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創造的住まい E まち学習におけるカチづくり

fはじめにj にカ〉えて

創造約住まい・まち学習とは、知識の一方的伝授をカタ(型)返りにやるやり方をこえ

て、子どもや住民が他者(ヒト・モノ・コト等)と{向き合い、かかわり合う中で、センス・

オブ・ワンダーともいうべき生命や物事iこ対する不思議1惑が呼びさまされ、主観と客観、

人関と自然などの潤に思いがけない結びつきを発見するカチ({制度)づくりのプロセスで

ある。本年の実践報告・論文にもそのことの具体的方法が示唆されるものが相当ある。

カタゃぶりとカチづくりの創造的方法そ渓関していく持、地域やテーマや発達段階をこ

えた共通の重要なキ}ワードは、かかわる主体の間に多様な相互の呼びかけと応答する過

程としてのく呼応〉関係である。

カチと l士、バラバラであるもの、不調和であるもの、然!努係にみえるものの照に有機約

統 をもたらすことであるが故に、呼応感覚が重撃さである。呼応することによって、気づ

きや受け入れや触発や表現や相互敬愛の隠係が生まれ、子どもも大人も生きる方向J誌を分

かちあい、 E勇気づけられてし、く。主主業技術偏重社会で捨象されがちな「差是Jの記憶をカタ

チにする、カチに気づくのは、地元住民と専門家、インサイダーとアウトサイダーの生彩

ある呼応隠係にある。

震災復興の活動の中で、地域住民のココロを結ぶ場として、伝統的民家を現代的結(と

いう呼応際係)によって再建設されてし、く過程には、活動と交流の場所を表現し、脊み、

喜び、敬意を表すカチが紡ぎ出されていく。

まちの l財産jを継承し、路上に感動を表現し、その作品づくりを通しての呼応関係は、

かかわる人々とまちの内なるカチを呼びさまレていく。子どもの教育現場にそのことさと応

用していく時、子どもはまちと周りから刺激を受け、発見し、表現し、賞賛され、歓喜し

ていく等の一連の呼応関係を通して、自己と他者、君主史と未来などの連携の可能的カチを

吸収していく。地域通貨のまち育てへの適用を、豊かな呼応関係、におくと、目的と手段の

有機的統一が[g]られる。

カチづくりの創造的学習では、こうしたく呼応関係〉を状況にあわせて創i餐的にゆるやか

にプログラム化し、実践していくことが肝要であるが、その際いまひとつ大切なことは、

呼応隠係を能動的に評価する言葉(動鈎)使いである。

役:掛ける、生じさせる、刺激を受ける、魅了され、心奪われ、表現し、熟慮し、賞賛し、

歓喜し、共鳴し、育み、敬意を表し、荷揚し、勇気づけられ・・・・・・等々の評価動認安意図

的lこ活用することは、在来的カタ巡りの取り組みを抜け出し、人々のココロの中に生きる

方向が活気づけられるカチづくりの創造的経験を紡ぐことになる。

〈呼応隠係〉とく評価言語詞)(こ者限しつつ、状況にあった住まい・まち学習におけるカチづ

くりの創造的経験の発展と相互評鏑が、さらに広がり深まることを期待したい。

2005年 5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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2. r住まい笛まち学習j実践報告 E 論文

2.1 学校での取り組みから





総会学習 f地域に残る筏文イとから名古農のまちの発爆を

支えてきた堀川の学轡へJ

酒井喜/頃罪判

キーワード 「筏文化j • r名古屋港j ・「船見学j • r地機芋習」 ・「総合学習J

I はじめに

授業中に関こえる船の汽笛、校舎に窓、から見え

る名古屋港や堀川、船のブイ(浮標) ・・。 3年

2組の児童が通っているわたしたちの学校は，名

古屋の最南端の名古廃港に面して位置している。

もともとは貯木場で、あったが，現在は埋め立てら

れて，マンションが建ち並び，来年度の新入生は

6学級も見込まれるほど，人口が急増している地

域である。

私も赴任した当初は，新興住宅地域で，歴史の

ない学区だと思っていた。しかし，よくこの地域

を観察してみると、名古屋港や堀川、学校や児童

の通学する学区に散在する溶の建造物、管貯水揚

や埋め立て地で、あったことを偲ばせる『木場~ . 

『築地Jという地名、そして、夕暮れに美しく飛

び交うユリカモメたち・・。わたしは、ここが，

名古震港の港湾機能を学んだり，歴史を学んだ

り，自然を学んだり，総合的な学習を行うとで最

適の地域だと居、うようになった。

東築地小学校の児童lこ，名古屋港や堀川に閉ま

れたこの地域の重要性や歴史に気づかせるだけ

でなく，この地域の一員であることに誇りを持た

せたいと考えた。そして、将来の生きるカを脊て

ることにつながればと考えた。そこで，児童とと

もに，この地域について学んでいこうとした。

立実践の内容 f名古麗港について学ぼう!J 

《第1次実践》学校・学区探検からふしぎ発見!

(4 月 ~7}i) 

1康上から学区を見渡そう !4月
4月のある日，児童たちは学校の屋ーとから学区

を見渡したo ;jとには，自分たちのマンション，東

には工場や住宅地、西には堀川、南には名古屋港

が一望できた。晴れていたので屋上から海の景色

を眺めるととても気持ちがよく児童たちは大喜

びであった。そして、学長互の位置、互主な建造物や

土地利用の様子合おおまかにつかむことができ

た。

2学校や学区のふしぎを見つけよう一学校・学

区探検! 4・5月

学校・学IZ探検を4・5月に行った。児童が，

気づいたことは次のようなふしぎである。

①「いつも学校の教室から見える紫色、緑と赤の

物体は何か?なぜいっぱい震いてあるのか?j

{教室の窓から見える緑や赤の物体は何つ]

この物体は、各地減の港の名前や番号らしきも

のが書いてあるが、私もMかわからなかった。

②「堀川沿いに建っている青と自の建物は何

カミ?J

建物の横にあるプレートには、これが堀)11の防湖

水内であり、台風などで水が増水したとき，水が

っ、
υ
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後背地(こうはいち)にはいってこないように遮

断するようになっていると書いてあったが、それ

を読んでも児童にはよくわからないようだった。

③「学校の校庭のジヤング、ルジムの横にたっ

私はこの棒が，約40
(昭和34年)の伊

j志のH寺;こ，あが

った7.kイ立で、あることを

したc fこんな高

[伊勢湾台]誌の高潮い所まで水が来たの?J

最高水位を示す棒1 と児童は驚いていたが、伊

勢湾台風のことは知らないようであった。

(考察)児童たちは，ふだん何気なく見ている物

体や建物が何であるか、学校・学区探検により大

変興味を持った。しかし，児童のふしぎに対して

教師が知らなかったり、知っていても、言葉で説

明するだけでは充分とは含えなかった。実際lこ，

児霊童に F学び』としてとらえさせ生きるカにつな

げるためには，それらの建物や物体、地名の由来

が、東築地という地域，特にその中心となる堀)11 

と名古屋港という地域においてどのような意味

があるかを，名古屋港・堀)11という地域を核とし

てインターネットや文献による調査活動や隣き

取り活動をしながら追究していくことが大切で

あると考えた。

《第 2 次実践))名古E霊港探検 (9~10 月)

l 名古温港探検に掛かけよう i

( 1 )名古燦港探検のねらい

私は、 10月に，総で名古原港を見学し、原き取

り活動をすることを計画した。ねらいは

次のとおりである。

東築地小学校のすく守番草の5母地ふ頭から

船に乗船し，名古屋港を一馬して，対岸の

潮見ふ室長のブルーボネットに上陸し，対岸

から小学校やまわりの景観を観察する。そ

して、名古屋港と堀川下流域に学校が位霞

している素晴らしさに気付く。

②名古屋港のそれぞれのふ頭の機能や特色

を学ぶ。

③ふだんふしぎに窓、っていた建造物や物体

などの意味を関土交i選管の人に聞き取り活

動を通して知り、名古屋港や学区の康史に

自を向ける。

(2)名古厩港操豊島の般に 1 一名古車庫港について

.前に学慢しよう。 9月 (2時間)

まず名 o屋港が日本一の規模であること告とと

らえさせようとした。 3年生の算数の教科書では

千万までの単伎を扱うことになっている。貿易額

が9億6千万円なので f96阿のあとにOがいく

つつくだろう ?J と務いかけた。%の後に， 0が

11絡もつくことを知弘児童量は名古巌滋が貿易額

で宮本ーであることに大変驚いていた。

また、事前iこ名古震i港管理組合のパンフレット

の絵地図を見せ、名古震港iこ関するふしぎそでき

るだけたくさん書き出させた。

(究家のふしぎ)

①ふ頭は何のためにあるの?ふ頭が 14倒

もあるのはなぜか?

②ボートアイランドは浮いているのつ

Q絵地図で見るとふ頚;こクレーンやはしこ

みたいなものがあるけど何つ

④どんな船がfpJ積類、どれくらい出入りし

ているの?・

(考望書)

児童は「名古淫港探検jで解決したいふしぎを

たくさん挙げた。中には 1人で 10個以上のふし

ぎを書き出す者もいた。こうして事前学習におい

て，名古屋港探検に対する児童量の関心意欲が高ま

ってきた。

(3)魯宙慮港源検の様子 10月22罰 (6待関)

当日天気にも恵まれ，児童たちは，初めて乗る

船に歓声告とあげた。双限鏡を見ながら、名前屋港

の景観を綴察した。そして，積極的に，自分たち

のふしぎを富士交通省の人や，ブルーボネットの

館長さんに質問をした。

[船から双妓鏡で溶を見たり額き取ったことを

メモする児愛たち}

(4)名古血港線倹穆告 (l時間)

4-

船による名古ち，"}i霊港見学を終えて，児童量たちは，

次のような感想を書いてきた。

-r名古屋帯主について学ぼう!Jの感想ー

A男;ぼくは校外学習に行きいろんなこ

とを知りました。 率を運ぶ商品は沼角くてび

っくりしましたc ポートアイランド

は浮いていないことがわかりました。
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円台守

ボートアイランドは海を掘った土で作った

そうですっ木材のかけらが驚いてあるとこ

ろ(ふ頭)や発電所やガスタンクが集まっ

ているところ(ふ謙)もありました。

お子，船に乗ってる時，双綬鏡で遠くを見

たりしていました。すごくおもしろかった

です。そういえば，ポートヒ、ルから飴に信

号を送っていたなんて矢口らなかったです。

わたしは，もっと港のことそと知りたいなと

思いました。

C男;学校の前にある変な物体は，海に浮

かべていることがわかったc それは船に、

こっちは右，こっちはtr.ということを案内

するためのブイだった。

[海に浮かぶブイ]

D子，おかあさんがこう言っていました。

「あなたは，滋に生まれたんだから港の勉

強をちゃんとしておかあさんに教えてね。 j

E子，コンテナという箱があってすごい量

でした。コンテナが積んでいる上になんか

キリンみたいな形の機械があって，それは，

コンテナさとユーフォーキャッチャーみたい

に持ちあげるクレーンと国土交逮省の人が

言っていましたc 名古屋港を探検していろ

いろなことがわかりました。わたしは校外

学習がとても楽しかったて守す。

F子;一番心に残ったのは，昔の港が浅か

ったことです。国土交通省の人の誌ではだ

いたい海の深さが5メートルくらいと言っ

ていました。だけど，今はフ、ルーボネット

の土を埋め立てたから，深いところだと 15

メートルくらいあるそうです。名古屋港の

潟はこんなに広いのによくそれだけ土をほ

ったなと思います。

(考察)

A男は，ポートアイランドが海を掘った土で塚

め立てられたことに気付し、た。 B子は海に信号が

あることに驚いている。 C男l土、教室の窓から見

えていた緑や赤の物体が，船の進行方向の南側に

浮いているのを実際にえて、紛を案内するブイで

あったことを知った。そして5号地には修理のた

めに置かれていたことを学んだ。 D子のおかあさ

5-

んは地域の一員としての自覚を促す学習安子供

lこ期待していることがわかりE勇気づけられた。 E

二子は、コンテナの数の多さに圧倒され，たくさん

の日用品が積み降ろしされることを知った。 F予

i土，名古屋港を擬るのがとても大変で，よい滋と

いうのは大きな船が乗り入れて、きるように深く

掘ることが大切なことに気づいていった。

2 名古厩港の穫量盟をつくるう! (嘩時間}

児童に名古屋港の見学を終えて，探検官官のふし

ぎがわかったことをまとめ、印象;こ残った建物や

施設を画用紙で作ろうと声をかけた。それぞれの

級で認し合わせたところ，コンテナ船、ポートピ

ノレ，

客船、ブイなどいろいろな

ものを作りだした。 6待問

で、上手に作品を仕上げた。

3名古嵐港探検緑儀鈴審会{事時間}

名古屋港探検の絡果を，草IIごとにまとめ，発表

させた。発表会は，保5善寺号の授業参畿日と重ねる

ようにした。またよい攻は学年発表会でも発表さ

せた。

【章。一げんの模型を~せ

海の信号について説明

する N子の班]

(考察)

[学年発表会の様子

コンテナ船の模型を

見せコンテナの説明

する 0男の班]

この報告会では，自分たちがつくった模型も使

って，港探検のまとめを発表した。特に、 05号た
ちの五郎土自作のコンテナ船の模裂を示しながら、

コンテナが飛鳥ふE]iにたくさんあったことや、コ

ンテナがわたしたちの身近なテレビや食料など

の日用品を運ぶ箱であり、たくさんの物資がコン

テナのおかげて、早く積み降ろしができるように

なったことを説明した。

(悌3次実践》なぜ名古屋灘は鎗属したのか?ど

のようにしてわたしたちの住んでいる泊蛾が覇軍
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成されていったのか1(1111)

1なぜ名古E重滋は発展したのか? (1時間)

名古E霊港探検を終えた児童たちは、 「なぜ名古

濠港があんなに大きく発展していったのか?ど

のようにして名古濠港や自分たちの住んでいる

地域が形成されていったのかつJという追求意欲

を持つようになった。そして、インターネットや

『堀}IIJ]の文献などにより、次のようなことがわ

かった。

「名古屋港は，もともとは，熱田湊といって，徳

川光友の時代に，名古屋城と熱田湊(現在の白鳥)

を結ぶために，堀川を人工的に掘った。江戸時代、

貯木場は熱田にあり、名古屋城の建設のために木

材が堀川を筏で遼ばれていた。堀川は城下町lこ必

要なR常物資を運ぶための運搬路であった。その

後，さらに大きな船がはいるために，大きな滋が

必要になったときに，奥閏助七郎がi巷を深く掘ろ

うと努力した。場}IIも現在の東築地のあたりまで

伸びた。 Jそこで、児童にこの堀川!と滋の発展の

経緯を地図で説明した。

{堀川上流部の名

古屋城と下流部に

ある東築地小の位

置を見て、堀}II

が物資の:m主主な運

搬路であったこと

に気づく児主主たち]

2 rふとうJ (温め立て織}はどうやって作るの

だろうか?れ碍寵}

実際にケーソンの模型(灰色の画用紙で長方形

のブロックの形にしたもの)合作り、児議iこ操作

させて組め立ての;方法を'j!:(ませた。

ケーソンと呼ばれるコンクリートの留まりに

土砂を詰め込み，それをふ頭予定地のまわりに並

べていき，海水を遮断して，そこに，また土砂を

埋め立てていくのである。これは i毎を深く掘り，

コンクリートを使って頑丈なふ頭を作るためで

あることに気づいた。

草 山滋家畜{ゃまださい審ち}とほどういう人

だったのか! (1語調}

更に，インターネットなどで競べたところ、山

田才吉という岐主主県出身身の漬け物差是をしてい

た人物が，名古屋港の地域を発展させたことがわ

かってきた。熱田から東橋まで鉄道をひいたり，

現在の小学校敷地iこ水族館を建てたりしたよう

である。この話を児童たちにすると大変興味を持

った。こうしてこの人物と学隊探検で見た東築港

駅がつながった。

6-

4.鍵地の学医の盤史i:嗣べよう! (2盟申腿}

東築地小学校の歴史を学ぶにはどうしたらと

考えていた時、小学校0:特別活動家lこ，古川、年表

を発見した。それをワープロで打ち直し，児童量iこ

見せた。児童は初めて見る学区の年表に驚いてい

た。そして，東築地学IZが今から約90年前(明治

43年)に埋め立てられてつくられたことや，今か

ら60年前(昭和18年)に，空襲安受けたことも知

った。また，貯木場があり，伊勢湾台風で大きな

被害があったことに気づいた。児童量が特iこ輿味を

持ったのは、自分たち¢住んでいるマンションが

今から20年前に建設されはじめたことだが，もっ

と関心安持ったのは、 4759人もの死者を出した伊

勢湾台風であった。

そこで、伊勢湾台風により貯木場の材木が住宅を

襲っている写真を見せた。

I .5号の感怒、;Iまくは伊勢湾台風の写真に驚いた。

自然の恐ろしさを知った。

5なぜ伊勢湾台風の被害が大きかったのか?

名古康市で4759人、港区で川人近くの死者が

出たことを知った児童たちは「なぜ伊勢湾台風の

被害は大きかったのかつjと策総した。わたしは、

高潮により貯木場の 20万トンの材木が押し流

され住宅地を襲ったこと会伝えた。 f先生，もし，

東築地小学校に，伊勢湾台E査のような大きな台JA¥

が来たら，わたしたちどうなっちゃうのつ」児主主

は，みんなで以前見に行った校庭に立っている伊

勢湾台成時の最高水伎を示す様を教室の窓から

見つめた。確かに，児童の言うとおり，同の前は，

i毎であるから大変なことである。そこでわたし

は，児援に，伊勢湾台風の後、高織から守るため

に、学区や名古E藍潜探検で見た防持~7KP号や冨道 23

号線・高知戦防波堤などの妨災施設が作られたこと

を話した。また、児童は伊勢湾台風の反省から学

区にあった貯木場などが弥禽の方に一箇所に閉

めらオ現在の木材港に移動したことを知った。

((第4次実践》学区はどのようにして発展してき

たか?一地域に残る無形文化財一

1昔は，筏(いかだ)に乗って堀川へ木材を

選んだ!

こうして「熱郎奏から名ぢ屋港への発足芸J・7綴

) 11と名古屋城築城J • r伊勢湾台風j と康史をま開

べていくと、この学区の地名のもとになった『木

場(きば)Jl、つまり貯木場と筏、筏と学125:や名

高屋の発展の関係が浮かび、あがってきた。そし

て，今は学区には筏に乗る人がし¥ないので，一度

会ってみたいということになった。できれば，筏

の1本乗りの実演や，背の貯木場の誌を開きたい
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と考えた。いろいろ探し回り，飛島村に新しくで

きた木材港の運輸会社に現在勤めている N さん

としづ人が、昔、筏iこ乗っていたことを知った。

毎年7月2013に，地域;こ残る『みなと祭り』で，

筏総合の筏師たちが、筏の一本乗りなどを市民に

披露していることを潤き、お願いしたところ学校

に来てもらえることになった。

2 徳留をまねいて a ・『絡について学Iま
う!J 12月1713(水}

(1)筏学習のねらい;12 A 17臼の総合の時間に向

けて、筏師(し、かだし)のN氏と事前に入念に

打ち合せ、ねらいを明篠にした。

①?木場jという地名が残るこの東築地

の学区には，普貯木場があり，名古屋の木

材の穣み降ろしの拠点となり名古屋の発展

を支えてきたことをとらえさせる。

② F筏~ tこ着陸し、筏を作ったり、木造り

E設を歌ったりする活動会取り入れ、名出「屋

の無形文化財の良さに気付き、大切にして

いこうという気持ちを育てる。

(2)当日の様子;

0第 1限

昔、筏iこ乗っていたNさん;

「わたしは，運輸会社で働いています。昔J土，丸

太iこ乗り筏を組んで，木材港に浮かべていまし

た。外国から来た木材は，ここで積み降ろしをし

て，貯木場にいったん浮かべておいたのです。こ

れは，倉庫としての役部だけでなく，丸太のくせ

をなくすよでも重要なのですc 東築地は 40年前

まで貯水揚であり，江戸時代から(江戸時代は貯

木湯は熱出)、堀川を通って木材が還ばれ名古康

が発展してきました。 j

{児童に説明する筏姉のNさん]

(考察)児意は.Nさん本人が一本乗りをしてい

るどデオを克て驚いた。また、槍の匂いを嘆いだ

り、重い木材や軽い木材に実際に触れたりして木

材についても学んだ。更に堀川に浮かぶ筏による

木材の運搬が名古屋を発燥させてきた認を一生

懸命開いていた。

7-

0第2綬

①筏を作ろう?

この時間i土，笑警告に，筏を作ることにした。し

かし、丸太は大変重く学校には運べないので図っ

た。そこで、事前に2人でいろいろ考え丸太に見

立てた長さ 2mくらいの細長いピニルの棒に茶

色の画用紙を対り付けたものを 6本用意した。こ

れを実際の筏で使うロープを使い筏を作ること

にした。児童も，筏関のやりかたを学びながら筏

を作るのを手伝った。こうして縦2m横 1mほど

の筏が完成した。この筏を学校のプールiこ浮かべ

てみることになった。

{筏が完成!喜ぶ児童たち1

②いよいよプールヘ!一木遣り歌(きやりうた)

を歌おう 1ー

児童は大喜びでできあがった筏を持ってプ

ールに浮かべるために震上へ念、いだ。

T: rでは，一度，筏師のNさんに*遺歌を歌

ってもらいます。 J

N さん 「じゃあ一緒に

歌ってください!

エンヤコラサ-t(こぶ

しを援り櫓をこぐまねを

して) ドッコイショ TJ
(みんなで)

T: rでは，筏阪のはっ

を着て*遺り歌を歌ってみた

い人?j

児童全員 「先生やって

みたいけ

そして，みんなで木遣り歓

を歌いながら，プールに浮

かべた筏を引っ張ることに

した。

T:ただいまからちびっこ

筏断に.*遺り散を歌ってm
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もらいます。

児童代表みんなで一緒に

歌って下さい 1ヱンヤコラ

サ-t

3年生のみんな。ドッコイ

ショ P
そして，ブールの上で筏を引っ猿うていった。

児塗たちは歓声をあげた。この木遣りE款は筏が大

変重いので筏釘たちがみんなでプJを合わせるた

め歌われたことを学んだ。

じまっぴを箸て木j宣り歓を歌う児童]

③児童の感想;(1待問)

Cl この地域が木材の積み降ろしの場所で

あり，木場という地名のもととなっていで

すごいと思った。もっと調べてみたい。

おこ，児童は，筏師の成田さんや，お判回、

iこ来てくれたじさんへおネしの手紙を喜

いた。

C2 一番面白かったのは学校の3階のプー

ルに筏を浮かばせたことですc 楽しかった。

C3 プールに行って筏さとひっぱったり、さ

わったりしたよ。またやってみたいな。

C4白筏のことをたくさん教えてくれてあり

がとうございました。とても勉強になりま

した。帰ってからお母さんにも教えてあげ

ました。今度は筏に乗ってみたいです。

C5 :わたしも筏の一本乗りをしてみたいの

で，また会えたらぜひ教えて下さい。

(考察)

この筏の一本乗りは、名古屋.の無形文化財に指

定されていることや、後継者が少ないことを開い

た。その点で、今回の試みは、初めてであり、筏

組合の人にもとても喜んでもらえた。筏文化と子

ど乞との接点が生まれたのである。地域との迷携

の大切さを痛感した。

E おわりに学際の臓患や伝競文化を大切にし

よう i

こうして， 1年間の実践の結果，児童は，自分

たちの住んでいる地域lこ自を向けるようになっ

てきた。

「先生，東築士郎ここんな媛史があったなんて知

らなかった。 Jと児童だけでなく、 「毅子でも東

築地の歴史を話しました。 Jと他地域からの転入

者が多い保護者からも好評だった。 r学校付近に

はいろいろな港の建造物がある。あの水内のおか

げで地域が災害から守られているんだね。 J r筏
によって木材が城川!に遼ばれ、名古騒が発展して

きたんだね。 J r地域に残る文化財の丸太の一本

乗りや筏作りに是非挑戦してみたい。自分たちも

受け継いでいきたい。」など地域の一員として誇

りをもち，先人の気築いた建造物や地域の歴史に

ついて沼を向け，それらの良さに気づき、伝統文

化を大切にし、地域の未来をど考えていこうとする

児童が育ってきた。今後l 3互に筏と堀)11の学習を

進めていきたいc

名古島市立東築地小学校教諭

愛知教育大学地理学教室主卒業

兵庫教育大学大学続学校教育研究科修了

名古農大学大学院教育発達科学研究科博士課程在学中

こどもにとって身近な f生活文化J(衣食住)を中心に，

科学的な社会認識形成を目指す「地域学習J. r総合学習J

¢構築を考えている。
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学びを地域で異現化する総合的な学習の取り組み
提 祐子判

大友重量Yl*'
茸i良資料「立町得発見!未来の酋公麹デザインJ rめf;5'せ!:lz:留I環境レスキュー隊

~立町環境向上プロジェクト 200 4~J の実践を通してー

キーワード 1)総合的な学習の詩翻 2)まちづくり

4) NPO fj章築と子供たちネットワーウ仙台j

I はじめに

王手成 14年度から実施されている「総合的な学習の狩

閥jにおいて，本校では“地域"にこだわりながら学習カ

リキュラムを作成している。

今回取り組んだ実銭は，第4学'rで実施した学区内に

ある西公掴のデザイン、そして第5学年で取り総んた九環

境をテーマとした環境向上プロジェクトである。

どちらにも共通しているととは、自分たちが学んだこ

とが実際に白分たちのまちづくりに生かされていく，と

いう点である。学習コーノレが学校内で完結するのではな

く，地域で形となって具現化していくというところにこ

の実践の特徴がある。

そのためには，苧技だけの取り組みではなく，地域・

行政.NPOの連携という「字社数合』が重要になってく

るということを本校の実践例紹介を通して明らかにして

いきたい。

2 立町小学長Eについて

立町小学校は仙台の中心部にあり，繁華街で有名な国

分詞Tや御縫代町、東北大学のキャンパスがあるJ11内近辺，

宮城教育大学紛舎の青葉ILiまでを学!主としている。

そのゆでも特仁、笹P;i普代在日[や殴分担Tは， fIll台潜主伊達

攻宗公が仙台減築城の際に作った城下町であり、 i:]J台で

も有数の歴史を持つ町となっている。

また，学校に隣殺する密公i謝は春lこはお花見の1;所と

して仙台市民に親しまれ，将来的にl土地下鉄東西線の開

通に伴い“西公関駅"もでき，大きく変貌が予想される

公関でもある。

3 立町学院の“ひと"と地域教育カ

広い学区を持つ立町小学校ではあるが、守之校lこ燐接す

る大町，肴町，立密rは普から「御譜代町」の中に数えら

れ，豆腐屋，氷屋，長原，魚}せなど代々続く老織が軒を

連ねている。

そのために学校に対する思い入れも強く、 r i共が小学

校を卒業した後も、何らかの汗:;-c学校の教育活動に鑓わ

っている方々が多い。立町小の子供たちのためなら，と

大雪の帯jに地域住民が自主的に学校の警かきをしたり、

学区民運動会では校庭整備等を住民主体で行ったりと，

3)学樹融合

5)地域教宵カ

地域の方々の学校と子供たちへの熱い患いが感じられる

地i主である。

また r総合的な学営の時間Jの学習活動lこ於いてもお

応への弟子入りや，さ?技での}i潟作り体験などにも主臨ん

で協力してくれる方々が多く，それがひいては地域教育

力の強さにつながっているところが見られる。

後述する本校の学びが，具体的にまちのなかに生かさ

れていくという背景には，こういった地域の要素が大い

に総係している。

4.授業の実際

(1) 単元名 立町再発見!未来の官官公劉デザイン

①実施学年 2003年 第 4学生存

②学習見取り図 何 年 総 合 全95時間)

次頁 隠 4~1 参照

③学習のねらい

お分たちが住むまちの環境について知り，ま

ちをよりよくするための諜趨を持つことが

できる。

地域の人やゲストとコミュニケーションす

る能力を高詰める。

情報処理やメディアの活用能力を高める。

まちづくりに積綴的に潟わろうとする態度

を育成する。

④ 学習活動の概要

学習は大きく分けて， 3つのキーワードで進めた。

1つは，出会い学習。 2つめは，発見学索。 3つめ

は，発展学習である。

缶詰豆~
まず人がいて，まちがあり，そこに住む人々が心

から大切に思えるようなまちを育てたいというこ

とで，町に住むたくさんの名人の方とお会いした。

写真4~1

立町名人と

ガチンコ

~9~ 2005年住総研f住まい・まち学習j実践報告論文集6



型 兎世出ろ '111唱引笹山，.. " 時 間

，u 宜健施M・種公飽智伊ザ〉宮ロタ%~ト~

恒温厳麗
4s 務優先生身鎗命

5， 61J 

f立!Ir.のすばらしさを晃つけ、た〈さんの人に知らせよう.J 

車禽窃場移明"立と集dI

立官官を知っている入にリ十→ z

戯曲曙甥

(情報アJケート作ψ設理}

名人とガチンコ 7豆禽作りに銚験(上村豆禽議木村豆腐盛)

7月 報範学習I tL町タウンウォッチング'<?NPO建築とこどもたちネットワーク仙台

7， aA 11底追*

e休蛾活動倒七織でサンマを焼こう!

量に換戦 1

8月9日竹宮T篭フzステ参加

9s 退場琴習

それぞれの方迭で学習を進める

- ワークシ三，.)プ(警のワ…クショップ)目立!Irでひろった脅を自分の脅で再竣 g

~lII藤さん(元ハウンドドックベータスト)酒弁さん(CM ソJグ作隣家)

線鋒舎

自分たちが調べたζとを発表しよう 2 ポスタ セ、シヨン

10I! .癖学者 ー今e窓"""穆命総媒宅金おむ.t:，泰療@萄a掴権争ザイ}W:.，I

.JI;壁Pl'A会長さんの指令

Tみん怠が大人になった姥の‘未来の首公簡をいっしょに考えていこう .J

" '  商信属鯵A窓eft鬼，. <?NPC建築とこどもたちネットワータ仙台

12月 素繊<>ll会1111'イ号;;4'1'叉ケ，手 口IrNPC建築とこどもたちネットワ…ク仙台

移ワ mタシヨちプ(パブルダイアグラム) 池沼<J)上に自密に自分のアイディアを播いてみよう。

'.ワータショッブ(グループダイアグラム)..・ブロつクごとに自分譲のアイディアを考えよう t

2河 来都@援公館犠援作品I ~符PO 建築とこどもたちネ2 トワ…ク仙台

事 ""在学習“ヱ ンヰ小諸君!まちの見方をきたえよう 2岡市肉4つの小学技

とテレピ会議

3月 給曾.ヲィシ弓i~ こども参ちづ4槽織 3月14混然メディアテク

市π 会識による^Jv~ンンキとの支流

関 3-1 学習見取りSI

写真4-2

自分の色でキラリ

と光るすてきな人

との出会い

子供たちは，立町に住む名人との出会いによって，自

分たちが学ぶまちの良さやおもしろさに気づくことがで

きた。

また，出会い学習では地域の方々に立町の魅力につい

てのアンケート誠奈も行った。

藍藍盟
NPO r建築と子供たちネットワーク仙台jのメンバーの

方々に，まちを見る視点を専門家の立場からアドバイス

していただき，まちたんけんに出かけた。

のこしたいもの

一?を設定し，立関了学区内在ポイントチェックしながら

歩いていった。

たとえば間公腐のこけし塔にこだわり，宮城のこけし

と部公溺のこけしの濁速を調べるグノレープや， i!首公燈の

成り立ちについて競べるグループがあった。

盟主盟

写真4-3

5主つけて競べた

ことをまとめ

て発表する

自分たちが見つけたこと，競べた情報をもっと具体化

するために， r未来の関公隣デザイン」という活動がスタ

ー卜する。

-個人パブノレダイアグラム、グループダイアグラム

このワークショップは， r建築と子供たちネットワー

ク仙台」との連携授業で行った。子供たち 人人が自

治に自分のアイディアを図並立に表いそれをグループご

とに詰めていく。

そこでは，どんなものを未来の部公魁に作りたいか，

あるいは残したし、かで子供たちの熱い議論が繰り広げら

れた。そのような子供たちのぶつかり合いの中で，課題

を見つけ，問題を解決する力が少しずつ育っていった。

~IJ.]草 4-4

個人ノミプノレダイアグラムを説明

写主主4-5

グループダイア

グラムを説明

かえたいもの このようにして， [;当面iに描いたデザインをもっと兵体化

気になるもの するために，未来の係公閣の模型作りがスタートした。

の視点でまちについての課題を見つめ，それをもとにテ 商公闘を6ブロックに分け， 6チームそれぞれで自分

10-- 2005年住総研!住まいまち学背j実臨報告ー稔文集6



たちのアイディアを調空襲しながら，模裂を作る作業を進

めていった。

現(L西公闘にある SL列車を走らせようというような

子供らしい発想のものから，公闘にある織物の堆般を串j

mした花時計を作りたい、野鳥保護を考えて地下鉄のト

ンネルを自然と溶け込ませる上うな工夫をするというよ

うなアイディアも次々と弓まれてきた。

写真4~7

写真 4~ 6 

模期作りが

スタート

熱心に模援作りに取り総む子供たち

写真4~8 完成した「未来の西公騒j の綻皇

子供たちは，自分の思いを形;こ表現することに夢中に

なりながら模型作りはi並行していった。

このようにして完成した模型は，仙台市内の小7ヰ査や

市民の景観サボーター，フィンランドのトノレッパリンマ

キ小学校との問で，テレビ会議をして紹介をした。

~11~ 

発表の機会が増えるにつれ， 子供たちも自分の考えに

だんだん自信が出てきて，相手の学校の子供たちσJ質問i

にも堂々と答えることができるようになった。

またヘノレシンキとの交流では， I同じように模型{を件っ

て自分たちのまちデザインに取り級んでいる子供たちに

親しみを持つことができた。

写王立 4~9

riil誌のfiIjでn分たちのアイディアを発長

写真4~lO

7ィンランドのトルッパリンマキ小学校と

lT会議で炎流

⑤ 活動のュ具現化

前述したように，子供たちがデザインした諸公鴎

は，将来地下鉄東西線の凋過に伴い，大きく様変わ

りすることが予泊される地区である。

そのために，現在，行政と捨~ri1普代町町内会始め，

地下鉄の沿線地庶にあたる住民との間で，未来のま

ちづくりについての検討会が定期的に開催されて

いる。

そのような流れの中で， 1官事譜代町町内会のメンバ

ーから次のような要議があった。

子供たちのアイディアを 1つでもぜひ減り込み

たいので、今後の検討会に子供たちの間公窟デザイ

ンのアイディア書を出して欲しいというものであ

る。

また，仙台市の公麟課の方からも，子供たちの街

公隠デザインを検討材料の 1つにしたいという迷

絡が入っている。

学校という揚が つの拠点となり，活動した成果

が地域住民にも広まり，まちづくりという現実の場

2005年性総研「住まい・まち学習」実践報告ι論文集6



函で生かされるようになった成果の一つである。

まとめのところでも述べるが，子供の忠、いっき的

なアイディア=まちづくりに取り入れる，という安

易なことではなく，そこに行き着くまでのステップ

を踏んだ学響があり，さらに NPOr建築と子供たち

ネットワーク仙台」という専門家集屈のアドバイス

を受けながら練り上げた，アイヂィアペJデザインと

いうことが，実際によi脱化されるためには欠かせな

い要問である。

(2 ) 単光名 めぎせ?立町環境レスキュー隊

~立回j環境向上プロジェクト 2004~

① 実 施 学年 2 0 0 4年 第 5学年

②学習見取り図 (5年総合会85時雨)

ll'lI 4-1参照

A 
めさせ 1立町議君臨レ文事:1.-隊

-:iI:覇軍機境潟上宮口'i':r.1'Jト2004-

~.・・亜携プログラム

5~ Ilつ'1"1.1<ろ1(置づel
海環先生の心寵 <? ACT53 

fゴミの問題に取り組んでいると、繍境はどんどん悪くなっている銀がしま

す.石油はもう何十年かするとなくなるそうだし・ ・心室Zだな"

環境について知っていることや随舗を見つめてみよう! (ブレ…ンストーミング)

6~ 踊ペ.1<')1
披露プラスマイナスマップ

校庭のゆで環境の視点からプラスとマイナスを探してみよう。

7. 8馬 会l''PiI'.''/J 3" メガトロで遜ぷ会ー猿聾とこどもたちネットワーク
%、ろは娘"で立町をかぎれ， .・・ 8分たちの住むまちの環境肉ょのため

にアクションを超こそう 4

場発光ダイオード“いろは鎗"でランタンを作って‘まちを飾るp

8JP， a震パンヲランタンフヱステ参加

9~ 覇ペぷろ2
道路パトロール〈鯵気ガス・誼管Iま7) 菅直土交轟省III会筏道総管理恵積所

磁後南関査 ~鋭台市理縫局
テーマ追求学習 *環境かベ筋劉コンクール参加

水生生物調表(串潮JU) ず こどもヱコクラブ

女1''1シ2シz ，炉 建聾とこどもたちネットワーク色調会

“之働"でまちにすてきな脅を l'.・堤綾 土録作り!こ換臓!

， O~ 脅えぷろf
テーマ別に認ベた学習を情線交換し、課閣を深め会おう f

ポスターセッション

， ，月轡えぷ')1
クライアント(常盤跨}指令 e鐘築とこどもたちネットワー夕食議会

r吉分たちが:fI.密Tの環境向上のためにできることを考えよう.

“こども公置時 '仙脅帯百年の栓ブロジヱタト

否公置とつながる織とやすらぎのリレーJ

公園デザイン

*ワークショップ 森山先生

， 2~ 轡え4同 f幅え歯命')1

‘こども公覇デザイン e鎗聾とこどもたちネットワーク他台

・仙台ニゆとの総合学習合開発表会{市民会館}

1. 2月 号替え.1<')1
こども公掴デザイン e建録とこどもたちネットワーク総合

*ワークショップ

*ミニ襖聖作り

3月 食1'''$<oa~3: 自分たちが考えた“こども公毘"を握案しよう F

③ 学習のねらい

自分たちが住むまちの環境(自然環境・人工

環境)について知り，よりよい生活のための

課題を持つことができる。

12--

自分たちが丸つけた繰燈に対して，イ可ができ

るかを考えるとともに，3主体的な行動に移寸

ことができる。

まちづくりに積極的に関わろうとする態度

を育てる。

③ 学習活動の概要

本校の第 5 ぞ ;1:~ド l土，環境をテ--~?に総合的な学努に取

り組んでいる。環境には白然環境()11・森・大気なと¥

長い間存在し守り続けてし、くもの)と人工環境(人が作

り出し，進化していくものつまちなみ，エネルギー，食

物など。)の2つがあるということを認識し，いくつかの

共通体験活動を議ねる中ぜ7 ドi分が興味を持った謀型選を

追求していくというお動をねったっまた 4年在住で取り

組んだ「未来の到公闘デザインj 学~l?j-('，都会の中に緑

をつなげていきたいという思いが子供たちの中に育って

いたので， 2004年度は， i泣終ゴーノレを学校内の敷地

iこ作る“こども公儲"デザインと 1没Ji:L-，栄子i活動を進

めてきた。

1年間を“見つけよう(気づき)"“線べよう'“考えよ

う"という 3つの大きな活動期間に分It，それぞれにア

クションプランを取り入れ々がら年聞の活動を進めた。

とこでは，主に学習の兵攻化となったアクションプラ

ンについてまとめてみる。

合アクション 1

f“いろは姫"で立町をかざれ!J 

仙台には東北三大祭りの一つ， wイ[/，Irs七夕』という

大きな然りがある。本校はじ夕祭りが実施される東一

番丁に近いながらも，前夜祭で打ち tげられる花火の

方が主で，どちらかというと七夕期間中，まちはひっ

そりとしたき字図気が漂っていた。

そのような雰回気を変えようという動きが昨年度

から始まった『竹の街頭1めぐり“ばんぶーら仙古リで

ある。詳細についてここでは省略するが，この傑しに

本年度は“立町の環境向 tプロジェクト"という形で，

立町小学校の 4，5年生の子供ーたちが参加した。

内容は，仙台で5活動する「メガトロで遊ぶ会Jが作

った発光ダイオード“し、ろは鮫"を使って，牛乳パッ

クランタンを作り，まちを“し、ろは鮫'で彩るという

活動である。

・いろは般のプログラミング

この活動は，発光ダイオードの光り方をパソコン

によってプログラミングし， 自分の好きな光りかに

変化させてし、くロそして， 自分が考えた牛乳ノミック

のランタンに描いた絵に合うように，さまざまな光

り方を工夫していくというものである。

ここでは、「メガトロで遊ぶ会」の協力を得て，

プログラミングの仕立子を指導していただいた。

説明の後，どの子供たちも戸惑うことなく，自分

2005年住総研f住まい・まち坐習H足踏報告論文集6



のイメージの光り方をプ口グラミング「ることが

fプきた。

写真 4 - 1 1 

光り方を考えな

がらプログラミ

ング

写真4-13

七夕や定禅寺通のけやき

並木をイメージして。

写真4-10

“いろは姫"をプ

日グラミングす

る子供たち

写真4-12

牛乳ランタンの

ろうづけを努う

このようにしてできあがった牛乳パックランタン

“し、ろは姫"は. 8月 7. 8日の2自問，御言普代町の夜

を照らした。観光客が宿治しているホテルが近いことも

あり，仙台市民だけではなく，県外からいらっしゃった

多くの方々にも楽しんでいただき，子供たちにとっても

自分たちの活動の意義が感じられる取り粉みであった。

先アクション2

f土鈴でまちにすてきな音をけ

4年生の時lこまちのす探しをして“f著作りワークショ

ップ"を体験した子供たちは. I者j という視点でも自分

たちのまちを楽しくできなし、かということを考えてみた。

4年生の時に授業で連携した f建築左 11)1、たちネット

ワークイ山台jの協力を得て，総子でi二鈴刊りに挑戦した。

そして，できあがった止鈴を f建築と子供たちネットワ

ーク仙台j が手がけた「堤町まあかど博物館・堤焼佐大

ギャラリーj で焼いていただいた。学校の親子 PTA行事

とタイアップしたことで，立町にある自分のお癌に2つ

の土鈴を飾って，来庖するお客さんに閣かせたというよ

うな後日談もあったっ

写真4-15

親子で士鈴作り

大アクション3

写真4- 1 6 

f是焼牧大ギャラワーでの紫tflL 

fこども公言語デザイン

~商公闘からつながる緑とやすらき、のリレー

立町小にこどもミニ公主舗を作ろう!J 

環境について半年以上体験活動や調べ学習需を積み議ね

てきた5年生は，アクションプランとともに，イ可かもっ

と具体的な形で自分たちの考えを表現でき t~いかという

思いがだんだん強くなってきた。

そのような思いを抱いた時に、 f建築と子供たちネッ

トワーク仙台j の方から.iIU台市が推進している『百年

の栓づくり』について教えていただいた。これは仙台市

必どの行政と市民や会社などが協力して自分たちの地IR

に縁を増やしていこうという事業である。その中でも特

に学校は“学校の森づくり"ということで，学校と地域

が参加し，学校の緑を増やすという活動について仙台市

から認められれば，活動助成金がもらえるというととで

あった。

学習活動の具現化，ということを考えると願ってもな

いチャンスということで，立町小学校のプーノレわきにあ

る遊休地をこどもミニ公隠として生まれ変わらせようと

いうプロジェクトがスタ}トずる。都市の真ん中の本当

にわずかなスペースではあるが，昨年度自分たちがデザ

インした簡公関とのつながりを考えると，狭いとはいえ

写真4-14 とても大切な空間である。そのことは，東京の三軒茶屋

仙台七夕の夜、御譜代町を飾る“いろは鮫" での緑を伎かしたまちづくりの取り組みを知ったり，仙

令市内の市役所駐車場，錦町公園のトイレなど緑と共存
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した施設をタウンウォッチングしたりすることによって，

子供たちにも実感として拠えられるようになってきた。

'Jj.主主 14-18 

タウンウォッチング

写真 14-20

倒入パブノレダイアグラム

こども公園アイディア

写真 14-17

東京三軒茶廃の緑を

生かしたまちづくり

写真 14-19

公額デザインの専門家

からレクチャー

5年生の今年の活動は，こどもミニ公障のデザインを

模型に表現するところまでだが，このデザインを具現化

するためのこどもミニ公題っくりは確実に…歩ずつ動き

出している。

S 総合的な学習におけるまちづくり学習の兵務化に

ついて

総合的な学習で，まちづくりを取り入れてから 3年自

になる。まちづくり学預には“地減"‘十高社"“環境"“自

際理解"などのいろいろな視点が要求されてくる。そう

いう点、で，総合的な学習にまちづくりは適切な学習素材

であると考えられる。

そして，学習した事柄や活動を実社会に生かせる要素

を多く持っている学習でもある。学習の達成I惑をより強

*2仙台市立立町小学校教諭

*'仙台市立立町小学校教諭

14-

く持つためにもそのことはとても大切なことである。

またまちづくり学習では，デザイン的要素を支える感

伎がとても重要になってくる。それは，創造怜であり想

像性でもある。そのJ毒性を育てながら，なおかつ学努し

たととを現実の社会で呉羽化することは，総合的な学習

のねらい (2)の「自己の司きんを考えることができるj

ことにつながってし寸 ο 十1分たちの学翌や活動が，実社

会で生かされることを感じた時 r供たちの，U:欲やおの

線きは全く変わってくる。そして， li分たちが人の市

民としてまちを作り，まちをよりよいものに変えられる

ということを味わえた時に，来栄の成熟した市民として

の第 1歩がスタートすると思う ο

そのためには， 'HJ主たちのγムびを桑現化するためコー

ディ事ータ一役としての教闘のi主要な復刻がある。社会

と í~わるということは，時には F算を伴うものなので，

行政等との連携が必要となる。(本年度は，環境学需の体

験活動で仙台市環境局，宮城熱量豊境局， I溺土交通省など

に活動連携を申請した。)また，子供たちの能力をさらに

引き出しながら，社会的な場にも対応できる学びという

ことで専門家集IJI(オゆEでは， NPO r建築と子供たちネッ

トワーク仙台J，rメカトロで遊ぶ会J，宮減教育大学見上

研究室主)との連携も重要である。そして，学校はあくと

でも地域あっての学校なので，地域との密接な関わりと

いうことも大切にしてコーディネートしてし、かなくては

いけないであろう。

6 おわりに

昨年度からまちづくりをテー?に総合的な学習に取り

組んでいる 5年生は，タウンウォッチングやノミブノレダイ

アグラムのワークショップが始まると，キラリと表情が

締く子供たちが多い。 2年間このまち学務に取り組んで

みて，子供たちの 磐大きな変化は，自分に自信を持て

る子供が多くなったということだ。いろいろな人と隠わ

り， 自分の良さを見つけていただき，その成主任をデザイ

ンや発表という形で発fZできたということがその自給に

つながっている。

昨年デザインした西公鐙は，図工の写生や福祉活動の

ゴミ拾いを行っている場所で，学年全員で出かけること

が多い所だ。また，こどもミニ公霞予定地は，いつも休

み時間に元気よく遊ぶ校庭にある。子供たちの会話にさ

りげなく部き立を立てると，

「ここは，こども広場があって・・・。j

と現地('[1分たちのアイディアを会話している。

学"'J"jゃれ塁手1)0)1，l:S英語、ダイナミ、ソク lこ確認できるのは，総

合的な午??という教科ならではと持えられる円

*1仙台市以立町'1、学校教諭

仙台背輔託社会教育主事として，学校教育
と社会教育に関わりながら?学者連携を取
り入れた総合的な学習の時聞のダイナミ
ツクな展開をさぐっているq
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総合的学習の時間を活用した安全安心まちづくり学留の

激り総みについて

閉村佳愛*1

松村博文判

長主~JII雑浩'3

一札幌市立新響似小学校での実践ー

キーワード:安全安b まちづくり 総合院博習の時間

l 研究の背景

近年，子どもが犯罪に巻き込まれる事件がg立つよう

になり，地域ぐるみで子ども達を守ろうという動きが全

国各地で活発になってきた。筆者らも，平成 12年度以降，

安全安心マップを活用した地域ぐるみの安全安心まちづ

くりの取り組みを重ねてきている注1)。

筆者らが安全安心まちづくりを実践する際の方法は，

まず，アンケート調査等により地域の危倹箇所の実態把

握を行い， i安全安心マップ」を作成する(図 1-a)。マッ

プ作成後l止多くの関係者とともに現地調査を実施して

危険をうみだしている婆悶の分析を行い(劉 1-b)， ワー

クショップなどにより様々な観点から改善策を検討し

(鐙 1-c)，その後，まずできるものから具体的改善策を

実施していく(図 1-d)という流れで行う。

安全安心マップの特徴としては，

CL誰もが一日で理解できる共有ツーんである

②データベース化により蓄積・重ね合せ・更新が可能

である

③作成する作業自体がおもしろい

④設もが作成可能である

といったことがあげられ，また，その活用により，

①危険箇所などの実態がわかる

②子どもの1邸主回避の能力づくりのきっかけとなる

③的確な対策を講じられる(有効な場所への通学路や

子ども 110番の設定)

④危険笛所等に応じてハード主主備。除雪等の頭で行政

施策にプライオリティをつけることが可能となる

⑤取り組みのプロセスを通じて安全安心に対する意識

[7ロ-]

a実態の把握

選孟

b.婆因の分析

認L

c改善策の検討

議L

d具体的改善策の実施

[取り組み内容1

•••••• <>アンケート調査
…少。安全安心マップの作成

H…。安全安心マップ査制
した現地調査

ド… O現地調査をうけ、ワーヶ
ショップなどの実施

IllIl 碁本的な安全安心まちづくりの敬リ組み7口一

平地域コミュニティが育まれる(地域コミュニチィ

を活性化させる fまちづくりツールj となる)

という効果が鍛待できる。

筆者らはt この蒸本的なフローを元に学校・団体別に

手法をアレンジして活用・爽践している。

2 研究の目的

本研究では，札幌市立新琴似小学校での取り組みを事

例として，小学校の総合的な学習の持問を活用して教師

が主体となり安全安心まちづくり学習の取り組みを進め

る場合の絞り緩み手法を明らかにすることを思的とし。

学習の効果や取り組む上での諜題といった鋭点から検証

する。

3 爽践概要

1)実践対象と時期

実践対象は，商業系と住居系の用途が混在する新琴似

地区に伎霞する札幌市立新琴似小学校(以下，事行琴似小学

校)の第3学年児主主(3クラス 91人)である。

実践は平成 15年度2学期の総合的学習の時間等を活

用して行った。

2)実践までの経緯

新琴似小学校では通学時や帰宅後の遊び中などに，不

審者に戸を掛けられたり迷れ去られそうになったり等の

こわい思いをした出来事や交通事故の被害が発生してお

り，第3学年の視0!3教諭より道警本部に対し安全教育の

実織についての相談があった。授業の爽施に加え。子ど

もにとって安全な町をつくっていくためには。学校や地

域，行政，警察等多くの関係者が連携して取り綴んでい

く必要があるため，第2郊の総合的な学習の時間で取り

組む nまくらの安心町づくり』に対L，道翌年本部と築者

らが協力して支援を行うこととなった。

3)実践の流れ

『ぼくらの安心町づくり3の単元構成を表 lに示す。

1研究の背景で述べた基本的な安全安心まちづくりの

取り経みアローと比較して，①・③のような安全安心に
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対する動機付けの実施(後述(a)項参照)，取り組みを主要悶 B)アンケート謁査の実施

の分析までに留めるなどのアレンジを加えている。 アンケート票と校区の地図を配布し，危倹に遭遇した

学習は全 24時間ぜ構成され。総合的な学習の持閣を 経験や具体的な場所について調蕊を行った。

II 時間，図語を 13時間とした。国語科の授業を誰lみ入

れた理由としては， :)年生の悶語の学習指導要領の中で
表 1 WIまくらの安'O町づくり』の単元構成(24&寺銭)

も， r認すこと・潤くことJに関して「相手や自的に応じi

調べた事などについて，筋道を立てて話すことや話の中 |金な学欝活動([ ]内i時間数)

心に気を付けて聞くことができるようにするとともに，

進んで話し合おうとする態度を育てるJという内容があ

ることから，今田の授業の単元の中の，調べたことを発

表する(表 1⑮~⑫)という学習活動を，盟語科と関連づ 11①新琴似は安全な町かな?m
けることとした。

これらの実践に対して，教師は学習プログラムの組み I I②わトトの結果を守口・に表して

立てやアンケートの集計作業などを行うとともに，筆者 1 Lー金主之[1.5]

道警響、筆者ら等

外部からの支緩内容

i )学習7'防‘ラムの検討

ii )7ントト豊臣の作成

らや道警，出向法人日本ガーディアン エンジヱノレズな I I I fiV5安全安心~'_，マップの
ど学校以外の様々な団体と連携しながら安全安心まちづ 1 1 11 作成

くりの学習を進めた。

筆者らは学習プログラムづくりに対するアドハイス

(けやアンケート案の作成(u)，アンケ ト結果をもと

にした安全安心ベースマップの作成(iv)，専門的な立場

からみたプレ現地譲査での危険をうみだしている婆i還の

指摘(vi)，現地調査での補助(vu)などの役割を担った。

道警は絞り組み全体に対するアドバイスやプレ現地潟査

での要iEIの指摘(羽)や現地調査での補助(刊)，授業後の

保護者らによる安全安心まちづくり活動のサポートなど

を行った。 NPO法人日本ガーディアン・エンジヱノレズは

児童への安全安心に対する動機付け(v)を行った。

A)学習における安全安心に対する動機付け{①，④]

教師が授業の中で，先棄の危ないi怒いをした出来事を

引き出しながら，どのようなことが危検かについて意識

させた。危険な行動を取りながらそれを危険と思ってい

ない兇煮や， 自分だけは交通事故やこわい出来事にはあ

わないだろうと考えている児蜜が多いという実態が明ら

かとなり，教邸は児童の安全安心に対する意識付けの必

要性を再認識していた。

また，表l中の③のように，児意に危険と澄遇した場

合には自分の身を守るということを意識させるために

NPO法人日本ガーディアン・エンジェノレズという防犯の

専門家を招いて，ガーディアン・エンジェルズが持つ子

どもに対する妨犯プログラム(キッズ・セーフチィ・スク

ール写真 1)を活用して，実技を交えながら。危険に遭遇

した場合の身の守り方について学習した。 3具体的には，

不審者を見たときには観察すること，大声を出すこと?

知らない人との距離をとり離れること，手首を捕まれた

ときに外す;方法，助けを呼ぶこと，具体的に叫ぶことな

どを，実際に体を動かしながら学んだ。この取り組みに

はPTAが40名程参加するなど，保護者の関心も高かった。

防危険の多いところではどんな

ことが実際にあったのかな?

2.a 

回むこわい人(犯罪)から身を守る

方法を教えてもらおう。 [2]

l@hÄ" セサティ・A?-J~の感想を

三之且2

百)学校のみんなや地域の人に厄

ない場所をiEしく伝えていく

ためには何をしなければなら

f発表会の感想措こう閃

v)NPO法人臼本h'-'i'1 

ン'11γz品"によるキ引

ζ立之丞込担i

vi)道警、筆者らによるT
盤強議'il
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3年生は 1学期に地llSIの見方を学習してはいるものの

地図と実際の場所を照らし合わせる作業に不安が残るこ

となどから。アンケート調査哀を自宅に持ち帰らせ。保

護者と危険な場所についての話をしながら一緒に回答す

る方法をとり この学習に対する児童の理解や認識を深

めることとした。

アンケート調査での具体的な質問積院は

・交通事故で敢ないと患った経験の有無，具体的な場所

とその理由

・犯罪でこわい思いをした経験の有無!具体的な場所と

その理由である。具体的な場所については文章での記入

と地図へのプロットの2つの方法で回答させた。

回収率は 93.4出であった。アンケート紡莱の 郊を凶

2，関3に示すo '5Z通事故で危険を感じたことがある児

童は全体の7割程，犯罪でこわい思いをしたことのある

0% 20% 40出 60% 80% 100% 

男子

女子

全体

鏑有るロ無い

劉2 交通事故について危険在感じたことの有無

児童は全体の5害!穏にものぼることがわかった。危検を

感じた具体的なl勾君事は。交通事故に関しては公麗近くの

道路の青信号の時間が短いことや歩道が狭く自転車とぶ

つかること。 自動車の運転マナーが惑いことなどがあげ

られており，こわい思いをした出来事に関しては公留で

写真 1 キッズセー7ティ・スク Jl-

0% 20% 40自 60% 80見 100%
γ一一一一一←了一一一一一一寸… 一寸一一一一一一寸 寸

男 子 綴 蜘 墨 書 訴 後 畿 額 二 … J

女子機綴騒撃事務欄欄 22(51号 i 
jI  I 

全体吋州議警報欄 1号 (54~仁二j
い し L一一…L…………L一… J

餓有るロ無い

望書3 犯罪について危検査感じたことの有無

.犯罪ポイント@交通事故ポイント

毘4 新琴似小学校の安全安心マップ
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知らない人に話しかけられた，写真を撮られそうになっ

た，中高生がたむろしていた。暴力をふるわれたなどが

あげられていた。

C)児童によるマップの作成{③]

アンケート調査の実滅後，校区が示されている大きな

白地図を用意し。一人一人，自分の経験した危険な出来

事について発表しながら。地図上の具体的な場所にシー

ノレを貼っていく作業を行った。地額は 1枚だけ用途し。

l枚の地図で3学年の全ての集計が行えるようにした。

児童の作成したマップを写真 lに示す。このデータを元

に図4の安全安心マップを作成した。

マップ作成の過程では7 アンケー卜用紙に記入した結

果だけではなく，他の児棄が示したポイントや意見を潤

写真2 ている)

4 

一 線ぷ綴議議
写真3 第一公鹿(樹木の手入れ不備のため死魚がある)

いて. I'l分も同様の経験をしたことを思い出す兇主主も多

かった。マップ作成の作業の擦に、兇君主が出した意見は

交通事故のfil:険と犯鍔の危険~IJに表 2、表3 に示す。

マップにより危険な場所がー闘でわかるため，他の児

童がポイントをつけた地図に自らのポイントを加えてい

くという作業が可能であった。また，児意は，身のまわ

りに危険な場所がたくさんあることに驚きを持ち，作業

に真剣に絞り組んでいた。

D)教富民道警本部，筆者らによるプレ現地調査

次に予定されていた児童によるウォッチング「危ない

場所のひみつをさがしに行こう」の事前準備のために，

C)で作成した安全安心マップを元に，危険を感じたこと

があるとして多く申告された場所をや心に，教師，遂事事

表2 児童の発表からえられた危険(交通事故)

ヱリ 7 盟主滋毒事費量の灼軍事

マックスバリュ前 -ね;号がない

織断歩道・駐車場 -止まりかけた車が急にスピード

をとげた

-駐車場で車とぶつかりそうにな

った

よそ見をしていて自転車に気づ

かなかった

-歩いている途中で信号が変わる

北海市場交差点前 f言号が点滅し、慌てて走ったら

(写真2) 事が入ってきた

-歩いている途中で信号が変わる

横断歩道を渡ろうとしたら、突

然事が突っ込んできた

北海市場の角から突然出てきた

自転車とぶつかりそうになっ

た

第公E霊 道路に駐車していた車が突然パ

ックしてきた

-手押し信号を無視した車が突っ

込んできた

-横断歩道を渡らない人がいる

-公閣のヰコに自転車が入りにくい

郵便局前交差点 -曲がってきた車にぶつかりそう

になった

-青信号でも突っ込んでくる車が

ある

-郵便局前の駐車場で、車が突然

ハックしてきた

口一ソン烈j交室長点 -信号無視する率がある

-右左折の際、横断歩道で止まっ

てくれない車がある

-止めてある自転車が邪魔で、車

道を渡らなければならないこ

とがある

安春公隠防J路上 -駐車の車が多〈、返ってくる主主

が見えない

橋のところで車が一時停止しな

い

-スピードを出す主主がある

‘道が狭い、電信柱が!J1l魔、歩道

が狭い
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本部。筆者らで現地調査を行った(写真 1)。現地調査で

は，場所の確認とともに，なぜその場所が危険との申告

があるのかといった要問も検討した。こわい思いをした

出来事の危険の申告が多かった公閣では。樹木等の維持

管理の不備や死角の多さなどが婆国として考えられたo

g;:;草橋の嵐を遮るためにもうけられている目隠し部分も

死偽を生み，こわい思いをした出来事を誘発しているこ

とが明らかとなった。このプレ現地調査により，教師の

危険をうみだす婆潟についての知識が深まったと言える。

E)児童によるウォッチング【⑦，③]

児童は。 C)で作成したマップやおのプレ現地調査で教

舗が撮影した写真をJiながら，危険な出来事が多く起こ

っている場所について，その場所がなぜ危ないのかを予

想し。あらかじめどこでどのようなことを調べたいのか

を決めた。ウォッチング(写真4，5)では，調べたい場

所が同じ児童を5人程度のグループに分け，阪5のよう

なシートを持ち。危険箇所が多いエリア(7エワア)のう

ち。少なくとも 2つのエリアをまわることとして。l'E震

のみでウォッチングを行った。途中の道路や各エリアに

は教師，道警，筆者らが配置され。児童の安全対策を行

った。

このような方法でウォッチングを実施したことにより，

児童は漠然と危険箆所をまわるのではなく，ある祝点を

持ちながら注意深< r危ない場所のひみつjを見つける

ことができたと考えられる。また、現地を実際に見なが

ら危ない場所のひみつを探ったことにより、「このゴミ

ステーションのゴミがいつも歩道にはみ出していて車道

を歩かなければいけない」などとアンケートやマップ作

成作業ではだされなかった危険な状況を思い出していた。

また，各エリアに配賞された専門家等(教師。道警，筆

者ら)が「危ない場所のひみつjをみつけるためのヒント

( rこの道，夜はどんな感じっ明るいつ絡いつ jなどとウ

ォッチング時には見えてこない通常の危険な状態をイメ

ージさせたり，茂みの戸jこうに人がいたら見えるつj な

どその場所で起こりうる危険をイメージさせる。)を伝え

ながら，発見の手助けをした。

表3 児童の発表からえられた危険(犯罪)

エリア 犯罪の内容

第公樹 ー写真を撮られそうになった

-自分のボールを取られそうにな

った

-遊んでいたら、後ろから押され

た

ジュースを配っていた

学校周辺 -中学生が何人かi1iIまって康って

いる

-歩道橋で大人に持された

-歩道で車道の方に持された

'13転車を蹴られた

fケンカしよう r絡明|
うjなどと声をかけられる

安春公爵 -グロープをいたずらされた

-写真を撮られた

-犬をはなされてこわい息いをし

た
-知らない人に声をかけられた

-遊具で遊んでいたらパンチして

生Tこ

安春川 -自転車を)11に務とされた

-自転車で自転車にぶつかってき

た

-水をかけられた

-知らない小学生に悪口を言われ

た

…叫士山一一山ヮa山'_'"'"''''

乞ゆ任事情似川r亀山、

i
掬

一一一、一山
幅 一 一 一 '".M，"，""mーも
そ 飢餓台"_，f<ちも号 。‘

e ゲト均一叫ろ

相 場臨納t

図5 ウォッチンヴの擦に児童が持っていたシート
{纂には発見した危険のひみつを記入する機がある)
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究室がウォッチングで実際に危検な場所をまわったこ

とにより，危険が自分たちの身のまわりで起こっている

ということを実感でき.その場所在通ったり遊んだりす

る場合にはどのようなことに気をつけなければいけない

のかを自ら考えることができた。

F)他学年の児童や保護者に対する発表会[@l-⑫]

A)で述べたように，学習の当初は児童の安全安心に対

する意識が低かったものの，学習を進めてい〈中で¥危

険は自分たちの身近に存在し，実際に遭遇する危険があ

ることを感じ取るようになった。

学習のまとめの段階では，危ない場所や要因を学校の

みんなや地域の人にも知らせるという意識を持ちながら，

冨諮の「調べたことを発表しようJの学習と関連させな

がら， 4年生の児童に対して学習の成果を発表した(写真

6)0 4年生は3年生の発表に対してアドノミイスを行い，

それを受けて， 3年生は発表を練習し 4年生と傑護者

を集めてのれまくらの安心町づくり』発表会を開催した。

4考察

1 )総合的学習の時間で安全安心まちづくり学習をすすめ

る手法について

アンケート調査の実施，マップの作成，ウォッチング

の実施と改善策の検討など，これまで筆者らが実践して

きた安全安心まちづくりの取り組み手法は，安全安心に

対する動機付けを実施したり，取り組みを婆INの分析ま

でに留めるなどのアレンジを加えることにより，小学校

の総合的学留の時間でも十分に活用できることが明らか

となった。

このような手法で取り組む場合については，以ドのよ

うな点に留意する必要がある。

地図の見方についての学習は3年生で初めて行われる

ことから，今的のようにアンケート調査により危険な

*2北海道立北方建聾組合研究所居住科学部都市生活科科長

本3北海道立北方建聾総合研究所居住科学部俊生活科科長

場所を把緩し，それを元に児童がマップ化するという

作業は，地図認識がある程度可能な3年生以上で有効

な手法と考えられる。

・実態把爆を行う際にアンケート調主主を用いると集計の

手間がかかる。今回はアンケート調査を行った上で。

児主主が大きな地図を用いてマップを作成するとともに，

教締もアンケート集計作業を行うという手法をとった

が，総合的な学潔の時間での取り組みということを考

えると，児主主連自らのマップづくり作業をより重視す

るという手法も考えられる(アンケート調畿を行わず

に，最初から児童達によりワークショップ形式でマッ

プ作成作業を進めるなど)。

-警警告や筆者らがプレ現地裁査などで専門的なrr.場から

教師に対して危倹をうみだしている製図などに対する

意見を述べたことにより，危険な場所に対する教師の

知識を深めることになり，児童への指導の際にも大き

く役立ったといった教舗の意見が得られた。このこと

からも，害警察やまちづくりに携わる人などが専門的な

立場から危険をうみだす婆因や潔境改善などについて

共に検討するといった授業のサポートが必要であると

考えられる。

2)学習の効果について

教聞による動機付けで危険な状況を危険と感じるよう

になり，防犯の専門家の指導の元で自分の身の守り方を

身につけ，ウォッチングによって自分の身の回りの危険

な場所に対して意識するようになった。このように。「安

全安心まちづくり学習Jを行うことによって， 自分のま

わりの危険があるということを意識するなど児童にとっ

て日常生活を送る上で欠かすことのできない能力を身に

つけることができた。

<i主〉
1)北海道教育大学旭川校防犯サークノレの活動，札幌市立新琴似

小学校や札幌市立問問小学校などで行われた総合的な学習由時

間内での取り組み，旭川市立愛宕東小苧校で行われた PTA活動

の取り組み地元の青年会議所や建築士会などと協力して小ー

中学校と進めた取り組みなど

く参考文献〉

田村佳愛松村博文・大櫛佳紀 北海道における子どもの安

全安心まちづくりに関する研究(その 1・その 2)，臼本建築学

会大会学術講演梗概集， F-l， pp947-948， pp由49-950，日本建

築学会， 2003，9 

-平成 14年度調査研究報告 No，14卜OR，北海道立北方建築総合

研究所， 2002.3 

本 i北海道立北方建聾組合研究所居住科学

部住生活科研究職員
これまでに、小学校などで安全安心まちづ
くりに係わる取り組みや景観教育に時わ
る車り組みを行っているo
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小学校におけるキyズ、ベンチャー活動を遜じた地域学習 lifflll 

転:ふ.:.t.tn-担美*2

型H!I 文子判

-t似波て働く人々と関わりながら学ぶ'j:~践ì'i5"IiUJ
mj 険熊本斗

勝E設涼子本}

台/11 府j]苧料

森口 秀樹林 I

キーワ ド 1)キッスベシチャイ許動 2)体験学習 3)増員"t'iil 4)商苫荏綴王室 5)場長謝燐
た主主 勉本向

1 はじめに

柏原小学校(大阪府柏原;市)ではj 平成 15年度から，

4年生の総合的な学習の時間の中でキッズヘンチャ 活

動に取り緩んでいる。この活動は，児震が会社っくり j

商品の{t:盟主・開発?商品づくり，広報?奴売についての

…速の流れを体験的に学ぶ中で!念頭i力そ情'1造))，係々

な生活力ルlj'に， ) I jることを 11的としてし、ら。

この'r~ "l(V な支援ーj るため，柏原、小学校のキッズペンチ

ヤ 活劾lは， }~阪教育大学の教員と学せが紋育プログ

ラムや教付づくりをすポ トし，また尚 I程/¥-の育成や

地域のおIJiy.¥"jの釘性化iこ関わる松原市議筆振興課と商工

会がノJ\:~対立と地域との締整役を行った。 地元地域として

は，児童がキッズヘンチャ 活動を体験することによっ

て?将来，地域の中で践活等の緩営者としてまちづくり

に関わるような次代の人材iI~育つことを期待しての支援

である。

本稿では，平成 16年度のキツズベンチャ 活動浅りの

佼業慨要を紹介するとともに7 この活動の 環とし亡行

われた瓶応街を対象とした地域学習を取り上("f，児童が

学習を通じて得たものを，児童の保護者を対象としたア

ンケート誠査の結果を踏まえながら検討する。この検討

を行う中で1 小学校での地域学習ど地域のまちづくりと

の関わりについて考祭したい。

2 給源小学校でのキッズベンチヤ 活動と地域学習

2.1 キッズベンチャー活動の授業機婆

柏原小学校における平成 16年度のキッズベンナャ

活動は， 4 年生 3 クラスの児童 98 名を対象に 5 月 ~12

月の期間，主として毎週の総合的な学習の日寺院を使って

行われた(表 1)。

活動は 3クラス一緒の学年合同授業で実施した注2)。ま

ず， 5月から 6月にかけての授業では，活動の全体的な

流れを説明した後，領単なものづくり体験やミニ術品農

示会によって，活動に対する児意のイメ ジづくりを行

った。その後》会社設立のためのグノレーブ分けを行い，

表 2に示すれのユニ クな名前の会社が設立された。会

社設立後は?児童たちは各会社に別れて蕗品の企画法 3)

商品っくり，総理，広報，販売準備を約半年間かけて行

表 1柏原小学校のキッズベンチャー活動のプログラム

(平成 16年度)

月B 時間 アーマ ，吉敷の概要

5.20 1 キッズベンチャ を始めよう 活動の概要説明

5.27 2 作ってみよう ものづくり体験

6.03 2 粘土細工染色等

6.17 
2 どんな商品があるかな 商品展水会

クソレーブを作ろう ク'ループ分け
7.01 2 会社を作ろう 会社設立
7.08 地域のお忠告調べてみよう

1 どんな商品をつくろうかな 商品開発

7.21 2 

7.28 2 

夏休み 商高街調査と路届簡新聞 商居時甥ぺ

9.09 1 高高街新聞コンク ル

1 どんな扇晶をいくつ売ろうか 高品調発と事業
9，16 

2 : 
必要なお金はし、くら 計臨の作成

10.07 銀行でお金をf昔りる
10.14 材料を仕入れよう 材料佼入れ

製造工場で働」う 高晶製作

同会 2 2 
(その1) 

11.04 2 盟伝をしよう 宣伝活動
11.11 2 

11.18 1 売り方を考えよう お居の人の話を僚く

1 製造工場で働、一う 高品製作

11.25 2 (その2)

11.30 1 お金を記躍しよう 売り曜の決定

: 叛尭主事情をしよう 事前準俄

4 柏小わくわくキッズマート 旺売体数

12.01 

2 いくら髄かったかな 収支決草

12.08 2 

[活動をふりかえってみよう

活動の感想と軍省

表2 平成 16年度のキッズベンチャー会社(11社)

会社名 |児童数 販売商品

り
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子どもたちがつくった務品の俄(粘土製品)写真1

、
伊

った。それぞれの会社の言語品は， 12月1自に小学校iL[く

の銅版街のー爾の洋開発予定地で開催した「納小わくわ

くキッズマ トJ-(了販売した(写真 1 ，写真 2)。当日

は好天に怠まれ，児童の保護者や池波の人など来客数は

約 5制)名にのぼり，商品は午前中でほぼ完売した。

毎使!の授業で使用した教材は，ノトイ学校教員と大学院生

および大学教員が協力しながら準備しy ボランティアの

学生が児童の高品っくりを手助けした。活動に必要な当

座の運営資金については，干島原市議工会から活動の終了

時までー持提供していただいた。銀行の学替で模擬銀行

を開く際iこはj 市職員らが銀行員役を務め，児童は緊張

感を持って授業に読んでいた。話芸品の販売や商売の心構

えについての授業ーではj 地域の様底街の方に講師役をお

き受けてし、ただし、た。さらに r始小わくわくキッズマ

ーれの開催に先駆けてはヲ児童が描いたポスタ を目玉

庖街の協力で活先にぬ示していただいた。また，当日の

会場i土，柏涼市が詞開発予定地の空き地を提供G，テン

ト日占りなど会場設営を担当した。柏原、小学校のキッズヘ

ンチャ 活動は，小学校の授業の枠組を越えて 1 地峡の

支援によって進められたプロシェクトワあるといえる。

写真 2r:f自小わくわくキッズマートJのようす

U 

古
町
地
区
商
届
描

2.2地域学習の位置づけ

柏原市は大阪府東南部の人口約8万人の都市でRある。

郊外住宅地の性格を持つ一方で，山林が市域の約 65%を

占め，近郊農業としてブドウの栽培が盛んである。府下

で2番目に大きい大和)11が市内を二分し，中心市街地は

大和)11北部の始原地庶と南部の国分地E互に別れている。

柏原小学校は柏原地区iこ佼置い校区内には大正通り

翻庖街，今宿丁通り栴「占街，国道筋書~~ïh占街，吉田Tl也広務)苫

街の4つの南府荏;がある。また校区外になるがオガタ通

り雨庖街も近接している(函 1)。これらは JR始原品R潤

辺に位置する…古くからの言語癌街であるが，狭いi盛りに通

過交通撃が多いこと，駐車場がない，歩道が整備されて

いないなどの問題を指えてし、る。また，街f占主らの高齢

化が進んでいることもあって，閉庖した府舗が目立つ状

相際小学校渇辺liiJ

ついての窓免を尋ねた調査の結果を検討することで，キ

ッズベンチャ 活動における地域学青について考察する。

図1

3 児童の商庖街への関心

夏休みの商!左街調査に先立ってヲ児童が日ごろどの程

度i1-}j広;控[を車JmL，また詩il肝桂'Hこ関心を持っているの

かを椛総するために，医12のような各編成搭fのスライド

を泊いた務査を 7月iこ実臨した。

先主主がスライドを見ながら質問紙に回答した絞果を集

計したところ，約 7言刊の児童が通学路としていずれかの

商底f討を利帰していた。またj 約 9宮討の児童が 7 街活街

況にある。

本研究ぜは，袷臆1小学校区に商応控?が多いという特色

に加え，キッズベンチャー活動で児童が商活経営を行う

ことを課題にしてし、ること!長終活動の「柏小わくわく

キッズマートj が商五百街の 爾で潟催されることから 3

商成街を児童の地域学習のブイ}ノレトと捉えている。

キッズ八ンチャー活動の中での呉体的な地域学習とし

ては3 児童h~続出街誠査を通じて気づいたことを記録し?

その記録を基にして街活街新閣を作成してもらう学習プ

ログラムを位罷つけた。

以下では， CD 7月iこ実縮した街庄荘iについての事前学

習，③夏休みの商席街調蕊と関「占街新聞?およびGlJ!果護
者を対象とした酪!占衡に対ずる評価と児煮の地級学習に

2凹5年住総研f住まいまち学習J実践報告論文集6~22~ 



ぴ〉スライドを見て，その商f主街を知っているとlfil答した

がτ 持商法街の名称を幸子えることができた児童は2割合

にとどまった。

五ご桜と:Wiい物iニー絡にifく頻度を4ねた結果でi土ょ

くれく jと回答した児童か 45%，rときどき行く Jが 55%

ぞあった。お使いに行く頻度についてはヲ fよく行く;

が ~2% ， iどきどき行く」が 73%で，お使いにfrった経

験がない見或は約 4%にすぎなかった。このように，児

奈は家族と…絡に践い物に行くことが多く j ほとんどの

先進がお使いの経験を持ってし、た。しかしながら 3 凶 3

に示すように，その際に街活街の中のJ6を利用すること

は非常に少なく，スーパ マーケットやコンビごでの賢

い物がほとんどでめった。

以上から， 7月の段階では，児童は鵡庖衡を通学路と

して知っているが，実際に商J6衝のぽを利用することが

少ないことから?多くの児童が部応衡の名目iTを知らない

という実態が明らかになった。

授業では，上記の誠査のあと，スライドを示しながら j

児家に夏休みの宿題として，小学校に近い今町通り商J;5

街と大正通商庖街を対象にして閉館街完結査を行い，その

中でどのようなことを調べるのかについて具体約に説明

を行った(凶4，写真 :l)。また，夏休みの商注街調査

で調へた結果:を!各自が新院にまとめて発表することに

ついても説明を加えた注へ

4 高庖桂?調査の結泉

期活街調査は，$[休み期間中iこ児童が溺J6街の個々の

街活を示した地図を持って商五百笹jlこ出向いて 1 百五五百の人

たちにインタピューしたことや気づいた点、をワークン

トに記入してもらう形で行った。

ワ クシ トの内容は?つぎのとおりである(渓15)。

1)禄J百街を見てみんなに紹介したいところをさがしてみ

ょう。

2)務活衝に賢い物に来ている人はどんな人が多し、かなっ

3)瓶底衡を歩いてみて，気づいたことを書こう。

4)お活の人に?おj苫をしていて楽しいこと，ニまってい

ることなどを聞いてみよう。

5)お客さんや3 おうちの人に街活街のいいところj 荷厄

桂Iへの希望・要裂などを開いてらよう。

児童が話を開きに行ったl'れtfit'I¥i郊で 43庄鍛にのぼ

った。多いところではおおのりl:ii'~が r活を樹きに行った言語

æがあった。児 I宣の商J615'[品開 H~ニ~'すして!子どもたちが

頻繁に訪問してくれるのが楽しみだとし、う高齢の商庄主

の声が関かれた。

街活捧fを見て紹介したい所を尋ねた設潤では高庇

衝はいろいろなおJ苫があってにぎやかでいろいろなお

客さんが来ているj，rおj苫はいつもせいりされていてj

(単位制

柵

間5

りこの禽癌衡を知っていますか. 1. Iまい 2いいえ

2)i車学の誇jご遭っていますか。，.1まい 2いいえ

3)この簿活衛へ賀い鞠に行きますか。
1 よく行く 2 どきどき行く 3 行ったことがない

関2 荷脂街についての事前調査のスライド

652 

ω4一一一

.. 
初

435 

蹄衡の宿 ffR二必にElL)(小型立さパー} コンビニ

図3児童が家族との濃い物やお使いで串j渇する庖

について(複数泊答)

ぷ~Ji!if!ì丘ニ主主主
注ミ 1 蕗癌衡を歩いてみよう 5

図4 商庖街調査の説甥スライド

写真 3 商hliilia馬査の説明を鴎く児童
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とピもしんせつでF やさしく一訂ニコの笑顔でお容さん

をむかえてくれるところJ(，乙 t 児道が街活街の良さを

発見した記述がみられた

方 I疋滋が前1M主Iを渋い℃気付いたことを記入した

内容をみると， )華が狭い， :~tj:が多いなどといった議活衝

の街路や通i品交通に際主るf;慎重を指摘した児童が?全体

の約すf数の 4世名にのぼっfこのその中でも i霊憾が狭いに

もかかわらず?主主や自転車が多く通るので危険だと指檎

している児童が多かった(表 3)。

商庖衡にあればよいと思うものを選択肢を設けて複数

回答で尋ねた結果では， rベンチなどの休む場所Jの問答

が最も多く，ついで f告転車置き場J，r公留などの遊ぶ

ところj でp 商JI:i控1の怨!湾を豊かにするものの回答が多

かった。多くの児童が道路や通過交通についての問題に

気付いていたが，それと関連づけて r車の駐車場jや「渉

進j を選択した児童はそれぞれ 20%台にとどまった(劉

6)。

商成街調査のJ惑怒については，九、ろんな商1主衝をしら

べてたのしかったJ，rお五百がし、っぱいあってたのしかっ

たjなど調査が楽しかったという記述のほか， rお庖の人

はとってもニコニコ答えてくれて】とてもていねいなこ

とばづかいでした。私たちにもやさしくしてくれてとっ

てもうれしかったですム「最初，おf占に入るまでちゃん

と答えてもらえるか分からなくて，心配だったけど，み

んなやさしくてうれしかったです。お活の人のこまって

いる事も，開けてよかったですJ，r庖にいろいろ開くの

がちょっとはずかしかった。いろいろしんせつにはなし

てくれたのでよかったj など，お活の人と訴しをした時

の楽しい気持ちを表現した児棄が多かった。児童にとっ

て，荷f苫街調査が地域で織く大人と触れ合う大きなきっ

かけになったことが窺える。

また，キッズマ トを開くのに参考になることとして?

「えがおぞよびかけるJ，fお客さんにしんせつにするJ，

「大きなこえでお等さんをよぶj) rやさしくすすめてサ

一日スもちょっとするようにするJ，!あいそょくしごと

するj など，商)，5捧i調査を通じてお庄の人と触れ合う中

で、接客のしかたについて気づいた点を書いた児童が多

かった。

5菊庖桂I新隈と商底桂i新樹コン'.1-)レ

5.1 児童が書いた鴎庖復新聞の内容から

夏休みのもう つのい凶l上前J8f1i調だの結果をもと

に 'frflが潟f占社i主rrrmを1 くる三 1であ，，たClRl7 )。

~fG 試が悲し、f二部!~l i f.fi新日告の記述内'&:を紋践したとこ

ろ7 市山人ヘイ J タ ヒコ しIこvずかをも':Iこして記事

を点、いていた児?誌が日名ーと最も多かっ士。 (\~jJ~li:f，封調査に

先立って 7月に行っt:，周在給見 iこ4たJうに，詩設あま

り商rn衝を手IJ践してし、ない児童が多いので，活の人lと

ヲ命誕体3去の癒踏

商屈簡を調べて、
商屈指新贈をつくろう

議長 量量
思n

守
揚

叫
緒

原

盤
給

金

凶5高i苫桂IK理資用のワ ヲシト

表3 児童が街活衝を歩いて気づいたこと(抜粋)

， )蓋はばのわりには車や告転車がよく通るので
あぶなかった0

・ほとんどの践に駐車場がない。
馬町の近くは]在がi昂るからあぶなし、。
大iE通りは特iこ夕方!車が多くこわい時がある。
人もタ:JJに多し、。

主主の段差葬場

§転車置き場

歩道

公園などの遊ぶ場所

ペンチなどの休む場所

アケド

そのほか

隠6 高応街にあったらいいもの(複数回答)

関7 児蜜の鶴JI:i控i新院

インタ ピューし，いろいろな話を聞いたこと自体が児

童にとって非常に印象的だったと考えられる。

具体的には，インタ ビューした時の肢の人の話しを
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中心l二K記事をA干し、た児童が 65;f"取り扱ってν、るF出品や

[，，;(/1様 jこなどh¥'j活情報を中心に詳し、/三児支誌が 15.:i出，p.五五百

合通じご涜J 九、たことや11分の考えを中心に記事

にした児手宣ば 11名だったっ

IJ~ ;'í'~ 点、白分(_!)考えを書いていた内容を挙Ifると r今町j

;rfJりわた IE通りも人通りが少ないからさびしいと思つ

よ-J， fifう応街i立!占がならんでいていろんな物が買えるけ

ベーノぐーへ行く人が多くなって，尚!苫f誌に賀し、にくる

人が少なくなっていたJ，r大JEi畠り商五百衝はしまってい

るお活ばかりでとってもさみしい議活控iIこなっています。

今町通や商府街はあいているお誌がほとんどだからとっ

てもにき、やかです。大正i量り商百万語?には，スーパ…がな

いのであるといいと思います。スーパーがあると，とて

も便利だと思います。にぎやかになると患いますし，も

うかるかもしれません」など，指j占街がさびれているこ

とを指摘している記述が見られた。

5.2 商庖桂?新聞コンクール

できあがった間続街新翻はヲ 2学期最初の授業前に学

校内の廊下にぬ示 L，JE.やすい，読みやすい，詳しく書

けているなど，児童がよい怒った新翻を会社ごとに推薦

しy 各会社の代表の児童に推薦理由を発表してもらった

(写真4)。児童が推薦した新潤の中から?小学校教員が

30枚の入選作品を選び，さらにその中から，大学・柏原

市ー商工会が，新語思索，優秀記者賞，報道賞，グッドア

イデア賞 7 グッドデザイン賞， j協力賞の6穏類，計8名

の商[6控i新開コンクーノレ入賞作J日zを選んだ。入選した商

底街新聞については，小学校校長が表彰状を授与して児

章を讃えた。

高JEf茸新翻l土， 日月の授業参観日に保護者にも見ても

らえるように，小学校の校内に潟示した。さらに地域

の人々に児童が地域の商庖街をどう思っているのかを知

ってもらうために， 30枚の入選作品を，商工会議所や柏

原市役所の協力で，地域の人が多く利用する校保:内の農

協銀行と郵便局にそれぞれ1ヶ月間展示した(写真 5)。

このように，児童が隠居街調査を行った結巣を地域lこフ

ィードパックすることによって，小学校での活動を地域

に淫解してもらうことができ，それがまた次年度以降の

活動を地域の人々に協力してもらうことにつながると考

えらhる。

6 保護者を対象としたアンケート調査から

6.1保護者の商産能に対する考え

小学生の段階では，児童の商活苦fとの関わり具合は，

寸昔に買い物に行く保護者の商[6街利用や商腕昔Iへの関

心の穣度が関わっていると考えられる。そこで7 夏休み

の商応街調査のワ クシ トとともに1 保護高に織活衝

の利用や地域学習に関ずる調査業の記入をお願いした。

25-

写真4 酪応桂i新関の発表会

写真5 務j吉街新僚の展示会(農協銀行で)

2学裁はじめに閲lIJした保護者の回答索は 851¥分で

あった。うち 79 名が女性で?回答者の年齢は 30~40 歳

代が 90.0%を点めた。また，パート，自鴬園自鴬そFイ五い

を含めてp 有勝三昔が 72.6%であった。以 k方通ら 3 回答者

の大多数が仕事を持っている母親であると考えられた。

保護者に阪府街の言語版をどの程度利用するかを尋ねた

聞いに対しては， r月に 3度ぐらい利用するj が37.5%

と最も多く rj思に 2~3度利用する」が 26.3%であっ

た。「ほとんど利用しなしリも 26.3%を占めた。保護者

の商活衝の利用は全般に低誠一てあり 7 おおよそ4人に 1

人の保護者炉開j苫衝をほとんど利用していないことが明

らかになった。前五古街の務Rfでtqし、物をした経験がある

児家が少ない背Ltには，保護fiが商府街のJrlfをあとり利

用していない実態があることが務えた。

スーパーマ…ケットと比較した場合的政fι1Jiの評価を

尋ねた結果でIJ，I底引人と会話したり 関Si10)説明を開

いて賢い物ができることJ，[" _j: 3 ~年と府の人が綴なじみに

なれることJなど， I苫ぴ)人とコミェニケーションを得ら

れるこれついて評価がおかった([活 8)。践活f1iの利用

度との!主i係をみるム， I前九百泌を r j[lijに 2~ :l度利用するj

と IT~In し丈 保護者にこの詳催が尚し、傾向がらられた 3

行!尚f培;!;'パ1街丘に主対f寸一るイ

し、リJ，! 1 ヶ所で闘い物を b~ ;~すこシがヴきなし、j， f駐車

場がないjが多かった。繭尼ff:h調査のワ クシ トで!
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児議のド数強が道路や通i品交iui!:_r t-1~)' 6 r~司足立合wní両して

いたが r-~-~ I が多い山に必し、し ζ 闘い~却できたし、 J ， f irr鋭i

0)総装が忠くて/むさ/)'CJl、jなご")，干潟だ引円る保

護者は非常に少なかった([バJ9)日買い約千ヂの持Uiでjf可f占

街を評価した保議長と。必!川N合迎 tlf誌にしごいる兇廷

との見方的迭しゅ
nご80

" " 湖(糊喝j

陸相 忽まあぷ! 日ふつう 悶日ι山白川 ; 

医B 商l富控Iの魅力について(保護者E調査より)

γ手

6
 

7
1
5
1
3
 

5

白

配

'" 
" 

Zきがまばらで活気η句よい
1ケF斤で貿い物を
済ますことができない
駐車場が弘い
雨の隠に買い物Uこ〈い
をヨ舷車置き場均げゐい
食料品を扱う腐治 L、ない

間庭鈴摘が患い

Z震が多いので 「一一一ー1115
安心して翼い物できない ト一一一J

51書臼に附Uている庖が少ないLぷぷ.. J94 

休怨する場形がはい Lμ~.J 62 

何の底かがわかりにくい 仁コバ
レン附払え郎、 iコパ
道路の舗装が悪くて封づbいよ ， 
特に不便拡点はない しf5lliS:;:

その他 γマ認刊1

6.2保護者の地域学習への評価

児議の商fh術品r.Utlこ〆)1、ての J窓はを似"護111.:.1'1111，氾i主

で書いてもらっ允ところ， f _;;~t;. 1¥ν向Jl1ir!:jに災い物iこれく

機会がないのでどんなお活があってどんな風に働いてい

るのかを知る良し咋並会だど思います JJ i人に話を翻く事

が生活の中では少ないの c}~v 、体験だ i jSい王ナJ，行自

域の人々と接する機会になってHかったと思い主すJな

どの回答がみられた。間厄NJi調汽はが地域 の人と

関わり，その中でコミュニんーンョンのどり }jを学び，

自分たちが住人予ぃ。地I，~ノヤ回るコとができるといった

点で，大切な'}:l'tであるとしヴ係。著者0);;手悩が得られた

と考えられる。

切{厳位州

く注>

1) 平成 15年度も間様のf言動を行ったが!教材や学習内容が

iまぼ礁立したのは平成 16年度である。

持図的授業は，小学校教員，大学務生7 大学教員が役帯分

担しながら行った。

各会社の商品については 1 児童が制作可能なものをある稼

J主提案し 7 兇設の希Y1を聞きながら調整した。

夏休みに入るi的出こ!小学校教員7 大学教員と学生，柏市

市役所産業振興課識はらが調査対象日語版街の荷活を 1軒

ずつまわり ~[G訟の符版控?誠丘への協jJをお願いしたc 各

間f占とも快くう1主主けていた7Jき，児童の受け入れ態勢を

繋えることかでパた。

フィ ドパックすることによって3 小学校の地域令官が

さらに一層の地域の舟鮮と協力で支えられるものにした

いというのがキッスヘンチャー活動に関わる私たちの願

く参考文献>

※大抜教育大学地域淀献促進プ。ロンエクト f}<絞府および柏原

市との逮携による地域淀献促i集体制構築プ"ンョクトJ，平成

l5年度キッズベン f'ャ 報管，!f，大阪教青大l札 2004年3月

関9 望書庖衝についての不満(保護者調査より)

いであるc

ω '" 
旬。

2) 

3) 

4) 

7 キッズベンチヤー活動から地域のまちづくりに向けて

児童l土保護者と一緒に貸し、物にはよぇ irくものの商産

街の利用することが少ないため?高161主i調査を行う詰iTは，

商1;5街にあまり f~喜心を持っていなかった。しかしヲ務)，;!;f

街調査を通じて， 1吉で働く人たちと接する中で?翻足7街

の良さに気づくことができた。それをキッス7-トでの

後客に生かそうと考える児章もし、た。児童が街);5務総査

で学んだ経験をそれだけで終わるのではなく 1 その後の

商品づくりや員長売体験の場〈了生かすことができるのが，

キッズヘンチャ 活動の大きな特急である。

児堂が地域で働く大人とコミュニケーションを取り y

地域を知る機会を持てたことに対しては，保護者からの

評価も高かった。保護者の調査からは，p;;j応桂Iの利用が

多いと，お結び〉人と接する機会を持てる商五百街の良さへ

の評{面が高し沖田向が見られたが 7 実際に利潤しないと防

活街の魅力はわからないものである。許五五百桂?調査のよう

な地域学官を一時的なものに終わらせず，継続すること

によってヲ土t民主のまちゃ問h~'i' frifこ関心を持つ児童がしだ

いに増え?その積み上げが地域のまちっくり活動につな

がるのではなし、かと考える。

次年度l土，児震が調査で訪問した溺f占街の肢の人たち

にキッズヘンチャ f誌記jへのご意見を仰い，その結巣を

"大阪教育大学生活環境講座・助教授。

篠井大学教育地域料学部助教捜を経亡!平

成 14年かb現職。様々な専門分野の教員

と学生がいる教育大学の特在を生かして!

地域の怯教育に貢献できる活動をしたい

と考えていま F一。

水 2大阪教育大学生活環境コ ス 学生

* :J大絞教育大学家政教育講版助教J受
*4 ぜず大阪教育大学韓康科学三掛宝 助教j俊

*5大阪教育大全学大学院技術教育専攻 大学院生

* 6松原市立柏涼小学校校長

*7 格車市産業振興線
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まちづくりのツールとしてのパスマップの可能性とその活用実例

ーノベスマップ。ば総会学習。社会教育の麟オ・耕;tとなりうるかー

畑みゆき判

高橋八州諸諸l叫

キーワード パスマップまちづくり LRT 1<1'0公共交通総合学習協働パスマップサミット

1 時間認託間近なROBAの会

平成 13年lこ設立した当会は?公共交通の活性化を通し

亡まちづくりを進める活動を推進 G，それなりに評価を

得ていると自負している。

しかし，寅f壬を持った活動，更には永続的に活動するこ

とを担保「るために「終日 法人化j の話が検討された。

しかし，概ねは賛成への意免もあるが、まだ時期尚早と

の意見も多く、執行部としては各種の会議で、また会報

等でNPO法人化の件を広く呼びかけした結果、概ねの害者

j司が得られたので，昨年末出向設立総会を開催し?福井県

へ認証申誇を出しました。認証は年度内にされる予定で

ある。(図 1-1 ) 

図1-1選佼されたROBA役員

2 マップの活F持率例

以下に「のりのりマップ」および「改訂版のりのりマ

ップJを活用した活動を紹介します。

2-1 乗り継ぎ調王室Eまからみえたこと

平成 15年!!月につないで活きる電車。パス J と越し

てまちづくり進歩ジウムをト催し三した。悩井県が「新

世紀ふくい生活ビジョンJ(以下 l県ピジョンj とし、

う。)と福井市が「福井公共交通計廊(以下 r市ピジ

ョン」とし、う。)を発表したこと CiJ政の公共交通政策

が出織ったことになります。

そして約2年隠運休していた鉄路l土 I京協泡鉄」か

ら iえちぜん鉄道Jとして 7月かわと 1()月にかけて

運転再開をしました。また、私達も 4月には福井全県

をカパャーする「ノミス・電車マップ…のりのりマップ」

を発刊させています。このマップl士、既存の県内のす

べての公共交通を使いやすくするためのベースマップ

として作成したものです。(関 1-2) 

隠 2-1 のりのりマップ(市内版)の説明

正確でわかりやすい情報を提供することで5電車やパ

スの運行の全寮が把握できるよう、使いやすいマップに

なっている。また、今回の作業を過して言葉題や問題点も

切らカ斗こなってきました。

この「進歩ジウム」の隣催iこ合わ牧て市ピジョンや県

ビジョンでいう f生活交通の充実jを体験すべく、 fマッ

プDEのりつぎ調査隊jを募集し、マップを使って乗り継

ぎ体験を行ってもらうものです。 rのりつぎ調査隊」とは

市民に呼びかけ、グループ単位でそれぞれの呂的地主で

実際に公共交通で乗り高齢、でもらい、その体験を通じて

公共交通を詳縞してもらう{i':幽です。後日、参加した市

民の方々に集まってもらい、ワークショップ形式で公共

交通の乗り縦ぎ体験をまとめ、グノレープ発表を行っても

らいました。 (182-2)

隠 2-1 乗り継ず翻査費
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実に 14偲体がこの呼びかけに応えてくださり、公

共交通を使って乗車体験をしてくれました。このう

ち、 8団体がワークショッブに参加してくれました。

普段公共交通へ乗らない方が乗って意見をする。これ

は、大きな社会教育一生涯教育の一環ではなし、かと自

負をしています。(図 2-3) 
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1ilI2-3 マップ況のりつ曹関釜i草集計表

2-2 福井県立大学への出前ゼミからみえたこと

長重井県立大学は、福井市中心昔日からクルマで約 30

分、鉄道義兄からハスで約 20分と郊外立地の大学である。

浅沼紛教授(当時) (公共経済学)のゼミで「のり

のりマップj を元にした公共交通に対する講座を設け

てくれました。ゼミ生 14名(男子9名、女子5名)のう

ち、徒歩で大学に来れる学生は5名いるが、クノレマを

使うという。理由は次への移動の容易性を挙げている。

(徒歩斗公共交通への乗り継ぎが悪し、)?ツプ作成の

経鴻，質問形式で約2持跨の講肢でした。(図2 1) 

協場

同 e観陵=捗橡

州榊事制伊榔拶判<i."制悌品川

日…和制ら緩叶榊…議型肝移織

l材仇時必一一¥':〆和ι3国信te1時管，.礼時n特耐dFJ担，金p属ペ

開持抑移行j 制~'l-"時川d閥解ミ

和教〈品川附

理K，__::>"-揮s自ト可'"再臨囲'"著a"書Mモ高釘L齢、声明三二.

4サ''''，-'，，"事描 S払~，..蝿荏酎(，'、~，:曲世t

;民珊古噛事暁融市、噂棺均込足柄車

酔ζ叩一材~(.，;>、M…糾叫

食事拶鳴隊司~#!{(， 'l臨海お明言芯

事牢量 司島内官守泊t費q里唾聖母")'~-司書此

糟場Jみ雪FJおぶ立雪リ川敏

白'eと大学の往復しか知lらなかったが、このマップが

あれば、もっといろんなところへ公共交通でいけるん

だとの認識を新たにした学生，また白分の両親や祖父

母にも教えてあげたいなど、また、パーク&ライドを

知っていれば公共交通を利用したかも知れないなど、

マップがあるとし汁情報の不足に上る認識度の{認さが

わかった。小石を池iニ投げてできる波紋が広がってい

くように私達のこの出前ゼミがこの 石であればと願

って講義を終えた。 t主総先生から主主招をと汗われたの

で、 f公共経済学で、効果を貨幣価絞に換算できなし、か

らこれは;意味がないという切り捨てではなく 金銭に

換えがたいものも鉄道には残っていることをお忘れな

く」とコメントさせていただいた 誇段9 公共交通を

使わない学生は、情報を知らなかったが故にφないと

感じました。知っていれば移動手段の選択の騒がひろ

がっていただろうと推察されます。

図 2-4 浅沼ゼミでの出前読むBA講痩

-28-

2-3 小学校の総合学習から見えたこと

当会i士、平成 16年 11月に総合学習等の教材iこと福

井県教育委員会に Iのりのりマップ改訂版;を 2000

部寄贈しました。是正に数校で総合学習でどう取り入れ

ょうかとの検討がされるなか、福井市立大安寺小学校

より、半日総合学習を 2S間でパスマップを使ってや

りたいとの依頼がきました。平成 17年 1月の中旬と下

旬で実施しましt~. (関 2-2)

この学校は、福井市の中心部よりクノレ?で 20分の

佼震で、公共交通機関はパスのみです。今照の総合学

習は、 1日告は fマップiの出来とその使い方， 2S隠

は実際に乗って中心部へ出かけるといった内容です。

中学校と小学校が 1棟の建物の中にあり、単学級で

した。実施した学年は6年生で、男子8名、女子3名

2005年住総研「住まい。まち学習j実践報告論文集6



の11名のクラスです。この地域は子供だけでは学長E外

へ遊びiこ行つてはいけないという決まりがあり、市中

心部へ行くのには家族とクノレ?で行ってしまうケース

が殆どです。路面電車に乗ったことがある生徒は3名、

コミュニティパスに至っては I名という現状です。担

任の先生は、卒業前に校会勉強との意味合いもあるの

Pはなし、かと感じました。さて、授業はマップの成り

立ち、使い方の説明の後、実際に行く場所(市君主史博

物館、県E自撚交流センター)の場所確認。検索機能を

使い、更に綴尺の見方、歩行時総には距闘蓄を 80m/分

で換算できることをアドバイス。(劉 2-5)すると、

信号待ちがあるからあと 2分くらい余計にみておこう

などと、自分違できちんと考えてみたいという前問き

の姿勢がみられた。

到着時聞から逆算して何分かかるから、じゃ出発

はワといろいろ検討した結菜、行きは午前8待36分

のパスで、帰りは 12時発のパスで行くことが決定。

2日自のパス乗車体験の臼は少し雪が降って空襲か

ったですが皆元気に公共交通の乗車体験をしました。

これで、少しでも公共交通についての言滋龍を持って

もらえば充分である。(関 2--4) 

罰 2-5マップの説明をする熔副会長

密 2-6 パス乗車体験をした大安寺小田生徒たち

2-4 会関都市手写生モデル事業から晃えたこと

平成 16年春に福井県からは4凶体が応募、福井県で

福井市、福井県の推薦もあり当会のそテ〉レ務査が採

択となりました。

今回の調査は、ただ単に電車に乗って残すだけでは

なし主主東が走ることで街をどうやって活性化させ

るか、そのための倣且みや活動をどうするのかとい

ったところを知0の活動の斡とし、民間と:事業者と

行政とが 体となって、まさに協織をどうやって進

めるかをレポートしたものであります。そうみてい

くと、その中，むには沼冷がならざるを得zないという

結論を出しました。(aJ2 5) NPO法人認証を受け

る理由の 一〉に、第一者からわ依頼性権保もありま

0"乱開資

家与つぐnヴも

行弘

目撃也舗のまちづく <}C}L(みのイメーν

1ilI2-7 協働由まちづく唱のしくみのイメージ

つまりは、商い，窓識をもった支if:のあるEll体がないと

事業者も行政も地域住民も{可もできなし、構IZJが浮かび上

がる。

都市再生モデル務査では、公共交通機関が安全で安心

であることを大前鑓とし、その上で6つの項闘が実を結

ぶことになる。大地となる「安心、安全」が少しでも揺

るくと、 6つの果実iこも影響が出てしまう。(図 2-6) 

つなぐことで街が活きる。どうつなぐか。これが火事

となる。つなぐ材料の A つに f教育j へのアプ口ーチか

ら、総合学習の中に取り入れてもらったり、今[ii]のよう

に実際に公共交通機関を利用することで凱で感じてもら

えることで“つなぐ"ことができた。また、のりつぎ調変

隊でみたように普段公共交通機関を使わない方へ、事1!Il

するチャンスを与えることにより"つなぐ"ことへの実感

ができるn

いずれにしてもその活動の較になるのは悶冷というこ

とになる。今回のこの調査は ROBAにとっての今後の進む

べきか向性を見出した或いはまとめたような結論となっ

たっ従って， 安心。安全j のための活動プログラム

を計画。実行する時期にきている。
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図2-7 まちづくり棒状図

2-5 パスマップサミットから見えたこと

平成 16年 9月に全国で{ハスマップjを作成してい

る団体が集結して、「第2回全密パスマップサミットJ

を福井市で開催しました。

市民の自発的な意思による公共交通活性化の支径の

動きのひとつに「パスマップj を使って街を活性化し

ていこうとする意欲を持った市民匝体(陶山、仙台、

広島、岐阜、松江、そして福井)が一向に会し、相互

の意見交換を通し、マップ表現の標準化への課題を中

心に意見交換が活発になされた。

基言開講演をされた、遊歩都市を縫唱されている村山

友宏氏から、「ホジロパ優先の街づくり」とLづ新たな指

針みたいなものが出されました。ホ。歩行者，ジ 自転

車，口 路面霧車ノミノ、ス(ハス)の略です。いずれ

も「人間Jが中心の施策です。

また、地図lこ含むべき情報の種類によって 7つに

大別される。まず

30-

女iill情報 手打者、自転車、銘i扇電車、ハスの状態

環境情報 ピオトトプや残 j必然ーなど

景観情報心地よい風景，観光拠点等

防災情報避難路や避難場所防災センター等

隣幣情報 パリヤフリー身隙者トイレ等

危険警波情報燥地出いブ口ック塀等

交流界線情報 公閲や遊び場9 阪府衡マップなど

これらの情報のうち、ハスマップで集中的に入れ込

む情報は交通情報であり、その表現方法はその都市規

焼、運行綴度、運行範殴などによりまちまちであり、

概に決め付けられないといったところである?しか

しし吋2れの7 ツブlこ共通しで語えることは市民自ら

が玄ちとがって行動を興した点、である l

更にこれらのマップの表現方法についても、例えば

アイコンを統…したり、思際標準の記号を入れる等の

情報の繋理をすることを確認しあった。

2005年住総研f住まいーまち学習」実践報告。論文集6



3 まちづくりにマップは必婆か

以 k、主:OBAの会が関わってきた活動の 端です。

マップを造る目的は、どうやったら僚の活性化につな

がるまちづくりをするかであると思う。では、そのま

ちづくりの活動をする上で、どのようなマップが必要

なのか。それは「街弓かし、」ができる地図であるかど

うかである。

官製のマッfは単なる国土情報を表現しているに過

ぎないので街づかいはできない。街づかいに必婆なも

のは f生活情報」が含められたものでなければ意味が

なし、

わりのりマップでは、単にパス路線があって、イ可本

走って、どこにバス停があるょとし、う交通上。)情報の

み計士、 街づかL、jの役に立たないとの観点から『繋

ぐ1ニ止を蕊識Lt:'7ップ表現の工たをしている。

(rrg];j 1) h'、路線図の番号をマップ上に漆として

家づ!と 1)ンク点せている。 2番目iこパス件医待つのは

つらいそこて''t!(i自lニ待てるハス停を即BA認定ハス停

と独れに悦援イt'LrしてL、る。更に、乗換λがときる乗

換えるよとが可穏な場所については守山干ングを

しておき、そこでの地域時刻表を作成している。そう

することによって「街づかし汁をしやすくする工夫が

さ才Lてし、る。

パスマッ71])ひみつ 1

'綴級車自のびみつ

お銭綴喜事 !;:ffi悪縁者襲撃

主主主豊から、 行主主主主リ1断書きi語っ

ているパス路織と、

主襲滋f:l銘力、りますo

q怨と喜善警告のひみコ

21行の路線怒号冷岱I

〈すまいるパスの謬号きと3をす(J)

重患者意義管事E'lはROB.!I，の主主

ts主主e!tこfすげなちのです。〉

パスマッブのひみつ 3

.士皇陛:(()Uみつ

(，'1土、生活情報があればそのマップl:t使えるのかと

いったことか次の課滋となる。

小学校や中。高等学校あるいは、諸i現体が関わって

ワークショップ形式等でマップづくり宅とする事例があ

ります。日常生話題域での事象を表現するので比較的

「生活情報j が蟻り込まれている例が多いが、それが

発端でまちづくりにまで発展したという話はあまりi習

いたことがありません。それはマップがっくりっぱな

しであり、更新されていないことが主要因だと思いま

す。衡が活きているということは、マップも活きてい

るので、常に更新をする必要。そうするとそこには lひ

と」が介在することになる。この「ひとj が熱心な7

ニアであったり、托POであったりする訳です。結局、

「街づかしりなので「ひとjが関わることになりますo

fまちづくり』にマップは大いに必要であり、更に言

えば更新されていることが震要である。マップを「更

新Jするためのエネルギーをどうするかが鍵であり、

具体的には、更新のための『財源jをどう確保するか

である。

パスマップのひみつ 2
ψ rc7停のひみつ

5器::iEの!聾E量バス停

1司ι綾娘、ひ広い議選、

，8 ペンチ‘ A 滋滋案内

主~3つ以上{萌えjたJ1ス僚に

はち霊童::r'Y'-タを祭i.R"

援護立の童話絡がとまるパス懇

る亀有・パス4宅事

(，j;J;事丸で荻原隊

CRO駄による議議長級機

管作成望者みです&、

こ護終点在主0;守治i遜iこしか移籍

しないパス!事は&コミュニ

ティパスのパス療はム

でlRiluしています私
ざ湾軍事まやま雪際、立13宅鐙主主、公盟量などの務総を怒コきで塁提示会

曹警護コー7-，望書F担緩coro著書'6]提言員会
;詰ま貴遜の議事ちついています。

1ilJ3-1 パスマップの秘密

-31-' 2005年住総研f住まいまち学習j実践報告論文集6



4 1 パスiこ関わるサミット

作年iこ第 I回目を岡山市で樹催して今年で策2

罰毘を迎える。サミットの中心者である路面積車と

都市の未来を考える会の会長 闘将男氏は fLRTを

推進していくためには、パスをちゃんとしなければ

ならない。パスマップは公共交通をよくするツール

だりといった趣旨を述べ、今回のサミットの意義を

位震付けてくれた。

また、沖年に実施した|つないで活きる公共交通」

と題した進歩ジウムを開催したときは F禦ぐJとい

う言葉を大事にし、図 2 3で述べたように実際の

乗り継ぎ体験をさせる等、経験をさせる活動を展開

しました。私達i土、路間電車の口、パスのパで fロ

パj と言って既存の公共交通を活かしてまちの活性

化をすることを宣言して事業を進めています。今の

ところはパスへの比重が多くなっているが、今後は

f口j の方にも力を入れてし、く方針である。

4…2 継続するまちづくり懇談会

公共交通を使いやすくすることで街づくりを推進

するためには、我人頑張ったところで限界があり

ます。他の NPOとの協働凶連携無くして進められる

ものではありません。

私i童の目標の一つに、歌米で未来型低床路面霧車

と人が自由に行き交うような空間=トランジット

モール=の実現があります。駅前地区を活動の主体

とする N防 法人の Fまちなか NPO~ は、路間電車そ

のものをB定する立場をとる方々が多い。そのため

話が路而電車のことになると意見がいつも平行線

でした。こんなことではいけないということから、

毎月 1凶、路主主電車のことに娘らず懇談会を開催し

てはと持ちかけ、平成 14年 10月に第 l図のまちづ

くり懇談会を隣催しました。当初はLRTのことや路

面電車のことが話の中心となり、そのたびに意見が

ぶつかることがしばしばでした。

しかし、会を重ねるに従って、街の活寸生fヒのため

に何をしたら良L、かを検討するようになった。例え

ば、駅前の酪居留を視察し、現状を知る試みや、郊

外応舗の見学、その後食事をしながら窓見交換会、

又は、共催で商業開発に造訪のj紫い方の議I賞会を開

催するなどの協動作業を進めてきました。臨機腰の

議論から始まったまちづくり懇談会でも今年の2月で

*2隊熊谷紐北陸支唐専門課長

28在買を数えるに去さりました。ここ数ヶ月は、中心市街地

内の駐輪場に関する検討が続いています。議官識の結巣l::t

行政へ提案といったカタチで提出をする予定をしており

ます。(図4-1) 

この上うにお互いに協働して問題解決していこう

とする姿勢ができたことは、私達の今後の活動の自信iこ

も繋がりました。ITiJ2-5にみるように協働のしくみに

もあるように1¥1'0同士のコラボの体制ができ、つつありま

1l!I4 --1 まちづくり懇談金盟主量

4 -3 LRTプロジェクト推進協議会の設立

今年度から闘交省、は都市内交通の改善、入と環境に

やさしし、都市公共交通の構築のため、鉄軌道事業者と

地方公共団体、省識者、 NPO等からなる LRTプロジェ

クト推進協議会が策定する liLRl 整備計盟i~ Iこ基づく

事業iこ対して支援する 'LRT総合推進事業;を創設し

ました。まさにこに推進協議会はまさに、図 2--5の

住総みでし、う図の中央の「まちづくりグループjのこ

とを指しております。ここに ROBAの使命と自覚し設立

に向けて活動をする必然性があります0

5 今後の取り組み

パスマップの作成は今後とも車陸続的事業であるが、

一方、路面電車の方の活動として、 LRTプロジヱクト

推進協議会の立ち上げをすることが喫緊の課組と考え

ております。現在、パス部会と凶T部会が活動を開始

し始めたところです。'!]会もごのl草稿がtl"，る頃には

NPO認証がされております。より巾層の資f壬ある言動

と行動7J~求められてきますので3 それに応えられるよ

うな組織となるよう取り組む必要があります。

* 1 

株式会社サンワコン勤務

賑わレ、のまち、伎みよいまらづくり修業に従事

ふくい路面霞艇とまちっくりの会 副会長
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生活の質を高めあう家庭科学習のあり方

「現実性Jと!本質性j から住まい方を見つめ践すー

井村叩1実

キーワード 1 )家庭科 2)生活の質 3)現実性 4)本質性 5 )住まい方

今こそ家庭科を
「このままではいけない。 irなにかが違う。 j 誰もが

社会的変化、子供の変化にとまどっている。

心優しい子供たちにたくさん出会う。純粋なやさしさ

に学ぶことも多い。しかし、傷つきゃすくもろい心が見

えかくれすることもある。人やモノとのつながりを感じ

ることができず、独りよがりで生きているなと怠うこと

もある。

そんな子供たちに必裂なことは、人やモノとのつなが

りの深さや、地に足をつけて生きることの大切さを感じ

ることではないだろうか。「生活の主主」にこだわり、現

実の生活を見つめながら、生きていくということの楽し

さと難しさを体惑していくことではないだろうか。

家庭科の学宵の対象は、家庭生活を中心とした人間の

生活そのものである。生活は、人やまわりをとりまく会

てのものが相互にかかわりあい、人的物的資源を活用し

亡総合的に営まれる。.El .日の生活が、やがて 遊間、

ヶ月と穏み譲なり、人の生き方につながっていく。生

活i立生きJ与を餓る。だからこそ子供たちには、家庭科の

学習において、生きるための営みである自分と家放との

生活を見直し、人、モノなどからいろいろなものを受け

入れ成長していってほしい。食べること、法ること、住

むことなどの行為の一つ一つが、まわりの人やそ/など

とつながっているということを実感してほしい。そして、

現実を受け入れながら、自分らしい生き方を創ってほし

いと願う。

1 r生活の質を高めあうj とは

( 1) r生活の質を高めあうj ということ

「生活の質」とは生活の内容である。生活の内容は、

人ー人の生活に対する克みや与え方に支えられてい

る。 f生活の践を高めあうj とは、体験や実践を遇して

よりよい暮らし占をみんなで創り出すことである。より

よい暮らし方とは、自分のことだけでなく、多様な生IE

スタイルやいろいろな立場で暮らしている人やモノのこ

とも考えて暮らしていくことである。生活の中の物質的

な翠かさや機能の効率性などの便利さだけでなく、人が

人やそ/とかかわるときの心の潤い、豊かさなども大事

にしていくということであるp

( 2 )家庭科の授業における具体

「生活の焚」を高めあう姿を、以下のような姿ととら

え、 j受業づくりを行う。

①生活の質を人(自己も含む)とのかかわりから見る姿

人は一人では生きていけない。だからこそ、人とのか

かわりが震かであると感じたとき、心が潤う。人とのか

かわりが豊かであるとは、自分のことが相手の中にある

と感じることであり、相手を自分の中に感じることであ

る。 i---のために~をしてあげたい。Jrもっ ζ ~な自分

になりたい。」という人(自己1も含む)とのかかわりに

目を前]け、よりよい暮らし}jを隠指していくことが、生

活の演を高めあう姿である。

②生i苦の質をモノとのかかわりから見る姿

自分の生活はもちろんであるが、まわりの生活、地球

規模からをも生活を見つめ、モノとのかかわりを見直し

ていくことが、生活の賛を高めあう姿である。

( 3 )生活の演を高めあうための学習諜窓
生活の質を高めあう家庭科学習のための学習課題は、

以下の還りである。

①人とのかかわりから生活の質を高めあう学資f話題

r ~ (誰々)のために~にしようj とか「家族の気持

ちのよい~J のように、人とのかかわりを見つめ夜す言

葉が蕊接学習課題の中に含まれていたり、必然的に自分

と家族のあり方を見つめil'lすことができる課題である。

f家族のための朝食作りJr我が家の2誌の味自慢~みそ

汁の巻~J などの例がある。

②モノとのかかわりから生活の践を高めあう学寄課題

子供たちの生活の中に身近にあるものを取りとげる。

家庭によって違いがあり、それぞれ家庭の工夫を取り入

れることができるものがよい。繰り返しモノとかかわる

ことができることが絶対条件である。「挑戦!究極のお

にぎりづくり Jr地球にやさしい洗濯」などの例がある。

2 r現実性Jと f本質性j から住まい

方を免つめ墜す
生活の質を高めあう家庭科学問において重要なこと

は、子供たちが、その単えならではの本質に気付き、現

実の生1苦を見つめて、折り合いをつけながら、学習した
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ことを生活に生かしていこうとすることである。生活は

生活、学習は学習と、生活と学習が切り語草されてはなら

ない。

そのために、「本質性」と「現実性」という綴点を用

い、住まい占ーを見つめ主主すこ ζが宥効であると考えた。

( 1 ) r現実性」と f本質性j とは

「現実性j とは、現実の生活ではどうか、現実の生活

で本当にできるか、あっているかという見方・考え}jで

ある。子供の姿でいえば、 fロッカーをきれいにした万

がいいのはわかっているけど、きれいにし続けることは

難しい。Jという現実に重きをおいた見ノぢ・考え右であ

る。子供たちはみんな、現実の中で生活している。生活

は、現実そのもので、逃れられない。家縫によって生活

に違いはあっても、現実の生活でできるか、現実の生活

にあっているかという観点は、どの子供も毎えることが

できる。また、「現実性」という観点を用いることによ

って、「このままでは無埋かもしれないけど、こんな風

にしたらどうか。j と現実の生活にあうようにて夫する

子供の姿も生まれるだろう。

「本質性j とは、その単元において本震にあたる見}j

-考え方である。子供の呉体的な姿でいうと、 fロッカ

ーはきれいな々が気持ちがいい。きれいにし続けるべき

だ。Jというような本質に重きをおいた見方・考え方で

ある。人はみんな、よりよい姿を求めている。その単元

の本質に気づくからこそ、学習は深まる。

「本質性」ばかりを重視すると、なかなか現実にあわ

なかったり、「現実性Jばかりを重倒すると、本質を兄

失ったりすることになる。「本号室i't.1ばかりに自を向け

ている子供には、「現実性」という観点の子供の思いや

願いを聴かせる。「現実性」ばかりに践を向けている子

供には、「本質性Jの観点の子供のf君、いや願いを聴かせ

る。そうすることで、現実を見つめて、折り合いをつけ

ながら、学資したことを生活に生かしていこうとする子

供を育むことができると考える。

家庭科では、「決まった正解はないj r正解は一つでは

ないJと言われる。どちらかに傾けばよいということで

はない。「現実性j と「本質性j という対非与する 2つの

観点をふまえるからこそ、告分の現実の生活ーを少しでも

よりよい生活にしていこう、学習したことを現実の生活

の中で実践していこう、という子供になると考えたので

ある。

(2) r現実性Jと f本質性j から伎まい方

を見つめ直すことのよさ

「現実性」と「本主主役」から住まい方を見つめ直すこ

とのよさは、問じような住まいでも、 仁夫によって住ま

い方を快適に変えることができることを知り、自分がい

いと思う住まい;与を「現実技」と「本質性j の中で折り

34 

合いをつけながら、工夫していくことができることであ

る。

後述する?お気に入りのスペシャルロッカーに大変身」

の単元における子供の姿で呉体を述べる。

本単元は、自分たちのロッカーを、お気に入りのスペ

シャルロッカーに大変身させる針街を立て、ロッカ』を

大変身させる。その中で整J'jl繋{績の快適さに気づき、こ

れからの生活に生かしていこうとする子供の姿をねらっ

た単元である。

子供たちは、いつも何気なく使っている自分のロッカ

ーでも、体操販のたたみえiやしきりを入れるなどの工夫

することで、きれいに整理整綴できることを知った。ま

た、整Jrilq霊綴することは、気持ちがいいここだというこ

とを体感した。しかし、しばらくロッカーを使っていく

と、 rt語P!I毎回体操服をたたむことはめんどくさい。Jrき

れいにし続けるのは大変だ。j rきれいにしていた々が気

持ちがいいし、快適に使いたい oj という辺、いが金まれ

てきた。「めんどくさい、きれいにし統けるのはk変だ。J

というほいは現実殺の恩いである。「きれいにしていた

βが気持ちがいい。快適に使いたい。;という泣いは、

本質性の思いである。子供たちは、「現実怜」と「本質

j'Ejの忠、いを総き合う中で、「時々模様幸子えをしたらい

いのではないか oj rきれいなことも大事だ:けど、毎包の

生活では、使いやすいことも大事ではないか。」などと

いった新たな視点を見つけ、ロッカーをさらに工夫して

いったのである。

以上のように、「現実性j と「本質l'U の中で折り合

いをつけながら自分の住まい方を工夫していくことでき

ことが、「現実性Jと「本質怜 iから住まいノぢをJi¥つめ

蕊すことのよさである。

(3) r現実性Jと「本質性」から住まい方

を発つめ直すための支援のあり方

では、 f現実性」と f本質性Jから住まい方を見つめ

迫すための支援はどうしたらよいだろうか。

①自分の生活を意識できるようするために、写真や

ビデオ、生活ウオッチングプリントなどを活用す

る。

子供たちは、自分自身の生活を自覚していないことが

多い。生活は毎日のことであるので、何気なく過ごして

いるからである。特に、住まい}jには意識が向いていな

いことが多い。母親に、「きれいにしなさい。きれいに

しなさい。」と言われ続けても、自分の部屋などをきれ

いにしない子供は、その子供の性格にもよるだろうが、

汚いという現実を自覚していないことが多いのである。

そこで、生活を自覚できるように、1-]-主主やビデオ、生活
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ウオッチングプリントなどを活潟することが有効である

と考えた。

生活ワオッチングプリントとは、自分の生I請を見て‘

生活を、絵や凶、文章で表すプリントである。生活を絵

やsl 文章で表すには、よく見たり、自分で振り返って

みたりすることが必要になる。

生活ウオッチングプリントを活用することによって、

自分自身が今どんな生活をしているのかを、意識するこ

とができるのである。

(診学l'l'したことを、現実の生活の中で使ってみたり、

やってみたりする時間(最低 1週間以上)を保擁

する。

例えば、ロッカーを大変身した後、それで学習を終わ

りにするのではなく、大変身したロッカーを現実の生活

の中で使ってみることが重要である。現実の生活の中で、

絞ってみたり、やってみたりする時間を保衛することで、

子供たちは自然と現実の生活と照らし合わせ、よさと難

しさに気付くようになるのである。

③現実の生活の中で使ってみたり、やってみたりし

た後、 f現実性j と「本質性Jの観点の思いをも

っ子供をみとり、取り tげる。そして、 2人の思

いについて考える待問を保障する。

現実の生活の中で使ってみたりやってみたりすると、

子供たちは、 fいいことはわかっているけど現実には難

しい。」などという現実性の思いや、「本当にやってよか

った。便利になった。快適だ。」などという、本質性の

思いをもつようになる。

この思いをもっ子供をノートなどからみとり、取り上

げる。そして 2人のj患いについて考える時間を保障する

ことで、新たな工夫も見つかるようになるのである。

3 実践事例

~お気に入りのスペシャルロッカーに大変身~
(1) 単元の鼠標。学校のロッカ を、使いやすく、自分のお気に入

りの空間にヱ夫することができるようにするロ。整埋書室頓する楽しさに気づき、これからの生活に

生かしていこうとする。

(2 ) 評価規準

高奇心・意欲・態度

。使いやすく、お気に入りのロッカーにするための方

f去を競べたり、調べたことを実践したりしようとして

いる。

。使いやすくお気に入りのロッカーにするために、空

関を有効に使ったり、衣類のたたみ方やしまい方など

整理主主頓の仕方を工夫したりしている。

投書室。ロッカーを整i豆整頓することができている。

総識・援者毒

O 事主連整頓すると気持ちよく生活できることを理解し

ている。

35-

(4 ) 指導計扇 12M (4符穏)

第1次 ロッカーを、使いやすくお気に入りの空間

iこ変身させる。 6M(2時間)

学習内容使いやすいロッカーにしたいという意欲{関)

設問や衣類のたたみ方の工夫(骨U)

iあっロッカー山写真だ川引がいるね

ぼくのロッカーの中はどうなっていたかな?ロッカーの

中の写真だ。汚いなあ。ぼくのロッカーは戸を開けたら

すぐ体操服が溶ちてくるよ。このままじゃいけない。な

んとかしなくちゃ。きれいにしよう。よし、スペシャル

ロッカーに大変身だ。 (3M) 

・よし、使いやすいように引き出しをつくろうかな。しき

りがあったら、いいかもしれないな。変身だ。使いやす

くするんだから、あんまり使わないものを下を入れて、

上には毎日使う給食着を入れようかな。お母さんが、「く

るくるくるって丸めたたたみ方も場所をとらなくていい

かもしれない。j って言ってたな。やってみよう。 (3M) 

第 2次 ロッカーをさらに使いやすく変身させる。

6 M (2時間)

現実の生活を観点に入れた変身の工夫(書U)

整潔繋額の快適さ(知)縦続的な繋王聖書差額(技)

-いつも使いやすいように整理整頓するって大事だね。ま

ずいらないものは持って帰っτ、あまり使わないものは

奥に入れたり、たたみ方も工夫してみよう。整理事室電買っ

て楽しいな。これからも楽しくきれいに使っていきたい

(3 M) 
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(3 ) 授業の実際

(支援に演わることを

第 1時間宮

で;if、す。)

そして、スペシャルロッカーに大変身しようというこ

とになった。

大変身するのは、 1遊間後である。子供たちに期認を

はじめに、自分たちのロッカーの写真を見て患ったこ 示し、その潤に準備ができるようにした。また、教室に

とを穂き合った。良分の添いをしっかりあつことができ 「収納のコツJなどの本をおいておき、休み時間などに

るように、 4 人 人のロヅカーの写真をとっておき、会 自由に見ることができるような場をつくっておいたo

長に競った。(支援 1) rこんなやり必もあるね。Jrすごい、こんなにきれい

A 

C 

E 

自

F 

写真 3ー1 変身郊のロッカー

そして、自分のロッカーの写真を見てどう思うかを穂

き合った。

-ものすごく汚い。

・汚い。汚すぎる。

・汚い。体操販が落ちてきそう。

いつもこんなに汚いのかなあ。

.雪崩がおきそう。

・台風がきたみたい。

-禁i里繋頓できていない。

-これが本当に私の?という感じがする。

-思ったよりずっと汚い。きれいに保ちたい。

.どうしてこんなに汚いのだろうっきれいにして、

総と後を比べたい。

-このままではいけない。何とかしないといけない

・リフォームしたい。きれLいにしたい。

などの怠いがでた。

自分のロッカーの写真を見て、ロッカーがいかに汚い

かということの現実を意識した子供たち。現実を意識で

きたことで、「きれいにしよう、なんとかしなくちゃ。j

という気持ちをもつことができた。

になっている。Jr自分のロッカーをどうしたらいいか

なっ」と楽しそうに本を見ている子供が多かった。

第 2・3縛隠居

自分たちのロッカーをスペシャルロッカーに火変身を

することに決めて、 1週間後。

いよいよロッカ の大変身である。

授業前の休み時間から、たくさんの子供が、ロッカー

の中のものを出したり、ロッカーのサイズを減って段ボ

ールを切ったりし始めていた。

子供たちは、

・段ボールを使って、引き/:tlしをつくる。

・段ボールを使って、しきりをつくる。

・家から持ってきたかどなどを引き出しにする。

・フックを{使って、精子かけをつくる。

.打Eを切り、なみ縫いで縫って、カーテンをつくる。

.花などを飾る。

・ポプリをおく。

などの工夫をし、ロッカーを大変身させていった。

写真3…2 ロッカーを変身させている様子

大変身させたロッカーは以ドの通りである。

A 

B 

G
U
 

内

J

-号砂

ーー号砂
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C 

問問診

D 

E 

砂

同町l>

写真3-3 変身後の臼ッ力一

大変身したロッカーを見て、みんな満足そうだった。

変身後の忠いは、

・されいになった。

-できてよかった。カーテンをつけたい。

・きれいになると、気持ちがいい。

・あんなにきれいになるとは矯きだ。

引き出しをつけると、しまうところもでき、き才1

いになった。

きれいに収納できた。とってもよかった。

うまくできてよかった。これからもきれいにした

た

き
つ

い

な

て
に

つ
い

使

つl
b

守
」

i

l

 

き

い

-L 

。
、
令
q

た

い

き

き

た

も

で

せ

ら

い

見

か

わ

に

れ

ん

ん

こ

ど

さ

。

ん

母

た

ど

お

つ

が

を

な

ア

一

に

デ

カ

い

イ

ツ

れ

い

ア

ロ

き

い。

・今度は、牛乳パックで引き出しをイ十ってみたい。

・きれいになった。少しでも快適に使えるといい。

背労して作ったかいがあった。

・すごくきれいになった。とてもうれしい。

など、みんなきれいになったことを拝んでいた。

その後、スペシャルロッカーを 1;股間使ってみた。そ

して、 1 ;鹿間ロッカーを使ってみてどう思うかをノート

に警かせた。子供たちの患いを j本質性Jr環'人科 Jの

2つの観点からみとり、座席表に記録し、色分け(本突

然は赤、現実性はi脊)をしておいた。

本質性の観点の子供の忠、いには、次のようなものがあ

-すっきりして気持ちがいい。時')̂-G ロムカーみたi

いになった。このま主き才 Lいに Lて hきた h i 
-小さな口ッカーの中も uとすれば、忠ったよりも

のをしまうことができる。たたむスベ スもでき

て本当に便利だ。

・見た白より、ずっと使いやすい。思ったより、ロ

ッカーはずっと広いなと怠った。

・前よりきれいになって気持ちがいい。引きU:，lしは

もう少し小さくしたら、{吏いやすくなる。

・きれいにしてよかった。気分もサッパリした。宅雪 3

長持にもなっていなくてうれしい。

・考えて繋取する)Jがついた。欄をつくったので、

とても便利だ。体操械をたたむくせがついた。

・最初は大変だとj思っていたけど、意外と平く繋J患

できた。本当に便利だ。

・気持ちまでリブオームしたような気がする。自分

のロッカーとは思えないほど、ょくできている。

・ロッカーを変身させて、ロッカーもとってもすっ

きりした。 J心まですっきりした。

-とても苦労したけど、対じロッカーとは思えない

ほどいい。きれいにしなくちゃ、と気を付けるよ

うになった。

-引き出しをつけたら、収納するのが簡単になった

・やっぱり汚いより、きれいなβがいい。きれいに

なってよかった。体操阪もしまえていい。

・自立よりまとめることができてよかった。本当のた

んすみたいでいい。ハンガーをもっと工炎したい。

現実性の観点の子供の思いは、次のようなものがあっ

た。

・きれいになったけど、きれいにし続けるのはちょ

っと大変だ。

・変身させてみたけど、使ってみて逆に取り出しに

くくなった。

・使いにくくなった。前は入れることができていた

裁縫道呉も入らなくなって、日開っている 0

・きれいになったけど、きれいにし続けるのは大変

第4時岡田

1)虚聞犬:変身したロウカーを使うた主義(支援2)怠っ

たことを聴き合った。

ヨ三供のたちの思いを記述しだ煙席表から、券重要数の綴

点ではAの子供を、現実践の観点からは8のぞ災を取Il

上げることにした。(支援 3) 
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はじめに変身させてよかったという本質何の思いが強

いAの思いを取りとげた。 Aの思いを般の子供が穂きた

くなるように、 Aのロッカーの変身高官と変身後の写真を

並べて提示した。

望星
写真 3-4 Aの変身議と変島後のロッカ-

Aの思いは次σ)通りである。

いすてきりして三点ちがいい。別人の口ッカーみた

己主空三た。このままきれいにしていきたい。

である n

Aの1!?、いを聴いて、他の子供も

・心主ですっきりした

・ものを減らすと使いやすくなった。

たたむようなくせがついてきた。

きれいにするようなくせがついてきた。

などの意見をwした。

その後、おが、

・きれいにするのは気持ちがいいけど、きれいにし

続けるのは大変だ。

と発言したので、討の思いを取り上げた。

そして、 fきれいにし続けたぬけとう本質投の入の

怒いと「きれいにし続防るの}立大変だ。」という現実燃

のBの患いに.':;v，でどう怨うがにつハいて考一える待問を取

った。(支援 3) 

しばらくして、 2人の思いについてどう怠うか思いを

聴き合った。

ぺ石すζBさんと同じで、 3学期まできれいにする

のは継続できないと思う。

-ずっときれいにするのは大変ということだけど、

前は、ロッカーに物を談め込んでいたから、体操

綴を取るときに物が落ちてきて、拾って閉める。

制限を取るときにも物が落ちてきて、またつめ込

んで、というように拾って関めるを繰り返してい

た。でも、きれいにしていたら、たたむのは厨告書

くさいかもしれないけど、すぱっととれる。だか

ら、きれいにした占がいいと患う。

・8分の部犀に例えるんだけど、「きれいにしなさ

い。と母さんに言われて片付けるんだけど、 3日

坊主で終わる。そのときは模様答えをしたら気分

山口大学教育学部附属山口小学校教諭

もすっきりするから、校一機替えをしたらいいんじ

ゃないかと思う a

・ぼくも特H道潜えのことなんだけど、 Mさんの言う

ように特々模擬替えをしたら、何となく気持ちが

よくなって、またされいに使おう cいう気持ちに

なるので、機娘替えに賛成だ。

I 模Hfif4えのこととちぷっと似ているかもしれない

けど、検繰替えをするときに、使いやすくした}j

がいし》とI11うですよ。あんまりたくさんものがあ

ったらごちゃごちやするから、いらないものを捨

てるなどして使いやすくすることが大事だと忠

つ。

などの意ーはが111た。

写真 3-5 授業の板書

授業後の12いには、

・無J'I'Iこいらないものを徐てたり絞ったりしなくて

も、少しの工夫で整えることはできるということ

が A 搭心lこ銭りました。私は'A，の終験も含めて、

どんどん物がたまコたりつめ込んどりすることが

ありました。でも、箱や入れ物を取り付けること

で、繋思ができると思います。模様替えなどの意

見も含めて、これからもがんばりたいです。

-私にもみんなにも、きれいにしたいという艮僚が

あるということが、みんなの話を穂いていでわか

りました。今まで 1年に l[ii]模様替えをしていた

けど、 2ヶ尽に 1回にしょうか、 lヶバに l自に

しょうか迷い中です。スペシャルロッカーの事で、

こんなに話が深まるとは思いませんでした。いつ

までもきれいがいいなと思いました。

など、整J!H整頓のよさに改めて気づき、これからの生活

に生かしていきたいという子供の}tJ，いが書かれていたむ

(4 ) 考察

「現実性」と「本質性」という鋭点を用いることで、

現実の住まいi与を見つめ、住まい方を少しでもよりよく

していこうという子供の姿が見られるようになった。

今後も住まい方をはじめとした、生活の質を高め合う

家低科学留のあり方について研究を進めていきたい。

38-

家庭科を中心として、 子供の生きみ

を育む授業のあり }jについて研究を

進めている。
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生活科における環境教育の可能性をさぐる 石井 E盟校事l

「どきどき交わくわく 1年生ーし刈、ものみーっけ!ーj

の実践を通して

キーワード 1)生訴科 2)環按学習 3)公碧模型作り 4) N刊との連携

1 はじめに

本校では，様々な視点ぜ地域の環境を見つめさせな

がら i 見方や考え方を育てていく総合学習を展開して

し勺 乍活科は3 地域を見る切を育てる基擦となる教

科として.II(繋なf立i壁を占めている。

そこで p 今問は1 地域の環境を見つめるカタさらに

は環境に働さ即ける力の基盤となるものを低学年のう

ちにどのように身に付けさせていったらよし、かを考え

ながら生活科の授業をデサインした。

実際の学習を瑛隠するに当たっ-(1ま?低学年ならで

はの「どきどき感jや「わくわく感Jを大事にしなが

ら，学習を展開することC'，発見することや感じるこ

とのおもしろさ 3 楽しさに気っかせることができるよ

うにした。それが 3 環境をとらえる感覚や感性を磨く

ことにもつながってし、くと考えている。

また，生活科での学びをより豊かなものとするため

には}体験ペヰ苦動から得られた知的な気付き s 自分な

りの思いや綴いを生かして》骨Ji量的な表現に取り総む

ことが大事なのではなし、かと考えている。これまで本

校では取り組んでこなかった，公溺の模型づくり lと

いう創造的な表現活動に挑戦していくことで}生活科

における環境教育の可能性をさくっていきたいと考え

た。

新たな学習の創造に当たって p まちっくり学習や創

造性教育のノウハウを蓄積している~1'O :建築と子供

たちネットワーク仙台を共に授業を創る「授業パート

ナー」に迎えることとした。

2 授業デザインに当たって

(1 ) 教師の鱗い

普段は，自然とのかかわりが薄い子供たちぜあるが、

自然とのかかわりの中で、不思議なものを発見して喜

んだり、 3手を澄ましてどんな音があるのかを集めたり

するなど》自然とかかわる活動に興味をもって取り組

んでいる。好奇心旺盛で、様々なものに興味。関心を

抱く柔軟な感性をもっている。また、体験をもとに、

学校生活の中で、同じi韮びを繰り返したり、発盟主的に

遊びを考えたりする姿も見られる。子供たちにとって、

体験が積み震なっていくということがし、かに重要かを

39-

実感している。今後、子供たちに必要な力は，自分か

ら人に関わりをもっ力やE 様々なものに触れたとき，

楽しい。すごい E 不4怒議だなどといった，感じる感覚

であり，それを一勝養っていくことが大事だと考えて

いる。今{到デザインした授業ではz 以下の点をII(点泊守

なねらいとした。

身近な環境を見つめて5発見することや感じること

のおもしろさ楽しさに気づかせる。(知的な気付き)

環境に対する気付きから生まれた3 自分の思いや願

いをかなえるために主体的に環境iこ働きかけよう

とする態度を養う。(主体的に働きかけよヨとする

態度)

様々な人とかかわりながら学ぶことの良さに気づ

かせる。(かかわり合う力)

知恵、を出し合い共同で創り出す喜びを感じさせる。

(協力するカ)

思いや属品、在創造的に表す力。(表現する力)

(2)公麗模型づくりの導入に当たって留意したこと

工夫したこと

1 プ口ジェクト嬰の学習にする

これまでP 子供たちとー絡に環境学習に取り総んで

きたNPOの先生から、紙芝居(象と蝶々が島になる

という話)を紹介してもらい模型作りのきっかけにし

た。物言苦の続きである象と蝶々の公霞の模型を自分た

ちの手で車IJり上げることを学習のコーノレと設定した。

2 入との関わりを学ぶことができるようにする

学習の過稜に 3 人とのかかわりを用意し、コミュニ

ケーションの機会を繕やす。

3 発表会をする

模裂完成紋儀会として 3 多くの人々に学資成果を妓

露する場を用意し 3 達成J惑を感じさせる。

5 イ也教科との関連をoる

他の教科(佳!言吾や図工、ど)と関連させて実施でき

るものは9 タイミングを見て実施する。

2005年住総研「住まいまち学習J実践報告論文集6



(必 公国模型製作の実際

fゾウとちょうちょうのこうえんをつくろうj

(lH守潤)

1 rエレファントシティ。ノミタフライパークJの紙

芝居を聞こう

ひねらい公隠模裂作りの意欲をもたせる

のしカ斗ナ

。自然，人z 建物9 などの環境をテーマiこした紙芝居

を読み閥均オせG，模復作りの導入とする

'NPOから模型作りを依頼されることにより 9 模製

作りへの意欲を持たせる

単元の調進図2-2

:;__2.えぷy_':::::ムじよ..2.J1Q)_
{木ノ τ公閣/ふるさと

は母荷J 足貫主魁】

ル季節ち変化仁気づく

本 PJ料棚

*-1i1'f♂ 戸そ

三2よ与L ユ三ょ之22.ιゑふd弘之?二三えそ丘D
米表現するカ

*これまでの車規発を生かし 機型を繁信する

*銘し合つカ

[_]ねらい

e 公閣の基準/グノレープでの設計闘をつくり p

iこ公開製作することを意識させる。

9 これまでのg 学習をふりかえり公隠のイメ…ジを再

起させ5 設計鴎をつくる

口しカ斗ナ

自分割した鳥の地図を配布G，具体的な位置に何を

作るのかを著書き，イメージ化させる。

畢 3-4.1公匿作りで大事にしたい基準

写真 3-4.2紙芝援を毘る子供たち

計倒的

写真 3-4.1紙芝爵

ぉ
f
か
ら
の
木
〔
9特
冗
句
〕

水がたくさんあると、きもちがいい

自然
たべものがとれるところがないと人は

生きていけない

いきものがすむばしょがほしい

ひと 。ひとがせいかっするばしよもつくる

水 -いきものや木にはなくてはならないもの

どうぶつや虫があんしんしてすめると

いきもの 」ろ

し、ろんないきものがし、るとたのしい

童3-4.2ゲルプのアイディア

現圧 《大事にすること》 。具体的なアイディア

《し、きもの》

ぐ〉森橋、りんごの森、動物額

《ひと、水》

2 。でっかい花畑、谷、里子原、砂漠、瓶、すへり台、

まち、実がな。木

《自然、いきもの》
3 

つ森、海、ひつじ、うさぎ、魚、原っば、動物闘

4 《人、水》
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3 筏業の実際

(1) 単元名 どきどき交わくわく 1年生

一いいものみーっけ?一

年照の単元の流れ(全 102持問)(2) 

【削-l11.l8糊編集。

kもf-:ちしっぽL【"時MJ
みはであ開叩
みAななかよし②
伽しを作ろう包}
か ~H<lれようω
がっこうた川崎

… る令."-I!.."旬、k
増穏をたててよう'"
ι 可子うもあし

"らペ色、

1手提案 1tl李成
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物勤地基糊漠砂れ

1

一

、
珠
一

地
真
一

空
淑
一

帆
阿
蘇
森
一
樹
…

自

漏

る

一

自

6 I小神社、まち、森、公雷、みなと

《ひと、水、いきもの》

7 I小牧場、くら山、務省、はたけ、虫、ジヤングル

8 
《水、いきもの》

。動物、お花士臣、袋、回んぽ、家、風

写真3-4.3 設計図錯し古い 写真3-4.4 設計図

5 ゾウとちょうちょうのこうえんをつくろう

口ねらい

設計図をもとに模型を製作することで》見通しをも

った活動をする

口しカ斗7
毎回授業の最後に，全体の模型を合わせ，全体〉バ

ランスを考えながら 2 グループでの作業を進めるよ

う促す

BGMに紙芝居で使浴した音楽をながし，高揚感を

もたせる。

写真3-4.5 模型土台 写真3-4.6 様梨製作

図3-4.7 公窃模型完成

|4 公歯完成披露会 一一一一一ーっ
と;ねらい公園製宇中や2製作後の思いを言葉や麟で

表現する

己しかけ

。模裂作りに協力してもらったNPOの方に際いて

もらい，報告の意識をもたせる

在校生、保護者も参観し，コメントしてもらい，達

成感をもたせる。

発表内容

口 fエレファントシティ・バタフライパーク」の紙芝

緩のこと

口公掴をつくるのに大事にしたこと

ロ作った公厨にはどんなものがあるのか。

写真3-4.8 公爵完成披露金

|5 フィンランドにおれいのでがみを泊涌こう一一つ

ロねらい模型作りのきっかけになった紙芝居を給

介してもらったことに3 お礼の気持ちをもっ

口しかけ

。白分たちのお礼状を外国に送ることを伝え，海を渡

って患いが伝わることへの荷揚惑をもたせる。

写真3-4.9お礼状作り 写真3-4.10 お礼状完成

4 公園模型づくりの効果

(1)共同製作から生まれた気づき

友だちと協力することで，自分の力以上のものが作

り出せることに気づいた。

・模型製作という大きなコ}ノレのため}自分のカでは

及iまないと思っていたものにも 2 地道に取り組むこ

必体
A
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とで、罰的を達成できたとしづ満足感を得た。

話し合いながら，模型を製作する中で矛新たな発想

が生まれたことに気づいた。

少しずつできあがっていく様子を見るのが楽しく，

意欲の持続に繋がった。

(2) 模裂製作による、表現の幅の広がり

平面では表現し得なかったP 高さや奥行きをバラン

スを考えながら表現するようになった。

素材の新たな利用方法に気ついた。

全体を見渡す力がついた。

(3)環境を入り口として、他者意識が芽生える

子供向士の話し合いを通して2 自分と同じ怠見，違

う意見があることに気づき?耳を領りるようになっ

た。

友だちの新たな良さに気が付L、た。

共通体験からs楽しかった患い出をz模型上に表現

Lようとしていた。

みんなで楽しく住める場所3 という fみんながjと

し、う，意識が芽生えた。

{ヰ) 環境との出会いで生かされた、異体的な穣裂のア

イディア

主ち(自分たちの{主む場所として)

)111ニ矯を架ける

広場?聖子原(人l 動物がくつろげる場所として)

仲村 (療史的主主造物)

港!し、かた(他出品への移動手段)

森)畑)田んぼ(食べ物が取れる場所)

7主たj 四季の綴子を表した島をつくるなど 1 それぞ

れの気づきが生かされる場になった。

6 公恵模型作りを取り入れた生活科の可能性

これまでの単元では， I活動をした後は1 カードにま

とめたりl惑想、を発表したりと 3 定番のスタイノレで自己

完結しがらで，友だちとの学び合いに発展しにくいこ

とに物足りなさを感じていた。しかしp 全員で一つの

模製作りとし、う活動を取り入れることにより a 自然と

友だち同士の話し合し湖、生まれ5 そこで自分なりの葛

藤や受容、妥協、あるいは、自分の意見を認めてもら

えた自信が生支れてくる過程を経験させることができ

た。また?友だちとのコミュニケーションを深めるこ

ともでき，子供向土の学び合いを深めることができた。

模型作りに取り総み始めるとラ自分がさもその島の

住人になりきって製作する姿が見られた。それぞれの

子供が頭の中に物語をつくりあげ、自分がすでに模型

の上でまち作りをしている感覚になってし、た。 1年生

にとって、自分が見たもの、感じた者以外のものを作

ることは大変難しいことである。その点からみると、

模型上にあらわされた、素材感も考えた木や花，動物

の表現は罰を見張るものがある。また、一つ一つ¢体

験が模殺にすることで集約され、総合的にものをみる

ことができるようになった。公隠の模型作りは、 1年

生なりに楽しみながら環境を見つめ痘したり、あるべ

き環i患の環境を考えたりすることができる有意義な活

動であったと実感している。

6 おわりに

模型作りを取り入れた学習は1 ダイナミックで子供

にとっても魅力的な学育となった内このような綬業を

書向上げていくためには、 NPO(地域の専門家集鴎)

を双方向の関係の「授業パートナ---1 としてi且!えるこ

とに大きな意味があることがわかっ九J 立場の異なる

者向士が意見を交換しながら授業作りを進めたことで 1

学校や教飾品、求めているものが何なのかを符認識した

り，新しい考え方に触れたりして，より質の高司、授業

を創り出そうという気持ちが高まったのである。また?

今回は生活科としての取り総みであったが，低学年で

あるからといって会教鯛闘ができること，できないこ

とを決めつけるのではなく p 子供の可能性を最大限に

引き出すために9 様々な学習の場を仕掛けていくこと

が大切であると感じた。今後もB 子供たちが生き生き

と学びp 深めていけるような生活科の学習環境を模索

していきたい。

隠 6-1 緩整完成後の子供たち

謝辞授業パ トづいとして参加してし、ただいた， ~~'O 

建築と子供たちネットワーク仙台の紫様iこ心から感謝

し、たします

叫仙台市立南小泉小学校教諭
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臨エ教育・総会学習の取組みを通した

!]母校における環境デザイン教育の展開
イ山HJ考事 i

キーワード lJ[河 L:...ftll'{2)総台学予)13) !J勺r秒 4)環培ヂザ件数千寄 5)等調"9家

はじめに

公問づくりや校庭改善といった身近な環境改善への子

とものきさ閣の重要性が誕われるようになって久しい。こ

れまで公開や校庭は大人逮によって百十頭 整備されてき

たが、 fどもたちが自ら環境改需について、学び、考え、

提案していくことにより、環境のための行動へと繁がる

スヲ yブとなりうる。また 2002if二より全['4的lこ開始さ

れた i*B~命的な学習の時鶴J をはじめとして、学校のみ

なら 4、地域の専門家を招き、数民と協働して綬業をi!t

めてゆく 5劫きが各地で活発に行われ、授業の活性化へつ

ながゐことが言われている。こうした背景をもとに不稿

では、筆者が小学校の関工教員等より依頼を受け、地域

の公関づくりや校庭の改善などの環境デザインに認する

活動に、図工そして総合的な学習の時間を過し、その分

野の専門家として関わった事例を通して、小学校におけ

る環境デザイン教育の展潤の可能性と専汚家の役割を検

討する。

仁実践対象校と活動の概要

筆者が小学校教はと協働した活動事例は以下の 4件で

ある(表1)0 4;f立とも東京都 2:3区内の小学校で、戸建

住'包が中心、の立地にある。筆者l立大関窪小学校の事例を

除き、ゲストティーチャ として主に図工の授業に参加

した。図工にr，喜しでは、東京都の小学校では段任教員と

は別に、図工を専門に教える区l工専科の教員が存表する。

また表で「総Jと表記のある活動については、総合の時

間での取り総みに、原l工がリンクをして行ったという事

例jを示している。

2.中延小学校 f中li&の森大作戦jとの鱒わり

中延小学校には校遂に中延の森という 200n1ゅ殺の森が

ある。当時森は荒れた状態で、子どもたちも進んで遊ぶ

ことが少なかったようであった。 2000年度、総合の時間

を活用して、 5年生が 1年間を掛け校庭の森を改善する

「中廷の森大作戦jという活動が行われたO 写真 11土中

延の森の様子である。森手前には学校のシンボノレのクス

ノキがある。校庭はゴム総装の連動場で、森は子どもた

ちにとって貴重な自枕とのふれあいの場と言える。学校

では活動前年度から、森の中の池でのIII工の活動や、た

て穴式住活を地域の方々の協力で作成して、その場で野

焼きを行い、ilZJJ=の殉芸、社会科の縄文時代の芋習、家

礎科のパン作成iこ活用するなど、森を様様的に1首潟しは

じめていた。

しかし依然森の内部は荒れたままで、そうしたなか 5

年生が森を整備して魅力ある場所に変えてゆく総合の活

動「中廷の森大作戦」がはじまヮた。 1学期は森につい

ての下調べなどを過して「森について知る活動j、2学期

は森をよくするアイデアを寄せ合い考える「森について

の提築」、 3学期はアイデアを実現する「森を改善する活

動」古ま行われた。筆者は 2学期、森を改善するアイデア

出しを行っているときに、当時の図工教員より依頼を受

けて、校庭改善の専門家として授業に参加した。活動は

総合学習の時間を中心に行われていたが、図I教員が児

童のアイデアをより具体化するために、言葉でのイメー

ジから、さらに図工的な要素で活動を経撲できないかと

いう J思いがあり、筆者が、 L君主主が実現してみたい森の模

却の作成する提案を行った。森での担iJ 設や模 J_~I.! っくり

表 1 小学校の教員と協働で行った活動事例

学校名

2活初0動(0)(0}詩Jf1i期1j←主t123-学"fJ期9斗竺号1象汁年学:生主年

活動内苦手 授業

1. I_I!/!ノI[r王立小説小学校 校ほの五集約改ピ i'Kぬ，で) i三i• ~fL'、

2 品川区立大問符ノj、'7佼 γ1を?必;j主教訓!j_iJnう H'{ : ド1• 

3 大同[王立主調布市~IJ¥'"/':]交 200ド11')， 1判明; 6作牛一 学校|メ l句め杭公同のう:'.!f-{ン I l持・総

4 山田谷区立+;;;:/J、，，(:校 ~~() 3_i[ }i{ :3 ~'f: !~JL ゲド生 校庭|人!の小111のヂザイン _l[~ 
討 Jぐ内山'[，1.11.t[xLL r総11主総合的なf戸習の時ITrjを}¥:-j'，
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がはじまり、グループごとに個性豊か在プランが作られ

た。丘から流れるJII、うさぎとのふれあいの場、遊具、

池のかめと鰹のすみわけなど、様々なプランが寄せられ

たものの、実現性の懸念から、全先生方の前で子どもた

ちの発表会が催された(写真 2)。そのなかで「森は 5年

生だけではなく学校全員ものなので、よく考えてほしいj

という意見があがり、 5年生が意気消沈する状況が起こ

った。夢のプランを実現へと導く段階では、そのすり合

わせが必要となる。担任そして凶工教員と話し合い、子

どもたちの気持ちを大切にして、できるプランを実現し、

難しいプランは子どもたちと拐談の上変更していくこと

とした。その後、児叢そして 2人の教員の軌意とともに、

会議等を通じて他の先生方にも森の改善に理解を示して

漬けるようになった。筆者はこの時点で(当持の留学先

へ戻ることとなり)活動から離れることとなったが、 5

年生や 2人の教員の方々に少しでも元気を出してもらお

うと、留学先よりメッセージ付きのクワスマスカードを

送付したところ、先生より子ともたちに喜ばれたという

メッセージを頂いた。 3学期、その制作にあたっては、

小中連機で近隣中学校の技術教員が学校に訪問し、 J巴意

への指導が行われた。飼育委員会が活発なこともあり、

うさぎの遊び場作りを通して、森のなかで生命を感じる

スペースが生まれた(写真針。森の改善後、学年が変わ

っても森のことを大切にしているとの話が寄せられた。

また当時、担任の教員が心配していた 5年生の友人関係

についても、この協働的な環境活動が改善に役立ったと

教員らからお話があり、「中経の森大作戦」の活動は単な7

る環境改善活動に留まらず、人間性の潟わりと結びつき、

むしろこの点が重要だったと考えられる。

その後中延小学校では、この活動をきっかけとして、

森での活動が活発に行われるようになった。2004年度に

は全学年をあげた、森で遊び、学び、発見する環境学習

プログラムが組まれ、先輩らが耕作したうさぎの遊び場

の木杭が朽ちた部分を後輩の上級生が手直しを行ったり

(本真 4)、森の動植物や、シンボルツリーのクスノキの

枝問jれの間に寄生したモチノキの調査などが実施され発

表会が催された。校庭の森のもつ様々な可能性や価値が

子どもたちに与える影響に気づいた学校や教員が、森を

十分に活用し改善していこうという取り組みに繋がって

おり、ファシリテーターとして関わった期総は短かった

が、その後の過程を大変嬉しく感じている。

1 大間窪小学校 f学校隣接地量十廼jとの鴎わり

大開設小学校は、筆者が授業に直接参加せず、1mヱ教

員から進め方の相談を受けた事例である。

小学校の隣接地が都市計酒道路に指定され空地となっ

ていた。隣接地の部分l立地下道で、そのと部がi議選に、

また小学校近くの公園古市十画道路により半減するという、
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写真 1中延の森の様子

写真 2模型純作発表会の様子

写真 3児童制作のうさぎの遊び場

写真4 リフォームしたうさぎの遊び場の発表

2005年生総務r住まいーまち学習J実践報告・総文集6



数年後で子どもたちの身近な環境が激変することから、

総合の時間で学校隣接地の公繍について考える活動が始

まった。総合学習では、公留についての調べ学資からは

じまり、地図や公罰見学、役所への質問などを行い、公

留のプランを絵で表現を行っていた(写真 5)。図工の教

員からこの時点で協力依頼の連絡があり、図工でも活動

を発展させたいという話であった。

関工では現実的なプランより、夢のあるプランを作っ

ていきたいということで、関工教員と相談の結果、「こん

な公闘がいいな」というテー?で、総合での下調べにと

らわれず、自由に作っていくことになった。総合で描か

れた絵はどこかで見たことがあるような遊具が多かった

が、閃 I で作られた模~ではより表現豊かで立体的で、

れる楽しさが垣間見られるものとなった。(写真 6)

4. j草議布第三小学校 fプロジヱヲト松山jとの関わり

東調布第三小学校では、 6年生の総合 17'。ロジェクト

松山;に参加した。大i丑区役所から学校へ、校IR内iにあ

る松山と日子ばれるZE地が街区公園になるため、小学生の

アイデアを参考にしたいと依頼があり、公開づくりプロ

ジェクトカミスタートした。

松山は高低差が 10mある高合で、普段から近憐の方

の散歩や子どもたちの遊び場として使われており、大き

く広場と松林の部分にわかれている(写真 7，8)06年生

は1学期の 4，5月に松山の F調べや校内街近隣小学

校で公園の要望のインタピューを行い、それをもとにグ

ループ毎に設計図を描いていた(写真針。この時点で協

力の依頼があり、活動に参加した。作成された設計図で

は、実際には設援が難しい敷地層りの傾斜地にも、施設

古三百十Il!iされていた。今回は区役所がプランの参考にした

いという話で、夢はもちつつ現実的なプランが提示でき

るよう、 JL体模型を作成することにした。

グループで作成した設計凶を基にして、 200分の iで

まず土台を作成した(写真 10，11)。おがくずで土を、粘

土や校を使って、小)1[や木を表現している(写真 12)06 

年生ということもあり、なるべく 200分の lのスケ ル

で模型を作ろうと、木や施設の大きさを考えながら作る

ようにした。立体横型で高台が表現されると、緩やかな

スロ}ブを作るなど、自分を模型に投影して公園作りが

行われるようになった(写真 13)。模型が完成し、グル

ープごとに模造紙に公爵のテーマやセールスポイントを

整理して、区役所の入、先生方、 6年生、保護者の前で

プレゼンテーションを行った(写真 14，15)。完成した

模型も、下調べで大事にしたいと感じた部分を残しつつ、

子ともたち独自のアイデアも混ざり合い、区役所の人も

喜んでいるようであった。作成した模~は校内の廊下に

展示され(写真 16)、その後校区の郵便局など地域の方

にも公開された。

写真5(友)児童の絵;6 (右)児童の模型

写真 7(左上)、8(左下)松山の様子;

9(翁)児童量の公園プラン

写真 10(左上)， 11 (右上入 12(左下λ13(右下)

児童量の模整制作状況の進行の様子

写真 14(友)、 15(右上)ブレゼンの様子;

16(右下)気に入った所在写真に撮影

-45- 2005年住総研f住まい!まち学習j実践報告・論文集6



5.桜小学校 f夢のf由i蔵山をつくろうjとの鱒わり

桜小学校i土、 Iドl[小の図工教員が転任した小学校であ

る。校内にある r1ill蔵LIUと呼ばれる小UJを題材に行わ

れた[夢のf山崎111をつくろう Jという、 3年生の活動に

参加したハ

写真 17刀、仙月比山の様子である。号、凶は[1U:のみの活

動で、実際に山の改造は不可能だが、模裂を作って楽し

もうということであった。まず絵を描き(写真 18)、模

型を少し作り始めたところで参加した。教員から児童ら

にJliIJ激になるので、遊び空間企との紹介の安惑があり、

以前関わった小'対えでの滋去しづくりの訴をスライドで行

った l写真 19)。その後十1引っくりが~:~'~ð 、 L己主ーし:模型

の!可符をi帯いたり、提案をれっ丈:りした ('fJ:;真19)

子どもたちの模型を凡て占体的な長f)!になかなか繋が

らないと、教員が子どもたらと 1uI成¥11を校??の iから見

たりと工夫した結果、 'l_/真 21がi主同1段階、 22，23

が最終版であるが、より立体的にそしてカラフルになっ

たコ 3年生ということもありも Jjj'λ'1'1よりもゅのあるプ

ラン作りが近視されている。 ~!j:}\ 24 I之、 3当'U1業の合

間に 2年生1"，'業があり、教員古守受業内容を変更して、 r~

の家を作ろうjというテーマで、 2時間紙で家1tりを行

ったものである。専門家の関わりによって生まれた授業

の一例といえる。

まとめ

校肢は子どもたちにとりもっとも身近な環境であり、

公閣は会まざまな人が態う環境である。ぞうした場所を

題材仁、主主境デザイン教育を行うことの子どもたちへの

効果は、 1)彼らの身近な場ゆえに、夢を崎きながら現'支

感をHづて取り綴んでいたこと。 2)子どもたちが絵や模

型 clく現したり、校庭改持を行うなど新しい場を創生す

ることで、地域ー環境を学ぶのみならず、子どもたちの

創造住怒像性社会性達成R惑を高めることに寄与す

る活動となること、なとが考えられる。

また、考えられる教員への効果は、教員が「総合的な

学習の時間」でテーマのひτっと Lて例ぶされている(環

境j を、環境デザインの分野手活動を取り組むことによ

り、図工と総合が協力し台えることを説、:識したことなど

カまあげられる。

そして考えられる専門家協働の効果としては、教員は

環境デザインの専門家ではないことから、専門家が関わ

ることで、下調べ→絵を撒く叶免罪1を作る→プレゼンテ

ーション→現場制作へと、活動がより実践的になること

が考えられる。またその際専門家は、教員と協働で活動

を行うことを主とし、教員や予ともたちの活動をサポー

トするブアンリテ…タ…の立t晶として関わることカf重要

と考えられるに

このような実際の環境をブイ…ルドとした環境デザイ

ン教育は、児童が身近に感じられる題材で、横断約に様々

な教科とリンクして学習できる貴重な機会であり、また

専門家との関わりは、環境デザイ/教育lこ絞らず兇意・

教民にとり活動を進める tで心強い存夜と考えられる。

今後も機会のある限り、実践を桑ねていきたいい

写真 17(左上)仙蔵山;18(右上)児畿の絵;

19(左下)事例スライド紹介;20(右下)襖製制作

写真21(左上)模型途中段緒;22(右上)完成模型;

23(左下)完成模型;24(右下)夢の家の模型

話g平

桜小学校関工教諭楚良浄先生より写真の捻供と助言をI自きまし

た。合わせまして4小学校の皆様にi架〈御礼を申し上げます。

く参考文献〉

1) 仙出考(2004)小学校における環境デザイン教育と専門家

の役制ー図工教脊の紋緩みを通してー詰本涜境教宵学会第

15回大会(東京)研先発表要E言葉， 42 

2) 鐙良浄(2∞3)小さな森の物r;!}--ー「中延の森iと凶ヨ;室の記

録 「住まい まち学習J実践報告論文集4，27-32

入ぺ~舗、二 *1 似滞l~デザイン研究:Pjf

教主愛護ペ; レディ〆グf:?1組長ランドスケープ学科
~議紅一 博士課税修了。専門は造照設計で、特に小

・・邑{"J11・圃峰 子非校校庭や幼稚留 保育園陸自出のデザイ・IUI圃圃匪 ン改J苫の活動に揖わっている。
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子どもの暮らしと環境 鈴本邦明判

一子どもが作り上げる住環境ー

キー'フード d学校，教室藻見総浩鈎な学皆の時胤f1下り上アる住環境
体の成長

1はじめに

子ども浅にとって，学校で過ごす時間は大きな時間で

ある。組きている約半分の時間を学校で過ごしているこ

ととなる。子ども達は心身共に成長の途中にあり，環境

が大事である。藤井は子ども遠の日常生活自体が豊かで

あれば(人間関係，自然環境，生活のあり)，)自分自身

と環境に対する終電車をつみ重ねて行くことができる幻)

と述べている。子ども遼が普段過ごしている自分たちの

刊環境(教室主)に眼を向け，自分たちで作り上げようと

していく姿を報告したい。

2研究の構想

2-1 研究仮説

子ども達i立自分違が普段過ごしている教室の環境に眼を

向け，自分違で作り上げていくことにより，暮らし方を

高めることにつながり，それが子ども遠の現在及び将来

に良い影響を与えるようになるだろう。

2-2 壁窓会主法

① それまでの学習や体験を生かして教窓の環境を快

適なものとするためにはどうしたらよいのか考え

る。

② 実際にグノレープてや快適な環境を作り上げていく。

③ 作り上げた環境を維持していく。

3.これまでの取り総み

子ども達はこれまで，家庭科や保健などで，住まい方

の工夫などについて学習をしている。これまでの学習の

流れを「単元名，ねらい，活動j についてまとめた。

3-1 快演な住まい方の工夫家庭科 (5年)

ねらい ・気持ちの良い住まい方に関心を持ち，身の回

りを快適に整えようとする。

-自分の住まい方をJl，なおし，快適に住まうた

めに自分なりに考え，工夫することができる0

・1昆かさ，風通し，明るさなどから自分の課題

を選択し，身の回りを快適に整えるための課

題を追求することができるようにする。

-家族が楽しく気持ちよく過ごすための住まい

方がわかるようにする。

活動 1 住まい方を見てみよう (2時間)

2 線!lIiを決めて，調べよう (6時間)

3 競べたことを生汚に生かそう (2時間)

3-2 史is(/)主E主体育(保健) (5年生)

ねらい ・日常生首苦におけるけがや事故に関心を持ち，

進んで学習しようとする。

rt-動ー 1 けがはなぜ起こるのか考える(1時間)

2.けがの予防法について考える(1待問)

3.けがの手当のf土方について知る(1時間)

3-3 IE金主ととど益金さとと主， ~盟語十総合何年)

ねらい ・修学旅行で訪れる山形祭櫛引町の暮らし方を

知る0

・暮らし方毒事の違いを知った上で， どちらの暮

らしがよいか自分の考えを作文にまとめる

・自分たちが今住んでいる地域や住まいへの関

心を高める。

活動。1.修学旅行八行く言7に「問舎がいいか都会がい

いか」自分の考えをまとめる (2時間)

2 山形式L櫛引町への修学旅行(21i'l3日)

3 修学旅行での経験をもとに「悶舎がいし、か都

会がいいかj自分の考えをまとめる (2時間)

3-4 近墜企ムびとの生活を考えよう 家賠科何年)

ねらい ・より良い生活を常んでしてために自分の家庭

生活の課題を見つけられるようにする。

-これまでの学習を生かして，生活環境を考え

ながら課題解決を際iることができるように

する。

-締題解決的な学習を通して課題解決を関り，

近隣の人々との生活を考えて実践しようと

する態度を育てる。

活動 1 近隣の人びとの生汚を見てみよう (11時間)

2.自分ができることを見つけ，やろう (6時間)

3.ふれあいの輪を広げよう (3時間)
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4.実践

4-1 盈旦経企笠盗主主

取り組みの流れは次の通りとした。

①現状把握 ②企画 ③提案 ③実施

① 現状把録(全体)

この学習の導入の部分となる。全体でねらいと大ま

かな流れを確認し，その後，現状の把握を行った。

② 企画(各グノレ}プ)

グループに分かれ，どの部分をどの様にしていくの

かを考えた。内容が重なった場合の調整も行った。

③ 提案(各グループから全体へ)

それぞれのグル]プが考えたものを全体に提案し

た。他のグループの人からの意見ももらう。全体か

ら承認された後，実擦の作業に入っていった。

④ 実施(各グループ)

それぞれのグループが必要なものを入手したり，影

響のある所に話をしたりしながら，自分たちの企画

したものを作り上げていった。

4-2 グノレ]プの活動の実際

それぞれのグループの活動は以下の通廿となった0

4-2-1 長グループ

内容.

教室の一部に畳を敷き，皆が上履きを脱いで疲れるス

ペースを作った。

写真4-1 学年ホーノレ摘の畳のスベース

説明

獲のスベ}スは2カ所作った。 1つ目は教家の憐の空

き教室の一角に閲長半分の差是を敷いた。中央に低いテ}

プノレを置き，活用しやすくした。このスペースは休み時

間に友達と話をしたりすることに使われていた。また，

学習においても調べ学習やグノレープでの活動などの際に

多くの子ども違がこのスベ」スを活用していた。話し合

いをしながら活動者進める際に非常に使いやすいスベー

スとなっていた。

2つ目は教室の後ろ 1/5程に畳を敷いた。クラスは

48-

27人と言語と少ないため，教療のスペースにある程度余

裕があった。

小学校には一般的によ緩きを鋭いで，座れるようなス

ベ}スはほとんどない。今回，この様なスベ}スを作っ

てみて，子ども達には非常に好評だった。とても務ち着

き，友逮とも親密になれる空間なのだろう。

4-2-2 生き物グループ(植物，動物)

内容:

教家にメダカなどの魚や織物などを讃いた。

説明。

このような生き物には人関の気持ちを和ませる役割が

ある。多くの人がいる教室では，一日に何度も，友達同

士の感情のぶつかり合いであったり，勘違いなどからの

争いがあった0する。そんな特にこれらの生き物が気持

ちを少し和ませてくれる役部を果たすだろう。潤滑拾の

ような役割を来たしてくれるだろう。

4-2-3 パソコングループ

内容

教言置にパソコンを設置し，それを光ファイパーによっ

てインターネットに接続させ，様々な汚動の場面で活用

できるようにした。

説明:

本校は各教室に LAc~の端子があり，パソコンを接続す

ることでインターネットに接続することができる環境に

ある。教室にインタ}ネットに接続したパソコンを設複

することによって，子ども逢の調べ学習などで活用する

ことができる。また，タイピングの練習のゲ、ームなどを

子ども逮で競い合って取9組んでいる姿も見ることがで

きた。

←2-4 座席の形グループ

内容

教室内の様々な饗f.Slを考えながら，座席の?告を工夫し

た。

説明:

本校では，冬場の教室で，ガスストーブが使われてい

る。送風と日去すの影響からどうしても教室の中の一部が

著書く，一部が寒いということになってしまう。席を考え

る時にはそれらのことを配慮し，座席の形を作るように

していた。

また窓の向いている方向と座席の向きの関係から，一

部の席から光の反射で黒板が見えにくいという意見が出

ていた。それらのことにも配慮し，見えにくいという窓

見のあった廊下側最前列の席の数を減らすなどの席の形

を考えていた。
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←2-5 掲示物グノレ}プ

内軍事

教雪量1勾の掲ノJ、物の作成や整理を行った。今まであった

ものに手を加え，見やすくしたり，使いやすくしたりし

た。

写真4-2 卒業までの日めくりカレンダ}

説明

小学校の 6年生の 12月になり，卒業までの日数も

徐々に少なくなってきたこともあ~.皆で日めくりカレ

ンダーの作成を行った。卒業式の日まで一日ずつ担当者

を決め，大きな商用紙に「残りの詞数，その日の日付，

その他コメントなどJを書き入れたものを作った。その

自のものは教室の前の黒板に掲示し，終わったものは教

室の後ろの壁に綴に貼っていった。

5.まとめ

5-] 成果

5-]-] 自分が暮らす環境について

今回の学習を行うにあたって，子ども達はどういった

環境が快適であるのかを考えた。活動を進めるにあたっ

て全体で共通理解しておきたい部分だったからである。

まず，広い意味での暮らしやすさやについて考えた。

そして，今回取り総む学校の教室における快適さという

ものについても考えた。子ども違の話し合いでは，学校

は学習を主にする場であることから「活動(学習)しや

すいことJr安全であること jが快適であるという考えで

まとまった。

住環境の水準に関しては，世界保健機関(阪0)の詳備

基準として「安全さJr健康さJr能率性Jr快適さjが挙

げられている。また，岸本らによると環境とは季節によ

り大きく変化し，人間，生活にとって必ずしも好適でな

いことが多い上に，生活水準の向上に伴い要求される潔

境条件のレベノレも上昇しているので，在家者に適切な室

内環境をつくるには，より多くの要因について考慮しな

ければならなし叫幻とある。

このように状況によって違ってくる暮らしやすさとい

うものについて，考えていく必要があるだろう。小学校

の教護に演しても小学1年生と 6"'l生では，求められる

ものが途つャてくる。また，構成するメンノι の資質や能

力，趣味志向などによっても遺ってくるつこの綴々な違

いを意識し，どういった環境が暮らしやすいと;::iえるの

かを定期的に考える機会を作りたい。静段l土学校ではな

かなかそのようなことを考える機会はない。子どもi主が

多くの待闘を過ごす教室の環境l立大事であるので，大人

と子どもが絡により良い住環境について考えていく機

会を増やしていくことを繋みたい。

5-]-2 安全について

今回の活動を過して，学級でのけがが減少した。活動

を始める擦に皆で確認をした内容の一つが教室が「安全

であることJであった。

子どもはとても活動的であり，普段教家にはかなり多

くの子どもがいる。そのような環境であるため，よくけ

がが起こる。それらのけがについて兇てみると.JJ主E監は

子ども自身に問題があるものと環境に問題があるものに

分かれる。子どもに問題があるものは子どもが廊下を走

ったり，けんかをしてしまったりということである。環

境に隙議があるものとしては，動線にものがあったり，

薗鋲が落ちていたりなどである。

今回，教家でのけがの原因である子ども自身と環境の

両方を改善していった。活動を進める中で，子ども達は

安全に対して意識が働くようになっていった。また，瓦

いが注意している姿もよく見かけられるようになった。

そして，環境面では，吉野J線にじやまなものがなくなった

りしたことなどで，様々な部分が機能的になった。結果

として，けがの減少につながったのだろう。

5-)-3 学級の集団について

昨今，学級崩壊などの話題が新聞などでよく書かれて

いる。小学校の高学年において，学級全体でー絡になっ

て陀じことに取り組もうということがなかなか難しくな

ってきている。

今回活動に取り組んだ学級は6年生ということで，こ

の沼一審jを通して，卒業を前に皆で同じ方向を向いて活動

ができた。そして，それぞれの子どもが卒業に向けての

患いを徐々にふくらましていくことができた。

「住環境jという共通項でつながって，それぞれが様々

な活動に取り組んだ。取り総んでいることは途うが目的

は隠じであり，活動の中でIiいを認めることができてい

た。

今回摂動した子ども達は，普段の生活で自己中心的な

行動がたまに免られていた。活動を通して，改善が見ら

れた部分があった。その理由の一つは，他の人のことを

考える機会ができたことだろう。普段は自分のことがー
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悉，'1'心になっている。互いにとって大事である住環境

という話題であったことが影響しているのだと思う。

5-1-4 子どもが作り上げていくことについて

今回の活動は活動のきっかけは教剥が与えたが，それ

以降は子ども逮が自分逮で進めていった。

後藤らは都市生活は人と人との関係、が希簿になりがち

である。自分が暮らす住まいやまちの環境に，主体的に

かかわっていくことが，よりよい住まいやまちの創造に

つながっていく。・・・みずからが主体的に参加すること

は，地域への愛着を強め，産主力的な環境へとかえていく

原動力となる文"と述べている。

子ども遼にとって学校を魅力的なものへと変えていく

活動l主将来，自ら家を作り，地域の 員として生活して

く際に有設であろう。

5-2 課題

5-2-1 学校全体での活動でなかった

今回の活動は学級として取り組んでいたため，活動の

スペースが自分の教室とその燐にある学年のホールのみ

となった。学校の全てのスベースを使った活動にはなら

なかった。本来，子どもの生活とは学校全体である。そ

れを変えていくことができたらさらに生活の質が言語まっ

ていくであろう。また，教室以外のスペースには手を入

れることで皆が過ごしゃすくなる部分がたくさんあるこ

とに今思の活動を通して気づいた。

学校全体で活動に取り組んでいく場合，カ Fキュラム

の変更が必要となってくる。総合約な学習で取切組む場

合には，それ程カリキュラムに手を入れる必要はないだ

ろう。

暮らしていくということは人が生きている限り，誰し

も行っていくことである。この様な活動を通して，教室

や学校というものについて，子どもが教姉と共に住環境

について考える機会があると子ども達にとって良い経験

となる。そして，子どもの関心が学校以外の自分の周り

の住環境へと広がっていくことも期待したい。

5-2-2 学習のつながり

前述したように，子ども達はこれまで住まい方につい

て家庭科や保健で学習してきた。しかし，これまでの生

E苦において学習したことを生かしていなかったように感

じられる。それぞれの学警がつながっていないと言言える

だろう。住まいかについての学習を，単発ではなく，総

合的な活動として取り総んでいく必婆があるだろう。

今の教資システムにおいては子ども遼は自分遣が学ん

だものを表現していく場が少ない。苦i土i援びや生活のや

で表現できる揚がたくさんあり，その中で色々な工夫を

する中で学んでいた。今の子ども遠の遊びl土人工的，人

為的なものが多い。テレピゲームは大人が複雑な計算の

上で作り上げたものであり，学校での遊びなども教鱗が

作り上げたものであることが多い。

子ども達が学習空したものを生かしていくことの場を保

統していくことがこれから大事になってくるだろう。

5-3 最後に

渡辺が毎日暮らしている住まいがほんの少しでも良く

なること，具体的には使いやすくなったり美しくなった

ちすることは実に楽しい・・・・ 「こう変えたい，いや

このほうががいいなかj と考え絞けていると，暮らし全

体に対して敏感になワ，たとえ思ったことの半分も実行

できなくても，暮らしを大切にする完成が豊かになるの

ではないか。つまり実際に変えることよりも「変えようj

とする意志が完成を育てるのではないか削)と述べている。

小学校における住環境教育の目的はそこにあると感じ

る。自分の住まいや環境に隣心を持ち，より良くしてい

こうとする心情を持てる人間に育てていくことが大切で

ある。
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← 

小中学校における「まち学習』の取り組みの実態と課題

一福井市内の小中学校へのアンケート調査より

キーワード 小中学校、教科教育、総合的な学習

1 鵠驚の背景・恩約・方法

1. 1 背景と自的

まちっくりにおけるた号伎者の主体性が高まるために

は、学校教育の中において様々な場面で、まちづく

りに関連した様々な知識を身につけると河時iこ、ま

ちの状況を知り、まちについて考え、時にはアク

ションを起こすことが必要である。このようなまち

について学び、務まま・実践するものを rまち学管J

と位盤つけるハ

本研究では、ゆとり教育を擦持した新カリキュラム

になってから 3年目となった現在、どのように rまち

学習J が行われているのかを検証し、今後の「まち学

習j充実のために必要な課題を絞ることを目的とする。

特に取り組んだ内容と取り組み方法に注目する。

1.2 競査の概要

そのために、福井市内の小中学校における rまち学

習」の実態を把援するために、アンケート調査を行っ

た。アンケート調査では以下のような点について設問

を設けたc

①回答教員のまちづくりへの潟心等

(I)教科教育及び総合的な学習(以下「総合的学習j)に

おける「まち学資」の取り組み内容

③「まち学習ーの取り組み方法

@;まら学習 J への今後の対応

調査は「まち学背」とは仰をさすのかといったことも

含めた説明の用紙と共に、筒井市内の各公立小中学校

に配布した。小学校では、各学年一人の先生に回答い

ただき、中学校では各教科から l人の先生に回答いた

だいた。 2004年 11月"-2005年 1月にかけて、各校に

直接訪問し、配布・回収を行ったc

配布数及び回収率等は表]-]Iこ示す通りである。

薬袋奈美子沖

塩fll 大掛*

表1-1 7ンケートの蕊布骨回収状況

f三¥併 τ寸!ケ/く¥リ"ぐ
ノ諸

Fデ升Y¥¥1ブ
科ふ」一ぺ4二斗

英語 1九

図1-1 教員の専攻科冨

以上を占める。担会科についてはまちの実態や仕組み

について学ぶことが多く、 4若々な「まち学習」として

の取り総みが守口、やすいものの、他の教科については、

まちづくりにどのように係わるのかを教員自身が積極

的に濯解し、取り組もうとしない限りは、関難である

と考えられる。

2. 2 学校での生徒への情報提供とまちづくりへの係り

児童・生徒に対レて教員が E常的にまちっくりに関

連した情報捻供を行っているのかを聞いた。小学校で

は、 80%、中学校では61%の教員が授業のゆで関連し

た最近の話題を閉して説明をしており、また小学校で

38%、中学校で 53%が資料配布まではしないが、朝ネし

等の時間lこ話題iこしているという。中学校では教員は

特定の科目しか教えないために、まちづくりとは関連

しにくい科目等の担当の場合には、授業時間よりもむ

νろ朝ネしなどの待問を利用 Lて、まちづくりに関連し

た話題を提供しょうどしていると考えられる。

またノト学校の教員l士、まちやまちづくり〈の関心は

70%の教員が持つ 方で、まちづくり活動などに実際

2 教員の関心と取り紹み方法 に参加したことがある教員は 7%に留まっている。そ

2・1 教員の受講(学習)科目 して 76%の教員が、まちづくりのことは教育の中で重

教員に「まち」や!まちづくり J に関連寸る授業を大 望書だと感じている。しかし授業としては、地域への関

学時代に学んだことがあるかを聞くと、小，，:針交教員が 心を引き出したり (65州、地域の人と触れ合うことが

97%、中学校教員の 91%が無いと答えている。また専 できれば良く (39%)、実際に良くするような行動をと

攻科目について見ると小学校では、国語・役会が 2割 ることも大事だと感じている教員は少ない (5%)。中

-51 … 2005年住総研「住まい・まち学習j実践報告稔文集6



学校でもやはり 66唱もの教員がまちっくり隠心を持ち、

74%が学校教育の中で重要だと感乙ているが、まちづ

くり活動への参加経験を持つ教員は 9%に留まり、実

際に良くするような活動を目標とする教員は、 3%で

ある。

2.3 教員の際心と取り組み方法

教員の日常からのまちづくりへの関心の有無に基づ

いて、取り組み方法を整理する(関 2~ 1) .取り総み

方法については、調べる段階かちまちに働きかけを

行う段階までの 7 種類に分けた。その概要は表 2~Hこ

示す。大きく調査の段階とまちへ{動きかける段階と

に整理され、各働きかけ方法l立、所講本やインター

ネットで誠べるような活動から、実際、のまちっくり

への提案や行動を行うものまでに整理をしたc

全体としてまちづくりに関心を示す教員の方が多

い。本やインターネットで学ぶ方法よりも全体とし

ては、学外でのヒアワングなども行う言理主主活動が積

極約に取り入れられてし、ることがわかる。まちづく

りに関心のある教員l士、特に公共値設、自然環境、

また交通といったことについて、学外での調査と同

様に、話し合いを取り入れる教員も多い。またまち

っくりに参加したりまちへの具体的な提言葉をすると

いった、積極的なまちへの働きかけを実践している C

2.4 小揺

関心があるとは言っても、まちづくり活動の経験も

専門的な教育も受けていないという結巣が出たc 各教

科の教育の中で具体的にポされているまちへの働きか

けを行うことはできても、各教科の学習内容が具体的

にどのようにまちでの生活iこ繋がるのか、主主いは生徒

の持った疑問や気がついたことや働きかけようとする

アイディアを、実践的な教育どしてつなげるための行

動となることは難しいのではないだろうかc

現在の学校教育の中から生徒の発意を実践に活かす

ことができ、学習内容を実践的に生かすことに繋げる

ような教育内容の工夫が非常に重要となろう e また教

員自身が、児童・生徒とともに、初めてのまちっくり

活動を行うということを、うまく支援する仕組みが大

切となろう。

3 教科教育における fまち学習j

3. ， 教科教育と「まち学習Jの関係

関3""，1 1こ、小学校における教科別のまち学習情況を

義理する。 1・2年生の生活科は、理科とお:会の内

容を併せ持つ科医であり、まちの中の様々な様子を

観察すること自体が授業の中で大切な位置づけにあ

ることもあり、多くの対応がとられているの社会科

と生活科が圧倒的に多くの取り組みが見られる。し

かし毘諮や家庭科、理科、図爾工作といった科目の

表2-' 小学校教員のまちづくりへの際心と取り絡み方法

興峡なしに湿醐底二E

自然環境興味9 り亡一~押 』

::iiuLぺ|
酬なしf"'U i ん一一一一「
興味あ的 J 卜九.“ :D~号変 I

闘なし戸田 i i tzzL 
興味あれい一一一ーャム品斗嗣-拘町佐一一一一 一一:Jl' !，...， "'''' 1 L>._， I i ヶ一一一，.→十一向司「一一r--'4"ロ話し合し、 Ii 

行政 iiJj戸L-J」i…一正型i
関2-' 小学校教員のまちづくりへの額心の有無と取ザ絡み方法

1集主主

2年生

3写生

4年金

5<手生

6年生

[} 10 20 30 40 50 6C 

図3-' 小学校教員が過去 3年のうち、最も「まち学習」
に取り組んだと恕う学年

中でも取り車丑まれていることがわかる。

17'1えば図工では、将来のまちゃ家をつくるという

テーマでの取り組みが行われるr

3. 2まち学習の取り組み方法

具体的にどのような方法で「まち学習」の取り組み

が行われているのかを、小学校と中学校の社会科に

注目して撃竣をした(図 3-，2・[[13-3)。

小学校と中学校の荒として君主然としているのは、小

学校 Fは、まちへ出て行き諮を開くなどの調べ学習

や、地域の人との言語し合いや具体的なまちへの行動

を起こすような学習方法がとられているのに対して、

中学校では、文献やインターネットで調べるような

[まち学習 4 が中心であるの身近な地域を調べること
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や地方自治の一環としての地境づくりについての学

習においては、一部話し合いや実際のまちづくりの

現場への参加や提案といったことが見られるに留ま

るり

また学習内容としては、まち全体の特徴等をを免る

学習はよく取り組まれている。交通・紡災などの

テーマの取り組みも多い。

まちづくり行政といった少し抽象的な内容も含むも

のになると、極端にその機会が減っている。しかし

本来学年が進み f社会人Jとして選挙権を持つよう

な年齢に近づけば近づくほど、現実的な社会の状況

を理解し、係わる機会を持つことが大事なのではな

いだろうかc

3. 2 学年による fまち学習」の状況

持本の学校教育におけるカリキュラムi士、学年が進

むにつれ専門的なことを学び、また教育内?Gも多岐

で深まったことを学ぶためなのか、中学校のほうが

自発的な学習を行う機会が減少していることが、社

会科の中でわかった。ここでは、小学校を中心に他

の科目についても整理をする。まちの様子などを生

活科の中で学んでいるときのほうがまちへの働きか

けは多く行わる。;まち学習 J の機会そのものも、

1・2年生では非常に多く見られるものの、 3年生

以とになると極端にその機会が減少していることが

図 からもわかる。また学年があがるにつれ、より

幅広い視点で、実際のまちづくりに役立つような活

動が、学校教育のゆでも可能となるはずではないだ

ろうかc

教科学習で学んだことを実際に生かすような機会を

より多く持つようなカリキュラムレヘノしでの取り組み

が必要であり、また同時に自治体との連携を通して、

まちへの働きかけがうまくいくような仕組みをつくる

必要があるのかもしれない。

3.3 教科問の遼携

(1)小学校での遼携

教科間での連携についてi土、社会科或いは生活科と

他の教科との連携が多く見られる(表 3-])。伊jえば

社会科で地域の方々に話を開いたあと、関誌の授業

として手紙の書き方の学習の中で、お礼状を書くと

し、ったもの、殴語で点字や手誌を学んだ後、社会の

福祉について学ぶといった具合である。理科を含め

たものとしては、社会科「人々のJIIの利用の枚方 J を

学んだ後に理科で「人と環境」として水と人間の擦係

を考え、その後総合的な学習の中で「地域の水紫調

王室ーを行うといったものも見られる。

国語という全ての教科の基礎となる科目と、まち学

習の多くの分野を取り扱う社会科の連携を中心とし

て、授業のタイミング次第では、様々な可能性が広

-53 

ま山りと柑国

地域の歴史

謡祉活動

まちの防災

地域の交通

地域の自然環境

まちの傑子

50 1∞ 山 1 20(1 

関3-2 小学校の社会科におけるまち学習状況

rτ福豆i
臨時霊長E

j 圏構査m 1I 

7 口話し合い

ま身近な3胸の歴史を採る
|口漆携協働 i

|ロ参力L提案;

8-11'動!
地械の交遊

地 | 地械の自然醐

理

防災と暮らし

身近な告慌を網、る

L 

。5 10 15 ~ 25 30 85 W 45 

関3-3 中学校の杖会科におけるまち学習苦状況

がっている。

的 1∞ 

〈具体的な理事例〉
ロ総合の)11の水質・様生・生物・清捕
理科の流れる水のはたらき

口総合 JII調査(水質・生物)
家庭科生活排水

口社会科地方自治
家庭科楠祉・家庭生活と地域

口問語福祉(手話点字)
社会科目総合福祉ハなりアフト

口社会科交通・土地の様子
隠語お気に入りの場所の作文

また、 3科医以上で連携した伊iとしては、生活科で

のまち探検に合わせて、国語でお礼状の書き方を学

ぴ、更に道徳の挨拶のしかたや探検の仕方に繋げて

いるものがある。また生活科や社会科が入らないも

のでは、 E話誌で f民話j を過して台本づくりを行っ

2005年生総研f住まい・まち学習j実践報告論文集6
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その他

市民

行 ~ft

交通

防り

淫史

たうえ守、関頭工作で「場函ごとの絵を措き」、音楽

で「場閣に合う音や安楽づくり j を行っている。

このような教科潤の連携を行ったと回答した教員は

27%おり、その全員が児童全体或いは 郊の児童の

興味がより深まったと感じている。そして 25%が積

極的に今後も教科間の連携を行いたいと考えており、

75%が無理の無い程度に行いたし、と考えている。

また 方で、詩人が、教科潤の連携は総合的な学

}叙}

営終!>:_-1 総台酌な掌裂での l支払当官習， ，守録

4号菱地区の八湯山を守るために 八儲じJの今グ様子を謎べた。
ごl;--})'多い木が減っている E

↓ 

松本小 i話し合いをしたF

地区の植物など島然に詳しい人から話を瞬いた。
↓ 
ることとして ポスターを鮎ったり ゴミ絡を設寵したりし

ι40 12G 

総合学習における取り組み内容

総合学習における散り絡み内容伊!

100 &0 日l40 ~0 

健 康 犠 祉

住環境

図4-1

震 4-1

自然環境

習で行うので特(こ必要ないと考え、総合的な学穏に

期待していることがわかる。また 16人が、教科潤の

逮携は必要ないと考えているむそして 18人が連携を

行うような授業のタイミングが合わないこと、 17人

が自寺院的な余裕がないことを連携した授業を行わな

い祭出として考えている。(複数回答)

また自由記入として出された意見で、教材研究の待

問が取れないことや、校外での学習における安全確

{呆の難しさなどが挙げられたn

自分た九の誼了(日本のよさ)を外菌の方に紹介するι フJールト
食やお然なとて?自慢ぞきるところを地域の外国の方にブレゼンテー

( 2 )中学校での遼携

一方中学校では教科聞の逮傍は極端に減少し、 4%

の阪!容に穏まる n 具体的な例としては、社会科での

地方自治と家庭科での揺祉・家庭生活と地域とを連
8-).レ1lJl]うまで公置にしぼっ

〕ていく。(予定)

機させたり、同じく社会科での経済と、家庭科の消

費生活を連携させているの

連携を行わない玉里山として、授業のタイミングが合 ポスタ セツン吉/で エの活動を保後者に知らせ

話'1

(20 ことや、時照的余裕が無いこ亡

人)といったことが中心にあげられている町中学校

の場合教員も教科ごとに異なるために、より連携が

ねない(犯人)
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学習テマ春山っ子手プラン"
学沓内容 1 地悼の白然現境協祉などの現状調査

]]. [麿査をもとに阜分たちがぞきるまちづくりプラン
きれいな可-{ojJII 公隠歩道を美しくしよう
住みよい町一みんなが集まる商産僚にしよう
明るし、ST 春山地区の主年寄りと仲良くなろう

恋グループに分h';!1 告分たもができることを実践
IV活動したことをまとめ 公民館祭りに地区の人に発表

旭域の環境のすばらしいところ 克直したいところを実地で調査するn

(マップに記入)
春山小 I. s寄査の結需要をまとめ プレゼンテ シ却/形式でグル プ毎に発表する q

j 発表を筒いて 自分のできそうなことを考える
j まちにe:て清照宮動を実施する。

}福舛のiR史拷発見第土廃史博物鑓と巡携し 福井の歴史に隠する
鰐3筆活動会行ったん

造物中|筒井(相会ょくするために現主の生活の中で詰じている筒井の良い点悪い
点合i5tい出し俗人の諜趨設定i基づいて より良い福井にするためにはどう
すればよし市考え 調奈提索活動を行ったの

--コンピニがHl5fの北側に多いのはたぜか。J

成和中 1-:議宍市の交通事故が多発している場所はどこか?;
f成和地区の問んぼは どのように交ヒ〈縮小)しているかりJ
f成和地区の野鳥には と弓いう猛祭のものがいるかの」など

「プロジェクト都市J
様々なテーマ(安全遺跡農業寺社遼史)に分かれて実施
そ才ぞれのチームて言十函を立て 主体的に取り紹めるように行つ犬乙
留了おこしにつながる流れ

まとめ

マンホ ルのひみつ在えぐり 地下がどろなっているのか言暗ザるが

辻烹小

難しく、またi車慌の必要性を感じないといったこと

もあるのかもレれないことが背景レして考えられる

お年寄り

総合的な学習における取り組みの状況

取り組み内容

総合的な学習(以下 総会学管J とする)での「ま

ち学習j への取り組み内君主として挙げられたものは

4 

4. 1 

泰山小

奏中

図 4-]の通りである。自然環境、健康・福祉、そして

歴史といったものへの取り組みが多いc ここに挙げ

られたもの以外には、人々の暮らしや伝統産業と

し、ったものがあった。

主主体的には、既述の各教科の仁和での連携にあるよう

な河川のことゴミのこと工ネルギーのこと等の教科

での勉強と比較的直接結びっくような内容もあれば、

まちのf活性化方策を仮設を立てて考え、調査・検討

するといったまちの総合的な筏点を検討するものま

で多岐にわたる内容が取り上げられているれ

小学校でi士、学校の周辺の地域のことを知ることを

目的とするような活動が多い 方で、中学校では、

具体的に地域の課題にどのように散り組んだら良い

2005年住総研「性まい・まち学習j実践報告・論文集654-
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れる(表 4-1)。

この主うな取り組与に至った理由として表 4--2に挙

げら点以外にも、「地域の継承者として、関心を高め

るため。担当学年の児議何年)の実態が、まず身近

なことに自を向けていくといい段階で、社会科とも

関連づけてやれるからυ 「社会科の狩需のみでは、

思し、が途中で切られてしまうので。 Jといったことが

挙げられた。

総合学習の時間を、教科教育の中では十分に行えな

いことを実現するための時間としてうまく活隠しょ

うとしている姿勢がうかがわれると詞時に、子供た

ちの教育のためだけでなく、地域の環境を実際によ

りよくすることに繋がることとして前向きに取り組

もうとしている姿勢がうかがわれる。中学校におい

ても類似した傾向が見られる。

手書撤的iこまちに出て行き、また認し合いの待Frliを

とって、更には行動を起こすような学習内容も見ら

れた(表 4-3)0 中学生ともなると本やインターネッ

トを利用する割合が非常に多いが、こもらもやはり

実際に行動を起こすことにつながっている{特iこ中

学生については教科教育の中でまちに出て!I5しあっ

たり、具体的な行動を起こすことが難しいことが指

嬬されていたc 総合学習の時間をうまく活用した対

応がとられていることがわかった。

4.2 総合学習における俄図体との連携

総合学習を行うにあたっては、よりまちの状況を招

握するために、他の組織との連携を行うことも、省

効な手段であると考えられるの中学校の先生では 56

名 (35悦J、小学校の先生では、 90名 (39%) から、

連携したことが報告されたc

連携先i士、関 4-2(こ示すi重りであるの小学校で地域

住民との連携が突出して多いが、中学校になると行

政や企業などとの連携も害1)合として増えているのま

た福祉施設との逮憐やその他公的なi主i体との連燐が

小中学校とも多万誌に見られることがわかった。

4. 3 総合学習にあたって医った点、

総会学習で まち学習 j に取り締むにあたって、

困った点を開いた(表 4…4)。すると学習プログラム

の作成に苦労している様子や専向約な知識の不足で

の対応の難しさを感じていたことが伺わ，1る守マニ

アルが無く自前にできることが総合学習の良さであ

る 方で、既に随処で指摘されているように、他の

教科教育の準備だけでも大変なのに、更に新たに学

習プログラムをーからくみ上げることは、余程熱意

がなければ、厄難なことではないかと想像される。

比較的頻繁に取り上げられるような まち小沼Jの

内容やテーマについては、各地域の特性iこ見、じた内

容や児童・生徒の希望や反応に応じた柔軟な対応を

表 4-2 総会学習における取り組み瑳由

理由¥学校稜 中

「総合学習Jが意図ヲることと「まち学習」の持つ 55 37 
要素が合致してし、たため。
r子校と地域が連携していくことが必要と考えた 37 17 
ため。
子どもたちの興味務むが高かったため。 29 8 

子どもたちがlまちづくり」に関心を持ち、良地J咳 36 29 
のことを考えることで、地域環境をより くす
るv とができると感じたため。
そぴ塩 13 2 

JL._ 

表 4-3 総合学留における取り組み方法

J、 組、

文献やインタ ネットなとーを置い‘独自にfまちJを郵査し
75 61 

た。
地域の人たち!こ来てもらい、誌をしてもらったL人捜業を

92 38 行ってもらう。

実り震際後になr'eどEちをj行!こっとおたて.見学や観繋、地域性民への聞き取 148 78 

農業や4云統工芸などの体験学習を行った。 27 15 
ゲル ブやクラス内でfまちjについての話し合いや発表を

96 39 
4守つナニo

器地地折域域っ禁す住的~毘ま治ちもづ支くえ夜りて活、配動「まにち四参Jに加日つしたいて前拙の自話詰のしま合碍ちいづや京く発り案表商をを考
22 8 

10 13 

39 17 を起こした
その他 3 

，の悦

仰の '0学校

市民自体

地域住民

づて学

企業

行設

1( 2(1 3(1 40 5(1 N' 70 

図 4-2 総合学習における取り絡み瑳由

表 4-4 総合学習での「まち学習」での濁難な点

方法¥df校種 中

マニュア/レ等がないため、学努プログラムの作成 55 31 

がE詔難だった。

専内的な主母龍を必要とするため、出分たちだけで 47 24 

は対処できない点があったわ

教科書等がないため、教科の後押てが国難だっ六三一 23 15 

外郎との連携を図りた/J'ったか、なかなか協力が 4 3 

得られなかった、またはそのような組織がなかっ

七/ムーc

特にない 10 

その他 18 19 

~ 55 -""" 2005年住総研f生まいまち学習j実践報告・論文集6



とることを前提にしつつも、情報や取り組み方法を

ガイドラインとして提示し、取り紹みやすい環境を

が、挙げられている。これらについては、比較的頻

繁に学校との遂撲がある団体については、ある程度

の連携におけるんール化のモデルを作成し、参考に

できるような基礎を築いておくことも、よりスムー

スに学校と他E自体とが連携をしながら「まち学習j

を充実することに寄与するのではないかと考えられ

る。

5 今後の取り組みについて

今後も取り組みへの;意欲について、 rまち学習J も

取り組みたいと思った教員が、気軽にアブローチで

きる仕組みが大切となろう。隠 5-1に示すように、意

欲的に取り総みたいと考えている教員は多い。また

その科目については、総合学習が有力な候補として

挙げられている。このような教員の意欲に答えられ

るような環境を整えることが重要であろう。

また現在総合学習がまち学習の候補として挙げられ

ているが(凶 5-2)、教科学習の中でも取り上げやす

いような教材の開発も必要であろう。

今回のアンケート調ままでは、教員はまちゃまちづく

りに関心があるものの、実際に係わった経験や学習

経歴が少ない。そして小学校の低中学年における生

活科や社会科の中での地域を学ぶ取り組みは、学校

外の人との交流も含めて積極的に取り組まれている

一方で、学年が上がるにつれて取り組みが減り、ま

た取り組み方法も、次第にまちに働きかけを行うよ

うな方法はとられなくなる。しかし戸方で、取り組

みが積極的な場合には、中学校ではかなり具体的な

まちへの働きかけに繋がることを実銭している例も

免られる。特に総合的な学習において、そのような

機会が見られる。

これらの状況からは、以下のような点が諜態として

整理され、これらの克服が、小中学校でのまち学習

の発展に繋がるものと考えられる。

①まちやまちづくりに関心はあっても、専門的な教

育を受ける機会は少なかった。

②学習内容が専門的になるにつれ(学年が上がるに

つれ)、まちへ働きかけるような取り組みが減少 ν て

* 2福井大学工学部建築建設工学科 4年

。話 20% 40% 5[出 K見 1ω出

密ふ1 今後の「まち学習」の取り組み意欲

中学校I円押 (ロ
イ学校声と土亡7 亡ご些竺巴じ

ZQ 40 的 8つ:∞ 120 140 160 180 却。

図5-2 rまち学習Jを取り組みたい科目

おり、学習内容を実際のまちづくりに繋げる機会が

減っているの

③教科信号の連携が児議・生徒の学習を深めるのに役

立っとの評価がある一方で、特に中学校では実現が

難しい状況がある。

④総合的な学哲の中で、まち学裂を取り上げる機会

を持つ教員は、マニアノしや専門的な知識の不足と

いった点で苦労している。

く参考文献〉

1)日本建築学会 線、まちづくり教科書第6巻、まち

づくり学習、丸善鰍 2004.9 

2)寺本潔、ォヒcニオン叢書65、総合約な学習で町づ

くり、明治図書、 2001.5 

3)津々見崇他、農村部の小学校における「むらJ 及

び一むらづくり j に関する学習内容の現状分析一新

潟県農村部のケーススタディー、 2002年度日本都市

計菌学会学術研究論文集

4)回復亮イ也、小学校の総合的な学習の時間に組み込

まれた Jまちづくり教育」に関する研究 機はじゃ

氏の小学校を対象とした調資を通して 2003年度

都市計自主論文集 No38…3

米 1福井大学工学部建築建設工学科講師

住民の主体となるまちづく的について研究を行っ

亡いる。その実現のためには特に校教育が大切だと

考えてお約、これまでに絵本を過した住教育方法に

ついての徴討なども千子っている。
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t量代継続する地震に強いまちづくり
!背中礼治*1 

渡遼まり子叫

一若者と大人の会話を木造住宅の耐震診断からはじめるー

キーワード 1 )世代継続 2)地震に強いまちづくり 3) 若者

4)木造住宅 5)船幾診断 6)若者事加型時主防災級織

1 はじめに

目減県では，近い将来再発すると予澱 (20年間で 80%

以 iの確率)されている宮城熊沖地震に対処する為に幸子

者本加裂の自主紡災組織を中心とした地域防災力の増強

に取り組んでいる。

行者iこ参加してもらう還自は，中・高校生(若者)は

立派な地域住民の一員であると同時に，地域妨災カi立親

から子へと世iti継続していくことで、風化することなく，

地域の財政として蓄積していくべきであると考えるため

である円

般に p 若者iこ地域防災への参加を要務しでも?なか

なか重量加してもらえないのが実状である。そこで?宮城

県の中に設置されている宮城県既存建築物語f震改修促進

委員会(路長 問中礼治東北工大教授)むは， '[JI:{U継

続する地震に強いまちづくり J を自様に》務省ーを地域防

災に参加させ7るための方法について討議を重ねてき

その結巣 1 絞吉一iニ地域防災iこ参加してもらうためには若

者と大人の会話が必要であること，また会話をするには

共布「る知識が必要であることが分かつてきた J そこで

協議会でi土 木一造住宅の耐震診断j を共有寸る知識とし

て活用することとした。

まを者1;:[、19f1日寺兵庫県南部地設の教司Ilti-lら地震si)には

多くの本道[七三三が被害を受けることは知っており?アン

ト 1，~附からもお者が木造{誌の耐震吟断に顎川を持

っていることは判明しピいるハ対象としている若者P はrt1

と高校生であるの法者には学校の授業で木造住℃の

耐震珍断を1子んでもらい!大人には行主防災叫i織の議沼

会で芋んでもらう

学校び〕綬業でi土木造{主主;0コ耐震診断を)1宣して、 lt包震

発生のメカニズム，地震に主って生じるいろいろな被獲

について学び，地震の怜i〆〉しミヲ地災/う:'0)身を守るため

の一JJ法などについて教えみ 〈りに k際に本造計七の

耐震訟針。〉算定方法iこ〆〉し、て i釘J¥加減を身につけるJ

このようにしてj受業で取得した川知識は! mtぞをは

じめ7 周辺地域の不透ft'むにつし、ご需は言iì~断をしてやる

など机 !:.c力作業を過して地Jf~!i}j災れ拘に質献できる

このtJL.1:: ul作裁によってt'[11以できるJとい 7ことJ517

従来の防災教育と一線を献すものである このよう

校で得た知識を地域紡災に資献できるようにすることに

よって，はじめて若者が地域防災活動の中に自分遼の活

躍の場を見つけることができる。このような活動の場を

見つけさせてやることが，初めて地域防災に参加する若

者を納得させるための重要な課定重である。

協議会で(j，以 kのような基本的な理念iこ基づいて，

中・ i高校生での木造住宅:の耐震診断授業経びに若者が参

加する地域紡災力の滑強lこ取り去似ノできたのでその成果

について報告する。

2 世代継続する地震に強いまちづくりの概要

宮城県での世代継続する地震に4郎、まちづくりの概

要をハワーポイント的に概要(1)~概要 (8) に示した。

統芸喜(1)世代継続する地主童に強いまちづくりの

全体フロー

t控4宅事誕量売する
ま忠霊議院車齢、まちづく υ

若者と一緒につくる

世代継続する地震に強いまちづくり

一宮城方式一

一一丸一
j 大人 j
f民主防災組織): 

t世代継続する
地震に強いまちづくり
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概要(2)若者を地域紡災に参加させるための

基本的な考え方

⑤t霊特融舗にi草署審母

霊童書目が晶麓

G香櫨f電車種鱒臨時事宮署と

大人的番号蓄が譲事事事

⑧童謡臨時

興事草壁》鱒欝麟轟事霊

⑭興事害時錨識として

言誤解襲撃韓曙時融麓童書麟』

聾語審捕す轟

概要(4) 高校での献震診断授業

審 議費 <高韓重量>

意校生も木造住宅の融震診断を学ぶ

58-

概要(3) 中学校での耐震診街授業

署審<中事盤>

木造住宅の悶躍診際を学ぶ

概要(5) 若者参加裂怠主防災組織での

被援診断講習会

大人<曹車開箆錨織>
世代継続する滋震に強いまちづくりは

審事苦と大人の会話から始まる

大人も木選後零の耐震診断書告学ぶ

著者と大人の会話が簿む

2005年住総研f住まいーまち学習」実蹟報告論文集6



概要(6)等門家の役割

尊師襲(J)韓艶<醤域醸謹書護士重量〉

中学犠での耐欝

診断の指導

中学様での澗態

診断の指導

自怠防災級織での

耐震診断の指導

概要(8) 世代継続する地震に強いまちづくりの

全体像

概要(7) 若者参加型自主防災組織

著書審と大人が一轄に地職階箆

若者と専門家が地域の倹E患を慰震診獄

中学生と専門家が漉場腕嚢中

3 概要(1)~概要 (8) の奥体約な内号車

前述した統紫 (1)~~概'~ (8)の一却について定城県に

おける実践例を共体的iニボす。

3. 1中学校での耐震診断授業

ここではtjl''f:校での本巡住宅ぴ)鮒渓診断の授業につ

いて具体的に 'J、;

1)教材及び授業内容

授業内ィ?を}<Iに、使用教材ーとと以下iニJ戸す〉

a)ァ弐スト 本法(1['(/)ilitt，診断j受業主了''[:.1;J

b)パワ… it;イ/ノト I世話fcO)被淳、 i世話会ぴ〉メカニズム‘

阪ti;iU、Ii!iの必要性

c)筏EI 筋ノ戸い・ういーメン・ 4iLlI縦約型的 3種kii

2)指導メンバー

帰導は以下のEtl体に協力を]買し吠ユ

①宮城思内工業高校教諭

(岳地元傍築専門家(宮城県立毎日 f:!tif手弘法議 L2:

(D東北ユ葉大学問中研究司、

3)実施中学校

日城県lz.ß￥~'Jff名川協会)

同b:J:，診断校業

表二 iこFJ〈 l

しI小学校お j、び'Zr蒋{i-!!Z(!吋刈を
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表1耐濃診断接業内容及び綬3撃の流れ

地譲防災と木造住宅の関係

①地震による木造住宅の被害
(虫木造住宅の耐震診断の必要性

簡 〉実践

①地盤と基礎 A 

②遺物の形 B 

③老朽f主 c 
じま笠の覇己翠 。
⑤擦の縮かい E 

喧壁の割JT F 

総合判定

最後に
戸ついて

表2 鰯催中学校且び受講者数の俄

l年 2年 3年 計

仙台市立西多製中手校 l17 ょ17

松島町立松島"，学校 138 138 

鹿島台町立鹿島台r-f-l''j'.校 11-'1 105 121 3'13 

釜石市立大宇中 t:校 77 77 

oJ11市立古川自主tJ'子校 .% 85 

108 古川市立古川北中学校
1:038 7 

石巻市立科占中学校 1 :l7 

気1，11沼市)j条市中下校 7:i 75 

;H 2勺~ム2 o:'i7 201 l制。

4)授業嵐景

4)アンケート結果

アンケート結果を隠J1から閃 3に示す。

①〔耐震診断への興味・鵠心について〕

図 lより，全体としておよそ 90%以上の生徒が耐震診

断授業に鶴心を持ったと符えている。主たJ‘大変関心、を

持った"と答えた生徒iえ l年件が最も多かった。

このことから，，lj災教育として鮒震診断を行うと，ほ

とんど、の中学生が関心を司、γと考えられる。

②〔自宅を耐震診断してみたいか〕

ぽJ2より 3 授業に積極的iこ券加していた I年生では

61% “ヰ〉ってみたし、"と答えたが、~f:{fh~上がるにつれ，

“やってみたし、"とし、う回答i土減少している。逆iこ、興

味が無いという凶答l工学骨が上がるにつれ，増加する傾

向がある。このことから，樹}震診断を家iこ帰ってから実

銭する積極性l土、低学年の方が高いと Zえる。

③〔授業の理解疫について〕

関 3 より，授業の理解度には，ぱらつきがあるが，~

学年ともに約 80%以上の生徒が理解している。しかし】

少し潔鮮できなかったという等えがお覧近くを占めてL、

ることより 3授業内容に更なる工たが必要と考えられる。

j -…ー………………一一l

i年生開園園鶴柑糟園田富綴綴緩議綴淡? 際線 議綴議緩緩議議lJ7軍l口五

; /  i ! 
2年生周置組酒量盛山ぷ滋議滋絞滋綴鐙畿機~l唱

3ff.1三

し ___L……一一……L …… ，------， 

0% 20% 40% 出)% 80% 10附

綱大変関心校持った 際少〕関心を持つ/ヒ

ロあま η焚4を持てなかっt:: ロ全く関心企持てなかゥた

図 1 耐震診断への興時務心

l'干生 掴臨 30首 |9時i
， 

2年生 明置唖晶a jH~ 
/ 

:ltr生 豊富 :n首
ーいー

。九 201;) '10% いO弘 80% 100% 
緩や，，(みたい 口粧し、、出来ない 口興住長会心ぃ

図 2 自宅を耐議診断してみたいか

l叫顧問.'"'' 6生昆 ゾ 量!附
2年生一日回目圃圃マ 6鴻 ホペildi首

μド生開嵐官・一一、 59誕… Jj l州 ni首

直一一一一

0% 20% '1O ~:1 h(l0" 8 l)~ 100% 

園とく理解でき r E'lf，'g幻 γ きた

ロμ 日理解ぞきな λハバ O-.l'、く見解円さな 'JO--'た

国3 授業由理解度
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3.2若者参加製自主防災総織での総震診断講習会

ここでは若布も参加したnt防災組織によるノド巡住

唱のi耐渓珍断議沼会についてHi4;灼にぷす。

1 )教材及び授業内容

耐i支給関rrl昌子7fさの議ifjのi庇れ、{定的テキストは時i学校

における鮒銭診断授業といiじである。

2)議沼会の参加人数

議ti~J12t非j般の伊iを、 iF代JjlJにぷ 3にjJてす。

表3 実施自主妨災組織ごとの講習会開催の例

院長J日代
30イt 40代 50代 60代以上 合計

i 5 10 14 32 

子株 16 4 14 36 

将監 2 4 32 38 

根趨 6 4 11 3 24 

合計 24 4 10 29 63 130 

3)講'&il会嵐景

講習会の様子を主主翼 3、写真 4に示す。

写真3 手樽での講習

写真4 高齢者を手伝う中学生

ヰ)アンケート結集

講習会でのアンケートを行った結果を関 4~凶 6 に示

す。

図大聖関心を持った 111>L.劉心、を持った
ロあまり鱒心を持てなかったロ全く関心を持てなかった

10代 [TI古叫酔以布一一叩

臣事40代制法 i班 E 主民主主亙思

50代 脱抵抗 L 孤軍昨町州市町中山県白k引抗日

60代以上防相知開対酒田山自由 ; 

図4 樹震診断への興味関心

思してみたい箇難しくてで音ない臼輿隙がない

10ft 

品、{ 0 
3
 40ft 

504ti 脱会 _'..ilI 
60代以上 言霊富航3%

3% 

。持 20% 40% 60% 80九 100%

間 5 自宅を時H読ま盟訴してみたいか

窃必要だと思う幽不必要だと思う

「1---一一一十一吋十~……一
10代肘烈日限出泊忠烈説山必出5汁5オ1瑚酔探知烈治掠問掠引訴沼剖

ト
40代除以問 答胡胤同閉山川町時折以

| i  I I 
50代伝日出社社初日批判間以決怒帥 E 掴園田肺

ト
60代以上広持訳出保持弔問法 制桜船涜主治知中認定認:摂お話R

し一………ふ…---- ーム一一一… ムー 」

。九 20~~ 40% 6口九 80% 10口元

領自 若者の自主防災組織への参加

I2J 4より，年代的に党ても，全体的に見てもほとんど

の人が耐震診即日こ関心を持ったと答えている。このこと

より、樹祭診断議官を実施することで，多くの人が総震

診断に関心を治すものと考えられる。

[¥l?! 5より，全体的に見ると， 86%の人がやってみたい

と漆えているので、時t í1~iì全員肝 õ~t消を実践すると，ほとん

どの人が耐震診断に興味をぷすと言える。
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関 6より，どの年代を見てもほぼ全長支が若者の参加が

必要であると答えている。

若者参加型自主紡災総織の紛漠診断講育を通して以 F

のことがわかる。

①講習会にはいろいろな年代の人が集まる。

③違う年代の人が集まる中、;再務が成立する。

③講習により!多くの人が耐震診断iこ関心を持つ。

(fJ耐震診断講習の活性化には，若者のカが必婆である。

若者が参加することで?自主防災組織の活動7jミ活発に

なること 1 話iJ震診断講習というイベントが地域防災のm:
代継続を考える!:-(:効果的であると E言える。

4 受糞の事例

4.1若者の役会貢献活動への自主的参加

Fきんとうん3は耐震診部甘受業をきっかけに 3 松島中

学校の生徒によっ一て結成された防災学習グノレ】プである。

メンバーは，耐震診断授業に興味を持った生徒c:，松島

町の行ってし、る地震防災iこ協力することで3 地主警に強い

おfにできなし、かと，自主的iこ集まった。

4.2活動内容

以下に「きんとうんJの活動を報告寸るつ

①密主防災組織の講習会への参加

松島町三f樽地区自主防災組織で行われた耐震診断講習会

では受講話?としての参加し，松島町様沼地13:自主紡災組

織でiTわれた耐震診断議二目会ではヲ J受業を過しと身につ

けた耐震診断の知識を刊に};梓隙補助としての参加であ

ったっ

地震に強し、まちづくりを進めてし、く上で?大人と連携

を位iる機会 l~_t限られてくる u 今[白?自主防災組織の議首

会への参加によって，向じ場で震災について学ぶことに

より、殺者<:大人との交流i土F住友iこ包!られたっはんとう

んiの生徒は耐震診断の綬業を事前iニ受けていることか

ら!慣れた様子で取り組んでいた ν

②地域の木造住宅の鱗易耐震診断

地域防災ボランティア活動としてj 地元の専門家と

絡に!地域の木j主住宅の鱗易耐震診断を行った ρ ニれは 7

学校での附設診断綬業から得た知識を!j三かして行われた

ものであるコ

円東北工業大学大手院 に学研究料@築学導'k

写真 5. きんとうん

4.3今後の展開

今後 Fきんとうん.1111:，松島町内で自主防災総織の隠

易耐震診断講習会が開催される時には，必ず参加すると

共に，木造住宅の耐震診断を行ってし、<~音波、を示してい

る。また?新人生が入学するfむこ新たなメンノト寸ミ入り，

学校内においても，この活動を継総してし、〈。

『きんとうんJの活!l!J1Lt，今後，他の地域防災で|地

震に強いまちづくり J を進める上で参考となる活動であ

る。また，表者のj也域防災への参加が必要であることが

認識された結楽であると共に船長診断を身に付けるこ

とで地i或防災の世代継続が可能であることを実w正したこ

とがペえる(fさんと〉んjのメンバーはこれらの活動で

社会と関口ったこ」に上り，日常生活においても積概約

になり，教だJ:oコ似て7も大きな効来が見られたυ最後に，

んとうん ijは ~()04 今 1主 f干ども防災甲子富喜一において!

優秀賞を交貸したことを報告しとおく。

く参考文獄〉

11問中他地域防災の一世代継続を考えた耐震診断の促進対策に

関j'る研究(その 1)へ(その心。 200;;年!日本建築学会大

会弓

2)問中{也地域的災しつ世j¥継t亮0-i号えた耐震診断の{配達対策に

!閉するiiff記 pi:"C')三) ~ (その 13;，200J平 日本漆築己主一

点、穴口~j 

31 日!中制i 地域妨災の世代継続を考えた鮒震詩断の促進対策に

間 1-，'';GH'吃 fその 1:3) ~ (その 18)，200-1年 日卒、連P語学会

大，?~べJ、.

叫東北工業大学工学部偉築学科教段 工怖
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工学部学生のバリアフリー認知産と高齢者イメージ

ーまたあるさ学習ヅログラムを手がかりに

/.，.主良子f!

俳句義典

もし 純子，

uill A上

え什「 杭j討?

林 i? 肉ト

1~ゴノ!';( f;方々

キーワード まちある古学習!バリアフワ一帯齢者イメ ジ1 工学審伴生

l はじめに

ハリアアワ…ということばは建築的態緩め除奈とじて

1970年代に一般に広まるようになったとされるc その後

その意味圏内容は拡大され?障害者ーの役会参加lや平等を

阻むあらゆる賂皇室を取り除くことが広義のバリアブリー

としてとらえられるようになった。最近では健康や磁容

の状態にかかわらずだれもが使いやすい，結濯をまった

くもたない製品や環境繋備をめざすユニパーサノレデザイ

ンの考え方が受け入れられるようになってきた。建築業1

製造業，ヱネノレギ一関連などの業種において?将来校術

者して働くものの都合の;b，い工学部学生においてはj 技

術者倫理とともにバリアフリー?コニパー廿ノレデザイン

の烈念や意義を学び，理解することは薫婆な意味を持つc

また，こうした内ゑ:を具体的な実践の事事Iiやその歴史的

な成立皆景とともに主主解していくことで，高齢者や障害

者の問題をより身近な，幾分たちの問題とし亡とらえる

ことが可能になり j さらにノーマライゼーションの思想、

の理解へとつなげていけるものと考える。

教育カリキコラムの中では路大な専門的な知識の駕得

が優先されており 3 ことばだけではなく真の意味でヲ !l、

義のハリアフリーやユニパ】イザノレデザインを体験在ff:っ

て理解していくことは魁難な現状があるc 少子高齢社会

を迎え，ノーマライゼーションの理念への理解について

の要請はさらに高まっている中 3 どのような講義プログ

ラムを設定すれば3 効果的にその概念の意義を認識させ

得るかが間われてし、る。

教育の効果j~機業医倫漂や職業主主識に与える影響に関

してはj これまで医学生や看護学生について多くの報告

が行われている。老年一[K科伊や高齢者介護についても?

知識の量と実習プログラム内容に応、じた，学生の変化に

ついて，さまざまな知見が符られている。たとえば，

Fitzgeraldらηは高齢者に対して肯定的な官お主をとる学

生と医学部入学前に高齢者介護の緩敬のある学f三が老年

~科学により強い関心を抱くことを見出してし、る。しか

し教育内容によって高齢者への認識が変化しても?必ず

しも専門として老年医学を専攻する動機材けにはつなが

っていないことも指懐されている九 一JJ，看護学生に

関しでも知識や過去の生活体験j 高齢者との会話頻度が

イメージ形成や専門の介護分野への進路選択に影響して

いることがボされている沿心的。これまで工学部学生の

バリアフリーにかんする埋鮮がその高齢者福社あるし、は

薄害者福松，およびその関連領域への理解や将来の進路

選択に及ぼす影響については報告がほとんどない。そこ

で本報告者は工学部学生がバリアフリーの概念について

どのように浬解~，またそれが高齢者イメージの形成に

どのように影響しどし、るかについて検討を行った。

本年度は都市工学・土木系の専攻lこ学ぶ学生を対象に

予備的な号室防車I~~時衰を行い，バリアブリー認知度がどの

ような水準にありタどのように高齢者イメージ形成iこ反

映されているかについて把握した。この資料をもとに，

来年度以降は，具体約な講義プログラムごとに学生の知

識や体験が深まっていくプロセスを遺跡し rことばだけ

ではなく実体験としての八リアフリー理解とノーマライ

ゼーシヨン意識の浸透」を告指していく。さらにg 都市

計l到の科目を中心に行われているバリアアリーにかん「

るまちあるさ学え?の内容に加えて，建築デザイン工学科ー

におけるカリキコラムにも福右l医療系および1t環境福社

系の内容を迫力DL，バリアフリー認知度を深めるプログ

ラムを設定していく予定である。また3 将来の進路選択

の婚を広げていけることも視野に入れている。

2 まちあるき学習のプログラム

思士宮官大学工学部ではf都市システム工学総論j (以下，

務In，総論)の中で「道路計爾に対する理併合深めるJプ

ログラム(以下まちあるき学習)を平成 15年度より実施

している。まちあるき学習のプログラム内容と実際の様

子を凶 1，2に示した。受誠学生はこうしたプログラム

を通してバリアフリーへの認識を深めていくがまちあ

るきム :*1i奇子体験J，Iアイマスク箸府Jなどのフィー

ノレドワークを実施寸る講義日に「有益jという詩価や「さ

らに知りたしリという関心の高さが示されていた。こうし

た受講学生自身のプログラムへの詳衡と興味・関心につ

いて続資した結果は，第 33lIiリ土木学会関東支部技術研究

発表会lこて発表を11'う e)。

qυ FhU 
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図 1 まちあるき学習プ口ゲうムの様子

図2 まちあるき学習プ口ゲラムの内容

3 バリアァ P一認知度とその関連要j週の綿査

東京都世田谷区iこ位霞する悶土舘大学工学部学生合対

象に質問紙調資を行った。質問紙は工学部4年生の卒業

研究の 部として作成した r景観工学j I地球環境概論」

の講義開始時に受講者に質問紙を配布j 記入後院]収した。

この報告では，①ハワアフリー認知度(fバリアフト

の意味も言葉も知っている/言葉だけ知っているか，ま

たは知らないJ)，②SIJ法による高齢者イメ}ジの測定結

果 g および③どのようなハリアフリーをZ主要と思うか(表

2に不した 7寝泊を「非常に遣要~全く重姿ではなしリ

の4点評価)について分析した結巣について述へる。

高齢者イメ ω ジはE司:j~こ示したような 20 羽信につい

て7点満点で評価してもらった。工学部学生の回答者数

は%名(うち女子学生5名)であったu本報告の分析(SPSS

for windows 13.0) に際しとは，人数が少なく性差に関

する検詐μ、不司能なため，女子学生を除いて分析した。

4 ハヲアフリー認知度はどのように深まり，またハリ

アフリ一種類別の重要度や潟齢者イメーンにどのような

影響を与えているか

1 )学年シハリアフリー認知度

表 l に示したように全学年を過して 83.5% 7)~ Iハリア

ブリーのことばだけではなく意味まで知っている」と答

え3バリアフリー高認知群と分芝居された。学年が上がり 3

3・4年生になると高認知鮮の割合が増し， 1・2年と

3・4年では高認知鮮と低認知群の分布に有意室長が見ら

64-

れた。学年が進む，ドーとイ抱の専門分野の知識との柁乗効県

に よ っ て こ と ばj だけの生暗証から f体験jを伴った知識

として認知疫を深めていったことがうかがえるc

今後はプログラムの内主主矧lあるいはふの後σ対也科目の

習待状況別に?寝静皮や関心の広がりをブオ口…してい

くことが重姿である。その警告、今回用いた「バリアフリ

ー認知度 J は簡便な指探として照いることができょう。

表1 学年とバリアフリー認知度

学年
田葉だけ/知意味までまEつ

合計
らない ている

1 '2年生 E 20 28 

同 28，6 71.4 100，0 

3，4年生 7 56 63 

助 11.1 88，9 100，0 

合計 15 76 91 
。も 16，5 83，5 100，0 

Pearsonの古イ2乗ニ4，29，pく0，05

2)バリアフリー認知度と珪主要だシ思うバリアフリーの

内容

バリアアトの4分類，すなわちj物理的な鰭壁Jlfijlj 

度約な障捺ji文化・情緒的な障壁， :意識の隊機」ごとにp

表 21こ示したような， 7項目のパリアブリ一項目を提示

し，主主要度を評侭してもらった。各項目の得点は4点iこ

近いほどZ主要度が高いことを示しどおり 3 今回の結果で

はすべての項目が 3点以上を示した。もっとも葉主主と考

えられていたのは「障害のある人のために交通機関が整

2005年住総研f住まいーまち学習j実践報告。論文集6



備されているj であった。逆にもっとも平均得点グパ芯か

った項目は「外出が困難な方へのサーピス・支援制度が充

突している」であった。

表2 バリアフワー認知度と重要だと思うパワア7')ーの内容

パリアフ')
g車窓

N 平地瞳 標準{情豊 t嘩

(!J障害のある人のために主遇措構が聾輔されている

器認知群 15 3.3 0.5 市 2.0

高認知群 76 3.6 0.5 

全体 91 3.6 0.5 

(島高齢者に対応した軍の設織が充実している

抵認知群 15 3.1 0.7 1.1 
高認知群 76 3.3 0.7 

全体 91 3.3 0.7 

命外出が閤難立方へのサービス支援制置が充実している

抵認知群 14 31 0.5 一0.8
高認知群 76 3.3 0.7 

全体 90 3.3 0.7 

p 

く0.05

"' 

"' 

④目や耳の不自由な方など由ための情報案内(探識、音声など)が充実
している

母認知群 15 3.1 0.7 -3.0 <0訓
高認知群 76 3.6 0.5 

全体 91 3.5 0.6 

~町白 I ¥!Jアフリ 北(点字ブロックや段差がスロ ブになる等油〈進み
設輔が充実している

畦認知群 15 3.3 0.7 -1.5 ns 

高認知群 76 3.5 0.5 

全体 91 3.5 0.6 

⑥障害のある方や高齢者自ための補助異や福祉照異が充実している

埠認知群 15 3.3 0.7 -0.4 ns 

高認知群 76 3，3 0.6 
主体 91 3.3 0.6 

⑦設慨がなくてもいざという時に、濁りの人が容をかしてくれる

{正認知群 15 3.3 0β ー1.1 ns 

高認知群 76 3.5 0.6 
全体 91 3.5 0.6 

バリアフリー認知度で比較すると，すべての項目で高

認知君干の得点が高く， とくに「自や耳の不自由な方など

のための情報案内(標識，音声なと)が充実しているり

と「隊答のある人のために交通機関が整備されている」

で有意な得点差が見られた。ほとんど獲のなかった項目

は「降答のある方や高鈴者のための補助具や掲社用具が

充実している」であった。今回対象となった学生におい

ては，バリアフリーの認知は主として交通バリアフリー

やまちの中の看板や表示などのザインにかかわる知識に

よって形成されていることが推察された。おそらく現行

カリキコラムでは，バリアフリーに関連する講義が，都

市総論の科羽の中でまちあるき常現として行われること

が中心で， ヒ述したようなフ。口グラムを通した実習や体

験からハリアフリー認知度が形成されていることが反映

さJもているものと j思われる。

主主要度得点、が低かったのは，福祉制度，名高校用JZ，お

よび住宅なこ厨住環境に関巡するバリアフリーであった。

したがってP 今後の教育プログラムの検討に際しては3

[鐘害と健康J 加齢と健康JI社会福祉概論」とし、ったカ

リキュラム内容を総み込んでいく E重姿性が永されたとい

える。福祉・医療や住環境福祉のプレームワークの中で，

状態俊郎のバリアフリーや fバリアフリー住宅Ii建築約

バリアフリーjなどの鐙住環境内のバリアフリーについ

て，体験や事例を過して認識を深めていくことが必要で

あると考えられる。具体的には》建築デサ、イン工学科3

年生ゼミナ ノレで行っている隠立リハピリテーションセ

ンターにおける見学実留に加えて， 1福祉住環境コーデイ

ネ…ターを持つ建築士，インテリアコーディネーター，

機社用具専門棺談員の住宅改修事長男の見学芸産省なども想

定される。 居住福祉関連行政のバリアフリー政策動向に

おいても，在宅福祉の受け血としてのすみなれた家の安

余性ヰ快適性，福祉問主主の利用可能性在毘指しており?

工学部におけるこうしたカリキュラムの充実が急務であ

ろう。

3) バリアフリー認知度と高齢者イメージ

図 3に示したのは，バリアフリー認知度が高い鮮と低

い群3'Jに示した 20項目の高齢者イメージの得点、を比較

したものである。下慎IJ!こマイナスイメージ、上:1WJにプラ

スイメ}ジの形容句を配置した。

伊豆正豆、ぷぶ会 FSdぷぷ££i一塁£法記ま£ど

日-~: -- --，. ::::~二三?乃マイナ~!
3.0 

掴

2.0 

1.0 い

国 主ミ 4354者認 ii'i' 4r'"母;元号主主義 45 室長母 <f:!:i:r:&l:r k.e'lf .òA..V"~ 
ぶ市場寸 噂c" "，-ψ4FUt昔瞥 :q.>{j 匂1("'"1:*".:.t'Q 1f，}'"' 

図3 バリアフリー認知度と高齢者イメージ 実線は高認知群、破線iま低認知群をあらわす * pく0.05，特 p<0.01
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潟齢者イメージは対になる形容句評儲で話題定され， 7 

A、(I lWI)に近し、ほt肯定的なイメージで評価されている

ことをノJ;.)-。ハリアアワー高認知群は実線，低認知群は

fr/t線で;J、した。これらの頃臣 I:J.者獲学生の高音者イメー

シ出liti=トjjいられたものである九折れ線グラフ上に*

1'11がある頃げではお認知群ど抵認知群の得点に有窓差が

あったことを示す付 pく0.05，料 p(O.OI).20項問中

1.1項目で高認知群がより肯定的なイメージを示した。と

くにf貧しい 豊かな」と「不幸な一幸福なj では平均鎚

に有意差が見られた。バリアフリー概念について深く理

解することで高齢者に対して肯定的なイメージを形成し

ていることが示された。

4)ライブコースとハリアフリー認知度，高齢者イメ}

ジ3 ハリアアワーの重望書項Fiの関連性

バリアフリーにかんして認識を深めることは，学生が

社会に出て1哉業人として社会のバリアフリ…にかかわる

七でも 3 家庭に帰って初勝の高齢者の介護やおイ主環境を

考える上でもヲ三重要である。ちなみに今歪l調潔

の三:1世代同法率は 25%，現在宿;濡していなくてもこれま

で 10年以1::1'5J居経験があるものは 46.J%であったっ現

在同居中のものは 7攻目のバリアフリ-1lt要度得点は低

い傾向にあった。このことは同居高齢密の健康状態とも

関連しといると 23われる。

表 3には同居高齢者の健康状態を示し/ニ。何らかの役

者iを持って.~、る高齢者が 7 割以上を出め?実際lこなんら

かのバリアフリーを実協しなくても生活ょの支障をきた

すような状態像むある場合が少ないため3 バリアフリー

項目。〕重憂き芝が低くなった可能性がある c …j人間居高

齢者の健綾状態は高齢者イメージにどのような影響を与

えぐいるだろうか。「元気で仕事を持っている~無職だ

が，家庭内で役割あり j と「病気がち~療養中j の2群

に分けてイメージ項目別の半均得点の比較をしたところ，

いずれも役割を持っている群のほうが肯定的イメージを

示した。人数に嬬りはあったものの図4に示した 7項目

では有窓な得点援が見られた。

5 まとめ

まちあるき学爾プログラムを手がかりに工学部学生の

バリアフリー認知度と高齢者イメージやどのようなパリ

アフリーを主主要と考えている7J時金討した。まちあるき学

習の中で実施されている r車椅子体験ム「アイマスク着

用jといったバリアアリ一体験の実習で文字通りバリア

フリ}と出会っ ちは発表やディスカツシ 3ンを

表3 隠居高齢者の健康状態

隊産高齢者の健康状態 例数 私

見気で仕事を持っている 2 9.1 

無駿だが家庭内で役害iあり 14 63.6 

病気がちで自分のことだけできる 4 18.2 

家庭にて療養中、世話が必要 2 9.1 

合計 22 100.0 

貌さをな 闘るい 有能な 生産約 うれしい 自立的

6.00得点…一…←
好意釣な

5.00 三 一…ーユ………

4叩卜瓦一一一一………ー省、

3β0 

倒 順

2.00 
トー--4μ一役割を縛ってし喝

00 ~ ……… 鹿 也諸が必要

0.00 
疎遠な 緩い 無能な 非生E主的 かなしい 依存的 拒否的な

差のあったイメーン寝酒

翻 4 陪態高齢者の健康状態と高齢者イメージ袋線は i司農
高齢者が役割を持っている群、破線iまt控話が必婆な群を示す

通して澄解度を絞めてし、る。ハリアフリーについての巧

え方や高齢者イメージは罰i緒謹J齢者の健康状態や家庭内

での役割によっても変化する。フィーノレドワークやグル

ープ~Ij学震を行う際iこライブコースや生活体験にかんす

る婆烈を考慮した課題設定も有効であろう。今後はま九

あるさ学費に加えて1 建築デザイン工学科においても実

習を絞み込んだバリアブリーにかんする学努プログラム

を導入 L，制止・医療や住環君主面祉の分野にも広げて認知

度を深めていきたい。あわせて学生当身の~2知度評価や

プログラム内容への詳似も行い，議室長iこフィードパック

していくことが葉婆であろう。

く文献〉

1) ドitzgeraldet 31. (2003) Re]ating medical students' 

knowledge， attitudes， and exper1enC8 to an inierest in 

geriatric medicine. Gerontologist 43(6) :849-855 

2) Alford et 31. (2001) An】ntroductionto Gedatrics for 

First-Year Medical StudeDts. JAGS 49:782-787 

3) McKinlay and Cowan (2003) Student nurseピ抗日tudes

印刷r出 worki時間tholder patients. Journal uf 

Advancea Nursing 43(3) :298-3ω 

4) 大塚邦子ら (1999)看護学生の老人のイメージに闘する研

究 SD tlによるイメージ評価と描画特徴とを中心lこy老年

春護学 4(1)，98-104 
5) 多国敬子(1996)者人看護学における臨地実習による看護

学生の高齢滑に対する印象の変化y 老年看護学 1(1) ，63，70 

6) 花原ら (2閃5)住民及び学生を対象とした道路計画に閉す

る教育プログラムとその意識調査?第 33回土木学会関東

支部技術研究発表会講演概要集，掲載予定

キ 2出土舘大学工学あ背普trf;ホヨ国土鵠大学工学部講師

川国土舘大学工学部4年生
市 3国士舘コー学大学院建設工学専攻修士2年生

げ)織を
まちゃ交通についで生活レベルの
さまざまな問題について考えてい
る 専攻は交通工学 a 都市計甑
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2005年住総研「住まい・まち学習」実践報告論文集6



2.2 地域の学びづくりの取り縄みから





総合学習とまちづくり 橋本笈次

総合学習から埼蛾へそしてまちづくりへ

キーワード 1 人を見て法を説け 2 郷!こいつたも郷i二従え 3 全島で揺す出般教護 4 身を捨ててこそ浮かぶ議あれ
5 子どもの感性でまちづくり一線古学留から

1 はじめに

いつも問じ作文を書いていないで、基礎から勉強して

出直さなければ指導していただいている先生に申し分け

ないなと考え、今回はお休みを決めていた。ところが子

どもたちがそうさせてくれなかった。

子どもの学力低下が、新開で大きく報道されるにつけ、

始まったばかりの総合的な学習の時間7時間が見直されよ

うとしている。経済協力開発機構が、昨年実施した 15

綴を対象にした f学習到達度調査j で、数学的花、用力、

総合統;解力の低下が指摘されている。また、間際教育到

達速度評価学会の調査では、 4母校([翌年生)の理科と中

学校(二年生)の数学の学力低下が指撤されている。と向

時に行われたアンケートで、テレビやビデオを見る待問

が最長で、宿題や家の手イ云いは極めて短いとの結果が出

ている。そしてその対策としてfゆとりの時間」の見直し

が浮とした。読売新開が実施した「教育Jiこ話与する金協世

論調査(面接方式)でl士、国民の 8害jが子どもの学力低下

を「不安j1こ感じ、「ゆとり教育」をf評錯しなしリ人が 7

害j超えになることを明らかにした。

昨年、私は貝塚市内の小・中学校と高校で出前教室をす

る機会に恵まれた。そして、いただし、た子どもたちの感

想からは、 F ゆとり教育Jへの不安が微塵もなく、人間と

して生きるカを表現する感性に感動させられたc 以下に

子どもとのやり取りを中心に列記し、そして子どもたち

の感性に大人はどう応えるか、まちづくりにどうつなく

か大人の力量を問われていると考えている。 1ゆとり教

育JI土子どもたちの生きるカを養うためのものではなか

ったのかり問題提起したい。

2 人を見て法を説く

広辞苑斗《釈尊は、椋手の能力射性質に応じて理解で

きるようにな説明で真還を解いたという》

子どもたちと総合学習などで話をする機会がある。そ

のとき、気をつけているのは、{可を鈎きたし、のかを理解

して、どういう情報提供が適切かということである。子

どもの悶線で話しができるように、心がけている。

「路く態度が怒し勺と子どもを叱る指導者がし、る。私

l士、そんなことをしない。なぜなら自分が未熟と患っ

ているからだ。中学 3年伎の子どもたちが、自然

遊学館に来た。「来るときは、電話をしてからjと

67-

設:意された。対応できる人がいないと，子どもたち

がかわいそうだから、もっともなことである。し

かし今後のことを考えると私l士、子どもにではな

く、指導している先生に話すべきと考え、担任と

会った。子どもたちは 15のグループに分かれ、二

色の浜や近木)11などそれぞれのテーマで総合学習

に取り組んでいるというつそのための磁き取り調

査であったらしい。自然遊学館では、専門的な人が多

いので、来館のときは、事前に篭話連絡をとお眠齢、した。

さらに、これらのテーマについて平Mミら情報提供さして

くださいとお車品、し、一度目l士、 2グループで、二度闘

は、先生も含めて学年で話す機会を得た。

来宣告官寺、私が対応した子どもの感想を紹介したい。

fこの間は、急にお話を務かせてもらいに行ったのにい

ろいろな資料を使ってわかりやすく“環境の大切さにつ

いて"教えていただきありがとうございました。橋本さ

んのお言語を跨いて私は、いま自分の身の回りにある自然

の大切さとその自然を守るための活動をしてくれている

j訪れ、るということの大切さが分かりました。そして私

も、まずは自分の住んでいるところを併きになることか

ら始めようと患いました。自分の住んでいるところを好

きになることで、自分の身の回りにあるものに対する考

えも変わってくると患います。私は、橋本さんのお話を

聞くまで自然は当たり前にあるものだと勘違いしていた

部分が自分の中にあったから、自然が大切だということ

もあまりちゃんとは、わかっていなかったんだと恩いま

寸。とても貴重なお話を隣かせていただいてありがとう

ございました。J

f私たちの斑l土、発表前に橋本さんのお話を関かせて

いただき、すごくためになりました。機本さんは、環境

のことについって、あまり知らない私たちに、昔の環境

のことなど、詳しく教えてくれました。橋本さんの環境・

二色の浜や近木)11に対する思いl土、すごく熱いものだと

私たちはおもいました私たちの質問にも、笑顔で楽し

く教えてくださったり、発表後にみんなに環境について

伝えてくれたり、ふだんあまり意識しないけど、どれだ

け環境が大切のものか分かったし、ひとことで「環境jと

ぎってもいろんな環境があることが分かりました。設か

カ1行動を起こすとちょっとでも海や，)11がキレイになるこ
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とが分かりました。私もこ色の浜l士、キレイな海であっ

て欲しいので、イ可かできることに協力していき、良い環

境に貝塚や日本がなれたらいいと患いました。私には今

大きな事はできないので小さな事ことからちょっとづっ

協力していけたらいいと，思いました。 j

私l立、この子どもたちの感想、を読んで、教えられたこ

とは、子どもたちが何を鴎きたいか、子どもの立場で理

解する。そして閉じ立場で話をする。考えを話すのぞな

く情報提供ということで、体験談を話す。そのことによ

って会話が始まる。子どもたちの考えを引き出す事が大

事である。大半の子どもたちは Fこれから、ボランチィ

アに参加しますJなど、行動することを書いてくれた。

3郷に入(い)つては郷に従え

広辞苑ヰ《入は{主んでいる土地の風俗習慣に従う》

地域iこは地域の生活文化があり環境と関わってきた歴

史がある。そこで伝わってきた生活の知恵などについて、

子どもたちに話す。こどもたちが白穫できる話題があれ

ば効果は費量面である。近木JI!河口に僧行基が建設したと

伝えられている「神前の船患Jがあり、紀貫之がここで風

浪を避けたと「土佐日記jに書かれているようだと説明し

た。子どもの感想では「特にびっくりしたのが、紀貫之が

貝塚に来たということでした。今私たちが国語の授業で

やっている歴史上の人物が貝塚に来たことは、とても誇

りに思いました。 jとあり、さらに「最後に見せてし、ただ

いた数々の写真は、とても感動しました。その中でも一

番感動したのは、貝塚の四季でした。貝塚は小さな市か

もしれないけれど、他の市や擦に負けていないのでない

かと思いましrてらJとある。彼らの住んでいる、埋め立て

られてできた「パークタウンjについて話をすると感怒で

は、「私たちのllITはとてもきれい。このまちをキレイにし

て豊かな生活を送るために努力をしてくれる入力丸、るか

らだと思いました。でももう一つ分かつたことがありま

す。私たちの中に環境に関心を持っている人が少ないこ

とです。自分の今の環境が恵まれすぎているからです。

だからこの発表を機会に環境というものに自を向けてい

きたいとおもいます。Jとある。二色小学校で1土全校あげ

て家族で二色の浜のI青婦を続けてきた。その話をすると、

[ 5~6 年前に二色の浜の帰除をしたことがありま

す。その日寺は浜もきたないし、海の色や透明度が

あまりよくありませんでした。その時からこ色の

浜は汚いと思い込んでしまいました。だけどお話

を跨いて、 J11や海がきれいになっていることを知

り、イ可も協力していない私がそんなことを患って

いたなんてとても情けないと思いました。Jと言っ

ている。

子どもたちは正直である。豊かな感性できちっと応え

てくれる。何よりも大事なことは地域のことを的確に情

報提供することで、そのためには、地域を良く知ってい

68-

ることが必要である。

4 全身で諮す出書n教~

平有私lム‘は、いつも体言葉で

し、治カか為らだo 子どもたちは、よく観察しているな!と感想

文を見るたびに驚かされる。数年前、中学3年金の出前

教室では、!子どもたちのスライドを映している橋本さ

んは、とても嬉しそうだった。」と書いてくれたことがあ

った。今iヨも「環境の藤さを改めて実感しつつ、また今あ

る自然環境をなくしてしまわないように次の世代の人々

へ送ることも私たちの役矧だと強く怠いました。今の紘

たちにできることをつ一つ縫実にやっていくことが大

切だと思いました。過去や現在があるから来来へつなが

っていくと私は思います。聞いたお話しを決して忘れず

に心にしまっていたいと患いました。 lと応えてくれた。

f大人が掃除をするのが当たり前。汚した本人だからO と

潤いた言葉は印象的でした。私l;t、この貝塚のまちのど

こかをきっと自分で汚してきていると怠います。だから

こそ、自分のできる努力をしてし、かなくてはいけないと

感じました。自分たちの身の回りの環境を良いところも

悪いところも知ることができて本当に良かったと思って

います。私たちのこれからの祭題が見つけられた気がし

ます。{可かしなければ、何も起こらないし、自分たちの

環境は自分たちで守ってし、かないといけない。そのため

に、少しづっ小さなことから努力していきたいと恕川、ま

す。そしていつか住んでいる全員にとって良い環境にで

きればとしw、なと思います。」イ可時か一緒に協働作業をし

たいと認、っている。

5 身を捨ててこそ浮かぶ瀬もあれ

広辞苑斗《 身を投げ出す覚悟があってこそ窮地を脱

して物事を成就することができる》

私の今σ〕活星野ul士、ボランチィアとしてもさることなが

ら、貝塚市民への窓返しだとも思っている。自分の育っ

た環境から、自分の望む生活ができたことは異塚市へ勤

めることができたからだ。そして何よりも育ててくれた

先議、そして何よりもJI!の活動で知り得て、ご指導いた

だいている多くのリーダ一、大学の先生方への思返しも

ある。 rJ 11の日ワークショップ」でグランプリに推薦して

くれた人々へ万分のーでも恩返しをしないと擦が当たる

と患っている。そんな説明を子どもたちにしたことがな

い。でも、子どもたちの感性が理解している。なぜだか

分からない。ここに全文紹介します。

f昨日は、お忙しい中スライドを使って分かりやすく貝

塚市の自然を教えてくださつでありがとうございました。

水間寺の四季の写真はとてもキレイでした。絵葉書にし

たらステキだろうなぁと，~いました勺スライドの中で、

子どもたちがJ11や海で楽しそうに遊んでるのを見て，き

れいな自然の中で遊ぶことの楽しさ、大切さが伝わって

きました。だから、ずっと米来の子どもたちがキレイな
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自然で、 i接び、学べるように自然を守り、今以上に美し

い自然をつくっていこうと恩います。橋本さんのように、

利益よりもi1i誌のために働くことは、とても立派なこと

で、とても尊敬します。機本さんのような方がおられる

から、貝塚の自然のすばらしを理解することができるん

だと患います。 J

f人が自分の住んでいる、生活をしている場を、好きに

なると言うこの言葉は今でも残っています。そしてこれ

から先も絶対に心の中に残り続けることだと患います。j

fとても興味のある言語でまったく、たいくつしません

でした。それと同時に、自然に対する考え方がかわった

と患います。たった一時間の授業でこんなに影響された

ということは、橋本さんの自然に対する熱い恩いが僕た

ちに伝わったと思います。」

これらの感想文から、ゆとり教育の目的である「生きる

カJを脊てることになっているのかワそのサポートがで

きているか、そして、私が今何をしなければならなし、か

学ぶことができる。総会学習の是非は、地域の人材とそ

の人の度量、地域のパックアップ、さらに教郊の経

験によって左右される。こうした背景を考えないと「ゆ

とり教育j の呂的達成は難しい。そしてさらに、活動

を持続するためには、「場Jr主体性Jr施策」をつ

なぐつなぎ役が重要となってくる。

2月 6日付の読売新潤が報じたアンケートに回答した

人が、どれだけ学校現場を環解しているのかのアンケー

トをとり、それらをクロスさせて配分析が必要ではない

方、学校教育への不満では f教師の質Jが60パーセン

トで最も多かったとある。一人の先生が 40人の面倒を見

ながら課外授業をする。子どもへのいJ懇犯罪があとをた

たない中、大変なことである。前記の 70名の感想文をぜ

ひえていただきたい。以前、文部科学省は3 自然体験の

ある子は、道徳心、正義憶が強いことをアンケート結果

で明らかにしている。大変な努力をして成果を挙げてい

る学校もあるではないか。総合学習を評価している記事

も時々昆にする。総合学習のねらいは、地域とのかかわ

りを深めることにある。子どもたちは敏感に反応する。

見ていないようでもおとなの行動をちゃんと見ている。

大人は子どもをちゃんと見ているか潤われている。

6 子どもの感性でまちづくり→総会学習から

f70名の感想文をたくさんの大人(市民)に局けた

い。」そんな思いを持っていたところチャンスが来た。か

ねてより大阪湾の再生は、市民が気づき、考え、行動に

つなげないと伺的は達成できないのではないか。だから

砂浜の残っているところで「大阪湾市民再生フォーラムJ

(資料1)を開催してくださいと要望していたところ似

の返事がきた。早速、チラシに子どもの感想文を挿入し

た。そして学校へは、子どもたちに総合学習での活動を

発表してもらってください。「二色の浜」への思いを伝え

てくださいとお願いした。幸いなことに会場の都合で、

この中学校に隣按する公民館で現催することになった。

結集が楽しみである。

次に高校での出前教室震を紹介したい

はじめに f都市再生シンポ」で基調講演をした内橋克

人さんの新鶴記事 (①環境負街の高い衡から低い衝に

変えていく。副主めlま自然に環境iこプラスの生活を送る

ことになる衝の実現。③自給自足幽の形成を将来信標と

する。③市民参加、特に将来を担う子どもの参力比⑤税

の総度。所得税を減らし、環境負荷の重い分野へ移す。)

からまちづくりをすすめるために必要なキィワードを書

いてもらった。

次に自然環境を守る暮らしができる衝を形成するため

に、{可が必要かをテー"71こし、その参考資料として「環

境協働管理への道Jと題した(地域の自然を地域の人に

任せる。土地への愛者を保つ利用など。)佐藤仁・客員研

究員の新車書記事を見てもらったO 生徒たちは、なかなか

理解せず、審く子は少なかった。何度も何度も、グルー

プのテーブノレを回り著書くきっかけづくりをした。

徐々に書き始めた。緩ていた子が起こされた。とうと

う最後は全員が霊書いた。彼らが望む街l土、・空気が澄んだ

街 8名0 ・縁がたくさんある街5名。・動物と触れ合える

街4名。。きれいな街2名。)11や海がきれい。水がきれい。

ilJに額まれている。地球環境問題に真剣に取り組んでい

る街。便利な肢がある 1名しかなかった。ユニークなと

ころでは、ドラえもんが出てくる土管があるところと書

いた子治丸、た。

f今まで来た入の中で 1番わかりやすく昔話をしてくれ

た。日本が、海外で環境破壊をしていたことはとてもシ

ョックだ。もっと日本を見つめなおすところが多いと思

った。」

r E当分たちで汚した分、自分たちできれいにやらなあか

んと思った。きれいなところは勝手にきれいになるんじ

ゃなくて、自分たちがつくって行かないといけないと思

った。」

「督l土緑がたくさんあって水がきれいだったけれど、生

活排水や工場排水で汚染されていたけれども、いろんな

人たちがきれいにしてくれていることが分かつて人践は

未だまだおちぶれていないなと感じました。 j

「地球では、いろいろな環境隣題があるけど、今現在混

暖化の中でいろいろな閣がt毎泌上昇で、障をうしなって

いるのが一番かなしいですの」

I昔の人の知恵が活かされて、今のこの世界があるんだか

らすごいなぁと患った。)11にごみを捨てるのは絶対にい

けないとあらためて実感し、今後気をつけていこうと思

いました。」

「ゴミはほんとにあかんと窓、っt:.o これl土なぜか、ゴミ

を捨てると)11や海が汚れて、その汚れた水の中で魚がエ
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サを食べて、その魚を人間がたベて告分に帰ってくるよ

うな気がした。それを患ったらリサイクノレをして、クリ

ーンな衝にして自然もあって動物と共存できる街が理想

やと思う o J 

この子どもたちの回答をもとに、彼らが望む街を実現

するためにと癒して、彼らの了解のもと、一番後で発表

させてもらった。そして彼らのことを(発表)理解できて

いるかどうか評価してもらうことになっている。(資料

2) 

4年ほど関わっている小学校の子どもたちは、まず近

木川に入る。そして子どもたちが感じたことを、テー?

にして活動する。そのときd飛び交う言葉をもとに台本

が作られ埠りになり大阪府主催の「子どもの水辺大発表会J

で入賞した。この小学校の校区に r}11の分校j があるこ

とから「子どもの参磁jの活動の中心になってもらってい

る。拐{壬の先生から~r} 11の分校」が子どもたちのカで実

現できれば、子どもたちにとって宗物のような体験にな

ると患います。』と語ってくれた。これが子どもたち街づ

くりの土ないかと思う。

せめて I}11の分校」を実現(子どもたちにはすでに存在

しているワ)し、今まで関わった子どもたちを集めて、き

れいな「竜王の水」で乾杯したいと恩う。

7 まとめにかえて

私は今回、子どもの感想、を中心にまとめた。子どもた

ちの感想の中に、まちづくりのキーワードがあるからだ。

番大事なことは郷土愛、住んでいる人が住んでいる

ところを好きになる。これがなけれまちづくりはない。

すでに子どもたちは理解している。

二番目は、自然が豊かであること。子どもたちが山や

川、海で遊ぶ、自然とのふれあいが大事だということ。

子どもたちは次世代に送ることが必要だといってし、る。

三番目は、自然保護、環境保全活動の必要性である。

四番目は コミュニテイ。まちをきれいにしている人

がいる。一人ひとりが気づき活動(コミュニティ)しない

と、まちは成り立たない。

5番目は歴史などを大事にするということ。とくに

先人が残してきた廃史的遺康、生活の知恵などは、見直

して次世代へ順送りしなければならない。インド・ス7

トラ沖大地震で、『水がヲ!し、たら、山へ逃げよ~95年間

言し、伝えてきたまちでは被害がすくなかったとの報道が

あったQ

大人の都合の良いように子どもを育てることはできな

開く態度が悪いと怒ったら、子どもたちはどう反応し

ますか。話ばっかりしている子が、 →番良い発表をして

くれた。彼らは、クラスで一番できるそうだ。その子た

ちに少しアドパイスをしただけなのに。

学力の低下は、子どもの学習意欲に問題があるのでは

ないか。目標を待たないとか嘆く大人がL、るが、現在の

就職事情から持てというのが総選いでまず、子どもの殿

場所を地域が、社会が、つくらないと駄密だと思う。

総合学習で、現場の先生方は大変苦労をしている。

自ヨは、もっと成功事例をPRすべきです。そうすれば

地域のサポートを受けられると思う。

子どもたちの感想l士、コミュニティの再生を、呼びか

けているようです。そのためには、『ゆとり教育Jの必要

性について保護者、地域、学校関係者の幅広い毒討議をし

て欲しい。額一化の論理での街づくりが失激しているよ

うに、人づくりであれば、なおのことその埋論iお昼じな

い。田舎の大工さんは、南側で育った木i土南向きに、北

相IJ-('育った木は北向きにつかえと教えられています。貝

塚市の一番山間部にある蕎原地区i士、しころ建ての家が

多いですが、地望書で~Jれた家がないそうです。そこに大

工の技が詰まっています。今は，そんな大工さんが少ない

ようです。コミュニティの再生は、術を知り尽くしたコ

ーディネーターが必婆ではないですカ~木の育った環境

に応じた使い方をする。それで丈夫な家ができる。子ど

もに、応じた教育が必要では。

私は、出前教室の言iに先生と害事前打ち合わせをします

始めに開くことは、概要です。全体像をつかんで次に先

生の考えかたを開きます。つぎに日ト「め方について打ち

合わせをします。そして子どもたちが、どんなことに興

味を持ってし、るかを開きます。子どもたちとの会話では

できるだけ打ち解けて話せる雰期気をつくります。仰を

聞きたし、か通じ合うまで話しをします。つぎに会話がで

きるように心がけています。子どもたちのことをもっと

もっと深く理解する心要があります。:fI;り強く子どもた

ちとやりとりするようiこすれば、必ず応えてくれていま

す。昔のように「子ど、もi土地域の宝 r地域で子育てを J

そんなコミュエティの復活を願ってやまない。できれば

現代版のコミュニティで。

子どもたちが持つまちへの思いは、『ゆとり教育おも

でたものであり、『生きるカ』が育っている。このことを

少しでも多くの人に理解して欲しい。特に、 fゆとり教

育」を評価しない人や「教師の質」に不満を持っている

人には、子どもたちの現場を兇ていただきたい。

子どもの感性を理解し、それに応える度量のある地減

の大人が、関わることができたら，まちづくりへの、大

きな力となる。

子こどもたちと子どもたちの感想文の中に、そのことの

すへてが警かれている。

子どもたちのまちへの思いを今後どう活かすかについ

ては3月に開催される『大阪湾再生市民フォーラム』で

の議論を待ちたい。
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どうする 10年先の大E58竃

2果題 汚れ
海と入との関わり

企業からの汚れの負荷

市民生活からの汚れ¢負荷

対策海と人とのかかわり再構築

i控び・学び→総合学習

暮らし→コミュニティ↓

和歌山県

課題 ぃ

γ~「

h
u
h

M

附

明

W
J

吋
何
日

生活を賭けている人たちを中IL'~こ

暮らしから河川の汚濁負荷常時議

、写

;:;今耳旦
鐙き取り調重量アンケート菰査

背の風景、近木)11σ〉今 a 背写真

i立木)11のすがた

[輔の河両両
せ持つ

会話血流 ë!~の天然詑念物

。中流河畔中ド

。河口 二色の浜

。人とのかかわり

「ブナの原生林j

フォーラム

対応 課題提起と方策についてのフォーラムの照健司共通の課題認識

-山から 「ブナ林jなどの取り組み 泉南高校田中正規

.) 11から 近木)11所説自然大学「海ー山・)11正分校J~子どもの参画総合学習

・海から 河口とニE'li長の生き物海で生活をしてしも人

海・山・川などの 自然の患のに感話題レ、畏敬の怠抱く人、コミュニティの潟笠

・出来ること モニタリング(生活排水の影響)、生き物調主主、観察会遊び清掃

間き取り調査司子どもと爺・婆ちゃんマップ、苦の海l土、)111土、

足元(地域)から見る 10 
活動しながら、ネットワーク(is:氷川統域自然大学)を

i出或から地方へ、そして全国へそして世界へ

活動の延長線上に 10年先の大娠窪が見えてくる

資料1
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師事仁・聖書員研究員

土地利用の画一化

近F;f;JIAの本主義壌を活かしだ苦言づくち

地域住民は障害物

。自然こやさしし省

員塚市第3次総合許認

ふれあいであい

ひろがあまち・かいづか

。地域の自然を地域の人広管理に任せる。

都市再生シンポから

内橋克人さん 「環境Jr人jがカギ5原則

1 環境負街の高し、笹訪も低し精に変える 12人

「二色の浜環境繁備事業j

15人2 雰織にプラスになる地織

ドイツ・フラインプノレグ

循潔期全士会吋工;同寺代

。土地d特性を知り尽くし何よりもそこに生活を

賭けている人を、自然4給量の主役として活かす。

自然環境を守る上で、地域の人々は財産である、

・自然のそば(!)暮らしてきた入たけがキわカを活

lこは、たとえ数少なくても、うまくいっている実践例

をして支援し、相互に連携。

進め方

A環境保護

一郎!き離されtc身近な防然と総裁住民との距隊を絡める

Fノk処週、間水和問、循環型投会鎖獲物を出さなけ

大人の参加意書えヲョ

4 季対刻。子どもの参商

f) 11の分校l

子どもを排除して広樹づくりはありえなし、

3. FEC食料・エネルギー・介護17人

14人

自給率約4害4

i
吋

M
l

15人5 税の制度

6 その他l

人々のカ

子どちの割目

2人C空気が後んた低 6入 O動物と書'm合う街 4人 Oきれいな街 2人 Oe然がし、つIi'い。
C緑がたくさんある桂10 5 0)11や掠訪5きれい O水がきれし¥， 0山に図まれている。

。地球問題について真剣に取り組んでいる街 O稚内。 O北海道 O便利な庖がある。

。ドラえもんが出てくる土管があるところ。

資料2
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こどもをきっかけとする

まちづくりへの視点

一異世代での協働、交流が育んだものー

問中値明ホ3

長i司素彦村

山口 ~ß子*3

キーワード 1 )こども 2)まち膏て 3)コミュニティサーピスラーニンゲ 4)社会教曹 5)異様代

1.はじめに

こと、も逮が自分の住む地域について知る・調べる、と

いうことは学校の総合的な学習の待問の中でよく行なわ

れている。しかし，それは学笥の一環であり，学校ある

いは教室という限られた世界の話である。

学校を超え3 地域の中で楽しく地域のことが学べない

か3 また，それをきっかけにまちづくりへの視点を脊む

ことができるのではないかという想いから，文化発掘隊

では作年， (財)千代田区街づくり推進公社の助成事業

「千代閉まちづくりサポート事業j に fこどもまちの記

者による地域発掘と広報」というテーマで応募L，公開

審査を経て活動への助成が認められた。この f千代田ま

ちづくりサポート事業J(以下サポート事業とする)は千

代白区のまちづくりに憶する活動に対し助成金が認めら

れるもので，区内干生{私在勤，在学を関わず応募するこ

とができる。公掬で食聖書のプレゼンテーションおよび審

査が行われ，昨年は22グノレープが応募し，そのうち 18

グループ(以下まちづくりサポートグループとする)が

効成対象となった。

「こどもまちの記者による地域発織と広報jプロジヱ

クト(以下プロジェクトとする)は，こども達iこ地域へ

の理解や愛情を持ってもらうこと，それを社会とのつな

がりの中で実践していこうとするものである。他校の生

徒とのつながり，取材先の人たちとのつながり，このプ

ロジェクトをザポ』卜する学生や大人とのつながりなど

様々な人との関係、性を通じて，こども遠の自主性や情報

発信力を高めていくことを民的としている。阿特にこれ

までのまちづくり活動で忘れられがちであった[こども

をきっかりとするまちづくりへの視点Jを考える良い機

会となるものと考える。

その意味でこのプロジェクトでは1 取材を通じて大人

達にもこどもや地域への理解を深めてもらうこと j 取材

やそれのサポートを通して様々なまちづくりグループ。

企業等との連携や交流を図ること，こうした活動を通じ

てこどもとこども，こどもと大人，こどもと学生》学生

と大人など様々な役代が世代を超えてコミュニケーショ

ンや交流を行なっていくことも目的としている。

本稿ではこのア。口ジェクトの実践事例からこどもの成

長，奥世代での協働，まちづくりのネットワーク，プロ

ジェクトを進める上での仕掛けづくり，成果(まとめ)

についと論じたい。

2 活動の概要

この活動はこどもの学校が休みの時に実線可能とし、う

制限がっししたがって6月までは主に活動内容の確認

や調整，こどもと一緒iこ取材を行ったり企画調整を行う

サボーターの募集(以 Fサボーターとする)を行ない，

本格的な活動は夏休み以降とした。

活動の第一弾として 7月に記者の募集と，毎日新際社

の協力を得て記事の書き方等のオリエンテーションイヘ

ント fこどもまちの記者になろう」を実施した。この案

内のためのポスターとチラシを作成し，区役所，出張所，

aJ書館，児霊童館，区の屋外掲示板等iこ配布，貼付した。

また，千代f日区内のこどもを対象とするまちづくりサ

ポートグループにも協力を得た。この結果，応募者約 30

名，参加者 20名のオリエンテーションを行なうことが

できた。問時に，まちづくりサポートグノレーブの発表ー

交流の場として'まちと諮ろう j を実簸，グループ聞の

交流や…般区民との交流，そしてこどもまちの言在者にな

るため集まってくれたこども達との交流を実現すること

ができた。

7月後半にはオリエン子ーションの振り返りワークシ

ョップ[お友逮になろう lを実施したりもう少し記事の

書き方を勉強する，前回参加できなかったこどものオリ

エンテ…シヨ λ 異なる学校のこども達が友達になる機

会を設ける，という目的で行った。

-73-

写真 2-1 新銅記者によるオリヱンチーシヨン

夏休みに入ってからは3 いよいよ取材の開始である。

オリエンテーショ L特にこどもたちに行ってみたい所を

聞き，その結果こどもたちにはいろいろなところに興味

2005年住総研T生まいまち学習j実践報告論文集6



があることが分かったO そこで，こども遠の婆E遣を採り

入れながらも，こども達iこ知って欲しいことを織り込み

ながら取材先を決めた。企画，取材交渉P 取材当日の引

率2 こども達が記事を書くまでをテー--<1こ興味がある，

取材先にネットワークがあるなどのサポーターにコーデ

ィネーターとして寅任を持ってもらうという各自の役鋭

分担を明確にした。

取材対象

サボ」ト

IllIl 活動の対重量と関わり

8月から 10丹にかけて全9回の取材をおこなったが，

その概要については次の通りである。

-第1回「緑のひみつJ(8/5) 

環境をテーマiこ三井{主友海上のご協力を得て 3 環境問

題，屋上緑化について取材した。

写真2-2 企業による康上緑化の様子を取材

-第2白「あそびがし、つlまし'J: KID日 festival in 大

手町 (8115-17)

普段こどものいない大手町で関泊寸1たこどもイベント

を取材。嫌々な遊びを体験しながらの取材となった。

-第3伺(閥会議事堂iご行こう 1(8124) 

こどもたちの 番要望が多かった国会議事殺を見学し，

衆議院議員井上和雄氏を取材。

・第4回「千代田区長に会おうJ(8/26) 

区長さんてどんな人，そんなこども記者の素朴な疑問

から区役所で千代国区長を突撃取材。

γ時

" .. ミ

明弘叫ね溺輔織恥

写真2-3 こども遠の取材に答える千代田延長

-第5剖「夏休みこどもまつり J(8/30) 

護士見小学校で=凋催された地域主催のこどもまつりを

取材。遊びながら，びしょ濡れになりながら取材を敢行0

・第6白 f読売新聞見学J(8/28) 

こども記者にとってのあこがれ，新関社。巨大な輪転

機に感激しながらも P 社会部記者に逆取材。

-第7罰 「本を知ろう J(10/2) 

千代田院の文化である古書庖街。本のできるところ(製

本)から終の行先(古害時)を取材。

写箕2-4 製本屋さんで本ができるまでを取材

・第8回「学随祭に乱入J(10/17) 

大学のお祭りって{可。 共立女子大学の学童霊祭を取材

共立大学ボランティアセンターと連携して2 新聞紙で作

った民大ドームを膨らませた。大勢の観客の高官でこども

まちの記者の発表も行なった。

写真 2-5 共立女子大学密祭を取材。発車も行った。

-第9巨1rまちを歩こう I(10/23) 

まちづくりサポートグループ主催のまち歩きイベント

「さぽてん・ウオークjに間行取材。

取材の後は、記事を書いた。完成した記事は文化発挺

隊が編集して Webおよびベーノι版f千代的わくわくタ

イムス」として公開・発行しているが、基本的な訂正・

修正を除きこども言巴者が書いたま主である。
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3. rこどもまちの言佐昔Iを通じての成長

こうしたこどもまちの記者の活動を通じて侭が生まれ

たのか， 3~5 掌では本プロジェクトを通して培われた

ものに呂を向けてみる。本章では，こどもがくまちの記

者、になることでどう変わったかを述べたい。

こども達がし、きなり取材や記事を書くことは難しい。

そこでくこどもまちの記者〉になるためのトレーニング

を新聞社に依頼して実施した。このイン31ピュー練習会

では，実際iこ新関記者から取材の方法も含めて<記者〉

になるということを教えられたわけであるが，こども遼

にとっては漠然とした f記者j のイメージが，実体をと

もなったものとして理解されたようである。とはいえ，

丈化発掘隊が想定していた小学校高学年~中学生から，

実際に集まったのは小学校低学年が多かったため，復留

の意味も込めて再度のトレーニングを行った。こうした

下地っくりを経て，取材がスタートした。

母親のそばを離れたがらない子，兄弟げんかで泣き出

す子，そんなこども逮が回数を重ねるごとに学校の枠を

超え，お互いに友達となり 2 自立的に参加するようにな

ったυ

また 1 小学校低学年のこども達が取材をしたり記事を

書けるか?という懸念があったが3 これもこども遠の自

主性に任せてみると全くの紀憂であった。自分たちて質

問を考え，棺手がタジタジとなるような質的をしてしま

うのである。大人が取材の方向伎を示してしまうのでは

なく】こどもの自主性に任せることによって j 大人が想

像もし得ないあるいはためらうような質問を取材相手に

ぶつけ3 その結果当たり高官jではない取材を行うこと

ができたのである。

写糞 3-1 サボータ の指導を受けて総事を作成

当初p こども遣が自ら情報を加工j 整湿p 発信する力

をつけるという目標を立てていたわけだが}こども遼li

回を追うごとに自分の;意見をうまく記事として書けるよ

うになり 3 感情表現が豊かになった。取材の手際がよく

なり， i苦手の話しを聞く姿勢がでてきた。こうした結果

として，文章があまり得意でないというこどもでも絵に

より敗材先を表現する，あるいは「新関;に興味がある

こどもは独自の新閣を作り上げてしまうなど，参加した

75 

こども達それぞれの表現手段の多様化が見られるように

なった。

忘れてはならないのは，こどもたちが取材の中で「ま

ちjを意識するようなったことである。なんとなく敷居

が高かったところ，全く楼したことがない場所や人，こ

うした地域にありながら疎遠，無縁であったところにこ

ども記者が踏み込むことで、自分たちの地域口 fまちj

を身近なものあるいは面白いものとして意識するように

なったのである。こうした「まち」への見方，変化は2

こどもが「まちの一人j として成長したことを示すもの

ではないだろうか。

そして，重要なことは}こどもたちがまちの中で取材

をして，生き生きと積極的に行動するようになったこと

である。これらは r学校の授業では見られないこどもの

姿を見ることができたJr自分でインターネットで調べ

て質問を考えるなど積極性が出てきたJと父兄から評{揺

された。

その理由として，このくこどもまちの記者〉のプログ

ラムが「強制カない場所 r詳綴をしない場j (サボータ

一千涼俊子・共立女子大学)であり，このことによりこ

どもの自発的な能力が発揮できたと考えられるとともに，

このプログラムに参加したこどもやサボーター，父兄や

取材先を含め?皆が楽しみながら行うと同時に相互に学

び合うことができたことが大きいのではなし、かと考える。

つまり?くこども>がまちでくまちの記者〉になるこ

とよって f子ども。青少年・大人が互いに学び合う機会

が1 まちゃ学校， NPOなどあらゆる機会で保障される

べきである。学び合いながらながら，まちを育んでユゆく

実践こそが 3 人々を育んでいく J(村山史投・麻布大学専

任講師)ことが，体現されたのではなし、かと考える。

4.多様な異壁土f"(;協働

文化発機隊のなかにはj こどもたちの活動のほかにも

様々な協働の場揃がみられる。 f千代間のまちを発機し

よう!Jという呂的のもと?こどもたちを中心に保護者

(主にお母さん)・学生・取材先などが各々の満足度を達

成できたようである。その中の特徴ある 2つの僚わりに

ついて述べたい。

( 1) rお母さん×子どもまちの記者」の交流と成長

低学年の参加が多く 3 保護者(特にお母さん)の間伴

が多かった。そのため5 どうしても日常生汚の親子関係

のしがらみから 3 子ども記者を誘導してしまう場言語もあ

ったが，全体的にはお母さんにとって新鮮な体験であっ

たと感じる。取材先一番人気であったi盟会議事堂ではj

大人のほうが久しぶりの遠足気分を味わえた。集合した

ときには iおとな|の役割を演じてし、たお母さんたちも
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サポートとなる学生を交えることで普段の役割から解放

されたようである。サボーターの学生たちもこどもまち

の記者のフオ口ーより，お母さんたちの変容ぶりに手間

取るほどであった。子どもたちと活動するためには，お

兄さん・お姉さんの存在は欠かせないものといえる。

お母さんと記者でユあるこどもたちとの隠係は2 保護者

が子どもを包括しようとするカが主従関係に近い状態と

なる(限3・1)。具体的には，安全面の確保などから子ど

もたちの自由な行動を制限してしまう，言動を厳しく注

意してしまうなどが挙げられる。またE こどもたちも問

題解決の糸口を自分自身で考える前に，お母さんに依存

しがちである。

隠 3 1 臼常生活

における保穣者と子

どもの関係

(お互いに依存度が

強い状態、告テ隈係)

こどもまち記者の発信力を高めるためには，出来る限

りこどもたちの意志を尊重する必要性がある。文化発椴

隊のサボーターに学生という若者を導入することで 3 保

護者にも子どもたちにも忠由度の高い活動となった。こ

どもたちが学生をイングープリターとして保護者や大人

たちに情報を発信しやすい環境を生み出している。

1IlI3-2 文化発掘隊における保護者とこどもの関係

(お互いに対等な状態、ヨコ関係)

こどもまち記者の斬新な取材は，大人のほうが身近に

ありながら気づかない視点が多くあった。付き添いのつ

もりで一緒に活動するお母さんたちも地域に日を向ける

きっかけとなり，こどもたち以上に刺激を受けていたよ

うである。

(2) rおじさん×女子大生Jの協働

おじさん×女子大生=新発想，世間では真っ当に出会

うことがないと思われがちなこの組み合わせは文化発掘

隊の波田すべき点であるといえる。おじさん世代にはな

いセンスを彼女たちは持っており，女子大生にはない交

渉力・政治力をおじさんたちは持っている。社会に出れ

ば出会うかもしれない世代ではあるが，肩書きのない対

等な立場で協働できる場面は少ないであろう。

千代slまちづくりサポート事業の中にも学生主体また

は学生もメンバーに加わって協働している例は 18グノレ

いプ中 7グノv-プ(うち文化発掘隊のように学生をメン

バーに含むのは3グノレープ)あるが，実際に同じグルー

プ内で関わる場合にi士、直接出会うケースは少ないよう

である。

働き盛りt世代おじさん 1IlI3ω3 組織など

でみられる働き盛り

世代と遊び盛り世代

の潤係

(聖テ関係)

社会iこ出る前に学生がこのような機会を得ることは，

大変重要な経験であるといえる。最近ではインターンシ

ッブなども取り入れられているが，今@]I土地域淑インタ

ーンシップといえる。

劉 3-4 グループ肉iこ学生を吉む場舎の関係

(ヨコ鶴係)

サボーイヲーとなった学生の成長ぶりも大きな収穫とな

った。これまでは受動的な態度てや参加していたが，自ら

企画運営を行うことで自発伎を持った参在躍ができる態度

に変化した。またこどもへの自の向け方も，まちづくり

へとつながる現実性のあるものとなった。

この他にも様々なつながりが(タテiから fヨコj に

つながったのではないだろうかJ そして2 異世代協働の

基本はこの「ヨコ関係」にありそうである。タテ関係で

は両者の関係は約30年ほどの時間差があるのに対して，

つなぎ役を介復することでヨ立関係では 15年ごとの問

i蒋に縮めることができる。{渇じ回線で共感・協働できる

経験は，まちを情報として挺え1 発信する文化発掘隊な

らではの体験といえよう。

5 こどもまちの記考によるまちづくりのネットワーク

ここでは<こども>がまちを発掘することによって

生じたネットワーク 9 交流等について述べてみたいQ

( 1 )まちのくこども>の発見

まず，三井住友海上火災保険株式会社の取材ではこど

もたちの質問を受けていくうちにこどもに分かるように

話すという必要性が理解され，この取材により企業の<
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こども〉の受容が行われた。

また，区長やi調会議員への取材の過稜で政治家l士通常

の fこどもを使った広報j ではなく，小さな有権者に話

しかけていた。

いずれも，こどもまちの記者の取材によりくまち>が

くこども〉を発見するきっかけを作ったといえるのでは

ないか。

(2 )くこどもまちの記者〉がまちづくりグループを活向

性化する

まちづくりザポートグノレ}プ;衿白神保町本やの会」

と連携し"て取材を行ったが， r本やの会jでも停滞気味の

自分たちの活動の刺激になったと言っている。

まちづくりサポートグループのネットワーク化や活性

化のための fサボテンウオークJが行われたが，千代田

区の文化を知ったり，千代宿区を良くしよう 1 楽しくし

ようという人たちのお話をこどもたちが取材し千代

間わくわくタイムスj を配ることでまちっくりグループ

がこどもからの視点を意識するようになった。

いずれも，くこどもまちの記者>によりまちの団体や

助成グループの活動活性化の一助になったといえる。

(3 )くこどもまちの記者〉により区外iこまちをPR'

アピ--ノレする

東京ピックサイトでエコプロダクツ 200M地球と私の

ためのエコスFイノレフェアJ(主催 (社)産業環境管理

協会，日本経済新際社)で展示・プレゼンテーションを

行った。ここでは，くこともまちの記者>になるという

ことが高く評価された。

社団法人日本青年奉仕協会(JYV  A)の奥世代協働

による地域づくりフォーラムでくこどもまちの記者〉の

事例報告を行ったが r三役代を引きつける魅力的なプ

口グラムづくり」として高く評価された。

また， 2004年度山口情報芸術センター『メディアリテ

ラシぃ講座 ~社会を学ぶ・メディアに学ぶU~~ (運

営 山口情報芸術センター市民委員会)で fメディア体

験①~数材~J を山口市}再辺のこどもたちと行った。

(社)) 11越青年会議所の f夢のあるまち)11越みつけ」で

川越市新富田J鏡山潜造跡地にて)11越青年会議所と協力し

てこどもまちの記者の7'ログラムの っとして問、江戸

こどもまちの記者』を行った。

6仕掛けづくり

今回のこのプロジェクトにおいては，より実効性を随

れるよう次のような意図をもった仕掛けづくりを行った。

( 1 )こども記者との違い

各地でこどもが取材をしている事例は多い。1975年に

社会的弱者であるこどもの声が世の中に履くことの重要

性から創設された fチルドレンズ・エクスプレスjが世

界に広がり 2 日本でもチノレドレンズ・エクスプレスや小・

中ー高校生で編成されるジaニア記者による「ヨミウヲ・

ジュニア・プレス (YJP)JやくV 声， 0 意見 1

アイディア C こども E エンパワーメント〉とい

うコンセプトによるこども通信社 rVOICEJなどが

ある。

これらのプログラムはいずれもこどもたちの社会参加

やメデ、イアリテラシーを目的としており 3 地域に着尽し

ているものは少ない。一方，全閣の小学校などの授業で

行われる「新開づくり Jでi土地域を取りあげることが多

いがP その広報は校内と父兄に限られる。

文化発掘隊ではこどもたちが 6地域で取材記事を書

く"というプログラムを組みつつ，それを広く区内外に

広報していくことを呂的とした。

(2 )地域での理解、認知

1l<I6-1 印麟版わくわく世イムス

こ由ほかに Web版もある

イベントなど区内外で毘布

このプログラムは千代自区内では初めての取り組みで

あること，文化発機隊自身千代田区に拠点在置いている

わけではないこと E などから池域での認知や理解がまっ

たくないところからのスタートであった。したがって，

この活動がこども》保護者，地域から理解を得ることが

必要であった。このため文部科学省「こどもの居場所づ

くりキャンベーン」の認可を得る》千代slボランティア

センターの会員となる，地域 NPOや7スコミの協力を

得るB 他のまちづくりサポートグノレープと連傍白協力す

るなどの手段を採った。

また2 公共施設をはじめ3 街頭掲示板へのチラシ姑付

などにより認知度を潟める工夫を行った。

(3 )活動実感と寅任感

学校の授業の中では「記者Jとし、う実感に乏しい。そ

こで3 自分たちがな己者Jとして取材・記事を著書くとし、

う実J惑をもってもらうと同時に，記事を書き終えるまで

をきちんと行うとしづ賛任感を持ってもらうために，記

者パッチと記者証を作成した。サボーターである共立女

子大学の学生がデザインしたものであるが3 こどもが好
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きなカンハッチを記者パッチとし，また，緊急連絡先を

入れた記者誌は安心・安全グッズとしても機能する。取

材の際には必ずパッチと記者誌を着用してもらった。

図 6-2 サボ一事ーの大学生

がデザインした記者パッチ

(4 )人とのコミュニケーションを取材の切り口に

取材においては“人"への取材という切り口を必ず与

えることで，単なる見学に終わらないプログラムとした。

国会議事堂や新僚校などは学校の授業で見学に行くこと

もある。しかし，単なる見学に終わらせないために闘会

議員や区長，新隠記者など必ず“人に取材する"という

f人Jとのコミュニケーションをプログラムの中心に据

えた。

(5 )プ口グラムの柔軟性

こども記者の募集を行ったところ9 想定とは異なり小

7校低学年が多く集まった。このため9 予定していたプ

ログラムO)jlif正，変更を行いつつ1 進めていった。保護

者の同伴もその 例である。保護者がし、ょうがいまいが1

こども逮は伸び伸びと取材を行い】記事を書いていった

のであるが9 保護者は学校とは異なるこどもの新しい姿

を見ると同待に1 保護者自身にも楽しんでもらうことが

できたのぜある。

プログラムを霞定化してしまうのではなくて 3 状況に

合わせて柔軟に取り組むということも必要なのではない

だろうか。

7.活動の評鏑(まとめにかえて)

こどもが活動するのをサポートする，それが我々「文

化発掘隊」の役割であった。しかし，それがそう簡単に

はし、かないことはスタートしてすぐに実感した。こども

をどうしたら引き付けられるだろうか，保護者の理解は

得られるだろうか。どうしたら安全安心を礁保できるの

か。こうした様々な課題を少しづっ乗り結えて行けたの

も，サボーターとして大人と学生が協働できたことがあ

げられる。それぞれの経験や技能】時間，興味などを各

自の役割としてうまく補完し合えた結果といえよう。こ

のプロジェクトでいえば，こどもとのつながり 1 取材先

本 2地!患者報研併万 γーアアソンエイト

*3共立女子大学勤手

とのつながり，仕掛けづくりという様々な場面で学生が

主体となり，活縫してくれた。学生がいなければこのプ

口ジェクトは成功しなかった?といえるであろう。

また，こどもまちの記者に総していえば，想定と異な

るIJ、学校低学年が主体であったが，取材先の大人がタジ

タジとなるほどの質問を準備してくるなど，我々が懸念

したことが愚かに息、えるほどの自主性や力量を発揮した。

単に f知るj ことから「深く知るj ことへとこどもの

興味の持ち方lこも変化が表れ，保護者からはこどもの成

長の様子を開くことができた。こどもたちにとって】千

代田区としづ地域のブイ M ノレドlこはあちこちに壁がある。

しかし，そんな援もちょっとしたきっかけで自分たちの

地域として感じられる。そのようなきっかけづくりがで

きたことはうれしい限りである。問時にz 一絡に参加し

た保護者の皆さんにとっても地域に闘を向ける結果とな

ったことは，当初(/;企画創立想定してし、なかった成果で

ある。

一方s 取材先との関連でいえば，大人からこどもまで

こどもまちの記者を通じて燦々なコミュニケーション1

交流ができたことも大きな成果である。自分たちの仕事

や活動をL、かにこども遼にわかりやすく説明するかとい

うことは1 自分たち自身の絞り巡りにもつながる。この

活動をきっかけに自社のホームベ』ジの見庶しを行う企

業がでてきたり，活動の再縫認を行うまちづくりサボ」

トグループがあったりと?まちづくりにおけるこどもの

重要性の認識をいくらかでも援示できたのではなし、かと

考える。

こどもまちの記者の手法・活苦手Jが多くの方から賛同や

興味を持たれ，このプ口ジェクトが千代出まちづくりサ

ポート事業において昨年度サポート大賞を受賞したこと

はs これからのまちづくりへの取り総みのあり方の っ

として理解された結果ではなし、かと考える。

異世代の協働や交流が 1 まちづくりへのきっかけとな

ることを本論の結びとしたい。

半J

f;:子どそ会、揺鴻街づくり!~争 γンベ-j

立滋:斜今担能

*H昭.，者級研焚所所長

地域活動やまらづくり活動を情報面から

サポート支援しているa 昨年は文化発掘

隊隊長として$千代自区まちづくめサポー

ト事業に参加。異世代での交流や協働によ

るまちづくりを実臨しているο
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f農』の記憶をカタチにする

一「生きさ主き市原ふるさとづくり」の委託事業の実践と展望ー

，U罰済

問頭祐子

キーワード 1 )暮らしの総合体系 2) じようぽ 3) 間有の.'1~ュニテイ

1 はじめに

40代以下の若者や成年がいない。活動の舞台となった

空き民家の周辺の様子である。かつては子どもたちの歓

声がこだましていた。家畜の鳴き声や人物の役来の音も

ここの風景の つだ、った。それらのものがまるで神隠し

にあったかのような過疎の農村集落が、わが留に多く見

られるようになって久しい。

過疎は戦後の復興織を総て急速な経淡成長に呼応する

ょっに、わが医の農山村部で 挙に加速した。農村部か

ら都会へ。こうした人の移動は都市部に活性化をもたら

し、わが堕の新しい箇づくりの原動力となった。しかし

方で、過疎の村での農業生産高を低下させ、経済的基

殺を弱くし、このような地での暮らしの魅力を減少させ

ることも同時にもたらしたのである。

規模の小さい集薄で、かろうじて農業を絞けているの

は、そこで長く暮らしている高齢者である。その高齢者

たちは、自分が募らす山野のさまざまな怠遣いを体で感

じ、一年のサイクノレの繰り返しを地域の人とともに継続

してきた。そこには自然との付き合い方、生き物とのか

かわり、集落の人間関係を絶妙に推し量る智恵といった

「暮らしの総合体系Jがあった。

だが、これらの多くはおそらく同様の地では共通に見

られるであろう「後継者一不足」を抱えながら、継承困難

な状態にあるのだっ

筆者たちはここでの活動を、子どもの!壌はj体験として

始めた。都市部に暮らす子どもたちに、このような風景

を見てほしい。この風景の中でさまざまな営みがあった

ことを知ってほしい。そしてこれらの体験から得たこと

を、新しい社会づくりのために伝えていってほしい。

このような願し、から、昨年度は子どもたちがこの地域

にある自然的な環境を知っていくことに議点を震いた活

動をした。

それは地域のおじいさん、おばあさんの協力を得てf霊

山体験Jf普の募らし体験Jf餅っき体験Jf春の患はi体

験Jと4回に渡っておこなわれた。

今年度はその体験を踏まえて、独立行政法人嬬社医療

機構による助成事業ム千葉県による委託事業に並行し

て取り組んだ。そのうちここでは集落の中でのコミュニティの

-79 

再生を展認した、千葉県と市原市による「生き生き市原

ふるさとづくり j の委託を得ておこなった取り組みをE重

点に報告したい。

活動の舞台となったのは昨年度と符じく、およそ 30

年前からだれも往んでいない主主き民家で、地域の慣わし

に習って呼ばれている「やまとやj である。

2. r製山塾やまとやJ7'目ゲラムの背景と目的

やまとやでの今年度の取り組みは6月の f'l'[山7・レイハ。

寸Jから始まり、 8月の「秘筏墓地大作戦J、10月のは、

草:上自の苦言罵べj、1月「お守発表会J、そして 3月の f竪

ili忍者・お宝を探せ!Jへと続く。

このうち 10月と 1月に現地で行なったことが今期の

報告の中心である。

この取り組みでは、参加する子どもたちの日常生活と、

この集薄に暮らす人々の、子どもたちと同年齢のころの

暮らしぶりの比較である。その方法は、子どもたちが地

域のお年脊りに、自分たちと向じ年齢の演の地域の様子

やそれぞれが思っていたことなどをインクt'-.:l.~するという

ものだ。

このず吋.jAには、子どもたちにとっての事前の学習も

用意されていた。それは子どもたちの親に対して、地域

のお年寄りへのインクtュ】とほぼ同じ内容のことがらをあ

らかじめ弱いておくこととした。

家族の燦模が小さくなった近年において、日常的に 3

2005年住総研f住まいまち学習J実践報告白鈴文集 6



散代が共通の話題を持つことは閤難である。また親子世

代の梼にも時間をかけた会話が成り立ちにくいのも現状

である。そうしたことが社会でのつながりをますます貧

相なものにしていくことにつながっている。このような

現状を克服していくために、可能な限り機会を見つけて

世代織の交流の場をつくっていく必婆があるのではない

かと筆者たちは考えている。そとでこのようなことを意

図的に組み込んだという次第である。

さて実施に先立って、地元市原市の小中学生を対象に

広く呼びかけをした。

しかしこれは子どもたちを対象としたものだけが狙い

ではない。この/0吋7ムを実践していくにあたって、現場

での進行を中心になって扱う脅年~-r-の育成も主主行ず羽

グ、ラムとして組み込んでおいた。

現在の大学生世代の多くが、子ども時代での体験が多

様性に乏しく、生活Mイルもより倒的になってきていたな

どの理由から、広くコミュニトションを形成しにくい状況にある。

その世代の人たちが、一つの体験を過して異なる分野姐

異なる世代間でのつながりをつくっていくことで、それ

ぞれの綴野を広げ、現在の自己を見つめ、そうしたこと

が一人一人のカとなり、よってよりよき社会の担い手と

なっていくきっかけとなっていけばとの想いがあったか

らである。

そのために青年たちを対象にした事前の学習を最初に

行なった。これは委託事業として計画されたもののほか、

筆者たちの日常活動のさまざまな場面でも展開された。

こうして筆者たちの企部を青年トr-たちが実施計衝に

練り上げ、子どもたちが主体的に取り組む実践プロク守%

として実現していったのである。

3 取り組みの経過

①事前の学習

9月 10日および随時金額の目的

事前の学習として、前年度の経過や今年度のスケγュール

とあわせてこの企画のねらい・目的およびその怨いなど

について意見交換がなされた。

ここでは自己の中で体験を深め昇華させ発信していく

ことの意義や、他者との関係伎の中でさまざまな違いを

理解し認め合うことの大切さなどが共有された。また思

いもよらないことであったが、意見交換をしていく中で、

対象となる地域に翻有のコミ五円形成の仕組みがあったこ

とが発見された。地域で育った会画者や青年トゲーの何気

ない会話にあった後述する「じようlむという言葉がそ

れである。

このほかにも事前の学習は様々な機会を利用して行な

われた。

こうして大学生位代の著者者たちが、分野を超えて集ま

ってきた。

②実践実は雨で中止

10月日日の実践を、三百侯の不安を抱えながら迎えた。

折からの台嵐の影響で、このBと雪空白に予定されていた

子どもの参加を 2日目のみとし、天候による計濁の修工E

を行なうためにOE隠者と青年トr寸 1初日に唆地入りす

ることにした。

それぞれの都合に合わせて事前の学習を行なってはい

たが，H 守サミ一堂に会するのはこのときが初めてだった。

その点では慈天候が幸いした。それは、子どもたちの参

加を議日送りにしたことで計画の練り直しをする待問が

十分に取れた上、トゲ回向土のつながりがしっかりと取れ

たからである。

また、企車若者側にも新たな人材が加わった。古民家の

再生などに取り組んでいる女性建築家である。現地到着

後にやまとやの実測調査や潟辺の散策などを通して、新

たな評価が付け加えられた。

こうした柔軟な進め方が、宇目;互の信頼感を醸成し、そ

の後の取り組みを対日fにしていくきっかけとなった。

それまでの取り総みでは、現地入りした青年トター同士

が、当日になって初めて顔をあわせ、状況を把援しなが

ら互いの人となりを知っていくといった状態が多かった。

そのために、 7・吋手7ムを実践していくだけで持織は過ぎ、

せっかく出会った関係、を深めることができなかった。
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もちろん彼らは、このようなず吋.，7トに積極的に参加

しようという気持ちを持っており、それなりの問題意識

があるわけで、また、筆者たち企E覇者との信殺がもとも

とあったという下地を持っているので、出会ったそのと

きからたちまちのうちに打ち解けてしまう。そして見事

にトゲーの役割をこなしていくのだ。

だがここで強認したいのは、それぞれの活動の7ィ→γ

の違いや、専攻している分野を超えてつながっていくそ

のこと自体が彼らの日常iこなかなか見出しにくいという

ところである。

近年、たくさんの若者が環境問題に強い関心を持ち、

可能なところから活動を始めている。しかし、その多く

が仲間内循環系であるために広がりが小さい。そのため

社会の趨勢に結び付けるには相当な時間とカを要する。

活動実績や熱し可思いを持ちながら、社会に出て行くとき

に、その受け皿が社会側jで用意されていないことで、大

学卒業後にその想いを継続できる場がないのである。

これは何とももったいないではないか。こういった気

持ちが並行ず吋や%を組み込んでいた理由である。

さでこの日だが、次第に雨脚が強くなってきた。そし

て近所の人が来た。

「そんなことしている場合じゃないよ。近くの集落では

避難勧告が出たらしい。J

やまとやにはもともと?γォやテレどを震いていない。ま

た、携幣電話も通じないので、いざとなったときにはこ

のような直接の声かけに頼るしかない。

この芦で初めて現状を把握した企画者とH'寸土、大急

ぎで現地を後lこした。おかげで事なきを得たのだが、や

まとやの入り口に流れる)11.土驚くほど潟水しており、ま

たその)11を渡る橋の近くの土砂は、豪雨により挟り取ら

れていたのだった。

この知らせも、やまとやでの活動が地域に認知されて

いる誌なのかもしれない。

③実践ー今度は快晴の下で

10 月 23 日 ~24 自

大幅に日程を変質して子どもたちによるインタピ r の日

が来た。この日も、前回参加した青年H'-からの呼びか

けにより、新たに学生がトゲーとして加わった。

小中学生の参加は 5人。全員それまでの「盟山塾やま

とやJの参加者であった。そのため初参加の学生よりや

まとやとその周辺の事情に詳しい。そこで学生と子ども

のチーム編成は意図的に、子どもが学生をトドできるものと

した。子どもたちがく先輩〉としてやまとやと地域の案

内にまわることで、より主体的な当事者意識を持てるよ

うにすることが犯いであった。

まず、恒例となった全員参加の7イス7吋レイクや当日のスケ〆

r ル確認後、ヘ。了を総んだ学生とともに打合せに入った。

それは、子どもたちが自分の毅から潤いたことを踏まえ

てや9ピr 内容を考えておくという宿題をもとに、地域の

お年よりへの質問内容を決めるというものだ。それを全

員で出し合い、模造紙に整理しながら、できるだけ多く

子どもたちが鶴きたいことを取り入れるようにした。そ

して最後には 20項目に絞られていった。その内容は次の

ようである。

① 皇室号は{可ですか

② いつから住んでいますか

③ その前はどこに住んでいましたか

④ 管往んでいた家にあって今無い物はありますか

⑤ 朝おきる時間と夜寝る時間は何時ごろでしたか

⑥ 昔は何人ぐらいで住んでいましたか

⑦ 好きだった食べ物は何ですか

③ それはどんな時食べましたか

⑨ 何をして遊びましたが

⑬ 秘密基地をつくりましたか

⑧ 好きな行事は併でしたか

⑫ 学校は全校で何人でしたか

⑬ 学校から帰ってまず何をしましたか

⑬ 宿題はたくさんありましたか

⑬ オt1は何時iこなにを食べましたか

⑧ 今好きな事はなんですか

⑫ なぜそれが好きなんですか

⑬ 今}番の楽しみはなんですか

⑬ ここに住んでいていいこと、惑いことは何ですか

⑧ どこかの部震でお化けはでますか

これらを 2チームに分かれて 1日目は3軒ずつやれ，-

して廻ることとした。

集落の調査対象者には、事前にこの集落となじみの

あるMげたちが 1軒ずつ訪問し、慎重に趣旨説明をし

てまわった。

このような集落では一般によそ者を受け入れにくい

傾向にある。引き受けてもらえる人を探すのが実は大

陪題であった。そこで、対象者探しは地減のお年寄り

にまず相談した。その人は、昨年背遊び体重量で「講師」

を務めて以来、今ではいなくてはならない「やまとや

称。寸づとして大活躍の、一人暮らしのおばあちゃん

である。

顔見知りになったとはいえ、いきなりよそ者が彼女

の暮らしの中にしたり顔で入り込むのではなく、ここ

を大好きになった子どもたちに昔のことを教えて下さ

い、とお願いした。その意味では昨年のお鋲つきで、

近所におすそ分けに湿りながら昔のお祭りの様子を開

いていたことが今思のよい下地になっていた。おばあ

ちゃん参謀の指揮の下、無事候補者に了解をとり第一

関門突破であった。

ところでやまとやにはこの日、思いがけないお客様
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があった。

笈の秘密基地大作戦で、市原市役所のまちづくり課

織員が大話線していた。先駆けて、一般公開で行われ

た事前学習の「まちづくりコーディネーター養成講座J

に協力、参加してくれた職員である。彼は当時、何度

挑戦しても採用されなかった市原市によるまちづくり

助成に代わり、今回の県の依託事業応募を勧めてくれ

た人だ。その彼が上旬を伴って訪れた。ほんのずヨットの

様子伺いの筈であったが、そこは管取った杵柄。恭地

づくりにはまってしまったのである。

この職員は前述の養成講座に参加した際に、「行政

が企画したことに市民が参加するというのではなく、

市民が行なっていることに行政が参加させていただく

気持ちを持つことが大切だ。そのために業務外の夜間

や日時霊祭日 iこ出かけていくことは、行政の職員として

今後心がけなくてはL、けないと思う。Jと自己紹介をし

た方だc 行政のキマンとの出漁いであった。

墓地作りが終ねると、皆太喜びだった。そして、子

どもたちの歓声を後に、二人の職員は現場を離れた。

私たち金在留者は、このときの様子を市原市長あての

手紙で報告し、感謝を伝えておいた。

これがきっかけとなり、問、いもかけないお客様とし

て地域情報誌の編集長に伴われ、市原市長がやまとや

に現れたのである。

昨年、 伊昨年と筆者たちがi協力要請のために行政を

廻った際の反応は全く心もとない状態であった。それ

は f農Jといえば農業生産高をあげることであり、「ま

ちづくり jや「里山体験Jも環境整美や植林、植栽が

主流の趨勢であった。

そのような体験をした築者たちは、身近なところか

らまずはやってみるということから始めた。そして幸

いにも千葉県環境再生財鴎の助成により、 rW農』と言

える日本」の最初の 歩を踏めた。その詳締は昨年度

の報告に示した。

助成を受けたとはいえ、事業推進者である事務局や

スグッ7の交通費、人件費はその対象となっていない。こ

れは各地の市民Bl体の活動を不自由にしている。実は

筆者たちもその点の苦労をしながらの取り組みである。

それでもこのようなことを続けようと、筆者たちの

気持ちを後押ししているのは、この地で子ども、若者、

お年寄りが皆いきいきと参加している紛れもない事実

があることなのだろう。

企密する仰j・参加するjJl!)・受け入れる桐1)と異なる来

場の人たちが、ここでの行ないを共有する中で、互い

に励まされ、それぞれの生きるエネルキ~となり、そこか

ら得たものを発信しようとする原動力へとつながって

いる。そういった意味で、行政の変化はその簸たるも

のかも知れない。

さで$長も向行して最初のお宅訪問。やまとやの、

関んぼを挟んだ1トナりさんだ。学生と子どもたちのトム

に建築やまちづくりの専門家がすホロイω として加った。

また挨拶などのお約束も決めた。

しかし、はたして地域の方と子どもたちに会話や笑

顔がうまれるだろうか?はずむ待間は流れるだろう

かつ子どもより実は企画者たちの方が不安を抱えてい

た。これが第二の関門だ。

70代後半のおばあちゃんが姿を現すまで子どもも

学生も少し緊張していた。そしていざイン~t" "-開始。

口火こそなじみのがげが切ったが、子どもから傾に

出てくる質衝に、おばあちゃんの話はふくらむ。 trち
合わせに従い子どもが質問をトド、学生はすホ島}ト。そし

ておばあちゃんの表情も話すにつれ和み、嬬しそうに

子ども時代の話を諮る姿は、聞く者の気持ちもほぐす。

実はこのおばあちゃんは「私なんて昔のこと詳しく

ないからJ午前中やまとやをたずねてきた。それはこ

の方だけでなく、皆さん様に「私なんてj とおっし

ゃる。それで、果たして第二関門が突破できるのか不

安であったが、これは 100パ}セント紀憂に終わった。

結果はどなたも時間j叩 ぜ -0 rもう帰るのかいつ」と

言ってくれたおばあちゃんも。子どもたちは、楽しそ

うにたくさん話してくれたことをとても鴬き主喜んだ。

大人や学生と弾む足取りで帰ってきた。

ところで、市長はどう Lt:治、っ

斉家組I!Iこ注り込み、オン。へ?をi¥l71itていた。こちらも情

報誌編集長が料砕するほど時期トハ-だったそうだ。

f癒されましたJの，言葉を残し去ってし、かれたが、大

勢を集める派手なイヘ"'jトとは漆うこのような絞り総み

に、行政の長が場を共にしたことの意義は大きい。

やまとやに戻った一行は早速インタピ r のまとめをし

た。全員で家康になり、記憶が新鮮なうちに率i.1[な感

想を出し合った。子一どもも学生も大人も同じ目線で言

い合えた。声を拾っていくと、

・γキドキしたけど鰯かなくても」いろんなことを話し

てくれた。
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-イン灯守 r の傾番が決めてあり、皆がお話できた。

.この近くに水車があったんだ 1

・今住んでいる家に思い出がある人もいるけど、すご

く不便と言う人も居る。

・方言語2面白い。ご詠歌の意味がわからない。(今の楽

しみで)

・かくれんぼとかの遊びは今と変わらない。

・昔の遊びは自分の子どもの頃と違う遊び。:Itツも実っ

たのでなくその辺にあるものだった。

・おばあさん遼が認して幸せそうだった。もっと話し

ていたい。

子どもが出て行って老夫婦だけで寂しいんだなあ

このように予想や心配をよそにたくさん答えてくれた

ことへの驚きと感謝は共通していた。

訪れる自分たちには楽しいところでも、実際にこの地

で暮らしを営むには多様な地域談趨が存在する。そのう

えで一人一人の暮らしの営みを尊霊しあえるヘ引の体験

となったのではないか。

2 日岱にはこれらのまとめだ。そして発見したこと、

楽しかったことを地域の方々へお伝えしようと発表会の

提案があり、劇やがストづくりなどの声が上がった。

守康』の記憶をが千にするJのである。 7
0

[1J' 7ムを決め、

学生がけけとずロデュ引を担当することになった。それぞ

れ伎む地域は刻々なので、宿題を出し、殆どOD興劇のスゲ

イルをとることになった。

③お寺発表会

波乱の幕開げであった。現地の企磁推進者である事務

局長の親戚iこ不幸があり、当日彼女は参加できない。強

力なかまど番であるサホ寸}のおばあちゃんも午後からの

参加となったc さらにお寺の住職も急用で不参加。

がッ7も当日の朝にやまとや集合となっていた。そして

午前中にトテインク+やりハ町村を済ませ、午後の「お寺発表会J

を迎える予定であった。

いつもそうだが、東京や横浜など各地から学生、かげ

が集る。だから直前の打合せも不十分で総合打合せは当

日の現地でとなる。そして集合も、各地から車で乗り合

いだ。この日も東京方面の異なる出発地から 4台の]I[が

集った。また乗り遅れた者は電車やハ Zで現地にたどり着

くという、実にかりンゲな展開となった。

今回も初参加の人たちがいた。状況は様々で、以前か

らこの活動を知っており関心を持っていた入、とにかく

見てごらんと事情を良く飲み込んでいない入、そして 3

月に予定している「里山忍者修行Jの77げトターとして下

f可も解らずにいる都会の女性たちはその指揮の下で食事

づくり。お陰で美味ししサンチにありつけた。

心配は出し物。実は最大のアクシデントは主役である近隣の

小学生たちが土曜授業参観日と重なったこと。これはお

正月明け、 3学識が始まった自の学校からの通知でどう

しようもないできごとであった。

主役は発表会途中からの参加となり、まさにぷっつけ

本番。プロデューサーでもあり、準備の中心を担う学生にとっ

ては胃の痛む思いだ。自らも音楽の演奏もあり、大幅に

進行の見積:しが必要だ。だが、この臼参加の小金井から

の小中学生をはじめ、先の下見組みの青年たちも念こ討し

らえの対げとして活躍し、結巣として会場の:!I'c主主が一体

になれる実iこいい展開の「発表会」となった。

この事業i立市原市では初昨ての、県と市民団体との協

働プロシーェクトであった。採択された市内の 8fJl体とで毎月

ブロン寸ヱグト会議が関かれる。ここでの参加効果は大きかっ

た。団体防士の交流や情報交換、活動の学び、行政や広

域的な活動とのつながりも隣けていった。何より毎月の

集まりで麟の見える関係となり、互いの活動を応援しあ

う動きが見えてきた。

見に訪れた表現活動を展開している若者たちである。 また、 rti'農』ど gえる日本j への共感と理解も現れて

緊急事態は初参加組も容赦ない。様子も分からないま きた。もともと市原は広い撲業地帯を扱え、農業の諸問

まがげの…員として役割を与えられる。か?ドっくりは、 題を抱える一万プ 7イトすも高い。そこに農業経験もない都

ずっと参加し続けている中学1年生の男の子が出番だ。 会の者が「農のある暮らしの再評価j と言ったところで
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鼻白むのも当然であろう。そこで、まず知り合い、行動

で示し、徐々に理解してもらおうとした。

この日、県や市の職員、近隣市の脊年務工会議所、市

民団体の方々が、大勢力メ?を構えてお寺本堂に集ったo

こうしてお寺発表会は始まった。プロク事ラムに沿って進ん

だ。始めの挨拶は中 1の男の子から。後はずっと口の中

で言葉を反絡し、本堂のきらびやかな装飾(引を背に

きっちり覚えたとおりの挨拶をしたひ拍手をうけて満足

そう。

次はかげによる寸一員問。続いて別のかげによる音楽演奏。

そして下見組みの即興漫談を緩てようやく主役の議場。

皆、自分のカで文書室を考え、自分の手で絵を摘寺、自

分の言葉で発表をした。やまとや出の体験をつづった子

どもたちの素直な表現は、会場の大人たちに、かつてあ

った記憶をよみがえらせていたようだった。

4 さいごに

昨年度も述べたが、このような取り組みを行なう上で、

人間関係の誠整がとてもE重要なことである。したがって

それには締心の注意を払った。また、ここに集うすべて

の人に、それぞれの役割が得られるように、できる限り

配慮することを心がけた。

結巣としてそのとおりになったところもあれば、想い

と違うとらえ方をされることもあった。しかし、徐々に

地域に受け入れられてきたことも確かなことである。

何よりも「もう役に立つわけがない。」とか「私の話を

機いたって。jと最初は言っていたお年寄りたちが、イン9ピ

ューを受けている途中から生き生きと諮りだし、お寺での

子どもたちの発表を待ち望んでいた様子を5もることがで

きたのは、企臨した筆者たちにとってこの上もなくうれ

しいことである。

街頭祐子

小金井市公民館運営審議会委員

小金井に7レイハ クを作る会代饗

われら7'~~. 2)トin;J、草畑代表

役会教脊iこT遊びj をと楽しんで

ます。

背に渓ればいい。よく言われることの一つだが、それ

は現実的には無理なことである。しかし、こうした行な

いからでも、かつて輝いていたはずの自分を思い起こす

ことができ、そこから地域を愛する気持ちがよみがえっ

てくるのであったなら、参加した子どもたちにとって、

またそれを実践するためにつながった若者たちにとって、

過燥の農村集落に暮らすお年容りからの最大の7'レセット

といえるのではないだろうか。

今年度の取り組みを進めていくに当たって、企画者の

関に出てきた言楽に「じようlめがある。これはこの集

落一帯で日常的に行なわれていた慣わしである。個人宅

の門が接する道端の空間を指す。ここにそれぞれの家で

採れた野菜などを勝手に置いていくというものだ。特に

お返しなどということもせず、そのまま受け取る。

この大権はだれが作ったもの、あのキュウリを作って

いる人は元気だなどといったことが自然に伝わり、それ

がこの嵐景になじんだ緩やかなコミュニトションの手法となっ

ている。

このようなことが再確認や発見されたことは築者たち

にとって得られた大きな宝物の一つである。同様の方法

が他の地にもあるのか、筆者たちの新たな研究テーマと

して浮かんできた。

参考文献
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小学生を対象とした重季の住まい方翻査と住環境教育ワークショップ 岩松俊裁判

若丹禽釧*2

小山洋平*'

f首谷 昌民日判

キーワード 熱環境建築外皮悩悼行動出力意識

1 はじめに

冷房は夏季の暑さを凌ぐために侭の疑いもなく使われ

ることが多い。ところが』冷房を過度に使用すると，い

わゆる冷房病とよばれる健康の問題や地球環境問題を引

き起こす一要阪にもなりうる。これらの問題を引き起こ

すことなく，暑熱環境で4尭適に住まうには3 日射悲蔽や

通風によって，冷房では得難い心地よさを知り】自ら快

適な住環境をっくり出せるようすることが重要である。

伎環境教脊は住まい手が冷房によらない快選な住環境

づくりを行なえるようにする fしかけj である。特に 1

小学生を対象に住環境教育を行なうと，彼らが大人にな

ったときに》自然のポテンシヤノレを活かした快適な住ま

い方が選択できるようになると期待される。そこで¥小学

生を対象に，夏季の生活・健康の現状を把援するための伎

まい方務査と夏季の建築熱環境に関するワークショップ

(以下 WS) を開発し試行した。

効果的な住環境教育の方法を深るためには，教脊の受

け手の振る舞いを良く知る必要がある。人は脳て情報を

処理し，その結果を外部に行動として出力する。したがっ

てp脳の情報処理の特徴に対応させた考察が重要だと考

える。

wsでの参加者の行動については脳のはたらきに着目

した考察を行ない，約5ヶ丹後には wsに参加した小学

生を含む48入について住環境に鑓する意識を調査した。

2 夏季の住まい方議変

練潟区立高松小学校 3~6年生 68 名と板橋i王立板橋

第七小学校の6年生40名の計108名と保護者を対象に行

なったO 表1にアンケぃトの主な項目を示す。主たる調

査結果はIl!Ilである。 a)は冷房設置台数の割合， b)は1

週間あたりの冷房使用E数である。調査家庭の全てで冷

房が行なわれていて》半数以上の家庭は毎日使用してい

る。 c)は保護者からみた子供の冷房の好きk和、を示した

もので r好きJ 少し好き」としづ回答を合わせて!日5%

を占める。 時方で， d)と e) より 3冷房のスイッチを自ら

入れる子供や冷房が効かないと暑さを訴える子供は，そ

れぞれ約 30%しかいなし、。以上より，家庭での住環境の

務整は主に保護者によって行なわれていることがわかる。

f)は夏休み中の生活を， g)は夏休み後の体調を示してい

る。夏休みには児童の 81%が起床・就寝時刻が通常の

-85-

表 1 アンケート誠査の内容

a 冷房設置台数

b 冷房使用頻度

c 冷房の好き嫌い

d 子供が冷房のスイッチを入れるかどうか

e 子供が暑さを訴えるか

1 夏休み中の生活(起床・就寝時刻)

g 夏休み後の体調

h 冷溌以外亡、の暑さの対処法

※a-e，hは保護者を対象に亙休み中に，1，9は児童量を対象に夏休
み後に実施

6台 os 
2.4% 1 .4~ 

I Pし時

12.3% 

a)冷房設舞台数 む)冷房設置台数 c)冷房の好き嫌い
(隠答数82) (翻答数 73) (掴答数 81)

d)自ら;令第のスイッチ e)子供が暑さを訴えるか
を入れるか(回答数 80) (包答数 79)

f)夏休み中の生活
(起床・就寝時刻)

(国}答数 74)

g)夏休み後の体調
(回答数74)

趨 1住まい方競査の給粟
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ワーウショップのプロク、ラムと学習プロセス

1B13 

@主〉
学校内に鍔Lいところと
涼しいところがあるこ
とをイメージとともに
体感そ通じて気づける
ようにした。

2)学校たんけん

a著書さ涼しさ見つけ
学校内に設置した定点的温・湿度!
民射風の有無令輯ヘ体躍する。

b温度マップづくり
調べたことを Al判の学校平面留

に記す。

c現場検範 1-教室ー
改めて定点に行き暑さや涼しさの

原因を考える。

2回目

『

/

こ

し

つ

を

e

h

d

る
持
つ
境
た

h

，
ず
や
し
策
レ

一
鵠
蒜
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唱
由
や
て
を
朗
よ

田

監

園

町

e

h

ジ
じ
留
の
る

H

h

一
過
疎
身
れ

学校たんけんのつづき
d現場検諒E一校庭ー

3)涼しい小さな家づくり
校庭に設置した段ポ}ル紙で密閉し

た寧を涼しくする。

4)発表会
各チ…ムが工5たした点を発表し!

実際に涼しいか体感するc

5) 自治時隣
体躍するなど自由に行動する。

写真2 学校たんけん

m意した家と設震した場所の織子

学習プロセス

tイメージ J
身の潟 E蕪古てところ
と冷たいところがある
ことをイメージできる
ようにした。

到なた・微風沼絵・微風

1)熱郵像クイズ
熱画像を見てどこか当てる。

写真1熱薗像クイズ

日なた風あり

写真3

プログラム

著量2

生活と異なり，夏休み後に何らかの体の不識を感じてい

る児童はほぼ62%に達する。

wsの開発と訟行

住環境教育プログラムは3 方的に情報を与えること

になりがちな講義形式ではなく，体感や体験をE重視して

ws形式とした。表2に本研究で構成した wsのプログ

ラムと対応する学習プ口セスを示す。

まず， r熱闘l像クイズ」では，参加者iこ学校やその屑辺

で擦影した熱画像を見せて， {可が写っているかを当てて

もらった(写真1)。参加者が日ごろ自にしている風景を

熱環境としてイメージできるようにした。

「学校たんけん」では，まず学校内の8ヶ所にあらかじ

め設援しておいた温湿度計の値を読みとるとともに，そ

れらの場所の熱環境を体感してもらった(写真針。温湿

度計で示される数字や熱画像によるイメージと体感とを

結びつけられるようにした。温湿度計を置いた8ケ所は1

日当たり・風通し・冷房の有無を適当に組み合わせて，

それぞれの熱重軽減が異なるように選んだ。

参加者が調べた温温度・日当たり・風通しなどはAl

半IJの学校平面図にシーノレを貼ったり絵をt齢、たりして表

現してもらった。その後， 8ヶ所のうち， ei当たりの多い

ところと少ないところ，嵐通しの良いところと怒いとこ

ろに再び足をi重んぜもらいp原因を考えるきっかけを与

えるようにした。(このことで原因を考えたか否かは後

の考察対象である。)

f涼しし、小さな家づくり jでは，ダンボーノレ紙で密閉し

た参加者が入れる家(爵口 86C醐×奥行き 126伽nnX高さ

1200nun)を用意し局関環域を考慮しながら涼しくする工

夫を施してもらい3 この wsの前半に学んだことを実践

できるようにした。ダンボール紙の家は，硬い紙管で骨格

をつくり，そこに取り外しが可能な板状のダンボール紙

を貼ったもので，容易に隣口部を設けることができる。

家づくりは3つのチ←ムごとにp校庭内でそれぞれ潔

境条件の異なる [a)毘なた・風あり， b) 日陰，相関車， c) 

日なた・微風13つの場所で行なった。工夫のための材

料として1 すだれ a布・紙・ショウロ@霧吹きなどを泊

窓 0，自由に使えるようにした。写真3に用意したダン

ボーノレの家と設置した場所の様子を示す。環境条件の異

なる場所でチームごとに取り綴むことでp仲間意識や競

争意識を持たせるようにした。なお， 3つのチームのうち

1つは建築環境学の専門家で構成した。

wsプログラムは 2003年8月 12・lHIにp練馬区立高

松小学校の3・4年生 13名(12・13日ともに参加が 7

名， 1日隠のみの参加が2名， 2，Hlのみの参加が4名)

を対象に行なった3 また，WSの終了前に参加しての感想、

仁作成された3つの家のなかで一番好きな家とその壊

由を A5半日の紙に書いてもらった。 wsの様子は全てビ

デオカメラで撮影し記録した。

3 
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4 脳の情報処理の特徴

図21ここトの脳の情報処理の過程とその特徴を示す。

環境からもたらされる情報は五官を通して続床へと伝達

されその後，扇挑体と大脳新皮質へと並行して伝達され

る。扇挑体に伝達された情報は，精度i主総いがすばやく

1快Jr不快」のいずれかに判断がなされる。(ここでい

う{快」とは生物が法心地の良さを感じているときに典

型的に現れる情動 r不快Jとは生物の生存が危うくなる

ような不利な状況で典裂的に現れる情動のことである。

これらは喜怒主主楽の情動とほとんど向じむある。)大脳新

皮質に伝達された情報はp比較的長い時間をかけて綴密

に評価され，その結果は扇桃体へ伝達され i快j・f不快」

がj再評価される。扇挑体で rtおと{函値明断された場合，

脳全体の活性が上がり，入力情報の処理が行なわれやす

くなる。そして，入力情報に対する応答として出力するこ

とで脳は学習し結果として，その情報は記憶されやすく

なる。入力情報に対し，情動情報と知覚 a認知情報の処理

が問時に行なわれた場合，同一の情報が繰り返し入力さ

れた場合もその情報は記憶されやすくなる。脳は，自ら目

標を充足する情報に価値を見出し，脳全体を活性化させ

る1)2)。

5. WSの結果と脳の情報処寝の特徴からみた考察

関31土， WS中の各参加者の表情，続線の向き。発言の

活発さの大まかな傾向を，撮影したピデオを繰り返し銭

察して作成したものである。横軸1-;):人数P縦軸は ws当

日のプ口グラムの流れである。表情は，楽しさの基準とし

て笑顔であるか否かを調べ9 笑顔は，文献3)に示されて

いる笑顔の典型をものさしにした。参加者の視線の向き

は?説明者や説明対象の方を向いているか奇かを判断し

た。発言の活発さは， WS の内~に応じたものか奈かを判

断した。これらi品、ずれも集中力や興味の度合いを表わ

すと考えた。

なお?説明者は wsのスタップとし説明対象は， WS

F用意した熱画像1 学校たんけんの言問盗粟!務易I晶}湿度計，

吹流し， Al判の学校平面図ヲダンボーノレで密閉した家，

工夫のための材料とした。発言として取り上げたのは}

E射や風 1 環境調整に関わる発雷・会話とした。

笑顔である参加者は， 1担目よりも 2日巨の方が多い。

視線の向きは， 1日巨の終盤の現場検証①で少なくなる

傾向にある。 2日目はws終了まで発言が絶えずあった

ことがわかる。以上から， 2日目は， 1日自に比べて参加

者の楽しさや興味・集中力を{足す婆素がより多くあった

と考えられる。

写糞41土， r涼しし'/J、さな家づくり において完成した

f下品である。 a)は主に日射遮蔽が考慮され， b)は通風が

考慮された。 c)は専門家チームの家である。 3チームと

も周囲環境を考慮した家が完成した。

表3は1家づくりで各参加者が始めに行なった工夫を

扇桃体

1iiJ2 s崩の情報処理の特徴
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人数[人]
図3WS中の参加者の表情・視線の向者・

発言の活発さの傾向

尽なた・底あり 日陰・微風 日なた・徹底

写真4 完成した家の様子
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家づくりで各参加者が主に行なった工夫表4家づくりで参加者がはじめに行なった工夫表3

:i:に行なった工夫参加者28尽のみ参加1日白から参加

家に撮ロ部をつくり，すだれや網を取りつける。
家由中にずンボーんを敷〈。
青いビニールを入ロの上に取りつける(視覚的な
涼しさを得る)
軍に吹流しを取ザつける。
軍の入口にうfンボーんを結る。
家に関口部をつくり?すだれや鱗を取りつける。
ジョウロを使い?家の閣りに木をまく。
霧吹きでホを家に吹昔つける。
援椴に傘を取りつける。
厚紙を使いl 入口にlItを取りつける。

A

C

F

 
G
H
l
J
K
L
M
 

J曹の申にダンボーんを敷く
K軍の中lこスノコを霊〈。
L農根i二かさを取り付ける。
M撃の中に風鈴を取り付ける。

工夫参加者

A すだれ。績を取りつける。
C 家の中にうfンボーんを数〈。
D すだれを取りつける。
F すだれ・鱗を取りつける。
G 家に吹流しを取りつける。
H 入口iこダンボールを貼る。
! すだれ=網を取りつける。

工夫参加者

家づくりでの参加者の会話

K 自の位置が変わった。
スタッフ じゃあどうしょうか?

M ここを掃くようにして，ここを上げてみて日。
(入口の底を取りつけようとする)

スヲッフこれはどう?(庇を斜めにする)
L 壷わってないと思う。

(家田中で臼が入っているか確かめる)
M， (斜めだった疫を検にする)
L 横はいいかも。

スヲッフこれは僚のためにするの?
K 自縫にするために
M 重だから少しEが入っていたiまうがいいと思う。

普段はこうしておいてl 暑くなったらこうしよう。
(入口の網を状況にあわせて開閉することを提案)

村 (鹿の績にゲンボールを取りつける。)
L， (入口の織を恋先端1こ付けなおす。)

参加者の感想(抜粋)

感懲

表6

参加者

H 

表5

1日目と 2白目ふつ沼とも援しい行事などがあっ
ておもしろかった。
12日は暑い場所やすずしい場所はどうしてすずし
いかわかってよかったL，I:1臼はいろいろくふラし
てすずしいおうちをつくったし 1 ほかの家のすずし
さがわかってよかったです。
きょう来てよかったです。家をつくったりしてたの
しかったです。
すだれなどやくにたつものがつかえてよかった。
いろいろすずしくするためにいろんな子たちとそ
うだんしてた由しかった。

G 

参加日ごとに示したものである。 1日目から参加した参

加者は， 1昌風の工夫をする傾向があるのに対し， 2 fl目だ

け参加した参加者は2家の装飾や座るための工夫をする

傾向があることがわかる。 WSlS自の熱画像クイズと

学校たんけんで参加者自らがつくったイメージが 2S1'1

の家づくりで反挟されたと考えられる。 1日目から参加

した参加者は熱環境をイメージしたり体感したりするこ

との繰り返しが多かったため2 強い印象となっていたと

考えられる。以上より，開発・試行した WSは効果があ

ったと考えられる。

表4にP 家づくりにおける各参加者の工夫のための主

な行動を示すっ参加者A'I I土，家に関口部をつくり，す

だれや綱を取り付けていた。このように3参加者市は様々な

材料を使用し，自分の行ないたい工夫を自ら手を動かし

完成させていた。参加者l丸脳で自様の設定がなされ，そ

の呂標を充足するために脳全体が活性化していたと考え

られる。様々な材料が用意されていたことは，参加者の目

標を充足するために】「快」の判断をもたらす条件として

重要だったと考えられ，工夫を実践することが学習効果

を上げたと考えられる。

表51土，家づくり中の参加者の会話を抜粋したもので

ある。参加者は，他の参加者とコミュニケーションを取り

ながら， ( )内に示すように1 より良い工夫を行なって
J 

K 
M 

一番好きな家に専門家チームを選んだ理由7
一番

表
一
柳 理由

A 

制

えんとつとかかベをニ重にしたりしたのがすごいく
ふうだと思いました。
Fえんとつjとか Fやねをニじゅうにしたjこととか
よくくふうされていたし入ったときすごくすずし〈
て クーラーみたいだった。
家の屋根にえんとつをつけたり ι かベを二重1こした
り いろんなところにくふうをしていてすごかった。
家のかベを 2まいにして!あいだからホをさしこむ
と かベがつめたくなったり?寒気の出口などがすご
かった。
家的E重視をつめたくして涼しくしていたから。

H 

K 

いた。参加者は，他者と f快」と判断されるコミュニケー

ションをとり，それによって脳が活性化し入力する情報

とその応答出力が促進されたと考えられる。

表6にWS終了時に得られた参加者の感想を示す。参

加者Jは r家をつくったりして・・.jと家の工夫を行

なったことを挙げ r楽しかった」と記している。他の参

加者も同様の傾向であった。参加者は楽しみながら工夫

を行なっていたと考えられる。家が涼しくなる工夫とい

う情報は，楽しいという情重刻育報が加わって強い記憶と

なったと考えられる。

参加者1;1:，専門家チームは家の照りに水をまいて蒸発

する際的冷却効果をねらった工夫をしたが，それを他の

参加者が見て自分たちの家でも試してみるとし、う様子が

見られた。 WS終了時に 番好きな家とその理由を参加

者に選んでもらったが，そのうち5名が専門家チームを
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夏に践する絵古文に毘られた環境識整婆索
(回答数48)

/....J 

Jιi 

日震自
陰上家

発
壁電
笛
緑
化

Aさんの回答

Li 
散う冷
水ちた

わい
飲
料

図4

童話5

菱

エ
ア
コ
ン

家庭での環境調護手法
(隠答数 34)

隠 6

エ
ア
コ
ン

[人J
35 

20 

10 

5 

。

30 

25 

15 

選んだ理由を表7に示す。参加者1I丸「屋根にえんとつ

をつけたり・・・」と z専門家チームの工夫をよく覚えて

おり，また rすこやかったJとしづ驚きの記載もある。悠

の4名も同様であった。驚きという情動情報と見たり触

ったりした知覚情報が同時に入力され，強い記憶となっ

たと考えられる。これは専門家チームの工夫を「快j と

判断し模倣するという f快」な応答を示すことにつなが

ったと考えられる。

6 絵と文から見る住環境に対する意識

WS実絡の 5ヶ月後に2参加した小学生の意識に WS

の記憶が残っているか否かを知るために，意識調査を行

なった。調査内容は夏と冬のそれぞれで「気持ちのいい

家」を，筆者らが用意した A3判用紙に，絵と文で表現し

てもらうものである。絵が苦手な子供は文だけでも良い

ものとし，色などの表現は自由とした。

調査は 2004年 1月下旬から 2月初旬にかけて，練馬区

立高松+~，詳校の 3 ・ 4年生の!毛堂 48 名を対象として行な

った。この 48名には， WSに参加した児鼠9cj'， (2日間

参加が6名， 1日告のみ参加が2名， 2日目のみ参加が 1

名)が予言まれる。

筆者らは，)[季の WSや夏休み前後のヒヤリング調査

を通じて子供たちと顔見知りであった。そのため，今回の

調査は?子供に筆者らの存在を意識されないように，授業

の一部やエコクラブ(環境省が支援している環境活動ク

ラブで，高松小学校では 1999年に石川夜彦先生が立ち上

げた。)の活動の中で行なってもらった。高松小学校で

は， 2003年6月に】校舎屋上(1教室分)の緑化方1行なわ

れた注目(主草案針。エコクラブの児議iま， 6月29日に活

動の燃として屋上一緑化の作業に携わった。その後1 エコ

クラブの児童l丸環境にかかわる 2つの展示会でs屋上緑

化や WSに隠する発表を行なっている出〉。

表現された絵と文

子供たちの表現の仕方には個人差が見られたが，秘密

慕地などのような環境務整lこ隠線しないような絵を撒い

た3名を除き，それぞれが「気持ちのいし、家jというテー

マで表現してし、た。夏の凶答では， 45名がエアコンやi盈

風・緑化といった環境務整に隠して絵や文で表現した。

図4にー伊jとして，WSIこ参加したAさんの回答を示す。

Aさんは， WSの涼しし、小さな家づくりにおいて，写真4

b)に治した家づくりに参加した経験がある。この絵の家

は関口部が多く設けられ日かげのところに家を作るJ

との記述があった。このような表現をしたのは WSで作

成したダンボーノレの家が強く印象に残っていたためだと

考えられる。図5は7 夏に濁する絵と文に見られた環境機

撃の主な要素について絵や文で表現した人数を示したも

のである。 i凶9名の子供がエアコンに関してt詰郎し
環境調整に関わる要素の中で最も多かつた。 f気持ちの

いい家」から連想するものとして3 子供たちの怠識にエ

7 
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アコンが定着していることがうかがえる。これは3 全て

の調査家庭にエアコンがあり，調査対象の子供の約 85%

が冷房が好きであるとしづ結果(図 I参照)と整合する。

エアコンの次に多く見られた絵や文での表現l士会通風と

扇風機で》それぞれ 13名であった。 48名の児童の保護

者のうちp 夏季の住まい方アンケート調査に回答してく

れたのは 34名であった。これらの家庭で行なわれてい

る環境務整手法の割合を示したものが図6である。環境

調整手法として r宏、を隣ける」が 30名溺風機を使

うlが 29名と高い割合を示している。これらのことか

ら3 子供たちが捉えている住環境は9 家庭の環境が土台

になっていると考えられる。

図71土C君の回答である。この絵の屋根と撲は緑で描

かれ屋上緑化が表現されE すだれも誌かれている。この

ような屋上緑化や壁面緑化，またg 緑による日射悲蔽に

ついて表現したのは8名で，全てエコクラブの兇重量であ

ったO 写真61土展示会 (12丹に行なわれたエコブロダク

ツ展)における発表の様子むある。緑化に関して表現し

たのは，屋上緑化の作業に携わった体験や 12月の展氷

会での発表に向けて活動内容をまとめた作業が，子供た

ちの印象に強く残っていたためであると考えられる。

エコクラブ以外の児童は1 度上緑化が行なわれた事実

は知っていたが，それに隠して絵や文で表現しなかった。

また3 すだれを表現した児童が6名いたが?彼らはすべ

てエコクラブの児童であった。これは 2003年6月下旬

に行なわれたエコクラブにおける自然の涼しさについて

学ぶ活動で，教室にすだれを設けたことが隠係している

と考えられる。エコクラブに所属していない児滋は】教

室にすだれが設けられているにもかかわらず，すだれに

関する表現を何もしていなかった。よってp これらの子

供は，すだれの環境務整機能について目齢、印象や理解が

なかったと考えられる。

以上のことから p 子供たちが実際に手を動かして体験

したり，その体験したことを発表したりするような強く

印象に残る情報や，発表に向けて資料をまとめたりする

中で繰り返し入力される情報が意識形成に重要な役割を

果たすことが確認できた。

なお，自家発震のことを表現した児童が5名議気{'C

を安くするJ エアコンは環境に悪し、から使わない」など

のことを表現した児童が 6名いた。このことは，子供た

ちの意識が環境問題に向いていると考えられる ;弘知

識が先行していて実感を伴わないために生まれた表現で

あったと考えられる。

*2株式会社ノダ(当時武蔵工業大学大学院大学院生)

*'武蔵工業大学大学段 大学院生

*4武厳工業大学教授

図 7 C君の回答

写真5 震上緑化iこ参加する子供たちの様子

写真6 工コブ口ダウツ援で発表する子供たちの穣子

く注>

1) 潟松ノj、学校は 2002年度半ばより，資源エネルギー庁の fェ
ネノレギー教育実践校」として認定された。このことを背景

として!ヱコクラブで盤上緑化をしたいという要望が実現

に至った。

2) 1つは(独)新エネルギ} 産業技術総合開発機構， (社)

産業環境管理協会，日本経済新間社の工コブロダクツ展

(2003年 12Jj )，いま 1つは東京都主催の TOKYOこど

もエコまつり (2004年2月)。

く参考文献〉

1) 日本物理中会(松本先輩任編集) 悩心コンピュータ 7

丸蕃， 1996， 

2) 松本元・小野武年共編情と意の脳科学，培風童i'i， 2002。

3) 困問正秋著作集人体美学上巻一美術解剖学を基礎として

，現代社， 1992。

不 1武蔵工業大学大学院大学端eE

通面画面h 専門の建築環境学でi之低エクセルギー
轟堅男役 f の利用方法について研究中。欝速して{主ま
『聾訟j いと環境に関するワークショップの企

a艦基a勧 箇岨営{こどものためのオープンハウス)
にも携わっているU

90- 2005年住総研f住まいまち学習j実践報告・輪文集6



つくってみよう!夢の家

~子どものための住まい量購十ワークショップ~

一子どもの居場所と家族、そして住まし、

浅見美穂ず2

岩金朗子*'

角栄子叫

児玉達費丹*2

佐藤塁紗叫

関口佐代子，1

野地春子総

氷室敦子*'

松本 若者子d

キーワード 子ども・家挨“住まい・居場所固未来

聞はじめに

神奈川県建築士会子どもの生活環境部会は、平成6年

に女性建築士が集まりスタートした勉強会から、男性部

員も加わり活発な活動を行う現夜に至るまで f子どもの

居場所Jに関わる爾資やワークンヨツアーなどを中心に行

って来ている。当初の患いは「バリアフリーなど安全面

を重視した高齢者にとって窯ましい住宅が注告される中、

平坂な高齢者に配慮された家というのは子どもにとって

も楽しい家なのだろうかJ という疑問から、子どもにと

って魅力ある住まいや環境を探ろうというものであっt=o
平成 11年に f子どもの居場所はどこにあるのかつ(1 ) 

~公層調査........Jを、また平成 12年には「子どもの居場

所はどこにあるのかつ (2)~放課後調査~J を行ったo

平成 13年には「子どもと地域との関わり調変j として

世代にわたる調査を行うことで子どもの居場所の持代に

よる変選をさぐることを試みた。

子どもの生活環境を内{制から外へ、地域へと視点を広げ

ながら調査や考察を重ねた結果、子どもの室内遊びが増

えたことや、治安の問題から外に子どもを出したがらな

い親が増えてきたこと、地域活動への参加は親の考え方f

の影響もあることなどにより、子どもを取りまく社会が

今大きく変わろうとしているという思いに捕われた。

現代はまさに、住まいのあり方や、家族関係のあり方を

考え直してみる時期にきていることに気づかされるU

家の中で子どもの居場所はあるのだろうか、子どもにと

って心地よい空穏とはどのようなものだろうか。

大人から与えるのではなく、子ども議自身が自分の居場

所を考える必要があるのかもしれない。自分と家族、家、

まち、はどう繋がっているのか。子ども達に考えて欲し

いという瀕し、から、平成 15年に始めて子どものための

住まいワークショップ、題して「つくってみよう f夢の

家」を開帳した。子ども達に「家ってどんなものだろうJ

と考えることから、住まい、家飯、地域へ目を向けるき

っかけづくりにしてもらうことをワークンヨツプの中心

にすえ、決まった答えや1E解があるわけではなく、自分

が楽しい、おもしろい、素敵、と思うことを表現する手

法として模型作。を取り入れた。今年度(平成 16年度)

はさらに活動の場を広げ、小学校や学童保育などでのワ

ークショッフqや出前授業の体験も重ねることができた。

八重野みどち本2

本稿は今年度の主なワークショップ4つ…1藤沢市青少

年協会 かもめ学童クラブ fこんなおへやにすみたいな

~つくってみよう ぼくたち・わたしたちのへやj住ま

い設計ワークショップ 2川崎市営前市民館 f第二回つ

くってみよう 1 夢の家~建築家になろう ~J 住まい設計

ワークショップ 3藤沢市立新卒料、学校旬、っしょにく

らす~みんなで建築家iこなろう ~J 総合学習出前授数

j 11崎市斉青少年創作センタ… fつくってみよう?夢の

家i家の模型作りワークショップ全4回講座ーについて

報告するものである。

翻自的

子どものための住まいワークショップの目的は「子ども

に住まいを考えることを通して、自分の家族、家、そし

て地域やまちの環境にも患いをめぐらすことを体験して

もらう Jということ Fあるο そのために、 f夢の家j 模

型づくりがワークショップの流れの大半を占めてはいる

が、どんな家に住みたいか、を考えるにあたっては、自

分の今の家や家族、居場所に対する患いを言葉にしたり

番いてみる作業を取り入れている。また、 1軍殺や地域の

康史にも想像力を広けやるために、 t世界の家の紛介をした

り、古民家の見学をプログラムに取り入れる工夫をして

いる。

翻ワ…クショップの実践

( 1 )藤沢市青少年協会かもめ学童クラプ

fこんなおへやにすみたいな~つくってみよう

ぼくたち・わたしたちのへやJ

対開象{桂学日年
平成16年8月17日(火)午前 2持制

小学校1年生へ 4年生

参加者 27名(男子 17名、女子 1()名)

形態 異年齢共!司作業

4、5人の組み合わせでの6グル プ

手詰: 世界の家/模型製作

材料 スチレンボード、燦材、紙粘土など

<構成>

1世界の家の紛介 世界の家の絵が描いてあるパネル

を使い、暑いところの家、寒いところの家、移動できる
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家、地下の家など気候風土の違いにより思いもよらない

形や構造の家があること知ってもらい、子ども遼が想像

力を働かせる準織体操とする。低学年対象なので言葉や

説明の仕方を平易なものとした。

2グループごとで話合い グループのメンバーで住む

部屋としてどのようにしたし晴海をグループごとに自由に

発想し、決定していったo '00の部展」というテ-7

を決めることを促す。

3模型製作 各グルー7'ひとつずつ、あらかじめ用意

されたカット済みの部屋の部材を使って部屋を総み立て

る。部屋の形はL字裂や八角形などグノレ プで同じ物は

ない。窓や出入り口などを切り抜いてから部長重が完成。

内部の作り込みのために寸法の毘安となる紙粘土製人形、

犬、スチレンボード製家具などを配るο 子ども逮はテー

マに沿った部屋に必要なアイテムをスチレンボードや各

自持って来た空き箱などの箆材を使って製作。(写真

1-1) 

4発表 グループごとにテーマや工夫した点を説明し

ながら商品展の模型を発表。(写真1-2)

<感想>

・世界の家の説明を輿1味を持って一所懸命毘いていたの

が印象的だった。後の部屋の構想にも影響があった。

グループの中の人間関係に学年による上下関係が見

て取れ、作業の穏わり方に影響したと思われた。

設定を部屋としたため、中のカーテンや家具などの

インテジア中心の作業が特に立子lこ目立ったが、中

には屋根を擁してドームにしたり墜をつけないで広

げたりと発想の広がりが非常に楽しい物があった。

( 2 )川崎市宮前市民館

「第二関 つくってみよう夢の君主

~建築家になろう-J

開催日 平成16年8丹27S (金)

午前~午後 7時間

対象学年 小学校 3年生~6年生

参加者 44名(男子 29名、女子 15名)

形態 学年阜地~IJ 個人作業

7、8人の6グループ

手法 ノくースディチェーン/世界の家/ワーク

シート/設計図/模慰製作

材料 スチ νンボ ド、強泡スチロ ノレ模型材

料、合抜、建築仕上げ材料、廃材など

<構成> (図2---1)

図2-1 ワーウショッブ流れ民

1 ウォ ミングアップゲーム 児童、スタッフ全員参

加でハ スディチェ一一ンというゲームをやり、身体を動

かしてリラックスする。全参加者が言策を{吏わずに手ぶ

り身ぶりで誕生日傾lこ輸を作るゲーム。終了した所で鱗

番に自己紹介し、グノレ…ブに別れる。

2世界の家スタンプラリーと紹介

世界の家の紹介の前に、 6枚のパネノレが祭場し、それぞ

れに「暑いところ氷の地方」などの気候風土が写真

写真 1-2 ねこやとりと住む楽しい曹 と共に説明されている。子ども達はグルプごとにパネ
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ノレを巡服し、自分で fここに住むとしたらどんな家がい

いかつj とアイデアを付婆に書いて貼って行く。アイデ

アを出した子どもはスタンプラリー台紙に貼るシーノレが

もらえる。全員が6枚のパネルを廻り終り、アイデアが

出揃った所でおもしろいアイデアを紹介しながら、実際

の地主主主の様々な住まいについてスクローンiこ映し出さ

れる写真や絵を身ながら説隣を行った。

3りークンートふ開催目前lこ撚待状とー絡にワークシ

ートを送っているい (1翠 2---，z)そこでは今の自分の家を

思い浮かべて印象を常葉にしたり、好きな場所はどこか、

大切なものは何か、などを考える設慌に思いを著書き込ん

だ。そして会場では自分の事の家はどんな家がいいか、

誰どどこに伎みたいか、{可がしたいか、など惣像をふく

らます問し、かけをし、自分の言葉 E書いていく作業を行

った。正しい答え、間違った答えというのはなく、ひと

りひとりの表された物を大事にしながら模型製作への流

れに繋げる。

， 糊機 織zlk括通説二;ごで:)1
f 札機開講隅蝉樹九一一一一一一一一一一一一一一……叩一一 i
j 忠誠鎗悼時暫駕持容鞍脱輪:~l'::""'"一一一一………ー吋一一一-1
i私斡 $ 

図 '-2 ワークンート剖

4設計図作成 まとまった考えを形にしていく。テ-

7 を検討しながら、自由な発想で摘いていくことを目標

とする。各グル プ担当のスタジブは子どもによって、

なかなか進まない場合にはチーーマを言葉iこしたり形にす

るのを促していくつ

5模型製作 ひとりひとりが設計闘を元に自由な発想、

で夢の家の模裂を作成した。発泡スチローノレはとートカ

ッターを使用し、大人スタップ山手を借りながら作りた

い形にカットしていくことができた。議泡模型材料には

円柱や角柱、球形などきれいな形の物も数多くあったが、

自分で切り出す発砲材の踏まりの方が人気であった。

6発表 発表は--つの手法によって行った。まず模裂

が沌成した子どもからひとりひとりをスタッワがインタ

ビューする方法をとった模取の製作意図や工夫した所、

問機のポイントなどをglJの会場で丁寧に聞き取りした。

どの子どもも雄弁に時間をかけて説明してくtLた。この

ことから、書肘下活動iと{半い、そ止しにかける患いをじっく

り聞くということは士ても葉嬰であると認識を新たにし

た〉また、みんなの前子発表することの重要さも否めな

い。そこでもうひとつの強表として、子ども連全体が以

来上がって来たところで、グループごとに見せあいなが

ら自分の家にキャッチアレーズをつけ、その 100の家j

という名前を全員の前で発表した。最後はお互いの作品

に対する扮手で締めくくった。(写真2-1)

<感想>

-頭を使う前に身体を動かすのはとても有効であった。

初対面の子関士でグバ{プ行動をする場合には既成のカ

僚係がないので均等にチャンスも与えられるが、そのE正

面、{自の子どもとの繋がりに欠ける衝があるが、その欠

点を補う役目にもなっていると窓~，:bれた。

・世界の家スタンプラジーでも歩き回ることでコミュニ

ケーションが取りやすくなり、スタッフとも競鎗lこ話す

機会が与えられた。 1暑し、J 寒し、jの{自にも f続戚3

00入で{主むにはj 動物と移動しながら住むにはj と

いう設定に子ども遼の殺かな発想、のサ掃を向うことがで

きた。実際にはどんな家があるのか、という七世界の家の

紹介では長時間にも関わらずほとんどの子ども達が集中

して見ることができていた。自分のアイデアが実存した

り、盟、いもよらない形体が出現したりしたことで、あき

ない展開にすることができたようであった。

・ワークνートの記入から設言十周作成ではグノレ…ブρごと

の机の上の作業となった。各グノレープには学生スタップ

の担当もっき、声をかけながら楽しく進められた。設計

図をしっかり時間を取って描く事は、自分の作りたい家

への考えをまとめることができ、ポイントを決めて取哲

かかることへの準備となるので、このことが、模型製作

がスムーズに進む要因となったといえよう。

・模型製作では、模裂材料の大きな発砲材が活躍した。

とートカッタ…も大濯を2台、係りの大人を固定して対

応したため、子ども遠の要望にかなり答えることができ

た。昨年度は住』げ材が多種あったため、造形よりも仕

上げに凝った模型主が多かったが、今回は仕上げ林は少な

くした影響からか、構築型が多くなった。臨機応変に材

料を駆使して工夫している様子が大変多かった。

・子ども達は獲を挟んで7時間という長い時間にもあき

ることなく、模型製作まで取り組む事が出来ていた。家

族や家lこ対する足、いをその子どもなりに表しながらの力

作揃いの先成品は伝巻であった。
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をど事 lまいつ-.，今週吹プ fつくって些ょう!童書の議J..... 建築家にな査室時
今量事時差E紘み鍾ネ母一日1:::11陣織昔話11i堕盤において子1:'色弱Ij梯住まいつータツヨヲプを綴様しました⑮

f導的留置j除すばらしU発銀t:アイデア1::あふおた色櫓鉱かりでした.

旗本来lI:lI:JI<でぢました 1傑作作品集旗本旗本本米

写真2-1 宮前ワークショップ

(3)藤沢市立新卒料、学校/新林公歯内 !日小池邸

「いっしょにくらす夢の家

~みんなで建築家になろう-J

開催日 平成16年10月28日(木)午前 2時間

11月 4日(木)午前 2時間

対象学年 小学校5年生( クフス)

参加者 39名(男子 19名、女子20名)

形態 向学年共同作業

4、5人の組み合わせでの9グループ

手法 古民家見学/世界の家/ワ クシト /

設計図作成/模型伊良作

材料 ダンボノレ、廃材、新J粘土

<構成>

1古民家見学 小学校に隣接する新林公園内に移築保

存されている rI日小池邸」にて見学するポイントを説明

しながらグループごとに見て怒った。昔の家の特Eまとし

て f土問・かまどj いろり J かやぶき屋根 r障子、

換、格子戸、板戸などの建具J r箱階段式合J 釘

隠しJなどをヒントを与えながら実物iこ気が誘くように

促してし、った。歴史的背策や地域性、家の格などにも触

れながら、現在の家左大きく違うことを学習した。

(写真3-1)

写真3-1 I自小地邸の晃学
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2世界の家 日本の昔の家を取り入才しながら世界の

様々な地域の住まいについて紹介した。

3日本の住まいクイズ |日小池部で実際に呂にした臼

本の住三いの特徴についてクイズ形式に問うワークシー

トをfiった 日本家康的絵に l床の間 1 椀マ 「ド章子

f縁側 l 簾 iなどが掛かfLていて |知らない/知っ

ている/使[}たことがある又は身近なとこんにある I (7) 

三寸志 .t)}謹択寸るアンケート土f式である。見て来7ポイ

ント(こj事務セせ“ている。([詩:5]) 

額 3-] 住まいクイズ「日本のいえj

4設計凶作成 各グ/レブごとにこのメンバ でー絡

に住むと考えて「仲間と 絡に暮す家;を考える代話し

合いながら「し、つ(今か、将来か) rどこに r何を

する」家にするか、という考えをまとめていった。

5模型製作!ダンボーノレを中心に各家庭で集めて来た

としづ絡や木切れ、毛糸など多彩な材料を駆使してグノレ

}ープごとに模型を製作した。模型を作るにあたって、縮

尺を意識させるために各グループに 1120の紙粘土製人

形と同縮尺の家具を表した型紙を参考として配布し士。

(写真3-2)

〈感想>

・グループはクラス内ではあるが、くじで決められたた

め、話し合いがスムーズなグル プと進まないグループ

とでばらつきあった。グループの共間作業の難しさが感

じらtした。
• 1日小池邸では今の家との違いには敏感に気がつき、活

発な意見が出ていたが、日本の住まいの特徴については

し、かに身近ではないか、がクイズ形式のワチクシートで

明らかであった。世界の家の紹介と同時に日本の家のこ

とも取りヒげていく必要性は非常に大切だと思われる

写真3-2 在アイスの章 a 有海も山も館も近い草

(4) J 11崎市青少年創作センター

「つくってみよう t夢の家

~家の模!Ji!lづくりワークショップ~J

開催日 開催日 平成16年

10丹3Hl (日)午後 2時間目

11月 7日(日)午後 2時間

11月14[:1(日)午後 2待問

11月28日(日)午後 2時間

対象学年 小学校1年生-6年生

32名(男子 12名、女子20名)

形態 f語学年 f薦人作業

5、6人の組み合わせでの6グループ

手法 世界の家/紙人形作成/設計図作成/模

型製作/(地震と建物の話)

材料 スチレンボード、紙粘土、その他

<構成>

全4協のシリーズとして構成。

第一回 「自分の作りたい家を絵にするj

l世界の家 世界の家の特徴的なパネノレを展示し、グ

ノレーブごとに担当スタッフと見てまわる方式をとった。

自由に見られることと、身近な大人に質問できることが

メソットだったと E言える。

2ワ}クシ ト 現在的自分の家を見つめ直し、夢の

家のf再怨をたてる方向性を見つける。

3. 1120 0)人形の製作裂紙を参考にしながらこれから

作る家の模型の住人を想定して 1/20の人形を紙粘土で

作った。

4設計図作成 自分の作りたい夢の家の設計図を自由

に描いてし、く。テーマを決めて rooの家」とキャッチ

フレーズをつける。

5発表 グループの中で自分の設計図を発表する。グ

ノレ…プメンバーの作品も観賞する。

6.1宙I!!lプリント 次の閉までの一週間という期間を有

効に使うために f家の人lこ意見を開く J 模型の構想を

たてるj などをひとこと書いてくる宿題を出した。

第二回 「基本の模型を作るJ

l説明 基本の模型は型紙を元にしてスチレンベーパ

をカットすれば組み立てられる。中2階のある切り妻

屋根の家で、一方の壌がない設定としている。これをこ

のまま作っても、型紙を利用して変形させても、また全
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くgljの形lこチャレンジしても良いことを勤解して、自分

の作りたい形を決めた。(写真4-1)

2，模恕製作 設計図を元にどうしたら思うどおりの立

体に作っていけるか、スタップと格談しながら方法を模

索してし、く G スタソフは各グループに二人以上っき、き

め細かい対応を心掛けた。前阪i描いた設計図はグル ブ

ごとに撲に貼り出した。{世の子どもの作品で崩i激を受け

ることを期待し、またe分で確認しながら作業が進めら

オもるようにからそのような首山意がなさjもた。

3写真撮影 模型製作の途中経過を撮影した。子ども

達が各自持ち帰るワークンートに貼り、記録を作る。

4宿題プリント 途中の様子を写真で家族iこ伝えて感

想を関くこと、模型材料の工夫などを次泊までの宿題と

した。

第三回 「模型の仕上げをするj

l模型製作続き 大体の構造が出来た模裂の仕上げに

かかる。家具や造作にそれぞれのアイデアを軍基り込み、

特徴が顕著になってきた。

2写真撮影途中経過の記録。ワ クシ トに鮎った0

3宿題プリント 完成に向けての材料を複してくる。

第四回 「庭やアプローチをつくる/街にしよう j

l 模裂製作続き 完成に向けてつく哲あげる。

2，発表 ひとりひとりが昔労した点や工夫などをキャ

ッチフレ ズ :00の家j とともに発表した。最後

に広いホーノレで全員の模型を並べて街並を作った。

3" '写真撮影完成模型の記録。

<感想、>

・低学年が多かったため、スタップの対応iこはきめ細か

さがかなり婆:;lとされた。参加した子ども 32名に対して、

各国のスタップは平均17、8名という手厚さだった。

ー特に初回及び二回目は模型の基本となる部分を作る作

業だったため多くの人数を必要とした。

-創作センターとしづ会場正性絡上、模型の作成lこ重点

を置ながら、その属辺のソフト部分、家族や住まいと自

分について考えるきっかけを与えることに工夫を凝らし

た。ワークシートや宿題プリントの活用もその端とし

て枕憤付けることができる。

-多くのスタップが毎回多少の入れ替わりをしながら4

凶の連続講座を行うという点において、かなりの系配を

必要とした。ワークショップ開始前のスタッフ全員によ

るミーティング、グバーブ担当が毎回最後に記録する引

き継ぎシートなど、工夫を重ねた結果、このようなワー

クショップが実現できたものと考える。

完成した模型はグループごとに特徴が異な哲、基本の形

米2神奈川県建築士会

子どもの生活環境部会所属

の模型を作号、内部のインテリアや外装などを作りこん

だグノレーブ、全く島出な形でのびのびと「夢の家Jを製

作したグノレ プなど、影響しあって傾向が出たと推測さ

れる。

写真4-1 上設計図作成中

下子ども漆とスタッフ

盤考綴及び今後の課題

我々の活動は子どものば紫や絵、作品から、現夜の子ど

もたちの生活感や家族感、主主問の捕らえ方などを知って

いきたいという願望が核となっているが、そういった意

味で本ワークンヨツプを振り返ると、 r人で作るi型

は単伎が自分や家践の家が大半であったと思われる一方、

fグル…ブで作る」型では視点がみんなで{可をするか、

どんな空間が必要芸かまで考えている。本来 F居場所Jに

は精神的なものと夜間的なものがあり、 rちらも必要不

可欠であるが、設砲が与えられても入院としての存在感

など精神的なものがないと「そこで何をするかj が欠け

る。それが「ひとり lと fみんなでj でプロセス大きく

異なったということだろう方、また、焼わる我々は、ワ

ークショッブをつくりあげる中で多くの人との関係、を得

て、己のfd場所の広がりを感じるのである。今後も fこ

ども自身に自分の居場所を考えるきっかけづく~ Jを掲

げながら、こどもの意識や環境を知る調査的側箆と、広

く外の人々との連携を保って様々な場に f建築士』とし

て参加する意味やその役害!を意識していくことを継続し

ていきたいと忠弘これからの方向性としては環境の呉

なる地域環境や年齢層に対してワークショップを企画運

営していく中で、手法とその後の機関についてまとめて

いきたい。そして、子どもの生活苦署境や他者との関わり

方、その関係性について共に学ぶ姿勢を持ち続けたいと

思う。

米 2神奈川県建築士会

子どもι生活環境部会所属
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住まいづくりに演する中立的学習活動の可能性について

その2

i工上徹叫

キーワード 1 )学習活動， 2)住み手， 3)っくり手， 4)建築家， 5)往情報

1 はじめに

妙な言言い方になるが，今"住まいH と M家族H はひ

とつのブームを迎えている。こんなにも広範な人びとが，

こんなにも日常的に，住居や家族の問題に穏心を寄せ，

議論の組上に載せた時代がかつてあっただろうか。

今や住居は，専門雑誌で扱われるだけではなく，週刊

誌や婦人雑誌，男性誌，ファッション誌，地域誌，美術

雑諮等々で敬材の対象になり，特集が組まれ，パックナ

ンハーを競べると，住居をとりあげた号だけが品切れに

なっていたりする。田舎暮らしやエコロジー，健康志向，

ランドスケープからまちづくりまで含めて，住居・住生

活を軸とした新しい雑誌がつくられ，事活にはかつては

考えられなかったほどの著しい量の関連書籍が所狭しと

並べられている。テレどでも， ワフォームを含め，住居

を扱ったレギュラ一番組が増え?単発物も，建築家や家

具・インテリアを対象としたものまで加えると，相当の

鎖度で放送されている。 f新日曜美術館j や「美の巨人

たち」といった美術番組も，最近はけっこう建築家をと

りあげるようになったが，そこでも住居は重姿な構成要

素である。

家族の問題でも{首j様である。関勢調資データ等に基づ

く出生率の低下並びに将来の人口減予測の発表や，経済

・財政問題とも絡んだ先行き不透明感もあってか，少子

化や高齢化は新開・テレビや総合雑誌をはじめとするマ

スメディアの格好の材料となっている。また，子どもや

若者による凶悪な犯罪やアワーター，ニート?ひきこも

り等もセンセーショナノレにとりあげられ，男女共向参画

社会推進の動きに伴うパックラッシュを含むジェンダー

問題についても相当に喧しいし 2 児童虐待事件も引っ切

り無しに紙面，間i面を賑わしている。

2 新しい住まいづくりへの指向の背景

現代人はなぜこんなにも家族の問題に翻心を寄せ，そ

れを論議するのだろうか。それは多くの人びとが，そこ

で扱われる諸問題一一ドメスティックバイオレンス・ひ

きこもり等のいわゆる家族病理，主主抜間のディスコミコ

ニケーション，個人化・孤人化，高齢者や障害者の介護，

パラサイト・シングル，伎役割規範の変化;少子化等々

ーーと無縁ではない生活を送っているからである。それ

ほどに今日の家族を襲っている問題は根深く，普i題性を

有しており，その要おでありかっ現象でもある社会や家

族，人間の変化には激しいものがある。

~97 

ではなぜ，今日， f主主苦が頻繁にマスメディアでとりあ

げられるほどに》人びとの関心を引くのであろうか。住

居への関心は，敗戦直後の圧倒的住宅不足の持代や，高

度経済成長望書後半の無秩序な開発や都市への人口集中等

による生活環境悪化の時代，核家族化の進展やその成長

期にも高かったが，今日の事態はそれらとは性格を異に

している。現代の住居への祷心は，ある意味で上述の家

族への関心・問題意識と一部重なる所があるようにd思わ

れる。それは，たとえば小説家の藤原智美が書いた

f f家をつくるJということ Jがベストセラーになった

ことにも示されよう。素人の君主づくり著書戦記といった類

書は他にも出版されているが，その中でこの本がよく談

まれた理由のひとつは1 それが単に住まいづくり，住宅

獲得について述べただけの本ではなく?住まいと家族の

関係を，彼なりの視点で鰍密に追ったものであった点に

あるだろう。この著書刊行の 3年後には f家族を「す

るj 家j と題する続編を出し， 2002年にはNHK教脊テ

レピの人間講座で「住まし、から家族をみるJという呂田

の講義を行い，彼の問題意識がどこにあったのかをより

鮮明に打ち出した。建築家の山本厚生は"f住まいづく

りj は家族づくりですM と単刀夜入に諮ってし、るが，先

に書いた，現代の住居への鑓心が家族への関心・問題意

識と重なる筒所のひとつは，この点にあると言える。様

端に言えば家族崩壊につながると予感させるような，家

族関係の希薄化，粋の弱体化が，自覚的にも無自覚的に

も様々な家族再生の契機へと人びとを向かわせており，

その重要な要素として住居が浮かび上がってきているの

ではないかということである。

しかしp 今日の{主主号への関心と家族への関心.Fo'題意

識の重なりについては，もうひとつ見逃がしてはならな

い点がある。それは自己確認，自己の符在証明，承認へ

の潟裂ということである。この点については拙著の「近

代末鍛の地平から家族と住まいの1ω年を省みるj)や

fln凶d川削d帥凶iとしてのCωO叩u抑;:「西麿2却00似l年の家族と住ま

しい、d;?}等を参照していただきたいがP 先ず，高度な自己意

識を持つ人閣は，飲食だけでは生きてはいけないという

本質的問題がある。自分がこの世界に確かに存干註するこ

とを確認しながらでないと生きることは難しい。自己の

存在を確認する方法は大きく二つに分けられる。ひとつ

はそ/への自己対象化である。伊jえば絵を抽く 3 言寺を書

く?焼き物をつくる?ブランド品を身にまとう，高級車

を所有するF ヒ。アスをする，モノを壊す，等々といった
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ことである。もうひとつは，他者が自分の権在を認めて

くれていることを認識するとし寸方法である。後者には

普通， グ承認μ という言葉があてられている。 Mi重号Rな

存在であるボク H という手紙の一節でも印象深い，神戸

の連続児童殺傷事件の後，宮台真弓等がよく言葉を使っ

ていた。実はそ/への自己対象化も承認という回路を経

ないと不安定さを免れない。いくら絵を描いても，ブラ

ンド品を身にまとっても，モノを壊しても，そのことを

他者に無視されれば自己綾認の根拠はおぼつかないもの

となる。

共同体的関係が生きていた時代にあっては，承認は自

ずと成立していたが，市場的関係が拡大・深化し，最後

の共同体というべき家族も危うくなっている現代にあっ

ては，それが非常に悶難であり，人びとは自己確認への

渇望を抱くようになっているのである。今自の住居への

関心の高まりも一面ではこの自己確認への指向に支えら

れている。 般誌の住宅特集lこ Mわがままμ や Hこだわ

りμ といった言葉が多用されるのもこうした指向の反狭

であろう。 fBRUTUSJが安藤忠雄をはじめとするが有

名建築家10人μ による約束建築なる特集を紐み，実際に

住まいづくりにまで結びつけた奇士み等もこのような状況

下で可能となったのである。安藤忠雄のケースはNHK

の勺こんげんドキュメント f命ある建築をJH として放

送されもした。

ブランド品を身にまとうのと同じように，否j それ以

上に，自分(の家族)独特の鱈性的住まいや著名な建築

家が設計した住居に住むこと?それを所有することは，

自己確認の手段として大きな意味を持っている。それは

衣服やアクセサリーとは比べものにならないほど高値で

あり，他者に訴えかけるカも圧倒的に大きい。住厨は生

活の器であると言われてきたが，その生活の主要な関心

が自己表現やそれを通した自己確認にあるような人びと

が確かに増えている。これを一概に否定的にのみとらえ

ることはできないだろうが，それはちょうど，実体経済

に必要な金額の100イ吾以上のマネーが，関際的な証券・

株式市場や外国為替市場というヴアーチャノレな世界に投

資つされるという，現代のおかしな経済の状態とどこか

符合しているようにも思える。

それはさておき，上に述べてきたように}今日の住居

~，の関心の高まりの特敷は，家族する場としての，家族

づくりとしての住まいづくりや，自己表現・自己確認の

場としての住まいが求められているという点にあるだろ

う。そして建売り住宅や分譲7 ンション，ハウスメーカ

ーの住居，公共住宅等々といった従来の住居ないし住ま

いづくりがこの新しい関心》主要求に十分応えられるもの

ではないというのは明らかである。このような背景から，

今，様々な新しい住まいづくりへの指向が高まっている

のである。

98-

3ふ新しい伎まいづくりと住み手の学習の必要性

比較的長い経験・実績を持つコーポラティプハウスや

住まい塾，家づくりの会等がそうであるように，近年の

:iE業ベースのネットコンペ系の住まいづくりやプロデユ

ース系の住まいづくりも含めて，新しい住まいづくザの

特徴は建築家の介在であり，その建築家が直接住み手に

対関するという点であろう。前報4bl土1990年代末から

20C似手始めにかけての幾つかの現象をとやあげ Hこの

ような現象からは，より良い， より豊かな住まいを求め

る人々の，住まいづくりへのより直接的なかかわり，住

まいづくりにおけるより大きな自由度の獲得への強い指

向性がみてとれるH 旨述べたが，磁かに事態はそのよう

に動いてゆき，上誌のように今日では企業ベースでも建

築家と住み手を対面させる住まいづくりが生まれている

のである。これは多面的な意味を持っているため，手放

しで評価するわけにはいかないのかも知れないが，従来

より多くの住み二手が建築家との対話の中で自らの住農を

つくっていく可能性を拓いているという点では，やはり

大きな進土器と言ってよいであろう。

住み手が建築家と対話する中で{主まいづくりを進めて

いく方法は，可能性としては従来の出来合いの大祭商品

を鱗入するといった方法と比べて，伎み手の要求により

フィットした住居，或いはより傾性的な{主活をつくるこ

とができるであろう。しかし，それはあくまでも可能性

としてである。何故なら，住み手自身が自らの{主生活や

伎要求を十分に把握 L，それをキチンと建築家に伝える

ことができ】建築家がそれを正しく受けとめ，それをf主

主主関として実現する力があってはじめて上記のことは現

実のものとなり得るからである。先述の自己表現・自己

権総としての住まいづくりを考えてみれば，この住み手

と建築家の各々の能力や向者の関係、の重要性が理解でき

るであろう。ただ前報で指摘したように，従来 P 住み手

には十分な{主情報が溺けられておらず》住み手側のそれ

を取得しようとする能動性もまた希薄であった。そのよ

うな状態では建築家と対部する形で往まいづくりが進め

られるとしても，この方式の可能性を十分に引き出すこ

とはできない。 建築家が介在する新しい住まいづくりを

活かすには， 1主み手{員IJが自らの住生活を省みて要求をし

っかり把援し，それを建築家に伝えることができる能力

を高めるための学習が必要であろう。

建築家と住み手に限らず，専門家と一般人の事離とい

う問題とその克服は，分業が進んだ近代社会が広く抱え

込んでいる普遍的諜題でもある。ここで参考にしたいの

は?分業の克服の道を探る論考の中でノj、森出秋夫が語っ

た次のような言葉である。彼l土，

fく分業の克服〉は，専向性の否定ではなく?それ

ぞれの領域における専門家と一般人(非専門家)と

の役割夜分の適切な設定の問題として提起されるこ
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とになるであろう。ある領域で専門家が専門性を発

揮するさいの釜本条件が， 一般人を含めた湯で決定

されるようになってゆき 2 一方，各人がどの領域で

専門家として現われるかの実質的な選択の余地が各

人の訴に広く濁かれてゆくというこ重の過程を意識

的に進行させることが<分業の克服〉のイメージ

となるj

という基本的I展望についてまず述べ，次に

「一般人が決定に有効に参加できるためには，専門

家のもとに集中された知識と経験の一定の側皇室が一

般人にも分有されてゆくようなメカニズムが働いて

いなければならなし、;)

と続けている。

先に住み手の{日!の学習の必要性に触れたが，この小森

i羽秋夫の考察からの引用の最後の部分に着密するならば，

専門家と一般人の 2 つまり建築家をはじめとするっくり

手と住み手との共倒の学習の場というものがイメージで

きるであろう。前報で紹介し，その可能性について分析

を試みた「家を建てたい入の建築講座j はそのような場

としてつくられたものであった。しかも，このようなっ

くり手が関わる学習会や情報伝達活動は営業絡みになり

がちであるが，この講座l土中立的なそれとして運営され

たものである。建築家を介在させた新しい住まいづくり

を活かす上でもこのような専門家と住み手の共部の学留

活動は必要でありかっ有効であろう。ここではこの学習

活動のその後の経緯と現状について報告し J こうした活

動が更に広がってゆくための一助としたい。

4. r建築ジャーナlレ」主催の講痩と勉強会

前報で述べたように N市民と設計者をどうつなくか

を一つのテーマとして I1 ， r家を建てたい人の建築講

座J12講が福岡市で開始されたのは1998年 1月であった。

主催は月刊誌 f建築ジャーナノレj 福岡事務所で，形式的

ではあったが福岡県建築住宅センター後援をE撮っていた。

実はこの段階では筆者はその活動の存在も知らなかった

が，建築ジャーナノレの宣伝誌が4月頃に届けられ3 その

中の案内を見て初めてそれを知ったのである。それ以前

から f{主情報に関する研究Jを行い，こうした学習活動

の必要性と可能性を感じていたため，主主月から参加し始

めたが，それが講師となる建築家のボランティアによっ

て支えられる中立的な性格を持つものであることがわか

りj 改めてその重要性を認識した。そこで主催者にお願

いして，この講座への参加者Lを対象にしたアンケート調

査を行い，このような活動を維持・発展させていくため

の方策等について分析・考察を試みた。近代の住まいづ

くりと住情報に関寸る問題意識及びこの誠査結果につい

てまとめたものが前報である。

上記の講ggは翌1999年からは「住宅勉強会j と名称を

変え， 2002年2月まで建築ジャーナノレ機関事務所主催で

続けられた。その関，戸惑住宅だけでなく集合住宅にま

でテー?を広げたり，上記の講座参加者の中には講倒の

建築家に設計を依頼し，竣工した住法も現われたため，

それらを中心に2000年からはグ私はこうして家を建て

たH と題して，見学会とセットで勉強会を行うなどの工

夫をしてきた。また， 1999年 7月には多くの建築家を集

めて住宅相談会を行い， 2000年12月には「欠陥住宅を手

にしないためにj という講演会を行うなど，際連のイベ

ントも開催した。

ただ， この間，筆者i士官言わばまじめな参加者の立場で

あり，主催はあくまで建築ジャーナノレ福間事務所であっ

た。それ故，上記のアンケート認資結果は主催者に伝え

はしたが，それを主主に勉強会のプログラムを提案すると

いったようなことは行っていない。プログラムや講師i土

建築ジャーナノレ編集部のコネクションを較に，この8回

はローコスト住宅，次の 6厄JI土集合住宅やリフォーム等

と大まかなテ】--?設定を行った上で決められていたよう

である。 20C年からの，見学会とセットとなった N私は

こうして家を建てたu というシリーズもアイデアとして

は提案したが，具体的プ口グラムは建築ジャーナノレの方

で構成したものである。こうして2002年の始めまでは，

少ない時の参加者は数人というレベルで活動を維持して

きたが，不況の影響もあり，建築ジャーナノレ綴岡事務所

が僚鎖されることになり，住宅勉強会も消滅の危機に瀕

したのである。ただ，せっかく続けられてきたこの活動

がなくなるのを1背しむ声もあり，筆者自身も前記のよう

に必要性を感じていたこともあって?建築ジャーナノレ総

集部からの後を頼むとしづ依頼があった際，何とか継続

を試みてみようという気持ちになった。

5 共催による住宅学習会

1990年代半ばから行ってきた「住情報に関する研究j

のプロセスで，営業に結びつかない形での，中立約な住

み手とっくり手の学沼会の必要性と可能性を感じていな

がらそれを実践に移せなかったのは，筆者に，講師とな

るっくり手を動員したり，コーディネイトするカが不足

していたからである。 2002年の段階でもそれは同じであ

ったが，この時には強力な協偶者が存在した。上記の講

座や勉強会で計 3@]講師を務めた経験を持つ，建築家の

水野宏氏である。彼は日本建築家協会(以後JlAと記

す)九州支部福照会の住宅部会長という立場にあり，住

宅勉強会の継統にも積様s'Jに対応するということであっ

た。こうして2002年 4月の時点では，建築ジャーナノレ大

阪事務所， JIA九州支部福間会住宅部会，九州産業大学

江上研究室の三者の共崖で， {可とか学習活動が維持でき

るという大まかな見通しが立った。

こうした見通しは立ったが，講師となる建築家の{JlIJに
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どれだけ協力してゆく気持ちゃ態度があるのかという点

では不明な所もあったため， 2002年4月中旬から 5丹初

旬にかけて，福隠県内を中心とした 141の設計事務所を

対象に，このような学習会の必婆性意識や協力の可能性

を探るための郵送のアンケート続査を行った。対象とし

た設計事務所のどックアップに際しではJIA九州支部福

岡会編「福間の建築家名鑑Jと建築ジャーナノレ繍 f設計

事務所名簿九州版2002J を利用した。 10禦が住所変更等

で戻ってきたため， 131票が配布されたと考える。回収

は48禦で36.6%の回収率であった。 48名の問答者のうち，

学智会活動の ρ必婆性を感じるμ としたのは約62%であ

り"必要性をや H惑じるH まで加えると 90%近くの建

築家がその必要性を認めていた(表5-1)。学習会への講

姉としての参加の意志や可能性については，必要性を感

じる人の50%が μ参加する意志も可能性もあるμ とし，

約43%が H参加する意志はあるが}可能性についてはは

っきりしなしV であり，この点でも非常に積極的であっ

た(表5-2)。更に筆者としては無報酬の講義という点が

気になっていたため，ボランティアで学習会iこ講師とし

て参加することについての評価を問うてみた。そうする

と参加する意志のある人の何と 90%近くがグこうしたボ

ランティアは建築家の社会的責任の 端と考えるμ と答

えていたのである(表5-3)。

このような調査結果から学習活動の維持の可能性は高

いと判断し，次に，参加する意志を表明した39名の建築

家に対して2 講師としてお当できるテ』マや希望する学

習活動のスタイノレ(講義形式かワークショップ，パフォ

ーマンスを含むものか等)，スケジューノレ高層整上の都合

等についての郵送調査を行った。それによると構造・材

料からインテリアや見積もりに至るまで?実に多彩なテ

-7に対応できることがわかった。そこで1 この二段階

の鵜査結果をまとめ， 20日2年 7月に水野氏をはじめとす

るJIA九州支部福岡会住宅部会の 5名のメンバーと筆者

とで準備会を開き，学資会再会に向けての検討を行った。

またその際には， 1998年の f家を建てたい人の建築講

座J参加者に対して行ったアンケート調主主結果等も活か

すこととした。

組織的には， JIA九州支部福間会住宅部会，建築ジャ

ーナノレ大阪事務所，九州産業大学江上研究室がコアメン

ノ《ーとなって H共に住まいを学ぶ会μ を構成して学習会

を共催する形とし，名称は f住宅学習会」と改めた。キ

ーワードは共催者の名称に示されるように 3 グ共に学び，

共に考えるH である。学習会のプログラムに関しては，

'98年の調査等で参加者に共通して高い主主望があるのはj

(1)間取り・プランニング， (2)構造・材料， (3)価格・

見積もりの三分野であることがわかっていたため，必ず

それを組み入れることとし，改組しての初年度というこ

ともあって，住まいづくりに必要な知識を体系的に学べ

100. 

表5-1 学習会活動の必要性評倒
必要性を 1 翁 _<d..... 烏世M

感じる

29 

61.7% 

合計

48 

表5-2 学習会へ講師として参加する意志=可能性の有無

参加する意"'参は加あするがる意十可志 参加する意志 学習活動の必 不明 合計
も可能祉もあ はない 要性を余り感
る 能性について じない

は，まっきり
しない

21 18 3 
50，0% 42.9% 7.1弘

5 1 48 

表5-3 ボランティアで講姉をすることについての評価
(複数問答あり)

』うしTニ無線酬で 無報磁!ま その他 参加する 必要性を 不明 合計
ポランチ も、殺誌 よくない を掌篇{まな 余り感じ
ィアiま態 に信分の と忽う ι、 ない
築家の社 仕事が縄
会的資佳 載され広
の一端と く知られ
考える るのでよ

いと思う

115i3 
89.7%1 38.5%1 7.7%1 23.1% 3 6 1 48 

議5-4 第一期佼宅学習金プログラム

講韓両容 腐龍臼

1田昌 住まいの設計わが家の陸軍 2002年 9月21臼

2窃臣 生活樺式と住まいの対応 " 10月198
3回自 住み手と設計者とのいい爾揮 " 11丹市白
4，苦自 住まいと場所性 " 12舟14日

5岡田 住まいと家臨 2003年 1FJ 18尽
6，歪自 怯まし、と環壇 " 2月158
7回目 性まいとコスト " 3月15日

8閏自 住まいと構遺 " 4A198 

9包囲 住まいと町並み " 5月17臼

10回目 生まいとインテリア " 6F!Zl日

11面白 欠陥住宅予防法 " 7月19臼
12回目 生まいのパリアフリー " 8月98

るということを第ーの白標としつつ，先に述べた建築家

を対象とした第二段階の調査への回答を参照して決めて

いった。表5-4にそのプログラムを示すが，流れとして

は総合的・全体的な話題から倒毘'1約な課題へという形に

している。笑擦の運営としては， メーノレや霊童話等による

参加申し込みの受け付けはJIA九州支部事務局主主びに水

野*住宅部会長が担当し，会場の設営・受け付け3 配イf

資料のコピー，担当講師への準備依頼，参加者名簿の作

成等は江:上研究室で行い，学育会当日の進行と内容のま

とめの雑誌掲載等を建築ジャーナルが担当することとし

た。また更なる活動の継続を意識して，参加者には送信

用封筒を添えたアンケート調査禦を手渡した。学習会は

毎月 1回，原員11として第 3土曜日の午後 2時から 2時間

半程度とし，会場l土揺関市の好意で博多釈から徒歩10分

以内で行ける福岡部工会議所ピノレの研修室を無料で借り

ることができたためそこを利用した。ただ，資料作成費

用等も考慮して参加費1000円を徴収することとした。

'98年の講座参加者を対象とした調査によると，月1U司
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程度の頻度， 1000円程度の参加費，都心から 15分程度の

会場等については常定的な評価が得られていたことも，

こうした判断に活かされている。また，学習会スタート

直前に地元の新聞社2栓と数十万部配布されているフリ

ーベーパー 1紙に紹介記事を書いてもらった。学習会の

期間は2002年 9 月から翌翌年 8 月までの 1 年間である。~

こではこれを第一期の住宅学習会と呼ぶこととする。

6 第一識から第二期l 第三期への学習会の展開

第一期の住宅学習会のプログラムが，住まいづくりに

ついて体系的に学べることを意識して作られたことに表

れの、るように，主催者側としては全12@lとは言わない

までも?可能なレベノレで継続して受講する参加者をある

程度想定していた。しかし実際にはそのような参加者は

極く少数であり，大部分はその待々のテー7や講義担当

の建築家への興味・関心で参加する人達であった。その

ため参加人数(参加費を払つての参加者)は最大37名か

ら最小4名(集中豪隠による道路や交通機僚の乱れが主

要因)と大婦に変化した。ただ，全12回参加者一級(夫

婦)を含め， 6名の参加者には切らかに連続して受講し

ようとする姿勢がみられ，学習会が終盤に向かう頃，彼

等を中心に会を継続してほしい旨の言葉が我々に投げか

けられるようになった。

むろん先述のように学習会の継続については我々も意

識しており，それ故毎回，新しい参加者にはアンケート

用紙を配布していたのだが，回収数が少なかったため第

12聞の学饗会が終了した2003年 8月に改めて会参加者を

対象に郵送での調査を行い》次の学習会プログラム作成

の参考にしようとした。 79棄を送付してお票を回収し，

陀収率は32.9%であった。この調査結果のポイントは，

学習会への参加の苦手j機やそこで学びたいこと》参考にな

ったこと等々において，建築家との出会いを求めたり，

建築家や設計事務所についての知識・情報を求める傾向

の強さである(表6-1.6-2)。このような結果を基に水

野》西J11 (建築ジャーナノレ大阪事務所)， i工上で打ち合

わせを行い 2 第二期住宅学習会の第 の目標をグ建築家

との出会いの場をつくる H こととし，様々な建築家に

f私の住窓設計方法Jというテー?で諮ってもらうこと

を軸にプログラムを組んだD むろんここでも先述の三つ

の分野， ~pち間取り・プランニングJ 構造・材料(第二

期学習会では特に木造をとりあげた)，価格・見積もり

というテーマは必ず加えることとし，内容的なバランス

を考慮した。また，新たな試みとして，最終回に「住宅

設計を体験するj と題するワークショップを取り入れた。

こうして出来上がったのが表6-3に示すものである。

期間は2003年10月から2004年 9月にかけてであり，第

期間様1 月に 1回3 原則として第3土曜日の午後2i寺か

ら2待間半程度のものとした。ただ，もも悶可?の都合で街

岩屋6-1 学習会で学びたいこと(上位五積層)(複数図書あり)

掴位 学習会で学びたいこと 図書散

1 構造や構滋について 20 
80.0% 

2 設計事輯所や建築家・謹聾主について 18 
72.0% 

3 間取り・プランニングについて 17 68.0% 

4 設備について 15 60.0% 

4 インテリアについて 15 
60.0% 

表6-2 学習会で参考になった点(上位五議13)(複数5望書あり)

織位 学習会で参考になった点 回笹数

設計三事務所や建聾家・建築士について 11 1 84.6% 

関取り・プランニンゲについて フ
2 53.8% 

7 
2 住み方，住生活について 53.8% 

7 
2 f麗格，見積もりについて 53.8% 

5 
5 構造や織法について 385ろも

表6-3 第二懸住宅学習会プログラム

講韓両容 隣糧自

1回目 珪語家と共につくる住まい 2003年10月18日
2問自 私の住宅設計方法 1 " 11月158

3回目 木の家づくりを考える " 12月138

4回目 私の性宅設計方法 2 2004年 1月178

5回目 剤取りの考え方・進め方 " 2月218

6回目 世まいづくり由費照 " 3月13隠

7回目 高齢者の世まいを考える " 4月17隠

8問自 私の住宅設計方法 3 " 5月15悶

9凶自 住まいのデザイン " 5月19日
10回自 私の性宅設計方法 4 " 7月178

11箇自 住宅リフォ ムを考える " S月218

12問自 住宅設計を体験する " 事月188

工会議所ビノレが使用できなくなったため，有料ではある

が博多駅から徒歩5分という近さもあって，大成簿多駅

東:ピノレのYKKAPのプレゼンノレームを会場とした。参加

費は第一期と向じく 1000円である。参加者数は第期に

上七八安定し最後の 2践を除けば10名から20名の閣で変

動した。第一期学育会から引き続いて継続参加される方

が4人おられj 新たに継続的に参加された方4人と合わ

せて計8名は言わば国定的メンパーとなった。ただF 講

師となる建築家は毎回変わるわけで，建築家との出会い

の場は作れても，それが意味あるものになっていたかに

ついてはや〉不安であった。第一期間報ヲ学官会終盤で

は継続的参加者からはまた次もやってほしいという嬰求

が出された。そこで第三期学習会の内容を検討するため

に， 2004年 8月末から 9月にかけて，第期及び第二期

の学習会参加者を対象として新たなアJケート誠査を郵

送で行った。配布数は第一期，第二期各々 60禁，閉収は

-101- 2005年住総研f住まいまち学習j実践報告輪文集6



議6-4 建築家との出会いの詳価について

参第加期考 参第加織者
輯計

求めていた謹聾家jこ出会う」とができた 1 1 2 
8.3'i'も 4.8% 6.1号色

参会加えなしかたっ降たりでは求めていた盟謹家に副 1 1 
8.3% 3.0% 

時てそまれしい以と上思漂うま直ら筆な家かっはたいたが出会いとし 3 6 9 
25.0% 28.6% 27.3ちも

議韓や貴料程度ではよく判衝できない 1 3 4 
25.0% 14.3% 12，1% 

講レベ轄んをま聞できい置け聞なすかるっ桂た度では出会いという 4 3 ア
33.3% 14.3%。 12.1% 

盟った聾謹家度とでいあう職る業人についていろいろ分か 4 4 
19.0% 12.1% 

もしたともわとけ建で築は家なといの出会いを主自的に参加 1 1 2 
8.3今a 4.8% 6.1今も

その他 1 3 4 
8.3恥 14.3今。 12.1% 

不明
2 10 12 

14.8% 34.7% 28.4~令

合計人数 14 31 45 

第一期分が14票，第二期分が31票であった。

この調査では建築家との出会いについての参加者の評

価と 2 出会いの意味を深めるために，正規の講義の後に

担当の建築家を囲む懇談会的なものを関いた場合の参加

可能性を明らかにすることがひとつの目的であり j また

学習会の形式等についてもかなり細かい評価を求めた。

調査結果の主要なポイントは表6-4.5に示すが?やは

り第二期学習会までは良いと恋う建築家に対立百できても，

それ以上に関係が深まらないという評価であった。 ~jJ ，

正規の講義後の懇談会については参加の可能性はかなり

高いことがわかった。また 3 従来は 2時間半ぶっ続けで

学習会を行っていたが》休君、をとり入れた方がよいこと

なども明らかとなった。このような調査結果をもとに 3

2004年日月と 10月に水野，西J11. i工上で検討会を開き，

建築家との出会いを深めることを主目標iこ第三期学智会

のプ口グラムを策定した。表6-6にそれを示すが，上記

のように第三織の特徴は正規の講義の後に開く懇談会で

ある。宮正に 1月22日に第 1呂学習会を行ったが，参加者

は29名でそのうち懇談会まで参加した人は 7名であった。

先ずは成功と言えるであろう。

7. おわりに

3で述べたように，建築家が介在する新しい住まいづ

くりを活かすためには. i主み手倒jの学習が必要である。

そしてそれにはっくり手と住み手の共問の学習というス

タイノレがより有効であると考える。 5で分析したようにタ

表6-5 懇談会への害加について

軍参加者揖 第参加期者 輯計

可能な限り参加したい 3 8 11 
27.3% 27.6% 27.5% 

爽時由あるテ マ・建聾家の塙舎は参加し 5 14 19 
去三し、 45.5% 48.3% 47，5% 

その墳にならないと分からない 1 4 5 
9.1号令 13.8% 12.5% 

おそらく参加しない
2 2 4 

18.2% 6.9% 10.0ち。

もしたともわとけ建で築は家なといの出会いを主自的に参加 1 1 
3.4% 2.5% 

不明
3 2 5 

21.4% 6.5% 11.1% 

合計入量 14 31 45 

表6-6 第三織住宅学習会プログラム

講韓両容 鱒曜g

111!l目|家づくりのプロセス零わかり 2005匁 1月22悶

一土地探しから竣工までー
2回目j住まいの夢をふくらまそう " 2fi198 

一住宅設計体験ワークショッブ 1ー

羽 田l--1 " 3月19日
4密自性宅毘学会 1 " 4月16日
5回目 家事からを主まいを考える " 5月21臼

ーキッチン・収納・水回りー

6回目!住まいの叫蹴る " 6Fi 18臼
7回居 住まいの骨格と謂環器 " 7月16日

一構造設惜由専門家からのアドパイスー

" 8月20日
9態自世宅毘学会 2 " 9月17臼

10回目 住まいのインテリア凶エクステリアと素材 " 10月158

一建築家・遺遡家からのア杓ミイスー
11回目i住まいの悩みごと欄 " 111919臼
12U書留 置まいの夢をまとめよう " 12舟 17日

一世宅設計体験ワークンヨツブ 2-

建築家の社会的責任主主識は高く，ボランティアとして講

部役を引き受ける人は数多くいる。建築家が 定数対{主

する地方中核都市ではどこでも本言語で紹介したような中

立的学習活動が可能であろう。そしてその活動を維持し

ていく上では，常に実績を省みて次に活かしていくとい

う態度が必要であろう。各地にこうした学習活動が広が

ることを期待したい。

くi主>

102-

1) 日本生活学会編 f住まいの100年1.ドメス出紋.2002年
2) r新建築住宅特集J2002年3月号，新建築社
3) 九州産業大学公開講座委員会 f暮らしのシステムと環境j，

九州大学出版会.2003年
4) r住まい・まち学習j論文集p 住宅総合研究財閥.2000年
5) 伎貫浩也編「渡代社会と教育第1巻現代と人間j

大月書1此 19的年

*l九州麗業大空手助教授
ここ5係 -6年は家銭の変化情報社会化， nLDK 
批判との関連で住居のあり方を考ぇ口、るo 方で
はここで紹介した住宅学習会の活動を水野氏等主
…緒に行ってしし0.

2005空宇佐総研f住まい 4まち学習j実践綴告論文集6



住まい手の啓蒙と作り手の研鍍をめざしたモデル住宅

建設 a 展示事業の実践報告

品川二三努

一ふくい (21)スマイル大作戦モデル住宅建設・展示事業

キーワード すまいづくり 7 モデル住宅}オーナー公募，構造見学会，完成先学会

はじめに

本文とりまとめは，福井県の(財)建築・住宅センター

の手になるもので，建事長の私は7年目である。 24年間

の(社)福井県建築士事務所協会の会長職を昨年退き，

只今は名誉会長としづ立場にある。そんな訳で，建築界

の情報を耳にL-，状況をRにする E頃である。作今の関

心事は建築生産システムの日まくるしい変化である。そ

の多くは作り手側の仕掛けによるものだから心外である。

昔の住まい手先f作り手という「施主と棟梁J 方式がj

敗戦後の日本が埋没し，無責任社会g 無信頼社会という

世相の中で3 独り変わらずに殺る訳にはならなかった。

けだし経済奈上主義が，サムライ社会に劣らぬ責任感

の職人世界まで押し流してしまった事実は悲しすぎる。

乱開発で町や村から“民家"とし、う言葉が消えた事が万

事を物語っている。戦後 60年，縁あって建築界のパレャ

ドの仲間入りした答々が， 1 T持代を否定はしないが，

ハート部門の大切さと}唱えあげた環境建築5原員11のtや

でもひときわ大切な文化の継本を忘れようとしてし、る事

に作り手側の 人一人がまず気づくへきである。ついで，

住まい手の啓蒙?説得にかかる事を急くべきである。大

量生産、大量消費，大量廃棄の前科は骨身にこたえたは

ずであったのに

当然の如くに発生する紛争?一向に減らぬ苦情に3 黙

しておれずj 先の建研論文「幸せを育む伎まい，建ても

の」の続編としてy 実践報告をまとめg 次代の伎み手》

作り手への指針になればと思ったのである。

実銭報告の「ふくい (21) スマイノレ大作戦モデノレ住1"

建設・展示事業J観相?推進曲jの県の建築住宅課の配

慮によるものであり，ありがたい。何よりも仕掛け手の

存在の重要さ，見識の高さが事業全体の成否を左右する

鍵である事は言わずもがなである。

1 事業の呂約と流れ

「ふくい (21) スマイル大作戦モデル住宅建設・展示

事業j は良質な在来木造住宅の普及啓発を隠るため，県

と福井県z木の家協間総合とが事業を皮，隠し，福井の気候

風土に適した在来木造住宅の福井プランドを縫立すると

ともに 7 県藤材の利用促進に寄与する事を目的として，

平成 12年度から 16年度の5年間に，毎年3棟づっ計 15

棟を建設する事業であった。(表 1-1 15様の獄事喜)

公募→オーナー選定→設計→脇工→入居→展示とL、う

システムの流れだがg 公募・オーナー選開と入居後の展

示 (3ヶ月)が，通常のベース外であり，配慮に苦労し

たところである。企爾イ閣，施主，施工者の三三者が3 一緒

にτ あるいは別々に見学者に対応し，一ヶ所当たり平均

300人以上， 600人に及んだ例もあり，まずは目玉の条件

を全うした思いである。(写真 1-1 施工中での見

学会，写真 1-2 竣I後のパ才、ル展示等) 1¥県民に

知ってもらい，見てもらい1 検討してもらう;が，まさ

しく絡についた訳である。

写真 1-1 施ヱ中での見学会

写真 1-2 竣ヱ後のパネル展示等

2 オーナーへのアンケート調査

完成したばかりの 16年度の 3棟を除く 12棟のオーナ
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表1-1 15棟の綴婆

「亙豆fj'醒 平成 12去五産 (希望者 18) 平成 13年度 (希望者 10)

住宅 N 0 2 田 4 隠 6 7 

B在主 年 齢 41 32 52 50 35 34 52 

建 設 土壇 福井市 今立町 鰭江市 補井市 織田町 敦賀市 福井市

敷地面積 (01) 288 321 909 244 735 239 295 

H重正設床費運5積(方(ポ)
239 1叫 265 178 290 164 214 

円) 4金 358 3，313 5，563 3，500 4，500 3，700 4，095 

(万円/評) 60 55 69 65 51 74 63 

計震の力点 介護 健謹住宅 木の良さ 健康 世代司君 長持ち 安全、介護

家族数(高齢者) 4 (2) 4 6 (2) 5 (1) ア(2) 4 5 (1) 

家 族 構 成 老夫措膏2 夫端子2 夫占弟子2老2 夫捕脅2老 夫蝿子2老3 夫婦子2 夫掃膏2者

フ て7 バリアフワ 住 集産材慎樗t曙 大裂三世代住宅 環i皇{こも配躍し 三世代医積の大 転ば拍先立校 大黒柱羽ッ組の

{キャッチフレーズ) 宅 康生宅「気犠」 た市街地住宅 屋椴の家 f鍵奈住宅J 瞳鹿な家

見学者数(3ヶ月)_J 279 564 397 325 308 280 681 

平成 14年産 (希望者 15) 平成 15明度 (希護者9) 平後 16年鹿 (希望者8)

8 図 10 !1 翻 13 14 15 

43 38 63 56 31 35 29 39 

大野市 上中町 丸岡町 '1、兵市 河野村 箔井市 大野市 勝山市
一一幽一一

30C 407 513 394 331 344 322 1，500 

!54 163 277 164 157 177 203 146 

2，280 3.066 4，725 3，276 2.656 2，600 3，000 2，500 

49 62 56 66 56 48 49 57 

耐雪、車産材 家臨む集い 帥，域になじむ; 健産性寄 シンプルデザイン 健車切妻 太材、二世帯 鍵康、自黙罪材

3 4 6 (2) 2 3 4 5 (2) 4 

本子2 夫婦子2 夫婦子夫婦孫2 夫揖 夫婦子 夫婦子2 夫婦子筒親 先場干2

大野の轟から生ま 自然素材の軍 家族の和のため 土感光二つ0:香り 箱の輩暮らしの 二間四万組の自 県産木材{費用の 草色臨¢和のため

れた雪!こ強い草 の木の住居 に包まれる癒しの軍 原点を見つめ産す 既望者材の家 二世帯住宅 の木(J;住まい

I 293 323 280 168 1 45 129 69 87 

ー の方 に， 県と 福 井 県 木 の 家 協 向 組 合 に よ る フォーム

(表 1-2 オーナーへのアンケート調査察及び 恩答)

にそって開き取り調査を行い， 9人の方から回答を 得 た ゆ

し、ずれの項目も評価は極めて高く，懇切でいねい な事業

表 1 - 2 オーナーへのアンケ 卜論査票及 び閏答

モデル住宅アンケート調査禁(循井県)

実施年月自 宅F暗 16年 FI B 

~&:展示年度 平成一一一一一年度
回答者民名一一一一一一

調査者氏名一一一一一一一

1 以前のお住まいについて分かる範岨で教えてください。
(ア)住宅の芹穣

(11持家→8/9 (2)借家 (3!賃貸 (4!その他[ 社宅 ]→1/9 
(イ)構道

(I!木滋→8/9 (2)鉄晶a (3)鉄筋J~:7リート造→1/9 (4)ぞの他{
(ウ)築年数 [ → 3，10，20，25，30，35，60.8U印 ]年

(エ)階数 r 2 J階建て→8/9

r 4 J階建ての r J絡に入居→1/9
(オ)間取り [居間・食掌ゴ以外の室"つ 5，5.6，6.7，7，8及び 2LDK (社宅)
(カ)仕上げ床 [→畳!フロ ')ングが主

慰 [→主壁仮張りが主
天井 [→ポ ド板張りが主

(キ)}震年数[ → 2， 3， 5. 22. 30， 30. 32， 60印 ]年

2 現在のお佳まいが木材を多用していることについて休感制に何カ曲集を感じ
ることはありますか。
(ア)絡禽 (1)感じない
(イ)揖謹 (1)感じない
(ウ)感島虫 (1)感じZ互い
(エ)香り (1)感じない
〈オ)健康 (1!感じない
(カ)省エネ(1)感じない

(幻感じる[異休会Iこ
(2)感じる[具体的に

回線じる{異体的-
(2)感じる[異休的!こ
(2)感じる[具体的に

(お感じる[異体的に

]→ 0:9 

1→3:6 
1→0:1} 

1→1 :8 
]→ 4:5 

1→3:6 

内容(主主工も含む)の反映といえる。

各質摺7項目ごとの回答についての記述は略すが，フリ

ーアンサー以外の項目についてはg アンケート調査 表 的

中に回答結果を組み込んでいる。

(キ)心盟 (I!感じない 叩感じる[異体的に ]→ 0:9 
(ク)そ¢惚 r 1について (11感じない (2)感じる{具体的に ]→なし

3 設問2を絡まえ全体としでの{をみ心地はどうですか。
(りとても良し円4/9 (2)良しい→5;9 (3)普通 (4)懇い (5)ととも懇い

4， rふくい (21)スマイル大作戦F事業jについて、なにか怠見、懲惣はありま

すか。(企言語休容オナー設定、設計建設幾示、入館等)

モデルtt宅アンケート認査禦(福井崎黒木ι家協司絹合)

1 あなたにとって!住まい・住宅・家とは何ですかっ(該当するものに3つまで
O悲お付けください。)

ー癒しの帯刊/9 晴嵐をしのぐところ引/9 ・2生活のよりどころ→1/9

・趣味、娯楽の湯 ・食事をする所→1/9 ・休怠の場→4/9 ・自分の城

・ステイタシンボル ・働く場 ・家イコル家族→1/ち ・財産→νg
・幸ぜな家E生舌の場→8/0 ・仲間(友人など)が集まる場 子育ての場
・その他

2 住まいにとっτ伺カ重姿と考えますかっ(鵠当ずるものに3つまでOをお付け
ください。)

・3京象災害に対するまた金生(地震害現雪火災など)→6/8 ・防m笠

・耐久性一~1/9 ・室内}累境(均タ問→3/9 ・李健全(陽取り 収納の使い
勝手〉→6/9 ・パ')アフリー→1/9 ・可変性(家旅構成の変千七に対して間
取りの変更や治改築ができる) ・快適生(風通し 自然保塁、断熱など)→

6/3 ・独自性(照取り、デザイλ 特別なスペ ス)→1/9 ・経斉主(イ y

"コスト、うノニクコスト) ・象徴性(うイフスタ州 そ0:他
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3 現夜の住まいに感じていることについて。

A. ，実習ごとでE妥当するものにOをお付けください。

1.Uしが{良い・慈しす→ 9:0 2 外部からの奮が[鯵か・うるさい]→

9:0 3 部援の8当たりが[良い・惑い]→ 8:1 4 冬暖かく車涼しい

[はい・いいえ}→ 8:1 5 使い勝手(間取り等)が[良い・惑い]サ 8:1

6 領煽材の風合いが[良い・懇い]吟 9;0 7 婦抵除・手入れについて[しや

すい しにくい]→ 8:1 8 給裁ついて[しにくい・しやすい]持参 8:1 

9 安全オ性(捻段・段差等) [高い・低い}→ 8:1 10 安全性(れクウX等) [ 

高い 低い]→ 9:0 11. ~方組問主が[高い・低い]-)6:312.11之容に対して

[安心・不女]ーマ 8:1 13 デザイン(外部) [滋毘・才品]吟 8:1 14.デ

ザイン{内部) [満足・不滅→ 8:1 15 叙醜スベーース[多い・少ない]→

8: 1 16 工務護のアフターサービス[袋い・惑い]→ 9:0 17 外部からの

プライバシーの確保[良い・惑い]→ 9;0

8 ト タl'合引こ;議定していますかっ(該当するものにOをお付けください。)

とても完発足している→5/9 ・;畿思している→4/9 ・やや不議である
.不満である

4 木の家(無垢材などを多用した家)に住んでみてのメリット デメリットは。

木の家のメりツト[→健闘令 ぬくもり 暖かい感馳翻濫宣龍いやし効果，

感合いの浅さ.*の香り等々 ] 

木の家のデメ')ット[ →傷つきゃすい!木の亙りや婁日れる託等々 ] 

5 褒在の住まし吋ζ} 居後~宝:5iきについて。

①変わったことはありますか。

・生活習慣[

・健康状態{

・気分、気持ち、ものの考え方[

・家族のコミュニケ ンヨン{

ペット趣味[

家事¢効率{

・近所付き合、[

その他[

母入居後、住まいに持ち込んだ家具などについて、き案内曙境();クウ;VlE)を意織さ

れましたか? 意識されたことがございましたら築休的にお書きください。

6. ~現在の住まいは地域の気候、風土!こ適合していると息いますか。
・十分適合している→2/9 ・透合している→7/9 ・あまり適合していない
・適合していない ・わからない

7. ，莞症の住まいに対する腐りの方(知人・友人 'i丘所)の毘粧ま?

8 勉域の木材や材料を使用して建物愛建てることについてどう考えますか。

9 モヂ八住割ま『住宅の品質確様0)促進などに関する法』に纂づく出能表示を行
っておりますカに偽の住宅との違いを感じますか。

10 そ¢他的ご意見、ご感想

3 施工者の感想

各オーナーへのアンケh ートの実施と並行して，疏工者

(15棟)からも今回の取り組みについての感想をf寄せて

もらった(11社から包答)。

その概要およびオーナーの感想(主に聞き取り務奈待

のブリ凶アンサーからのピックアップ)等を各階略平面

図とともに，各年度ごとに 1棟づっ，言十4棟を実施例と

して示した。(磁 1-1-図1-4) 

4 事業推進の各担当者

次いでg 着工以前も含めて，担当者から，その司々で

のお考えをうかがってみた。

平成 7年頃から企画を仕掛けられた I按当員 (12年度

担当)の語りが短い故に，余計に内容の確立に苦労があ

ったと思われてならない。 12年度の竣工を見ずして，交

代されただけに，思いは日汐であるし，プ口ジェクトX

(福井版)なる氏の言葉は，私も重い受け止め方をして

きている。まずは?当該事業の草分けNo. 1とことあ

げする所以である。

祭主導とはいいながら，ある程度の制約の中で，熟，

施主-，組合など関係者総立の理解と協力があったればこ

そとの感慨深いY担当主主 (13 年度~15 年度)の指摘は全

くその通りであるが9 拐当員が施主と路工者の思いの相

違の調停に腐心された 例の如く，それはそれで， {可も

モデル住宅iま f古き験j の実現でなく f新しき矩」への

挑戦であってもしかるべきと患いもしたがー

作今失われたかに見えた責任施工の震婆さを当然の如

くに管悩する作り手側の真剣な結果が今後のメンテナン

スにも好影響を及lますように折る気持ちでもあった。

M担当員 (12 年度~14 年度)は， 12年度の全鏑木造

住宅振興協議会主僚の f木造住宅フォーラムJの地元福

井燥での僚催時に，モデル住宅の実際伊jの紹介をされて

いるが，機会を利用して発表の場を設けられる事Icl:， 1縫

業な仕事を名実共に要求される事でもあり 3 大いに歓迎

したい。

刻々中間、竣二仁の諸検査に立ち会った総括資任者とし

てのTY担当員 (12 年度~16 年度)は】当防E自の専務理

事でもあり p かつては I担当員の上司で，予算獲得の強

力な後ろ盾であったので，特別の思い入れか，絶えず工

事の出来兵合を気にかけp 報告もしてくれていた。

また?畏友SK担当員 (12年度 16年度)は，木の家

協同総合員の毎闘の設計指導にj持ち前の蓋蓄を惜しみな

く授け与え，設計図のチェックに精出してくれた。その

昔》建築知識】室内誌等に登場したキャリアが示すとお

り，福井における木造建築の第一入者である。私は， )星

まきながら， 日績の{主まい言識の解説やら，最後にもう一

銭高市，やら話してきたが，却って，連中を混乱させたか

も知れない。

日担当員 (12 年度~16 年度)は，水の家協同組合の理

事長でもあり，せまられて， 14年度の一棟の施工にもさ当

たられた微妙な立場である。それだけに，今出の事業遂

行の旗頭としての賓任は重要であったわけで，ために，

種々の研究，提言もその後の展開を思えばg 脇工者とし

ての感想「モデル住宅で得たものJそれぞれが深い意味

合いに富んでいる。

県選材としての杉材の開発問題や，県外材との比較，

誰しも気にする乾燥問題も含めて，無垢の杉材に抱く惜

しみない思いは，只今g 地元産官学問での研究課題につ

ながっている。

r15人， 15色j とは》いみじくもTE担当員 (15年

度~16 年度)が今聞の全体像の結果を端的に表現された

ものである。(表 1-1 15練の概要参照)。

その意味する内容を諮るには実数が足らず，この結巣

を次なるステップアップ大作戦に，とばかりヲ今回の子

-?中の延長である施主への啓蒙を目標に企画中cr水の

家物語・ 300人 300色の魅力創出j) とか，側関するにつ

けても，期待は大である。
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テーマ 大型三三世代住宅

2階

オーナーから

木の香0で落ち着き、癒されます。木の床は唆かく、

ぬくもりが感じられ、蒸し暑さも感じません。用事で来

る人は皆、木の香りがしていいですねと言ってください

ます。

地域の木材や材料を使って君主を建てるごとは主主いごと

だと患います。

械工者から

木材をふんだんに使用したこの家は心地よい木の寄り

がする住まいになりました。塁まには珪藻土・和紙夕口λ

など自然の素材をふんだんに使用しています。

また、南商に茶の間などの居住スペースを設け、太陽

の日差しがぽかぽかと降り注ぐ暖かく鳴るい空間になっ

ています。

福井の!県産材をすべて使って住まいを創るととは不可

能ですが、地杉や越前和紙のクロスを使ったりしたとと

は、なかなか浅いととだと感じました。これからも嵐土

に合った住まい創りをしてゆきたいと思います。

1階

図 1-1 住宅 O. 3 

テーマ 三世代周忌の大屋根の家

オーナーから

三世代家族です。皆でお互いの希望を話し合い、最新の機

器を取り入れ、私の希望の日本閣もでき、満足しています。

建築業者が地元の気心が知れた建築会社であり、ごまめに巡

回していただき、その都度相談し、自分の要望を思いていた

だいたととで満足する住宅ができ上がったと思います。今の

ととろ、近くには見られない自慢の往まいになりました。後

は、孫たちも大事にしてくれることを願うばかりです。

施工者から

大きなさE閣を必要とする建物のため、大断面集成材を使用

しましたが、県産材の適用が難しい問題でした。今後は、大

~障の住宅も多くなってくるように思われ、構造問集成材に

ついても検討する必要があると思います。

県建材である瓦、和紙、内装木材等については全く問題な

く、屋根にl土地元織田で焼かれた越前瓦を葺き、内装饗紙は

できるだけ和紙を貼り(襖、燈子などにも)、床、皇まなどに

は無垢の木材をふんだんに使用しており、木の香りと和紙の

落ち着いた雰囲気がとても住む人にやすらぎと癒しを体感し

ていただき大変喜んでいただけたようです。

なお、モデル住弓展示事業はとても有意義な己とで、今後

も永く続けてゆくべきだとと思います。

ノ
ム

サ

ト

日
持
恥

ri--H1 

階

川

n
J
L
 

小屋袈納戸

1磁

関 1-2 住宅 O. 5 
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テーマ 自然素材の家

オーナーから
木のぬくもり感が溶ち着いた気持ちにさせてくれ、感触も良く、とて

も気にいっています。かならずしも f冬緩かく、夏涼しく Jはないので

すが冬が寒く、夏が暑いのは当然で、人はそういう濠壌に適応してゆ

くのが本来の姿だと怒います。そのせいかj蕗邪を引きにくくなったよう

に思います。また、家の中で外の音が全く関己えないのも気持ちが惑い

ものです。

二人の子どもがのびのびできるように、子ども部震は間仕切りをなく

して、 ドカーンと11;くしています。

地域の木材や材料を使うごとは、本来の住まいづくりの姿だと恕、いま

す。また、との事業を知ったのは工務庖を通じてですが、認知度が低い

ように怒いました。

施工者から

今回の事業に参加して得た最大の取穫は、県産杉材を構造に使うJレー

ト開発ができたととでした。 UJへ行き、護者を捜して立木を買い秋刈り

し、翌春手にした700立方米が葉枯らしを終え、組挽き自然、乾燥して

秋から使えるようになりました。

杉の媛かく柔らかい感触が好評で、もちろん構造を居住設問に現すこ

とに限ると考え、構造金物が見えないように伝統の木総み仕口の工法と

したごとが、伝承にもつながる大きな収穫となったと思っています。

阪 1-3 伎宅No. 9 

テマシンプルデザイン

オナから

2'苦

家に帰ると杉の香りがし、森の中にいるようで落ち着き、リラックスできま 2階

す。床材も無垢の杉tEilこしたため、傷だらけですが、襟足でも緩かく、快適で

す。人工材ではとの質感はたぶん無潔だと患います。

現住は、住宅に対する消費者のニ ズと提供者の認識にギャップがありでう

で、今の若い人は大手ハウスメーカ の家しか知らず、木の良さも知らないと

感じます。県立主杉材は健康や1景境への貢献が高いごとから、いかに若い世代に

利用し、住宅を建ててもらえるかを研究する必婆があります。特に、若者lこ受

け入れられる機能性とデザインの融合した住宅づくりが重要だと患います。

今回の事業は福井県立主将の普及のためにも有効 Fすが、今後ますます地元の

木材ファンが増えるよう、多面的な支援が必婆と考えます。

施工者から

己の住宅は、 1 5t束中、日程…設計管理と施工請負が巽なり、建築王とのコミ

ニュケーションが施工段階からで、木の家の主主主がどう理解されているのか多

少不安でしたが、建築主、設計者、木材納入業者と幾度かの打合せを重ねて行

くうちに、間人とも木の家の考え方は多少違っても、目指すことは閉じとお互

いに浬解できました。震示中、自によっては床鳴りがしたり、杉の床tEiにキズ
ができたりで、建築主に f床鳴りやズが気になりませんか」ときいたところ、

「気になりません。それより木のぬくもか柔らか吉、雰囲気のすばらしさの

メリットの方が大きい」と言われ、本当にうれししまた、最初に不安を感じ

た自分自身が、はずかしくもありました。

図 1 4 住宅No. 1 2 

一107...
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5 オーナーへの思い

オーナーへの聞き取り調査の結果を逐一報告すること

はできないがy 各々オーナーがそテーノレ住宅に抱いた思い

は現在の世相そのものの反映であり?要約すればするほ

と福井の住宅は3 北陸の住宅の平均像に近づき!やが

て日本の住宅が求めているものを表現する結果となりそ

うである。

安全・安心はいわずもがな?パジアフリー・健康は忘

れられてはし、ないし環境・自然も大切とエコ時代も認

識済である。長寿命を思えば当然!二世代!三世代間居

が考慮の対象となっている。また7 物理的条件に劣らず?

心理的条件?いわゆるそノ対ココロのあり方ととらえ方

も傾次拡がっているがy 地域の家とは fふさわしい自然

環境で作られた!土，JE昆!光三つの香りに包まれた癒し

の家J とL、う答が最大公約数であるらしい。

スマトラ沖地震による津波被害をどークに， 2004年度

は災害地都がt世界共通の昔話題になって?主主築界も業際は

おろか，地政の研究にも日々通じなければならないが】

当地の7丹の豪雨災容にも破簸せず密立していた構造体

(木造)を確認するにつけても?今回の被害調資以前に

先人の努力が続けられていた事に感激している。世に都

市より地方の方こそ，社会，文化，地域の構造応変化が

箸しいとさえ懸念されているが，深いところではそうで

もないことを知り得てほっとしている。

5 今後の住まいづくザに向けて守オーナーの皆様へ

おしまいに気づく事は，公募し1 選定した側の資任や

その他の指導，協力の時間を思えば1 予想通札総合点

の結果はまずまずであったがg 普通は，オーナー側だけ

で選定から契約までもやらねばならぬので，今凶の内容

に鑑み f転ばぬ先の杖」のし、くつかをヲ順不同で列挙し

てみたい。

①施工者選定に当たって

最初の出だしでボタンをかけ違うと，t;房以上の不

作となる。(昨今は使用できぬ絡含)あくまで慎重に。

営業屋でなく技術震を打合せ相手に要求すること。

素人は話術にだまされやすし紛争》苦情の発生につ

ながりがちである。鏡舌よりも熱弁が好ましい。

契約書(保証人の有無)の確認。 r保証人は施工者

側もっけないから，施主者側も不要です，，にだまされ

るな。

CADの 見きれいな図蔚より汚くても手警がよ

り好ましい。見てくれのキレイさに惑わされるな。

格手方の緩歴司書査。施工した建物?人柄の調査。メ

ンテナンスのあり様y トラブノレのあるなし等々。

②施工中には

こまめに現場を訪問し，不振な事は仕事の遂行の邪

魔をしない禄疫にたずねること。たずねられて喜ぶ職人

が今でもいる。そうしてだんだん将瓦の信頼感が媛成さ

れる。

死ぬまで付き合う関係を，言葉少なに施工までの閑

につくりあiずれば大成功。かつては，務主の冠婚葬祭

待には誰をおいてもお呼ひーがかかった G，お伺し、もた

てたし (11可件の呼吸で)，lE康の第一委に経ったのが棟

梁だったのである。女湯以上の存在といわれ y 子の

代，孫の代まで付き合いは続いた。「手を抜く仕事J が

できるどころではなかった。

1 T鈴代でも住居はロボットが{主む家ではないし

クローン入聞が生活ずる主主総でもない。よく見える顔

対顔e'，心がj遭い，患いが理解できる生の打合せをす

るへきで，インターネット，メーノレ， FAXで物事を

処理できると忠わぬこと。また，流行りのデザイナー

ノ、ウスとかコラボレーションとかの片仮名文字は浮き

草の如く現れるのも早いし，消えるのも早いかもしれ

ないから要注怠。建築は一過伎のファッションではな

い。妙で変てこな文化なる言葉iこも振り回されないよ

うiこ 。

7・今後の住まいづくりに向けて!作り字の諸兄へ

さて》作り手f~!Jであるが，今凶の事業へのご協力は採

算度外視しての施工!展示にもとくと拝察したが】先号室

たちの仕事を凌駕するには，まだまだ先は長く?精進は

厳しいが，ともかくも，今回のようにもろもろの許可約の

中での仕事以上に，フリーな発主主の場合でも絞まい手の

心を心として，良い;意味で顧客満足度でも効巣をあげて

ほしい。

作り上げる殿堂に黄金の釘を打てるか打てなし、かは，

諸兄の心がけ次第である。 f明日は味方jとか，日青いばか

りの明日だけでは決してない。

おわりに

今回のオ}ナーのお一人の祖父が?出来上がった伎居

に満足し胸中!密かに自慢しておられ?“後l士、孫たち

も大事にしてくれることを願うばかりです。"とおっしゃ

っている。この言葉を借りてp 本文を終わりたい。

108-

(財)諸井県建畢・住宅センタ}理事長

(社)福井県建築士事務所協会名誉会長

(抹)品川建築事務所代表取締役所長
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地域における子どものなじみ形成をめざした

自立的まち学習プログラムづくりの取り組み

一横浜市保土ヶ谷区におけるこれまでの実践を還してー

産額苅泰寛"

一二輪律紅判

キーワード まち学習ワークショップ、地域と子ども、なじみ、棒高鋳

1 はじめに

近年の少子高齢化に伴い、子脊てを家庭や夫婦だけの

問題ではなく地域社会の役欝として捉え、「子育て環境J

としての地域の在り方を鵠う意識は非常に高まってきて

いる。さらに 2004年2丹文部科学省より提唱された

「子どもの居場序付くり新プランj 引)でも小中学生の

凶懇犯罪が相次ぎ、地峡や家庭での教育力低下が叫ばれ

る中で、地域の教育力活性化を掲げており、地域の「子

どもの居場所Jづくり、子どもへの対応に関する地域全

体での検討は大きな課題といえる。

このような背景を受けて、本稿では和田町商宿徳 a 保

土ヶ谷区・横浜毘立大学による商学交流事業 f和田町い

きいきプロジェク卜(以下、和田町P1)出 )Jでの横

断的取り組みのーっとして、子どもを主体に継続的に実

践してきた地域における自立約まち学習プログラムづく

りの取り組みについて中間報告するものである。

2 取り絡みまでの綾緯

平成 13年度に和田町PJで行った和田町商底衝の実

態誠査では、地域情報に敏感な腐底街利用者のコアとし

て、子育て世代および社事をワタイアした高齢者世代の

両世代が指摘されているれ)。

また平成 14年度に積浜市保土ヶ谷区和田町釈を中心

とする 3小学校での実態調変で、商J6街やお活を質い物

目的以外に散策する子どもの姿が浮き彫りにされ、子ど

もを見守り育てていく役創をお民や鴎庖街が担っており、

その重要性が指摘されている文"。

商庖衝を中心として地主主活性化を目指す上において、

f子どもj 子育て世代j を重要な視点とする必要性は

極めて高いと佼讃づけられる。

山方、和田町Plで実擁してきた様々な取り組みへの

反応からも、商庖街内でも、単lこ消費者という立場だけ

でない地域住民との繋がりを再重要視し、地域との関わ

り方のーっとして子どもに焦点を当てる意義や、 fども

が鵡庖街、地域活性化を促すコミュニティ形成のきっか

けになる可能性についても理解されし~)つあった ο

そのような中、 「子どもj をキーマンとする地域の繋

がりを拡げ街1苫衝と地域の活性化を促す取り組みとして

H 15年に f私たちのまちを知ろう タイムマシンで昔

探検!--Jを実施し、その後まち学習ワークショップと

して継続的に展罪書するに至った。

3" H 15年度 まち学習ワーウショッブ

「私たちのまちを知ろう-$1イムマシンで昔探検!ーJ

本取り組みでは小学生を対象lこ、①子ども同士の交流、

子どもを中心とした世代間交流を凶ること、②子どもに

自分たちの住むまちへの興味と愛着が育むものにするこ

と、の2点について特に留意し、子ども逮lこ昔と今とい

う視点でまちの違いや共通点を認識し、自分たちの住ん

でいる王ちの地域資源に楽しみながら興味をもってもら

うというねらいで、 3担問のプログラムで実務した。

( I )まち探検ゲーム『タイムマシンで昔探検』の開催

( 1 ，ヨ目)

手P!B町商!吉街を中心とした半径約250mのエリアを

対象 iこしたオリエンテーリングゲームを行った

(2003" 8. 19)。

参加者は2I名(子ども 19名、母親2名)、スタッ

プは地域側スタップ約9名(ポイントマンとして 5名人

大学側スタップ 14名[学生チームスタッブ、ポイント

マンサボーター{也}であった。参力江省l立4チームに分か

れ、各チーム学生チームスタッ72名と共にチ ムで行

動した。

圏当日の流れ睡

当日のさ主体の流れは以下の通りである。

I まち探検(写真 1) 

①ノレートlこ従って進み、ポイントマンから話を鴎きクイ

ズに答え、指令書を受けとる。

②指令書の中にある昔写真のジグゾーパズルや餓単なク

イズの指示に従い、写真による記録をする。

③途中、ボーナスポイントを探、しながら歩くり

③発表資料作成のt-め、事いている院に気が付ぃrこと

や患ったことをメそしておく}

日 発表じ/.トづくり(写真 2)

各チ ム録l二発表ンートlこ、探検の成果をまとめた。

註I 得点集計。表彰式

1 (I}~匂)について、クイスの底解指令の連成率、制

限待問でのゴール傾を得点としてチーム毎に競い表彰し

f二叫
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盤ポイントマンの設定限

事前準備として、和湖町商府街内や和間際丁周辺iこ長年

居住しており、和田町の歴史や生活について詳しい方に

協力を依頼し、 「ポイントマンJとして子ども濠へ出す

クイズに関する打ち合わせを行った。ポイントマンの役

割は以 Fの3点である(写真 3)。

①そのポイン卜(場所)において、事前に打ち合わせた

内容について、クイズの解答となるキ、ワードを交えた

話を 10分程度子ども達iこ向けて話すこと。

②話終了後、クイズフリップをに提示し、クイズを出す。

③回答を書き終えた後に指令書(封筒)を渡す。

各ポイントマンには、ポイントマン要項・クイズフリ

ップ子と、も達に渡す指令書を J備えにした「ポイント

マン・キットj を事前lこ記布した。

思ポイン卜、ボ ナスポイントおよびノレートの設定櫨

ポイントマンが子ども漆に渡す指令には昔の相1slIllTの

風景を織った写真や和田町iこ残る遺跡への地i還をジグゾ

ーノ〈ズノレfとしたものを用意し、それと問じアングルから

の写真撮影を促した。また普段気づかないような、まち

にある人、物、動物等を探し記録を撮ることをボーナス

ポイントとして設定した。

ポイントマンの西日霊堂や指令書のポイントを考慮し、生

活の君主史とそれを支えてきたまちづくりの歴史を探る

「まちの生活探検ノレート」、まちの人たちをずっと見守

ってきた寺。神社や地裁の意味と由来を探る「まちの神

様探検ルートJの2つを設定した(図 1)。

写糞3 ポイントマンの役車i

事真1 探験中の桜子

写真Z 発車γートづくり 写真5 公開展示の横手

(Z)墜新関、会場づくり (2日告)

1日目の成果物をもとに畿新聞にまとめ、地域公務lこ

向けた会場づくりを行った (2003.8.20、参加者は5名、

大学側jスタッフ 5名、写真4)。

(3 )和国町コモン注"で壁新聞公開展示 (3S自)

和田地裁まつりの僚に地域公開を行い、参加した子ど

も遣の家族、友達、親威、またポイントマンの方々等が

30名(大人 15名、子ども 15名。 F旬、 1S自参加者

1 0名)来訪した (2003.8.23、写真 5)G 

参加した子どもからJ次は別のノレートをやってみたしり、

保護者からは「大学生や地域を良く知る方との交流がlllI

れて良かったJ r今後も継続して欲しい」という声が多

く鴎か;11" ポイントマンの方にもその，嘗義の理解と好評

を得ることができた。また3日目見学のみの子どもから

も f次@]は参加してみたしリ 「ためになった」という声

も挙げられた。

取り組みの特徴と効果は以下の3点に集約される。

まず、地域の方にポイントマンになってもらうことで

子ども遼とi宣接的な関わりを持ってもらい、地域の人的

資源の活用と世代間交流が図れたという点である。

二二つめは子ども遠の成果を学校行事への参加機会が少

ない多稔代に向けて公開したことで、参加者、見学者の

それぞーれが地域の物約・人的資源の認知を深め、人的繋

がりを拡げられたといえる。

探検マップ 欄ト鳩結構iif主主主Zン臨隷ぐり

兜諮伊 I
".J !.，! h 健t../ 、、

1 、、

組銀行/ i 

'l~___ __ 詰 お 匂'J"，，_ /:  

v ゼノノミ開悲JW 均 / 

刷、ト守ず i 久一一百むよ 内 d
:出/メ v

帯ム一一¥、 { 

キ噂~

、、....'-_ e/mィνトマシ
ヲ、、 _./ {執お株宿主

/~一一一戸 息詰窓口

図1 ルート設定
(憐 まちの神様探検ルート)

弘一一一蜘ffi
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さらに学校等ではなく商務街内に在るf和田町コモンj

を活用し、地域の恒例行事 Ifp困地蔵祭り j と連携した

点で、このような従来からの認知度の高い地元行事と連

携寸ることで広く地域公開することが可能にな弘前述

の効果がより上がったと考えられる。

4， H 1 6年度 まち学習ワーヲショップ

新装繍i苫 fわだまちごみショップjをつくろう t

前年度の実綾を受け、子ども同士の交流B 世代間交流、

②自ら住むまちへの興味と愛着の増進の留意点2点を基

本としながら、 f身近な環境Jをテーマと寸る第2回参

加護まち学習を実施した。

主主体的にはまちの中のごみをテ…"71こ環境を考えるま

ち探検をし、どんな場所にどんなごみがあるのか、どの

ような場所がごみを捨てられやすい場所なのかといった

ことを地図を中心に成果としてまとめ(1日目)、前年度

同様、和問地蔵然りの擦に地域へ発表を行った (2日目)。

( 1 )まち探検ゲ ム「ごみ解決隊出動!Jの開催(l

日目、写真 6)

まちの中にどんなごみがどんな場所に落ちているかを

調べるごみ7 ツプの制作を目指してまち探検をし、同時

に落ちているごみの積類全陳列部に分類した。

約 10名の児童の参加および約 10名の地域伎民、区

役所職員の協力が得られた。

圏当日の流才し閣

当日の全体の流れは以下の通りである。 2チ ムでそ

れぞれ役割分担をして行つ九

I まち探検

①用意された通過ポイントの位鐙と、具体的な場所、檎

象的な場所問わ?どのような場所にごみが落ちていそう

かチームで話し合い、ありそうな場所在抱擁する。

②(j)を地図上でながめて、司る/レートを大まかに決める。

③自分たちで設定したノレートに従って進み、司ったノレー

トは探検マップに記録する。

③用意された通過ポイントは写真による記録をする。

⑤ごみを見つけたら、拾えるごみの場合は保存袋に羽収

し、種目IJにより色分けされたシールを鮎付、拾えなかっ

たごみの場合は落ちている様子をチェキで撮影し同様に

シーノレを貼付する。

⑥③とi可時に、地図上にごみが落ちていたポイントにン

ーノレを貼付する。

⑦探検中にどんな場所、どんなごみが捨てられているか

ということを注議しておく。

日発表シ 卜づくり

①探検7 ップ、通過ポイント撮影写真、拾えなかったご

み等の写真も照意された模造紙に貼付し、余白郊に分か

ったこと、感じたことをまとめる。

③持ち帰ったごみはごJ~!J、分擦に従って分類しごみ小分

類シ ノレを貼付し集計する。

③整理したごみは各チーム毎lこ、分類して箱にとりま E

める。

(2 )和田地蔵祭りへ f新装際1吉ごみショップiを出宿

(2日目、1]，真 7)

草真6 まち絞殺ゲーム fごみ解決対出動j由緒子

軍真 7 r新華欄溶ごみショッブjと，吉動的様子
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ワークショップの成果を地蔵まつりでブース出誌をし

て発表した。地域の方による審査会を実践するとともに、

ワークショップの成果物展示だけでなく、実擦にまつり

のごみ籍を分別体験コーナ}としてブース内に設け、こ

どもたちによる地域住民を巻き込んでの啓発活動も実施

した。

日 16年度の取り組みの特徴と効果としては、折しも

次年度から分別収集を始める自治体の積棟的協力を得ら

れ、まち学習の成果とともにごみ分別体験コーナーとし

てのゴミ箱を和田地織祭りでブ】ス出府したことによっ

て、いわゆる小学校等での環境学習とは異なり、地域で

の啓発活動の端となった点である。

参加したこども達はまち学習において資得したごみ分

別方法を楽しそうにアピーノレしながら、ごみを捨てiこく

る来場者に分~IJの指示をしており、子ども達が集めてき

たごみと成果マップをたた'1!ii5iIJ・展示するだけでは得ら

れなかった地域への波及効果があったと考えられる。

また、第2回のワークショップに参加した子どものほ

とんどが前年度からの継続参加であることは特筆すべき

点であった。

5 まとめ

本取り組みの目指す方向性の特徴について、次のよう

な点iこ整潔することができる。

( 1 )地域主体によるまち学習の環唆づくち

日 15年の取り組みでは、地域に長年居住している方

がまちの麿史を語るポイン卜7 ンとなって活動した。ま

た、 H 16年の取り組みでは、地蔵祭りの際のゴミ分別

体験コ』ーナーの設襟・運鴬において、子どもたち自身が

i主体的に参加し、啓発活動を行った。

地域にはさまざまなまち学育の教材があり、これらの

教材を地域の大人や子どもたち自らが発見し理解し主体

的に他者に伝えていく取り組みによって、より豊かな環

境づくりにつながるものと考えられる。

( 2 )子どもの成長に応じた柔軟なプログラムづくり

子どもの成長段階広明弱からみると、地域主体による

まち学習には、さまざまな年齢の子どもたちが参加し、

それぞれの興味・慢心を深めていくことが譲まれる。

本取り組みでは、日 15年、 H16年の 2カ年におい

て、それぞれ「隆史Jr環境Jのテー7 を取り上げた。

参力乱昔内訳としては、小学1年から 6年生までの福広

い子どもたちの参加が得られたが、今後、さまざまな年

齢・興味の子どもたちに柔軟に対応できる多様なプログ

ラム、つまり、特定の学年や年齢に閉じないできるだけ

ホ1横浜閣立大学大学院 工学研究混 助手

"織浜盟立大学大学教育総合センタ 非常勤教員

(現代GPフムロ } 
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幅広い年燃の子どもが参加できるプログラム設定が求め

らl1しると言える。

(3 )なじみ形成注"をめざした継続的取。総み

2カ年の実施とその効果をふまえ、また、子どもたち

の成長も鑑みながら、現段階では、おおむね4カ年を一

区切りとした取り組みを想定している。

これらの取り組みにおいて、特に継続して参加した子

どもたちに焦点をあて、地域に対する!なじみ」や f愛

着j が経年約にどのように変化していくのかを追跡しな

がら、地域とのより豊かな関明のあり方と、地域に居住

する大人に求められる具体的な行動指針を今後明らかに

していきたいと考えている。

6 自立的まち学習プログラムに向けて

本報告は、 4カ年の致り絡みの中間報告である。

これまでの 2カ年の取り組みにおいて地域の大人の積

f量的な参加が得られたことは先に述べた通りであるが、

これらの取り組みを自立的に行っていくためには、町内

会(子ども会や考人会)や筒応街、あるいは近燐小学校

といった多様な主体の積掻的な参加がさらに求められ、

この点については、今後の課題として指撫できる。

また、将来的iこはある程度パッケージ化され、更新可

能な地域独自のまち学習プログラムが侮夜することが望

ましいとも考えらオしる。

今後は、まち学溜の教育的効果や、地域と学校との連

携方法の検討等、教育的側面からも検設しながら実践研

究を継続実施していきたい。

<注>

(1 )和田部1PTでは H13年度より[人と人を繋ぐ拠長としての

商庖街がまち玖舌ヂ引七の棺となることj をコンセプトに、身近

な地域で人と人が繋がり 日常生活を整かにすることを呂指し、

様々な苦戦盟に取り組んできた( 連IT.活動概要は那楠(日本建

築学会大会学術講演梗概集)にて報告済。参考丈識2)等参照)。

(2 )和田町コモンとは、和問町PJ a年Ej的行15.5-HI6. 5の

期間、空き底舗を活用して開設した活動拠点である。

( 3)本稿では、!なじみ芹 HJtJを[地域lとおいて実体験を伴っ

た心象が形成主れ地織における愛着や帰属意識につながるこ

とj と定義する。
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建築の学曹 m創作プログラムの手法と効果に罰する研究 深津真理.，

鈴木賢 " 

-!l¥¥校生と大学生による住宅模型づくりワークショッブの実践を過してー

キーワード 1 )ワークショップ 2)交流、 3)建築学習i

4)住宅模槻 5)高校生

1 研究の脅農と図的

近年、世界で広がり、日本でも広がっている新しい学

びと創造の手法がある。 fワークショップJという名前

で定着しつつあるその手法は、社会活動、学校教育、芸

術分野など様々な場で使用されている。一方、生活環境

が急速に変化し、人と文化、自然、歴史とが接点をなく

しつつあるや、地域環境学習が盛んに行われている。し

かし一見すると個人的な住環境、特に住宅や家族という

最も小さな環境については、学習プログラムが援嘗だと

は言えない。そこで本研究は、高校生から大学生を対象

に住環境や態築に理解を深めるための学習・創作方法の

研究を目的とする。

2004年8月から 10月にかけて、筆者を含む名古屋市

立大学芸術工学部の学生が中心となり高校生世代を対象

とした住宅模型づく呼の学習固創作プログラムを実施し

た。本研究では、ワークショップの実践を通じて議資を

進め効果や課題点をまとめた。具体的に務ままの視点は次

の3点である。

1 )高校生、大学生が共iこ住環境や建築課題に向き合

あうとき、どのような意識変化があるか。

2)意識変化の過程lこ、学習，創作プログラムの手法

がどう影響を与えたか。

3) 大学生にとって学習・創作プログラムの企画から

実践まで過して作り上げる体験がどのような影響

を与えたか。

2 r多様な世代による 家の模型づくりワーウショッ

プJの概要

計画した学習。創作プログラムは、 l多様な世代によ

る 家の模型づくりワ クショップJ t'題して高校生世

代を参加者に募り、第 1部「家めぐりツアーJ、第2部

「家の模型づくりワークシ 3 ツプム}展覧会「かやぱ。

けんちく島j の3部構成で行った(表 21)。内容は、

第1部は f家ってどういうものリ j をテーマに住宅見学

を行い、アクティピプイを E夫Lて奉加者それぞれの興

味や関心を共有できるようにしたっ第2部は住宅模型づ

くりを行ったが、その前段階や制作のプロセスも重視し

た。模型づくりは3日自の講評会でまとめ、その後展覧

会を行って一般にも公朔した。

プログラムの構成は、全体と各部をそれぞれ r導入j

「展開J rまとめj の3ステップで構成し、それぞれに

適したアクティピティを慰置した(表 2-2)。

また本研究では、実施にあたって改良もしくは開発し

た学習会創作プ口グラムの個別の婆素を「アクティピテ

イJ !::呼ぶこととする。

3 第 1部「家めくeりツアーj

3. 1 r家めく@りツアーjの概要

第 1部「家めぐりツアーJ (2004年8月7日(土)) 

は、スタップも含めた参加者 26名(うち高校生8名ー

学生日名。社会人 1名の大学生スタッフ 8名 9 教員およ

び建築家3名) で行った。くじでグノレープを決め、 4グ

ノレ プでプログラムを進めた。家めぐりの最中はポラロ

イドカメラをグノレープで1台携帯した。

内容は、芸術工学部北千種キャンパスに集合し、訪問

先の紹介ピデオをみてから移動し、!津端先生の家J 木

表2-1 学聖書沼郡作プログラム田実施概要

タイト" f多穣な世代による家の模型づくりワークショップJ

対象 高掠 1-'年生を主体とした1併t

時紛 2004年自月-10丹

会場 l名古膿市立大学北千種キャンパスおよびその周辺

主催 学KAYABAエ ジェンツ、愛知県

箆的 住理境や建聾分野について、交F荒ー共間体験を還して理解を課める

第 1郡家めぐりツアーく蒙ってどういうもの?>

沼崎 白河7日 (土)宮 ;3Q.-v17:田

内容 家めぐりツア に出かけ，累の多様な在り方を捧る。

愛知県春岳井市 コ ポファイブハウス『木耐の壁』

見学先 愛知蟻春毘井市都舎の中の現代版担金暮らし!l';J世瑞先

生の家a
募集人数 20名程度

第 2部療の績型づ〈リワークショッブく薫をつ〈ちう，>

自鱒 8fl20臼(食) ~8~22日(白} 10:叩 -1呂田

虫学びながら交流を諜め、患の犠型を実擦に制作するe 高

内容
枝生と大学生がグループIこなり それぞれ家族の投にな

内容 り者って横車の.. 撃を行う。建築家のレクチャーや敷地

見学も行い酵i仲の記錫をまとめる。ものづ〈りの憲し

さを体蹟し 住環境や建築について理解を諜める。

会旬降 名古鹿市立大学北千種キャンバスおよびその周辺

易摩集人敏 '0名程度

震覧会『かや"‘けんち〈島J く薫をみてもらおう，>

自身寄 10舟 16日(土 17日{日 )11 田~17: 00 

般にワ タショッブの成業を~陪するa 般の埼で槙

内容
型を克ることで、客観的な視点を憂う。芸帯工学部学摂

(安工慎)と同時開催しも訪れた人と共に簡単な模型制

作もできる。

会場 名古農市立大学"千種キャンパス
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鮒の里j とし、う順番で見学、大学へ戻ってからグループ

ワークを1Tった。
302 各7'7ティピ子ィと内容

く入口アンケート><ビデオ鑑賞>;訪れた参加者が

シーノレを受け取り、ボスタ』状のアンケートに答えると

いうものロポスターには参加者自身を際う質問やプログ

ラムの内容に関連させた質僚を書いた。参加者を赤、ス

タッフには緑のシールでiま別することによって、 Eいに

韮2-2 3ステッブとアクティピティ

ウ才 ミングアップ

家の償援づ〈り 1 く員長の鏡型づ〈り，>

ピヂオ鑑賞

殺の縫'"づ〈り 2 く象の検昼間づ〈り，>

く畿の機週間づ〈り，>

家の敏明づ〈り 3

く家の後輩づ〈り，>

違いを発見することができる。予習として、津端氏と f木

附の盟主」の黒野氏からビデオをお借りし、スタッフと参

加者で鑑賞した。

くイン聖ピュー自己紹介>;スタッフが照意した質問

に対して必ず答えなければならないというノレールを取り

入れた自己紹介のゲーム。参加者の緊張をほぐし、雰陸

気に王手く馴染んでもらえるよう工夫した。

く家めぐり>; r津端先生の家J 木婦の里j の見学

中は、後述の<発見?ツフ。づくり>のためにポラロイド

カメラで各グノレープ 20枚の写真を撮ることとした。写

真を選ぶ基準l士、 旬、いなと臣、ったところj r気に入っ

たところj 1発見だと患ったところjである(写真 3-1)。

くお主主体み>0 rホ11ftの翠Jでは、黒野邸にて主主食を

取らせてもらうことをお願いした。参加者とスタッフが

混じってお昼をとったり

〈ポストイット質問告イム>;黒里子邸では、まず薬野

氏からコーポラティブハウス f木F甘の患j についてお話

をいただいて その後K]法(収集した膨大なデ山タを

数理するためにカ ドを使って一枚の関に絞め、全体を

見ながら認し合う方法)のアイデアを利用して簡単な質

砲と意見交換の時間を設けた。お話l立、木F討の里のテー

マソングから始まり、成り立ち、苦労したこと、完成後

の暮らし方のおもしろさなどを聴けた。意見交換では、

家のメンテナンスやお金のことなど現実的な話題から、

10 世帯の本物の家族のような毒事らし方に共感する声な

と 「建築家だけが家をつくるわけではない!という気

付きにまで話が発展した(写真 32)。

く発箆マップづくり>1見学中に撮りためた写真を活

用する。グノいプのメンバやスタッフも含めた見学者

全員がf可を感じたか共有し、新たな発見や輿岐を見つけ

るために行った。〈発見マップづくり >1こ入って、家め

ぐりのときと比較にならないくらいグルーフ。内の交流が

進んだ(写真3-3)。

くマジッウマイク>;自発的に発言しないタイプの参

加者もマイクを使って発表してもらうことができた。た

り
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またま男の子4人に渡り、 「今日は親lこ行けと言われて

よく分からずに来たけど楽しかった I馴染めるかが心

配だったけどすぐに馴染めたJなど、心のF句も熊くこと

ができた(写真3-4)。

くお礼カード><集合写真プレゼント>;I津端先生

の家j I木附の塁」のどちらでも、集合写真を撮った。

大学へ戻ってからスタッフが写真を印刷し、参加者一人

一人に集合写真 2枚のおみやげを渡した。またそれと ~IJ

に、津端氏と黒里子氏へ、お世話になったお本しの色紙を

作成し、後詰郵送した。

4 第2部「家の縫製づくりワーウショッブj

4.1 r家の模型づくりワーウショッブjの概要

第2部「家の模型づくりワークショップ! (2004 

年8月 20担(金) ~22 日(日))は、スタッフも含

めた参加者 36名(うち高校生 12名。学生7名目大学

生スタップ 13名吻教員および建築家4名)で行った。

教員および建築家には、アドバイザーとして依頼した。

プログラムは、 1日目の午前は住宅模型づく与に取り

かかるための導入プログラムとしてまとめた。 1日吉

午後からメインプ口グラムの住宅模型づくりに入る。

具体的には、家族構成の話し合い、敷地の見学、住宅

の設計などを行い、 2日白から 1150スケー/レの模型

制作に取りかかった。 2日自はまとまった作業ができ

るよう、昼休みのどデ万鑑賞以外は基本約に模烈制作

を行った。 3日自は午後 21寺から講評会を予定し、そ

れに向けて全員がf1:1結して機型制作に取り組んだ。完

成した住宅模型的部を表 4-1Iこ紹介する。

4.2 各アクチィピ宇ィと内容.1沼目

〈入口アンケート〉く箆痘パズルシャツフjレ><告

己紹介「いつもとはちょっと違う最近の私J> ; 1 S 

目から 3日目まで、いずれも<入口アンケv ト>で1

日を始めた。午前のプログラムを行うグノレプ分け(模

型制作は午後から~IJIこグループ分けをした)を、建築

界の在辰の住宅をパズノレlこし、ピースを配って行った

(主主真 4-1)。

く家から遵懇ゲーム>;第 11拐に参加していない人

に、第1部のテーマ|家ってJういうものつ jから考

えてもらえるように、 「家j としづ単語から連想、ゲ

ムをした。家を考えることが、犠々な事柄を考えるに

等しいことを感じるための内容(写真4-2)。

く向井さんのレクチヤ 〉 鏑溺KJ法く家づくり

に大切なことってつ>;建築家の向井競氏に 40分

程度の講義(作品紹介)をしていただいた。特lこ第 1

部で学んだことが「暮らしから建築を見る J ことであ

ったので、事前に「暮らす人の視点から作品を紹介す

る講義j を希望した。レ/クチヤザを踏まえ、グループF

で l家づくりに大切なこと lを考えた(写真 4--3.4 

4)。

く家族役決めくじ引き>;今i誌の学習。創作プログラ

ムで特徴的なもののひとつに、住宅模型自づくりを行うグ

ノレープそのものが架空の家族になりきる、という点があ

る。グループは9つで、基本構成は高校生2人十大学生

I人の 3人である。グループメンバーはくじ引きで決め

た。 I可時に、全員がある役を演じるためのくじ引きも行

った。そのくじは入や動物の様々な顔写真を使ったもの

写真レ9 綴み立て中 写真4-10 思い入れを認す

背に発表する緒子 が}なカード
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で、参加者は引いた顔写真の人物(動物)になりきって

3日間過ごすことになる。ある人はきれいな格好をした

お姉さん、ある人はメガネをかけた賢そうな少年、また

ある人はブタ という具合に年齢やせ出IJの異なるキャ

ラクターを写真から惣像し、さらに家族のストーリーを

練った。

くてまきろく>:これは、 f手巻き」と「記録Jを合

わせてつくったi童話である。各グループはくてまきろく

>と呼ばれるロール状のトレーシングペーパーを広げ、

家族の話し合し、からアイデアスケッチ、模型の進行状況、

密街までかきこんでいく(写真 4--5)。

〈キャラウ告ーづ〈り〉く家族会議>:午後からは各

班が「家族j で席につき、自分の役をどんなキャラクタ

ーにするか考えた。家族構成の様子を見ながら、年齢や

経B室、国籍まで考えるメンバーがいた。キャラクターか

ら住宅をイメ…ジして文字や絵で表す中、<家から連想

ゲーム>を気に入った参加者が、似たように連想ゲーム

をする様子も見受けられた。そのようなプロセスはくて

表4-1 住宅捜裂の紹介 (4例)

アジト石黒

表拘きは病援で実はア
ヤシイ石黛僅締のアジ

トのこの家には えら
〈てわるい人鰐に屋上

盟天プロがあったり地
下室{こ実験室や集会場

があったりする.

輪の家

わ(鎗)(和)の家

プテラノドン

翼竜カヲ飛んでいる家を
っくりたい， ， 

家が公園と一体化する
ようにカタチをおもし

ろ〈しました f

CAFE司OBIN

ロピンが使えるようにス
ロープ付きにして.."に歩
きまわれるCAFξにした.
。プライペートでは 厳
さんがゆっくりくつろげる
ようにお小ろを大きくして
受&月&盤&畿がみえるよ
うにしました〈ロビンと
繍に入れます}。

まきろく>に残っている。

く敷地見学>:敷地気学は、斑ごとに任せて行った。

好きな時鵠だけ見ることができ、状況を把擬している大

学生スタッフがし、ろいろと説明できた。また暑い時期な

ので、敷地までは自転車を貸した(写真4針。

くス告ッフの反省会>:各民の終わりにスタッフは反

省会をした。各Jjlfの進行状況を互いに把握するためであ

る。そのときにも過程の分かるくてまきろく>は有効だ

った(写真4-7)。

4. 3 各アウチィビティと内容 ;2813

く家の模裂づくり>:模型づくりは、大学生スタッフ

個人のやり方もある。ざっくり小さなスケーノレで試し模

型を作るところや本模型と同じ1/50のスケ】ノレで試し

模型を作るところなど、進め方は様々であった。また細

部や家呉などを作り込むのが好きな直殺生もいれば、家

自体の仕掛けをつくることが好きな高校生などがし、た。

随所で、高校生。大学生が建築家にアドバイスをもらう

様子がみられた(写真小針。

〈ミースのトウーゲントハット邸を銭賞>:建築界の

巨i笠を感じ、民医のつくる住宅というものを味わうため

に企画した。

4.4 各アウティビティと内容 :3臼毘

〈家の模型づくり>:午前中はまだのんびりした空気

が流れていたが、とにかく「完成させたいハというメ

ンバ-(/'_気持ちが感じられた。昼休みもとらず、弁当を

食へながら(/'_模型制作だった(写真十9)。

くてま音ろく〉まとめ，制作と平行してつくってきtc.
くてまきろく>を、タイトルとコンセプトを決定し、書

き込んで完成させたゆ

く講評会>:議苦手会は、まとめいずたくてまきろく>

と住宅模型を使って行った。高校生が、なぜこのような

住宅模型になったか君主放を紹介したり、こだわった点を

模型で見せた号、設計の背景となった家主主のストーリ…

などを詳しく話した。印象的だったのは、発表している

高校生のとても自信のある表情だった。高校生・大学生

にとって f大人j であるゲスト建築家や大学教員が講評

するときにも、自信たっぷりの笑顔でし、て、とても雰囲

気が良かった。完成した住宅模型は工夫がたくさんで、

3日間家族になりきって作っただけあり、愛着のあるも

のになった。:プテラノドン rアジト石黒;など、ネ

ーミングからもうかがえる(写真4-10、4-11)。

くコメントカード>:最後に、グノレ…プのメンバーに

あてて手紙がかける顔学真付きのポストカ…ドを用意し

た。メンバーと交換してコメントを書きあい、 3日間の

思い出にした(写真小12)。

5 膿覧会「かやI;!. Itんちく議j

5. 1 rかやば包けんちく鳥」の概要
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展覧会を;かやぱ。けんちく島J (2004年 10月 16

お(土)、 17日(日))と題して行った。 目的i士、第 1

部、第2部の成果を一般に公開し、多くの方に見てもら

うこと。そしてわたしたちにとっては、一般の場に公開

することで等観的な視点を養い、体験をふりかえるきっ

かけにすることである。会場は芸術工学部北千積キャン

パス 1階西ロピーである。 2日間芸工祭と|司時iこ開催す

ることによって、芸術工学部の学生、またその親兄弟、

名古屋市立大学の他学部の学生、高校生、他大学の学生、

周辺住民、大学教員等、様々な来場者があった。

展覧会では、学習 a創作プログラムの成果の展示以外

に来場者が参加できるアクティどティを2つ設けた。会

場は「建築あそびのテ-?パークj をイメージし、それ

らをひとまとまりのスペースに配慢しto。

5.2 各アウティピティと内容

くけんちく島鳩示板>:訪れた人はベンを取り、 「今

日は何人で来ましたかっ将来はどんな家に住みたい

ですかっ iなどの質問にそった答えを書き込んでいく。

来場者の感想に i訪れた人とつながって、あたたかい気

持ちになった」としづ答えがあり、拘示板を過して参加

者向士の交流があったことをうかがわせた。

くけんちく島づくり>:展覧会で最も盛り上がったの

がくけんちく島づくり>であった。ここでは、会場を訪

れた人が好きなだけ建築模恕づくりができるように道具

や材料を用意した。具体的には、原さ 50ミリ、広さ約

1800 x900ミリの豆裂をした「けんちく島」を2日間で

完成させることが自標ー特に小学生が楽しんで参加し、

2日間訪れた人もいた。また訪れた第2部参加者が他の

来場者と共に模型を作っていく様子があった。

〈島づくり>コ ナー

6 活動結集

6.1 大学生への効果

大学生にとって、普段は交流がないが近い世代であ

る高校生との活動が新しいアイデアを生み出すきっ

かけになり、身近な環境を見つめ直すきっかけにな

った。

ワ クショップを過して、新しい出会いがあった。

多くの世代と住宅や家族について考えることができ、

住意識を深めることができた。

ワークショッブを企麟して実践するという体験が、

普段の学びとは異なる視点で物事を考える経験にな

った。

共向作業の難しさと面白さを問時iこ体験することが

できた。

6.2 高校生滋代への効果

大学生との交流を普段は持たないため、大学で学生

と共iこ活動することがまji;鮮で、魅力だった。

建築家から躍に講義を受けたり語り合うことが、患

い出深いものとなった。

多くの知らない入どの出会いや交流があった。

ワークショッブを過して、住宅や家族に思いをはせ

ることができた}

住まい方や家族構成そのものが住宅づくりと深く隠

連することがわかった。

大学や高校といった際ざされた環境とは築なる際か

れた体験や関係づくりを縫験した。

6.3 活動結果のまとめ

大学生と高校生世代への効果は、以下の 3点、のように

まとめられしる。

1 )参加者向士あるいは関係者との間で、世代や領域

を組えた交流と問題意識の共有ができた。

2)伎意識の向上をうながした。

3) 日常生活ずは得られなかった新鮮な体験を可能左

した。

これらから、ワ…クショッブの内容が学管。書1)作プロ

グラムとして有効な手段であることが確認できた。

7. r多綴な世代による 家の摸盤づくりつーウショッ

プjの特徴

1 )導入を担う手j去の充実 1 住宅見学「家ってどうい

うものつ j から始め、イ可重にも組んだ f導入jの

アクティピ子ィが理解を深める手助けになった。

2) 家族設定の手法，ランダムlこ与えられたキャラク

ターで家族を設定、<家族会議>から住宅模架づ

くりを行ったc 結巣、住み手の積極性のある徐宅

になり、共lこ l家族j になったj高校生と大学生と

の良い際係、づくりにも役立った。

3) プロセスを蓑視する手法 3 評価の高かったくてま

きろく >1土、住宅模型づくりの過程を記録してい

くアクティピティで、思い悩んだ時間を大切にし、

結果だけが成果ではないことを表せる。 同特に参

加者の既成概念を崩し、客観的になれる方法であ
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った位

4) 7'7子ィピティを応用 特に初対菌同士の高校生

がグループで作業を進める内若手だったため、手法

として捉えにくい「雰函気づくり;に効果がある

よう{塩分野のアクティピティを積極的に取り入れ

た。

5)近い世代による格亙学習の場 p 特別に世代の近い

大学生と高校生は、教える、教えられるという区

別がなく、アクティピティに取り紛[1..1'過程で、 !l

いに普段得られない学びができた。

2 ァウチィピティの作淘

ワークショップの特徴Jこは、個々のアクティピティの

はたらきとそれらを組み合わせるプ口グラムデザインが

大きく関係している。そこで、アクティピティを「主に

心に作用するもの交流系アクティ rティ 1主に頒を

動かすもの 学習系アクティピテイ 1 :主に干を動かす

もの 創作系アクティピテイ Jの3つの要素としてまと

めた(函 8--))。

各アクティピティを最も特徴付ける作用で分類、表

8-2に示した。交流系アクティピティをプログラムの始

まりと終わりに、創作系アクティヒティを展開部に、埋

めるように学留系アクティピティを配援したことが分か

る。

9. r宰橡な世代による 家の模型づ〈りワーウショッ

ブJの課題点

プログラムの実胞から、現時点で以下の3点が課題と

して挙がった。

1 )展開部でプロセスを重視したぐてまきろく>が逆

に起伏なく l見どころ」をなくした点などから、

長いプログラムi士宮的を見失わせるおそれがある

ことJ

2) プログラムの非日常性(娘空の家族設定など)や

ふりかえりの甘さから、住環境や建築への理解を

自常的iこするには笠らなかったこと υ

3)第 1部から第 2部、展覧会へと発展するブログラ

ムに連続した参加者を得にくかったこと。

10 課題解決のための提案 9 プログラムデザインの手法

課題を受け、よ与目的を意識できる 5ステツプのブ。ロ

グラムデザインを提案するU 大まかだつた

関1 1まとめj とし、づう概念を、 1 1緊張ほぐし 12動

機付けJと 13展開Jそして 14まとめ_) r5持ち帰り J

市 金 名古座市立大学大学院芸

術工学研究J科助教授博土(工

学)

になるよう細分化し、さらに各ステップに適する作用の

アクティピティを示す(表 10-1)。

時間のかかる創作系アクティビテイは区切りをつけつ

つ行うことが課題 1を解一決する手だてだが、そのために

はさ らに ほ展 湖j を細分化することが課趨となる。

また課題2. 3を受けて '5持ち帰り lを強化すること

が重要である。今回実施できた<集合本主要プレゼント>

ゃくコメントカ}ード>はどちらも交流系であり、学習 a

創作の作用がないと課題2は解決できない。今主主は実施

;こ怒らなかったので宋J確認であるが、燃えば 12動機付

けl で創作系を?了い、 '3展開 14まとめj をした後

iこ動機付けになった創作物を使ってゆ持ち帰り j につ

なげるなどが考えられる。

これらの課題は、解決策を新たに提案し、今後試して

いきたい。

図8-1 アウチィピティの聾棄

表8-2 '7 ~フチィピティの作用と構成

墨10-1 5ステッブとアヲティピティ

1 A 1安壷嘉 日1学室長哀 cl 

11 n 
導入

? iナ

3 |麗調

~なま主と2め5り 。

n ぐ)

。 展調

コ
c' 。 まとめ

③通ずる 〈コ 適するが手法は未確認

"名古鷹市立大学芸術工学部 生活環境

デザイン学科 4年

高校3年次l乙 fふれあいサイエンスプ

ログラム『高校生による都市の住宅デザ

デンj2帥0年 7月j に参加した経験をも

っ。 2曲 5年4!l芸術工学研究科へ進学予

定c
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まち学習の素材としての大学キャンパスの活問可能性

一名古隊大学東山キャンパスでの 2つの活動をi!!iして

'J'松昨1

キーワーt' }て学キヤ/パス}まち学包市民中学生，高校生

1 はじめに

これ主でまちと大学キャンパスは，いわゆるタウンと

ガウンの調係にあり，心理的にも物耳霊的にも一線を引か

れていたといえる。 般市民にとってみれば象牙の塔と

して敷居の高い場所であり 2 都市部に立地する多くのキ

ャンパスは敷地境界に門塀が設置され，行き来は制限さ

れている場合が多い。よって，これまでの大学における

市民や子どもたちによる学脅は，公開講援などで教育研

究成果を聴講したり体験学習をすることに限られており，

キャンパスの物理的な環境自体を学習の対象にしたり，

まち学習のきっかけにすることはあまり行われてこなか

ったと恩われる。

しかしキャンパスは，その知的人的資源だけでなく，

まとまったオープンスペース，比較的統寸践のある建物

群p 市街地の中でのある一定の空間的まとまりなどを有

l，都市の空間}体系の主要部分になっている場合も多い。

様々な利便施設が揃い，また紡災拠点としての役割も期

待されており，公共性や公益性は高しい)ο よって今後は，

都市生活や都市計爾，都市経営の観点から，大学キャン

パスは主主要な都市資源になるとの指摘もされているヘ

そのためには，より広くキャンパスの魅力や可能性3 そ

して課題が広く共有される必要があると思われる。

ヌド稿で取り上げる名合屋大学東山キャンパス心(写真

1 )は名古屋市の東山丘陵地の一部に位置づけられ，キ

ャンパス中央を貫く市道(1J.ll谷山手通)沿いの官民境界

線に塀がないという特徴"がある。この開放性は周辺住

民からも高い評価がされている九

このキャンパスの初期の建物が築後 40年以上を経過

し， 1990年代から建て替えや改修工事が頗次行われて

いるo)。また 3 都市計画決定されていた地 F欽4号線が

2003年 12月に総選 l，このキャンパスの中心部分iこ駅

が開設された。さらに，野依良治教授のノーベノレ賞受賞

が 2002年秋にあり，その記念建物(集会施設と街I布施

設の交流館と研究教育施設の研究館からなる)が 2004

年春に完成した。

このようなキャンパスの変化はマスコミでも報じられ，

広く知れ渡ることになり，多くの市民からキャンパスの

視察やそれに関連した学脅機会の提供希望が寄せられた。

2. ，ド稿の自的と方法

そこで，筆者は 2004年度に各種冨体による東山キャ

119 

2主主主 1 東山キャンパス島隠写真

(白線!まキャンパス敷地境界、写真上部は東山丘陵地)

山

田園d園田園田崎E

殴 1 I!!l笹山手遜沿いの配置図と f干の穣暁かL隊j での行程

ンパスを題材にしたまち学慢の試みに 4@]協力し，実縮

した。このような試みは筆者の知る限り，名大では初め

てであった。本稿ではそのうち，筆者が企画段階から主

体的に関与した2回の活動内容を整湿l，報告する九

具体的には，第一に?キャンパスが立地する名古滋市

千種IL役所が主催する街づくり事業 f文教地域の学習環

境づくり」の中のー活動である「千の種明かし隊j 活動

ωとして行ったキャンパス学習を報告する。第二に，東

山キャンパス西端に立地する名古屋大学F付属学校(中

高)が行っている f学びの社j 議康的として行ったキャ

ンパス学習を報告する。

2つの活動とも，参加者に楽しかったことや印象に残

ったことなどを自由に記述することを依頼した。 2つの

試みの内容と参加者の記述もふまえながら，まち学習の

素材としてのキャンパスの活用可能性について考察する。
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ジでしばしの休態

写真2 r千の種明かし隊Jでの様干

3 一般市民によるキャンパス学習

3-1. r干の種明かし隊jによるキャンパス学習の綴要

筆者はこれまでも f千の緩明かし隊Jの企画や実施に

参画しているが，今回のキャンパス見学は，それまでの

毎自の参加者アンケートに「次は名大キャンパスへ行っ

てみたしリという希望が度々えられたため，地下鉄開通

とノーベノレ賞記念建物の完成を待って， 2004年 5月 22

日(:士:) 9:30~12:00 に実掬した。

参加市民は市の広報紙などを通じて公募された。参加

者募集のために活動テー7 名が区職員によって名づけら

れたが，それが「名古慶大学内の秘境を採れりであっ

たことが，堺がなく，散歩をする市民も日頃見られる東

山キャンパスであっても，し、かに一般市民にとっては遠

し、存在の場所であるかがう村丸、知れる。

50名の定員に対して3日程で 70名超の応募があり，

当日は 54名の参加があった。当告の顔ぶれを見ると，

年齢層は小学生から高齢者まで多様であり，家族連れで

の参加も多かった。ただし，中学生や高校生の参加者は

若干数に留まった。

初めての試みだったこと号安全のためにノレ}トを設定

して，各所で筆者が解説をした(陸]1，写真 2)。まず

キャンパス中央の地下鉄駅出口に集合し，大学の概要，

東山キャンパスの概要やキャンパス以前の地域の歴史，

キャンパス取得の経緯とこれまでの発展経過を説明した。

次に，ノーベノレ賞記念建物(交流館と研究館)に甫iかい，

その関に各所の特色や，特には問題点について解説した。

また，大学再整備の大きな目的のひとつが耐震性能の向

上であり，また名古屋市が東海地震・東南海地震の防災

対策強化地域に指定されていることから，途中で耐震改

修のされた建物を解説したり，防災対策を研究，教育，

社会連携の点から進める災害対策室の教官から自然災害

の恐ろしさや防災の心4専についての説明を受けた。

3-2 参加市民のキャンパス!こ対する認識

自由記述の感想文にみられる参加者の記述内容を整理

して，その傾向について説明する(表 1)。

「市パスから銚めているキャンパス内を歩けて楽しか

表1 参加市民 (54名)の感想

コメント内容 人数

普段入れない所なので有意義だった 31 

また訪れたい 14 

軍事依記念館が印象的だった 11 

緑が多いこと、身近なことがよい 10 

市民!こ関かれた方針がよい 5 

大学にふさわしい環境だ 3 

キャンパスが新しく変わった 2 

いろんな設備があることに鎚心を持った 2 

キャンパスの広さに驚いた 2 

大学にはいろんな顔があることが分かった

盤吉田講設のエピソードiこ翻心を持った

量豊田講裳前の広場1主義撤 1 

キャンパスや廓辺の鐙史が分かつてよかった 1 

普ここで遊んだことを患い出した 1 

{複数lliI答)

ったJ r念願の名大構内に入ることができたJなど，な

かなか足を踏み入れることのないキャンパスの奥まで見

て屈ったことを喜び，また訪れしたいという声が多い。こ

れに rこれほど殺が豊かとは意外j といった驚きやy

「オープンでユ嬉ししリといった市民に対して開放的なキ

ャンパスのあり方，大学にふさわしい環境，キャンパス

の広大さへの指織が続く。また， 九、ろんな顔があるの

だなあ」と野依記念館をはじめ外からは見えない所にも

様々な興味深い場所があること，キャンパスをきっかけ

にしてこの土地の歴史に対して理解が深まったことなど

が記されていた。これ以外に，地震防災に関する説明は

時期を得ており，印象的だったとの意見もあった。

今後については，各学部の見学 (8名)，樹木や昆虫

を対象にした探索 (3名)，図書館巡り(2名)など 7

耳目のテーマでのキャンパス学習の継続を希望する声があ

った。さらに，キャンパスを含む東山丘陵地の緑やその

中の動様物陸自(3名)，また名古屋の都市約な成り立ち

を知りたい(1名)など，関心がキャンパスから広域の

地域に広がったことをうかがわせる意見もあった。
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(奥!ま酎麓織強改修をした工学部建物) 一望する

(地元ボランティアの説暁を受ける) (犠壁材料を持ち込む生徒もあザ)

写真3 r学びの杜」講撲での様子

モン告ージニみして発費(中央が作品)

4 中高主主によるキャンパス学習

4-1. r学びの杖J講座によるキャンパス学習の概要

筆者はこの講康で 2日04年 3月に 1閉限りの講義を，

建築とまちをテー?にして行った。その後，建築やまち

づくりの視点からの連続講康の実施依頼を受けて， 2004 

年 7月に 1週間に 4[0の講義，演習を行った。テーマは

「附緩学校のあるまち」とし，約属学校のあるキャンパ

スや罵辺地域を学び，最終拐ではデザイン提案を行って，

まちに積極的に働きかけるような学習内容とした。

生徒に対しては担当教員から淘知がなされ，希望者が

参加した。希望日のみの参加も可とした。平日開催の 1

~3 日目 (7 月 13 日， 14日， 16 日)は 14:00~16:00

に行い， 4 日目 (7 月 17 日)は土羅臼の 10 ・ 00~14 ・ 00

に行った。

具体的な学習内容は次の通りである。まず初自(中学

生 8名/高校生 2名/保護者 7名 以下向様) Iこ附属学

校が立地する名古箆市，千種区，東山キャンパスについ

て膝史，地理，統計などを解説した。 2日信 (16名/0

名/6名)には，前述の市民による見学と同様なノレート

と方法でキャンパスを歩いた。 3日目 (16名/0名/2

名)には，学校から地下鉄で二釈のところにある覚王山

の揚捧荘叫を訪慌し，挿}辺の寺社や話題の街1;5街などと

もに， ~付属学校の周辺地域との違いを理解した。最後の

4日呂 (8名/2名/5名)は，地下鉄機通でその役割

が薄れつつあるものの，まだなお生徒の中にも利用者が

多い地下鉄名古屋大学駅横のバス停のデザイン提案を行

った叫。土曜日開催であって，親子で参加する生徒や小

学生の兄弟と製作を行う生徒もいた(写真 3)。

表2 参加中高生 (15名)の感想

コメン卜内容 人数

野依記念館が印象!こ残った 13 

キャンパスが豊かな緑はよい/驚き 3 

豊田講堂からの景色がすてき 3 

キャンパスはあまり知らなかった 2 

重量悶隷設のデザイン愈認に納得 2 

信号機の発光ダイオードの研究者の話 2 

古JII資料舘の建設エピソードは商白かった 1 

東山キャンパスの歴史を再認識した 1 

{纏数関答)

4-2 参加生徒のキャンパスに対する認識

第 3重量での市民の反応との比較から， 1回霞と 2回目

の感想文を整理した。

1回目での東山キャンパスの位置づけについて，その

大きさを相対的に理解し，東の縁地までキャンパスとは

知らなかったとの記述があった。次にキャンパス見学で

は野依記念研究館・交流館に対する驚きや関心を寄せる

記述が多数あった。 r現代?って感じたJ (衛2女子)

など，建物のデザイン福に強し、関心をみせている(表2)。

一方で r名大の方には入ったことがなかったj rノー

ベノレ賞記念建物なんて知らなかったJ (ともに中 I女子

など)など，前述の市民ほどではないが3 附農学校の生

徒でも広大なキャンパスの特徴や現況を理解している者

は必ずしも多くない。豊問講堂のデザイン意凶(車では

なく門)や古川資料館のエヒ。ソー iごなどから，通学途中

などに日々眺めている建物や場所のE章受に対する認識と

関心を深めたとの記述も見られる。また，野依記念研究
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館で公開されている実験設備に興味を示す生徒もいた。

5 まとめ

この 2凶の試みにより，小学生から高齢者まで多様な

世代が東山キャンパスを訪れた。共通して 7 緑豊豊かなこ

とやキャンパスの開赦性は肯定的に詳悩していた。歴史

や場所のエピソ』ド 1 建物のデザインiこ対する関心も高

いc 普段は入りにくい f秘境Jであったキャンパスに対

して，この常留をi通じて新たな関心も生まれている。

このようにキャンパスは，知識や技術の集積した抽象

的な知的空間であると同時に，多禄多様な空間要素で構

成される具象的な知的空間(=まち)でもある。今回は

筆者(建築学)が担当したが，キャンパスの物理的側面

に関わる教育研究に携わる人的資源、(教官や学生)の存

在を考えれば，学資素材としての活用可能性は大きいと

思われる。

2つの試みの参加者の意見や希望?をふまえれば，キャ

ンパスが提供可能な，もしくはキャンパスを関連付ける

ことができるまち学習のテー?としては，インプラスト

ラクチャー，ランドスケープp 景観，緩史的建造物・環

境の保存活用，博物館などの知的交流や継承，実験研究

などの特殊施設や最新設備，キャンパスと周辺地域の成

}I.史や文化史などが考えられる。今回のパス停デザイン

のような提案裂の学習活動も可能であろう。これらの多

くはこれまで積み重ねられてきたまち学習の対象、テー

マと共通しており、その万法も共有可能だと沼、われる。

さらに，大学キャンパスをまち学習の素材として活用

することは，教育効果やキャンパスや大学の広報的側面

に留まらずs キャンパスを含んだまちづくりの第一歩で

あると思われる。例えば金沢大学では，キャンパスの雑

木林を活用しての里山学習や保全活動の取り組みが行わ

れている'"。東山キャンパスでも， 1980年代からの地

域と大学が文教地域という特長を生かしたまちづくり検

討を断続的に行ってきており，その中で地下鉄駅工事後

の街路修景では市と大学，大学周辺住民が共潤して計画宮

を検討し， 2001年に完成させた経緯がある。

今後の展開として，周辺地域とより関連づけたテ-7

での学習や，所属大学生の主体的な余函によって実施す

ることなどを構想している。

く注>

1)例えば参考文献1のpp.112~113 や参考文献 2の pp. 136を

参照されたい。

2)例えば参考文献1の押 14-15を参照されたい。

3)東山キャンパスの敷地は、 1939年の名古屋帝国大学創設にあ

あわせて取得された。当時、八事区鑑整理組合による区蕗整

理事業によって道路整織など完了していた土地が、大学に提

供された経緯がある。そのため、現夜の構内道路の一部はそ

の当時の道絡が利用されている。キキンパス般地の街積は

70加あり、東側の 30ha分は市の風致地区に指定されている。

東山公園を含む東山丘綾地の閣端に位置し、路辺は現在名古

屋市内でも有数の伎宅地である。学生数は約 16000名、教革連

員は 3500名おり、 9学部5研究科からなる。キャンパスの

北側には都市高速道路が地下を走り、また地干鉄名城線(環

状線)がキャンパス中央を南北に貫く市道下を走っている0

4)例えば参考文献3のpp.18，.....，20や参考文献2の pp.137を参

網されたい。

5)参考文献4を重量熊されたいU

6)筆者はこの再整備計腐に 1992年から 2001年まで教宮推進組

織(施設計画推進蜜)の員として参罰していたん

7)他の 2@Jは次(J)j晶り Eある。一つは、千種怨生器学習センタ

}のー講座として Z朗4年6月 23日(水)に行った。キャン

パス潟i互の歴史lこ関心.'(T)ある高齢者を中心に約 20名が参加

し、閤辺の寺担とキャンパスを探索した。もう…つは子ども

の居場所作りに関連する活動を行フ名古原おやこセンター

(N問)が、 KID'SCOLL郎 E (文科省、委託事業)の一環で

2叩 4年9月 11日(土)キャンパスの見学を行い、 10名の小

学生が大学生のボランティアスタッフとともに見学をしたじ

ともに約3時務、報告事例と同様なノレートと内容で行ったo

8)千の種明かし滋l土、 2002年度から際始されたまち学習活動

である。千積区内の普段なかなか見ることができない場所や、

普段見ながらも不思議に思っていることを、専門京や当事者

の説明を受けながら見学したり探索する活動である。これ主

で、地下式都市高速道路の換気塔やごみ焼却場、平和公園の

森探検などを行ったO

9)学びの特講座とは、総合人潤科の時間に名古屋大学教官の講

義を湖くという機会を設けていたが、さらに多様な学習の機

会を提供するために、 2田2年度から「学L誌の社Jと名づけら

れた特別講義が試行されている。中学・高校で学脅する領域

や授業内容にとらわれることなく、さまざまな学習に取り組

むことができる機会として、授業外の時間に設定されている丹

10)松坂屋創始者の伊縫次郎友樹内祐民の別荘一昭和 12年完成

通常は非公揮である。覚王山地区は戦前期まで名古屋の別荘

地として栄えた。

11) 4時間程度の作業時間であったため、正確なスケール感を

把握しながらの製作は困難である。よって人の模型でスケ』

ル感を認識し、それを手がかりに紙を中心にした材料で製作

し、それをデジタルカメラで撮影し、コンピュータ上でフォ

トモンターシュして、発表した。

12)参考文献1のpp，142-145を参摘されたい。

く参考文献〉

1)日本建築学会 キャンパスマネジメントハンドブック、日

本建築学会、 2004

2)苅谷蹄i彦他編 創造約コミュニティのヂザイン、有斐需品、

2004 

3)小林秀瀬大学のキャンバス計画、彰箇社、 1978

4)小松尚他伎民の環境整備i協力と大学のあり方に対する意

識(四谷・山手通り地阪の景観整備意識高調査その 2)、日本

態築学会東海支部研究報告，再 573-576、1993.2

*名古屋大学環境学研究科助教授

まち学習を、街づくりや建築計臨のプロ
セスに位置づける必要を感じます。まち
にある様々な価値や課題を共有すること
なくして、置の高い街づくりや建築計簡
はありえなし、と思うからです。
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まち育てにおける F継鰻性Jと f成畏j

一大学生の環境活動やまちづくりの評価lこ島号してー

村山史悦判

キーワード 1 )泊動の詳価 2)成果と繊期生 3)子どもと大学生と鵜思議室Iのまち育て 4)潔場舌動 的定童話事価と定相際鯨

トはじめに

大学生がまち育てや環境活動に参画する場合、「継続

性Jが課題であると指摘される。大学生l士通常4年で大

学を卒業するため、大学生の活動には継続的な成果が期

待できないとみなされることが多い。

f継続性JI士、筆者が関わった第 1自および第2回全

国の大学生全国潔療活動コンテスト"や学生まちづくり

学会 2004"ぜも評価のポイントとなった。継続性のある

環境活動やまちづくり活動を肯定的に評価することは、

学生の活動を評価ずる倒jにも、また詳{揺される学生にと

っても、共有されているようにみえる 3

しかしながら、活断定f生ー!とはなんであり、なぜ継続的

な活動が肯定的に評価されるかについては、十分検討さ

れたとは言えない。このような状況において、本稿l土、

大学生のまち脊てや潔噴活動の評悩における I継続性J

ついて、神奈川県松模原市猟野辺での事例をもとに、以

下のような問題提起をすることを目的とする。

われわれは、活動の継続性や成果を評価する際に I定

議詳傾Jを重視しすぎているのではないか。そして、「定

議評価J偏重l士、成果を俄人や団体の所有物と認める反

面、活動の責任をその個人やE主体に背負わせるような見

方、すなわち個人を「自律的人格九回体を「自律的結社j

とみなす見方に結びついているのではなし前九偶人や[iJ

体のまちでの活動の評価、まちの評価には、~Ijの見方に

基づいた「定性評価j も必要なのではないか。

2 継続性・成果素任

2~1 総統性を言利回するとL、うこと

一般的に評価と言えば、定量的詳価方法が採用されて

いる。{湿人や図体の活動の達成度を、項目別に数f量的な

尺度で計り、その数値が多いことあるいは少ないことを

成果とする。 継続性は、活動の持続伎を時間的な尺度で

定量的に評価したものである。定量評価l士、教育現場や

経済市場でも普通に行われている〉

定量評価によって減られた達成度l士、成果とみなされ

る。定量評価によって定義される成果は数値化されてし、

るので、個人間やE自体問で比較可能であり、優劣、や傾F芋

をつけることも可能である。 Aの活動l士、日の活動より

も継続性が高い、というように。

定量的に測られる成巣はまた、他人や[主体に帰属する

所有物として扱われる。 i遡有な (proper)活動の成果i士、

財産 (property) であり、その個人や図体の権利として

所容の対象となる。

ところで、鰭人や間体が活動の成果を財漆として所有

できるということは、その錨人や凶体i土楼利の主体であ

り、権手Ijの行使やその帰結に資任を負う法的人格、つま

り自律的人格や臼律的偶人で構成される結社とみなされ

る。すなわち、成果の承認もよって、成果の所有者は主

体化され、成果に対する棄任を求められる。

2 ~ 2 1可が問題か

このような定義評価は、評他者にとっても使いやすい

方法である。言平{蕗を受けるものにとっても詳倣の意味を

容易に理解できる点、で優れているだけでなく、活動自擦

を設定しやすいという利点がある。また、活動成果を認

められることは f一人前Jに扱われることであり、綴人

も閲体も定量評価を歓波する傾向にある。特に比較的未

熟な存従とみなされ、大人から「半人前j扱いされること

が多い学生にとっ ci士、主主量評価i土学生の向上心や「成

熟lへの志向を満足させてくれる。こうして、学生は活

動成果の定義評価を要求し、 1活動の継続性について責任

を持とうとする。

これは当たり前のことかもしれない。しかし、少なく

とも学生個人に関しては、活動の継続性の定量評価およ

びその帰結として活動の継続性に責任を期待することで

いくつか問題が生じると恩われる。

まず、学生の本質として継続性を求めることにそもそ

も限界がある。学生個人の所有できる自寺院が通常従学滞

納の4年間ならば、それ以上の継続性や活動的責任を期

待することは難しい。学生に継続性を求めること自体が

過重な期待なのである。

次に、学生が成梁と主体性を得る代わりに、継続けへ

の費任を:í~うことの問題がある。活動成果や継鮒おこ資

f壬を負い、業績によって報酬を得ている専門家や職業人

と字生は遠う。学生の本分l土、卒業後に自律して生きて

ゆくために学ぶことである。学生は本分を果たすために、

大学で講義を受け、研究をする。まちでのii'i動はそもそ

も学生の本分とl士郎物であり、学生はそれを強制jや義務
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で始めるのぜはない。動機は様々であれ、学生は自主的・

自発的にまちに出てし、く。しかしまちでの活動が成巣を

あげればあげるほど、さらなる成果と活動の継続性がま

わりから期待され、それに応えたいという本人の責任感

によって活動が義務的となり、自主的・自発的でユなくな

ってゆくという、 種のジレンマが生じてくる。縦続性

としづ過重な期待に応えるために、学生はその本分すら

果たせなくなることもある。

学生個人として継続性に限界があるならば、活動の主

体を団体へと組織化(サークノレや即日法人の設立)した

り、活動を制度化(小中高校と連携して総合的学習の時

間で活動したり、活動を大学の正規単位として認めるな

ど)することで継総生を拐l保するという方法もある。し

かし、活動主体の総織化や活動の制度化は、それに伴っ

て噌大した糞任や義務を学生に負担させることととなり、

かえって活動の由主性・自発性を損なったり、継続性す

ら撮うことも多い。

大人が学生の未熟さにつけ込み、あたかも専門家や職

業人の様に扱いつつそれに見合った待遇を用意せずに、

学生に成果や責任、倫理だけを要求し、他方学生自身も

大人からの定量的評般を望む場合に、学生は無料あるい

は安価な労働力(使いっぱしりボランティア=パシボラ)

として利用されることがある。これも学生の自己実if:と

言い切れるだろうかり専門家や職業人と伺等の自己寅任

を、学生は常に負担せねばならないのだろうかり

最後に、活動成果や継続性を傭人や団体の所有物と評

価することで、その個人や毘体が学びあった他者との関

係や、ともに育んだまちゃ環境へのまなざしを失うとい

う照題がある。持続可能な活動i土、活動主体だけで担え

るのではなく、他者との対話を通じた協働や活動を行え

るまちゃ環境との相互作用で成立するべこれは、成果

を個人やE自体の所有物とみなすと、逆に見えなくなる。

自発的に活動していた学生個人や同体の活動成楽を定

量的に評価し成果を認めることで、億人や匝体を倫理的

な存在としてのf自律的人格Jr自律した結社jとみなし、

活動成果の所有を認めると同時に、総統姓はじめ様々な

責任を引き受けさせる。もしもこのような見方から上で

指摘した諸問題が派生しているならば、学生の活動やま

ちに関しての~IJの見方と、日IJの評価方法が必要になる。

以下、相模原市淵野辺の高居衝でのまちの人と学生と

子どものまち育ての事例をもとに、~Ijの見方に基づいた

ZIjの評価方法の可能性を採ってみたい。

3，ふちのベ直筆活街と学生と子ども

3 -1 蕗庖街のまちづくり 5) と学生の参画

ふちのベ商rn街はにこにこ墨ふちのべ協同組合引を中

の縁日 rふちのベナイトパザーノレ(以下 FNB)jおよlYl

2丹の縁吾川、ちのベイノレミネ』ションバザーノレ」を開

催してきた。

200:3年4月に青山学院大学端野辺キャンパスおよび

桜美林大学淵野;nブラネットキャンパスが開設するにあ

たり、ふちのべ商庖街は「文化と教育のまちづくり l の

コンセプトを掲げ、大学と協働するまちづくりを呼びか

けた。これに応えて瀦里子辺周辺の青山学続大学、採集林

大学、麻布大学の学生たちは、まちへ参爾していったし

2仰 3年3丹から 2005年 2月までの問、ふちのベ商問

街が行った縁日やお祭りは以下の通りである。

2003年

①3月 28 -29自第53回 FNB

②5Jl30-31B 第 54@]FNB

③6月 27-28S 第 55但1FNB 

⑧7月 26--27日 第 15自ふちのべ銀河まつり

③8月 29…30日第55回 FNB

⑥9月 26 27日第57回 FNB

⑦ 1 0月25-26日第5呂田 FNB

③ 1 1月28-29日第59回FNB

⑨ 1 2月20日 イノレミネーションバザーノレ

2004年

⑬ 3月26-27日 第 60切 F下百

⑧ 5月 28-29日第61@]FNB

⑫6月 25 _-2 6日第62関 R河B

⑬8月7-8S 第 16@]ふちのべ銀河まつり

⑬8月 27 28 S 第63@]FNB

⑬9月 24-25S 第64白刊B

⑮ 1 0月29…30日第65凶FNB

⑪ 1 1月 26 27日第66回FNll

⑬ 1 2月 18日 イノレミネーションバザーノレ

3-2 準備と後片づけ

①から⑬まですべてのイベントで、麻布大学生は臨席

街の人と一絡にテントを張り、後片づけをした。長初l土

学生2人だけだったが、最近は常に 10人以上の学生が

参加している。⑬以降は青山学院大学の学生も、⑬以待

は桜美林大学の学生も準備と後片づけに参加している。

学生がやりたいことだけをするのではなく、まず舞合

をつくり、後片づけをする。これが刊Bの慕本となり、

後述する!ナイトバザーノレ企画委員会lの基盤となった。

学生にとってはまちへの参i舗の実感を感じる場である。

他方、多くの学生が自発的に力仕事に参加することは、

街活衝にとって 番ありがたいようである。

心に、まちづくりの一環として、 1989年から毎年1度の 3 -3 似顔絵カンパッジ

夏祭り fふちのベ銀i可まつり」を、 1994年からは年日痕i ②から麻布大学生が、似顔絵カンバッジのお底を出版
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し、以後イノレミネーションバザーノレ以外ほとんど出庖し

ている。世界に つしかない似顔絵カンバッジ競は FNB

の名物になり、いつも子どもに際まれていた。「まちに参

画するためにはじめたのであり、商売のためではなしリ

と創業した学生はきうへその学生の卒業によって廃業

が危t呈されたが、⑬からは後輩学生が後継者となるとと

もに、大野北小学校の 6年生もカンバッジ澄を街活 ~t~o

3-4 パフォーマンス

カンバッジ屋の後議5名が f麻布大学環境娯楽学科

ZAP古田」を結成し、テント張りをした後でカンバッジ震

の後ろて、パブオ←マンスを始めたのは、③からである。

着の身着のままで歌い踊る学生たちは、 FNBの子どもに

もまちの人にもおもいのほか好評であり、温かく見守っ

てもらえた。総額92Plのおひねりももらえた。

ZAP会eeI士、④でもステージ出演と焼きそばの模擬庄

出庖を粟たし、夏休み明けの⑦以降すべて参加し、パフ

ォーマンスを披露害している。問機材l士、家具態さんから

貸与されるようになり、本格的に音を出せるようになっ

た。回数を重ねるたびにメンハーも県加し、現在は20

入ほどになった。

カンハツン主主と Zap古ee 03年 6月I刊1

Z印公開 04年6月 FNB

④に参加した青山学院大学のジャグリングザークノレ

「オ e スリーズJも、⑬以降すべてのイベントに参加し

て、ジャグリングを披露してくでし、る。⑬からは、桜美

林大学のパフォーマンスグループ「こけむす」も参加し

ている。尚グノいプとも、パフォーマンスだけでなく、

準備・後片づけ、模擬蔚の手伝いもこなしている。

ZAP公開、オ・スローズ、こけむすは、商f占街の若手と

一緒に[ナイトバザーノレ企画委員会j を2004年 10月iこ

立ち上げ、 FNBの創り手となっていった。自らのパブオ

ーマンスだけでなく、青山学波大学や麻布大学の軽音楽

部、地元のアコースティックミュージシャン、高校生に

よるアカベラや環境ヒーローショ一、社会人による潔境

紙芝居や民言語など様々なゲストパブオ}マーを呼ぶなど、

パフォーマンスによる交流も行ってる。

3-5 お茶会

⑧の 11月29日はあいにくの雨となった。フリーマ

ーケット出居者は誰も来ない FNBで、 ZAPT:reeは、歌い、

揃った。このパフォーマンスを観た和菓子屋の若笠郡は、

後釘 ZAPカeeのために麻布大学を訪問し、新作菓子の試

食会を開いた。その席上、一人の学生が fこのお菓子を、

和菓子屋の隣のお茶屋さんお茶を飲みながら食べた1"¥J 

と感怨を述べた。お茶とお菓子の組み合わせ、そして払F

公開メンバーに茶道部員がいた。⑬においてお茶会をす

ることがその場で提案された。

お茶会をどうするかについて、議論が主主ねられた。麻

布大学燐の紙管製造会社「日本加工機材株式会社j 引の

棺談役が主宰する工作教室および環境学習教室 lリウッ

ドクラブj引を訪ね、彼の作品集に段ボーノレと紙管で出

来た口グハウスを発見した学生が毒事ねた。 r茶室はでき

ますかり J ああ何でもできるよ。J

お茶会 04年 3月R唱

3月のほぼ 1ヶ月、学生たちは日本加工機材に通い、

一絡に茶室長を書1)つt-c..o 棺談役は「学生に技術を学んでほ
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しし、」と、無償で道具を貸与してくれるだけでなく、ワ

サイクノレ品である材料も無償で提供してくださった、

お茶会では、紙製リサイクノレ茶室が銀行の駐車場に設

置された。掛け軸は窮屈街理事長の勝原氏が貸して下さ

ったO 輩、お茶、お菓子i士、すべて翻居fおから調達し、

お手前は、麻布大学茶道部が担当した。

学生・務J苫街・企業が協働する f文化と教育のまちづ

くり jの一つの形ができた。

3 -6 リサイクノレガラポンとどンコ大会

学生が参画する以前から FNBでは、食i謹告のビンゴ大

会と土曜日のりサイクノレガラポンが呂玉企画であり、多

くの人を集めていた。 fdii金額iI土、しかし、学生が参画す

ることによって新たな展開をした。

リサイクノレガラポンは、牛乳パックを持ってきた子ど

もに福引きくじ会場などでよく使われる通称!ガラポンj

をさせて、金券やお築子と引き替える企画である。 ZAP

女eeの中に、缶ジュースのプノレタフを@]収し廃棄物の中

陪処理業者に売却し、そのお金を福祉関体に寄付をする

という活動をしている学生がいたことから、ブノレタブ5

つでガラポンをできるとし、う企画が⑧から付け加えられ

た。学生は、プノレタブリサイクノレの住持且みをt齢、たポス

ターを会場に掲示し、前月の回収量を報告するという形

で、リサイクノレの意義を子どもたちに説明をし続けた。

どンゴ大会i土、従来言語l吉街の理事が司会をしていたが、

⑬以降は学生が司会をするようになった。

3-7 子どもとの協働

学生が FNBに参加したのは、そもそも地域で色々な人

と交流したいという想いであった。縁日やお祭りへの参

加は、そこにいた子どもたちとの交流がメインとなる。

カンバッジやパブオ」マンス、あるいはお茶会といった

ツーノレi士、また子どもたちと交流するにも有効であった。

このようなツールを用いて協働の薬殺を創る方法をエン

タテイメント系の潔境活動・まちづくりと呼びたい。

大学生 i土子どもにエンタテイメントを提供していただ

けでない}第 15痘iふちのべ銀河まつりでのごみ分別ポ

ランティアを通した学生と子どもの潔境学留については

すでに報告した 10)。ここでは、その後の展開を報告する。

大野北小学学校の5年生児霊童i土、第 15 [白ふちのへ銀

河まつりで大学生と一緒に分別ポランティアを行った際

iこ、ごみだと思っていた空き缶のプノレタブを資源として

すサイクノレしている大学生の存在と、リサイクノレがやろ

うと思えば誰でも出来ることを学んだ。彼らは6年生に

なったとき、「私達も卒業するまでに、リサイクノレでお金

をつくり、福祉E主体に寄付をしたい」と考えるようにな

った。そして総合的学習の時院などを活用し、プノレタブ

だけでなく、アノレミ缶の法が効率的に凶収できそうだと

いうことを学んだ。そして、実行に移した。

まず、子どもたちは父母に呼びかける。缶飲料を噌好

している家庭は、どうせ鱗入するならばアノレミ缶の飲料

を購入し、学校へ寄付して欲しい、と。各家庭からアノレ

ミ缶が小学二校に集まり始めた。次に、子どもたちは校長

先生に交渉し、アルミ缶の集積所を確保する。子どもた

ちは集めた缶を洗い、干し、つぶし、集積所へ集める。

しかしまだ足らない。そこで子どもたちはまちへでた。

カンバッジやノ《ブォーマンス、お茶会を過して子ども

たちは、ふちのへ銀河まつりで--絡にボランティアをし

た大学生たちが、毎月 FNBにいることを知った。そして、

打ち合わせを経て⑧5月の派Eに子どもたちは白収袋を

持ってやってきた。大学生たちは、ます子どもたちを樹

脂衝に仲介し、アルミ缶を回収し持ち帰ることを許可を

もらった。次ぎに子どもと大学生は話し合い、プノレタブ

は大学生、アノレミ $1土子どもたちが持ち帰ることで合意

した。そして、 FNBに回収袋をもってアルミ缶を回収し

ている子どもたちの姿が見られるようになった。@@⑬

⑫と子どもたちはやってきた。

⑬の第 16図ふちのベ銀河まつりでも大学生と子ども

はごみ分別回収ボランティアを行うたが、昨年とし、くつ

か違うところがある。まずこれは一間限りのイベントで

はなく、前年度および⑪⑬の経験の上に成立しでいる。

そして、子どもと大学生の関係もより対等な関係iこ変化

した。子どもと大学生と街活街の合意:に感づき ⑬でア

ルミ缶とステイ」ノ，，$を分間j回収し、アルミ fh16kg

は小学生に贈与された。

大学生と小学生のつながりは、 2004年 II月山麻布大

学祭でも発持されたニ⑬でボランティアリーーターをつと

めたごみ分間jサ』クノレ「じ~な」の学生l士、麻布大学的

学隠然のごみ分jjlJボランティアの募集も机当したが 大

学生だけで十分なボランティアを確保ずきなかった そ

こで、⑬で 緒に韓請し、た大野北小学校と IX~聖子辺小学校の

子どもたちにボランチイア参加を依頼した。間校合わせ

て15名の小学生たちは、大学に来にごみ回収ボラン

ティアのユニホームである総のジャケットを着て、大学

生と一緒にごみ分別凶収ボランティアに参加しt-::o 子ど

もたちがやってきて喜んだのは大学生だけではない。学

長l土問窓会の模疑応に、緑のジャケットを北小学生が来

たら焼き肉と苧煮をこ酒盛走するように指示した。そLて、

大学祭でも子どもたちは自ら分別したアノレミ桁 16k g 

を大学から譲り受けたり

⑫l士、 子どもたちが去ちでアノレミ話回収をiiっtc_最後

のFNBである。この時子どもたちは、商12;衡の人と大学

生lこ感語1の気持ちを伝えるために、ステ、-ジで f障を閉

じてj を歌ってくオ1たれ

大野北小の子どもたちは、集めたアノレミ自主を廃棄物の

中跨処理業者に売却した。以前その処理業者の:工場を子
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どもたちが見学した際に、 fちゃんと分別すれば、高く畏

ってあげるし、こちらから取りに来てあげるよJと社長

は子どもに言っていた。約束I:i:履行され、子どもたちは

2万円以上のお金を福祉団体に寄付することが出来た。

04年 8月 銀杯J正つりの大学生と子ども

04年 11月 麻布大学学園祭の大学生と子ども

大聖子北ノj、学校のアノレミ缶集積所

4. 定性評価に向けて

4… 1 まち育て江継続性

以上、ここ 2年のふちのべのまちを舞台に起こったこ

とを概観してきた。員百i苫街、学生、子どもと様々な主体

がまちを育み、まちに活かされてきた。

学生や子どもがまち育てに参顔iできたのは、醸成街が

独自に 20年近くもまちづくりを行ってきた自信と実績

にもとづいて、学生や子どもに過重な期待や幻怨を持Jコ

ことなく、彼らに対する愛情と学ぶ者たちへのまなざし

をもって、学生や子どもたちに接してくれたからである。

学ぶ存在に対して寛容であり、成果も失敗も共有してく

れたからである。淘活街の理事長は言った。「できるとき

にできることをしてくれればいい。無理はするなよo..1 

このようなまちの基盤の上に、学生も子どもも参幽で

きたが、学生や子どもの活動によって、街活街もまちも

活性化したし、商庖街やまちの大人たちも学生や子ども

から学び成長した。まさに iいつでも、どこでも、だれ

とZ'bjのまち学習である。

ふちのべの場合、 一偶人や一間体だけがまち育てを行

ったわけでl土ない。荷五万街だけでなく、学生や子どもも

参闘した。学生も麻布大生だけでなく、青山学読生や桜

美林生が、麻布大生も払P公明だけでなく、じ~なや茶

道部など保々なサ w クノレが、そしてサぃクノレに所属して

いない学生も多数参加した。ある学生は毎回参加し、 ~IJ

の学生1;1:年に 度しか参加しない。しかし、どちらの学

生もまちに賞献し、まち育ての継続性をつないでくれて

いる :1できるときにできること lは人によって異なる。

毎日できる人もし、れば、年度しかできない人もいる。

年一度ではJ継続とは言えなし、lと評価するのは自由で

ある。しかし、まちの文脈や歴史を磁織することなしに、

成果をその瞬間だけで定量的に評価できるものだろうか。

繰り返す。まち育ての継続燃は、まち育ての成果は、

…主体の所有物ではない。投資や実献度lこ応じて分配で

きるようなものではない。様々な主体の協働作業で、対

話を過した相互作用によって、主体部の関係性の上に成

立する無形文化である。そしてその縦続性や成泉は、あ

たかも花の種のょっに、記憶を媒介として人から人へ伝

わってし、くっ高五百街が 10年以上前にI干をかし、たまちづ

くりの成果、例えばはじめてふちのべ銀河まつりをはじ

めたことは、幼少持にそれに参加し、遊び、楽しんだ子

どもの胸に種として残り、いまどこかで花を咲かせてい

るかもしれない。ふちのべ銀河祭りは、街庖衡の所有物

ではない。参加した全ての人のとっての、それぞれのふ

ちのべ銀河まつりが絢に残っているだろう。イベントだ

からといって一回性とは浪らないのである。

間様に、現在まち育てに参爾している大学生や子ども

も、 1 0年後 20年後に世界で一つだけの花を咲かせて

いるかもしれない。それは淵野辺かもしれないし、そう
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じゃなL、かもしれない。でも、これもふちのべのまち育

ての成果であり、継続性と言えるのではないだろうか。

4-2.定住評価とその前提

成果を主体閣で分かち合い、継続性を主体鶴でともに

育み合うものととらえる評価方法i士、定性評価とでも言

うものである。定性評価iこは、以下のような特色がある。

まず、定量評f菌と巽なって、遼成度を数{室化しないし、

数値での比較も行わない。成梁を所有、比較、交換出来

るとの見方をとらない。そこでは、成果を数値によって

測るのではなく、記述によって言語化してゆく。

また、寺科目Eの客観性を数値で担保できるかのような前

提はとらない。むしろ詳織が主観的なものであることを

自覚し、評価者と評価を受けるものが、相互の対話によ

って率直に自らの見解や議論(主観)を検討し、自己修

正してゆくプロセスをE重視する。

定量評価で測れない、すなわち数綴によっては比較不

能な成巣の存在を認める。だからこそ、評偶者は主判述対

象の鱈々のエヒ。ソードを記述してゆき、評偶者自身がそ

のエピソードにどのような反応をしたかをも観察し、記

述してゆくような方法がとられる。

まち育てに対する定性評{閣の必要性を、筆者は感じる。

まち育ての成楽は、まち育ての継続性は活動主体という

よりまち自体に宿るからである。

筆者の主張i土主主量評価の弊害を指嬬し、 A性詳{加の必

要性を主張しているだけあり、定性評価の方法を穣機的

に展開しているわけではない。現時点で定性評価の新た

な方法を縫示するのは、筆者には不可能であるが、多く

の人との対話と議論を通じて、方法を模索してゆければ

良いと想、われる。 7こだ、今後の対話と議論のために、自

身の議論の前提だけは明らかにしておきたい。

筆者i土、定量E干河出の前援となる個人や団体に対する見

方をとらない。業績を数量的に把握する定量評価の前提

となる人間観とは、{混入を f自律的人協」とみなす近代

に特有な個人緩11)-cある。すなわち個人を倫理的作権と

みなす。個人とi士、合理的に自己決定できる主体であり、

その自己決定のあらゆる帰結、業績や成果、失敗にも責

任を負う主体とである。そして団体は自律的人絡が集合

した f結社Jであり、結社の自由によって間体的自律士

部分社会が保障される、とロこのような個人鋭・結社鋭

は近代西欧の家長共肉体の法秩序を背景としてフィクシ

ョンとして成立したが、そのフィクシヨンの成立基盤を

失ってし、る現代行本において、 I自律;への要求が逆に

若者を混迷させるであろう山ハ

むしろ築者は、 「俗人とは情報の束であり、犠々な関

係性のネットワークの結び罰であるj とみなすポストモ

ダンの人間観131に共感を覚える。だからこそ、他者や環

境、まちとの背み合いで「し、つでも、どこでも、誰とで

も;成長する可能性はある 自律を求められる専門家や

機業人はともかく、学生や子どもは学ぶ存在であり、ま

ちゃ環境との籾!i作用でまちを育み、自らも育まれるの

である。

まちも人も自fl主したンステムである。まちも人も時間

的な経過とともに、自己防一位を維持しながら成長し、

変化してゆく。この意味で、まちも人もいつも同じぜあ

るが、同時に常にi章ってゆくのド}じでありながら変化し

てゆく存在を微分するかのように瞬間を切り取って、継

続性を比較しでも、どんな意味があるのだろうかつ

卒業しても学生たちの腕にまち育ての記憶と種i土残る。

まちの人たちにも、子どもたちにも。それはいつか世界

で一つだけの花を咲かせるだろう。
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2.3 まちづくりの取り組みから学ぶ





上尾ピレッジカフェ f地域通貨で需題解決j

ーまち育てのひとつとしての地織通貨ピオトープー
長岡言語彦"

キーワード 1)地域通貨 のまち育て 3)役会教育 4)ワーヲショップ 5)地域速貨ピオトープ

地域通貨の数は礁かに増えたが，終わってしまった地

域通貨も増えた。

これをもって地域通貨の一時的なブームは去ったとい

う人もいる。

確かにブームが去ったということもあるが， うまくい

かなくてやめた地域通貨は多い。

地域通貨が終わってしまった理由はさまざまであるが，

これらの地減通貨の多くは「地域通貨Jをやってみたい

人と地域の課題を抱えて解決しようという人が必ずしも

致していないことに原因があることが多い。

これは言言い換えれば「地域j にあまり関心がない f地

域通貨をやってみたいという人Jが増え rまちの人1

1土「地域通貨Jを必要としていないということだ。

いわゆる「地域議集Jでは「地域通貨をやってみたい

という人」が自ら実践もせず地域通貨の講康・学習会を

延々と行ったり，地域や地域課題を無視して，地域通貨

を必要としていない fまちの人Jや f言語宿主j に地域通

貨をやらせようというところから「際題j が起こるので

ないか。

本稿では，地域通貨の立ち上げをまち育ての っとし

て取り級んだ例として埼玉県上尾市の地域通貨上尾ピレ

ッジの取り組み「地域通貨で問題解決Jを取りあげたい。

これは r地域通貨をやっている人1と f地域通貨で

まちをどうにかしたいまちの人Jが地域通貨を立ち上げ

σえ晶程で地域の問題解決のためのまち学習という立場か

らに取り組んだ事例である。

あわせて，上尾ピレッジの「地域通貨で問題解決j を

f社会教育・生涯学習J r地域通貨としてのどレッジマ

ーケットJ rワークショップの進化Jという点から論じ

てみたい。

1.始まり

始まりはいつも蔚突である。

しかし，それは後になると分かるのだが，いろいろな

ことが縦糸と横糸のように結びついてひとつの織物をな

している。

ことの始まりは， 2002年にあるピジネス7 ンのW

が退職して「金本位j の生活に疑問を抱いたところから

である。そして，彼は自分の住んでし、る地域に呂を前Ht
始めて子育てネットワークである特定非営利活動法人彩

の子ネットワーク(以下 r彩の子ネットJ)に出会っ

た。

彩の子ネットは 1999年に発足した崎玉県内の全県

的子育てネットワークで， 2002年 10月には「こど

も夢来来交換リング コミュニティ通貨 彩J (以下

f地域通貨彩J)というワング形式(議様式)の地域通

貨を立ち上ていた。

さて，このころ上尾市の職員有志が集まって小さな話

し合いがなされていた。

この職員グループは今後の自治体のありかたに[漠然

とした危機感Jを抱いていて，今後の自治体のあり方を

検討し始めていた。

「行革主職員に足りないものはワ→市民との共通意識

(義務的意識からの鋭部)

市民iこ足りないものは。→行政との共通語思議

(権利的意識からの脱却)

コミュニティの再生iこ関は 30年前から取り組んでいる。

コミュニティの崩壊はますます顕著なものとなっている。

上意下達式での再生はありえない。 j

( r地域通貨で問題解決j 記録集)

この織員グノレープl土テ-7として行政を含めた市民の

地域再生をテーマiこ「地域通貨j を選定し，市の織員研

修制度を利用して自主研究することを考えついた。

さて， 2003年にWと彩の子ネットは当時の地域通

貨フォーラムが主催した rcc(地域通貨)カレッジj

に地域通貨彩を活1'1化するために参加して地域通貨につ

いてのアドハイスを貰い，さらに， 2004年の擦燦予

定の地域通貨ワークショップへの地域通貨フォーラムの

コーディネーターとしての参加を要議した。

この後， Wは 2004年の地域通貨ワークショップの

準備のため県内の多様な地域通貨関係者にアクセスを始

める。

-}J， 職員グループl土市の職員研修制度のテーマとし

て f地域通貨Jを申請し，地域通貨の基本的な研究を始

めた。また， 日本各地の先進地である兵庫祭主塚市 (Z

UKA) ，滋賀県草禅市(おうみ) ，東京都世田谷区

(ダイヤスタンプ・エコダイヤ) ，神奈川県大和市 (L

OVE S) ，千葉県千葉市(ピーナッツ)を視察し環解

を深めた。

2，出会い

出会いは偶然のようで，偶然ではない。

2004年 3月 14日，地域通貨ワークショップ

『地域通貨‘彩"考リが県民活動総合センターでおこ

なわれた。

まず， r地域通貨“彩'考リは「魅力の地域通貨を

広めよう f 地域通貨で主主きいきした地域活動を!Jを
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テー?として県と彩の子ネットの fこども夢未来ブニzス

ティパノレ 2004Jのーっとして開催された。

生活クラブ生協埼玉の地域通貨「エッコロJ， )11口の

環境通貨「キューポラJ，地域通貨戸田オーノレ運営委員

会の地域通貨「オーノレJ，上尾の特定非営利活動法人コ

ミュニティ活動支援センター埼宝支部の地域通貨 iデナ

ヲJ入間のふれあい通貨「元気J運営委員会の地域通貨

f元気」やナマケモノ倶楽部の地域通貨「ナマケJ，地

域通貨レインボ}リング運営委員会の IR担J (Rainbow 

Ring) ，アースデイマネーアソシエーションの Ir Jな

どの県内外の各地域通貨の運営者による事例報告と質疑

がおこなわれた。

彩の子ネットより「こども夢未来交換リング地域通

貨“彩'とひろげたいけというテーマで与提案があり，

それに答えて，これから「彩j と各地の地域通貨の連携

について討議された。

最後に，地域通貨レインボーヲング運営委員会による

「地域通貨体験ワークショップJが一時間にわたって行

われた。

これらの各地の地域通貨の実践報告や地域通貨の連携

の討議，そして，地域通貨の体験ワークショップはこの

後の展務に参考になるものだった。

写真 2-1 W地綾遜策 u彩"考!J 
しかし 『地域通貨“彩"考 !lの最大の成果は「出

会いJである。

これに参加していた職員グループのTはあとでこのこ

とをこう書いている。

「職員という立場を離れ f 市民Jとして参加

偶然にも代表のW氏らと懇意になる

新しい風が吹き始めた! ! ! j 

( I地域通貨で問題解決J記録集)

さらに，これを受けてナマケモノ倶楽部(地域通貨族)

がカフェス口ーで企画した『地域通貨の集い・子育て特

集』では W~子育て・ネット・地域通貨~~をテーマに

彩の子ネットと実験通貨「カフェマネー」がお母さんの

視点から地域通貨への患いと活用法を討議された。これ

が後の「お母さんの地域通貨会議j へと発壊する。

また，地域通貨レインボーリング運営委員会の上尾在

住の会員が上尾で活動するきっかけも始まり，代表のW

氏を中心に f地域再生Jをテー?とした上尾ピレッジ構

忽が練られてくる。

一方i，職員グループは職員研修の自主研修報告書喜を作

成して，提出した。

f地域通貨はこのような分野で活用可能 1

※地域通貨の名称を『アッピー』としましたc

fアッピー』で福祉先進都市

~子育支援，お年寄りに元気をなど~

『アッピー』で教育先進都市

~介護に活用，教育インターンシップなど~

『アッピ-~で環境先進都市

~空気をきれい，地域をきれいなど~

『アッピー』でコミュエティ先進都京

~チョボラ，近所付き合いなど~J

(自主研究の報告書からの一部銭粋)

役者はそろった。

地域通貨の立ち上げは始まった。

3，停滞から f頭を使うより実銭が慣わしj へ

が，ご多分に漏れず・・.

まちづくりで f地域再生Jとかいうと諜題発見のため

のフィーノレドワーク，まちの資源発見のワークンヨップ

を行ったり，地域通貨の場合は，地域通貨運用の構想、づ

くりや f地域通貨で出来ること探しJなどが行われる。

もちろん，七尾ピレッジと自らを名乗るグループもこ

れらを一通りゃったのだがし、っこうに進まなかった。

このようなことを「作業j としては行ったのだが地域

の課題がこのようなことで見つかるのかどうか。地域通

貨が生かしてまちが良くなるのか疑問を抱えたままだっ

た。

このような中，上段ピレツジの会員で地域通貨レイン

ボーリング運営委員会の I氏が「ともかく地域通貨を始

めてしまう j ことを提案した。普通，いわゆる「地域i最

策'Jは学習会や地域通貨のシステムのデザインから組織，

規約などのプロセスを踏むのだが， 1氏の提案により?

まちの人iこ「地域通貨j を見えるそ/とするために発行

してしまうということで，全員が地域通貨iニ尾ピレッジ

マネー「アッピーj を手作りし使い始めることにしたυ

代表のW氏はこの時のことをこう書いている。

f上尾ピレッジが始動しました。 6月4日金曜日，住人甘

名と少年1$総勢10名で北土尾のスロ』ーな居議長室で第♂

[閉会合を開催しました。(中路)

今回の会合は各自が上:尾ピレッジマネーを持ち寄り，

意見交換することが目的であった。 5案が提案され，交

換しあった。このE号機患の-r7やマスターにもありが正

うとよ尾ピレッジマネーを渡した。あまり意味が分から

ないという返事であったが，頭を使うより実践がものを

いうというのがこのどレッジの慣わしなのだ。」

( r地域通貨で問題解決j記録集)

上尾ピレッジは I~需を使うより実践が慣わしJ で新規

まき直して上尾市の市民企断・自主運営の生涯学習詰普段

を市が補助する制度「委託学習グノレープj の申誇を行い

f地域通貨で問題解決地域通貨の底力」とし、う市の生

涯学習講座を公開で始めることにした。
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4.地域通貨で問題解決

無謀にも地域通貨アッピーを発行してしまい，市の生

涯学習講座として f地域通貨で問題解決j を始めてしまっ

た上尾ピレッジはその呼びかけにこう書いている。

fこの度上尾ピレッジという地域の問題解決のための

新コミュニティが発足しました。日丹5日，上尾市から委

託生涯学習グループとしても官官、定されました。

上J)i!，ピレッジとは，分かち合いのお金「地域通貨j に

よって，人と人の緩かいつながりをつくって行きたい，

という怒し、から発足した会です。人やモノとのつながり

を楽しみながら，同時に，地域通貨を活用しながら，ゴ

ミ問題，子育て，地震草地f高等，地峡のさまぎまな問題の

解決策を，皆で考えていきたいと腿Lいます。

上尾市を中心に活動予定ですが，市外のメンバーも多

数おります。イ可だかちょっと面白そうと思った方，一緒

に楽しんでくださる方，ぜひご絡に上尾ピレッジにご

参加ください?

上尾ピレッジでは，各地で地域通貨を実銭されている

方々をお招きして，上尾ピレッジカフェで公務学育会を

行なっていきます。地域通貨体験ワークショップも鎚待

行ないます。ぜひお気軽にご参tJ~ ください! J 

f地域通貨で照題解決j は 2004年 7月より毎月開

催され、内容は地域の問題に関するテーマiこ従って地域

通貨で問題解決にあたっている当事者による事例報告・

講演があり，その後に f問題解決ワークショップ」を行

い，カフェと地域通貨を使う「ピレッジマーケット j と

地域通貨ワークショップ f体験しよう'地域通貨j を行

う構成になっており，各テー7毎に検討を行った。

上主主ピレッジカフェ VollW地域通貨つてなに? 全

国各地・各自の取り組み発表Jでは上尾市役所職員の自

主研究グノトプが全国の調査の報告と f地域通貨はこの

ような分野で活用可能jであるという提案を行い，地域

通貨を行政も含めて 1::1'己で実施できる可能性を参加者が

理解を深めた。

上尾ピレツジカマェ Vo12W地域通貨で問題解決 1

ゴミ問題』ではアースデイマネー・アソシエーション代

表理事嵯紙北馬氏がゴミと地域通錠の関係などの講演

を行い r国l~題解決ワークショッブj ではゴミも再資源

化などのワークショッブを行い，ゴミと地域通貨の活用

について手かがりを得た。

上尾ピレッジカフェ Vo13W地域通貨で問題解決 2

助け合い』ではじ OMO倶楽部選常委員サークノレモモの

会代表斎藤美冬氏が白らの体殺にぶついとの講演を行

い r問題解決ワークンノヨツブJ~'C 1土地域 fの助け合い，

こどもと地域通貨のへ綬案"HAP FY  WORK"の

提案を検討した。

上尾ピレッジカフェ Vol4W地域通貨で問題解決 3

コミュニティづくり』では地域i通貨みたか会議 問崎昌

史氏が三鷹市と地域通貨の関係、の講演を行い r関緩解

決ワークショップJでは「主体は，あくまでも地域住民。

行政も，その一員として参加するほうがし'l.t¥J というよ

うなことが話し合われた。

上尾ピレッジカフェ Vol5W地域通貨で問題解決4

環境とフェアトレ』ド』ではナマケモノ倶楽部(地域通

貨主主)間宮俊緊氏，関本洋司氏が環境とフェアトレード

と地域通貨の関係の講演を行い r問題解決ワークショ

ップlでは環境共生型のライフスタイノレの苦霊祭(文化運

動)とフェアトレードによる地域支援(エコビジネス)

について論議された。

上尾ピレッジカフェ Vo16r地域通貨で問題解決5 子

育て』ではこども夢未来交換リングコミュニティ通貨w

彩'推進委員会 鈴木玲子氏が子育てについて講演を行

い r問題解決ワークショッブj では育児環境を免疫L.，

育児にやさしいまちをつくる，そのための支えあいの仕

組について論じられた。

上尾ピレツジカフェ Vol7W地域通貨で潤題解決6 地

岐を越えて』ではレインボーリング迷営委員会盗事伊

藤義人氏./iiT野磨美子氏がNPOを支援する地峡通貨と

「生命地域主義 ノ〈イオリージョナリズムJの講演があ

り r問題解決ワークショップj では自然と人潤とが相

互に関わD，地域社会を作り上げるための地域通貨の展

開な/::'の検討がなされた。

そして，これらを受けて上尾ピレッジカフェ 公際

フォーラムを実施した。

写真4-1 事傍紹介・講演 f助け合い』

写真4-2 ワーヲショッブ f子育てj

i
 

q
u
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5. J二尾ピレッジカフェ

ここでは，地域の問題解決のためのまち学溜というこ

とで散り組んだこの上尾ピレッジカフェ f地域通貨で問

題解決j の活動を f社会教育・生涯教育J，地域通貨と

しての「ビレッジマーケットJ， r地域通貨ワークショ

ップJの進化，という点から論じてみたい。

f社会教育・生涯教育j

まず r社会教育Jとは「学校教育以外の教育Jすべ

てであり r生涯教育j とは f生涯にわたって行う学習j

であると定義されている。この上尾ピレッジカフェ f地

域通貨で問題解決j は講座があり，その後に問題解決ワ

ークショップを行うという点では「社会教育Jの講艇で

あり， r生涯教育j でもある。これにとどまらず、社会

教育の目的i土地域の隠題解決のための教育であるとする

見解もあり，上尾ピレッジカフェ「地域通貨で問題解決j

はこのような意味の社会教育である。

地域通貨tしての「ピレッジマーケットj

ピレッジマーウットは突然始まった。

r ~ピレッジマーケット』ということで地域通貨を使
ったフヲーマーケットを会議室の一角を利用して始まり

ました。 rもぎ立て)i{野菜J， r手作りソープJ， r手
作りお菓子j に fフェアトレードコーヒーj など，どれ

もこれも持ち寄った入の味のある素敵なものばかりでし

た。次回以降，どんな新アイテムが登場するのか，ひと

つ楽しみが増えたのは忍だけではないでしょう。 J

( r地域通貨で問題解決J記録集)

この上尾ピレッジカフェはいわゆる地域通貨の講康・

学留会ずはないので，地域通貨をどう使うかを机上で検

討 fするのではなく r頭を使うより実践が慣わしJに

従って地域通貨を使う場所を机上にっくりだしてしまっ

た。例えば，ゴミ問題の時に fアメリカの街で形が懇く

務品にならない人参は家斎の飼料としてリザイクノレして

いたのを人が食べるキャロットケーキをつくったJ話し

を聞いて，次の回からは[余り物利用のケーキj がピレ

ッジマーケットに出されるようになった。

この後も，ピレッジマーケットは毎回継続L，だんだ

ん地域通貨の交換ごっこから進化して，地域通貨ハロー

ワークにより「フェアトレードコーヒーJでは参加者か

ら販売者を募って地域通貨で報酬を払うというというこ

とになった。

写真5-1 ピレッジマーケット

-]32ー

f地域通貨ワ}クショップJ の進化

このミニワークショップ『体験しよう Y地域通貨』は

地域通貨レインポーリング遥営委員会が日本で最初に始

めた地域通貨の体験ワークショップを行っていたが，闘

を重ねるとともに進化をとげ，ついに体験から fお金を

勝手にっくりだすJということに奈った。

「地域通貨の通帳を通帳用の紙(はがきかB5サイズ)

を持って来てもらい自分で字書きで通緩をみんなで作っ

た。

そして，事前に告知しておいたように提供したいもの

を持って来たり，ザーピスを考えて戴いたり，また提供

してほしいものやサーピスを考えてもらって rgive 
me (提供してほしいもの)Jの用紙 rgive you (提供
したいもの)Jの用紙を書いてもらいました。

その後 fgiveme (提f供してほしいもの)Jの用紙，

r gi ve you (提供したいもの)Jの用紙を見ながら，お

互いに交換したり，ナマケモノ倶楽部のフェアトレード

のコ」ヒー飲んだりした。( 部利用)

また，交換した後は rアッピー!Jと言ってお互い

に感裁の握手する姿も見られました。

このミニワ}クショッブでは，マイナスが可能になる

f通貨Jを身をもって体験した参加者からすイナスにつ

いての感動が期かれました。 j

( r地域通貨で問題解決J記録集)

これは「地域通貨ワークショップj が当初の通貨の欠

点の「気づきのワークショップj であったものが、ピレ

ツジマーケットの地域通貨ノ、ローワ}クで実践を通 L，

実際iこ地域通貨をつくることで， 九、つでも，どこでも，

誰とでもj 地域通貨が始められる「実銭ワークショップJ

となったことを意味する。

写真5-2 地場遜貨ハローワ-';7

写真5-3 お金をつくるつーヲショップ
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「地域通貨ピオトープj としての上尾ピレッジカフェ

さて，実控室に地域通貨を行う「ピレッジマーケットj

と実戦型の f地域通貨ワークショップJをプログラムに

持つ上尾ピレッジカフェ「地域通貨で問題解決j は社会

教育にとどまらず実聖書に地域通貨を地域で広く行うため

の準備という「地域通貨ピオトープJとしての機能をも

っている。(r地域通貨ピオトープj については後述)

地核通貨でf士事探しから地域通貨交換(支払)まで

写真 5-4 地域遜貨で仕事探し

写真5-5 地域通貨の仕事マッチング

写真5-6 地場遜貨で仕事

写真 5-7 地域滋貨の5互換

6.終わりの始まり 地域通貨ピオトープから

2005年 1月 30自に上島市で上尾ピレッジカフェ

公開フォーラム「地域通貨 In上尾 - BE OR  I 

G I N-Jが際催された。(共催 NPO法人コミュニ

ティ活動支援センター，こども夢未来交換リングコミュ

ニティ通貨'彩'推進委員会3 特定非営利活動法人彩の

子ネットワ~ク，ナマケモノ倶楽部地域通貨族，お母さ

んの地域通貨会議，さいたま地域通貨ブオ}ラム)

f上尾ピレッジは 2004年に上尾ピレッジカフェを

開催しながら，地域通貨アッピーを運用してきました。

今回の上尾ピレッジカフェ公開ブオ}ラムはその総決算

と2005年の新たな取り組みを市民と上尾で地域通貨

を運営されている 2つの団体である特定非常利話動法人

コミュニティ活動支援センター，こども夢未来交換リン

グコミュニテイ通貨'彩w推進委員会の方々とともに考え

ていきますo J (案内文より)

“し、のち，たべもの，こども，レぜんを育む地域づく

り 地域の問題解決"をサプテー?に，上尾ピレッジの

これまでの概要の説明と目指す指針をつくるローカノレ・

アジェンダ(地域活動計画)を作成と地産主自治としての

「上産上消j を説明した。

次に，上尾地域通貨の取り総みの報告として地域通貨

デナリを運営するNPO法人コミュニティ活動支援セン

ターの学生と地域通貨彩を運営するこども夢米来交換リ

ングコミュニテイ通貨M彩M 推進委員会のお母さんによる

上尾での報告があった。

その後 f地域の問題解決 地域通貨 In上尾jでは上

尾ピレッジの提案として「上産上消・地震地消や子育て

から発する生命自然主義j を発表しパネラーとともに上

尾の 3つの地域通貨の迷携とそのための上尾ピレッジカ

フェなどの検討を行った。

その後「地域通貨ワークショップJではこれを受けて

地域通貨を使用して上尾ピレッジカフェ・地域通貨のア

イデアを作成し， 人人発表を行った。

この中で，共通課題として f地域通貨のまちでの広が

りJなどの共通の課題や「農Jや「こどもと食べ物Jな

どで具体的に連携できそうな項目が発見できた。また，

ワークショップでの参加者からの具体的アイディアは今

後の上尾における地域通貨運営の財産となった。

しかし，ここでも最大の成果は f出会しリであった。

等糞 6-1 パネルヂイスカッシヨン
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写真由 -2 参加者の地域通貨構想発表

このようにして行われた上尾ピレッジ「地域通貨で潤

題解決j は f地域通貨ヒ、オトープJであると考える。

「地域通貨ピオトープj とは筆者の造語であるが，地

域通貨を地域で広く行うための準儀として地域通貨の学

習会やワークショップ、まち歩きワークショップなどを

おこなうと同時に小さな地域通貨グループが fピレッジ

マーケットj と実戦型の「地域通貨ワークショップj に

よる地域通貨実験を行い，それを再度，学習に結びつけ

るというまち学習のことである。

(凶 6 1 地域通貨ピオトープ参照)

実際に、アドホックなカフェを開き，その中で「地域j

の問題発見、問題解決に結びつける事例紹介や講演とと

もに、会場で仕事を募集して，仕事の7 ッチングやもの

の展示をすることで，仕事を行って地域通貨と交換した

り，実際に作ってきたものと地域通貨を交換するといっ

たことを模擬通貨ではなく，実際の地域通紫で行うもの

である。

これらのことが地域通貨を地域で広く行うための準備

として行われ，地域で「いつでもどこでも誌とでもJ地

域通貨が交換できるようになることを目指すというもの

である。

それは，ピオトープが自然を育むように地域の[地域

通貨ピオトープJがまちを育むということが可能ではな

し、点、

さて，地域通貨では「地域通貨をやってみたいという

人Jと「地域通貨をやっている人J rコンサノレJが「ま

ちの人jや「商i苫主j を指導して「地域通貨Jを立ち上

げたり rまちづくりをやりたいという人Jと「まちづ

くりの専門家jが fまちの人」を指導するというような

f地域通貨J rまちづくり Jが多くみられる。

上尾ピレッジではこのような地域通貨にあるような

「地域通貨をやってみたいという人j が自ら実践もせず

地域通貨の講座・学資会を延々と行ったり，地域や地域

課題を無視して，地域通貨を必婆としていなし、「まちの

入Jや f簡庖主Jに地域通貨をやらせようというのとは

* l1きいた£輔醐フォーラム代表

一司司明

盟塑立と~
日三日 (問題糊ワサシヨペ

i地 欄 伽 学 習 紅 ゴλi地域繰題発薗司書m帥島地犠事4 抽量産態輯樺軍2・薬の策定

命ーす一
主語争明監出
(ピ山}ケット) [地域通貨ワー山プ)

鶴自 -1 地域滋賀ピオトーブ

別のi葦を模索したのでいろいろな試行錯誤があった。

つまり，上尾ピレッジでは f地域通貨をやってみたい

という入」が「地域j が関心を持ち地域課題告発見し

「まちの人Jは地域通貨が使えるか試行錯誤してみると

いうことで，これが「頭を使うより実践が慣わしJの上

尾ピレツジである。

言うまでもなく，上尾ピレッジは未だ、たいした f地

域通貨で問題解決j を行っているわけではない。

また、上尾での市民と地域通貨との速機や農家・農業

鑓係者， NPO，環境団体，学生，企業とのネットワー

クもこれからである。

しかし、上尾ピレッジカブェ f地域通貨で問題解決j

ではまち育てのひとつのあり方どしての「地域通貨によ

るまち育てj の端緒は提示出来たのでないか。

これからは上尾ピレッジという「地域通貨ピオトープj

がまちの人や他の地域通貨、他のセクターととともに

fタンケン，ハッケン，ホットケンJのプロセスを繰り

返してまちを青み、その小さなどオトープから少しづっ

広がってまちのあちこちに花を咲かせることが必要とな

ろう。

上尾ピレッジはこれからであり、冒頭の f地域通貨ブ

ームは去ったにもかかわらず，なぜやるのか ?J という

聞いへの答えを探しながらの活動である。

最後にまらの入、参加者、講師、そして、上尾rレツ

ジのみなさんに御礼を述べて終わりたい。

仕事の傍らさいたまで地域通貨やネットワークを行い上尾ピレッジの運
営に関わっている。知域通貨"叡"の運営者で、各地の地域通貨 に関わ
り(会員でもあり) ，エコマネーの諮り部である。また，各地でまち宵て
やNGOなど市民としての活動を行っている。
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まちの“財産"を受け継ぎ明日につなげるイベントの意義と課題 日鐙 素子会1

一神楽坂。路上イベント 「坂にお絵描きjの実践報告一

キvワード 1) r，塁手富fJj!課llJとし、う財産 2)まち全体を巻き込むイベント 3)未漏こつなぐ 4)ポランチィア

5) '7ニュアルイむと手作り感覚の高立 61 まちの外から7)視有、

1 はじめに

2004年9月 25日(士)から 10丹 3011 (土)の約 1

ヶ月間「伝統とモダンが交差する 3 まちの文化祭 f衿楽

坂まち飛びブェスタ 2004 ，~ !が東京。神業坂において開

催された。吉告の公演や謀議会?まちなみスウソチ会にダ

ンスやライブ，アートギャラワーの燥示など j 約 50のイ

ベントが結集したこのブェスチイ八ノレのまさにメインイ

ベントが， 10月 17日(担)に開催され fご路上イヘント

「援にお絵繍き ~700mのキャンバス J -Cある神楽坂通

りの抜とから坂下までの全長 700mに縦90畑山口一ノレ紙

を敷き】青空の下，道行く人々に自由にお絵紡きを楽し

んでもらうこのイベントも， 1999年の第 1凶から回を重

ね】衿楽坂の恒例イベントとして7 ス江ミ等にも取り上

げられる機会も増えてきたつしかし，本匂に主ちのイベ

ントとして定着し 3 主ちの活性化に結びつくものになっ

ているのか まだまだ解決@改善するべき課題も多い。

本稿では神楽坂まち飛びブヱスタ 2004.1の芳行委

員長を務めた筆者が?第1[<苦から昨年の f坂にお絵描き J

に"Eるまでの経緯と実践の報告をするとともに1 神楽坂

のまちの「財産j を受け継ぎ明 Eにつなげるイベントを

実施することの意義と今後の課題について論じてし、く c

2 路上イベント「坂にお絵描き」の誕生 (1宮99年)

2-1 r詩聞という獄産j 在受け継ぐアートフヱスo'

fまちに飛びだした美術館j

神楽坂において f坂にお絵描き iが最初に行われたの

は 1999年のことであるロ発生揺は， 1994年からタウン誌

『ここは牛込3 神楽妓~ (没 1)を発行してきた立壁正予

さんの「ひらめきj であった。

戦災で焼け野原となった神楽抜l丸自に免えるかたち

での名所!日跡l土有していない。京都のょっな殿史的街並

みが残っているわけでもないD しかし?神楽坂には 1500

年代半1;[，牛込氏が居城を築いて以来の日寺院がいたると

ころに怠づいている。立聖堂さんはp この「聾穏な持鉛j

こそが神楽坂の財産だと考えj これを今に生かし未来に

つなげたいという恕いを常にもっていた。

神楽坂はp近代文学発祥の地?文化芸能が栄えたまち 3

花柳界と共に発展したまちとして有名だが， ) 11合ヨ三堂や

鏑木清方など臼本画の大家が住み?芸術家たちが集い交

一135

流したまちでもある。そうした神楽坂の f芸芸術の時間」

は3 あちこちのギャラリーでの展覧会や定例スケッチ会

などの形で，いまも神楽坂に息づいている。この「芸術

の時照J!こ注目した立壁さんの発案が， 199百年7月，ア

ートがまちに飛び出していき p まち全体がアートスベー

スになるアート企画「まちに飛びだした美術館J(注2)

という形になった。そして?そのメインイベントが「神

楽坂が自いキャンパスに変わる 1特務J と銘打った路と

イベント「坂iこお絵撒き j である。

2週間の「まちに飛びだした美術鍛J期問中 3 神楽坂

界隈のギャラリーとアートスペース 14街所が神楽坂を

テー?にした展覧会。催しを一斉に機催G それに約 60

の庖織がお!苫に絵や写真を飾るなどの協力をし 1 神楽当直

通りにある 2言語庖会もこれを後援したσプ口カメラマン3

組j家，スケッチ会的常連?子どもたちなど約 50人が作品

を提供したという。初めての念幽でこのようにまち全体

を券き込むことができたのはp タワL誌の編集をi通じて s

立墜さんのまちを愛する真っ直くやな情熱が，まちの人々

の信頼を集めていたからであろう。

意合警

30ぎ
;ioi 
キムヨ
ヤ~t::
?う w 襲
7:晶脅山，
消主
主 ~7
時

7J成滋毒量-1革綴曜量
1総書<AGURAIAKA

図 2-1 Fまちに飛びだした美術館jのポス合一
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2-2 大成功の第 1厨 f坂にお絵描きJ

山手線の中央に位置する衿楽坂界般の中心にあり， r坂
にお絵描きjの会場となったのが， J R飯田橋駅前の「衿

楽家下j交差点から，大久保通りを挟んで東京メトロ神

楽坂駅まで約 700m続く坂道の高居街「神楽坂通り Jで

ある。

総 4rnと狭い通りで 2 かっ両相IJに並ぶ居舗の建物は比

較的小規模， しかも一歩通りの奥に入れば迷路のような

路地という，人々が集い歩くのにほどよいヒューマンス

ケーノレな空間。急勾隊部分からほぼ平坦な部分まで変化

に富んだ坂道と俸の街路樹i土，都会の人の心をふっと和

ませる。そして坂の中程には毘沙門天というランドマー

ク的な存在 路上イベントに最適な条件である。まさ

に fこの場だからこその9 このイベントJだ。

この神楽坂通りを舞台に，梅雨の精れ間の 7月4日

(日)午後 p 約 40名のボランティアと商庖会の全面協力

によって r坂↓こお絵描き iIまスタートした。全く初めて

の試みに沿道の人々は最初あっけにとられていたがE 主圧

に敷き詰められた 700mのローノレ紙への 1時間にわたる

お絵描きへの参加者は徐々に増え 3 最終的には子どもか

らお年寄りまで 1200人以上が思い思いにお絵描きを楽

しんだ 3 大成功の「坂にお絵描き lであった。

実l土，筆者自身はこのとき単なる通りがかりの一人で

あったのだがa まち念体が盛り上がったイベントに， f可
ともいえない高揚感を覚え rまものイベントjのひとつ

の理想をみたような強烈な印象は今でも忘れない。

3 受け継がれたイベント (2000-2003年)

3 -1 r神楽坂まち飛びフヱス告j への発展

好評を博した fまちに飛び出した美術館jは2000年芸

術の秋}持楽妓ゆかりの伝統芸能など様々なイベントを

加えて神楽坂まち飛ぴブェスタ iとして発足基・継承さ

れた。主催も神楽坂在住の有志による「実行委員会J(22 

名体制)となり rアートを通じて 3 まちに多くの人が訪一

れ，外からのエネノレギーを神楽坂に注いでもらい，同時

に地元住民も町の魅力を再確認し 1 生活者としてプライ

ドある継続的な生活をおくるため」とし、う明確な食街窓

図を掲げた。後援も界擦の 5街活会と周辺大学や企業な

どに拡大した。そして，そのメインイベントとして開催

された「坂にお絵描き jも3 昨年に続き大軍基況であった。

3-2 継承毘難の危機一一「坂にお絵描きjの中止

2001， 02年と順調に続いた「まち飛びブェスタ lでは

あったが3 一方でs 実行委員会を引っ張ってきた中心メ

ンバーの個人的事情による離脱や， 2001年立壁正子さん

の急逝などが重なって 2 実作委員会は次第に求心力を失

っていった。それに伴い，商庄会からの積極的協力も得

られない状態となっていった。義務でも仕事でもなく，

ひたすら運営する人たちの熱意と志だけで行うまちのイ
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図3寸 「神奈坂まち飛びフェス告 2001Jのパンフレ‘ノト

4 2004年新生「神楽坂まち飛ぴフェスlIJ

こうした状況下，地元NPO (注3)のメンバ…とし

て神業坂のまちづくり活動をしていた筆者に「まち飛び

実行委員長Jの誘いがあったのは 2004年 6月末。秋まで

の準備期間約3ヶ月は短く，大変な仕事になることは予

想されたが， r坂にお絵描き」を初めて体験したときのあ

の高錫惑をもう一度味わいたいという気持ちから 2 迷う

こともなく実行委員長を引き受けることにした。

早速 7月1羽，地元住民や地冗情報誌編集長など 7人

の実行委員会を烹ち上げたが y 西方自までの遂営記録や資

料を持っている人は一人もおらず9 文書の形で継承され

るものは何もない。それぞれが何らかの形で「まち飛び

フェスタ J に関わってきた記憶を頼りに3 試行錯誤】手

探り状態ぞの実行委員会のスタャートであった。

ブェスタ全体のコンセプトは i明治時代から今に査さる

までヲ神楽主圧はち圧と路地のヒューマンスケーノレなさ吉潤を

136ー 200E年住総研r住まい 4まち学習J実践報告輪文集6



舞台に，伝統的なものからモダンなものまでが様広く交

差し》独自のバランス感覚で分布し賑わってきた量産力的

な文化の発信地であった。そんな衿楽坂らしさを継承し

伝統とモダンが一年に一度交差してエネルギーを発信す

る J と~，衿楽坂の「豊富な時間」を未来につなげると

いう想いを受け継くものとなったO そして rまち飛びJ

の象徴である「坂にお絵錨き;を復活させることについ

ても異論はなく 1 実施日は 10丹 17日{日)とした。

関 4r神車坂まち飛びフエス事 2004Jのパンフレツト

5 2004年 f坂にお絵描きJの復活

5-1 湖沼会を巻き込めるか

l援にお絵描き!-('1土，会場となる神楽坂通りの 2樹

脂会をし、かに巻き込むかが非常に重要害である。お金につ

いては3 ブェスタ全体への協賛金を含この 2商民会を含

めた周辺 5rt筆活会，および鱈~IJIこも *'J 20 I苫にお綴いする

ことができていた。しかし I坂にお絵描き jについては3

前年のフェスタが蔀府会を巻き込む状態ではなくなって

いたことから，単に「イベントをやりますので騒音等で

こ会迷惑をかけますがp よろしく lとしづ内容に止まり 3

商底会全体に積極的協力や参加を依頼するようなものに

はできなかったのである。

「まちのイベンれがE 本来3 お活も住民も巻き込み1

まちの人自身がまちの舷カを再確認し，外へも伝えてい

く2 そしてそれがまちの活性化にもつながるというもの

ならば1 ①日曜定休の目筆活も臨時営業してもらう p ②各

活でもイベントに連動した催しゃセーノレを会画してもら

う，さらに可能ならば③ボランティアスタップを荷盾か

ら出してもらう 9 のが理想であろう。しかし9 急ごしら

えで，時間も十分にない実行委員会としては3 とてもそ

うした積極的交渉をできる状態ではなかった。この点に

ついては来年以降に課題をそのまま残すことになった。

5-2 多くのボランチィアを巻音込めるか

(1) rまち飛びフェλ骨結@I式」

もう 1つ「坂lこお絵描きj で重要なのが，当日のボラ

ンティアスタップである。最低40名はいないと運営がで

きない。そこで3 ボランティア説明会を兼ねて》ブェス

タの関係者が一間に会~，ブェスタに向けて気持ちを

つにするための「結図式」を 9月4日(土)に行った。

どれほどの人が集まってくれるか，当日まで不安な状

態であったが，結局，地元NPOのボランティアメンバ

ーや3 法政大や東京理科大など近隣大学の学生グノレープ

などを中心に 40名以上が集合。この日はまだ確実に f坂

にお絵描きJの当日スタップを引き受けてくれる人が虫歯

えたわけではなかったが結図式」に集まった人たちで

lまち飛びフェスタ a メーリングリスト」を作成?今後

はこれを使って連絡を密にしていくことを約束できた。

この「結図式Hこ予想以上の人が集まってくれたこと 9

そして，みんなの気持ちが磯実に盛り上がっている6コが

実感できたこと 9 実行委員長として室長者はこのとき初め

て今年の「まち飛びブェスタj はうまくいくのではない

かと手応えを感じたのであった。

(2)追い込み準備

9月初めに， 2002年の作業工程表とシフト表を入手で

きたため 3 それまでなかなか進まなかった当日のシフト

作成などの準備がスムーズに行くことになった。またp

実行委員が関係するいくつかのメールグノレ」プにボラン

ティア募集メーノレを穏次いで流した結果?ボランチィア

も続々集まるようになった。メーノレを読んだ入がさらに

jJlJのメーノレで呼びかけてくれるなど 2 まさにネットの威

力であった。 1ヶ月前になってようやく 9 多くの人を巻

き込んでのイベントという形になってきたのである。

百月 25日にはフェスタが開幕P 計 50のイベントが順

次スタ…ト~，公式プログラムの 1 万部の配布(注 4) 卦

新聞に紹介記事が載るなど広報活動も調良識に進んだ。

(3) 最終打ち合わせ

10月7自白実行委員とボランティア約 20名が集まっ

て，当日の流れについて最終的な打ち合わせを行った。

この時点で 3 ボランチィアスタップは，まちづくりや

鴎辺大学のボランティアグノレ」プを中心iこ，運営に十分

な57名になっていた。お絵描きデモ隊として美大生3名，

ギャラワーから 2名も確約。そしてv 留学生をサポート

するNPOO)メンバーでもある学生が当日，緯00，ミャ

ンマーからの留学生約 10名を連れてくることになった。
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これまでにはなかったインターナショナんなボランティ

アの布織に，当日へのみんなの期待が一気に高まった。

当日のシフトは}大久保通りを挟んで坂下を担当する

A，坂下を担当する Bの2チームに分けP それぞれのチ

ームリーダM を決定した。タイムスケジコーノレと役割分

担p 口一ノレ紙数き手機(図 5-2-3)の確認も終了。 1本

400mのローノレ紙i丸初巨iから提供いただし、ている近隣の

裁断所から今回も提供される。そして，記録係としてピ

デオ係 1名》カメラ係数名も決定した。

前日 l土数名の実行委員で5色のポスターカラーを水に

溶いてベットボトノレに詰める作業と備品のセッテイング

を行い，あとは明日を待つばかりとなったo

「滋にお滋織をき A タイ"'"ケラコ叩jレと役窃綿密問
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思5-2-3 当日の世イムスケジューんと役部分担表

6 秋晴れの f坂にお絵描きJ~当日

6-1 お絵描き開始準備

10月 17EI (日)，ここのところの雨天続きが嘘のよう

な爽やかな秋務れ。無E乱。路上イベントにこれ以上は望

めないというほどのいいお天気であった。

10時 30分z 毘沙門天境内にボランチィアスタッブが

集合。早速A，B 2チームに分かれ各チームリーダーが

作業手順などを説明後3 絵の具と議のセットなどの準備

作業開始。業者は 11時間分頃から， 12持からの「神楽

妓通り Jの車両通行止めを知らせるアナウンスを僚主合

12時半頃からは s 参加を呼びかりるアナウンスと安楽

をi量り全域に流す〉そして p U 狩 50分からオ←プニン

グを盛り kげる地元出身大道i;二;師PONTAさんのショ

ーが毘沙問天前で始去る。久 Lぶりの快勝の週末で神業

坂の人tlH士し、つもより多い。 PONTAさんのショーや

箆沙問ど境内でのjtr:ft'[物誌協ベョみそ汁サーピス々とに

統々入が集まってくる。 I 枠来坂i晶り J~体がお然り気分

になってヌたと〕ろで7 いよいよお絵描き開始である J

自-2 お絵描き繍始

13時p 大久保巡りの交差点を境に上下にローノレ紙数ざ

詰めが始去った。先導隊が講を持。て道路の立ミ主持書;

そのあとを:1ヰ数十キ口もある口一ノレ紙を4人誕iになっ

て》 司づフ方}♂riは主坂1下一に? もう 叩方lけ立t匂抜チ可iそ也を1:1:.りながら車恥J

続いてガ iム、テ一 γプρE伐ま十れ/カう日3商端ををP 近泊滋1ヨ一銘lに二f釘?めてし、吋く υ 抜i立微

妙に曲がってい心的でこのi墜携作業l土j窓外と難 Lい 坂

下はあと 10mくらいのとこうで紙切れ慌てて新 Lい口

_' ;レ紙を滋ぶし では f教い1':'.Fこ〆〉からの，11にお絵

写真 6-2-1 ロール紙敷き詰め作業中

初めはちょっと際E著していた沿道の人たちも，ボラン

チィアスタップがデそ隊としてお絵拙きを始めると s ず

ぐにあちこちでお絵描きがスタート。白い紙がカラフノレ

な絵 Fどんどん埋まってL、く。スタップは適当な間隔で

配穫し絵の具の水を取り替えたり 1 まだ紙が祭自の場

所に誘導したり p 率先してお絵猶きに励んだり 9 自分た

ちも楽しみながら，きびきびと{働いてくれた。

子どもからお年寄りまで，近所の人から神楽妓にi基び

，-， 138- 2005年住総研 f住まいまち学習j実践報告総文集6



に来た人までp 日本人もプランス人もアジアの人も“実

に多彩な人々が約 1時間2 告白にお絵描きを楽しんでく

れた。隠の前の街並みをスケッチする人E プロ級の凝っ

た人物盟主，子どもたちの絵， 日本語，英語9 仏語p ハン

グノレと国際色豊かな文字 画用紙サイズの紙とは違っ

て3 青空の下で好きなだけの大きさの絵が地ける こ

れは大人も子どもも夢中にさせるんだと 3 参加する人た

刊の実に楽しそうな表情を見ていてE 筆者は実感した。

写翼6-2-2 子どもも大人もお絵播苦に夢中

6-3 無事終了

ローノレ紙が絵で埋め尽くされfて14時 半 頃 気に入っ

た部分があれば?切り取ってお持ち帰り下さしリとアナ

ウンス。今年のお絵描き実施前に 9 この 700mの紙がコミ

になるのはし、かがなものかという意見がボランチィアか

ら甘1て議論されたが，とりあえず今年はスゲッアがはさ

みを持って，希望者には切り取ってあげることにした。

参加者からは「すっごく楽しかった jrこんなに大胆に

絵が描けるなんて感激JC神楽坂に遊びに来て良かった」

など，嬉しい感怒を数多くいただいた。そして:来年も

ぜひ参加しますj という声も。そして， 15特にお絵描き

は終了。一斉片づけに取りかかった。

片づけはお絵描き道具と口}ノレ紙をどんどん悶~:Z_も

ったいないとは思いながら，紙をコミ袋に詰めてし、く。

筆などを洗う係2 路面についた絵の具の清掃係3 道具を

139 

倉庫にしまう係と，最後までボランチィアがきびきびと

精力説lに働く姿に宝章者は降び感激したのであった。

16時半，すべとを終了してお疲れさま会」会場に

移動。飛び入りゲストのまちの人も加えて 50名以上が，

次々自己紹介や今日の感想を述べながら 3 突いの終えな

い懇毅会となった。後日反省点も出てきたが，とりあえ

ず当日は大成功の余綴にみんなが砕いしれたのであった。

写糞 6-3 700m由口ル紙を埋め尽くした絵絵q 絵。

7 r坂にお絵描きj 来年への諜題一一反雀会よザ

11 Jl 6自3 実行委員とボランティアスタップ約知名

が集まって「坂にお絵蟻き j 反省、会を干すった。

絵の具のセット数や雪量が足りなかったことなどに加え§

実行委員も含め，誰も実際lこ1車営を経験した者がいなか

ったため?当初想定してし、たことと実際とが異なり 1 そ

の場でザ}ダーが:急逮掲示を変える場組も多く p ボラン

ティアを混乱や困惑させることになった点が問題とされ

た。

これまでのスタップが日煩からまちに親しんでし、る人

中心だったのと違いヲ今凶i土留学生など当日初めて神楽

坂に集まった人も多かった。そのため，まちの仲間が

「あ・うんj の呼吸でやるようなわけにはし、かなくなっ

ていた。今["1メーノレを通じて多くのボランテイアが集ま

ったように 3 今後ますます「坂にお絵描き J はまちの仲

間内だけによるものに限定さわしず3 より広範盟主の人々を

巻き込むイベントになっていくだろう。今関の経験をも

とに， きちんとマニュアノレイとする必要性が指摘された。

また1 もっと早い時期からボランティアの総織作りを

して1 ボランティア照的コミコニケーションを十分とっ

ておくべきだとい 7意見も出された。せっかく p 衿楽坂

で新たな友人を作ろうとやってきても結局周囲と十分溶

け込まずに終わった人も多かったという。来年はなんと

しても 9珂初めの「結霞武一までに総織化を済ませるこ

とでみんなが合意した。作業のマニュアノレ化を進めてい

くことと，その 方で人と人の心が直接?媛かくつなが

るような場の創出と手作り感覚をもてるような運営P そ
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の両方が満たされることによって坂iこお絵描き J は参

加する入も運営する人も心から楽しめ，参加意義を感じ

られるものになるのであろう。

まち全体を盛り上げるという点、からは】沿道の商法に

はイベント55自には!苫を開けて欲しいという要望もあっ

たが5 全体的にはs お絵描き参加者矛ボランテイア 2 描

かれた絵にインターナショナノレな雰囲気が出ていたこと

に9 新しし神楽坂の魅力アどーんがあったと評価が高か

った

さらに2 お絵描きに埋め尽くされた 700mの口 v ノレ紙

をそのまま総ててし五うのは2 環境的院議からも「作品J

の保存という点からも問題ではなし、かということについ

ても議論されたが 3 なかなかこれというアイディアは浮

かばなかったため，来年引き続き検討することとなった。

このようなボランティアからの感想や意見は2 長年こ

のまちで暮らしp ある意味組定観念もできてしまってい

る人たちからは出てこないものもあり 3 まちの外からの

視点でのイベント評価が，まちの新たな魅力を発掘し1

まちを f生きたJものにしていくのだと改めて思うので

あった。

今回留学生を集めてくれたボランティアのT君は 3

2005年度「抜ーにお絵描きJのボランティア体制づくりに

実行委員として活躍してくれることになった。また，反

省会に参加した人たちが皆3 当然来年の坂にお絵描き」

にも何らかの形 P参加することを当然のこととして窓見

交換をしてくれた。こうした新たな人のつながりが 9 神

楽援をさらに魅力的にしてくれるのではなし、かと筆者の

期待は大きくなったのであった。

8 まちの「財度」を明日につなげるイベントの課題

(まとめにかえて)

神楽坂のまちづくりが目指すへきことは}神業坂iこ

脈々と伝わる愛護な f財産lを新しいエネノレギーに変え

て次代に繋いでいくことである。「まち飛びブェスタJも

r坂にお絵描き」もその文脈の中にあるべきである。

立壁さんがまちの人自身が忘れてしまっているまちの

魅力を再発見してもらおうとこのイヘントを始めた 5年

前に比べると s 今の神楽坂は格段に来街者が増えz メデ

ィアに取り上げられることも頻繁で，まさにー穣のブー

ムとも言えるほどである。しかし】た、からこそ 3 このま

ちが一時のブームに流されてしまわないように 9 まちの

本当の「防諜」を次世代に伝えていく努力をしなければ

ならないのではないだろうか。

しかしB それを神楽坂のまち全体を券き込んだ5主体的

なイベントの形で{体現するのは怠いの外難しい。古いま

ちは f豊富なH時間」をもっ 方で，長年のしがらみやこ

だわりも持つ。イベントなどとは隠係ない次元で淡々と

生業を続けようとするおj苫も 2 今でも十分うまくやって

いるのに何故外部からのボランティアがやるイベントに

潟わらなくてはいけないのかと考えるお庖もあるつ礁か

にそうした頑なさが神楽坂の魅力の 1つでもあるわけだ

が3 神楽坂の次世代を視野に入れたとき 1 意識的な努力

をしなければそうした頑なささえも通用しない》どこに

でもあるありふれたまちになってし主うだろう。

おそらく 1つ 1つの積み重ねしかないのだろうと今

の築者は患っている。か/)T，立壁さんたちがタウン誌

を通じて培った依頼と熱意で実現したように 3 まちの人

たちと新たに 1つ 1つ依頼関{!t'、を築き， 1つ 1つ:J[緩を

見てもらい，納得してもらうことで}もう一度まち全体

を巻き込んだ本当的意味での Iまちのイベント iを実現

するしかないのではないか}

そして 3 それが特定の熱;¥1まある人にのみ依存したもの

ではなくヲその人が絞けたらまた出発守、に浸ってしまう

ようなものではなく，~、寸屯次世代にハトンタッチできる

ような仕組みを作つていくこともE重要であろうハ

まちへの f:慢し勺はまちを愛する人には確実に伝えら

れる一ーこれが 豊富な待問iという「財産Jをもつま

ちの底力であろう。 l財産j を育む主ちは fひとJが元気

になり，そこに生きることに2寺ηを持てる。そんなまち

を明日につないでいくことに少しでも寅献してい#たい

と，改めて思うのである。

〈注〉

1 ) 立壁正予さんを編集発行人として?ゆ同年の創刊から立

墜さんの急逝のために最終号となった凶号まで 7年間

にわたって発行された。

2) タウン誌『ここは牛込?神楽坂』を発行していた I牛込

倶楽部J と地元の「アユミギャラワ ~J の共催c

3) N PO法人「粋なまちづくり倶楽部」。スローライフの哲

学のもと!日本人の感性や美意識に適したまちづくりを，

「和 J !粋」をテ}マとして応援するNPO。その実現の

ための多彩な支援事業を行う。

4) 神楽坂界需要の潟活?喫茶席，ギャラワーやフェスタ参加

開体などに加え7 地下鉄駅?新宿のホテノレのコンシヱノレ

ジエ巴カウンターやデパートの免税カウンタぃ 1 都庁の

観光情報センターなどに配布。

140-

円NFコ法人「枠なまちづくり倶楽部j 副理事長。

2000年に神楽坂に移住後!神楽坂の魅力にどんどん

引き込まれ1 昨 3を中心にしたまちづくり活動に参

力Eしてし、る。
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混乱土の体感を通して、まちづくりを怒う
秦!~J:瓦 *1 

デワンカーパート叫

*' 
一私たちのニ楽関十費一

上杉真平

田島一平 ネ 4

高木光子 *5 

井村芳子 *7 

松村繁光 本8

キーワード 1 )小学生 2)まちづくり 3)情景設問マップ 4)寅町

1 はじめに

経法的発展、インフラストラクチャ の整備がある程

皮繋った現荘にあって、 f壊かさjを担IJる物悲しは、都市

部あるいはIU村地域ともに、総持や効率性といったもの

から、「うるおしリや「やすらぎJ という省薬で表現し、

f感性j でdI'Jり、ある材象に文化的な魅力、{曲線在見出

し、それをもとに地域の発援振興を閲ろっとしている。

郷土自慢や綴光宣伝はこれまでにもあったが、そこに

地域の文化的景綴としづ視点を導入することで、これを

舞台として地域の生活文化や行事が新たに浸関され、住

民と来訪客との交流が感んに行われ演出されるという図

式が描かれている。また、見出した地域の魅力や価値か

ら新たな地域アイデンティティを創出し、コミュニティ

の再構築を目指した「まちづくりj が行われている。

昨今、このような流れで「まちづくりJが行われ、さ

まぎまな手法を用いて、地域の魅力や価値を見つけ出し

それを活用しようとしている。その 1つにまち歩きイベ

ントやタウンウオッチングなどが頻繁に開催され、地域

の魅力採し、ま1二、診断といった院的でワぃグショップ

.}i式をとって積極的に取り入れられている

そこで、本論では、ひとつの7・吋払として「情景空間

マソブr.?t:Jそ提議する。今回、熊本市実町西浦)11流域

を対象地域とし、情報の採取者に当対象地域内にある爾

1;11小学校の6寺二主 2クラス 7J人が総合学習の時間を利用

し、「みつくーの魅力を大人iこ教えようjど題して、実践す

ることにより、 f情景空間マップ手法jの効果と問題点に

ついて再考を行う。

2.情景空間マップとは"

情景空間マップとは、対象地域の四季、生態、気候な

どの風土景や澄史などの人文景を五感で感じ情景とし、

それを図示しようと「る手法である 五感とは、人間が

本来もっている外部刺激に対する認識能力である。では、

情景とは何であろうか、静香では『人の心を動かす風景

や場面』とでている。たとえば、視覚では、目 iと見えて

いるものは、 3次元として捕らえているが、との視覚か

ら得た情報を情景として捕らえようとするならば、得た

情報と自分の時間軸(これまでの経験)もしくは、人間と

しての時間軸(i宣伝子的なもの)がリンクすることにより、

個々人の情去として現れるものである。具体逃例として、

急流lこ侵食された岸壁が復党より情報として得たとする。

この場合、視覚より 3次元的単純情報と永い年月をかけ

て侵食されたという風土約時間軸またその他の情報を得、

それとその情報を得た本人のZ寺院執もしくは、人間とし

ての時間轄とがワンクすることにより情景となる。

景畿工学等においては、視覚による現地調奈は顕著に見

られ、また、聴覚においては、近年では苦環境としてす

ウンドスケープの観点からの研究が近年多く克られるよ

うになったe 触覚、喚覚、味覚に関しては、ほとんど見

られなかったが、徐々に景鋭工学的に体系化の試みが始

められようとしている。

「情景空間7 ツプj手法の特徴としては、現在頻繁に

行われている f吉道ウオークjのようなイベントの場合、

そこにある歴史文化をどうしても講師による説明を受動

的に享受しながら歩いてしまいがちだが、 I1青景?i-:関マ
ップ手法J の場合l土、参加者自らの身体を媒介にして能

動的に情報を発信する仕組みである。また、作業自体、

純粋な研究機関が行うものではなく、市民が中心iこ実践

することであるために、不確定な要書告を多数加味される

ものと患われるが、しかしながら、各情景空間マップに

書き込まれた情報の分析と箪複性等に憶する分析考察を

加えた結果、 I'r青差是jという観点からウォーキング踏査し、

文化的条観へと誘導することは、見過ごしがちな身近な

環境を再発見、再篠認する引き金としての役割を持つも

のといえる。

3. 1みつぐの魅力を大人に教えようJについて

fみつぐの魅力を大人に教え上う」とは、 E茸里小学校の

G 学生 2クラス 71人を対象に総合学習の時間を利用し

て、自分たもの生f昌宏間である、能本rrr煮町商J市)11流域

を自らの身体と経験を通して、魅力を織り起こし、 rj奇景
?iEf前マップjを件戒するu その後、 20年後を惣、定L 掘

η起こされた当地域的魅hを生刀》し活用するために、自

らがどのような行動を起こすか、指針を示寸ための fシ

ナリオワークンヨツブj を行う そこで示された、行動

指針壬太人たt，)¥こぶし、もう…度、ンナワオを練り疫し、

公とするこ圭ぞ、実行jJU)伴う行動指針を作成すること

刀ミ f:j1í~である c
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3 -1 r情景空間マップj作成の流れ

参加者を5つのグループに分け、視党、穂覚、嘆覚、

触覚、味覚とそれぞれのフィルグ}を通しながら、対象

地域を踏査し、得られた情報に自らが患い繍く時間的情

報を加え、穣み重ねることにより、対象地域の[情景空間

マップJを作成する。

i筏畑町プ|←臨←即日

〈持聞い
|醐欄マペ ← 品←聴覚グループ

l叩出iJ学
|触酬明プ14一品←即日

(棚t欄〉

|糊情景問プ|←品←醐グトプ

+ 
|糊笠間マップ!

密3-1 rj雪景空鰐マップjづくりの流れ

3-2 対象地域について川

熊本市費町西浦)1 i流域は、熊本市北部、金峰山群111麓

の北東部に位賢し、熊本市内中心部から車で 10分以内の

ところに在りながら、豊かな自然に函まれ、のどか必風

景をよりよく残されている。今@]、対象地域を 3地域(フ

}ドパノレ熊本、 Wi帯地区、小草草地区)に分け、対象地域を

踏査してし、く。

1) フードノ勺レ熊本

フードパノレ熊本は、熊本市、環療事業回、協同組合フ

ードパノレ熊本が、三位 体となって槻発した『生活者交

流型工業罰地』であり、部地内には、熊本市と共間組合

が共存し、肥後の新しい食文化を担う拠点として、生活

者交流を旅点として『人Jと『食Jにこだわった、肥後

の食文化の情報発信地としての役割を果たしている。

写真 3-1 7ードパル熊本

-142 

2) 商浦地区

酋j甫地区は、豊まかな自然と療史文化を朗読々と人々が受

け継いでおり、特に端巌寺湖辺は、以前、当地域の領主

の別荘があり、当時の商影を色濃く残している。また、

集落の渡部に凋浦三賀荒神干上があり、古くから、熊本

写真 3-2 i!!j滞地区(瑞巌寺)

3) ノト尿地13:

ノj、裁地13:1士、熊本市北部にある、金峰山系の小塚台地

iこ集務を有し、集落周辺には、ムササピやヒメホタノレと

いった、貴重種が生息しており、人々の生活と豊かなfl

然とが、共生している。

写真 3-3 小塚地区(八毘函)

3-3 対象地域に「情景空間マップJ手法を用いるこ

との意義

対象地域内を東西に流れる西浦)11は、現在でも清らか

に水を湛えのどかな風景を今に残している。この風太的

特徴を具現約に表し、文化的情景空間として江戸時代に

細川家三代藩主網利(1641~1712)が、当時、流行ってい

た定景式景観手法を対象地域に用いて、「二楽関十景jと

名づけ情緒的に楽しんでいた。定景式風景とは、鎌倉時

代に夢想、疎石が、禅宗の宗教観に基づく、理恕環境の表

現として、亀山十境を定的、十ヶ所を選定し明言イヒする

ことにより、日常的f，e鼠景を非日常とし、風景に文化的

意味合いをもたせた独自の風景観の構築を行なっている。

また、江戸時代に入ると何々八景や十景という嵐長託銀賞
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法が流行り、代表的なものでは、近江八 ~t .金沢八景な

どがある。元々は中隊の語審湘八景や西潟十fHを手本とし

たもので、ともに丘大な湖水景観c.:JillJ ilJ 0)構造物や櫛栽

などが11，ホ緬の酒簡や話題となるこ εで、文化的紫観手

法として形成されてきており、対象地域の四季、生態、

気候などの風土景や校史などの人文章、を五感で感じ情景

としてとらえようとする手法である。

:楽関ート景とl土、i1'l浦)11流域のE乱土的特徴を抽出し、

兵現化した文化的情是主隠の窟'11並行為であり、江戸時代

のある時期の出来事のことである。

?江戸時代、細川家の御茶屋(別荘)の在った瑞巌寺照辺

の景観、情景を 4文字の言業で表現したもので、対象地

域内にある瑞巌寺周辺の寺の前地区は、切り立った鑑に

留まれた小盆地夜間をなし、中央iこ)11が流れ、造園約な

婆素を持った、隠れ処的地形をしている。また幸運にも

開発が遅れ、エ楽盟十景に示されている景緩や情景を多

く主主してし、る。

級)11家の御茶愚(~Ij荘)であった岩下茶屋の玄関に、三

代議主細川綱取1J(1641~1712) 自築の績が掛かつており、

その額面に『ニ楽園十景』が記されていたという。

屋上懸崖 山間新月

的渓雲流 泉畔圭石

古寺晩鐘 深村1青，I_iil¥

弧村炊再出 甫回涼雨

:i:嶺到A様 前岸樵渓

二楽属とは『仁者l士山を楽しみ、知者l立水を楽しむ』

の意からとったと思われ、尽の楽を楽しむ『仁政~ (人民

の立場を思いやって政治を行なう)の意を持っていると

伝えられる。』

写真 3-4 二葉飽十景(皐畔怪高)

このように西滅川流域の日常的風土tを文化的情景空間

としザ文化性を持たせたというニとは、この地域の特出

すべき出来事である。里見訟でも西浦)11流域l士、開発が遅

れたこともあり、地形的にすくれた景観と閉鎖性を持っ

た場所で、歴史的にも肥後間誌からも分るように江戸時

代以前から、領主により別荘地に用いられてホスピタリ

ティあふれる地域という歴史的文化性を今直残している。

また、この地域は、空きたJt{~$閉そもあり、そこに住

む人々が有意義に生きようとする意識が感じられ、それ

時体が美 Lい風景であり、また新たな価値を生み出す可

能性に満円てし、る地域である。今恒l、西思小学校の 6"(三

生が、 f情景空間マップJという手法を用いてもう一度、

黄~TIニー楽陪十去をを再現することは、とても意義のある

ことであるむ

3-4 スケジューノレ

表3…1 スケジュール

回数

日程

1郎自
校内情景空際

(11/16) 
(おもいで)マ

ツプづくり

貰(フードパル

2陸自
熊本、西浦、小

(11/24) 
探)地械の情景

!J!悶マップづ
くり

3窪田 ヒアリング誤

(11/25) 査

貫{フードパル

4@]自
熊本、箆浦、小

(12/06) 
塚)地域の情景

袋詰1マップづ
くり

5恒11'1 γ ナリオワー

(1/21) クショップ

4 具体的活動内容

作業環固

校内での患い出を五感を

過して、見つめなおす。

i!!i里小学校6年生、 70
人を 3グループ!こ分け、
それぞれの地域を散策す
る。

散策して、気になる~と

在地域の方や専門家の方
に震熊し、自分なりの答

えを導き出す。

ヒアリング議査で得たこ
とを基に再度、貴地域を

散策する。

これ jでの作業で、見つ
けたJ;~t地域の舷力を今後

どのように生かしてし、く

か、 20今"スパンで考え

る。

熊本市実問を対象とした情景空間マップづくりの流れ

l士、大きく分けて 2つある。まず、第 1図から 41El目ま

でか吋て、対象地域を踏査して、地域の魅力を情報の採

取者の身体と記憶を使い再発見、創出していくことを自

的とした情景マップづくりを行う。その後 5{ii]自のシナ

リオワークショップで、 1常食空照マップづくりで揺り起

こした貢町の磁力を今後どのように生かしていくかを考

える作業を行う。

4-1 情景夜間マップづくり川

1 ) 校内情景空間マップづくり (11丹 16日)

費留丁の情景空間マップを作る前!~ぷ皆として、 F法に慣

れることを目的として行われた。一_t-Y最初に手法の説明

を行い、その後、 30分かけて情報の採取合わった。各

五謀ごとのグループ人数l土、自由に選択してもらい、視

覚が 5入、聴覚が 12人、唆党が呂人触覚が 2:J入、

味覚が 10人とぱらつきが出ている。

143 - 2005年性総研[住まいまち学習j実践報告。論文集6



写真 4-1 校内での情報採取

l 視覚

私たちが、環境を認知するとで、そのほとんどを視覚

に委ねており、今慌!のワークショップでも、各感覚の中

で、最も多くの情報が寄せられることが、予測されたが、

思ったほどの情報を得ることができなかった。しかし、

他の感覚と比へると f個人の経験j、f土地の持開戦Jとし、

った環境を認知することにより得られた情報といった異

体的に情景を思い浮かべたことをあらわす項目が比較的

iこ多く現れている。「運動場Jを認、知して、 r4年生のとき、

サッカーの練習前にサッカw ボーノレを使って約当てをし

たjといった、身体的経験を基に情最を思い浮かべる傾向

がある。

u 聴覚

音は、環境を認知する場合において、心的な色を添え、

思い播く情景をより豊かlこするものであり、景観を体験

する上で、現象lこ付随して起こる音の有無や効果が情景

作用として景観知覚に微妙な影響を与えることを経験的

に知っており、視覚などの他の感覚と影響しあい景観に

趣を与える効果がある。また、視覚と向じく最も多くの

情報が得られ、面的ではなく単体として複合し採取され

る感覚であることが予想された。しかし、今図は、初め

てということもあり、聴覚は、環境を認知するまでにと

どまり、「運動場の木々の葉が、盟1でゆれて、ザワサワと

こすれる音がする」というように、実際にどのように腐こ

えるか、擬音を交えて表現している情報が多く免られる。

血嘆覚

匂いは、私たちが、環境を認知する上で重要な要素の

1つである。心的な刺激を与え、情緒的に訴えかけると

いう機能を強く示す。さらに匂いは、それを受けること

より、自己の身体的経験に訴えかけ官、れられていた情景

をよみがえらせることを期待していた。しかし、今回得

られた情報は、環境を認知した後、「放送室のにおいを感

じ家の新車の車の匂いがしたjといったように自己の経

験を茎に「置き換え」を行う傾向が多く見られるD

N 触覚

私たちは、経験により、対象となるものが、{可である

かを見抜く力を持つが、それを確信するために触覚に働

きかけ、仮想的iこ捕らえたものを触れるという行為によ

り現実のものにする。能動的感覚であるために、採取者

の{原性が、現れるものと思われる。どの部分を胤いて、

検報を採取したかを評寸iIliずる。今聞は、採取者が23人

と1iつの感覚の中で、最も多くの人数を擁している。「工

ンジュを触ったら、乾燥してカサカサしていたj といっ

た情報のように、ほとんどが手から得られており、その

対象も催物となってし、る。

v 味覚

味覚は、情報が得づらい感覚であ号、他の感覚に照る

箇が大きくなるこどが予測される。今問、味覚の対象は、

すへて植物となっており、何か別の味lこ置き換えたり、

また、「イチョウを見て、家でおじいちゃんに作ってもら

ったギンナンがおいしかったtnといった、 13Cの身体的

経験から、得られる?青畳が多く見られた。

2) 震時の情景空間マップづくり

2図語以降、4回目まで対象地域である賞町を 3地践に

分け、踏査し、清景空間マップの作成を行った。

i I青景主主簡マップづくり 1U宝語 (11月 24日)

対象地域である貢町を情報を持たずに踏査し、身体と

自分自身の経験から情景となる情報の採取を干すった。ま

ず、対象地域を 3つの地域(フードパノレ熊本、酋浦地区、

小塚地区)に分け、西思小学校の 6年生 71人を 3つに等

分し、それぞれの地区の担当を決め、担当した地区内に

五J惑を扱当するための 5つのグノレーフ匂に分かれたの

写真 4-2 貫町での情報採取

n ヒアリング誘査 (11月訪日)

情景空間マップづくり 1回れで、疑問に感じたり気に

なることを地域の方や専門家の方を招いて、質疑するこ

とにより地域の様々な事象について理解を深めた。

国 情景空間マップづくり(12月 6日)

ヒアリング調査で得られた情報をインプットし、再度

実町を踏査する。その後、採取された情報を先に情景空

間マップを作る。
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写真 4-3 ヒ7Vング調査

N 情景空間マップ成果品

出来上がった情景友関7 ツプi士、青いラベノレに視覚f青

報を赤いラベノレlこ聴覚、紫のラベノレに嘆覚、縫のラベノレ

に触覚、黄色のラベノレに味覚の情報をそれぞれ現してい

る。

その l ブ}ドパノレ熊本

図4-1 7ードパル熊本情景空間マップ

フードノ勺レ熊本で得られた情報のそのほとんどが、視

覚から得られた情報で、 fこだわり工房jで採取した情報

には、「お菓子が小さい子にも取れるように、依し吋立援に

驚いであって、ピンに入れてあって、取りやすそうだっ

た。j とあるように fフードパル熊本j内に夜る事業所の

説明紹介となっている。

その2 小塚地区

小塚地区は、豊かな自然に閉まれた環境にあり、情景

空間7 ツプを作るi晶殺で採取された情報にもその影響が

見られた。特にヒメホタノレが生息しているということも

あり、 5月に乱舞する情景やそれに付槌しかたちで、ヒ

メホタノレなどの貴重種を保護する人々の活動風景を患い

描いた情報が採取された。また、風土遺産からは、「築制

堂jから採取された情報に「薬師堂の前にある湧き水は、

お父さんが小さいときは、生活用水として使われてし、た

そうで、今でもきれいだからたぶん今でも、薬師燥が守

っているのかな~J とあるように人々の生活に根付いた

情報が得られた。

劉4-2 小縁地区 情置空間マップ

その 3 l"il甫地区

商務地区l士、熊本県円の傍仰を集める f西浦三賓荒

神社Jや「瑞巌寺」、江戸時代の細川家の別荘地と熊本で

も有数のホスピタリティー空間であり、今までは、その

情景を良く残してきたが、九Jjj新幹線の向通iこ{宇い当地

域に高架が架かる予定となっている。 f背崇空間7 ップ作

切にもこのことが大きく影響でており、 f瑞縦王子jで採取

された情報には、 f瑞巌寺の前iこはイチョウが植わって

おり、その落ち葉がとてもきれいだった。Jなど、 f瑞巌

J寺j が授かれている豊かな自然環境を表現したものが多

く採取されたが、その反面、新幹線トンネノレ工事地では、

「トンネノレを作っているところを見たとき、木や竹が少

ないのが分かったo あれがまっすぐ続くと自然がなくな

ってしまうのかなぁと怒った。Jといた自然に対する急激

な変化に対して不安を感じている情報が多く採取された。

主g4-" 3 酋滞地区 情豊空照マップ
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3) みつぐの来来を探るシナリオワ}クショップ

1 Jj 2 1 日、官官盟主!J，~対立体育館において、一般参加者

を交え 20年後の震地域を考えるンナリオワークショッ

プを開催した。西里小学校 6年生を 5つのグルー7に分

け、そこに大人グノレープが加わり、最初に現状の事主力と

課題を抽出し、それを元iこ20年後のより良い貢地域を

想定し、最終的にその 20年後の貢地域左なるためには、

今から{可を行わなくてはならないかをシナリオとして表

現していくことをR的として行われた。

写真 4-4 シナリオワークショッブ

1 賞町の魅力と課題

素地域の魅力と諜績を抽出していく方法として、鱗易

君主 KJ法を用いる。グループごとに作業し、黄色いラベ

ノレに魅力を、青いラベノレの課題を書き込む。次に側々人

がラベルに書き込んだ内容をグループ内で発表していく

過程を通じて、情報浬鮮の共有化をはかる。その後類似

の項目をまとめそれにタイトノレをつけ、 5つのグノレープ

に大人のグループPを交えた全体会で、発表を行うo

U 20年後の賞町を考えて

「貢町の魅力と課麹Jで抽出された成果を元lこ、 20年

後のより良い貢町を想像し、ラベノレlこ書き込み、情報の

理解共有化するまでの作業を行う。具体的な作業は、「寅

町の総力と課緩jで行われた簡易型KJ法を湾い、赤いラ

ベノレに 20年後の責町を書き込み、その後グノレーブ'p号、

全体会と情報の共帯化をはかる。

田 シナリオづくり

120年後の貢町を考えてjで、想像されたより良い貢町

を現実のものとするために、具体的に、どのような行動

を起こせばよいのかを文章としてき賛現する作業を行った。

まず、あらかじめ実現填固とそのための条件(実現主体、

実現のための誠整項目)を抽出するためのシ}トを用意

し、それに書き込む。その後、シートに書き込まれた実

現項目と条件を元にシナリオづくりを行う。そのシナワ

オは、 f誰 (00)が、いつ (00)、どこで(00)、何(0

0)をどう (00)する。それにより、将来像(00)が達成

ネ 2 北九州犬学国酷環境工学部助制役

"綾城大学環境工学部教授

キ 4 告書城大学環境工学部学生

<5熊本市立西里小学校教諭

叫熊本市立苦言里小学校教諭
'8 西盟元気付 146 

される。Jとしたかたちで表現される。

N 行動指針(シナリオ)の決定

最後に、班ごとに 3~5 つのシナジオを発表し、投薬

を行い西里小学校6年金三の「魅力ある 20年後の質町」

のための行動指針を決定した。

第Jj立 I自分たちがこれから商盟主校区て絶対ポイ捨てし

ないようにしたり、リサイクノレしたりする。それにより

自然豊かなゴミのない実地域が達成する，J 

第zt立 f私たちがこれからも震地域の歴史あるものを大

切にする。それにより将来像「燈史いっぱい賞地域jが

達成される。j

第 3位「自分たちがこれから家iなでなるべく排水を出さ

ないように工夫する。それによりホタルがいっぱいの貢

地域が達成される。j

いずれも、貢町の特徴である重量かな自然と歴史を継承

し守り抜こうというシナジオとなった。このことは、小

学生なりに地域の特徴を見出すことで、自分たちとその

置かれている環境を自覚し、そこで取るべき役割を表現

したものであるといえる。

5 結詩(まとめと今後の課題)

今回、小学生が情景空間?ツプをつくる過稜で見出し

た索町の魅力は、今では当たり前lこな引すぎて生活の中

に埋もれてしまい見過ごされていたものばかりであが、

以前l士、住民が賀町の魅力を意識しながら日々生活して

いたことは、当地域lこ細)11の別荘があり、地域の長綴を

「二楽額十景Ji::し、楽しんでいたという事実から想像す

ることができる。日ナリオづくり jでは、採取された寅

町の魅力を十分理解し、地域の中での自分たちの役割jを

意識したシナリオとして表現されており、無意識のうち

にまちづくりへの参加、魅力の活照手法等を学ぶことが

できたのではなし、かと思われる。

情景とは、 3つの対象地域で採取された情報の援と質

から、時間的聖書因の様み叢ねにより、生じてくるという

ことが考察できる。このことは、対象地域だけでなく、

情報6採取者側の時照的要閣の穣み蚤ねも情景空間マッ

プの華青度を上げるためには必要となってくるものとおも

われる。今後地域住民を含めた多様な市誌の参加の元に

存度、情景空間マップづくりを行い情報を蓄積すること

により、地域の進むべき方向が示されるのではないかと

思われる。
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現代版『結いJが紡ぐ参加者の懇いとその有難さ
宮主主章*1

一震災10年、被災地神戸の古民家移築集会所づくりを事例とした参加恕まちづくり

キーワード 古畏家移築集会所想し、被災地神戸再建学生建設ボランテイア

豆を ， J 中軸L
1 コーディネート組織と対象地区の概要

、。，
.~". 

さま者の所属する「阪神 a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)J I士、阪神・

淡路大震災で甚大な被害を受けた神戸市長田区御蔵通

5・6了呂(以下御蔵地区)の復興まちづくりを「伎民

と共に取り組む」ため設立された。震災直後の御蔵地区

の課題は「まちに人を戻すこと j だった。全国から集ま

ったボランティアの多くが郊外仮設住宅の支援に向かう

中、「まちの再生なくしては、復興はありえなしリと注目

したボランティア 2名と地元企業社長がまちーコミを創

設し、御蔵通5・8了自国Tづくり協議会(以下協議会)

の常駐事務局的役割を担った。協議会は、被災により地

域外で暮らす人々を少しの潤でもまちに戻って集える場

をつくるために、盆踊り等各種イベントを開催した。ま

ち・コミはこのようなイベント等も、汗を流して支援す

ることで、徐々に住民との信頼関係を築いていき(1、震

災から 10年を経た現在でも継続して活動している。

， 訴後 J

147 

襲災前の御蔵地区l土、まち工場や多くの木造長屋が存

症し、織{主近接で{主民が暮らす、下町だった。震災直後

の火災で地区の8割が焼失し、約 300ilt帯の内 7害IJは、

その日から伎む場所働く場所を失ったQ 離散した住民が

皆で話し合う場も持てないまま 1995年 3月 17日に復興

土地区画整理事業地区に指定された。

2 集会所建設に向けての経緯

震災当初Jから被災地では、地域住民が集い復興まちづ

くりを話し合うための場所に苦労をした。当初は、各地

区それぞれ民間で対応策を講じた。震災 10年を向かえ、

個人の住宅再建が 段落する中、まちの集会所を造ろう

と2001年 10月に話があがった。そこで土地を、神戸市

から無償賃貸してもらい、建設費用は、財部法人阪神 E

淡路大震災復興基金[被災地域コミュニティプラザ設援

運営事業補助j を利用しようと試みた。
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3. r，官民家移築」集会所建設の経緯

協議会l土、月 2凹の勉強会や見学会を行ったO 土地区

i菌整理事業の進むまちは、どちらかというと工期と悩絡

を優先したプレハブ住宅が目立ち、かつて下町であった

ことなども気付かせない新興住宅街のようになってしま

った。せめて入の集まる場くらいは、長患のような人の

気配、木のぬくもりを感じられるような縫物iこしたいと、

古民家を移築した集会所の建設が決定された。

また我々まち・コミとしては、それにはもう つのね

らいがあった。現在 C、はほとんどの人が、家は買うもの

であると認識している。しかしながら、昔の民家は J結

(ゆい)Jどしづ組織をつくり、地域の皆が集い協力して

建てるものであった。その建設過程でお金では買えない

人のありがたさ等を知った。

震災で地域の入のつながりが 度は失われまち、また

震災から 10年を向かえ震災当時の人の有難さが薄れる

中、現代版「結J..'Jを再現し、著書加者の惣いを紡くこと

を試みた。

4.怒いの芽探し

4 L住民σ:想い

区画整理事業により建物や道路等は完成する。しかし

まちの人々は言う。「“仏つくって魂いれず"では、人々

が集い響き合わなくては、なんのための復興まちづくり

かわからなしリと。この考えをもとに、地元のご婦人方

が主体となって“我が衝の会“を設立し、季節の行事等

人が集いやすいイベントを行ってきた。御蔵地区ではこ

の会を中心として、「非常持に最も頼りになるのは隣人

である」としづ被災特の教訟をもとに、コミュニティ強

化を凶り、「人と人の繋がりjを大切にした活動が行われ

ていった。季節の行事等をする上で、民家l土当然ながら

非常に似合う。また、被災地では公共施設が新しくなっ

ていく中で、古民家であれば、お年寄りも心に自信を持

って使用できる。また、神戸市長同区や兵庫区には、戦

前・戦後、西日本から地方出身者が多く、仕事を求めて

来衿して来た。その生活風景は当然民家であっ六とや

もう一点は、まちづくりをしている地区では、どこも

苦労しているが、まちづくりの活動は闘に見えにくく、

その分誤解を招くことが多くある。そこで、御蔵地区で

は、共同住宅、公園、慰霊モニュメント建設では、話合

だけでなく施工過程においても積極的に参加してきた。

それは短期的なものだったので、集会所建設としづ長期

施工においては、できるだけ晃えやすく地域の理解を得

られるようなものであればなお良く思った。

御蔵地区では、主にまち・コミを仲介lこ多くの外部支

援者の協力を得てきた。今回もまちづくりに必要な、知

恵・人・資金を紡ぎ、現代版「結いJをつくり、集会所

建設を成し遂げようとした。

今聞は、

・古民家移築という建築技術の物浬約国難

閉常識的1土新築で建設する公共施設の檎効金を利用と地

域住民の合意形成のを陸難

・住民や総築を五:す学生建設ボランティアが建設作業に

入ろうとした日?の資金調達と安全性確保の密難

等に遭遇した。

4. 2外部文媛者の関わりと想、い

A 知恵

古民家移築にしようと決定したが、最初の倒産量i士、ま

ずそのようなものがあるのかという間置露である。当地区

の顧問的存在であり、全国のまちづくり人とつながりを

持つ宮西悠湾氏に相談し、兵庫累養父市にある工務活を

紹介され兵庫県香伎町で取り壊す予定のあった古民家に

遭遇することができた。その後も、難所難所で木造建築

に詳しい方に支援していただいたυ

B 人

生活符惑もあり、また大部分の人がサラリーで暮らす

笥rrn生活において、「絡し、Jの再現l士、地域住民だけでは

できない〉そこで、建築を芯寸若者を中心に予告をかけよ

うと、各大学等に出向き参加者を募った。特に学校とし

て認知してくれた大阪工業技術専門学校からは、先生も

含め 60名を越える学生が参加したりこの学校でl士、現場

で如何にして学ぼうかと試みており、その後も築物的建

物をさわる機会を学生に与えてし、る。それ以外の学生も、

多く参加した。彼らは、解体現場に来るまでに、緩や友

人等を彼らの想いで説得している。

C 資金

ある工務活は、今回の移築事業を 6，000万円と見積も

った。事業主体である御蔵通5・6・7γ目自治会iこは、

申請する檎助金と地元で蓄えをあわせて、約 4，000万円

しか資金がなかった。そこぜ、地元住民と建設ボランテ

ィアが汗を出し、資金の足らずを労力で提供し、それで

も足りない分は、募金を募ることにした。さらに今回の

補助金が完成払いであった。そこで、地元とまち・コミ

関係者等全国から運転資金(無利子)を募ることにした。

5 怨、い江集合・共有・連鎖に向けての解体作業取組

2002年の夏、解体工事を行った。学生建設ボランティ

アが参加しやすい夏休みを利用し、村の体育館を借りて

2i車問の合宿を行い、解体作業に従事した。調度品の引

っ越しから始まり、長上げ、再生へ向けて部材べ番号付

け、そして解体と。建設ボランティアの活躍に厨ても立

っておれず御蔵地区からご婦人方駆けつけ、食事面等の

サポートを行った。

始めはいぶかしげに見、素人の解体作業に不安を覚え

ていた村の{主民も、学生のがんばりを見ることで共感し、
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声かけや差し入れ等の応援してくれるまでになった。中

間引こは、 f坦潟建築組合連絡協議会会長が学生を励まし

に来てくれました。最終日には、建物としての民家の移

築だけでなく喜子伎の地域文化も移築しようと地方の決議

をテーマにふれあいコンサ←トを催したっ嫁入りの歌ま

で出、民家を嫁に出すように今後も地域防交淡をしよう

と覆い合った。そして最後には、地元ご婦人がつくった

長田名物のそば飯で住民交流を行ったり 30世帯ほどの安

木村で、約 100人ほどが参加する獲しい宴になった。解

体した 15tトラック 4台分の資材の運搬も御蔵地区内の

地元業者もボランチィアで関わったっ木舞rJ;竹や、迫力日

の木材の伐採、加工!主で自ら行った。

6 解体工事隠係者それぞれの想いの芽

古民家の持ち主サ自分の代で、家を無くしてしまうのは

先祖に申し訳がない。

参加学生す教科書では得られない、現場の新鮮さ、大工

の技術の高さ、を感じたかった。作業斑の開帳でなかな

か思う作業に参加できないときも、悔しさを持ちなんと

か作業に入りたいと努力していた。

香住地元住民最初l士、多くの学生が村に入ることに違

和感をぬぐえなかったが、がんばる学生を見て応援にま

でしたくなった。

コンサート協力者民謡から得られるもの・文化をなん

とか後世に伝えたい。

7.建設工事まで

2002年秋、土地提供者より、木造民家の援の延焼線と

建坪率関係で、最小限に土地の大きさを絞めるため、民

家の建設仕様を変えてほしいと申し出があった。現状復

帰を持ち主と約束した義務と言う事情だけの説明だけで

lまi墨らなかった。持ち主や役員等執行部だけでなく、地

域住民が現状復帰を懇んでいるため、地減住民と土地提

供者も含め3度会議を行い説得できた。土地を狭くした

ときのイメージの惑さ等を回避し、皆が古民主主集会所へ

のイメージをふくらませ、俗人個人のイメージを大切に

した時であった。

また、建設工事に向けて、壁土を練る時期でもあった。

すべて壁土l土、再利用することにしていた。御蔵地sに

プーノレを造り、老若男女で冬の冷たい中、定入れ練り込

んだ。当初左官の専門家iこは、これは使用できない可復

位があると言われていたが、 5月号室iこは粘り気が出てき、

使用できるくらいになった。地域住民i士、専門家が懸念

していたことも見事乗哲競え、自信を得、この練った壁

土をぜひ自分で塗りたいと、援こと塗りの日が来るのを待

った。
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建設ボラン子ィア

〕分離発注 f山阻工務庖大阪工業技術専門 地域住民 ••• 
学校 近隣住民

鱗体工事
土・基礎工事神戸大学 等

木工事
ま障製建具工事神戸高専

屋根工事 衛生設備工事明石海専 園周囲国自醐幽闘園田園田 E 田 園

友官工事 空調設備工事神戸芸術工科大
11、舞ヱ毒事

山手大学等
木製建具ヱ事

電気工事

設計事務所 Fuj工作舎

図1 建設課程の枠組
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9.想いの集合・共有・連鎖に向けての建設作業取総

2003年 5月、御蔵地区で建設工事を者工した。夏休み

ではなかったので、学生態設ボランテイアは土日を利用

し参加した。熱心な学生には、放課後を利用して参加す

るものもいた。地元に戻ってからの建設工事ということ

で、働き手の地域住民も、休みの日を利用して参加する

ことができた。下町ということで特殊技術を持った人も

多く、各自ボランティアとしてだけでなく、自分の職能

として持っている脱線や金属の加工等のま定術を、地先住

民に披露する場にもなった。

望室災iこより新しく当地区の復興公営住宅に岩くして越

してきた人も、木舞編み等建設作業に参加することがで

き、被災地でユ問題になっている新!日依民の融合にも大き

く賞献した。

毎日若者が、働く現場でl士、高齢によりあまり手伝え

ない住民も、関心を持ち毎日見に来てくれるおばあちゃ

んも現れた。

延べ約1.050人の学生建設ボランティアが参加した口

1 0 想、いの連鎖と仕組みの効果の課題

その後の運営にも建設課程にいろいろな入が関わった

ことで、完成後も様々な怨いが活きて運営されている。

学生などには単位をつけようとしたが、学生の単依の

ためにやったのではないとしづ意志により、単位取得も

なくなった。また彼らは実費も取らなかった。すべて実

践勉強と見たようだら今後のまちっくり学生の実践継続

のためには、考えるところが多かった。主主設費用見積も

り日， 000万円から4，200万円への費用圧縮は、現実には、

すごいものを感じ、住民も学生も信{言がついたコ

心底大工や左官の親方に{惚れ込み、関係した親方に 3

入の学生が見習いに入ったO

また、施工の専門家だけが加わるのではなく、学生が

積極的に気持ちよく参加したことにより、地域住民も場

の雰照気，II')に施工作業に加わることができた。下はノj、学

生から、 80歳の老女まで壁土づくり等に取り組んだ。

身体を動かせる者I:i:工具をもち、工事に携わる人に食

事を用t宮できる者はそれを作り、生活の都合で日中手依

うのが難しいものは応援しながら、募金を集めた。皆が

一つのものをつくるために汗をかく中で、日墳は見えに

くい人の良さを感じた。総勢2加 O人を超える入が関わり

「この建物は建設工事の段階から、集会所になっている

のではないか」との声もあった。被災から 9年呂にあた

るお例年 1月に、地域のンンボノレとして、古民家移築に

よる集会所が完成した。

1 1 こ;f1し泊通ら

まちづくりの怨いの芽も花も、雑草の様にたくましく

育ってもらうのが、素婿らしい。ただそれには棺当の外

敵から身を守る力が必皇室である。現在ではまだまだまち

づくりの芽や花は、水をやり、陽があたるよう見てあげ

ないと育たない。現場には、人が自ら努力する余地が多

くある。これからも 5感で感じられる現場をつくってい

きたい。

※今回の論文では、筆者の能力不足の関係で怒いのー郊

でしかなく、もっと多くの想いが存守生した。それを表現

できなかったのをお許し願いたい。

※惣いの力は驚くほど強く、現住は継続して多くの学

生・専門家等外部支援者により、被災地合湾へ、水上勉

氏の父が建てた福井県大飯町にある民家を同じように解

体し、台昂交流o民家、移築事業が着々と進んでいる。

く参考文献>

1)住士い・まち学青j実践報告・論文集4神戸被災地「御

線地底jにおける『よそ者(若者)jが支援するまちづく

り 神戸市長田区御綴通5・6・7丁目地区を事例として

問中貫

市者E宇宙関 1: 2u[ 

参考)民家の概要

敷地 393 rr1 (借地)延床街積 220 rrf建築部積 190 rrl 

ホ 3

阪神・説路大震挽まち支援グノレ円プ
まち コミコιコケ日ンヨン代表

ハ
V

民
υ
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ι 

積雪寒冷地におけるコミュニティづくりへの試み 治井京三Z水

-~り毎道留頭市におけるコミュニティ除雪t!:4詰実験の3高島知、ら…

キーワード 積雪君事帝地コミュニティ除雪社禽実験都市制趨マスタ プラン

1 実験の背景

北海道留萌市l立、北海道の日本海沿岸に位置する人口

約 2万8千人の地方中d議l市で、他都市と問機lこ、急速

な人口減少と高齢化が進んでし1る。

留萌市を含む日本海沿岸 帯は、冬季は寒気の流れ込

みを直接的に受ける豪雪H似或でもあり、年間降雪量は平

均で5m起、徐雪に要する市の負担l立、平成 14年度で

2. 6億円となっている。(lZIl) 

市では、財政的な厳しさなどから、数年にわたり各町

内会単位で「除雪懇談会j を開催しており、市と{主民と

の協働による除雪のあり方を模索し亡いた。

方、平成 15年 3月Jこ策定された 1留縞市都市計画

マスタープラン l では、その策定の過程で、「思いやりと

フじ気あふれるコミュニティっくり j をまちづくりの基本

方針の柱に明恭し、地域住民による穣織的なまちづくり

への関わりを強く打ち出すものとなった。

本実験l士、そのようなタイミングのなかで実現したも

のであり、平成 14年度に盟士交通省「道路社会実験調

査Jの指定を受けて留萌市が実癒したものである。

また、筆者は本実験関係者で構成する協議会の事務局

として参癌し、主に~験内容の企画。立案等を担当した。

350.000 1000 

300，000 抗。…叫kT2需主 900 

800 

干 250.000 265.582 
78000 0 叩 m

円:_:200，000 

5定詰J179
500 

150，000 
400 

100，000 300 

Hl0 Hl1 H12 H13 H14 

国? 留萌市の降曹置と殊雷対策費実績(留蔵前競ベ)

2 実験対象地区

実験対象地区は、中心市街地の外側lこ佼置する戸建住

宅地で約 20haとし、 360世帯 892人 (65歳以上

は 15 1人、 16. 9%)で構成される。(庶12)

その中核となる住江親交会 (31 0世帯、 20狂から

矯成)は、町内会幹部が比較的若く、除雪対策に意欲的

であるということ、また、区域内に小学校や図書館があ

弘子どもたちの安全な通学路確保lこ協力的であったこ

とから、mと町内会との話し合いによ明実施が決まった。

本地区の!徐緋雪は、除雪は市道を対象に降雪lこ応じて

随時入札排雪は 1ンーズン2['D校度。幅員が4mlこ満

たない継街路や袋路には徐雪も入らない状況である。

.俊緩

図2 蔚草書布における実験地底的位震

3 実験のねらい

穏萌汁Iのみならず、道内市町村の大半は冬季の莫大な

支出と住民から寄ぜられる苦情処理に頭を悩ませている。

また、事i1'E進められている市町村合併論議などのなかh

除雪を含めた公共廿 ピス全般にわたる今後の見通しに

ついての住民不安も大きし公共と伎民との役鋭のあり

万の般本的な見直しが急務の競走百となっている。

本実験は、薬縫的な生活単位である町内会が、市町村

と協働し、どれだけの公共性を発障できるのかについて、

道伐にとっての不河避のテ…7 である「除常j の観点か

ら可能性を探る試みである。

また、実験の実施に当たっては、協力し合える仕組み

を日常的lこ必要とされる営みの中にごく自然な形で確立

することを目標に麓き、さらに、町内会組織の可能性や

役割を実践の中で確認し、一人でも多くの住民がそれを

自覚する契機となることを呂指した。

4. 本実験の検誌の視点と実験の概婆

(1)検誌の視点

本報告では実験的判ムいlこ基づき次の3点を検証する。

①日常的に必要ときれるような除雪内容となるのか。

②地区住民の参加意欲は冬季にも持続 Pきるのか。

③日常的に実路可能な活動として、町内会を中心とする
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表1 地域協力による道づくりを考える社会実験の概要

第5邸実験

『グループ除雪J

協力体織がっくりえるのかの

(2)実験の概婆

本実験は、表1のどおり、 1)夏季は r1tJをテ-'--..;'

とした道づくりへの取組、 2)冬季は安全な歩行空間を

確保するための「徐雪Jへの取組と、大まかに2部の構

成で行った。

劉3 徐雪実験の作業イメージ(有)とその実糠(左)

5 実験における試みとその結果

( 1 )町内会の組織的な動員の活性化

第 1問、第2問実験の結果、

町内会の回覧板が期間内に

行き渡らないという実態が

明らかになった。また、町

内会幹部がお風船、してまわ

る範留にも限界があり、情

報が着実に伝達されること、

町内会を組織として機能さ 隠4 企商運営企績の嵐畳

せることが当面の課題であることが分かった。

そこで、第3回実験の実施iこ当たっては、五If長以上で

構成する f企傾注営会議Jへの参加の徹底、かわら版の

発行、回覧板の早期回覧や参加意思縫認などを図り、改

善に努めた。

麹5 実験の績織構成摺

(2)地区住民が共有できる強い動機付けの模索

員也域自らが動き出す変地点となる強し、動機付けは何か。

北海道にとっての除雪は道民の多くが共有する課題で

あり、さらに本地伎では l子どもの通学の安全Jや「独

居高齢者の暮らいの安否が藁要な関心事であったo

この関心を顕干主化するため、冬の実験前に次の調査を

行うとともに、企冨趣営会議において各班長から危険箇

所等についての実態の確認を1Tい、地区の問題・課魁7

ップを作成し、情報の共有を図った。
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①路線ごとの市の除雪。排雪路線や回数の把擬

②雪や凍結に起思する過去3年の交通事散データの収集

③小学生高学年アンケ トによる危険箇所の把握

④地区{土決アンケートによる然食箇所の把鐙

この結巣、日緩から危険を感じる視界不良地転や問題

路線、十'Ii示、が行き届かない独居高齢者宅0:位置、さら

には各戸からの雪出しが歩道環境悪化の箆接的な要闘と

なること、適度なき芝地の有効生など、データと暮らしの

実態とが符合し、 この時点から地区住民のぞ責線的な関わ

りに手ごたえを感じることができるようになったり

図6 地1&由震に関する隣趨 o i華経凶

(3)鯛の満足と地区の課題解決を両立するプログラム

本実験では、情報の着実な伝達、参加の手続さのほか、

個人の満足度を高め、|百11J寺に地区の課題解決にもなる企

画を心がけながら、より多くの参加を自指したt

「花Jの取級でl士、第3回実験'1Bいっぱしヴで

は、総9時から夕方5時まで各自宅の鉢植えなどを道路

に面してまtべる取組を行つ?叫 (818) 

この取組は 参加の溢援を低くすることで多くの参加

を得て、 J 人ひとりの小さな参加が街を 変させる面お

さを体感することをねらいとした。実験の結果、全世帯

の約 25%にあたる 80世帯の参加を得た。 (817) 

図7 花いっぱいデーの害加世帯

民8 花出しの様子と子ども違による報告書的枝子

方、 i一日除雪行一!I主人数、労力、チ ムワ ω クが

要求される薫労働となるため、危険箇所や除雪方法を単

くから周知し、企画運営会議で入念に方法検討を重ね、

町内会幹部による粘り強い協力要諮が行われた。その結

果、'75人の参加者を得ることができた。

興味深いのは，花J、l除零jそれぞれの参加者iこ持っ

たアンケ トの結来、!花(の参加者よりも、「除雪雪Jへ

の参加者の満足笠が高く、次の機会J 、の委主力日意欲が高か

ったことである。これは、協働作業を通じて視界が磁呆

できたこと、除雪に図っていた高齢者宅の状況が改善で

きたことへの達成感が大きかったものと考えられる。

(4 )地域的社会基盤としての i移動体lの導入

本実験の特徴l立、 7台の移動式融雪機の導入にある。

十定時間降った後の積雪というのは、通常、各家庭ご

とに人や車の出入りに支障のなし、mで除雪し、自分の敷

地内に貯めるc 冬季の道路環境の準化J土、そこで扱えき

れなくなった雪が歩道に則され、それが何度も繰り返さ

れるため、歩道から車道八と雪山が大きく張り出してし

まうことにより引き起こされる現象である。

すなわち、移動式融雪機を地区的問題箇所に巡隠させ、

各戸が自宅敷地内に雪を貯めるスベャスを常時確保でき

れば、ここまでの悪化は防げる可能性がある。(凶 9)

件数

N=144 

第um住民ア J プ ト

高司9 鈴撃で霞っていること、意険だと怒うこと

雪というのはいくら積もっても、春には無くなってし

主うものであり、年によっての変動が大きし九
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このよっな雪に対して、移動式織雪機が、ねらいどお

り柔軟かっ広範屈に融雪に対応できれば 北海道にとっ
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て(})寺内社会見』鍛 Ĵ1ての存注側絞U-極めて高いe

ヰ実験 ('-1士、次(/)2つの取注[[カミ九千1剤約一を検証Lf，

())地民全体的危険筒所を、地[ζ件!HLt、l二上り改持をi頚

る 幻除雪ラ

随 10 一日徐雷ヂーの綾子(従前在、従後者)

.'t!均

一-~桝
ータs…

p 哨 開削

，叩榊持

図11 移動式誕嘗機的シ7，を決める除雪E革新図

埠喪

②近隣数世帯認で融雪機を借り受け日常的に自主の雪

貯め場を権保する lグノレープ除雪 (隣総融雪)

iグノレ ブ除雪 if立、雪による危険箇所を早急に改善

し、雪貯め場を常時確保すること 地区全員が融雪機を

借りる権利を持つことで、公平感を維持し、苦情処理に

定の歯止めをかけることなどを主なねらいとした。

具体的には、問題。課題図で明らかとなった路線を中

心に希望世情やグループを募り 照題筋所については町

内会役員などが出向いて調整を行った J

希望グノいブに対しては、融雪機を 1週間単位で貸し

出し、貸し出し棋に使用日を記入して使帰する。本実験

では*T泊代i立市持ち、電気代は各々の使用者持ちとした。

臨 12 ゲJレーブ除雷iこより溶かされたi富山

-154 

その結果、グノレャプ除雪においては、 1遡院の好きな

i待問に融雪できるメリットが当たり、各戸の敷地状況や

道路の状況は呂に見えて改善華した。また、融雪は多くの

場合複数役務;?~同特に行っており、協働作業を通じた燐

J壮所の関係の改善iこも役に立っていた。

5 実験のまとめ

まとめとして、先に設定した視点から実験を検証する。

①日常的に必要とされるような除雪内務となるのか。

これまで問題となってきた危倹な渉過や道路の環境は、

公共も個人も手をつけてこなかった中間約な領域であり、

今回はそれを地域の力で補う実教を行った。

人力による融需とはいえ、相当に盛られた需はiもl台

の融雪機で約 i待問程践で溶か「ことができることから川

このような沼垂bを、市による排雪作業が入らない期間に

合わせることができれば、シースン 1~2 [ii]程度でも十

分な効果が得られることが分かつたυ

②地[在住民の参加意欲i土冬季にも持続でき。のか。

夏.1}の実験をi盈じて、事前の情報周知、参加方法の

工夫、さらには実験結果の報告など、碁礎的なことを日

頃から積み重ねていくことの重要件、を感じた《

また、冬季については、地区住民の多くが問題視して

いることを問題。諜是盟国等を通じて共有できたこと、町

内会役員の方々により熱意ある協力要認が続けられたこ

となどが、地区住民の」定の参加につながった。

筋縄ではないだろうが、地区住民共通の溜償iこ昇華

さぜるためにも、毎年内継続が窯まれる。

③日常的lこ実施可能な活動と Lて、町内会を中心とする

協力体制がっくりえるのか。

住J工続交会i立、比較的若い方々が役員となっ亡おり、

5郎、日」ダ ンップを発障していたことが、大きな成男、

を生み出す原動力となィコた。

重嬰なのは、地区コミュニティが必要な力を発揮する

ための訓練機会が、日常生活と遊離しない形で日々の暮

らしに試行されることであり、その活性状態は、徐々に

形成されていくという時間斡を持った認識である。

設がそれを発意し、計闘し、実行すへきか、真剣に考

えなければならない時がきているc

本実験以降、留萌市では、全町内会を対象に 7台の移

動式融雪機を活用するプログラムを募っている。市では、

応募のあった熱心な町内会¥のヒアリングを経て、でき

る限り多〈の要請にこ允えられるよう、限られた機材の

やりくりに追われぐいる。

*;株式会社ド コン総合計握軍部主任技師

業務は、都市計画、住宅、紺砂川振興計郵
など多岐にわたる。
近年は、北1ili道が発行した fまらなか間住
の手引き に主任担当者として携わったとι

醐人的には地区レヘルの活性にまい進中旬
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架橋健太叫

地元建設業者が参加する地域まちづくりの実験 松本 ?生 q

一市)11布行徳地区における行徳小普諸経の取り総み

キーワード 1 )建設業. 2)まちづくり， :J)ノミートナーシップ

4)密集市街地再生， 5)建て替え

1 はじめに

近年まちづくり活動が地域住民と行政との協働により

盛んに行われるようになってきた。これによって住民主主

はまちのあり方やピジョンを自ら考え描くようになり，

それを伝える機会も多くなった。しかしピジョンの兵体

化段階になると腕憾なイメージを構築することが難し

く，行き詰まりを感じている団体も多い。また普段の生

活においても，家の建て替えや潤辺の道路景観，住環境

の問題などに波面した持，行政に祁談する以外に有効な

手段がなく，より身近に日常的に具体的アドハイスをし

てくれる人材がいることが望まれている。

こうしたまちづくりの実情に対l.-，ひとつのきっかけ

になりうるものとして「地元建設業者J(注 1)の存夜

が挙げられる。彼等は近年の公共事業縮減などから，今

後の地域における役割の検討を追られていて，また管工

事の工事手順や経費の矛盾，計留の地域における妥当性

などにも疑限に感じており，業務蓄積を生かして地域震

献したいと患っている。しかし，長年業者という立場で

行動してきたこともあり， r土建屋JI金権体質j とし、っ

た負のイメージが付きまとっていて，地域住民や自治体

lこは意見しにくいのが現状である。

このような状況下で，地元建設業者は住民の考えるま

ちづくりにいかに寄与できるか。本論文は，地元建設業

者がまちづくりに積極的に参加し貢献していくためのシ

ステムづくり実験を報告し，その効果を考察するもので

ある。

2 研究の目的と方法

本研究では，住民の考えるまちづくりに対して1 地元

建設業者がどのような役部が担えるか，どれだけ専門的

な知識や経験を活かすことができるか，といった点，地

元建設業がまちづくりに関わる役割を考察することを自

的としている。

これらの背景と目的から，実践的な活動を行う対象と

して千葉県市j)11i甘の行徳地区を取り上げ，問地区の建設

業者に呼びかけ，千葉大学都市計画研究室と f行徳小普

詩組j というE主体を組織し，まちあるきワ}クショップ

や話し合いなどを重ね，行徳地区における建て替えのモ
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デノレプラン作成，及び住民との意見交換を行った。

3 行徳小普請組とlま

3、1行徳地区の概要

?子徳地域は市)11市の南部に位置し，人口約 15万人の

地域である。江戸川と行徳街遂沿いに発走塁してきた町で，

漁業や製犠業などで栄え，海の要地として徳川幕府直轄

領だったこともある。 方，戦後は海辺の埋立てや土地

区立買薬理事業が行われ，住宅都市としての性格も持ち合

わせている。現在の行徳街道潤辺は菅の箇影を残す主主物

はわずかで，地割りは残っているものの，密集市街地が

老朽化し，紡災笛や伎環境の笛で様々な問題を約えてい

る。(1Y!l3--1)

図3-1 行徳地域の地図

3. 2 行纏小菅諮総の概要

この実験を始めるにあたり，まず私たちの研究室から

行徳地区の建設業者に対して 1fT徳小普議総」の提案を

持ちかけた。この総織の目的は，建設業者の技能・織能と，

地元工事lこ長年関わってきた経験・蓄積を生かして，住

民や既存まちづくり閲体の相談を受It，提案を行い，ま

た小規模の修復などは邸時対応する，一種のまちづくり

御用問き，まちづくりコーディネーターの役割でZある。

f行i春小普請組Jにおいて，地元建設業者は他者には

ない以下のようなメリットを持っと考える。①現状をよ

く抱援している 地元の工事に携わっているので，どこ

が老朽化していて，どこが問題を抱えているかといった

地域 帯の状況をより詳細に把援している。②地区の変

遷を知っているー長年地元で仕事をしてきた彼らは，[K
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頭整理や道路建設にも関わり，かつての町並みとその変

遷を把握している。③実際に形にするカz筋工能力を

持っている この能力が，相談を受けたり，ピジョンを

検討したりする僚に，住民だけでは難しい現実的なアド

バイスや提案を提供することができる。 これらのメ

リットを持つ f行徳小普請組Jが，これからのまらづく

りにおいて果たす役都は大きいと仮定し，まちづくり御

用問きといった役割に始まり，住民の支援団体;として，

実際の修環や町並み修景など娼広く関わっていく事を考

え，実践にヨさった。

4 行徳小普請組の活動

宿4-1 今回の活動の流れ

4. 1発足

千葉県内の
渡E受難者

学生

2004年8月，地元業者に研究の趣旨を説明するため

の顔合わせを行った。当日は活動の環念と方法を理解し

て頂くことができたが，業者lJ1!J治、ら具体的に何ができる

のか，という質問がなされた。話し合いの中で研究集と

事業者とでともにまちづくりを考え，提案などを返して

どんな役割ができるのか考えていこう，という方向に

なった。後日，顔合わせ参加業者から地域の業者に呼び

かけてもらったところ，土木事務所が H上，主主築事務所

が2宇土(うち l社は地区外だが，行徳地区内の古い民家

の改修や公共施設メンテナンスを請け負う)，活動への

参加の意志を確認する事ができた。参加各社の行総地IZ

におけるこれまでの主な業務は，道路(パイパス，鉄道

周辺，区画整理事業など含む)建設・整備，排水溝整備，

集合住宅・戸建て住宅建設，家屋・寺院修繕，などである。

4. 2 まちあるき

まずはじめに現状を把援し，業者は地域に対してどう

いった見解を持っているかを知るため，研究室学生と小

普請総参加業者とで行徳地区内のまちあるきを 9月に 2

図おこなった。
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一一

初回 (9Jl 13 S，写真十1)は，内庇堀とよばれる水

路跡や権現道という徳)1J家康が通ったと言われる小径を

歩いた。実際に街道沿いの翁集市街地を対話しながら歩

くと，昔の道路幡や水路の道筋，景観から，建築義準法

にかかる建物のセットパックの問題まで，業者ならでは

の視点と地元に長年住む住民としての視点，両方の点か

らの意見を{司うことができた。また2回目のまちあるき

(9月 17日，写真4-2)では，$民と行政のパートナ}シッ

プによって作られた fふれあい周回路Jと呼ばれる舗装

絡や，公共事業の考察等も行った。

写真4-1 まちあるきの様子1写真4-2 まちあるきの様子2

4. 3意見交換

その後， 2聞のまちあるきで挙がった意見等もふまえ

て，これからの地区のあり方や，そこで小普請総がどの

ような役割を果たしていくべきかといった議題で意見交

換を行った (9月初日)。当初，行徳綴道の再生や水路

復活が大きなテー?として掲げられていたが，話し合い

の中で，まずは現在住んでいる住民に対して，より魅力

的な住環境を提示することが先で，街i葦再生といった言語

はそれから考えていけばよいのでは，という意見が強ま

り，筏集市街地が現住抱える問題，建て答えや紡災のf苦1

題，それに伴う路地空間の消失に着目し，具体的な工予

アを選定し，モデノレプランを考えることとなったo

4. 4現地譲査1 モデルプうン作成

モデルプランを作成するにあたり，ちょうど建て替え

を考えているが，近隣との兼ね合いもあり，いい案を求

めているという住民の協力を得て， 10月からその敷地

を対象にそデノレプラン作成にとりかかった。

モデルプラン作りには，まず学生が関係伎民にヒアリ

ングをし，敷地などの現状調査を行った。当初より挙げ

られていた改善すべき点として，行徳街道沿いの!司市街

のような密集市街地には，建築基準法第42条2項に焼

定される道路の問題や， I笥法 43条の接道要件の問題が

ある。主主て稼えの際には，焼定の道路拡橘によ哲敷地の

セットバックを余儀なくされたり，もしくは道路に対し

て規定の通り接道できなくて主主て替えることもできず，

土地を売ることもできず，といった状況を抱えているこ

とが多い(図 4-2)。こうした問題はまちあるきの時点

からメンバーによってしきりに指摘されていて，土地を

手放す人が増え，駐車場の増加を招いている話や，路地

の内部は大きく拡揺されているのに対して，出入り口は

2005年住総研f住まいιまち学習」実践報告・論文集6



いまだそのままで，紡災効力を発揮しないといった話が

出ていた。今回対象とした敷地も協力頂いた住民の周辺

住民が現在来接道で，売りたいが売れない，建て替えで

きないといった問題を抱えていた。行徳地IRの典裂的な

問題を数多く含んでいたので，将来的には行徳治区一幣

の改善へと結び付けられるそデノレプランとして，周辺も

共同して建て替えを考えていくこととなった。(今回の

場合p 建て替えを考えている住民は君主に近燐と棺談しつ

つ，共同の建て替えプランを練っていた。)

学生{闘で当事者の個別の建て替えプランと，近燐も含

めた共同建て替えや制度を利用した周辺一帯の総別建て

替えプランとを平行して作成し，個別では対応しきれな

い地域全体の問題として促えて提案した。提案作成にあ

たっては小普請総のメンバーと話し合いの場を持ち，地

元業者の視点から助言を頂いた。

写真4-3 現地調査 写真4-4 小菅誇総と相談

図 4-2 行徳地区における建て替え鐙難な箆所を示した図

現在の地域の課題

朱楼i蓑の敷地が多い

建替えが国養護

司‘'司... 

可噂F

i及いづらい土地は手放す

売って症函薬理製されたほうへ引っ越す

管理のしやすい駐耀場を作る

絡地を広げ、撃がら亙れるようにする.

‘ .... 、V 計額約忽建潜えや、街路

、V 空T認の構成によって そ

ひと緩才-，---lの場だけでなく根本約解

土地資産関連a低下i決を留る.既存の特徴を

住環境の惑じ 生かしたコミュニティの

コミュニティ F悪乙i形成

4. 5 住民との意見交換会

できあがったプラン(1.ii14-3) を，実際に地域住民に

克てもらい率直な意見を伺うべく， 10月初日に蛍見交

換会を行った。持照的な制約もあり，行総地区で地域活

性化イベントを行っている方と，文化懇話会や自治体主

導のまちづくり間体で活動されている方，それぞれ代表

の 2者に出席していただいた。

意見交換会では，モデノレプランよりも小普請組という

団体が，まちづくりのために貢献する点が評価され(表

4-1)，専内的な悦里子と実行能力を持つ人々の加入は，大

きなカになる可能性があるという意見を得られs 小普務

総の必婆性が つ深まることとなった。

4. 6 研究発表，アンケート

ここまでの活動経過を千葉県魅力ある建設事業推進協

議会が主催した 11月の建設フェアで発表する機会に恵

まれた。会場には建設業関係者が多数来場していたため，

今回の活動の実現性・有効性を防うアンケートを配付し

た。

結果は建設業者がまちづくり治動に関わることに対し

表 4-1 意毘交換金での主な意毘

-こうした問題があるというのは気が付かなかった。しかし 人で
建て替えても結局は槙本的解決にはいたらない。地区全体とまでは
いかなくても、近輔の人たちとー絡に考えていかなくてはならない
んだな

ーアパートが火事になったと吉、狭い路地に救急惑が入札なくて魁っ
たことがこ隠あった。やはり今の路地をこれからどうしていくかは
この地区を考える上で重要。
選択設を増やしてほしい、何件かで解決できるもの、何十件も伴

わないと解決できないもの。
権現道沿いの撃がセットパックじてくれて、道の案内版設置に協

力してくれた、という話もある。

いろいろな活動弱体が最科的には遼携していくことが理想
建亡替えでき怠い、私道漁つてはならない、など今実際抱える問

題があったが、それを誰に相観したらいいか分からなかった。
まちづくり団体で住民連ヵ、行徳田将来やどジョンについて考えて

いるが、こうしたリアルな力があると心強い。ましてそれが地域に
もとからあるならなおさら。

共闘建て替えの検討

むAS箆電 線字方式

鱈3'Jでの敷地の売質や建替可能
敷地均確保と活用iこ工夫

→辻広場

CASE 2 集合住宅

道路舗をそれほど必婆としない。
が個別の建て替えはできない。

CA5E 3: 隠地認定

。鑓別での建て替え可能で道路
も拡嘱す る必要がない
x500 rrl以上の敷地力、必要

国ト3:モデJレプラン由一部抜砕
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て約 9害IJが賛同しているが，その関わ号方に関しては領

主主な意見を唱える入が約 5都を占めた(閲 4-4)。知識

や経験，能力は期待できるが，業者として関わると自己

の利益に走ってしまう危険性などが指摘されている(表

4-2)。アンケート結果から，行徳小普誇組のような活動

は，まちづくりに熱心な住民側の期待は大きいが，業者

側はビジネス最優先にならないような意見，また手法が

必要だと考えられる。

5 課題と方向性

今回の活動は行徳小普請組の立ち上げ，そしてその活

動のひとつとして実際の敷地に対し，モデノレプランのシ

ミュレーションを1Tったことが成果であり，その点で

2004年l立行徳小普誇総の立ち上げ段階であったといえ

る。

(回答者 57名 肉建設謀者 29名それ以外2s名〉

※ただし右の聞は建設象者のみ

Q強Iltl取がまち 1くりにゆ加するのは
鐘ましいと思いますか

Q，今後布髭のまちづ〈りの援し合いに建
設業者として飼わっていきたいと思いますか

濁醸成に醐釣参加国

機翻すぐにでも参加したい同

仁3 闘の蜘そ見極めた上で 12名
番多却したい

にこ3参加したくないイ名

轍
一
山
口

1llI4-4 : 読書雇者"'7:.-チごト

表4-2アンケート鴎癒記入(抜粋)

事業者としてではなく一市民として機わった方力良い

のではないだるうか。市民が心を紛いてくれはいので

は? (20代男性その他)

仕事に結び付けようとせず客観的怠専門情報を提供す

ることに徹することが火事だo (40代男性建設業)

まちづくりに参
加する際の器勢

ハ ド箇だげをやっている時代で，.ない。ソフト添を

_~_~f_;:?!<Et1Jさ~<f!i?l克巳。白日住宅生埋設等i
事例を住民に知らせて理解を深める (40代男性建設幾)

鹿史を持った土地であり、コミュニティ街路を利用し

参加の形瞳

たずに参力別立できない。"分の持つ技術を活かして績

られるのなら、やりがいもあるし何をするのかもわか

る。できるできないの判断もできるだるう。 (40代男

性建設業)

実線、経験をもとに筋工方法、貿周のiliで参考になる。

建設業者のノウハウや地縫に対する見識をさ主かしてほ

しい (30代男性その他)

小普請組の
実効性の槙拠

(評価期待
される部骨)

これから実際のまちづくりに貢献していくためには以

下のような課題と方向性が考えられる。①住民との関係

づくり 住民の身近な問題を解決しまちづくりに対する

意識を育んでいく f御用防きj をいかに広く知らしめ普

及していくか，そのためには今思は不十分であったが，

モデルプランのような具体例をさらに多く持つ事も震要

であるし，相談会を隠催して共にまちあるきをしながら

地域の導内的な考察を共有しあうといった方法も考えら

れる。②まちづくり団体との連携地域に対してピジョ

ンをもっ住民の集まりは，そのピジョンを現実のものと

するために小普務総のアドパイスや考察が大いにカにな

ることだろう。現夜，作年意見交換会に参加して頂いた

団体が興味を示し，これから爵係を構築していくための

準備を行っている。③IJ、普誇組の役象jの瞬薙化"今のと

ころ，組織形態も内容も漠然とした状態で活動が滋んで

いる。前述の住民やまちづくり[jJj体との関わりも，利益

優先に焔らないような仕組みと，住民へ知識や経験をい

かに伝達していくことができるか，組織の内容も図めな

ければならない。

今回の活動で，住民傑に地元主主設業者の能力や経験を

参考にしたいという婆裂もあることがわかった。しか

し，立場や手法など関わり方はこれからさらに考えてい

かなくてはならない。地域住民との劉係が築かれたとき

には小普請組は，まちにとってのホームドクター(掛か

り付け主主)として相談や実際の業務を行っていくことだ

ろう。

く誠君事〉

本研究の推進に当たり，千葉県魅力ある建設事業推進協議会

よ~ r建設業ピジネスモテコレコンベJの研究費を受けました。

記して感謝します。

く注〉

1 ) 本論文では主に管工事主体で，行徳地鼠内に事務所を構

える土木分野の業者と，主に公共施設の改修，岡地区内の

住宅設計施工をしている工務!苫を対象にしている。

く参考文献〉

1 ) 市)11市行徳支所ホームベ}ジ

http://www.city.ichikawa.chiba.jpjgyotoku/ 

2) 平成 16年度千葉大学大学院博士前期課程修士論文発表会

要旨集 P89松本経 f地元建設業者に着目したパ}トナー

シップによるまちづくりj

'2千葉大学大学院自然科学研究科都市環境システム専攻瞳士

勺千葉大学工学部都市環境システム学科助手

・4千葉大学工学部都市環境システム学科教授

.，千葉大学大学続自然科学研究科都市環

境システム専攻・修士課程
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自然高生に取り組むNPOメンバーを対象とした

まちづくりワークショッブ

一市川|市行徳地区・三番謀議における試み

3)イメージマップ2)即O

5) まもあるき

キーワード 1 )知られていない地域財産

4)未来イメ}ジマップ

3. 2∞4年度三番瀬まちづ〈りワーウショップ

1 )宵景

千葉大学都市計E菌研究室では， 2000年度より三番瀬と

その陵域をつなげる仕組みづくりとして，古くからの住

民への部き取り競査やヨシ原の再生に取り組んできた。

一方， NPO法人三三番滋環境市民センター(以下院PO三

番瀬)は，三番瀬の環境を保全し農かな海を住民にとっ

て身近なものにするため，千潟散策会の際機や海域の糠

査，政策提言，行政と対話するシンポジウムの際催な

ど穣械的に活動してきた。

今後，三番綴の本格的な再生には， i毎・経双方の取

り総みの連携がE重要になると考える。そのため，海域の

環境再生に取り組んできた NPO三番瀬のメンバーに陸側

の地域でのまちづくりにも際心を持ってもらうことが必要

であり，本会主耳の検討に入った。さらには，行徳地区の

住民が三番瀬を活かしたまちづくりに主体約に鑓わって

いくための第一歩という位蜜づけもある。

今回の2004年度三番瀬まちづくりワークショップでは，

NPO三番瀬のメンバーとともに三番瀬を活かしたまちづく

りとはどのようなものかを兵体約に抽出し，住民参加のま

ちづく号を進める上での住民との架け橋を作る素材をつ

くっていくことを隠的とした。

1 背景・ 8的

千葉県下の東京湾岸では戦後大規模な暖め立てが行わ

れてきた。その結果，海に直接行くことが難しくなって

いる。周辺地域lこ住む人たちでさえ，すく近くに海とい

う貴重な地域財産があることを知らない。または，知つ

てはいるが海をまったく利用していないというのが現状

である。市)lIin行徳地区においても，三番i額という貴重

な地域財藤が活用されずにいる。

地域財産を活用しきれないのはその地域にとって大きな

損失である。本研究では，地域に存在する忘れられた財

産を見直し，活用していくために何が出来るかについて，

子潟や浅瀬の環境再生に取り組んできた ~FO のメンバ}

に，経則のまちづくりに対しでも関心を持ってもらうため

に行った取り緩みを過して検証してし、く。

2)手法

今回のワ}クショップは以下の三点の手法をとる。

2三番瀬と!ま

三番瀬とは千葉県の市)11市と船係市及び浦安市地先に

広がる浅海域(浅草重・千潟)の総称である(図2日 1)。

三番瀬は東京湾の長奥部の埋立地によって閉まれた位置

にあ哲，水深 1m以下の浅瀬が岸から沖合 3~4km の範

囲に広がっている。この浅瀬は，市)11航路を境に大きく

市川市側と船橋市側とに分かれている。船橋仰1)1立船橋海

浜公閣という形で三番瀬を利用することが出来るが，市

) 11朝iJI土底立護岸となっているため，現在市民が利用する

ことが出来なし、現状である。

入 イメージマップ作成

まちあるき

未来イメージマップ作成

①

②

③

 

市Jll市持嘩地l&

各手法の内容は次のとおりである。

-イメージマップ

各個人の意識の中における主観約な地図を絵地図に

表す。
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東京湾

三番瀬の位置自由2-1 
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-まちあるき

三番i桜を取り閥んでいる行徳描海地区をデジタノレカ

メラやポストイットを持ってグノレープで歩き，気がつ

いたことやまちの人から部いたことを写真に撮ったり

メモにの記す。

-未来イメージマップ作成

上記の2作業を踏まえたグノトーブ討議を通じて，米

来の三番瀬周辺地域のイメ}ジを絵地院によって視覚

化する。

3. 1 ワ-1)ショップ当闘のプロセス

当日は下表のような日税でワークショップを行った(

表 3ω1)。

各プログラムの様子を時間の流れに沿って，写真を

交えて示す。当日の参加者数は，春日市吉十爾研究室主 18名，

NPO三番綴 11名である。

1 )イメージマップ作成

長初のプ口グラムでは，参加者それぞれの三番瀬周辺

のまちに憶するイメージマップを地いた(写真 3-1)。

都市計画研究室の学生はこの特に①ブアシリテ}タ一役

②イメージマップ作成役iこ分かれた。

NPOメンバ}には絵地図を描くことに慣れていない人

も多いので，学生がブアシリテーターとして誘導しなが

らNPOのメンバ}各人の持つイメージを引き出していっ

た。またイメージマップ作成役の学生は，自分自身のイ

メージマップを描き，学生と階。のイメージマップを比

較することで， NPOのメンバーと学生の考える三番瀬の

違いを見つけていった。

写真3-1 イメージマップを播く様子

図 3-1は，ある即日メンバーが描いたイメージマッ

プであるD このイメージマップは， NPO三番瀬が普段li5

動している三番瀬や，活動拠点としている建物がある

JR京葉線市)11塩浜駅周辺を中心に強かれており，その

北に位置する市川行徳地区については r?Jマークが付

いており，ほとんど総識していなかったことがわかる。

協3-1 イメージマップ

表3ω1 ワークショップ当日のプログラム

参加者が三番澱やその湾辺地区に対してどのようなイメージを持っている

かどの程度認識しているかを実体約な絵地図という形に表す己とが出来る。

(JYニゴ辛子花道幅仙沼獄。マι百川繭古車問叫1

まちの状官などを確認し、三番潔局辺のまちの現状を把鑓することカ《出来る

まちあるさ IIIほかt 慾いもよらなかった地域臓の聞や 知らなかった日の歴史のん

、岳民出j最長豆一一…………一一一一 一ーャ… 一一 ノ

自分の考えを湾認識し また NPコのメンパー同士でお互いの意見を吏換す
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2)まちあるき

次にまちあるきを行った。まちあるきの範密は，地 F

鉄東西線の行徳駅付近から三番瀬に濁するi!l:立護岸付近

の行徳臨海地区全域に及ぶ範屈である(図 3-2)。

しかしこの範留は広範なため，全てを歩くことは不可

能である。そこで地区を翻つに分け， A--....Dの四グルー

プで範囲を分担してまちあるきを行った。

援することにつながっ
函3-2 まちあるきの範路

たといえる。

まちあるき時には，全員が伺じTシャツを積てまちを

歩いた。これにより仲間意識が出来，一体感が出来た。

またrn民に対しても宣伝効巣があり，まちあるきの途中

興味を持った小学生に「何をしているのですかっJと尋

ねられるという場聞もあった(写真3-2)。

未来イメージマップ作成に入る前に，各グループでま

ちあるき結果をまとめて報告した。次の未来イメージマ

ップ作成では，他グループのまちあるき結果(凶 3-3) 

も考慮に入れて行徳地区全体の未来イメージを描いた。

3)未来イメージマップ作成

イメージマップ，まちあるきをもとにして，グループ

毎に全体の未来イメージマップを作成したこのマップに

は，参加者が考える「将来三番瀬がこうなったらいいなJ

という姿が撒かれている。

未来イメ}ジマップには2 三番瀬をはじめ多くの行

徳地区の財産を活用したまちづくりが描かれた(凶 3

4)。

3.2 ワ-1)ショッブのまとめ

最後に，ワークショップで得られた各グループの未来

イメージマップをもとに，まちあるき結果，個人のイメー

ジマップを勘案して都市計画研究室の学生が，三番瀬ま

ちづくりに求められる要素を矧出し，まとめた(表3-2)。

未来イメージマップより抽出したキーワードは大きく

次の六つに分類できる。

①水路②公廓 ③緑

④ 色 ⑤ 交通・労働圃流通 ⑥ デザイン

写箕3-2 まちあるきの綾子

図3勾 3 まちあるきのまとめ

回3-4 未来イメージマップ
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表3-2 今閣のワーウショッブから総出した三番灘まちづく世に求められる望書索

ホ路 公欄 緑 金 交通+労骨・流通 デザイン

日 !γ 〈こ二ヨ苦手向陵で哨明細航機する. "船で地理を到 工場"壁鴎を描

る. 者三三歯2闘の存在

C蕊ヨ安否頭頚日 ヨシについて 三醤粛の相輯聖 端町構いを知る を知る.

選定
慣った既存の料理 {しお古いスト

.食べる。また調 リート)

理方2査を知る，

全4訟の営み 犬，
叫のリズムを紗る

与の自主えさ合会ロるふ
ヨシの生悠拘栓官

'h' 
三iO'":t-，ト炉昌

L 轟3輔自地珂・特 三.指的4主且と#

巴量動， ， 畠告知る M

潔める l 生物の保組繁 野鳥の縄返く ヨシめ刈り入れ 潮の干潟季節.， パッスィーの濯 盤留を住震が参

婚を体綾ザる の住宅に体舞金署

伎する.

ど 条件の変化で S. 

食べ物ゐ変化する

ことを体S愛する

加して，.く.

水路の掃除 公鑑むの鱒隙智

智哩 理

司yを使った滋

鍵づくりをす

る.

ご工コマネー

(1ハゼ}

ホi3~，舌隠した

イベノト(灯締

流しなど}

(ホの怖さも含めて 自然とのつきあし怖を体験ずる・j

水と白つ‘"方 ヨシの法!IW会をき 市民鴻1qtliiιτ
8とのつ"島、方 三会司.問、の案 受d島役務で住民の

各学ぶ保全し 治 ぐる.で Z シとの 主，の虚婦を深.
lこつもて担棋のる .を壌める 念議会緩める p

oす}と晴海める mゎ句歩t，恨める る

怯える a 挺する i ヨシグッズ.暫握、 三番源の材料を活 }{'lスィーの哩 壁面上限{瑠lζ

販売をす.. 用した新しい料 歯を広告iι寸 ついて k 臨覧甑

公酪にレンジャー ヨシを活用した 理、三番闘の考難。 る の代わりに)

を諏遣する園軍内 パブ')':1クア日 給食に出す。

所の出彊所在調 トをつ〈吾。

〈

行噛寓土の活用，

身近t，.-*AI二市い ，与のあち".を1量L
ヨシ，培前 C"， 

三番組的地塊イ〈
壁画よ映で玉，*olll

三三番神脇陣，仕主

τn主，，'"をf可，る φ 合ぃ伝えるも
場辺町生活.怯， 時事、地域司事吾

る

もちろん「三番瀬Jが一番のキーワ}ドであることは

言うまでもないが，三三番i頼は全般の娘底に関わる部分な

ので今回のキーワードには入れなかった。

そしてそれらのキーワ}ドについてそれぞれ，

①知る ②深める ③伝える・発する

という三つの段階を提示した。

まず住民が自分たちの住んでいるまちの財産を「知

りJ.次にそれに自らが関わることで地域と自分との際

係を「深めるんそして，最終段階としてその情報を「自

分Jから rj血の人Jへと「伝えるJという提案である。

このように三番瀬に関わる人が個人から地域住民全体

へと広がっていくことがE重要であると考えた。地域に対

して無際心な人が少なくなり，住民が自分たちのまちを

自分たちのものであると認識することが，これからのま

ちづくりではますます必要になるだろう。

4 考察

三番瀕で活動してきた入でも，後背地である行徳地区

を歩いたことがなく陸域についてはあまり知らない人が

多かった。今回の W.S を通して，照辺のまちの実態を

*3千葉大学工学部

q 、 f~.動，奄寸甚qる。
最，品，

知ったよで問題点，改善点を見つけ未来イメージマップ

を作成したことは，当初の自約を達成出来たといえる。

主に陸側で活動する私たちが海の環境への理解をよ哲深

めると同様に，海域で活動する人々も湾側のまちに対し

て意識を高めていくことが，海・陸連携の三番瀬の再生

につながっていくと考える。

今後へ向けての課題も多い。次の段階へ向けて，今回

撒いた未来イメ}ジマップを長期的な目標としながら，

現状に山積みとなっている様々な問題点を解決すべく現

実的な提案を行うことが必要である。

地域の財産をまちづくりに活用していく上での第一段

階として，今回試みたイメージマップやまちあるきを過

して住民自身が地域財産を認識することは有効であると

考える。ここで認識した地域財産や課題から地域に対す

る将来のイメージが共有され，さらに住民自らの自発的

な活動が展開されることで，より住民が主体的に参加す

るまちづくりへとつながっていくことが期待される。

都市環壇システム学科助手

権 4千葉大学工学部

市 i千葉大学大学院自常科学研究科

都市環境システム専攻

*'千葉大学大学悦自然科学研究科

都市環境システム専攻

都市環境システム学科教授 修士課程1年 {彦会課程1年

162 2005年枝総研「住まいまち学習J実錨報告鈴文集 6



1個人体験に基ずく子育てからまちづくりまでの道稼
一 点から線へ、そしてlL体化する入院関係のなかで

竹中信子

キーワード 1 )子育て 2)教脊環境 3 )コミュニティー 4)ア トイベント

はじめに

2 0 0 .)年と 2004年にtttlB谷区綬堂で開骨量された

、まちづくりア日トイベント「経栄CATjについての報

官1は経堂に暮らして 23年11の1住民の点から線へ、そ

して点である個人をはるかに越えて復合的にI主体化し構

成されていく人間関係を係人の内側から観察し、私にと

って住環境がどうあってほしいのかを検索する資料とし

たい。全ては億人から発生し、影響しあいながら成長し

、まち、回、世界へと燃がるのではないかと態、う。

2 子育て

今から 23年前の 19 8 2年春、経堂3丁包の中古住宅

を購入し燐りまちの豪徳寺から引っ越してきた。

乙の年の夏には娘が生まれ、フリーのデザイうーである

私と会社長の夫、 2才の息子の家族4入は、経堂の住民

になった。朝日立千歳ヶrr高校の褒遂や住宅の脇道など、

わずかに残る土の小選が雑草や小石、T.遠のいる散歩道

になった。自宅の涯に敷きつめられていたコンクリ ト

を土に渓し、水場をつくり局やカエル、ベット蜂などの

虫逮をよび¥小さな国然界での春J(秋冬を体験した。都

心iこ背を|向け、二人の子供は都会の出舎つ子として育っ

た。私の仕事は減ったが、わずかでも自分の収入を得る

巡を紛ざさず、子育てしながらできる仕事のあり方を模

以していた。社会に柔軟性があれば子供を身i立において

遊ばせながら仕事をする事は同然なことだと思う D

ごの頃、臨iL小児病院の院長であった小林議氏の本の

挿し絵を手掛ける事になり、お認をする機会を待た。

「育児警に絞らず泣いたら抱っとして、お母さんの気持

ちが楽になるように子供に接すればいいんですよ。そし

てほんのちょっと感性を刺激するものが郊淫にパラリと

驚かれている、そんな環境がいいのかも知れませんね。

J我が家でパうリと置かれていたものは、新潟紙を丸め

て作ったオブジェだったり、何気なく見ていたカラフル

な雑誌の 1ベv ジだったのかも知れない。これらは幼児

期かb感性を刺激し、組i象を楽しむ心を育てるきっかけ

になるのではないかとj号、う。

3才ーになると子供は親の手からあふれ、人々の協力が

欲しくなる。短時間だけ近所の幼稚童話iこ預ける事にした

1親子の狭い世界は複数の親子の I部になりfill!J範協

、人間関係が大きく広がった。ことで出会った人々とは

今も細い線で繋がっており、子供中心の無理のない家庭

づくりに火きな影響を受けた。

2-①絵本出版

小林先生の本の編集者i之、私の絵本の試作が目にとま

り[あかちゃんが出会うはじめての絵本」として野菜編

-163-

自然編、むし綴の 3情が主婦の友校から!湾呼出版され

る事になった。自も心も子供の目線に下げて民主の小さな

自然界を眺めながら、食事で楽しい絵本作りに励んだ。

私の出身地北海道で体験した、おとぎ話のような主主活も

絵本作りの下地になっている。との絵本の著作料を資金

にして最初の子連れ海外旅行は友人のいるマドリッド。

彼女は幼馴染みでスペイン人の夫と 4入の子供がいる。

北海道の小さな盆地で共に過ごした友人は、スペインで

作り上げた人照関係の中で、老後を迎える準備をしてい

る。

絵本a，1絞から 15 年後、私のL~嵐長である北海道での

生活を、̂ ，:ti新潟を使ってオブジェとして製作、発表した

とれは私の殻を破った 1つの表現方法として今後も発

表していきたい。

2 ① 「あかちゃんが出会うはじめての絵本J

3 教育溌境

小学校は歩いて 15分の公立校iこした。グランドは砂

挨対策としてなのか雑草の生えない殺風景なもので小さ

な子供達の小学校にしては暖かみがなかった。のちのア

メリカ旅行で訪持した小中学校の見学と校長先生のイン

タビニγ から、手作り惑と、重量かな色彩に教資環境に殺

をl惑じた。

北海道の泊舎で理想的なグランドを見つけたことがあ

るの累々としたctが踏み潤められ、周りは背々とした雑

事に総まれて小さなiEをつけていた。校内は木で作られ

たトーテンポ守}~。小さな学校は地域の人々にしっかり

守られているようだった。

学校、病院、主主齢#施設さ卒、いま公的施設は手の活か

ない寒々しさを感じる 何がそうさせるかはそれに関わ

る人々のアートセンスの布る無しが大きく影響している

と恋う。小さな事で心が動くととがある。前述のアメリ

カの小学校のカウンセリングルームの入口には布で作ら
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れた素紋なアクセントがあった。入学前クラスの教室に

は誰でも扮きつける大きなカラフルなクッションがあっ

た。そして何よりも色彩の工夫と展示物の視覚的効巣か

ら個々の先生のオリジブルな感生を見るととができた。

我が国では精神性を重んずるばかりに視覚的なものに

対する考えが軽んじられていたのかも知れない。子供遂

を貧弱な教脊環境に送り込んでしまったことは浅念、だ。

との学校見学の実現は経堂からアメリカへ転勤していっ

た忌子の降級生の母親が窓口になり準備していてくれた

ことで、スム「ズに事が運んだ。

小学校では、親同志の主主見発表の場としてj盤情 iおや

?親かわら版iを月 1回発行したの教育について、進学

についてなど、日常的な話題を取り上げ、親遠投稿者の

原稿で構成した。

地元中学の校長先生の取材を実施、中学進学の参考に

したこともある。この通信は子供達が高校に入学するま

で続いた。今、親の介護に入る没代になりテーマを変え

での F おやつ親かわら版一の復活も有り得る。

fおやつ貌かわら絞」

新障で使われていた9イトル

生徒の父親がデザイン

子供が中学ぐらいから社会復帰する母親が多い。難し

い年頃の子育てに取り組んでいた私は、この時賂を]記し

た。役凶谷中学校F'rA連合の役を受け、活気のない澱ん

だ空気、甘主'i'P i立退職後の校長の再就職の場として段取

りよく、{iJごともなく、とつとつと、運営されていた。

まだとの不透明さはまだ続いているのだろうか。個人側

人が問題意識を持ち、クオリティーの高い会議を子供の

ために開くべきだとj思う。

高校になると吏に家族の援強は広がり家庭の中心軸が

ずれないよう、食べなくても食事はつくる、帰らなくて

も信用する。それぞれが自立に向けて動き加す時裁にな

った。いつの間にか大人になり、子の殺となっている私

達は邑分遠のため、次世代のために声をあげなければな

らないととがたくさんある。遠慮がちな殴民性の荘、滋は

声をあげず、時がi過ぎ、やがて忘れさせてくれることを

願っているようなところがある。様々な危機の~JAは個に

ある。影響しあう鱈は成長しなければならないと思う。

164-

4 社会参加

平成3年君主出谷区で実施された「どデオ講座Jを受護憲

。シナリオ作り、室長居室汚どデオカメラを使って撮影、編

集スタジオでの縦集を学び、 1 0分程の作品をグ)vブ

製作した。ま停限終了後、有志で咲像グループを結成、社

会派的作品をi'I1製作した。公約機関のとのような議議

はアフタドケアが必要だと思う。燦々な謙虚終了後の自

主製作のグループや鐸人の tl:l~誌は自然発生約なことでh

予誤裂がたつ流れだ。医主製作に対す一る(経済的・物均約)

支援をし、講座実i患の成果を見溺ける必要があると Jt~ う。

私達は資金源としてグjいブのデザイナーの雑誌縦薬の

仕事を手伝った。金融機関向けの雑誌で企函からデザイ

ンまで4ページ程のζの従事は、 100人アンケ…トな

どを折り込んでデν タを集め、分析、手の込んだべh ジ

11'りをした。のち、グループは分散し、それぞれの折動

へと移行していった。

5 コミュニティー fD-nutsJ

200 1年9月イン夕刻一ネットショップD-nutsを立

ちあげて、商品の企極製作を行った。 2002年からは

宅で月 i僚のD-nutsマーケットを開催した。:注総i設が

いろいろなアイディアを持ちょった。広いテ}ーブルごは

手作り教案、その片隅で本格カレーを食べる人c 家を建

て帯えた持、部屋の i部をコミュニティーとしても佼え

るようにパワアフリャにした 20長程のアトリヱは、人

々の父流の場のなっていった。マーケットを重ねるうち

に手作り品は、作品展を行う税に成長した。伎宅の解肢

は、家族の連解がなければ実現しない。子供逮も大きく

なり夫の理解もあったので符題もなく、 2003年号月

まで続いた。

2002年 10 RD-nuts主催の手作りアート展を近所

の喫茶府の協力で関係したο 何度か存自然していたが日心、

不足もあり策しいiI?:言語は成燥がよがらなかった。しかし、

これらに関わった人達との交流は広がり、その中でアい川

トイベントの誌が持ち上がった。

6 アート雑誌 fBambooJ

D-nutsの活動の中から生まれたアート雑誌バンプ

は設でも参加できる自己表現の場として 2002年 11 

月から年3回のベν スで 52部ずつ発行している。これ

はこユ w ヨ}クで見つけたアート雑誌がきっかけになっ

ている。 A4のオリジナjレ平菌作品を募集、参加者は 1

作品につき 52部用意する。童基本は手作業のため毎サ5

2郊としている。

]掃の本を還してのアート活動は、参加者が息子の幼

馴染みや、友人の知人、さらに思いがけない人々との繋

がりで人の織が広がりつつある。小さな主主の根運動のよ

うにまちづくりの茅は、書まかな土壌の上に車置を出し、し

っかりと棋を生やしのびていく。子育てと向じで子供と

生活を共にする人々を支えるきめ縮かな行政が安心とな

って健やかに育ち巣立っていくことができる。学校、ま

ちなど地域の環境が複合的に関わり合いながら成長の芥

はのびていく。
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少しづっ根付いてきた市民レベルの活動はNPOによ

って整理整頓され形作られていく過程を体験した。これ

からあらゆる場で、企業のサポートを得たNPOが活躍す

ると思うがその機構などについて潤われるところがある

と思う。

8 アート雑誌 rBambooJ

表紙iま毎号変わる。

7 緩裳CAT

私途D-ntsのメンバーにとってアートイベント(経堂

CAT)は2002年 10 月 D~nts主僚のでづくりアート

展がきっかけだった。 2003年4月 15日から 5月1

4日までの 1ヶ11陪!と 2004年 10月3日から 17日

までの 2)腫問、小佐];急経堂釈周辺のギャラリー、カフヱ

、飲食j吉、雑貨j占など約 30成錦が参加したアートイベ

ント「経堂CATJは16'主、住民、学生など多くのボラン

テイアで実行された。

I回日は総織がなく運営はl百とアーテイストの参加費

でまかなわれた。費用、入手、河商とも侭人負担が大き

くボランティアの域を越えていた。 301吾鏡と 40人の

アーテイストと共に 1ヶ月間調催しつづけられたことは

、行動を共にした人々の粘り強さと家族の理解があった

からだと思う。

2回目は実行委員会を組織し 1年程前から 2週間に 1

回程の会議を重ね、計極的にイベントへ~ûけて進行した

。世田谷区と世田谷区教育委員会の後援と世田谷ブアン

ドからの助成金を得ることができた。各商版会を越えて

これほど多くの商庖が関わっていても私達は潟産会を結

成していないので世田谷庶のまちおこしの助成金は得る

ζとができなかった。商居会へはかなりの額が予算とし

て級まれている。衰i昌化したH五五万会にとって何を具体化

してまちをおとし、商!苫の活性化に繋げていくかのアイ

テムは照りの人々の協力が必婆だと思う。多額の税金の

より有効な使い方を検討すべきだと思う。

実行委員のメーリングリストでのやりとりは、行き違

いや、誤解を生むととになり、誰でもが利用できるもの

ではないのかも知れない。友人向志のメール交換ではな

いので利用する場合は事務的に行った方が良いと思う。

165-

7 r経堂CATJ<:使ったロゴマーク

8 関連イベント

H翌日は街底街にある銭湯の休日を利用して寄席、音

楽ライブ、咲像展、ワークショップなどを行いマスコミ

も注目した。 2回目はお寺の本堂と経堂小学校の体育館

でそれぞれ1臼のみのイベントを行った。

経堂好きの人々が自然発生約に集まっているグループ

(経堂系)はお寺のイベントを企画、務語と演劇をf子っ

た。小学校では5つのイベントが行われた。アーテイス

ト遂の作品をマーケットのように床に広げて、展示販売

。参加費無料、不婆品や語白い素材を使つての「世界に

1つだけのヱコパ、ノク l作り、後半は入場料600内で

ドキュメンタリー、カラー影絵、三味線とベインティン

グライブが行われた。立ち上げから参加していた 22才

の私の娘にとってこのまちづくりア』トイベントが彼交

なりの社会勉強になったと思う。彼女がie:顕したエコパ

ック作りは小学生を含め、火勢の参加者で娠わった。机

から君主れる程の不要品等の多種で差是宮な材料を使つでも

のづくりの楽しさを存分に体験してもらえたと患う。後

半上演した影絵 f楽っぱのフレディ j は体育館の舞台い

っぱいにはられたスクリーンにカラーの彩を写し出すも

ので舞台装置は大きく上演に至るまで何回もの試作を議

ねていた。 1人の女性が中心となって製作、演出などを

手掛け全員ボランティアで世界一大きな影絵を実現させ

た。経堂小での宣伝不足を補うために近くの児童館、柑:

白谷区の小中学校の美術教員へ築内の配布を行ったが、

主役である地元住民に対しては経堂CATのお知らせが行

きわたらず動員には奈らなかった。

ポスターの展示や宣伝の協力が忠うように得られなか

ったの小回急電鉄や役所の積機的協力が得られればもっ

と多くの人々が参加、まちに対流ができ、活発化したと

8 カラー影絵 f葉っ1;1:のフレディ j

影絵の絵コンテ
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3 アメリカの小学校
床は淡い糞色、重量{立水魚、教蜜のドアlま赤、

そしてロッカーは泳レンジ色。
ロッカーは重量に緩め込まれているため廊下はとても

広〈感じられる， 8本の学校のような騒い雰関気はない。

3 アメりカの小学校{廊下の掲策板)
水色と自のストライブのボードにはボタンやビーズ

鳥の沼、布などを使っているコラージュが
鮎つである。

3 アメリカの小学校(スクールパス)
車体のボディ力ラーは7ロームイエロー

--166~ 

2-① スベインの友人と家族

2-① スベインの友人夫婦
スベインで議後を適える準備中

9 おわりに

社会教育、健全育成、まちづくりなどの原点は、会て

l個人に立ち渓り、その育成に大きくti.;台される。何を

見、 f可を体験してきたかは、物事を決める時の獲になり

幸せな幼児織が決め手となる。とれは周りの大人達の大

きな責任でもある。点の部分が点として形をなしていな

ければならない。子脊てを通して、鋪広〈人生を楽しむ

小道具としてのものづくり、アートの重要性を知った。

それは我が家にあっては、生活の基盤、物事を決定する

ときのものさしにもなっている。様々な活動、機会を得

て若い人々の新しい感覚を発見、さらに発燥を続けてい

る。これからもアートをベースにした生き方をしつづけ

るでしょう。

主婦
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3. 住教育委員会からのコメント





3 住教育委員会からのコメント

水各実践報告論文について住教育委員会で討論したものをコメントとして掲載します。従って，コメントは各実践報告・論文そのも

のに対するもので，それぞれの活動に対するものではありません。

* ( )は本文掲載ベージ。著者名は第1著者のみ。

総合学習 F地域に残る筏文化から名古重量のまちの発展を

支えてきた堀111の学習へJ j藍弁書八都 (pp.3-8)

校区の燈史・文化資源の掘り起こしからはじめて，児

童の関心を高めつつ2 筏を制作.)軍j殺する実践へと展開

していくダイナミックな実践であり 2 子どもの感動園高

拐の具合が告に浮かぶようである。教師のこだpりは明

確だが，そこから周到に計画を詰めていくといったスタ

イノレでなく 2 子どもの着自誌に触発されながら一緒に単元

をつくっているが，そのことがかえって実践を生き生き

としたものとしており，好感が持てる。今後のさらなる

実践の充実，研究の発展に，大いに期待したい。

学びを地域で異現化する総合的な学習の取り組み-r立

町再発見 F来来の西公閤デザインJrめざせ B立町環境

レスキュー隊~立IIIT環境向上ブロジェウト 2004-Jの実

践を遜してー 堤祐子 (pp.9-14)

学校を過して現実のまちづくりに子どもが参画すると

いう 2 まちづくり学習の王道とも言える実践である。仙

台地域における過去の豊富な蓄積に学んだことも大きい

のであろう。さすがにカリキュラムとしても成熟をみせ

ている一方，いろはま臣の取り組みなどでは新局面を打ち

出しており，さらなる広がりと発展の可能性を感じさせ

る報告となっている。記述にもみずみずしいものが感じ

られ，まちづくり学習では fキラリと表情が輝く子ども

たちが多い」という言葉がとりわけ印象的。

総合的学習の待問を活用した安全安心まちづくり学習の

取り組みについて一札幌市立新琴似小学校での実践ー

毘村佳愛 (PP.15-20)

総合的な学習の時間を活用し，地域の危険な場所を正

確に把握するとともに，危険な自に合わないようにする

ためにはどうすればよし、かを具体的に考えるという，何

とも時機を得た実践であり，アプローチも的権である。

発達i段階等の問題もあり，微妙ではあるが，さらに危険

笛所改善案の提案にまで踏み込む学習等への発展を期待

したい。
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小学校におけるキツズベンチャー活動を通じた地域学習

一地域で働く人々と関わりながら学ぶ実践活動一

碓回智子 (pp.21-26)

学校，商工会，市，そして大学との緊癒な連携の下，

キッズベンチャー毒事業に取り組んだダイナミックな実践

である。教育の 潔として経済活動を股関することには

賛否あるが，報告が印象的に示しているように，子ども

の金極力・創造力・生活力の育成に多大な貢献のあるこ

とは疑う余地がない。加えて，子どもだけでなく，商威

主や親たちの関心も高める地域連携が生じている点も，

まち学習の方法論を考える上で主主に興味深い。

まちづくりのツールとしてのパスマップの可能性とその

洛階事例ーパスマップは総合学習 1 社会教育の題材・教

材となりうるかー 蛾みゆき (pp.27-32)

マイカーを抑制 G，公共交通の利用促進をはかること

は今後ますます重要となり，本論文は有意義な活動の報

告である。一つ一つの活動はとても興味深いものである

が，ポイントが分散して記述されているのが惜しまれる。

マップは単にi君主の情報を提示するだけでなく f街づか

しリできるという発想を生かし，そのためにはマップを

更新してし、かなければ意味がないとし、う言者設で記述を工

夫すると良い。

生活の質を高めあう家庭科学習のあり方一「現実性Je 

「本質性Jから住まい方を見つめ復すー

井村明美 (pp.33-38)

活動する子どもたちの生き生きした様子が伝わり，学

校のロッカーの繋理・整頓という身近な課題からも住ま

い方学習ができることを示唆している。「現実性jと「本

質性」の理論的枠綴み作りと実践の検誌はユニークだが，

現実と本質というより現実と理想(理念)のようでもあり，

これらがイ可を指し，授業を進める上でどう生かされてい

るのかもう少し明確にする必要があるだろう。また，授

業が H寺織だけで終わっているので，この実践が年間の

住まい方の学習にどう位置づけられ，この後どうつなが

っていくのか示されるとよかった。
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生活科における環境教宵の可能性をさぐる-rどきどき

女わくわく 1年生~いいものみ~っけ!-Jの実践を過

して一 石井夏枝(仰 39-42)

学校の授業づくりに NPOが「授業ノ《ートナーJとなっ

てカリキュラムデザインを行い r公閤模製づくり」のね

らい・意義を明織にしたよで実施しており，小学校1年

生でも可能である方法論として提示されている。教師と

NPOの連携の場面や議論されたポイントなどの記述があ

ると示唆に富む論文となるだろう。

図工教膏掴総合学習の取組みを還した小学校における環

境ヂザイン教育の膿照 イ出自考(開 43-46)

学校ピオトープなど実践自体はすでにかなり一般化し

ているが，総合的学習と図工とをクロスしながら環境デ

ザイン教青の試行錯誤を報告している記述の角度に新鮮

さがある。モノローグ的記述から論旨の筋がぼやけてい

るのが残念。総合と18工との関係の取り方，環境デザイ

ンの専門家の役叡などをもう少し明確に整理して提示し

てもらえると，普及する上で学ぶところが大きい。

子どもの暮らしと環場一子どもが作り上げる住環境一

鈴木邦明 (pp.47-50)

本論文は，学校における実践を通して子どもの住環境

への認識を広げ，深めさせていくことをねらいとしてい

ると思われるが，表題にもその筏点を明確にした記述が

必要である。さらに記述がやや単語障であるために，実践

の意義や子どもの学びの過程における生き生きとした姿

などを読み取ることが鴎難であり，もう一工夫必要であ

る。

小中学校における「まち学習Jの取り組みの実態と課題

一福井市内の小中学校へのアンケート識査よりー

薬袋奈美子 (pp.51-56)

縞井市内の小・中学校へのアンケート調査によって，

まち学習の実践の抱援と課題の整理を試みており p 学留

を構成していく上で示唆を得ることができる。ただ，課

題なと、は既に指摘されていることなので，先行研究を押

さえた上で，課題解ぜたに向けての具体的な検討を進めて

いくことを期待したい。

世代継続する地建に強いまちづくり

一若者と大人の会誌を木造住宅の耐震診断からはじめる

田中礼治 (pp.57-62)

中学校だけでも 8校 1080名の参加実績に基づいて防

災教育を実施し，その精力的な取り組みには賛意を表し

たい。さらに生徒や若者の学習の反応などの記述がある

とよく理解できたであろう。子どもたちに身につけて欲

しいのは，木造住宅耐震診断の技術や知識ではなく，地

震のメカニズムや建物構造への影響の理解であるはずで，

立派な模型を作らずとも原理を塑解させることのできる

教材は可能であるので，今後さらに検討していただきた

し、。

工学部学生のバリアフリー認知度と高齢者イメージーま

ちあるき学蜜プログラムを手がかりにー

吉永真理 (pp.63-66)

学生の，バリアフリ}認知度，バリアフリー重要度，

高齢者イメ』ジについての認識を筒うユニークな誠査で

あるが，まちあるき学習ど総知度の関係も具体的に知り

たいところである。また，重主要度謬識のところで f外出

が困難な方へのサーピス・支援制度が充実しているj が

低かったとあるが，ノ，-ド整備に偏っている日本の現状

が学生の認識にもあらわれているといえるのではないか。

総合学習とまちづくりー総合学習から地域へ，そしてま

ちづくりへ一 橋本夏次{押 67-72)

雪頭の「ところが子どもたちがそうさせてくれなかっ

たJというのがし、かにも筆者らしく，いきなりハッとさ

せられる。その後も，村言内としたエッセイJfilの記述を通

して，子どもの感伎でまちづくりの効果を実践約に検註

して見せ，ついには子どもの姿から政策のあり方を鋭く

問うあたり，イ可とも説得的であり，感動的ですらある。

「現場の力」をまざまざと見せつけるとともに，子と守も

の姿への注目という方法論の妥当性を暗に指し示した秀

作。

こどもをきっかけとするまちづくりへの視点一異世代で

の協働v交流が育んだもの- EB中恒明(pp.73-78)

新喜書記者による本格的なオリエンテ}ション，人との

関係性を重視したアプロ}チなど綿密に準備した余震iを，

集まった子どもたちの発達段階に合わせて柔軟に展開し

ているところが興味深い。小学校低学年でもこのような

プ口グラムが可能であることを示唆している。行政の仕

組みにのったまちづくりや協働のあり方を採る事例とし

て，学ぶところが多い。子どもが記者活動を通して成長

し，取材先の大人や保護者たちも子どもを見る自が変わ

っていくなど，相互の学び合いを大切にしている点も素

晴らしい。子どもたちが具体的にどんな質問をして取材

先の大人をたじたじとさせたか知りたかった。
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『農』の記憶をカ聖子にするー「主主脅さ主き市原ふるさと

づくりj の委託事業の実践と展望一山罰清 (pp.79-84)

様々な意味が内包されている活動である。参加者の子

どもの数は少ないものの，住まい・まちづくり学習の実

例としてユニークであり，jj;層的な今日の地域社会の課

題を浮き彫りにするし，可能性も見せてくれる。 fじよう

ぼJについて，どのような文脈でそのことが話題にあが

り，どうそのことが取り組みの中で扱われたのかについ

てもさらに知りたい。「記1意をカタチiこするjのテーマl士

重要であるが，カタチJ土中味と表現双方においてもっと

明確にくくりだされてよい。

小学生を対象とした夏季の住まい方誠査と住環境教嘗ワ

ーヴショップ 岩松俊裁 (pp.85-90)

ワークショップでの子どもの表現を分析し，体験的な

学習の必婆伎を検認しようと試みている。住環境を創り

だすカをつけていく上で，実際に体験したり，体験した

ことをまとめて発表したりすることで繰り返し入力され

る情報が，意識形成に重要な役割を果たすことがしっか

りした構成で論述されている。脳の情報処理の特徴から

子どもを理解していくという方法の，意味やこの実践で

の必然性がもう少しわかりやすく示されるとなおよかっ

士こ。

つくってみよう'夢の家~子どものための住まい設計ワ

ーウショップ~一子どもの居場所と家族，そして住まい

隠口俊代子 (p担 91-96)

実践をはじめて 2年目で公共施設，小学校，学意クラ

ブと稼々な場所で活動を拡大しており，これからの発展

が楽しみである。また，こども自身に盾場所を考えても

らうというスタンスが良く，偲人と集屈の作業では居場

所の感覚が具なるという仮説が立てられていて興味深い。

プログラムは 4つのワークショップごとに特色があり，

ヱ夫のあと，進化の程がうかがえるが，そのプ口セスに

ついても記述してほしかった。

住まいづくりに関する中立的学習活動の可能性について

その2 江上徽(pp.97 -1 02) 

建築家との対話を通した住まいづくりのための講座を

継続的に開催されていることは，よりよい意志決定がで

きる市民を育てていくことにつながり 3 建築家の社会的

実献の取組として評価できる。ただ，建築家と出会うこ

とが目的であるような論述や，中立的学習という意味が

今ーはっきりしないことが少し気になる。体験ワークシ

ヨツプなどを通して参加者がどう学び，イ可を得たのか，

わかるように記述されるとよいだろう。

住まい手の瞥里震と作ザ手の研鎖をめざしたモデル住宅建

設・展示事業の実践報告-rふくい(21)スマイル大作戦

モデル住宅事業J- 品)11二三男 (pp.103-108) 

E重姿なテーマである地場産材の在来木造住宅の普及の

ためのオーナー公募と展示という，たいへん意義ある試

みを実践した団体の経験を伝える耳軍事長自らの報告に，

現症の状況に渇を入れる主主欲を強く感じる。ただし，せ

っかくオーナーへのアンケートなどの調査データがあり

ながら，記述がそのデータ等を用いて説明するよりも，

冗長な記述となっている点が残念である。またアンケー

トそのものにデータを書き込んでいるのは，読み手にと

ってはわかりにくい。

地場における子どものなじみ務戒を窓指した自立約まち

学習プログラムづくりの取り級み一様浜市保土ケ谷区に

おけるこれまでの実践を還してー

藤1湾泰寛 (pp.109-112)

務1苫街の振興と子どものまち学資とを意図した興味深

い事例報告であるが， H15年度に地域住民がポイントマ

ンになる関わりがあるが， H16年には地域住民の関わり

が少し弱まっている点が気になる。また，その活動と自

立ゃなじみとの関係がもう少し論じられるとよかった。

残りの2年間でさらに取り総みを進化させ，最終報告を

楽しみにしたい。

建築の学習・創作プログラムの手法と効薬1こ関する研究

一高校生と大学生による住宅模製づくりワーウショッブ

の実践を還してー 深津糞縫 (pp.113-118)

室長めくり，家族会議，模型づくりなど多彩な活動を組

み立て， rてまきろく jというブ。ロセスの共有ツールも発

案するなど，アイディアいっぱいのプログラムになって

いる。しかし，プログラム全体の目標として「住環境や

建築への理解」とし、うだけではなく，もっと具体的にし

ぼりこみ，他々の活動をそれに関連付けて考える必要が

あったのではないか。多様なt世代によるとは仰を指すも

のなのかも不明。高校生と大学生を組み合わせる点がお

もしろいので，その点に絞って論じるとよかった。

-169ー 2005年住総研「住まい 4まち学習J実践報告 4論文集 6



まち学習の繁材としての大学キャンパスの活用可能性一

名"i';慶大学東山キャンパスでの2つの活動を遜してー

小松尚 (pp.119-122)

大学キャンパスをまち学習の素材とする発想、は大学の

地域社会への開放が課題の我が思にとってたいへん興味

深い祝点である。ただ，まだ取り総み始めということか

らしかたないが，プログラムが解説や個人の努力に負っ

ている点が残念でもある。大学での体制を組むのは難し

いであろうが，さらなる展開を期待したい。

まち膏てにおける「継続性Jと f成果J一大学生の環境

活動やまちづくりのE軍備に関してー

村山史蛍 (pp.123-128)

定量的評価がはびこる社会の動向に対して定性的評織

の重要性を，大学生の荷底街や小学生との協働による重苦

境活動実例をまじえながら訴える意欲的な論文である。

自律競争裂の定量評価に対して，対話協働型の定性評価

を対壁している点も興味深い。ただし，これまでも定性

評価の方法論はないわけではないので，それらを空襲理し

たり，また大学生の経験の意義や経験の震などを考察し

て，定性評価の意義，特徴や課題を明確に示すとよかっ

た。

上尾ビレッジカフェ r地域i墨貨で問題解決j ーまち育て

のひとつとしての地域遜貨ビオトープー

長l濁繁彦 (pp.129-134)

地域通貨をまち育ての目的にせず，手段としていると

ころがよい。ビオトープが自然を育むように，地域通貨

が人とまちを育むという仮説のもとに，それを具体的実

践として検証している阪自さがある。しかし，まだ研修

レベノレで実践活での地域課題解決の見通しがほしい。

まちの“財産"を受け継ぎ朝日につなげるイベントの意

義と諜鶴一神楽坂'路上イベント f坂にお絵滋音」の実

践報告一 白量盛子 (pp.135-140)

神楽坂の路上イベントの6年間の歩みと 2004年坂にお

絵かきの実践報告。準備に奔走し，当日，大人も子ども

も夢中になって楽しむ様子の描写は高揚感あふれる。地

域資源を発見し，その魅力を表現することによってまち

の価値に相互に気づき，地域住民が元気になってし、く。

f表現は信頼関係、を育むJことを検託しているともいえ

る。これを継続させることが大切である。著者の言葉に

あるように「豊かな待問Jというまちの「財産jを次世

代へ受け継ぐ仕組み作りを考えていってほしい。

嵐土の体惑をi麗して 1 まちづくりを思うー私たちのこ楽

額十景一 義忠広 (p担 141-146)

五感を過しての嵐長をとらえる試みは既に試みられて

いる例はあるが，ここではその五感で映し出された心の

風景を情景空間マップ。に表すという点に特色がある。た

だし，景観づくりやまちづくりにそれをどのように生か

すことができるのか，という点がまだ試行の段階でまだ

明確に主主体的に有効性が見えていないようでもある。マ

ップからシナリオづくりと提起されている，その展開に

五J惑がどのように反映されるのか，もう少し詳締と，ま

た子どもならではの五感を駆使した発見などのデータが

掲載されているとよかった。

現代版 f結いJが紡ぐ参加者の思いとその有難さー麓災

10年，被災地神戸の官民家移築集会所づくりを事例とし

た参加裂まちづくり一 宮定案(叩 147-150)

愁いをつなぐ仕掛けの取り組みとして興味深い。まさ

に有難いことが有り得た，現代版の結いである。古民家

移築により震災復興まちづくりへ象徴としての集会所を

つくった建設記録としてまとめられているが， rこの建物

は建設工事の段階から集会所になっているのではない

かJの中味を評価することに踏み込めば，このプEセス

の意味が一層明らかになったのではなし、か。

穣雪寒冷地におけるコミュニチィづくりへの獄みー北海

道留競市におけるコミュニ子ィ除醤社会実験の実践から

岩井宏文 (pp.151-154)

花より徐雪のほうが住民満足度が高かったという結果

からは，多くの住民が抱える身近な問題こそコミュエテ

イづくりのきっかけになり得る，ことが見えてきて興味

深川

欲を震えI:l'，社会的スキノレ生成の揚がこうした零l'!iJで

も可能であり，社会資本整備でなくても社会設計につな

がる実験的プロジェクトの可能性について議論があれば

なお良かったと居、う。また，結びで触れられている「日々

の暮らしのなかでの継続実行とそのための枚組みj につ

いて，その方向性を示すなどもう少し具体的な記述がほ

しいところである。
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地元建設業者が参加する地域まちづくザの実験

一市川市行徳地区における行徳小普請絡の取り組みー

築橋鍵太 (pp.155-158)

建設業の自己改革が迫られているなか，建設業の綴能

を生かして地域に貢献していこうとする試みを大学生が

仕掛けるとしづ発想、は面白く，重要なアプローチといえ

る。ただし，モデノレプランとノト普誇総・地元住民との関

係性が薄く感じられ，アンケートでも f 市民としてか

かわったほうがよし、Jrハードだけをやっている狩代ぜ

はなしリ等の意見があるなど，理念と現実との関にギャ

ップがあるように見受けられる点が残念である。それら

を踏まえた今後の活動の継続に期待したい。

自然手写生!こ取り組む NPOメンバーを対象としたまちづく

りつーウシ亘ツプー市川市行徳地区・三番瀬における試

みー 桑野文樽 (pp.159-162) 

海の自然再生を陸!{期のまちづくりと連携して考えてし、

こうとする視点がおもしろく，ワークショップのプログ

ラムも聖書素も要素を抽出したまとめも良くできていると

思う。 ただ，海の自然再生活動で第ってきた剖POの力

を引き出す発想や試みがあればなお良かったと思う。ま

た，銀側との連携を考えるならば住民の参加が必要なの

ではないだろうか。そうした鋭点での今後のチャレンジ

に期待したい。

一飽人の体験に基づく子育てからまちづくりまでの道程

一点から線へ，そして立体化する人間関係のなかでー

竹中信子 (pp.163-166)

一個人がどのように社会の問題に触れてどう考えるの

か，どう行動するか，といった偶人の生活史h'記述され

ていて興味深い報告である。子育てから市民活動の展開

へと活動を広げていくなかで得た「社会教脊，健全脊成，

まちづくりなどの原点はすべてー鱈人に戻る。その人が

何を見て何を体験してきたかが物事の決定に大きく関わ

っている。Jという言葉も，体験を積E重ねてきたからこそ

言えるものであろう。ただ，様々な活動に一貫した視点

や主張があればもっと説得力が出てきたのではなし、かと

残念に忠弘
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4. 発表・討論ー第6殴 F住まい・まち学習j 実践報告・論文発表会記録

*発表内務は本文(本文掲載ベージ参照)と併せてご覧下さし、。

第6罰「住まいまち学習j実銭報告・論文発表会

B時 2005年4月28

会場建築会館会議室(港区芝)

1 趣旨説司馬 小津紀美子(東京常芸大学)

2 発表

①総合学習「地域に残る筏文化から名古屋のまちの発援を支えてきた堀川の学習へj

j富井喜八郎(名古鹿市立東築地小学校)

②総合的学習の待問をj舌潟した安会安心まちづくり学習の取り級みについて

一札幌市立新琴似小学校での実践ー

松村博文(北海道立北方建築総合研究所)

③学びを地域で具現化する総合的な学習の取り組みー「立町再発見 1未来の西公麗デザインj

「めざせ?立町環境レスキュー隊~立自T環境向上ブロジェヲト 2004-Jの実践を通してー

堤祐子(i出台市立立町小学校)

④小学校におけるキッズペンチャーj舌畿を遥じた地域学習

一地域で{働く人々と穏わりながら学ぶ実践活動ー

綾田智子(大薮教育大学)

⑤まちづくりのツーんとしてのパスマップの可能性とその活照実例

ーパスマップは総合学習・社会教育の題材・教材となりうるか一

知みゆき(ふくい路面電車とまちづくりの会)

喧総合学習とまちづくりー総合学習から地域へ?そしてまちづくりへ一

橋本菱次(貝塚市立自然遊学館)

⑦こどもをきっかけとするまちづくりへの視点

一翼世代での協働，交流が育んだもの

留中恒明(地域様報研究所〕

⑧まちの“財産"を受け継ぎ明Bにつなげるイベントの意義と課題

一神楽坂・路上イベント「坂iこお絵描きJの実践報告一

日置圭子 (NPO法人粋なまちづくり倶楽部)

⑨上建ピレッジカフェ「地域通貨で問題解決j

ーまち育てのひとつとしての地域通貨ビオトーブー

長問索彦(さいたま地域通貨フォーラム)

⑩風土の体感を通して。まちづくりを忍うー私たちのこ楽園十景ー

秦忠広(北九州市立大学)

⑪『農』の記憶をカ聖子!こする

一「生き生き市原ふるさとづくザJの委託事業の実践と展望

山田清((有)人イエまちネットワーヴ)，国 N~祐子(われらプ口ジェウト In 小葱矧)

⑫現代版「結い」が紡ぐ参加者の思いとその有難さ

…震災 10年l 被災地神戸の古民家移築集会所づくりを事例とした参加型まちづくり

宮定重量(まちコミュニケーシヨン)

3 全体討論

司会 木下勇(千葉大学助教授)，奈須正裕(立教大学教授)

ファシリ子ーショングラフィッウ 木下現(前掲)

4 まとめ 延議安弘 (NPOまちの縁側宵くみ隊代表理事)

(所溝型機伎は発表会当時)

答i地域資産
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学
習
と
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く

-公共交通

-積j苫謹f
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〈趣旨説務〉

小津紀美子(東京学芸大学)

趣旨説明として，少し違った角

度からお話をさせていただきます。

2002年9月，小泉首絡がヨハネ

スブノレクサミットのときに， r持続

可能な告書発のための教育の 10年j

を提言し，それが受け入れられて 3

20何年3月から始まっています。

しかし，その動きはE本では弱く，?スコミも取り上げて

いないのですが， ESD-] (持続可能な開発のための教

育の 10年推進会議)という NPO，NGO，個人のメン

バ】で政策提言をしながらやっています。住総研のやって

く総合的な学習とまちづくザ〉

(I総合学習「地域に残る筏文化から名古箆のまちの発展を

支えてきた堀}I/の学習へj

酒井喜八郎(名主古屋市立策築地小学校) (PP.3-8) 

名古屋と言いますと，皆さんは(可を想像されるでしょう

か。私はずっと名古屋っ子ですが，名古屋には，名吉援滋

から名古屋城まで南北に流れている堀川という)11があり，

その)11を中心に発展してきたまちが名古屋です。徳川家康

が福島正則としづ家来に堀川!の開制を命じて，名古屋城の

建築のために必要な木材を運搬するための木材の輸送路

として人工的に掘られた)11が堀川です。

私のプロフィーノレを申しますと，名古E皇子hの中学校の教

員として教壇に立ち，その後，兵庫教育大学の修士課程で

社会科教育を学び，今は小学校の教員をしています。

私J土2年前に小学校に異動しました。名古屋港の最南端

で，堀川から名古屋港に往く埠頭に位援する小学校に配属

されました。この学校を私が初めて見たときに，いろいろ

な関いが湧いてきました。子どもたちが通学している堀川

沿いの近くに丸太が残っていたり，名古屋織の紛の汽笛が

酪こえてきたりという地域です。

一方で，子どもたちは，昔貯木場があった所の埋.)1一地に

マンションから通っているのですが P 地)11とか名古屋港と

か，昔貯木場があったとか，退学路沿いの)11が名古屋のま

ちの発展を支えてきた丸太の輸送路だったことは，全然知

りません。

私は愛知教育大学の地理学教室出身でしたので，配属さ

れた当初，いろいろフィーノレドワークをして，その辺りの

景観を観察しましたし，兵庫教育大で学んだ社会科の授業

設計論を活かして，今回の総合学習を組み立ててみました。

いる f住まい・まち学習j の実践報告・論文発表会は，ま

さにそういう教育を意図しているのではなし、かと怒いま

す。

特に最近，マスコミを賑わせている学力も含めた子ども

たちのいろいろな問題は，報道的仕方が違うのではないか

という気がいたします。学校界にだけいろいろなことを求

めるのではなく，いまの子どもたち，あるいは大人も合め

て?コミュニティを再生しなければよい学習はできないの

ではないかと j習っておりますし r持続可能な筒発のため

の教育の 10年」もそういう趣旨を持っていると思います。

今Bは 12本の論文発表を「総合的な学習とまちづくり i

「地域・人を脊むまち育て」という 2部構成でお話いただ

き，まとめて討議を進めていきます。

臨空調だけでなく時間軸も組み込んだ授業を

今凶の要旨l立p 科学的な社会認

知約形成を培う生汚文化学留を問

揺すために，時間較を組み込んだ

まち学習を提案したいと思います。

衣食住，特に子どもたちの身近

な生活文化から社会善意識を深める

ような探求的な学習をつくるには

どうしたらし山、治λとし、うことを 2

常々考えています。既存の授業を

分析してみると?小学校や中学校，特に中学校は， ~I間約

な学習は結構ありますが，子どもの認識は空荷車由だけでは

なく，待問苦戦も組み込みながら総合学習なり社会科授業を

設計していくことが必要ではなし、かと患います。是正存の授

業ではどうしても君主史的な部分が欠けていますので，そう

いうところを意図的に組み込んだ探求学容を，教師自身も

子どもたちとともに学びながらすすめたいと思い，この実

践を行いました。

組子どもたちの「傍だろうj を義に発展

まず第 1次実践は異動してきたばかりの頃行いました。

校舎の横にクレーンや赤や緑のブイが見えます。最初来た

ときにはイ可なのかなという感じでした。子どもたちも 3年

生の校舎の恕から見えるのですが， r先生，これf可。 j と

いうことで知らない状態でした。

通学路沿いにある育と白の建物もイ可だろうという感じ

でしたが， 1坊湖水内といって，水害が起こったときに，こ

こで水を調節する施設だとわかりました。水がi底的rされて

名古島のまちを守るようになっています。

運動場の片潟にも，ジャングノレジムや雲梯のjfrくに見通
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ごしがちですが，今から 40年前の昭和 34年に名古惑のま

ちを襲った伊勢湾台風のときに 2 ここまで水が来たという

棒が立っています。子どもたちはこれについてもあまり気

っかずに退ごしています。このような子どもたちから何だ

ろうという問いを基にして発展させていこうとしました。

まず，解決するために船に乗ってみようということにな

りました。準備は大変だったのですが，海上保安庁などに

いろいろ折樹して》船を出してもらい，堀川の洲口から名

古屋港をー践しました。子どもたちは「あれは何だj とい

う感じで一生黙命兎ていました。{買土交通省の人にもいろ

いろ開きながら，学校に置いてあうた物体はブイだったの

だとか，道案内するためのものだったのだとか，隣のクレ

ーンはブイを持ち上げて修理寸るふ頭墓地だったという

ことにも気づきました。

とにかく貯木場だったことがわかったわけです。私の記

憶でも，小さいころに堀)11というのは筏が浮かんでいて，

今はなくなってきましたが，丸太が浮いていて汚い，臭い

というイメージだったのですが，何とか探して，昔貯木場

で仕事をしていたという筏郊と出会うことができました。

東築地小学校の保護者も他の地域から転入してきた人が

多いので，歴史は知らないと 2思いますが，名古屋市指定の

無形決俗文化財ということで，筏闘を招いて授業をしても

らいました。

筏郊の話では，名古屋城を造るため，堀川が掘られたの

ですが，昔は木曽川の檎を切り出して，それを下流まで持

ってきて p 名古屋港まで持ってきて，名古屋港でi手かんで

いた貯木場の丸太を堀)11を逝って名古屋城付近まで持っ

ていき， ) 11 i点、に製材所が建ち並んでいて，その丸太を使

って製材し，建築に使っていたということです。名古屋は

仏壇や家具工業などいろいろなものが発展しています。こ

れも子どもたちと学びながら興味を持ちました。

筏闘を招いて，最初の年は浮き袋で筏を作ったり，木透

り歌を歌ったりしました。いまの学区のほとんどがすンシ

ヨンで】ここに貯木場があったそうです。伊勢湾台鼠では，

丸太で多く被害を受けました。今は危険なので移動して木

材だけの集積港を造ったのです。堀川を大事にしていこう

ということで去年の実践を終えました。

図 1 玉乗りにチャレンジ

灘儀分のまちの歴史を知り環境への関わりがかわる

ここからは今年の実践ですc屋形船iこ乗って堀川沿いに

ある製材所などを船から見学してきました。名古屋のみな

と祭りにも参加しました。希望者は毅子で行きましたt 名

古屋港で 47@]に及ぶみなと然りが筏め技術を伝えていた

わけですが，地元の小学校('{立初めて参加したということ

で，こうしづ文化が見過ごされていたと思います。玉乗り

は結構難しいのですが1 立の子は体重が軽いので大人より

うまいのです(図 1)。名古長室大学の議学生も来ていたの

ですが，その人たちは重くて落ちてしまい，布、も落ちてし

まし、ました。

学校の農I二で，子どもたち全員にこの良さを伝えようと

いうことで， 100kg以上の丸太を，大人8人で運びました。

とても楽しくて，ついには散水集めと言って，丸太を8本

集めて?みんなで乗って，この臼 1日だけでたくさんの子

どもたちが喜びました。こういう貯木場はだんだん減って

きて，今の丸太は外澄渡です。いまはコンテナの発達で，

製材された材木がきますので，だんだん筏邸などはいなく

なりました。貯木場というのは，材木持活人が買付けにくる

ンヨーウインドーのようなものですが，こういうものが，

今どんどん埋め立てられてきます。

最後に，そのように勉強したことを劇で表現してみまし

た。材木で学んだことも麟に表現しました。街区役所の f堀

川を考える集いJというのがあって，今名官屋でI品川を見

直そうということなのですが，そこで苦手んだことを軟にし

て合唱したり?劇に表現したりして新鶴にも織りました。

まとめますと，最初は子どもが援形紛に乗り，学校の校

舎から見える素朴な何だろうという慌し、から，自分たちが

住んでいるマンシヨンの下が貯木場で，そこには替は筏部

品丸、た。今までは汚いのを堀川沿いのごみ拾いをするなど，

自然環境にだけ，つまり，怨向車由だけに目を向けていたわ

けですが，このように時間戦に目を向けることによって?

自分たちの住んでいるまちが歴史と伝統のあるものであ

り，だからこそ自然環境も大切にしてし、かなければいけな

いということで，子どもたちの認識が空間馳と時間純から

総合的に考えることができるようになったことが良かっ

たのではなし、かと思います。

今後は，筏が流れてきた木首)11の一二流の方まで祝野に入

れた木材と人間と)11との鴎係について考える総合学努iこ

発展させていけたらと息います。

今，私は，子どもたちの身近な生活文化の中かん，ただ

体験活動をしたというのではなく，そこに密分たわの住ん

でいるまち，あるいはそういう社会に対して1 探求約な認

識を育てることができるような学習へ持関馳を緩み込ん

だらということで，検証という形でいろいろな実践を行っ

ているところです。以上で発表を終わります。
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く総合的な学鴬とまちづくり〉

②総合的学習の時簡を活用した安全安心まちづくり学習

の取り組みについて

一札幌市立新琴似小学校での実践ー

松村博文(北海道立北方建築総合研究所) (pp. 15-20) 

今日は私どもで行っている「安全安心マップ」を用いた取

り組みの狙いを中心にご説明させていただきたいと思っ

ています。

盤 F安全安心マップj の特徴と効果

私どもが考えている f安全安心マップj とは，危険な場

所の他に，通学路，子ども 110番，信号機など，まちのい

ろいろな情報を 1つのマップに層化して載せていくとい

うものです。特徴は，先ずg 危険箇所などの情報が誰にも

わかりやすいこと。例えば住所など文字情報ではわかり iこ

くい線約2 もしくは節約な捉え方ができるということです。

マップで見ると，幹線道路から抜け道があって，そこが

非常に危ないということがわかります(殴 1)。

また，情報の蓄積更新が可能である。必婆な情報の重ね

合わせ，抽出が可能とし、う特徴があります。さらに，マッ

プを作成する作業自体が面白いことから，子どもや高齢者

もみんな楽しんで参加できるという，ツールとしての優れ

た面もあります。

マップのっくり方の例としては，ベースマップとして学

校が作成する校区マップを利用し，それに設定している通

学路や，子どもたちがよく遊ぶ場所を載せ，さらに交通事

故の函で危険な場所，犯罪の面で危ない場所などを濃化し

た情報として載せるなどがあります (図 2)。

ただ，重なる情報が多くなると何を読み取っていし、かが

非常にわかりにくくなるという問題があります。そこで，

層化した情報を活かして，例えば，遊び場の見回りをする

ときに，どこをどのように回ったら効果的かを検討するた

めに，ベースマップに子どもがよく遊ぶ場所?犯罪等がど

こで起きているのかを重ね合わせると，効率的に回る場所

間管制ッブと沼

11 )安全安山マップの特徴

一…畑町凶Bw1dr-，g向山岡山

図 1

の選定に役立ちます。

また p 登校時の交通安全の見守りは，よくやられている

活動ですが，本当にちゃんと危ない場所でやられているの

だろうかという疑問があります。この場合は通学路と，交

通事故での危倹箇所の情報をE重ね合わせることによって，

対応策が見えてきやすくなります。

このマップを活用して取り組んだ効果ですが，まず， js

検務所などの実態がわかるということです。この手の安全

安心のいろいろな取り組みが全国各地でされていますが?

実態を押さえるという部分がちょっと弱いように私は忠、

っています。ですから，ここでは子どもたちにアンケ}卜

等を作い，どこで実際に危ない自に遭っているのかという

実態を押さえるところに，重きを置いてやっています。

2つ目は?危険E議所がわかって，その場所でなぜ危ない

かがわかると，ほかの同じような危ない場所に行ったとき

に回避能力が育くまれるということです。 3つ呂はマップ

を通じて適切な対策が講じられる。具体的には通学路の設

定，子ども 110番の設定，行政にいろいろな要き還を出すと

きにも，これらの客綴的な情報を慕に2 要望を上げていく

ことができます。 4つ自は，子どもを守りたいという忽い

は，人間の本緒的に犠わっているようで， PTAなど直接子

どもに関係がある人以外の地域のi町内会や高齢者を含め

て，いろいろな方に参加していただけます。それもかなり

気持ちよく参加していただけることがわかっていますごこ

のことから，地域コミュニティを再生するためのツーんと

しても，被めて優れているのではなし、かと怠います。

盛「安全安心マップ」の取り絡みフロー

取り組みの全体の流れでは，第 にきっかけづくりが必

要になります。学校が既に持っている危険情報や響祭の情

報を整理し発信することで，きっかりを作っていきますが，

少なくとも学校側が「よし，それはやりましょうJという

姿勢にならない限り，この活動はなかなかうまく運びませ

ん。第二に2 実態を抱慢しまれこれはアンケート調査を

基本に行っていますが，アンケート調査を行わないやり方

も考えています。第三に，なぜ危ないのかという危険要図

図2
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をj 子どもやPTAをはじめ，地域住民やまちづくりの専

門家や撃事終など，織広い人の告で分析します。これは，マ

ァブでな、された危険の集中儀所などの現地調査により把

握ごきます。第四に?改善策をワークショップ等で考えま

寸。そしてE主体的改善策を実施した後，効果を検証してフ

ィードハックしていきます。

これまでや":}t:..取り組みの主体は，学校や学校教育委員

会が高等盲学校を入れて 5件の他， PTAが主体になって

やっているもめ》教斉大学の大学生，建築士の集まり，青

年会議所 (JC) でもやっています。

盤新王手似小学校総合学習 flまくらの安心まちづくザ」

今回報告するのは，札幌市内の新琴似小学校が総合的学

習を活用して実施したものです。総合的学習での実施も 4

例ほどやっており，ここでは総合学習で実施する上での課

題や効果を検言正することを考えてやりました。

この学校のある池域は札幌市内でも，あまり治安のよく

ないといわれている地域です。その学校の 3年生の総合学

習で実施しました。きっかけは実際に不審者等が相次いだ

ため，学校側が道警事に相談し，道警華とi車撲して私どもがこ

ういう活動をしていましたので，そこで一緒にやろうとい

うことになりました。総合学習と霞語を併せて 24時間で

行いました。全体の流れをご紹介します。なお詳綿は資料

を参照下さい(本書 16頁)。

①アンケートの実施

まず交通事故や犯罪で危ないことが遭った場所やよく

遊ぶ場所などをアンケートにより把握し集計します。アン

ケートで重要なのは，子どもたちだけでやらずに，家に持

って帰ってもらってアンケートに答えてもらいます。その

趣旨は 3つあって， 1つは子どもの地図の認識カを親に補

ってもらうことです。特に今回は3年生ということで，親

と一緒にやることによって，あそこの赤い建物の横のあの

道路，というのを親が開いて地図上に丸を付けるというや

り方をします。 2つめは保護者も自分の子どもがどこで危

ない自に遭っているかは意外にわかっていない場合があ

りますので続子でやることにより親も認識できることで

す。 3つめは，子どもが過去に犯罪などに遭遇していて，

トラウマになっていることなどにも配慮し，保護者に回答

の是非を判断してもらう意味があります。題みにアンケー

ト結果としては，犯罪の面で危なし、毘にあったことがある

割合が約4割と，これまで実施した他の地減の 10%程度

に比べ大きな値となりました。

②マップづくりと体験した内容のまとめ

アンケートで出てきた結果を，先生が集計解析した上で》

子どもたちが大きなマップを前に r僕はここで危ない呂

に遭ったよ」というのを授業の中で】マップを作成してい

きました。

177 

ここで地閣の

総官能力の話です

が 3年生の 1

学期で地図の学

務は行われてい

ましたが，この

学年でl土地図上

でどこに侭があ

るというのを理解することが難しいと判断して親とアン

ケ]トに回答した上:で?その結果を持って授業で作成する

ようにしました。語草学年になると，アンケートをせずに，

いきなり子どもたちにプロットしてもらうことも可能か

と考えますがタ今後検証してみる必要があります。

マップを基に， どのような経験をしたか言語し合います。

交通事故の障では，たくさん出てくるのですが，空間構造

上の部題，運転者のマナーの問題，子どもに非があるよう

な子どものマナーの荷題みたいなものが挙げられてきま

す。

③現場検証

マップから，多くの子どもが危険と申告された場所を抱

接して，現場検証を行し、ました。現場検託に当たっては，

私ども，学校の先生，道警と 絡にプレ調王室を行い，岬応，

危険要因を把携した上で，子どもたちがその場所が危ない

のかをグノレープに分かれて現場を見て話し合いました。こ

の擦の子どもの気付きを支援するために，警祭やまちづく

りの専門家などが現場でヒントを出したりしました。

Gむ対策の検討

現場検誌を受けて，遠閲りしても横断歩道を渡るなど自

分たちで何ができるかを話し合い，最後にそれらを全校生

徒やPTA，地域の人に発表しました。出来上がったマッ

プはこういうものです。

睡今後の総合学習での展喜男

学年で地図認識力などが異なるため，学年や使える時間

数に応じてア。ログラムをアレンジする必要があります。 ou

えば，実態を押さえる場合に学年に応じて「アンケート」

とは苦し、合しリをうまく組み合わせるなどです。

学習の効果としては，危険な状況の認識が深まって，自

分の身の回りの危険を意識できるようになったことが，ア

ンケート等で招援されています。

重要なことは，単に総合学習で終わるのではなく，その

後PTAと町内会が手を組んで，さまざまな活動を展憐し

ているところです。この安全安心マップを活用した取り組

みは，地域のコミュェティ符生の上で非常に役iこ'51:つツー

ノレであると言えると患います。以上です。
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③学び在地域で異現fとする総合的な学習の取り絡み

-r立田?再発見 4未来の西公庫デザインJrめざせ F立町

環境レスキュー縁~立II!T環境向上ブロジェウト 2004-J 

の実践を逸して

t是祐子(仙台市立立町小学校) (pp 9-14) 

í~tびを地域で具現化する総合的な学習の取り総みJ と

いうことで，私が4年生と 5年生，一昨年度と昨年度に取

り組んだ総合学替について発表したいと思います。“具現

イ七"としづ結論からお話しすると，仙台には将来?地下鉄

東酋線ができるのですが，学校のすく接持に西公留という仙

台市内でも大きな公園があって，そこに駅ができます。そ

の駅のデザインとか，箇公園そのものを将来どのようにし

たいかというのが， 4年生の一昨年の取り組みでした。先

日，地下鉄の検討委員会があって，子どもたちのアイデイ

アの中の 1つ，持計台が採用されることが決定しました。

2つ自は，仙台市の今年の取り組みに「百年の杜』とい

うのがあって，その中の“学校の森づくり"事業と絡めて，

うちは2 まちのど真ん中の学校 E狭いのピすが，校縫にブ

ーノレ裏が遊休地で残っている所があって，そこの公障をデ

ザインして，実際に“学校の森づくり"でR作っていこうと

いうことです。

それがここで申します其現化ということになります。今

日はガイドラインだけをお言岳、たします。

臨人材，立地をさ主かして総合学習でまち学留

まず，そういう具現化ができる 1つの要因として，それ

ができる地域性があるのではなし、かと患います。立貯の場

合は， Mま史や中心部に位置する好立地という不動の要紫が

あります。

また，将来的に地下鉄開通に伴うまちの降整備という動

の部分もあります。不動と動が混在しているというか，そ

れがうちの学校の特徴かと患います。そういう意味でまち

学習をやる場合に}非常に豊富な素材がその地区にはある

と震えます。

もう Iつまち学習で欠かせないのは人材です。立町地区

は歴史あるまちということで，地域への思い入れが強い人

たちが多くて， 2j，:悶， 3代田 p もっと古く伊達政宗の御

議代町時代から続いているという自主史があって，何十代田

という人たちが，非常に高い地域教育カを発揮していると

いうことが特徴として挙げられますo

また，私自身が NPOr建築と子供たちネットワーク仙台J

の吉田田さんなどと紐みながら，まち学習にここ例年か取り

組んできたということで，まち学習の意味みたいなものも

自分自身もわかり 3 それと絡めてやっていきたいというこ

とでこの学びを進めてきました。

ω 目下年の取り組みの「未来の頭

公爵j を紹介しますロ例えば，地

下鉄建設の場合，いろいろな行政

でもやっていると患いますが p 意

見とか提案ということで市廷の声

を取り入れます。ここに先ほどの

子どもたちの待針合が採用などと

いうことと絡んでくるのだと思い

ますが，そういうアイディアが具

体的にまちの中iこ活きていく婆素

があります。

これは4年生のときですが，実際に子どもたちはタウン

ウォッチングやいろいろなワークショップをしながら，西

公園の模型1を作っています。駅から出ると，どこからでも

時間がわかるという時計合を，立耳公濁の織とマッチしてヲ

子どもの説明では色彩感覚も整ったものということで提

案をして採用になりました。噴水は無理ですが，水を活か

してということで，これも公E患の中iこ水ゾーンを作ります

よということを1 推進委員会がわぎわざ学校の子どもたち

に伝えてくださいました。

5年生になってからの取り組みですが， 1111令市の F百年

の社づくり~， "学校の森づくり"と絡めて :lL向「小学校の

校庭に限っているわずかなスペースですが，荒れ放題の土

地について，デザインをしていこうということで総合学習

に取引昆みました。これも 5年生のときは重苦境をテ----7に

やりましたので p そのデザインlこ行き着くまでに，例えば，

広瀬J11で水生生物の観察をしたり，酸性雨の議査をしたこ

とを新践にまとめたり，中学校で仙台二中というのがあり

ますが，そちらでも仙台の自然について調べているグルー

プがあって，中 3との合間発表会などをして，お五:いの考

えを深め合った活動もありました。

そういうことを基にして「こどもミニ公韓関Jということ

で?つい先日ですが自分たちでアイディアを出して作った

ものを模型という形で表して，みんなの前で発表しました。

醸学社融合で子どもの恕いを異説化

本当に自分たちが考えたことが実現するためには，し、ま

f学社融合j と言われているようですが，学校を中心とし

て，行政，地域， NPOの絡みをうまくやっていくと，子

どもたちが学んだことが，そのまま現実の社会に汚きるの

ではなし、かというニとで，このような闘で表してみました

(関 1)。

まず， ~百年の杜J にしても地下鉄にしても，そういう

ことをやるという情報を学校側がつかんでいないと，全然

苦言が進まないわけで，たまたま締閉さんが行政でもあり，

NPOでもあるという立場もあって，情報を得ることがで

き，次はどのようにまち学予言を展開していこうかというこ

-178ー 2005年住総研f住まい・まち学習j実践報告，論文集6



とが考えられしたというメリットはありました。

もう 1つは?行政と NPOだけで動いていても，特に立

町小学校のような伝統や燈史のある所ではp 地域住民の声

が強く，地域の中でも派演があったりします。でも，まち

を活性化させたいということと，地域で子どもを育てるこ

とについては共通していますから，子どもが入ってくると，

対立もなくなるとは言い切れないのですが1 殺も協力する

雰囲気はあるのではなし、かと思いました。

もう 1つ息ったのは，先ほどの地下鉄の時計台を一生懸

命何とか検討委員会に出しましようと言ってくださった

のが?立町小学校の PTA会長です。その方も検討委員会

のメンバーで，学校の活動もおかっていて r1つでもい

し、から入れるように頑張るから，先生資料を用意していて

ね」ということで?検言す委員会に持っていっていただいた

のです。

これはただ育てるだけではなく J 子どもたちがやってい

ることを認める。本当に決まったら， PTAの会長が，わ

ざわざそれを子どもたちに教えにきてくれたのです。本当

に子どもにとっても励みになる，脊てるだけではなく，ゃ

ったことを総めることも大事ではなし、かと窓、いました。

腿総合的な学留は学校がコーディネート役に

では，ここで学校の役割はイ可なのかということになりま

すが，総合的な学習の場合の学校の役害'Iはコーディネート

役になってくると患います。これは二子どもの実態を知って

いる人でなければ絶対できません。ただ連携というのはよ

くありますが，そうするとどうしても一発勝負のイベント

で終わります。長く続けようと思うと，この子どもたちは

こういう傾向の子だからと?特iこ今年などは生徒指導まで

NPOの方がしてくださったりして，それで子どもが育っ

ている部分も槌分ありましたので，そういう部分も含めて

コーディネートできるのは学校だけではなし、かと思いま

した。ただ，学校は， a寺には学校の中でコーヂィネートし

なければいけない。つまり，教部閣の温度差をコーディネ

ートするという役割も大きいのではなし、かと感じていま

学びの具現化(学社融合)

何〉
バI

:pJ?~ー

-行政

情報(施覧・事業)

審議会や市民的声

.地域
，苦性化への意欲
地域で子供を育てる、
認める

NPO 
専門性を生かし‘将来を
見据えた，苦動

殴 1

す。

f学びの呉現化」についてですが，子どもたもは，建築

の仕事を取ってくるのが仕事ではありませんから，採用さ

れなくてもいいわけですo ですから，決して地域lこ兵現化

されることが目的ではなく，達成されることによって子ど

もたちがやったことが?やり甲斐があったなとしづ意欲づ

けになったりします二

もう 1つ大事なのは，よく「子どものアイディアを入れ

ましょう jと安直に子どもにアンケートをとる会社があり

ますが，思い付きだけで採用すべきぜないということです。

どういうことかというと?隠公主題のデザインにしても， r建

築と子供たちネットワーヶ{ill告」も，プロの建築家集団の

視点があって?子どもたちが模獲に表現する時に，プロと

してのアドバイスをしてくれる。例えば，現実の社会でも

のを作るというのは，ただの思い付きだけでは絶対採用さ

れないということを，ここで確認することも必要ではない

かと思いました。

まち学宥で“fillif直ある"展開として 1つは感性を濃く

ワークショップ，もう]つは知識を付ける，鍛えるという

意味で，まらということを素材に現実感覚に基づいたデイ

スカッションをすることによって，自分の意見がどうであ

ろうかと振り返って考える。こういうことができるのでは

ないかと患いました。そのためには，先ほどもチラッと出

したのですが?信頼・連携によるというのは，つまり，授

業づくりからー絡にやる N P Oなどのカが必婆だと思い

ました。

最後にまとめますと，こういうことをやって?子どもた

ちにどのような力が付くかということですが，発表カ，判

断力，協調性，怨像力，創造力。もう 1つは，市誌の 1人

として考える態度がしっかり付いたと患います。

実は私は 4 月 1 詞から~iJの職場に替わったものですか

ら】この間需主任式があったのですが?たまたま離任式の較

にPTA会長から，時計台が採期になったというお話を伺

ったものですから，障在任式の挨拶でステージから喋ったら，

子どもたちの大拍手が起こって rゃったあJと飛び上が

って主喜んだのです。私とおlllJれするのは全然悲しくないの

か，自分たちの夢がかなったことに「ゃったあ」と喜んで

いる姿を見て，夢や属国し、を持つことは楽しいということを

感じさせることができる。だから，学んだことが，ただ狭

い所で終わるのではなく，社会で活かされることによって，

こういうことは楽しいのだなという患いを，今の子どもた

ちに持たせることが大切ではなし、かと患いました。以上で

発表を終わります。

Q
d
 

ウ

il
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く総合的な学習とまちづくり〉

④小学校におけるキッズベンチャー活動を通じた地域学

習一地域で働く人々と関わりながら学ぶ実践，舌勤一

磁田智子(大阪教育大学) (PP. 21 ~26) 

大阪教育大学では，地域

の柏原小学校と漆携して? 一

昨年からキッズベンチャー

活動に取り組んでいます。こ

の活動l丸子どもたちが会社

づくりから，お金の仕組みの

学習，経理，札一入れ，商品隣

発，ものづくり y 広報活動2 販売体験などを川賞して体験

的に学習することによって p 子どもたちが企語力や創造力，

生活力を身に付けることを目標としています。

2004年度の活動では，ひょうたん苔貨居，びっくりフ

ラワー，七色染め屋さんというようなユニークな名前の

II社が設立されました。この活動では2 キツズベンチャ

ーというミニ街活街を開催して，それぞれの会社の商品を

販売することが，子どもたちの最終的な大きな目標iこなう

ています。

2004年は， 12月4自の平日の午前中に開催しましたが?

関門と同時に多くの人々が訪れ，来場者数は 5日日名を突破

しました。ひょうたんの宮市り物や粘土のお血を焼いたもの，

七色染め屋さんは:E恕染めなどを売りました。 1 他 50~

200丹，せいぜい 400円ぐらいのものですが， 1O ~13 時の

間の 2~3 時掲で完売し，いちばん儲けた所では， :1万数

千円の売上げが出ました。

腫大学，小学校，階活植iが協働してキッズベンチャー

キッズベンチャー汚動は，柏原小学校の中だけではなく，

小学校を飛び出して地域の商法衡を舞台にした活動だと

言えます。大阪教育大学では，教材づくりの支援，学生ボ

ランティアの派遣でお手伝いしています。かたや，地域で

は，会社を立ち上げるのに資本金が必要ですので 1 柏原市

商工会から活動資金として，約 20万円を無利子で借りて，

先ほどの売上金の中から返すというシステムになってい

ます。柏原市産業振興課には，地域との連絡調整s 広報，

キッスマートの会場の提供をしていただき，地域の間活衝

には子どもたらの誠べ学習の受入れをお願いしています。

どうして地域の方が， 生懸命やってくださっているか

というと，いま地域の荷唐衝はかなり寂れているのですが，

子どもたちが間売体験をすることで，将来は地域でお腐を

開くことにつながり，商売人が育てば，それが地域の活性

化，商底街の活性化に結び付くのではなし、かという 10年，

20年先の期待を抱いて手伝ってくださっているわけです。

2004 1ll:の活動プログラムは， 4年生3クラス， 98名を J

クラスの垣根を越えて合間で総合的な学習の待問の授業

をやっています。 5'""12丹までの結構，息の長い授業にな

っています。ここでの発表は，夏休みを中心とした詩型五百街

についての学習，商活街調査と商府m新聞づくりなどを中

心にしたいと思います。

置まずは商戚衝を知ることから

Part 1 r荷庖衝についての地域学習一君主I;J:街活街を知っ

ているかなり jを紹介します。キッズベンチャー活動の最

終的で r柏小わくわくキッスマート」という，模擬府み

たいなものを開くわけですが，粉線小学校は， J Rの柏原

駅前にあって，昔ながらの部活衡が屑り iこ5つもあるとい

う特殊な立地の所です。この荷沼衝は，昔は大変栄えてい

たそうですが!今では防まっている庄もあり，道揺が昔の

ままで狭いこともあって，事の抜け道になっているような

状態です。

授業では r学校の照りの翻底街がわかるかな Oj とい

うことで，写真を見せて，子どもたちには鱗単な質問用紙

を院り， rこの磁波衡を知っていますかJi通学の時に通っ

ていますかJrこの商庖街iこ資い物に行きますかJrこの商

活衝の名前がわかりますか」というように，日つの簡}苫街

について防いてみました。

「この商庄衝を知っていますか」と言うと 9密jの子ど

もが f知っているj と答えました。「通学の時に通ってい

ますかj と尋ねると， 7劉の子どもが通うていました。と

ころが rこの高居衝の名前わかりますかJと路いたらシ

ーンとしてしまって，名前を書けた子どもは2割にも届き

ませんでした。このような寂しい状況でしたので，務五百衡

の一角を借りてキッズマートをさせてもらうのに商活街

の名前も知らなかったらあかんじゃないかということに

なりました。

児童が主主庄街でよく行く庖を聞いたところ，家族と買い

物に行ったりお{吏いに行ったりはよくしているようです

が，大型スーパーや，地元の小さなスーパー，コンピニに

行く子どもが大部分で，地域の程調1苫衝で貿い物をする子ど

もは 5%程度しかいませんでした。

これでは商五百街で手応をやるのに全然あかんということ

で，夏休みの街題として，お庖で働く人lこ商活街の良い所

をインタビューして，その結巣を商161茸新閣に書いてきな

さいという課惑を出しました。街活街調査のワ】クシ】ト

(函1)に簡単な地闘を付けて》子どもたちに夏休みの指

定富シートとして出しました。任当活衝を歩いてみて気づいた

ことを書こう，商庖衝に貿い物にきている人はどんな人か

な，お屈の人に商!苫街の良いところ，悪いところを聞いて

みようということを課題にしました。

98名の児童が訪問した商五百衝の商践は， 43 id舗になり
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ました。子どもたちのワークシートの記述をいくつか紹介

しますと iおj苫はいつもせし、りされていて，とてもしん

せつで，やさしくニコニコの笑顔でお客さんをむかえてく

れるところ」など，いいところを気づいてきました。

話芸応衝を歩いて気づいたことは， fi韮はばのわりには率

や自転車がよく通るのであぶなかったj rほとんどの結に

駐車場がなし、j r大正通りは特に夕方，車が多くこわい時

がある。人も夕方に多し、Jということを発見してきました。

荷底長野の感想、 Pは r最初?お屈に入るまでちゃんと答

えてもらえるか分からなくて，心配だったけど，みんなや

さしくてうれしかった。お庖の人のこまっている事も，関

けてよかったですj，キッズマートiこ関連しては， rやさし

くすすめてサーピスもちょっとするj rあいそよくしごと

するj ということを書いていました。

麗商;苦桂iで翻ベたことを碕窓街や地域に返す

商l6II'iで競べたことを「商唐街新聞」に作成して表現し

てもらいました。写真を貼りなさいとは特に指示していな

いのですが， 4年生にもなりますと，子どもはデジカメや

インスタントカメラも使えるようで，カラフルな写真入り

の記事ができてきました。

「読書庖街新開」の内容を丹念に見ますと ，JIiの大人と話

をした経験がなかった子どもが多いようで，庄の人にイン

タビューしたことが，とても印象に残って，そのことを書

いた子どもが大半でした。どういうことを著書いているかを，

特に見てみると r今回Ji畠りも大正i語りも人通りが少ない

からさびしいと思ったj r言語応衝は成がならんでいていろ

んな物が買えるけどスーパーへ行く人が多くなって，高応

街に賢いにくる人が少

なくなっていたj r大友

通り雨癌街はしまって

いるお活ばかりでとっ

てもさみしい荷府衝に

なっています。大正通り

商庄街には，スーパーが

ないのであるといいと

思、います。にぎやかにな

ると思いますし，もうか

るかもしれません」なと

見やすい，よくわかる，よく競べてきたといった観点から 7

どの新聞がよくできているかということで選んでもらい

ました。選んだ新療をそれぞれの会社代表者から，街活f主I

新開発表会の中で，なぜその新関が良かったのかをアピー

ノレしながら発表してもらいました。

子どもたちが選んだ?話題i苫街新開J の中から，さらに小

学校の先生，柏路市商工会議所，柏原市役所の方々が一絡

になって入選作品を選びました。グッドデザイン賞 7 新続

賞，優秀報道賞，優秀新開記者賞など 10賞ほYを表彰し

ました。子どもたちが選んだものと最優秀の作品を近所の

農協と郵便局でそれぞれ1カ月ずつ発表して，二下手/クーノレ

展示会をやって，子どもたちが潟庖街についてどのような

ことを感じているか，何を克てきたかを，街庖f詩的人や地

域の人iこ見てもらえる仕掛けを作りました。

樹脂街調奈iこ対しては?保護者の皆さんにもアンケート

調査をして，子どもたちが夏休みに高底街調査をしたこと

への意見を翻いてみました。「ふだん街活街に賢い物に行

く機会がないので，どんなお活があってどんなふうに働い

ているのかを知る良い機会だと息いますJというように，

結権評価が良かったです。

街活街調査を通じて子どもたちが学んだことは，高16街

で働く大人とコミュニケーションをとることによって，今

まで鶴居街で買い物経験がなかったのでわからなかった

のが，商1;5衝の良さに気づし、たことです。あいその良さや

少しだけのサーヒ、スなど，このあとキッズマートのお屈を

開くための商売人としてのコツを学んで帰ってきたとい

うところが良かったと思います。

がみられました。

出来上がった「街商務

新開jは， 2学期の最初

の授業のときに，高庖街

新開審査会と発表会を

行いました。まずは子ど

もたちにグノレープにな

ってもらい，読みやすい，
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く総合的な学習とまちづくり〉

⑤まちづくりのツールとしてのパスマップの可能性とそ

の活用実例ーパスマップは総合学習 E 社会教青の題材・教

材となりうるかー

熔みゆき(ふくい路面電車とまちづくりの会)(pp 27 -32) 

私たちは fふくい福井路部電mとまち
ろ ば

づくりの会jと言い愛称は rROBAの
会iです。

ROBAの会の紹介ですが， ROBA

は動物のロパではなく，路街電車の rR

Ojとパスの rBAjを組み合わせて rR

OBAjと呼んでいます。

ROBA発足のきっかけは，福井市のTMOさんが 3回

シリーズの「路面電車フォーラム」を企画してくださって，

これに参加した人が，“フォーラムが終わってこの情熱あ

るメンバ}が解散するのはもったいないね'と言うことで，

市民活動団体を 40数人で立ち上げ，現在，会員数は約 60

人です。またいろいろな事業を展開していく中で，任意の

市民活動団体では活動できない領域iこ及んでしまい， NP

Oの認証を 3月 24自に取り，院もなく登記完了し正式

なNPO法人として再スタートします。

鵬ホジロパ交通でまちづくザ

今まで市民田体(特に初期)の段階では，公共交通を活か

したまちづくりは路節電車とパスだけで十分ではないか

と患っていました。ところが移動手段としては rホジ口

パ」歩行者・自転車・路面電車・パスが関わりあってまち

づくりを考えていくべきではないかというように考え，ホ

ジロハを中心にまちづくり活動を行っています。

パスマップを作ったきっかけは，福井の現状として，[01

となくある待刻表，事業者~IJ の路線1mや時刻表しかなくて，

パスのターミナノレに行って f路線図をくださしリと言って

も，渋々しかくれない。だから自分でハス停に行って時刻

を調べるしか方法がないので》乗り換えはどうしたらいい

のか分からない。目的地は分かつているが，どうやって行

くのか全然分からないような現状を変えるために，自分た

ちでマップを作ってしまえと言うことになって， rのりの

りマップj を作りました。

このマップの特徴は，福井県全県の交通情報が網羅され

ている事です。またマップだけでは情報が不足していると

いうことで，ホームページを事Jj脅して全県の公共交通の時

刻表を 9 福井県・県ハス協会 'NPOの協働で作成してい

ます。この中でもパスマップが反映されており，盟主面上の

どの路線を押しでも，そこから時刻表にリンクするように

工夫してあ哲ます。

パスマップを使った主なイベントと普及は rのりつぎ

鵜査隊jと題したワークショッブやまちづくりシンポジウ

ム，繍井市内だけではなく県内の市町のまちづくりの活動

をしている方との懇談会，または大学校への出前ゼミ，小

学校への訪問等を行いながらアピーノレしています。

置「のりつぎ額資嫁Jで実際にやってみる

福井は過度に車に依存したまちなので，実際に公共交通

だりで乗り継いで閥的地lこ行けるかどうかの確認、と実体

験してもらうために，マップを参考に最低 I図乗り継ぎを

してもらって，務査をしてもらいました。競査シート(陸

1 )の項呂を満たすように務査してきてくださいというこ

とで，小学生や大学生，今まで公共交通に腐心のなかった

は組に参加してもらいました。

その中の I組に 20km離れた郊外のショッピングセン

ターに霞車とパスとを乗り継いでまで翼い物に行っても

らいました。この組はパスが 1日に片道 12本くらいしか

走っていなくて，車lこ頼らないと生活ができないような所

の小学生を連れて，事前に予行練習を行いつつ体験をして

もらいました。

各グループで務査をしてもらった後に，苦闘査だけでは詳

しい感想、が賠けないので，ワークショップに出られる方を

集めて後日開催しました。ステップ1で各グノレーブρの体験

した内容をまとめ発表してもらい， 2ステップで各班をミ

ックスして全体で 2斑iこ分けて，自分が感じ取ってきた問

題や問題解決についてのアイディアなどについて話し合

し、ました。

ここで出てきた感想、の中で，公共交通の良さを初めて経

験した人，こんなだったら二度と使いたくないと感じた人，

さらに福井では公共交通は無理ではなし、かという意見が

多くありました。また，京以外にも交通手段があると感じ

た人もたくさんいたようです。心配していたのは参加して

もらえるメンバーが交通に関して意識のある方だけなの

かなと心配しましたが，実際は交通に関して意識をしてい

ない人の参加が多く，子どもたちへの学習も含めて，大人

に対する社会教育の場が持てたのが良かったと患ってい

ます。

福井県立大学へも公共交通について出荷ゼミに行きま

した。この大学は福井市中心部から車で約 30分の月可にあ

ります。出直iJ先のゼミには 14人が参加し，このうち歩い

ても来られる人が 5人いましたが，この学生たちも庖但jな

ので車に乗って来るということで， 14人中全員が東を利

用して大学に通っているということでした。

この学生たちにいろいろ話を鴎いていると，情報が分か

らない，パスが走っているのか電車が走っているのか，分

からないので箪を利用するようです。情報があれば公共交

通を利用するし，家族も利用できるとの意見もあったので，
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情報を与えれば別の移動手段を考える余地があることが

分かりました。

睡「のりのりマップJを総合学習で活用

マップを作っている当初から市内の小学校中学校へ寄:

贈して， I遅刻していただきたいと考えていたのですが，印

刷iの関係てお慌に合わず，先日ようやく 2，000部を納めまし

た。ただ寄贈するだけではお粗末なので2 総合学習の中に

我々の会も入っていろいろなことを教えていきたいと希

望を出しまして，市内の小学校6年生の総合学習に参加さ

せてもらいました。

この小学校は車で 20分ですが，福井の場合，車:で 20分

というと山とJ11で本当の田舎になってしまいます。この学

校の煎の通りには片道 35分のハスが遜っていますo j授業

の中でハスや電車等の公共交通について説明をし，それか

ら7 ップの使い方を教えたり，日的地に行くまでにはこの

ようにして行けるということを教えました。 2!3i3!え 1

日畏で務へたことを基に，中心部に社会見学に行きました。

生徒たちに「電車に乗ったことのある人j と聞くと， 11 

人中 3人が手を挙げました。しかし実際に乗ったのは 1区

間だけだそうです。また，コミュニテ J パスに乗ったこと

のある人は 1人でした。

ここの生徒をはじめ子ども遼には，車とは違う移動手段・

があるということを認識してもらうきっかけになればと

患います。

17ツプと人づくり」ということで，公共交通を維持し

ていくには

市民意識だ

町抑 制コE叩鞘日

いていけばと恕、います。 四般の人には，公共交通に関する

情報不足を実感しましたので，イベント時に?ツプを無料

で配布したり，出産IJゼミを行ったり，総合学習の場にとHて

いって，移動手段の情報はありますよ，車:だけではありま

せんよということを知ってもらいたいと思います。また，

マップ製作が路線や{更数の増加に直接つながることはな

いのですが，車以外の交通手段があることで，移動手段の

上手な使い方を変えるきっかけになるのではなし、かと息、

っています。遜Eまに車に依存した生活だと，本当にせかせ

かした生活になってしまうので，時と場合によっては自転

車もあり，電車もあり，ハスもありということで，使い勝

手が良くなれば，自分のライフスタイルも豊かになるのだ

ということを認識してほしいと思っています。

パスマップの製作は他国体と連携を行っています。この

連携は，各都市がパラハラなスタイノレで製作していくので

はなく，どこかに共通点をもたせ，全国設もが見やすくか

っ共通した?ップを作りたいということで活動していま

す。また行政の方などは，パーソン・トリップ調査の小道

具として活用してもらっています。

まとめです。今までの活動はまだまだ続きますが，パス

マップを通して総合学習や社会教育などの材料には十分

なるのだと感じております。小学校へ行って感じたのは，

我々のような大人もそうですが，教育の立場に立っている

先生もハスiこ乗れない，ハスマップの見方がわからないと

いうことが実感して分かったので，お互いに連携をしなが

ら，子どもたらへの知識環境づくりをしていきたいと患っ

ています。
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く総合的な学雪とまちづくり〉

⑥総合学習とまちづくり

一総合学習から地域へ，そしてまちづくりへ一

橋本夏次(貝塚市立臨然遊学館) (pp. 67 ~ 72) 

という言葉が巡ってきました。 2

番目にI:J:， r貝塚l立小さな市かもし

れないけれど，イ患の市やF誌に負け

ていないのではないかj という貝

塚のことを誇りに忠、えるような情

報をこまめに提供していくことで，

私は昭和初年に貝塚市役所に入り，平成 14年 3月まで 子どもたちは貝塚を好きになって

40年 6カ丹勤めました。その中で紹和 52年ーから「市民参 いくのかと患います。

加J を担当し，これからの時代は市民のボランチィア活動

を育ててし、かなければいけないのではなし、かと感じて，

「花の万博Jに呼応して，平成元年から r:{tいっぱい運動j

を育ててきました。

その中でもちょっと物足りなさを感じました。昔は，こや

飯粒 I粒を残すと殺に叱られたのです。自然の恵みに感裁

する，あるいは畏敬の念を抱くという生活習慣が非常に薄

れてきたのではないか。これではいけない。貝塚の自然は

豊かなものが残っていますので，これに市民が気づくため

に，まちの小さな博物館 f自然遊学館Jの建設を計画し，

平成5年にオーフcンすることができました。

いちばんの中心は郷土愛を育てることだと思います。郷

土愛を育てることによって，そのためには郷土の誇りにつ

ながるような情報提供が必要ではないか。こういう柱の中

で豊かな自然とまちづくりにつながっていきます。混在は

近木}11流域自然大学ということで， r海・山・ JIIの分校」。

} 11の分校を子どもの参越で進めています。私l土》子どもと

のやり取りを中心に報告させていただきたいと思います。

鹿住んでいるまちを好きになることから

出前教室へ行くときに最初に r住んでいる人間が住ん

でいるまちを声子きにならんと p ええまちはならんでj とい

うことを話します。「この言葉はいまでも残っています。

これから絶対僕の心の中に残り続けていきますJ，中学3

年生の子どもの言葉です。自分の住んでる所が好きになる

ことで，自分の身の回りにあるものの考えも変わってきま

すということなのです。

郷土の誇りとは仰なのかと言いますと，やはり燦史的な

こと，地域特性，地形的な特性，それから特産品などいろ

いろなことがあると思います。それらをよく知っている人

間，地域のことは地域の人たちがサポートして活かしてい

くことが必要ではなし、かと思います。

935年に紀貫之が貝塚へ寄ったのではなし、かという 1 記

録があります。近木川河口に僧行基が「神高官の船怠jを造

って，そこに紀粛之が海岸沿いを行くときに寄ったのでは

ないかというのです。これも歴史のあることです。

近木}11の春夏秋冬の写真を見せて，こういういい所があ

ることを子どもたちに話しましたら，図書寄の時間でちょう

ど勉強をしていたところで rとても誇りに患いましたj

劉つなぎ役として子どもたちに活動の場を紹介

もう 1つはy 活動は一生懸命汗をかいて全力投球でやっ

ていかないと，私の場合は特に体験の認をするだけですが，

そういうことを子どもに諮をしています。自分のやってい

ることで間違っていたら間違っているということもはっ

きり言いまれそうすると，子どもたちからは r大人が

掃除をするのが当たり前。汚した本人だから。と闘いた読

葉は印象約でした。私は，この貝塚のまちのどこかをきっ

と自分れちしてきていると思います。だからこそ，自分の

できる努力をしてし、かなくてはいけないと感じました。J

という言言葉が返ってきました。

子どもの感性というのは，大人はごまかしができないと

思います。一生懸命汗をかいていたら，子どもはきもんと

見てくれていることがわかります。 r1時間でこれだけ影

響されたJとしづ言葉が，中学3年生から返ってきていま

す。

私の仕事はつなぎ役で， r場Jr}j菌策Jr主体性Jをつな

くということで，いろいろな角度からの情報を集めて，場

づくりをするというのが主な取り組みです。ここに出てい

る「かわっぱGO!GO!;は，昨年の南小学校の4年生

の発表ですが?終わったあと，私は子どもたちに「ありが

とう，よかったねjという言葉をかけたのです。ところが，

子どもからは rええことあらへんJr f可でやJr負けたか

らくやしいんやj としづ言葉が返ってきたのです。「どな

いすんねんj と言ったら， r来年頑猿る。絶対大賞取った

んで」という言葉だったのです。

相J冶提供したのは，昭和 25年まであった地域の紙すき

の絵です。これはこの近くに番傘屋がたくさんあったので，

その紙屑と藁痛を混ぜてチリ紙を作っていたという所が

あります。「こんな絵残ってるむということで，そうい

う作業を子どものころに手伝った。「おいやん，生きてる

で」と言いますと，担任の先生は「そこへー遜聞き取りに

行きたいんやJと言って行きました。そして話を開いたら，

子どもたちに一遍路かせてやりたいという誌が出たので

す。これは新部さんという人ですが， 方では書道家なの

ですが，この人の言業の中から子どもが学んだのは rお

かんの難儀してるのを見てられやんさかい，手伝うたんや。

危ないことはおとんがやんねんj と。こういうことは子ど
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もたちの言葉に焼き付いているわけです。子どもたちがこ

の言葉でセジフを作って発表して，今年の 2月iこ大策を取

りました。これは私は生きる力だなと患います。

これは京都へ発表をしにいくためにタ組立式のからうす

を作ったのですが 2 私は作るときは全部は作りません。う

すは子どもたちがポリバケツで作りました。協働作業をや

らないで全部やってしまうと，大人はいい格好したのでは

なし、かというふうになると思います。

これは京都でやられている「子どもと)11のまちのフォー

ヲムjで，子どもたちが最後に言った意見ですが rええ

) 11とは何でやJと言ったら r自然があって，汚なくても

きれいでも生物がすめる)11。汚なくても楽しく遊べる)11 J 

と言うのです。いいまちは， r人の心が穏やかなまち。み

んなが幸せに住めて，都会でも都会遜ぎない，田舎でも凶

舎過ぎないp 自然がいっぱいで，みんながし、かされるまちj

と書いています。そうしたら，これが京都新障の見出しに

なっていました。これは子どもの体の中から出てきた言葉

なのです。私はいろいろな活動の揚ができるようにという

ことで情報を集めて営業をしています。

陸自分のできることで， JII，まちをよくしていく

これは「大阪湾再生プ口ジェクトJというのを行政でや

ったので r海岸線の残っている所で一度フォーラムして

や。私の所は小中高で子どもたちの発表できんでJという

話をしたら，貝塚でやってやろうかということで，そのフ

ォーラムができました。

南小学校が)11をテーマにして発表して，意見を出してく

れました(図的。これを第五中学校の子が，初めて総合

学習で二色の浜をテーマiとしてやったのですが， r f可も協

力していない私が，そんなことを患っていたら，とてもな

らすけないと患いましたj という子どもたちの感性を，

我々大人は大事にしなければいけないと思っています。自

分たちは何かできることに協力してやってし、く。そういう

場づくりも必要ではないかと，思ったのです(図 2)。

高校生は高校生なりに水質データを蓄積して，それを大

人に見せることによって二色の浜にきれいな水が流れる

ようにしたい(殴 3)。小中高とパネノレディスカッション

の中で発表したのです。質問は南小学校の生徒がし、ちばん

多く，大人はびっくりして圧倒された次第です。

フォーラムをまとめますと，貝塚mの動き，大阪府の動

きp 最初に大仮湾再生プ口ジェクトが始まって，国と 体

化した流れで難波の海というのがあります。これからの時

代は，結果が出て完成するのは後の世代だということにな

りますと r大人より子らの感性道関く J，子についていく

のが大人の役目だと思いました。

これ(本書 72頁資料 2) は，貝塚高校の発表を，こう

いうまちづくりができるのではなし、かということで，私が

185 

まとめて子どもたちに修正してもらいました。これは中学

3年生の言葉ですが，これイコーノレまちづくりではないか

と思っています。その中で，いままでの活動は rわが道

を)11に活かされつむぐ日々jということではなし、かと患い

ます。

最後は私事で申し訳ありませんが、来過から月・火と子

守りをしなければいけません。「老いては子に従えJとい

うことがまとめです。

E置ん官E局.電車織1JI縁者量持っ亡事亡〈ね事

近ホ111師、記〈立九織が晶骨

近ホ1111番酔ん宅事由遊緑地
枠関電旨g，唱し宮古1九曜ろろ

醐軸商品、学校

図 1

E量か1J'行歯車常盤::!lt(!:..・5.つι芭も罪事晴111が

キレイに事巷~~tJt骨由叫l参し2. 弘容ニ色白浜

倍、キレイ移海官あっτ欲しい白官‘何相官章者b

::!I!:に協拘しτ日章、縫い環境に員樺や居申割電子

れ2'もいいt患い号ましま.

醐制第五中学椋

図2

ft学的毒事根拠に基づく申諸宗-"，唱を.市民向皆様に

示すこと官浄化活動広つ毒事耐抗躍ι.先輩師事質調査

宅密輸め苦手し詑。苦れを事i纏苦言、上滞o水質鳴き下総参宮
維持し't:， eれい@水母ニ電車問訴に蹴し臨い。

手議鰯緑傘

員増海高等学校

図3
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〈地域・人を育むまち育て〉

⑦こどもをきっかけとするまちづくりへの視点

一異t世代での協働p 交流が育んだものー

留中恒明(地域構報研究所) (pp. 73~ 78) 

源こどもまちの記者による地域発掘

私どもは fこどもをきっかけと寸るまちづくりへの視

点」ということで，私ども地域情報研究所と学生たちが一

緒になって「文化発掘嫁Jというグノトープを作りました。

その昨年 1年院の活動についてお話したいと思っていま

す。

実はこの活動，疋式名称は「こどもまちの記者による地

威発掘と広報プロジェクト jということです。これは千代

田区街づくり捻進公社，そこの「千代田まちづくりサボ}

ト事業」としづ助成事業に応募して，公隠審査の上，それ

が通りまして，実際に助成金をいただいて活動したもので

す。

私どもは全く千代田区とは関係、ないのですが，この事業

の特色として，在住，夜勤，在学にかかわらず， ~Ijに度外

でも，誰でもがグノレープ活動として千代田区のまちづくり

にかかわるということであれば応募ができるとし、う活動

です。したがって，こういった事業があるということと，

千代田区の特質として，神田を中心とする下町地域，番

町・麹町を中心とするいわゆる山の手地域，大手町・丸の

内というオフィス街，大きく色合いの違う地域が集まって

いるわけですが，それぞれの地域のつながりが全くないよ

うな状況です。そういう中に子どもたちがいるわけで，そ

うした子どもたちのつながりをもっと付けていけたらい

いのではなし、かと考えました。

「こどもまちの記者のプロジェクトJというのは，単純

に言えば子どもたちが記者になって千代田区内のいろい

ろな所を取材しようというプログラムです。その呂的とし

て，地域への愛着や理解を深めてもらおうということです。

どこの地域ということではないのですが，やはり千代田区

のお子さんというのは，あまり地域に関心がない状況です。

それから，子どもたちの自主性や情報発信カを高めてい

こう。自分たちが話したいこと，主張したいこと，そうい

ったことをはっきりと言えるようになっていこう。いろい

ろな人たちとのコミュニケーションであったり，共働であ

ったり，そういうことを体験していってもらいたい。先ほ

どの広報という視点もあり，区内外にアウトプットを発信

していこうということです。

もう 1つには，これまでまちづくりとしづ観点からする

と，どうも大人の視点からばかりの話が多かったのですが，

そこには子どもたちの視点、が欠けているのではないか。そ

うしたものを子どもたちから大人が学べるのではなし、か

ということを意図して，このプ口ジェクトをi葺めたわけで

す。

こういったところから，学校の中でやって 2 それを学校

の中で発表する「総合的な学習の時間jの数り組みとはち

ょっと違うプログラムだろうと忠、っています。

様学校が休みの間に取材活動

次に実際の活動ですが， 7月にオリエンテーションを行

いました。区内の新望書社の記者の;加こ来ていただき 3 実際

の記事の書き方であったり，写真の撮り方であったりとし、

うことをわかりやすく説明してもらいました。このときに，

実際に記者になりたいという子が 20名ほどいました。

この活動というのは学校の活動ではありません。基本的

には，学校が休みのときに行う活動です。したがって，夏

休みを中心として 10月くらいまでの院に，取材活動を行

いました。環境のことを知りたいというお子さんもいます

し，開会議事堂に行ってみたいとか，子どもたちの要望と，

私たち自身がこういうことを子どもたちに知ってほしい

ということも含めて取材対象先を決めました。大手町で行

った子どものイベントだったり，千代田区の区長iこ取材し

たり，新開校iこ興味を持っている子どもたちもたくさんい

ます。

それから千代田区の文化，我々は「文化発機隊Jと名付

けたのですが，千代田区の文化にはやはり本墜ということ

があるだろうと。ならば，古本湯舟に取材しよう。それだけ

では面白くないので，本ができるところから，最後，本が

こういう形で扱われるということで，製本選から古本屋へ

の取材。それから大学の学園祭への取材，こういった取材

活動を行いました。

実は，我々は小学校高学年から中学生ぐらいを想定して

いたのですが，実際に集まったのは 1年生から 3，4年

生ぐらいの低学年が多かったのです。当初は子どもを親と

切り離そうと考えていたのですが，安全面も含めて一緒に

活動していったほうがいいだろうということで，子ども，

保護者，我々という形で取材活動を行いました。それにつ

いてはいろいろな団体，あるいは食業を含め，地域への働

きかけ，あるいは助成を受けたサポート事業には，ほかに

もいろいろな分野での助成を受けているグループがいま

したので，そういうところと連機を取りながら取材を行っ

ていくスタイルを取りました。区長に取材したり，あるい

は本屋を取材しました。

千代悶区で f環境とは何だろう」といったときに，屋上

緑化を大手の企業ではよくやられています。そういうとこ

ろで，実際に繰化の様子を見ながら説明していただくとい

う形を取りました。

子どものお祭りのイベントでは，遊びながら数材も行う

ということで，出来るだけ楽しんで、もらいながら実際に進
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めていこうと考えました。

共立女子大学の学繍祭も取材しました。大学のボランテ

ィアセンターで，新塁悪紙を使ったドームを作るという企酒

がありました。我々も新織を作っているものですから，…

絡にやろうということで，実際に大きいドームを膨らませ

ました。膨らんだと思ったら，子どもたちがすく中に入っ

てメチャメチャにしてしまいましたが。

実際iこ書くだけぞはなく，子どもたちにとって何か記憶

となるようなもの，あるいは活動自体としても対外的にき

ちんと説明しなければいけないだろうということで，学園

祭の時に rこどもまちの記者」の発表会も併せて行いま

した。

実際に取林のあとは，学生たちがサポートしながら記事

を下記ました。こどもまちの記者の援新聞です。『千代間

わくわくタイムスJというものを作ったり，曹eb上で発行

するという形を取っています。

園子どものカを信じ?お互いに学び合うこと

こういった活動を通じて，まず，子どもという部分から

見たときに，やはり子どもというのはいろいろな形で成長

している。これは保護者からも詳俄という形で鴎いている

部分も含めてですが，まずやはり，学校の枠を超えた交流，

地域の違う子どもたち，それから公立の学校だけではなく

て私立の学校，いままで全然奈流のなかった子どもたちが

一絡になって活動できるということです。

それから，子どもたちに自主性や積極性が生まれる。質

問なども，こちらがハラハラしていたのですが，どんどん

自分で調べて質問していました。

それぞれ得意な分野，文章を書くのが苦手な子もいるわ

けですが，そういう子はイラストが結構得意だったりとか3

新聞の中にも表現手段もし、ろいろあります。これはやはり，

この活動が f強制力がない場所Jであったり「評価をしな

い場所j， r楽しく参加できる場所jであったことが大きい

と感じています(図 1)。

「異世代協働」ということで，子どもや取材棺手，地域，

保護者，我々内部としては女子大生とおじさんというよう

な，格反するものが…絡になって活動を行っています。こ

れは，これまで比較的縦関係になってしまうようなつなが

り方を，出来るだけ横の関係で意識していこうということ

に重量点を置いています。

「くまち〉がくこども>を発見するJ。先ほどもちょっ

と言いましたが，子どもがまちにいる，その視点をもっと

大切にしようということです。また，いろいろなグループ

と}緒に活動することで相手に刺激を与えた。それから，

いろいろな街でのアピーノレということができています。

これをやっていくときに，いくつか仕掛けづくりをこち

らで考えました(図 2)。例えば，文部科学省の「子ども

-187 

の居場所づくりキャンベーンjを通じて，自分たちの活動

の正当化というか，うさん臭さをちょっとでも消すように

と患っています。

それから，カンパッチを記者ノ¥ツチlこしたり，あるいは

記者誌を，学生たちがうまくデザインして作りました。

最後に，子どものカを信じること。こういうことが大切

なのだということがよくわかります。学生，あるいは若者

と大人が互換し合うこと。それぞれがお互いに学び合うこ

と。それから，地域でのつながりを作ること。いろいろな

障害が結構出るのですが，それをうまく乗り越えていくこ

と。最後に 2 楽しくなければ意味がないというように考え

ています。

この活動は「千代田まちづくり jのサポート大賞を受け

ることができました。これは 1人だけのものではありませ

ん。参加してくれた皆さんに感謝して終わりたいと患いま

す。ありがとうござし、ました。

こどもの成長

・学校の枠を怒えた交流

・自主性、積極性

・表現手段の多様化

• rまちJf地域jへの興味 iゑ
f強織力がない場所 ! 
?詳慨をしない場所 | 

竺自 習 で き る 場 所j

図 1

うまく進めるための仕掛けづくり

• wこども記者』との違い
地峨に癒着しつつ広〈広報

・地域の理由号、認知在高革める
地域との連携や文科省「こどもの居湖所キャンペーンj

.活動実態と糞任感
学生がデザインの犯者畿、記者パッチ

・コミュニケーシヨンを取材の切り口!こ
見学だけでは終わらせない(必ず人を取材)

.ブロタラムの柔軟性
状況に合わせて柔軟に

関2
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〈地域・人を育むまち育て〉

⑧まちの“財産"を受け継ぎ朗自につなげるイベントの意

義と課題一神楽坂 z路上イベント「坂!こお絵描き」の実践

報告一

日置圭子(NPO法人粋なまちづくザ倶楽部)(pp. 135-14ω 

神楽坂は皆さんご存じのように花街で，芸者さんがし、ら

っしゃいます。実は今 S，衿楽坂が春のイベントというこ

とで，現役の芸者さんに著物をめくるトークショーをやっ

ていただいて，そちらの対談相手をしなければいけなかっ

たものですから，私も着物でまいりました。

今回[まちの“財産"を受け継ぎ明日につなげるイベ

ントの意義と課題j というテーマで書きました。具体的に

は，毎年，神楽坂の恒例イベントになっています「まち飛

びブコスタJというイベントがあります。 2004年は 50ほ

どのイベントを 1カ月間にわたって行いました。そちらの

実行委員長をいたしました。その中で「坂にお絵描き lが

いちばんメインイベントで，いちばん歴史も長くやってい

ますので，そちらの実践報告ということでお言が、たします。

まず[坂にお絵描き」がどういうものかということで

すが [700mのキャンパス」という副題を付けていますよ

うに，外堀i量り，飯田橋駅のある「神楽坂下j から，白い

60センチ幅の連続したローノレ紙ずっと敷いていきます。

両方にけやき放木があり，途中にランドマーク約な毘沙

問天があります。その先に大久保通りをはさんで大きな交

差点、があって，続きが残り 300mぐらいになります。いち

ばん上は東西線の神楽坂釈の前あたりまで 700m，大久保

通りのところで途切れはしますが， 1枚のローノレ紙をずっ

と敷きます。

2時間ちょっとでしょうか，このローノレ紙にどうぞ皆さ

んと自由にお絵描きをしてくださいというイベントです。

これはまちを上げての f文化祭jの中のメインイベントと

いう位置づけで行っています。

「まち飛びフェスタjは有名になってきているのですが，

ここに至るまでにいろいろ好余曲折がありました。その経

緯をお話することで，隠居もある，住人もいる，外から来

る人もたくさんし、る，まさに東京のいちばん中心の所で，

住民や街J5を巻き込んでイベントをしていく上でのいろ

いろな課題も見えてくると思いますので，最初の経緯から

お話させていただきたいと思います。

幽神楽坂の財産「豊かな待問」を生かす

実はいま神楽坂と言うと 1 皆さん多分ご存じだL..，毎週

のように雑誌やチレピで取り上げられてブームになって

持期がありました。ハブノレのころは

景気が良かったのですが1 あまりに

地擦関係などが複雑で，地上げを免

れました。これがまちを嬢さ才しなく

て済んだという意味であとで功を奏

したのですが。でも，バブノレの崩壊

後，ヰ寺に料亭を中心にしているよう

なまちですので，めっきり緩待が減

り，間活も何となく元気がなくて，

まち全体に元気がなかったという，暗黒の 1990年代があ

りました。

その頃iこ立縫正子さんという jjがタウン誌Fここは牛込タ

神楽坂Jをつくりました。これが非常に詳料の良いタウン

誌で，タウン誌の鏡のように震われていた待期もありますc

この方は，もう亡くなられており，お話を聞きたくても出

来ないところがありますが，神楽坂で尽ずっと生まれ育った

方なのでまちに対ずる愛着があって，沈滞期に非常に危機

感を持たれました。

彼女がいつも言っていたのが，神楽坂はおに見えるよう

な歴史的街並みを持ってし、るわけではないのですが，非常

に r豊かな時苅j を持っている。なのに?このように沈滞

をしているのは非常にもったいない。特に彼女が危機感を

持ったのが}地元の人自身が燦史をつないできた衿楽援の

言者情らしさを全然意識していないことでした。そこでまず

はタウン誌を立ち上げて，神楽坂の“財産ぺ時間として

非常に費かに持っている財産を仰とか生かして明日につ

なげようとされました。

また， f可かイベントができないだろうかと考え，神楽坂

の「芸術の時間jに注目しました。今でも非常にギャラリ

ーや，アートスベースが多かったり，あるいは定期的に f街

並みスケッチ会Jというものが催されています。それは江

戸時代2 明治とつないできた芸術があるから，そういうも

のがし、ま自然に受け入れられているまちだし，また，芸芸術

家もここに来てお屈を摂いたりしたいと怒っている。そう

いうことで「芸術の待問」に注院されました。

f登E蓄な時間j というのは，実は芸術だけではありませ

ん。神楽坂l丸尾崎紅葉をはじめ多くの文人も住んでいた

まちです。夏目激石もこの辺を歩いたとか，近代文化発祥

の地としての歴史があります。文人，芸術家たちが暮らし，

交流するまちでした。

もう 1つの特徴は::a柳界という，料亭があって，それに

伴って発展した，イ可とも感情のある路地裳があるような街

並みを持っています。最盛期は答者さんが 700人ぐらいい

て，料亭も 100軒あったということです。

いるところがあります。しかし， 1990年代くらいは，ま 盤 F坂iこお絵錨きJの中止，規模織小で何とか継続

ちづくりのブロ，コンサノレタントなどが入ったとき[神

楽坂は駄目だな」と言われたぐらい，非常に沈滞していた 「まちに飛びだした美術館」が最初に立墜さんが考えた
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アート・イベントです。その中で r坂にお絵織き」があ

ります。「この場だからこその，このイベントj というこ

と，これが fごく大事だと患います。つまり，ほかのまち

ではなくて，あの坂があって，あの街路樹があって，ヒコ

ーγ ン・スケーんな空間で， 4mしかない道路幅で何がで

きるかと考えたときに，この企画が生まれました。自分た

ちの財産をいかに活かすかということに意義があると思

し、ますν

それがさらに発展して r坂にお絵描き」もうまくいっ

たので，次の年から 2002年まで「まち飛びブェスタj と

いう大々的なお祭りを行いました。アートに線らず，伝統

芸能を加えて始めました。これで地元の人が非常に活気づ

いてくれまして，大きなエネノレギーをもらって，すごく良

い感じでまちが動き始めたのです。この路上イベント「坂

にお絵描き」も， 3年間恨例化することになります。

ところが，実は立壁さんが念に病気で亡くなられる。あ

るいは，実行委員が何となく個人的な事情で灘脱していく。

そういうことから折角まちを巻き込んで，街路も協力して

きたものが 2003年に分裂することになってしまいました。

ここで 1つの問題点は，いかに個人の熱意と志だけに頼る

ことに限界があるか。これがいま p 私たちの録勝になって

います。

やる人がいなし、'まちも全然協力しないものですから，

「坂にお絵描きj 自体がここで中止になったのです。とこ

ろが，ある数人の入が，どんなに規模を縮小しでも，継殺

さえしておけば次につながるのではないかということで，

赤城神社という神社で}ポストカード程度のお絵描き会を

催すことでイベントを何とかつないでくれたのです。

それで私が去年実行委員になったのですが，こうしてつ

ないでおいてくれたために何とかやる気のある人たちを

集めて，昨年，新生という形で fまち飛びブエスタJをや

ることができました。

ただし，完全に前の年で実行委員が分断されてしまった

ので，運営ノウハウが全く継承されていないという，非常

lこ難しいことが起きました。また，商底衝の人たちの気持

ちがまだ一向に乗ってこない。新しい実行委員としては，

f可とか立墜さんと同じような患いで「豪富な時間」を未来

につなげたい。その思いだけで去年はf可とか行いました。

掴まちの人自身がそのまちを愛することから始まる

こういう経絡を擦り返って，まちぐるみでイベントをや

るときにどういうステッブでやればいいのか。第 1ステッ

プは立燈さんが試みたように，沈滞ムードの中でこのまち

は駄目だというときに，ま f，まちの車主力を外よりも地元

の人にわかってもらう努力をいかにするか。まちの人自身

がまちを愛していない限り，絶対まちは活性化しないとい

うことを実感しています。どこからか2 新たなものをもっ

てきて一生懸命ねつ造するのではなくて，どのようなまち

でも絶対侭か「財産j があるから，その「対E華iをそのま

まの形ではなく，何か工夫をして新しいエネルギーに換え

る。それが大切なのではないか，というのがまず第 1ステ

ップだと患います。

次のスチップは，ここがいま神楽是正がさしかかっている

ところなのですが，まちの活性化が一定の成果を得て，ブ

ームとも言えるような状態になる。ここでまちの人がブー

ムに乗って，調子に乗るのではなくて p ブームが去ったら

捨てられてしまうようなまちにならないために，本当の

「財産」を次世代に伝える努力をしなければいりないので

はないか。いま，私たちはその持点にいます。

お胞も，住民も巻き込まないと本当のイベントにはなり

ません。それをどうするかというときの体験から感じるの

は，変な小島問工ではなくて，やはり日常の地道な信頼関係

を1つ 1つ構築すること。あと，実行委員などが私利私欲

を持たずに，真っすくやな情熱を持っていることをまちの人

が認めてくれるかどうかが重要だと痛感しています。それ

と，やはり気持だけではなく，きちんとした戦略も作るこ

と。

さらに次のステッフ:ちょっと神楽坂もさしかかり始め

ています。まちの仲間だけではやはり限界がある。やはり，

神楽坂が好きだというまちの外からの，特に学生などのボ

ランティアを集めるイベントになってし、かないと本当の

意味で次位代につながってし、かない。ネットやメーノレも大

いに利用して若い仲間を増やすといった方法をとったこ

とで，この辺が傾識に進み2 かなり広い範閣の人を集める

ことができています。まちのイベントで大切なのは，きち

んとマエュアノレ化して，ンステムイ七して，識でも参加でき

るようにすることプラス，人と人の心が直接温かくつなが

るような場を作ることだと思います。その点 r坂でお絵

描き」のようなイベントは最終的には手作りですので，み

んなの気持がつながりやすい，工夫ができるイベントだと

思います。また，外の人が入ってくれることによって，ま

ちの新たな魅力が発見されていくという副産物的良さも

あるように思います。「まち飛びフェスタJのための新し

い委良会が立ち上がつ

ています。そこでは昨年

の反省を踏まえて工夫

したおかげで，最初の企

劃段際から務庖の人に

も刀日わってもらうこと

ができました。今年は去

年の課題をクリアした

ものが作れるのではな

し、かと思っています。以

上で終わりとさせてい

ただきますご
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⑨よ罵ピレツジカフェ f地域通貨で問題解決J

ーまち育てのひとつとしての地域通貨ビオトーブー

長岡素彦(さいたま地域通貨フォーラム)(pp. 129-134) 

私はさいたまで地域通貨のネットワークをやっていま

す。今回，地域通貨の言語をさせていただきますが，これが

一体どうやってまち育てに関係するかというお言語です。

地域通貨をやっているとよく言われるのは. rそうね，

あれば木の葉のお金みたいだね。お金じゃないんだけど，

お金だとか言って使えるというのはちょっとおかしいねJ

と言われることがあります。好意的な方は「ああ，よくわ

かる。子どものときに室長の娘がやってくれたんだよね3 崩i

たたき券」というように言っていただける。これは間違っ

ているとか，間違っていないとか私は居、っていなくて，多

分そういうこともあるかもしれませんということです。

地域通貨というのはずいぶん話題になって，全自主各地で

出来たのですが，結権動いていなかったりします。これに

はいろいろ現出があります。地域通貨というのはまち脊て

のための問題解決のツーノレだと思っているのですが，それ

自体目的化してしまう人がたくさんいて，地域通貨するこ

とが好きな人がし、る。申し訳ないのですが，まちづくりに

もそういう方がいらっしゃいます。それと向じようなこと

だと患います。ここにはあまりそのようなことを考えない，

ちょっと変わった，面白おかしい人たちがいたという話を

ここでさせていただきます。

睡市民，行政7 それぞれ地域遂貨!こ取ザ絶み出した

まず，埼玉県上尾市です。東京から約 36キロの所です。

若い方はご存じないと，思うのですが，昔，電車が止まって

「早く会社に行きたいjといって通勤客が暴動を起こした

所です。それほどベッドタウンになっていて，あまり地域

と関係ない所が多いまちです。

ところが， 2002年，いまの会社はどうもおかしいなと

思ったW さんという方が退職して，自分が会社をまた始め

るまでの陪，地域をプラブラしていました。そうしたら，

どうもお金というのもおかしいし，地域というのは非常に

大変だなと言っていて，最終的に出会ったのがお母さん方

の子育てネットワーク(彩の子ネット)の方々です。そう

いう人たちに出会って，地域通貨をもう 1[豆iしっかりやろ

うということで活動を始めた。

一方，上尾市の務手の職員も》これから自治体はどうな

ってしまうのだろうといろいろ考えて，あり方を模索して

いたのです。職員の人は「自主研究制度Jを使って地域通

貨の全国に鵡査に出かけました。この時点では，この2つ

は:全く関係ございません。
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2004年に，彩の子ネットと私

ども， wdんで，全然的な地域

通貨のワ}クショップを 1回や

りました。いろいろあって，勉

強にはなりました。最も良かっ

たのは f出会しリがあったこと

です。それは地域活動向土が出

会ったということもあるのです

が，上尾で震えば，先ほど言っ

た職員グループと，これから地

境通貨をもう一度上尾でやろうという人たちが出会って，

あとで文筆にも書いてありますが，本当に感激して「よか

った，よかったj と織員の人が書いています。

酪とにかく地域通貨をつくろう

一生懸命，こうやって感り上がって始めたわけなのです

が，ご多分に洩れず，いろいろなことをやると，最初盛り

上がるうちはいいのですがなかなか続かない。どうやって

地域通貨のネットワークを構築するか，そういうことを言

っていると全然滋まないのです。

ここで，ともかく地域通貨を構想するのではなくて，や

ってしまえという乱暴なことを申し上げて，それにあまり

考えもせず，皆さん乗ってしまい，つまり，どんどん地域

通貨を勝手にf1oってしまったわけです。

地域通貨をつくって流通させるために，市内の生涯学習

のグノレープに登録して，講座を開いていろいろな人に来て

もらって，勉強しながら流通させようと考えました。 91百

ばかりの講座をやりました。市でいただいた予算は 3万ぐ

らいで， )lljに大したものではありません。

この活動には3つの側面があります。 1つは社会教育，

生涯教育，これは扇面もありますが，おわかりのとおり，

地域のことを学ぶということが 1つの生涯教育だろう。

もう 1つがピレッジマーケットです。地域通貨を流通さ

せるというと，よく務症などに行って?使ってくださしリ

とやるのですが，そう言ってもそれぞれ事情があるのでそ

うはいかない。早い言財人自分たちの学管講座やイベント

の中で，ともかく地域通貨を流通させるために，フリー・

7 ーケットを自分たちでやっている。最初l土地域通貨こ+っ

こだったのですが，だんだん本格化してきて，本当に地域

通貨が流通するような感じに見えてきました。実際，これ

はコーヒーを売っているところですが，こういうことが出

来るようになってきた。

もう 1つは地域通貨のワークショップです。これもよく

生涯学習や地域づく切でやります。最初，レインボーリン

グというところがオーストリアから総入した方法をずっ

とやっていて，それが臼木の最初のやり方でした。そのや

り方をずっとアレンジしていって，地域通貨を体験するの
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と思います。限定はしません。ただ，私どもが考えている

木の葉のお金で蔚たたき券だとすれば，志があります。お

金は無色で志は乗りません r志j というのは辞著書を号iし、

ていただくとわかるのですが r人に対する行為j とあり

ます。よくありますね。「志だけはありがたくいただいて

おきますj と言うと，持]こうの人が「志ですから主是非お受

け取りくださいJという。こういう志の逮鎖というもので

ではなく，地域通貨を闘していくという感じの地域通貨ワ

ークショップができました。この 3つ，生法学習，ピレツ

ジマーケットという実燃の交換，それからワークショッブ

をやるということがあります。

腫 F地域通貨ビオトープJ(駁 1)でまちに広げていく

す。

もう 1つ，地主主の問題を解決するとか，まちを育ててい

くという，いわゆる志です。これがないと，多分商品券や

ポイントカードになってしまう。ですから，木の葉のお金

だろうし，膚たたき券だろうし，この志だけ持っていれば

いいと思うのですが，こういう逃，つまりまちを育ててい

くという志が広がってし、くための 1つのやり方として，こ

うしづ方法があるのではないかということです。どうも，

ご静聴ありがとうございました。

この事例は結局，講演学習会で生渡学習的なところで，

他の場所の事例などをよく学習するところまでで終わる

のですが，ものによっては問題解決のためのワークショッ

プをするということもあると思います。その学習成果2 例

えばごみの問懸ならごみの問題で先進事例を聞いてきて，

それに対して上尾においてどういうことが考えられるか

ということをやってし、く。実際に「地域通貨ワークショッ

プ」と呼んでいるのは，これをどのように地域通貨で使え

るかというのがその次の段稽というか， 1つの講座の中で

やっていく。最終的には交換をしてみる。ひととおり，こ

のような循環ができている。これは意図したというより，

自然発生約にできたものです。終わりのほうになるとちゃ

んと仕事を募集して p 参加者同士:が地峡通貨でマッサージ

をしていたり y 物を交換していたりということが出来ます。

ここでの 1つの意義というのは，地域通貨を立ち上げる

ことを間的にするのではなくて，地域通貨を実際にやって

いくことが非常に重要だと思います。実際にやっていくた

めに，いきなりまち全体でというのはできないので，ここ

が「地域通貨ピ才トープ」と呼んでいる理由です。早い言告

が，小さなグノレープで試行実験をして，それをまちに広げ

ていく。つまり，ピオトープで4匹のメダカが集まってこ

ういうことをやっているわけですが，ピオト}プの外iこ出

ていってやっていくということで「ピオトープj と言わせ

日在三互)

地域通貨ピオト…ブ

ヨ至〕

長孟説明金

漫正当争

ていただいています。

「地域通貨で問題解決j公開フォーラムを》広く上尾の

方々と協力をするということをやりました。地域通貨で問

題解決と言っていますが，まだ大した問題解決はしていま

せん。これからだと思います。

ここにちょっと書いたのですが r地域通貨ピオトぃブJ，

この水たまりがまちの人，ほかの地域通貨，ほかの単位の

セクターとともに「タンケン，ハッケン，ホットケン」と

いうプロセスを繰り返して，まちを育んで，その地域の小

さなピオトープが広がっていくと良いことがあるのでは

戸時宜ワ→河ツプ

地域通貨ピオトープ図 1

ないかと思っています。

「上尾ピレッジカフェ」というのは会議室から飛び出し

て，まち中全部でいろいろなことをいろいろな人とやって

いく。「アッピーワーク」というのはこの中から生まれた

のですが rミニサクラj のミニミニ版です。これも子ど

もがそういうものをしていくということだと思います。

先ほと、の木の葉のお金にi'Aるのですが，地域通貨にはい

ろいろな解釈があって，すべてそれは「地域通貨」でいい

トッケ日

マJν ツレピ

〆
f
i
l
-
-

、、
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⑩鼠土の体惑を過して，まちづ〈りを怠う

ー私たちのこ楽盟十景ー

塁審忠広(北九州市立大学) (pp.141~146) 

研究の背景と目的は，昨今，いろいろな所でまちづくり

が行われていて，布、も偶人的によく参加しています。そこ

での感想なのですが 2 地域の住民の方が，実はまちづくり

のベースとなる地域の魅力というものを忘れているので

はないか，ということです。

地域の魅力は当たり前になり過ぎて，実は気づいていな

いというか，忘れている。他の地域の人から見たら，地域

の魅力というものはこういうものだと指摘されるのです

が，住民の方が忘れている，気づいていないということが

あるのではなしゅ吃思います。

地域の魅力を抽出しようということで，今回「情景空間

マップj という手法を提案，実掬して，地域の魅力の抽出

を行いました。また，情景を数値約に評価しようというこ

とを目的としています。

瞳 f情景空間マップ」で地域の魅力を締出

「情景空間マップjは{iiJかという前に，情景の定義をし

ないといけないと思います。さまざまな方が情景の定義を

されていますが，情景を患い措くためには，五感を通して

環境を認知するということがまず最初だと思います。伊iえ

ばこのテーブノレは茶色い，ガサガサして汚ない，マイクの

ここはザラザラしているということを返して五惑を認知

する。「五感で認知した対象と自分の経験や対象の履歴が

リンクすることにより，情景を思い播く j と定義していま

す。

作業工程から「情景空間マップJを説明していきます。

まず，参加者が 5つのグループに分かれて対象地域を踏査

します。 5つのグル ブというのは先ほどの定義どおり，

視覚や聴覚といった感覚を担当し，それぞれのブイノレタ}

を逸して抽出したものをマップに落としていきます。踏査

したときに，フィノレターを通して視覚から得た情報を?ツ

プに落とすだけではなくて，時間的情報を加えます。時間

的情報というのは?偶人の経験や土地の履歴というもので

す。

対象地域の寅町は熊本市の中心部から 5キロ，寧で 10

分ぐらいの位置にあります。かなり山間部です。最終処分

場もある地域です。

貢町はかなり広くて，対象地域を 3つの地域に分けてい

ますロ 1つは， rフードパノレ熊本Jです。「ア】 ドパノレ熊本j

は集客型の食品工業白地です。あとの 2つ r西浦地区J，

r Jj、塚地区Jは，康史が深く，自然豊かな地域，山間の集

-192 

落地域となっています。

対象地域に汁背景愛情jマップ」を用いる主主義として，対

象地域は，細川家の三代臣の藩主，綱手:1j1.~が Z'J誌を置いて

いまして，その潤辺地域を「二霊長圏十景」と言って， 10 

カ所景観を選んで楽しんで2 かなり文化度の高い景観所を

楽しむ手法なのかと患いますが，その中にj す八てそうな

のですが古寺型車鏡と言って，多分，情景を沼、い浮か八られ

ると思いますが，聴覚から得た情報を情景として思い浮か

べるような景観を楽しむ手法を用いております。このよう

なことから，この地域に「情景設問マップ」を用いて，魅

力を抽出することは，意義のあることではなし、かと患って

います。

次にワークショップの説明をします。「煮の魅力を大人

に教えようJと題しまして，情報の採取者夕立9.'皇小学校の

6年生 71人が行し、ましたc 目的は i情景空関マップJづ

くりを通して，地域の魅力の煽り起こしと，見出した魅力

を活用してお年後，より良い実地域にするための行動指

針，シナリオづくりを行っております。

スケジューノレですが， 1呂田を 11月 16目。 4問自まで

rr青景""荷マップJづくりを行い， 5[lj]臣にシナリオづく

りを行いました。

これが実際に作ったマップです(本書 145貿隠 4-1)。

かなり絵心のある子どもたちが措いていると窓、います。

次にシナリオづくりは}作業内容としては「素地域の魅

力と課題j の披出。これは簡易諜K]法で行っています。

20年後の貢地域を考えて 9 最後にシナリオをつくってい

ます。第 I位が，自分たちがこれから酋里校区で絶対ポイ

捨てをしないようにしたり?リサイクノレをしたりする。そ

れにより，自然豊かなコミのない費地域が達成する。 2番

目が歴史， 3番目が生態となっています。これは子どもた

ちが葉地域の特徴をよく瑳解して，自分たちがどういう行

動を起こせばいいのかを畷解したシナリオづくりとなっ

ていると思います。

磁環境認知と情景を数値で袋す

数値的に示すために，ワ}クショッブの前後に認知マッ

プを書いてもらいました。ブ}ドパノレについてはあまり変

わりはないのですが，西浦地Eζ 締)11地IRに関しては，認

知が士官しましたc

次に，情景を，今凶採取された情報の傾向から f環境の

認知Jr差是換えJi偶人の履歴Jr土地の履歴Jの4つに分

析しています。「環境の認知j I土p ただ単にこれは茶色い

というものです。「置換えj はj 例えばキンモクセイの香

りをかいで「うちのトイレの却し、に似ているなj というも

のです。 i個人の履歴」は，得られた情報から個人的に思

い描けるような情是正を採取されたものです。 r土地の履歴」

は，土地の隆史を通して情景を盟、い摘しこのように4つ
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に分析しています。

視覚i丸{也の感覚に比べかなりトレーニングされている

感覚なので，時間的情報が多く採取されています。今回，

霞換え，個人の履歴，土地の履歴というのは時間的情報と

捉えています， rフードパル熊本JIこ関しては，新しい食

品工業団地ですL，なかなか身近なものととらえることが

なかったということだと思いまれ西望小学校から得られ

た情報というのは時間的情報しかないのですが，これはや

はり 6年間生活してきた，ということが情報の傾向の惹に

現れているのではなし、かと，思います。

次に聴覚は，自然から採取されたものがほとんどです。

カサカサなど，擬音を用いて採取された情報が多くありま

した。

唆覚から採取された情報は，偲人の履騰に置換えを行う

傾向が多い。先ほど言ったような，キンモクセイの香りが

トイレの匂いに似ているといった情報が多く得られまし

た。

触覚から得られた情報l丸かなり対象の差が出ていまし

た。西鴻地E互に瑞厳寺という tまからのお寺があるのですが，

そこから得られた情報は足をセンサーとしたものがかな

り多くありました。能動的な感覚であるため2 採取された

情報には個人室長が出ていると思います。

次lこ味覚は，直接刺激を受ける，味を体験するというこ

とはなかなか難しいので，視覚から得られた情報を経由し

て，味覚iこ震き換えるといった情報が多い。俗人の霞換え

や土地の履騰といった情報が多く採取されました。

酋里小学校は環境の認知が多いのですが，実際に植物を

ロに入れて rこれは苦しリといった情報が多く得られた

のはちょっと問題点だと反省しています。

傾向としては，先ほども申しましたとおり，箆盟主小学校

の時間的情報が多いのですが，これは6年間生活してきた

ことで時間的情報が多いのかなと患いました。

あと，隠子zuの情報の分析では，長い歴史がある地域で

すが2 小学生には自然に対しての捉え方が捉えやすかった

というのがわかりました。

課題もあるのですが，最後に感想、です。ヒメホタノレが生

息している地域があるのですが，そこで得られた情報の中

に， r) 11をずっと下っていくと大きな土管がある。それは

ヒメホタノレが住みやすいようにと作ったものである。いろ

いろな人がヒメホタノレのために協力しているのがとても

うれしかったJ，という情報があります。この情報は小学

生の目から見て，現象だけを捉えたのではなくて，ヒメホ

タノレを保護ずるために一生懸命働いている人々の生活景

を情景として患い描いたもので，先ほど申し上げた「二楽

関十景Jの景観手法に[C敵するぐらいの価値のあるものだ

と思いますc このような，人間が生活している生活景を思

い描けるような地域にすることが，地域の魅力を向上させ

る婆因になるのではなし、かと患いました。以上です。

その1 視覚からの採取

その2軍事覚からの採取

山毎日ι…一
フードパル緯本

悶椴

句ハ律匂~."， ，肝闘で町"，悌，
西潟地'"

制ç，~~ """， ，理市:…
"潟地区

その3 壇賞からの採取

箇墜小学噌

情報が採取されていない

フードパル総本

竺

i特こ瑞樹寺からは、採取された矯J綴の過|
ドド数立、足をセンサーとしたものでjあった， I 

i能動的慾党であるため揮取された僑報に!
個人差がでている。

i担-'"-~， q由同

"潟地弘

ト時間的錆毅の都合が4r一一一つ

|蛮捜刺激を感受することが婚しいため、身 ; 

(~~::で、ji--一一一'~J置e'l!i!， 荷量
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〈地単調人を青むまち育て〉

⑪『農』の記憶を力型チにするー「生き生き市原ふるさと

づくりJの委託事業の実践と展E喜一

「上)11のお

ばあちゃん」

もおだてら

山田清(人イエまちネットワーヴ) (pp. 79~84) れて，木に霊長

田頭祐子(われらブロジェウト In小草畑) り始めまし

0山田 r~農J の記簿をカタチにする j についてです

が， rNOと言える E本Jというタイトノレで， 10数年前に

石原慎太郎さんと盛印昭夫さんが書いて大ベストセラー

になった本がありました。それをもじって rw農Jと言え

るE本」という言い方で，だいぶ訴から是非取り組みたい

と思っていたものです。

た。それ以外

に，実践をサ

ポートして

くれる青年

リーダ】なども次々に木に登り始めています。

さて， 2004年度はどういうことをしたかというと， 6 

月の「里山プレイパーク」から始まって， 8月の f秘密基

地大作戦j，10月に f小翠焔の背調べJ，1月に「お寺発

表会jというように順々に取り組んでいきました。これは

翻農村の畏家を記憶とともに残したい 報告書には書いていなし、ものなのですが， 3月に「里山忍

者お宝を探せ日ということで取り組んでいます。

これは日本のどこにでもあるような，過疎の農村築港の

中で，ともすれば使い手がなくなるとさEき民家も壊されて 舗イン脅ビューで地域とつながり，お年寄りも生き生き

しまうということがあるわけです。それは単に家が壊され

るということ Jごげではなくて，そこにあったさまざまな記

憶も消されてしまうのではないか。それを何とか取り戻し

ていきたい，残していきたいという授、いで始めたものです。

舞台、となった所は，千葉県市原市ノト経織の空き民家です。

かつては子どもがいたわけですが，まるで神隠しに遭った

ように 40代以下の人たちがいない集落です。

この取り組みはかなり長期的展望をもっていて，プロジ

ェクト全体を 31段階で考えています。第 1段階はこの民家

をどのように使っていったらいいか，そのためにはどのよ

うな改善が必要かとし、う計画を立てるj段階です。第2段階

は，その渓家を改善したり修復したりすることで，これも

全員参加担でやっていこうと患っています。第3段階は，

単なる体験学習の場としてだけではなくて，その民家が自

立して運営 Pきるように，地域の人間関係や経済面での関

係をつくっていけるようにと考えています οそのはじめの

一歩を 2003年から始めました。

どのような役割分担をしているかというと，まず山田が

計画を立てて》そそのかしてし、く。それに対して，国頭は

現場に入り込んで，さまざまな誠整をして，このあと出て

きますけれども多くの人を「ブタさん」化してしまうとい

う役割でやっています。

2003年の取り組みですが rアタさん大作戦J(参照 F住

まい・まち学習j実践報告・論文集 5~ pp. 99~ 104)とい

うことで，とにかくおだてれば木に登ってくれるだろうと，

キーマンを探すようなことをやりました。 1人自の女性に

は1 地元でさまざまな人間関係をつないでいただきました。

もう 1人はおじいちやんで，子どもたちが f竹のeJI'Jと

呼んで，昔ながらの遊びの仕方を身をもって示していただ

きました。

。沼鎖 今年度は地域の方々とのつながりをもう一歩

進めたいと考え， r皆のノj、鼓士聞のことを教えてください」

とインタビューしてきました。小中学生と大学生がチーム

を紹み，聴取りの内容を考えました。地域の方々ともっと

仲良くなりたいという願いと，聴取りによって人々の記憶

に残る生活史や個人史，地域史を再現していこうという狙

いです。

10月の宿泊行事を中心iこ，事前・事後学習会，アウト

プットとして発表会というように組み立てました。

インタピュ~è'j詞の模様です(函 1 )。子どもと大学生

がチームを組んで，実際の聴取りにも 3たっていきました。

建築やまちづくりなどの専門家がサポートしていきます。

ここでのポイントの 1つが事前に宿題を出したことで

す。お家で， rお父さんやお母さんの子どものころ好きだ

った食べ物は何りそれは誰と，いつ，どんな所で食べた

のり j と聞いてきました。少し前の符代の暮らし，そして

今の自分たちの暮らしの遠いを感じながら rでは，小草

熔の背はどんなふうだったのかなJというようにして，そ

密 1
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こから聴取りのイメージを膨らませていきました。

この経験から得られたことや感じられた思いをタ 是非，

地域の方々にお伝えしたいということで「お寺発表会jが

企画されました。

発表会の前lこ行うた事後学習会で発表会の案内状とプ

ログラムも作りました。

「お寺発表会J当日の様子です。これは静かな山寺の本

堂で行われました。普段ならおごそかで，とても近寄り難

いご本尊様を前にして，子どもたちの笑い声やリコーダー，

クラリネット?ギターなど?あり得ない音色がお守いっぱ

いに響き渡りました。みんな緊張しながらも，自分の言葉

で自分の思いや体験を精一杯表唆していきます。

地域の方々をはじめ，繰や市の職員の方， N PO関係者

の方々が当日たくさん集まってくれました。このような方

たちと場を共に出来たことの意義は大きいと感じていま

す。

これらから得られた事柄の最大のことは 1つは rも

う私など役lこ立つわけがない。私の話なんてj と言われて

いたお年寄りが，インタピコーの途中から生き生きと，楽

しそうに，時間を忘Jもて言語をしてくれたことです。この様

子は子どもや宥者にも驚きであり》喜びでした。「すごい

ね」と言い合いながら帰っていきました。

もう 1つは「じようぽJとしづ地域での呼び名による，

揺るやかで押しつけがましくないコミュニケーションの

取り方が再発掘されたことです。これらは今後の取り組み

への大きな指針となっていきました。

聞Jll_山富喜「やまとや」の今後の展望

その後 3月 12告に行われた f忍者2 皇山を走る」を

ご紹介します(図 2-1，2)，幼児から?中学生までの子

ども忍者が若者忍者と一緒にJll_山料理修行など?さまざま

な修行をこなしました。お家の方はその聞に， rお宝製造

修行」として，子どもたちに瞥段なかなか含ってあげられ

ないあなたの良いところ，あなたにはこんなに素歓なとこ

ろがたくさんあるよ，素敵な子だねというメッセージを

20綱審き出していきました。それを巻き物にして，修行

をこなした子どもたちにお宝として授けていきました。差是

のある風景の中で，自己肯定感を育む事業のー潔です。

儀後に， 3月 20日に行われた市原事業報告会での模織

です。採択された日 間体がそれぞれ成長しあいながら，連

携していこう，というウェーブを感じました。

0山自 今後の展望はj 関3に示しているように，真ん

中に水平な，つまり上下関係，力関係のない水平な婿環型

社会をみんなで作っていきたいなと。それを「農と言える

日本Jということに込めています。照辺lこ袴円がたくさん

ありますが，このようなことが fやまとやJという空き民

家を活用してきっと出来るのだろう。そのような想いで，

多分，何十年も取り組なのではなかろうかと患ってし、ます。

どうもありがとうございました。

図 2-1

~2-2 

ごろ怒っte-ういい砂、車I.U塾や苦手とや

図 3
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〈地域・人を育むまち簿て〉 ないという状況になってしまいました。

⑫現代瓶『結い』が紡ぐ参加者の患いとその有難さ

一震災 10年p 被災地神戸の古民家移築集会所づくりを事 睡木のぬくもザのある官民家を集会場lこ

例としたまちづくザー

宮定重量(まちコミュニケーション) (pp. 147-150) 地域の活性化に向けて?とにかく魅力のある地域にしよ

神戸は震災 10年で，いろいろま

ちづくりを振り返っていると，本

当にたくさんの皆様に手伝ってい

ただきました。延藤先生には共同

住宅のワークショップをしていた

だきました。本当に皆さんありが

とうございます。 10年縫ってこの

ようになっていますというのを，

今日発表いたします。

腿震災 10年?住民とボラン子ィアの協働

皆さんの神戸のイメージはファッショナブノレだと思い

ます。呉密情緒漂う滋lllTで，非常にきれいな所です。夜、た

ちのいる神戸市長田区というのはその文化を支えていた

というか，船が寄港してきたら，船の部品をまちの鉄工所

で直してすぐに持っていったり，神戸は靴産業が非常に盛

んで，小さな家の中でおばちゃんがミシン叩きながら作っ

ています。ファッショナブノレなところから比べると，路地

の生活の匂いがあります。もう 1つ，地方出身者が非常に

多い地区でした。

震災庶後は 2待問ほどで地区の 8苦手j焼けてしまいまし

た。そのとき，地域の方が患ったのは，夜近で殺りになる

のは隣人しかいないということと，いままでお金で寮って

いた生活の中や地域の中で自分でできることが多くある

ことを知った。本当に助け合いながら 3カ月 r震災ユ}

トピアj といえる所で過ごしました。 10年を経た現在，

震災復興のまちづく坦をする中で，これだけは忘れんとこ

うと，日々みんな努力をしようとしているところです。

外部から本当にたくさん助けていただき， 100万人以上

来られました。

うちの地区はそのボランチィアが 10年間活続けたとい

うことです。住民とボランティアの協働ということで，い

ろいろなものを自前で作ってきました。慰霊碑の工事まで

自分らでしています。あと，修学旅行の受入れや震災学習

ということで，うちの地区に年間 1，500人ぐらい，小学生

や中学生，高校生が来ています。それを地域の人とお話し

ながら伝えるという活動をしています。

実際 r人をまちに戻そうJということで:n;ボランテ

イアで僕らが入ったのですが， 10年経っても，密集して

いた地区が，全部空き地などで3害IJしか人が戻ってきてい

うということで，その Iつに集会場?みんなが緩まれる場

があったらいいのではないかと。もうかれこれヲ震災から

6年半経った 2001年 10月から集会場の検討を始めました。

焼けた地域には集会場の再建費用が出るというのが呼

び水で，集会場の検討に入り，設計仕様から，J[I.学会lこ行

って鉄筋コンクジートから111員番に見ていって，古民家を移

築した集会場を最後に見たら， rうちもこんなんが欲しいj

と住民の方が言い始め，集会場を古民家でしょうというこ

とになりました。

みんなが向意したポイントを挙げると，震災以降，督は

長屋で木が見えていたのに，住宅メーカーの木の出せない

住宅で，木のぬくもりのあるというところがもう新建材で

なくなってしまった。また，最初にき挙げましたが地方出身

者が多く，心象風景はf去の記憶が未だに残っているという

ことで，民家を見/こときに， rこれ，ええなj というよう

になったのはそういうことだと患います。集う夜間には過

している，屈の字型プランで，敷居を開ければ広く使えた

り，いろいろな工夫ができることになっています。

もう 1つ，建設i晶稼に住民が参加できる可能性というこ

とです。昔，家は買うものではなく，地域で造るものであ

ったというのをもう 1回都会で再現しようということに

なっています。社会的に言えばリサイクノレということなの

ですが，環境のりサイクノレよりは，あとで少し出てきます

が，高齢者が非常に自信をつけるというか，昔住んでいた

家はこうやって造っていたんやということを子どもに教

える材料として，話だけではなくて，里見実に民具もいっぱ

い取ってきて》使い方を教えていただけるということで，

お年寄りが非常に自f言を付けている「心のワサイクノレ」で

す。

そう簡単に空き屋の古弐家があるとは僕らは患ってい

なかったのですが，実際やってみるとたくさん空いていま

した。僕らの敷地に合うようなものを見つけてきました。

これは兵蔵県の脊伎町という，カニのおいしい所です。日

本海側です。ここで民家を見つけました。見つけたといっ

ても使われていなくて，本当にボロボロの民家だったもの

を2 みんなで民家の見学会に行きました。少しいやらしい

手なのですが，いろんな専門家の先生方を連れていって，

これやったら大丈夫やということで再建事例，移築事例も

見せました。本当にこんなポロいものを持っていくのか，

という住民も中にはたくさん出てきたわけですが，安心さ

せるためにいろいろな手を使いました。

無事，集会場を持ってくることが決まり，角地の非常に

広いスペースになりました。
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組みんなのi干と想いで資金不足を構う

どのような資金計画をしたかというと，工務底の見積り

では 6，000万円でした。当然，吉史家移築は新築ぐらいは

するということで，新築以 Fぐらいで収まればいいところ

ということでした。当時，予算が 3，自00万しかなくて，ど

うしたかというと，みんなで?やりたしリと言っていたの

で，イ可とかしようということと，震災以降から{主民がまち

づくりにかかわること自体はあまり低抗がなかったとい

うか，いろいろなことをやるのに抵抗がなかったのと，外

部の支援者，予怒以上にたくさんのボランティアが未だに

かかわっています。何とかなるやろうということで， 3，000 

万満額で，普通だったら多分ここで切りの良い集会場を建

てるのですが，何とか 6，000万の古民家移築にチャレンシ

しようということで，まちの組織が自己資金を 900万円ほ

ど持っていましたので，そこが出したのと， 300万円寄付

を募りました。残りし 800万円足りないので，これを仰と

かボランテ Jアで補おうということにしました。

最初，いきなりつまづいたのは，ボランティアが建設工

事ということで r危ないゃないか」と工務居が乗ってく

れませんでした。周辺住民に迷惑をかけるということで，

解体工事をする直前にストップをかけられました。そのあ

と再三， r f可とかやらせてくれJということで， 4回くら

い住民と…絡に回りました。 30何枇帯の村だったので，

一緒にみんなで[ij]りました。学生は;本当に一生懸命やって

くれて， 1，800万以上の偲僚があると思っているのですが，

地域の人と仲良くなるというか， 1寸の人が途中で差入れを

持ってきたり，学生の一生懸命な姿を見て，最後には交流

することができるようになりました。僕らが真ん中に入っ

て，ほとんど分離発注で建設工事をいたしました(本書

149頁底打。

これが解体工事の風景です(匿 1-1，2)。学生は本当

に真剣なまなざしで2 一生懸命頑張ってくれました。漁村

だったので軽トラックも通ることができなくて，運び賃は

プロがやっていたら何ぼかかるかわからないくらいのこ

とを学生がやってくださいました。

学生の頑張りに応えようということで，地域の方が再三

再四 3待問や4時間かかる;非常に速い所なのですが，

長田から材料を持っていって食事を用意してくれました。

向こうの地域の資源7 お寺のヌド蛍を借りて，コンサートを

やろうということで，これに反対していた住民のほとんど

が来てくださいました。最後だったのですが，非常に楽し

く終わりました。

豊富一生懸命働く姿が自然な協力体青1)を生んだ

片や，地元に帰ってからは壁土づくりをやりました。こ

197 

れからは地元の方とできるので，老若男女，小学生:の子ど

もから 80のおばあちゃんまで一緒にや9ました。できる

だけ本気でやろうということで 7 竹を取りに行ったり，水

を取りに行ったり，大工さんも後継者を脊てるために一生

懸命付き合ってくれました。それやったら私らも参加でき

るわということで 2 まちのおばちゃんたちも一緒に参加し

てくださいました。延べ 2，000人ぐらいかかわって出来ま

した。

実際，震災 10年を迎えて，解体や工事に参加できない

人も， 10年を経て，いつかあの弐家で活践してやろうと

いうか，使ってやろうという人が沸々と出始めました。完

成後，解体工事や建設工事を力では応援できなかったけれ

ども?うまく使用するほうでは出来るとか，いろいろなよ

うにしてくれています。それが財来たのは9 みんなが頑張

っている姿を実際に見られたということで，君IJに僕らがお

金を集めろ，食事を出せと言ったわけではなくて，自然に

地域の人が出してくれたわけで，本当に人と入が働いて，

必死に汗をかいている姿をみんなで見ることで，各自が考

えてまちづくりに参加しています。

震災 10年で良いことばかり奮っていますが，先ほと、さ

ったように f主要災ユートピア」も崩れ始めてきました。も

う当然崩れているのですが，もう一度，驚災復興 10年の

まちづくりを踏まえた上で，今後のまちづくりを，更なる

楽しみを求めて取り組みたいと恩っています。本当に 10

年間，皆さん，ご支援ありがとうございました。今後とも

よろしくお綴いいたします。

i]g]1-1 

図 1-2 
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く全体討論〉

0木下(千葉大学) 小津先生が滋憶説明で問題提起した

総合的学習をもっと評価してし、く社会，メディアなどで言

われているものと違う，本当の意味を伝えていく?本当の

良い成果を伝えていくということも火事なことかと応、い

ます。今日の発表の中で共通してそういうものがどのよう

に出てきているのか，その辺を議論したいところですが，

松村さんから「地域の主体としての町内会の可能性対NP

OJとご意見をいただきました。実J立，今日の発表でもN

POの方々の発表がいくつかありました。 NPOの方々の

個体コーディネートや，つなげていく力，山田さんの，人

イエまちネットワークの外から入り込んで地域と関係を

とっていく，ということもありますし，神楽坂の呂置さん

の発表の中にも外からの支援が必要だという話がありま

した。 NPOのかかわりと町内会ですが?町内会の問題I:J:

日本でまちづくりを考えるときに，常に地元の組織とのつ

ながりというところが難しい。松村さん，そういうことで

しょうか。

館 NPOと地域の関係

0松村(北海道立北方建築総合研究所) 北海道の場合は，

まちづくり関連のNPOの活動がほとんど無い地域が結

構あります。その場合，何らかのまちづくりのアプローチ

をしていくときの棺手として，町内会があると思います。

NPOの方々のカは必要ないということではなくて，それ

は外の力としても非常に重要ですが，それプラス，地元で

知っている人の組織としての町内会をもう 問先夜しで

もいいのではないか。特に，私が今回発表した安全安心と

いう意味では本当に地元のことを知づているのは町内会

の方々です。ただ，ニ存じのとおり，現状では活動が沈滞

していますが， i可か地域のためにやりたいんだ，としづ思

いはかなりあるのです。だけど，何をしていいかわからな

い，という状況だと患うのです。ですから，そういう意味

で彼らとうまく一緒にやっていけないだろうかという患

いがありました。

0木下 関連して，前半の発表で，コミュニティの再生と

いうことも，子どもたちが動くことでコミュニチィが再生

するということがあったかと患いますが，いまの松村さん

の発言に関して，山田さんたちのケースでは地域社会との

Il!引系をどのようにつくっていったのですか。いま現在どう

いう関係なのか，その地域の動き，地元の町内会，自治会

との関係はどうですか。

0山間(人イエまちネットワーク) 一般論として，地域

に入り込むと地醤があちこちに塚まっているe その地震も

いろいろな種類があり g ちょっと触っただけでボンと小さ

く弾けるものとか，あるいはほかの情報を待ってし、かなけ

れば全然爆発しないのだけれども，その地震の前である人

の名前を言うと大爆発を起こすようなものはあります。つ

まり，その地域の特殊な事情が必ずあって，それをうまく

調整しなければいけないというのが実情です。そういう意

味では，今日報告させていただいた中では，地主雪を自の前

にして仰とかやり遂げた当事者のE目頭がいちばん説明に

向いていると思いますので》マイクを渡します。

0沼頚(われもプロジェクト In小草畑) ご霊堂慌の趣旨

は町内会と P そのかかわ切ということだと患いますので，

小草畑地j或という非常に狭い小さな地域に限ったことで

その状態をお伝えしようと}AI，いま「。ここは町内会がない

ほとさ小さな地域で，多分，檀家総代をいちlまん中心にして

動いているのではないかと思われます。ですから，今回，

「お寺発表会jを念頭iした意民主も，お寺を扱うことを通し

てその檀家総代の方にお話をする機会をつくりたいと思

いました。とりあえ-j"t聖家総代が言者々のことをとりまとめ

ていくというJ流れになっているようです。

それで，私たちはこ ιらから知合いになりたいという意

思表示をしていくところから始めました。子どもが入るこ

とによって，私たちは怖くない毘体というか，よそ者では

あるけれども好意を持って受け入れてもらえるというス

タンスでいます。そして，私たちがこんなに素敵な所と感

じているように，地域の方たちが自分たちの地域に対して

自信を持っていただくというか rああ，そうなんだなj

と思っていただければいいなということをどうf五えてい

くか。それが今後のテ』マであると思っています。

盤地域でのキーマンの情報をつかむ

0*下 このNPOと地域の関係について，常にこの議論

はあるのですが，会場の皆さんから意見とか，そういうと

ころで工夫をされている点とか3 先ほどの子どもが動くこ

とでということでf可かありますか。

。問中(地域情報研究所) 私どもは千代凶阪で活動した

のですが】実態としては我々自身が活動する形だったので

すが，どなたかにお開きしたときに，必ずこの地域ではこ

の人に会っておいたほうがいいよね，挨拶を交わしておい

198- 2005年{主総研「住まい・まち学習j実践報告。論文集6
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たほうがいいよ，やっていることを知っておいてもらった

ほうがいいよという，キ}マンであったり，町内会のドン

であったり 2 そういう方が必ずいるらしいのです。ですか

ら，できるだけそういう人の情報をつかむことが必要なの

ではなし、かと患います。我々の場合は，そういうことを教

えていただけたものですから 3 そういう意味ではスムース

な形で活動を進めることができたということはあります。

陣学校が加わると取り総みがスムーズに

も，子どもたちが1)ゆ冶わってやっている所があります。と

うでしょうか，例えば御蔵の場合には，ああいうものをつ

くることで，子どもたちのかかわりなどで変わってくる函

はあるでしょう治、

どうでしょうか。

O堤(1山台市立竪町小学校) 確かに，学校が入ってくる

と，学校というのは，批判は多いのですが，安ι，，*，料とい
う部分の役叡が今でも多くあります。今年の場合でしたら，

七夕のときに，うちのまちはあまり華やかではなし、から竹

の灯篭をやろうとか，そういう仕掛けをしてきた仕事人組 頭地域に NPOが入ることで?皆が言言い合える場となる

合という自主的な団体;があったのです。それで，笑は学校

が入る前は，急lこ rおらほのまちさ，よそ者が来る」み

たいな?そういう雰屈気が釘内会にあったのですが，実際

iこ私が接していると，仕事人組合でやっている人たちは非

常に熱心にやってくれていました。そこで}子どもたちが 1

“し、ろは姫"という発光ダイオードをコンピューターでプ

口タラムして，そのランタンを牛乳パックでつくりました。

この取り総みは，学校が入ヮてからスム』日スにいったよう

な気がします。もう 1つ大事なのは 1 大友という元気のい

い先生がいるのですが》学校の中で地域にすごく溶け込ん

でいる先生がいると，非常に活動isスムーズにいって感り

上がったかなというところがあります。

0木下 大友先生はどうやって地域に溶け込んでいるの

ですか。

0堤体育主任なものですから，運動会が活発な地域で，

f飲みニュケーション」で溶け込んで，住民の皆さんがす

ごく信頼している方です。

0木下 地域の住民ではないのですね。それでは，もう 1

つ，これも関連すると思うのですが r地域のたまり場は

何がいいのか1 異世代の集いの場はJということですが，

これは書いた方はどなたですか。説明していただけますか。

源地域の中の気軽に集まれる場とは

0中村(土と嵐の舎) 気軽にそこに行けば何かがある g

また，集まる場として遠くの自然に行かなくても，公言語や

隔底街の空き地とか空き応舗とかを有効活用したりする

のが つのまちづくりの場になっていたりします。私は，

公園とかに非常に興味があり，皆がそこにかかわるような

所があればいし、なと。その中には行政と違う，いま流行り

のプレーパークなどもありますが，そういうものをもう

0宮定(まちコミュニケーシヨン) 民家の話で言います

と，歴史があるというか，磁のような話なのですが，昔，

燐に伎んでいた方が訪れてくる。あるいは，簾災から 10

年経って，もう集まる場がなかったから来られなかったと

いうか，地区にいても友達がどこにいるかわからなし、状況

で，あそこに行けば誰かに会えるとしづ拠点、ができたとい

うのはニュースにも大分なりましたので，震災 10年経っ

てやっと来る方もいました。

地域内の話でいくと，町内会というのは非常に難しくて，

先ほどの話題になるのですが，派閥ができてしまって，実

際，外部の人は f集会場としてはし川、」と寄ってくれるの

ですが，地元の方はなかなか寄りにくいという状況もあり

ます。そこにNPOの可能性というか， NPOの方が入っ

てどんどん地雷を踏むことで，普段はしゃべれないような

人がしゃべるような機会をたくさんつくるべきだと， 10 

年以降の議題ではなし、かと私は思っています。震災 10年

は避けても，事業を急がないといけないというところで，

うまくし、かせるために}キーマンを大切にするという認が

あったのですが，キーマンを立てることが住民の総意かと

いわれたら?少し違うところもあると思いますので}皆が

できるだけ意見を言えるような状態をつくるというとこ

ろで，外部NPOの可能性があるのではなし、治 hと思ってお

りますコ

隆子どもi向け，大人向けの伎まい・まち学習雪

0木下 たまり場にも関連しま手が学習というとどう

しても対象は子ども。アミ人はどうでしょうか。もしくは大

人と子どもとの関係は，Jということで ニれも鋭的綴え

ますか。
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0深津(名ii慶市立大学大学院) 当たり前かなとも思う

のですがc 今日のキ ワ}ドには子どもとしづ単語は載っ

ていません。「従まい・まち学習j とあるのですが 2 報告

を開いていて p やはり対象は子どもだということを素朴に

感じました今日の報告を矧いていて，私の中ではキーワ

ドに「地域!と，歴史を含んだ「継続性Jと， r子どもJ

があるのだなと感じました。そこで大人向付あるいは大人

と子どもを対象にした住まい-まち学習という可能性を，

持さんはどう，思っていらっしゃるのかなと感じました。

0木下延藤先生τ どうですか。

まとめ 1

0延藤(愛知産業大学) 今日は大変明篠に子ども向け

で重複は避けたいと思います。

厳重虫和させよう，機能と楽しさ，真際尽さと驚き

3番Rは r融和させよう，機能と楽しさん f道路が狭

し、から危ないよj とし、う，その機能っ;まい話を事実関係と

して伝えp 経験することも大事だけれども，同時に，子ど

もがワクワク，ドキドキしながらやるには，楽しさの混じ

り合わせ，主主面目さと驚き。 f融和させよう，主主節目さと

繁きJ。貝塚の経験では?橋本さんが言われていましたよ

うに，紀賞之がこの地域に来て「忘れ貝 拾いもせずにj

云々という欽を詠いよったと。そういう話をした途端，子

どもは驚きの慢を持って橋本先生に向き合ってくる。この

「驚きj ということは，子どもの心の中に瞬発性と機動性

と大人向けがプログラム上区分けされております。前半は をすぐさま生み出すのではないか。この幾きという仕掛け

子ども向けの総合学習，後半は子ども向けと大人向けの両 が，子どもの「住まい・まち学留j における重要な仕掛け

方をはらむまち学習ということで，後でまとめようと患い ではないか。だから，真隠自さだけではなくて驚きという

つつ，いま言われた 3つのキーワードは僕も共感を覚えま 仕掛け，機能と楽しさ，真額百さと驚きという融合。

す。特に，最初の子ども向けのまち学習p 前半におけるキ

ーワードを4つほど申し上げておきたいと患うのです。 鹿合理性と感受性をつなぐ

留学ぶ意欲付けと学ぶことの意味付け

1つは学ぶ意欲付けと学ぶことの意味付け。学ぶ意欲付

けというのは》名古屋の堀川物語にもありましたように，

すべてに体験型の学習，これは子どもたちの学ぶ意欲づく

りです。問符に，意欲だけ，体験だけではあかんじ学ん

だ後の意味付けが大事だと。仙台は，まるでプロ野球の楽

天の如き素晴らしい方法論をもって，意味付けをしっかり

しようということが言霊らわしていたところは，子どもと向き

合う学習の方法論において重要なことではなし、かと盟、い

ました。仙台の堤さんは，子どもたちが意欲を持って学ん

だ後，発表する力や判断力，協働する力， 1人の市弐とし

ての自覚，その意味付けを自ら教師として評価するという

ことにつながっていました。

属社会のNPO，専門家及び地域住民との信頼ある連携

2番呂は，いま話が出ておりましたように，子どもたち

が創造的に学ぶため

iこは，社会のNPO，

専門家及び地域住民

との信頼ある逮携と

いう 3 この「信頼め

る連携」も仙台の発

表の中に鴎こえてき

たキーワードですけ

れども，先ほど言昔ら

れております地域と

NPOの話の中に述

へられておりますの

4つ自は，合運性と感受性をつなぐ。教育の行:掛けは従

来，合王理的な知識の伝授というところにありましたが，特

に地域参加に基づく創造的「住まい・まち学習」は，合潔

性だけではなくて感受伎をつなくことが大切。鷲きのこと

にもつながりますように，その感受性の時:界，表現をする

ことによって感じたこと}心の中の風の吹きわたる情景を

表現することによって伝えられる。表現は，伝達すること

によって，自己の中に何が大事かということを確かめられ

るのと同時に，他者にその書、味することが伝えられてし、く。

最初の学ぶ意欲付りと意味付けは，特にこの体験2 表現，

伝達，わかち合うという，その中に学ぶことの意味， r住

まい・まち学習」の子どもの心の内面に立ち現れてくるク

リエイティブな，イマジネイチイブなマインドというもの

がしっかりとした形になるのではないか。

調学卒土融合

そういう意味で，子どもに向き合う大人?教育者たちの

創造的な「住まい・まち学習」の方法論のキーワードは，

前半の議論の中で 4つにまとめられておりました。お気づ

きのように，頭文字に丸を打ってもらうと f学社融合j と

いう，学校と地域社会がどう創造的に連携するのか。それ

は単なる融合ではなくて信頼ある高出合，信頼ある連携。あ

の人に頼むとすごいことができるとか，あるいは，いまま

で難しかった地級住民と学校の問をNPOが信頼ある結

び目を生み出してくれるという，信頼性というのは複雑さ

を縮減させる効果があるのではないかという点で， f富頼あ

る連携はし、かにして生まれるのか，これは次なる課題が提

起されているのではないかと思います。
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0木下 今度l土偶~Ijの質問で，堤さんに松村さんから，具

現化の難しさ。実現性対夢のバランスをどう考えるか。市

民団体，教脊委員会 et c，協力はありましたか。また，

どのようにっくり上げたかj。それから， r模型を使うので

すね。 2次元でなく， 3次元の良さはf可だと恩われますかん

「地域における学校の役誤，コーディネートを再認識しま

した。学校，行政， NPO，地域というキーワードの中で?

子どもが未来の公留をデザインする{t:画学需の意義は大

きいと思う。このみんなの公園が，もっと学校の侵業の枠

を超えて地域に広がれば2 まちが変わるかもしれなしワと

いうことで，感想、もありますが質関もあります。

調やれそうなものをいかに見つけるか

0堤 1点目の具現化の難しさというのは，先ほどの「ゃ

れそうなものをしゅ斗こ見つけるかjというのがキーポイン

トだと居、います。例えば，この学習をやったことによって

これはこういう可能性があるな，ということを教師がある

程度の見通しを持って，そしてどのように動くかというの

がポイントではなし、かと窓川、ました。

2番目の市民毘体というのはよくわからないのですが，

教脊委員会の協力についてですが，逆lこ?学校と r建築

と子供どもたちネットワーク仙台」などがやったことにつ

いて，後から，教育フォーラムでそのネタを是非発表して

ください，とし、う形でかかわりました。

0木下 堤先生から見て， 3次元の良さはイ可だと忠、います

台、。

調3次元にするとイメージが異体化できる

0堤 子どもにとっては，イメージをより具体化させるこ

とができるということですよね。それが模型のいちばんの

良さではなし、かと思います。

をする場衝は現時点ではないと思います。その辺の見通し

というか，それも単にグローパノレな起業家で大金を動かし

てどうのこうのというよりは，地域でかかわりを持って事

業を営んで漬けるようになることが非常に大きいと思い

ますむそのi互の可能性はどのように捉えていらっしゃるの

かお伺いしたいのです。

もう 1つは，発表の中にもありましたが，お子さんが媒

介となって，多分，保護者の方は地域とのかかわりをそん

なにお持ちでない方も多い世代であり，その方々がコミッ

トメントしていくきっかけになったとは思いますが，その

ような状況があれば是非お話しいただきたいと溶います。

O雄也(大阪教省大学) そんな大それたベンチャーを起

こすのではなくて，地域でノトさな商売をしていくというこ

とだと思うのです。地域の小さなコミュニティマーケット

みたいな中でも蕊売ができるようなきっかけを子どもが

少しでも感じてくれて?商品づくりや販売の喜びを体験す

ることだと患います。いまのところは，そういう経験を基

に，大人になったときに地域で商売を引き継ぐことを考え

てもらえたらなという稜皮です。

後半のことですが，保護者の方も大多数の方が仕事を持

っておられて，地域であまり賢い物をしたりせずに，日曜

日に車を飛ばして大型マーケットへ行くという生活のよ

うですが》子どもたちが地域の腐底街調査をしたり，キッ

ズマ トを商法街で開くことによって，保、護者の方も地域

の商五百衝を見直すきっかけに少しはなったのではなし、か

と感じております。

このキッスベンチャー活動に取り組み始めて 2年間で，去

年は商庖街新潤を地域で掲示することはしなかったので

すが，今年はさせていただきました。残念ながら，地域の

方からの具体約な反応は聞こえてきませんでした。来年は

言語底街新聞の掲示についても，広報紙lこ載せてもらうなり，

何とかしていきたいと i思っております。

0細目(時間建築と子供たちネットワーク仙台) それに 翻学習がどんどん広がっていった

加えて，例えば4年生のときに図面を播いて築主主にすると

いう段取りを踏んだのです。それは，今回も倒じなのです O木下 それでは，溶井先生への質捌です。「まちっくり

が?図面を措くという作業が非常に難しくて，高度な思考 へと，今後，堀川の学習がどのように発燥していくのでし

力を伴うものですから，できないこともあるのです。そう ょうか」と，参画の視点から。 f空間斡y 時間戦とは具体

いうときには，逆に「じゃあ?模型に入ったらJというこ

とで?模型を先にさせて図面を後にさせる。でも，やはり，

2次元と 3次元を両方やってみることが必要なのかな，と

怠し、ます。

盤キッズベンチヤーの今後の可能性

0赤松(まちづくり神田工房) キッズベンチャーの取り

組みは結構増えてきていると思うのですが}まだそんなに

期院が縫っていませんので1 そのお子さん方が実際に起業
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一一

的にどういうことですか」と。 2つありますが，両方併せ O松村 多分，家に帰ってからやってもらいますので，そ

てお願いします。 れぞれ，その子どもによって鍛人獲があると忍います。そ

O酒井(名古屋市立東築地小学校) 私が勤務している小 れでも交通事故の証言，犯罪の弱ということで2つに分けて

学校ですけれども，名古屋の最南端にありまして，ちょう 開くのですが，交通事故の額ではほぼ1カ所は出てきます。

ど堀川の間口で名古港へ注く地域です。そこに貯木場があ 犯罪の場合はかなり少なくなりますが，交通事故の菌では

りまして2 昔，木曽川lから丸太を流してきて i木曽の中 1つから 3つぐらい，平均すると 3つぐらいになると患い

乗りさんjという歌がありますが，あれも筏陸軍の歌だそう ます。

です。木を流してきて，名吉屋港まで来て，そこで貯木場

に浮かべておいて材木商人が買っていったということで 調地域を見る密をつくっていってほしい

す。その貯木;場を埋め立てて今はマンションが建っている

地域ですので，保護者の方も地峡の子どもたちも，堀川と

いうと，汚いので， ) 11で遊べるなんてとてもできないので

すが，それが実際に，こうしづ実践を通じて堀川の歴史に

認を向けるような子どもたちが出てきました。保護者の方

もすごく参加してくださって，例えば堀川沿いを一絡にウ

オークラリーをして堀)11について勉強になったと。それか

ら，筏闘の人たちとのかかわりがだんだん出てきて，みな

と然りというと，子どもたちはマンションから花火大会を

見るぐらいの祭りだったのですが，南極観測船 fふじjの

堀)11のたまり場の所で筏の体験乗りというのをやったの

です。前回までは，大学の留学生などが参加するようなこ

とだったのですがP 今思l土地元の小学校が参加をしたとい

うことで，地域の人たちとか，いろいろな人たちとのつな

がりが出てきました。「クリーン堀)I/jをやっている NP

Oの方などとも交流が出てきました。そういうように，学

習がどんどん広がっていくという意味で，私は社会科の教

師ですけれども，こうしづ総合学習をやることによって，

いろいろな専門家の人たちとの交流とか，あるいは保護者

も一緒になって勉強していく，教師も一緒に勉強していく

ということで，非常に「まちづくり」についても，発展性

を持つものだと感じました。

0木下 田中さんへの質問です。「私どもも従前のまちづ

くり協議会のメンバーの有志で，スタート当初，まちづく

りサポートの枠で活動させていただき，また，私偲人も，

一時，千代匠i区立d、の2 ミュニディスクーノレ事業の遼営に

かかわったが，千代田の小学校は言電車通学の二子どもたち

(地元で「電通さんJと呼ばれている)が多いが，こうし

た子どもたちが将来の千代的区の居住者になるというこ

とで，都心部の回復とコミュエティの育成，活性化，透明

化という，千代田区や地域の政策目標とも一致するものと

もなると思うがどうか」ということです。

。問中(地域情報研究所) 実際に，私どもの活動の中で

集まってくれたお子さんの中に電通さんが何人かおりま

した。ただ，私たちはそれを千代間区という特定の地域で

やっていますが，それぞれの子どもたちがそれぞれの地域

を見る告というものをつくっていってほしいなというこ

とを考えているので， j)1Jに，千代前IRそのもので定住云々

というところまでは考えておりません。ただ，ある研究臨

体から，こういうことは定住化促進という意味合いで意義

があるのではないか，というお問い合わせも来たのですが，

遠い先にじj、さいころこういうことをやったのだけれども 2

そこでいろいろ面白いことがあったよねJと。それがまた

大きくなってどこかへ出て行ったり，あるいはまた戻って

鶴子どもが危険な場所をどの程度書き込めるか くるきっかけになっていけlまいいなというぐらいの感じ

ではおります。

O木下 今度は，安全とか，そういう言語からのことですが，

松村さんへの質問です。これは碓田さんからですが r子 冨子どもたちが動くことで大人が勤きだす

どもへのアンケ}トの地図の範関は小学校区全域なので

しょうか。発表では完成したマップを見せていただけまし

たが，アンケートの中で子どもがどの程度危険な場所を書

きとめたのか実物を見たいものです」ということです。

0松村 範顕ですが，基本的には校区を設定しております。

ただ，地域によって，校区のすぐ外側に大きなショッピン

グセンタ}ができて，地域の状況がだいぶ変わったという

場合には，エリアを広げてアンケート競査を行っておりま

す。

。碓包 子どもが，実際9 宿題のアンケートで，自分の危

険な場所などをどれぐらいきちんと書き込めたのかを教

えていただきたいのです。

0木下 秦さんへの質問です。「触覚といっても手や足な

どいろいろですが，どうしましたか。子どもたちは楽しそ

うでしたかん「時間からの情報とはどうやって採取したの

ですかんは古びに書かれていることがほとんど意識，怠い

に基づくことでした。結局2 数{底的なことは関係なかった

のでしょうかJとあります。どうでしょうか，その辺の感

覚を評価するとか。

0秦(北九州市立大学) このワークショップは最初に地

域の自治体のほうに持っていったのです。なぜかといった

ら，情景というのは住んでいる方の蓄積があるほうが思い

浮かべやすいと患ってたのです。しかし，やはり地雷を踏
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んでしまって，綴番を変えて，小学生にしかできなかった

ので小学生に持っていったということなのです。

待問的情報というのは，強引に評錯してみたのですが，

対象地域でいったら， 6年間生活していった小学校の情報

が時罰的情報が多かった。{患の地域2 特に fフードパノレ熊

本j というのは，子どもたちが接していなかったというこ

ともあるのですが，時間的情報は全く採取されなくて，こ

れは黄色いとか，ただ認知だけしかなかったのですo そう

いう頭で考えたら，時照的情報というものを分析したのは

意義があったのかなと。

今回，ワークショップの最後に「貢地域の魅力を大人に

教えよう j と題して，地域住民の方を対象iこ発表会を行っ

たのです。発表会を行った結来を受けて大人たちが，地域

の情景空間マップをつくってみよう，ということになった

ので，娘番約には最初の傾悉と逆になったのですが，やり

方的にはそれでオーケーだったような気がします。

0木下 非常に興味ある話で，今までここでも議論をして

いくつか言っていましたように，子どもたちが動くことで

大人が動ける。いまの頗番の話などは，まさにそういう仮

設的なものが実証される話でありますし，コミュニティ再

生といっても大人たちが動かない，そういう地峡で総合的

学習やまち学習を展開していく意味があるような感じが

しました。

握量豊かな詩障を取り戻すプログラム

0木下 その議論を少しつなげて，時間の情報をいくつか

の地域で比べたその視点と，千代自のことに戻して，神楽

坂のほうでも自置さんが「豊かな時間Jと言っていました

よね。橋本さんの話で子どもたちがし、ろいろな近木)11の写

真を克て自分たちの地域を誇りに患うとか，千代凶の問い

掛けの電通の子どもらがそういう地域を愛するとか2 感覚

でどう捉えるかとか，そういうことのアプローチなり方法

論を考えたときに，議論になりますか。子ども記者でやっ

ていてその辺はどうでしょうか。五感で捉えたり，地域の

I時間の情報，子どもたちがそういうものをどのように活動

の中でっかんでいくか，そういうことはし、かがでしょうか。

O問中 子どもたち自身，特に千代田区のお子さんの場合

は，学校外でとても忙しいのです。ほとんどのお子さんが

製に行く。我々の活動自体も，取材に行って記事を書いて，

その後で塾に行くお子さんがし、ました。逆に 3 そうではな

い子どもたちがどこへ行くのだろうかということがあり

ます。例えば児童館であったり公闘であったりということ

なのですが，はたして楽しく遊べるような環境にあるのだ

ろうかということもあります。いろいろなプログラムを持

っていくことによって，子どもたち自身が，学校の中だけ

ではない外の社会の中で，楽しみも含めて，いろいろな選

択ができるのではなし、かと思います。私たちは子どもの記

者という活動を行っているのですが，一緒にやっているサ

ポートグループの中には，子どもたちとー絡に遊ぶことを

つくっていこうよ，というグループもいるわけです。そう

いう意味で，社会の中でいろいろなグループがいろいろな

汚動を展開していく。特に，子ども向けといいますか，子

どもに対することをやってし、く。

逆に，今度は，例えば保護者なり我々なりが気がつかな

かった阪が見えてくるようになるわけです。この活動をや

っている中で2 お母さん方からは「学校で授業を受けてい

る姿の中では全く見られなかった子どもの良さなり，積様

性なり，楽しさなりというものを見つけましたJと。もう

1つに， r子どもがこういうことに参加することによって，

私たち自身が地域への関心の闘を向けましたJという評イ簡

をいただいているわけです。そうすると，単に子どもに対

してのプログラムではあるのですが，いろいろな側面でい

ろいろな人たちが地域と結び付いていく，あるいは地域の

ことを知っていく，より深く潔解をしていく。そういうこ

とを通じて，愛着なりも含めて地域のことをよく知ってい

くことが必聖書なのだろうと感じております。

0木下 いま子どもたちは，私説中学校へ行くための勢と

いうのが本当にすごいですね。そういうようにE寺院を失っ

ている子どもたちに，こういうプログラムが時間を取り戻

すようなことになる。先ほどの新聞紙で広げるような，あ

あいうことがまさにその瞬間だと患います。

彊照額解決する姿勢で地域通貨をやっていく

地域通貨もスロー経済というようなことであるのです

が r地域通貨のピオトーブの発想がハッとさせられまし

た。面白くても悶約化してしまうのは違うという意見，心

に刻んでおきます。ありがとうごぎいました」と。「地域

通貨を回していくことが自的に見えました。地域通貨で問

題解決とは，結局，{'Jが宿題でイ可が解決したのですかj と

いう質問がありますが?どうでしょうか。

O長鴎(さいたま地域通貨フォーラム) 地域通貨を屈す

ことが第一段階として呂的のように見えるのは焦点です。

先ほども申し上げましたが，問題解決していないではない

かということはそのとおりです。 1年照やってきた，ピオ

トープで育んできたことは，問題解決をするという姿勢を

もって地域通貨をやっていく，ということが皆の中に刻ま

れたということなのです。実際，ワークショッブの細かい

ことは省略させていただきましたが，例えばゴミのときは，

ゴミをどうやるためにどういう地域通貨を上鳥でできる

かとかp そういう具体約なことを つずつしたわけです。

小さなことであればいくつか実現されていますが，大半と

しては実狽されていなし、。ですから，おっしゃるとおり，

まだまだなのです。ただ，繰り i躍しになりますが，地域通

貨を自己目的化するというのはよくある言語で，我々もそこ
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感として湧かないのではなし、かと濯、うのですが，移動手段

がなくなっていくとお母さん方が塾の送り迎えをする。お

ばあちゃんの病続も送り迎えをする。お母さんも働かなけ

ればいけないのですが，子育てと福松の問題と全部絡んで

きてしまう。篭車:やパスに乗っていくこと出来るなら，お

母さんも軍Jかる，おばあちゃんも気兼ねせずに済みボケ紡

止等利点があります。しかし辛うじてあったパスや電車が

なくなると生汚慕皇室に負紛が生じ，ますます悪化の一途を

辿ることを考えると，公共交通としづ移動の手段を確保す

覇「こどもまちの記者」で大人が気づく ることは，自分を維持していく上では火事なことです。ー

方で，大きな問題として環境問題があうて， C02を商目減

。長潤 それから，私は fこどもまちの記者j もやってい しましようとぎっているのに車に乗ってしまうというこ

るので続けて言わせていただきますと，実は rこどもま とです。そういうことを考えると，公共交通はまちづくり

ちの記者」で大人が気づくということが非常に多かったの の上ぜも大事なのではなし、かと思います。

です。訪れたことで，子どもがこういうふうにやるという

ことで】自分たちの地域が確認できる。つまり，企業の人 酒造路へ子どもたちが防ていく

から逃れられなν、ところがあるのですが，必ず地域で潤題

解決をしていく。簡単に言うと，まちを育てていくことの

意識を持ってそっちに行かないと多分駄目だと患います。

それから?先ほど名古屋の学生の方から，大人だけのプ

ログラムと含われたのですが，これは必ず子どもが何人か

緒にその場所にいました。実際に地域通貨を使って交換

ごっこをするとかというのは非常に重要なことで?子ども

のほうがどんどん行く。そこから一つ発展があったのです。

は，その周りに自分の知っている地域があって人が住んで

いると思っていなかったのです。子どもが来たら，やはり

ここには子どもがいたのだ，普通のまちなのだ，というふ

うに認識できたということです。

翻公共交還機擦の必要性

0木下 今度は rふくい路運証言註車とまちづくり」の畑さ

んへの質問です。これは素朴な質問かもしれませんが r公

共交通機関を使うと何がいいのでしょうかJとあります。

00焔(ふくい路道電車とまちづくりの会) 仕事の関係

上，地域の中心部のまちづくりを主にやっていて，公共交

通について触れると，結構第単なようで難しい陪題になっ

てくるのです。ここには，大体都心というか，大きなまち

の方が来ていらっしゃるので，地方鉄道の問題はあまり実

0木下 余談ですが，ケビン・リンチという，都市のイメ

ージや青少年のための都市潔境などを研究している大御

所がいて，亡くなっているのですが，そのケピ、ン・リンチ

の弟子でドナノレド・アップノレヤードが子どもとか道路の隠

題を研究して，交通抑制策の道路の改善をしたc マイケ

ノレ・サウスは間遠の兄弟子に当たるのですが r子どもと

交通j ということをやっています。日本では子どもと交通

のことをあまり取り上げていませんが?大事なことです。

マイカーや車が増えるのと，道路を生活の場にというよう

なものを非常に密接に。そして，道路へ子どもたちが出て

いくということは，もっといろいろなコミュニティを学ん

だり，ゆったりした時間でいろいろな人と出会う，子ども

の居場所にもつながるc

それで，神楽坂のストリートでやったのはまさにそうい

総合学溜「地盤量に猪る筏文化から
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原作酌ヘ警護札制鞘
私露骨料品品吻を 別、私附υむ

器21法議72t制ぷ{Mm
YZ2f川州北一日午ー

町 一川

，必益悼勝刷司掛酔s恥X 角叫詰!:?νvγ哨で哨勤4帝似静似i山I内v創 吟恥"ゐιdがド州"叫lリ1 
t叫叫心 宕W例 肘仲c胡咽均oι

総合的学欝の時摺を活用した密会安心
まちづくり学穫の取り緩みについて

総村健文
(北湾道立北方建鱒総合研究跨}

をな t
4告す名

議
Z

館

υ

弘
樹
叩
次
開

捌

珊

叫

崎

山

聞

ゲ

附

u

官
晶
四

時
間
へ
お
町
一
一
涼
酬

の
活

8
r
N

私

韓

。

て

の

臨

剛

腕

利

山

畑

吋

H
V

し

そ

kip臨
時

、

も

a

'

b

1

1

:

 

と

と

』

ω

4

ル

性

姻

ゅ

怒

?

づ

一

能

別

背

ち

ツ

可

ぺ

ま

の
の
ず
m

m

*

h

a

め

'
a
汁

川
比
一
…
閥
解
鴨
川
柳
肌
都
市

づ

マ

争

沖

州

国

時

h

立

4
T

一町一
m
m品
川
批
判
都
齢
部

学びを地盤まで異現11..1'1 ..... 

総合的な学習tpり絡み
，J!"""，2:~1 儲 1 、ぷ?を制緩緒子〈り:I{の4

同線材岬総務l~ ;:~:î::~ßγ 究勺"

AiIt'恥
~_ r~J.j事

智恵ば燃

陣脚、官
m‘政白調

)-....tJII~ 11皆脚内組

現多 川 i~喧旅ζ 妥訟キ" ，均旬、 1、
ド叱帯

宮、、
t令...~lt>

脚

"も 1"喝

芦珍壬ふ時

;品二止

??噛
"7'1'11リ

T品rFEE 納市，
ご"色

，/，，' ~~←: 
加'‘同 w飢

え枇

t

;行
h

e

ド

1
今

i
P

4
J一
号

'
E

ジ
柿

H
1い
十
料
開
品

、r
p
A手
伝

小
品

h
u
r

6

0

 

"， H"~' ..ψ件

¥ "f ""^~全
容勾f布川?

毎__，，，，，，
，足、'~')

さ話回のファシリ子ーシヨングラフィッウより

204 2005年住総研「枝まいまち学習J実践報告論文集 6



うストリートアートですが， r s殻さんの誌はよかったと

思います。短時総によくここまでできたということです。

地域の子どもと入がどのようにかかわっていますか。そし

てアイディアを出しているかj という質問です c

0臼置(持PO法人粋なまちづくり倶楽部) 神楽坂は大人

のまちでずっときていまして，もともと，子どもが少ない

のです。だけど，子どもはいるのです。そこにいま波目し

始めています。直接には，先ほど話をしなかったのですが，

fまち飛びフェスタj とか，先ほどの「坂にお絵描きJで

すが，今まで準備の段階で子どもたちを巻き込んでいなか

ったことに少し反省があります。ただし，何年か前の「ま

ち飛びブエスタJで，ちょうど神楽坂のいちばんのストリ

ートの街灯が新しくなったのです。その記念ということで，

まちに暖簾を掛けようと，近隣の小学校の子どもたちに

「まちのれん」というものをつくってもらって，新しくで

きたすべての街灯に子どもたちの絵を掛けたのです。

それから，実際に，去年は「坂にお絵撒きJ では，子と

もが全身ボディーベインテイングになりまして，都会のお

母さんだから怒るかなと思、ったら意外に怒らなくて， 市絡

になってやってくれました。今年は初めから小学コ校に声を

かけて，積機的に日程に組んでもらい，活動に入ってもら

おうと患っています。

都心部ということで，確かに，子どもに対しては手薄な

のですが 1つ残念に患っていることがあります。実は，

神楽坂の少し外れた所に，長野県の飯山市が行政の東京事

務所を持っていたのです。そこは，いろりも切ってありま

したし，いつも産産品を売っていて，そこに近隣の子ども

たちが自然に集まってきて，神楽坂の中で田舎を体験する

ということが始まりかけていたのです。私たちNPOは，

それを支援したいと思っていまして，将来的には，飯山は

野沢混泉のそばなので，神楽坂の子どもたちがスキー合宿

に行くとか，交換留学生約に子どものやり取りをしよう。

向こうには都心を体験してもらい，こちらは国舎を体験し

よう，ということを計部していました。しかし，飯山市が

行政の財政のほうで潰してしまい，実は 3月 31日で閉

鎖になって，いま非常に心が空白の状態なのですが，その

ことができたら良かったなという 4患いなどがございます。

霊園線透貨 F門JIこ依存しない地域の絞済循環，信頼隣係

が構築されてきている

0木下 飯山まで行かなくても，近場の市原でも。これに

関連して，長谷川さんから「農の体験，重要だと思います。

綾子で参加することで家庭の中に根づくのではないでし

ょうかj という質問です。

0山EB いまの話はまさにそのとおりで，これは綾子の潤

だけではなくて，地域のさまざまなところで関係性がもう

一度得構築できるのではなし、かと患っています。それに対

して，いまの我々の生活から総体約なもの，全身体的感覚

でかかわるものが大分失われてきていると患うのです。そ

れを取り戻していく象徴として「農Jというものを箇いて

いるのです。「農Jは僕らにとって失つてはいけない大事

な原風景の 1つなのではなし、かと添います。今までの日本

の近代化・現代化の流れを，ある言い方をすれば， I認際通

貨の円の獲得競争だったような気もするのです。そういう

点で震えば，地域通貨が実際にいろいろな所で試みられて

いるということから考え合わせていくと，淘罪事通貨の円に

あまり依存しないような地域の緩済循環，信頼関係を当然

踏まえたものですが，そういうものが徐々に出来上がって

いるのではないかと思います。

鵬お民家の移築について
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0木下 あと，古民家です。 f吉民家移築，大変，昨今の

環境問題にあったとても良いアイデイアだと思います。移

築に際してのそのままの移築か?それとも 3 何か付加され

たのですかj ということで，吉永さんからです。

O宮定 移築に燃してそのまま持ってきたかということ

ですが?補助金事業により p いろいろ足さないといけない

ということで，そのままの部分だけではできないというと

ころで 3 台所やトイレ等を増築いたしました。

姐子どもの感性を引き出す場づくり

域の案採しの体験と表現へという，まさに「坂にお絵描き」

もそうでありますし， r'i青長空間マップj もそうでありま

すし， r~;襲J の記憶j 云々もそうです。いずれも体験，表

現をすることで気持づくりから形づくりへという，そうい

う作法が重要である。

掴永久にまちの宝を継承7 育もう

E重要な作法の2番隠は r永久にまちの宝を継京，脊も

うJということ。この「永久にまちの支を織承，育もうJ

というのはp 象徴的に地域の記憶を形にする。山間さんら

は f農jの記憶を形iこする，まちの記憶を形にすることを

提起された。そういう意味で i記憶」という近代が失っ

O橋本(貝塚市立邑然遊学館) 私の報告は，子どもの感 てしまった宝物をもう一度呼び覚ますという，この記憶を

伎を集めて報告させてもらったということなのです。です

から，感伎を引き出す場づくりを，情報提供も含めて，ど

うしたらし功、かというのが夜、の呼び水の役割なのです。こ

の感性をどのようにまちづくりに活かすかということで

すが，子どもたちが考えるいしリけというのは自然がし、っぱ

いあって，汚くてもきれいでも生き物が住める)11，汚くて

も楽しく遊べる)11で，ということですが，そしたら r近

木)11って，ええ)11ゃなj と言っているのと一緒でタ銭のか

からない)11づくりという価仮鋭の共有ができているので

す。

fええまちとは何ぞや」というたら r人の心が穏やか

なまちj，と答えて，これは事件がないということなので

す。そして， r皆が幸せに住めて，都会でも都会すぎない，

出舎でも宿舎すぎない，自然がいっぱいで皆が生かされる

まち。j これも銭はかかりません。大人の理解があればす

くにできます。そして，恩 g 府がカを入れてくれて， 51j室

内かけて河口干潟をつくる事業に入っています。これはい

ま大人の潤線なのです。これを子どもの作業にどう引っ張

り込むかがし、まの私の仕事です。

まとめ 2

0延藤 先ほどのは前半を

まとめまして，後半の f地

域・人を育むまち育て iとい

う点に議論がさらに膨らみ

ましたので，今後に鍛えて 6

つぐらいのキーワードをも

って本 Eのまとめにさせて

いただきたいと思います。

形iこするということが 1番自の作法とつながって，神戸の

御蔵はわざわざ兵綴県の香住町から民家を持ってきたら，

神戸のお年寄りも記様、を呼び覚まされたり 3 心象風景が呼

び覚まされてし、く。「記憶j というキーワードは棟めて全

体の発言香の中に響きわたっていました。

盤名もなき人々の巻き込み大作戦

3つ告は f名もなき人々の巻き込み大作戦j0 ["ブタさん

大作戦j という話がありましたが，地域の仲間づくりのネ

ットワークをヒタヒタと広げていこうという，この f名も

なき人々の巻きこみ大作戦jという{中部づくりネットワー

ク。

園かけがえのない場所の個性をいかす

人を育むまち脊ての作法のp 地域が君主わっても，状況が

変わっても，共通する重要な4番到のキーワードは「かけ

がえのない場所の個性をし、かすんこのかけがえのない場

所の鈎性という点では，神淡坂ではこの場だからこそこの

イベントという話が日置さんからありましたし，福井から

は移動の地域的手段の確保という，いずれも，その場所に

しかない個性に着服をして，その仮性を 扇輝かせるとい

う，捨てられてして商活や民主主にもたまり場をつくるとい

う意味もはらんでいるかけがえのない場所の倒性。

臨多様な世代1 他地域と白地域?住民とボラン子ィア

5番呂は「多様な世代，他地域と自地域，住民とボラン

ティア」。この多様な世代慌の協働と交流というのは千代

留の発表にありました L，他地域と白地域は神楽坂もあり

ましたし，住民とボランティアの協働・交流というのは神

戸からもありました。それぞれの発表の中に，世代間及び

内と外，協働と交流，そこから，思いがけない出来事が起こ

睡気持づくりから形づくりへ ってし、く。

1つは「気持づくりから形づくりへj ということで地域

の宝探し。これは財産とか魅力とか》いろいろな言葉が使 睡夢と志を持つ子どもを信頼する

われましたが，気持づくりから形づくりへということを地 6番目に「夢と迩を持つ子どもを信頼するJ。この子と
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に，状況に合わせて多様な動き，機動をする。 r学干上融合

遊楽共事驚感表現瞬発機動j。

これは織に読みますが，漢詩風でありますから縦に読ん

でみますと「合喜務動jということでp 喜びを共iこしてい

くと言語きがお互いの関になち現れてくる。 f肩車共表機j と

いうことで，共に最重け合うとチャンスがお玉工いのf簡に現れ

てくる。「社楽感発Jということで，楽しみ合う隠係が生

まれると感動，フィーリングがさらに発してし、く。「学遊

驚燐」ということで，遊び心をもって学んでいくうちに驚

きが瞬間的に立ち現れ，自己もj詩りも状況をきをえてしえ。

ついて斗こ斜めにも読んでみますと，右上から「合共感瞬」

ということで?立ちに行動していくうちにフィーリングが線

開自に点ち君主れる。左上から斜め下に読むと「学楽表動」と

いうことで，楽しみながら学んでいくうちにお瓦いの状況

づくりの動きがぬまず表わになってし、く。縦横斜め何でも

ありという，これが創造的「住まい・まち学務」の方法論，

作法として本日全体の議論の合間に見え隠れしていたか

と思るわけでございますc いささか独断と偏見，勝手なま

とめでございますが，今後に役立ててし、ただければと段、い

まゥ「。ありがとうございました。
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~ZP¥む42忠 4343務長

i必〉等レ ;LCTミフミヒ t 忌〈主輸する
E 可 制吃急時ペ?にプミベ宅， ~'-bづてにイ

もが未来の意思決定者であり，どの時代でも，どんな状況

でも，子どもは夢と志を持つ存夜である。そういうふうに

信較すると，子どもを媒介iこして地域の大人も変わってい

くということが?それぞれの発表の中に共通した作法とし

て括り出されていたように患います。

前半の?学結融合jになぞらえて，上から頭文字に丸を

打ってもらっても何もつながらへん。何もつながらへんけ

れども，王手仮名で書いてください。「きとなかたゆJと，

上から読んでも何もつながらへんけれどもタ下から読んで

いくと「ゆたかなとき」。最後 r~をかな時間の共布」とい

うキーワードは，神楽坂から寄せられたのですが，現代社

会が，ミハエノレ・ 1 ンデの言葉を借りると「時間ド口ボー

に追われているJという，子どもも大人も時間ドロボーに

追われているけれども，国撚e'J通貨の丹の獲得の経済戦争

を超えて 9 むしろ地域のとト モノ コト トキの豊かに

徳環する，エコノミーを越えるエコロジーを創造しようと。

そういう視点がこの「豊かなときJとしづ，金持ちを目指

す生き方がお本を駄丹にしていっているのに対して，創造

的「住まい・まち学習」は豊かな f時持ち」という，金持

ちに代わる「日寺持ち」という，社会に対する新しい価値観

を提起してみようということが?具体の緩理主を過して明ら

かになったように患います。

北九州市立大学の秦さんは細川端捕手IJの額縁から[JL]行訴

を 10偲紹介していただきました。それに触発されて漢字

凶行詩ハージョン P最後にまとめてみたいと思います。

A
A
O

事
現
動

融
共
表
機

社
楽
惑
発

学
遊
驚
瞬
…

属学校融合

最初は r学社融合Jです。学社高官合というのが前半のま

とめでした。これは去年，一昨年から続いている岸さんら

のキーワードの全国への波及を示していますむ

せが1~l\:\~-~寄ら

狙遊楽共番

2番目に「遊楽共喜jという?特に後半の発表の中には，

遊び心をもって楽しみながら共に喜びを共有し合う。

醸驚感表現

そのことによって f驚感表現j と。驚きというのは心の

中に感動の濯を呼び7 その感動は続時lこして逃げていくけ

れども表現をしよう。

幽瞬発機動 ふ
も
品
加
抑

一
桝
摂
表
出
m

h

肝
管
佳
品
札

制
守
秘
敬
称

当臼のファシリテーシヨングラフイツヴより

それから}先ほども触れましたが，務きという体験は人

の心の中に，子どもも大人も「瞬発機動」という，続発と，

状況に対して機敏に動き始める機動性で寸。機会あるごと
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5.第6回「住まい・まち学習」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・まち学習の関係者が分野を越えて集い，成果・ 1育報を交換・

蓄積していくことを限的とする。これから¢住まい・まち学潔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，個別的・実践的でありながら普通霊的・体系的要素のある論文，

調資・実践報告をt募集する。

テーマ:住まい・まち学習一次代のよき住まい手・っくり手合育む

5.2公募婆領

公募英語問・ 2004年 10Jl ~2005 年 2 月 10 日

公募方法 :13本建築学会，都市住宅学会， 13本家政学会，日本都市計在留学会，日本環境教育学会など，

各学会誌紙，および，建築や教育関連の雑誌・新調など。

原 稿 A4半Jj4または6ページ (10，000字または 14，000字程度，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，住教育委

員会のコメントを付す。

発 表 会:応募原稿の中から，公募趣旨l::if3って特に優れた数点を住教脊委員会て選定する。

発表総文の選定・発表論文の選考にあたっては，a:テーマと士操の君主要性，②視点・仮説・方法の新

機中島性，a;調査・検託のユニークさ，④実践f生と当時者十主，⑤分析・論述の合理性

の 5つの視点て発表者を選定する。

住教育委員会:委員長 延藤安弘 (NPOまちの縁側!育くみ隊)

委員 小海紀美子(東京学芸大学)

木下 勇(千葉大学)

町田万里子(元筑波大学附属小学校)

細IE 洋子(建築と子供たちネットワークイ山台)

奈須豆裕(立教大学)

*所属は募集当時

応募先:(殿){主r者総合研究財団 {主教脊係

干1苅56-0∞05邸5 東京都世E毘E谷E区E船橋4ゆ29-8
鍍言話吉 03-34必84叩 81 FAX 03.3484-5幻794
E丑.血剖1 ju主油sοke印まn@rru勾司

U四RL ht坤旬:羽:f/www帆町.J灼u田soken.o叫1笠勾'.JP伊p/
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1-5号陸次



発売 l 丸義株式会社出瓶事業部 tel:0.3-3272-0521 

在庫については住総研ホームベージ (http://www・jusoken.or・jp/)または TEL(03-3484-5381)でお問い合わせ下吉い。



f伎まい・'*ち学習J論文集 (2000年開発行)

⑫学校教育での取り絡みから

*海に生まれた新しし、まちのコミュニティについての一考察一学校と地域並びに封似安社会

がつくるコミュニティのあり方

-西尾城下町J刈愛着を深める 官fかど?みどりJ探検隊'学留の実践ー

.生活科「まち探検カメラウォッチングJーサボーターは大学生一

・子供参加による勃描設整備に関する実蹴甘研究

*1景樟むをとりいれた住覇軍寛教育一高等学校事怠科の授業隷おも

@プログラム・システムとして

*街づくり教育手法をベースにした総合的学澄 南カリフオノレニアと仙台i悶lの事例を中

'LAこ

-伎潔境草生育における学校・地油成・専門家のi藍携に隠すξ研究ー

*綾子の地域学習プログラム0:開発iこ関する報告一学習型環淡デザインワ』クショッブの

実践と課題一

・子どもを対象にした実践的な防災まちづくり教脊のプログラム開発についてー

・「住まい・まち学習Jにおける住文化のアフ。ローチ 高知県の封出或環境と住宅を学習する教

材の課題

。自治体での取り組みから

今井美枝子(千葉市立fJ勧降初

宇野真里子(愛先教育大学)

福岡実和(袈カタリナ女子高紛

重洲紫(都留ガヰ大学)

主材調子(献学芸大学)

位農割地(東ゴじ丈化摺大学)

iU毒草草書苛(弘前大学)
鈴木賢一(名古屋市立大学)

志村優子

三浦安ぺ高知女子大学)

-まちづくり学習の展開の可絵的こ関する考察一石)11黒・まちづくり大鰐き人間養成伊裁 陣内雄次(宇都宮大学)

事業を例にー

・北海走における住教育への取り総み住まし、づくり体験塾から体験学習プログラムづくり 長谷)11和告(北海道古都由主宅都市研宛邦
へー

ド美術の中広設業境教育横浜美神秘告の試み3市民のアトリエ中学生斗帯夜

@市民教育“生涯学習として

・住まいづくりに関する中立的学習活動の可能出こついて住情報とし、う挽有Jがら

.模型車出納も学ふ住まい

-私びJ住まし、まち学習歴一章館前予備軍のつぶやき

・大学生の自然、との毅 L~メ々と住環掬笥辺の自然伏況と O)r，品聖位 自然との f共生に向け
ザ一、

*花と緑のまちづくり活動参加促進のた吐の市民教育における公共主主聞広剥り吉動実習作効

果兵庫県立怒洛景観園芸学校における生涯学習の取り組み

⑫まちづくり・住まいづくりの祷点から

・建築学科学生のまちづくり参加製演習の実際広島大学i環境計図額演習Jでの商斜館蔵

地区のまちづくり参加をi毘じてー

*1まち育て)0::祝点からの干潟環噴σ:提案型演習による実践と考察一大学，市民草草稼に

よる「異論!停留」の誤みからー

*みつはま生活博物館における子どもと大人のノ《ートナーシップ穏まちづくり学習

*まちに学ぶ、まちを活かすー島潟市・J1日遣し街道を舞台に市民主主役のまちっくり物言吾¥ー

・it:llJJ肺 丸山オC谷地f互のまちづくりと住環境学習やまさかのまちで共に制加

*杉並まちづくり研究会「エポスjにおける"まちづくり学習?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模型で見る世間谷の事起草展jへの協力ーまちづくりに

おける信頼関係と担し、手育成のきっかけづくりとしてー

・まちっくりのためのデザインガイドライン英関ヒューム地医デザインガイドラインー

・斜都世を利用した街づくり7ρら考える 分吾模台生宅における街づくりを過してー

-密産の無耳目材と詩朝食をli5カミした家づくりーどう国民の健康を保持し，健全な樹…とを再生す

るかー

-サスティづブノレハウスの提案一地鶏住宅建設業者σ本質改善策

く著者は第 1著者のみ。所属は応募当時。*印は発表論文〉

く本体1，印O門+税、 ISBN4-88331心31-0>

三土先君子(レジオンデザイン)

江上徹(九州産業大学)

藤活rtJ香(有線育陵女子主期大学)

増山乃利子(君主馬大学)

石井晶子(東海大学)

平田富士男(淡路島親毘際学紛

宇高雄蕊(広島大学)

III中宏実(千葉大学)

曲部情維(愛媛大学)

海草清言(名城大学)

志賀勉(九州大学)

前野淳一郎(杉並まちづくり研究会)

長尾関IJ(側〉世関谷広都市整備公紛

漆原弘(ヨーク犬学)

淘甥盗(東急設計コンザノレタント)

矢間秀次郎(ATT流域研究那

戸谷英世(NPO倹窓生産間前究会)
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r住まい・まち学習J~健猿報告・論文集忽 (2001 ま同月発行，) 

φ学校での取り組みから

*自然環境と暮らしの総意にかかわ型地域と創る学習鋸策する学び料主まし、手・っくり 藤本勇二(Jゴ腰骨j、学物

手を育む

*コンピュータネットワークを利用した交流学習での「パリアブリ)のまちづくりJ-他 国代久美(宮城大学)

台市における実践報告そのI

・総合的学習としての「みち」を核とした町学資の展開ー 鈴木賞美子(愛知教育大学)

・人に優しし喧鵠を志向する生徒の育成一環擬手術能力を高めるまち学習を通してー 加藤俊樹(名古摩市立新郊中学総

*近代化遺業遺産を生かしたまち学習 曲田清維(愛媛大学)

Ihttp'//阿 w.niih醐 ami田町一-1.KsS. ed. jpJあかがねの里.ZIJ~乙鍋1J 1こようこそ

. 1演習活用法」によるポケットパ~7{/:計酪と評飯 熊耕土(徳山工業高等専門学紛

・パース作図から学ぶ住まい 藤居由香(新尉青駿女子短刀

*縫史的港町職における大学研究室による自発的取り組みーまちづくりへ向けたすま 問中大紛(東京大学)

い・まち学習

@地場の学びづくりの取り組みから

*空飛ぶお台場プロジェクトー始まったばかりです。お台場から発倍する，私たち''21世 話機和工E特区立滋働時弓わ

紀の共宵'へ広場語いー

・地域立教育力を生かした子どもたちのまち探検地域おこしと総命的fどす翠σ;持聞こむ 西郡泰樹(松戸市i[!l、金:'J学紛

けて配体駒苦動的言報富一

*1子どもPJjから「われPJへ普福寺)1[におけるまちづくりの取り総み一 山田清(人イエまちネットワーク)

・子どもたちか哲務きする新美術館構想村立難慨を過して村を見つめなおす一 間中麻里(群潟大学)

・町並み探偵で郷土学習の実践高知県安芸綴漆半利的立奈半布川、学校における総合学習 三滞喜喜一{高知女子大学)

の試みー

-まち砂っくり手インキュベータとしての「コミュニティオアイス」と「タウン情報 web 秋示法事件記長国立犬学)

サイトjーインフォーマルなスペースからの，まち宥て

・母親の自然への勝乙伎と子どもの自然併殺の関連につして都内客機簡に子どもを通わ 石井晶子(東海大学)

せる母裁を対象として

.PTA 活動から新言する堆潟続、ットワークづくりへの関わり一世田谷広立桜IJ~椴卒業生 森本八月喜(アトリェ・ハッヒ」オ」ガスト)

120名へのアンケート讃澄を通して

・コミュニティづくりは“鳥の目"をもって「子育てしやすし鳴って，どんなまちつ行 奥閲佳子(JPA日本支部)

政と市民の連事トjの研究からー

。地域伎を生かした住教育

-都市祭礼強習にみる住まい・まち学習¢視荘一福井県の三園祭，ノj、保放生会，勝山左義

長祭を対象としてー

• 1ぶちょう」の住まい・まち学溜に関する提案一線或凶こ鹿鴻した住教育教材¢開発一

・ヒューマンネットワークによる授業づくり 地域性を生かした住教育の手引き書

• 1総倣告な学習の防司j と連携した高等学校家庭科住膳領域の展開学校以楓¢連携

による住まい・まちづくり学習品、のアプローチー

⑮地域，学校・行政の連携の数り紐み

*全E喜一汚し、)11=ili:;本:)11の汚名返上その活動から子どもが考えるまちづくり

*自治体におけるまちづくり学官プログラムの開発につして-)11崎まちづくり副読本「ま

ちは友だちりのf七成を通じてー

*主限車環境手習型原敏ワークショッブの展織につし、てー仙台市のf託銀行政の実践から

*1住環境学習フォーラム2000jの取組みー総合学習時代の学習カリキュラムづくりに向け

て組曲高から考える住まい・環境学智一

材活図上罫!降車IDIGjがつなく場或のf防災Ji: 1人育てj-学佼・地域・行政治宝道携したIDIGj
ワークショッブの実践をi重してー

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

形成の可格段 高齢化性会を党据えた緑を通じた住み良し、まちづくりの考察

。その他

・建築t基本用語に関する考察子ども建築用語集の提案

・新しし都市づくりη潮流とデペロツノ牛べが没劉 豊カミなコミュニティづくり

〈著者は第 1著者のみ。所属は応募当時。*印l土発表論文〉
〈本体 1，2∞円+税、 ISB時半88331日035-3> 

碓田智子(福井犬学)

市村美幸(高知大学)

久側目津代(ブd似て学)

金)1 1久子(山書~学)

橋本夏次(貝塚市街初

宮附申哉O崎市御百

院 本 郎({I出魚市役籾

松本千秋(iJ:.戸}II区役岡市

徐々木貴子(羽鶴草教育大学)

安尾晶子(淡路景観園芸学紛

山口邦子

戸荘英世(NPO住宅生産生研究必
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ぷ会ましいまち学習J 喪掲載強i"，-~~論文緩急 α抑制一閥紛

。学校での取り緩みから

* ~事をかなえよう長松小改造計画j 総合的な学資の取り組み

*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ひのネットワ}クをつくる

*総合学習・交流学習で選める「バリアフリーのまちづくりj

一仙台市における実践報告その2-

*未来のまちづくりを題材にした総合唱力な学習の可能性

東長lIlJ小学校における高都心プロジェクト

-地域に根ざし、学ぶ軍事びが生まれる学校づくり

共脊ちふるさと総合学習・追究の事臓からー

・金沢市における子どもを対象iこ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

⑫地域の学びづくりの取り組みから

* rわれpj 2年目の進化一東京都杉並区松ノ木小学校の取り組み

*地域で育てる学校ピオトープ・・・窟1);主と管理器官用

-地域素材としてため池を活用した環境学習の評錨
明石市立J工井ヶ島小学校のため社主観察会のケ}ススタディー

・子どものための環境カルグーまち学習におけるカノレタの有効性一

・子どもを対象にしたまち学習ワークショッフ。を通じた地元商濡衝との関係伎の構築

横浜市金沢B:における実践報告

・震史都市、津島に残る古弁戸を活用した子どもと高齢者の交流を促すまちづくり

・防づくり協議会 f高知市上町そだての会jの実銭報告

-植木生産業と住宅の共生を目指した花と緑のまちづくりワw クショップにおける人

と組織

・近木)11流域自然大学一子どもの文化磁→ r)ll~;分校J

・青葉通における景観形成アクションプログラムの取り総み

ー景観ワークショップの活用を通じてー

@私から始まる学びづくり

*子供からみた住まいとまちー私の居住燦ー

*絵本の活用のための基践的調査一住教育プログラムの穣立に関する研究ー

⑤その他

・マンションの管理総合制度から見たまちづくりー制度設計上の視点よりの考察

・住まいと健康 健康的な主主内空気への歌唱組みに対する海外動向

一海外諸国の取り組みと発展途上国における重量内空気汚染ー

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 1.2∞PH税、 ISB時半88331-037-X> 

河城骨文雄(佐賀県唐津市立長松小学関

野村ゆかり(高知市立第四小学校)

田代久美(官城大学)

魚崎英治(仙台市立東長町小学校)

荻野嘉美(額部町立大雨f可小学校)

馬場先恵子(金沢学犠大学)

長谷川雅浩(ね輔寒地住宅那事研型車市

山田清((有)人イエまちネットワーク)

林まゆみ(兵庫県立磁路3こ業大学/淡

路景観隆義学校)

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)

藤間泰寛(横浜医立大学)

山口友伎(愛知教育大学)

植問通子(高知市上町そだての会)

長谷川荊l珪王子(はせがわ計翻室)

繍本夏次(貝塚市役所)

岡本一郎 ({I山台市役所)

定行泰甫(私立武蔵高校)

久内純子(フリーライター)

渡議修(法政大学)

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

@学校での取り絡みから

*発見したことを表現する「住ましリ広学寄

家庭手ヰ学資に探る秋代の住まし、手づくりJの可制性一

*総命的な学官。')s寺慌の可後f生をさぐる f再制緩史たんけん2∞2・地下鍛t東西線プロジ

ェクト 歴史や伝統のよさを生かしたまちをデザインしよう ¥1の実践を過して

*主制或の中の学校から、封税率Eハ発信 「あったらいし、なこんな校廷の会」プロジェクト←

総併号な学習を通して、子ども・保護者・線車・主事・地域住民・行政担当者・専門家

と進める校庭づくり

-地域の特産、下山千歳白菜に挑戦11 高齢者切知恵・経験・技術を生かして

・小さな幕試物語り f中延σ:森!と図工案の官謙一

-市民的資質の育成をめざすまちづくり学習の取り組み

一事法瀬戸際T働基路開発にともなう公園づくりを通してー

.*点耕における住環境研究の発表

・小・中学校での住まい・まち学潔の現11，と学校教育支援の'>IA't兄
兵庫県東播対也君のケーススタテーイ

・大学生へのまちづくり教育龍谷大朝国際文化学部での実践

@地域の学びづくりの取り組みから

高橋ちあき(上佐世保市立広回小学校〉

菅原弘一(仙台市立南小泉小学校)

宮田利率(枇凶6区立守山づ母校〉

本田富佐子(世田谷区立鳥山ヰ七小学校)

楚良浄 (t細谷区立劇号制

長谷川陪(千葉大学教育学部附属ノj号制

関根照欣子(神奈川県立相模大野高間

大塚毅彦(明石工業高等専向学問

寿崎かすみ t告訴宰大学)

的蹴における滋樹ぬまち学習のしくみづくりに関する実蹴切済 問代久美俗畿と子供花ち才、ットワーク鮎耐

-1隠密Tまちかと市新械官・堤焼佐大ギャラリーJを事例としてー

*大学・公民館・行政の連携による吉然との共生の生き方をさぐる体験実験教案の 維部智子():阪教育大学)

取り組み 『大学子ども開放プラン2000・200Uの実践からー

*子どもの主体性を脊む参痴の場にj損する研究 中宇1桃子(NPO性会こどもステーション)

一千葉県佐倉市における fミニさくらjの活動を事例としてー

*つなぎ0);デザイン/1個人の体嘩匂を「佐会の経験Jに Wjf!li青((有)人・イエ・まちネットワ}ク)

東京野j、金井市における刻性kセミナ」での事例から

・子供連とー殺に住まい、そして辺世記へ蝦或環境を継承ー建築士¢試み 岩本主主二〈摩擦土建工業(側)

-近代f描業遺産カミら学ぶ「モノづくり産業芋習jの一考察 村土沫来{愛知教育大学)

一“ノリタケ正液"を娃討すとして

・消費者教育としての住教育生活i協司紐合における学習活動 妹尾親子(東京学芸大学)

・住環境教育における体験学習の位置づけと効果 後藤さゆり(東京学芸大学連合大者向鈎

@まちづくザの君主ザ組みから学ぶ

*高絞主主と大学生の協働作業による長屋再生提案 小松尚(名古屋大学)
提案型学習ワークショッフ。の効果と識語一

*神戸総胤 f衛艇跡jにおける『よそ者(若者Hが支援するまちづくり 田中寅(都市基遜整備公団)

一神戸市i長田区街厳重5'6・7丁目地区を事例として

*台湾犯1大地議議輿地域yこおける「ふるさと再釦の試み 目良部くみ恵悦涼義術大学)

「浦里の種クラブj参加。球機から

・地峨が支える 1)1防分船 橋本夏次(近木)1防域自然大学研究会)

・和田街路上し、きし、きギャラト 牛ルミックを利用した樹子者君主荷あ昌実験一 秋元馨ゆ軍兵簡立大学)

・「癒し系Jワークショップを超えて 宇高雄志(広島大学)

-y中fでのワークショップを巡る議論を通じてー

・「有料貸し初動式による」市民都宮足立濁管理の可能性の検証 安尾昌子供箆県立淡路長畿溜芸学総

一“主主力道ら育てる県民交籾掴コンテスト"を1っσモデルとして

・アンインテンショナノL住教育の可稔性を土叡或におけξ公共熔設への意識から探る 薬袋奈美子(福井大学)

「思v't:l:集jへ投稿された作文:からの考察

・遊びゃ多文化学習から始める、初めての地域まちづくり 種村麻衣子(横浜市役沼市
ーサンプランンスコ・梼兵市特約i区正事例より

・半公共的空間における参画と協働についての研究松料自阪まちづくり協議会の区直盤 様f!l洋子(奈良女子大学)

理事業・真野地区まちづくり推進会の復興活動事閥積より

⑫その他

• Healing Gard叩 S正ユニノもーサノドデザイン英趨・オランダ・日本配事例 橋本公克(橋本建事弱移砂刊

現代田本でガーデン、ンテイ瑳論を実践する意味資産形成のできる都市経営 戸谷英世(即O住宅生農協研究会)

〈著者は第1著者のみ。所属は応募当時。*印l土発表論文〉
〈本体 1，2'∞何十税、 ISB持4-88331-039-6> 

214- 2005年{主総研i{主まい・まち学習J実践報告論文集6



『住まい・まち学習』実践報告・論文集5 (2004年9月発行}

。学校での取り組みから

*主体的こ fまちづくりJに歩廊しようとする中学生の育成

*珂減の「人やもの・こむと関わり，自分を見つめる学駕活動
クロスカジキュラム f自分を見つめてJrJ:学習の実際から

*ノj、今ヰ交rJ:語障t材としての住務育絵本及び解説書fO)I'F1成
・食の学び泊ミ育むi主まし、手・っくり手

子どもと学校から始まるまちづくりー

・子どもを育てる封搬の力iこ支えられた総命的な学宵の時現

一松戸市小金における埠械の活動と小学校の総合的な学鷲d時習

4織の文明開化 [1日見付芋校jをテーマとした近代化i量産学習

.次代7非旺い手を育成オるまちづくり学習に概する研究

ーまちづくりさず習における斜佼への支援対制知可ノ級生につし、てー

.案内需線境に践する住教育

住居模型教材を用いたワークショップによる一考察

.学校生活における住環境教育

一光環境と昼光照明をテーマにした体験学習の試みー

・微生物を利用した生ごみ却』巴化装置の環境教育への活用

⑤地域の学びづくりの取り組みから

請E田健司(名古屋市立大曽根中学紛

高橋ちあき(佐世保市立広隙小学校)

薬袋奈美子(福井大学)

藤本勇二(市場町立市場小学校)

商郡泰樹(松戸市立ノj金ノjφ佼〉

本椋俊介(愛知教育大学)

中)11和郎倣蔵野市街開

主主藤綾傍窃Z学芸大学)

部 11重量二(駄回大学)

平石年弘(明石工業高等事門学校)

料腕Rの多様な人たちと環わった提薄謹まちづくり学習へσ涼も戦 大和部繍栓((財)i賊法まちづくりL't:封
一学校とまちづくりセンターとじ〉溺携による公癒計爾吋〉道程

*子どもの伝統空間体験とまちづくりの可能性 朝日司鳥法美(松山東雲短期大学)

時'()法人庚申庵倶楽部の取り総みー

*子どもと大学生の実践まち育て 村山史t!t(麻布大学)
ーふちのへ重尉可まつりのごみ分知回収ボランテイアを通した環境常習ー

-先輩から後議iこ受け継ぐ、参加型まちづくり f思いj と f技j 杉椅和久(東京大学j

東大1封筒;工学年ヰ fまちづくりj繍茸の取組一

・大学生の参力団とより活凶じされる地域まちづくり活動 種村麻衣子(横浜市街悌

一神去りII[王魅力さ加せ隊の活動と蔚嘩道ンンポジウム特鋼11宿大会への展望一

・子どもたちと一緒に「まちj を考えるための誤沙 問合協生(谷中学校)

こどもまち探検隊プロジェクトをとおしてー

・商庄街をフィーノレドとした子どもの建築・地域学習活動の実践 ノj、松尚(名古慶大学)

一名古屋市千種区覚王山樹脂街での活動事例ー

• U，起と言える日本/ノk平な社会を目指したはじめの一歩 塚原愛子(筑波大学)

千葉県市J京市小法網における空民家活用の実践と展望

・子どものための環境学習についての研究 田谷笠子(車洋大学)

ー(仮1附 )1路市森林公園計幽地を事例としてー

・子供を対象とした「まちづくり学習」の展開の可能性に関する研究 筑藤真理(文京区役郎

横浜市の事例を過してー

@まちづくザの取ザ組除から学ぶ

*震災を持者換した住民が取り組んだ、まちづくりの一つの方法 戸部真由美(まち・コミュニケーション)
--[:御菅カノレタjづくりの実践報告一

*住民主体の小さな文わ量産例呆布活動 服部くみ窓傍む夜勤駄学)

台湾「二結」から日本のまちづくりへのメッセージ

*入居4去の暮らしのサポートを通じた分替議場挟生型マンション正環輔!踏 級車宣言語ム繍式会社←一ムネット)

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

*外国籍主畏が集往する公営住宅フ;生活上0;魅力と問題に関する申修E jこ弁後呑(日本アイ・ピー・ 1 ム)

神奈川県営上飯聞いちょう田地を弁像、として

) 11に!:T..iかされた日々 一{非勾でつむ?ぐ子どもとまち 橋本夏次(貝塚市立自然遊字額3

・地方鋭草創持費させたノ《ワーでまちの沼恒t活動を展際 高橋八州太郎留孤礼町会7
-えちぜ人連結草の干持費とその後のまちづくりへの対応

・世悶谷線!日型車何デハ自5形侭存運動実践報告 長尾冊目(元「志望葺保存会J)

まち学習実場ヲ資事4保存連動失敗記

・まちづくりセンターの事業と今後の展望 中葡昭彦宇名古漁市街邦

一恨的名古屋都市センターの活動を通じてー

・まちづくりに果たすNPOの役割 井上清書(共立女子大学)

-NPO都市住宅とまちづくり研究会をケースにー

・大JE時代のまちづくりー武摩君隙磨町役場と大字両f効相区0;行敬財政システムと小学 津田洋子

校。役割西榔T所蔵資料考察より

〈著者は第1著者のみ。所属は応募当時。*同日は発表論文〉
〈本体1，200 I'l十税、 ISB品4-88331-041-8> 
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