I'*"1織の士事与七ベ相官製川、不十分である事がi性:j，~-)!)、である

ヨ管理者

i管理者の&ν割と任命過程

管理者は区分所有者にの代理人として[送分所有者・敷地・

付属施設0;管理を行なうものでrその限りにおいて 1総務権限

と責任があるr 通常は区分所有者中からの選任(法入団体の

場合は必ず)となるが7 それ以外の傾人や法人(当該管理総合

法人を除く)がなってもかまわない事になっている。これに

より分譲業者等が当初指名した管理会11が管J'I"者として位置

づけられして?そのまま管理組合を連常する手法が合法的に認め
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られている。

分譲業者はクレーム処理の手段として，管理組合を利用され

るのをおそれる事があるο これを紡ぐ為，管理組織を区分所有

者の苧でい墨営しなし、方が通常i土得策となる。

まにこのような制度になった背景として r管理者J0懸史

由旬霊縛によるものと考えられる。邸ち，江戸待代の「大家J_， 

同潤会「管坪人j の日朝士からきている貸主計主宅をモデノレとし

た市践になってしも。

F必社の場合，通常管理者糾宝がある場合，分譲業者ヰ保守業者

更にliZ分所有者間などと中立の立場を取る事が義務づけられ

ているのまた 1 管理者が区分所有者自身である場合，当人の申l

誌の事について，第三者機関が際pり不公平感がないような配

慮をしている。

一方?宮本(/)場合管理者がま皇事長である場合，集会。:項でも述

べたように騎勝機混と責任があるとされているが，それに際え

うるだけの専門知識もない状況文2)が多く見られる。

u管理費伎をF，，9われる場合

管理者の責任について!理事長:管理者の場合l主管理者は区

分所有者。〉代表でもあり区分所有者の意見;こ対して中立の立

場を取る事が隠随意 Pある

土i， 管理者が線事長と ~'Iにおかれている場合1 理事長ぴßSt害IJ

責任と管現者医没警告演任が重複し，役空宇ゆJ'!!が不明踏襲になる1主

4)ν また!双方のパターンがある事が対外的に管潔組合の総織

構成を不明瞭にし社会的な黄筏がもちづらい状況にある。 そ

の結果全ての万一針決定から業務までを管F空会担に任セている

事例が多く見られる文 3)，

m賃貸出主者

分議集合住宅も必ず策貸住宅{じするとしづ説があるν 特に近

以降"，が賃貸化しーとし、くパターン角税庁文4)を績めている。

統計合出こは設設省の半成5年度調査によると古し母一次に建設

されたマンンヨンは賃貸化してし、る~

このような事を考え針〉せると完さをな賃貸イじはともかく賃貸

居住者がある一定書j合まで入居する事を怨定しなくてはなら

ない、 しかし?現tEのほ分所有法も様潜管法規約も賃貸持住者

の機1'11をほとんど認めとし、なし司ぬ兄にある

長崎勝2結起草営

l管理組織江駐機論について

本来管:E!g五鋭載i主集合住宅内の共!白]0)インフうを管理寸一る事

などから!車都哉の考えhについて管理♂運営において地五自治体

と数多くの共通項が見られるο つまり管瑳組合は直接民主主

義的保持した地方自治体と考えるとzっかりヰ吋いリつまり管

理者コ理事長iよ行政の長であるとともに議長でもある そし

ピ1行政は市民から委託を受けた業者と考えると管理会社の立

場と考える事がv三きる司

しかし，この認識は必ずしも正しくない。ぞ:σ:理由は A)管理

者ヰコ理事長にポジションが不明瞭であるc 日)行政の場合}市民

の立場に立って業務を行なうわけで業者の立場にたって業務

を行なってはならなし、はずである。しかしy 慎拠合の場合は

管潔会社=保'eF(または工事)業者もしくこれらと関連会社

である事が殆どである。また1殆どの分譲業者ーは分語量マンンヨ
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ンの分譲における初期クレーム窓口を子会社¢管理会社に行

なわせている。それにより，責任穏係』均一明擦になる。このよ

うな状況で管窓会社が善i暫で区分所有者に報告する事を期待

する事は不可能だと考えられるぐ また理事に鵠〕ては耳君事に

なりたい人がなるわけでなく，C)大抵はボランティア(有償ボ

ランチィアを含む)であるc その為専門性に乏しくなる。 D)

その区分所有建物に居食してある必要はない。ちなみにただ

の区分所有権のない居住者(以後ただの尉主者)は参考人と

しては位讃づけりしるがφ 大きな利害録係が直後なし依りは，

ただの阜治者li1管現総合の運営iこMの際与も与える事ができ

なし、。

これらの理由により 1 日常管理に関して関心が薄くなる原因

を作っている。ちなみに，12':分所有法IIフランスの詰拾に近い

とされているが?アラー/スの場合!貸借入は賃借入団体を作り

その団体が[2(分所有者と交渉を行なう事が権利としーと認めら

れている。また合衆E患のコンドミニアム法でi土特定の事項iこ

隠して貸借入に対して議決機がある、

沼町内会の級鯖纏営との比較

町内会と比較検討を行なヮてみる事にするハ町内会0:起滋に

関しては諸説があるが，昭和 15年に全週民組織となった戦

後GHQlこより 1禁止されたが講和条約の締総により禁止が解

徐される。その後任意岡本として増えていったが!こオ吋主戦後

に「街生組合Jr'Jids総合Jr親縁日刊本j として設議されてし、

ったものが1再統合され ζいった上つでもある。もちろん武線野

市のように陀内会を設虚しなかったところもあるc

これらから}町内会の機紘l:ir間以I策Jr奨:克樟alJ策Jr募

全Jf行政江補助Jr親終u-('あり y 例えば「街灯の設置j fど

ぶさらいj r共間募金Jr郎事吉J抵ぴJ商品j など管理組合でも

部行なっている業務も存在ずる また下町内会を単なる帥成

集ff]jと考えるのではなく「自 f制本と捉え直す事にある J~ 文

5) とし、う意見が仕3るなど任意〈総織「ありながら自治倫苦言誌

に治dメ合っており!自治体的強制力il入説を従える向きもある"

文 6)ほどである しかし町内会は{f:曹J綴織である為，組織運

営としては，必ずしも標準規約などもない不安定〈幼虫載に頼っ

ているn 規約の内容から活動までばらつきが大きし九町内会

活動につい亡はマスコミなどでも賛否問論注 5)など議論され

る事が多しL

叫;杭管理総合の目a'JI立民分所有建物(，T)'ll'J1!!運営であり 1特に

区分所有建物の共有するインフラの幣備が主主要になり?当然多

額の出費と権利に金接関わる為1 出分所有仏や標準管理控訴JIこ

規定されてはし、6;6¥再i1itj_J1のように例外規定が多いので管理組

織の機能叫立軍(寸けにも不安定感があるο しかも，管理総合も

よく「小さな自治体j どか「コミュニティ形成のためJなど

と町内会と陪等の扱いを受ける事がある また1商業出版や地

方自治体の動きもこれを後押ししているふしもある 一方欧

米諸隠では管現組合に関しては「裂きがヲ行為」として活動をし

ている。

このように現状では管理組合に町内会の活動の部を潤代

わりされてし、る。

今までの経緯を考えたうえで!本質的に管理組合の最もE室長
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な役~H主政策決定機構を管現組合の内部でもっているかどう

かであるο その点では逆にlIlJîJ会は組織内で大抵正事は実施

しており!分業化がすすんでし、ないで自らの示て実施している

事も大きな違いワあることもわかる

2管王宇品温合σ:政策決定場穏について

i管理組合に政策決定機関の分類

以攻策決定機関め分類の方針

管理組合0;最も重要なイ土事として集告げ主宅運営に務ずる攻策

決定を行なう事であるが!日本の場合管理念千十どの号~tjV:'}jで

下記ぴ');語り江綴型化が可能であると考えられるv

Gl清輝会社支腿l

分議会社や従前知断有者支直主主も含める。管理会社が管澄

規約を作成しJ 管理者も管理会社と定めている

このような集合主宅では管理状況なと1よ殆ど出分所唱者に知

らされていなし、c 俗にいうワンノいームマンンヨンのような投

資担的じた集合{主宅iこよく見られるが?特憾交換方式グ月ンレ/ヨ

ンなどにおいて従前地権者が実態として管悲してし、る事初日が

ある。この場合管理に関しては賃貸住宅の管滋と似た状況に

なる~

('"~管理会社準支関己主i (管官組合の抑止iL)

管理組合治1少なくとも形式的には設¥c，-され?ぽ分-fJf;;有者が役

員を務める。しかし?ぽ分所有者d代表が f管理名」にl主なら

ずに全ての業務を管理会社に委託している管王早組合が却用

団体となヮており1理事企も年iこl度しか伺カれない事151Jが多

く?大拒j;(，T)l事業l土尊敬報告となってし、る事狩寸ある

④管理会社完全依存型

管灘者はじ主分所有者の代表てゃあるが!管耳霊会十lに全ての業務

及び方針を委託しているυ

cS:管理会社業務依存~

管理方針は区分所司有者の集まりである管理組合ゥもっ亡'克施

されてし、る。しかし 1 会計事務をはじめとする業務をす¥て管

理会社に依存しているU

また，標準管理税約i土当初このようなタイプを想定してお

り， (ギり高層住宅管理業協会の会員基準はこの~>-..._i_~~立;のタイ

プを「全部管王恕竪」として;このタイプの管塑組合数が 10F:tl 

体以上(他にも条件あり)管斑じごし、る事を入会の基準とし

ている

⑥管理会社業務部分委挫

管理会社に業務をある程没委託しているがy 全てではなく管

理組合内部で一定業務を行なってし、るr 部分管理である為;管

理会社へO)!&存体質が治どなし、が}管玉里会中出射で総合的な管理

室主営提案がし難い鹿があるのこのタイプでは区分所有者内に

専門家(もしくは専門U決官識を手iするもの)がし、る事が多く!

自立した組織として成立してし、るに

切自主運営主主

管理会社に頼らず自主的こ運営しており?この中には管機立合

が管寝入等を独自に緩用して管王里"筆営を行なってし、る事例もあ

る。

n管理会醐りの攻策決定

このように3 管薄手旦合が完全に自なしている事{9"IJ{主少なく晋
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議会社の役割が立証げ可tこ大きしゆがわかる。河湾iこ積極的に管遜

組合活動を行なう組合と殆とや放任状態である事例まで』幅広い

事例がある事がわかるυ

また? 般的iこ活動の様んな管玉里組合の場合，特定の無事iこ過

重な負担がかかるとともに権限がそω特定の，1j!事に築中すると

いう事がいわれる。

いわゆるご近所としづ事初期こは災し、する。例えば，管~~出世合

に監事を設ける事になってし、るが!一般的にどj[i所である議事

役員に対して冷徹に監事を行なう事には限界があり y 監事が致

事としての機能を果たす事は?時には相互コミュニティに多大

な影響を与える為}監査機台告を強化できない状況に姶る事があ

る。

また全盛データでは文 7)管理業務をすべて管理会社に委託

してしものi土7害悦6)にもなる

第3君主:管理組合F品位織iこっU、て

i開発手法による管王激独裁の?守質

i土地区間;滋議事業における立体換地または等価交換方式

…般的に土地区頭藤王害事業における土地正減分に伴う狭小宅

主的す策のひとーコとして，立体換地嗣皮n可丁われているし

この場合p組数OJlit:前地権者が管理規約を作成する事になる。

つまり，標準管理規約では議決権を f共用部分の共有IJ持ち分の

君事i合7あるいはそれを基礎としつつ多数を算定しやすい数字に

[直した数字 J Iこする事が求められている。よって，従前居住

者が圧倒的な議決権割合を有する事となり 1 主主主的な運営がで

きなくなる事がある。

また，逆に底地権を放棄する場合があり， J訴 1)関係、や議決権の

考ぇ}jが非常に複雑になるべまた1 地代等に問題が発生する可

能性がある。また宥イ面交換方正収〉場合も!母様の問題があり，し

かも，新商交換方式の場合?従前居住者がゆ一ナー感覚を持つ事

がより事を深刻にしている

E再開発事業

(D鱗 IJ変換手伝による分類

権利変換の方法が控訴章でけ絞語に分類ができる。

i特員IJ!'Ii(都市再開発法 111条)

土地と建物の草寺併については建物の所有沫に見合う敷地を共

有するU つま旬?大相〉分譲マンンョンと[P"郊の方法である

Hj貝員l皮~ (ipJ上法75条第川お

土地と建物の号制系については， 5掠主設建築物の月庁所「庁f有を目告約セとし

た地上権を設定してし、る こ〈のJηJ場合， i併背家権などが残叩!月伊別!リl途

ぴ0';契約隈係係、が発畳する.'ニの契約i七?土tれし

うな隣係があり 1他ぴl主分所有者とは特別な関係、を持づ事にな

る。通常?標準管理規約←-ei:r， {l一戸を例えば2戸以上所有して

いてもこれらを併せて 1の区分所有者とみなしているU これ

は本来公平な議決を行なうためのものであるが，大家と五百子の

ような関係、で被数紫を有寸る事は公司有惑をなくすζ 共に車磁器

運営上立場が平等はないれ類似事J1Jとして定期借地権マンシ

ヨンの場合が考えられるく

出全員合意型(向上法 110条)

従前様車ド昔が全員合意汁しIJ，多機な機材時態でも認める為。

事業側としては事業成立がし易くなった。しかし，従後の権

手Ij関係が線住lこなオしlまなるほど議決に関して複雑になる。

現在標準管環規約でi土賃貸局私者に議決権がないとされて

いるが，このパターンだと権利を認めている事や'IJiO~多い 一方

では再開発事業の場合も治体訴え者州説草が認めら才 ~-cいる

が?標準管現蹴ムJでの議決権に迄考慮して訣められてし、如、の

が実態である。つまり1現状正標準管理炉却は特異リ型を想定し

ての規約だと考えられるc このように権利関係が多様1J'o/>嶺

雑になった場合。:公平性の確保についてι検討が必要である

w全体げ俗i

再開発事業全体にいえる事として1再調発立権手iJ変換は金銭

~r{!lljです子なわれる事にある。すy旨Pち担手続発組合での議決権

割合と従前権利者分の標準管理規約の議決権が異なっている

ことである。標準管理規約は土地i瓦磁繋現法の考え方に準拠

した土地守強物の面積σ潮打きで議決権苦IJ合の設定をしており!

再開発事業のような手法による事業の場合は管理組合の議決

権害!J合について?柔軟な対応が必嬰ではあるU 但し箔j持にこ

れがー到lの区分析有者一に特権を与えてしまうような事iこなら

ないような面改璽をする事も問]待lこ必要となるであろう〉

m民間開発

最も多し司法であるがJ この場合，宅出建物取引に詩書する法

律により，販売特においてr管理規約を健示する必要があり 1販

売主が原』合苦浬規約を作成する事となるι ょっ亡分譲業者に

都合のよい管理規約になりヰ寸い《原始管理規約において公

平壮を保ったil;様機管却炉治を設けた事が定の歯止めにな

ってしもが!公団の分譲問地では独自の管理立御号を用いるなど

染者の都合て後吏さ才νてし、たりy汗わゆ均iこ管理紐合を成なさせ

たりする一日立となっている。

いわば現実の開発手法は払惣や規j(I'J(f)柔軟性をj苦手にとり 2

特定権利者に有利に働くような規約制 τ成したり組織運営を

行なってしも状況であるとし、う事を認識1-9る必要がある、

IVまとめ

つまり ~-J[主力な規制を行なわないと不公平が生じたりや楼

;J'1j関係、等が被雑化 L，実照的でなくなるが1 方では各区分所

有遺物毎にその地域のi蛍t1:にあt吋立て適切な規約を作れるよ

うな規X0作成や体制作りを行なわないと位決不夜の管理にな

るv この格反する事を企DilfIlこハランスよく組みたてる事が主主

要Pある乙

2管理足立昨齢五噺構成と実務

l管理主制裁灼業務

((1管理見且織の業務内容と組織

:業務内容の分類
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管理組織はその性質上運命共伺体的なところがあり 7 コミュ

ニデイ形成が重要てvあるとよく会われるc しかしその点を重

視す、る余りr 方で特定σ〉役員に負担州通かり 1 望仕組織の目

的が不明瞭になる。日本の場合制度的にも町内会組織と混乱

された時代背景もあり 1 未だに役智治ミ不明瞭となっている。

そこで管崩且合の業務について空整理を行なう、

ロ日常事務に関「る業務

まずj 標準管理規豹より項目別に起こすと(工集会・理事会等

の話集・運営・議事作成・報告②管理費等0)収納・支払及び
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会計江主}管理人に対する限噂空宇，1;消耗 i~lO)取饗{主)日常清掃G 日

常の保守管理(1織設(鍵等)の貸出在)移蒙1苦動(9)渉タド通響{新長

その他となるに

これらを見ると， 'i)!;は設備の保rキを除し、て ~J， :1学約な知識は

必ずしも必嬰がなく}自治活動である事が分かる「 しかもy 作

業量としてはJ膨大な事ど本質約な品断総本市Jとして立ち上げる

のが難ししず課題となるp そして;もう つ難しし的出車窃にこ

れらの事業泊守交れているかどうカザ珂~悲?あるο

前者に倒しては管場組合「白'1.1の織のつながηカミ必要となる 1

方後者についてI;t，専門家カか為らyなkる苧第2三者機1際;翠翠σの)1活舌用が必

要となつてくるι

(Vコミュニティ活動と長線jj泊n
1コミュニティが長織計画Utこ思える影響

ここでいうコミュニティ活動の最も重要な活動は長期内iこ区

分所有建物をどうしたいかワある 係分所有者の中には永遠ニ

の住処と考えているものもし ¥tUれ反σ治1まいと考えてし、るも

のy 更に投資自的と考えてし、るものとひとさまざまである。

特に}日本びJねJ老政策のq，l-C前述のように少しずつy

公営住宅一…せミ問主宅…ぃ分譲マンンヨンザ4建住宅(とし、フ上

うな住~替え)

というような位[置付けとさオしていったそのため!“分譲マ

ンンヲンは戸建住宅を購入するためo){反の伎まい"更に集

合住宅はわずらわしい近所付き合いが不安ワあるヲ¥というイ

メージを与えたコその為管理会社:が渓分所拘「者lこ取っ一て代わ

って管理の方針決定を行なうなどZ汁食らわしし療を附jして

くれる事は当時O)r:a:1jii朝にも政策f川:7) {こも合致していた直i

があるι

しかし実際には将来の集合住宅の生活スタイノレを考えると

多織な選択が考えられる そσメ比点で考えると 1 区分所布建物

の生誕設計を根本から考えるなお J必裂があるu 同時にこれ

は附tの流制コ中で1 常にj再検討さオばよくてはならt，rし、性質む

ものであるじこのような議論11:'マ/ンヨンiこっし、てiよlZとん

ど検討されていないのが1罪状である 1 また?このような状況を

踏まえた“コミュ v テイ"が必要となるに

11管理規約見直しの必要性と管王野区織

上記σJ事を踏まえると管理規約のめ直しは重要な意味を持つ

ものである事がわかるにそして民性者参檀iをすすめるには次

のような方法が考えられる

分譲終了後に夜ちに管問組合の設立と共に規約及び管理費等

を;正式に決定し1係自白骨Di:むをしぐイ立置づ1Iる必裂があるに この

段階で中立の立場としての 1ンサルタントとして， Nf明治的な

どの活躍が期待されるところであるL このように管理総合設

立時に徹底的に議論をする事のメリットとして他にコスト意

識やコミ L コティが芽生える事などあげられるU

例えば公団の毘地の多くがy没1母性的てす青掃などはしてl弘、

るのだが，し、まいち美しくないと取られがらなのに対レて同潤

会江秒牛は総じて美しい環境を守ってし、る。，訪問会江戸川ア

ノ守一トメントでは日常の:昔婦は自分違が当番で行なっている。

その方が1 管理費が安くなるのと同時にノjイ録善などの必験生iこ

早い段踏で気づくとし、つ利点がある。更に花壇を作り四季折々
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グコ花が咲き訟れたりしているο また他州訪問会もほとんど向

こような事を行なっており総じて管療は悪くないU

この欠点としてi丈清捕の品質にばらつきが出る事・どうし

てもできない人のヂバE'金で済ませた方が楽という考え方な

どがあり!…長怖ではないとしづ考え方がある。自分食('や

れる事はやるというごく当たり訴の事自体が管E戦員合では検

言、Iされてこなかうたし?自分主主「でいぎとなれまできる体制をつ

くることと…度はやっ一てみるとしづ事が量婆である それは

営環業者に対しての有効な交妙手段ともなり得るυ 更に賃借

者の管理組織参加が;有効である撃を区分所右者に淫発事を得る

文8)ための一手法となり得る。また?多くの町内会では 斉

清掃など実施しておりこれは 主主のコミュニティ形成iこ有効

であるという報告文9)もある。

昨今y 官l'ぐ管理総合は合，~形成す払として7 町内会や自治会

といった存夜を活用する万法を採舟文 10) しているリしかし

管理埠退合。:体制の欠点を構うため0)!liT内会であってはならな

いし?必ずしも留ゲ可会会員:管環組合員ではないとし、う事実を

昔話寵する必要がある。そのため，管理組合連常の為のコミュニ

ティ手段確保と賃貸居住者の組合運営の参加についての制度

確立が必躍である。

3集合住窃攻策の分類

自治体から見て集合主宅iこ関連する政策は，'(j(のように分類

できる'，lJマンション建設反対選動の対応。〉コミュニティ政

策浸)都市計酒的な政策c1l資康上の支煉(:;D公共地主主整備羽田:

供給などが考えられるU このうちfぷ~):9)1土基本的には分議時

lこ告書する事であるU 分証級に富島して7 総理する川立コミュニテ

ィに関する事・資産上の対策・公共主主設整備などについてで

あるに

ミュニティ政策

1 ミ斗ニティJl!，o1賢に隠してi之上由子し，iW!からぴ月完成IJ，今王では

町内会を通じて行なってきたか?もしくは反対運動などを契機

としたまちマ3くり運勢Jなとが主流である これに対して 1行政

の対応司立路T内会〈の対応と同等に扱ってきたか，もしくは都市

勢織の震としてι活:]/jくり組織への対応と同じような扱い

をしており!管理組合に対しての窓口や対応報織は十分でるなか

っ丸町内会組織については是非が多様にあり 3 管理謙治との

関わりについても有用てをあった事例もあるr しかし?町内会そ

のものも今まて?ι 町内会ぴ片辛注引を超;りと町内会σバ明王が注

闘を集めとし、る。また7特に分譲集合住宅の糊教としてパ、p

ゆる「似たi皆層j 注 10)が忠告仁し亡くる事にある。そのためJ

i日来の町内会と応]等注 11)の機能を果たさないという事も考

慮した上て減策立築技 12)が必要であるの

(2:¥自f部事の手IJ益

集合{主宅の資産保全を行なう事はB:分所有者だけでなく;地

方自f合体にとっても悶定資産税等の確保を考えると重要な課

題守ある。いまのところ課税言平価については建設コストを元

に減価償却をわなつで新田額を基本的には算定しているv そ

の為，古い建築物は， ~-平田が低い結果となってし、る これを実

状の評価にあ才〉せる事と問時に区分所有建物の評1iIIiを上げる

ために投資としての政策注 13)が考えられる。
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今まで3 地方自治体にとって!集針主宅♂コ数民については民弐

の照是重であるという認識であるた陀子政はあまり淡く鑓与し

てこなかった傾向があるr そグのコため!行政に栴談にくる不重動詰産

にまつ才わJるトフプ/ルレ4も"芦宅常井斉とし/刀jν吏けE取主ら才れLていなかつ7た二l

その結5呆邑事青前有に行政イ俄尉カ司葺極白『的fιJに情報を鈎示しレvて亡口し

たものも数多く存校するL

ちなみに管理総合馬士江精報交換についても行政治νぷ有して

いる悌醐は有用である

(3)白治体の情報公告書

このように?集問主宅iこ貯fる永住1印刷高くなる中)良好な

社会資本のストックを残すという意味からも繁の向ヒが科ば

れてきた、 自j合体としても管理滋住織については積婚約に情報

を発信する必婆があるのと同時に悪質な業者。苅閣発iこつとめ

る必要があるし しかし! 与てるは地域コミ L てテイに介入する

のは慎重に行なうことや開発持3涼~束注 14) を中途半端に管

理組織に対応させないよう囲む曹が必要U また?居住者が入居す

るまでの間(工事期間中なの 7 当該物件及びその隠車宇る情

報iこJ いて積梶詰~)に情報関示を行なう必要があろ

終第

管理組合を日常(f)視点から見るこ他心政策ペーメ民1むこ振り包さ

れた状況であり、制度約にまだ不安定である事が良くわかる九

今後建答えや大規模鱗毛だけではなく常日演の活動について居

住者や区分所有者がもっと参画できる主うな制度設計の検言、「が

必要である

く注〉

1) 要綱仁通常の市民団体の っとさ Jしている

2)東京 23区内で町内会等へ日治体からの業務香

託を行なっている区は 16予 2/3を占める ν

3) 法待上第 高章者は宅地建物取引業主任者

4 )管理署を管理組合的代表にしている割合は

74.7%である r マンンヨン実践瀦査 l 板撤回 1999

年 3月

5)朝日新聞で 98，9.9...._ 1 1. 8迄特聾が制まrしたりし

てし、る。

6)管理業務の全てを菅迎会社 に委託 (69.9%) 管

理業務の 部を管理会特に委託 (15.I (YO)管理組合

が管理人等を寝う及び管理組合的自主管潔

(8.2%) 不明日 7%) i-nJJ一般橋反資料

7) 政策的には中古マンンヨンの流動化に主眼が置

かれている。今度設獲される i マンレノヨ/の織精

管理情報畳錦丹到底」など上地悩儲('?/ンヨ/

価値が捻rH-('きなくなった為!建築物にふる資産

確保の為の政粛に変化してきている(

8) r集合住宅管理セ/ター などがあげらZしる J
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9) 必ずしも地縁にこだわらない町内会

10) ほとんどの分譲集合住宅は営業上似た間取りや

訴積を売る。その為?購買者の年齢や所得な同

じような階騒の人が鱗入する事になる p 公団の

分譲住宅でも顕著

11) 町内会に対して、知事車販や募金・街灯む管理な

ど委託事業があり、基礎自治体の事業の一翼を

担っているn

12) N P 0を中心とした独立した団体が考えられる。

これは行政に対しても独立が求められる。

13) 改装 i事などに対する徹資などが考えられ、東

主都では補助金実施が 2区・低利高生資が 192( 1 

市実施されている。しかしこれらは劣化等に対

する補勧金である。

14) 自治体によって名称は異なる
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性まいと健麗:

鍵重量的な室内空気への取り組みに対する海外動向

-i毎外諸習の取り組みと発展途上留における皇室内空気汚染ー
東費削

キーワード 1 )室内空気 2) U活衛生 3)化ヤ噌煩 4)健康 5)住まい

1 はじめに

人類は，雨風などの自然環境や外敵から身を守る、ンェ

ノレターとして住宅や建物を築き上げてきた。シェルター

とは，女子ましくなし気象条件，危険な動物，外部の空気

汚染など，直接的かっ広範聞におよぶ潔境中の危害要素

を係議するものであるとともに，仕事や学校などの活動

に対する避難ペキド怠の場でもあり1)，外部空間とは異なっ

た独自の空間として築き上げられる。

我々は日常，生活時照の約9害IJを室内で過ごしており，

そのうち約 6~8割の時簡を住宅の中で過ごしている銭。

そのため，シェノレター内の主主気の質，つまり室内空気質

αnd∞1・必rQuality: IAQ)が健康的であることは，日常生

活の大半をその中で過ごす我々にとって，非常に重要で

かつ普遜的な間是重である。

1999年に公表された世界保健機関側団0)の報告書ゅ

によると，全世界的にみて若くして死亡する人々の 4~

8%は，大気中や室内空気中の紋子状物質への踏襲露に起閣

すると報告されている。またさらに，あらゆる呼吸器系

疾患の 20~30%は，大気汚染や，特lこ室内空気汚染によ

って生じていると考えられている。これらのことからも，

室内殺気汚染は世界的に重要な公衆衛生上の九唱である

といえよう。

近年日本では，いわゆるシックハウス症候群やシック

スクーノレ症候群と呼ばれる部題が大きく取り上げられる

ようになり，室内において，のどペ~~良などの刺激，めま

い，頭痛などの体調不良を訴える人たちが増えてきたム

これらの言葉の定義は定かではないが，厚生省(現，

厚生労働省Hこよって[住宅の高気密化や化学協賛を放

部する樹オ・内張中オヴつ吏用等により，新築・改築後夜住

宅やピノレにおいて，化学物質による室内空気汚染等によ

り，居住者の様々な体調不良が生じている状態が，数多

く報告されている。疲状が多様で，症状発生O)tJj.丑みを
はじめ，未解明な部分が多く，また様々な複合要因が考

えられることから，シックハウス症候群と呼ばれるoJ心

と瑚草するよう暫定的に示されている。

このような住宅ヰ建物の室内空気質に影響を及ぼす協

子として， 1994年に国務号室合〈むN)の草子判委員会は，表1

に示す3つの因子をあげているゆ。これらの因子の対象と
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なる作用物質の排出源は，合板・接務部・塗料・防蟻剤

などの建築ヰオ料，ぬ持IJ・防虫剤・芳香剤などの家庭用

品，開放糊挫媛関宮具や調淫器具・空調装澄などの建

物起因，喫燦や人rJ;代務物・衛生状態など0'生汚起E躍が

あげられる。つまり住宅や建物だけでなく，我々¢住ま

い方や暮らし方も強く影響している。

表1E室内空気中に存在し健康影響普及iます将官損金のあるllSI干句

図子 分類 例

無機物 気体(ω丸 N02.502)，液体，粒子(鉱物)
化学的

有機設均
揮発性物質(ホノレムアノレデヒド，殺虫剤)
粒子状物質(ばい煙?たばこ煙)

締菌 ウィノレス，ハク7 リア，菌類?かびg原生動物

生物的
植物 種子植物(花粉)

人類学 ダー(ハウス夕、ストヲダー)，虫(蚊，ゴキブワ)

その他 げつ能動物(ラット，マウス)，ベット(皮膚片，毛)

物理的
変性 I瀧里ζ視度(粘膜乾燥)，光，音

|不変性 官軍磁場，1I't1lll1&M;t;il(ラドン)

これまで欧米では，釜内空気質(IAQ)，塗内気候(IC)，

シックどノレディング症{民群GヨBS)，ピノL関途疾患(BRl)な

どの問題として，健康的な案内空気に士、?ずる取り組みが

行われてきた。特に明直O欧州事務局では， 1984年に採

択した健康に関連する共通方針の中で， [2000年までに，

この地域のすべての人々は，健康で唆全な環境が提供さ

れる住宅と定住地で，より良い生活の機会を持つべきで

ある。JVといった住まし叱縫康に関連した目標をかかげ，

その後 1987年に，欽州空気質ガイドラインを初めて公表

したω。

以上のように，健康3約な主主内さま気への要求は，全人類

に共通の課題であり，我々の健康に深く関与する。この

f般車は，我々にとって非常に身近で日常的な公衆衛生問

是重である。そこで本報では，健康的な主室内空気への取り

総みに対するt紗ト動向として， WHO及て舟毎外諸[認の取

り組み状況を報告する。また特に，発展途上留の案内空

気汚染にも角材["自主際協力の必要性について提案したい。

なお，本研究においては，主にインターネットの羽Teb

サイトを通じ， ファイノレのダ、ウンロードで得た文献ベヰ電

子メーノレで発注して得た文献をもとに分析を行った。 R乍
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今のインターネットの普及により，住まいに関する化学

物質情報カなどがリアノレタイムに得られるようになった

ため，我々は世界中の情報が容易に入手可能となった。

2‘世界保健機燭(WHO)による取り組み

WHO欧州事務局の環境衛生センター(ECE紛が，合

くから空気質に対して取り組んでおり，先に述べたよう

に 1987年に欽州空気質ガイドラインを公表した尺こ

のガイドラインはそ広後も改訂が続けられ， 2001年1月

に「欽州空気質ガイドライン第2版Jが公表された紛。

このガイドラインは， 1)広範闘に照題を生じている， 2) 

個人理主露のポテンシヤノレが大きい， 3)健康影響に対する

新しし物見， 4)モニタリングが実現可能， 5)大気中興支

が上昇傾向を示す，等の最近の、伏況を考慮し， 18種の非

発がん性物質， 6種の臭気や不向惑を与える物質， 10種

の発がん性物質，アスベスト，ラドン，陸生生物に影響

する3種の化47物質に対してガイドラインが定められた。

また一方では，前記の飲州空気質ガイドラインをベー

スに，全世界lこ適応できるガイドラインの検討がスイス

のジュネーブにある WHO本部の入院環境保護部門

(PHE)によって行われ， 1999年 12Jlに rz;g気質ガイド
ラインJ3);が公表された。

これは， 1992年にブ、ラジノレのリオデジャ才、イロで静観窪

された，地球サミット(環境と開発に関する留連会議)

において合意された， 21断日に向けた持続可能な開発の

ための人類の行動計箇「アジェンダ 21Jの第6主主 f人の

健康(1)保護と促進j において，皇室内z;g気汚染に関して，

1)適正な技術を導入するための経済的インセンティブ

規定を含んだ室内空気汚染を減じるための予防及び市胸l

方法をi盗用するプログラムの研究開発をサボ」トするこ

と， 2)家庭において生物資源や石炭資源江燃焼による健

康影響を減じるために，特に発展途上国におし吋健)京教

育キャンベーンを開発及び知子Tること，この2勺の規

定@に基づいたものである。そして，空気汚染から公衆

衛生を保護すること，有害汚染物質への曝露の概算と最

小限化，各国の空気質基調直策定支援，空気汚染から公

衆衛生を保護する行政吉や専門家の指導を目的とし， 39 

種の非発がん性物賓と， 16 種の発がん~E物質に対して気

中濃度のガイドラインまたは許容濃度が定められたa

また，V¥羽O欧州事務局のワーキングク"'J]r--プl土， 2000 

年 7月に「健康的な室内主主気への樹IjJ10)の報告蓄を公

表した。この報告書では，主主内怨気質のコントロ…ノレが

健康における重要な因子であるにも関わらず，特に一般

個人住宅では不十分なケースが多いが，その理由は室内

空気質に関連した政策や行動のもととなる基本原則に対

して，表現・認識・理解が乏しいため，一般大衆はこの

基本原員りやこれに関連した権利を知らされていないとの

認識から，表21こ示す9つの基本原員Ijを示している。
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これらの基本原則土，日本の厚生省(現，厚生労働省)

が進めている室内空気汚染払鳴霊に弁村時る取り総みにおい

ても参考とされている目。

表2 WHO欧似事務蹴こよる健康的な案内安気への権利問
内容

坤、員1]1 健康に対する人権

全ての人は7 健康約な室内空気を呼吸する権利寄容する。

涼則2 自治噂重

全ての人はy 有害の可能性のある曝畿に闘する適正な清朝と，
たとえわずかではあっても，その様畿を防lJするための有効
な手段を与えられる権利を有する。

原民IJ3 加害行為なし

居露住濃者が不必要な健康ジスクを負わないよう?そのような曝
度の汚染物を宿内空気中に持ち込むべきではない。

原知4 善意

手J冶，公有 1 思有のいずれであってもj 建物ど関わり合いを

持つ全ての個人?集1lJ，組織は，尉持住す者るが許容可能なさ在先歯
となるよう取り組む7 あるいは究 費怪を負う。

原則5 担会正義

居住者の社会・経済的地位は，健康的な案内空気の様利と鵠
係があってはならない。しかし健康状態によっては，ある特
定の集院のために必要な特別な窃柄を決定する可能性があ
る。

!Jf(剥6 説明翼任

あらゆる関連組織は?建物のさ忠ノ札質や居住者の健康と環境上
の影響を評価及び査定するためにj 明白な基準を確立すべき
である。

j東員リ7 予防原鄭

有害な輩内夜気への嘩館リスクがある場合，それを紡ぐコヌ
ト効率のよし咋設を見合わせる県出として，不臨海性を用い
るべきではない。

原則8 汚染者の負担

汚染者は;非健康的な室内拒気への曝露から生じる健康生活
への危害について説明する責任がある。加えて汚染者は，そ
のような危害を軽減及び改善する責任がある。

原則9 持続可能役

Ij健康と環境jこれら 2つに対する懸志は分離できない。鍵
康前向な室内主主気の対策J丸冊界的あるいは局地約な生態系的
完全性や!将来世代の人々の権利を危うくしてはならない。

以上のように，V¥明Oによる健康約な釜内空気への取

り組みは， 1990年代に大きく発展し，空気質ガイドライ

ンや恭本原則が公表された。そしてその取り組みじた根底

には，我々の儀療に対する基本的人権が深く関与してい

る。

3，海外諸島の取り総み

3， L 案内空気質ガイドライン

古典的な主主内主主気汚主財源として，調浬ベ暖房密約によ

り生物資源や石炭資源などを燃焼することによって家内

に放散される，一般化炭素，二酸化炭素，二酸化窒素，

二酸f!:1流黄，粒子状物質などがある。

また， 20j蛾日における急速な工業担発逮により，高い

鮒久十生意告や開!性，防虫¥t生，紡燃性，自由皮の高い意際性，

'!i:い依段で大量に生産できる材料が詩書発され，住宅など

広建物に申閣広く利用されるようになったO

しかしこれらの工業材料の中には，我々の健康に影響

を及ぼすレベノLの有「努除を示す化学物質を放散Fるもの

があり，案内空気中カミらは，揮ヲ皆性有機化合物(沸点、 50

~2400C ;但し極性化合物 1∞~2600C，以下 VOCs) 121 

を中心に数百穂護軍以上の化学物質が問主主されている団。
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用される先進工業国で大きし、と考えられる。また， VOCsの濃度は，展外の空気よりも室内の殺気

の方が数倍から数十倍高いことが， 1987年 8月に行われ

た羽THOの専門家会議団で報告されており，長室近では

1997年と 1998年に行われたE皇内における全国規模の実

態調査 1{や， 1999年から 2ω0年にかけて行われたイギ

リスの実態調査団でも明らかとなっている。これらの化

学物質による案内 空 気 汚 染 の 問 題 は ， 主 に 工 業材料が多

このような室内空気を汚染する化学物質に対してどの

ように取り1温めばよいか，一般的には， リスクアセスメ

ントとりスクマネジメントの考え方により，立t象となる

化学物質の安査当官平側が行われ，健康EFA饗をベ ースとし

た指針値やガイドラインが設定される。表3{こ，各E患の

室内空気質ガイドラインを/T'マす同~却。

一制J樹室Fレ令主ワ掴ーz玄i ドで イン附-7.J)
]'イ(ぃ1999)附%)J ボ(1凶ラ6)ンwド (1プ来9J8昨ブ7)ダ'i¥j'初 シ〈ン1環叩スリ境6えいj省ω ル 厚生仁労体側省 (1W抑Hgυ1)3) V椛ω∞まω欧州m 

句相。附周牒ω字作汚物質 単イす 三区内 (1999) j骨 抜粋 (2凹].)cl)却剖

大気抜。粋袋内 大気抜界議内
GVIω GVllω 室内 住活 窓内 オブイス窓内 窓内

二酸化祭素 列島/m" lOO(Ull 

Ii 63ω句 1 6.21115〈棚0pE60Dp0(mm長(側1句(h期1)hM紛~[10… 侶10mg/m" 
1.5 (品 15 10 10句10 10 ppro 01 10 (8h) 10 慢も化炭素

二酸化炭素 mg/m" 1.加。畑訪 1酬明d

ご~亙1L52αE05xhE21paJ}亙m d 
護者俗硫黄 開 /m8 l 

出時
i
川測(1刷N 

百7(i7仇1石才n一)一一一一

オゾン l'g/m;) 24u (1泌 lOO(8h) 120 (8h) 120 (針。

TSP'" 民L乍 1"

PM2，5，，) 主惚/m自 1 2ぬω1b)

0，5 (1y) 0.5 (1y) 

ア九ホ一デルムヒド mg/m" 0.1 (加出 T蕊害E悪EF j 0川お防伐棚居 0.12(8ω 0.1 2田 (30m) 100 (30m) 

48 50 (ly) 

ベンゼン 開 /m
8

10 (24h) 

" 
(同6/K1m0号'"

トルヱン pg/mS 淡泊 a，c収"
キγレン 良易/m'

スチレン llg/m
3 

|却(3削

エチルペンゼン pg/m"' 

|パラジクロロベY ぜ/ 四 /m'

ジクロロメタン 時 /m3 |捌凶
丸
(24υoho) 

アンモニア mg/m3 

テトラデカン pg/m" 330 

フタル君愛ジ'nブテル 料，/m" 220 

長愛キンシ2ノrt 開 /m
3 120 

I ，OOO~3，OûO未満"'
総揮発性有機化合物

見 /m;1
{永住空間)

500 (lh) 3ppm0 400 
(TVOC) 

2m(長~期30目3秀標知商)ω 
避ける

父ンタクロルロフェノ…
jlg/m3 

クロノレピりオミス p宵 /m3 1(.ト児0.1)

ダイアジノン pg〆m" 0田

プ工ノルカルプ 開 /lll" 8ヲ

アスベスト 働問/ml 0.001 一10'口'-〆1一0言4、…l

ラドン 主 20Cト4JJO 8田 (ly) 200(ly) 100 (1y) 

室内での憾 lxl0日受動喫煙
pg/m" 11~続(煙日コリトアラ)ン if5li避ける

(pgン/皿う 1自恒T8) ベき

ノ、ウスダスト dp]柱g時D間er/I z 1 
G日同

ヒコ鑑 開 /n 1 (y) 1 (y) 

I CFI)/n 政lO

室亘 度 22.5~25.5 17~28ω 

相対習l支 %RH @然開'J'明ま…じ主JJV頃L 7以下 4O~70ω 

安流 m/尽 0.25 0.50) 

事()'Y(年')， mh(月)， 1時悩iJ)， m'匂ケ同う各平均時露時間

<uTSP 給品川事滋牧子状物質 問M 紺壬1相m以下<))1$韮粒子刷物質 PM2.5 校1f2.5戸n以下の和子状物質
b)GVI 生涯陽参議案においても健策影響を生じなし、濃度 GVlI 既存の毒性ー疫学的知見をベースどした健康影響に関連した濃度，TVOC立造内空気宮じ務課

c)光イオ斗じ検出可能な化学物産

d) 2002年同日時点!アセトアルヂヒドとフェノルノりルブ品本時点でま毘案中の数也今後数年期て'10~5C種類のイ乙学物質に設泣き予定

，)ピル衛生管理Y却J建築物環首位性管理基準 2，)

。 生韓議認した場合の発がん確率 ベンゼンの倒守 ilpg/m3の濃度に 生涯現暴骸すると百万人のうち4.4---7.5人が発がん
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これらのガイドラインは，それぞれの思の気候風土，

生活習慣，建物の構造や特性などに応じて独自に設定さ

れている。

:i:に生物資源や石炭資源。再燃焼が排出減である古典台包

な汚染物質に対しては，いずれの国でも何らかの化学物

質に対してガイドラインが設定されており，各国lこ共通

の問是重であることかヲ聖解できる。

有機汚染物質の中で，ホノレムアルヂビドには多数の闘

がガイドライン安設定しているが，ホノレムアノレデヒドは

強い刺激性を有する化学物質であり，合板やノく}ティク

ノレボードなどの木質系建材の接着剤として使用されるユ

リア樹結からの捧発が主な放散源である。このような木

質系建材がこれらの国で汎用的に使用されており，放散

淑として重要視されていることがわかる。

塗料キ核着王将の希釈溶剤として決間的に使用されるト

ノレエン，キシレン，スチレンに対しても，いくつかの留

でガイドラインが設定されている。これら (J~化学物質は

VOCsであるが，先にも述べたとおり，室内空気中から

は数百草畿震のVOCsが検出されている。これら全ての化

学物質に対してガイドラインを設定するには科学的知見

が不足しており，現段階』出土早急なガイドラインの設定

は困難となっている。そのため，個別のVOCsによる汚

染を全体として低減させ，より健康的危室内空気を実現

するための補完的掛票として，総揮手針生有機化合物似下

τVOC)のガイドラインがし、くつかの留で設定されているo

TVOCはVOC混合物の総濃支レベノレを示しているが，

このような混合物広健康影響をベースとしたガイドライ

ンの設定はp 科学的知見の不足から現時点では鴎難ぜあ

る。そのため， ALARA(合理的に達成可能な限り低く)の

原理や， ALARP(合理的に新子可能な限りi尽く)の原理な

どに基づき，実現可能な呂襟レベノレとして設定される。

そσ~imとしては，不妓桝として侵掬されたアスベスト，

断熱材などに{吏用される人工鉱物縁故佐(ロックウーノLや

グラスウーノレなど)，土壌から放散するラドン，受動喫煙，

ノ¥ウスダスト，細菌，カピなどにガイドラインを設定し

ている留がある。特に，アスベスト却，ラドン醐，受動

喫煙却は，民警子ーがんA汗究機関uARcHこよってグループ1

(人に対して発がん性を示す)fこ分類されており，肺が

んにxc庁るリスクが大きな問題となっている。

また， i.且濃度や気指定などの物理的図子に対してガイド

ラインが設定されている閣があるが，健康尚な家内主主気

を実現するためには重要な因子である。

3. 2.建材のラベリング

これらのガイドラインを実現するためには，建材の選

定，換気回数の設定，立地環境，居住者の住まい方や暮

らし方の工夫など，いくつかの望書隠が関与する。特に建

材に関しては，多種類の建材からどれを選択すべきかに

関する何らかの指標が必要である。建物の設計者や居住

者は，そのような掲僚に基づいて建材を選択し，撃おき者

は建材を開発することができる。そのような理E白から，

化学物質の放散最や放除去度に基づし、た期すの分類とラ

ベリングがいくつかの菌で行われている割。表4fこ各閣

のE載すのラベリングを，また，その例を表5，ま竪6fこ示

す7)。これらの樹拘ラベリングに関する測定方枝子や商品

情報は，その多くがインターネットのWebサイトで公開

されており，随時更新されてしも。

h守 τ::r~V;~'IV; 、，~/

関 提共団体;()内は規婚の名称 対象製品
(財)日本規格協会U!S) 中震織繰較，パ‘アィクノレポ 1; 

日本 (財)日本合板検査協会UAS) 合板J複合フローリング
壁装物料協会(lSM) 提紙7 カ…アン，塗料，接着手引!など

ァンマーク 車内気候ァベリング(ICL) 提材床材?家具，塗料など
アィンランド、建築情報財団(RTS) 壁材，床材!染料!接者荊など

環境配感カーベット協会(Gut) カーベット
ドイツ G日V(EMICODE) 尿病製品(接着剤，ワックス，下主主り剤)

ブノレ エンジェノレ(RI¥L，，"UZ) 木賀建臥龍料』家具など
アメリカ AQ~社(GREENGUP ミD™) 昼夜材s床材!家具 7 塗料など

表':iX'-l ，/司 ンランドの罰TS吟

化学物質の放敷設 単位 111 112 

TVOC 0.2 0.4 
ホノレムアノレデヒド

mg/m2h 
O. 05 O. 125 

アンモーア 0.03 0.06 
IARCグノレ}ブ1の物質 0.005 0.005 

強い臭気を発せず
臭い なし !臭人いにO~不6以満下をもっ

泊)3

注). M3 放散データがない，あるいは舵レベノレを越える
放散がある場合

・2001年6月21日時点でMlが456製品， 112及てJ河口は
該当なし

v "、 'J/Jv;I"¥I.t>.1'" 

対象 単位 全ての対象製品，)オフィス機溶 b)

TVOC 0.5 0.5 
10μ 以 Fの微粧子

rrg/rri 
O. 05 0.05 

オゾン 0.02 
スチレン 0.07 
ホノレムアノレアヒド 0.05 
全アノレデヒド

ppm 
O. 1 

a)発がん性的凝いのある物質が全て同定され， Cal ifornia 
Proposi tlon 65~こ法づいて実質的なリスクが示されない
こと

b) レザ プリンター，複写機1 コンヒ。ュ ω ターなどのオフィ
ス機器。カーペット治法掃機器は，空気中への排出最が許
税レベノレであって，ダスト?獄アレノレゲン，カピの除去効
率が9闘を示すこと

4.発展途上国における室内空気汚染

世界資源研掠rr(WRI)の幸陪書割によると， 20∞年の

世界人口約 60億人のうち約 78%が発展途上国で， 2025 

年には約 83%(世界人口約 78億人)に滑加すると抱則

されており， 1950年の約 66%(t世界人口約 25億人)から
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の推移をみると，発展途上富の人口増力関土著しい。

また隠1にヨミすように， 1997年の明夜Oの報告書岬に

よると，室内空気中で高濃度の粒子状物質に時暴露するこ

とにより毎年280万人が死亡しており，そのうち90%が

発展途上国であると推定されている。

9首
1弘

67帖

閣発展途上濁
(都会)

臼発展途上箇
(地方)

汁先進工業劉
(都会)

圃先進工業国
(地主12

殴1棄肉空気汚染による年間死亡者数比浮(Smith隙間97)"' 

ニの問題に関してWHOは， 2000年に公表した報告書

31)の中で，発展途上国の大半の人々は，家庭用燃料を石

炭資源や生物資百号、(;;jci:;J、糞尿、 f科助の残り等)に頼っ

ており，不完全燃述書を伴う箆易コン口で燃やされるため，

室内で渇ごす1時間が長い女伎や子供たちは毎日高濃度の

室内空気汚染物質に曝露されると報告している。そして

このような室内空気汚染物質によって，慢性的な開審性

肺疾患や急性呼吸器感染疲仏Rl)のリスクを増加させ，発

展途上国の 5歳以下の子供において最も重要な死亡旅閣

となっていることや，低体重児出生， J認産期死亡率， ~市

紺苦言，鼻咽腔がん，野侯頭がん，腕が!v(特に石ぬ撚紛のリ

スク増加に関連している堅実な証拠があり，世界中の病

気の約 4%が室内空気汚染物質への曝露である可能性が

あると報告している。

このような発展途上屋における室内空気汚染と健康影

響に関する報告例しでは，ジンバブエ 3~とインド測にお

いて，案内において暖房や調浬目的で石炭資源や生物資

源を開放燃焼することによって排出された高濃度の粒子

状物質と，呼吸器系疾患増加との関連性が指摘されてお

り，物語室時間が島、女性や干供への影響が隊合:され

ている。

我々の健康に影響を及ぼす重姿な燃島勝ド出物としては，

粒子状物質，一駿化炭素，窒素酸化物，硫黄酸化物，ホ

ルムアノげヒド，多療芳香族向(7)<若者(PAHs)などがある。

粒径が 10ミクロン以下の浮遊粒子状物質は， SPM 

(Suspended Particle Mat胞がと呼ばれているが，その中

でも粒径が2.5ミクロン以下の粒子状物質はPM2.5と呼

ばれており，粒径が小さいために姉の奥深くまで入り込

み，深刻な影響を及ぼすと考えられている 31)0 そのため

表2の各国の室内空気質ガイドラインでも，し、くつかの

国で PM2.5に対するガイドラインが設定されており，

m磁O の空気質ガイドライン 3では，健康影響が大きい

-]27 

PM2.5に対してさらに研究が必壁きだと報告している。

特にWHOIま，この間憾による健康影饗lこ対する釜著書

な研究繰越として，肺結核や急性下気道感染症仏盟1)へ

の関連性を指摘している。そして最近，Vi唄Oのお邸aむ

博士らが，ケニアにおける室内び燃焼排出物と ARI及び

ALRIとの関連投に関して， SPMへ日曝露濃度の土器力日iこ

f料、ARlと ALRII設ける過剰リスクが土普伽し，特に

SPM の濃度が約 1，OOO~2，000μg/m3 からそのリスク

広場加が著しく ，，笠にSPMの濃度をその濃度レベノレより

も低く抑えることによって， SPMへの曝露による健暗号影

響を大きく低下できる可能性があると報令している組。

特に発援途上凶の地方では，例えば地街に掘ったヒ。ツ

トや穴を利用した開放型のコン口やストーブがき見夜でも

使用されているため，不完全燃焼を生じるケースが多く，

換気が不十分なことも相まっ、て，高濃度の塗内空気汚事長

物質が発生している 300

また，中匿の家庭では，余人口 12億5千万人のうち約

8億人(約64%)淵愛房目的で石炭を俊治しているとと

もに，都会の住宅の約 22%が家庭の燃料をそ王炭でまかな

っており，その大多数は汚れた石炭を排気筏のないスト

ーブで燃やしている湖。

このような主室内における燃焼排出物による健康影響隈

題は，お代ローマ時代からあったと考えられているが，

発掘された古代人の姉ι解析から，エジプト，べ凡ー，

アリューシャン列島などの多くのお代文明社会では，炭

月中症が日常的な健康問題であり，発揚された古代ローマ

人において，潜齢にも関わらすミ深刻な炭丹市症を示してい

たことが報告されている制。そしてこれらの炭肺症は，

古代ロー?の霊室内環境が，媛房や調王軍白的で生物資I患を

燃焼させることにより高濃度江粒子状物質で汚染されて

いたことから，炭崩事症との関連性件寄嫡されている謝。

以上のように，石淡資源や生物資源の燃脳こ伴い排出

される古典的な汚染物質による健康影響は，古代口ーマ

日寺代においても確認されており，現在iこ玉三つでも発展途

上国において深刻な公衆衛生演題となってしも。

5 おわりに

本報前土，健康的な案内空気iこ対する WHOや先進工

業白書の取り組みと発展途上E習における案内空気汚染を

取り上げてきたや先進工業盟主における取り総みは，科学

的知見に基づくさ吉気質ガイドラインの作成や，それを目

指した建材のラベリングなどが行われており，近年，特

に進展していると忠、われる。今後，主主内~気汚染と健康

影響に関する科学的知見をさらに集積し，包括的な取り

組みが行われるものと思われる。

また，発展途上国における案内さま気汚染は，石炭資源

や生物資源の燃焼に伴し場ド出される，古典的な汚染物質

による巴噛が大きしが3 先進工業国では建物の換気設計
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ぷ色燃車紛ド出物の発生が少ない器具の開発などによって，

すでに対策が行われているケースが多しL今後， 国際協

力の枠組みの中で，先進工業留はその技術力と経済力を

存分iこ活かし，発展途上国における袋内空気汚染にみjし

て積t磁力に取り組んでいく必要があろう。
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3. 1.主教青委員会からのコメント





3 住教育委員会からのコメント

*各実践報告・論文について伎教育委員会で討論したものをコメントとして掲載します。従って，コメントは寄爽践報告 論文その

ものに対するもので，それぞれの活動に対するものではありません。

* ( )は本文掲載ペ ジ。著者名は第 I著者のみ。

『夢をかなえよう長松小改造計画』ー総合的な学習の取

り総み一 円城寺文雄(pp.3~8)

学校改修の機会を，子どもの参開L及ぴ r総合的な

学習Jの創出に重なる取り組みとした点で秀でている。

加えて，学校と行i伎の連携という点、でも普遍笠があるc

子どもの自主性を重んじた学習プログラムを仕組んだ教

師の支援のセンスと力も評侭される。学校を子どもたち

の生活祭閣として改善していく過程と合わせて，子ども

たちが責任を持つという自覚を引き出していることも示

唆的である。

子どもと地域が手を結び実現する夢 総合的な学留一地

域のネットワークを生かして学びのネットワ クをつく

る一 野村ゆかワ (pp.9~14)

坂本龍馬の生誕地という地域の特段を総合的な学習

に活かして，マップづくりからはじまり龍馬の情報発信

墓地構想へと発践していった，わくわくとした実践の雰

閤気が伝わってくる。 活動を進めるなかで現実社会の

様守な課題に直面していくが，そのことがかえって騒動

感あふれるプログラムを生み，また，教師が地域の一員

としてまちづくり活動に参画していることが地元のまち

づくり活動と連動したリアリティのある取り総みに結び

ついたといえる。総合的な学習を実践していく Iで学校

と地域の連携のあり方をも示唆する大変興味深い報告で

ある。なお，教師の伊jからだけではなく具体的な子ども

たちの声がもう少し記述されていればさらに良かった。

総合学鷲 交流学醤で進める rI ¥ 1)アフリーのまちづく

り」 仙台市における実践報告その 2-

毘代久美 (pp.15~20)

昨年度の取り組みを足場に rマップ型学溜調査シス

テムJを生かした学校間での共同学習など，継続的で着

実な学習プログラムの深fじ岨拡充が印象的。新規参入校

も含めた各学校の綴郎事情やニーズに細やかに応えなが

らも，相互をうまくコーディネートすることで共有でき

る部分を見出し，学びをさらに深める交流を実現できて

いる点は特筆に値する。実践股慌の措き方も主主き生きと

したもので，実践 理論の両面において秀逸な仕上がり

を見せている。
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来来のまちづくりを題材iこした総合的な学醤の可能性一

策長宙T'j'学校における副都心プロジェウト

亀精英治(pp.21~26)

学校が行部lとNPOそして地域の協力を得て進める連携

の見本ともいえる例である。ただj芭慣するのは，第 1に

大人伊jの連携が重視されるばかり，子どもたちの態志は

どうなのか，という点のふみこみが弱い点である。とこ

ろどころに子どもたちの声の記述はあるが，プログラム

づくりに子どもたちの疋体性はどう発揮されたのかとい

う分析がほしい。例えば言葉の使い方一つをとっても「い

るものJrいらないもの」という紋切型の設定が物事の連

関に対する思考を限定させてしまうのではないかという

危僚も感じられる。第 2には尽的のOJl6官さである。議初

の4段階の学習指導計際iが唐突に出てくるがその理由な

りの説明が欲しかった。

地域に根ざし，学ぶ喜びが生まれる学校つく坦ー共育ち

ふるさと総合学習 追究の軌跡から一

荻野重喜美 (pp.27~32)

登かな自然に恵まれた地域の児童数日人の小学校で

のふるさと(郷土)学畿の実践で，パイオニア的な取総

みである。子どもと教自前，学校と池域が亙いに学び合う

姿が弓き生きと描かれており，子どもも大人も共に学び

育ち合う感動が物諮を紡寸ように諮られている。「地域

の生活者の息吹にふれて学ぶこと」から「人間的な成長

のドラマ」がどのように展開されたかをたどることは，

学校教背で子どもの学びからの逃走が諮られている現在，

火きな示唆を与えてくれる実践である。

金沢市における子どもを対象にしたまちづくり学溜の現

状と課題 馬場先恵子 (pp.33~38)

子どもを対象としたまちづくり学協の爽態を小 中学

校へ議室主 分析すると共に，地域の取組みの現状を公民

館を対象にして鶏斎している興味深い論文である。学術

論文としては先行研究も押さえてはいるが，研究のスタ

ンスの殴昧さがセミナーやワークショッブの開催の主旨

の峻i沫さにつながっていると恕われる。学校の総合学醤

にかかわる地域の市民活動の課題を明縫にするのか，学

校に関係なく地域で子どもも含めてのまちづくり学協の
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課題を探る研究なのか，立場を明解に進めると新しさや

研究の深みが増したと居、われる。

住まい まち学習の総合的な学習での実践報告

長谷川雅浩 (pp.39~44)

総合的な学習の時閣のねらいを踏まえ 3 教科学習(家

庭科)との連携もrmりながら，外部から学校を支援する

体制づくりについて，異体的な提案がなされている点、を

評価したい。ただ，記述がプログラム白体の紹介を中心

になされていることもあり，実践展開における教師側の

主体性なり当事者性が今一つ見えてこない。今後ョ学校

と連携するに際しての行政研究機関としての役割，諜題，

可能性などについても深めていくと，さらによくなると

感じた。

「われPJ 2年目の進化東京都杉並区松ノ木小学校の

取り組みー 山殴清 (pp.45~50)

昨年度からの継続的発援の様子がわかり，子どもの主

体性を重んじたプログラムへとシフトしている点、が興味

深い報告である。 1本の都市河川への子どもと大人の!謁

わりが人間・社会・環境の再構築の実践となるという万

法的なみずみずしさがみなぎっている。報告会でも議論

されたが， j也I或の側から持ちかけて学校とす者に行なう

までのIl>li系づくりの努労がつきまとう点2 そして理怨と

する地域が受け血となって小学生から大学生まで異年齢

の縦のつながりによる環境学習の展開の仕組みづくりな

ど，これからも検討すべき諜題が提示されたのはたいへ

ん意義深い。

地域で育てる学校ビオトーブ 創生と管理活用

林まゆみ (pp.51~56) 

学校ピオトーアは全闘で取り紛まれてきているが，整

備後の管理や活用のf土方が課題となっている中で，神戸

市の小学校での実態が網羅されてわかりやすくまとめら

れている。ただし学校ピオトブについての研究報告は

他学会でもよく見るようになり，それらとくらべてオリ

ジナリティがどこにあるか明示してほしいところである。

学校ピオトープ活用プログラム案が提認されているのは

たいへん興味深<，できるならばその試行からその反応

をみるような E夫がされるとなおよかった。

地域素材としてため池を活用した環境学習の評俄 胡石

市立江井ケ島小学校のため池観察会のケ スス空デイ

大塚毅彦 (pp57~62) 

地域特有の環境資源としての「ため池」に着眼した環

境学習として興味深い。その子字在状況と市民活動状況の

客観的把握，加えて小学生によるため息綴察会活動の評

価にわたる考察の組み立てもいい。子どもたちの環境体

験による感覚の変容，態度の変化への潜尽があるのはい

いが，やや表層的に流れているきらいがある。もっと質

的に子どもとため池のかかわりの滋味の発売に諮る絞り

組みと考察在期待したい。

子どものための環I寛カルヲーまち学習におけるカル世の

有効性 青山美緒 (pp.63~68)

日本の伝統的な遊び「カルタ」をまち学習に活かそう

とする務限点が良く，まち学習の新たなツールとしての

可能性を感じさせる興味深い試みである。絵を指いたり，

文をつくったりするプロセスが創造力を培う上で重姿で

あると思うので，カルタに記載された具体的な内務から

もカルタの有効性を探ってほしかった。また，子どもた

ちが感じたことを子どものE言葉で表現したり rことば

遊び」としての特性をもう少し織り下げてみるとなお良

かったのではないかと思う。

五感を使ったまちJ果検学習を加え，その体験をカ!~タ

に表現する活動など様々な氏、周の可能燃があるので，今

後の研究の継続と発援に期待したい。

子どもを対象lこしたまち学留ワーヴショッブを通じた地

元商庖街との関係性の構築横浜市金沢E互における笑践

報告を一 藤i司泰寛 (pp.69~74)

地域のまちづくりの主体としての「子ども」と「地允

街路街の経営者」を取り上げる務限点、と学習ヨワークショ

ッブの試みは興味深い。また，子どもたちの外遊びが少

なくなってきている中で，館五E街は子どもたちがまちを

学べる場としての可能性を多く持っていることを示唆し

ている。しかし， 1 @]だけのワークショッブでは実践校

と検証役の弱さが気になる。子どもの参加が6名という

のも少なすぎはしないか。高Id街のもつ特性を活かせば

もっと魅力的な金歯内容も期待できると考える。筆者の

言う 過性のイベントに終わらせないためにも，子ども

をお客さんにしない発展的な内容を企越していってほし

。
、ーし

歴史都市z 津島に残る古井戸を活用した子どもと高齢者

の交流を促すまちづくり 山口友佳 (pp.75~80) 

地況のまちづくり活動と連携しながら，まち探検に留

まらず，自分のアイデアを提案し，その操業在実際に形

にするというプログラムが魅力的である。また，このワ
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ークショッブがきっかけとなって，地域住民が井戸の淘

りに新たに花を様えたりするなどまちづくりへのアクシ

ヨンにつながったことも言判阪される。ただ，まち探検で

の子どもたちの気付きゃ感動はいろいろあるはずなので，

最初から古井戸ありきでアイデアを求めようとしている

ところが気がかりである。今後は子どもたちの自由な発

想を大切にしたプログラムづくりにも配慮され，さらな

る研究活動を縦続されることを願う。

町づくり協議会「姦知市上町そだての会」の実践報告

植田i豊子 (pp.81~86)

地元住民の自分のまちの背みへの心意気に満ちた思

いと活動ぷりの率直なレポートとしてユニークである。

住民としての気織と責任意識の高さは基本的に詳僻され

る。 方，行政や専門家や学校への批判的表現にやや忽

いこみすぎのところがあるのが気がかりである。しかし，

筆者は対話と協働の過程を「心から楽しむ」ことを最も

大事にしようとされているが放に，トラブルをエネルギ

に，対立を力に変える可能性を f分に秘めている。今

後のまち育ての進展が期待される。

梅木生産業と住宅の共生を目指した花と緑のまちづくり

ワークショップにおける人と組織

長主~)II 手1)恵子 (pp.87~92)

地域のみどりを大切にすることを出発点に，それをま

ちづくり，人づくりにまで広げている。植木生産業従事

の住民や景観園芸学校関係者，行政などの連携によって，

花と緑のまちづくりを進めて進めていく優れた実践例と

いえる。植木産業の活性化という生業的な部を総み込ん

で，ワ クショップを重ねる点もとても興味深い。緑を

軸として，多様な総織が多様な活動を展開できる可能性

を示唆している。欲をいえば子どもの姿が見えるような

お動も総み込めないだろうか。一般的に，子どもは静的

より動的なものを好きと言われるが， 1応と緑についても

未来のまちづくりの担い手としての子どもの参加を視野

に入れた活動を今後の方向性として期待している。

近木)11流域自然大学一子どもの文化額一歩 iJIIの分校」

橋本菱次 (pp.93~98)

「近木JIIが好きや，子どもが好きや」というI益れる惣い，

エネルギッシユな情熱が伝わってくる。前橋では， )11の

分校づくりが諜題として報告されていたが，予定地周辺

の3つの小学校が揃って近木)11の環境学習に取り組むよ

うになり，実質的に)11の分校が動き出しているようすが

わかる。
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8年間の地道な活動の裏には， )11での安全対策を影で

支える自にみえない心配りがあることも知らされた。子

どもたちの遊びのようすや近木)11へ寄せる詩集も心をお

つものがあり，今後の活動が主主守楽しみである。

青葉通における景観形成アウシヨンプログラムの取り絡

みー景観ワーウシ忍ツプの活用を通じてー

縄本一郎 (pp.99~104)

背葉通を舞台とした景観ワークショップの取り組み

の様子とそこで見えてきた諜題を，察観行二~j(に携わる当

事者の際線で描いた論考だが，予測される困難や奮闘ぶ

りに比して 2 あえてクールなタッチで淡ヤと嫡くことに

より，かえってリアリティを高める仕上がりになってい

る点が興味深い。主意識の高い禁観サボーターとの出会い

から翻って，さらに多くの市民に景観やまちづくりへの

意識を高めてもらいたい。そのためにはまち学習が大切

であることを痛感したと締めくくっているが，この点こ

そまさに重姿であり，今後いっそうの発展に期待した '¥0

子供からみた伎まいとまちー私の燈往歴ー

主主行泰糟 (pp.105~110)

「多様な伎環境を体験した在、の人生を「実践報告』す

る」ことを通して i子供の立場にある私からの考えや意

見を多くの人に提供したしりという独自なスタンスiム

教育研究におけるコベルニクス的転回ともいえる新新さ

と秀逸さを併せ持つ。しかも，Z主体的な記述に際しては，

自身の立場性に高度に自覚的であると問時に，傾々の分

析自体は実に冷静で 1分に君事鋭的。単なるエッセイの域

を超えた，新たな研究上のレトリックの鋭校iに挑戦した

作品と理解したい。ある慾味， 17歳だからこそ成し得た

表現とも吉えるが，だからこそ「私にとっての住まいの

冒険Jの今後に大いに期待するところである。

絵本の活用のための茶礎的誘査一伎教育プログラムの確

立に潤する研究 久内純子 (pp.111~116)

絵本の持つ力，特性をとらえた上で，学校のf王教脊に

おける絵本のプログラム的活用を採っている。全体lこ活

動実践製の論文が多い中で，学術論文にしにくいテー?

を取り上げ住教育への可能性を広げた。 1，600部もの絵

本を読み，選ぴ出した絵本は，パうエ子ィに富んでいる。

学潔教材データベースとして意味がある。ただ i知識本

と文芸本」に分けるときの視点や iココロとカタチと融

合領域」という住教育の基本構成については，これまで

の文献等も合めてもう少し明らかにしていく必要がある

だろう。
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マンションの管理組合制度から晃たまちづくり

制度設計上の視点よりの考察ー

j産遺修 (ppo117~122) 

マンション管理の制度上の諸問題は重姿な課題であり，

まちづくりとの関連で制度設計を論じようとする点は意

欲を感じる。しかしコミュニティ政策，町内会との関係

などに広げていこうとする視点が示されており，異体的

な実践例との関連で分析されると地域性も反映されて制

度改善の鮮明なイメージを示すことができるのではない

だろうか。

住まいと健康健康的な室内:;;g気への取り総み!こ対する

海州動向一海外諸燈の取り組みと発渓途上陸における室

内空気汚染ー 東賢一 (ppo123~128) 

先進工業務における空気質に隠するガイドラインや建

材のうペリングの策定，発足是途上簡の汚染状況など海外

の袋内空気に関する取り総みの窮状が明らかにされ，各

閣の比較には参考になる。しかし住教育の視点、から分析

されているとより一層意義深い論文となったと思われる。

例えば， ドイツやスイスでは市民側lの運動から，このよ

うなガイドラインが策定されているが，そうした住まい

学習との関連の分析も欲しかった。
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4 発表・討論

第3閏「伎まいーまち学習j実践報告 a論文発表会記録

日時 2002年3斥9日

会場 三茶しゃれなあとホ )[， rオリオンJ (t空白谷区三軒茶屋)

1 .趣旨説明 小津紀美子(東京学芸大学教青学部教授)

2 発表

1)住まい まち学習の総合的な学留での実践報告

長谷川雅浩(北海道寒地住宅都市研究所居住科学部{主主主活科長)

2)子どもと地域が手を結び実現する夢 総合的な学習

一地域のネットワ-'}を生かして学びのネットワーウをつくる

野村ゆかり(高知市立第四小学校教諭)

3) 総合学官~'3主流学習で進める「バリアフリーのまちづくり」

一{山台市における実践報告その 2
E8代久美(宮城大学事業構想学部助手)

4)未来のまちづくりを題材にした総合的な学習の可能性

東長田T小学校における副都心ブロジェウトー

重量崎英治(仙台市立東長町小学校教諭)

5)絵本の活用のための基礎的調査

一{主教烹プログラムの確立lこ関する研究

久内純子(フリーライヲー)

6)地域で育てる学校ピオトーブ 童IJ生と管理活用

林まゆみ(兵庫集Il: i~路ヱ業大学自然 環境科学研究所助手)

7) rわれ PJ 2年自の進化

東京都杉並区松ノ木小学校の取り緩み

山田清((有)人イエまちネットウーウ代表)

3 全体言す論

司会 木下勇(千葉大学盤芸学部勤教授)、奈須正裕(立教大学文学

部助教授)、ファシリテーシヨングラフィック 町田万里子(筑波大学

附属小学校教諭)、細回洋子(建築と子供たちネットワーヲ仙台代表)

4 まとめ 延滋安弘(千葉大学工学部教授)

*;主の 2編も発表を依頼したが、当日は発表できなかった。

『夢をかなえよう長松小改造計画』ー総合的な学習の取り組み

P:J城寺文雄(佐賀県藤津市立長松小学校教諭)

子どもからみた伎まいとまち 私の鹿住~

定行泰甫(私立武蔵書高校 2年)

*所属職位は発表会当時





4. 発表 E 言す8iffl(第 3回「伎まいまち学習」実践報告論文発表会記録)

4.1 趣旨説明

小j畢紀美子(東京学芸大学教育学部教授)

1993年，住宅総合研究員オl習に校教育委員会が発足し，

住教育フォーうムを継続して開催してまいりました。そ

の住教育フォーラムの成果は fまちは子どものワンダー

らんど これからの環境学習~ (風土社， 1998年)とい

う本にまとめております。そこから発展して，この住ま

い・まち学習はいろいろな領域の方がかかわって展開し

ている。例えば，建築・都市，家正文学，教背学，いろい

ろな分野の方たちが取り組まれておりますので E そうい

った分野を越えて交流していく，本目立に啓発し合うとい

うこともとても火事な学習ではないかと考えまして， 3 

年前から論文を募集L.，発表をしていただいて意見交流

をしていこうということで進めてきております。

募集要項にありますように，これからの住まい・まち

学習の方法を見つけるためにも，論理的でありながら災

践的安素があるもの，また， i留別的で実践的でありなが

ら普遍約，体系的要素のある論文・調査・実践報告を募

集しました。

今陛}は 22編の応募がありました。その:ゃから 9編の発

表のご依頼を申し上げました。残念ながら，お 2入方は

ご都合がつかずに発表していただけないのですが，お手

元にあります論文集に載っておりますので，その論文も

合めて後半の討議で話し合いをしていただければと怠い

ます。まず7編の発表から進めていきたいと忠います。

どうぞよろしくお願いいたします。

4目2 発表に対する質疑匂応答

*発表内容は本文をご覧下さい。( )は本文掲載ページ。ここ

では，各発表の後に行った紫疑応答部分のみを掲載します。

1 ) 住まい まち学鷲の総合的な学習での実践報告

長谷川雅;告 (pp.39~44)

Q 系統的な取り組みで興味深く感じます。ただ，間

取りを組み立てることは難しいのではないかと思いまし

た。償援になると面白くなるというのはわかるのですが，

間取りは建築の専門教育でも重要な課題です。小学生に

題取りをどのように作ってもらうか，そのときの支援の

仕;卦けはどのようにされたのでしょうか。

0長谷川 2年前にも行ったことがあり，スケール感

が持てないということと，務取りを考えるための各部屋

の機能の基本的な理解がないということで，間取りとい

う，意味では非常に難しいと考えています。今年，中学3
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年生を対象に，コンビューターで間取りを考えながら p

ということをやったのですが，この寸らいになると部屋

の機能とか生活との関連がイメージできるようになって

きていると思います。

2) 子どもと地域が手を結び実現する夢会総合的な学習

一地域のネットワーク在生かして学びのネットワ

クをつくる 野村ゆかり (pp.9~14)

Q 子どもたちにとって龍馬は地元ですから，最初に

テー?を選ぶのに音量罵が好きでこれに取り組んだのか。

先ほど，調べたら地域の人は怒通りのことしか知らない，

意識していないということがありました。殺が龍馬好き

だったら子どもも龍馬好きになると思うのですが，先生

が縫馬好きでこういうふうな線開になったのか。その辺，

いかがでしょうか。

0野村 私が第四小学校に作ったときに，音量思が校歌

lこ出てくるのによくは知らいないという状態でした。ぞ

れから，いろいろなことで健罵につながる方と出会って，

魅力を知って払もだんだんファンになっていったという

のが正しいと思います。

また，生きるモデルを子どもに持たせたい，というこ

とを，教仰を始めてから自分のテー?としています。子

どもたちが思春期をすぎたころに，親から離れて向かそ

ういうものが持てないから思春期の揺れというものが大

きいのではないかなと思っています。そんなときに第四

小学校の卒業生たちが龍馬という つの生きるモデルが

あって，こういうときにこんな偲怒解決をしていった，

というようなことを知って体で味わってくれていればそ

ういうつらいことを乗り越えられるような力をつけるこ

とができるのではないかと考えました。

Q 子どもは最初から龍馬というものを態識していた

のですか。テーマは先生から投げかけたのですか。

。野村 あまり意識はなく，ただ単に穣馬が出てくる

校歌を歌っていたという状態です。テー?としてこちら

から「龍J鳴をやりましょう」ということは爵わないで，

なるべくそっちに行くように側面的にしていきました。

子どもたちも 5年生のときに，龍馬のことをすればいろ

いろな形で大人が協力をしてくれるし，いろいろな情報

を得られるということを感じていましたので，すんなり

と龍賂で 2年総学んでいくという一つのものが出来上が

ったと段、います。

Q とても素敵なマップですが，具体的に，印刷j績は

どこから出ているのか，どなたがレイアウトをしてどの
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ように印刷されたのか教えてください。

0野村 これは子どもたちがコンピューターで打った

ものですοそれを，子どもたちがやるのであればお披話

したい」ということで，レイアウトはコンサルタントの

方がボランティアでやって下さいました。子どもたちの

記事は，私が盟諸担当ですので，見出しのつけ方とか 3

特ダネのことは高知新関の記者の方に教えていただいた

りしながらすすめました。龍馬の「穣」という字なども

パラパうだったのですが，全部に出すのであればこの

「青gJがいいということで，いろいろなことを子どもた

ちが見つけて直していきました。

EPlillJ費については，地域の旅館やホテル，ライオンズ

クラブや龍罵会の方ヤに資金を足していただきました。

反響が大きかったので，今年度になって学校教湾課から

もお金を出していただきました。高知市の銃光課からも

支t霊をしていただきました。

3) 総合学習 受流学習で進める「バリアフリーのまち

づくり J -仙台市における実践報告その 2

EE代久美 (pp.15~20) 

O小漂 昨年の発表から学君主が非常に広がって，学校

間交流，地域との?i'.i九メディアがいろいろな可能性を

秘めているということ，その業病らしい可能性を教えて

いただいた論文だったと患います。

Q このマップ型学習誠資システムというのはGIS

をf吏ったものですか。どのようなものでしょうか。

OEE代 基本的にGISを応用しています。地凶のゆ

に地点をプロット G，その中に文字情報と写真情報を埋

め込むことができるようになっています。もちろんほか

の人が埋め込んだ情報を読み出すこともできる。「ここ

は何だろう ?Jというのでプロットしである点をクリッ

クすると「ここはこういうバリアフリーがありました」

という文字情報と写真が出てきて，写真はクリックする

と大きくして克ることができる。

さらにそれらは掲示板とリンクしていて iここの情

報について自分はこうだと思うけれども，みなさんはど

うですか」というようにプロットされた情報に対して掲

示板を使ってコメントを書き加えることができる。掲示

板なので，それに対してどんどん意見・感想やそれにつ

いての返事をつなげることができる。掲矛、板から1也凶，

地図から掲示板の行き来が臼由にできるようになってい

ます。

地図上にフロットする点については i車椅子の方の

ためのパリアフリーJ'続党・聴覚F章容の15のためのバリ

アフリーJiみんなに優しいパリアフリー」ということで

色分けをしてあります。このうち「みんな」というのは，

交流しながら学習を進めていく中で，子どもたちの方か

ら「見ていると大きく 3つぐらいに分かれているみたい

だよJiそんなに高調かく分けなくてもいいんじゃない」と

いう意見が出てきたのでこのような 3つのカテゴリーに

分類して色分けすることになりました。

Q 発表でパソコンを使う子どもと紙芝居や演劇的表

現在使う子ども，ハイテクとローテク，手づくり表現型

と両方あるとのことでしたが，内容においての質的な遠

いはありましたか。外間的なことだけを言うやり万とも

う少し内部約な問題についての内面性を深めた表現とい

ったように，表現の手法によって内容が違ったというこ

とはありますか。

OEEit 初めからパソコンを使うかどうかは， t担任の
先生が得意かそうではないかということにも影響されま

したが，基本的には，子どもたちが「ほかの学校の人に

もネットワーク上で発表できるようにパソコンでまとめ

たい」と言った場合には，その希望に添うように教郎も

できるだけサポートをしました。

調べてきたことについてはどのグループもよくまとめ

ていたようです。 Iまぼ全員が白紙の状態からのスタート

でしたので表現の違いによる内容の深まりの羨は今回は

あまり大きくないと思います。ただ，人との出会いなど，

身近な現実に自を向けるきっかけが伺かあった場合には

深まりが大きかったかもしれません。

劇をつくったのは漂立臨書館を調べにいったグループ

で，たまたま院の不自協なJちが来ていて点字図書を探す

ためにカウンターの人とやり取りしているのを実際に見

ていたのですが，その場にビデオを持っていたわけでは

ないので「これは皆にも報告しなければ。それにはどう

したらいいか?Jというので，自分たちの意見を織り込

みながら，その再現という形で劇をつくっていました。

グループごとに透った体験をしましたので，絞内で発

表会をしてそれぞれのグループの体験の共有イむを凶りま

した。車jのグループは評判が良かったですね。校外学習

窃体もそうなので"が，机の前に座っているだけではな

くて体を動かすことが学びを深めるための叢皇室な嬰紫に

なっていると感じています。特に低学年になるほどその

傾向がありますね。今闘は，劇でまとめたものについて

はネットワーク上で情報発信できなかったのですが，デ

ジタルピデオに記録して動画で配信するなど技術的には

今後可能なのではないかと怠います。

4) 未来のまちづくりを題材にした総合的な学習の可能

性 東長田T小学校における郡都心ブロジェウト

亀崎英治 (pp.21~26) 

Q 潔境という観点でまちづくり学穏を始めて， i l、
はじめは「小さな子ども連れJi高齢者Ji外調人Ji妊婦 るもの，いらないもの」ということで調べていったよう

さん」などのように細かく分けていたのですがョ他校と ですが，副都心計箇と潤くと新しいものが整僑されると
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いうイメージを抱いてしまったのですが，そういった主意

味で，模型をつくるまでのアイディアの中で新しくつく

るものではどういうものがありましたか。

。亀崎 実際に更地で，そこに新しいまちがつくられ

ていくということなのですが，肝心なのは周りのつなが

りだということで，腐りのまちを見て，そこからそのま

ちを考えていくのが大事だろうということで行いました。

いまのまちを見て残したい，要らないというふうに考え

てつくっていったのですが，新しいものとして出てきた

ものはエネルギ一関係でソーラーパネルなどです。模型

では，家をたくさんつくっていったのですが， 1つひと

つにソーラーパネルが付いているのです。あるいは，道

路を地下化で僕!裂を実際に継っていったりしていました。

Q 訟都心という大きなプロジェクトに子どもの声を

と発想した委託者の市の担当は自主白いと思ったのですが，

そういう大きなプロジェケトでは，ともすれば子どもの

声を鶴いたって，現実には建設関係のいろいろな利権の

構造などで吹き飛んでしまうというようなことがあるの

ですが，実現性での見通しはどうなのでしょうかD 先ほ

どの公園という形だけなのか，そのほかのいろいろな燦

関にあるのか。

もう lつは，環境の視点在大きなフレームでコンセブ

トにする。子どもがそういう環境の視点、を出していった

ということならば面白いのですが，こちらから最初に予

見として与えたのかどうか。その辺，いかがですか。

0亀崎 昨年度は副都心:'I':体を設計していって，員終

的には行政に手渡しという形で終わらせました。その後

のまちづくり検討会など，大人たちの集まりもあって，

そういうガもお呼びしてアピールしていって，環境につ

いては本当に考えていかなければいけないということで，

話を間きましたら Iそういうことも盛り込んでいくよ

うにした」と開いています。

ただ，実際にどうなるかは難しいところです。例えば

公習も，子どもたちが 9つのパターンを提案していくの

ですが，それが本当に実現するかどうかは難しいようで

す。ですが，それを考えていく過程も大切だと思ってい

ますので，行政に「ちょっと難しいから」と言われでも，

学校からは「それでもなおやりたしリ I子どもたちに考

えさせていきた，¥ Jということで耳立り京宣んでいます。そ

れが実現できればいいのですが，実現するしないにかか

わらず，とにかく子どもに考えさせて子どもなりにアピ

ールしていこうと思っているところです。

環境の視点は， 5年生の最初の時点で教富市のほうで設

定しました。その中で子どもがテー?を決めていく。「信

分はいろいろ勉強してきてエネルギーでいきたい」とか，

あるいは環境と設定しでも否「それでも福祉でいきたい」

という子どもが出てきたので， 6年生ではさらに広げて

福祉という視点も設けていこうということになりました。
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5) 絵本の活用のための基礎的認査一住教育プログラム

の確立に潤する研究 久内純子(印 111~116)

Q 函市い視点で感心しました。ただ往潔壌というこ

とで，絵本を箔るというのはかなり鴎難なことだと思い

ました。こちらの論文にコミュニケーション欄がありま

すが，人と人との関わりとか，そういう所まで広げてい

ったら，ほとんどの絵本が入ってしまうのではないかと

足、います。「そらいろのたね』などの，一気住居に関わっ

ているようですが，コミュニケ】ションみたいな，そう

いう本をどこまで拾い上げるつもりでいらしたのか，お

伺いしたいと息います。

。久内 確かにどこまでを限定して住教育というのか

というのは，いちばん2苦慮したした点です。今凶はコミ

ュニケーションに関して Iコミュニケーシヨンをとる

といろいろな人と分かり合うこともできるんだよ」。ある

いは「楽しく暮らすことができるんだよ」。あるいはまち

のゆにいろいろな人がいて，いろいろな価値感の下，一

緒に暮らしているというときに Iコミュニケーション

をすることによって分かり合うこともできるんだよ」と

いう，そういうようなかなり線定したまち，あるいは

絡に伎むという，そういうこと，あるいは近隣，お隣り

さんというところに限定しました。ですから怨愛は入っ

ていません。本当にこれは難しかった問題です。コミュ

ニケーション銭きにしたものというのは 1つもないわけ

ですから，すべて入ると設えば入るのですが，いろいろ

な人が住んでいるまちの中でどうやったら気持よく募ら

していけるのだろうかという，その部分についてのみ選

びました。

Q 私も絵本が大好きで，綬業にも是非使いたいと盟、

い，使ったりもしています。けれど人数が多い集i司で絵

本を見せるというのは，なかなか難しいのです。例えば

40人なら判官官用態してじっくり眺めていくと，盟、いが

けない所を子どもが見つけ出して，反応するような所が

出てくると思うのです。また，スライドのようなものに

して，大きく写してみんなで党るという方法もあると思

うのです。異体的な使い方で，もし何か体験がおありで

したら教えてください。

0久内 実はそれは来年やってみたら笛鳴いねという

範囲で終わっているのですが，私どもが絵本を選んでい

く中で，絵本の大きさというのは今凶は全く問題にしま

せんでした。すごく小さい本も実際にありまして，そう

いう本も拡大すれば使えるのではないかということで入

っています。絵本の具体的な使い方としては，先ほどど

なたかがおっしゃっていましたが，子どもたちにチー?

を探させると言っても，難しいのではないか。何もない

ところからでは難しいのではないかというときのきっか

けづくりとして，伺罷かの絵本を読んで，その中から自
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分で，電柱に興味を持ったとか，こういうお痛を総べて

みたい。あるいは下水はどうなっているのだろうみたい

な，そういうテー?を探すというのもあります。具体的

に自分がテー?を探して，翻査をしていく中で 2 実際に

まちに出て行って，調べるということももちろんあるの

ですが，それだけではカバーしきれない部分というもの

を，絵本で補うということもできると患います。

さらにまちに出て，いろいろな人と会ってお話を部い

たり，実際に呂で兇てきたことなど，絵本というのは非

常に集約されていますので，それを依激的に全体像を見

て磯認する。自分たちが学んできたことは一体どういう

ことだったのだろう。下水処理施設に行ったときに，下

水というのはどうまちの中を流れて，どう人の役に立っ

ているのだろうと。そういう総合的なことをもう一度縫

認するということも，絵本の使い方としてとても大切な

のではないかと思います。

。小濃 いまのお話を侭っていて，アメリカでは絵本

だけでなく，子どもミュージアムでそういう断面図があ

ったなとか，子どもがまま王室どうなっているのだろうとい

うところが，パツと見えるようになっていた。また，ア

メリカの小学校，特に低学年では，教案の中にそれぞれ

その月の子一?の絵本が護いてあるということを思い出

しました。そのような多織な}足踏があるかと思います。

6) 地域で育てる学校どオ卜ーブ 童IJ生と管理活用

林まゆみ (pp051~56)

Q ビオトープという言葉を勘違いしているのかもし

れませんが，今回調査された 30数校ほとんどビオトープ

に水があります。もともとない所にも水を造っている。

なぜ水がなければいけないのでしょうか。ただの土の所

に自然に草が生えたり，そこに虫が飛んできたりとか，

そこだけでも環境学習できると思うのですが。

0林 ピオトープは，生き物の生息する空路というこ

とですから，極端に言えば木 1本でもいい。そういう意

味でのどオトープは，水辺の必要は全然ありません。た

だ子どもたちに親しみやすいとか，いろいろな水楼槌物

や動物が飛来するというような呂約を持つという意味で，

学校のビオトーブでは，水辺が好まれる傾向があります。

神戸市の中では，ピオトープと言うと水辺という形が定

着しています。

7) [われPJ 2年自の進化 東京都杉並区松ノ木小学

校の取り組み一 山B清 (ppA5~50)

Q 小学校の総合的な学習についての提案でとても興

味があり，できたらやってみたいと患っています。ただ

この活動は，小中高火の子どもたちが，同じE寺閤，向じ

空間に一堂に集まらないとできないのか，それとも，そ

うではないと思われますか。それぞれの所でやっていき
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ながら)車境できるということでしょうか。

Ol幻因 子一?にもよると思います。もちろん川主主に

会してやったほうがいい場合もあるでしょうし，それぞ

れの持場，持場で少しずつ伺かを共有しながらやってい

くということもあると恕、います。この提案で大事なこと

は，小学校は小学校，中学校は中学校というように切り

離すものではないということです。例えば人は 15歳から

16歳になるときに，切れているわけではないです。その

ように仰となくズルズルつながって，待問とともに生き

ていたり，あるいは地域とつながっていたりということ

が現実の社会だと思いますから，そういう窓口五で，テー

マやそのときの状況に応じて，緩やかに考えていけばい

いのではないかと思っています。

403 全体討論

御子どもに建築の知識は必要なのか

。木下(千葉大学) 設初は発表者に官調印!の質問につ

いて答えていただきたいと J皆、います。

大道さんから長谷川さんに対して[建築に関する専

門的知識は，小学生にと。の程度必要ですか」とあります

が，いかがでしょう。

。長谷)11 媛築的な知識は，ほとんど必要望はないと思

うのですが，授業の中で3建物を見せたり，興味を持って

もらうことが必婆だと恕います。小学校，中学校，高校

と発達していくに従って，それぞれの段階での知識は必

要なのでしょうが，まずは関心や興味を持つことからは

じめてはどうかと思、います。

O木下 これまで学校と地域をつなぐやり方や， NP 

Oの役割などを議論してきましたが，今回もその辺が浮

かび上がっています。また，今Elの認の中で，子どもた

ちが何も(予備知識や動機が)ない中でやっても，とい

う話がありました。宣言初のきっかけ，言葉題の展開，その

辺の話は後半で議論をしたいと思います。

幽メディアを使ったバリアフリーのまちづくりとは

0木下 回代さんに矢崎さんからの質問です。「メデ

ィアを使った交流で，実際に磁を昆て話したいという要

望が出たようですが，テレど会議シスチムを体験した後

の利用はたくさんあったのでしょうか。そのシスチムの

メディアとしての有効慢についてお潤かせください」と

いうのが 1つ践の質問です。

池日ヨさんからは[継続するためには，経験者がつーダ

ーシッブをとるということでしたが，具体的な方法があ

りましたら教えてくださいムこれが2つ尽の質問です。

予雪山さんからは， [f出台の場合，1子政はどのように患者わ
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っているのでしょっか。教育委員会だけではなくて，ま

ちづくり総連の部署が関わってやっていることはありま

すか。」という質的です。

菊池さんからは，子どもの鋭い視線，ゴミバリアヲ生

きものへの視線を大人と共有する仕組みとして， G I S 

は有効だと思います。ただ， G I S.1:の情報を使って，

子どもたちが物語を作れる仕組みもあっていいと忠、いま

す。掲市級による交流だけではなく，ストーリーの表現

もできるシステムが欲しいJという意見がありました。

OE百代 テレピ会議システムは，当初の学習計訴には

なく，子どもたちが「やりたしりといってから企越をし

たので 2 学習の終わりごろに l回行っただけになってし

まいました。そのためお互いの学習の発表会という感じ

で，議論まで深められなかったのですが，子どもたちか

ら「また来年も何回かやりたいね」という衛がよuてきま

した。そのかわり，事前にビデオレターを作って粉手の

学校に渡し，メンバーの紹介やこんなふうにまち多きを

しました，こんな学習をしました，ということをお知ら

せしていたので，テレビ会議で初めて相手の顔を見た時

にも殺しみ感があったようです。また，事前に掲示板で

やりとりをしていたので，この人が自分にコメントを

書いてくれた人だJ ということで，実際に相手の顔が兇

えたことが嬉しいという感想が多く儲かれました。

2つ自の質砲ですが，今回ー一番感じたのは，無理なく

できる範Il!lでやるということでした。昨年経験していた

学校は，成功したことも失致したことも，とにかくオー

ブンにするということで，ほかの学校の安心感になりま

した。無理しないという点では，パリアブザーをテーマ

にした学習については，各学校の事情に合わせて，年間

計盟jが他に決まっていてあまり時間が取れなければ l時

照でも 2U寺隠でもいいということにしました。

交流についても，既に「まちづくり」というテー?で

総合的な学習を進めている学校がありましたが，それな

らそれで，全体のテー?を「バリアフリーJにしなくて

もいいから，まちづくりJというテー?の中で福祉に興

味のある子どもが何人かでもいれば，そこをコアにして

交流するということで，できる範屈で交流を行いました。

直接奈流にするか，ネットワーク上での交流にするか，

E主流の頻度，内容なども特に決めず，それぞれの学校が

できる範屈でやりました。そういうやり方でやったこと

が，リードする学校もやりやすかったし，先生も負担を

感じなくて済んだし，子どもたちも自分たちのベースで

進められたし，交流もできた，という点ではないかと患

っています。

行政とのコラボレーションという点では，市の教育セ

ンターを通してホームベージ上にいろいろなことを公開

したり，まとめていただいたりしました。また社会福祉

協議会からキャップハンディ体験で使う車いすをお借り
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しましたc 今[訟はまちづくり関係の行政や教資委員会と

絡に侭かやったということは特にありませんでしたが，

学習のテーマが「まちづくり」ということであれば，行

政と学校との連携IH!tに行われているという土壌が的台

にはあります。

マップシステムについては，今後いろいろな使い方が

考えられると思いますが，現在はメディアリチラシーや

セキュリティの訴での諜題があって，完余な公開l立市内

の学校に'Rられていて，インターネットでは一部しか兇

られないのですが，将来的にはもう少し公開の範函を広

げ，いろいろな人に昆てもらいたいという希望を 2 子ど

もたちは持っています。

園まちづくり学習は，どう評価していくのか

。木下 亀締先生に，大道さんからの質問です。「模型{

表現に対するデザイン的評鰯は行ったのでしょうか」と

ありますが，い主ミがでしょうか。

。重量崎 専門的な部分はあまり分からなかったのです

が，模型を作りながら随時，教部!も子どもたちとー綴に

考えていきました。模型のいいところは，作っておしま

いではなくて，手直しができることです。例えば，模型

に木をつけていく作業でも，初め子どもたちは，たくさ

ん木をブスブス刺していくのです。それを見て，様祉を

考えている子どもから「交主主点近くに木をやたらに椴え

たら， f見界が遮られて危険ではないか」と言うような筒

が出てきたりして，子どもたち自身で話し合いながら，

隠終修正をしていきました。また，公閑づくりでは，地

域のガや保護者の万にも来ていただき，アドパイスをも

らって，模製をいろいろ手践ししていきました。

0大道(江戸川区立第二松江小学校) 総合的学潔

でも，やはり詳価をしなければいけないと忠、うのです。

導門的な知識は小学生にいらないと言われましたが，模

fftJ.という表現を実際にやるわけで，例えば子どもたちが

調べて環境に対する「いるもの固いらないものJをクリ

アしていくという絞点で作る場合と，もっと感覚的なも

のの見万で作る場合があると怠うのです。つまり，美観

や部自さといった銭点で模型など子どもが作ったものを

評悩するという考えがおありだったかどうかお鶴吉した

いのです。

1最境というと全体的にどうしても機能的な部分が多く

なるのですが，やはり文化的な側並立とか，感情的なもの

も教育の場では必要ではないかというところで，評{面観

点はどうされたのでしょうか。

。重量崎 すごく痛いところを突力通れた感じなのですが，

実F努そこがはっきりと定まっていないところがありまし

た。それが今のうちの学校での課題です。育てたい力に

対して，呉体的にどう評価していくか，何で評価してい
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くか。模型も評側に入りますし，発表も入ります。途中

のいろいろな自己評価とかも，子どもにさせてはいるの

ですが，それをどう評価していくかというところは，や

はり今後の謀、怒と患っています。

。木下 以前，まちワーク研究会でその辺の議論をイ

ギリスのアイリーン・アダムスさんと 緒にやったこと

があります。彼女は，元美術教師で， JJ苦境をアートを過

してとらえます。絵とか歌とか機型とかいろいろなもの

を作って，それらも絡めて詳姉します。日本では，まだ

そういったことを評側の対象にしていくというのは，い

ろいろ抵抗もあり，なかなか難しい頭があるようで，そ

の辺も課題だと感じています。

。奈須(立教大学) 評価論は，評癌の方法論や，評

価の対象を侭にするかということではなくて，教育の問

題でいうと内容論です。まちづくりが美的にできている

かで評価するのか，都市計画の基本的な知識が実現でき

ているかで許価するのか，この場合はそうではないと思

います。伊iえば福祉約な綴点でもいいし，環境的な観点

でもいいですが，子どもたちが追求しようとして，先生

がそこで気づかせようとした方向性で，それが表れてい

るかで評偲するというように，指導の内容しだいだと思

うのです。要するに評儲できるかどうかということは，

評価の技術の問題や続点の間皇室ではなく 2 実は学力論で

す。内詩編成がしっかりしていれば，評価というのはで

きるのですが，今はそれが低下していると忠われます。

~ A E R AJ (2002年3月10[1号)で，総合的学習

は死んだなどと無茶なことを書いていますが，つまり内

容論が不安定だからあのように書かれるのです。内容が

あるということは，別に教え込むということではないの

ですが，その辺りのことは，野村さんや沼代さん， ILi fll 

さんの実践にも関わることだと恕いますので 3 今の亀崎

さんたちの実践を 1つの切り口にして，後で議論しまし

ょう。

画インターネットを利用した絵本の活用は

0奈須 久内さんに，高橋さんから緊問がきています。

「絵本の活用について，インターネット利用等の可能性

はあるでしょうか」ということと「今日の発表は，棺互

にリンクしているのでしょうか」という具体的な質問で

す。

。久内 絵本に限らず，本はすべてそうだと思うので

すが，実際に呂の前に紙というか，物質としてあるほう

が人間自体アナログなので，分かりやすいと思います。

インターネット活用ということでは，基本的には絵本の

購入や検索をするというのは，すでに出版社などで行わ

れているのですが，絵本自体の配信は，今のところ行わ

れていないので，書Qiや出版社に直接問い合わせて購入
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するなど，災物を手に入れるしかないと思います。

0高橋 (AMR) 今日の発表で，偽の方は火なり小

なりインターネットに関係があり，それぞれのホームペ

ージが多分あると思いますので，今日を機縁にお互いに

リンクlまされるのでしょうか。

。久内 ホームベージを立ち上げようという諮はある

のです。今日H挙げさせていただいた 100冊そらいのほか

にも，使える可能性のある本が 800~900 冊ほどリスト

アップされていますので，本来ならばホームベージ等を

立ち上げなければいけないはずなのですが，なかなかそ

こまでいっていないのが現状です。もし興味がおありで

したら，私のほうに言っていただければ，データとして

送らせていただきます。

0奈須 今日ご発表いただいた方ヤの HPを{主総研が

リンクをはるなどといったことへのご提案でもあります。

その辺に強い方がたくさんおられますから 9 またいろい

ろ考えてくださるといいと思います。{主総研の委爵会で

も話題にしましょう。

次に，久内さんに)11越さんから，分類方法ももっと単

純化して，例えば，まち 家・出会いというふうに，子

どもの視線でやるのも面白いかもしれないですね」とい

うごも宝案をいただきました。

。久内 今回は基本的に光栄方に活用していただきた

いということを悶f旨しました。 f司の科目でもいいのです

が，今度こういうことを授業で取り上げたいという符に，

より綴かく分類することによって，どの本をチョイスし

たらいいのかということが分かりやすくなるのではない

かということでヲあえて総かく分類しました。

幽絵本の特性を活力、した授業とは

O奈須 もう 1つ川、野さん士通ら，絵本を筏業で絞り

入れている伊jをご存じでしたら，お開きしたいのですが。

その場合使われているのは知識本でしょうか。活的がは

っきりしている分，知識本のほうが使いやすいのかもし

れませんが。また，絵本を分類すると，庄倒的に文芸も

のが多いようですが，知識本のニーズは低いのでしょう

か」という質問です。

。久内 私は，教育のほうは全く専門外ですので，絵

本を実際に活用している併というのを具体的には分から

ないですが，絵本の使い方として，先生方に絵本で勉強

していただくという活用方法があると思うのです。大人

向けのすごく分厚くて 3 細かく醤いてある毒事F守護があり

ますが，子どもに教える時にそこまで必要ないし，持部

もそんなにとれない。それよりも，絵本みたいにまとま

った形で，全体の枠をとらえられるというのは，とても

便利です。実際に私自身ライターとして何か調べる特に，

絵本から入るということもありますので，先生方に活用
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していただくことも考えられると思います。

。奈須 野村先生は国語のご専門ですが，何かご得じ

ないですか。あるいはアイディアがあれば，教えていた

だきたいと思うのですが。

。野村 西村繁男さんという方が，土佐の目隠市を題

材に絵本を活かれていますげにちょういち」主主心社)。

高知城の下で呂穣市をやっているのですが，私たち上町

のほうでは，火稽市というのが行われています。その中

で，最初に官官村繁男さんが第 小学校の卒業生であると

いう話した上で， aa雇市という本を題材にして，し 2

年生で「こんな感じで火曜市を生き生きとみんなに怯え

ましょう」ということを絵や文でやったという実践があ

ります。

0久内 今回は文安本を中心に調べました。文芸ヰ;は

題名を見ても，ヌド搬の前に行っただけでは，中身に寒か

れている内議がすごくつかみにくいからです。知識本I;J:， 

基本的に中身がそのまま題名に出ているので，それこそ

インターネットの検索などで簡単に引き出せるのです。

実際には，総合的な学習が本務的に始まるということで，

知識本はものすごい勢いで出ています。シリーズ化して

あったり，社会のニーズとすごく連動していて，草署境や

福杖，パ 1)アフリー関係なども，数多く出絞されていま

す。

。奈須 知識本は現実にいっぱい使われていますね。

ちょっと凝った使い15で1つご紹介すると，詞絡の附嵐

小学校で前にやっておられたのですが，自分たちの飼っ

ているザリガニについて 2年生が l年生に伝えたい終に，

知識本でお話ふうに書いたザリガニの本と，完全に図鑑

的に書いたものと 2冊を先生が準備して，どちらをベー

スにしてf丘えるかということをかなりE義論しながら，朝日

手意識とメディアの特質ということも探求させ，少し掴

語的な学力のイメージも含めたような生活科の授業を拝

見したことがあります。それも絵本が持っている特質，

持ち味を教材として扱ったような実践だと思いました。

O陀国(筑波大学鮒属小学校) 6年生で住まい方の

学習に入る持に '1主まいってなあに」とイメージイじさせ

るためにやっている授業があります。『まちはこどもの

ワンダーらんど~ (風土社)の中で木下先生が紹介されて

いる， *託 1枚を破ったり，まるめたり，ちぎったりして，

10分か 15分寸らいで鏑単な住まいの模型を作る授業で

す。「もし住むのだったら窓がないね。床はどうかな?潔

根は ?Jという，住まいの構造的な条件を取り上げてい

って，それで振り返って自分の作った伎まいを見た後に，

加古里子さんの『あなたのいえ わたしのいえ"d補者舘

書出)という「住まいってこういうものだ」と紹介して

いる絵本を読んで最後の締めくくりをするということを

やりました。

もう 1つ，木村裕 さん作の『あらしのよるに~ (議
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談宇土)という，本当に醤白くて離せなくなるような本が

あります。いま第 6巻までおたのですが，これがリスト

に紹介されて「えっ，これが住教育なの」と足、いました。

それを使った 2年生の盟諸の授業があります。子どもた

ちにまず読ませて， rこれは，どんな本なのかな?どうい

うことを言いたいのかな ?Jと協議の先生が鴎きます。

そうしたら r自分と透った人とお友達になるような本」

だとか r自分と敵になってしまうような立場の裕手と

仲良くなる」とか「友情の本です」と大体の子が霞いま

す。その授業では，第5巻まで本がtちている持に，第6

巻を子どもたちに，お話の続きを考えさせるという国語

の筏業でした。

醤ピオトーブと子どもの穏わり方iま

。奈須 次に，林さんへ)11越さんからの質問です。「ピ

オトープにおいて，環境保全と子どもの自然体験が相反

する場合があります。例えば，池に子どもが入って泥遊

びゃトンボとりをするといったことですが，その場合，

対応はどう考えればいいでしょうかJということですが。

O林 私たちは，専門家というか， NPOとして，モ

ニタリングなどで池の中に入って，ヤゴすくいをしてい

るわけですが，子どもたちから見ると，うらやましくで

しょうがないらしいですね。先生方は学校の中では，そ

の近辺の観察などはしているのですが，池には人らない

ようにと指導されています。

子どもたちも池に入って，そういう調査を体験できる

といいかもしれないですね。水械のようなコンクリート

できっちりしたようなものもあるわけですが，ピオトー

プのような，環I亮保全と言うことを践的とする，そうい

った装援の関わり方も含めて，子どもが入っていくこと

で，逆に環境保全に資するような形ということが望まれ

ているのではないかと盟、います。

盤学校と地域のチャンネ)"づくりを

0木下 地域との関わりや，全体への討議に移りたい

と思います。

山田さんの発表に対して，星野さんからの感想を紹介

させていただきます。「発表の提案の中に，小・ g::l• ~芸

大学生，そして大人， t社代を越えたつながりが大切とい

っていましたが，私もその考えに共感しています。今後

は，それを支える先生方も枠を越えたつながりが必婆だ

と思います。世間谷区では，高校の先生が中学校に行く

ようですが」とあります。

JlI越さんからは rわれPの中で，子どもたちが00

したいと主体的な発想に変化したことは感動的なことで

すね。ただ，他の発表にあったように，地域の住民など

の意識を高めていくことは難しいかと思います。地域と
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の隠わり，地域での尽に見えた変イむがあれば教えてくだ

さい」ということです。

。山田 まず「われPJの取り絡みを通して 2 地域:で

沼に見えた変化といいますと 2 このプロジェケトは地域

調べだけではなく，不登校，引きこもりですとか，プレ

ーパークづくりなどと共にやっていて， 3年f習のうちの

2年目がようやく終わったところなのですが 3 それぞれ

の部門が他の地域や関係している方々とつながり始めた

ということは，大きな変化というか，成果だろうと思い

ます。

また， Iml!誕の人ヤの意識を高めるといいますか，保別

にはいろいろな問題意識を持っている方はたくさんいら

っしゃいます。学校の先生方も， 4月からの総合的な学

習の時間に対してテストランをしているわけですが，そ

こで重要なのは 2 子どもの学びの場がどのようにあった

らいいのかということを， t也域の人と学校が一緒になっ

て考えていくことだとJ思うのです。先ほど WAERA~

の話がI:Hましたが，それを読んだ方々が，総合的学習に

未来があるか，というようなことを言っている方がいま

した。

おそらく，今の状態がそのまま続くとすれば， 3年も

経たないうちに早くも形骸イじするのではないかと私は危

慎しています。そうならないためにも，まず最初の 歩

としては，子どもの学び場のあり方について，地域の人

と学校が協議をしていく。続いては，その学校での総合

的学習の内容や取り総み方についても地域の人と協議を

していく。それが重要だと思うのです。

学校の授業に地域の人材を活用することは，もう山ほ

どありますが，私の呂からすれば，それらの多くはスポ

ット的であるということと，もう lつは学校から依頼さ

れているというケースが多いです。表面的には，地域の

人材を活用しているわけですが，子どもの学びをどうし

ていくかという総合的なプログラミングの中に震かれて

いないところ形鮫化していくのではないかと感じる理由

です。ですから 2 地域の人々の意識を高めるというより

は，まずそのチャンネルを作ることなのではないかと思

います。

掴子どものまちづくりは，現実fじするのか

O木下 関連して，関郡さんから亀崎先生の発表に対

して「未来のまちづくりに子どもたちが調わることはと

ても大切なことだし，将来の社会づくりに関して当然だ

といえます。しかし，小学校で環境や福祉等々を考えさ

せ，視点をj尭めてプロジェクトを作っていくことは，現

場の教部だけでは大変だと思うのです。また，こうした

提案をしても，やはり現実化できないのだということを

子どもたちが知ると，やる気を失うのではないかと思わ
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れます。社会が子どもたちの意見を少しでも衝いてくれ

るようになっていくことを望みます」ということです。

O亀嶋 現実になればいいのですが，私たち教部とし

て，まちづくり学館に 2年闘機わって，やはり自分にで

きることは，子どもたちの人づくりだと思います。将来

そこに住むであろう子どもたちの意識を育てていくのが

大事で，大人になった時に，そのまちをつくっていくと

いうようなことだと考えています。行政が，子どもたち

が提案したものを本当に取り入れてくれると良いのです

が，子どもが一生懸命考え rこうしてください」と提案

して，それでおしまいというのでは，ちょっと違うかな

と感じています。宣言などをして終わるのではなくて，

本当にその子どもの態識とか，子ども自身の行動に震終

的につなげていきたいと怒っています。

。木下 沼郡さんは，松戸市の小金小学校の先集で，

私も一緒に地泊で「わくわく探検隊」なとやの活動をやっ

てきました。過去3年ほどやって，小金の駅前商庖街の

裂退や再開発などの課題もあり，いろいろ絡んでのこと

だったと思いますが，西部さんいかがですか。

。霞郡(松戸市立小金小学校) 先ほどのような提案

では，すごく火勢の方が関わっているわけで，そうなる

とI人の教闘がやっていくレベルを超えてしまっている

と思うのです。終わり方の諮もありましたが，もうちょ

っと簡単に，やりやすい形で釘常的にまちづくりのよう

なことができないと，終わってしまったという窓識だけ

で，子どもたちの行動変容にまで現れずに，思い出だけ

になってしまいます。そうではなくて，子どもたちに，

将来こういうふうな自分のまちにしたいんだ 3 という意

識を持たせていかなければならないと思います。

私もj河じような庁主でタウンウォッチングのようなこと

をして，まちをどうしょうかと考え，最後はやはり子と

もたちができることを社会に訴えていく，あまり難しい

ことではなくて号近くのおじさんたちに「僕たちこうい

うのをf宇ったから」と見てもら，¥，渡す，そういうこと

でもト分だと思います。先ほど，人づくりというお話が

あったのですが，それは決して無駄ではないと思う反頭，

それだけのことをやっても，そこで切れてしまうのかな

という実感がすごくあったのです。 1i大なもので，大勢

の人が見ている中で授業をされたように，大きな花が開

いた分，さっとしぼんでしまうのではないかという危慎

を感じたのです。

。奈須 戦後の社会科をめぐっても似たような議論が

ありました。子どもたちに現実の社会問題とリアルに対

決させるという立場と，対決させるとむしろうまくし、か

ないのではないかという立場です。都市計画でいくら理

想論を出してもョ最後は利権で動いてしまう。すると，

むしろキズついて，態度は弱くなるのではないかという

議論で，だから，リアルな問題に立ち向かわないで，あ
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る本の中の知識として，日本社会のまま本問題というのを

知識的に学んでしまえばいいんだというように，戦後の

社会科が分かれていったのです。1958年の学留指導要領

改定で，繋理された知識を学ぶ系統社会科に変わってい

った澄史があり，今またその分岐点に帰ってきています。

ですから，この!習題はすごく重たいと思います。

割地域の諜題在日常的!こ共有する場が必要

。木下 その辺，菊池さんも提起されておられて，野

村吉んへの意見でしょうか r地域の課題を子どもから

受けとったり，地域から伝えたり問いかけたり，日常的

に共有する湯が必要だと感じました。それを先生がコー

ディネータ一役になって，単見とする取り組みは素晴ら

しいと思います。 NPOが担い手となっている事例も多

いですが，日ごろの子どもたちを知らないとョ真のコー

ディネートはできないと思いますJ とあります。補足は

ありますか。

0菊地(コースボールジャパン) 野村先生の発表を

f司って，先生がお 1人でいろいろやられて素隣らしいと

思いました。しかし，龍馬がいない地域で，それだけの

勢いを作ることは本当にできるだろうかとも思いました。

本当に地域それぞれの深刻な譲怒というものがある中で，

子どもたちの力を使ったほうがいいのではないかと大人

がいろいろ考えて，学校に向けて協力をお願いし，それ

を先生がコーディネーターというか，プログラム全体を

イメージするという方法で 3 子どもたちにやらせてみる

というのが良いのではないかと，発表を!習きながら怠い

ました。

0木下 地域の課題を日常的に共有する場というのは，

非常に大事だということが先ほどの議論の延長にあると

思うのです。その辺，野村先生どうですか。

0野村 実はうちの地域もいろいろあります。余闘の

方から見ると，龍馬はすごく良い題材というふうに宛て

もらえるのですが，地域の中は必ずしも龍馬を宵定色村Jに

見ているわけではないのです。総馬 1人だけを取り上げ

るということに関して，上田Jの人たちは紙抗があり，全

国の人とは温度差があります。『龍馬マップ』には龍潟の

生家が復元や再元されることで出ていますが， 上出1の人

lまそういうことはイ中りたくないのです。者E，鳴を脊てたま

ちの，自分たちのコミュニティがほしいというような話

は，前からありました。子どもたちもまちづくり活動に

出させていただく中で rああ，こんなに温度差があるん

だなJということに気がついています。

2002年度着工の畿馬の生まれたまち記念館について，

いま話し合いに入っていまして，行政側も，子どもたち

の意見を是非関かせてほしいので，意見をまとめて話し

てくれないかと言っています。私の発表の中にあった干
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地を作りたいという気持ちゃ龍馬を訪ねてきてくれた人

と交流をしたいという気持ちは，みんな問じことなので s

そういう意味での大人との合意といったことをしながら

進んでいます。たしかに，リアルな間皇室に，子どもがど

れだけ入っていけるかは疑問を感じますが，地域とか行

政とかが，子どもたちの筒を取り入れたまちづくりをし

たいと考えていることは，ありがたいと怠っています。

翻活動主体グループの学校内での{立讃づけは

0木下 先生がコーディネーター役として，地域と関

わっていくという中で， NPOや中間総織の役割，また

行政の後押しとかということにもなってくると思います。

そこで，長主主)I[さんから亀約先生へ rまちづくり学溜

を紘一続的に実施しようとすると専門家の支援が必要と思

いますが，学校としてはどのような体制を望みますか」

という驚倒があります。これに絡んで，学校の先生側と

して考えなければいけないのは，活動主体グループの学

校内での位璽づけはどうなっているのか，学校内の年協

力リキュラムスケジュールの中に，どのような位讃づけ

で取り込まれているのか，というようなことがあります。

その辺を含めて，亀崎先生お最長いします。

。重量崎 最初は，行政も持者わるのが初めてで，アイデ

イア募集ということで，子どもの夢のあるまちの絵とか，

そういうのが欲しいという感じで話がきました。こちら

は，そうではなく環境ということで考えさせていきたい

ということで話し合っていった時に，ノウハウがあった

NPOの方ヤに入っていただいて，三者で何度とな<， 

話をして作り上げていったのです。絶対に学校の中だけ

では，あらゆる意味でもう成立しないものだというのを

つくづく感じました。専門的な部分の話を，子どもたち

にしてほしいこともあり，公民裂のデザイナーの方に話を

伺いにいったり，地域のほうによHて行って，いろいろ説

畿をしたり，士也1或の人を呼んで克ていただいたりとか，

いろいろな人との関わりがなければ，絶対に成り立たな

いということを感じました。

ただ，学4交でも，子どもたちをこう脊てたい，こうい

う力をつけたいというものがないと，結局はただのイベ

ント約なもので終わってしまうので，そこをしっかり押

さえて，その共通認識があれば，本当にうまくやってい

けるのではないかと窓、います。

聞学校と地域の意識のずれを自覚する

。木下 久内さんからは r総合的学習の企阪は，いつ

誰がどのように決めているのですか，またクラス念体で

|司じチーマで取り組まなければならないのでしょうか」

とか r住まいーまち学習の具体的な範協，あるいはこれ

からやってみたいことなどを教えてください」というご
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質問がありました。まず，最初の質問について奈須先生，

きっかけをお車買いします。

。奈須 まず，学校側がどんな力をつけたいか，カと

いうのは端的に言えば内待ですね。文部省もそうですが，

総合的な学濯では指導要領に相当するものを各学校で作

るべきだと私は言ってきました。それは教え込むという

ことではなくて，それを地域の人や保護者， NPOの人

たちと話し合って，どんな肉祭を級うことが子どもたち

にとって望ましいかということを話し合って学校として

作っていく。それを授業で叩き込むのではなくて，子ど

もたちが望んでやる活動の中で，実濁していく。そうし

ないと，活動そのものが呂的になり，それはイベントに

なるということですね。イベントでもいいと思いますが，

イベントを通じて何に気づかせ，どのように育てたいか

ということがあればいいのです。地域の，まちの学習だ

から，まちの人たち， t也域の人たちと一体になってその

ことを編み出していかなければいけないし，山田さんが

おっしゃったのは，そのための場が必要だということで

すね。

。山田 もう 1つ，総合的学習に隠して提案している

ことがあるのです。民間の人を公立学校の学校長に活用

しようという指向も取り組まれています。そういうよう

にして，校長に人事件と運営の裁震権を委ねるのです。

もちろん，無条件というわけにはいきませんから，校長

をどう選ぶかということは改めて検討しなければいけな

いのですが，私がもしそのような状況で校長になったと

したら，例えば杉並区の場合ですと，教室が結構余って

います。小中学校には，給食設備があるので，学校の授

業に支障のない範囲で収益事業をやります。例えば，夜

は地域に照叙するレストランや会議室としてョあるいは

音楽案，体育曲目などを有料で貸し出して，そこで上がっ

た収益で地域の人材を震うのです。そういうことをやれ

ば，もう lつ方向が出てくるのではないかと思うのです。

私の場合，給料をもらって取り組んでいるわけではな

いため，事前にお金を見つけてこなければいけないので

す。これはとっても辛いことです。でも，なぜやってい

るかというと，社会のf先制として，震f壬として，子ども

の学ぴ場の受け皿を地域に作る必要があるのではないか，

という患いでやっているのですが，このまま今の制度で

は私は日干しになるしかないのです。地域の人々 j NP 

Oを活用するというのはとても良いことなのですが，や

はりそこに財政的な保障が，仕組みの中に位殻づけられ

るということが大事だと患います。

。奈須 多分チャータースク ルが法制上もうす寸成

立します。今のようなことは，多分もっと公的に保障さ

れるのではないかと思っています。 i控の立場になると思

うのですが，野村先生は，教師でありながら，士官I!TX市民

としても活動をして，そこの中で立場の遠いに悩んでい
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るというお誌を伺ったと段、うのですが，そのQlはどうで

すか。活動は共有しているけれども，仰を脊てたいかと

いう部分において，まだ共有できていない部分がある。

その辺りの実感というか，お考えはどうでしょうか。

。野村 私たちはやはりイベントが皆様ではなくて，

そのことを還してどんな子を脊てたいということがある

わけです。福祉の部分でいえば，人と 4請に生活してい

こうという気持ちが育ったら良いというようにしていく

ことが，すごく大事なことだと思います。私も，上自Tと

いう所にいることを考えたら，龍潟のファンと言ってい

いのかという悩みもありまして，私の今の持点でいうと，

学校倶jから地域を兇た場合の惑識のかなりずれがあると

いうのが実感です。その課題に子どもたちに気づかせて

いくのであれば，やはり私にとっては，そういう地域の

方と触れ合う機会がなければ，学校のやっていることと

地域のやっていることが，会く違うことになってしまう

わけで，主購草されているところは，きちんと伝えなけれ

ばいけないし，説明もしないといけないのです。私にと

っても，本当に子どもとともに総合的学協をやっている

わけですが，大人の 市民として試されているなという

のは，すごく感じています。

阻まちづくりで大切なのは 3 郷土愛

O木下 仙台の場合にはNPOができていろいろつな

ぎがあるのですが 3 そういうものがない地域と非常に大

きな温度差がある。 rn代さんが報告されたニュータウン

でのPTAの方々が，発表を闘いて少し変わる，そうい

うことから少しずつI也i或を変えていくということはある

と患います。先ほどの山田さんからの部題提起と局じよ

うな悩みで，昨年発表していただいた矯本さんが，地域

のことをやるのは休みをとって，苦労しながらやってお

られるので，地域と学校の関係とか，今の総合的学習が

死んだのかと言われる意味なども含めて，少しお話をい

ただければと思います。

。橋本(畏塚市役所) 私の場合は混場で動き回るだ

けで，王町出品a'，}な整王製は全然できてないのですが，まちづ

ぐりにとっていちばん大事なのは，郷土愛だと思うので

す。だから rそのまちが好きやねん，住んでいる所が好

きやねん」という子どもの表現があったら，それがまち

づくりだと，行政に対して訴えているわけです。去年の

話ですが，潟校 l年生の発表を 3年生の卒業生が看板に

してくれました。その看板 1つ立てて「あっ，これはま

ちづくりにつながってねんJということを宝宣伝していま

す。

ご原知のように，まだまだ役戸斤のゆは頭でまちづくり

をする人が多いです。結局2 学校の動きに合わせた洛動

の成果を，地域の人たちが評価をするというのが，いち
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ばんだと思うのです。ですから，貝塚市の i}llの分校J

は，かつてあった地域が支える子どもの遊び場ではない

かと怠っているのです。要は， t也域の人たちがその子ど

もたちの活動をどう潔解するかどうかで，まちづくりに

つながっていくし，学校の先生も動きやすくなるという

ことだと思うのです。

睡その地域に応じたコーディネータ を

。林 告書速するのですが，私は，コンサルタントをし

ながらボランティアをすることを，草楽だと自分で割り

切っています。侭か作業を伴い，継続的に糞{壬を負うと

いうのは，体力も資本も要りますし，これは遊楽と思わ

ないとやっていられないと感じていました。

いろいろな所で継続する作業を伴う識整能力が求めら

れていて，コーディネーターが必要なのではないかとい

うことをよく酪きます。そうすると，総合的学留も含め

て，コーディネーターという新しい磯能というものを考

えていかなければいけないという意見があります。一方

で，それがまた専門家になってしまったら， j也j或とか市

民の力というのはサブ約になるという慈党もあり，もっ

と広い意味でのコ ディネーターが，専門家からも地域

からも行政からも出てくる時代になったのではないかと

思います。神戸でも非常に熱心にNPOやボランティア

活動をしていた人は，行政マンが多いです。やはり，経

済的な保持がないとできないという現実もあると忠われ

ます。そういう動きは，ほかの地域ではどうなのかなと

いうのが，疑問に思うところです。

。山田 今のお話で，給料の保輝なしでやるのはとて

も大変だよというのは，先ほど私も言いましたが，その

とおりです。もう lつ，コ ディネーターに関してです

が，今のお話をf司って，プレーパークの現状と最近の現

状はよく似ているなという気がしました。木下先生など

も，随分古くから環わっておられると患いますが，ブレ

リ グーというのは，巌近織業化しつつあるのです。

それが必要でありながら， 一方で子どもの遊びというの

が，極めて地域恨の高いところにあると，職業化したプ

レーリーダーがいる必要があるかどうかという議論が，

今いくつかの所で上がっているのです。

これはおそらく過渡期なのだろうと私は思っていて，

職業佑していくプレーリーダーも，この時代においては

やはり必要だなと思うとともに，そこの地域で育ってき

た人，もともと遊びに来た人が緩やかにリーダーに移行

していくような遊び場も，必要なのではないかと思いま

す。やはり， 旦は織業イちして，新しい毅能の開発とい

うのが，今の段階ではとても重要だと思います。我ヤの

プロジェクトは，来年度で社会福祉医療事業問の予算が

打ち切りですが，きちんと対倒が保障されるような仕組
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みとして，どのように残していかれるのかというのが，

今後の課題なのです。なるべく早いうちに職業化するよ

うなことに，一豆到達できればと思っています。

。奈須 今のお話は，学校仰iから見るとちょうど逆で

すね。教婦というのは，どこでも潤じことができるよう

に職業化して，養成されてきたわけです。それが地域の

学校という形に今戻ろうとしている。だから，教師がそ

の地域の市民とともに歩める教部で，その地域の市民に

なることが要求されていて，今，先生たちはIEっている

わけです。そこをふっ切れない人たちは，総合的な学協

を創造的にゃれなくて，教科蕎がないからやれない，あ

るいは学校のほうのプログラムにただ乗るという形でし

かできないわけです。さっきの亀崎先生や里子村先生の悩

みも，ある意味でその辺りかなという気がするのです。

O木下 先週，愛知県鶴田町の大潟消f}l1小学校の 5，

8年生が，総合的学習でログハウスを作ったということ

で，竣3式に行ってきました。現場の先生が地域との踏

をコーディネートし，ごたごたを全部背負い込んで，待

問と労力を費やして大変だったようです。しかし，竣工

式は，素晴らしいものでした。過疎化に世話む地域ですが，

そんな小さいことをこだわっていてもf土方がないという

感じで， 1つの成果ができると，何か希望が見えてきた

というような竣工式でした。そのように地域のそれぞれ

の状況に応じて，どう展開していくかを考え，高官のフォ

ーうムでテー?にしたように，子どもが変わって，大人

が変わる，士郎或が変わるというようなことが，いろいろ

な所で行われてくる。それが士血I識の人にも理解されてく

れば，総合的学留は死ななくて済むと思います。

それでは，最後のまとめを延藤先生にお願いします。

4.4 まとめ

量生き生きと育つ s 創造的な総合的学習の 11ヵ条

延藤安弘(千葉大学工学部教損)

たくさんの示唆に富むお話をいただき，まとめるとい

うことは難しいですが，今日の主題にそって，今後に備

え，キーワードをすくいよげてみたいと息います。ある

雑誌の「総合的学習は死んだJということについて，み

なさんが言っておられたことですが，今日の討論は「総

合的学笥はこのようにすれば生き生きと育つのではない

か」という，逆のプラスの方向を示す発表と議論に終始

したのではないかと怒います。そこで，総合的学習還の創

造的実現の条件，あるいは，このようにすれば生きてい

くという内容的評価の視点を， 11そらいに少し束ねてみ

たいと思います。

1 ) コミュニケーシ3ン&コラボレーション

( Communicat 
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1番目は，コミュニケーション&コラボレーション」

です。これは 3 連携と協働ということですが，二重の意

味が諮られていたように思います。 1つは，やはり子ど

も自身がともにグループを組んで学ぶこと。子ども自身

がばらばらにされているような総合的学習は，本物では

ない。やはり子ども自身が絡に学ぶグループ学習とい

う，子ども自身のコミュニケーション晶コラボレーショ

ンです。 2つは，地域と学校と NPOが連携をする。 LLi

国さんの言葉で言いますと，そういう連携の市民ワザ

のスキルを磨き続けるためには，どうしたらいいのか」

という基本的視点を，大事にするということです。

2) ヒューマニティ(Humanity ) 

2番目は rヒューマニティ」です。対象としてのま

ちを学ぶという機能的な側出よりも大事なのは，人がよ

りよく生きるという人筒校の青みが，非常に大事なこと

ではないか，ということです。

高知の第四小学校では，龍馬を学びながら 2 龍馬のよ

うに生きるという視点とともに，もてなしの心や対立し

ている状況を折り合う心を学んだとか，自分と他者との

関わりで「学ぶ前と学んだ後で関係が濃くなったJと，

子ども自身が言っているという報告がありました。そう

いう中に，身を麓くということは気持ちのいいことだと

いう人関空が，本来持っているヒューマニティを怒起さ

せる状況づくりが大切なのです。

また，亀崎先生の言葉ですが「総合的学主主の詳偲の視

点は，人照役が登かに膨らんでいくことに結びっくよう

な取り組みをしているかどうか。ヒューマニチィのゆに

は，美しいものに感動する心，いいものに共感する心が，

やはり人間同生として大事な点ではないか」とありました。

間絞り，道路と建物の関係がよくできているという評価

も大事ですが，むしろ，その過程でどのように作ること

に対する喜びとか，でき上がった成果に対する共感のJむ

を失わないか，そういったヒユ マニティ，人間性を育

むことが大事なのです。

3) アウション・オリエンテッド(Action-oriented ) 

第3点は「アクション・才リエンテツド」です。これ

はもう常々言っていることですが，ほんまもんの体験を

することです。コンケリート三国張、りのような善福寺)11

でも，本物の水に触れた瞬閥に，身体の芯から水や多岐

な生き物に対する感受性が鱗特にB乎ぴ覚される。このよ

うな興奮する現場を生み出すのが，ほんまもんの体験で

はないでしょうか。また，家の学留で， 1枚の紙から家

を作って，それから絵本に入っていくと，子どもたちは

分かるというお話がありましたが，まさに何らかの形で

手作り体験ということが，やはりほんまもんの体験とし

て，アクション・オリエンテツドな視点を評価する際に，
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重要なことではなかろうかと思います。

4) リテラシー(Literacy)

4番隠は r1)テラシーJ 分かりやすい学び方です。

絵本をそういう視点から見直してみようというのが，先

ほどありました。絵本の力というのは，物語の中に子ど

もたちがすべりこむことによって，主人公の気持ちなり，

その場の情禁を自らイメージすることができて，まさに

その場にいたような疑似体験が心の中に広がっていく。

分かるということを，勝点に立ち返らせる力があるのが

絵本ではないでしょうか。セクシヨンをスパッと兇せる

という絵本の表現の力もさることながら 3 物語絵本の持

っている分かりやすい学ぴの予法としての絵本は，ある

いは，仙台で試みられていたマップシスチムというのは，

やはり部分と全体がつながるということにおいて分かり

やすいのです。部分と全体が切れている現代の認識法を，

見事に l枚で分かるという，この分かりやすさの手段，

ツールとしての絵本やマップの応問活用が大事ではない

でしょうか。

5) リンケージ(Linkage ) 

5番目は「リンケージJという柔らかい「つながり」

というキーワードが響きわたっていたように思います。

この点では， 3つの中身がはらまれていたと思いますが 3

1つ羽は，総合的学習は)L盟諸も理科も社会も図工など

もつなぎ止められ，日ごろの教科の肉祭をさらに強化発

展させる力がある 2 学びの方法としての教科閣のリンケ

ージです。 2つ白は，交流学習という視点が，国代さん

の実践を通して提起されておりましたが，総合的学習苦の

綬験が，学校閣で交流し合う，そういった学校関のリン

ケージです。 3つ院は rわれPJで登校拒否の子ども

がプレーパーク作りに関わったり，地域調べで)11に入っ

ていたりしているうちに，遊び場と地域調べと閉じこも

りの問題が実に緩やかにつながっていく，この異なった

課題隠の連機の視点のリンケージです。この経験の中に

は，極めて傾日目的経験でありながら，普遍的内務をはら

んでいたように息われます。

6) ヱンカウンター(王ncounter) 

6番目は「ヱンカウンター」という，思いがけない人

と人の出会いです。将には，トラブルやドロドロしたも

のもあるけれと叩も，本音でよく話し合ってみたら，こん

な関白い人隠はいないのではないかと思える学校と地域，

あるいは専門家の出会いのデザインが極めて重要ではな

いでしょうか。どのような思いがけない出会いがあった

か，あるいはその出会いをどのように高められるか，そ

れが大事なのです。絵本の中には，すべて人と人の出会

いの場を表現していると発表されていましたが，まさに
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出会いをメタファにして絵本を評餓してみる視点も，大

変ユニーケではなかろうかと態うわけです。

7) ナーチャー(Nurture ) 

7番目は「ナーチャー」という青みです。これは，地

域に産自を向けるコーディネーターとして，先生も行政マ

ンも変身していく，脊まれていくということです。コー

ディネータ一役とかつなぎ調整役，あるいは，ファシリ

テイターという子どもたちの学習支;護者として地域を主

題にしながら，この 2つを展潟できるようなパワーとセ

ンスをどう鍛え，予言むことができるかが重要になってき

ます。

近代というのはすべて地域を無視して，均質な行政，

均習をな学校をつくる強力な社会的エンジンでありました

が，状況の変イ七とともに，地域を熟知するような視点，

地域に根ざしたコーディネーター，ファシリチイターの

青みという可能性をどのように開くかが，非常に重要な

視点だと思います。

8) シ蜘エネラティピティ(Generativity ) 

8番目は「ジェネラティピテイ」です。これは，堅い

府議で言いますならば i次世代育成」ですが，地域の

宝を探り当てて，地域の宝に島幸きをかけて， j也i誌の宝を

次世代に継承，再創造する。それを子どもの視点から進

めていくということが，重要ではなかろうかと怒います。

総合的学習と地域のまちづくり，まち脊てがうまくつな

がっていくことは，そんなにす寸さまできることではな

いけれども，たゆまずそういう視点を持って，それらを

つなぎ止められる下地づくりを，持をかけて日指してみ

ましょう。子どもの声に耳を傾けながら，橋本さんの還

っていた「地域に対する愛着心，ふるさとへの愛情の力

が，実は子供たちを予言む重要な仕掛けになるのだ」とい

う， li!Jj或カと地域資源、の再発見，継承というジヱネラテ

イピティ，広い意味での次世代育成へという切り口が大

事なのです。

9) イマジネーション(Imagination ) 

9番呂は「イマジネーション」です。想像力の翼を広

げるという様点は，絵本の世界の中にも， -1分に語られ

ていましたし，ピオトープに触れる，バリアフリーのま

ちづくりに身を置く，汚らしいJlIの中を探検する，いず

れも媒体は多様ですが，イマジネーションを内に隠し持

っている子どもたちの心の中を広げるfか卦け，そういう

生き生きとしたプログラムを，どのように生丑み立てるこ

とができるかが大事なのです。現実のまちに否定的なこ

とが多い中で，何かそういう想像力が，難しい対立やト

ラブルや大人の常識の世界を崩していく力となり，世界

を変えるのではないでしょうか。子どもたちのうちに限
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らせているイマジネーションの力を聞く仕掛けとしてョ

総合的学務はどのように行われているのか，そういう評

価の視点が大切なのです。

10) ネイチヤー フレンドリー(Nature -1ヤiendly) 

10孫自は「ネイチャー・フレンドリー」です。これは，

平たい主主昧で自然にやさしいという意味であるとともに，

やはり生きた自然を身近な所に守り z 育んでいくという

ことです。単に対象としての自然，タなる自然だけでは

なくて，今一つ，内なる自然としての心を宵む。外なる

自然にi監に触れ，せZり予言むこととともに，内なる庖然と

しての心を背むということなのです。そして，この外な

る自然の荒廃現象が，社会全体に広がっているとともに，

内なる自然としての心のすさみというものを窃復してい

く手だてが，どのようになされているか，この罰百の自

然を育むという切り口を，大事にしたいのです。

11 ) ゲーム・オリエンテッド(Game-oriented ) 

11番目は「ゲーム・オリエンテッド」です。まさにゲ

ーム感覚の業しさ，それぞれの語り口のゆに生き生きと

したタンケン・ハッケン・ホットケンというスタイルが，

次から次への新たなアイディアや意識の呼び党ましョ新

しい行動につながっていくのです。楽しさは，先ほどか

ら触れている想像力を開く力とともに，持続させるカが

あります。ただ楽しけれlまいいというわけではなくて，

ゲームロオリエンチッドな感覚の楽しさ，原理的に大変

烹要な意味をはらんでいるのが楽しさである，という認

識を私たちは心の織に止めておきたいと思います。

チャレンジング(Challenging ) 

以じ童'1造的学潔のキーワードであり，総合的学習の

11ヵ条でもあるわけですが，政文字の火文学を縦につな

いでみると， i CHALLENGING (チャレンジング)Jとい

うふうになります。今日の発表の中にもありましたが，

アメリカでは「ディスエイブルド」という障室害者という

言い方を超えて，神様から挑戦的に生きる]恵、みを与えて

いただいたという iチャレンジドJというポジテイブ

なイメージの言葉が使われています。このことに触発さ

れつつ i総合学爾は死んだ」という状況を超えて，む

しろ創造的な総合的学習をどのように総み立て，試し，

広げていくかということに大すして，たゆまず「チャレン

ジンゲJ，挑戦し続けることが大切なのです。

2002年住総研「住まいまち学習J実践報告論文集3
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5. 第3呂f住まい・まち学龍j実践報告，論文

公募要領とその扱い





5.第3回「住まい・まち学習j奨銭報告・論文公募要領とその扱い

5.1公募趣旨

各分野・学会に分散している伎まいーまち学習の関係者が分野を越えて集い，成果・情報を交換・

3蓄積していくことを目的とする。これからの{主まい・まち学習の方法を見つけるために，論理約であ

りながら実践約要素があるもの，また，側約的・実践的でありながら普通約・体系的要素のある論文，

調査・実践報告を募集する。

テーマ:住まい・まち学醤一次代のよき住まい手・っくり手を育む

5.2公募要領

公募期間:2001 年 10 月 ~2002 年 1 月 106

公募方法:6本建築学会，都市住宅学会，日本家政学会，日本書Wifi言十爾学会，日本環境教育学会など，

各学会誌紙，および，建築や教育環遠の雑誌・新聞など。

原稿 :A4やIJ6ページ (12，000字程度， ~主・表・写真含む)

5.3投穣原稿の扱い

論文集の発行:応募原稿をまとめ，論文集として発行する。とりまとめるにあたっては，住教育委員

会のコメントを{すす。

発表会:応募原稿のゆから，公募趣旨に沿って特に優れた数点を住教育委員会で選定する。

発表論文の選定:発表論文の選考にあたっては，Q:テーマと対象の重要性，②字見事、・仮説・方法の新

機車自性，(a調査・検証のユニークさ，(i実践，t生と当時者性，(1)分析・論述の合理性の， 5 

つの視布、で発表者を選定する。

住教育委員会:委員長 延藤安弘(千葉大学)

委員 小津紀美子(東京学芸大学)

木下 勇(千葉大学)

町田万票予(筑波大学附属小学校)

湖沼 洋子(建築と子供たちネットワーク仙台)

奈須 lE裕(立教大学)

応募先:(財)住宅総合研究財包住教育係

千156'0055 東京都世田谷区船橋4'29-8

電話 03回3484.5381 FAX 03'3484'5794 

E'mail jusoken@mxj.mesh.ne.jp 

URL h枕p://州市.jusoken.o工jp/
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F住まい・まち学習J論文集 (2000年6.Fl発行)

⑫学4宣教育での取り組みから

*1毎に生まれた新しいまちのコミュニティについての 考察一学校と土仮説並びにIlJl.或社会
がつくるコミュニティのあり方

a西尾城下町への愛着を深める “開かとずみどり」探検隊"学習の実践

ー白夜半「まち榊実力メラウォッチングJ サボ ター li;l学生

・子供事IJOによる学校施設整備に関する実主効策肝究

*r策鋭Jをとりいれた住環境教育高等学校家庭科の授業実践から

⑮プログラム n システムとして

*i.tiづくり教育手法をベースにした総合出y芋習 構カワァォルニアと仙台近郊の事慨を中

!Gllこ

. i主環境教育における芋校・地域・専門家¢連機に関する{研究

*親Fの地減学習コログラム旬開発に関する報告一学習型環境デザインワーケンヨツプの

実践と課題一

-子どもを対象にした実践的な紡災まちづくり教育のプログラム関発についてー

. r住まい・まち学青jにおける住文化のアブロ チ高知県の地域環境と住宅を学習する

教材の諌E喜一

+;3)制本での取り組みから

今井美枝子(千葉市立的瀬'.1¥:斡克)

宇野真里子(愛知教育大学)

福知才知日(整カタリナ女子商交)

野崎薫(都留文科ノk学)

妹尾理子(東京学芸大学)

件雄被也(東北文.1t学短大学)

北原啓司(弘前大学)

鈴木賢(名古際市立大学)

志村優子

三三浦要一(高知女子大学)

・まちづくり学習の展開の可官邸生に腐する一考察石川県・まちづくり大好き人関養成作 陣内雄次(学部窃大学)

戦事業を例に

・北毎道における住教育への絞り刻みー住まいづくり側責勢力、ら体験学習プログラムづく 長谷)1鰍吉(ね総直立寒地住吉都市研究

りへ 所)

*美1mの中の住環境教育横浜美術館の試み市民のアトリェ・中学守講座 三上紀子(レジオンデザイン)

。市民教官警生涯学習として

-住まいづくりに関する中立的学習活動の繍継にっし1てー{主情報とe'う視点からー

.模型製尚道ら学ぶ住まい

-私¢住まいまち学習歴教師予備軍のつぶやき

-火学生の自然との殺しみ方と住環境廃辺の自実例結党との関連司t't 自然との「共生」に!向

けてー

*花と緑のまちづくり活動参加促進のための市浪教笥における公共空間緑じ活動実習ι効

果一兵庫県立淡路主義鋭歯芸学校における生液学習の取り組み

⑤まちづくり 住まいづくりの視点から

・建築学科昨一生のまちづくり参加型演習の実際 広島大学「環境計画救繍劃でO'西条滅蔵

地区のまちづくり参加を通じてー

#まち育てJの視点からの干潟環療の提案般演穏による実践と考察大学市民，専門家

による「共創学習」の試みからー

*みつはま生由宇倣官における子どもと大人のパートナーシッコ型まちづくり学習

*まちに学ぶ、まちを活かすー島問市， 11随し街道を舞台に市民主役のまちづくり物語ヘ

， 1七九村市丸山・大谷地区のまちづくりが設業境学習ーやまさかのまちで共に学ぶ一

*杉並まちづくり研究会「エポスJにおける"まちづくり学智1活動ー契機とプロセス、その

成果と今後の方向

-まち学習三軒茶屋での実践等と「綬型で見る世間谷ι鉄道展Jへの協力 まちづくりに

おける信頼爵係と担い手育成のきっかけづくりとして

まちづくりのためのデザインガイドラインー英忠ヒューム地区デザインガイドラインー

斜福地を利用した街づくりから考える一分譲集合住宅における街づくりを通してー

-国産の無垢材と漆司監を活かした家づくり どう国民σ建康を保持し9 健全な国土を再生

するかー

サスティナブlレハウスι援案地場住宅建話器撃者の体質改善策一

江上徹(九州燈業火学)

藤原由喬(新潟予年後女子短期大学)

増山]1'IJ子(群馬大学)

石弁書詰子(東海大学)

平田富士輿(淡路景観E覇基明主)

宇高止笹志(広島大学)

田中'fj;実(千葉犬芋)

樹毘清維(愛媛メC芋)

海道清信(名城大学)

志賀勉(ア凶状学)

前野洋郎(杉蛇まちづくり研究会)

長尾側((財)世Dl谷区都市整備公社)

語翻利己(ヨ ケメご芋)

j竜津経(東急設計コンサル空ン

ト)

矢日当守秀次郎(A'IT流域I研究円昨)

戸谷英世(NPO住宅生産性研究会)

く著者は第 1著者のみο 所産蓄は応募当時。*印は発表論文〉
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「住まい・まち学習j実践報告・論文集 2(2001年6fl発行)

⑮学校での取号車めから

*自然環境と暮らしじと知恵にかかわり地減と創る学童章一循環する学びが住まい手っくり 藤本勇二(上皇制惇校)

手を育む…

キコンビユ担ネットワークを利用した交流学習でのーバリアフリーのまちづくりJ-他 国代久美(営朝以二学)

合市における実践額告その 1

・総合的学習としての「みち」を核とした町学鷲の展開 鈴木簡美子(愛知教育大学)

・人に優しい毅亮を志向する生徒の育成環境評価能力を高めるまち学習を通して 加藤主樹(名古屋市立新郊中学校)

*近代化産業遺産を生かしたまち学習 磁田清維(愛緩大学)

f"http://w附 .niih掴掴ina則 h.kss.叫..IPJあかがねの主.~IJ子鍛山にょうこそー

・「主主命舌用iむによるポケットパークの計画と評価 弁貫録稔(徳山工業高等専門怖が

・パース作凶から学ぶ住まい 藤居由香(新織部俊女子短大)

*援史的港町鞘における大学研究室による自発的取り組みまちづくりへ向けたすま 田中大朗(東京大津)

い・まち学習

.士制;f!.(J)学びづくりの取り組みから

*空河ぬお台渇プロジェケトー始まったばかりですのお台場から発隠する，私たち匂i世 搬鰍日正(港区点港陽小学校)

紀の共育"への際いー

・1出版教育力を生かした子どもたちのまち担献金地域おこしと総合的な学潔¢時澗にむ 闇漆桔!(松戸市立小金小学校)

けての体験活動の計画一

*r子ども PJJから「われPJへー善福寺111におけるまちづくりの取り組み 山間消(人イエまちネットワ…ケ)

・子どもたちが提案する新美諸溜1構怨村立美沖連官を通して村を見つめなおす 田中麻塁(群馬メご芋)

・町並み探偵で郷土学潤のお践一高知県安芸郡奈半利町立奈半利小守ヰ交こおける総合学習 三浦要べ高知次子大学)

G添み

ーまちのっくり手インキユベ、ータとしての「コミュニティオフィス」と「タウン情報 web 秋元馨(横浜冨立大学)

サイトJ インフォーマルなスペースからの，まち育てー

-母裁の患然への穏t乙伎と子どもの自然休験の関連について一都内幼稚翻に子ともを通わ 石井晶子(東海大三わ

せる長織を対象としてー

。PTA活動から斜言する縦断、ットワ クづくりへの関わり 世間谷氏也事長小学校卒業生 森本)'丹駅アトリエ・ハッピーオ…ガ

120名へのアンケート調殺を通してー スト)

・コミュニティづくりは“鳥の呂"をもってー「子背てしやすい街って，どんなまちつ一行 奥田佳子(lPA日本支部)

政と市民の連携」の研究から

@地域性を生かした住教育

都市祭礼空間こみる住まい・まち学習のJ見有一福井県の三留祭，小浜放't.会，勝山左義

長祭を対象として

・「ぷちょうJの住まい・まち学習に関する提案士出或性に配慮した住教育教紛の照発

・ヒューマンネットワ ケによる授業づくり 地j謝生を生かした住教育の手引き喜一

J総合的な学習の持部J と連携した高等学校家応科住居領域の展開一学校と地域の連携

による住まい・まちづくり学青へのアプ口ーチー

.地3域学校行政¢連携の取り組み

*全冨汚い111=)丘オ寸11江吉名返上そのi5働から子どもが考えるまちづくりー

*自治体におけるまちづくり学習プログラムの関発について-111崎まちづくり副読本「ま

ちは友だち !Jの作成を通じて

*地域環境学習型震観ワ クショップの展開について-{ID台市の景観行政の実践からー

*r住濁境学習フオ ラム 2000Jの噺昼み総合学習H拭 ι学鷲カリキュラムっくりにI向け
て地域から考える住まい・環境学習ヨー

*災害関上j訓練rOIGJがつなく寸在日通の「紡災」と「人青てJ一学校・地域・行政が連携したrDIGJ
ワークショップの実践を通してー

*住宅じE緑の地域協間Jによる管理システムの提案とそれを通じた新たなコミコニティー
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