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フロンティアの要件

一「はじめにJ，こかえて

「住まい・まち学潔」の実践報告・論文集は 5号を発行することとなった。本号l土、こ

れまでの成果をさらにステッブアップさせる内容となり得ている。領域の広がりと方法の

ユニークさが自立つ中、とりわけ、記述内容と発表会での応答内容の向原から全体lこ務係

が斎く感銘を呼ぶフロンティア的論文報告には、次の要件が共通してみられる。

第 1に問題意識とコンセブトのみずみずしさとユニークさて、ある。例えば、ヒト・モノ・

コトの関係性、共生に価値を見いだす人絡の形成、入院性の薫陶を支援・実現していくこ

とに省自民点をおいている論考がいくつもあり、 iF!を号|し、た。

第2に、方法枠組に構築後があり、見晴らしがよいこと。混襟設定の実現のためのプロ

セス全体にわたり、ゆるやかでかっしっかりとした道筋がたてられていること。

第 3，こ、出会いのデザインへの窓図と実行こがあること。地域の住民や専門家や NPOなど、

創造的学習実践を支え方向付けてくれる「逮人j との出会い・交流があること。

第4'こ、体験学習の過程に楽しさと意外性があること。プログラムに「わくわく&リー

ズナブ、ノレJな工夫が重ねられていること。

第 5，こ、表現の多様性と創意性にしなやかさがあること。メディアとしては、視覚的・

文言的・発言霊的・演劇的・工作的など、多元約なものに視野を広げつつテー?と発展段階

にふさわしい手法を選択・実行するとともに、具体的表現手法のノウハウもE重視すること。

第 6に、達成感と窓味づけがあること。かかわった子ども・大人の自己肯定感、日比就感

がすくい上げられるとともに、体験・表現・伝達・交流。評価の流れのふり返りの中で、

感得した倒値や意味への気づきを表していること。

第 7に、自省的態度があるとともに、今後への継続・展望が示されていること。個別姓

と全体性、特殊性と方法一般の聞を往還する反省的視点、からの自己評価に加えて、これか

らの課滋への赴きを示していること。

これらは、本報告・論文集の評価の「ものさしj でもあるが、評価にあたってはこのよ

うなくくりには決して収まらない内面的感動や型にはまらない臨場感や即興性の街自さも

併せて大切にしていることも一言申し添えておきたい。感動無くして住まい・まち学穏な

しである。

本資料がわが陸の住まい・まち学留の発展に役立つことを願うとともに、次年度さらな

る新しいフロンティアlこ出会えることを期待している。

2004年 4月

(財)住宅総合研究財団 住教育委員会

委員長延藤安弘
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第 5回 rj主まい・まち学習J実践報告・論文公募結果

応募数・ 30編

発表依頼数 10編(うも 1繕は発表者の都合により発表できなかった)

(財)住宅総合研究財団 住教資委員会 (20叫年9月 1日現在)

委員長延勝安弘 (NPOi宏人まちの縁側育くみ隊)

委員小津紀美子(東京学芸大学)

11 木下 勇(千葉大学)

" 町sl万里子(元筑波大学F付属小学校)

11 細sl i学子(建築と子供たちネットワーク仙台)

" 奈須志裕(立教大学)
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2. r住まい掴まち学習j実践報告 a論文

2.1 学校での取り組みから





主体的に fまちづくりjに惨麗しようとする中学生の育成 請E困健司"

キーワード 1 )まちづくり学習 2)総合的な学習の時間 3)中学生 4)参画
5)地域との連携

I 研究のねらい

1 育てたい生徒像

ri可をやっても私の勝手，自分以外は関係ないj

仁社会への溺心が薄く，自分のこと以外には関与

しようとしない生徒が培えてきているように感じ

る。しかし，このような時代にこそ，他人と協議し

つつ，自らの意志でより良い社会を作っていこうと

する意欲や能力が求められる。

生徒には， 10年， 20年後に，自分の住むまちに愛

着を持ち，自分からまちづくワに参爾する市民とし

て活躍してほしいと願っている。将来の市民として

の姿につながるように，中学校教育の段階で， r自

分は，まちの役に立つことができるという『自分に

対する自信むと rまちの人と協力して，まちの役

に立ちたいという『まちづくりの主体者としての自

覚むを持った生徒を育てていきたいと考えた。

2 主体的に fまちづくり j に参到しようとする生徒

を育成するために-3年間のまちづくり学習~

生徒がまちの人に働きかけたり，まちの人から働

きかけを受けたりした経験が不足している実態か

ら，平成13年度に，中学校3年陪を通した総合的な

学習の待問の活動として r大曽様のまちづくり学

〈図 1-2-1 3年潤のまちづくり学習の構想〉

これまでの 2年聞をふりかえると， 1年「出会い，

発見，大皆様のまちjでまちを探検し 2年「大曽根

と稲武のまちをくらべてみようJでまちを客観的に

見る自を養い r大曽綬のまちで働き，力を試そう」

3-

ではまちの人のもとで職業を体験した。

「大曽根のまちJで多くの入とかかわりながら様々

な学習活動をしてきた結果，生徒はまちに愛着を持

ち，まちの人の営みに共感できるようになった。ま

た，自分たちの活動が認められたことによって，少

しずつ自信をつけてきた。そして， t:l分もまちのた

めに，作1かできるのではないか， i可かしてみたいと

いう気持ちが芽生えつつある。

3 本年度の実践のねらい

これまでの実践を過して，生徒たちは，自分に対

する自信や，まちづくりの主体者としての自覚を高

めてきた。しかし，まだ具体的にどのようにまちづ

くりにかかわったらよいのかの見通しはなく，実際

に行動するまでには至っていない。

そこで，本年度は 3年隠の総まとめとして，以

下の2つの実践を通し，主体的に「まちづくり j に

参画しようとする生徒を育成したいと考えた。

実践 1 r各地のまちづくりを隷ベてみよう』

修学旅行を活用して，各地で推進されている先進的

な「市民参爾のまちづくり jの実践例を実地調査する。

調ままでは，各地で積極的にまちづくりな進める人たち

と触れ合い，先進的なまちづくりについて学ぶととも

に，まちづくりへの恩いを受け止める。

この実践を通し， r自分もf可かできるのではないか，

まちづくりの役に立つことができるぞ。j といった見

通しを持ち，自分に対する自信どまちづくりの主体者

としての自覚を持つことができるようにする。

実践2 r私たちが大曽根のまちにできること

プロジヱウト OzoneJ

まちの人からの提案を受けて，まちづくりのプロジ

ェクトに実際に取り組む。生徒のアイディアを生かす

とともに，まちの人の意見も聞き，かかわりを火切に

する。また，専門家とも連携して活動を進める。汚動

の内容は，まちの入に発信し，評価を受ける。

この実践を通し r実際のまちづくりに参画し，ま

ちのために役立つことができた。jという実感を持ち，

岳分に対する自傍とまちづくりの主体者としての自覚

をさらに高めることがぞきるようにする。
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E 生徒の実態

1 調査月おと方法 平成15年4月14日 質問紙法

2 調査対象第3学年 212入

3 結果と考察

① f自分はまちの役に立っていると思うか」②「自

分はまちの役に立つことが， {'Iかできそうだと思う

かj ③ fまちの役に立ちたいと思うかJという設問

に対して， TIl'1lのような結果が出た(麹耳サω 1)

; γ一……… 1…… …~  ;;--一一一一一一IT
; ちの伎に立っている EJ 綴 I I i沼とてもそう軒 j 

i f j :いやそう酎 j 
Hまちの役に立つことがで持圃圃総務総総綴務総司 l 11 

I f ; !同まそう思わ吋

| 町役目ちたい冊目 T山 総 ! I '1 [J .f?mt.> t.;:~' I 

0% 50% 100弘

く趨ll-3-1まちにおける自分の立場とまちづくザへの思い〉

直接まちづくりの活動に取り組んだ経験がないた

め，まちの役に立っていると自信を持っている生徒

は少ない。しかし r子どもでもf可かまちのために

やれることがあるJr自分が住んでいるまちが良いま

ちであってほしし、から，役に立ちたし、jと思ってい

る生徒が 7都を越える。また「何をやったらいいの

かわからなし、が，役立ちたし、jと考える生徒もいた。

これらのことから rまちのために行う主主体的な

活動のヒントj と r尖際iこ行動する場j が与えら

れれば，中学生も主体的にまちづくりに参童話してい

けるのではないかと考えた。

E 第 1次授議実践

1 単元 各地のまちづくりを調べてみよう

(24待問完了}

2 活動の重点

雇 瓦E修学旅行の機会にτ 先進的なまちづくりを

行っているまちを訪問し訪照先の人と交流しな

がら直接的 1 体験的に識査する活動を行う。

雇函訪照先の課題別{こ 1 それぞれの調査肉容を

まとめ，ボス';1ーセッションによる発表会を行う。

3 生徒の変容をとらえる手だて

生徒の行動観察，調査内容やふりかえりを記録し

たワークシート，ポスターセッションにおける付筆

紙への記述内容などから生徒の変容をとらえる。

4 篠察生徒について

修学旅行の 5つの訪問先のうち築者が担当する

「パートナーシツプJ(次頁参照)に訪宿先が決まっ

た生徒の中から，まちづくりへの関心 (ll- 3実

態調査参照)の違いをもとに下記の生徒を抽出した。

生徒A (関心の程度 高)

「まちづくり」とは，イ主みやすいまちとなるように家や公園，ピ)vを

作ること。代表者や建設会社を中心Lこ行7が，最終的には住

4 

氏も参加する。自分がまちの投に立っているという自信はないけ

れど，自分がまちのためにできることは何か一つは品ると忠弘まち

の投に立たないと，まちにいる意味がないと忠久

生徒B (関心の税度.中)

fまちづくりとし寸言葉を椅いたことはないが，まちの良いところ

も悪いところも知った住民が，そのまちの良いところを作ってい〈こと

だと忠フ。4月に転入してきたばかりで，自分がまちの投に立って

いるという自信はないが「その気になればできる。付か一つでも投

に立ちたい。Jと考えている。

生徒c (関心の総度。低)

「まちづくワjといっ言葉を鴎いたことはない。言葉から，お年寄り

が花を植えるというイメージが浮かぶロ自分自身がまちのために

していることは付もなく，まちの投にえっているとは忍わないし，投に

立ちたいとも忍わない。でも，やろうと思えばま撃にでもできるのでは

ないだろうか。

5 活動の内容

獲量盟副
sf:江主~~三長量三 ( 3時隣)

修学旅行で訪問する千葉県のまちづくり出POから

講綱を扱き r市民参画のまちづくり jの考え方と，

各訪問先で行われているまちづくりの概要について

算書いた。オリエンテーションの後，生徒各自の希望

をもとに 5つの訪問先(コース)~IJiこ班編制した。

擾麗記語支詞
主主:樹首l~尋:頭 (6時間)

5 つの訪部先~IIに集ま~，事前調殺を行った。

伊IJ : rパートナーシップJ(活動生徒35人)

訪問前の活動の様子

「みんなで私たちの緑地を作ろう jのテーマで，理

怨の緑地公園のプランを模造紙にまとめた。近くの

公E需の利用者にインタビューした内等も反映させな

がら，緑地公繍を作るときに関わる様々な人や立場

を想定して考えていった。どの生徒も，それぞれの

斑で意見を数多く出しながら作業を進めた。

軍費用第一頃~)貫雪崩 (6時間)

修学旅行策 2在日に 5か月号に分かれて，まちづく

りにかかわる様々な人と交流しながら，先進的なま

ちづくりの事例を実地調王ました。

5つの訪照先での活動の様子

①江戸のまちを生かしたまちづ〈り f谷中のまち圃ひと
ゃなか

めぐザJ(略称f谷中j東京都台東区谷中)

・歴史ある「寺町j谷中の生活文化を大切にしたいと

様々な活動を行っているグル…プの人たちととも

に，いろいろなものや人と出会いながら渉いた。

②身近な自然を守るまちづくり 『害虫キも住める市民の

森J(略称f告ヌキj千葉県千葉市)

・住宅地の一角に残されたタヌキが住む森で，手喜ち

業でピオトープを作ったり，樹木の芳生えを保護し
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たり，身近な自然を守るための活動に参加した。

③子どもが主役のまちづくり 『子育てサーヴルと子ども

が作品イベントJ(略称fさくらJ千紫l県佐倉市)

• rまちのみんなで子どもを育てるサ}クノレ活動Jに参

加したり，中高生が主体のまちづくりイベントやロ

ックソーランについて調査したりした。

④行政と市震をつなぐまちづ〈り fみんなで私たちの

緑地を作ろうJ(略称fパートナーシップJ:千葉県千葉市)

.千葉県庁や千葉県立中央簿物館の生態調を訪問 L，

実際に緑地作りの計j舗を立てることを通して，行政

と市民が共に進めるまちづくりを体殺した。

⑤商議衡を核にしたまちづくり f地域通貨ピーナッツで

アミーゴしようJ(絡称「ピーナッツj千葉県千葉可η

・地域通貨(ある一定の地域で流通させている通貨)

「ピーナッツ」によって活気を取り戻したゆりの木街

活街でその実際を謂ベた。

。rパートナーシッブj 当日の活動の様子

① 子菜採庁での活動(午前)

日つの妊に分かれ，それぞれに千葉県職員が 2人ず

つつき，ワークショップを行った。 NPOやF↑H誌の役

割と意義を学んだ後，従来型の行政主導による旗設の

整備ではなく，地域住民がどのようにしてまもづくり

にかかわっていくのかについて，あらかじめ作ってき

た緑地公隆プランをもとに話し合った。(図ill-5-1)

生徒CI土，活動中に何度も発言し，自分の疑部やア

イディアを多く出すことができた。ワ}クショップを

終え， iNPOは

行政と市民をつな

f架け橋の1史観を

していて，ボランティ

7翁神が支えてい

るんだjと環恕に

燃えて働く NP

Oの活動に心を

打たれていた。<殴盟-5-1ワーヲショッブの椅子〉

② 千葉県立中失1専物館での活動(午後)

まず，生態圏(広大な緑地公開)を歩きながら，公園

管理の実際について続いた。その後，市民参自主で作っ

た公民を，市民(NPO)が専門家の支援を受けながら

管理運営していくことをイメージして，各班の緑地公

園プランをさらに改良していった。

生徒Bは， i緑地は作るときでばかりでなく，作った後も大変

なんだな。Jと，公園の維持管理の大切さや大変さにつ

いての話に心を動かされた。生徒Cは， i !NPOにえり

ないことを博物館が祷ってあげるんだよLと間いて一部の人だけ

で物事を決めるのではなく，いろんな人たちとのかかわりつながりが

大切なんだと感じた。Jと専門機腐と NPOの相互様子誌に

気づくことができた。

極極通四
荷主主王女:~~~~~~~~j併券説話ま長: (6特!間)

自分の訪問先における，①まちづくりの良さ@出会

った人③自分たちのしてきたことの 3点、を強調してポ

スター(4つ切り E軍用紙4枚分の大きさ)を作成した。

夜反対J主云豆長五三 ( 2時関)

体育館において 3年生余員が，発表役と!習き役を交

代しながらポスターセッション形式で発表会を行っ

た。(1i'lI滋-5ω2)保護者，大曽根商f苫街やI主役所の人も

招待した。

間き手は，発

表を餅きながら

メモを取り， j寸

筆紙に「発表で

紹介された『人』

についてJr大曽

根のまちづくり

に生かせそうな
く思ill-5-2 発表を衝く様子〉

こと jをそれぞれ記入して，発表が終わるごとに各班

のパネノレに貼り付けていった。

すべての発表が終わったところで，自分の縫のパネ

ノレに貼られた付筆紙を見て，発表会をふりかえる時間

を作った。それまでやや騒がしかった会場が静まり，

自分たちの発表を開き手がどのように受け止めてくれ

たのかを知るために，真剣に付筆紙を見つめる姿が見

られた。(隠霊 5-3)付雪量紙に書かれたfこういっ考えで作

られた公爵があったらいいな，と思ったJiたくさんの人に出会った

んだね。まさに一期一合じゃん。 jという生徒の言葉や，保

護者からのiNPOの重要さについて教えてくれた千葉県庁の

人は，とてもいい人だね。jなどというコメントに対し，生

徒Aは， iみんなの感想を読んで，自分と同じふうに思ってくれ

た人がいた。jと，生

徒日は「みんなの

感想に，良いことが

たくさん書いてあった

から，ポスターセッシ

ョンで，みんなに千丘

えあフ活動をやって

良かった oJと記述

できた。<閲盟 5-3 付議紙奇見つめる様子〉

ks， 'J fl¥.:t _g! 

5-

経ご記j:)~員証言語、万:争I~ f5.~誕 ( 1時務)

活動全体をふりかえるとともに，これから大曽綾の

まちにできることを考えた。生徒Cが「まちについてかか

わったり，人とかかわったり，いろんなことを自分たちでもやれると忠

弘だから今回の体験を生かしたいリと訟述したように， ど

の生徒も r何かできるかもしれないJという気持ち

を高めることができた。
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6 第 1次実践を終えて

次留は，実践の前後における「まちの役に立つこと

が何かできるJrまちの役に立ちたし、jと考える生徒の

都合である。まちづくりへの前向きな思いが増加して

いる。(図縫-6-1)

く留ill-6-1 段分のまちづくりへの思い〉

。生徒Cのように活動lこ消極的だった生徒も，積極

的に活動し，自分も大曽根のまちのために役に立ち

たいと考えられるようになった。これは，市民参到

のまちづくりを行っている人と交流しながら活動を

行ったことで rまちづくりを進めている人の患いj

を受け止めることができた効果であると考える。

o ef言を持って活動できなかった生徒も，自分の考

えに自信を持って活動しようとするようになってき

た。これは，自分の訴えたいことをポスターセッシ

ヨンで発表し，潤き手の肯定的な評価を付築紙で確

かめられたことの効巣であると考える。

@ 一方，積極的に活動できない場商があったり，密

信を高めることのできなかった生徒もいた。これは，

調資活動が実際の大曽般のまちに生かせるかどうか

についての確かな自信を持つことができなかったこ

とに朕隠があると考えられる。。第2次実践では，生徒の中で高まってきたまちづ

くりへの思いを，大曽様のまちで具体的な提案や活

動に結びつける。そこでは，大曽根のまちの人の思

いを直接確かめ，その上で実際の活動に取り組み，

まちの人から，活動に対して「肯定的な評価」をもら

えるような手だてを工夫して進めていく。

N 第2次授業実践

1 単元私たちが大曽根のまちにできること

プロジニεクトOzone (17時間完了)

2 活動のE重点

逗固まちの人から依頼された 7 中学生に取り緩ん

でもらいたい具体的な地域の課題(ブロジェヴト)の

解決に向けて。実際に活動や提言撃を行う。

長画プロジヱクトの成巣を大曽根海底街で行われ

る秋祭りで発表し 7 まちの人iこ晃てもらうことによ

って，様々な入からの評価を得る機会音作り，ふり

かえりの場面で活用する。

3 生徒の変容をとらえる手だて

第 2次実践では特に，議査内容などを記録するもの

とは~IJのふりかえりワークシートに毎聞の活動を記録

させ，担当教員がコメントを記入して返却する。この

各屈のふりかえりワークシートと活動の様子，最終成

果物などから生徒の変容をとらえる。

4 観察生徒について

4つのプロジェクトの中で「レスキューJ(次境参照)

を選択した生徒の中から，まちづくりへの関心(血-

6)の違いをもとに下記の生徒を抽出した。

生徒D (総心の程度高)

修学旅行では，谷中で自然とも人とも梼わり合えるようなまち

づくりを体験してきた。これを大曽根に生かせるのでは，と思うl.

+まで住んできて，お世話になっている大曽根に何か投に立ち

たい，関わワたいと忠弘すご(! 

生徒E (関心の程度中)

修学旅行ではゆりの本商庖街へ行ってきた。親切な人たちと

鴻わり令いが持ててとても良かった。でも，島分がまちづくりのため

にイ可かできるとはあまり忠わないし，イ可をしていいかわからない。

生徒F (鑓心の程度中)

修学技行で谷中に行った。これを大曽根のまちに生かすのは

識しいと感じたので，自分がまちのために付かできるとは品まり忍

わない。でも，谷中の人がみんながんばっていたのを見て，自分も

まちのj主に立ちたL、とは思った。

5 活動の内容

6-

睡 I::I:I!詔
主江主:長芳三伝達:記 (2時間)

学tz:の区政協力委員長さんらに，中学生と共に取

り組んでいきたい地域の課題(プロジェクト)の解決

に向けての活動や提案を行うよう，生徒に依鎖して

もらった。依頼を受けた生徒は， 4つのプロジェク

トの中から，希望するプ口ジェクトを選択した。

4つのブロジェヲト ①~④のプロジェクト ~IJに活動

① 学区の防災マップを作ろう(略称:レスキュー) I 
・東海地震に鍛えて，学区の「危険な場所Jr役に立

つものや施設Jなどをまとめ，学区の入の準機・避

難に役立つ防災マップを作る。

②学総!こ新しい公翻を提案しよう(略称 公鎗)

・土地区岡整理事業の繋備計国iにある公魁の予定地

にどんな公僚を作ったらよいか，あったらいいなと

思う公匿の姿を，紙芝居の形で提案する。

③ 矢隠JIIの未来を考えよう(略称・矢隠}l1)

-学区にある矢悶)11を自分たちの視点で再発見し，

地域の人の;意見を取り入れながら今できることを考

え，未来の矢隙)11の姿をどうしたいかを提案する。

④オズモールを鐙世上げよう(略称 オズモール)

.大曽娘蔚j苫街(オズモーノレ)に多くの人が集まるよ

うにするためのアイディアや，秋祭りでの活動を考

え，提案・参画する。
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生徒Fが， r自分たちのカが必要とされていることがよ〈わか

った。弔ってみないとわからないけどE 自分がすることでまちが変わ

るなら， wやることはちゃんとοらないとjと感じた。」と記述する

ように，どの生徒も f自分たちの力が必要とされてい

るj と感じ，やる気ど期待感が高まった。

医麗五盟三星
銅孝弘どりj貴章~ (8時跨)

各プロジェクトごとに，今後の活動内容や日程など

を確認し，それぞれの活動を進めていった。。rレスキューj の活動の線子(活動生徒23人)

① 防災の専門家から，妨災マップ作りを学ぶ

地震の基礎知識について学んだ後，中学校周辺の

f危倹な場所Jやf役に立つ施設jを忍いだし，地図上

に書き込む作業を行った。生徒Dが， r地震が来る

前に知識が必要なこと，いろんな車約の中でよLえすることの

大切さがわかった。どんなことをしていくのか少し不安だが，マッ

プ作りは楽しみ。大曽根に少しでも1主立ちたいと忍フL，やる

~も自信も品る。 J と記述したように，今後の活動への

意欲や自信を持つことのできた生徒が多かったが，

生徒 Fのように， r阪神j主主各大震'Aのピデオがとても怖

かった。これからどんな活動をしていくのかはだいたいわかったけ

ど，あまり楽しそうではないし，'9くのがいやだから，やる気も島f言

もあま可ない。Jと不安を持つ生徒もいた。

② 中学校周辺を歩き r防災のE!Jでまちを見直す

災害時に「危険な場所Jr役に立つ施設jを探しなが

ら，中学校路辺を歩いた。(図!V-5-1)密集した伎宅

地のあちこちに設置しである消火器や，通学路のブ

口ック塀など，普段気づかなかったことに気づいた

生徒 Fは， rどこに付があるか，危険はないか，ということをえ

る視点が持てた。

活動はかなり疲

れたけど良かっ

た。少しこの学習

に興味がわいてき

た。やる気も白イ言

も出てきた。 jと

活動をふりか

えった。
〈図N-5-1野外で調査する様子〉

また，誠査中に出会った人に，地震への織えなど

についてインタビューした。入と接することに苦手

意識を持っている生徒Eは， 人でインタビューに

告主戦し， rインタピムーするのが苦手なので，どきどきしながら

やった。大地震を心配していたり，地震時に子どもたちが無事

でいてほしいと忠つメ、たちのために，わかりやすい地図を作可た

いので，やる気が出てきた。Jと活動をふりかえった。

③ 4つの小学校学区!こ分かれて誠査する

大曽線中の学E互にある 4つの小学校の周辺を 1グ

ノレープずつが担当し，調査範簡にある進をくまなく

7 

歩きながら調査した。

また，防災についての意識も調査した。生徒0が，

「消防図的人や地域の人にインタビューすることができ，いろ

いろなことを教えてもらった。私たちの地域の安全を守るために，

活動している人のことを知ることができて良かった。jとふりか

えるように，消防団を紹介してもらい，夜筏話を聞

くことのできたグノレ}プもあった。

④ 調資を防災守ツプにまとめ，発表準備をする

日1大に紘大した地図上に，消火栓などの消防施設

の位援を示すシーノレ，危険筒所に関するコメントや

写真などを貼りながら，調査内容をわかりやすくま

とめていった。また，発表原稿作りなど発表の機織

も進めていった。生徒EI土，マップ作りに積極的に

参加し， r大変だったけど，地図の仕上げがうまくできた。人

前でしゃべることには自信がないけど，みんなが一生懇命に

やってくれているからフまく進むんじゃないか仏発表に向けて白

信も少し出てきたし，やるましはとても品る。Jとこれまでの清

重由への満足感を持ち，発表会への自信をのぞかせた。

臨語調
3.芳一裡湾局衛(J)，務費量司T;，(f)_活動 (5詩情号)

すべてのプロジェクトが， 10月19日に行われた f大

曽綾荷庖街秋祭り」に参加して，それぞれ活動を行

った。 fオスモーノレ」グノレープは，地域の神社にある

「端議みこしj の担ぎ手として参加したり，路上(歩

行者専用道路)で音楽や踊りの披露，機擬活やバザー

の開催(収援金はNGOを逸してスリランカへ募金)

をしたりするな jf，様々な活動を行った。 fレスキュ

ー Jr公閤Jr矢田

) 11 Jのグループ

は，高庖衡のZR

き!占舗を会場に

して，それまで

にまとめた各プ

口ジェクトの成

果を発表した。

(図W却炉2) く劉N-5-2空きIii鏡で発表する練子〉

「レスキューj の生徒も，まちの人に庭妓，自分

たちが作成した防災マップについて発表した。マッ

プだけではなく，非常用持ち出し袋の中身も実物を

見せながら紹介した。

発表のたびに，見てくれたまちの人たちにアンケ

ートを行い，発表を評価してもらった。

区西支]J
i芝嗣?五五，1::，ごと}三議誌を益.:'):がえ:長: (2時間)

① まちの人からの評価をまとめる

秋祭りにおける各グループの発表に対して，まち

の人から寄せられたアンケートに著書かれた内容を，

付筆紙を使って整理した。
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まちの入からは「マップが詳し〈きれい』こまとめてあって良

かったJi発阜のしかたにエえがあ仇わかりやす〈堂々と発表

していたjなどの肯定的な評価や， i前を見て自信を持っ

て話してほしし、jという改善点が具体的に書かれた評鏑

をもらうことができた。生徒は，肯定的な評価には

自信を深め，改善点についても納得しながら自分た

ちの活動をふりかえることができた。

② 噂門家からの評{謹をもらう

4つのプロジェクトそれぞれに関係する専門家を

招き，プロジェクトに対する評価をもらった。

fレスキューj

l土，マップの内

容やまとめ方の

評価，災害時に

おける中学生へ

の期待な どの

認を潤いた。

(関!V-5-3) く図W-5-3評価を受ける様子〉

防災の専門家からの評価

地図がきちんとできていて，感動しました。え宇，記号，色づか

い，写真などがわかりやすくエえされ，これは使えるマップです。

大人よ可も地域のことをよく知っている君たち中学生が，史害

時には人を効ける1~'1 に田れるのではないでしょうか。

③活動全体をふ甘かえる

様々な評価を受け，最後に自分自身でふりかえり

を行った。生徒庄は，下記のように記述した。

活動に対する良い評価が~く，ありがたかった。まちの人たちに

今まで気づかなかった婦に気づいてもらうことができて良かった。

まちづ〈りは今まで自分にはできないと忍っていたけど，やっていく

につれて自分たちにもできると思った。みんなのためになるならこれ

からもやりたL、し私にもできることがいっぱい品ると忠)，

一 一6 第 2次実践の成果

子悶 l土，穿~ 2次実践のふりかえりを学年金生徒分集

計したものである。(1i!I!V-6-1)活動lこ対する満足度は

ぷ常iこ高い。

l -4L;ム出云員二 j
置とてもそう思う

まちの人{準価して た園周闇困層圃昨誌3滋綴綴;潟 II I ~ F腸開閉守田-今回4 品「尚品説副汁-ωム寸 l闘ややそう思う 1 

|問題のま…良時感じた一一一川川 11 町 村町j
一一ιωωω..Lω___J I ロそう懸念?t~い

やって良かった む認さ鑓滋総祭IH L 

一一一)よ 」

Lー(

。% 20% 40% 60% 80% 100有

く隠W-6-1 プロジェヲトOzoneの活動をふりかえって〉

0 生徒Fのように消極的だった生徒も，活動に意義

や楽しさを見いだし，進んで鴻動できた。また，人

と接することや発表に不安のあった生徒Eも，まち

の人を煎;こ，自分たちの活動の成果を懸命に伝えた。

とれば，実際にまちの役に立つ活動をし，まちの人

と寵後向き合ったことの効果であると考える。

。どの生徒も，まちづくりにかかわることに自侭を

つけ，これからもまちづくりの活動に参画しようと

する意欲を持つことができた。これは，様々な人か

ら自分の活動が認められた成楽であると考える。

V 研究のまとめ

下凶は，実践の前後における rまちの役に)，'[つこ

とができる(自分に対する自信)Jとfまちの役に立ちた

い(まちづくりの主体者としての密貿:)Jという，まち

づくりへの思いの変容の様子である。(凶 V-1)

芹lf両主Flil! 
1I事h 空t-il

く劉V-l 自分のまちづくりへの思いの変容〉

まちづくりへの思いの変容と，ふ切かえりの記述内

容を見ると，自分に対する自信と，まちづくりの主体

者としての自覚が高まりを見せてし、ることがわかる。

このことから，各地のまちっくりの築地誠査を通して，

それまであまり意識していなかった「まちづくりへの

参爾jの見通しを持ったこと，実際にまちづくりに参

画して，様々な人から肯定的な評価を受けたことの有

効性が機かめられたと考える。

ー方， 一郊ではあるが 2次実践後に自信や自覚を

持てなかった生徒もいる。これは，生徒が進んでやり

たいと思える多くのプロジ zクトを用意できなかった

こと，プ口ジェクトの活動内容をしっかり伝えられず，

納得してプロジェクトを選ぶことができなかったこと

が獄図であると考える。そこで，今後は，多くのプ口

ジェクトを用意し，プロジェクト選択特に参考になる

ようなガイダンスの充実を凶ることが必要になると考

える。

これからも，まちを舞台に，実際にまちの役に立つ

活動を行い，まちの人から綴りにされ，主体的iこまち

づくりに参磁しようとする生徒を育てていきたい。

'1 名 l古屋市立大曽援中学校教諭
中学校における総合的な学習について実時

的な研究を積み重ねている。地域の人と関わ
りながら行う活動を通して生徒の生きる力を
育みたいと考えている。
専門は理科(生物ト環境教育
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地域の『人やもの圃ことjと爵わり，自分を見つめる学習活動

クロスカリキュラム「自分を見つめてj の学習の実際から

高橋ちあき

キーワード 1 )米作り 2)爵語科 3)ヲロスカリキュラム 4)表現活動 5)ポートフオリオ

I はじめに

米作りの学笥が各地の学校で f総合的な学習の時間jに

行われている。日常の生活の中では体験できない農業体

重量を学習の中で行い，収穫の喜びを実感することをその

ねらいとしている。自然とふれあう中で，子こどもたちは

塁豊かな心を育んでいく。

本実践では，ここから一歩進んでf米作りを通して変

化していくであろう自分を見つめよう」という大きなテ

ー?を追求してく。「体験→表現」というサイクノレをスパ

イラノレ約に強化し，そこから，米作りという体験学習と

自分たちの成長を結びくけていく。

そうすることで，子どもは自己をも内閣に取り込み，

大きく成長していくのである。本稿では，その子どもた

ちの成長の過程を明らかにしていく。

E クロスカリキュラムの殺事量

クロスカリキュラムは，変化する状況の中で自らの力

で自己の生き方を発見~， r人・もの・こと Jと共生して

いく人格の形成を支援していくことを目的としている。

本実践では，米作りという課題を追求する中で，対象

への認識を深めるだけでなく，課題発見力・学習計衛力

・1情報操作力・自己評{活力などの学力も子どもの中に育

てることをねらっている。そのためには，稲作体験や地

域の人々とのふれあいといった体験的な学習が重視され

なければならない。そこから， リアノレな感謝jや感受をし

て認識を広げると同時に行動力(生きるカ)が育つので

ある。そこまで，学習の伺擦を高めるとすれば，各教科

・領域・総合的な学習の時間が意図的・有機的に仕緩ま

れたクロスカリキュラムでの学溜活動の展開が不可欠と

なるのである。

磁 本クロスカリキユラムの要件

1 稲作学習を紫栃とすること

本校は新興住宅地であり，佐世保市の郊外に位置して

いる。 f広IEJという地名が示すとおり，住宅地としての

機発が始まる前はたくさんの田んぼに臨まれた農業が盛

んな土地であった。現在は，学校は住宅地に阻まれ昔の

面影はない。今飴，本校第 5学年が借用した IEんぼは，

学校から徒歩で 5分ほどの位置にあり，罵図はやはり住

宅地である。地域の方々が呼り通して来られた閏んぼで

ある。その回んぼで米作りの学習を行うことで，地域の

人材や環境とふれあうことができるのである。

9 

また，日本人の主食である「米jの生族学習を体験する

ことで，共済1作業を過して友達伺士の関わりを深くする

ことができる。更に，稲作という子どもたちにとっては

非日常約な活動を体験することで，食料生産や労働への

意識の変化及び自然の偉大さに気づくことができるので

ある。

2 r体験→褒瑛J活動がスパイラJj"に存在すること

体験学習を主綴に貫いた学習を基礎学力の酒養と連動

させるためには，表現活動を体験とセットさせることは

欠かせない。ヰ;実銭では，特に厨語科の f話すこと・隈

くこと」や「書くことJにおける表現とのセットを意図的

に行った。体験を言葉という記号へと変換させる過程に

こそ自分たちの営みをふりかえり，高め，価値づけるこ

とが可能になると考えている。

3 地域の人材や専何家とのネットワークの穣立

専門的な学習活動が必要な場合にl土地域の人材や専門

家との支援を多様に受けた。テー7 ・対象に応じて，支

援者と話し合い，ネットワークを確立していった。それ

により，子どもは悩伎の高い体験や学びを得ることがで

きた。以下本実践の協働者と支援の要件をあげること

にする。

( 1 )米作り体験支援→指方フヨ氏(地域人材)

( 2 )米作りに対する専門的な知識

長崎県の米作り・米の最新利用法

稲の害虫・益虫，稲の病気 等

→鶴長あずさ氏(県農業改良普及センター機長)

( 3 )コンピュータを使った番組編成の支援

→南部幸久氏，茂木賞之氏(佐世保高等)

(4 )体験 (IE楠えや稲刈り)の挟像収集

→地域のピデオクラブ

m r自分を見つめてjの実務から

1 大単発図様及び構成

次ベージ・資料 1- 1参照

2 実涯学級 佼被保市立広間小学校 5年 3組

3 学習の実際

(1 )追求のチーマを決定する段調書(4J!l)

5年生では社会科の学習で，日本の稲作について学習

する単元があるο 自分たちも稲作をしてみたいという子

どもの緩いと稲作を素材に学習を展概したいという教師

側の患いが合致したところでこの学習は始まった。
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〈資料 1-1 守口スカリキユラム〉
第5学年 地域領域クロスカリキュラム矯成関

『自分安みつめて~お米からのおくりもの』全 116時間

目i米作りを体験したり，地域の人々とふれあうことを過して，それらの文化や人々と自分の生活とのつながりを実感することができる。また，それら
標 iの体験を通して，仲間の存在や自分自身の変容を感じとり，自己的生き方を考えることができる。そのことを，様々な方法で表現し，保護者ペ寸費業協

力者に伝えることができる。

(1 2月) 4時間

(1 2月) 4時間
(1 1月-12丹) 24時間

飯家るf。収おす族tい穫fるへし秘届しっい訣たてけごおをおるは凝米いんパをしるをン〈使り炊フ，っ元ベレ秘て続ょツ書理，う長jJ お実ト作習いすりしをるく1。す3 
『お米から由おくりもの00で伝えよう』 家

z増t場税将禅殿川譲市λ若草寺fzhiii建 韓
庭国

へ作伝成え，し事た0び0を分を保か護ち者合やう。地域の人々

合
語

(10月) 3時間

(1 1月) 1 5時照
家

『で曹1ごお来iま00米J

fOO作りをしようj
こし合生と産かったらしデ生た米ザ産イ流の通プン¢¢ラ仕袋ン強ドこ名つみをめを決知る。める。そ，罰rJ: 総 蔭

マなを伝槽操を伝報業え晶たえ歩い0力る0視者よ点かでう伝なをら構決学え成ぶめるO埠，を効考合果のえ的留る。意にテ多点等ー量リ
※ 合 (10月) 1時間
f “一一一一一一一一「

綬てこ作のお(~I間文iど主主，を計計書額画き)1的たに ; 選 『学級新聞つ〈りJ
め (1 1月) 3時間

立場の異なる人の考えを大切にすξ
fOO様作垂員会費作ろうj

¥一-ー-一一..員"一月...隣...)
学活

合いどんj 役な割賓現を決方法めでる何。を伝えるか話し

(6月-10月) 25時関

※ f務作にチャレンジ』

(5月) 2時期
輯

静止
社 『農曹に学べ。こ曲作ザ由掴車J

の交流) 会 よい門こ家め作からりのたらめの材長件すはる何。か罰
合 ベ，専 さ に 軍

流) (5丹) 1時照

書こfよと藤のり幹高大1い切号呂さ由擦を父知にj向る。かつてt 努力すξ

(4月) 1 1時償
(5月) 10時間 (5月) 2時間

『童料生産を支える人々』

f{米f自作動自車垂工員場全苦会狩長宇拍し手て引』き}審査作ろうj 学 『米作り豊島幸を作ろうj

国

-・ 情調役を米り考割報べ作のえを方たをりてま委考法こ，員とえをとめ自調会をて分Jでjべもの手本，ると考引や。に自えき分イ，委寄を文のン員効を所会書タ室果作生属ーと的る体すネし。にのてるッ書総委，トく員集みでa会米立め作てのた

活 いるど。米ての作委話よ員りしう会合をにいごしす，るてと集米たに作知めめにるりらせ必香か員話要る会べなし仕合をき情事組う織。報につをす 」

社

語

官ム

(4月) 1時間

輯
f自分をみつめてみようj

合 オ.対自うリ分すエど投をンる期テ見げつーか待感めけシ直，やヨす方ンこれ学向習性かををら体共の験学有習すしへょ

る。
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ただ，全員が始めから積機的な姿勢とは限らなかった 0

:1:1こまみれるのが嫌だし，虫が嫌いだという子どもも少

数だがし、た。しかしながら，不安はあるがやってみよう

とし、う結論に達した。

まず始めに，米作り学習でどんなことをしたいかと尋

ねた。子どもからは，農作業をしてみたいとか，稲の観

察をしていきたいという体験に関することのほか，米が

できるまでや害虫について知りたい等の知識に関するこ

ともあった。また，農家の人の鱗いや苦労を感じ取りた

いとか友途と仲良く作業をしていきたいという他者との

濁わ明をあげた子どももいた。更に言語し合っていくと，

米作切を体験して自分たちがどう変わっていくか，その

歩みを記録に残したいという意見も出された。これら全

てをi皐求の課題とし，その課題をくくる大テーマを『自

分をみつめて』とした。

吏に，これからの過程を「書くことJを通して記録して

いくことに L この学智全体で自分が身に付けたいカに

ついても考えた。

(2)聖士会科や翻諮科と連動して，稲作の怨識を量豊かに

する段階(4月下旬-61!よ匂)

この段階では，稲作iこ対する疑問の追求を過して知識

を豊かにしていった。

社会科の時間の内容を自分たちが米作りを体験して学

ぶという学習の動機付けとした。米所新潟県の農業を調

べることで一般化を図った。(学習内容については前頁

資料 lを参照)しかしながら，実際に米作りをするとな

ると教科書書で学ぶだけでは不十分である。学級のほとん

どが穏作の体験が全くないからなお一層である。

そこで，学級の全員で構成する『稲作委員会』を作る

ことにした。子どもが必要書と考えた委員会は，以下の日

つである。

・悶植え委員会 ・稲刈り委員会

・益虫答虫委員会 ・:!jI'取り委員会

・米知識委員会 ・幾事腐委員会

これらの委員会は，これから自分たちが遭遇するであ

ろう農作業や疑問iこ対応するためのガイドブックとなる

ファイノレを作った。各委民会では，どんな情報が必要か

話し合った後でインターネットや本で情報を採った。し

かし，それでは不十分ぞある。更に， l県の農業開発普及

センターの鶴長

氏に来校いただ

き，子どもの疑

問や笛ができる

までの様子等を

話していただい

た。

間おこしがす

んだ田んぼへ出か く写真聴可3-1鶴盛氏との学習会〉

]
 

け，地域の方で地主

の指方さんを訪ね，

取材を行った。また，

苗の雛祭も行い記録

にまとめた。種籾か

ら苗への成長も子ど

もには大な驚きであ

った

〈写車M-3-2種作署員会〉

(3)穏作にチャレンジの段階

(5月下旬から10月上旬〕

①種粉や替の緩著書(5)司)

教蜜でa纏え間近な箇とその種籾を観察した。初めて

自にする子どもがほとんどであった。薬は弱々しいのに

根がしっかりしていることや自分たちが知っている稲へ

と成長することが信じられれないという声があがった。

通学路で幾度となく自にしているはずの苗も普段の生活

ではほとんど気にとめていないことが明らかになり. Ji詞

翻に当た哲前に存在してる稲への興味関心が高まった。

②羽織え椴の図んiま!こ行こう(5!'l-6月)

flEおこし~しろかき jまで進んだ間んぼの観察に数回

通った。はじめは.IEんぼにあふれる緩の水が溜まって

いるのを見て足がすくんでいた子どもも畦道を歩いた

り，土をさわっているうちに，周囲に促されて限んぼへ

入っていくようになった。

「ムニョムニョしていて，とてもf!':が喜びそうな士。

でも少しくさかったです。 jと記していた子どもも，何

翻か観察に通ううちに「一歩目を入れたときには. ~ズ

ボッ!~と音がしました。深かったです。こんなに深い

とは怒わなかったので，ピックリしました。この照まで

くさかった土もあんまり気になりませんでした。問機え

がもっともっともっと楽しみになりました。 Jと変イとを

みせてきてる。田被え前の悶んぽへ観察に通ったことは，

尻込みしそうな子どもへもいい機会になったし，田様え

がしたくてたまらない子どもへも作業に対する慎重さを

感じさせるのに有効であった。

③待ちに待ったB植え!(6月)

問植え訴の準備として，問植え織を作ったり，田様え

委員会からの般

装や注意事項の

提案があった。

問植え当日は，

現地で地域のカ

々から手順等の

説明を受けて

後，作業を開始

した。

〈写真m-3-3毘繍えをする〉
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地域の方や保護者との泊植えは楽しく，次のような感

想を残している。
作一一一一一一一一一

そして・・苗を植えました。三本指で・・と教わった

ので p 三本指で中指の第二関節まで植えました。そし

て，少し引きました。すると，上手に縫えれました。

そのときは，すごくすごくうれしかったです。(中絡)

・・・そして， ピックりしたことがあります。それは，

農家のおばさんが稲をパッパッと素早く様えていまし

た。すごいなあーと思いました。

〈資料m-3-1 鴎櫨えの感想〉

間被えを体験することで，子どもは様々なものを得た。

楽しい体験という表面的な感想よりも，農作業の大変さ，

友達と助け合ったこと，自分たちが調べたこと実際の作

業を比べてなど，体験から考えたことが多く述べられて

いる。これは，体験のみでなく，自分たちで調べながら

関わってきた過程があったからであろう。

④穏との関わり (6月中旬-10F!上旬)

i )穏の観察

宙機えから穏 ~IJ りまで継続的に務の観察を行ってき

た。観察の視点として必ず入れてきたものに，気温や水

滋・草丈・水の量などのデータがある。このことは，後

に今年の穏の不作を裏付ける資料ともなった。また，隠

の水量を識べることで，水の管理の大変さを実感するこ

とができた。

稲の観祭を続ける中で，子どもは隠に住む水中生物や

ヘピ・サギ等と遭遇し，驚きと感動を得ることになった。

2学期には，草丈が

1 m近くまで伸びてい

た。子どもたちは台風

上経や冷夏の影響で不

作が予想されることを

新潟等で感じていた。

地域の方と I本の稲積

についた米の粒を数えてく写真軍一3-4 9月の飽んぽ〉

みた。やはり例年と比べて米の数は少なかった。

~:> 

兵
'<0ム{

i:1.ぷi

( 1 j ) 

翻んぼの観聖書〉

ぐーんと伸びた草丈と共に水量の変化にも心を留めて

いる。稲がカぜですれる音，土のにおい，地域の方との

ふれあい，稲という横物のすごさ，全てにおいて感動す

る子どもの姿があった。

ii ):草取りや濠取り作業(6月-9F!)

回植えまでの体験は，子どもが体験自体をすることで

精一杯な状態であった。それまでに得た知識と体験を結

び付けることの繰り返しであったと言っていい。

草車(~や善草取りを体験することで，米作りの楽しさと

共に大変さを感じることになる。その中で，自分たちを

支えて下さる地域の綴方さんの存在を強く感じていっ

た。更に，協力し合う友達の存在，稲lこ対する愛情が高

まっていった。子どもの記録にもそのことが記されてい

る。
戸

水温 29"C， 気温 3Z"C， 主主丈 46 cm 

著書くて，暑くてたまらない。この前，敬った草も

あっという関にまた生えてる。藻もドロドロ。田ん

ぼにはいると土はドロッとしていて，下のjil土冷た

い。土は異様にくさい。蕊取り・・・やりたくないと

思うときもあるけど，やらなきゃ私たちの稲は育た

ない。 Iさんも顔に土を付けながらがんばっている

私もやらくては。それにしても指方さんは，私たち

が閃んぼに来れない院も毎 B穏の世話をして下さっ

ている。感謝の気持ちでいっぱいだ。草取りをしな

がら rこの稲はみなさんの稲だよ。愛情を持って

育てて下さい。 jとおっしゃる。暑くできつい作業も

このことばで吹き飛んでしまう。(中略)大きくな

~れ，私たちの稲! !秋のお米が楽しみになった。

〈資料車-3-3 草獄唱の感懇〉

〈写真m-3-5 1聴取り太作戦〉

⑤線灘の喜びを!(10月)

i )いよいよ稲刈り!(10潟

稲刈り前日，稲作委員

会からの情報や地域の方

とのふれあいで準備物や

稲刈りのやり方を学ぶこ

とができた。メリり取った

穏を結ぶひもを切ったり，

手陣買を確認したりした。 く写真m-3-6 楽しい穂刈り〉

子どもにとっては，今までで一番のイベントとなるだ

2
 

1
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けに気持ちも高まっていった。

「 右手にかまを持ち， ，伝手で穏をしっかり擬り，斜

めにザックと切りました。稲を刈ったとき少しもっ

たいないような気がしました。穏が自分の子どもの

ような気がしたからです。でも 6月に四棟えをし

てから，今までかなりせいちょうしたなあと思い，

植物っていうのはすごいなあーと思いました。

〈資料圏一3-4 穂刈り後の感懇〉

ii )脱穀をしよう!(10!'l中旬)

収務量が全体で 300kgと多かったために，大部分は

機械による脱穀・精米となったが，一部学級に持って帰

り天日子しをし，手作業で脱穀・精米をした。手作業で

の脱穀・精米のための道具を話し合い，準備した。

がんばっても数 g し

か精白できないことに

驚きを隠せなかった。

「手作業は楽しい。で

も，これが毎日に事だ

というとたまらない。

昔の人はお米を大切に

〈写真盟-3-7脱線〉 していたのが分かるよ

うな気がする。私もお米のありがたみを感じた。それと，

機械の便利さも社会の学習で学習した以上に感じた。 j

と思いを綴っている。

iiiJ家庭科の時織(10月)

収穫したお米について，もっと知るために県農業改良

普及センターの織員の方に再び来校いただいた。米の最

新利用法や地域の農業が抱える問題・不作の婆図・流通

等について専門的なお話を伺った。収穫した米の出来呉

合についてもコメントを頂くことができた。

また，話し合って自分たちのお米にプランド名を付け

た。ブランド名

は『おかずなし

でもおいしい 1

5年究機ヒノピ

カリ』であった。

おいしいお米の

研ぎ方や炊き方

を学習し調理実

習した。

このお米は家庭へ

も届けた。自分たち

伝えるためのパンフ

レットを添えて。

今までの苦労がお米の中につまっていて，やわらか

くてあまく，ふわっとしていて，おかずもし、らない

くらいで，スーパーのお米よりず一一一ー っとお

いしくて，今までお米を育ててきてよかったなあと

思いました。新米はヒーローです。今でも口の中に

いい味が残っています。

〈資料理-3-5 お米を童ベて〉

・日本人の主食のお米をどうやって作ってどの

ような手間がかかるか・・・それを知ることは日本人

として当たり前のことかもしれません。でも，その

体験ができることは今の時代は索震なことです。

-農家のことやいろんな方への感謝の気持ちを忘

れずに，これからもがんばって下さい。喜びと感動

をありがとうございました。

〈資料亜-3-6 保醗脅から蹟いたメッセージ〉

(4)思議事ヰを核として体験を過して学んだことを伝える段階

( 11 月上旬~12月中旬)

体験を確かな学びと高めるためには，自分が学んだこ

とをふりかえり得認識する必要がある。そして，それら

を「表現~，伝える J ことで，体験は学びへと高速合されて

いく。この学習が 4月にスタートしたときから，子ども

と共にこの視座に立って稲作体験を進めてきた。

米作りを通して，自分たちが学び，伝えたいテー?を

話し合っていった。伝えたい対象はE 学習を支援してく

だだった方々であり保護者であった。子どもたちが伝え

たいと願ったテーマは次の 9つであった。

。一人一人の成長と学級が一つにまとまったこと

O地域の人々とのふれあい・温かさ

O米作りの知識が増えたこと

。お米の大切さ

O自然のすばらしさや難しさ

。働くことのすばらしさや大切さ

O日本の農業の問題点

。農業の先進技術

O友達を共に体験し，学び合った日々の充実感

これらを伝える方法として 5つのメディアを用いる

こととした。どのメディアも「お米からのおくりものjと

題して，用いるメディアの特徴と合わせて伝えるテー?

を決めていった。ただこの活動が単なるコ…ス ~IJ学習と

一線を爾しているのは 5つのメディアを使ったroo
作り jが総合されて伝えたい 9つのテーマが揃い 7 学級

全体のメッセージとなるという点である。

グループに分かれてroo作り jをする際に，拠り所と

なったのは，これまで書きためた記録をボートフォリオ

してきたものや教姉や子ども・協力者が撮りためてきた

VTRであった。

〈寧Am-3-9 お米を扇けよう> 5つのグループの取り組みについてその過程を詳しく
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〈写真盟-4-1:4J!lから寮曹ためたlIil鎌〉

述べることはせず，できあがった fOO作哲 jを保護者や

地域に支援者に発表した学習について述べることにす

る。

①『紙芝蔑で伝えよう』

fお米の大切さjをさ主に伝えたいテー?として選んだ。

給食の食器についていた食べ残しのご飯粒に目を留め，

今は食器に一粒も残さないように食べるようになった自

分たちの生活を振り返った。農作業を通して得たお米に

対する愛情が転化したのだとストーリーを作った。総枚

数 43枚の紙芝居となった。

②『スピーチで録えようj

5名の子どもが取り組んだ。これは問題だと怠った事

を「農業の問題点・米の最新利用法・自然のすばらしさ

や難しさJというテ-"?で資料を提示しながらスピーチ

を行った。

③『まんがで伝えようj

f米の知識が増えたこと Jf充実した日々 jをテー7 に二

編のまんがを描いた。発表会では，コマ取りやコマの形

や大きさと自分たちの意図を関連させて伝えた。

⑧f番組で伝えようj

「一人一人の成長と学級が一つにまとまったことJを中

心のテーマにコンピュータ編集による番綴作りをおこな

った。総待問 30分のドキュメント番級役立てである。

{主役保高等書室気工学科の授業支援を受けた。

⑤fシュプレヒコールで伝えようj

米作りを体験できた喜びと楽晴らしさや日本の農業が

抱える問題点を学級全員のシュプレヒコーノレで伝えた。

このグループの子どもは，コーノレの台本作りや友達への

指導援助を行った。発病等は佐世保高専演串i部の支援を

受けた。

〈写真m-4-2発表舎の様子〉

佐世保市立広間小学校教諭

--]4ー

体育館で行った発表会であったが，スピーチに玉三るまで

マイクを使わず豊かな声で伝えることができた。自分の

思いを言葉で伝えたいと願う気持ちが心をも解放したの

である。保護者からも f感動した。涙でした。 Jという

メッセージをE買いて子どもは満足そうであった。知識と

心を伝えられた。

(5)ふりかえりの段踏(12月)

「自分を見つめてJの最終段階である。発表会までの過

程を綬て，自分自身がこの学習から得たものは何だった

のか考えた。こんな力がついたと自分自身でふりかえる

のである。多い子で 25ものプJがついたと自己認識して

いる。農業の素晴らしさを実感するカ，書くカ，表現カ

等に加え，ワクワクドキドキするカ，ひらめき，やる気

を出すカ，学んだことを使うカ，楽しめるカといった子

どもらしい生き生きとした「カJをあげている。子ども本

来の「生きるカJが学びによって強化され，子ども自身に

も感じ取れたのである。

lV 成果と課題。9ヶ月間徹底的に「米jにこだわった結果，子どもも本

気で米作りに取り組み，一人一人の子どもの心が耕さ

れ，生きるカが強化された。

0各教科・領域・総合的な学習の時間とのクロスカリキ

ュラムを子どもの実態に応じて修正しながら進めたこ

とで，子どもの憾に立った，しかも感性と認識に支え

られた確かな学力を身につけることができた。

0地域の人材・専向家の支援を多方商にわたって受けた

ことで，子どもの学びiこ広がりと深まりが得られた。

O書きためた記録を継続的にボートブオリオしていくこ

とで，子ども自身で自らの学びのi晶稜をふりかえるこ

とができた。更に，このポートブオリオは，体験→表

現のスパイラノレ的な強化が「生きるカJを脊むことに有

意義であったことが分かった。

@徹底的に米に関わったために，それを再構成して伝え

る段階で多すぎる情報をいかに整理して，しかも兵体

的にするかという点、でさらに工夫が必聖書であった。

v おわりに

「この町は広田っていって，回んぼがもともと多い町

だったjと述べた子どもがいたο また fこの体署員ができ

たので何でもできるぞお ~J と自分たちの成長を実感し

ている子どももいた。自分の町を田んぼから見つめなお

し，思いを伝えることで成就感を得た子どもは，これか

らも町や自然，そして友や臼分自身を大切にしていくこ

とであろう。「関わること Jはやはりすばらしい。

教科・領域ー総合的な学習の持聞を犠断さ

せ，子Eもの表現活動を重視し，生きるカ

の育成者図る学習活動あり方を探っている。
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小学校の副教材としての住教育絵本及び

解説書の作成

キーワード 絵本、総合学習、循環、多様性、青み

1 実践の目的と背景

住教育の実践方法のーっとして、絵本を用いた方法を

検討することとした。住教育紛究会では、絵本の{主教育

に潟待できる効果として既に本論文集第三号にて、①年

齢や言葉の解釈にとらわれずに、様々な人が触れること

ができる、②自由なスピードで談むことができる、③見

たことの無いものでも、視覚的に表現し、潔解を促すこ

とができるといった特徴が挙げられる。

今凶の絵本作成は、一般の家庭などで自由に読むこと

で、住まいおよび住環境の改善に対する寝解が深まるこ

とと、学校やまちづくりワークショップといった指導的

立場の人が存在しうる場における潔解の共有の場とする

こととの大きく 2種類の利用を想定した。

そして特に学校教育などの場での利胞が容易となるよ

う、絵本内容の住教育の場としての理解を深めるための

「絵本活用ガイドj、および授業などにおいてどのように

遂行することで理解を深めたり、確認することができる

のかといったことがわかる「授業案」を作成した。

本稿では、絵本活用ガイドで紹介された住教育内容を

整理するとともに、綬業案およびそれに基づいた授業成

果を紹介する。絵本内では小学生の学習する漢字は振り

仮名をつけることで全て入れこみ、またの作成として 3

種類が完成し、 E互に授業を実践的に行った上で、授業案

を作成し、{主教育の展開を試みた。

2 作成した絵本の内容

作成した絵本の内容は{主教育においてもっとも必要と

される基礎的な考え方のテー?に合わせた住教育教材と

しての絵本を作成した。三つのテーマとは①循環、②多

様性、そして③育みであり、主主体的に取り上げたテーマ

表 2-1 絵本で表現したテーマと主な内容

テ マとタイトjレ 表現ぜきたサプァーマ

薬袋奈美子、延藤安弘へ問中将"、隠中麻思叫、久内純

子川、星野論判、主主間たかね叫、匝TEB万明子叫、lIiJ閃は

る香キ 8

と表現されうるサブテーマ内容を表 2-1に示した。こ

れらは住教育の中で理解されるべき基礎約な概念として、

絞り上げたものである。

本重量では、各絵本毎に作成した解説書を巡りながら絵

本の概主主を示す。

1 )循環

まちゃ住まいは、燦々なものを循環させるようにつく

ることが望ましい。絵本の中では、無理のない形で行わ

れる伎まい・まちづくりの例を兇られるようにする。絵

本のテーマ名として「まちは ぐるぐるj と題した。

絵本のタイトルは、「どらねこどんたと大きなおうちJ

である。養蚕農家を舞台とした徳環のテーマを表現して

いるので、これらの住宅の特徴を、各凶ごとに説明をし

た。養蚕農家をとりあげ、その中に題された換気のシス

テム(空気の循環)を気づかせる絵本である(際 2-1 

参熊)。仲良しの猫、ハヱ、ゴキブリが、居心地のよい住

処を探して、養蚕農家に巡り者く。気に入って住むこと

にするが、一晩絞っとハヱがいなくなっていた。誘拐さ

れたかと疑い、警察(ネコ)を呼ぶが、そこで年言寄り襲警

祭ネコに、夜炊かれた回炉裏の煙に麟えかねてtf:jて行っ

たのだ謎をとき、嬢(暖かい空気)の道筋を説明する。

この本では、煙が関炉袋で焚かれ、媛められた空気が

上に昇り、屋根にあるやぐらから外へ抜けることで、空

気が動いている、循環しているということを説明する。

しかし表 l中に示すように、住宅内部のことだけでなく、

この循環の発想を、まち全体に広げて考えるよう導くこ

とが可能である。

鐙材という視点からは、物のリサイクルが建築の現場

でどのように行われうるのかを考える素材が提供されて

いる。古い民芸誌において、過去に別の家で使われていた

絵本の内容・表現 その他の尭展しうるメソセ ジ

ヤ 関炉裏で摂かれる煙が上昇し、機から外ず、誼
ゐ議内しおける空気U)繍環 けていることから空気の動きが読み取れる

都市のインフ'7(上下水道、交通
循環 網)なども、例えば水などがうまく繍

. 1主材のリサイクル
経根裏を表現した場面で、材にホゾが見え 環されることを目指していることを伝

まちは 〈ケるぐる b. える。
どらねこどん太と 品E数北側の紡風林が切りそろえである。常 -空気・熱なども、徳隷をするを意識
大きなおうち ー般物のサイクル に成長する木は枝を払い織えることて7、風 しないと:都市の環境に問題が発生す

を適度に防ぐ。 る。

-形態ω多機性 つつの場面で、続々な形が見える" つのものを作り上げ令ためのプ口
多様性 ・絡々 な条件 考え舟の人 1司じ待問でも、働く人、遊ぶ人と行動は異 セスなどにも様々 な方法がある。

方fしる なり、また同じよう i生活していても、目 価健観が多様であることは どれに
まちは いろいろ -. Q (J)不自由な人なJいもいることを表草L も優劣のあるものではなく っつ

僕に物語をください -同じものでも見る角度 Il閣から見ると闘角い印象的連物が、宮中 ι間性なのだ。
(立場)により異なる から見ると円筒形をしている。

-継続的な手入れの重要悼
家の郊材が手人れをοれることで、快適な 手入れには お常的に行う掃除のよ

宵み 担問にもとっていく。 うなものから 時的行う修繕まで

-一部の人が行うことによ
人が快適な空間jをつくると(ここでは縁 色々 ある司

まちはすくすく 制1))、近憐の人も、類似した作業をを行 -時間をかけて合意のもとに、 jj向性
おばけのピース り、 fJJの人も露饗される い、それがまち全体の可】rlil整備に広がって を定めて育むことで、去を綴なども統一

(波及効果) いく。 されとまちが形成されうる。

15 20例年住総研{住まいまち学習ー実践報管論文集 5



部材を利用してこの家が建てられていることの見える場

面がある。

絵本の中で循環について確認した後には、身近なこと

から循環しているものを広い出すことができょう。ごみ

のリサイクルについては、学校や家庭での生活の中で意

識する機会の増えている話是重である。住教育という授業

で扱うためには、そのような身近に気が付く事項だけで

なく、水がどのように私たちのもとに来て、その後流れ

ていくのか、或いは匝Tの中を歩きやすい夜間とするため

には、地域の交通の循環をどのよう iこすれば良いのか、

といったことを考えることに発展することが期待される。

2 )多様性"ぼくにに物語をください

多機な考え方、ものがあっまってまちゃ住まいは成り

立っている。それらの違いをあえて認識するところが、

まちづくりの出発点となることを考えるための素材を提

供する。絵本の中では特に、まちには綴々な形がある、同

じ物や空間でも見方によって奥なって見えてくることを

表現する。テーマ名は、 fまちは いろいろJとした。絵

本のタイトルは「私に物語をくださいjである。

この絵本の絵だけで播かれている。絵だけであるため

に、より想像力が働宮、搭かれていることを読み取ろうす

ることが期待される。工事現場から出てきた人形が、開Iを

歩き、カラスにつかまれて"l!を旅する中から、これらの点

を表現した。

第一に建物の多様性である。最初の画商では住宅地と

遠くに見える高震建築物物とを示すことにより、建物の

高さの異なりが見える。また地下道から 2階テ.ッキを見

渡せることから、立体的な君主間には、上下で異なるf活動を

する人が存在することを示す。建物の形が、入り日正面か

ら克るときと、上から5もるときとで異なる印象を受ける

ものがあることを示す。このような多様な形態の認識を

通して、 r[可じもの、また問じ祭間であっても、受け取り

方、使い方は人によって異なるのだということを示して

いる。

生活の多様性については、早朝の夜明け頃の時間、ま

2頁 まちはぐるぐる どらねこどん太と大きなおうち
吉i聞の可には所々、養護住宅がまとまって残る地区がある。

また、かしぐねが見えるが、各家の北朝!にあ叩、4に山から吹き

降ろされる強い風から、Z査を守る。この木がきれいに切りそろえ

られていることも注目に値する。手入れを怠ることで、薬が茂り

すぎ風を受け止めすぎてしまい折れた0する。そのために、伸び

る校の手入れは重要な伎事である。しかし縞物は伸び、また不要

分が朽ちることで、またここにも一つの循環が克られることも指

摘できる。しかしその継続が悶難であるために、かしぐねを残す

農家が減っていることも指摘で吉ょう。

低い屋根の続く

P2 養蚕住宅の街並Aが感じられる。

4頁この部分がやぐら。南を向いた日当たりの良い家で、ドン

太も快適そうだと感じたのだろう。

4主主

義蚕住宅を正i商から克た写真がある。最後にどらネコ警察が「あ

のー段高くなった屋根から・・・ jと説明をしているのは、この

部分のことである。

実際の住宅は2階建てであることもこの写真からわかる。話l之社i
てくるように、これらの住宅では2階で蚕を飼っており、そこに

も湾子が据えられ、大事にされていたことが伺える。

9賀

屋根裏の写真である。使われている建材がよく見える。建材のリ

サイク)~の様子がここではわかる。以前に別の住宅などを支える

ために使われていた木は、傷んでいなければ次に新しい住宅の部

材となって利用される。ホゾの置揺られていた後、などが見える。

また右のIT9中西角で翻った部材は、くねくねした擦である。山で

自然に生えていた形を、生かした住宅建築となっている様子がわ

かる。現在私たちの住宅は、これとは相反した、主主直ぐな部材が

求められる。施工が随一的にでき簡単であること、運搬などが容

易となることからである。しかしそのために捨てられている多く

の木屑がまた問時に波業廃棄物として厄介者投いされていること

も、指擁できるとなお良い。

9頁:2階部分もi謹根主撃を見上げたとこ。これらの中には、全く
SIJの建物を解体して、持利用されたものである。例えばこの部分
の即iれも、以前の建物で材木同士そ融lみ合わされるのに使われて
いたもの。
くねくねした梁が見える。昔の民家では、主主直ぐな部材をわざわ
ざ作るのではなく自然の形をそのまま利用したものが多い。

図 1 循環をテー?とした「どらねこどんたと大きなおうちjの解説
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だ寝ている人もいれば、もう既にでかけようとしている

人もいるという待問の{使い方の違いを見せる。またピ)v
1fTにおいては、同じ空照にいても、音楽を聴くべく立ち

dまる入、念、ぎ廷で通り過ぎる入、待ち合わせをする人

など、一つの空間にいても、果たそうとしている昆的が

異なることを示す。中には富導犬を連れている人もいて、

悶じ空間であっても一人一人に与える意味は途うことを

埋解するための場が設定されている。

更にこのような違いは、人の考え方は立場や条件に

よって異なるのだということへの理解に導かれる。

3 )まちはすくすく おばけのピース

まちゃ家は人が手を入れ続けることで、よりよいもの

となる。また、一人が始めることで、関闘の人もとりか

かるといった、取り組みの連鎖(波及効果)による、ま

ちづくりの可能伎を伝える。テーマ名は「まちはすくす

まちはいろいろ ぼくに物語をください
この絵本は、工事現場の土の中から出てきた人形が、まちを旅 は色が濃い、また地下でも、右にのびる地下道では、告も形も密

して、土に帰っていくというストーリー。まちを旅する中で、人 度も異なる。地下から覗く半月形に切り敬られた空には、遠くの

形はさまざまな訪問、入、物を発見していく。文章がないので、 四角い高層ビ)vと、クリスマスツリーの上部がそびえ立ち、クジ

読者はそれぞれの視点で興味のある人や物に注目しながら、人形 うの飛行船が飛ぶ。まちは「四角いJイメージがあるかもしれな

と一緒に旅ができる。 いが、よく見ると、様々な影が交わりあって、一つの風景を作り

表紙 aストーリー展開としては、 lページ自の次にあたる。夜 上げている。

明け前、工事現場から妓け出した人形が、遠くの高層ビ)vの明か 7・8ページ。午後、人形は 1つのピルの前に立っている。こ

りを見ている場面白四角いマンションには、アーチ型のエントラ のピルは腐りに植殺が施され、エントランス部分がIlll角くなって

ンスがあり、四角形と丸援の組み合わせになっている。夜明け前 いる。

にもかかわらず、近くのマンション、濃くの高層ビんには灯りが 後ろからカラスが飛んできている。

っき、仕事をしている入、起きている人の存夜が感じられる。 9・10ベージ・人形は、カラスと共にさEに舞い上がる。 7-8

1ページ夜、設もいない工事現場で、人形が巨覚める。少し ページで見ていた四角いエントランスのビJvが、楕円形である事

開いた工事現場の欝の向こうから、高さの遭う明かりが左右から に気づく.一つのものでも、見方が異なるとちがって見えるとい

うっすらと入ってくる。 うことを描いた。ピんの腐りにある小さな点々は、人である.

2ベージ，早朝、階段に腰かけて、高層ビル群を挑める人形。 11・12ページ午後3時ごろ、カラスと人形は、高層ビ)v街
友のゴミ置き場は、表紙のマンションのゴミ置き場である。表紙 を離れ、住宅街の上を旅している。まちには、様々な形、大きさ、

にはないゴミがiつ出され、旅行に行く人など、少しずつ、人が 色の建物があり、灯りがつき始めている。

活動し始める 13ページ午後4特ごろ、カラスと別れる人形。落ちてしまっ

3・4ページ，午前10待過ぎの設定。人形が歩道橋からまち たのか落としたのか、あるいは人形の意怒なのか、寝下にいたる

をながめている。 経緯はあえて書いていない。下に、民家と冬枯れの木が免える。

2階の高さがある歩道橋から、下を覗くと半円形の穴があいて 14ベージ午後5-6時ごろ、言語れた人形。腐りには、冬枯れ

いて、地下まで見ることができる。歩道橋は幾つかのどjレにつな の撃と、春を待つ小さな芽が出ている。人形の割れた頭に、球根

がり、手前のデパートと一体化したクリスマスの装飾が施されて がのぞいている。

いる。遠くのピルも、一つ つ異なる色、デザインである01踏 裏表紙，春の夜明け。割れた人形の頭から咲くー輸のチュー

には、地下鉄の入口と、横断歩道のない大きな道路がある。光が リップ。周りには、新しい芽がおて、これから豊かな草原になる

地下まで降り注吉、明るい広場を形成している。まちの多様な空 ことを予感させる。

間と色、形が描かれている。お辞儀をしている男性と、それを眺 裏表紙では、最終寅で落とされて部れた人形の絵があるが、選表

めて何か話している女性たちがいる。そのほかにも、このページ 紙ではその割れた人形の周りの草が芽吹くと照時に、人形の中か

には買い物、待ち合わせ、仕事中のサラリーマン、孫とおばあ らー輸のチューリップが咲く様子が描かれている。

ちゃんなど、様々な人が摘カ通れている。

5・6ベージ:3 -4ベージの歩道橋から見えていた地下の広

場とそこから見上げた風景。お昼ごろの設定。前ページでお辞儀

をしていた男性が、合唱の指揮をしている。お昼休みの会社長

が、たくさん歩いている。レストランに入っていく人。癒り込ん

で合唱を開く人や、盲導犬を連れ

た入、 1階には車いすの人や、ベ

ビーカーの赤ん坊など、様々な人

カミいる。

天井の明かりは、地下とl階で

表紙:形や生活の対比が見える。
・マンションは四角でも、エン
トランスは丸型
-寝ている入、仕事をする入、出
かける人等

P7-8の建物と、 P9-10の建物は同じものであるが、える角度

によって形の印象が築なる。

函 3-1 多様性をテーマとした f私に物語りをください」の解説
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く」とした。タイトルは「おばけのピースj である。

ピースというタイトルはパズルのピースの意もかけて

いる。家やまちのパーツに各々宿る「おばけ(ピース)J 

は、痛んだり手をかけてもらえないと、ただのI!!I角にな

るが、手をかけられると次第にパズルのどースのように

変化する。これらが組み合わさって元気な町ができてい

るのだというストーリーである。手をかけた成果をピー

スの形がよくなるという方法で、育みを表現した。

更にある家が手入れされることにより、それを見た

近所の人も自分の家をより快適にしようと取り紐む場闘

がある。これはまちづく坦への取り組みの連鎖(波及効

果)をも絵本の中で表現したものである。

3授業案の作成と実践

1 )授業案

授業案も例示した。その中から「おばけのピースjの

授業案をここで紹介する(図 3-1)。実際の授業で準備

されていると便利であろうシートを添付した上で、授業

のフローを添付した。おばけのピースでは、育みをテー

マとしているが、実護軍に絵本のやでは、一人が身近な住

環境に手を入れることで、 f時間の人も影響されて良くな

るような「波及効果j についても表現したことは既i患の

通りである。背みの基本のみをテーマとするもの(基本

編)と波及効果についても触れた内君事の授業とするもの

(応用編)の 2種類の授業案を用意したが、ここでは基本

線を中心に紹介する。

授業では、絵本の読み解き方に留まらずに、内容の理

解度について表現できる方法として、 4こま漫画を作成

することとした。また授業内容のプロセスとして s(age

l 絵本を読む段階、 s(age 2 内容を共有する・メッ

セージを理解する段F皆、そして s(age 3 理解したこと

を表現する段階 (4こま漫磁の作成)を用意した。

最初の s(agelでは、指導者が中心になって絵本を読

む時間と、子供たちが各自自由に読み返す待問を設け、

ストーリーの理解を促す。その後s(age2では、内容・メッ

セージについて気が付いたことを出し合うが、主人公

ピースの形の変化等に注目できてから、ひも解くような

プロセスをとったむこの段階での理解j聖を縫認するため

と、次のステップで摘く 4こま漫画の素材を考えること

を兼ねて、シート 1を潟意した。絵本の中に出てきたこ

とは勿論、身近な他の事例についてもシートに書き込む

ことで整理を促す。

それを務まえて s(age 3で、 4こま漫翻を作成する。

絵本の議表紙には「あなたの町のおばけは元気ですかj

という問いかけが警かれているので、それに答えるとい

う形で4こま漫艇の作成を促すことができる。

なお応用縦では、 s(age 2の段階において、波及効果

についても気が付くよう促すようなプログラムを府主主す

る。それを助けるための記入シ トの作成なども行った。

2) F小学校3年生の総合学習における実践

作成した絵本を利用して授業を行った。東京都内のF

小学校 3年生の総合学習の 2時限 (90分)の中で、 20人

の生徒に対して、育みをテーマとした絵本「おばけの

ピースJを用いた授業を行った。その進行は、阪2に示

すとおりである。

築者が進行役となり授業を進行した.stage1の段階

で、絵本をゆっくり読んだ段階で、多くの生徒が家への

手入れとどースの変化との本白書司に気がついた。更に{関glJ

に読んだ後には、絵本の中に沢山示された細かいおばけ

の形の変化に気がついた。進行役の話かけなどにより、

一人の人が手入れをすることで、近車産にそれが広がって

いくことを指摘することのできる生徒もいた。

上記を踏まえて st age 3において、絵本に出てきた

ようなおばけを使って、 4コマ漫画を作成するという作

業を行った。絵本の上で理解したことを、白分の身近な

事例に考え方を展撚させ、更にそれを4コマ漫額という

手段を通して表現することは、必ずしも容易なことでは

ない。 20人の生徒で合計 23作品が完成した。そのう

ち、今回の住教育テー?とした青み及びその波及効果に

ついての内容が示されたものは、 6作品であった。理解

したことを踏まえた行動・表現をとれるプログラムを検

討する必要があることが、今後の課題として残された。

3) T小学校5年生の家庭科における実隷

一方策京都内にあるT小学校 5年生38名に対して、絵

本の執築協力者であった小学校教員が、家庭科の中でも

特に住居・清掃といった単元に合わせて、同絵本を!!lい

た授業を行った。こちらの授業では、それまでに行った

授業及び家庭での清掃の実践を踏まえて、それらの学習

内容をまとめ、表現するという位置つけで行った。やは

り複数の漫磁を作成する生徒もおり、 提出された 31作

品全てがテーマ内容を表現することができていた。また

家庭科の授業としての清掃に関連して捲くことを指示し、

それについてよく表現された作品が 19作品あった。そ

のうち清掃以外の背みという視点に鉱げて撒いた作品が

5点見られたことが興味深い。「荒れた花壇の周りを整備

して花を救った」といった内容である。一方で「野球の

グロープをきれいにするj といった生徒の身近だが、直

接住環境に結びつかないものが 12点見られた。

「おばけのピースj を用いた授業では、絵本の子ーマ

を3年生も 5年生もよく1理解していた。ただ、それま

での授業の流れにDPした家庭科の綬業の」著書として 5

年生を対象iごしたものは、設定されたテーマをよく理

解したアウトプソトが出ていたが、 3年生の総合学爾

の筏業時間の中で行ったものについては、 3割程度に

留まった。 3年生については、テー?を理解してもそ

れを吏に応刻して自分の生活や往潔境に議吉換えて表
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現することは困難、であったことが推察される。授業

の進め方を工夫が必要である。

5.おわりに

3つのテーマに絞った住教育の実践を、絵本を通し

て行った。今後は絵本を読んだ生徒の中で住教育のー

コ?として定着するための、待問をかけた授業、潔解

まちはすくすく

ピ、スの物語は、人が楽しくまちに関わろうとすることで、

まちがどんどん活気づいていく様子を描いている。子供達が入り

やすいよう、はじめから fまち育てjを全簡にだすのではなく、

子供達がfおばけ探しJで空き家を探検し、おばけと遭遇するス

トーリーに載せて導入している。

1・2ページヨ :1司じまちに住む、仲良し 3人組が、一件の

古い空き家を探検する場関から始まる。表紙では、家の中から光

る呂が外の様子を伺っている。主主の中に入った 3人は、「シクシ

ケー jと泣く声に気がつく。それは、どうやら柱の影から額こえ

てくるらしい。

2・3ベージ守柱に近づくと、そこには、おばけがいた。「ぼ

くはピース…J、彼は自分を柱のおばけだといい、柱が今にも倒

れそうなので支えているのだという。おばけにどックリし、逃げ

る子もいたが、一方、恐る恐る話しをを開いた2人の子供たち

は、柱のピースを助ょうと患う。この時、部屋の中には、たくさ

んの目があり、彼らを克ていることに注到して欲しい。

5・6ベージ.柱を直すため、 2人の子供は頑張るが、なか

なかi宣らない。女の子はキズを治してあげようとパンソウコウを

貼る。一方、おばけ

川 にど、ノクリして逃げ

出した子供i立、大人

を呼ぴに行ってい

た。そして、家に

戻ってみると、そこ

には柱をi竃す2人が

いた。こうして、大

人の力も借りて無事

にI在ると、柱のピ-

p 1 -2 スは、形が変化して

図2-3 省みをテーマとした「おばけのピース」の解説

要であろう。今後この絵本の普及を検討するとともに、

更なる絵本の作成を検討し、住教管長学校教育の中で

扱いや守くなるよう貿獄したい。

付記 本実践は i(社)住宅E佐藤団体連合会役七関連

環境行部J助成Jの支援を受けて行ったものである。

おばけのどース
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いる。この時、周りに見えるたくさんの自の変化やネズミの存在に

も呂を向けて欲しい。

7・8"γ:ここで、ようやく前のベージで見えていたたくさ

んの自の正体が分る。家の中には、柱だけではなく、たくさんの

ピースがいて、助けを求めていた。天井のピース、照明のどース、

窓のピース、床板のピース…

これらは、直す前と遣した後では、形が微妙に変化(凹んだり、

凸になったり)していることが分るだろう。これは、修理してもら

うことで活気づいた表れであり、他のピースにも影響を与えてい

く。

9・10イ-:i":前ベージで調こえてきた声は、縁側のおばけが修

理を頼む声だった。読した縁側で寛いでいると、通りかかった近所

の人が、「うちにも縁側が欲しくなったわjという。ここに、この

絵本の伝えたいことが込められている。最初に「まち嘗てjは、自

分の身近なところから始まると述べた。それが、がる。だから、こ

の場面はそのきっかけとなる重姿なところなのだ。少しづっ、広

がっていき、まちの活性化に繋がる。だから、この場認はそのきっ

かけとなる重望書なところなのだ。

11・12ヘBγ ーここでは、まちで見られる色んな場面が播かれて

いる。しかし、 lつ lつの場部に注呂して欲しい。縁側が欲しいと

いった女の人は、自分の家にも縁側を作り、コンサートを鋳いてい

る。おじいさんは、お花に毎日お水をあげて大切に育てている。仲

良し 3人組l立、古い家の庭でお餅つきをしたり、隣の空き地で花見

を楽しむ。このごくありず"nた風景が、まち育てに繋がっていく。

1 3・14ページそして、ラストは、まち全体の風景。じつ

は、まち中にピースがいたのだ。ピースは、パズルのように手をつ

ないでいる。つまり、燐のピースが形を変えると自分も変わってい

かなければならない、というように、まちが育っていくに従い、

ピースも育っていくのだe
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「まちは すくすく」で、 4コマ漫闘をつくってみよう!

「おばけのピース」を利用した捜葉例

くねらい>

・絵本の趣旨(まちは育むと良い場所になる)を感じる。

①家の中やまちには、手をかけるとよくなるものが沢山

ある。(入門編)

②市人の人が良いまち・家を作ると、的の人も影響され

る。(応用綴)

③まちは、手をかけて出来上がったものの、連続で成り

立っている。(共通)

・絵本の趣旨を、自分の町に讃き換えて表現する。

<準備するもの>

・絵本.各生徒にあると望ましい

.鉛筆・色鉛筆など

・4コマ漫障を書くための、マス。(各生徒が自由な大き

さを設定しでも良い)

<授業の主な構成>

読む → 本の趣旨を伝える → 4コマ滋殴作成 → 

発表(数人)

<ポイント>

入門編と応用編の二案を用意しました。入門編は、低

学年やこのテーマである「まちゃ住まいは一人一人の青

みによって成り立っているjということを、扱ったこと

のないグループ向けです。高学年でも、まち学習の経験

二7二二二二1踊豆商一一一… γ 融王の荷主砲 ごっ
…γ柑 まTij";布日芭ニヌ， a つ松崎侍ってIii!:VM 倒。総本間前夜む ~~ 1 
1 きました。

l 
…「苔f ……… 一一一一一一↑高El日 てもら札見える場的で l 

→ジ時ちこちに-
J 坐全盆主主主_?_~!芝生A'_'-，
fr-f;~了日ヒ蕗曹を蔚てT百百石了一一一一一一丁晋天下才亨下苓黒板に 3草原量感婦 c:-t(i)~1

…授業制める
lここでおま?の形の変じに気が付いていれ

の対一周する
-r--='Tji元自両日一面必存品ヌ1::-下モ 呼[こ副委E呑
i む 待，1'符こ 4書館

ピースおばけ 3人組溜りがかり叫

議祭長E官 百 司 喜
タイトル凶ったとースって稚?
舎をど スはなぜ也、てむ法?
ピスは併をした?能とした?
ピスd変化.;1:':
p 6 fJli)よりすてきい川た叩'J~女

3 -6_!芝

叫 1返るもy ドヌ1泊する 下戸 10頁
どんな形
おばりiまどんな嵐にしてもらう捕しそう?
どんね嵐にしたら脚変わっていけ

十主将;黙す齢二日何回百一司
まちの色んなところにおばけはいる
まちでまえ制おばけがH 叫いで同
〉比.σ ない$H乙すがいると .がコな"ないe
だから詑S誌にしてあげよう
まちゃ伐まも 2 手入れをしたり 直したり

-，-，誕言語弘法楽fLh百司有晴蕊
かり同えてみよう九 l 

一一一，な?
その叫げはどう令ったち酎3るかな
おf白川ス川ぐりわ一川

こlitlf'!1.毛髪予ら} 三三三了 ベ

t'l必ずピ契議+どうL0工房i>t/i< /J.渇y…1シヰ .¥(.ti平吾了
おばけの形が見張ぐなるのはどA なとき泊~ I 燥初にシート Aに"決とお化坊を兜衆して
ばげの叩くなる(ピースiー もらう
どん勺ときか考えてλる l 思い〉かなかった生徒，.他 主徒のアイ

叫間 一一斗やアを酎 A キ釦
つ五コマ墨画の厄介 一一一下わ哨蕗石扇子一一一-
4コマ酬をパって叫う。ピースくんの気
持らになって
喬くものはれ分たちのものそ白幽に 4コマ紙岨街(ンート"

_l__(金金主ク L!..主主2.~足立一一 一上一一一一一一一一一

授業のながれ(入門編)

1813…1 rおばけのピースj を利用した慢業供i

本iまちの縁側初日。

キ2群潟大学教育学部(含卒業生)

柑フリーランス

叫計画工房

事5筑波大学附潟小学校

柑東京都立大学大学院
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があまりない場合は、入門編を扱ってください。

応用編l立、このテーマについて既に生徒の理解度が

高い場合や、既にまちづくりに関わった経験の豊かな場

合に、是非取り組んでみてください。

<入門編>

絵本に出てくるお化けの変化に気がつ

き、どのような時に変化したのかを引

き出します。また、自分たちの身近なと

ころで、どのようなおばけの存在があ

りえるのか、それらがどのような持に

泣き出し、またどうすれば難いが変わ

るのかを話し合います。

幾っか呉体的なことを出し合った後l之、

それらの中から自分の描きやすいもの

について、 4コマ漫額!として作成しま

す。ただ4コマ漫酒にする段階で、やは

り具体約な形の変わるきっかけを先に

引き出しておかないと、教える側の意

図とは、異なる内容が表現されるので、

了察な説明が必要です。それを効ける

ためにシートAを用意しました。

<応用編>おばけの変化に気がつくだ

けでなく、変化させたこと(手をかけて

ν:~'-'"込 ?々 ，1，'>)"ヒ冷 ;た

副主逗三必2
みんな学校や町や家にいる FおばけJを 考えてみよう!

おばげのいる場所は? どうやったり すてきな形になる?

れし三三=>1 割問晶~

「一一一> ~ 

福井大学工学部建築建設立学科

住民が主体となった住環境君主備の方策につ

いて研究している。「向ケ丘遊溜跡地の緑を

守り、市民いこいの場を求める会」代表。
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食の学びが育む住まい手綱っくり手

一子どもと学校から始まるまちづくりー

キーワード 1)まちづくり学習 2)食青 3)暮らしの知恵

益事本 勢 1 

4)総合的な学留 5)地域の教背力

1 はじめに

食や撲の暮らしの知恵、を通して子どもたちが住まい手

ゃっくり手としての自覚を育む取り総みにつL、てはj す

でに報告した。文 1)地域の自然環境や暮らしの豊かで

深いつながりとひろがりを食を通して明らかにしてきた

結果，地域を見庶し地域の生活文化を継求し創造する心

を育むことができた。

実践を通して，食の学びがまちづくりへとつながる可

能性を見いだすことができた。そこでユ食にかかわる学溜

活動を逸して?子どもたちと学校から始まるまちづくり

の可能性を探ることにした。ここでは 3年間の上勝小

学校での実践を報告する。

2 食とまちづくり

2. 1 r食Jの意義

近年，生活スタイノレの多様化や都市イヒの遂行に伴い，

食習慣の乱れが指摘され亡し、る。栄養ノ、ランスのi漏り，

生活習慣病の増加，食糧資源の浪費といった問題が生じ

ている。「食JI立子どもたちにとっても身近な対象であ

り J主体的で現実の生活の営みにつながる生きることの

基本である。「金j は地域につながる慾ぞある。身近な

地域と身近な人に積極的にかかわりながら地域を見つめ

直 L，地域の価値を見つけ 1 くらしを自覚する，そうし

た:農j にかかわる学習の可能性を含んでし、る。

なおここで f食j とは，食と栄養，食と生i薙物，金と

労働 1 家庭生活，生産者との関係をはじめ，暮らしの知

恵を含めたものも指している。

2.2 本校の状，毘

本校がある上勝町は県庁所在地の徳島市から車 F約 1

湾問の距離にある山腐の町である。清流勝浦)11が流れj

全国棚田百選に選ばれた「樫線の湖沼Jに代表される自

然に恵まれた環境にある。豊かな自然環境が残る一方でヲ

過疎と高齢化の問題を抱えている。

子どもたちを取り巻く食の課題も多い。共働きによる

食習慣の乱れが目立ち始め?野菜嫌いや高学年での朝食

抜きも多く見うけられる。正しい食生活習慣が形成され

ていない子どもも多い。地域の伝統金への関心の不足!

食料を生産する場である地域の農業に対する知識・間心

の低下は 7 地域への愛着や一員と Lての自覚の不足とも

関係しているものの考える。
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3 研究構想

3. 1 研究の仮説

〈む子どもたちは食にかかわる体験活動を過して，地域の

人や社会とのかかわりを深め?地域の教育カを刺激する。

②子どもたちは金とかかわりながら 3 間皇室解決する能力

や実践力を培い 1 地域への見カや，かかわりガを豊かに

してし、く。

③子どもたちは食を通して地域の白然・社会・文化約環

境を知ることにより，地域の 員としての自覚を深め，

住まい手ゃっくり手の自覚を育む。

3. 2 実践の方策

①食を過して地域にある様々な「ものj や f人j と出会

う場を作る。<地域の食にかかわる場の設定〉

②地域にある rものJや「人 lと食とかかわりについて

考える機会を設ける。<食について考える機会の設定>

③学育成果を次年度iこ生かして継続・発展させi 実践の

質を高めてし、く。<学びの全体計爾の構築>

4 実践

4.1地域の食にかかわる犠の設定

4. 1. 1 r持毘茶体重量J(学校行事)

地域の特産品である阿波娩茶(神閃茶)を取り上げ学

校行事としと取り組んだ。葉つばを摘み，茄でてつけ込

むこの地域特有の製法を体験し，地域の風土への理解の

一歩となった。その評価から翌年は f自分7こちでお茶を

知りたいj 調べたい3 作りたしりという鮫し、を実現して

いく生鴻科の単元へつながった。新茶摘みや，新茶作り，

お世話になった方を招いてのパーティなどを通じて地域

の方と触れ合いながら多くの地域的方に協力してし、ただ

いたv さらに翌年は6年生で「茶j のことに詳しくなろ

うと j ソムリエになぞらえて'I'H話せ TちやむりえJの

単元が立ち上がった。「神出茶 の市場開拓に向(]て努

力する町の人たちの姿から，地域、の特性を生かしながら

暮らしを高めてし、く裟勢を学んだ。

4. 1. 2 r地域の特産品J(社会科)

社会科の地域教材として特j窺品である「江コウ 1，彩」

(料理のつまもの)，シイタケム「神田茶j を取り上げ

た。取材や生産・加工の場の免学を通して，地域の人的

思いや願いに触れる機会となった。[ユコウ j は果汁用

の柑檎類であり，昭和40年代の大寮波により打聖書を受け
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たミカンに代わる作物として地域の風土iこ合うものとし

て導入された。また{彩JI土モミジなど日本料理の季節

感を彩るためのつまものをパッケージ化した商品であ

る。どこの地域iこでもあるような木の葉を生かし，農協

の指導員を中心に企料課人等異業種の方々の協力を得て，

酪品化;こ成功した。総量作業のため 3 高齢者が生産活動

に参i習できる利点ある。こうした地域の食の教材は次年

度以降教科や総合学留の主たる教材と発君主していった。

4，1，3 r撤回米J(総合学習・特活)

上勝町には多くの搬田が点、千記する。しかし子どもたち

は，自分たちの地域や生活にかかわりの深い榔出の存在

をあまり意識しておらず，話題lこ上ることもほとんどな

いο 側出での米づくりの聞き取りから昔の精米の禄子が

分かつてきた。そこで昔ながらの方法ぜ精米した。そこ

から玄米のことが話怒となり，学校栄養職員と玄米と白

米の栄養的な違いなどについて TT-C綬業をした。また

参観日に「よくかもう j ということをねらいに保健街導

の中でも，玄米を取り上げて実際iこ食べ比べた。バイキ

ング給食でも玄米を使った料理を紹介した。さまざまな

場面でお米にかかわっていくことにより棚田への関心を

深めたο4年生でのこの学習を経験した子どもたちは 2

年後棚田新開」行朗自の米fすりについて取り上げた。

搬出米のおいしい訳を[棚沼は日当たりと風向きがいい

ので盟主がお米を育てる j という地域の方的言葉で説明し

た。さらに棚田に合った古代米作りに取り組んでいる農

家を取り上げた。古代米は】実ると粒が自然iこ落ちてし

まうため収穫が少なく g 機械を使いにくいの(，大きな

田んIJ'-cはかえって作りにくい。だから欄間のような小

さな田んぼには，世話が必要な古代米のような米が向い

ている。棚田を生かして生きる地域の人の生活に触れる

こともできた。

4， L 4 r学校給食J(特活)

地元で収穫されている棚田米を給食に取りとげること

にした。棚田米は白米iこ比べ〈ピタミン類をはじめ栄養

素の残存が高く。甘みやかみしめもある。なんといって

も米にぬくもりがある。合わせて学校給食還問行事に it明

白米集会」を実施した。

」勝回Tにもすばらしい郷土料埋があり食材がある。和

食文化をいつまでも殺したいと学年ごとの If[]室給食

を行っている。 315皆にある和主主で釜飯しを教材に実施し

ている。ここでは，和食の食へ万の他?主主の上の歩き方，

席。〉決めブJ，座布湿のf霞き方など作法も子どもたちは体

験してし、る。

また本校では?地域の特産物のひとつであるしいたけ

栽培をしている。春! しし、たけ栽培をされている保護者

的方に指導をいただきながら， Iまだ木町議搬にはじまり!

4，2 食について考える場の設定

4，2，1 r彩学習J(総合学習)

前年度の4年生の社会科学習の教材であった「彩」を

発撲させ?総合学習として在宅関した。社会科の地域探検

で「彩j Iこ出会ったこ 2をきっかけに，その開発iこ携ね

った方や出荷している農家，学校栄養職員の手を借りて

自分たちも;彩」を作ることに挑戦した。失敗を繰り返

しながら自分たちの給食に「彩Jを添えたり，全校分の

給食に添える f彩」を用意寸るなど学校栄養職員の支援

によって取り組んだ。

また，地元の温泉の料耳室長にアドバイスをもらったり?

家庭の食事に「彩」を再現するなど繰り返す中で，季節

を感じさせる彩を選ぶなど繁も高めていった。子ども t:，

ちは「料理を彩る」ことから f食事の待問を彩る」こ t

へとタ彩ることの本質に気づきはじめ，豊かな食生活山

創造へと関心を高めていった。その結果，食を楽しむ態

度や食事の時間を大切にする気持ちが芽生えた。地域の

人とかかわる中で，地域の生きる人たちの生活の工夫や

努力を知り，町への愛着がみられるようになった。

4，2，2 rきゅ…きょくの桜もちJ(総合学習)

本物(それをきゆいきょくと呼んだ)の桜もちを呂指

して朝日留で米作りや桜の葉っぱの塩漬けに取り組んだ。

実際に用水から水を引き農業を営む人たちに出会い，野

尻汗1*の訴を聞いて先人の米作りにわける深い思いをと

らえてきたv 用水を守っていくことの人々の悦みや縦い，

苦労などに共感してし、く過程で現夜の地域の課題(地域

の方の高齢化，過疎)も見えてきた。

食事工との出合し、から食品添加物の安全性iこ関心が高ま

った。自分たちがお世話になった方をおもてなしするパ

ーテイいに出寸ものは，ピンクの色よりも手作りのもの

を出したいとアズキや赤米，紫イモで染めた桜もちを作

ることにした。「私はおし、しいと言うことがふつうでは

大事なことだと患います。紅たちのきゅーきょくはおい

しいんじゃなくて，しょくにんじゃないからふつうのし

か作れないけど，考えて子どもたちにしかできないこと

もあるから考えたことし、かして rむり』と考えるんじゃ

なくて子どもはできると思うからきゅーきょくはおいし

いだりじゃないと思う。 J学駕の最後の場関で自分に

とっての Fきゅ』きょくJてイ可だJという教側からの問

いに対する一人の女の子の答えである。「しょくにんじ

ゃないから とお世話になった大人のすごさを認めなが

らj 山子どもはできると思うからJと自分たちの可能性

を信じおいしいだけじゃないーと自分たちの桜もち

の学溜への価値付けをしてくれたひ

さらに 他の学校をもiヰ現可能となるように桜もちを

給食の献立レシピ作りに[度す活動に取り組んだ。給食セ

産自の植えつけ 7 管理などを児業的手で行ったものであるc ンターで作ることができるように務理員の方的前でプレ

栽培したしいたけを用いてハイキング給食を実縮したロ ゼンを行し、給食のメ二ユーに技場した。
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4.2.3 rエコヴツキングJ(総合学習)

第 1@]目の実習は食材の捨てている部分を使って

おいしい料理を作ろう」というテー?で，参観Eに保護

者の協力を得ながら実習をした。第2回目の実習は，シ

イタケの戦を保護者からいただき Iシイタケの執ハタ

妙めJ等を作った。実習を通して 3 賢うのではなくい

つもは捨てている材料や?地域の材料を使ったオソジナ

ノレメユューができるのではなし、かとの意見が治された。

各自がいくつかのオリジナノレメニュ…を考え出し 9 栄養

面で優れているものj 材料集めが容易なもの，また誠理

時婦が比較的短いこと，地域の特産物であるといった視

点から lシイタケの軸とニンジンの皮のきんぴら j など

メニュー へスト 3を決定した。池域の食材や，自分た

ちが関p り収穫したそチ米を使ったエコクッキングのメ

ニューを考える活動を通して，地域の特E夏物などに関心

を持ち，郷土を大切にする心も育ってきた。とともにv

私たちの生活を支えてくれる人や物 1 自然に感謝しそ

れらを大切にする心も育った。

4.2.4 r最後まで大切にJ(家庭科)

[環境のことで気になることはつ j と問いかけると，

コミのf問題， ) 11の汚れ，躍を性雨等社会科や理科の学務を

i重し亡学んだことや日常自にしている様子からすぐ言葉

が出てくる。しかし「実際iこ工夫していることはり JI家

庭でどんな]夫を iているり と問うと答えられない子

どももし、るつまた自分も地域社会のためになることがで

きるという自覚をもって実践している子どもは少ないυ

そこで F 自分でできることを見つけてやってみよう j と

いう退桜を通して J 自分にできることは何かを見つめ直

す機会として本単元iこ取り総むことにした。

導入ではアメリカの環境学背プログラムである PLT

の Iトラック輪送」というゲームのアレンジである f循

環時計」を取り入れた。このゲームを取り入れたことに

よって子どもたちは意欲的に取り組み，グノレープの一人

の気づきやアイデアを全体へ広げて製品を最後まで大切

に使う知恵を出しあうことができた ο 「そんなにうまく

し、くのかな J 燃やしてもし功、かなj，といった疑問点が

生まれおばあちゃんが包み紙を取っていましたj と

し、った新しい気つきも生まれた。さらに「ミカンの皮で

手を拭くと本当にきれいになるんだろうか」のようにや

ってみたいことが出てきた。

このときの疑問ややってみたいという i意欲が原動力と

なり Jーの後，地域iの万に取材したりす暮らしの知恵を検

証したり!迫体験しながら学留を進めることがむきた。

地域的暮らしの知恵を高齢者から学ぶことをきっかけに

して，近織の人々との生活へと関心が広がり!自分的地

域環境についてどんなことが問題になっているのか話し

合ってみたり 7 環境を考えた生活をしてきたかどうか 3

自分的生活をふり巡る活動へ活動へ発展した。
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4. 3 学びの全体計障の構築

4.3.1闘機‘内容表の改訂

体験活動から豊かな学びを創るためには，教育目標・

内容に基づいた体験活動を取り入れながら総合的な

学駕の時間Jと教科・領域を相瓦iこ関連づけた教育諜程

を創造することが求められる。

そこで「ウヱピングマップ(以下マップ)Jを用いて

地域からの教材調発を進め，より有効な教育謀総の開発

に取り組んだ。関 4-1に示したのは，生活科2年生で

地域の茶を取り上げた実践 fお茶ワ】ノレド」でのマップ

である。素材の教育的悩f直の吟味を行うとともに授業の

全体イメージができ，教科との連動も免とおせる n

臨 4-1 お蓄のマップ

ヌド校は学校給食センターが併設されて学校栄養職員も

常駐する食の教育を進める恵まれた環境にある。郷土に

根ざした学校給食の実践や子どもや家庭への食lこ隠する

指導を積み震ねてきた伝統もある。そこで食にかかわる

目標・内容を総合学濃の全体計画に設定した。

[食に対して関心を持ら食環境の変化に惑わされること

のない食生活を送り，生:探にわたって心身共に健撲に過

ごすことのできる資質や能力および実践力 I ((スコープ

食》を設定しその検誌に取り組んでいる。

4.4 成果

4.4. 1場の設定により地域とのかかわりが多くなった

I出成の人々とふれ合うことにより 1 まちを支えてくれ

るたくさんの人々の符{lベヘそれぞれの産業に従事する

人々の苦労や喜びを知り j 人やものに対する感謝の気持

ちが芽生えてきつつある。「この学習で潤りの人 3 地域

の人，お年寄りの知恵というのは!密分が忠、っていたよ

りずっとずっと多くて身近な物 f私はすごいと思いまし

たっこの知恵をいつまぞも大切にしたし、です。 Jこの感

想{こ見られるよう tこ!食を1盈して地域にある保々な fも

の」や「人 l と出会う場を作ることができ 7 地域の獲を

具体的iこっ/わんでいくことが可能になることが明らかと

なったv
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1l04-21土問じ子どもの奮いたマップである。学習を

通して地域の人とのかかわりや体験を通して学んできた

地域への関心が主主体的な名称として登場する。また点や

直線的なつながりでなく，多岐に分かれた複雑なつなが

りとして表現していることから地域への理解への深まり

を読むことができる。

もち当証@ウエヲピ ングマタプ

.網

図 4-2 マップの重化

4.4.2 食について考えることにより，傑議者の関心が

高まり地域の入の参衝が増えた

f従もちを作るにあたっていろいろな体験をさせて頂

き自然の大切さや感謝の気持ち，どうしてだろうりと疑

問に思う気持札話し合いの大切さ物事を つーっ進め

ることの大切さ?それをやり滋げた時的自信ヲこの 1年

間桜もちの話をすることで怠美から感じ取ることができ

ました。そして頑長ってし、る姿がとても楽しそうで積極

的でした。これぞ本当に究機の桜もち(人間作り)の出

来上がりだと l思いました。貴重な経験をありがとうござ

いました。 j これは子どもたちが個人ポートフォリオを

降構成して作った本を読んだ保護者の言葉である。

保設者の関心の高まりは以下に示すような地域からの

学校の教育課程への参画を進めることにつながった。

①生活科 rサツマイそ作り」

市字組耳目保一全よろず会から生活科の場として槻s1を提

供したいとの申し出によって，サツマイモ栽培や収穫祭，

遠足等を地峡の方と共同開{様。

② 3， 4 {手主主「相自白で米作り J

前年度の4年{きゅ…きょくの桜もち」実践の教育一効

果を評価。ヨ翌年i立3年生も加わっての朝日田での米作り。

③ 5年生炭を焼いてハーベキュ--J

自分たちの手で聖子菜を資て?炭を焼いてノ、」ペキ 1 ー

を行う。炭焼きの会の提案iこより本物の燃焼きに挑戦。

5 終わりに

食を通して地域の教育jJを刺激し?まちを愛する豊か

な心を育てることが可能である。食は主主々な人を世代を

越えて巻き込みやすい。お年寄りや保識者!地域の専門

家など!地域的人々の協力のもとに学習を進めることが

できるコ

さらに 3 まものくらしの中で3 食iこ感謝する fありが

たいj や「もったいなしりの心を取り戻すことが環境倫

理を育てることにつながる。

I金」は子どもにとって関心を持もやすいテャマであ

り， Iさらに関わる切実な問題として当事管意識を持って

探求できるι また子どもたちにとって学習する意味が分

かりやすく，学管内谷はより身近で具体的な問題となる。

食をまちづくりへとつなげていくためには!学校栄養1議

員等の持つ専内的な党議と食の教育にかげる熱意，地域

とのネットワ…ク等の財産を生とかしながら j 連携して実

践を進めていくことが必婆となる。

食l立!学校教育から家庭内教育 3 地域社会教育の中

へとつながっといくことにより?地域σ〉理解か1Ji.'L，地

域コミュニティを形成していくことを支僚できると考え

る。この問題意識で君主任校では fたんぽコミュニティの

創造;をテー?に取り組んでいる。

くj主〉

1 )藤本勇二 自然環境と暮らしの知患にかかわり地域と自jる

学習…循環する学びが住まい手・っくり手を育む ド{主主い

まち学習 l 実践報告 論文集 2j(2001'芋6月発行)

?議議醤峰三、 市場小学校 教諭

γ，恥 d 警 環境カウJ セラー(環翁省認定l，日本環境教育学会会員として自然体験

ぶ正時教賓刊に制一一の実践ーでいる現

媛幾夜気? 在は食と撞の覗点から地減づくりについて総合的学習に取り結んでいる。
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子どもを育てる地域の力に支えられた総合的な学習の時間

ー松戸市小金における地域の活動と小学校の総合的な学資の待問一

昔話郡 泰樹

キーワード 1)地域の教育活動 2)総合的な学習の時間 日)まちをよくする金 4)小学校の実践

1 はじめに

「総合約な学習の待問Jが実施されて2年が経過した。

その摺，学力低下論争が持ち上がったり，総合的な学留

の時間(以下 総合〉についての論評も誇定的なものよ

り f総合は死んだjとか「総合学習だいじようぶ?.Jと

いった否定的な見出しが踊ったりしている雑誌が目立っ

ていた印象が強い。そんな状況下，文部科学省は学習指

導婆領の部分改定を行い，これからも総合を存続させる

意欲を示した。

各学校では，学留指導要領に明示した学習活動の中で，

とりわけ，地域や学校の実態に応じた学習活動を行う取

り組みが多くなり，中でも fまちづくり学留』とか『ふ

るさと学習』といった言葉が総合の 分野として市民権

を得るよつになってきている。

しかし，地域についての取り組みとして安易に「まち

づくり学習jに取り組みましたといったものや，子ども

たちのレベルで例か考え出し，提案することが総合で地

域を扱ったといっていいのか疑問が残る。そもそもこう

した「公民的資質の育成jは社会科の自様である。総合

では，子どもたちの資質や能力を育てることが重点であ

ると考えると，子どもたちのレベルでまちづくりの活動

や援案を一方的におこなうだけでいいとはいえないだろ

う。実際のまちには夢だけでなく厳しい現実の世界もあ

る。社会的な背景や歴史も認識していない子どもたちを

地域の中で，どのように育ててし、くかがポイントになる

のだと怨、う。しかし，学校は地域のまちっくりにどの程

程度関わったらよいのか，また，子どもたちの総合は地

域のまちっくり活動にどの程度関わることができるのか

といった疑問がまだつきまとう。たぶんそれは一般解と

として求められるものではなし学校と地域との協力体

制L、かんにもかかることであり，また地域の状態や学校

での体申!と子どもたちの経験の積み重ねなど，まだまだ

試行錯誤の情報を本報告のように提供し合い，瓦いに考

えていく段階ではないだろうか。

ここでは，そのために本論文集 2で報告した続編とし

て，その後の松戸市小金地区における子どもたちを巻き

込んだ地域のまちづくり活動と小金小学校での総合的な

学習の時間の実践について報告する。
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2，地域におけるまちづくりj言動

平成11年より始まった『小金わくわく探検隊』も今年

度で 5聞を数えた。まちっくりにかける情熱と子どもた

ちにもっとまちを知ってほしい・愛してほしいという麟

いをもった大人たちの集まり刊、金引前倒楽部』によつ

って仕掛けられているものである。メンバ」は，お寺の

副住職・大学の先生・地域の名士・まちづくりを考える

会社員・市役所の織w_等と我々小学校の教員である。

活動の様子の詳絡については，本論文集 2に譲るが，毎

年子どもたちに楽しんでもらおうと趣向を凝らしている。

この活動は総合が実施される前から行われているが，総

合の性格を含んでいる活動である。むしろ教師の立場で

みると学校の活動ではいろいろな縦約があるが，ここで

は自由な活動が計画・体験できて羨ましい感もある。

また，そこには地域の方々の献身的な協力もある。普段

は入ることのできない古い建物の中に入らせてもらえた

り，おいしいものが食べられたりと子どもたちにとって

楽しい一日となる。

ヲi前倶楽部が関わるもうひとつの活動に『小金ぶらり

市』がある。秋に学校憐の東漸寺で行われるものである。

ここでは小金小学校の子どもたちの絵を爆ポしたり，茶

道クラブの子どもたちによる野点があったりする。

しかし，ここでの中心は街工会がff切るブリーマーケッ

トである。買い物目当ての人がたくさん集まるわけだが

そこには多くの人に小金に来てほしいという思惑がある。

まちを活性化するのには，多くに人に来てもらい，まち

を知ってもらいたいというねらいがある。ここにまちっ

くりの問題点があるや

小金は，江戸時代iこは水戸街道の宿場町として賑わっ

たところである。現干主も紫陽花の議』こは本 t寺に多くの

観光答P 刀、や 3てくる。また江戸持代には関東十八檀林の

ひとつであっ fご名手j東漸寺もある。!日続i藍沿いにはi工戸

時代のす~~易自j としての面影を践す航箆王爆もある。

しかし現在の!日街道拾いは， ンャッターの閉ま勺たまま

のj苫舗や慰車場と紅っており，ここ数年で応を閉めてし

まったところも少なくないc 小金は商業地ではないが，

観光地でもない。まちを碍生していくのにどんなまちに

していくのか述いがあるように感じる。
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まちのこのような情景を晃ていたこの土地に長く住み

続けた人たちが，ヲ!前倶楽部や子どもたちの動きに触発

されて重い腰をあげ，何か取り組めないかとして平成15

年に立ち上げたのが『小金のまちをよくする会』という

ものである。

この会の取り組みは，名前の通りでまちをよくしよう

というものである。それは形よりも心に訴えるものであ

るように思える。たとえば，駅前からの通りを ζみのな

いようにしようと声をかけたり，ポスターを貼ったりし

ている。また，引前倶楽部と一緒になって通りに花をを

登く「花小金」ということにも絞り組んだ。いずれも目

立つことをするわけでなく，人々の心に訴える活動であ

る。今年度，人々のむも明るくしようと取り組んだのが

『黄金イルミネーνョン』である。クリスマスの前後に

北小金駅前をライトアップしようというものである。

街路樹はもちろんであるが，子どもたちに針金でオブジ

ェを作らせ，それにE球をめぐらせて駅前の植え込みに

寵き，点灯してライトアップ効果をねらった。

昨今，クワスマスイノレミネーンョンは珍しくない。むし

ろ競うようにあちこちで行われ，マスコミを賑わせた。

しかし，この取り組みは決して話題づくりが目的では

ない。寒い冬の夜，釈を降りたら子どもたちの作った作

品がまわりを明るくし，疲れた心と体を癒すというねら

いがある。ねらいはとても素鳴らしいと思った。しかし

中心となった子どもたちの作品づくりは，まちをよくす

る会から学校側に投げかけられたものである。子どもた

ちの活動がなければ，他のイノレミネ」ンヨンと河じであ

る。ここに小金のまちづくりの問題が潜んでいる。地域

の大人のまちっくり活動には，子どもたちの活動が必要

となっているのである。

ヲ|前倶楽部の活動では，子どもたちが地域を知り，地

域を愛し，地域に誇りを持たせるねらいがある。まちを

よくする会も，様々な活動から人々の心に訴えようとい

う意気込みが見られる。しかし，今のまちをすぐに変え

られるという活動ではない。子どもたちにまちを愛する

心を譲成しようとすることはよいが，子どもたちばかり

にまちの未来を背負わせることには危機感を感じる。

3古学校における総合約な学留の時潤の取り組み

( 1 )これまでの研究の流れ

本校では，平成11年度より総合の研修に取り総み始め

た。日本金闘の学校と同じように，試行錯誤の連続だっ

たが，そんな中からいくつかの地域を題材にした実践が

みられるようになった。例えば 5年生は地域にあるお

訪について議べていくやで，実際に本校の大先輩である

老舗の和菓子屋のご主人に学校にきていただくことにな

って，学年の子どもたち全員でじようよ鰻頭作りに取り

組むというようなことがあった。また，小金の地域の懸

史を主主かし，社会科の発展として f小金のまちの怒史を

知れば，日本の歴史がわかる」というような実践もみら

れるようになってきていた。

つまり，本校の総合の学習は，特色ある地域を生かした

ものにすることがよいのではないかということがはっき

りしてきたのである。そこで，平成13年度には，おおま

かな道筋として以下のような地域の系統立てをして，取

り組みを始めたのである。

3年 総合…地域の人々のくらし・交流

4年 総合…地域の自然

5年 総合地域の産業

6年 総合…地域の歴史

上記のような地域を扱った総合の学習を計画してから

これを基本にして各学年とも活動計画を立てている。

これまで取り組んできた先行実践を参考にしながら，教

材として恵まれた地域の特色である君主史や自然を生かし

ての学習活動が展開された。また，地域の方々にも本校

の学習活動が理解されてきており，協力を得やすい状態

になってきていた。

( 2 )今年度の実践から

①今年度の研究の概要

研究主題

生きる力を育む生活科・総合的な学習のあり方

自ら課題を見つけ，自分なりの万法で追究し，

調べたことをわかりやすくみんなに

伝えられる子どもの育成

めざす子ども像としては，研究主穎の語IJ類としている

①自らの課題を見つけることができる子

②自分なりの方法で，追究していくことができる子

③瀦べたことをわかりやすし

みんなに伝えることができる子

写真 3 黄金イルミネーション という学習時における三つの場部を想定しての設定と
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なっている。

このような研究主題，めざす児童量像実現のために，

研究仮説を次のように設定した。

十子どもが生き生きと活動できる生活科・総合的な

卜学容の時聞を展開していけば，自ら課題を見つけ，

い昆発し，調べたことをわかりやすくみんなに伝え

己<s'f!:"b ，~jÍj三三

この研究仮説を各学年の子ともたちの実態とそれにあ

わせた学年ごとの呂指す姿を想定して学年仮説を設定し

ている。また，それぞれの学年で身につけさせたい学習

技能を考え，系統的になっているかを検討し，各々で，

きちんと習得していくように努めている。

学習技能については，各教科の学習内容に関わりがあ

ったり，年度末になって，期待していたところまで学習

技能が身についていなかったりすることも考えられるの

で， しっかりと確認しながら次年度以降も継続して取り

組んでいきたいと考えている。

今年度は， 1学期には主にこうした理論的なものにつ

いての研修や各学年で年間計額の策定をしていき， 2学

期と 3学期に授業研究会を実施した。

②各学年の実践から

⑫ 3学年 f小金のまちを言語べよう j

3学年は， 1・2年生での生活科の学習を発展させる

ことと，社会科での学校のまわりの探検に関連して，地

域に出かけて調べた。子どもたちの希望で，①地域にあ

る古い建物②地域のシンボリックな樹木③地域にある公

園のうち何れかを選んで調べていった。 3年生という発

達段階から体を使った誠べに重点を置いたが，いろいろ

な人の話に熱心に耳を傾けていたり，公匿の間閣の方々

にインタビューしたりと意欲的に調べていく姿が見られ

た。調べたことについては全員が新聞にまとめ，それを

見合う発表会を実施し，さらには小グループに分かれて

発表会を行った。

⑮ 4学年「小金の自然を守ろう j

学E互には， I潟さんの森Jというものがある。生活科

の学習でも活用している自然の残された森である。小金

小学校総辺は，比較的自然に恵まれ，学校隣の東漸寺や

i日街道沿いの古くからある展敷内にも巨木が多い。こう

したことを生かしながら， 41:手伎では身近な自然の大切

をfiえるための調べ活動に取り組み，発表を行った。

校縫にある樹木の名前を調べるために，本校の大先輩で

学区内に大裂濁主主j吉を硲いている万に来ていただいたり，

学校の土を使い草花の成長を観察して学校の土がいい土

であることを実証してみたりと，調べたことそ過して，

自然環境と臼分とのつながりが体感できたものとなコた。

⑫ 5学年「お米プロジェウト 20 0 3 J 

5年生では，社会科の宇宙にも関連してお米について

の学習を取り組んだ。春かわ lfl植えをし，秋には実際に

収穫をしてみんむで収穫祭告したり松戸市内では現在は

江戸川が近い矢切地区では米作りを行っているが，小金

周辺に米作り農家はない。地域の方に協力を婆議できな

い状況であったが，隣接している流山市の稲作農家にお

願いして，現地で凶植えを経験させてもらったり，学校

裏に田んぼを作ったり，一人 f囲のハケツ稲づくりに取

り組んだりして，体験を通して多くの学びを得た。

米作りを過しとその由来，控差史やおいしい食べ方など

B本人にとって欠かすことのできないお米の大切さも学

ぶことができたといえよう。

⑮ 6学年 f小金発掘臆史大辞典j

6年生も，社会科の学習と関わりをもって地域の童書史

について学んでいった。創立130周年記念行事のひとつ

として地域の隆史をまとめた皇室史読本『こがね』を製作

した。この本を活問しながら通史と地域の暦史を学んで

いったわけであるが，小金の歴史を知れば，日本の歴史

がわかるということで，本そ使つての学習を進めた。

総合としては地域に伎む方々を訪ね，いろいろなお話

を聞き出していった。子どもたちは，この地域で生きて

きた人々の住の声を聞き出し，この地に対する強い忠、い

を肌で感じてきたようである。

子どもたちは，自分たちで調べたことをまとめ，発表

会の準備を進めていったが，問時に学年で一冊の本にま

とめていった。発表する内容はむに残っただろうが，形

として残るものがあるのは，自に見えて子ともたちの財

産となった。

発表会を開くにあたっては，自分たちだけでなく，

4・5年生や先生方，保護者の方々，地域の方々にも見

てもらいたいということになり，授業参観の日に実施す

ることになった。授業参観を地域に開くということは，

写真 6~ 1 3学年の発表の様子 これまでなかったことであったが，子どもたちは自分た
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ちで招待状を作ったり，ポスターを作って貼ってきたり

と自主約な取り組みが包立った。

こうしたことが功を奏 l，多くの方々が米校してくだ

さった。これまでは，あまり学校には来ることのなかっ

た地域の方々も，今回のような試みをきっかけとして学

校に足を向けてくれるようなことが増えることを期待し

ている。

写真 6-2 6学年の発表の様子

③実践のまとめ

今年度の実践の成巣は，これまで培ってきたものによ

るものが大きい。地域を教材にすることは，課題を議ベ，

発表していく学習の流れの中に体験的な要素が入れられ

るという占に有効性がある。また，自分たちに身近で切

実性のある課題をもちやすいということにも意義がある。

しかし，学校での教育活動ではない地域での活動によっ

て，気づきを醗成していたり，人との関わりをもてるよ

うになっていることもJ確かだといえる。

地域を愛する心郷土愛は学校の学習でのみ培われる

ものでなく，地域での活動も深く関与している。 6年生

は調べたことを地域の方々に発表することを強く望んだ。

総合で謂べたからというだけでなく，子どもたちに対し

て真塾な対応で，この地への強い思いを伝えようとした

姿勢が，子どもたちの心を動かしたのであろう。

-ぼくはこの学習を通して小金の歴史のことがいろ

いろ学べました。人に開いて学ぶとその時の歴史が

うけつがれていっています。そしてそれをぼくはう

けついでいきたいです。 (T，W) 

・私はこの小金の学認を通して色々なことを切る事

ができました。もちろん小学校の事についてもよく

わかったけど，私は小金の人の;[}の優しさを知るこ

とができました。初対童話なのにみんな分かりやすく

優しく説明してくれました。私は小金に住む人達は i

28 

なんて優しいんだろうと怨、いました。小金の町が火好

きです!! (T， Y) 

.この学留で小金の町の事をよく矢口ることができまし

た。この町の墜史はみんなに大切に守られていること

を実感しました。 (M，Y) 

・この勉強をしてたくさんの人にお世話になりました

あと自分の住む荷なのに知らなかったことばかりだっ

たので楽しかったで寸。大人になった持，子供に教え

てあげたいと思います。 (M， N) 

3 まとめにかえて

小金での様々な活動や，総合の学習と地域との結び付

きについて述べてきた。中留武昭は f地域人材の活用を

カリキュラムに沿って図るだけでなく，児童・生徒が地

域っくりそのものを目的とした活動をカワキュラムに組

み込むことが重要である。それによって教科で得た知識

を児議・生徒なりに地域で役立つ知性にまでこれを転換

させることである。ここに学校と地域が共生長していくこ

とのできる知恵がある。 J (学校と地域を結ぶ総合的な

学習，教育開発研究所 2002)として，地域と学校の共生

について波べている。しかし，子どもたちがまちづくり

をするということは笥取なものではない。総合的な学留

においてそうしたことを目的とすることは主旨と反する。

地域のまちっくり活動は地域の住民が自らの窓識をも

って， 一歩一歩歩みを続けていくものである。その一歩

の歩みの中に，子どもたちが学んだことが加わるにし亡

も，大人のまちづくり係動と子どもたちの総合でのまち

をよくしていこうという思いが刺激し合いあって，でき

あがっていくものであると考える。

学校において，地域に関わっていくということは必ず

しも簡単なものではない。むしろ，学校での教育約動外

では，なかなか地域の方々と接する機会もなく，穣極的

ではない教員も少なくない。また地域にとっても学校の

敷居は高しきっかけがないとなかなか入っていけない

という声をよく開く。関かれた学校作りを進めていこう

という状況の中で，総合が地域と学校との共生のきっか

けとなる可能性をもっている。

今回の実践で，久しぶりに学校へ来たという地域の名

士にお礼を述べた際， I先生，今度はもっとみんなに声

かけて，大勢で行くから!Jと言われた。頼もしい活の

中に，総合を過して我々教員も進んでまちに出かけなく

ては思った。

松戸市立小金小乍校歌謡

地域の'1'で 7:校ができることの

z可能性を求め地域とのかかわり

をえ切にした実践をめざしている。
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地端的文明酷龍 fl富見付学韓』壷テーマとした壁代化難産学習 材型E俊介

キーワード: 1) 旧見付学校 2)文明弱化 3) 掛才鮒誼 4)地域 5)近代化遺産学習

1はじめに

平成10・11年(1998・19鈎)に告示され，平成14年度(2002)

から用いられている新学資指導要領は，子ども逢にゆとり

の中で自ら学び，自ら考える「生きるjJJの脊成にE重点;を

おいている。完全学校週5日苦手jや総合的な学習の時間の導

入などはそのあらわれであるが，このことは今以上に各学

校が創民主工夫をし，場或との連携をよりし、っそう深め，特

色ある教育をしていくことが求められるということである。

これまでその可能性のーっとして近代化遺産学習の導入

についていくつかの研究がなされてきたい。この近代化遺産

学習とは自分の住む地域や国土に荊生する建遺物を調査す

ることを通して，日本の近代化を推進してくれた遺産とし

てあるいは現在Eの暮らしの便利さや豊かさを支えてくれる

建設業や建造物へのl議裁の念，人類の知蕊と努力の結晶と

しての主主遺物の意義なつかませる学饗である。

しかしながらこの近代化遺産学習の研究は土木分里子キ=工業

分野においては行われているが，子ども遼にとって一番身

近な存在である近代学校建築物においては取り上げられて

いない。また学校現場の授業においても，未たを財tそのも

のとしては取り入れられていなし九

よって本稿で、は地域を核とした近代学校遺産を教材とし

て，どのような方法をとれば，総合的な学習の時間におい

て導入できるかを考察する。またその代表例として，静i縄

県磐間市の rl日見付学校j を取り上げることにした。これ

は識査者の地元であるため土地励に秀でてし、るため，この

学習を考察するのに適した環境にあるといえるからである。

研究の方法として rl日見付学校Jの耕枇を学校建築物

の後点から見たハード磁からと，見付地域の教資制度，学

総軍営等のソフト街に分けて考察し，その上でfI日見付学

校Jをテーマとした近代化遺産学習の可総伎を探ることと

する。

2.地域における近代の学校建築

近代における岡本の学教建築の姿は，おおむね明治中期に

完成している。現在の学校建築は小，中 r高校を関わず，

そして地域性や気候，風土に関わらず，ほとんど例外なく

どこにでも適帰されているのが「片廊下一文等割校舎jで

ある。これは教蜜を南lこ向け，直線的な廊下に沿って案っ

すぐ並べていくものであるが，これ以前には僻他的な学校

が建築されていたのである。

例えば明治初期に建設された学校である。この建築様式

は，大きく和風と擬洋風の二つに;kjJJ]できる。前者は文字

通り在来の住宅の工法やプランニングをそのまま踏襲した

もの，後者は flB見付学校jに代表されるような擬洋風の

後者は「旧見付学校jに代表されるような総羊嵐のもので

ある。

しかしながらこ刷機は戊渓戦争直後の明治制守の

緩済的基盤がまだ留まっていない時でもあったこともあ

り， 日本¢学校設立は緩淡状態の最も苦しし時iこ知正面し

なけ*'11まならなかった。そのため全図で合計83760の小

学校崎l殿を企顧するという壮大な構怨であったが，学

校の建築i土「国民が負担すべきものj とされており，国

家的な財政の裏づけはなかった。

このような事情のため学側発布霞後の学校のほとんどが，

従来の寺子爆，私書告をそのまま使用し，あるし将校干の改

害事を加えたにすぎないものであった。

その土紛楓の学校建築は，短期間で衰退してしも。主喜

美で建築費制修繕費が高くつくこうした学校の様式が，量

的整備が最重要課題であった当時，中央制守から攻撃され

るようになった点にもその康調がある。

3.建築物からみた地域における rl日見付学校jの

糊備練

rl日見付学校JI土単に西洋風というだけでなく，~た闘

も美しく，日本古来の建築様式を加味したものであり後れ

た建築物といえる。減のような石替を積み，面様性に後れ

た内吉構造となっているなど， rlB見付学闘にlまさまざま

な工夫が擁されている。また基本的な工法は純日本嵐であ

る。和室J，かすがい)壁際針，雪E総持などの部材が使われ

ている。

3-1 教塗画日重量

校善計土猷島教室 12で242坪，糊リ教案(音楽霊訪 1で

12 Tl'，職員塗1で 12Jjf， j;お愛護，街直司王2で 12呼であり，

当証寺としては相当規模の大きいものである。

ここでの耕寸俄簡は，子ども遼lこ自分遠の学校の校舎と

この rlB~付学校j の校舎を様々な観点から比絞させると

ころにある。その観点とは幌櫨はどちらが広いか実際lこ

損J]る，(I府矧j数量産はどちらが多いのか調べる，また， IB見

付学校iこ理科主主，家庭科主主など現正Eの学校iこは存在する特

別教室が前生しない理由を考える，③1日見付学校に存在す

る街箆寒とはイ刺繍べる，@瀬良重主応援釜はどのような

点が異なるか，または閉じなのか，である。

3-2 玄関・入口

rl臼見仲学校jの内をくぐって石援を進み，石段を昇る

と，建物の中央正面に玄関が存在する。玄関天井は薄板の

すかし斜め絡子となっている。玄関ポーチ S本の柱はギリ

シャ・ローマ建築でも用いられているエンタシス様式の鯨

ハ吋つ，ん
“
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り丸柱で， Jj本の伝統的な建築物とは違った，明1台特有の

文化を漂わせている。

また fl日見付学校j の正面入口は，左お対称に2つ存在

する。内部もこの入口に合わせて，校舎 21踏まで間仕咳燈

で半分に分けられている。これはおが男子，tr.が女子の入

口で，教室も男女別であったためである。

ここでは文明開化による西洋の影響が一番あらわれてし、

る玄関部分を，子ども達に重点的に調べさせる学務を中心

ぱ子う。その時には実際に， fl日見付学校Jに附妾してしも

日本の伝統的な建築物である淡海図玉神社(おうみくにた

まじんじゃ)と見比べる活動(写真3-1)を行いその特

徴を従えやすし、ようにする。また fl日到す学校jI土人口が

男女別iこ分けられていた事実をもとに，なぜそのようにな

っていたのかということを，この持f'i;O:背景や教育事情か

ら考察させる学習活動会行うこととする。

写真3-1fl日見付学校¢校合と隣安「る淡海図玉神社の鳥居j

3-3 階段

この校舎は明治16年(1883)に三泌が場築されて，現在の

五階建て風になった。これは塔尽を，おみこしをかつぎあ

げるように，かぐら上げをしたものである。つまり原形を

そのままにして三階部分だけを増築したのである。場皇室部

分はそのままにして，底上勾欄をはずし，その部分に天井

正低い三三階を増築したので，えかけだけが五階建てのよう

になってしまったのである。

そのため内部の階段は中央にあり，段l:fしご寝技で少し

物足りない。しかも用途変受のための校舎の改造がはなは

だしいため，傾斜がとても急である。これは学校建築の棟

梁である伊藤平右衛門が尾張務の御抱大工だったため，城

の雰殴気が出ているためである。しかしこのような階段は

flJj開智学校Jの立派な階段などを徐し、て、当時の他の学

校もi百!様である。

ここでの耕寸の観点、は，表3-1 {:::'J'したような階段の

構造を子ども達に実際に調べさせることで，現ヂEの校舎の

階段との相違点を主に気づかせる。そして昔の階段は傾斜

が急であったため階段は慎重に歩く必要書があり，そのため

昔の子ど、もの方が，行儀がいし、というJ誌にも関連付けて学

習を進める。

30 

表3-1 rr目見付学校Jと現代の学校の階除措

<t I議 灘ム 蝿禰 暗殺歓

1"見付 1階-2暗 130 24 26 

常枝 2構 -3時 84 2' 20，1) 

3暗-4帯 63 25.5 17.5 

信晴-5時 58 lK5 20 

境代の ，)、"f控 140以上 16以下 26以上

学校 ゆ学・高鞭 '40以上 回以下 26以上

1) 市長・瞳上・輔副固め単位は全て 'mo時段教の単位は段。

2) 倒見付学慣の数伎は鱗者現地調黛より作成。

15 

13 

10 

15 

出現代の学控において、<Il員が 200cmをこえるものは中央に

会設け、階段円高さ 300cm以内毎に織り楊を Hけなければな

また、階段敏の織Jl:::はない。{綾織11111法lIi行令)

3-4 斜め張りの床

う九

¥ 
一、

床板は，分厚い板の上に，さらに厚さ 3cmほどの桜がめ

に張ってある(写真3-2)。これi土主飯豊iこも鮒えられるよ

うにと，頑丈なこ益事専造としたのである。斜め張りの床板

l立，明治相燃のフランス風L建築様式にもよくみられるもの

である。

3-5 方杖

1つの教室で何十人もの児童が叩斉に入って，授業を行

っていた。そのためニ階で授業を受ける児童主たちの重量を

支えるため， 織とニ階の各教室のど部に「方杖j (写真3

-3)と呼ばれる，構造を堅限にする支えが施されている。

3-4， 3-5での耕干のぬ~f'Ì，学校を長く使用するた

めに建物を強留にする工夫が施されたとし、うことを，この

地方での発生が予測されている東海地震に対応するための

現代校舎の百嬢化ということと絡めて学穏を進める。また

斜め張りの床など明治燃の建築の工夫が欧米の影響を受け

ていたものであることからも湾境事できるように，文明開化

の波が確実に地方にも広がっていたという事災も捉えさせ

ることが可能である。

写真3-2 r斜め張りの床J

3-6 窓

写真3-3f方杖j

完まは、窓枠の内部lこ分量慌がつるしである上げ下げ構造と

なっていて，このからくりの工夫は，総工棟梁の伊藤司王布

衛門がわざわざ建築中の東京，横浜の洋官官を見に行っfゴ在

来である。

これは酒落fこ外観のデザインを醸しだすための工夫であ

ったが，故障しJやすい点、と案内採光不足が難点、であっfら

このため，大変 14年(1925)大在日M昔の窓が号Ii皇いの大きな窓

に改造されたが，現夜は建築当時の活まに戻されている。

ここでは，文明開化の波にいち早くのり，~だけで令欧

米の雰凶気を採り入れようと努力した結果，窓自体のデザ
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インをj震視し，機能援が車重視されてしまったという事実に

ついて子ども遼に考えさせる。そしてこのことをマイナス

に捉えることなく，逆にこの点から，この主似或はx明関化

lこ敏感であり，欧米のものを積極的に採りいれようと努力

した擦があったことを学ばせる。そしてこの堆械は普から

先進件がめる素絹らしい地域であることを理解させる。

3-7 天弁

天井は明治建築話虫特のIN属板を斜めに交差させてあり，

そのkには窓からの採光不足を補い，室内を明るくするた

めに真っ白な和紙が結つ、てある。しかしながら，当地方に

初めて電気が点いたのは明治44年(1宮11)であったので，明

治初期の旧見付学校の室内は，くもりや雨降りの日などは

かなり階かった。

ここでは，天井に工夫はされていたものの，明治期の校

舎は電気が点かずだいぶ暗かったことな感じ取らせる。そ

のために rlB見付学校j見学時には電気を実際に消して，

樹ヰ蓄を読むなどの学習を行うことで当時の子ども遠の学

努環境を掴み取らせるのと当時に，今の学習環境がいかに

恵まれているのかということを学ばせる。

3-8 義礎及び校庭

rl日刻、t学校jの校地は 1324T1'-，運動場 1156:bl'で，そ

の他神校境内を遊歩地に借用した。[f日見付学杭の基礎石

i剣士1∞9個ほと守護まれてあり， I高さは約2.4皿ある(写真

3-4)。この石は明治2年(1869)の藩政廃止により燦械

となった湖畔減量聖域(勢j必郡大須賀町)の基伎の石垣

で，明治6年(1873)，こ払い下げられたものである。

この石ほの石は，横須質城から下紛11，弁障す刻11，商j)11， 

福岡湊，今之浦)11，'t川を経由して舟で')11伝いに運ばれた。

rl日見伴椴jより先に校舎新築に着手した坊中学燃は，

洋風2階建ての堂々とした校舎であっtco 当時被域の中心

地であった見付では、広さや高さの点で，坊中学校よりも

少しでも立派にしたいという町の人々の希望があった。こ

のため，遠くからでも臨み見られるように，町の街道筋よ

り一段高い総社境内の街道に湿した突端に，町並みの方へ

出っ張るようにして慕礎;石製を築き上げた。

ここでは城から石舗が運び込まれたという封鯉的経路や，

その実情を司寺代背景とともに子ども達に考察させる。そし

てこの時には，喜善政廃止といった明治政府の方針とともに，

この学校を封ω或のシンボノレにしようと石績の上に校舎を建

てようとしたことも湾1解させる。また主主築的iこも擬洋風と

この校舎がいわれる根拠の一つに，西洋建築には見られな

い石垣の基礎という日本独特の工法が}司いられていること

にも気づかせる。

写真3..4

f校舎基礎の石土亘j

右が崩れないように隙間

なし組み合わせてある。

』

4.見付地域の文明日脅化をうながした教脊内幹とその僻髄

4-1 就学状況

明治14年(1881)rlCl見付学校Jの就学児童は?主主船員持を

迎えた児重量の約66%であった。当時の子どもたちは， 一家

の大事な働き手であり，子どもに教育を~けさせる必婆十世

を感じなかった親も多かったため，見付!fiの子どもたち全

員が学校へ通っていたわけではなかった。このため開校当

初から， [旧見付学校jでは児童に「就学卒LJを与え， [lf1 

見付学校J(こ就学していることを誌明するとともに，#号撃

の象徴とした。就学卒しの上書官iこは穴が開いており，この穴

lこ紛を通して帯(三尺)に結びつけ，学校の内外を関わず

常に着用させて，不就学児童震の就学を促した。

就学状況をみると，男子j足主主に上七べ女子先議の就学率が

低いことがわかる。この礎自は正式に父母から戸長へ出さ

れた不就学届けによると「牌弱j となっているが，実際は

女子を軽視するという古くからの悶習によるものであった

しかしながら「旧見付学校j は，全国の就学平均と比べて

女子11rj量就学率が高いのが特徴である。これは文政年間

(1818~182宮IHU材首の高名な商人福E時半香の母が寺子屋の

女師匠をしていたため，他の紺織と比べて見付における女

性の地佼はi高く，平くから女子の教育が積極的に取り組ま

れていたことがわかる。

ここでの教材の価鍍としては，現代のように学校に通う

のが当たり前ではなかった時マtが一昔前にはあったという

ことを子ども達に気づかせることにあるロこれは，新時代

になっても子どもは一家の大切な働き手であったことや，

勉学に対する世間の認識の低さがあったことが際速してい

る。このことは務寂の義務教育嗣践の中ではなかなか従え

にくいものであるが，就浮吠況を考えることで，自分逢l立，

勉強できる環境iこ恵まれているということに気づかせるこ

とができる。

またもう一つ取り上げるべきことは，この地域では女の

地1立が普から高く就学克容も全国平均より高し、ことである。

このことはこの地域の誇りである。この点にも近年のジ

ェンダー問題富に関係付けて子ども遼に学ばせることができ

る。

4-2 教員

明治6年(1873)rl日見付学校j 際校当初の1E教員は，中

等教授2名，上等助教1名，一等授業生1名の計4名で，

このほか臨時の麗教師が7名いた。当時は教員免許を持た

なし寸受業生(代用教員)や，寺子屋の自市置がそのまま教鼠

となるなど，学力や資格，年齢の諸条件が追いつかず，教

員採用は当初難航したλ

そこで浜松県では教員不足を解消するために，明治8年

(1875) 3月25Bに浜払吻卒養学校を関設した。燐養学校の入

学年齢は，通常の官立師範学校が20歳であるのに対し， 15 

歳となっていた。そして2~4 ヶ月の終業期間を設け，卒

業試験及第者には小学識導に認定「る読書を与えた。瞬養

学校とは，その;j'，の余すとおり，短期の教員養成機関であ

:
i
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った。

ここで子どもi主につかませたいのは，砂11倒寺代になり学

校制度ができたとはいえ，あまりにも急であったため教員

探しも大変であったということである。つまり，文明開化

の流れがあったとはいえ教員自体が学校へ通ったことがな

いのであるから，その教員像を採るには大変な苦労があっ

たのである。よってここでは，教鼓の確保の点からも分か

るように，明治蜘守がi輩める諸政政策には地域の実情と合

わないものもあったことを子どもi主に気づかせることがで

きる。

4-3 授業

明治5年:(1872)7月，文部省は教育課程の基準となる旬、

学校教員I)Jを頒布した。これによると，小学校を下等小学，

上等小学に分け，下等小学を6裁から 9歳まで，上等小学

を 10歳から 13歳までとした。また上等小学，下等小学を

それぞれ8級iこ分け，毎i級6ヶ月の課程を編成して，授業

時間は毎週30時衡とした。また明治6年(1873)6月に浜松

県が公布した「小学区厳重程程j によると， f学科ノ、~，、ズ被害

習字鮒ノ三三科ヲ授ク可キ事Jf教民rjノ都テ小学教員1)ニ依リ

事物適用ノ築学ヲ主トシ空シク尊重句ニ持j泥スノレノIEI習コレ

有ノレ関敷キ害事j とあり，読み書き，習字，算術の3教科を

必修とし，授業は小学教測に従うことが定められた。

小学教則では，各級別の教科を設け，各教科の毎週教授

待問数，授業内容，教科書等を具体的に指示している。下

等小学第八級(小学1年生前期)を例にあげると，その教

科(待問委幻は，

綴字 (6) -習字 (6) ・単議室定方 (6)

. 'f鞘ま算術 (6) -終身口授 (2) ・単語詩語(4) 

となっている。綴字についてみると『智恵に糸口Hうひま

なびH絵入智恵U環』などの教科書を使用することが指示

されている。

しかしこの文部省の小学教員1)は当時の教育の実情との関

に大きな隣きがあり，美総は非常に困難なものであった。

これに対して，東京高音範学校が制定した小学教郎氏鞠斗

内君事が単純であり，寺子鐙と大羨ない当時の小学校として

は文部路?の小学教則よりも近づきやすい内容のものであっ

た。

ここでの耕t価値はき見准の授業とこの時代の授業を子ど

も達に上七較させる点にある。これは授業時数や内容などの

点Jから考察することが可能である。また現;(Eは子ども主体

の学習が進められているが，この当時の学びl立教飯からーー

方的に教わるものであり，ある点、において学びが真剣であ

ったo このことからも， f真の学びとは何カサということを

今一度子ども遼に考えさせる支援ができる。

4-4 授業料

全罰各地に近代学校が開校した当時の授業料は，各学校

地域の実情を考慮して金額が定められていた。!日Fも付学校

料に比~J>鎮で，なるべく多くの児童が就学しやすいよう

に配慮されていた。そして，明治例年(1901)以降は，尋常

科では授業料無料が原則となったO

この当時，子どもを学校に千子治吐ない理胞の一つには経

済的負担があったことも挙げられる。 ー方，現在広判交制

度では基本的に義務教育の授業料士無償とされているが，

これはl当氏の税金によ相成り立っているということもあげ

られる。よってここでは，学校を支える制度の今と昔を比

較する学穏を行うことでそれぞれの問題点を解決させる。

4-5 試験

試験については，毎級の終わりに定期訴事境を行い，合格

すれば進級でき，不合格の場合はf吉年となった。卒業時に

は大試験を行い，また毎月米には評価のため小試験を行っ

た。なお当初は毎年 1Jl 8日始業， 12刃25EI終業となっ

ていたが，明治20年(1887)代後苧から全協のl)、学校で4月

1日始業， 3月 31日終業となり，籾治33iP(1900) 8月の

文吉階、々令「小学校令施行規則jにより初めて明磯に学年

始が4月1日と定められた。

現役の義務教育下では，試験の結巣により留年するとし、

うことはなし九この点から，昔は勉学に対して今以上に厳

しく，また真剣であったということを子ども達に気づかせ

ることができる。

4-6 石重量、石筆

石盤や石犠(写真4-1)Iま，文明開化とともに商洋か

ら伝わった石盤は， B5~B4用紙ほどの大きさくらいの粘

板岩などの簿い板の防りに木の枠を施したものである。当

時はこれをノートの代わりとして用いていた。

また石筆とは蝋(5を絢く筆状iこしたもので，これを石畿

の表匝互にこすりつけると白い文字を描くことができる。こ

れに海綿やボロ布などの黒板消しのようなものがfせき， .?i 

盤と石空襲を手にした児議たちは，教Jli]iが指示した文字や数

字きと何度も書いたり消したりして使用した。

石盤，石さまは現在においても fl目見付制ぬでは実際に

使用できるため， 子ども逮に昔の学校のイメージを捉え会

せるのにも有効である。また石盤は背のノートの代わりで

あったという点からも，その短所や長所を考察させ昔の教

具について興味をもたせる。

4-7 掛図

写真4-1

「石盤・石量産J

当時のものを復元

しであり，実際に使

用することができ

る。

明治6年(1873)東京阜市級学校弘文部開の怠:持l合受けて，

の授業料は，一人当たり約2銭6康で，家庭事情によ号無 R本で設初lこ教育用掛図書ど編集発行し7らこの草寺つくられ

料となる場合もあった。 1日見付学校は国や県の規定の授業 た五卜畜閣や単語闘などの掛図は，すべてアメリ力のりj等
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教育用掛図 (00町 t)をそデノレにしたものだった。室長明治7

年:(1874)には，文部省が自ら掛agを発行し，全閣の小学校

教育に掛泌を用いることな奨励した。

語手間(写真4-2)は，実物裸本:-'Y'模忍!などがそp!こ入ら

ない場合でも，十分に代用となりうるものであり，日本で

は版i両t主体以可長具技術が発達していて量産ができたため，

急速にず慨に普及した。

また明治初期の教育事情として，教科書を所布できたの

は部の子ども逮だけであったということもあり，教科書

の挿絵を掛図にして学ばせることには大きな意義があった。

ここでは，現在の社会科で用いられている地図の掛図な

どの根源がこの瑚七からあったということに気づかせると

ともに，教科番手を所有できないから掛図を用いたという現

在では考えられないこの当時の教育的事情を子ども達には

捉えさせることが必変である。つまり現在，義務教育下で

は無償である教科書事がこの当時はそうではなかったという

こと必日制t背景とともにつかませる。

4-8 教科書

写真4-2

「明治6年

の掛図J

巣物の絵が織か

れている。

明治初期の教科書は，全協各地で自由に綴訳、出版され

ていた。明治初年頃J見f、十中)11機の醐IJにノj咲韓応を創設

した小j事良作は，数多くの教科蓄を出版して地方教育の発

展に大きく貢献した。当時， d>j撃書涜l立，掛川|の三期患，

間公の谷島康と並て潮市された勧苔筋の主要な害応であった。

なかでも『下等小学習字臨本』は，中泉学宅糊代校長塚

原重f$と見付学校教員山内天見か編集し，見付学校教員で

著名な奏家でもあった台回経所が書き，ノi探良介が翻訳し

た郷土密着の教1奇警である。

ここでは昔の教科書はこの地獄の人々の努力で作成され

ていたことに呂をむけさせる。現在の教科書は教科書を作

成する専内的な会社が存在するがこの当時l立主回或を大切に

した教科書が作成されていたことの意義を子ども遼には捉

えさせる。そしてそこから郷土について愛着をもてるよう

にする。

5. rl日見間帯j を教材伊!とした地織を封注した近代化

遠藤学習の可能性

3章と4重量において， r旧見付学校Jの教材倒産会検討

してきた。そこで本章では，それらを生かした教材開発を

行う。現状において磐閃市は rサッカーとトンボの田町J

というテーマのもとに町作りが進められているため，あま

り学教現場において「旧見付朝交jは教材として用いられ

ていない感がある。
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そこで， rl目見付学院 rT;苧狩によりこの学校が見付地獄

のシンボル1的存在になるような学習を考えてし%。

小ヤ校溌8学年・総合的な学習号の時間とのつながり

「総合的な学習の待問jの意1威主霊知土、渉:の通りである0

.各学校が地域ヰキ殺の実態等に t~ じて創EE 工夫ーを生か

して特色のある教育活動を展開できるようにする。

-横断的・総合的な学望号や児主量生徒の興味・腐心得iこ基

づく学漫などを通じて，自ら議題を見つけ，自ら学び，

自ら考え1:片的に判断し，よりよく問題を解決する資

質キ昔話カを育てる。偶閥解決約学溜) I 
上記の述。この学習の時間では，①子どもが興味を示す

耕寸であり，②担会体験，見学待機査，発表や討論などの

活動が盛り込まれかコ，G械翻験的学習が展開されなけ

ればならなv¥

よってここでは体験均苦動そ軸とし，また rlf]見付学ぢむ

な媒体として，そこから「学びの質j を考察する学習を行

つ。

なおこの単元は小学校第 8学年を設定しているe これは

この学年ι社会科では，隆史学習を行ってお9その発展的

学習としてこの学習を行えるためである。またこの発展学

獲を中王子二校での控室史学習に結び付けられるように燦関する

(1) 単元

(2)対象学年

(3)単元の目標

f学ぶってどういうこと?

一!日見付学校から分かること-J

小学校第時学年

・[f日見付学校jに興味，関心をもち，そこから議題を

発見し自ら追求活動ができる。

-調べる方法，必要とされる用主主や資料について考え

ることができる。

・参考資料，草書き取り，インターネットなどを活用し，

rl日免f寸学校jに関する情報を収集し，そこから課

題解決に必要喜なものを探し出し考察することができ

る。

・自ら積極的に体験活動に参加できる。

a追求した内容についてまとめ，分かりゃ「く表現し

たり，発表したりすることができる。

。f学びの質Jについて考えることができる。

(4)単元について

[f日見付特性、 1日体験jを大きな軸にしてこの学習を

進める。これは明治期の小学技になりきり， 1日見付学校で1

日生f話"するとし、う体験学習であり，そのためにi土ハード街，

ソフト商の術面からのト分な準備が必要とされる。

そこで， r1 a 1日見付学校生になるにはfiiJls必要かj とい

うことを各自が追求する。これは明治期の学校の教育制度

(a寺関寄せ、教科なのから身なり服装などの点、まで多岐に

わたる。これを一つひとつ解決していく中で!日見付学校に

対しての見識を深めつつ、 rl目見付学校生Jになるための潟

道、を，外見を含め，子どもの心の街からも進める。このシ

ミュレーション的活動を成功させるためにもこの追求活動

2004年住絵、研「住まいまち学習J実践報告論文集5
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*調際にこ呪:学校に遜っていた方々 にインタピュー

などをして，普の学校や生活など正イメージをつかむ。

i目見付学校へ下見に行こうJ
*学校見学を通して， 日見付学校生になるための

色々 な課題を見つける。

*社会科の鐙史学習で学んだことを生か寸。

cr展開・・・・・ 20a寺間

どのような準備が必要だろう培、

*導入覇防士でのイメージを大切にする。

日間見付学校生を体験してみて。

*威思文を書き，音の学校のイメージを大切にする。

*OF弘OGの方から，今聞の自分たち抗体験と実際の

菅¢学校生活は[司じものかどうか続くこと，で今回の

体験学習の反省を行う。

c3:まとめ・・・・ .10待問

l日見f字学校生を体験して分かったことを発表しよう。

I *ポスダ}セッション形式で発表する。

*学校のホームページに競べたことをのせる。

「学びJとし、うことは称どういうことだろう。

I *明治甥の真剣な学びから感じ取ったことを自由

に話し合う。

-福沢5品告の f学部のすすめ』を読み解とう。

.!日見付学校生-~体験をして感じたことから。

*今後の自分遠の学校生活に生かせるようにする。

自舗の学習したこと伐欄の気持ちをキ雌苦になっttl
方々 に手紙であらわす。

*今回伝学習の成果をまとめ，それを手紙 F表現する0

6.まとめ

近代主主造物宏対象にした，建造環境から学ぶ近代化遺産

学溜の扱いは，建造物自体¢教育的価僚が定着していなか

ったことから，これまでごく一磁的で体系的ではなかった七

しかし砕年度か色導入された総合的な学務の時開は，建

造物やそれをつくった建築物そのものに角財lさせ，その上

で問題解決約な学習を積緩的に導入することができる。

この間間平決学溜は，森を見て，木を見る学習よりも，

木を見て，森をみる学習の加瀬剰包であると考える。本

稿ではこのことについて近代化遺産 fl日見付学校jを通し

て考察してきた。例えば療史学習を行う場合，教科書に示

されている数多くの援要幹妄(=森うを一つ一つまとまり

もなく(=木)詰め込み式に学習するのではなく，一つの

事項(=木:flS見付学校J) を子ども途方潤樹紙学習を

行いながら主体的に学習することで，その膝史的，地理的

背景(=森.文明開化地域の変化など)が自然と想解で

きるようにしなければならない。つまり一つのことを調べ

たら，また次の疑問を解決したくなるような連鎖約な学習

が行える環境をつくりだす必獲があるのである。

また各地織に密若した学習が求められている近年におい

てはJ この fl日見付学校j のような地域のシンボル，ラン

ドマーク的な存在の近れ曜築を子ども達に追求させること

は，自分達の地媛を歴史的観点から学習するのみにとどま

らず，紙約分野にも結びつき総合的に考察することが可

能となる。これは建造物が地惑を構成する重要な柱だから

である。なぜなら人間が地表後間に建造したものこそ，地

球iこ刻まれた地日表だからである。

なお本績では、近代化遺産の一つである学校建築物の教

材化についての考察会行い，近代の学校建築物も十分に近

代化遺産学習の一分野になりえることを訟明してきた。し

かしながE授業実践を行い，この学習を立証するまでには

いたらなかった点は今後の課題である。
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次代の担い手を育成するまちづくり学習に関する研究

ーまちづくり学習における学校への支援体制の可能性についてー

中)11和郎*1

キーワード・ 1)まちづ〈ワ学習 2)学校支援 3)ネットワーク 4)協調裁政策窓思決定システム

1.はじめに

2∞0年4月に地方分纏一括法が施行され，地方教育行政

の総織及び運営に関する法律や学校教育法など 21の法律

が改工とされた。これにより 閣と地方とを包括的般約な

指操監督「耕にあった機関委f壬事務官Ij度が廃止され市町

村は国と対等な立場を獲得した。従ってす市町村は教育行

政において自らの意思と責任において地域内の諸問題や

諸課題を解決・処理することが不可欠となり。市町村の岳

己決定と自己責任の徹底が求まられてきた。これらのこと

を跨まえて市町村が施策について自己決定し自己責任

を果たすことにより、住民の行政への鶴心を高めていくき

っかけにもなる。

従って特色ある教育行政を推進していくためには地

域との関わりを持つ、市町村の公立小・中学校で普段から

地域のことを考えI 自己決定自己責任をしていく人材を

宵成していくためにまちづくり学習は欠かせないものと

なる。

従来裂のまちづくつにおける住民参加は， J主体的な事案

やテーマにllPして行なわれるイメージが強い。しかし本

来の住民参加は!地域行政の姿を地誠において住民と行政

が一体となって 現状を打開しつつ望ましい未来を切り拓

く決定や行動を不断に繰り出していくプロセスである。住

民参加には、住民が地域の一つの決定や行動を行ない。そ

の結果を学習し，さらにつなげていく過程が必要である。

そのためには 住民がまちづくりについて政策形成の巨獅皆

から参加し 自己や自らの地域を凝視し真剣に見つめ直す

機会でなければならない。まさに今後のまちづくりについ

ては。参加型から参画型への転換が求められているのであ

る文1)。

例えば、多摩市では，行政のまちづくりの方向性や住民

がまちづくりに参加できる仕組みについて理解しI 議論を

深めていくために都市計画の仕組みをわかりやすく解説

していく「街づくり講@:Jを 1999年から実施している。

この「街づくり講座jではI 大学教授や実務家を講部とし

て都市計画とは何かという基礎的な内容に絞った講座と，

ワークショップ形式を取り入れた実銭講座の二本立てに

なっている。この「街づくり」講座により!住民生活に密

接な関わりのあるまちづくりについて、住民に情報を与え

行政と協動に考えていく機会にもなる。
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今後i立、次代の担い手である子どもたちにまちづくりに

ついて考えていく機会を与え、住民参設i型のまちづくりに

携えていけるように人材育成をしていく必要がある。とい

うのは，学校は児業生徒の然活と成長の場であり?その

ためのケアを重要な機能として拐っているからである

文2)。本稿では、地域のまちづくりに役立てる教育プロ

グラムの仕組みについて論じ， まちづくり学習を拡光させ

ていくための宇校への支援体制について考察していきた

L、。

2.まちづくり学留が必纂とされた背景

1996年4月に生涯学習審議会l止「学校が地域の青少年

教育施設や関書館・博物宣言などの社会教背・文化。スポー

ツ施設を効果的に利用することができるよう，それぞれの

線設が、学校と地域の連携を凶りつつ。学校教育の中に活

用しやすいプログラムや教材を隠発し 施設の特色を活か

した事業を積優的に設問する」と提言した。この中で、薬

養は 2002年4月に実織された公立学校での完全週5日制

を念頭に置いたうえで「学校の役割を縮小せざるを得ない

完全週5目指jのもとでは、今までに線引きされていた学校

教育と社会教育l 地域行事等が桔互乗り入れした第三の領

域が重要となる」と指摘し， r完全学校避 58綴のもとで

の学校は，これまで請け負っていた一定領域を学校教育外

化した学校であり，その点では、 f合校」構怒の含む自由

学校や体験学留に毅似したシスチムが用意されているこ

とになるj と怒定していた 文3)。つまり，完全学校週

5日制により授業時間数が減り l すべて学校で行なう教育

にも限界があるのでl それそ守れの学校が重点、すべき教育内

容を示し放課後や土隈臼などで民司教脊機関大学 N

GO・NPO，ボランティアなどと連携・協力し 平日に

行なわれている学校の授業を補完できる教育プ口グラム

が求められている。

さらに， 1996年7月に中央教育審議会の第1次等申で!

これからの学校教育の基本的なあり方として Iゆとりの

中で生きるカを育てる」ことが目制つれ 文4)，2∞2年4

月から実施された f新学駕指導要領」の素地となった。こ

の「生きる力を苦手てるjとは。児童・生徒に基礎援本を

しっかり身に付けさせφ 自ら学び育てる力を育むことであ

る。その f生きる力jのねらいに総合的な学習の時間での
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体験的な学習活動を通じて 社会費献の精神を育成してい

くことが重要であるとしている。つまり、人照がどうやっ

て生存し得るかを考え!自然や社会と人部との関係を知り

相互依存罪悪係を実際に体験し理解していく場を与えてい

くかが大切となる 文5)。実際に，総合的な学習の時間

では，各教科で学んだことを基縫にI フィールドワークの

仕方やその準備における資料の翻べ方，資料を調査してい

く段階でのアプローチの手際 レポートのまとめ方等、自

分てや考えφ 自分で学ぶ力を養成していくことが求められる

内容になっている。

1998年9月に中央教育審議会が当時の文部省に答申し

た「今後の地方教育行政の在り方についてJでの中心的な

提言は、「学校の密主性、自律性の確立」とそのための関

係見直しである。すなわちi 学校は地域の教育機関として!

掲示・命令される他律的存在から自己責任を果たす密律的

存在へと転換させていくことが求められる。そしてi 学校

の告主性 自律性の確立という課題に応えていくためには，

地域に根さす教育を推進していくことである。そのために

は。学校運営や教育行政に保護者や地域住民の積援的な参

画・協力を求め，学校，家彪地域が綴互に連携し地域

をあげて子どもの成長を支援することである 文6)。特

に保護者や地域住民の学校運営や教育行政への参闘をし

ていくためには。!日来の苧校教育や社会教育の領域にとら

われずに 地域コミュニティの脊成を自的にしたまちづく

りを考え，そのための人材づくりをしっかり行なっていく

ことが欠かせない。

今後の公立小・中学校が，密主性 自律性を発揮してい

くためには，地域との関わりを重視した教育方針が求めら

れている。そして，地域におけるまちづ〈りについて 子

どもたちの権利・人間性教育の菌で体験活費lから参闘し。

その中ーぽIJi車力と実践力を培い，地減社会の活性化に寄与

できる人材を育てていくことが重要である。

一方阜地域社会においては 隣近所の連帯惑が弱まり，

人民関係の希薄化が進み地域の教育力が低下するととも

に!地域住民が学び合い?助け合うといった相互1扶助の関

係が消えつつある。こうしたことから，学校，家庭地域

がそれぞれの教育力を高め合い。役割を分担し，異主体的な

連携を積極的に実現して 社会全体で将来の担い手である

子どもたちを豊かに育てることが課題になっている。しか

しこのような地域社会の途帯感の希薄化や家庭・地域社

会の教育力の低下が指摘されている中，社会性 公共性の

ある学習課題に対する取り組みは十分でなかった。従って，

一人一人が学ぶ白出や学ぶことの価値を尊重しながらl 地

域で学び!地域に活かすという視点で地域の課題に向けた

まちづくりにつなげてL吋必要がある。従って，まちづく

り学習での教育プログラムでは，地域の課題に即して問題

を発見し!追究し!解決する学潔を展開していくようにし。

子どもたちの問題鮪決能力を育てるとともに，地域に生活
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していくうえでの生き方を考え 自己決定できることをね

らいとしていくことが重要である。すなわち。観察災総

務査研究発袋等の体験的かっ際題解決型の学潔を様綴的

に取り入札自ら問題を発見し学校考え利析しよ

り良く問題を解決するカを身に付けさせていくことが求

められているのである。

以上のことを踏まえて!まちっくり学努については ね

らいを定めて，地域社会のj邸主化に寄与できる人材を育て

てい〈かが大切である。従って，教育方法については!学

校周辺地域を認識することに関して!どのように教育され

ているかの観点が求められる。そして，教程苦労J泉としては，

子どもたちがまちづくりに爽して輿味を持ち，進んで調べ

考えl まちづくりに参おする態度を宵てていくことが郎待

される。

まちづくり学管を進めていくには!小学 1・2年伎の生

活科，小学3・4年生の社会科，小学3年金以上の「総合

的な学習の時間J 等を関連づけていく必要がある。特lこ、

IJ、学3・4'年生の社会科における学澄指導婆領の目標では、

都市計劃・まちづくりに関係する f地域社会の成長として

の態度を脊成すること」に義自 l.地域社会との関わり方

の中で地減社会を知り!活用し，造ることについて触れて

いる 文7)。従って!身近な地域についてのまちづくり

を考え、地域社会に主主献できること人材育成が求められて

いるといえる。

3.地域の拠点づくりとしての婆棄について

日本では，学校を担i点としたまちづくりと行なった事例

抗比較的早い時郊に行なわれてL喝。 1924年に関東大渓

災の復興事業計酒としてl 当時の東京市が施工で，地域コ

ミュニティの中心になるように 1ヶ所当たり 2.800m'の小

公園が小学校の校庭に隣後して配置され，東京市内で 52

ヶ所つくられた。小公溜は3・4割を植栽員tIl. 6・7割を

広場とし，道路との境界にあるフェンスは容易に趨えられ

るように低くし 災害特の伎決の遊3畿地になるようにした。

小学校の校庭との境界も管理よ!必要な程度にとどめ!出

入りを自治にしている文8)。

名百屋市では!第二次世界大戦後の市街地における土地

区画整理事業の中で?紡災の観点から学校と公i還をセット

に配匿してきた 文9)。その後，コミュニティ活動の主主慌

の必要性を受け学校と公閣の自己震に着目し。籾fi.の機能

を高めるために学校の塀織を撤去し学校の校低と公医者

司体的かっ有効的に利用を滋lるは約に学校公閣の繋備を

行なった。そしてゆ授業待問外は学校の校庭を地域に限放

し遂営管浬は地元鑑識に任せ， コミュニティ活動の拠点、

づ〈り役立っている。また 運動場としても開放されてい

るため早較のジョギングや朝夕の散歩など地域住氏のレ

クリエーション活動にも寄与している 文 10)。

多摩地域の市町村では、都市計雷法第 18条の2の「市
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町村の都市計画に品書する基本的な方針(以下 f都市計画マ

スタープランjとする。)の中で。公共施設を地域の事新L

自然球境の回復 創出という考え方が多くなっている。侭

λば、武蔵野市では、都市計調マスタープランの中で?小・

中学校施設を緑の拠点として活用していくこととしてい

る。これはI 都市イとが進むにつれて。地域の緑被率が低下

していることを受けて、住宅や商業・業務施設等の民間施

設について緑を保全しまたは緑化を捻進l，そのうえ

で武蔵野市立小・中学校の校庭を f地域の緑jとして位震

付けて!緑のネットワークとして緑地機能をつなげていく

ものである。さらに、校庭にはピオトープをま免震し、多様

な生き物や植物を観察できる場を提供していくようにす

る文 11)。

また、まちづくり学習では，学脅していく過緩から，地

域への愛着を増し 子どもたちが大人になったとき。地域

に根ざした住民の九殺や行動を活発にし富治能力の向上

につながることが綴待されている。

このことを踏まえ 環境教育住教育。校庭づくりの側

面から地域のまちづくり学留について検証してLて。

4.環境教育からのアプローチ

2002年に総合的な学習の時間が本格的に実施されてか

らl 公立小・中学校では環境教育に取り組み始めている。

環境教育の本質は、デスクワークではなくす地域のまちづ

くりでの緑地保全活動。 告然観察!聖子菜・植物栽培などの

ように， 自らの手で確かめ汗を流すフィーノレドワークにあ

る。その中でl 環境を大切lこする f心Jを育てていくため

には例えば自然続察において 子どもの頃から自然や生

き物とのふれあいを大切にし。環境とコミュニケーション

する心を育てていくことが重要である。

環境教育を現在の重要な教育課題にーっとして捉え 社

会科，浬科l 家庭科!生活科などの教科学習。または総合

的な学習の時限道徳や特朗日吉動林間学校l 修学旅行な

どを逸じて環境教育を体系的に行なうことが大切である。

例えば1 教育委員会の教育開発機構に教育研究班のーっと

して「環境浄醤推進液」を設置し，約十数人の教員が。授

業研究や説教本づくりも含めた資料機発など，研究を深め，

学校に授業実践事例や環境資料の提供を行なうことも一

案である。

各学校で取り上げる内容は!学校周辺の公濁や農地を活

用した宕然体験・勤労体験!校庭のビオト プを活用した

水，生態系の役割，身の悶りにおける資源節減及び有効活

用を目的にしたリサイクノレなどを題材にしてLて。そして

環境教育のねらいはl 任環境問題に関心を持ち!環境に対

する人間の責任と役訟を注解し 環境保全に参加する態度

及じ問題の解決のために能力を育成すること，②人間と環

境との関わりについて感心と理解を深めるとともに!地域

の身近な問題に日を向けた学習内容にし身近な問題に呂
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を向けた学習内容に梼成し，身近な活動から取り総めるよ

うにし豊かな感受性を育成することである。

学努活動は，鋭r祭。調査見学，ボランティア活動関

係機関の人たちとのインタピュー(ヒアリング)なとAを行

ない， レポ一向トをまとめて発表してし、く。

1993年 11月に環境基本法が公布・制定され 各11治体

で環境蒸本条例を制定しI これをもとに環境基本計ドui)~~設

定されるケースが多くなってきた。この条例やさま本計討で

は!地域住民が自らの滋境施策・環境学資に取り組む総織

として「市民会議JIごついて盛り込まれた。この f市民会

訟は，地対住民が自らの環境保全の突践を推進する機関

であり 環境i基本条例や環境基本計綴の多くの事例では。

この ffI]民会議込のメンノ、ーが中心になって小・中学校で

の環境教脊に関わっていくことにも触れている。またl

2003年 10月に「環境の保全のための意欲の増進及び望書境

教育の推進に関する法律jが施行されl 第9条では と乳

都道府県及び市町村が学校教宵や社会教育での環境教育

の推進について必要な施策を立案し学校教育における体

験学潔等の充実!教員の資質向上の措震等を講じ 努める

ものと規定した。このことを踏まえ!教育委員会が学校教

育における潔境教育を支援していく体制づくりが求めら

れLている。

5 岱議普からのアプローチ

住環境に関する価値観は，綿入の属然や生活一銭と深〈関

わっていると問時にl 社会的・文化的蓄積のうえに駿成さ

れてきたものである。従って!住み手自身が住環境形成の

京体となる能力を形成するなど，より良い住環境線成のた

めの意欲と実践力を育てていくことが課題となる。従って，

子どものときから住環境についての意識を高めていく必

要がある文 12)。

住教育のステップは，伎み手が身近な住環境について考

え!伎まい・まちづくりに関与し 住み手間士でお互いに

住まいづくりについて学び合うことである。例えば/)レウ

エー!デンマークなど北砂:諸冨から生まれたコウハウンン

グl主ピレッジを基擦とした生活共声j体の…形態であり

住み手がグループで土均を鱗入し コミュニティ全体の調

和を殴りながら，敷地全体の配電住宅o}f5，樹林地の保

存など!できるだけ既存の環境に配慮した建物を建築して

いしこのコウハウジングが支持される理由は、子育ての

後家族や一人暮らし高齢者など さまざまな人たちが物

質的な設かさよりも住み手向土のコミュニティを尊重し

合っていく属住形態になっているからである。従って 今

後の住弐主体のまちづくりにも一石を投じるものとして

注告される。

住教育でのプロセスで重要なのは ワークショップの活

用である。ワークショップを行なう蔀Jに必ず住宅建設地の

現地調査をするが， この現地調資を受けて司会者である7

20例年住総研「住まい白まち学習j実践報告論文集5



アシリテーターのもと。往み予が望んでいる伎涜形態及び

住環境についての意見婆望等をポストイットに書いて、

ボード等に鮎り付けていき、意見・要望等が類似している

ものを項呂ごとに聖書理してLて。

住教育のねらいは!地域の中で他人を喜男わり合いながら

協力し生きていくことを自覚し，住環境に対する共有意識

の醸成していくことである。そして，学習過稼では。調べ

学習から居住環境をつくコていくためのワークショップ

を通じて知識"体験創造を融合し，学びやものの考え方

を身に付けていくことである。そして，ねらいに郎して住

環境を通じての自分たちが住んでいるまちづくりについ

て考えていくことが大切である。

今後住教育を拡充させていく方策としてはi ①グルー

プ学習や個人研究などの子どもたちの学びに応じた多様

な学習形態の確立。信教育委員会が学校と地域の橋渡しの

役認をして，地域の人々の協力を得ながら指導体制づくり

をしていくとともに，教材開発の支援を行なっていくこと

である。

6.校庭づくりからのアプローチ

自本の小・中学校の校庭は?全般的に広い運動場が付属

している。学校の校庭は近隣地域におけるオープンスペー

スの役目を持ち、学校自体が近隣地域にとって欠かせない

環境であることを念頭に置く必要がある。

しかし?近年は学校がうるさいという苦情からのトラブ

ノレが増加しておりその多くの原因は近隣住民のエゴであ

るとはいうものの，学校I!Jも音についてあまりにも無神経

であるのも事実である。校庭も周辺に住む住民にとって

毎日のように見かける場所であり。そのあり方如何では地

域のアメニティに大いに貢献できる。またi 学校は子ども

たちとって平日の昼間の半分以上を過し生活の場そのも

のであり、校庭はその生活環境の重要な要素である。

このようなことを踏まえ!校庭には多様な役識があり!

運動場l 菜題。ピオト プ等を連関した緑地機能としての

役寄J. または自然観察や体験学習の場としての役割等の校

庭を考え 地域コミュニティにふさわしL、校庭を考えてい

くことが求められる。

学習方法としては. 1つ自はトレーディングゲームの手

法を応局してし吋。トレーディングゲ ムは，環境教育、

起業家教育?国際理解など。それぞれのテーマに郎して!

子どもたちをグループ分けにし いろいろな立場から検証

し、ゲーム感覚を取り入れた体験型教育プログラムである。

校庭づくりでは，地域底コミュニティ面l教育部などそれ

ぞれの活からのアプロ チで校庭の緑地機能についてゲ

ーム感覚で検証し φ将来子どもたちが生きていくうえで必

要なものがどういうものかを学びその中から. r必要なこ

とj! 「やりたいこと」 φ 「できることJを整理し地域社

会に果たす役割jについて興味を抱きながら!自ら学ぶ楽し

。。3
 

さを発見していくプログラムとしていく。

2つ自はブイーJレドワークである。これは。できるだけ

トレーディングゲームと関連づけていきながら。校置きの現

状を見たり，学校周辺地域のタウンウォッチングをしなが

ら、校庭の改善点地域との熊わりから見た校庭¢役認を

現状分析していくことが求められる。 3つ目は?ワークシ

ョップの活用である。現在は多〈の自治体で公園を計湿し

ていく際iこ黒いられている。これは校庭づくりの会合等で，

その参加者が校庭で必裂としている意見・喜設等をポスト

イットに書いて，ボード号事に貼りイ寸け，意見・聖書議等が類似

しているものを項目ごとに整怨していく手法である。 4つ

日;式子どもたち，地域の大人たち教員等が中心になっ

て，実際に校庭をつくっていく fJ'業を行なう。

これらの手法で，校庭づくりに取り絞めば子ども、近

務住民教員が連携しながら まちづくりとしての共通認

識を持つことが可能となる。特に，子どもたちが校庭づく

りに携っていくことについては，自分たちの発言で変えて

いくことに関わる経験をしていくうえで重要である。そし

て、自然環境の場としてI レクリエーションの場として

リサイクノレの可能な場としての校庭づくりを地域のまち

づくりとして位震付けていくことが重要である。そして!

校庭づくりにどのような手段が可能か，必要な予算はどの

くらい必要か、言監に働きかける必要があるのか等を子ども

たちに投げかけ、解決の方法を模索させ実践に結び付け

ていく経験を積めば。まちづくりの手法を生きた体験学習

の場として可能となる 文 13)。そして 1子どもたちが!将

来のまちづくりを考えていくうえで，地域の大人たちにサ

ポートしながら，課題解決能力や自主的に学留し判新ヂる

力を養うことができる。

7.まちづくり学習における学校現場への支援体申iのあり

方について

まちづくり学習での効果としてl主体験豆半習を通じて

a:気づきを楽しさ，③自己発見③生きるカ事社会へ

の興味を発見していくことである。そして，その過襟にお

いて，さまざまなアプローチによって「地滅社会に賞獄で

きる」ことを認識しながら，人と人との関わり方を通じて

尊重し受け入れるスタンスを身に付けていくことができ

る。

実際の教育現場においてはI 総合的な学習の時間をや，心

にした体験学留を用いた授業において?その準備に逃われ

かなりの負担になる声が少なくない。従って，教育委員会

が各学校の実態に郎して教材鰐発やカリキュラムづくり

の支援を思っていくことが欠かせない。

しかし現夜の教育委員会は指導課長指導主事などの

教員系職員と市長部局から派遣される行政系職員との聞

に呂に克えない意識のズレがあり，各学校への教材開発や

カリキュラムづくりの支援が不十分である。特↓こ1 行政系
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寝穆強慾鎗慰

職員l立。定型的なノレーティンワークに没頭し個別の教育

諜溺に対応できていないので!セクショナリズムを助長さ

廿て¥'る。このような現状がなぜ起きるのかについては、

行政系識見の多くはl 学校現場に足を運んでおらず，各学

校でj担り組んでいる教育活動について的握できていない

からである。これは，教育政策を立案してし、く過程での理

怒と現実のギャプを埋めていく問題発見を放棄している

といわざるを得ない。 f子政系職員の業務での基本的なスタ

ンスl立。「前例 99%.オ')ジナリティ 1%Jであり，常に

新しし、ことには手を出さず，規員IJ 規程などで定められた

事務分撃での枠内のみに終始している。

従って?今後の教育委員会での休館づくりについては，

企業・問主大学・教育機潔. NGO・NPO ボランテ

ィア等とのネットワークづ〈りに数り組み。教育委員会が

学校環場との橋渡しとして まちづくり学習における教材

開発を試みていくことである。というのは， これらの組織

は，教育委員会事務局以との技量を持っており，地域の実

情に即した教育政策を実施していくうえでも有益である。

そして、教育委員会が果たすべき使命は、高度な知識・技

量を持っている外部の教育専門関係機関を活用し、教育活

動をコ ヂィネートしていくしかない。

例えば，新宿区では環境活動を行なう区民事業者行

政が立場を超えた地域回体である「新宿環境情報ネットワ

ークj がある。この「新宿環境情報ネットワーク」有志の

f新循環境学育応援問jプ訂ジヱクトが地域と学校の逢携

で「総合的な学習の時間jを支援してい〈取り組みとして

企業，団体. NPO。行政機関等に環境学習に関するプロ

グラムを登録し、新宿足立小・中学校のほうで活用できる

仕組みがつくられた。この仕組みは環境学習の普及活動

として地域の間魁すなわちまちづくりの一環として!地

域の人材やプログラム情報を集めl 学校現場に情報を提供

していきながら活用しやすいように教育現場の環境学習

を地域で応援していくものである。全国的にも環境教育が

地域によって教育委員会の取り組みが充分に行なわれて

いないところが少な〈なく，今後の環境教育の視点からの

まちづくり学習を行なううえで!地域の人材E用をしてい

くうえでも画期的である 文 14)。

これからは行政機関と学校，民間教育機関 NGO'N 

PO等の諮問体，住民が向じ呂線lこ立ち。問題を解決して

いく協調型政策意思決定システムを実現していくことが

不可欠である。この協議主主意思決定システムにより公立

小中学校を地域社会の中に位震付け学校，家庭地域

が自らの役割jと責任を自覚し，知恵を出し合い!新しい学

び育つ場に転換させていくことにつながる。

従って， これからの教膏委員会の役割は、地域の教育カ

を活用できるコーディネート能力と教員の授業カを高め

る学校経営の支援をしていくことが求められる。具体的に

は.(f学識経験者や他分野の専門家のカを借りて 教員を

刊
国

支援または職能開発していくスクールプロフェッ竹一制

度を導入していく，②教育委員会の教育開発機鱗を力')キ

ュラムセンターとして発展させ!各争校の実態にE~ しに数

料開発・カリキュラムっくりを支援していくとともにI 地

域人材及び地域の嫌々な総織の情報をリストアップし必

要に応じて学校へ情報を提供していく仕組みをつ〈って

いく、③各学千交において行なわれた教科道徳，特別活動

総合的な学習の時間などで工夫を凝らした実践活動を教

育委員会のホームベーンや教育広報等で、保護者や地域住

民に凋示していくことである。特にφ 教育開発機構をカリ

キュラムセンターに発展させていく場合に留意しなけれ

ばならないことは。ワークショップを絞り入れた教員の授

業力を高める研修制度や説教本やカリキュうム作成の問

修制度を質的・量約に綜光させてい〈ことである。という

のは，具体的な実践例を取り入れた研修にしていけば、各

教科のねらいを定めながら。 どのように子どもたちの潜在

能力を引き出して学びの意欲を高めていけるを暁確にし

ていけるきっかけになるからである。また，授業の実践研

究をより客観的かっ科学的に分析していくために，過去の

教背照係論文をさまざまな観点から分析し 実際の授業内

容を検討しながら項自ごとの課題を整理L.今後の授業

を進めていくうえでその方向性をjj~U，主していくレビュー

研究を紘充させ!国j教本やカリキュラム作成に活かしてい

くこともE重要である。

以上のように，本来の教育における絞幹部分を拡充させ

ながら、まちづくり学習では、各学校の教員が。外由sO)講

師などに任せっきりではなく。まちづ〈り学習のねらいを

しっかり定め，そのカリキュラムに卸jり外部講師に協力し

ていくことが蚤要である。そして、教育委員会i主普段か

ら実際の教育活動を通じて学校とのパートナーシップを

築く役割を来たしていくとともに、民間教育機関. NG 

O'NPO。ボランティアと協働してまちづくり学裂の拡

充に努めなければならない。これらを実行してこそ、学校

混場保護者，地域住民と悶じ目線に合わせた教育活動が

可能となり!学校現場・学校外部の教育力をコ ディネー

トしていくことが可能になる。

8.おわりに

まちづくり学穏など公立小中学校の教育活動の内容を

拡充させていくには!教育委員会が各学校とのパ~l ナー

シップを構築し教育行政における総合調整機践の役目を

担っていかなければならない。今後の教育行政は、学校現

場、保護者、地域社会の機関・弱体等が主体の教育活動を

支援し、教育委員会事務局内の組織問の連携・協力を密lこ

していく必婆がある。つまり、学校、家庭、地域と連携し、

保護者や地域住民の学校参画をコーディネートしていく

役割jを教育委員会が担っていくことが不可欠である。

そのうえで、今後において教背委立会が心がけなければ
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ならないことは、保護者、住民に対してアカウンタピリテ

ィを示していくことである 文 15)。教育行政の根幹は，

教育委員会事務局と学校が鍛々の児童・生徒に責任を持ち

児童・生徒にト分な学習成果を保棒していくことである。

そのことが達成されて初めて教育委員会が保護者、住民か

ら書草された教育目標の達成に責任を果たしていくことに

なる。その教育目擦の逮成に糞任を果たしていくには。 fEl

1票・内容J-→「活動・展開J-">[学資成果」→「教育効果」

→「許結改善」そして 「目標，内容Jか「活動・展開」

にフィードパックしていく遜程を説現していくことであ

る。

ただ、「評鎚改善j で留意しなければならないことは

利害祷係者と評錨者の密綾なコミュニケーションを重視

してい〈ことである。コミュニケーションを重視していく

ことの意図は，行政の要請に却した情報の提供及じ科書演

係者との信頼環係の構築を通じた評価結果の実現である

文 16)。すなわち r評{盟・改静」をしていくには普段か

ら教育活動において教育委員会と学校現場とのコミュニ

ケーンョンを図り?そのうえでお在いの信頼を高めなけれ

ば全く意味がないものになる。

これからの学校は!裁量を持ち独自の取り組みが求めら

れる。傑護者、住民の意見をくみ上げて。学校ごとの実態

に却した教育システムにし，最終めに教管委負会が責任を

とるf士組みが不可欠である。そして 保護者!住民が教育

行政に参画することにより、地域に密着した教育行政を遂

行させ!子どもの習熟度に応じた鋭意工夫ある主体的な教

育活動が展開できる。

このような教育活動を茎備に、学校l 家庭?地域社会の連

携 協力のもとに。普段から地域社会に関わりをもっ学校

づくりは不可欠である。そのことが!まちづくりにおける

「学びの輪」に発践していく開かれた学校づくりの第一

歩となる。
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会j調査研究線告書， (財)東京市崎村邑治調査会 2001.3 

12) 小津紀美子生環境教育の展望!早1I附男編識箆現代仕活3

謄{住空間の再生!東京大学出版会， 1996.9 
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環境教育フォ ラム編 日本君主環境教育の提案(改訂絞)
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14) 新宿の環境学留応援問プロジェクト(新宿環境ネットワ ク)
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16) 窪田好男 NPM型政策手阿国と政府の失敗 取方行革と品普通
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過程について研究している。
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輩内熱環境iこ関する性教帯

-住居摸型教材を用いたワークショッブによる一考察一

首藤綾判

キ-'7-1< 1)住居模数鮒 2)ワーウショッ-:1 3)軒高県 4)蓄熱 5)気密

し はじめに

暖冷房器具の普及によって私たちは快適さを得ると同

時に佑石エネルギーの消費および混室効果ガスの増加も

招いている。 人人が安易に謝精機穏に頼るのではなく

日然の持つ力を活かしながら快適さを得られるように室

内熱ザヰ境を誠節する方法について考え，生活に反映するこ

とは，浩司虻代に景かな地土お素墳を受け紙ぐことにつながる。

そこで，そのような家内熱球i郎こ取り組むための，住教育

カリキュラムを組み立てる際の課題を探ることを木研究

の目的とする。対象者の主体的な学ぴを{足すため，住居模

型耕オを開発し用いることにした。その掛t酬いたワー

クショッブ(以下WS)を企画し，!J、学生と大人を対象に

刻 Eした。まず始めに，教材開発及び住居後型教材を授業

で活用する除の課題を探るために，次のような文樹司毒資を

行った。

表1-1 蒙内都知期こ関する授業譲獄詩量告一覧

{小学校)

著者
出獄 摸重量

熱 光 遜愚 緑化
年間 使用

111曾望号絡子 ゆ99.7 。。。 。
2開発興予 附鈍9 。
3岸国務子 19鎚9 。。
4字佐美俊枝 19怠2.1 。。
51ii!i岐マユミ高木11弓 1明;2，12 。。
6岡本初子 1鈎9.1 。 。
7岡本初子 1蝿 B.12 。。
8黒崎淑子 1987.11 。
9黒織治安子 1987.12 。。
10石井晶子 民熔16.1 。。。 。
11麗日明子 1984，11 。 。 。
12原武和子 沼田11 。。
13齢木;0;干 1総2.6 。。 。
14齢木;0;子 1総 2.7 。 。
15齢木高子 3総2.8 。
16林 母 子 1拘1.12 。。 。 。
17野揮春江 1919.12 。。
lB!i鹿野こう 1978.11 。。
1告佐藤恵;欠 1977.7 。 。
20山国艶子 1976.7 。。 。
21山田泰子 1976，10 。
22佐々木トメ 1976，11 。 。
23山口野義子 1974.7 。。
24山口寿美子 1974.12 。 。
"赤織淳子 1973.1 。。
お赤縄本子 19732 。。
27和国美奈子 1973.6 。。 。
28和国美祭子 197312 。。
29佳美智子 1972，1 。。。
30赤錆洋子 1972.7 。。 。 。

-41 

2. {主教育に関する文献調査

雑誌 r家庭手半数育.~ (家政教育社)の 1968~2002 年T-IWÎ"

分から窪内需時党に関する授業実E撒告57件を収集した。

(主主1-1)扱っているテー?別に分類したところ，気混

変fむの測定など「熱」に自書する報告が 40/.牛，照度の部民主

など「光」に臨書する報告が 48/牛，嵐返しのiミい家呉の由記

蜜など「通雇Uに自身する報告が2H牛，割強の栽培など「緑

化」に関する報告が10件であった。「熱J・「光」に関する

報告が多いのは，実験の準備が苦手易なためであり，緑fじゃ

通風は，実際の京木や建物構造を準l歯することが容易では

ないため，総車されていると考えられる。住居模~教材を

扱った報告は 11/牛に留まり，教材は全て教帥のEl作であ

ったo 釘民はその大きさのため，実物を教材として扱うこ

とは難しし教紛閣発も米穀童な分野である。しかし実験

は生徒か哩臓を深めるために必要であり，手作りをしても

住居僕君主教材が必主主であることを改めて認識した。

{中学校)

著者
出版 模書草

書畠 光 通居正 緑化
年月 使用

1仙波愛子 19舗A 。。。 。
Z村上恵子 細川樟子 1988.1 。。。
3村上恵子 縦111律子 1錫B2 。 。。 。
4筒崎市中学教潔獲科
サクル

1叙~， 。。 。 。
5濁よ 1銃犯10 。 。
6局よ 1関8.11 。。。
7富間タケ子 1987.3 。。。
自山下旬子 19852 。。。
9管費節子 1965，4 。
10曽君主節子 19856 。。 。
11曽我節子 "附5.7 。。 。
12瞥主主節子 19858 。。 。
13瞥我節子 1郷田 。。 。
14曽我節子 1部5，10 。。 。
15蒜真知子 1飼1.3 。 。
16持田ナミ 1鎚1.4 。。
17遮辺彩子 1978.11 。 。
18和由民子 1975.1 。 。
19森窓純子 1975.9 。 。。

(高校)

1石弁依壇 1官自4，12 。
2滋郵糞懇子 11)93.1 。
3和白恵美子 "." 。
4和銅騨量子 1990.10 。。。
51iJi:革審灸子 1962.9 。。。
6後藤美綬子 19." 。
7栗山フミ子 19712 。
8内山志げ子 197111 。。
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3. WSの内容

WSは「諮議など一方的な長信龍伝圭のスタイルではなく，

参加者が自ら参加・体験して共同で科目かを学ひoあったり，

窟jり出したりする学びと舟五霊のスタイルJ1)として徐々 に

広まっている。参加者が:l':榊守に取り組める教育形態であ

る。主体的に取り組む，つまり自分の学ひ，̂-O;欲求による

知機と経験。河童得である。学びを活用し発表の場を設ける

ことによって学びがその人自身に根付くものになること

を期待する。

住居若葉主教材を用いたWSの基本構成として，模型実験，

模型作り，コンテストを芭淀した。コンテストは，参加者

各自由i作成した住民宅担2の，断熱・蓄熱・気謹などを中心

とする室内熱環境に演する投能を比べる。iEの時間，模

型にライトを照射して，箱内の気温が最も上昇した模型!と，

うイトを消した後に箱内の気温が最も下がりにくかった

横型を表彰するという内容である。コンテストによって模

型作りへの態欲を高め，その自作模型の性能を災殺によっ

て試すことで主f幼守な学習を促すのがねらいである。また，

今回は号季の{主活作りをテー?とし， WSのタイトルを

「住まいと環j尭スクール『暖かい家をつくろうねとした。

3. 1 模型実験

室内気候を調節する手法の中でも，断熱・蓄熱・気密に

ついて象加者が考えるための望書誌を行う。断熱と蓄熱に関

する実験は表 3-1 のようにして作成した住居模型A~

Cを使って，表3-2¥1ト⑥の手際で行うことにした。住

居模型Cの内側に貼るタイル・湖告土が灰色であることか

ら，条件を同じくするため住居撲型A，Bの内側にも灰色

の画用紙を貼った。 WS実施の対象を小学校高学年以上と

したので，阪保持まや蓄繋特才という言葉を周いずに材料によ

る熱的性質の違いを瑚平できるように木・タイル・発泡ス

チローJLの板を用いた実験(表3-2Q:ト③)を行い，そ

の後に住居時受取を用いた接請績を行うことにした。気;a;に隠

する実験は表3-2⑦~③万千哨闘で行うことにした。

3. 2 模~作り

15X15xO.03cmのスチレンボード， 14x14xO.03の塩

ピ版， 250gの泌粘土，捧温度計I本，そO)f也の材料を用

いてコンテストのためO)f主居模型を参加者カヰ宇る。

3. 3 コンテスト

表3-3の手順とJレールに従ってコンテストを行う。ル

ー凡の意図は， 1 {立の住居模型はライトの受光量が多〈断

熱・気密性¢最も高いもの，特別賞の住居健室は熱府最が

最も大きいものということである。

3. 4 臼程

具体的な日程を表3-4に元日す。各自程の時間は小学生

カ可乍業に継続して集中できる範囲として最大60分にした。

また，各過躍での作業や参加者の意思をまj録するための提

出課題を用慾した。

42ー

表3-1 断熱蓄熱についての実験湾住鼠模裂

俊信模型 発泡スチロ }"を雪置とし，塩ヒ市長を窓1=5l-
A 立てた 20x20x21c mの住居模君主

住居模型 Aの外側に謄古 10mmの発泡スチロ '" 
日 (断熱材)を貼った住民模型

往信模型 Aの内側に麹階紙ではなし厚さ 6mmの
C タイ'".)臨粘土(蓄索彬)在員占った位兎穣

型

写真3-1 実験用住態模裂(右端からA日C)

表3-2 帯型型実験σ手麟

[3種類の板在用いた実験]

任濠面}昆度力'1湾じ3種績の板(発泡スチロール木5'

イMIこ触って感じたことを述べる。

②4O'C近くに暖めておいた3穣類の板!こ触って感じた

ことを述べる。

③なぜ3種類の板は伺じ条件下にあっても勉ると違う

ように感じるの力唱昔える。

{草野熱 蓄熱に関する実験手隙]

④住居模君主A.B. c (表3)に15分間ライトを当て身

撲ZL箱 i均の気温変化を 1分ごとに記録する。

ライトを消してから 5分後の安芸畠も記録するo

@~識から A.B.C各中のグラフを描く。

(草グラフ在比較して気づいたこと考えたことを述べる。

[気密に関する実験革綴]

⑦スチレンボードを壁，塩ピ板在窓とした 20x20x20
cmの2つ併莫裂に 20分濁ライトをき当てる。

片方の模型には呂視で分かる程度の隙聞が有る。

@精滋度計から 2つの模型立の気温差を読み取る。

⑨なぜ気温差があるのか考えたことを述べる。

表3-3 コンテストの手麟とル ル

[手鱗J(j)各自が作成した模型箱内に捧滋度訟を設置

する。

信頼晶度計の始めの温度在記録する。

⑩鯉に 15分間ライトを照射し，気J且変化を

記録する。

④ライトを治してから 5分後の温度在記録す

る。

['"-'" ] 
ライトから 15cmのE鴎世に模型在設霞する。

「始めのj畠度Jと i15分後の温度」のままが最も大き

い模裂が1位とする。 i15分後のJ畠度Jと「ライトを

消してから5分後の潟度」の差が最も小さいもの力時寺

別賞とする。

2004年住総研T住まい。まち学欝」実践報告論文集5



日程

言十'iii 実縫

開始圃終H寺劉l 分 開始・終了時刻 分
提出課題 提出緩鐙の内容

の説明 10∞-10 30 30 10: 10-10:35 25 イメージシート① あたたかい家さむい家のイメージ

蓑書量 10:30-11:30 60 10 35-11:40 65 ワウシト1 実験から気ついたこと考えたこと

作り 11 :40-1240 60 11 40-12:57 77 ワーヲシート2 襖主計宇りの際lこ工夫した点、 模型惚
刷 1ト 13:10-14:10 60 12 57-13:40 43 ワーヴシート3 コンァストの記録用紙

表 14:20-15臼5 45 13 40-13:47 7 ワーヲシート4 コンァストからわかったとと考えたこと

イメージシト②15:20-15:30 10 13:47-13:50 3 1で警いたイメージへの抗議修正

表3…4

一
繍
一
発
一
即
時
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縦
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一
壮
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醐
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時
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変
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炉
」
ヲ
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ヘ
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以
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川
時
閣

て

を

比
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桝

時

制
…
…
山
帥
し

析
一
ね
る
め

分
一
'
れ
た

一
で
ま
る

5
一
こ
生
す

一
こ
が
析

3
一

佑

分

霊祭加者5 表3

b 小学校2年生

S:bの母毅

C 小学校5年生

a 1 : iJ，学校5年生

a2 : iJ骨吸2年生

A : al ' a2の母親 C:cの父親

32 

31 

30 

29 

銭28

混27

-26 
OC25 

-24 

23 

22 

21 

20 

19 

主昆Fti，1 ) 

ワークシート 1への記述，模型実盟主に演する発言，作成し

た模型の中に，住居の断熱，蒜熱，気鰭に詩書する内容が見

られるか。参加者古河封吉の断熱，蓄熱，気密について考え

ていることを示す内容が見られるか。

4免点2)

wsの前後に配布するイメージシート¢怠)0)比較3 ワーク

シート 1~4への記述，発言の中に，緩かい家作りにttす

る意識0'亙fじが兇られるか。

字見点3)

最後に配布するイメージシート②の，感想欄に対する記日Zs_，

アンケート給巣，発言，行動の中に参加者が興味を示して

いることを表す内主主が克られるか。

参

加 実験から気づいたこと 考えたこと

者 (この織のアルファベットは住活模裂記号)

AIま竿くあたたまり s早〈滋度の上しょうがおさ

まり， 8はなかなかあたたまらないかわりにか志

al りあたたまるけどJ応星する力は少ない。

Cはあまりあたたまらないけど{呆i畠するカが害

L、。

すきまがあるとねつがにげていく。

AIま，温度が上がりやすいけどj耳石畠が悪い。

C 。BはAと|とている。

CIまAとBとまったくちがい 3滋度がよがりにく

し、

20 15 

ワーヲシート 1への言E古車

10 
時間(分)

模製薬験の結果

5 

f!1l5-1 

表5-1

。
4， WSの実施

2002年 11月 16El秋田大学手形キャンパスにおいて表

3-5の参加者討す象にWSを鶏証した。参加者は秋田大

学のホームページなどを通じて募集した。

当初，親¢補助を得ずに作業に取り組める年齢と考える

小学校5年生から中学生までを対象として募集していた

が，定員にゆとりがあったので応募者全員を参加者とした。

また，参加者のE捕により計画よりも買鶴首した日程で実施

した。
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5， WSO)効果に演する分析

参加者の人数は当初の予定よりも少なし日程も実蹴首し

たためWSの効果について多くを明らかにすることはで

きないが， 人 人の変化を丁寧に追うことによって，そ

の効果について判断する手がかりとする。

得られた提出課題，ピヂオ記録から，主に参加者<a1) 

とくc)について考察する。



5. 1 f見点1からの分析

模型実験の符凍を凶5-1に示す。住民模型Aのグラフ

が 14分で 呈下がったのは，実獄中に参加者が気i髭十を

動かしてしまったためである。

図5-1に演する発言と，ワーケシート 1への記述(表

5 -1)から，住居燦型AとBの暖まり方の遣いや，タイ

ルを内側こ貼った住周期!Cが最も冷めにくいことに，参

加者が気づいたことがわかる。また，参加者 (a1)はす

きまがあると室内(J;え晶が下がることに気づいている。

実験結果(当日，関5-1と伺じ内主主のグラフを4克造紙

に描き掲示した。)を見ている際に以 Fの発需があった。

a1 i(住居模型Cのグラフを指して)これが番保温力

が強い 1保滋カ力強い! (往民模型Bのグラフを指し

て) 番保温力主溺いのがこれだ。保温か溶いことが

わかった。」

C i(赤で描いた住居模型Bグラフを指して)赤が暑いけ

ど保温カ溺い。」

C iでもタイルはすごい保温がいい。けど寒い，鱒吸収

しにくい。 250Cより高〈上がんない。J

a1 iつまりそういうことか。つまりAは早く媛まるけど

早く温度の上昇が治まってEは遅く混度が上がってくる

代わちに暑くなるけ (11 " 30~34) 

このように「保温」や「棄却段ヰむなどの日常から得た言

葉を用いながら，実験結果(註15-1)に現れた断熱や蓄

熱の動きを静月，玉里解する参加者ι様子が見られた。各自

力可午成した{封書模型を見ると， 5側中4j闘が表 5-2の参

加者 (c)のように外側に発泡スチロールを，内側にiilli告

二七をs.Iiり付けていた。このことは，模型実験において発泡

スチロール(断熱材)・樹占士(畿財司)(J;働きを主主裁で

きたことを示すと考えられる。

5. 2 視点2からの分析

表5-3によれば，イメージシートCIこおいて参加者

(a 1)は「暖かい家のJイメージとして日皇室0，媛房，

断熱など多様に配慮できているのに対し， (c)は壁体に

ついての記述がなかった。針路 (a1)はイメージシー

ト②でも「熱を跨じ込める」と書いていることから熱に対

する意識立十分に持っていると思土れるが，作成した模型

(表5-2)には断熱・蓄熱についての工夫が兇られなか

った。これは参加者 (a1)の模型作りやコLテスト(写

真5-1)へ¢興味の薄さなどにもよると考えられるが，

むしろ熱についての実感を持てていなかったことが主な

理由と考えられる。ワーク乙ート 4~ ま，陸!棋の重安空を

最終的に理解したと考えられる記述(表5-4)があり，

このことが本質的な思解を慈味するかは:疑砲であるが，動

機すけにはなったと考えている。 一方委主力日者 (c)は， W

Sの成果として断熱がよく配慮された筏笠を作成し，コン

テストでは l位を獲得した。

44-

a1 

C 

アルミホイ}[.を貼付。

モスグリ ン在入れたo

e 喜重が大きな窓である。

外君主1:発泡スチ口一ル

貼付。

。i勾雪置にア}[.ミホイ }l貼付。

サ IJI古な窓が6つある。

作窓言語の内壌にi由*占土貼付 3

表5-3 イメ ジシ トに対する問答の一部

長y 

加

者

a1 

C 

渇 20
燈

。c
_19 

18 

17 。

媛かい家のイメージ

① 日がままし込む

暖房がきいている

隣需財入り

熱力浸副ずにくい

② 熱を閉じ込める

① ストーブがある家

二重まどの家

ー二議の玄関の家

床暖携がある家

参加者

一嘘.-a1
“今令則自・b

-e丑ー-c

5 10 

待問(分)

寒い家のイメージ

日差しが悪い

窓が多い

せき雪量が多い

葬品力漉げていく4蔵量

熱を逃がす

ーストーブがない家

作窓が罪事いている家

北の地方にある主主

床暖房がない家

15 20 

1i1l5-2 コンテスト結果
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(c)はイメージシート①(表5ーめでは記述していな

かった断熱材(発泡スチロ-J(，)を自イ牝模型に淑り入れ

た。このことから，媛かい家作りに対する意識の変イ七が見

られたと言えよう。

仰を~IIO)rMJ-笠変1GO班活は表 5 --5のようになった。ほと

んと立校Tjは，うイトを当て約めたときに温度下がってし

まった。(間5-2)これは，コンテスト会場の気泌が模

引づくりをしていた却材よりも依すぎたために，ライトを

点けてか鳥始めの数分は縦型内の~-ü晶が低下していたこ

とがれ]kである。宇究官lづくりの泌尿とコンテスト会場との

古漁試に対するH}，，;t予定型の断熱・告書熱性能のバランスとい

った，コンテストにおいて意幽していたこと以外¢影響が

結泉に及ぼされてしまった。このwsで意21した断熱・蓄

熱・気密ということを践統的に王輪車してもらうためにはコ

ンテストと穣型作りは同じ気繊のドで行うべきであるこ

とζ気づかされた。

コンテストの後，1{立と特別賞を受賞した殺子とスタヅ

フ(表5-6)が受賞した理由について話し合っていた。

以下のような発言があった。

c rこっち側だけ黒〈した。」

C r.これが逆iこ良かったのかな。天井の鱗正がこれじゃ

意味がない。」

c r:お父さλぷ粘土だよ，粘土。」

c r:窓は大きくないでしょ。銀紙も当たってない。」

c r.ここに光が当たったから・リ {温度計を指さして)

司会「温度計はあかりが当たってもそれだけじゃ潟度があ

がらないよ。 j

C fj銀紙の多いのは上がることは上がってますけと〉あ

なたのは上がり激しかったけど~ fi寄り発泡スチロー

ルで覆ってるのに下がり方も多いよ。 j

c r:お父さんパランスいいよね。」

C ral君は発泡スチロールで覆つてないから上がり方

大きいのはわかるけど。 J

線型作りの材料である粘土牛発泡スチロールが住屑模型

内の気終に与える影響をについて考えている。暖かい家作

りについて考えていることを示す発言であると言言えよう。

5. 3 ネ見点3からの分析

「住まいと苦戦車スクール『あたたかい家をつくろう』へ

のご議見・ご感想をお寄せください。」という言葉を添え

た感想欄侭15-3)には「本当におもしろかったです。

また， j記述を誘って参加したいと思います。」という記述

が見られ，アンケートでは6人のうち， 5人が「おもしろ

かった」を選んだ。当日は4、学校5年:生の参加者を中心4こ，

模型実験江気温上昇を読み上げて競争するなど吉発な詰

動が見られたことなどからも，参加害ま住居模型務付を用

いた，初めての紹験であるwsに興味をぶしていたと推察

するロ

-45 

表 5-4 ワーウシ ト4への記述

参加者 コンァス卜からわかったこと考えたこと

al なにもだんねつしていなかったのでスチ口

)~でかこい，ねんどをつければよかったと息
いました。

c ぼくはpもっと時憶があったら，スタッフみた

い!と中にねん土のにんぎょうをおいていた。

写真5-1 コンテストの楊子

表5-5 針葉裂の渇度変化の嬬 ('C)

参加者 。15分間 15-20分間 賞

Aa2 0.6 1.1 
B b 2.4 1.5 
a 1 3.0 1.6 
c 3.7 2.2 H立

c 2.8 2.6 特別賞

表5-6 スタッフ

役割 {士事内容

主守会 ws全体の進行

議半4 コLテストの審判および講評

説明係 ws内容の説明・指導

記録1 ビデオまたはカメラで記録、を撮る

記録2 向上

記録3 向上

イメージシート お名前

あたたかい家ってどんな家っ さむい薫ってどんな家つ

l糊アンケ ト

凶5-3 イメ ジシ ト宰溝申書

2C例年住緯研「住まいまち学欝」実践報告論文集5



6.まとめ

室内熱環境に関する住教育カリキュうムを組み立てる

擦の課題を深るために，住居模型教材を用いたWSを試み

た。 WSの内容は住伊英主教材を用いた実験，模裂作り，

コンテストである。それらは，参加者が興味を持って取り

組める内容であり，室内熱意穀克について考えるきっかけと

なったようである。

小'7校で学務の義本となっている学省指導要領では，室

内熱意草紙に関守る，，{:管内創立， '1綬かさ，風起し，明るさ」

などから選択して取り 1'.げることになっている。今回のW

Sの災践を踏まえて，緩かさJIこ}認する授駐車を今後考

えていきたい。

室内需総立廷に濁する{主絞殺を取り上げた教材として「考

えよう!私たちの快適な住まいJ(中学校技術・家庭科

副読本 JIS 日本総合住笠泊料司会社 2003 Ijミ度版J
がある。(写真6-1)この教材の9ページでは，温度・

湿度」について取り上げ，杉五車な案内出温度や変・冬の住ま

い方を絵で表している。このような教材を読むだけ¢学習

では，生徒の関心を引きつけるのは難しい。模型教材と合

わせて用いることで，体験に基づく活き活きとした学習が

期防できると考える。

自分にとって楽しい，またはおもしろい，または有益だと

感じられなかったら，学びの主体性は育成されないのでは

ないだろうか。教えるのではなく，参加者との立花古を広め，

…絡に掌ぶという裟号時が参加者人 人の意識を変イじさせ

るために必主主であると思われる。

特に学校教育は，どうしても教師主導の学習になりがち

である。教材の選択権は教師O'朝日にあり，授業という特定

の若者境を創る権利も責任も 人一人の教師の手に委ねら

れている。児童・生徒が受身のままに，与えられた知識を

頭に詰め込むのではなく!学びたいという紘世を育て得ら

れた知識を応凋できる力を身に付けさせたい。往事文脊の呂

町立，自ら住まう親露を評価する臼や，住まいという身近

な環境を改善し，創造していく力を域うことではないだろ

うか。自然の持つ力を活かしながら快適さを得るた位の室

内熱虫学克について考える，そして行動するきっかけとなる

住教湾を目指したい。例えば寒い日は暖房器呉のスイッチ

を押すだけに終わらず，日差しを多く取り入れる工夫をす

るというー入ー人の行動が次世代に豊かな地球環境を受

け継そことにつながる。

今後の課題として関税した住居開!朝間吏った小学

校または中学校における授業のカリキユうムデザインを考

えていきたい。
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学校生活における住環境教育
内I11 議不 1

L民主 正午織~， 2 

一光環境と主主光照明をテーマにした体験学習の試み

キーワード 1 )環境教育 2)光環境 3 )照明方法 4 )学校畳活

1 はじめに

今日の地球環境照題の解決には私たちの住まいかの見

夜しが必要であり，その っとして昼間の篭灯の使われ

方が挙げられる。現在，学校やオブイスでは昼間でも全

ての電灼が当たり前のように点幻され，部屋の使用者も

そのことを無意識に受け入れ一ていることが多いが，昼光

の有効利用により窓際の電灯照明の点灯・消灯を適切に

行なえば，光環境の質をす員なわす、に?言註r.TJ'告の電力使用

量を 30~50%程度向j減 E きる引)。こうした自然のポ

テンシヤノレを活かした住まい方は，これからは縫もが身

につけてほしい潔境共生的な住まい方の作法だと考えて

いる。

学校教脊における光環境に関する指導内容にI;t，小学

校家庭科にf身の回りを快適に整えるための手立てや工

夫を調べ，気持ちょい住まい方を考えるとと」があり，

その選択項泊に「明るさ」がある文2)。教科書には採光

の工夫，言tl:r.rの種類やJIS照度基準が掲載されている c

また，中学校家庭科では，これも選択だが「環境や資源

に配慮した生活の工炎について，課題をもって実践でき

ることjという指導内容があり，課題の伊jに生活での電

気の利用がある文 3)。

また，本来，学校照明は，先ずAE光を利用し，必要に

応じて電灼照明で照度を補うように計劃されているx

へしたがって》教室は採光に有利なように窓街積本も

住宅の居室と同じ 115以上とされているl-，多くの学校

建築の電rI照明は窓際と室奥側とで点滅限i路が分けられ

ていて，昼光によって慾際は十分な照度が確保できるけ

れども主主奥では照度が不足するような場合には室典的電

灯のみを点灯させるという照明方法が可能になってい

る。しかし，そうした議灯の使い方は】現状れ土あまり

f子われていないように患われしる。

住まい方などの生活習慣は，毎日の家庭生活や社会生

活の中で習得されていくのが自然であるから，竿校生活

を通じて生徒たちが教室の光環境を意識し》積極的に長

光利用を実践するような機会を設けることが，昼光利用

を一般化させるのに有効ではなし、かと考える。ただし，

主主光照明が推奨されたのは今だけではなく rかつて石

油ショック特に省エネルギーが")>Ll'れ，やや強引な窓際

照明が行われ，在主主者の不満も高くトラウマ的体験と

なった。」文5)という。このようなことを繰り返さない

ように注意しなければならない。

以上のようなことから，筆者は中学生を対象lこ，主主光
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でず}ら礼る串jるさを活かして熊駄な議r.!を点灯しない照

明の仕方在，学校生活を通じて体験的に~:r;二つ I Tられる

ような ~'1:;!1ヨプ \J グラムを構怨したο そして，中戸校の 1

クラスの協力を得て2002年'10月末からのが)2湿潤にか

けて試験的に災施した。また，その約 4ヶ月経過後の

2003年3月に事後調査を行なった。本総では，この活動

をとおして，学習?者の身近な光環境に対する意識や行動

にどのような変化が免られたか，活動期間中の教案の光

環境と電幻の使用がどのような状況であったかを明らか

にし，学留プログラムの効楽について検討する。

2，学習の実施概要

2-1 対象学級

今凶，現場教師の協力を得て，学習を進めることに

なったのは，秋田市内にある日中学校l年生のIクラス，

計 28名(男…子 13名，女子 15名)である。対象学級の

教室は4階にあり，南東向きにiJIIJ窓が自己鐙され北潤{揺が

廊下の片側採光教室である。電灯設備は蛍光灯が窓側，

中央，廊下側の 3担jあり，そのうち窓側 1列は室奥担112

列とは独立して点灯・消灯できるようにスイッチが別に

なっている。それとは君!Hこ黒桜灼が設けられている。本

学習では，活動燃問中の電灯の点灯・消灯の状況を総握

するために蛍光ランプに温度センサーを設置し，教家の

光環境の指標として机上面照度と均斉度(最低照度/最

高照度)を把握寸るために完塁側・中央・郎下{閣の前から

中ほどの生徒の机の左前角に照度センサーを設置し，そ

れぞれ1分間縞で連続澱定した。

2 - 2  学習プログラム

学習プログラムの日稜と活動の詳織を表2-1に示す。

第 1週酉は，生徒たちに「照度しらべjという活動に取

り組んでもらった。生徒は教室内に置かれた照度計3台

を自自に使って，草月や休み時間など授業時間以外の時間

に自分の机の上の照度を計測する。言i慨したときにfま

ぶしし'Jと感じたら赤のシーノレを， rちょうどし'v'Jと

感じたら黄色のシぃノレを， r s苦し、jと感じたら青のシ…

ノレを選び1 それに自分のliln話番号を記入する。そして，

教室の後ろの壁に掲示された模造紙でつくった表(O~

30001xまでの械がある)の照度が合致する点をみつけ

てシーノレを貼るというものである。写真2-1に， r照度

しらベ」の活動直後の表を示す。この15宣言Jは，Jt徒たち

に，教室内の照度の大きさや変動の様子，照度と (1分た

ちの明るさの感覚との対応関係について，体験を過して

2001年怯総研「住まいまち学習J実践報告論文集 5



表 2伊 1 体験学習プログラム

盗事月日{糧自) 活動事項 生徒の活動内容 ね ら い
はたら曹か工失け

内容の

2002年 @ヨド活動への @配帯プリントを見ながら f照醸しら @生桂にスム ズに f照度 @生徒に自己紹介をした。学生がさ答案研究と

10/29 (火) 重参加協力依頼
べjの方法を捌く。 偶碍!こ I照度しら しらベJI二取り鑓んでもら して取り組むことも生徒に話して 本学習ブ

ベjで使用する照度計をまわしョ各自が うため。 ログラムへの番加を依繍した。

1& I照度 Lらベ』
手に触れる。

@照話回十を示しながら f照度しらべJの方法

の方法の説明 議〉この段備では 研多記者や担任敏郎か を説明した。

らは f照度しらベJ以降の活動向容の

(朝の金， 10分)
説明!立行っていない。 教室の照度基
準，省エネのための上手な電灯の使い方

'.どについての発奮もしていない。

.， 1ft震度しらベ lJ @教室内{こ置かれた照度計3台を自由にさを @生徒!こ先頭筑に関心を '"シー"を貼る方法 呼びかけの掲示物にア

〈休み時間などの
いp 車書や休み詩書書など提案時間以外の時 もってもらう，教蜜内の明 ニメのキャラヲヲーを描〈など棄しんで活

綬象時間外iこ随時)
聞に8分の机のよの限度を計測するa るさは常!こ一定でなく変動 動に取り締めるようにした巴 また生錠が

その時に『まぶしいj と感じたら赤の していることに気づいても 鱒々に活動のf'鐙をとる方式でなく 皆が日

シーJレを rちょうどいい』なら黄色の らい咽明るさを表わす物理 にするところに表を掲示して r 生徒の活動意

選
シーJむを r暗い』と感じたら膏のシー 蛍である照肢と自分たもの 欲を引き出すようにした。

Jレを選ぶ。シールiこ出席番号を記入し 続るさ毒事との対応擦係!こっ 場表i志照度と明るさ感が対応している場合

自 て 教室の後ろの登に掲示された篠造紙 いて考えてもらうこと。 には F 高照震の範囲iこ帯いシールが集ま‘り き
でつくった農(0-却舶はまでの犠を設け 議正照度が裁梶照肢が腎というように

てある)の照度が合政する点にシールを砧 @この時点での+照度と生 れいに色分けされて見えるので，照度と朝る

る。 以上が1闘の取り組みである. 後の明るさ怒との対応機係 さ感との際保を視覚酎!こ瑛解して(気づい
10/30 (刈ピ を把慢しておくため。 て)もらうための装重量にもなっている。

10/31 (求、

11/ 1 (金)

「アンケート1] '" r照獲しらベJの感想を寵く(，，，防犯 @感怨を書くことで生徒 場生艇の率重まな蕗績や気づいた事などを知る

(掃引由金， 5分)
述!o名式) に活動を撮り返ってもらう ために 白銅配述とした。 記名にしたの

ため。 は生徒の感想と f照度しらベjの敬り緩み
回数を比較するため?なるべく多くの感怒を

@生徒の感惣を絶鍵するた 欝いてもらえると考えたため。

め。 脅盟収の際には1人ずつ手避しで受け取り T

生徒全員との直接的なかかわりをもつように

しTこ。

11/2(土)， 11/3 (目上 11/4(月) 休日

11/5 (虫) rっ 〈 ろ う ! 光 環 境 」 @範布プリントを見ながら日本の電力使 @生桂!こ p 教室として適正 @研覧者が作成したプリントを配って説明。

に標する説明
閣の窮状や教室の罷度基準についての説 な震度の知識をもち 自分 1週目lこ測定した教室の熊度データを掲載し

(織の金， 15分)
明を際〈。 続いて rつくろう!光輝 たちの教護の限度と電灯の て宮教護での電幻の使い方の破替点を具体的

纏Jに関する税務を開く。 使い方の窮状や改馨点を数 に示したe 『つくろう!光環境jの取り組

健で確認したうえで!先穣 み方の説明でl忠実際に教室の電灯を点灯#

境づくりの活動に入っても 治安7して どのように電信を銭えぽ無訟をな

らう。 まずこy 日常の住環 くせるかを説瞬した。

住壊環を境晃寵をすことの必要性
科学的に縫えるこ

との有陪性に気づいてもら
いたい。

『 つ 〈 ろ う ' 光 環 境 j @毎締の幾lI!開始前の休み時摘!こ 5-6 @生徒に 接光利用!こより @活動の飽録111紙!立時間観ごとに色を変え

人のグル プで徹り総む。 教設内の照 護肉の部分消;:rを遜切に行 全員から見える場所に鎗示して担当!こ当

援を謝り'"がら 3種類の電灯の点灯 a なう方法を爽舗により身に たったグループが糞妊をもって先濁境づ〈り

i荷主Tのパターンを試して，最も譲切だと つけてもらう。 をするようにした。

考える光環場〈寝室釘の点灯状鍛)を生徒

2 たち怠身がつくる。 各綬象の個当教飾 命生徒!こIl分たちの生活

趨 には守生援のつくった光輝墳で授棄を始 する競縫1ま翻ら欝繁し改響

自
めてもらうように依穣しただし授離の できるものだという意識や
途中で踏くなったら電灯を点灯してよい 実感をもってもらいたい。

とした。

f照 度 し ら ベ2J 脅『照度しらベりと同様包 母 f照度しらべIJと比較し 場シ んを貼る畿を新しいものに替え，畿でl
て熊1jiと生徒の甥るさ綴 第1週周と2麹自の比較ができるようにした。

11/6(J)() 
の対応関係の変化を権認す
るため。

11/7 (木
11/8 (金) @アンケ トに答える。内容は 01:氏 @活動に対する生徒の評価 @活動の評鏑を明確にするために灘択肢に

『アンケート 2J 名， 02活動部母親るさや電灯への意識 と感恕の犯銭。 lま『どちらでもないJという中綿的な答えは

(掛りの金， 10分)
の書館.03:照度しらベはおもしろかっ 無くした。 活動のおもしろさ等を菌愚前!こ

たかi!iかQ4;i記布鞠を麗んだかQ5 評繍してもらうために，アンケートは鑓示し

配布物を競んだ感想曲活動縮問中に たその場で直ぐに記入してもらい隠取した。

おける学校・家臨での電灯の点消灯の実
越の有無 07;活動への感想。 02-舶は

選択式 071ま怠抱恕述。

2003年 1) 17ンケ トj @アンケ トに答える{無視名)。内容 母アンケ トiこより，活動 @生徒が率葎な印象を回答できるようにlletll

3/1J(月) 2) I活活動由結時果間報)告J
i立、 Qi:活動後に寮内の明るさや電灯の 後の学習内容の定着穫を自 して F アンケートは無視名式とした。

(学
使い方が鉱になるかQ2 室内の明るさ 己点検してもらう。
に応じて電灯の点灯台 i再訂を実践した

か，曲、室内の明るさや官mの使い方に @学留者!こ活動の結果(省

4 
3)学活桂に学級担冊 ついて友達や家族と話をしたか， 04・こ エネや学留効累)を具体的

との意見交換 のような活動にまた取り組みたいかヨ !こ報告することで F 今後の

カ Q5: EI由記述。 環告書学習や省エネ活動への

月 取り緩み意欲につなげる。

後 @活動期間中における司鴻究室震の光環境と

4蓄電力効猿 骨生徒たちの隣るさ憾と照 轡活動をとおしての生笹の
IIとの対応関係が陪成されたこと Iこっ 意織や行動の変化学費肉

いての説明を学生から機〈。 容の定着1ji，今後の環場学
留への取り総み意欲の抱

援。
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告発的lこ気づいたり考えたりしてもらうことをJ意思した

ものである。そのため，第 li畠自には， r照度とは面に

入射する光の強さを表わす物理量で，単位がノレタスであ

ること Jと照茂吉十の使i刊誌だけを説明した。

この活動では，表lこンーノレを鮎る方法の採用やI呼びか

けの掲iJ、物のデザインなど，生徒が裂しんで活動に取り

紹めるように工夫した。また，活動の記録である表を教

嘆の貯に見えるところに掲示することで，生徒の取り組

む怠欲を引き出すことも窓癒した。また，この表は照度

と生徒たちの明るさ感に正の相関関係が取れていれば高

照度の範i患に赤いシーノレが集まり適正照度が裁低照度が

常?というようにきれいに色分けされて，照度と生徒たち

の明るさ感との関係を視覚的に表現するので，生徒の気

づきや考察を引き出す装讃としての機能を期待したむ

第2週百は新たに「つくろう T光環境Jという活動に

取り組んでもらいながら， r ~程度しらべJ も表を新しく

して綴続した。 rつくろう!光環境Jは， 5~6 人の斑

単佼での日交代の活動で，当番の生徒たちは休み時間に

なると，教室内の窓側・中央・廊下側の 3点での机上面

照度分布を測りながら， r全部消灯J→ f窓側jだけ消灯

中央と廊 F側の議士Tを点灯)J→「全部点灯jという

3段階の電灯照明の点灯方法を般に試していき，最も通

切だと考える光環境(電灯の点灯状態)を自分たちで決

定し，その状態で次の授業を受けるというものである。

この活動の説明は，第2適自の朝の会で，第1週間に

測定した教窓の窓側と中央の机上面照度の日変化を生徒

たちに示L.，現状では外が精くても明るくても常に議灯

を点けていること，外が明るく窓側が中央に比べて高照

度な特に「もし窓側の電灯を消していたらつ jという想

定での照度(推定値)を具体的に示して，どういう状況

においてどういう方法で電灯を点灯・消灯すると良し、か

を，実際に 2系統の電灯を点灯・消灯しながら説明し

た。また，日本の電力使用の現状，学校の一般教室のJIS

~~度基準が 200~750 Ixあることを説明した。

3 結集と考察

3-1 電灯の使われ方と室内際度の潟定結果

学校生活の中で生徒が教室で過ごす時間である 8~

16時までを考察の対象として，学習期間中の電灯の使

用状況と光環境の質について考察する。電灯の点灯・消

灯の状態は，教室の蛍光灯の混度変化とfJt上函照度の測

定結果を分析して推定を行なった。ここでは，第I週目

の例として 10/31(木)を，第2週自の伊jとして 1117(木

)を取り上げて比較を行なう。同訴の天候の概況は，秋

s3気象台の観測記録によると，10/31(木)は晴れ一時曇

であり， 1日の全日照時間は4.7待問であった。また111

7(木)は曇待々雨 時晴れで， 1日の全日照時間は1.5時

間であった。したがって，この2日を比べれば，10/31 
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写真 2叩 1 r照度しもベJ的表

「照度しらベ 2Jの活動終 r時点に撮影したもの。

の方が自照条件は良かったといえる。

表シ11立第1)車自の10131(木)における電灯照明の点

灯状況を示したものである。 1校時には教室のすべての

需富士Tが消灯されているが，この木擢日の1校時は移動教

室(美術・美術室)であり，対象教室は未使用であった。

それ以外の持賂については，戦から下校時刻まで教室内

のすべての電灯がほぼ点灯されたままである。このこと

から，対象学級では，本学習に取り組む以前および取り

級みの第1週日までは，移動教室を除いては登校から下

校まで教室の曾灯はすべて点灯した状態で使照されてい

たものと考えられる。

表3-2は第2週尽における電灯照明の点灯状況を示し

たものである。まず，第l校時に消灯しているのは，第

1週目と同様に移動教案(美術・美術君主)のためである。

また，この日は3校持の途中 (11:05)から 4校時にか

けても移動教室長(道徳・コンピ o-~案)であった。移動教

室を除いた時間帯について見ていくと，登校時から1校

時の開始前までや昼休みから下校までにおいて，特に窓

組IJの電灯 I列がよく消灯されていることがわかる。 fつ

くろう?光環境」の活動iこより，余分な蛍光灯は点灯し

ないという意識がはたらいでいることがわかる。

1117(木)における教室の光環境の質を確認したとこ

ろ， 8~ 16時までの各時間帯の室内机上面照度の平均

値は 2401x以上で， JIS の基準 200~750 lxは満足し

ていた。また，均斉捜は0.17~O.69であり，相IJ窓採光

の主主の望ましい均斉度1110以上を満足し，主主光と霊童灯

照明を併用した場合の望ましい均斉[If1/6 (持0.17)も

概ね満足していた。したがって，生徒たちは省エネに貢

献したいという意識が先に立って我慢して電灯を点けて

いなかったわけではなく，教室の光環境の質を確保しな

がら無駄な電幻ーを消灯することが出来ていた。

表3-1と3-2'こ基づいて，教室主の電灯点灯率を持間帯

ごとに算出したものが，図3-1と3-2である。懐中の日

2004年住総研f{iまい・まち学習j実践報告論文集 5



持軍率[%1は秋同気象台の日照時間の観測{置から求めた。

第1週告と第2遡悶を比較オると，第1週目は日照の

大きさに関わらず移動教家の時間以外は君主幻が点灯され

ていることがわかるが，第2;麗闘では日照本の低い時間

帯 (8・日待合， 14・15待合)，こ必婆な分の電士1のみを

点、約していることがわかる 3生徒は，変動寸る盛光を有

効利用しながら教案の光環境を創り出そうとしていたと

いえる。

0.8宝
〕

0.6態

。4室
。2思

B点灯率{軸]~密照拷問[hr]

卜¥

卜¥

ど
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60 

40 

。
11 12 

時刻

第1遇自由電灯点信事と 8隷時間 (10/31)

0.8宝
] 

自由盤

。4量
。2回

。

第2週間の電灯点灯惑と日続時節(1 1/7) 

付きや学びをもたらしたかという効果を詳しく検言すする

ために， 1週院の感想文(自由記述)を分析したJ惑怨

文を通読した結果，その主だった内容は表3-4に挙げた

5項目に分類できることがわかった。そのうち「楽し

[
ま
]
副
昨
H
温
暖

15 14 13 10 9 8 

20 

。

E百点灯率[%]~悶照時間[hr]

8 

図 3-2

生徒の明るさ感と隠渡との対応隣係の務成

本学習を還して，照、皮と生徒たちの明るさ感との対応

関係がどのように変化したかを， 1 i車目と 2週目の「照

度しらベJの結果から考察する。写真2-1に示した「照

度しらベjの活動後の表において，照度が J1 Sの一般

教室の推奨範囲である 200-750 lxと，それよりも照

度が高かった場合，照度が低かった場合の3つの領域に

分けて，それぞれの範路内に貼られた生徒たちの明るさ

J惑を集計する。これを 1週間と 2週慢について，それぞ

れ行なって結果をまとめたものが，関 3-3，図 3-4，図

3-5である。これらの図から，第 1逓自に比べて 2週目

では，高熊度のZ寺iこ「まぶしいj と感じる生徒が 10%

から36%に場え，熊度基準内のときに「ちょうどいいJ

と感じる生徒が51%から77%に増え，低!照度のときに

「聴いjと感じる生徒が66%から100%に繕えていると

いうように，この学習プログラムを通じて照度と生徒の

明るさ感との問に対応関係が形成されてきたといえる。

生徒の取切組み状況および感想

表3-3，こ，生徒たちが「照度しらべjを行なった屈数

を示す。また， [gj 3-6，こ「照度しらベ」が笛白かったか

否かを生徒に質問した結果を示す。 f照度しらべjにつ

いては全体で89%が肯定的な評価をしており，楽しみ

ながら取り組める内容だったと評価できる。この取り組

みはやってもやらなくても生徒本人の自由であったが，

第 1遺臣では一人当たり平均3屈の取り組みがされた。

これはクラス全体では82部分となり、教室に掲示され

た「照度しらべJの表は82俄のシーノレで埋められて、照

度と明るさ感の対応関係を考察する素材となったo2溺

自の照度しらベの回数は平均1.5回と第2還に比べて半

減したが，これは fつくろう!光環境」の方に生徒の興

味が移ったためではないかと考えている。また，男女聞

で取り組み関数に差が見られなかったが，列どうしを比

較すると廊下側の方がいくらか少ない。これは、昼光の

影響を受けやすい窓側の方が熊度の変化に富んでおり、

逆に廊下{闘は紹度変化が少ないという生徒の座席の違い

が影響したのではないかとも考えられた。そこで、原3-

8に示す性別・座席列により活動のおもしろさに違いが

みられるかを検定したところでは、性別・康席列ともに

有意な差は認められなかった(危険率5%)。

更に， r照度しらべJの活動が学習者にどのような気

3-2 

3-3 
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時刻

10 9 

図 3-1
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∞[ 一一一面

V111 
1田

回

富岡

量判

20 

。
まぶしい ちょうどいい 暗い まぶしい ちょうどいい 暗い まぶしい ちょうどいい 暗い

隠 3-3 r練度しらベj で教室由

照度基準より寓照度(750 Ixよ

り上)のと吉田生徒由明るさ感

調 3-4 r照度しらベj で教棄却

鱒度基準内 (200-750 Ix)由

ときの生後(/)廃るさ感

額 3-5 r殿度しらベJで教室量的

鰻!It~臨準より低照度 (200 1 x来

満}のと音羽生徒由畷るさ聖書

1選自

2週臣

表 3-3 r綴度しらベj の取り組み関数

生徒人当たりぬ平均取り綴み掴数

(ク全28ラ体名ス) 全体 中虫由席窓側の席男子女子クラス 部鷹1号下(1車豊0名11白) 2号車 3号車
(28名) 曲者) [ (9名)1(13名)[(15名)

82 2.9 2.2 3.7 

4 1 υ5  1.0 ~ 

aおもしろかった
mあまりおもしろくなかった

3.0 3.0 

~ 1.4 

口ややおもしろかった
盟おもしろ〈なかった

2.9 

1.5 

クラス全体層面歯菌錨趨面画風

(n=28) 留置盟四-田町 一て二二二ヨ反二二二三E備調

'38'---~滅型圃醐
¥ 

?ー
ド 4

40 0 

窓偏向)(1麹菌瞳碩題担量的盟盟闘闇醐二亙二万11~費

時制叫僅僅恩顧幽酬顕腫樋箇直二二二二_# ""二二二期".題

号ZF瞳輔 副4欄睡眠二:二:ご3互二二ご二二週1咽

0% 20% 40弘 60偽 8臨 抽出

IID答率[純]

題 3叩 S 第 2遇目終了詩的 f鰻度針で教棄の明るさ

を濁ることはどうでしたか Jへ的回答

かったJ，rがんばりたしリ， r残念だったjは f照度しら

ベJという主に学習方法に関する評俗でありう「驚いた・

不思議だったJ，r考えた・分かったJは主に学習内容に

関する評価だといえる。「照度しらベjの活動は64%が

「楽しいJと感じ， 50%が活動内容に「驚いた・不思議

だったjことがあり， 57%は「考えた・分かつたjとい

う一定の理解に到達 L，25%に2週目の活動も「がんば

りたし、Jという欲求を起こさせた。 1選自の感主主では

「つまらなかった」などの否定的な評価はなかった。

感想文の一例を挙げると，学習者番号(13)の討Yは，w小

学校でも照度をはかったことはあったけど，自分で積極

的にはかれてよかったです。同じ照度でもグラフを見る

と1人ひとり感じ方が違ったし，まぶしいと感じること

が自分自身なくて少し驚きました。人によって感じ方が

違うんだなあーと息いました。教室内で照度が違ってお

どろきました。』と，掲示された衰を見て，間じ照度で

も人によって明るさの感じ方の違いに気づき，その漂白

を個人差ではなし、かと考えていた。同様の感想を書いた

生徒が5人いた。これはヒドの明るさ感がもL上函照度だ

51 

表 3-4 錫 1遷臨絡了時田悪事態文(自由記述)

に毘られた記述内容由分布

司自ら、?こJ 次の活動も 「線虚しら
学習者 難しかった 不怠腫

考えたν がんばり 猿念 ペjの取り
の番号 だった 分かった たい だった 絡み窃数

(第1趨目)

2 @ 7 
(12) @ 5 
(10) @ ⑮ 5 
(7) @ 5 
12 @ • 5 
13 @ s 

(j 3) @ @ 4 
3 4 
9 4 
(9ノ @ 3 
(8) @ 3 
(4) • • 3 
(3) @ @ @ 3 
5 @ • 3 
7 @ 3 
11 @ • 3 
( 15) • @ 2 
(14; 2 
(6) 2 
15 @ @ @ 2 
(2) @ @ • 2 
f、1、 @ • @ 2 
e @ @ @ 2 
1 @ @ @ t 

4 1 
14 • (11) @ • 。
10 @ 。

列合計 18 14 16 7 6 82 

回答"'~J 64 国 57 25 21 三三二
本: 学費者の番号は、男子ば O無し 女子は o付さ。
*2 回答事I%J=r当該の記述があった生徒数J/ f金生徒数j x 10C。
* 3 r取り総めなくて残念だったJには f毎ElJ，fあまりj、「忙しくて度もjが
ある。取り緩み沼教O囲の生徒2名が「忙しくて一度もー J <'::-#いている回

けで必ずしも説明できないことを言い当てた的を得た観

察である。こうしたことは，実際に照度測定と腐るさ感

の対応を調べてみなければ得られない実感である。

4 活動後の学習者の意識や行動

活動から 4ヶ月後に実施したアンケート結果をみる。

この日はI名欠席しており，生徒数27名であった。

ll'Q 4-1と凶4-2は，光環境に関する意識についての設

問である。この結果からは，活動前後で顕著な変化は児

られないこと，教室主に上ヒペて家庭での;意識の方が高いこ

とがわかる。また，図4-3は，活動後における零士了の点

灯・消灯の実践状況である。活動中は，グループ単位の
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日替わり当番制で電灯の点灯・消灯を行なっていたが，

活動終了後はそうした当番制は縦続していない。院中の

昼印(大)は学級担任から見た状況を示したものであ

り，こちらは学級での実践状況を表わす(集計には含ん

でいなしサ。教室は多人数での共用空間であるため，在

'I[w寺において自発的にこまめに鷺幻を点灯・消灯すると

いう行動をとることには抵抗があることが読み取れる。

学級担任との意見交換でも，緩房温度の誠節(設定温度

を抑える)のような場合でも，教邸側が係りを決めると

生徒はよく実践できるが，自発的な行動は見られないと

のことだった。省エネの即効性を考えれば，電灯につい

ても教師側がノレーノレをつくれば生徒たちはよく実践して

くれそうである。ただし，ノレーノレを与えられなくても 2

-3割の生徒が「ときどきやっているjと回答しており

(学級担任も同犠の回答)，活動前に比べて改善されてい

ることに波宮したい。図4-4は，学校や家庭で話題にし

たかという設問であるが，意識を持った生徒の幾らかは

学校や家庭での話題としており，そうしたコミュニケー

ションの穣み重ねから共用空間における環境調整のノレー

ルが内発的に生まれる可能性に期待したい。

sl4-5より，生徒の85%に再度の取り組み意欲がみら

れた。図3-6と比較して，活動そのものが箇白いことが

その後の家庭での実践や今後の取り組みへの怠欲につな

がっていると考えられる。例えば，活動4ヶ月後の感想

文の中で『活動をしてから家で節震をこころがけるよう

になったので，ためになったと患います。ムダな電力を

使うのは環境にも悪いし，お金もかかると，考えてみて

わかったので，良かったと思いました。照度計をたくさ

ん使ったのは初めてだったので楽しかったです。』とい

う感想、が当てはまる。

5. まとめ

本学習プログラムは，生徒たちに楽しい活動として概

ね肖定的に受け入れられ，今後の環境学習に対する継続

的な意欲にもつながったと考える。活動をとおして生徒

たちの明るさ感とj照度との対応関係が形成され，活動期

潤中には昼光をj活かした照明の方法が生徒により適切に

行われた。そうした生徒主体による光環境づくりがその

後の学校生活に定着するまでには宝らなかったが，より

良い光環境や照明方法について興味関心を向ける契機に

なったと考える。

く総務〉 今回の学習プログラムの試行にご協力いた

だいた生徒の皆さん，誇先生方に謝意を表します。

キ2 当時秋朗大学教育文化学部卒研究生

教護で

家庭で

関4山 1 活動前の明るさや電灯

への意擁 Fこれまで明るさや費量

灯について生活の中で意識した

こと iまありましたか ?J

(活動終了時02/11/08)

一一一一一一開 10弘 20知'" 4償却弘 60者 7明敏J¥ 90% 1∞弘

関4-2 r活動の後で、あなたは室内の明るさや骨量灯の

使い方が、気になることはありましたか ?Jへの閲答

明 10発 20も30¥ 40% 5mも ω免 71" '"免 90% 100弘

鴎 4-3 r活動の後で、あなたは、 2室内の明るさに応じ

て竃釘の点灯・消灯を築設しましたか ?Jへの隠答

。完 “'" 20略 30名 40% 50% 60% 70% 80覧 91" 予側減

函 4-4 r活動の後で、案内の弱るさや電車Tの使い方に

ついて、誌をしましたか ?Jへの臨答。

4略

〈参考文越〉

積極的に
やりたい
3硝

関4-5 再度由敬り紐

みへの意欲 「機会があ

れば、また、このような

活動に取り組んでみたい

ですかっ Jへの思答。

1 )北4事案恵鈴木大接・贋E認識ー・福島明 北梅道の学校におけ
る昼光を利用した照明エネル年一低減に関する研究， 日本建築さ戸会
北樺道支部研究報告集， No.74， pp.143← 146，社由法人日本建築学
会， 2001.60 2)文部省小学校学習指導要輔解説 家庭踊，開隆
堂出版揖式会社， 1999.5" 3)文部省 中学校学習指通事重要領(平成 10

年12月)解説3 東京事書籍株式会社， 1999.90 4)中村芳樹学校隅

明の設計十基準指針とこれからの学校照明，閉明学会誌?第84巻τ

第4号， pp.220…224， 20000 5)岩田利枝昼光離明，建築雑誌!第

119集，第 1513号， pp. 50~51 ， 20040 

*1 秩関大学教育文化学郁講師博士(工学)
専門である建輔環境工学の知識を活かした?住環
境教育についての方訟の研究やその実路に取り組

んでいる。
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微生物を利用した生ごみ堆肥化装謹の環境教青への活用 平石存立L*1 

大戸私自子.'

本ljjl管費場1

キーワード 1) 環境教育?羽生ごみ， 3)場月~jι 4)徴性物，5yJザヰえ

1 はじめに

δ 本は戦後， 1ft界に究flを兇~い経済成長をとげ物質的~

豊かさを手に人れた反尚，子供述が遊べる自然環境をなく

し地球に蓄えられた資源を浪費 L，火気，水，土壌を汚

染してきた。その影響は，地球続撲にまで広がり，子供遠

の未来lこ影を洛としている。大人には，今まごの社会経済

ンステムを5正直L，これ以上子孫lニ負の透践を遣さない討

会を築く責任ーがある。 一方，子iJU主自らが身の泊りの環境

について考え，より良い環境を作るにはとのような紅会や

生活カ斗記、姿なのかを考えることはZ重要である。回り道のよ

うでも，現在社会の倣{車競や生活に染まってしまった大人

に働きかけるよりも，子供の教育から始めるのが最も効果

が大きいと言える。池田は"ある座談会の中です持続可能

な討会を築くには Iまず， 子供の教予ぎからはじめないと

だめです。 T供の教育をあと 3世代ぐらい繰り返すことで

きまるjと述べている。

ω02年4月から小学校iこ「総合的企学努の将陪1Jが本俗

的に導入され，環境をァー?に学習プログラムを組む例が

増えている。しかし，子時逮が身近な若者I克明記患について学

習し今自分たちで環境問窓解決の実践に絞り組もうとした

場合す小学生lこ取り組める課題は絞られる。本論文では小

学校高学年の児意が環境問題解決に取り組む つの方法

として給食で排出される生ごみを堆肥化L，ごみの減案を

行うとともに1 出来た堆胞を学溜農園に施消 L，野菜を脊

て?それを食べるまたは販売する活動を提案する。

本論文では，以下の内容について述べる。

1 ) 当:一者の研究室で開発した倣生物を利用した生ごみ域

月程化装置よい(以下 rj邸主化装鐙」と記載する)の行総

と操作方法

21 小学交での刻制

31 小学校で実施結果と今後の課題

2， I糊巴化裁量むの倣混と樹乍方法

堆月巴化には嫌気性処理方式と好気件処，J1ll方式が去る。この

「堆肥化装置JI土処照速度が平く 7 臭気の発生が少ない好気

性処理方式により生ごみの堆肥化を行なってし、る。堆日巴f七反

応、に影響を及ぼす主主喜な因子はiJijlJ~，含水平，通気量，1.京料

(相変1 有機物含有率jで去る。 pHも因子として挙げるごとが出

来るが?嫌気状態となたなければ問題ない。也笠，含水率!通
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図2-3r堆肥化装震jの短耳断面殴
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「堆肥化装蜜Jのセットアップ

落ち聾を容器いっぱいにいれる。

落ち葉の

なるまで 向
いれる。

庸葉土の重さで落ち葉が底から抽10cmに怠る。

毎日の作業綴ij;

ステッブ 1生ごみの分別

生ごみの量I~- ヶ所!こI.5kgまで。

雪;首
とうもろこしのしん
は堕いので、あら
かじめ30mぐらいに
明っておく。

員がらはいれない。

ス子ップ 2

生ごみと糠をバケツにいれる。

ス子ツプ 3 I ステッブ 8 生ごみが由まらないよいうに

生ごみを細かくする。 (3cmぐらいだよ) I 生ごみ、瞳、雄轄をよ〈車ぜる。

ステップ 5 I ステッブ 10

事SZ合致fPREd-却し|桝番由セjレ由よ山恥た堆腔をスり川
Itんが毘えなくなるように誼せる。
京特仁客幸Itステンレス由社明世由上5cmJ;l上被せるa

あらかじめ、縮か〈窃って

おけばこ白作章ははふけるe

番
街5

 
~す

M
M鳥
山
凶

氏
》
ゆ
合
h

ド
ド

ブ
肥
上

ツ
壊
の

子
の
ん

ス
部
セ

上
の

ス子ップ 7

革担由な〈なったセんを1番に入れる会

れ震が雌l変わってぬ(わて~t:ら、黙殺t:t ，

劉2-4r堆!~化装置J の操作方法

4
 

5
 

ハケツ，2つ憧って

ま!I:入れ替えると
よ〈遣ざる。

水分が少ない時は舞〈
埋っている程在に

ホを足すe

ス子ップ g
よ(患ぜた生ごみ、曜、車問をi番問ω1:入れるc

ステッブ 113番から5番由セんに捧を差し込んで
前tまに轟かし捜拝する。

iゾーン!こ3ヶ罰ぐらい。

ステッブ 12最後に装震にふたをして完7。
各に魁の強い臼 iま'fンボール紙で堆!~

の上在力パする。
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気量!原料を，装置の構造と人プJによるt"iaeでユ電力を使用せ

ずどのように制御し生ごみをj桂月巴化するかを説明する。

「堆杷化装援jOコ平illili¥lをag2-) 1ニ長辺方向街耳目{習をi羽

2-21こ?短辺1nHJ陪r品im型を1~2-3 に示す。回 2-4 に後下}j法

を示「が、小学校4年生はステ、ノブ5のセノレの抜き取りとスラ

イドが困維なため堆犯を[釘童話初出している。

2.1原料

図 2-4のf堆約七銭震Jの樹乍方法iニボずように r糊己{七

装置」のセットアップでは落紫と腐葉土を段入する。落葉は少

しずつ堆肥化してしてため稼業も原料と言える。落葉lま攻ik

では，廃棄物となってしもが!これをE奇跡、化する去主主に?生成

された堆犯の品質を向上させる。

毎日の件業で生ごみ?米総 i荘sE(最初は腐葉 1::1を混合し

たものを原料として?縫巴{と構内の tノレに投入する。白米を

食べる場合?糠も生ごみの っと言える。微生物に記号芸な水

分は生ごみに含まjもる氷分で機合している。

排出される生ニコメは日によって震と最;に速いがある。米糠

を投入することで，分解の早い有機物量;在増やし濃度上昇iこ

必要な発熱量を確保するの冬期とそれ以外の季節では発熱

量を変えるため米糠の投入量を変えている。またJ 食用協の

廃油を投入し発執量を増加させることもできる包

生ごみの絞安はノj、さければd、さい経?体穣に対する表面

積の割合が大きくなり分解速度が早くなる。しかし?人おでの

粉ぷ吐考慮して生ごみの長斡長さが 3cη 以下となるように人

力でザJ断する。

特定ぴ玲世食物の禄付けは行なわないがヲ腐葉土， 1客業生

こ

iにこ適した微生物が繁再煩Eするοf封印己化装置JI土単一槽で打差持

する一般の場紀化装穫にくらべ微生物の成育環境に変fじが

あり?多様な微生物が繁殖できる。

2.2 温度

前立を上昇させることは織犯化速度を早めるだけでなく7 有

害微生物の死滅ヲ水分蒸発を促進する効果が去る。 I昆度l土3

生ごみt分解によって発生する熱量と堆杷化槽から散逸する

熱量との王手微によって決まる。「堆肥化装置」は周囲に断熱腐

を設け?堆月巴化槽の下部こは溶葉}上部には生1&された堆胞

を置くことで通気性の有ξ世心掛婚を形成し?生二vみの入ってし、

る中心部分の温度を 60
0
C前後の高漏iこ保ってしも。タ部風

による熱放散を低減するため，ステンレス製セノレ tがれを堆丹担

で覆う。また7 セノレ底部からの黙損失を低減するため，下音防〉

吸気口はノh~しものを→つだけ設けてし旬。 上部σコ換気口は，

水蒸気を放出するf:;要があるため)IJ¥25くすとことはできない。

そのため、冬期の強風詩的みダンボーノレ紙で上部表[笥を積

い通気量が必要以上に増加IlA且主が低下すとことを防くc

1醤のセノレに投入され出車料は，前日に投入された温度の

高い2番のセノレから熱を取得し温度が上昇「るci釦主が i二昇

すると堆月巴イヒュ亙l支が早まり，発熱量が増加する。その後7 堆A巴

55 

{七の進行にともない発凱員が低下しiffil受も低lL口、く 経

熱量lま3 微生物による域11巴化速度ぞきまりp 全世月間ヒfえはに影

響を及ぼ寸全ての践i子が関仔寸る。

2.3.含水率

原料は生ごみ，糠 1島問3 場合によっては水を混台寸合二と

で投入持lこ60%前後の最適合水準となる。その後?潟皮 i持

と重力換気によって水分は水蒸気となって上部/れら外部に排

出される。今郎、使用した「堆BEiむ装霞j!土蓋裏面に結露した

水j高が金品目Eiι樽に溶ちてしまう問題が発生したので、おこ傾

斜をつけ水滴が外部に前ぷwすようiこ改良しf二

合*率の増加が問題となるのは，水分が堆sEiヒ槽の潟宮i

lこ移動し結露する場合である。側面の断書材i土壁爾近傍の

1信V_Aが低下し周遊iこ近し、堆杷iこ総援が発生するのを防ぐ役

割を担っている。また?次項で説明する主主力換気が無かった

場合1 熱のド方への移毒と同時に水分も移動し底部に結露が

発生すと九これを防くやためにも通気義;0)1童保が重要となるO

「堆肥化装置」は堆月間ヒ槽内吾j)O)セルがスライド可能となっ

ておりj 図2-4のステップ 5でセノレを水平方向にスライドさせ

ている。仮に，セノレをスライドさせなかった場合1 同i端の i番と

5番のセノLの外側に発熱する他のセノレがなし、ため 7 総辺外壁

方向への熟移動と同特に水分が移動し短辺外壁と織部近傍

の堆肥に結露が起こる。これを紡ぐために短i阜の断執材を長

辺よりも厚くして新紫け拾をを向 tさせると共に，セノレをスライド

させてしも。

2.4.通気量

微生物による生ごみの堆肥化には酸素が必要となる。「堆

月巴化装置JI土必婆な酸素供給を，堆月巴化槽内と外気の温度蕊

による重力換気で供給寸そ仕草且となってし、る。

微生物による分解が活発になると3 自主主語消費鰻も噌1目する

が同時に発熱量も増加する。発熱量が増加すれば，機内混

度が上昇しヲ重力換気がおこる。堆1巴化槽下部に設けてある

落葉の層を堆胞に代えることもできるが1 堆月肥Eに上比ヒベJ琢捺葉の

J治b

堆月胞H問~i化乙槽内と外気のI溢且主3惹去が/寸j、守さくなるため通気f議量を縫呆す

るには空気のE燈主棒抵t抗f充Lを軽減することがE葉震要となる。

土佐紀{ヒ槽内に結露が発生ずるとその部分のi昌気十1;6;低下

し嫌気状態となる。前項の「含水率」で述べた方法で結露を防

いでいるcまた.5凶主 2…斗4のステツブプ。 8の生こ

均 一に混合することで生こやコZみ井川カがミG償側主詞1まり〕通車気性能が(低託下するニ

とを1紡めいでいる匂

障を素消費量はI桂月間ヒ速度によって決まるため，地iEiUかむ

に影響を及ぼす全ての因子が際協:するc

2.5.臭気低減方法

一般の堆肥fヒ装震は，会昨月巴イ七f骨が1槽であるため.fえj伴す

る時iこ堆肥化の終 fしてし、なし、jcこaみから悲臭を発生させて
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しまう}この rl昔im~fヒ袋綴J (土堆:m:~:f乙贈を5槽に分割することで，

E主ごみのi糊Efむ主主応が終息するま ct~t伴しなし、む

惑具を紡ぐには嫌気状態となモなし「とがlE婆ぜあるc 高t述
σ) r合水率Jr i邑気量J で述ノくた;えf訟で嫌ラ('{;jj~態となり忠臭が

発生するのを紡いでいる。

f持』己イじ装声量JI土i温度を上げ堆IiEf七速度を高めることでセ

ノレ数を少なくし装置を小型にしているG 温度を上iずれば生こp

みからの臭気発生量が増加するが!生こPみと1昆冷した堆胞と

上部を覆っている堆肥ぜコンポスト目見臭するf防塁となっている。

原料H主投入後会d車に混度をと昇させるが，その後堆日巴{じの

終患と共に調伎を低下させ堆肥を取り出すときの奥気発生量

を低下させてしも。

2.6 アメリカ水アプの防徐法

関西地域では5月-10月にかけて帰化昆虫であるアメリ

カ水アブの幼虫がjttJl[I;q'に発生する場合が多い。アメリカ

水アブは害虫ではないが、幼虫の見た目が気持ち懇いので

あえて言うなら不快害虫と言える。小学校の土住民日ヒ装援で

発生した場合、飼育している鶏、衡の格鮮のMとなる。防

除したい場合は、装置を日当たりの良い場所に設建するこ

とで発生を妨げる。「堆R2ft装置JIH卸巴化情l今昔b昆!克が

60'C以上になる。加えて、透明アクリル絞の蓋を通過して

日射が流入しよ吉め堆日告の1組主をヒげ、合水率を低下させ

れば、アメリ力点アブの幼虫の生育環境が除くなる。

3 実施胆J
3.1. [:糊E化装置jを使尽するに至った経緯

1) 碗右市立魚住ノj々 増

5年生の国語1受業で伊藤和明著「一秒が 年をこわすj

を勉強し，そこから環境学習を始める。 5年生全体で地球

温援化，水質汚染，ごみ問題等の自分たちを取り巻〈環境

問題を大まかに学んでいく。学んだ内容をふまえた上で，

自分たちが一番身近に感じられるごみ問題を絞り上げ，い

くつかのグループに分かれてさらに詳しく学ちJしていく。

[明石にはごみ処理場があるがすそれはあと 5.6年でい

っぱいになってしまう，そうなると 1 これから先ごみはど

うなっていくのだろうつ」という疑街を担当教諭が子供l主

に投げかける。子供述に自分たちに出来ることは何かを考

えさせた。ある児童が，江主月~1ヒ装置j の新開記事{仰を見

つけ，児童自らか筆者の研究窓に「堆際化装霊jを使いた

いと定i主社長トけてきた。

2) 神戸市立長楽小学校

都市部に位置い住宅の中に工場や幹線道路が混住した

地域である。子共達を取り巻く生活王戦売は，阪神高速道路，

国道 2号線からの騒すや空気汚染なと厳しい状況にある。

このような環境の中で1 少しでも自然に接する機会を増や

そうと，学習溺での松崎活動を各学年で積極的に推進して

C
O
 

5
 

いるつまた. El常的i二子供述が自然に視しむことができる

ようにピオトーブも{乍ってしミる。

理科の学習の中では，年間を過して「自分の本Jの観若者

ヤ学習闘での殺峰活動を統It.地物に親しむ、活動を継続約

iこ行っている。社会科の学習では. r怠たちの環境を守る

b主役t学習jとしてまま水下水処;現場奥平野浄水場落合

クリ…ンセンターの見学し、 Z草士克問題へ関心、を深めた。さ

らに.rふれあいごみスク… jレ」を実絡し，官、たちの生活

に密着したごみ問鐙を保護者と 絡に考えてきた。「自分

たちにできることは~いだろうかj という宮J龍が少しずつ

芽生えてきたところで、 f給食の残飯を肥料に変えようj

「車の排気ガスを調べようjf十之じ互にあるマツの業グた託干し

を調べよう II紙のリザイクんを考えようJr水の汚染を

調べようJの5H上に分かれて，高等査研究活動を進めていっ

た。給食残sJjの士郎防とはEM衡を使った准月主化に挑戦した

が，臭いと処理速度か遅いことから断念し， rt体制と装置j

を使いたいとの連絡があった。

3) 稲美町SL天満耳外学校

4 Ij'.生の社会の時間]に地域の学留を行っている。この授

業で!初完問題の学習及びこ合み処P理主断定の児学制]ってい

るo ごみ処攻I由主主の見学では，稲美町のごみ処王刻む設の処

理能力は 30t /日だが，現在町内から出るごみは 31t /日

あり 1t /0オーパーしている。この 1tを減らすため，家

庭では{可ができるのか，学校ではf可ができるのか，地域の

人にはi可が出来るのか考えてみようと先生が，子供達に問

いかけた。また，生ごみか民対日戸の;品J立を低下させ有害物

質を発生させる原因になることを学んだコ子供透i止、まず

は生ごみをtBさないように宇校給食をできるだけ筏さず

に食べるようにした。問符に給食残飯の培月担ftを行った。

担jめは. EMTI奇を使ってi住!101ヒを試みたが1 実いと処理法

度が遅いことから断念し. r堆月白fヒ装議」を使いたいと連

絡があった。

3.2. r糊巴化装霞むの使用形轡

1) 碗石市立魚住小母犠

総合的な学習の羽寺院に筆者が[l'仕組化装置」の説明を 5

年長:全員にする。堆Afヒはクラス全員で一巡したあと、 5

年生の有志によって引き続き継続される。

活動はごみ問題に特に関心の高い児童が中心となり行

っている。現在は児支 12人によって活動が縦続されてお

り，生ごみ処煎J斑と倒廷をつくり，毎日交代で作業を行っ

ているの生こや;"，:/!h!里，JIは， 2人ずつベアになり，学校給食

の残飯のうち約 1kgを装置に投入し，堆』巴イじを行っている。

畑班は，学校内の'IIH2畝を借り出来た堆月告を施用 L，キャ

ベ、人なす， トマトなどを育てている。活動臼誌を11.:り7

毎日の様子を記録している。担当教諭は、この活動を委員

会活動としたいと考えている。

2) 神戸市立長動j母校

2同4年住総研f住まいまち学習J実践報告論文集 5



i罪己主学包Jかれわれたi主 ごみ問惑に払手L、を持ち，給食の

伐奴を肥料i二変える活動をした児童たちが.j受業後もれき

~~i( ミ給食の残飯をj 住月~1とした v 、と希?3. L，生ごみの准月間ヒ

日報芸をlfうクラブをf乍った。 時i土、百名古、参加iし学校

かっ日iる主主ごみ全てをI刷出にしていたが、その子遥か卒業

した後は部員が i名だけになっている。

活動i立，給食残飯の堆肥fむと焔での野菜作りである。毎

日給食の残飯をj制巴fヒL.憾の水ゃりゃ手入れを行ってい

る。出来た野菜は、保護者→iこ絞売し、運動用具なとの購入

資金にする予定である。

3) 稲美町立天満草山料究

4年生のクラス全員でIJ二ごみの士約聞とを行とよったOクラ

スの中で2人ずつベアになり， i!j番を決めて頗番に生ごみ

の敗目~1ヒを行っている。投入する生ごみは給食の残飯で，

毎臼 1kgずつ投入している。

4 使用結果と考察

4.1 児童へのアンケート調査

生ごみの士制巴fとを行った児童に表H に示す攻自のアン

ケ トを行い、子供述の堆肥化作業に対する感想や意見を

調査した。調査は、明石信立魚住小学校ヲ名(男子 I名、

女子8名人稲美町立天満東小宅尚之 31名(男子 16名、女

子15名人神戸市立長楽小学校(男子 6名)に付して行つ

た。

表4-1 アンケート項日

間1 作業は楽しいですか。

問2 装置は使いやすいですか。

問3 臭いますか。

問4 良いところはどこですか。

問5 悪いところはどこですか。

間8 ここはこうしてほしい(希望)はありますか。

4.2. 讃査結果

。明石市古漁船件当責

表十2 にアンク」ートの問1かÇ~F"~ 3までの結果を示寸。

表4-2魚住ジj吟犠のアンケート結果 ω

間l作業は楽しし、ですかっ

問2船、ヰすいですかつ

関3臭いますかっ I 9 

f苦14以下の自由回答を以下lこ示す。

間4良し、ところはどこですかっ

』 一ーア寸ー無限l答

'1日1日生ゴミを入れる所が分泊、れてし、て使し、やすい0

.できた杷料でおいしい野菜がとれた。

-残飯が堆H思になり、ゴミが減ξO

n~ 5悪し、ところはどこですーがつ

-土が[itjくて掘りにくい。

-虫がし、つlまし、し、る。

間 6 ここはこうしとほしし、(希~)はありますかっ

宝lー

t:tf(こ7よしコ
2) 神戸市立長動l、学校

表4-3にアンケ 卜の関1点、ら間3までの結巣を示すっ

表4-3長楽ノj、学校のアンケート結果仏)

部1作業は楽しいですかっ

問2伎し、やすい"'-4ーかっ

， .ム 、! ふ !無[浅答

問3呉いますーかつ I 6 

照4以下の自由iヨ答:を以下に示すo

r，~ 4 t~l 、ところはどこて寸司、っ

・{守二業が熊坂百

生ゴミを切るのが楽しし、。

生ゴミが減って肥料ができと。

地球環境にいい。

-微生物が生ゴミを分解してくれる。

間5悪L吃ころはどこですがっ

ー臭い0

・ま:を掘と乃が大変ム

問6ここはこうしてほしし吋希望)はありますかっ

・掘らなくてもし、し、ようにしてほしい。

3) 稲美町立天満鳥j学校

1lil4-4にアンケ}トの問1かE問3までの結果をポす。

表4-4天満葺むわ学校のアンケート結果仏)

間i作業は楽しいですか?

烈2郎、やすいですか?

I ，__，_， '"'-無毘答

担03奥いま寸泊、つ i 日
間4以下の自由問答を以下に示す。

間4良し、ところはどこで"-0れわっ

. i且支が上治活。

-簡等科こ月巴料が作tlとh

-使いやすい。

-臭し、がしない。

ゴミが減り、肥料ができる。

.Ui:日微生物が元気なところ。

'1日1日生ゴミを入れるところが分かれてしも0

・電気をs!>tJ1よい。

間5怒し、ところはどこでーすか?

-腐葉土が成ってしまう。

・ハエがよってくる。

・掘り起こしにくい0

・うじ11h丸、る。

間6ここはこうしてほしし、(希望)はありま寸-7J'つ

• E台、が出なし、ようにしてほしい。

. ，Ji'虫症を昆土吋コすーし、ようにしてほい、。

・野菜が簡単に切れとようにしてほしい。

4.3. 考察

アンケ…ト結果からほとんどの子供達は、士lt!~1ヒの作業

を楽しんでいることカ鳴干る。包14-]にセル中心告防〉冬季

2004年住総務「住まいまち学習j実践報告論丈集 5
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5司会 1冬季の初期温度変化

の初期温度変化を示す。日郎防ヒ装援J1こ毎日生ごみを入

れると冬でも装置の内部が60度以上になる。子供達には、

局主主が上がり、生ごみが税収に変わるのが楽しいようであ

る。児童は微生物を飼っていると認識しており、「冬休み

の問、主主ごみを入れないと撰t生物が死んでしまいません

か勺と質問していた。

使いやすさについてはほとんとの児童か使いやすいと

答えているカ丈夫満東小学校の4年生4名が使いにくいと

答えている。小学校4年、 5年、 6年では体絡もずいぶん

違い、 4年生には堆杷を綴り出す作業が大変なようであっ

た。 6年生になるとセルを取り出す作業も問題ない。

この「堆月主化装劃は臭いが少ないことか特告主であるが、

魚住小学校と長楽小学校では全員が臭うと答えている。こ

れは、操作の間違いから起こったものである。魚住小学校

では、堆犯を早く使うため准胞を取り I.Hし替わりに畑の:士

を投入してしまい、通気量の低下を招いた。また、図 4-1

に示すように冬季の土佐ijl~化開始時のみ、 J邸主が上昇するの

に4日必要なため2巡自に生ごみを投入する煎に 2EI休止

する必要がある。連続して 2巡目を綴り起こしてしまい臭

気均等岩生した。一度;船主が上昇すれば推日巴1ti'主度が上がり

連続投入しても問題ない。

長楽小学校では、糠を入れると温度が上がることに気付

いた児意が大量の糠を投入してしまった。また、生ごみを

投入する作業で底の堆阪を掘り出さずに投入してしまい、

底部のI住吉が庄密し通気量買低下を招いた。天満東小r判交

では、蓋が夙で飛んでしまい悶が入り含水事が仁がり臭い

が発生した。その後、蓋の構造については改良を行った。

同5では、堆肥の織り出し作業と虫の問題が挙げられて

いた。据り H1L作業l止、セルの妓き取り作業ができるとか

なり楽になるが、手で擬りながら堆R~に触れる帝王見告も良い

と考えている。電力を使わない限り、人力での作業は必ず

必要になる。虫の問題は、蓋を透明な素材に変更し日:おた

的(十粉イトーキクレピオ

村和101山大q:段治ンスヲムej科?(j-:

四
川

りの良い場所に設置すれば妨げるように改良した。アメリ

カ水アブは知書なので、鴻を飼育しているや学校では~J}に

していた。

ある都市部の小学校に [J住肥{ヒ装殻jを導入しようとし

たが、先生が f者会σ〉子供主は虫を気持ち惑がるからjと

いう理由でデイ共i主に触らせようとしなかった。このことに

象徴されるように、指導する教郊の認識が問題となってい

る。また、指導にあたる先住自身カ性ごみの耳悶巴{ヒや農作

業式統括主がないため、問題が起きても気付かない場合や解

決方法が解らない場合が多かった。 f堆月巴fと装置jを導入

する場合、まず教師がり倒的ヒ装鼠Jを使用してから環境

教育に導入する必要がある。木宅全 2は 1993年に環境教首f

の問題点を指摘し教員養成淡程での環境教育の必要性を

訴えている。]()年荷主5遇した今日も同じ問題があると設える。

5 おわりに

3つの小学校で糊巴化装置を環境教育に鴻用した総菜、

以下のことが明らかになった。

1) 子ijtj重のほとんどは、堆肥化作業を来しんでいる。

2) 子供達は微生物に強い関心を示した。

3) 教師が堆肥化、農作業ついて学覆する必要がある。

4) 教闘が准肥fヒや農作業の知識が戦い場合はサボー

ター(専門家)が必要である。

5) 最初から作業を子供だけに任せてしまうことは出

来ない。

6) 5，6年生での活用が適当である。

7) 4年生では教師の手助けが立要である。

8) 授業での取り組み後も委員会吉動としで継続がIiT

能である。

このf准際化装置jは、環境問題に対して潟'L、が者く樹祭

を趣味としている一般家庭にも普及したいと考えている。

般家庭の使刈者の中から小学校へ士生日間とや菜魁指導lこ

行っていただけるボランティアが出てくれば、地域との交

流も生まれてくると考えている。また、生ごみの地月主化を

行いながら、子供j動5艶生物や物質の循環について考える

機会ができれば学習内容が広がって行〈可古郡笠γうずある。

<i.主>
1) この[場把fヒ主主霞リに関する発明は1lOひょうごから特前出

糊されている0

2) 電力を使用せず、臭いも少ない生ごみよ桂舵化装置が開発さオし

こと地司現遵される。神戸新開夕刊J2001年10月9日

く拳考文献〉

1) 池田武ff!t岩十持日丸藤森昭信，糸長去百] 建築 地域づく

りにおけるヱコロジ…σ:位置づけl 建築雑誌 VoL114 p初、

p2i 

2) 木将要治 学校での環境教育のありかた 賢い市民を育てる

には 生活と環境 Volお No.5 D31 ~ぴ S 1993 

キ jIZYj{;1業向等rij!マ7地く攻をγ不倒!l;iil!i 修1:CL"1つ

主阪/ぐ'f:fご?附!午柑究科I'}jb1lfujIj!ij比千了
19同年~1996 I1カリブォルニアたf:サ / ア

Jエゴ校研究μ 本l人'J(I)七jし、lご関する叫冗止
ぴ '1ごみのI1色町ヒ北jげ(J)ii!fJi:;をむっているc
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2.2 地域の学びづくりの取り組みから





地域の多様な人たちと関わった提案盟まちづくり学欝への挑戦

学校とまちづくりセンターとの連携による公園計画への道程

大和田清隆*1 

太石崩f訂1本 2

キーワード総合的学習 まちづくり学習公困苦11珂地域住民

1 はじめに

総合学索の試みが全日3で数多く試みられている。論者

は「まちづくりJを「地域の問題を自ら見出し，周辺の

人々に働きかけながらより良い方向へ努力する行為」と

「行為j に着目して定義している。それは取りも[在さず

f自ら学びclら考え，課題を解決する力持生きる力Jを

身につけるという総合的'手習の基本呂襟に向けた学務

f行為」と議複していることから，まちづくりな題材と

した総合的学習を重要視している。

方，公共的な空間(道路，公腐など)をつくりあげ

るまちづくりの現場では，ユーザーである住民の主体的

な参加によりっくりあげていく例が増えつつある〉対象

により参加のステップの詳細は異なるが，概ね①地域の

理解→③諜量豊の把握ャ③基本方針の検討→③具体的カ策

の検討〉⑤実現手法，といフステップを経，加えて⑥

速の過程で情報公開・窓見収集・議論と合意形成，がポ

イントとなる加)。①~④のi品税は総合的学習の問題解

決的な学習活動のステップ注引と共通するところがあり，

また⑥は総合的学習で身に付けたい能力とされている

fコミュニケーション能力j に通ずる。このため，まち

っくり教育の 環で公共財を考えていくことは，社会と

かかわる初期的経験として最適であると考えているヘ

近年，市民参加のまちづくりの推進，市民まちづくり

活動の活性化を閥的として「まちづくりセンターJ注吋

を設践する自治体が増えており，そのほとんどが当該自

治体のまちっくりに関するハード事業をはじめソフトに

芝る情報を有し，発信している。また専門家の派遣，市

民と行政をつなぐ役割を来たしている場合もあり，人的，

組織的ネットワークも有していることが多い。

浜松市にも 2002年4月に浜松まちづくりセンターが

設震され，貸館事業のほか，まちづくりに隠する調査，

啓発，参加のデザイン，地域まちづくり活動の支援を行

っている。ヌド論は，松市立東小学校百年生の総合的学習

において，まちづくりセンターと連携をほiることによっ

て子どもたちと地域の人たちとの関わりを演出し，近い

将来繋備される予定の公園を計画するという提案型のま

ちづくり学穏を行った…連の経過を提示するものである。

f生きる力Jの費量成に効果的なまちづくり学習の手紘一の

立案に際し参考となれば率いである。

"-59 

2 学習の実際

( 1 )単記名と対象

単t)乙名 つくろう 夢いっぱいのぼくらのまちを

対象浜松市立東小学校6学年犯人(単学級)

(2 )学脅のねらい

自分たちの{Iんでいる東地反や浜松市全体のまちづく

りを調べ，公腐づくりに参加したり，インタビューやア

ンケートなどにより，まちに伎む人々の思いや瀕いに触

れることを過して，まちづくりと地域，自分たちとの大

きなかかわりに気づき，地域に愛情を持って地域の未来

を考える子どもの育成を図る。

(3 ) 実際の互主再開

図 2・1に学習の過私立を示しながら子どもたちの意識の

変化，関係者との関連づけを示す。

{第 1学期1r出会いに感動をj

匡E至Eヨ
日本の漁村・山村 大都市，美観地尽などの取材ビデ

オやデジカメ写真を見て景観を比べ，インターネットで

の検索を過して日本中でいろいろなまちづくりが行われ

ていることを生切る。

E五五万才百五瓦ミヨ
浜松のまちづくりを謁べる中で，教師の見せたピデオ

の中にセンターの建物及びセンター長の映像を発見浜

松まちづくりセンター(以 F，センター)の存夜を知り，

訪ねるとととするロ

(センターでの学響)

そこで学校がある東地拡が変化しているのはまちづ

りが進行中控4)であるためであることを知る。センター

にあったまちの模震に興味を示す。そしてまた模擦に捕

かれていた聖子口公盟加(写主主 2・1)に気づく子力旬、た。

ほちづくりへの参加意識ん合意童

東地ほの話を聞いた後，浜松のまちづくりのテ~7に

興味を持ち，ユニバーサルテeザイン，人にやさしいまち

であることに気づき，言問ベ始める子も出てきた。

また撞j繋的だったのは，自分たちのさ?校の敷地にあっ

た聖子口公闘が， どうやら隣接地に問主主されることに気づ

いたととであった。小学校入学のときには存在していた

が，いつの問にかなくなってしまった野口公爵に患いを

はせる声がどこからともなく獄こえてくるようになる。
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国Z-I学習隊憶と予と志伝ちo鴛畿o変化・筒信者間役割・逮携
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公窟緑地
由事例に

触れる

まちを構
成 す る
人々の糠
いに蹴れ

る

行

t
量
れ

影
間
四
者
ふ

門
田
護
に

等

担

保

毘

る

人々の願
い、自分の
崩いを込
めた公冨
を害える

地域のみんなの
思いをかたちに
する
f槙裂づくり!.11 

子どもたちの意織 援径の動機づけ まちづく草セン事ー

日豆ヨ

恒三三
@コ

< 1l!i*1I!~ )今巴至コ
野口公園会議

障害者
まちセン職員

保謹者、

まちがたくさんの人の
思いでつくられていく

ことへの埋舟平

修学旅行で公髄ー結地克学

信組三棒鋼i

ヱクトトム「地域の人々の騒いj

回目白回国;
回国国

グループごとに J
対象者にヒ刊ン j

クれ小十 j 

市公酒、K画整理、
UD葉

造酒専門家建築士

< 1IIi*1I!~コ今日吉ヨ
学習成果発表会

す:否頭:豆爾霊豪、
障害者 UD釜

まちセン職員 造闘専門家、建築士
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写真2-1 東小学校及び野口公題予定地の局辺

(センターでのイy:宵)

京地lズグ)11肢きi重りであるアクトi盛りの計測の際に

ワークシ 1 ツプ形式をIII し、 r !i t~参加で考えられたこと

を開く，まちに住む械々な人たちの思いを込めてまちの

将来が決められることを知る。また公憾づくりで子ども

達が油、かわっているスライドを見，事量い触発を受ける。

教京での話し合いの中でfぼくたちに何かできること

があるのだろうか」という患いが，子ども達を序々に包

み込b。

商家高官否芯蔚7
ぼくたちができること，その中に野口公園が浮かぶ。

しかし何をしたらいいのか分からない。

(センターでの学習〉

センターで野口公園への関わりを相談， rやってみる

か?大変だぞj の言葉に一瞬の隣階。そこを乗り越え，

やってみようとしづ機運が一気に浮上。

|まちづくり活動の務始!I 
公闘について調べ始める。修学静行の立ち寄り先の検

討にあわせ，東京の公践を調べる。六義闘，自然教育機，

ジブリ美術館に気づく。

(まちづくりセンターでの学習〉

公園づくりで子どもたちが参加した例を紛介され、騒

いがかなうかもしれないという希望を持つ。

[第2学期Jr自分なりに考え動き出す公濁づくりに

参加しようj

夢いっぱいの公園をつくるために仰をすべきかを考

える。知りたいことは?調べかは?どう計調する?

東小の子ども逮はどんな公園を望んでいるのだろう。

地域の人々にとって公匿って何だろう。どんな思いがあ

るのかな。どんな人たちがまちを支えてきたんだろ

う?どんな願いを持ってまちづくりを行っているんだ

ろう?様々な意見，疑問が飛び交い，調査をすることに。

調査内容と方法の検討際始。

・アンケートをとってみんなの;意見を吸い上げよう

.街頭インタザューに出てみよう

-まちづくりセンターや市役所に行ってインタピュー

しよう

~61 

-お気に入りの公殴やi聾び主義lこ言って気に入っている

王壁崩を開いてみよう。

以上のことをまちに暮らすいろいろな人から樹こう

ということとする。「野口公題プロジェクトj としてグ

ノレーフρに分かれ、手分けして地域の人々の麟いを調べる

こととずる。

《グループごとの担当》

翻小学生(近燐の 2小学校。保護者を含む。)

覇静岡文化ぷ術大学のe'}':ィt (学校iこ事年後)

盤高齢者

峰障害者

隠幼稚鴎(近隣3関。保護者，先生も合む)

調保育隠(近隣の馬込保脊滅。保護者，先生も含む)

麺中学生(近隣の八幡中。保護者令先守もfliむ)

掴自治会

議べる方法を潤う声lこ，アンケートという答えが当然

のようにあがる。児童を通じて学校から保護者へ渡され

る書類の中に，よくアンケートがあることかららしい。

さっそくアンケートの準鍛，インタピ、ューの手配に走る。

障害者など，日頃お付き合いのない人たちとの出会いや

アンケートの総布などでまちづくりセンターに相談に

行く子も。

言語べた結巣をまとめよう。新関をつくって情報を交換

し合おう。夢いっぱいの野口公繍をつくるために，調べ

た結果をみんなに伝えたい。そこで「聖子口公療会議jを

潔いて実際に公園を設計する人たちにみんなの恩いを

潤いてもらい，お話を翻きたい。という思いに至る。

(まちづくりセンターの役割〉

障害者，潟齢者へ呼びかけ，センターで“ピヤヲング

大会"の実施。 12人の車椅子，片まひ全衰の方々の

ほか高齢者などと子ども達との触れあいをコーディネ

ートする。アンケートの一部をセンターにも置く。

専門家への打診。公匿の事業主体である市の関係機関

への説明と会議への参加の打診。

底辺望調(写真2-2)

参加者 地域住民，遊園家，建築家，隣害者，大

学生，市(公麟建設，区爾整理事務所，ユニ

ノ、ーサノレデザイン室長)，まちづくりセンター

《発表内容》

議「小学生」グループ

-方位、

東小及び近隣2小学校合わせて約 1500人にアン

ケートを実廊。

-遊具や設備

1位 アスレチック，2i立すーベり台， 3位ブランコ

.まとめ

貝がらすべり台のように管(の野口公園)にあっ

2004年住総研住まいまち学留j実践報告論文集 5



た遊具をもう I吏作ってほしい。バスケットやサッ

カーなどみんなで楽しく遊べる設備がほしい。

写糞 2-2 野口公覇会議の様子

機「大学生Jグループ

-方法

北側に隣接する静凋文化芸術大学の学生 115人にア

ンケ}トやインタピューを行う。

-アンケートの結果

間公闘を利用するとき

1位:休けい， 2位犬の数歩， 3位ー話をするとき

問事JJfJ時間

1位:1正午 12時， 2i立:午後5時 3佼‘夕方

・公闘にあったほうがいいもの

自然，ブランコ，花，噴水，芝生， トイレなど0

・まとめ

休憩などができるベンチ，散歩ができる道，人気のた

かいブランコ，広場，植物などが必要と感じている。

畿「高齢者」グループ

-方法

まちづくりセンター，浜松城公盤，佐鳴湖公障でイン

タピューを実施。

-結果

ベンチやトイレ，自然があり，散歩や運動ができ，子

どもが遊んでいる公園を求めている。

圏「障害者j グノレープ(関 2'2)

-方法

センタ}て、車いす，全音，片まひ，総性小児まひなど

の際害を持つ方々へインタピュー。また浜松ろう学校に

出向きアンケートを実施。

-結果

点字ブロック，段業には手すりつきスロープ，手話で

会話するときにも便利な Cベンチを考案。

誰でもが使いやすいように，ユニノトサルデザインの

考え方が必要である。

62 

E霊2-2 障害者グループの調査結果

国「幼稚磁j グノレープ

-方法

近隣の 2:f，IJ楼閣に出向き，約 300人の隠児，闘長，

保護者へにインタビューをしながらアンケートを笑施J

・アンケートの結果

樹利用待問

1位。 15待ごろ， 21立:16時ごろ，31ft:12待ごろ

問 e 人気の遊具

1校長いすべり台， 2{立 アスレチック， 3位砂場

限:あったらいいなと思う遊兵

自転車の乗れるコ-7.，ポール遊びのできる広場，木主主り

のできる木、木の遊具，水遊びのできる場所，実のなる

木， トイレ，ベンチ，花だん，駐車場。

-まとめ

幼稚濁児は高いところが好きで，スピード感がある遊

呉や冒険や探検などができるところが好きだ。

瞬 f保育、l弱j グノレープ(図 2'3)

-方法

近隣の2保育園に出向き，闘児，保育土，昼間長へイン

タどューをしながらアンケートを実施ム

・アンケートの結果

翻 どんな遊呉がほしい。

1 _.佼 すべり台人2佼 7'7ンコ， 3151::/ヤンク。肘 b

倒。公閣に植えるとしたらどんな木?

1位どんぐり， 2位イチョウ， 3位さ くら

・まとめ

安全第二自然が雛祭できる，議びながら勉強できる

楽しい遊具，自然がゆたか。

2004年住総研f住まいまち常習J実践報告。論文集 5



殴2-3 保育罰!毘グループの識変結集

睡「中学生Jグノレープ

-方法

近静撃の中学校余学年にアンケートを語d<fi.回収0

・アンケート結果

認あるといい遊具

1位すべり台. 2i立 T''jンコ. 3位アスレチック

悶公隠に必要なもの設備

1位 トイレ 2位ベンチ， 3位:水道

湖必要な設備

1佼噴水， 2位:自動販売機 3位ベンチ

・まとめ

遊具や噴水があり，安全で総あふれる公E置を望んでい

る。

圏「自治会」グループ

.方法

自治会，近所の方々にインタピューをしながらアン

ケートを実施。センター(学校の近所)にアンケー

トを置き，記入してもらう。

・アンケート結果

関 よく行く公園のよさ

li立緑が多い，2i立安全， 3位のんびりできる

跨 自分が公i識をつくるとしたらどんな公闘。

1位広場や遊具がある， 2位:リラックスできる，

3位芝生やベンチがある。

間 野口公闘にはどんな遊具や設備があるとし功、か

1位きれいなトイレ， 2位すべり台， 3佼:へa ンチ

.まとめ

公醤iこ広場やトイレ，遊具が必婆なことや，公額

3
 

6
 

に来てリラックスしたいという考えを持っているこ

とがわかった D 修学旅行で行った公閣でも気づいた

ように，人気のある公園とはきれいに保たれている

ことだと思いました。地域の人たち，自治会の人た

ちが患っている線怒の公潤とはy::らぎがあり，広く，

みんなが遊べる公劉であることがわかった。

ロ参加者の;意見・子どもたちからの質問への答え

・滋真一l土地j車の方々の提案がなされたものを間くこ

とは可能である{市公閤建設)

・聖子口公還は 1総数千万円の綴模でつくられるだろ

う(市公滋悠設)

. ，章持者とみなさんが 緒に使える公i舗ということ

を考えてほしい(市工ハY すルTTイン議)

・安心でして使える公闘に(保護者)

[第3学織F成来をひろげる 公腐づくりに参加し

ょう」

さあいよいよ公腐を考えるとき。今まで集めたま

ちに暮らす一人たちの思いを腕に，自分たちの瀕いを

込めて公l認を考えるロ

Oテーマの設定

「誰もが使いやすいユニバーサノレデザインだJf高

齢者が問手を感じられるといいと言っていたJf緑が

いっぱいだと気持ちいいという意見多いJf岳治会で

は防災が大事だそうだj と意見多くまとまらず。そ

こで「レインボーパークはどうつ虹の 7色一つひと

つに意味を込めれば整課できると怒うのJの窓先に

一向「おーっJ。議論の宋，テー?を持たせた名前を

fレインボーパークj とし，赤.防災，オレンジ

音楽，紫色安心，黄緑ふれあい，緑自然とす

る。

。公醤の遊具，設鏡

・出入り口を 3繍所とし 1箇所には「レインボー

パークjの意味が載っている音響案内付案内版。

・遊歩道は車いすでも移動しやすいようにレンガ敷

きで誘導プ口ツクを設龍

-遊具は幼稚関児用に小さなゾワさんすべり台と砂

場，小学生熊の複合遊具，丘をつくり長いローラー

すべり台，昔あった貝殻すべり台を復活，ターザン

ロープも設置

-遊びながら勉強ができるアルファベットをはめ込

んだ登り遊具も置く

・耳の隣こえない人が手言語で会話しやすい，車:いす

の人も入れる C事ベンチを考案し設援する

・広場があり，時計はどこからでも見え 5時には

音殺が流れる

・地面に転んでもひどいケガをしないよう窓生を椋

える

・花が咲く木，突のなる木をたくさん植える

2004年 11総研f住まいまち学官J実践報告論文集5



. f冊をめぐらし，際には木を植えず死角をなくし，

安全肢を高める

陣鐘0)];.んなの瀕いをかたちに二笠笠001

センターでえた模型を思い出し，自で見でわかり

やすい模盤をつくってもることに。センターに聞い

てみると，お金をかけないで，家にあるつまようじ

ゃスポンジ，紙ねんどで作れるそうだ。やってみよ

うということになる W<12-4，写真 2-3)。

間2-4 パ、ノコンで描いた公閣のスケッチ

写真子3 公閣の模型

そして野口公障会議に参加の脅さんに発表。認べ

たことの説明，認し合いの経過を符現(写主主 2-4)。

薄ち葉の処理・活用などの様いに急きょ話合いも。

3 成果と課鐙

まちづくりは，まちに暮らすいろいろな人たちの

頼いを込めて考えることを理解した子ども達が，ま

ず自分たち以外のまちに暮らす人たちの願いを筒ニ

うという発想を自然に持ったことは以外であった。

とはし、え子ども達にとって学校外の人達と触れ合

うのは初めてのことであるし，相当のストレスであ

るはずである。しかし{可かにとりつかれたように，

グループ分け，アンケートなどの意見収集手法の選

択など自主的に次々に進めていったことは，驚きで

あった。これは前段でのまちづくりへの理解に相当

の時限をかけた成果と考えられる。

合2:浜松市立東小学校教諭

-64 

写真 2-4 まちづくりセン聖ーで発表

(織によって話し合いの様子を再現)

野1J公閥会議で，専門家の}j々 から公閥づくりに

かかるおf訟のこと，公弘11こゴミ絡をi授くとゴミを給

てに来る人がいること，公i剖lこHんでしまう人がい

るごと，まJftさんたちがrムイ託料を近視しているこ左

など(!もたちには思いつかなかったこと会開けたυ

それらをクリヤ しながら，l!ll減令つくるにはみん

なで協力するこ土が必喫なんだとJ惑とながらひとつ

の案仁志とめたことで大きく成長した ~A司、う。

滋;ち葉などの処Fi， 子第(予告J占有年のiIiの見解でl土

ほ1:<予算内)，ホームレスの方々への対策など，子ど

もたちでは解決できなかった問題はあるが，近い将

来野IJ公閣の設計の参加の機会にこの子たちが参加

し解決することがあろう。また将来，この子たちが

地域づくりに積極的に参画する市民態となると信じ

たい。行政職員の感怒に「参加の場つく哲，情報提

供など頑張らねばならないと悟らされたJとあった。

提案型では関係者の実現への何らかの寅務が伴う。

今後も地域・ザイ交・行政・センターの連携は続く。

〈注〉

1) 渡辺俊一縦箸，市民参加のまちづくり，学祭出

}仮，1999に詳しい。
2) たとえば文部省 (2003) r特色ある教官7d言語の

腿樹のための実践事例集j の事例で多く採用さ
れている「ふれるJrっかむJrむかう Jr生かすj

町王子ッ7，
3) 全国的には fまちづくりセンターjのほかに fま

ちづくり情報センターJr都市センターjなどの
名称が使われている。

4) 東地B:は浜松駅北東側，土地区画整理事業が進
行中の区域。事業期間は平成 62年~平成 18年

を目標。第二第一に分かれ総面積 53_1ha。東
小学校はその区域内にある。

5) 里子口公腐は近隣公留で磁積1.1ha。
〈参考文献〉

1) 大和IEl青隆，個人の f生きるカjからグループ
のf生きる力jへ，教育ツーウェイ臨時増刊号，

pI2-14，明治殴書， 2002，2 
・開立教予守政策研究所，総合的な学育実践事例集，
東洋館出版， 2003，2 

・東京学芸大学F付属教育実務総合センター編，まち
づくりと総合学習， 2001. 1 
望盆

*1 浜松まちづくりセンターセンター長

2002年 4月より浜松八まちづくり教育に力
を入れつつ市民力を言む参加s 協輔のまち
づくりを支抵
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子どもの艦購盟関体験とまちづくりの可能性

-NPO法人庚申庵倶楽部の取り紐み一

キーワード 1) j母克空間 2)近世文化 3)体験学習 4)折り紙建挺模型

1 はじめに

愛媛県松山市は江戸初織から俳議が盛んであり，俳

句のまちと言われてきた。松山市が推進する f妓の上

の黍」によるまちづくりにおいても，物語の主人公の

A人，正絢子焼の子規記念博物館iを中心l乙俳句によ

るまちづくりを核の lつとしている。俳句に関するフ

ィールドミュージアム(地元住民の協力でつくる屋根

のない博物館)のサテライトとしては，明治期に俳識

の伝統を学び，俳句園短歌を革新した子規が住んだ愚

柁仏庵，その子短のもとに集った拘束碧搭根の流れを

くむ種田山頭火のー草織などがあるが，江戸中期の俳

諮中興を支えた俳人・栗防樗堂(くりたちょどう)の

庚申施もサテライトの っとなっている。樗堂は，松

尾芭蕉の晩年の俳風「かるみ」を継承し，おおらかな

勾風を生み出G，子規によって rl羽田第…の俳人Jと

評された俳人である。ここでは，その庚申践を舞台に

小学生向けに展開された伝統諮問体験によるまちづく

りについて考察する。

ι庚申緒と庚申庵こども教室

2. 1 近世の伝統空務「庚申庵J

江戸期の俳人・楽沼樗堂は，同庁の賑わいから少し離

れ，自然に凶まれたl床猶野の地に，俗位の利欲から離

れて心静かに「市中の隠Jを楽しむために，箆政 12

(1800)年，草庵「炭申庵」を建てた。攻在では，局

留の風景は賑わいに変わってしまったが，江戸符代か

図 2-1 段階庵の縫と建物

--65 

君11司島/1;美， 1 

長IJ剖治統率2

杉山多hil淀川

ら今もなお息づく地域文化の越を伝えている。

樗堂はこの事庵で，庭の自然と自己との対話を楽し

み，俳人たちと交遊し，煎茶を楽しみ，文学を語る近

世の文人そのものの生き1fをして過ごした。このよう

な縛堂の考えをもとに，建物は，粗末でつつましく，

綾れでなくなっていくことをi謀本につくられている。

主室は副長半で縁側があり，水原が付属する三長問を

はさみ，X，爾へと続く。三畳間の奥にはこ盤の[1，9があ

る(図 2-1，写真 2-1参照)。艇の樹齢 200年を超える

ノダ藤は見事であり，現代になってからも隠れた殺い

の場所として地元の人たちに活用されていた。俳勾の

まち松山において，庚申庵は近世俳諮文化を象徴する

歴史的遺産であり，現代にいたっても近世文化を議し

む場所として活用されてきた地域文化i量産なのである。

近年になり，建物の老朽化がすすみ，悩入所有では

負担が大きく，維持管理が凶難となっていた。平成 11

年，地元の学生グループが決申庵を遺して活用しよう

と提案したのをきっかけに，松山市は庚持活庵を賢い取

り， 2003年 5月，フィールドミュージアム「庚申庵

史跡庭層」として，庚申庵は主主まれ変わった。

2.2 庚申庵倶楽部の霞約と活動

庚申庵史跡庭園の維持管璃・汚泊は， NPO法人

Green Culture in Ma柏uyamal尭申庵倶楽部(以降「庚

申経倶楽郎J，2003. 2. 3愛媛県より認註)が担っている。

庚申庵倶楽部は，庚申庵という地域文化財を保全・

九六鵡繍一

， 

写真 1-1 演申庵を訪れる人々
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活用し，地域文化の瀦査・研究の拠点として，広く地

域住民に地域文化を振興していくことを目的としてい

る。さらに，まちの魅力再生にもつながるその活動を

通してf人づくりJrまちづくりjと地域文化活動のfネ

ットワークづくり」に貢献することを目指している。

庚申海倶楽部では，関障の原動力となった若いi世代

の新鮮なカと自由な発想、を組織的・線新¥:EfJに生かして，

将来に展望のある保存・汚用を目指している。したが

って，若者が主体となり，そのとで，大学等の建築・

まちづくりの専門家や歴史・文学総係者，市民ボラン

テイア，行政らがサポートする協働体制で活動を展隣

している。現在の会員数は約100名(2004年 lfl現在)

である。

2.3 庚申庵倶楽部のまちづくり活動

庚申庵倶楽部では，大人向けの文化講座として迷勾

講座，8憲史講座，建築文化講惑など多数を設けている。

加えて，次代のまちづくりを担う地元の若い世代向け

に，①庚申庵に殺しんでもらうこと，②巣泊樗堂と近

世の俳諮文化・生活文化の倣界を庚申庵で体感して知

ってもらうこと.Ca:その背景である味瀬野のまちの昔

と今を知ってもらうこと，などを通して，まちの文化

の一角をなしてきた地域文化遺産や地域文化活動の大

切さを知り，自らの住むまちの魅力の再発見，まちづ

くりへとつないでいく仕掛けを独自に模索し計爾して

いた。

その中で，小学生向けの学習教室として. 2003年 7

月より「庚申庵こども教室J(伝統文化こども教案助成

事業業 1)を実織することとなった。実施主体は，庚申

庵伝統文化こども教室実行委員会別であり，地元と小

学校と庚申庵，そして教育「謝係者が協働して運営して

いる。

表3-1 庚申庵こども教案のプログラム(前鰐)

学習日 学習内容 学習場所

7/23 庚申庵こども教室って何つ i埠f盟公民館
1/28 郷土の和菓子づくり 味酒公民館
8/1 持堂さんと庚申庵 1黄申庵
8/9 おもしろ町探検 lまil=ド庵j 味酒調T
自/22 俳句づくりを楽しむ 味額公民館
9/6 松山の句碑めぐり 松山市内

I Jイじ¥)_ノ 味灘公民舘
9/13 対庚3申6庵マ…ッ…プ一づ一く一り…()) r!を申庵

庚申庵

9/20 
E聴取庵ヮて何つ

庚申庵…家や庭づくり』

10/11 
j茶ヱk道Y申J庵i唱bし¥マザ ブづくり¥4)

成申庵
成申庵

10/25 成申庵
10/18 持金さんと俳句，その生き方 茂市庵
1l/8 折り紙や和紙細工 庚申庵

11/15 
官、と戊申庵

味潜公民館
ーまとめと~i5し合いー
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3 庚申庵こども教慈の伝統""間体験学習

3. 1 庚申庵こども教室の学習内容

}主申}長こども教c;くでは 近世の生活に綬付いた遊

び楽しみの文化を， fi~統計間体験を通しで学ぶ。 1"1

分たちのまちに存1'fする {Ä$1ê~問とその""院で行われ

てきた伝統的な生治文化を限解・体験・修得すること

により 子ともたちがまちの魅力を再発見し，それが

まちづくりにつながることを期待している。

参加者は. I迎Jt:J小学校(味凋，清水，新王)の4

~6 年金約 30 名であり，前期教案・後期教室それぞれ

4ヶ月にわたり，毎週土耀尽の午前中に!提議した。プ

ログラムは全部で 13あり(表 3-1参熊)，その中から

子どもたちの興味に合わせて 6~ll @Iの間で自前に

選択できるようにした。

学習内容は r庚申庵の総史Jr俳人楽悶樗栄の業績

と俳諮Jr庚申庵の建築と俳諮空間Jr四季折々 の庭告書

(野亭)の美しさJ!味瀬野の藤史とその遊び文化j

「地域文化と職人芸j など多岐に渡っている。たとえ

ば，遊び文化として茶の湯や生け花を体験したり，職

人芸として，郷土の和素子づくり(松山名物「しょう

ゆ餅j づくり)を体験する。

学習場所は，庚申庵を中心にしつつ，学習内容にあ

わせて味瀬野のまちへ出て行ったり，味?歯公渓館を活

問し，まちの中にある庚申庵を:意識できるようにして

いる。

学習方法は，体験学習を主としながら，話し合いの

機会を設けたり，感控1・意見などの発表の場を設けた

りする形で実施する。最終切では学習成巣を f私と淡

串庵j というテー?で，グループごとに絵巻物やガイ

ドブック，子ども新路などにまとめ，実際につくった

作品などを披露しながら，発表する方式を取り，子ど

もたち 1入 1人が発言した。最後には，地域の伝統文

化援輿の祈りを込めて，修了証が綬与される。

庚申庵こども教室はすべてのプログラムを「まち学

習Jと捉えることができるが，ここでは空間や場所を

l直銭的に扱っている fおもしろ町探検」と f庚申凝っ

て的つ 家や庭づくり J， r庚申庵マップづくり (2

回ンIJ.;i')Jの4回の学留を「伝統夜間体験学習j と捉

えて，これについて詳述したい。伝統空隙体験学留の

各プログラムはこども教室の参加者 30 名のうち 6~

15 q;が参加しての実織となった。

3， 2 rおもしろ町探検J

「おもしろ町探検jは，お分たちのまち味沼野をそ

の地にある庚申庵と関迷させながら発見することをね

らいとしている。

栗田鰐堂が生きていた頃の庚申庵周辺のまちがどう

なっていたか3 味1関野のまちを庚申庵とゆかりのある

200-11j作総 ijfC住まいまち学習j実践報告論文集5



場所を探検しながら巡ることで，当時の炭申庵での生

活がどのようなものであったかを考えていく。 i具体的

には，大学生サポートスタップとー絡に，クイズを解

いたり.場所を見つけたり，説明を受けたりしながら

まちを巡り，シートを完成させていった。

学習後の子どもたちの声には r昔には道がないと

ころが多くあったJr昔は金のメインストリートと町

人のメインストリートの2つがあったJなどがあり，

背と今の違いに気づき，その変化の多さに篤いている

ことがわかった。また， r樗堂さんの生家をはじめてみ

たjf歴史があって色々残っていたJrいつも導通に通

っているまちにたくさんの歴史があることがわかっ

た」など近くに住んでいるのに全く知らないことが多

かったことに気づいた様子が見てとれる。

採始後，さらに子どもたちが総べてみたくなったこ

とには r他の道や古町以外のところ.Jr背の神社の正

確な大きさなど神社のことJr樗堂さんのつくった俳

句Jr樗堂さんの人柄や生活の犠子j などがあげられ，

短い探検時間から知ることができたまちの様穏から，

それらをもっと詳しく知りたいと感じていることが窺

い知れた。

このように「おもしろ町探検j は，自分たちの住む

まちに興味関心、を持つよいきっかけになったようであ

る。また，これは，親子参加プログラム(参加者は7

紐)であったが，親子慌でわが町のことを話すように

なった参加者も多く，親にとっても子どもを通して，

まちへの興味関心を持つ機会となったようである。

3，3 r庚申廃って何?一家や庭づくりー」

「庚申庵って{可? 家や庭づくり j のねらいは，

庚申庵を伝統的な家屋として捉え，その建物や建物と

一本となった庭に実際に触れることにより，江戸期の

建築技術やi草笛手法，そこでの暮らしを知り，大きく

様変わりした現代の住まいや生活を考えてもらうこと，

またすそのことを通しです藤史文化遺産を後世に伝え

写真 3-1 井戸で水を汲む体験

も1ー

ていく意味を考えてもらうことである。

まず，古い絵や等主要からかつての暮らしぶりを子ど

もたちとともに振り返り，どのように復元したかを学

び，実際に建物の修復の痕跡を子どもたちと淡G，木

造住宅の伝統的な建築技術を学んだ。次に，子どもた

ちの告から見て，畳がどのように敷かれているか，建

具がどうはまっているか，縁側がどのようについてい

るか，雨戸はどうやって閉めるか，井戸でどのように

水を汲むかなど(写真 3-1参照)，子どもたちにとって

は免慣れない伝統家屋の内外を実際に体験した。盟主で

は，粟E耳樗堂がどのような窓凶で造医したか，俳議所

としての庚申庵と践の鴻係などについて，持出騰の植生

を親祭しながら学び，建物とその照りの景観が関連し

ていることを体感した。

3，4 r炭申庵マップづくりj

「庚$庵マップづくりj とは，大学生スタッフをサ

ボーターとして，第 1医IEIの「オリジナ)v庭題づくりJ

と，第2司隠の「折り紙嬢裂キット『庚申殿山総作の

学習で成り立っており，最後に，創作したオリジナル

庭隠の上に総作した模却を総み合わせてオリジナ)j"庚

申海マップを完成させていく。

①庚申庵探検+オリジナル産額づくり

第 1凶目は，庚申庵探検によって地域文化の景観に

直に触れてもらい，そこで感じた庚申庵のイメージを

オリジナル庭隠としてケント紙上に創作することを通

して，庚申燃に親しみや愛着を持ってもらい，発見と

創造の蕊びを知ることをねらいとした。

HIt申賂探検では，子どもたちは淀閣の隅々を自由に

歩吉田弘なにかを発見しようという意欲が見られた。

ナメクジや蝉の殻をみつけではスタッフたちに教える

ため駆け寄ったり，藤欄の狭い木の聞をくぐりぬけた

り，きれいな花をみつけてはま費の上にのせて喜んでみ

たり r冷たくて気持ちいしりと，池の中に入りメダカ

を織まえようしていた子どもたちの様子は，探検や発

写真 3-2 オリジナル庭園っくり
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見を心から楽しんでいるようであった。また，井戸で

楽しそうに桶に水を汲むように動かしてみたり，幽が

りくねった木を fベンチみたいだね」と，嬉しそうに

実際に廃ってみる子どもたちの生き生きとした表情は，

五感で体験することが，子どもならではの感覚の総力

や感性をよりいっそう触発し，E軽率員撃に親しみゃ愛着

を持たせるということを窺えさせた。

オリジナル庭溺づくりでは，庭で拾ったものや色紙，

紐，包装紙などいろんな材料を使ってオリジナル庭腐

を童j作していった(写真 3-2参熊)。府出な発怨・創作

は，子どもたちの意欲を掻き立て，友達の作品を見た

り触れたり，ヱ夫した点を聞いたりすることでまた新

しい騨激を受け，それを自分の作品にも活かそうとし

たり，自分ならではの発想へとつなげたりという姿勢

も窺え，みんなで協力しみんなで学習する，という楽

しさや喜びを自然と感じられていたということがいえ

よう。

オリジナル庭園づくりを終えた子どもたちは，自分

ならではの賎密に仕上がった満足感とともに，庚申療

を身近なものとして捉え，大きな綴しみと愛替を覚え

たようで，それは「拷堂さんが思わず俳句ができてし

まいそうなお庭がつくれたJI自由にやっているうち

に，自分の惣像したJJ'j;や池で樗堂さんと遊んでいるよ

うな気持ちになったj という子どもたちの言葉にも大

変よく表れている。

② 「折り紙模型キット f庚申庵~J づくり

第2回目は， r折り紙模型キット r庚申庵IJ※， (写

真 3-3参照)を作成する。子どもたち自らが手を動か

しながらの作業は，建物の級官Eや特徴などを発見し，

江戸時代の俳人の草庵がどのようなものであったかを

知り，継承していくべき地域文化の大切さを理解して

もらうことをtlらいとした。

まず最初にみんなで実物の庚申庵を見学し， r折

り紙模型キット『庚申庵IJの完成品(お手本)と!被ら

し合わせながら庵の特徴を確認する。すでに子どもた

ちは，先のプログラム l成中経って{ffJ?一家や庭づく

写真 3-3 完成したペーパークラフト
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り-.1において成中海の建物に実際に触れており，治

庭と一体となった決申庵を学習還していたが，さらに機

型と見比べることで，庚申庵の夜間をよりiE確に抱訴

できるようにした。その後，子どもと大学生スタッフ

との共隠で作り上げた折り紙模型出キ、ノトをオリジナ}v
庭閣と合体させ，完成となる。才リジナル庭閣と紋密

な建物建築が一体となるおもしろさ・楽しさを体感し，

文化的地域景観への理解を深められることを期待した。

fお手本の完成模裂を長主主]見たときは，本物そっく

りでとても驚いた。はさみとカッター，のりを使って

作り，途中は悪戦苦隣しながらで大変だったけれど，

やっと作れたときはとてもうれしかった」という子ど

もの感惣のように，細やかで精密さが要求される模型

づくりは彼らにとって大変な作業だったようだ。しか

し，子どもたちは自らの手を動かしながら作っていく

ことで，今まで気付かなかった庚申庵の細部を発見し，

郊絞り・援・滋根 と，作業を進めていくごとにかた

ちになっていく建物を直に捉えることにより，模裂づ

くりに隣自みを感じながら庚申庵という建物にさらに

親しみが沸いたと思われる。

③オリジナル庚申庵マップの完成

2回にわたる庚申庵マップっくりはそ子どもたちにと

って大変刺激的な活動であったようである。

完成した「折り紙模型キット『庚申庵IJを第 1[主!

日で作成したそれぞれのオリジナル縫隠と合わせた途

端 rわあ，ぴったり，似合うjと子どもたちの歓声が

上がった。このことは，子どもたちが庭の設問と建物

の空間が体となる面保さや楽しさを体感したといえ

よう。また r庚申庵での樗堂さんの暮らしぶりが想像

できておもしろしりという感想は，庭園と建物とが織

写真 3-4 管理棟での展示
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りJますひとつの空間を実態的に捉え，把援し，想像す

る という相乗的効果の表れとなっている。

艇の自然と建物とが一体となったオリジナル庚申庵

マップを完成させたことを通して， r自分ならではの

視点や感性から建築や空f舗について考える」ことの業

しさを，子どもたちは自然に感じ取り，理解できる結

巣につながったと考えられる。

4 こども教室と伝統笠照体験学懇の成果

4， 1 伝統空衛体験学習雪とまち育て

「おもしろ町探検j では，普段見慣れたまちを探検

しながら知れたことで，自分たちの住むまちに興味関

心を持ち， rもっと知りたいjにつながるよい成果が得

られた。また， E軽申庵に漢速のある場所をめく守ったこ

とで，自分たちの伎む町にある地域文化遺産として庚

申庵を意識し，愛着を持つことにつながった。

「庚申滋ってf百~'? 家や庭づくり 」では，子ども

たちへのアンケートは実施しなかったが，子どもたち

の「庚申庵マップつ。くりJでの感想から，そこでの学

習が，庭の自然と建物とが一体となって織り成す決申

庵の空間とそこで行われた生活をより実感的に把援で

きるようにし，伝統空隙の大切さや衛白さを感じる契

機となったのではないかと考える。

2司にわたる「庚申庵マップづくりj では，子ども

たちは f自由な庭園設計Jと「厳密な様摺づくりJと

いう，いわば相反する 2つの活動形態の体験学習をし

たといえる。この2つを特立に組み合わせた体験学習

は子どもたちの豊かな感殺をUJ'v起こし，鋭く素Eまな

感覚を刺激し，いろんなものを棺互に吸収する力や子

どもならではの柔軟な魅力を掻き立てる，というよう

な高度な刺激を与えることができたのではないかと考

える。

特筆すべきは，自分のオリジナル庚申庵マップに自

然、に俳句を書く子どもたちがいたことである。子ども

のひとりが，自分のオリジナル庚申庵マップに「赤と

んぼ こうしんあんを飛んでいるJと詠んだところ，

次々と子どもたちが自分の匂を鋭り始めた。こども教

室での総合的な学習を通して，子どもたちは俳句世界

と空間世界を自然に操れるようになっていたのである。

これは，ささやかにも地域の伝統文化が子どもたち

の心にも根付いた瞬間であったのではないだろうか。

子どもたちは，庚申庵を俳句の場所として捉えるのと

同時に自分たちの場所でもあると認識したのである。

「今では『樗堂さんの庚申庵』と殺しみを込めてそう

呼べるようになれた。Jという言葉は，自分たちの身近

な居場所，身近な文化の場として 1 庚申療に親しみと

愛着を党えたといえよう。

今回の伝統空間体験学習では，子どもたちは知るこ
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との楽しさや創造することの議びを得ることができた。

この「楽しさと鳶びJの中で学習したことが， r庚中井義j

を身近な場所として捉え，愛着を持たせることとなり，

地域文化を守り継承していこうとする想いや，将来に

どう活かしたいかという懇いを生み出す。それは地域

を育てる力，すなわち「まち育てjの力につながって

いくであろう。

4，2 伝統l!l!間体験学習と人育て

①こども教室修了生

将来の担い手である子どもたちともにまちを予ぎんで

いくことは，大変重要で有意義なことである。庚申彪

倶楽部でも，そのt註い手となる人を育てることに貢献

したいと考えている。こども教室の修了生(写真 H

参若手j が次代の地域文化継承の担い手となって，庚申

庵に戻ってきてくれることを怒っているが，修了生の

中には，しばしば決申海を訪ねてくる者も多い。こど

も教室を通して，自分たちの住むまちにある庚申彪に

愛着をもってくれる結果へとつながったと言ってよい

であろう。

また，子どもたちのみならず，その綴や友だちも味

潜野のまちやそこにある災申庵に興味を持ってくれた

ことは，彼らにとってもまちと地域文化資産に意義を

見践すきっかけをもたらした。今後の i人育てJrまち

育てj の広がりを示唆しており意義深い。

②サポートした大学生スタッフ

決申庵倶業務では，継続的に次世代に伝えるための

指導者育成の視点も持っているため rおもしろ町探

検j と f庚申庵マップづくりJでは，サポートスタッ

フとして大学生を活用した(写真 4-2)。

大学当スタップは，コミヱニケーションをとりなが

ら説明をしたり，アドバイスしたり，子どもとともに

楽しんだ。子どもたちは年齢の近いお姉さん約な存在

の大学生に綴しみを感じ， r助けてくれたり教えてく

写真 4-1 こども教室の修了生の発表
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れたりしたことがとてもうれしかったj と感想を述べ

ている。大学生とのやりとりやふれあいが子どものま

ち学習効果を高めていることがわかる。

i詩特に，サポートした大学生スタッフも，子どもた

ちと一緒に作業を進める中で，確実にまちづくりの担

い手として成長している。本年 i月には隠元で凋かれ

たまちづくり関連フォーラム引で，学生が報告者とな

り，これまでの炭申庵倶楽部の活動報告をし，他団体

と活動のあり方について討議したのだが，自ら穣極的

にまちっくりに濁ろうという姿勢がえられた。こども

教室で子どもたちの喜びに触れたことも無劉係ではな

いであろう。

5 これからの展開

5. 1 伝統空間体験学習の今後

庚申庵こども教案では，空照と場所を直接に扱った

「庚申庵マ、ノブつ、くりj などの4回の伝統空間体験学

習のほかにも，庚申庵で樗主主さんのことを怒いながら

庚申庵の自然を匂に読んだり，践の花を利用して生け

花を生けたり，伝統怨潤体験とイ体となった様々な伝

統文化体験が行われた。

「庚申庵Jという地域文化遺産を舞台に，地域の多

種多様な伝統的生活文化を学ぶ fまち学習j は，文化

を身近なものと感じさせたのと同時に，一部の子ども

たちにとっては確かにまちの魅力の再発見につながっ

た。また，学習に様々な形で演わった人たちにとって

も，まちを見直すよい機会になったといえよう。

今後は.Q:伝統空間司体験の機会をできる限り多くの

子どもたちに広げていくこと，②地域と連携し，地域

伎民に関わってもらえる展望書をすること，③築世代が

一級にまちを育てていくことに貢献できる学習体総を

写真 4-1 大学生スタッフたち

原 2愛媛よ学教育"f:部教綬

本 3愛媛大学教育学部学べ
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とること，などにより，さらに地域の{函性を生かした

魅力的なまち学習を進め，地域の人々とともにまちを

育てていきたい。

5.2 庚申療の「人育てJrまち育てj

決申庵は多世代にわたる地域文化と文化財を守ろう

とする人々の交淡の場となることも目指している。友

だちゃ批代を走塁えた地域の人たちとともに学習する落

び・楽しさを感じることが，まちには多種多様な人た

ちが住み，助け合っていることの認識へとつながるで

あろう。

実課長，後期教室の「庚申庵って何? 家や庭づくり

ー」では，学習待問の後半に陵中越倶楽部の会員とー

絡に年末の燦歯消掃に参加する形を採用した。大人の

会員の人たちに混じって，伝統的な住宅の清掃方法や

庭の手入れの方法を学びながら，庚申庵の庭，池，建

物の清掃を行い，子どもたちと他世代との交流を試み

ている。

この例のように，地域の人々に対しでも，地域文化

遺産「庚申庵」が，その人々の持つ知識や技術を被毒事

できる場となることにより，庚申庵は，地域の「入手す

でJiまち育てjの舞台へと進んで行くこたができるで

あろう。そのためにも，庚申臓が味1曽野の憩いの場と

して，散歩にふと立ち寄って勾を緩み，偶然，遊びに

来ていた子どもたちと認をする，そんな自然な異枇代

交流の舞台となり得る活動を展開していきたい。

<i:主>

1) 伝統文化こども教室は，財団法人伝統丈化活性化匿民協

会が，次世代を扱う子どもたちに長い歴史と伝統の中か

ら生まれ，守り伝えられてきた伝統文化を理解体験・

修得させ r豊かな心j を持つ人に育てることを目的に

勃成しているものである。

2) 庚申庵伝統文化こども教祭実行委員会は庚申縫の地元

である味酒町の味酒公民館館長を実行委員長とし，味灘

公民館のスタッブ，味潟町内会長}地元3地慌の小学校

長.PTA役員. GC~ 庚申庵倶楽部の理!事長およびスタッ

フ，大学関係者，愛媛県退戦公務員譲渡スタップで構成

されている。

3) 建築デザイナーの協力のもと。建物の図面およびJ長測に

もとづき 1160の縮尺で作成した折り紙建築様型キット

4) i地域づくり研究フォ ラム 2004.1J (えひめ地域政策

研究センターが地域づくりリーダー育成をU"Jに行っ

た研修の成果披露フォーラム)の分科会 f集う喜びをみ

つけよう 1-新しいコミュニティ空間っくり -Jにて報

告。

， 1松山東霊短期大γ 助教際

公良立子土学， H大学院でイUrl:-?を学ぶ。
現イjは NPu法人 nCM同rjlf{tt倶集部で
の活動など!地域文化i盟校白線ぷ活用を
通L--cまちづくりやまちづくり教育に銑
わコている。

20041-]打総研ri主まいまち学開J実践報告諭丈集5



子どもと大学生の実践まち育て

ーふちのべ銀河まつりのご、み分別限収ボランティアを過した環境学習

村山史悶-*，

i可合主総本2

遠山あすみ判

長凋素湾叫

キーワード 1)子どもと大学生 2) 環境学~ 3)環境致策 4)環境百出置のお黙り 5)主ち育て

1 はじめに

「次代のよき住まい手?っくり手として健全に育むj

と言うときに，子どもや青少年を教育の対象と考えるこ

とが多い。また f育むj 主体は，学校の教員iji，親やまち

の大人を考えることが多いc 確かに子どもや青少年は知

識・経験において未熟であり，成熟した大人による教育

を通して絢治される存在と考えられること，そして大人

以上に米来の時間が残されている子どもや青少年が次代

の住まい手，っくり手へと育まれることが期待されるこ

とは自然かもしれない。

しかし，子ども・青少年=未熟，大人=成熟という類

羽化は成り立っとしても，完全な入閣が存在しない以上?

未熟さ:成長の余地は大人にも残されている。人生に残

された時間が多かろうが少なかろうが7 あらゆる人々に

成長のチャンスはある。時間i土平等かっ不可逆的に経過

してゆくならば，あらゆる世代が次代のよき住まい手，

っくり手へと育まれる可能性がある。

ではあらゆる世代の人々が，次代のよき住まい手1 っ

くり手へと成長するためには，どのような学びがどのよ

うな機会に保鐙されるべきであるかつ端的に言えば，

「いつでも，どこでも， '~監とでも j ということになる。

子ども 青少年・大人が瓦いに学び合う機会が3 まちゃ

学校， Nfゃなどあらゆる機会で保R草されるべきであるc

学び合いながらながらj 環境を考えまちを育んでゆく実

践こそが，人々を育んでし、く υ

このような実践の一例として，本稿li，商庖衡の王催

するお祭りに実行委員として参加した大学生が3 エコ容

器の導入とごみ分別回収ガイドのボランティアによる子

どもと市民の参務を環境学留としてデザインしただけで

なく?実際にごみの減量と資源リサイクノレの増量を行っ

た事例を紹介する"

2 ふちのべの地域と大学生

2 -1 ふちのベのまち

神奈川県松模原市掃討野辺地区は3 街応街を中心とした

まちづく')が約 20年前から行われてし、る。淵里子ill駅前

のγ ンンヨン建設反対をきっかけに!にこにこ星ふちの

べ協同総合は「文化と教育のまちっくり」のコンセプト

を掲げ，行政と粘'15郎、交渉と対話を重ねた。計画は変

獲されj にこにこ星ふちのべ協同総合も積機的lこ符偶発

に参歯してゆく。その結果，減野辺駅σ〉再開脅?桜美林

大学のサテライトキャンパスおよび青山学院大学淵野辺

移転を実現した。

2-2 麻布大学環境政策学科の学生

麻布大学がiJltl野i立にキャンパスを構えたのは 1947年

である。獣医学部・環境保健学郊の立学部Eから成る麻布

大学は，地域との結びつきはそれほど強くはなかった。

1999年，環境保健学部lこ環涜政策学科が隣殺された。

従来の学系にとらわれることなく文理融合で環境問題の

研究ー教育に取り組む環境政策学科にとって，地域をフ

ィーノレドとした実践的環境活動は，学生にとっても教員

にとっても重姿な学びの場である。高校での環境ワーク

ショッァ:高校生大学生混合デイベート，時間インター

ンシップ等，活動を通じて特色ある教育を創造してきた。

実践的環境活動を単位として認めるために，新科目 f環

境フィーノレドスタヂィjが2003年度より実施されている

新カリキュラムに設けられたロ

学びの場を求めて高校やNPOを渡り歩いた学生たちは，

ついに身近な地域=ふちのべのまちというフィーノレドを

発見する。 2003年 5月 31日，学生は実行委員会を組織

して「淵野辺ボンハイエ! 士官域・学生.NPOの協働交

流フェスティパノレ 1n淵野辺j (後援。麻布大字・相官模原

市)を照催した。減聖子辺ボンハイエ?の一企闘である

fまちづくり Tallりでは，学生，元公民館運営藩;議委員

長， NPOサポートセンタ一理事長とともに，話調j百荏Jから

にこにこ星ふちのべ協間組合理事長が参加し 9 話m野辺の

まちづくりの現在・過去未来が熱く語られた。

3 ふちのへ銀河まつり

3-1 学生の参画

猟里子辺ボンパイエ 1終了後y おネしのために議席街を訪

れた大学生はふちのべ室長河まつり実行委員会ハの多加を

打診された。ふちのへ銀河まつりは，商16mが中心とな

ってまちづくりのために開催される年に一皮のお祭りで

あり y 平成 15年で第 15凶を数える。今年は，初めて

地域の 3大学:から学生が災行委員に抱かれた。

6月 4日第 1阻]実行委員会の席上?実行委員長の「学

生は仰が出来るか」の問いかけに対して?麻布大学生は

勾

i
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模擬j百の容器をエコ議器に変えることとごみ分自Ij回収ガ

イドの配置を健案した。

ごみ減量モデノレ地区として事業系廃築物の有料化と夜

間分別回収の実施を目前iこ控えていた淵聖子辺商鹿衝にと

っても有意義な企習として，実行委員会で支持された。

3-2 大学生による環境活動の蓄積

学生がごみ分別回収を提案できたのは，機々な環境活

動の蓄穣があったからである。

麻布大学エコ口、/…学関祭実行委員会 2)はι よLコ学間

祭ネットワーク，)と連携して2Cω年以来学関祭にコニコ容

器を導入するとともに，学祭場開中ごみ回収所にボラン

ティアが立ち 3 分別ガイドを行ってきた。分別ガイドは，

分自1)回収を効率的に実施するだけでなく 9 子どもから大

人まであらゆる人と向き合い，分別σ〉怠事長や方法につい

て対話をしj コミュニケーνョンすることを目的とする。

近隣の高等学校数校からの要請に応じて， 2∞l年以来

高等学校の学麗祭でのエコ容器導入や分自1)回i伎の支援も

行っている。

また~Ijのグループは，学内のごみ箱を自ら設計@設置

し}缶ジュースのプノレタフ、や掛り箸など資源を凝棄物と

分自1)回収したり，その資源のリサイクノレのノレートをデザ

インしている。彼らは1 ポスター等で分自Ij問収を呼びか

けるだけでなく 3 毎夕方自ら再分自iを行ったり自分の足

で学内の研究室長やこやみ箱を歩き回り資源を回収してし、る。

さらに，高等学校やせ、学校と連携して総合的な学習の

時間等での環境を考えるワークショッブも， 2000年以来

実施してきたG 近くて遠い他者との学び合いは，大学生

のコミュニケーションカを溺養する。

このように，環境政策学科の学生たちは，重苦境活動に

対する情熱と行動に裏打ちされた経験知とコミュニケ}

γ ョンカがすでに備わっており?地域と協働して環境に

配慮したイベントをデザインできるだけの経験とノウハ

ウを有していた。

しかし，地域のお祭りは，学校のような均質的で比較

的閉じた社会ではなく，多稀多様な人々が集うまちのイ

ヘントであるの地域でごみ減最・資糠リサイクノレをデザ

インすることiえまさに環境政策の実践であり，学生に

とっても初めての経験であった。

3-3 学生と大人の役割分担

実行委員会は，学生と溺応街の役部分担が縫認された。

学生は1 ごみ分別回収政策のデザイン，すなわちエコ容

器の選定，ごみ籍の用意，ボランティアの総織1 廃棄物

処理業者の選定， ワサイクノレノレートの確保?ボランラーィ

アと楽しむための仕掛けの準備等を任された。他方}樹

脂衝の大人たちはp 費用や物品など物的負担，および学

生たちの求めに応じて各種業者の紹介など人的な支援を

行った。ごみ分別但]収所のデザインやボランティアの呼

びかけ，出Js者へのエコ容器共同購入の説明・要請など，

-72 

学生と大人がともに働いた仕事も多かった。

4 学びのデザインと子どもの参両1

4…1 I務難と発想の転換

ふちのベ銀河まつりは 7月26日27日の 13時か

ら21雲寺まで淵聖子辺駅北口デッキと桜美林大学パスタ

ミナノレで開催されることが決まった。

ごみ分自Ij図収所は 3箆所設けることが決まっt:，準

備。片付けを含めて約 90寺院のお祭りで 3時間交主主ンブ

トを組みながら 3e高所のごみ分別的収所を維持するには?

最低 Cも20人のボランティアが必要でめる。

ここでlaI難が持ち上がった。お祭り当日は?麻布大

学は前期期末試験の最中である。試験の少ない4年生

はまだしも?他学生!三のボランティアは期待できず，大九一

生だけでボランティアを確保することは不可能である。

このE困難に底部して?学生l立発惣の転換を行う。お穿寄

りのごみは，学生だけが約収し学生が処理すればそれぞ

良いのかつ学生ボランティアは安備なごみ燥さんかっそ

うではない。ごみはごみを出す全ての人の問題であるの

ならば閉収についても全ての人が参加しても良いのでは

ないかつまた，ごみ分別回収ガイドは，誰でも参加でき 1

M 絡に働き学べる経験ではないかっ

このような発想から?子どもかり大人まであらゆる世

代にボランテイアへの参加在呼びかけることとした。 6

月 28日}郷里子辺高rn街が毎月末の金曜日土曜日にr，制崖

寸る縁日 fふちのベナイトバザーノレjにおいて，ボラン

ティア参加を呼びかけた。また実行委員長と 緒iこ近隣

の中学校りj、学校を訪問しボランティア参加を要請した。

さらにタウン誌でもボランティア募集の告知を行った。

4 --2 ボランティア志願者一とコ』ディネーター

ボランティアは単なる無{黄あるいは安価な労働力て7は

ない。人と関わる意味・生きる意味の追求に突き動かさ

れ，行動を通して学び合う{中間ぞある。

ボランティア芯願者には様々な動機があってよい。良

いことをしたい，役に立ちたいとしウ意欲。楽しそうと

の期待。あるいは実利や私益を求めても良い。新たな経

験と学びを求めているならば。

他方1 ボランティアを組織しコーヂィネートする側は，

ボランティアに参加する i嘗味を提示する義務がある。言

葉に出来ない漠然とした，それでいてポジティブな予感

と期待を抱いて志願員する参加者に?ボランチィアするこ

とにどんな意味があるのか，志願者が参加することで{可

が得られるかを明確に示す必婆がある c ごみ分別回収ガ

イドにおいても然りである。

4 -3 事前実習

可燃ごみも不燃ごみも市内の清掃工場で焼却しs 焼却

灰も市内の最終処分場で埋め立てている棺模原市の分別

ノレーノレは，他の自治体に比べて締かくはない。この政策
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の下では，市民はごみ分自IJの必要性をあまり怠識するこ

〉もないし，営慣ともなっていない。しかし?ごみの焼

却には 1キ口あたり 18内の税が投入されている。主た

最終処分場はあと 20寺以内iこ満杯となる ごの事実を

知る i↑;1(1土多くはない この地域的文脈におし、て，資源

分自IJでご与を減設しす袋線をリサイク yしさせるこレ自体

が!市民4査の環境政策σγ丈践となる。行政に紛らなくて

も)iιi分たわ?出来る1そして裁でも出来るIi'i動である。

主た， 11I燃ごみ・不燃二三井の分別があ主り，0:1味をなさ

ない溌棄物政策のもとで?カン。ピン・ヘソトボ十ノしだ

けでなくブノレタブや割り箸まで資源としてリサイケル可

能であると伝えることはp つの環境r子育であり利 1]的

な学びである。事前実留において?学生は 絡にと仲良

くボランティアをするために自らの経験全ロそ開示した。

7月12日戟 10持謝野辺駅北口デッキ Fにて 9 ボラ

ンチィアを対象にごみ分別実習を行った。告6'，1土?ボラ

ンチイアにごみ分申!と資源リザイクノレの意味を伝えて知

識を共有することである。また分}jlJ実留という共通の経

験を通して実践的に学ぶ仲煎となりヲかっ課題を洗い出

すりノいサノレの意味もあった。

小中学校訪問やタウン誌でのi告知1，ナイトバザールで

のチランの配布など呼びかけにつとめたものの?何人事

前実習に集まってくれるのか余く未知数であった。とこ

ろがι 大野北小学校の5年生を中心lこ 10人以上の小

学生が集まってくれた。

事前実習では，自作のベープスアート教材を用いて 1

分~1J[iiJ収がごみを減最しリサイクノレを促進 L，ひいては

廃棄物処理コストの削減や最終処分場の許答年数の延命，

資源の再循環が行われることが伝えられたc 分別実習jに

おいては，大学からごみとごみ籍を用意し?実際iこ捨て

る侭jと分別ガイド役に分かれてシュミレーションをして

みた。子ども逮は，普段ごみと見なしているものが実は

資源だったこと，例えば割り箸三膳でA4の紙が再生でき

ること，ブノレタ 77)ミ純粋なアルミニウムなので業者に売

却して車椅子を購入している同体が存在することなどを

知って 3 素直に感動していた。また，ベットボトルリサ

イクノレのためにキャッブやラベノレを外す作業は，家庭か

らベットボトノレを資源として回収してし、ない相模原市の

小学生にとって，新鮮な体験であった。

現場での大学生と小学生の対話を過して 3 し、くつかの

作戦が立てられた。用意したごみの怨き在iやベットボト

ルの中から飲み残しジュースが多く発見された。お祭り

当日はかき氷等の飲み残しも予想されるため，欽み残L

照にバケツの設霞が提案された。また，空き缶をD<血代

わりにする大人に対しては，小学生が f吸い殻や灰が入

った空き缶はりサイクノレできないんぞすよ。干心主が洗っ

ておきますから y 今後は気を付けて下さいねっ IJと明

るく言寄りかけ，大人の自を見てニコッと笑う作戦が確認

された。大学生や大人以上に，子どもの笑鎖的方が 3 訴

えかけるカがあると確信したからである。大学生や大人

にはない，子どもが持っている有効な資線である。

~[i- ~理[4 1 事前実習

写真4-2 事前五努

分Wl実習のアンケートで小学生達は以下のような感想、

を1寄せた。

までもお母さんに伝えて分別したい。

プノレゲフが車椅子になるなら集めたい。

紹模原のごみ処理の仕組みがわかっ t~。

f告に吸い殻が入っていたら，ニコッを頑張る。

みんなで分別すると楽しい。

ベットボトノレの細かい分別や色々な分別を学べた。

7月 13日，ボーイスカウトにも事前実習を行うた

4-4 準備と仕掛けづくり

エコ容器については?九三守と~行委員会が粉談の上，

アン/ど竹とサトウキピを素材とした附工コ a アイ製 n

ρ そーノレド 5税務とおから製スプ ンに決定された~容

絡は克行委員会が 拐して買い取り nlJ~w 者に販売する

こヒヒ ttつt:

学生は，分7)IJ・リサイクノレ政策も終市したρ 今回l土?

ヱ 1~?干器7 可燃ごろ人官i ， 瓶，八ットボトノレτ 安~J り箸，

プノレタブの 7分自Ijを提案した。このうち3 部り箸とベッ

っ。7
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トボトルi土麻布大学の環境サークノレが開発したワサイク

ノレルートに乗せることとなった。エコ容器l:t，付着した

油や塩分を取り除いて堆肥化する方法もある。しかし，

今関は油や草草分を除去する手間をかけられないこと}そ

して堆肥化ぞきる廃棄物処ß~業者を見つけられなかった

ことから?可燃ごみとともに市の清掃工場で焼却処分す

ることとなった。焼却処士であってもエコ容器は有害物

質を発しないというメリットがある。

分号IJ。ワサイクノレ政策を実現できる廃棄物議殿・処浬

業者を学生が推薦L，実行委員会で決定したれ

ごみ箱は大学自治会から借用 L，ピニール袋やブノレー

ンート 3 手袋等l土防l，lii主jから調達するというように，お

正いの資源を持ち寄って準備が1'Yわれた。

実務的な準備をす寸める一方で，学生は子どもや市民

と 絡に殺しくごみ剖~i(ガイドを行うための仕掛けづく

りとしてボランティア用ワッペンの制作を企画した。図

書室を 6種類用意し，事前実母での子どもの意見を反事長さ

せながら 1つを遊び，実行委員会と相談の上，デザイン

を決定した。ワッペン制作l土地元の業者iこお願いL，経

費l士実行委員会が負担した。

5 ふちのべ銀河まつり当詰

5 ~ 1 ボランティアの参画

i有がぱらつく 7月 26 fI，ふちの~銀河まつりは幕を

開けた。麻布大学生と 絡に分別ガイドをしてくれたの

はJ 神奈川大?東京理科大，自E語大l 淑徳大，青山学筏

大学の大学生，市民， NGO関係者ヲタウンニュースを見

て照い合わせてくれた桜美林大学付属高校生，ボーイス

カウト，そして淵聖子辺小学校や大聖子jtd、学校の小学封均

40人であった。事前実習に来てくれた大野北小学校の

5年生が，終業式でボランティアの呼びかけを自発的に

行ってくれたことが大きい。事前実習でボランティアの

意味を得た小学生が，今度は意味をデザイン L，発信す

る{国jに回った。彼らのおかげで，のべ 120人ものボラ

ンティアがごみ分自i回収ガイドに参画してくれた。

写真 5-2 ごみ分別回収所2

5-2 各ごみ分別回収所の自主性の尊重

ボランティアは3領再?のごみ分別回収所に配備された。

7分別は統一されたものの， どのようにごみ箱を配備寸

るか9 どのように分別をガイドするかは，各ごみ分間jかj

i以所のボランティアの自主性を尊重した。あるごみ分別

凶収所は，容器を重ねて回収し，あるごみ分別殴収所で

はどニーノレ袋を突き被る串を閉jに回収した。また加のご

み分別回収所は缶やベットボトノレを徹底約に圧給した

ごみ分別的収所毎の自発性を尊重は，各グノレーブ内での

対話や笑いを過した創意工夫を生みだした。

5-3 金券・ワッベン・カルピス

ボランティアには実行委員会からふちのべ銀河まつり

でだけ使える金券 100円券が配られたc いわばふちの

べ銀河まつり紋タイムダラ…であるD また，ボランティ

アlこは，特製ワッベンが配布された。 一緒に働き学ぶ仲

間の却である。さらに，このワッベンをつけて本部を訪

ねると，淵野辺に工場を構えるカノレピ。スから寄付された

カノレピスウォ】タ】が夜られた。金券・ワッベン@カノレ

rスは，ボランティアの心を楽しませるエンターテイメ

ントの仕掛けであり，粋な小道具であった。

写真 5~- 4 ボランティアワッペン

5 -~ 4 ボランティアの役割

ボランティアの役目は1 一般客から単にごみを受け取

っ一て効率的lこ制収することではない。 般客が自ら分自j

写真 5-1 ごみ分間j凶収所 1 して捨てられるようにガイドを行うことであるc そのfニ
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めにボランティアはヲごみ箱を挟んで 般客と対話をす

る。対話のためにボランチィア自身がその活動の意味を

伝えられなければならない。

当日のみ参加したボランティアも多かったので，ボラ

ンティア用にごみ分別ガイドの意味を記したパンフレツ

トを用意し，必ず自を通してもらった。また1 事前主主習

で使用した教材もごみ分別回収丹rrに配備し?必要に応じ

て説明を行える体制とした。また?交代でパッケヤード

にボランティアを案内し，分別回収したごみと資源的総

量を体感してもらった。このような経験を踏まえてボラ

ンティアは? 件主客と対話する根拠を得る。

ボランティアは， 般客と対話してくれた。初日にご

み分自1)回収ガイドから割り箸は紙に再生可能であること

を伝えられた大人は 3 学一日間伴した家族が告訴り箸を捨て

ようとしたときに誇らしげに割り箸リサイクノレの方法を

語っていたc 対話を通して意味は伝達された。

大学生と協働することで，小学生のごみ分別院j収ガイ

ドは予想以上iこ成果をあげた。大学生に背後に際えても

らうこと P子どもは自信を持って分別ガイドを行う。お

かげで，再分別する必要はないほど間収月rrで分別は達成

された。出居者でこゃみを分自1)せずに持ち込もうとした大

人は， r僕たちが分別しなければいけませんかっJと子ど

も逮に関われて?自発的にごみを持ち帰った。

5 --5 ごみ拾いキッスの出現

大学生の予澱を超えた行動をとる子ども達もいた。ご

み分申)@]収所に人数が多くなると，仕事にあぶれた子ど

もたちが会場を歩き呂りごみを始し、始めた。とみ分自IHel

収所で 般客をガイドするという本来O)êS~J(こ照らせば，

i主税的な行動であるn しかし，ごみ拾いキッズのは，結

果的にお祭り会場の清婦を行ってしまった。市の関係者

iこ fこんなきれいなお祭り会場見たことがなし、」と震わ

しめた立て役者は9 自発的なごみ拾いキッスと彼らを見

ていた 般容の意識と行動である。

5-6 成果

可燃ごみとリザイクノレ量にしぼって詩iT年度と比較しな

がら成巣を述べる J 前年度l土，とくに分別することなく

ごみを回収した後にドrc司処理業者;1)¥資源を分自1)した結

果，可燃ごみは 3ωkg，資源ごみは日Okgであった。

それに対して， 2003年度は可燃ごみ 180kg，資源ごみ

124.5kgでありヲ可燃ごみで 120kg滅=2150円の節税で

あり，資源は 34.5kg嬬力日した。

ごみ減量・リサイクノレ促進の原図としては，ごみ分自Ij

回収ガイドのおかげで分自1)が徹底されたことや!ンニエー

スやかき氷の水分除去がなされたことが考えられるの

75 
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可燃ごみ・資源総量(単位kg)

実葱内!R(棄をj援124.5kg)

ロ'"

箇官級 40永g

j 悶力ン 30k~

!飽ペットボトル 2似g

iClどン 10kg
j関鶴'J箸 18同

;悶プルタブ 6.5k~

表 5-1 可燃ごみ・資源、最

6 まつりの後で

6-] 大呼生と子ども

ボランティアの成果は，デザインをした大学生の所有

物ではない。ボランティアlこ参加した全ての人に共有さ

れるべきである。そこで大学生は3 ボランティアに多数

参加してくれた小学校へ出猿報告会に出向いた。

写真 6-] 訪日野辺小学校報告会

ごみ減量・リサイクノレ促進の成果を模造紙にまとめ 3

9月 12日iこ1!IlI野辺小学じ校， ] 0月2日大野北小学校3

] 1月28日清新小学校で報告会を開いた。小学生は7

成巣に自を見張った。そしと小学生も，自らの経験をま

とめた新樹やレポート1 感想、を見せてくれたことに大学

生も!器撤したc 火学生は1 自らデザインした環境政策の

意味を、今度は小学生から教えてもらえたからである。
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写真6-2 大野北ノj、学校報告会

報告会のアンケートlこは r分間jボランティアが楽し

かったので次も参加したし¥J iこないだのお祭りにtfjれ

ば良かったJrごみの名前がわかって良かったJI大学生

の人たちに教えてもらえて面白かったですj 等好Z霊的な

声寄せられた。苦行をイメ一二/しがちな分別作業も 3 デ

ザインの仕方と人の関わり方によって P 楽しい経験とな

ることが学べた。

6 ，-2 大学生とlli11d街

ふちのべ銀河まつりを通して，大学生と商応街の結び

つきはさらに強i認になった。ふちのへ銭的まつりでは!

学生はごみ分自IJ回収のデザインだけでなく，カンパツン

屋を出j苫したりダンスや歌のパフォーマンスを行ったが，

それ以後も毎月ふちのへナイトパザ}ノレに参加している。

似顔絵カンパツンはナイトバザーノレの名物となり p ダン

スや歌では， 30分のステージで数千円のおひねりをも

らえるようになったo

大学生は3 表舞有だけでなく 3 テント張りや片つIt，

ビンゴ大会の補助など，裏方でも臨五百街に参闘しはじめ

た。こうして大学生はまちの信用を得てきた。

大学生と再軍政衡の協働は，現夜も進行中である。

7 まとめ

今聞の事例で，それぞれ異なった資源を有する子ど

も・大学生，)(人は，協働することで持てる資源を設大

限に活用できるとともに1 足りない部分を補い合えた。

専門家でない未熟な存在立大学生が 3 さらに未熟な存在

ぜある子どもと 絡に環境政策を実施した。街活衡の大

人浅のパックアップがあってこその実践ではあるが3 大

人達は1 大学生と子どもがごみを減らし 1 対話を通して

， 2麻布大学環境保健学部須境政策学科4年(地域環境研究室)

本3麻布大学環境保健学部環境政策学科 4年(地成環境研究室)

"絶滅?青報研究所(KGO) ンニアアソンエイトー地域への情報支

援、ンスチム化を担当a 各地のま九育てやcsoに参加するほか、
情報支援活動を行い地域情報コ←ディネータ講座や文化発掘活動を

コデネ トする。

般事干のごみに対する意識に訴えかけることまで期待し

ていた守あろうか。 一般事:が子どもからごみ問題を学ぶ

ことまで期待していたであろうか。未熟な子ども。大ゾ一

生から学ぶことで3 大人逮Jやまちも育まれる。

対話とごみ分自IJ回収の実Z主合通した今i自の活動J土1

Iし、つでもどこでも誰とでもの療境学認Jであり?毛主加

した大学生@子ども・大人。 一般市民が協働してまんと

環境の質を持続的iこ育みそれに関わる人鰐の意識行動も

育tJブロセスという窓年長で「まち育てJでありへごみ

減なまとワサイクノレの実績において環境政策の実践である

専門家でない大常生がデザインした今回の活動で1 協

働のポイントになったことは， fエンターデインメント

的要素j であった。大学生は3 干どもと 4者iこf殺しみj

を創造していった。 rニニコッと笑うことが子どもの武器」

と位置付けたり 1 ワッペンを作って仲隣意識を高めたり。

エンタ}ーデイメントの環境活動は?学生ならではのもの

であろう。

最後に，大学生がどのように子どもに向きあったのか

を述べたい。今回大学生は，事前実溜でも，お祭り当日

でも，成果報告会でも?子どもに対して分かりやすく疋

礁に情報を伝えることにつとめた。正確で分かりやすい

情報と楽しさをともなう行動はp 他者に知識と勇気を伝

え，彼らの次の行動へと結びっくと倍じたからである。

大学生は子どもたちに何を伝えられたかっふちのベの今

後を，ふちのべlこ参爾しながら観察したい。

く注>

1) 本稿の f参画デザインJrまち育てj の用語は1 参考文

献 1，2ぴ〉延癒安弘の照法にならう。

2) http://ecofest<n:lZilbu.hp. infoseek. co. jp/top開 ge.htm 

3) hup://酬 w.eco-2仰 O.net/eζofesta/ 

4) http://州市 8C01. CO. JP 

5) 参考文献 1の 15頁y 審考文敏2の 1220頁、218-222買参

'" 
く参考文献〉

1) 日本建築学会 意味のデザイン小委員会 対話による簿

築。まち育て，学芸出版社， 2003.4 

2) 延藤安弘 fまち育むを育む?東京大学出版会， 2001. 4 

3) 遠山あすみ 地域 中間処理業者から考えるごみ問題淵

野辺高庖街霊祭りごみ分申!と小学生ボランティア (卒業

論文)， 2004，1 

4) 河合圭轍大学生を通じた大学と地域の連携に関する研究

ーナイトバザーノレにおけるカンパッチ監やダンス部を事

例として (卒業論文)， 2004，1 

"麻布大学環境保健学部環味覚政策学科 導任講師

講義では憲法民法行政法市民環境i苦動論担

当。 NPOや地域での実践的な努境学習を微に学び

と研究が 体となった賂床的環壇政策を模索中。

一一 76… 2004年住総研「住まいまち学習」実践報告ふ論文集5



先輩から後室長に受け継ぐ，参加盟まちづくりの「思いj と「技J 私的和久本1

k~f 1Q'機打

開司自 新品川

一東大都市工学科「まちづくり j輪識の取組一

キーワード 1 )ワ ウショッブ手法 2)学生によるまちづくり

1 はじめに

最近では?全閣各地で市民による主付申ヲなまちづくりj活

動引子政による市民参加製まちっくり治問われているりそ

の中で}学生がまちづくりの重要なt弘、手として}積極到

にまちづくりの現場に関わる機会が多くなっている。

これまでは，学生がまちづくりの現場に入る場合，教員，

大寺ヰ完生学部生というた研究室などのチームとして関わ

ることが多かったが3 最近と、は?学生グノトフヲこよる関わ

りや学生億人が市民によるまちづくり活動の一員となり?

活動するなど学生のまちづくりへの関わり方は多様にな

ってし、る。また3 まちづくりに関わる学生の専攻も身近な

生J控除吹噌域社会計士象とする建築・住居半や社会学を

専攻する学生だけでなく》多様になってし、る。

さて!学生がまちづくりの現場に入る場合!必ずしも大

学の講義や淡潔を通じて獲得する高度かっ専門的な知識

や技術が活かされると凶浪らなv¥その一方ぜ?市民閣の

対話に必要なコミュニケーションに関わるま古予知土?大学の

専門教育の中に含まれていることは希有 Pあり?まちづく

りの現場(:'1:5動する学生的多くが，現場ーでの経験等の中で

獲得しているといえる。これ剖本学生がまちづくりの現

場において活動をする教脊約7注意義といえる。

また!社会的な制約が比較的少ない学生がまちづくりに

弱わることは?地域にとっては大きな資源となり，まちっ

くり活動が活発になることが多いのしかしp 学生は，卒業・

就験等といったスケジューノレの中で生活しており，まちづ

くり活動の中，C;位台な投翁jを担ってしまうにも関わらず!産能

主完的に役割を担いことができないという課題を併せ持っ

ている。特に， 9t:JJtのi通り】現場での活動を通じて3 学生

白身方;#華々な経験・技術を獲得してし、るために3 次σコ什代

の学:生に引き継くことは容易ではなし、といえる。

このような中で，本格別主組験を穣んだ先輩学守ゴから

これからまちづくりの現場に出てし、く後輩学生に対して，

参加型まちづくりの思い(理念古や技(技持)を受け続く

ための試みを報告したい。

2 概婆

2.1東大都市工学科「都市工学輪講」について

東大工学部都市工学科では「都市工学粧品耳(大明院は f都

-77ー

市工学特伊織講J)Jという手胞がある。この輪講とi主

'Eが自らある特定なテ-.7を設定G，そのテー?に調達す

る文献立講読等を行うことにより，各自の知母龍と時期を芸者

めてし、くこと iを倒的として設定されてしも文"。 通常5 学

生たちはJ テぃ?を設定し，関連分野の蒸礎文献明毎外文

献。:輪読を行うことが多川最終4的には指護教官が承認し1

単位が与えられる。

本干高で報告する「まちづくりj 輪識はJ 大学fl刻妻士課税

学生が提案しν 小泉秀樹助総量の指導に茎ーっき， 2001年

夏学期 (4月から 7月)に実;擁され丸学部主主3・4年生

や!虫学部(社会学，教育など)の学生などが受講し，企原I'

運営には，火当ヰ院生(修士，博士荷課程学生)が関わっfむ

2.2 rまちづくり」職議企画までの経緯

都市工学科の位協から 3 多くの学生が研究や実践両面

から全国各封切フまちづくりの現場に入ってし、る。その中で1

キャンパスの所在する地元東京都文京区本線地IRをフィ

ーノレドに活動をしている学生たちもおりヲ 「本郷まちづく

り協議会Jの活動へ正参加剤R街から支援する「東大・本

指揮まちづくりネットワークJ による活動をしている。

jj由元のまちづくり活動に参加する学生は，地域関係者と

協力し，地域に恨ぎした活動をしている。まちづくり活動

的中でも重姿な役割を担ってし、る 方で，如イ可にして次の

学生に引き織ぐ泊羽通課題になる。学生j)'¥鰯入として関与し

ている場合9 活動自体の存在を知ってもらうことも察易で

はない。そのため，さらに後継する守生を発掘することは

さらに容易ではない。

そこ巳地元でj苫動する学生(大明院主七百粟程)から1

各地のまちづくり活動に際わってし、る先護学生け三学院博

士課程)に協力依頼があったことが本総議の契機となっ士L

2.3 まちづくり輸舗の隠的

学生発意の「まちづくり」輪溝は，次のようなB的を設

定して?企爾されたc

• r都市Jjを対象とした専内教育的土じまる都市工学科

学吾川年生(あるし、は4年金)を対象にして，地域との

総わりを持つ擦に求められる市民参加手法に関する遼

解を深める。

・輪講では，市民参加手法に演する文献・資料による学

習を行うとともに， ~I擦にこれらの手法江体験を通じて，

2004年住総研住まいまち学習j実践報告論文集 5



手法の効果ヰ哩~~を理解する。

-輪誘の最終成果として，地元叉阿部場或におし、てま

ちあるきワークショップ (WS)jを受講者自身が企紙

連裳する。

・まちあるきWSの企画・選営を1車じて，地域関係者と

のネットワークを構築し，輪議後い幽Eとの繍効守な関

係、を構築する。

・またy 講義広企i菌・運営l土，都市工学科の大学続生有

志旅行。

つまり，学部生がまちづくりに必婆な市民参加手法を学習

するために，文献研究や大学院生が企画・運営するWSな

どを通じて，$民参加手法を体験し?最品付告に受講者自身

が地元でのワークショップ企画を行うとし、うものである。

3" rまちづくりj輪講の内容

3" 1輪講の構成

需品荷主!縞遡に開催される fWSj と「弱自国jによって

構成されてし、る"WSは，大判長生による企図・運営され

宇部生の受講者はWSの参同者として関わる。毎回のWS

lえまちづくりの現場におけるWSと同僚の雰囲気づくり

が行われた削}。受講生が，調擦の市民参加におけるWSと

同じようにー多加者としてWSに参加することによって3

参加の場の雰毘気づくりやWS等市民参加手法¢効果を

体験的に理解することを甥侍してし、丸また，宿題は， W

Sを補完するとともに，基礎的情報(知識)の瑚平を深め

ることを目的としている。

3.2輪講の内容

。)事前準備本郷界線お散歩会

輸;詩文の最終成果として実施が予定されている「科部まち

あるきWSjのイメ凶ジを怒定するためにスタップによる

対象地区のまちあるきを行った。

1 )第一@] ガイダンス

受講希望者に対して，輪講趣旨とスケジューノレ等の説明

を行った。そして?第二百]に向けた宿題の説明が行われ，

受務者に参考資料が手渡された。

なおヲ初回からブアシリテーショングラフィックを用い

た進行を行うなど，通常の講義とは参加の場の雰凶気づく

りが行われた(おかしぞ飲み物なども用意され，雰沼気づ

くりの重要性などもそ正都度説明された)。

事前準備「本郷界

隈あ激歩会J

2001年4F121 B 

第一回ガイダンス

2001年5Fl10 B 
内容まちづくり輪講の趣

旨と受講者の自己紹介等

苦行った。

進行状況をFG(ファシリ

子ーシヨングラフィッウ)

を用いて記録された。

2)第二割 wsr本担防まちづくりに役立つかも知れな

い新しい技を考えよう!J 

受講生l土j 最初に自己総介と宿題として務査した市民参

加手法ぴ〉紹介を行った。宿題には，市民参加手i去の名称・

目的・用意するもの 'ffl野明・プ旧グラムー具倒快事

例・コメント(メリット・デメリットタ改善点，本郷て〈実

施する際の応用方法など)を記載した;市民参加手法シ」

ト」を用いている。

その後!アイスフνーキングとしてのグノトプ分けを行

った後，グループワークを行った。グノレ…プワークでは，

「市民参加手法シートjをカードイヒしたものを用いて， K

j法により各種市民参加手法ぴ〉整理・分析を行い科部

のまちづくりに使えそうな新たな技Jを提案する廿業を行

ったーこの中で地図を賂いたアイスブしーキング手法 fま

ちlまずる」とし、う手法を開発~，その後彼らσJ関わるWS

では定番ツーノレとして採用されてしも注2)。

最後i土?提案された手法lこ対して， ~農場 Ifゲームによる

評価を行った。このように輪講では1 多種多様な市民参加

手法を取り混ぜられ?受講生は1 連O)j倶楽をWSへの参

加することによって1 体験し?震拍手につながるプ口グラム

になっている。

3)第三包 wsrまちあるきマップをつくろうけ

この間l土，地域情報を多くの人の関で共有する側包な

手法を体験j 理解し?さらに最終成果である fまちあるき

WSjのイメ…ジを共有すること目的とじて実漉されたっ

受講生が事前にまちあるきを行い1 撮影した本宇部地E互の

|よし、ところjの幽停をfIlいて，グループニd とに科部地IZ

の魅力7 ツプづくりを行っfこ。魅力マップづくりのあと 9

ヰ事部地域の魅力を言葉で表す「キャ、ノチブいーズ」を検討

し発表を行っt::...oなお?このキャッチフレーズづくりは

次回に提案ずるまちあるき企画のコンセァ。トlこ活かすこ

とが想定されてし、たロ

4)第四国 wsr本郷のまちあるき企臨コンベ」

最終凶l土グループごとに検討した「まちあるき会商j

を発表し7 受講生とスタップ全員で投粟を行い，調擦のま

ちあるきWSの企i出案を決定しfぉ

まず，企幽[築町発表を行い，次iこ受講生とスタップは3

「一番気に入った企画Jに投票喜を行う。次iこ一番J以

外の企爾案に対しても評価できるポイント」を付せん

宿題市民参加手法調査

各種文献資料の中から市

民参加手j去を一入ひとつ

調べてシートに言己入する。

図3…1 rまちづくりJ輪講の流れ 1
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第二部 WSf本郷のまちづく

りに役立つかも知れない新し

い技を考えようけ

2∞1年5!'1248

1プログラム説明

2自己紹介と宿題説務 (W
S手法紹介)

3グループ分lす「できるだ

けバラバうになろう」

友達や同学年以外の人と

できるだけハラパラにな

ることがポイント。どれ
だけノミラノミラかを fチ】

A;i'，J Iこする
4グJレープワーヴ

1)自分たちが集めたws手

法を繋理する (K.r]，却

2)本郷のまちづくりに使え

そうな新しい技(手法)を

考える
5 発表会

発表と旗揚げゲームによ

る投票

宿題受講生

各自がまち

あるき(本郷

のょいとこ

ろを撮影)

第三郎 WSfまちあ

るきマップをつくろ

う!J 

2∞1年6月7図

内容各自宿題として

撮影してきた写真とそ

れしに弁ナ「る1 メントを

グノレープごとに地的上

に配置し?ヌド主部のよし、

ところマップを作成

し?キャッチフレーズ

を検言すするυ

宿題(グ1レー
ブ作業) ま

ちあるき企

画の検討

第四羽 WSf本郷のまちあ

る寄食i!iコンペj

2ω1年6月14臼

1プログラム説腕

2第一部企画案コ

ンペ

1)企i題案紹介と質問
2)採用案投票(シー

ノレによる投察とコメ

ント)

3ヂィベート
l企刷業採用チ

ムlと :J防長!lIチ
』ームJI二分かれ(，
デイ X 守ヂトをfI
J， 

4.WS実施に向けて

本番まちあるき企

爵iO)スケジュール

と実施体制江篠認

図 3-2 rまちづくりj輪講の流れ2

紙に書き込んでコメントを行ったυ {t:i堕案の中でも採用すへきポイントとして指摘された。

そして}投票により本郷の看桜娘をさがせ! (街活 次に，採用案をブラッシュアップするために，採用案を

など I肴絞娘j をラリー形式でまわり j まちあるきを行う 捻警告したグノレ…ブとそれ以外のグノトプに分方寸lて，会幽i

とし、う企画)Jが?まちあるき企画の骨格となる案として 築の長短にっし、てディベート形式の討論を行つ九

決定:UCoなお，先ほどの付せん紙へのコメントl主他の

写真4-1 まちあるきws告知ボス合一

79 

4. WS闘機

4. 1 まちあるきWS実絡に向けて

最後の輪講では，企厩案の決定後， ws実主主体制

の検言Jが行われた。受講生は，広報・企画・事務局

の各担当に分かれた。今後まちあるきws実施まで

は，大寺当続全のスタッフi土フォローアップ役になり，

受講生が中心になった準備が進められfこ。

広報担当は，まちあるきwsの参加者を募集する

ために，呼びかけポスターやチラシ(写葵4-1) 

吾作成し，地区内の掲示板や庖舗などへの掲示を依

頼，掲示を行った。企画祖当は， wsのプログラム

等や準備を担当し，事務局主託部立，情報共有や準備

状況の捻擦などの作業をfjった。この潤蒲作業を通

じて，受講生は参加のデ、ザインとプロジェクトマネ

ジメントに対する潔解を総験的に深めた。

4. 2 まちあるきWSの実施

2001年7月 2自日，まちあるきWSI本調10コ街中で総白

い人.IJ面白いものを探そう IJが開催された。当日はヲチ

ラシを見た小学生綾子やメーリングリスト等で見たとし、

う人などが参加し，実施された。

20例年住総研f住まいまち学習j実践報告。論文集5



豊4-1 WSのブ口グラム

'受付

'開会・説明 5分
aまちぱずる(グループ分けアイスブレーキング)

40分

'まちあるき 75分
地図づくり 60分

・発車会 30分

写真4-2 WSJlil畳(まちぱずるの様子)

5 輪講のその後

5. 1 各種wsの開催と地域活動への参加

「まちづくり J縦需は》地元でのまちあるきWSの対話

により-g終了した。 しかし，まちあるきWSOご金控ii舎実

施にともない!地元科部地区の人たちとの関係が構築され，

具材陣Jな活動が展開されるようになった乙

1 )防災まちあるき

広域避難場所である東大キ γンパス内を知ってもらう

ために，キャンパス内のチェックポイントを紡災などのク

イズを行いながらまわる fまちあるき l を実臨したこれ

はヲ I まちあるきWSj に参加したの地元島~i，系者が縁とな

り、前年女j策地区委員会との協力により?実渇され， 7 

0人近い参加者があった。

2)各種企箇展示

大学学E器禁(五月祭)ぴ〉合原i トウキョウサイコウ!の

中己キャンパス前の本郷通りが都市計頭越路として拡幅

整備されたときの町並みの変化を模型で表現(警告á~模

型)したり，文京区環境月間に向様の模型を展示したり?

地元地域を主橡とした，専門的な立場からの表現を行ったJ

3)地域;舌叡れの参加

受fil~主σ:数人が?防災まちあるきを共催した青-1) 年対策

JlIlI2王委員会等のイベントへの参加や地刊文京医で活動す

る教育や環境関係のNPOのi活動に参加するなど、事語講を

契機iこ，学生がf世己σ緑色に参加するようになったJ

5.2 現在の展開次の後輩たちに

2003年冬学期(10月以降λ以前と柿)様lこ昔日市工学科輪

誘として「まちづくり NPOをつくろうj が開議されてい

水 2東京大津大群院工学系研究科都市工学専攻

村東京大学大学需工学剤師崎市y;;;学専攻

80 

る。ニオリ土3 都市工学を学ふ学生たちが?まちにためにど

のような方法が考えられるかを検討し?その枯草巨みを検討

しようという内容である。実際iこl主全国各地で実際に行

われている学生が参加しているまちづくり事例をE閉ままし】

自分たちにふさわしい方法を検言せしている。こ正申告講を企

劉・運営してし、るのが，現治iの大r病治修士課程である。彼

らは，ヰヰ高て紹介した 2001年度夏学期的「まちづくりJ

幸福講の受講生たちぜある。当時ぴ〉受講失たちが，今度J土自

分たら泊匂E画L，後室長(学苦G3・4年生)たちに自分たち

の経験を怯えp 寸者に学んでいる。

6 まとめ

fまちづくり l翰識は?主邸主本郷地区のまちづくりの強

い手を発掘することが問的で念煩され実際iこWS企i鐙，

運営に学生が主持議守に関与することにより}地元関係者と

の関係を構築し，学生が地域こ入って活掛けるとし、う効果

をもたらした。

またヲ先護学生(大、学校生)のOE鐙・ i車営iによる市民お

B日現手法による学ff(f)場は}体験を通じた参加型まちづく

りの思い(理念)や技(技祢!)の壊解・習得へとつながっ

た。さらに現従では}当時ぬ受講生が企画一者となり?自分

的経験を後室長永住たちに伝えはじめている。これらは教

員による大学の講義や演習を通じて、伝える教脊とは大き

く異なる。先輩から後藤への思し、や技グ伝承Ii:，当事者閣

の学ひも合いである。 このような「学lJ(f)サイクノレII土ヲ本

事例のように大学の先議から後輩に伝えるということに

限らず， まちづくり iにこ関わる市E氏毛間にも守蒜寺3労効ジ功~7なJ:手段である

と怨

えるのでiは土なく' 自分íJ~*~手放した「気づきゃう全L の絞験J

を“体1署員"をi還して、伝えることが本割こ参加型まちっくり

に院しては重婆て1土なし、かと思われるの

く注〉

1) 輪講矧翻寺l土~起宮前〉まちづくりワ山クショッブと同じI う

な会場レイアウトが設営されたーアイランド形式。;宇羽と鼠

プログラムの掲不!御菓子や飲み物的準備?ファシリテ」タ

ーによる進行などのそれらlごつし、亡は適宜解説を行ったハ

2) まちばずるJは7対象』闘<'0)地図をパズバペT)ように分割し

参加者は自分のピ…スと他の人の持ってしもピ}スを合オ::rti-

ることによって1 枚の制'1Jが泊町立するι こhl土wsのグル

ープすけに活用できるとともにす wsに連軍JLたアイスブレ

…キ〆グ手法としても有効でわる。

く参考文献〉

1) 東京大学工守部都市工物ヰ都市計調研九長HP

(http://up_ t. u--tokyo. ac. jp/rinko/rinko. html)より

*1東京犬切に今年お;学系研相手都市工学噂攻侍

士燦塩

専門は 参I時自まちづく的;:::，おける情報共有の

あり方について。まちづく均 NPOなどの活動
を通じて 参加型まちづく門的実越的な活動も
おこなってし、る

2004年住総研「性まい。まち学習l実践報告論究集5



大学生の参加により潤霊化される地域まちづくり活動 長五本J~衣子*'

j同2正 攻n叫

~持捺}I区魅力さかせ隊の活緩と東海道シンポジウム祥漆JII宿大会への展望~

午 Jフード 1)大学生 2)まちづくり 3)神奈JI陪 4)エコミユージアム 5)結節点

1 人ツノi主主加のまちづくりの [1ft:営住

あなたが「まちづくり」 にかかわることになったきっか

けi出Jでしょうつある人は仕事に関係して，ある人i士会討

をリタイアして，ある人は子育てで，またfT1.V、人は，親と

いっしょlご芋司ーの咲からという人もし、るでしょう。その中

(，れらc}一体"Ýl\こ関わるようになるのは大守:'1'.0)1時)~I が最

もいいのではないの Pしょう治、

私(誠一村)が「まちづくり;に興味長持ったのは何気な

く履修した大守4)f受業の影響でした。タイトノレは[都:甘作

ちへの市民参加j。拍絡する法学部ではまちづくりの議事

はなく，他学郊の誠一主でしたが，政鮮学部lから，'11]学郊の

悠築f年攻べilidぶしたとし、う異色の若手害対支であり，日コミ

で人主Lがあったのです。この議昆iでは， 鷹市や11畑谷1"

の事例をi曲して，まちづくりについて様々なことを学びま

した。 rrMTe@OJJIIJや fパートサーシップ」とし、う言集を

知ったのもここでした。また，この議座て濃されたレポー

トを作成するために， 1'1分のフィーノレドと既に決めていた

徴浜について?何度となく「行総好都市f汁耐，)へのヒアリン

グを行って「横浜のまちづくりとその議題j としとレポー

トにまとめました。また，このヒアリングヰ1に，金制調:資

品~の担巧者に「第 2 制ヨコハマ都市デザインフォーラムj

の fihl¥;まちづくり会議」へ書記としてH¥てみなし、かと誘

われ，ここが拶訴のまちづくりに位銭関わるスタート地以

となりました。この f日コハマ都市テザインフォーラムJ

l土1"21世紀に向けた都市活力と魅JlYPl'l司の形成~都市の

ド局断ゴ発疑と地区〉がらの究守、~J というテー?のもと，多

くの展示?講演，会議などが閃かれいそのプログラムの

っとして r市民まちつくち会議jがわねれたのです。会

議では，合立形成や発誌を行政にf込映するfUIlみ，プロセ

スにおける市民正役都などについて1 各テ~ブノレにJJIJれ，

議論をかわしました。

会議では書記が追いつかないほど非常に活発な議論が

交わされ般のIIi氏がボラニティアでまちづくりについ

てこれほどまでに，熱心に考え，活動をされていることに

とにかく鮫きました。また，すべての参)Jnc/i-がそれを活き

活きと，とても楽しそうにやっていることが瀞詰下でした。

さらに，市民と市塙註ミの関係がとてもフラットで，お瓦い

に言いたいことを2い合ってし、る券関気に11:倒されまし

た。市民ぴ〉行政lこ長r，るff~l布市立淳し、と感じたのです。ここ

で主主Jまこれからの自分の将来の姿を1fl;T1tわせ，，titもの;@

81ー

し斗コじえる仕事をしていきたいと強く忠ったのでレ「。

これをきっ均九けにして，そJも均九らも除問谷の1ATじゃらし

公闘のワークショップに参加けるなど，機会があるごとに

まちづくりがp動に参加するようになりました。そして成1'1，

アクションしているまちづくり活動のひとつが神奈川

庶総)Jさかせ隊j なのですJ 大学f!:ll'ct心となったこのグ

ノレープで?ι主主や員出品史的人々とともに活動を行っているの

です

2 宇l'紛 11かでのノ1泌さF:-智・まちづくり活動u)ifWI古j

さて， r神奈川[パ総力さかせ隊jがフィーノレドとしてい

る祈療)IIIXについて概観してみまれ

獄死d玲1';''')111心土， iO市'H-tlと東海道。〉持活")11千百があっ

た王ちでも恥り ， f1iW~ でも歴史があるまちのびとつです〉

~t~í学科・二にち/うくり祈却jも績浜のなかで;均日発f乍地域に

入ります二争}!iミJlIIメ初制〉その文t誌のため， I引か 5今度

から本終的l二多くのiI組み合立ち Lげてき主した、

・ l 1ît(グノトプが1Î':例「するイ~，ントや請がtをよこ援する活動

D)JJ，止す滞般消仏、)111メ i心的 h七附イ'^'ント~在日告i肋余 i手

業 (111 生きかいキ γッチアソプe拝業)J 

・ 4下に llrntl撤される生.if~t'f:制・活動の活動成果の封仇腿

)CG 場である「友・遊まちづくりフォーラムj

， 1烹生誕学習支援センターで怪氏グノレープか主術t'J{こお11→

いのノウハウや情報を交換する場である夜生誕学習支援

センタw 利用宕コーナーのグループ漆常

・[垣氏が横浜市立大学，横浜;司法大学と述J発して企掠iiili常

する[正氏だ芋 など

これらのメニューを尉窓して， !AU(;が的発的なまちの課

題解決のために，畳液学?奇からまちづくり活動へ野菜して

いく Vステムを悌tなしていったのです。

そのri!t巣として，

子干守てグループから成長した冒険遊び場 「片倉うさぎ

ilJ公隙あそび場運告委員会jや「什婚の森て溢'11"う会J

・伝子内にあるこにコライフかながわ(神来日!リサイクノレコミ

ュニティセンター)づくりのパートザ -jツプ拡進そデノレ

事業者走語源とし，環皮， リサイクノレffi動からまちづくり活

動を克践する fりゅーすかながわワークショッブの会J，

「エコ楽会J，r神奈川区エコマネー研究会」

園六角橋ifklfJ占衝とタイアップして2主き世論日を利用した民設

民営の区討によるまちづくりセンターをお手汗9rすベーす

2004今自総明「住まいまち学習」実践報告論丈集5



ろっかくJ(写真2山 1)

・子育て中の母線たちが中心になり地域コミュニティのな

かで ITを活用したコミュニテイネットワ}ク，コミュニ

ティピジネスを呂指す rc. NI;f-く j

東海道をコンセプトにした地域まちづくりを目持旨す，

「袴奈01陪遊学せミナーj

などが多様なフィーノレドで区民の手によるまちづくり活

動が主義隣されるようになったのです。

写真2-1 すペーす z ろっかく

3 神奈川区魅力さがせ隊の活露

(1)その寵段とこれまでの結線

神奈川区魅力さかせ隊の前身は，神奈川区民大学です。

横浜市神祭0111Kでは以前から神奈川大学と開催していた，

区民大学に加えて， rまちづくりJという視点に特化した

1997年度から「神奈)1区民大学」を横浜市立大学と調

整L，横浜鴎立大学の教員や学生そして神奈川区民から構

成される?暢制限民大学期テ委員会を立ち上げました。そ

して，従前から開催した横浜市立大学市民講座肘宇奈)11区

民大学実行委員会の実施する神奈川区民大学をジョイン

トする形で神奈川区民大学講座『まちの発見~ (7回漣続

講歯を開催しました。講座の中には，産学だけではなく

役田谷区のまちづくり現場を訪ねるフィーノレドワークも

折り込んだ実践的なカりキュラムも設け，有明詩書座にもか

かわらず， 50人近しY受講生が叫参加したのです。コーデイ

ネーターは横浜市立大学から経済研究所所長の村橋克彦

教授，総長官話立大学からは工学部大原興一助教授を迎え，

-82 

神奈:)11区畏や大学生も新子委員会に加わっていましたλ

1998年からは，その講座と可桁して，その新子委員

会の有志が「神奈川区魅力さかせ隊J(以下「さかせ縁j

とする)を立ち上げたのです。(写真3-1) 

さカ￥せ縁i土，前]講Jr[のひとつのテ-"であった， rエコ

ミュージアムj についての暗院を深め，体奈')11区というフ

ィーノレドで独自の「エコミュージアム」をま殺しようとす

る試みから発足しました。メンバーは問実行委員会の受講

生を中心として，区民プラス横浜関1L大学と潟東学紘た学?

神奈川大学の大学生で区民と大学生が「エコミュージア

ムj というコンセプトで fまち」に関わり合う場となりま

し7こ。

図3-1 さかせ隊シンボルマーク

同講座は3年間開催されて一定の成果をあげた上で終息

しその後，さかせ隊はその意思を受け線ぎ，神奈:)11区の

区民まちづくり活動のシーンを作り出しました。体奈川l

区の歴史，環境，まちづくりという切り口で時吹を若者め，

区内の三ツ沢小学校の地域・総合教育の待問に子どもたち

と一緒に地域のまちについて考えたり，三ツ沢子供クラブ

(学震保育)と連携したりしながら，地域の大人と小学生

の媒体に大学主がその結節点となり，活動をすすめましt~

従前の活動のように教員より年上の大人達では，子どもた

ちといっしょに「まちJを考えるというのは，意外と長続

きしない，しっくりしないものですが，子どもの目線で接

する大学生がこの間にはいることにより子どもたちもう

ち解け，近隣lこ住む大学生の密宅にもノjφ伎が押しかける

ような場商もあったほと、です。

もちろん今自に王室る活動のなかで，卒業などに伴う，大

学生の入土曜わりは進みましたが，横浜鼠立大学の大原研

究室や関東明院大学の扇子研究室，神奈')11大学の環境を考

える学生サ}クノレ IPEACEJなどとの連携を進めその

後輩が主主憲古後を次ぐといった流れで，魅力さかせ隊とい

うグループで，学生方王手格者ヲIIIKの多彩な扇のまちづくりに

関わり続けたのて寸。そι寺町主遼も卒業後l丸地方土ヒ務員，

コンサノレタント会社やゼネコンなどまちづくりに鑓係す

る会社に進む者も多く，小学生眠た人たちだけでなく自分

たちもがまちづくりに鑓わりながら成長していくスタイ

ルを作り上げたのです。

2004年性総研rrl:まい・まち学判J実揖報告 e論文集 5



写真3-2 YOKOMITI WALKER Vol.2 

また，その成果については当初は，研領溺査警などを

咋度末に作成していました。それを一歩滋めて，より身近

に区民にその成果を還元する目的で，神奈川区の生涯学

脅・まちづくり助成制度の f区民自主企紹イベント助成事

業 (1羽生きがいキャッチアップ事掲jでユ主張も受けて，

fYOKOMlTI WALK日RJ等のりーフレソト(写真:1-2) 

を件両立したのです。日一フレットは， [正の生放学習支援セ

ンター，地区センターやコミュニティハウスで配布され，

品切れが続出するといった盛況でした

(2)さかせ隊の2003年度の活動と東海道シンポジウ

ム神奈川宿大会

小学生と大人との結節点。){古書似外にも，さかせ隊l立神

奈川区における生法学習・まちづくりグループとのネット

ワークの構築について大きな役割を来たしてきでいます。

神剣IIPZで¢生握学習・まちづくり活動が活発なことは2

て述べてきたが，グループのネットワーク及U浮習成果の

地域還元の場である友・遊まちづくりフォーラムにおいて

も中ι約な名活4を来たし，干や~)II 日サイクノレコミュニティ

センター(エコライブかながわ)運営活憲綴封書とも機構の

連総普座を共催するなどの連携をとり，従来高齢者及び主

婦が中心であったその構成に，大学生という立場で飛び込

むことにより浩性化を深めたの?れそに経験も照司司tと

の関係が多い大学生にとって，まちというフィーノレドにお

いて異年代層と協働することにより，そに幅を広げること

に役だったのです。

そのような活動が評価されたのか" 2004年 10月9，

10日に日観望されることが決まった「東法斑シンポジワム

神奈川宿大会」の実行委員会にさかせ隊の市原直樹代表

(腿東学院?改新鈎も加わることになり，この事業におい

てさかせ隊が活躍する場面が与えられたの?す。

向事業は， 1日東海道の五十三宿においてj隊晶りに毎年開

催されるもので，これまでに多くの|日宿場まちで開催され

てきています。今回，このような歴史性の視点、に加え，東

過去が出会う道j というサプテー?を掲げ， f未来の環境j

というテー?も加え，未来を担1う子ども遼や若者のm，京も

加えた，神糸)11滋;の未来のまちづくりにつながる事業とし

て実施することとなったのです。

このような後点のもと 1神奈川区エコミュ}ジアム矯

怨j の実現への好機ととらえ，さかせ隊のグループ全体と

して，実行委員会の中で中心的な役劉を担い，東海道シン

ポジワム神奈川宿大会に向けて様々なプレイベントを展

開していきました。それを次にあげましょう。

ア人I刀11で遊ぼう !P町倍

(十逆コンヒ、ニエンスストア)

2003年8丹2日(土)にまず2003年度の第一事

業としてタウントレイルを実施しました。生き物コ}スと

まちあるきコースに日比し，フィーノレドは院内の入国しそ

の沿)1[等をまちと刀法観察しながら歩き，道に落ちている

ゴミを拾ったのです。(写真3-3)そして， ]R東神奈

)1駅近くの工コライフかながわに集まり，まとめワークシ

ョップを竹いました。(写真3-4)参加者は，中学生(六

ツ)11中)，エノレダークラブ(地元の環境グノいーフワ，神鶏11

区役労青龍員とさかせ惨め約30人のメンバーでし九

写真3-3 まち歩きの婚予

海道シンポジウム神奈)1府大会期7委員会では r未来と 写真3-4 発表まとめ作業の様子
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翠自の8月313 (日)前日にまちあるきで回収したごみ

を搬入したエコライフかながわでアートワークショップ

を実施しました。当日は環境まちづくりグノいープであるり

ゅーすかながわワ]クショッブの会の協力を得て，エコラ

イフカミながわの1階に，鶴見区のりサイクルセンタ}から

のリサイクノレ品を活用したコンピニの械を設置したので

す。そして，そこに拾ってきたごみを再び陳列しました。

これは都市生活と環境を現代アートで表現するというア

ートパフォーマンスであり，コンビニに代表される自分た

ちの消費生活とまちとの関係を人々が考えるきっかけと

したのです。

イ よこはま)1[のフォーラム2003

2003年9月20羽(土)) 1[をテー?にした市民グル

ープが各流域で行った事前のプレイベントを発表する場

である詞フォーラム地統弘、会堂で開催されました。事前

と当日の準備にも大学生のメンバーを続置し，当羽の発表

(3 (2)アの結果報告)やノ《ネノレディスカッションにも

大物校生のメンノミーが壇上にあがり，参加グループの中で

は40代以上方vJφ生のなかで大学院生として参加し，新

たな視存、を入れたの?ず。

ウ親子まち探検 m 神療')11 ~，苛の暮らしと今の慕らし

2003年12月6日(土)に事liil下J1，まちあるきを実

施したあと，翌週の 12月14 r1 (日)にsf，筋しました。

コースは2つ，第1グループは，京f，{;"仲水戸駅→宰ヶ谷集

会所のコースをf刻、L跡や神奈川術のミニチュアがある伸

長寺)1地区センタ「滞島太郎の主主石がある成仏寺号事の浦島

伝説のゆかりの場所，神奈)11台場跡地を巡り，翌年度の神

奈川宿大会を意識し，神奈川宿ゆかりのISJR潟還をタウン

ウオークしました。

第2グノレープは，京魚、子安駅から→幸ヶ谷粂会所のコー

スを子安の浜通と入江)IW悶11を歩くコースで， ) 1晦と人の

暮らしをながめながら歩き，そこに住む水性生物を採取し

観祭するといったことを行いながらまちを歩いたのです。

(写真3-4)

そして幸ヶ谷集会所で集合し，民事t岡泰寛氏(横浜国立大

学工学部建設学科建築学教室建築計画研究家助

手)がまち探検のまとめをfヲいました。そのあと， i七村樽

子氏(枠制i際環境芋習リーダー，エネルギー創宅裁に

よる r150 OW用節電コンセントjづくりなど環境(省

エネ)実験ワ}クショップを行いました。(写真3-5) 

このように暦史，まち，環境というものを複合的lこ学ぶ場

として，神奈)1問音大会のプレ事業を実施したのです。

エ YOKOM I T I WALKER Vol.3の作成・発

-84ー
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さカ叶せ隊l土，年度の活動成果正集えよ主として， 昨年，

骨下手とYOKOMITI WALKERVol.l， 2 (箆史

編， AiIJII.色彩(アメニティカラー)融訟を発行してき

ました。 2003年度も Vol.3の発行を干恥奈川区:主主所のイ

ベント事業助成金を受けて， 2003年疫の活動のbえ望を

まとめたパンフレットとして製作し，活動成果を地域に還

克しようとしてし、ます。そして，ただ発行するだけではな

く， 3月11日iこは，発行にあわせた発表会をエコライブ

かながわにて実施します。

写真3-4 発表の様子

写真3 5 環境ワーヴショップ

オまとめ

これらの事業は，遊学セミナーをはじめ，間シンポジ

ウムを担う歴史系のグループだけでは，実施がなかなか

難しい部分があ埋ます。もちろんプレ事業として，神奈

川宿遊学セミナーは f未来と過去が出会う道~東海道~

遣は鷹史をつくり歴史は道をつくる Jを2004年

1 月 24 日 ~3 月 6 日までのさ長6聞の講座を 70人以上

の受講生を集め，続催しています。これ自体は区レベル

の事業としては大きなものですし，歴史系のグループは

2帥 4{f'o住総研「住まいーまち学脅j実践報告論文革5



歴史系の事業には一日の長がありますが，そO')f也の分野

l土不得手なことが多いのです。この部分をさかせ隊が担

うことで，特にまちづくり・環境学習の視点を入れなが

ら，様々なコラボレートを実現することができたと患い

ます。そのなかで大学生が活羅したことにより，そのコ

ラポレ」トが柔軟なものになったことは特筆すべきこと

です。

4 今後への想い

大学生という持期は，自尚な待聞としがらみのない地位

を所有することができる貴重なものでヤれたとえ自分が生

まれたまちに関わっていなくても，大学物といわれる大学

の周辺のまちがとても湯心地がいいことに気がついたり，

初めて海外旅行をして，外国の都市の美しさに感動したり

するかもしれないのです。まちに興味をもっきっかけはそ

れぞ才しかもしれませんが，そこで，まちづくりのイベント

やまちづくりグノいープのポスターがあれば，まちづくりに

関わる第一歩になるかもしれないの?に

そして，突は，大学生はまちづくりに重姿な役割を果た

しています。まちを構成するのはお年寄りから子どもまで

大変申節ζいの?す。大学生の参加が各世代の橋渡しになり，

「結節点j の役割を果たすの?す。大人だけのまちづくり

から，子どもt世代までを巻き込んだ漆しいまちづくり活動

が可能になります。個人のスキルアップだけではなく，多

くの住民が参加するまちづくり全体の幅の広がりにつな

がるのですρ

私(寝射す)が. 2002年にボランティアとして訪問し

た，アメ Fカ合衆国サンフランシスコ罵辺では，学生によ

るまちづくりが非常に盛んでした。 NPO閏体 rEastBay

Habi恒土自OrLま阻蹴防J(注1)では，建築学訪問トの学生が

りーダーとなって家を建ててコミュニティを形成してい

くのに中心的な役割を果たしていました。(写真4-1)

また，環境問議に淑組む学生が中心となってりサイクルセ

ンターを運営し，フローマ}ケットを隠催しているNPO

「エコロジーセンター」も存在していました。これらの事

例以外でも市民活動のなかで，学生のパワーが大きな位置

をおめでいた印象を受けます。さらに，ボランティアの高

校生，大学生が子供たちとNPOスタップとのかけわたL

を上手く行うなど，彼らの活躍が草加世間lJeやノj、学生から高

齢者にいたるまで，あらゆる層に対してひとつの精滑油と

なっていたような感もあります。このような意味ではその

波及効果l主計り知れないものがあるといえましょう。

そして，この大学生の活躍を支えるのが，アメリカのシ

ステムです。学生がこれらのボランティア活動を単伎とし

て登録できるので，授業のことを気にせず，学校です受業を

受けるのと向じようなフィーリングで，市民活動に取総む

ことができるのです。また， NPO等¢組織もこのような

学生を受け入れ，実感のなかで育成していく渋線されたプ

-85-

ログラムを有している点がまた特筆すべき点です。かくし、

う私もこの体験活動中 rJap阻 -U.S.Co血盟国語ty

Educa包onExchangeJ (注2)とし、う現地のNPO団体に

てボランティアスタップの一員として業務に携わりまし

た。こ¢団体は. NPOを中心とした人材交流・育成プロ

グラムや国境を越えた日米共同プ口ジェクトを推進する

事によって，共通の校会問題に取り組む娼人や市民団体を

つなぎ，その活動を支援しています。私は，ボランティア

コーヂィネ]ターのもと，間体のイベントじた機僑やインタ

ーネットを使って，ベイエリアNPOの務重量などの業務を

あたえられていました。このNPOでも現地の大学生がボ

ランティアを行い，学位取得に取り組んでいました。また，

将校生までが夏休みの活動左して一ヶ月のボランティア

を行っていました。向じボランティアであっても，それぞ

れ，1~;Ð:う.j!!!f.目的に合わせた業務が与えられているのです。

(写真 4- 2) Jap阻 -U.S.Com皿田M勿 Education

Exchange以外でも滞在情調査を行った数多くのNPOも

ボランティアやインターンの在轍的な活照射丁い，次代の

人材育成を重税していることを知りまし九そのι童味?は，

NPOも人材を育成していく，ひとつのまちの教育機関と

して¢役割を担っていると強く感じられるの?れそして，

このようなNPOでびっ経験をきっかけにして，これをきっ

かけに本格的にまちづくりに路わっていく学生も，さらに

は，企業等に車問践しないで. NPOなどに蔵滅ナるなどの

道iこ進む学生もいるので七学生がまちに親しみ，そのま

ちのなかで活動する つの導入手法としてアメリカのシ

ステムは学ぶべき点が多いと思うのです。

写真4-1 ボランティアの学生と種村

要するに，大学生をはじめ多くの務者に対して，まちづ

くりに関わるきっかけを数多く提供し，あらゆる世代の多

くの市民が2主体的にまちづくりに参加してL、く仕組みを

つくることが新たな待代のまちづくりにとって必要なこ

となの?仁会業に社会貢献のなかでの地域での若手務員

のボランティア活動の推進も問様な視点から期待するの

です。

2004年 f主総研f住まい凶まち学習H足掛報告・論文長5



日本でも，このようなシスァムを114司Jtuこ築きあげてい

くことが近亙 Cす。それと恥'111寺に，そのシスフムが構築で

きるような土壌を月Ji:fすることができるかがより大切な

ことと忠弘、ます。

2005苛疫にオープン予定の ff'rf郡大学東京J0'1土ボ

ランティアを大学のなかで必修としたカリキュラムを検

討しているとも聞いていますυ 的ご今的事ifllr等の報道を眺め

るとこのような動きは日本社会のなかによFf止し、てし、るよ

うな主Lがす一るのです二

写真4-2 NPOのオフィス風景

また，衿奈川燃では，私(樹ナ)のように海外に世離し

た人材を地域のノi々と校などに，ボランティアn前liとして，

i臨書するシステムづくりをしているところです。学弓をは

じめ，若者がそれぞれの得政分野の話をすることは，小学

'1 が~Jし、うちから，まちづくりをはじめとした員鈎主活動に

関心をもてるきっかけづくりとして，今後より一層の需要

が凡込める11主Ilみではないのでしょうか。大学生の参加が

各 Ilti~の綴渡しになり， f結節点Jの役割を果たし，新た

な時代のまちっくりが動き出す。設担1]1と述べた個人のスキ

ノレアップたけではなく，多くの住民が参加する全体のまち

づくり¢械のfよがりにつながっていくのてサー。

事!ぬ')Ilf":においては，市民も行政も東海道シンポジウム

衿ぷ)11前大会はlt-i.なる霊堂史や地i或振興イベントに終わら

せないように考えています。この骨量史系のイベントが主主浜

の開港 L50周年の節目に行われるということが私にと

っては非常に気になり主す。このイベントが歴史系のグノレ

ープの祭典にとどまらず，さかせ隊可の大2-{:1_:.の前:践によ

って，様々な市民グノレーブや様々な世代が関わり，このイ

ベントに積鋭的大学生速がかかわることにより新しいン

スァムのヒントカ浄杉知Ilt主から発信されることになるの

キ2 掛呉市立大学会阪融情報ネ
ットワク係長

告附!凶魁ノJさ相暗
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てサユそして，それが地並立川魅}JをノJかしたこιコミュー

ジアムを材ち'i~)llr)くに右IJiú干し，新たな時代"の環境A手習・筑

学習凶まちづく唱のスアップとなり，さらに広い地域にいj

かつての入ふきな波紋となっていくことになればと隣って

います。そして，それが，村ザ正)11や綴浜のまちづくりにお

いての「第 2の開港J(こなればと私も思いをはせながら}

さかせ隊の-1--1としてチャレンジしていきたいと思うの

です G

<Ii:> 

1) 1998 '1'.設守されたHabitat(/_一支部。 Habitatはホ」ムレス

とt1:討による伎宅澗題を解決することを目的に，ボランワイ

アを動員して低所背民的アフォータ。ブノレハウスを出品サる

lnジ乙クトを全法f子地及的紗ト C:j-:fっているEti依

2) 1995吋米関1"1<若者(百時米関iili列l政肘広報・ 1化交diU-j')

から却J成を獲得して強足。市民参却F型的引:会合作り上げるた

めに活動するNPO"NPOを中心とした人材交流1 育成/

ログラムや浪士立を越えた日米共同プロジェクトを惚主するi'

によって j託、湿の科会問題に取り組む個人や市弐陸体をつfよ

ぎ，その活動を支援している。

<参考え獄〉

1) 神佑IIIK;友・遊まちづくりフォ…ラム実 7委員会マガジン制

集部会編み Jによ集まれ遊て州〉ι場 ゅうゅうマガジン

瓦・遊まちづくりフォーラム実行委員会 2002 

2) 神創刊区魅力さかせ隊編魅力さがしのススメ '"'-1;品、てみ

ょう!t需の)11，入江JII.浜通り~ 1999 

3) 樹撒衣子著米:却のd-n:;_~詐士会 ~NPO ---鉢献を認的あ

うまちで~(レポート) 2002 

4) 誠資本報 1 52号特集〆MVJ~の協働…そのあり jjを

与える 椴尾市企匝府政策剖繍査諜 2003 

5) 科療)11県庁年隠際体験活動支J俊司業ホームページ

性盟:jjwww.prοfkana印刷 j%sir剖c/世iq些ぱ;?Ì..1:出iJ]:!s，~!/

T制捜思 Z出~埋!Bf.._:.h..t.!!!

キ i 横尾市水【flf，ij人以i開発採研時係

99 1'1'-崎市↑iAJT。職員制持制l~L 学 J 地臥住
民I体:J)I谷崎'iJilr性tIJさわせ隊J， r腕時打[印〉会
tJ，~ょがわJ 会丸また， 2問削」は利点JiW和線

開験活動支援すL業にて，米l司オークランドへ雨空さ
れ， NPOの現場4こてイン夕、ン及(J識経韮研密主f>闘
を行っアュ

20例今住総研「制':;_H、まら学剖」実践報告論正法5



子どもたちと一緒に fまちiを考えるための試み

ーこどもまち探検隊プロジェクトをとおして

t可合級生削

鈴木菜佳子判

キ戸ワード 1)子ども 2)環境教育 3)まちっくり 4)フィーノレドワ}ク 5)ワ}クショッブ

1 はじめに

こどもまち探検隊は，北区立赤羽文化センター注， (以

後，赤羽文化センター)が主催する区民向け講座とし

て，小学生およびその保護者を対象に 2002年 9月から

2003年3月に行ったものである。本稿では，講座にお

ける活動の概要とまち探検を通して得られた成巣，およ

び今後の方向について報告する。

2. 管景と活動の毘的

近年，多くの場所で子どもたちへの潔境問緩・環境

教育の講践が開催されている，赤羽文化センターも例外

ではない。そしてそこでは，当然のことながら環境潤題

を直接の fテーマj としてプログラムされている。しか

も多くの講座は，その熊題の複雑さからテーマの幅は，

自ずと限定される。そのような条件の中で環境に対する

問題意識を伝えることは大変な作業となるであろう，ま

た何らかの問題を解決したという成果や達成感がなけれ

ば，その継続は難しいと考える。特に気になることは，

大人たちの話題とするそれらの内容は，子どもたちへ自

発性や興味を与えるどころか，時として一方的な押付け

となってしまうケースも少なくないようである。

結果，子どもたちは環境賂題に対して表面的な耳理解はで

きるかも知れないが，身近なものとして「楽しくないも

のj と感じてしまっていないだろうか。言わばこれでは

継続はおろか「環境問題は，今日的話題ではあるが，日

陰者であるj と言われかねない。

そこで私たちは活動をするにあたり，あえて「環境う

んぬん・.Jといって環境問題を直接のテーマとして扱

うのではなく，まずは楽しむことから始め自分たちが暮

らす「まちj を見てみる。つまり「環境テーマ・コミュ

ニテイJC'はなく「地域コミュニティJとして子どもた

ちを fまちづくりjのなかに誘い入れてみようと考えた。

子どもたちは，立派な社会人であり，街の伎み手であ

る。きっと創造性豊かな子どもたちは，私たち大人とは

違った多くの発見から，様々なことを感じとってくれる

であろう。そして，その中にはきっと環境問題への興味

も含まれるに違いなし、。また，新しいまちへの提案もし

てくれるに違いない。こうした活動を過して，子どもた

ちが fまちj への関心を育み，一人の住民として「まち
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づくり jに積磁的に隣わっていこうとする主体性を形成

し，結果として環境問績を身近なものとして考えるため

の意識づくりになることを期待した。

3. こどもまち探検隊について

「みんな岩槻街道(いわっき・かいどう)って知って

るつJ (子ども町探検隊員募集チラシより) (図 3-1) 

子どもたちへの誘いはこのような文章で始まった。

私たちは，それまで赤羽文化センターを拠点とする区民

向け講践として様々な環境教育講獲の企爾開催を試みて

きた。 その主たるものとして「らくらく環境学習講牒

tt2 J， r自然のクラフト講殿町Jなど直銭的・間接的

なアプローチで区民が日常生活や自然観祭を過してまち

に住まう上で必要な都市環境自然環境の縞たりなく広

く環境を考えるための講姥を燦関してきた。参加者の半

数を小学生定員枠{目襟)として設け，多数の子どもた

ちに学習の機会を提供すると共に，その参加者がヲピー

ターとして再参加しやすい工夫を行ってきた。

しかし，環境学管講座を機く中で，直綾的な環境問

題をテーマとする講座ではなく，自分たちが日々暮ら

す衡をフィーノレドワークを過して様々な視点や背景で

唱え F 

-山一同一一 ト

制沖合?OJ'~ .，叫_，-".，て守 … 

"岡町ρ 毛針純 '"世 '¥j1lテ.，乙 J 
込 山刊文化"10'''"'..-'''1'""，.，珊:w" r舟て，

.州物問叫，.，..#*札制肱醐時師会札、

図3-1 こどもまち探検総長募集のチラシ
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見ることによって r環境への自発的な興味Jを引き

だそうと考えた。また，講座も単発のものではなく，

継続性のあるものを目指し，らくらく環境学習講座参

加者を基盤とする「らくらく環境学溜ネットワークJ

を立ち上げた。いわば「こどもまち探検隊j は，本ネ

ットワークの「子ども部会Jと言えるのである。

後に述べる言十6協の企爾iでは，各回 20名前後の小学

生と，地域在住の東京都環境学習リーダーや環境系ボ

ランティアが 10名近く集まった。

参加対象として赤羽駅近隣学区の小学生3年以上を対象

としたが足立区支の小学校からの越境参加もあった。

4 フィールドの背景

こどもまち探検のフィーノレドは，赤羽文化センターを

拠点として赤羽駅西口広場から南側の埼京線と交差する

約1.2kmの岩槻街道とした。(密4-1) 

拠点となる赤羽文化センターは，赤羽釈西口駅前に再

開発によって建設された複合ピノレの31替にあり，区民の

生涯学習・環境教育の拠点として親しまれている。

一方，岩槻街道は江戸時代に日本橋を起点として，巡

られた五街道に深く隠係を持つ。五街道とは，東海道，

日光街道，奥州街道，甲州街道，中山道で，それらが枝

分かれしていくつかの街道が造られた。枝分かれした街

道は「脇街道Jといい，岩槻街道もその一つで，本郷追

分から駒込を経て，麹ヶ原，飛鳥山，十条，稲十j"，赤羽

を通って岩淵の宿にヨEり，荒川iを渡し舟で渡って川口に

図4-1 まち探検対象位議院{点線開みの額所)
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入るもので，終点は岩槻(緑玉県)である。その他，結

槻街道はもう一つのよく知られた名前があり，将主事が東

照宮参詣する際に通った江戸城と日光を結ぶ道だったの

で日光御成門街道とも呼ばれている。

今回，フィーノレドの対象に選んだ夜間は，現況片側 1

車線，総幅員約 7.5m程度の道路が，都市計幽道路(都

道補助 73号線悩負 20m片{担'12車線)として拡幅工事

(工期平成 14年2月~平成 20年3月完成予定)が急

速に進められている。そのために近年中iこ道治いに残る

様々な燦史的文化議産(建造物)が住み手との震わりも

含め失われることが想像できる。そこで子どもたちとフ

ィーノレドをくまなく歩き， I主まい手からヒアワングを行

うこ左により怠識的に街の変革を記憶に留め，まちに対

する輿味の掘り起こしと主体性の形成を図るものとした。

5ョ実施プログラムの特徴

5-1.ゆるやかなテーマ設定

まち探検を行うにあたり，これまでの講殺を通して子

どもたちから寄せられたd霊感や人気が尚かったテーマを

今回，まち探検のための「指令J (言い換えればテーマ

もしくは後点)として提示した。この I指令Jは，地元

のか々からお話を{苛う上でのきっかけとなるもの・なる

であろうものを選ぴ，毎回異なるものとした。またこの

f指令JI土地元の方々との認の中で，子ども達の動きと

ともに変化してゆくものとした。

-・圃・ "健省面識{泊先布陣婦滋}

* 主念公"φ録地

.. ..な公共織強
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5-2 地場をくまなく歩く(フィールドワーク)

フィーノレドを歩くうえで， 1主主地[i<]を用意し，各グ

fレープ出発前にあらかじめノレートを怒iEしたりただし，

そのノレート設定はブィールドワ}クのなかむその場所毎

の発見物の存CEIこよりどんどん変化していき，思いも寄

らない 1ースとなることも，持聞を超過する状況も許察

するものとした。地図はあくまでも記録丹!とする。

5-3 まち鍔検の作法「まち歩き七つの約束j

まち探検を行うにあたり，路地やセミ・プライヘー

ト空間に立ち入る場合の地元の方々への配慮として，ま

ち歩きの作法を考えた。(表 5--1)なぜならば，私た

ちは無意識の間に古い家は時として汚れているもの・ボ

ロいものと感じたり，それを合葉に表現したりすること

がある c その印象は，自由なモノの見方を歪めてしまう

危険性がある。むしろ古いものが今なお残民主人が暮

らすことは，その家への愛若や思い出があるから大切に

している結累である。その主人の思いこそ税たちが知り

たいものなのである。そこで古い家放み在歩くときや路

地を通i晶する時のために，あらかじめその理由を説明す

ることにより参加者の子どもたちが気持ち良く探検でき

るように試みた。

表5-1 まち探検の作法 fまち歩き七つの約業j

~まち探検の作法 fまち歩き七つの約束J-

ゆっくりと静かに歩いて暮らしのまちを大

切に，

路地で住んでいる人に会ったらまずごあい

さつ，

ー， 路地は無用に入ら(，通り抜けなら少人数

でそっと，

隠， 路地を歩くときはおしゃべりは控えめに，

五， 写真を撮るときは一声かけて気持ち良く，

六，お守や神社に入るときはお参りの気持ち

で，まず々し

七， きれいだからといって，くれぐれも木の枝

や花は採らないでね，

5-4 住み手から隈< (ヒアリング)

まち探検でもっとも大切に考えたのが，自らの発見

や印象を磁実に記憶に留めることむあったn ほとんどの

子どもたちが自分の住んでいる地域の}j々 との交流機会

に恵まれていないことが現実止してある，または学院:岐

が商量れている子どもたちにとっては自らが発見したもの

への隠心が持ちにくいという状況が生じJやすい。 そこ

で，まち探検を進めるなか，様々な場面iで子どもたちが

興味を示すものに関して，また，まちを巡る中で出会っ

た人々から積極的にお話を開くことを心がけた。結果，
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お話を蓋接その場で欄くことにより，想像の幅が広くな

りそれまで見えてこなかったそノが自に付くようになっ

た。最初は，恥ずかしさも加わり消極的であったヒアリ

ングも回数を重ねる毎に慣れ，様々な傍幸量を得ることが

できた。

5-5 まとめ・伝える(共有化)

まち探検霊堂は，フィーノレドを歩く際に住み手の方へ

の配慮として 1グノレープ5-7名程度を限度とした。ま

た歩く道もグノレープ毎にことなるようにした。そのため

各グループの収穫してきた情報を全体のものとなるよう

に，グノレープ成果のまとめと共有を図る詩情を各留の終

了時に設けた。

6 具体的な活動

まち探検隊の活動は 5つのテーマ(指令)別まち

探検のフェーズと成果のまとめのフェーズ(llill)の計

6阪からなり(際16-1)，それぞれのテーマはまち探

検特の筏点、づくりに留め，各組の活動の中での変化を許

容するものと考えた。

時間醐酔時時開制聡.""
圃叩" 畑山

図6-1 まち燦検隊の活動プログラムと全体の流れ

6-1.第 1翻まち探検 f水を探せ!J 

赤羽文化セングーを起点に様々な f水j を探し歩い

た。袋路地で個人宅内iこ井戸を見つける，最初は所有者

も保健所からの使用しないように指導を受けていること

もあり消極的な様子(外部から百立たないようにしてあ

る)であったが，子どもたちの水への強い隠心からか時

間が経つにつれ積極的な説明をして頂ける。この倒入所

有の井戸は，昔から溺れない水君臨として日常的に利用さ

れ，また古い手押しポンプが壊れないように丁寧な扱い

をされていた(写真6-1)。後日談として，このお宅

の井戸の廃りは最初に訪れた待とは，別の場所のように

きれいに整耳草されていた。その後，この井戸は N胤の番

総で放映された。井戸の存在を第三者が認める，そこか

ら新しい剣伎が生まれてきたことが判る。その他，多く

の井戸，湧水，道路下に流れる)11の存在を知ることがで

きた。 (2002年 9月 21日)

2004年住総研「住まい・まち掌習!実践報告・論文集5



6-2 第2閉まち探検『遊びを探せ!J 

場機街道沿線の町会自治会に年配者 (70歳以上)を

訪れ，管の遊びと遊び場所を聞く。聞くほどに背の遊び

が危険(鉄道線路敷きを利用)で，周辺の自然地形を巧

み(斜面地に横穴を掘って基地)に使った豪快なもので

あったことにー河驚く。 (2002年 11月9日)

6-3 第3劉まち探検 f鹿然を探す!J 

軒下の緑(植木鉢など)，昔から残る木(お屋敷や農

家の庭先を思い起こさせる木々，輸の木など)，空き地

の土と縁，斜極地の土と緑などを巡る。かつて湾illに農

地が広がっていたことを知る。 (2002年 12月7日)

6-4守第4閏まち探検 fかっこいいE震を探す!J 

北区飛鳥山博物館・学芸員(専門 建築)を隊長に

岩機街道に残る木造建築を探し歩く。明治・大正・昭和・

平成と異なる時代の建造物とそれぞれの隠わり方など，

子どもたちにとっては不思議で興味深いものであった。

それぞれがスケッチブックに患いおもいの建物を記録し

た。明治時代に建造されたと思われる民家，蔵，長屋門

や昭和暫j織に立てられた和洋折衷の18特定郵使潟等が子

どもたちの興味を51いた。当日は寒い中でのフィーノレド

ワークとなったため，昭和3年に関屈した大衆酒場('写

真 6-2) を開放して頂き，宿主から古くから伝わる話

や!苫の生い立ちついて多くの興味深い話を聞いた。子ど

もたちにとって初めて入る大衆滋場，その震の様子に興

奮を路、しきれない。多くの住み手の方から民家にまつわ

る様々な情報を聞かせて頂いたことが，博物館の資料収

集の上で新たな発見となり，資料提供を受ける機会が生

まれたことを特記したい。 (2003年 1月 118) 

6-5 第5鐙まち探検

f-B，お獲数の主人になる!J 

台東区谷中地域出に今も現役で健夜の住宅(明治時

代の商家とお屋敷，大正時代の務家，昭和初期の共布j

住宅--長屋)に一日住まい，主人の話を跨く。それぞ

れの家の世話(暮らし，掃除，くつろぎ等)を通して

昔と今の暮らしの違いを発見する(あるそ/探L-，な

いもの探し)0 (2003年2月日日)

6-6 第6劉まち探検『まち探検地図を作る!J 

5回のまも探検のなかから子どもたちが f自分たち

が見つけてきたものをまとめたい。Jと希望を発してき

た。当初の計緬では rまち探検地図づくりワークショ

ップJは記録の範癒を超えるものは想定していなかった

が，子どもたちの足、いを現実のものとし，様々な人と共

有したいと考えた。急きょ f平成 14年度藤本倫子環境

保全活動助成基金J (財団法人日本環境協会)に助成申
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写真6-1 信人壌に井戸を毘つけ?初めての手持しボン
ブ体験をする。(第1回本を探せり

写真6-2 子ども逮に人気があった1 昭和初期隠践的大
策酒場(第4閣かっこいい家を探す!) 

写真6-3 現在も使用されていた木製のゴミ籍
(第4陸かっこいい軍を探すり

写真6…4 事〈由職人さんとの出金いがあった。
(第4周かっこいい輩を探す!) 
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:.'1!J岩槻翁透わくわく探織地図・縫議翁
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関6-2(上)岩機街道わくわく探検地図時豪語(解説織}

子どもたちがヒアリンゲで集めた情報23編。
コラム4緩を紹介挿入イラストは事加者作。

図6-3(右)岩機街道わくわく探検地図・義道
参加者がまち探検由なかから選んだ位重量情報が
写真とともに紹介されている。

図6-4(下)地磁づくりつーウショップで治されたレイアウ
ト築

. 魯織華君主塁塁~@fj)認1
舗磁

必

@ 

請を行った。 4グループがそれぞれまち探検のなかから

発見したものやヒアリングの結果を地図にまとめ(図6

-3)，名称，レイアウト，折り方などそれぞれグルー

プが地l到に込めた工夫に対しての投票を行う。駁の中に

入れたイラストは，すべて将来イラストレーターを目指

す女の子(小学校6年生)が書いてくれたものを使用した。

まち探検地図の名称、は，人気投票により「岩槻街道わく

わく探検地図j出と命名した。(図6-2， 3) (2003 

年 3月 1S)地図の印刷・発行に関しては，幸いに効成

金を頂けることができ 3 その結果を後日，正式に子ども

たちに鉱える。

「発見を伝える!J 

探検地図完成パーティー

完成記念パーティーを子どもたちと開く。(図6--4， 

写真6-5)地図は，北区立小・中学校の全校i1o お

よび北区飛鳥山博物館などへ配布を行った。 特に参加

6-7. 
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者の在籍する 6校，および岩槻街道に接する学IR校lこは

全校生徒へ配付を行う。配付のための栂匁作業は学校別

生徒数リストを参考に子どもたちが行った。また，まち

探検でお世話になった近隣の方々へは子どもたちが完成

した地阪を片手に挨拶に儒った。(写真6-6) 

翻6-4
記念パーティの招待状

中には， 500部を超える

地図をカバンに入れ自分

の学校の先生に届ける子

どももいた。大人が持つ

写真6-6
お憶言語iこえよった方々 へ由お
礼と地図的書記付

でも 500部分の重量は]議い。しかし，それらの料断はす

べて子どもたちに任せた。 (2003年4月 26日)

7 まとめと今後の展開

以上のように，本活動をとおして子どもたちが，まち

づくりや環境教育に参極できる場づくりを試みてきた。

今照のまち探検のなかで子どもたちは，自分たもの想像

力を活かし，資任感をもって最後まで作業に集中してく

れた。この成果は今後，子どもたちも一人の社会人・住

民としてまちづくりの活動に十分に参画ができる可能性

として実感した。またこの活動が北区の貴重な民俗資料

の発見に活かされたことは，子どもたちとの活動なくし

ては得ることができなかったものと考えている。

今後，本活動を継続し，さらなる子どもたちの参額の

場を作っていきたい。今回，大切にしたポイントに加え，

今後の展開への留意点を以下に述べる。

①「子どもたちでは000はできなしリと思う大人の先

入観を捨てること。そしてなによりも子どもたちを 人

の社会人として尊重すること。②文化センターなどで行

金
叫東京都北区教育委員会事務局
社会教育主事
北一区立赤羽文化センター勤務

ヲ2

われている地域の講座などとの連携を積極的iこ活用する。

③地域の大学などの学生の専門知識や技術を積械的に取

り込むο@主援する人の人材確保とスタップとして参加

できる企凶!と寸る。③参加した子どもたちが将来?例え

ば中学生や高校生になったI時iこスタップとして呼びかけ，

参加できる11:函とする{必何事も押し付けではなし共

有の時間を月いに楽 L.TYことが大前提。以 tの6点が大

きなポイントと考えた。

なお， 2004年 3丹に， 子どもまち探検践の子どもた

ちを対象として 1僕たちだって漆築家~みんな家放な

んだ!~こどもまち探検隊内抗T2J の講Jmを予定する。

謝辞子どもまち探検隊を支緩・協力を頂いた，穏付自

治会の紫さん，山口隆太郎氏(北区飛鳥山博物館)，北

阪在住の東京都環境学習リーダーの皆さん，飯野加代子

さん(ボランティア・市民活動センターきた)，各小学

校の先生の皆さん，加々見りょう氏(創造の議)，財閥

法人宮本環境協会，その他多くの皆さまに感総主主 L ，t~j .， 

く注〉

1) 北sir.赤羽文化 kンター東京最出「の f公民館j として昭

和 26年 (1951)，現在の赤務会館が建っている場所に東京

都で初め亡の公民館「赤羽公民館j 建てられた。その後，

本公民館は2度の改築を経て現寝の場所 (JR赤羽釈剖i日)

に区立事務文化センターとして平成8年3月竣工した。

2) らくらく環境学務講康 東京都・北区教育委員会共催都

民セミナー・区市町村との連携事業， 2曲1 年 11 月 ~2002

年 2月， 般区民を対象に日常生活から身近な環境問績を

見つけ出し，その解決方訟を探った。全7回議康。

3) 自然のクラフト講皮 iU"立赤羽丈化センター主催， 2開1

年~現在に至る(夏休みに 2Ll潤)，小t"i:生止対象にn然観

察やフィーノレドで得た自然素材をもと仁クフフト z 創作・

白由表現を行い，生きものの生態や環境問題を考える。

4) 台東区谷中地区多くの寺院と広大な霊闘がある江戸4冊

年以来の膝史と伝統がある寺町。都心iこ近いが緑が豊かと，

藤災・戦災で焼けなかった家，町並みも残っている。近現

代の文学者や芸術家が数多く暮らしたまちでもあり，その

足跡を求めて訪れる人も多い。

5) 岩槻街道わくわく探検地開 平成 14年藤本倫子環境保

全活動勃成基金により作成，発行部数 5帥 O部， A-2版，人

つ折り，拘箇印刷(表4色カラー，裏2色カラー)，持生紙

(書記合率100%)，大烹インキ使照，地域教材として配付。

6) 北区立小学校40校，北i荒立中学校20校

く掲載誌〉

1)安田知代たしかな目 200号，密民生活センター， 2叩3." 

制ランドスケープデザイン・アトリエ風主主宰
虫丸脊てグループ・谷中ミ拘縫営人
環塘カウンセラー(市民部門)
俊輔ランドスケープアーキテクト (RLA)

仕事は片起を f自供生態的な祖点j に，もう一方
を f住民参加哩のデザイン展開」に軸をおいた環
境計画・造磁設計 去ちづくりに関わる。
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都庫衝をフィールドとした子どもの建築圃地域学聾活動の実践

一名古長~Ifl千'穐E主党王~Li潟j苫fl'iでの活動 '11ゆIJ-

'J~公 尚早:

鈴木賢 ~*2

キ戸ワーt': ..1書館、ワ ヲショップ、干ども、学賞、提案

1 背景と回的

筆者らは、建築や都市計額の実務に燐わる噂門家らと

ともに f子ども建築研究会」ど称する自主グノレープを構

成し、小中学生を対象として建築や地域潔境を学潔する

活動を毎年行っている。活動エリアは名古E童市千穂尽で

あ00 1998年から毎年夏から秋にかけて月に 1回のベ

ースで 4~5 回程度の連続ワークショップを、昨年まで

6年間開催してきている。研究会では「まちを探検し、

主ちをデザインしてみようj をテ…"7'1こ、 [動機付け→

問題発見→課題解決]としづ学習プログラムの実践と591

来を模索してきた。

98年から 2000年までの3年間は、地域の大学キ γン

パスを主会場として、建築・都市iこ演する興味関心の喚

忍と学習を重視した内容を中心に実施してきたく引〉。

建築を切り口にしたユニークなプ口グラム在通じて、専

門家のアドバイスを受けながら建築デザインを体験的に

学ぶことができ、大きな成果を得た。しかしながら、本

来、地域との!努係性が重要なテーマであるに関わらず、

学習対象として被うに留まり、活動自体が地域に影響力

を発搬する性質のものではなかったのも事実である。地

域から独立したプログラムむあることの反省、を踏まえ、

2001年から 03年にかけては、地域の高応fj;i(名古康市

千種庶党王山商底街)をテーマ 対象の中心に据え、現

地で活動することで地域との実質的な潟わりを意識する

活動に軌道修正した。

本報告は 01~03 年に行った高j苫街での活動報告であ

る。党王山i高信衝での 3年間の活動を整獲し、そのプロ

グラムの内容や方法について検証するものである。

2 覚主山商庖僚とワーヲショップの特徴

プログラムの再構築にあたって目標としたことは、活

動の場である街活衡といかに接点を持っかということで

あった。とりかかりのブィーノレドワークにおいと、高J2i

主とコミュニケ~V ョンをとる機会を設けたり、商五百街

に対する提案の機会を設けたり、あるいは商f苫街で間保

される祭りに参加したりと様々な手法を試みることとし

た。いかに体験的な学習プログラムを構築しても、学習

の成果を臼襟とした場合には、参加者個人がいかに学ん

だかが正否を握ることになり、個人を取り巻く周辺への

93 

波紋はあまり期待できない。しかし、こうしてワークシ

ョップのフィーノレドそのものへの働きかけがあることで、

建築デザインやまちづくりの社会般を実感できる良い機

会と考えたからである。

さて、ここで名古f屋市千種区党王山商庄控?を総介する。

党支lli織j苫街は、日泰寺 (1898年にインドで発見され

た仏舎利の分骨を受Ir1904年鰻宗派の仏教寺院として

関UJ)参道、延長 500m~5Jを中心iこ広がる隣賠街である。

毎月 21 日の弘法祭呼 iこは地域外からも多くの人々を集

める。近年は手作り・独創的・アジア感覚をコンセプト

にしたまちっくりが進められて捻目されている A 市内の

他の再調防i.!iでは見られないユニークな1吉が並びつつあり、

若者も集めるようになっている。

3. 3年婦の活動内容

l年自は党支Ul樹脂衡のデザイン提案を目標にしたが、

2年院は陸軍行為と術空間の関係をより意識し、 3年目は

秋祭りで自ら出!苫を行うためのプログラムにしたο

開催日は土i護日もしくは続日とし、開催待問は、 1年

間は 13 時~17 持であったが、 2 ・ 3 年屈は 10 時~17

時とした。各年の内容に連続性をもたせるー方で、毎回

のワークショップも一定の成果物を求めたため、ゆとり

を持って進めるためには 1臼必要と考えたためである。

その分、 2年間以降はワークショップの回数自体を減ら

した。また2年目から、待問の最後に大学生スタップが

取り組んだテー?のおさらいや背長にある紙会的な仕組

み等を話す時間を設けた。担当学生の綴性と工夫により、

楽しくかっ重要な絡めの持階!となった。

さらに、 3年間の活動を紛介し、企画者自身も今一度

振り返るための活動報告の展覧会を 2003年 11月に行っ

た。商庄街に隣接する木造アノιートを商庖街の自主企轡

で改装し、アイデアショッブとした建物の中の凶畏半の

スペースであった。参加していた高校生が中心になって

会場構成を考え、設営した。場所の魅力もあり、 1週間

の会期中には本燥覧会に約 240名の来場者があった。

3-1 1年隠の内容 (2∞1年)

(1) W翁庖衝の探検・実;ß'J~ (8.Fl 25日) 高底衝を

探検し、務J5街全体あるいは各府鏑の空間的特徴を体験

2004年性総研f住まいまち学背j実践報告論文集 5



的に知ることを目的とした。グノいプ~IJに道路の板員と

荷活の軒や棟の高さを推測したり、興味を持った日鋪で

平面実澱や猶品の練列状況のスケッチ、商荷主へのヒア

リングを行った。その後、この百五庖街の特徴や商五百のh立

り立ちについてグノレー7'で整理をし、パネルにして発表

をした。 1.5の人の生の声を直接関くことで言語感街の厳し

い現状を肌で知ることが出来た。

(2) Wお庖の看板づくザ~ (9Fl 15日) 肢の人と格

談して服鱗の軒先に設置する看板作戒を行った。何より

も腐の特 3止を把搬する力、活(~依頼者)の要望を取り

込む力、デザイン位、最観性を配慮できる力などが試さ

れた。完成した 10作品はその後部底街の秋祭り (10月

27~28 日)に合わせて軒先に設置され、然りに彩りを

添えると何時に話題を呼んだ。その つである喫茶応の

看板は、今もなお軒先からつるされて、府先のアクセン

トになっている。

(3) W私がデザインしたお庖~ (10月 27日) スタッ

プの手ほどきを受けながら、}苦舗模型の申1)作を行った。

敷地は、現況の商法街を前提とするものの、{可を予定るか、

そのためにどんな応構えとするかは子どもたちの自由と

した。ケ}キ屋さんから車のショーノレームまでユニ」ク

な1/30の底織模型 33作品が完成した。商品そのもの

まで I寧に作成する子どもが多く、子どもたちにとって

楽しい時間であった。

(4) W子どもが作る商后街~ (11月 23日) 前原作っ

た応鍛模型を持ち寄り、道路の南側に商肢を配置した。

司王の往来。長行者が練外されている問題点を解決すべく、

歩行者が快適に買い物できる仕掛けを模型作成しながら

考えた。この 2凶i土、作業を商!吉街沿道のテント下(普

段は果物燥さんの駐車場)で行ったため、多くの買い物

客:の目に鮫れ、詩型j吉街の人たちとの意見交換が出来たこ

とは子どもたちにとって有意義であった。

3-2 2年自の内容 (2002年)

(1) Wまちと商j吉徳の成り立ちを知る~ (8Fl248) 党

王山部活衡に限定した 1年間に対して、 2年目は周辺地

域や隣街(本山)の商J;5街まで出かけた。党王山絢辺の

まちの段子や商五百街の雰巨匠気の違いを理解しながら、デ

ジタノレカメラで樹脂の活構えや看級、さらには衡の気に

入った風景を撮影し、党王山界隈を紹介する地図を作成

した。コンピュータによる縦集は学校でも学習経験があ

ったようで、子どもたちはスタップの助けを得ながらも

夢中になって取り組んでいた。

(2) Wお庖の看板づくり~ (10月 58) 参加者と商

た。一方、アイデアは子どもたちとー絡に練られたが、

制作自体はスタップの数が多いこともあってスタップ主

導で行われたグループが多かった。結果的に完成度の品

い看板が出来あがり、これに対してスタップ界再で賛否両

識の意見があった。

(3) Wお祭切の出庖づくり] (10 Fl 26 8) 秋祭り特

に街催したため、ワークショップ自体がお祭りに参加す

る内容とした。具体的には、子どもたちが 1凶自に織影

したヂジカメ写真をもとにアイロンプリントでTシャツ

をデザインして商品を作った。一方スタップがプラス r

ック段ボーノレでパオを作り、これを陳列合にした。織段

も子どもたちが決め、 1時間半程出活を行った。参加占

的予想に反してTシャツは3枚売れたが、最初Jの1枚が

売れた時に、子どもたちが自らつけた値段をつけ換える

様子が印象的であった。

3-3 3年患 (2003年)の内容

(1) W商品をつくろう] (8月 238) 秋祭りの出足1

で販売する街品を製作した。隣諸街周辺を探索し、写真

撮影や材料収集をして、 1シャツとうちわ、絵はがきを

制作した。街。〉風景をテー7 ・題材にしたが、制作を進

めるうちに子どもたちが自由なテ凶マで{申び申びと描き

はじめた。スタップの一音防冶ら、やや趣旨をはずれて互

作教室的になってしまったとの反省、の声もあったが、今

回は時間的に余絡があったこと、各グノレ}プでのスタッ

プ数が過去2年に比べて比較的少なく、大人の自が行き

胞かなかったことなどが理府に考えられるc

(2) Wお庖をデザインしよう~ (10月 48) まず抱一

宅と防応の成り立ちゃ構成要素の違いを紙芝厨や簡単な

スケッチ、ゲームで学留し、その後、グノレープで相談し

ながら実際に出庖を制作した。材料は発/fiJスチローノレの

版、段ボール、紙管であり、それぞれ緊構造、級11;車、

フレーム構造を意識して用意した。子どもたちにその主主

SJは伝えず、材料の特長を生かして制作するように言語し

た。結果的iこはそのような出宿ができあがった。子ども

たちが全て取り仕切り、スタップはザポ}トlこ照るグノレ

ープ、何者j軍然一体となって制作をするグノい【プ、さ色体

構成をスタッブが考える横で、子どもたちは商品を陳列

するための小物を黙々と作っているグループと、参加者

の鯨性と組み合わせにより、できあがった出活の姿だけ

でなく、その制作過程lこも途し、語、表れていた。

(3) Wいよいよおi吉の関窓~ (10月 138) 午前中悪

天侠のため午後から準詰し、秋祭りの中で2待問穏庖を

開いた。場所がお怒り会場の端でもあったこともあり、

肢からりお手/こったため、昨骨と同様な内容で看板作りを 道行く人iこなかなか振り伯作、てもらえず、子どもたちも

?子った。 H宇佐同様、看板を作りたい高居への取材と希望 呼び込みの声がなかなか出なかった。しかし、尚品が売

をふまえて制作をしたn 昨年同様、子どもたちは耕作だ れ始めると大きな声も出るようになり、陳列方法や位置

けでなく、それが実際に泊先に飾られることに喜んでい を変えながら、ひとときの商売を楽しんだ。
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5型3-1 1年目 (2001年)の内容と活動の様子
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殴3-2 2年密 (2002年)の内容と，舌動の様子
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密 3-3 3年目 (2003王手)の内容と活動の様子
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4 活動を通じての考察

H ワーヲショッブの内容

(1)瀦J苦衝との接点 i潟!hfυとし寸ィ…ノLド今1刀、

-1土め仁抗、浮か111¥が附JhfJf(!)人々と対時間jにレ)j寝Fえ

を持んうる点叶、プuグニノム俄I&J3設太的課題…ごあっ/子。

f ども造的弔える街f;t j官J!J)様J~~による f!r::%I (01 10、商

J;t;(、帰:fゐ実物 ;!(O)者{反制作 (02 "r)、秋祭りでの出底

(0;3 {j:)と、'Îf により試行錯J践した。 ìl~庖1N績型は、

1主体的な形による鑓案で商庇街の人々を驚かせたが、形

の提案に止まり現実的解決につながる影響力を持ち得な

かった。それに対し、看板作りはデザイン行為の疑似体

験ができることと、子どもの能力に見合った作業である

こと、ユニークな看板が完成したことで前者の満足度が

高かった。また、秋祭りへの参加は、デザインした五百で

作った商品を売るという読書行為まで踏み込んでおり、ま

さに荷底街の一員としての提i{(な参加体験であったo ま

ちづくりを形態デザインの領域だけに閉じ込めない実質

的な体験活動止評価したい。

(2)提案から参加へ 者抜作りでは、依車護者からの要

皇室を取り入れながらも、日らのサーベイで得た情報と sN

られた材料を条件に制作をしており、特に他者との意思

疎通会話識させたプログラムであった。建築やまちっく

り仁対するユーザーの立場での参加ではなく、デザイナ

ーすなわち総業者としての立場を体験できたことは貴重

である。合わせて秋祭。に出席することで、務行為が践

のiL地や溜品のディスプレイとは切っても切れない関係

にあることを学んだ。いずれもそ/やスペースの物環的

スベックの決定に止まることなく、結果的に幅広く商鹿

街の機能を把握できたはずである。

(3)建築を過して社会を知る学習へ こうした構成街

での経験は、Rs築を返して社会を知る学習に他ならない

と考えつれる 骨桜やディスプレイといった即物的環境ー

には、商行為の本質が具体的形として反換されており、

建議の専門性を通じでしか学び得ないコニークな学溜7'

ログラムとなっている。提案・争力自という社会性を取り

込んだプログラムは、建築の縦波では得意とするところ

むあり、多くの小中学校で展開 3れている総合学習にお

けろ地域学習とも異なる。指lliftiを注築的視点、から見つ

め試し， 11;舗との対話を過して>(際に提案まぜ行うとい

う試みは，現実性，具体性そして臨場感にあふれ，社会

を知る優れた手法である。

4-2 ワーヲショップの運営

(1 )スヲッフと参加者の関係 全国で展開されている

"名古屋市立大学笈骨工学部助教授

山川婚のf出動会校内返 J てJメる L、特定の専門家が知識

のない fども7 りにfI燦を定めごJt7持する允いう基本ス

タfノレがは'芝けら/v:， Lん，l二二で11、開i"FRI土rnu
合ぶして1会ろかん Pi剥IJ~イ長 I'!' しするどいうスタイルをと

J ぐいる。毎内線子以 lの数(/)スタソノ(大学メi♂I1会

人)がさ会力11しとお灯、会(/))lli'討をサボ トしなμらも事

)J1l.~と I ， rJラト仁川手VJを草、しんごいる…戸ltJ関係の無い純粋

なボランプイアの焦{j-!こより人と人どの"')ながりのiJU，
も自の当たりに寸匂ることができる。

(2)多様な世代の参加による活動の広がり 小学校筒

学年を念頭に募集を行っているが、実際にはその弟や妹

が向行したり、毎年くり返し参加する中学生、 i詰校生も

おり、多彩な農民ぶれである。こうした環境は、学年で輪

切りになった学校での学習集団とは異なり、活動の進行

に従って自然に役J糾分担がなされ鎖性的なグノレープが形

成される。また、社会人との間にた'f:1二が入ることで、

子どもたちとの1'1滑なコミュニケーンヨンカヮ&{してい

る。 r物知りの大人」立す r"熟な t(_/'LJ :いうブ t

マノレな関係に止ま:らなし、活動の広がりが見られ/ム

(3)毎回の独立性と継続性 ワ」クショップは 1fl裂

しむことのできる一過性のイベントとして消化されが九

であるが、無}!~のない範簡でー主主の系統性と継続性を持

たせている。ただし殺子の参加者は毎回若干→の出人りが

あるため、特定の日に参加するだけでも楽しめるよう 1

m毎の完結性も考癒している。一方、体験般のみに頼る

と参加者にとってはその内若手や成果が寸分消化されない

こともある。そのために、毎回大学生によるまとめの時

間を設けた。紙芝居や即興のスケッチによるもの等、そ

の告の活動の;意義を振り返る意味で大変重要である。

(4)地域との関係 この活動の実現に際しては、ユニ

」クな主ちづくりを進めている覚王山商活苦?の魅力に負

うところが大きいが、回数を透ねるにつれ、地点の主主〉

づくり級織である「城山・党 E山魅力アップ事業主主fJ委

員会jや「党 EIU街f吉街船{?-Jでも話題を呼んだ。また、

千穣区役p片の地域桜興課がリ…ドす一る地双{阪興事業の

E棄と Lて殺を河内援助も得レ}れど)な lj、この地域のユエー

クな活動ど L~ C認知され♂，ある。

く注>

j)このうち閥、99年の活動につい亡は参考文献 1-C報告した。

く参考文献〉

1)鈴木 小松他親子の地域学習プログラム的開発に関する

報告、員j毘法人住宅総合研究財団 f住まい固まち学習J論文

集， pp.3今、44，2000，3 

"名古屋大学大学院環境学研究科助教1綬

幅広い意味で f学習Jの重要性を感じてお
り、世代間的交流や実際の建築デザインや
まち..-")くりでの展開を考えていきたい。
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『農』と嘗える日本/水平な社会を陸指したはじめの一歩

一千葉県市!京市小事畑における祭き民家利活形の実践と展望

塚煤愛子

Bl顕祐子

は!日1 清

キーワード 1)全身体的感覚 2 )机什ティt. r 0ハ"1，・ 1タンゲド 3)助け合いの循環 4)原風景 5)全体性

1 "はじめに

全身体的感覚。これは私たちが生きていくうえで不可

欠なはずのものだ。しかし、現代社会においてどこまで

それは必要とされているのだろうか。

いまやほとんどの情報は瞬持に地球とを飛び交う。い

ながらにして世界中の出来事を知ることはさほど箇難な

ことではなくなった。戦争さえも、まるで映醤を綴るよ

うな感覚で報道される。

安全部での技術i持とにより、 1311拘束にはさまざまな装

僚が施されてきた。追突事政防止や車緒入れまで、人の

不確かな能力をあてにしなくて良い。

子どもの遊びから、 一i畳間を表す婆棄が消えていこう

としている。火を使う(火)。水と遊ぶ(水)。木iこ主主る

(木)。道呉を使う(金)。ニヒをいじる(土)。そしておお

様の下で盟、い切って遊ぶ([1)。協を体験する(月)。

このような現象は当たり前のように現代社会のあらゆ

るところに見受けられる。こうして、人の身体感覚は徐々

に削ぎとられていく。

決して通り一遍に、そして悲観的に述べているわけで

はないが、これらは進歩と呼ばれるものによって出現し

た私たちの暮らしの一部ぜある。

度を泣した当'TI主性の追及は必袈以上の競争社会をつく

る。そこに求められるのは、設定した成果を目指すき主底

的な構造や仕組みである。その仕総みを構成するさまざ

まなもののお立いの関係性は、高度な集積と反比例する

かのように極めて希薄な様相を呈している。

一方、 ;¥0-]ドや1日一行7といった生き方に賛同を示す

人々も、少しずつだが増えてきている。生産性や効率性

以外にも多様な価値基準があるのだということに気がつ

いた人たちである。その価値観は一過性のはやりもので

はなく、村タHィ]'・ r口ハ宇品・リンゲ ド(もうひとつの世

界標準)といえるかもしれない。

そこには序列とは違って、それぞれの属性や個性の違

いなどを認め合える水平な関係性が求められている。こ

のような社会に向かうために、わが留の原風景であり総

合科学体系であり、かつノ主平な関係性でつくり上げられ

てきた『農』を再評俗し、その7ィールドを活用していくこ

とでまちづくりの可能性を見出していこうとする想いを

-99 

この取り総みの恨寂に援いた。

2 実践!こいたる背景

-個人の「夢J を社会の「夢Jへ

千葉県干11!l京市[小主主熔、全戸数 60戸ほどのLU'tlにその

家はある。

平家の落人部落という言い伝えがあるほどLlJ深く、か

つてはそれでも農業、林業、養鶏等で人々は自然と折り

合いをつけながら暮らしを立てていた。しかし、全閣ど

こでもみられるように都市化の放はこの静かな塁にもお

しょせ、ゴルフ湯の欄発で 4つのトンネルは溺され道路

は街道へとまっすぐ伸びた。

そのことにより、一家の跡取りさえ周辺のarまちへ移

り住むようになり、山々にこだました子どもの声は消え

過疎高齢化の遂を辿ったことも今、全隠tnな現象である。

主のいなくなった家が族4軒ある。いずれもかつて

は村を支え、離れ住みながらもこの地を愛し家を守って

きた。この一軒が対象の古民家であり、筆者の一人が生

まれ、複父母、母と代々守られてきた。しかし世代が進

むにつれ伝示される記憶や怨いは薄れ、家屋敷の維持管

壊は罰難になっていく。

そういった状況はこの間のいたるところに見られ、文

化財指定には笠らなくとも議議な資源である吉氏家の取

り壊しを余儀なくさせているのだ。

このような地域で「家Jを壊すことは人々の「記憶J

を壊し「繋がりJをも断ち切ってしまうことを;意味する。
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それだけにとどまらず、この風景の中にある f生きる1JJ

やそこに暮らす人々の「地域への自信と愛1青」のように

もっとも失つてはならないものさえ消し去ってしまうの

だ。

「子どもの声のこだまする盟J。こうなったらいいなと

いう偶人の夢を社会の夢として実現させようとした一連

の取り組みは、地域、世代を超えた人々の繋がりに支え

られた。

.7'クさん大作戦・・・トマンを探せ!

r7' 7もおだてりや木iこ登る。」そのような協力者がほ

しかった。

生家とはいえ、よそ者が勝手な思い上がりで地域をか

き回すことはあってはならない。事業実施が本線でなく、

会幽する在liJも受け入れる側も「輝いている自分j の発見

があることが大切である。そのためには「当事者j とし

ての参加を促し、十分なコミュニケーンヨJが取れるようにず Eゲ

弘することが求められる。

そこでまず、市原市農業振興課を訪ねた。当時際水省

が始めようとしていた『地域巡携システム繋備事業』のなか

の「地域ぐるみでのワサショッ7固 7;~動を実施し、都市住民を

受け入れるための地域迷探システムを構築」する河能性を探

るためであった。ここには地元の比教管長の紹介を伴っ

て訪れた。が、行政事!IJとしての主日比は農業司直ぷ1長 1.げ

ることであり、 予算を伴う新規事業は殺しい、との反応

だった。/じ数告'í~ も保守的な地域性を強調した。しかし

これは予想されていたことだったので、 JHI時iこ市の子ど

も、青少年関係の課や市内の子ども、環境系の NPOEll 

体ともコンタクトをとった。

地域状況の I)~寸と共に、想いを共有し動きを生み出す

キむを見つけるためであった。これにより、

市原市は県内巾虐待数が多い

市街地部と差是山村在日の親の意識の格差

不登校、引きこもり等の実態把握は不十分

農村部の子どもでも都会の子と変わらず自然体験が

少ない

等、地域特性や子ども環境の普遍的課題も見え、子ども

にとってさまざまな体験が不足していることがあらため

で明らかになった。

それと共に次第に協力者、賛同者の顔が見えてきた。

まず、一人自のキマンは市原市医郁会事務局長である。彼

女が市子連、環境団体、市議会等つないでくれたことは

大きい。市原のように東京近郊でありながら保守的な雰

囲気の強い地域では、ともすれば「東京者」は排除の対

象となるからである。産自の見える関係をつくりながら、

課題を共有する過絞が信頼感を生み出していった。

二人目のキマノは第 21ill体験学智直前になって見つかっ

た。石川のおじいちゃん、政め「竹のGi:亙J.昔の遊び体
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験で竹の水鉄砲を作れる人を探していたところ、なんと

参加者ーのおじいさんにその人はいた。しかし孫娘である

小 3、小5の彼女逮は、自分のおじいさんがそんなこと

のできる人とは全く知らなかった。「なぜつくってあげ

なかったのですか ?J筏涯に開いてみたところ答えはfつ

くって、と言われなかったからん

機能も見栄えも立派な玩具で滋れている時代に「こん

な物j として寂しく壊もれかけていた技の数々。子ども

だけでなく青年、大人浅からも賛嘆の声を浴びた8:匠は

完全に F木に登って』くれた。「今度は餅つきをしよう、

ドラムtfi脳，おもmしてくるよ」と。

このような、 W7'タさん』を自のさきたりにしてJ7ッ7、FPY 

年1)ゲ、そしてもう 人の地域対。タである上JIJのおば

あちゃんも『木に登りJ始めた。「自らが反体となれる場j

の確保と言えようか。7'タさん大作戦はひとまず成功。こ

のような輝く]'タさんの出現には、自らの内に摘む力を野手

び覚ます『差是』のある嵐最が大きく貢献したと12、われる。

3 企惑の概要

さてこの民家は住宅用として戦i時中に建築がはじまっ

た。物資不足などがあって一部未完のままになっており、

一時期住宅として使われたこともあるが近年は空き家に

なっている。しかし持ち主の努力により、手入れがいさ

届いているので、設備面での改主主は必要だがその他の檎

i量約・機能的問では十分に健全性が保たれている。

写真 1-1 渓家の全景

民家の持ち主は、設備fが]な尚や、本人が高齢であるこ

となどの寝泊により、ここで生活する意向はないが、解

体や売却をするにはしのびないと考えていた。かといっ

て維持をしていくための経済的負担も重く感じ始めてい

たのだった。そこで、①持ち主は綴済的負般をしない、

②できるだけ現状を維持する、③迷惑行為などの利用は

しないなどの条件が満たせられれば誰かに無償で利用提

供をしてもいいと考えていた。

この話を持ち主の家族から聞いた築吉野たちは、数回の

現地視察をした上で、この民家および周辺の環境を利丹i

した体験学習施設として生かしていく提案をした。その
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大まかなず oj'ぅムは次のようである。

第一段階として、災家および照腐との関係を、将来的

にどのようにしていったらよいかを考える。そしてその

ためにどのような改善が必要かなどの部組を立てる。

第二段階としては、改議・修復作業そのもの。

第三段階としては体験学習の実践とともに、自立した

i聾営ができるように地域との関係性を、人間函だけでな

く経済紹でもっくり上げていく。

幸いにもこの提案は民家の持ち主から受け入れられた。

そしてこのようなず口グラムを実現していくためのfはじめ

の 歩j としておこなったのがここで報告する事例であ

る。

それは子どもたちの塁山体験である。この日約はその

体験の実践だけでなく、それを通して今後の計画に修正

を加え、またさまざまな人間関係構築の可能性を探って

いくことも要素として考えていた。したがって県内外の

NPOゲ時一ずや大学生をはじめとした体験学習指導経験

者、地方および中央の行政、そしてさまざまな出体など

へ協力を働きかけた。その結果、千葉環境再生財閥によ

る活動助成を受け、2003年に実践に取り組んだのである。

4 取り組みの経過

実践の舞台となった民家は、集落の慣わしてよお互いに

屋号でU1'-び合っていたので、それにちなんでこの家の盛

時である「やまとやj と呼ぶことにした。

①プロジェクト実践

第 1r;iJ/7月 211:1 小草畑ってどんなとこっ

まず第 1r話iヨはこどもたちがお互い顔を合わせるのが

初めて、やまとやも初めてということで、参加者向土が

打ち解けることと、小事熔の様子を探り、活動範囲とな

る7イ)トドを矢口ることをねらいとした。入り口には市原市

のi世凶を用意し、子どもたちが自分の住む場所にン片を貼

れるようにした。小草剤lBと自宅との距離を視覚として捉

えるためである。同じ市原市内に、市街地ばかりではな

く、農村部もあるということを知ることができればよい

と考えた。

-家の中探検

7イ7JHクが終わるとまず、やまとやの様子を探ること

から始まった。践に分かれて土問や屋根議を見て凶り、

法のまま残された農作業兵や!日式の懐中電灯など次々と

現代や市街地との違いを発見し、絵lご描いたりお互い報

告しあった。 i年生から 5年生まで興味はそれぞれで、

押入れにもぐったり7'Jγ プクやトカゲ、ハP ッヲを捕まえるなど

思い思いに遊びながら家の中を探検した。

-!]、主主畑E車検

午後には fいいとこ、ふしぎなとこ、いやなとこ探し」

と題して、グル tごとにやまとや閥辺を探検に行った。

家の中だけ εなく、局辺地域に7ィ片ドを広げることで、

やまとやが風景の中の一部であることを感じることをね

らいとした。道とJlIだけ書いた白地図を月j窓し、発見し

たことを忘れないよう書き込んでいった。ふくろうが捕

食した後のカブトムシを見つけたり、様物を使った遊び

も教わり、自然との関わりも深められた。

-みんなの発見おしえて!

個人の発見を共有するために、まずグ比一7'で地図を作

った。模造紙の地区司に自分たちの発見を書き込み、ゲル

プ内のメンハ.にそれぞれの気づきゃ考えを伝えた。そして

次にゲル T ごとに全体の前で発表し、 ~IJ のゲ井…t ;')lfTっ

た場所の様子を共有した。

-今度はみんなで何をするつ

家と周辺の様子がわかったところで、次闘の「昔の生

i百体験jで、みんなが何をしたいか、全体で考えを出し

合った。用意されたい。ノトを体験するのごはなく、自分

たち自身が主体となることを経験させるためである。こ

ま、けんだま、お手玉など昔の遊びをすることになった。

第 2[墜/8月 21~22 日 むかしのくらしを体験しよう

第2回目は、山村の農家に宿泊し、背の生活を体験す

ることで、より地域の暮らしを実感することをねらいと

した。 1国際を体験した子どもの縦続参加に、初めての

参加者が数人加わった。

-むかしのくらし l日目

近くに住む石川のおじいさんと上)1[のおばあさんを迎

え、竹細工、お手玉づくり、かまどづくりの 3つに分か

れてそれぞれ「お仕事」をした。竹細工はおじいさん指

導のもとに箸づくりと全員の分の水鉄飽づくり、お手玉

はおばあさんに教わって共同遊具のお手玉をつくる。か

まどづくりはカ'Aのないやまとやで調理をするために庭
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にレンYを積んで火起こしをした。早く終わったところは

耳IJの佼事を手伝ってもよいことにした。ほかの参加者の

ために分担した仕事をこなすこと、お互い助け合うこと、

地域の方と交流の入り引をつくることをねらいとした。

竹総工班ではおじいさんが竹馬ゃしゃもじもっくり、

その技術に子どもたちは感心していた。竹を切る作業や

火起こし、裁縫という手仕事に、みな熱中した。

夜には、近くのお守まできもだめし。街灯がほとんど

ないため、懐中電灯がないと真っ暗になる。潤を体験す

るとともに、小草畑地域に多い鳥海家の墓やー務所に何

代にも渡る石があるお墓を717:に取り入れて回り、小箪

熔地域への理解を深めたo

-むかしのくらし 2a日

午前には集落の神聖な場所である浅間山頂上の神社ま

でハイキけに行くことから始まった。オリエ/子 1)ンゲ方式でクイ

1を取り入れ、 I@J自の探検の延長として、!習辺の自然

や歴史への気づきを促すことをねらいとした。

事量

存叩 そ川ぷ

写真←2第2回目お手玉づくり F
午後には、 1B Elに作った水鉄砲やお手玉で背遊び。

「昔遊びといっても、道具が違うだけで今の遊びと変わ

らないね」という予どもの言葉。

帰る前には、全員で大掃除をし、生活面でのけじめを

つけた。最後には、「私のみつけた小草娼」として、 2日

間過ごして、ここがいいと思ったところを、会員で総に

なって報告した。お手玉を自分でつくったり、食事の支

度のために、包γを使う、薪をi切る、かまどで火を起こ

すなど、初めて全身体的感覚を使って生活し、さらにそ

の感覚が向上していったこと、そして新たな人間関係が

築かれたことが報告された。

第3回/10月 19日 秋だ!祭りだ!餅っきだ!

第3回目は、小草畑賂辺の秋の収穫祭に合わせて餅っ

きとお祭りのごちそうづくりを部催し、収穫祭がどうい

う意味を持っていたか、今のお祭りとどう逢うのかを学

習し、地域行事と『農』と羽常の暮らしとをつなぐこと

をオユらいとした。

102 

-餅っき・ごちそうづくり

やまとやに保策されていたうすと杵を用い、餅つきを

する班と、もちを丸める斑と、ごちそうづくりの斑とで

自テンヨンを組んだ。ごちそうは、こんにゃくやにんじんの

煮物である。 f今でこそ日常的に食べるが、~のたくさん

入った煮物がごちそうだったj という話をしながら、第

2@Jにお手玉を教えてくれた上)11のおばあさんが手ほど

きしてくれた。

-ご近所へおすそわけ

お縫ごはんの後は、ご近所にもみんなでついたおもち

をおすそ分けに持っていき、お祭りについてインタピュをし

て凶った。今後の活動継続に向け当事者の子どもも交え

て近所への挨拶凶りをするとともに、住民に会って臨機

話をすることで入との関わりを広げ、この場所が生活の

一部であること、地域の中での人と人の関係性を子ども

たちが感じることがねらいである。まずは上J11のおばあ

さんにかつてのふ事矧のお祭りの様子を織さ、だいぶ今

と逢う様子に驚きながら、 2班に分かれてfンタピスするこ

とを考えた。低学年も発言できるよう、一人ひとつ紫間

を考え、 3事F凶ることにした。寝たきりでも対応してく

れた家、農作業をしていた家など、第 2@Jまでとは逢う

小草畑の泌を丸た。

-小草畑のお祭りって?

やまとやに戻り、インタピュの結巣をまずゲ"-7'内で報告

しあった。お互いの体験を全体で共有するために、ゲ比一

7'ごとに様造紙へイノタピュ報告を書き込み、発表した。今

回はまEっ白な模造紙を渡したのだが、第一凶目にはおri

い話も出来なかった子どもたちが、 i年生から 6年生ま

で意えを言い合い、もめながらも自分たちの体験を表現

へとつないだ。一方のゲルアは小草畑の地図を描き 訪

れた家の位援や「督と今のお祭りの違しりとしてイノタt" 

ーから読み取った違いをまとめるというすばらしい発表

をした。
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5 取り緩みから見えたもの

ヨ〉青少年の育成と社会参加lのきっかけとして

子どもたちがこうした活動をおこなうためには、大人

のす品。 トが欠かせない。このず口γヱクトでは、当日子どもた

ちをまとめる役割に毎羽 4~6 人、 7ィー 1，ドである小草創に

興味を持った大学生など 20代の青年がトゲーをつとめた。

運営スタッフのネットワークによって、東京都や埼玉県から集まっ

た百l々だ。

事前にがj工ンテンヨノの機会は設けられず、リーゲ たちは本

番前日からか、当日のみの参加となった。みな初対面な

ので、前日からの参加の場合は鰯単な7ィ1，ド案内の後、

まず家と!帯辺の婦除をした。初めて来た人は、 wを背景

にいただく土壁や土問のある家におどろく。事前準備と

して必嬰な婦除を混じて、個別に7ィールト'を観察し、お互

いの感想や発見を話すことで緊張をほぐすことをねらい

とした。始めは緊張気味だったが、すげ笠やみのを発見

しでかぶったり、竹で作った道具で柿を取りながらかダ

同士の交流を深めていった。夜には、本番のずログ払の

読み合わせをおこない、当 Bのみ参加するリーダーのすず i 

ができるよう総かい役部分担をした。

本脅さ当日、 1)-1'は、運営 1タッ7とは~Ijに、直按班ごとに

担当の子どもたちをまとめることになる。活動の終には、

子ども 6~1 人に、りゲー 2~3 人で一斑をつくった。第 1

回目は子ども 4人に1)-)"-1人で斑をつくったがうまく

いかない部分があり、子どもの人数を増やしリゲも複数

にしたところ、リゲ!司士がお主主い棺談や協力でき、より

良い指導ができるようになった。

毎回テー?は異なるが、常に1)ーゲーカミ果たす役割は、子ど

もたちと 絡に行動し、一緒に考え、興味を引き出す助

けをすること。安全を見守りながら、遊び純手となるこ

と。遊びながらも全体の流れを見て、子どもたちを動か

すことなどである。

こうした役割の真の目的は、リゲとして参加した脊年

たち自身が、準備段階から小草娼の風景と生活を楽しみ

ながら子どもたちと共に学ぶことにある。東京から高速

が1で 1r時間ほどの距離の、土壁でできた井戸のある家。

自の前で作り上げられる竹馬。 10代から 10代まで縞広

い年代との交流。小さなこどもたちに寄り添うこと。地

胤域の人々との会話。こうした体験は、子どもたちだけ

でなく、現代の青少年全般にとって貴重なものになりつ

コある。

リゲたちは、こどもたちを辛抱強く見守ることを学ぶ

と同時に、子どもたちと同様、残された農作業呉やfラス

板に写された写真を克降、に見て、歴史を飢で感じたと言

い、近所を訪ねあいさつし、:l1H行事に興味を持ち、小草

剤部地域のお祭りの様子やかつての農村の暮らしを照いて

今との違いに驚いた。子どもたちの体験学習のす*0_トをし

ながら地域の康史と現在の主主や人々の生活との関係を体

験学習することで、青年たち自身も自らの身体的感覚を

養い、わが国の原風景である農山村の倒値の持確認 各

惟代間の価般を再評価し、人々との関わりを構築してい

く術を身につけていったに違いないD 青少年の杖会参加

の機会を広げ、体験学皆のすホ。タとして青少年が拳加す

ることにより、次性t代をf!!う人材の育成とともに、各世

代間の価値の再評iiJliが行なわれ、社会参加への意欲や助

け合いの徳撲が期待できる。

ポうンティ7や社会活動に参加したいという気持ちはあっ

ても、いさ実行に移すためのーさ訟が出せないという人は

多い。情報は滋れているものの、見ず先日らずの人々の中

へ飛び込むことへの跨路、深い関わ0を避けようとする

傾向が邪魔をするようだ。しかし、直接声をかけると、

都合がつけば参加したいという人は多い。特に、学生は

ある程度待問に融通が利き、社会とのつながりを必要と

する年代だ。今自も、自殺の都合で参加できなかったが、

次原も誘ってほしいという人がいること、そして7ィー品ド

の千葉県外からでも参加しているということにその意欲

が現れている。青少年の育成と社会参加のきっかけとし

てこうした青年たちの参加がlJ，-Z'におこなえるよう、よ

りよく青少年が関わる手法を確立すること、学生関ネットワ

ークをつくっていくことが、今後のず口ゲ払の継続のための、

ひとつの課題ではないだろうか。

6 場のもたらすカ

この災践を企爾、実行した筆者たちが心がけたことは

①多様性を持った人々が場を共にできること

②主体性を持ち、当事者としての参加を促す

③プログラムは緩やかに 修正河能な際問の用意

@感じ、動き、作り上げていく関係性の縫認

⑤遊び合いを楽しむ

⑤自己脅定感から共感力へ

であった。

そのためさまざまな分野にネットワークを広げ、特に青少年の

参加に力を注いだ事は前述のとおりである。たった一人

の参加となった中学生については、7'チリーゲ←と位置づけ

たことより穣械的で深い観察と隣わりを促した。また、

それを見ていた 6年生からは「次は自分逮がずチリーゲー

だ!Jの声が聞かれた。

体験学習i日ゲ 71.も当初は動きを計算したものをイメン.

していたが、何度か環地ミテインク.を重ねるうちにそれは不

安な考えと思えてきた。昭和 40fj代で時の止まったよ

うなこの家や風景にも、まだまだ不思議な「なぞiがあ

る。それを子ども達と一緒に考え、面白がり、不思議が

ったりすればよいではないか。同じ白線に'{j_.ち、人が

議長体的に告書われる「遊び合いJを大切にしてこそ自分

も他人も認め合える関係性が築けるのだ。

古より人々は、自然の声を聴き、内なる自己の感覚を

-103- 2004年住総研f住まいまち学習j実践報告論文集 5



今よりもっと信じて生きてきたのであろう。それらの前

に素直に身をゆだねることで、私達が近代化のなかで持IJ

ぎ落とさざるを得なかったものを、再構築出来るのでは

ないかと「場のもたらす力j を信じ、塁手jきながら確認し

たのである。

7. W農』と苦言える呂本

おそらくわが隠から、食糧生産行為としての農業が消

えることはあるまい。そこには株式会社などの新たな生

産機構が台頭し、また農作業も単なる労働へと観音換え

られていくのだろう。しかしわが国に営々と続けられた

それは、冒頭にも述べたように、わが国の原風崇であり

総合科学体系である。自然との接し方や命の大切さなど

が、尊厳を持った綴値観や生き方として浅続して継承さ

れてきた。それが生鴻スタイルや農村嵐長をかたちづく

ってきたのである。

ここで言う「農j は農業だけを指すのではない。その

土地に根ざしたさまざまな関係の上に成り立っている全

体性なのである。そしてそれは定鼠化しにくい全身体的

感覚を基盤にした多様な錨鐙体系で構成されているのだ。

ここにある全体性は、所有区分された不動渡価値や、生

産高といった物量や通貨による評織では百十り知れないほ

どの豊かさを内包している。

現代社会においてあらゆる世代に共通しているのが、

自己の7イデ Jティティを見出しにくいという状況である。それ

は私たちの著書らしが身体感覚を必要としない万件に変質

してきたことと無縁ではない。一見便利にも思える高機

能の装置や仕組みは、見方を変えれば、人間が本来持っ

ていた能力を了ウトリーシンク守するものではないだろうか。

こうして人間から身体感覚が薄れれば、自らの7クティピ

ティが精神および肉体の河i宣iで昔話御困難に陥ることが容易

に怒像できる。近未来を撒いた小説や映闘のいくつかの

場面が現実になりかねない兆しが見え隠れする。そのよ

うな日を迎えないためにも、人間にいち早く身体感覚を

取り戻す必婆があるのだ。

そのためにわが霞から『農』を消してはいけない。そ

こには全身体的感覚をもって対応しなければならない全

体性があり、それがあれば厳しくも受け止めてくれる原

風景があるからだ。そしてその「原厨t景j とは、仮にそ

の地を離れていても、闘難に直菌iし抜け出す術を見失い

塚原霊'J-

筑波止学大学院生命事1

境科学研究科

cmn然体験活動'1ゲ

，.，然体験を小心に地域

を斗かした教青活動に

取り組んでいる。

かけ、自己を否定がJI二見るところまで追い詰められた人

間に、かつて輝いていたまたはたくさんのl可能性を持っ

ていたはずの自己を振り巡らせてくれる。また、そのこ

ろにあった他者や地域とのさまざまな関係性jEい起こし、

再び凶難に立ち向かおうとする気持ちを呼び覚ます力を

生み出すものなのである。

i!京風景j は ω値の人間にとっても、地域性があるか

らこそ成り立つ社会にとっても、欠かすことのできない

大切な命の議盤なのだ。それをあらためて取り渓そうと

していくのが rw農』と言える日本」なのである。

8. さいごに

この報告は成功物諮ではない。ここにこぎつけるだけ

でも、経済面や対ン.rlv. Aタッ7構成のほか、この民家に関

わるさまざまな人間関係を調整していかなければならな

かった。すでに里山に象徴されるわが醤の朕風景も、俄

人の所有する財j衰の集合体と変わりつつある。その凶難

lこ直面するたびに誰のために、なんのためにこのような

ことをするのか、それぞれの立場から自問してきた。し

かし取り総んだすべての関係者の燃に、災際のそれはー

人一人迷っていても、「農jがっくりあげた原風景をとも

に絞り戻そうとする共通の無言の言葉があったからこそ

沼擦を同じくすることができたのだ。その意味ではここ

でおこなったことは、子どもたちに伝えたいと考えた企

幽実践者自身のためであったのかもしれない。

この一連の取り組みには「号芝山塾やまとやj という名

称を使っている。そして 2004年春に、再びE担l山裂が関か

れる。

<参考文献>

・進士五十八:r農Jの持代~スロー名まちづくりで都市と

ふるさとを再生する

学芸出版社

・復尽陶美子対話による建築・まち育て/rまちの記

憶j を形にすること

pl06~124、学:2出版社

.岩谷良恵.f左藤和夫'雑談の政治哲学的意味について

千葉大学教育学部研究紀聖書代 49巻11/人文・社会学紛

別刷(平成 13年 2月 28日発行)

[口頭祐子

小金井市公民館運営審議会査員

小金井にプレイハ クを作る会代表

われら TDンエクト in tJ<~-'t畑代表

社会教育に f遊び」をと楽しんで

ます。

!lIfBれす

建築家

子どもの f学び fi控

び討場所 l そ融什

したまちづくり拍動

にll)えり斜lんでいる。

-104 2004年住総研f住ま ν、まち学習:実践報告論文集 5



子どものための環境学習についての研究

~ (仮称))11越市森林公箇計闘地を事例として~

田谷聖子V

筒井優美子μ

間代義貴.'

キーワード 1 )こども 2)総合的な学習の時間 3)環境学習 4)公閣計ill 5)雑木林

7 -7. 研究者景el1的

子どもの居場所菱地建iこ取り震そう

学溜事とベコ習い事TVゲームの普及や空き地・公

調の減少などにより子どもが外遊びをする i{中

刻Jr時間Jr怨r，!JJの三つの照，三院が不在して

いる。かつて良好に結ぼれていた地滅社会でのつ

ながりが欠如し，子どもの居場所が地域になくな

っている。そこで私は子どもの居場所を地域に取

り渓すために三間を路復し，環境学習への提言誌を

しようと思う。

7-2. 環港学習

2002年度より正式に導入された，総合的な学

習の時間(以 F総合学習とするは地域資源を教材

としている。まち中にあるちょっとした疑問をテ

ーすにすることができる。だから総合学習のかな

で扱う環境学習も，複数のテーマを扱うことが可

能である。環境学習，自然と触れ合うととは，人

とのつながりを強めることができ，心のつながり

を大切にすることができる。タ遊びをすることで，

子どもたちのイメージするカを育てるのが狽い

である。

2-7. (I仮称)/，/，鶴市議林公璽計雷の費景

現在E，都市計画マスタープランやまちづくりに

おいて市民参加が行われている。との背景には，

1992年に都市計画法が改正され，市民の意見を

反映することが義務付けられたためである。

このことにより，現在滋められている(仮称)J 11越

市森林公歯計例においても，かわとえ潔境ネット

を中心とする，市民参加型の手法がとられること

ヒf主つT亡。

市民・事業者・行政さらに民間団体がパートナー

シップを形成しそれぞれが役割を理解しつつ実

行できるよう協働して行う事業について情報提

供や総勢をi!iIるための組織である。環境に関する

イベント等を開催し，提案やf苦動成果の発表意見

交換などを行っている。

2-3.雑木林(公属予定地)の特徴について

雑木林の大きな特徴として二つ挙げられる。

つおは，自然観望書や惑いの場としての関飲であるo

rオタ刃などの絶滅機織に指定されるような，生

き物の生息を磯認できる。都心近郊のまとまった

織として，この雑木林は賞渡である。

二つげは，伝統的農法の再生と回復である。雑

木林は，林と生時が組み合わさってできている。伝

統的康法は作物をJ5íl~~1j:から守主り 7 機胞を11 る役割

を，来たしても、た。そしピ今，化学肥料や農薬に

頼ら々いこの燦法が?近年i脚光を浴びているn

以:12'-:3-1畑と雑木林の様子

※ 公民詩計額["11こ関しでは別紙参照

3 - 1. /I/'重量市立 T小学校4年生環境学習

総合的な学青の時間次予<'¥G

2 -2. /.i';Tご:Al曹4苦手ッ I-/.ごつれて このT小ボ校は雑木林を学区内に抱えており，

かわごえ環境ネット(以 FKKNとする)とは 公頭開設後，利用頻度が弗常に高いと見えたため，
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KKNがお声をかけて授業をした。学習は自然・

ごみ・空気・水の4グループに分け、(ふれる→

つかむ→むかう→し、かす〉の 4)段階のうちつかむ

の段階にかかわった。 4年生 100時間あるうち

の8時間を三屈に分け、サポートを行った合

空気Gは、第一時回目に，ビデオで)11越市内にお

ける 4地点における，空気の汚れ比較綴査を行っ

た。そこでは，空気の汚れは，交通量や建物の多

さなどの，そのf告j辺環境に左右されることを学ん

だ。

第二回毘は，虫気の汚れの涼III物質について，

競べ学習をした。主な汚れの原因が自動車の排気

ガスであることを学んだ。

そこで実際に排気ガスがどれほど怒気を汚し

ているのかを確かめ，雑木林のささ気を浄化する効

能を知ってもらうために，第三回呂は，国道 25

4号線沿いと雑木林の 部において、汚れの比較

調査をした。そこで子どもたちは，大きな車が，

たくさんif!iれば通るほど，空気は汚れ，背の高い

木が，たくさんあればあるほど，空気はきれいで

あることを学んだ。

間3-]-)国道 254~号線交差点前の交通欝;調査

関3-1-2雑木林の木の本数の識査

…106 

図3-1-3雑木林内の交通最高層査

3-2. $fflfGの厳提と考察

フィーノレドワーク後，学資成果を確かめるため

にアンケートを行った。1EJ3-2は各グループご

とに学習をすることに興味を持ったかを問うも

のだ。

空気Gをご覧頂くと、学習を受けた後の興味が

2. 5倍であることにより，子どもたちは，雑木

林が空気を浄化する効用を持っていることを，わ

かったようだ。これは，その筋の専門家が随行し

たためだろう。

時

凡領j 3-1授業前にも輿味があった

3-2授業を受けて興味を持った

3-3わからない

各ゲループのことについて競べることに興味

持ったか

:ト一一一一一

喜一一一一一一一回一一一-

1ドτ;1I1 
ぷぞ".<? ~<? 
V '0/ __，"，'1 

、司
，¥ 

，弓
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4-1発表会当日.2月25fI C水}体育費富にて

震軍司はコントのような寸劇が行われた。(子

どもお手製の白髭をつけた)空気簿士とその隊員

という設定、その簿士を中心に汚れの原凶につい

当日は保識者の方に~てもらうということで、

皆とても張り切っていた。保護者の方からの質問

コーナーもあり、保護者の方も一緒に勉強してい

るようだつた。

て学んでいえ略式を取っていた。;//議ールで惇 4-2外部議師宛の招待松

った車を走らせて、車が空気の汚れの一番の原因 発表会を行うに当たり、今回の総合学習にかか

であることを、強く訴えていた。ポスターを指差 わった外部講額一人ひとりに対して、児棄さんた

し「こちらをご覧いただきたいJなどという言い ちが招待状を書いてくれた。そこにはかわいいイ

閉しを使い、言葉遣いにも工夫がみられた。 ラストとメッセージが添えられてし、た。

写真4 ー 1-"-1~気 A斑の発表

一方、在逼迫l土、パッターシー(パタパ刊

を立てて飛ぷ生き物という窓味)というキャラク

ターっくり、紙芝居が行われた。そのバッグーシ

ーが、 f空気は樹木によって浄化され、しかも木の

量や、穏類によってその効果は違う j ということ

を、教えてくれる内容であった。呉体出Jな樹木名

も挙げられており、非常に中身が濃かった。

写真4-1-2空気B涯の発表

医直通認

107 

も くる

会費妥当h待1'-1弘毒事務思議議

，.憲議識事前

4-2-1招待状の表紙

議員
オ選挙

4-2-2各抜当者へのメッセージ

2004年枝総研i住まいまち学習 l実践報告 e論文集 5



おわりにま霊境学習の発展のために

@子どもたちは学校の外に出て外部の人間か

ら教わることになれていないため，また先生も対

応iこ手をこまねいている様子で，子どもはお客さ

ん的な感覚だった。大人においても，地域を教材

とした学習であるのに，守ヰ立と地域との連携が十

分になされていないため，活動サポートが三手薄に

なってしまった。近年，$民参加裂のまちづくり

が盛んに行われている中で，布、は，子どもも地域

に住む人としての扱いをしたいと思う。

⑫まだ始まったばかりの総合学留は，学年ごと

の差，クラスごとの差，現場の先生と管理職の先

生との差，学校関の差というようにあらゆるとこ

ろで稼がある。それを埋めるための手立てはまだ

見出されていない。先生には異動があり，それに

伴い，内務が変わることもある。が，学習をその

場絞りで終わらせないために学校側は，総合的な

学習の時間を展開していくための，子どもを交え

での方針作りや、サポートしてもらう人への対応，

地域とのコミコエケーションをスムーズにする

などといったことが求められる。

⑫そして私のできることは，そのネットワーク

を強闘にするために，私がネットワークを張り，

いろいろなところに綴を出すことが求められる。

さらに，学資ザポートにかかわる人たちの社会的

な立場や経済的な保誌を，留には期待したい。

〈参考文献>

・「住まい・まち学習j論文集 1(2000年) 2 (2 

※ 公慣習計画凶

この計画地は， ) 11越市南部、 i臼市街地から南に

4kmの位置している。敷地は約 45haの樹林地と農

地で構成されている。そして公間後もほとんどの

樹林を残す形となっている。

図2-3-2艶議製謹書L

-まちは子どものワンダ」ランド怒藤安弘著風土社

ドクターオボの自信が沸いてくる心理学 於保哲外

第三文明社

， JII越市都市計蝦マスタープランダイジェスト版

・平成 15年かわごえの環境(第六号) JII越市

t筒井優美子東洋大学工学部環境建設学科

人間一都市環境研究室(小瀬研)

U国代議骨 芝滞工業大学ンステム工学部

環境システム学科一中口研究家

も
も
司

f
〉

lir--J白山 ，-，山

政界東洋大学環境建設γ科ノト瀬研究室の皆さ

ん、かわごえ環境ネットの持さんに感謝申し」二げ

ます。

食 l 関谷聖子 東洋大学工学部建築学科一内田雄造研究室長
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子供を対象とした『まちづくり学習j の膿需の可能性に

務する研究

一横浜市の事例を通してー

安藤真理

キーワード 1)まちづくり学習、 2)小学生、 3)総合的学習、 4)協働

。研究の費景と目的

近年、まちっくりへの f市民参加j も地域によっては

「市民主導」へと移行しつつある中で、自らの環境を創

造・管理していこうという住民自身の意識笛での変革が

必婆とされている。そこで本論文では、まちづくりへの

主体的意識や環境を判断するための価鍍観の育成を目的

とした学習を「まちっくり学習」とし、その現状につい

ての考察を行いたい。

1研究の方法

本論文では、学校と自治体の協織による「まちづくり

学費j に着詩し、その可能性と課題を明らかにしたい。

研究の方法としては、既往研究から「まちづくり学費J

の概念を整理するとともに、横浜市における笑際の取り

組みを取り上げ、ヒヤリング等から分析を行っている。

横浜市では、自治体が主体となって 70年代後半から

公匡盤整備への子供の参加が、 80年代後半からは小学生を

対象としたまちづくりワークショップ(以 FWSと言う。)

が取り組まれている。その他にも子供とまちづくりを結

びつけた活動が行われており、子供のまちづくりへの参

加に関して先進的自治体と言える。

2 子供を対象とした

「まちづくモj学習jの康史

都市計商・

まちづくりの分野

" '1" 
4 まちづくり学習の現状

マ
5横浜市における事相iの分析

3. rまちづくり学
習」の概念

察一考
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2 子供を対象とした「まちづくり学習Jの歴史

2-1都市計盟主・まちづくりの分野における「まちづ

くり学習」

都市計画の中で子供やその教育の問題が本格的に取

り上げられるようになったのは、 70年代からであり、 80

年代に入ると「地域学習j への期待から、各自治体によ

るまちづくり関連の副読本注けが相次いで登場した。

80年代後半には世田谷区が主催する「まちづくりコン

クーノレj や、杉並区での f知るIZロード探検隊i等の自

治体による取り絡みがおこなわれるようになった。 90年

代半ばには、このような取り組みが、 10府県 336m区

町村で 640以上行なわれていた。文1)

さらに 90年代には建築学会を始め、様々な専門家、

まちづくり活動間体が関心を寄せ、絞り組みの内容は多

様化し、事例数も増加している。

「まちづくり学習jが取り絡まれてきた主な現出は、

①まちづくりの将来の担い手としての子供への着目、②

都m~i 尚・まちづくりへの子供の視点の殺り入れ、③ま

ちづくりへ子cít~の参加が進む中で、その参加がお飾り約

な物とならないため等の 3点であったo

2-2教賓の分野における「まちづくり学習J

方教育の分野自立、戦後から、身近な地域やそこで

の子供の生活、体験を教材とする「地岐に根付いた教育・

学習j が、練り返し試みられてきた。これには、 「まち

づくり学習Jと1重なる部分が多い。

また、 2002年から f総合的な学習の時隣」の導入、体

験的、問題解決的な学務の充実、地域との連携等がoら

れるようになる。そのため、このような取り総みは今後、

増加する傾向にあると言える。

2-3子供を対象とした「まちづくり学習Jの歴史

以上のように、この2つ分野において「まちづくり学

潔 iの取や総みは、合くから行われてきた。

しかし、連機して取り総かことは、目的の初進、分野

の違い等の瑳出から、近年まで主主目されてこなかった。

ところが、近年の学校教育の大きな変化を迎え、連携

の事例が増加している。

この 2分野の協働の新しい形、それによる「まちづく

り学習」の新たな可能性と課題について考察すべき時期

にきていると考えている。

3. rまちづくり学習Jの概念の聖書淫

次に、本論文における「まちづく哲学努Jの定義につ

いて考えてみたい。

これについては、延藤文2)、小津ら文3)等による研究が

詳しい。

延藤は「身近な環境の宝療で二ある稼了を『教室主』にして、

子供や大人が生涯にわたり、自分遠の町から学び、町へ

の関心を高めてゆく感主・行動を身に付けてゆく持続的

-109 2004年住総研f住まいまち学習」実践報告論文集5



プロセスであるJとして「まちっくり学習Jを提案して の形成、空間を巡る市民自治を際指す市民作りとされる

イギリスにおける「環境教育J文，)、地域づくりについ

て学び体験する教育として提案された「子供参加型地域

づくり教育システムj文5)等の君主役研究がある。後者は

学習活動が大人も巻き込んだまちづくり活動へ発展する

事を期待したシステムとして提言されている。

し、る。
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議 3-1: rまちづ〈り学穏J近似概念的繋理

学習名 l、爆による参加型学習 環境教育 イギワスにおける E躍による 子ども参加型
環墳教育・学習 まちっくり学習 地培づくり まちづくり学習

市 教省システム

rまち 毘貰置を嘗て 農村・自然環境の罷全から
づくり る参加型学習と 始まり、都市計額への術毘 金沢市告側iとして

学習」と して、小潟車孝生ヨ本における f環壇教育j 参加を契機!こ人工的理壇L 町在 f教室Jとし、子供 その地増性昔考描
叩欝わ による T理場教育は「まちづくり学習Jのつ同までを学音対象とし、都 や大人が際分の町から学 した教育課穏向の身近な現焼である
り、 の邑栂段緩と自ち持!こ、 rl1!県理壌j在学曹 市・自然環墳を共間生活の ぴ、町への関心を高め、 rまちづくり学習j まちをそ由学宮町

背景・樺 器解説施設由腫の対象としたものと考えb、基礎的共同財守あるという まちを良くしていく時 のγステムとして対象とし、環境に対
意由説 開に隈する計殴れる。 晋温的な共詞値櫨観由形 性行動を身につけてい 握冨される。 する錨櫨観の曹成、
明 論的考察」におけ 成、その樺壇観iこ基づい弁 く持続的プロセスと定轟 地域も巻き込んだ主体性的脅成まで

る理識を鹿標。 環壇罷金・酪成由主体作りーされる。 まちづくり活動へをその盟的とする。
を目指す の尭展も視野!こ念
。 む 。

d悪性会詳菅(わ<1__--__，_ _ ， I~ 教車田ゅにとどまらず、 0車控庄J<;を高めること ①まち10
わくまちさ与をき体 O怒心金環境とそれにか 自らの体験を童援する (問銭的な知機由暁担で 心的噛起』対する関

験そのも母由段 かわる怒題に対する関心と O地壇田問灘かbより大き iまらく、直接的に身近な在契時を持つ・気に
繕) 睦畳性を身に付けること 私問題を考えてゆくポト環境と融れ合つことによなる点や諮ぺ作い O伴

ム・アップ・アブローチでって、そこに昨奇'Dと楽事を探す 再駿の重調身近
ある しみを呈出すことに量き な環境である fま

を置いている) ちJからの出尭

②知輯学曹(まち 0知識会環境とそれに
に対して、契時、 わる問題および人間環境 ②情報を集め
喜和むを持ち、知識 対する厳しい責任と使命i 存の費料やフ晶、既 ②まちに撰する体

を深める韓簸) つーいての基ー本的な理解を身 ルドワーク等でィー事 毅や調査、研究を通
10付ける」と 突を穏ベる じた知事援の撞得

③画瞳学習(知膳 O評髄能力潔繍状理的潤 ③由人的な価輔判

を理解し、理壌を 定や教務のプログラムを生 阪

評髄する能力を 聾学的、政治的、経済的、 科 立 で ー
持つ) 美ー的、その依田教育的見地 O撞来的学科にとらわれな げまち場づく活り用学す習る」揮と

L立って評揮できる事 い韓合的な学習である 1由揖点は身近な讃J境のを O韓合的な揖t;.

韓体としてとらえること

学官の にある)

全体機 0ディスカッションやブレ -、
成内容 ゼンテーシヨン等他人との ③問題点を聾理す

コミュニケーション能力を る・現状の隣組点を
重視する 酷し会い問題の原 ④自分由考えの袋

O 結論をあらかじめ決め 認を採る 沼冊、司「ミ、ミー『ι ーー作'T-~i
付けない、教師も緒に考 骨考えをまとめ ヨン{多様な意毘が

え晶、O答えは一つではな る・ゲルブ各人が あることの銀賞)

い、多樟な書えがありうる O 未来へのイメージを討議し合いながり、⑤価櫨観の共有

ことを教える 共有すること学習行為と 意毘の集斡

O多加環境問題を解決す 定的実揖をとして r"
るための行動を確実にする O 実際のまちづくりの盟 ちJの将来のあり方に対 ⑥まもに対する

④針翻・施策学習 ためL、環境問題に関する動へ連動することを心がけ して願いを持つ次充、 0 夢ー再来像
(評舗判断能力 責任と事憩由緊急性についる、 0聖身の学習にとどめ 問題躍起型、筒緩発毘的 ⑦協曲作業による

を待って町へ由ての認搬4を色諜めること、 0な町い、 O具体的な問題をとj であること ⑤量殺する・一連の実現由行動

主体的な関わり)車対産す 業士混的髄憧や環境につ解決するかを通して学ぶ 活動を静 γ残す O樟々な技能・才能
る強い畢畳性、環境の鴎錨草拘置の学醤であるol I(様々な袋現方法) を活用する

保置と改善に積極的に参加生挫の様々な技能・才能を

するため由技能を見につけ活用することができる

てζててててて二二一脅する先裁から由評価⑧怠分たちの活動

等を踏まえ自己評に対する評冊

0技能理境問題在解決す 価等から庄省する

技能 るための技能を身につける 0環境形成由プロセス在学と ゐ、 0まちづくりの仕
組みを学ぶ

(j主)0数字、 0以下は、その概意の特徴や常務として挙げられた要素であり、 0数字はその定義において、学曹の段潜とその廟番も合わせて定義さ

れているものを示し、 01制覇番が定義されていないも由在示す。
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これらを学習段階や定義から分類し、整環したものが

表 3-1である。

その中から、 fまちづくりJの観点より、本論文にお

ける「まちづくり学習j の重要な要素と考えられる 5点

を取り出し、整理したものが表3-1の右端の欄であ明、

図3-1である。

段階1 まちiこ対する瀦心の喚起

i 
段階 2 まちに濁する体験や銭豪、研究幸通じた知識の獲得

段際3 怪人的な鏑穫期i断

↓ 

段翁4 自分の考えの表現、コミュニケーシヨン

i 

段織5 価値観の共有

段階6 まちに対する夢・将来像を持つ

段階7 協働作業による実現のための行動

段瀦8 自分たもの活動に対する評髄

(始めに撲る)

翻 3-1 ， rまちづくり学習j

「まちづくり j という言葉については、「まちj の指

す範題、その白約から様々な意味が与えられている。本

論文では、「地域住民が共問、協力して、自らが住み、生

活している場を、地域にあった住みよい磁力あるものに

してしえ諸活動j と定義したいJ(6)

このような意味から考えると、自らの生活する場をそ

の地域にあったものにしてゆくために、まず1点目とし

て、①学習対象は身近な環境としての「まち」 であるこ

とが挙げられる。

そして、ここぜの「まち」は、その中のザ部だけを切

り取ったものではなく、周腐を含んだある稜度の広がり

を持った概念でなければならない。さらに、そのような

範閣を多角的に見る~総合的な考え方が必要となる。

次に、共同、協力して取り組むと一言う事は③協働行為

であり、そのためには個人的な価値観の育成と共に、価

値観の共有が必要であるとと、④人々の持つそれぞれの

能力が活かされる必要があることの 2点が挙げられる。

そして最後に、次の活動につなげてゆくために⑤行動

を振り返ることが必望書になる。

4. rまちづくり学習j の現状

現状を把握するため、 90年代に入札急増した子供を

対象とした「まちづくり学習」の事例を、事例集や論文

集文nから収集した。それらを活動主体、前述の学習段

階や嬰王者等の項沼から分類し、考察を行った。

使用した資料による備りはあるが、報告されている事

例は 90年代後半のものが多い。学校が麗わる事例は 90

年代後半の事例がそれ以前の2傍以上になっている。

活動主体llllにみると、自治体と学校による絞り級みが

最も多く、各学習段階に分布している。

また、学校と自治体が逮携するプロジェクト擦の取り

組みは地域への効果、自治体や学校が単独で行う学習習の

欠点、を補う等の可能性が詳悩iされている。文8)

そこでこの2つをそれぞれ、都市計画・まちづくりと

教育の分野を代表するものとして取り上げ、考察するこ

とにする。

それぞれの特徴は、自治体の事例には、様々な段階の

学習が取り組まれているが、短期間のものが多く、学習

段階としては展喜男性に乏しいという傾向が見られた。

学校が関わる事例iこは、イ也の主体と連携したものが多

く、複数の学習段階を経て腿関する長期的な取り組みに

なる傾向が昆られる。一方で、学校が主体となった場合

には、段階 1~2 にとどまるものが多い。

次に、活動内容から学習段階を判断し、分類すると、

いくつかの課題が挙げられた。

まず、 3.における定義では、凶 3-11こ示すように

学習段階 1~8 ま'(，を繰り返すように展開する「まちづ

くり学習j を想定した。

ところが、実際の取り組みでは、段階 1~2 、 3~6 、

7~8 の 3つの部分に分割されていたo そして、①段階

1~2 にとどまるもの、~途中の設機は省略し、段階 7

の活動することに全線をおいたもの、③3 での想定lこ近

く、段階的な学習を腿関しているものの 3タイプに分類

できた。この3タイプをその活動形態、学務内容から、

それぞれ、 f知る学習j、f活動する学習」、「判断する自

を育てる学習j と名付ける。

収集した事例の中には、「知る学望号」が最も多くJl，ら

れた。これらには、人材育成等を回線とした長期的な展

裂を持つものは少なかった。

また、「判断する畏を育てる学習j に分類できたもの

には、詩情をかけた取り組みが多くみられたが、短期間

の事例でも自治体主導の事業への意見反映プログラムに、

このような学寄が見られた。これは意見を集めるという

取り組み自体の目的と関係している。

そして全体を迭して、段階 5~6 にあたる将来像を織

くなどの言|磁志向を持った内容の取り組みは少なかった。

最後に「まちっくり学習j の5つの望書素からの考察を

行し、たい。

学習対象としては、狭い範潤は事業対象地等から、学

区や商盾街、特色ある地区等の特定の地区、年中行事等

のソフトも含んだ全体を対象としたものまで、範IlllI土

様々あった。
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しかし、学習対象とそれを取り券くある程度の広がり

を含んだ「まちj を考慮する事例は少なかった。

3， 4番目に挙げた協働して、様々な能力を活すとい

う点については、 f活動する学習」のほとんどの事例にお

いて、実現されていた。

行動した後の評価についても、多くの事例で行われて

おり、住民などの外部の人間による評価などの一歩踏み

込んだ事例も克られた。

5. rまちづく引学習j の可能性

一横浜市における事伊iから

5-1横浜市における「まちづくり学習」の概要

地方紙である神奈川新鶴には、 2000年の 年間iこ横浜

市内で小学生が行ったまちづくり活動が 22事例報告さ

れている注I2。市の秘策を反映して、公閤作りへの参加

事例が毘立つ 方で、百五五吉街での職業体験ベ吋自域の清帰

活動、バリアフリー誠査等も多く見られる。

そ正他、横浜市役所各謀、へのヒヤザングからは、子供

を対象としたf可)11繋備に関する総や区によるふるさと

授業・事業の名称

意識育成等を呂約としたイベント等が取り組まれている

事が分かっている。

これらの中から、自治体左学校が協働して取り紐んだ

事例を取り出し住3)、その協働のパターンから分類し、

特に特徴的な5事例を示したものが表 5-1である。

関わった自治体耳龍員や教姉、まちづくりコンサノレタン

ト(以下コンザノレタントと言う。)、設計者、住民団体等

へのヒヤリングから fまちづくり学習j の抱える課題と

その可能性を考察したい。

5ω2事例の分析

5-2-1学習段階のうZイプから

横浜市における事例も「知る学習J、「判断「る自を育

てる学努」、「活動する常習Jの3タイプに分けられた。

この他、「半IJ臨rrする認を育てる学習jの後に「活動する学

習Jに取り組んでいるタイプがいくつか見られた。これ

は、学校主導の事例に多く、総合的な学習の導入の影響

が大きいと見られる。

そのため、学習段階 5~ 自にあたる「価値観の共有J

治体と教師!こよ
運営。

を対象とし
自然、歴史、

学習設瀦の空イブ 知る学習

事面
への助言・

教材づくり

協働の方法 国
WSの企画

運鷲

イベントの

企額・運営

判断する周を育てる
学習十活動する学習

一
民
一
世
間

一
住
一
章

一
糊
↑

l

鍋

l-Lg 
WSの企顔・

濃営
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や f将来像Jに関する内容を含んだ取り総みが、わずか

ではあるが、 4.での結果よりも多く見られる。削)

5ω2-2学習対象

学習女橡は、公闘が最も多く、他に、環境や産業、歴

史等を切り口にした「まち」等があった。公濁は総合的

な学習の観点からも、優れた教材と考えられていた。

直接の学習対象とその周鴎を含む「まちj について学

習活動を行った事例i士、 4 での傾向と同様に少なかった。

しかし、中華日f自粛、日校小学校等のいくつかの事例で

は行われていた。この背景には、自治体職員やコンザノレ

タントがプログラムの企磁へ参加する中で「まちj とし、

う概念を重要視した事や教師自身が長年の経験から取り

組んでし、る事等があった。

また、学校主導の事例ではハード函の計画作り、デザ

イン等は避けられる傾向にあった。これは、取り組みの

内容が教師の専門性iこ左右されるためである。ハード夜i

もまちづくりの一部であることを考えると、片手落ちの

感を否めない。

一方で、学校生導であっても自治本職員や設計者が参

加した授業 Fは、子供たちの絵をつなぎ合わせてまちの

将来像を描いたり、地図上に配置するという方法を用い

て、子供たちの意見を現実の敷地と結びつけ、検討した

りという授業が試みられていた。

教師から、小学校教育では「自分がどう行動できるの

か」、「どうまちに関わるのかj という点に重点、が震かれ

るため、将来像を描くという学習には取り総みにくいと

の意見が出された。さらに、子供の関心から授業の題材

を見つけ出すため、そこから外れたものは扱いにくいと

の意見もあった。

つまり fまらづくり学習j には、小学校教育の中では

扱いにくい部分があり、都市計滋l'まちづくりの分野の

専門家がその専門性から役部分拐し、プログラム作りや

実際の活動に技術的支援してゆくことが必婆なのである。

5-2-3活動の継続性

百枚小学校の事例では、翌年公協が 部問題した事か

ら、子供と公匿の関わりが途切れず、子供達が公園の管

瑠等の自主的な1苦動を継続していた。一方で、本郷小学

校の事例では、 ws後に公E置が長期間に渡り閉鎖され、関

わりが途絶えてしまったことから、子供の印象にあまり

幾らないかもしれないと、効果を疑問視する意見が教師

から出さ才した。

このように学習対象と子供の関わりをし、かに保っか

が、活動の継続性に大きな影響を及ぼしている。

また、中和田南小学校の事例では、公募のため参加者

に学区外の住民が多く、学校との爵係はその後途絶えて

しまった。特に、自治体主導の事業をきっかけとした取

り絡みでは、地域でのまちづくり1;5動への梯む冨が低い場

合も多く、子供の学習が地域を巻き込んだ活動に発展す一

る可能性は低い。

地域での汚動の継続性を考えた参加者の選択が必要

である。

5-2-4子供への効築

f知る学習Jでは、まちへの関心の喚起という効巣が、

「判断する目を育てる学習j においては、充実感や主体

意識の育成等の効果が挙げられた。さらに、テーマや学

習対象、まちに対する意識の深まりも挙げられた。

しかしその中にあっ)亡、知識は伝えられても、まちっ

くりやその活動の意味、考え方までを伝えることは約難

であったことが報告された。子供の年齢、成長段階に応

じた学習内答、目標の設定が必主要である事が分かる。

また恥での子供の意見等から、子供が両親や潤りの

環境、世相から多くの影響を受けていることが推測され

た。そこで、価値観を持つ前段階として、イメージを広

げるために「まちに高唱する体重量や調査、研究を通じた知

識の獲得J(学務段階2)や価値判断をした後に、他人や

世代の臭なる大人の意見を鵠く「価値観の共有J(学資段

階 5)等の作業が重要と考えられる。

5-2-5協働の効巣

磯子区の事例では、自治体主導の事業の企爾・運営に

教郁が参加している。この協働の効果として、教材の質

の向上が挙げられ、子供iこ関する専門家として教師が重

姿な役割を果たしている事が分かる。

さらに、教部にとっても地域での教材の模紫、自治体

とのt制動の実験の場等としての効果が挙げられ、ここで

の体験を通じて、 jjlJの機会lこ再び取り組む可能性が高ま

ると考えられる。

しかし、教姉と自治体簡での情報の共有が不十分であ

った事例では、意思疎通の食い違いから役割分担がうま

くゆかず、弊容が主主じた例も報告されている。

また、新たな協働の形態として、仲介という形態が見

られた。瀬谷区の事例でl士、ぽ役所が住民間体と学校と

の聞を取り持つ役者Iを巣たしている。これは、学校と関

わる機会の少ない住民団体にとって、協働のきっかけに

なると評価されていた。

また教育委員会も、学校から要請に応じて、該当する

部局の紹介を行っており、今後このような協働の形が広

がると予想される。

長年の経験のある教師からは、現夜でも自治体等から

は十分な支援が得られており、 f也の学校で展開できない

のは、協力江依頼先、方法が分からない事、教側自身の

積極性が原因ではないかとの意見も出されている。

自治体はこれまでの取り組みや支援の成果、実践に関

する情報を積極的に発信してゆく必婆がある。
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6 まとめ

2 では、都市計画・まちづくりと教脊の2分野にお

ける「まちづくり学習j の膝史から、今後の方向性とし

て、 2分野が連携して取り組む可能性を述べた。

そして、 4 においては現状の分析から、学習が 3.に

おいて想定したようないくつもの学普段階を震慢してゆ

くものではなく、それぞれの活動の目的から学習段階の

部分を取り出して取り組まれており、大きく分けて 3

タイプの事例に分類できる事、 fまちJというある移皮の

広がりのある観念を学習対象としている事例が少ない事、

将来像を描くような計画意向を持った事例が少ない事等

の課題を発見した。

しかし、 5 における横浜市での事例の分析、ヒヤリ

ング等を還して、これらの課題に対していくつかの解決

方法が見出された。

まず、 つ密の課題については、子供への効果からも

f判断する畏を育てる学習jが取り組まれる事が望まれ、

そのためには学習段階 1~5 まで程度が段階的に行われ

る事が望ましい。そのためには、様々な目的を持って取

り組む活動主体が参加し、情報を共有し、協働して取り

組む事が有効である。プログラムに様々な方向性が加え

られるからである。

2番告と 3番目の課題、 fまちj というある程度の範

囲を持った概念や計画お向を持つ取り緩みについては、

自治体や都市計画・まちづくりの分野の専門家が参加す

ることによって、そのような内容を持つプログラムを作

ることができる。

しかし、「まちj という概念や計爾・将来像と言うもの

は子供に伝えることが難しく、また、理解もその年齢や

成長段階によっては困難なものである。そのため、教育

の分野の専門家による支援も必要である。

このように、「まちっくり学習j の取り組みには、都

市計磁・まちづくりと教育の分野の協働が欠かせないの

である。

そして、この協働の実現には2つの分野をつなぐ仲介

役が必要である。具体的には、様々な活動主体関をつな

ぐ直接的な仲介、支援体制、その情報提供等である。

最後に、子供を対象とした「まちづく哲学習Jには充

実感やまちに対する意識の深まり等、主体意識の育成に

対して、 定の効果があることも確認できた。

一方で、子供を対象とした「まちづくり学習」の成果

の活用、地域や学習を体験できなかった子供への活用等

考えねばならない挨趨も残る。

しかし、まちづくり・都市計画、教育の分野が協働し

ての fまちづくり学習j は始まったばかりと設っても過

言ではない。今後もこの取り組みが増加し、事例が醤積

し、情報が蓄積してゆけば、より 層鐙れた「まちづく

り学習jの取り組みが可能となるだろう。

く注>

注1)尼崎市総合念頭局「まちづくり学習のすすめJ(1982年)、

戸沼幸市「あづまし津軽の未来J(1982年)等

注 2)綴浜市では 2000年より、各学校において「総合的な学

習の時間jの取り級みが試行的に行われている。

注 3) 自治体へのヒヤリングから、子供のまちづくりへの参加

に慢する事業は 11事業持られた。(補助金等の支援のみ

の事業は除く)そのうち、 6事例において小学校との協

働が見られた。

注4)参加した各学校iこより、学習の灘間状況は、異なる。

注 5)公閤整備事業に参加した事例が多いことの影響もある。

く参考文献>

丈 1)大海佐代皇、佐谷和江全隠の自治体における子供たち

へのまちづくり学習活動の概要、都市計画、 No，202、pp

25~29、日本都市計調学会、 1996.8

文2)北原啓司他 学校・地域・専門家の連携による fまち学

習JIこ領するお礎め研究(その 1~ 3)、日本建築学会学

術梗概集、 Fl，pp. 297~302、 1998
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本建築学会学術梗概集、 Fl、pp.365~366、 1991
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計画協会の調連活動、都市計菌、 No.116、 pp68~75、担

本都市計画学会、 1981.6

文6)財毘法人地域娠輿研究所 子ども委主力日型地域づくり教育

システム、財同法人地域振興研究所、 1995.6

文7)都市計画用語研究会都市計磁i諮事典、ぎょうせい、 1999

文8)子供とまちづくり研究会編子供とまちづくり 面白さ

の皆険、風土校、 1996.6

まちワーク研究会子供の参加とまちづくり‘95 、1995

住総研 I住まい・まち学習j 論文集 1-2

日本建築学会大会学術講演梗概集 1990-2001等

JL 
主京fK役所箆設管理部

2008年3}jまで東京穴学工学系研究科

西村北沢研究室に在籍し、子供を対象

としたまちづくり学習をテーマに研究

に取り組んだ。
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2.3 まちづくりの取り組みから学ぶ





戸田真由美村
まちづくりの一つの方法震災を体験した住E患が取り組んだ，

f御菅カルタjづくりの実践報告一
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fまちの隠発見運動j を利用して，地域の魅力を伎E誌が

見つめI底L-，まちを活気づけるきっかけをと思い，過去

の他地区の事例を参考にして考えたところ， r地域カノレ

タづく引をやってみたいと，怒いました。多くのひとが

ほんの少しずつ関わっvて一つの f遊び道具j をつくるこ

と。これはきっとおもしろい。

御菅のまちは，震災で全壊や全焼を含む，甚大な被害

を受けました。御蔵通5・6T!'lと御蔵通背原通3・4

丁目地区は，区剰整理地区に指定され，震災直言と比べる

と町並みがすっかり変わりました。震災前から御菅で暮

らしている住民も，震災前の自分の家がどこにあったの

かわからなくなるほどです。現f王の住民は，震災前から

御菅で暮らすひと，震災がきっかけで御菅で暮らすこと

になったひと，震災とは関係なくこの町でi暮らすことを

選んだひと，働いたりボランティアで来ているひと，震

災後に生まれた子どもたち，いろんなひとがいます。も

ちろん，御菅のまちへの線、いは人それぞれ。今の住民や

関係者が，御菅に対してどのように思っているのか，皇室

災に対してどんな気持ちでいるのか，カノレダづく 0を過

して筆者一席身が知りたいと患いました。そしてできあが

ったカノレタを使ってみんなで遊ぶことで，地域の競力や

震災に対する居、いを共有し，見つめ爵:せると問時に，老

写真 1

1 はじめに

筆者が所属する，阪神・淡路大震災まち支援グループ

まち・コミュニケーション(以下，まち・コミ)は，兵

庫県神戸市長田区御蔵通5・6・7丁目のまちづくり支

援をするボ、ランティアグループです。震災直後，関東か

ら駆けつけたボランティアが支援活動を続けていく中で，

95年 10月から御蔵通5・6丁目前Iづくり協議会の専務

作業を手伝い始め， 96年 1月lこは御菅地区合同慰霊霊法要

の準備や連絡調整を行いました。ボランティアらは fま

ちに住民が戻ることj の必要性を感じ， 96年4月にま

ち・コミを設立。現夜，メンバーのほとんどは入れ蒋わ

っていますが，継続してまちの支援をしています。

平成 15年度まち・コミは，事業のーっとして筆者が

企蘭iした「地域カノレタづくり J，こ取り総みました。御蔵

通5・6・7丁沼の自治会員と周辺住民，ボランテイア

による「カノレタ部会jを結成してのカルタプロジェクト。

本稿では，カノレタ部会メンパーを中心とした活動の様子

を，筆者の視点から報告します。

2 地域カル11づくりのきっかけ

御管の地域カノレタづくりは，雲表者が1E断書を作成する

ところから始まりました。生活後輿l県民ネットの助成金

2的 4年住総研f柱まい。まち学習J実践報告論文集 5-115 



若男女の交流の場ができるはず。

住民やボランティアなどの関係者を合め，大勢が一つ

のカノレタづくりに潤わる企銅内蒋を考えました。まち・

コミが活動している御蔵通5・6・7丁目の現在の人口

は約 300t!廿帯。小さなまちですが，御蔵通の3・4J回

やすぐ南の菅l京通も含めるとカノレタの内容にも編ができ，

より多くのひとに関わってもらえるのではなし、かと患い、

カノレタのテーマは「御菅のまちJとしました。地域のネ

ットワークをめいっぱい利用するため，カノレタづくりの

{t闘を御蔵通5・6・7T詩自治会(柴本宏幸会長)に

持ちかけ，協力関体として御蔵通5・6・7J呂町づく

り協議会(回中保三会長)におねがし、しました。まち・

コミからは，筆者を含む3人が事務局スタッフとしてカ

ノレタづくりに飼わりました。

3 カル世づくりの流れ

3-1 カル告集め

平成 15斗7JJ中旬から，参考資料と Lて地域カノレタ

集めを始めました。探してみるといろいろあるもので，

f舞子カルタj r平野カノレタj r野鳥カノレタj rあかおカ

ノレタj r識字カノレタJなどを実際iこ手に入れました。匂を

自筆のまま印脱しているもの.ttf訳がついているもの，

読み札の裳に解説があるもの，絵キしが写真のものや子ど

も逮が揃いたもの， 枚の大きな紙に全ての句と絵がflJ

t秘されているものなど，同じ地域カノレタでもし、ろんな形

があることを知りました。中でも「舞子力ノレタj 1立問じ

神戸市内だということもあり，筆者ーは作成をされた株式

会社環境緑地設計研究所の辻信一氏を訪ね 1時間程度

カノレタづくりを指導していただきました。舞子力ノレタを

どのようにして作ったのか教えていただき，資料をいた

だし、たり，カノレタづくりの注意点などのアドバイスをい

ただきました。筆者はこのときに，御菅のカノレタづくり

のスケジューノレとイメ}ジがはっきりすると同時に，作

業の多さと筆者自身の構想、の甘さに気づき，先を不安に

患ったことを覚えています。

3-2 カル空部会の結成

実際のカノレダづくりは3抑主 15年8月から開始しまし

た。すでに地域内では，まちの役員が集まる会議の場が

あったのですが，地域カノレタづくりには秘談事境が多い

ため，カノレタのみの籾談を寸る場を閉Iに設けることにし

ました。そしてメンハーは地域内の住民に限らず，広く

呼びかけることにしました。こうして御蔵通5・6・7

丁目の fカノレタ部会j ができました。最初の会議は9入

でしたが途中も徐々にメンパーが増え，最終的には 27

人になりました。会議は夜7時から行ったため，会議に

は参加できないけれども絵で協力してくださった方ーも中

にはおられます。メンノミ}の年齢は， 20代から 70代ま

で，多くは 50~60 代の女性です。カノレタづくりから大

会のr，自傑まで， 121fi1の会議を行いました。

写真3-1 カル書部会会議の様子

3 3 作成者集め

御蔵通5・6・7J目では震災後， r自分たちでできる

ことは，自分たちの手でj をそットーに，まちづくりを?

進めてきました。新しくできる公隠の芝張りや震災慰霊

碑のコンクリート打ちなども， 1主B:;が潟わってやってき

ました。集会所づくりも住民やボランティアが，棟梁や

親)jの手伝いをしました。

こんなまちですから、カノレタづくりにもできるだけ多

くの方に参加していただくため、カノレタづくりの目標を

思い切って「…人一作品jとしました。句と絵は別です。

いろはカノレタですから読み札 48枚，絵キしも 48枚，箱の

絵 1枚で， トータノレ自7人の作成者を集めなければなり

ません。かなり高いハードノレですが，実現するとおもし

ろいカノレタができる。それを儒じて，j1o成者集めを始め

ました。

勾の作成者の方iこは3匂以上おねがいし，その中から

必ず1告JI土カノレタlとすることをお約束しました。複数詠

んでいただかないと，お是曜がE重なる可能粧があるからで

す。そしてせっかく勾を告せてくださったのですから，

全員分をカノレタにしたいという思いがありました。

まず作成者募集のチラシを 1500枚作り，御管左近隣

地区iこポスティングしました。地域内のおよ主には、ポス

ターを貼ってもらいました。ところが作成に意欲を見せ

てくださったのは，日頃のまちの活動にも参加している，

筆者も知っているひとばかり， 10名でした。その 10名

にはカノレタ部会のメンパーも合まれています。これでは

いけないど思い，部会メンバーはねコミ作戦を始めまし

た。ご近所さんやご家族，お友達など， r御菅のまちjを

テーマlこ勾を読める方，匂に合った絵を撒ける二むを探し

ていきました。

部会メンハーの積極的な呼びかけのおかげで，どんど

ん作成喜一が封書え，あっという潤に/riJの作成者は 50人を

超えました。そうすると，もう つの限定重が起こってき

ます。読み札の枚数を超えてしまったわけですから， 一
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人 勾は必ずカノレグにするとし、う約束を守ると，防Jlニ文

字から始まる読み札が複数日jてくるのです。趨えた分を

どうするかカノレタ総会で悩みましたが，募集締め切り 11

まで引き続き受け付け，読み札の初めの文字が主主[なって

もし功、ことにしました。こういったカノレタづくりは，い

わゆる「し功、もむを厳選した方が完成度は尚くなります

が，まちづく唱の中で行っていますので，カノレタづくり

に参加してみようという気持ちを優先しました。

3-4 読み札づくりから決定まで

表3 決定した読み札の一覧

読み札づくりには，日頃のまちの活動には仕事や家庭

の都合で参加がむずかしいひとも，部会メンノトの呼び

かけに応えて気軽に参加してくださいました。また，震

災HiIからこの町に往んでいるわけではなし、からと参加を

遠慮しておられた住民もおられましたが，御菅カノレタは

f今御菅に住んでし、るひtや関わっている，気にかけて

いるひとたちの思いを集めたものにしたいj という誌な

すると，快く参加してくださいました。，

9月半ばには.58組依入(注 1)から. 298ものもJ

-117 

が集まりました。今度は勾の選定作業です。最初l土事務

局案として，筆者とスタッアで 58匂を選びました。一

人 告Jを選ぶことと，御菅のまちの紹介として必要なも

のは必ず入れること，お越がかたよらないことなどを考

慮しながら選びました。二人だけで選んだにもかかわら

ず. 5~寺f需を超える作業になりました。

次はカノレタ部会の会議で事務局案を元iこした決定作業。

会議には読み札の作者全員に会議への参加を呼びかけ，

句の決定作業から完成まで綴わっていただくことにしま

した。匂の決定会議は約2時間を4照行ってやっと終了。

勾から読みとれる作者の強い忍いと，いろんなお槌を入

れたいという部会の思いの狭間で，部会メンノミ…ーは随分

悩みました。右jの決定作業中も品1が嫡えたため，紋終的

には 63総 133人の 315勾が集まり .65'h]香川カノレタにド11

最'1-"ることに決めました。読み札作成者は小学校4年号

から 88綴まで。いろん必人のいろんな思いが集まりま

Lt二。

3-5 絵札づくり φ 絵札集め

1r]が決まると，今度は絵キしを1'¥'1点希'1'1者tこ依新し主し

た。 議みキ札L刊}成車占

ボランライアや主援占などiにこもH広iく呼て戸均泊か、けましたυ 近

所の子ども速に熱心にyfzをかけてくださった}jもおられ

ました。 i羽束力、ら熊本まで，主主の絵をfすめて 66名泊三，

判の持とは巡って免fn年|認で集まりました。も L66 1'，集

まらなければ，市内のよと術大学のう立号ーさんなどにおねが

いすることも考えていたのですが，紀愛だったよう寸す。

絵札fj成者の最年少は小学校1年生，最年長l土70代で，

住んでいる場所や御菅のまちとの関わりカも様々です。

勾の作者のご家族にも声をかけていたt~き，おばあちゃ

んとお孫さん，夫婦，親子のベアでぷみ札と絵キしを11"っ

たという例もありま「。趣味でイラストを撒いたりされ

ている方もおられますが，ほとんどは絵心が自慢の素人

です。どの品jの絵をどなたに抜いていただくか，筆者の

独断で決めていきました。どの方lこ絵をおねがし、するか

によって，できあがる作品が透ってくるわけですから寅一

任重大ですが，絵の作書の年齢や緩災体験の奇7る無L.

篠i菅との関わり方を考えて決めていきました。

絵の作者には，句の恕いを伝えはしましたが，どんな

絵にするかは作者に任せました。1iJを伝えたJとたんに悩

み始め，絵札作成を引き受けるんじゃなかったと後悔さ

れた方はかなりおられたようです。匂iζ込められた思い

を絵で表現することがどれほど難しいか，絵札作成者は

実感しながら，精一杯の絵を描いてくださいました。絵

の作成者には用紙のサイズはA4で縦，立体でなければ

どんな手法でもかまわないと伝えていました。色鉛筆や

水彩画，マジック j切り絵，ちぎり絵，貼り絵，コンピ

ュータグラフィックなど，思いもよらぬ力作が集まりま

した。事務局では，絵が届く疫にその場にいた人たちが

2004年佐輯研f住まいまち学習j実践報告ー論文集5



群がり，歓声があがりました。

震災を詠んだ句がいくつかありますが，地域{主民にと

ってつらい，怒い出のため，どの方に絵をおねがいするか

悩みました。そのうちのー勾は患い切って，鈎のmrのま

ちづくりに震災前から取り組んでおられる方におねがい

してみました。どんな作品になるか気になっていたので

すが，作品をいただいた後「この匂の絵を識かせてくれ

てありがとうj という言葉をいただきました。句を詠む

こと，絵を描くことが，まちゃ震災を見つめ直すいい機

会になったようです。

写糞3-2 集まった絵札の一部

3-6 印刷，箱詰め作業

匂と絵がそろえば，次はレイアウトと印刷。まち・コ

ミスタップがパソコンでレイアウト1...-，データをFfJ縦屋

さんに渡しました。カノレタの籍は，長田の産業であるケ

ミカノレシューズの箱を作っている会社に依頼し，カノレタ

の企画を説明すると，快く引き受けてくださいました。

800セットを注文(婚室用 500セット，販売用 300セ

ット) 1...-，カノレタと箱，箱のy ーノレが諮ったのは 12月

初旬。 12月8日から 10日までの3詞隣，カノレタ部会を

中心とした協力者で2 箱詰め作業を行いました。作業待

問は午前 10時から 12時までと午後 11時から 3特までと

しました。カノレタ部会メンパーの中には、日中お仕事をさ

れていて箱詰めに参加できない方ももちろんおられます。

けれども，代わりにご家族に声をかけてくださったり，

お仕事を休んでまで来てくださったり，作業時間として

は設定していなかった夜に来てくださる方もおられまし

た。

カノレタの箱締めは，籍の組立，籍のシーノレ貼り，そし

てカノレタの納品は|吟じ札が来になっているため，ーヰしず

つ集めて帯を付ける作業，カノレタと手紙類{カノレタを子

にされたカーへのメッセ日ジ，カノレタの札と作成者の 数，

制作の様子を伝える冊子)を絡に入れふたを閉めるとい

うrねです。せっかく近所のbが集まる機会なので，お

しゃべりでもしながら楽しくと思っていたのですが，

800セットの多さと間違えないようにという服、いからか，

だんだん無ι主で必死の作業になってき土した。単純作業

なので気楽に与え亡いたのぜすが，どの11'1主も体の動き

が一定なので負担がかかってきて，作業が終 fしたとき

には，完成した点びとやっと;iIn'rmめが終わったという存

びが 車部こなっていました。 rもう，戸田さ/vl土次の全両j

を考え、てるかもしらへんけど，こんなしんどいことさせ

られるんやったらもうやらへん('(しないよ)Jというκ
談まであるほどでした。

写真3-3 カルタ籍詰め作章のようす

3-7カル舎の配付

地域外の作成者と関係省‘へはまち・コミから百ι布しま

したが，御蔵通 5・8・7rHの自治会員 300股帯への

全判配布は，御蔵通5・6・7TfHl治会と洞町づくり

協議会の役員さんにおねがし、しました。 トータノレ 20人

の役員さんが、 15続税皮ずつです。 1セットが意汐いこ主主

くポストには入りませんから，直接手渡ししなければな

りません。その上カノレタ部会の会議では，カノレタを受け

取った方には受取FIlをいただくことも決まっています。

カノレタの配付はチラシなどと遠い時間と体力のいる仕事

でしたが，役員さん全員が引き受けてくださいました。

担当医域のかが不在のため，年末の忙しいときにも関わ

らず，ほとんどの役員さんはご自宅とご近所を何往復も

してくださいました。

4. 原画展，お彼議呂会，大会の隣催

カノレタづくりが終猿に近づいた頃から，原画縫やカノレ
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タ大会・カノレタお披露目会の企廊検討に入りました。カ

ノレタ大会の開催は，みんなでカルタ遊びをすることも住

民交流の場ができ，まちの活気につながるという患いか

ら，カノレタづくりの念画の中で考えていましたが.1阜祖霊

展とお披露目会は，カノレタづくりが進んでいき，御背カ

ノレタの全貌が明らかになる過程で，やってみたいと思っ

た企画です。原画展と大会，お披露目会賂の経費として，

長田区まちづくり推進課の f愛閏区地域づくり活動助成

金j を申し込みました。

4-1 線画畿の開催

原頭展i立，御菅のまちの取り組みを広く伝え，住民や

関係者にはみんなで取り組んできたカノレタづくりに自信

をつけてもらう方法のーっとして企画しました。 1京磁展

タイトノレは「喜び・怒り・哀しみ・楽しみ ~御管カノレ

タ原繭展~J。

カノレタ白身を手にされる方の大半は，作成者や協力者

そして御蔵通5・6・7丁目の伎民です。けれども涼闘

爆は，もっと広い範路のひとたちに見ていただきたいと

いう思いから，神戸市内 5ヶ所で開催することを決めま

した。原画はA4サイズ，カルタは7センチX9.5セン

チのため，カノレタと原画では受ける印象が違います。で

すからカルタを手にされた人でも，療費重を見るとまた違

った発見があるはずです。

年齢もさまざま，技術も人それぞれ，センスもまちま

ち，いろんな作品がお揃いの額lこ入って，なごやかな雰

溜気で並んでいます。原画展の当番でギャラリーに座っ

ていると，来場者からいろんな感想を路くことができま

した。中でも多いのは. rおもしろいですね。j というど

感想。筆者がおもしろいと思った企画を，来場者も陪じ

ように感じてくださったことを，うれしく思いました。

写真4-1 原闘震のようす{新星悶勤労市農セン舎一1

4-2 お披露陵会の開催

平成 16年 1月 17日(土)Iこ御蔵通5・6・7丁目で

は，震災の慰霊法要とろうそく法要，そして公腐と集会

所のオープン式典，翌 18日(日)には公聞と集会所を

会場iこした「元気まつりJという歌あり踊りありのイベ
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ントが予定されました。御菅カノレタのお披露密会も 18

日のイベントの中ですることになりました。お披露関会

は，公障を走り回る rB1 Gカノレタj。絵札をA3サイズ

に印刷し，ダンボーノレで補強して大きなカルタをつく哲

ました。そして賞品がないかわりに，取ったカノレタを記

念に持って帰っていただくことにしました。参加者は，

たくさん取ることを目標にがんばったり，欲しい札を持

って帰るためにその勾が詠まれるのを践の前で待ってい

たり，いろんな楽しみ1iをしていました。 3織の女の子

が，どうしても取りたいキしが他の入に取られてしまい，

大泣きするほほえましい場面もありました。大人までも

がうれしそうに取った私をj寄りの人に見せている光景が，

印象約でした。{也のイベントもあったおかげで，参加者

は 50人を趨えました。

写真4-2 御曹カル聖お披露目舎のようす

4-3 カル11大会の開催

写.4-3 カル型大会のようす

カノレク大会は，お披露目会から 1遜間後の 1月 25日

(日).午前 10時から，長田街小学校体育館で行いまし

た。小学校は御菅地区からJ11を狭んですぐ西にある所で

すが，当日小雪がちらつく寒さだったこともあり，参加

者は 22名。アットホームな大会になりました。表彰状

と賞品を用意。賞品はカノレタ部会メンパーの家にあって

使わないものを集め，大会で使ったカノレタも賞品にしま

した。 1伎のひとから限番に好きなものを持って帰れま
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す。子どもの部で 1位になった女の子は f家でも練習し

たいJとカノレタを選んでくれました。次はもっとあたた

かい時期に，地域内の集会所でやろうという意見も出て

います。

5. a主ち・コミュニケーションの役割

まち・コミがカノレタづくりの事務潟としてした仕事は，

会議の進行，会議のレジメや議事録の作成，資料の作成，

作成者とのやりとり，外注先とのやりとりなど，多岐に

わたりますユ筆者が特に気をつけたことは，カノレタ部会

メンパーに気持ち的な負担をかけないことでした。

カノレタ完成までのスケジュ」ノレを第 l@]の会議で確

認するだけでなく，模造紙に書き出L，会議の度に掲示

して，全員でカノレタづく 9進行のイメージを共有しまし

た。議事録は会議の翌々日までに部会メンバ」全長の家

にポスティングL，会議を欠席しでも決定事項や進行状

況がわかるように伝えました。議事録に関しては，決定

事項を鱒潔に，けれども読みやすい文体で書くことを意

識しました。議事録を読んでいただけるか，また正確に

伝わるか不安もありましたが，会議に欠席された方から

も積極的な協力が得られるなど，部会メンパーの情報共

宥がうまくいっている手応えがありました。

築者l主企尚をたて会議の進行役を務めてきましたが，

カノレダお披露目会や大会のときは別の予定が入り，欠席

しました。他のまち・コミスタッ71ま写真やピデオによ

る記録係とお子伝いにまわり，お披露目会や大会運営の

ほとんどは，地域の方で役割を決めました。そして，ど

ちらもスムーズに進行したようです。住民によるまちづ

くりを支援するグループの一員として，そしてカノレタ企

額をたてた者のとして，最終的に御菅カノレタが地域の方

のものとして使ってくださっていること実感し， うれし

く患いました。カノレタ部会メンバーにとって，カノレタづ

くりのしんどさよりも，できあがった喜びの方が大きか

ったからでしょう。カノレタ部会メンバーだけでなく p 作

成者のみなさんlこは f御菅のまちづくりに関わったJと

いう認識と自信を持っていただきたいと思っています。

6 さいごに

日頃，御蔵のまちづくりにご助宣言くださっているまち

づくりコンサルタントの宮西悠司氏から， r (筆者は)御

蔵の住民に，いぶされているという自覚を持って，まち

づくりに取り組んでいきなさいJとのお言葉を最近いた

だき、ふと気づいたことがあります。言われるまで全く

気づいていなかったことを申し訳なく反省しているとこ

-]20 

ろですが、筆者が御綴に来た6年前と比べると， rひとJ

に対する接し方が変わってきたように思います。

大学を卒業して鈎もない演，筆者の絢りにいて影饗を

与えてくれたのは，同級生を中心とした友達と家族，そ

して職場のひとでした。それが御蔵に通い始めてから，

筆者の周りの人たちが一気iこ靖えました。増えると同時

に，照じ事柄でも立場によっていろんな考え方があると

いうことを知りました。

ひとと 緒iこ何かをすることの楽しさや悩み，つらみ

を，おもしろいと思えるようになってきました。その結

果として，御菅カノレタの完成につながったのではなし、か

と考えています。少ない人数で作った方が，街単にいい

ものができたかもしれません。けれどもたくさんのひと

に繍わって欲しかった。御菅カルタを見ていると，みん

なが「今生きているんだj ということを実感します。

筆者が御蔵のまちづくりに，素人ながらも7 イベース

に関わってきた形が，この御管カノレタ。一人でも多くの

方に手にしていただき，御蔵のまらづくりやまち・コミ

の活動を知っていただきたいと 4思っています。

「残したい御菅のカノレタ 後の肢にj

御菅カノレタiこ込めた、今の筆者の気持ちです。

r御菅カJレ事Jスケジュール

@カル聖づくり@

8/宮~ チラシ&ポスターの作成 参加者募集

8/9 カノレタづくりのノレール決定

~9/15 読み札作成依頼・収集

~1O/3 読み札決定

10/4~ 1l/3 絵札依頼，作成

~1l/15 読み札ー絵ヰしのデータイヒ・レイアウト

~12/5 カノレタの印刷依頼

12/8・9・10 籍折り&セット作業

12/20~カノレタ配布

@ 尿路巌，お披露陵会。大会 @ 

1 1/6~カノレタ原画展，お披蕗民会，大会相談開始

12/18~ 12/23 原画展くこうべまちづくり会館〉

1/15~ J/24 際画展く新長田勤労市民センター〉
1/18 お披露目会開催

1/25 大会告書催

1/27~2/8 原画展く北野ポケット美術街〉

2/10~2/27 原両展く姫路信用金庫神戸西支庖〉
3/4~3/31 原慎重巌〈サノレヒ、アギャラリー〉

く注>

1) ご家族司絡に相談して句を考えてくださった方がおられ

るので、 f組Jとしている

事 ι板神“淡路大震提まち支援グループ
まち・コミ 1ニケーションスタッフ。
通信紙 f月刊まち・コミjの制作をメイン
に， 98年 9月から活動を続けている。広
い意味での掴集に興障があり〈まちづく
りの現場での踊藁>のおもしろさに，カル
タづくりを過して気づいたところ6
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住民主体の小さな文化的遺産的保存活動 線部くみ恋*1

ア γ エ

ー古j湾「二結jからお本のまちづくりへのメッセぃージー

キーワード 1)ノi、さな文他部監童 2)住民主体のまちづくり，まち脊て :1 )制民参跡つ手法

4)経費がなくてもできるまちづくり，まち育て 5)パートヴ~ユノップ構築の方正

1 . はじめに

1-1. 地援に名前のない集落

アーンコ仁

小論において事例として取り上げる「二結j は、王子湾

の東北部，漬L議燥の太平洋に稜近い，北緯 24度、東経

121度付近に位霞する人口 6900人， 1990世帯稜度の規模

の集絡である九宜麟県の地図を見てみると「三副む

という地名がある。しかし，ここで取り上げる二結は、

その二結村だけではなく，台湾窓蘭県五結郷の中の二結

サンシンツン ンヱンアンツン

村、三輿村、鎮安村を含んだ地域である。地域に暮ら

ダーアージェ

す人々は，この地域を指して「大二二結」とか「二結Jと

呼ぶ。小さな二結である二結村に対しての「大二結j と

いう位置づけなのであろう。大二結や二結が域図の中に

存在していなくても，地域に暮らす人々にとって，概念

としての二結はその認、識の中にちゃんと存在している。

そしてこの大二結の概念的な範路は，ちょうどその地主主

の中心に位援する織，二結王公織をむらの守り神として

信仰している人々の間主する範屈とほぼ一致する。

小論において記述の対象としているのは、この大二結

のことである。したがって，今後はこの地凶にない集落、

「大二結j を，地域の人々の呼称にならって二結と呼ぶ

ことにする。

1-2. FE語ってどこ ?j という問いかけ

ウージ工シャン

ニ結，そしてそれを含む行政単位である五結郷は，

台湾の人にすらあまり知られていなし叶、さなむらである。

このことを示す lつの事例がある。

二結の住民の林さんは，故郷を離れて台北などの大都

市に行った時，台北の人逮との照でこのようなやり取り

をすることが多かった。「あなたはどこの出身ですかっJ

f私は二備の出身です。Jr二結はどこにありますかっJ

f二結は五結郷にあります。Jr五結， 。五結はどこに

川ドン

ありますか?J r貨蔚!県の定薦市と羅東鎮の間にありま

戸LJ

かつて，自分のふるさとについて他の地域の人に語ろ

うとした時， i患の地域の人はま最もその地名を知らなかっ

た。このことについて，林さんはとてもさみしい気がし

ていたという。自分のふるさとが全く他の地域の人に知

られていない。近隣の比較的大きな町(ここでは宣車富市

と羅東鎮)の存在を引き合いに出して，やっと相手に自

分の暮らす故郷(J;位置づけを分かつてもらえる，という

ことが，さみしかったのである。

しかし?この「室蘭市と羅東鎮の間にある五結郷の中

の二結JI土，ある大きな出来事を境に rああ，あの有名

な二結ですね。 j と言われるようになって行く。

2E E議主益百と主公醸千人移麟

2-1. 地域の蔵『ニ結蕊公廟Jとその 10∞人一斉

射曹重量プロジェヴト

ニ絡を有名にしたのは f二結王公廟千人移麟」と呼ば

れる，織の 1000人一斉引き康プロジェクトである。

王公耳告は二結住民江コf霞jfIJの中心である。その歴史のは

じまりは、 1790年療にさかのぼると言われる。現在二結

に暮らしている人々の槌先は，営々に中国大陸の戦舌しゃ

気候の変化などさまざまな原型建により台湾に渡来した漢

民族系の人々がほとんどである。台湾に到着してからも，

いろいろな土地を転々としながらやっとこ結までたどり

着いた。新しい土地で神々が人々の生活を守ってくれる

よう，人々は王公廟を建設した。彼ら彼女らがまだニ結

に暮らして問もなかった号室は生活の織を得る術もまだ安

定していなかったので，当時の織の擬模i土小さく、また

茅葺であったという。

人々がこの地での生活に慣れ，暮らしが安定して来た

1929年には，地域の人々が近隣の腕の良い大工さんや織

人さんにお麟いし、普諮をしてこの廟を現在ある形のも

のに建て直した。図 2-1 の写真にあるのがその特に

建てられた王公廠であるロ

建物の康史だけで考えるとこの織の歴史は 100年にも

満たないが二総王公廟が書留としてその地に存夜してい

た盟主史も含めて考えると，すでに 200年以上の年月が経

っていた。この繍は地域の中においていわば主主なのであ

る。しかし，大切な織であるが故に，この考桁化した薪
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国2-1. 今も活胸中のi盟主公線。拡大写糞Iま千人移

藤袴のワイヤーを記念としてデザイン!こ残したもの。

を取り壊し，現代的で強劉な廟へと立替をしようという

意見が 1980年代になって地域の中からあがった。また，

その場所に都市計画道路を過すという計画lも持ち上がっ

た。一方で，この古い廟の建造物としての歴史，そして，

その廟の中に綴みこまれた自分遠の子供時代の歴史や記

憶を思い出 L，その保存の大切さを訴えた人々がいた。

このような背景から，廟自体は現代的で強隠なものへと

再建するが，古い廟もまた， lll1の場所に移して，保存を

しようという話になったのである。

このような経緯を経て，古い廟を引き雇によって移動

させて保存し，古い廟と新しい願双方を地域の宝として

守っていこうというプロジェクトが動き出した。

2叩 2 自分逮の臓は自分濠で守る

古い廟と新しい織の双方を地主主の宝として守って行く

ことが決められたのは， 1992年頃のことであった。一二結

の人々は，新しい方の廟のプランニングをする専門家を，

公開のコンペで選ぶことに決める。第 1回のコンベは，

1992年7月iこ行われた。しかし，住民の審議の結果は「該

当者なしんここにこの地域の人々の妥協しない態度を垣

間見ることができる。

それから約 1年縫った 1993年の6月iこ，第2回コンベ

が行われる。このコンペのプ口セスは公開性，透明性を

意識したものであった。古い臓の前に舞台を作って半月

間模型立が陳列・公開され，その後で行われた王公廟の信

徒大会(信徒のほとんどがこ結の住民〉において，その

プランが住民を尊重するものであったことから，なんと

日本人のプランナーのグループが，満場一致の拍手で設

計業者として選ばれる弘この過程で，二結の多くσ〉住民
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が，自分の暮らすまちのまちづくりに関わることになる

専門家を，自分遣の手で選ぶことができるのだというこ

とを知った。

古い方の廟の保存に慢しても，住民は，そのブ口セス

を専門家任せにしなかった。この背景には，王公廟に祭

られている王公という神様の，伝説上の誕生日に関する

式典が，毎年 1閲，地域の人の手によって運営されて来

たという背景があるのかもしれない。毎年 12月に行われ

る王公の誕生日の式典は，地域の人が何回も敵がら協力

してその準憾に当たるwi償があった。また，地域の人々

は，千人移繍を盛大なものにするために，いろいろなバ

ックグラウンドを持った人達を招待して行く。普段の活

動の積み重ねが， 1997年に行われた特別なイベント，千

人移廟プロジェクトの準備期間となったのである。

1997年の 9月 28詞行われた古い織の一斉引き屋プ口

ジェクトの際には，当時の宣:鶴来知事や，行政院文化建

設委員会の部委員長，学者，台湾各地でまちづくりを行

っている人々などが招待され，間じ場所で，住民と一緒

になって悶にぬれながら，このE甘い廟に付けられたワイ

ヤーを引っ張り移動させていった。全部の二仁複を 1日だ

けで号!くのは難しいので，この日，象徴的に 1000人程度

の人が 6メ}トノレの距離を引っ張り，その後は，業者

を中心とした人々が毎日少しずつ麟を引っ張り，同年の

10月 15日に 680トンの:F.公廟は 160メ}トノレ移動し，

180度向きが回転され，新しい廟の総工予定地と向かい

合う形となった 2)。

この総録は，現住どデオに納められている。このピデ

オも地域の人が lつ Iつ撮影して行ったものである。

2001年の6月に筆者が二結に行った際に「大二結文教

促進会jの人々からこの持のピデオを見せていただいた。

ピデオは当時の会長，林さんのお宅で拝見した。始めの

方は皆さんがピデオを見ながら rここで綱を引いてい

るのは県知事だ，これはどこでまちづく 0を行ってし、る

誰々 だ‘ " " 0Jという訴を 1つ1つ筆者にしてくださって

いた。しかしそのうち，地戚の人々の中で「あのときの

とこが大変だったj とか「ここは誰々が一番がんばった

ところだ。 Jという思い出話に花が咲き，儀後にはこ

の会合に筆者が来ているということを地域の人は完全に

忘，jeてしまったかのような盛り上がりを見せた。それは

終わりがないかのようであり，筆者がその日夜泊する街

に帰つでも，会合は夜遅くまで続いていたとしヴ。

3.傑存，まちづ〈りへの住民参加に健する諮問題

3-1 参惑する人々，参磁しない，参簡できない人

実は筆者にとって，このような二結の活動があまりに

も衝撃的かつ魅力的であったので， 日本に帰って来てま

ちづくりの現場で日々禽闘している人々に，この話をし

た。しかし，返って来た反応の多くは以下のようなもの
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である。「日本のまちづくりや文化財保存の世界では

100%の住民参加なんて待っていられない。Jr参加した

くない人，興味のない人にまで構っている余裕なんvてな

い 。Jrこんな活動をするお金はなし、から効成金の申

1枚でも多く書きたいい 。jなどなど。これらは

非常にた切で，無視できない現場の本音であり，また，

現場的事実を如実に反挟しているコメントであろう。

では!ご結ではそのような問題はなかったのだろうか。

またあったとしたならばどのような部頴であったのだろ

うか。そして，それは乗り越えることができたのであろ

うか，或いは乗り越えられなかったのだろうか。この輩

では，そういった問題意識について，二結の人逮が王公

廟0'保存やそれに統く地域の環境改善計画を推し進める

中で起こったいくつかの出来事;から検証して行きたいと

思う。

3-2. 参闘しない，できない人を巻き込む仕絡み

ワoゴoベイ

一一一ワンゴンカップ(王公杯)の開催まで一一

1 )学校

地域に存夜するまちづくりの悶体と，学校の関係は良

好か0 この閑いにドキッとするまちづくりの現場，学校

双方の人々は，日本にも結構多いのではなかろうか。

二倍のまちづくり団体 f大二結文教促進会j も，一番

初めは，懇いとまではいかなくとも，学校との関係性が

ほとんどないようであった。廟の保存，地域の環境の改

善は行政やまちづくりE主体の仕事，子供に隠する事柄は

家庭と学校の仕事。このように，分業がはっきりしてい

るというのは台湾，日本を関わず，現代の役会では往々

にしてあるようである。学校としては"苧校の中の問題

にコミュニティの図体が口を出すことを，そして，コミ

コニティの人としては学校の閉鎖性について，互いに不

満を待ち合う。

余談になるかもしれないが，台湾でも公務員の仕事の

シャオズオ

ありょうを批判する以下のような慣用匂がある。 f小倣

イーンZ ンシ ンヤオイーガマーファン

一件事，小一個麻煩(仕事を 1つ減らすことは，面倒

を1つ減らすことにつながる)J場WZ晶、官ず五五

持11J錯(たくさん仕事をすると部題も多く発生する，

少しの仕事をすると問題は少ししか発生しない，何もし

なければ問題は発生しなし寸」これは日本の街中でよく

聞く，公務員や学校の先、生に対する批判ともよく似てい

る気がする。

しかし，二結の人々はコミュニティの図体の立場で，

学校との関係性を重視し，頑張って関係、殺を構築しよう
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とした。それは，学校で学ぶ子供漆が成長すると地域を

担う大人になるという当然のロジックからであった。ま

たそれは，子供途に対して，自分が暮らす地域について

もっと知って欲しい，自信を持って欲しいという切実な

瀕し、から出て来ていた。

二結には「主主:遜1Z7jfjという小学校がある。二結

文教促進会の会員には当然その保護者も居た。したがっ

て，コミュニティと学校は全く関係のないものでもない

のであるが，実際lこ地域の閲体と学校とのパートナーシ

ップをどうやってつくっていくかということが，大きな

網走車であった。

そこで，二結文教促進会の人々は考えた。自分達が学

校にとってメワットになる何mをすれば，学校との際係

を構築することが出来る，と。

2)地繊の著者

ところで，地域の活動や，まちづくりに参加をする地

域の若者が少ないという照越がある。例えば，若者がニ

結王公臓の保存に興味を持つようになるには，どうすれ

ば良いのか

普の若者にとっては，書軽自体がコミュニティのやの学

びの場のような役識をしていた。例えば，台湾の伝統的

f吋グウヲy

音楽である r~t 管 J のレッスンは，以前はこの古い芝

公廟の中で行われていたから. ~t管を習う子供漆にとっ

て当然王公廟は親しみのある場であり，いわば燃は f学

び舎」的な役割ヰコ果たしていた。しかし，現夜では，北

管のレッスンの場は学校にとって代わられ，廟に関連す

る歴史や廟とし、う場所それ自体は，若者，子供達にとっ

てなじみの薄いものになってしまったのである。地域の

人が地域の廟を守って行くためには，守って行くという

気持ちのある若い人がし、なければ怒いは引き継がれては

いかない。しかし守って行きたいという気持ちは，人か

ら無埋やり様え{寸けられるものではない。このような背

景から参加をしない若者，参加ができない子供遼が多く

生まれてくるのである。こういった若者や子供達を「参

加しない人j のままで放っておいても良いだろうか。

3) rお金がないかも傍も出来ないj という人

まちづくりで人を動かす，より多くの人逮が参加でき

るためには，何か大きなイベントを行うといい。このよ

パげオ

うな考え方は台湾でもある。よくそれを台湾では「鱗活

動(活動を行う)J という。大きなイベントをするには

お金がかかる。業者を呼んだりして会場を設営したり，

飲食に関わる費用もいる。一方で，大きなイベントは，

お金がかかるわりには持続性が少なく，実際のまちづく

りに対しての賞献は少ない，との批判jもある。お金がか
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かるイベントに対して，ではお金がかかるからやらない

でおこうということを答えとするのか，或いは，その資

金を出してくれる人だけを大切にし，特定の人罪者だけで

そのイベントを進めてし、くのか。

大きなイベントを行うには，このようなたった 2つの

選択肢から 1つの答えを選ぶしかないのであろうか。

4)二結の人が出した答え

二結の人達はいくつかの部題に尚時に直留した時，そ

れらすべてに答えられる選択肢を選ぼうとした。それが

ワンゴンカップの開催であった。これは，お金がなくて

も出来るイベントであり，若者や子供達にとって魅力的

なイベントであり，かっ，ほんの少しかもしれないが，

若者や子供途に王公廟について知ってもらいつつ，地域

コミュニティと学校との関係を再構築するものであった。

まず，地域の人々は，学進ノト学校の中にある，こわれ

たままで放置されていたバスケットゴールの修理をさせ

て欲しいと学校に対して綴い出た。学校側としては，壊

れたものを保護者に直してもらうということで異論は出

なかった。また，放課後などに，教師漆の闘の届かない

所で遊ばれるより，修徳されたパスケットゴーノレのとこ

ろで遊んでくれるならば，教師としては願ったりかなっ

たりのことであったという。

バスケットゴーノレの修復にはこれといってお金はかか

らなかった。それは地域の人の提供した，時間と知恵と，

資材によって修復されたからである。

そしてその修複を終えたハスケットゴーノレを使って，

地域の若者を対象としたスリ一オンスリーの大会を催し

た。優勝者から 3{なまでのチームに送られる商品は，地

域の人達が持ち寄ったものでだったとしづ。スリーオン

スリー大会には多くの若者が参加したが，彼ら彼女らに

とっては，商品が呂当てであったのではなく，そうやっ

てバスクットボールが出来る機会があったのがうれしか

ったのかもしれない。

ところで，普通合湾ではいろいろな大会の 1位， 2イ立，

グゥワンゾユン ヤージJ司ンンーンニ1〆

3{立をそれぞれ， 冠 E宮，桓軍， *"撃というが，この

大会では，大会名自身を二結王公廟に祭られている神様

ワンゴン ワJ ゴJペイ

の名前 r王公」にもなんで与「王公杯(ワンゴンカップ)J 

ワンゴンンユン アーゴンジユン

とし，第 1位を王公軍 2位 3位をそれぞれこ公軍，

サンゴンミ〆ユン

三公箪とした。烹公，二公，三公の神様は，今もヨ三公

廟に祭られている神々である。

このワンゴンカップの活動から，我々は，いくつかの

隊害を，今あるものを利用し，正当な方法であきらめず

に乗り越えて行くことの大切さを学ぶことができるので

はなかろうか。

3-3. 衝突雀対立と続けられた対話の軌跡

二紡のまちの中にはワンゴンカップの開催に見られる

ような，住民のパワ}がある。しかし，住民連は汚動を

進めるに当たってどうやって意見の合意を取ったのか。

また，住民l土地域と関わる行政や専門家と衝突しなかっ

たのか。

専門家と住民のあるところ，或いは行政と住民のある

ところ，対立があるのはI!!:の常と言って良い。むしろ対

tLがないというところの方が心配であるかもしれない。

なぜならば，対立がなく，物事がうまく進んでいるとい

う務の裏には，住民が声を出せない人々になっている場

合があるからである。

当然二結でもさまざまな対立は起こっている 2 住民間

土の中にだって問題はある。あの人が苦手だから話をし

たくないというレベルの問題であっても，気持ちの罪号越

はやはりどこかでまちづくりに影響するだろう。二結の

中にはどのような衝突，対立があり，それはどのように

乗り越えられて来られたのであろうか。

1)住Ill!凋の対立

二結でi土，地域に鳥島する事柄を，なんでも公僚~，会

議の中で決めて行こうとした。しかしその中では激しい

対立があった。地域住民の間で対"J1.があったことを示す

証拠の品と，それにまつわる話については，地域のまち

づくり団体「二結文教促進会Jの方々からおおまかな形

で教えてもらうことができた。

対立があったことを示す証拠の品とは，割れた湯飲み

である。これは地域の中で行われた会議の中である人が

激昂して害!ったものである。それを，人々はそのまま保

存し， 1古97年に定時覇市で行われた「社E主総体営造(まち

づくり)博覧会j において，まちづくりの成果として，

まちづくりには衝突も大切な要素で，むしろ箇と向かつ

て大切なことを言い合う機会があったということを背定

的に評価するために展示されたものである。

このように，二結の人々は住民の中で共同で事に当た

る過程で起きた対立を，当然あるべきものとして認めて

いる。それだけでなく，この対立の過程も，地域の歴史

の一部分にしてしまい，博覧会で展示したのである。図

3-1 の写真で見る壊れた湯飲みとコップは，赤い布

の上に置かれ，さながら故宮博物院の文物のような扱い

である。

2)行政と住民

本稿の第1輩に書いた二結三E公廟の千人移廟のプロジ

ェクトのi草作で自信をつけて来た地域の人々は，今度は，

地域内にある二結別という水路の美化計轡に乗り出す。

地域の人々がその美化に着手したのにはこんなきっか

けがあるという。
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図3-1 社盤総体営造(まちづくり)博覧会

において展示されたこわれた湯欽みとコップ

写真提供，大ニ結文教促進会

ある日住民が，
-y.-'.}五メン

ショベノレカーによって二結別の堤防の

部が嬢されるのを目の当たりにした。その住民は，自

分遠の思い出の風景が失われることに対して非常に心を

痛めたという。それに加えて，自分遠の暮らす環境に関

することなのに，その環境を変えるような出来事が，自

分遠の知らない間に行われる。水路が破壊されてしまう。

このことに住民は危機感を持った。住民漆は，新しく建

設予定の新王公廟のプランナh として，すでに{言綴欄係

が構築できている日本のプランナ}のグループに相談を

持ちかける。

行政主体のi'fの味わいもない水路の道路工事をやめさ

せたい。水路の}笥りの環境と言えば，土木行政。水路を

触るためには，行政セクションの許可が必要である。行

政ザイドの意見はどうかと言えば r例外を出せば，後で

他の団体も同じようなことを言って来て，仕事にならな

し、から駄密j である。行政が「駄日Jの一点、張りであっ

ても rだから行政はし、ゃなんだjと住民が文句を言って

いる間にも，大切な水路がショベノレカーで壊されるかも

しれない。そう考えた二結の人達は，まず行政の中で I

人でも住民の意見に賛同してくれる人を探した。 し方、し

そういった人々は往々にして，あまり檎線のない人達で

あったりもする。その時に地域の人々は「じゃあ，今度

はその人の上司を説得に行こう j と言った。そしてその

人に掛け合って駄目ならば「上司の t可を説得に行こ

う。Jr上司の上司の上弓を説得に行こう 。j筆者が二

結の人が書いた文章のこのくだりを読んだ特に rもし

かしたら，この人達は大変な局面において，苦労するこ

とを楽しんぜいるのではなしゅリという思いに駆られ，

思わず微笑んでしまったほどである。そしてこの文章は

次のような言葉で締めくくられていた。「行政の人達も，

私達のやり方に賛同してくれたのか，或いは呆れてしま

ったのかもしれないけれど，最後には我々が環境改善計

腐を，自分遠の手でやることを許可してくれた。Jとても
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雪量すべき文素である0

3)専門家と住民

前述の水路の療境改喜善計画についてであるじ行政ぴ〉跨

題をクワアーしたと患ったら，今度はまたもや住民達が

ある不安を感じ始める。 f日本のプランサーのグルーブの

人i童は確かに才能もあるし経験もあるヤしかし?すべて

を専門家に任せておいたら11自由主の住民の歴史や特色がな

くなるのではないか ーJ rこの地域で作られた環境はす

べて『プランナーの作品』になっー亡し主うのではなしゅヮ。

住民はこの不安を，設計側の専門家に伝えた。 ~}jで?あ

れもいやだ，これもいやだ」といいながら，明確な代替

案を出せなし、住民担uに対して，設計側は fじゃあ一体ど

ういうものがいいのかj と密惑し，ついにしびれを切ら

して，住民に対しベンと紙を渡し「じゃあ，あなたが絵

を描いてみたら。Jとしづ局阪になったという。しかしニ

結の住民の多くが，高等教育を受けていない，況や，凶

商を書く語11練をしていないという状況にあったので，ベ

ンを渡された伎誌は，しばらく途方に暮れてしまったと

いう。しかしそれでもその人はあきらめずに fス結は鉄

道が通っていたのだから，鉄道の枝オてを水路の端の歩道

に使えないか。j と自分の意見を懸命に伝えた。

2003年 12月現在，二結耕|には，住民が参加して作っ

た，いくつかのテー?を持った水路端の歩道がある。一

結釈の近くを流れる水路iこは，車問の櫛を模した柵に仕切

られた，枕ヌドを敷かれた歩道が，またその近くには，台

湾に暮らす人々のかつての川べりの風景を代表する花，

fl事〆量定jが植えられている。 また学進小学校付近の

水路端の歩道には，今の壮年世代の人が子供だった特に

遊んだピー球遊びのピー球が埋め込まれた歩道や，石織

りi盤びに使った図形のデザインを施された歩道がある。

こういった遊びは，当然日本でも行われていたものであ

るが，二結の人達がこういった波びをしたことや，枕木

や f誌l言語Jに代表される心象風景の大切さを住民迷

が主張しなかったならば，それは見通ごされてしまって，

水路の環境改善計画に反映されなかったかもしれないも

のばかりである。

4. 二錯から教えられること{まとめに代えて)

二結も五結郷も，もともとは人に知られていなし、小さ

なむらであった。千人移廟のプロセスを経て保存される

ことになった王公罪者も，その地にあった際史は 200年余

り，建造物の燈史としてはたった 90年の康史しかない。

世界遠藤リストに居sitぷ数千年以上の歴史を持った大き

な遺産と li.それは比べ物にならなし、小さな遊底である。

日本で登録文化財になっているものと比べても，やはり

その規模は小さく，年数は少ない部類に入るであろう。
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一一-咽圃司『一一ー一一一一

改善計画の成果。
イコ…ヮ

「野蓋花Jが槌えられた水路，鉄道の枕木を
学校近くの歩道にピー

球が埋められている。

(2003.12筆者撮影)

さん。手に持っているの

は王公障者近くの広場の

模型。

(2003.12筆者撮影)

敷いでつくられた歩道，石臨tりにデザインの

ヒントを得た歩道など。

も王公の誕生日イベ

ントを手伝う。

(2003.12 

筆者撮影)

箇 4-1.ニ結住民活動の軌跡と怒録

しかし，そこには地域に暮らす人々の姐先の開墾の藤史

があり，地域自慢の腕のいい大工さんと普請を行った燦

史があった。かつて地域の子供達は，そこで伝統的な音

楽，北管を習い，廟付近の木のまわりで遊んだ。

また，建物は人が震わることによって，その魅力が増

してし、った。 1997年の千人移廟では千人分の魅力がさら

にそこに編みこまれた。千人移廟が終わってもその地に

暮らし続ける人の心の中に，自分自身が故郷の建物の保

存に照ったという記憶はずっと残るであろう。筆者が小

論の 2-2 で述べたように，千人移廟のどデオを見な

がら夜中まで話し込んでしまった地域の人々の様子から

もそのことがよく分かる。一方， lJlJの地域から来て千人

移織に関わった人達にとっては，それぞれが自分の暮ら

す地岐に帰った後，思い出となって各人の心の中iこ残り，

また二結に行ってみょうかなという気持ちにもつながる

であろう。

この一連の二結のプロジェクト(国4-1.)が我々に

教えてくれたことの中で，最も大切なことのうちの 1つ

は，地域に暮らす人達がそこにはイ可もないと居、ってしま

えば本当にイ可もなくなってしまう，そして，できないと

思えば本当に出来なくなってしまうということである。

二結の人遣はそう思わなかったからこそ，一連のブ。ロジ

ェクトをすべて実現させた。

また，まちづくりの滋程では住民民士がぶつかったり，

専門家と住民がぶつかったりして滋のみが割れることも

あるかもしれない。しかしそれをもまちづくりの成果と

して博覧会で展示してしまうこ絡の人々の強さと自(雷，

誇りから，我々は多くのことを学ぶのではないだろうか。

く注〉

1) r五結郷戸致事務所jのホームベージにより算出

http://wjbhぽ e-land.gov. tw/ (2004. 2. 10) 

2) r中央日報Jのホームベージより (2004.2. 10) 

http://www.cdn.com.tw/daily/1997/10/17/text/861017f2.htm 

〈参考文献〉

1) 練其南「千人移廟百年情J，財団法人仰山文教慕金会 1997

2) 林実鴻 「二二結期i歩道落成活動昔日念集J，大二結文教促進会

1998 

3) 林徳桜 「全額千土区総体営造博覧会紀事J，行政院文建

会， 1997 

く語片言辛〉

筆者がこ結に:frくきっかけを作ってくださった宮西悠笥先生，

江鴻儒さん，また，何度二結に行っても濃かく筆者を迎えてく

ださる大二結文教促進会の皆さんにまずは謝意を表したい。文

中に引用した台湾の慣用句については，線恵民，練立の両氏か

ら有用なアドパイスをいただいた心彼らもまた台湾中部の震災

復興地域，場里で研究やフィーノレドワークをしながらまちづく

り活動に従事してし、る若者逮である。本稿は?月初まちコミ 2003

年8月号に掲載した文章および2004年2月の歴史出都市ワーク

ショップ(中自主， 3雲南昔、)での発表原稿を，筆者自身のフィー

ノレドワークの成果をもとに全簡約に加築修正したものである。

a 
， I東京醤術大学大学院美術研究科文化尉保存学専攻保存酵複領域連産物研究室後期博士課程2年生。

現在1 住民主体のまちづくり l 住民参加型的文化財保存に関する研究を行っているが7 ライフワ…クと

しては，これからも台湾をはじめとするアンアのいろいろな冨でまちづくりを行っている現場の人々 !

日本の現場で日々 奮闘じてし、る人々 か交流する架け橋であり続けたい。
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入居後の暮らしのサポートを通じた

分譲環境共生型マンションの端境創造

篠原靖弘判

甲斐徹部本2

一計画・販売・管理が一体となったマンション計画の試みー

キーワード 1 )環境教育 2)環境共生霊建築 3)パッシブデザイン 4)微気候

1・はじめに

f都市にいながら，カシつ， 自然の心地よさを感じて生活j

できることを詰指L，特にll(クーラーに頼らす列記車に過ご

せることを意周して，計額・販売された環境共生援分譲マ

ンシヨン「ザ・ステイツ平和台J注 1) (以下，平和台)

における建築計画手法・販売手法・管浬手法を，本計到の

環境共生手法に関するコンサノレテイングを行なった立場

から紹介する。

2・計画手法

平和台は，東武史上線東武線鳴駅より徒歩 15分，環状8

号線から稜近いt世誠に立地する全也上7織全 54戸の集合住

宅である。

匝配置計E富上のヱ失

環八から干wい地域というと都市化され，自然の心地よさを

感じることは難しいと思われるかと思うが，都市部において

も敷地周辺の f微気候j を愁えることで充分に自然の心地よ

さを感じられる。微気候とは，広範悶の気候とは別に，周辺

の樹林や建物の影響によって?滋度や湿度，風の流れヰ執環

境などが変化し局所的な気候を形成することをいう。コンサ

ノレティング業務をスタートした段階では，大半初コ配置言十自主は

終えていたが r微気候jの観点、から敷地内を議索獄，冷熱

源の二稜類に大別することとした。?晶索誠意となるのは南則の

アスファノレトに覆われた選路付近が挙げられる。また北側の

駐車場も温熱源となる。太陽高度の高い夏には度接日射があ

たり，温度上昇を招くためだ。こうした温索現京から掛すされ

る索時車を遮るために南側だけでなく，駐車;島と通路¢境界に

徳裁を古記霞Ltこ。一方，常に陽の当たらない北側の通路まs5t
やライトコートは日中でも比較的低い気温で保たれること

が世田谷区内の同様のコンセプトで建てられた環境共生援

関2-1 ステイツ平和台平面図

-127 

マンションにおける調査法2)より終っている。これを冷熱

源として位置づけた。

麟建築計画上のごと夫

I且紫措置，冷索現京の大Z'Jによる微気候把握lこ対応して，各住

戸にはこつの工夫が施されている。

。;昆熱源に対するこE夫

各住戸において温索臓となるのはノVレコニーである。バル

コニーに入った日射は床面を緩め，案内に再放射される。

カーテンを閉めても，カーテン自体を暖めてしまうため，

混繋抑止燃としては有効ではなしL そこで，平和台ではパ

ノレコニーにブックをつけ，専用の器除けシェードを取り付

けられるようにした。また，一部にはプランタ}援場と皇霊

源縁化用ネットを設け，ツノレl生様物による自身す遮織を行な

えるように工夫した。

0冷熱線に対すること夫

各住戸において冷静4源となるのは玄関側の通路部分であ

る。しかし，玄関を隣放しておくのは防犯上問題があるた

め，一般7ンションでは開放することが難しい。そこで平

和台では玄務協に防犯庖に配慮したi最風専用窓を設けて

いる。この通底専用窓は，夜間の冷気の導入にも役立つ。

都市部においても夜間士気温が下がる。総馬区の平成 12

年8月 II日の最高気混を記録した自においても，夜間は

25度まで気淑が下がっている。この外の冷気を夜寝ている

聞に室内に取り込むことが重要となる。取り込まれた冷気

は熱容量の大きなコンクリートに蓄えられ翌日まで持ち

越される。その蓄冷効果により，クーラーに頼らなし犠ら

しができる工夫である。

以上の二つの工夫が平和台における建築計画上の工夫で

ある。その他に，一部の箇所に壁面鮒じ渥上緑化を施し

ている。

写真2-1 サンシェード 写真2-2通風専用窓
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3・叛売手法

これまでまとめてきたように，平和台の建築計画上の工夫

は一般分譲マンションと大きく異なるものではない。太

楊光発竜太陽熱温水器，底力発議などのアクティブ型設

備の導入も図られていないため，スベック上の違いを強調

する従来のマンション綴売手法では，価纏を伝えることが

難ししL平和台で詐tみてしものは，スベック上の価値では

なく，鶏擦の暮らしの場面での心地よさを重視した体感的

な鏑直であるため，販売特例面直伝達には工夫が必望書とな

っfらその工夫のいくつかを紹介する。

0体i惑型モデル'JLrーム

販売特のそデノレノレームの計画段階から，温熱源・冷察部京の

把握をし，平和台の配盤貴十衝と{司様の手法で敷地内の微気

候の抱援を行なった。モデノレノLーム各所には外正気温が分

かるように混度計を設置し，来場者が微気候の初主を知る

きっかけとした。雨担IJ駐車場に街したテラスには，朝顔，

へチマなどのつる性援物が植えられ，営業マン自身が水や

りなどの世話をして，緑による自身す遮蔽(緑のカーテン)

の実践を行なっt4， プレハブで造られたモテツレノレ}ムの構

造上，実際ι気温に現れる効巣は大きくなかったが，営業

マン自身が緑を育て，環境を書!りあげることを実践したこ

とが，体感的な師{直を伝える上で役立ったと考えられる。

多くの営業マンが自宅でも緑のカーテンづく坦を実践し

たとも聞いている。

0撲裂実験

武蔵工業大学環境情報学部宿谷研究室の協力を得て，震上

総{じ 日射遮厳の効果を示す模型泣実験を行なった。スチレ

ンボ}ドでつくった 1/20スケ」ノレの住戸模裂を二つ舟意

L，一方は震根函を剥きだしの金属に，もう一方は滋らし

た土を震いた。そこに 500Wの篭球を太陽熱よ模して照射

し震根表面の滋度と室温をデジタル温度計で表予した。

土のあるなしによって，室温が大きく異なることを来場者

;こ示し3 屋上緑化が単なる飾りではなく，案内調度を調整

すそ機能を持っていることを明らかにし九

0体感裂セミナー

講富市を招いてのセミナーを実施した。(~鞠材鰯l筆者，

甲斐徹郎)セミナーでは，実際に暑い日に，参加者を外に

連れ出し日差しで緩められたアスフアノレトを手で触らせ

た。さらに，その温度を表面滋度を測定する放章官官記主計を

用いて図り，具体的な数字で確かめるなど「肌で感じられ

るj 工夫を感り込ん尤また，講師自身が暮らす環境共生

型マンションでの生活シーンをスライドで紹介すること

で，建築計関上取り入れられている日射遼蔽の出温み，通

風専用窓を活かした暮らしのイメージを伝えた。そうした

工夫しながら暮らす実体験を目の当たりにすることで，

fこのマン、ンョンが買っておしまいではなく，買ってから

育っていくもの」ということがイメージでき，マンション

購入を決断した方もいる。

128-

4・管理手法

平和台における環境共生手法は，入居者自身が暮らしの中

で活かすことで効果が実感できるものだ。そこで，入居者

がその効巣を実感するまでの情サポートを実在留した。

竃サポートプログラムの内容

@涜成見学会く参加対象全主戸>

建物の仕総みを再確認す

る見学会を行なった敷地

の腐りを掴むアスフアル

ト道路に肢に触れた。 6!l

だfったが，充分に熱く，夏

を迎える高官の対策を再確

認する場iiiiとなった。

②セミナーく参加対象。全{主戸〉

7 !l，夏本番を迎える前iこ

クーラーなしで][を涼し

く過ごすための工夫を紹

介するセミナーを楽施。

③モニト調査く参加雄々モニター伎戸〉

4世帯の希譲住戸を対象

に生活環境調査を実書留し

た。袋内外の混度測定，サ

ーモカメラを活用した温

熱源の把擦などが行なわ

れた。

@i:宜善提案く参加対象。モニタ一位戸〉

温度調IJ定結果を報告する。

一方，実際の暮らし方iこ4コ

いてのヒアワングを行な

い，データと照らし合わせ

て3 暮らしの改善ポイント

を客観的に提示した。

@改善ヱ事く参加対象モニター住戸>

改善提案に基づき，日除け

の設置の手イ五い，不足して

いる日除け設霞用ブック

の追加工事などを実施。引

き続き効果を測定した。

⑥お宅訪問会く参加対象・ f在住戸>

言問査結果を報告するセミ

ナ一実施後，モニター対象

住戸を訪問し，実際の環境

を体感する機会を設けたo

Jj_いの工夫を紹介しあう

場にもなっtco
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躍モニヲ一位戸を対象!こしたサポート

ここではサポートプログラムのうち，モニター住戸を対象

に行なわれた@-③の内容を紹介する。

( 1) !邸の場合

1$は 40代夫婦十子供の 3人家紋が暮らしルーフノVレ

コニーがある付制主戸である。 1さんど夫婦は販売特のセ

ミナーに参加し，当初から f緑jに強い関心を示していた。

入居時点からバルコニーにはたくさんの鉢植えが震かれ，

緑を育てながらノレ}ブパノレコニーの環境を楽しむ暮らし

の実現を目指していた。しかし，モニター誠査を通じて，

北西側に位援するんーフパノレコニーが暑さの原因となっ

ていることが分かつた。(写真4-1)

05孟熱源の確認

北西側にイ立霞するノレーフパノレコニーというと，明け方から

昼間にかけては日差しが当たらないように居jコれるが，夏

場は太1陽高度が高く，真東に位壁するときには 30度とな

っている。植物をノトーフパノレコニーで育てていた Iさん土，

日差し正変化に応じて，様物を移動させていたため，ルー

プハルコニ}が暖まっていることは理解していたが，どの

怒度熱くなってしものかまでは柁漉してし、なかった。そこ

ですーモカメラによって報6時から夕方6時までこ待問

おきに撮影し， "差しによって緩められるノレーフノVレコニ

ーの様子を示した。さらに， Iさんは総射温度計を購入し，

自ら表街温度を測るようになっ丸犠射熱の初主を意識し，

数値でも環解するようになった Iさんはパノレコニーから

街を眺め， r熱線が見える気がするJと語るほど，車高射熱

対策の重要性を理解するようになる。

0ルーフJ~ルコニーの改善ヱ事

写真4-1 1邸改善前

ノレーブバノレコエーの縞射熱

対策が重要なことは理解し

たが，ノトーフパノレコニーには

日徐けを設置するフックが

なく， 1さん自身では簡単に

日除けを設置する方法が見

当たらなかっfむそこで，サ

(2) 0覇lの場合

0邸は 30代夫婦の二人家践が暮らし，南東側t乙1立董狩る

l階住戸である。。四日は，南東側iこ位援するために午前中

にしか日が入らないことと 1階の櫨裁が充実しているた

めに， 日j射i車蔽対策はすでに充分施されていた。そこで，

窓の開け閉めに対する提案を行った七

0改善前の窓の開票持方法とE室内環境

0邸では支の始め0:療，一日中窓を開けて暮らしていた。

外出する時も通風専用窓を開けたままにして，できるだけ

案内に風を取り入れるようにしていた。そのときの温度調

奈結果である図十1をみると，外気温が 36s主に達した時

に，主主温もそれにつられて 32度までに上昇している。こ

れは決して涼しいとはいえない。

。改箸後の窓の開閉方法とE室内環境

改善後の状況が図企 2である。外気1且36度の時にクーラ

ーなして室根 28度に保たれている。この時の生活パタ}

ンは夜間窓を開放し，朝出勤する時に通風専用窓を含む全

ての慾を関みと切って出かけるというものだった。これによ

り，夜間室内に蓄えられた冷気が外に逃げずs 涼しさf慌

たれたとし、うわけT二

Oモニヲー鈎査の効果

0さんはセミナーで学んだ懇の繍凋方法を半信半疑のま

ま実践してみた。その日の娩，帰宅した0さん土，以前は

家に入るとムッとした暑さを感じていたのが，なんともい

えない涼しさを味わったという。 0さんはその日以来，室

内外滋皮が分かる温度計を確認して，売まの喜男間在行なうよ

うになった。今では打ち水やシーリングファンを上手に使

い，ちょっとしたヱ夫で室滋が l度変わることを実感し，

毎日自然との関わりを味わう暮らしを送っている。

l外相 λ l 

L J;醐\一三上/丸、~J
ポートの一環として， 日除け 2 .  

写真4-2 1邸改善後

O改善工事の効築

シェ}ドと!五]様の素材で3 簡

易的にバルコニーを覆うこ

とにした。(写真4-2)

シニ広一ト設霞後の効果を Iさんに尋ねると，放身ji!晶度計を

手にして説明してくれた。 fシェードの下は35度， "の当

たっている所は 45度。部屋の中もだいふf対車になりまし

た。 jモニター調査を通じて，一つずつ頭をひねりながら

f住ましリを楽しむことを知ったとし、う 1さんは，来年に

向けて『我が家がリソート計画』を進めたいと諮ってくれ

た。

2_‘ 
22  

包 0

40  

3 6  

3. 

3 4  

32  

30  
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一白中窓を開けて盆議している

mI "也

密4-1 0国政蕃前の室内外温度変化

外気温、

'__、一 j

r蜜 温…ミ~λ/〆¥一

図4-2 0田政善後の室内外混度変化
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鍵モニ骨一位戸の体験を共有化するプロセス

サボ}トプログラムの締めくく哲は，モニターf主戸が体験

した内容を他の世帯に伝えるためのセミナ}の開催であ

る。セミナーにはそニター住戸の住民その他の{主民マ

ンション企画者，コンサノレタントが参加し，ひと支の成果

を実測データに基づき報告した。また，モニター参加者自

身に体験を言寄ってもらい，住民自身の声が他の住民に伝わ

るように企図Ltcこ。

セミナー終了後，モニター参加者と希議官により，モニタ

ー住戸を訪問しあう fお宅訪問会jを実施した。これによ

って3 平和台においても「クーラーなしで室内気温が 28

度Jを実現していることを体験・確認したことで，環境改

善へのさらなる熱意が沸き起こる場面となった。

その他にも，小冊子をつくった

り (eα明日通信額十3)，モニ

ターから改善までの速の様子

をビデオに収録して情報が全体

に届くような準備をした。その

結果 r来年J立我が家でもJとい

うような反応が多くみられた。

lilIφ3 問問IX通信

Eサポートプログラムによって得られたこつの気づき

こι寸車のd車線は，入居者自身が苅車な生活環境を得るだ

けでなく，サボ}トプログラムを提案した私達自身にとっ

ても貴重な体験となった。当初は平和台で提案した士協Eみ

を紹介し，i舌かすための手4去を教える側だった私達である

が，時間が経つにつれて，モニタ-(7;住民から教えられる

ことが多くなってきた。この変化は，サポートプログラム

による住民自身のふたつの気づきによってもたらされたo

d瀦壌を3苦隠した f生j制面市童Jへの気づき

サポートプログラムを通じて， 日常的な生活の中で，クー

ラーなしの生活をはじめとして3 自然の恵みを活用した暮

らしの楽しさや心地よさを体験させてきた。そに結果環

境を活用することで苅童になるという「生活仮綴j に住民

自身が気づく。一度こうした£地よさを体験し，気づいた

住民は，この価値を継続して追及しようとする「スイッチJ

が入った状態となる。ひとたびこの fスイッチjが入ると，

その後は，専門家正サポートがなくとも，この主体約な生

活行為は，生活の一部として取り込ま初寺院議亮する。

今回のサポートプログラムにおいてもモニター参加者が

主体的な関わりを見せる場面が多く見られた。 1さんはイ

ンターネットで誠べた緑化演材を訪問するたびに見せて

くれた。お宅訪T調会でO邸を訪れた際iこは， 0さんがなぜ

涼しし、のか，他の住民に説明した。その諮り口は専門家が

説明するよりも分かりゃすく実感のこもったものだった。

しかし， rスイッチJが入る状態にまでもっていくために
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l立，専門家の存在は欠かせない。なぜならば， rこれまで

の生活では気づかなかった生活仮緩jや fこれまで活用し

てこなかった環境価値jは，体験があってはじめて気づく

ことができるからである。

このサポートプログラムの中で，モニター住戸を限定し，

調査・提案・改善をたどったプ口セスの効果には， r生活

締{酌への気づきをもたらすことが挙げられる。

4Eマンション金体巷活用した f共有価値1への気づき

サポートプログラムでは，モニター住戸で「生活価纏jへ

の気づきがもたらされたあとに，そ(7;価値を共有化するプ

ロセスが味温まれていた。そ(7;効巣を検証してみる。

fお宅訪鋼会J0)，去に，ガ}デニングによりテラスを改善

した他のモニター住戸のテラスでハーブティーを頂き，参

加者と懇談した時のことである。 f緑のカーテンを上手に

つくるためのネットの張り方j などのそれぞれ¢住戸でも

活用できる生活錨値を向上するためのテクニックを中心

に話は進んでいた。 ところが次第にそれぞれ広主戸の言語カ為

ら， r共用部のあそこを組合として緑北してはどうかJと

外へと話題が広がってしりた。

こ(7;話題の変化には，環境を活賂した「生活係閣Jの納蚊

が内f呈されている。モニター住戸では自分の家をお車にす

るために，ノミノレコニ」ゃくランダなどι封繍境の改善寺を図

ってきた七ここで個人正犯壷牲を潟めるために，外環境に

自を肉けた点が重婆である。マンションの外環境lこは個人

領域にはとどまらない広がりがある。 1，皆{主戸であればベ

ランダσ;書官には共用庭があ号，上I階であれま平和台の場合，

皇室笛緑北を施された共煎重路がある。こ(7;共用空間を自分

のパノレコニーを改善したのと問様に改善することができ

れま，さらに個人空間州知童性が高まる。外を改善すれば，

中も快適になるという間じ論理である。これは?ンション

全体を，生活価憶を高めるための場として活用する I共有

価値jへの気づきへとつながる。

書サポートプログラムの効巣

プログラムを態晶するごとに，モニター住戸において，顕

著な改善効果が得られたこと，さらに個人σ;可決適性の追求

にとどまらず，より高し咋お単位を求めるためにマンション

全体を単位として諮る住民が現れたことには驚きと嘉び

を感じてしも。

サポートプログラムを通じた伎民の意識の変容をみると，

f都市にいながら，点νつ，自然の心地よさを感じて生1雷j

を目指して倍々の住民に対して行なわれたサポートが，マ

ンション全体をひとつの自然と捉え，そこから得られる

「共有価値Jについて語り合える住民同士の関係をつくる

ため¢仕掛けでもあったといえるだろう。

ここまでが専門家からのサポートプログラムである。ここ

から先は入居者自らによって，環境費出釘つ新たな展開を見

せ始めている。

2004年控総務f住まい・まち学習J実践報告論文集5



5姐入居者主体の管理への展開

鋼管理会社をめぐる問題

サポートプログラム実施後，緑(];管理を巡り，販売会社，

管理会社との調整が必婆な場面があった。管理会社との院

で総智涯を巡りトラブノレが生じたのだLトラブルの具体的

な内議を以下に挙げる。

£割強幾盟主 !援蹴fじの緑が枯れるJr長期的な植

栽管環計i菌iを担缶詰屋していなし、j

霊選直之之上企丞襲質管理会社により入居者参加イベン

ト(グリーンアレンジクラブ)を年4回実施する予定だっ

たが，予算はつけてあるが具体的な内容を整備していなか

った。一方，理事会には通常のマンションにはないグヲー

ン担当理事をおいていた。当初の役目は，グリーンアレン

ジクラブの入居者参加イベントの燃にp 管理会社をサポー

トすることであった。 f環境共生jというテーマに沿って，

通常とは異なる位主目みを考えていたが，実際には対応がで

きなかったことになる。

盤管理霊会社による管理Uから住民主体の管理へ

写真5-1，5-2 グリーンウラブによるガーヂニンゲセミナー

管理会伎を巡るトラブノレを経て，エコミックスサポートか

ら生まれたつながりがさらに深まった。管理会社主導によ

る「グリーンアレンジクラブjは実現しなかったが，住民

主導による7 ンションの緑環境を楽しむ「グリーンクラ

ブjの活動が行なわれるようになったのだ。グリーンクラ

ブの担当理事を務める Iさんに活動内容について伺った。

12月には，クザスマスのリ}スづくりとエントランスホー

ノ川こ大きなクリスマスツリーを震いた。年が明けてからは，

メンノ、ーで分担し，水やり・勢定などについて f自分はO

F皆を気にする」という儲IJ分担をはじめた。また，業者;こ

任せていた月に一関の花墳の縫え替えもグリーンクラブ

カヰ且当Tることにした。

もちろん，こうした活動に関心が高い人ばかりではない。

しかし，グリーンクラブでは，サポートプログラムを通じ

て得たマンション全体の f共有価健j を高めることが，個

人の「生活価値Jを高めるという鏑車線を徐々に広め，住

関陣々の意識が変わることを;志しているとしづ。そのため

にも，まずは「お互いに知り合うことj からはじめ， r楽

しいことはマネしたくなるJを指針として，暮らしを楽し

む活動が行われている。
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闘管王霊会社が掲える諜閣の検aiE

ここで管理会社を巡る課題を検言正してみる。

①専門知餓の不足

まず，従来の「マンション空手動といえば，清掃や設備の

メンテナンス，建物ι鋒善など，ハ}ド函での管環が主体

であった。その中に縁の管理も入るが， r塁童ilii緑化Jなど

の環境共生住宅に用いられる専門的な手法に関する知識

は管怒会社にはまだないとし、うことが課題である。

@漣2昔ソフトの未整備

従来のハード箇の管理は，個々の要E塁塁に応じた主対主F硲2

なり，住民組IJも管理会社に対して，個別の要議(往々にし

て皆情となる)を雷う立場て燃わりを持つことが多かった。

しかし， r生活f耐瑳Jr共有仮屋むに気づいた住民を相手に

した場合は対応が異なる。

管埋会社に対する要望i立，個別の聖書望ではなくコミュニテ

イの要望として提案される。また，苦情を言言うお客ではな

く生活主体としての関わりを持っている点、が大きく異な

る。「生活悩{叢j に根ざした自分自身の暮らしを改善しよ

うとする提案をいう立場になるのだ;日

平和台の場合，骨漫会社i土自ら企衝するイベントで入局者

参加を促すことを予定していたが(結果的には内容がなか

ったわけだが)，イベントを企御するにあたっては，マン

ション住民自らが環境改警を楽しむような，あるいは「生

活倒綾Jr共有価値Jへ¢気づきを促すようなソフト臨で

のプログラムが必婆とされる。

臨求められる管理会社の変容

平和台での r管理を巡るトラブノレから入居者管理へ広転

換Jという出来事は，寸車のサポートを通じて環境創造に

思いを高める住民と，従来型の管理手法から抜け出せない

管理会社との問で起きる必然的な出来事として捉えられ

る。この課題を根本的に解決するためには管理会社の考え

方の変容が必、望書である。また「環境共生住宅J普及のため

にも，環境共生住宅に対応した管理会社が求められる。

従来恕の管理の考え方では r環境共生型住宅」は緑の管

理など管浬会社の役割土増えるように思える。管理が大変

だから，環境共生住宅には取り組まないことも多い。

しかし住民は全てを管理会社が誇け負うことを求めてい

ない。平和台ではトラブノレを契機に住民主体の管理へと移

行したが，そもそも住民は全てを管理会社に{己主たいわけ

ではなく i管理会干幻がやるべきことと r住民，J0:やる

べきことをfi:分けし，互いに協力し，マンション会体の「共

有価{室jを高めることを求めている。この f共;有錨甚jを

高める管浬Uが，環境共生住宅に主主花、した管理手法として求

められる。そのためには，共有価値としての i繰Jに隠す

る知識を持った専門職を必要なときに派遣できる体制づ

くりや r住民参加手法j に長けたコ}ディネイターの必

婆性が挙げられることが平和台の緩験から分かったャ

2004年住総研f住まい・まち学習」実践報告論文集5



6'~事業単蹄』としての f環境共生住宅』

表6-1平和台におけるは十諮-ll&亮一笹珪却の完態と考察

実態 考察

計 担12.10 -微気{員による数制限握 建鰯号な工夫オは，最
画 -サンシェーに緑dむネット 'J~I!でもよし L

通風専用窓
販 自13.7 -新開チラシ 生活僑値i土体感する
発 ~ -体感モデノレルーム ことが重要となる。

-体感実験模裂
-体感セミナー

管 H14.7 -サボ トプログラム 生活倒産体現のため
理 見学会/セミナ~/モニタ} には，暮らしの中で

調査/改善提案/改善工事/ の吏いこなしが必要
手3鵠右閉会 となる。初段暗での

サポートが必要。
H14.9 -緑に関するトフブノレ 緑に関する知識を持

った鞘F~家のパック

アップが必要。
H14. 12 -入勝者主導によるグリー 入居者雪量却を促すコ

ンクラブの発足 }ヂィヰイターが必
クリスマスリ}スづくり/ 婆。
共用部'"緑の縞え脅えなど

」れまでみてきた平和台における「計画一事長先ー管理Jの

一連の動きを表6-1にまとめた。ここでは全体を振り返り，

平和台から導き出された戦絡をまとめる。平和台君主の『環

境共生住宅JJ土，太陽光発設などのアクテイプな装置を設

けた「計画j上の試みではなく，環境を活用した「生活傾

{直jの向上，マンション全体を活用した「共有価庄jの向

上を目指している。こうしたタイプの『環境共生住宅Jの

供給では， r言十爾一銭売ー管訟の全ての段階において， i生

活悩{直Jr共有価低Jへt気づきを促す体制が必要となる。

つまり，建築計画ペ喫境計画の中では，住民自らが募らし

の場iliiで活用することで「生活価昨夏Jを高めるための建築

的な計画が重要となり，そこで実現される快i壷性を販売段

階でメッセージとして伝え，そして日常生活で生活価値に

気づき，価値を具体化す一るために r管理jの初動段階で

のサポートが行なわれるp とし、う一連の樹もが連続的iこ展

関された特に，完成度の高い『環境共生住宅jが実現する

のである。
り

①プログラムの連敏枝':'It混 ._総 管沼… ι~。…
f同時間@醐蜘プログラム径一lI:U""批判

②対応会祉の趨続往
I 管理会社

【開制剛山グラム問う蝕祉の対応方向ーする

思6-1時簡的連続性をもった体制づくり

以上のことから示されるように， w環境共生住宅Jは，ス

ベツクを重視した「主主築指十論jによって逮成されるもの

ではなく， r計 問販舟J管理j のプログラムの連続性と

対応会社の一貫した対応によって達成されるものといえ

る。(1'216-1)その結果として完成した住宅は，完成して終

わりではない暮らし全体の豊かさが高められる場となる

ことだろう。こうした豊かさを実現することをピジョンに

掲げ，一貫した体制をつくる，計画から管理に護る?ンシ

ョン事業全体を見通した『事業戦略論』が求められている。

*'株式会社チームネット 代表取締世

'-132-

7・おわりに~伎まいづくりから街づくりへ

平和台での取り組みのそ

の後を最後に紹介する。サ

ポートプ口グラムでそニ

ター住戸となった Iさん

は平和台で暮らす前は，

fマンション=自分の住

戸のみJという考え方で自

分の家に人を招くことも

あまりなかったという。し

かし，モニダー識査を通じ

て，調査員企3何度も訪問を

繰り返したことや，グリー

写真7-1環境教育への発穣

(板橋第七Ij¥!特約

ンクラブの汚動で自宅を使ってセミナーを隣いたことな

ど£過程を通じて，暮らし自体が変化した。自分の家につ

いての考え方だけではなく，マンション全体の環境への関

心が高まる中で，今では fマンション全体=自分の住まいj

と思うようになったとしづ。

さらに2 ご夫婦ともに学校の先生を務める Iさんは，自宅

での環境改善の取り組みからヒントを得て，学校での環境

教育にも取り組んでいる。日 15年の車:には?ヘチマなどの

ツノレ性催物を活用して全長 34mにも及ぶ f緑のカーテンづ

くりj を実現した。自分の家からマンション全体へそし

て学校・まちへと広がる紛克改善の取り組みを行う Iさん

は「このまちが3 自分の住まし、j と思えるようになるとよ

い，と抱負を誘ってくれた。

平和台の取り組みは，ひと勺の{主知の潔境創造から始めら

れた小さな取り組みだ。しかし住戸からマンション全体へ

そして街への広がりを内包している。平和台の住民が感じ

た「心地よさj を多くの人が体感的に感じる場面が増える

ことで，衝を「共有価鍍jとして紹識し，住まいづくりか

ら街づくりへと爆関していくことを思い1苗いている。

くi.i>
1) 株式会社リフランによる分譲マンシヨン

2) 環境共生型コーポラティプ住宅「経堂ι社J(世田谷区)にお

いて2C加年夏に行なわれた実調l腕査に基づく。総資は武蔵工

業犬学療境情報学部宿与謝肝究室によって行なわれ置と。

く参考文獄〉

エコミックス生活ガイドブック(事粧C会社リブラy)

エコミックス通信樹武百益社リプラン)

甲斐鰍H事業側各』としての開寛共生住宅J( r住宅J

2∞3叩 152p38へ-p46)

*'株式封日、ムネット

1976年埼玉県生ま才ln1998年揖兵畠立大学工
学部建設学制建築持コース卒業 2∞o年株式
会社チー峠ット入社1
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外国籍住民が集住する公営住宅の生活上の魅力と問題に関する研究
土井澄香求 l

神奈川県常国民国いちょう団地を対象として

キーワード (1)件臣籍居住者 (2)築住 (3)公営住宅 (4)書醸籍 (5)島幸ょの魅力と惜豊富

1.はじめに

19剖年、建設省により外国人の賃貸公的住宅への活性

が認められたのその後、 1980年代後半の来日外調人数の

急激な増加とともに、公営住宅の外医籍居住者数も増加

の 途を辿っている。また、これらの外国籍居住者は特

定の羽生I!lに集住する傾向が見られる。

神奈川県営上飯田いちょう団地は、このような外協籍

居住者が集往しており、特殊なコミュニティを形成して

いる公営住宅である。問団地は、横浜市泉E互の法部大和

市の市f境にあり、境川を挟んで大和いちょう居地と隣接

している{図 llL築 30年の中層住宅を中心とした 48

{閲1-1対象地の地図}

[事1-1罰地建築年数}

機浜市の地闇

棟総戸数 2238戸のうち

{表1-1L外留籍jjI:帯は

90年 33戸だったのが、

2附3年現夜間3戸錦、全

体の2苦討を占めるにヨさっ

ている{表 1--2]筏 L。国

籍の内訳は、中国/へトナ

ム/ラオス/カンボジア/

-133 

ベノレ /報償等 14ヶ闘に及ぶ。

そこで本稿では以下の3点在明らかにし、河問地がよ

呼住みやすし寸主空間を創。ための今後の方向性を考察し

たい。 CDi'司包地に、集(川ミおきる背景を概媛する、②ヒ

アリングおよび資料を使用して、外E自籍住民lこ関する取

り組みの実態を把握する、 @2000年 11月 19白に筆者ら

が行ったアンケートをもとに沼地住民が、 ['ijJ世に般住す

ることをどのようにとらえているのかを、 E草地に居住す

ることの魅力、居住する上での問題、およびネこで居住

する上での要望、という 3つの観点から明らかにするο

2.いちょう留地に集住する背長

2 -1 公営住守さと外関籍居住者

2000年現在燥が管理している県営団地は合計206白地

である。入居対象者としては、近年俸害者・高齢者とい

った福社対象者に入居枠を材ょたしており、鑑先枠、目的

に合わせて改迭された住宅、裁量制度、入居3基準の緩和

なr、優遇措置が取られているひその結果完全な福祉住

宅として位置づいており、神奈川県では 1992年の待点ぞ

福祉対象者が 43%を占めるに笠った。

そのような状況下の公営住宅に建設省の通達を受け、

外i芸人の居住が認められたのは、前述の通り 1980年であ

る。その後 1983年には神奈川県において、インドシナ難

民と中国帰国者の入法資格が緩和され入居し易くなって

いる。県の調査では 2000年 4月現在、 206団地41763世

帯中、 114居地 1372世構が外関籍住民である。また、中

島帰問者(残留孤児・残留婦人)に対しては、定住促進

センターが設置されており、センター退所後には公営住

宅斡旋或いは公営住宅の氷住帰国者法1:優遇が適用され

たのそのため全体の 92.3%の永住帰国者は公営住宅に居

住している l

2 2 入関管理制度と外国籍居住者

日本全体で外国人登録者出数は年々増えているが、神

奈川県も例外ではない.10年前から顕著な傾向が見られ

る。特に、近年は日本語の不自由な日系人・中潟人・イ

ンドン7難民定住者が増加してし、る刻。

戦後の在日外麗人に対する制度的背f去を、関籍別に(在

日報鮮人、韓国人・中傷帰国者・カンボジア難民・日系

人)幣現するロ[図 2…lJをみると、外部籍居主者のもつ

2004年住総研「住まいまち学習j実践報告論文集5
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[医 2-1各外密籍住民白骨日l度的背畳}

背長l土、国籍ごとに大きく違う。インドシナ難民は日本

政府の閣議了解で受け入れが決定し、定住促進センター

が受け入れ施設として設立された。しかし、その後イン

ドシナの扇情の正常化・経済的理痴による偽装難民の増

加により、その枠は廃止され、現夜は呼び寄せ家族のみ

受け入れられてし、る。

中国帰国者は、日中共同芦明後帰国が再開し、またそ

れとは別に中国からの来日数も場加している。 1990年の

入管法改正により、定住ピザが認可された日系人i工、翌翌

年から急増している。このように入居者の数と原籍l土、

国策lこ基づく入居管理行政に大きく規定される。

2 -3，いちょう団地の場合

定住者・帰化した人等日本に長類情居住する外鐙人l土、

①腐の政策方針の影響公営住宅の優先枠という制度・

慢の施設(難民定住促進センタ】・中国孤児定着センタ

ー)の所夜地からの居住地の選択、②個人的な嬰国 両

国人・続戚がいること・職場が近いこと文2)の二つの要E聞

から居住地を選択する場合が多い。問団地の場合も近隣

.._-

に(財)大和定住セ J ター (1998年閉鎖)があったこと

もあり、彼らは施設退完ij後の居住をいちょう部地に移す

ケースが多かった。

3，外国籍居住者に関わる組織のネットワークとその取

り緩み

3-1認査jj法

ヒアソング調査(神奈川県土地建物保全協会 a 泉佐役

所・連行自治会長。連合事務局長・日本語教室代表)と

白治会・各団体資料を利用した[1窓 3-1J。

3-2 各組織の活動

⑫行政

外国籍居住者iこ対する活動は、行政が 80年代という比

較的早期に行っていることが分かるn 特に、インドシサ

難民のための大和定住促進センターは、機々な初談や教

脊・腫用促進など多角的iニサポートしていたが、 98'1'に

荷鎖されている。横浜市は、 90年より外留人日本語講座

を開催していたが、その後日本諮ボランティア育成講

E主・ボランティア総体助成という民間活動への支援に移

行した。その傾向は、神奈川県@泉区とし、う行政単位で

も同様である。神奈川巣のかながわ国際政策推進フヲン

の NGO(こ対する施策(ボランティアの育成・助成・活動

場所の提供)の中には、実際iこ匝長車内 Pの活動に結びつ

いているものもあり、日本語教脊のボランティア活動が

それにあたる。

⑮いちょう鴎地自治会

団地の連合自治会も、住民の意見を敏感に収集し 90

年より対応を開始している。Ell地内での交流を凶り、そ

の一方で住民だけでは対処できなし、問題を認、識し、様々

な毘体と連携をとりながら対応を図っている。そして、

外国籍住民に対する県への空軍望書を90年より計51自縫出

しているU

;;，師東m，責務
1設立 t 

い……~……

{図 3-1外国籍居住者に対する各組織の活動]
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そこで、要望

書から痘按，匝防号

接約に外E鼠号籍主

民iにこ鴎{併手

匝を抽仕出jし、直

接関係のある項

毘を「外国籍居

住者の集住の問

避」・ f交流」・「絡

談」・「治安J' r教

育」の 6つに分

類し、内容の変

化を考察する

{表 3-1tニニ

から、次の 3点

の特徴を挙げる

2004年住総研「性まいまち学習」実践報告論文集 5



{童 3ー1聾望書白内容}

先
自主

a

山

由

司

錫i
 

m一
醐

両目

1

"邸!住宅管理鍋

ー住司，.場鳴
す醐E

巴{草場..，

2拘 '1県沼会揖長

， ~ηi院院知司郎

199711魯知事

河内自l織知事

11:19111. 

ことができる ぜ潤地内の問題から県営住定全体へと問

題窓識告変化させる(c入蔚中止と各様のハラ/ス入荷j

という要求から「築住の回避i正いう県営住と全体に問

磁を提起してい。)②外国籍属性者に祷わる問題の特定

化(不法統{主など外国籍住民の→部に対する問題化 遺

葉ど生活}のノi一一ノレの教育の必要性)、(治問題に対するよ

り具体的な解決法の提案(例えば、 97I，fには f相談所の

d党総」という要求が 98年には「湖南出張所に相談1予?の設

置J、99年には「保全協会出張所内に 24時間体制の棺談

所の設鐙J というように具体化している。)このことは、

多留籍居住者に伴う様々な課題が顕著になり連合自治会

(住民)がそれに着実に対処してきた経繰を示している。

しかし、県の回答が芳しくないことから「県と住民の協

議会設置j とし寸要望も出されるに奈っている

@小・中学校とボランティア

日本人世帯で少子化が進む中、外閏人の千供ぴ〉数は着

実に増え続け、団地内のいちょう保育閥、周辺の小/中/

高校の外国籍児童数の点める割合はI詰い。例年代に入り

様々な問題が顕著化するとともに、子供への教育のサポ

ートの必要性が認識されてきたc

それに対しては地域の中学校が最初に反応して国際教

室を立ち上げ、それを皮切りに各小中学校が[llI際教室を

設置しているのと同時に、行政が行っていた日本語教師

ボランティア育成や助成に端を発した日本語教室もこの

ころ続々と誕生した。これらの団体は、子供のみを対象

としているわけではなく、勤労者でも参加可能な1時間帯

に凶地集会所や小学校を利用しながら教室を運営してい

る。また近年自治会が多丈化コミュニティという団体を

総織して、日本語教室の管理も行うようになり、地域内

での連携を深めている。情報交換の機会も増え、小園中

学校の4校i車絡協議会が発足し、社会福祉協議会による

泉区少年懇談会が開催されるようになった。

日本語教育から活動を発展させている例もある。 問。

民

;'撃の鋼管
|外醐融債に醐
腿<る項目

， .園地内の外園織

;.交.0治安

i調嶋筒ロ徹宵

に二川醐臨場に醐

多文化主ちづくりヱ房は、中・高校生を対象に学習補助

教室も定期的に開催し、現夜学校の機智授業をボランテ

ィアとして手伝っている団体だ。着実に地域でのj活動を

進め、「多様な文化背景をもった人々がそれぞれの個性

を出し合い、ともに楽しく暮らせる『まち』をつくるJ文

:1)ことを長期的な展望として掲げる組織に成長している。

しかも資金運営方針として、地域事業の立ち上げを視野

lこ入れており、無認可保育所および多i韮籍レストランの

経営をめざしている注針。実現されれば、外白書籍居住者

の雇用言語への糞献が期待できる。

つの中学校の日本語教育サポートから複数の学校に

広がり、さらに保育関/小/中/高校という教育機関全体、

自治会、 NGO間体など活動l遺体数とその内容の揺は広が

り、組織問士交流しながら活動全体を活発化させている。

3-3 全体の活動に関するまとめ

地域的中で、外閏籍居住者iこ対する取り組みは横断的

に発騰している。行政がすべて対処するのではなく、住

民と協働していくことは評領されるべきものであるが、

NGOや自治会をサポートする施策に関してはまだまだ不

十分であり、今後の継続的発展が望まれる。

4 現復の団地の魅カと問題に対する住民の認識

4 -1 調査方法

@調査会場

2000年 11月 19日いちょう凶地の連合自治会互主催で第

11 @iI国際交流会がいちょう小学校で開催された。最終的

な来場人数l土、約 800人である。交流会では以下のプロ

グラムが実施された。

①f多照籍住民との集合住宅における共同生活についてj

というテー7 によるパネルヂイスカッション

③各飼料理の廃食

③各国の舞踊や楽器演奏の鑑賞

-135 2004年住総研I住まいまち常習J実践報告論文集 5



⑮鵡査方法

会場内で、 2種類のアンケ】ート調査(Aカ』ド選択方式、

B:/…ト形式)を行った。その際様々な住民の意見を収集

するために、 6カ留語(fCJ本語。中国語園ベトナム詩・

カンボジア語・ラオス語。スベイン語)で作成したアン

ケート注引を用いた。

そして予め、来場した沼地住民にアンケートのやり方

とアンケートiこ使う道具を配布し、交流会と河時並行で、

出身屈の子供(中・高校生)たちを含めた調査員が、日高j

出身者と言語しながら A.B のアンケートを毘ll~ して回った。

会の最後にはアンケートの集計結果を発表し、住民内の

意識の共有を図った。調査員は総計59人である[表4-!J。
実際のアンケート参加数は{表 4-2]，参加者のプヱース

データは I表 4-3、表 4-4]に示す通りである。

[葺 4-1続査員}

{車4-2アンケート A/B参加数]

交，.会
ヨ巴守物数

アンケト カドアン カドアン カト:7';..1

多加数 集計数 ケート事加数 ケート事加数 ケート事加数

国籍 〈人)
(セット)

(人) [蟻力)(人) {問題)(人) [要望II人)

怒本人 212 129 50 97 8 86 
ゆ閤人 60 80 13 31 24 32 

ベトナム人 31 60 10 18 17 18 
カンボジア人 95 50 5 13 12 17 

ラオス人 30 20 3 3 3 
ペル人 53 40 6 1 7 8 

朝鮮ー碑鵠人 1 1 1 1 

闘籍不明 。 5 4 5 
合齢数 482 380 88 177 147 167 

{聾 4-3アンケート自参加者の性別と世代}

1-10旦出出当時狸塑具

【葺 4-4アンケート B参加数の居住歴]

-136 

[写真 4-1国際交涜舎の棒子]

【写真ふ2訴査中の間地の子供たち]

壌…掴iこ集計用

紙を張り、アン

ケ-fの道具の

カードを集めて

し、った。

{写真 4-3識査ゅの団地の子棋たち]

アンケート結果は後に冊

子としてまとめ、各国体

に配布した。

、
同
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[写真 4-4アンケート結果白期子「といろの声Jl
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4-2  住民の意識における開封患の魅力・問題点及び要

望の分析と考察

[表 4-5 いちょう団地由問題点]

駅貿
か l い 質 所配 j告〈治 音 斗藁文

b 物 が つ 金い金 ( ニが化
途が 高き の活 力 ケ過が

の い不 いあ 運動l ラ |じ違

攻 使 い 営に オ ンずう

闘 いが が 参ケ 豆

な 欝加 ・ ンコ
い難したが

外翻人
2327|194i i!8 7 

19 町 内 旦 ;5111;51 匂 I: 銅本人 23 a I 5 宮 4 2 22 5 I 17 I 3 
総計 59 13 i 15 42 22 20 11 i 9 5 37 10 32 I 8 

{墨4-6 いちょう団地に居住するよでの要望]

場鮪生
所強活
がを相

ない教えl 鋭務

てが
< fJ. 
れい
る

「同国人以外の友逮Jr大和定住センターのような施設j

があがっている。

i駐し自 l そ

びた本l の
場人他
所属i
が伎

七な、 l 者カ減少〈 l i i 

10十21)g
7 ! 14 ! t宮

日本人居住者が f}E住センターj

f通訳j を聖書望し、 明方外回籍住民

は「同国人・悶悶人以外の友達j と

: 1 r日本語教室j の設援を要望してい

:1 ることから、両者がお瓦いの交流に

必婆なものを求めていることが分か

る。また、「外国人農住制限jについ

ては日本人だけではなく外淵人もあ

げており、最近 10年の急激な変化に

対する危棋は両者で共有されている0

4-3  住民の路地に対する意識に

隠する分析と考察意
見
鎗

数

178 

191 

全体約に住民は住みやすいと感じ、

67.4%の住民が今後も団地に継続し

て緩伎することを望んでいる。特に、

20代までの若い世代にその傾向が
5 10! 17 16 38 407 

強い{表 4午、表 4-8、

表 4-9、表 4--1010

間偶出 年滋外外 よ大 分で自本鋳日 街広てパいお勉集室稽行包遜
盟理身 ど ぷ 圏 圏 う 和 室T 場i~放ス窟j 強ま活臨政地訳

要人人閤)場人人な定 しのを すっ棺相の肉
4-4住民窓識に憶するまとめ

居地の「魅力」として自治会活動な

どが取り上げられることからも分か

るように、住民自身の活動が活発で

あり、そのような問地を全体的に(特

に若い世代)住みやすいと感じ今後

も継続して居住する希皇室をもってい

望の以諮衛屠島;施佳捜教 い"堪るて読手出の 意

の友 外の(住住 3設セえ窓 数 や場話所 強 行 見

項遣の案力櫨糊 t ンる をし R野 せ 窓 事 態

震 友肉 ラ先限 タ農 増てる 口 政

違極オ梓 |地 や歌場
ケl の ( し し 所

外聞人 16，_22Jn i 24113， ~ l 7 .1.1 [.l_5i 4ι2 9 i 141 3 l _7 1.4 ...6 l__? _l..5 _[ 1，3.11，99 
日本人 5 4 I 5 151o 141 19--3 iS119 16 31121i 4i9 I 1 6 I 11! 5 1181218 

総計 2126116 39'1320' 26 14212318 40 3517 '1611 14!16;101311417 

①いちょう留地の魅力[表 4-41 として捉えられる項目

は、公営住宅の特徴である「家賃が安しリとしづ居住条

件、 f買い物がf更手IjJr小・中学校が近し'j f周りに縁地や

)11がある」とし、う原辺環境、 f長く住んでいるJという愛

着であった。日本人居住者と外国籍居住者の意見に大き

な主主はなかった。

②いちょう団地の問題点[表 4-5}としては、「駅から遠

L、Jr団地内の夜暗し、」としづ団地の立地条件と環境、

「言葉がi通じず、コミュニケーションがとりにくしリと

いう外国籍居住者との関係、 f騒音(カラオケ .i留まり

場)j r近所つきあいがなし、」という日常生活上の問題に

関する項目が上がったU 日本人は外密人とのコミュニケ

w ションが必要と考え、また外国人は自本人に対すると

いうよりも近所つきあい自体を望んでいることが分かっ

た。 日本人が特に問題にしているのは、「日本人居住者が

減少したj 点であり、近年の念激な外国籍居住者増加と

同時に進行する日本人コミュニティの弱体化への危倶が

表明されているu

③いちょう団地に借住するよでの要望{表 4-6]の総計

の上位項目lこは、「パスの本数を増やしてほしし、JIお庖

を増やして欲しし、Jr遊ぶ場所(カラオケなど)J r通訳j
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ることがわかったパ外留籍居住者の告止骨により団地内で

対応しきれず問題が増えたが、住民は現在の部地の「問

題点j を担当握し、「要望j としづ形で解決法を線認し

{韮 4-7 住み心地と世代]

~1α10円:201-'(3剖'~i40代初代;需殴謀総計

計士吟………l互い…R4LJJJi… 111
I~":持!きそ?_T_'_~_ ， j_____，g ，_"，1!….? :...... .. ?.;.... 1 i…~;…....?.J … 1 ， 
苧F…………ふれ…LEifiω~ ;.....~..?l … ?.l.... ，?9 
ま円高竺即日斗 RjJjij 3JiLぶ… Li…R 
!明日L………i 旦j…札 o~ .，g.l…弘んじ…1
烹関空 山一川山…i“0:… ω … 幻山 11

総計 ! 2 i 9! :3! 14 i 12:! 31 1 '] i 88 

{最 4-8 住み心地と居住澄}

-1 宏事 1-5まま ;5~10章者 10年~!無留答総計

往みやすい 2 3 2 9 5 i 21 

まあまあ住みやすい 。 2 1 10 4 11 

釜i量 2 2 14 4 29 

まあまあ岱みにくい 。 会 1 5 。 9 

住みにくい 。 。 。 1 。
‘一晶 晶晶晶晶 晶晶'‘

無題答 1 。 2 4 4 11 

総計 ち 15 8 4' 11 " 
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[毒 4-9 継続居住意車と世代}

え争責培県t~紅一
住みたく'"い………一一
男胃買……ー…
総計

[査 4-10 継続居注意志と居住歴]

点型車~_?，t.t;，:~.\

f草.?!:.AS撃し，…

黒関空L___……」ー
総計

ていると首える。

か認識されているものが多かったが、県営住宅なだけに

行政に対しての望書望が多く、内容も多彩なものになって

いる。

5 結論

いちょう団地では、 90年以降の外国籍居住者じ急増を

受け、自治会や学校 ボランティア団体、行政と様々な

図体がそれに対応するようになった。その取り組みは活

発化する方向にあり、総織i湾士の連携も進んでいる状況

にある。

住民の意識をみると、外国籍居住者が増加したことを

受けて、必ずしも向団地を住みにくいと感じているわけ

ではなく、また日本人・外i軍人とも互いに歩み寄る姿勢

が見られる。但し要望の内容をみると問題は多彩であり、

行政の政策と団地の現状が事離している部分があると見

られる。

このように地域活動は活性化しているが、それだけで

は諸問題の解決を図ることは難しいc神奈川県に対して、

外国側主民に関する情報公開と継続的な務査(特に入居

制限に関するもの)、及びその調査を活かした方針の提示

が求められる。また、政策改定には現在活動に取り組ん

でいる住民と協働していくことが必要であろう。

そして、地域住民の手でまちに必要な横断的な才、ット

ワークや専門的な活動が育まれてきたが、そのさらなる

拡充のためにも今後制度や資金面を見直していく必要が

ある。

6 おわりに

当団地では外国籍居住者が増加する中、住民自身が継

続的に状況の改善に取り組んでいるυ そして、その住民

の活力に引き寄せられるように、団地外部のボランティ

アや行敬組織がその才、ットワークに組み込まれ、発展し

ているように見える。

そのような状況下で、新たに注目したい動きがある。

それは、今回のアンケ日ト謂査に協力して噴いた団地住

民でもある、外国籍の F供たちの存畿であるの日本で生

活を送ることになった子供たちは、母闘のr主薬を話す殺

や同l語人からその文化を受け継がれる 方、比較的急速

に日本σ〉言葉と文化lこ馴染んでいく-'， f，)ο ぞして、そこ

から自然に、親と日本人的問で生じる言葉と文化の溝を

塘める役割を果た寸ことになる。 80年代移住してきた子

供は、務夜中高校。 jて学生に成長している。割幼江れし

由分たちの存在自体を 1窓意識寸ることσの〉多い彼らiは土、少し

ずつ自分自身から地域へ自を向け始めている。今後も団

地iこ住み続けたいという意ii!::(をもっ子供も多く、地域に

住む彼らこそがまちづくりの担い手として、大きな可能

性を秘めていると言えるだろう。

〈;主〉

1) いちょう陸地連合自治会調べ。婦化した中盤帰国者は、外

国籍居住者;こは合主れないため正確な総数は摂擦できな

。、
し

2) 日本に永住できる在晶J資格があり、入管法第 22条又は第

22条の2に定める手続きにより法務大筏から永住の許可を

受けた者

3) 臼本に入留してから 908以内に(上陸の三手続きを経るこ

となく日本に布留することになったときには前日以内)

にその居住する市町村の長に対し、埜銑の申請をしなけれ

ばならない。外留人とは、日本のE盟籍を有しない者をいい

いずれの癒籍を有しない、いわゆる無国籍者も外周人に含

む九

4) 多文化まちづくり工房では創設時印刷年より 3草剤、横

浜市や企業の助成金、請負事業(調査/講演会謝礼)で運

営してきた。今年からは横浜市の活動助成金給付期間3年

を過ぎたため、会費 5凶O円/年、寄付金、錆負事業でE草地
lこ隣接する事務所在維持軍賞する予定である。ただし、こ

こに人件費は一切含まれていなし、。

5) アンケートに使用したカード項目は、予僻調査で自治会役

員・日本語教室スタッフ 外国人居住者の意見を取り入れ

て作成したり

6) 2カ留語両方の修得が難しく、どちらの言語を使っても深

い思考をできない場合や、母国の文化や言語を窓れでしま

うという問題もあるの

〈参考文献〉

1) 神奈川県のホームページ上り

2) 穏葉佳子他外国人居住と変貌する街，学芸出版社，1995

3) NGO多文化まちっくり工薄

h氾p:llwww.k笠塑i担包[~旦主主正さ2_bo/ より抜粋

"日本Fイt'_且(株)

東京工業大学情報理工学研究科情報環境
学修士修了

市民参加盟のまちづくりに興味があり、日
本やンンガボ…ルで調査を行。た
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r )11に生かされた日々~俳句で、つむぐ子どもとまちj

橋本夏次

キーワード 1 )色苦の知恵 2)人材発撫1 3)情報と価鐙観の共有化 4)世界子ども水フォーラムから

5) I1陸送りのコミュニティ

はじめに

昨年 12丹、東京・東京農大で開催された全国水環境交流会

に出席した。遅れて康った席の鱗に、今年 l月亡くなられた

森清和さんがいた。思えば森さんと初めてお会いしたのは、

長野県飯剖市が開催したシンポジュウムであったoもう 10年

近く前のことである。それから私の活動に弾みがついた。そ

して森さんは、いつも懇切丁鱗に指導してくれた。

水環境交流会の終わりに、地域のNPOの活動がしっかり

してきで、この会の魅力が薄れてきたのでは。いつまでも評

論家約であっていいのかとの発言があった。このことは、森

さんが常々言われていたrlllの民主化JIこ通じることではない

かと思う。大きいJI!、小古いJI!、JI!にはそれぞれの生い立ち

がある。専門家カ滴的な評価するのでなく、地えの人たち

が漣解して地域活動につながるJI!なりの対応が求められてい

る。それが川の民主化ではないか。

& lさ Lを(川町)人が決める町 川島らず

偲ぶれば生は(清和) )'H~ ¥ ，Ì<^i~ OT， 1) 

1 )生j苦の知恵

あるテレピ主番組で北海道の地域医療に 50年も尽された

絞師の紹介があった。 (NHK番組プ百ジェクトX)その医

師は、赴任して 2・3年後には土地の言葉を習得し、話した

という。そして番総の終わりに、私には、カルテの裏側が

見えますといった。家庭の様子や近所づきあい、経済伏態

すべてが分かったという 慾いとこばかり診ていては治療

できない。生活を見ないと。この医師から怒起されるのが、

J 11の保全活動の先駆寝といわれた放広松伝さんは嘉照由

紀子さんとの対談で、「柳川の掃除をしていて市民がもう

体力の限界まで疲れ巣てた。ここで機械を入れないと何も

かも終わってしまう。」と言って絶妙のタイミングで機械を

入れた。と言う。これは設計図には書けない。仏松さんの

感性そのものである。広松さんと魚釣りをした人は、自分

は釣れないけど、広松さんはいつも良く釣るという。そし

て魚の様子が手に取るように分かるという。達人の言葉で

ある。この感性があって気:!icり艮配りができる。

これからの活動の指導者は、かくのごとく酸いも甘いも

噛み分けた、現場経験豊富な人が望まれ、その人は地元を

知リ尽くし、地域生活に蕊脚した処方望書を施す人であろう。
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広松さんの墓碑には 「慈水事縁」とi¥1Jまれている。

í1- l む本内i車れ i~ 縁あリ

さて、そのような生活に長けた人を貝塚市で綴ってみた。

和泉葛城山の裁にある著者源地区に住む元大工の斎喜初一

(80蹟むさんに開き取り調疫をした。

斉喜さんl主、施主の経済状況や親戚・近所づきあいを知ら

ないと家を建てることができないという。それらを知って山

の木倣主の争くは林業家)をえるという。木をえてノト鎧みを考

える。そして仰没代も住むことができる家を総てる。子守喜さ

んは，山で27丈ある木を見て大黒柱として練まで通しで使

うことを決めた。とこらが製材すると根元が腐っていたので

通すことができなくなり一晩中考え込んだという。

木1;);、自然の恵みであり大事!こ使わないというその心窓気

が、大コこの技術となる。泉南地域の人l誌、食べるものを節約

してでも家に金をかける。それが先櫨を敬い代々家を守る風

習である。そして大コこさんを育てる。大工古んの技!こ自然観

を垣鶴見ることができる。

達人的 技t二組めたる 長官事袋

蕎原端医

務B草地Iメーに隣接して 8世帯の大J1 j!塩jXがある。そこに住む

山υ進(75i却さんに開き取り調査をした。

米のとぎ汁は、飼葉にまぜてヰの餌にした。風呂の湯は便

所に流して煩の肥料とした。洗い物は下流の人に迷惑がかか

らないよう距難者考え、使い分けた。山口さんは、石積みや

20例年住総研f住まし!まち学習j実践報告論文集 5



池づくりの技術を持っている。屋敷周りの石穣みは、自分た

ちでしたという。

自然遊学館のトンボの池づくりは山口さんの技術のお絵で、

粘土でハガネをつ〈り、シートを使わずにできた。どんぐり

の山は、山口さんが建設会社から無償でいただいた石を穣ん

だ。;riの薫さを組み合わせ強度を出すき控緩みである。木材の

提供など、殆どが山口さんの力によるものである。このよう

に、先人の知恵を受け継でいる人はすくなくなっている。そ

の精神は、自然の慾みに感謝する気持ちに他ならない。

ゐ積みをする山口さん

昭和25年ごろまで紙漉き(写真コピー)をしていた

新国吉雄(79歳農業・書家)さんからの聞き取り

材料はな、泊所で傘震さんが多かったで、そこで紙の切りく

ずもうてきてな、それと藁を押し切りで紹かく切ってまぜて、

からうすでつくんや。小学校からかえってきたらからうすつ

いたんや。それをこてこて 日中釜でたくんや。家の照りに

水絡があってきれいな水が流れたさかいそれで紙漉きをした

んや。紙漉きは、母親の仕事で一日中漉いていたは。冬は冷た

いさかいあかぎれがたえんかった。漉いた紙を切るのは親父

のfl事や。母親は一日中働いてたけど親父はよう減を飲んで

た。

、A

亀?J
， 

漉いた紙を乾しているところ昭和20年頃

)11では魚取りをしたけど、泳ぐのは池ゃった。永寿池の近〈

でエピのよう取れるとこがあって、家にもってかえったら酒
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のあてに美味いさかい、親父が喜んだ。小遣い 向くれたんや。

でもみんなそこえいくさかい11顕著書とんの大変ゃった。

聞き取りをしていると、子どものころの療体験から惨みH1

る自然観に含蓄がある。これからもより多くの人から部き取

りをして記録に残したい。先人の知恵が、現在では合わない

かもしれないが学ぶところは多い。その知恵をキーワードに

して子ど、もたちにつなげたい

*暮ら L fιわる炉室Lを fち6ζ縫ど

貝塚市まちづくり推進委員会でも、この聞き取り調査が高

く言明甜された。委員会では返本)11のマップづくりに取り組ん

でいる。

2)人材発湘

近木JlIの活動でたくさんの人と出会うことができた。安要ま

な人材がたくさんいる。これからはこの人たちをつなぐこと

が必婆だ。ある餅修会で質問を受けた。引越ししてきたとき、

) 11のほとりに立派な竹の河畔林があった。喜んでいたが、し

ばら〈して見に行くと開発されてなくなっていた。腹が立っ

てしょうがないという。私はこう答えた。それが生活の指m雷、
です。土手が期jれないよう工夫しているんです。もしその河

畔林がみなさんにとって貴重な符在だとしたら、利益を享受

していたとするなら、何年も保存してきた地主さんに感謝し

てありがとうといってください。そしてそのことを記録して

ください。なくなった浬由を考えてくださ¥"それをあなた

が肩代わりできたら批判してください。と

私は、こうした人たちと前述のように生活に長けた人たち

とをどうつないでいくかが議題である考えている。人材は豊

富にある。そのためには、障者取りは不可欠と考える。

たずね行く 人品 1)"(こそ 車ちつくリ

3)情報と侭鎖鍛の共有化

近木)11と人とのかかわり見ると存在の大きさが分かる。

r) 11の日ワ クショップ」で、私は「皆さんは人機を尊重す

るけど;11にも生きる、符在する権利あるんですとj言ったこ

とがある。近木)11からどれだけ恩滋を受けているか、子ども

たちはその活動からすばらしい!議役で表現してくれている。

大阪府主催のf私の水辺」大発表会でことです。

私たちは、貝塚荷*'t~交の 4 年生です。

校区に流れる近木)11のことをみんなで勉強してきました。

わかったこと、思ったことをみんなの言楽をつないで患に

しました 「カワッパGO!GO! Jです。

i丘'*-"1は秋内Y暮れ ιあわ奇い

なんでや。近木)111立汚れているからや。

原協は生活排水や。

泌を流さない。洗う前に汚れをふきとる。食べ残し、飲み

残しをしない。できることいっぱいあるなあ。

2004年住総研f住まいまち学智j実践報告論文集 5
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員百iの最後に

自い砂と、青い水と、たくさんの命でいっぱいの)11になる

まで。みんなでできることからはじめよう。

カワツノ~GO! GO! 

方言丸出しのこの劇i立、参加者を感動させた。惜しくも次

点で大賞は取れなかったけれど、「遊びの中から学びがあり

人とのつながりが大事だということを教えられましたJ審査

委員の言書露である。

，H¥iも かよう・Gや i止.f.."1ι

子どもたちの近木)111こ対する患いは強い。生者物を膏てて、

近木)11の大きさを知る。遊ぶ楽しさから近木)11を敬う。子ど

もたちは近木)11が大扱きだ。汚れていても。いつかきっとき

れいにするぞ。と子どもたちはやってくれるに違いない。そ

の価績を感性で袋線する。

しかし、大人の感性は、休耕白布告湿っている。これを綴り

起こすととが必ν妥だ。機械でなく手作業で。なぜなら農薬や

化学肥料台汚染されているかもしれないからだ。これを除去

するには時間がかかる。いい情報をわかりやすく提供し、や

り取りする。そして原体験や生活の知慾をよびもどす。これ

には翻き取り調査が、持ってこいである。部き取りを介した

会話で、事情1観心丘木;11)の共有化が図られる。

三世代 卓令わせi <1えきょ L

4)世界子ども水フォーラムから

3 月 16 臼(臼)~23 日(日)まで第三回世界水フォーラムが。

京都滋賀大板で関星された。このブオ w ラムのサブタイト

ルは、一議論から行動へーであるが、行動への大人の足取り

は京都議定書に見られるように重くなる。。

幸いなことに昨年3凡嘉開(京都精華文学教授)さんたち

の呼びかけでl世界子ども水フォーラム・京都Jが発足した。子

どもの目線で水問題を考えようということである。

在t界子ども水フォーラムは、関連事業も含めて 3月 17日~

22日まで関l監された

貝塚市の姉妹都市・カノレバーシティ市(ロサンゼJレス市郊

外)から，ライアン君。ハイジィさん(高校生)が参加してく

れた。応義、作文で、ハイジィさんはアメワカは、衛生に過敏

になりすぎて病気を増やしていると専門家の言葉を紹介し、

先滋闘が開発途上国にしなければいけないことは環境を学ぶ

教育施設をつくることですと書いている。

大阪府立ft塚高校が京都・清水(清水寺)交流会に参加して

カノレバーシティ市の高校生と交流することが出来た。後の広

がりを楽しみにしている。

17・18臼は第3回世界氷フォーラム交流事業 In新旭町

滋賀・新旭町

ここには湧き水が豊富にあり、その探検をした。

湧き水のかばた文化に知恵ありて

寒さよりそっと身を出すまかな(指舎の寺で)

18白、夕方から京都国擦会館で、ナーネ・アナン国連事務総

長夫人との交流会が行なわれた。

19日(水)午後は、清水交流会京都・清水寺

子どもたちは、それぞれの図の水事情を報告?アフリカの女

の子は、待臼数キロ歩いて水汲みをする。途中。レイプや内戦

などで危険がいっぱいある。その飲み水も決して安全とはい

えない。ラオスの学校では2000人の子どもがいるのに使

えるトイレが一箇月庁しかない。そのため女の子は学校にいけ

ないという。先進国の子どもたちは。水に恕まれていることを

再認識した。そして子どもたちは、相互認解を深め、この熱

気を20日， 2 1日の f世界子ども水フォーラムjへとつない

だ。また貝塚高校は、子どもたちから発表があった世界の水

事情を。 21Bの大阪会場で発表し。参加者の関心を高めた。

世内手ども 事ぃU.らい すかち令い

靖唱え円 井告で事えっ 1:-<1ミセも

(若水は!参加した子どもたち。初々 しい子どもたち。)

20・21臼 世界子ども水フォーラム

20臼(木)1，家庭における水の縫保。全ての子どもに寸分で

安全な水を。 2，学校環境での7Jくと衛生。払緊急持に子ども

の環境を守る。 4，水の多様な使い方 自然遊び・文イヒー

について報告のあと分科会討議。全体会議と公開フォーラム

21日(金) 分f+i旨討議。アメリカから参加のうイアン，ハイ

ジィさんがカノレノミーシティ市のノt口ーナ・クリークルネッサ

ンスの取り組みについて報告した。 rt主界子ども水フォーう

ム」声明文のまとめと採択。ライアン主主が声明文のまとめ役

に選ばれ大活躍をした。

帰国後、彼から「このフォーラムで貴重な体験をさせて

もらった。世界の水事情を知って、水を無駄使いするアメ

リカE翼民に腹が立った。この経験をみんなに伝えて、活動

した1，.¥0.Jとのメーんが屈きました

22日午前 「世界子ども水フォーラムJのフォローアッ

プについて自由討議。

水問題は?生活レベノレの議論が必望書で、活動は生活の中

で取り組まないと、解決の糸口は見出せない。子どもたち

は， 22日午前のフォローアップについての自由討議で、す

ばらしい答えを防してくれた。 013闘のことだけでなく他

民のことも考える。Oできることをやる。c地域，アジア，

世界のネットワークをつくる。

141-

そして特筆したいのは，情報の共有化である。地域の人

たちにも理解できるようにわかる言葉で広めるとえうこ

とである。地域人たちが浬解してこそ持続可能な活動と

なる。

子どもたちE純粋な気持ちで交わす率直な自由討議からは、
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学ぶことが多い。世界の水事情を知り、自国を見つめる。課

題を明らかにし、そして手をつなぎ解決の糸口を見つける。

このような子どもたちの発する言葉をどれほど大人たちに共

有されるだろうか。

日本 0・自分たちの地域の調査を続ける。より深〈

水関員選を考える。 ・臼ヰ;のことだけでなく海外のことに巨

を向ける・水の無駄使いをやめる・ rtll:界子どもノkフォー

ラム」で話し合ったことを、世界につたえる。(学校.HP 

冊子) ・将来に向け水を大切にする0 ・子ども水怠言を人

の多いところで掲示。・自分達で調べたことを資料を作る0

・地域的なネットワークをつくる。 ・今回話し合ったこと

を自分たちの地域で広める 0・7ォw ラムのネットワー

ク化ブォ口ーアップコミュニティ 世界の水事情を知り、

伝える・国内交流会、情報交換。・パートナシップ、アブリ

カで企倒・フォ ラムのことを身近な活動に生かす。・他国

に出かけ、活動し、役界を変える。

アジア インドネシア、コリア、ラオス、カン

ボジア，ベトナムー

水宣言を政府に連絡0 ・水の節約。 校長にレポート 0 ・地

域社会に普及。・政府・地域 1)ーダーにアピーノレ0 ・水の調貨

をする。・子どものワークショップ。 .7k宣言を実施できる

子どもグループ。 アジアのネットワークをつくる。 氷と

衛生i様々な九閣を解決する。ネパール→地域の委員会に使

所を要望。アフガニスタン→政府の手で争いを止めて。パン

グラ→それぞれの地域のリーダーにアピーノレ。イラン→参

加者のネットワーク。

ア7')力・英語系

密へ帰ってどうするか。呂的を決める。戦略，誰とどういう

事をするか0 ・大事なことは、仲間から始めること。-それ

ぞれの地域の活動・教育・水宣言を地域へ1 インターネット

でコミュニケーション・情報の共有化。種族が逢えば言葉が

違うのでそれの言葉で。-学校で漂境クラブを作る。そのク

ラブはまま言文に従ってすぐに行動を。-国の事情にあった

支言文の活用を。・いろんな人たちとパートナシップをつく

ろう。-新潟I、マスコミとのコンタクト・プロセスの評(冊。

資料l 情報を集める。

アフリカ フランス語系

-本当にできることを笈言する。時間をかけなくてもすぐ

にできる0 ・会に参加していろんな人たちに伝える 大

統領に伝える ・アフリカ， 1 2ヶ嵐氏族諸に寵存Rして伝

える。人々に情報を、効率的に伝えられるグル プ

を。 新聞をつくる!お金を集める。

22日午後加藤登紀子さんと一緒にさよならコンサート。

京都精華大学氷kステージで。

フィナーレで子どもたちは、それぞれの霞の青菜で「ノkは

命Jと歌い、さらに手をつないで熱領し、参加者の感動を呼

んだ。感動で、涙ぐむ大人が多くいた。子どもたちの歌声が、

大きな輸となり、間:界は一つになった

-142 

欽声。、世界をつキピ本令

手をつ辛く 手ら i~み寸られ iM軍

本 1.1.中

そがは、基Slの十f理解"きるこど

今舎を育むペド ~-tfßナ〆t 正ろう

それは、-<:>.ザき机Tいるからだ

勝手奇こどを l'(いるF晶1)

-<:>は、 fきれた車ノt車だ

畏敬円念、品謝の占t持ち

ピこえt会'(!<えだろう

これを 手会わ奇いF晶リ

時は、 fきれたまえまだ

手ピもたちは今、

これを 一生器今持っている

大人が持Tた 咽』もから内式事告唱を

このさ島、え人はどうJil.'(いるのか

A高ど行動。、辛いF邑1). <t.車1.1.、 7 ? ? 
「老い'(1.1. iTι従えj小寺

5)腹送りのコミュニティ

近木JI!の活動を持続するためには地域の人たちが中心で活

動することが必要だ。ここに近木J11汽水ワンドの取り組みで

問題点を明らかにしたい。

平成 7年からはじめた近木)117ォ ラムは、 年間の活動
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を振り返り、専門家から甘辛の批評をいただき、会場からの

質問等の参加で議論をして次の活動のテーマを決定してきた。

97.12.20の近木JlI市民フォーラム“よみがえれふるさと

のJ11"で汽水ワンドつくろうと君塚先生から提案があった。

そこで、事業が大きい事から、全市約な取り組みが必要と

の判断で、町会連合会長の理解を取り付け、ひろく市民参加

呼びかげた。

98. 4町会連合会長にワンドをつくる会の代表就任依頼快諾

市長、担当部長に報告。 羽丁会連合会幹事会でワンドの取

り組み説明脇浜、沢町会長に参加を呼びかける。

98.5 都市政策部内で説明

98.6 ワンドをつくる会発会式 会の発足で「ワンドをつ

くろうj との初期の合意形成ができた。

しかし 10月、専門委員会を設援して、ワンドの定義とか

生きもの、構造など専門的になりすぎたため、参加者(特に

町会関係者)から難しくてよう分からんとの声がでた。ワン

ドの名前は、淀J1回有のもので、ここで使うことは学者の端

〈れとして耳らだという者が出てきた。ところが、地元町会(沢、

脇浜)長から f侭ぼええ事か分からんがわしらに何関係ある

ねん」といわれた。大事ななことは近木JIIとのかかわりで取

り組むことだが、方針が変わらなかったため、地元が離れて

しまった。事務局の担当者比汽水ワンドの取り綴みを市民

主導型と説明しながら、市民活動は担当でないと寄ってきた。

03年4月、近木J11汽水ワンドは、自然再生事業として大阪

府カミ事業化した。事業化に当たって地元への期待は、自然再

生事業の特E主である

①流域4視点から言H厨を策定する。

②隙応的・段階的な事業の実施(アダプティプマネージ

メント)

③ NPO等との浪携(計画段階からの参加)

等のモデノレとなることであり、これまでの近木J11の市民活動

が評f面されてのことである。

そのためには何をすべきか原点に立ち戻る必要がある。

る

均一
産
リ

政

閉

…
行
吾

氏
円
山

市

計
欄

間

一
町
四
駐

…
開
明

言
泊翻

需
ぬ

間
山住地

西IJI学校
1軍

脇，兵

水利組合

つなく

包然遊学館自然大好き人題の育成
市民ボランティフフ

国

大阪府j司I11室

沌Illl記翼線

岸平日日土木

j司JIlìi~ 防係

員塚市道E官公霞~!育つ

F執売司能な社会、コミュニティの膏成

「ワンドをつくるJことについてもう…皮具体的に(時間

をかけて)近水J11とのかかわり、つながり(替の近木JIIとの)

等から説明し、議論をする。

O 地元住民在中心とした組織づくり ブオーラムからの提

案で、ワンドをつくろうとの合意で汽水ワンドをつくる会が

発足しているが、この活動を専門家中心からmI3!;CT，Gゅ活動

とする。そのため昨年 11丹、市民部会を設震ました。そのj活動、

取り組みについて住民に理解と参加を求める。

o 1!!i'沖校の児童を中心に 汽水ワンドを建設する場所

の校区となる西小学校では、平成7年度から環境学習として

近木J11 (ワーストワンの場所で)で活動している。そこで隠

小学校を中心に f子どもの参画jでワンドの取り総みを進める。

子どもと大人の活動をつなぎ、接点を探る。ワンドの是非を

子どもたちが議論をする。保護者も参加する。これからの計

磁(ワンド)を話して意見を聞き、将来へとつなぐ。 O コミ

ュニティ(地部7会)の取り組み町会は、子どもたちを支援

をする。普は、子どもは地域の京、地域が子育てをした。

近木JIIでj遊んだ様子や、利水(織)、治水餅h水)などについて、

町会ごとの間取りやアンケート調査などで近木J11と人とのか

かわりを掘り起こす。

0 流域の視点で源流近くには(葛城山]めには、国の天然記

念物の fブナ林]があり、これの保護増殖活動がトラスト逮

動で行われている。j可口では、千潟が広がりたくさんの生き物

が見つかっている。 山の分校(ほの字の里)、、海の分校〈自然

遊学館)では、自然をテーマにした取り組みをしており、この

活動を PRして流域ネットワ クの意識を高める。すでにた

め池の水利用から、利水ネットワークがあるのでこれを浮き

彫りにして、流域ネットワ クとをつなぐ

0長塚市全体で 総合学習での取り組みから、近木JIIでの

子どもたちの活動が、どれだけ成長に大きく関わっているか

について務発活動をし、市民の理解を深める

聞き取り調査の記録合械をつくりそれを墓にマップをつく

る。貝塚市まちづくり推進委員貝ではfi'業チームを設墜して

具体化している。

i丘本111河口の風景昭和 :30骨頃
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F'vJてワンドをつくる会市民部会は、「ワンドj をテーマに

を開いた。メンハーは流域の観点から山の分校など、組広〈

参加を求めた。事業者による地元説明会の影響もあってか

徐々に関心が高まってきた。地元沢町会から、町会だより新

年号への投稿依頼があった。

沢町会だより 平成 16年 l月 (57号)

近木)11汽水ワンドについて

貝塚市立自然遊学館非常勤嘱託 橋本夏次

近木)lliVJ<ワンドの事業は、大阪府が事業主体で自然、再生

事業として進められています。この事業は、河川環境の保全

を5的とし、流域の視点から f)11のシステムjを待自然イとす

る事業で3つの特徴があります。

l 流域の視点から計画を策定する。 2.11霞区約・段階

的な事業の実施3.NてPO等との連携

近水JiIの場合は、源流は和泉葛城山にあり、国の天然記念

物「ブナ林JrJ;保護をトラスト運動で実施されている。河口

にはニ色の浜があり、清掃など市民活動がさかんで、希少縁

のハクセンシオマネキなど、汚れているわりには生き物もた

くさん発見されている。等々、流域での取り組むことができ

る。などが採択された理由の lっと考えられます。しかし、

一番大きな理由と考えられるのは、各小学校の綜合学習にお

ける活動だと私は患っています。加えて大人たちはそれを理

解し応援していることです。その活動の lつが国土交通省で

とりあげられ、チラシとなって全閣に自己られていま f。特に

西小学校は二度もワーストワンになったところで、なぜこん

な立派な活動ができるのっと驚いています。近木ゴ11を見た専

門家は、異口前音にいい)11だといっています。それは自然が

良く残り、大きく変わっているのは河口付近だけだからです。

ワンドは、犯11の国有名詞としていましたが、現在では広

く…骨量に使われています。

特に長塚では、)i 1の主主みのこと者ワンドと呼んだと年記者

から医書いています。貝塚市史によると近木)11I可口には、ワン

ドらしきものが写っています。計画地はその場所です。

子どもたちは、「近木)11でおもいっきし遊びたい」といって

おり、夢に描いています。

今年1月、隠ノト5年生に昔の近木)11、海について話をした

ら、「いっぱい魚が獲れる海にしたい。そのために近木)11をき

れいにするんや」と感濯をいってくれました。子どもたちの

白線で近木)11のワンドっくりができたらと思います。「私のふ

るさとは、近木)1 iや」大きくなった子どもたちからとんな声が

間こえてきそうです

大阪府は、治水品汚草も柱にしています。近木がとのかかわ

りは、地域の人たちが主役です。私は、長く近水)11とかかわ

る人たちが主役であればと思っています。そのためには昔の

近木)11を「思い出してくださいJf諮ってください」私たちは

それを記録して「爺、婆ちゃんマップJにします。これは子

どもたちの宝になると思います。

この町会だよりは、約 1000所帯に配られた

汽水ワンドの数リ総みl立、これまでの活動の真価が熊われ

ている。地域住民が$/[)とるためには、近木)11を再認識し、

かかわりが深まる活動をしなければならない。そうすれば、

近木)11が地域共有の財産として、持続した保護活動となる。

bAどでは革 i賭けたや 1)取りを

bÁ t" ιI~ 手もが通い l f.辛&， 1) 

今年は、和歌山大学、λ官民府広大?の研究'Kの応援を得た。

流域を対象としたアンケ ト調査、樹君取りなどさらには環

境学習についてと卒論3名、修士 1名が関わってくれている。

いい論文が審けるようにと協力した。宇目さんから近村11の

ためになる論文を議きます。とメールが足首いた

ワンドの取り組みを、近木)11流域自然大学が市民大学iこf立

霞づけ、子どもたちの述書昔で活動すればそう難しくない。そ

してコミュニティ活動に定着すれば、持続し、次の投代へと、

それがまちづくりである。

まとめにかえて

まかぬ穏は生えぬ。畑は、耕やすこと。身を捨ててこそ 浮

か4議事もあれ。子どものころよく開いた言葉である。

[近木)1[で、おもいきっし遊びた¥"そのために掃除をす

るんや。」子どもたちから良く聞く言葉である。子どもたちの

喜ぶ姿を克つづけたい。そのために、耕し、種をまき焔に汗

を流してきた。汽水ワンドの絞り綴みで、実るかかどうかj正

念場である。評価は市民がするもの。

想入れが強すぎていつものようにだらだら文書になった。

花、募の資擦が照われるが、いつも的確なアドハイスがいた

だけるのでつい応、募してしまう。私には発表できる成果はな

い。黒子役しかできないから。近木)11で元気に遊ぶ子どもた

ちからエネルギーーをいただいて活動している。近木)11のこと

は流域住民が理解して活動しないと。生活から出た問題は生

活の中で解決しないと。 JIIの清掃は、景観の浄化に終わって

しまうことが多い。水の浄fヒは、心、の浄化である。

本令長官忠<:ittて v青滅ぶ

itをかく 手い(.14¥$丹 Jもが咲く

希望的鋭部iかも知れないが、近木)11流域自然大学の活動が

搾みがつき、広がればまちづくりの柱となる。

ぺい入リ 刈F..t正い まもイ<1) 

王事~j.( 131"ち(，f--:>こ町 まちづくり

(03・8名古屋のまち0:縁澗j育み縁設虫記念パーティで〕
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八州太郎事 1高橋地方鉄道を存続させたパワーでまちの活性化活動を展開

一えちせ、人鉄道の存続とその後のまちづくりへの対応一

ワークショッブ

重h乃拠点l土NPO泊河室える県民活動センターとし，事務局

も会員の事手続庁をご好意で借りている。夜遅くの打ち合わ

せでも会員の会議室を利用させてもらっている現状であ

る。運営については r公j の繍助は一切受けていなし、G

この種の団体では事務局を役所の中iこ霊堂いている伊iを多

くみカ斗すますが5 私選はまさに「公設民常J である。

生共お畠1 )まちづくり 公設民詰まちの活断ヒ

主ゴ首都f'nl問主モデル事業

1 はじめに

天の時車、福電鉄の廃線高iHこ会が発足できていたこと

地の和i福井市iこ路昔話電車(京協電鉄ではなしすが走って

し、ること。

人の和産園管・学のメンパーがNPOの活動に参加して

し、ること。

どの主要素ひとつでも欠けてし、たら 9 この会は機能してい
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隆 2-1 設立総会の記事

3 京福電鉄の袋線・存続遂動に係わって

ROBAの会が発足してから4ヶ月後の6月，主主主語電気

鉄道側は2度目の列車事故を起こした。前年の 12月にも

起こしtc_半年間に立続Itlこ2度の事故で中部運輸屑は

この事態を重視し「営業停止j とし、う薫い行政処分を出し

た。これを機に京縞電気鉄道械は r縫線j とし、フ方向に

一気に走り出した3

私逮は?この廃線問題が単なる…地方鉄i置の存廃問題で

はなく，やがて多くの地方鉄道の保廃のi車室を速めてしま

うのではなし、かとしづ危倶から， w五[福電鉄存廃通勤Jに

深く夜、わっていくことになり，治線の n打9町村山治線サ

ボーターとともに?採決集会を共催したり 7 各様0)補完に

係わる集会に積織的約に参加するなどの運動を展開して

きた。

従来の選動は r乗って残そう」とし汁運動が主でした。

それではp 残ったらどうなるのかつ私達は，路樹電車を残

ないc

今凶i立，我々がまちづくりに係わったこと?今後の進む方

向についてまとめてみる。

公設民営のROBA

平成 13年2月?福井市において「絡部電車」帝活用した

まちっくりを考える市民団体が産声を上げた心

発端l土平成 12年に福井市の資本が入った側まちづくり

福井 (TMO)が主催した「路福竜車とまちづくりを考え

るフォーラム」にあったG 路面電車とまちづくりでの先導

的な向山市の rRACDA関山J(注1)の問将男氏等各

地で路面電車と街っくりに係わった方々の講演会を第

回目のフォーラムとし3 ワークンヨツ7'の報告会を2回目 9

3間関はシンポジューム形式で金沢，高問で頑張っている

路面電車関連の市民グループと福井市民とでパネルデイ

スカッションの3聞のブオ』ラム院俄でしたG フォーラム

自体は3回でしたが。その間参加市民が4グループに分か

れて，ワークショップのために何回も離合集散の活動をし

てきたこともあり，フォーラム長終のとき φ 挙加者の一人

が「このエネノレギ』を残してまちづくりをし主せんかっ」

と声高iこ叫んだことがこの会の発足のきっかけでしたふそ

式呼びかけに 19名が賛同した。(筆者もこのな品川〉 員

である，) (1iiI2-1設立1総会の記事く福井新顔>)

会長IJ，会の目的，活動のか同)，名称等々の検討の結果，会

の活動の自襟l土『今のままの車社会でこれから迎える超高

齢社会，地球j星J援f七等への対応をどうするのかつJといっ

た読点でτ ひとと環境にやさしい公共交通をもっと利活用

できるまちづくりをしようということを主眼とした。会の

名称も動物にこだわった。「ラクダ」は既に向山市やi寝間

市で使われている。そこで「ロノ勺という発想Jが生まれた。

路面電車のロヱ IROJ，パスのパニ rBAJで通称 rRO

BAの会J，これでいこう I Wふくい路陸軍電車とまちづく

りの会Jができた。

どこにこのようなエネルギッシュな人達がし、たのかつ

まさに r公j がf士掛けがなければ「民j は集まらない。

しかし1 いつまでも f公Jに頼っているわけではなしL 活

2 

2剖 4年生総研f住まいまち常習J実践報告論文集 5145 



すだけの遥動ではなく，どうまちづくりをすれば路面電車

がのこるのかワといったことを中心に議論を進めてきた

また，県議会に対しても r京係電鉄を廃線しないで欲し

い」としりた議席詩書を提出するとか，或いは福井市長に対

して f公共交通の必要性がらもっと積極的に電車存続にか

かわれなし、のかといった主旨の公開質問状」を提出するな

と守の活動を展開してきましたー

我々は，鉄道がなくなるという単なる郷愁品自な感情では

なく，残すことによる便益が，なくすことによる便益より

上回ること，また，現在価値ではなく，少子高齢化，!，!続可

能な社会の構築等を考え，将刻面白宣を考えてみませんか"

とし、う主4長を繰り返してきた。

そんななかg 我々としてどうやったら鉄道に乗ってもら

うことができるかを議論した結果，生まれたのが f活性化

アイデア集Jであったc 今の吉'J;-i益をどうしたら乗ってもら

えるか， どうしたら乗ってもらえるかそんな事を考えャて6

分野， 200項闘のアイデアをまとめたっすぐやれるもの，

費用的にみてbず刀、しいもの，時間がかかるものもあるが?

とにかく利用者にとって使いやすくするためのアイデア

を満載したこの報告書(図3-1)を沿線自治体及L関係

者，議員に配布したこャ f乗って残そうJだけでなく r乗るj

ために{可をしたら良し、かを知らしめる大きなインパクト

を与えたように思う。この事象によって，当会が「単なる

長お草オタク団体Jではなく，真剣に公共交通について考え

ているBl体であるという認識を持っていただいたようで

ある。

京福電鉄と県とが種々協議を重ねてきたが，廃線は決定

的とtj:りましたが，沿線自治体，サボーター，我々等の活動に

より?平成14年5月，県，市及び沿線市町村が鉄道を「第

三セクタ-J方式で銭すことを決断した。

1'1，i童は，口も出すが，金も出すとの姿勢で行政にお額いし

て新しくできる第三セクターのえちぜん鉄道械の株主と

なることができた。総額約5億円，内民間出資が2. 5億

円であるが，私達は会員有志で約200万円を出したム

資任をもって口を出して行く姿勢を具体的に示すことが

できf二

4 多岐にわたる公共交通復活への活動

-アースデイに出展

地球環境の保護を中心とし自然エネノレギ」や太陽光

発泡ゴミのリサイクノレ援などの環境を中心とした慢

しであるが，京朝議定書iこ慕づく C02郎臓の大きな

校となる交通からのC02削減の観有必通ら，公共交通

をもっと活用するような社会システムを造ることを

目指した「パネル廃J(劉4-1)を行った。パネノレ

展だけではなかなか人が集まらないので，模型電車を

走らせて興味を引く工夫も忠れなし九

-ノーマイカーヂィのアピーノレ

戦平くから車問江改干し近くで県・総合交ifJ震の方々とー

絡になって fノーマイカーディ」への呼びかけ，アピ

ーノレを実施(年lこ1回)

・トランy ットモーノレ社会実験に参加

平成 13年9月から 10月にカ斗?て行われた「路面識車J

を活用した大々的な「中心市街地活性化に向けたトラ

ンジットモール等社会実験中(以下「交通社会実験j

という。)に『日本及び役界の路面電京展Jのパネノレ

凝示を実施し，会員が傍で説明をするということで叫参

加をした。また，この交通社会実験(図4-2)の実

行委員に当会からも3人が参加して皇室り上げてきた。

殴4-1日本世界の路箇電車パネル援

図3. 1 ;舌性化アイデア集の新聞記事く福井新聞> 隠4-2トランジットモーJレ社会実験
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密4-3視覚障害者と寧桜子の方の乗車体験

更に，社会実験中に障害者の方に，低床型路面電

車の乗車実験をしていたたエ、た。この低床車 r-，まし、

るトラムJI土交通社会実験のために名古屋鉄嘆から借

りてきたものである。電車l土低床で良いが，そこへ行

くまでの障害が多い。実験終了後に様r書者の方から

「課題が多いが， 1齢、やすい電車なら障害者も町へ出

ょうとしづ気になる。J(1i1!4ω3)とのコメントをい

ただき?我々の活動の重要性を実感じた。

。のりのりマップの作成

パス会社ごとのマップは前王するが，総合的なものは

なく，利用者にとって非常に不便なものである。我々

はここにもメスをいれて3 自分たちカイ吏い易いマップ

をつくろおうとして行動を起こした倍果，このマップ

ができたJ どう{査しベ寸し、か。まず，①全県が対象

c2:学校， 1高:;;tt.tどの主な公共施設等から検索可能，③

福祉パス，コミュニテイバス及ぴ市内ノくス，といった

あらゆるハスについて明記逗始発，終発持郊の記載

と本数を線の太さで表示し， 1枚のマ、ノブで表現させ

たc また，パスの待刻表も重要ですが，利用する立場

から待ち心地を良くするにはどうしたら良し、かを考

え，待ち心地のよいパス俸を rROBA認定パスJと

してパスマップに記載した。 R 康俊付0 輯奇子も

通れる歩道 (2m以上)， B ベンチがあるか， A パ

ス近接表示があるかといった4つのうち3つ以上備

わったバス停をROBA認定として表示した。

(1i1!4-4) 
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(電車とパスが擦手)

図4-4パスマップの表紙

・トラム deピンコ(オワエンテーワング)

またj 社会実験期間中に路面霞車を{車ったfオリエンテ

ーワングJ(題4 “ 5)を?干し、ました。これは，福井鉄

道福井釈自江田原町?福井新の3駅沿線ーにすまいるト

ラムを乗り降りしながら， 12ヶ所のチェックポイント

(まちなか探検の意味も込めて)でスタンブを集めて

「トラムdeピンコJを?子いました。これl土，路主主電

車に乗って，交通社会実験、に参加してもらい，身近に

あるお気に入りの場所や風景を見つけてもらうことも

呂的のひとつにしている。(関4-5)

図4-5トラムdeビンゴ

.シンボジュームの梼催

のりのりマッフ。を変革撃に活用して『乗り継ぎ』の件教

をLてもらう『乗り継ぎFねなるグノレ ブを公募 14チ

ームが拳加し守そのうち4グノレ ブにワークシヨソプ

(1i1!4-6)で土ト去してもらったc

小学生のグル_-/あり!熟年のグルーブあり，学生?元

気なサラザ}マン等々多種多様なJj々 が参加してくれ

た。 4グループを更に2チームに分けて，どうやったら

2004年性総研f性まいまら学習実践報告論文集 5



郎、やすし、公共交通になるかつを謝甫してもらった七そ

の中で r初めて路面電車に乗ったJ，r乗り継ぎが本当

に懇い。こんのなら二度と乗りたくなしリという意見も

出ました。ワークショッブでは，そんなことでは公共交

通へ江苦言龍がマイナスの方向へし、くので， どうやったら

よくなるか?未来志向で諮れるような方向で意見を出

してもらった。

今回のワークンヨップで改めでわかったことのひと

つに，事業者は情報を発しているが，実は受けて掛はそ

れがわからない。今回の八スマップはその草呼長では利用

者の立場からできたものであるロまた，いつも車に乗っ

ている方が初めて意識を持って公共交通を利用してい

るので「教育」の方へのアプローチも今後の重要な活動

となる。

(函4-8)ワークンヨツ7'報告A

(図4-9) ワークショッフ報告日

それらを踏まえて，中部運輸局の協力もいただき， rつ

ないで;苦きる電車・ハス」と題してシンポジュームを関

イ!t(節4-7)横浜隠立大学の中村助教授に f都市に

おけるこれから正公共交通とまちづくり」と題して基調

講演をしていただき， ROBAの会としてさきのワーク

ショップ(1iiI4-6)からの報告をしていただき，パネ

ルデイスカッションでは，地元福井大学の，)11上税霊をコ

ーディネーターとして公共交通とまちづくりの隣係に

ついて穂々 の観有、から論じてもらった。

1ii14-6ワ-'Jショップ鼠景

週優+II!蕩 υtス〉

I ~D'5. I ~Iiおならではの“レくみ"

パス欄

駒山川

ι 
1)s?C~ってら

智駐自民 ハスむらではの換しの 、 己こが甥瞳
一貫軍合目トれ玖&

ゆ内<':')1';1者
it-，台帳

Uタ白"ト μ官5ζ 二~:，j.ぃ

{パス"仁た次第で勾能3

到隠しさの:ot!iliも"とあると、丸、J

リ γ町一時山た

般 に 輔 が い 伸 、 島 北

{$丸小手V決勝

ヲ">'0'ダγ 十''"が繍切

線l!tifJ)d織が見える

4 蜘日掛で定住

関4-8ワーヴショッブ報告A

絶倒い凶じゅん， ， 

軍事厚から騨憎

若村純が飲め?と

I読者袋そ)'，'jきた

B袋行気分
た勝が鎖、乗れた

祖氏拘から鉄色を型経tめ，

伶"的祭実金者健"うた

こにほ溜レて! ! 

使数少需拡いも純金運買い

でも金J企cヨ"をだろう

パス停忽ど鎗V♂"'"緩
111が織るど腕る

パえはもうrtゥら今、た 4

1.，ji:'{'e-1 ~VrH如、

イ〆ターネット，遊撃 ヨ馬肉

選患う会伶との刻除そ?の，傍線も

ケ_，ィでわ港、W:fm先，も繁心

もっと建車パスの錦織を

酬 3院が川勝 ti，ゃなくても対叫ように

練習~~ ~令長ム，‘

〆え侮ト酬もート刊尽Lて徐い

〈線新よ，.，，.拡かるち

ft~;;'Þ， ;>þ 附吋，うぷ

刷局制明刊行け Zょをゆ

利渇 日噂，，， .q供向〆wルート

.匂a陸宮吟続守的目時d嚇 ::':Ljぢ

叡バス停などを快適に

プラ " ム"険、τa色合ら

制時鳴らヲ漁料れ<TIII;

ノ牧師ι 仰げ蜘岬ιも

殺椅子市時噛.Jt句集《ζ同ように

もつel院〈、もっと犠書換を

2防備に 1*'t， ~t，仰向
乗り相自作

鍛錬ぷ糊4印税分制肘

司Eャャドチエンν

レシタ@イ 4うや後蕪

えち徹ーパ欠"駿械はおみごと

幾ぃψーピス

魚崎が倉野七〈えな Jて倹遊

女傍術め媛党相帥

続内の料金調区皮織3民側院

ト興続Jどこにいる例か泉ぐわかる

調度内情鰻

'{JlWtぷ然ヲ，ら沿L

i二地棋がないと愉比、

ハ決伴ιtrð伶いと剥.鱒鈍がわか.~，ない

サービス

妙ーピメのS謀、諸事Lに絡がみる

2建物持物H舞金Jかすく

そ."'~ん瞬やバス停をを鰻畿に

t認が織"ても安心た紘恨

持，鵠織を調態tめ る ペ テ"H!織

は a内T件犠逝去提示がZちる，トイレ"繋"

殴4-9ワーウショッブ報告8

5 目的を隠じくするNPOとのコラポ

一方，我々と問じように路面電車をツーノレとして問づく

りを標梼している団体が数多くおり，そことの連携をも

って1情報の共有化を図ってし、るc 全密約な対応として，

全国路頭電車サミットへの参力札昨年は『函館前』で開

1ii14ー7シンポジューム風景(左側は手話通訳者) 催された。 1l!J!或レヘノレでは『中部地庶路面議車サミットJ
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があります。喜華僑市7岐阜市3 高鶴市，そして福井市と 4

都市でお互いに年1回情報交換の意味を込めて実被して

おります。また，パスマップを活用した「全国パスマッ

プサミット」へ乃参hr。昨年は関山市で第 i回が催され

ました七当会も，参加し先ほどの「のりのり 7 ツプJを

発表しました。次回は福井で第2回の全国パスマップサ

ミットを開催する予定であるυ

地区レベノレでは，中心部のまちづくり NPOと3丹 l屈の

割合で fまちづくり懇談会」を号号機している。これは，

トランジット社会実験の時に地元商百衝の協力がなか

な村専られてし、なし事があったため，当会として将来の

磁力有る都市を考える上で「トランジットモーノレjI立必

要との続長から話合いを持つことを提案した。長初は

ILRVj (注2)， rLRTJ (主主3)等の必要性など

について我々の意見・主張を押し付けるような会合でし

たが，会を重ねていくうちにどうしたらまちが賑わうか

といったことを協議，まちなかの商庖街の克学，郊外5

Cの克学，学生の町づくりの本研の発表の場p等々とき

どきの話題をテω マに持続して今月で 17回を数える。

今月は f中心市荏f地1，こおけるハス交通」と題して怒、談会

をr，司催した。少しづつではあるが， LRT，LRV導入に

ついての理解がされてきているように感じた。

また，ランドスケープで町づくりをとしづ主張をして

いる陶統監』とのコラボで守主，アーバンツーリズムと

して r公共交i昌で温泉~ï'こう j ，}Zは f市内の文化胞

設をこのようにつないでいけば，パスでも行けますよ」

といったことを記したパンフレットを作成しまたアン

ケ】トを取りその普及を図るなど r身近な旅j を公共

交通で行うよう呼びかけている。これについても， 1回だ

けで終わるのではなく， 2回， 3@lと続けていくことを

石室認している。

6 まちづくりキャラバンの実総

京福電車芦刀ミら第三セクターのえちぜん鉄道料へ子学統

が決まってからの運動は当然下火になってし、る。 I乗っ

て残そう封むの連動iこは，限界が感じられる。しかし，現

場ではどうしようもなし寸子き詰まり感が漂っている。そ

んな中?我々は以前から計画していた「まちづくりキャ

ラパンj をスタートさせた。干字統選重吉川コ中から得た人脈

を通じてその地域の方々と懇談的iこ，友好約にそして公

共交通の活オ生化をとおして町づくりの重要性を訴えて

きたの

勝山市京福電鉄存続運動では中'L'!'f，Jな立場で係わって

きたこともあり，今では「乗って残そう運動」か

ら 歩進める活動をするために苦局している様子

である。しかし，存続が決まってからは具体的な

活動の方向がなかなか定まらない。イ可とかして勝

山へ来てもらおうと 3 イベントを起こし然りと

して位慢付けて行こう?そして1 毎年 12聞は来て

-149 

もらう， X 12自は出かけよう，そして月 1関来て

もらうような工夫をしようではないとの棄併な呼

びかけをされていた。私達は，いろいろな形での

まちっくりがあることを示して情さん P考えてい

きましようとの呼び方斗?を行いました。(留6-

1 ) 

美山町 JR北路線の支線で無人駅がある。山衡の皇にり

ニアーな関}で車問主 iに観光物産鎗兼待合所がある。

又つい最近になってCVSができ，駅前が明るく

なりちょっとしたランドマークとなっvている。こ

こでは，パスルートの問題が叫ばれてし、た。私達

はパス交通については， もっと工夫次第で良くな

ると思うが，そんなことより近い将来JRの投行

在来線の問題が必ず起こるであろうと予澱して?

いずれは鉄道品損部こっし、ても言及する時期をにら

んでいる。ここでも，今後も意見交換を進めていく

ことが確認された。(図6-2)

松悶mrえちぜλ鉄道の沿線都市であり， 1県立大学と名高

井大学院学部を抱えた可。今，まちづくりを考え

る方々は異口同音に r駅前に明るい脂を，楽しけ

れば来る人は必ず来るんと断言。しかし，現実は

科用少なく厳しい状説である。しかし J:見交換

会では，今がチャンスと決め，1'1かしたいとの意欲

が感じられた。これからもこの穏の懇談会を進め

ていくことが磁ま草されTニ。我々からは大芋のアク

セスとしてもっと公共交通を使っていくような校

総みを考えてはどうかとし汁提案をした。また，

これからもi機動していこうとの築本方針を磁若草す

ることができ i史E引の協議を約束した。

図6-1勝山市でのキャラバン風紫

図6-2美山富?でのキャラバン風景
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7 全国都市再生モデル競音量事業への採択

私遣のこのような活動を都市再生本部で考えている f地方

の活性化に向けたまちづくり調査への提案」に是非応募し

てみてはとの福井県のアドバイスをいただき，応募したと

ころ選定されました。特に改まってこの調査のためにとい

うのではなく，私達の活動そのものがヲ既に都市再生モデ

ノレなのだと江位置付けで今取総んでいる。

ROBAσ 会が考える公共交通を生かしたまちづくりの

将来の姿を1ii17-11こ示した。 rのりのりマップjや乗り

継ぎ調査隊固ワークショッ7'ンンポジューム?など，ROBA

の実践活動を通じて集められた市民の声や気づいたこと

や，キャラパンを通して発せられた市民の声や気づいたこ

とから，公共交通を活かしたまちづくりの将来の姿として

まとめたものである。

殴7吟 1ROBAのまちづくりツリー解析鴎

公共交通は迂安心安全てや気絡に使えること，(i?)お車で便利

なことが基本となる。公共交通の活性化の施策が「樹木j

であるならば前記心②は f様jである。そし亡?この「様j

がしっかりできていればJいろいろな地域の課題は工夫次

第で解決ができるはずである。それが，つないて活きる公

共交通とまちづくりの基礎となる。

150 

しかし，この「根」のことを言うのは，簡単であるが実現

するのはかなり難しし九そして3それ土その地峻の燦剣生を

手干しているからtc二しかし?手をこまねいているだけでは何

も生まれてこなし、。

我々は!この原耳主原則をもってこれからも?前述したよ

うな対話・共に活動をもって公共交通のj舌1主イ凶こ汗を流し

て住みよいまちを造る気慨を持っている。

それ土，この会主盟都市再生モデノレ調査事業lこ応募したと

きに f我々の活動そのものの託織がごーの識査j との意気込

みに表れているといえよう。

そして，これはこの調査は年度内に終γするが，私遣にとっ

てはこれから始まる「公共交通の活性化によるまちづく

り」の序重量にすぎない。

8 今後の課霊童

1'<1'0法が施行されてから約5年が経っていますが3 我々

の沼郡H認知こ剖PO以上ではなし、かと自負している。

そこで，次の課題としてこの活動を法的にも 3 対社会的

に対しても責任ある尽体であるとの証左として， ~1'O 法人

化を視野にいれている。

<注〉

1 )路面電車と都市の未来を考える会 (Ri¥CDi¥)

2) Light Rail vi悶 chleてす包低床の路頭電車のこと熊本市}広島

市， ~耳 W..Ji'行1 高岡市等て古車行している

3) LRVを導入してパーク&ライドやトランンツトモールなどの

整備と合わせた人と環境にやさしい宋来型の都市交通システ

ム(ヨーロッパに多し、)

*1 

株式会社鴨谷甜監禁鶴}開発グノトプ専門続夢
再開発ブラ :，r)ーとして市街地阿開発事業の

立ち上げに従事。

ふく L慢書簡電車とまちづくり灰会 選会長
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世田谷線i日型車両デハ 85形保存運動実践報告

ーまち学習実物資料保存運動失敗記

長 歳時tホ l

キーワード:1)世田谷の近代化遺産， 2)環境学習実物資料， 3) 18型車尚への愛着

4)設讃費用の工面と自主管理， 5)解体スクラップ

1はじめに

1. 1 三軒茶獲での実践から生まれた運動

第1凶論文集では，世田谷区三軒茶屋でのまち学習実

践等と世田谷区立郷土資料館企画展 f模型で見る世出谷

の鉄道展」への協力について報告したが，これはその続

編とも言える報告である。私はその後世IE谷線!日型車

両85形」という実物資料の保存を目的とした運動を

2000年初夏から 2002年春まで実行して来たがタその結

末は東荷の解体スクラップという最悪のものとなった。

しかし，この運動を通じて行った実践の数々を全毘のま

ち学営業銭者の皆さんに報告し，我々の失敗を踏まえて

向穫の運動をされる際の参考ーとし是非成功に導いて欲し

いという願いから執筆を決;註した次第である。これはい

わば「まち学習実物資料保持運動失敗記j である。

三軒茶屋での実践は職務を通じてのものだったが，そ

の職を解かれた後! 市民としてこの保存運動を実践し

てきた。職務中の実践 (:'1土上司の不理解から企画ill"l:i縮小
させられたが，そんな状況の中でも私の意図した「まち

づくりにおける信頼関係構築のきっかけJをつくること

に成功したことをはじめに報告しておく。なぜならこの

保存運動のために設立した f玉電保存会j の代表を》三

事F茶屋の地名の起こりとなった三車干のお茶擦の一軒，石

橋楼四代隠山本隆俊氏が引き受けてくれたからである。

山本氏は】私が企画して縮小を余儀なくされたもののあ

る稜度実現できた三軒茶屋二丁呂会議室ショーウインド

ーの三軒茶屋歴史展示を見たことがきっかけで私と交友

が始まった方だからである。山本経俊氏は私の作成した

歴史説明パネノレの文認を読んで私の人柄を推察~，私に

直接面会すべく方々訪ね歩いた来に突き止めてくれたの

である。山本隆俊氏も前期報告論文で記した有力地権者

と同じく，三軒茶屋に並々ならぬ思い入れがあり，歴史

を顧みない人々や行政，企業等iこi憤っておられたのだ。

1. 2 r世図谷線l自型車両」

東急世田谷線は全長 5キロの軌道線である。それは世

間谷はじめての鉄道として院通した!日玉川電鉄五)11線の

渋谷~二子玉川隠の支線としと大正 14年に開通した線

である。玉川i線は昭和 44年に廃止されたが}世田谷線

は地下鉄新王)11線開通までという条件で存続した。この

ように東急は半永久的iこ存続させるつもりは無かったの

であるが】世田谷区の婆望でこれまで存続してきた。そ

れがために車両は!日型車両が使われ統けときて冷房の設

備も設けず2 その窪田を東急は I1日型は利用客に人気が

有り， 1自型は冷房を設けることが技術的に凶難である」

と言い統けてきた。そんな中，平成 10年 11月iこようや

く東急震鉄は世田谷線への新型車河2編成を導入と発表}

平成 11年 7月から新型車両 1編成が運行開始した。しか

~，その年度末に東急翁鉄は，バリアフリーイヒのうえで
世田谷線の全車両を新型車問に交換すると発表し，全て

の!日型車両を解体スクラップすることとしたのである。

18型車鞠の中でも保存運動の対象となった 85形は，

昭和 25年から世間谷を走り，車体では特に運転台が声耳

慣IJに設置されており 1 スタイノレの整った事i司だった。

写真 1ー1 光量に走っていた頃の 85形

1. 3 r大勝目華」へ!日型車両の一部保存を計額

太子生生に鉄道マニアの P君としづ少年が居た。この少

年は中学1年生の持2 言!l:]巨に関する話し相手にと母親に

連れられ私を訪ねて来たことから交際が始まった。その

後，彼は世田谷線のインターネントホームベージを立ち

上げたが，その反響は結権あった様だ。平成 11年 10月，

この墳は早期の全i日型車問を解体スクラップする方針は

発表されておらず2 新型車洞l土2編成導入でやめになる

と開いていたが p その代替として数台の廃車が出ること

となった。 P活は高校生になってし、たが 3 この車両の一

部保存を大勝海というそば10誌に頼んでその厨先にするこ

とになり，その交渉を東急電鉄本社にしに行くのでp 母

殺に言われたので私に付いときて欲しいと婆裂があり，

この頃の私はあまり積極的でなかったが，大勝庵のご主

人と彼iこ将行した。彼の:iliでは既に東急、と話l工事前に出

来ているとのことだったが，議l:ti通じてなかった G，ア

ポイントも取っていなかった ρ しかし東急の1iはきちん

と対応してくれ，話を閣かぜ亡くれた。ここで保存を問

的とした車両譲渡の方「針を額くことができたのは大変参

考となった。それは 11特定の倒人に譲渡を行うと依の
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人(特に鉄道7 ニア)からクレームが来るので，個人へ

の車問譲渡は行わない。2地方公共間体や学校2病R完等，

公共性のある団体であれば譲渡はできるし，実際にこれ

まで数度にわたって行っている。 3団体等の場合も 9 き

ちんとした総織で長も勝て，公却を押した書面を電鉄の

然るべき立場の人宛に提出できる様な所でないと受け付

けられない。例えば商活連合会や町会や NPO法人とか

で無いと実質無理j と言うものであった。この持の r1日
型車両の 部保存jは p;gの思い込みと独走もあって実

現しなかったが，その後解体スクラップとなった車両部

品を東急が売り出 G，我々の{中部遠の協力ぜそれを買い

集めて，大勝月撃の庄内に「室内運転、tfJの復元が実現し，

それが，毎日新路と朝E新聞で紹介された。

2， r 85形車両J保存運動に立ち上がる

2， 1 環境学習教材として榛めて有効と判阪

平成 12年 4月}東急議鉄から全!日型車問を解体スク

ラップする方針が予告表されて私は大いに驚いた。そして

5月頃， 85形の終車解体的情報を得た。これは上町検

車康改築工事中のため現地で解体できずタ横浜市金沢区

の東急車柄製造横浜工場へトしーラーにて線送のうえス

クラップを委託するどのこと， pれはこの車問の保存を

強く私iこ婆笠 Gtcリぞれ乏でにも 1，(1毛，利用者からも愛

者を多数耳iこしていた。 tUI身も世間谷線沿線で育ち，

苦言車の告を子守耳目の様iニ聞いで予寄ったから，愛着はひと

し:tiだったの軒、1'1ヲこれ J …プ数寸勾問和1mしたり flにし

ていた人々に t:つど保存1I吹三れ/:'_lもの}弓あるし)子供

達にとっても滋域ヲ沼教材 Tして総めてイf効と判i析した。

会問においても路i通j洛市を料にして街起こし境一/)、多数行

われてきており，電車 I主，)り r七千jう自治体も存拍し亡し、

る状況を除去え， Ifl'型車両j0) I呆干IIT多くのお ftゃf汗にと

っても綴々心、効来が期待 4 今て渋非JP荷主せなければな

らないものと隊1詳した rf~球4{必需鉄j}運転:r%rrMf括的方

ぜl 三車T茶f五でじっ1法-，J己脱 '1、νf)際ご協力をし、t:，tè~\ 、たりt主

にi事総しだ状況をtit]l.、仕?ころ!東急は{私干'r'"!る滋2日、i主

今のところ需~\、 t のことだっ l' 。そして(3 5形は 6Jj 25 

日頃にトレーラ~-c搬出されらと教えてくれた。私I:i:絶

対に保存を実現させるので解体を 特待ってもらうよう

にお駁し、した。上町での解体て1土狭い敷地のことゆえ保

管は無理であるが，東急車蝦捗1浜工場(乃敷地は広大で一

時保管はできるとの回符を得た。私i土 .tlJも早く保符実

現の話をまとめるべくその方法を思案した。

2，2 区議会議員に陳情

まず保存場所の候補を探さなければならなかったが，

学校の校庭なら荒らされないで保存できると判断，私の

母校ぜある区立松沢小学校を第 候補とした。そこでIZ
教育委員会事務局に居る知人に相談したところ，区議会

議員に動いてもらうのが早道で有効とのこと。早速下高

井戸商活街の!日知の方に相談したところ 2 自民党 S議員

が良いとのことで自ら事務所に連絡してくれ，奥様に話

を通してくれた。数日後S議員より紅に電話連絡があり》

f大変良い認だ。私自身あの車両は懐かしく，残したい

ので動いて見みる」との返事をいただき，安堵した。後

日日議員は校長と直接交渉したが 7 場所が無いとの穏由

で断られたそうでg 替わりに区立赤松公酪等が良いので

はないかとの提案をしてくれた。その後，!Rの M助役に

-152 

「赤松公関係存案jの認をi麗したそうで， r実現性大 d で

あるとの返事を受けた。河じ領東急篭欽O氏から解体を

止めるために区のしかるべき関係者から東急宛に電話で

よいからお願いして欲しいと i'='{われた。その旨S議員に

お願いしたところ，すぐに電話してくれた。

2，3 世白谷区役所北沢総合支所に情報提供

以上:の状況を受けて 3 区の銀三iサイドである北沢総合

支所街づくりま日に居る知人の係長に連絡し，保存実現iこ

前向きに協力して欲しいEまのお艶齢、をした。するとねな

くして部長から電話があり保存の謡は大変良い話だが y

突然こんな話が来てどうすれば良いのか分からないでは

ないか」と不安そうなので， r東急にはよく話して機渡し

をするので心配ない。各地の保持事例についても多くの

資料を持っているので安心して欲 G¥'J と話した。する

と部長は， r I日型車の保存については大変良い話だが，主

l土~Ijの議員からも言われてし、て，どちらの顔を立てれば

良いのか非常に困る。支所長も心配しているJと言うで

はないか。私は rs議員は東急に解体;待ちのお願いをし

てもらったのでこちらを立てて下さし、」とお願いしj 東

急の窓口になってくれる0氏も紹介した。 0氏は保存に

協力的で】 i七沢総合支所まで足を運んでレクチャ】する

とともに君事松公園まで同行されし現地をみてくれたとのこ

とだった。その上で保存の基本仕様が決まり，東J急系の

車問改造会社に見積りを依頼したとのことだったo

2，4 r赤松公麹保存薬jの却下

見積りが来るのに待!穏を婆G，かっ提出された見積り

が内訳についても何ら添付されていなかったので再提出

を求めるとともに，北沢支所でも独自に試算を行ったと

ころ) yjι積りの総務が適正である裏付けが取れ，それを

持って北沢支所は区の M助役， Y助役， H政策j建議案f去
に誇り， I日型車両保存計画の裕正予算の要求を行ったι

その結果，赤松公隠保存案は費用(1990万円)がかかり

過ぎるとの謹白で彼らに却下された。平成 12年 10月三

日，部長が私と直接話したがっているとの速絡を受け，

北沢支所に出向いた。そこで部長から，却下されたとの

報告と，日政策経営室長の言葉を知らせてくれた。 H):¥; 
1土保存について「それを残す窓味が 体あるのか。残「

ことによって新たな発縫があるとは恩えなl_，."!との見識

の無し、発言をし，さらに!これは包の決定なのだから 3

今後議員を使って保存を働きかけることは厳に慎めと長

尾に言っておけJとかなり強い口調で言ったとのことだ

った。同じ練情で 1[王議会議員からも話があったが?日

議員i土M助役に訴を過したので S議員の手術としたとの

ことだった。係長からは f今自始めて電車係存について

の検討や設計などの資料ホノレダーが出来た。世出谷l土前

例踏襲主義なのだから資料ホノレダ一一杯の資料という前

例が出来たことは大きな前進であるj と慰めてくれる Jて

ともに r議員に陳情する同じやり方では絶対に復活しな

し、から， ~IIの方法を考えろ j とのアドハイスをくれた。

2，5 響名濃勧告開始

M助役らは，保存が私偶人の要求かのように捉えてし、

たふしがあった。そうではないことを証明し，保存を再

度実現させる方法を模索した。平J、は]I;t世田谷まちづくり

センタ一所長の卯月盛夫氏に柁談した。卯月氏l土Y助役
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と!司知の{中だったので 3 保存の意義を話してもらおうと

お踊品、したところ，首尾良い返事をくれず，代わりに署

名運動と募金を募ったうえで詩搬を行えと言われた。そ

の方法を忽案した結果3 再び私が中心の運動ではなく，

高校2年生になっていた P!ITIこインターネットホームベ

v ジを通じて箸名運動を開始させることとした。これま

で彼は他力本願で，大人を利用して自分の思いを果たそ

うどする傾向があったので，ここで彼に自らも主体とな

って選動させることとした。それに，高校生の運動とい

うことで浅田を浴びると思ったがj 実際に 11月に読売新

聞に P君の f世田谷線レトロ電車 f保存して J 望書名活動」

の記事が出て， 12月にも同新開に世間谷線!自殺車両保存

遜動を行っている高校生として総介された。しかし 3 こ

れは彼lこ思わぬスター気取りを生んでしまうこととなっ

た。私lま彼が出来ないと言い出した箸名用紙の趣旨丈作

成や署名協力等の渉外関係は ω 手lこ引き受けた。私i土耳議

場の関係者から請願の出し方を教えてもらい》言青願iこは

紹介議員日必要だと分かった。 10月中から私はこの署名

用紙を持って方々に署名をお県船、してまわるとともに，

紹介議員になってもらうべく区議会議員に当たった。

2.6 相111先生と共働する

平成 12年 II月 1区議会議員を始めて訪ねた。 1議

員は f保存を実現させるには保存にかかる費用を陳情す

る側で集めなければ駄目だj と言った。そしと I議員に

は赤堤の小児科医相J11縫子先生が子供の情操教育のため

にも赤松公園へ!日型車両保存を陳情をしたことが分かり，

祁J11先生を訪ねていった。先生は診療に来る母子が保存

を非常に望んでいたので陳情したとのことだった。そし

て共に運動をしてくれることになり，大きなカを得るこ

とができた。区立赤堤小学校学校協議会に先生と共に出

席し?校長少数頭及びPTAら地元住民等に保存の趣旨

説明を行うと共に，署名活動への協力を依頼した。校長

は朝干しの場で全校児童に対して ft世田谷線!日型車問保存

の意義j について話してくれたという。

2.7 !区議会議員が区議会で質問

平成 12年 11月に行われた区議会で， 1議員は I1日型

車両を赤松公綴に保存し地域振興に活かすべきであるJ

と質問したが，北沢総合支所長が f財政状況が厳しいし，

宮坂地区センター内にかつて世田谷線を走った江ノ穫が

保存されており，現持点では難ししりとの澄胞を立てて

答弁した。これがほの公式な発表ということにされ，保

存言十在留はもう終わった話であるという認識を， IZの上層

部や 部議員が持")ようになり，障害となってしまったっ

2.8 超党派のIZ議会議員に協力を依頼

紹介議員It多ければ多いほど IH、し?特定政党iニ偏つ

τ!~:t支防が LU ると怒った。私以超党派の議員に紹介議良
になうてもらおフと連絡を取り始めた 当時中活者ネッ

トのT言語HI土記識が無し、にもか点込ねらゲ親切で}独自に

動いていろいろと情報を援供し、くれるとがj二アドハイ

スしてくれた U 工士長党び)Y議員は過信 i二賛 f~iけるたりで

なく ! :f~電降牧空自_I j~ Jrノってしかる八きだと託ってくれ

だが接触した緩jえのほとんど企てが i[涯に何でもお

隠し、下るのではなくて， n分k't:で資mの 部を負奴G，

管理も 1，主的iこ区民の側でやらなければ実現は難ししリ

と言われp これが現i時点における世出谷の議煙車の常識で

あることを痛感した。しかし資金集めは困難で P君で

は絶対無理と患った。ここで資金集めと自生管理のため

の恒久的住総みの構築という諜麹が獲に加わることとな

った。

2.9 u1本隆俊氏に協力を依頼

ここで石橋楼lJ1l代岳山本隆俊氏にはじめて相談iこ行っ

た。山本家は明治・大1Eと玉議の建設に協力し，明治時

代に玉電から送られた絵瞥を所綴されてし、る程だった。

だからこの保存運動に理解と協力が得られると患った。

山本氏はしばらく考えられていたが，しばらくして，ご

自身も役員である世田谷区誌』研究会副会長の瀬村氏にそ

の場で電話をし，保存運動の話をしてくれた。後日瀬村

氏主に行き，保存実現に力を貸して欲しいとお震郎、した。

2.10 底部の灯火のi自型車両

この頃までにIS型車両はどんどん廃車され，保管され

ている 85 i慢と 78形以外は2尚編成 3本しれ残ってい

なかった。赤松公童話保存祭が却下された後，東急から解

体の綴示が出されたとのことで，私はJlIi体を請け負った

東急車輔のT氏に連絡し，手年度解体を待ってもらった。

しかし，その期限は 12月初旬までだったので，東急車

車滑に力のある人にお車品、して s せめてもう一年解体せず

保管してもらえるよう iこする必聖書があった。 rL、は東急電

鉄元車納部長MM氏に電話し，誰かご存知ないでしょう

かと相談した。すると即座に東急車輔元常務のMY氏を

紹介された。私はすぐにMYJlGに電話すると 3 翌 12月

初日午後に三軒茶践でお会いできタ「解体を 1年近く引

き伸ばすことを働きかけてみるJと約束してくれた。

2. 11 r世間谷区誌研究会j に協力を依頼

平成 13年 lJlI7S，世田谷区誌研究会KT説会長が

電話をくれ》瀬村氏からなの事を開き，区誌研理事会の

席に*てもらって話をしてもらってはどうかと話があっ

たとのことで，事前に資料を送り，環:事会の席上，tJj席

者lこIS型車両保存の趣旨説明をさせてくれるとのことだ

った。 1全面的に協力します」と付け加えられた。 20S 
E主事会当自，却、l土問席者に趣憶説明を行うと共に協力を

依頼した。延々と昔話してしまったが 3 皆さんよく翻き入

ってくれていた。その時出席理事から f世田谷線i詞型車

両を尽の近代化遺産として登録するよう区長へ働きかけ

するべきであるj との意見が出された。その後 4月に行

なわれた区誌研の総会で， IS型車問j保存運動の紹介パネ

ノレを展示し?会員からの箸一名集めを実施してくれた。

2. 12 世関谷線i自重型車湾営業線上から姿を消す

平成 13年 I丹 18日，東急車鱗元常務MY氏から手紙

が来た。 185形は今暫くは保管可能だが?王手く先の免

過しが決まる事が望ましいと思う Jとの事だった。 27fl， 

東急電鉄は世間谷線でデハ 80裂さよなら運転を実施す

るが J 大雪のため途中で中止された。 2月 10日， 1日裂E転
向さよならイヘントを三軒茶段釈駅前広場で開催しj ス

クラップ化された!日型車問の郊品等を販売した。この日

世田谷線最後の!日型車街の運転を終了し 3 直ちに廃車に

なりスクラップ化されてし去った。もはや残っているの

は東急車輔に保管の 2荷のみとなってしまった。
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3. rt世田谷の近代化遺産玉震l自型車を保存する会」活動

3. 1 r3<電保存会J発足

区誌研KT副会長とはその後も連絡を取り合ってい

たが，年度末は忙しいとのことで年度あけに動きますと

のことだった。その関私は協力者を介して地元町会や青

少年委員会等に出席して趣旨説明を~，引き続き署名集

めを精力的に行っていた。 P窓は大学受験期に入ったの

で受験勉強に専念させなければならない。私は彼にきち

んとした運動が出来そうだからそこに引き継いで勉強し

なさいと告iずた。しかし，彼はそのまま保存活動が白分

中心で行われているかのようにインターネットで流し続

けたが，保護者も付いていることなので放っておくこと

にした。その後ようやくと KT氏も動き出vcくれ，平

成13年5Jl22EJ，山本隆俊氏宅に 3人が集まり， KT氏の

提案により「世間谷の近代化遺産玉電i日型車を保存する

会J (以下 ijZ電保存会j としづ。)を発足させる提案

がされ，代表に山本氏になっていただきたいとお綴いし

たところ，快く引き受けて頂けて，我々 3人が保作会活

動を推進することとなり，運動がここでやっと社会的信

用を得るきっかけとなった。帰り際山本氏は我々に握手

を求め成功させましょう j と言ってくれた。

3.2 東急電鉄元郵役長に協力を依頼

保管されている 85形は平成13年6月末が限度との情

報が寄ぜられた。 刻を争う。公約文書の提出が必婆と

のことだったが無理だった。そこで，山本氏を代表とし

た会ができたので東急電鉄上層部を動かすことが出来る

と判断し，三軒のお茶肢のもう一軒 rB宮中屋j の子係で

東急電鉄元副社長堀江者太郎氏に依頼することを提案し

た。私は三事干茶!長再開発担当だった当時，五島育英会理

事長だった堀江氏と直接会ったことがあった。早速 I1日

型車両保管期際延長等の協力Jを依頼する手紙を作成し，

5月28日に投函した。私i土5月初日は仕事上のトラブノレで

住民宅を訪れて絞られ，気が滅入っていたので，職場の

上司や向僚と夜遅くまで矯欽して深夜に帰宅した。する

と留守番電話が入ってし、て堀江です。君の手紙を読

みました。明日東急へ行きます」と吹き込まれていて大

いに慌てた。堀江氏は手紙を受け取ると却動いてくれた

のだ。翌3HI職場の私宛に電話があった。堀江氏は東急

電鉄Y副社長の所まで自ら出向かれたという。 Iy長副社

長には考え方ーがまとまらないというので数日したら電話

して欲しい。高校生ではそのうちに興味も無くなってし

まうだろうし，保存したからといって朽ち果ててしまう

様では駄目だよJと言われた。私l土 fボランティアの維

持管盟組織を作り p きちんとやります」と答えた。

形が違う。この運動l士山本さんや堀江さんも協力してく

れた近代化遠藤保存運動で?ニアの運動でI;i:ttl、」と主

張したところが， K管理部長は「それを言うこと自体，

鉄道マニア」ときうのだ。最後に「議言語でなくてお会い

しませんかjと言われ，結局6月27自iこ東急本社に行って

疫援会うことになった。 K管玉里部長は相当穏なな人物で

大変な事になり，再び堀江氏に助けて欲しいと電話せざ

るを得なかった。堀江氏は;認E紘に電話をくれ「電鉄の

日常務iこ話をしたら， K管理部長が台東も無く籍だけの

状態でガラスも外部の者から害IJられている。そういう状

況だが相談事だったらいつでも応じると寄っている」と

言う。私は保管されている 85形の等主主をある人から見

せてもらっていて，そんな状態亡、はないことを説明した。

そして世田谷区役所Y区長室長に会う約東をしたことを

話した。堀江氏は「区議でなくて区を動かさねば。区長

に決断させねば駄目だよj とアドハイスをくれ，最後に

f山本さんによろしくお伝え下さし、Jと震われた。

3.4 i青瀬結果が出るまで解体が保留される

平成13年6Jl22日，山本代表と私は，世間谷IZ役所iこ
赴き， Yl主長室長，教育長及び生経学習課長に!日型車両

保存の意義を説明した。他の多くの人に言われたように

Y区長室長からも!区に頼るのでは無く自主的に設殻費

用を集めることと保存した後の自主管現が条件j と告げ

られ，それをきらんと組み立てた上で， 1Z1歪宛と IZ議会

議長先に誇綴舎を出すことをアドハイスしてくれた。

そしていよいよ6月27日3 山本代表と私は東急電鉄本

社に赴き， K交通事業部管理部長 K車両謀長， D管理

部課長補佐を前に， 1日型車両保存の意義を説明し， fif皮
保管期腐の延妥をお願いしたが K管環部長はそれて。も

解体するとの方針を曲げようとしなかった。思はその場

に数千名の署名を持参したが，それを示し fこれだけ多

くの人が残して欲しいと授、っているのに解体したのではy

東急に対して懇意を持たれてしまいますよ」と言い放っ

てしまった。それに対してK管王室部長は「世田谷線は冷

房イとだってバリアブヲー化だってした。そんな脅しのよ

うなことを j と言って真っ赤になって怒り出した。山本

代表は私の言葉が過ぎた事を詫び，区議会への誇験結果

が出るまで解体を待って欲しいと申し入れた。その結果，

ようやくと正式文芸書提出を条件に，請願結果がtllるまで

解体が保留された。山本代表のf言舟が物を言ったのだ。

ここで 山は越したが，請願を通さなければならない。
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3.5 i 8 5形lji:潤」との最後の再会

ここで「玉電保存会J3人で保管されている 85形車

両を実際に確認しに符こうということになった。東急車

禰へは東急言電鉄から解体待ちの正式な指示が出された様

で，以前困惑していた東急車禰の担当者は，快く克学に

応じてくれた。平成13年8月118，i玉電保祐三会Jの3人

で，東急車鞠製造横浜工場構内に保管中のID裂壌調 85
形及び 78形の保存状況を認査に行った。荷車とも比較

的良好な状態で，全〈危険な状況でないことを確認して，

写真とビデオ渇影を行ってきた。しかし悲しいことに，

これが結路85形との長後の再会になってしまった。

3.6 署名ii'i動と募金活動
署名については最初P右の会の名前のfぜいた用紙を用

いていたが，これを「玉霊童保存会」のスタンブを押し直

してP君の集めたものと区別した。これで署名の棄任関

係をはっきりさせた。 P君は自分のホームページを聖域

の様にしていて，我々「玉電保子字会」の活動を全く情報

として載せなかった。それがために鉄道マニアには保存

運動が彼の運動としてしか伝わっていなかった。それに

高校生の運動は話題にはなっても信用は得られない様で，

我々の側で襲名を 3千7百名以上が集められたのに，彼

dメ剤はインターネットという武器があるのにかかわらず

署名は約 1千しか集まっていなかった。 P君は大学受験

直前となっていたが降りなかった。それなのに， Y区長

室長に会いに行く際など肝心な持には受験があるのでと

さって逃げた。だが「請願が審議させるときには出席し

たいので，教湾委員会に言って学校を休めるようにして

くれ」と少々身勝手な事を言うようになっていた。署名

については私が ip君が室長めた物は君が責任を持って区

議会事務局に提出しなさい」と言って，担当者の名前ま

で教えて，彼はその場で「はい」と返事したにもかかわ

らず，山本代表宅に仰の連絡もお願い文も添えずに配途

証明郵便で署名の束を送り付けて来るという高校生とし

ても非常識な挙に出て，さすがの山本氏を立腹させた。

募金については，募念活動のための態勢が出来， 7月1
7臼に寄付金と会費のための口座を三軒茶屋駅前郵便局

と世田谷信用金庫太子堂支庖に開設した。私がこれはと

思う人を見つけてお願い文の送った事がある程度功を奏

してか，約 70名の方々から約 357]円が集まった。

3.7 i償問谷線i日裂車両保存に腐する議願書」在提出

平成13年9月13日 i玉電保存会」代表及び「投出谷

線サボーターズクラブ」代表外 3737名の署名をもっ

て r世田谷線!日型車両保脊に演する請願書J (請盟主番

号平13・26号)を世田谷区議会議長新田勝臼および世間谷

区長大場啓二宛に銀出した。その表紙に記載された文章

は以下のようなものだった。 r要旨 もはや区民の重姿

な共有財産となっている世出谷線18型車両を，我々もそ

の保…与実現と活用，維持管理のお手伝いをすることを約

したうえで，世田谷区で大事に「保存」をしていただけ

るように希望いいたします。理、由 (1)文佑位田谷線、泊

型車部は，昭和25年から今日まで約50年間， 18玉川線の

頃から世田谷を主主り続け，区民の地域生活と世田谷の近

代化に果たした役割が大であります。 (2)生活ーこれは，

沿線住民の日常生活に筏撲に息苦係し，実際に利用したり

自にすることによって親しみとなって庶民の心の中に定
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着しています。 (3)燈史一木を用いた内装はI暖かみを感じ

させ，かつての電車の持っていた雰囲気を今臼まで伝え

る盟主史資産であり，世代を越え，年室長者には懐かしさを

与え，子供連には歴史を伝え衡に巨を向けさせるきっか

けを作ります。 (4)嵐景Itt田谷線は，区民の投禦によっ

て決定された「世図谷1好景」に指定された役凶谷の火事

な風景であり，世田谷線j自主{:e韓両は巡る開:凹谷の風殻そ

のものです。 (5)資産一一度綾したものは二度と元には主主

りません。B:J'毛や利用客にとって大変価値があり， tl町田
谷にとっても近代化遺産である世田谷線i日型車荷の全車

スクラップは会く不本意であり， f是非保存を実現させた

く思います。」この臼は「玉霊童保容会」の集めた努名を

;輩出した。請願の紹介議員は，民主，社民，共産，生活

者ネット，無党派市民の各議員が応じた。11月13院には，

P君が集めて山本代表に送って来た署名を追加提出した。

3.8 r区議会主主民生活常任委員会J1:て審議される

請願はどこの委員会で審議されるかは分からなかっ

た。区議会事務胤もどの委員会に付託するのか迷ってい

た。いずれにしても委員会を構成する議員の不定見，ユド

見識のために却下されてしまうことを紡寸ために，あら

かじめ保容の重聖書牲を説明してお〈必姿があった。議車買

が区民生活常任委員会で審議されることが 1週間前に知

らされた。そのメンバーには保容に協力的なT議員やY

議員がいたが， KT氏は共産党には自分が話すと言った。

公明党と新風21が問題だった。自民党S議員からは10月1

18にわざわざ織場の私宛に電話があり， r主主税できるよ

うにやってみる」との言楽を頂いたので安心した。

平成13年11月15日，いよいよ「悦任i谷線!読書2寧雨保存

に関する請願」が佼問谷広議会区民生活常任委員会で審

議された。 rミE電保存会」山本代表， KT氏，私が出席

し，趣旨説明を行った。しかし自民党議員数人は，はじ

めからやる気の無い態度だった。公明党議員もよく理解

していない様だった。生活者ネット T議員が「宮坂の江

ノ篭との交換という案もあるではないか」と発言したと

ころ，世田谷総合支所日地域振興課長は， r宮坂の主工ノ

電との主主換に 2千万円かかるJ と答弁し，自民党議員か

ら「これは継続だな」の簡が漏れた。これを受け，岳民，

公明，新風21の各議員が，継続審議を，民主，共産，主主

活者ネットの各議員が趣旨採択と発言した。これらを受

け西村孝区民生活常佼委員会委員長により議願は， t立問
谷区議会では却下に等しい「縦続議議」とされてしまう。

3.9 Hi削減振興課長の答弁に不信感を持つ

「主主坂の江ノ宣言との交換に 2千万円かかる」というの

は絶対におかしい。樹木の伐採や遊呉の移設，シェルタ

ーの設置が伴う「赤松公額保存案」ですら費用は1990万

円だったのだ。これは明らかに諸国耳を演すための虚偽の

答弁であった。私は翌日には11:しい費用を算定するため

に東急系の車両改造会杖に見積り依頼のため電話した。

すると担当者は， i地域振興課長の依頼で宮城の江ノ電

との突換費用を550万円と兇積もりをして提出した」と言

うではないか。私はその宛先を志議{呆修会にして送って

欲しいと依頼した。しかし，それが数ヶ月経っても送ら

れて来ず，東急電鉄元車報部長MM氏から担当者の自宅

官童話番号を教えてもらい電話して，ょうやく送られてき

た。関係者から何らかのぼカが掛かったと推察される。
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3.10 解体を防ぐための車碕の所有権移転

平成13年11月19日，東急電鉄本社に山本代表とKT氏
が継続審議の報告に行った。その帰り， KT氏が私の織

場を訪ねて来た。私はこのままでは車碍が解体されると

察知し，それを防ぜための相談を東急車籾MY元常務に

したいと御殿いしたところ，すそに三軒茶屋まで来てく

れた。そこでMY氏から「車両が帳簿上生きており，路

市解体を陸運局に届け出る必要がある。3月末までに何ら

かの決算処潔をしないと闘ってしまう。第一再を解体させ

ないためには，公益法人が東急電鉄から無償で譲り受け

るのがよい」と教示を受けた。私はその無償譲渡先とし

て「大場代官屋敷保存会」しかないと即座に判断した。

3. 11 動いてくれない KT氏
車両の所有権を東急電鉄から公益法人に一段移すこ

とで 85形の解体を防11，保存実現の待問が稼げること

が分かった。 KT氏は世田谷区誌研究会副会長で大場倍

秀大場代官屋敷保存会理事長に会う伝手があった。す寸

に無償譲渡先として引き受けることをお綴いして欲しい

と言ったところ「分かりました」といった。しかしなか

なか動いてくれない。 KT氏l立区役所OBでその頃も区

役所で区民中日談員をしていた。それなのに継続審議が体

の良い却下であるという区議会の慣習を知らなかったば

かりか，大変な状況だという事の認識が甘かったのだ。

そして何よりも迅速さに会〈欠けていた。結局最悪の事

態を招いたのは，彼のいい加減さによるものが大きかっ

た。我々はなかなか動かないKT氏を責めたが，儀後に

r3;電保存なんかどうでも良いのだ」と開き直られた。

3.12 解体通告を受It山本代表「保存街念」をi霊知
平成14年2月14臼，東急電鉄本社K車両課長と D管理

部課長檎佐碍氏が，山本代表宅に来宅した。 r世田谷区

に問い合わせたところ継続審議では今後の見込みが無い

と判断し，車両解体をする」との最後通告がされた。そ

の場で山本代表の提案で双方議後処理のため-)車問延

期を合意した。そして2月19B，山本代表名義で，東急、室電

鉄Y副社長へ聖書望書を送付したのだが，翌日東急電鉄D
管理部謀長補佐ら二人が再び訪れ，頭越しの交渉に不快

感を表明され，山本代表はその場で「保存断念」を通知

してしまう。 rこのままでは泥仕合になってしまい，運

動の社会的評価は然に帰す」との判断によるものである。

そして2月22B，山本代表は，区議会事務局に請願取下癒

を提出した。山本代表なりのけじめの付け方であった。

ι最後の活動

4.1 大場代官屡敷保存会に断られる

KT氏は解体通告告の後になってようや〈無償譲渡の

受け皿を嬰請するために大場代宮屋敷保存会に連絡した。

平成14年2月26臼， KT氏と私l立大場代官屋敷保存会事務

局長に会ってお願いしたが r寄付行為の変更が必愛で

無現」と言われ断られた。前年 11月の請願継続審議i産

後に動いてくれていれば早くこの回答が分かり，す寸に

対主主の模索と実行ができたのにと悔やまれた。
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4.2 対案の模索と実行

私は 85形と入れ替わりに営坂の江ノ君主を 4Flに開

院する鼠立生予若君主療センタ一等に移転保守字させることを

構想していたが，ここに直後 85)巳の保存を考えた。そ

のために寧荷を区でー狩所有してもらうべく，平成14年3
月4臼， KT氏がtlt[llおはY[R長案長， K政策企関係長に

rz:が所有宮るように嬰読しに行った。この間私は凶立生

育医療センタ一等の関係者に働きかけたが， r4月の間

続準備中で誌をi習〈余裕が無い」と言われてしまう。そ

んな中，山本代表に， 3月12B午前10時からデハ 85形単

純を解体すると通告がある。もはや時潤切れだった。

4.3 聞き入れられなかった最後のお願い

私は腹を括った。私{照人が 85)巳を所有するしか無い

と決心した。 3月7日s 私は東急電鉄;本社に官童話し，へり

下った言い方で「東急電鉄から車両の無償譲渡を受けて

保持する方法Jを打診するが， D管理部議長補佐より「あ

んたは業務妨害やってるんだぞ」との潟済を大声で浴び

せかけられた。 Ki潔王車部長は横浜に出張中だった。この

佼，山本代表宅に 3人が集まった。私は翌朝東急電鉄本

社に行きK管深部長を出勤時に掠まえて最後のお厭いを

することにし，山本代表に立会人として向勝して欲しい

とお願いした。この夜l立山本代表宅に泊めてもらった。

翠3;ヨ 8B車~，二人で東急室電鉄本社に出向き， K管理部
長の出干上を待って捕まえた。 K繁磯部長はK車両謀長と

共に会ってくれた。そして 85形態両無償譲渡を申し/:H
るが， 12日までに土地の潟怠と準認の迷び出しを条件lこ
出され，遂に断念せざるを得なかった。私は遂に力尽き

た。しかしその逆綴の巾で，せめて区立郷土資料館へnt:
河部品を寄鰭して欲しいとおj緩いした。デハ 85形は滋

告より平く 11日から解体され，幾12臼 YG全に解体スク

ラップイじされた。j!J:E日谷区立郷土資料館には， 6月7BIニ
デハ 85形及びデハ 78形車問の番号号板等が待贈された。

5最後に怠うこと

85 形は区としての近代1~遺産なのに，区への保容を
一部保存希望者からの募金で費用負担させること自体お

かしな訪である。同じb頁，都電淀川線で廃率になった「

球さん号」を， t社部谷区と比べてはるかに厳しい財政状

況の荒川区が3300万円をかけて保存したのにである。結

論としては，世間谷区の上層部や一部議員は，区民らが

保存を主望んでいることを理解せず，保存することの価産

を想像する能力も無かったし，i.lJ本隆俊氏という立派な

代表を擁している迷動を，鉄道マニアの運動と最後まで

決め付けていた。さらに嘘の答弁をしてまで誇願を減そ

うとした。こんな当局に対して必兆に働きかけをしても

空しい努力だったという事だ。しかし結局はお金の問題

に終始したのだから，篤志家を主裂し費問のさを額寄付を受

ける遂を模索するべきであったろう。その点私がもっと

なりふり携わず巡勤して行くべきであったと悔やまれる。

最後に山本経俊民の言葉で締めくくる。「巡動の記憶，

それにもまして人と人のつながり 3 これらは物体よりも

永く「世flJ:eJの中に残るのではないでしょうかJ0 

:主主
電車艶

期1 元「玉電棋存会j 事務局長
t盆出谷線0)治維で育つ。玉墳には立
に拙かれて渋谷まで乗った記慣があ
り ニ許茶箆は来電の思い出の地だ
った。棄の都市プフンナ を目指す
ことになったのは 1 電車への興味か
ら街に目が向いた結果であ句。
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まちづくりセンターの事業と今後の膿望

一(財)名古屋都市センターの活動を通じてー

キーワードマまちづくりセン聖一、名古屋都市セン舎一、 NPQ

1まちづくりセン告ーの設霞状況

これからのまちづくりには、地球環境、情報社会、高

齢村会、都市経営などの視点と総合的な判断力、そして

地域に根ざした着惣と、子宮氏、食業、行政の相瓦イ言額に

支えられた活動が必要となる。

こうしたまちづくりをより充実させるためには、現在

抱えている課題を解消するために参考となるまちづくり

事例や制度などまちづくりに関する情報を収集し、活動

主体に提供することや、都市づくりを担う人材の育成や、

都rjTづくり活動を行っている市民グノレープ潤の情報交流

等を行うことも大切であり、近年、全E国各地で、こうし

た活動を支援する「まちづくりセンター」が設立されて

きている。

都市計画中央情報センターのホームページによると地

方自治体が設立したまちっくりセンタ}は、表 1-11こ示

すように全密 36箆所ある。内訳は、都道府県が設立し

たものが 7、政令市が設立したものが9、そ。){!弘子11区が

設立したものが 20となっている。設積率を見ると、Bl

体数との関係もあるが、政令市においてl土 13市中 9市

で69%と格段に多く設設されていることが分かる。

このほかに、実際のまちづくりの犯し、手としてまちづ

くりを目的として設立されたNPO法人は、日本NPO

センターによると 2003年9月末現在で2，344図体ある。

加えてまちづくり関係¢任意図体も含めると全国には数

多くのまちづくり図体が存在することになる。

このように、これまでのまちづくりが、多くの場合行

政が主体となって進められてきたのに対して、まちづく

りセンターやNPO法人といった新たな担い手が生まれ

てきていることが分かる。

本稿では、地方自治体によって設立されたまちづくり

センターについて、員オ毘法人名古屋都市センターで3年

潟勤務した品百殺を踏まえ、当センターを中心として設援

の問的、実際の活動内容と効果・成果を整理A し、その上

で今後の展望について論じていきたい。

2名古屋都市セン告ーの著書業

名古屋都市センターは、名古屋lこ関わるまちづくり・

都市計画を支援するため、平成3年7月に名"'A童市の全

額出資によって設立された財団法人である。平成 11年

には、財Bl法人名古屋都市整備公社によって建設された

金山南ピノレ(写真 2-1)に移転し、本格的にまちづくり

センターとしての活動を開始して 5年が経過した。

中盤 f昭彦叫

表 1-1 まちづくり(↑育報)センタ一一覧

都道府県のまちづくりセンター(設置率 7/47~15%)

淡城県 y-づくりセンタ
千葉県 (財)千葉県まちづくり公社

/まちづくり情報センター

東京都 (財)東京都住宅・まちづくりセンター
石川県 伐材いしカミわまち~j くりt:ンター

大阪府 (財)大紋府まちづくり推進機構
兵庫県 (財)兵庫県都市整備昔話会

/ひょうごまちづくりセンター
愛媛県 (財)愛媛県まちづくり総合センター

政令市のまちづくりセンター(設鐙ヰ;9/13巴 69%)

仙治m 仙台市都市総合研究機構

さいたま市 さいたま市まちづくり情報センター

川崎m (財))11崎市まちづくり公社

名古屋市 (財)名古爆都市センター

京都市 (財)京都市景観・まちづくりセンター

大阪市 (財)大阪市都市工学情報センター

神戸市 (財)神戸市都市繋備公社

/こうべまちづくりセンタ}

福岡市 (財)福岡都市科学研究所
北九州市 (財)北九州都市協会

市区のまちづくりセンタ

山形県山形市 山形市まちづくり情報センタ

東京都千代間際: (財)千代田区街づくり推進公社

中央広 (財)中央区都市整備公枝

新宿区 (財)新宿区都市整備公社

文京区 (財)文京区まちづくり公社

墨田区 (財)墨田区まちづくり公社

自然区 (財)呂黒区都市整備公社

w:田谷区 (財)j世sl谷区都市整備公社

/まちづくりセンター

中野区 (財)中野区まちづくり公社

豊島広 (対)豊島区徳づくり公社

練馬法 (財)練馬区都市繋備公社

足立区 (財)足立区まちづくり公社

三鷹市 (財)三鷹市まちづくり公社

神奈川県大和市 やまとまちづくりセンター

愛知県小牧市 ノト牧都市センター

富山県富富山市 とやま高度情報センター
奈良県奈良市 (財)ならまち振興財白

(社)奈良まちづく切センター
奈良県綴京市 今井まちなみ交流センター
山口県 ~I 口市 山口市役まいづくりまちづくり士ント

出典、都市計画中央情報センタ-HP

名高原都市センターの主要事業としては、①まちづく

りに濁する調査 研究、②まちづくりに関する情報収

集・提供、③まちづくりに関する人材育成・交流という

3つを事業の基軸としている。以下、これらの事業の内

主宰を項目事に紹介する。
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写真島1 金山市ピノレ

(11 ~14 階が名古屋都市センター)

2-1調変研究

能登研究に関する事業としては、センター独自のまち

づくりに関する調査研究を行う自主研究、まちづくりの

課題に関する研究活動を資金約な支援をする研究効成制

度、若し、研ヲE者を委嘱し学術的な研究活動を行ってもら

う特別研究員制度、そして一般市民を委嘱し設定したテ

~71こ対する研究活動を行ってもらう市民研究員制度を

行っている。なお、これら独自事業以外に受託調査とし

て他国体・組織からの調査の受託を行っている。

2-1-113主研究

これまで都市センターの職員を中心として、大きなテ

ーマ設定に基づいて名古屋を中心とした各犠締査を行っ

てきている。

表 2-1に示すように、メインチー?としては、ライブ

スタイル、都市型産業、環境共生、制度.f土1組みとして、

多面的にまちづくりに関する調査を行ってきた。

表 2-1 名古屋都市センター自主研究実績

7 ーマ 11年度 12年度 13年度 14年度

フイフスタイノレ 1件 1件 1件 1件
都市型産業 3件 2 f'ヰ 2件 11'ヰ
環境共生 l件 11'ヰ 1イキ 2件

制度 .tt総み 3何十 2件 3件 2件

その他 l件 2件 1件 3何一

言十 9 ft十 8件 8件 9イ牛

こうした研究を行政や市民との連携の中で行い、その

成果に基づき具体的な政策に反映させた事例としては、

名古屋市の平和公盤・東Ilj公留のグラウンドワーク的整

備事業のようなものも出てきている。

2-1-2研究助成制度

研究助成制度は、名古屋地域における様々なまちづく

りの主将還に関する研究活動を支援し、もって豊かな名古

屋のまちづくりに1寄与することを日約に設けたもので、

名古屋(名古屋闘を含む)のまちづくりに関する学術的

な研究を助成対象とじている。

こちらは、特にチ~"を絞らず広くまらづくりに憶す

る研究者に対して公募し、研究期間を 1伴、助成限度額

を 100万円として実施している。

表 2-2に示すように、研究の助成対象としては、橋校、

環境、交通、情報、文化と多様な分野から選定している。

表 2-2 名古屋都市センタ}研究助成実績

分野 11年度 12年度 13年度 14年度 I15年度

名高 校 1付 I 1科
環境 1件 1件
交通 1 Hヰ 1何一

情報 2件

文化 11一一 1併

その他 1f'jc 1件 1 イヰ

言十 3件 3件 3件 3 fヰ 1fヰ

研究成果も然ることながら、助成対象が、理科系、人

文系lこ偏っていないことから、この助成制度を通じて大

学や学部を越えた広範な人的ネットワークを都市センタ

}に構築することに繋がっている。

2-1-3特別研究員制度

特別研究員制度は、名古屋におけるまちづくりの諜題

に関する若い専門家の方々の学術的な研究活動を支援し、

もって裂かな名古濯のまちづくりに寄与することを目的

としている。

特別研究員として委嘱した 1~3名の研究者には、専

用の研究ブースと活動費(年間 80，万円)が提供され、

週2回程度都市センターで研究活動をしてもらうことに

なる。

こうして若手研究者の支援を行うことによって、日常

的に研究者と都市センターの交流を生むこととなり、セ

ンターの自主研究等を進める擦にも大きな効果をあげて

いる。

2-1-4市民研究員制度

市民研究員制度l士、名古療におけるまちづくりの課題

に践する市民の方々の自主的な研究活動を支援し、もっ

て農かな名省主主のまちづくりに寄与することを目的とし

ている。

具体的には、都市センターが設定したテーマごとに公

募により選定された一般市民が月に2回程度都市センタ

ーで研究活動を行ってもらうもので、毎年 2 テ~7を設

定し、各テーマごとに 3~4名の研究員を委嘱し識査を

行っていただいている。

この市民研究員の活動を通じて、名o屋市を流れる縦

) 11の浄化活動を進める市民EIl体の連携組織「クリーン剥

) IIJの設立に繋がるなど、市民活動の起爆剤となり、ま

た市民活動のリーダー養成の効果を生んでいる。

2 2情報収集・提供

情報の収集・縫供に隠する事業として大きくは、まず
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は綴て考えてもらう場としての展示施設、資料園図書に

よる情報提供をするライブラザー、そして新しい動きや

考え方を伝える出級事業の 3つを行っている。

2-2-1 Jj霊法

展示施設は、金山南ピノレ 11階 1フロアー(殴 2-1)を

活用して、名古屋のまちづくりの歴史を知る常設展示の

コーナーと各種テ~"7ごとの展示を行う企画践示のコー

ナーから権成されている乙

凶 2~1 Jl~.'J~ フロア一品!民総!

現夜の名古屋の歴史は、約400if'前徳川|家康が名古屋

城を築城し、合わせて城下町を消滅から 斉移転したこ

とに始まる。以来近世、近代、攻代の長きに渡って都市

は拡大・拡充し、まちづくりが進められてきてし、る。こ

うした名古屋のまちづくりの流れを知ってもらうのが常

設展の罰的である。

一方企画燦示は、都市センターの余曲1もあるが、多く

は、公的機関、関連団体、市民団体等からの持ちこみの

展示で、来館者の学びの機会提供すると同時に、各種団

体の多感な活動や成果の発表の場を提供することにもな

っている。

2-2-2まちづくりライブラリー

まちづくり関連の情報奴集・提供を毘的として、金山

南ピノレの 12階 17ロアー全体(図 2-2)を活隠して設置

したまちづくりの専門図書館である。都市計在留、都市開

発、建築、交通などのi立l書をはじめ、全国の戦災復興に

関する資料、主要都市の総合計閥、都市計i働概婆などの

行政資料、研究機関・シンクタンク等の調査研究報告書

などを収集している。

手IJ照するには、利用者にそ主録を行っていただく以外lこ

特に制約はなく、どなたでも利用が可能である。現在の

戯書・資料は4万点、を造事え、最終約には 10万点を告標

に収集に努めている。

このライブラリーは、名古屋留のまちづくり関係の研

究者への震要な資料提供の場になっているともに、市民、

学生、行政、企業などさまざまな立場の方が利用してい

る。

2-2-3出版

出版事業としては、まず名古屋都市センターの広報誌

として名古原陣のまちづくりの新たな動きを伝える「ニ

ュースレターJ(写真2-2-1)を年6原発行している (A4

1桜8ページ、 5.000部)。また、名古屋都市センターの機

関誌として、まちづくりに関する事例や毎回テー?を絞

った論文を掲載している「アーバンアドバンスJ(写真

2-2司 2)を年4回発行している(A4版、 90ベージ程度)。

一一-..一…四・吋“一伊 _"M' ._ィー
ゐ ω 吋 吋 、 向，ルヤ

い一一ぐ一ω 脚叩 吋叩~守 令'ιμωA刈川3仙仇

リド M 吟ヂ?ーハ s 、，.子氏
叫 1島 仇…叫市 ι

箆強位出"

写真 2-2 ニュースレターとアーバンアドバンス

この他に、名古燥にli!Iする図書として、まちづくりの

歴史をまとめた「名古屋都m計頭史J、このJi也減のプロジ

ェクトを紹介する「名古屋プロジェクト集j、都市センタ

ーの企爾した講談を取りまとめた「名古屋学連続講座」

などこれまでに 7冊の図書を発行している。

2-3人材育成・交流

人材の育成に関する事業としては、学習号の機会を提供

する目的で一般向けのまちづくり講座、専門家向けのま

ちづくりセミナーそして現地で学ぶ施設見学会を、実施

している。

また、交流事業としては、日本都市計画学会中部支部

の事務局や毎年 JICAの海外研修生を受け入れを実施し

ている。

2-3-1人材育成事業

表 2-3 名古屋都市センター学習機会提供事業

生存 度 講座 セミナー 見学会

15年度
名古患のも NY活性化 伊勢市

のづくり塊 E最上緑化

活気・文化・ 都市経営 彦桜市十長

14年度 まちづくり 東海地震 浜市、松阪市

都市気候 十関野

まちと住ま 北九州 古川町十清

13年度 し、 US] 見村、明日香

都市再生 キナ+今井町

都市におけ 環境都市 大和町十八

12伴度 る緑

ACTIVE.G 近江八幡

都市が奏で 住民参加

11年度 る音と官楽 環境戦路 実施せず)

iT.l!:)(i1子1rlti
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学習機会の提供を目的として実施しているまちづくり

講座、まちづくりセミナ一、脳設見学会の平成 11年度

以降の実総としては、表 2-3にぶすとおりてーある。まち

づくり講版は、 t証咋テーマに従った 4[吋総度の連続講.~

として実施している。セミナーは、随時まちづくりの話

題となっている事項について随時講師を依穀して、年2

~3 問実施している。

2-3-2各種交流事業

交流事業としては、前述のようにE本羽1市計隠学会中

部支部の事務局を務め、日常的に研究者、専門家の交流

の場となり機会を提供するともに、都市センターの人的

資校、ネットワークの構築lこ'舟与している。

また、表 2-4にぷすように毎封数回 JICAの海外研修

生をI立け入札、 J:J也区鹿;整理、都市計副長、うとi必十溺など

の研修を都市センターで実施し、[斗際父mLを I.~J るとよたに

名吉}誌のまちづくりの国際的な知名度アップにも寄与し

ている。

表 2-4 名古屋都市センタ}海外研修生受入実緩

年度 間数、置数、人数 テーマ・内容

15年度
2回 行政組織・体制

述べ 10カll'I・ 20名 区画整理

14年度
3凶 行政組織・体制

述べ 19カ00・30名 区画整王里・都市計i頭

13年度
41Bl 区覆i整烈・都市!i十随i
述べ 20カ国・ 23名 交通計総

4問 区画整型2 ・都市首 I-~罰
12年度

述べ23カ目立・ 23名 交通告+l函

11年度
4白] 区画整理・都市計隠

述べ24カ図 25名 交通計画

3これからのまちづくりセン舎一

これまで名古屋都市センターの事業内容を紹介してき

たが、まちづくりに関する調査研究、情報収集・提供、

人材育成・交流において全間的に見ても充実した総合的

な事業展開しており、その中で 定の成果をあげ、蓄積

されてきている。しかし、それだけでト分とは百えない

と考える。

近年の自本社会i土、これまでの都市部における人口増

に伴いインフラや社会資本の整備といった量的な拡大を

必要とした「都市化社会」から、少子高給化と低主長化

に伴い既存のストックを活用して質的な充実を求める成

熟した「都市社会」に移行してきている。

こうした社会状況の変化を受けて、平成 15年の都市

都市計t税法改正によって創設された都市計画提案制度の

設立主設に象徴されるように、これからのまちづくりの

主体は行政から市民へと大きく変わろうとしている。

このように社会の情勢変化・制度変革の中にあって、

まちづくりセンターに求められる役割もおのずと変わっ

てくるように考える。

これまでの単に知識の上でのまちづくりに隠するサー

ビス提供ではなく、市民等による主主銭としてのまちづく

りにどのように関わっていくかで、まちっくりセンター

の真右聞が関われるようになったのではないか。

前3&のように、まちづくりのま笠い手としてのNPuを

始めとする市民同体は数多く生まれてきているが、関係

者からは必ずしも全ての団体が有効に機能しているとは

奴らないと開く。

こうした状況を踏まえ、これからのまちづくりセンタ

}は、これまで蓄積された各務の研究成果や基礎的な情

報・ノウハウや人的・組織的な多様なネットワークを武

器として、 NPuや市民団体をパートナーとして実践と

してのまちづくりに積極的に関わり成果をあげることで

その作殺をアピーノレする持代となったと考える。

全国に大都市を中心として設立されたまちづくりセン

タ一個々が、市民と共に今後どのような事業展開をし成

果をあげていくかが、まちづくりにおける都市民競争の

勝敗に大きな影響を与えると考え、今後の展開に持!符し

たい。

fもう f分替えた、あとは打って出るだけだ。」

〈参考文献〉

1) 都市計画中央情報センタ-HP
2) S本NPOセンタ-HP
3) 名古殿都市センタ HP 
4) 都市計翻法令要覧平成 15年度版

ホ 1名古畳屋m住宅都市}i;j都市計頭部都市計画課地域計画係長
昭和田年4月 名古崎市役所入庁

平成9年4月-12年3月 財団法人名古屋都市センタ 出向

平成同年4月~同年3月 名目7屋市総務局総合調整部企画調整笈

平成 15年 4月より現職
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井上 f青香叫
ん村樹士叫

まちづくりに果たすNPO(J)盤調

-NPO都市住宅とまちづくり研究会をケースに

3)都市住宅2)まちづ〈り1) NPO キーワード

'NPO図体の規模

活動範閣から，地域裂，都道府県裂，全国裂がある。

会員数は，地域型では 1伐)入米満が多く，都道府県裂は

200~300 人前後，全国型は数百人~数千人に上るD

全国綴模になると，事務所を各地減lこ拠点を置き，お

Ji.いに連携を取りながら活動を行っている。都道府県や

地域は，その地域の特徴を活かしている。

・ti5-言語照始からNPO認証までの期間

l 研究の背景と呂的

近年，都心地への凶帰現象に{宇いコミュニティ形成が問

題観され，まちづくりの有り方が関われている。とりわけ，

千代院医においても昭和初年代から定住人口の減少の~

途を辿っていたが.2000年より人口の増加が見られるよう

になった([千代田区の世務数と人口の推移j より)。これ

は，当該区が人口の回復をめざし取り組んでいる行政施策

の効果というよりは，地{簡の暴落iこより}般の人にも手が

届くようになったことが大きな要図の一つであると考えら

次の3つに分類できグラフに示した。 NPO法が成立

して 5年々が経過するが，市民団体やボランティアから法

人倍を取得したNPO団体が半数近い。

①活動開始と NPO認証が同時期，或いは 1年未満の団

体。活動を始めるにあたって，法人格を取得し組織運営

をスムーズに推進しようとしたと考えられる。

② 2~5年のボランチィア活動を緩て，法人格を取得し

た団体。活動を進めていくうちに，資金や人材函から法

人格を必要として取得したと考えられる。

③長年活動を行い，法人格を取得した間体。長期に渡り

ボランチィアや市民Ii'i動を展開し，法が制定され，それ

に伴い法人格を取得したと考えられる。

-活動の種類

まちづくり NPOには，人と人の関係を築くことを図

的としているものが始どで，活動や事業内容として，コ

ーポラティブ住宅やコレクデイブハウス，グループホー

ムなどの住宅を返して人間関係、を構築する形式，その地

域の特徴を言語査・研究し多くの人に伝える形式，イベン

トやワークショップなどの共有の時間の中で，顔見知り

を作る形式が挙げられる。それらを上手に組み合わせて

活動を展梼するケースも多い0

・構成人員の特徴

ι訴さ草場?

活動開始日と NPO認証日の期間

意
2
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表3-1

れる。

私は，昨年度からこのような地域で活動を行っている fN

PO都市住宅とまちづくり研究会j Iこ参加し，神田須田町

二丁目の共同主主替えマンションの屋上とコミコニテイルー

ムの活用方策の提案活動を中心として，神田祭に参加する

などまちの方と関わってきた。この経験をふまえ. NPO 

(非営手1)級織)ではどのようにまちとかかわり成果をあげ

ているかを， NPO法が成立し 5年が経過するがその現状

も含めて誠べることにし， NPOがまちづくりに有効であ

ることを明らかにする。

2.研究方法

研究方法は，以下の 3つからなる。

①文献資料から，まちづくりに関わる NPO団体や市民団

体，行政の 100事例を分析し， NPOの現状とその特長を

抱緩する。

② t言との点を補足するために特色のあるNPO間体5f刊に

ついてヒアリング誘査を実施する。

③ fNPO都市住宅とまちづくり研究会Jでの取り組みを

NPO@i体のモデルとし，その活動に参加 LE調査する。

3. まちづくり NPOの規模と種類

ここでは，様々なまちっくり NPOの事例を取り上げ，

その現状と特徴を把援することを目的とし.rまちづくり N

POの実態およびニーズ調査 J (NPO都市住宅とまちづ

くり研究会発行)に記載されている， NPO団体や市民団

体，行政の 100事例を自体名・活動開始時期及びNPO認

託日・活動拠点・活動地域・会員数と構成人員活動目的・

動機，きっかけ・活動及ひ'事業内務の項目にまとめ分析をff

つ。
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会員のメンバーの特徴として，職積iや年齢が様々であ

ることが挙げられる。

'NPOの発足パターン

建築家やコンサルタントの専門家がまちづくりに対し

て何らかの思いを持ち，そのネットワークで人が集まり

NPOを立ち上げるケースやそこに住んでいる地域住民

がよりよいまちづくりを願って立ち上げたケースがある。

市民間体からNPO法人格を取得したケースでは，r短

期間の活動を終えたがもう少し継続した活動を行いた

しリ「市民団体やボランディア団体として活動を行って

いたが，資金や人材商が不足したため，五且i織であるNP

Oを取得したいJとの意見があった。

その他lこも，行政から委託され結成した団体や， NP 

Oが分化し新しいNPOが結成されたもの，行政のまち

づくりに批判的で，独自のまちづくりを展開するため発

足したなど様々なパターンが見られた。

'NPOと市民団体の比較

NPO閲体に比べ市民図体は，町会や仲間同士など規

模が小さく，ボランテイアの志向が高い。活動に資金や

人材に限界を感じている日i体もあり，時を見計らって法

人格を申請するケースもある。

4 特色あるNPOの活動

前章のまちづくり NPOの規模と種類では， NPO団

体の規模や種類，発足パターンなどが把握できた。これ

らの結果をふまえここでは，まちづくりの活動を行って

いる特色のあるNPOE主体5例に対しヒアリング調査を

実施し， NPOの活動によって，まちづくりにどのよう

な成果を上げているか明らかにすることを図的とする。

ヒアリングの内容は， @jj本のメンバー構成について/

NPO法人を取得した理由について/NPOの認証前後

の違いについて/まちづくりの活動を透して/について

である。

調査対象@j体は， NPO法が成立する以前から活動を

行っていた@j体である。 3時布まちづくりの会/玉川まち

づくりの会/玉川まちづくりの会 (d菖じゃらし公属)/

コレクティブハウジング社 (CHrかんかんの森Jを見

学)/自立支援センタ}ふるさとの会(地光部后衡の祭

りを見学)/コミュニケ}ションスクウェア 21/で搭』孤

内は見学先である。

( 1)個体の構成メンバー

①構成メンバーの職業や年齢層についー亡

その団体によって煽りはあるが，職業はまちづくり

の専門fじをはじめとして様々な人が活動に参加し

ていた。

大人から子供までと年齢層も広く，活動を通じて自

分と違う立場の人と交流するきっかけとなってい

た。

162 

②活動地域内にお住まいの方の割合から

市民や行政が立ち上げたNPO団体では，活動地域

内在住の方が多かった。

まちづくりの専門化や事業を閥的としてNPOを

立ち上げた間体では，活動地域内に叡まらず様々な

地域に住んでいた。

③出体に入会した浬自について

NPOE司体の活動に参加し興味を持った。

ホームベージや市報誌などから活動lこ興味を持つ

た。

まちづくりに関心があった。

団体のメンバーや知人・友人に誘われた。

法人格を取得する以前から活動に参加していた。

(2) N PO法人を取得した現取

きちんとした形で事業を行うために取得した。

社会敏信用を得るために取得した。

継続的な活動を行うために取得した。

事業を行うにあたり，必要に迫られ取得した。

NPOというイメージを求めて取得した。

日本ではまだNPOという言葉が 般的に知られ

ていなかったときに，日本版NPOを立ち上げよう

とした。

(3) N PO法人の取得前後の遠い

①まちづくりの取り組みへの意識や意欲について

活動;こ対する思いは変わらないが，法人として事業

を推進してきく糞任感が芽生えた。

体制が変わった。

企業や行政などに企爾蓄を提出にあたり，しっかり

としたものをつくらなければという意識ができた。

②財政笛について

取得以前の:i.な収入源はカンパであったが，取得後

は独自の事業を展開し7割近くを自分で賄っている

活動が上手にいかず，事務所を借りることができず

に公共施設や知り合いの事務所で潔営している。

法人を持つことにより，助成田体の枠が増え事業を

しやすくなった。

他の団体に対し競争意識を持つようになった。

しっかりと財政管理をし，予算を立てるようになっ

た。

③時間の使い方について

NPOの活動を専念しでできるようになった。

会合や総会を定期的に傾くようになった。

行政に提出する事務手続きが負拐である。

③ネットワーク(交流)について

団体内

徐々 に会員が土替えた。

定期的に会合やパーティを開き交流するきっかけ

が多くなったo
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以前と変わらない。

団体外

企業や行政，市民に広がった。

活動やホームベージなどσ:情報を通し，市民にも広

く認知されるようになった。

専門家と協働して事業を展開するようになった

NPO同士のネットワークが広がった。

⑤活動の行動範聞について

周知されるようになり，行政からの委託事業も増え

ている。

年々活動範腐は広がってきている。

他のNPOと協力して活動を行うようになった。

活動分野が広がった。

⑤周鴎の見万について

当事者でないのでわからない。

多中は変わったa

法人絡ということで，しっかりとしたf遺体の印象を

与える。

社会的俗用を得られている。

取得吉IiI土財政商で周囲の人にすえている部分があ

ったがテ取得後は自立した図体として活動できるよ

うにしている。

また行政からまちづくりに関しての協議会に誘わ

れることがあり，頼りにされている感じがする。

⑦法人格を取得して良かった点・悪かった点

良かった点

専従約iこ:事業を進められる。

社会的!;U丹が得られるので活動しやすいへ

しっかりとした間体として運営できる。

役所へ報告を義務付けられているので自分たちの

行動をす巴援できるようになった。

it'人格を取得し，行政が一間体として見てくれる。

東京都や税務馨への提出を義務付けられているの

で会のけじめがつく。

惑かった点

事務手続きの処潔が大変である。(行政はNPOの

ことをしっかりと把援した上で，書類を作成してい

るのか疑問である。)

公開している書類は第三者が見たときに見づらい。

報告書など義務的な作業があり，きちきちとした感

じがある。

企業を見極める目が必婆となる。

一般的に経営することが主体となり自主性や実勢

が失われる。

税金を取られる。

(4) NPO団体の活動

①NPOとしてのまちづくりに賞献について

NPO間体が手がけた住宅の居住者が主体的にま

ちと関わっていくという点、において貢献している。

活動の後も市民が自主約にフリーマーケットや庭

造りを自主的に行い交流を図っている

活動を述じて地元の活性化につながった。地元のイ

ベントに参加する人が 5~6 倍増えた。

1苦動を混じ，人とのつながりが持てるようになった。

活動を通じて人と人との交流の場は提供できたと

自負している。

まだ，実感がない。

②住民のまちづくりに対する意識について

啓発することによって居住者の意識は変わった。居

住者と地域の方々の交流は自然に形成されていく

と思う。

活動を行った士i自主主において，市民の意識が出てきた

と感じる。

活動に興味を持ち積綴的に参加してくれるように

なった。

まだ法人格を取得したばかりなのでこれからであ

る。

③NPO団体として活動をして良かった点と惑かった点

良かった点

プロジェクトが形として実現したこと。

外部に対する信用が深まり，多くの人に活動の趣旨

を認めてもらえるようになった。

路上生活者が自立して区民の一員になること。

今行っている活動が次へのスチップへとつながる

こと。

定年後， NPO活動に参酋iできて良かった。

悪かった点

NPO法人は社会的責任が伴うので，行動だけでは

なく計画性を持った事業が必要である。(反省点)

会員が増え管理が難しい点。

行政主導のまちづくりのあらが見えた。行政は銃成

のことしかやらないので頼りにならない。

特にはない。

(5) N P 0がまちづくりに果たす役割

・様々な切り口で市民が主役となって参加できる団体。

…163-

路上生活者が自立した生活を送りまちに溶け込め

るようにする。

媒介役として拐っている。

NPOの役割は「新しい公共j のプラットフォーム

を広げていくこと。

まちづくりの専門家としての役割。

市民や行政の中間に立って橋渡しの役割を来たし

ている。

シンクダンク

行政の縦糸の性絡を横につなげる役割を果たす。

(6) 5団体の話一動とまちの関わり方

2加 4年(主総掛川主玄いまち学曹 l実践報告論丈集 5



-調布まちづくりの会

景緩，道路など自主テーマや市が策定している計砲な

ど，まちづくりに関するいくつかのテーマを選んで調査

研究をし，行政と市民の橋渡しとして役割を担っている 0

• J，)IIまちづくりの会

す二iこ世田谷の玉川地域を対象に伎まいや身近な環境改

議や保全lこ取り組む地域住民の活動を支援しており，ま

ちづくりの専門家としての役割を担っている。

・コレクチィブハウジング社

人と人，人と自然の共生を呂指した生活者主体の住ま

いづくり，コミュニティづくりである「コレクティブハ

ウジング」の普及に寄与し，まちの核となる人を啓発し，

まちづくりを推進している。

・自立支援センターふるさとの会

路上生活者の方々が地域での安定した生活へ移行でき

るよう，宿治所運営やジピングセンターなどを中心lこ支

援を行い，自立させる活動を行っている。

・コミュニケーションスクウェア 21

ユニバーサノレデザインの考えの慕に，シニアによるシニ

アのための情報収集・発信を行ったり，各地域に赴いて

活動を展開している。

5. fNPO都市住宅とまちづくり研究会j

はじめに， fNPO都市住宅とまちづくり研究会Jにつ

いて紹介をする。当悶体は， f都心に人を呼び戻そうjと

いうコンセプトの下，平成9年2月から活動していた『み

らい』都市居住促進研究会やコーポラティブ事業に携わ

っていたグノレーブが母体となり，平成 12年 8月に設立

された。

としまち研の汚動の理念は，以下の通りである0

・fひとJがし、なければ， fまちJではない。

・「ひとJのつながりがあって fまちJになる。

・「ひとjと「まちjがひとつになって， fとしJになる。

メンパーは，小企業の代表者・社員や大企業の社員，

主婦，公務員などで構成され，地域社会の汚性化や住み

続けるまちづくりを目指して共同建替えやコーポラティ

プの住宅供給事業を中心に活動を援梼している。

としまち研では，少子高齢イ包や定住人口が減少する神

間地域において，地域の活気や居住者の熔進を図り，誰

もが取得しやすい住宅供給を実現する方法を施策するた

め地元住民に対して関き取り調査を実施した。続査から

神田地区では多くの人が「同じ土地で住み続けたしリ「務

売を継続していきたいj という考えを持っていることが

わかった。

その意見を基に，神田地域の方(地権者)がこの地で

生活を継続して送れるようなニーズに対応した共同建替

えを推進し，入居者が主体となった共民事業を行うコー

ポラティブ方式の住宅供給付中間型協間建替え方式」を

提案し事業を展告書している。

肉… 3 神間相鳩寺!HH方食事禽狗し<;. ， 'cn\l，!(('<l'>F.'を何~ ".n 

図5-1 「神田型共f司建饗え方式J事業のしくみ

現夜この方式により 3棟のコーポラティプ住宅が鐙設

され，神aJの人口増加に寄与し，コミュニティも生まれ

ている。

揮ZC鱗
?臨士ご型機
よ;隷噴眠禦轍
':~;東二ご3舵

憶とこご沼?
葱:二

図5-2 COMSHOUS 11<15-3 神間松下町ノド l'2 

図 5--4 ノιベキューパーティ』にて地域との交流をi語る

次に，私が昨年から携わっている活動についてである。

神間須田町二7目で計魁されている共間建替えマンショ

ンでは，共有のスペースを設け地域に広く開放し，新し

い住人が地域に溶け込めるようにすることを目的として，

屋上とコミュニテイルームの活用方策についての提案を

してきた。

まず提案に際し，近年建設された分譲7 ンションで，

共有スペースが住民や地域活動などに活用されている事

例があるか.また， A号住者と地域社会がどのような関わ

りを持っているかなどについて調査を実施した。調査対

象は， J R秋葉原(!W'(.神田駅周辺地域のマンション住人

及び町会，須田町二7図7 ンションの地機者を対象に，

164- 2004年住総研f住まいまち学習j実践報管。論文集 5



二の次でしかなかった。そのため，そデノレノレームを開設

して妓売がはじまり，共有スペースの提案についても沓

定約な見解が出てくるようになった。地域社会が新しい

住人をどのように迎えるかというプロセスや仕掛けの大

切さを説く今日において，やはり地域社会側もディベ口

ツノ{-jJIIJも十分な認識が出来ておらず，そのギャップを

埋めるのにはまだ時間がかかりそうだ。

今後の繰越として，今i還の調査で良かった点や改善す

べき点在明機にし，他にこのような共間建て答えを行う

ケースに対し反映していけたらと考えている。また，引

き続き須田二マンションの追跡調査や，神田の地域の方

にお話を伺い，どうしたら新規住人が地域社会に参加で

きるかを検討してし、く。

最後に，この活動を通じ，私たちは神間の方と親しく

させていただいている。 5月lこ催された f卒中E自然Jでは，

お嫌子の練習から参加させてもらい，地域の皆さんとの

交流を体験することができた。

アンケート調査を行ったり，主主接お話を伺った。

その結果，近年のマンションからは活性者向士の交流

を民約とした共有スペースを汚用している事例は見られ

なかった。また，惑いや遠濃から新しくマンションにかー

まわれた方が地縁コミュニティにうまく麟染んでいない

ことが抱爆できた。

須国町二丁目マンションの地権者の共通の意見として，

新しい住民にも町会に加入して，地域に積極的に関わっ

てもらいたいが，実際問題なかなか難しいのでは。神田

っ子は綾られれば気持ちよく応えるが，逆に自分からは

あまり行かない，というお話を伺えた。また，康上とコ

ミュニテイノレームに関しては，安全で管理のしやすいも

の，会議室としての利用がもっとも好ましいという意見

があった。

次に，これらの調査結果や地権者の意見を基にし，震

上とコミュユテイノレームの利用案を作成した。

「粋な暮らしJをコンセプトとし rまつり Jr花火j

「会議Jr趣味Jr憩いj の5場部を想定しながら活用方

策を検討し，設計者やディベ口ツパーに対し提案を行っ

た。

10月上旬には，屋上とコミュニテイルームの利用線約

案を作成して，これら全体の取り組みをパネノレにしモデ

ノレルームに展示したe 来場された多くの方が関心を持っ

て見てくれた。

度よとコミ-12まられを l竺加護
仇ふ今一一二何日明ザキ唖離務畿通瞬這盛時開廿

神田祭にてお磯子を奏でる

このようなことから，としまち時十'c:t土，地域に筏著し

たまちづくりを展開し，成果をあげていることが把握で

きた。また，まちづくりの大切さ，人と人とのつながり

の必要性など，実体験を過して学ぶことができた。

図5-6
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6.考察

NPO法{特定非営手IJ活動促進法)が擁行されて 5年

が経過した。 NPOの認設数は 2003年9月 30日現在で

は. 13000件を超えている。うち，まちづくりの分野は

全体のおj12%を占めている。

rNPOまちづくりの規模と種類J及び.r特色のある

NPO団体へのヒアリング識査j から. NPO法人格を

取得した王手直として. r社会的信F告が得られるからJr持
続した活動を行えるからJr任意間体としてではなく 3 き

ちっとした形で運営ができるからj などの回答が得られ

た。これらにNPO法の制定がどのような影響をもたら

しているかを確かめるため.5 E主体のNPOに対L.， N 

1'0の取得前後の変化について直接お誌を伺った。

その結果， つ目にNPOのイメージも加わってNP

歳上
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0に対する社会的信用は高く，効成などを申請する際も

スムーズな手続きで済むようになった。

二つ図に， NPO活動を運営していくためには， 一般

企業と向様の経営ノウハウが必要であることがわかった。

NPOの中には，年 3億円もの収益を得ている団体から

事務所を借りられず貧困な団体まで様々である。これは，

十分な準備をしないまま法人格を取得したために基盤が

作れない間体や，ボランティア思考でNPOを発足し，

運営・経営がこの次になってしまったことが挙げられる。

三つ自に， ー法人として事業推進の責任感が芽生えた

という意見があった。また，会計報告書害などの管理の箇

において行政事務手続きが負担であるという窓免も何え

た。 NPOは毎年，所轄庁に 6積類の書類(事務報告書，

財産目録，賃貸対照表，収支計算審，前年の役員名簿及

び，報酬を受けた役員名簿，社員のうち 10人以上の者

の名簿)を提出しなければならない。このような点につ

いては，今後改善すべき課題があると思われる。

まちづくりにおいては，法人格の取得により NPO活

動が企業や行政，市民に広く認知されるようになってい

る。また，専門家や他のNPOと協働によりネットワー

クが広がり，より専門的な活動に踏み込めるようになっ

たことが明らかになった。

NPO活動の成果をFもると，としまち研では「伊iじ土

地で住み続けたいJr商売を継続したいJという神悶の

方々の意見を反映して，この地で生活を継続してできる

よう地権者のニーズに対応した共間建替えを行い，これ

にコーポラティブ}j式を総み込んだ「神悶共同建替え方

式」の提案を推進した。そのことにより，神間の地域に

見合った活動を展開し，まちづくりの「核Jとしての役

割を果たしていた。

その他にも， rNPO自立支援センターふるさとの会j

では，地域のイベントや祭などにホームレスの参加，社

会復帰した後のアフターケアーを含めた，一貫した自立

支援を促しまちの一員として自立する。この活動で 7

割近くのホームレスが社会復帰を果たしている。

ここっ自は， rNPOコレクチィブハウジング社」の活動

である。当間体では， r快適な暮らしとはイ可かJr人との

つながりが何故大切なのかJというコンセプトに，ワー

クショップを重ねーから居住者と共にコモンスペース活

用方策を検討し，コレク子イプハウスを作り上げてし、く。

入居後も定期的に話し合いは進められ話し合うことで，

心地よい関係を構築できているという。月に一度の料理

本 2共立女子大学家政学部教授
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当番から，各政iこ別れて各々が生活舞台の 員となりそ

の役割を担っている。プライバシーを磯保しつつ，家族

の粋とはまた違った形のそれを結べることが立レクティ

プハウスの費量鱗味であり，今，この活動の取組みが注目

を集めている理痢の一つであるのかもしれなし~

7. まとめ

以上のことから，まちづくりにNPOが大きな役割を

担っていることが明らかになった。

現子生， NPOが社会から注目を浴びている理由のーーつ

に，行革主や一般企業とは異なり NPOは，様々な年鈴嵐

や職業の方が集まり構成されていることがあげられるa

いわば「まちのJの重要素にー番近い形であるのがNPO

であるといえる。その小さなまちの中で，自分の役害iを

見つめ，まちにアプロ}チしていくことが出来れば，よ

り魅力のあるまちづくりが行えると忠弘私自身，一年

近くの活動を通して，神田の}jと本当にいいお付き合い

をさせていただいた。学生という立場であったからこそ，

このような関係を築くことができたと自負している。

今後も，過疎化やf高齢化の進行する都市において，安

全で快適な都市住宅の供給など，人と人とのつながりあ

るまちづくりを進めるよで， NPOが担う役割には大き

な期待があると考えられる。

また rまちjは1臼や2日で形成されるものではなく，

長い年月をかけて培われる。そのような中で， NPOが

継続したまちづくりを行うために，法人を立ち上げる際

に各諸官庁が運営のノウハウなどの指導を仰ぐことが望

まれしる。
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大正時代のまちづくり 津 回 洋 子3

武庫郡須軍事町役場と大字西代村区の行財政システムと小学校の役君事i

119代村所蔵史料考察より

keyword 町村自治綱領・教育勅語・町役場・区長・戸長制度・町村自治内容奉告祭・

町村自治精神・地域コミュニティ・ 小学校区・近隣住区

緒言言

今日三位体の改革が唱えられ、関の財源委譲と

各種権限が地方に移管され、地方自治の時代が始

まろうとしている。しかし単純に中央からの権限

分離で果たして地減活性化を期待できるであろう

か。つまり現状に於いて、国11阜両官f自治会という

京中Downによる行政システム下で住民主体の‘ま

ちづくり'と地域コミュニティの再生が可能だろ

うか。本研究は明治維新後、市区改正、耕地整壌

により、行財政システムと空間構成が大きく変動

した激動の大正時代を研究対象にしている。維新

による新体制は脱張入欲、療器善重量除、地組改正等

iこより日本古来的価値観が大きく変わった。特に

産業発展に伴う人口集中と都市化は大正時代に入

り 段と顕著になった。都市誕生とl)i[主改正の狭

間で村コミュニティから町コミュニティに移行す

る問、市制度に編入されることへの村民の葛藤と

抵抗の歴史を読み取る。現代では瑛想でしかない

{下から上がってくる (bot加m up)力=住民自治

コミュニティによる‘まちづくり事}を考察してい

る。つまり長い歴史により培われた村落共同体の

て武摩郡須磨町を、村落共同体の最小単佼である

村コミュエティとして商代村を研究対象とした。

I 須磨町村制度について

1-1 武庫君事績磨町の需主主事と町ill

明治 4年 11月 20日廃稽霊堂県で、八部・免原・武

庫・)1Iil/.有馬の摂津五都をもって兵庫県が設鐙

され、翌5年 8月摂津五君事は 1日!ii:1こ分けられ、各

区に区長を鐙いた。須磨は八部君事第3!ii:となった。

明治 19年戸長役場の告示が成され、須磨は f八部

郡被宿村外九ヶ村戸長役場j となり、明治22年八

部郡須磨宇?となり、同 29年武庫郡須磨村(君告の廃

合で八部・免原・武庫の三部は合併して武藤郡と

なり、池閏村は神戸市に編入)となった。明治 45

年須藤村は須磨町となり、大正 9年神戸市に編入

された。武庫君事須磨町の磁穣約 24ku1で世帯数と人

口は下表の遜り

年 世帯数{戸} 入口{人)

大正6年 (1917) 5.7-36 23，249 

大lE9年(1920) 7，62日事 32.357 

大正 14年(1925) 12.6朗 53，咽脱脂

地域性と自治に適当な面積・人口及び自治体系〔教 次に須磨町の地理的範殴は東に長関神社、西に須

育勅語による道徳教育}を否定し、その結果奪修 磨寺、北に白J11郷、南iこ軍司ヶ林[高隠泊・大韓国

遊惰に走り個人主義に捉われいった。地方公共の 治とも言う}の港、中央に須麟離宮を書記し瀬戸内

犠牲的精神を忘れ、謝恩的報徳主義に帰すると籍 気候の溢騒な景勝地であった。

れながらも現代道徳の基礎となった西洋的近代教 }-2 須磨町役場規則と行政システム

育忠惣は現代社会での病理現象になっていると言 『須磨町区長設置規則Jによると、「第 1条本町円

つでも過言ではない。これは市区改疋にことごと 自治施設ヲ興費ナラシメ、行政ノ労費ヲ節略スル為、町

く反対してきた大正鶏の住民の戦いの記録でもあ 村制第r，s条ニ依り大字ヲ左ノ 11区ニ区割シ区長及其代

り、近代都市誕主主に向けての住民による‘まちづ 護者各 1名ヲ罷ク。 (11区，東須磨第 1，2夜、西須磨

く'序曲でもあった。本稿では行政自治役場とし 村、多井蛾、大手、板宿￥跨代、静法寺第 1，2区、車、
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自川U)各村)第2条 区長及英代理人ハ町会ニ於テ本町

公民中町会議員ノ選挙権ヲ有スノレモノヨリ選挙ス ~中

略~ 第5条区長の職務概目左ノ如y 1、勧業衛生徴税

学事其他ニ照シ町長ヨリ特ユ委任シタノレ事件ニ付キ調査

又ハ住民ニ注意ヲ輿フノレコト 2、諸令違ノ活意ヲ区内住

民ニ賞徹セシムルコト 3、本町ノ利害i民ノ他執務上緊急

ト認ムルトキハ町長ェ閥液スノレコト 4、本町ノ行政機際

トナロ専ラ事務ノ鯵接ニ従事スノレコト 鍛シ従来ノ償ニ

依リ所属部落区民ノ協議上其部落区専属ノ協議事務委の

嘱ヲ受ク之レヲ処環ス/レ事ヲ得 本規則ハ明治 45年

施行i このように須鷹町は 11村(戸長会/戸主

会とも云う)から形成されているが、それぞれの

区は独立した村であり、戸長を中心とした近世以

前より継続している村落共同体としての最小単位

であった。町村と住民〔 家〕の中間にある戸長

会は戸籍法を守り、道徳と相候って一家健全の美

を済すべく奨励し、調査統計の情報処理を迅速に

伝議した。更に教育勅語によって道徳の鼓吹と事

業を併行せしめ、青年会、婦女会をIsO胎 L、これ

等を以て町村自治の基礎とした。これ等村落共同

体の集合体として須磨町があった。その他の規約

書として武庫郡須民事町々議規則、須磨町救議会規

約、須磨町共葬装地使用規員1)、須隣町建築土木工

事請負規定等についての条項が定められている。

いずれの場合も告知書により町会を招集している。

須躍幸町々役場の業務として①兵庫県武庫那須磨町

歳入出予算、間決算書②告知書 15i量③議案は第 I

号~第46号議案 ③号外⑤須磨町農会⑤町会議員

当選意義申立て著書等が保存されている。

1-3財政と予算案

町村静j第 122条炭定による大][6年7月 31日提出

された須磨町役場の大正 5年度歳入出は議入 6万

655 pl 95銭 3媛、歳出 5万 4，789問 71銭 4厘と

なり差引残高 5，866円23銭 9厘となっている。大

正6年度歳入出予算は下表に示すようであった。

この歳入出予算案が示す項目と数字は須濃町役場

の業務領域と町の実態を如実に説明している。こ

の経理簿iこ基づいて以下考察を進める

議出の書官

:1五日
区長報麟 。

;LJ: 
書記給料

N記

一

1人

「

1976内 110人 (24伺/月平均)

外勤史員給 1234円

給 i料
1人

料 1 J重員給料

続時属給料 191円

1舗内

雑給

ι 
百

!J、

日給 70銭 1捕日

J，団3f'l I場職毒死亡給輿金他

議員費用弁 j346 rJ 

議 1j書

議員 24人・会議 12日

費 書記給料

需要費

道路修繕土

木

6門

部 門

3，4C陣内

一
品
一

分
一
錆
一

向
H

一-一

2
一
費
一

寸
一
鰯
一

銭
一
印
一

部一

ι
一

給
一
耗
一

日
一
精
一

教員給料

，]、

15，]03円

学 |教員長監~

校 i雑給

需要喜費

修繕費

衛生費

鷹 i 料

取|給

鴇 i 要費

院

2，9'21河

3酎混同

1.226円

50円

944 f'l 

1朗円

873円

本科lE教員 37校長補;

助 2接結等科 2代沼教 l

E主3

使T'校医・態給・賞 i

聖書・教員住宅・書官費 ! 

鏑品消耗・通信選搬費;

校舎修繕費

トラホーム治疲費量l¥

町医・事務員・人夫

一
口
開

口
曲
一
備

僑
一
・

.
一
費

費
一
蹴

鮪

一

印

費

・

一

・

搬

品
一
日
間
運

耗

一

耗

信

消

一

消

通
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1-4経理簿に基づく須層幸町コミュニテイ的考察

1須磨町の財政と町の様子

財源はさ喜本財産として①公社債・株券ー預金利息

②小学校授業料}③思道官軍投③鷹取病院使用料⑤道

路堤塘使用料⑥説明関覧手数料・戸籍手数料⑦国

税徴収交付金県税徴収交付金⑧縫塘道路に属する

枯損木売払代反古其の総売払代⑨町税(地視付加

税・国税営業税付加・税所得税付加・税家経税付

加税・特別税戸別割戸数特別税)となっている。

1、告知書による町会議集ー須磨町長中町会議員

須磨町会議は年間 12回開催されたが、会議事件と

して大正六年の議案は以下31項目が告知警に記載

されていた。①区長選挙の件②町会議員当選の効

力に関する異議申し立て決定の件③大正 7年度須

磨町歳入出追加予算④寄付採納の件⑥町会議員当

選無効に対する訴願経由及弁明書作成決定の件⑤

小学校備品寄付採納の{牛等

2、教育関連

小学校は村蕗共同体の慕本財産として重婆な柱で

あった。須磨町政で運営する尋常小学校は5校で、

これ等の小学校は大正 9年神戸市に編入されるま

では、町村自治的要として機能していた。;本科lE

教員 37入、校長補助2入、縫専科、代用教員、使

丁となっており校長5名を入れると約60名の教職

員により運営されていた。町村自治と小学校の関

係について知る上で参考になるイベントがある。

それは町村自治内容奉告祭で、 f在住民を挙げての

感議祭である。この行事は明治42年町村会に於い

て取り決められた協定より、町村自治内容奉告祭

を執行し、 1年間の事跡を氏神に奉告する事をにあ

る。JlIJち奉告は町村長に於いて自治の扶植者であ

る学校職員、神宮、{師、町村史員、町キT議員、

各種団体、住民が参列し、自治の発展を期して一

家の事、燐保の和衷協同、風紀の改善、学校家庭

及社会の教育、産業発達、勤倹貯蓄、兵役、衛生、

交通等町村自治iこ関する状況を神明に奉告し町村

の発畿を堕1り自治の基獲を腐め、同時に各自己の

糞任を反省し、一致共同容治縞鎮の罰的iこ向かつ

て努力することを宣誓する与奉告の当日は休日と

し、小学校生徒成績品、主重要農産物、製作物を陳

列、品評会、運動会講演会を関儀し町民挙げて最

も省意義な 1Sを過ごし、敬神祭視の念を高め報

徳謝恩の意を表し以て人格を修め自治の精神を養

うことに資した。 f学技教員は児童に対し祭神的歴史を

謂話し、其町村の先資先輩名誉戦死者の纂に詣で境内

及ひ事に植樹をなすが如き何れも精神的修養に資する所

少なからずgしかも最も趣味ある方銭i:見るべきなり。j

又 f町村長及学校長は鋒年一回各部落の戸主会に臨み自

治内容奉告書の事実を説明し荷将来改善すべき害事項を指

示若しくは協議するこむとある。学校家庭及社会の

教育について毎年協議され改善する方向で見雇まさ

れている。学校の運営が町村自治の下にあり、道

接的tこ地域コミュニティと繋がっていることが理

解できる。又告知書によると地元有力者から小学

校備品の寄付申出があ号、大lE六年度では、校旗

一旗、化学物語外百三十冊、テニス用具、書籍[大

日本濁言語辞典]、実験器具{音響電信機・光線路折

器・空気鉄娘・人体解剖医i他 1Sf牛〕等総計四百円

強の寄付申出があった。この様に町村自治体と小

学校の関係は実に際空告で、小学校は箆民教育の基

礎として最重要視されていた。その主主常iこは父兄

のみならず町村一致して行うものであった。

E 須磨町大字商代村行政区

2-1西代村の沿革

1)史料

西代協議会所裁の吉文書は 1181)点余でその 2/3

{約 720点)は近世主文書であり、年実苦手j付様、皆

済目録からなる。残り U3は明治大正の近代文書

で地税改正関係、須磨町会、耕地整理関係、である。

2-1・2武庫郡須磨町商代村の歴史と地理

武庫郡安磨町商代村は 11区の内その最東部iこ位置

し、村中央にf主主富国街道が東西iこ延び、兵庫津に

--169- 2004年住総研f住まいまち学習H定時報告論文集5



3aった。兵康とは歪近距離に在ったため，大正初

期には人口が急増L 市街地整備が急務とされた。

西代村は天領地として村務集聞を形成し、北に高

取i勾を擁し、南は駒ヶ林村と村界を形成していた。

山と海の主主を資源に発展した村であったゆ

商代村には行基により建走査された蓬花守と蓮池が

あったが、昭和 6年に埋め立てられ、現従の県立

文化体育館、蓮池小学校になっている。また古代

に栄えた軍司ヶ林の滋[大輪開治]と独立峰高取山

は地形的iこも外国船来航の自印となり、海外貿易

の拠点となった。

1、陳情書

上部組織への練情は夜接兵庫県知事へ申請してい

たことが下認の史料より理解できる。

①明治 34年 11月『工業学校設畿に付き請願書』

②大工E5年 3丹『結核療養所設重量位鷺変更頴J

③大lE15年 1月 27日『蓮池尋常小学校ヲ高等小

学校ニ変更スノレコトナク尋常小学校トシテ存続セ

ラレ度』

さてここでは②③について解説し、町村自治金支

える精神と教育施設『小学校』について考察するα

②大五日年3月 f結核療養所設置位置変更顕』

西代村住民 ... 神戸市

『内務省令施行に伴い神戸市に設置すべき結核療養所の

位置に関し我藤代村字小池付近を候補地に選定するに至

ると潤き我商代村 関驚憎し、当村の利益のみならず須

露首町全殺の利害に影響する。神戸市に書きいて設置すべき

造営物は該市区域内に設賞するが釜当なり。長沼村地域

内に設覆せんとする議ありしが、付近住民の反対により

稔商代村iこ移さんとするは我村民了解に苦しむ所たり。

一自治体にして其住民の紙怠する営造物を隣接自治体の

地域に経営せんとするは自治問体罵の感情を害すること

甚だしく苔邦自治問体の発議を限害する処笹なり神戸市

地域再其の候補地少なしとせず石井夢野村付近又は会下

山付近又は長関村北方如き指摘するを得。我商代村4、池

付近吟帯の水流は現下街;摘謹殺の用に供し、将来は我大

170 

字一般住民的飲料水と為L，.神戸市水道的抵餐により郡

部へ飲料本を供給する時機ありとするも各議結核麓を散

布混入したる本による清掃抗揺は住民に}大危険議らん

との恐怖心は我大字将来的要展に偉大額畿を来さしむべ

きこと明らかなり現時科学の選者主により施設完備は ~ 

中略~ 尚我議謄町には武摩擦宮の存在するありη~中

略~要之神戸市設置すべき結線疲養所を我商代村地域内

は属より須磨町地域内に設麗せんとするは自治団体閥的

情宣を誤り将来発展の絡に就かんとせる我西仇守寸延て我

議庫署甫の福利を阻害し人民をして皇室を尊崇擁護するの

美風を傷つくるものと言うベl-o

右 武露草郡須藤町ノ内西代村住民

区長土井賛之助酉般曲名饗名捺印あり

③大正 15年 1月27日『蓮池尋常小学校ヲ高等4、学校エ

変更スルコトナク毒事常小学後トシテ存続セラレ度』

f一、 現状通称スル商代ド、五位池町、大谷

山下町、御慶敷通、商代通、戸崎通、水笠通、訟野通ノ

総称ニシテ此の西代ニ居住スル児章ハ従来車規磨、神楽、

両小学校へ滋学シ来リシモ商代ヨリ東須磨ニ韮ルニハ其

ノ距離 16l1J15関アリ徒患をパ神明笛道ヲ通行セザルベ

カラズ国道ハ恰そ神戸ノ咽喉ニ当タP道編概ネ 3問ノ場

所ヲ欄覇者ナク荷牛馬車、自動車ノ往復スルアザ児童ノ通

行エ危険ナルコ!、ハ市中央部ノ街路ト全然其ノ畿ヲ異ニ

セリ

電車エ乗ルトセパ西f<ヨリ坂宿，大手ヲ経テ須磨東口ニ

下車ス，レモノナルモ春季桜花時。夏季海水読書時ニアリテ

ハ乗客満員ニシテ児童ノ乗降ニ危険ナルコト名状スベカ

ラズ 旦神楽小学校ニ玉三ルニハ道路側ノ下水工事不

完全ナル為降雨ノ都度三回尺ノ泥水トナリ児童ノ通学ハ

事実上不可能ノ状態ニアp

一、 理由

第1、付近小学校ハ児童量ノ収容エ鴎難シツツアルニ術カ

モ児童ヲ渡距離エ通学セシムル不便ヲ顧ミズ既定尋常小

学校ヲ高等小学校ニ変更スルコトハ義務教育ヲ無線スル

モノニシテ留民教育ノ基縫ヲ危殆ナランムルモノトス

第 2、神戸筏兵庫方頭ニ於テハ三町以内ニ三四ノ小学校
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ヲ羅列シ居レルニ商代ハ徒歩困難ナル為噂車ニ乗ラザレ

パ通学シ得ズ新ノ如キハ他ニ其ノ例アラザfレベシ

第3、新機)11以西ニ於ケノレ小学校ハ、真間道以南ニ神楽

陽、殺松、長楽、西須磨ノ五校アルニ国道以北ニハ東須

磨ノー校アルニ過ギズ泊カモ国道ヲ境ニ南北ニ中断シ磁

積戸口ヲ対照スノレトキハ戸口ニ於テハ羨奨ナキモ甑積ニ

於イテハ図遊，̂itハ小丘傾斜地等アFテ以南ヨ')広域エ

捗リ且ツ通学上ノ使答モ問 視スル能ハズ

第4商代ニ尋常小学校ヲ新設スルコトハ既往数年ノ燦史

事情ヲ鍍ミ茶ノ事情ヲ参酌セラレ度若シ従来/歴史事情

ヲ顧慮セラレザルトキハ将来施政上エ 大悪例ヲ燐シ市

制ノ円満発達ヲ隙害スノレニヨEノレベシ

第五、蓮池尋常小学校ヲ其健存続スルエ於テモ尚旦、Y近

キ将来ニ板宿方頭エ尋常小学校ヲ新設スノレ必要に迫ヲ居

ノレコトハ何人モ争ハザル所ニシテ商代方面ノ、厳ク児童ノ

収容ニ困難ヲ訴へツツアリ

右ノ通事情ニ有之候間篤と御審査の上公平ナル御判断/

許エ蓮池尋常小学校ヲ高等小学校ニ変更スルコトナク尋

常小学校トンテ存続センメラレ候様只管様情往候説

大正 15年1月 27日 立耳代町民

西代町民有恋総代8名須磨区選出市会議員4名

林田区選出市会議員6名j

②③の文函から読み取れることは住民が秩序をも

って、村蒋共向体の発展のため如何に努力してき

たかということである。村の環境を許容する結被療

養所設立に村民一丸となって反対し、ぉl:-Jこ諸島草

している。しかも対等な立場で行政に対し発信し

ている。村コミュニティの組織は区長を選出し区

長を筆頭iこ役割が分扮されており、協議会所は青

年会と村会により常時七八名で運営されていた。

町村自治綱領制定の趣旨として以下のような見解

が述べられている。『町村の諸調査及び諸統計の正確と

取次の迅速にf主意を払い、以て国府県勢の消長を知るに

便ならしめつつあるの功は拍]に看過すべからざるものあ

るべし。若しこの関係を県町村関直接と為したる場合を

想像せば専ら憂慮に堪えざるものあり』とあり、町村

市jにおける役場と区の役者jが国府県勢と住民を繋

ぐ中期的機構として、 E重要な役割を来たしていた

ことが理解できる。これ等の活動は次項で扱う街

代村耕地薬理組合で明らかtこするが、村務共同体

の財産を守るため、又将来の発展のため、住民は

目的とビジョンを共有し、責任感と自主独立の精

神で協力し、村の行財政事務を 致E査結して挙行

している。 西代村のピジョンは工業高授の誘致

に示すように、村の産業として工業・学校・鉄道

を優先し、それらの誘致に熱心である。反対に結

核病続のような病務は控訴飽反対撤回させている。

このように村の発展に必婆な簸設とそうでない施

設を峻別し、行政tこ物申している。村のこのよう

な活動を支える組織として指導者と協力者との秩

序ある鑓係が成立している。このような組織作り

は一報ータに作れるものではない。村落共同体に

よるコミュニティは長い年月をかけて構築された

信頼関係、に2毒づくものであろう。

しかしこのような陳情替に隠して、協議会所には

大正 15年以降の文献は見当たらない。昭和になっ

て残っている文献は総人的な日記のみである。こ

のことは市制度下にあってはもはや町村自治の精

神高揚も町村の発援のための努力も無意味になっ

てしまったからである。小学校の運営も文部省等

による縦割時行政下に属し、もはや地域コミュテ

イから遊離した速い存在となってしまっていた。

三結論と未来

以上の考察から、町村自治システムの最小単伎は

「一大字を一区域とするjとあり、その-IK撲を一単

位として、共同体としての閤有な行財政システム

が成立していた。そしてこのシステムのベースと

なる自治精神の育成は小学校による道徳教育と町

村合間によるイベント町村自治内容奉告祭の挙行

にあった。小学校と氏神詣は住民同士を結びつけ

るツーノレとして又自治発展の拠点として伎鑑づけ

られていた， r町村長及学校長は毎年一回各部落の戸主
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会に臨みntfJ内持者持告轟山事実在説得!し尚将来改祷すベ

.~ 1J<械を指不若しくは協議すること』と j-":i主会で絞め

られていると学校家庭及社会的教育iこっし、ど鯨骨二

協議されi投持する方向で見直されている合学校山

道草営が町村民tf:tの Fにあり、 i~ j僚がjに地域ご1 ミ 1

ニティと繋がっていることが理解できる l

"jl埼の自治体系的*'1情は以下の文献で理解を深め

ることが出来るり f町村制の東日き無時的法令では二それ

片で加作I限延緩いても自治的発遣なrはffくものではな

いh 必ず 万に道総~:"f:寺うことを直，.;:lて民山人情感併

の緩散を娩!fiJし止上でなければ真正の自f合は壊まれない

と思います。』と j!ßべられ、大 í1'二時代に於いても、~正

に人情風俗のt語放が社会問題となっていたこ itが

解るヲi'):に自治時¥{すとして、大学村地区を…槻f立

としているが戸主会会員りに上る缶、以下のような

記述がある。「第 25長戸主会マ総織スベキ信、域ハ令大学

ヲそッチー区域卜ス似たヒドノ状況ニヨリ之ヲ分割スルコ

トヲ得Jとあり、 M台単位i土面積・人口密度・地形・

交通織関等によ句分割されるべきと Lている

れは陳情君事『遮地l尋常小学校マ高専小学校二変型スル

コトタク券常小学校トンテ存続セラレ捷』にも記載さ

れている。蓮池小学佼以はまさに街 I~村山村峨ど

合殺する 3 とのことはベリ戸の『近隣tH正論』と

会致する。さて今 IJ、 純一体的改革により地右

自治の時代が蛤まろうとしているや住民主体コミ

1 ニチィの育成のため、小学校を械として地域主

事事める fltI;空間構成は過去の!日付の地主主的奇襲史を

確認した iつで再度検討されなければならないと考

えられるο コミ "cティ下部組織の再構築の方法

として t(I"lJ F (住民)組織を繁ぐ中間的機僧

としての町役場と小学校の役割及その住民による

補完関係を理解寸ることは今後の 4 主ちづくり、

の必本被念として符効であると考えられる干

最後に町役場の歳入泊予算案から解ることは、町

村自拾の基本は経済的自立にあったといえるn 故

に地域 3 ミaニヂィ( 小学校[~:単イ立の1'11台単位)
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の E体的事在!品lこl土地いく浪人出子宮草君主作成へ的作民

的責任ある香車販と運営〔協働}ノメ望まれるフ ;(A機

IHJでの福利I守ぞtI主役・学校等、ぴ)1位Jt有力者品、九

円寄付申tiiの金僚の大きさには務侍したが、地域

コミュニティ独得の発IMIこは併に行政に依存寸る

体制jから、 iH"組織的主体的総lぬJによる nlf捕1織

を構築し‘地域コミュニチィ独白山ヒジ，:1ンを持

ち、それを共有し、自己負担I1税]・自心貨ff:.犠

牲f均精神を英い"ゆりかプかれ星第場"までの今iifi

支援システムを確立してわ刀、なければな人ない

日‘“

--.場決

一一一広拠白玉"，'-"繍J胡

ー お%が亀姻 J存

勺明1;，-・t当噸烈

、'"..均':'，"'崎

覗

辺。明治 "ずし人矧

」一一i一一γl'{~

(酔考文猷)

ι 

v 

阿代村蛇限凶

1神戸の理量吏君臨λ号 T明治初安干の商代村』 旺t:敏夫

2神戸市型行政綴H 神戸市

3側代協議会両擁立喜 朗石郡町村尚治綱領

奈良.IJ:-t大学人間文化研究科前期博』識経棺了
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3. 住教膏委員企からのコメント





3. 住教育委員会からのコメント

本各実践報告 論文につい亡住教宵委員会で討論したものをコメントとして掲載します。 従って 3 コメントは各実銭報告白論文その

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。

* ( )は本丈掲載ベージ。著者名は第 1著者のみ。

主体的に Fまちづくりj に参密しようとする中学生の育

成 灘殴鍵需 (pp.3-8)

中学生を対象とした取り組みとして，しかも修学旅行

とあわせている点、も興味深い。「市民意識」をパート十一

シップとし寸概念とともに追求するとしづ課題は?たと

えそれが今訴の時流の重姿な概念であったとしても中学

生iこは難しいのではつ，と 見思われるところを，自己

肯定感脊成へ対応~，カリキュラムデザインとしても見

事にまとめている水準の高さがうかがえる。しかも事前，

事後の意識調査を行なっているので貴重な成巣が得られ

ー亡し、る。

地域の「入やもの・こと」と翻わり1 自分を克つめる学

習活動ーウロスカリキュラム「怠分を見つめてj の学習

の実際から一 高橋ちあき(pp.9-14)

米をテーマに，ク口スカリキュラムの体系を立て，活

動を展開し亡し、る。地域の田んぼへ出かけてし、って田様

えを体験し，地域の人材や専門家とのネットワークを結

んで授業を進めるなど，生き生きした広がりのある活動

を通して，総合と教科との有機的連携のあり方が言語られ

ている。米を総合学習でとりあげることは多いが，この

実践では，米作りを体殺することにとどまらず，体験と

表現活動をセットにして展開することを図っている点に

特色がある。体験を自分の言葉に置き換えるi晶稜で，子

どもが活動をふりかえり， i望め，意味づけを行うことが

できると提起している。

小学校の富IJ教材としての住教脊絵本及び解説書の作成

薬袋奈美子 (pp，15-20) 

{主教育の絵本づくりの過程と授業案モデノレと実践とい

う興味深い内容であり，想像力が膨らむ絵本の構成と解

説書に込められたメッセージも素晴らしい。

絵本づくりの過程で苦労する点や3 子どもたちの発想、

や疑問をはじめ意識を広げる仕掛けをどのように総み込

むかなど述べられていても良かった。また，実際の授業

では，単独である単元だけを扱うことはないので，授業

全体の展開との整合性を凶りながら利用されることが望

ましい。
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金の学びが育む住まい手・っくり手一子どもと学校から

始まるまちづくりー 藤本勇ニ (pp，21-24) 

食膏の大切さが今見寵されているなか C，誰にとって

も身近な食を通してまち学習が構成できる可能性を示唆

した興味深い実践である。複数学年に渡って総合的な学

習と各教科とを相互に関連させた学際的なアフ。ローチも

良く，児童の7 ツプからも学びが広がり，地場iとのつな

がりが深まったようすが読み取れる。文中 r循環時計」

を取り入れたとあるが，そうしたことについてももう少

し具体的な記述があればなおわかりやすいと感じた。

子どもを賓てる地域のカに支えられた総合的な学習の待

問一松戸市小金における地域の活動と小学校の総合的な

学習の時雨ー 西郡泰樹 (p評 25-28)

本論文集2で報告した続編として，松戸市小金地区に

おけるまちづくり活動と総合学習の実践の報告である。

地域のまちづくり活動と総合学習の可能性を探るもので

あるが，論者が学校の教闘であるのと存者時に，小金のま

らを愛する地域のおとなたちの会の構成員であるという

2つの立場を重ねもっていることが興味深い。総合学習

を展開していくと社会のさまざまな矛盾とも直に向き合

うことになる。しかしその矛盾を克服し，異なる価値に

折り合いをつけていくカこそ「生きるカj であろう。そ

のために，総合的な学留の時間だけの学びではなく，教

科との逮携が，今関われているのではないだろうか。

地域の文明開化 I1目見付学校Jを宇ーマとした近代化遺

産学官富 本樫俊介 (pp，29-34) 

近代化遺産とその学習にまつわる論考はこのところ増

加の傾向を見せているが，本論iま，地域lこ現存する明治

期の学校建築を取り上iず，その子どもの学びにとっての

教材価値を徽威的に検討している点が実に興味深い。卒

論というとこでさまざまな制約のあることは理解できる

が，アイデアに大きな可能性があるだけに，実践がベー

ノ《ープランにとどまっているのは何とも残念であり》今

後，授業実践に踏み込んで検証することが望まれる。
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次代の鐙い手を育成するまちづくり学習に関する研究

ーまちづくり学習における学校への支領体制の可能性に

ついて一 中川和部 (pp，35-40)

まちづくり学習の必要性について?地域コミュニティ

の育成のためにも，子どもの問題解決能力の脊成のため

にもまちづくり学習が有効であることが，既往の研究を

もとにして提言されているもっともな論考である。しか

し内容は一般論にとどまっており，論者がどう関わろう

としているのか，異体的にどう進めていけばよいのか，

実践性の点で弱い。教育委員会を動かす手だてを主主体的

lこ言苦ってiましし、。

室内熱環境に隣する住教育ー住居撲裂教材を舟いたワー

ウショップによる一考察ー 富喜藤綾 (pp，41-46)

境庁熱・蓄熱の材料による蒸を実感する実験ワークショ

ップで教材開発としてはたいへん有意義な報告である。

ただし，参加者が少ない点がたいへん残念である。その

ためかわからないが，プログラムとしてももう少しワク

ワク感というか9 子どもの主体的な発見への手助けとい

うような工夫があるともっとよいのではないだろうかと

感じる。

学校生活における伎環境教育一光環境と昼光照明を宇一

マ!こした体験学習の説みー 笥JII竜二 (pp，47-52)

光と案内環境と省エネノレギーの環境教育のプログラム

であり，ふだん室内でもあまり意識しない照度を測って

比べたりと気軽にできるプログラムとして意義がある。

しかし照度計で照度を測定させるだけでなく 9 光環境で

大事な関口部(議)との鑓連や自分の家での状況改善に

呂を向けさせて，改善の意味を考えさせるなどの視点か

ら，子どもの自発性や主体性を促す取り組みを検討する

ことを期す寺したい。

微生物を利用した生ごみ堆ß~化装護の環境教育への活照

平右年弘 (pp，53-58)

これからの「ごみj 問題の課題は生ごみの処理にある

と言われてし、る。本論文l土新たに際発した生ごみ堆肥化

装置が小学生でも扱えることを検託したもので，この装

置を活用した環境教育の可能性を示しているが?堆月巴化

のf苦動だけに終わってしまっているのは1惜しい。子ども

に生ごみが消える不思議さや意味を理解させるなどs 実

践事事jを調べ，授業のカリキュラムについて学校の先生

と連携して検討し，物質循環について考えていくカリキ

ュラムを創っていくことを期待したい。

地域の多様な人たちと隣わった鑓築設まちづくり学習へ

の挑戦一学校とまちづくりセン世ーとの連携による公園

言十@jjへの進緩一 大和田清娃 (pp，59-64)

まちづくりセンターと学校という比較的めぐまれた組

み合わせだがz そのような中間組織と学校との関係を示

す好例といえる。プロセスが 1年間という長い期間をじ

っくり使って取り組んだ手応えを感じる報告である。子

どもたちが高齢者や隊答者g 幼稚繍?保育嵐，自治会と

様々な層にヒアリング?アンケートを実施し，街頭イン

タビューをしたり，意見J奴集の方法を自分たちで考えて

公間計調に反挟していったのは驚きである。

子どもの伝統空間体験とまちづくりの可能性-N防法人

庚申庵倶楽部の取り組みー 郡笥島宏美 (pp，65-70)

NPOによる「まちづくり学務j の数り総みが多くな

ってきており，本論文はp その中でも興味深い腿開をし

ている実践であるu フィーノレドミコージアムでのサテラ

イトの施設の学習としての空間体験と模型づくりによる

体験型学びは現代の子どもには不可欠である。日本の伝

統的な家震が案内と庭とを鵠速させて構成されてし、るこ

とに気づく学びについて丁寧に記述されている。日本人

が築いてきた空間づくりに対する感性を広げ深めていく

学びである。

子どもと大学生の実銭まち宵てーふちのベ銀河まつザの

ごみ分別回収ボラン子ィアを通した環境学習一

村山史稜 (pp，71-76) 

文理融合，学社融合j 多世代融合の環境学習実践とし

てユニーク。とりわけ 3 ゴミ減量と資源リガイクノレの活

動が， 11;:1主人と人との出会いのデザインとなり得ること

を示唆していることは注目される。活動のエンターテイ

メント性，子どもの創造的媒介性への着絞点もよい。子

どもと大学生の学びあいと成長のプロセスをより具体的

iこ提示すること，特lこ，大学生の変容評価への跨み込ん

だ考察が今後の課是重である。

先難から後輩に受け継ぐ?参加型まちづくり「態いJと

「技」一東大都市工学科「まちづくりj輪講の取絡一

杉崎朝日久 (pp，77-80)

建築や都市長十廼を専攻する大学生には3 その噂附生か

らまちづくりをめくって般の大学生以上に大きな期待

が寄せられるところであるが，本来がトランジットであ

るが放の問題も多い。本言語は，大学生をまちづくりの担

い手としてどう育てるのか，理念と技術をし、かに伝承~，

積み上げ!発展させてし、くのかという宿題に1 実践的か
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つ理論的に挑んだ意欲的研究。記述も明快でスムース。

さらにもう一歩の掘り下げを今後に望みたいがp 文章か

らあふれだす明るさとスピード感に若い研究者ならでは

の居、吹を強く感じる。

大学生の参加!こより活性化される地域まちづくり活動

一神奈川区魅力さかせ滋の活動と東海道シンポジウム神

奈川宿大会への展望一 種村麻衣子 (pp.81-86)

大学生が参加することによって，地域がつながり，世

代がつながり，まちづくり活動が 4年続も継続されてき

たことに敬意を表したい。また，この実践を，米国での

経験から立体的に描こうと意欲的に試みているが，特互

のつながりが懇く?かえって散漫になっているのが惜し

まれる。指摘のように大学生のまちづくり活動には日米

でかなりの開きがあるが，徐々に動き出す学生もいるの

でi訟の機会を従えてフォーラムを行うことも考えられる。

子どもたちと一緒!こ「まちJを考えるための試みーこど

もまち探検隊プロジェウトをとおしてー

河合間生 (pp.87-92)

環境学習を子どもたちに一方的に押しつけるのでなく》

まず楽しむことから始めようという婆勢や，子どもたち

を社会の構成員として尊重する子ども観に共感を覚える。

まち探検隊のプログラムが楽しく，公募による 6図の講

座で，自治会やいろいろな関係者を券き込んでいくか法

も参考になる。文化センターでの講座でここまでできる

としづ可能性を見せてくれている。まち探検やマップづ

くりの過程において，人との鶴わりtfなど調整役の方法

論をもう少し描き出すと，より有意義なものになるだろ

う。また図表はそれによって何を伝えたいかを考え，大

きさのハランスに配慮、するとよいだろう。

衛底衝をフィーJレドとした子どもの建築・地域学習，舌勤

の実践ー名古農市千穫区賞五山積l苫衝での活動事伊11-

小松尚 (pp.93-98)

子どもたちへの建築教育，デザイン教育としては「建

築を過して社会を知る」と言い切るこのようなアブロー

チも意味のある報告である。ただし，現実の商法街の状

況において，子どもたちがデザイナーすなわち提案者と

しての立場で目玉!吉街に関わる， というスタンスでよいの

かどうか。そんな学校教育との関わりや[建築を過し

て」と言言い切る前に酪m主らや参加者の反応を振り返り，

評価を行なった中から提起されているともっとよかった。
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f農』と言える日本/水平な社会を隠指したはじめの一

歩一千葉県市原市小重要熔における空き民家活用の実践と

緩翠ー 塚原愛子(pp.99-104)

社会的変動の中で[1'.身体感覚j の回復・再審IJj査のE重

要性をく農〉のもつ鏑{直実現を通して検託している。たと

えまだ関わる人は少なくとも，地域のノリが今ひとつで

も，行政や制度が助けてくれなくても?現実の様々な課

題を解決する関係の網を編んでいく，そのとっかかやの

糸のかけ方を論じている点がユニークである。継続的実

践への新鮮な問題意識と運動感覚のライブ性を巧みな語

り口で表現している論として総力的である。子どもの姿

を具体的に撒けるともっとよかった。

子どものための環境学習についての研究ー(仮称))11越

市森林公額計画地を事俄としてー

B谷禦子 (pp.105-108)

市の公館計習とつなげて小学校の総合的な学習の時間

に働きかけてし、く過程や，フィーノレドワークによって子

どもたちが雑木林に興味を持つようになる緩緯は興味深

い。その…方で，子どもの自発性という視点、で克ると，

タイトノレに「子どものための」とあるように， どうして

も「大人の発想Jを子どもに与える感じを免れない。子

どもたちがグループで競べる活動の中で，空気の汚れに

関心をもつようになっていく様子や，雑木林の浄化作湾

の効果の発見など，子どもの変容が生き生きした子ども

の言葉で示されるとよいだろう。

子供を対象とした「まちづくり学習Jの緩開の可能性に

隣する研究ー横浜市の事例をi草してー

安藤真理 (pp守 109-114)

学校に総合学替が導入され，多くの「まちづくり学習J

が農務されてきており?本論文は，学校と自治体の協働

という点に焦点、を当て， Jj、i宰モデルと延燦モデルを比較

しながらまちづくり学青の意義やプ口セスを整理してお

り，学習を構成していく上での多くの示唆を得ることが

できる。今後，この f協働j について，理論的な枠組み

によって具体的に検討されることを期待したい。

百童災を体験した住民が取り組んだ，まちづくりの一つの

方法-r御菅カル5IJづくりの実践報告ー

戸悶真由美 (pp.115-120)

カノレタづくりにあたって 3 九、い匂」を厳選するより，

カノレタづくりへの参加の気持ちを優先したこと，カノレタ

づくりが終わっても，原由i展やお披露目会に発展してい

ったエネノレギーが生まれたことなど，御菅のまちと人を

愛する心がつむぺ素務らしい実践であるc 著者自ら若者
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として人とのコミュニケーションの距隊!惑を身につけて

いく過絵を表現されているのが非常によい。こうした人

銅発達とまちづくり活動の相互進化過程の踏み込んだ継

続的考察を期待したい。

住民主体の小さな文化的遺産の保存活動一台湾「二結j

から沼本のまちづくりへのメッセージー

服部くみ葱 (pp.121-126)

住民主体のまちづくり e まち育てにおける共通難罪nー
参画しない人をまきこむ，対立の厳しさ をこえる記憶

と知恵が臨場感をもってよく伝えられている。地域と人

間の尊厳という学び育むことが文化であることを検証し

ているともいえる。シリアスな葛藤も必然な対話，寄れ

た湯飲みを展示するなど，台湾のまちづく唱のおおらか

さと妓け告なさは日本でも学ぶへき点でもあろう。

入活後の暮らしのサポートを通じた分譲環境共生裂マン

シヨンの環境創造一計画固販売'管理が一体となったマ

ンシヨン計溜の試みー 篠原鏡弘 (pp.127-132)

環境共生按分譲マンションのモニター調査の過稜にお

いて，ユーザーの学習。体験・対話の流れの中で?共有

価値認識と活動の広がる様子が検証されていることは新

機軸である。地球環境衛題は》実は生活者ひとり一人の

気づきと実践から始まることへの新鮮な感覚がポされて

いる。そのことを，被調査主体自らが学校の教師として，

子どもに教え伝えることの原点にしているという発表会

での発話にも共感を覚えた。

外国籍住民が集住する公営住宅の生活上の魅力と掲題に

濁する研究ー神奈川累営上飯羽いちょう留地を対象とし

てー 土井澄香(押 133-138)

いちょう図地は，外層入居住の文献でよく知られる白

地であるが，子どもたちが文化のミゾを埋める役割を果

たすという視点はユニークである。子どもの異文化への

浸透力と世代間媒介力の可能性への実践的踏み込みとし

て，創造的コミュニティ形成の方法をも示唆している。

子どもたちの主体的関わりの状況を具体的に押さえ評備

する内容に展開していけば実践・程論前面での可能性が

さらに高まるであろう。

葉の中に，長年に渡り近木)11の水の回復運動に携わっ vて

きた筆者ならではの熱く冷静なまなざし，まさに歩みを進

めてきた子どもたちへの深い愛情と信頼を強く感じる。

この日記調のスタイルをどう評倒するかは，あるいは意

見の分かれるところであろうが，言語り口が軽妙な分，語

られている中身のずっしりとした重さが一層染み渡って

くることだけは確かであろう。

地方鉄道を存続させたパワーでまちの活性化活動を援鋼

一えちtfん鉄道の存続とその後のまちづくりへの対応ー

高高橋八州太部 (pp.145-150)

公共交通機関の得統へのm民運動の意味ある成果がよ

くまとめられている。ノワの明るさと百十爾の徽省、さ 3 機

動性の高さ，動きの素早さなど，この種の市民運動を成

功裏に進めるのに必要な事柄が，現実の事例を通して読

み手に説得的iこ伝わってくる。多くの教訓を得られるケ

ースレポートとして重量薫な報告である。

t控鐙谷線18l1:!車両ヂハ 85形保存運動実践報告ーまち学

習実物資料保存運動失敗記一 長尾剛 (pp.151-156)

参与しながら実物資料保存運動の失敗を率直に記した

努力に敬意を表したい。論文としてまとめるときは，そ

の失敗の要I!lを客体化して失敗iこ至った諸婆I!lを分析し

て記述しているほうが後に続く方々への示唆を与えるの

ではないだろうか。特に，鉄道好きの子ども達に?どの

ように Iまちづくり学習」として経験を生かしてし、くの

かという視点、からの整震があると示唆に富む報告となる。

まちづくりセン骨ーの事業と今後の展望ー(財)名古屋

都市セン世ーの活動を進じて一中盤街彦 (pp.157-160)

市民参加によるまちづくりが一層求められる時代にあ

ってタ都市(まちづくり)センターの役新は大きくなる

と恩われ，そうした時代状況からテー7 としては興味深

いものがある。活動事業の紹介だけでなく，次世代型ま

ちづくりに対するまちづくりセンターの課題を批判的に

分析すると多くの知見が得られるので?今後の検討に期

待したい。

まちづくりに果たすNPOの役専IJ-NPO都市住宅とま

ちづくり研究会をケースに一 井上清香 (pp.161-166)

)11に生かされた臼々ー俳句でつむぐ子どもとまちー まちづくり系NPOの状況をよく把援している論考で

橋本夏次 (pp.139-144) あり， ElらもNPOに身をおく実践感覚を持っている点、

常連であるが1 毎度ながら実におもしろいと同時に， が論~に緊張感をはらませている。しかし，具体事例の

単万直入に真実をついている点にただただ脱帽。短い含 単なる紹介に終わらず，批判的分析や仮説的提案などに
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わけいることにより， NPOの前進的課題がみえてくる

と論文としての厚みも増してくるのではなかろうか。

大正姥代のまちづくりー武庫郡須磨町役場と大学西代村

区の行財政システムと小学校の役割 商代村所蔵資料考

察よりー 薄田洋子 (pp.167 -172) 

西代村の史料の詳絡な分析をもとに，大五時代のまち

づくりの実態を浮き彫りにしようとした意欲約な研究で，

議論の敏密さには大いに感心させられるが，それだけに

f大正時代のまちづくり j という主タイトルはやや桁が

大きすぎるかもしれない。この先の展開として，たとえ

ば村の学校の仕組みについても 9 さらに民俗学や農村社

会学でも 定の議論があり 3 それらをも視野iこ入れた一

層総合的な検討へと進むことが期待されよう。
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発表・討論4四

第5白f住まい Eまち学醤j実践報告・論文発表会記録

会場。建築会館会議案(滋区芝)自時 2004年3月 27日

-・Hiぎ主主奮冨副院tJ:::!l!!:i・・

表
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小j零紀美子(東京学芸大学)

2.発表

①地域の「入やもの・ことj と劉わり，自分を見つめる学習活動

ークロスカジキュラム f自分を見つめて」の学習の実際から

高橋ちあき(佐世保市立広田小学校)

1 趣旨説明

②小学校の部教材としての住教育絵本及び解説書の作成

薬袋奈美子(福井大学)

③主体的に「まちづくり j に参画しようとする中学生の育成

靖E田健司(名古屋市立大曽根中学校)

中
学
生
・
大
学
生
の
市
民
意
識
の
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み

人
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の
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わ
り
・
葛
藤

中
開
問
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③子どもと大学生の実践まち育て ふちのべ銀河まつりのごみ

分~IJ[回収ボランティアを通した環境学習
村~II 史蛍(麻布大学)，長岡素彦(地域情報研究所)

⑤総合学習におけるまちづくり教育の実践ー学校とまちづくり

センターとの協働による公菌づくりへの道程一

大石麻If!(浜松市立東小学校)

⑥子どもの伝統空間体験とまちづくりの可能性

一昨日 法人庚申庵倶楽部の取り組み

郡吉i島宏美(松山東雲短期大学)

⑦震災を体験した住民が取り組んだ、まちづくりの一つの方法

-r御菅カノレタj づくりの実践報告

戸田真出美(まち・コミュニケーンヨン)

③住民主体の小さな文化遺産の保存活動一台湾 f二結j から日本

のまちづくりへのメッセージー

服部くみ恵(東京勢術大学)，加藤洋一(まち・コミュニケーション)

⑨入居後の暮らしのサポートを通じた分譲環境共生裂すンショ

ンの環境創造一言十閤・販売 a 管理が一体となったマンション計

画の試み

篠原靖弘(株式会社チームネット)

3. 全体討論

百j会 木下勇(千葉大学)，奈須正裕(立教大学)

ブアシリテーショングラブイック 木下勇(前掲)

延藤安弘 (NPOまちの縁側背くみ隊)

*所属は発表会当時

まとめ4 





4 発表・討論(第5閤 f住まい e まち学習」実践報告・論文発表会記録)

*発表内容は本文(本文掲載ページ参照)と併せてご覧下さい。

〈趣旨説明〉

小津紀美子(東京学芸大学)

今年i土?皆さんから 30編出していた

だけたのですが，委員会として，その

中から 10編を選ばせていただきまし

た。出席できない方がおりますので本

日の発表は 9編になっております。発

表をお願いするに当たっては，ここで

活発に議論をしてお互いに共有して分

かち合っていこうという内容を重視しています。

プログラムに討論キーワードをつけています。委員会

でも討議してキーワードを決めました。 1つは，住まい・

まち学習は生涯学習としての視点があると窓、います。そ

ういった意味で小学校から大人の世界までということに

なるのですが，大事な視点、は，私たちは f市民知j と言

われている市民意識をどう穣成していくかということで

す。そういう意味での「中学・大学生の市民意識の脊みj

があります。

それから第 21こ，住まい・まちづくりは非常に多角的

にとらえていかなければいけない祝点があります。「クロ

スカリキュラムj と書いてありますが，今まで》人慌の

社会は}効率よく進めていくために分部して縦の系列だ

けでやればいいということだったので「が，今1 世の中

ではそれを横断的に見たところでいろいろな課題がおて

きておりますので，そういったものに対して私たちがど

のように切り込んでいくかということを大きな課題とと

らえております。

その意味の延長としてあるのが学校教育の中での r総

合的な学習の時間Jです。そこには，子どもだけが学ぶ

のではなく，いろいろな地域の方等々のサポートがあっ

て，連携があり，子どもたちが持っている本来の力を引
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きt出担していくことがf札i

教膏だけでlは立，いわゆる巷に出ている「学力低下論」の

ように，子どもたちの学ぶカを豊かにしていくところが

ないのではないかと思います。しかし，この場では，多

角的に取り組んでいる実践をベースにしながら 3 そこの

ところを議論できたらと，思います。そして，そういう時

間を通して!子どもたちの本来の豊かな表現力を知って

いただき?そしてまた，皆様の頭の中に f自分が次に実

践をするときにはこういうふうにしていきたしリという

ところが出てくるのかもしれません。また，それを望書待

したいと思います。

さらに 2 住宅あるいは住まいは，経済学用語で言う私

的財としてしかとらえられておりません。しかし，本来，

公的な性格を持っているわけですしまして，まちづく

りとなりますと，これは広い意味での総社という概念に

あたるかと忍います。そういう意味で，私的領域と公約

領域の僚にあ叩ます中間的なところをどうやるか。 NP

Oが学校をサポートする，あるいは地域でいろいろとサ

ポートしていくということが出てきているわけですが，

そういった f中間セクターj 総織あるいは人の役割も，

ここでは議論できることを期待しております。

こうしづ議論が人と人とのつながり，あるいは人と環

境との務わりになっていくと思いますし，特に 21j並紀は

「環境の世紀」と言われているわけですが，私たち入額

が生きることによって，地球あるいは環境を汚染し，人

関が住めないようにすることは許されないのですから，

私たちはただ造るだけではなくて，どのように守り?維

持，管理していくかという視点から， r環境共生Jという

祝点、からの論文も発表していただくお願いをしておりま

す。
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①地域の f人やもの e ことj と関わり 自分を克つめる

学習活動ーウロスカリキュラム「自分を見つめて」の

学習の実際からー

高橋ちあき(伎世保市立広函小学校) (pp 9-14) 

圏米づくザの学習を通して自分自身も見つめ直す

今回g 私は米づくりを題材にして自分たちのまちを見

つめ直す中で，自分のことも見つめ直してくれるような

子どもが育つのではなし、かと患ってこの学習を計画しま

した。

「総合的な学習の時間JIクロスカワキュラムJI表現

の仕方Jというキーワードを 3点いただいているのです

が r総合的な学習の時間jだけではp 子どもたちの学力

を向上させながら心も育てる，ということは少し難しい

のではないかと思って，クロスカリキュラムを立ててい

ます。

米づくりの学習というと，たいてい収穫の喜びを実感

したり 9 それを感じて収穫祭をすることで終わっている

のですが，米という大きな素材を扱う場合，そこで学習

を終わらせていいのか，という患いがいつもありました。

そこで， 歩進んで，お米をつくることでf可か得たもの，

自分の考えや思いを，家族や綬業協力者に伝えることでヲ

さらに自分を見つめ直すことができるのではなし、かと怨i

ってこの学習をいたしました。

今日 l土，私がやってみてはじめて気がついた「表現の

仕方j についてだけお話をさせていただきます。私が求

めたものは，米づくりを過して， j可か新しいものを見つ

けて自分たちがある程度成長していくこと。また-，それ

だけでは駄密で，そこには必ず地績の人たち，まち，ネ

ットワークと鵠わることが必要になる。クロスカリキュ

ラム(本書 10ベージ資料 I叩1)を準備して学習を進め

る。さらに，体験させただけでは駄目で，隠詩科の書く

ということを中心に 7 体験をして表現するという，スパ

イラノレな構造が望書るのではなし、かと思いました。それに

ついては，子どもたちが綴じた資料，これを数カ月間書

きためてきて，それを通して，もっと患いを生かした，

そこから出た表現活動を行うことで?さらに成長した一

人ひとりの子どもが見えてくるのではなし、かと思ってい

ます。

患いを表現するということは，イ可をするのだというこ

とになると患います 最初は?大きく[成長していくで

あろう自分を克つめるj ということ℃考えていました。

収穫まで学習が終わった持点で!子どもに fさあ，なん

て伝えようかJ，~聞いて亦たところ!最初は 20 点くらい

でてき主した， I似亡いるものもあるのではなし、かな」と

いうことで 3 まとめて 9点になったのです(図① 1)， 

これだけのことを伝えたい。，-ーコずつ見てみると，それ
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ぞれ組織がありますし，その内等の多様性には私もびっ

くりしまして，これをし、かにして伝えたらいし、かという

ことを子どもたちと話し合っていくことになります。

擦伝える肉容によって伝え方を考える

伝え方の工夫で考えたことは 2点、です(aJ(j)-2)。子

どもたちが伝えたいと言ったすべての内容を伝える。テ

ー?の設定と，伝える内容c，方法のメディアの相尻島喜

係を絶対i二議祝する。これは， 9つの内容を伝えますが，

すべての内容がコース~IJ学習で進bのではなくてラ 9 っ

すべてが伝えられてはじめて学習が完結する。瓦いに補

完オーる， ということに設定しました。 2つ院は，伝えれ

ば何守もいいか，スピーチで伝えれば何でもいいか，麟

で伝えれば何でもいいかp ということではなくて，内容

とメディアの選択か必ず必要書である。それによって，例

えば麟なら劇。今回は紙芝居というのもあるのですが，

紙芝居なら紙芝居のヰ的可を子どもたちと一緒に考えて，

それらが相瓦に補完する形で考えていきたい。

そうなったときに，考えられる視点が 3点ありました。

どんな内容か。呂的手段は何か， 1可で伝えるか。方法を

どうするか。 9つのテ…マをイ可で伝えたし、かを子どもた

らと昔話した結果?筏ったのはまず，番組づくりをやりた

い。これはデンタんのコンピューター編集の番級iこしま

した。あと，紙芝居でもこの内等が生きるのではないか，

まんががいいよ}スピーチもやりたい，シュプレヒコー

ノレでも伝えられるのではないか? ということできまりま

したロ

{可をイ可で伝えるという話になったときに， 自分たちが

変わったという変化在題材にした子は?お米の大切さや

クラスのまとまりや成長，日々の充実感を伝えるという

グループの子が「自分たちは同じだj と集まってきまし

た。この子たちは 9 手段として fお話づくりをした1，¥ J 

ということで，ここまでは同じグループに入っていまし

た。ところが?ある時点、から分かれ崩しました。それは

方法の段階でした。こちらは， Iご飯を一粒も殺さなくな

ったぞj という?自分たちの隠に見える事象としての変

化です。こちらは，心情的なものというか?行動とか形

として[こうだよ」とすく見せられないものです。そう

2 米作りから宵ったf伝えたμテーマJ

臨削で向島抽つ.，

@ 

0蜘入山明、

@あづ取の^.静

@……" @耀慌の免措妓犠

o，駒山加ず''''''
@省航J干のHf')i."，'付期

@ 同一

内容の多織性

密①-1

2004年住総研「住まいまち学習J実践報告諭丈集 5



いうふうに分かれるというのです。

情報として集めた中には3 書いたものと，私や授業協

力者や子どもたちが撮ったピデオテープが 100時間分く

らいありました。それらを使うことになるのです…が，そ

こで rじゃあ，どうするのJと言うと 3 お米の大切さを

伝えたいという子は?ビデオがたくさんあっても駄認で，

これとこれが要るという，情報を自分たちが出さないと

いけないといいますし，番組づくりの子は，今までやっ

てきたこと自体に訴えるカがあるから，それを見せなけ

れば駄沼だというのです一。

そこで，この達し、からグループが分かれて，最初の子

は f自分たちは抽出できる紙芝居がいいげ自分たちで再

構成できるからJと言いました。後のほうは f過程を大

切にして 3 自分たちの表情やいろいろな言葉があるから，

ピデオを使って番組をつくりたしリと霞いました。

2つ吾は，メッセージを題材にしたいと患った子です。

内容として，最初はこの4っと例じグループでし、たので

す。手段としても「先生，これは自分たちの生の言葉で

産妓言ったほうがいし、j と言うのです。そして，ある時

点から分かれ出したのです。発表会をしたのですが，こ

ちらは l緊念、性はないけれども，これから大切だから絶

対に知ってもらいたしリと。こちらは，日本の問題点と

か，大きなテー?になると，子どもたちなりに思ったの

ですね。「これは緊急に必要だよ。強く言わなければなら

なし、から， 1人で這っても駄目だよj ということになり

ました。この違いで 1つはスピーチでやりたい，もう

1つは全員 P台本をつくってンュプレヒコールでやりた

い1 ということになりました。

もう 1つは rお米づくりの知識が増えたんだよj と。

「これは，日分のまちのほかの学校の子どもたち，自分

たちの後輩，来年の 5年生がお米をやるのだったら絶対

に要るよねj と言うのです。「じゃあp どうするのj と言

うと「外に持って行ってもいいし，必要なときに使って

もらえるようなハンディな形にしたし、」と言うのです。

それで，本になるのかなと思ったのです。ところが，子

どもたちはいつでも P どこでも利用できるまんががいい

というのです。これは，まんが文化が根づいている証拠

だし 5年生の教科書にまんがの素材が出てくるので?

3 r伝え方jのヱ夫

'"ずベて庄内容を伝える

会ての内容カヤλられがあ"にか内の芯くりも?っjとなる

ω〉テ ，，'手段路約)の設定と内容方法〈メディ7)の紺互関係の重説

テ 川識す引たフ可去(メディアの選包め

万戸とメ ，p，o，キヂ怜 一。構。

:;;;;;;;;> スどうヂ

ジュフー

図G)-2

子どもたちはそれに飛びついたのだと思いますc

f表現活動の実際jですっこれが紙芝践の様子です(図

を)--3 )。デジタノレの番組，スピーチ?シュプレヒコーノレ

ということが入ったので3 体育吉宮で行うことになりまし

た。本校;土 1，000人ぐらいの燐模なので，体育館も大き

いのですりそれぞれの子どもたちは地声だけで話すとい

うことで?マイクは要らないということでした。まんが

で伝えているところです。まんがは事前に配っていて，

まんがの生命はコマ取りですので，コ 7 の大きさや形を

子どもたちが説明して p 自分たちはこういうことがわか

ったんだよ，ということを表現している綴子になります。

圃まちゃ人と関わり義務することで，一歩先の学習へ

最後になりますが?表現をすることは，自分の気持1

まち，入のこと，今まで取りためた情報をもう子度自分

たちの中で再構成する営みだということです。米を素材

としてこういうことがわかったけれども，学校というの

は，たいてい，わかったところで終わるのぞす。そうい

うレベルのものが多いのです。しかし，そこから抜け出

して，一歩踏み込んでヲ表現をすることで，自分たちが 3

もう つ上の段階に進んで， 鱗でもいし、から fあっ 3

変われた」と思うような気持を高められたと思ってし、ま

す。それこそ，子どもが，いろいろな関わりを過して体

験を学びに変えて，自分たちの周囲の火人や友達タ自分

自身?まちと大きく接することができたのではなし、かと

患ってし、ます。

それから1学習全体について，端折ってお訴しまずとヲ

関わりをテーマに，まちをテーマにやってきたのですが?

儀後の作文に f成長するってこんなことだったのかj と

いう題で 5年生の子どもが書くのです。自分たちのまち

はこんなまちだったのか，こんな人がいたのか7 という

ことを書いていくのです。こういうことを行っていくと 3

お米のことだけで，収穫だけで終わるのではもったいな

くて，自分たちの中に取り込んで表現活動を仕組むiこと

で際わることができる。郎ち，詩書わる力は生きる力だと

考えているのですが，関わって学習をしていくことは素

晴らしいことなのだなと私は実感していま寸。これで終

わらせていただきます。

密司山 3
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②小学校の富1)教材としての住教育絵本及び解説書の作成

薬袋崇美子(福井大学) (pp.15-20) 

今日 l土クロスカリキュラム，絵本などの教材や表現

の仕方という大きなテー?をいただいていますが，発表

後みなさまに議論をしていただければと患います。

園楽しみながら住教育のできる教材を

まず 3 なぜ絵本をつくろうと怒ったのか。震接的な悶

的ti，小さいころからまちづくりの考え方の大事な点に

触れる機会を自然に持つようになるとま日本のまちづく

りは変わっていくのではないだろうか。学校やまちづく

りの現場において，楽しみながら住教脊できる教材があ

ったらいいのではないだろうか，ということです。今の

ところ 2 どの学校でも取り組んでいる{主教育は家庭科の

中の掃除などで，私自身が楽しかった思い出がないので

す。今は私が小学生だったころより良くなっていると思

うのですが，もう少し楽しくできないだろうかというこ

とが直接的なきっかけになりました。

その煎に，住教育的な視点で供給されている日本の絵

本はどんな本が見られるのだろうか9 ということで図書

館にある絵本をズラッと密をとおしました。これについ

ては 2年ほど前にパートナーがこの場で発表させていた

だきましたが，就にある絵本を使うのももちろんいいの

ですが，こちらがピッタリくるようなメッセージを伝え

てくれる絵本はなかなかないのだなと患いまして，改め

でつくってみようと患って取り組んでみました。

なぜ絵本なのかというと，一つは，年齢や言葉の解釈

にとらわれないでさまざまな人が触れられること，もう

一つは自由なスピードで読めることです。絵本は見た絵

の中から 3 例えば小さな子どもがこのお友達の顔に注告

するのかもしれないし 1 このワンちゃんが何でここにい

るのだろうと注呂するのかもしれない。その時間が自由

だということが非常に面白いと忠、います。

それから，見たことがないものでも 9 視覚的iこ表現し

理解を促すことができる。特に，身の周りにある生活ZE

間が 1∞%の社会である子どもが多いと思うのです。も

らろん，テレピの映像でいろいろ入ってくるにしても，

限られている中でいろいろな空間を疑似体験できるとい

うことヴ絵本は商白いと思います。

圃テーマiま「循環性Jr多械設Jr省みJ

今ドlIt:lつのテ】?を設定しました。どんなこ fをや

るかいろいろ考えて，ほかにもやりたいことがあったの

ですが y 主ちづくりあるいは住まいづくりを考える中で

大事だと思うテーマを 3つ選んでみました 1つH:，r循

環性j でJ一。 リサイクノレもそうですが3 いろいろなもの

が楯環していくことをとらえるのは大事ではないかc そ
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れから， r多様性Jです。空間にもいろいろあるけれども，

人の考え方にも1 それぞれの人の事情があってそれぞれ

の考え方があるのだ，ということを認識できることが大

事ではないか。あと， r育みJとしました。例か手をかけ

続けることが大事なのではないか。この 3つのテー7 を

i聾びましたれ

これが 3冊の絵本になったわけです。最初に『とら

ねこどん太と大きなおうちJを紹介します。これは， r 1居

環j をテーマにしました。どんなお話かというと，どら

ねこ， (土え，ごきぶりの3人組が住みかを探すのです。

舞台は群潟県の養蚕農家です。養護農家を探して fいろ

りで火を於いているので法心地がいいね，温かいねJと

やっていたのですが，一晩たつと，はえがいなくなった

のです。どらねこのどん太君は誘拐だと疑うのです。く

ろねこ警妻美在家と相談をして状況検分をした後でえ何がわか

ったかというと 9 ここはいろりの煙が上がってくるから，

iまえには{主みづらいのだと。

こんな中身ですが，そういう中で循環のことがわかる。

授業で取り組むときには「これが養蚕農家で，例えば家

並みなんかもきれいだねj と。

これはかしくねという防風林なのですが，これは風を

少し通して全部を遮るわけでは

ない。これを守るためにも，毎

年きちんと手入れをしないと葉

が生えすぎて， A乱の主主抗係数が

増えてしまい，木が倒れるそう

なのです。そういうことも， r木

は常に生き続けていて，カット

し続けない娘りうまく機能しな

い。うまく機能するのはアルミ

の塀だけれども，それは貫主を

1臥)%カットしてしまったので，

笈は心地よい嵐が入ってこなく

なるj と。そういうところを授

業の中だと説明できるものです。

これは，やぐらがあって}煙が

ここからスッと出ていくから，

この家は自然に換気ができてい

る。「そうやって換気のついでに

上がってくる煙で， (まえ君はf主

みにくかったんだねJというお

話です。

この養護農家では曲がった部

材をそのまま使っています。今

だと，建材は真っすぐにします

が，曲がったものでもうまく力

を利用す一るということで「自然

の力をうまく利用していくんだ 絵本表紙
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よj，あるいは，この辺はオゾの穴が空いているのです。

これは，何十年も前に別の住宅iこ使ってし、た部材をここ

の民家に使ったということで fそうやって?うまくワサ

イクノレしているんだよj と。いろいろなワサイクノレの話

が隠されている。

最後は，これはくろねこ警察の解説の部分で少し教育

的なのですが，イメージとしてはわかりやすい絵を出し

ていまれどらねこどん太の中で，循環性ということを

提示寸るのぜすが y その中で室内の空気だけではなく，

建材のリサイクノレや様物のサイクノレということも循環と

いうテーマで示せるのではなし、かと考えています。

場合によっては少この本に出てきたことだけではなく!

例えば食物連鎖みたいな話もあるよね9 水だってこうだ

よね 3 ということを身近なところに落とし込んで話を接

関していただけるとこの教材はうまく使っていただける

のではなし、かということを考えました。

刻字のない絵本iここめられた多くのメッセージ

もうザつご紹介したい絵本が『僕に物語をください』

です。これはと宇のない絵本で l全部自分で想像して考え

てくださしリという絵本です。多様性をテーマiこしてい

るのですが「こういうところから何を想像しますかj と

いうことで，これは夜明けの様子です。夜明けで，まだ

誰も歩いていない所なのです。旅行カバンを持ってゴロ

ゴ口と出掛ける。海外旅行に行く人は超朝早く出掛けた

りしますがヲそういう感じの人がいます。

この絵本の主人公は素焼きの人形です。ストーリーを

言語るとタ工事現場から壊まっていた素焼きの人形が出て

くるのです。その人形が夜中のうちにトコトコ歩きはじ

めますc これは新宿を舞台にしたのですが，新宿に来て

みるといろいろなレベルがある。これが地下です。地上

1階があってτ 2階もまるで地上のようにデッキがあっ

て，皆が違うレベルで生活をしている人もいる。 f向じ場

所を地下から見てみると 1 風景が随分違うよねj と。

あるいは，同じ地下の中でも，盲導犬を渡れた人もい

たり，音楽を演奏している人もいたり?主主ご飯はMにし

ょうか考えてし、る。 r同じ空間でも， 度にいろいろな呂

的で使っている人がし、るんだよね」という言語に持ってい

けるような絵にしました。

あと，形の多様性も考えています。パッと建物のエン

トランスに行くと，四角いイメ ジの建物なのですο こ

こで人形さんはカラス君に捕まえられてしまうのですが，

捕まって1:1こ飛んでいくのです。「飛んで見ると 3 さっき

の建物は丸かったね」というのが 1 なかなか気がついて

いただけないのですがg こちらの趣旨としてはそういう

ところを見ていただきたい， r見る4晃点によって?向じも

のでも形が違って見えることがあるんだよねj というふ

うにしました。

最後はカラスが落としてしまって人形さんが割れてし

まうのですが，その中iこチューリップの球根が入ってい

て?春になったらチュ}リップが花ひらいたというエン

デイングです。

解説には， 2s故 I階，地下といろいろなレベルがあ

り，同じ建物が見えるのですが 1 見る角度によって印象

が随分変わるといったことを書き去したν それが 7 子つ

のものをつくり上げるためのブ口セスなどにもいろいろ

な方法があるんだよ，儲{諒{観が多様であることは優劣が

あるものではなくて つひとつの偲性なんだ?というこ

とがここの中で伝えられればと思います。

こちらは『おばけのピ』ス』ですが1 テーマi土「脊みj

です。これはおばけが住みついた縫屋です。実は，おば

けというのは，それぞれの部材の霊によるもので，直し

てあげるとパズルのピ}スのような形に変わっていくお

ばけなのです。それがつながってまらが出来上がってい

るということで，育むことによって建物が良くなる。も

う一つは5 一人が家をきれいにすると，隣で見ていた人

も「うちもきれいにしてみょうかな，うちも縁側が欲し

いわj ということぞ?波及効果みたいなものが生まれて

くるのではないかということを表現しました。

躍授業の中で実践

それぞれについて授業のプログラムを紐んでみました

(本書 20ページ図 3 1参照)。ザっここでご裕介したい

のは，おばけのピースの物語を使って4ロマまんがをつ

くるということを授業の中で試してみるのです。そのた

めのいくつかのプロセスで「こんなことをすると子ども

たちがうまく題材を見つけてくれるかt"j というのでや

ってみたのです。

実際に出来上がったものがこれです。「みんなで歌お

うj ということで，一人が歌いはじめると皆が歌う。

これは，議:接 9 まちづくりとは関係ないけれども fみ

んながやると楽しめるんだよJというところを子ども

たちが感じてくれた。あるいは，これは「私は屡根の

ピースよ」と。 f僕はとても汚くなっていて，こんな主主

なんか嫌しリとやっているのです。ある日， rうちの女

の子が僕を捕除してくれてうれしくなったよ，大好き

だよj というまんがをつくってくれたりしました。こ

ういうことでやってみて，特に私l土3年生の授業をや

ってみたのですが，うまく伝わったかなと患ったので

すが?表現としては出てこなかったのです。その辺の

ところは1 教育のフ。ロの方といろいろ棺談をしながら，

授業のやり方などをもっと考えていきたいです L，さ

らに絵本の内容も膨らませて別のものをつくりたいと

患っています。この絵本を 1クラス!ilに 40昔日キーブし

ていますので，使っていただける方があったら声をか

けてください。お送りしますG
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③主体的に「まちづくりJに参iiiしようとする中学生の 中学生でも実際にまちづくりに参揮者することができ，ま

育成 瀧殴健司(名Z古屋市立大曽根中学校)(pp 3-8) ちのために役立つことができた，という実感を持たせた

霊まちのために行動を起こそうとする生徒を育成したい

大曽根i土3 名古堅の北

東部に位援しておりまし

て3 交通の要衝であり，

商業地域，住宅地域を抱

えるまちです。手よは， 3 

年前から 9 主体的にまち

づくりに著書画しようとす

る生徒を育成しよう，ということで実践を進めてまいり

ました。主体的にまちづくりに参闘しようとする生徒と

は，自分の住むまちに愛着を持ち，進んでまちのために

行動を起こそうとする生徒であり y こうした生徒が，将

来，自分から社会に参画していく市民に育っていくと考

えたからです。

この学習の舞台となる大曽根のまちには，さまざまな

人が暮らし，さまさやまな施設，自然があります。しかし》

このまちに暮らす中学生の活動は2 学校の中にとどまっ

ていて，まちとの環わりがあまりありませんでユした。そ

こで，大曽根のまちを舞台に 3 繰り返しまちの人と関わ

りながら， 1年生から 3年生まで，身近で現実的な課題

に取り組む経験を積み重ねていく， 3年間を通したまち

づくり学溜の構想を立てました。この実践を過して，ま

ちの人からの評価をもらうことで，生徒には自分の活動

が認められた，自分にもやればできる 2 という自分に対

する自信が高まります。また，まちへの愛着やそこに暮

らす人への共感，そして，まちの役に立つことをしたい

という，まちっくりの主体者としての自覚も高まります。

こうして g 主体的にまちづくりに参画しようとする生徒

日育成できると考えたのです。

これまでの実践を簡単に紹介します。 1年生のときに

は3 大曽根のまちへの愛着を深めることを目的に 3 大曽

根学区の探検を行って見つけたものを『支の地図』とし

てまとめ，それを保護者や地域の人に紹介して歩くウ才

}クラリーを干?し、ました。

2年生では，大曽根のまちを客観的にとらえることを

目標に，キャンプに行く山村のまちである穏武というま

もと大曽根のまちを比較する活動を行いました。続いて 9

まちの人とのより深い関わりを求めて，学区内の事業所

で3日間にわたって実際iこ働く職業体験学習雪を行し、まし

た。

本年度は9 各地で行われている市民参画のまちづくり

を実地調査し，自分もイ可かできそうだ，まちづくりの役

に立てるぞ，という見通しをもたせたいと考えました。

続いて，まちづくりのプロシェクトに実際に取り組み3

いと考えました。

睡修学旅行で先進的なまちづくりを訪問。交流

それでは3第一次実践の内容について説明いたします。

この実践における活動の最初の重点はタ修学旅行の機会

に先進的なまちづくりを行っているまちを訪問し，訪問

先の人と交流しながら調査活動を行うことです。 2つB

の重点は3 訪問先での体験を中心に調査をまとめ 9 ポス

ターセッションによる発表会を行い3 それぞれのまちづ

くりについて?お互いに知り合う活動を行うことです。

修学旅行では 5つの場所を訪問しました。歴史のある

まちの生活文化を大切にしている東京都の谷中，地域通

貨によって活気を取り戻した務千葉ゆりの木商!市街，子

どもを中心にしたまちづくりをしている佐倉子どもステ

ーション?まちの吉然保護を行っている千葉市圏生市民

の森， NPO活動を推進している千葉県斤=と千葉県立中

央博物館。以上の場所に分かれ C務蕊活動を行いました。

5つの訪問先のうち?私がm当した千葉県庁と千葉県

立中央1専物館を訪問した住徒の様子を中心にお話します。

午前中に訪問した千葉県庁では，市民参照のまちづくり

における NPOの働きについて聞き，市民のまちづくり

への関わり方について考えるワークショップを行いまし

た。午後から訪れた博物館では，公i頚管環の実際につい

て知り 3 市民と NPOが専門機関と協力してまちづくり

を進めていく方法を学びました。そのほかの4つの訪問

先でも 3それぞれ，体験的な調査活動を17つ亡きましたc

修学旅行から帰り?まとめをつくってポスターセッシ

ョンを行いました。発表者は，自分の体験したまちづく

りについて熱心に詩り 3 開き手は発表の感想などを各班

のパネノレiこ張り付けていきました。すべての発表が終わ

ったところで 3 評{雨を読みながら自分たちの発表を振り

返り，自分たちの活動に自信を持つことができました。

路大曽根のまちづくり活動に参画

第二次実践では，高まってきた生徒のまちづくりへの

患いを多大曽根での実際のまちづくり活動に結び付けて

いくことにしました。この汚E誌における活動の最初の主主

点は，まちの人から依頼された中学生に取り組んでもら

いたい具体的な地域の議題 9 これをプロジェクトと呼び

ますがz この解決に向けて，実際に活動や優業を行うこ

とです。

2つ自の重点は，大勢禄商庖街という商庖街があるの

ですが，その腐庖衡計子われる秋祭りでそのプ口、ンェク

トの成果をまちの人に向けて発表 L，まちの人から肯定

的な評価を受11，それを抜り巡りの場預でj活用すること

です。
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生徒が取り総むプ口ジェクトは4つありましたの大曽

根酪庖街?オズモーノレの活性化の提案や秋祭ηへの参画

をした「オズモーノレを盛り tげよう 10 2つ毘は 9 地域の

人に愛される公属はこうあってほしいg と紙芝居の形で

表現した「学区iこ新しい公潤を提案しようん 3つ自は，

学区を流れる矢部)11を再発見し 3 今できること?未来の

矢田)11の姿について提案をする「矢田)11の未来ーを考えよ

うん最後は，東海地震に鱗えて学区の人の準備3 避難に

役立つ地頭をつくる「学区の防災マップをつくろう j で

す。この4つのプロジェクトを紹介したテレピ番紛の

部をご覧ください。

(VTR隣貴金)

ここで紹介する商1苫街活性化， まちづくりを考え

る若き力は，何と，中学生jということなんですが

。劉き手 {可か， こちらにみんな集まっているようなん

ですけれども，こんにちは3

0生徒一同 こんにちは。

。筒き手何年生なのρ

。生徒 3年生ですユ

。罪事き手 これ，何をやったのかなG

。生徒 えーとですね，まず 1つはオズモールを盛り上

げようという活動，矢田/1/の未来を考えよう，それと，

学区の紡災7 ップをつくって，あと新u、公園在この周

りにつくるというととを具体的にやってきた。

中学3年生が総合学習の一環で4つのプロジェク

トを立ち上げ，まちづくりを考えたそうだaまず最初は，

地元商庖街オズモールを盛り上げよう左こんなことをし

た

0/lfJき手君は{向をやったの

0生徒僕はたこ焼の屋台を出しました

O濁き手おっ，たこ焼か

オズモーノレ商1苫衝の祭りに中学生が参加。自らお

鹿を出したり， ロックソーランなどをしたりして，指/di

街の人と 絡に盛り上げたそうだ。地域の祭りに参加す

るこ左により，そのまちの人たちとの交流が芽生えた。

これは，蕊!li街にとっても，中学生にとっても，かなり

いい体験だったのではないだろうか

。聞き手 ここは{可をやったの

0生徒 えーと，学区の!坊災7 ップをつくりました

O聞き手 これ，地図だけど，防災マップなんだ

0生徒はい

中学生が自分たちの学区を歩き，取材G，地震な

どが起きたとき危ない場所，避難経路などを考え製作し

たものだ

。生徒矢田/1/を調べて，いろんな哀がいるんですけど，

僕たちの涯は矢田/1/の水質について調べました

。原き手矢田/1/というのは，言ったら，地元の/1/で，

君らにとってもなじみのある}I/だろう。今回ね， こうや
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って調査してみてどうだった，矢田)1//士。

。生徒 矢田)1/は，最初，見た目は緑が多いんですけど，

結構汚いということがわかりました

0fJ，書き手 うーん。でも，こういうことってさ，活動を

やってみないとわからないのかな

一一一 このほか，地域の公園づくりを考えたりと，中学

生が地元のこ左を真剣に考えた総合学習

01Jr1き手 この活動を通してどんなことを学びましたか。

O生徒 まちというと，偉い人，町長さんとかだけがル

ールなどを決めて進めていって包それにまちの人が後か

ら参加していくという感じだったけれども，今回やって

みて.まちの人から動いていけばもっと盛り上がるとい

うと左がわかりました。

(VTR終了)

ご覧のように，生徒たちは大曽恨のまちづくり活動iこ

汚き活きと参爾することができました。ブ口ジ工クト

Ozoneの活動はa 学区のI;{!攻協力委員長などから「地域

の課題に対する活動や提案を行ってほししリという依頼

を受けることからはじまりました。生徒は，依頼をとて

も前向きにとらえ， 4つのプロジェクトの中から自分の

希望するプロンェクトを選択しました。

4つのブロシェクトのうち，私が位当した防災マップ

っくりの活動を中心にお話します。最初に，防災の専門

家から地震に関する基礎知識を学んだ後，グループごと

に，災害時に危険な場所，役に立つ施設を探しながら歩

き，記録していきました。また，軍司査中に出会った入に

防災意識を調査したり，地域の紡災活動についてインタ

ヒいユーをしたりしました。次に，拡大した地図上に消火

栓などの消紡施設の佼遣を示すシーノレ，危険錨所iこ臆す

るコメントや写真などを貼りながら調査内容をまとめ，

発表iこ向けて準備していきました。

すべてのプロジェクトが， 10月 19日に行われた大曽

根街活衝の秋祭りに参加しました。紡災マップのグノレー

ブは，務j苫街の主主き賠舗を会場にして 9 まちの人iこ，直

接，自分たちが作成した防災マップについて発表しまし

た。 ほかのグループも?この空き佑舗の会場でそれぞれ

の発表を行いました。まちの人も，立ち寄ってそれを熱

心に眺めるという姿が晃られました。発表が終わる度に，

まちの人にアンケートを行って評価をしてもらいました。

秋祭りを終えた生徒たちはとても充実感に満ちた綴を見

せていました。

祭りの後j これまでの活動を振り i草りました。秋祭り

における経表に対して まちの人から寄せられた声を付

筆紙を使って模造紙に愁理しま Lた。 ikた，プロジェク

トに関係する専門家からも評価してもらいました。生徒

i立3 持定的な評価には自信を深約，改善寺すべきことにつ

いても納得しながら自分たちの活動を振り返ることがで

きました。
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阻まちの役に立てる自信と役に立ちたいという自覚

まちの人や専門家3 グループのメンバーからの評価を

受けて?最後に自分自身で自分の活動について絞り返り

を行いました。ここで?当持，なかなか意欲や自信を持

つことができなかった生徒が，自信を高めたことを示す

最後の振り返りを紹介します。 r活動への評価が高く 3 あ

りがたかった。今まで，自分にはまちづくりなんででき

ないと思lっていたけど，やっていくに連れて自分たちに

もできると思った。皆のためになるならば，これからも

やりたいし私にもできることがいっぱいあると思うふ

実践のまとめに入ります。このグラフ(本書6ベージ

図III6-1参照)は「まちの役に立 4 コことができるという

白分に対する自信j と fまちの役に立ちたいというまち

っくりの主体者としての自覚j が，この 1年間でどのよ

④子どもと大学生の実銭まち嘗てーふちのベ銀i可祭りの

ごみ分~IJ êJ収ボランティアを過した環境学習一

村山史世(麻布大学)，長沼素彦(地域情報研究所)

(pp.71-76) 

題環境学習は 1 いつでもどこでも誰とでも

本報告の主人公は大学生ですが，学生と一緒iこ参画し

た教員であり?また観察者として私が報告します。また

これは，著者4人だけではなくて，まちの人みんなと子

どもたちと川緒にやったことの→つの報告です。

この「住まい・まち学習J実践報告・論文発表会のテーマ

は， r次代のよきf主主い手 aっくり手を育むj ということ

ですが， では一体維が誰をどのように育むのだろうかと

考えてみると 3 様々なパターンがありえます。その一伊!

として 3 いつでもどこでも設とでも，環境学習を通して

次代のよき住まい手・っくり手を育んだ神奈JIII果物模原

市淵野辺の事例を紹介します。

まずi開野辺について説明します(図@ト 1)。これを土

俵だと患ってください。この淵聖子辺のまちづくりは，マ

ンション建設反対をきっかけに， 20年くらい前から，に

こにこ星ふちのべ商業協河組合の人たちが具体的にまち

づくりに関わっていって 3 現在もこの商J;li衝の人たちが

衿奈川察相模原市j熊野辺

ふちのベのまち
商底街

謝野辺ポンパイヱ t
学生

ご文

ii 
"り

図④ω1
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うに変化していったかを表わしています。このグラブに

あるまちづくりへの患いの変容と振り巡りの記述内容を

見ると 3 まちの役に立てるという自信とまちの役に立ち

たいという主体者としての自覚が高まりを見せているこ

とがわかります。

このように，実践 1の各地のまちづくりの実地誠査を

通して p それまであまり意識していなかったまちづくり

参画への見通しを持ったこと。そして，実践2で実際に

まちづくりに参闘して，さまざまな人から肯定的な評価

を受けたことが 3 自分に対する自信とまちづくりの主体

者としての自覚を高めるのに有効であったと考えます。

これからも1 まちを舞台にs 実際iこまちの役に立つ活動

を行うことによって，まちの人から頼りにされ，主体的

にまちづくりに参爾しようとする生徒を育てていきたい

と思います。

「文化と教育のまち

づくり j をコンセプ

トにまちっくりを担

っています。 2003年

度に淵野辺にキャン

パスを構えた青山学

院大学 3 桜克林大学，そして合くからある麻布大学と一

緒にまちづくりを狩にまた高f苫街は市の「ごみ減最化推

進モテソレ事業jとして事業系一般廃楽物の有料化と夜間

回収を行う以上，ごみ問題を考えていかねばならない?

という課題がありました。

他方p 私は麻布大学環境保健学部環境政策学科に所騰

しています。環境政策学科の学生たちは，地域をフィー

ノレドとした様々な活動，たとえば高校での環境ワークシ

ョップa 環境サークノレ活動， NPOのインターンシッブ

などを通じて，体験的に学び，かっ行動しながら自分た

ちで自分たちの場所をつくっていきました。身近なIJ1lI野

辺というブイーノレドを最近になって再発免してきましたc

学生が主体になって?地域・学生 'NPOの協働交流

フェスティパノレとして，日月に f端野辺ボンパイエハ

というイベントを行いました。ここで予断活街の環事長

やNPOサポートセンターの環事長などを呼んで，まち

っくりについてま吾り合いました。

イベント終了 2日後ぐらいに，防法街に挨t容に行った

ところ 3 今度は，街J占街の理事長から f今年で 15回目に

なる年 1加の言語1苫衝のお祭り 1 ふちのべ銀河まつりに学

生さんも入ってくれよ」と頼まれましたU 今まで商居荏I

だけで組織していた実行委員会に初めて大学生が参加す

ることが依頼されました。学生はバンドでもやってくれ

れなし、かなと理事長は考えていたらしいのです。
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閣以前からの活動を生かしごみ分別留収の食蘭

麻布大の学生は?もう 5年間くらいp 学園祭の模擬!苫

の容器をこのエコ容器に変えた乃，資源の分別ボランテ

イアをずっと行っていました。このエコ容器はアシと竹

とサトウキピからできています。廃棄物でつくっている

からエコヲ細かく切って土に埋めると土に戻ってしまう

からエコラまた普通は塩分や油分が付いているから士lこ

l立入れないのですが，これは可燃ごみとして燃やしても，

特に有害な化学物質が出なし、からエコです。この実績を

もとにv 学生はエコ容器の導入とごみ分別回収ボランテ

イアを提案しました。

南五百衝はこの提案を採照し?学生と商!否衝で役割分担

をしました。学生担jのリーダー遠山は， 4月から廃築物

処埋のコンサルタントに就職するのですが，ごみ関係の

プロになりたいとずっと考えていて研究していました。

ずっと考えていたことを生かしながら彼食がりーダー

となって，どのように分別したら良いのか，エコ容器を

どれにするかヲごみ箱をどう設計するか，ボランティア

をどう組織するか。そのごみをどこの業者に頼むかなど

を検討し実行しました。あるいは， ずっと苦行では大変

なので?少し楽しいことをどう入れようか。そういうこ

とも全部大学生に任せてもらいました。

鶴居控'iI土τ 費用，物，どういう人が地域にいるか，と

いうことを綜介してくれました。もちろん?出底者説明

会などを学生と街庖街がー緒に行ったこともあります。

ところが，問題が発生しました。お祭りが 7月 26担と

27自の 2自照に行われるのですが この土濯園日綴が期

末テストの真っ最中なのです。 9a寺掲のお祭りで， 3時

間シフトでやるとしても 3カ所の場所をつくった場合

は長低 20人のボランティアが必要です。布、は，大学の教

員なので fテストを捨てて商m衝のために頑張れj と震

えませんでした。

考えてみると?こういうことは地域に入っていくとき

に気をつけなければいけないことなのですが1 学生がボ

ランティアをやると 3 便利だから， rお前らやっておけよ」

と，ごみ屋さん扱いされることがあります。でも，本当

にそういうことでよいのか。つまり v ごみは 体誰が出

しているのかP 皆ですよね。分別i別収ボランチィアはそ

んなに難しいことか。そんなことはないと思っています。

そこでτ 皆で関わって皆で考える。そのために?でき

る人と 絡にやれは齢いいのではないかということで，地

域の中学校?小学校に対して呼びかけを行いました。た

だ3 これもよくあるのですが，良いことだからボランテ

ィアをさせようとする大人がいるのです。こういう大人

は信用しないほうがいいです。なぜ良いことなのか 3 や

ってどういうメリットがあるのか。つまり 1 ボランチィ

アは 9 ごみ箱や掃除機ではないのであって，たとえ子ど
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もであっても 9 やることの意味を正確に怯えなければい

けないc

そういうことを考えて，分別すると 9 ごみが減り資源

が増える，ということを説明L，実際iこ実習する。小中

学校を訪ね，また縁日などで呼びかけたのですが，事前

実習に小学校5年生が 10入ぐらい参加してくれました。

事前実習は駅前でや呼ました。教材をつくり説明をし

ていきました。 1待問ぐらいなのですが，実際に実習を

して，最後に記念写:棄を撮って別れました。皆がマーク

で付けるワッベンのデザインをどれがいし、かということ

を開いたりもしました。

当日，鶴居桂iI土 9 金券を用意してくれたり，相模原工

場からもらったカルピスを皆に配ったりして楽しくやっ

ていこうという気になりました。

事前実習に来てくれた小学生が?学校で呼びかけて

100人ぐらい連れてきてくれました。もちろん，小学生

だけではないのケすがタ大学生，一般の市民， NPO， 

ボーイスカウト，こういう人たちが関わって，ごみ箱の

こちら1WIから，なぜ分別しなければいけないのか?お客

さんに言うわけです。やることの意味がどこにあるのか

ということをずっと伝えていきます。夜i土子どもは働か

せられませんがタ夜からは大学生と市民が頑張切ました。

盛子どもたちの笑麟は最大のカ

この成果を簡単に言いますと，まず?子どものカは非

常に強い。能力が高し¥物理的iニカが強い，ということ

ではなくて，存在自体のかわいらしさ，健気さ~丹るさ

が強みです。例えば，缶にタパコの吸殺を入れてあると

リサイクルできないのですが，大人や学生が注怠しでも

と「お前ら，片しておけよjと逆上されるのがおちです。

でも子どが「僕たちが洗っておきますから，今度から気

をつけてくださいj と言ってニコッと笑う，これを練習

してもらったのです。これをやると，たいていの大人は

自分で持ち帰り，洗ってくるのです。

実際p 出m者が分別しないごみを持ってきたときに，

子どもたちが f僕たちがこ才しを片づけないといけないん

ですかJいたいけに開き返すと?その大人はごみを持っ

て帰りました。これはp 大人ではできない子どものカな

のではなし、かということで寸。

事前実習に参加した子どもが呼びかけてr ボランチイ

アを 100人も呼んできてくれたこともすごいことです。

もう 1点はヲこの子はごみ箱でまっていることに飽きて

しまって}会場を歩いてごみを拾いまくっていたのです。

結果的に，市役所の人なども Iこんなきれいな祭めの会

場はなし、」と驚いてし、ました。

実際3 二千みはどれだけ減ったのか。可燃ごみが昨寺 300

kg，今年は 1801唱。資源ごみは，昨年 90kg，今年 124

kgに増えました。資源ごみの内訳は古紙?カンなど(本
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書 75ベージ表 5-1) となっています。

おまつりが終わってからも成果をまとめました。その

成果は皆のものですので3 成果報告に行きました。模造

紙にまとめて 9 ボランティアに来てくれた小学校を回っ

て成果報告会をやりました。大野北小学校の子どもの感

想、の一例です。「僕は4月 28日にごみ分自IJをしました。

箇白かったぞんこういう絵なども織いてくれたり，感想、

をイ丘えてく才lたりもしました。

掴正確でわかりやすい情報と楽しさがポイント

まとめますと，学生といっても?結構未熟なものです。

それが，もっと未熟な子どもと一緒に，エコ容器を使っ

てごみを減らしました。それも，ハード函ではなくて，

実際に1 対面で，対話を通して子どもたちが大人に分別

の意味を伝えたということ。子どもの笑鎖が発信する潔

境学習であり，まち育てであると言えると忽います。そ

のときのポイントは，正確でわかりやすい情報と 9 楽し

さだと言えると思います。夜、は，この→つの例が， rし、つ

でもどこでも殺とでもj，相手を選ばない環境学習と言え

るのではなし、かと居、っています。

最初の部ll!lに戻るのですが，誰が設を育むのか。大体2

大人が子どもを育むのが普通の考え方です。でも，子ど

⑤地域の多様な人たちと関わった提案型まちづくり学習

への挑戦一学校とまちづくりセンヲーとの連携による

公額づくりへの道程一大石麻毘(浜松市立東小学校)

(pp.59-64) 

本日は，浜松市まちっくりセングーの大和田さんが参

加できないため，代わりに私が授業の実践者の立場から

発表させていただきます。

東小学校は， J R浜松釈から徒歩 15分ぐらいの所，人

口 56万人の市の中心部に位置しております。すく燐lこ文

化芸術大学がありまして，現在i土再隣発の真っただ中に

あります。本校も，約 90年という歴史がありながら，実

際の校舎は 5年前に建て替えたばかりです。学年の人数

も， 1学年 1学級か，多くて 2学級，大変規模の小さな

学校です。今回の実践に関わ/ふたのは 6年生p 単学級の

32名です。

覇軍まちセンが総合学習のコーヂィネ一宮一

まちづくりセンターは，東小学校と約 500m程度の距

離にあります。今回の授業ではまちづくりセンターの大

和田さんが総合学習のコ}ディネ}ターを1 私は，子ど

もに仕掛けをしてさらに活動を活性化させていき，しか

も，子どもたちに f自分のアイディアで活動をしている j

と思わせるという大役を扱わせていただきました。

東小学校では，全学年を通した総合のテーマが「まち

-]88 

も{司士が育みあうことは確かにあるでしょう。もちろん1

社会教育の現場で火人間土というのもあるのですが3 最

後に残された 1つのラインである，子どもから大人を育

てることができるのか。私は歩今回の事例はこれができ

たことなのではないかと思っております。

そして 3 どのようにです。いつでもどこでも設とでも

ということが言えます。

まちに参画レコつ観察している学生たちは 3 実{土 3 今

日，ふちのベナイトバザーノレでカンバッジ屡と歌と締り

のステ…ジ9 そしてお茶会をしています。お茶会にダン

ボーんでつくった茶室が霊長湯しました(1i'lI@-2)。何人

乗っても大丈夫な茶室，ダンボーノレ茶棄を大学の隣の工

場の人と協力しでつくって 3 今 9 淵野辺でお茶会をやっ

Ii'lIG主-2

ている最中ですc

僕は， 王手速， 駆

けつけたい気持

を抑えて，こち

らで報告させて

もらし、ました。

ご清聴ありがと

うございました。

づくり Jです。最終的なねらいを f郷土愛j としていま

す。今i日は1 単元 70B時間の「つくろう夢いっぱいのlま

くらのまちをJを組むにあたり，まらに住む人との触れ

合いを過してそのd思いや願いを知~，その思し、や願いが

まちづくりと大きく関わっていることに気っき，地域の

米来人として，地域の未来を考えたり，地域に誇りを持

つことができたりする，そういう子を育てたいと考えま

した。

授業のはじめに， 子どもたちに日本のいろいろなまち

づくりを紹介いたしました。歴史を中心としたまちっく

りを行っている所，産業で行っている所，自然との共作

を謡っている所。子どもたちは「では3 浜松は，自分た

ちが住んでいる地域はどんなまちづくりがされているの

か」と疑問を持ちました。そこで 3 まちづくりセンター

へ行ってみよう?ということになったわけです。

まちづくりセンターで子どもたちはさまぎまな学轡を

行いましたc 浜松はどのようにまちづくりを行っている

のか，自分たちの地区はどうして再開発されなければな

らないのか，自分たちが好きだった公園はどうしてなく

なってしまったのかなどです。将来のまちの模型を免た

切アクト通りのワークショップの昔話を開いたりして 3 ま

ちづくりは宮市が勝手に行っているわけではなくて，実

はたくさんの人々の1君臨し、によって行われているというこ

とを子どもたちははじめて知ったのですの
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人々の瀬いによってまちがつくられているのだったら 9

自分たちの顧し、も届けられるのではないか行子どもたち

が，まちづくりの参画への夢を膨らましましたのそのと

き3 東小学校の隣に野口公闘ができるという言語を罪若いた

のです。小さいころ遊んでいた大好きだった公濁j 再開

発によって潰れてしまった公廓p それがまた出来る。

さらに p 大和田さんから紹介してもらったのが，東京

都で子どもたちが公濁づくりに関わったという実践でし

た。子どもたちは呂を嫡々とま軍かせました。なぜかとい

うと，子どもの声が公障づくりに生かされるだなんて段、

ってもいなかったことだからです。しかも，そういう実

例があるなんて，子どもたちは自分たちもやってみたい

という思iいを一気に膨らませてし、きました。

羅臼分たちの声を公園づくりに届けたい

大和田さんから「やってごらんJという 言をもらっ

たときの子どもたちの笑顔，いまでも忘れることはでき

ません。はしゃぐ子どもたちに，大和田さんが一言釘を

さしました。{ひとりよがりの意気ではいけないよ，公告覇

i土皆のものだからJ。学校に帰ってから，どうしたらよい

か1 すくに話合いを行いました。その結果，野口公濁を

使うだろ号人々に，インタピーューやアンケートといった

形で話を聞き，皆色その結果を慕に，野口公闘を考え，

たくさんの人に提案しよう 3 ということになりました。

決まったのは資料(本書 61ページ)にあります8つで

す。アンケートは膨大な数になりました。小学生の瀬い

や思いを調べたグループは，担当者わずか 3名で約

1，500枚のアンケートをまとめました。隊害者グノレーフ。

i土，提案するにあたり 3 自分たちが取材したろう学校の

児童や保護者の声を掲示だけではなく，アニメーション

lこし，わかりやすく提案しようとしました。

これだけの作業や行動を組こそうとするととても時間

が足りません。子どもたちは放課後や休み時間を，遊び

ではなく，この活動に使うようになりました。休みの日，

学校が閉まっていると，まちづくりセンターに集合して

活動をしました。食事をとるのも惜しんで作業をしてい

たらしくて，まちづくりセンターの職員のか々が f子ど

もたちが倒れないか，倒れていないか」と?毎回様子を

克にきていたそうです。でも，子どもたちの必死な眼差

しを見て，そっとしておいたそうです。

子どもたちの姿は保護者の心も動かしました。お稽古

ごとがあっても活動を優先させてくださったり，子ども

がインタビューに行きたいと言えば，ほかの公園まで出

かけて， 自治会長 9 主主築家のt;なと二たくさんの人々が

集まりました。子どもたち 32名の学習活動が腐りの大人

の心を動かしラ真剣に公関のことを諮り合い，重量かなま

ちを自分たちがつくってし、こうとする熱心な話合いの場

をつくっていったのです。

その雰節気i土，その場にいた市の関係、の方々にも伝わ

りました。 f子どもがここまで提案できるなんて，たかが

小学校6年生がj 繁きの声を挙げました。そして，里子口

公隠が，東海大地主撃が来たときの紡災公閣になっている

こと，予算のこと，今ほかの公矯で問題になっているこ

となどを詳しく説明してくださいました。ほかの大人た

ちも懸命に開いていました。

子どもたちは，会議終了後，さらにこの会議の結果

を基に考えをまとめ， つのテー?をつくりました。そ

れが fレインボーパーク野口公閤j です。虻の色にそれ

ぞれの意味を込めました。赤は防災p オレンジは浜松の

象徴である音楽，黄色は安心，黄緑はふれあい，緑l土席

然，青は清潔，紫はユニバーサノレデザインです。

子どもたちは「さらに 3 視覚に訴えるものがほししリ

と，公箇の模穏をつくることを考えました。子どもたち

に実際の材料なんて手に入るわけがありません。使った

ものは台所スポンジ，つま楊枝，身近なものです。そう

して出来上がった模擬がこれです(図⑤1)。まちづく

りセンター祭で行った提案会議で，子どもたちはこの模

擬を発表したり，学びの経過を劇で表現したり，パンフ

レットをつくって配付したり，懸命に呼びかけを行いま

した。そして，関係の方々や市民の方々と意見を戦わせ

たり，五;し、に理解しあったりしたわけです。

これらの緩験を通して，子どもたちは，まちの人々の

ことを深く考えるようになりました。関越を解決し発信

する力を身につけていきました。また，人の思いや瀕い

を大切にするまちづくりも体験し，自分のまちに誇りを

持つということに登りました。

今，この実践を行った 6年生は中学 1年生になってい

ます。小学校へ遊びにくると fどれか1つでもし功、から，

私たちの公園の提案が取り入れられなし、かな」と}必ず

話をします。そして，東小学校の 6年生が彼らの意思金

受け継し、で，

現在， さらに

より良い公閣

にしていきた

いと活動を続

けています。

かけていって 絡にインタピュ}活動を行ったり，総合 ありがとうご

の活動に進んで参加してくれました。 ざいました。

子どもたちが，持ち寄った資料を装に，市の爵係の方々

を招いて野口公園会議を開いたときはたくさんの保護者

も参加しました。保護者だけではありません。親が声を
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⑥子どもの伝統空間体験とまちづくりの可能性-NPO

法人庚申書量倶楽部の取り絡みー

都寄島宏美(松山東雲短期大学) (pp 65-70) 

今回 g 私は子どもの教育に実際に関わるというのはほ

とんど初めてでした。あとでいろいろご指撫していただ

いて，勉強させていただきたいと思っています。

班、はNPO法人庚申庵侯楽部に関わっており，そこで

小学生向けに伝統空間体験によるまちづくり学習をしま

したので，その報告をいたします。まず，愛媛県松山市

のまちづくりは， r坂の上の霊童のまちづくり Jという俳句

をまちづくりの核の 1つにしています。小説『援の上の

雲』の登場人物iこ正岡子規がいるのですが，その入を核

にして 草庵とか子規殺とか態陀仏庵があり，そのフィ

ーノレドミュージアムのサテライトとして庚申庵が位霊堂づ

けられています。栗田樗堂という人が 1800年に箪庵とし

て庚申海を建てました。

そこで?俳諮，茶の湯，庭厨の風情，近世文化を楽L

t?ような草庵としてつくったわけです。庭には樹齢 200

年を超えるノダ藤があり，これは非常に有名で，お茶会

などを開くような形で，長君、れた態、いの場所として 9 地元

の人たちにはずっと活用されてきていました。庚申庵と

いうのは，非常に慎ましく，粗末につくられているので

すが，俳句のまちの松山において， jfr世俳諮文fむという

のを象徴するような藤史的遺蔵だという位緩づけです。

その庚申絡は 1 市民ボランティアによって運営されて

いるNPO法人庚申縫倶楽部が維持，管理，活用をして

います。その目的は， 1つ自が地域文化財の保全活用を

して，地域文化を研究・普及させ，地域文化娠興の役lこ

立つようにすること。 2つ自は，その地域文化振興によ

って，人づくり，まちづくりに貢献することです。

それで，庚申庵倶楽部は，地元の若い世代向けに1 庚

申庵に親しんでもらうこと，近世文化を庚申庵で体感し

て知ってもらうこと，庚申庵がある味綴野のまちの歴史

と現在を知ってもらうこと。こういうものを過して$自

分の伎むまちの地域文化遺産の大切さを知ってもらおう。

それから，自分の住むまちの絞カを再発見してもらおう，

ということができなし、か考えていました。そして， rw庚

申庵伝統文化こども教室』というものをしませんか」と

いうことになりましたc

強小学生が庚申庵で伝統~間体験

『成時l)竜伝統文化こども教富[~ I土g 地元と教育関係者3

小学校， !責申庵，そういった人たちが協働して運営する

形のものです。これは地元の 3つの小学校なのですが 5

参加者が小学校の4年生から 6年生の約 30人}期間が約

4カ月ということで 3 毎湿土曜日午前中にプログラムを

ずっと行ったわけです。プログラム(本書 66ベージ表3

-190 

仰いは全部で 13あります。その中から子どもたちが興

味に合わせて 6回~江田ぐらいの関で，自由選択できる

ようにしています。茶の湯や生け花を体験したりラ松山

名物の fしょうゆ餅Jっくりを体験したり，舞台が庚申

庵ですから，庚申庵の建物を利用して，そこの縁側に限

って?例えば樗蛍さんのことを思いながら 3 決申Z蓄の自

然を匂iこ詠んだり，生け花の場合i土，濯の1tなどをちょ

っと利用したりということをして，近世の生活に根づい

た遊びゃ楽しみの文化?伝統文化を，伝統空間の中で体

験的iこ学ぶということをしました。

今矧は 2回にわたって行った庚申縫マップづくりにつ

いて報告します。参加人数は 30人ですが，マッブづくり

自体は 7人という小人数でやりました。全体のプログラ

ムは，大学生のサポートスタッフを使って， 一緒にやり

ました。 1日告は庚申庵探検をして，そこで感じた庚申

庵のイメージを，オリジナノレ庭闘としてケント紙上に創

作していきました。 2日目 l土折り紙模型キットを利用し

て，E軽申絡の模型を実際の寸法に剣って，築物と対比さ

せながら製作して歩伝統設問を学びました。最後にF こ

の1日巨で作ったオリジナノレ庭闘と 2日密で作った庚申

庵の建物， リアノレな模型を総み合わせて 9 オワジナノレ炭

申庵マップを完成させるということをしました。(図⑧ω

1 ) 

具体的に見ていきますと ，Eを申庵探検では，子どもた

ちが庭閣の熊々を寝泊に歩き回って仰かを発見しようと

いう意欲が見られました。例えば藤棚の所に狭い木があ

ったりするのですが，その慌を潜り抜けようとしたり，

池の中に入ってメダカをつかまえようとしたり，井刊で

橋に*を汲むように動かしてみた相，実際lこいろいろな

ものを使って探検をしました。

この探検や発見を通していろいろ裂しんだわけですが，

その中で例えばナメクジやセミの殺などを克つけてきて，

スタッフに教えるために駆け寄ったり，笹舟のっくり方

をスタップiこ教えてもらって，そういうものをつくって

スタップと交流したりというように，子どもたちはスタ

ップとの交流も喜んでいました。

このような校や花や小石というものを庭で発見してき

て，探検後に-E.みんなに披露して報告します。そうい

う持ってきた材料を利用して，次にオワジナノレ庭毘づく

園田園園田置W.G邸 2彊蕊務細部圃圏画題麗

18闘

2222諜 オリジナル廃額の創作
③オリジナル縫緩づ叫
@完成したオ')ジナル鹿閣の総例 -j 

2日自 11番号建物模裂の製作
⑤検整キットの作り方を学ぶ
⑥襖裂と実舞警の建物を捻ペる
⑦絞り醐製キット醐み立てる 11 
e唱作した襖笠と創作鹿潤の合体

@タイトルをつけてオリジナル庚車鷹マップを敏蕗

E型⑧ 1
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りを始めます。ここでは色紙や包装紙芳厚紙?欄包材，

経?毛糸といういろいろな材料を使って，自由に発怨、し

て創作していきます。左下などはそうなのですが 3 友漆

の作品を見たり，触れたりして工夫した点を聞いたりし

て，自分の作品に活かしたりして進めていくという形を

とりました。子どもたちはみんなで協力して学習する楽

しさや喜びをこういうところで学んでいったのではない

かと思います。

これは完成したオリジナノレ庭轡ですが，どのように作

ったか作者がみんなに説明しますρ その子どもたちの声

の中には， r樗堂さんが患、わず俳句ができてしまいそうな

お滋がつくれたj とか r自由にやっているうちに 3 自分

の創造した庭や池で樗堂さんと遊んでいるような気持に

なった」という言葉が出てきたのです。やはり樗掌と庚

申庵というのが，子どもの中で結び付いているのだとい

うことを，このときに非常に忽いました。

2日沼には折り紙模型キットを利用して?決申民主の模

型を作成します。これは4つ全部を組み合わせて入れて

いるのですが， 60分の 1のス今一ノレでできてし、てタブロ

の建築家の方に作っていただいた 3 厳密に再生した模型l

です。まず》大まかに作り方の説明をします。次iこ実際

に鉄やカッターを使い分けて，山折りや谷jJrりをB:~りし

ながら 9 子どもたち自身が手を動かして作業していきま

す。建物の細部や特徴などを発見しながら，平話器のパー

ツヰコ壁のパーツなどを級み点てる準備ができたら 3 今度

はそれを持って実物の庚申海へ行って建物の特徴を中か

ら外から確認します。完成品や製作途中のパーツと照ら

し合わせて 3 空間をより正確に把握していきます。次に

組み立てて完成させます。床や壁や屋根など，正確な組

立てで建てていくということで，建物の中に段があるこ

とに気付いたり，空間の細部を発見することが，厳密に

つくっていく中で子どもたちが気付いた点かと思ってい

ます。

最終過程は， 自由につくったオリジナノレ庭趨と? リア

ノレで鍛密な形でつくった建物を 1つの景観にする P とい

うことをします。これが最終形なのですが，庚申庵の中

の管理棟の入口に展示する場所があるので!そこに展示

しました。このようにオリジナノレな庭環設計と厳薮な模

園田園園田園園田園!I:f;:rz理署易訟車'øþ~吉常呂田園田盟国盟国.... 

r主主申障撃での携堂さんの暮らしぶりが
想像できておもしろいj

f赤とんぼこうしんあんを飛んでいるJ

f今では『鱈蛍さんの庚申庵』と親しみ
を込めてそう呼ベるようになれた。」

1liI(車問 2
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型づくりという 2つの違った十生質の体験学習は，子ど

もたちに良い刺激を与えることができたのではなし、かと

，思います。

最終は終了式を行い r私と庚申海」ということで，子

ども新樹にしたり 3 絵巻物やガイドブックのようなもの

を作って 9 それを発表します。終了式では3 修了証を授

与されます。

園祭簡と生活の結び付きを患然と緩解した子どもたち

子どもたちの言葉を挙げますと(隠⑥ 2)，I庚申丹撃で

の樗君主さんの暮らしぶりが怨、像できてffii白しリというも

のがありましたc 決申庵i土庭の自然と建物とが 体とな

って織りなされているのですが，それを自分たちなりに

生み出してし、く過程で?空梼と生活が結び付いてL、ると

いうことを自然に埋解できるようになったのではないか

というのが成果の 1っとしてあります。

f赤とんぼ庚申庵を飛んでいる」という俳句を?自分

の7 ツプlこ自然に書き始めるということがありました。

それは子ども教室主という総合的な学習さ色体を通して，E軽

串民話というのは俳句の場所とか，柴田樗堂さんの場所と

いう感じで捉えるのと同時に，創作庭閣のようなものを

つくったことによって?自分たちの場所でもあるという

語意識ができたのではなし、かと思っています。

「持代の担い手たちjを脊成していくということでは，

教案終了後もどんどん庚申臓に訪ねてきてくれる子ども

たちが出てきました。それはこれからにとって非常に良

いことではないかというのが 1つの成果としてあります。

もう 1つは，サポートスタッブとして大学生を使ったと

いうことで 3 子どもにとっても親しみの深い大学生とい

うのは非常に効果がありました。大学生のほうもこれを

通して?このあとに地域でまちづくりフォーラムのよう

なものがあったのですが，そこに自分から積極的iこ「参

加しますj という声が出てきたのです。子どもがすごく

喜んで反応してくれるということで 3 大学生もそれを刺

激に思ったようで，そういうことが彼女たちが次の活動

をするきっかけになったのかと患っていますc
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⑦震災を体験した住民が取り絡んだ?まちづくりの一つ

の方法-r御菅カル告Jづくりの実銭報告一

戸田真由美(まち。コミュニケーション)(pp， 115-120) 

阪神 e 淡路大震災まち支援グループまち・コミュニケ

ーションはまちづくりのお手伝いをするボランティアグ

ノレーブなのです。私はまち・コミュニケーションのスタ

ップになって 6年目にな旬ます。私が企題したのですが，

まち・コミュニケーションの事業として， r 11却菅カノレタ j

づくりを地域の住民の皆さんと行ってきましたc

圏133名がかかわったカル世づくザ

fj卸菅カノレタ j は3 衿戸市長田区御蔵通と菅原通のま

ちをテーマにしたカノレタです。御蔵通と管原通を合わせ

て「御菅j と言われています。御蔵通 5 ・6 ・7丁目の

自治会とまちづくり協議会，そしてまち・コミュニケー

ションが合間で作成しました。助成金をいただいてこの

事業を行いました。助成金の申請書は夜、が書きましたが少

申請者は自治会長にお属郎、しました。まち・コミュニケ

ーションが申請しでもよかったので寸が，どうして自治

会にお願いしたかというと，カノレタの作成に主体的にな

ってまちの方に関わっていただきたいという強い思し、が

あったからです。

カノレタの作成は，小学校 1年生から 88歳のおばあちゃ

んまで，最終的には 133'I'¥のカが作成に関わってくださ

いました。それぞれがまちに対する思lし、をカノレタに込め

てくださいました。

最初i土 rカノレタ部会jという会を結成するところから

始まりました。この!カノレタ部会」というのは，住民の

方とカノレタの作成について棺談をする場で「が，このメ

ンバー集めにすごく苦戦しました。最初は君主布。〉会議の

場で部会への参加を呼びかけたのですが?皆さんお忙し

いということもあって 3 もちろんカノレタをつくったこと

がある方はいらっしゃらないわけで》皆さん fもょっと

私にはできないわj ということで，断わられたのです。

私は役員さんの家 1軒 1軒に電話をかけまして》 fとにか

く来るだけで構わないから，m:tっていてくれたらいし功、

ら，とにかく来て」ということで 1 苦し紛れの口約束を

しながら 9 とにかく来てもらいました。

最終的には rカノレタ部会Jのメンバーは 27人集まり

ました。すごくよかったと思うところは，自治会の役員

さんだけではなくて 9 役員以外の方3 そして 5・6' 7 

下呂の自治会の範囲外にお住まいの方も， r相、もやりた

しリということで来てくださいました。役員のかで，ほ

かの会議には出席されないのに，カノレタだけはやってみ

たいということで来られた方というのも 9 実際におられ

ました。 27人全員が出席されることというのはもちろん

なかったのですが 3 毎回 14，15名の方がカノレタ作成の会
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議に来てくださいました。

8月の後半から，カノレタの句を集め始めました。最初

i土地域 1，500枚のチラシを用意して，ボスティングをL

たのですが，カノレタの匂をつくってみようと言ってくだ

さった方は 10人ぐらいしかいなかったのです。その 10

人というのも， rカノレタ部会」メンバーを含めてというこ

となので，ちょっと飼ったなと。「カノレタ部会」のメンパ

ーではp とにかくまちづくりの中でやるカノレタっくりな

ので 1人でも多くの方に参加していただくことに意味

があるということでヲカノレタの読み札?絵札は標準 47

枚ずつあるのですが少 1人1枚ずつつくろうということ

を決めていたのです。それなのに 10人しか集まっていな

いということでちょっと函りましてカノレタ部会Jのメ

ンバ←で口コミ作戦を始めました。

「とにかく F御菅のまちJというテーマで匂を詠める

方なら誰でも構わなし、から 3 頼んでくださしリというこ

とで， rカノレタ部会jのメンバーに頼んだところ，作成者

がどんどん増えていきまして Jあっという関に 50人近く

になったのです。 1人 1勾は必ず，詠んでくださった方

の分をカノレタに印刷jしたいわけなのです。今度は多くな

ってしまうのをどうしょうかということで相談した結果，

「多くなってしまってちょっと不総工だけど，まあいい

じゃないかjというととで，どんどん集めていきました。

最終的には 63組， 66人の 315句が集まりました。どれ

もこれも，まちに対する倒人的な居、いも含めて泳んでく

ださったものです。

その 315匂の中から，どの匂をカノレタに印刷するかと

いうのを選ぶ会議もしましたり「カノレタ部会Jで決めたの

ですが，この会議にはメンパ…だけではなくて 3 作成を

された方余良， 66人の方にも是非来てくださいというこ

とで 3 声をかけてみました。どのようにしてカノレタの勾

が決定されていくのかとしづ過程を?是非見ていただき

たいと患ったのです。全員来たら 70人を越えてしまうの

で会議もIIIるのですが 5，6人の方が決定の会議に主任

てくださいました。これは2待問ぐらいの会議を 4回行

って1 やっとどれにするか決まりました。

句が決まると》あとは絵の作成なのですが，これも当

初予定していたとおり 9 匂をつくっていない全く別の方

で3 七]が 65匂ありますから 65人と，絡の絵もあります

からプラス 1人で， 66人のカiこ絵をお願し、しました A

4の縦書きで g 立体でなければ何でも構わない多お好き

なように，折り紙を貼ろうと何をしようと構いませんと

いうことでお殿い~，大人の方も結構たくさんいらっし

ゃったのですが，アイディアi益れる作品が集まりました。

少ない予算の中で，とにかく 1箱でもたくさんっくり

たいという思し、から 9 印刷をしました。

籍言古め作業l主力ノレタ部会みんなで行いました。箱詰め

作業の参加の強制はもちろんしていないのですが，仕事
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を休んでまでこの箱詰め作業に来られた方とか〉自分は

行けなし、からということで，娘さんとかおばあちゃんに，

f私の代わりに行ってきて;と頼んだ方。これは昼間に

作業をしたのですが?型地なら行けるからということで?

晩ご飯を食べたあと》ご夫婦で作業lこ来てくださったと

いうこともありました。

この箱詰め作業が終わりますと，あとは配布ですが，

地域内や"作成者に無料で配布できる分が 500セットあ

りました。販売分を 300セット用意したのですが，無料

配布分の 500セットのうち地域配布分は?御綴i畠の 5 ・

6・7T自の住民?全世帯lこ1つずつ配布しましたο 配

布は地域の中の役員さんが 20人ぐらいいらっしゃるの

で，その役員さんに 1人 15セットぐらいずつ担当して 9

配つどもらいました。 1セットが結構重くて大きいので，

ポストに入らないのです。ですから，役員さんが 1軒 I

軒回って 3 インターフォンを押し 3 手渡しをする。いら

っしゃらなかったら，もう 1回行く。またいなかったら，

もう 1同行くということで，役員さんはすごく大変だっ

たと思うのですが，受け取ってくださうたまちの方はみ

んな喜んでくれたみたいです。

幽原画展?カル9大会ーー様々な展開

これがカノレタです(IiiICZl-1)。場所や物がテーマのも

のp 行事がテー?のもの。震災でかなり大きな被害を受

けたまちなので，震災がテ---yの句もたくさん集まりま

した。これが震災前のまち並みを思い出して書かれた匂

です。

「御菅カノレタ j をつくったあと?原画撲を開催しまし

た。印刷してしまうとサイズも小さくなって，ちょっと

迫力が減ってしまうので?原i題も是非見てし、ただきたい

と思い，神戸市内 5カ月rrで開催しました。

お披露呂会は 1月 18Sに外で行おうということで， A

3サイズの大きなカノレタを用意して，みんなでやりまし

た。大人と子どもが真剣になってしまって，ちょっと喧

嘩もあったようなのです。作成者が 1つの句に対して，

絵をつくった方と勾をつくった方と， 2人いたりするの

です。子どもはいっぱい取りたいものですから，狙って

いるわけなのです。これはすごい競争でした。

これは門卸菅カノレタ iの普通の大会です。この形式の

大会を年 1回のまちの領例行事としてやっていきたいと

考えていまして，これは近所の長田南小や校の体育館を

お借りしてやりました。これも見ていただいてわかるか

と思いますがヲ輿のほうに映っているのが大人の組なの

です。大人の組のほうが真剣にやっていましたc

このカノレタは地域の方の震災に対する思いなどがたく

さん込められているカノレタなのです。このカノレタを使っ

て1 是非とも地域外の震災などをわからない子どもたち

にも是非使っていただいて 7 遊んてもらって?広く震災
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の体験を伝えていきたいと思っているのです。

早速3丹7日に火阪府豊長中市にあります庄内南小学校

でカノレタ大会をしたときの様子です できれば今後もこ

ういう活動を続けていきたいと思っています。御菅のま

ちには修学旅行生がたくさん訪れるのです 今年一度も 10

校ほど来られたのですが3 もし時間があれば7 また来ら

れた修学旅行生の皆さんともやりたいと怠っています n

カノレタの話は以上ですが， また次の企酒などを，特に

fカノレタ部会」で参加してくださった告さんを中心に 9

このカノレタでいただいた助成金に是非申誇したいと 4怒っ

ているのです。今[Ei]1土私が企爾寄を書いてやってきたの

ですが，次回は是非ともまちの)71こ念願書を書いていた

だきたいと思います。うちのまちにはどういうものが必

要なのか? 一緒に考えてもらいたし、と患いまして少いま

やっているところなのです。いきなり企頭をと言われで

も9 双六がっくりたいとか，マップがっくりたいとか3

ちょっと漠然としたイメージしかないのですが，企需主が

浮かばないかもすごくやる気になってくださっているみ

たいで，まち・コミュニケーンョンの次の撲聞としてそ

ういう活動も続けていきたいと患っています。

私のほうとしましては，まちの人たちと，ああでもな

い，こうでもないと言いながらこうしづ地域カノレタをつ

くって?本当に楽しかったのです。ほかのまちのカノレタ

もまた比較すると楽しいと思うので，ほかのまちのカノレ

タづくりもお手伝いしてみたいと思っております。

図CZl-1
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⑧住民主体の小さな文化遺産の保存活動

一台湾ニ結からお本のまちづくりへのメッセージー

線部くみ恵(東京整術大学大学院)，加藤洋一(まち，

コミュニケーション) (pp， 121-126) 

0力目線 まち・コミュニケーションは神戸市長田[互の

御蔵通という地区で，復興まちづくりのお手伝いをして

おりますボランティア回体です。私自身は，神戸大学大

学院で都市計画の勉強をしておりました。

私たちが活動をしております御蔵通地反というのは?

震災のときに火災が発生して， 8識の誼積が全焼したと

いう甚大被災地域なのですが，このどデオを撮影した所

は地域にできた新しい集会所で，私たちが活動している

のは兵産男、のいちばんi曹の長田区で，この建物は兵主主県

のいちばん北にありました香住町という町の小さな漁村

の民家を北から痛まで持ってきて，集会所にしたもので

す。服部さんのお話に続いて，コメントさせていただき

ます。

(ピデオレター開始)

O服部 台湾の調査の中で「二結j という所で， I冒90

年代から始まり現在まで行われている， 2つの小さなま

ちづくりプロジェクトについて，お話します。 1つのプ

ロジェクトは，住民主体の廟の活動。織というのは，日

本でいう地峻の神社のようなものと考えていただけるか

と思います。もう 1つは 3 ちょうどほぼ照時期に行われ

ました，まもの水絡を中心とした環境の改善運動につい

てです。二結は，台湾の北東部定機県の五結という村の

中にある小さなコミュニティです。二結の範囲は，実i土

地図には載っていません。実際には地域の人々が地域の

いくつかの小さな村をまとめて， r二結」と呼んでいます。

このまちには}とても魅力的な住民の活動家の方々がお

られます。

その住民の方の 1人，林(リン)さんは， 19初年代に

二結でさまちづくりが盛んになるまで，悩みがあやました。

それは自分の故郷であるこ結が無名のままであり 3 地域

の外に行って r私の故郷は二結なんですよjと言ったと

きに，誰も知らないということでした。しかしながら，

次に挙げる 2つのまちづくりが成功して，二結l土fああ，

あのまちづくりを頑張ってる二結なんですねj というふ

うに，台湾で全図的に有名になっていきます。

圃1， 000人一斉引き屋移動プロジヱヴト

二結を有名にしたまちづくりプロジェクトの 1つは，

1997年9月に行われました二結の麟3 ヨ:公廟という廟の

f千人移麟1.!， 000人一斉引き燈移動プ口ジェクトですc

これは地域の中で 70年間住民が大切に守り 1信仰してき

た王公廟という廟を壊じて，近代的な麟を建てろという

意見が挙がったときに 9 近代的で頑丈な廟もいいけれど

も，古い廟にだって思い出があるからということで，古

い廟も地域の資料館として残そうという声がきっかけで

起こったプロジェクトです。

二結で育った人たちはg 普，工場の周りや廟内，それ

から北管(ボッカン)という民族音楽，こういったもの

を溜ってきたので，この麟がたった 70年の歴史しかなく

ても，老朽化をしていても，非常に大切なものだったの

です。ですから，織の建替えの昔話が起こったときにも，

f新しい廟もいいけれど 3 ぢい繍も大切に守ろう j とい

うことで，古い廟も元あった場所から 160m移動させた

所にこの織を引っ張っていきました。その 160mのうち

6ml土地域の人々が中心に，室蘭県の集知事とか，政府

の宮僚の方?それから台湾の各地で頑張っているまちづ

くりをしている人たちと一緒に，この自は剰だったので

すが，雨に濡れながら引っ張っていきました。

二結の人々にとって，腐の保存はただその建物を守れ

ばよいということではなくて，守ったあと地域の若者に

それをどう伝えていくかというところまでに及びました。

それで，この廟に守られている神様，神様の名前を「王

公J(ワンゴン)と言うのですが，このワンゴンにちなん

だ fワンゴンカップj というバスケットボール大会を際

きました。地域の若者がバスケットボーノレの試合をしな

がらも，ほんの少しなのですが?廟の歴史を学ぶチャン

スをつくっていきました。また，地域の人々 i可土が何か

のきっかけで対立したときでも，その対立のプロセスを

隠して処環をしないということを，地域の人たちは心が

けました。地域の限定量を真剣に突き詰めて議論すれば3

地域の人々が怒ることだってあります。ある会議のとき

に人々が非常に怒って割った湯飲みも?後日行われた「ま

ちづくり博覧会Jという場において r私たちのまちづく

りの足跡なんですよj ということで，赤い美しい有の上

にこの害IJれた湯飲みを展示したのです。

霊自分たちの思いをまちのプランに反検させたい

王公廓の成功，まちづくりの成功と前後して，二紡の

まちづくりの人々は地域の中にある水路の環境改善計爾

を，専門家や行政と協力して行っていきます。水路に際

する公共工事のやり方に!地域の住民l土問題意識を持ち

ます。そして?その問題の陳情のために行政に談判に行

きます。しかし， 1人の行政の総当者に断られたりする

こともありました。行政の担当者の方に断られでも，何

度もみんなで陳情iこ行き?そして行政の中に 1人でも味

方を見つけると，今度はその人の上旬を説得に行こう。

そして，その人に断られたら 3 その人の上司のと司を説

得に行こう。上向の上需の上司に説得をしに行こうとい

うようにτ 活動を繰り広げられたそうなのですが，もし

かしたら住民の方たちは断られるのを楽しみにしている

のではなし、かと怠うような?そういう局原もありました。
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この活動に対して地域の人いわく， r最後には行政の人た 01Joil車 線部さんが

らが自分たちの意見に対して納得をしてくれたのか，あ

るいは様負けして呆れたのかもしれないですが，最後lこ

l土地域の水路の環境改善幸計磁iに対して?住民が参加して

行うことを行政は許してくれた」そうです。

また 3 同様に住民の方々は，この水路の環境改善計厳

に関して関わった専門家や都市計画の人たちに対しても，

自分たちの心の中で起こった不安などをぶつけたことが

あります。それはこの地域に関わってくれた専門家の書

いた凶笛やプランが，専門家やプランナーたちが，ほか

の地域で行ってきたものと何の変わりもないものであっ

たということから始まっています。地域の人は専門家lこ

対して言いました。「私たちの生きてきた歴史をまちのプ

ランの中に反挟させたしリ。しかし，地域の人たちは都市

計画の専門家ではないので，当然、，プランや図面を書い

たりできなかったのですが，自分の思い出の風景という

ものを専門家に伝えて， {!タiえばかつて登下校のときに道

の代わりに歩いた線路の枕木，それから小学校のときに

遊んだピ}玉遊び，石蹴り遊び3 地域lニ昔咲いていた白

い花 I野肇花J(イェジャンホワ)という花なのですが，

これを水路の前の風景に反秩させました。

鐙地域の人の患いと新たな物語がまちの磁力に

私たちが二結の経験を過して学ぶのは， 二絡の王公廟

や水路などが短い歴史しかない 役界選産などだ

と 1000年， 2000年という歴史を持っているものもある

のですが一一そういうのに比べるとたった 100年以下

程度の歴史しかないものであっても，地域の人々がそれ

を非常に大切に怒って，そしてそれを守っていく過程で

新たな物語をつくり出す。その物語を，そういった守ら

れたものの中に編み込んでいくということが，また地域

の磁力になっていくということなのです。

もう Iつ学ぶことで，私も研究者の卵なのですが?専

門家として，本当に地域のためになることというのが一

体何かということを，浅いレベルではなくて常に考え続

けていかなければならないということです。それはブ。ラ

ンナー，建築家，研究者たちの大切な職能の 1つではな

し、かと考えました。このことは私が台湾，ニ結の方々か

ら教えていただし、たことです。

それから?私自身がこの二結の研究を行おうと考えた

きっかけは，偶然， 日本でも住民の人たちと NGOの人

たちが一緒になって》地域の集会所をつくり守っていこ

うとされている，神戸市長田区御蔵地区の皆さんの会議

に出させていただいたことでしたり

あと y 今度l土日本の御蔵のまち・コミュニケーション

の方から p 長田区御蔵の集会所と?それを取り巻く人々

の魅力について，少しお話し、ただければと授、います。

(ピデオレター終了)

二結の研究をされるき

っかけとなった御蔵地

区の集会所の認を少し

いたします。服部さん

との出会いは?まず古

湾でも地震がありまし

て，大震災の被災地向土の交流をしようということで，

何度か住民の方と私たちボランティアと吋絡になって，

台湾の研修旅行のようなことを企画しております。その

ときに毎回，丹監部さんにいろいろな所を紹介していただ

いておりました。修学旅行生が御蔵の地域に来たときの

お手伝いをされたり，あるいは服部さんのお父さんが明

日香村の伝統芸能の蹴鞠保存会の会長さんをされている

ということで 3 その明日香の文化を長田に持ってこよう

という運動もしてくださっております。

園古民家移築の集会所づくりでコミュニ子イの再生に

古民家の集会所の話をしますと，うちの地IRはたくさ

んの方が亡くなられ，ほとんどの家屋が全焼してしまう

という大きな被害を受けました。さらに 3 その後の復興

都市計画事業によりまして，長康と路地からなる下町だ

ったのですが，そういうのが全然なくなってしまったと

ころで?さらに震災後なのですが，新住民の方，ほかの

地域から移り住んできた方がたくさんおられて，もとも

と住んでいた方もほとんどの方が戻ってこられなし、状況

になりまして，策災後，半分の住民の方が入れ替わった

という地域です。

こうしてコミュニティがズタズタになってしまったと

ころで，人々の拠り所になるような建物というのはどう

いうものかという勉強会を続けた結果，吉民家を移築し

て集会所iこしようということになりました。民家という

のは，地域の中で総出でつくられたという文化がありま

して，これをコミュニティがズタズタになった長田のま

ちで再現することで，そこに新しいまちのつながりが生

まれるのではないかという段、怒で行われました。資金が

足りないということもあり，事業の進め方としてはまち

の人，あるいは建築を勉強している専門学生，大学生ボ

ランティアを入れて，みんなで解体作業から建設作業主

で行ってこようということになりました。

兵庫県の北にある香住町の民家を解体して，木材だけ

ではなく 3 土なども全部，士事基袋に入れて持って帰りま

して，長田の地でプーノレをつくって 9 その土iこ藁と水を

入れ直して 9 みんなでこねくり閉して 3 最終的に嬢土を

みんなで塗ってできたということです。木材を級んだり，

石を組んだりすあるいはド口ド口になりながら，みんな

で汗をかくことによって?つながりができていくのでは

なし、かという思想で行われていきました。
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また たくさんの学生ボランティアが参加してくださ

り!寸土く良い人との出会いの場であったり，教育の場

ともなりましたー専門学生の中には，大工さんの卵もお

られたので寸が?集会所を建設するときに関わってくだ

さった大工さんの下に白 2人ほど弟子入りすることがで

きましたれさらに設計を学んでいた女の子が》設計や建

築のことに思い悩んでいたところ，左官塗さんの腕にほ

れ込んでしまって?その女の子もtc宮屋さんに弟子入り

してしまうことになりました。

まちの住民の方は，労働力としての学生ボランティア

の力を求めていたわけですが，学生としても自分たちの

力を活かせる場所，活躍の場を与えられたということで，

非常に良い関係がつくれたと思います「この集会所は

2004年 1月 17自に完成したのですが rつくるまちづく

り」というのがいままで行われておりまして，つくった

のはいいけど，どう運営するのだという問題も発生して

まいりました。集会所の話でいうと，事実上，まちづく

⑨入屡後の暮らしのサポートを通じた分譲環境共生型マ

ンションの環境製造一計画・販売・管理が一体となっ

たマンシヨン計閣の諒みー

篠原靖弘(株式会社チームネット) (pp.127-132) 

園環境共生は入居後の暮らしのサポートも重委

環境共生というテーマをいただいているのですがタ f自

の事例とちょっと違う点をもう 1点，紹介しておきますと

この事例は，いわゆる一般の分譲マンションです。分譲

7 ンンヨンですので， N POや行政とは関係なく 1私

企業が行った事例です。

相、は株式会社チームネットという?環境共生型住宅の

マーケティングコンサルタントをやっている会社lこ勤め

ています。家をつくる過程は，大きく計画・日夜発・管環

という 3段階が考えられます。この「ザ・ステイツ平和

台Jとしづ事例で何をやったかというと 3 環境共生型の

住宅をつくろうということを考える事業企画の段階から?

それを異体的に設計に落とし込む設計企画の段階?そし

て員長売するためにどう売ったらいいのか，どう営業した

らいいのかということをする段階があります。さらに今

度は，環境共生というテーマにしたからには，売ったあ

とp どう住まうかというのがE重要になってくるので3 そ

このところで入居後の暮らしをサポートする。さらにず

っと続いていくのは 3 緑というのは育ち 7 変化するもの

なので，緑を管理していく手法も必要になってきます。

そういった計i血j，販売・管理というのが一体となった事

例です。

まずp 概要を紹介します。建物の外観は，それほど変

196 

り協議会という獲災後の総織と私たちボランティアが主

導してつくってしまった 9 という関係があります。でも 3

集会所としては自治会館というもので，自治会の持物に

なるものです。

ですから 3 震災前にありました自治会の方などは， Iお

前たちが勝手につくったのに，私は初めからそんな運営

なんてできるわけなし、から，反対していたよ」という話

もありまして?非常に難しい話になってきたのぞ寸が?

震災後さまざまな総織が出来上がりました。住民組織 3

自治会g まちづくり協議会，私たちボランティアなど，

いろいろな綴織の関係性をこれから再考してし、かなけれ

ばいけないのではなし、かと考えております。車CL綾をある

ものだとして受け入れて?まちづくりを進めてきたー結

のまちづくりがすごく参考になるのではないかというこ

とで，来年i土線部さんの橋渡しで行かせていただこうか

と考えております。

わった形をしているわ

けでもないし，一般の

マンンヨンと伺じよう

な形をしています。地

上7F皆，全 54戸の集合

住宅です。場所は?東

武東上線東武線潟にあります。環境共生と言ってもいろ

いろあると思うのですが?ここでは都市に震ながら?か

っ自然の心地よさを感じて生活できるということをテー

マにしています。

灘体感実験を実線に試してみると

ここで自然の心地よさは例だろう 1 というのをちょっ

と紹介しておきます。皆さんだいぶ疲れてきていると忠、

うので，体感実験をやります。椅子の手liのE主箇と金属の

所を比べてほしいのです。触わった感じで温かさとか冷

たさがi章うと思うのですが，それをまず感じてほしいの

ですc 実際にどうですか。情さん 3 触わってみましたか。

触わってみた方，温度差というのを感じましたか。溢

度差を感じた方，手を挙げてみてください。皆さん感じ

ましたね。温度差を具体的に開いていきます。 1，20C 

ぐらい温度差があるなと患った方，手を挙げてみてくだ

さい。 3
0

Cから 5
0

C. 温度差があるなと感じた方1 手を

挙げてみてください。 5'(から日℃あると思った方。そ

れ以上という方はいますか。結燐皆さん3 温度差はある

ということは確かですよね。

これは放射温度計といいまして，表面J温度を計れる温

度計です。手を広げてもらえますか。いま手の温度は何
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度かがわかります。これで，今度ここを実際に計ってみ

ますね。 これは何度になっていますかG

。参加者 24
0

C。

0篠原 24
0

C。こっちは作

。参加者 23と24の問。

0篠原 だいたい 24"(;ですよね。答えを言いますと，

先ほど皆さんは3 温度差を感じたとおっしゃったと思う

のですが多答えは滋度差はありません。表面温度に差は

ないのですひ余属と布と 3 素材が違うだけで?温度は変

わらないのですが!触わってみると体感混君主は違ってく

るのです。その違うということがすごい重望書で，ちょっ

としたことによって，混かさ，冷たさというのが変わっ

てくるというのがτ ここでポイントになります。

ここでは，ちょっとした素材の濃いによっても体感煽

度が違うように，同じ敷地，都市という中でも 1 ちょっ

とした場所の違いで i婁う気候がつくれるのです。これ

を f微気候j といいます。その微気候を使って祝蛍言十在留

をして，都市の中でも快適に暮らそうではなし、かという

のがここでの試みです。

もう 1つ9 車高射熱という実験をします。皆さ /ν9 また

協力してください。手を一生懸命こすってください。一

生理革命こすって，当ててみてください。付けたら駄呂で

すよロ f可かホワンと温かくないですか。{可となく掌の温

かさを感じますよね。これが車高射熱ですが，実際に熱い

物の近くになると p 熱く感じるのです。熱く感じるとい

うのは?これもここの空気が温まって急に 35"(;になるわ

けではなくて，この掌の混かさが篭滋波で伝わってくる

のです。こういうのを編射熱と言うのですが 9 この建物

の配置計画を紹介すると 9 この周辺が道路なのですが 1

笈場になると道路が混まって，熱くなって稲射熱源にな

りま寸。そういうものを f温熱源j というように佼置づ

けていますの 方，駐車場も熱くなって，そこから熱い

熱が押し寄せてくるのです。そういう熱い部分と， 一方

で日の当たらない所は冷たくなってし、く。そういうのを

f冷熱源j というように，大きく 2つに分けて配置計画

を進めています。

そういう敷地内でも微締な気候の変化があるし， ちょ

っとした素材の変化でも，快適性が違うのだということ

を活かして，夏でもクーラーなしで快適に過ごせる家を

つくろうというのが，ここでの試みです。呉体的には3

道路からの熱をシャットするための日除けをつけたり 3

緑化用のネットがつけられたり 3 夜，完まを開けられて風

を入れられるような，通風専用の窓を設けています。こ

れは夜g 窓を開けておくと 3 コンクリートの建物が冷え

てヲ昼間涼しいという仕掛けになっているわけです。

こういうことを売り物にしているのですが，環境共生

住宅というと，太陽光発篭があったり，ピオト』ブがあ

ったり，風力発電をやったり， f可か変わったものがつい

ていてお得だね， と患、うような形で売るのが普通です。

でも，ここでは日よけをつけるからお得というと，それ

ほどお得な感じはしない， l:丸窓を~書けられるからお得

と雷われども 3 どんなことだかjコからないということに

なってくるので，それを伝えるための工炎というのがす

ごく重要になってきます。

闇体験して効巣を実感してもらう

そこから飯売手法に入ってくるのですが 3 そこでは主

にモデルノレーム自体に縁のカーテンをつくってみて，そ

れはどんなものなのかを伝えたりします。それは営業マ

ン自らがやることで，その営業マンの体験として，それ

を言葉で伝えることもすごく重要になってきます。

あと，模型!実験というのをやっていて 9 断熱がしっか

りした模型と何もされていないものを 2つくっつけるよ

うな模型で?これに光を照射して，どれだけ中の温度が

変わるのかということを体感できる模型も紹介していま

すのさらに，体感型セミナーというのをやっているので

すが p いま私がやってきたのが体感型セミナーの 部に

なります。こういうことをやりながら p 自然の心地よさ

を感じて暮らすというのはどういうことなのか，紹介し

ていきます。

それを伝えたうえで9実際に暮らしが始まるのですが，

こういうことを伝えていっても，自分の生活が始まって，

自分の家でそのことを活かそうと思うと，なかなか難し

いのです。それができるようにするために，入燈後の最

初のひと夏の問，サポートプログラムというのを実施し

てg 建物の工夫を使いこなすためのザポートを実砲して

きました。

長を初に全住戸で参加希望者を募って，建物の見学会を

して》実際にアスフアルトを触わってみて r寄れし、よねj

というのを体感します。その仕組みをセミナーで詳しく

紹介していますc さらに，その中からそニターの希望者

4世備を選んで，実際の君主の中のモニタ一言罵変をやりま

した。モニター調査の中身は， I且1tを計ってみて rあな

たの家のどこどこはこう変えたほうがし、しリということ

を，こと細かく説明したり，それだけではなくて，例え

ば fバルコニーに日除けを付けたほうが快適になります

よ」というときには，なかなか自分ではできないことが

多いので r最初だから僕らがー絡にやってしまいます。

やりましょう」ということで，改善提案をした上で?改

善工事のお手伝いもしてい t主す。さらに?実測も続けて

取っていくので，その効果を自分で実感して，そのこと

でまた次の告分の改善の試みにったがっていくというこ

とをやっています ο そニタャ f主戸の1走架を持さんに報告

するセミナーを設けて!さらに「お''(:訪問会jをやって 1

ほかの主主がどんなことをやっていたのか?実際iこ体験す

る場というのも設け主した。
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具体的にs その中身を 2つ紹介します。 1つは iさん

のお宅の場合です。 5階の家ぜ， 40代の夫婦とお子さん

l人というお宅です。販売特のセミナーから熱心に参加

されていて入居時点からたくさんの緑を持っていて 3 す

ごく意識の高いかなのですが，入居後の最初の様子はこ

うし、う状況ですD

北西側にバルコニーがあって縁があるのですが，日が

入ってきて，その緑がうまく育たない。最初のころは太

賜の動きに合わせて緑を移動して，何とか日の"iたらな

いところに移動する生活で緑をいじっていたのです。こ

こが熱さの原因だとわかっていても，どうしたらいいか

わからないというのが現実でした。それを実測していっ

て，赤外線のサーモカメラというので9 熱いものが真っ

赤に映るカメラがあるのですが，そういったもので実際

のここの映像を撮って，ここが熱さの原t';Iだといつこと

を把握しました。それでもどう変えたらし功、かわからな

いということで，実際iこ改善のお手伝いをしていったわ

けです。それがひと夏経っと，どんどん改善が進んでい

くとしウ状況です。

ほかの事例では，最初は主主i量が 1拝中ずっと2告を開け

ていて》外気混につれて温度が変化していたのですが，

あるときにセミナーで聞いた状況を確認して昼間，窓を

閉じるようにしたのです。そうしたら 2 クーラーなしで

もお度の蜜温が達成されたということも実現していま

す。

そういった状況をみんなで，モニター{主戸の 1つの家

で改善したテラスで情報交換しながら，サポートプログ

ラムを終了したわけです。そのサポートプ口グラムによ

って 1つは環境を活用した f生活価値」が，どれだけ

自分の生活にとってプラスになるのか，住民の方々が気

づいてきたというのが大きな成果です。

もう 1つは，それだけではなくて，自分の家の外を改

善することで，自分の家が快適になるということは，さ

らに外側の共用空間を改善することで，自分の家ももっ

と快適になるのだということで，自分の家を中心にした

共用部への興味というのが，どんどん広がってきました。

モニター住戸の体験で，ほかの家の状況も確認「ること

で rあの家がここまでできるんだったら，僕の家もこう

なるだろうJとか， rあそこを改善すればこうなるだろう」

ということで，どんどん共用部への興味も広がっていっ

た，というのがすポートプログラムの成果でした。

量管理会社の意識も変える必要がある

ここまでが私がコンサノレティングをして関わった部分

です。そのあと手が離れたところで，今度は住民主体p

入居者主体の管理の展照が起とり?そこで 1つトラブノレ

が起きました。それは管盟会社をめぐる問題が起きてお

ります。そこでは 1 管理会社自身が重苦境共生に慣れてい

なくて，専門知識が不足していて，緑の管理ができなか

ったり実際、には長期的な見通しも立っていなかった。さ

らに?運営ソフトも未整備で，入居者参加の管環の仕組

みを入れようと患っているのですが9 そのソフトの中身

が不十分だったということが起きました。それをきっか

けに 3 管理会社の管趨から住民主体の管環へ移行してい

って 9 セミナーを行ったり?自分たちで壁面緑化のメン

テ十ンスをしたりということを1"1"っております。

実際に管現会社自身が変わっていかなければならない

のです。環境共生というものをテーマiこした段階で変わ

らなくてはならなくて?通常，管理会社というのは自分

たちでやるべきことを決めています。そのため}住民か

らの要望は，自分たちの仕事の進め方に対する苦情とし

て受け止めて，それに対処するだけの状況が多いのです。

ここではそうではなくてp 住民は例えば緑の状況が悪い

ときったときに，それは苦情として言っているわけでは

なくて，自分の暮らしの場として，それを改善しようと

思って言っているわけです。それは住民も管理会社もお

立いに協力する中で，共有鉱値を高めていくとしづ関係

をつくりたいと思っているのだという，そこの受止め方

を変えることが，すごく大きな変化の分かれ呂です。管

理会社がやるべきことと住民のやるべきことを仕分けす

るような，管環会社自身の考え方の変わり方が重要にな

ってくるだろう，ということが分かつてきております。

ここでもう一度，環境共生というテ-7についてまと

めてみます。通常，計画j段階で建物，ハ}ドに太陽光発

電を付けて，ピオトープを付けて，それでやれば環境共

生住宅だというのが現状だと思うのです。実はそうでは

なくてs 計画段階と販売，さらに入燈後の暮らし p 管理

段階というのが 1つ連続したものとして提案されるとい

うことが，環境共生住宅が自分の手元に，自分の暮らし

の場としてつくる上で重要になってくる。しかも 9 その

ときにはテベロッパーや，デベ口ツパーの中の営業7 ン

の言葉とか，そこでのその後の管理会社の管理の体制と

か，そこに関わるコンサノレティングの会社といった?す

べての会社の対応方法が統一されることが重要になって

きます。これは実は側~Ijの対応、ではなくて， 1つマンシ

ヨンをつくる上での事業戦絡を組む，その事業戦略のス

タンスにかかっている問題だということが言えます。

翻マンション全体ι まち全体が自分の住まいに

最後に，パノレコニ}を改善した石川さんの言葉なので

すが Iマンションを質ったときには，マンションという

のは結局， 自分の住戸のみのことだと思っていた。それ

がサポートプログラムを通じるに従ってヲマンンヨン全

体が自分の住まいと感じられるようになっていったj と

いうことが起きてきました。さらに，石川さんはど夫婦

ともに小学校の教員をやられているのですが， 自分の家
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での体験を小学校の生徒に教える 3 環療教育に活かして ということをおっしゃっています。そういった住まし、か

いくことを実践されています。その結果，学校自体が快 らまちへつながるような環境学習z 環境への数組みが増

濠になるということにまで発展していって iこのまちが えていくことが，まちづくりにつながることなのではな

自分の住ましリと思えるようになるのがすごく大事だ， いかというのを締めにしたいと思います。

く全体討論〉

霊総合学習の評価基準

0木下(平楽大学) 後半の議論をしたいと思います。

愛知教育大学の寺本先生からです。「大石先生のご発表は

素晴らしいですね。総合的学習のテー7 にまちづくりが

適していることは，やはり間違っていなかったと自信を

抱きました。学力形成の面からも評価基殺をご紹介くだ

さい。教科との共振爵係はどうなっていますかj という

ことですが，し、かがですか。

0大右(浜松市立東小学校) 評価という点、について

お言語をさせていただきますο 東小学校では総合的な学育

について次のような評価の観点在持っています。 1つ目

としては宿題解決能力 3 その中に課題設定能力というの

もあります。 2つ混として表現能力，その中にさらに情

報活用能力，ミ主体的に活動する態度 3 さらに自己への生

き方に爵わる評価があります。このような点についてそ

れぞれで評価しています。

ただ，評側基準と申しましても?それぞれの子どもた

ちのー主体的な取組みが中心となる昨今です。特に総合的

な学習について?ここまで達成されればAが付くとか，

そういった詳俗的なものは大変難しいというところもあ

ります。ですから私たちは補助簿を使い，この活動の中

では中心として，どのような評価基準がし、ちばんふさわ

しし、かということをそれぞれ設定し，その中で子どもの

表われをA，B， Cとか@， 0といった形ではなく，記

述で書き留め 3 それを個人が 1年間でどのように成長し

てきたかの記録として残していく形を取っています。

圃窓分の成長を実感する

0奈須(立教大学) 環連ですが，高橋先生の実践に

対して似たようなテー?で 2つ質問がきています。 1つ

は川越さんからです。 f米づくりが授業を超えて大きなワ

ークンヨツプになっているので感動しました。自分の成

長を実感できるというのが学びの本震でしょうかj，t，.、ま

の寺本先生の言い方をすれば， r学力であり評価すべき観

点でしょうかj という質問かと思います。もう 1つ， i本

当の生きるカというのは何でしょうか。 1Q (知的なも

の)と EQ(感性)というものがあるけれども， NQ(ネ

ットワークするカ)ということを 1つの学力論として

置けるのでしょうか」という質問です。これをまず高機

先生からお綴いします。

0高橋(佐世保市立広田小学校) NQ，ネットワー

クするカは十分あると患います。知識って生きる力で1

学力というのは量的なものだけで調iれるものではないと

思います。読み嘉きもできる。それも 1つの学力だろう

けれども 3 やはり感性に支えられた学力というのが，こ

れから大事だと患います口

たとえとしては強烈ですけど 9 こうすると人をあやめ

ることができるとか?それは知識としてわかっていて普

通やらないですよね。だけど事件などを見てみると，そ

れをやりたかったからやったという事件が数年前にあっ

た。そういうことはやってはいけないし，たとえは少し

惑いですけどラ知識と感性の露間和の取れたところで学力

というのは保たれるのではなし、かと思います。

。奈須 自分の成長を実感できるというのが，ひとつ

の学びの成果でしょうか。

0高橋 私はそれもあると思います。いまは底が見え

てきて 3 子どもが大きくなってこんなふうになりたいと

か，なれるとか，簡単に夢を語れない時代になっている

ような気がするのです。だけれども，子ども自身が自分

で自分のことを好きになったりとか，こういうことが出

来るんだぞと自分の未来に希望を持ったり 2 自分のカに

可能性を感じたり，周りの人に対する感謝を持ったりす

ることというのは，これからは大切なことだと患います

ので?それも言えるのだと思います。

掴循環性。育み圃多様性

0木下 曲回先生から，薬袋さんに質問です。 f循療性，

育み，多様性の絞り込みと背景をもう少し詳しく教えて

くださいJということです。薬袋さん，最初のこの 3つ

の関連についてお里郎、します。

O薬袋(福井大学) gljに学術的に，この 3つが浮か

び上がったというプロセスでは実はなくて，いろいろな

まちづくりの経験のお話とか教材などを拝見している中
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で9 この 3つが大事なのではなし、かということで今回]は ことかと思います。あったとすれば9 そのとき子どもは

設定させていただきました。でも，もしかしたらもっと どう対処し?教網はどうすポートしたか。ネガティフな

たくさんあるのかもしれませんし?見方によっては違う 乾牒や衝突に子どもをぶつけるべきか!そこを避けるべ

表現の仕方もあるのではなし、かと患っているので?是非 きかというのも，実践を作る上で大きなポイントかと忠、

そこのところはアドバイスをいただければと思lし、ます。 います。

圏まちづくりー他人事から自分事へ 鵬活動の際の乾際費衝突の対応

0奈須 瀧田先生に来ている質問で中川さんから出し O木下 全体に絡んでいるところの 3 人との潟わりと

ていただいたものですがj総合的学習の時間は各教科k いうことです。

の関連性から， 一人ひとりの児童生徒が自身の生き方を O奈須 瀧田先生?どうでしたか。

考え，潜在能力を引き出していく可能性というのがある O瀧悶 直接的にネガティブな皮応は，さすがになか

だろうと。その意味で瀧田さんの事例発表は子どもたち

が大人になって，地域のまちづくりをしていく市民参磁

できる人材，そういうカを養成しているのだと感じたJ

という感怨です。

先ほどi高橋先生からも，ネットワークする力というの

は学力としていいのではないか。あるいは自分自身とい

うことの成長を実感して自信を持つ。灘間先生の実践で

も自信を持つということがありましたが，そういう織の

つながりというかy 今日夕 ほかの実践をお開きになって

いかがでしたか。

0瀧沼(名古屋市立大曽根中学校) 本当にそうだと

足、います。いまの子どもたち1 特に中学生は自分に自信

が全然ないの僕になんか何もできなし、ょとしづ気持がす

ごく強くて，まちのことは他人事なのです。それが自分

事に変わっていくところが，今回のまちづくり学習をや

っていて本当によかったなと臣、うところです。本当に多

くの人に支えられている部分が多かったし，いろいろな

人に褒められたということが，子どもたちも自分の成長

を実感できる場面だったのではなし、かと思っています。

艶子どもの活動がまちの人に受け入れられるか

0奈須 関係性ということがずっと出てきていますが，

小川さんからこんなコメントが来ています。 rrニ*eUや

神戸のように，実際のまちづくりには車L畿や衝突といっ

たネガティブなものがありましたが，学校での学資では

子どもたちのまちづくりの活動が，まちの人に肯定的に

受け入れられることを前提にしていることがあるだろう

か，どうだろうかん車L磯や衝突をネガティブと考えるか

どうかは大きな議論でしょうが， しんどいことには違い

がない。これは瀧出さんの実践にもありました L，これ

はまちづくりでいつも出る閉鎖です。

子どもだからうまくやれるというのは，村山先生の実

践でもあったかと思いますが 1 権かに子どもだから受け

入れられるということはあるのかもしれませんG 実際に

ネガティブな反応に子どもが直面寸ることはなかったの

だろうかυ これは村山先生の実践につし、亡お聞きしたい

ったのですが，ただ?活動によって大人受けのよさとい

う点で多少違いはあったのですの伊iえば大勢の人の前で

競りを踊ったりとか，派手な部分に!認しでは中学生はす

ごいなというダイレクトな反応がありましたが，空き応

舗で展示発表とか紙芝居などを行ったときには人が集ま

らなかった時間幣があったりして，子どもたち自身も，

本当にこれでよかったのかなと思う部分がありました。

そこでその後，いろいろな所の協力や要請を受けて 9 発

表する機会を幾っか設定しました。実際に住民の前で紙

芝居公演をしたり 3 愛知県のまちづくりのいろいろな開

体が集まる所で火曽娘の成果を発表したり!そういった

発表を何度も繰り返すことによって 3 子どもたちはヲ fや

ってよかったな。高校生になっても 9 僕にできることが

あったら，先生呼んでね」と含ってくれましたので?そ

ういう意味でよかったのではなし、かと思っています。反

応、がネガティブであった場合の3 ひとつの工夫です。

0奈須 これは村山先生と ι あと大石先生にもお伺い

できるかと思いますが，し、かがですか。

0村山(麻布大学) ネガテイブですか。

0奈須 つまり衝突とか3 しんどいことです。

0村山 今間報告した活動はp 学校のどこにどうu'L置

付けていいか私もわからないのですが?まあボランティ

アじゃなし、かと患います。ですから総合的学習の時間と

かj 正規のカリキュラムではなく，学生たちがi頭目苫衝の

人たちと個別的に付き合っていって，ボランティアを確

保するために小学生と…緒にやってみたのです。だから

最初から子どもや大学生をこのように教育するという計

画があってやったことではないのです。

カリキュラムにイ立鐙付けられる1正規の教脊活動ならば?

組織的制度的に大学生や子どもたちを守ることはできる

のですが3 そうでないと衝突やしんどいことがもろに活

動の当事者にふりかかります。ただ，子どもと 緒にや

る場合は，同じノリでは駄目なので，米熟な大学生です

けれども，子どもだけは絶対に守る。お祭りなどでも酔

つばらし、が来た持にどう対処するかとか，保険をどうす

るかなどは最低限，絶対に考えておく c これは一一緒にや
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る上でやっておかねばいけないことですのそして?子ど

もを守ることで大学生も自信を持つことができますの

酒大人にはできなくて君らだからできること

0奈須 追加ですが r今回 y 小学生と大学生が中心と

いうことでしたがz まちで活動している綴子を，たぶん

いろいろな人が見ているのではないか。地元の中学生や

高校生はどんな形で参加したのかc あるいはどんな様子

どった Pすか」という質問です。

0村山 ボランティアは?縁自でチラ、/を配ってたり 3

商癌衝の環事長と小学校と中学校を綿貫Ij訪拐したり，あ

るいは街活街の人でボーイスカウトをやっている人たち

に頼みに行って直接参加を呼び掛けました。

それとは別にp 縦波紙で呼び掛けたところ 3 近燐の高

校生が 2人ぐらい参加してくれました。中学生は頼みに

は行ったのですが，クラブ活動があったりとかp お祭り

にブラスパンドとして参加するということで，たまたま

ボランティアに参加できなかっただけだと却、います。瀧

田先生の実践で紹介していただいたように，中学生もち

ゃんと参加してくれるのではなし、かと思っています。私

たちの活動も 1事例に過ぎないので》状況が変わればま

た違うと思います。

0木下 回殺さんからです。「子どもをその気にさせる

ために 9 どんな口説き文句を並べたのでしょうかJし、か

がですか。

0村山 口説き文句というわけではないのですが，子

どもに fみんな，すごいねえj とか怒ったことを正直に

伝えたり r大人ではできなくて君らだからできることは

絶対ある Ir僕の笑顔よりも君らの笑顔のほうが大人に訴

えかけるj という事実を子どもと 緒に確認してゆく。

作業だけに集中するのではなく，楽しいこととか面白い

ことをプログラムに軍基りこむ。ボランチイアに参加する

ともらえるワッベンとかカルピスとか金券とか3 子ども

がすごく喜ぶのです。こういうことも大事なことかなと

思っていまれ

環境活動と考えたときに，社会系と自然系が一般的で

すが，私i土加えてエンターテイメント系の環境活動もあ

りうると考えています。今問の事伊iは最初から計画やE

標があったわけでなく 9 後からデッチ tげたようなもの

ですが，その時々で大学生は街J6街や子どもと真剣に付

き合いながら活動していました。終わってから全体を振

り返ってみると， fsJとなく一貫したプログラムだったよ

うに見えてしまう。このような無計額にできてしまった

プログラムを子どもたちは楽しいと喜んで支えていた気

がします。ごみ拾いをはじめたり，閥収の仕方を工夫し

たりと，子どもが自主的lこアドザブを発揮できる余地・

自由さがあったからです。

201 

あとは事高官実智で分別回収の意義など情報を:iE確に子

どもたちに伝えるとか，終わった後活動の成果を伝える

ために報告会を小学校でさせてもらい，ボランチィアの

意味を子どもと 緒に事後約にも篠認しました。

態教師としての子ウニッヴ

0奈須 大石先生の実践では 3 あまり車L燃とか衝突は

なかったのですか。

0大石 車し磯や衝突については，こちらのほうでなく

すように努力しました。というのは，子どもたちは自分

で発想したらすくに実践したい。例えI:l'他の小学生にイ

ンタピューしたいと思ったら，その日か次の日にはイン

タビューに行きたいと思うわけです。ですから?子ども

たちが予めきっとそうなるだろうということをこちらの

ほうで読んで， 2週間ぐらい前に子どもたちが行くであ

ろう学校の校長先生に話をする。あるいは教育委員会を

通す。子どもたちが活動するだろう範屈内を，こちらの

ほうで読んで先に手をi潤してしまう。ですから?その思

考を読むのがなかなか大変きした L，また談むことによ

って子どもたちの活動の方向性が曲がらずに済む。そう

いった教師の見通しは立つことができたかなと患います。

車L燃といった束、では，今回のこの公演づくりプロジェ

クトに院しては，公闘建設課等の市役所が関わっている

ことですから，mのほうで変更があると 9 こちらのほう

ではどうにもならない。そういった吉弘、立場もありまし

た。ですから z そういったことが様カないように竿日，

早宮に教えていただしその役割も大和田さんにお願い

しました。学校と市が夜接ぶつかり合うと 3 お立いのな

場をそ札ぞれ王張し合って， とんでもないことになって

しまうものですから 3 ワンクッション置かせていただく

という意味もあって p 大和田さんにご苦労いただし、たと

いうことがあります。

予ともたちが持定的になるように仕向ける 3 という話

が前に出ていたと思いますが，子どもたちが自分たちで

発想したと居lうものについては，自分たちが疑似体験し

たり，今までの経験から発想している場合が大変多くあ

ります。特に小学生の場合には教員の 1つのテクニック

として，戦の会，帰りの会を有効に使います。例えば 1，

2年生にこういうアイディアを雷わせたいと思ったら 9

2~3 羽前に教師自身の体験談として3 子どもに働きか

けをする。あるいは給食の時間に i先生，こういうこと

を昔やっていたんだJと，やは叩教併の体験談としてお

話をする。そうすることによって子どもは後日，それが

教師の体験談ではなく?あたかも自分が体験したかのよ

うに感じて 3 それを発想するということがあります。

高学年になってくると 1 もう少し頭がよくなってきま

すので 2~ ;j週間の間を遣いて， r昔，こういう小学生が
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いたんだけどね」などの話を k手に繋ぎ合わせながら，

子どもたちが自分の身近な素材と結び付けられるような

お話をして?子どもたちに 3 あたかも自分たちで発想し

たかのような錯覚を起こさせます。

子どもたちは，自分たちで発想したことについては大

変意欲的に行います。逆に押し付けられたとか，先生が

言ったとか，この本に載っていたからとか，やらされた

という思いを少しでも持っと，やはりネガティブな方向

に動きやすし、かと思います。

機中学校3年間の積み重ねをもとに

。楽須 続いてしまいますが，いま大石先生から?ど

ういうふうに教師として出るか。多少デッチ上げたり上

手にやってもいいのではないかという議論がありました

が，瀧悶先生lこ似たような質問が 2つ来ています。 f子ど

もや地域の人のまちづくりへの希望や声をすくい上11，

子どもにとって主体的に展開するにはどうしたらいい

かjし、ま大石さんが言われたことと似ていると思います。

それから， r大曽根中の修学旅行を受け入れた側として，

その後の子どもたちの様子が開けてうれしかったですん

これは「佐倉こどもステーションj の勝又さんですね。

「私たちの 3種類の活動をミニ体験して，自分たちもイ可

かできるのではないかと患ってもらえるとよいと忠、って

いたので，今日は帰って皆にいい報告ができますj とい

うことです。こういうネットワークができていて，この

場がそれに少しお役に立っていることはありがたいと患

います。

fこの時期の子どもたちを初めての土地に連れて来て

体験させるという，修学旅行を実行した先生方に給手を

送りたいと患いました。そこで質問です。迷惑をかけな

いか，問題を起こさないかといったことについて 7 教郷

関での議論はあったのか」中学校で何か新しい試みをし

ようとするときに必ず保守的な方がいて，そんなことし

て大丈夫か，子どもを信用できるのかという問題が出ま

すが，瀧田先生たちのご努力はかなり大胆な取組みだっ

たと思います。この 2つのことについて，雨方とも教師

の関わり方での問題だと患いますが，お話くださればと

思いますロ

0瀧田 まず地域と教師についてのお話ですが p 今回

の実践は私が 1年生のときから順番に積み上げてきたわ

けですりもちろん私 1人でなくて，学年が全部で6クラ

スあって 210人ぐらいの生徒がいますし，担任と副担保

を合わせて学年の職員が 11人ぐらいのチームでやって

いますc 総合の時間は担任が持つのでなく学年全体の教

員で持つンステムを取っていて，例えば 200人の生徒が

いたら， 10人の先生に分けることができます。普段は 6

クラスで寸から 40人弱の生徒ですが， 10人の先生で分

けれiま1人当たりが 20人ぐらいですから，害司と目が行き

届きやすい形になります。チームで動くことを積み重ね

てきていますので2 教締間 3 教師と生徒の問の信頼関係、

ができてきて，この程度で収まるであろうというのが大

体読めるようになってきます。

中学校3年生の修学旅行で全く違う土地へ行くという

ところで，非常に不安もあったのですが，イ可とかなるの

ではなし、かと，子どもに対する信頼がある程度あったの

かなと患います。でも実際に「さくら」の所では大変迷

4惑をかけました。非常にやんちゃな子も行って，真っ金々

の髪で主主っ赤なツナギを着た子が，保育体験をさせてい

ただいたのですが，最初はあまりいい綴をしていなかっ

たと開いていたのですが，子ともにさっと近づいて行っ

て抱っこしたり，子どもを抱き上げて柔和な顔で活動し

たと開き 3 よかったなと居、っています。

ただ，その後， 自分が飲んだシユースの缶をポンと捨

てて，それを注意されて喧喋になったという話も開いて，

プラスマイナスいろいろあるのですが?それ以上に得る

ものが多いだろうと思います。私が依頼したNPOの方

に私自身が非常に信頼を登いて，この方たちに任せれば

大丈夫という気持があったものですから，安心して送り

おすことができました。

B地域と学校が:a:いに緩りょがる隣係になった

0瀧包 最初の質問で地域との連携ですが， 3年間積

み重ねてきていますので3 地域の方も，大曽根中の生徒

がまちでいろいろな活動をしていることは見積きしてい

る部分があります。そして中学校も最近は変わってきた

なと思っていただいているの亡、す。こんな所で雷ってい

し、か分かりませんが，もともと大曽根中学校は非常にや

んちゃな子が多くて，ガラスがパンパン都れてバイクが

ブンプン来る学校でしたが，ここ数年，校長が非常にい

い人で，地域の方が集まる夜の会に参加するなど，地域

に積領的に関わり，地域と学校をお瓦いに盛り上げる良

い関係になってきています。

そういった下地もあって，私のほうから実は夏休みに

地域の庶政協力委員長さんとか1 簡f苫街の理事長さんの

所に話を持って行って?イ可か中学生にできることはあり

ませんかと伺ってみたのです。そうすると，こんな事を

やってくれるとありがたいなというのが幾っか出てきた

ものですから，では是非学校に来てくださいと言って来

てもらったのですロそして，子どもたちを前にして「実

はおじさん， E闘っとるんだ。祭りが全然感り上がらんか

ら，君たち何とかしてくれよj という形で，子どもに依

頼をするという仕掛けを作ったのです。それが非常に受

けて，子どもたちは惣期間でしたが主体的に活動したと

思っています。
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爾生活科i 総合学習の意味

。奈須 やんちゃなお子さんだからこそ 3 変わるとき

は 気に変わる。これ3 実践ではよくあることです。逆

にいい子ちゃんはなかなか変わらない。村山先生にも，

どういう学生さんがこういった企画に特に乗ってくるの

か向いたい気がしますο

0村山 優等生の多くは飛びっくのも早いですが，見

切るのも早いです。処方，態度なぐらい絶対逃け岱ない学

生というのが何人かいます。逃げない学生は，必ずしも

勉強が得意ではないですね。でもよさはいっぱいあって，

子どもとも 絡に活動できるとか。学生のよさとは，学

力なのかそれ以外の何かなのか。教員になってからよく

分からなくなりましたの

0奈須 でも?最近の教育改革というのはまじめにそ

の辺をねらっていて，だから生活科や総合学澄の導入で 3

これまでの教科♂辺倒の学校では救われなかった子ども

が救われるというか勢し、が出てきて，興味深いのは，そ

こから教科も好きになって変わっていったりするんです

ね。

滋普通の中学生が来てくれた

0締文(佐倉こどもステーション) 修学旅行を受け

入れた剖IJですが象徴的な話があるのです。 3年間勉強し

てきたということなので，ある程度整然としているのか

なと思っていたのです。夜、たちはNPOですし自分の子

どももいますから，中学生の持期の特iこ努の子たちが，

照れもあるし g ハスから整然と降りて来はしないだろう

とは思いつつ，でも実際降りてきた姿を見て?私服で来

たこともあって，中iこは赤いツナギで金髪の子もいてび

っくりしました。と同時iこ，先生たちの勇気をとてもう

れしいと思いましたし，ホッとしました。普通の中学生

が来てくれたという感じを受けました。

私たちは自然体で，いつもやっている活動を展開させ

て体験していってもらおうと t怒ったのです。いちばん受

けたのはロックソーランでした。ロックソーランは中学

生が 1回覚えると踊りたくとしょうがなくなる踊りなの

です。私たちの会も地域のイベントのときに呼ばれて行

ったり 7いろいろな機会を設けて活動しているのですが?

それを最後に体験してもらいました。

実l土]l!f志津中学校に，うちの会員が教えに行ったもの

ですから何人か踊れる子がいて1 その子たちとの交流に

もなるから，是非受け入れてもらえないかと交渉に行っ

たら》対応した先生がすごく鴎路しているのです。すぐ

に返事はしてもらえなくて 9 ょうやく受け入れてもらっ

て7 場所は公闘でやったのですが， 20人ぐらいの生徒さ

んに，校長先生をはじめ 7人ぐらいの先生が付いて来ら

れ，二列縦隊みたいに整然として来られたのです。

教わる大曽根中学の子どもたちは?あまり整然として

いないわけです。それで拾子抜けしたみたし、なところが

あって，とても象徴的な先生の姿だなと思いました。今

告は後日談が開けて p 本当にとてもうれしくて，受け入

れてとてもよかったなとヲいま思っているところです。

O奈須 整然としているということの意味ですよね。

外尽によって整然とさせられてきた。近代というのはそ

ういう時代だったということです。それをどう乗り越え

るかということですが1 だからといって無秩序でいいと

いうのではなくョ新しい秩序をどう作るかだと思います。

郡吉i島先生も取組みの中で今回，お子さんとずいぶん関

わられましたけれども，いま出たような話題についてど

うですか。

0郡司島(松山東雲短期大学) 先ほども震いました

が，子どもと直接教育に携わるのは今聞が初めてだった

のです。私の貫主総みというのは，皆さんみたいに長い期

間をかけて何かするというのでなく仁今回，私自身は

13プログラムの中の少しの部分を担当しただけなので

す。たまたまそこに参加してくれた子が 3 そこに興味が

あったこともあると患いますが，こんなに楽しくやれる

のかと私のほうが楽しくやれたのが，とてもありがたか

ったことです。その楽しさは学生iこも伝わっていたなと

すごく感じて s そういう意味で火学生をサポートスタッ

フとして使ったのは7 子どもの学習効巣がとても高かっ

たのではなし、かと思いました。

圏住民を動かすきっかけづ〈り

0奈須 子どもの話がずっと続いてきましたが，うま

く巻き込むという先ほどからの話題でいくと，戸fIlさん

にもこんな質問が来ています。「住民を動かすというきっ

かけづくりのポイントとして， どんなものがありました

かj と， /J、暮さんからです。 1'1が住民参随iをつくってい

くのだろうかという質問です。

これも難しい問題ですが， r単身者や賃貸住宅居住者あ

るいは社宅入居者といった，地域に住んでいるけれども

地域に定住しているわけではない，ずっと動いて行く人

たちがいるわけです。そういう定住というわけではない

住民は，まちにどう鴎わっていけるのか。まちづくりと

してどう環わらせることができるか。どう扱い得るのか」

という質問です。これは戸田さんたちのグルーフ。の大き

なテーマだと患います。加藤さんも含めてコメントをい

ただければと思います。

0戸田(まち・コミュニケーション) まず 1つ自の

人を動かすきっかけづくりというのは?先ほどもお話し

たように「カノレタ部会Jへの声掛けは，雲監認で ω 人ひと
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り頼み込みです。あと「カノレタ部会」は最終的iこ27人と?

段、っていたより多い人数になったのですが?それは私の

ほうで他のスタッフiこ協力してもらいながら?議事録i立

会議のたびにしっかり作っていきました。会議の 2日後

には全員の家にボスティングして，会議でこういうこと

が決まりましたという報告と 3 次の会議の何百か前には

レジュメを作り，それもボステイングをしていきました。

その結果，私もびっくりしたのですが，次の会を欠席

しますという連絡が来るのです。あと出席できないがレ

ジュメに書いである内容について意見があれば，他の「カ

ノレタ部会j の人 iこ伝えた~，私はこういう意見を持って

いるので伝えてくださいと私に連絡があります。私とし

て出来たことはそういうことぐらいですが，それがうま

く効巣が出たかなと思っています。

もう 1つの定住しなし、方については，まち・コミュニ

ケーションとして本当に考えなければいけないことですc

うちの地区の中には会社がたくさんあるのですが，そこ

の特に従業員の方iこは，まちの活動にできるだけ参加し

ていただきたいと思っているのですが，なかなか難しい

のです。イベントをやるときはチラシをポスティングす

るとか?できるだけ声を掛けるようにするくらいです。

今世]のカノレタで言うと 9 出来上がったカノレタを全部無

料配布するときに?自治会費を払っていない方が数軒あ

るのですが，ちゃんと払ってくださっている方だけに配

るのか，払っていない入にも配るのか 9 自治会の活動と

してやったからという穏由で配るのに，どうするかとい

う問題もあったのですが?まちにいる全員にまちづくり

に関わっていただきたいという患いで，払っていない方

にも西日りました。その程度のことしかできていないので，

またいろいろ教えてくださいe

理まちのコミュニ宇ィにつながる企業

0奈須 今日 1 位置付けが難しくて申し訳なかったの

ですが，篠原さんの取組みに対してこんな質問が来てい

ます。 f体感温度の話は大変面自く興味深く感じました。

もしこういったことを中学校の現場でf可か活かせるかこ

とがあれば1 教えてくださし、」と}桑原さんからです。

今回発表されている方々もそうであるように rまちづ

くりやコミュニティの創造といったものは， NPO団体
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や会事:校といったわりと公共性の高いというか，要するに

企業的な利益追求できない所で行われているわけですが;

今後?まちのコミュニチイにつながる，きっかitを作る

企業ということが当然増えてくるでしょう G チームネッ

トさんのような企業ということがあるだろう。それとも

そのような役割はむしろNPO，ボランティア?学校が

担うべきなのだろうかJ

{t:業ということの位置です。逆にNPOというのが新

しく出てきたわけですが，それに対して企業は3 こうい

った取総みの中でどんな位援を占めるのか。今日はその

意味で非常にいい提言をくださったと思いますがv その

辺でご意見をいただければと段、います。むしろNPOの

梼係の方が，今日の篠原さんたちのような営みについて

どうお感じになったかも?お翻かせいただければと患い

ます。

「自分の住居だけでなく}まちの居心地の良さを体感

できる手法をたくさん用意されていると?まちづくりと

いうのは変わっていくのだろうと怠いましたj というご

意見をいただいています。

圃最初のきっかけがE重要

0篠原(株式会社チームネット) 質問をありがとう

ごぎいます。最初に今後のまちづくりのt郎、手というか3

全体的テーマになっているのが きっかけづくりという

ところがテー7 になっている感じなので，そこのところ

でまず訴をさせていただきます。

企業，行政3 学校など誰でも構わないのです。誰が担

うのかというのは，誰もが担うべきだというのが答えだ

と思います。まず最初のきっかけのところがすごく重要

です。先ほどの神戸の事例でもまちがテーマになった途

端に，まちに定住するか，しないかというところの議論

になってしまいますが?紹介したマンンヨンの事例でい

ちばん大事にしている体感というのは?立場の違いを超

えて，今暮らしている街や家を，まさに自分にとって快

適にすることを目的にすることで，誰にとっても最初の

きっかけとなりえます。

鱒§分が快適になるにはどうしたらいいのか

0篠原 自分が快適になるには，どうしたらいいのか

を突き詰めていった結果9 自分が得をするために環境を

使いこなす~，もっと君えばまちも使いこなせばいいの

ではないかという発怨をしています。そういう発想の中

においては?企業l土金業で自分が得をしたい入に向けて

の商品を売ればいいし1 行政は行政的立場としてやれば

いいL，学校は学校の立場でやることがあると思います。

最初のきっかけとして?あくまで自分が得になることを

置くことを，チームネットではすごくE重要に考えていま
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それは学校でも同じだと患います。今日，会場iこ来て

おられる菊本さんにお話を振りたいなと思っているので

すが?学校iこ活かせるものはという質問がありましたけ

れども，実際に今E紹介した7 ンションに入居されてい

てp モニターにもなられている菊本さんがいらしている

ので，そこから板橋第 7小学校でやったことを，ちょっ

と話していただけるといいかなと思いますのぞ?よろし

くお原点、します。

聞学校匂企業園地域が 1つになって動いていく

。菊本(板橋第 7小学校) 私と主人は小学校で教え

ています。環境問題はすごく大事なことだと思いながら，

学校で子どもたちに教えても y 地球のためにはこうしな

ければいけない，だからこうしょうねという伝え方では

定着しないので悩んでいたのです。そうしたら 9 たまた

ま先ほどのマンションに住んで，日から鱗と言いますか，

頑張らなくてもよいと分かったのです。自分たちが快適

lこ暮らすための仕組みを 生懸命工夫していたら，それ

が例えば私たちのマンンョンでも縁のカーテンを作るこ

とで，自分たちの部患の中が涼しいだけでなく 1 私たち

の住んでいるマンション自体が璃射熱を出さなくなるか

ら，まちの環境にも働きかけていける。実際， 昨年の

夏はものすごく暑かったのですが，ク、ラーを 21聞くら

いしか使わなかったのです。室内に 20入ぐらい人がいた

待以外p 使わなくて済んだという自分にとってものすご

く説得力のあるデータが出たのです。

これは子どもたちに伝えたいということで，学校で緑

のカーテンづくりをしようということになりました。そ

うなったときに学校の先生方はおわかりだと思いますが，

お金が本当にありません。どこからかお金を持って来よ

うといったときに，この7 ンションをつくった会干上の校

長さんに?ご相談し，援助していただけることになりま

した。水やりの問題をクワアする必要があり自動濯水装

債をインタ】ネットで探したところ1 これがまた都合よ

く板橋区内にあって，そこの社長さんに「こういう数り

組みに 1 そちらのシステムが応用できるでしょうか。Jと

メーノレでお伝えすると，技術指導を申し出てくださいま

した。きっかけができたことで何かひとつ動き始めると，

学校は学校1 念業は企業というのでなく，学校，企業，

地域が 1つになって動くことができるのだと忠、います。

みんなが快適になっていくことによって 3 まちも良い環

境になっていくのではなし、かという隠し、を持って実践し

ました。

台風で織が切れて結局は失敗したのですが，子どもた

ちはそこまでの過程でものすごくよい学びをしたので9

失望しませんでした。失敗の原因を探ってハンドブック

を作り 3 新 6年生に引き裂悲し、で 砕日卒業していったの

です。あの子たちが今回体感したことが 9 これからの生

活に結び付いていく可能性もあるので，それぞれ巣立っ

た所でのまちづくりに繁がる種蒔きにもなったかなと思

いますの役割を維が担うかは，分けて考えることではな

いのだろうと患います。私たちの取り組みを知って， N

POの方が協力を申し出てくださったりもしています。

だからまちづくりというのはイ可かで庶切ってしまうので

はなく 9 皆で楽しみながら手を携えてやっていくのが思

怨かなと思います。

0奈須 教えるということでなくて 3 ー絡に暮らして

いくということですね。その背中で学んでし、く。あるい

は一緒に作っていくことで身に付いていくということで

す。

翻考えることから体を動かすことへ

0木下 個々の質問に答えていただいている簡に

ちらで想定した全体討議の中心テーマが十分に議論でき

なかったのですが，大体?これまでの議論的中には表わ

れているように感じます。そこで時間がないので 1つテ

ーマを挙げると，全体に感性とか今の話だと体感とあり

ますね。ですから篠原さんの発表も全く別ではないので

す。非常に絡んでいる話です。そういう中で浮かび上が

っているのは感性とか体感ということです。

そこで神戸の宮粛さんが， r抽象的に考えることから体

を動かすことへ?脳と身体?手足を動かすことが身を感

じるj と書いているのですが， もう少しその辺でf可かあ

りそうなので，お願いします。

O宮西(神戸匂地域問題研究所) 今日の先住jjの話

が?まちづくりというところにずっとシフトしていって

いる c それは大分前からわかっていたのですが，実際の

話を聞いたのは今日が初めて C大変うれしく患っていま

す。

官、は 30年，まちづくりをやってきたのですが3 かなり

独りよがりなところでやってきました。ただ，やってき

た中では，頭で考えるよりは体を動かしていたというと

ころで，やはり体を動かすことが 7 たぶんいろいろなこ

とを知らしめてくれるのではないかと患います。伊iえば

学ぶということは何か本で教えられるということではき

っとなくて?実際にぶつかって初めてわかることかなと

思います。

最近，私はまちづくりをやめたと思っていて， f可をや

っているかというと大衆蜂起をしなければいけないと患

っています。これも抽象的なz 漠としたいい加減な話で

すが，それにどうぶつかっていくかでv ものすごく単純

な測定装置を手に入れました。それをいじくることによ

って，かなりのことが綾期間に学習できるわけです。で

205" 2004年性総研「住まいすまち学習j実践報告論文集5



すから体でぶつかってし、かなければ》頭でいくら考えて

も駄目だというのは 2 今日の話でずっと出てきているの

かなと思います。

盤大学生との関わり

0宮商 街]織で釘筏家を移築したわけですが，建築の

学生なのに学校ではMも教わっていないわけでaすo 建物

を解体するところから?再建寸一るところに携わった学生

たちは目をギラギラさせているのです。 30人ぐらいの学

生が 2週間ほど毎自いたわけですが，そこでは生活もあ

りますからご飯も作らなければいけない。「ご飯を作れ」

と言ったら「嫌だ，壊れまうがいし、j と言うわけです。

体を動かしながら学ぶということ。学ぶとはそういうこ

となのだと本当によくわかった感じです。

0木下 今日の発表で出てきた新しいポイントlこs 大

学生の関わりというのが結構ありました。スタップとし

て関わったり，その中で子どもと関わる。その辺は村山

さんの提起だと， r米熟な大学生がさらに未熟な子どもた

ちに関わることで変わってくるLe、まの宮西さんのお話

でも建築の学生は何も教わっていないと，そういう学生

も変わってくる。そういう大学生あるいは高校生も若干

変わってくる。

これは前のフォーラムのときにも山田さんから 3 ノj、3

中，高，大のつながりということを提起されていますo

そういうものをどう構成できるか。これは教育界でも課

題だと患います。加藤さんは学生ですね。先ほどの宮官官

さんのお話を受けてp 学生代表で反論してください。

園若者サ地域に出ょう 1

0加藤(まち"コミュニケーシヨン) 古民家の授業

ではもっと体を動かせよと言われて，僕はどっちかとい

うと考えてばかりいたぼうで，いまも怒られてばかりい

ます。僕も大学で勉強しているわけですが，教室主では学

べないことが現場で学べるということで1 今日，もし学

生の方がおられたら，地域のほうに出て行ってほしいと

いうのが 1つあるのと，神戸のほうで僕たちみたいなよ

そ者が地域に関わることが多くなってきた気がします。

その学生同士でネットワークを作り始めています。研究

室単位で自分の研究のために地域に入ったりすると J 卒

業論文を書いた時点でその地域から出て行ってしまう。

若者の新しいアイデアや柔軟な発怒，実際的な力を地域

安になることも多いと思いますが，いまのまちづくりの

進んできている方向は，まちづくりセンターを作って?

住民の間ではまちづくり協議会を作ってというようにタ

I本筋を過したシスチム化が行われているような気がし

ますが 9 訳のわからなし、僕たちみたいな存在がいること

で，新しい発想も紛てくるのではなし、かと考えています。

皆さん，現場に行きましょうロ

0村山 すごくしっかりした学生さんだと思います。

未熟な学生がもっと未熟な子どもにと言ったのですが，

学生って枇照的には，専門家として地域の人に期待され

てしまうときがあります。大学 4年間学生は専門家にな

れると私は怒っていなくて，働きながら専門家になる土

壌を4年間かけて作ればいいぐらいに思っています。地

域に出て行って身を嫡し怒られているというのは，棺当

lこ様性のある学生だなと思います。だから学生の持って

いる力というのは，完成されたものではなくて 3 だんだ

ん専門家になっていくような土台なのではないかという

気がします。

聞大人も成長する部分がある

0村山 翻って地域の大人をみて成熟しているかとい

うと，そんなことは全然なくて，だめだめな大人ばかり

です。だめだめはネガテイブとも言い切れず，大人にも

未熟な部分とか， 60歳になっても 70歳になっても成長

する部分があるということです。僕らの事例iは，相模原

のごみ問題を子どもから大人が教えてもらってる事例で

す。そういう意味で米熟さというのは設もが持っている

のではないかと患いますし，だからこそ，いつでも，ど

こでも，誰でも成長する可能性があるのではないでしょ

うか。

0長崎(地域情報研究所) 私はNGOで緒にやっ

ていて，ゴミの分別をしていただけなのですが 3 子ども

から教えられたというのは非常に重要だと思うのと令専

門家の先生方はカリキュラムを考えたりするのですが，

学生たちがずっと作ってきた部分があって，それにこち

ら側(教員や大人)が寄り沿ってプログラム化していくこ

とは，少なくともできたのではなし功込と。言い出したの

は学生で，少なくとも教員は付いて行ったということが

プ口グラムの良さだったと思います。

聾学生をまちに放す

の人は求めていると思いますが，関係がその待点で切れ O山密(花水緑の会) 先ほどの大学生が地域に出て

てしまう問題もあると思います。それをネットワーク化

することにより》現場を探している学生には現場を紹介

したり?世代交代を容易にすることができる鑓係づくり

を，いま始めています。

僕たち若者が地域に入ることによって1 地域の人は不

行こうという話ですが?私l土地域のおばさんとして1 大

学生や大学続生がボランティアグノレ』ブ， NPOの現場

lこ来てくださることを大歓迎しています。実l土延藤先生

が名城大学にいらしたころヲ大学日完生と大学生のベアが

サークノレのお世話をずっとしてくださっていたことがあ
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りまして，私たちは貴重な経験をさせてもらいました。

し、ま，その元学生さんもチームネットでお君主認になっ

ているのですが，私たちはすごくいい経験をさせてもら

ったことを，それぞれに蓄積して，地域のほうにずいぶ

んと発展していくようになりました。私たちはそういう

経験をさせてもらった立場から，是非繋ぎ役の先生方，

または中間セクターのまちづくりセンタ u のような所が

アンテナを高くして， 1情報交換を密iこして繋いでほしい

なと患います。

私たちは専門家ではありませんが，生活者としてこん

なことを考えている，こんな願いを持っている，あなた

たちは最新の学問知識を持っているから 9 どういうふう

に思うかということを話し合うことはできます。まちに

いる人たちは経験してきた歴史の背景が全然違いますか

ら，いろいろな価値観を持った人もいます。鎮の思い人

もいます。会社で経験してきた入は，それを主張したり

というトラブルもあります。でもその中で生の学習がで

きるのではなし、かと思っていますので，是非学生さんを

まちに放してほしいなというのが私の願し、です。

.まちを学び場と捉える

0奈須 学生放し芸品、計画が出ましたが，でも進んで

まちに出て叱られようとするような学生に育てなければ

いけない。生活科を受けた人たちがぼちぼち大学に入学

してきますけれど，そういう人が増えるのではなし、かと

期待しています。難しい環屈は多少弱し、かもしれなくて，

くまとめ〉

延藤安弘(まちの縁側育みi琢)

この発表会は毎年，新しい

視点と，充実した内容の意見

交換と方向感を共有できる場

となっていることに感謝申し

上げたいと患います。全体を

束ねる力はありませんが，こ

れからの f住まい・まち学習 j

に向けて共通したキーワード

が5つ， 6つ，皆さん方の発言者のr.Jに響きわたっている

ように思います。それをすくい上げて今後に備えたいと

患いますc

1)ウキウキする体惑と表現のらせん的豊聖書書

これからの r{主主い・まち学習j の認識1 実践の作法

における 1つのキーワードは rウキウキする体感と表現

それを学力低下とか言われたりもしますけど，まちに出

て叱られて pでも先生がおっしゃるように見切らないで，

また叱られに出るような学びをする若い人が増えると，

ありがたいですね。

いまのお話も面白かったですが，子どもに言われて，

そこから学んで自分の暮らしを変えようとする大人とい

うのも増えていってほしい。みんな未熟だから学ばなけ

ればいけない。学ぶ場としてまちというのがあって，ま

ちをつくろうという営みが，そういう学びの場になって

いくことが見えてきたのではなし、かと患います。 0薬袋

大学生のことについて p 来年報告できればいいなと思っ

ていることで，たまたま身近で動いていることですけれ

ども，大学の近くのちょっとした縁を皆で守ろうという

ことになったのです。最初，学生が立ち上がったので，

学生の活動になっていますが，そこで集まった学生も最

初は何もわかっていない学生もいれば9 地域の中で君主に

ネットワークを持っている学生もいて，それまでたぶん，

伺じ学年でもお互いに仰をやっているか知らなかった学

生同士がP たまたまある場所の活動をしようと集まった

ときに，相乗効果ですごくカが高まっているのを私は拐

の前で感じています。大学生が関わる 7 あるいはこうい

うまちづくりができるというのは，学生にしろ地域の人

lこしろ，たまたま持っている力がお立いに高まる場なの

だろうなと思って，そういう機会が 1つでも場えたらも

っといいなと患いました。

のらせん的展開」です。旨頭に高橋さんが p 米づくりの

クロスカザキュラムにおいて r体験と表現のスパイラ

ノレj というキーワードを述べておられました。話合いの

中で子どもだけでなく大学生も含めて， 2 i長代にわたっ

ての学びの方法ではないか，世代間の共通憶だけでなく，

学校も地域も分譲マンションという居住地においても，

体感と表現というこのらせん的展開は 2世代性と 2領

域性を持った，これからの創造的学び，暮らしのスタイ

ルではなし、かと語られていたように患います。

2)ユーモア伺笑い・楽しさ一子どもの才、ットワ-'1カ

を活かす

第 2のキーワードは， rユーモアjや「笑し、J，あるい

は f楽しさ」に象徴される子どものネットワークカを活

かす。このユーモア，笑い，楽しさというエンターテイ

メント性というのは，まさに人と人を繋ぐのです。頭の

闘い親父も?子どものユーモアや笑いによって心が何と

なく溶けていくという絡がありましたが 3 このユーモアタ

笑い，楽しさが象徴ずる子どものネットワークカが 1
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Q(知能指数)に代わる NQ (ネットワ凶クカ指数)だ

と議論の中で出ていました。人と人を繋ぎp 自己と他者

の間に緩やかな繋がりを持って自己が成長してし、く。そ

の術はユーモア?笑い，楽しさにあるということが，い

ろいろな発表の中に共通していたように思います。

3)理論は大切 創造力・怒像力はもっと大切

3番告のキーワードi土?理論は大切だけど創造力 e 想

像力はもっと大切ということですc 理論の重要性は誰も

否定しません。しかし創造力・怒像力がもっと大事だと

今日は語られていました。理論と言うと身構えてしまい

ますが，楽しさとか表現の世界でf可を回指すのか。いわ

ば怨、いが膨らんでいく。クワエイテイブな創造力もいい

のですが 3 そこにイマジネーションの怨像力を付け加え

ておいてもらえると，ありがたいのです。イマジネーン

ヨンという思いの世界を自らの心の中に開く。知識も大

事だけれども，感性をもっともっと大事にする視点が?

各発表の中に皇室り込まれていました。

カノレタの表現にあたって，住民たちはまちへの思い，

想像力を{動かせていました~，大活先生が語っていまし

たように，子どもがあたかも自分で発想したかのように

伝達するという，この想像力を喚起する視点は大人や教

師に必要害ではないでしょうか。分譲マンションを販売@

管理するときも， f可が暮らしに良いのかという生活価値

への想像力の膨らまし方という，このイマジネーション，

想、像力，感性というものを，もっともっと大事にしてい

きたいということが諮られていました。

4) うろんな車止L繰をカに変える

4番おに， うろんな車L磯をカに変えるです。いろんな

ではなく rうろんなjという訳のわからない言葉を使っ

といるのは伏線がありますが， うろんなうさんくさい車L

糠を力lこ変えたり，対立を緩和したり? トラブノレをエネ

ノレギーにする。服部さんが今日はお見えでなかったです

が，ベ}パーを読んでいると，台湾のあの事例の中では

喧嘩をし，あまりにも激しい対立のためにガラスコップ

を投げ合って都れてしまった。その割れた物がまちづく

り博物館に展示されている。過去の対立を忘却の彼方iこ

忘れ去るのでなく，記念品として農示してしまう。 トラ

ブノレをエネノレギーに変え 1 対立も表現してしまうという?

このしなやかな発想、が非常に印象的守したc さまざまな

後れた出来事や経験の裏に，この車L磯a対立3 トラブノレヲ

葛藤というものを否定しないで，それをボジティフーなエ

ネノレギーに変えよう tいう，このしなやかな発想、への取

車且みが言苦られしていたように思います。

5)こだわりのあるヂィ一子一Jレの集合

5番目は， こだわりのあるディーテーノレの集合が創造

的文化だということです。庚申庵という後聞には，まさ

iこ細部に伝統的な美しさ，感動性9 形の持っている対話

性がふんだんに盛り込まれていて 3 それを子どもたちは

体験していたわけですη カノレタづくりも絵札も文字札も

細部に思い入れとこだわりの創造的集積がある時，かか

わる子どもたちの中に例かが生まれます。

こういう子どもたちの新しい創造的学習の評倣lえ従

来の量的評価ではない。 5段階的評悩ではない。 A，B， 

Cという記号的評価でもない。評価は質的評価でありヲ

教師，大人がこだわりを持って，言葉によって子どもの

心lこ届く質的な表現で子どもを励ます。このこだわりの

あるディテーノレの表現の損:界h'，~は仕掛ける大人や教

師側に部われているのではないか。総合的学習あるいは

子どもたちの学びのこうした成巣を1 どのように評価す

るかという?評価の方法論において，個性ある，こだわ

りのあるディテーノレに命箔るような質的な評価の仕掛け

の視点が提起されていたように患います。

醐 f交流」がキーワード

5つぐらいで切って 3 いつものごときに頭文字を束ね

て査員を踏んでみますと，上から続んでみても例の繋がり

もないs イ可の繋がりもないことを言って何の意味がある

のかと思いつつ，逆*抵の発怒、で下から読んで見ると?ど

ういうわけか f交流j というもう 1つのキーワードが浮

かんできます。今日の皆さん方の発表の合間に礁認され

ていた重要なもう一つのキーワードは「交流j ではない

でしょう治、。

「交流」というのは3 まさに大曽根中学校の子どもた

ちが千葉の佐倉に出向いたときに 3 恩いがけない出会い

があって，思いがけない発怒を伝授し合ったりしたわけ

ですのまさに「交流j というのはまた 3つのキーワ w ド

を生んでいるのではないてーしょうか。

1 )感性が発露し合って相13:に触発し合う

なぜ現代の剣道的住まい a まち学青における交流1 出

会いが大事か。交流と出会いが大事なことの第 1の理痴

は，今日諮られていた点と重なるところがあります。感

性が発露し合って相互に触発し合う。この感性が発露す

るところにお互いにイ可を目指すのか。相瓦に触発L合い?

思いがけない広がり F 動きが起こっていく。 学生をまち

に解き放っというのも，まさに学生を堅い知識の体系を

伝授する対象とみなさない。若者らしい感性が発議する

存在としてみなした途端に，地域に欣つ発想、がとHてくる。

交流，出会いという点では大積線中学校は先生が仕掛

けつつ，[R政協力員が中学生たちに「これやってほしい3

あれやってほしい」と言い出す。区政協力員とか自治会

というのは，従来のまちづくりとか総合的学潔になかな

かコミットできなカミった街があります。そういうインフ

ォーマノレな従来の地縁組織と学校が出会えるようなこと
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も，違った感性がぶつかり合って，古い体質を持った感

性が新しい感性を持つ子Yもたちによって変答させられ

てし、く。そういう効果が諮られていたように思いま寸。

2) ドキドキするほど子どもは密信を覚える

2番包に，なぜ交流p 出会いが 9 これからの住まい固ま

ち学習で大事かという点です。 ドキドキするほど褒めら

れると子どもは自信を覚えるのは，経験約に子どもも大

人もそうです。 ドキドキするほどの自信を得た子どもの

作品として 9 佐t!t!呆小学校の子どもの光る米の最後の感

動的表現で rおかずがなくても涙が出るほどうれしいJ

と書いてありましたけど，あのうれしい感動と? ドキド

キするほど先生から褒められたことで 3 これを目指して

いこうという自信が 9 瞬間 3 膨らんでいっているのでは

ないか。そこは様めて大事なポイントだと思いました。

3)うれしいほど自信が付いて l 腐りへどんどん関わっ

ていこうとする

3番目に，なぜ交流，出会いが，これからの創造的住

まい・まち学習で大事か。それはいま申し上げたように 9

うれしいほど自分が褒められると自信が付いて，間りへ

どんどん関わっていこうとする。あるいは教富市，大人?

地域の人々との間に，相互に敬愛し信頼する気持が出て

くる。この敬愛とか信頼という人間的な徳の豊かさは，

上から下に教えられるものではなくて 9 自らの経験を通

して自分の心の中に生まれてくるものです。

最後に薬袋さんは，相乗効果が現れていくとき，子ど

もも大人も，教隣もまちも変わっていくと震われました。

このうれしい自信づくりは，信殺と相互敬愛と持乗効来，

あるいは相互媒介するカを生み出してし、く。そうした主

体問に相互媒介することによっ亡，お互し、がより豊かに

宵まれていく。その相互に媒介「るカの育み，効果が?

この交流ヲ出会いという経験の降り積もりの中で?膨ら

んでいくのではないかと思いました。

露交流と感動のある創造的な住まいーまち学習

既にお気付きのように，交流，出会いの重要性は頭文

字を結ぶと f感動j となります。まさに交流と感動とい

うものなしでは，創造的な伎まい・まち学習とは言えな

いと，そうし、う気還が全体の発表の合間に響きわたって

いたように思いますc

ともあれ来年も，この発表会が行われるとき，今年の

ように新機軸性と， ワクワク 3 ドキドキするような議場

I惑に浅された内察を戴待します。論文集になるとどうし

ても冷たいものになるのですが，こうやって発表し交流

し合うと 3 大変内面的に豊かな機微に触れるような感じ

がします。いちばん大事にしなければいけないことは1

参加した者向士が分かち合える良さを失わないような論

文にしつつ 3 来年，さらに皆さん方の経験をここに持ち

寄り，交流と感動がさらに高まるような機会になればと

いうことを願って，まとめに代えたいと段、います。あり

がとうございました。

い…一山-

当日のファシリテーション・ゲラフィッウより
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5 第5包F住まい固まち学習j実践報告・論文公募要領とその扱い

5.1公募趣旨

各分野・学会に分散している住まい・まち学資の関係者が分野を越えて集い，成果・情報を交換・

蓄積していくことを民的とする。これからの住まい・まち学習の方法を見つけるために，論理的であ

りながら実践的要素があるもの，また，倒5JIJ的・実践的でありながら普遍的・体系的要素のある論文，

調査・実践報告を募集する。

テーマ・住まい・まち学習 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:2003 年 10 月 ~2004 年 2 月 13 日

公募方法 日本建築学会，都市住宅学会，日本家数学会，日本都市計画学会，日本環境教育学会など，

各学会誌紙，および，建築や教脊際連の雑誌。新聞など。

原 稿 A4判4または6ベージ (10，000字または 14，000字穏度，凶・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， i主教育委

員会のコメントを付す。

発 表 会ー応募原稿の中から，公募趣旨に沿って特に優れた数点、を住教育委員会で選定する。

発表論文の選定発表論文の選考にあたっては，①テーマと対象の重要性，②視点・仮説。方法の新

機事由性，(3:調査@検証のユニークさ，④実践性と当時者性，⑤分析・論述の合理性

の 5つの視点、で、発表者を選定する。

住教育委員会 委員長 延勝安弘 (NPOまちの縁側脊くみ隊)

委員、 小津紀美子(東京学芸大学)

木下 勇(千葉大学)

田ra万里子(筑波大学附属小学校)

総岡 洋子(建築と子供たちネットワーク仙台)

奈須 iE絡(立教大学)

*所属は募集当時

応募先 (財)住宅総合研究財団住教育係

〒156-0055 東京都世田谷区船橋 4'29-8

議話 03'3484'5381 FAX 03-3484'5794 

E-ma辻 jusoken@mxj.mesh.ne.jp

URL http://www.jusoken.or.jp/ 
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「住まい・まち学習j論文集 (2000年6月発行)

@学校教育での取り組みから

*海iこ生まれた新しし、まちのコミュニティにつし、ての一考察 字校と増減jfi'Cに地縦士会

がつくるコミュニティのあり方

ー茜足誠下院Tへ江愛着を深める 唱Tかど「みどりj採救J!'f'学習の実銭

・め活科fまち深捻りメラウォッチングj サポぃターは犬学生

-子供参力闘こよる学宅繍設整嬬に関する実効拘研究

*1景動をとりいれた住環境教育 i高等学校家庭科の陵業実践から

⑤プログラム聞システムとして

*街づくり教育手法をベースにした総合的学溜 南カザフオルニアと仙台近苅刀事例を中

{.'!こ

-住環境教育における竿校・ j根或・専門家同車携に関する研究

*親子の封I!J域学習プログラムの開発に島村る報告一学習烈環境デザインワークショップの

実践と課題

・子どもを支持主にした実践的な紡災まちっくり教古のプログラム開発についてー

. I住まいまち学習jにおける住文化のアプローチー高知県の矧頭葉境と住宅を学宥する教

材σ〉苦戦盟

φ自刷本での取り組みから

今井美枝子(千紫市立打瀬小学紛

宇野真黒子(愛知教育大物

福間実和(堅カタリナ女子謀総

里吉崎議(都留文:科大学)

妹尾濯子(東京学芸大年)

{主藤真t包(東北文化宇部大学)

北原啓司(弘前大学)

鈴木賢一(名古康市立大学)

部判華子

三浦要一一(高知女子犬学)

・まちづくり学習の展開の可能性に関する一考察石川県 aまちづくり大好き人間養成作戦 陣内雄次(宇都宮大学)

事業を例にー

~ti毎道における住教育への取り組み住まいづくり体験聡から側、学溜プ口グラムづくり 長谷)1繍告は偶臨劇割安諸問開吊

へ-

*美術の中の住潔境激育機長美微富の試み，市民のアトリエ・中学生議主

@市畏教育，生J居学習として

・住まし吋くりに関する中立的学習活動の可制部こてし、て 住悌曜とし、う視点Aも一

.持F立製作から学ぶ{主まし、

・私ぴ〉住まし、まち学習謄一樹市予備態のつふやきー

・大学生の自然との親Lみかと住環掬苦j辺の自然lk兄との関渡性 自然との「共生lに向け

てー

*花と緑のまちづくり活費}参加踏のたM川市民教育における公共空間槻七繍実習の効

果ー兵庫県立淡路景観閣芸科郊こおける生ilt字習の取り組み

φまちづくり・住まいづくりの視点から

・建築学科学生のまちづくり参加型演育の実際一広島大学「環境計雷鈎声習」での西条繍蔵

地区のまちづくり参加を通じて

*1まち育て」川結晶もの下語議按じ提案期演習による実銭と考察 大学 3 市民，専問主主に

よる「生鴇1伴習」の試みからー

*み-)はま生活博物館における子どもと大人のノミートナ}シッフ型まちづくり学習

*まちに学AK まちを活かすー島田市・川越し街過を舞台に市民主役のまちづくり物'iî~

北九州市丸山・大掛地区のまちづくりと住環境学習ーやまさ方的まちで共に学ぶー

*杉並まちづくり研究会「エボス」における"まちづくり学習F活動契機とプロセス、その成

果と今後の方向

-まち学習三軒茶屋での実践等と f模型で見る世間谷町総草展」へ )j協力 まちづくりに

おける信頼関係と担い手育成のきっカ叶っくりとして

・まちづくりのため0万戸ザインガイドライン…英関ヒューム治区デザインガイドライン

・斜面地を事照した街づくりから考える一分譲集合住宅における街づくりを過してー

-国産σ域軌跡オと漆喰を活かした家づくり どう由民の健康を倒持L，健全な国土を再生す

るかー

・サスティナブノレハウスの提案 地場{主主建設業者の体質改善策

く著者は第 1著者のみ。所属は応募当時。*印は発表論文〉

〈本体1，5∞円十税、 IS部4-88331-031-0>

三一同己子(レジオンデザイン)

江上徽(九州産業大学)

藤岩出番(新潟観樹げ舟識大学)

増山乃和j子(群馬大学)

石井晶子(東嘩大学)

平田富士男(淡路景観属芸学校)

宇高検忘(広島大学)

sl中2忠実(千葉大学)

出回総陸(霊訪重大学)

海道I断言(名城大学)

忘袈勉(九州大学)

前野淳一昔話(杉並まちづくり布院お

長尾関IJ((財)t世田谷区訴時整備公干り

決原弘(ヨ凶ク大学)

I瓶事書量(東12&官コLサノレタント)

矢r.守秀玖郎仇]T流域正形頭市

戸税英世(昨0住宅生選封1研究会)
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f住まい aまち学習J実銭報告・論文集 2 (2001年6月発行}

@学校での取り組みから

*自然環境と暮らし正知恵、にかかわり却減と創る学習循環する学びが住まい手。っくり

手を脊む

*コンピュータネットワークを利用した交流学習での「バリアフリーのまちづくり 1-"仙

台市における実践報告その1ー

・総合的学習としての fみちj を核とした好学習の展開一

-人に優しい環境を志。]する生徒の育成一環境評価議カを高めるまちす習を過してー

*近代化産業潰蓮を生かしたまち学官

fhttp://附 W 田 H四 aminami-h. kss. ed. jpJあかがねの里.~IJ干銅山にょうこそ

バ演習活用法j Iこよるポケットパークの言池iと評価

りかス作図から学ぶ住まし、

*歴史告加巷町較における大学研究主主による自発的取り組み まちっくりへ向けたすま

い・まち学習ー

@地域の学びづくりの取り絡みから

*祭飛ぶお台場プロジェクト 始まったばかりです。お台場から発信する，私たち "21世

紀の共育'への車晶、一

・熔或の教育力をさ主力冶した子どもたちのまち捌金 曜減おこしと総制点開ιE封書にむ

けてσ淋草創舌動の計画

*f子ども PJjから「われPjへ善福寺川におけるまちづくりの取り総みー

・子どもたち洲蹴?する新制守曲構想一村立美争識を通して村を見つめなおすー

・町並みぬ僚で郷土学習の実践高知県安芸郡奈宇'*IJ町立奈半平IJ'J、学校における総合学習

σ:試みー

・まちのっくり手インキュベータとしての fコミュニティオフィス」と「タウンf静aweb 
サイトj ーインフォー7ノレなスペースからの，まち育てー

固母親の自然ーへの関心度と子どもの自然体験の隣室につして 朝約幼手闘に子どもを通わ

せる母殺を対象としてー

• PTA活動から刻言する地域ネットワークづくりへの槌わり一世田#区立桜小学校卒業生

120名へのアンケート調獲を通して

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

政と市町〉連傍jの研究から

@地域牲を生かした住教育

・都市祭礼空間にみる住まい・まち学習ι視R 福持二県の三留祭， ，J呼兵校生会，勝山左義

長祭を対象として

• fぶちょうjの住まい固まち学習に関する提案封印掛性に配慮した{主教育教材の開発一

・ヒューマンネットワークによそ授業づくり 地域性を生かした住教育の手引き書

• f総倒γよ学習の防司Jと連携した高等学校家庭科住居領域の腐開一学校と堆織の漆携

による住まいまちづくり学習~O)アプローチ

。地域・学校・行政の連携の数世絡み

*全国一汚しサ11=近木川の汚名返上その活動から子どもが考えるまちづくりー

*自治体におけるまちづくり学習プログラムぴ開発について-)11崎まちづくり画院本「ま

ちは友だち!Jの作成を通じて

*地域環境学習豆喰観ワークショップの態調につし、て仙台市の景観行政の実践から

*f住環境学習フォーラム 2000Jの車暁Rみ総合学習時代の学習カリキュラムづくりに1向け

て一雄減から考える住まい・環境学習ー

*災害図上車線fDIGJがつなぐ地域の「防災」と「人嘗てJ-，学校理減行政が連携したIDIGJ
ワークンョップの実践を通して

*住宅の緑の封出或協働による菅環システムの提案とそれを通じた新たなコミュニティー

荒成の可能性一高齢七社会を見携えた緑を通じた住み良し、まちづくりの考察

。その他

・建築の基本照語に演する考察 子ども建築用語集!1)提案

-新しい都市づくりの級車とデヘロッノく-o~役割豊かなコミュニティづくり

く著者は第 1著者のみ。所嵐l土応募当時。*印は発表論文〉

く本体1.2∞同十税、 IS倒4-88331-035-3> 

藤本勢二(土砂j、学紛

田代久美(宮城大学)

鈴木富美子(愛知教育大学)

加藤俊樹(名古屋市立新郊中学紛

曲附清雄(愛媛大学)

熊野稔(徳 LJ工業高等専門学協

藤局由香(新1烏清陵女子短大〉

Al中)(務(東駄学)

機織folE(議反立港働j竿扮

商務鴻欄(松戸市制金ノj明治

山E苦情(人イエまち才、ットワーク)

田中麻llH群潟大完全)

三浦聖書べ高知女子大学)

秩元馨(横訴圏立大学)

石井晶子(東海大学)

森本八月審(アトリエ岡ノ、ッヒ。ーオ」ノヴスト)

奥潤陸子(IPA日本支部)

碓Al智子(福井大学)

市村美幸(高知大学)

久保』日議代(大分大学)

剣 11久子(山梨犬学)

橋本夏次(災塚市役戸市

宮崎伸哉(J11崎市 御j日

縄本郎(似合市役所7

松本千秋(江戸川区j銭前

佐々木貴子(ね毎道教潟大学)

安尾昌子(淡路景観周芸学粉

山悶邦子

戸右手英世(NPO住吉生鳶↑生研究会)
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住まい・まち学習j実践報告・論文集3(2∞2年7ft発行〉

@学校での取り組みから

* ~夢をかなえよう長松!J~~i量計画』 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
地域のネットワークを生かして学びのネットワークをつくる一

本総合学習・交流学習で胡進める「バリアフリーのまちづくり j

一{出台市における実践報告「その 2~

*未来のまちっくりを題材iこした総合的な学習の可能性

一東長町小寺ヰ克における国周Lむプロジェクト

@地域に根ざし、学ぶ喜びが生まれる学校づくり
共育ちふるさと総合学習・追究の奇跡から

・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習での実践報告

4砂地域の学びづくザの取り組みから

* rわれPJ 2年自の進化一東京都杉並尽松ノ木小学校の取り総みー

*地域で脊てる学校ピオト]ブ・ー自J~色と管現活用

-地域素材としてため池を活用した環境学習の評価
明石市立江井ゥ島小学校のため池観察会のクーススタディ

・子どものための環境カノレターまち学習におけるカルタの有効性

・子どもを対象にしたまち学習ワークショッフ。を通じた地元商活街との隠係性の携築

一績浜市金沢!互における実践報告

・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

・釘づくり協議会「高知市上町そだての会j の実践報告

十財ミ生産業と住宅の共生を目指した花と緑のまちっくりワークショップにおける人

と組織

・近木)11流域自然¥*学 子どもの文化醤→ iJ11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

景緩ワークショッブの活用を通じて

@私から始まる学びづくり

*子供からみた住まいとまち 私の厩住歴

*絵本の活用のための基礎的誘査 伎教育プログラムの確立に関する研究ー

φその他

・マンシヨンの管理組合制度から見たまちづくり 制度設計上の筏点よりの考察一

・住まいと健康 健康的な窓内空気への取り組みに対する海外動向

海外諸国の取り組みと発展途上国における案内空気汚染

く著者は第 I著者のみ。所属は応募当時。*1'1lは発表論文〉
く本体 1，2∞PH税、 IS闘中88331-037-X> 

円減寺文雄(佐賀県唐津市立長松ノj苧宇治

野村ゆかり(高知市立第倒、学校)

flIf"l:久美(宮城大学)

働時英治(仙台市立東長町小学校)

荻野嘉美(額悶町立大雨河小学校)

馬場光恵子(金沢学院大学)

長谷)11務告はじ髄寒樹投替市研究所)

山田清((有)人イェまちネットワーク)

林まゆみ(兵庫県立姫路工業大学/淡

路景観信書芸学校)

大塚毅彦(国立明石工業高等専門学校)

青山美緒(共立女子大学)

藤岡泰覧(横浜国立大学)

山口友{圭(愛知教育大学)

横田i晶子(高知市上町そだての会)

長谷川利恵子(はせがわ計画室)

橋本夏次(民塚市役所)

偶本一郎 (f出台市役所)

定行泰甫(私立武直高校)

久内純子(フリーライター)

渡進修(法政大学)

東賢一(生活環境化学研究家)
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f住まい.*ち学習j実践報告・議文集 4 (2003年8月発行)

.学校での取り組みから

*発見したことを表現する I(主ましリの学習

家庭科学習に採る f次代の住まし苧づくりj の可能性

*総針守な学習岬舗の可自Ilt'Eをさぐる 浦/N譲史たんけん2002・地下鉄東照線プロジ

ェクト 膝史ヰ唯議定のよさを生かしたまちをデザインしようけの実践を過して

*地域の中の学校から、埼織へ発{苦 fあったらし、し、なこんな校庭ぴ〉会Jプロジェクトー

総合的な学習を通して、子ども・俄賄・線車ー主事・地域住民・行政担謀者。草剤家

と進める校縫っくり

-地域t特産、下山千食白菜に挑戦!一誠存者峨崎、・経数・技術を生刀、して

・小さな森正物語り 「中延Gぬと鴎工室の記録

-市民的証質の育成をめぎすまちづくり学習の取り組み

新港横戸時長重銘療発にともなうfi凋づくりを通してー

.家庭手二Hこおける住環境仔究同基表

-小・中学校でマ;住まい・まち学青の現状と学校教育支援のj制 t
-兵庫県東播地}j(J)ケーススタディー

・大学生へのまちづくり教育龍谷大学国際文化学部て叩実践ー

φ地域の学びづくりの取り組みから

高橋ちあきは佐世保市立J左側、年校)

菅原弘一(仙台市立南小泉小学校)

宮部利害ド(世附区立守山7)今喰)

本目冨佐子(栓畑谷区立鳥山北小学校)

楚良浄(世田谷区立絞ノト学関

長谷)1日言(千葉大学教育手創F付属小学問

関根回欣子(干栴奈)II!粟立梅干草大聖子高校)

大域毅j苦(明省工業高等専門学校)

要事崎かすみ f縫針大学)

吋也域におけるi車樹守なまち学習のしくみづくりに関する実践が;研究 田代久美得議と刊ぜこちネットワ…ク仙耐
一町駅fまちかど簿準備・場結在住大ギャラジ-Jを事例として

*大学・公民館・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 碓田智子(大1阪教育大学)
取り組み 『大学子ども際放フ司ラン 2000'2001~ の実践から

*子どもの主鋼生を育む参画の場に関する研究 中本tlit1'刷PO佐倉こどもステーション)
千葉県佐倉市における「ミニさくらJの活動を事存!としてー

*つなぎのデサイン/1個人の体験むを「社会σ鴻翠重量 1Iこ 山田清((有)人・イエ・まt才、ットワーク)

一東京罰則合弁市における女性セミナでの事例7)'らー

-ヲ斗共建と一緒に住まし¥そして 22世紀へ地域環境を継承ー建築士の試み 岩ヰ英二傭津土建工業(槻)

-近代化産業遺産じから学ぶ「モノづくり産業学習Jの一考察 村上未来(愛知教溝大学)

ー“ノジタケの森"を題材としてー

・消費者教脊としての住教育一生活協同組合における学習活動ー 妹尾王聖子(東京学芸大学)

・住環境教育における体験学習io)位置づけと効果 後藤さゆり(東京学芸大学連合大切お

⑮まちづくりの取り組みから学ぶ

*高校生と大学生の協韓桝業による長屋存生提案 7]'1公尚(名合屋大学)
ー提案型学習ワークショッフ司の効果と課題一

*神戸噌抱俗世 r1i卸蔵地区j における『よそ者(若者泌が支援するまちづくり 問中費(都市j蛾怒整備士郎
一神戸市長田匹卸戯曲5・6・7了目地区を事例として

*台湾921大地震復興組織における「ふるさと再生JfT_試み 版部くみ恵(東京惑や附τ学)
日高里町種クラブj参力目。〉経産貴から

・蝿減が支える 1)110;分校j 矯本夏次 G互木:)11流域自然大学研究会)

・和田町路上し惜し吃ギャラリ ー牛乳ノ《ックを手!閥した歩行者空間交通実験… 和元磐(横呉国立犬学)

. I癒し系j ワークショップを超えて 宇高枇お(広島大学)
Y村てずコワークショップを巡る詩結社通じてー

園「有半ト貸し花壇方式による」市民参倒型土溺管理の可能I'EOコ検証 安尾扇子 L兵庫県立淡路景観閣芸学問

一“種から育てる県民交流花壇コンテスト"を Iつのそテノレとして

回アンインテンショナル住教育の可制性を絡まにおける公共方在設へ町議最から探る 薬袋奈美子(福井大学)
仁曹、し、出動ハ告訴高された作文からの考察ー

・遊びゃ多文化学習から始める、初めての地妓まちづくり 遊休麻衣子(按板市役滞日
ーサンフランシスコ・働時精療)11区の事例より

-半公共的空間における参画と初動についての研究松本地保まちづくり協議会。;区画整 津田洋子僚良女子大物

理事業・真里子地区まちづくり推進会の復興J議訪事例調査より

。その他

. Healing G.ョrdensのユニハーサルヂザインー英関・オランダ・日本の事例 繍本公克(橋本建築研究所)

・現代田本でガーデンシティ理論を実践する意味ー資産形成のできる都市経営 戸谷英t仕(昨0住宅生藤十釘清究会j

く著者は第1著者のみ。所属は応募当件。*印は発表論文〉
く本体1.2∞内十税、 IS倒4-88331の39-6> 
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