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創造的住まい a まち学習実践の5つのポイント

「はじめにj にかえてー

今年も 29編の「住まい・まち学習」にかかわる豊かな経験と理論が容せられるとともにs 百平

イ語@議論lこ値する 10編のカ作の発表ー宇目立触発の機会を持つことができた。これら全体の中に

は，これからの創造的な住まい・まち学習，及び「総合的学溜」安どこでも誰もが実現できる

方法の要点が見えi揺れしていた。

第1ft，関かれたシステムのもとにプロデユースすること。学校教育であれ，討会教育であ

れ，地域の住民やNPO(専門家集照)との関かれた連携・協働による。創造的な体験・還を現。

交流型の住まい・まち学留のブ。ロセスが潟かれてし、く。

第2に r可能性人間jの出会い，育み合い。学びのシステムを構築する教的や行殺が衡かれ

た視点から新しい「可能性人間」会発見・起用することにより，意司法的出会いと育み合いの過

程が創発してし、く。ここでいう f可能性人罪，'Jとは，人とまちの関係燃のポテンシヤノレを緩や

かに豊かに解読・実践できる人のことをいう。

第3に，体験・表現・交流の♂i車のプロセスでの見通しをもつことである。住まいとまちの

「タンケンーハッケンーホットケンjで終わるのではなくホットケンよねつ j との感覚を言語

めつつ，感動の意味することを表渡し制作されたものを通して子どもから大人まで，多様な

人々が交流し，学びの意味を絡J庄評価し，米来への方向感を共有化する流れづくりが大切であ

。。
第41こp 創造te']r予定不請書和」の視点、を大切にすること。教育。学習には一定のプログラム

は不可欠であるが，決して f予定調和」的に終始するのがよいのではなく p むしろ，対立をカ

にする，あるいは，表現による新発見などの f異化Jの作用が場に起こることにより，学びの

ブ口セスにかかわる子ども，市民の意識は触発されていく。単純な「開化J(ブ口グラム通りの

進行)をこえて，思いがけない偶発的出来事がおこる。 llnち， r異化j作用がおこる関かれたフ。

ロセス，緩やかな際係づくりが肝要である。

第5に，継続し育み続けること。単発イベント 1年の取り組みで終わるのではなく，次か

ら次へと状況に合わせて，持続的iこ展開し，人もまちも資み合う。人育ち・まち育ての創造的

過程がどのようにふくらんでいくかを評価の重要なポイントにしたい。

これらは，本年度の発表。収録された論文・報告・討論資料の中iこ具体的に示されているo

f住まい・まち学資j 実践報告・論文のタカラが今後さらに言蓄積され，わが国のこの領域の

方法論を多面的に育んでいくことに役立つことを望んでいます。

2003年 8月

供tJ住宅総合研究財団住教育委員会

委員長延藤安弘

一1- 2003年住総研門主まい・まち学習j実践報告論文集4
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2. r住まい，まち学習j襲践報告圃論文

2.1 学校での取り組みから





発売したことを表現する『住まい』の学習

~ 家庭科学習に採るf次代の住まい手づくりjの可能性

高矯ちあき

キーワード 1)家庭科 2)思いを生かした住まい方 的快適さ 4)表現 5)総合的な学膏の待問

I はじめに

子どもたちに将来どんな家に伎みたいか尋ねてみる。

すると，決まってこういう答えが返ってくる。例えば「白

い畿の大きな家Jr庭は広くて，部屋がいっぱいある家j

f快適な家J等。まず，広さや形，機能性等をあげてく

る。自分の住みたい家のイメージを持つこと，それはそ

れで大切なことである。

しかし r快適とはどんな住まいかj との潤いには，

電化製品が揃っている等の答えが返ってくる。つまり，

子どもが抱く「快適さJには，自己中心的な一面が多分

に存在するという事でもある。

本稿では，子どもたちを「次代の住まい手j と位穣づ

け，学校教育の中で，子どもたちによりよい住まい手っ

くりの基礎を確かな学力として身に付けたいと麟い実践

してきた学習の成果を述べていくことにする。

E 家庭科学習を起点とする意義

「総合的な学習の時間j の出現で，多様な取り組みが

可能となった。その実践例も多く発表されてきている。

f住まいJの学替を生渡学習と捉えるならば，小学校

i段階では，ややもすると自己中心的に陥りがちな住まい

に対する f快適さJの判断基準を他者も含んだ上での住

みやすさへと広げることへ重点を霞くべきであると考え

る。であるならば，家庭科にある「住まいj の学轡を起

点として充実させることは有意義な事である。なぜなら，

家庭科の学習には， i患者との関わりにおいて，自己の生

活をよりよく創っていくねらいが存在するからである。

湿 こんな住まいの学瞥を

家庭科「住まいj の学習を次のように発展・充実させ

よれそうすることで， ー般に，抽象的で実感が薄いと

思われがちな「住まいJの学穏を，獲得夜学習へと転換

させることができるであろう。教室レベノレでの実感を伴

った学習は，子どもを主体的な住まいのっくり手へと成

長させることができるのではないだろうか。

1 総合的な学習や他教科と発議‘関遣させる

「住まいjの学習は，生活そのものを対象にするので，

大きく広がってくる。家庭科としての授業では区切りを

つける必要があるが，あふれでくる子どもの追求の怠い

を止めてはならない。また，現代の生活や住まいが抱え

3 

る煎題は，家庭科の学習内容だけでは追求しにくい商も

ある。であるから，体験・発見して膨らんだ子どもの息、

いを総合的な学習の時間や他教科へ発縫・環濠させ，発

見したことを形にして表現するのである。子どもに投げ

かけた課題は中途半端に終わることなく達成される。課

題の解決や逮成が凶られるのである。

2 一人ひとりが畠分のテーマを追求する

テー7 とは，子どものこだわりの視点であり，追求し

たい問題，生活に生かしたい思いである。

子どもたちの生活環境は様々であるから，テ}マが

人ひとり違ってくるのはさ当然のことである。

課題は教鰯が与えるが，テーマの設定は子どもにまか

せる。子どもは友達や教姉，家族と関わりながらテー?

を追求していく。その関わりの中でテーマも変わり，発

展していく。

子どもに r快適とは例か?Jという課題を提示し，

それぞれの住まいが鍛える網走富や自分が追求したい観点

でテーマを設定する。快楽的ではない，全ての人やもの

・ことにとっての「快適さ」という椀痩に立たせる。こ

の視痩に立った体験・発見を家庭科の時間iこ多様に仕組

くんでいく。

w r患いを生かした住まい』を表現する学留の実聖書

本稿であげるこ:つの実践例は，共に「快適さ」をキー

ワードにした上で，一人ひとりのテーマ追求の結果を「表

現j する事を回的としたものである。また，表現物を作

り上げるために，その資料となる調査・実験・取材・体

験を学習の過程で多様に仕組んでいった。

1 <<軍の思いをFモデルルームの模型作りjで表現する学習

(1 )単元名『私たちハウスコーヂィヰ一世-J

2001年12月実施{第8学年)

①学習活動計蘭 次頁の表IVー1参照

②学習のねらい

子どもに実感をもった「住まい」の学習を緩開させる

ために，次の工夫を行った。

i )モデノレウインドウを使った調奈・実験活動

量)モデルルームの模摺作り

モデノレウインドウは，写真IV-1に見られるようなベ

ニア板で三方を阻んだ自作教材である。窓にs!立てた部

分にはガラスの代用として， TPシートが貼つである。

2003年住総研ri:主まいまち学習」実践報告論文集4



単元構成

ひろげる刊"日ζ二コ
I Irー お宅問をしよう

I " モデルルーム機裂の発表会をしよう

多[

『 私たちハウスローヂィネーター J 6年 f寧庭科・融合的な学習・尊敬』
単元活動計画( 金， 5姥網 ) 
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取付開始!1 ハウスコ ディネーターになろう

0 自分の皇帝屋のそデルル ムの模型を作
ろうという学習の臼的を持つ。

2 快迫って何だろう!。

0 1快適な住まい J とはどんな点に臨怠さ
れたものか l 話し合う a
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5 モヂルルームの模型を作ろう

。そデルルーム模型作りに挑戦

易な活動に陥ってしまう。

そこで，まず r快適って何だろう J と考えることに

した。はじめは，華IJ便性や外観を中心に考えていたが，

話し合いを深めると快適のイメージする言葉の質が変わ

ってきた。(表IV-2) 

-部屋のZE気がきれい

-明るい-きれいなこと

-清潔

きれいに片づけられて

-パ担アフリー

抽象的なイメージから 8分の生活をふりかえることで

具体的なイメージへと転換していったのである。「快適

さj というイメージを外見だけで判断するのではなく，

自分を含んだ家族や周りの人々との調和の取れた生活の

あり方であると捉えていったのである。ここから，本当

の意味での「快適な住まいj のあり方を，自分の部屋の

模型のコーディネートという行為で表現するという目的

が一層明らかになった。

どんな部践を作っていくか。子どもが意見を出し合い

整理した視点は次の三点である。

①心を和ませる工夫(季節感・安全性)

②健康的な住まいの工夫(明るさ・清潔さ)

桂適書由イメージの寵化〉〈唖1V-2

-便利であること

いる

-静かな療境にある

盟主〉

. i洋風

-かわいいものがたく

-自分専用のテレピ等

_.re.ムム

さんある

このそデノレウインドウを使

って，様々な場合を想定し

ての照度を計測した。

モデノレルームの模型を作

る利点は，子どもが調査・

実験した内容を生かせる揚

が保障されるということで

ある ο また，自分の思いを

生かせる部屋作りを過して，

自分の今の住まいの問題点

に気づいたり，罵濁とのハラ

ンスを考える事もできる。自

分だけではなく他者にとっても快適な伎まいのあり方に

ついて，考えていく契機になるのである。

② 学習の鹿僚

この学習に入る前に，住まいに関するアンケートを行

った。その結果によると，子どもが住まいの中で一番興

味濁心を持っているのは，自分の部屋のあり方だった。

自分の部屋を「ああしたい，こうしたい。 J という患い

は持っているのだが，実際にはできないことも多く，理

想の部屋のイメ}ジはあっても，インテリアに輿味が集

中していたりと見た目や流行を意識したものが多かっ

た。そこで，学習の導入段階で「モデルルームの模型を

作ろう Jと呼びかけると，子どもは意欲を見せた。しか

しながら，このままモデルルーム作りへと向かつては安

寧真lV-'モデルウインドウ

羽田年住総研「住まい・まち学習J実践報告論文集44一



③騒音問題について

これは，表N-2で転換した「快適j のイメージと合

致し，家庭科の学習内容とも重なる視点であった。そし

てこれが，そデノレルームの模型作りのための調査項目と

なっていった。

この調査結果がモデルルーム作りに生かされるとなる

と，子どもの取り組みが俄然違ってくる。高周筆活動に員

約があることで，取り組みに主体性が出てきた。「こん

な工夫をしたら，どのくらい明るくなるかJr学校や自

分の家で思わしくない結果が出たが，どうすればいしゅリ

という多くの調査結果を考察する場面が多く出てきた。

①に隠しては，暮らしてみて心が和む住まいとは，日

本の気候をうまく生かしたり，地域の実情に合った住ま

いであると捉えた。冷暖房という電化製品に頼るだけで

なく，風鈴・すだれ・じゅうたん・士銀等を沼ること等，

日本の生活文化に濁わることも話し合った。また，電気

器呉の安全な取り扱い方に気を付けることや繋理整績も

火事や地漢の際に安全に避難できるための要閃であると

いう意見も/:I:lされた。

②にあげた健康的な住まいの工夫については，視力減

退を感じている子どもが多かったためか，明るさにこだ

わりたいという意見がすぐに出された。作業内容による

部屋や手元の明るさを数値として学んだ後，校内を自由

に回り澱定していった。早速，家縫へ照度計を持ち帰り，

自分の部麗やそのほかの場所の測定をしてくる子どもも

多くいた。

③にあげた騒音問題については i量りが道路に面して

いる家に往んでいる子どもから出された。騒音計を使っ

た識査では i語りを通行する車両のエンジン音や家縫内

のテレビの;音量について務べてきた。この調査から，自

分自身も騒音を作り出す存在になりうることを学び，足

音やドアを際める音， CDプレーヤーの音量，おしゃべ

唱の声も持と場合を考えておかなければならないという

意見が出された。

調べた結果をモデルノレームへ生かす手だてとして，モ

デノレウインドウを使った学習を進めた。モデルウインド

ウは，写真の返り一つの窓とその両方向の墜から出来て

いる悔単な仕組みであるが，照度の変化や採光の学習を

様々な条件を変えて，前i定することができる。同じ場所，

伺じ光源という設定で，他の条件を変えていく。そうす

ると，照度の変化と変えた条件の関係が判断できる利点

がある。

子どものワークシート(溺N-1) にあるように，壁

紙の色{色画用紙)を変えることで現れる変化やガラス

をTPシートで代用しチョークの粉で汚した場合，また

はふき取った場合での変化を澱定した。また，カ}テン

外からの騒音を防ぐ工夫として，観葉機物の鉢構えを

窓の外において，騒音昔十で外界から入ってくる音の大き

さの変化を調べている子どももいた。
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回lV-1 実瞳輯畢・鴫るさ蟻ペ

モデノレノレーム作りの取材内容がほぼ織ったところで，

簡単な見取り留をかいた。快適さから発展したテーマの

追求とともに「緩かい感じの部履(冬)か，涼しい感じ

の住まい(度)かj を灘lませ，これまでの学習内容がそ

デルノレームの模型作りに反映されるようにした。

モデノレルームでは，まず，菓子箱大の土台の箱に色画

用紙で墜を作り，窓や入り口を作っていった。その後，

家具の配置やその大きさや高さを決めた。その家具は，

算数で学管した立体の展開図をかいて，組み立てていっ

た。カーテンやカーペット，ベッド布ElIなどは，今まで

の家庭科の学習で取っておいた布やフェノレトの切れ端を

使った。(写真N-2) 

当初の計画毒段階では，自分の部屋iこもエアコンを号室き

牢車lV-2 モデルルーム犠蜜

たいと話してい

た子どもも，周

囲とのバランス

のとれた快適さ

を追求していく

うちに r環境

に後しい伎ま

いj という視点、

も生まれ r害車

化製品にばかり

頼るのもよくな

し、j と言十磁を見

直していった。

完成後，モデ

ノレノレームの説明

会を開いた。(図

N-2・次東)

の布質による違い，植え込みを観葉植物の鉢植えに見立 意見交換をし，改善するべきと気づいた事，今の自分

てた場合の照度の変化を確かめることもできた。 の部屋に生かしたいことをまとめていった。
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この様に，発見したことや考えたことを表現するとな

ると，学びの豆確さや一人ひとりの子どもの住まいに対

する患いが必要となってくるのである。

この学習の課題追求の時点で，健康な住まい方の工夫

としてハウスダストやハウスシックの伺題も取り上げた

いという意見も出されたが，今回は知識としてまとめる

に止まった。しかし，それらは現代社会が抱える住まい

方の問題の一つである。この課題をもとに，次にあげる

実践例を行った。
!(互主'f，. r叩!

l|lti山口141;r口j
UJ〉;;了昆1'_"1_"，1~発注 jj 

~ t-f劫刊恥 ~-"..~川'i ....f♀，'('" I! 

2 舗の患いを『住まいの手引曹絵本Jで畿混する学習

(2) 単元名 『ライフプランナーをめざしてj

~住まいの手百i昔絵本を作ろう

2002年Z周実践第5学年

①学習活動計画

次頁の表N-3を参照

②学習のねらい

ここでも r快適さとは{可か」をキーワードに学習を

進めていった。そして，その過程で調査・取材活動から

分かつたことや気づいたことを「住まいの手引き絵本j

としてまとめ，家族や地域の人々に伝えることを密約と

した。

まとめの手段に「絵本jを用いる利点は次の点にある 0

i )まとめたことを伝えやすい。

読み手の感情に訴えることができる。

立)書き手の視点がはっきりしたまとめ方ができる。

盟)ストーリー展開を考えたり，絵を用いることで，

書き手の考えがより具体的になる。

本実践で新しく加えた視点に「衛生的な住まい(健康

的な住まい)Jがある。これは，現段階での家庭科の教

科書には取り扱われていなし、。しかしながら，現代の伎

まいの問題点でもある。この問題と婦除をする密的や方

法とを結びつけて住まいのあり方を考えさせることに意

義を見いだしている。

③学習の震関

「出合う段階j では，実践 1と向じように「快適な{主

6 

まいとはどんな住まいかj との閑いで始めた。子どもぶ

ら出た f快適な住まいj の視点を整理すると，表N-31; 
ミミ

にあるように r清潔さ・裳頓・安全・心の安らぎJ

4点に裳理された。このことを「手引き絵本jにまとめ

家族や地域の人に知らせようという目的を持っことがてす

きた。

fはたらきかける段階j で，快適さという課題追求の?

ための取材活動や体験をし，その過程で自分のテーマ(縄

本の視点)を探していくこととした。次の広げる段階ぢ~

は r絵本Jを作っていくことにした。 会

次に， Iまたらきかける段階での調査・取材・体験の横長
父

子について述べていくことにする。 ミ

家庭科の学習の内容である「明るさ・騒音・日当たり3
・通風・清掃んそれに加えて，実践 1で取り組めなか3
った「ハウスダストやカピ・花粉症j についても，自分合

たちの住まい方と対比しながら，調奈・取材・実験・体主

験活動を仕組んでいった。採光や通風については，実践ゑ

1に行った方法(モデルウインドウ)を用い，試行を繰{

り返しながら，採光と援紙・カーテン・窓の大きさ・家5

の!向き・窓ガラスの消擦との際係を理解していった。

現代の住まいが抱える照題の一つであるハウスダスト

やカピの筒題を「衛生的な住まいj として学留を進めて

いった。この問題については， i主まいの掃除をすること

の意義と際連して扱い，ハウスキープの専門家を招いて

体験学習を取り入れることとした。まず，掃除について

疑問に思うことをあげていった。まとめると，

OホコリのIE体は和Iかり

。掃除はなぜ必要なのかワ

。ダニはどうして体に悪いと雷われるのか?

Oカピはなぜ生えるのか，その影響は 9

0汚れによって掃除の仕方が変わるのか?

以上のようであった。

これらについて，専

門家の話を闘いたり，

湧いてきた新たな疑問

について質問をして，

理解を深めた。

〈等耳(N-3お鍋韓由ブロに学ぼう〉

その後，自分たちで考えた方法や専門家から学んだこ

とをもとに「家庭科室ピカピカ大作戦Jを行うことにな

る。汚れを務とすことの大切さを実績を持って学んだ子

どもは，専門家と一緒に熱心に家燦科室をピカピカにし

ていく。(写真N-4)

掃除について，徹底的に調べ体験をすることで，教師

f則が予想、する以上にたくさんの問題者捉えていく姿を感

じた。(次頁ー子どもの感想、参照)

2003年住総研"主まい・まち学習」実践報告・論文集4



~JV-3 ライフプランナーをめざして(単流構成褒)

LJム可プf1ピJJFめZ止1LA詰SJ30九百FJFJtTふう) 5年
再目線 i搾れにあった栂徐の盗事や躯績の仕方が分か旬 住まいの型掃に横槻的に限わることができる e

U 2位光 通鼠 衡生 本即にあった住まいにするための工夫包が分かる
3窄習したことを「住まいの手引き絵本 Jとしてまとめ 住鎌墳について費えたことそ家厳へ発信 4 ることができ及

→「 は た らきかける語動(e時五コ 3>j ひろげる活動" 0時照}

II 住まいの手引き絵本を作ろう i 
岡田噌ト

じ 怯適さを求めて一「

ト喝
亡 三 阜 の 住 ま い 手 引 き 書

l も自り分よ快いの適す惨心を脅住葱が沼事全さ宮認ま怨省守-t さ1 い的をな作住るまたいめののあ学りJ習計を腐宥をえなてよ
住0ま絵し〔絵い合本の本うの改脅の手形る善引条態前よ件きやう絵)内な後本容絵で作の本工成ま夫F計あとが餌めお分方につい て括

安ででとされはああらL何てるるぐだいこここ ろるとととこう 。と かり 対比で
額等によ きる夫 ねうな絵本効であ果る とわ

絵工のちいや が缶るような
本であること。

口学ょ暫う bし た 工 と を 家展へ絵本音作って知せ

。学習計揮を立てよう b
t素材冒

§ 住。。。家計のま出偏族いよ来のにへさ上従発手をが引伝信っっきえてした絵合!絵本絵感う本本n想をは作をを友作ろも逮るうらと匂っ説.み合い そ

スト

6 さOあで入実自伎lれ(→分銭活実てまその結動践いおの絵果結都のく十本は果工度かを夫報争らデ告を絞ジ実会実めカ録を務メrすす項aで攻るる搬え毘。 を 挙 げ 家 庭。 てポスト』に

っておく〉

3 快0。OO適ね住に意り機度のまし免す能ア住いるな交面ッ。のけま換だプほれいか生けの快接ばでら住適点ななま度をら自い〈チ考な分方い広えの家?ツこ考僚友クとえと逮にのをと気修心意づ正の見くつしの。たな交がり換補令り足行 しう た。

を大切

〈ライブプランナー基礎鑑〉 〈ライ 7 プヲンサー"材ー応用艦〉 〈ライフプランナ一括躍鋪〉

〈写真lV-4嘩ピカピカ 轟カピとれた〉

ι~感蕊
。単なるホコリだと患っていたのに，ダニのすみ

かになるんだなんてピックワ。ホコリが体に悪い

ことがよく分かった。今日からの掃除は今までと

違った感じでできそうな気がする。

。家族がたくさん苦労して建ててくれた7 イホー

ムも繍徐をしなかったら家はすぐに年者いてしま

うんだなあと思った。木は生きている。手入れを

するとツノレツノレになるんだと思う。家の寿命が私

たちの掃除で延びれば森林伐採も少なくなり，地

球にやさしい環境が作れるんじゃないかと思って

己主之A

次の段階では，集めた情報を整現したり，自分のf主ま

ρの抱える問題点を見つめ渡し，実生活に生かしていく

点を考えていった。休みの自に，自分の部屋の模様替え

を実行したことを報告してくる子どももいた。

さて，いよいよ「住まいの手引き絵本Jを作成するこ

とになる。ここからは r広げる段階j である。一人ひ

とりが f出合う段階Jから混めていた追求のテーマを見

7 

つめ薩し，絵本のテーマを経終的に決定していく。また，

絵本;をストーリー仕立てlこするか，解説書役立てにする

か考えていった。次にあげるのは，子どもの「住まいの

手引き絵本j の計額書である。(殴IV-3) 

ここからは，子どもがまとめた「住まいの手引き絵本

の実擦を児て頂きたい。(写真IV-5及びI.ffiIV-3) 

寧lIUV-5 完成した『住まいの手引き輯本J

趨lV-3 世家い由手引き韓窓針路書

2002年住総研「住まいまち学習」実践報告・論文集4
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③ 「住まいの苧寄i曹絵本jの成感

この絵本は，一人ひとりが作成した。学級に 37祷の

手引き絵本が誕生した。子ども一人ひとりが，学校で学

んだことや家庭や地場から取材したことを密分の視点で

まとめていった。この絵本は，互いが読み合ったり，家

族に読んでもらったりした後，地域の公民館へしばらく

展示されることとなった。教室主の学びが地域へと発信さ

れたのである。

V 成果と課癒

多様な体験・草書家の中から得た感性や認識を告分の患

いと合わせて表現する。そのことで，子どもは実際の住

まいに溺心を持ち，今自分たちでできることを考え幽し

た。学校での学習がそこで跨じることなく，家庭や地域

へと広がった。 f快適さJという感性が学習の成果とい

う認識で支えられ，確実なものとなった。家庭科を発燥

させる事の意義をここに見たような気がする。

だた，課題も多い。拙稿の欝頭にも述べたが. f住ま

い手っくり j を生涯学習と捉えるならば，中→高と連携

のとれた「住まいj の学轡の展開を強i議lこしていかなけ

ればならない。また，地域と手を結び，子どもの発見や

思いを実現していく場を作っていくことも必要となって

きている。更に，学校関，地域，行政との連携のあり方

を探っていかなくてはならない。

羽 おわりに

ここにあげた実践は，日常のささやかな授業の様子を

まとめたものである。我々教師は，学校で日々行われて

いる授業の中で子どもの育ちを見守っている。日常の教

窓レベノレでの授業を発展させること。ここから，小市民

として，伎まいやまちに関わっていく子どもを脊ててい

きたい。

佐世保市立広田小学校 教諭

家臨科教脊を中心、として f槌わり iを大切にした

学習活動の緩開を研究し，実臨している。楽しく，

実暗の伴った住環境の学習に力を註いでいる。

8 --- 2叩3年イ主総研「住まいまち学習」実践報告論文集4



総合的な学習の時間の可能性をさぐる

一「南小歴史たんけん 2002・地下鉄東l商線ブ♂ロジェクト

菅;京弘司

佐々木聡吃

堤祐子吟

歴史や伝統のよさを生かしたまらをデザインしよう!Jの実践を通して

キーワード l)総針%、学習σマ時間 2)まちづくり学習 :l)行政附との連携

4)授業パ一円一

1 はじめに

本校では，平成 11年度から総合的な学習の時間実

施にI向けた取り総みを開始し，カリキコラム凋発のた

めに実践を積み重ねてきた。本格実施を目前に控えた

砕年度，第5学年の児玉まは rおこめJを題材として

年間 l∞日吉備の総合学習にチャレンジした。この実践

を通して，授業のデずインを工夫して絞り総むことが，

子供たちの視点を)1;If，学びの姿勢を形成するのに大

いに役立つことが確認できた。

一方で高学年ともなれば，調へ)jや表現力をi向上

させるだけではなく，ものごとを総合的に考え，判断

し，相反:に内務を深め合う力を育てるととが課題とな

ることも確認できた。また，現実の生活に郊して物事

を考えたり，生活の中で実践したりしていこうとする

態度も育てていきたいという願いがより一廓明確にな

ってきた。

第6学年では，地域の慾史を題材にした総合学習を

牒慌して 3年uを迎える。単なる液史学留に陥らない

ようにするために，正fe活の基篠である地域全体を見つ

めu'[すことや現在の生活や将来の自分の生き方との接

点を大切にしながら授業をデザインしてきた。しかし，

結局は，従来の調べ学習の範関を大きく越えていない

のではないかという思いをどうしてもぬぐいきれずに

いた。総合学習のねらいに迫るためには，教室長にとど

まることなく，現実社会との接点を求めて外に飛び出

し，実際の問題に良IJ した学資を民側~，より実践的な

学力を脊てる必要がある。

そこで，今年度は I膝史」は地域を克つめ速す入

り口であると考え， rまちづくり学習j へと発展させ

ながら，複眼的に地域のよさを見つめ住ますことができ

るような学潔をデザインすることにした。本校には，

このような学習デザインの経験がなかったため r東
西線沿線まちっくり推進調書王j において住民参加のま

ちっくりを樵進する立場にある f仙台市街並みデザイ

ン課J，まちづくり守習のノウハウを蓄積している NPO

f建築と子供たちネットワークイ出合j を共に授業を創

る「授業パートナー」に迎え，新たな総合学習の可能

十主をさぐるととにした。

9 

2 まちづくり学澄の導入に当たって

模j}(~製作等を取り入れたワークショップ的手法や創

造性教育の手法を取り入れるに当たっては，次の点lこ

稼意した。

プ口ジヱクト型の学駕とし，模型製作という共

通の罰的を学習のゴーノレとして設定する。

行政， NPO (専門家集問)との連携を生かし，

現実社会と学習のつながりを強く意識できるよ

うな守一習デザインと「る。

模理J製作を通して，学ひ歩合いが生まれ，学習が

広がり深まるような学習ヨ過程，学習活動を工夫

す一る。

行政， NPO と共に授業をデザイン~，実践する。

3 授業の実際

(1) 単元名 南小!健史たんけん 2002

~庭5との自でイ山合・者林のよさを再発見しよう，~

(2) 学習のねらい

①見つめるカ， le究するJ)，表現する力を高める。

②メディアの16ffl能力，情報処理の能力を高める。

③コミコニケーション能力を高める。

④地域の構成員としての自覚を高める。

③告分たちの桂三むまちの環境を凡誼~，まちづく

りに欝わろうとする態度を育成する。

(3) 単元全体の構怒(6;1三総合全 ]05時間)

君主史という視点で地域を見控室すことは，単に燈史

を知るだけではなく，自分たちの住む町の文化環境，

社会環境を見直すことにもなり，新たな発見を生む

契機となる。南小泉小学区には，康史的な学潜議材

が豊富にあり，それが地域の特色の っとなってい

る。歴史を入り日として，自分たちの住む町の米来

を考えるような学習を展摘することができ，持続的・

発接的な問題解決学習が可能になると考えている。

さらに，この学習を過して，自分の生き方を考え

たり，社会に働きかけようとしたりする態度の育成

にもつなげることができると考え，本単元を設定し

た。地域の箆史を題材とした総合学習の新たな展際

を子供たちと共に倉!り上げていきたい。

2003伎住総研1"{:主まいまち学習J実践報告。論文集4



IAI 3-1 年間プラン

つ

口学習活動 タウンウォッチングをそ子う。

調貨と結果を整湿し，報告する。

ロ学び

li223|li 向匂 ~::I 
同:ぷ425Jぷ民主主笠旦よさを生かしたまちをデザインしよう!

自分のittJC地域に関心をもち，被点を定め

て見つめようとする。

被点tこ沿って撮影した写真に適切なコメントを

加えてわかりやすく発表する。

口箔導者の役r剖
爵¥I '" >1=恵隠した 牽とめるための視点を得る@

(4) まちづくり学習の実際

!第3ヌテーン 29時間)

行

政

N 

P 

[KPolタウンウォッチングの仕方を教える。「残し

たいものj r夕、になるものJr変えていきたいもの」

という 3つの視点を与える。議影した写真の見方や

考え方を示唆する。

I教自市]熔J!!tの人材との出会いを用意するなど学預

環境を整える。

~II ~立と旦f主主三三三三J~I子と2
占 11 0学習活動テ マを設定し，学習計画を立てる。

: 11 ロ学び i島究したいずー?をもち，呉体約なアイ

ディアを提案するための調査誤隔を立てる。

ζ]指導者の役割

I教姉]テ山?を設定するための支援を行う。

G::::_T -{ 'f -( 7函 豆長寺山 t

ロ学習活動 機々な方法でアイディア提案のため

の調資を行う。

ロ学び

;f南小歴史た 4， ltん 2002~澄史や伝統のよさを生か
学習の見1重しをもち，ねばり強く続査する。

様々々手段を月jし¥テーマにi却して調主主する。

「目白壬J弘元一 1ン-

ロ学習活動 まちづくりの方法や意義を知る。

ロ学び 自分の住む地減に関心をもち，視点を定め

て見つめようとする。

ロ指導者の役割

i行政l市長からのメッセージを伝え，学習の現実

感，有用J惑を感じさせる。

[NPolまちづくりの具体的な方法，まちづくりに参

加する意義を教える。

自分の言葉で言い換えることがでユきるまで，議

資し，整甥する。

ロ指導者の役割

[WO) 7ィ…ノレドワークに参加し，先方や考え方を

示唆する。

[教側}丈紋，ピデオ，情報機器を汚汚した務査の

他に，く 01関コース><伊達コース>くお際コース

>の 3コースを設定してフィーノレドワークを実施す

る機会を設けるなど，学習環境の穀備をし，調査115

動を支援する。

写真 3-1 オリヱンテーション 写糞3-2 タウンウォッチンゲ 写真3-3 フィーんドワーヴ
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ゴヲ万方百五五王う 1

口学習活動アイディアを見直す。

ロ学び NPOや参観者との;意見交換を行いながら，

まちづくり提案の内容改善の視点を得る。

ロ指導者の役割

I行政， r、lPolグループ待に提案内容の見直しを行う

にあたり，まちづくりの専門家として，児童の提案

内容に改善の視点を与える。

[教師J)主主主の考えを引き出しながら，見渡した結

果の共有，今後の見通しを明確にしていく。

庁玉ちづくりのアイディアを発表しよう?

ロ学育活動提型軽内容を発表する。

ロ学び‘表現方法を工夫して自分の考えを伝える。

口指導者rr;役割

{行政， NPol発表の聞き手として参加し，専門家の

立場から意見を言い，内容を深めることができるよ

うにする。

i教師1"霊見交換が活発になるようにしたり，内容

を深める視点を与えたりする。

!7 まち全体の基準をつくろう 1

ロ学習活動企まちづくりの基準をつくる。

まちづくりに必要な組織をつくる。

ロ学び友達の意見と比較しながら，まちづくり

の方向性について考えを深めたり，まちづくりに必

要な要素について認識を深めたりする。

ロ指導者6役割j

[NPolハード，ソフトの両面において，実際のまち

づくりをシミコレーショ〉するための準備を整える。

I教部}児童人一人の考えを引き出しながら，授業

全体をコーディネートする。

アイディアの発表 写真 3-6 喜基準づ〈り

l第 4ステージ アイディアを形にしよう f

I ~未来のまちの模裂づくり~匂0 時間)

I 8 模型を製作しよう 1

ロ学習活動.模型をつくる。

ロ学び

子ども議会をr，書いて問題を言語し合う。

模型を合体し，出来兵合を確認する。

模型製作を通して総合的に思考，判断する。試

行鈴誤を繰り返しながらねばり強く追究する。

相手の立場や考えを態解G，よりよい問題解決

の方向をさぐろうとする。

日指導者の役割j

[NPO) 替手}~製作:の技術的な指導を行う。専門家の立

場でまちづくりの助言をする。

l教師}

アイディアを表すための思考を助ける。

子どもi可土の考えの違いを見取り，考えの詰題懇，

協力を促す。

1 9 未来への援策~成果発表会~

ロ学習活動ー

-ll-

参観者に対し，模型iこ実現されたアイディアを

説明する。

市長に対しプロジェクトの成果を報告する。

口学び

自分の考えをもって伝え合い，お互いの考えや

気持ちを理清卒する。

まちづくりに主体的に取り組もうとするO

ロ指導者の役割

[行政， NPO]プ口ジ工クト全体の評イ簡を伝え，励

ます。

{教問i]報告会余体の準備 i韮?を行う。

2003年住総研「住まいまち学習J実践報告。論史集 4



4 まちづくり学習の効果

(1) ゴールの明確化による意欲の持続

模裂を製作寸…るという主主体的な目標があったため，

長いスパンの学習であったが，児童は意欲的に取り

組んだ。途中途中で学習の佼置を催認できるように，

学努の見取り際をつくったことで，最終訂擦である

模盗事毛作まで自由合意識を持統させながら取り紺1ませ

ることができfこO

(2) 役会との結びつきから生まれる意欲

早に未来的7歩を描き出すのではなく，地下鉄開通

が偲定される 10年後の渡実のまちの姿を考えること

で，学督と f，，;k社会とのつながりを意識することが

できるようになった。特に?現実の市長から依頼を

受け，学留がスタート「るという設定は，児童にや

りがいをなえ，学務意欲の持絞にも役だったことが

児童のJ惑だ、から確認できる 3

いので，大変だけれどやりがいがある。

r:1分たちが考えたアイディアが米来の限nこ生i

かされてとても可ごいと辺、いました。!

自分たちがこれまでやったことのないも江 1

挑戦できてよかった。 I
11li台市長を迎えて?ブ口ジコクトの最終報告を行

ったことで，告分たちの学習成果が実際の社会にI1

かされるという期待感をもって学習を終えた。

(3) アイディア提案で強まるこだわり

アイディアをまとめる第3ステージま t了は，倒々

のこだわりを火事にしながら，興味・関心Hljのグノレ

ーフ編成なし3 追究活動を進めた。

表4-) ゲjレーブのアイディア何年3組)

魁務史を感じる南小泉に寸るために

I ~木/ YIこ廃止:公陵をつくろう~

|月号|関商小泉に殴史会残した役人たちをさぐって

みよう，~沖i小泉を般人に親しめるまちに

|史| するために~

霊童:+:J下院を復訴させよう f

~木/下納が羊f名なまちにするために~

重量お祭りをまちづくりに弓かそう 1

~にぎやかなま宇を11:さ〕ご、 l 

圏紋のまちにするたえこ i 
撲 I ~法政林をさ Z子 ~ i 

闘清らかな水江古れを討さ i干 f i 
境 ~むカし(f; 路グ L さを生がそ)~ I 
ii闘日人まとイグネをを:一一度!

I I '"三人なのイイカも!必要1吋 ~ i 
い ヴ I!IItlt界の緑に学まう | 

~縁のまモ帝 京をデ与 て~

配竺盟竺主主J社主主ど主一一」
干供たちの燦々なアイディア援策の[ゃから「絞史」

f環境Jr照際・福引|j という 3つのnが出た。この

柱に沿って 3つのフォ…ラムを綴織し?グノレーブラから

げzされたアイディアをブオ M ラム毎のま喪主裂としてまと

めたο この段階乙児童は!Ji'~液をもってill兜してきた

事例に関しては， 自イ言と強いこだわりをもつようにな

ってきた。

表4-2 フオ ラム毎の基準

燈 j経史を大切にしたまちづくり

i盤康史公隆をつくる駿iまんlまこ然りの復活 i 
Eと{豊富伝統の吠・技をアピーノレする 手口渥 7夜館 j 

1 軍軍偉人のことを伝えていく j 

i 環境にやさしいまちづくり j 

環 II盤絞を撃かにする j 

五日んぼとイグネの復活，街路樹を土器やす ; 

境 II盤水絡を生か 4
翻リサイクノレの輪をつくる

豊富広く知らせる，告分自身が行動する

悶|糧安らぎ公闘，緑，ベンチ

i捺 II翻仁夫福住L建物，便利さ，楽しさ

色の絞

バ高 富盟安全道路 闘交流スポーツ絡設，

;川 ンヨツピングセンダー

ブォーラム1iJ:の品;j'fEだけでは，実際のまちはでき

あがらない。 10年後の南小泉の人引を 8000人

と怨定し?まちに必要なものは侭かを話し合いなが

ら，まち全体のJ場，?告を決めていった。また，基準を

もとにdf長と 18人の議員 6地区の区去を選出し

未来のまちづくりのための組織ヶづくりをした。

思 4-1 まちづくり的組織

EEヨ

まつり委員

伝統委員

偉人委負

教育委員全盛委集

~島委員

商蔚委員

二二二弓二工ご「一一一一一γ一 一一一γー」

玉 川ζ-rlIl;t;liUl!lsH I t:(l:"，-æ;~ 

l 各区住民 主
)(4) 子ども議会で身に付く力

第4ステw ジは，アイディアを 25 0分の 1の模

型!で立体表現するというこれまでにはない学駕活動

に挑戦する段階となった。

フォーラムlIJdこ，それぞれのこだわりをアイデイ

ア蓄としてまとめさせたので I司 地尽に 3つのブ

万一ラムから別々の提案がなされる場fiffがいくつも

できた。例えば，地下鉄業附堂釈照辺には r自主史公
盟主をつくりたしリ(燃史)， i rflんぼを復活させたしリ

(環境)， 「シヨツヒcングモーノレをつくりたしリ

際)という全く;61]々 の壬張がなされた。
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o 4-2 7オーラムから提築されたアイディア
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長い時間をかけて形成されてきた各自のこだわり

がぶつかり合うという状況が模濯の至る所で発生し

た。発生した問題は，市長が「子ども議会Jを開き，

話し合って解決し?各地区に返した。認し合って，

Z層整L，模型に表すという作業を繰り返しながら，

アイディアを形に表していった。

このような学習の過程で，自分のこだわりを模主主

に実現するためには，ただ単に自分の主張を表明す

るだけではなく，根手を説得するためのプレゼンテ

ーション能力が必要となった。これまでの発表活動

と違って，自分の願いを実現させたいという強い思

い，説得するための材料が必要だという必要感に基

づいて， 自分の考えを裏付ける材料をもとに訴し合

うので，中味の濃い;1)5し合し功、行われるようになっ

ていっTこ。

住民となった子供たちにも 9 その湯の状況に応じ

て考え，判断することや友達の考えを認め協調する

ことが必要となった。予定された事柄を発表して終

わるこれまでの学習とは違い，より高度なコミュニ

ケ】ション能力が要求されるようになったことを次

のような児童の感惣から読みとることができる。

| 今までの総合と違って，問題とか課題が出てく j

iるところがあってやりづらいところがあった。 I

i 言葉だけでなく，実物で表すので，愁像とは違;

|ったものができたり，意見がぶつかったりしてしま|

|うのでとて川か川すでを刊しが;

あります。

(5) 学習全体を通しての地域畿の変化

まちっくりの授業に入る前，アイデイア提案後，市

長報告後の 3[8]イメージマップをとって，児童の変w
を見た。書き出された項凶数は 2凶割 3回目に格

段に増え，イメージの流暢性が増している。 r康史」

「環境Jrr国際・福祉jなどの観点で上ヒ較してみると，

f混入毎の繁味・関心の所在や広がりを読みとることが

できる。
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A YE 1と2の比較からは，歴史中心のイメージが

探究学努によって幅広いイメージに拡張されたこと

がわかる。 3のマップでは， r 1 0年後j という言葉

から多くの言葉が派生し，地域を今後のお分の生き

万と穏連づけて意識するなど「地域観」の変化を読

みとることができる。

イメージマップには，児童量が自分自身の学習を振

り返るコメントを書かせた。事前のイメージマップ

には，南小泉について自分は知らないということを

自覚したヒで，もっと知りたいとしづ意欲を書き表

寸先主主が多かった。

単元終了後には，自分自身の興味の広がりについ

て書く子，学習全体のやりがい，自身の成長の自覚

について書く子など様々であった。 7 ツプをもとに

学習の振り返りをしたことで，これからの行動への

決意を示す子もいた。
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模笠づくりが地域の再発見につながったことは，次

のような先輩の感想からもわかる。

くりを始めてから~笠5とがあるんだとか，

これがあった方がとか思うことがふえた。南小泉の

よさにも気づくことができた。

模型づくりで，未来の南小泉のことを考えても 2

のに表すので，わたしは，社の者誌と呼ばれたい気持

;ちが大きくなった感じがします。

・ぼくは》本郷酒包のことを調べて，この人のお:

かげで鍛冶選数という地名がついたんだから，せめlZ撒棚一一一冶崎醐吋一一一窓醐酌恥一敷蜘机一一の以山…入川川た的ち町……だ治町山一tけ叩山ナ叩川に口で

模型づくりが始まつて， r南南[川小、泉のまち」 と うh; 

ことを考えました。改めて南小泉らしさを考える抱け

強になったのさはないかと患います。 I

5 まちづくりを取り入れた総合学習の可能性

まちづくり学習は，地域を題材としながら，自然環

境，歴史的・文化的環境， t号際理解，福祉など，様々

な視点で考えていくことができる複合的，総合約な学

習となる。 3年生で地威， 4年生で福祉 5年生ぜ環

境(おこめ)という綴点-e学習を主主ねる当校の児援が，

最終学年である 6年生で取り総むのにふさわしい題材

であることが実感できた。

また，未来のまちの模型を完成させるというお擦に

|苅かつて全員で取り組むプロジェクト型の学習デザイ

ンにしたことで，次のような効果が確認で尽きた。

面高田吉百五百五I高1iJ日:夏日
( られた j 

自分のアイディアを実現させるために，効巣約 i
なプレゼンテーションの能力が要求された。

罰標達成のために，友達附土のコミュニケーシ

:3ン能力，協調的な態度地相性」←_j

これまでの総合学習では，追究結果の発表が自己満

足的に終わることが多く，葛藤や深まりという函で物

足りなさを感じていた。今回は，模型の完哉のために，

お互いのこだわりをぶつけ合い，調整することが必要

となった。これまで以上に頭を働かせ，友i童とのコミ

ュニケーションを深めながら学習を1生めてし、かなけれ

ばならなかったのである。これによって，子供たちは，

自分の考えに自信を深めたり，友達の考えに共感した

りしながら，南小泉という地域に対する見方を変えて

いくことができた。

総合学習を，単iこ，言語べてまとめて伝える力を高め

るためのものではなく 1 物事を総合的に考え，判断し

見仙台市立南小泉小学校教諭

叫仙台市立南小泉小守校教諭
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たり，自分自身の生き方を考えたりすることができる

ような学習としていくために，まちづくり学轡は大き

な可能性をもった題材であることを確認することがで

きた。今後? 緩の授業デザインの改善に努めたい。

6 おわりに

棋盤作りを取り入れたまちっくり学預は，ダイナミ

ックで子供にとっても魅力約な学習となった。この学

習を逸して感じたことは，地域や現実社会との接点を

持つことが，より実践的な学力を予ぎて，総合学習のね

らいにせまるためには大変重姿だということである。

そして?そのような授業を意uり上げていくためには，

行政や NPO(地域の専内家集閲)を双方向の断系の

Ij授業パ日トナー」として迎えることに大きな意味が

あることがわかったっ立場の異なる者問土が:意見を交

換しながら授業づくりを進めたことで，学校や教訴が

求めているものが何なのかを再認識したり，新しい考

え方に触れたりして，より質の高し、授業を創り出そう

という気持ちが声高まったのである。

総合学習の後業づくりにおいては，今後ますます授

業のデザイン能力(人的資源を含めた学習環境のテーザ

イン能力を含む)とそれを支える教刻自身の人約ネッ

トワークやコミュニケーション能力が必要になる。単

に外部の人材が授業に入れば子供が変わるのではなく，

教師自身が創造する喜びを大切にしながら授業のデザ

インを工夫することで，総合会手預を子供たちにとって

;意味のある学習に深化させていきたい。

写真 6-1 イ出合市長への報告の棒子

報辞 授業ノしトナーとして参加していただいた仙台

市街投みデザイン課， ~PC 建築と子供たちネットワー

ク仙台の皆様lこ心からJ蕗請Iいたします。

判仙台市立南小泉小学校教諭

NHK教育字書組 おこめ rにんげん日本史干の

番組委員を務め3 デジタノレ教材を活用した総

合学習のあり方をさぐっている。
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地域の中の学校から 地域へ発信

fあったらいいな とんな校躍の会j プロジェクト

ー総合的な学習を通して、予ども・保護者・教獅・主事

地域住民・行政担当者・専門家と進める校庭づくり
富田利幸

キ日ワード1)潔境教育 2)総合的な学苦手 3)校縫づくり 4) ピオトープ

5 )地域・家庭・関係議機演と連携した学校づくり

1.はじめに

学校も地域環境の一つ 学校づくりは地域・家庭・

行政・専門家とともに

そして、学校づくりはまちづくり

ーその主役は、一人一人の子どもたち

下校する時、全ての子どもたちが、 「明日が皐く来な

いかな、明日も楽しみなんだけどなj そんな思いで家路

に着くことができる学校にしたい。

子どもにとって「学びがい、遊びがいのある楽しい学

校Jづくりである。そのためにも、学校は安全で、健L康

約で、安心できる環境にあらねばならない。そこで、今

回は、そ子どもたちにとって各種の観察@実験や写生等の

学習の場、運動の場、遊びの場、社交の場、憩いの場等

である f校庭j にスポットをあて、子どもにとって意義

のある、儀憶のある校庭づくりに挑戦することにした。

尽に私の学校経営理念は、 「澱いて、取り入れて、磁

合する学校経営Jである。端的に述べると、学校の経営

方針や教育内容や方法等を地域・家庭にできるだけ跨い

で関心をもっていただ昔、地域・家庭の教育力を学校教

育に取り込み、参加ではなく参舗の段階から地域・家庭

と共に子どもたちに「生きる力」をつけるために実銭を

進めていく経営である。

この経営理念の規定には、学校教育は学校として単独

で存在するのではなく、地域教育のーっとして存在する

という考え方である。であるので、学校教育は、必然的

に「まちづくりJつまり fまちの発展j につながってい

くのである。

子どもは、地域に生まれ、地域で育ち、やがて地域に

貢献する存在となる。と震われてきた。社会情勢の変化

により、すべての予が成長して地域に貢獄することは、

なかなか難しくなってきているが、自分の生まれ育った

地域に限らず、移り住んだ地域で貢献する ζとは可能で

ある。そのためには、地域の人々、もの、ことに関心を

持ち、地域のよさを知り、愛着心をもち、地域をさらに

住みょくするには自分は地域に何ができるのかを考え、

そのための知識・技能・経験を身につける学習をし、実

行していくという見方・考え方・態度を培うととが肝要

になる。との見方・考え方・態度が、よき住まい手・つ

15--

くり手を有てる3基盤となり、まちづくりへの賞献につな

がっていくものと考える。

そして、子ども逮にとってとの免方・考え方・態度の

素地となるのが、学校に関係する人々、こと、ものに関

心をち、学校のよさを知り、愛着心をもち、学校をさら

に住みよくするためには自分は学校に何ができるのかを

考えそのための知識・技能・体験を身につける学習をし

実行していくという見方・考え方・態度に他ならない。

今回は、子どもたち自身が校庭づくりを通して、との

見方・考え方・態度を身につけていくととをねらいとし

た。このねらいを達成するために、地域環境や学校の環

境に関心がある保護者・地域住民・行政担当者・専門家

の指導や支援を受けると共に、これらの方々と子ども・

教員・主事が一緒になって、総合的な学習の時間や生活

科の授業を活帰して、知E華や汗を出し合い、子どもは勿

言動のこと、虫や鳥や動物、植物にとっても住みやすい校

庭づくりを進めるととにした。

各学年のテーマは、 1・2年生が「しぜん・ニtJ、3

年生が「虫J、4年生が「木j 、5年生が f烏j 、6年

生が「ピオトープj である。

この実践の推進母体が、プロジェクトチーム「あった

らいいな こんな校庭の会」である。会長は校長で、構

成員は保護者・地域住民・教員・主事・専門家であり、

企翻・運営・実施・評価の各段階でともに思いや騒いや

意見を出し合い、実施可能のものから適宜、子どもとと

もに着手することにした。

以上の実践や研究の成果と課題を平成14・15年度世岡

谷区教育委員会研究奨励校として、平成16年1J1l6に発

表する予定である。

2. rあったらいいな とんな校庭の会』設立以前の取

り綾みについて

(1)際校70周年PTA周年行事委員会の食爾援案

本校は、平成13年に開校70潤年を迎えた。 PTA/誇年

行事委員会は、記念企画として「校庭の環境整備、特に

緑重量かな自然環境にしたいJ ということを学校に打診し

てきた。それは f校庭をもっと楽しいところにしたいj

f校庭に実のなる木があり、そこに野鳥がきたり、子ど
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もたちが実を摘んで食べたりできたらいいおJ rトンボ

やバッタがきてくれるビオトープがあったらなあJ rほ
っとできるベンチや椅子もほしいわJ rたた、作るのでは

なく、先生や子どもたちとー織になって作って、育てて

いきたいねJという保護者の頼いがあったからと廃いて

いる。

この待、学校も体育館の裏の東側墾皇室工事に伴い裏庭

の有り様について検討していた。私は、 PTAからの打

診を受けた持、ともに校庭の環境整備ができることはす

ばらしいことなので、絶好の機会だと怒い、すぐに快諾

した。私は、この機に、ピオトープを作るのもよいと患

っていたので、検討事項の中に入れてもらったa

そこで、 PTA周年行事委員会のメンバーは、以前、

本校の家庭教育学級で行った fあったらいいなとんな学

校一子どもとー績に身近な環境について考えよう、そ

して改善していこう j ワークショップでお世話なっ

たまちづくりプランナーの専門家に、海外の事例や方法

観察会の実施、助成金システム等について助言をいただ

いてきた。

この企画をさらに地域まで声を広げ、地域・家庭・学

校が一丸となった周年行事の記念企画にしたいという P

TA賂年行事委員会から学校へ話があった。とのことは

地域・家庭・学校が連携 a 融合した学校づくりを目指し

ていた私にとっても、車買ったり叶ったりだったので、守

山小学校学校協議会で地域の方々にもお願いしてみると

とを進めた。

6Ylの守山小学校学校協議会(平成百年度に世田谷区

が区立小学校・中学校に立ち上げた独自の会で、学校・

家庭・地域が連携して、子どもたちの健全育成・地域防

災・学校教育活動の充実を8指す。平成14年1月に学校

評議員も加えることになった。)にで、金画の趣旨説明

を行い、賛同を得た。

さらに、こうした企酪を進めるには、資金の裏付けが

必要になってくる。区より周年行事関係の饗F告が配当さ

れ、 PTAも積み立てをしてきてはいるが、このような

特別企調用の資金まで出せる余裕はない。まちづくりプ

ランナーから弱いた公益信託 f世田谷まちづくりファン

ドj を怒い出し、私達の企E曹が地域住民の鋭意と工夫に

あふれる自主的なまちづくり活動である旨を記した申請

書をもって応募したところ、公開審査会で25，3万の助成

金を頂けることになった。これで、人的にも資金の箆で

でも充実し、実施する上で大きな力となったことは言う

までもない。私たちの士気も当然高まった。

(2) r校庭の植物の観察会j と f生きもの・虫の観察

会j の実施

企画の第1弾として、 7月にPTA周年行事委員会、

守山小学校PTA研修会、家庭教育学級の三者共僚の縞

物と虫の観察会を専門家を招轄して開催した。

16-

校庭の極物の観察会では、植物に損害心のある児童，

護者・教締が約100人ほど参加し(本校は児童数200

各種の横物が予想以上にたくさんあったとと、小

くった森が校舎の翻此あったこと等々、都会の小さ長

学校の校庭にこんなに豊かな自然があったととに、

もも大人もびっくりするとともに、校庭の段

着心がわき、皆で大事にしていこうという恩いが強く討

ったと言った声が翻とえてきた。(写真2- 1) 

生きもの・虫の観察会では、附以上の参加者糊言

専門家の方から、虫の生息場所、形、大きさ、鳴声、

類、つかみ方等々を教わり、子どもたちは興味津々

き入っていた。グループに別れての虫採しでは、一子ど日

たちは我先に雑撃を手で分けて見たり、石をひっくり

したりして、夢中になって活動していた。大人

かえって、虫探しに取り組んでいた。(写真2- 2) 

この二つの観察会を還して、守山小学校の校庭も

たもんじゃない、よくその気になって観察すればEl?:

宝療といえるのではないか、子どもも大人もそう感

にちがいない。子どもたちは、植物や虫に関心を高め

とともに、自分たちの校庭や校庭の自然に関心を

ことと怠う。

(写真2-1鳥が作った森) (写真2-2虫の綴祭会)

(3) r校庭づくりを授業で実践』の提案

観察会後のアンケートで、 fもっと自然豊かな校庭に

したいJ r校庭づくりを授業の中でできないかj という

声がたくさん出てきたので、なんとか授業で f校庭づく

りJを扱ってほしい旨の要望をPTA周年行事委員会か

らいただ、いた。子どもとともに f校庭づくりJを進める

ことも環境教育の一環になると怠った。扱うとしたら、

総合的な学習の時間がよいと考えた。しかし、もうすで

に年間の指導計爾はできているので、教務部と研究推進

委員会で検討するととにした。

そうとうする内に、 9月に 6年生が図工:で校庭の木々

のネームプレートづくりを始めた。実に子どもたちのア

イデアあふれる形のものが出きょがってきた。

さらに、 10Ylの関校70周年記念式典の子どもたちの[

よびかけJの中で「烏や虫など生きものがくる校庭をつ

くりたしむという言葉も出てきた。

これでは指導計磁を変更してでも、子どもたちの患い

や願いを実現させなくてはと患い、地域の環境教育をメ

イン1;::総合的な学習を展開していた 5年生の担任に言語し
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てみたところ、子どもたちも校庭づくりに関心が高まっ

てきているし、学校も地域環境の一部なので、子どもた

ちにとって価緩ある活動になるだろうということになり

指導計磁を立て直し、実銭してみることにした。

(4)総合的な学習を活用して、児童量、教街、保護者、

地域住民、専門家でつくるピオトープ

まず、保護者の中で校庭づくりをしてくれるボランテ

ィアを募集したところ、 43名の方が名乗りをあげていた

だいた。各々がとの食衝にどんな形で参加できるかを考

えていただき「無理なくできる人ができることをするj

とした。 2人の5年生担任と授業の中でどうかかわり合

いながら、どう進めていくか等について検討を重ね、 16

時間を使って実施することにした。

11月に入り、校庭づくりをスタートさせた。二子どもた

ちにいきなり校庭づくりの活動を始めさせても、自分た

ちが自分たちの考えで自分たちの力で自分たちの校庭を

住みよくするという主体的な活動にはならない。

そこで、学校の近くにあり、まだ自然が幾分か残され

ている羽根木公爵での綴祭会を実施し、植物や虫、潟な

どとともに、自然環境への関心をさらにもたせることに

した。糠物、箆虫、鳥などに詳しい自然観察指導員を講

部に迎え保護者もー絡に参加し、植物を食べたり虫を触

ったり烏の声をきいたり植物のにおいを嘆いだりと五感

を過しながら、自然の生態や地域環境についての学習を

した。その際、自然体系では水の存在が非常に大切であ

ることを子どもたちは知ることになった。

との後、子どもたちは、地域にt:I:lて、羽根木公窟での

観察会で学んだ自然の見方・考え方をもとに、地域の自

然観察を実施した。

次に、子どもたちは、保護者とともに授業の中で、ま

ちづくりプランナーの専門家から英鹿の学校や近鱗のせ

せらぎ公趨の事例について話を開いたり、ピオトープに

ついての学習をしたりした。そして、保護者とー絡にグ

ループワークをし、学校の池の改善のアイデアや自分た

ちが校庭づくりで何をやりたいのかをイラストにした。

(写真2- 3) 

その後、子どもたちから「自分たちで新しい池をつく

りたいj という意見が多数出てきた。それでは皆で作っ

てみようとなり、自然銭祭指導員とまちづくりプランナ

ーの専門家に再度おいでいただき、 2図のワークショッ

プを行った。どんな生きものが来る池にしたいのか、ど

んな形の池にしたいのかを考えるため、生きものの来る

誌について学習したり、校庭に池と伺じ広さのロープを

張ってイメージする池の絵を描いたりした。(写真2-

4) さらに、グループごとに一枚の紙に毛糸で池の形を

作り、紙で作った植物を鮎り付け、池のイメージをさら

に鮮明にし、互いに発表し合った。そして、実際の消と

同じ大きさを模造紙で作り、皆で意見を出し合いながら

皆で池の形を決めていった。(写真2- 5) 

池を作る場所は、体育館脇の花壇に決まった。池の形

を確認しながら、完成時のビオトープを想像しながら、

子どもも保護者も教師も地域住民も専門家もー絡になっ

て穴を掘るととから始めた。慣れない手つきで子どもた

ちも大きなシャベルを使って穴堀りをした。土がJ怒いの

ほか国く、作業は難航したが、さすが、父親、母親、教

師は、うまいものであった。(写真2- 6) 

池の排水管工事や紡水セメント工事は、土地の形状上

児童量ではやや闘難な冨があったので、保義者の中の専門

家にしていただいた。

3月になって、防水シートを張り、 t世包谷トラスト協

会に水生様物の埋蔵穏子が入ったこtをいただき、荒木出

土をこねて敷いた。子どもも大人も、全身泥まみれとな

り、楽しそうにこねていた。履いていた長靴もぬぎ、裸

足になって「気持ちいいj と言いながら、作業を進める

光禁が随所で見られた。(写真2- 7) 

作業終了持、皆、子どもになっていた。身も心もすっ

きりとした護軍と顔があった。同じ密的に向かい、協力し

合い、成し遂げたという満足感、成就感に満ち滋れてい

た。こうした子どもたちと大人たちのふれあいを私は求

めていた。

手作りの池は、 「ひょうたん池j と名付けられた。緑

も増え、ビオトープらしくなった。(写真2- 8) 

翌年の2月の校内総合的な学習発表会で、 5年生はパ

ソコンを駆使して、活動の趣旨、内容、成果、課題等を

酎憶をもって発表した。

〈子どもの感想〉

わたしは、ピオトープを学校で作るとは患っていませ

んでした。作るのは大変で、形ができても f水たまりj

なんて震われました。今は、ちゃんと池に見えてくるよ

うにな坦ました。この池で「烏のくる縁のビオトープj

を包指して、いろいろな計画を立てています。実を食べ

る鳥の姿を私たちの池で見られる呂が来るといいなとf号、

っています。

{保重要者の感想〉

とにかくとにかく楽しかったです。授業に入るととは

まったくの未体験ゾーンだったので、どとまて踏み込ん

でいいのか手探り状態で思考錯誤の連続でした。でも、

大人と子どもが入り混じり、二七を掘ったり運んだり泥を

こねたりするのは、あまりにも楽しい作業でした。 r本

当にできるのかなJとどきどきしました。この作業は、

後日、池でおたまじゃくしが泳いでいるのを見た符の感

激を倍増させてくれました。 r学校は皆でつくっていけ

るもの」、半信半疑だった私たちが、心からそう思えた

私たちの池づくりでした。

{教師の感想〉

今回の作業を通して、三つの大きな成果があった。

7
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つ沼は、千子どもたちがどオトープづくりを通して、自分

の考えを述べ、いろいろな罪著書室を話し合いながら解決し

校庭環境に関心をもっていったこと。二つ日は、子ども

たちが泥だらけになって活動していく中で自然を見つめ

知識だけではない、体験から8然を感じ取ったとと。三三

つ図は、地域・家庭と学校が子どもの資質・能力の育成

を目指して、本当に連携する必要性や楽しさを感じ取っ

た人がたくさんできたとと。乙の取組は、小さな一歩で

あるが、これからの学校づくりを目指した大きな一歩で

あると思う。学校が、地域の情報発進の中心になってい

くことを期待したい。

(写真2-3 線設省版業) (写真2-4機納骨量磁o

穴擦り)

(写真2-5襲鎖で緑町並申大きさを拘)

3. rあったらいいな とんな校庭の会j の設立とその

取組について

(1) rあったらいいな とんな校庭の会j の設立

平成14年度を迎え、開校70周年PTA周年行事委員会

も解散され、校庭づくりの企部推進をする組織について

の課題が浮上した。地域、 PTA、学校から代表が出て

運営する形を一応はとってみたが、それぞれの考えや患

いが円滑に伝わらず、企E覇や実施のlliiで停滞してしまう

事態が生じてきた。

私は、これではいけないと患い、地域、 PTA、学校

それぞれの患いを抱きそれを調繋していくというこれま

18 --

での運営組織をやめ、まったく新しい組織を設

考えた。それが fあったらいいな こんな校

である。

学校の組織でもない、 PTAの組織でもない

組織でもない、校庭づくりに関心のある地域住

者・専門家・教師・ 3三事が共に話し合い、検討

実施していくプロジェクトチームである。

校庭づくりに携わってきていただいたPTA

提案したところ、快諾を得た。蕃は急げで、早

規約を作成した。(関3- 1) 

以後、との規約に則って進めることとなった。

(平成15年度は、児議と専門家を会員に含める予定)

平成 14年度守山小学校

「あったらいいなこんな校庭j 規J約(案)

第 1権総

(名称)

出

容

，k 

第 1条 本会は、守山小学校「あったらいいなこんな校庭Jと称し、事務所を守wli
!J'~ 校内に続く。 1作

(罰的)

第 2条

(方針)

第3条

ド
ベ仏

本 会は 、次 の民 的を 持つ。l'

本校i土、寸内戎 14ft'度 15年度の世間谷区教育委員会研究実励校として f総本

合的な学切;の研究の一夜 乱つ、 r特色ある教育活動J として、 f烏が来捻

る学校作り j を局指した教育活動を実絡する。そのために 2作品習のプロジl'

エクトチームを作り 企商、道営を行に 1% 

1 先鑑が学習、運動及び遊びにおいて より効果的な活動ができるよ官

う支援する I?
2 児家が楽 ν 〈、元気で安全に過ごせる校彪計りを推進一ヲるE 長

3 宇校、児童、保護者、地戚が連携協力して企語、連常、採進する。色
ι岳
民

本会は 教育を本旨とする民間団体である。 1，
1 政治的、宗教的役格をもたない。ま A 、定率的企業に際訴しない， ，!時

2 母校の管理には干渉しない。 必
3 児童廷の教脊槍進のために活動する他の社会団体及ぴ槻明と協力 Vる。ぷ

日ミ， 

第 2葉会 員

第4条 本会は次の会員をもって総織する。 じ
1 本会の会員は、本校に複符する児童の保護者、本校の職員、及び守山 E

小?位そ取り巻く地域住民により組織する。

2 会員以外の者で本会の目的に後伺し、事業を媛劫するものを援助会

員とするa

(図 3- 1 会の規約抜粋)

(2)あったらいいな とんな校庭 fワークショップj

7月19段、まちづくりプランナー、自然観察指導員、

造調関係の専門家にもおいでいただき、保護者、教師、

地域住民とで、 「子ども、生きもの・みどり、入のかか:

わり」をテーマに、どんな校庭にしていきたいのか、デ

ィスカッションをし、以下のような思いやアイデアを出

し合った。(殴 3- 2) 

・緑豊かな水に親しむととのできる校庭

-地域の方々とより深くかかわるととのできる校庭

.命の大切さを実感できる校庭・地域紡災の拠点

・野菜や実のなる木を育て、 E語や虫の観察ができる校庭

.体育約機能と自然潔境のバランスのとれた校庭

・学校は、地域の自然再生の拠点・縁の核

-人も評{誌でき、自分も評価してもらえる人づくり

-密分の学校が大好き、卒業しでも行ってみたいところ

・学校に誇りがもてる予と親・地域、そして教邸
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(1iil!3 - 2 ワークショップで話し合った校庭改善アイデア)

(3)各学年の取り組みについて ②3年生の実践

10月258と12月10日に、 7月に行われたワークショッ

プの結果をどのように総合的な学資と関漆付けて実現さ

せていくか、専門家の助言をうけながら、検討し、毎月

発行の rあったらいいな こんな校庭つうしんj にまと

め、下記のように実践に移していった。 1・2年生は、

生活科で実践した。

①1・2年生の実践

網テーマ fしぜん はっけんJ r土づくりj

1年生は、落葉を使って「秋j の表現や校庭・裏庭の

「冬さがしJをした。 2年生は、地域に出て行き、自分

たちで作った陀探検計額にそって、珍しい木の実や葉っ

ぱ、烏などを見つけ、地域の自然環境に親しんだ。

土づくりでは、あったらいいな こんな校庭の会の会

員やおやじの会の父毅の支援を受けて、学校給食の残業

を本校に設置してあるリサイターで作った肥料を学級閣

にまき、土とこね合わせた。

-テーマ『虫は友達』

6月1:::学校のプールで fやご救出大作戦」を展開し、

やごや水生の箆虫を克つけた。夏、秋、冬に都内ではわ

りあい自然の景観が残されている都立長沼公留で自然観

察指導員や大学の研究生、保護者の指導や支援を受けな

がら、植物や虫の観察(写真3- 1)をした。

教室でJll虫の飼育をしたり、冬越しの様子も観察した

りして、虫を増やし仲良しになるにはどうしたらよいの

かを考え、校庭にできる範囲で居場所を作ることにし、

虫の来る落葉だめや草地をつくり、石や朽ち木などを置

くことにした。

さらに、木や花を植え、掲示板も作ることにした。平

成15年2月に子どもたちとあったらいいな こんな校庭

の会、おやじの会、教師とで、校庭西側に落葉だめの榔

づくり(写真3- 2)をした。織となった丸太の木は

世田谷区内の公溺等で切り出された木を輪切りにしたも

19 2003年住総研「住まい η まち学習J実践報告ー論文集4



のを区からいただいた。区の都市環境課の方も見えた。

おやじの会の方々にはもついでに裏庭の改修工事の際

切り出された棒の大木を学校関まで運んでいただき、虫

のf主みかとした。さらに参加者会員で学校留を耕した。

少しずつ、子ども、保護者、教師、地域伎民、行政担当

者等、皆でつくる校庭の形が整ってきた。

③4年生の実践

・テーマ f木と仲良し』

校庭、地域、近携の羽根木公爵で緩物の観祭をし、木

に関心が集まった。そして、校庭の f自分の木Jがどの

ようにかわっていくのか観察することにした。その後、

都立長沼公園にて専門家、保護者の支援を受けて、植物

の観察会(写真3- 3)を実施し、さらに木への関心を

高めた。そして、校庭に4年生で木を植えたいという患

いが強くなり、専門家の助言もいただきながら、どこに

どんな木を植えるのか、ニヒづくりや水やりなどはどうす

るのか考えた。世田谷区から fゆきゃなぎj の笛木をい

ただくことにし、様樹に向け取り組み中である。

@5年生の実践

・テーマ f学校罵辺の環境ウオッチングから始めようj

身近な地域療境の探検から始め、 t世a谷区、そして5

年生の移動教室で出かける群馬県川場村の自然環境の鏡

察へと広げ、比較しながら自然環境への関心を高め、本

年度の校庭づくりのテーマの一つでもある「烏の来る学

校j 環境についての話し合いをした。 10月に行われたJlI

場移動教室では、現地の自然鏡察指導員の指導のもと「

21世紀の森」でバードウオッチングをした。鳥の種類、

色、形、飛ぴ方、鳴声、習性等は勿論、 「森の掃除人j

といわれる虫や「様物には心があるj という話等を開き

大変意義のある学習ができた。その後、鳥の巣箱づくり

や餌台づくりに取り組んだ。

⑤邑年生の実践

・テーマ fピオトープづくりから環境を考えるj

皆でつくったピオトープを今後どのように活用してい

くのか、自分たちが活動してきたととをどのように5年

生に引き継ぐのか、さらに校庭に何を作っていくのか、

やること、やりたいことがたくさん出てきた。

まず、地の周関に自然色豊かな緑を増やす、風力発電

で流れを作る、かえるのアパートをつくる等を皆で決め

その実現に向け、予算や材料や作成の方法等を専門家、

教師、保護者と共に考えている。また、新たに校庭の藤

搬の下に「いといの広場j を計蘭し、丸太の椅子などを

設費した。(写真3- 4)その横にアイデアたっぷり

世田#区立守山小学校技畏
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のレンガづくり花壇を製作中である。

。なお、以上の実践の一部を校内研究授業と

た。 1・2年生は生活科の学習内容の範翻内で行つ

(草真3-3豊富A自で本時寵粉 (写真3-4 Il;:ll~広場づ〈哲)

4.おわりに 成祭と隷鐙と惑重量一

学校、地域、他の地域の自然環境の観察や探検ゃいろ

いろな方々との出会い、ご支援、ご指導等のかかわりを J

透して、子どたちは、①課題を自分のものとして解決し

ていく方法、②入、もの、こととのかかわり方、③書い

たり、話したり、描いたり、行動したりする表現力、③

自分の考えや行動を援返る力、⑤友と知慈や汗を出し協

力することへの価値観等が少しずつ身についてきている

ことは確かである。こうした資質・能力が「生きる力j

となり、自分の住環境や自然環境の見方・考え方をさら

に培い、よい住まい手、っくり手になっていくと思う。

地域・家庭・学校・行政が連携しての教育が実感とし

て関係者皆が味わい、私も含め意識が変わってきたとと

も成果である。さらに、かかわっていただいた方々の f

誠j が感じられ、よい入部関係ができた之とも嬉しい。

今後は、薬本計画の実筋と家庭・地域・学校・行政・

専門家との連携の在り方をさらに探ることである。

今回の実践について、各方面からご賛同、お問い合わ

せ、ご指導等を賜った。発表の機会までいただいた。

80万緑化計画を推進されている世田谷区都市環境課み

ずとみどり・公濁主催の fみどりの発表会j 、世田谷区

都市整備公社まちづくりセンター主催の fまちづくりシ

ンポジウム 子どもが結ぶまちづくり~これからの学校

と地域の連携を考える~J 、エフエム散問谷「世邸谷11

30J等である。お礼申し上げて次の実践の糧にしたい。

生活科教脊研究会会長

生活科及び総合的な学習田中で、子どもた

ちが「と苦め君、かかわり、ゆらぎ、かがや
くj授業づくりに取り組んでいる.地域・家

庭・縄係諸機関と連携・融合できる学校教育

を槙揺している，
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地域の特産，下山子高震自薬iこ醜戦11

一高齢者の知窓ー経費量。技術を生かしてー

本包 冨佐子勺

キーワード ]) 4年生の教育実践 2 )白菜作り 3) 地域との提携

4)先人的知E号、 5 )総合的な学習の時間

1 はじめに

平成 14年度の4丹からの f総合約な学絞め時照Jが

導入されることになり g 当校でも?平成 12年度より地

域との関わりの中で総合的なγ:習で和Iかできないだろう

かと綴紫していました。

そんな持鳥山みずとみどりの会Jの会主主である松永

さんから，世間谷のこの地域で 3 総が一抱えもあり議

さ二呉昌(約 7.5キログラム)もある白菜‘下山千歳白

菜栽培のお話を仰いましたn そして 3 その白菜を子ども

遠の手で育ててみないかというお誌がありました)

渡りに船という患いと下山さんのお宅にお話を伺いに

行きました。

土蔵ラ井戸，屍敷林に阪まれたお宅で下山千歳白菜の

復活の経緯のお話を下山さんから{司いました。

下山干議白菜

白菜にとって最も恐ろしい病気にパイラスがありますっ

昭和初期から 20年代にかけて東京近郊でもパイラスが

発生して火変な被害を受けたことがありました。この病

気に侵されると葉が萎縮し始め、株の成長が事費え 3 その

うち黄色い斑が入り!やがて枯れてしまし、ます。

パイラスにかからない白菜を作るため， F山さんは長

い年月をかけて熔の改良平肥料の工夫をしヲ同特に?た

くさん作った白菜の中から…苦言病気に7)叫冶らないものを

見つけて種を取り 7 改良に改良を重ねていくことで病気

に強い白菜を作り出したそうですη そして 3 昭和 27年

に「下山千歳白菜j として認められるようになり、多く

の農家が栽倍を始めたとのことです。

しかしながら、社会情勢の変化、特に核家、放化が進む

につれ、野菜が小型化され、さらには、海外からの新し

い野菜の普及もあり、重く、大31の下I.ll千歳白菜l土敬遠

気味となり、市場から全く姿を消してしまいました。

平成 10年、地域文化の符認識を 1つめ呂的としてし、

る「鳥山みずとみどりの会Jが、 下山千歳白菜の存在を

知り、その復活に向け、下山氏を熱心に口説き溶として、

復活栽培にこぎつけたということです(写糞 1) 

88才というお年に力、かわらず白菜に対する情熱3 農業

に対する熱い忠、いが私達lこ伝わり，子ども達に値鍍ある

21 

写真 1 下山千歳白菜復活

学官がさせられるとし寸確信を持ち，平成 12年度の「総

合的な学習の時間j を下山手歳白菜と決めました。

下山さんのお宅と学校との距離は，時間にして 30分

ほどかかります(函 1 1)。その安余確保のため鳥山

みすとみどりの会Jの方々 r号まかな老後を築く会j の

右々も力を黛してくださることになり r下山千歳自菜

を作ろう Jの学習がスタートしました(図 1-2)。

2 取り組みの概要

学習のテーマは「下山千歳白菜と下山家」下山家も含

めた理由は，母屋p 土蔵，井戸，E是敷林，差是具等は干士会

の学育にもなると考えたからです。

炎天下での穣まき(9月2臼)

9月 2日，朝からギラギラと太陽が照りつけている中ヲ

「壌かな老後を築く会Jの方々にそfボートしどいただき?

下山さんのお宅へ「穂まき」に行きました。下山さんは 3

r 9月2日の種まきは遅いので成長が心配だけれどやっ

てみましょう。Jと設われました。実は、白菜の種まきは，

遅くとも 8月下旬頃には終えていなければいけないので

すが、夏休み中iこ4年生全員の児童が集まるのは難しい

ので， 9月iこしてほしいとお願いしていたのです二

早速3 畑へ 1人5粒の種(子ども達は、小さな小さな

犠がどうして大きな白菜になるのか設を傾げながらじっ

2003年生総研「住まいまち学習J実践報告 η 論文集4



烏Ili北小学校

合
鳥山みずとみど切の会*

* 正式には寺町通り集会所展示議運営遮

絡協議会の名称ですがあまりにも長い

ので地域にふさわしい邑然環境から名

前が付けられました。

1- -1 寸
地元の町会 豊かな老後を築く会 寺院逮合会 個人研究グループ

Ii'lIl .1 連携した組織の関係

Ii'lIl .2 鳥山北小と下山家の位置

と見つめていました)を受け取り 7人ずつ畑に入って

2畝(ふたうね)ある半分に種をまきました。全員が種

まきを終えた待点での気i置は3 なんと 39'C以上にもなっ

ていました。

種まきの後3 ひんやりとした竹林をi遭って，納墜を見

学し井戸へ向かいました。初めて井戸を見る子たち1

fこれなあにJr水がくるのJrほんとJなどと言いなが

らガチャガチャと交代で井戸の手押しポンプに挑戦。

「ピヤー冷たーしリ井戸の木製のふたをずらしていただ

いてヲ fあっ水が見える」と大喜び。 r烏UJみずとみどり

の会J(J)方々の地下水についての説明を聞き?下山さん

の土蔵3 井戸?竹林，納屋，古い農兵を実際に見て感じ

て， 1問自の授業を終えました(簡 2-1，写糞 2'1 )。

誌の宿引きと十三夜 (10月6B) (図 2-2、写真2-2)

10丹7日ラ種まきから 1ヶ月， 9月2Sに撤いた小さ

な種がどんなに成長しているかと期待に胸をふくらませ

て rl.LJさんのお宅に向かいました。

育力問の~寺と同じように r 鳥山みずとみどりの会j の

方々， r撃かな老後を築く会」の」ぢ々にサポートをお露出い

しました。

9月に撒いた白菜の種と 8月に下山さんが撒いた穣と

の問iこ成長の差があることに気っき 3 ナども主主の聞から

は fあれJrエツ j rあっちとこっちでは違うよJなどと

いった戸があがりました。下山さんは， r種まきの時期iこ

問題があるのだよ c こっちは 8月に撒いたけれど3 鳥山

北d、の君達が撒いた 9月2日の気温は 390C。次の日から

雨が降り続いて問問号待問が発芽に影饗したんだよ」と話

をしてくださいました。

実は学校の畑にも 7 同じようにして穏まきをしたので

すが，発芽から 2~3 日で全滅してしまいました。土壌

のせいかヲ微生物や病気のためか?気温や種まきの時期

のせし、かとか理由ははっきりしませんでした。下山さん

のお言語を何って?種をまくにも時期が大切であることを

身をもって知ることができました。白菜を育てる難しさ

を改めて感じました。焔には雑箪もなく，追肥もしっか

りさ才していました。

下山さんの士聞に対する愛情がよく伝わりました。「間

引きのコツは9 左手で続く地面を押さえ，育ちの良くな

い葉の茎的根に近いところを右手で引っ張って抜く jと，

下山さんに教えていただきました巴

間引き作業の後j この日は十三夜ということで7 下山

さん宅に伝わる f月見宮市り j を縁組IJIこしつらえていただ

きました。ススキ 3本・花 1本，ローソク 3 御幣!手作

り照子 13鍛りんご，みかん，バナナ 1 下山さん宅で収

穫した粟，!l!苧，さつまいもなどが供えられていました。

-22ー

子ども遠の中には?十五夜は家縫で簡単にすすきとお

だんごを飾っている家庭もありますが，このような十ゴ
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日伊勢 l

三語詰;1
図 2-1 9月2日観察カード

写真2-1 下山家の見学風景

夜飾りに目を免張っていました。

また，黒光りする納戸の板戸には， I植物と暮らしの絵

暦J(1i1l2回 3)が貼られていましたむこれは、暮らしの

中の行事と横物，食八物を季節ごとに図式fじしたものでg

下山さんを中心iこ，この地域の古老に伺って作成したも

のだということでした。

この日 τ 下山さんの幸子夫人から十三疫だけでなく幸

子夫人が若い頃闘いた明治から大正時代の農家の苦労話

を{司いました。

養蚕， ~jiÇる間もない農作業の傍らの人参や白菜の品種

改良，牛車での白菜出荷日下iEの収集，堆日記っくりなど?

はるか遠い昔の話を子ども遼にわかりやすく話をしてい

ただきましたU

-23--

(./l/'.i叫引はき却し長}?

'~:h' .t，λ弘、，¥.，主¥れ 1}¥'¥'、匂棒、亡 ;t;;:きく1;

j 、一、~.，-…

1i1l2-2 10 Fl 6日銭繋カード

写真 2-2 議を書nlこ説明を間く

関2-3 絵潜
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題 2-411F!28銀事嘗カード

観察と草取り (11月2臼) (1l!l2-4) 

9 月に植えた白菜の種l土産筏 1 ミリ ~2 ミリ。それが

すくすく成長して，今l土， 30枚以上の葉をつけるほどに

なりました。今日は，そのスケッチとともに，農工大名

誉教授本谷勲先生から焔や水についてのお話を開きまし

た。

ませることができます。そんな下山さんの畑に 7 試し

に支伎を車1)してみました。長初に刺したのは会織の道の

部分 Pす。わずかに 2Clllほど支柱は刺さりました。次は

ホウレンソウ畑の中に差してみました。

こちらは3 ズブズブと支肢が入り 3 なんと 40~50 cm 

も深々 と耳11)さりました。土の中までいろんな工夫がされ

ていることがよくわかる実験でした。

それから白菜のスケッチをしました。とにかく 1ヶ月

吾とは大きさが違い， 12cmくらいだった葉は，子ども

j童の顔より大きくなり 1 結球までにあと 1~2 週間とい

う感じでした。白菜熔にデンデン虫が発生してし、て駆除

の傍ら 9子とも遼は手に取って遊んだりと大喜びでした。

デンデン虫もじっくり観察するという感じでおもしろか

ったようです。

下山干歳白菜の収穫 (12月1日)(写真2-3)

写真2'3 収穫の悶・.~車の数を議ベる

抜けませんが，下山さんが様を左右に綴らしながら持ち

上げると j ガボッと簡単に抜けました。八百屋さんで見

る白菜には根っこが着ーいておらず、初めて見る太くて短

し、一本の絞っこに，子ども達l土感嘆の声をあげました。

3人 1組になって，いよいよ収穫です。 2人が白菜の

葉を狩さえながら少し{噴け，残りの子が包丁で般を切り

ます。包丁を持ちたい労子，恐る恐るの女の子。収穫を

した白菜は， 2人がかりで抱えて，窪を敷いた集積所に

運びます。 4ヶ月育ててきた白菜に，みんなニコニコ顔

です。 1 つ 7~ 8 kgにもなっていました。

白菜について誘八てみました。まずは根っこ。細かい

根毛がいっぱい着いています。白菜を支える縁の下の力

持ちを見ることができました。

次に葉。葉っぱは何枚あるだろうか。予怨では， 50~ 

60枚でした。 1枚ずつ並べるとひeっくり。 仰と 88枚。

お世話をしてくださった下山さんの努力と子ども迭の緩

いが， 1枚1枚の白菜の葉になって表されているようで

した。

収穫の後，子ども達に赤飯と煮しめ，白菜汁が絞られ

ました。収穫祝賀会が 3 下山さんご夫運警のご好意で行わ

れましたむ

60 cm間隔で撒いた小さな種が 3 素璃らしく大きくなり， 白菜サラずを作った(12舟128) (図2ω5，6) 

憐と混ざり合うほど葉を広げ9 真ん中にはしっかり1主球 fT山千歳白菜」を食材iこして】白菜サラダを作るこ

した白菜が育っていました。 4年生2人が引っ張っても とになりました。栄養士の関根さん?家庭科の桑野先生
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グ〉指導のもと ι お母さん方にも参加してもらいました。

初めて包丁を使つての調理ぞもあり 3 緊張と期待の入

り泌とったものでした。分厚い白菜は斜め切りラキュウ

リit薄く 3 リンゴはイチョウにと 3 いろんな切り方で食

〈やすい大きさにしていく子ども逮3 その手さばきはv

家でお手伝いして慣れている子もいれば3 危なつかしい

子まで様々 3 でも 生懸命務理していることは?どの子

にも共通でした。いつもは野主主が得t苔でない子どもも 3

今日はモリモワ食べる姿が見られました。

成果と課題

この総合の学習を通して次のたくさんの成果を得るこ

とができました。

1 )スーパーに投んでいる野菜や給食にでてくる野菜

iこ興味関心を持つようになったこと

白菜にはどんな花が咲くんだろう

ピーマンはどうやつで実になるんだろう

白菜の棋は細くてやわらかかったけど、キャ

ベツの様はつ

2)野菜が不得手だった子どもがお菜を食べるように

¥)Jヨ1')

袋

一

恥

uw

…
印

船

刊

一

月

ゎ

hJ五
か
史

T
J
r

門
刊

に

七

時

ト

ラ

ぬ

Am
輔

~

一

昨
玲
子
治
3
一一
m

uμ
ー
も
い
「
富
山
…

m
M
三割一塁

i
く

(

;

1

;

一

μ~
古
川
一
長
泰
一
口

vへ

川

け

ド

一

枚(浪、
mu
剖

引

で

問

一

25一

なったこと

3) 下山さんの燃で i車問阜くまいた滋と、 "1週間i襲

くまいた種とでは成長iこ大きな違いが見{ら

で、議をまく時期が植物の成長に大きぐ額わって

いることを実際に見ることができたこと

4) 米つぶよりもノトさな種が約 7>5kg~8kg もある大

きな白菜になるまでには、土、水、犯料、人の平

日必要なことを知ったこと

5)観察カードを描いていくうちに、上手に撒くので

はなく、白菜の成長をありのままにf菌くことがリ

アルに表現するということがわかったこと

今後の課題としては、次の 2点があけ会られます。

1 )農家の人々の苦労や工夫を伝えたかったのですが、

丹に 1郎、下山さんに伺っただけでは、日常の主主

取り、水やり、肥料やり等々を下山さんにして頂

くことになり、本当の意味での里子菜作りの大変さ

を体験させられなかったこと

2)専業農家の実際の苦労や工夫、出荷までの大変さ

を十分伝えられなかったこと

この点をふまえて次年度の総合の言i幽をたてていきた

いと考えています。
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国2時 6 子どもたちのつくった俳句.JlI柳
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あとがき

小さな穣から巨大な日菜が。下山夫妻の「農Jiこ対す

る情熱と地域lこ対寸る愛情から誕生した下山千歳出菜と，

子ども逮との関わ旬。人とのかかわりの中で子ども達は

白菜作りだけではなく，地域の農業、士、水、人との関

わりなど多くのものを学び取りましたc

F山千歳白菜の栽培を下山さんに働きかけてくださ

12月15 !3発行

マョオ主山ズ作りに続いて 今Ii'は

総合的なネ智マ勝隊♂してL怒った
下rh治議1;;;'食生れとして、調機ミペ

るニとになめましたむ今移"念、際会裂

と"f."，ウ 9 5Jニポを海やドレヅv

ングであえて自然、チラダを作C尽議

したA

今胞は、初めて忽1をささって綴鹿呼ることも

あ知、緊稜と羽狩 J入り混じりたものでレfL

分隊い自3足以鋭M"!.1jり 今z ウりは織ぐ、りン

ゴ除イ争当ウに と

?客rしかねfよv 危な〉かしいものまで様々心で

む、 役懇長命に綿織を vていることは、どの:0(.J(;o滋Lでいましと

経後はま定食ヮヲ?笈というと 仇まれ食亡るのが得診でない子ども議もいまτ

科、前般のマ p ネ…ズ?持続、そ"よそりとft

ぺる3容がどの販でもゑふれ宗したやっ主ま

り自分 P作ったもの;丸おいしく食品、られ

るんで寸札

お手伝いをしてくたさつ土保護者唱。方辺、

った「鳥山みずとみどりの会j の松永さん、子どもたち

の安全を綴い 下山さんのお宅と学校との行き帰りをサ

ポートしてくださった「濃かな老後を築く会jの皆さん、

多くの方のカがなければこの学轡は成立しませんでした。

この学習を通して学校と地域のつながりの大切さを痛感

しました。次年度も地域の方々、下山さんのカをお借り

して続けていきたいと考えています。

。Iま[，め令おそ切るときに絡めに切れなか

ヮたけど 後からできるようになっ九&

恥と、イチヲウ切りがでさてよカヮた守

的来!-:治って食〈でみると ちょっとし

主勺ぱかった 幻んど)主あまか勺たー吟

んごより吟巧ダめか方おいしい吟患っ

た手(五i'l認。

O 潟然災諜はi車向いけど、創了合使うのは二わいでれ、もももう t尚治、参

(Ilm) 

かったです乞

いい 畿ぞまま3まい、おいレかった

(谷川

むまLば防裂がuり必き

， 

P士、9:1の々が絞後i:，('食ミていま

Lた また作って食くたいです{河

野)。妙ラグを作勺え Y き 看護しい主，~/，

どいたけどβ んたん守した、ヂれに

りん、一合切っていた ζ き ?と生やお

伶さ J 逮(.:， f;総人λたマ、だね!とほ

めをすもましたイおいで，て之か

ったでれ制約

時集サラダをかちまい丈」

のn均金穴たサヨラダに4乏かなわない

付どおい M かった守久包丁がせ

ごくこわいでサ}斜めv 初るのがむ

"1j"，!，しかた守す， (務m

学級だより f白菜サラダを作ったよj

ホl

ヌド自 苦言佐子

世田谷区立鳥山北小学校教諭
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小さな森の物語り

_ r本選の森」と図工室の記録一

キーワード 1 )中延の森 2 )図工室 3 )くすの木

写真 1 大きなくすの木

はじめに

東京都品川区立中延小学校には、「中廷の森j の名

で子どもたちゃ地域住民に親しまれている小さな森が

ある。大きなくすの木は学校のシンボノレ約な存在で地

域に知られている。そしてこの「中延の森Jの北側(写

真 1左側)に位置する校舎の一階に図工室がある。犯

が8年間凶工専科教諭として勤務したこの図工室と森

写真 2 たて穴と森(4年生)
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そら じょっ

懲良浄*'

の様子をレポートしたい。こんな小さな森でも、春に

なれば桜の花が、日月には満開のツツジが、そして秋

には金木犀の香りが、関本の変化を感じさせてくれて

いる。図工主主には子どもたちが毎日図工の授業に訪れ

ている。学校中で最も森に近い教室長ということもあり、

年間を通じて森を生かした汚動をとりいれている。証罫

板を持って森に tllれ11'、すぐ写生会である。継物、ひ

ょうたん池、たて穴式{U，昔、銅背小屋のうさぎや鶏な

ど、殺しみのある光長は子どもたちにとって格好のそ

チーフである。(写主主 2、 3 ) 

写真 3 鶏のスケッチ(6年生)

2 カラスが落っこちた!

一昨年春、木からカラスの子が落ちてきた。カラス

の子どもは怪我をして木の上の巣に戻れない。続のカ

ラスは人間が近づくことを警警戒し、…臼中周 2査を旋回

して、誰かがそばを通ると威嚇して大変危険な状態に

なった。繁急放送が入り、巣のある木の周辺は立ち入

り禁止となった。「子ガラスがかわいそう Jrいや、

カラスは危険だJ と、大人も子どもも大騒ぎの一日と

なった。結局専門の業者が夕方カラスの予を捕獲し、

一件落着。取り外された巣を見て、教戦員…向驚いた。

直径は 2メートノレにもなり、木の枝やハンガーその他

の‘リサイクノレ材'をうまく組み合わせて作られた巣

は、カラスによるゲイジュツ作品である。さっそく次

200，年住総研「住まいまち学習J実践報告論文集4



の詩、三年生が「カラスが落っこちた j というタイト

ノレで絵を措いた。措く自在にその巣を見て、子どもたち

は、カラスの芸術性の高さに感心していた。(写真 4) 

写真 4カラスが務っこちた

3 季節の造形

桜の咲く春、桜の花びらを

集めての造形あそび「桜でア

ート j、秋になって落ち葉が

散り始めると、気に入った葉

を集め、コラージュにする(写

真 5)。 夏 のウォーターパ

ラダイス(水のゲイジュツ作

品・写真 6)など、多くの造

形活動が森の中で行われてき

た。 図工室と森は、日常的に

密接な関係にある。面積約に 写真 5 務ち葉で

コラージュ

写真 6 ワォー夕日パラダイス
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は狭い凶工窓も、森のお陰でiよさを感じる活動がで

ている。また造形活動の恭礎となる五総体験・

葉を踏みしめる感覚、木j腫れ日と戯れる体験、植物

寄りや嵐の音などを味わうことなど・・を豊かにす

ことができ、この森は最適の環境である。

4 野焼き

6丹、森のー郊で里子焼きが行われる。

した陶芸作品安焼成するのだが、社会科の「織文人

生活」と際速させたり、 5年生が潔境学留に活用し

り、また 4年生i土家民主科でパンを焼いたりと、各

がそれぞれの活動とリンクさせていく全校的な行事

写真 7 野焼き

戦 8時 45分、鉄板の上に粘土でつくった

土器Jが並べられた。縄文式土器iこヒントは得てい

が、子どもたちがつくったのはあくまで現代を生き

自分たちの作品であると言う意味でこのタイトノレが

けられている。作品群の周りに薪が穣まれ、火が灯

れた。 はじめは小さなたき火秘度の炎が、 一時間続

キャンプファイアーくらいになった。次第に大きく

っていく炎を休み時間の皮に子どもたちは挑めて

た。バチハチと斎を立てて燃える炎は神秘的で、は

め大騒ぎして見ていた子どもも、だんだんと静カゐ

入るようになってきた。昼過ぎには最も大きくなり

真赤な火の塊となった。夕方 5時ごろ鎮火したが、

どもたちゃ保護者のみならず、地域住民その他多く

方々が見学に訪れ、大変人の出入りの多い 日であ

た。(r煙でご迷惑をお掛けします j と学校長が侠

にまわったことが宣伝効果ともなった。)索朝、!究

中からおそるおそる作品を取り出した(写真 8) 

品のとり出しときの子どもたちの反応は、「うわっ、

2003年住総研「住まいま



金絞だが、小学生の作品に混じって、近くの中学生の

作品もいくつか一緒に焼成された。中延小学校の児童

の多くが進学する荏原第二中学校とは、 OI・美術を

中心とした小中連携教育iこ取り組んでいる。この臼、

中学校の美術扱当の先生と生徒数名も見学に訪れた。

野焼きのような環境とかかわる汚動は、多くの人々の

ネッ}ワークを広げる力をもっていることを実感し 体をデザインすることになった。図工の時間に模型を

た。 o:c室の中だけでのおー動 つくったりして(写真 10 ・14 )、夢は膨らんだが、

では、このような人とのかか 当然のことながら、実現できるかどうかという部趨に

わりはできなかっただろう。 ぶつかった。 そこでこの針闘の瑳解をひろげるため、

新 聞 な ど で 紹 介 さ れ たこの野 公開授業で先生方に考えを路いてもらうことになっ

。
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写真 8 作品の取り出し

焼きは、学校の特色のーっと

なり、またできあがった作品

はたて穴式住居(竿真 9)に

展 示 さ れ 、 全 校 先 輩 、保護者

及び地域の方々が見学した。

写真 9 たて穴式住居(復元)

5 森のデザイン

3年ほど前、環境デザイン研究所の{山田考氏とお話

する機会があり、森を学校環境の一部として、さらに

魅力あるところにできないかということを詩型合っ

た。私は環境デザインを専門とする仙部氏の考えに触

発されはじめた。図工室にとって森はそれまで拡大ス

ベ」スとしての役割をしていた訳だが、そろそろ潔墳

を生かした、もう一歩進んだ活動ができないだろうか

と考えるようになった。そこにちょうど当時 5年生で

あった子どもたちと担保の先生が、「中廷の森大作戦J

というタイトノレで、総合約な学習の時間の活動をはじ

めた。環境学習の流れで、森をさらによい所にしてみ

ようということを、クラスみんなで考えていこうとい

うことだった。さっそく相談を進め、イ山田氏をゲスト

ティーチャーとしてお招きし、アイディアを出し合っ

た。 J11をつくりたい、ひょうたん池をもっと改造して

多くの生物が伎めるようにしたい。うさぎの遊びスペ

ースをつくりたいなどの案が出てきて、いよいよ森全

写真 10 模梨っくり

た。 rみんなの森を、勝手に改造しないで欲しいJ

などの厳しい意見に、クラス全体が…時あきらめムー

ドに包まれた。しかし、次第に多くの先生にクラスの

熱意が伝わり、少しづっアイディアが実現されていっ

た。一年の歳月をかけて、卒業を前に「中延の森大作

戦J は終了した。(写真 11 ・12・13) 

写真 11 うさぎの遊びスペースづくり
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写真 12 スベース混成

写真 13 ひょうたん池

数年前のこと、ある i翠工の研究会で慾良先生と初

めてお会いした。その場で学校校庭のデザインや

改善が専門とお話しすると、中延の森の話をされ

「森をもっとよくしていきたいと考えています。

度見に来てみませんか」と声をかけてもらった

ことが、はからずも中延の森の活動に携わるきっ

かけとなった。私が活動に関わった頃は f森をよ

くする j という段階で子どもたち違は続育動物と

のふれあい広場や丘から流れる小川、カメや魚の

住める池などさまざ了まなアイディアを出してい

た。そこでそれぞれのアイディアを実現化できる

よう現場測量や模型作りをし、先生や子どもたち

の前で発表会を行った。試行錯誤しながらもそれ

ぞれ楽しそうにかっ真剣に活動に取り組んでい

て、先生方も子どもたちの熱意に驚いていたよう

だった。この後私は留学先に戻ることになり、鎧

30 

良先生と電子メ}ノレや手紙でやり取りを統けさせ

ていただいた。子どもたちのアイデアは実現の

びとなり、森のことをもっと身近に感じるように

なったという。また、 4年生の持まで、ややもす

ると友だち関係が冨定化し、 トラブノレが起こりや

すかった状況を改善するのにこの森の活動が役に

たったということである。(この部分が特徴

だ。)森の活動を返してなにかをやりとげる荷ぴ

と自信が子どもたちを変えた。親任の先生は後t

こう綴り返って言った。「森には子どもたちを変

える力があったんだと恩う。 J

学校の先生の立場からは、むしろそのような干ど

もの成長が呂的であって、森の活動はそのご手だて

の つであったようである。

環境デザイン研究所 仙 EE

グループでつくった模型

日 吉司育小康

森には小さな飼育小騒がある。

れており、毎日餓育委員会の子が世話をしている。(

真 15) 私はこの委員会を担当していた。これも余

だが、かなり以前、夜中に雄のうさぎが何者かによ

て持ち込まれた事件があった。当時うさぎは雌が 2

いたが、雄うさぎが入り込んでみるみる繁殖し、 1

月の間になんと 24 [Cのうさぎが生まれた(獣医さ

に聴いたところ、うさぎは食物連鎖の一主宰下伎の動

で、繁殖力が機端に強いということである)。子ど

たちと協力しであちこちの学校や家庭に引き取って

らい、挙げも]の果てには蕗1吉街にあるベットショツ

にまで引き取ってもらった。こんな具合に、小動物

のかかわりが、子どもたちにも私にも日常化してい

前述の森のデザインで、うさぎの遊びスペースが主主
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したのも、この様な管景:があってのことだった。ある

とき、飼っていたうさぎが死んでしまった。みんなで

お纂をつくろうということになった。 d、盤のすぐそば

に石を持ってきて fティモシ一一世の墓J (死んだう

さぎはテイモシーという名であったが、あまりにも短

命であったため、次に翼ったうさき、にテイモシ一二世

少いう名を付け、主義にはこのように名を巻いた)をた

てた。時々だれが拾ってくるのか、祷などの1Bが供え

られている。森l立命が生まれ、育っところであると同

時に、生を終えて土に還っていくところである。この

動物の嘉は子どもたちが生と死を実感できる数少ない

場所であり、布、はこの墓をとても貴擦なものであると

考えている。

写真 15 動物と遊ぶ

7 手づくりクラフ

私の担当していたものに、もうひとつ「手づくりク

ラブ j というのがある。月曜日の 6 時間悶 4~6 年生

のものづくりの好きな子どもたちが集まり、工作をし

たりしている。(写真 16)持々森に小屋を作ったり、

枝を拾ってきて材料にしたりした。凶工室の裳lこは小

さなi:田があり手づくり野菜を作ったりもした。 1丹の

もちつき大会の 2日後、手づくりの小松菜ともちで雑

煮を作ってみんなで食べた。他のクラブの子がにおい

を唆ぎつけ、「何で手づくりクラブで料王里してるのつ j

「手づくり野菜の味見だよ Jrずるーしげ!J忘れら

れない光景である。

自 森の基地

ある日の放課後、図工室長の片づけをしていると、{可

やら窓の外に怪しげな光景が見える。 5~6 人の子ど
もが、ゴソコソ森に木切れや石ころを持って入ってい

く。どうやら基地をつくっているらしい。しばらくし
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て人影がなくなり、森に入ってみると案の定、込み入

った木に固まれた空間にダンボーノレで幽いがしてあ

り、中に宝物(石、ピンのかけら、さびたポノレトなど)

が保管されていた。何日かこのような墓地あそびが絞

き、次第に私i土鋸だの、ひもだのを貸しよ討してこの放

課後の自主的な活動を支援するようになった。この築

地は学校のどこからも見えない位置にあ号、よほど森

に際心のある人でなければ発見できないが、内側から

は校庭の様子がよく見渡せる。少し大げさにいうと、

このような祭間認識の体験が々の子どもたちは少な

い。図工の授業でもダンボ}ノレの築地づくりは行って

いるが、放課後の f内線の活動j はこの子どもたちが

人間として絡を確なしていく上で重要なものとなるで

あろう。もっともそれを学校の先生が奨励するのも変

なものだが・

写真 16 手づくりの舟で遊ぶ

9 光のワークショップ

2年前の 12月、 PTAの主催で「ウインターフェ

スティハノレ」が干すわれた。大きなくすの木(鉄筋 3階

建校舎以上の高さがある)に 30 0 0球のライトを付

け(写真 17)、夜、子どもたちゃ地域住民を集めて

イノレミネーンヨンを挑め、おやつを食べたり、ワーク

ショップに参加したり、いつもはできない時間を過ご

そうという企画である。蛍光色の毛糸を光らせる巨大

オブジェっくり(写真 20 )や、たて穴式住居の中に

ブラックライトを入れて不気味iこ光る医去を鮎り付け

ていくちょっとホラーなf活動(写真 18)、数十人で

音楽に合わせてベンライトを動かす「光アート J (写

真 1 9) など、昼間の図工室ではできなかった活動を

授業とは違う形で行うことができた。夜 9時ごろまで、

親子や近所の人たちと楽しく過ごした子どもたちの和

やかな表情が印象的であった。
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写真 17 くすの木イルミネーション

写真 18 

たて穴ワークショップ

写真 19 

ベンライトで「光アー

写真 20 光る毛糸の包大オブジェ

1 0 :}3わりに

森と共に歩んだ 8年間の主主工生活、森はあらゆるも

のをとりなしてくれる存在であった。子どもたちに自

然とのかかわ型合いを教えてくれたのみならず、私た

ち大人が森を通して多くの人たちと i車携して子どもた

ちの成長を応援できたことが多くあった。例えばウォ

ータ山パラダイス(水のゲイジュツ作品)を行った時、

水道パイプの加工方法を指導してくださった水道工事

会社の方i士、ほとんど半日仕事を中断してパイプの切

断、接合方法など、自分でも重量心にかえって一緒に遊

びながら指導してくださり、「自分も子どもの頃こん~

なことができていたらなあ j と認った。この様iこ、森

にまつわる活動は多くの人たちを動かした。

学校長は森の活動を「特色ある教育活動 J{こ渇げ、積

極的に保護者や地域に働きかけを行い、結果大勢の協

力者を得て、子どもたちと地域社会とのかかわり合い

を増やし、学校の教育活動全体を活性化することがでで

きた。また図工科をはじめ、総合的な爾の待問その

他iこ於いて、題材の編が大きくひろがり、子どもたち

の学習がより生き住きしたものになったことは、今ま

で述べてきた通りである。

はじめは図工主主を拡大するという意味で森に出てい

ったのだが、今ふりかえると関工家が森の 郊になっ

ていたような気がする。そして森を通じて採!エ窓は地

域社会とネットワークを持つことができた。昨年 3月、

転勤が決まり阪工室を片付けながら、「燃ごと 絡に

転勤したいj と思った。 中延の森l立、子どもたちに

とっても、紅にとっても、 生忘れることのない怨い

wの場所である。

ロ
* 1 世田谷拡立桜小学校 図工等科教論

平成 6""1 3年品川区立中延小学校に勤務。

n〆3
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市民的費量的育成をめざすまちづくり学習的取り鑑み

♂新港横戸町線道路開発にともなう公園づくりを返してー

長谷川 信*1 

偽襟真一*2

キーワザド 1)埠械をよく見る活動 2)長銀恥問題lこ気づく主繍 3)級車をよりよくしようとする活動

1 はじめに

はちjは傑々なつながりのもとに成り立っている。「まちJ

の(11で人々 は，同じ地域に生活「することにより，常に人やもの，

納長射す波と高島わり齢、ながら，よりよし、まちをつくりあげて

こようとしてきた。しかしながら，現在の社会を顧みると，多

発する様々な犯罪や社会開糟に象徴されるように，子どもた

ちはもちろん，大人にいたっても白分たちの住んでいる fまちJ

についての協Lベ4車帯高言動が薄れる{頃向にある。 本料4校立lは土'学校

から脅紛針も坑た地域に{住Eんてで叩'vし

帯1怠章識jがより希薄になりがちである。

こうした実態にある児童が，どのようにすれは学習活動を過

し相互の逮得意織を身に付けることができるだろうか。清水清

志凶車帯設識を含めた$民的資質に勺いて， r自律性，連伶生，

責任感とし、った市民的資質は，生まれつき人々に備わっている

ものではなく，現実に政治に『参加』することによって駕得さ

れるものである。Jとしている。こうした文部獄究を踏まえ，今

回の研究では社会科と総合的な学習に時間を活用L，雑草戒や地

域に(主む人々と直接的に関わり，実践を積みmねていくことを

通し，地域と関わる里子、lこ重姿となる市民的資質を身に付けさせ

たいと考えた。また，市民的資質を具体1的には次のように従え

研究を進めることとした。

一市民的資質一

地域の務問題に気づき，そこに伎む人たちと関わり

合い公的な観点からよりよくしようとするための方法

を考え地道で継続的な行動を行うための力

2 具備拍手だて

①身近な地域をよく見せる。

②身近な地域こついてのよさやm官軍点を明らかにさせる。

③自分たちできそうなことを考え，実践させる。

3 手だてについて

3-1 身近な地減をよく見せる

本実践でもっとも重要であるのが課題意識の持たせ方である。

まず，地域への関心を高めるような素材・教材の開発が必要で

ある。特に，自分の住んでいる地域と通っている学校地とが離

れている児童が多いという本校の実態から，そのどちらにも関

心が持ちにくいというね兄が生じやすい。

そこで，こういった実態の児童ーへの課題を持たせる手だてと

して実際に現場に出かけ， r地域をよりよくしようと寸る人の

姿に気づかせる」ことにしたο

3-2 身近な地域についての閉鎖点を明らかにさせる

子どもたちは，封似或をよく見る活動の中から「まちjに関心

を持ち，よりよくする取り総みについての様々な情報を得るこ

とになる。

「どうしてだろう，関車したことをもっと務くたいなJrその

わけは，こうじゃないのかな。調べて確かめたいなj と言った

倍々の児童の思いを十分花濯し，探求する気持ちを大切にして

いきたい。こういった問題点を明ら均ヰこする活動は，地域をよ

く見る汚動と問様に，できるだけ現場に出かけることが重要と

なると考える。

こうした手立てをとることにより，地械に.tj-する犠々 な立場

やその方法についてより深し、関心をもつものと考える。

3-3 自分たちできそうなことを考え1 笑殺させる

ここで言う「できそうなことJとはまちづくり広犠々な取り

総みについて調べたりまとめたりしたことを，今できることと

して実践に移すこととした。

本実銭の情報収集の段階で得られた情報から r自分たちが

鎚われること，できることは何か」を子どもたち自身が明らか

にできるようにしていきたい。そのためには， t静匝収集の段階

から子どもたちが全阪に出て活動できるような場を確保してい

くことが必要である。これにより，対陶磁或lこ暮らす方々 j，対

「行政の方々 J，対「雑誌去の様々 なものj との総係が緊密なもの

となり，なんとかしたい蝿減の問題に士了する患いが深まるもの

と息われる。そして，そこから「まちをよくするために自分た

ちができること」を明ら出ヰこさせていきたい。 fまちJ{こ生きる

様々な人たちと問じスタンスiこ立って fまちj を考え「まちJ

をよりよくしようとすることをねらいとしている。

こうした活動を通し，児童の fまちjへの関心が高め rまちづ

くり jに積織的に関わっていこうとする市民的資質を育ててい

きたしも

5. ~亀体約な笑殺事例

5-1 実践の概要

本校のすく憐に，市道事端境戸町線建設工事が始まっ丸三件

地下4主総車， {WJ通2津線d波路である。その道路の上に，大き

な公廓の建設が計画されている。本実践では，子どもたちが主

導権を援りながら蝉域の様々な人々と出会い交わり，学び，行

苦手iできるような学湾を，身近な公顕をどのようなものlこしたら

よいか考えることを過は?うことが鷺要であると考えた。
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そこで，地域への愛着心を深めるために地元学区の千葉市立

轟町小学校4年生や町をよくしたいと考えている地域の大人と

ともに上言宮市道の公爾作りに取り組むこととした。また，地域

に暮らす人々とも積機的にか均わらせ，誰にとってもJ有意義な

公園を考えさせていきたい。

本主長官事では次の点に留意して指導に当たったq

O何度も現地である公園予定地に出かける。

。議関Tノi学校相自元の人と長く関わりながら考えさせる。

5-2 兜葉の実態

グラフ5-2 地域のために活動する人を知っていたか

ロ知っていた

幻知らなかっ
た

グラフ5-2 公園づくザの計図!こ参加できると怒っていたか

ロ怒っていた

o怒っていな
かった

グラフ5-2 地域と語審わるi舌勧告したいか

。5

04 

霊童3

国2

幽1

543  2 

とても ふつう iとどニl
生誕或のために活動をおこなってしも人i攻、内也閤iL'O)度甘い

は. 6苦手jの児童が知らないと答えている。公醤づくりといった

地獄全体への活動へ参1JUIこついては，ほとんどの児童が関われ

るとは考えていなかった。しかしながら，丸出頭潟動への参加意

欲については「参加したいJと思っていた児童が全体の7割以

上の児童にのぼる。このことから，児童の多くは地主町議hにな

んらかの形で関わりたし、と考えているが，そうしたことができ

るということを知らない，またそうした機会もなかったのでは

ないかと恩われる。 31予防児重量は地域tこ対して. r興味がなかっ

たJr市役所や一前の大人たちのすることJと考えている。 7富ケ欲

のある児童量はもちろんだか，こうした児童にこそ地域とのかか

わることの意義とすばらしさを味わわせ，市民的資質を身lこつ

けさせる必要があると考える。

5-3 目標

C将来地域自治をになう児童量に，封観劇〉問題について，多くの

人々と連携して問題を解決することの大切さを理解する。

....34-

。人から開いたこと観察してきたことを元iこ，自分の考えを整:

湿し，わかりペ寸く酎ことができる。

5-4 活動計100

C地域の方とのコミュニチィガーデンづくり活動 10 

0道路計画があることを知る 日山 2 

0住んでいる人に詳しく聞く

議問ノj、守司交は児童量にインタピ、ュー …川…“ 日目 4 

0千量生刊の道路計磁「績戸新字線車jについて千葉市市投獄の方

に繍く 一 一日一…............................. 2 

0公幽づくりについて，多くの人々と関わりながら考える

山山 川日 20

0公陸自プランについて士官[ii;lを元に具体的にまとめ，市役所に提

案するo 一山山山 山戸川り μ 2  

5-5 地織をよく見る活動

5-5-1.コミュニティガーデン活動に気づ古詮せ，継続して

関わらせる。

自分たちの通っている主制或を見る活動から，工事現場協のコ

ミュニティガーデン(封ω或ボランチィアのJ::;ts，共同で地域の

ために藤花を育てている)活動に気づカ吐どる。この時ボランテ

ィアの万との交流を行った。

うして育てているの。

f可の工事をしているのか

な~

凶5-5'-] 地域ボランティアの方との出会い

こうした活動を通し，自分の15む主出惑をよりよく寸るための

人々の姿に児窯1;):気Jづいてし、った。

その後，児叢も 絡にコミュエティガーデンの土地を使い草

花を育てる学習をおとなった。縦続して地域の方と関わる活動

を行うことで，地域をよりよくする活動に触れ句なおかつ自分

たちもhが或をよりよくしているんだという思いを持ちはじめた。

こうした活動を過し，自分σ'){主む地域をよりよくするための

人々の姿に児童は気づいていった。

その後，児童も→絡にコミコニティガーデンの土地を使い草

花を育てる学習をおこなっ古と。説磁涜して地域の方と関わる活動

を行うことで，地域をよりよくする活動に触れ，なおカシつ自分

たちもjiIJ:域をよりよくしているんだという患いを持ちはじめた。

また，コミュニチィガーデンで育てた票直筆を収穫した後，地

域戸j守ラL子ィア方の指導のもと，加工して入れ幼にする活動を

行った。ただ育てるだけでなく，発展的な活動を行うこと勺続
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物のす1まらしさを感じ，活動れの充実感をもつことができた。

紙ヤスリでまわりをしっかり

J刈2くんだよ。

殴5-5-2 育てたひょうたんを加工する活動

5-5-2 コミュニ子イガーデン践の工事現場についてまn'J

近隣の間学年児童と合同で考える。

児童はコミュニティガーデンでの活動中，隣でおこなわれて

いた工事がとても気になり，工事ン叫り協心を持ち始めていた。

しかし，その時点では「コミュニティガーデン脇でやってし、

た工事のことかなワJr資料のパンフレットではあんまりよく

わからないなJといっfご感想を持っていた。

題5-5-3 新港繍戸町線線路図

工事についてより関心を深めるとともに，地元に住む

向学年小学生(千葉市立轟町小学校)との意見交換を通し，高

し合意形成カを身につけさせていきたいと考えた。また謙町小

学校にとっても，泌物トに住む人の意見を開くことができる機

会とした。附属小学校児謹だけのためσ学習ではなく，地分j、

学校児童にとっても俗儀ある学習とならなければならなし九そ

こで，合同学習の導入時には共通の課題を持たせ，それぞれの

学校で学習を進めていくような学習形態をとった。

5-5-3，話し合い活動

35 

新港横戸向車患について知りたいことはどんなこと

か話し合う。

。話し合いで出てきた意見

道路の長さはどれくらいか

完成するのはいつごろか

送路の中にあるふれあいゾーンとはf可か

公開がし、くつかあるがどんな公自由になるのか

公園にl主総がたくさんあるがどんな箪・木があ

るのか

公園iこ虫などの主き物は住んでいるのか

公屈にはスポーツなどができる場所やしせつ

はあるのか

ノ'.¥Jl!羽，.，斗 l->'lh設診闘病ミヲ足弘庁、点、

子どもたち抗意見は道路についての内容はもちろんであるが

それに付随する下公隠」や「ふれあいゾーン」についての意見・

質問が多数見られた。

5-5-4 児童量の変容

まず，児霊童の生制療舌動への隣IL-l土次のように変容していった。

学習以前から関心度が高かったが，地織の方との交流活動全通

しほlま9君事jの児童が採掘百舌動へに多方自したいという意欲が出て

きた。特に r5・4Jの割合が埠効目している点から意欲の高ま

りが感じられる。

これは，地域をよりよくする活動を単に地域を見伊「る活動

として行うのではなく，地域への愛着心をもてるようにし，さ

らにfL閣点へとつながるような学習を構成したことによるもの

であると考える。(1!I5-5-4;jo照)

グラフ5-5-4)地繊のためになるような活動をしてみた

いと思うか

災
J
V

必

句

。

。

の

'ι

ロ

ロ

幽

弱

2蜘
図1

5 

とても

2 1 

思わない

4 3 

ふつう

具体的には，事前に地域の方と活動の方向H伎を話し合い，出

会いからその後の活動がスムースに行えるようiこしたこと。ま

た，その後の活動を地域の方に協力する形ではなく，自分たち

の手で笛を植え，育てるといったよう指導計闘を構成し，自分

たちがコミュニティガーデンを連常しているんだといった気持

ちを持たせるようにしてきたことも大きな要顕であると考える。

こうした地域をよく見せる活動による維持母への「参土 OJ を通~，
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脳或へ防車帯意識が高まっていったと言えよう。

問題を明らカヰこするための学習へ丹つながりでは，コミコニチ

ィガーデンの近くー桁われている工事に着目するようにした図

5-5-4にあるように，地或をよく見る活動方音われた f地域

活聞Y叫コ参加j若宮欲を次のステップである「参画UJへとスムース

につなげられたと考える。

5-6，地場の問題点に気づく活動

5-6-1 市役所の方に自分たちの意見を捌いてもらう

学習の導入時には，市役芳?泊冶ら持ってきていただいた道路の

完成模型を見たり，市役新の按当の方から桝緑黄p!RJ線iこつい

て大ま州こ説明を鶴いたりした。

次に説明をもとに，グループごとに分かったことと開いてみ

たいことを話し合う。この際は，で指導者は附属i小学校2名，

森町小寺教1名の計 3名でT，Tでの指導形態をとり， J 0の

グループへの支援をおこなうこととしTら

ったからつくられるん広

限5-6-1合間での話し合い活動

話し合し、の中からほjされた市役所の方への質問事項は以下の

i通りである。

道路の中にあるふれあいゾーンはどは何か

公歯lこド持動がたくさんあるがどんな草・木を様えるの泊

公溺に虫などの生き物は住んでいるのか

公関にはスポーツなどができる場庁内しせつはあるの

か

公園にはと、んな滋具があるのか

いろいろな人にとって優しし吐草づくりをしてほしい

導入での市役所の扱当の方の説明が概要であったことから，

ここでは「公園Jについての質問が多く潤かれた。このことか

ら，児童の時心が「公濁jへと向き始めてきたと言える。そこ

で市役所側から公鴎づくりへの参酉;の依頼を受けた。市役所倒j

という公約機燭からの依頼ということで，あらためてその重要

性に気づくことができたのではなし、かと考える。

5-6-2. !毘嚢の変容

児童が地域をよく見る活動で見つけた工事について疑問を解

決する過程であったが，合間での学習や市役所の方々との活動

を過し，より問題の重動主に気づきなんとかしなけれまという

思いをもつようになった。
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新港機戸町線の fふた制7Jの上!T)公園

をどうするか考えて欲しいの

殴5-6-2 市役所の方からの鋭明と依頼

また，合間での学習を過し，児童は自分の学校だけでは得る

ことのできな川意見交換をすることができた。ここで主同じ

課題を持つ地元の同学年，!，1!童との活動から活発な意見交換がで

きるようになってき止と。この点について事前事後を比較してみ

るグラフ5-'6-2のようになる。

グラフ5-6-2 グループ挙事費では自分の意見を進んで出

15人
して話し合いをすることができたか。

ロ学習前

10人 陣学習後

5人

。人

5 4 3 2 1 

グラフ5-6-2 グループ学審時に友漆の意見を取り入れ

20人

15人

10人

5人

。入

ながら話し合いができたか。

ロ学習前

倒学習後

5 4 3 2 1 
自分の意見を出したり，友達の意見を聞いたりして話し合い

をすることは，し、ずれも学留後の方ができるようになってし、る。

その要図として轟町f小学校との合間学管があげられる。「いつ

もよりたくさんの意見が出てくるJi自分たちの学校では出な

いアイデγがあるj といった感慨1閣かれた今ま切立おぼろ

げながら考えていた地域をよりよくするための方法が，合同学

習を通し少しずつではあるが「俗的J観脅から考えられるよう

になってきたと言える。

5-7 地域をよりよくする活動

5-7-1 っくりたい公麹グループでのプランづくり

前回までに行ってきた合同学習から引き続き，公園プランづ
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くりについても轟町小学校と合同ヨヴ丁うこととした。

まず，全性主写ぞな千潟11::L-t:::..v ，tp常千子生長
01']然江多川、頭

ひどんな人でt利用できる公醤

C安全な公歯

。みんなが楽しめる公園

。心豊かに過こ

公園のイメー

ジを言Eし合っ

てみよう。

重点としたいのはどんな事柄なのかをはっきりさせることに

より，より鮮明につくりたい公欄のイメージを持たせるように

した。しかし，現地見学をしていなし明皆であったため，十分

なイメージができたとは言えな方通ったo そこで，次の段幣では

現地のフィーノレドワークを?子うこととした。

5-7-2 公儀予定地の合同フィールドワーウ

現地のフィーノレドワークは本邸宅童・地元暴駐日母校児童量に

加え，本佼係議者・轟冒r!j'\~被保護者の方々にも参加して]買き

合何で行った。様々な立場ゆかと意見交換をしながら行うこと

により，現地σ様子を確七かめるだけでなく は也域のために真剣

に考えようj という気持ちが高まってき1じまた，保護者の方

にとっても単に「子どもがこんな学習をしているんだj ときっ

た感想だけではなく，あらためて地域にこうした道路や仏可罰が

できるんだという声も聞かれるなど臨むの高まりが見られTら

さらに子どもたちの提案への関心も高まり， fぜ心人企ミ罰のイメ

ージができあがったら見に行ってみたいJとう意見がi話された。

図5-7-2 合同フィールドワーウ

5-7-3 公園プランについて再度イメージづくり

ブィーノレドワークや資料を元に再度公題プランについて見直

しを行ったャフィーノレドワークを行うことにより，実際の広さ

やf司りの様子をつカ吃pことができたため，子どもたちからおさ

わしたイメージも f自分たちだけのもの」ではなく， ft邸或iこ住む

様々な年齢の方jにとって過ごしゃれ、公題のアイデアが出さ

れ1~c
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jわ似ド

霊記キドキ つliいん そ!21 ツリー

夢古車の公 ンルン公 世紀しあ ケヤキ公

閣にょう

関つくろう; I わ留ジルヤせパン公-グ i 川iiiアッ彊aウスへf一レレ花干ッ・ 自然や小
こそ

イベント

いっ1;1;い

しあわせ liい安心 '7へょう 箆虫・小 ふれあい

いっぱい 公劉 こそ 動物公 公箇

安らぎい 盤!

つliい公

閣!

表5-7-3 公費自アイヂア

5-7-4 公闘プレゼンチーシヨン活動

子どもたちから出された 10の公鎗のイメージを明確な形と

するために，相Ji.にプレセ〉テーションを行うこととした。プ

レゼ〉テーション活動では，次の点に留意して作成した。

① 友だちと意見を出し合い尊重し合いながらつくる。

今矧のプレゼンテーション作成を通し，前述のように合同で

行うことにより少しずつ痛まってきた合窓形成能力をさらに伸

ばしたいと考えたο

② 自分たちのイメージが伝わるような表現方法を用いる。

明確になった公鼠のイメージを相手に伝えられるようにする

ためにどのような表現方法を用いる州立とても桑裂な要素であ

る。そこで，まず様々な表現方法を児黛に紹介した。表5-7

4参照。

表5-7-4 紹介した表現方法

5-7-5 多様な表現方法によるプレゼン宇一ション作成

プレゼL子ーションイ械の段階では児童人一人の具桝恰

窓兇が表出してきた。ここで重要になるのが前述。:合窓形成能

力である。

i活動当初はそれぞt1C乃思いを依えることに終始してしまい，

なかなカ弔話し合いが進まないグノいープも見られた。しかし，そ

うした中で「自分たちが番伝えたし沿歯まどんな公簡なのカ可

をもう一度総かめさせることにより，徐々に公歯の形がはっき

りしてきた3

国5-7-5 絡し合う子どもたち
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公鐙のイメージの表現が隠まってくると，それぞれのグノいー

プで各自が自分のやるべきことを見出し，話し合しす苦動もスム

ースに行えるようになってきた。発表用のi慨稿を考える児童量・

立体模型を工夫して作成する児童・パネル用の紙酒のレイアウ

トを考える児童・ベープサートを考える児童.Ji'JJV'コ動き江練習

をする児童など自ら考えて活動に取り組む姿がどのグループで

も見られた。

図5-7-5 プレゼンテーション資料をつくる児童

5-7-6 おIiいの公霞を発表し合い1 公翻イメージ見臨し

をする

完成した斜磁イメージを，お互いに免合い意見交換を行っ士二

発表は意見交換が活発に行えるようワークショップヲ惇式をfflい

て行ったまた，発表の場では児叢相互の意見交換だけでなく，

地域のコミュニティガーデンで関わった方，地元の小学校の保

護者の方も加わって意見交換を行っt:.o 自分たちの考えたアイ

テγに対L-，様々 な立場の人が主主費出こ意見を述べよりよい公閣

になるよう話し合いことで，自分たちのアイデアの見直しをす

ることができた。また，発表活動の終末には市役所の方に話し

合いの中で出された疑問点等についての意見をうかがう機会を

設けた。市役所の方に遺凝自分たちの公園のイメージについて

意見を話していただいたことにより，自分たちの考えを生かし

てもらえるんだという思いを持つことができたと含える。また，

様々な立場町方がこうした公閣づくりについて鑓わっているこ

とを目の当たりにし，今まで以上に真剣に公閣のプランを考え

*2晴大学教育輔開島ト鞭教官臨事実一
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てし、かなければならないという気持ちになってきた。

5-7-7 児童の変容

以上のような活動を通L..)1世童l土公霞のイメージを友だちと

共有しより意欲的に地域に関わろうとするようになってきた。

また，こうした過礁を経て，学習前に識変した「地読書の公認づ

くりなどのj活動に参加できるか」という問いに対して約5苦手iの

児掌が参加できると答えている。事前認査の2倍以1:1こ増加し

ている。(グラフ5-7-7参照)残り 5苦手jの児童量については，

主主体的な活動が始まっていなρため活動のイメージがつかめな

かったことが要因としてあげられる。

ロ怒う

ロ恕わない

グラフ5-7-7 地域のためになるような活動をしてみた

いと思うか

6 まとめ

;本実践は 1年間を過しての取り組みであるつ地域iこ対する関

心中関わりが少ない児震であったが，こうしtd徴噴出7な取り級

みにより大きく 2つの変君事が見られるようになってきた。一つ

間土地域をよりよくしようとする人々の姿に気づくことができ

るようになってきた。関わった地域の方々の熱L、な取り組みの

様子と，児童量への真撃な姿勢が児童の意欲的な姿への変採につ

ながったと思われる。二つ臣は自ら地域0:公陸自づくりに取り組

もうとすることができた。今後公欄づくり学習では，さらにプ

ランを見直し市役所へ提案していく活動へ溌援するが，今聞の

発表活動での意見を生かした提案となるよう支援していきた仇

今後の課題としては，公i盤づくりプラン立案までではなく実

際に地峨に自ら関わっていけるような実践カを身につけさせて

し、かなければならないと考える。
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家庭科における住環境研究の発表 関根 Ki欣子家 1

篠崎 工E1言切

キ}ワード 1)家庭科教育 2)住環境教育 3)課題研究 4)パワ一ポイント5い叩アフリー住宅

はじめに

正部科学省高等学校学習指導要領では、 f生活課題に

主体的に取り組む能力と態度を育てることJとある。

少子高鈴社会・環境問題の深刻化・n社会の進展にとも

ない生活環境が多様化するなかで、家庭生活ーのE重要憾の認

識やそれを支える住まい・住環境への意識が希薄になって

いる。

高校生は近い将来大人や親となって次世代への責任を

果たし、生きがし、をもって人生を剣道していくことが望まれる。

学校教育において、楽しく興味深い授業の工夫により、学

習意欲を高め、生徒が自発II'Jに啓発力を高め、相五教育を

する授業実銭が求められてし、る。

目白1

住環境教育の充実は、生活の号室の向上には欠かせない

が、家庭科教育の重要な学習領域でもある。

家庭科における住まい・住環境に関する学習を通じて将

来の市民として住環境やまち作りを，自分の担問題として積磁

的にとらえ，考えJ子動できる力を養成することを呂約とする。

そこで平成14年度神奈川県公立高校 2年生住領域額っ

週を実施するにあたり、次の 3つの視点から授業を組み立て

た。

1つには生徒の身近な生活上の課題から問題点をとらえ、

次第に家庭、 J予校さらには地域へと問題意識を拡大、発足基さ

せていくこと、 2つには、住居・住環境の問題解決やまちづく

りのため、積極的に考え、行動するため独自の課題研究に

発燥させること、そして 3つ目は、住環境の質的向上には生

涯にわたる継続的な学習が主主要であるとの認識を深めるこ

と。

これらについて授業や課題研究の前後で、どのように深ま

っていったかを明らカ吋こする。

方法

対象生徒は神奈川県内の公立高等学校2年生3クラス11

8名、米実施1クラス40名である。実機時期l土2002年7月か

ら2003年2月である。

①家庭生活の諾側衝について、知識授型、問題提起型

の講義を実織することにより、生徒の問題意識を明ら

かにしてし、く。そこから課題を設定し、個人レベルで

のレボ}ト提出を行う

① 次lこJjfを編成して草fWJ研究とする。レポートを素材と

して成巣に発展させる方法、を検討する。資料は教科

書.l2<l書資料、インタ}ネット資料とし、研究方法とし

ては実験、質問紙調査、インタビュー等。

② 発表形式はパワ一ポイントによるスライド作成による

ポスター展示およびプロジェクタ投影によるプレゼン

テーションとする。これらは公開する。

③ その後アンケート、評論，テスト、インターネットのチャ

ットによる意見交換等を実施して効果の測定をする。

結果と考祭

草f73IJに生徒が選定したテーマは19のうち多かったものは

①バリアフリー、②シックハウス、③欠陥住宅、④世界の家の

顕であったo以下に実践の結果を述べる。

第l@] 7J1教室私達の住環境一理想の住まいを実現寸

るために一課題研究および問題提起、レポートのテーマ決定D

第21ヨ 7}j 情報窯資料の収集法を知ろうーインターネット

検索、開書室利用→レポート捻H1

第3閑 10月 教案在、i章を取り巻く環境と家庭山グノレ}プ編

成、テ~?設定、係り分担

課題研究テーマ

第4開 10月情報室パワ一ポイントを知ろう+表題、研究

目的の作成

生徒にパワーポイントによるスライド作成のお約を説明する。

楽しみながら 11'筏僚を車Jmし、成果を相友学習しあうととも

に、展示と発表能力を高め、クラス内情報交換、交流による

協力、@l結力を高める。資料「パワーポイントの悲喜善j

第5自 10月 情報塗 P.Pで作成したスライドによるプレゼ

ンテーションを見る。情報インストラクター、拐当教諭が作成

した「パワーポイントを使いこなそうJr，高校生による保育体験

学習j、その後基本操作とホームベージのスライドへの貼り付

け、保存のか法を知る。

1時間(50分)内での印刷の時間は取れなかった。結り付け

るものを決めかねている者も多かったのでとりあえずの貼り

付けでよし、こととした。 lつの作業が入ったことで集中して取

り組む様子が見られた。全部員占り付けは、見づらく実用的で

はないことを魚知していない者も多かったため、その後の誤

解をとくのに手間を要した。初めから写真のみ‘部分のみ自主

り付けをしたほうがよかったと反省。資料 rPOWER 
POIN1'2000の操作J-2002と違うところ(追加版)
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第6凶 10ft) 被服室斑3iJ討論一資料f各クラスの研究テ

ーマ一覧j、f官主題研究の進め方について」個別に作成した

研究の目的を返却して、班で一本化する。独創的な研究に

するための方法を話し合う。仮説を立てる。どんな発見や提

案ができるかを考える。

片随員リ夫「面白し、研究 vsO面白くない研究jについて紹介。

討論を記録するように指示。着々と進行する斑と停滞する斑

が出たっ

第7@] 10月情報案役に立つ情報の集め方、資料「インタ

ーネットホームページー覧、リンク集J役に立つホームベージ

の例示を印品iJ物とブ口ツヒ。ーを捜し検索する。新しいホームペ

ージを探すために、各クラス 10人程度の者はホームベ}ジア

ドレスを手liAしたが、それ以外の者l土自分でやっていることに

一生懸命で、資料はあまり利用されているようではなかったo

ソーダーを中心に効率よく手分けしながら検索を進めると

いうことも予想していたが、わずかだったG 情報案配置上、生

徒用パソコンの並び方が 10台4列裂で、相談したりしにくい

西日鐙であることも 閃であるが、それぞれのやり方で進めて

いた。ほとんどが初心者のなかで順応力のすばらしさに驚く

とともに、自由度があったほうが意欲的になれる様子に応じ

て、こちらからアドノくイスしたいことは多かったが、担Tえ図にし

た。自分でやってみようとする意欲が強く、探すことを楽しん

でいたため、質問は多くなかった。

11月情報室資料ホームページを任意の部分で切り取る方

法。静かなクラスと、にぎやかなクラスの主主が出てきた。静か

なクラスは説明時の声が良く通り、生徒も沈着冷静でと品な

印象を与える。郊外者が見たら、まことに良い干途であるq く

だらなし、野次や;意見がはさみにくし、クラス内の雰囲気力社H来

上がっており、コントロールのきいてし、る集ElJである。ここには

確かに優秀な生徒が少なからF存在するとし、うことがわかっ

た。一方まったく無関係に徹νている生徒も数16存在してい

た。彼らは教室主にいるときはわかりにくい。目立たないように

しており予見よくやっているように見えるが、提出チェックで

判明し。偶人的指導を必姿とする

方、助け合いの精神が強く、チームワークのよいクラス

i土、にぎやかなクラスがある。クラスメートの疑問を代表して

震関する者、提案「る者、調繋しようと童話jく者?などに役割が

分かれ、友人間の口数も多く、府移動や立ち話などの動作

が多く、 見溶ち者かないように免える。しかし、よく見ると、

必婆に応じてやっているのであり、意思疎通がまことによい

ことがわかる。競争関係よりも調和の関係が優先されている

ため、こちらの都合で進度は早くできないが、クラス内で助

け合っているので全体の機差が少なく、どの個人も斑も納得

できる結果を出せる。このクラスは親縫のために誠球実習を

提案してきたクラスで、女子がやや多く、男子も穏やかで、リ

ーダーも存注する。調理蜜i土問結を強化する役割も果たし

た。

8関 11月8日教室生徒の住居領域の基礎知識レベ
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ノレが{添い状態が解決されていかず、研究の照準が定まらな

い生徒が目立ったので、教君主での講義と両立させることとし

た。住生汚診断表，環境競和主日生活スタイノレ，建築基準法な

ど、プリント針郎、ながら講義。今後の展関を徹底させるの

にも有効であった。

第9@1 11月13日(水)情報室か教室か悩むが、生徒の希

認とまとめる時間が必主要なため情報室とした。クラス40名の1

人1人が完全に基本操作をマスターすることを補助した。個

人指導で作業を見ていくこととしたが、自尊心、自立心に配

慮して、チェックしているようなことは避け、質問を受ける態勢

で行った。

資料は P.P使用法「グラブの作成J

第10回 11月情報室 P.P使flil，去④ホームページの写

真・部分員占り付け

政研究に独創性を出すため、 2年3クラスへのアンケートを実

施する狂が出た。そして触発されるようにクラスにI斑ずつの

調査実施斑が出た。テーマl土l福祉諸国の住宅政策J(図1、

関2を参照)パソコン織作、イラストや色彩、それから文章作成

などが得意生徒などそれぞれ偶性が発瀕されるので、さらに

表とグラフの効果を教える。パワーポイントの新しし、スライドか

らグラブの形式のものを選べば、データを打ち込むだけで、き

れいに線をヲル、たりする努力もなくー鱗のうちに、俸グラフや

ドiグラブ、土器加率まで出来Iがることがわかる。高校家庭科

住居の導入のためのf住生活自己診断表Jをクラスd人数で集

計したデータを与え，グラフに応用させると、美しい円グラフが

できる。労力なしでできあがることと、データ・数値の説得力

に感動して、生徒はいろいろな見守討を考えた。たとえば北様1

階床慕礎の最善みが激しいことが気になったチームは、床傾

斜についてゴノレブボール実験を実施し、数箇所のill測僚を

表作成した。

第11回 11月 教塗じナジオ作りーストーリーを決めようロま

とまりのある研究にするため、前回教護を指定していたが、す

でに情報室に移動してしも男子が多く、情報室でないことを

残念がった。次第に情報室使用に慣れて面白くなりつつある

のと、情報室での自由総選な雰閲気が男子には良いようだ

った。友子は指示が徹底しており、移動したものはし、なかったo
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全体のンナリオ作りを全体;に課した。自分だけの分扮総事rrに

こだわる者と、全体の流れをとらえられるものとの設が大きく

分かれた。:FJI毎に説明してまわったが全体をJ従える能力は

般人差が大きかった。

::lí 12~D 11月情報室主徒作成中スライドの紹介。郵j爾

やスキャナ，色彩の一見合などを見るため、生徒の要望のあっ

たものから順次スタワーンに七映したところ、他躍の生徒も大

変興味を市した。斑チームワークの発揮次第で多種多燥な

作品が出来とがることを自覚させたことは，それをしなかった

クラスに比べて演の良い作品を件一るとで効果があったといえ

る。

第131言111月情報家 紋員作成スライドのまとめと従長

機へ~:保存

放課後自主活動参加者について、 5時過ぎまで残っていた

者のみで2綴 IOot，、 3紐3名、 Htl2名計 19名3軒13ot，以外1

6名は女子。女子がやや積極的で、参加人数、質問[t.i]数、

依頼ともに多いっ男子は教員から速し哨t鐙で、数名でやって

おり、あまり資潤してこない。 仲間以Llーで教えあったりする綾

子もよ王子ほど活発ではない。 人がやって、残りの者は、イ

ンターネットを見てし、たり、自宅で倒人的にする者もし、た。積

極的な質問が少なく、まことにもったし、なし、と忍うが、自尊心

の問題なのか、百世かに質問する経験がて全く然いような生活を

しているようでもある。力駄の設がありすぎるから泊ヘ 割iの

者に任せて、楽をしようとし匂ムーi、もある。任された者は一

生懸命班長が活躍してし、る動i図スライドを件ゴるものもし、た。

第 14問 11月情報鐙班長は斑のスライドをまとめ、名前

を付けて保存。

当有初jの予t九L

数枚できれれAばまよいと苓考ゐえていたが、色彩、字体、テンプレート、

アニメ、スキャナ、デジカメと生徒の希奴はどんどん膨らんで

いき、放諜後の活動でそれらが着実に出来上がってし、くの

に触発されて、頑張ろうとしづ意欲がみなぎっとし、た。

そのため当日のノルマをクリアすることに対して、班長等に資

V̂感を持たせ、集中させた。どんどん興味が広がってし、く中

で提出期限を厳守させることに相当なエネルギーを必要とし

た。
なとき&
叩削

住まい・まち学現に関する繰題学習を通じて二本格の目的であ

る，高校生に重姿伎の認識と生涯学習の必要性の怒併が

どのように深まったかについて述べるq

I行動様式の変化に特徴的なことがし、くつか見られた。

①授業の回数を1sねる毎に立ち去る時間が遅くなっていっ

た。チャイムが鳴って終了しども誰 人席を立たすx、l時間

以上の超過もあった。

② 放課後の自主的補習への参加者が次第に増加した。

③ 未提出の班がなく、提出期限後も発表まで改良しつづ

けたこと。

2生徒の理解度が上がる、緩解しやすいパターンがし、くつ

-41 

かわかった。

①実物提示 t 生徒にとってまったく初めての経験で狼農1]

将やシナリオイ乍りは難しいようだった。そこで作品そのもの，

特に生徒作品を提示すると、大変興味を示し、 t主主主淡く学ぼ

うとする、またそれ以上のものを作る意欲を倍増する。 さりげ

なく震くなど、在いに切縫琢潜し、生徒間交流を保託すること

によって、意欲を引き去て、男主解が深化した2

②仲間;意識と競争意識 少子化のため、これらの;意識は脊

ちiこくし、環境がある。クラス人数が多いからこそ、これを発揮

できる機会が与えられる。生徒(仲間)間の約束や指示は守

ろうとする窓忘が強く、思解されやすく、実行されやすし、。!f}

k聞で負けたくなし、とし、う気持ちもある。個人は微力でも、チ

ームのために資任J惑を発揮して、応えようとする傾向が強く

見られた。淡の設かがリードすることによって強く影響を受け

あい、さらに理解皮が深化した。

③目1怜の明確化 毘様と是{見奴のノノレマについては明確

lこしておく。成集を出すことを持聞の義務として印象つけるこ

とが、吉平総にも必婆であることを王監解させる。 40人以上のクラ

スで;土 Iつの新しし、作業を]沼の授業で徽jままさせることは悶

難であるが、これを明確lとすることにより、授業への充実感を

高め、各自の能力や偶然をどこに発揮するか、時間配分が

すてやすく、生徒の伐値観に対する認識の深化にもつなが

ったo最初に?青報室に入った際に、 1時閣の全内容が自立

つように絞書しておくと理解しやすい。

④tltf，~'批判i能力の発持。生活経験の米塾さが学務Iill難

のj車問になる場合が多い。批判能力を発縛することにより能

力が伸びる時期でもある。多くの未営熱、未経験者の場合、

意欲や動機付けも低い。なぜそれをするのか、なぜそれが必

要なのかをしっかり認識した上で取りかかると集中疫が異な

ってくる。理性iがあいまいであるとやらされている感覚を持ち、

不平不満を持つが、理解で、きると力を発揮し始める。この傾

向が5齢、女子のグノレープがみられた。

なおあらゆる能力を要求され、主主Jちもなく困難に感じてしまう

場合もあるので、協力しながら長所を出し合って1つの作品

にすればよし吃励ましつづけることも欠かせない。

③ 成功体験 t 労少なく、効多い体重量を取り入れることによ

って、もう少しやろうという意欲を高められる。ホームペー

ジをパワーポイント断街に員iりf寸けることにより、あっとい

う簡に1枚のスライドができることに、感動を持つ。さらに

激励することによって、自信が沸き、もう少しやろう、オリ

ジナノレなスライドを作ろうとしづ;窓欲へ向かう。

3 またテスト、アンケートの結果から得られた結楽について、

① 作品の質l士、自発的に判断し積律的に行動した絞が良

かった。自発的にインタヒ〉一、質問紙調査、実験をし

た淡のまとめは沼、考力の深化が見られた。

② IT技術能力の向上がめざましかった。生徒の興味、脅

得力、順応力はどCも高い。パワ一ポイント操作技術に

ついては情報インストラクターの補助が大きな成果につ
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③ 

④ 

謝辞

ながった。複数での指導が必要である。 般的なパソコ

ン技術については個人差が大きいため、学習クラスと米

学習クラスとのテスト結果に主主は出なかった。

生徒による作品に対する評価は大きく分かれた。男子

が動画、アニメ、音声に対する務自Eが、女子は色彩、配

盤等の工夫や美しさへの評価が高い鍛向が現れた。

生命維持装室主としての家縫の機能向上が家庭科のねら

いであるが、王里解力の他人3査が大きし、ことがわかった。

お茶の水女子大学名誉教授諮問守教授、お茶の水女子

大学ライブシステム(OLS)研究会のみなさまに越んで御礼申

~J: ，fます。
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IJ、箇中学校での住まい剛まち学習の現状と

学校教育支援の状況

大滋毅彦

一兵庫県東播地方のケーススタディー

キーワード 1 )総合的な学習の時間 2)学外支援 ~-) )専門家 4)住まい・まち学習

1 研究の概要 表1明石市内の小・中学校のすまい“まち学習の取絡み事例

1. 1 研究の呂的

、々:ii}fそ究i土兵車県東f鈴鹿方の!J、.中学校における「総合的な学習の

II，ill品以下、総合学君主と絡す)Jにおける住まい・まモ."}::習に注目し，

J:nごについて明らカ斗こする。

: 兵車県及v明石市の教育委員会に対して，県・市レヘノレでの

総合学習及びすまい・まち学留に関する実態について

2 明石市及ひ東橋地方における小・中学校の「総合学習jでのす

まい・まち学習の鶏蹴兄の招握

l. li!'!唆と学校の連携(~割問雨量等j及ひ警姶市摘。つ課題

4 ずまい・まち学習導入の可縦士及び今後σコ課題

1.2 研究の方法

研究は以下の方法にしたがっておこなった。

明石市教育部会対立課におし、て，明石市て叩小・中判支のすま

い・まち学習についてのヒヤリング(平成 13年9月)。

2 兵庫県教育委員会において，東橋地方でのすまい・まちづく

り 環境学習の状況ヒヤリング及び会事i収集(平成 13年 10

月)。

日 明石市内の小・中学校における「総合学主主jの資事判民集(平成

13年 11月、 20校)、及ひ明石市及び東播封りーの小・中朝交

じ紡豆、もしくは総合学習担当線車に対して， r総合学習jに

関するアンケート誠査(平成13年 12月数Iii，回答数38校、

思答率61.3')のを実施した也

2 J]、ー中学校におけるf総会学習~Jの概婆・実態

2. 1 すまい、まちづくり(福紘球場教育の事例

明石市内の小・中学校から収集した資料を分析すると、環境や

f~t_止め学習をもとに、 f自分たちのまちはどうカ的、という fまち

学習jが多く見られた(表 1)，rしかし、 f総合学習」における「まち

学習」は、ねらいであるf自ら課題を見つけ、考え、主体的に判断

し3を考培し亡、環境・福祉だけにとらわれない部分もあると思Jつ

れる。

二見jt!]苧当主 3年全一の「私の町二見~よりよし切「づくりのため

に~j では、二見0:特色を競査することで二見のよさを再発見し、

ふるさとと思えるように愛着心を育てている。この取り組みをき

っかけに、「係主基音ともども『二見」のよさを再発見できたj4}な

ど、 1，従だけではなく保E聾者にも影響を与えてし、る。しかし、部

題点として、月|率者の不足1， r資料の不足1， r費用陸軍の不足Jの

m-llÈ.~も多く干討商されてし、る。

学

年 取り車直み子ーマ

ーあき見つけた( 免ノ]，) .なつがきた!あそぼう 1ひらこ

年1 う?きんJまっ子， (主唱甫小H12)

手
-僕らの町病貴(林0]、) ・沙1吟の浜で見つけたよじめト)

.Dl]たんけんしよう、ワクワク銭甫ワーノレド@高縮小 Hl2)

-私の障に見~よりよし判づくりのために~(二見制、) 校

区主車検へ行こう、魚の棚で重要し物をしよう、号月石iこっし、て大

研究をしよう、明石のことを詳しく知るための取材に??ニ

年3 
う、明石のガイドブックを作ろう、残された齢、ものを民つ

けよう、まちのうつりかわηを調べよう(松が丘小) 林の町

大好き(宇jvj>) ，とUi品せちびっ子探検隊(有林ノト) 私たら

のくらしを探検しよう(しごとたんけん GQi)崩事iI;J争

見調べ縦二兎ノH いし、ところがあるよ納言刻、H12)

こんなこと知ってる~ぼくたち兵庫マーアへ もっと知ろ

うム兵庫県c--わたしは兵庫のニコースキャスタ…ーイ 見

査4手 北小)ーこちら「戟霧観光情報ステーシヨンjで寸(朝霧小

廷11)コマーンヤルを作ろう(帯1霧ノト日12) ・きんぽキッス

調TたJνけ/ν(íi~，if初、 H13)

年5 -海lこ生きる人~二見編~(ニ""小)

-戦霧U.J改造計画(朝霧小 H12) 一見をさくろうえがこう

年6 二見・夢写真~未来の二見はぼくらの手で I~(ニ見小)

i高fr東マンション建設計画(尚一足東小)

.r制民基礎、地減を歩こう、主投It腐と交流学習、 i出戒を知ろ

事校 年
う、 H践の方に学ぶ交き方学習(衣J11中H12)

.r青報基縫、士出或を歩こう、兵E誌の巧み、 Y)J干官邸と交流学習、

地或を知ろう、柑或の方に学ぶ、生き方学習(衣j竹中 H13)

今回の調査で、住宅に関する学習の取り組みは少数であったが、

明石市高丘東小寺左手交の「高託東マンション建設計蘇」 では、住ま

いに関する麹礎的事咳ベ象台舎も持徴を学習するとともに、ハ

リアフリーについて浬解を深めるもので、それぞれ方イ午成した各

戸の模担を穣み室長ねるという形である。ハリアフリーを考慮する

ためスケーノほ大きめて哲昨をし、子供たちは制帯。コ想像以たに

熱心に取り組み、言まから素材を持参するほど好評であったo

2. 2 r総会学習jを実施する上での教師憾の“苦労"

①カリキュラムの検討、作成上の困難

それぞれの書留或て学習素材を探し、対む旬~o沖寺教を活かした学習

を行うには、各学校の税制'¥{t陸軍・構想・準備をするとし、うこと

は必要不可欠でユあり、子ども達の型持長・協仁、の把握もしている現

場の教師がカリキュラムを作成するという手段は、とても有効的
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であると考えられる。しかし、教師に負担もかなり大きくなるた

め、行政をはじめとする、地出誌の諸団本の協力が必要である。

②人材確保や教材の開発、費用箇

各学校、取り組みが異なれば、必要な教材や>!fF守主主等の人材も

交わってくる。従って、現開皆では、耕tも人材も各朝交で探し

ている。そこでこれからは、 1でも述べたように、全勝Eの協力が

必婆となる。初予害等O)!教洲士、制或では難しいが、保験学習時

グコ撚井l土、 Mi殺の用兵明草呉など提供できるものはある。

さらに、現在これらの教材や人材僚ぷのた1/)(1)費用が十分では

ない状況にある。少なくとも、人材利用の交通噴や、体験学習等

!こ使用する消耗品の費用は必要である。教育委員会の十分な予算

暗躍が認まれる。

白i合体レヘノレでの人材官お童支援の事例では、兵庫祭教育委員会

心 rr生き生き宇捻応援事業〈敦北 14 年度~17 年足。Jが注目され

る。小中学校の総合学習の支援に士側江氏、閥系諮問体、公町蛾

減反罪間企業!郷出身者によるボランティアを生き学校応援BlJとし

て背泳ノ\ンクの設置をJJr'bJ~おこない教育活動の支援(コーデイネ

ーター機R~) をおこなってし、る。平成 14年度i土、ボランティアの

Y.lfべ人数は、 3万人を上回ると予測されている。県からは保険、

制ノ焼、安全様費等に 11万5千円が支給されている(県1/2、

汁1lげ 1/2)。

@激阪の器輩、共通理解、また、教鰯にかかる負担

カリキニヱラムを教訓が作成していく上で、都損市間iにスレが生じ

亡しもと、生徒に良し骨k官を行うことはできなしL教的全員が共

通のねらいを持って学習を進めていくことがλ事である。また、

の、自ら行動を起こすとし、うねらし、i土、生徒に対して

だけでなく、地域に“隣かれた貌叩'もねらいでもあると考えら

れるつ華 iiii!))t]責械にEizり組んでv、くことが主要であるが、毒始前

1Jl11ぴ〉佼務負担が近年t邸'jpしてし、るなどの帰舗もし、くつかみられた七

2. 3 地域素材の確保『読遠方法

基本主力には、 rm刷測ってし、る範囲、刻或に出て採寸」とし可

能答が多かった.{I也に、「総合学i'lJのねらいには、自ら問題を克

つLtる、ということも含まれているため、費出命J，学校のように素

"1採しから生徒の活動にするとしづ学校もあったo また、インタ

ーネットで素材主張しとし、う学校も克られl~c

2. 4 費用負総面について

基本的にどこσ:学校も予算は十分ではなしL 表2のように{果護

者負担あるいは了P算措置がない状兄で行われている場合も見受け

ら才工るc

2. 5 他校との情報交換、資料提供について

一他の小学校と州車携がある (40%)J、 rI1むの中学校と

述燐がある (29%)Jであっf二「あるjと答えた内のいくつ

かも、担当者会や研修会でという学校もあり、個々の学校

44 

聞での繋がりはさらに少ないと思Jわれる。また、 fなし'Jと

答えた学校てaも、「必投!と豆、ってーいるjとしづ:意見はみった

方、任直~!Î(.が異なればあまり参考にできな、い場合が多し\_!

と考えている斜交も存(0:じ亡し、る。

表2 総合学習の費用の負強について

沢池小、議水小、二見小、キ和j，.貴i崎Ij¥，加古川IJ¥， 天満

市や醒T IJ¥，八婚小、滝野東小、援i場中、西線街中、小野南中、山

手中

@ 教育委員会
@ 市で総合学習用の費mを予算化

• 明支経常研究指定費

@ 前委託金、交付金、市長より
@ Z著書林ヰ

大久保南小ニ毘北;j¥，八引"¥;;Itlj'.中町筒lJ¥，鞠IIJ]¥

学校予算 朝霧中、豊島高中、魚住束中、車喪中、;竜野中、浜(J;宮中、

小野南中
@ 学年の総会学習費F詩吟年度は予備費で執行)

• 校内研究費
@ 教材については学年費(;再耗品等で使用するため)
@ 教科の費用、消耗費(教材費)
@ PTA会計

保護者負担あり 1>.号、命j'.銑商小、放射'.香料、

@ 教材学年聖堂(保護者負t岱、人材'ボフンT イア(交遊資の

み学年費で負担することもある)

• 学年の会計(子ども)

@ 児童童より教材質として集める

予算なし 大久保小、江井島小、中崎小、大蔵中、二毘中

⑨ ボフンティア

@ 予算がないので匿っている
@ 市から側陳なしで闘っている
@ 費用配分的まとんどないのがネッウ

2. 6 f総合学習jの現状

事ぷは、 CDFfl;生教州立相会 i!Jlf1が多数、(2)また{也粉ヰと川部号

はうまくは取れていない、也!!Jt素材lは各学校σ場話lHが採し C

いる、安E子対オi立"，，13主ヨ虫自のものが多い、ド竿 3年での恥iUみは

少ない、というiklJLがみられた。

2. 7 担当教諭からみた f総合学習JIこ対する評{匝

生徒のものの考え方正変化については、①「自ら行動を起こすl

という生徒が増加、②全体で7tilJfI}l反のさや支は、「プラスσ刈惨さが

あるjと諮問j、③やはり倒人igはある、(む教師の取り組み姿勢が非

常に葉要であ令、⑤墓石料力の低下が…醤の不安、とし、う闘で

あった。また、環日寺点 (:1土教科学裂を減らす時ではないとの見解

もみられた

3 小・中学校におけるすまいまち学習の実態

3. 1 すまい・まち学習についての現状

すまい まち常烈こ取り紐んでし、る学校i士、明石市内43%)、京

領地方38%であった。こ才U立、日九布市でのヒヤリング調査泊、ら}

ると子怨以上lこ多かつにしかし、収集資料などから検昔、げると、

内容についてはやキ少なくも感じfらまた、「まち学官。;イ毒f:d=jと
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し r税制〉如、J、「理組事がいなし、J、「カリキコラム上困難iと、

J主いやまらっくり、環境、福祉に織する教材び滑再発、人材7J¥二位

うわられている。

3. 2 すまい B まち学習の必凄度

(ず、住まν、iこ撰する教育の必要性に関しては、 f小学校からも

，J必話(44ゆJ、「中学佼からもっと必要(14%)J、「どちらぞもな

l ぺ28%)rCあっt~ しかし、明石市内σ対→校の意見に「ノ1~~宇生の!Ill

Fi<lt干し、をかけ南{討している。 (iI，宇品ノj、')Jという意見ーなどもあり、小

〆F生にはまだ早いとしづ見方もある。また、指導要領j昌弘技術f

科での脚Hみだとし、う指情もあったが、現行の提出長十土のない

~:~科書では内容も薄く深い学習は[主難な状況であり、 ト分なすま

い教育が行われている判交は一昔日にすぎないと忠われる。まちづ

くりに関する教育の;ι、羽生も、すまいに関ずる教育とほぼ同様に

考えらjしといる。

また、 f守校教育の中日立なしに、社会教育の充実、出世のhへ

の子と企もたちの参加等、 ;fiう(商務南中)J、f必要であるが他のカリ

h ラム日怖さ数との関係で詳しし、ことの実脚立難しいi蛮が多いの

ぞlま(大久保北中)Jとし、う意見のように、本来ならば対出或て'11'うも

のであり、学校教官に持't:_)込むへきものどの意見も見受けられる。

:1. 3 すまい・まち学習に腐する隣心

{主主し斗こ隠する教育l士、 f教材があればやってみたし、 (44%)J、

主ちっくりに股ずる教育もf教材があれば取り高温Jヂたい (51%)j、

「討仰がしすUまやってみたい (32%)Jであった。針牛さえ揃えば

i弘.111みたいとしミう意志があると怒われる。そして、今後学校教育

的内容が深まることを製んでし、るが、その一方で、教科学習の不

足も川己されてしも。また、教材の不十分さや、すまし、やまちっ

くりに関する知識のある学校側和不足も静感であるO

3. 4 すまい・まち学習に臆しての教省上の緯客

回答者抑制〉多かったのは「総材、如、Jの8校で、出こ「税制

いなしリが5校、 fカリキコラム上Gf難」が4校となった。この結果

からふすまし、やまちっくり、環境、福祉にIl'Jする教科ぴ〉開発が

まず必攻であることが分かる。

教材がない

教師がいない

カリキュラム上回難

地域に出ることに保護者から
安全面等の苦構がある

その他

3. 5 すまいaまち学瞥導入の可能性

まち学習は、「小学校・中戦刻、らの教干潟三必要 (50%)..1であっむ

そして、今後学校教古び納容が深まることをEFんでし、るが、その

一方で、都拝千字釘の不足も，L哩己されている。 ~2(土、「どんなきっ

かけがあればまち学穏を行うかつ」としづ設問に対する回答であ

る。

教材があれば

校外のE需自市がいれば

知識のある教隣がいれば

やってみたいとは思わない

その偽

51九

o 10 20 30 40 50 60 

学校数(弘) 除 37

図2:*ち学習に隠する関心度(MA)

4 r総会学習jに対する学外支援

4. 1 総会学習に対する学外支援の状，兄

干上余裕祉協議会 (4燃や地元自桜子俸 (5 校)が多く、イ也iこも t~::域

の大工や、保護者、企業(まちづくり)、官学生(鎧際F以午)、老人

会、専門家、保識者，商 Ld道義rJi，へノレバー、医者害者、高専・大守

教官など、縦攻をへースとしたかなり広範濁の分野の人材が学校

を支援している状況弘、わかった。

表3は特定の協力l'自体である。土佐昨;まの間体が多いが、その巾で、

市民吉動団体(うずしお会・江片島大好きの会・ボランティアはな

ぞの)や高齢者のクノレーブなどが協力していることは注目さ札る。

fまち学習J に取り組むにあたり重要なのは、 ~j隣組である。特支

と士出或との関車を、各制Wコ匹以交渉だけに頼るのではなく、士自

}担主五者団体のネットワークによる協力が必要である。

4. 2 協力形態の実態

O弘 叩% 20% 30弘 40% 5側 外部浦側、団体等の協力形態として、 f外部勝官としと学校で講

学校数〔削 除 17 演や授業」が 82%であっ丈一次いで、 (j出或に討jて校外でぴ〕守谷」

医1すまい"まち学習の教宵上の障饗C掛川

45 

が64%であった。このほか、計四への助言やコーテイネ ターと

して協力庁f症もみられた
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4. 3 専門家等の外部議獅の招勝方法

専門家への依頼は、「学校ヰ輔楠人の知り合同範殴J、葱議

採Hーというものが多い。次に、現状では依頼した方には、ボラン

ティアでお綴いしている場合も多い。学校によっては交通費など

わずかなヰヨキしをしているところもあるが、一部であった。ゲスト

ティーチャーなどの有償ボランティアでi土継続日ト主の面で問題を有

する。

|外部講師として学校で講演や授業

地域に出て校外での学習

茸料、情報のみの協力

どこか施設に訪煎しての学習

| その他

函3:協力協態。止/i)

表4学外人材の招待方法

4. 4 今後希望する支援主体

保護者や、地元自f針本等の、1Il減め「身近な人材jを求めている。

専門家射協力団休刊、テー7 にあったその姥減の人の支援を希

望している場合が多し、大学や高専にもややニーズが見られる(図

4参照)。学校のニーズに合った的確な人材を提供するコーディネ

ーーターも必要である。

また、高専乃活動内容を紹介した上での明石高専テクノセンタ

46-

一支援に尭げるニーズをみると「利用の意思がある学校 (80%)J 

と高し、ニ}ズがみられた。東播地方では「利用したし可20%)J、「利

用しでもよし可:53%)JIこ比べ、明石市内は「科閉したい(52%)J、市l

F持しでもよし可29%)Jと、生野Eでは積極約な希望が多かった

「一一一 一一…
l 保護者

5 

闘治体
公民舘
専門家

環境カウンセラー
地域教育促進委員

大学
高専
高校

中学校
小学校
その他

。 20 40 60 

学校数(拍)

語調4 希望する支援団体(踊 A) 

結論

80 100 

Nた 34

総合学習自立、すまし洋望号は少数事例であったが、まち学習で

は環境・福祉分野との関車も含めて数多くの新列がみられ丸学

外支援の状況も地域をベースとした多彩な支援がなされてお号、

高等大学も一定の支援ニーズがみられた。一方、線車の負担の

増大、費用の問題キ教材の島閣などの課題も手写している。学校関

O).r都民の交流も不一↑づまな状況である。総合学習へのすまい まち

学習へ取組みのニーズもあり 3 高専.-'(o-)c学などの専門機繍から学

校への働きかけも必要でl立なし、かと尽われる。
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大学生へのまちづくり教育

寵谷大学園際文化学部での実践

難時かすみ本1

キーワード 1 )まちづくり教育 2)市民参加 3)大学生への教育実践 4)キャンパス環境 5) t欝量システム和j用

1 はじめに

総主主大学の潟際文化学部i土滋賀原大津iliにある。 ]R琵

琶砂線(東海草線の京都，米原陪jを地元出土「琵琶湖線」

とl呼ぶ)の瀬田憲司からパスで 15分稜度の山の上に位号室す

る。龍谷大学i':i3つのキャンパスからなり， g生本願寺に隣

接した f大賞学舎j，京都市伏見区にある「深草学舎J，そ

してこの3 大津市にある「瀬凶学舎」である。

龍谷大守噺郎学舎は7 滋賀県が都市公民として指定した

「琵琶吉明文化ゾーンj と呼ゴれる区域にある。この f楚鷲

湖文化ゾーンJには，滋賀県埋蔵文化tンタ--滋賀1県立

美術館，滋袈県立図書館をはじめとする絡設があり，子ど

もの遊べる公院もつくられている。

ilt:'1i主樽i文化ゾーンj には鐙谷大学のほか，滋袈巣立東

大津高校，出立滋賀医科大学がある。[長音琶湖文化ゾーンJ

からははずれるが， J R琵君主湖線のEぬちR，南E草津釈には，

立命館大学rr;琵をき淑草津キャンパスがある。龍谷大学の瀬

降雪F4舎には，理工学部，社会学百fB，[国際文化r宇宙10)3学部

があり， 50∞人程度の学生が学んでし、る。滋賀県が理工系

大学を琵琶湖文化ソーンに誘致したおり，龍谷大学は理工

学部をこの撤回学舎に新設し，後に社会学部， IJCJ際文化学

調印コ2学部を新設した。

とのように龍谷大学の瀬間学舎は?滋賀県の誘致により

新設されたキャンパスであるが， J Rの瀬田釈が箆琵湖線

の快速・車J快速の止まらない釈であるため，京都方世話から

通学する学生は不便を訴えている。さらにi額出釈から瀬田

学舎までパスで15分経度カ泊冶る。また瀬際学舎は，山の

上に位霞するため，自転恵を利用しての通学iこ'コし、ては

fJ二り坂がきっしリという声が多い。ハス路線i土地元の民

網パス会社に頼っており fハス代ノメ高いけ「道210月)I 

という:町古も学生の関からH"_ilている。

「琵君主i期文化ゾーンj は都市計i頭上》都市公露iとしての

指定を受けている地域であるため1 瀬田学舎周辺にはコン

ビニエンスストア，ファーストフード肢をはじめとする府

舗が出庖できず，実際1 大学のF号を出ると里山が広がると

いう状況にある。

瀬田学舎周辺のm織は JI't瀬ffl開凋辺と JR琵琶徽棄

に平行して走る国道1号線沿いに集まっているが，この応

舗も，瀬田が京都，大抜方面への通勤居留であり，家族向け

ウ

t4
 

の住宅治として開発されてし、ることから3 家族向けのス…

パ日マーケット，ファミリーレストラL等であり，学生向

けの飲み屋ペせ異非政I設がなし、とし、う不満もある。

このような地理約条件下で大学生活を送る学技:Jこ3 自分

たちのキャンパスをとりまく環境を見直す作業安経験さ

せることで，将来，市民参加のまちづくりを担う人材を育

てることが本講義の際的である。

この講義を担当した本格の勢者は， 2ω2年4月に，東京

から育長6大学に赴任したばかりであり，結果として，地光

について勉強しながら講義を進めることとなっf二七

間際文化合子'音'I!では3 建築史，朝日市史iこ慢する講義が従来

より部議されているが!現在のまちを見直し，今後のまち

っくりにつなげる講義は， 2002年度かfの開講であるむ

龍谷大学ではセメスター制をとっているため，講義は前

期，後黙の2期にわたり開講した。ここでは， 1年間の講

義ごのとりくみについて報告するc

2 まちづくり教育の実践

2. 1 講義広概要

講義は前期，後郊の2期iこわかれ、連続ものとして開講

した。前郷土「大学生の民場所'1?Rしj と菌j題をつけ，瀬間

学舎に通学する学生の立場からキャンパスの立地p 渇辺環

境に関わるニーズを確認する作業を行ったD 講義の中で，

ガリパーマップっくり 文 1)と生活時荷誠査 文2)を

行い，地主理的な条1'jと生活詩情1を擦り合わせることを予定

していたが，教主主の都合等で実現できなかった。

後続は f大学生もまちづくりj と品l艇をつけ。自治体の

言i爾の中でまちづくりがどのように扱われているかを中

心に講義を縫罰した。当初R予定では，自治体の5十幽策定

iこ，市民として参加寸る方策についてまで講義する予定さ

あったが，そこまで進めることができなかった。後期の講

義σ:最終回iこは， j唱え大津市î1~士所JÊ世i課の担当者を講師と

しと撚勝1/，事品坊の話を伺う機会を設けた。

前期，後期jを通じて1 講畿には情報処理実溜室制定用し

た。使用した情報処瑳室は，ネットワーク後続された

Wind仁官20∞が学生人に 1台ずつ瓜きされし， MS OFFICE 

のWord，EX仁Eしが車用でき，またインターネットを用いた

ホームベージσ:閲覧が自由にi"Tえる環境になっている。し
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かし， Arc GIS在はじめとする地理情報を扱う特別なソフ

トウェアは3芽人されの、ない。

2. 2 大学生の居場所限し

( 1 )講義開始前

前期の講義は r大年生の居.1Jま1う11採しj とMi路島をつけ，

註医科医のまちっくりセンターが作成した「枇田谷のぶつ

ぎり弐j 丈3)をプーキストとして{史I脅した。「世間谷のぶ

つぎり弐」は， t!tl荒谷氏のr:1'l長it.li'伎がまちづくりセンター

職員のアドパイスをうけながら取料?編集を行ったまちの

紹介誌であり 3 下北沢1 桜J，]j<，用賀等3 若い世代に人気

のあるまちが中学生!高校生の視点Jう冶ら紹介されている。

当初は，前期の講義の最終課題としてこの「世間谷のぶつ

ぎり弐」に[it;散する瀬矧のタウン滋をまとめることを予定

していえっその主主味でも，中主主校生日取材，編集したタウ

ン誌を使うことは効史的であると考えた。

(2)講義の実際

高I黙の講義は，キャンパスのある^津市のi頼郎のまちの

抱える課題を明らカ沖こし3 そこに1血学する学生として ま

た，下宿する大学生としてあってほしし唆針品く作業を中

心としたーし泊、L.，この fあってほしい姿」を挽く作業は

予怨以上にIII難たった。

学生は自分の通う瀬沼'苧舎!高辺以外lこは京都市伏見区

にある深草iプ1合潤辺しか知らず， j予ia見学e在街をイメージ

させることが難しかった。

そこで，思想のまちのイメージを形づくる作業を多数，

行うことになった O この作業には，情報処理室での講義で

あり 3 インターネットが自由に使える環境であることをフ

ノ川こ利用したJ

(:，)インターネット上の地凶探し

はじめに?イングーネット('の検索に慣れることとす「居

場所j を考えるよで必婆になる「地図j に慣れることのふ

たつの目的で，インターネット上に公務されている地図を

探す作業を行ったO 会自，インターネットとに公開されて

いる地凶を探L.，お気に入りの 1枚をす講義の中で紹介す

るという作業をした。

インターネソト上には，不動険会経1;イ乍h止しているもの

をはじめとし言語J!lの地図が多く公開されているが，ほかに

も多種多織な紗J閣が布右:する。市町村などの白i台本カ滑成

している観光情報を扱った地図 3 環境保護問体が作成して

いるグリーンマッフ¥小学校江総合の時間に作成されたも

のと推測できるクレヨン閥私忠わせるような絵地凶，個人

のホームベーンに4掲載されたタウン誌的地闘など，機々な

地区lが報f与され，紹介さtctじなかでも任巻はフランスの

地図で，建物ひとつひとつを拡大して見ることができるも

のであった。
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(4)仮想の続訪日づくり

「大学長の居場所Jについてイメージをふくらませるた

めにテキストとして指Aした「世間谷のぶつぎり弐Jを

通読させ，そこに紡介されてし、るまちから最も気に人った

ものを選ばせ，瀬間学舎のF号を出たら選んだまちが広がる

というi在、定で，ある 1日の日記を創作させた。創作にあた

っては{授業をさぼるなんて」というようなコメントは

切しないことを念おししたゐ

大勢の学生が下北沢を選択した。休講になって突然マき

た持問にまちにでかけ，ウインドー・ンヨツピングを楽し

み，ランチを食べ3 講義iこもどる。最後の講義が終わつに

あと喫茶ftで長)5をしj 友人とおしゃべりをする。帰りに

学生相手の安い飲み停による等のストーリ…が作成され

た。

このようなストーリーづくりをする中で r世話1谷のぶ

つぎり弐lの百五主が不イサ〉である等々のコメントもあった

が、中高生の取材による情報誌であり、これを超えるもの

をつくることが当初の自擦であったことから、当然σ:帯結

であるとも考えるG

(5)アンケートづくり

ここまでの作業をまとめるために，瀬田学舎馬辺lこ1!lTが

不足しているかについての各自の意見をレポートとして

まとめさせた。さらに， 1自の人も自分と日jじことを考えて

いるかどうかを確認することが必要であると指導L，tdに

質問して，イむの人の意見を磯詰悲したい攻自をめげさせた。

さらに，質照したし、項目としてあげられたものを，受講

生全員が言究めるコンピコータヒのブアイノレとしてf尉ltL.， 

1]防生iこアンケート調資を行う lとし寸前捻で，受講生

があげた質問羽目を繋理したファイノレを参考にして自分

刀司土じめにつくった質問項目を修正L.，アンケ ト調査の

調査黙を{何Jえさせ，提出させた。提出された議査票から特

律的甘なものを5枚i翠び?受講生三子負がその5枚に答える時

間を設けた。

このようにして，アンケートの諦蕊紫を{わj)(;することと，

答えることの向者を体験させた。その上で rわ7こされた

アンケートは答えヰすし、かどうかふ「そのアンウ}ト在

実絡した場合，怖がわかるかJ，rアンケートの給井さからわ

かることが7 瀬治学舎周辺をかえるのに利用できる情報と

なるかどう刀つについて考察させ， レポートさせた。

次に，筆者が一部の項目について 1院生に調夜を行い?

そ出結果を単純集計したヂータを示して，自分の際答と上七

較し，また自分が漠然と考えてし、たことと比較してどう刀、

をレポートとしてまとめさせた。このようにしてp 他人の

考えていることは，必ずしも自分と隠じではないこと，自

分の回答が必すしも多数派ではないことを偶数させた。
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(6 )アメリカの大学のキャンパス調べ

ここまで正作業を進めるなかで， I {I也の大学のキャンパ

スが克たいy 知りたし、」という意見が多く H-:されたU そこ

で3 インターネットを手間してアメリカの大学のホームペ

ージを検索させ，そのキャンパスを競べる作業を行ったの

さらに検索したなか守 番気に入ったキャンパスを，気に

入った産自とあ才yせて報告させ t~o

報告されたものの中日ら，特徴的と思われるものをどッ

クアップ~，報告者が講義のcpで皆の青~J ゲ紹介するとし、う

作業を行っ犬二。さらに発表を部いての蛍Ji!"をレポートとし

て提出させた心

ここまでの講義で rキャンパスのっくりj と「キャン

パスの周辺環境」の三つに問題が分けられるとし、うことが、

受講生の間での合意事正Eとなったと

(幻想怒、0)瀬田学会

講義の中ではキャンパスのっくりj ではなくキャ

ンパスの周辺環境」について考えることを縫認し，龍谷大

学の深草や舎と瀬田学舎それぞオ1m潟辺地図を3 箔判官尺，

河範囲と切り出して示した。これまでの;船長の中で僻認し

てきた問題怠識と，学生になじみのある深草守一舎を比較対

照としておくとしづ剣特定定をした上 C1瀬f昨年刊j莞辺

が f理想的j と足、われる環境になるよう，地図上tこ書きる

みをする作業を行った。瀬回学舎の周辺は法山であるため，

学生に重己布した地図は，ほとんど印紙であった。

次iこ，書き込まれた地l認のzゃから特徴的と思Jコれるもの

を選び3 人気投票を行った。大学の正門前まで誌車をひき?

周辺に首耳目指拾っくり?大字凶辺を繁主主持fとする奈がJ:E倒

的支持を得たが1 混在の臼然環境を残しつつ，琵琶湖の見

える展望台をつくる 1 筏5告のjj!を挑められL0スペースをつ

くる、そのたがメ乃連iJj;く遂を整崩するという案も根強く支持

された。そこで 3 也、主総在でiまあるものの，根強し、支持のあ

る自然療法を残す案。コ支持者(投票に~，~うした業の作成

者ではなし、)に!支持理由を皆の前で説明してもらい，得

度1 惜の意見をレポートとして提出させた勺

このレポートの結果を見る!湿り，まちづくりは f'佐 の

jf解j はなし、作業であること，異なる意見を持つ人宅内、る

ごとを学んだことが確認できた

(8)最終記長題 瀬fllのまちづくりの企図書

学生が作成した調査攻防 j出頭に書き込まれた項討等を

もとに，筆者がアンケート票を作成~，ヰ:講義の受講生お

よlY[liJ際文化学館iの1回生，合計 300人fj日支にアンケー卜

調査を行った。その単純集計結巣を受講生に記布して r主顧

問のまちづくり 0)1左頭書」を作成することを段プ終課題とし

た。

各自が地図に言書き込んだ内容を若干修正した会問iが多

かった。しかし， レポートの中で「まちは学生だけのもの
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ではないのだから， il自の役El':の;意見も弱く必婆があるj と

いうような岩:見'"J'iられた。また，龍谷大学的瀬j澗学舎は

滋賀以が誘致したキャンパスでありな日ら，学生にとって

l土{民おり高し、パス{更に，通学の足を頼らなくてはならない

状況について r滋賀県は大学を誘致したさし、に，そのi星

学手段まてづ考える必要があったのではなし、か」といった，

県の誘致計廊への疑部もだされた。このほか，学生が地元

のまちづくりに参加するためのしカ斗t(念樹を持ってし、き、

実現につなげ】ていく方法)が必要であるとしづ指摘もあり，

このし/パれこついて江提案もなされ1~，

2， ;， 大戸生もまちっくり

( 1) ~骨美術始前

前期の講義「火学生の庶場所探しJの東部扇として，まち

づくりの計爾策定予への市民参加の方法を::i旦~Iこした講義

を後期に予定しと。テキストとしては「まちづくりがわか

る本j文討を指定した。「まちづくりがわかる本Jは，

千葉県の浦安市を例にとり，中学生にもわ刀、るように「ま

ちづくりj を説明することを密的として編集されており，

まちの成り立ちから防災まで¢娼広い内容をわかりやす

く解説しているという点、で fまちづくりの計測」について

学ぶ上て刊土適切なテキストとであると考えた

(2)講義の実際

初出の講義で， (財)滋賀総合研究所編集の fまちを樹!

る」文 5)から，大津市近隣のまちづくりの事例を紹介し，

またプリントとして配布した。そのか日 「まちづくりと

は何かとし寸質問に正解はなしリと念をおし rまらづく

りJIこ主「する各自の怒いをレポートとして提出させた。

このレボ…トの内容を主主理したところ

1 ) 住んでいる人の主主I匂を尊重すGこと

2) 歴史や包然を筏すこと

3) 公共交通等の便利さを存在保すること

4) ユニパーザノレデザイン

の4項目!s護要であるという結果がでた。

そこで， この4項自について，実際にまちがどうなってヂ

いるかを知り，その背景にある言tu認を考えるというかたち

ぽ茸義を展開した。最終的にはこの4攻回一γα を重ね合わ

せて計画をつくりたいこと，その過程に市民がどのように

意見を提案していけるかまで講義を進める予定であった

が，各項目について考え，自治体には多数の百十爾があり，

それが絡み合っているどいうことを理解させるにとどま

った。主た!まちの現えーについて事しとでの知識にとどまり，

体験として学子守するプ口セスを講義の中に取り入れるこ

とができな泊、った。

(3)療史や自然を残すこと

重姿として挙げられた4項目のうち， r歴史や自然を残
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すこと」から講義を展開した。瀬田学合間illで残すべき対

象となる f歴史や自然j として何があるかを知るところか

らはじめた文針。

瀬田の歴史は古く，新司s器射'f{1:;にまでさ泊、のぼる。新+>
器時 tの遺跡i土，琵営湖文化ゾーン内の埋蔵文化センター

に保存されてしも。現，{EのJR瀬田駅，駅前に萱野神社と

呼ばれる神什があるが3 こσコ神経;の瀞民主は19暦 462年，雄

絡天皇6年である。平安狩イtiこは様IJlU¥:のi王留がつくられし，

豊夜秀吉の日寺代lこは東海道の-lIl.塚がつくられたG 以後，

瀬田の唐犠を中心に瀬邸周辺は，京都への最後の~や斤とし

て?東海道の要所となる。明治侍{1:;から町村合併がくりか

えされ，現在の大津市が形成され犬二現在も，志賀町との

合併が検討されてしも。

JR瀬隠駅J立，東海道線開通以後，何度も建設が諌情さ

れたが石山釈が先に開設されるなど!住民の婆求は入れら

れず， 1969年(自E和 441手)に詰瀬駅として JRの許可を

とり，地元自H:淋，企業，そして住民の投資により建設さ

れている。

龍谷大学頼回学舎σ:位援する琵王室湖文化ゾーンは，琵琶

湖ニュータウンとして開発が干F定されとし、た敷地である

が，水平'1，地盤等0;円拙でニコータウL開発が頓控する中，

I社fsの変化もあり?現在の計画が生主れ，推1立された地j或

である。さらに龍谷大学瀬初学舎の周辺は監山となってお

り7 オオタカ抗生息地であることから3 里山を土語需として

開発する等の計画もすべてストップしている。

このように瀬田は古し、歴史的ある土地である。また龍谷

大手町)f立遣する琵琶湖文化ゾ}ンは，広大な敷地を切り開

いて公軍司として望葬儀した夜域であり，さらにオオタカの生

息J担でもある。このようにヲ龍谷大学瀬凶学合は，歴史的

にもまた自然環境についても保護すべき対象を多数抱え

た土地であるひ

このような事実を踏まえたhで， J R瀬田駅が請願駅と

して建設されたことと関連し， J Rの釈の設号室に関する言

直L琵琶湖文化ゾーンの建設計画の抱えていた問題点iこつ

いて学生にレポートを提出させた。

瀬田駅を誇車効Rとして照殺したことについては，大方の

学生が賛成し，自分が当時の住民であったら同じ]お尺をし

ただろうとし寸意見であっとーしかし，現在のi頼1日野駅前

を利用するハス{見タクシ-自家用車などの交通量に対

L，駅前ターミナノレが手狭であることなどを，当時の言1闘

の甘さとして指摘する意見もあった。

琵琶湖丈化ゾーンについては，都市公i璽として主主備した

ということではあるが，自然に手を加えたことに変わりが

ないこと 3 また，公閣としとみたとき，駅からのパス使lこ

頼らざるを得ず，市民の誰もが気楽に訪れることができる

場所にはないことなどがヲ言十務上の問題として指摘された。
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(4)大津市の抱える計爾

]R瀬凶器Rの開設j 琵琶湖文化ゾーンのふたつの事柄ーか

ら矧似」とし、うごとに受講生の意識が向かったところで，

大津市の策定している言十両をみるとし、う作業をしたc

大津市の計量屈は大津市町公正初ミームヘージ 文7)上てや

見ることができるため，講義時間中に，自分の手で計画的

数と内容を健認させ，感皆、を報告させた

報告を見ると 3 計画。〉縁類と数が多いこと，都市計画マ

スクープランの内容を見ても，琢E解できるものでないこと

が指摘され r市民にとってわかりやすい計幽」とし、うこ

とカ込らはかけはえはもていることがj昔前自さjもたO

(5)ユニハーサノレデザイン

次に「ユニノいサノレデザイン」とし、うことについて考え

た。持者宅害者江問題は， この講義の受講生のようなi'fr謂 f健

常者」には実感のわかない問題となる恐れがあると考えy

f自分の子どもが所諮隙省児だったらどうするたりという

問題設定をして講義を進めた勺

この熊霊童設定にあわせて r子育て応援ブックru童連 勝

害を持つ子どものための生活ガイドj文8)をす持iこ，滋

賀県にある撰露草学校?聾学校等の数を汗えすことからはじめヲ

釈のバリアアリー化工事σh韮み兵治，道路のパワアフリー

{じ病院・美傘下完としりた日常利用する機会の多い施設が，

提言~iB:児にどのように対応しているかを紹介した。

このような現実。:情報を参考にしながら， ，章容児として

生まれた自分のぞ子どもに， どのような学校教育を受けさせ

たいか， 1
'

章害のある子どもとまちに出るとどのような課題

が待ら受けているの均等々を考え7 レポートとしてまとめ

させたり

このレボ…トを見る限り大多数の学生は，子どもが障害

児であっても3 できる限り普通守校に通わせ，普通の子ど

もとして育てることを希望していた。それと同時に，諸施

設のバリアフリー{むの遣れ，他人の同などがあり p 普通に

育てることは実際には難しいであろうことも指摘された。

(6)公共交通の確保

バリアブソーと霞Ii車する問題として，公共交通について

講義を進めた。前郊の講義のなかで?龍谷大者頼関学舎が

山のとにあり， J Ri頼悶駅からの道が急、な上り主主 Pあるこ

とが，自転車の料用を妨げているという指摘が多数あった

ことをふまえ，出土生也弾j院の2万5千分の 1の地闘を使用

してヲ JR瀬田駅と縫之子大学の向江標高差，夜線距離合は

カミり， さらに， 自転車利掃の際に一番のネックとなる吉野士

は，何メートノレ続き 7 その閑に何メートノレ殺っているのか，

つまり斜度はどれくらいであるかを計算させた。

間土地遜院の地D<iの利用にあたっては，関土地遡院が小

学今一向けに件戒したビデオ 文 9)を用いて，地腐の読み

方を後脅した心釈と大学の測の標高差 rきついJと感じ
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る坂路の語1{;線距離とその聞に上る標高を感覚と比較する

ことで，数字でみる標高差と白転車なと~で体感する襟詩i差

との医者にギャッブがあることを，三色感として体験させた。

公共交通のバリアフリーを考えるにあたっては，車J奇子

使用の場合と徒歩の場合とで f急な坂道j，fゆるやかな反

道j等σ){;.t謀が違うことを市総にすることがlli.要であると

考えるが， 完転車ーで登るときの l急な坂道」カ5数字で見る

とどのくらし、かをあらかじめ体験オーることにより，パリア

ブリーを考える上で前一助となると考えた。 JR琵琶減線

の路線を変えて瀬田学会主 P引きiるむことも含めた鉄道，

坂道を登る路面電車，パス等が提案されたが、低fょのパスヲ

電車や路面電車のホームとの譲りくだりのための車椅子

J告のスローブなどの必要性が指摘された。

(7)住んでいる人の意向を反映すること

通学することで毎日，瀬田のまちを利用している受講生

が?現在の瀬町のまちをどのように使い込んでし、るかを確

認する作業を行った。作業は「ガリバーマップづくりj を

念5頁におき j ゼンリンの{:t'~地図を}討し、式。しかし，教主主

が情報処理生であるとし、う事f青から，受講生全員iこJR瀬

団駅から誌特大学瀬間学舎情ilの士自lK1をコピーして配布し1

寄り議するところ等をトクさせ?それを筆者が集計する

としヴ方式をとっ九

野明辺にある数少ない飲み主義g カラオケがマークされた

ほか，コンピニエンスストア，思自Ijの主尚子，郵便局の寺一ヤ

ッシュディスベンガ_""̂ 意f!前に2軒だけあるブアーストブ

ード!苫などがマークされた。

集計した地区iを後日の講義で受講生に配布 L，i頼回守合

周辺には学生が日常生活で利用できる場所が少ないこと

を確認したふまた7 駅と大学の間をパスで fi最i品」してし

まうため， 賠駅tと大学のf照母が平和利1)用され一て亡αし

酔次:に「場円?むJではなく?受けたし吋ービスとしてどんな

ものがあるか，それを大機市や古語録県が提供しているか，

それとも出業ベースで提供されてし、るかを考える作業を

行った。

大広市の市f¥;a税法1 滋袈l阜の諮肢を等はインタ…ネットの

;J、ームベージ上でも紹介されており，これを受講生各自に

検索させ，そ正結よ牲を報告させた4 報告結果から，九世教市

あるし刈土滋賀県は，大学生の求めるような議墜を捻興して

おらず，大学生の求めるサーピスは商業へースに係り，

「お金のなし、人学生には利用できないJbづ窓見が主流

bしめた。

このように f大学生j についてみる限り 1 その土地に住

んでいる人，あるいはその土地を利泊している人の意向が

反映されていないとしづ結果となった。そこで，意向を反

映させるJj法を考える前段として 「意向」としてどのよ

うなものがあるかを艦認する作業を行っ九
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(8)慶応義勢大学のまち三Jll

大手生の「意向Jを存容認するため3 比較対象として東京

都港区三国にある慶応義勢大学のキャンパス潤辺の写真

を 90枚程度紹介し(筆者が 2002年 11月撮影したもの入

これと瀬E日駅から龍谷大学周辺の写真 90キ焼却支(筆者が

お 2年 11月撮影したもの)とを比較する作業を行っ7こ。

三RlI土苦からの常坐僚と企業のオブイスが混在してい

るまちであり，高層ビノレが/こちならぶ管からの廊LP;

佳}も残っている。

まちの利用者J土盗品:義塾大学σ;守生のみならず!オフィ

スに勤めるザラリーマン， OL等も多く?飲みE塁?定食廃

をはじめとし3 ゲ…ムセンターさ事lこいたるま P種々の娯楽

厳設が林立している。これに対L，瀬田は併もなく 3 人が

少ない。

三fHのまちには娯楽胞設等はそろっているが7 慶応義塾

大学の三slキャンパス自体J土手狭で，事f主主の窓からオフィ

スピ、ノレの裳窓が見えるとしづ状背むこある。 二れは間協を累

i主にi選まれたi頼回学舎と対，時的である。

この三郎の写真と瀬[11の写庭を比較して考えたことを

報告させたが，二回と瀬田の人口密度の跡、(幸踏の有無)， 

ひいてはマ}ケットの大きさの違いについて，一回を肯定

する意見が多くみられた。その一方，サラリーγ ンや01

彬手の施設ということで学生には高い値段がついている

ことを照合する怠見もあった。学生のレポートの内蒋は，

.:Eにこの2点の比較lこ終始してしまい，大学生の求めるサ

…ピスの中身が具体的には出てこなかっTこ。

(9)防犯とi防災

受講生のあげたまちづくりの薫聖書課見通にはなかったが、

I1坊寺弘治jAJについて講義を進めた。「防犯j について

考える材料として，草の恨の防犯活動に関す一る新聞記事

文 10)を印lilりしたものを配布したり「防災Jについてl土1

関東大震災の復興iこ関するどデオ文 11)を上映し，復興

後の都市計幽が予算等の都合で変わってし、く様子を注意

して見るようアドバイスをした。この新聞記事とビデオを

もとに，防犯，紡災についての考えを報告させた。

防犯については1 スリやひったくりに遭遇したことのあ

る学生もおり，身近な問題として提えさせることができた

ようである。実際 7 瀬田学舎)笥辺は甚'iJTが少なく， R音くな

ると怖い， J星し咽年間にな。と，需要阪駅の駅前に酔っ払し、が

たむろする等々の体験が報告され3 それし，~Oコ対応が必要で

あると認識しといることは磁総できた。しかし具体的な対

応策についてまで1 言Eを進めることができなかった。

「妨5むについては，講義に使用したピデオの中で，復

興計画jが， Jj坊災Jに重点を1買いたものから，戦持体制lこ

支がむしたものへとかわってしえ様子が描かれており 3 この

点に注意するよう指導したが r復興計額IJが閤誌の安全

をないがしろにして変化していった様子について十分な

2003年生韓研f住まいまち学習J実践報告ー論文集4



l'I's揮を深めることはできなかっ人っ

(1 [))絡み合う計iR

様々な角度から f現在のまちJを眺めe その管景にある

計画について考えたが?積極」というものへの意識をト

分に深めることができていないと判断L，r琵琶淑総合熊

発事業の 25年のあゆみJ丈 12) というビデオを利用し?

瀬田学舎に通う学生にとっては身近な琵琶湖j の今の

盗ができあがった背景に?どのような役f労がどのように関

わってきた燃史があるのれ関わっている主体の多さと，

計;員j(J 幅広さを理解させた。琵笠湖総会開発事業にあた~，

ては医会ぐマコ時限立法も行われ，地元自治体である滋安保

のみならず、農林省，建設語、等々の中央官庁が関係L，出

!函が/'くられヲ事業が進められた。ビデオ在"，てのレポ

トを51，る限りでは「琵琶鵠lというひとつの湖を:@って，

中央官J-iがいくつもかかわり， 25ノfというfそし咋二月をかけ

てひとつの計額が遂行されたことにつし、て懲くとともに!

25年金と也、う遠い将来に向けてJ十周を策定L，事業を遂行

寸ることへの危十呉羽年どし、う長期の計闘を!25骨後に

f妥出なものであったJといわしめることの襲撃しさが指摘

主れた。

(1 1) f主む

最後に「性むJとL、う観点/ρら、京:疋神の人口分布、人

口絡動の様子をグラ7でJ、し 丈 13)，将来、者i;，c.、郊のてフ

ンンヨンと郊外の一戸主主てのどちらにftみたし、かという

設問を用 J註して， r {主むj ことにち持する学生側々のポリシ

をレボ トさせた山都心部のγ ンンヨンタ郊外的戸建

てl-刊ぷれもそれなりのよさがあること?通勤所要作FJI，

周辺顔境等々 の続(1.内、ら意見がだされた。

( 1 2)そU)j世

ここに挙げた内存のほかできるだけ多くの朝日;朽の有傑

を知1<) て 11 しいよ~O)，fi芝、い/川)，ヒヲオ 文 ¥4)1こよりスペ

インのガウヂイの建築と都市，中世の面影を筏す都市を紹

介したロス， )インではおよそ i肌)年前iこ立てられたガウ

ディの建築が現在も現役のオフィスピノレとして使用され

ている様子 1000年以仁にわたって使し時モけられた口一?

の水道機などぴ〉係fに，受講生が日々討の当たりにしてい

る京都ぴ〉言放なスクラソブ・アンド・ピノレドへの批判必ど

がd"げらzした

気候!風土が異なりす日ーロッハぴ)'1'，造りの皆様に対し?

日本のノドi置とし、う建築資材? 工法ぴ〉it弘、があり!いちがし、

に比較はできないが 古し吋川〕を使いこんて?いくことにも
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良さがあることをヲ視庁の日本のが'~15t と対比しで浬燃して

もらえたと考えどいるつ

3 まとめ

半織ごとで区切られてはいるノ人前機・後期， J盈しての

受講生も少なくなく?大学生ーであっても，毎日の生活はそ

の場所の特徴と切り離して考えることはできないことを

浬併させることが}きさ! 出分の生活寸る環淡に立すす一る関心

を呼び怠こすことに多少の効果はあったと考えている。

しかし里見場に出かけるj としけ作業をfれることが

できな方、ったこと，最終的iこまちづくりに関連した計剥が

どのようにして作られるか，そこに市民としてどのような

かたちご参爾することができるの/トについて， 1分な講義

ができなかたことは大きな茂省点でありヲ次生存度以降に課

題であると考えてし、る。

また，筆者自身，はじめての十上1ilで東主とはコミュニテ

イ、 J~理的対牛すべてが異なる中、この講義をすることで

よ地のことを学ぶ機会を与えられたことを感謝し口、るG
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2.2 地域の学びづくりの取り組みから





地域における連続的なまち学習のしくみつ、くりに臆する実践的研究

ー「騨fまちかど滞槻官・場j刻左大ギャラリーJ念事例としてー

田代久3毛布1 渋谷セツコ叫

関口菟忠一子学3 ，ドヰf縫子叫

佐藤 t卓也同 即晶たまき材

キーワード 1)まちかど博物館 2)港焼 3)体議型学習プログラム 4)ワークンヨツプ 6)地域 6)サステイサピリテイ

1.はじめに

仙台市の中心市街地北部にある堤町はs ィ審致時代から武士の

創業として焼き物古守子われ，現治時代には焼き物の町として栄

えていたが，需要のイお圭に従って 1960年代には多くの窯元が生

産を中ょとし，その後，付近の宅地化が進むのに伴い，煙害などの

苦清志、起こったことから窯自体も取り壊されていっ士と。

伊ひ組織「建築と子供たちネットワーク仙台 (8下平ットワー

ク仙台.)Jは，援拘にあるin民センターの依頼で， 1996年から親

子怨5語教室に協力していたのだが，そのー賞として 19例年には

まち深検ワークショップを行うことになり，準備を進める中で2

主管rnこは大正日朝'1;1こ作られた貴重な六速の殺り窯が市内て恨世一

残っていることを知るようになった。更にそ(J";釜は 1970代まで

昔話作を続けており，その窯元は今でもそこに住んて也、たのであ

るつ窯元とf可浅か話をするうちに，堤町の焼き物の膝史的価値

や，現在の登り窯が置かれている問題に触れ，窯元(J";想、いを大

事にしながら，地域の人にも消えかけているその歴史のことを

知ってもらいたいと思うようになり，ワークショップなとやの活

動をf子いながら，登り王室を「まちかど博樹富山」鏑 1)のひとつ

として再生することを試みたコ

本研究では，その 2年濁の歩みと，それらの活動が起こした

波注文か静糾こ広がることによって， t酬Zn~活性ヨヒ L，新たな流れ

がヨーまれつつある現汰を基lこ，連続的まち学習による持続可能

な泌或際空当との手法について考察する。

句、、、

持ゃ

.....J2'道
¥ 

図1 まちかど1牢憾害防、布富耳目制湖町・俊太ギャラリー
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2 士郎丁の庶史と背景

堤町立伊迷政宗泊ミイ出合に渓城を構えた聞に，出城下町の北端

の守りとして作られた)E!徳町で，奥街道沿いにあることから，

城下を通行する間人から税を取り立てるために仙台穫が東西南

北にそれぞれ設けた4箆所の関所・例中下改所(社「あいとこ

ろ)があった場所でもある。(ニの御{中下改所は約3∞年長官。っ茅

葺の建物が残っていたのだが，個人所存であったため， 2∞l年

8月に老矧とにより取明壊されてしまった。)

堤町では，付近から平安時代の瓦や瓦i尭きの窯跡，土偶など

も出土しており，幸子から良質な粘土が取れることで知られてい

たが，藩致時代iこはこれも付近で取れる岩石から作られた紬薬

を使い，武士の手内職として素朴な互延焼¢焼き物語ミf乍られるよ

うになり，それらは堤町で作られていたことから「地除と呼

ばれるようになった。稔焼i土茶碗などの食器類から，水ヰE・熔

熔(苦のフライパンのようなもの)・火鉢・台所の流し台・井戸

枠・便器・ Ii・土管まで，ほとんどの生活F鍛号と人形を作って

おり，民重幸運動の創始者として知られる榔京滋にも認められる

など，民芸品としての言明田もおい。しかし， I高度経済成長期に

は都市化と大量消費生活の波の中て焼き物はプラスティックな

どの代替品に変わら九その技術と窯も次第に失われていった。

~には現住 2 つの窯(佐大書記松根織が残ってしもが?そ

のうちの主大祭は 1自17びQE6)年に作られた，封自青3を活かし

た長さ約 11メートノレ奥平子き 5メートノt，.0)六連の主主り窯である

(写真1)。しかし付近刊主宅制とするに伴い，火災の静止も明丘

燐から(J";煙害必苦情などにより， 1973明E和 48)年主降は火が

消えたままになっている。]!!に窯l土都市計街道路の予定地の真

上にあたり，取り接されるのは時笥¢品挺霊となってし、た

写真1 修復前のプ漣の登り窯‘俊太議
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3.まちかど博!If必官の誕生

佐大窯dご窯元，佐大商五ぎの目当代目機工・佐康法夫氏(ょ926/大

正 15年生まれ)とは，足昨まち尿検ワーク、ンョップの樹首中の

偶然の出会いではあったが，話をE若いているうちに住弓藤弐が

一人で守りつづけてきた，よ迫域の歴史を伝える大切な遺産主であ

る主主り窯と誌協の蒐薬品をy 何とか守ワ伝えるために我々も何

カ手伝いができないか」と考えるようになった。佐藤氏は窯の

火が消えてからも「せめて稔箆を次の時代に伝えるために，し、

つ泊ヰ土資料館をつくろうと'L'lこ決めていたJ と設い， せめて自

分が生きている湾は守りたいと，主主り~や鉾践する作業主島， fl 

りかけの製品や道具などを全て};:I;I)に拡活;し， 5互には際達など

に出かける度に11:;sするなどしてかなりの邸告の蒐集も行って

いたのである。しかし都庁Jrl十銭道路により敷地のほとんどが道

路になることを知って以来，その気力もだんだんと衰えてしま

っていた。ところがちょうどその綾，都市計画道路の事業計倒

が延期になるとし、うことがあり j せめてその開唱だけでも昭島

の資料館として上出おこ公開し，地域に根ざしたまち体験学予言の

場として活羽しようとし、うは恕、がおこったのである。

活動iこ際してはま F資金集めを行っt~ し、くつかの財凶から

の助成金を受けられることとなり元とtR談を玄ねtdf吉見己主主
り言語iこ附去する1811汚名所の二階を?耕L，相日・照明なども都府

して， f生♂章氏が大切に取っておいた認伐のん形や秘などのf仁王寺

品百誌を領hiiな解説とともに段示した「まちかど矧搬官」として

活fjjすることになっ九露呈など正作業l土業者一に委託したが1

それ以外の作業はネットワーク111J台のメンパーと，堤常「守のj苦

動を闘いて集まってきてくれた歴史・氏俗・建築などをE53攻し

ている学生や市民有法王約 120人の手によって行われたコこうし

て2001(平成13)年6月23日段J汀まちかど博械官・土紛昨今

大ギャラリー」が三位tーした。

4. まちかど開制官を舞台、に展開した活動

1-1 2001年 6月 238 5jをり言語を平IJffJしたパネル君主と

土基調fたんけんワーク、ンョップ

日本位築学会東北郊1の事業?続と子の都市と建築諮~j を，

宮城派建築土会とネットワーク仙台との剣持事業として2 ネッ

トワークイ山台がコーテPィネーター兼ファシリテーターとなり，

近隣の小・中ザ校7Jも公募した親子 15組 30人と 4者iこ，堤舵j

のまち探検ワークショッブを行った。ワークショップては市民

センターを私有、iこ3 人 1台ずつのポラロイドカメラとルート

マップを持ち，新18の墜史が混在するまちrr.様子を，五感を使っ

て挺えるというコニセプトの下iこ，約 1時間のタウンウォッチ

ングを行った。堤lITには神奈上や'J11があり，古い戸建て住宅の主心室

経や定木とし、った2子夫・自然を見ることができるほか，JRと市営

地ド鉄の駅やショッピングセンター・高層マンションなど都市

的なものもあり，参加者は普段何気なく見ているまちの様子を，

五抗議を織がせながらカメラを通して鋭察することで改めていろ

いろなことに気ついている様子だった。タウンウォッチングの

途中ではオープンしたばかりの佐大ギャラリーを見学して(写

54 

真2)件泌氏らから踏ま長期防総協の鐙st:綿布き(写真3)，?J:: 

戸W'l可七の型などを借りて災擦に粘土てせ是焼の人形を作るなどの

体重量も行った(写真4)。焼き物の中には火鉢・手あぶり・水が

めなと大人iこは懐かしく，子どもたちは初めて見るような停活道

具もあり，そこから毅子の対言者均三生まれ，身近ながらも意外と知

らないi眺め綾交についての議惑が膨らんでし、った。

写真2 登り窯の焚きロと菅の様子叩パ才、Jレ

写真3 子どもたちに主閏月をするお齢差夫館長

写糞4 現世泣是人形作家の佐藤吉夫氏から作ザ方を教わる子どもたち

ギャラリーでの援がの他iこ，ーすEの主主り書道の中には，軍拡語主がか

けられて焼かれることもなく残されたままになっている素焼き

の瓶烈結始などを，火入れを持っている主ミのような状態に積み
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と11て撲示した。伽1)y患の中には，市内の2つの!]φ校定的っ

たまちづくり学習の内容や結果をノぐネノレにして見られるように

し，他のところで行われているまち学習σ対養子がわかるように

なっており，これを機会にそれら江均三校からも子どもたちが殺

子で堤防を訪れ，身近な歴史に角蚊下てもらえるように工夫した。

吋るだけ多くの子どもたちが見ることができるようにと，パ

ネノレ展はワークショップのEから2 子ともたちの夏休み期間で

ある8月末日まで行った

タウンウォッチングで捻影してきた写真は r気に入ったも

の r気になったものJr残したいものJ1"あったらし、いなと思

うものjなどを捻出して 人ずつワ}クシートにまとめて発表

した後(写真5)，お互し斗こ見せあってそれぞオμD視点G'Ji童し吋こ

気づいたり，まちの情報を共有したりした t写真 6)。

写真5 撮ってきた写真をワーウ‘ンートにまとめて発表する

写真6 お瓦いのワーウシートを見せ合う

こ側主大ギャラリーは公開と同時に大きな反響を呼び，ワ

ークショップ後に噂を開きつけて訪れる市民や，何度も訪れ

るけピーター」が現れ，オ」プンに関わったボランティア

や近所の人の集会所のように使われるなど，予怨以上にお気

のあるものとなった。ギャラリーは，管理を行っている佐藤氏

が高齢で体力的な理出などから，当初は期間限定の予定だっ

たが， rまた来たしゅで続けて欲しいiとの声が多く，パネル

浸終γ後も潟館が続けられているa30

4-2 2002年5月 Hl 明かりが楽しい土の家作り

仙?ち寸骨年会議所からの依頼で， ASPAご似合大会の~i金イベ

ントとして，ミ子どもたちによる家をデザインしたランタンづ

くりのワークショップを登り祭墳のU~場を会場に行うこと

になった当日はゴールヂンウィークの戸を手I[泊して30名

の親子が参がした。はじめにネットワークイ1I1昔?のメンバーか

ら嫌々な住宅の工夫や明かりがきれし、に見えるようなデザイ

ンの工夫のレクチャーを受~t，そι 後一人ひとり治治i宅の設

計還を拾いてデザインを決め(f):亥7)，事iよーをレンガ状・棒

状・板状iこして積み上伐明かりが終誕に見えるよう信号口部

を工夫してそれぞれの家を吊H宇した{写真8，9)。制作にあ

たっては恋人形作家の付議ざま夫氏からも指導と助言があった。

完成後は少し¢待問天日で乾燥させ，その後ランタンの中に

ろうそくを燈して怒り言語の中iこ並べ観賞会を行った主主り窯

の歴史と融合したとても幻苦めな雰!lHxUこ，参力再雪たちはま

た新たな魅力を発見することができた。またこれらの活~や

需併したランタンはASPACjl1J命大会でも渓示・発表された。

写真7 説明の後，畳り紫の前で設計閣を錨〈子どもたち

， 

写糞8 イメ ジスケッチと設計図 写真9 完成したうン告ン

4-3 2002年 llJl16-17日 祭江修復と新設

まちかどf朝防宣言に多くの人が訪れるに従って， rここで堤捺

の体験をしてみたしリという声が多く弱かれるようになってい

った。伎宅I世の中にあるという近燐りね兄から，怒り紫に火を入

れることは難しいものの，松根窯に似せたつ然を作ることは

可能であるという窯元の持断を受け，体験用正窯を新設するこ

とにした。またそれに合わせて，土が落ちてレンガか剥き出しに

なっているなど痛み¢激しし喰り窯に修復も行うことにした。

窯の新設では，すさ入りの粘土・耐火レンガ・耐火モルタルを潜

備し，佐L藤吉夫氏と窯u:研究家である臼l林氏の権幕を受けな
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がら，ネットワーク似合のメンノかがレンガを緩み，土を塗っ

ていっt~ 2日間をかけて，主主り?が詰E漢といk験禁として内径

50cmX田 cm，高さ 1m，アーチ型の炊き心がっし、たものを完

/，5eさ守せることができたc

またこの8，御仲 F務計跡地に案内さを取引 fけるた止の談

刻扱(高さ1.6m，幅3，6m)も設置した。この説明もおこは，御

利1下改所の形兇として解体した時lこ取っておいたたや梁などを

製材して汚い? もとι主部pi'伶中下臨庁市iにこ似せたi萄鍬T締骨坂蹄藷;きの

けてある。

4~4 2003年 1月25日 焼き物づくり

体験禁ができたことから，実際に焼いてみたいということに

なり，佐藤吉犬氏の指導の下に企了与が集まり，主必Zきの人形や生

活鋭告を作って焼いてみることになった(写真10)。粘土i土現在

の堤人形とrilJと物を用意してもらい，実際に作られている人形

と同じ型を使わせてもらうことになったこのお使われた授の

中には， 717の有形λ化財断定を受けることが決まり，この告を

最後に骨肢もることもできなくなるという貴重な江戸時代のもの

もあった

方で3 堤伺}を学;乏の一部とする近くの小学ヰ去の5主vtll'，

経済産業省の支主主により起業家禽成教育を進めており，その一

環として総合的な学習の待聞に学年全体で，主Eうぜ乙を前iJ3として

復活させようという取り組みを行っていたことからP 一子どもた

ちにも理技きの泥メンコや自国造f手作品などを1'1'ってもらい，

一緒に焼くことにした。この取り総みも初めからぬ泌を復活さ

せるJI爽があったわけではなく，起業するというテーマで進め

ていた総合的な学習の出で地域の歴史を競べているうちに段憶

に行き当たり 3 今はなくなってしまった堤町の泌総N のことを

残念に患った子どもたちから復活の綬祭が出されたのであっt::。

今回焼かれた作品は，その後}近くにある火手スーパーに特設コ

ーナーで子どもたちの手によって実際に販売されることになっ

ていたため， 子どもたち正午JJ作りにも一織の熱が込められて

し、t:-_，

写真叩型を使って人形を作る参加者7こち

またこの日から，以自立設置した説号板lこ杉板lこLーザーで

車~.:~t宇を焼きこんだ給付書が取り付けられ C写真 11) ，佐J三

56-

ギャラリ ~I 階の佐犬i"JíI;liとその隣lこある堤人形絞完成fつつ

みのおひなっこやj の入り口に，屋号を染め抜いた陵策が掛

けられることになった。 淫サがそれぞれ「ヤマ大Jrヤ

だったためp 隣りあったfdio.::笈策は!大校;と並ぶこととな

った(写真12，13)。

写真11， I自韓併下敬所の木材者利F自した説明瓶に索偽書を取り付ける

写真12 おひなっこやの暖簾 写真口伎大ギャラリー由暖濠

4-5 2003年 2月8Fl 体験禁のゾ仏れ式

子どもたちと大人がつくった作剣士 10日照程乾燥させ，そ

の後件数窯を使って素焼きすることになった合焼き上がりに

は，樹立管主主と自然令却なとやで丸一日かかることから入

れと焼き土げを前日に件終古夫氏にお熔いし，それを取りw
すところを子どもたち均可子うことにして火N し式を行っ犬二

50人の孝力B者と多くのマスコミが見守る中，佐藤達夫氏と子

どもO)j~表のずによって祭に蓋が探けられ(写実 14) ， ~~i)lら

取り ttlされた作品は， つ一つ子どもたちの手践しで大事に

台へと設へられた仁写真15)。

写真14 窯の護カ潮いた蹴埠

2叩3年住総研「イ主まいーまち学習J実践報告論文集 4



写真15 並べられた子どもたちのJl>焼

5 考祭関わった人たちの連鎖と変化

5-1 ワーク、ンョップに参加した親子

始めは場焼がi定震丁で作られていたことや，その窯が今でも

残っていることを知ξ機会さえなかった人う刊まとんどであっ

たが，自分たちカヰ主んでρる身近なところに勺α)伴言irからあ

るここにしカザ支っていなし1としづ食重な後史的資源が筏

ってし、ることに触れることができ，改めて白yjO対主むまちの

魅力に気づき，自信と愛着を持つようになっt~ そのためワ

ークショップを機会~:.{'可皮もまちかど博物舘を訪れるように

なったり，ワークショップに参加できなかった友人たちヰザjiJ

の島出邸、こ住む友人を率先して案内してくるのも，ここでれわ

れたワークショップに参加し人たちであることが多しも

5-2 小学生

IJ、学生i土， れのほとんどの時間を地域で過ごし， 番

地域に密着していると考えられるが，それでも政認後によし

さや核家創出こよって，身近な地内Eの思史や伝統文化に触れ

られずに過ごしていることもある。今屈の活動が進められて

いくとドで，まちたんけんをしてスト Lートlこ堤町の庶史に触

れた子どもたちはもちろん，年q校t総合的な学習の一貫とし

て地焼乃ことを学んだ子どもたち，また企業延命J主という全

く違った4見守Jから学習を進めていて堤焼にJ1!Jり着いた子ども

たちなど，向かっている続線の先は多様でありながらも，堤

WJという地域の中で， 4滋ftを共通のキーワードにしtd是やか

なつながりが生まれ始めている(写禦 16)。また泌涜の賎史を

矢口るだけではなく， /た1持ぞiこ自分の手で「下り，出えそうな灯火

を復活させ，それを広めたり伝えたりすることが自分たちに

もできることを知り，主砂@Xの中での新たな役割を自覚するよ

うになっている。

5--3 入予生

「協域Jというものと 器切り再産された生活を送っている

であろう大学長は，今回， i脅掃ボランティア(写真 17)から

始まったサポW ト主主織として，役大ギャラリーのオーブンと

問時に少しずつ広がりを兇せている。それぞれの関心は縫

史・決俗学・建築・教育など様ざまであるが，まちかど簿物

館を小心に緩やかに高山叱汗っき，オープンから 5ヵ月後の1l}J

には，それまでに後々な形て関わりのあった人たちの交流会

が位大ギャラリーで行われたりもし士L 今後はまちかど博物

鉛運営に関しても組織的なつながりを持って活動してもらえ

るような環境作りが必要であろう。

写真17 開館準備に向悦~尭の挨を落とし作業場を清掃する大学生

5-4 地域

窯の火とともに消え去り，人々の言的意がらも尉エ去られよう

としていた~jljTの議拶もうえまちにとってどういうものだった

のか1 そして俊平Ut~生活を追い求めるた止の都市原発と肢5と

を!::'Fることの意味とそれらのバランスについて改めて主主識す

るようになっていったそれはつまり自分たちの住む環境に

ついて，どうし、うまちに住みたし、のか， f可を守りたし、のかを

湾えることでもあった。 現在では，また焼き物が始まったと

いう癒を隣きつけた主主演の人々，特に高書諸がギャラリーに

集まるようになっているという。焼き物の暦史と投手貯を大事

に思いながらも，自分とともに消えてしまうだろうと諦めて

もし、た窯元む陶工は，まちかど博特J吉宮として自511])]慢し、とコ

レクションが 般の人に公喜男されたことによって丘、く受け入

れられてその偲僚を認められ，大事にされるに依するという

ことを知り，館長としての新たな生きがいを見いだして活き

活きとするようになったその綴ー子がまた地域の人をギャラ

リーlこ集める魅力のーっとなり，子どもから高齢者に至るま

写真16 子どもたちと登り窯 で様々な人が集まるとしづ淑むいを免せている。
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5-5 NPO 

ネットワーク仙台は，これまで米包の Architecture晶

Childrenや CityBuilding Educationなどの至急念を元iこ，独

告に沼市・建築のデザイン手法を利用した子どものため¢総

合的な学習プログラムを開発してきでおり，近年では小・中

学校の教員とのコラボLーションにより，学校教育のやて哨

環:覧教育・総合約な今L索の草剤約三支援を多重対子っているが，

今回i:jJ銭高における絵合的な学習のプログラム開発を進める

中でp まちと人を志託戸つけるための活動の一翼を扱うことが

できたココーディネータ}あるいはブアシリテーターとして

汚致した即日 は，まちかど博物控宮を際くために，そこを核と

した新たな人的ネットワークとサポート車ItliZ，ょせジ或の信手去を

得ることができ，自分たちだけではできなかったであろう活

動を成功させ2 限界を感じることもあった活動にも新たな可

能性を見いたすことができた。人の力の大きさを感じている

とし、う。

今後は「堤防まらかと市宇中d宮」を核とする「地域体験学留

センター」として整備し，子どもたちをはじめ，地域住反，

m民に堤町の歴史と文化そして隆史i'J資源の保全の大切さlこ

触れてもらし、ながらよりよし性殺放を考えてもらう場として，

更に繋鈍していきたいという構惣を持ち始めている。例えば，

体験録を使った焼き物ワークショップやp それで焼いた沈焼

を手!I期してi差形・音楽・自然・2護史・まちづくりなど治判虫色、

した総会長時?ワークショップを行う言ト闘があり，それに向け

て準備を始めているところである。例えば堤認]の歴史を調べ

た紙芝居を作り，主主焼て怯や打楽器を作ってその紙釘百iこ合

わせた音楽をFュ曲して演奏し，堤焼の茶碗でお茶を飲みなが

らその上演を見せるとし、うことを，大人も子どもも絡にな

って行えlえいろいろな人予それぞれの得意分野でまちに関

わりを見出すことができ，それによってまちづくりは持の

イベントで終わるのではなく，主主域の人の手によって持事充さ

れていくのではなし、かと考えられる。

6 まとめ

これまでネットワーク仙台が取り組ルできたまちづくりの

手法は r単発イベント型のワークショップ」から fγ殺と

絡に進める総合的な学習の…環としてのワークショッフモ型学

習プログラムj へと移行してきたが，今日訟の活動を通して，

次の総持者として， NPO(車内家集罰)十掛或十まちづくり行攻の

連携によるまち学習を展開することで，子ども・大人・北松或

のそれぞれを活'1'Eiヒさせる可綾性を開こうとしている。

まち学習は人と人，人とまちとのネットワークを広げなが

らP 議産品主して行ってし、くことが大事であり，そこで生まれる

*'建議と子移なfこちネットワ ク仙台f'法

制仙台市投摂

ホ4飛総主唱設計事繍折

* 5J奪七文化学額方持割前

判尚料百万字詰実測大寺号離前
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多くの人とに関わりこそがまちづくりであり，まちを活性化

させるものであるとし決る。これら 2年前に渡る活!郵土，初

めから綿密に計謝されていたものではなく，それぞれのワー

クショップやそれに参加した人々が，様々な方向を丸ながら

も i縫町・堤燐j という緩やかなつながりを結び，保ち，広

げていった成果である。それぞれ的参tll曜は初めから地境の

ことを矢口っていて皮均一の没焼を守りたいという気持ちでいた

わけでなな¥¥ある人はたまたま疑問の際史に自書心があり，あ

る人はたまたま子どもの活動に一緒に参加しただけであり，

ある人はたまたま堤町の学校で起業家教育に関わり，子ども

たちはたまたま学校の授業があったそのようにきっかけは

様々だが，それぞ才凶り活動の中で認で混というキーワードに触

れ，それぞれが自分と滋淡の関に向かの隠わりを見つけ出し

ていった熱気このようなことが可能になったのである。子2.sヨ

が陪jじカj古iを戸jき，間じ呂的を持つのではなく，互いがそれ

ぞれの霞約の中で，どのような関係性を樗築することカ\~rjT徳

なのかを見様め，緩やかなつながりを絡んでいくことが必要

である。今後の逮続ぬまち学望書による持続可能な地出誌のf安全

イととまちづくりをすすめていく上で，専門家集窃としてのNPO

の存tEと佼割はこの人とまちの潤係性の構築という点によUH
される。

ド ヌ何百致はGHlハウジングアンドコミュニティ貯尽(財〉まちっくり

市民剣団0)助成を受けて11'われました
不 本研究をまとめるにあたっては平成14年良営再りす初予問状メ約占

14年度防長記改学会泉北支部げ現効成を受けております。

くj主>

1) まちかど伊息宣言とは毘主主などの現存す Q建物を';fl如し，そのまち

σ:身近な隆史ヰコ良一俗風谷を島丁、するノJ~見模湖鍛崎燃:とす-go

2) ③静f・楼仙ギャラリー!@，八締罰小庄子屋ギャラリー/③舟丁・

石橋屋ギャラリー/寄稿材冷却丁，j嚇ギャラリー

3) 件太ギャラリー活一階部分I土佐大街主として現在出槌A唱卒寸掬

岩織をEお官しており，足~'O 前 1::1j;\島属加井伊枠出産訪れてい0，

また隣には堤焼の入品グ綻筋庁「つつt引っおひなっこやjもあり，

ギャラリーオープン後出限或のん七九7でなく，市民や齢悩:もお

才るような場所へと変わりτつある。

4) 堤生産き自体は今ても部也市なアレンジカミ加えられつつ作りつづ

けられているが?窯も作ちまも斉伊ヤサ挺出してしまっており，堤訪T

で可コ主紛れていなし、。
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念は噂清は人学昔前訪葉動 2C田明ま5つの
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ンとコンピュータを憤ったと'f.'習をfj'っt:.，
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大学・公民館園行政の連携による自然との共生の生き方を

さぐる体験・実験教室の取り組み

碓田智子"

前回桝夫 2

i高向島 縁 3一『大学子ども開放プラン 2000・200IJlの実践からー

キーワ ド 1)環駿教育 2)体験学習 3)公民館 4)地域連携 5)ものづくり

1 はじめに

福井県は操船績の 75%を森林が占める緑豊かな県で

ある。しかしながら!自然に函まれた法住環境の中にい

るので子どもたちが自然と触れ合う機会が多し、かといえ

ば3 必ずしもそうではない内とくに市街地に伎む子ども

たちの多くは盤や習し、事に通い，テレどゲ ムなと室内

で遊ぶことが多いなど?田んぼや小)I[で遊んだ毅世代に

比べて自然との際おりが希薄になっている。

福弁大学が平成 11年度から 3カ年にi遭って実施した

『大学子ども界再放フAランJでは3 市街地に伎む地域の二r
どもたちを対象にヲ自然ど触れ合い}自然との共生の生

き方をさぐる体験・実験教室が試みられた。本稿では，

F大学子ども関}jyプランJを企i出・実施したスタップと

しての立場から『大学子ども開放プラン』の実践内容を

紹介するとともに，大学・公民総(福井市号丹新公民館・

森田公民館ト行政(福井県林政課)および木材業者組

合の連携による実施システムについて報告する。

2. ~大学子ども隠放プラン』について

平成 11年度から 3年間?文部省(現文部科学省、)に

よって大学等地域開般事業が設けられた。この事業l;t，

平成 14年度から完全学校遡 5日制が実施されることを

受けて?大学や大学共同機関などを地域に開放しj 子ど

もたちが地域で多彩な活動を体験できる機会と場所を提

供しようしたものである。

福井大学は，上記の事業を受けて， ~付属総合自然教育

センター(以下j 自然センタ )を会場に?平成 11年

度から平成 13年度の 3カ年にわたって『大学子ども開

放プラン』を実施した。自然センタ は箔井市の市街地

はずれの間関地域に立地 L，実習用の水悶と畑の他3 多

白的広場があり 3 口ッジ嵐の外緩の管理機内iこは学育用

の教室が設けられた施設である(写真2-1)。

平成 11年度は「生きるカ サツマイモとラッカセイ

で実感!? Jと題L，自然センタ の燃で?子どもたち

が土と格廓しながらサツマイモやラッカセイの栽培から

収穫までを体験するとともに，収穫物を使った実験やお

やつっくりを行って 1 子どもたちから好評を得た。

2年自の平成 12年度は f木とともに生きるj を主題
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写真2 1 総合自然教育セン5<ー(管濯機(右)と竪穴式住居)

とし子ども木づくり体験盤Jと称して間伐材を使っ

たものづくり体験学留を行った。木材によるものづくり

体験と笛木の植樹などを通じて，子どもたちに森林資源

と生活環境との関わりを学んでもらうことを狙し、とした

企阪であったりそして 3年自の平成 13年度は土にi塁

る 共生の生き方を探る体験・実験教室」をテ ?とし

た。 f古代人の生活を体験しよう j をサブテ…?に，子

どもたちと 緒iこ竪穴式住居の制作をし，古代人の生活

体験につながる体験・実験教室を開催した。

以下では}木材を使ったものづくりから自然との共生

の生き方を考える環境学習として}平成 12年度と平成

13年度の取り総みを紹介するつ

3 平成12年度 f子ども木づくり体験諮j

大学と号丹新公E号室宮が合同で幼稚隠児以上の親子を募集

したところ》小学生を中心に募集枠の 80名を超える 31

絡の親子 (86名)の参加があった。参加者は，小学生

の弟妹など 2~3歳児から中学生の子どもたち，その保

護者や娘父母なtfp非常に幅広し年齢層となった。プロ

グラムは平成 12年 5月 27おから 10月 7泊まで，土縫

日の午前中に合計 6 回の議~で構成された。 f木ととも

に生きるJという主題下で，自然センタ 内のピオト…

プづくり 7椅子・テ ブノレ・トーテンポ…ノレの制作なと 1

間伐材加を利用したものづくり体験によって?子ども

たちに日常生活の中で木材がどのように利舟されている

のかを知うてもらい，森林や木材の主主主主性を感じ取って
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もらうことをねらいとしたu また!森林の見J守主や笛木の

植樹体験を通じて、木材の伐採，力日:ζτ 植樹までの一連

の木村サイクノレを埋解してもらうために，表3-1のプ

ログラムが言十蛮された。

1 )第1@lー木に触れてみようー

約自0名の親子が集まり?照会式ならびにプログラム

説明の後3 林政課の森林インストラクタ の資絡を持つ

職員の万iこ1 森についてのお話と折り紙を使ったネイチ

ヤ ゲ ムをしていただいたりその後!木づくり体験の

導入として?間伐材を消いた鉛筆立てづくりを行った。

幼稚関先や小学校低学年の!足量まには森の認は少々難しか

ったようであったが7 鉛策立てづくりにはv 認を燃かさ

せて取り絡んでいた。ボランチィアの学生に手伝っても

らいながら?慣れない手つきで金槌や釘を扱い 3 ホの立九

触りや怒さを実感したうとどもが多かった(写糞3-1)。

2)第2毘 皮むき作業と丸太橋づくり

第 2[ii1めは?木材の!日L触りゃにおいを五J惑で感じ取っ

てもらうために!拳加者全員ぜイスやテ ブノレづくりの

材料となる間伐材の皮むき作業に取り組んだ(写真3-

2)。スノレリと話回いように皮がむける'*もあれば1 宣告

が多くてなかなかむけない本もあったが，間伐材の皮む

き作業については，子どもたちだけでなく保護者のカか

らも「楽しかった」としづ感怨が聞かれた。 皮をむいた

木村のうち?比較的直径の太いもの数本を使って 3 自然

センタ 広場のピオト プ3筒iiJiに丸太織をかけ?子ど

もたちと橋の渡り初めを行うた。

3)第3@l-森林見学会一

第 3[i::!Jめl:t，事i主ii公民館から申し込んだ県立主ノミスツア

却を手'1)刊し森林見学会を催した。見学場Ffrlこは織

田町悠久ロマンのす土と福)1¥県グリ ンセンタ を選び7

子どもたちに森林を肌 ('1'感じ取ってもらうことを意的し

た。当日!::t，悠久ロマンの社内の「森の学't2，で林政課

職員による講義の後?森を舞台にしたネイチャ ゲ ム

を楽しみ?樹木の枝打ち作業を克学した。同行した保護

者A たちからは!森林と暮らしや環境問題との関わりなど?

気づかされる点が多かったと好評であった。

4)第4悶 ー木づくり体験その1

[子ども木っくり体験主主」の中心である椅子，テ ブ

ノレj トーテンポ ノレの製作に取りかかったりこの日は最

高気温が 34ocに淫した炎天下の中で!椅子やテ ブノレ

用の間伐材の皮むきと切断作業が行われた口じっとして

いても汗が滴るような暑さであったが 1 子どもたちはそ

の暑さも忘れて夢中に取り絞んでいた。

また}自然センタ…のピオト…プに間伐材で抗打ちを

して?通ノk式を行った。ピオト プは，子どもたちによ

って亀やドラエモンをモチ フにデザインされたものぜ

ある。ピオト ア刊に水が流れると!さっそくメタカ取り

に興じる子どももいたν

ω 

表3-1 r予ども木づくり体験設jのプログラム

事前学習 5月23臼(月)

指j六ga市にて木材伐採作業見学会(県林政諜)

第1闇 5民27日(土}…木に触れてみようー

開校式τ 森のお話!鉛筆立てづくり

第21li1 6!l10泊(土) 鹿むき作業と丸太橋

間伐材の皮むき作業と丸太犠づくり

第3隠 7月8臼(土)ー森の毘学会一

県政パスによる見学会(織田町悠久ロマンの森

グリー〆センタ など)

第4隠 8珂26臼 木づくザ体験その1

勝子y テーブノレ! ト テンポールの制作

第5問 9月9臼 木づくり体験 その2-

様子!テ ブノレ!トテンポルの制作

ネムプレ トづくり

第6毘 10月7!3(土)一次世ftの2草木を植えようー

サクラ ドー/グ?の植樹?完成敗革審パ…ティ

茎

写真3-1 間伐材で鉛策立てづくりに挑戦

写真3-2 隠伐材の皮むき作業

写真3-3 親子一緒に椅子づくり
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5)第5羽 木づくり体重量その2ー

tiiJ院から 2週間後にあたるこのnI:J:，輪予とテ ブノレ

の組み立て作業? ト テンポ ノレの絵付け作業などか千I

われた(写真3-3)。学生ボランチィアの協力などもあ

って， Iまぽ::i:家族が市IJ作をを終えることがときた。また?

最終回で行う!日木の裕樹に向けて 1 各自が笛木に取り fl

ける絢}液製ネ ムブレ トの作成も併せて1'7われた。子

どもたちにとっては楽しい粘土品目工だったようである 0

6)第6剖 一次世代の苗木を植えよう

最終切のこの告は，秋日育れの中!林政課から提供いた

だいたザクラ 20本》 ドングリ 50本のiIi木を多目的広場

へ槌樹した。木材を京1mするだけにとどまらず，それを

育てることが必婆なことを子どもたちに'芋んぞもらおう

という狙いであるロさらに?子どもたちがプログラム終

了後も自分の本として愛着を持ってもらえるように 3 各

自が捕えた木に月iJ位i作ったネ ムブレ←卜を取り付けて

もらった。議樹の後は，公民館と保護者ならびに地域の

方々のご協力で? 子どもたちの歌や締りを交えたにぎや

かな野外昼女会を行うことがで失た。

最後にこのプログラムに参加した子どもたち全員iこ?

今後も自然センタ の催しへ継続して参加J-Cきることを

認した f参加ノ〈スポ トj が配布され子ども木づく

り体験繋Jが終了した(写真3-4)。

4 平成13年度「首代人の生，苦を体験しようj

平成 13年度のプログラムは， 5月 27行から]()月 7

日まで?土11遅日の午前中を中心に合計 7疫!の講y宝什持成

された。これまでと向様に福井市司丹新公民自立と合間で参

加者を募ったところ 3 小学会の級一子を中心に 45名の申

し込みがあった。主主金ました子どもの弟妹0)1弘第31引の

企画からは森閑公民宮古の親子約 50名も加わり，実際に

は毎回 80 名 ~l∞名程度の参加者があったν 「士に還る

ー共生の生き }jをさくる体験・実験教室lとし、う主題ド

でヲ竪穴式住居の製作と古代人的生活体験を企腐したの

はj 以下の理由によるわまず第一に!::t，物質的に窓まれ

た生活をしている子どもたらに 3 古代の人々の暮らしを

体験し亡もらうことにJって?環境との共生の生き)jを

知る機会を慢供できなし、かと考えこと j 第二には?仁大

学子ども開政プランJの最終年として?自然センタ に

シンボルとなるものを残したいという希望があったこと

による。第三lこは3 福井県木村組合連合会(5主主参照)

から j 平成 12年度に続いて間伐材を提供していただけ

ることになったことが大きい。

察穴式住居を子どもたちだけで作るには悶綾なので 7

実質的な製作は，自然センタ 職員7 教員および'芋生・

大学院生らの協力で行い3 子どもたちには脊図で部分的

に参加してもらうプログラムM となった(表4-1)っそ

して j 殴4-1の設計隠をJ去にヲ 日メ トノレ問方の笠穴
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写真3-4

削 UIし判官
JJl.PA持

総合自然教育セン9

のパスポート

表4-1 r土に議る」のプログラム

第1隆 5月12S(土)ー土に触れよう…

開講式・悶植えと作物憶え付け

震本系集島公設設滋忍必携~
第2隠 6月9Sー土壊の微建物実験と綿絡び体験一

土壌の微生物実署員 1 ブオレストサボ タ と縄結び

援本忍集島公設m
第3隠 7月14日ー土箇をつくろうー

土笛づくり

必悠必£真誌之悠主主

第4沼 7 J'l28臼ー霊穴式住居の毘学

県政パスで三方町縄文博物館克学

i第5回 8月25隠一炭焼き体験一

炭焼き体験y 竹とんぼづくり?土壌の微生物実験(結果

篠認)

思悠鼠必呉ぷまぷ議

第6霞 9月8臼一貫頭衣と土器をつくろうー

費宣車衣と土器の制作

態本草集島公家忽ゑ悠!i!

第7遡 10月7Sー古代食づくりと終7パーティー

キピダンゴづくり 7 貫頭衣を着て土笛演奏会

以鼠j

f主 V 日 J立竪穴式住居制作に関する内容

2宅…“一見占 μ 喝，論胤恒

通R 之、仏棚白川 ト

蜘 炉 問 叫 白 〉 ふ

'*"('ヌ μ町却

場噌料相."._ ， 

場.盤、弘

図4-1 ~1;:式住態の断面図(設計高鳴猛)

式住居の部1t;j，進められたG

1 )第1邸ー土i二触れよう I 開校式および野菜畑の作

付けと悶樋え体験ー

センタ…管理棟で界再会式および全体のプログラム説明

のあと，まず宮子どもたちに「ホj iこ験染ん Eもらうた

めに!作物の苗の構え付けと回補えを体験してもらった。

事前に準備した蕊床に?トウモ口コシ 1 ナス，スイカ?

キュウリ j トマト}ウリ}カボチャヲ枝豆などの議や苗
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を子どもたちが次々と被えていった。親子ともに [1，頁1;1:

熔の土iこ触れる機会が少ないこともあり j 土に触れるこ

と自体を楽しんでもらえた。ついで? 子どもたちが裸足

になって回械を体験した(写真4-1)。

2)第2回 一土壌の微生物実験と縄結びの実習ー

この日に先だって1 怒穴式住告のための間伐材tJ~澱入

され?学生たちによって基礎づくりと柱立ての作業が行

われた。第2回めは?つぎの実験・体験学溜を行った。

①土壌の生き物の観察と実験

I断j図的講座で土に触れた体験を踏まえ!子どもたちに

ミミスやダンゴムシなどの土壌生物を実体顕微鏡で観察

し亡もらいy 土の中の小さなき三き物たちが落ち葉や動物

の糞などを食へて分解することを学んでもらった。さら

に?土壌の微生物による分解作用を実体験として理解し

てもらうために!屋外のよ担iこ天然繊維1 化学織縫，プラ

スチックなどを子どもたちにJ'Rめてもらい1 第5聞の議

Hfーでどの程度分解がすすんだかを銭察することとした。

②縄結びの実習

福井県ブオレストザボータ の方々 を講釘にlB!ぇ 1 屋

外の広場で様々な線終びを指導していただいた。これは?

縄本でし、ろいろな使い方ができることを体験すること

によって!昔の人たちの生活の知恵を学んでもらおうと

いうものである。低学年の子どもたちも興味津々で，ブ

オレストサボターの方々の指導のもとで?いろいろな結

び方にチャレンジした(写真4-2)。

最後に3 竪穴式住居について説明した後?参加者全員

が竪穴式住涯の柱の前で記念写真を綴り 3 建設に向けて

気持ちを高め合った。

3)第3@] ー土箇をつくろうー

古代人の生活を学ぶ一環として 3 子どもと保護者が粘

土を使った土笛づくりを体験した。出来上がった怒りこ

ぶしの大きさの土笛を吹いてビューj と音が出ると

子どもたちから大きな歓声がわき上がった。このこと笛を

使って}最終回のプログラムで土街演奏会を行うことと

した。残った粘土でネームブレ トの製作も合わせて行

いp 子どもたちの倍性豊かな作品が出来とがった。

また1 竪穴式住居に使用する間伐材の皮むき作業の一

部はJ 子どもたちゃ保護者にも加わってもらいj みんな

で汗を流して作業に取り組んだ。

4)第4昭一祭政パスによる縄文博物館の見学会一

第4巴lめは》昨年向様に県政ノくスツア を利用し?一

方町の縄文博物宮古と海洋自然保護センタ などの見会を

行った。縄文博物館では，d代の人々の生活に触れると

共にj 復元された竪穴式住居を見学した。

5)第5回 炭やき体験と竹とんぼづくりー

この日は 1県林政課から紹介していただいた「福井炭

やきの会j メンバ の方々のこ、協力で?炭づくりの仕組

みを学習しj 炭やきを体験することとなった。メンハ

2
 

6
 

写真4-1 どろんこになった白憶え体験

写真4-2 フォレストサボーヲーの指導で縄結び

写真4-3 子どもたちと箆椴板の打ち付け作業

の方からl土3 子どもたちに淡づくりの仕組み，炭が持つ

効用?森林保護との関わりなどをわかりやすく説明して

いただいた。比較的短時間でできる炭づくりとして，竹

の小片を子どもたちがアノレミ簿で巻き，空き缶に入れて

焼くとしづ手順 P作業がすすめられた。炭が焼きあがる

ま cの時信号は，親子 緒iこ竹とんぼづくりを楽しんだ。

一方3 竪穴式住居は?事前に梁とサスを過す作業が行

われたの当日はボランティアの学生たちに補助してもら

いながら}子どもたちが金槌を怒り，屋根桜の打ち付Ir
作業を行った(写真4-3)。

6)第6@] -d代人の生活体験をしようー

古代人の生活を学ぶ会凶lとしてj 古代人の衣服であっ

た寅頭次づくりと土器づくり，稲刈りを行った。寅頭衣

は，身の丈の布地に煩を通す穴をあけてかぶり，縄など、
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で綾の部分をしばって着用するものである。今院は取に

質主買主主を作るだけでなく 1 子どもたちにクレヨンなどで

白出に絵を描いてもらったので，楽しい貫頭衣ーが?きあ

がった。続いて，長終i到のパ ティで古代食を盛って食

へようという想定で}土器の医づくりを行った。

7)第7司 霊穴式住居の完成と終了バティー

最終i自に合わせて建築作業をすすめていた笠穴式伎法

も1 ようやく姿が完成した。 最終回のプ口グラムl丈

この竪穴式住居の中で子どもたちと集い 7 主空耳員衣をまと

って第 2医jて7つくった!:箔による子どもたちの演奏会を

行い 3 修了パ ティで古代金を味わってj ブイナ レを

飾るという内容であった。古代金には小さな子どもも参

加できるキピダンゴづくりを作った。また!縦穴式住居

の完成に向i了て?屋恨の桜うち作業?わら葺き 1 土間部

分の仕上げ作業などが行なわれ 3 子どもたちが作った鬼

瓦と参!JU'者全員の氏名を書いた棟札が取りイすけられて疑

穴式伎蔚が完成した(写真4-針。

貫頭次を着た子どもたちは，すっかり古代人の気分に

なり?センタ の広場に作られた小山の舞台の上で，:t

笛の演奏を楽しんだ(写真4-5)。

5. ~大学子ども凋放プラン』の実施システムにみる特急

前章で紹介した『子ども持者紋プランjの大きな特色はヲ

大学1 公民館と地域住民福井県農林水綾部林政諜，木

材業者の['!]体である福井県木材組合連合会の連携・協力

によって実施されたという，その実施システムにある 0

1冶土民館活動と『大学子ども開放プラン』の額わり

福井市内には中央公民館の他，各小学校区ごとに 43

の公民館が設霞され，地区の特色を生かしたコミュニテ

イ活動やまちっくり活動，生涯教育が行われている。 r大
学子ども開放プラン』に参加した明新公民と森田公民館

l;t福井大学や附属小中学校に比較的近く，従3長から大学

との関わりがあったことが r大学子ども隣放プラン』の

連携講庖につながった。公民館の教育事業は 1 対象によ

って大きく家庭教育学級，高齢者学級j 婦人学級，少年

学級の4つに分類されている。『大学子ども開放プラン』

は j?1:手学級との連携して企i画されたものである。

毎回の F子ども開放プラン』には，公民舘の呼びかけ

で子どもたちの保護者や地域のおじさん・おばさんにボ

ランティアとして参加してもらった。こうしたカ々には

準備作業の他，子どもたちの指導など}スタップの一員

として参加してもらうことにより，異年齢集団が参加す

る体験学習となった。地域の社会教脊で豊富な答積を持

つ公民館と連燥して実摘できたことが， u大学子ども開

放プランjのイ可よりも大きな特色である。

2)行政による森林環境教育および木材組合連合会による木

材料用普及活動との連携

福井県農林水腹部林政課林業普及推進グノレ プでは}
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写真4-4 竪穴式住居の完成式

写真4-5 賞頭衣をまとって土笛演奏会

学校施設における燥注材利用への助成の他 P 学びの場と

しての森林の活用および木材の利用普及に向けて，平成

3年以降》森林体験学溜の手引きや活動ガイドブックな

どを作成してきた。さらに平成 11年からは1 県民が森

林と関わり合う活動を推進するための支援として s 森林

体験学習の7'ログラムパンフレットの作成1 プログラム

を実践するための指導者の研修，また森林を総合的な学

習の待問に活用してもらえるように}小中学校の教員を

対象とした森林環境教育の研修をすすめているつ

また}県内 36の木材染者総合の連合会である鎗井県

林業の活性化と森林の保護!県産材の手IJIll促滋のため》

木材・建築情報の提供の他，様々なイベントや広報活動

を千子っている。

こうした行政の森林環境教育や木材組合連合会の木材

の普及活動が f大学子ども開欣プランJの木を使った環

境学習とつながったとにより 1 サクラやドングリの高木

の提供}ブオレストサボタ や炭焼きの会の方々の派遣2

さらに間伐材の無償提供といった大きな支援を受けるこ

とができた。こうした支援によって 3 大学単独では厨難

な多彩でかつ規模の大きなプロジヱクトが実現した。

6. ~大学子ども筒抜プラン』のその後

f大学子ども開放プランJの事業は平成 13年 10月で

し、ったん終γしたが】その後，信然センタ でl工大学と

公民館の連携による企訴が現在も続いている D
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平成 14 年 2 月 9 れには~丹新公民館と森口1公民宣告に

よって計L~i された「冬将軍と遊ぼう」が自然センタ で

実施されたu 小雪がちらつく中，主主穴式住居のいろりに

火をくへ}そのまわりに 40名ほどの fどもたちが取り

劉んで紙芝居とお話を聞く会がi}告かれたn 薄暗L、竪穴式

住法の中という独特の雰凶気も'f伝って} 手どもたちは

紙左緩やお認め世:界iこ浸っていた(写真6-1)。これは1

公民館から!日てきた主体的な取り組みを大学がザボ 卜

する形で実絡された忌初の{e:(iJiiであったり

さらに， 1:大学子ども開放プラン三の活動を知った福

井中央ライオネスクラブから肉然センタ に森を瀞j

ることに協力したい。そして子どもたちと 絡に鎚樹し

たいj という中し!上iがあり， ~大学子ども開放プラン j

の三年出jの終了記念を兼ねてあしたの来年とタやけコ

ンザ トiが平成 14年 10月 5日に実施された。秩の夕

焼けが広がる中， 2ω 名を終える毅子が集い、客員書され

たシイやナラの木の1¥直樹の他?福井大ιヌォ ウストラペJ

地Jしの中学校フぜラスパンド部らの協力でヲ察穴式住居直i

で聖子外コンザ トが媛大iこ開催された。

7 まとめ

本稿では， f大学子ども開放プラン』がj 地域の教育

をtnう大学や公民館?森林環段教育をすすめる行政，木

材の普及活動を行う木材組合連合会という，際連する組

織がi車燐することにより大きなプロジヱケトとなり J そ

れが地域社会に認知されることにより i さらに支援思体

が現れるという形で 3 地域共問参面目的体験学習の場とし

て発展したことを示した。

また，!P]プランは?幼稚題児から中学生という幅広い

年齢腐の子どもたちに加えて，その保護者3 地域のおじ

さんやおばさんたち 1 大学生といった異年齢築茂が密然

に交流できる場を提供することができた。このような異

年齢集問が共通の体験をすることは，地域のまちっくり

活動の慕燃となるものと考えられる。

学校進l5日市Jに向けての地域活動の試行として始まっ

た了大学子ども間放プランJをさらに発展させ?地域の

子どもたちの体験学習の場として再出発するためには，

①公民館などの地域の:主体的な活力を取り入れること?

②大学が地域と行政!災関とのコ ディネ ト役をする

写真6-1 竪穴式住居内で紙芝居

下記は了大学子ども開放プランJiこ参加した保護者か

ら等せられた感先立文である。?大学子ども開放プランJ

を契機に}子どもたもが自然にfle心を持ち?福井県の 11

然裂かな住環境づくりに貢献する人材となってくれるこ

とを願ってやまないυ

}湖飲ブランがもたらしたもの

思えば私たち親の世代が当たり釣にように享受してきた日

然とのふれあいが，今の子どもたちには難しくなってきてい

るのだなあと感じました。服や顔を泥んこにしてはしゃいだ

田植えや!作業そっちのけでピオト ブを走り主主ってし、た子

どもたちの笑顔は?私たちが利便性と引き替えにおろそかに

してきたもの 1 失おうとし亡いるものを，改めて患い出させ

てくれました(中路)。

今回のテ マ f土にi盤るj では 1 専問家σ〉先生方のご指導

を受けながら，食ィミるものを育て l 家を建て!着るものをつ

くるといった体験をすることができましたつまた!土に生き

る生物の観察や土を使った実験など，自然との共生を身近に

感じさせてくれました匂りとつひとつの経験が子どもたちのi
iM中に?どん必形で刻み込まれ亡いったのかす転には推叶

量るととはできませんが?子どもの心の中に刻み込まれた点i
が線どなり!しっかり広がっていけるよう 1 そして!本当の|

生きる)Jを身につけてし、けるよう，口社'.lL，宇佐iしに気をつi
けて見守っていきたいと思います。 I

くi主>

1)間伐材に 5章で述べ。福井県木村組合連合会から無償提

供していただいたものである。
2)福井県が県民に県政を理解してもらために 1 各種間体にパス

を提供 L，県の滅設などを見学してもらうものu

3)教員養成系学部の特色を生かして，同植えや作物栽培!竹と
んぽづくり!土箭づくり 1 キピダンゴづくりには l 栽培学}
技術教育!音楽教育，食物学などの教員に協力してもらったっ

とともに1 専門知識や技術の提供を穣機的iこ行うこと} く参考文献〉

③いろいろな特技や技能を持った地域の方々を発機 L， ・福井大学附属総合告然教育センタ !協井大学教育地域科学
部総合自然教育センタ 年報 vol. ，1，福井大学付鴎総合出

子どもたちの活動への協力をお願し、すること ι ③学生ボ 然教育セー/タヘ 2l均1.12

ランティアなど?活動を支える人材を育成しj ⑤~-れら 栃井大字総合自然教育センタ !協井六学教育地域科学部総
、 合自然教育セ〆タ 年報 vol.5，福井大学付鳳総合自然教育

を持続さでること，の 5 ，~が大きな課題であるつ センタ， 2肌 211 

勺福井大学教育地域科学部理数講庄・教授(生物学)

勺福井大学地域共同研究センタ ・講師(建築学)

64-

吋 yて「荻教育大学教養学科助教指(住民;学)。
平成日年 3月まで福井大学教育地域科学部地域
覇境ロースで住居学を担当む福井県の地域性に対
応したi主教脊について研究をすすめる中で! 大
会幹子ども開放プラン」の実践に取り総んだ。

2003年住総研「住まい・まち学習J実践報告・論文集4



子どもの主体性を宵む参闘の場に関する研究

一千葉県佐倉市における fミニさくら」の活動を事例として

中村桃子*] 

1鴇弁務敏*2 

問中宏実*;) 

キーワード 1 )子ども 2)遊び :1 )参極 4)主体性

1 はじめに

非相会的行動や学級崩壊など子どもを取り巻く環境は

厳しいものとなっている。元来、一子どもはi盤びを通じて

成長していく。しかし、現代社会の子どもの滋び環境に

おけるサンマの欠如，文 1)や学歴重視の弊容によって、

子どもが主体的な意志や行為を持つ機会は失われている。

ここでいう子どもの参践について喜多明人，文 2)らは

「子どもが自らの最善の利益が1"1かを決めるプロセスに

子どもの意思を加えるということ」と提起している。本

論ではこのような考え方をうけ、子どもの主体性を「子

どもが自ら考え、実践するj こととする。またこのよう

な子どもの主体性を引き出す参両のj易とは、モノ・ヒト・

コト・トキとの関係を紡ぎつつ、子どもの主体的な意志

と行為が生まれていく場である。このような子どもの参

磁の実践として、ドイツのミュンヘンでは 20年以とも

展開され続けている「ミニミュンヘンJ，文:3)がある。

この活動は「ミニミュンヘン」という疑似都市内で、子

ども逮だけのまちを作り上げる活動である。 2000年に

筆者中村は「ミニミュンヘン」を見学し 人前の市民と

しての誇りと自信に満ちた子ども遠の活気にふれた。子

ども 人…人が生き生きと好きなことを好きなだけやり

たいようにやることで、現実の都市にひけをとらない機

能を持つ「まちjが実際に運営されている現実にi王伊jさ

れ fこんなにおもしろいことにお分も子どもの持に参加

したかったJという思いから、地元での開催を{i::到した。

以上の経緯により「ミニミュンヘン Jを参考に 2002

年 3 月 28 日 ~31 日の 4 日潤、千葉県佐倉市で「子ども

がつくるまちミこさくら(以下ミニさくら)J が関催さ

れた。 rミニさくら」には、 4日間にのべ 2α)日人の子

には、 4B問lこのべ 2000人の子どもがき言加した(表 1)。

臨 1-1 rミニさくら1を企盟 実越した主体の関係

65 

その多くは小学生であり、中学生以上の参加者は年齢が

進むにつれて少なくなっている(表 2)。この活動を支

えた大人のスタッフは 166人のべ 385人にのぼる。

本論文では子どもが fミニさくらJに参測しどのよう

にJ主体性を発擁したのかを見い出し、さらにその要協を

探り、今践の実銭が子どもの参画の場としてどのような

可能性を平んでいるのかを明らかにする事を閥的とする。

本論文では、第 1節において、研究の背景、枠組みを

明らかにし、第 2節でミニさくらの概要を示す。そして

第 3節で fミニさくら」を実践するまでのブロセスの中

でスタップとして携わった中高生と大人のスタップとの

凋わりの様相を検証し、第 4節ではミこさくら当日の状

況を'!i臼参加の子ども逮と大人のスタッフの関係から考

察する。第 5鎮でミニさくらを終えての大人とこどもの

アシケ}トを分析し、第6節で本論文のまとめとする。

表 1 子どもの参加者数 表2 年齢~IJ参加人数

参加者数[新規/総数] 年齢 人数(人)

28日 569/569 ~6 253 

29日 194/295 7~8 274 

:lO日 2:)0/369 9へ 10 358 

3 J日 1781400 1 1 ~ 1 2 234 

合計 1171/1633 中学生 58 

高校最 12 

2 rミニさくらjの概婆

fミニさくらj の活動を主催した特定非営利活動法人

佐倉こどもス予ーション(以下、こどもステーション)

は生の文化的体験の促進や仲間っくりなどの活動を設関

してきた。今問の「ミニさくらJの主催にあたってその

ネットワークを活かし、開催にこぎつけた(関 1-1)。

また、各主体の参加形態は(図 1-2)のようになる。

図 1-2 fミニさくらj企画・実践の参加形態
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E富2 会場期鴻鴎

「ミニさくらiにおける子どもたちの流れは次のよう

になっている。まず、参加したい子どもは、受付にて参

加費 300P:Jと引き換えに市民証をもらう。主主録を済ませ

たら、職安へ行き、自分の就きたい職業の職業カードを

もらい、そのブスへ行く。そして、そのブースで好き

なだけ働いたら、給料をもらいに銀行へ行吉、職業カー

ドは綴安へ返す。もらった通貨で「ミこさくら」内で食

事や翼い物をすることができる。また、違う職業につい

来たい場合は軍事安へ行き新しいカードをもらい、各ブー

スへと行く。これをくり返すことで、 「ミニさくらj市

民の生活となる。

3 準備邸昔待の子どもと大人のかかわり合い

①子どもの主体性正変遷

企画段階から「ミニさくら」の活動に参議iした子ども

たちは、こどもステーションの会員であり、こどもによ

る情報誌 IWAVE桜J，注 1)やロックソ ラングループ。

北海組合，投 2)で活躍する中高生である。中には会報に

載せられた「ミニミュンヘン」のレポートを読み、強い

関心を寄せていた子もいた。彼らは「ミニさくら lを企

画したこどもステ」ションの理事たちの呼びかけに応じ、

第1自ス夕、ノフ会議から参加した。

第 l@Jスタッフ会議で大人からの質問や不安に当事者

として積極的に向き合う中で、自分遣が fミニさくらj

の企画に必要な存在であることを認識した(関3の①以

下戸jじ)。彼らの fミニさくらの饗祭は出すぎる大人も取

り締まる〔主D" (だから安心して必要なサポートはして欲

しい)0 Jというような頼もしい一言や!幼児ケアの仕事

をつくろう③。」といった発案から、彼らの~甑力のi高さ

に気づいた大人が 110f~会議」を提案④すると快く受け

た包

第1凶 10代会議では、 「四日間だけのミニさくらでは選

挙は無壊ではないか⑤j という大人に「市議会やるんで

しょ。選挙も毎日やろうよぐ7λJと 10f~スタップが決定

を下した。また、学校の放送i郊の先輩を会議に連れてき

て、放送局について話しあう③など、 「ミこさくら」を

自仰に想、い描き"自分遠のまち"であるというま苦識を深

め、それを実現するために積極的に活動を展開していっ

た。大人は改めて 10代スタッフたちの柔軟な発想と前向

きな決断力に感激し、さらに f都合のいいJ 1過剰なj

期待を言寄せた。

ところが、大人の淫惣通りには会議は進まない。 1ミ

ニさくらJの企画を運営・実践するにあたって、時間的

に、精神的に余裕がなく、大人が会議の進行を f必死」

でひっぱってしまうことが多々あった海⑪。 I大人待問J

と「子ども時間j のギャップを感じた。

しかし、 「ミこさくらj 当Bを前にした最後《会議(第

2@J 10 代京l{~スタッフ会議)は「ミニさくらのまちを

仕切るのは、スタッフでありながら市民でもある自分た

ちだ⑭当日、どうやって"我々10代スタップのまち"を

動かそうかj という、大人スタップが感じていたよりも

ずっと強い意気込みに溢れていたことに今になって気づ

くのである。大人は細かいことにとらわれて議題を提示

していたのに対し、子ども達は「ミニさくらj 当日のま

ち全体の動古をイメージし蚤必Y可について話しあってお

くべきかをより明確につかんでいた。

以ヒのように大人が盟、っていた以上に、子ども逢は常

に「ミニさくら」に対して彼らなりに「主体的Jであっ

たにもかかわらず、大人の「余裕Jのなさと「主催者と

しての強い思い入れ」が状況を冷静に判断できなくさせ、

子どもの主体性に気づかなくさせていたということが判

明した。
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図4 さ~Bの活動的典型事剖

らきた子に仕事を教える、という理想的システムが生ま

れ、実行された。このような現象は佑にもネイノレアート

アクセサリー工房，カフェなど数多くのつ、ースで見られ

た。このことによって、 1日馬は次々にくる新人への対

応に「患っく暇もなかったj スタップが、 4臼自にはた

だ子どもの活動を見守ればよいと醤う状態になり、参加

した子どもの中には、大人の存在千に気づかない子さえ現

れた。リピ}ターの子どもの多さもこの状態を加速させ

ている。これは、子どもだけのカでブぃスを運営してい

こうとする自立心が、子どもたちの連帯J惑を予すんだため

と考える。また、計算が苦手な子や幼児でも、ハンコ押

しや紙幣作りなど白分にできることを考え行ってし吹とや

<事例3>市役所(2日目から4臼閏の出来事)

1日間に集めた税金が余ったので、それをスタッフが

市役所で働いている子どもたちに f自由に企画して使っ

てよしリと投げかけた。子どもたちは初めのうちは戸惑

い悩んでし、たが、やがて“宝探し"のイベントを11::爾し

その賞金として利用した。自分たちで企画を立て、実行

し、税金を使えるようになってし、ったお(写真心

<事例4>新開社(2日目から4日自の出来事)

なるべく子どもの主体性を大切にするにはどうすれば

よし、かとスタップで祁談し、職安に社長、副社長の求人

を肯定社員とはj}IJに出し、人事と運営を任せた。記者よ

りも社長職のほうが向いている子ども、インタピューが

得震な子ども、というように様々な子どもの才能が発捧

された。

事例3や事例4では，大人の工夫や働きかけによって

当日の活動を通して

413間のj壬垂)jを通して、 「ミニさくらj という「まちj

は徐々に育っていった。それは、当日参加した子どもた

ちが fミニさくら」の中でタ やりたいことをやりたし、よ

うにやりながら、主体性と創造力を発持l-，出分遠の夢

や希望やアイディアを実現させた過程でもあった。そこ

には大人の隠わりあいの変化も見られる。ここでは、大

人と子どもσ関わりあいを追ってして。

く事例 1>うどん厩(1日目から4告白の出来事)

うどん屋のスタッブの男性たち(地元の公民館の料喫サ

ークノレの仲間'J)はスタッフ会議では「俺たものうどんが子

どもなんかに作れるか'cJと発言し、また「ミニさくら」

関催 1S陪には率先してブースを切り盛りしていた。(写

真 1)しかし4日初には「どうだ、うまいだろ。太いのも

細いのもあるけど、これがいいんだよ。なんせ子どもた

ちが作ったんだから、 うまいにきまってるんだよ oJと子

どもに対する愛情と信頼を表し、子どもたちにうどん作

りをイ子せp 周りで見守るようになったじ(写真2)こ

れは、主体性を発揮する子どもたちを前lこした大人の変

化が、もっとも顕著に現れた例であるや男性たちは fこ

だわりのうどんづくり」を子どもたちに伝綬しようと奮

闘しながら徐々に、 「子どもにうどんづくりは無理だろ

うj という子どもに対する価値観を変えていった。子ど

もと 絡に仕事をするとしづ協働体験が、大人の価値観

を変えるきっかけとなったO

<事例2>主主討す(2自白から4日目の出来事)

学年に関係なく、先に銀行O)f土事をはじめた子が後か

4 
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引きtllされたことがわかった。子どもの主体的な活動を

サポートする大人に求められる支援として、時には子ど

もの主体性が促されるような状況作りも重要Eであること

がわかった。

<事例5>:3日呂のむきごと

子どもたちが作ったうどんやギフトショッブの商品は

本来 fミニさくら」で f働く lニとのできない大人は買

えないのだが、 「是非賢いたし、」と瀬った大人が「おこ

づかいちょうだいけと書いた紙を背中iこ張って歩くと

いう出来事が起こった。寸ると 5、6歳の子どもも含め

たくさんの子どもが「ニtしあげる」とモールをくれたo

fミニさくらj では幼い子どもでさえも、自ら働いて稼

ぐことの Cきる 人前の「市民」であり、その自信と喜

びが「知らない大人に声をかけ、モーノレをあげる」とい

う行為へと導いたと考える。

以上のように「ミニさくら」の4日間、大人の「指示

符ちjや f主体性のなさj を強調されることの多い現代

の子どもたちは，地域の大人たちとの関わりの中で、生

き主主きと主体性を発簿し、 「ミニさくらj というまちを

つくりあげて見せてくれた。そのことは、関わった大人

に「大人のあり方」や「子どもの主体性j というものに

ついて考え直させる力を持っていた。

5 l?:i苦手H是評価

「ミニさくらj を体験した大人スタップと参加した子

ども遠の記入したアンケートをもとに、まず大人の評価

から"子どもに対する意識がどのように変わったのか"" 

子どもの主体性がどのように発揮されていったか"、"大

人はそれをどのように支媛したらよいか"を検証する(表

3)。このアンケートは「ミニさくら」への参加清ほぼ全

員(大人約 150人、子ども約 11日)人) Iこ配付し、大人の

スタッフ約2割、 子どもは約 1害関収できた。

①子どもに対ずる闘い変化

子どもが「ミニさくらjの活動を意欲的iこ取り総む姿

勢への関心刀ミうかがわれた(表3 1、2以下問じ)。ま

た、子どもに対する信li値観の変化も現れていた (:1) さ

らに、その新しい価値観が子どもの可能性としても描か

れている。子どもが潜伝的に持つ良質な人間性を、子と

もの安から見いげ:し、また自ら f考えるj という子ども

の主体性の現れへ江務きも路方通れたは、 5)0 また「ミ

ニさくらj を通じた大人スタップと子どもとのコミ z ニ

ケーションによって、子どもとの距離が縮まるという効

果も生み出している (6、 7)。他にも、子どもが社会の

仕組みを知ろうとし寸蔚白性を持つこともわかった (8L

子どもは fミニさくらjで働く中で、その活動を楽しい

と思うだけでなく、具年齢の仲間と関わりを求めていく

存在であるということもわかった (9)。
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佳子どもの主体性への評価

大人は獄事をあたえれば、あとは子どもが明確に意思

をもって行動することがわかったけ0)。さらに、仕事を

自ら見つけ出すとしづ意欲も感じられた (11)。親から離

れたところでも生き生きと活動し、仕事後も率先して手

伝いに来るという主体然が生まれて行った:事がわかった

(12)。

③大人の支慢のあり )J

子どもの主体性の話機に大人がどのような支援を行う

かは議婆な諜是重である。 子どもI詩士で、教えあっていく

ように促すこと(13)。自然に子どもが動いていくシステ

ムづくり(14)。子どもと大人、または子どもぷjまが自闘

に話し合える湯づくり (15)。子どもを尊重しようという

大人の努力 (16)。が、大人の支援のあり方としてみられ

た。

雲監3 大人ス型ッフのそFどもへの評価

⑦子どもに対する意識の変化

1 こんなにたくさんの子どらが意欲約に活動に参加し

てくれたことに鮫いた。 J
2 中高生迭の子ども遠のハツラツとした姿がたくさん

見られた。 J

3 最iliの子どもは生意気だと思うことが多かったが、

そうでもない子もたくさんいることが分かつてよかっ

/この J 

4 人 人の子どもは皆よいものを持っている。自信

を持うて鱒ける場が必要と感じた。 J
5 i1、かに、大人の毛U./'子どもの rやりたい気持ち」を

抑え、 f';，考えるカ:をみくびっていたかよくわかった

なんでもできるんだと感じた。 J

6 顔見知りになった子どもに町で声をかけてもらって

うれしカ冶った。 j

7 '1どもがとても身近に感じられるようになった

8 社会のノレールや市政などに興味があるということが

わかった。 J

9 子ども遣が楽しいことや異年齢の仲間を求めている

と感じた。 J

②子どもの主体性への評価

10 好きなことを好きなだけというのが子どもにとって

は魅力的。大まかな戸かけで、あとはどの子もはっき

りとした意思を持って行動していた。 J

II 新しい仕事を見つけ自分で滋んでしていくところ」

12 親と 絡ではなくイキイキと行動していた。仕事が

終わった後も遊びに来て自主的にお手伝いしていた」

③大人の支援のあり方

13 子どもたちどうしでイ上事を教えあっていくように促

すこと、あとはうしろで彼らを見てν、るだけ。 J

14 大人が口に出しにくいところや、金銭的には子ども

と大人が逆転しているし 自然に子どもは自分で考え

動く上うにはる。このシステムは凄ν、。」

l5 子どもたちの考えていることや思っていることは、

何でも言語せる場が必裂で、その中で実現可能なことは

体験できるように協力しあうことができた。 i

16 (子どもを)尊重主しようと努力している大人が目立

ったむ
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次に、 jミこさくら;に当日参加した子どもたちのアンケ

ート結果を見て、子どもたちが何を求めているのかを考

察した札

表 4 アンケート自由吉白遺より

i いろんなiI事ができてうれしかコた。 (8歳 vj 

2 もっとiI当時いっぱいやりたか ~)t::..o (6属 a兜)

3 日分ではじめてお金を韓いだので楽しかった。(11識.9:) 

4 はじめて{ミニさくらlに来て 1["どもだけでまちをつくること
ができるのかな島と思ったけど ぷじにつくれるこにカででき
亡うれしかったですo 払は f響輩l と「童話むばかりやってい
たので仙のjJ事もやればよかったなあと思いまし白山歳。却

5私ははたおりカ?できなかったけど!できるようになったo とっ
てもうれしかった (8融女)

6 自分でつくったものゆ殺め)がきれいにできてうれしかった。
折染めの券 C織業カード)をもっと庁持コしたほうがいいと思う
長l，!t'f[Hjやっていたから。おりぞめ枇ありがとうござゃいまし
た。 (9嶺女)

( 1 )働く喜び

「仕事j Iこ喜びゃ意欲を感じていることがわかる記述

がある(l， 2表 4中番号、以下向じ)。子どもたちが f働

く」ことに意欲的であった理泊としてす f自分で稼げるj

ことが挙げられる(3)。普段，こずかいをもらえるな場の

子どもたちにとって，自分で働いて稼ぐことは大きな喜

びであった。またイ上事lとは何らかの役割を知う行為

である。「はたおり」や lアクセサリーのブースでの仕事

はほこさくらl の「ギフトンヨソブ」の商品づくりであ

り新聞社jは「ミこさくら」のまちの様々なことを

取材し，新聞にしてまちに流すマスメディアの役織を持

っていた参加した子どもたちがそれぞれの役割を果たし，

fミニさくらj というまちをつくりあげたと子ども自身

が認識していたことをうかがわせる(uこれらのことか

ら、子どもたちは f仕事Jを通して自分と「まちj との

かかわりを理解することができ，やりがいを持っといき

いきと活躍したと設える。

(2)作る喜び

童日宇汚動に喜びを見出した子どもも多い(5 ， 6)， Iミニ

さくらj では“やりたいことを好きなだけ"できるシス

テムだったので，ひとつのブースに一日中いて制作に打

ち込む子どもも多数見られた治心して作品を完成させた

欝びとともに， r私にもできた !j という自己宵定感も

斉まれたと考える匂また，美しいおり染めを心ゆくまで楽

しんだ子どもが3 その喜びをスタップへの感謝の言葉iこ

表している(6)伊

これらのことから、子ども達は、自分の怨像力を発揮

し、納得のいくまで作業に打ち込むことを望んでいるこ

とがわかる。

6 まとめ

以 i二のように、 「ミこさくらj を通して子どもの主体

性が苦手まれていく効果と可能性を検託してきた。また子

どもの主体伐を導き出す参撚]の場づくりのためには、大

人による状況っくりや子どもに対する関わり方が議望書で

あることがわかった。そこで大人と子どもの関係のあり

方に綴点をあてて、子どもの3巨体性を導きだした婆困を

提示しまとめとしたい。

1 )大人と子どもの信銀閣係の構築

企謝特に大人のスタッフが 10代スタップの企密力の高

さを信頼し、彼らに企画の一部を任せた。そのことで、 10

代スタッブは大人の思慮。コ枠を越えた企画案の提示して

いった。このように大人が子どもの力を宿東雲し、子ども

に活動の主主営正企溺をg{す関係燃が重聖書である。

2) 子どもに資任!惑が生まれる役書の提治

大人が子どもの主体性を引き出すために活動当日にそ

のときどきにあわせた仕事を設定するなどの状況づくり

をおこなったり、必要以上におとなが手を出さなず子ど

もに作業を任せてしまう菌加重をした。大人の力を借りず

に自分迭で割Iを運営しようとする子どもの意欲や主体的

役宮日を生み出していた。

3)大人が子どもを問定的価徳観で捉えない

大人がこれまで持っていた子ども観を獲されるような

場面が見られた。子どもをさまざまな可能性を学んでい

るものとして尊議していくことが重要である。

子どもの参画の場づくりのためには以上のような大人

の支援Jふ態度が重要であろう。今後さらにミこさくらの

活動を炭慌し、子どもの参曜の実践をおこないたい。

くID
日1)こどもによる rtfL~のための椅級品ぞテマにかかげ 10代の'1'高生
例代を中，[メ三p切?を脱出している。その活動は朝日新聞2002年日月日日 社

説などで7制介されている。
注2) ロソクノーランのインストラクタ 集記問、出動ι幅は千葉県i訂ムく展
開している引

く参考力旬(>
文1) 子どもの事 情報セ/タ胤 rf-ども苦行σ〉参剛"，硝又括，2002

4ド174_n

文2)高多砂i人， ITどもの樹iI条約と子どもの参加同月]給J， f_t[【}人中文
学自治主務J第98号 1993年
文11)木ド典、 ijQfびと街の ζコロジ J ，r!L袴 19961f，192--却O

文-J) "特)NP口佐余こどもスチーンヨン編? とどもがつくるまちミニさ
くら報告集J2002年

*:3 -F宅寝付生存大端克自休科学研究利博日開手 * 1 (特) NPO佐倉こどもステーション理事

盈
吟識の7"ーマ(文学部に「ヱどもの遊びj

を取り上ゴデ「ミニミユ〆へ〆Jを知る。世田待
問こある 官険避ひ場jに二年間室主P革後、 fミ
二ミユ/へλ を見乙子。 現イ士、 「佐倉市ヤー/グ
プラザJでアルノ川十をし亡し、る。

延滞期究業所属2

ちがEドペ山、となって姥L惨づくりJパ百1動式
る均掌コミ:'~ーテイ j 

ーミニさくらj 目立警察のブ』ススヲ

して参胞子ども迭のおもちゃにな4 九
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つなぎのデザイン/f個人の体験』を F社会の経験JIこ
リJE日清

東京都小金井市における火性セミナーでの事例から

キーワード 1 )当事者参加 2)個人の体験を社会の経験に 3)共有 4)爺婆産業 5) yセットマッt

1 .はじめに

支援される側が支援する併jへ。このような目僚を持っ

た公民館講擦に筆者が企測と議邸としてiJIIわった取り総

みと、その後の終j品がこの小論の内容ぜある。

2002年 9月から 11月にかけて行われた講座は、東京

都小金升TIi公民舘貫井荷分館で，jtJI 0年にわたって続け

られている女性セミナで、今年度は「子育て支援j がテマ

であった。毎年秋の議絞として級まれており、金曜日の

午前中にゆ週連続して開催される。また保育っきという

のが特徴の一つである。

例年は、その年の子?に却した切り口に応じて複数の講

師が議場し、いわゆる論議都のtミ?であったが、今凶は

従来と違う取り総みがなされた。それは

①全国にわたってワハ 1ヴ7'形式で行われたこと

③i人の議ni!iが全闘を担当したこと

③ r -f古fて支主主jのf-"{に'JJl'tが言mlifiを務めたこと

ごめる。

この主主例とも言える試みに関して、セミ?をはさんだ前

後にどのようなことがあったかを紹介しながら、体験学

官?という切り口から論じてみたい。

2. l!ミナー開始前の綬総

筆者にこのtミナの件で最初に祁談があったのは 2002

年 6月であった。相談の内容は、秋に予定されている 10

窃の子育て支援セミナーのうち、 1~2 回計歯されているチタ

ンヨッ7。の77シIJテータの依殺だった。セミナーの全体構成の説明を

受け、次のような提案をした。

①交流参加裂を超え、「当事者参加費1Jとする

③参加者が指導者や支媛者になることを目指す

(ji腿人の体験を社会の経験にする

そのためにはセミナの計I闘を大幅に変更することになる。

いわゆる講義裂のものとして絞まれていたからだ。

しかしながら提案は快く受け入れられた。

それは企幽担当者が次のようなイ1γ を揃いていたか

らだ。その内等は

1 )全体の構成を

①総論としてなぜこの講座が必要かを共有する

③ルタルトレーニノゲの要素を入れる

③地域の中で実践している人との言語しができるように

する

③グ持ずりクの手法を取り入れる

と考えている。

2) 対象は保育を必皇室な人 ~20 人

般の人~20 人

を想定している。

3)その他キワドとして

-自分jEEし

自己自定トトニノゲ

-相手を先iる=長i分を匁iる

.関係性の治った

-出てこられない人を引っ張れる

.種まきできる

・子どもの人権

.ン工ノタ

• D)Jけられる人が助ける人に

. i?政への提案

・呉体的行動の喚起

であった。

このtミトの取り総みには関係者に統に共通認識がある

ように見えた。しかしそのままで事を進めることは避け

た。いろいろなことを協同して行う場合、足、いのあまり

根本のところを共有化でさずにずれを生じさせながら進

行してしまうことがままあるからだ。そのために関係者

間でまちっくり全般にわたる意兇交換を重ねた。互いに

使っている言葉を共通言穏にするためである。

そのことにより、子育てを子育てそのものの問題とし

てとらえるのではなく、そこにj替夜しているものを掘り

下げ、参加者が自らのカで行動を起こすことを促す内容

にしていくことが共通塑解となった。

そこで取り入れられたのが「当事者参加型螺旋数珠繋

ぎ下甲出し連鎖方式j なるものである。この名称について

は設すぎるという点では不詳だが、意味するところが感

覚的に理解できる点では受け入れられている。ただし呪

文のようだという評もあった。

これは筆者がまちづくりに取り組む中で、市民が主体

となる役会の「新たな担い手Jを下草成する重婆性を感じ、
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そのために提案していたtミナーなどの取り総み方の方法で

ある。

どのようなきっかげであっても、その子一?に「当事者 J

としての意識をもつことで主体約な参加をもたらし、参

加者が夫々の持ち場に帰ったときにセミナの体験をもとに

した伝逮者になれるように考えたものである。

具体的には、子?に関しての炎々の思いを共有し、参加

者同士の協同作業で問題解決に取り総み、 f可かしらの発

信をしていこうとするものである。これは体験学苦手とい

うものを、より成果のあるものとしていくためにもぜひ

組み入れたいところである。

4. tミナの構造

日程は 9月 27日を第 I回目とし、その後毎週金曜日

10: 00~12 : 00に連続 10回行うこととした。

全体の様成は前半を子育てについての問題の矧り下げ、

後半を参加者が主体的に関われる行動についての検討と

した。詳結!は以下の通りである。

第 11現 (9/21)

ワクンヨツtつてなに 自己紹介

第 2図(10/4)

交換しようみんなの思い

第 3沼 (10/11)

深めようその恕い

第 4回(10/18)

確かめようそのわけを

第 5@] (10/25) 

ンノポ γウム“小金井で一歩踏み出した人たち"

第 6回 (11/1)

こうなったらいいえL、私たちの未来と子育て

解決の糸口を探る

第 7剖 (11/8)

こうなったらいいな、私たちの未来と子育て

解決の糸口を見つける

第 B図 (11/15)

講演会/子どものあそぶ権利・育つ権利

第百四(11/22)

まとめてみよう私たちの思い

第 10回 (11/29)

伝えよう広げようあなたの発信

このように香田に小11r)yがつき、全体の流れをつかみ

やすくした。

「子育ては未来育てj。これが最初につけられたセミ十一

全体のタイトルである。そして「“子育てを楽しもう"ってい

うけれど、ほんとうに大切なことって例だろう。いま、

あなたが子育てで悩んでいることが、誰かの役に立っか

もしれない。ひとりの慰いからみんなの想いへ、伝えあ

いつながり合うことでここちよさを実感してみません

72 

か。j という呼びかけ文の入った子うシカ{l:き 7月から参加

者の募集が始まった。

その後もセミナ全体:の進行や各胞の内容、役雷jなどにつ

いて協議が重ねられ、当初の11rlyをサ7'11 r)yにし、「まず

自分に渓れる待問をつくろうよjがi1i:i1f)yになった。少

しでも「子育て」のところに先鋭化しすぎないようにと

いうことと、子脊てに悩んでいる人が気を楽にして参加

できるようにと考えたからだ。

5凶自のンノ品。 γウムには

*女性の心と体の相談室関設省

*子どもとお年寄りのデイホームを営む NPO長卒者

*学校 5日制1:':伴い…ta霊日にものっくりや遊びを中心lz

して様々な散代のたまり場づくりに取り組んでいる活

動家

*共通のiHJ慾を共有していく中でできた荷主的子脊てゲ

ルずの代表

*児童館職員

*子育て支援諜の行if!z織員

が議場することになった。いずれも子育てに夜函し、そ

れを支援する行動を市内でねつ亡いる人たち Eある。そ

れで“小金井で 歩踏み出した人たち"と呼ぶことにし

た。

また 8@!自には、わが国におけるtヤげクの象徴的存

在である方の講演を入れ、まとめの作業の原動力とする

ことにした。

こうして参加者が決まった。 1歳児の母親から 60代の

へ'子うン"/"/まで総It:い呼鈴隠で昨!し込みは大人 24人、幼児

13人であった。

5 経 過

.9月 2013 オリエノテン3J

セミナに先立ちオリヱンテンヨノを行うことも、この分館で開催

されている女性七ミナの特徴の だ。ここではセミナに関す

ることの説明があるほか主参加の心構えなどについて解

説される。その中でも重望書なのが保育についてである。

子どもを預けてtミナを受けることの意味や、会凶の終

了5分前に保育報告があること、名目終了後の食擦の後

片付けを当番で行うことなどがその内君事である。

写真 5寸保育室
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保育つきが単なる保育十ピスではないという位5寄付け

である。言葉を変えればセミナーを通して、親も予も育ち合

うとでも言えようか。

ほぽ全員の参加だった。

この料工ノテーションが参加意欲を高める効果は大きい。

.9月 27B 第 1回目

参加者がtミナー直前に行うことは、保育室への子どもの

預け入れと会場での受付である。次は受付後に用意され

ていた名札作りだ。また小金井市の版関に住所j出をif1ノ

トシルですクヂる。

この一連の作業は参加者が持Iうまでの集中力維持と、

参加者間に共通の話題づくりのきっかけとすることをね

らいとした。全員が揃ったところで事務局からの挨拶が

あり、その後I:tミナに入った。

導入としてセミナに参加するためのウ才ミンゲ 7ッ7'を兼ね

て、次のような解説がなされた。

①参加者が主体となること。

②子育て不安は個人約な問題ではなく、我が原iの近代

fヒの中で生じた関係性の個別化・省略化iこ連動して

いる社会約課題であること。

③子育てを題材にした体験学習であること。

④支援される側が支援する側になる1)ゲ養成講康で

あること。

また参加者同士が気持ちよくtミ?を受けられるように

「五つのお約束j を確認した。

、他の入が話をしているときは耳を傾ける。

二、私語は慎む

、{自の人を誹務中傷しない。

凶、{自の人の7
0 うイハゃシはi属らさない。

五、悩みなどがあったら 1人で抱え込まないで、 ま-9'

事務局に籾談する。

権壊熱伶掃梯

事

|写真十2 自己紹介

次にlJッ7も含め全員で車座になり①名前、 ci住んでい

るところ、③参加の動機を自己紹介した。その際に麻の

糸玉を投げ渡す方法を用いた。自己紹介の終わりには麻

糸が車座の中でウェ7'のように行き渡っている。夫々が手

にしている糸を引くとそのウヱγが浮き上がる。これが以

降のtけを進めていくにあたって参加者に一体感をもた

らすので、ワクンヨヴ7。などの導入部で筆者が良く用いる方

法である。

参加の動機は「保育があるからム「子 7が面白そう」、

「出会いを求めてj、f誘われてJ、「自分を生かしたしり

などが主なもので、その場でスタッフがかドに書き上位し模造

紙に貼りこんでいった。

言葉を文字にし、規党として共有していこうという窓

側である。

.10月 4日銀i2 @!El 

受付特に引き当てたカードに従い、 3つのグループに分

けた。そしてゲヰずで 3つの問いについて話し合ったσ

それは①あなたが…子どもだったころのまわりの様子、③

今あなたが抱えている問題、③将来の親へのメッセンやであ

る。これに約 1時間割古ポストイットと模造紙により繋理し、

~J 30分をク品 7'発表に当てた。

参加者は 20代後半から 30代の母親が大半で、子ども

のころに外で遊んだ経験を持っている人が多かった。

夫々が抱えている問題は f自分自身のことふ「子ども

との関係J.夫との関係J1=大きく整璃されたD ここで

は自分以外の夫々の立場を理解しようという内容が多か

った。日選人の問題だけの問いかけではなく、過去を燦り

返り、現在を見つめ、将来lご{'Jを託すかという構成の問

いかけであったこととゲ持ア作業で行われたことが iEf 

面していることに素践に向き合うことにつながったのだ

と思わ才1る。

三番目の向いについての答えそまとめると、ゆとりあ

る気持ちで人と践してほしいということに集約された。

.10月 11日第3回目

この回もゲル 7'il三業を行った。テー?をはじめて子育てに

絞った。初回から本論1=入らずに、一旦リうックスして視野を

広げてから徐々に本態に気持ちを向けていくことで、冷

静に自己を見つめることができるようにしたかったから

だ。

テマは「子育てについての悩み」は何か。現夜のわが

子との様々なずれや将来の一子離れを迎えるときの不安/

夫婦や穀、地域での助け合いを求めるもの/現在の教育に

ついての疑問や悩み/男女共同社会が実現できるか/親と

の関係/安全な食生鴻への願議などが出てきた。これらを

整涼し皆で共有していく中で若い母親が、現在のお会に

おいていかに孤立したまま子育てをせざるを得ない状況

におかれているかが浮き彫りになった。

夫が子育てに参加していないことも、夫への恨みでは

なく 殉悦が父綴の役割を果たしにくい社会であること

が指摘された。
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2百!日に出てきたものがより深められていった。

.10月 18El第4@1El

3[司自に夫々 のゲルーtからHJてきたものを つにまと

めて共通の素材とし、新たに編成しなおした 3つのゲ i

ずで問題の背景を探る作業をした。素材は「制度やしく

みj、「自然環境J、「人間関係」、 l仕事」、「自己実現j な

どに整理されたがfJ')， γにより違いが見られた。

参万佐吉の感想文をJ合ってみる。 CI人のかの つの悦

みの背景も、それを見た人の受け方感じ方でまた変わっ

ていくのだなとjiE、いました。」、「閉じ題材でも角度ζ視

点を変えるといろいろなまとめ方ができることが勉強に

なりました。Jとあるように、この作業を通して つの問

題が様々な背景の媛合 ξ起きていることの滞解につなが

った。

これはとlごろから社会に因を向けていくことで養われ、

自分だけの問題を社会の課題として捉えなおし、解決し

ていく方向を見つけ出すことになる。

.10 FJ 25日 第5凶白

時1Ftこの節目として、先に述べた“小金)1で A歩絡み出

した人たち"を交えたシンポ γウムを行った。ここでは“

歩踏み出した人たち"の臼ごろの活動は配布資料で済ま

せ、参加者がこれまでに掘りドげ整理した問怒について、

五~~.諸み出したあなたならばf可を守るか、どのような円。

ハJ 刊をするかに絞った。そのために参加者の代表が経過

を発表し、「今」必要なことの問いかけをした。限られた

潟県日をできるだけ双β向性を持った窓見交換の場とした

かったからである。

もとより結論や方向性を出す企画ではなかったが、実

際にーさ訟を踏み出した人たちからのメッセ γを受け取った

参加者が、小金井のいろいろなところで動き出す予J惑を

感じさせる内容だった。

.11月 1日第6回日

後半の蒋入にあたってミニトクを設けた。これは事務局と

して長年に渡りこの女性セミナーを企i向している人を話題提

供者としたもので、継続して関わっている中で近年は「自

分探し」をf.':{にしていることなどtリづくりへの想いを

語ってもらった。その後にゲ)トti二分かれ「いいとこ探

し」を行った。またゲ井 t発表も行わない)1)ヂはわンヨノ

とした。

前半はある意味では現在と過去を問責するような作業

だったが、後半は将来に向けて展望を開くことに向けた

かったからだ。

参加おからの7ントト文にはf自分のいいとこ探しは自分

を見つめるいい機会だと思い玄した。前向きに考えるこ

とはとてもいいことだと考えさせられました。j、C"ずい

分私の子育ては芸誌になっている"というのが今包の感却

です。(中路)長男 1人きりだった時の息をつめて生活す

るような毎日や、いい親でありたい、見られたいと思っ

ている私から少し離れているなあと思っています。jとあ

り、後半のいいけトが切れた。

.11月 8fj 第 7回目

今回は気持ちを切り償え、どのような未来を描きたい

か、意見を出し合った。これは 2つのグル ブiこ分け亡

行ったがまとめの発表は行わず、 i人ずつ感想を述べて

もらった。

IÌ有国の印己発~はfjíJ向きな気持ちを引き出し、新たな

行動への原動力となったようだ。これも参加者からのわ

トトで 5~てみる 3

「みんなの、米来に向かう前向きな気持ちが明憾に現

れてきたと怒った。自分もそれに参加できると楽しいこ

とがありそうでわくわく。J、「少しずつ具体的な方向性

がみえてきて明るい気持ちです。寒さにめげず、皆さん

のパワーをJ員き、少しでも行動できたらとJどいます。 jと

あった。

.11月 15日課}8回目

f子どものあそぶ権利・育つ権利j と題した講淡会を

行った。東京都世田谷l互にある)"v→げクづくりの初期か

ら関わり「せたがや内イルドうイン」を運営するなどの活動を

通して、全国的に広がりつつあるあそび場づくりを始め

子どもの問題に強く影響力をもっ人の言語だ。

講演に入る前に、参加者の代表かられナーを通して感じ

てきたことや、これから行おうとすることの報告をし、ひ

それを受けての講演とした。

スうfトa を通して事例を紹介し、子どもが子どもであろう

としたときに、大人から見ていかに「あぶなく Jrきたな

くJrうるさいJ存夜であるかが明快に語られた。この断

定的ともいえる子どもというものの評儲が、子育てで孤

立しかかっている参加者の気持ちを、行動参加へと強く

後押しすることになった。
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.11月 22日 第9回目

このElは講郁とリッ7による rIiつの縫案J を行った。

この七けは準備に時間をかけ、全体の構成から各回の

佼握付けについて何度も意見交換をした。講師と公民館

職員、運営委員 3人の計 5人である。この 5人が七十一の

現場にも関わった。そしてセミナの運営だけでなく、犬々

の子育てについての思いも交換した。

事前の打合せをして当日にi宣詰[Jの確認を行い、 t~ナ終

了後にその包の反省と次闘の検討をすることを毎{ロ!の予

定にした。またれ?受i再生の参加も組み入れていた。し

たがって当初から軌道修正は折込済みだった。

!Fil を lli~ねるに連れ、セミナー参加者の気持ちの52 まりに呼

応するようにげツ7仰jの気持ちも高揚してきた。共lご行動

参加したいという気持ちだ。自分たちも}討をt-Hしたいと

いうことだったのだろう。

五つの従業は次のようである。

まずUI&員として、このようなむナーのあり均やその展開

について、参加者が主体的に取り組むことによって現実

的に行うことのできる可能強についての従業がぷされた。

品目い亡、公Jt7)¥fJう公民社づくりに市民提案した事例が

紹介され、行動参加への後併しとなった。

70代のFfJ利運営委員からは、高齢者の経験をそtーかした

子育て支援総織立上げの提案があった。おじいちゃんの

子育て日、滋出だ。地域の人討を生き生きと l~r;かしていく

f地場産業j なbぬ;爺波長if業j である。

次i二シヤソタ 通りになりかけているris!白井;の主じさ民

舗を活111した子育て支援胞設っくりの事例ts紹介され

小金井市内で可能性の高い兵体的なモデル地域が提案さ

れた。

最後に市内の子育て関連の支援拠点、の地凶が不され、

満たされているものや不十分なものが明らかになるよう

な現状が紹介された。

命11月29日第 10同日

いよいよ最終回である。まず皆で:車産になって、それ

までの経緯を絞り返りながら自分が何をしたいか，{可が

できるかについて 入 人発表した。その結果子育てに

関しての「情報Tツチノniむと rt，-1¥'寸づくりj に絞ら

れた。その後 2コのゲ片 7に分かれ、具体的にどのよう

なことをしたら良いか考えた。

前者については、自分たちで歩き自分たちが必要と思

った情報を感り込んだ地悶づくりが提案された。 7tットマッ

ずである。単に建物や設備の所在地を;示すだけでなく。

利用の方法や便利な点などその背長にある事柄まで含ん

だものだ。更にそれをンヨツtや公園s公共施設などの特集

学rることになった。たまたま翌日に杉滋sで青少年の

f学びJr遊びJI居場所j を伎として取り組んでいる事

業の総合的な金幽があり、有志でそれに参加することに

なった。午前午後を通しての7'v-/¥' ケの実践、 5差の調べ

学習の実践、夕方からの廠場所についてのデイスカツンヨノであ

る。

6. tミナー後の様子

101mのセミナを奈さえ、そのまま散会となることを惜しむ

参加者の呼びかけにより早くも烹週に集まりが設けられ

Tこ。

それぞれの活動を緩やかにつなぐ集まりをつくろうと

いうことになり、皆でYiデ7を出した結果 I{廷称みらいす

日/J と命名されたど1主グ時ずができることになった。そ

してホムヘ。 ンとメリノゲ以トが悶言立された

参加慌の中で市内lご自分汗iに借りている部墜が当郊の

拠点として提供された。ここから小金井市を中心とした

子育て関連の情報が集約され、参加者の元に届くことに

なった。またさまぎまな意見交換もされた。

これから行おうとしていることやその位路付けなどに

ついてそれぞれの思いが示され、泣いを理解する精神が

告URされている。

)!{t悲!に終りを設けず、参加も白山でVRK品などもつくら

ず 自然なJf:で ぶ在踏み出し始めている。参加j-{iが起

こした行動(j)+"r)J:JQは次のようである。

関 H ドリ ムファ ムプロジェクト(ドリピ)

ト 1) ム7アム

tロン'ヱヤl

tv一円。ーク

また 市内でさまざまな活動をしている人たちとの交

流や連絡もなされ、子育てを子育てとしてだけでなく、

地域でともに暮らす人々の共滋の諜題として捉えようと

する方向がえられる。

をつくり1-7ごとに縦集することで、小金井を隅々まで紛 6 体験学習というもの

介するH ドプックなるという7イデ 7にまで広がった。 筆書i立体験学習について次のような提案をしている。

後者については、まずは実際に行われていることをえ それはこの小論の題目でもある「級人の体験j を「社会
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の経験」にしていくためだ。

体験の前に事前の学習をする。そのことで体験の意味

を理解する。また、少し時間をかけ体験を振り返る。こ

の事後の学宵を行うことで体重量はいっそう深まる。しか

しこれは紹人の体験に過ぎない。体験学習というプログ

ラムを立てる以上、社会の経験にしていく作業が必要で

ある。そのために7ウト7。けしていくことが重要である。

また体験学習を行うに当たり、知伎の学習のほかに感

性の学習の要素も取り人れ、加えで行動参加が組み込ま

れといることが火切である。そして現実を直視すること

と身近な問題にたって考えていくとともに、体験したこ

とがどのような未来へのイメージを撒けるかという視点

も忘れてはならない。さらに参加者手が当事者になってい

くi:1組みや発信者となれる機会が用意されている必嬰が

ある。

そのためにさまざまなことを共有していくだけでなく、

倒鎧観や立場などの速いを理解していくことが欠かせな

しU

7 さいごに

あなたの件意技は?と認かれたときに、筆溺は fつな

ぎのデザインですj とよくお答えする。関係殺をいかに

つないといくかということだ。このことを罰;wlとしてj意

識してから約間半世紀がたつ。その悶「まちづくり」が

殿丹}ii長となった。その怠味するものは、物的環境の整

備か内容らし全般にわたる概念へと変貌してきており、

それは社会が組成から変わる兆しでもある。

明治以降の我が協の康史は、ある留では関係慌をいか

に省略していくかだった。生産性・合理性の追求だ。そ

のことで我が国は世界 流の間家になることができた訳

だが、まずはそれを正当に評似したい。しかし カで様々

な問題も引き起こした。その多くの事械が関係性の不具

合に共通点をもち、都市fヒの急速な進行を背長としてい

る。そしてそれは子育ての分野にも見られるのだ。

暮らしと地域。地域と子育て。子育てと人のつながり。

これらの関にも関係性が希薄になってきた。

社会が次第に複雑になっていくのに対して、偶人の関

係性はますます単層化している。それは「人が人として

あろうとするj ことを制ぎとることを意味する。人が生

きていくために多様なつながりが不可欠なのだが現代社

会はそのようにはなっていない。地域には一見多くの

76 

人々が暮らしているようであっても、そこには個別fとさ

れた関係性の中で、様々な不安や孤独感を扱えた人々が

単に集まっているだけに逃ぎないのかもしれない。地域

が地域としてのまとまりや連携を取りにくいのも、この

ようなことがあるからだと考えられる。

現代的課題として撃さをおいて考えなければならない

ことの一つに、社会のあらゆる部分で関係性を修復して

いくことではないかと筆者はずっと思ってき。そして筆

者ができることとして絞り総んできたものが、まちづく

りの場面での「つなぎのデザ fン」である。
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. LlJ沼i青 「住まい・まち学習」実銭報告・論文集2
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11..1間滞 「住まい・まち学習J災践報告 論文集3
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子供達と一緒に住まいそして22世紀へ地域環境を継承

ー建築士の試み

お本支ニペ

キーワード 1)地域 2)子供の育成 3)住まい 4)環境保全 日開代を越えた交流

1 はじめに

私達が暮らす唐津・東松滞池域は，自然環境に恵まれ

た小さなまちです。この地域が社会構造改革の主主っi宣中

でこれからの時代に地域として自立し，地域主権の時代

に存続するためには，地域の特性を活かした子供遠の育

成と自然環境の継承が必要であると考えています。また

私達は建築士として住環境，都市計画，地球環境におい

て大きな役割を扱っています。

一方社会は少子，高齢化が進むと共に子供達の健全育

成が大きな社会問題とされ i麗休二日制の導入をきっか

けにコミュニティを活かした教育が各地で積極的に取り

入れられようとしています。

そこで建築士の立場として子供逮と一緒に住まいの事，

地域環境を継承する事を題材に以下の事業を実施しまし

たので報告致します。

2.事業実施要項

。 地域の先生として，住まいに関する小学校での授

業を実銭

。 日本三大松原のひとつである「虹の松原」の環境

保全への取り組み

3.活動報告

3-1地域の先生として，住まいに関する小学校での授

業を実施

(1 )概要

小学校では 6年生家庭科系の授業で「住まい」に衡

するカリキュラムが総まれています。今回庶津・東松潟

地域内の唐津市立Jf芸道小学校で家庭科を担当される先生

から年間の授業計闘をされる際に直後ご相談を受け，建

築士の立場として考える「住まいJについて，子供達が

興味を持つような楽しくわかりやすい授業を実施しても

らえないだろうかとの依頼を受け，授業内容の企画の段

階から参画しました。その中で小学校の家庭科に関する

指導要綱をヒヤリングし，また住まいに関する基礎知識

等を提供しながら授業の企闘を作り上げました。会:体の

授業計画l立次の通りです。

一77

①「住まい」の知識と関心を持たせるための導入段階の

授業

②子供達が暮らしている住まいについてのワークショ

ップの授業

今阪は第一回目ということで，まずは自分たちの身近

な所から住まいについて関心を持ってもらおうと，日頃

生活している私遼と住まいとの早官接な関わり合いに演し

て重点を言葉くため①の導入段階の授業を拐さ当し，住まい

についての資料を取りまとめ授業を実縮しました。

(2)授業の進め方

理屈を筋書き通りに話すだけの寝苦しい授業にならな

いように，いかに子{共迷に r{主まい」について関心を持

ってもらうか，また理解してもらうかを考え，認し手と

路き手がうまくコミュ二:ヶーションを取り合える授業に

するよう心がけ，今聞の自音量見としてパワーポイントを

用いて見た闘にもわかりやすくテー?に沿った話しの流

れを展潟し，また楽しんで授業に参加してもらうために

婆所にイラストを総み込む事にしました。

①第一凶闘での全体のカリキaラムの流れ

テ}マ 『住まいについて』

。建築とは侭か

①デザイン

②壊れない

③計画

③快適性

よエ
。快適さ

①明るさ

②暖かさ

③昆"ii!iし

ι 
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。自然環境との共存，戦い

①地球の動き(太揚が主主から医へ)

② t由理的条件(込J，平野，盆i也)

③宗然現象(約，庫l)

ι 
。快適，健康，利便性

① 3互に住まいやすさの追求

②号~るさ，緩かさ，機度のコントローノレ

③人，地球にやさしい建築材料の使用

@気候風土を尊重した1ieまい

③建築材料の有議な化学物質の排除

⑥住まいやすさ(高齢の方)

②今回汚いた教育教材資料の 部

」ノノ

ーウ

~パワーポイントにて上映説明~

図 1--1 建築とは何か ②壊れない

写真 1--) 授業風景

(3) 体験学習

建築士として持っている知識を与えるだけの学背のみ

でなく，子供達自らが飢で感じ体験する事によって日頃

何気なく送っている H常生活の中の[1-tましリについて

疑罰を狩ち，よりよい生活をi去るにはどうしたら良いの

か考えてもらう事が授業を進めて行く中でも 器大切だ

← 78 

と考え，教室での授業の後，学校近くにあるモデルハウ

スへの見学を行いました。家庭にいても日頃行く機会が

あまり無いTfrなのでほとんどの子供が珍しげな鋲で辺り

を丸田していましたが，あちこち歩き削ったり綿々まで

興味を持って見学している姿がとても印象的でした。

バリアフリーという言葉は矢口っていたが実際どういう

ものか昆たのは初めてだったと言う子供，多機銭的な収

納の造りにびっくりする子供，家をi詰る材料のひとつひ

とつに密約によった使い方がある事を知った子供などさ

まぎまで，気になったことやわからない事があると，メ

ーカーの方に穣極的に号室翻をなげかけていました。

学真 1-2 体験学習の様子

(1) 活動の成果

長智津市立志道小学校の 6年生を対象に [1主まい」の知

識と関心を持たせるための導入段階の授業を実施したと

ころ，子供逮は詔号室援している先生ではない私の話に践

を輝かせて開いてくれました。まさに地域のコミュニテ

イを訴かした教脊の実践ができたと篠憶しました。何よ

りもま喜しかった事は，授業を受けた子供の 人が卒業式

の日 iこ「ありがとうの手紙Jを送ってくれた事でした。

子供達には家庭，学校の先生だけでなく地域の人々が聞

を向け教えてあげる事の大切さを改めて感じました。

また子供と 11頃接する機会のあまりない建築土という

職業なだけに，子供と同じお線になってひとつの事につ

いて考え討論し合うことで，今まで見ることの無かった

角度から物事を見ることができたり，新しい発見も士宮え

私自身とてもいい勉強になったと思います。

3-2 日本三大松主主のひとつである f虹の松原jの環境

保全への絞り組み

(1)概要

佐賀県R智津市から浜王宮町の海浜に続く f虹の松原 I立

国の特別名勝で三保の松原，天の僑立とともに日本三大

松原のひとつに数えられる長勝地です。延長約 4.5回，

幅 400-700mlこ渡り延々と続くクロマツ林、は，かつて農

地を保護するために防風・防機林として海岸線の砂丘に

クロマツを続林したのがはじまりとされています。また

羽田年住総研「住まいまち学留J実践報告・論文集 4



情景?六校、

数々の雷い依えがある場所でもあり，その昔袈阻秀吉が

臨:の松原を通ったとき鮮がうるさく鳴くので秀吉が fう

るさい」と怒鳴ると，以来松原では蝉の声が絶えたとい

う言九、伝えもあります。

幼少の領からこのすばらしい自然の中で生まれ育って

きた拡達，地域の人々にとって虻の松原はかけがえのな

い宝であり，他地域の人々にも愛されている自然環境で

す。これを守り育むためには将来地域を犯う子供逮，学

校，地域住主主，行政，地域企業がリンクし世代を越えた

活動が重要であります。

この事業l立地域の宝である「虻の松原j の環境保全を

過し，生き生きとした地域づくりを自約とした新裁であ

り，私達建築士が係わる事業ととらえ中心的役割である

f虹の松原七不思議の会Jへ穣綴的に参画し，子供達，

地域の人々と共に松原浄化の作業に取り総んでいます。

写真 2-1 現在の f虹の松原j の風景

図2-1 虹の松原周辺の地鼠

(2) r虫工の松原j の現状

虻の松原は現在に至るまでその機能を維持するために，

また三大松原のひとつとして憩いの場の保護のために，

多くの人々によって守られてきました。しかし厳しく管

理されてきた松原が 50年ほど前から大きく変わろうと

しています。原担当の つに松露の減少があげられま「。

松露とは，学名を「ライゾポゴン・ノレベッセンスj と

言い，ク口マツの根元に自生する11"のことです。直後 1

'" 6 cmのいびつな球形の茸でクロマツとは共生関係にあ

り，松露の麹はクロマツに土壌の栄養を伝え成長を助け

79-

る働きがあり，松露の繁摘はク口マツの脊成環境の「指

標生物j と言われています。また食べることもでき，お

吸い物や夫婦羅，松露ご飯，卵焼きなどに料恕すると独

特の香りと見かけによらないシャキシャキとした食J惑を

味わう事ができ， rきのこの王様Jとか「呂本のトジュブ」

と呼ばれています。

昔虫工の松原が R砂脊松と言われた頃l立松露が多く自

生していました。しかし昨今，松葉かきがされなくなり

土壌が犯え雑木，雑認が多く自生し松原が袋退しはじめ，

これに伴い松露も少なくなってきました。松露がなくな

ると更に松原の衰退が加速され，虹の松原;の自然環境が

最れてしまいます。この主主も大きな原!lC]1土燃料として従

来採取されてきた松の務ち薬がガス，石炭，電気の利用

に伴って不要となり放置されるようになった事にありま

す。この他iこも絞殺悶による影響や，和iJJ I[の治山治水事

業による海岸浸食，海岸地借の開発や都市イむに伴う海岸

林をとりまく環境の変化などの影響も大きいと言われて

いまT。
(3 )取り組み

そこで表退しつつある虹の松原を米長く持続させるた

めに，まずはクロマツの健全な育成を飢んでいる落ち葉

を定期的に取り除く事がやJよりもE重要であり，それと平

行して松原の早期再生に向け佐賀森林管理署を始め等門

機鎚の先生方の指導のもと，松露が lcl生するよう土壌改

良を行い松原内での松畿の生育を試みました。

話一動に先.)Lち虫1の松原に鋭しみ環境について考える自

的で結成された虹の松原七不思議の会の憶さんを中心に，

松原近辺に位置する東唐津小学校や東成津者人会の皆さ

ん，呼びかけに応じ集まってくれた地域住民の方々，市

内在住の建築士会メンバーによって活動を進めていく事

にしました。活動日は公設の小中学校が休みである土・

日iこ設け，多くの方々が然環なく参加できるように計麟

しました。間数を重ねるごとに，税思くから来て自主的

に清掃活動を行う子住や老人の方々も増え，今僚の活動

の取り組みへの関心の;売さを伺い知れました。

(4)務動の経緯

①松原内の1青締活動(落ち葉の除去)

松語審の栽培と平行して行う

②松露の生育

以 Fの写真により取9紛iみの工程を説明

②の松露生育の工程説明

写真 2-2

1)工程

-作業着工前の状況

(試験用に，前もって

植林されたクロマツ)

2003年目総研「住まい。まち学習J実践報告。論究集 4



~j日'}; 2-1 

守主工0-5

写真 2-6

写真 2-7

(5) 活動の成果

2)士総

・松葉かき

・訟露の発生状況調径

3) J月宅

・:#~の根徐公作業

(松語専の脊成を妨げる

雑草などを取り除き，

土をふるいにかけ浄

化する)

4)]二%M

-木炭埋設

(松露菌の繁荷査に最も

適した土壌を作る)

5)工早呈

・浄化土を敷き，

土壌改良の完了

6)工程

・松原内で集めた松露

を， 土壌改良した場

所に散布する

f車工の松原」の環境保全への取り組みとして車取り，土

壌の入れ替え作業を数leJ行ってきましたが，小学校の生

徒と老人会の会長や，地域住民などの共同作業の中で交

流が行われました。今回のf丹動をきっかけに小学校の生

徒が松原に山かける事も多くなり，松原の役割やキノコ

に関心を持つようになってくれました。虹の松原や松

吋佐賀県建聾士会府津支部青年委員会委員長

80 

露については学脅の中に取り入れられたり，また佐賀森

林管玉虫若や佐賀県林業試教場などによる講演会や勉強会

などが行われるようになりました。 現イ土，唐津市立耳Uh

津小伊校では，総合iYj'i"現として「松露資成jを特色あ

る教育，特色ある学校づくりとしてjJを入れています。

年々核家旗fヒが進み独居老人容の数が土襲え続けるr1'で

今聞の様な活動が行われる事は，自然を愛しマろうとす

る汚動を通しながら多史代の人々との心と心のふれあい

にもなり， .!lいに教え合い学び合う事でよりよいまもっ

くり，未来っくりにしていく第一歩にも繋がると怠いま

した。

4 まとめ

今初建築士の立場から地域において， r参願，学習，交

流」活動の実践を試みました。その中でこれからの時代

に社会から必要とされる建築士とは，専門分野の建築を

通じた地域教育，地域の人々と 絡になったまちづくり

の域を超えた地域環境保全活動などであり，これらを祝

野に入れたグランドデザインの災裁であると確信しまし

た。今出報告した内容は上述の見知からの活動であり?

今後とも地域にて展親していきたいと考えています。

※関係機関及び団体は以下の遜りであります。

最後になりましたが改めて感謝申しょげます。

液体・東松浦地域の家庭科総当教諭の皆儀

唐津市立逃道小学校

唐津市立東清津小学校

虫[の松涼保護対策協議会

束f吉津地区老人会及び悶辺の老人会

かがみふるさとづくりの会

車工の松涼七不思L議の会

品質森林管理署

佐賀県林業試験場

佐賀大学海浜合地生物生徒研究セン亨一

佐賀県建築士会唐津文部

環境システム研究所

円唐津土態I業嗣常務取締投

潔境システム研究所所長として，地元の

f蚊の松原七不思議の会 jr町田)11白熱再生

を図指す会」などで活動中。
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近代化産業遺産から学ぶ 村上米楽}

fモノづくり産業学習Jの一考察

一“ノリタケの森"を題材としてー

キーワード 1)近代化産業遺産 2) モノづくり躍業学習 :3 )蔑紫綬光

4) ノリタケの森

1 はじめに

これまで，近代工業竿初といえば自動車などの工場見

学を行い，製造過穏や合王型的かっ効率的な企業の努力

に触れるような守省内容が中心であった。しかし，この

ような学習を行うことで子どもたちに身につけられるjJ

にはいささか限界があるように感じれ、た。 方，最近

になりようやく，まちに残された日本の近代化を映しけj

寸遺産(近代化産業遺産)が注巨されるようになってき

た。なかでも愛知県は製品業iこ支えられた地域であるこ

とによりi!.I代化Jtii業遺産が数多く残され，お古都として

活用されているものも多い。さらに近代化蕊業遺庄は実

際に f見て，触れることができるj遺産であるため，子

どもたちにとって非常に殺しみふヤすい。そこで1自域でd

くから続いている製造業に残された近代化卒業選滋を見

つけ仕l~，社会イじという教科のドーを超えた「モノづくり

産業学習」という名を用いて，新たな教材開発に向けた

考察を行うこととする。

2 研究の目的と方法

2. 1 研究の巨約

近代化産業遺産は遺産という言葉どおり，次世代に稼

業の意味・意義を伝える役割を持ち，そのII，H¥;の滋業を

支えた人の営みや生業の姿を物語ってくれるところにあ

る。言い換えれば，業を生み出していくとし寸営みを通

じてj モノを窟ijり出していく人間の英知に主「ずる尊敬の

念を持ち， 日本の近代化を追体験した学努者が， 日本の

産業反発注差への窓際をより深め，自分もそ/を創り出そ

うとする創造精神が清われることが期待できるのである。

よって地域医特徴を生かした「モノづくり渓築学駕」を

そ/づくりの原点やその君主史，技術喜子学ひ:普段何気な

く使っているそ/が，官';hこちの身近なi似設でwられてし、

たという驚きや発見を導き，さらに，モノを語iり出す人

の思いや努力，ハングリー精神にも気づかせていける学

習と位鐙つけ本研究では iモノづくり産業学資jの考

察を行う。
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また，ijZ成 11年度の「学習指導事妥領Jが大幅に改

訂され，今[白}新たに「総合的な学習の日号懐j が設還さ

れた。

これ」こより?マヰ交ごとにそれぞれ「陣卜すまふれた教育

活動が綴侍されることとなった。とりわけ :J也域の実態

に応じた」という点で，地域に筏著した近代化政業進藤

を用いた~!f:.-背活動は非常に有効であるといえる。

しかし，ノト午ヰ交0)'下;区内にこのような文化財があると

は民らない3 そこぜ，現i'Ei;il，[芳しされつつある近代化産

業遺産を，改めて「遺産j とし、う視百、で見つめなおして

いかなければならない。

2.2 研究の方法

本研究では，日本における先行事例はほとんど見当た

らないため，まず「そ/づくり農業学習j と「沼代化藤

業遺産」というキーワードの持つ教材化の可能性を採っ

ていくこととする。

はじめに1 近代イ脱会業遺産を学習に取れ入れてし、るア

メリカ合衆闘の口いエノレ (Loweli) を取り Iげる。

次に，愛知県におけるそ/づくり産業'芋省の必要性と，

各E母体泊~fj っている取り総みを紹介していく。また，名

rりを市西区にある援業主E術記念館を紹介し，近代化運在業

遺産O){!iH削91JどそのFd題点を探る。

このような先行朝刊と，rそ/づくり産業学習Jr近代

化産業遣選」というギワ}ドから広がる教育的統托を

ふまえて，名詰11室市E吉区の「ノリタケの森Jにおける近

代化lE業遺産を生かした学習の可能性を見いだしていく

こととす一る。

3. 近代化絞業遺産から学ぷモノづくり緩業学蒋

3. 1 アメリカ合衆国における近{-1(;{械業遺産学部j

韓続生の陪T，口ーエノレi土，綴詰陸業のためのアメリカ初の

計商都市として誕4したo 1850年，口一エノレはマサチコ

ーセッツ州第2の都市となり，アメリカの綿縦舟産業の

中心地となったの
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しかし，アメリカ東北部のJII首位し、に次々 と新しい工場

が建てられ付 1日30年代に工場は閉鎖となっfむ

その後は， ~r全体が近代化を映し出す遺産として，生ま

れ必わっ t~<。美しい~nこ労働者展示場，水力発'譲渡示場，

ミュージアム，工場などが点在している。大きな特徴と

して，1Ifi業遺税制呆存する酷RO)教育坪念ぶ明確であり，

産量不を主主かした機々な教育プログラムが用意されている

ことがあげられる。

「ブート綿織物工場」♂のま，工場の建物の H皆が， 100 

台以上の織機が騒動した当時のままの状態で保イ子されて

おり，当時と同じキッチンタオノレが生産され， 2階のミ

ュージアムストアで販売されている。つまり動態保イヂに

よって，職場環境が正確に伝わってくる。また「ソンガ

ス工業歴史センター」では，「コミユニ二子Jーのアイデン

ティティーを高めるため，産業遺Jff.を子どもたちゃコミ

ュニティーの教育資料としてj官庁iしていく」という陪擦

のもとに充実した教育プログラムがある。

その1つは，ブート工場の博物館や際史の展示で見た

ローエノレのブーム時代の様子とともに，生徒が当時の

人々を演じる康史ドラマワークショッブである。生徒は

実際に 19t社長己の衣装を来てミノレ・ガーノレズになりきり，

当時のi齢晶君苦涜を均視し，仲3験する。さらに労働条件の

改善のための労鍛組合の佼部についても学ぶことがぜき，

高学年になると，労働者のライフスタイノレを考えるプロ

グラムもある。もう 1つは，生徒たちが発明家となり，

意IJ@'f生を生かして樹織の設計をするプログラムである。

席分で軽量減を設計し，経み立て，その発明の特許を取る。

この学滑によって，人の手による機械の際発に必要な要

素を学ふことが fきるのである。

このように近代化房長業進衰を技術革新の象徴としての

みで展示するのではなく，そこで働いてし、た人にスポッ

トを当て，教材にしているという点が，日本σ7近代化産

業遺産の取り組みと大きく異なっている。そもそも，欧

米の近代化産業遺産を保護，運営している財沼や民間団

体の多くが，近代産業主主烹に);;-j0， r歴史の教科議には登

場してこない人，働く人，産業を興す人，時代を舞台裏

から支えてきた自分たちの父親や母殺の人伎を教えるj

舞台の没脅jがあることをi立っきりと認識しており，その

ために人を中心とした学習教材が取り鏑えてあるのであ

る。俄くという人の基本的な営みを学ぶことは，児童・

生徒が社会に出て行くまでに身につけなければならない

生涯学習としづ重要な意味がある。しかし，日本におい

ては生綬学脅を学ぶ施設はあまり充実していないため，

学校教削判的内閣でその俄きを主立っていく必要が

ある。したがってこの近代化産業濃度を生かした社会科

学告においては，その産業を支えた人々の知恵， 工九

努力を感じることのできる要素を含んだ学習樹tとなる

べきであると考えるd
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3.2 愛知県における近代化燦業遺緩から学ぶモノづ

くり産業学湾

近代化蹴遺産から学ぶモノづくり産業学習の耕枇

にあたっては，前提として，モノづくり皇室業がその地域

の緩業σ:特色と言えるような地域でなけtllまならない。

さらにその1邸或に近代化窒業譲援が残っている必要があ

る。ここ愛知i艮は，近代から現代まで製造業で発展して

きた地域であり，いち早く.i!I11::化産業遺産を生かしたそ

ノづくり産業学習の教材をつくっていかなけオリまならな

いと考える。

そこで愛知県では今主主バこ「モノづくり学潜jが提唱

され取り組みが始まっている。例えば，中部総善寺局によ

る「企業体樹受業」や，愛知県による「あいち科学技術

¢館jというホームベージが挙げら九 2∞5年の日本国

際博覧会には「モノづくり技術~_;)~品を誇る中部ι 企業j

を出展することになっている。

方，近代化産業遺産への耳元り総みとしては， r中部産

業遠目玉研究会jが， 1970年代から，技術史を技術教育に

取り入れることを間約に愛知県の産業i宣志の総出託研究を

行い，保存活動やふ;による総介を行っている。このf8敢

においては，県内の仁業高校の教師らが中心となって，

いち思く産業遺産iこ注閉しており，調査内容は教材化の

上でも利ffl俗述まの高いものである。

また，須田主主f~ (jR東術会長)は，産業観光という言

葉を提ぞ討し，中心となり，藤業観光サミットなどを行っ

ている。 足長業鋭光とは，産業遺産を綴光資源とし，その

見学を通じて，モノづくりの心に角材も，人約交流を促進

する活動である。活動相!としては，愛知県観光協会が手

がけている，愛知への修学旅行を誘致するお的でつくら

れるパンフレットや，ホームページ，モノづくり王畠愛

知というパンフレットが上げられる。また，中時新顔社

でl土産業遺産を総介する特集が新院に組まれたのをきっ

かけとしてJ産業綴光ガイド わくわくそ/づくりラン

ド J という本や綴子向けのき~*口の産業観光施設の紹介ノ事

を出版してしも。

もっとも代表約な産業観光権設として平成6年に掬設

された名古屋市綴E互にある産業技術記念糠がある。大工E

初期に建てられた赤レンガ造の!日豪悶紡績本社工場を改

装して設立された。

ここでは世界のトヨタ自動車による自動車稼業のそノ

づくりの変遷を知り，実際に動く白露織機を自の当たり

にすることができ，技術の書評翼の九切さに気づくことが

できる合問題点としては2 年間見込み入賞官者数を達成し

ていないとし、う点やメインの展示物である実際に動く織

機の状態維持，または検字できる人の縫保ということで

あったのこれらは，近代化産業譲産を産業観光に守J過し

ている施設では，不可避な掲態点であるといえる。
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3.3 新たな視点と教材開発の方法

口ーエルや産業技術記念館などから，近代化産業i量

産から学ぶモノづく P産業学習の教育出減点においては，

表3-1のように見ぜJすことができる。

こtH土，筆者がそノづくり怠業学習を行ううえで，子

どもたちに気/]いてほしし咋昆長とそれにもとづくイ底値を

まとめたものでもある。単にそ/づくり z 創造精神の育

成という視点ではなく，近代化産業遺産から近代化をと

らえるというねらいを含んでいる。

方法としては，ノリタケの森における現地鶏査と，ノ

ジタケカンパニ}リミテドの社史を参考にし，広報の方

や働いている人へのインタピューを行った。

表3ト1 樹党と綾饗環濠からさ誠治性ノづくり鹿梨学習の教青酸拠点とそ叫修館

筏 点 側 4藍

-製品 曹人聞の生活iこ薗強部制コってし、るそノ

-出来上がったそノの中に克えないかたちで

前札機能ペサ搬を滋じ℃初めてそ吹瞳

を知る「技術J

-産業製品に対するイメージの変化

象品開発 時、のニーズに合つ担処醐輯伊針蜘変

技術革新 化計、ち早くとらえる先見の視朝

製造方法 ー製造方訟を通じC材j叫から製品になる過程

-個人の力量に大きく依存してb、る i涯の劃

材料 材制同入手失宍材料の枯渇笥魅

集境〈ぷ極超壁 ー議業廃棄物嬉諜方宮内コリサイクル{の怒り

i酬 組み

ー実融と動，.て仕事を鐙う機械

ーエネレギ-fj揃訴での電源

ー効唱肱活織したと時代表併と短所

ー建築刀構制拭 -時代と捜視構造材料など。

ー農業における一連のシス ー産業施躍のシステム楠宮割増臨させるた

建造物 テム めの建築到な処忍

-デザインの費しさ

ー建造物グ裟錦 -な皆保存しているの力主各地における多様

F 務内とおける活用 担保存方法

縄蝿の 立壇場諦 立地曲作名加抽出縫輔の鞘金

禁容 企準調模次邸沈静j、 融支町家観同朝包

'労幡市川哲掛こよる堆蝿ι樟栄・直長

人=技術者 崎そMのft事に携わってきた人の思b、

労務魯Eτη 'ライブスタイノレ 労働の大切さ

質調隊 逆討匂乙ハ品質鰍 高度謹罰晴間期を支えた役割

感性 e担当の仕事で掛嘩品生かさ:;h，てし喝感

性

也

4. ノリタケの森を齢社したそノづくり産業学習の

百I官控除

4.1 近代化運筆業選践としてのノヲタケの森の価値

ノリタケカンパニーの創設者森村市左衛門が，日本で

の洋食器製造を目的に，現a'E本名lーのある愛知県愛知郡騰

場事f大宇田j武に 1904(明治37)年「日本陶器合名会社(現

ノジタケカンパェーリミテド)Jを設立しTこ。 2004年の

創業 100周年百己念事業の潔として，本社敷地内の一角

に， 2001年 10月 5日にオ」プンしたノリタケに森は，

総敷地面積48C∞平一万メートノレの広々としたオ」プンス

ベースとなっている。

ノリタケの森の立地については，名古屋駅から徒歩 10

分の駐灘であり，非常に交通の僚がよい。また，駐車場

も発備である。敷地内は，図4-1にあるように「カノレチ

ャーゾーンJrコγ ーシヤノレゾーンJrtストリカノレゾー

ンj に分かれている。次にノリタケt森に残された近代

化産業遺産を紹介する。

監謹比較的小さく古い時計ニュメントとして

残している。

~6*盟ニ￠煙突は， 1933 年工場大改造時に建造
された陶磁器焼成期トンネノレ窯の煙突¢跡である。その

根元には禦から排出される煙を燈突に送るための熔道も

姿を見せている。 197吉年工場移転と共に，モニコメント

部分を残し先端部分は撤去された。

盟監理慨は日本の隣国と共に幕末から輸入され

始め，明1脅になると層内でも作られ仏文明開化のシン

ボノレ的方夜として，多くの建造物に使用された。 1904年

に建てられたこの工場にも留産の煉瓦が使われている

時の建屋としては，現有する唯一のものであり，貴重な

産業遺産となっている。さらに 1999年の産業遺産量調査報

告によると，外観2階建て，内部3階建ての832rr1であ

り，煉瓦の積み方は，オランダ積ドみである。 ドイツ式の

製土工場としてゆ75年まで稼動していた。鋳鉄柱や鉄骨

梁には刻印がある。

4.2モノづくり巌業学習の視点に基づくノリタケの森

の価H直
宇土史や現地認査を行い，表 3-1をふまえながら，近

代化産業遺産を持つノリタケの森にどのような教育の

「視点・倒産Jが見いだせるのかについて，社史などか

ら考えたものが，表4-1である。

今回は，表4-1の中から，特に地域(])学習となりうる

兵体例を紹介していく。ノリタケ町濃の一番じて魅力は，

洋食器の製造にいち早く着手することで日本坑近代工業

の発展に大きく業献し，なおかつ今でも創業からの地域

で続いているということである。言言い換えると，掛或の

歴史を身近な企業の康史を通じて球解するという位霞づ

けをすることができる。
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関←l ノリタケの森のパンフレット(全体調)

表 4~1 ノリタケの森教材化の具体例

理軍耕げラ手ズと融掘にエピソーi'

(当時切状況と先駆者叫耕) ①}③ 

・海外支庖での苦労話む@

ー働く人の経言明徴渚 11艶 色 ⑤

鴎・絵悼すのデザイyO).:r;ピソート

キ告強要伝承方法<:!¥⑤

ローズチャイナにつu 、て領軒1叫~史@，③

ーコレク夕刊澗くノリタケ製品の鉱力③④

箆溺ノリタケの鵠岨配当地緋色①

赤レンガ建屋健改J輔さそ測る C'

レ>:Ii!こf ル、てフロッタージュ) 窃

医忍陶磁認がら、研剤耐加瑚品

ブアイニセラミ yク分骨マ珊妬鳴子守合的措身長も含むの@

静叫積柑¥L，荷造り

崎古屋港の7'~y治もみる当岡松名言王E震の実易) ヨユ④

重ヨイ欄噌品の樹君附糊事必

和食窓泊三#食費岳、④

• 2 00:竺竺竺竺Q)， CV 

また，それぞれの具体例のあとに，実際に学習する際

の手段・方訟をあげておく。複数のものについては， I苦

mしゃれ、ものの険にあげておく。

凡伊jは次のとおりである。

①宇土史

②筆者のインタピュー
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夜祭警乎時耳許認五醐n:':"""以内 明知市〈時 一一一仰刊削制批附叫 創催国温愉しもの何叫ゐ
降句附禽n

③ノリタケの森(近代化産業遺緩やミコージアム，ピテ、

オなど)

④インクーネットや居喜連本

な到働いている人へのインタビュ-

@:社内報

I 世界的な洋食器ブランド“ノリタケ"

ノリタケは，員IJ武(名古屋市宮区)Iこ約され，宇土名

にもなっているが，なぜとの地がi聾ばれたのかという立

地条件を教材としてとらえることできる。社史によると，

絢磁擦の原料の入手先の瀬戸市が近いことや爾付けの技

術者の確保など条件が明記してある。地織の会社の立地

の袋づけを学寝することから地域の伝統工業を知るきっ

かけとなる。

耳 名古選滋の輸出データから見る貿易の変化

会関実質総輸出額に対する陶磁援金問実質輸出額の割

合は， ピーク草寺の昭和 23年(1948)には 5%に達した。

また陶磁誌栓国実質主主麟にj添付一る陶綴器全国実質輪出

額の割合i土，ピーク時の昭和 25年 (1950)には 75%に

達した。

方，絢暗ま2苦手長関輸出額に対する同調陶器1陶磁器輸出

鎮の割合は，明治37年 (1日04)には27%であり，火疋3

年 (1914)には， 43%に透していた。

陶磁器全国生産額における愛知，岐阜・;三主主の3県陶

磁総生度額O)j!jIJ合は， 60.........7的もをE詰めていたこと，明治

40年 (1907)の開港以来，戦争の 4年間を除き昭昨日 41

年 (1966)まで，絢磁器が輸出品留のトップであったこ

2003年住総研「住まいまち学留J実践報告・論文集4



とから，全国のほとんどσ浦知磁器は東海地方で生泌され

て，名古屋泌を荊j汚して輸制されていたこと地づ初、る。

現街 で は ， 輸 出品E'H土自動車lこ 変 わ っ て し ま っ たが，そ

れ以前は陶磁号がであったこと，そして東海地方は綴滋

器の全照的なさト度地であったことが分かる。

表 4-2 ノジタケの森を題材とした学習単元構 怨剥蕊

磁 女性労働者のインタビューから学ふ地域の膝史

高度経済成長期lこ 日 本 自 繍 苦 で 働 い て い た 中 島 さ んの話
一一一一一一一一一一一一一一一-

J 創立出勤時刻には，栄主主燃や名古屋開tから，道いつ

iぱ いにかつ数珠繋ぎで女性労働者が来ていたよO 地

i j或の景、色も今とは違ってし、たよ。昔は今の代々木ゼ

ミサーノレの寮になっているところに，ノリタケの寮 1

があったよO そこには保線会館や医局もあり，お稽;

l Uのできる福干上限生施設がそろっていて，お才t，お 1

団主竺竺で竺z 一一一__j
このようなインタビューの証言をもとに当時の名吉 厚

駅路，llの地図や写真などの資料を用いて，地域の号 潜

になるのである。

告子部勾;g 輔杭関わり 寵速教材

9月

(3/，ω珊lJ)

一 一一一一一
ー毎日使ってし、る食添if'格絡を探しに台所に行く 食絡に悌仁、興味を亀3かせ!モノづくり夜

〈食器Z揖貯や】母親と食指ごまつわる会話を行うなと三)

く!J(撞の気づき〉

*和食艶洋皮革ガラス要iJrl"ciJむあったJ尽

*食融立値段がさ主ざまてFプラ〆ド数多くもあるってお母

さんが言ってたよー

食絡を観察し発見したこ P 明開Aに思ヮたことを跨若をする。

くY撞の発見守捕褐〉

*食禁容ってどのようにつく討しるのがなっ

捕る食事の穏頼。ごよ勺て食駅務数字令官u世けてしものはどフし

て?

*摘むかれているヂザインもb、ろし、ろあるなあ。

*'鹿島t県多f台見守愛畑原常滑I記事ユ首長が謹んだったは打PL

ー名古屋市宙開ごは瞬割円封切λら陛界中に高級:I，~洋食認を輸出しても、る険離

器訣2白 3あるとU、うことを初旬! どJv(;唱't:J:!J:のかを才心Fままカヰに知る。

各グ，~ーヅに分カサもて自分の興味のあること!調べたとし、ことを制デておき。

ノリタケの森を見学縄査する

築学習友行うこ主事型民る乙

他グ必尽盗が気づかなかった発見をした党員ま

に着認し!他の児音量と共に驚き守勢郡司会共

ゐtする。

食器を観察守る際Fボマ をま 1

とめた〆 ! トな少。 I

ノリタケぷ湯傍受ンフνツ九

ノリタケグ将司事念鋭的実物 j 

ノリタケカンノミでユーのまSおまiJ:.な j 

変避の分かる貸料 i 

10月間/1 巴三安妥ヨヨ
40附粉 lo(妓冊滞食蜘湖られる製iIt工程を見凸、仏ー特師号。創造方法をクラ iノリタケカンノヒー崎啓やノリ夕刊森に

フけンターC錫ぺる。 I&る蹴を僻する。

。ω 鋭軒町鮒t.安鮒という人川、て骨討。→ピデオやノ咋| 噛掛こ鯨を当てて?踊内部:ある麟

ルから稲ぺる。締付けれ、う締料作都大変そうだな恥どんな| 臨し関心仰あるテーマ崎らせぐおく。

恩いで仕事をし←α、るのウえとつ吋インタピス一報遊をする。 I.疑'"唱と感じたこどはインタピュ…させるよう

仁樹掛海外痢け¢徐食街フアザインはどうやって取り入れていたのb沿っ

裏j1"てなあに。ノリタケ~泉崩をし、ろし、ろ見たいな。

→ミューグアム展示唱などを見て"吋ミル立書かれてし、ること金まとめる。

o(暮らし) 蜘年近く勝、引も会社だから替のこともし汚ルも分カおるか

な叫輔の長色も大きく劉じしたんじゃなしミかなりタパネM つ

写真などに注目する。

0噛造物)ノジタケの森ご残ってし渇替の℃場やか、遥はどんなっくりをし

tごする.

e 劇殺者'if斬新な考え方に気づかせる。

ーノリ々ケ出制世界的にも認められ担軸を

考えさせる。

ーパネル4ご着8させ日本の明治昭和織。つ出来

事とノジタケσ嘱史0つ調悼をつかませる。

リリタケ峨こある航鴎築粧品、て! ー酎枇産業遺停の見方を偽子した

てし喝の治dょっまたなぜ弗してまるのだろう。→インタピュ す

る。 先たけ切り取色れた煙突問実つ引守〉けど!もともとd高

哨加を全員州けて矧¥レン庶民治咋 i酬

に鮒問。また蜘演さ治献を鼎、 i
さほどれぐらいあったにだろうり慎隅と掬 J てみる。 C子駅さることを教仏 j 
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j貯醐明治勾たこと昧拍深く骨て轍古可
11月 (33/

40時時

O(技掛

愛知県嬢光協会のパンフレットや

かo"""ノづくりに吋，、て考えてみる。 ようにする。 そノづくりにぐいての帯聞配事な

ow 会社そっくるってどん々ことグ泌要な6てかな9

躍し吋と引、で隷ドる。

O(感出 ノリタケ晴樹すけをしてb喝入はどのよう同痴を磨いているのか

な9ノリタウ製品対駒村こもコレクター的、るぐらし日人気が.る 科.h:ぐ丸、てι庭料

んだってロデザインはμのようにあ才Jってきたのかなり吋噂食器にお -社史の中tJ，f:~名古屋漣言明変遷や普

ける美認識i晴ドるe の地図な~，

口川市一噂臨枇恥ら札凶しu 一り噛蝋蜘一鍾猷即此んえ杭桁山たt~/')ノバ一3

4国主勢~之らわレそうだなムー村名古震0:i!i:吋以ごつし、て部̂ '0， など@

O(告鎗毒途脚 ノリタケの崩ご残つてしい、もる釜や工場帥祇代化産業遺濯とむい、づう3み弘た

いだよみ--ry蜘鼎ごはこの他にど人凋丘何時第鑓蹄dがあるのか

を穂ぺる

12月(1!J/ H2竺生ど
40醐冊

が

人¢怒し鴻'T;方、った

た。

めたよ

ヨらb綬してみたし

ンタどz

づくり

4，3 ノリタケの森を題材とした学習単卦欄計画

今回は特に，近代化産業遺援を持つテーマパークである

ノリタケの森を中心とした単元構想案を作った(表 4

2)。学習内容には社会科の産業学習や近代化，さらに総

合的な学習の特F，!jに対応した学習内容も含むこととした。

このため対象学年は，小学校代6学年，授業時間数は40

時間を際安とした。

5 まとめ

本研究l土地域に残る近代化産業遺産を，社会科の産業

学脅の蜘11己とするところからスタートした。先行例な

どから考察を行ったところ，近代化産業遺産からは，1A霊

86 

えることができるよっヱたして発表できる

ように十弘

ーと弘なことが深く荷車に教をったがを考えさせ

る。

業学習だけではなく，労働者，感性，建造物，暮らしな

ど，地域(/)ilIitiむを学ぶ擦の耕防としても適しているこ

とが分かった。このような学習を通じて，子どもたちは

自分たち0;町で続いてきた封憐主の産業を窓口として，町

と議業の関わりや自分たちのll!Tの近代イむについての環

解を深めることができるであろう。

く参考文獄〉

加藤康子 『産業選蕊』日ヰ経済新聞社， 1宮99

直昭任101宝-E皿:Discov首危配ric.甜 His旬ηα混'l3LESTIJoIE，

A Cobblestone Publication， 2001 

担本陶器 70 年史編集委員会『白井>:fí鱗告 70 年史~ ， 1974 

*1畳匁i教育大中地理学教室4年。ミ争

本;毘主主主のこj指導のもと，産業壇燈

を教育に生かす穆F究を行ってきた。
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消費者教育としての住教育
931混綾子

一生活協両組合における学習活動一

キω ワード 1) i主事{脊 2)住1肯報 3)消費者教育 4 )生活協間総合 5)学留活動

1 研究の背景と目的

住まい・住生活への関心は高まり，さまざまな情報がテ

レビをはじめとして，新聞・雑誌等から流されている。特

に，阪神大震災の後には耐留守策に演する危機惑を高める

f吉祥民がI.t:がり，このころからシックハウス等の住まいに起

凶する健康被害問題や欠陥住宅等の消費者被害情報も氾

濫した。また，凶器i股関連では，数年の照に建築基議法の

改正， r i主宅の品質縫保の{お草等に演する法律Jの施行，

住宅生能表示制度の実路，健康住宅のガイドライン設定，

倍環型社会奇抜t推進基本法施行，建設リサイクル法施行等，

般の消費者には勾解し難い急速な動きがみられる。

このような状況のもとで，消費者は創重量感応けは飽いて

いるが，主催なま[織を身につける手立てもわからぬまま判

控訴に迷い，結果として業者主導の範癒r!;jで受け身¢選択を

行うしかない状況に涯がれている。

住まいに演する圧しい情報の入手と主体的な判断能力

が必要とされる今，成人にとっての学習の場が不可欠であ

ると思われる。

そこで， "何?究では，消費者教育0;祝者Jから{主教脊を考

え学齢識に積脳協こ取り組んでいるとli<'i協同総合(以 F
「生協」とする)に注目し，実際に行われている活動内容

やその取り紹みの背景にある理念等について具体的に調

査し，今後の成人を対象にした{封書報・住教育0;試みのひ

とつとして全館すしていくものである。

2 なぜ生iiil詣i鵡E合なのか

ここで，生協をとりあげた縄出を改めて示しておきたい。

それは，生協とは何か，という根本にかかわっている。生

協とは，加入腿塁の自由を持ち，組合員のとr凌金て命運常さ

れる告発的組織であり，消費生出品詞組合法(昭和23年法

律第 200号)に基づいて法人として設点されている副本で

ある。生協の目的は「鼠民の自発的な生I吉協向車邸哉の発達

を図り，もって国民生活の安定と生活文イむの向上を期する

ことJ( r消費生活協同組合法」総別 第一条。日約)で

あり，営利を目的としたま母器ではない。そのため，消費者

と事業者の中沼的な立場から，位活者である組合員の立場

に立って，総合的に消費者のニーズをつかんだ活動展開が

可能なのである。また，教育・学脅活動を基樹原郊のひと

つとして重視している点もj主尽される目。

~87 

生協といえば，設立当初から「食」を中r己犠R皇室に鍛えて

いるという印象が強，'が，近年江コ住まいを淑り巻く社会状

況の変化がその取り経みを住まいにまで拡大させたのは

当然のmthと理解できょう注20

3 研努橡と方法

本研究は量消費者ニーズと笠協活動に関する研究の第一

部皆として行うものであり，本格における調献す象協は，

①生鴻クラブ生協 と②束郡生部品同組合の2つであ

る。この2生協の摘出にあたっては，E3木モ淵協{言活託合連

合会のホームベ ジに掲載されていた関非J也方の 35生協

および連合会に対し，電話あるいはホームページ上で，住

まいに関する連続学潔講膝等の学官fulrf5動の有無を調査し

た。その結巣s実施していると確認できたのが先に示した

2生協であった。各生協に対し，活動の動機，図的，成果，

今後の課題等についてヒアリンク首毒資及び，収集資料江分

析を行った。錦織時期は， 2002 年 1~5 Flである。

4 調瀦古果

(1) 生活クラブ生協(東京)の「すまいる学校」

1 )事業の背察および概要

生活クラブ生協は， 1965年に牛乳の共同購入在行う「生

活クラブ」として始まり， 1968年に「生活ケラブ生協」が車Ij

立された。現在l主総合輿が購入する消資材の開発・仕入・

管潟・検査9 物流，共済事業と，予約共同購入のための申

込情報や広報吻の発行などを行っている。 22の単協からな

る生活クラブ連合会の組合員総数出可 25万人 (2自D2年 3

月利舵)である。

生活クラブ生協(東京)では rすまいる学校」という

名称で，組合員対象正学習支媛事業を行っている。この事

業のもとになったのは， 1991年からの「住まいの紹談広

場」の活動だった。「本目品JV.t:場J1ま，あくまでも問かあっ

てから4相談でしかない。その活動的中で扱当者は，家を

建てようとしたときに「住まい万の哲学Jrポリシー」が

ないと闘分の選択ができない。事前の情報がないために後

で後悔する人も多，"ということに気づき r暮らし方を

自分で学ぴ考えてもらいたい」とじた字見守Jから「すまいる学

校」の取り組みを始めた。表 11ま致活クラブ生協における
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住ま， ¥関連事業の総盈をまとめたものである。

表 1 住まい関車事業の，言動車腿

[一一 ! 

「住まいのことをどこに棺談してし功叫〉かわからないJと j

いう組合員の声に応え，住まいに識する公正な情報提供と j
専門家との出没し呪場づくりを包的に， 19釘年に設立。経 i
合員のニーズに応えるかたちで建築士，工務屈と0;提鰐を j
すすめ，新築や増改築から被告まで，必要ならばあむして i
依頼できる業者を紹介する体制を整えている。

※不定期に学習会を擬催していた。

1自94年_r.住まいる学校J擁殺

将来的に新築や増L燥を計画している，あるいは住まいに

関心があり学びたいと考えている組合闘を対象に，住み手

として記擁しておきたい基本知識を学ぶ場を提供してい
る。

2)生活クラブ生協のF習講i'>I'iiすまいる学校J

生活クラブ生協「すまいる学めは，終当者を中心斗こし

たカリキュうムも空襲っており，単なるハウツウ以上に，充

実した学習が行える点が非常に評強できる。事業スタート

時のねらいである「住まい方の哲'芋」をす習者がもてるよ

うになるということがJ総裁されているといえよう。また学

習カリキュうムに，実際のショールーム見学物品去の芋省

会参加者江川宅見学会などカ捕且み込まれており，側提知的な

学溜によって3 よりわかりや宮〈充実したものとなってい

る。

前年に学習会に参加し，自宅を新築したAさん宅の見学

会に同行したが(写真 1，2)，参加者は，新築σJ建物を

見ながら設計者，施工者，施主Aさんの説明やま記験談を聴

くことができた。その中で，信頼できる専門家とやりとり

しながら叫士郎、づ〈りの実例を知る事ができ，自分以主

まい観をもち，何度もやりとりし納得した上で家をつくる

ことの大切さを実感していた。

表21ま「すまいる'苧校」の 2002年度のカリキュうムで

ある。「すまいる学校」は，すそに住宅を新築する予定の

ある組合員はもちろんであるが，将来のために学んでおき

た，¥*恒合員にも隣かれており，カリキュうムを見ると， Lt 

まいに関する基本的内主主力機F産されており，主f方的に{主ま

いを選択し，つくろうとするものにとって 2 必須とも諸え

る内容が学べる貴重な学習の場といえるのではないかと

忠われる。

写真2 既受講者が新築した俊主主の見学会(屋外)

表2i住まいる明支J(2002)カリキュラム

回 月日 タイトル

-住まいづくりのスタートにあたって

1 5/22 
-書締の生汚新奇と{主み了ゆ準備，スケジ

ユール

'1t<li:員先による濃い

-堅手f3Aな資金J計画]と生活宣伝十

-住まいづくりにかかる費F払見積書の見

2 6/25 方f

. 'I'TI蓮敢闘J践と1聞のなし、返済計測，課

税

-建物の鮒英と形を制限する出版制

3 ! 7/25 
-さまざまな動駐条件と建築淑見

-知っておきたし、建築用言語と戦列のスライ

ド

-脅組みの丈夫なっくり

-新しい綱吉1)と基綾，士合，本主，梁の健か

1
4 9/27 な施工

-兇えな〈なってしまう部分同盟われる金

物

-ショールーム兇学会

5 10/24 
-ショーJLームの利用江仕方

-多世代民間や高歯制む対応，各種自郊皆，建

材の見学

-家事のしやすい住まい

6 11/21 -家族の家事参加， ~9車再の考えJj

• 1主凶りの設備のしイアウトと草加車

-建物の建康と床下環寛

7 1/22 
-混気から建物を~~rる

-酬の湿気と適切なシロアリ剛氏 E械
期j

-シックハウスを防ぎたい

B 2/21 
-畳，クロスなどの内装材， j妾翁1¥')，可塑

剤 9 防隊剤の実態

. ~主ι，I;tVlし壁，議*ヰ， sfi蟻斉'1
*そのf世に現j易見?会も実総している

(2) 京都生i活協同総合の「住まい払

1 )事業d消委主およじ機要

束郡生協は，より安全でよりすぐれたものを手に入れた

いという消費者の際いから 197a年に設立された生協で，

写真1 既受講者が事模した住場の見学会(室内) 総合員数は約 20万人似)02年 3月現初である。来事日生
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え

協では， 19臼4年から，住宅事裁のひとつとして無料め f佼

まいO~相談会」を毎月「ダ担保していた。この紹談会活動など

から明らかになった事として，消費者の「建設業」に対す

る不信感が予怒以上に多いことがあった。「わからないこ

とが多いにも関わらず納得のいく説加がないJ'どこに頼

んだら安心して住まいづくりがすすめられるのかわから

ない」といった内容である。以上のような不倍惑と{井せて，

情報不足の宿題もあった。情報不定であるために，新築や

建て替えなどの住まいづくりについて(J)籾合員の議儀・構

えができていないケースが現実として多かった。

また，初期の取引 iみとしての守協の矧談会活動などか

ら明ら力斗こなった事として，消費者(組合員)の匂主役業」

に対する不信惑が予想以ヒに多いことがあったという。

「わからないことが多いにも関わらず納得のいく説明が

ないJrどこに頼んだら安心して住まいづくりがすすめら

れるのかわからなしリといった内察である。 iμ二のような

不信感と併せて，情報不足の問題もあった。清朝詰不足であ

るために，新安Eや建て替えなどO)iJまいづくりについての

総合員の準備・構えができていないケースが税実として多

かった。

ここから生協としての問題意識がスタートし，消費.'1;.が

学習することの主主塁妻役，業高司壬せ・人.11せではなく，住ま

いづくりに主体的に参加することの大切さに考えが至っ

た。それは，知識も身につけた“賢い治費者'は，しベ

ルの高い家をi豊らせる」ということであった。

そして，以上O~ような考え万にもとづいたr{主まいの改

善」事業。活動を通じて，情報や良心的な設計書・施工者

(提携業者)を紹介する淑り総みを行っており，その必姿

性は現在ますまれ曽大している。1建康・快適イ穀売呆会は，

売り言葉ではなし「住まい」に求められる基本件J能であ

るという考えからp 染者羽生協では a般的な業界の基準に止

まらず，事業の意義に則し，健康争時・澱尭負荷なども力日

耐えした独e，C01i:t霊園単価暴準を定め，車断号のいく品質と適

正樹絡江実現を追求している。

東都生協における住まい関連事業の活動経過を添した

ものが表3である。

表3 住まし唱思車事業の活動総愚

19唱4 年~r住まいの相談会」を毎月隣催
相談会活動で司自らかになった事
①消費者の f建設業Jに対する不信感が高く rわからないこ
とが多いにも演わらず納得のいく説明がないJrどこに頼ん[

だら安心して住まいづくりがすすめられるのかわからないJ I 
といった悩みが多い。
il1拘費者としての情報不足の問題。情報不廷であるために，
新築や建て替えなどの住まいづくりについての準備・構えが
できていないために，問題が生じている。

ぬ98年~ 単発の公開学習会，公開講座の開催

2001年_ r住まい豊島」の関設
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2)学滋毒液，{主まい塾」

事業のひとつである什主まいの相談会J のオア。ションコ

ースともいえるのが '1主まい塾」である。 '1T:まい塾」は

住まいの改蕎事業の流れをくんで， 2001年から卒者行内に

活動を始めたばかりでJ)UEもjがf錯誤中である。

r{主まい塾Jの 2001年度のカワキュラムをま主4に示し

ているが， r{主主い塾」では，まず基本的な住まいづくり

にあたっての考え方から始め，兇J積もりの仕方について学

潟する。そして，受講者の要寝を取り入れながら集中講義，

林業産地の訪問，慾築1主主tJOの兇学，各穣建材の燦示など，

似験的な企画も織りまぜられている。~{約1 年度「住まい

塾JO_コ取り組みは言掬{t，見学会，相談会等合めて全部で 19

由実給された。その他に不定期のシンポジウム等も閥睦さ

れている。

r{王まい塾」およひ閣速する内容の街頭立，事務局が築

を出し，総合員も参t糊する生活事業銃の委員会で決められ

ている。また，生協関でも定伊即ト丸会を設け，杵i互に情報

交j免を行い，協力し合っている。

東部生側ま， 24のヨ務居や事務所と提携しており， t是携
業者との定o世話3議会が尽に一度向かれている。定例協議会

i立大切なノ佼部を巣たしており，学会等0穴F習会に参加した

メンバーが規約をしたり，シックハウスの被害者の生の声

を開くなどの業者間広学びあいが行われている。Ij，協が関

lこ立って，ユ務gや致計事務所等が紹互に学び合い，消費

者と江)f滋賀関係を築く際の矯渡しの役割を採っていると

もいえる。関芳業者が芋習会等の講師として参加する場合

もある。さまさやまな専門家がネットワークを総んでいるの

で，活動の専手守1'1の言語さも大きなメリットと考えられる。

表4 '住まい雪量リ (2001)カリキュラム

凶 月日 主な学問ァーマ

I 1 
-住まいづくり 0)考え方と進め方

5/19 イ主まいの基本， j主まいづくりで大切なこと p

導門家のf生害4
-あなたの犠らし方，住まい方

2 6/16 
-家族〉将来，生活設計，総工場所にあった

{主まいづくり

-小さな子どものいる1T:まい
-家族の将来，生活指f
-忠、い立ってから完成まで

3 9/26 -今後重姿となる住まいの要素

-二世帯引主宅，言語鱗者対応住!主検君、Iのポイン

ト

-これからの住まいづくり
4 11/17 -狭小聖位也の住まいづくり

*このf也， 一般にも持者かれた公開学潟会，林勤亙地の

訪問，慾築現場の見学，各様建材の民ぶなど，保高金

的な企画も織りまぜている。
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写真3 学留シンポジウムの僚子 (2∞3/02/10凋催)

5 まとめ及び考察

今現調査対象とした2つの生協による住まい関連ι学

芸部品動について，そのポイントを整均すると以下のように

なる。

① 学習事業、を翁草する言1)には「紹談(会)活動」があっ

た。棺談拍車Jの中で，担当者の中iこ，問題が起こって

からの対応では遅すぎる，その前に学習が必要である

というf百幾惑と問題意識が生まれ，それが学部活動の

契機となっている。

② 独自に学習カリキュうムを工夫し，専門家による講義

や見d学会，講演会，シンポジウム等も合わせて開催し

ている。

③ 学習活動として，講義形式だけでなく，仰験や見学会

等を適宜工夫し取り入れている。

④ 学習活動で重視されていることに，兇績もりに関する

知識の獲得がある。これは，夢ゃあこがれのみを抱い

て，現実が見えな〈なることを防そためであり，専門

業者との話し合いをスムーズに進めるためである。

⑤ 学習活動をきっかけに，依頼があれば専門業者も紹介

する。その専門業者は提携業者であり 3 ネットワーケ

を組んでいる。生協力ヰ中介し3 栢互に情報交換や学?親

会等も行っている。これは，業者にとっても学穏の場

が提供されるというメリットとなっている。

⑥ 提携業者が学習会の講師等の役割を担うこともあり，

専門家と消費者との信頼関係が築かれやすくなると

いうこともできる。

以上のような特長をもっ生協の学習活動は，消費者(組

合員)の潜在的ニーズを反映したものとなっているといえ

よう。これは，行政の出青幸尉是{共サービスにみられる対応
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の返さや， ~告費者のニーズにJJt;iえきれていない，といった

環状から生じているということもできるのではないだろ

うか注3。

現在，様々 な阪で1'<1'0に対する熱寺がi高まっているが，

広義の NPOである生協こおいてもその可書f封切立場待され

よう。生協は，設計 '1注工業者と消賞者をつなぐ中路組織

としての活動と湖特に，成人に対して往情縦を提供すると

問時に学習の湯を提供するという重要な役割を巣たそう

としている。生協における住まいγ苦言活動0'今後の燦関を

再討寺したい。

方，生協における住まい学潜活動にも潔慾はあり，参

加者数が，念体から見るとまだ少ない点などがあげられて

いる。しかし，住まいに関わる社会十務与の大きな変イじは始

まったばかりであり，保協の取り組みもまだj尚子絃訟の段

階である。学習講座に障壁する広報のfi方制静穏量供の方法

を工夫 改善するなと'によって，さらなる河吉町よ古事告かれ

るのではないだろうか。

く;主>

1) 19~)5 年の国際協問組合問盟 (I CA)総会荷坊でl丸協毘組合

の原則の5番目に r，教育，訓練及び広帯むがあげられている

2) 参考までに生協の歴史を概綬しておくと，生協は， 1844年イ

ギ1);スのロッチデルという小さな町で 2B人の紡績工が相互

扶J1!JO)ためにつくったのが始まりである。当時，産業革命のあ

おりで低い賃金と高し噸j価に悩まされていた人々が，お金を出

し合って生活物資を共同議人した。日本でも大正醍刊こヨ 口

ツノ1の影響を受けて誕生し，社会の変革に大きな役割をはたし

てきた。 B本には，約600の生協があり， 2001年 12丹現在で

は加入者数が2104万人(j世帯)までになっている。

事業としては，食料品家庭鰐品などの生前物資の供給事業，

E主活に有用な織設を劉7利用してもらう事業，主主轄議習会，音

楽会などの開催により 3 教穫を高め文化の向上を図る事業，劫

け合いの精神によって行う傷害や火災などの共済事業など多

くの分野に広がっている。

訪問中らの識査(文献2)によると，行政江主情報サービスは，

公平性・{冨樹舎では解侍されるが，消費者のニーズに織かく対

応しているとはいえない点等が課題であるとされている。

く参考文誠〉

1 ) 妹尾海子 平井なか，消費者教予言として江住載機，臼本家政

学会第54出!大会要旨集， 2002， p.251 

2) 凶中勝・金)11久子・久保力闘幸代，自治体住宅政策における住

情報サービスの溺拭と課題，日本建築学会揃閥告集， 2000 

東紳芸大学他非常費躍樹博 L(教育学)

生活者の担者にもとづいた伎環境生活環境教膏，

消費者教育をテ…マに研究中。
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住環境教育における体験学賓の位置づけと効果 後燦さゆり※i

在塚 干し予約

キーワード 1)住環境教育 2)体験学習 3) o. Fポルノウ

1.はじめに

「住まい・まち学習Jは、「総合的な学習の時務」の

実施に伴い、教科の枠を超えて地域の生活文化や環境を

題材として行われる機会が明大している。このような学

習は、住環境として過去から受け継いできた自然や文化、

人々との交流といった空間的要素を現在の社会に有機

的iこ結びつける役割を巣たしており、住環境を多角的な

緩点、から学ぶ場の拡大という可能性を秘める。また、学

校教育という枠を超え、社会教育、生涯教育として行わ

れる場合も多く、学校教育と他の枠組みとの連携が模索

されている。特に、これらの試みでは体験学習を重視す

る場合が多く、参加や参爾による学習を主監視する近年の

住環境教育研究の影響といえる。しかし、その中には学

びの意味が不明瞭な体験学習が見られ、住環境教育にど

の様に位震づけられるのか、検討しなければならない課

題であろう。

体験学習とは、文字通り身体を通した学びであり、住

環境教育では人間と空間との関わりを理解する重姿な

意味を持つ。人間はさ空間をどの様に理解するのか、換言

すれば人間にとっての空間の意味を鋭く論及した学者

にボノレノウがいる。彼は住環境を人聞の空間性iこ基づく、

つまり人間の意識により生成する空間の特徴を捉える

ことによって、住むことの意味を説いている九

そこで、本報ではボノレノウの論考に依拠して学習の枠

総みを検討し、体験学習の位農づけとその効果について

考察を行久本報の自的の一つは、「住まい・まち学習J

の事例をボノレノウが示した課題から考察することによ

り、体験学習の佼霞づけと内容とのかかわりを明らかに

することである。もうーつは、兵体的実践例から、体験

の内容と '!J!.聞の捉え方との関係を考察し、体験学習の効

果を明らかiこすることである。

方法は、まず、ボノレノウの空間論に基づいて、分析の

枠級みを検討する。次に、資料 「住まい・まち学習J

実践報告・論文集 第 H予~第3号(住宅総合研究財団、

2000 年~2002 年)を枠組みによって分析する。ここで

の資料選定の理府i士、住環境教育の研究や実践報告を専

門とした日本で唯一の報文集だからである。さらに、体

験学習のなかで「観察・識変j と「製作・活動jに焦点

91ー

を当て、祭き1挫の改善という具体的事;伊iからその効果を

考祭する。調査対象、は埼玉大学学生の男女 85名で、総

資時期は 2001年 11月から 2002年2月である。資料に

は、学衰の事前事後に実施したアンケートおよび学習の

途中で作成したレポートを用いた。

2.ポルノウにおける「住むj ことの課題

ボノレノウは、人間の存存を中心とする f体験されてい

る空間」について「志向的空間j と「人が所有している

空間jに区分し、物王理的空間とは異なる仕方で空間を所

有することを住むことの課題とした。ポルノウによれば

入院は空間内あるものではなくて、むしろ人潤の空間般

によって空間内の諸物への穏係が特徴づけられている

という。つまり、人間は主体として担問をお向的に規定

している存在であり、人聞の周りに構築された設問を

「志向的空間」と呼んだ。しかし、この志向性は人消が

創り出した~問の秩序構造に翻っており、 r，志向的~

1脅jでは人間は単なる11'なとしての構成物iこ過ぎず、人

間と空間との関係を示す表現は空!喝の客観化を飼って

確かめるという域を出ないのである。つまり、この場合

の人間と空間の関係は人間が空間の中に存イ土し、ただ在

るとしづ関係でしかない。これに対し、住むとしづ行為

i土、空間に人間の空間性としての精神が溶け込むことに

よって、人間が空間を身体と同様に所有し、日に見えな

い“ Geborgenheit"を意識することである。

“Geborgenheit"とは、人隣の意識によって生成する概

念であり、意識により生成したさ史問があたかも家のよう

に閉じられた空間として包み守ってくれているように

感じることである。このように諮問を意識するためには、

「入院は空間であるjという窓味において人間自身が空

間の一部となることが必要である。

よってポルノウの指摘に従えば、人間が住むという全

体的行為、一見意味が見出せずより合環的な手法で行え

るように見える行為に得度着陸し、そこに潜む意味を解

き明かすことが住環境教育における必婆な課題である0

3 分析の枠組み

「住まい・まち学官j実践報告・論文集に掲載されて

いる 79本の資料を「地域・まち学習J、「住まい・施設

デザイン学習j、「教材研究・識変等jの3項目に分類し、
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本報では f地域・まち学習」に分類される 46本を分析

の対象とした。?地域・まち学習j は、教科にi玄関わら

ず、地域を対象とし生I~を捉え住環境について考える学

習とした。この中には、行政や地域罰体がまちづくりと

して活動したものも含めた。また、大人だけの活動報告

もあるが、活動内容を考察するとで参考となると考え資

料に含めた。 r教材調発・調査等JI土、教材iこ対する調

査、研究内容だけのものとしたが、具体的学習プログラ

ムの提案があった資料は「地域・まち学習」に分類した。

資料の分析軸として、まず、住環境を自分の身体のよ

うに…体化して提える見方と、対象化して客観的に捉え

る見方でIZ分した。さらに、対象とする住環境が自分と

関わる実際の地滅か、それとも織念化された地域・住環

境かによって区分し、表 Iの係に4つの学習に分瀕した。

「一体的体験学轡」とは、身体活動を過し、地域の生

怖を含む住重量境の中にはめ込まれることによって関係

性を構築することを目的とする学替を指す。「問題解決

的体験学習j とは、身体活動を速し、住環境を客体化す

ることによって、行塁手jのための機能的目的空間として認

識する学習である。 f仮想、(綴{以)的体験学習jとは、架空

の空間を生成することによって擬似体験し、住環境のイ

メージを構築する学習を指す。 f基礎的学習事例学習j

とは、客観約な基礎的知識を獲得し、事例分析などを過

して住環境を認識する学留である。

これをポルノワの概念に当てはめるならば、「体験さ

れている空間Jを論じているので対象となる住環境は実

際の地域であり、「志向的空間Jは人間が空間の中心に

佼鐙しているものの、空間の認識の枚方は容鋭化をほ1る

ため、これを対象とする学習は「問題解決的体験学務j

に位農づけられる。 r人が所有している空間Jf土人間と

笠間との関わり合いによって規定されるため、これを対

象とする学習は「一体的体験学習j に位置つけられる。

f人が所有しているざ空間jの総識は対象的に物を捉える

;意識が形成される以前の領域に属し基層となってはい

るが、どちらの空間も入閣の空間性を考察する上で基礎

となる空間として位置づけられる。よって本報では、分

析の枠組みにおける「 体的体験学習j と「問題解決的

体験学習」に焦点、を当てて考察を行う。

表1 体験学習由位盤づけ

対象とする住環境

実際の地域 i概念化された地域・住環境

lilr 
体的 仮想(擬似)的

体験学習 体験学習

捉方え
対象化

問題解決的 墓石建的学背

体験学習 -事例学習
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4 学習の佼霞づけにおける体験学習の特徴

表 2に示した資料分析の結果から、特に仁体的体験

学習j を取り入れている資料が全体の 9ii"1i!Iくにとり、

住環境との関係性の構築を殴る学習に対する関心のi高

さが示されている。

ここでは「一体的体験学営jと「掲題解決的体験学習J

を取り入れた実践を対象として、住環境の捉え方の違い

と体験学習の内容との関係を比較することによって、体

験学習に照寺されている効巣を明らかにする。

(1) r探検・観察・ 2開査J

ここでは、視覚を中心とする体験学習に期待されてい

る効果を考察する。まず、「 体的体験学習」だけの実

践の事例では、資料ぬ12、13はすてきなまち、好きな

ところ、嫌いなところという視点から淡検を行っている。

目。 2は地域に怠づく昔ながらの生活といった視点から

まち探検を行っている。これらは空間感情iこ祝点を置い

たり、他の活動を総み合わせたりすることによって、主主

慌jを対象化しないセ緩祭するための工夫を行っている。

つまり、 見視覚的に捉えている行為ではあるが、視覚

以外の身体感党を総動員している活動といえよう。 方、

「問題解決的体験学留Jだけの事例では、資料NQ42や

44の「線検j の内容は、物潔的ハリアという視点から

まち探検や老人にヒアリングを行っている。これらは対

象とする空間を明確な志向から捉えることにより住環

境を機能的目的空間として客鋭化し、学習の目的の明雑

化を図っている。また、「一体的体験学習j と「問題解

決約体験学努Jとが組み合わされている事例では、見る

という行為の主観・客観の同額からさ吉間}を捉える作用を

利用し、住環境に潜む課題を見出しているc つまり、こ

のようなプロセスは、人間と空間の受肉した関係を思考

へ還元しようとする斜みと言い換えることがでる。視覚

を中心に空間を従える行為l土、学脅の{立競っけに関わり

なく多用されるが、その意図によって捉えられる空間要

素が大きく異なる体験学轡であるといえよう。

(2) r製作・活動J

「製作・活動JI土「…体的体験学習j を土台とするプ

ログラムlこは用いられてし、るが、「街題解決的体験学

習jのみに佼讃づけられるプログラムでは用いられてい

ない。これは、「製作・活動j という行為が単なる作る

ことによる問題解決の手段として期いられるのではな

く、「交流・話し合しリや「食べるj、「提案・表現」と

いう行為と相l:Iに関連することで、人間と主空間をい元的

に結びつける有効な手段として用いられていることを

示している。「製作・活動」と空間の捉え方に関する考

察を行っている事例は少ないが、No.34では活動を積極

的に行った生徒の空間の捕らえ方はそうでない生徒lこ

上七八、交流や地域のイメージといった視覚的には捉えら

れない要素が重量富であることが考察され、 N~35 ではこ
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れらの行為の高機的な連関により、人織と空間との相互

発達関係という有効性が考察されている。

(3) r交流・話し合うJ• r提案・表現J

これらは f一体的体験学笥」と「問題解決的体験学習j

の両方に多用されている。「一元的体験学費」では{也の

行為と関連することで学びを深化させ、「問題解決的体

験学習号jでは、問題の明確化や解決のために用いられて

いる。つまり、「探検・観察識査」と同様に対象とな

る空間を一元的にも客観的にも捉えることが可能で、学

習の窓際によって使い分けられている行為である。

(4)学習の位鐙づけと体験

以上のことから、体験学習の内容は表面的には同じ行

為に見えたとしても、その{立程づけによって意識される

人間と空樗との関係は異なることが明らかとなった。ボ

ノレノワに従えば、「 元的体験学習」によって星空間を所

有する、換言すれば、人間と空間との相互関係に基づく

体的な意識を培うための行為が重要となるが、これら

の資料ではト分に考察をすることができなかった。

そこで、空き地の改善学習という実践を資料として、

人が空間を所有するという意識と体験とのかかわりを

考察する。前述の資料分析より体験の内容と空間の従え

方の関係、を、偲~IJの行為に対して分析することは偶難で

あると判断し、ここでは「観察・調査Jによる空間の捉

え方と、改善のための「話し合いJ• r提案」・「製作・活

動Jといった一連の学習による捉え方を比較し考察する。

5. "i!き地の改善学習の概婆

(1)実践した空き地の概聖書

実践した場所は、教育学吉r，i壊の間iこ挟まれた幅約 65m、

奥行き約 30皿の練跡地で、土には瓦機が纏まった雑草

の生い茂る主主き地である。構内のメインストリートに面

していないため、教育学部生にとってもあまり馴染みが

ない。 )j、その場所を緑化し、生活の場として利用さ

れることを芭的に4年半前から活動している間体があ

る。また、昨年度の学習により間伐材を利用したベンチ

が6脚、団体の活動によりテーブノレu却と小さな花壇が

ある。昨年の春はクローパーの穏がまかれ春から夏にか

けては一語クローパーの緑で援われた。この学習では、

この場所を空き地、クローパ}広場と表現している。

(2)学生の学習高官の認識

学務前のアンケート調査では、緑の多い場所、のどか、

季節を感じると答えた学生が約 30%、昼食をとる、友

達と話す、運動をする場所と答えた学生が 15%いた…

方、無駄、有効活用されていなし、、認知度が低いと答え

た学生が 35%、通るだけ、無関心と答えた学生が 20%

に上った。主空き地の存干主を知り、その良い面を評価した

学生でも、自分がその場で過ごすなど活用した経験のあ

る学生はごく 部であり、空き地は学生にとって身近な

存在ではない。また、空き地の変化について、ベンチ等

94ー

が置かれたことによって人の気配がするようになった、

以前よりは居心地がよさそうになったとその変化に気

づいた学生より、変わらない、知らないと答えた学生の

方が多く、空き地への関心の低さを示す結果であった。

(3)空き地の改善学習のプロセス

表3 学習のプロセス

No. 月日 学習内容

1 大学構内のイメージマップ作成

2 11.19 事前調査

3 レポート作成課題「祭き地を縫えるJ

4 12.3 レポート発表・改替の課長重別グループ作り

υ 戸 12.10 グノレープ別、主主き地ι改善案作り

6 12.17 改蕃案の発表・検討・作業グループ作り

7 レポート作成課題 f具体案の計画」

8 1.7 
グループ郎、具体業の検討具体案の発表・
全体討議

9 代表者会議 寅し噛

10 1.21，28 作業

11 2.4 作業固まとめ

12 事後調査

①空き地の「観察・調査J(N~3) 

学生iこf空き地を挺えるjという抽象的な課題でレポ

ートを課した。空間の捉え方や表現方法は特iこ指定せず、

学生人一人の視点に委ねた。

②改善のための活動(ぬ4~12)

そのレポートを数人に発表してもらい、そこに表現さ

れた改善に向けての課題iこ基つい亡改蕃のためのテー

マ(季節の変化、生き物との共生、植物lこ関心を持つ、

人の集まり、人の流れ、土の感触、リラックス、駐車場

問題)を設定した。テーマ毎にグループで改善案を作成

し、全員で提案の中で有効なもの、自分たちの力だけで

作業が可能なものを抽出後、具体的活動グループ(花壇、

機樹、草木のネームブレ}ト、歩道、バードブイ}ダー、

掲示板、地面の整備)に分かれ、作業を行った0

6.人間の空隠への関わりの変容(銭条書きの文章は学

生の記述による)

( 1) r観察・調査j によって捉えられた空き地の特徴

①活用罰的から従える

改善のための鋭綴であるため、どの様に手Ijfflされてい

るかという視点で空間を従えやすい。目的空間として捉

える観点、l士、利用実態や意識調査の他、!司りにある漉設

との11e搬や広さ等の復点からも考察され、客観的に表現

しやすい尺度を利用して表現しようと苦心している。し

かし、「観察・調査Jから利用の目的という自分の志向

に対する蛍味を羽田握できないと、無意味で利用されてい

ない無駄空間として認識されてしまう。

・全体的に見ると、クローノい広場に罷いてあるベンチがよく

{吏われていて、お昼ご飯を食べたり、会話、休憩していたり
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する人を多く見ることができた。ベンチを置くことで憩いの

場所としての機能を果たしていると考えられる。最も多かっ

たのは通坦遂として使うということである。

• D棟跡地は他の建物との隣係が非常にょいと考えられる。授

業が終わった後や昼休みにすぐ行くことのできる中越のよ

うな存在になっていると居Jつれる。

@現在、クローパーなども植え、緑がいっぱいの場所になって

いる。しかし、その場所を利用する人は少なく、フリスゼー

をやってし、るかベンチにいるぐらいである。私自身もこの授

業が始まるまであの場所に興味はなく、通りもしませんでし

た。今後は跡地を有効に活用するためには何のための場所か

を明確にしたほうがいいと思います。

②空き地に在る物から捉える

物の{立援や催物・生き物の穣類から空間が考察されて

いるが、物の配霞と行動の関係を捉えるより、記壁から

受ける印象のほうが捉えやすいようである。ここでは、

空間を対象化して捉えようとする意識と自分とのかか

わりという空間の内側からの視点という無意識の混庄

が見られる。また、主主燃の内部から捉える意識は空間か

ら受ける受動的な感情であり、自らと空間どが関わり合

う意識は表現されていなし、。

@雑草が自由に生えていることからその雑草のイメージが強

調され、あまりよいイメージがその空間にある学生や職員は

いないだろう。

・この空間をただの空き地に見せてしまっているのが、このガ

タガタな渉進のような気がする。

@締りには車がたくさん駐車しであり、広場よりも駐車場とし、

ったイメージだ。

@緑・自然が身近に感じられ、務ち着いた雰間気があり気持ち

が安らぐ。

@クローパ一広場で少しでも自然と様することができたら自

然を愛する豊かな心も多少なりに身につくのではないかと

怒った。ペンチが設置しであるというのはその点で人がクロ

ーパー広場には入りやすくなってよいと恵、う。

@ベンチがE量定されておらず、自由に好きな場所、好きな形に

移動できるので、人数に応じて変えることができるので便利

である。

③自己の，患い出・気分から捉える

自分が空間から受けた空間感情が表現されている。こ

れは課題のために自らが意識的に認識の仕方を変えた

ことによって表面化したものである。ここでは、ものと

の関係ではなく、空間と自己の関わりから生まれる空き

地の意味が表現されてし、る 0

・私は季節に着自して大学に入ってから約 1年半のことを思

い出しながら考えてみる。春はシロツメクサとタンポポが

面に咲き、それはとてもきれいだった。その花に誘われて燦

や蜂、てんとう虫などの虫たちが集まってくる。秋は空き地

のそばをi量ると虫の声が聞こえた。今まではあの場所につい
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て深く考えたことがなかったのだが、実は結構大切な存在の

ようだ。駐車場になどならなくてよかったと思う。

@自分の気分がどうなるかを調べてみて、この広場は室内と違

い空が見えることにより圧倒的な開放感があり、特に鰭れた

日iこは、どんなにrんよりした気分であっても、その場にい

るだけで何か救われる気持ちになることがわかったο また、

広場iこ木々があることにより心が落ち着く作用があると考

えられる。自己O)'L'f1i1こより気分はどうとでも変わってくる。

@今王で 1日1回は自にしてきている場所だったのになにげ

なく見ているのと目的を持って見たのではまったく違円た

場所のように感じた。夏にはク口ーパー織になると開いたの

で今から夏が少し楽しみになった。

(2) f製作・活動j によって捉えられた空き地の特徴

学習終了後に空き地の意味を尋ねた。何度も足を運び、

自ら簡単な改良を加えたことで、学生の多くは空き地に

対する親密度が増した。体験学習により身体を通して認

識した空き地は、先象として客観的に従えようとする意

識が薄れ、空間の内部から意味を見出し易くなった。

①自己とさ控き地とのかかわりから捉える

活動するという能動的行為がそれまで受動的であっ

た空間感情に影響を与えている。

・最初はたまにお態ご飯を食べる程度守、自分にとって確かに

「癒される場」ではあったが、受身的な考え方、捉え方であ

り自分から主体的に積極的にかかわっていこう、より豊かな

場へと変えていこうとする働きかけはしてこなかった。今回、

この授業で活動してきて「自分たちの場j としての意識が強

く様付いた。今までは自分たちとは無関係で遠くに感じてい

たものが、今回の活動を過して「自分たちで創り上げた場」と

して、自分にとっても身近な「愛着のわく場」となった。

@今まで自分の生活とは全く関係なかったのに、急、iこ、「あそ

こでご飯を食べょうかな」とか「もっと人が集まれば良いの

になjと考えたりするようになりました。これが、教室の中

でただ甥慢だけで話し合いをしたとしたら、このように感じ

ることはあまりなかったような気がします。

~空き地を空間として捉える

具体的な活動から人間と祭間の普遜的関係を見出し、

体験とさ定問理解が融合している。

・今回の授業を受けて、初めてこのクローパー広場を空地とい

う貴重な空間として認識した。 ZE地は全ての人に開けていて、

どのような仕様も受け入れてくれる。また、その無目的っぽ

さが日常にぽっかり空いたのんびりとしたさ空間を生んでい

る。そして、今到の授業のようにまだまだ人の手を加えて充

実したものになる可能性がある。動く生きた空間である。

@クローパー広場は舟i造の場なんだなあと感じた。人が知恵や

考えを集め、よりよい場をつくっていこうとする一つの例だ

と忠弘そこに居る人によって広場はさまざまな型を形成し、

個人個人の個性がそこに現れると思う。

・よく利用する者が何も考えずに使える、自然に無意識に九、
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つもそこにあるもの」と盟、ってもらうことこそ手を加えた者

が唯一付け加える意味でiまないだろう治、

③活用際的から捉える

空間を内部から免た評価と外部から見た評儲の差異

が明確に現れている。

・こういう活動に環わった人以列の人にとってはやっぱりま

だただの空き地としか捉えられないような気がする。

@自転車があちらこちらに放蜜されている限りキャンパスは

機能的ではないし、今σ:使い方が最も良し、使い方かは疑問だ。

( 3) r製作・活動Jによる住重量境の務舗の変容

f製作・活動jを行ったことにより、祭き地を客観的

な機能4生から評価するだけでなく、自分という主体との

関わりや色々な要素の関係性から詳備することの重要

性を認識した学生は、;Jt')8 "IJに上り、人煎と2雲閣との関

係を従える視点が多様になった。そこで、「あなたが魅

力的iこ思う住潔境Jについて尋ねた。

①住環境を評錯する視点の変容

空間とのかかわりに新たな意味を見出すと、「紘力的

な空間j として捉えられる空間にも変容が免られる。

・以前は、魅力的な住環境とは、整備され、人工的な美しさが

あり、とても使利な工夫がたくさんされているような場所、

またはその正友対で、人間の手が全くつけられてし、ないよう

な自然のありのままの姿が残っているような場所、のどちら

かだと患っていました。しかし、今回クロ パー広場改善計

画を立てていく上む、そのj意識はとても狭いものだというこ

とに気づきました。というのは、自分が魅力的だと思える場

づくりをしようとする、その時点で、その場所がすでに自分

にとって魅力的なものになっていたのです。

@人から与えられた場所よりも、自分で作った場所のほうが魅

力的だと思う。外から見ていた環境と内から見ていた環境が

全く進うということに気づいた。

。人に管環された空間は親しみやすいと患うようになった。管

理された形跡はそこに人がいた形跡であり、そこを訪れた人

は無意識のうちに形跡を残していった人と空間を共有して

いるということを感じ取って安心を覚えるのではないだろ

うかロこれまでは、住環境というと機能のことしか考えてこ

なかったが、機能以外にも「人の匂しリlこ配慮できるようにな

ったのではないだろうか。住むという事が自発的で積械的な

行為であるように思えたのもこの活動を通してである。

・人間と住環境は相互関係的であり、人間が願いを込めて書iり

上げることによってより豊かで磁力的な住環境が実現し、そ

こで暮らし生きる人々もまた、より快適に豊かに生きていく

ことができ、お互いを高めていくことができる関係だと患っ

た

舵埼玉大学教育学部耕P
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②環境を捉える視点の変容

人間と空間どの相王子;関係の緩解が深まると、物として

の自然ではなく、環境としての自然という瑛解が深まる。

@むしろ自然の中に人間と住環境というものがあるのだとい

うことが最も印象に残っているο

@この体験を通してはじめは人間の使いやすいように空間を

変えるという気持ちが自分の中にあったと思います。しかし、

そうではなく、魅力的な空間とは人信号と環境が共生したとこ

ろに生まれるのだということに切やっと気づきました。

@人は大地で暮らしているということを忘れてはいけないな

あと思った。

(4) r観察・調査Jと「製作・活動j の効果

「観察・調査jでは、住環境を客観的に捉えようとす

る意識が働くが、その中には無意識に内部から索開を捉

える怠識が混在する。また、空間を内部から意識的に捉

えることも可能であるが、空間に対して能動的な働きか

けが行われないため、空間からの受動的な関わりしか意

識されない。「製作・ 1苦言語Jでは、 ZE聞に対して能動的

に働きかけるため、空間と自分との関わりを意識しやす

いu そのため、空部との相互関係を;意識しやすく、空間

との 体的な感情を総識することが可能となる。このよ

うな空間との…体的な認裁により、住環境に対する詳細

の視点が豊かになり、環境との共生に対する意識が喚起

された。一方で、「製作・活動j の客観的なさE間を捉え

る意識が薄れるという作用にも配慮が必要である。

7 まとめ

本報では、然環境教育における体験学留をボノレノウの

空間論に依拠して位農づけ、「一体的体験学省」と、 f問

題解決的体験学習jにおける体験の意味が異なっている

ことを明らかにした。また、体験学習を通して捉えられ

た空間に対する表現から、人間の空間との関わりに対す

る意識の変容を考察し、「観察・調変j と f製作・活動」

の効果を明らかにした。住環境教育では、住環境をどの

綴に捉えさせたいのかという間的を明確にし、体験学T専

の効果を考慮冒してプログラムを構成する必要がある。

<参考文献〉
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2.3 まちづくりの取り組みから学ぶ





高校生と大学生の協働作業による主義康再生提案

一提案型!学習ワークショッブの効果と静滋ー

キーワード 1 )高校生 2)大学生 3)長屋 4)学資 5)提案

1 はじめに

筆者らは，建築に協心を持つ子とずもたちが住活を使し官t

けることO){面{直と，その夜間づくりに関する校術を体験約

iこ「学習JG，かっ地域の関係者に向けて「提案jする 3

日連続のワークショップを企画し，安当品した (2002年 3月

21日から 23日)。具体的には長屋を取り iげ7 長塁。〉建

築約成り立ちゃ生活。刈土方，改修の技術・デザインを学習

し，その成果;を長議再生提案として提示すること乞目的に

したワークショッブて"ある。

参加者の中心は高校生であり 3 大学生が支援的立場で加

わってグループで作業した。提案内容は模湾で表現するこ

ととし， 19の僕型がお戒したc 最終日に建築家や研究者F

地元関係者を交えた講評会を開催するとともに，その翌日

には成巣を公務G，報告するための展覧会を地域関係者の

協力を得て行った。 r学習ト提案j とし、うブログラムによ

って主的日との関係づくりや百鳴も意認した活動であった心

2 研究の芭的と方法

筆者らはこのワークショッフ。のもつ意義を，①建築を

作るだけでなく}使い続けることの価値観や技術・デザ

インを習得ずること，②当事者に対する提案を目標iこし

ながら，建築のデザインについて学習すること?③地域

の課題に対して地域外や具歌代の視点、を持ちこんで提案

し，提示すること，の3点に集約できると考えている。

そこで本研究では，この3点を念頭に霞きながら，こ

の提案型学習ワークショップのテー?ならびに内容，提

案(模型)の内容1 高校生の積極的な取り組みに向けた

霞機付けと学習効来?さらには対象地域への波及効果に

関する考察を行う。

分析対象は，参加高校生に対して事前に行われたアン

ケード?グノLープ詰引宇された 19の提案模型の内容と恥H乍

者自身が認した計画主旨文へワークショッブを終了時に

記入された参加者および作品講訴のために参加した建築

家や研究者などの感想文山である。これに皇室覧会中に採

取された提案模型の平面図(1/100)を補足約に用いた。

3 名古慶市における長屋の現，兄と提策対象長屋の概況

3-1名古屋市における長屋の現況
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小松 尚判

向井 規叫

名古賎市内lこは長屋が約4万戸現存する日。これは住戸

数の約 5%を点め 3 大阪市の 12%に続く比率である。 4

分の 3が貸家であり t主営のものが大半を占める。 7割

以上が築造 30年を過ぎており，戦前に建設されたものも

多いと推則される。名古屋Ifγcは中村院が長も多く 5ωo

/，，"1が現存している。全住戸数に占める長屋の苦手j合も中村

区が最も高い。しかし 3 長E誌の取り壊しゃ建て努えはi韮

んでおり?名古屋市における長屋はこの 15年間にほぼ半

減:してu勺。

3-2提案対象長援の概況

長屋l立者朽化やj坊災対策，潟齢化，複雑な権利広紅毛な

ど課題は多いが， tlJi吏性の高い都市部立地や「向こうコ

軒両隣」の近所づきあいヲ親しみのあるスケールの住夜

間や路地など 7 郊外の一円建てや高層集合住宅ではなし

えない魅力在持ち続けているc 長屋i土住まい手の自助努

力によって改修や改築，r，吉織などへの転剰などが行われ

てきたが，最近では新たな法住者タイプを意識して現代

的住居に改修する例がみられるv。謬着した権利閥系や経

済的事情を好転イじさせながら長屋を使用していこうとす

る試みとして評価でき，今後の持続的な住環境形成に重量

考になる点も多い。

以上のような長撲の現況を考えヲ再生提案をする対象

長還については，名古屋市中村区亀島界線に現存する長

屋から選択した。当地域iこ現存する長震を鱗羅した資料

はないため，まず大学院生による目視中心の現地説査か

ら長壕マップ1を作成した。それを元に地元不動産業者の

協力を得て 3 事前の実測やワークショッブ中に児学が可

能となる空き家がある三軒長緩に最終決定Gt:二

井静、となった長屋倒…1)は， J R名古箆釈から徒歩10

分の所に位置する。商業地域(容積率 400% 防火地域)

内にある。付近の主主物は高層化が進んでおり，オフィス

や商業主主設が立ち並ぶが，対象長屋付近には比較的低曹

の建物や住宅が並び，長E最もいくつかが残ってしも。対

象長E遣の築年数は80年以上経過していると推定される山。

元々は関口二階j半?実行rr日間半の住戸であったが》実jj!lJ

した住戸(、当時は空き家)は公道側と裳盟主慨に士自築を行

ってし、るVlll また南北には奥の民家へ続く小路(私有地)

があり?路地出合雰!選気を醸し出している。
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緩薬対象袋縫の様子

公道側由立醤鶴

4 ワ-'Jショッブの内容

4-1参加者のプロフィール

ト、

札

21名の高校生が応募し?参加したへ学年活りでは1年生

が7名， 2年生が 10名， 3年生が4名であり，男女比は

ほぼ間じであった。 15名i立高校の建築科やインテリア科!

美術科で学んでおり，空間デザインlこ関してい定の知識

を持っている。それ以外の高校生も，大学で建築を専攻

することや建築分野での事闘識を考えている。

参加理出として?建築や関連分野の学務経験者は知識

の深化や長E誌の継承や再生?学校外での学習活動に関心

があり 3 未経験者l土建築に対する素iIfな関心や大学での

建築教育に対する興味等をあげている佳子1)。

また，大学生が 28名，社会人が 16名参加した。全員

建築ヰ関連分野の学科に所属もしくは就職している。

4-2高校生の長屋!こ対する認知度と印象

事前に，参加高校生iこ長屋に演する認知や印象を闘い

た。長援については 21名中 14名が何らか知ってし吠こ。

知ったきっかけは》就に建築を学んでいたり関心を持つ

高校生であるためか「安藤忠雄氏設計に主古の長屋J (4 

名)が最も多く，こO){也に「季、の近くにあるj r時{大都

で見たJ r没函で見たJ r学校の授業で見たり開いたり

したJ (以上それぞれ 2名)なとeであった。長屋に対す

る印象については r燐人とのふれ合し、J rコミュニテ

イJ r長屋独特の雰酪気J r木造の斡組や土問J r共有

や共用の考え方j等が挙がった。

4-3模型制作グループの構成

長屋の再生提案を行うために，参加者を 19のグループ

に分l'"J， 1グノいープで 1つの提案撲型を嗣H乍した。グノレ

ーブl立高校生1名と大学生(1名ないしは 21;，社会人

tM 

ゆ 色刷。

一
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2潜平菌密

1階平苗隠

t量革対象長震の模製(1/30)

断面関 CA-A') 鎚-1 援薬対塾長屋の物理的現況

表一1 高校生の参加濯機(複数@答)

建学制築生にデ所(ザ属15名すイ)ンる劉高係校 左記以(外6名の〉高校生

建聾やデザインへの関心 5 5 

建謹の知識を探めたい 5 。
長麗再生への関心開挑戦 4 。
学校外で学びたい 3 

先生や主人観の勧め 3 

大学由連語学科への興味 。 4 

古い建物への関心

(数字は回答数)

が加わる場合もあり)からなる。その構成は主催者が予

め高校生の学習罰燦そ劉動機を菖探して行ったx。

4-4提案条件と模主型車昨方法

を盛り込む機能 三事F長屋のなかに制作者(およびそ

の家族)が住む住居機言語と非住E号機能を入れることにし

た。手I住居機能とは，商業機能や公的サーピスなどを指

す。つまり 3 第3者が気軽にやって来てJi3.ることができ

る場所を組み入れることを条件にした。地域ぐるみによ

る長屋の再生や使いこなしを念頭に置いたためである。

その内容やさ車問構成は各グノレープで検討し，提案するこ

とにした。

②既存長屋の尊重 建築的な形態や夜間構成における

「長屋らしさj の識者承を十分に考慮することとした。ま

た南北にある路地(燐家の敷地)については，そこに例

えば部屋を作るなどのことは不可とするが，窓や長屋へ

の入り口を作ることは可としたー

制莫生時制作の方法 模型ぴ;縮尺は1/30とした。酬明土7

予めJIJ意した段ボールを中心とした紙防料や木材，コノレ

ク板などとした。また?内部が分かるように臆根や2磁

の床(1階の天井)をはずせるようにした。

2003年住総研「住まいまち学習J実践報告。論文集4



(1)大学院生による亀島地区の長患の機 (2)計磁対象長震の史学(苦言 1a毘午後 (3i亀島地区で完成した湾生長還の見学 (4)グル…プによる再生提案についての
況と建築家(向弁)による長屋再生 と建築家(向井〉による解説 意見交換i デザイン披露i(第 1隠医
事例!こ騒する講義〈第 1日尽午前第1日笥午後) 午後~第2自問午前)

(5)暴食時などにおける他校や他t佳代と (6)提案模裂の創作作象 (7)各グル プによる後楽発表と鶏訴 (8)ワ…クンヨツプ絡7ヨ翌日の展覧会
の交流(第 1-3日尽(第2臼沼午後~害事3隠密夕方〉 (第3臼良夕刻(縫薬対象条墜退陣撃のギャラリー)

写真一 1 ワーウショップと嬢覧会の様子

4-5スケジュール

ワークショップは次のような隙序で3日間行った(写

真一1(1) ~ (7))0 lS呂はまず長淫マップを作成し

た大学院生が長屋の現況を，また長屋の改修iこ携わった

建築家(向井)が長屋再生についてそれぞiuト1時間ほ

ど講義をした。その後， j量案対象。〉長屋と現代的住居に

降生された長壊の見学に出かけ，戻ってきてからグルー

プで提案検討を行った。 2f1屈は， 1日自の検討を引き

続き行し¥お昼に中間発表を行った後，午後からは本格

的な模型制作に入ってし、った。第3日目は終日模型制作

を行い》夕刻iからワークショッブとしての講評会を行っ

た。建築家や大学教官'以外に，長年にわたり長屋を扱っ

てきた不動療屋の担当者やかつての長屋住民が参加した。

なお，講義や模型制作はp 亀島地区に近接する名古屋

駅前立進学予備校の教室で行った"

4-6援覧会の開催

当初は3日間のワークショップで終了する企画であっ

たが，このワークショップを 持の学習活動に終わらせ

ず，成果を地域の方々にも知ってほしいというワークシ

ヨツ7"主催者(筆者)の意向に地元の不動産会社などが

応えてくれて》ワークショップ終了の翌日に模裂を展示

する展覧会を下提案対象長屋に近接するギャラリーで行

った川(写真 1(8))。

企甑当初は，展示に値する提案濃型ができあがるか，

この地域の人々が高校生・大学生による活動して関心を持

ってくれるだろうかといった危倶もあった。しかし3 会

場が地域内であったことや長躍を解説する時間山を設け

たことやj 提案桟型が協力を得た地域関係者の予怨以上

の出来挟えであったことによる 1:1コミもあって，展覧会
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には多数医長屋の所荷者や'1.51主者が来場した。

5 提案模型の概婆

完成した 19の提案模型について分析する。

5-1長箆らしさの継承という条件への対応

この条件の解釈や理解の仕方によっては， 自由な発想、

を制限するのではなし、かと心自己した。しかし?技術的に

問題のある提案も 部にはあったがj 全般的には既存の

特組を尊重し活用した物理的に可能性のある提案が多か

った。計爾対象長E霊の建築併構成を大きく変えないこと

を条件にしていたこと，対象長墜を見学して建築的成り

立ちを潔解したこと j 再生された長践を見たことで改修

の物理的可能性を体感的に理解できたこと，提案対象長

患の戦総模型(提案模型jと伺縮尺 1'Zl-1)が模型制作の

場に照:章されていて?制作中に何度も制作中の模型と対

比させながら見夜せたことなどが理由として考えられる。

5-2提案の:'l!:間的特徴

住居ーだけでなく公共伎のある機能をもった空間を組み

入れることを条件にしたが2 提案内容は(1)日常性の高い

商業施設(歓菓子屋，喫茶16，法酒屋2 集会場，ギャラ

リーなど 11案援すの索。1，02)，(2)空間的に長療に組

み込みやすし、商業もしくは地域施設(街治胸、設，美容院j

診療所・紡産1院，映爾館など 3案認]-2の案。3)，(3)緩

外空間(燥機をはずして公園や路地として開放するなど

の4築図-2の案 04)に大出IJできる。飲食活，診療所，

宿泊施設など，地元不動議業者が今すぐ実現可能だと評

価した提案もあった。計画主旨文から読みとれる傾向と

して， この非住居部分に提案の力点が震かれたものが多

く，住居自体や住居部分と非住居部分の閥系に対する積
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] 館組夜寝斎竿在瀧 1.位帯

AC" +HY タイトル r器犠所長軍J/提案者 TI*十時

【縫ヨ民意図l
f犬の立場jこなって考え、
2生計しましたJ

[講評会での意見1動物を競っている高齢者は
多いので、競限点がいい。 また 犬の生活スベ
スのよに人が生活しているという織成も、建

築的に工夫されていますね。

漉lIiJ.:王ャラリ--1住窟2世帯(カメラマン&アーテイスト)
タイトル fcuoperationJ/撞車者 四宵十円安十間賞

[提案怠殴]
「新18の協調による刺激
を大切にしたいj

[講評会での鍍受]

[撞車意図]
「由然に人が集まり、
会話が生まれる空間
を提案J

まちのかかりつけの箆者が長屋にいるっていう
のは うってつけだねB

NT*H正+OY

[握軍意図}
f“人々 の斑れ"そのも
のが公共の場では
ないかj

[鶏拝金での意見]麗穏を高刷、らの見下ろし 種益率 1審議遡麹際適量歯菌橿盟[講評会明言意見]三間斜めに績切る小選を
や景観開えでヂザイノしたとのほ問。 2つ 掴富農 緬蹴溜描画踊園差し込んだ意欲割、いたいe 真中の斗ニットを
の住民でギャラリーをはさみ、さらに南北の外壁 襲襲撃泰 司園置蕗轟轟瞳畢圏圏層圏瞳外部にして桜を槌え コミュニティに競放され
暗示スペースとするなどよく考えられていた。 議欝 4覇軍覇軍輯覇闇醒覇軍瞳欝覇麗る~MI掛ω地がよさそう。

1iil-2 提li>模型の閉J(提案者名!こ合郎がついているのは姦校生)

極的な提案は少ない。理由として，王催者の条件説明の

仕方，長屋だけでなくイ主宅 般における日常生活に対す

る参加者自身の玉里鮮の程度等が考えられる。

5-3楼型の出来映え

工作的な作業のしヰコすさを考;草して筏型縮尺は1/30と

したが， 方むは建築的なディテーノレの理解に基づく作

り込みが求められるため，持て余すのではなし、かとの不

安もあった。しかしグループ制作であったこともあり，

全ての模型が 主主の完成形をなしていた。主要な輪組や

家具ヰ建具なと守閣部まで作り込んだ模型もあった。

6 参加者のつ-'7ショップ!こ対する感想

6-1高校生の感想

記述された感想文を婆約すると， (1)長長誌や建築の理解

が深まった(学務経験者自名/未経験者 I名U 複数回答

であり，以 1~lpJ傑)， (2泌lの人の考え方や意見iこ触れたこ

と (6名/24'，)， (3)新鮮な経験ができたは名/1名)

(4)建築やまちの見方が変わりそうだ(1名/1名)など

惇定的なものが多い。 方，内容が f難しかったJ，議論

に上手く加われなくて「正扇:然った 1，模烈っくりは初め

てで「戸惑った」の出答 (3名/11;)もあった。

新たに生まれた関心や認識として J (1)意見に耳を傾け

ることの重要さ 協働作業の大切さ (5名/1名)，防長

屋や日本の木造住宅の魅力の再認識は名/2名人 (3)模

型作りの楽しさや技術への隠心 (3名/1名)， J (4)持:生

やリサイクノレの方法 (2名/0名)などか挙がったO

6-2大学生の感懇

大学生は， (1)イ也大学の学生の考え方や提案に触れたこ

と・自分の能力を再確認したことは名人 (2)高校生の能

力に対する繁き (4名)， (3)話し合って作るさ長しさを実感

(3名)，などを挙げてし、る。

6-3ワーウショッブの内容や進行についての感怒

良かった点については， (1)高校生と大学生が協働作業

したこと(副長屋の実地見学をしたこと (3)考えの共有 lこよ
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表 2 ワ ウショップの内容や進行に関する主な意見

[浅かった車] 高校生 大学生

高校生/大学生との協醐作業 2 4 

畏屋を毘学できたこと 5 。
いろんな考え方を出し 伝えながら作ったこと 2 2 

3自治集中という時間設定 2 

[悪かった点] 高校生 大学生

時間不毘 10 9 

材料や道具の不足 2 5 

作業スペスの不足 。 3 

大学生がり ドしすぎたいと/世部分担由問題 。 2 

ゲル ブを携成する人数設定 。 2 

(数学は阻害数/複数沼署)

る制作などが挙がった。悪かった点としては，多くの人

が(1)時間不足(2)t;J'卒中村萱5Z，スベ…スの不よ誌を挙げたが，

大学生から(3)大学生がリ】ドしすぎたこと・グノいープで

広構成人数の是非についての指摘があった(表-2)。

7 考察

次世代の椀い手であり，建築の専門家予備主主ともいえ

る高校生と 絡に 3担問集中のワークンヨツブ。を実施し7

テ】 7 設定や実施J'i法にいくつかの試みを行った。学予号

効果などは時間をかけた検誌が必要であろうが，終了直

後の状況をふまえ，次の4点から考害事する。

7-1学習と提案のための仕鮒けや準備の効果

G:現実的な対象やテーマの設定 長E喜一再生というテー

マ・対象は，大学 1. 2年生の指導経験から，建築に関

心のある高校生がサポートを得られれば実行可能なもの

と判断して実縮した。長屋再生という具体的な対象とテ

ーマに取り総ltsことで，背景にある歴史と現状，問題と

魅力，位三倍と地域といった様々な関係性に阻を向けて多

角的に現状を@角手(ヱ工学育)しj そこから向かうべき姿

をデザイン(~提案)するとし、う}社会性の高いプログ

ラムであったO 難しく感じた高校生もいたが1 提出され

た提案は総じて魅力的で棋裂も完成主的高いものが多く?

高校生と大学生が協J働して取り組む対象テ…?として

概ね適切であったと思われる。一方， f主夜間の提案が不
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湾/%12:"

u:になりがちだったことは，その意識付けや学習の仕方

を今後検討する必婆がある。

②対象やチーマを3里解するための教材 大学院生によ

る長屋や当地域に濁する歴史と現存状況の誠査報告，計

額対象長屋の実測に2きつく堅固と模!:~I，! (制作模型と防総

尺)の用意など， ，中良平を助ける教材づくりにはかなりの

時践を害jいた。提案対象長屋の模型は!長殺の建築8')な

成り立ちを理解するための学習教材として右タJであった

だけでなく，既存長E記?と時分の提案を見比べながら隣:検

討するなど3 デザインに向けた活用がされていた。ま7二

地.hJ足踏斎によって作成された長総γ ッブはj 参加者にと

ってはこの地域を理解するために宥益な基礎的情報だっ

たが，展覧会に来場した地元号~j!平吉ーや建築r*1f*者から i 土}

当地域に長屋が数多く現存することを再認識したとの反

応、が数多くあった。

③講評会と展覧会の意義 自らの提案。〉講評を受ける

ことは，高校生にとって初めての経験であった。学校教

育の湯における講評は?とかく専門家(教車)による

方的な技術的指導になりがちであるが!長総{主J係者や経

験者ゆえのリアノレな生活J，t~に惚ぎした詳綴と達成J該あふ

れる若者に対する暖かい眼差しが?講評会を生き生きと

した双方向の意見交換の場とじてし、たっまた展覧会の開

催については，高校生にはワークショップ初日に発表し

た。大きな驚きの声があがったが 7 低想的ではあるもの

の提案の依頼主をより窓識させる効巣があったと忠われ

る。急逮企爾したため，展覧会で参加者と地j或品群系者が

提案について直接語り合う待問をとれなかったことが残

念であったも

)-2参加者の動機付けと学習効果

d意欲的な参加者による創造作業 大学生や社会人も

あ才〉せて 40名超が委主力日したが 3日間集中という待照的

に拘束する日程を考えれば，多数の参加があったと諮え

る。また，参加者にとっては初めて取り総む内容や方法

が多かったので，もっと自由奔放でj 時には少々破綻し

ている提案や，完成途中の槙型があってもおかしくない

と患っていたが，前述のように長屋を正確に理解し?完

成機犯を提示しようと取り組んだ姿勢iこは好惑が持てた。

②参加高校生の動機付け あるi高校生が f募集案内の

『長還を壊さずに，借り手も大家も魅かれる改修をJと

いうブしースに惹かれて参加した」と記すなど，長屋再

生への挑戦を楽しみに参加した高校生がいたように3 学

習だけでなく提案も行うとし寸構成は3 高校生にとって

も参加動機や作業語放をかき立てる姿おとなった心ま九

長屋再生に携わった建築家から現地説明を受けたことはy

物理的な可能性を呂の当たりにして自らの再生の構想を

芽生えさせるためのヒントをつかかとともに，学i1ff経験

のある高校生にとっては建築家の仕事ぶりを?米経験者

にとってはその行有を耳燃する機会となった。
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③高校生にとっての学習効泉 あくまでワークショッ

プ終γ時点 Fの礁認だが7 全般的には大学生との協働作

業や建築家，大学教官の指獲を通して建築やデザインの

陛界を極限見る経験となり!今後の需主事設定や進路の参

考となったとうだ心建築斜に所践する高校生にとっては?

尚校での'.Yf:智内容や方法とは主主なるテーマ(既存建物の

l'i念)や方法(現地線認と調査と模型による提案)が新

鮮に受けよとめられてし吹二

④大学生にとっての学習効果 ほとんどの大学生にと

っても既存法築の再生計爾は初めての課題であったが 3

テー?をもって年 Fの1世代と意思疎通をする中で7 自分

臼!irの能力レベノレを縫し主主ることになった。さらに，他

大学の学生の思考と自分自身のそれを比較して?自分が

受付ている各大学の建築教育の内容や万j告を相対化する

機会になったλ このことは，現在の大学における仮想的，

知識享受的}非社会交流白色な建築設計演習の雨量重点を表

しているとも言言えよう。

)-3累世代認のコミュニケーション経験の効果

①グルーピング方法 待問が限られてし、るために捻薬

撲~Ilの制作はグノトーブ作業としたがヲし、古川グノトブを

つくるかは企!初段階の懸案事項であった。高校生と大学

生・社会人を防iじグノしープにするとしづ方法は，念画段

階で大学生から発案されたものであった。高校生と大学

生という現状では接点が少ない一段代防止が，長屋の符伎

というテー?を手がかりに意思の疎通をはかること日体

に意義があり，また大学生が議論の祁手となり，模型制

作を指導し，作業ベースをリードするという点でも有効

と判断して実施した。高校生にとっては学校の教節以外

の年長者と建築をテーすに話し合うおめての機会となり j

大学生にとっては建築に関す一る知識や{郎芭を年少者に対

面して伝える体験となった。ワ」クショッブが 体質]な

雰囲気の中で進行したことやヲ協儀作業や他人の戸に耳:

在傾けることの大切さに言及したJ嘗見を考えると， この

グノレーヒοング方法も 定のIE義があったと，EA，われる。

(g意思疎通を促す仕掛けの重重要性 しかし，初対面指j

iーがうち解けるのに 3日間という時間は短い。そこで，

まずは向者が向き合い過ぎずにしぱしの時間を過ごした

方がよいと判断し， 1日間に 1待i前半ほど，主主食を挟み

ながらの地域散策を行って見学先に r;-~Jかうことにした。

後で(特に女子中心のグノいープから)主主食の時にうち解

けることができたという報告もあったが，多くは日寺慌が

不足し?この時間内lこ目的は還せられなかったよう

大半のグノレーブは，長緩再生や換型制作という共通のテ

ーマ・課題を手がかりにして，その過程で意思線通がな

されるようになっていったようだが3 提案内容の検討や

決定に際して， 部では大学生や社会人の意見がう官く反

映されたとの感怨があったように，3::;てのグノレーブがコ

ミコニケーンョンや技量のバランスを上手くとり 7 意1]造
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的・創発的過程を経て提案模型が完成させたわけではな

い。迷営上のさらなる工夫が求められようが 3日認と

いうのは短く，限界もある。

沼津土会的対人総係の体験 よって，患っていでもなか

なか上手く意見が言えず，一鶏の捜m主義を味わった高校

生もいた。しかし?学校外での学習を間的に参加したと

いう参加環由をふまえると，デザインという創造行為が

社会的対人関係のなかで行われることを今回体験学習し

たと考えることもできるだろう。高校生は脱溶者もなく

皆最後までやり遂げており，その中で自分は侭が好きな

のか，イ可ができるのかを知る機会であったともいえる。

7-4地域iこ対する震覧会の効巣

①地域際係者との連携 展覧会会場で r~長屋が持つ精

さを利用する』という学生の言葉に感激した」という地

元不動産従業員の発言があった。ユニークなワークショ

ップや展覧会だったということ以上にj 所平ぎ者が頭を悩

ます長屋を若者が f再生」とし、うチーマで前向きに取り

組んでし、ることに対する反応、であり r学習+提案j と

いう方法の持つ可能性を感じさせた瞬間であった。つま

り，展覧会を通じて地域関係者は，提案に込められた部

外者正視点を認識したのである。

②コミュニケーシヨン古河之足する地域の現状 方で，

現代的住居iこ再生された長屋の図面や模穏を熱心に見る

地元関係者の姿が見受けられ，見学会にも多くの地元関

係者が訪れた。再生事例が近隣にあることを知らない長

屋所有者も多かったことも，地域の関心を呼んだ要因と

思われる。換言すれば，長屋がまだなお残るこの地域に

おいても， 日常的なコミュニケーションが希簿になりつ

つある現状を浮き彫りにしたともいえる。

8 まとめ

このワークショッブではy 長屋持主主を題材にして建築

や地域の現実約な課題を「学習Jし，その学習成果に異

性t代や地域外¢視点や思いを加味しながら「提業」とい

う形で提示する方法を実殺した。方法的な課題も残るが，

「学習+提案j という手法による参加者の学駕効果と地

域への波及効果を検証し，確認できた。

追記本研究で報告したワークショップは?独立行政法人毘立オ

リンピック記念青よ坪総合センター「子どもゆめ基金J (平成 13

年度)の助成を受けて実路した。実誠iこ際して亀島地区の関係者

からいたた合、た多大なる協力と支援に心から謝意を表する。なおj

ワークンョップと展覧会は子ども建数研究会 (f~'表鈴木賢一(名

古屋市立大学助教授))と共同して行った。

*2 向井一規建築設計工扉代議
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く，主>

次のことを毒事ねたとャ ①ワ山クユノヨツフ。の歩加理府②ワークシ

ョップに織し与してし、ること③「長燦JIJ;認知③強築・都市・

建評決へのイメージや期待各府きな建築 都市.>童築家君主簿

築都市・建築家に隠して知りたいことや疑f叡去賓待点での

高校卒業82量の進路や将来の職業

" 講評会の喜告に各グノトプiこ提案内容を以下の点から記述して

もらった 劉乍品のタイトル号車性長屋の機能や居住者包溝

生に践しての建築的な工夫

山参加者今員に以下の項目について記也してもらつに①3日

間のワークショッフ1こ事加した平直な感時②ワーク、ンョッブ

の中で主主まれた新たな関£件コ興味1 疑問③ワークショッブの

内杏明並符につし、て良かった点，晃子J追った転

平成10年度住宅・十地統計親王まによる。以後?誌記がない

自民り統計データはこ¢統計調査二からの出典である。

名吉E室市中村長互には!向井規によるし、くつカMつ改J官同があ

る。築50年7)空き長屋を現代的{主訟に改修し，再生した WRE

長牒 ITollの柄主がこのワークンヨツプの内容へと掲催地の決

定の重要な要殴であった。ワークショッブても見学をした。

この朝時の詳細は?住宅建築 2002年3月号を参照されたい。

"' 謁査の対象範路内に 144棟385戸の長屋が紘認され丸

'U 正確な記録はなしが，現世98才の所有者(女、宝)が20才の

時こ嫁し、で来た時に既に存夜したとの証言を元に推定した。

V111i畳字を見る限り，土言董闘でIJ;増築は縁詩的主主務玖確保p 裏庭

側てう土下線(半的対と台所グ確保が増勲つ目的となってし、

る。また手前の和室 (4.5差是)と奥の和寒 (6畳)について

は最近lこ現在の天井がはられたことが見て取れる。

は 参加者高波生の主な募集方法は， 1月下旬に愛知県下の金高

校 (230校)に対するポスターなど募集案内の郵送と，地元

新路紙でに祷崖案内記事掲載による。

潤じ工業制空で嘩築を学ぶ高校3年生3名は，その知識や力

量を考慮して?高校主のみのグルーフ守こした。

" ンースーンオフということもあって，地元関係者の好意から進

学時絞教室を鮒斗で使わせてもらった。

m ギャラリ」宝章貸料，障問量，.案内のDM制作費，開催報告のリー

フレット代は地元不動産擦の出資でまカdょっ士L

Xlll提案対象長緩と『批長屋 ITosの見学会を開催した。また?

「名古屋ゎ長屋よもやま講噴Jと題した時間をとり 1 当地E互

の長壌を扱う地元不動議図書業員から長擦の現状j 特に年者

し、た所有者や尉主者の状兄説明があり，向井一規から長燥の

魅力と再生の課題が諮られ九そIJ;後?長巌所有者等とσ:活

発な震跡E議:があり?実証し時間だったが，長屋の磁力と今後

配線題を共有する機会となった。
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「神戸被災地 F御勝也区」における宮よそ者(若者).!lが支援するまちづくり」

ー神戸市長問医御蔵通5・6・7丁目地じまを事例として

問中素引

宵注章キ2

キーワード .震災j星輿・矧司建毅え・仕氏支援・1也I或NPO・まちづ〈りNPO

1.序

多くの地区では地域問題が顕著に現れてからまち

づくりを始めるところが多い。その後活動を持続す

る上での問題はテー?に幅がないと、特定のグルー

プの人しか参加できず問題が解i夫するといずれは活

動の停滞をまねく。

継続と悩の拡がりをみせるまちづくりのモデル実

践プランとして神戸市長田区御蔵通5・6・7丁目

を事f!i!Hこ本格では考察・報告する。

自分のことを一生懸命するのは、た易いし、当た

り前。また自分を含む共同体のことをするのも、た

かが知れている。他人のことや、 f也の共同体のこと

を手伝うのは、?義非主的精神でシンドイ。それでも、

他人のことやその共わH本のことを、El分も楽しみな

がらするのは他所から見ていてほほえましいし、感

心する。そして関係者に感動を与える。ぞうすれば、

やっと池域の人達が、個々に伺か楽しそうだと動き

出す。そして動けば、そこで強いたれ二が動いた自分

の心に火を灯す。ぞれが自己発火して連鎖して地域

のみんながワクワクする関係が生まれ出す。御蔵で

の設災復興まちづくりはまったくそのようである。

本搬告は、まちづくりに最初のきっかけを与えた

「よそ者J(J_行動について焦一点をあてている。

2.地区の概要と被災状況

神戸市長E!J区御蔵通5・6了自は面積約4.5ha、震

災前700人:300世帯が暮らしていた。イ主工簡が混存ー

する密集市街地が形成されていた。 1970年代以降そ

0:;後の高度成長期に郊外ニュータウンや工業回地の

建設に伴い、費者人口流出、高齢イむ、商・工の衰退

などいわゆるインナーシチィ問題を抱えた地域であ

った。その状況で震災を迎えた。

御蔵5・6地区では約 3/4が火災で焼失し、火災を

免れた箇所でも多くじて建物が全半壊0:;被害となった。

断水のために治火活動できなかったことも被祭を大

きくした♂留であるとも言われる。また地l.<!;iこ若者

がいないというインナーシティそのものだったので、

関尭の火炎が返るにも関らず倒壊した建物に挟まれ

た老人を救済できなかった。
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3.まち・コミュニケーシヨンの誕生

被災地の多くで東京等からの rよそ者』がボラン

チィアに大盤参加した。 f卸絞地区でも学生・フリー

ターのボランチィアが多く活動した。当初、ボラン

チイアは避難所・仮設it匁士訟で炊き出しやま主主差物資

の配布などて府活躍したか、ぞれも震災後半年ほと凶で、

ほとんどのボランティアが戻っていった。そのゆ、

御蔵で活緩していたボランチィアの f若者』が素人

(W，まか者~)ながら、池土議に人を戻さないと本当の

地域の復興にならないと忠、っていた。そしてその呼

ぴ戻すための活動を御蔵通5・6T自由Iづくり協議

会と共に続始した。ぞれが「まちーコミュニケーシ

ヨン(以下まち・コミ)Jのスタートである。

4. rまち・コミ」のメンバーについて

メンバーは建築・都市計在留ブロパーではなく、非

専門主主である学生や地減往E誌により熔成され各自

の問題意識により関発的な逮営がされている。

支援スタップとして各方面の大学の教f受や市民活

重が家、政業界の実力者が応援している。

5 まち・コミの活動

0まちに人が集うイベントの交援

長室災5当日寺地域の中に人がいなくなってしまった。

そこでまち・コミは少しの時間でも少しの人でもま

ちに渓ってこられる機会を持とう之震災以降数々の

人が集うイベントを地元住民と共に行ってしる。震

災主主将ボうンティアをしていた際洞宗青年会が協力

する慰霊霊法要に始まり、湾内音頭の主主祭りは8年経

った現在でも継続されている。

0共同住宅「みくら 5J建設コーディネート

長回国立住宅J:.被害が大きいにもかかわらず、じま

域内にit，設された仮設住宅は、全半壊子ヨ数の2%に
もj荷たなかった。被災した住民のうち借家人や高齢

者など府力で従前地での生活持続ができない人々が、

郊外地に建設された仮設住常に移り、時防力主総j畠す

るとともに次第に借家層や潟齢者層には地局に帰る

ことが非混実的なものなった。

uj爾のことしか考えられない被災仕氏自身に代
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わって、将来のまちの復興に感心を寄せていた「ま

ち・コミ」は、仮設使宅からJGの地域に戻すのにど

ういう手法が適正かと、地域の復興支援に訪れた専

門家に相談し、みんなが寄り集まって住まう共同再

建案を選び出した。そしてこの算見可紛笠について

「イ主民実体調査」ヒアリングを平稲聞大減野季対受の

指導のもとに実施する運ひゆとなった。ヒアリングの

後、権利者。都市公団・設計者・施工業者・行政の

閤に入り、コーディネートの事務局を行った。最終

的に樹IJ者数 12入、車鈴鹿自主積495m (初句動隊守

40 ml戸)であり、それぞれ制虫戸建てでは、必要な

床商績を健保するとなればi託子筆状の3階建てとなる。

そこで 1戸がワンフロアで使い勝手のよい共同住宅

をコーポラティブ手法で建設することになった。 6

F建て住窓口戸十倍舗2、住宅続Æ実43m~103m、

家族人数が1人から 7人までバラバラ、そのた反住

宅対M葉が大小となり、階段状にセットパックする建

物形状になった。

写真 1みくら 5外鋭

その他の特徴としては、次のようである。

① ダフゃルチューフゃの階段となり、バルコニー側か

ら直接、階段に避難できる。

② l階部分に権利者 12人で持つ集会所を設置し、

地域:のi舌動にも利用している。

③ この共聞もに参加した住民、工事した職人、施

工会社、設計者、お世話になった関係者の記念、

の手庁三をピルエントランスホールの療に猿りつ

けた。

③幹秘邸各カ込ら、かつてあった路地と問じ、地域の

近道として、ピル l婚を通り抜ける通路をつくった0

C!I外袋仕上げがコンクルート打ち放しで、単iIliiJとな

りやすいファサードを、いろんな設備にデザインし

た。

⑤人賭する住民がコンクリート打ちなどに、職人2こ
並んで叩きのお手伝い。これで、作り手の背労も共

有することになった。また耳哉人も住まい手の迫真が兇

える工事ができた。作り手と{主まい予のうまいコラ

ボレーションになって、両殺により時々バーベキュ

ー大会カキ告された。

写主主3 バーベキュー風業

災問主宅湾建の仁tでコーディネーターとして「ま

ち・コミ」が果たしたものは、下記作業を共ドヰ再建

総合に情縦提供し、全体の合意、集約を行ったことで

ある。

①IK盤整段事業地内で換地位霊童・陣地杉状と共j詰H七

参加者の百産主主(参加者数と敷地Jf列犬及び位置に相関

関係があるので)

⑫皆地人の参加促進のため、地主との借地権分雷鳥リ

合の調整

③共IBJ{~事業を成立させるため￠保関床取得者(デ

ベロッパー)や事業資金あ却宅者捜し

@脱落者なき事業継続のための、様車i者毎江緩やj調

整、分議代金返済計画の員時空襲

⑤共ドヨ]建替参加者照での配建設j整や設計調整江総効、

設計者との橋渡し

⑥事業lこ対する各禄織Jl!hiZFわ5育ど報告
。地域コミュニティースペースの設立

みくら5の一階を利用し、長室災当符から実践して

いた人の集うイベントを恒常的に行おうと、 I也l_q)計主

民.]'也元企業と協力しコミュニティースペース「プ

ラザ5Jを設立した。 E党夜では、地域高齢者ーのケア

としての「ミニヂィサービスム「ふれあい喫茶ム地

域にパソコンを使える人を増やす「パソコン教室(卒

業笠約 1∞名)Jや、iitI臓のまちづくりを見学に訪れ

た15の対応などを地域住民が主{本的に行っている。

写真2 関係者療の手形 C集会所設立(古民家移築)
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プラザ51立地元企業の忘の所有であるため、地域

の集会所を作ろうとtit対住民と共に2α)1年 10月か

ら丹 2回の勉強会を約20[選議ねてきた。皇室災で親し

んだ長屋がなくなり、再建された芸誌は鉄筋コンケリ

ートの家が多い。地域の集会所だけでも木のぬくも

りがあるものにしたいという想いから古民家移築を

百指すことにした。地元住民・学生 l∞名で解体工

事かかり、地元の方は工挙にこれだけの人数が関わ

ったの兇て「出来る前から集会所の機能を果たして

いる」とし、ぅ。

写真4 市民芸治相仁挙集合写真

0現場で震災の教訓を学ぶ勉強会「御蔵学校」の主

催

阪和11・淡路大震災の起こった成場から教自11を学ぶ。

これまでのテーマは現場から宛られる各地のまちづ

くり・防災胴経済。都市碍生・市民社会等と1獄事きだ
からこそ得られる幅広し咋見点になっている。参加者

は地ノ主住民・学生。社会人ボランチイア 各種専門

家である。外部のものは現J易から学び、地元住民は

他の地域・専門のまnJit¥を学んでいる。
C妻学旅行生受け入れ

修学旅行生は鍵災復興まちづくりのスライドを地

元の方¢説日政寸きで開き、お墜には2∞名ほどrJ:炊

き出し体験を行う。午後から彼らは区阪整理できれ

いになったまちを陪u1)，地元の}jの震災前の話等を

開示住環境の変化を実イ本車検する。地元の}jlま説明

することで際分のまちを見つめ直しこれからのまち

づくりに活かしていく。

0子どもプロジェクト(必山、世代も住める前Jに)

高齢者のケアはプラザ5を運営している地元住民

が1'[[う。ただこれからのまちに若い方に住んでもら

うためには次世代を担う子どもたちのケアもなけれ

ばならない。そこでまち・コミがイベントを金歯し

て、高齢者は伝承遊び(独楽づくり、紙芝居、お手

玉づくり)を、大学生は手泣い学滞金教議室等をi虚1回行

っている。

6.まち・コミrJ:特異性

①求心力をつくりそれを持続させること
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権利者のモチベーシヨンを持続させることに波主主

を払った。千主義:大jlC藤安弘教主受の ry;]灯会ム近畿大

小島教授の案内で京都のコーポラティブ住宅「むコ

ート」児学や、 1 ~2ì思に1u師会合、焼肉パーテ

イなどのレクリエーション、そして級かい各権利者

へのフォローを行った。その符その時の潔是11.問題

についてできるだけオープンにし、「ー絡になって

五初幾を乗り越える」実感を共有することを目指した。

② 事業を王勝手してもらうこと

共ド当日化事業の内容やプロセスについて、できる限り

玉里見卒してもらうことを日f告した。「まち・コミJEl身

がいわば「義人Jであるので、自ら力主主鞠草すること

が、結果縦走IJ者の玉里解へと繁がってL、った。

③「安全主」の確保と専門的なサポートへの繋ぎ。

当然ながら、共同fむの事業化各段階において、諜j越

が生じた滋合各専門家の協力を仰ぎ、事業の安定性

を確保することに努め進めた。

③どの声も[母宅事に潤げる主午、見える自カヰ辛てる。

『よそ者』ゆえに、地域のどなたとも等距離で付

き合えた。また、なまじっか実力者や基盤整詩(当

地阪では}地区在留務理)事業の中身が分かると、自

5tの利益に走ってしまいがちとなるが、『ばか者』ゆ

えにそれらも生治者¢字見点までi突って考えられた。

ぞれが地rx:外の者lこまで同言問者を広げる結裂になっ

ていった。

⑤広い範tIJからの応援が受けられる

外部からも助けてやらねば 人歩きが心配だと、

『約者』ゆえのy純粋さが議殺なくな]けてくれ」と

素直に芦をかけられる。ぞれが被災地住民からのオ

ファーを待っていた大学総係者や附究者また各界箸

名人の心に響くことにつながった。

7.結論

①「まち・コミ」の最大¢特徴は、「気安さ」である

と訟える。{主E誌は公在日やJ!築家等専門家に「恥ずか

しくて開けなしりことを「まち コミ」のメンバー

には言言える。また「まち・コミ」は権利者と河じ素

人だから、現場に密着した活動をしているから、担

当スタッフの年険がおく、また気安いキャラクター

であることがその婆阪として挙げられる。

@竣れた涼阪は「兇て見ぬ繰り」の{閤人主義

現在社会l立製造部において、グローバル化、専r'HI::.、
分主主化によって、より効率的にすることでコスト低

減を最大尽機2こしている。一方消費面では、偶人の

好みの多様化、少量多訂種など要求が分散Zされてい

る。一人の人酪2ごしても片方では袋造語雪、また片方

では消費者の側面を持って行動している。

だが、住まいは言語審翼なものであるにも拘わらず、
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「住宅をイ乍る」という思考から「住宅を買う」との

思考に変似してきており、まったく自ら古ヰ主まいの

表面や格好が気になるが、その内の際れた構造部材

や劉完封こは興味を示さない。これがあの震災の火災

以外で壊れた木造住宅の大きな要因と，~jつれる。隠

れているがために、主Al構造郊である本差梁の腐れや

接合不良に、チェック機能力主働かず主主援したがゆえ

に、作]らそのための対抗力が持ちえなかったと思わ

れる。地域に兇まわりできる大工がいなかった、そ

してこのまま放置すると危険だと思っても、他人の

ことだから閥系ないと「知らんぶりj をするのがマ

ナーであると、(物質的壌かさ追求の近代化と引き

換えにはびこった)個人主義が、地域全体を災害の

嵐に巻き込んだと考えてもおかしくなし、かも知れな

L、。

③「七人の侍」から

i{主まい手参加によるまちづくり」 はこの頃よく

きく、フレーズである、けれど市民住民はそれほど

積機約に動こうとしているか、 'f~むと「公」の問に

「共」か存在し、そこが空間的にも時間的にも豊か

なものになって、始めて{閥も公も活気ある社会活動

が展開できる。J:tlま、銀々織の関連や公との「み車に

おいて、共通EJl票があるとき、そnlま穣極的程的で

よりはむしろ消極的現由により、共同でま1らなけれ

ば共通被害を受けるという被芸評者窓識が共有できた

ときに、始めてひとつのまとまりになろうとする。

それでも、 gらその行動を起こすことに践践し、設

かが言い出してそれに乗りかかって自分も利害を共

有できるという構造に動こうとする。 1日来からの農

村社会¢伝統であろうか、あの「七人t侍」で主:_me
敏郎が演じた百姓あがりの野武士がいみじくも

た「百姓は、強かで自分だけ良ければ良いと足、って

いる。百姓は『何もな，\~と言っても、 {ílJでも持っ

ている。i習もあるし鰻鎮もある。したたかな人物だ。」

このような場面において、 i志村喬らが演じる七人

rJ;侍がこの農民パワーを結集して、畿、j君、かる里子武

士集閲に井助1した。
最初がおっかなびっくりの農民も、ひとつひとつ

の実戦で力がつき、待についてきたし、さらに戦略

上総れた農家が焼き払いになることもやむないと判

断した、全体の益かま堅持軍できるようになってきた。

震災復興の湯箇でもまったく毘様である。議事yJの

半年から 1年はボランチィアが活躍し、東京の学生

がいっぱい来て、右翼の宣伝カーまでもが水遂ぴを

やり、企業がメセサで頑張った。そのうち、 l年が

過ぎ、議ち着いてくると地域(自宅から通える。自

分の頭{~IJIま自分で Fもれる)の学生やボランチイアが、

被災者他人への応援を開始した。 2出あって J つは
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佼設f主宅での若手口の笠主主の支媛、もう→つは平常持

に主主すためのまちづくり(住悩亙輿など)の実践で

ある。

今日]の活動はこ司:後滋のものである。イ主f誌はこの

「七人の侍の差是氏」と問じで「様子を見ながらの参

加」である。この窓よii!tl立長い年目誌で綴成されたもの

であり極端な変fちは刻時できない、それでも、今回

JZsベる「よそ者」が、自分の(自の前の直接的な)

得にならないことを積泌的に行っている背中を見て、

いっしょに行動することになった。そしてそ¢行動

が住民自らの自{ぎになり、まちづくり・まち育ての

積栂的な関与になって表れるようになって作った。

@耳策々な交流を促す

営段交流しないようなjjと交流する事ができ、まち

づくりに釈しし沖見点、を地域住民・地域外支援者の両

者が共に得られる。

主には、年況の方と若者、若者を逮じて子どもと行

われる I~主役代交流」、生約者rJ;ネ見去に_\Lちまちづく

りを進めていこうとするために、特定の分野に偏ら

ない交i荒が↑足j笠できる「異文:ft.分野交論」、外部支

援者ーを積織的に受け入れるため行われる it1!l域潤交

流」である。地t，~に持者が常駁することで、地付信主

t誌はいつでも気軽に寄られる場所がある。そこでの

情報交換はまちづくりの上で意義深い。

8.諜是室

長室災復興から 8年経つが未だにまちに人は反って

いない。ただその中でも級人級人の生活再逮は絞い

ている。

いずれは停滞していくまちづくりを縦続ぢせるた

めには様ヤなよそ者州側直鋭を入札まちづくり住

まいづくりの受け皿を増やすしてし時、かないといけ

ない。個々人がその場で自分を縫いていくことが5重
要なのではないか。そんな参加者を増やせる受け[監

事業のE走路が今後¢復興の鍵を綴っているとまち・

コミは考えてし、る。

9. dいごに

平成 15年 1fJ 2HI 、 ~~7 mJ 妨災まちづくり大

賞品続芸大臣賞を、この「まちコミュニケーシヨン」

と「御裁5・6・7J目まちづくり協議会」が共悶

受賞することができた。日頃の地道な活動が烈匿さ

れたものとして、活動を支えてくれる屍辺環弔者と

ともに主導ぴを分かちあいたい。

*1泊中頭 都市基接事豊富公開課長、震災復興昔日寺、狭小

宅地の共同建替、被災マンシヨン建持を担当。「ま

ち@コミュニケーションJ逆常委員

ホ2'gき定章 「まち コミュニケーションJ代表
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台湾事21大地震の復興地域における Fふるさと再生jの試み 服部くみ主主*l

一一「持者皇の種クラブj参加の経験から

キーワード 1)小さな社会実験 2)広州 3)書面 4)主潤 5)干上波総体営造

プーヌ 1ンヌヨ町ヲ7'/

1 はじめに一一嬬将工作坊の擁要一一

小論では， 1999年に起こった台湾921大地震0:糠災地の

ナy 同 ブート マーズゴ yズ打，/

」つである南投県埼!史鎮の重量災復興問体，埼京子工作坊，

(域型の種クラブ)への筆書の参加の経験についてfri5ili:し

たい。まずはこの埼料工作抗がどのようなものか，そこで

活 動 し た 若 者 の人である際立さんがお∞年永に書き，

発表した文章を筆者が綴訳し表 1-1として掲裁した。

この文章i土，埼幸子工作毛トー~2∞0 年iこ 3 凶iこ渡って関か

れ，現者E'I'るまで引き続き行なわれている，土荷量tの種ワー

クショップ一一べ乃様子を生き生きと揃き出してし、る。

ととろで，小論の高i閣を rw拝目黒の極』クラブ」への参

JJ日の終亙貴から』としたことにはJ!~illがある。それは，二泊

プーメ

ミ三日のワークショッブから始まった埼京子連の活動が，ワー

クショッブ。だけに段定されない若者向士のネットワーク

プーズ

九二地主事グ 1&，堵早川凱のEll体でまる新故郷文教基金会l主総i復興にi泌ず地元ぴ清生日球続紡な活動抗必要だと予測しt~ そこで「柑子(堵思川豊 j
メイノノ

を育てる!とし、う計留が立て始められた。まず'l)Jめ¢部浩て甘美濃翠部協嘩が却にお野晶、L、Aさんとし、う人村を貸してし、たte¥、た。 Aさノ土?美総こjおし、

て地元の若者のための組織を立ち上げた経験があり}その経験を生かして端里の地元の青年がj也起こもどって貢献するための!埼静E仁作坊 0甫里の種ワークショ

ッ乃 jの組織の波立を呼tM4"fたのである。
ル一万ン

堵lllk~総てタト地て学んても、た，長島己出身の丈士子生や高等耕q学校の学生逮主まず箆港連"ペJ美濃切義者粛清~i7_)活動に妻家加し地域の防体と緒に活動を行

ってみ犬むその後j その怨殺を活かして，二泊二臼の「域型を知ろうiを主電車とした3 第一臣!のワーク、ンョップが繍韮さ才しtc_このチクショップ土，域里の重量

ツーズ

5_(t，担演のために何かをしようとしづ若吉の心を動かしたー多くの 1#静子制j達が、自分崎哲力待漬JEIこっし、て考えた挫，続々 と箆ヲ4復興のボランティア話予制こ

劉口~，それぞれの活働から戻ってj 堵事情j 士で会合を持ち，お恥、に励まし合ったこのような活動叩甘さ字予筆すへきは， 日本の神戸元気本土耐甫盟における鍵

1>>.捜輿 (1電車活気村)の活動に事加し}共間作業を行ったことである。具体的には土石流の被害を受けた家JJe叫織を俊治させることや、 ム募らしの者人の穿

ハ羽説明などである。お也、iこ恥恐ろしし地震を体験しているの討中間意識ペJ樹抑念も生まれ郎、の車、震史復興の経験を交換したのである。

その後，イJターネット tに電τ品ヲ板を作り，そして第一次の l嶋監の種ワルクショップ，傾倒こあたって広参加を町びカ耐久呼び何?の対象削船己の

ンーナγ サンユエイシードャ

壁南入学y 三育基督調誌。そして，さらL幸弘、世代の人逮である哨里高校j 靖最高専dニM遣にも声を制7たこのことは紘じに著者連的自やその能力

を足コ乙へと向けるために，お立し、が力を合オノせ-(!!鋭部こ連絡を取り合って行動するとし、うこtに加えて，堵思以外の地按C学ぶ若者杭休み期間になって捕皇

に戻って来たときに、地場外こ出ていた人と補里iこ残っている人との閤の時習的援跡的な落選を埋めたし、とし、う希望があってのことである。

Aさんは?実機産郷協進会からの借用期間が満期になってしまったこと，そして遇制ませながら¢綿叡主活を送るために}英機愛郷協嘩会~と凝らな1)")'111:な
チェンリ…

らなくなったL しかしながら嚇示釦主そのことに高気消沈す。どころカ縫やMこ成長しz 三青島普教#f\'>to)~土である練立民約告の支担問下，体手してこ

の活動こ全hを投じ九そして、陳と東海犬宇めBさんJ討甫幸子工千悼完のそれぞれ会長町酎f;-長に選出されJ 第三回自のワークショッフムを推し進めたのである。こ

佐沼田ワークショップは、地域コミュニティの児童を対象とした「小さな捕手配¢活動に焦点が絞られた也"。回下7 これらσ)fi恭助に関してし、くつカ吃泳動の成

タオミー

果を蓄積中であり!また，堵里桃米里σ瑞出掛の人々 と共同て散策に役立つセノレフ万イドマップを11'1成中である。若者。う観花と活力を和j用して、地域の観光語源

を再む鳴らせたいと希望している。

船長4-....5年と長く飾、てし、く鍵災置興期におし、てj 縦続して台時社会の複興とし、うi1殺を出し趨Tるためこは、地元の若者引力を青亡総ナてし、くことが4、要

不可欠である。もしかしたら、現在の嚇子玉徴主的メンハーが卒業した後は皆瓜童った遂を歩き、所属t様々になるかもしれなしもしかLながら}この一粒か

二粒の種が萌芳することで，ある引し壮札〉今日の郷士を蛮愛Pす尚→右る，CAむ情恥治雌L性生まれ

湾とし、づう土地の資源を=京お樽しじ「てr匂し、るような千打7為Jやてやコ心叩ありようを$少しずつでも変化させてし、くことができるのでまなかろうか。このようにしてこそ、被輿にも

希望が生まれるというものである。

表 1-1 繍将ヱ作坊の参加者・錬立さんから見た橋事子工作舗の軌跡
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づくりへと発展して行く遜殺を，筆者自身も活動へ¢参自

によって見つめ続けて来たからである。また，雲監者自身は

既;坊のワークショップ自身lこは参加してし、ないが，それ以

外の崎草子の活動には数多く参加しており，その中に5もるこ

とのできたfj埠乳みづくり， jffびの中にある学びのおもしろ

さについて非常に注目しているからである。棟約違自身も

彼ら彼女らの活動がワークショップだけに隙られたもの

ではないと言っている。このような理由から，I同金では捕

事子主主のI~動について，着闘する範闘を少し広げてほ甫患の

種クラブj という名利こ翻訳し，副題iこ入れた泌5)。

表 [-1の文案で、も触れられている，楠料工作幼¢外郭

[Jj体である新故郷文教基金会出)の活動は、その活動のユ

ニークさから注目さtt，日本でもヒアワングなどの成架線

告がいくつかなされている注7うその内容を機足するような

形で，域粁工作坊の若者逮が、復興の日々をどのように過

ごして来たかについて記述したい。さらに，現夜見られる

i帯ffiを中心としたふるさと再生の試みについても以前の

活動とともにその過程を綴り返りながら、そ(})::.Lニークな

点について事例として紹介することを小識の目的とした

し、。

2 繍重での仮装パー子イ

一--lj、さな社会実験と広がり一一ー

ここではまず， j勝子達と出会うきっかけとなったある仮

装パーティの様子と，そこに見られた社会実験の概念，そ

してその後見られた実験の広がりということについて述

べたい0

2000年 5月 21Sのことであった注8)。ある地域で千片寄

震?k復興ボランティアをしている友人から fこれから鴻恩

の仮装パーティに行くのだけれど、， 絡に行かなしゅ吐と

突熱誘われた。連れて行かれた仮装ノミーティは，楠患の郊

アイヲン

外の愛車寄という地域にある民家で行われたものである。実

は，これがちょうど練さんの文京中で「美濃から貸してい

ただいたJr遅ればせながらの新婚生百を送るj ことにな

ったと書かれているAさんの綬約披露暮川ーティであった3

この時に撮影した写真を3年経った里見在見返してみる

と、じミーテイj としづ私的な夜間に集まっていた人の多

くが、台湾のさまざまな地域で渓災復興の活動を行ってい

た人であったことが分かる。

また，世y_主主ノいティでは，全世械における住民の参加をう

ながすようなftll!みが1似品で見られた。遊びと学びカ1復合

した要素，そして異なる世代・異なるパックグラウンドを

持つ人間士での対話を多くさせようとしづ要素がたくさ

U盛り込まれていたのである。子供の出る親はなるべく子

供を会場に多く連れて来るようにしていた。パーティの準

備段培においても，子供と親が…持昔に仮装の準備をしてい

る様子が見受けられた。このことはその後，新故郷の関連
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叶円ーオーマーマ…ンージャ
団体である，婆婆鳩勝之家に見られる女性に対する心の

ケアや女性の参幽tこ隠する活動に見られるアイディアと

非常に共感している。

さらに，パーティの席で出された料理も却減の名緩を生

かして;jIIJ作された手作りのものであったーこれらのととは

のちに注連濁される，民宿やエコツーリズムの活動の中で生

きてくるアイディアと共通している。

仮装パーティという持点jざけが切り取ってみた湯合，こ

れはごく川紋的なま街む披露パーティであり，仮主主パーティ

である。しかし，来年故郷の活動を一定期j賂追いかけた後，

この活動と記録をした写真を見主ました時に，この小さなパ

ーティにおいて実にさまざまな思想やアイディアの実験

が行なわれてし、たことが分かつ i~

その後，この仮装パーティ切なわれて来たことが、金

などの小さな行政i主総レベノレ，そしてもう少し大きな行政

区立国である堵H!鍍レヘノレ，さらには台湾のさまざまな地

域に伝告書したり，アイディアσ交換が行なわれたりしてい

く。

3. パートナーシップ糠築の過猿

一一拳翻のしくみと多様性の尊重藍一一

仮装ノ《ーティの場で当時の土曜幸子工作坊の会長である隙

立さλ主主とで出会ったコそのことがきっか 7で主義者は持者型

に通うようになっTらこのプロセスはとてもユニークであ

包。

仮装パーティで知り合った崎将違はその後，台北に1tん
でいる筆者の携帯電話によく電話を掛けて来てくれた。筆

者が霞話に出ると，彼らは関口一番，こういうのである。

「次はいつ埼果に来るのつ」中盟主吾でそう話しかけてくる

人もし叶U工コミコニチィカレッジで勉車しているという

覚えたての日本語で「あなたは，いつ，埼黒に，来ますかj

と言って官民，，<5をかItて来てくれた人もいた。どの電話も主審

者が， r次に必ず塙黒に行むということが訟の前提なの

である。そこで，筆者はいつもこう思うのである， r私l土

鳩恩iこnくがJ東をしていただろうかJ考えているうちに，

だんだん行く予定であったような気になってしまい，結局

「じゃあ来i毘末に行くねj と返事をしてしまったりする。

そして電話を切った後に潟際には，以前に特に楠'ilに行く

という約束はしてし、なかったことを思い出すのである。後

になって分かったことなのであるが，このような電話を受

けた人はどうやら筆者だけではなかったようた心開じよう

に台湾の震災復興の研究をしている告医者の友人にも，同様

の電話があり，こんな総験は始めてで，とても驚いたがな
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んとなくうれしかったと訴してし、た。

台湾の震1k復興地民主全般では，このようなことは非常に

珍しい。なぜなら、筆者の関わっ1ニ他の祭災復興地j或では，

ボランティア同士のlJi¥調ができてしまったり，団体!日目ての

{中が添いというような嘩が飛び交ったりするという状況

があったからだコまた，ボランティアをしたいという志を

持った人がいザても，その人達よりも先に地域でボランティ

アをやっている人逮が新しい人に条件を出し，それがクジ

アーできなければ地域に入れないという状況もあったこ

ともM度か闘に ~t:ニコ

当然のことながら，封ω或タト書防コ人間がその地域に入るに

あたって宇しを尽くすことは必要tc二また，投げかけられた

厳しい言葉は， 日々の訴訟σ亡しさにまぎれして忘れてしま

うような大切なことを思い出させてくれる。さらに，もし

もよ岱域住民から厳しい?言葉を均斗すられた場合，そぴ月干去をに

は外部の人間の地j戒の住民に対ベ合理解の不足などがあ

るかもしれず，ベ斗土り真撃な官邸主で受けiIめなければいけ

id立し、。

しかし おで，外部から地域に入っており，その地域の

住民ではないボランティアから「この域性或には向かなしV

とし寸評伐を下されてしまった人i主を兄てし、ると，その人

にはその人の良い衝があり、それはそれで資源であると足、

うのに，それを利用しきれなし、のは逆に地由主の損失になっ

てしまうのぜはなかろうか。

とのような状:rJCが発生する背景，すなわち，地械の中で

ボランティアが派繍を形成してしまう背景には，彼ら彼女

らが，自分逮は地域住民ではないが，止搬のq1i自立しえな

けれリまならないこと，震災復興の'1'で主主戒しなければなら

ないことについて震い資任感や使命感を持っているから

である〕しかし， Iこも爵わらず，彼ら彼』ぐら自身は依然と

して地域住民ではないので，まずは地域の人と依頼感を構

築しなければならない。その中で，ボランティ7;/ノレープ

として信頼感を傷つけるような要素が絶対にあってはな

らないという常点融醤¢結果，とのような扮徐の行動が生ま

れて来たのではなし功、と筆者は分析している。

上に挙げたようなこととは対照的な、靖草子i業の楽しげな

電話や友人関係の構築のftHの背軍;には，やはり彼らが崎

製出身であるか、近郊江学校に通っていること，そして持者

患が自分の故郷であるとしづ意識が高いことが原凶とな

っているのであろう。 f静子逮は，まるで自分の家lこ友人を

招くように塘壌に多くの人を蝦くのである。

また，特築すべき点として， 日本人である筆者ーに対して

向けられた温かなまなざしについては，感謝しなけれUまな

らなし、Ql体がある。

それは，域盟百気村(神戸y改1村)である。前述の練さ

んの文章にもあるように，域.ffijc気付にとと、まった日本の

~:-者主主の活躍は，埼京事の主目昔達が筆者を自然に受け止めて

くれるための素地になっていた。この活動については朝p:{;:

109 

(2(泊。〉文1)などにも蕩かれている。

また，新故郷の人々や持静子主主のパートナーシップの構築

の仕土を見ていて，もう つ興除深かったのは，団体の内

部外相iの人間を慌わず，相手の災いところを探して徹底的

に誉めるという点である。ある待，号車者が婆婆線機之家の

活動を見に行った時には，モー'1代表ーから， r域盟iこはたく

さん D日本人が来たけれど， 一番織票のことを怒ってくれ

ているのは，あなたねJと冗談めかして言語1フれた。震われ

た筆者は非常に恐議告してしまっt:.o しかしこのようにして

いろいろな人にいろいろな f一番j の称号が与えられてい

る。やはりここには人々の持つバックグラウンドσ:多様宇

を尊重する行動が自然発生約に生まれている。内部の人間

に対しても凶様である。新故郷の会長が日本からヒアリン

グに来た団体の人などに答えている最中で，格粁工作一坊の

会長として陳さんを紹介しながら、「やはりこういう殺者

が元気にがんばってくれているからこそ，新故郷の活動が

続けて行けるというものー小れと笑顔，1棟さ人の右肩を抱

いて友清をパンパシと戦く叩きながら訴していた。陳さん

は照れ笑いで鋲を真っ赤にしてし、tc，

4 公共窓摘の使才オL方

一一空間約tートナ}シッブの機敏こ及!ます影響一一

前章で筆者l土土掛子遠の発言を引用して，自分の家に招く

ように地域に人を招くという埼好達の特長について述べ

た。「自分の家のようにj というテーマに関して，ここで

はもう…つのことについて述べたい。それは端粁I作妨の

オフィス空間のあり方である。 i捕粁工作坊のオフィス夜間

は， 2肌J01手のまj日宇，崎県の街中の，地上3階地 fl[l皆の

建物立ての建物の 2階にあった出)。こ江建物の2階、 3'皆

に新故郷文教慕令会のその他のさまざまセクションが入

っていた。また，地下室主は新故郷関漣のすべての由体の主主

営会議iこ使われる。 3'対の「新故郷夜間セクションjは、

震災復興の建築や都市計魁についての活動を行い，若手の

建築家遼が埼思の空間改善計画や震災で倒壊した宇校の

河銭。コモデルづくりや，学校再建似品稼における学チや児

堂の参加の廿止乳みなどにつし、て斬新なアイディアを出し

てい7ニャ 2階に埼粁のオフィスに隣接してあった、企画セ

シャーチλ ーバオ一 一

クションでは、社広報筏削の取材井敬商のレイアウトを

行なっていた。このような活動を見る限り，新故郷土、運

営のみ古十が明催で，その作業が専門家によっ vて分業された

ブロのNPOと考えることができる。しかしながら， j徹子

逮はそんな「大人達」の活動に，学生という立場で自lIlに

出入りすることができる。それは，各セクション同士の物

理的な~Pl難・心埋約なE臓が非常にJJiいからであるつまた，

そういった~IJのセクションに所長毒する「大人j のEやでも紛

れ議半の比較的若い人達は，崎将工刊坊のメンバーになり，

埼粁のメンノミーから f問。核削j などとニックネームで呼
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ばれている。

日本のNPOの現場と同じく各セクションの人達が自々

忙しく仕事をこなしていく中で，埼草子透はいわゆるそれら

の「大人」達と共何でさまざまな活動をわーった勺

2000年 8月のヒアリングでは，計広報じと編集を手伝っ

た経験から陳さんはこのようなことを言ってしヴロ

我々の作ったタウン憾の続長は，カラーであるという

ことですユカラーの社区報を編集することは，費用が

かかるとし、って，他の図体から批判されるととがあり

ます。でも， うまく町婦のノレートを探し出したり，ま

た数量を多くしたりすることで，カラーのタウン誌で

もコストを安く上げることができます。

それから，カラーにすることにはもう一つ九切な理由

があります。それは、老人や被災者lこ元気を出しても

らうためですユ震災で，ただでさえ気治活あ九ってしま

う特に，白黒のタウン誌を見たら，余計務ち込むんじ

ゃなし、かと思うので、カラーにしました。写真は大き

くして，考人の写真を入れるようにしました。そうす

ると，取り上けやられた老人の中に「自分が注告されて

いる，大切にされているJとしづ気持ちが生まれて来

て，それが自信につながるからです。

現{E，陳さんは，その日寺在籍していた英文科から結芋し、

大学でデザインの勉強をしている。

また， J井静子のオフィスは違ったセクショ〉間での共同作

業を促寸こと以外に，ここに来れば設か友達に会えるとし、

う安心感があった。そこでは，いろいろなテー?で自発的

な勉強会が始まったりすることもある。勉強会は，偶然他

の大学の講師の先生が遊工呼こ来て始まることもあるし，学

生自身がその特技を生.h為してや耳かを教えることもある。ご

のような活動などはまさに遊びの中に学びがあるという

ことの典型であろう。

また埼t子のオフィスが関かれた空間であるということ

は控に他のセクションにいる人も気軽に入って来ること

のできる笠間であるということである。

ある日，筆者はこのような光景を聞こした。場事子の学生

が，新故郷こ丈教基金会¢他のセクションの年配の男性に，

パソコンソフト0;使い方を教え始めたのである。その男性

は，興味深げにうなずきながらこれを挑め，その後浩一者と

男性が一緒にパソコンを練習するという朝、官th;生まれた。

まったくイ防E的なことではあるが，これも埼草子のオフィス

が敷居の高い空間，閉じたき芝賄ではなく，肩肘の張らない，

対外的に関かれた空間であることから発生した出来事で

ある。そして悶碍1こそこは rいつでも新故郷においでJ

ど言えるような「自分の家のような」空間なのである。

これは組織の22簡が建造防としてどのように設計され

ているかということもさることながら，どのようにイ吏われ

るかという人間の問題と密接に関係があることを示して

いる良し吻Jである。空間こ魅力や付力日刊面市直をつけるのは，

]]0 

ほかならぬそこを使う人間の態度なのである。

殴4-1. 新故郷文教基金会のオフィスでの檎持違

5 台湾各地の人が集まったつ-'7ショッブ{こて

-l自然発生約なアイディアの交換一一

この童話では京)()()年のJl月有」設に行なわれた，台湾行政

院文イι建設委員会注酬の「九二…永続家主盟社区持造ぷ案注

1 :3) Jというワークショップに参加した格好主主の活動広様子

を総介する。

このワークショップは，丈建会文2)が主催し，台湾のふ

るさとづくり・まちづくりをJ働輩し亡いる民地隠体である，

社区f守護持託リリ会催したものである。ここに参加した28

のE毛;~m自体は，ふるさとづくりやまちづくりを推し進める

というテーマで，行政の審査のもと二つの民問問体から助

成金を受けている。 1m体にはワークショップ参加の義務が

あり，その尉j成金が正しく執行されているかと活動の成巣

を，地域の人々自身の手で発表しなければならない。

ところで，同じように官庁が主催したまちづくり関係の

ワークショップの様子を，日本で少しだけ域間見たことが

あるの会場は大きなホテルで，主管や来賓のIf11る位置が決

められており，著者人丹講演を席に座って静糾こ部くとい

うなんとなく怠のつまる感じのするものだった。

方，このワークショップは，台北市郊外の，諭海青

年括動センターという研修施設にて一治二日で倦された。

日本と同様に引まりまずは，来貸の欽司多，そして，文建会

の人から「書類言止入上の注意Jとし、う訴があったのである

が，その担当者のコメントが rこんな前倒くさし、認で時

間をとってしまってすみません，書類の話なんておもしろ

くはないとは思うのですが，で札 一応ちゃんとした書式

でかかないといけないと決まっているので，がんばってそ

の))]を開いて諜いていただければ_....と思いますっとし、う

なんとなく親しみの湧く話し方であった。ワークショップ

に参加する行政関連の人，研究者などともに，昨今台湾で

推し進められている泌或の多様性・民族の多様性を尊重し

たまちづくり・ふるさと再生の起動である「五百認すほ

インザオ

営造Jという選訟を後し進めて行こうという人材だ、けあっ
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6 浦里の現状と社謀総体重量進一ーまとめにかえてー-

2001年の秋以降は，筆者自身の都合で嚇子のf活動に継

続的に参加することが難しくなってしまった。その後はイ

ンターネットヰ管訴また綬場合号lこ現地に通うことで，断

続的に新故郷や靖幸子の活動のその後を見ていくことがで

きた。そd結果見られた新故郷ヰ補予子の成巣を笈氾O年頃

に筆者が参匡百しながら見て来たものと併せて図6.1，図6

-2として整浬した。その中でも重要な概念・理念であると

d制つれるものはほj中にア~オに分けて明示しである。

以上の描写を途し，活動への参加を還して見た樹子工作湾与

の新鮮なおもしろさ，新故郷が織し進めた活動ヰヰ寺性の広が

りについて紹介して来た。日本では，アジアの事例は学ぶべ

き士践としてよりも，教えてあげるべき対象としてとらえら

れている感がまだまだ強い。しかしながら，常にそうし、った

立場から物事を見つめていると，思わぬとところで紛或lこ潜

む自然発生約な総力を見逃すのではなかろう品、

小言告が，台湾のまちづくりについて，日本で現場や研究者

の方々により深く，兵財力なイメージを伴って伝わるきっか

けとなれUま幸いである。

て，扇'>>'1の張らない場の券関気を大切にする人が多かった。

このワークショッブの進行の方法は，主に台湾中部の震

災復興を行なっている団体がプレゼンテーションを一団

体ず<>fiなっていくというものであった。それまて筆者が

一緒iこ活動させてもらい，若々しくて時並らしい先気な子ふ

供i主であると患っていた 19歳から泌歳ぐらいまでの埼粁

達であったが，このプレゼンテーションの場では，居~(lぶ

3O i~から6O j~ぐらいに渡る年齢層(7)1世の地域d 発表者に

混じってもなん〉遜色もなく，緊張しすぎるととも，また，

務さに任せてEIJの世代を攻撃することもなく，数々とプレ

ゼンテーションを行なってし、た。留緩てデ王宮者が訳して提示

した練さんの文章は，このワークショップのために提出さ

れたものである文3)。

すべての同体の発表が終了し夜になると，さまざまな間

体が協力l.-，自分遠の活動の過去・現主主・未来を思し、嫡い

との持場料達が描いた絵については図6-2の 部に小さ

いが掲載しである。こ沈静昆 E'1の毘体の人が持料遠のとこ

ろにやって来て， f今度うちの間体でも，地域の若者逮を

集めて活動をやってみたいと思った。またアイディアを教

えて欲ししリと言いに来る場面があったりした。

このように，ワークショッフ。においては，それぞれの部

体の持つ長所，そしてそれぞれのよ出或の持つ長所を認め合

う雰囲気以前ちていた。さらに会渇では，良い意味での地

域自慢，お医自慢が行なわれていf二伊jえば，このワーク

という活動が行われTむ
ホーリ品ウ3ウシ…

て絵を描くという fM流遊戯j

韓;

こ
n
x
u
O年

n日
局

②「婆婆嬬婿之家jにて。女性と子執が出

由に撒いた総花の絵は比較的若い女性を，

果実は年配の女性を意味し，それぞれ巴違

った良さを強潤した2

得μ

2
0
0こ
年

A
蒋

γ "，_"，イリー

ショップに参加していた水型注l4)の人は，絵を描いてし、

る途仁川こ地域で作っている梅干や偽街を出して来てワー

クショッブの参加者に振る舞ってくれた。また，地域は忘

れてしまったが，各種のみかんを持って来ていた団体もあ

る。無論，ワークショップの参加規絞lこ「地域町特産物を

持って参加することj などとは書いていない。形式を重併

した会議などの席上では，このような行動を「罰舎くさいj

とか，食べながら活動をするなんてだらしないとしづ人が

いるかもしれなしL しかし，このワークンヨツプではこの

ような行動を「田舎くさいj と含つ亡批，'111する人はいなか

ったし，参力日者も郡市ももちろん嚇戸l~ t)糊酉を飲んで

良い気分になりながら，講師の言語を一生懸命煩いていた。

このような自発的なお土産品を持つてのワークショップ

の参加は，新故淵ベサ商事子遣などのワークショップに参加し

た地域の人々を取り巻く「社民総体営造jの中にあるテー

マの反映である。それリ土，自分の地域に対して自信を持つ

こと，防]特にf立の地域の持つ多様性や魅力を認めること，

という考え方である。従って日本のワークショップやまち

づくりに関する国際会議でも地域の特産品を持ちよって

参加することのおもしろさをここで提言しておきたいと

思う。

新故郷幽繍将の執鋭(1)
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かった頭部多くあると言われる。埼恩0)担主主パーティが全く

政治とは関係ない内容で，このような微妙な時期に行なわれ

たことは，政f舶にも民族的lこも中立であるこJとし、うことの

表れか，もしくはその書居表示であったような気がする。

20021f7月現在，新故郷丈教塞金会はオフィスを塙県内

の閉め動I'frへと移転してし、た。詮閣セクションは妙心して建

築士事務耐となったのであるが，それでも新故郷と建築士事

務仇靖幸子工作訪は依然としてi司じ建物の中にあり， 'L'号主a'J• 

物理的に近し、m"織を採ってし、るり

f社区jとはコミヱニティ I報J~I繍関のことで，日本で

いうタウシ誌やミニコミ誌のようなもの。台湾では震筑後，

幾尖復興じと同本が続々と f制限報Jを発行してし、る。

中国語では，名前田中から一文字を敬って，その前に Is引

をつけて呼ふと， 臼木者宅?で言うとこ7，1})100ちゃん」とい

うイメージになる。例えば i漁ノスjJr鳶という名前ならii

fijj謡jとなり，日本1告では「璃hゃん」という意味である。

12) 日本の文化?に相当する行勝機鳳行紛詩文化建設盃員会は，

1981年に設置された、このころから，台湾で河土文fり攻策の中

iこ中華文化の復興とし、う日標だけではなく，地方のよf七や多

民放地域としての文化の多樹性とし、う方向性も援要損されて

いくことになる。小論でl土丈迎合と桔1唱する。
i槻完可能な故郷コミコニティ拝生iこ関する案件Jの話味。

南投県本!Jl揖弘日月1曹の近くに位殺し梅や悔製品を産出する

村として有名である。

台湾ではj古津iこ定められた跡調河能な年書官が 18歳以上であ

品ii磁
が.
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l) 美濃とは1 高雄県美濃鎮をf制。台湾にはさまざまな民拡の

人がせめぎあって暮らしているが，この地境l主客家人が多しも

古い芦長)'$でありたくさんの丈化財が有在してし、る美しし判だ

が，政府が建設しようとしたダム建設に対する反対運動で有

名になった封邸戒でもある。美濃愛郷協嘩会のホームベ}ジは，

http://mpa時 o.org. tW/ 英語版もある(訳者註)。

彰化糟謀議かつて台湾の重重要な港として繁栄した古都と

して有名。吉し切了並みや民家。伝統芸官告が地域の中に生きた

形で残ってし喝(訳者説)。

楠好とはもともと「場里の荷Jとし、う息ち4そであるが，転じて，

堵監の若者という葺ち長である。またこのj窓放がさらに転じ，

活動の中では，晴子工f糊に事注目した純一jとし、う意栄司史

われるようになった徹者;註)。

こ噺動は，其同国こは「夫総f441iみもといい，大学宝

を中心とした大きな捕時子治'I/j、さな持崩事手1 すなわち兇童を渡れ

て野羽トに出，場!主の生物の針殺害ムキ横物lこ触れようとし、う活

動であった(訳者註).

余談であるが，この「域粁J0) r好j とし、う漢苧は，台湾の

人でも読みf間違ってしまうことがあるという。筆者も始めて

噺という特見たときに糊って「締j ~~読んでしまっ
た。その桝こにいた噺儲から「五年ぬという大合唱が

起こった。「向島幸子工作坊』は慣れると口になじみ品く可愛ら

しい名前であり，その名前が大好きであるが， 日ア録音iこ訳す

際には，クラブかグループと訳すとヲ活動の内容が伝わって

良し、Jiという陳さλの許可をいただし、てし、る。

名称が約二長し的で}以後 i刺殺郷Jと省略するの

http://web. kyoto~i問t.Oで jp/org/g拍 uge i/kobe/s_kinlski 

13. htmな計二

拙x)if'-5月初日は選挙でJ輩I詩lた凍水厳氏の総説就任初日

であった。選￥活動が始まってから総統乱任までの期間，台

湾中剖被災地では，選挙に熱中するあまり震災復興が進まな

9) 
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1
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2) 

3) 

4) 

5) 

15) 

ることを付けjJflえておく。
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が研究は平成 12年度(財)大阪国F総E流センタ}の九世臣・アジア

スカランツプを受けています。また，文章の翻訳を前可してくださ

った際立さんをはじめ，嚇日新故郷の管長期こ語綴を表します。

6) 

η 

8) 

*1車京勢術大学大明院美術研究科丈イ協すf幻子学噌攻保有

修復鍛域雄造物研究室長期専士吉野呈1年生台湾大地震回

復興の過程で捌再生に励む多くの人に出会い，その人議

反B置の輝きに魅了されてしまった。地域住民に自信を与え

るような文f問枕保存にありようについて現在勉強中。
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:主

地域が支える 1)11の分校j

橋本夏次

キーワード 1)理解できます功、、子ども閉鎖主 2)子どもO)f預語、大人σ:変化 3)出会いが人を育てる

4) )11を見て地域見てみて人を見る 5)子どもの歩前で

はじめに

市内の、ほぽ中央を流れるi尉て)11の水質が、平成5・9年

度と二度も全国ワーストワンになったーこれを契機に始ま

った近水つ子探検隊の活動は、子どもたちの豊かな指針性で

様々な発見をした。とりわけ生き物江発見l士、汚しサ111こは、

生きものはし、ないだろうとの、先入観を持つ子どもたちに

とって驚きであった。活動の広がりは、大人を近木)11に近

づけた。カニつり大会では、原体験のない大人を夢中にさ

せた。また、近木川市民フォーラムでは、 fifr'ミる近木)11に

してください。j と子どもたちからの提案があった。原体

験のない大人、邸もてしまった大入、子どもたちの活動を

理解できませんQ そこで、出合ったのがロジャー・ハート

氏の子どもの参酒である。平成 11年 11丹、この手法で f)ll

夜分校っくりの取り組みがはじまっ7ι そして、それが実

現しようとしている。

1)還解できますか?子どもの感性

大人の声司どうせ、汚れてるからほってもええねん(近

木)11にゴミをほる人)このごろの子どもは、遊び方を知ら

んという大人がし、る。でも子どもたちは、)11てせ遊んでいい

よと江合図で、のびのび遊ぶ。いろいろな遊びをする。子

どもは遊びの天才である。大人が制約をカ斗ナなければよ総

合学習で)11にはいっても同じこと。長し、がしていても、約

までJ財道る子もし、る。そ6仁子の自が輝1いでし、る。保君主者が

見ればどうするか、みなさλJ想像してください。子どもの

一 一

院の輝きを見て、水をきれいにして、)11で，思う存分遊ば

してやりたい、そう思いませんかり

ピニーノレ袋で選ぶ干4お丘木)11で ③二色の浜で

④どっぷり浸かる子近木川中流で

子どもの声司fよ、年の主張大会から 近本:)11が危ない弱

小学校六年 「あなたは、近木)11が汚くてもいいですか。

ぼくはいやです。J余国ワーストワンになった近木)11が本

当はきれいな)11だったのです。近木)11をきれいにするのは、

一人ひとりの近木川をきれいにしたいとし、う気持ちなの

です。最後にもう 度「あなたは近木)11が汚くてもいいで

す日引

きれいな近木)11 宿小学校六年近木川をきれいにす

るためには、 0)11にゴミを姶てないこと0)11のゴミ矧徐に

任涼辺の楽校で、滝すべり上流松荒波で 小・中や校σ〉子どもが協力するOホタノレなどが兇られるよ
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うな環境をつくる0::1ンクリート護岸を自然なものにす

るc私もできることからはじめようと思います。ゴミを捨

てないことや、水を大切に使うように心がけたいとと思い

ます。また)11のことを調べたりしていきたいと患います。

子どもたちの考え、大人は、どう患いますか。

大阪府立員塚高校一年 「自分たちで汚して、自分たち

で縁除するのなんかへんはじめから汚せへんかったら

ええねん。j これほど、適綾な答えはありません。

え人止う 子らの属!:.t生みもむらら4

2)子どもの行動、おとなの変化

子どもの行動斗近木)11に入ったの子どもたち多くは、

「近木川が好きやねん。j といいます。南小学校では、4年

生の有志8人が、近木)11守る隊員となり、手づくりの呼び

かけ文で、仲間を募り、)11掃除をしましたロそして、「しんど

かったけど、きれいになってよかった。ぼくが大人になっ

たとき、昔の近木川のように、きれいになっていたらいい

のにな。そのためにもゴミを、拾っていきます。jとの感官、

を寄せています。出前教室で西小守校の4年生iこ「昔の良

塚についてJa苦をしました。 子どもたちの感想は、「昔

は、海でたくさλ漁がとれたんやな、務原でマツタヶとれ

たん冷、今そんなにとれたらほしいな、いつか近木)11で、

遊べるようなきれいな)11になってくればいいなと患いま

す。Jrクルマエどがとれるほど、きれいな海に自分たちで

なおしていきたいで守。そのためには、近木)11をきれし、に

掃徐をする“近木)11クリーンキャンペーン “に、できる

だけ多くの人が参加するといいと患います。

貝塚高校では、環境科学クラブ¢生徒たちで、卒業生が

作った看板を近木)11に立てーてくれました。作った卒業生か

ら、「私たちの、作った看板が飾れるのはうれしいけど、ラ

クガキとかされたら、メッチャ悔しいと忠弘機会があっ

たら見に行きたいです。jと感怒文に書いていました。

申請も許可も婆りません。管理者も生徒も一緒になってj干

をかき完成を喜びました。生徒は大喜びでした。

河川i法の改正で、近木)11に対する生徒の純粋な気持ち・

行動を理解し、“緒に汗をかく、共;平が共感を呼びました

そしてうれしいことにこのクラブは、大絞府主催の「私の

水辺」大発表会高校の部で優勝してくれました。汗をかい

た管理担当者も 絡によろこんでくれましたー

ある町会の呼びかけで、 13llIT会約即日入が参加して近木

JIIの清掃活動が行われました。そして f一回で終わったら

アカン、毎年やらんと。Jの掛け声の下、 ili木)lIi争化委員

会が綴織され毎年実施されることになりました。また環境

学習で近木川に入るときは応緩しますと約束してくれま

した。子どもたちの純粋な行動が大人を変えつつあります。

水みも吾 氏ずねTつな f J己管代(滋賀・新組にて)

体+富子令、よ-<r1愁4香告る手ら(滋袈・安曇川の雪

景色から、世界子ども水フォーラム医内交流会で)

3)出会いが人を育てる

環境教育を進めるにあたって、つなぎ役の必要性が強く

言われています。そしてその役1'11士、「場をつなぐ・主体を

つなぐ・施策をつなぐj ことなのです。これを果たすため

には、たくさんσ')!青報をもって、現揚をよくFもることが必

婆です。

叶を晃1 te.城見TみT 人をえる

川には、生い立ちがあります、地域の環境と共に、くら

し、文化を理解しないと駄目です。 NPOのリーダーから

よく酪くのは、市民意識が低く埋解してくれないと言いま

す。しかし低いのは当人の、地域に対する理解じゃないで

すかと私はし、います。総或を理解して、そして問じ目線で

情報隠供し、共有して初めて想3拝されま寸ユ自分だけ情報

を独り占めして説明をしても理解されません。

先日、柳1)11憾'割り物語の映画を見ました。昔の概観りに

したしL大変な)1腕罪者を住民がしなければなりません。耳主

解を売るため百間以上ι説明会を開いたといし、ます。説明

会を開くには、打ち合わせのため{可問地元に足を運lまない

といけないか。理解できる入は少ないと思います。また作

業は、いっしょにf子をかき、自画己り、気配り、心配りをしな

ければなりません、今機械を入れないと住民が倒れてしま

う。このタイミングは設計書には治斗ナません。手作業でや

るのは、理憾ですけど、限界があることを理解し、代わりに

仰をすべきかの判断が求められます。これができないと駄

毘です。広松 伝さんと出会えて多くを学びまし士と。生粋

の地元民でさえこれだけの苦労が必重要です三柳1)11の市民は

冷たいですよ。 広松さんから開いたことがあります。この

言葉がわかりませんでU""映画を見て少し判りカ刈すてき

⑤管理者と看板立て近木:)11下流紹永橋で貝塚高校生 ました。多くの殺験者と出会いそれを体で惑調草して、はじ

大人の変化司看板たて昨年の夏環境科学クラブの めてつなぎゃくを務めることができます。「柳川!には、ぜ

有志で近木)11に看板を立ててくれましたc このとき、前)11 tJド行きたいです。Jr水の多いときおいで」といってくれま

管理の担当者も一緒になって立ててくれましたu もちろん したが、昨年5丹、亡くなられました。纂縛には、
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官雲水事録と刻まれているそうです。

悉iむ水町Iえれいえい iあれ

ロジャー・ハート氏との出会い私は、情報を足で得る

ため、出かけることを多くしています。そのた陀¢情報の

多くは、新聞・テレどなどです。テレピで長野県飯田市の

りんご並木の取り組みが潟介されていました。そのとき子

葉大学誌の木下先生が、ロジャー・ハート氏の「参磁の梯子j

を説明していましfこらもっと詳しく聞きたいそう忍った矢

先知人庄紹介で合うことが出来ました。初めてお会いした

木下先生Jがらも多くのことを教えていただきました。子ど

もの感性を、私の務七した樹生でどう受けとめるカ載の課

題です。昨年10丹、ロジャー・ハ}ト氏江論演会を員塚で

務くことができました。氏から、「子どもと大人の議論を

多くしてくださいとJアドパイスしていただきました

4)子どもの自立

こどもたちは、ハiでの原体験をとうして、いろいろなこ

とを体で学びます合もしも蛇口の水が出なくなったら、あ

なたは、どうしますが。の隈いに南小学校の4年生 164名

が応えてくれました。

近木)11の上流の水(竜王の水)をくみに行く。

22 

きれいな)11の水をくみに行く 2 1 

きれいな)11の水を飲む 8 

きれいな水をくみに行く 4 

山の水をくみに行く 4 

雨の水を利用する 4 

雨の水をためる 2 

)II~寸子く 2 

子どもたちは、上流の調査できれいな水がある事を、

知っていますから約4言語の子どもたちは川水を利用す

ると応えています。災害事などあったとき、子どもたちは

どう対応するかを知ることが出来ます。

@南京総丘くで水汲み 西小学校

また姉妹都市カノレバーシティ市の中学生 16人から

もアンケートを取ることが出来ました

水を資う

川で水を汲み、沸騰させます

巧，

s

q
，“

死んでしまいます 4 

穴や井戸を掘ります 1 

カノレバーシティ市は、口サンゼノレス空港から、車で約 10

分のところにあり、パローナクリークは、三三苦言張りのコン

クリート護岸です。年間鋒雨日数は約10 13です。下水道

は、 100 t;-;:普及しています。これらの環境で、 )11の水を

くむ、地面を掘るが 16人中 3人いることは特筆すべきこ

とです。この活動のスライドを子どもたちに見せると、ア

メリカでも同じことをやってんだなコ iまくらもがんばらな

との反応がありました京都議定書にたいするアメリカの

政治的な報道しか知らない、子どもたちにとってアメジカ

市民への理解が深まります。子どもたちは批判しません。

子どもたちの方が自立心が高いてサユカノレバーシティ市の

人たちは、 1900年当時のパロ}ナクワークにしたいとおPO

活動をしています。

⑦パローナタワーククリーンアップ

今までは、貝塚の現状を知っていただくためにその状

況を述べてきました。そして私が川の、こと地域のこと、

人のことを理解できているかどうかが、近木)11流域自然

大学の取り組みの大きな要素をしめるからです。

5)近*)11流域自然大学 「海・山聞)11の分校j

嘩体験人を有11 まtイ付

海の分後坤貝塚市立自然議学館

平成5年10}l，近木)lIi河口近くのm民の森にオープン

市内の自然環境について，市民が理解を深めるため，観

察会や議座の開催，近木っ子探検隊、エコクラブ等の活

動、さらに自然生態障をつくる会によるトンボの池づく

りなどの活動，近木JIIの清掃，生きもの調書筆活動などを

とうして自然大好き人間を養成しています。

③貝塚市立自然遊学館
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主主本叶成城車窓丈孝

市民のハートマットイ4えの汚れをjえい会う、ワースト iを込よ

崎町古ì'~主 e守的古N主 J，町長ì"~主 昔のシレポ'H主I昔i主そドペ

昼、

山U万士校司lま庄字の里

ほのぼの・ほっこり・ほっとなどの[1むを探そうを

コンセプトに，林業、農業体験恕箱設として平成 10年4

月、山幹織の小学校廃校徴収オ}プン

炭焼き、ヒノキ・スギの植栽、間伐・枝打ち、シイタ

ケ狩りや夕日ひろいなどで「元気モワモリ j林業体験

出植えや稲刈り、いもほりタウノコlまりなどで、「実

りスタスクJ農業体験などのイベント行い自然の関心を

高めています。

⑨ほの字の里

)11の分校

川!の分校は子どもたちの提案をうけ、「子どもの参

画j を参考に進めています。活動している場所は、大阪

府営住宅の用地で公園として使われています。

活動その 1 (大人の活動)

-1l6 

止そ"，~ <lfIi i色，それをつ引水路・水循環仲川隊

JII~万全校の取り組みは、子二と'もたちから提案のあった翌

12年度から始まりました。はじめに隊じ罫線で情報提供す

るためアンケート調査から始めました。和歌山大学の協力

で、地元説明会、回収なと精力的に手伝っていただきまし

た。アンケートは600通配布、そのうち約43ぶの258通

の回答をいただきました。 O昭和 40年後らから、水が汚く

なり、ホタノレや魚がJiられなくなってきた。その後ときど

き匂し、がするようになり、ゴミが捨てられ、子どもが遊ば

なくなった。また、この町会では、平成7年度生活排水実

践活動を実施しており、その後のi伏j見を聞くと 24ぶの人

が少しきれいiこなった、 38ぶの人がまだまだ汚れている

と思うと問答しています。そt後こIJ;問委子ども会町役員

さんが、)11での鴻重IJに参加し、潔角草を深めていただきまし

た。大人の活動J土、)11で正予どもたちの活動・表情を理解

することです。

⑮地域も保護者も)11掃除)1同分校候補地で

2003年住総研「住まいまち学習J実践報告論文集4



持(r;:，"，'

⑪1) 11(7):$士校付近図

) 11配分校側南地は、 3小学校区からなり、活動は、平成9

年、中央小学校から始まりました。魚や烏を発見したり、ね

んどを発見し学校まで持ち帰り焼いてコップを作りまし

た。そして、乃島くる近木)11にしてくださし、。j と提案しま

した。

次に、木烏小学校が続きました。比較的水のきれいな、

上流の水間寺付近での汚動で、パックテストをしたりする

など水ω¥の関心がありました。「ラーメンの汁、)11になが

せへんで。」し、う子も何人か出ました。 このよ

うに、)11での活動は、様々な発見で、子どもたちをひきつ

け、継続することになりまし犬二 13年度から、一番お膝元

の南小学校が参加しました、先輩の学校から、たくさんの

{情報を什人れ呼画期的な取り組みとなりました。集まれili木

)II~宝物がいっぱし、~と、 4年生で取り組み、グノレープ分

けは、クラス単位でなく、学年単位で行われ、 27グループ

になりましT二料理グノレプは、竜王(土流)の水と水道水

のどちらで炊いたご飯がおいしし湯川と、隠し、かけたり、

粘土隊は、コップを作り、イッシースはアクセサワーを作

ったり、ユニークなグループがいくつもできました。子ど

もたちは、熱気ムンムンで素晴らしし可発表となりました。

この活動は年々引き継がれています。 1

子どもたちの活動を見ると、)11の分校l士、すでに存在し

ているように思Jつれます。あとは、大人の理解だけです。

ペガキ炉、 1寄っT答う 4之内伺い

6)子どもの参臨で

大人の媛解を得るためには、二つの作業が必要ですω 一

つは、子どもがえがく i)11正分校J像づくりです。学校単

位の活動から、 3小学校の協働作業となります。それぞれ

ーの学校の活動を尊重して、活動と活動をつなぐ、必要が

あります。たとえば、コップを作りは、それぞれの学校に

ありますから、作品展などで共通意識を持たせます。また

独自のf.li動l土、岩崎工夫を自慢しあいます。さらに協働作

業のアイデイアを募集します。これを決めるのは子どもた

ちです。 できれば、地元の人たちが見守れる現地で、ワー

クショップを開くのもいいとおいます。子ども中心の分校

像づくりは、子どもたちを枠にはめないで、子どもの感性、

表情を照解し、サポートすることが必要ですユ トイレもな

い、手郎、場もなし、場所でこオしlまどじて活動がなぜできるの

か大人は真剣に考える必要があります。

もうー…つは、大人がえがく管理像づくりです。これがで

きれば、地廃車が支える子どもσ:遊び場として i)1同分校」

が実現できます。幸いなことに昨年、逸材i浄化期7委員

会が出来ましたe そして、近木)11クラブが発足し、子ども

たちの活動をサポートするといっています。この活動か車九

道にのれば、保護者の理論拝も得やすいように思います。情

報捻伊ーを、相手の白線で行い、同じテーブルで共通f溺龍の

もと、議論ができるようにします。このためには、つなぎ

役が必要です。

奥本大三部氏(崎三E大学紛受)は、子どもは、もの心つく

ころには、自分の倣界をもっていますよ札欝助づきの子、

樹齢戒づきの子、抽象的なものが好きな子、と興味の方向が

それぞれあって、ほうっておけば臼分で好きな道に進んで

し、く。大人がじゃましてねじ曲げなければ、オ~世界の昌治

⑬1)11の分校候補地でワークショップ中身i、学校 な動物学者たちにfし、っから動物づきになったか」と慎い

-117- 2003年住総研「住まいまち学習J実践報告。論文集4



たら、全員がは、 4歳からj と応えた、という面白い資

料があります。泊本昆虫協会(代表)では、子ども江;作品募

集等をしていますが、いつも子どもの発想カ、創造力に奇

抜さに、すごいなあ、大人はカミなわないなあ、感心し、ます。

虫にも人気のある虫とない虫とあるのですが、子どもはそ

んな偏見はまったくない。興味をもったら、その虫0;宇宙

にすっと入っていく。そういう素直さに出合うと、つくづ

く子どもを「指導jしないのが一番で、僕らにできるのは、

せいぜし、採集方法を教えるくらいだと感じます。戦前には

豊な子ども文化がありましt::o新践でこう諮っていました。

です。子どもたちにとっては、 )11で遊ぶには殺の制約さえ

なければ、そこに自分たちの世界を築きます。ここでは、

もう築いています。子どもたちの，C;叩中にはもう)11の分校

i士、存在しています。大人の意識だけです。一歩下がって

見守る。これが地域が支ええる子どもの遊び場f)1Iの分校j

です。幸いなことに和歌山大学(神吉教語、千葉大学付く下

教室)、大阪府立大学(嶋田教室)、 3大学の指導で「子ど

もの参醤jの手法を取り入れ、ハ!の分校づくりを進めるこ

とになりました。市l土、少してすがその費用を予算計上し

ました。
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7)まとめにかえて

年末のある新潟で、地元高校の就職が、わずか30人、

1∞人が綾年、糸へん。金へλの不況でと大きな記事で、取

り上げられていました。私が小さい頃こんな時は、「働い

てないんか。うちに来るカリと町工場ι経営者が声をカ斗ナ

ていまし士とやその子。つ性格を知っていて、ひと育てもしま

した。私は、いつも恩っています。一番身近にいて、一番

ながくf関われる人が、活動の主人公だと 4思っています。

大きい.)11、小さい)11、)11なりの生い立ち、競史があり、人

との関わりかたも千差万別です。地域には、地域なりの生

活文化がありまス。それを理解して汗をかかなし、と。

ftをヤ4手 I"~.喧の tもが咲4

もう一度書きます

'1をえT 成城見TみT 人を見る

く参考文鍬〉

口ジャー・ハート著 子どもの参闘

大 阪 t笥

CI 
橋本夏次

近木)11流域自然大字研究会

貝塚市市立自然学舘嘱託

代表
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和田町路上いきいきギャラリー

~牛乳パックを利用した歩行者全間交通実験~

秋オL 袋町

村 L'JI、時

木下克己*

有~Jt{景子ペ

太Il!篤史:ペ

高見j}{~英司

膝1M]泰?十l

汁命HtiI吋

宏司

1-i-r引 民主的

キーワード 1)商j占f持活性イ七 2) {t民参加1. :1) ヰ羽ノミツケ 'J ヲィク)~

11制持ワークシ 1ツブ 日)交通実験

1 はじめに

近年! lizド終併が長期低迷を続ける中，各地のi海ιtf

f主Jは，消費構iiiの変化による売り上げIl¥:ド，刻印，}:の

高齢化令後継者f不足など 7 様々な問題を抱えている

ガ，今什のまちつくわは， J並行する社会の高齢

化・少子化への対応を氾られている 人々が身泣な徒

歩H当地域で交流を深め， 1jj~ i--lを盟かに過ごすことがで

き ~f 常時にはn いに助 ~)"fîえる!そんな環境が求め

られている そのための憾点としての役割が，身辺な

尚門前には刻ねされるだろう

こうした:I)¥:?JCのもとと 2()(J1 (平成18)咋度から

l.rrmの予定ご， 1故以i¥i保 tヶず子氏と横浜刻、'{ノにやによ

る共同iYI'先 事lHl国]いきいきブロジヱクト J が良市まっ

た 地 J[の和山町商JiTi社j({~，!二ヶ谷氏)の活性化を軌

に7 住民とともによりよい地域づくり長めさfず l務学

交流事業であるし

本新では， 2002WIご和[]I田iいきいきブロジェクトが

実施した!歩行者宅間交逮実験 和[日間J路上いきいき

ギャラリ の試みを総合するとともに，その成果に

ついて考然ずる

2 和国町商j苫街のま克況

2.1 物的状況

倹f民間i心部から凶へ怜子}IIIご沿って主る， il'鉄線・

手1IIH町駅の南北i山1側iご?語版街が!l、がっている f そのう

ち 平日出向尚 Jt~li街は，駅北側の和 I11織から jどに約 i 母Om

続く平日倒的尚将桂n盛り(本巡り)とサ これに往交する

国道[6号f甘いの東約約tiOOIllがつくるす r I-'-t ll~. を怜絡

として 干??に連なる?近隣JW向山itiである(凶2， 1， 

2-2) 

1礼l川町釈の 11:] '!'Y.j乗降人数は15，9:)4人 (2001'1

j主相鉄調べ)立 長 も 郊 業 集 積1主がおい本湿りは t

駅に向かう遂!i!iJ.通学経路(とくに約 lkm北にある慎

浜阪大生)でもあり 1 この地主主の'1，心的なi話1ijとなっ

ている、

2.2 衛圏

手口出町f尚厄24長]の指闘は， (tijt子)11に給う低地ととれを

南jとから挟む丘陵の lに広がる 統ね800m潤内のn宅

地であると第i次商担割・ 2お2次Rill畿を{tわせた人 1]は!
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図2， 1 和国町商応甚i南側ゲ ト

関2-2 和Bl町商r.!i街中心部

l 自，196人 (8，099役得)と総定されている

尚樹|勾JiTHミー者は，全体的lこ1211齢化傾向があるが!

守など主'Hl二層も多い また， 20歳代後半， :30歳代の llt

併も多く 単身者だ吋でなく，ヤングファミリ の多

い街でもある

2，3 商活街組織

商人可持J謝i識は， 196:3 (IJf州128)年墳に手口i羽田I街5性会

としで発足し， 1961 (11目前J~i6) 今に和 l羽田 j 尚同街協|百j

荘ifTとしてむ、人{むした 事Ur: 賛助会長約20;;百を含め

て主主寄り百円民・民い1[11り日五九百・飲食肉を主とする102応

舗が士山挺する

しかし 7 樹;;'q11jO)活力は， 1970年代中頃をビ←クと

してその後は機追いとなり， 90年代以降は減退傾向が
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自盃]

図3-2 総合協議会(小グループでの意見交換鳴) 図3-3 日常的な活動のようす(現況議査)

図3-1 プロジェクト推進体制

続いているといわれる ;[[舵 11¥'iつ傾向に，11'，鮮がd，可

の込山!サービス業や引き凶舗のよPJ加減Itijがある

制[ff干の共同事業としては ままスタンブ ( iill 

吋)ドノじ・主主ボ光り I'Hし (判11i芸会) (7川、 12 

jJ)サ fU iI1地蔵祭り (8 i-J) ， べっぴ/υ;fi Uおじ

け1--5H) という lが村になっている

3 和a町いきいきプロジェクト

3，1. 推進体制

み;ブロジ工ケトには，和 lli同J医者約在IIb~ r市事U.ft (問

1ト)サ地域イi:L( (町内会代友)ヲ横浜l長ずf人苧(建築

系を U~経符学系笥zの持[..N ・ é:ÿとう!約20名) ，保 iヶ

谷氏(地域振興銀)が参加している (1¥<1:3-1)

i -] 'I';~' ~'r'J には JI~ fi控訴夜分析 情出jデザイン

イベント・ピジ 1 ス [T (情報技術)戦Hln と

いう iつ慎U，I_，(fJらワ ヰンゲゲjレ ブをつく竹市到して

いる(ドj;i-:D そのうえで， i:lj~n 1凶潟市【される総行

協議会では!約:iO名のメンパ が全体的な協議を (j~ コ

ている(凶1:3-2)

3，2 ブ臼ジェクト初動期

2001イ!りJJに品有jの総fT協議会が|憎かれたがす大学

と向!t1i控Jという¥'r:JA1の:立いから?可制]は おTfいにど

んなことを唱えているのか公くわからない 状態ご

あった 六学メンパ どうしも，プロジヱケト )j式の

的脅jは初めとの絞殺ごあり 不慣れな:射があった こ

のため， 1:1:状の !gl.~;立点の指摘やアイデアの発案はなさ

れるものの!その解決策め新合:1訟を尖れするとなると

今の延安日告む状態が続いた

てうした，1" まずは{nJか5:l体的な行部Jを? と?

被域的な学f-1::.メンパ たちが来光し，阿山f討を文援す

る介:plljを次々と }JちI_Hし');;1了していった 地Jiままつ

りへの参加 クリスマス(t::t1ljf ， 横浜間大道案内

等である やがてす問カった会什も，しだいに和やか

な持問気へと変わっていった

3，3 基礎調査分析

-}j， ブロジ工ケトが始まって半イ!ーほどずると， );;~ 
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礎;j!尽をの分析結肢が少しずつ礼えてきたr

まず，アンケ ド制査によれば， i_uJ1年した剣山1;jメ

ンバ日の自制紛が滋況の調子そを一全体が不識である と

みており，

張である

J也[司体

そj徐いと

ほlま令はが) it初日街全体ぜのl;ry'11~ イじを 必

と終えていた ヨミた，組合の)，1，:)卒業は

への初乗りである i和rn協議まつり

低;，，，:1);態であることが確認された

そして， imPT1tiとし行問り i社むべき課]E!:lとしては， 1 

f、?に 不足菜穂勧誘 2N:に tlfi光促進 、:Jul:に

l地主主とのつながり強化 が挙げりれといた

そこには，段々な問題点がす組合員からお檎されて

いた 組合員聞の情級む、逮・交換がスムーズにいか

ない 各銅山むの常業 11 営業 ~J';!f'NU (j)巡いから全体の

活動の民主Zみがそろいにくい おもに活動している

のは役長会である 間々の会はが苅百衡のli~- ;~V j k:: IN 
tj総む姿勢lこは芯があり，全W)'ti/J(こ|対心は I~ミくない

などである

総合全体の h量|と何日1の心室1との間にズレがあるこ

とも ι 例えば，共同事業の殺である べっび/υl行 へ

の参加率が録いことなどに1ミれていた

3.4 問題の発見

)j 地域!J::.r[i宥カらの芯5止の!いで， I{首脳僚の担問

iご関してとくに [1古ったのが?定常化している路

れを問題観するj昔j商であった (1吋:3…4)

アンケ トu'J符や開設しでまもないブロジヱクトHP
の掲示板(日BS)に 違法摂取が多く，歩きにくい，

危ない g;寸主に乗り 1げての駐車と，商五百の歩J亘ま

でに品物を~べるのは 11 めて，ゆっくり買い物ができ

る街にして欲しい!子どもをベピ}カ に乗せて

がいている;婦の方や， 1:1'(椅 fーの)j，それに自転Jf{に

来って良い物に来ている fイ台、速にもとても危なく 外

観的にも災くありませんv などの怠見があった

本通りは， --í~1ド ii 土:18m ご ~IIJ{j:!IJに1.7Smの必滋と円1央に

申近郊4.5rnという横断的!構成江 一)j添lJ!説fWIがしか

れている(院~i--5)

平日日I町l掛};If街では， ，nf~:\誌が不足しており 路上馬主
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和田町蕗庖街(本通り)で日常化している路扇駐車

九

ω 

説

J
h

汀

q

l
島
町

b
v

守

札一一J

鴎3-4

わうというアイデアであった(側主 2)

総本は 交通実験であるがl 閥凶器f と上也域住f~のや

析を結びつけるために仮られた帳誌の みち京総

をどのように活 1)'.せるかということをテ マとする

ごのため Hh_ij;!zのj悩J)_:、い関心を集めるために 車 lため

のz;iIIJ卜・指'ii1を参加担イベントとしてわう さらにす

交筋{リガイケルの鋭 C正を絡め7 出lとめの材料には!伊l

えば"f'-~九パック!ヰてき i.h，ベットボ人 J~é手を正IlJ ll し

材料[υl以と純明亡には地域イ+:[(t二も参加lしてもらうとい

うものである (['<1+1) 健介イベント íl!~ に 11' うことに

より rHj J;'ii1H帯同札の活判イヒにもつながるものと考え

T乙

184-2 現況の道路平面とみち空間の使われ方

tf"i: (J_)内訟は 過去にも ;i~lij議されいわば '，ì;~+ ~llmイ七 L ず

いた しかし!組織的な対応はなく!以沼市付で歩道

1:1ご!樹脂後事止め(カラ コ ン)そl訴さ， !!'-i分の

清光でのn~lIを防止している tiょいと分、るない物将/

lドで来る買い物将/P~6 ~芝(j-(j壮の!被 HI 人/ 役漁ii

li・'[{1M という子号訴の玉11';与が終んとおり igJJ[ぎはつ

ねにYL-;j主りにされてきたのである

図3-5

4.3 金酪・調整段階

ほかに 支出'~WJ銃な提案がみつからないこともあ

り， 路 j実験 を3iil.庖ずる方針が， :3 J jの総合協議会

で権a?t-!，、された

GrJtごは j浅山街協同*[lfI'の総会でも実施が決定され

た しかし その計闘はJL体性に欠けていたと "j乳

パックが集まるのか η パックの [Ti[JjZ，保Pf~;; はどう

サ一色のかり千二!悶・方法はり 牛乳パソクが取はめに

なるのかのだれが11るのかり l 実験lいに車!Iめの管

内はどうするのかけ♂ 「轡然や 1京事務所は許可する

のかけ 等の説〔設がIJJ後していた

。けには. j木事務所に災験の長自訴を説明しJ1_Rf1ftを得

4 空鶴デザインとしての f路上実験」会磁

4.1.課題の設定

};~綴;洞炎により叩l らかになった 阪IlJfl1fの現状をふ

まえた j':C，"吉間デザインの訴からは !浅町街の波ぅi

}Jを175めるごと 来品:j;(1の滞照時間jを仲ばすごと

という つのノj策を検討することが品本i説!A~ぎであると

判断した)これらは前述の 地域とのつながり強化

という fì*~宝とも i霊 Jr.~ している

4.2 発案段階

2002イ1'2JJの総合協議会ご， '/'s: UUヂザインの鋭点、か

らいくつかのアイデアそ促当さした その つが 手口 lil

町尚JJ:f街(本巡り)の ι路上駐車 耐完売実 (町長し

て路 r:%験)であった日

ごれは7 歩いて~';(い物をずるのに公tNrちがよい 存

または秋の~'íË.wJ m-lql (ごす本巡りの歩t-r送境界部に I;J

動式市止めを筒き!路hj買主qiを完全に出:徐する実験を

20閃年性総研什主まいまち学留 i実践報告論文集4-121 



路上実験

~歩きやすく環境にやさしい荷届衝をめざして~

7/20 (土) ~8/31 (土)

牛乳パック殴収キャンベーン

5 
9/7 (二仁)， 15 (日)

車止め制作ワークショップ

ι 
9/21 (土) ~10/6 (日)

和問町路上いきいきギャラリー

(交通実験十調査)

関5-1 r路上実験Jの全体構成(フロー陸)

町""-，.， " • '̂. ，~~引で 蜘マ J

図5-3 車止拍車i作ワークショップ

ノドお十
ク
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図5-2 牛宇レてッヲ回収キャンベーン

.;. 

①品そ昔、、
たが!その後も 実行体制があいまいなまま将 r~日が経

治した J

4.4‘ 計語・設計段措

小中学/佐の夏休みに合わせ(!ト乳パックドi伐を行う

ために?準備を急ぐ必要がある 学校?町内会等の予

定行事との 11粍謂幣ち必要となる 7FJ!-三人るとすぐう

剣山街昭事長を代友とするサ実行委民会の初会合を開

き，ようやく 路!実験 全体の狩絡が'どまった(凶

3-1) そLて， 7Jitffi曜を午乳パック i~'ll~x ドグ?とし 7 令き

需になっている 11]1町内会ft'fi2sト?を保管rfl-としアi左前する

こと，回収と引綾に会券を発行 (GI可/本)寸ること，

地域への符:J:li)jt)、等を決定し 1]-1切を開始した

変休み肉 riiJの7Ilト勾 近隣の小小学校。校および町

内会・ (1m会のIi.品j]Iこより，案内チラシを況判J(総;計

約-1千枚) ，町内会制示板lこ案件.J!t，スタ を阿川し白地

域への広報を行った

② 

11" ..事聾 』

齢五二議斗畠」霊
① U"， 一〆習慣十吋週E

E瀬戸 \ーす~'議掴.⑨

⑤ 

5 路上実験の実施

5.1 牛乳パック回収キャンベーン

7/20 (U ， 牛乳パックをもって，和山町百五日;街

1= iγ こう? というキャッチコピーのもとに r司 ~Ä

ヰャンベ(ンを渋lT!ちした 1'r:lJl!X目線数は6，666本と決め

たが，はたしてどれほどの数が集まるか見行がつかな

かった しかし 午くも初日から紙パックとスタンブ

カ ドを持ったへたちが現れた 7つの回収円?J~占鯨で

は 貯まった紙 I'{， ソケをピニ Jレ袋に入れ 無人の保

fp，;!肝に絡す作業が始まったや毎日令問手いっぱいの紙

パソケを持ったん1;主の姿が古寺山壮iの話綴になった(関

口21， 2) 

お/2~) (余)のよ出版まつりには!メイン会爆での紙

ベソク [ri]収と渋川折11滋会を行った [日l~叉数は，、当初の

心配をよそに。 11際数を上目立るととが擁;廷になη! 現

けには川li終 (Uの繰り lげを'バ討した(

2
 

2
 

1
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①車止めの設置作業

斗

f
l
y
i

A

u

h

ハ

b

紡

M

m

車

F
W
7

駐薦路るよめ止車③
 

， 

④車止めのイラストを見る歩行者

1ill5-4 和国街路上いきいきギャラリー

方M ♂県 駅

⑤紙パックの殴棋をそのまま表したポップ感覚の ⑧ギザギザ頭型車止め

デザイン

②車止めが罷かれた本通りの景観

刷開必

⑦六角柱型車止め

5.2. ]草止め制作ワークショッブ

自月 '1'勾め削j件ワークショッブ参加i案内チラシ

を子ども会経1.11と紙パック[司収所経山で配布したい

一)j. 車止めの5主体的なデザインは簡単に進まな

かった、車止めとしての機能(司法， _ru読 者i認併!

耐久性，等).路上に配置したときの長絞 iの効果!

J:什ーの手手易判! コストパブ写 マンス等を考慮しなが

ら 試1-r&合与えが絹己し¥t.: (!羽G-2::王)

院本タイプオ(jIめのデザインは，ワークショップ1

E j t{f前に， '1手Lパソケ 3h':lJi1l2段(¥¥，210，ぐり210/ぐ

れ100ミリ)でt_f{)j体;を羽町 IiXii刊に万Jれれ肢11:1を索令士る

形態と決定した 民似1111にはili:隣口氏から提供された

討の前;日JIIIJの写真やワ クショッブ c子どもが捌く

いきいきn 4ャラケタ を l出り込んだ(!球日一:~'，J 

記) "_ 0s[fijの険根材は 和IlH忠誠まつりのメイン舞ず?

づくりに{史片lしたプラスチγ ケ阪の燃料を平Ij)-f]した

日/7(!:) ， 15 (!I)に制作ワャクショッブ いっ

しょにつくろう車止め! をrた!晶 子どもと大人含め

て延べ約10{)名の参加により? 予定した120倒(基本タ

イプ8011記 変形タイプ40側)の総作を完 j した(1羽5

:r:l，ぺ!

5.3 和陵町路よいきいきギャラリー

9/21 (J:) ，いよいよ2選出iの実験が始まヮた 滞

日;の関山時刻前に，すでに駐取している本jUijを除けな

がら_lI{llめを2.lm間隔で歩近 11ご詑く やがて全て

の日支出が終わると?ふだん見慣れた本通りのhL絞が

変した(凶;}-4 、l ぺ 2~百)

ところで吋初 問Jr'Ii 桂;の役J:":J..たず~ I立，実験期間q.1
(JJ;'{陀j として 111十年 ~1例年)の E， ll 止めの1'3;.U}l体制につい

と+uを感じていた 歩道 iへの向品総タIJが門出に

なっている業縄があること， I'i)日[の搬出人時の不使，

自動d:r:利ItJの足立待:に嫌われるごとへの不安など!似々

123 2003年住総研「住まいまち学習J実践報告論文集4



(])概念図

図6-1 協力体申! 立 ぜ)実験終了後の牛

乳パッヲ解体作業

のrYj:j，ir'!f Iごは様々なιiし》があるから仁いある

しかし，実験;01I'l¥JI11. 約jlln占IJr¥;の協力により ili ! 1， 
めは方ちんと ;i~; _Ilt された

6 まとめ

ムー験lこ際法して次の対象計にアンケ トz続安をわっ

rr~j応 t 0"1件数tiG人(有効率u:'L7(lo) 以ド|叶じ)

」荷主京符 (70人 (100"0) ) 

メ1乳/''i'ソケ H~x参加11 (109人 (;J2.90())) 

(-{_( dめおIJ付ws参加計(].1家扶(りn.7¥l()) ) 

41TL長には合|円p号、詳のよLi-:f.;による1立いが表れたが そ

の械'I!:は次のようとあった

やかさ唱すさ ]'1:.!fLJ¥'ッケ [;>!ili参1]11汗からは ~よき

やすい とのI7料品が多いれiO九)のに対し!凶，Ir'!i-1: . 

般 1<':ギからはぶきやずい と 歩きにくい l がほ

ぼ 分された 路日目tI_~I とともに I荷品のせり HJ しも

減ったが 'Ii止め11{ふが邪嫌であったとの，0;、見があっ

fこ

:正縦] いつもより良し刊の，'1'剥が半数を f1i

めた ふだんとi主いJ1;々 とし?斗乳パックの '-hd:め

は ポップ !i主党滋l主にリズム t;，主のある扶綬を ~Lみ

出した

[司手Lベック [riJ!ほこわャンペ ン]

[1.，;11以参.iJu手?の920
0， 般来符U)()G()oが?今lり!のよう

なっーヮイケ jレ知子Uj， rU"-1(参加IJf;'Aイベントの継続を文科

*1 横浜!司、tA学 ;，~，.;t院 !Yi.T *ご環境ァザインγλ'1仁代表

*:2横浜がj以片下A'f~it~~1持帥 * fi和日Imr白山筏J協同組行理事故

* -)横民n~立大学大q段尚教指 *7横浜ï11経済品中小企業信濃ヒ

*4横浜同立た;""j:.rコァクノロ シタ !;'i';、長

ジ ・システム・こうI!'ぅ卜

リ講師

している [ril収参blltiにその傾向が持しい

[巾 11--め制作一ワーケショッブ}

IiI ji)、]会の長 ~j古をきっかりとした参加汗が多かったも

のの?保護X， 子どもともにw:-;自体には艇U;)自rlドドで
あった参加l持は 牛乳ノミソクでなにがf1"れるか 需

の筏術的関心子どもが参)Jl1して父逮jレ ノレの底解

につながる 等の教育的関心みんなさつくれたJ

:与の H、1，'1体験l二対する関心をもち持制じているいこの

ようなれおに対しでは!大多数が将史的にも参:Jli怠:向者

Ni'っている(子ども I1人巾の II人)

[経済ぜIJ;:Rl前日Ifyj の Î~i気は変わらない が多い

が，やや いつもより良い 保I!Iご寄ってい合

j{fj ;;ti 'Lの-1Oo
oは，今似のようなイベントは令業績の

1['] 1への寄りはそれほど期待できないものの 長いれ

で見ど尚民社iの活性化に交付、すると考えている U

例えばヰ乳パッケ [1:'i1Ixキャンベ ンには?金券が

比較的少縮 (0川/本)であるにも「おわらず i提;告の尚

[剖をよりはるかに広い組問('1':f{;f(;J2km)からの別収

参加者があり，吸引効果があったご ws参加11ftの純白ffJ

寄り jl'，{効来も少なからず1m"みできる。いきいきお!

の冷ーの絵は 子どもにもた人にも!好評で 将来的

に，イメ ジキャラクターとなる可能引iもある

以上?ノ}[ロ!のう主鉄をヲブロジヱケトの今後の機関に

じ号かしていきたごし、

参考資料 1'IiL日目JいきいきブロジヱケドHP

http://wwwれrC.ynu.ac.Jい/.，双ad出nati/

J.li溢晶:'-:ア杉〈広告主 横浜lJij¥'[大宇 A学院助手博 I(τ 学)

.. 鴫咽圃島 本主主主出立大学大学院 U'活研角科陸 Y/建築 まちゴくり 環境テP

:LJヴタt ザインの設計開論研究と実践/著、引攻代建築むこ1汁クノ、チュ

滋議k守二一プリズム入門 環境の中の悠築/環境をつくる建築(彩同社!

経歯邑.~労者溢 200~〆fj [-1/'ながわ鵬)jイ I"'Ji (神奈川県建築防?訓2
掴暢醐鵬圃E 年)/呂本建築学会意味のデザイン小書民会委員
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F錯し完走』ワークショッブ壷輯えて

Y村でのワークショッブを巡る議論な透じて

学高雄お

キ}ワ-]' : 1 )ワークンヨツプ、 2)有効性と正統性、 3)市民参加

1. r癒し系Jワークショップを越えて

本論l立、ずまい a まち学Fザにおけるワーケショッブの

正統計iと有効性を高め、'*ザ'1;0)。とり c土eJfEまい p.つぐ

り手を序む手法について論ずる。

我がE誌でも、各地で、まちづくりワ クショッブが、

盛んに行われている。近頃では、ワーケショッブ実施に

ついて、新しいテケニッケが次ヤと開発されている。

一方で、それが、有効な手法として注医されるがゆえ

に、市民参加のアリパイづくりとしてなど、安易にいち

づけられる場合も少なくない。ワーケショッブは、参加

者が、社会に とiを投じたという満足度は高いが、反樹、

行政施策に自らの荷が反映されない市民のダイレンマを

単に「癒しているj 然出も指摘されるようになった。

既得のワークショッブに演するケーススタデイーには

学ぶところが多い。これらの考察の多〈は、ワーケショ

ッブが「成功Jした事例を取り上げている。しかし、ワ

ーケショップの前向きな評倣そのものが、自己目的イじす

ることは避けねばならない。今後のワークショッブ研究

では、それそのものの有効性やその役会的校長室づけを、

冷静に再検討する事が、今、求められている。

ワークンヨツプが、現誌もそして将来も、 fj法として

魅力的であるが紋に、冷静にそのlL統性と街効性が検討

されなければいけない。

本小論では、筆者が関与した、 X県Y村での、臨業活

性イじ計額でのまちづくり参加、ワーケショッブを巡る議

論を慾付に、批判的に考察する。その上で、今後検討さ

れるべきワークショップの姿について論ずる。

2.ワークショップ:なぜ、量産が、どのように

そもそもワ クショッブは、市民参加の機会の景寓化

と、またまちづくりへのアブローチを多元イじするもので

ある。いわゆる自治や地方選挙などの成寄型アジエンダ

同じく'1'i効性とLE統性J が俗えられるべき、もしくは

それに向かう努力を行うべきである。

そもそも、なぜワーケショヅブは、行われるのか、識

が、なぜ参加し、イニシアティブをとるのか。結果、成

果がどのように実施され、政策に反映するのかである。

それらは、いわゆる政策決定の延長としてみなしうるか。

そこでは、例えば、決定の仕総み、組織設定の万法、

諜態設定、実施と評{語、参加者一のパーソナリティー、リ

ーダシッブなどが事前に検討するべきである。

ここに、まちづくりワークショッブについて、検討さ

れるべき課題を列挙する。

動機付け ワークショップの災施には一定の動機付けが

必要となる。課題を設定するにおいて、それは参加反体

のf簡で、必然の中で秩序だって生み出されたものか、も

しくは、マーチら (March& J. 018en)の呼ぶ「ゴミ缶

モデルJ のように、政策決定の過程において、アクター

(関与主体)に対して課題が一方的に無秩序になげこま

れたのか。例えば、各種の「消化Jのためにワークショ

ップが企画されていることはないか。ワークショッブは

維がなぜ動機付けられたのか。

政治文化 引き続いてアクターがどのような属性によっ

て矯成、組成され、また政治文化:po1itical culture'の

条件 Fで形作られるのかである。これは社会の構成員の

'filli傍観の分布」によって形作られる。それらの分布は

地域社会によって大きく異なり、一様ではない。主体と

なる市民は、その社会的コンテケストにおいて、どのて

いど、自主的に自律的に、参加・発言可能なのか。政策

決定の場の「選考の論理」と「義務の論理」の鶴で、ど

のような意見表出が河能なのか。

エオールド・ポリティケスと比べて、市民参加やまちづ 綴織化 アクターがどのような過程で総成されているか

〈りなどニュー・ポリティケスは、いかにも新味感をた である。組織イじの過穏において、どのような背景を持ち

たえている。 形作られたのか。それは、経済的利益を追求するセクタ

しかし、いずれも民主主義社会において、ワークショ ーの間体か、もしくは特定の側僚を推進する俄値推進関

ツブの過程は、参政や法制のしくみと同じく、公平・平 体か。そこには、政治的な和主主はどのように配分されて

等である必嬰がある。言うまでもなく、政策決定の場と いるのか。また、長近では創発的ネットワーケにi主回さ
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れているが、宿題怠識の共有がどのようにはかられそれ

がネットワークの創出に寄与しているかである。

また主体はどのようなリソ スを有し、戦略を講ずる

か。そこでは、どのような過程を経て意見を表取するか

である。

リーダシップ House& Desslerらの呼ぶ、パス・ゴー

ル・モデルにあるように、どのようにリーダーが意見を

集約し、アジエンタに結びつけるかであるl。むろん、そ

の集約の手法は関われねばいけない。課題は誰が、なぜ

設定したのか。どのように、議事は遂行されるのか。ま

た、「落としどころ」はどのようにデザインされたのか。

またリーダシツプをどのようなスタイルで発揮するかに

もよるところが大きい。

3.検証 :Y村でのワークショップを巡る議論を通じて

続く本小論では、以上にあげた録題に対花、して、筆者

が従事した、「まちづくり Jやワークショップの自己診断

を行い、今後の、ワークシヨヅプ像を展望したい。

(1)ある高窓街、 Y街路衡の活性化計画のはじまり

ある高五百街、 Y碕庖1m立、 X県内の中山間地なら、ど

こにでもある平凡な荷崩筏の つである。戦後まもなく

までは、屑辺農村の農産物の集散地として、買い物客の

f子手りができるほどにぎわったそうだが、 6 0"1二j¥，;からは

斜陽の一途とたどる。 JR本線は、 Y村から速く離れた

地点を通過している。村の老人は「明治持代に鉄道が開

通したとき、本当は、鉄路iまY村を通過して、 Y商庖街

にも ~Rができるはずだった」と悔しがる。しかし、それ

以降、 Y荷自衛では大きな「事件」もなく、昭和 30年

代のにぎわいをピークに、静かに活力が低下していった。

最近は、高い高齢化率と過疎イじが追い打ちをかけ、村

の小学校も閉校がささやかれている。 方、農業はふる

わず、村の人は後継者のあてのないまま「ボランチイア

ーでやっているようなもの」らしい。山潤や、日陰地を

中心に農地は遊休化しており、年々平地にも迫りつつあ

る。 Y村は、確たる活性佑への手だてもないまま、静か

にその持ftを*~与えようとしている。

E号1美しい民家 しかし住み手はない
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ところが、平成に入って、 X県l立、樹脂街活性化計画

の策定地に、 Y街路復を選定した。これの資金窓口とな

った Z商工会は 3月末になって築者とコンタクトをとっ

てきた。策定期間は実質 12か月。愛託料l立地元負腹な

しで、会合費用などは事務局費によって賄われた。「委託

料が安すぎて、またあまりに不便なので、民間のコンサ

ルタントが受けなかった」というのが、私たちへの正直

な指名の理由であった。i1:産、条件を聞いて鵡諾したが、

私自身も、 Y治区lま淡潔でおt世話になった感もありむげ

に断れなかった。

当初の事務潟サイドの要求は「学生さんたちと市民と

f者に、参加型のまちづくりをスタートしてほしいJと

いう内若手で、市民参加のワークショッブは是非ともやっ

てほしいとの要求だった。

(2)消えた寓蔚街

そこで、学生TとY村に出かけた。しかし、 Y村のど

こを傑しても商泊街など兇つからない。隣村には、臨主主

街らしき 角もあるが、 Y村ではどこが街癌 iiJ:jJをさ

すのかわからない。郵便随員に強いてもしらないとこた

えられる。実際、 n空自衛の街路の多くはすでに閉j吉、

もしくは隠底休業状態であり、荷1<5街は閑散としたもの

だった。夕刻、朝、昼間と時闘を変えて観要望しても、人

っ子ひとりいない。しかし、これが、 X祭のおおかたの

中UJF.ll地の姿なのである。

そこで、地元の人たちとコンタケトをとり、商Jおfおの

核心地l哀をあるく。機かににぎわいはないが、高k5徳に

は、古い屋敷が並び、またはずれには村上H身の移民の寄

贈した碑や、有名な醸造倉がある。 X燥のどこでもがそ

うであるように、美しい図騒風震がひろがる。

4月に入り作業はスタートした。「商業活性化」の基本

メンバーは、村の窓口…本化でうまれた協議会の中に特

設された、活燃化検討委員会が担うことになった。しか

も村の商業活性は、いわゆる町の寝業活性とは異なる課

題がある。

関2.Y溜庖街誰もいない静かな午後
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(3)町の蘭底苦言と村の商庖衡の濃い

ワーダシツプ:j畿と商 村の中での、商業者たちの発言

力はそれほど強くはない。農家を中心とした地区市民は、

地区内の公共工事などの方向付けにも依然、強い影響力

を持っている。 I11上ニ農業を行う人たちのカは依然とし

て強〈、商業者は比較的に発言力が弱い。結局、 ヒ位団

体の協議会の顔色をうかがいながら作業を進めることに

なり一進一退。リーダーもそのたぴに綾がひける。

様ヤに存在する資源も、すでに誰かの既得権援の中に

ある。たとえば、文1~財も村の共有財産であることは少

ない。それを鋭光の白玉に持っていくことは、地尻市民

閣のバランスを重んじるメンタリティーに反する。

最近になって、「美しい村」に惚れて Iターンし、 Y村

で生活を始めたり、環境探索を始めたり昔る人が増え始

めた。しかし、既存の村のコミュニティーにアクセスす

る問E告はあるようでなく、また村の人たちも、彼ちと無

意識に距離をおく雰間気がある。新しい取り組みは「潔

¥¥Jと評価される面もあるが「和を苦しす」とマイナスに

詞F偲される場合も少なくない。むろん、患ったことをそ

のまま、その場で表現できるほど社会は簡単ではない。

iIi!{治文化:30図体と協議会村の中には統停の大小・

新i日30あまりの間体が存夜する。敬老会、町内会、子

供会、祭りの実行委員会などなど。伝統的なもの、最近

始まったものを含め、また野球大会、斌婚葬祭などなど、

村のfilには大小無数のイベントがある。村の有力者の土

日、祝日、千主題はほとんどスケジュールが入っている。

それぞれは、個ヤに独立して臼約を有するために、勢

い、「村の総合的な発展を考える」日的で設立された協議

会の影は薄い。もちろん、利権も絡む。

これらは、村に暮らすことの意義と、生き甲斐を高め

る上では重要な生活シーンであるが、それが肉体的・精

神的・経済的負担でないとは言い切れない。村の市民は

本業以外に、抱えきれないほどの共同体を維持するため

のタスクを抱えている。また務年層は離農して忙しい。

また高齢佑で、ますますその負犯は震くなっている。

動機付け:i街底街活性佑の必然性 肝心の商岩街活性イじ

にむけての動機付けは低識だった。屈の多くは減価償却

を終え、経済的には、商売に見切りをつけている。すで

にどジネスを続ける動機はない。また後継者もいない、

高齢者世帯が多く、新規にビジネスを展隣昔る動きにな

い。そこで、今回の企画立案は、必然的に、比較的若年

層で、経営活力のあるメンパーが多く集まることになっ

た。逆にこれが、上位機関との協議会のメンパーとの世

代ギャップの理由ともなる。策定員耳問中に議議計画内容

を諮り承認を得ることにしたが、おのずと潟度差が生じ、

「翻いたJ'言語かない」の応酬が続くことになる。
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(4)ワークショップを敬遠する市.a¥

X擦でも、議近になって「まちづくり」やワークショ

ッブに大きな期待が寄せられはじめた。事実、多くの罰1

や村で、ワーケショッブが行われている。担当自身も、 X

県の「まちづ〈りJにおいて、ワークシヨヅプの企闘を

行い、また参加する機会があった。住まい手扇らが、共

同し、参観し、我が田1の現夜を問いかける。そして、そ

こでの議論を、新しいまちの方向性として止綴1る。

それは、なかなか楽しいもので、当初はワークショッ

ブの現場で、いつもどこでも、なぜか後勢な、おばさん

逮中との即席の合コンに、少なからず興奮した。また、

多くの人々の臼常では、本来は無縁なはずの、土木や慾

築に関心を持ってくれることは、 f可ともくすぐったい快

感を党える。

またメディアの取り上げも抜群で、新聞紙上での「絵

づくりも鶴単だ」と地方新織の支局記者は、こうした「ま

ちづくり」を喜んで収り上げてくれる。 行政の広報誌の

自治への市民参加の「絵J としても適しているらしい。

しかし、こんな快感や輿省は続かなかった。

Y村でも、すでに、村人は幾度もワークショップを経

験してきた。マップづくり、子供資滋発兇、自然探索・・・。

成果として地域を紹介する地図のたそいは、別々の機会

(補助事業)ごとにすでに 3種類作られ、初版絡紋にな

っているか、公弐館の倉庫に大切に保管されていた。過

疎イじする小学校の子供たちも、各種の環境学穏や総合的

教育の試行で土日に関係なく動員されている。

私が委員会の席上、ワークショップをやろうかと提案

したときには、すでにメンバーの表情に疲労の色が見え

ていた。「動員かけるのは、めんどうくさいし、人は集ま

らんJo'また子供みたいなまねをせにゃならんか」と。

村人の幾人かは、ワーケショッブの照題点を冷静に兇

抜いていた。参加者の形式的な議論に、マスコミ向けの

表面的な宣伝。わざとらしいファシリテーターの振る舞

い。難解で、しかし、どこまでもメルヘンチックな「学

識」経験者のコメント。エキストうなコンサル料の魚振

を気にする市民もいる。また、その成果が決して「お上」

には履かないことも知っている。

もっとも強硬にワークショッブ実施に抵抗したのは、

皮肉なことに、ワークショッブ経験者だった。彼は、あ

る自治体主僚の「まちづ〈り」ワークショップに参加し

た。自治体の用意したハッピをi寄せられ、葉遣の炎天下、

市街地をあてもなく「まちあるき」したという。 '70年

代の、あのときを思い出したし、顔から火が出るほど恥

ずかしかった」そうだ。

唯一歓迎した地区市民は、ワーケショッブの成果を、

次の補助金の獲得策として期待し、またそのささやかな

「集響力Jを地元選出議員の講演会として「利用」する
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ことだけだった。持照的にも選挙は自の高官に控えていた。

市民の素朴な知的好奇心と、少しの期待感は、 ij~大化

した保守ボリティケスの慣性)Jの前にあまりに無力であ

る。まちづくりワークショッブは事くの地域社会で熱狂

的に受け入れられ、進められる。超高除イじと、いまだ雪量

天の経済不況の中で、市民になにができるのか。

今日は運動会、あすは敬老会。明後Bドブさらい。

土日もなく、まちづくりする、疲れ果てた地城市民に、

与えられるのは、来たして、あらたな、アリバイっくり

のためのワークショッブなのだろうか。

図3 ワークショッブ参加
彼らはなぜり(資料ヰ真)

(5)地主覇市民のジェラシーと誇り

ワークショッブ実施のめどのつかぬまま、とりあえず

地域の空路の読みとりとインタビューに着手する。そう

すると、いくら限散としたY商応街も主主外な潜在力があ

ることに気づく。コンセンサスづ〈りをかねて、始めた

インタピューとアンケート言周遊では、実に地医市民の過

半数が過去 遊間以内にMらかの安い遡りをY荷話liiJで

行ったとの回答が得られた。また、 党、部1占している

かに兇える広も、 J2i構えとはことなり、実際には営業し

ていることがあって、 70才を超えたオ ナーが電球の

付け替えに地区を包っているとの誌もあった。

商業活性イじは、勢いその売り上げや、床醤積、集客数

によって、はかられがちだが、実際には、また透った形

の高いがあることがわかる。特にお齢イ七の進むE芝山村の

老人たちにとって、村の近所の高広1b1まE重要な生命線な

のである。近在にそれが「ない」ことが、青年にとって、

いいえぬ劣等感ともなるコンビこも、老人にとっては「顔

兇知りがいないから怖い」らしい。

昨今の、経済活性イ七や翻業活性fむの施策l立、こんなさ

さやかな思いや市井の生活に諮りかけることはない。不

況打破の御旗のもとで、不良債権まみれの大手スーパー

も、 Y臣耳庖fおも同じ平言語の仁で、その慰題が諮られてい

る。それは、すこし冷たい。本来、商い、暮らしの有様

は多機であるべきで、それは、なにも経済的合理性だけ

でははかれない。 i密広」二の言うように商いは収入を得る

手段だけではなく「商うことは生きること」である。我々

は知らずしらずのうちに、冷たい効率主義にとらわれて

いたようだ。

商応会のメンバーも、すでに多〈のメンバーが、すで

にY商屈筏の商いをやめてしまっている。活発なのは、

現在でもビジネスを続けている幾人かだけである。この

閑散とした環境でピジネスを持続させているだけに、逆

にビジネスの足腰は強く、たとえば豆腐燥さんlま広〈そ

の名を知られている。

ある時、委員会のメンバーは、 Y村を返り、齢者を越え

る県道に、他府祭ナンバーの悶動車が自立つことにきづ

く。 3誌はとなりのM村は、無農薬康法や、自然素材を利

用したパンづくりを始めていてすでに有名だ。真冬のあ

る呂、他府県ナンバーの車の追跡に成功したメンパーは、

rz村までやってきて、丸太小屋の広で、アイスクリー

ムをた ωミとった」と報告iし、 i可を驚かせる。 Y村は「総

っている」践に、みすみす、鱗村のZ村に「君主」をうは

われていたのだ。

冬にはいっても、策定計聞は予想以上に進まない。議

論lま堂J，巡り。当初もくろんだ、ワークショッブはいつ

の潤にか話題に登らなくなった。しかし、今までお互い

にあかしたことのない、潤いへの思いや、隣村へのジェ

ラシーを語ることは無駄ではなかった。委員会メンバー

は、 Y村はZ村のような「較縛な」物は売らないが、だ

れもが、米や農態物のうまさ、臣室造物のうまさは 級だ

と自負している。いままで皮肉なことに、そんなブライ

ドは、とるべき取り総みを後手に悶してきた。話し合い

は、村の自弓診断に話題が移ってきた。村にはいろんな

過去がありいろんな人が法る。

「住民」という括りも乱暴で、メンパーのそれぞれは、

すでに続をなしたft5LI'屋であったりガラス屋であったり

する。 flll々 のメンパーはプロフェッショナルで、その専

門性を生かすことが、議論の焦点になった。寄り合いと

いう、話し合いの場で、積線的に個々人の専門家として

の意見を交換する。メンバーは俗々、お笈いに費E震な専

門家としての認識を高め、またそれが重宝されることに

気づかされる。また、従前の寄り合いが以下に形式化し

ていたかも分かる。

潟齢化社会のY村には資重な知識が集積している。し

ばしば、門主民」という擦のないマスに置き換えられるこ

とは、すまい手自らの尊厳や自主性を失わせることにな

る。個々人がそこに生きてきた、その事実をお庇いにと

らえ直すことがなによりも肝心なようだ。本来こうした

姿勢がこの留を支えてきた。高齢化、過疎他、農業関貴重。

この難問に補助金のみをあてにせず、プロ築i混として俗

人が、村が、なにができるかを問うているのだ。

リストラ旋風の吹き荒む、〈るおしいほど不安定な、

この世の中。子供から老人まで、皆が、地域社会での居

場所を探している。生き生きと、思い切り、自分の仕事

と暮らしができる場所を探している。
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(6)地域活性化:過去を趨えて

今までに村の中で抱えていた、お互いの弱点や強みを

改めて認識することは、村の人たちにとって、それは、

世代をさかのぼる一大事である。新しいまちづくりは、

同時に過去を総括することだと思う。村の中の血縁関係、

パワーバランス。そのすべてを洗い出し、いろんな視点

を共有することだ。

結局、ワークショップらしき物は成立しなかった。「ワ

ークショッパー」たちが、にわか現れて、ストーリーを

組み_:;.'[て、技巧的な落ちに導入することは、 n当時街を

始めY村の隠された資源を見過ごすことになりかねない

からだ。また、円熟したお年寄りや、無数のブロフエヅ

ショナjしの前に、ワークショップを{t:IT雪することは意味

がないとさえ感じたからだ。

方、委員会の議論はフローもストラケチヤーもない。

堂々巡りで、一歩進んで二歩下がる状態。しかし、いつ

になく議論は白熱している。狭い村のLやでも、初めて産量

を合わせる人が宿てお互いに驚いたりしている。ここで

は、結局、まちづくりに市民が選進するという笑しい絵

を措くに走らなかったが、技巧をこらして地元の人たち

を失望させるワークショッブを実施するよりは、よりワ

ークショッブらしい地平には到達できただろう。

事務賂担当占ーだけは、ジリジリとした焦りを表情に出

していたが、われわれの気分は勝れていた。いつも傍ら

にいた学生Tも、研究はさておき、次ヤにでてくる湖底

街と村の新事実に包を見援っていた。

ワークショップをしなかったことは、策定事業を請け

負った、筆者→自身の業務許制にはプラスにならなかった

ろう。しかし、より跨み込んだ議論は、 Y村にとって、

初めての大きなうねりになりそうだ。

活性化計i認は、 2主下院に移り現在は戦障害百十廼lに移って

いる。より呉体的な策定計闘を立て、今後のビジネスを

ぬめるのに必要なデータをそろえることが求められてい

る。委員会では、農蔵物の産飯をZEき出銭を用いて実施

しようとの話を進めている。また長期的にはインターネ

ットなどを通じて、直販を行おうと話し合われている。

しかし、こんどは、地元負担もでてくる。 仕事のつい

でにと、役所に顔を出して、情報収集する入もでてきた

し、家族との日濯ドライブに、近在の直級所を見に行く

人もでてきた。みずからの財産や金に絡む話で-Ituいつ

になく白熱している。比較的につっこんだ誌になった、

年目の議論は、確実に村をなにか今までとはことなる

方向に向けて動き始めている。
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4.ワークショップ:これからに肉けた試論

事くのワークショップの成功と美談は、新しいワーク

ショッブ実施の動機となる。しかし、いったいそこでな

にが生まれ、また市民はそれを望んだのかを十分に闘い

かける必要がある。始めにワーケショップあり、ではな

し¥。

これまでの反省を通じて、今後考濃されるべきワーク

ショッブの実施方法と対策について述べる。

(1)動機付けと政治文f誌の見緩め

ワーケショッブは、まちづくり過程での有力な手段で

はあるが、それがどのような背委託で行われるかが重要で

ある。ファシリテーターは、参加者がなぜそこに溺て、

またはこなければならなかったかを考える必要がある。

また、ワークショップの結果として「失敗」を積機的に

認める必婆がある。また、効果がみこめないのなら素厳

にそのほかのメニューを僕索すべきだ。

これらの問題への対応として、事前の状況羽目揺が必嬰

であるといえる。丹念に地[芝市民へF'~iJ .側目IJのインタ

ピューを行い、その地域の政治文化を兇樋め、リーダシ

ツブや組織誌の権力関係を見緑める必要がある。その上

で、参加者の意見表出が最大イじする{士総み、メニューを

検討するべきである。

また、成架のjflJi有手法などは明確にし、非参加者を含

めて、なぜ、ワークショップが執り行われるのかを明確

にする必要がある。

(2)ワークショップ参加者の見極め

設節約に つの村でも、社会的には必ずしも つでは

ない。ワークショッブに参加する人が腐る 方で、政治

文佑的に、参加しない、できない人がその何倍も存在す

ることを忘れてはいけない。また、ファシリテーターは、

ワーケショッブでの「ノリ」のよい人のみを、機範とし

てとらえ、その意見を地域の総主主と錯覚してはいけない。

むしろ、フォロ アップとして、ワークショップに参

加しなかった人を中心に意見を強かねばならない。本当

に必嬰なヒントや情報l立、もちろん彼ちも持っている。

また、まちづくりでは市民すべての共向が必要だ。

これらの照題への対策として、ワーケショッブを段階

構成にすることは可能ではないか。経験的に、積極的に

まちづくりに参加しリーダシッブをとるパーソナリティ

ーは、会場に早〈登場する。勢い、彼らはワーケショッ

ブに前向きに参加するのであるが、そうでない人ヤの主主

兇も 1分に把握するべきである。

そこで、ワークショッブでは、例えば、到達費l瞭に到着

番号票を部り綴り、グループをわけ、これらの成果を最

終的に検討することも可能であろう。
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到着際に番号を害jり振る

/ グループ止

先着グループ

積極的、前向き

¥ 

グループ 2 後着グループ

WS実総 Z綾子見、義理参加

ム出
印刷 / 

意見の総合的検討

[;ll4.幅広い意見を得るための試み

(3)不参加者との情報共有、窓己診断

また実施した事災と、それがなにを生んだかは少なく

とも、市民リーダーやファシリチーターが自己診断をす

るべきだ。ワークショップはしばしば「絵」になる光療

を作り出す。市民参加の「絵」を作るだけが臼的ではな

い。ワークショッブの爽施後、いったいなにが生まれた

のかを積極的に向いかける必婆がある。そもそも、村の

寄り合いは、優れてワークショッブ約機能を持っていた

と思う。それらの伝統的な社会組織との連携を含めて、

実施するワークショップの位震づけをはっきりさせる必

要がある。また、ワークショップの過穏や成果は必ず文

章としてまとめ、不参加者にも関知し、情報の共有をは

かるべきである。

5.まちづく担ワークショップの未来形

筆者は現荘、マレーシアに往んでいる。マレーシアは

多民族社会であり、多様な言語、民族、宗教が混伎して

いる。最近、ローカル・アジエンダ21などの影響もあ

り、少しずつ社会に、住民参加のまちづくりの概念や手

法としてのワークショップが浸透しはじめている。ここ

では、多民族社会の国民統合が重嬰である。特に、市民

との連携を強みと自負 FるNGOはこの手法を多用して

いる。

しかし、しばしば、母語(例えば、広東訪やタミール

語、マレー語)をのみを臼頃用いる市民間士のコミュニ

ケーシヨンは容易ではないし、また多くが英諮教育を受

けたファシリテーターとの共感は容易ではない。また民

族、ごとに異なる利書の司毒殺は並大抵ではない。社会問層

も明確に兇える。

我が閣もグローパライゼーションの瀬流の中、市民生

活は大きく変化しつつある。「陀昨の境地」で、お主主いに

なにか、大切なものを依り、共有できた、単民族社会

幻想は消え去りつつある。まちづ〈りの過綬において、

我々 は、 fjilJえば外i塑人たち、異なる俄債を持つ人たちと

共感し共笠できるのか。もっとも、発言しない議論しな

いと評される、「我/7J日本人が、自由に地域のまちづく

りにコミットし、共感しうる時代は来るのだろうか。

また、グローパうイゼーションの元、開放形の社会を

たもちワつ、住まいまち学習の新しいパラダイムをI，iIJ造

できるのたろろか。主士、とも Uこ、次代のよき住まい号P'

つぐり手となっていけるのだろうか。市民参加、ワーク

ショッブを巡る挑戦は、今はじまったばかりだ。

(謝辞)

本論は日本建築学会農村計凶}委員会春季大会2001(京

都府美山町)にて発表したもの(様態「村の商業地は樽

生できるか?自己批判的「ワークショッブ議JJを全爾約

に加筆した。多くの皆織に質量な態見と励ましをいただ

いた。

とくに、艇長主則氏 (KGK'言十議i技術研究所)には前面の

発表を含め、費!iなコメントをいただいた。誠意を表し

たい。

(参考文献)

1 イングルハ ト1978、静かなる革命(三宅一郎ほ

か訳)、東洋経済新報社

2 リプセット S.M.1963、政治の中の人閥、(内山秀

夫訳)、東京都元役

3. March J & J Olsen 1976， Ambiguity and Choi開

in Organizat.ion 
4 アーモンド G.S ヴエーパ 1974、現代市民の政

治文イじ(託行 I1 雄f也訳)けい主主議席

5. HousE' and Dessh~r) 1974， The path"goal theory 
of leadership: 50me post hoc and priori test， 

cont.ingency approaches to leadership 

マレ}シア科学大学研究員、広島大学君事手

都市地域計画学。マレーンア科学大、京都大

等で学ぶcシンガボール開立大学研究員など

を経験。 2001年よりマレ シア総理府研究

者および日本学術振興会海外特別研究員と

してマレーーシアに滞在中。

~ 130… 2珂3年住総研「住まい。まち学習」実践報告論文集4



F有料貸し花壇方式による』市民参画製公瞳管理の可能
性の検誌

一“種から育てる県民交流花績コンテスト"を一つのモデルとして

安尾昌 子引
森sl 年:員I1 本 2

IfLUJ 富士男叫

キーワード 1 )市民参加 2 )公鴎管理 3 )貸し花壇 4 )ボランティア 5 )協働

1 はじめに

都市内にある街区公思，近隣公園などの身近な公濁が

余り利用されず?また十分な管理がなされていない状況

が部題祝されている。この原因として昨今の財政状況の

中で 3管理者側ができるだけ経費を抑制しようとして管

理水準を下げ一ていることが推測される。

方では市民のガーデニングに対する関心は，装え

るところを知らないという状況である。この中には，集

合住宅に居住していて，庭がないため広い場所でガーデ

ニングを楽しみたいと忠、っている潜在的な愛好家が多

数いるものと思われる。

また，公共空間を市民の手でまちづくりの 環とし

て取り組み，自分たちの対産として公闘を使用したいと

いう，市民参画に対する機運も高まってきている。

このような中，公爵管理に市民のボランティア活動

を誘導し，市民のガーデニングニーズや参画と協働の要

求も満たしつつ，管理者側の管理費低減ニーズをも満た

そうという動きもある。しかし，単iこ管理費低減のため

の安い労働力として，ボランティアを導入しようとする

考えはg 市民の参轡とも品働を考える tでは問題がある。

このようなことに関しては，菅 博嗣，)や里子嶋 政

和引が住民参加型での公爾づくり等でその方法・意味

等について，また，亀井裕宰引がボランティアのか

かわり等について述べ，その問題点を指摘している。し

かし，具体的にどんなシステムを導入すればp 市民のニ

ーズを満足させつつ，適正な公園管理が実施されるのか，

その具体的システムを提案しているものはない。

そこで，本論では「有料貸し花壇方式」による市民

参爾型公毘管理導入の可能性を，実際の公園で試行する

ことにより検証した。具体的には，出展者からの開始時，

途中持，終了時のアンケート調査とそれを支えるボラン

ティアのアンケート調ヨまから，その有効性を検証する方

法をとった。

2 研究の方法

今回，図 2-1のようなシステムを考案し1 それを試

行することによって，このシステムの有効性を検註した。

、6、

関 2，-1 システムll?I

( 1 )試行するシステムの説明

①県民その他の 般市誌を対象に，有料貸し花壇 (1IR 

i垣i4X 4=16 rrl) の出展容を募集する。

②2001年3月中旬から 9月中旬にわたり，春夏2恒lの

花壇コンテストを実娠し，表彰する。

③それに先立ち，議蒔きからコンテストまで，出遅芸者を

サポートするボランティアを募集し，組織する。(以後，

グリーンザポーターと称す。)

③花壇は，グリーンサボーターの指導・協力の下に出農

者が種を蒔き，鉢上げ，移植を行う。その間， i室開講地の

iJ:j農者lこ代わってグリーンサボーグ…が水遺りなどの

管療をして箇を育て，定植までの訟の生長の様子を， H:¥ 

展者にメ…ノレなどで随時知らせる。

⑤グリーンザボーターとの協働作業を行い，また，各行

事毎にサポーターとの交流会をもち 1 それによって参加

当初と終了後の出展者意識がどのように変化するのか

を調査する。

⑤同様に，グリーンサボーターに対しでも，参加当初と

終了後の:意識の変化を調査する。

(2 )鋭意点

①参加費は llR酉i30，000円。花壌は共産主県淡路島のジ

ャパンブロ山ラ 2000の会場跡地で》島外からの観光客

も訪れる交通の{更も比較的良好な，風向明搬な場所に設

定する。

1
 

3
 

1
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②参加費は主に詰・議代に補填されるが，日j展者ーにとっ

ては花壌の使用権の側[起をもっ。

③1と一壇は主催者が用意した穏の中から，出演者が選んだ

穫を蒔いて育てたfjYT:競う。

③苗の管理，定植までの一連の作業に様々な知識・技術

をもったグリーンガポーターが協力する。

(3 )このンステムの特長

〈工有料ぜ貸す。

@盟主に詰を鑓え込むだけではなく】機から育てる患の長

いイベントである。

@常時花壌の管理に来れない出展者を，サポートするボ

ランティアを地元を中心iこ組織し 7 両者の交流を81る。

3 応募結集

( 1 )出爆者の応募結果

結果は，表 3 1のi量り 10組の応募があった。

兵庫県下のグノレ】プは 9，大阪府 Fは l-r:ある。グノレー

ブ Aは企業の癌芸クラブ，託， Jはブアミリ-他l立花

の愛好グノレープである。

表 3- 1 出展者の概要

所訪て池 i 会員数 活動歴

A 洲本市 25名 2年

日 JIi西市 I 37名 1 ヂ干三

C 大阪府大阪市i17名 5J手

日 中日生市 4名 1年未満

E jJlj淡町 自名 2年

F 神戸市 16名 J 1年未満

G 北淡町，東浦 i 6名 1年来1荷
対J，明石市 ; 

日 伊丹市 3名 1年未満

I 東浦町 3名
1年未未満満

J J3長E事町 7名 1年

tI:l爆者合計 126名

(2 )グリーンザポーターの応募結果

応募者数 44名(淡路，神戸地峻が中心)

4 アンケート結果

(1)アンケート被要

1 )出展者へのアンケートの概要

仕1ft.歪者へのアンケートの概要を表4-1で示す。

表4~ 1 [，t:，展者へのアンケートの概要

日 月 行事内容 回答者数

開始時 4月7日・ 8日 春花壇植栽後 44名

途中時 5月 22・26日 鉢上げ後 46名

終了時 8月5日 支花壇表彰 28名

式・交流会後

132 

2) グリーンサボーターへのアンケートの概要

日 時終了時8月 5日 夏花壊表彰式・交流会枠

組]答去数 33名

( 2) 質問司王良呂

1 )出展者への質部項目

i品展者への質問項自は表4-2で示す。

表4-2 アンケート質問項目

高野始時 途 中 日，} 終 了持

このコンテストを

{iiJで知ったか

ト
(復数[問答)

参加の草機 参加の動機 参加の動機の

(複数回答) (緩数回答) 達成噂

(複数回答)

他のコンアストと 今後「種から育てる 出展に隠し亡

異なるところ コンテストj に望む

(綾数問答) こと(後数回答)

参加費( 人あた 参加費について

りの負担額)

負担額とコンァス

トの内容との

妥当性

同様な金調への参 このコンァストに対

JJII意向 「る感想

グリーンザポータ 今後，グリーンサボ

ーへの期待 山タ…に窪むこと

(複数回答)

向様な企i量[へのク
リーンサボーター

としての参加意向

2) グリ}ンザポぃターへの質問項目

①活動に参加したきっかけ

②参加して実現できたこと

E畠'Ctここヒ
(複数回答)

今後の数り総

みに闘して

(複数回答)

③ ③で実現できなかったと答えた人にその理府

④今後の病j様な企断への取組みについて

③感怨、

(3 )出展者の分析結果

開始時と途中持のアンケートで，共通の設簡についvての

分析結果を以下iこ示ずり

1 )参加の動機について

参加jの動機のパーセンテージを比較したものが関4

1である。

開始時，最も多かったのは「グノレープ会員の交流j

56，8%である。途中時で長も多いのは「種から脊てるこ

との勉強jでy これは開始時より 48，4ポイントも高い。

何様に途中時の方が高い項目に「花壇デザインの腕試

し」があり， 16.5ポイント高い。このことから開始か
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ら時間が経過するにつれ，参加の自的が単なる仲間の交

流から，植物の育て17などの知識や花績のデザインの勉

強など，コンラストの成果を;意識するようになったこと

が分かる。当初「会場が目立つjは 2.3%と低かったが 3

途中では 6.5弘と 4.2ポイント伸びている。これは、コ

ンテストのイベントとしての盛り上がりを示し、花壊が

集者:能力のある目立つ場所にあることが 3皇室り仁がりの

重要な婆件になることを示しといる。今閣の夢j民グノレー

プの活動歴が比較的浅いので，会場にこだわる数字は低

いが、絞殺を右足んだグノレーブの参加を促すには、皆がよ

く知っていて行きやすい、ステイタスが感じられる場所

の設定が重要であろう。

し

措デザインの附し函訊370i l jj戸時点
グjレプ会員の交流長遍遍議盤、8I

種から腎てることの勉強問釘… n l m 

図4-1 開始持と途中時の参)JfIの香川幾の比較

(複数!自答:)

2) グリーンザポークーへ其号待するもの

期待するものをl蕊4-2で治す。開始11寺は「楠物を

育てることのアドハイス」で 15.5%， i1Eや縁につい

ての情報交換， I'中関づくり」が判官%と多い。しかし

fデザイン上のアドバイス」は 11.4%しかいない。

途中将で最も多いのは iデザイン上のアドバイスJ

で 50%を占める。次いぞ f植物を管 rる上でのアドハ

イスj で41.3%τ f花や緑についての情報交換・アド

ノ、イス」が 32.6%である。 MIJ@J!立4{立-cあった fデザ

イン上のアドバイス」が今関は 1位になっている。この

ことは春花壊の制作，表彰を経て，デザインの知識・技

術の向上が薫要なポイントとなり，グワーンそhgーター

にこのようなアドバイスを期待するようになったと考

えられる。

その俄巴乏ま什 h

iデザはのア川スロ吊

績付iす上の手伝い長云と当刊8.2

350[ロ途中吟l
l日開始時j

情報交換仲隣作り E 三三三三ま部'40.9

1 植物を育てるアドバイス竺ー竺T:!:5'4~.5

[g]4-2 サボーターに期待するもの(機数問答)
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しかし，横付け上の手伝いを社i農者はあま呼製んで

おらず3 その傾向は時間経過とともに強くなる。このよ

うなずÈ幽においては物理的な手{i~いよりも，様物の育て

方やデザインの技術・知識に関するアドパイスが多く努

まれていることが分かる。

:1 )容郊に~たっての 人あたりの負拐桜

I1Ue.金なし」が最も多く 31.8%， 11，500 PlJが

25%， 15，000 Iヰjが 13.6%で，…人あたりの負強額の

平均は 2，940円である。

倍[入の f負知金なし;の内訳l土y 企業の閑裟クラブ

であるため企業からの助成金を受け，また，市からの助

成金で鮪われていたグノレープもある 0

4)参加費に主['-9る負担感

負担感を隠 4-3で示す。

①開始から途中時の負担感

f妥当jが 36.4%から 58.7%，22. 3 7J~イントも規加

している。逆に 1fÀl 1'í'の ;~IJ に安し、」が 29.5%から 10.9%

に 18.6 ポイント減じている。しかも「内瀞の捌iこ~し、」

も9.8ポイント減っている。 以上から， ヶ月半を主主て

参加料に対しては，ほとんどの人が納得していることが

分かるc

③終了時の負担感

「高しリが 10.7札 「妥当」が 50札 「安し、」が 32.1%

と 「高い」が減り r安し、j が 21.2ポイントと大棋

に増えている。 1妥当J ・ 「安しリを加えた 82.1%の

人が， 4ヶ月間の…連の作業をii!iじて金額約に満足して

し、ることがわ治、るO

無問答融1F2

安い院-.-. -.-.-. 

60 

7 

;己終了禄 l

i窃途中時|

包開始時 l

80 弘

i翠4-3 参加料に対する負担感の比較

5 )実際の負担額と内容に対する妥当J謀

①開始時の負栂額と内主主に対す一る妥当感

開始時の妥当感を， ~話 4 -4で示す。

負担額 11，ωo円」の人では妥当が 100%， 11， 500 

円j では「妥当Jが 100%. 13，750円Jでは{妥当J

50%、I安し、」が 50%0 f5，000内」では「安し、Jが 100%，

110， 000 rlJでは「安いJが 100%， 115，000円j で
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も「安い」が 1∞%を占める。自慢 f高い」が 78.6%を

占めるのは「負担金なしj で，負担金額と妥当性は相関

関係がないことが分かる。

「負担金なし」の人が高いと答え， 10，000円， 15，000 

円の高額の負担をした人が安いと答えている理由は，高

額の負担金の人の方が主体的に，明確な目的意識を持っ

て参加しており，詩的を達成したときに大きな満足J惑を

感じていると考えられる。負担金額の多い人の方が，満

足度が高い。

15，000門丘云己二=100二三己己o ー | 
「一一一一一一-悶安い

10，000Pl c::::=ニニ1?日二ニヱ二o!臨妥当 i
5，000円に二ここここここ1∞二二ここここ二'0:ロ惑い

日間亡 二50====-醐 50置醐-
1，500円咽圏直園薗語翻100留置置画露欝鯵

1，000向日値圏直圏覇綴10噌冨置冒頭讃鱒

負按金なし 17.1

。弘 50% 

----" 

100% 

関4-4 開始時の負組額と内容の妥当感

②途中時の負担額と内容に対する妥当感

途中待の負組f惑を， 1l?I4 -5で示す。

一」

途中時では f負担金なしj が，当初と比較して「高

しリがゼロになり r妥当j I安し、」が増え，それぞ

れ 30%を占める。しかし，無回答が最も多く r負担

金なしJの参加者にとっては，高いとも安いともどちら

とも言えない心境が表れどいる。 1，000伺しか払つてな

い人で「高しリが 85.7%も存在するが， 15，000円の人

では「妥当j が 100%である。このことは今回のコンテ

ストでは1 参加料の多少に関係なく，参加]苦の取り組み

方によっ一て満足度が異なったことを意味する。

15，OOOPl戸kkld-l
5，0佃円 7.7守之一例平二手工?!??い
3.750円。ーヰニエ 00ここヰ 2|口宜い I : 
1，5叩向。二之63.6二二三回27.312盟関空答 1 

1.0田内障蕊罷郡7碑蕊瑠14.:30

負閥担金齢なし D二コ干申廿ヰ惇卒担z44}OO
o私 20% 40覧 60覧 80潟 10σ池

図4-5 主主中時の負担額と内容の妥当感

ここで「高しリと回答した人に自由回答で漂出を尋

ねると，参加費そのものより参加行事毎の交通費や他の

経費が掛かることに対して，結果的に多加費が高いとい

う印象を持っていることがわかった。地元の淡路島の多
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加者は交通費の負担を余り感じていないようだが，東は

茨木g 吹E自，闘は相生市，北l立川西Thと参加者のエリア

が広域にわたっており，特に号Rお搬船E大橋を渡り車で来

る人にその負拐感が5齢、ょうである。

6)参加の動機の達成感

途中時の参加の動機と，終了時に参加して実現でき

たことを比較したのが関 4-6である。

終了持の方が途中時より大憾に増えているものは，

「グリーンサポーク}との交流 J 51. 7ポイント r仲

間との交流J45.8ポイント r添い通りの花壇デザイ

ンj45. 1ポイントである。これら増加の大きい項目が，

達成感の大きさを表していると考えられる。

!デリーンサボ一世ーとの交流 t l E82H 
| 陣出削叩 ; 

グループ会員の交流C:==========::J.8司? 一

以判脳科叫「 I 11 cl終了時

様物の知識、技術の習得い制限体附悩品川忠弘J，Jifei」
ト l !国途中時

穣由時てることの勉強い出叫問問…t:fu1197ト

思凱い、唱働叩遜勘叫世仰川の峨花醐壇デ刊ザイ作ン 門=型智些哩?円I ペ18岨一8殴一2.…
o 20 4刊o 6田o 80 10∞O 出

関4-6 参加の動機の途成感(複数問答)

7)出展して感じたこと

調宝ました結身さを図 4-7で示す。

潤時制問山 39?9 

参加して裂しかった 1<:> ... .............，.:::::::::::::::192.9 

食品蜘〈あってよ吋 F l 1714 ! 

サポートとの協働に意義均ある t ~， I 111 1 ""， ，，1，1189
'
3 

襖泊ら賓てたζとiに二漉蕎がある 1'>' '<';';.:.:.:-:-1昔6.4

拶糊附…鍔蜘附台掛を胡蛾と一肘問…舎杭町吋…て切巾う悼恥れ札ししいバ、J; l ! ( 1吟9呼?
夢舞台iはまイパン糾こ適している [1. .. -11 111 .1'96.4 

荊悶酎抗iに一こ

来る刷こ降隅担間筒がか帥会る f...' . . . . . . . . . . . -: -: .:-) 7布5

鴫醐3開蜘、己中ヰ押印71

。20 40 60 80 100% 

阪 4-7 出展して感じたこと(複数隙答)

出展に濁しては r穏から育てたことに意義がある J

「夢舞台はイベントに逃しているJr活動には達成惑が

あったJ r参加して楽しかったJ r夢舞台を会場として

使用できて嬉ししリの項自が，それぞれ9割以上の支持

を得ている。そのヰ!でも j 種から育てたことに意義を感

じている人が最も多いことから，今回の企画は主催者側

の目的をも達し，成功したと言える。
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また，会場を花博跡地の知名度の高い場所を選んだ

ことも，参加者の満足度を高めたと考えられる。会場の

場所設定が，イベントの成功3 失敗の大きな要素を成し

ていることがこれからわかる。

今凶の 番の特長であるサボーターとの協働に， 9苦手j

弱の人が意義を島幸じ，感じなかった人がゼロであること

から，市民とそれをサポートするボランティア級織との

協働が，今後の公溜管理iこ関して大きなヒントになると

言える。

8)今後の取り組み(複数回答)

①同様な企画への市展者としての参加意向について

途中待の同様な企画への参加意向の調査では， f都

合があえば参加したしリが 61.4%， r参加した1.-¥ Jは

36.4%で，加えると参加意向は 97.8%もあり，参加の

意向が非常に高い。 rもう参加は難しい」がゼロである。

終了時に参加意向を尋ねた結巣が， O4-8である。

周園fニ ザ ポ ー し て 叫しが川、る

周回~出駆者として参加したい人肌る

時間ポ→ーとして帥

叫鍵山町刷局者ιて町

…ーでも凶居間ιて町

。 20 40 60 80 

図4-8 今後の取り総み(複数回答)

「参加費が必要でも出展者として参加するJ

100 % 

と忠、う

入が， 92.8%もいて，思わないがゼロである。しかし，

「参加費がなければ出爆者として参加するかJでは思う

が 60.7%である。通常，無料ならば参加する人が多く

なると考えられるのに，有料というハ}ドノレを高くした

条件の中での参加意向が， 32.1ポイントも高い。以 k

から，今回の参加者が同様な企画に参加する可能性は，

非常に高いと考えられる。

また 「周凶に出展者として参加したい人がし、るj と

答えた人が 57.1弘もいて，更に f知人に参加を勧めたい

カヮでは 82.2唱が肯定していることから，自分及び他の

人が出展者として参加する可能伎の大きいことが感じ

らjもる。

②同様な1E歯へのグリーJサポーターとしての参加意

向について

途中時の預貸で「ある」 と答えたのは 50%， 「参加

-135-

は難しし、JI土 45.5%でg おおよそ半々である。参加し

たい理市としては f多くの人との出会い，色々勉強にな

る，1"，々な:fEと出会えるj などがあった。

終了待の調査では， f今度はサボぃターとして参加

ずるかj では f思う」は 50%であるが， f思わないJ

が 35.7拡である。途中・終了待のアンケート結果は，同

様の傾向を示している。しかし，終了時では「参加しな

し、」が 9.8ポイント低くなっていることから，現在はサ

ボ】ターとしての参加に消極的な人も，今後参加する可

能性は存在する。しかも， 「民]留にサボーターとして参

加したい人j がいると等えた入が 53.6弛いることから，

グリーンサボーターへの参加は，肯定的に終えられるこ

とがわかる。

③賞品賞金について

関4 7で示すように，参加後の感想として I賞品・

賞金Jが「あってよかった」 と思う人が 71.4%と，項

目の中では支持が低い。しかし，図 4-8で示すように，

今後の企画では「賞品・賞金は必ずしも必要ではなしリ

と窓、う人は 64.2覧で， f必要と思う」人は全体の 25需に

過き、ない。有料の種から育てるようなコンテストに参加

するような人にとっては， 「賞品・賞金jは他に逮成感

があれば，必ずしも必婆ではないと考えられる。

自分が参加したときには f賞品・賞金があってよか

った」と答えた人をクロス集計すると，その全員が今後

の企画では「必ずしも必要ではなしリ と答えていた。

(4) グリーンサボーターへのアンケート分析

1 )参加のきっかけ

参加のきっかけで多いのは，図4-9で示すように，

f棟物の栽培jや fデザインの勉強」でそれぞれ9割を

占める。このことはグワーンサボーターが，栽培知識や

デザイン上の知識等を得ることを呂的として，応募した

ことが明瞭である。

EETf 
一昨ヰ中17fJ，9

気持ちのいい汗をかきたい

纏物の裁培、デザインの勉強

出鹿者やサポタとの交流

J;;::::喜三:;;j
関4-9 参加のきっかけ(楼数回答)
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2)参加で実現できたこと

参加して実現できたことは， i!94 -10で治すように

長も多いものは r栽埼・デザインの勉強ができたj こ

とで 75.8%であるつ 「きっかけj よりも 15.1ポイント

低いことから，思ったよ型実現できなかったことがわか

る。!河様なことが「当初め釘的が果たせなかっt'Jが最

下位ながらも 42.4%もあることにも表れている。その原

i却としては!重量加呂数が少なし、」が 64.3%と最も多

く，次は f交流の機会が少なし、J42.9%である。ボラン

ティアのニースiこ応えるためには，もう少し参加!日数を

増やしボフンティアへの教育を主催者側が心がける必

要があることがわかった。

当初の芭的が果たせなかった 42.4 I 

気侍ちのいい汗がかけた 69.7 

楠物の栽培、デザインの勉強ができ
15.8 ?ヒ

出展者やサボ一歩ーとの交流ができ
72.7 

すご

社会的に意義があることができた 69.1 

植物の栽培ができた 72，.7 

手助けができ感謝された 66.7 

学んだことが実現

。 20 4ο 6c 80 

[品4-10 参加して災現できたこと(後数回審)

3) !"J様な企頭iに対して

% 

今度もサボーターとして参加するが， 97%で最も多

い。出展者ーとして参加するという人も 2イ立の 72.7%で

ある。

ボランティアとしての交通費等の実費支弁に!拐し亡

必姿と答えた人は 36.4%，無償でよいと答えた人が

30.3%であるが，無l司容が 30.3%もあり判断に述って

いる心境が読み取れる。しかし，このような企闘でボラ

ンティア活動を継続出Jに行うにはヲ最低交通費等の実費

支弁は必要とJS、われる。

5 まとめ

以 lニの結果から 1 これまでのように公園の花摘を無

* 2兵康県ょう淡路畳輯慎安芸空校景観園芸専門員

*3兵提案採立姫路工業大学自炊，環境科学研究所教授

決路畳観園昌学校教員
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料でボランチィァ;こ管理してもらうという考え方だけ

ではなく y 有料で公E需のlt纏を貸し出すことにより，あ

る税皮の有償ボランデイアによる管理方法の導入が可

能c'あることが分/トった。このとき，これを促進するた

めには，その1E壊が一定以上の水準を満たし!多くの公

園利用者の鋭賞対象となるような場所に設置するなど，

参加者の謹秒、を車IJ激する設定が主主震である。

料金の;J<可flについては，出展者l土機械的に何円以上

が高く，何円以下が安いと単に金額だけで判断してし、る

のではなく，参加の目的の達成度合と比較しながら判断

してし、る。

参加の目的は?当初グループ内の交流が最も多いが，

今出!のようなシステムによって更に高いレベノレの新た

な自燦が生まれ，それを達成しようとするようになる。

そのような意識を7誘導し 3 出展者をサコマートする質の高

いボランティアが存在することで種から育 Cるシスラ

ムは有効に機能する。
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アンインテンショナル住教育の可能性を

地域における公共施設への意識から探る

「忠い出集Jへ投稿された作文からの考察一

粟惑を吉可美子判

キーワード 川市民の意識 2)公歯・緑地 3)地或施量生 4)文集

1住教育の定義

{主教育には様守なスタイルの可能生が秘められている

が，ここではその受け取る形態の干靭IJとして「インテン

シヨナル住教育」と「アンインチンシヨナJt.1主教育」とに

分けて考えたい。

学校O~授業なとやで絞り上げる{主教育lムある程度明快

な宣言、関を持ち i教える」という形態を持った教育スタイ

ルになることが多いのではないだろうか。勿論近年の学

校教育は「教え込むJことばかりでなく， eら考え，疑問

を持つことのできる人材育成に務めているのであるが，そ

れでも基本的な事柄を学び取ることができるよう，指導要

領に基づいた教育古河子われている。このような形態に類し

て行われる住教育をインテンショナルイ主教育と呼びたい。

インテンショナル住教育は，ぞ対交教育以外lこも，様ヤな形

で0)社会教育の場において可能となる。自治体などが主催

する「まちづくり講座」の類，またまちづくりの中で行わ

れるワークショップや講演会には，イン子ンショナル件数

予言という側関を持つことも多かろう。

一方，住教育でも日頃から無意、識のうちに感じ取り，

その中から往まいについての考え万，従え方を拡げていく

ような内容もありえる。これらを「アニンテンシヨナル住

教育」と捉えたい。例えは絵本などを読む中から，語IJ次的

に読みとる嬢観，またメッセージといったものは， 1主教育

の形態としても非常に優れていながらも特定の住教育テ

ー?に基づいた，意図的な教育とはならない。タ出J明主まい

における価値緩またそれを形成する技術は，非常に早いス

ピードで変イじしていると同特に，多様な価値観を持つ人が

一つの空間に居住し，新たなまちを元三自記するということが

繰り返されている。このような附tにあっては，アンイン

チンショナルに住まいに関わる知識等を得る機会を態依l

約に提供することも、まち・住まいι形成における判断力

を養うために重要である。長い刻酪農本や包どにおいて，子

供の頃からじっくり住まい“まちに士干する知識や考え方を

身に付け，またそれを繰り返せばよいというスタイルだけ

では，成り立たず，あえて教育的に行う必婆があろう。

じっくりと普段の生活や無意識のうちに，まちゃ住ま

い0)形成に対する意言者必身に付けるようなことで，たとえ

ば絵本などで読み取る景観，坐活方法から，まち・伎まい

ι;形成に対する態度を身に付けることも可能となろう。
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本研究では，アニンテンシヨナJl1主教育江機会として，

隠閣となった遊康問患の思い出をエッセイとして書くとい

う機会を設けることが、住教育としてどのような効果をも

たらすのかを検託したい。筆者は妓に絵本を{主教湾教材と

して読み取るにおいて「カタチJ，iココロ」そしてそれら

の「融合領域」とに分けて撃型車をしてきた2)。本稿では、

エッセイの中から「カタチ」として伺がどのように認識さ

れているのか，また「ココロ」には何古喚されているのか，

そして「粧台領1或」的な頭に整型車しながら，アンインテン

ショナルな住教育江機会として考察する。

2 向ケ出額E自の置が忠利用に凋する払灘

( 1 ) 向ケ丘遣畿の地域における存在

rij_Jヶ丘泌鴎は，小田急電鉄宇制:会社カ'1927年に本線の

県富i車にあわせて沿線隣発の一環として関匿した遊関地で

ある。当特は入閣知持ヰD広い11~罰で，縦，つつじを締林し，

ブランコやシーソーといった遊呉を設置し，遡米に家族が

気液に憩うことのできる場であった。関鰯翌年には小EB急

線J縮図去を戸駅(現 向ケIi遊箇釈)よりs'l禽寧を走らせ，

趨米のひと時を演出した。

しかし，大戦を迎え次第に遊陵地で或ぶような杖会的

風機は失われ，向ヶrr遊魁そのものは閉鎖そして場所l点在

傷兵¢駐屯地としての役割を果たすようになった。終戦を

迎えてからfl}!聾絡がされ， 1952年には有料江遊園地とし

て再ひ市民に利用される場となった。主話路干済成長ととも

に，発燥をし，また市民にレクリエーションの場を提供し

た遊留地であったが，次第に入場者数が減り 2002王手3月

末日を持って間態iした。

こ¢間勾ヶ尽遡留の大部日分を合む計約 180haの豆俊が

川崎市の都市計闘において「生田緑地Jとして公醤緑地と

された。宅地1~がよ産む東京Jl&ßにおけるまとまった緑を残

しうる場としての可能性を広げたのである。ただ事業計画

の推進という留では，笠間船出のうち公¢所有となってい

る士点以ま6割程度であり，残りは小田急笥鍛司掬を含t;数多

く制自主が所存する土地となっている。喜男匿したJ!iE，小

問急電鉄をはじめとした地主が特に向ケ丘遊関近辺にお

いてどのように動くのかがi主目されている。

(2) j也土或にとっての向ケ丘遊閣の意義

向ケ丘遊麿lま，土佐世域における憩いの場として，また都市
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イちする中で里山として手入れの行き扇いた緑の確保，そし

て遊瀦地として遊呉でのみの遊びを提供するのではなく 9

周辺の緑を大切にしながら，パラ苑をはじめとした均年中

花¢楽しめる空間として管理されてきた。

同時にここは教育の場としての活用も積地約に行われて

きた。学校の遠足ばかりでなく，近燐にはないスポーツ施

設の提供地でもあった。 'J呼ヰ奴〕プールが珍しかったころ

は，夏になると授業ι一環として利用された。また，スケ

ートリンクもi1i}騰にはない訴磁であり，関寵商前まで郷軍

的な利用が行われていた。教湾の場としても地域に長年賃

献した場でもあった。

貨に士1邸級王済にとっても9 行楽客の利用による高高禽の

もたらす利益は火きい。特に「世界議博覧会」の開催され

た期間には，田Iじ申うにその来訪者が溢れていたという商

j吉主もいる。単なる遊戯施設としてだけでなく，上昔話魂に根

ざし日蹴として親しまれていた。

(3) 肉ヶ丘遊繍の跡地を巡る動き

このように士也域に大きなインパケトを与えつづけていた

向ヶ伝遊鐙¢界再調は，地域主民量生揺を与えた。シンボJ[的

存在であった観覧車がなくなることへ不安や，地域の活力

の侭下，また特にまとまった総としてある程度守られてき

た生田1赤血の一部としての向ケ丘遊閣の跡地利般に対し

て関心を持つ有忘が集まり「向ケ丘遊留¢緑を守札$民

いこいの場を求める会」古結成され3 市民にとって利用の

できる場としての確保を求めた。この団体では， 11陣奇市の

積樹守な対応を呼びかけると同特に，メンパーのワークシ

ョップを行った。会員は6C臼人を越えるが，その中でも関

心のある人が，向ケ任追鋼¢聞協前に結うE車内の魅力を見

出したり，またその量級車として¢楽しみ方を子供も含め

て側室する教絵を設けるなどの活動を展隠した。更にワー

クショップを重ねて，いくつかの計画の案を考えてみるな

どの活動を行っている。

これらの活動¢一環として，ゴ土也の今後の利用方法を考

える小田急電鎖倒や)11崎市が全体の方針や計砲を決める

前に，市民にとってどのような場であったのかを籾確にす

ることを昆的として，思い出集「わたしの向ケ丘連盟」在

高濡集することとなった。

この忠い出集lま，各種新聞の地域版なとても宣伝され3

130件以上の応募がり E エッセイ，俳句・短歌，写真，そ

0)他資料など，向ケ丘遊留にまつわる様様な思い出の言葉

や写真・絵，また品々が集まった。「わたしの向ケ丘遊園J

では，応募者全員の応新宇品古帯百介され，各人が向ケ丘遊

罰をどのような場として捉えているのかを誌み取られる。

3 思い出諜へ寄せられたエッセイからの考察

( 1 )考察の邑的と概要

思い出集のようなものを編集することは，それを契機に

執隼者が，どのような思いをその場に抱いているのかを整
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理し，主主には将来ベ勾けてのかかわり方について，意思表

明をしたり，希襲を考えたりする機会となる。このような

機会は，ひとつの「アンインテンショナル{主教育」の形怒

となりうるのではないかと考えられる。

そこで本研究では，この思い出集問機されたエッセイ

を読み，整理することで，このような機会が伎教筒の場と

して果たす1鰭 4について検証すると問符に，これらの中か

らより多くの取り組みを引き出すきっかけとなりうるの

ではなしゅ叱考える。

なお，この忠い出楽には，多数の写真，また俳句・鋭敏・

5寺も掲載されているが，これらについては，上自己ι有窓の

読み取りが鼠難であること，また写真については提出され

たものの全てが掲載されたわけではないことなどから考

察の対象とはしない。

全投稿者数は 139名(但し幼機擦のクラス全員のもの，

俳句会の複数者による投稿をのぞく)であり，男女比は女

性 76人，矧性60人(記載のある人のみ)であり，その

平均年齢は約56織である。なお図2-1に年齢層別殺絡を

示す。比較的中高年の投稿が多い。より淡い思いを長い人

生の中で感じていること，またこのような「自由投稿」に

対して取り組む余裕があることなどがその背景にあろう

今凶の調蚕で対象とするエッセイと認められるものは(写

真のキャプションではなく)， 79迭であった。

90歳以上10趨以下

80議代

6私

1曳
10岩盤台

5% 
/ 陣歳代

" 

関3-1 投稿者配年齢趨

(2) iカ!;Jチ」として何力官思議されたのか

投稿されたエッセイについて，その仁科で中t己的な話題と

して取り上げている遊層内的激物を，制娯，<;;凝や~;tr.，

G混掴の周辺世話或について，④その他(イベントなど)と

に整認をする。遊潟地という性絡もあり， 79('牛中4liヰが

遊具のことを取りあげて，原稿を書いている。遊露ぬとい

う性格から当然のことであるが，関心の高さ古河司われる。

表3-) 書かれた内容oll!環

内容

遊異・歯肉乗り物(遊具)

緑や;a，パラ苑等(緑)

賂辺地域の様子及び交通(J萄辺)

その他(イベント等含む) I 16 
主主にこれらのうち，遊具と緑の両者について触れたもの

は 14i牛見られた。遊呉のある場所としτの遊閑地という
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見方をする人が多かったが，中には向ケ丘遊遡じE特空を緑

と遊具の両者であることに注包していた人も多いことが

わかる。

更に，向ケ丘遊霊童そのものだけでなく周辺封出昌σ特徴や

変fむに注目を向けた人も 13人であり，これは全体の6人

にl人である。 i向ケ丘遊園という搬4願時，そこに辿り

付くまでの町と一帝的に捉えられている。これはこのよう

な館設が，人々にとって独立して認識されているのではな

し地域との」杯牲をもって見られているものといえよう。

このような書き方となったことは， 寸畠的な遊具¢集合

体としての遊関地という認識だけでなしこのエッセイを

書き，またこのエッセイカヰ士会にシェアされるi段F部こおい

て，主主詰或との一体性をもった場として認識守るチャンスを

文集の作成を過して可能となったといえよう。

( 3) Iココロ」として侭か\~:zã喝されたのか

「ココロJという面において，どのような捕らえられ方

がされたのかを，各原稿の中で，工ツセイとしての中心テ

ー?を何に結えているのかを考察することにする。この点

の読み取りは容易ではないが，敢えて{司を語ろうとしてい

るのかという点、に注尽して皇室探した。康史的な阪!暴露や事実

の羅列にとどまるようなエッセイには「ココロ」の内容に

は，該当しないものも多くあった。

該当1員巨があったものについて，その内容を「同作者へ

の忠いJI自分史Jr:士似識や遊劉の盟主史」といった事柄で大

きく整理したのが表3-2である。遊毘地ヘー人で行く人は

むしろ少なし同行者があり，このような思い出を諮ると

きに，その同行者が今どのように生活しているかなどを含

めた同行者ハの思いが非軍ぼくの涼漏で兇られた。遊湿地

という場所が遊異の楽しさなどよりも，議とfrき，またそ

の人とどのような思い出をつくったのか，どのような関係

があるのかといーった、ノフト菌が関乙の中心となっている。

また遊園地のことを思い出しながら，自分の過去を思い

起こし住環境の改善につなげられる要素を見出している。

当時の遊園地を回顧し，そ江時¢遊鼠馳内の状況を忠、い出

し説明しながら，自分の変%を見つめなおしている。その

中からは，遊底地という場があったことで自分がと9のよう

に変イじさせられたのかという菌を描いており，物としての

遊関地ではなく，自分との詩書官株主を見出そうとしている。

表3-2 rココDjを示すものの整理

内容

間行者への怠い

地域や遊隠の歴史

自分史

数
一
幻

4
m山

件一

(4 ) 
その他 I 2 

融合領域 i華麗地への対応と気持ち

領域として従えたい。文章の中からは r遊匡露地のことを

忘れない，語り継ぎたい」といった必ずしも積和到甘ではな

いが，存在を態識したいと考えているもの rまた来たい」

といった表現をすることで， i口iかしらができることを瀬う

もの rこうなってほしい」といった具体的なアイディア

を示して遊醤地の跡地利用を考えようとしているもの，そ

して「このように取り総みたい」とはっきり自分の姿勢や

考え方を訴しているものに整理した。その結束は表3φ4に

示される。

単に忘れないとしづ泌極的な態度やまた来たし、といっ

た主主忠を示す人も仏教見られた。 一方で「自然を残してほ

しい」といった自づ}O)希望を含めた鮫望を汚、す人は20人

いた。これは設稿者(エッセイ)の4分のlにあたり，エ

ッセイを書くという行為を過して，改めて自分の中にある

希望を表現し，縫誌記した機会を得たと捕らえられる。主主に

具体的に自分が直後今後の遊留地のありように「取り組み

たい」と考えた人は 10名もいた。思いtB$主として書くこ

とから，実際の取り級みに発展しうる点カヰ主教育の機会と

して興味深い。

「こうなってほししVに該当した 20名が，エッセイ

の中で議醤地の何について語っていたのかを整縦した。 8

名が緑について， 7名が送呉について，そして4名が賂辺

士宮或についてのェ、ソセイを中心に揃いている。 1詰]辺地域に

ついて描いていたのは全体でも 12名にとどまりそのう

ちの4名とは3分の lであり，大きな割合であるといえよ

う。こ創立司辺地域ハ呂を書記るような広い主鬼里子で遊園の思

い出を抱いた人は，土壇鴻全f料中での遊園の準夜を怠識し，

具体的な将来への希望を抱きやすいということがいえる

のではないだろうか。

具体的な内容として、緑については、豊かな累山の自然

を残すべく、計i麗iが立てられ出，W喜しいといった旨のこと

が示されている。また遊呉については、従来の観覧車を残

した遊闘地が時びあったら良いだとか、気軽に小さい子供

でも乗ることのできる遊呉があると良いといった、「遊鐙

地」としてのイメージを強く筏した内容となっている。そ

して悶辺地域の自己述としては、その遊1園地に行くまでに、

梨密の訴でもぎたての梨をその場で手闘しの皮むき機で

向いて出す露米があったことなどを自顧し、そのような行

くまでのまちを楽しんだ様子の説明に加えてその雰毘気

が残されることを願うような希皇室が出されている。

表3・3 今後へU思号わり15

務わり15の思い

;'EJ1，ない

また来たい

こうなってほしい

件数

5

4

m

 融合領域としてはカタチから考えること、ココロ硝 三週明性，¥上 10

して考えること，及びココロを通して考えることを踏まえ また呉{祐司に自分の取り組みをイメージして描いた人に

て形成される「これらの遊窪馳への思い」という出を融合 ついて，遊盤地への怠い出の中で自分が遊閣の迷常や樹寺
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管理に何らかの形で関わった人が4名いるc これは，その

頃自に該当をした 12名(表3，3より)の中では，大きな

制定きを占めるといえよう。

次にココロとして示された中で特に尚行者への思いと自

分史に該当する内務を記述した人がどのように取り組み

姿勢を示したのかを整理する。 I時子者への足、いを記述した

人は，こうなってほしいという希望をより強くもで泳霊前jが

ある。エッセイの中では，同行者と00となった遊留地に

また来たいといった書き万がされている。同行者などσ片字

在を懇識することで，より遊燭地の跡地への将来c1;希望が

強ぐなるとも読み取れよう。

表8'4 絞り組み姿勢とココ口¢関係

い照行(63者件へ中の)患 (2自1分件史中) 全体

忘れない 2 5 

まt"，来たい 3 4 

こうなってほしい 9 2 20 

こうしたい 5 10 

最後に取り組みの姿勢とエヅセイに言己主した内容の相関

を整理したい。遊異にまつわる思い出を中心に記述した人

は緑などの言副Eをした人の L 5倍ほどいたことを考慮す

ると，緑についての百以Eをした人は，より具矧市Jな提案や

自分が積極的に跡地利用に対してflfiわりたいという盗勢

が強い。

表 3，5 取り組み姿勢と対象内容

護呈L緑

忘れない I 1 I 3 

また来たい I 2 I 3 

こうなってほしe¥ I 8 I 
こうしたい I 5 I 5 

( 5) j似耳目こおける居住者の議題

周辺 まか

2 i 1 

010  

4 I 2 

1 I 4 

取り総みたいと積極的に示している人は，滋呉だけでな

く，馬辺地域への!3奇心や秘¥の関I己、のある人である。また

遊園が営業中にも何らかの形で運営・維持・管理に関わっ

た人である人もいる。しかし，そうでなくとも取り組みた

いと考えた当初をしている人がいる。この底思表明をどの

ように活用できるのか，本人にとっても周辺の人々にとっ

ても一つの課題である。

4 まとめ住教育の機会としての思い出集の効架

思い出集として編集されたものであるが，それを遺え

て住教育とし 1うネ見点から考察を加えた。そこからは，考え

るチャンスが年えられることによって2 われわれの居住湯

壌を見直し，また意思表明ι機会となり，住環車への働き

かけを見なおすチャンスとなることがわかった。以下の点

が整型車される。
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①自然や周辺地域といった，人関のカで短期に創出でき

ない空間的な幹~限を認識する。(カタチ)

②自らの鎚わった綬験を窓、い起こしたり，また同行者と

の思いでを思い起こすことで，今後も機会があれば関

わりたい，育てたいといった意欲の形成に繁がる。(融

合領域)

③同行した人を思い興すなど、場の利用1i法の検証に繁

がっている。当該空間において望まれる行為・目的の

認設につながる。(ココロ)

特に①では，その施設の持七特徴であって，君主易に転

化 .{i(替かが可能なものもさることながら，地域の資綾と

してみなすことのできるものへの勝心を認識することで2

他者の認織を広げ，まちづくりのモチ吋ーションづぐりが

より容易となるとE言えよう。中邑広い右足点在広げられる

また②のように，過去江最護者やその時の潤簡の人との

関係や自分の気持ちをd思い起こすことで，対象庁館設ι使わ

れ方や言十回といったものへの思いを塁手韮し，表濁すること

が可能となっている。このような表現は，主主に機会をま是共

することで実際0)1子動につなぐ議皇室な機会であろう。

号以遠{主教育という規去からは間接的な効楽しか期待で

きない由主これらを読んだ他者に対して、当該宗関こ:itす

る考え万の幅を広げる材料となると言えよう。

失われた主観影/)施設への怠いを抱り起こす契機をつく

ることは，単に控除、の場となるだけでなしまちづくりへ

の関心をJL::'げる剃コをつくることともなる鯛4'))。それは

カタチの商からもココロの[商からも見られるものであり 3

「アンインテンショナル{害教筒」の一つ¢チャンスとして

良い役割を果たしている。

図4-1 思い1:Jj集を通した住教育の効楽

く;主〉

1 ) 向ケ丘遊闘の婚を守り，市民いこいの場を考える会編，わ

たしグ向ケ丘遊図.2∞3年2月，

2) 久内純子・薬袋京美子，絵本治問のための基縫約調査一f主教

予言プログラム的活用に関する研究ー.2001年{主総研 r住ま

い・まち学習」実践報告・論文集3，

く参考文献>

1) 向ウf王避盟小史、

キ1福井大学エ宇都 2覇市
都市計団主ηゆでも並廷の主体となるまちっくり

の仕掛けについて禄18交を進めている。
住輩育は昨年絵広から学び取ることの母港後生

を分析し理密は匂激向d端本づくりにを弱わっ
ている九 2児の母殺でもある。
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遊びゃ多文化学習から始める，初めての地域まちづくり

~サンフランシスコ・横浜汁沖特長:j11区の事例より~ 手重村 麻衣子キ 1

尚宏宏 昌 *2

キ ワ ド:1) 下ども 2)多文化学習 3)ボランティア 4)地域コミュニティ 5)ネットワーク

はじめに

少子高齢化，主主勧き効請の鴇IJII，内ffjfl発によるまちの都dii七など，

さまざまな斐阪によ ry，子どもたちと地域コミュニティとの志功〉わ

りは変化し続けています。以前は口然C1rわれていた閉居間，地

縁悩哉とのコミュニケ}ションも治雄になり，!l分たもの住んでい

るまちを意識するような学びの場をもつことも難しくなっていま

す。このような制汗では，革路ザ~Iこ交流のぬ学びの場を作り，

化掛けてし、く必要があり，そ正問 iみづくワが築要となっているの

です。

私たちは 「遊*フレンド会員」として，服或のil訳版予づくりの

先進的なl&i姐を行っている f片倉うさぎ山公院議あそびの林JIこ関わ

り， 子どもたちと全版或コミュニティとの~係・まち学習について誠

査してきました

また，今凶，筆者拝劃す)が非話不即日似!ig担Jの先主主阪である米司・

サンフランシスコを訪問し，多Jζ化教育を行っている取材削ト

ノレフレンズ」にてボランテイア活致及抗議査を2∞2年7月， 12月

の2[ti]!こ渡って，行いました。この2つのまら'芋轡の場をとりあげ

て子どもたちを対象とした市民が連打する泌設において子どもた

ちから地域住民に広がっていくようなまち学脅からの封出或コミュ

ニティづくりについて考察していきますo

1 r日本館ザトJレフレンズJ~の襲査開体験活動

rH本主主リトノレフレンズ」はカリフオノレエア州サンフランシスコ

のジャパンタウンで，日英i時言言語前文化Jf付jj教育を文起草している保

育闘です。 運営は，民営のJl:?記事J団体制Pu)。ノj、学校に入るまでの

2歳、fから5歳。1)__{-どもたちへのチャイノレドケア，また，小γ事訴E

学中の生併には放課殺の勉耐強びを支援する， rアフタースクー

ノレプログラム」を提供しています。築者縄付)はこの保育磁を

研究対換として選び，現編国査を干すし、ました。

日ヰヰM トノレフレンズは， 1975年lO月に澱闘し，既に 30年近

くの歴史を誇っています。日本よりずっと早くから， Jt1勤き家民主が
側守であった米協では，働く毅をもっ子どもたちに拠、月議Iで，

しかも質のi高い日英両詩荷分化併用教育を怨む戸が自系の人々を

中心に起こりましたーそこで，父兄ヰ教師，それにコミュニティの

有志が約1年前例ナて務査をわい，苦闘を立てて実現に運んだので

す。

このような悩紡も，摘出以来， I謝ではコミュニテイ正各手蛍子

事:.>t-1:i寄りに参加したり，他の機関と協力しあったり，コミュニティ

において前発な活動を絞けてきました。

閣は，対話'の非53義手当凶体として，現在，州政府より昔日予算の援

助を受けていまマ九月謝は州の蹴IJに従い，総炭の憐似数と収入

室長に応じて定められています。また，隣の経常は補助金以外lこ，財

閣の友金， {ト三塁判週人からの多くの苦手付によって成り"51:っています

連邦耳切初非湖j当体として主滋まされているため，寄付をすること

で哲治の概訪浸けられるようになってし法七

留の経営は意j割拠滋員関であるJll!事会とマネジメント・サポー

トスダッフ，害賠市，ボランティアてお初立ってし、ます。殺事会は

17名の王監事が議録されており，彼らはボランティアでこの税務を

遂行しています。サポートス"ッブにはマネジメントを行うエグ

ゼクティブディレクタ「線型車市，可苦言，などがし、ます。また， ，旺

綾子どもたちの指導にあたる毒慨が 18名おり， 3交イ切りで袈放を

行ってし、ますユスタップも，日本誌を五苦す人，中問詩や事割図詰を認

す人など，さまざまな顔ぶれて?に

なお，現在の生徒数は保育強児が 84名，小学校のアフタースク

ーノレプ口グラムでは 70名です。ちなみに，どちらかに日本人の殺

を持つ郎自主約65%組主にすぎません。

2)子どもたちの闘での学び ~多機な文化の中で~

朝 7持半から朝食，歌，おs5，外航Y，ιf伝パソコン，長是食，

1 )沼木曜奇リトルフレンズの径史と概要 お昼寝，など，集中力正統かなし￥子どもに合わせて，約 15分ごと
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にプログラムが変わってし、きます。先生たちは， 一秒たりとも静か

にしなしト子どもたちを前に， 院の出]るような忙しさです。

調のプログラムは日米両文化を自然とさ手ペるようト;:，%fiまれてい

ますユしかし，日オ文言吾・3怠吾や日米の文化だけでなく，週ごとにさ

まざまな[誌の音柴，コ主化・自然などをテーマにしています。

テーマiこ合わせvて，工作<J)i封司，歌のI慰問，読み限カ汁せの時間，

フィーノレドワ}クの目線開，…日r;;鈎のプログラムがテーマを題材し

たものになるのです。フィリピン文化の避ではランチタイムにフ

ィリピシ斜湿のメニュー志功日わることもあります。また j置に l度

のフィーノレドワ}クでは地域の関係者に認を樹きに行くこともあ

ります。

また，在瀞よ化のイベントはi墨では透主要な{¥'L閥、fけにあります二

七夕，ハ口ワイン，感詩持主，クリスマス，正月， I日正月，節分を

始め，担l界各[克¢祝祭日をお祝いしま吹己遜¢イベントはこの批芥

のイベントを参与に決められ今その中で，各国の丈fとや慣習を学ん

でいきます。(写真1-1)

サンフランシスコには多機な人蕊や医語審の方がHごんでおり，文化

コ，生活習慣もそして考え方も同じではありません。子どもたちは

とのようなコミュニティに参加していく前に日ヰ議リトルフレン

ぐという小さなコミュニティのなかで多文化や多様な締結観等に

〉いて自然に学び，生活することで多様なお会に生きてしてために

、切なものを学んでいくのです。廊設σJ先生は l子どもへの援し

yも民族だとれ言語だと料ζこだわらない，すべての民族の文化

'尊重するように気をつけているJ!::諮っています。

このような多対七学習や遊びの蜘ら多撤回あるコミュニテ

に対する意識を獲得することは非常に意味あることだと，思うの

守二

)コミュニティとの共生⑦寄付

NPOとして協での4民ほ阜のてこ 19寄付金Jがあります二寄付

を集めるために，協児によるダンスパフオ}マンス(ザ岳表会)も

かれます。階fのパフォーマンスでは $17，的。もの矧、ナ金を集

たといいます。また，ニューズレタ」を費~.了し，留のイベントだ

でなく，助成金の取得情報，収支決算などの財政があ弘理事会→な

わ運常についても露出かく報告してし、ます。寄付令の討在~~顎とi1t成

冗もZ主要な報告事項で，会「末までに$50，加0集めたし、から，寄付
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をお話晶、したし、と，し、たってストレートな矧寸の集め1n汁。また，

パすしなどによる資金集めも糊耕jlこ{fv¥これl立多く旺父母，地

域の人々が中心となっで活躍しています。題への父母¢参加丸参

加ポイント

表として，冨

の入り口に

張られてい

ました。情で

必要なパソ

コンや文兵，

おもちゃも

寄付で集め

られます。緊

急に必要に

なったもの

については，ニ 写真1-2 親の事加ポイント表

江」ズレダ)や

濁の掲示板に鴎哉され，機児の父母が物品を寄付すると，それも，

ひとつの参加ポイントとしてカウントされます二無線のない，個々

に合わせた多様なj告で，調の五重賞iこ参IJできる行主且みができていま

す。子どもたちを中心として，父母，地点の総そんな設立当初

からの怠邸土かわらず，父母畑出或の人々の協力によって受け織が

れているようです。(写真1-2)

4)コミュニ子ィとの共生②閣の記念行事

数日後， I過の建物が地I誌の人々め長年σ努力iこより，捕のiiJi有に

することができたとし、うお祝し司式決がありました。

その建物l為自系移民が最初にj悲てた日ヰ溺獲で，自系移民の象

徴でもあり，日系移民の辛い沼、い日i，努力，それらを紡俳させる，

劉と建物のイ謀部主よ住域的人々にとって，重要な品笈首でしfこやパー

ティ会場は，闘の子どもたちι親だけでなく，主邸主島の人々 ，日系移

民1t廿， 2!止の方々 ， .t~減のNPO邸4らその館総霊協併、の方，多

くの人でにぎわっていました。和主主主によるセレ号ニ}から始まり，

ドナーによるお初切常主主隙の除去と，子どもたちによるキラキ

ラ主主の歌の発丸神父さんによる厳粛なセレモニーが終わるとにぎ

やかな会食となりました。

歯i土コミュニティの中で，ひとつのシンボM均な宥在となってい

るのです三

また，こ正イベントには100以との尽本が協賛同体として，名

を連ねていたことも，そのネットワーク¢強閣さを裏付けるもので

した。

5)コミニLニティとの共生③ボランティアの学び

闘とコミュエチィをつなげるもうひとつの位埠説みとして，ボラン

チイアの検附jttii'i舟があげられま七

高校先人学生を中心としたボランテイアが先生ーとなって，

2003年住総研f住まいまち学習J実践報告論文集4



活躍しています。大学生や入'者決生は蹴輸のインタ}ンとして，

地域の高校生は夏付みの課列焔動としてボランティアを行ってい

ます。

大学生は， 3師時間から 320時間の活動を行い，修了後レポート

を書くと，との活動が，大学の戦立として8単位認定されますユこ

の活動日朝需によって認定単位は異なります。このインタ}ン招致を

過して，人のネットワークを築き，その後の尉淵智舌動，進路決定に

活かしていくのです。いわゆる，これは学生が，たた単iこボランテ

イアを通じて，干上会，まちを学ぶことが，'''s校にも企業にも初会に

も熟議されていて，さらにそれをE判刺市るシステムができているの

です。(写真1-:3) 

また，この溺を卒業した中学守主や高健主，大人たちが，符ひ濁に

戻って手伝いにくることも飯繁にあります。

ボランティアにはきちんと倒倹をカ斗t，不慮の:事故にも対応でき

るようになっています。そのため，脇信書，愈1錦絵など，その採

汚には，手間をカ斗t，言十剤約に，そして，ボランティアがさまざま

なことを鴎で学べるように再白書されてし、ます。ボランティアは閣

のマンパワーとしてだけでなく，子どもたちに多くの学びを与え，

自分たち自身も学校成長していくシステムとなっているのです。

F 可;

写薬1-3 ボランティアの活躍

6)今後の渓隠と課題

多文化多民族地域であるサンフランシスコ周辺には，このような

多文イ谷教育を干丁っている保育閣がし、くつかあり，なかでも，韓関系，

中国系，スペイン系の保苅閥均鳴A名だそうです。だた，日持辺住Jリト

ノレフレンズのような，自系でありながら，世界中の文化を対象にマ

ベる保育協は珍しいとし、います。また，ノド、子校でも多文化教育を行

っている学校があり，ジトノレフレンズを卒倒した園児は好んで，

この梢牧を選ぶそうです。この戯粧のなかで多文俗教育はさま

ざまな価値観を尊重する考え方を磨いた子どもたちがコミュニテ

ィの中のさまざまな品寝耳を鮪決していく担い手へ成長していく素

地をつくっていくのです。

とd河呆育溺では言ってJ対もli，子どもたちが家族・親戚以外の

コミュニティと最初にtJ会う実震な学びの場，まちを体験する場に
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なっていることも童凱するべきでしょう。 Eヰ箱リトルブレンスな

なかでもコミュニティの縮図といえそうです。ここで，子どもとコ

ミュニティの和;互交淡・学びがあります。その中で， p査は寄付を

募ったり，支援を受けたり，彼らを招待したりするなど，コミュニ

テイハ羽アピーノレを積極約に行い，コミュニティと貯つながりを大

切にしています。地域のNPO@j休日系のNPOI'J:J体などとの連

携も輸なものです。 l冊以上のお5体と弱係ぷあります二樹立， NP 

Oという柔秘性をもった f~態をゆに跡し，さらにそのネットワ

ークを戦格的に強化し，コーテaイネート機害程を最善くことにより，コ

ミュニティと共に発展していく，まち?習の戦略的処立への成長が

その課題といえるでしょう。

2 片食うさぎ山公閣あそびの林

J 方，横浜市判場制限でも，いくつ治時子どものまち学習の揚が

できてし、ます。その代表例として阿佐片倉町で怜え2∞1年3月31

自にオ」プンした，片倉うさぎ111公属あそびめ材ーがありまT，以下

に筆者がワ}クショップ初吉動などに係わってきた経験も含めて

述べていきたいと思います二

この公繍lおよさ 3.2ヘクターノレあり，多院が")1:場，あそびの宇t
原つぱ2 湧き水を府主持して作った池などがゆるやかなカ}ブを絡く

i詞路で結成工ていまマれ

さまざまf政三代で自由に楽しむことのできる自然d形態を生かし

た斜悩です。

この耕休林は， j二日を中，[:，，1こした月 12[ill，隣かJ~佼3 佼にデ

ザインを革主党して作成したうさぎとかめのそニュメントのついた

ポーノレに赤し、躍的ヰ詰げられ台時" r冒際盤び場 1 (プレイパーク)に

変身しま七そして，このあそびの林は，近隣主氏や子世主会ヰキ主涯

学轡グループ吟tからなる f遊び場会」が逮8しているのです。(写

真2-1)

写真2-1 (ポーjレ)

1 )あそびの林誕生の経緯

そもそも，この土潤は 1998年片倉町に生涯学習グノトプ「遊

びを広げようヒ。ツピt会jが地主託公協の建設計爾があることを部き

つけたことから動き出しまし犬と。ピッピ0;会は 1993年に発足し，

同lメ神大寺中央斜繍で月数民のベースで f神大寺村と公醤 日ジャ
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写真2-2(晶そびの風最ヨ

3)ボランティアの学び

また街意すべきは，多くの烏有事ボランティアとして，この似品7
に集まってきて，スタップとイ部こなって，子どもたちといろいろ

な遊びを展開していることです。他地域と!rtJ織に核家族イヒが進んで

いるこの地誠において， 'f~品守交流を粉骨に実現するだ?でなく，

大人とヲーと、もをつなく市某介に彼らがなっているのです。さらに，集

まってくるお宥向上もそれぞれに宇備司となり，自分自身でも子ども

の環境やコミュニティについて2考えるきっかけをつかんでいますユ

ボランティアの禄数の浩占がこの公濁付近に引っ越してきている

ほどなのです。さらに 2002年のク Yスマスにはボランティアの

9人がサンタとトナカイの扮装をしてになって，あそびの林iこ滋ひe

4500 

4000 

1000 

500 

01.4-9 

うさぎ山公園縮渚数併鵠

01.10-3 02.4-9 02.10-3(予)

'1-+一刻箆比人ー鋼一来園子供

表2-1 来趨者比較葺
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にきている子どもや関係者らの家々を凶って，ハンドベノ凶本主奏や

プレゼントを行ったそうです。大人にも子どもにも，殺にも内緒で

行ったイベントで多くの子どもを中心とした住民の皆さんは驚く

と何時に大変喜んだそうです。このイベントを公閣内でなく，絞ら

白身のアイデアで，まちへ出て行った行動はまさにまも主宰?のひと

つといえるべきものではないでしょうか。あそびの材ヰ訓告者たちに

とってもまち学ずの場となっているのです。

4)地域主主翼の学び

このような子どもたちゃボランティアの成長にしたがって，i[[襲撃

"-住民のひとたちにも変イとが生じてきています。お母さんたちが中

心であったスタッブの中に，お父さんたちがはいってきて次第に自

分たちができるととを考え， 1父ちゃん会jを結成したり，完治会

町内会のひとたちゃ近隣のか々もこの企潟1をのぞきに来たり，中に

はちょっとしたお宇伝いをしたりするようになりましt~ キおと林の

ノド々 の手M をJli燐の人たちにお齢、したときには，多くのメ;人た

ちがボランティアに駆けつけてくれたそうです。まさにこの斜泌を

鋭公に大人たちが見立互協とでてくるようになったわけで，いわばあそ

びの林が地域のまち学習センクーのような機能を果たしていると

いえましょう。ら長2-1)

5)今後の展開と課題

このようにあそびの林を通じて子どもたちを中心に多くの成

長・変化がおこってきており，ここで斜留め外同「まちjのことも

意識し，考えるようになってきています。このような梼給~;l切諌品し

てくれば，子どもたちが成長していくにしたがって大きな保設が総

こり，とこを鼠点、としてのまちづくりが泌或に援関されてして可能

性も咳じます二ただし，社会協't1:.阪療事業主耳からの補助金2叩万

円も 2∞2年度限りで，ここでプレイジーダ」をやるために，製最善

していた会社を静めたスタップを月重用する予算のめどが立たなか

ったり，事務融機能と開催日の現場の尚方を仕切るスタッフに業

務が集中してきたりしているなど，多くの課題を抱えていることも

また事尖です。このプレイパークカ誌発展し，さらに将戦市針転IC.広

がっていくためには次のハードノレをこえることが必嬰でしょう。

(なお樹呉市でl土， 2003 年度予算に，約 1∞人のプレイ~~ダ

ー養成事業費を初めて言ト上しました。)

3 弱者からみたまち学習

サンフランシスコの日科苛ジトノレフレンズと村嫁)11区の片倉う

さぎ山公民あそびの林におけるまち学脅形擦をみてきたわけであ

りますが，この間去を題材に今後の地般におけるまち学官のありか

について検討してし、きます。

まずいえることはと%らとも沫遠む学児から小すご主までの児患を

その主な立#量としており，その中で伝統的な遊びや文化当噌をきっ

かけとして，倣原鋭の多様性や羽分たちのコミュニティを自然に学

び，コミュニケーションカtfJi:しがちである果す年や兵役代とはじ

2003年住総研「住まい 4まち学習」実践報告論文集4



ック」というプレイパークを院在してし、ましたが安定してプレイパ

ークを開催できる自rnな遊び場をイ十りたいとの惣いをつのらせて

いました。半途ピッピの会のメンノいは土潤のが佼である4終 日 税

政局に相談してみたのです。今皮できる公織は公泌を使う市民参

加のワ}クショッブ守陣式で尖施し，そrr選告誌が行上初ミ姐ってし、きた

いという総いを訴えたのです。 )-j倉地区連介会長からも，公隊内の

f子どもの返び場」のエリアをJ{Jt会にfl::せよう，とし、う意丸があ

り，平速ピ。ツピ江会l土土由民子11主会と母子グノいープとおし合し、ました

そこで，どのようなiUiび場料執しいカ場で出し合っていこうことに

なり， r遊び場を考える会」が予告足したのでに(メンバーは f供

会理芋や母子グループの代表がbわワ，また地内生合会長，公同近

隣の3地区の料立IltJlAJ会長が胤!WIけ二)

1鈎9年 3JJ r~立び場を考える会J 発足後，ソ}ニングプランをワ

ークショップで5同開催し，校行して2芋督会， 1廿汗1谷区~~t並木プレ

ーノミーク見学会，公!詞予定地でのイベント等を行しましたそして，

2∞0'4'-1刀 自汗治利下旬会，遊び場を考える会，体育指導委員，

青少今長鴻員，民生委員 f供会，小学校校長， PrA会長等で終

成されている「片倉町公隊後談会準弱者会」が新たに発足しました。

2000年 3月4 月にかけて，出事政局・阪事務?と遊び場を考える

会が中心となり子どもの遊び婦のμ十!爾をワークショップで進めま

した。この fつくろう!私たち0)街にみんな正遊て五場1ワ}クショ

ップでl丸使う側の立場に咋ーって丁作り遊具・トイレ・合l車のデザ、

イン.~自己置等を検討したのです。その足後 7月 iこ「夏を足立ぼう」と

いうイベントの中で，たくさんグ主廷が集まり手作2りプーノレ・ブル

ーン}トのすべり台， /11己んこ遊び，スイカ制りなど皆で遊び， ;'GfjJ(: 

後の到凶での滋びをイメ}ジして，そι後， 4端的にI浮か着Jょし

たので吋二こ正 14日の 10jj~12 月，遊び場を考える会では「返ぴ
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場づくりことはじめJという 6[拍車総持持を企画し，音量もが楽しめ

る場とは仰i"t管しています。(械製11区役所生吉宮内支援係生

在学千百・まちづくり助成事業 f生きがいキャッチアップ事業i) 

そして，ついに， 2∞1年 3jj31 R ，緑必~Jゐじた主治3庁，とのパー

トナー}シップのもと，線浜市初めての冒険溢ぴ場としてデピューし

ましたさらに，この幣備の過程で企辻義，そしてまちをコミュニニラ

ィ余体で考えることができたことも大きな成果だったことも丸逃

せません。(図 2-]) 

2)子ども違の学び

さて，公閣の入り口iこ赤し、肢があがるとあそむの林が始まり

ます。子どもたちはとの遜ひて場で，各自白山にjj生ぶことができる

ようになります三 一定のルーノレを守料ま，のこぎりなどのて具を

使用しお遊びもてせますし，大人といっしょでまれば火を使った

ノい吋キュ}なども可能です。はじめはおどおどしていた子ど

もも自ら思いきって滋ふことができるようになってきていまし

た。また，子どもがむIDに連子くるように，プレイリーダ-_やスタ

ッスボランティアががんばっており，伝統的なあるt章氏文化

でもある子どもたちのiUiびである，へ』コ、マやメンコなどの遊び

もいっしょに1-']いながら，学勾三罪号， j世代郊の枠を超えて，遊びを

通じて，多く!1;科教をし，学びをしてしものです三(写真2-2)

τ《レ.1'ーワ径二弘

相主畠羽怠主
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めて接角止する，い材;rrまちデゼュー」となる君主ぜな場となってい

るところです。両者が山際羽イベントなどを巧みに組み合わせて，

工夫しており子どもたちはそこで自治に遊び，学びながら，自身

の力でいろいろな「気づきj を繍号しているので久

また，学牲を中心としたボランティアスタップの成長の場という

のも共殺する告113}です。どちらにも額:UJスダッフぼ料こ，多くのボ

ランティアスクッフ地1従事し刀法す。彼らも，この場で子どもた

ち，スタップ，地域住民を通じて多くのことを学びここでコミュニ

ティというものを組験し，学んでいま吹ム子どもたちだけでまなく

i高校生，大学生等にとってもまち学管の場となっているのです。

そして，[!識に，このような揚がまちのな糾こ存剖4 ることによ

って，自治会初]下句会を中心とするI検定型コミュニティとテーマ型コ

ミュニティ，そしてサイレントマジョリティだった住民もがこの場

で怒返することによって，新しいコミュニティの可能性を導きだす，

いわば，将来ーの地域まちづくりに参i顕していくた/1)0;学脅センター

としての名岳部も拐っているのです。少子化の傾向のドで，子どもた

ちをターゲットとした様々な封樹高施設が，そのお動(学轡)カリキ

ュラムの'PIこ，脳或コミュニティとのと関わりを織り込んだシステ

ムを線量してし、くことによって，子どもたちが'芋督ヰ議じのなかで

まちゃI出或コミュニチィの員になってし、くプロセスを促進でき

るのです。

あと，大切なのは綿々の縮設単体だけでよ餅或が変わるわけではな

いということです。個々の俗説がし、州こ優れていようと招必してい

れままちする影響は軽微なものとなるでしょう。子どもにもボラン

ティアにも住民にもやりたいことはたくさんあります。それぞれは童

数の紘設を車問して好きなときに好きな主主併で学潤したり，活動し

たりすることも多いι官、います。積立亙なのl丸このような金制点こお

けξ 様々な荒波やグループカ~f~互にネットワークを組んな様々に

そのお動をお互いにリンクさせることによって，総合物なl~世或まち

ザ・望号システムを檎築していくことが可能になるといことです。子ど

もにとっても地域での選択肢が増えるど合意義ななことですし，各

施設が連携してその主宮高.M'動ノウハワなどを文J有していくことは

各応号室にとっても大きなメリットがあるといえるでしょう。

また，他のグループとのネットワークという阪では先に述べたよ

うに，日本街ジトノレフレンズでiえ日本初((;内外において，多くの

NPOと道拶Jをとっています。間保こ，あそびの林も，剣薄明県内

のプレ}パ}クのグループとのi藍携も深めるだけではなく，中蜘11

間生涯学習・まちづくりグノトプの活動棋の発去の場であり，

紹互ネットワークの場である f友・遊まちづくりフォーラム」に参

同庁るなどしています二

このような動きを高齢tしながら，地域グ各施設がそれぞ'h1!1ft的

*2 植民市立大学宇都f帽唆センタ

-]46..... 

な品協札42となりながら新しいコミュニティを形成していくことが

できればすばらしいことだと思います。

そのためにはネットワークをコーディネートできる人材や機認

も必要です二泌読の例吠謀総をI'r.滅菌こ詑濯し，1IIi甘出均に地域をデ

ザインできるそのような羊習コーディネーターの育成も問時に大

切でしょう。そして，このようなネットワークやコーディネートは

インターネットを桁治したものでもよいとj思います。日ホ街ジトノレ

フレンズで出L報，ブアンドレ}ジングで等で京JHjしていますし，

遊びの林切羽重量情報を首都子，ホームベ}ジに掲載し，掲J王板~Jチ

ヤツトなどで，スタップ，ボランティアのコミュニケーションなど

にインターネットをブノレiこ活用しています三自分たもの広報だけで

なく，情報の交換などの双)j官官コミュニケーションをネットZ'ITう

ことはライブサイクノレが多様ドイむずる現段では非常に有効な手段と

いえましょう。

米国と我が悶ではもちろん諸条fi'1i九皇うのですが，このように簡

単に両者の祈ぱを轄を考えただけでも，多くの病変を私主主にあた

えてくれます。

私たちグ鴻干究ヰ郊動はまだ途上であり，地域の中で成果を凶すに

乗ってし、ませんが，今後もまそびの林や日ヰヰfリトノレフレンズに係

わってし、きながら，このテ…"71::'%断察して取り総んでし、くことによ

っ(，多くのまち学宵や地域まちづくりに寄ちしていくことができ

ればと考えてします。

くホームベ…ジURL>

日本総リトノレフレンズ

http..//www.chi1dcare、 org/prog_p:re~α四J. html 

まそひ%コ林

http:j !www.asahi~net.or.jp/ 中町1位s/hy帥刷 htm

く参考文献>

1) あしたの日本を創る協会縦ノ、ントフック子どものため¢揖減づく

り ~hX社 l拙9

2) 村総包務諸都「同政策シリーズNo.4コミュニティ・ネットワ}

キングとパートナ」シップ~出誌の経済?七会形成とNP(ト控訴

If'Iり説経済曹関野 2開l
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半公共的空間における参留と協舗についての研究

…一松本地区まちづくり協議会の区酒豪壊事業・

1事際洋子*1

真野地区まちづくり推進会の復興活動事例調査より…

キーワード; 持続可能なコミュニティ 区画整理 まちづくり 創造的合意形成

1・1 研究の践的

多くの都市において、市民と行政・専門家が協働しなが

ら、fまちづくり jに取り総む体制へ転換が溺られている。

いま都市空間において拡大成長という建築活動から、リ

ノベ}ションブームへと移行している。都市の進化は多

様な主体が共生する多元的・多目的な空間として再生さ

れることが求められている。こうした多次元な都市空間

は様々な都市生活者の主体や地域コミュニティが協議に

参廊する過程から都市安関像を提言し、共有可能などジ

ョンを合意形成するまちづくり構想fまち祭関デザインJ

によって鋭設されるべき傾向にある。

行政サイドにおいても公共領域における市民との祷完性

と協働関係、の必要性を訴えている。神戸市は市民本位、

繍完性の視点から fまちづくり」を行う為に、情報開示

により市民の選択行動を期待し、情報を共有することで、

市民と良きパートナーであるべく行財政改箪を推進して

いる。しかし現状においてこれらの関係は公共窓際でば

らばらに浮遊している状態で真の協鋤関係が稼動してい

るとは含いがたい。{図 1) 

理念では地域社会カ(コミュニティ)を高めるため、公

共分野における市民と行政のパートナーシップによる協

織の必婆伎を認識しつつも、兵庫県の f協鍛と参蘭J条

例においても f県民主役j と言いつつ、行政は行政の役

割を来たす、県民もその役割を果たせということで、住

民はお客さんである。しかし住民はお客さんではなく主

体的に条例を作るプロセスから参磁したい。その過程に

おいて役叡分担をしながらも両者が歩み寄り境界を取っ

払って交流しながら、様々な主体が中限領域(以下

回 terfacezone[半公共空間]という)において均衡と鵠和

のとれた協働関係を構築し、創造的合意形成iこ至ること

が今後求められている。この前提から、重量災復興におけ

るまちづくり (interfacezone)において、区画整理を

媒体とした行殺と市民の協働作品(空間構成)とその過

程における住民の合意形成の評価を試みる。

誠査方法として以下の 2事例を考察した。(1)行政主導

の道路計画案を歩行者主体道路「せせらぎJに変更させ

た松本地区と (2)住民主導のまちづくりを継続した真

野地区を比較調査する。

(1)(2)の復興事業後の空間的景観の差異在比較考察する

ことで行政の区磁整理事業の意味と評価を問う。加えて
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(1)行政主導と (2)住民主導でのまちづくり形成の復興後

のフィジカルな景観の主主異が意味しているものを読み取

り、行設・住民・専門家の協働擦係、が今後のまち夜間構

成に大きく影響するであろうことを考察する。

1・2 研究の領域{半公共的空間の意味)

公共分野における協鋤領域とは市民と行政の所有権、利

用機、利害関係が震なる領域のことである。本研究では

この領域のことを半公共的安潤 (1旧erface)として扱っ

ている。

震災復興事業において、都市計闘道路・区額道路・公衝

は公の領域であり、{橿 ~IJ の住宅は私の領域である。震災

復興領域は 2項道路(路地)のある!日市街地でインナー

シティ問題を抱えた老朽木造住宅密集地帯であった。地

区の一定萄積の空荷において、道路を拡張し、住居戸数

を震災前と同数にするためには、 f個別面積を減歩し、建

物の高層化を図るという手法が一般的であった。神戸市

では平成 7年 2月 1日、建築基準法制条による態築制

限区域の告示(6地区 233ha)がなされ、 1995年4月 28

日都市計額が決定された。この都市計画決定区域は公の

管轄区域と民の管轄区域が重複し、民においては様々な

主体(権利潤係者)による所有形態と利用形態が展開さ

れていた。この広域は公共空間と私的空関から構成され、

この公私混在する空隠構成を吏地とみなして復興計闘を

たてようとする場合、この祭聞は公と私の共有担問とみ

なされる。この共有空間は換地と道路区画が形成される

までの時間(約 10年間)において、公と民、民と民の

領域を区分できない空間である。このような空捕を主主主

共的容照((lnterfacezoneEと呼び、公と民が協自国・協

働し様々な主体が合意しなければ復興空務計画案《まち

づくり築》が策定できないZE衝である。そのため重点復

興地域において各コミュニティ・地区自治会単位で行政

指導による「まちづくり協議会j が編成された。

「まちづくり協議会Jでの協議の場に於ける住民の合意

形成を殴るためのまとめ役として、また行政の都市計iilli

索及び建築基準法の説明のためにコンサルタント《専門

家》が行政より派遣された。復興事業として、災害・火

災に強く安全で安心して暮らせるまちづくりのため道路

拡張、公騒整備・共同建替を実現するためには、公平な

負担という観点から区甑整理による事業手法での合意形
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成がl議られた u

Interface zone パラハラ iこ浮遊している状態

市民 専門家 行政

……一…一金一一…………-

J 議離盤整ゑ

創造的合字形成

1 …ω …“ …" “…" “… …日千-'1図"1 …" “…_.......…j 

2-1 松本地区の概況

松本地庶は神戸発祥の地、会下 (1-1付近の集務に佼遺する。

地殺がj環境l立会下 11i公践の緑豊まかな背景に兵庫区の商

業・娯楽・ターミナノレ機能の中心核であるほ役所・湊川

公鴎周辺ゾーンの 角にあって利便性の高い住宅・近隣

商業地であるが、戦前から残った狭小住宅の密集・老朽

化問輝、道路・公際都市基盤の不足等の課題を抱えてい

たο 2'1表1

エ地区面積 8.9ha 

地震前人口 i2.367人
1世帯数 1.206 j投帯

建築棟数 i削棟

被権利災率者 iii1全L814壊%87ω人 棟、 半壊 88

事業計画決定 平成 8年 3月 26日

減歩率 9% 
総事業費 249 
震災後人口 1I!t帯数 1230人1630

r2001112J 

(2001年 12月の概況)

人口は 1230人で霊堂災当時の 1/2になっている， (表 1) 

これは①65nt以下の地権者は土地を売却した②協罰立

欝は 5階建 20i世帯のみ(共同化を図るメッリトがない
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と判断された}に主主閣する。

平成 7年 6月の所有形態と今後の予定についてのアンケ

ート調査(回答数 208逓) (表 2)では回答者の 50%強

が「立て替えて住みたいJ5%が「土地を売りたいJ20% 

が「建物を借りたしリと目立1~詳している。加えてオリバー

ソースが 2000rr1の土地を売却したため、公共F有地率が

従前の 16.7%から 31%に引上り減歩率は 9%になった。

2-2復興まちづくりの緩緯と活動

2-3図 2

国土地所有者

盤借地

。儀家

mその他

表2

議会・役員会

i役員会 11問、委員会幹事会 34郎、総会 2閲開催i
E互に fふれあいの集いj が 2但]持たれている。提案策定

までの 7ヵ月間に約 50阪の「協議の場j が持たれ「ま

ちづくり案」策定の合意形成が凶られた。

2-3人的骨子としての参i闘と合意形成の方法

協議会役員は 30名であった。会議の進め方は凶 2で示

すように街庶ごとの詳細な事項について、街区の総意を

まとめ、計一爾に反映させる為小委員会合が設けられ、樟J

tKごとの合意形成が凶られた。その合意議案は「まちづ

くり J協議会でまとめられ総会で決議された。議案の問

題点は協議委員会・専門部会で検討され協議会で最終的

に取りまとめるという玄上ム之之之友さであった。しか

し会議[松本 4小委員会主席者 100名]の進め方におい

ては、会場から道路百十ii!il[笠芝ゑ玄のある松本線 17m]・
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区額整理事業の反対意見・要望が出されると、神戸市か

らの説暁があったものの、時間の鑓係で打ち切られ、十

分討論できなかった。今後はこのような質問は幹事会・

役員会に出席して発言するようにと収められた。また今

後の進め方については、幹事会を中心に検討を進め、ま

とまり次第小委員会の総会を開催し、 般住民iこ報告す

るとともに意見の調整を図っていく留の説明があり、委

員主導のトップダウン会議に変更された。合意形成の方

法は f反対ならば、代替案をj ということで盆準監全塁

形成は住民サイドでは十分に形成されていなしこよ豆ムゑA

2-4 都市計画案と fまちづくり提案jから免る行政・住

民・専門家の協働関係

1 )行政の提案・神戸市の都市計翻案①松本線(橋良 17

m) を都市計画道路とする②地区の東西lこ2，500rrI程度

の街区公閣を 2箇所配霞する③土地底調教理事業として

減歩率 10%以下とし、地区全体の計画的な基盤施設整備

で生活環境の向乞、宅地の整形化による利用増進や協

調・共開立替で住環境が改脊される。しかし区域内の生

活道路、公園配置・構成、町並み形成については協議会

と協働してまちづくりを進めていく。

2)住民(協議会)提案の採択プロセスと決議総会・約

50 fi苦の会合で合意形成された提言語では長期的まちづく

りビジョンとして以下の事壌が検討された。

検討築①底調整理のメリット②住宅地としてのまちのピ

ジョン③共同再建(集合住宅化)のメリット④借地借家

権の競整⑤道路整備によって暴走族などの侵入を紡ぐ方

法⑥若い世代を呼び込む方法⑥高齢化住居形態の模索

(介護付シルバーマンションの導入等)⑦下町情緒の残

るコミュニティ夜間の整備③自治会館兼ゲストハワス。

2-4地図1

悶 12月 10日決議総会が関かれ、⑤⑦の検討計阪案とし

て緑とせせらぎのネットワークのまちづくりとしての地

s:全体の骨格と配置案 fまちづくり提案その 1J (地図1)

が採択された。

総会での質問事項は以下であった。①減歩率は何%か②

小さい敷地なのに減歩されると家が建たなくなるのでは

ないか③子々孫々に残していく土地を再jられたくない③

倦家人用の賃貸住宅が必要だが、協議会からの要望に入

っているか(答，公的住宅という文言で築頭にあげてい

る)⑤広い道路や公闘を創ると減歩が大きくなるのでは

ないか⑥玄玄主主を作る計磁案になっているが、掃除な
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どを誰がやるのか(答;$と熔元で役割分担を決める。

計額・工事について安全確保や掃除のことを考慮しなが

ら、市と協議しながら創ってしぺ。玄主ムf!'.公瞭は我々

にとって!s介なものになる面もあるが、こういうものを

住民皆で引き受け共有し、利用することが暖かい街づく

りにつながる)⑦この提案で決めたことはどれくらい実

現されるのか(答，総意をまとめて市に要望していこう)

⑧会下山過が全線拡総しないのは防災上問題があるので

はないか?一部比較的新しい建物があるからと言う現曲

は不公平ではないか(答，提案警は最終結論ではないの

で、議論を深めたい) 質隠①②③⑤⑧については箆車

整理事業への性民の9:f盗」と反対意見である。会員の過半

数の出席がなければ会議は成立しないことになっている

が、まちづく坦案の策定は住民全員の会議への参測によ

って策定されたのでなく住民代表の役員と専門家によっ

て計画策定された事後報告であり、まさに押し切った合

意形成といえる。

さて筆者が本稿に特に取り上げたい項目は⑥③について

である。⑥ f玄支ムは震災の教郡として住民主導で

計額変更された道路アメニティである。この主主ム乏が

このまちの特色として7 スコミにも取り上げられ、lllTの

シンボノレとなっている。松本線は当時の松本通(総長

7m) を北側に 17mまで拡煽するよう決定された都市計

画道路)の名称である。神戸市案(図 A)では道路線員 17m

の内、 10血が車道、その中に停止帯を 2皿ずつ設け、残

り 7mは歩道とし道路両端に設ける薬であったが、協議

会祭(図 B)では停止帯をなくし、それを地区側の歩道に

取り込み歩道穏を広げる案に変更した。この歩道 (6，5皿)

には街路樹を構え、公闘地下紡火水椿からの水を f支3主
主主j として流すことを提案した。このせせらぎは町の

顔として又コミュニティ形成空間として考えられた。そ

の後、部会 fi重りせせらぎj 会が設けられた。

2-5松本地区まちづくりの評級

2陶 5・1せせらぎの問題点(質問⑥) f主主ゑf!'Jの維持管

環について (H14年 1月 25S於集会所)①清掃の頻度

と掃除の仕方②掃除道具の手配、掃除当番の決め方③せ

せらぎのぬめり取の方法④暗築部分〔機の下〕の清掃⑤

鳥を排除する方法〔めだかく金魚くさぎ]⑥水質保持の

方法:中水道のため突い。と役員から矯題提起された。

行政に対して「せせらぎJの維持管理にどこまで協力し

てくれるのかと役叡分拐を求めている。このままでは、

残り沿道住民が工事に反対し「せせらぎJが未完になる

恐れがあるため議論も白熱する。出席役員からはコンサ

ノレに fもっと良い築を考えろJ と注文。 しかしこの場逝

では住民・行政・専門家は対立関係にあり会議は次回に

持ち越された。試行錯誤の過程在緩て造られた「せせら

2003年住総研「住まいまち学習J実践報告論文集4



ぎj であるが、元来水資源管理は鴎難な問題であり幅員

1m 深さ 250mmでは勾配もなく水量・流速不足のため

水は澱む。自然生態系を考慮した設計として湊111の疎水

を引き込むような自然カを生かした計衝でなければ長期

維持管環は不可能である。この「せせらぎJは人為的過

ぎて streetfurnitu胞に過ぎない中途半端な設計である。

昨今の設計者は装飾約過ぎて自然科学的援点に欠けるよ

うに思う。

2・5・2区星電撃惑の問題点

イ)コストが高くつく;待問的コスト、建物のライフサ

イクノレ・環境負荷コスト(①質視③で指告書されたよ

うに公平を織するため、全地区を更地と見なし土地

の区画変更をするため地震で損壊のない 2舗の建

物も解体された)

ロ)スクラップ&ピノレド，工事期間中の佼主主築〔本建築

なみの仕様〕の解体と移転補償費の経済的・環境的

損失〉

ノ、)過去からの景観、町の歴史の否定

ニ)検討案⑤の実現が未完であることから、ピラミット

の底辺を構成する社会的弱者が切り捨てられた;個

人補償の必要性(敷地 65rr1以下の人、高齢者等〉

2除6本章のまとめ

2-6-1 "i!燃構成とコミュニティの紹際関係

共同・協調立替また建物の高麗化には区画整理は有効で

あるが、当地区のように館別建替のみに特化した場合、

各戸の敷地面積が減歩された分、敷地が狭くなり燐地建

物との空きが死地になってしまった。 11件が協調建替に

参加すれば、約 10四輔の空地が生まれ共用庭として利用

できる。

隠別計画における協議への理解不足(長麗意識への板谷

支応のため)と住民間士の合意形成が鴎られなかった→

生民の内発的まちづくりに昇華していない・専門家と一

投住民との協働関係不成立・対話不足 といえる。

ま劉整理事業はこれまでの空簡と景;畿を解体し、ニュー

タウンのような新しい空間を創設した。この新しい空間

こ馴染めず、今までの生活習僚を捨てきれず、新しい生

苦に適合でいない人が「住みにくくなったj と感じてい

5 0 r住みにくくなったjのはコミュニティの喪失と言わ

もているが、近所付き合いは以前と変わらないと答えて

、る。コミュニティの崩壊は空間の崩畿と相関鑓係、にあ

5といえる。
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復興するためには事業手法として他に選択肢がなか

った。

③行政により建築制限された段階では、まちづくりの

総意を早くまとめなければ復興が遅れると考えられ、

区画整理に反対することで会の遼営が後ろ向きにな

ることを緑念し、仕方なく区画整理事業に賛成した。

④以上のような経緯から I監銭ゑ包辺監ぶ主立丞注ム

づくりは行政と住民の協働と参闘がなければ成立し

金以L震災復興事業におけるまちづくりは神戸市の

指定自治区での都市計磁決定に伴いトップダウンで

区爾整理とまちづくり協議会の設立が行政主導で決

2・4 密 A

32J空君影逝

10m 

"'" 
①編員lim. 2)ぢ退行・停車券あり

u 
o売計麹での断置構成

2司4 密自

{せせらぎ 2002fF 11月撮影)

定された。しかしその協働関係において松本地区の活動

は住民代表のリーダ}が行政と対等かつ主導的に進めら
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れた「まちづくり Jと言える。郎ち上から与えられた都

市計磁事業に従いつつ、松本線道路計療を車主体から歩

行者主体に変更させた。行政案を住民側に立脚した計爾

に再提案したことで、下からの情報が返されている。そ

ういう意味で松本地区の fまちづくり Jは情報の二方通

行(ボトムアップ)により行政との役割分担と協働関係

が対等に保たれた「まちづくり」といえる。しかし住民

全員の合意形成と参爾が円満に満足のゆく形で形成され

たかという点では今鶏査では「小異を捨てて大関に就けJ

f時期がないjで反対意見と経済的弱者を切り捨てた「押

し切り合意」といえる。協議会での合意形成の方法は多

数決で決められ、少数意見は無視される。昨今はワーク

ショップによるまとめ方が採用されている。 }II喜多次郎

氏の KJ法は加乗滅除法「作品→鑑賞→評価→決新Jで

総意をまとめる方法である。「生命ある組織は参爾的な

創造愛で澱花し、それが伝統体へと結晶すれば持続する j

と述べており、少数意見をも包含したサスティナブルコ

ミュニティの可能性を示竣している。

松本地区のまちづくりは以上の考察から行政・住民ヲー

ダー・専門家による半公共的空間での協働関係は高く評

価できるが、住宅の共詞化が殴れなかった意味でも一般

住民の会議への参画・対話は不十分であったのまた住民

と専門家とのコンセンサスが得られていないまま計画が

進行し、 1)、異を生かした創造的合意形成は殴れなかった

といえる。

3陶 l'真野地区の概況

真野は住民主体のまちづくりの学び舎として研究の歴史

は長い。真野は公害警陪題から端を発して 30年以上のま

ちづくり活動の歴史があり、住民主導のまちづくり案を

継承する為、行政主導のIK街整理事業には参加しなかっ

た。長関区の他地域が行政との協働で掴丁の姿が大きく変

貌していく中で、震災前の町の姿を留め、過去にタイム

スリットしたような鎗覚に織る。しかし建物の再建では

住民の結集カが綿花し松本地阪では実現できなかったコ

ーポラティブ斜度による共同再建、コレクティブハウス、

地域福祉&デイサーピスセンタ一、しりいけ保育所、ま

ちづくり会館など住民と専門家の協働で建築計績が実現

された。

3・2rまちづくり構想j と人口構成

住工混在地区で街積 32.98ha、ピーク時人口 13，377人

(昭和 35年)、昭和 40年代より住民による環境衛生化

運動、地域福祉活動、公害反対運動が行われ、寝たきり

老人の巡回入浴、歩道の緑化、工場跡地を公陣・保育所・

老人いこいの家への活用へと裳備され、まちづくりの成

果が見られたにも拘らず人口減少と高齢化は続いたため、

昭和 53年(人口 8，003人)まちづくりの将来像を検討
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委員会{地元自治会長・地元企業・学識研究者・専門家・

行政で構成)で 1年半にわたり検討され fまちづくり構

怒j がまとめられた。まちづくりの図様は①人口の定着

(9，000人)②住宅と工場の共容共栄③うるおいある住

環境とし、 fまちづくりの進め方jが次のように提案され

た。 i) 20年後の将来像として①土地利用構恕(工場と

住宅を街区ごとに分離)②道路構怒(公道はすべて 6m

以上に拡編)③建物構想(長島の共同立替)、話)実施計

顧としては①ノレーノレ作り②ものづくりとで構成されてい

る。このように提案された真野 fまちづくり構想j は震

災後各地区まちづくり協議会で提案された計画案に勝る

とも劣らない素精しい構想である。それ故この昔十髄案を

続行するため、行政主導の復興区密整理事業には参加し

なかった。しかしこの選択は真野地区の緩災復興を遅ら

せ、「まちづくり構想Jの実現をも関難にしてしまった。

神戸市の都市部磁事業とは一線を闘したまま、住民主導

でゆっくりと復興しようとしている。そのため道路拡張

の磁難性に加え、倒~IJ住宅待建 iこは違法建築が散見され

る。現在民間分譲マンションが建築中ではあるが、 20年

以上の住民主体のまちづくりノレールが持続している当地

区おいて、この住民結束力が者年媛の当地域への新燦参

入を閤難にしている局菌も苔めない。人口構成はH12年

では 4517人 (H6年 5474人)となり 20%減、うち高

齢者数 (65歳以上) 1，236人で人口の 27，36%をおめて

いる。人口減少と高鈴化運容が加速している。

3'3 まちづくり構懇の実現に向けての課題と展望

3' 3 '1まちづくり事務所での潤き取り調査

2002年 11月 11日、同 12月 14日に会長総 3名と商談

し、その時会長から指摘された問題点は次の通りである。

①道路拡張予定地に建築計画をたてている。こういう場

合「まちづくり協定Jのノレール違反として裁判所訴える

べきなのか ②路地に留する住宅再建では違法建築が目

立つ(改築としているが、実際は新築工事である)③区

磁整理をやっておけば良かった④{住民主導のまちづくり

は襲撃しい ④専門家にはまちづくりの実現に向けての推

進力としては期待できない。

3・3・2真野まちづくり構想の実現に向けての課題

問題点①②③はいずれも道路に隠することで、住民主導

では解決できない問題である。道路間績は行政との協働

なくして実現は不可能である。では何故行政は協働しな

いのか。行政の答えは f①真野はlKi衝撃現に反対した。

②真聖子まちづくり構怒の実現に向けてゆっくりと時間

在かけて復興寸る手法を選んだ③ 4m道路は車がゆっく

り走りかえって安全J という答えだった。行政は区轡整

理以外に道路拡幅には方法がなく、区在留重量理に反対した

地区には協力できないという姿勢である。③の専門家の
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空審jは昔十童画案を住民と共同して策定することであ号、そ

'Lを実現する推進カという役割は負わない。しかし真里子

主ちづくり構想の実現に向けて専門家は行政に協力を

要議し続けなければ、どんなに素晴しい構想でも絵に書

、た餅に遜ぎない。真野まちづくり構認で実現されたの

ま③建物構想{長屋の共同立替等)で、行政の制度(民

昔賃貸用特例分譲住宅制度・コーポラティブ住宅制度-

E集住宅市街地整傍促進事業による共同化助成)を活用

〆た専門家と住民の協働作品である。しかしi孟ムユ三L
7j は専門家と往民の力だけでは実現できないことを真

む主立盟ムエじゑA

自寸本稿のまとめ

十 1 '?1l間的構成の差異

)①松本地区は区画整理により空間矯成が更新され過

まとの繋がりが切断された。過去のさE照の喪失は住み慣

Lた生活空間の喪失を誘引し住民にf住みにくくなったj

:感じさせる→過去のコミュニティの喪失とまちの歴史

h空間の喪失と同時に新しく美しい町が生まれた。

n草野地区l立医衝撃理をしなかったため、町のさE掲構成

t震災前の景観を継続している。それ故生活空間もコミ

ニティも喪失感はなく、サスティナブノレコミュニティ

'ゆっくりと待聞をかけて生成している。

)①松本地区は区磁道路が広くな号、すっきりと整形

れたが、人間くさい棲家という混もりを感じない。反

nこ②真野地区は路地空慨が残されホッとする温かさが

》るが、 IR酒道路は 4mのまま整形されていないので雑

;として美しくない。

r~互の整形方法として行政は区額車整理という手法以外は

=ち合わせがないらしい。

)盤主主室盟ゑ主主」ゑゑ主三ふ '10)亙箆主主を探るため、

政・市民・専門家は協議の場に参断し新しい街区の整

方訟とそのための法整備(条例策定)を創造すること

襲まれる。

1 -2まちづくり活動の差異と interfacezone (学公共

空間)における参題と協働鑓係

い 4章の調査より住民の合意形成が未熟なため共I湾立

幸を掴難にした松本地区、行政との協働関係が得られな

、ため fまちづくり構想Jが実現できない真野地区とそ

もぞれの町の特色を把援した。協働の場(半公共的安関)

こおいて、行政・住民・専門家のどれが欠けても「まち

ヨくり Jは、実現しないことが明らかになった。半公共

ε2奈良女子大浮華醗主主

2003年
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的空間において様々な主体が主導権を主張するのでは

なく、行政・住民・専門家が各々の立場と糞佳において、

役言語分担と補完性の原理により協働することの必要性

を抱援した。パランスある協働務係の再構築のため、

各々の主体の役苦手jがどうあるべきかを再考するため、本

考察がその契機になればと覇軍っている。コーラスを歌う

ように各々のパートを目立ない様にしっかりと歌う{役

割を果たす)ことが美しいハーモニーを奏でる極意であ

る。コーラスのマナーを心得て、様々な主体が協議の場

に参爾し、パランスのとれたカによる協働関係が保たれ

た時、新しく美しい生命体としての空銅像が創造的合意

形成により重量し出されることができる。

{粟野の町並み 2002年 11月撮影)
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2.4 その他





Hea I i ng Gardensのユニバーサルデザイン
一一 英国・オランゲ・臼本の事例一一… 矯本公先取2

橋 本紅吋

キーワード:1) Heal i ng Gardens 2)ユニパーザルテ1ザイン 3)花壇 4)レイズドベッド 5)高齢者

i はじめに

(11人類は進化の過程で緑と共存してきたり臼本;では弥

生時代に稲作文化が始まり、平地の農耕しやすい土地の

樹木を伐採し田畑にしてきた。しかし、人類に多くの恵

みを与えてきた樹木を伐ってはいけない神聖な森幸、鎮

守の森とし r信仰の場であったり、住民の集いと憩いの

場として日常生活に潤い寄与えてきた。また、自然と共

生する堅lUをつ〈り活用の中き郊外の)象風景が書IJられた。

一方、釈尊が全て成仏できると説いた仏教は、日本;で

は聖徳太子に始まり、平安時代に最溌tご空織によって広

〈伝えられ、査を澄は fi[J) 11車木悉皆1m仏 (Lo併じよ j~，)J 

郎ち、入部だけでな〈動植物きらにはurや}I/にも仏椴が

あると広めた。これは日本に定義した宗教観である。こ

のような全てに精霊が宿る止いう態惣は古来よりあって

自然への畏敬正儀僚の気持ちが日本人の自然観であり、

動横物や自然は精神的癒しとなっ亡いる。日。}

(21カナダの生理学者ハンス。セリエ博士一は1935年墳、

ストレスという言葉を使っている。入閣の大踏の属桃体

にストレス寄与えると、快か不快の症状が現れる。槌裁

の縁と香りは五感を過して大脳の扇挑{料こ心地よい刺激

を与え、副交感神経の働きにより、アセチルコリンが胤

管を拡げて血行をよくし、血圧を下げ快感を感じる。こ

れを feustressJと言う。ストレス者緩やかに受け止め、

心身の過労を和らげてくれる暖境づくりが必要である。

それがコミニケーシヨンをとる共用空踏であったり、心

身を癒して〈れる緑の fHealingGardells Jである。3)

Healillgという言葉が、日本では 1980年代から医療

や宗教分野で使われていたが、 ー般に症をわれるようにな

ったのは、報道機関などを通して 1995年の阪神淡路大

震災後の罷災者への f癒しJから Fある。

人は自然の縁にふれて癒される。 1tを議み草木に触れ

ることのできる病院の縫は、患者にとってかけがえのな

い白焼である。本論は、医療や福祉施設のデイルームや

口ど一等、共矧空間と庭を一体的に捉え考察した。

(31コミュニケーゴヨンには、言葉を媒体とした言語的

コミュニケーシヨン左、表情・身撮りなどを用いた非言

語的コミュニケーションがある。

文化人類学者の E.T， Hall (1966)は行動観察から、対

人距離のとり;方を、 CD他人i司土が気づまりな間隙止して

約1m前後を個体距離とし、また、③会話をしようとすれ

ば可能な、他人同士の接近限界として、約8~4m伎を社会

距離としとL情。

家呉の配置や個体間距縫の途いは、親苦言感の違いとな

り、コミュニケーシヨンの仕方も奨なる。例えば、医療

・福祉施設のロビーや、{主識で家族が懇うE苦闘等の空衝

は、 fCon刊 rsationCircle Jとして、約3-4mの仮想的

な問幻ぃソファ等を自己観するとよいと言われる。4)

(41高齢化先進め北欧諸民では、施設でのケアから在宅

ケ7の提供に勅足を移している。日本でも1994年から、

新ブールドプランでは在宅ケアがキーワードになり、医

療@福祉線設も住弔的苦学鴎気に環境を変えてきている。

デイケアセンタ…ぜ住民参加のガーデニングは、El然

に敏れることと対話を通して議しを!感じるし、このこと

がコミュニティの活性化に役恋っている。“

デイルーム等共関空聞はコミニLニケーションの場とし

て、また、ハーブや草花を摘むことのできる盟主や緑地は

、人々の休息に有効な懇いの環療を形成している。

共用空間と庭のもつ癒しの空間は、パワアーフリーか

らユニバ}サルデザインに発展して考える必婆がある。

(51バリア7リ デザインの課題として、①交通機自国や

建築・設備など物源的な簡易量止、他に、②公共施設のサ

インの不備や情報の障壁。③学校の入学や資格の制限な

どの制度的な鶴男聖(パリア)等がある。

今日、多〈のあで歩道の娠を拡げたり段援の解消など

高齢者の健康維持のための散歩や、外出機会の多くなっ

た身障者逮にも、やさしい歩行空部ゴくりが行われてい

る。今後、街のポケットパークや公閥、また、どルの屡

上陸間導をつくるとき、ユニパーサルデザインを慕識と

した、住民参加の緑豊かな f癒しの笠務J!こ整備する必

要がある。

量主物や道具を設計するに当たって f主手餓や身体能力に

関わらず、できるだけ多くの人が美しいと感じ、かっ容

易に使えるよう建築物や生活fflぷ帯デザインする概念j

と定義されたユニバーサルデザインの考え方がある。

q
J
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今日、バリアーブザーデザインからユニバーサルデザ

インへのパラダイム(共有する 遂の考え方、想論的枠

組みの構築)が諜題である。引

く研究の包的・方法・調査地等>

*自白守:医療施設の盟主や都心の庭爾等、自然にふれて癒

しを感じる庭を 封印1ingGardensと這う。

その効用と空間・装鐙の在り方等を求めること。

*方法:公園・植物園・犀上庭園や底療・福祉施設等の

Hea1in& Gardensの利用状況につい亡、観察と鶴

き込み調査発行い、索開の在り方を考察した。

*書書査地:L Chirk Communi ty Hospi ta 1 (胃a1es)

2百orth在住onddaCo醐 unityHospital(Wales) 

3. Che1sea Physic Garden(London) 

4.KE胃Garden(London)5.Battersea Park(London) 

6. Theatrum Botanicum(Amsterdam) 

7. Reva li da ti e Cen trum Ams terdam(Amsterdam) 

8.北海道札幌市 国営;滝野すずらん i五線公閣

9宮城県仙台市農業関芸センター

10茨城県つくば市絵見公園(，、やしの痘)

11東京都中央区 聖路加隠際病院展上控室慰

12大板H寺堺市 大泉緑地(ふれあいの縫)

*調査慰問:2001.4--2002.7 

2.事例代0醐 unityHospital & Gardens) 

2.1 Cllirk Co限munityHospita1(胃a1es)

①設 立 : 1990.5 

②位置:英国官aleSa従来の病践を廃止 CommuniIy 

Hospita1を、その場所に建て替えた。

③形 態:一階建ての建物。二つのブロックで構成さ

れ、従来からあるdayhospi ta 1へは廊下守つ

ながっている。手帯状装飾のあるレンガ積みが、

明るい家庭的な建築となっている。

④イン刊7 :建築内部や家具を家盟主的苦字額気にして、病

デザイJ 室や共用スペースは淡い色彩で装飾されてい

るため、安らかで歓迎されるような家盟主的漂

漬寄っ〈り出している。

③病 室:病棟の中心にあるナ…スステーゴヨンから

沢111のベットを観察できる。 Beds総数 31

診療科目: 般治療、救急、卯問、デイねEH

⑥ヲンr :屋根付き煽みのあるテラスからは、景観が

7/[-1 すばらしく、中躍には縞裁や:fi躍とj也等があ

る。病室の庭から遠景が連続的に変化する、

シークエンスのある景f立が見られる。"

2.2 Kew Gardens(在日y01Bot.anic Gardens: London) 

1759年、リッチモンド寓殿の付購施設として造られた

横物園。テムズ河に沿った 120万がの欝かな緑地にはオ
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クやシャクナゲが心地よい木陰をi盛り、その閣に滋帯

植物のパーム・ハウス(1848年完淡、現主E、海洋植物の

展示)や熱帯のエキゾチヅクな植物を集めたテンベレ

ト・ハウス(1899年完成。)等、 19世紀のヴィクトリア

時代に造られた設大の溢議がある。テムズ河畔に建つ赤

レンガでできたオランダ風の可愛らしい建物は1631年に

主主てられたジョージ 3世の憂の費量窓キュー宮殿がある。

その他、ヴィクトリア毅の植物・風景画のコレクショ

ンを展示しているマリ 7・ノース美術鍛や横物学関連の

図書館を備える。世界最大規模の横物闘である。

特徴:①地上で1Eを咲かせる、植物j種の1110以上が集め

られており、校界最大の野性植物の収集号誇る。

② 700万種以上のt世界の保護植物が収集されている。

③植物から作り科F脅してきた品物 8万点を収集所歳。

活動:⑤人類に役立つ楢物援を見つけるために、横物の

化学的性望者、構j輩、機能を研究している。

②絶滅の危機に瀕する楢物を傑護、成長させ、野性に

設している。植物に関する知識を人々に提供。

織設:ω多年苦言植物盟主題。水性横物縫E君。泊。

②竹庭E話。つつじE差額。パラ庭弱。ライラック庭衛。

③シャクナゲ小渓谷。)11沿いの散歩道。桜の散歩道。

④口ヅク(岩石)庭盤。アイディア(創作)庭醤。

⑤ウヅドランド(森林)庭園。自然保護区墳。等 H'

3.事-fWEみる HealingGardensの特徴

人が縁の爆墳から議される方法として、①地域住民が

車1)るコミュニティガ』デンのように、積極的に環境に祷

わる能動的な環境利用。②縁の環境に対して、人が受動

的にその空間iこ身を箇くことによって、心身の f安らぎ

や癒しj を感じる。

λは、ある時は能動的に、また、ある時は受動的に."E

聞と関わり方を選びながら、 「精神的・身体的・感情的

な癒しj を臼然との関係の中で見つけようとしている。

(伊tl:均ソーバ夕、 .nあいの庭、同Lの庭)

わガーデン、悶営滝野すずらん丘陵公園)

ll'た、口数の少ない高齢者に、家庭菜園で笑のなるも

のの栽培を勧めると、収穫特に本人が、近所の高齢者に

作物を配ること等から、コミュニケーションが形成され

るといわれる。(伊tl:農業園芸tンター)。

また、Il!づくりは花や綴を脊てるという綴主主行為であ

るが、そこに治療白襟を定め、その方法とし rハーブの

栽培など強会を取り入れるのが留芸療法である。

(例:RCA ')Af')j河川け一、 h-?J"ニティーね砂川

また、緩和ケア病練(ホスピス)では、 E草者が花の咲

く球根に水をかけ、育つ様子を毎日綴て生きがいを感じ

おだやかに終末を迎えることができると言われる。

(例:聖路加国際病院)

2叩3年住総研r住まい。まち学習J実践報告。論文集 4



4. ガーデニングで償われる主な穣しの素材

①視覚で癒す、色影系i-:花の種類

ホワイト・スイセン、ンパザクラ、クチナゴ

ピンク .ナテ'シコ、コスモス、ツツジ

レッド :ダリア、ベコニア、ツツジ、カンナ

オレンジ:ノミンジ一、マリーゴ-)~ド

イエロー:マリーゴールド、ラフパスイセン

ブルー :キキョウ、ヤグルマソウ

グリーン:アサギリソウ、ハイビャクンン

パープル:パンジ 、アイリス、アスタャ

②Z臭覚で癒す、低木要員

春:パラ、フジ

夏:ラベンダ 、クチナシ、パう

秋:コウスイボク、セイヨウニンヅン

冬:ジンチョウゲ、ローズ7 リー

喫覚で癒す、箪花

春:スイセン、スベアミント

!l[:ヤマヱリ、ベパぃミント、セ.....:; 

秋:"7ップルミント、セージ

冬:スイセムノ

③味覚で態す、樹木・草花

春 :7キ、クサソテツ

度:ウメ、ピワ、 7ンズ、イチジケ

者決:クリ、スモモ、すザク口、キウイ、力リン

冬:キンカン、ユズ、ナツミカン

④緑陰で癒す、つる性捕物

フジ :花とツル、多彩な利用が可能

ブドウ:果実と紅葉

キウイ・花の芳香J己果実が観賞2士会照

アケビ:果実が観賞Jて食用

5.事例でみる Hea1 i ng Garder問 機設装箇の仕様

a情報:案内誘導標示、触知板、ランドマ←ク、等

・まな出入口に、長罰金体を標示する触知般を設霞。

・圏内の要所々に触れることのできる彫刻を霞いて、

ランドマーク帯つ〈る。

・圏内は視覚障害者間誘導床材等は使わず、水の音、

鳥の声のテ プの音で位歯を示す。

・樹木・草花の名札は点字を付け、できるだけ大きく

標示し、植栽の彰にならないような位置に設霞する。

③移動:濁路・階段、等

・舗装材には、砕石や砂市j等は康いすの車輪がはまり

込むので避ける。滑りやすい素材は避け、表面を平

土1¥1こして排水寺考える。通路の端は忽影や材質を変

え、 E書面左端部を士、i比させ弱視者に配慮する。
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-階段には必ず手すりを付け、階段の上下織は材質を

変化させ危険を知らせる。手すりは景観と使用機か

ら、金監奇襲より木製のほうが望ましい。

③植栽・花培、芝生コーナ一、等

・沼季の変化に応じた縞栽の配霞を考える。

アレルニド を起こすものは様えなt'0 
・主寄りのする:壊花や美しい犠栽、また、実のなる機木

をベンチやパーゴラi丘くに植える。

・視覚障害者は樹木や桜花に触れたいという要求が強

い。弱視者のために色あざやかな花壌をつくる。

.;ffi壇は主主いす使用者iこも触れられるように、納言語よ

り 75叩位の認さのレイズドベッドにする。

-車いす使F持者が寝ころぶことの Fきる、レイズドベ

ッドの芝生コーナーを設ける。高さ 40…45cm位。

④休養施設:パーゴラ、ベンチ、等

・木漏れ陽を感じられるパーゴうをつくり、i!Iくに香

りのする、実のなる、つる数繍物等そ植える。

・ペンチは日当たりがよく、憂織には縁絵をつくると

ころに設謹する。また、ベンチには符もたれを村It

杖を立て楼けられるようにする。

-野外車高き 75cm、ベンチ療商高さ 40cm、車いす

が近づけるようなスペース寄確保する。

・樟警者l:t外気滋に影響受けやすいため、風を防ぐた

めの工夫をする。

⑤児童量施設:花層、砂場、小動物週、等

・惑いす使用の児叢にも使える、レイズドベヅド式の

花壇や水のテープルと砂場等をつくる。

・遊呉踏の通路iま、緩いサの通行と方向転居可能な、

直筏 150cmの空間を設ける。

・小動物に直接触れられる、子供小動物言語を設ける。

⑥水織設:i也、壁泉、水琴縁、プ…)~、等

.lI!いす使用者が手を触れることの?きる、レイズド

ベヅドの地と壁泉をつくる。

・地ゆから美しい音色が調こえる水琴窟を設置する。

・波打ち際までアクセスさせる。水iこ入れる車いすを

照意しておく。魚釣り場には、安全繍を設ける。

・プールは箪いす使用者にも使いやすいものにするο

⑦水回り設備:水のみ、トイレ、等

・水のみは車いすで近づきやす〈、欽み口l:t無瑛のな

L、高きか75cm伎にする。

・トイレは主主いすが方向転際司能な広さと、ベピ…シ

ート宅設爾した多機能トイレにする。

a: 付属施設:道呉・植木鉢讃き家、講習案、等

・醤芸用具、椋木鉢等寺保管する建物をつくる0

.植木鉢織の保管場所を確保する。

・下肢まひ者用ひざ当てベンチ穏き等にも配慮する。
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L ヘ l人1:1

7ふ1.jlL 

図1.Ba t tersea Park(LondonJ 

写真l花壊:市民の手入れで自技寺大切にした

都心の態。担atterseaPark(LondonJ 

図3大泉緑地 ふれあいの庭(堺市)
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一 一 一 一 一 司 司

図2.Theatrum Botanirum(AmsterdamJ 

写真2花場:草花を手入れする態いす使mの患者。

Reval i da t i e Centrnm Ams terdam(Ams terrlamJ 

写真3.修賢治:H;(F.ベットの花墳と壁泉・水琴窟。

(大泉緑地 ふれあいの庭)
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旬、

写真4.1イル 1，~回禦のすー州。行1 と一体的構成。

(Chir主CommunityHospilalCWales) ) 

写真6.花壊:べげを組み込んだ v.Wベバの花増。

(松見公掴 いやしの庭)
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普笈き評月

会寝..Im守.司

終よ書室伊可

s I 1 6 8 11 11 ~ t~. 

一一一一一一 l

SC31: 

写真5.7う;(:知人とのコミ .1:Jf~':;3:;。見橋らしが良い。

(Chirk COl1llllunity HospilalC胃alesJJ 

写真7花壇:おだやかな日蒸しをうけて散歩。繍栽lこ

手を触れる老夫編。(滝野せずらん丘陵公園)
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6.五感を刺激寸る植栽

①花や緑を楽しみたいという要求は、性別・年齢差・

障害の有無寄宿?わず全ての人が主主んでいる。伺iえl:f、季

節によって変化する草花や樹木の豊かな彩りは、療や公

嵐の魅力である。自然に接するとき、自ぜ観るだけでな

く木漏れ陽の媛かきや、水のせせらぎ、鳥のさえずり等、

五感で自然を感じ、心身を癒しているはずである。

②肢体不自由者も草花に手を触れ、小さな蔚木を植え

たり、果実の収穫の喜びiこ銭したいと感じている。車い

すや杖使用者が手の活かない花王費や池の水函を、レイズ

ドベットにすることで、手入れの作業性と観賞によい。

③全盲のひとには花の色影で美しさを感じることはマ

きない。しかし、近〈に大きな木があることを護者や、

風にのってくる花の香りで感じることができる。視覚濁

筈者にとって、音・香り・また、触れることぜ風景を感

じている。五感で景色を感じとっている。

④総覚障害者には、音が意昧のある情報として盟諸に伝

わることはない。しかし、結党に隙害があっても、変化

する水の流れや風にそよく、草花杢通して膏を感じとるこ

とがマきる。聴覚iこ障害のある人達にとって、者を視覚

化したり体感できるようにすることが大切である。5)

7.属性別、 HealingGardensの効用

①高齢者:指先で作業することから老化を紡lic'ijるこ

とができる。福祉総設の艮擦をもったプ口グラ

ムに採り入れることで、作業をi遣しての会言語も

はずみ、高齢者特合の孤独感から線放きれる。

②身担望者:ともすれば単調きの伴う病院の作業療法で

は、楽しみながら水や土を花壇ま fi車ぴ手入れ

をすることで、自然に体力が付き歩行機能も向

上する。屋外に出る機会が増える。

③疾病患者:リハビリになる。医療のターミナル勺 7

では、その人の窮状に応じてプログうムがたて

られ、植物を通して闘技の空気を味合い、より

豊かな生掃を最後まで送ることがずきる。

④子供:社会問題化してL、る非行少年達iこ、花がl咲き

実のなる植物を湾てる共同作業を通して、連帯

感が生まれるような指導ができる。俊しさとか

いたわりの心、責任ある倒人の誇成がぜきる。

⑤地域住民:花壇っくりを通し亡、講師i量的な表現がぜ

きる。近隣住民のコミュニケーションが形成き

れ、地域の連帯感につながる。草花を通しと潤

いのある福祉のまちづ〈りに役たつ。

. ，橋本建築研究所博士(工学)

(県立)宮城大学デザイン情報学科非常勤講師

事， (国立)ウエールズ大学 大学院生
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く箇芸・闘芸療法>

-目的杢持った毎日を過ごすことができる。

・近所の人i塞とコミュニケ.ノヨンの機会が増える。

・人との付き合いに、不安や緊張がほ〈‘れる。

-屋外にi出る機会が増え、リハピリになる。

・身体を動かすことで欲求不満や衝動に耐えられる。

・草花や昆虫等、主主き物への愛情が養われる。

・興記色や械裁のパラノス等、犠牲が塁豊かになる。

・花婿づくりを通して、創造的な表現ができる。

8.調査結果の考察

①Healirrg Gardensは、家療における患者の心のケア

と社会復帰iこ、また、患者!奇士や家族とのコミュニケー

ンヨンの場として、有効な役割そ果たしている。

②自ら庭をつくる楽しみと織の震境の雰関気を楽しむ

ことで、 a心身の癒しと、 b リハビリテーションに、ま

た、 c地域住民止のコミュニケ』ションに有効である。

③庭や公闘を計治するとき、自を濁じて音や香りを視

覚化すること寄考える。また、植裁は視覚に頼り過ぎる

ことなく、五感〈綴る・聴く・触れる・喫ぐ・味合う)

を通して f自然j を感じる工夫が必要である。

⑧Healing Gardensは、高齢者・身障者・子供途等、

多様な人達の手1)照を考えると、花壇や修禁漁などはレイ

ズドペヅドにすることで作業姓と観賞がし王寺L、。ユ二パ

ーザルデサインぞ慕調とした計画をする。

議辞本識をまとめるに当たり、特にChirkと出町th

Rhondda Co岡山ity Hospi tal (Wales)及び、大仮府南部

公盟事務所の方々には、利用状況の説明と資料提供iこ、

また、文献資料の翻訳には、元松戸市立中学校教諭 橋

本映挫の各氏に協力頂いた。付記して様謝聖堂します。

文献"宮脇 粉著 f議よ主主きi射 LJp.33 

引浅野・三宅共著「安らぎと縁の公箆づくり Jp.24 

"日野原議明「人生百年在、の工夫Jp. 154 

"建築学会 f建築人間工学事典Jp. '75，93，99 

5)対〕都市緑化編「公皇自のヌニバ…柑デザイン・マニ，7ルJp.48 

"問中・ 4架芯共著 f五感を刺激する漂境デザインJp.12 

"Chirk Community Hospital(胃ales)

"持orthRhondda Co醐叩ityHospital(恥 les)

"Chelsea Physic Garden(医薬庭題 Londonl

'"' Kew Gardens (Royal Botanic Gardens:Londonl 

'" Revalidatie Centrum Amusterdarn (Amusterdam) 

.議;事i人期工学i:空間デザインの指導及び

手選設 建築計画・設計安行ってL情。

級王繍
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現代目本でガーデンシティ還請を襲爵する意録

資産形成のできる都市経営ー

戸谷英日そ

キーワーード 1 )アプレイザル

2)モーゲージ
3) リーズホールド

4)フリーホーJレド
5) HOA 

L史家返餐長主旦金際色玄室笠三年
誌の日本では、家をつくると「身上(しんしょう)

産=をつくるj と言ってきた。しかし、現代日本で住宅

を取得することは、資政形成にはならず、負俵形成でし

かないことから、住宅建設によって偶人隊燦形成をしよ

うという考えhーは、社会約に存布しない。その玉里山は、

住宅のロぃンを組んで建設した時点主冶ら、経年するにつ

れ、住宅の市場儲格はf;S、縛する。また、新設持点で入居

されない住宅が中台市場に廻されただけで、~，~初の建設

費から 20%以 t減傾し、 6年目iこは半額近くになる。

一方、住宅ローンl土、私一宅金融公庫の例では、設初の 5

年間は金利のみの文払いで、 6年目から兄金の償還が始

まる。つまり、借金は、 35年掛けで終年 (x)車iJ上、

右に出の欣物線でしか苅余は減らない。また、住宅取得

者は住宅購入後、いつの時点で{主2告を売却しでも、住者

ローン減高が中古住宅悩格より大きい。その院主主は、均三

を追って拡大するため、持家を持つことは、負債形成に

しかならない。

箇民般の住宅ローン返済能力は、北米や英沼でも、年

収の 2.5iが'J&とされ、金融機関はそれ以上の融資をし

ない。しかし、日本では、住宅投資による経済波及効果

は大きいとされ、パブツレ経済後の景気信!復を住宅投資に

依存する政策が採用された。住宅金融公庫は年収の 5倍

という明らかに思決の返済能hを逸脱した住宅ローン

を総ませ、投資させてきた。住宅投資の多くは、非生産

的な営業経費に消え、期待された生産への投資としての

波及効果は少なく、住宅購入者の消費支出能力がローン

返済により縮小され、不況を 層拡大させた。

経済不t兄によるリストラや賃金減少の中で、予定してい

た住宅ローン返済計画は般綻し、自己破産や自殺に追い

込まれて、持家が競売に掛けられる例は急増している。

持家を取得することで家族の幸せが実現できると信じ、

生活を切り詰めて、憧れの持家を手に入れた多くの人迷

が、持家を持つことで不幸な人生に追いやられている。

それを自己責任と言い切る人もいるが、不幸に焔れられ

ている由民のほとんどが、国の{t二宅政策を依頼し、住宅

金融公庫という関の金融機関の資金計闘に従って住宅

ローンを総み、主主築土iこ設計・工事事主湾を依綴し、住宅

15事

を取得しており、倒人が勝手にやってきたわけではない。

持家取得者の自己責任を迫及するならば、E自家の政策や

住宅金融、国家資格を得た等p門技術省ーや業者は、これら

の関f~が不幸になることを求知のうえで放撹していた

という未必の故意の責任がある。

持家のため、返済能力の 2{i'(fもの借金をさせられたため、

自己破産や自殺に迫い詰められた事実は、中学生程度の

算数の力があれば分かるはす、であるというのが、消費者

の自己責任源論の根拠である。では、その税皮のことを

学校教育で教えてきたのか、と 3えば、日本の住教育と

して、これほどの社会開綴が発生しているのに、全く住

宅ローンの社会部題を教えてはいない。

購入した住宅が、大幅な値上議れを起こしている湾出は、

その住宅は中古イトー宅になり、住宅市場の中で魅力がない

と判断され、需要がつかないことが明らかであるにも狗

らず、建築 t資格を持つ専門の設計業者lこ、それらを設

計した事実の資任追及がされず、また、その建築士迭に

建築教育を行ってきた大学や専門学校の建築教育の主主

しさや教育の責任は、全く追及されない。国家や専門業

者、専門家が住宅の生産に携わりながら、その責任は追

及されず、消費者のみに自己資任が追及されている。

2.借家主事営で貧困化す受1:1.主主

バブノレ終済から、長期にj[る住宅金融公庫中心の住宅ロ

ーンは得られるという考え方が、社会的に定者したため、

住宅産業側も、消費者側も、倒人の取得能力は、年収の

5倍程度であると考えてきた。しかし、伎宅金融公庫の

磁資業務が彼綻していることを認めざるを得なくなり、

5年後iこは公庫の融資業務は廃止されることが翻議決

主宣された。しかし、預貯金金利が口で、貸出金利で 3.5%

程度が約束される住宅金融は、非常に高収益が得られる

金融であることから、公庫の業務廃止の決定以後、多く

の金融機関が次々と公庫よりも良い条件の住者ローン

を始めることになった。これらの金融機関は、利益をあ

げ、税金を納めても、住宅金激公庫より良い条件で、住

窓口ーンができるというのである。納税せず、政府の財

政支援として、年間5T億円もの援助を受けなければ経

常維持ができなかった住宅金融公庫の不良な経営体質
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が、[司氏を不幸に縮れてきたのである。住宅余融公産に

よる融資業務廃止はi星きに矢している。

現在でも持家を希望する原氏l土、年収の 5倍の住宅ロー

ンが約束されているものと勘違して設計者に設計を依

頼し、緩まった設計室田舎を法に住宅ローンを中請すると、

どの金議機憶も、年収の 51告という俗人の返済能力を逸

脱した荘一宅ローンには応じてくれない。金融機関の多く

は、不良債権で1"i.き詰まっており、口一ン返済不良にな

るローンに応じなくなっている。つまり、金融機関は、

質屋と戸}じように、借主のローン返済能力と、融資対象

住宅の中占住宅依i持とのいずれか低い額でしか、住宅ロ

ーンを認めたがらなくなっている。年収の 2.5 倍:f_~lh主が

級資額の限度であり、持家取得をあきらめざるを符なく

なった人々が、賃貸u宅需要lこ防jっている。

ヅj、行本の農業、工業、間業業務、住宅の全産業にお

いて、上地需要は急減し、逆に土地放出が拡大している。

それに加えて、裁判所の裁定をす青む不動産の競売物件や、

不動議による税金の物納、機;r，ff由人年金 (401k)の企

業内積な資金を捻出するために遊休地を放出したり等、

宅地の供給は:急増している。そのため、宅地需給は完全

に突い下市場にあり、地価崩落の環境が続いている。し

かし、市場に委ねられた地価は崩落し、土地信用に依右ー

した口本経済の助擦がf{L保されることから、公示地価は

操作され、潟地価を維持するような政策が取られてきた。

しかし、実市場においての地総下手事傾向iこ鈎11:めがかか

らず、その矛月喜一が市場企師絡を上問る課税標準地面liとなり、

財務省の物純物件の取引郁l格が、納税詳倣の 7織にしか

満たない状態になっている。

つまり、地主は土上担保有に伴なう税 (1認定資産税、都m
;!十阪税、相続税)を<1'心に、非常に高い土地管現費用の

負十震を強いられているのに対して、その土地からの収益

が符られない状況が生まれている。このよ世主の弱みにつ

け込む住宅産業界の取り組みが、「アパ…ト経常による

資産形成」というれ一宅販売である。

硝tカミに、当liriI土持家取得をあきらめざるを得なかった

人々の袋家襟要は拡大しており、アパート経営環境はよ

い状況にある。しかも、これから地価が下落する傾向の

中で、新たに計凶iされるアパート経営l土、従前のものに

比べ、上自イ屈が低下する分だけ、消費者にとって良い条件

のアパートが提供できる。大東建託や大手ハウスメーカ

ーは、この治部下総傾向の下で「常に入号者を埋めてき

た実績」のアパート経営をセールスに、地主にアパート

経営をすすめ拡大してきた。しかし、既に古い時期に建

設されたアパートには、空家が多数発生し、地主は住宅

ローン返済不能に総る事例も続発L..J台めている。

大手住宅会科等による入居者保ZjEや家賃保訴という名

のドで、地主に収入安定化を保託している内科について

も、 -R家が発生するようになった場合には、その家賃は
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市場の動向に合わせて減額することが前提になってお

り、決して、建設当苦手の家賃保誌を約束しているわけで

はない。つまり、空家を慾くしようとすれば、家賃はi浪

りなく減額することが求められ、その経常との識字は全

て地立えが背負い込むことになる。

大手住宅会主l二等によるアパート終常は、アパートを販売

することによる利益が忌的であって、経常の爽任は全て

地主に帰繰する。地主は不動産経常の専門的主識も、経

験も持ち合わせてはない。アパート経常が隠難な事業で

あることをト分承知している住宅会社や不動藤会社は、

地主主主にアパ…ト経営によって安易に利誌をあげるこ

とができるとの幻怨を抱かせて、次々にアパートを売り

抜けていく。このような不当なカラクリを行政も専門家

達も放置し、それらに手を貸してきている。

3一企室，~ょっ玄凌主主主金農業遊関
全米の就存住宅は、平均値として年間 6.5%で値iりを

絞けて、側人の資産形成の 40%が持家保有によって実

拐されている。米国の住宅の価値が高い水準に維持され

ている疎開l士、その住宅が長い年月を経ても、市場でお

い需要に支持されているために他ならない。市場におけ

る取引俗格でボされる住宅の価務こそ、その住宅の侭f症

の大きさを示すものである。経済学で、価格は、 f高値の

現象形態であると説明されているとおり、住宅の価値は、

市場で貨幣との等悠交換によって示される価格でしか

計泌することはできない。

不動産のイ出伎を評価する技術を、不動産鑑定評倒(アプ

レイザノレ)と言い、次の3つの方法で検討し総合的に詳

価額を定める。

1 )絶対評街その不動産が十分な需要で文持されると

いう前提のうえで、その住宅の現時点における推定河建

築費の凡積り額として利郎した価格

2) j唱えず評f，li 主として住宅及び住宅地の両方について、

人々が住宅取得によってきat寺できる効用(デザイン・機

能・性能の主要素)について、それらの効用内容を構成

する項目ごとに、人々にとってどれだけ重姿な比重を持

っているかについて、点数表示を行い、現時点で不動産

評似しようとするイ上司さと、その近傍にあって、最近取引

きされた類似の住宅との何方について点数ですF在日し、そ

の合計点数の差異が市場における得給の設であるとし

て、耳元引きイIffi格の主主lこ相似反翌日とされる。この際の点数表

示は、時代ゃな地によって変化寸るもので、取引事例か

ら定期的に昆i鹿:される。

3)収主主還元評倣:住宅を投資物件であると仮定した場

合、家賃収入は投資に対する配当である。家賃収入をそ

の持代の住宅金融に対する金利で割り戻した資本還元

締i格が、住宅の価値と詳錨できる飾値である。
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以上 3つの全く1jIJの考え;土iから出発した住宅の不動産

評姉の結果を、最終的には不動産鑑定すF価占ーが比較衡量

して、総合会~に判断し住宅としての価箔評価とする。こ

の評価の自約は、京由主義を主主本とする資本j義産主渋に

おいて、等価交換を確実に実施するためのものである。

特に、住宅金融のように、長期に亘る金融の場合、その

級王寺期間の全期措jに、融資返済不能事故(ディフォノレト)

が発生する危険がついてまわる。その擦の佼務の清算が

抵当権(モーゲージ)であって、日本のような生命保険

を最終扱保とする似入信用(クレジット)ではない。当

然、不動成金融における抵当権評悩は、毛見u:の不動産取

引きについて、不動産鑑定評価の去やドにおくことになる。

将来+における不動産鑑定評似のうち、住宅i土、指業や業

務と違い、基本的に償却資産ではなく、家計支出で支え

られる住宅費負担1で賎われるものである。そのため、都

市自体が産業梼造によって兵返する等の君主1[1で、人口の

著しい減少等に見舞われないかぎり、官盛れた住宅地と役

宅とは、恒久約に高い需要に支えられている。

19 t世紀末、石鹸工場主リーハーが工場町として開発し

たガーデンピレツジ・ポートサンライトl土、その母都市

であるリパプールが、渡業構造の激変の煽りを受けて著

しく衰退しているにも拘らず、 リハブぃーノレから 30分{立

の位段に立地するこのfj宅地は、高い需要に支えられ、

住宅地全ての建築物は主要れた投資の対象と与えられて

いた。その最大のJfl'由は、工場主リーパーが、ポートサ

ンライトの主主設にあたって、多数の優秀な建築家を投入

して、いつまでも人々が1i:みたくなるような議美約に優

れた住宅地と住宅を建設したことにある。その後、自動

車が住民のたになったき見夜も、、当初のfIエ宅地や住宅のデ

ザインi土、基本約に踏襲され、 ft!(iは住宅地環境管理出

体トラストによって勺F られている。

資本主義科会の路台骨をす司っているのが金融機関であ

る。その金融機関が、都市活動や建築l;!;~動の基礎となっ

ている不動践に対する金融において、不動産自体の長期

的な視点、ぜ見た依;i泣評価をするか、それとも、当時iの不

動産取引きだけに若目して価値評価するかに分かれる。

長期i開の住宅ローンに対する金融の犯保として、抵当権

を設定する場合の低!当権に対する不動産鍛主主将僻l土、必

然的に前者になる。(日本の抵当権は、その抵当権によ

って金融f吉受人の債務を相殺しないことから、本来のそ

ーゲージ(抵当権)ではない。モーゲージは、語源自体

が債務相殺を前提lこしている。) 米関や英闘では、不

動産金融は抵当金融として実施されているため、金融機

関は長期的視点で不動成総値が下落しない不動原にし

か金融を実路せず、金継機関にとっても安全である金融

であろうとすればするほど、長期的視点から見て不動政

指Ii僚の高いものには;有利な金融となっている。
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4_ ガーデンシティの源論と都出経営

ヨーロッパの中段以前の都市は減郭都市としてつくら

れ、近位以務はパリやウィーンに象徴されるように城郭

を壊して、それに代わる産業動脈である道路を築造して、

新しい残業都市が取り絞まれた。それは都市を敵の攻撃

から守るためであり、ロンドンのように大陸の都市に倣

って、都市域に高密に市民を縛ることで統治してきた。

そのため、ヨーロッパでは人間が集往し、共通した生活

規艮iJ(ノレール)の下で都市吋:活を享受するか、人措り樹係

に縛られない授かな農村で生活を享受するか、一者択ー

の生活空j到しか存在しなかった。

都市;こは自然はなく、t倹貴族やその従怪達が個人専院

の挺困や共fJの私的庭閥コートハウスのような形は例

外的にあったが、送路も広場も害毒装された人工的空間と

して巡られていた。このヨーロッパの都市が近litに入札

産業革命で工場公宮に汚染され、伝染病が常習的に襲い、

有産階級が都市fから郊外にE見出することになったの資本

家丸抱えで公害都市からのA見出を阪り、ニューラすーク

(オーエン)以降、ボーンピノレ(カドベリ--)ニューイ

ヤーズウイツク(ラウントリー)、ポートサンライト(ワ

}パー)など 7地灰が建設された。この火災救の成果の

うえに、会業主に依存しなくても人々の生活利便施設は、

住民自体の受益者負組(スポンサーシップ)によって来

たし得ることを、社会資本の皆無な新大陸でも立派な都

市建設に成功している米銀での生活から'ずび、ハワード

はガーデンシティ (I+!~能都市)という人工的都市建設の

燐滋を打ち上げた。その中で、公害都市が泌皇室していた

霊長かな健康的な農村の魅力と、都市生活が提供した文明

の魅力とを併せ持つ都市という、 1当時までは矛盾対立す

ると与えられていた概念を止揚した都市概念を提起し

たため、多数の文化人、政治家、実業家を悲き付けるこ

とになった。ハワードのrr闘都市の理論l土、近代から現

代に掛けての西欧都市計i扇理論の基本となって生き続

けていることから、ハワードを近代都市計[討の始祖とi浮

び、日本の都市立I-Th閏家や都市計i歯学者・研究者逮も、欽

米人が繁いたように驚きをもって都市計画の専門家の

鼓をしてきたのであるρ

日本の都市は、農村の延長線上にあり、 R本の都市計額

専門家は、日本の大都市を大きな農村と綿織してきた。

つまり、日本の都市は当初から、ハワードの提案するガ

】デンシティであって、その都市i概念に鴛く必要はなか

ったのである。ハワードの田園都市論の中で日本が驚く

べきものは、 f切れへのお園都市Jという著作の 3分の

2 i丘くを占めている都市経営であるべきであった。実は、

ハワードの都市経営のtドで、ハワード自身がその独;RIJ性

の尚lこ強識していることは、受益者負担により特設の都

市経常の支援者を符なくても、生rtに必要な平111更施設や

公共施設は供給できるとすることである。それを実際の
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都市経営の経済的基盤とした理由l士、 17欧紀以降、英

国で一貫して進行していた都市化の中で、大地主悶英民

で混然のこととして行われてきた都市経営の常識のと

に、経営言卜爾が行われていたことであった。それは地主

による都市緑営が、非常に高い収益性を実現しているこ

とに若罰したものであった。しかし、これは、英樹内で

は日常茶飯事としてわーわれていたことで、これ肉体につ

いて英!豆人は誰も驚かなかったし、その耳主要性を改めて

指摘する者もいなかった。

ハワードは都市経営の主体は、地三でなければならない

とし、そのこと自体は当然であると考えていた。しかし、

ハワード自体は地主ではなく、そこでrEl齢者自nrを実現し

ようとする都市経営主体を初演都市株式会社として立

ち上げるためには、その出隠都r行株式会社が大地主とし

て存在することが都市経営の前提になっていたOハワー

ドが新しい都市濯論を自ら実践したところに大きな意

義があった。ハワードの剖園都市は、この時代の社会的

経済的な高い繁華喜に支えられる事業であり、その事業収

益性について認められ、多数の賛同者を獲得した。 I日国

都市の社後発行が円滑に売りきれたT72去には、それまで

の英国で波長が都市経営によって、箆を蓄積してきた事

実を多くの英図人は見てきたからである。

最初のガーデンシティは、 4%， 30 {芋の社債を発行し

て集めた資金で農地を取得すること、つまり、地主にな

ることから都市経営は始められた。ガーデンシティ株式

会社は、取得した農地の治:i22部iこグワーンベノレトを設け、

その内側を都市域として、都市的土地利用計i畠iを立て、

その地域で居住しようとする者に対しでは、従来の農村

であったときの地代の 5千倍の地代を徴集した。この地

代は、都市居住者の家計支出でト分支払える水準の地代

である。農業地代の 5千倍の地代を手に入れることで、

主主闘の大都市地主が富を築いたことをそのまま都市経

営に応用したのである。

5.都市計画の上蔀l構造として句金主!

農村生活を豊かにするために農村計画があるように、都

市経済をRi性化し、都市生活者を豊かにし、幸せを実現

するために都市計調がある。都市計闘は、それぞれの都

市ごとに鱈性のあるデザインをもち、そこでの経済活動

や利使牲の高い生活ができるよう高し機能別鯛でき、

自然災害や犯罪、交通、公害等に対して安全であるよう

に設計される。その中には、都市経営者自身が造るもの

もあれば、災際lこ建築物を見て、事業や生活ーを始めたり

する者もいる。これらの参入者がお瓦いに影響し合うた

め、その相乗効果がプラスに働くよう集約の利益を高め

るうえで、参入者が共通して守るノレールが必要になる。

このノレールを提供する者が都市経営者である。人々は自

由と平等と協力を通して、より高い利益を実現しようと
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都市に集まってくる。それは、あたかもフットボーノレの

ゲームをするために集まってくる人迭に例えることが

できる。

フットボールiこは、サッカ一、ラグピー、アメリカンプ

ットボーノレなどの種類があり、それぞれ溺有のノレーノレを

持っている。し、ずれのフットボーノレを楽しむ人々にとっ

て、それぞれのノレールは、経橋(手かせ足かせ)ではな

いし、ゲームをする人I:i:設もノレーノレに縛られることでき

由を奪われたと段、う者lまし、ない。しかし、 3織のフット

ボールいずれのルーノレでもないノレーんに従って、 3穏の

フットーボ】ノレでゲームをさせれば、ゲームは混乱する

し、箇白くなく、そのノLーノレは岳山を剥奪し、平等を壊

し、協調関係を敵対関係iこ変えることになる。

都市に生活する場合、必ずな地に縛られる。住宅地の

ように、家計支出で負担iされる土地もあれば、工業生議

伎を背景に負担能力が決められる工業地もあれば、商業

耳元民きという流通量や、金融や不宣言Js主業務のように、取

引額と奴主主性によって負担能力が決まる土地取Jmもあ

る。競争能力の相違する者二が、!司じノLーノレの下で競争す

ることは、衡平の原対に反する。スポーツの議長階級統

や競馬の騎士震最制もまE欧E均衡平の1京郊でユある。

都市計歯iにおける土地利用規制のノL…ノレの原則は、都市

における白由と衡平とは、実演された経済活動環境ノレー

ノレをつくることにある。住居、工業、商業業務は、それ

ぞれの活動の前提となっている経済法盤が将議するた

め、その土地1'ljm広域は明維にfjZ分される。最近欽米の

都市計画で様んに強調されているミックストユース(混

合土地利用)も、この衡平のJ原良Ijを遜tうしたJ，"での土地

利用である。つまり、ゲタlまき住宅のように、立体損jに

土封邑利用を医51したり、専用土地利用の単位を小さくし

て、モザイク形に土地相IjtJjを計両することにより、土地

帯Jmを滋合させることになっても、住宅と工業や商業・

業務と向じ土地を競争して奪い合うものではない。

日ヨ;じ住宅地であっても、独立住宅、二連戸住宅、長屋の

ように、各位戸が専用土地を保有するシングルファミリ

ーハウスの土地利用と、f江1じ土地を重層した住戸で利用

する共間住宅という共同土地利用のマノレチファミリー

ハウスの土地利月jとは区分される。それは土地利用機皮

を低く抑えても、土地手IJ応の経済的負担能力の衡平さを

か)すことになるだけではなく、そこでの都市意識に基本

的な浅いを生み出すと考えられている。

R[Jち、シングルファミリーハウスの居住者は、そのま:地

に対し、浩一銭的な帰;麟J意識を持つのに対し、マルチファ

ミリーハウスの腿住者l立、その居住する共同住宅に対し

では直接的な帰勝z慾識は抱くが、その住宅地にはその怠

識は民主主的になっている。そのため、北米の住宅地開発

では、シングノレファミリーハウスとすノレチブァミワーハ

ウスとは区別した住宅地として計阪されてし、る。
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都市計詞H土、住宅地の土地平日般について、建ぺい率及び

草寺積率による土地利用より、より基本的な七地利別区分

として、シングノレファミリーハウスとすノレチファミリー

ハウスによる上上訴せ尽区分を設けている理由は、そのた

めである、都rli計開は、都市における様々な都市活動を

合理的に発展させるような経済活動を自治と平等の経

済環境をつくることによって、より活性のある活動をす

るための環境ノレ}ノレである。それは都市で活動する人々

にとって、経絡ではなく、自由iこ切後琢磨するための活

動を活性化するためのルーノレである。

しかし、日本の都市計画は、専用隙途地域の名に反し、

その実態は混合用途地域で、tU奇も関業業務も工業も、

同jじ条約下で競争させ、その結果、地側負担力の弱いi=t
Jii}1土、再活業業務地側で住宅供給を強いられ、シングルブ

ァミワーハウスは、市街地では成、〉ーできず、郊外に追放

されている。

旦L歪企玄旦本役室;型t在地撲協象
バブル経済末期に、地価の異常な騰貨により、京都の伝

統的市街地での都市活動が凶血管理費(主たるものは税

負担)のため存続できない事態が村会問題化する中で、

上地を譲渡しないで利用するぷ訟として、 f所有権から

利用機Jといった標言告とともに、定期借地権が登場し、

法律との地位を獲得することになった。それ以前の借地

法においても、借地は可能であったが、昭和 16年に始

まる戦時の統制経済から戦後の高度経済成長時代の不

動産払主主持代にかけて、地代家安統制令と借地法上の遊

んだ正当事的解釈により、市場経済から借地は切り離さ

れていた。この極端に歪んだ借地の実情の反動として登

場した定期借地権制度l土、成文法化できなかった定期借

地権保託料や、借地期間満了持の建築物の除去日について、

立法趣旨とまで説明し、その税法上の借地権の取扱いも、

恋意約な借地権比率が事実 tの運治を縛るなど、機めて

安んだものになっている。

都市整備公開や地方住宅供給公社による定期借地権付

性宅分譲事業は、例外なく、上上也{、i住宅分譲奴売倣格を

引き下げるための手段として、定期借地権が利用されて

いるだけで、その僚も、法律上の根拠の怪しい定期俄地

権保吉正料という隠税庁でも、事実と、礼金主主みの金銭熱

与として課税される費用を徴奴して、il宅を売り抜けて

いる。わが閣の定期借地権付分譲は、その販売時の儀絡

を引き下げることだけを目的にするもので、英鴎の地主

や、ガ)ヂンシティ株式会社が取り組んだ都市経常の考

え方l土、全く存在していなし、。

現実に、定場借地権付分譲住宅として、住宅鱗入した場

合と、一般の宅地付住宅分譲との違いは、その住宅地開

発の計誠においても、関発技術においても、余く差異が

ないだけではなく、住宅取得後の住宅地及び住宅の維持
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管理においても、基本的な差異は有'itしない。単に売り

抜け易くしただけである。

定期借地権が、現ィ宝、公開や公社がやっているような内

容としてやられているかぎり、それはこれまでの経年す

るに伴ない資産錨値が下務する住定地の再生産にしか

ならないだけではなく、態貨は良質を際遂するの替えの

ように、定期借地擦による宅地が、入居者の支払能力の

低下を渓映して、再び狭小化の途を辿り、やがて都市ス

ラムの再生をもたらすことになる。

;走塁ヨで信人の主聖路形成iこも、都市の重苦滋形成にもなって

いた定綴借地権総度(リースホーノレド)は、現代持地持

家制度(フリーホーノレド)Iこ移行しつつある。これは定

期借地権罷i皮において、地主がその資産価値が持続でき

るよう借地契約において守ってきた住宅地の環境管理

について、地主に代わりトラストが住宅地の環境管理に

ついて斎任を持ち、住宅地開発時のマスタープラン及び

アーキテクチュラルガイドラインを、この住宅地の維持

管理規定として守る体制を築き土げることで、定期借地

制度にこだわる必主主が消滅したことにある。英関におい

ては、サッチャー首相の時代に公営住宅の払い下げとい

うことで、戦後建設された公常住さを:やニュータウンの佐

治が分譲されてし、く過程の中で、リースホーノレドからブ

ワーホールドへの移行が促進された。

英[時におけるワースホ}ノレドによる住宅地が議んに開

発されていた時代、米関においては、人々は、書再発利益

の全てが地主(デベロッパー)に帰属する開発より、開

発平日設が住宅?Jr格者に帰属するアワーホーノレドによる

住宅地開発が取り組まれた。この開発は、デペロッパー

にとっても、開発費用としての土地代が fTt期にi部収でき

る利益があった。しかし、英閣における数百年に烹る定

期借地による都市の環境管理ーによって、住宅及び住宅地

の資産管理が確実にやられていることを経験していた

人々は、住宅所有者による環境努狸協会 (HOAホぃムオ

ーナーズアソシエイション)という非常利環境管主主法人

を設立し、それが英国の地主やガーデンシティ株式会校

が実施した環境管理業務を扱ったのである。

お本では、持地か、借地かという相違を、 11宅取得のあ

りぷの基本的相違のように考えているが、英関や米閣に

おけるリースホーノレドからフリーホーノレドへの移行を

見ると、それは都市経営との共通の考え方のうえで、占

月iする k地の手Uf柱形態の主主でしかないことが明らかに

なる。 位入として占刑する部分の土地が、出F自者の所有

であっても、占用者が借地によって利用していても、住

宅地として利用する kで、都市経営 kから守ることを義

務付けられているノレーノレに全くの廷はない。リースホー

ノレド(借地)は、街地契約期間内の i二地所有であると言

い替えることも可能である。リースホーノレドで借地契約

期間が満 rしたときには、リぃスホーノレドの受講;をしな
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いかぎり端接続車j沼できないだ?けで、その更新が出られた

ら、従前同様に生活しつづけられる。この考え方の中に

は、住宅地には住宅が建設されてはじめて、そこは住宅

地であって、{iニ宅の惑っていない住宅地i土、住居として

の効用をあげていない七地にすぎず、住宅地という士地

が単独で住宅の効用を発得しているかのように取り引

きされるものではないという与え力がある。日本のよう

に、住宅が建っていない土地が、住宅が建ち人々が法性

できる住宅地と同じか、それ以上のおい詳イ曲を受けてい

ることは異常'という{也ない。

このような異常な上地環境の下で、日本のiE期借地権付

住宅地開発がやられている。つまり、住宅地どして関発

したところに住宅が建つことを、その土地利用が完成し

た姿とせずに、定期借地権のi奇了時lこ、住宅を壊して更

地にすることを持って、住宅地として所期の住宅地の原

復であると与えようとするものである。つまり、日本の

住宅地は基本的に仮設住宅宅地であるという考えかに

帰結するのである。

7-地主線(英闘)の i支出経営

f明日への1'1閤都市jの中で、エベネツァ・ハワードが

明らかにしたことは、都市発日j家として「都市と農村と

が2律背反と考えられていた利点を、ltI隠都市として止

揚して両有できるjとする都市像の兵体策の裏付けとし

た都市経営とは、地主国である英[閣の地主がやってきた

災り前のことであった。そのことこそ、都r1i経営という

概念を全く持ち合わせていない日本が、…詩学ばなけれ

ばならないことであった。しかし、 R本の都市計i的立、

近代の学校教77が取り組まれて以来、現代の都市、社会、

建築、十ぷ lゾ件等が者目BdH昔j~査を扱い、それらの卒業生逮

が出家や泊方の行政に携わり、都市づくり関係のコンサ

ルタントが都市行政や都市隣発事業に取り組んで尽きた

にも拘らず、ハワードが扱った英樹の都市経常の常識は、

H本では挽牙にもかけられて来なかったのである。つま

り、近代欧米都市総常の基本が、全く管淫されていなか

ったのである。

カ』ル・"?!レタスが、資本主義経済の最も発達した英隠

の分析をとおして、資本主義終済のメカニズムを解明し

た。その中で、地主と資本家は、蒸本的に労働を 1;IJす

ることなく、富を手にすることができる資本主義の経務

構造の種別かしをして見せ、地主と資本家が労働をしな

いで手に入れている富を、由民に還yじできるような社会

経済体制に移行すべきことを示すことになった。このよ

うな忠怨は、地主や資本家にとっては、非常に危険な思
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想守あり、抹殺されなければならないと勾えられた。し

かし、資本論をよく読んでみれば、資本主義社会で地主

や資本家J立、その経済的メカニズムを点しく理主解して、

七地を運用し、資本を投資すれば、その富を増殖させる

ことができるという、地主及び資本家の薬対のための教

科書であることが分かる。

地主l土、その!一地からできるだけ高い地代(差額地代)

を手に入れられるように、売り手市場でありつつけられ

るよう開発し、管理延長常しつづけることであるとしてい

る。{主主専のように、何百年も土地利用をi劃定化して、安

定した泊代で告書けを手にする土地利湾の実践を、マルク

スの地代論に基づき、都市経営理論に車編集し直したもの

が、回隊!都m論である。土地の専用毘途市jのままになった

罰溺都市の上地利服部曲iこそ、者IIfi経営の基本になって

いるものである。都市計画iを都市経営者の先験的・主体

的実践方法こそが、都市章者営主体白身が地主になった都

市経常、 ftfjち、地主がliIlili活動の全てを借地によってコ

ントローノレする都市経営なのである。地主は、自ら者E市

経営を実絡することで、資本総でマノレタスの指摘した地

主としての手Ij益を漏れ下に粟することができたのであ

る。このやり方i土、戦後の英砲のニュータウン終鴬に引

き継がれ、現代米関での住宅地開発と1I0Aの経常に継設

されているのである。地主は労働をしなくても地代を手

に入れることができるので、 1:地を手放さずに借地経常

をしているのである。その借地は、現代の地代を最高に

することだけではなく、将米においても土泌を保唱しつ

づける限り、高い地代を手にできるようなβ'i去を考えて

緩常されることになる。

リースホーノレドは、定期借地権の期限とともに、リース

ホーノレドの更新手続きが災銭される。この際、更新後の

リース料は、日本的なi苦味での地代ではない。住宅地に

住宅が建設されと、実際に法位する住宅がある住宅地で

あることから、'<':新後のワース料は、当然、生活できる

性議が主主てられている分だけ引き上けーられることにな

る。地主は、ワース史新により、 一層高い債依料を手に

入れることができる。地主:JL1需けとなる仕総みである。

当泌の地代総額を高めようとしてミニF1~発や高密度喜再

発を行い、将来スラムをつくるような日本人のやること

を本当の地主はやらないのである。

戸谷 英世t(特定非営手iI活動法人it宅生産性研究会理事長)

日本の住宅建設業者の建設業経営管理体質を改蕃

させ、 t立幣年以の 2~3 佑ーで資産紙偽ーのある住宅を

供給できるよう HIC聞を設立、 NAHBと相互協力協

定を結び、体系的な技術移転を展開。
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3 住教育委員会からのコメント

*各実践報告・論文について住教育委員会で討議したものをコメントとして掲載します。従って?コメントは各実践報管・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。

* ( )は本文掲載ページ。著者名は第 1著者のみ。

発見したことを表後する f住まい」の学習一家縫科学習

に探る「次代の住まい手づくり」の可能性

高橋ちあき (pp.3-8)

身近な課額ではあるが，着実に押さえることが意外と

Iil難な f快適性j という概念の形成に，体験的な学習に

よって取型組んだ家庭科の怠欲的な実践である。モデル

を活用し，さらにライブプランナーという企部づくりを

過して，子どもたちの認識の広がりをうまく引き出して

いる点が実に興味深い。

総合的な学習の詩聞の可能性をさぐる-r湾小歴史たん

けん 2002・地下鉄東頭線プ口ジzクト歴史や伝統のよ

さをさ主かしたまちをヂザインしよう!Jの実銭を通して

菅原弘一 (pp.9-14)

自分たちの地域のまちづくりを素材とした，総合的な

学習のカ Fキュラムデザインの模範ともいうべき優れた

授業実践の記録である。単に夢を語るのではなく，それ

ぞれの立場からの価値の葛藤をあらわにし1 それを合理

約で民主的な方法によって解決させるなど，学びの深さ

への配慮i土特筆に値する。複眼的に地域のよさを認識し

ていくプロセスをイメージマップにまとめたポートフォ

リオも，具体的な教育方法の提案として商く評徹したい。

地域の中の学校から?地域へ発信 fあったらいいな こ

んな校縫の会j プロジェヴトー総合的な学習を通して?

子ども・保護者 E 教師 M 主事・地域住民・行政担当者・

専門家と進める校庭づくり一 宮岡事j傘 (pp.15-20)

学校は，校長がその気になると 7 ダイナミツクで楽し

い思いきった活動が展開できるということを感じさせる

生き生きとした実践報告である。

地域教育の中に学校を位置づけ，地域・家庭ーに学校を

開いて1 共に実践を進めてし、くことのよさが伝わってく

る。子ども，教師，保護者，学校にかかわる人々が皆，

行動してみることで意識が変わっていくことがわかる。

活動の広がりはそのまま人間関係づくりにつながること，

その連携の中で子どもたちが生きる力をつけていくこと

を示唆している。どオトープの実践は多いが，これはそ

れ以上の大切なことがらを提起しているといえる。

-165 

地域の特産，下山千歳白菜!こ挑戦11一高齢者の知恵“経

験・技術をさ主かして… 本自冨佐子 (pp.21-26)

総合的な学溜を地域との倒わりの中ですすめる方法

と課題が明らかにされている。 単に白菜を栽培するだけ

ではなく，この白菜を作りと位した 88歳の瀦齢者をはじめ，

地場産品の復活に協力した地域の人々との交流を通してタ

お月見や井戸や蔵など，白菜づくりを超える環境体験に

まて=至っている。?小さな種が 2000俸の大きさの白菜に

なったJ，白菜サラダをつくって食べたなどの感動を，俳

句・)11柳に表現していることは，体験・表現型学習法へ

の模開を示唆している。次年度以降も継続して方法を掘

り下げるとともに，学校と地域との交流が深まることを

期待したい。

小さな森の物語りー「中怒の森j と隠ヱ笈の記録一

楚良;争 (pp.27-32)

森は生きた教材であることを示してくれる実銭であ

る。[森l土命が生まれ3 育ってし、くところであると同特に，

生を終えて土に還っていくところj として図工の教諭が

呂年間の綴験から教育実践を深化させ確かなものにして

いるといえる。感動と共感の学びは子どもたちの表現力

の繁かさを導き，空間号認識の体験を過しての想像力が広

がることを示している。子どもの瀕いや患いを引き出す

学びの展開は森を通して地域とのつながりにまで広がっ

ているととを実証してくれている。その f特色ある教官

活動j を年間の授業の流れや教科間との関連で示してい

ただけるとさらに示唆に富む論文となったのではないだ

ろうか。

市民的資質の育成をめざすまちづくり学習の取り組み

一新港横戸町線道路繍発にともなう公霞づくりを通して

長"")11信 (pp.33-38)

地域のコミュニティ活動や公i額づくりと関わりなが

ら f市民的資質j を育成していこうという着目畏点は察鰭

らしい。ただ r市民的資質Jを育成していくための具体

的な手だてと実際の活動との関連性や，プレゼンテーシ

ヨン活動での「合意形成能力」とはどのようなものだっ

たのかがわかりにくく，こうした資質が育成されたとい

えるかどう治イ云わってこない点が残念である。また，実
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践を逸して「市民的資質j を学校教育で育成するための

課題をまとめておくと良いと思われる。

家庭科における住環境研究の発表

銅板泊欣子 (pp.39-42)

高校の授業で研究発表にコンピュータを活用するこ

とによって，生徒の意欲を喚起し，プレゼンテーシヨン

能力をつけようとした実践である。

IT技術の利用を楽しみながら取り総ませ，授業を講

義型から追究場jに変えていく方法として興味深い。今後

さらに発表内窓を吟味したり，相互評価したりしに課

題を深め追究することが望まれる。

小・中学校での住まい・まち学習の現状と学校教育支援

の状況ー兵庫累策幡地方のケースス5ディー

大塚毅彦 (pp.43-46)

教育現場で試行錯誤が続けられている「総合的な学習

の時間j が，実際にどのように行われているのか，ま此伏

や課題はf可か，授業の支援はどのように行われ，支援者

をどのようにして得ているのか，などといった切実な問

題について実情を把援する意欲的な研究である。しかし，

方法論的な状況から情報を得るにはいたっていない。本

研究で明らかにしたいという 4つの自的に添うためには，

プワテストを行いp 小・中学校の現状を調まま実施者がよ

く知っておくこと，比率の分析に耐えるよう調査対象校

の数を増やすこと，教育や学習の質を分析するためには

面接関き取り鱗査も加えて実施するなどの綿密な調査計

画が必要であろう。

大学生へのまちづくり教育ー龍谷大学箇際文化学部での

実践一 寿織かすみ (pp.47 -52) 

著者自身が大学で行った実践の詳細な報告であり，熱

心な取り組みの様子がうかがえる点が大変好ましい。受

講生の反応、等を客観的な指緑、も交えながら論じると，さ

らに記述が立体的となり 3 実言正性も増したと底、われる。

地域における連続的なまち学習のしくみづくりに関する

実践的研究-f堤町まちかど博物館・堤焼佐大ギャラリ

ーJを事例として一 泊代久美 (pp.53-58)

創造的まち学習には，持続力と燐発力が重姿であるこ

とが明らかとなっている好論文である。まち学習は，人

と人，人とまちのネットワークを持続的に広げていく創

造的行為であるが，ここでは「単発イヘント援のワーク

ショップ」から「学校と 絡にすすめる総合的な学習の
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一環としてのワークショップ主主学習プ担グラムj への移

行の方法が明らかとなっている。 NPOが継続的に地域

に根ざして活動を行いつつ，偶然に地域資源(主主り窯)

に出会いp 加えて多様な主体の出会いのもとに「連携約

まち学習による持続可能な地域活性化の手法Jが共有さ

れていった。人とまちの緩やかな関係性が可能的世界を

ひらく NPO(専門家集部)の作:夜，コーディネーター，

ブアシリテーターとしてのNPOの役割のさらなる実践

的評価に赴くことを期待したい。

大学・公E是舘・行政の遼携による自然との共生の生き方

をさぐる体験・実験教設の取り組み-w大学子ども擦放

プラン 2000.200Hの笑践からー 碓密智子 (pp.59-64)

地域で子どもの教育を担う大学，公民館，行政，木材

業者組合の関逮組織のパートナーシッブによる実践記録

だがタその規模の大きさや取り組みの徹底ぶりは特筆に

綴する。また，単なる報告に緩まらず，実施システムの

諸課題を分析・考祭L，今後に生かそうとしている点も

高く評倒したνL

子どもの主体性を育む参画の場!こ自書する研究一千葉県佐

倉市における「ミニさくらj の活動を事例としてー

中村桃子(担p，65-70)

「ミニさくら」での子どもたちの生き生きと汚動する

E運動感が伝わうでくる。子どもの参加人数や活動規模も

大きいが，ここに来るまでの人間関係づくりが下地とな

って活動を支えていることがわかる。佼倉こどもスチ}

シヨンの活動が築きあげてきた成果が生かされているの

だと恩う。特に中高生の活躍の業構らしさがそれを物語

っている。子どもの主体性を導き出す大人と子どものや

わらかく，しなやかな関係づくりに学ぶことが多い。

敢えて言えば rミエ・ミュンヘンJの実践は昂本で

もいくつかあるので，その枠組みでとらえるのであれば，

もう少し代ニ・ミュンヘン」の理念や哲学に触れると

よりよいと忌われる。

つなぎのデザイン/f個人の体験Jを f社会の経験j に

一東京都小金井市における女性セミナーでの事例からー

山由湾 (pp.71-76) 

f支援される側j が f支援する側」になることを日擦

に，よくありがちな単発の講E哀を並べたセミナーではな

く，コーヂィネートされた一貫したセミナーを実施し，

その結巣セミナー後には1 ねらい通り参加者の8主的な

活動に結びついたということである。各地での公民館な

どでのプログラムづくりに通じるものであり，つなぎの
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デザインという新しい職能を示した，極めて実践的で論

怒約，かっ説得力がある論述である。

子供達と一緒に住まい?そして 22世紀へ地域環境を継承

一建築士の試みー 岩本真ニ (pp.77-80)

f総合的な学習の時間」が本格的に始まり，ノト・中・

高校では教員が不足している建築に関する専門的な知識

をすポートしてもらうことは心強く，児童・生徒の興味

関心を喚起し，より深みのある授業を展開できる。企画

の段階から参画し授業づくりに濁心を持ち，その実践を

まとめているが，単に自分の実践を記録するだけでなく，

学習内容の説明が児童の民応との対応で記述することが

必婆である。さらに建築士としてのプロフェッショナノレ

として教育現場に係わる課題などが言及されていると論

文として意義があっただろう。発達段階への配慮事項，

児童への言葉遣いへの配慮事頃3 気づきを促す学習活動

への配慮事項などの整理と考察が必要ではないだろうか。

近代化産業遺産から学ぶ Fモノづくり度業学習jの一考

察ー“ノリ告ケの森"を題材として一

村上未来 (pp.81-86)

近代産業遺産「ノリタケの森j を題材にする著娘点は

評価に依する。ただし，題材を取り上げるにいたった経

緯や意味2 それまでの研究務査の内容と組み立てた学習

計画との関連，配慮したことなどへの考察が不足してい

るように感じられた。また，ローエノレの事例にあるよう

に，子どもたちが陶芸家となり陶器をデザインすること

で創造的な思考を取り入れるなど，プログラムづくりに

もうー工夫が期待できそうである。

消費者教育としての住教簿一生活協向総合における学習

活動 妹箆理子 (pp.87-90)

生活協同組合の学習活動を生涯学習として意味づけ，

その実情と可能性，問題点に焦点をあてた点に新しさを

感じる。結果的に関東地方では実施例が 2事例しかなく，

このため一般化するのは難しい。他地域の生協にも向様

の取り級みがないか等，今後のさらなる誠査研究の充実

に期待したい。

需主の状況を分析，評価する研究的態度をよしとしたい。

しかし，論文の中に 2つの異なった検吉正対象を持ち込む

ことによって文脈的整合性を欠くことになり，後半部分

の分析評価に主主点をおいたほうが良かった。ともあれ，

f観要員・識変Jと f製作・活動j の効巣をはらむ体験学

習を通して，人間の空間との際わりに対する蛍識の変容

をもたらすことを明らかにしていることに意義がある。

これからも人間にとって住まうとは怖かのフィロソブイ

ーをたゆまず照いつづける視点、を大切にした研究と実践

の継続と進化を期待したい。

高校生と大学生の協働作業による長屋再生提案

一提案型学習ワ-'7ショップの効果と課題一

小松尚 (pp.97-102)

長屋再生という興味深い課題に，高校生，大学生，社

会人，不動産業者の絶妙な協働を組織して取り組んだ意

欲的試みとして高く評価したい。学'IJj，提案，交流の方

法についての新たな提案もあり，市民活動への広がりも

見られるなど，対象・方法i両頭において，新機軸を打ち

!おしている。

神戸被災地「御蔵地区j における『よそ者(若者)~が支

援するまちづくり 神戸市長田区御蔵透5 掴 6・7T恩

地区を事例としてー 毘中賞 (pp.103-106)

震災復興に「よそ者」として，若者学生が関わり，地

元の人々と共にまち育ての体験を共有するやから次のま

ち育てのアイデアを考えようとする前向きな姿勢が再建

の閤難さを乗り越えて明るい未来を感じさせてくれる。

人とまちの際係づくりをボランティア組織「まち・コミ

ュニケ}ションJ(まち・コミ)が呼び起こしている。そ

ういう状況の中で人とまちをつなぐことの豊かさを住民

とともに共感している。例えば f求心力をつく 9それを

持続させることJrどの声も同等に鴎ける耳，見える目が

持てるj などとして言及していることは創造的なまち学

習の方法の婆点として投目したい。今後さらに「異文化・

分野交流Jや「地域交流Jの意義と内実の評価と発践に

つながることを期待したい。

台湾 921大地震の復興地域における「ふるさと手写生Jの

試みー「捕監の種ウラブJ参加の経験からー

住環境教育における体験学習の俄讃づけと効巣 服部くみ葱 (pp.107-112)

後藤さゆザ(担p.91-96) 感情移入が強すぎる位に台湾の震災復興のまちづくり

住環境教育とはヒト・モノ・コトの関わりの理解を深 の特異な例を報告しながら，しかし何が大事なことかを

めることという視点を，人間としての空間の意味を哲学 進確に感じ取って訴えており，読む側も引き込まれる。

的に論述したボノレノウの方法を参熊しつつ，わが国の実 台湾の震災復興まちづくり過穏における，社会実験，異
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種混合性の尊重?主空間に魅力を与える入閣の態度p 自然

発生的なアイテをイアの交換など p 創造的まち育ての重要

な諸条件を具体的に検証している。

地域が支える f)11の分後J 橋本夏次 (pp.113-118)

2001年，2002年に続く 連の実践の続報である。前稿

と重複する部分もあるが，持続的に活動を積み上げ，着

実に成果を上げていくことの難しさとすばらしさが独特

の諮り口で説得的に描かれる点は，やはり感嘆に値する。

特に rJ 11の分校Jを過してとらえてきた子どもとのつき

あい方には，多くを学ぶことができる。

手目隠IIIT路上いきいきギャラリーー牛乳パックを吊IJmした

歩行者空間交通実験一 秋元議 (pp.119-124)

面白さが伝わる実践報告である。大学と地域の連携の

実践的活動によって学生と地域住民との双かのまちづく

り学習の効果が表れることを示しており，その仕組みを

どのように構成するかという参考にもなり，とても意味

のある内容である。今後の継続的発展に鰍寺する。

「癒し系j ワーヲショップを超えて-y村でのつ-?シ

ョップを巡る議論を通じて一 宇高雄志 (pp.125-130)

ワークショップに流行のように飛びつく扱い方に警告

をならしており，議論を引き出す意欲的な論文である。

たしかに受け手の評価にワークショップアレノレギーとい

うものを生み出す仕組みがあるとしたら，ワークショッ

プの使い方がまずいのであろうか，ワークショップは手

段なので，手段が図的化している事例なりを題材に批判

することも必要であろう。また rこれからに向けた試

論」では，論点l土背えるが内容約提言としてはいささか

l患が浅い技法レベルとなっているのは残念である。創造

的批判と事j発的手法の提起を期待したい。

「有料貸し花壇方式によるj市民参画型公国管理の可能

性の検吉正一“種から育てる県民交流花壌コン子スト"を

1つのモデルとしてー 安尾晶子 (pp.131-136)

テーマは面白く，大胆な実験の報告で興味深い。しか

し出展者?サボーターへの質問も通り一辺倒な内穏なの

で，そこで結論に示しているように有償ボランティアに

よる管理方式の可能性が示されたと判断するのは阜針の

感がする。大陸なトライアノレなのでアンケートのみの検

証ではなく，もう少し事実や実態の論理的積み上げがあ

るとよいだろう。市民参画の新しいシステムを作る夜行

錯誤の活動の継続的発展を期待する。
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アンインテンシヨナル住教賓の可能性を地域における公

共線設への意識から探る-f息い出集」へ投稿された作

文からの考祭ー 薬袋奈美子 (pP.137-140)

思い出集に寄せられた作文から公共施設への意識を採

るという発想は面白い。仕掛けた側の意i認と応募した人

たちの怨いは?必ずしも 致しているとは限らない。向

ケ丘遊間の跡地利用が諜題であるなら，次の設F皆として

「こうなってほししリという提主主を多様な方法で表現す

ることが大切なのではなし、かと思う。加えて rアンイン

テンンョナノレ住教脊Jの概念は，アイリーン・アダムス

のいう「ピドウンカリキュラムJにつながる内容として

興味深い。しかし「アンインテンショナノレj概念はすで

に本研究の藁要キーワードなので，教育社会学の分野で

このように基礎づけられ活用されてきたから，居室史的に

批判的に位置付け，かっ新しい状況の中で祷用すること

の意味付けを深められたい。

遊びゃ多文化学習から始める!初めての地域まちづくり

ーサンフランシスコ・犠浜市神奈川院の事例よザ

種村麻衣子 (pp.141-146)

自分たちだけの活動iこ閉じこもることなく，機外で出

会った活動に触発され，足元を見i夏そうとしている姿勢

が好ましい。さらに，ガンフランシス立の活動と自本の

横浜での活動を比較す一る採点や意義が明確になると良い

だろう。例えば ra・問者からみたまち学習」にまとめ

ている諸点を調室研究の仮説として設定し，それらを2

つの活動から分析・考察していくことも可能なのではな

、、7J'o

半公共的~慌における参画と協働についての研究ー松本

地区まちづくザ協議会の区画重量王軍事業・真野地区まちづ

くり推進会の復興活動事例識変よりー

津回洋子 (pp.147-152)

半公共空間についての既往研究も少なくないが，阪神

淡路大震災後の二地区を対象に，一方は区直i整理実施地

区， 方は住民主体のまちづくりの名だたる真野地区と

を比較した興味深い論文である。ただし，表街的な記述

に終わって実証性や論証が弱い点、が残念だ。真野地区の

条例制定による行政の関与の提案がされているが，条例

づくりにも住民の合意形成が必聖書であり，単純ではない

と思われる。事例にあるような地域留有の市民の営為を

背景に市民の主体的な関わりを育む条例などの仕組みづ

くりに，まち学習をツーノレとして活用していくことが可

能であるし，そうした視点をもっと強く出すとよいだろ

つ。
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Hea I i ng Gardensのユニバーサルヂザインー英関刷オラ

ンダ司日本の事例一 橋本公克(担p.153~158) 

ヒ}リングガーデンの事例の報告としては興味深い内

容で意味があるが g 論文ないし実践報告となると前者と

してはもうすこし分析に科学的な論理性を強化する必要，

後者としては当事者性や生き生きとした実践の躍動惑が

沼まれる。まち学習との総連についての記述がないのも

残念である。このようなデザインの考え方を取り入れた

まち学習は可能 Pあると思うので，まら学習の婆素とし

ての提案として展開することも殿待したい。
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現代岡本でガーデンシ苧ィ瑳識を笑践する意味

ー資康形成のできる都市経営ー

戸谷築設 (pp.159~164) 

わが閣の土地資産運用と都市経営にかかる課題を古典

的なガーデンシティ環論と然らし合わせ，また最近の英

僚と米国の動向の情報から我が国の定期借地擦の問題を

指摘している各々の点には傾穂する部分がある。
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4. 発表 a討論

第4包「住まい・まち学習j実践報告・論文発表会記録
臼待 2003年 3月29日

会場 三茶しゃれなあどホール「オリオンJ (世自主事率三軒茶盤)

1 趣旨説明 延議安弘(千葉大学工学部教授)

2 発表 司会木下勇('1'葉大学鏑慈学部助教授)

①発晃したことを表現する f住まい」の学鷲

一家庭科学習に探る「次代の住まい手づくり」の可能性一

高橋ちあき(佐世保市立広矧小学校教諭)

②総合的な学轡の詩織の可能性をさぐる-f陽小歴史たんけん2002・地

下鉄東西線プロジェウト 渡史や伝統のよさを生かしたまちをデザ

インしよう!Jの実践を遜してー

事苦露軍弘一(他台市立京小泉小学校教諭)

③地域のゆの学校から、地域へ発信 「あったらいいな こんな校庭

の会」プロジェヲトー総合的な学習を通して、子ども・保護者司教

師・主事・地域住民・行政担当者欄専門家と進める校庭づくりー

2吉国車i察(世田谷区立守山小学校校長/生活科教育研究会長)

④地域における連続的なまち学習のしくみづく切に関する実銭的研究

- f堤富Tまちかど博物館.~是焼佐大ギャラリーJ を著書信l としてー

釘代久美(建築と干供たちネットワーウ仙台〕

⑤大学・公民館・行致の遼携による自然との共生の生き方をさぐる体

験・実験教E震の取り絡み-w大学子ども関放プラン2000.2001]の実

践から一

碓回智子(大薮教育大学教養学科助教授)

⑥高校生と大学生の協儀作業による長屋再生操業

一提案裂学習ワーウショップの効果と諜皇喜一

小松尚(名古盤大学大学続環境学研究科都市環境学専攻建築学系助教綬)

⑦神戸被災地「御蔵地区j における『よそ者(若者)~が支援するま

ちづくり一神戸市長EBI&御蔵通5・6 ・7T箆地区を事例として一

問中貢(都市基盤護備公窪課長)

⑧台湾921大地震復興地域における「ふるさと再生」の訟み

_f堵恩の穣クラブJ参加の経験からー

服部くみ窓(東京馨術大学大学践美術研究科文化財保存学専攻樽士課程)

⑨子どもの主体性を育む参閣の場に隣する研究

一千葉県佐倉市における fミニさくら」の活動を事例としてー

中村桃子(持PO佐倉こどもステーション)，還井雅敏(子葉大学大学院自然科

学研究科修士課穣)

⑧つなぎのヂザイン/f個人の体験」を「社会の経験Jに

一東京都小金井市における女性セミナーでの事例から一

山部，青(人・イエ・まちネットワーウ代表)

3 全体討論

商会 音量須iE裕(立教大学文学部教授にファシリテーシヨングラフイツ

ク 町悶万里子(筑波大学澱属小学校教諭)，細罰洋子(建築と干供たちネッ

トワーウ仙台)

4 まとめ 延藤安弘(千葉大学工学部教授) *所属・臓位i立発表会当時
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4. 発表・討論(第4閲「俊まい・まち学習J実銭報告・論文発表会記録)

〈趣旨説明〉

延藤安弘(千葉大学)

この「住まい・まち学習」も，今年で4回臣を迎えま

した。毎年 20-30編が，全国脊地から寄せられますが，

今年は例年よ叩もまた増え， 29編でした。現場の生き生

きした，ライブ感覚に満たされた経験と，その理論的方

向付けがなされるような論文，および実践報告が集めら

れたことに，私たちは大変うれしく怠っております。

今日はそのうちの 10編をご報告いただくことになり

ました。 10稀には，共通した 2つの特徴があります。 1

つは，いずれもが現場からの生きのいい経験の豊かさを

縁取る内容だったということです。総合的学習，地域の

まちづくり経験 rタンケン・ハッケン・ホットケンjの

世界が，次から次へと豊かに紡ぎ出されているわけです。

探検すると感動が膨らみ，放っておけんという状況にな

って，やがて表現の世界の新しい内容と合わせて，その

伝達，交流，そしてお互いにイ可を包指すのかということ

で，この 10編の中には子どもがまちにかかわることの豊

かな中身の切り口が，次から次へと多様にま軍くような，

方法論の未来図が，全体として組み立てられてし、るよう

に思います。

この 10編の実践報告，研究活動の内容を，これから発

表していただくわけですが，これをもとに，後半に豊か

なディスカッションをさせていただき，住総研の取り組

みが全開各地の住まい・まち学習，および子どもの視点

からのまちの育みの方法論の見取留を，くっきりとお互

いの心の中に分かち合えるような，創造的なひとときに

なればと思っております。

く発表に対する質疑応答〉

発表内容は本文をご覧ください。( )本究掲載ページ。ここ

では，各発表の後に行った質疑・応答部分のみを掲載いたしま

す。

①発見したことを表現する f{主まいjの学習一家庭科学

習に探る「次代の住まい手づくり」の可能性一

高橋ちあき(佐世保市立広羽小学校) (pp. 3 -8) 

0山田(人イエまちネットワ-'J) 先ほどのご発表

と，後ろにある絵本を見て，とても感動しました。授業

の取り組み方や進め方なども，大変素楕らしいと思いま

すが，特に絵本づくりにつながったプログラムを深めて

いくに当たっては，高橋さんご自身でお考えになったの

か，それとも別の方と相談しながら進められたのか教え

てください。

Ol.草橋 取り立てて相談はしていません。子どもを免

てこれからのことを考え，こういう取り組みが必要では

なし、かと 4思い，この授業を計画しました。ただお願いし

た方には，授業の趣旨と犯いを説明して，そのような角

度でかかわってもらいました。

⑦神戸被災地「御蔵地区j における『よそ者(若者泌が

支援するまちづくり一神戸市長毘a;御蔵遜5・6・7T

箇地区を事例としてー

調中貢(都市基盤禁備公団) (p骨 103-106)

⑧台湾 921大地震の復興地域における rふるさと再生j

の試み_f繍患の積クラブ」参加の緩敏から…

綴告sくみ窓(策京童書術大学) (pp.I07-112) 

0木下(千葉大学) 田中さんから，先ほど fよそ者J

としての関わり方が提起されました。神戸でもボランテ

ィアの自体のいろいろな札機があったと思うのですが?

そういう中でコーディネートの難しさとか， rよそ者Jが

係わる場合の問題もいろいろあったと患います。

。悶中 神戸では当初，炊き出しだとか，衣料を自己る

というボランティアがたくさん来ました。その方たちは，

それはそれとして良い方たちなのですが，最後i土地域に

住民たちがどう渓って来るか，そして，元の生活にどう

戻すかというあたりのつなぎを，どうサポートするかと

いうことが大事なのです。今日，明日のご飯の舟意だけ

をしていたのでは，どうも次の希望の世界になっていか

ない。

住民も最初は今日，明日のご飯が心配なのですが，務

ち着いてきますと，はたして私たちは半年後 1年後に

どうなるのと思った時に，やはり将来の希望が必要にな

ってくるのです。その希望をどうつなぎとめるかという

あたりで，地域の者でない「よそ者j が第三者的に行動

を起こす。住民が，その方たちが汗をかいているのを見

て，自分たちのために例かやってくれていると感じるこ

とが，自分自身の活動力につながっていっているような

気がしています。

0木下 fよそ者Jr若者Jrばか者J，それが重なって

います。田中さんも心は表者です。多分，服部さんが提

起した台湾の学生などは rばか者」のように，パーティ

ーなんかを本当に楽しくやっている。あの音j湾の熱気と

いうのは我々が学ぶべき，また日本の若者，学生なども

もっと学ぶべきものがあるかなと思いました。
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⑨子どもの主体性を育む参灘の場に隠する研究一千葉議

佐倉市における Fミニさくら」の活動を事例として

中村桃子 (NPO佐倉子どもス子ーション)，還井雅敏(千

葉大学) (pp， 65-70) 

。富田(世田谷1&31:守山小学校) 子どもが受け身の

立場ではなくて主体的にイ可か物事を進めていくこのテー

マを見てとてもいいなと患いました。前任校の子ども祭

りで，子どもたちにお活屋さんを任せたらどうか，仕入

れから売りからまとめまで全部子どもにやらせたらどう

かという企画をしたら，ものすごく意欲的にやりました。

んと援していけるのではないか，というご指織だと思う

のですが，そうではない現実というのも現場で見てしま

うと，こういう一言がきてしまいます。 1ステップ踏ま

えた i二で?自然になっていく状況を作り出していかなけ

ればならないのではないかと，切に感じたもので，この

ように書きました。

く全体討論〉

それを思い出しながら，この研究は素晴らしいし，これ O奈須(立教大学) 全体討論に入ります。今呂は非

がもっともっと実を結んでいってほしいと思いました。

そこで 2つ質問です。文中の fはじめにj (pO)に，

「しかし，現代社会の子どもの遊び環境におけるサンマ

(3照)の欠如j時間・空間・仲間でしょうか。あと「学

歴重視の弊答J。彩、はこんな簡単にまとめていいのかなと

患います。もっともっといろいろな条件が絡んでくるの

ではないでしょうか。サンマ (3間)のことに関しでも

時間・空間・仲照が，なぜ欠如してきているのか，もっ

と分析がほしいと思いましたし，学E重重視の弊審?これ

もあるのでしょうが，私は学歴というよりもいまは学力

の見方がいろいろあるのではなし、かなと，思うのです。 ず

すから，学力というのをどう挺えているのか教えていた

だきたい。あと r子どもが主体的な意思や行為を持つ機

会が失われているj とありますが，本当に失われている

のでしょうか。私はあると思います。大人が見っけない

のです。だからこういう書き方は，マイナス思考だと思

います。もっとプラス忠、考でやってほしいと段、いました。

もう 1点は rまとめ(3) J (p，O)です。 f大人が子

どもを笛定的価値観で捉えなし、J。確かにそのとおりだと

思います。このト}ンは，子どもはさまざまな可能性を

含んでいるものとしていますが，この文章を読む?と，ま

だ国定観念があるなと思います。「可能性を含んで尊震を

するんわざわざそんなこと恵、わなくていいではないです

か。 1人の人間としてどうして捉えられないのか，子ど

もの立場，大人の立場があるのだから，そういう気持ち

で子どもと付き合っていってほしいし，また，そういう

ことで一緒に参画ということができるのではなし、かと思

いました。その辺のところのコメントをいただければ有

難いと患います。

05，畢井 表現がネガティブになってしまったところは，

こちらの反省するところだと思います。確かにサン7(3 

関)の欠如や学控室重視のみが，参画する機会を失わせて

いるわけではないと思います。ほかにも復雑な要素がい

ろいろ絡んでくると思うのですが，ここで含いたかった

のは rミニさくらj としづ活動の実践報告的なととろで

す。ただ，言われることはそのとおりだと。

2つ目の「まとめj については，もっと自然体でちゃ
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常に内容が多岐に及んでし、るので，し、くつかのトピック

が拾えればと患います。質問をきっかけに，ご発表いた

だいた方とのやり取りの中から，イ可か共有できる勅が出

てくればと思います。

機まち学習の継続性骨日常化の問題

0奈須 安藤さんからの質問です。「模型を作ったり校

庭を改造したりする授業は，そのプロセスが素晴らしい

まち学習になると思う。お聞きしたいのは以下の 3つで

す。①かかわった子どもがさらにまちづくりにかかわれ

る機会はあるのだろうか。継続投の問題，あるいは日常

化の潤是重です。②つくったものは他の子どものまち学習

にどう活かしていくのか。③{也の子どもにまち学資の機

会をどうつくっていくのか。Jこれについては安藤さんか

ら直接お話くださればと思います。

O安藤(東京大学) 学校の先生方， N P Oの方にお

開きしたいのですが，学校の授業などを通じて，こうい

うまち学習を体験したあとに，その中の数人の子どもは，

次に機会があったら参加したいなと t思っているのではな

いかと息うのです。そのときにそういう場を紹介したり，

f可かの形で提供されたりしているのか，されているとし

たらどんなことをやっておられるのか。

2点闘は，学校としづ場所であると先生が代わってし

まって，その特に，こうやってみんながつくったんだよ

ということが受け継がれていかないとか， t庁角，労力を

かけてみんながいいものをつくったのですが，つくった

以上にがfか展開しているのかどうかというのが，あまり

研究を通して見えないので，その辺りこういう場に参加

されている方，学校の先生ですといろいろ考えていらっ

しゃるのではなし、かと思うのです。

3点目は， 1可かを夜接つくるという機会はそんなにな

く，何年かに一回というクイミングでできたことだと想

うのですが，例えば仙台で模型を作られたというお話が

ありましたが，発表する機会などはないが，毎年模型を

作っていこうとか， どうやって次の機会を生み出してい

こうと思われているのかお聞きしたいのです。
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0奈須 今昌ご発表いただいたいろいろなプロジェク

トやワークショップがややもすると一過性になるとかp

あるいは限定された所でしか展務されないことがあるか

もしれませんが，そういったことをどうやって広げてい

くか?重ねていくか，つなげていくか，あるいは安定さ

せていくかということだと忽川、ます。これは学校?ある

いはNPOの方，行政の方，それぞれの立場でお悩みだ

ろうし，工夫もあると思うのです。常国さん 3 菅原さん，

あるいは部代さん辺りで，いまの件についてお言語いただ

ければと思います。

0菅原(南小泉小学校) いまお話されたことは，学

校でも大きな課題となっていることで，例えば今回のま

ちづくり以外に，子どもたちがそういうものに参爾する

機会があるかどうかということについては， NPOの

方々から子どもも参加できるいろいろなワークンヨツブ

を機会あるごとに紹介してもらった叩していました。実

際にはなかなか参加が実現するというところまではいか

なかったのですが，そのような形で補償していけたらと

患っております。

次の{也の学年でどうかということですが，これが今ま

さにうちの学校で直面している諜是重です。今回子どもた

ちがつくった模型は， うちの学校には君主史館という在日産

が2つあって，片方の部墜が空き教室のようになってい

たものですから，そこに展示しであります。そのまちづ

くりの過程についても，卒業した 6年生たちがどのよう

にしてその模型を作ってきたのかというのを，在校生や

地域の方々にもわかってもらえるようにしたいと考えて

おります。

それを今度，例えば6年生ーになる子どもたちがどのよ

うに受け止めるかというのはまだはっきりしないのです。

校側jでも，守山小の校長先生ですとどうお考えになるか

というのは，先ほどの学力論の話も含めて笛白いと窓、う

のですが。

O~吉田(守山小学校) いま仙台の先生が答えられた

とおりだと思うのです。いま楽須先生もおっしゃったよ

うにカリキュラムがあり，意図的?計額約，組織的に学

校は動いておりますので，し、かに総合的な学習といって

学校の自由裁震になるものであっても，指導計画という

のは必ずあります。その指導計画に沿って，子どもとと

もに思いや瀕いを寸り合わせながら進めていくわけです。

具体的には1 し 2年生は土づくりと自然発見， 3年生

になると虫， 4年生になると木， 日年生になると鳥， 6 

年生になるとピオト…ブを中心とした自然界般，この

ような計画を立てております。

3月のときに』研究発表をしますので rじゃあ，来年に

なったら僕たちは鳥をやるのかな」という意識づけは1

できるわけなのです。ところがそれは子どもたちの主体

性を考えた場合，教師からそれをやりなさいと言うわけ

にはいきません。そこ Fうちの学校では総合的な学習に

隠しては， 2つの考え方を持っていま寸。 110時間なり，

105時間を 2つに分けます。 1つが「フリープランJ，も

う1つが「ベw スプランj です。この fベースプランj

のところで学校がつなげていく自然環境をやってもらう。

「フリープランj というのは，本当に子どもが思いや軍国

い，例えばギョーザを作ってみたいのならギョーザを作

ってみるとか， f可々を誘べていく。そのような形で行っ

ています。

塵学校でやったことを学校だけで留めない

やはり受け持った按任の先生がそれをどういうふうに51 0，吉田 学年や先生が変わると，なかなか難しいので

き継ぐかというのは，前年度の学習が強制力在持つわけ

ではないのです。我々もNPOの方々と接触する機会な

どは引き継くのですが，学習そのものがどう受け継がれ

ていくかというのは，やはり担任の先生に負うところが

多いので，課題となっているのが現状なのです。 NPO

の方とか， 一緒に来てし、る建築と子供たちネットワ}ク

{山台の方に補足してもらえればと思います。

幽総合学習と指導計額

0奈須 いまの最後の話でカリキュラムということを

どういう概念として考えていくかということにもつなが

ってきますし》学校のカリキュラムというのは系統的で，

教科書のようなカチッとしたもので作ってきましたが 1

そうではないやり方が展隣されています。それが学校文

化との間に，ある種の車L磯や緊張関係が起きていること

だと思うのです。逆に， NPOの立場の方，あるいは学
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はないかということですが，確かにそのとおりです。た

だ 1つの対話主として作ったものは残して，また次の学

年や先生方の資料になるわけです。こういう展開をする

と，子どもにこんな観察能力をつけることができるのだ

と。こんな展開で 1つ利用してみようとか，そういう資

料的なものとして，展示コーナーを設けております。使

いたければ使いますし，またそこを改善していっても構

わないと怒っております。さらに，子どもたちがもっと

広がりを持つにはどうするのか。学校でやったことを学

校だけで留めない。これがし、まうちでやっている「あっ

たらいいな，こんな校庭の会j です。そこでは，いま専

門家の方や大学の方などいろいろなところでかかわって

いますから 1 今度はその人とのかかわりで広がっていっ

て，そこでまた学習ができるわけです。

湿地域の中で子どもと学校・地域がつながっていく
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0奈須 問じ問題について， NPO側はどうですか。

O盤包(太子堂2，3丁目のまちづくり協議会) た

またま今日の午前中，世間谷区立太子堂中学校前の広場

でのオープニングイベントを開催致しました。平成 12

年に区の予算がついて，中学校の訴の場所だったもので

すから，中学校の子どもたちとー絡にその広場を何とか

しようということで認し合いを始めたのです。しかし，

隣接住民の反対がありまして，生徒会の子どもたちが近

隣住民との話し合いの場に出て，非常に辛い思いをして

その計爾が 1呂ポシャったのです。ところが?平成 14

年度に区から予算がつきました。どうしょうかと校長に

相談をして， rじゃあ，生徒会の子どもたちに話してくれ」

と言われて話をしました。それからいろいろありました

が，今日のオープニングイベントでは子どもたちと近隣

住民が一緒にクッキーを作ってi担えたのです。当特の生

徒会の会長とか役員をやっていた子どもたちも高校生に

なりましたが，その子どもたちと当時の生徒会の先生や

近隣住民をお呼びして， 絡にお祝いの会をいたしまし

た。

そういうことで，子どもたちがどんどんつながってい

ける。地域の中で子どもと学校，地域の人である大事な

青年，若者の財産をそこでゲットできたかなと思いまし

た。参考になればと思い発言いたしました。

量カリキュラムという概念が随分変わってきた

。奈須 カリキュラムという概念が槌分変わっていき

ます。カリキュラムというのは学校と地域とのいろいろ

なつなぎや結びの上で初めて成立:してくるという形で，

景色が槌分変わってくるような印象があるのですが，田

代さんに是非{可か一言お願いします。

。間代(建築と子供たちネットワーク仙台) N P O  

の立場からすると，学校というのはそれぞれ年間のテー

マやいろいろな特色を持って授業を進められていま寸の

で，そこに対してまた今年もやってくださいとか，次回

以降も続けてくださいと言うことはなかなかできません。

ただ，機会があれば授業に関わった大人たちが，いろい

ろな場所で「こういうことをやりましたj と言うように

していますし，子どもたち自身も，本当に心が動いた学

習をしていれば， r自分たちはこんな学潔をしましたJと，

いろいろな人に言いますから，それによって関心を持っ

てくれる人が培えて，そういうことで広げる，深める，

重ねる，つなげるということができている部分もありま

す。

ただ?子どもたちはかなりシビアな部分もありますの

で，実際に自の前で区画整理が進んでいるような地区の

学校で r未来のまちのデザイン」というのをやった時な

どには，子どもたちのほうから， r自分たちがこんなデザ
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インをしても，計画はもう進んでいるんでしょうっこれ

からどうなるのつ自分たちがつくった計画，どこにどの

程度活かされるの。 j という質慌が出たりしました。確

かに現実的に家がどんどん壊されてピノレになって，道路

が造られている所に f未来のまちJというのでは2 その

時は大人の方でも答えられなくて，お互いに恭い部分が

あったこともありました。

今自発表していただいた南小泉小学校は成功例のひと

つです。仙台市には景観ザポーターという純度があるの

ですが，学習の総まとめとして，市役所の一部を借りま

して，大人や景観サボーターの皆さんの前で発表をさせ

ていただきました。驚かされたことには，子どもたちは

ただ発表するだけぜはなくて，自分たちが学習した内容

については大人と対等に議論できるようになっていたこ

とでした。

例えば子どもたちが「古代米の田んぼを復活させたい，

それは可能か」というような質問を大人にします。する

と行政のほうから， r今は盟主の政策で減反をしているので，

新しく田んぼを作るのは無現かもしれなし、」という答え

が出る。しかし子どもたちは淡く学努していましたので，

それに裏打ちされて，はいそうですかと終わるのではな

く「他に方法はないかJと大人にくらいついて議論を進

めていく。そのうち参加者の方から r君たちに田んぼを

作りたい，残したいという思川、があれば，いつかやれる

待がくるjと言われて，自分たちの学習結果に納得してs

すごく意怒を強く持つ。そういう展開がありました。

幽学習記録をデジ';;!}レ化してアーカイブをつくる

。出代 これは学術の立場としてですが，仙台市では

これから子どもたちの学習記録をデジタノレ化してア}カ

イブにしていこうとしています。特に公立の学校の場合

は，先生方が転i:f:されたり，校長先生が代わったりする

ことによって，その内容や手法が~IJの学校に広がるとい

うメリットもある半部，今まで続けられていたことがそ

こで途切れてしまうということが 番心配されます。そ

ういったことをある穏度防ぐためにも，デジタノレアーカ

イブはこれから大切になってくるのではなし、かと患いま

す。そこからつなげていくという方法もこれからはでき

ていくのではないでしょうか。

能校庭l立地域のオープンスペース

0奈須 蓄積するとか?つなげる，広げるというイメ

…ジをどう持っかですごく大事だということが見えてく

るような気がします。いまのことと別な角度で絡むと思

いますが，中川さんからのご質問で，守山小の校庭づく

りの実践についとです。 i~学校は近隣における核であり，
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校庭l土地域のオープンスベースの場として活用できる。

したがって子ども，保護者，地域住民が協働して校庭づ

くりをしていくということは，コミュニティを良事手にし

ていくという機会でもあります。つまり，学校が支えら

れると間特に，そういう学校が 1つの核になってコミュ

ニティも変わっていくのではないかj，というご発言です。

O中JII(武蔵野市教育委員会) 偶人的な立場で，去

年までは法政大学の社会学研究科政治学専攻で，修士諜

程を修了しまして，いまもその関係で研究しています。

修士論文では主に緑地環係について執筆しました。その

中で，やはり学校の校庭は，ある意味でi土地域の才一プ

ンスペースの場を提供しているものだと考えております。

やはり近隣の地域の人たちと緑地，オープンスペースを

うまく活用していく方法，それを保護者や児童，生徒の

方，近隣住民の方とか，まちづく 9を学ぶ共通の場とし

ての活用方法として私はかなり共鳴を受けましたので，

そういった点で 1つのコミュニテイづくりの観点から

勉強をさせていただいたと感じでおります。

語子どもの主体性が発揮されるためのしかけづくり

0奈須 もう 1 つ~Ijな角度から，ミニさくらの実践や

他の実践もそうでしょうが，子どもたちの主体性につい

て?どういうふうに主体性が発揮されるようにコーデ、イ

ネートするか，準備するか，場をしつらえられるか。場

をしつらえ過ぎると，結局ガチガチなカワキュラムにな

っていくし，それをただ実践することを践的化すると，

また変な言Eになるということが先のカリキュラムにもか

かわってくるのです。

西郡さんからの質問で rミニさくらについて，子ども

の主体性，参画，体験として素務らしい場の設定だと思

います。大人が用意したものにただ参加することよ 0も

良い。しかし，そこに大人保!の支援ということがどれだ

け準備されていたか。これはご発表の中にもあったと思

いますが， うどん屋さんが初め子どもに任せられなかっ

たことが変わっていったということよりも，初めからう

どん屋さんにそうした支援を願えなかったのだろうか。

そこに大人側の仕掛けの大切さというのがあるのではな

いでしょうか。 j とあります。

子どもの主体性と主体性がいい形で発事事されるための

しかけ，これは学校現場で言えば子ども中心の燃の放任

ではなくて，支援，環境整備といわれています。これも

NPOのかかわり，あるいは行政のかかわり，それを学

校がどう受け止めるかはすごくお悩みのことだと思lいま

す。これについて西都さんご自身の言葉でお願いします。

O商瀦(松戸市立小金小学校) 木下先生と…絡に私

も松戸の小金で Iわくわく探検隊」というのをやってお

ります。こちらの論文集の 2号に載っておりますのでご

覧いただけるとありがたいです(f地域の教育力を生かし

た子どもたちのまち探検一地域おこしと総合的な学轡の

時間に向けての体験活動の計覆 J， r住まい・まち学習j

実銭報告・論文集 2，2001，p.51)。

「わくわく探検隊j というのは，子どもたちに活動さ

せるために，大人のほうですべて準備するのですが，大

人が楽しんで準備をして，子どもたちにかかわらせると

いうことで，我々は満足して，楽しかったということに

なっているのです。それは 1つの地域をよみがえらせる

ものになっていると告分たちは信じているのですが，今

告の佐倉のお話を関きまして， rああ，そういうやり方も

あるな。これからはそういうのを取り入れていきたいな

あJと患ったのです。ただ，その中にどれだけ大人側が

隠れて準備をされてきたのか，というところが少し気に

なりました。中でも大人の理想どおりに会議は進まない。

理怨、どおりに進めていくということは，初めからその筋

道を考えた上でやっているのだとすると，そこには子ど

もの主体性というのは望めなくなってくるのかなと。子

どもがやることだから，初めからうまくし、かないという

つもりでいるのか，あるいはその中できちんと大入がこ

ういう形で支援をしていこうと考えているのか，それと

もただ，任せてしまえということだけで，主体性だとか，

f参画j とし、う言葉が出てくるのだとすると，それはち

ょっと心配です。準備についてお話をいただければと息

います。

翻弱い大人?弱い専門家!こなる

0中村 (NP 0佐倉子どもステーション) 最初にう

どん屋さんのことが出ましたが，事前に 4屈のブースス

タッフ会議をやった中で，次第に参加人数が 50人， 70 

人と膨れてし、ったわけです。その 3閉践にスタッフ養成

講座を企磁しました。そのときは延藤先生に来ていただ

いて幻灯会をしたのですが r大人は弱い大人lこ，専門家

は弱い専門家になりましょう J という言葉でまとめてく

ださいました。私もミニミュンヘンを免てきた印象でも

あるのですが，大人が黒子に徹していたことをすごく感

じまして?それはスタップの方たちも言っておりました。

スタップ会議に中・高校生がすごく積極的にかかわっ

てくれたことで，大人も徐々に黒子に徹するということ

を認識していたとは思います。ですが，やはり個人主義も

ありますし，年輩の男性たちが事前の段階で納得できた

とはいえなかったと思うのですが 4日間の関わりの中

で，子どもたちと 絡におじさん達のこだわりのうどん

を作る，それを子どもたちに必死な患いで支援する中で，

子どもたちのカというのに気付色最初は f子どもたち

にf告たちのうどんが作れるか」と言っていたのが， rどう

だ， うまいだろう。子どもが作ったのだからうまいに決

向。7
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まっているんだj というように，みんなに振る舞うまで

に変わっていったのです。子どもとのかかわりの中で，

いろいろな地域の人たちが気付いていったということも

面白いことだったと思います。

実はこのつい先日， 2田宮を行ったのですが，これは

ミニさくら実行委員会を有志で作ちまして，去年の 10

代スタップがかかわってくれました。初めのうちは子ど

もの力で進めていたために，大人のスタッフ集めに力が

及ばず，スタップ講習会をするまでにはいきませんでし

た。当詞も半日とか 1Sだけ参加する方がとても多く，

当日のブースの様子は去年よりも大人が出過ぎてしまっ

たかなと，やはりスタップの講留ということももう一度

しっかり考えなければいけないというのが反省?として残

っています。

園子どもと一緒の活動で?大人も悩み，寄っていく

O，*，村 それから，会議は理想どおりに進まなかった

のですが，子どもたちの企極力，アイディアの素構らし

さに感激しました。理想どおりとし、うのは，会議が会議

らしく進行する，アイディアも出るが，結論も出る，ま

とめも出る，たまにはおしゃべりをしても，大体は認を

して待問に終わるということを期待してしまうのですが，

全くそうではなかったのです。私のほうは子どもよりも

全体が見えていなかったと思うのです。こういうことを

決めておいてもらわなければという焦りがあって，提示

をしていくわけですが，子どもたちはそういうことには

あまり興味を示さずに，当日の自分たちの動き，全体の

様子をどんどんイメージして話をしていたというのが，

この発表にかかわらせていただいてやっと気が付いたこ

となのです。理想どおりに進まなかったというのは，当

特の私のあせりから感じたことです。ただ，それは大人

の 方的な見方でs 子どもたちは子どもたちなりの主体

してきたのです。すごくユニークないろいろな取り組み

も，子どもたちとー絡に作ってきたつもりで 20年間いま

した。この干どもがつくるまち rミニさくらJ，こ出会っ

たときに，それがみんな私の大人としてのやらせに過ぎ

ず，本当にガンと頭を打ち砕かれたような患いがしまし

た。それぞ是非実現させたいということでやったのです。

先ほども中村さんが含いましたが，今年もつい先日行

いました。 NPOが地域でやる1'"動というのは，学校と

違って，来たくなかったら子どもは来ないのです。 4日

間やっていますから，つまらなかったらどんどん参加数

が減っていくはずなのですが，市民権を得た子が1，601

入， 4日間延べ参加数が 2，588人でした。毎日，毎日 300

人くらいの子どもが新しく来るのです。やはり去年より

も数段数は増えていますし rミニさくら」の衝の中に毎

日600人以上の子どもたちが，市民として暮らしている

わけです。そのことがすごく象徴しているのぜはないか

と患います。すごくいい取り総み，汚動を中村さんは佐

倉に持ち込んでくれたなという思いがしています。

蟻支持される側・する側がお互いに育ち合っていく形

0奈須 学校でもいい授業をしていると「下校拒否J

が起こると言われます。そういうことなのではないかと

恩って拝線しました。いまのこととのかかわりで， J 11起

さんからのご質問で， ，[1 IBさんの実践に， r広げれば支援

される側が支援する曲'Hこなってし、く。リーダー養成講隆

のことですがp 行政主導以外で，き当事者参加型連鎖方式

ということでリーダーをつくり出していくにはどうする

かパ支援される，支援するという側を函定するのではな

く，お互いに育ち合っていくという形を，ご提築くださ

ったと思います。領域は違いますが，いま議論してきた

こととつながると忽うので， J 11滋さんまず補足していた

だければと段、います。

性をすごく発揮していたと聴います。本当に子どもたち OJII越(三番瀬 Do会議) 小金井の話を悔いて，これ

が主体性を発揮したときに，大人にとって都合が惑いこ

ともあるのが主体性だと私は考えるのです。そういうこ

とも含めて子どもたちはこの企画に対L.-，常に主体的で

あったといまは考えています。

0奈須 大人にとっての都合ということが，棺対化さ

れてくるということでしょう。もちろん大人がそこで悩

み，また子どもといるからこそ1 大人も育っていくので

しょう。悩まないで，もし無関心で放任してしまうと，

真の意味の主体性は発揮されないし，ただアナーキーに

なるのでしょう。そのすり合わせ方が，すごく大事なこ

とだと感じさせていただきました。これは学校でも，ど

こでも同じだと忠、いします。

0勝又 (NP 0佐倉子どもステーシヨン) 私は長い

こと子ども選前場という団体の中で，子どもと 絡に活動

176 

は行政主導で素晴らしいワークショップをやっているな

ということで感心しました。ある意味，行政の中のある

部署では「出らしむべL.-，知らしむべからず」というと

ころもあって，リーダーがポコポコ増えていたら困って

しまうのではないか， というところも無きにしもあらず

かなと思いま「。あまり行政にとって都合のいいリーダ

ーばかり増えていてもしょうがないので，やはり住民た

ちが自分たちの抱えている問題を， 自分たちで拾い上げ

ていくリーダーをつくるには，行政主導とまた~IJでやっ

ていく必皇室があるのかなと感じたので，その辺をお伺い

したかったのです。あと，自分が P T Aや父母会をやっ

ていて r笛吹けど婦られみたいなところがあって，な

かなか参加してくれない。ただ，それでも平場に入って

いくと， 1可かしら子育てについての問題意識を持ってい
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て，しかし，そういうことを自分たちの問題として解決

しようとはしない人がかなりいるのです。そのような人

たちをどういうふうに拾い上げていくか1 行政からワー

クショッフのをやってもらうのを待つのではなく， 自分た

ちでどうやっていくか，そのillはどう考えられるか仰い

たいと思います。

種誰でも成れる?新たな 1)ーダー

。山悶 f主体性Jが切り口だと思いますから，その

辺に絞ってお答えしたいと思います。その前に，小金井

のセミヲーは公民館講E主ですが，行i攻主導ではなくて，

金i函に携わる市民の方々が主体的にやっているものです。

子育て支援についての講座を全部ワークショップ形式でタ

しかも中年のおじさんがやったという，かつてない暴挙

だったわけですが，実現できたのは，やはりそれは受け

止めてくださった食街実行委員の方々が，その意味をト

分理解されたからだと思っています。

f当事者参加製螺旋数珠繁ぎ押出し速鎖方式jを考え

たのは，今後の社会をつくっていくときに?いままでの

カヲスマ型，ヒーロ一塁のリーダーでいいのかという疑

問があったるからです。明治以降のわが閣は，関係性を

省略していく歴史であったとも言えるのではないでしょ

うか。それは，いざ開国してみたら，国の力が足りない

ことを見せつけられたわけでJ 諸外国，いわゆる欧米の

冨々とさまざまな分野で， 1昂でも早く肩を並べること

が求められために?いろいろな関係性を省略してでも，

みんなをぐいぐいと引っ張って行くリーダーを育ててい

く必要があったからだと患います。そしてそれに合わせ

るように，今日の社会のさまざまな仕総が整えられてき

たわけです。そして学校教育もおそらくその枠組みの中

にまだ震かれているように思うのです。しかし新たな社

会における学びは，従来のものとは異なり，…人ひとり

が力をつけ?それぞれの主体性を重んじることが大切で

はないかということが間われ，教育改革で「総合的な学

習の時打寄Jなどの試みがJ主体的に採りいれられるように

なりました。そういうことから言うと，従来は fあんた

頑張れよj ということが， どうも粉手の言主体性を尊重し

ていることのようにとらえらjっしがちだったのですが，そ

れも少しずつ変わってきていると患います。私が報告で

言った新たなリーダーというのは誰でも成れるものなの

です。ただし1 誰でも成れる・誰でもできるというとこ

ろを，今i土;意E型的にでも作り出してし、かないといけない

のではなし、かと考えています。

機論を言いますと，子どもにとって内発燃，自発性に

基づいた行為が一体;どういうところにあるかというと?

本来遊びにはそういうものがあったと思いますが，今は

その遊びの部分からも内発性，自発性がかなりの部分を

そぎ散られてしまっているのではなし、かと思れ、ます。そ

れは学びの場にも言えることで?やは型人は成長してい

くときにp 学びたい1 知りたい， 1可か力を獲得したいと

いうのは誌も思うことなのでしょうが，そのことに関す

る失望感みたいなものを，一方で子どもたちは敏感に感

じとっているのではなし、かと患います。

そういった意味では r主体性Jに立ち戻って話すと，

どのような方法をとったらよいというのはわかりません

が1 あなた自身があなた告身の力でこういうことができ

るのだ，あるいはこういうことを乗り越えられたのだと

いう，そういう事例を 1つずつつくっていくしかないの

ではなし、かと思うのです。

鱗大人が主体的に楽しく学習している姿を見て?子ども

たちがついてきてくれた

4弘当尽のファシリテーシヨン・グラフィッウより
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。民代 先ほどは一番大事なことを言うのを忘れてい

ました。まちづくりの学習をつなtずるとか，主体性とい

うところで，私たちが今回得た一番大事な宝物は子ども

たち自身の存夜でした。というのは，学習のまとめにあ

たって子どもたちが口にした言葉は「学轡してよかったi

f面白かったjではなく r僕たち私たちは，今，行動し

ます」という一言でした。

先生たちは転勤するかもしれませんが，子どもたちは

学習した後もずっと地域に残ります。これから子どもた

ちはきっとシピアな臣を持った大人になっていくでしょ

うから，もし行政がうっかり変なまちづくりをしようと

したら，絶対 fちょっと待てj と厳しくまちづくりを見

ていくだろうし 9 違う地域に引っ越して行ったとしても，

ちゃんとそういう吾を持って，自分の住んでいる地域を

見ていくだろうし，自分の思いを，俄の人の意見と折り

合いをつけながら実現していくやり方を知っている大人

になっていくと思います。またそういう子どもたちが行

政に入っていったら， r決まったことだからやります」と

言うのではなくて，違う方法やより良い方法も考えてく

れる大人になるのではなし、かと患っています。実際，今

回ゃった地下鉄の釈ができるのも 10年後だし都市計画

道路が作られるかもしれないというのも 10年後ですが，

ちょうど小学生の子どもが大人になる頃ですから，将来

の計画を作っていくためにも，今，こういう子どもたち

を育てることが必要なのではなし、かと思います。 i有小の

子こどもたちが今回どうして f今，行動しますJのような

発言ができるようになったかというと 2 担任の先生が誰

よりも主体的で福自そうに授業を進めていた1 ザ緒に歩

いたNPOの人たちが何よりも楽しそうにまち探検をし

ていた，という姿を学習の中でずっと見てきている。子

どもや教育のためにこういうことをやったらいいのでは，

と王壁惣、を語るばかりではなくて， 自の前の大人がすごく

主体的に楽しそうに夢中になって学習している，という

姿を見て，子どもたちがついてきてくれたのではないか

なと感じています。

盤調係性の中で学び?行動していくことが大著書

0奈須 あこがれというのが教育だということでしょ

うね。それは笛白いことた、と患います。関係、性の中で行

動するということが大事なのだと感じました。ヒステリ

ック tこ，ただ指示的iこ行動するのではなくて，関係性の

中で学んで，関係性の中で作動していくことが大事なん

だと I~まいます。それは山田さんが震われた関係性が断ち

切られてきた近代をどう乗り越えるかということでしょ

うし，そこがリーダーと分化するところではないでしょ

う7)'，

あるいは版部さんがおっしゃった，先に来た人と後に

来た人の間に車L磯が起こるという構造を変えていくこと

でしょう。そのための仕掛けを多く出していただけまし

たG，関係性の中で主体性という難しい問題をいい形で

議論できたのではなしゅ吃怠います。

またそれが広がっていく，濃密になっていくというこ

とと，それが形になり，形骸化していくということの簡

のバランスをどうとるかという問題とか，様々な難しい

問題が出てきました。それはやはり近代のいろいろなあ

り方をどう乗り越えていくかという，大きなニモチーフの

上でいま動いているのではないかという気がします。こ

れで全体討論を終わりにしたいと思います。ありがとう

ございました。

長後に，延藤先生にまとめをお願いします。
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〈まとめ〉

国体験・創造・表現裂まち学普

延藤安弘(千葉大学)

皆さん方の発表の内容が粒ぞろいで，かっ質疑応答も

示唆に富むお認がたくさん飛びかいました。待問がござ

いませんので，議論全体の中から，これからの住まい・

まち学習の方法論の指摘，転換の中身をすくい上げて，

これからに備えてみたいと思います。

先ほど山E日さんが言われましたように，近代というの

は関係性を捨て去る，いわばそれをどう回復，手草創造す

るかというところに，これからの学びの方法が関われて

いるのではないでしょうか。上から下へという知識の伝

達ではなく 1人ひとりの子どもや市民が，まちに，照

りの人々に，腐りの生命iこ， 自然と具体的に触れるとい

った体験の世界が，子ども自身を内弱から変えていくの

ではないか。体験型学習の方法というのは，おおむね全

体に共感を持って広がりつつあります。体験主義という

批判もありますが，今日の発表の中では，単なる体験だ

けではなくて，体験が呼び覚ます感動》印象

(impressions)を外にあらわにする (exp問 団ion) とい

う，いわば体験を表現する，創造型の住まい・まち学習

の方法的枠組みを私たちは構築しつつある創造的現場に，

このひと時身を霞きつつあるのではなし、かと思います。

いわば「タンケン・ハッケン・ホットケンJだけでは

なくて，出会い，知患を出し合い，そして例を目指すか

ということに関する方向観を分かち合うという fタンケ

ン・ハッケン・ホットケンJr出会い，出し合い，分かち

合い」という中身が次の 8つの今}ワ}ドの柱を持って，

全体に饗き合っていたように思います。

1)みんな違うからおもしろい (M)

体験・表現・創造型，住まい・まち学習についての8

つのキーワードの第 1点、は，みんな違うからおもしろい

です。これは仙台のまちかど博物館の中で，江戸時代の

泥メンコを子どもたちは違うもので作ったということを

称して言われたのです。それにとどまらず，今日の 10

編，及び投稿されている 29編の全部が，中味，地域，や

り方が違います。近代の方法というのは普遍的なる 1つ

の体系立った方法に人々を巻き込んでしまいます。その

ように 1つに方訟を束ねるのではなくて，多様なる，違

う方法を現場で絶ゆまず斜発するという，みんな違うか

ら笛白いというのが第 1点です。これは重要な方法的視

点，あるいは住まい・まち学習をそれぞれの現場から立

ちょげていくときの共通ずる作法ではないでしょうか。

2点目は，アシスト，支援する側とされる側が反転し

あい共に融合しあうということです。する担1]，される側

という近代的な上下関係や役叡分援の構造を抜け出て，

むしろ支援する側，される{郊が状況に応じて融合し反転

し合い共に育ち合うことが重要です。いわば大人，専門

家が子どもや弱し、者に嬉すのではなくて，号車い専問家や

弱い大人が子どもの自発性やその場に応じた新しい創造

的知恵を，人々の心の中に絶ゆまず呼び覚ますのではな

いでしょうか。そういう意味で，アシスト，支援する側

とされる{郊の，共に融合し合うことが大事だと t思います。

3)子どもの感受性?子どもの気付き 7 子どものやる気を

総ゆまず呼び覚まし続けるということ (K)

3点目は，子どもの感受性，子どもの気付き，子ども

のやる気を状洗の中で絡ゆまず呼び覚まし続けるという

ことです。子どもは無限に周りに対して， t設界iこ対して

怒、像力の奨を広げられる存干主であるといいます。この子

どもの感受性と心を膨らませる，子どものやる気を膨ら

ませる，子どもの気付きを総ゆまず状況の中で察知し，

それを励ましてあげるという，この視点が大事ではない

でしょうか。そういう内容についてたくさん触れられて

いたように患います。

4)エンジョイする心が子どものイマジネーシヨン，

持続力?予見カを絶ゆまずふくらませていく (E)

4点目は，エンジョイする心，楽しむことが，子ども

のイマジネ}ション 7 持続カ，予見カを絡ゆまず高めて

いくのではないかということです。ただ楽しければいい

というのではなくて p 楽しいことに直面したときに心か

らエンジョイすることが，想、像力や持続力を呼び覚まし，

生きるカを内阪から農かに握手らませていくのではないで

しょうか。このエンジョイする心，子どものイマジネー

ションの持続力，想像力を絶ゆまず膨らませ続けるとい

う視点を，私たち大人，教師側はどのように持ち得てい

るだろうか，という反省点、が 1つ提起されていたように

思います。

5) ほんまもんに出会ってライフが呼び覚まされる(L)

5点目は「ライフJ，生命そのものですが，生命をi呼び

覚まし得るものがほんまもんの住まい・まち学習ではな

いかということです。仙台のまちかど博物館のおっちゃ

んは，寝たきり老人のごとく，あのt止に行〈寸前に突然

出会った子どもたちの驚くべき制作カと表現力に心をむ

たれて，それでしっかりと立ち渡って元気老人に変わっ

ていったという，あの物諮は私も現場に行って感動いた

しました。子どもだけではなくて，大人も，高齢者も，

先生も，専門家主)，ほんまもんの住まい・まち学習にか

2)アシスト。支援する曲lとされる側が共に融合しあう かわるとき 1 ライブ，生きる力，生命が呼び覚まされる

(A) のです。子どもはこういうもの，というふうにラベリン
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グしないで?ライフを絶ゆまず高めていく，生命のカを あるいは作法としての 8つの要点の頭文字をアルファベ

呼び覚ますことが重要です。 ットで付けてもらうと「みんなJはMですし rアシストj

日)オープンエンドな米来への方向慾を共有し合う (0)

6点自は，オープンエンドな，絶ゆまず関かれた未来

への方向感を共有し合うことぜす。しんどいことはいっ

ぱいあるが， rこれやこれやj と言う，明日への方向J惑を

分かち合うことが大切だと患います。台湾の塙竪の緩験

の中立花咲くことへの希望を共有したときに，子ども

も大人も?生きる力に気付いていくという話がありまし

た。このオ}プンエンドなプロセス?花槻く未来への希

望を灯し続ける，子どもも地域住民も，先生も変わり続

けられるという p そういう潤かれた状況作りが創造的住

まい，まち学習の重要な方法的視点、，作法ではないでし

ょう方、

7)バリューを大事{こしよう (V)

7点目はp バリューを大事にしようということです。

バリューというのは，まさに何を図指すんだという P 悩

{産が大事で，住宅とはこのようにクーラ}がきいて，ガ

ンガン冷えるという物理的性能も大事ですが，長崎の子

どもたちは 47冊の絵本を作りながら，みんな違う成果の

中に， 1人ひとり違う快適性をみつけていました。 1人

ひとりが感じる快適性， 1人ひとりが感じるまちの豊か

さ 1つひとつの地域の中に間有の歴史や文化，生命が

はらまれているという地域のバリュー，生きる価値をど

こに定めるかという，ものづくりの効率性や利便性を大

切にしてきた近代社会が溶ちこぼしてきた大事なこと，

何を毘揺すかというハジュー，価値づくりに気付く仕掛

けが待たれているのではないでしょうか。

8)ええ湯加減のようなカリキュラムを学校と地域が

協働してつくる (E)

8点目は，ええ加減な進め方というと誤解を招くので

すが，ええ湯加減のようなカリキュラムを学校と地域が

協働しでつくることです。世田谷の守山小学校の経験し

かり，あるいは世田谷の太子堂の中学校の子どもたちが

地域の住民から反発を受けながらも，それを乗り越えて

いくプロセスには，まさにプ口グラムどおりに事を進め

ていけばすべてボシャツていました。しかし，守山小学

校の官田校長がおっしゃっていたように，学校というの

は機めて組織的に，体系的に事を進めるが，状況に応じ

て途中で変更をしたほうがいい方向にいくといったとき

には，途中で事業計画を変えるという P 柔軟さが大事だ

と患います。ええ湯加減のようにお互い気持ちよくなる

ようなプログラム，カリキュラムっくり，事の進め方に

収縮していく必要があるのではないでしょうか。

この体験・表現・創造型の住まい・まち学習の方法的，

180 

はA，r子どもjはK，rエンジョイjはE，rライブjは

L， rオー7'ンエンドJは0，rバリュー」はV，rええ加

減なj はEで，読んでみま寸と， rMAKE LOVEJとい

うことです。いま世界は fMakeLove NotWarJという，

すごく速い所で子どもがうめき符をあげ， i立き叫んでい

る状況。それに対する批判もさることながら，それぞれ

の自分の地域に対して愛着を持つ，好きになるというこ

の心が， ';Ii I土世界を変えるのです。 iMakeLoveJ という

キーワードを，状況に応じて絶ゆまず農かに，具体的な

プログラムづくりと実践，その評価，そして交流，さら

に反省を加えながら次なる方向性をお互いに見定めてい

く。好きになるということが役界を変える， Make Love 

がキーワ}ドではないか，こういう大事なことが全体に

響き渡っていたように思います。

粒ぞろいの 10編のご報告に私たちは触れて 2かつ皆さ

ん方からの多様なるご批判と示唆に富むお昔話をいただい

たことに感謝を申し上げます。併せて，この f住まい・

まち学習J は?年に 1匝，桜が咲く前後にこういうイヘ

ントをやっております。来年は 5@]自で，皆さん方の更

なる深い広がりのある経験と議論を持ち容っていただい

て， r 1主まい・まち学習」に対する笛白いイマジネイティ

ブな一世界を共に開いていくひと持を持ちたいと t思います。

来年，また紫様とお会いできることを楽しみにして，今

日はお開きにしたいと怒います。ありがとうございまし

た。

護保古'I.のみとめ

暗鬼雄主良之毘変主義》
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5. 第4囲f住まい・まち学醤j実践報告胴論文

公募要領とその扱い





5岨第4回「住まい・まち学習J実践報告粛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住まい・まち学習の関係者が分野を越えて集い，成果・情報を交換・

蓄積していくことな目的とする。これからの住まい・まち学習の方訟をと見つけるために論理的であ

りながら実践的要議があるもの，また，俗i.lIJ的・実践的でありながら普遍的・体系的要素のある論文，

調交・実践報告を募集する。

テーマー住まい・まち学習 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:2002 年 10 月 ~2003 年 2 月 14 Fl 

公募方法 日本建築学会，都市住宅学会，宮本家政学会， Flヰ堵s市計調学会，日本環淡教育学会など，

各学会誌紙，および，主主築や教育関連の雑誌・新聞など。

原稿 :A4半1J4または6ページ(10，000字または 14，000字程度，民・表・写真含む)

5.3投稿原稿の扱い

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

会のコメントを付す。

発表会応募原稿の中から，公募趣旨lこ沿って特lこ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，①テーマと対象の主章一要性，②視点・仮説・方法の新

機車由性， Q調査・検証のユニークさ，④実践除と当日時者性，⑤分析・論述の合理主性の， 5 

つの祝点、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 ノj寸幸紀美子(東京学芸大学)

木下 勇(千葉大学)

町田万里子(筑波火学附属小f料交)

細照 洋子(建築と子供たちネットワーク仙台)

奈須工E裕(立教大学)

*所属は募集当時

応募先:(財)住宅総合研究慰問住教育係
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〒156-0055 東京都世田谷区船橋 4-29-8

電話 03司 3484-5381 FAX 0公3484-5794

E-m泊1 jusokeI>②mヰ mesh.ne.jp

URL http://www.jusoken.or.jp/ 

20031'ド住総研「住まいまち学習」実銭報告。論文集4





6. 既千l]r住まい・まち学習j実践報告・論文集

1，2，3毎回次





f住まい・まち学習j論文集 (20∞年6月発行)

。学校教書での取り組みから

*海こ生まれた新しいまものコミュニティについての一考察学校と域或放びに泌殺生会

がつくるコミュニティのあり方一

-西尾城下調子4 愛着を深める '"密了かどfみど ~J線検隊'学習の実践ー

・生活科「ま?と探検カメラウォッチングj サボーターは大学生一

・子供参加による学校施設整備に関する実断慨究

*f景樟むをとりしすた住環境教育高等学杉家麟紡授業実践カミら一

。プログラム・シス子ムとして

今井美枝子(千葉市立打粉jφ紛

宇野真里子伎を士官教育大学)

福岡実和(聖カタリナ女子高紛

廊崎議(都協文科大学)

妹尾理子(東京学芸大学)

*街づくり教薄手法をベースにしたj総針力学習ー南カリフオノレニアと仙台近郊の事例を中 佐藤主成(東北文化学園大学)

JLAこ

-住環境教育における学校・地域・専門家の連携に関する研究

*毅子の地減学習プログラム正開発iこ関する報告 学賞君主場裁量デザインワークショップの

実践と課題一

・子どもを対象にした実銭的な防災まちづくり教育のプログラム開発について

.r住まい・まち学習」におけ刻主文化のアプローチー高知県の全出或環境と住宅を学習する教

材0)課題

。自治体での取り絡みから

・まちづくり学習の展開の可制生に関するー ω 考察石)11県・まちづくり大虫干き人間養成伊議 機内雄次(守場宮大学)

事業を例にー

-お飯島とおける住教育への取り絡み住まし、づくり体験室Eから体験学習プログラムづくり 長谷川雅浩(お審議立築地住宅都路研究

理官

*美術の中広住環境事育横浜美総患の試み?市誌のアトリエ・中学匁溝座 三上紀子(レジオンデザイン)

@市民教審・お厘学習として

・住まいづくりに践する中立約学習苦動の可能性について住情報品、う視有Jからー むL上鰍(:11，1'11産業大学)

・模型製作からネぷ住まい 藤居出番怖諸島脊陵女干従潟大学)

・布、の住まし、まち学習康総府税軍のつぶやき 増山乃利子(税馬大学)

・大学伎の自然との親しみ方と住環境需辺の自然総兄とd関連性自然との「共生J1::1向け 石糸晶子(東海大寺町

て

*花と緑のまちづくり活費渉加足進のた喧の市民教育における公共空問機り舌動実習σ:効 平田富士男(淡路景観厨芸学紛

果ー兵庫県立淡路景観題芸学校における錦産学管の取り組み

⑤まちづくり・住まいづ〈りの視点から

-建築特ヰ学生のまちづくり参方組演替の実際一広島犬学「環境計樹額演習jでの西ゐ酒蔵 学敵陣{広島大学)

地区のまちづくり参加を通じて

がまち育て」正悦初当らσ〉干鰯静克0提案型演習による実践と考察大学，市民帯号家に 田中宏実(千葉大切

よる棋譜j学習Jに試みから

ドみつはま生活博物館における子どもと大人のパートナーシッブ型まちづくり学溜 曲回f灘駅務華大学)

*まちに学ぶ、まちを活かすー島匝市・JI[，越し働基を舞台に市民主役のまちづくり物語へー 海道断言(名城太学)

北原勝司(弘前大学)

鈴木賢一(名古屋市立大学)

是非繊子

三浦要一(高知女子大学)

-北九{市丸山・大谷地区のまちづくりと住環境学習ーやまさ均的まちで共に掌ぷ 志賀勉(九州大学)

*杉並まちっくり研究会「エポス」における"まちづくり学習"活動ー契機とプロセス、その成 前野淳一郎(杉並まちづく哲研究会)

果と今後の方向ー

・まち学習三車保」童での実践等と「模型担で免る世田谷σつ鋭蓋展」への協7) まちづくりに 長亀岡IJ((財)j世田谷区都市樹首公;紛

おける信頼関係と担い手育成のきっカ斗ナづくりとして

・まちづくりのためのデザインガイドライン一英国ヒューム地区デザインガイドラインー 漆涼弘(ヨーク大学)

・斜面地を利用した街づくりから考える一分穆縫合住宅における街づくりを過して ;湯型経(京急設計コLサルタン
ト)

・箇産の無垢材と詩型食を活かした家づくり どう悶民の健康を保持しj 健全な国土を再生す 矢間秀次虫~(ATT 流域研究初
るかー

サスティナフコレハウス正提案一埠揚住宅建設業者0)1本質改善策 戸谷英世(階。住宅俊樹生研究会)

く著者は第 1著者のみ。所属l土E芯募当待。*再]は発表論文〉
/骨片唱aOO-Jl可'去、[SIlN4gg3引』引』¥ 申し訳ありません在庫切れです。住総研図書室で総覧可能です。
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f住 ま い ・ ま ち学習J実践報告=論文集 2 (2001年6月発行)

@樹立での取り組みから

*自然繁境と暮らしの知恵Jこかカわり地域と書jる学努徳聾ける学びが住まし呼・っくり

手を育むー

*コンピュータネットワークを利用した交流学習での「パジアフリーのまちづくりjー仙

台市における実践報告その1

-総命約学習としての fみちjを核としたおす学習の展開

-人に優しし、環境を志向する生徒の育成珠境評価詰主力を高めるまち学習を通して

*近代化産業遺謹を生かしたまち学習

fhttp://剛w.niihamaminami~h.kss.ed.jpJ あ泊がねの恩. ~IF球司山にょうこそ

バ演習活用法j によるポケットパークの計頑と評価

・パース作図から学ぶ住まし、

*歴史的滋町職における大学研究室による自発的取り露呈み まちづくりへ向けたすま

い・まち学背

@地域の学びづくりの取り組みから

*主主飛ぶお台場プロジェクト 始まったばかりて十九お台場から刻苦する，私たち“21世

紀の共育"への車部、一

-泌或の教脊jJを生かした子どもたちのまち機寅一彬或おこしと総合的な学習喜正時間にむ

けての件執百雷灼計廼

*'子ども PJjからI;j:;れPjへー普福寺J11におけるまちづくりの取り紘みー

・子どもたちが提案する新謝殻封書想村立美締官を通して村を見つめなおす

・町並み探花貞で郷上学習の実践高知県安芸君E奈半利町立系半'1"1'1今教における総合学裂

の量¥Jj.-

-まちのっくり手インキュへータとしての fコミュニティオアイスj と「タウパ務付eb

サイトj インフォーマノレなスベースからの1 まち育て

-母毅の自然へσ)[思L伎と子どもの自然体験。;関連について都有幼稚閣に子どもを通わ

せ。母親を対象として

• PTA活動から発f合する桜草寺ットワークづくりれの関わり一世照谷区立桜小学校卒業生

120名へのアンケ}ト調査を通して

・コミュニティづくりは“烏の目"をもって 「子育てしやすし鳴fって，どんなまちワ行

政と市民の連携J岬切から

@地域性を生かした住教育

・都市祭礼密簡にみる住まい・まち学習σつ視点、ー福井県の三園祭， 'N:民放生会，勝山記議

長祭を対象としてー

• 1ぶちょうjの住まい・まち学習に衡する提案一主邸樹主に調印章した住教育教材広開発ー

.ヒューマンネットワークによる授業っくり一地期間生を生かした住教育の手引き舎一

• 1総合的な学習の日割問j と連携した高等学校家庭科位農領域の展機一学校と婚或σ;連携

による住まいーまちづくり学習へのアプローチー

@地域樹立・行政の連携の取り組み

*全国一t和、)II~近木:)11の待名返上そに活動から子どもが考えるまちづくり

*自制本におけるまちづくり学習フ。ログラムの機発につν、て )1締まちづくり島勝本「ま

ちは友だち!jの作成を通じて…

*地域環堤学習型景観ワークショップの展開こついて仙台市の景:緩行政の実践からー

*'住環境学習フォーラム 2000jの取税みー総ゲ争t翌日制tι学習カジキュラムっくりに向け

て一地減から考える住まいー環境学習

*災害図上司練IDIGjがつなぐ地域の「紡災iとf人育てJ学校・封出或・行政か連続したIOIGJ
ワ}クγ ヨツプの実銭を返して

*住宅の緑の地域協働による管淫システムの提案とそれを混じた新たなコミュニティー

形成の可能性高断ヒ社会を見据えた緑を通じた住み良し、まちづくりの考察

@その他

・建築の基本用言自に衡する考察 子ども建築用詩集f!;提案

-新しし都市づくりのJ朝流とデベロッノ《ーの役到豊かなコミュニティづくり

藤本勇二(J二号制吋梢

田代久美(宮城大学)

鈴木富美子(愛知教育大学)

加藤俊樹(名吉鹿市立新郊中学問

曲由競住(愛媛大学)

熊野稔(徳 J工業高等事向学問

緩穏由香(新潟I克俊女二T絶対

田中大鋭(東京大学)

棚橋和正(港区:立港l¥!fyJ、学協

酋郡泰樹(松戸市立/1金小学紛

山陪?膏(人イエまちネットワーク)

問中月半塁(群馬大学)

三浦要一(高知女子大学)

秋光馨(持註呉股立大学)

石井晶子(東海大学)

森本八月喜(アトリコ・ハッピーかガ

スト)

爽削除子(IPA日本支部)

碓閏智子(循弁大学)

市村美幸(高知大学)

久{勅日津代(大分大学)

五百11久子(山梨大学)

橋本笈次(貝主主市役郎

官制申哉()I崎市主主的

岡本一郎(仙台市御~

松本千秋(江戸川区4噺)

佐々木童子(itl街道事育大学)

安尾昌子(淡路景観歯芸学紛

山口邦子

戸谷英世(即日住史生産出評究会)

く著者は第1著者のみ。所属は応募当時。*印は発表論文〉 く本体1，21∞何十税、 ISBN4-88331-035-3> 
発売丸善株式会社出版事業部 tel:03-3272-Q521 
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住まい・まち学習j実践報告修論文集3(2∞2年7月発行)

⑮学校での取り組みから

* w夢をかなえよう長松小改造計重詰 総合的な学習の取り総み

*子どもと地域が手を結び実現する夢総合的な学習
一地域のネットワークを生かして学工のネットワ}クをつくる

*総合学習・交流学習で進める「ノサアフリーのまちづくり」

仙台市における実践報告その2

*未来のまちづくりを題材にした総合的な学留の可詑性
一東長町小学校における昌郎心プロジェクトー

-地域lこ綬ざし、学ぶ喜びが生まれる制校づくり

ー共育ちふるさと総合学習・ i車究の奇跡から

・金沢市における子どもを対象にしたまちづくり学習の現状と課題

*住まい・まち学習の総合的な学需での実銭報告

@地域の学びづく唱の取り緩みから

* [われPJ2年目。:進化東京都杉並区松ノ木小学校の取り組み

*地域で育てる学校ピオトープ・'・謹IJ生と管理活用

-地域素材としてため池を活用した環境学習の評儲

明石市立江井ヶ島小学校のため地鋭察会のケーススタディ

・子どものための環境カノレターまち学習におけるカノレタの有効性

-子どもを対象iこしたまち学営ワークショッブを通じた均元商庖笹?との関係性的構築

横浜市金沢区における実践報告

・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

・町づくり協議会 f高知市上町そだての会」の実践報告

-値木生産業と住宅の共生を呂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

-近木)11流域自然大学 子どもの文化調， [) 11の分校」

・青葉通における景観形成アクションプログラムの取り組み

ー景観ワークショップの活用在通じて

。私から始まる学びづくり

*子供からみた住まいとまち私の居住盤ー

*絵本の活用のための基礎的調ままー住教育プログラムの確:'11:1と穏する研究

@その他
・7 ンンヨンの管理組合制度から見たまちづくり 制度設計上の視程よりの考銭

・住まし、と健康健康的な室内空気への取り組制設ける海外動向
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