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〈われーそれ〉から〈われーなんじ〉へ

ーはじめににかえて

第 8留をむかえた「住まい・まち学習J実践報告・論文発表会は、新しい特徴が浮上した。それ

は、当日の発表者手の圧倒的多数が大学校生であったことである。発表論文は、{主教資委員会メン

バーによる慎惑な評側・討論を終て、内容・方法において新規報性とオープンな創造的討論の稜子

をまきうる潜在牲に着娘して選考されていく。 今年の論考発表者に若手段主主が多かったのは、

投稿締切りの日穏が修士論文提出後であったことに起因したのかも知れないが、少なくとも発想

と方法における斬新さにおいて際立っていたことは否めない。

発表者の大学院の所属が、教育系よりも建築・都市系ばかりであったが、研究佳)の領域が、防

災，景観，子ども環境y都市史，建築計量設住辰計画にちらばっており、建築・都市系のあらゆる研究綴

減において、次世代育成の視点、ヒトモノ・コトのつながりの観点が共通スタンスになってきて

いることをうかがわせた。「対象J 1:こしての空間を扱うことに独自性をみせてきた建築・都市鎖域

の研究において、若手院生の「人と人のつながりを建築していくJ という言葉に象徴されるよう

に、よりよい~間形成をもたらす「隠係」と人総の育みという住教育の方法を多領域に浸透させ

ることの重要性があらためて明らかとなってきた。

往教育の方法が新しい次元で関われている。各分野の研究・実践が空部形成をめそっての科学的

思考や技術的アプローチに加えて、住まうことと生きることの主体性(かかわる意識)と持続性(時

をかける過稼)の感覚の回復と再創造に向けての根源的問いをもって衝迫しないでは先へ進めな

い段階にきている。人隠のt世界へのかかわり方の基本的態度の究極的潤いを発したのは、管見の

限りでは、 M ブーパーと図田幾多郎ではないかと，思う。

「人間の態度は人潤が語る根源語の二重性にもとづいて二つとなる。根源語の一つはくわれーな

んじ〉の対応語である。他の根源認はくわれーぞれ〉の対応語である。J(Ii'我と汝』岩波文庫版p，7)

従来の建築・都市研究がくわれーそれ〉の近代的足、考に傾斜していたのに対し、{主教省研究はくわれ

ーなんじ〉の脱近代的思考に赴いている。くわれーなんじ〉の関係を笥閏幾多郎は「行為的自己」

と命名し、くわれーそれ〉の根源認を発する「知的自己」の倒錯をこえていく方向を明らかにした。

くわれーなんじ>r行為的自己」といった「いま・ここ」を深く包括約にとらえる全体知アブロ

ーチは、今回の発表の中には、住まい方や地域資源への気づきと態度、場所の緩盟主に溶けこむ豊

かな身体的経験，体験の表現による感性・理性のバランス、自立と交流と共生の持続、等々に多様

にあらわれている。

昨秋の「住・まちづくりフォーラムJでは、学力論のこれからの方向を、従来の「知識学力議J

から新しい「創造知能論J として提起されたように、研究笑銭論においても、本発表会は縫実に

新しい方向感覚がみえてきている。来年さらにその中味と方法が深化・具体化していくことを切望

するとともに、若手を含む多世代の研究者に加えて現場教育者や地域実践者など多様な方々の発

表・交流を期待したし、。

2007年 5月

(財)住宅総合研究員オ罰 住教育f委員会

委員長延藤安弘
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; 第 8[fj] r住まい・まち学習J実践報告・論文公募結果

応募数 28編 ! 

発表依頼数 10編(うち 8編発表)

(財)住宅総合研究財部 俊教育委員会 (2C昨年8月現在)

委 員長延藤 安弘(愛知日産業大学大学院/NPO法人まちの縁側育くみ隊)

委員小i暴紀美子(東京学芸大学)

木下 勇(千葉大学)

町田万史子(大学非常勤講締)

奈須正裕(上智大学)

堤 祐子(仙台市教育局太白区中央市民センター主査兼社会主事)
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2. r住まい aまち学習」襲践報告・論文

2.1 学校教曹に関連した取り組みから





小学校一年生の出酔}における「公思遊び」の中で

子どものまちとの関わりを高める取り組み
鈴 木邦B)j*1 

キーワーF 小学教ヶ年生，生活宰L公臆，まち¢生き物

しはじめに

小学校一年生の子ども遼にとっての「まち」とは、自

分の生活に関わりのあるものが中心であり、それらは「学

校」と「家」である。まだ段分の慢心が外の生活へはあ

まり向いておらず、自分と直接機わりのあるものが中心

となる。「学校」と「家」以外のもので、まちの中で関わ

りがあるのとしては、お庖や公喜露である。おj創立翼い物

で、公園は遊びなどて台関わりを持っている。しかし、お

時や公閣との関わり方は、家庭での経験によって子ども

に火きな差がある。

今回はその中の公践に着告し、そこにいる生き物を題

材にして取り粉んでいきたい。子1::"も透が普段過ごして

いる自分たちのまちの中の自然に綴を向けてしペ。その

中で、分からないことを自ら調べようとしてい〈こと、

友だちとー絡になって何かに取りま1んでいくこと、見た

ものや分かったものを伝えていくことなどを大事にして

いく。小学校一年生の子どもが様々な経験をしながら、

友達と一緒に考え、作り上げていく中で育っていく姿を

報告したい。

2.取り組みの構想

2-1 取り組みの目的

小学校年生が自分遣が普段過ごしているまちの中の

公魁にいる生き物を題材にして、様々な活動に取り頼む。

その中で、子ども達のまちとの関わりが高まり，子ども

遠の現在及び将来に良い影響を与えることができる。

2-2 取り総みの方法

①生活科の学習での公園遊びの中で公園にいる生き

物(纏物や動物)を産党察する。

②教室の壁に作ったスペース (1mX 3 m)に描いた

生き物を掲示する。(写真4+1 参照)

③季節の変化に応じて、錫示を作り梼える。

③季節や場所による違いなどから自然やまちについ

て考える。

-3-

⑤観察したことや発処したことを文化祭で緩や地域

の人にi.2える。

3.子どもの実態

3-1 地域について

子ども逮が生活している均所は神奈川県横浜市神奈川

氏で、 JR横浜駅からも徒歩顔であり都市部である。学況

に畑やI羽んぼは余〈ない。鉄道では、 JR東海道線、京浜

東北線、横須鑓線、京浜急行線、東急、東横線、横浜市営

地ド鉄、道路では、街道 l号線なと引が通っている。

学区の大部分力'I!:，~tllj.晶で、中授撲のγンションが多

数あるエワアと"~Fl建て中心のコニリアとがある。駅のそ

ばは酪業地域で、 IJ¥草訴前湖:食応や掬応が多く、 τ場が

若干見られるという地域である。江戸時代の東海道の神

奈川宿の一部が学E互に含まれでおり、由緒のある神社や

史跡などが多数ある。公冨は大規綾な物が1つ(/Si.町公

園)あり、中規撲な物は数値程度ある。

3-2 子どもについて

子ども遠の遊びは、室内での遊びが中心である。遊び

の内容はテレピゲームやカードゲームなどが主である。

戸外で放課後の学校関放を利用して学校で遊んだり、公

園などで遊んでいる子どももいる。しかし、防犯上、交

遥安全上の現!出から、子ども逮だけで公繍や道などのそ

の他の場所で遊ぶ子ども迭はあまり多くない。子ども逮

が遊びの中でまちとの溺わりを持つことは多くない。

また、交通の{重などがよい地域であることから、新し

く建設されるマンションも多く、転出入の数は鋭と多い。

替から住んでいる人と最近住むようになった人の両方が

いる地域である。

そういったこともあり、子ども迭にとってまちとの関

わりはあまり多くない。年に数回千fわれる地域や神役の

祭りに参加する程度である。なるべく学校でも子どもi童

が地域の人との関わりをイ乍ることができるよう様守な形

で働きかけている状況である。

キ i横浜市立脅料、学校

東京学芸大学教育学期卒業
横浜市立小学校教諭として、子どもの健庸と環
境をテーマに実践安続けている。
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4.実際

4-1 取り組みの流れ

取り組みの流れは次の通りとした。

① 活動のねらいとやり方の確認

② しぜんとあそぶ①春から夏

③ しぜんとあそぶ② 夏から秋

③ しぜんとあそぶ③秋から冬

⑤ 文化祭「学校アェステイノ')VJ 

⑥ しぜんとあそぶ③冬から春

写真4-1-1 教窓の壁にある「しぜんとあそぶ」スペース

4"2 しぜんとあそぶ①春から夏への活動 (11時間)

4-2-1 公園での活動 (9時鶴)

桐畑公園 (6 Fi 16日雨 1時間)

高島山公醤 (6斥22日 謄れ 2時間)

(6月初日曇り/雨 1待問)

反田T公園 (6月29日晴れ 2時間)

台町公重量 (7月 5a i穏 1時間)

(7月 12日宿れ 2時間)

学校からす寸そばにある椀畑公霞ヘ行き、そこで気に

入った築を一人一本倍程ってきた。その築を教室でクレヨ

ンなどで了箪に描いた後、「しぜんとあそぶ」スペースの

木に貼った。

、また、高鳥山公園には、木登りに手頃な木があり、多

〈の子どもが楽しそうに木登りに取り組んでいた。木登

りが初体験の子どももおり、悪戦苦闘しながら取り組ん

でいた。木登りの絞験がある二子どもがコツを教えるなど、

互いに助け合って木登りをしていた。初めて登った木の

上での「木の上って気持ちがいー!Jという子どもの声

が印象的だった。

学区で一番大きな反町公窟には、水辺(池や噴水など)

があり、そこに生息している生き物の観察をすることが

できた。「しぜんとあそぶJスペースに新たに池を作り、

銃察することのできたアメンボなどの水辺の生き物を貼

り付けた。

可燃

写真 4"2"1 木に…入枚葉を付けた

写真4"2"2 花や虫などが貼られた

4-2-2 公鴎以外の活動(1時間)

7月3日に綬業中に「箆虫¢体はと事うなっているの?J

という発言があった。そこで、皆で図書室へ行って、 o
量産などで確認をしようということになった。凶書室主の使

い方の勉強で、分からないことがあったら、図書室に行

って謝いるということをやったすそ後だった。日ごろ、

公園などで昆虫などを観察しているが、動いているもの

もあり、なかなかじっくりと観察することができていな

かったようである。それぞれの子どもが自分の興味のあ

る生き物について、形態や暮らし方などについて調べて

いた。

4ω2-3 活動の振り返り(1時閣)

活動についてのアンケートを実施した。

生活科で公箇へ行ったことについて

楽しい 13人おもしろい7人

公lBllで見つけた生き物を教主義に掲示したことについて

楽しいS人 きれい4人おもしろい3人

うれしかった2人かわいかった 1人

教室が明るくなった 1人 すごかった 1人

きれいに摘けてうれしかった 1人
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みんなの絵が上手だった l人

4-3 夏から秋への活動 (9時間)

4-3-1 公隠iでの活動 (8U寺周)

高島山公溺 (9月21日 精れ 1時間)

(9月28臼晴れ 1時間)

台町公園 (9J=J28 EI 晴れ 1 s寺閤)

沢渡中央公癒(10月38 騎れ 2s寺閥)

(9月7El D寄れ ls専問)

幸ヶ谷公園 (10月 13EI 贈れ 2s寺隈)

どんそり拾いを主目的として高島UI公闘を訪れた。落

ちているたくさんのどん寸りを見て、拾った数を競い合

う子、変わった形のどんそりを探す子、拾ったどんぐり

で何かできないか考えている子、できるだけ大きなどん

ぞりを探す子、どん寸りの色に着目し、様ヤな色のどん

ぐりを探している子などがいた。どん寸りという共通の

話題で、色ヤな!f5で自然や潤りの友j塞と黒星わりを持って

いる姿が見られた。

台田I公闘では、公匿の内の縞々まで探したが、どんそ

りのなる木を見つけることができなかった。その結果、

放諜後にそれぞれの子どもがどんそりのなる木を探して、

その後、みんなでどんそりを取りに行こうということに

なった。

子どもからどんぐりがあるという情報が寄せられた沢

渡中央公園へ皆で向かった。どんそりのなる木は l本だ

け見つかった。拾えたどん寸りの数は少なかったが植え

である樹木の種類が多く、それに注目している子どもが

いた。

学区外にはなるが、徒歩 10分で行くことのできる幸

ヶ谷公園へ行った。そばにある幼機関にi遭っていた子ど

もの案内で公園を散策した。ある子どもが今までにない

種類のどん寸りを発見し、大事びしていた。

写真 4-1-2 ダンゴムシを観察している子ども

-5-

写真4-1-3 公i認で守き物を燥している子ども達

4-3-2 公関以外の活動(1時閣)

10月初日に今まで拾ってきたどん寸りの整理をした。

クラスの子どもが「磯類調べ・絞からどんそり淑り・ど

ん寸り洗い・穣類分け」の4グループに分かれ、活動し

た。種類調べの子どもがE草案皇室でどん寸りの見分け方に

ついての本を見つけてきたことで、今まで拾ってきたど

ん寸りの種類が分かったものがあった。いくつかのどん

寸りは形からでは、種類を判別することができず腐って

いたら「本に書いてある葉っぱの形から務べると分かる

よ」という発言で皆で築つばを調れに再度公繍に行くこ

ととなった。

また、親や兄弟の協力で、家のパソコンを使ってどん

寸りの種類分けについて資料を持ってきた子どももいた。

それらの資料は、印静lし、皆に配布し、教室の壁にも掲

示した。

4-4 秋から冬への活動 (10時間)

4-4-1 公園以外の活動(1 1 月 l 日 ~6 日 3時間)

今まで 20001間近〈のどん寸りを拾ってきたので、その

活1司法について墳で考えた。活用法としては、人形作り、

コ?作り、アクセサリー作り、ボーリング、どんぐり箇

作り、どんぐりつかみなどが出てきた。

4-4-2 野毛山公主題遠足(11月 17白 5時間)

学年一全体で横浜市西区にある野毛はj動物園および野毛

山公匿れ行った。動物留では、 トラ、ワニ、キリン、ク

ジャケなどの大きな動物を見学し、テンジクネズミ(ハ

ムスクー)、ひよこなどを実際に手にとって触れ合ったり

した。また、動物盤の鱗にある公隠では、学長Eの公閣に

あるどんそりとは違った種類のどんそりを多数発見し、

十合っていた。

4-4-3 反日了公箇 (11月20日 2持悶)

横浜市環境創造局北部公闘緑地事務所と共同で、反留f
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公主題の花壇ヘの球根植えを行った。直筏 10m'まどの円形

のスペースに各色のチューリップの球根数百個をデザイ

ン樹を元に糠えていった。

4-5 文化祭「学校フェスティパルJ(17時間)

4-5-1 文化祭「学校フェスチイノ'}VJについて

文化祭は、模駒吉やお化け屋敷のあるような文化祭で

はなく、学習発表会の要素を多分に含んだもので、 1年

気iま生活科の学習を主主かして「どんそり」をテー?にし

て取り総んだ。

4-5-2 準備の活動 (11月21E]~12 月 7 FI 7持関)

クラスを解体して、学年として取り組んだ。「ものっく

り、ゲーム、アクセサリーJの3つのコーナーに分かれ

て活動を進めた。

4-5-3 文化祭当日(12 月 8 日~9 日 10時総)

2白!習に渡って行われた。 1日目立、金議日で、それ

ほど多〈の人は来なかった。 213EJは、土曜日で、家の

人や地域の入など多くの人が来た。

子ども達l立、写真4-5-3にあるように、教室内で、お

庖燥さんのような形で、客に接した。今まで集めたどん

そりを活用して「ものつぐり、ゲーム、アクセサリーJ

の3つのコーナーを作った。

写真4-5-3 文化祭当日のどんそりの人形作りの様子

4-5-4 子どもの作文から

ぼくたちは、どん寸りでつくったしょくぶったんとう

でした。学校フェステイパルがちかいのに、かんがえた

のがぜんぶしっぱいさくで、大へんでした。いえにかえ

って、おかあさんといっぱいかんがえて、かんたんで、

だれでもつくれるものをみつけました。それは「キノコ」

です。っくりかたは、まるいかみにキノコのもょうをか

いて、ボンドをつけて、キノコのぼうしをつくります。

それからどん寸りにかおをかいて、キノコのほうしをど

んぶりにくっつけてできあがりです。とうじっ、キノコ

をつくった人が「かわいい」といってくれて、うれしか

ったです。みんながやってくれてうれしかったです。 2

年生になったら、いいものを見せたいです。

きょうしつでどんぞりのボーリングのおみせをやって

いると、おきゃくさんがいっぱいきました。たとえば、

六年生だったり、おかあさんとおとうさんだったり、い

ろいろな人がきて、大はんじようでした。ほんとうにう

れしかったし、たのしかったし、おもしろかったし、す

ごくよかったです。らい年の学校フエステイノ，jレは、今

年の学校フェステイパルをいかして、さらにうえをめざ

ししたいです。たのししおもしろく、うれしい学校フ

ェスティパルにしたいです。

4-6 冬から春への活動 (4時慰)

4-6-1 公潤での活動

続畑公滋y(1月23B 1時間)

高烏I.lJ公冨 (1月23臼 1持部)

反田丁公障fj(1月25臼 2時間)

1月23flに約2ヶ月振りに皆で高島山公園、桐熔公主菌

を訪れた。ある子どもが以前はあった草や葉が無〈なっ

ている事に気付き、「なんだか、こうえんがずいぶんすっ

きりしているなあ」とつぶやいていた。また、桜の木の

枝に小さなつぼみを見つけた子どももおり、小さな春を

皆で感じていた。

1月25日には広之町公癒を訪れた。 11Fl20Bに植えた

チューリップの球根¢傑子を鋭察した。子ども逮は、小

さな芽が出ているのを発見し、歓滞在あげていた。

4-7 i苫動のまとめ (2時間)

4-7-1 活動のまとめ (2時間)

1月26日に 年障の活動のまとめを行った。それまで

訪れた公関や取り組んできたこと、掲示物(植物や昆虫

ぴ〕事会が員占ってあるもの、 十 1-1)についてなどを振

りiほった。取りま11みについてのアンケートを行い、作文

を惑いた。

47-2 Tンケ ト紡架

表4-7-2-2 まちのごとがわかりましたか(命日十26人)
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% 46 42 38 の公園

4一千3 子どもσI){乍文から
こうえんではへんかを見ました。たとえば、どんそり

がどうなっているかとかまえ見た木がどうなっているか

とか、いろいろなことをしらべたり、あそんだりしてと

てもたのしかったです。わたしはこうえんにいくのが大

すきなので、毎日いけるといいなあとおもいます。

反町こうえんではチューリップのきゅうこんをうえま

した。なんか斥かしてから見てみたら、芽が出ていまし

た。よかったです。はるがたのしみです。はるにきれい

にさいていたらうれしいです。いろいろな人にみてもら

えたらすごくありがたいです。

反町こうえんへいきました。そして小さい子にあいま

した。 l才の子なのでとても小さい子です。わたしがだ

っこしてあげたらとてもよろこんでいました。だっこし

てあげようとするとす寸に手をだします。かわいいです。

そして、学校へかえるじかんになってしまったので、手

をふるとないてしまいました。

5.まとめ

5-1 成果

5-1-1 子どものまちとの関わりについて

アンケートの結果によると、まちについて「よくわか

った」と「すこしわかった」を合わせると、 96%の子ど

もが、以前よりもまちのことを知ることができたと感じ

ている。小守材交…年生l立、行動範関が狭く、学区の中に

も知らない所が多い。自分の室長とi遭っていた幼稚冨・保

育園に近いエリアは知っているが、それ以外は知らない

ことが多い。今回¢学習でまちを歩いている中で、まち

についての知識の共有化が図られた。それぞれの子ども

は住んでいる所や興味腐心が違っている。それぞれが、

自分の知っているものを教え合っていた。

小学校2年生の生活科に「まち探検」という題材があ

る。まち(7)t草子を望日るという学習である。今思の学習は

その前段下唱としての佼霞付けとなる。取り組む際、単に

公爵にfjって、遊んで来るということではなく、「まち学

習」の一部だという態識を担任が持つことが大事である。

そういった議識のあるなしで、 子どもが感じるものに大

きな違いが出てくる。 2年時の生活科、 3年一時の社会の

授業では、アンケートの結果(表 4-7-2-3)にあるよう

な'f.どもの関心と指導内容とを検討し、取り組んでいく

ことで、さらに子ども遠のまちへの王理解が深まるであろ

う。

小学校 1年公鼠遊び(生汚科)←今回の学習

2年 まち探検(生活科)

3年 おj苫言問何、まち係検(社会)

4年 望書聖書、消初、水道など(社会)

5年環境(社会、理科)

6年行政(社会)

図5-1-1 小学校におけるまち学醤の配列

5-1-2 子どもの育ちについて

門脇りは学齢期の子どもにとって、その子ども遠の社

会力を育む最も翠要な場は地域社会である。その母出と

して、地域は子ども遼にとって全生活領域である。そこ

には多くの家があり、さまざまな屈があり、工場があり、

駅があり、郵便局があり、公騒があり、死裳館があり、

川があり、というわけで、空間としてとても多様である。

そこで子ども漆は様々な人に出会うことができ、様々に

異なる体験ができる場でもある。土佐は或には多彩な入が住

んでおり、基本的に肉質な学校(腐りは陪じ年齢の子ど

もだけ)とは大きく違うと述べている。

今回の学習の中で、子どもが、分からないものを自分

から認べている姿を何度も見ることができた。どんそり

の種類が分からなかった特に、本に載っていた情報をも

とに奨を見れば'fJJ3'Jできるということに気付き、皆で確

かめに行ったりもした。始めの頃l立、分からないことを

どうやって競べたらよいのかも分からず、苦労したいた。

しかし、徐qに、凶書室の本で必要な情報を見つけられ

たこと、家でパソコンを使って調べた、知ってそうな人

に闘いてみたなど、誠べ方を理解することができてきた。

子ども逮が主主いに様ヤな情報を交換をしている姿も多

く見られた。公園に行く途中、日分が知っているものを

友達に教えたり、家などで調べたものを教えていた。

また、子どもが自分で調べることができるようになっ

たことから、自分で新たな疑問を見つけることができる

ようになったきた。自分で調べることで、分かることと

分からないことがはっきりし、それがさらに調れていこ

うという慾欲につながっていた。

5-1♂ 子どもの自然体験について

小林2)は子どもに五官(感)を通した霊堂かな自然体験

をさせる時期は、自然物と祇抗なく触れ合うことができ、
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しかも脳の可塑性の大きい幼児期から十歳の頃が最適で

あるとし、幼児期から小学校低学年の終期に原休験を豊

富に行わせることにより、判断力、表現力、創造力を霊堂

かにすると捻手臨している。

子ども逮が生活している地域は、都市部であり、普段

なかなか自然に触れる機会が多くない。今回の活動で、

田Tの中にある自然に関心を寄せていた。見つけた様々な

生き物に関心を寄せている姿が兇られた。

5-1-4 公麗について

今凶、子ども逮がまちとの関わりを作る場所を公園と

した。小学校一年生にとってはとても適切なものである。

公溺は子ども逮が遊ぶことのできる場所であり、のびの

びと遊んでいた。アンケート結果(表4-7-2-1)からも、

子ども達が公留に対してとても宵定的にとらえることが

分かる。

柴田3)，立、公園について、小さい子どものうちから自

然から色々なことがらを学び、やがて自然を大切に守り

ながら、賢〈活用できるようになることは未来社会の環

境を保持する仁からも大事だと述べている。

また、公闘は、自然が多く、生き物を見つけるにはと

ても良い場所である。都市部は緑地が少なしとても資

重な空悶である。特に今回の実銭の子ども逢が住む学区

は、農地は会くなく、緑地もほとんどない地域である。

そういった地域であることもあり、公閣の自然がとても

大事となってくるだろう。

空潤(スペース)が多いことも公留の特徴である。子

どもが、大きな空間を使って、様々な遊ひかを工夫するこ

とができる。

5-1-5 子どもが掲示物を作り上げていくことについて

今回、写真 4-]・1などにあるように、どの季節も木以

外は何も書かれていない漠造紙に臼分透で描いたものを

貼りつけていった。色ヤな公E置を閲り、掲丘、スペースの

生き物が徐守に増えていったり、治や土のスペースがで

きていくことを体験した。掲示物が身近にあることで、

常に関心を持って、活動することができていた。

また、学校フェスティパルでは、小さなと明ん寸りをテ

ー?にして、子ども逮がヱ夫をして色々なものを作り上

げていた。

振り返りのアンケートによると、婦示物などを作り上

げていく活動は、「たのしいJ'きれいJ'おもしろい」

「うれししリなどがあった。素直な感情が表れているだ

ろう。

5合課題

5-2-1 人との関わりについて

今回の学習では、地域に住んでいる人との関わりを持

つことがあまり多くできなかった。人との関わりがあっ

た場面は、学校フェステイパルで、学校の人や家族にど

ん寸りのことを伝えたことや公箆で遊んでいる擦に小さ

な子どもと関わったことくらいだった。人はまちを構成

する望書素のなかでもとても大事な要素の つだと考える。

今回は年生での実践であったということもあり、彼ら

にとって関心が高い虫や植物に u畏をおいて取り総んだ。

次のステップとしてまちに住んでいる人との関わりにつ

いて淑り組んでいくことで、さらにまち"'-の理解が深ま

っていくだろう。

5-2-2 子どもの安全について

現在の社会状況は子どもが安全に公隠やそ(7)it患の場所

で遊べるものではなくなっている。特に小学校一年生が

被害者となる事件が全国起こっている。子どもの安全に

対して、学校も保護者引も非常に神経を使っている。この

一年で、今回の実践校では、子どもの下校の方法がぱら

ぱらだったものから、方酋別 手寺下校になったり、通用

門がモニター付きのオートロック式になったりした。

今回の活動において公置に行く際の引率は主主任 人で

あり、不審者などへの注意に大きな配慮を要した。社会

状況が以前とは透っており、校外学留などを行う際には、

保護者や教員志怠の学生などによる学校ボランティアを

積極的に活用していくことが望ましいと考える。

まち全体の防犯力を仁げていくことが火事であり、学

校の活動(今回の様な学校の授業)がきっかけとなって

そういった力の底仁げをしていくことが緩ましい。

5-3 最後に

自分のまちゃ住まいの潔墳に関心を持ち，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。小学校一年生の段階においては、まず、まち

に関心を持つということから始めることが大切である。

そして、まちの人との関わりやもっと広い地域ヘ関心

を持っていくなどの活動につながってい〈ことが緩まれ

る。
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地域の病院に着目したエネルギーの総合学習

~まちづくりの学習にエネルギーの況尽な~

酒井喜八郎判

キーワード 地場・病境・獲境エネJレギー教育・見学活動・防災教育

I はじめに エネルギー学習を進めることにした結果、仰向続!JIこ着呂

1 )研究め限的 した。従来、子どもにとって身近な病続は、医療j産設と

京都議定書が発効され、環境エネノレギ』教育の重要性

が叫ばれている。 20u5年l土、愛地球博が、「自然の叡智」

というテーマで名言了烏で隣かれたυ そこで、 子どもたち

に、環境エネルギーの震要性に気っかせるために、総合

学資の待関を利用して実践を行うことにした j

その際、従来の実践にあるようなエネルギーそのもの

を取り扱うのではなく、 f地域jのフィーノレドから教材化

を進めることが子どもたちの問いを深めると考えた。

1 -2)研究の意義

まちづくりについていろいろな実践や研究が行われて

いるが、エネノレギーの視点から論じたものはほとんどな

い。まちに生活する人々は、エネルギーに支えられ、そ

の恩恵を受けている。しかし、エネルギーは、匡に児え

ることもなく、その窓恵や価値、また、その重要性につ

いて考える機会はほとんどないのが現状である。そこで、

エネルギーを視点、としたまち学習について、総合学習の

実践をもとにしながら、考えてみたい。

1 -3)実践の方法

身近な地域の見学活動を通して、実際に子どもたちの

闘で、環境エネルギー施設を見学し、巨大な万博会場を

支えている新エネルギいや、総合病院を支えているエネ

ノレギー施設について考えさせる。もし、エネノレギーがな

くなったらどうなるか、実際の見学活動をもとに、考え、

エネルギーの重要性について気づかせる。

在 実践の内容

Iもしも電気が止まったら I，，~命を支えるエネルギ

1 実践のねらい授業を考えるにあたって

・①地域の病院とエネノレギーの教材化

・②緊急時におけるエネルギーの重婆性

. ③グノレぃプ学習

エネルギーは自に見えないので、子どもにはなかなか

とらえにくい。日本のエネルギー問題などというチー7

では、抽象的な議論になり、切実性がないっそこで、子

どもにとって身近な「地域」をキーワ」ドに教材化し、
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しての扱L、であった。今也、この『病続』を、エネルギ

ーの視点からとらえていった。

この実践で取り上げた中京病院は、子どもたちの住ん

でいるマンションの近くにあり、子どもたちが病気にな

った時利用する施設であることはもちろんのこと、一部

の保護者や家族が看護士などとして働いている砂場でも

ある。中京病院は臨床研修指定の総合病院として、基本

的に全ての疾患に高度先進約医療を行っている。特に、

腎綴系血液透・熱傷・脳卒中などに熱心に取り組んでい

る。また、救急医療体制の整備には特に力を入れ、 m誌

の健康を 24時間体制で見守っている。

ところで、この市民の健康や命を守る病院も、エネノレ

ギいの視点で考えると、電気がなくなると照ることばか

りである。実際に、病院を取材してみると、中京病院に

は私たちがよく知っている医療のための内科・外科など

の他に、施設保金課があり、病住宅のエネノレギぃ関係を支

えていることがわかった。主た、さらに訪韓べていくと、

病俣の篭気の使い道l士、①動力(モーター関係)③照明

関係③医療器具関係、の3つのカテゴりいに分かれ、特に

多いのが①動力=モ}ター関係の 6日%であることがわ

かった。この動力関係の中でも、 一番多いのは、主主務関

係、で5附を占めている。つまり、病院で一番大切なこと

は、空調であり、清潔であること、ほこりがたたないこ

と、中の汚れた空気を、外に出さず、病院内で処分する

ことなのである。つまり、精密機械を作る工場がほこり

を出さないようにするのと閉じである。この祭識のため

に、ローノレブイノレターに空気を送り込むファンを凶す動

力がそーターである。残りの 10%の動力が、エレヘータ

ーやエスカレ-5-を動かすためのものであり、これに

もそーターが使われている。つまり、電気エネルギーを

開転エネルギーに変えているのである。さらに、調べて

いくと、病続で使われている点滴装鐙も、以前は者護士

が王手で押していたのが、現干生l士モーターが内蔵されてし、

るとしづ。また、 B階建ての総合病践では、病気の診断

をしたカノレテや検査の試薬なども、モーターを使った電

気のコンテナで移動させていることがわかったり

キ 1所現在、名古屋大学大学院教育発達科学研究

科博士課穣在学中
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[写真 1Jモーターのついた阪で、病F定内を移動するカ

ノレテや薬品類

つまり、病院のあちこちにモーターが使われていて、そ

れは、 800以上に及ぶという。次に多し吋再院の電気の使

い道l士、②照明関係が 20%で、病院の照明やコンピュー

ターなど照明目的で使う言意気である。また、③の医療関

係、の器具に使う電気も 20%であり、これは ICUや手術

室などに使われている。そして、もし、電気が止まった

ら病院では、バッテリーが 10分間稼働することになっ

ており、さらに、その後、病院内の発電機が回り、 2持

関~10 時間稼働することになっている。優先的に電気が

凶されるのは、 ICUや入院患者の病棟であるというこ

とである。このように、身近な病院についても、エネノレ

ギーとし、う視点から見ていくと、生命を守るライフライ

ンとしてのエネルギーの重要性に気づくことのできる大

切な教材である。そして、身近な生活の中から篭気の大

切さやエネノレギーの大切さについて考えることのできる

子どもを育てたいと考えた。

2 教材化lこ向けて・・中京病院の見学について

(1)第 1凶事前見学 8月3CJ (火)

まず、夏休みの8月に中京病院施設保全諜へ、§丹の

社会見学の協力を依頼したところ、快く協力してもらえ

た。病続のエネノレギ」一施設を初めて見せピもらった。主

に、ボイラ一室、非常用ノミッテリ一、発電機を見学したゆ

緊急ヘリポートlこへリコブダーが着陸するのが見えたG

急患がi軍ばれてきたようだ。このような緊急治療の現場

に触れることができたのは良かった。

(2)第2@]事前見学 8月 16日

中京病院総設保全課の人たちの話し合L、から教師自身

も、この3図にわたる事前のフィーノレドワークで、保全

課の方fたちに質問することで、病院とエネルギー施設の

総連がわかってきた。

3 社会見学

(1)日月 16日(金) J1 :00~ J1'45 5年4組の子どもを

引率して、中京病院見学を実施した。篭気関係とボイラ

ー関係の両方を、グループに分かれて見学、気づいたこ

とや額いたことをメモしてきた。

[写真218'皆建ての中京病践の見学

自大な総合病院であることが、外からの病践の建物の

見学でもわかった。

中京病院のエネルギー鑑設見学後、 f惑1~文を書かせて

みた。

R子，私l立中京病院のボイラーのしくみについと見てき

ました。井戸水では地下80メートノレから水がくるんだ

って。ハッテリーは、約 10分電気をi去ることができる

んだって。もし、停電したら、たいへんなことになるな

あと思いました。

B男ぼくは、中京病院の施設を見せてもらいました。

いろんな機械がありました。暑いところが多かったですo

音が大きい機械がありましたのJ

日男i土屋上にある非常用発篭機のものすこ守い音に驚い

たようであるが、イ可のために、こ正機微があるのかあま

りわかっていない。

l写真 3]非常節発電機の音iこ驚く子どもたち

D男パッヲリーが 1呂0鱈あると開くと繁きました。

機械のilIくは、音が大きく暑かった。富士のI賓とでお湯

を沸騰させる混度は89度でということを開くとびっく

りしました"~ 

口男i士、バッチリーが 180倍もあり、普通の自動車の

3鱈分のパッテリーが 180個もあることに驚いた。

i男「まず最初に中京病院の獲を見学しました。そこに

は、蒸気ボイラーというとても大きな機械がありましt~o

次に行った場所は、空調機というのがありましT二空務

機の役呂はタの 35度くらいの空気を 20度くらいにひ

やし、中へ入れることができるといっていました。次は

バッテリーで 180僚もありましたっ 18 O{圏分で36

-10- 2007年住総研「住まいまち学習」実践報告・論文集8



。ポノレトもあると開いてびっくりしました， J 

子どもたちは、当初、病院の見学に行くといったとき、

どうやら医師や看護師などに出会ったり、手術の様子を

i写真4]病段のボイラー棟の見学

しかし、実際に見学したのは、ボイ7ベコ非常パッテリー

などのあるエネノレギ一棟に見学に行ったので驚いたよう

である。

4 10月 15日の授業

f病院とエネルギ一筋設との「嘉係はつ」

(1)中京病院の見学を思い出して話し合う導入の場部

T この前、 9月 16日にどこに行きましたかり

全員，中京病続

T そうだ、中京病続へ行ったよオユ。 f可を見てきました

か。

s 1 ボイラー

s 1部屋が暑かった

s 1 非常用発電機

s 2 バッテリー

s 2 パッテリーあったね。

P2 自動車、車1台のパッテリ-

P 2 : 3つ分が 180個あった

P 1 他に、ボイラーとバッテリーと

P 1 : :0ンセント

T どこがみんなの家のコンセントと違う?

E3 : 1'¥.が3つある

B3 いろいろな色がある。

D3 緑とか鼓でもとかがある

非常用パ、ノテリーや発議機につながる。

(2)見学活動を振り返る場面

T:病院って何かいだったかなり

D4:8荷主主て

T ふつうの家は何回だてですかっ

D6 : 1階建て。

T 総合病院って非常に大きかったです才立。みんなが見

てきたものって病院と関係あるの。

S4 手術主主とかオベ主主とか見ると恩ってた。

T"でもみんなが見てきたもの、病院に弱係のないよう

なものばっかり。病院て言うと和?を想像するワ

S"手術主主とか・-

T;でもみんなが見てきたものはり

S 機械があった

S すごい大きかった

S"がっかりした(笑し、)

こうして、 f，高校とは無関係に見えるボイラ』や3色

コンセントなどがなぜ病院に必要なのかり j としづ学努

課題を追求してし、くことになった。

(3)学習課題の追究

T:なぜボイラ」とか発電機とかが病院に必要なのだろ

うり

さあ。それではグノレ」プごとに話し合ってみましょうっ

T なぜボイういーとかっかうのつ

(グノト→ブごとに話し合いを行う)

[写真6]子どもたちは 生懸命グループで話し合った]

T はいじゃあ言語し合ったことを発表してください・

お9 バッテリーを使うのは停篭したとき

T エスカレーターは、骨折したとき使う

C4 白が

T ボイラ一lは土お話湯語をわかすため

(考察)こうして、一度病院で見学してきたものの、

その意味がよくわからなかった子どもが、実際に、これ

らの施設が病院にとってなぜ必婆なのかについて、もら

ってきた資料などをもとに、グループで話し合ううちに、

これらの施設が病院にはなくてはならないことが、具体

的な事例をあげることによって気ついていったO

T;そうすると、これらのものと病院の矢印はどうなる

D男;太い矢印で塗る。

[写真 5]病院内の三色コンセント D男は、この矢印を太く塗りつぶした。こうすること
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で、総合病院とエネノレギー施設の続車を理解したことが

よく犯機できた。 D男が矢印を太く塗りつぶしたとき、

会場内から拍手が起こった。

見えなかったエネルギー施設とニr々、ノレギー施設の人々

が医大な総合病院を支えていることに気づかせることが

できた。

(4)もしも電気が止まったら病院はどうなるかり

次に、[もしも電気が止まったら病続はどうなるかっ l

話し合った。

T そもそも病院ってどれくらい電気を使っているのワ

(提示資料)

一般家庭・・ 3kW

総合病続・・・ 3万6000KW

・そもそも病院って何に電気を使って

空識・エレベーターなどの動力 (60%)

・照明 (20%

i写真7J中京病院の集中治療室の様子

そして、病院が混乱してしまうということについて話

し合った。

「非常用電源、の発電機が止まったらどうなるかο」さ

らに問いを深めてみた。

子どもたちは、「どうなってしまうんだろう。Jとどう

してよし、かわかないという発言をした。

そして、もう I台発電機をもってくるか、他の電線と

つなぐなどの方法を考えた。

さらに、私l土問し、かけた。「もし、地震などで道路状況

が懇かったらどうなるだろうかり」子どもたちは、「えー

どうなるの OJと因ったようだったO そして、「発電機の

原泌をヘリコプターでi軍ぶ」などの意見が出された。

c ヘリコプターで運ぶ。

T : -(-'もそれLが C、きな泊ミったら

C わからない

このように、ぎりぎりの極限状況まで考えることで、

児童は、電気エネルギーの大切さに気づいていった。

こうして、エネノレギーの大切さに気づかせることがで

きた。

最後に、この授業の感想を尋ねたところ、「見えなかっ

たものが浮かび上がってきたJとK子は述べた。巨大な

総合病j淀を支えているのは、実1;1:ボイラーや非常!!lの発

電機などエネルギー施設であったことを子供たちは学ん

だのである。このように、身近な病院を教材化すること

は大変意義があった。

5 授業を終えて

このエネルギーの授業を終えた感懇は次的通りである 0

.ボイラーは病続にとって大切なんだと尽、いました。

三色コンセントはすごし働きをしていると思いました0

.エネルギやは命を救うと知ってびっくりしたり

・エネノレギーはほかにどれくらいあるのかっ

このように、包大な病院を支えているボイラーや非常

用ハッテリ』に気付いた感動を伝える子どもが出てきた。

地域の病院の教材fとをエネルギ戸の視点で行うことは、

エネルギー教育や防災教育を、住環境やまちづくりの

視点で考える上で意義があったといえる。

臨終わりに

エネノレヂーの重要性について切実J惑を持ってとらえさ

せるため、地域の総合病院を取り上げ、もし地震が起こ

って重意気が止まった場合について考えさせたことは、緊

急時のエネルギーの重要E伎について気づかせる上で意義

があった。特に、地域の身近な総合病院を支えているの

が、ボイラーや篭気系統のエネルギー施設であったこと

に気付かせることは、エネルギーのま重要牲を考える;意味

で意義のある教材となった。今後l土、地域のスーパーや

コンピニなどに着呂し、エネルギー学習の教材化をIl?lっ

ていきたいと考えている。

今回、環境エネルギーの総合学習を行っていく上で、

万博会場のボランチイアの方々や中京病院の施設保全課

の万々という f地域i の協力に感謝したい。

くj主>

1) 平成 17年10月 15日にでんき文化会館で行ったc

この模様については、日本教育新潤 11月28日号に記事が掲載

されている。

2)この総合病院は、エネルギー織設保全諜があり、電気系統と

ボイラー系統に別れている。

12- 2007年住総研「住まい・まち学習J実践報告・論文集8



福間県・八女福島における

小学校教賓としての町家修理体験の試み

キーワ ド 八女福島。伝統的建造物群保存地底，歴史的関I主主み，

町家，まちづくり学調，子ども，小学校，総合学習

1 はじめに

わが国61番目の伝統的建造物群保存地区(以下、伝

E草地区)である補潟県・八女福島伝建地区(以下、八

女福島)では， r総合的な学習の時間(以下、総合学習)I 

の時間を使い，小学生による町家修理体験の試みが行

われている。これは「福岡県慾築士会八女支部Jと，八

女市内の建築関係技術者が組織する fNPO法人・八女福

島町並みデザイン研究会(以下，デザイン研究会)Jの

呼びかけで実施されているものであり， 2006年 12月

までに 3回行われてきた。この取り組みは，次世代の

まちづくり主体を育てる貴重な機会と従えられるう

え，それに地元技術者が積機的に関わっている点で興

味深い。しかし一方，体験をする小学生，授業時鴎を

使ってi協力をする小学校は，これをどのように捉えて

いるのだろうか。ここに問題意識を持ち，本稿では，八

女福島で行われている町家修理体験の試みについての

調査報告をしたい。

2 鏑釜の概要

務査は次の 5穫による。a町家修理体験に積械的に

関わる地元建築士(デザイン研究会・理事長)N氏へ

のヒアリング調査， @1llT並み教材化についての小学校

との意見交換会 (4図)，③町家修理体験参加者への

アンケ}ト調査，④町家修理体験での参与観察，⑤建

築士及び小学校からの関係資料収集。なお，主iこ取り

上げる修理事例は11.i建地区内にあるK家主屡であり，

アンケート調査は 2006年 1月「土撲重量り体験(事前

学習会む)Jに参加した小学生，11-62名を対象に行っ

た。なお，調査期跨i土2006年 1月から 1年間である。

3 八女篠島について

(1)潔境特性

八女福島は，茶栽培や伝統工芸(手漉き和紙・仏壊・

提灯など)で有名な福岡県八女市の中心地である。起

源は17世紀に形成された城下町にあり，その後は久留

*2有明工業高等専門学校建聾学科学生

*3有明工業高等専門学校専攻科建築学等攻学生
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加藤浩司・ 1

神尾沙事1栴 2

千光士あや権 2

辛島 一樹H

中島宏典・3

米藩最大級の荷家町として発展した。こうした経緯

は，今の町救みの姿lこも色濃く伝えられており，街路

沿いには「辰蔵(妻入り入母屋・大擦塗込造)Jと呼ば

れる伝統的町家建築が立ち主主んでいる(写真3-1)。

(2)町並み傑存の取り絡み

町並み保存の取り組みは，その必要性を認識した住民

有志が行政を巻き込んではじまった。その後は，主役

に地区住民を位霞づけ，その支援に行政がまわり取り

総みを進めてきた(詳線は表3-1)。この掬，伝建地区

になったことは つの成果として特記すべきである。

4 田I家修理体験の契機と経過

(1)契機

小学生による町家修援体験は，2002年12月実施され

たTH家主蔵修理(伝縁地区)における土壁塗り体験

が，その初値l-Cある。この体験学習が実擁されること

になった直接的な契機は，土蔵修理の設計監王子巾をt担当

するN氏が，小学校教頭に土暖君主り体験の提案をした

ところ，教頭及び校長からそれを後押しする則容が得

られたことによる。また， N氏が士号童塗り体験を提案

した背景には， f i事験学習を過して、未来をjil_う子供た

ちに八女福島の，延いては日本の伝統的な建築文化を

知ってもらい，これに携わる大工や主~'f:r等の仕事を身

近に感じて欲ししリという同氏の綴繋があったよう

だ。このように，八女憾烏での町家修理体験の試み

は，地域(技術者)からの発意に学校側が賛同すると

いうかたちではじ主った。この{也，次のような事情も

あった。①当時の小学校は，総合学習導入に伴い地域

に関心を持ちはじめていた。②施主のTH氏は，まち

づくり間体「八女ふるさと塾j代表世話人であり，伝

統約な町並み及び子どもを対象としたまちづくりへの

関心が強かった。③TH氏とN氏は「八女ふるさと熱j

f活動をともにする仲であった。そのうえ，何者とも

小学校PTA活動に取り組んでおり，学校との関わりも

強かった。

* 1有明工車高等専門学輯建築学科明教授

2006年5月 八女儀島の人々 と環境目魅力に意かれl 町並み
の中に住みはじめました。現在はそこを拠点とし地元町15々と
の交流を重ねながら学生たちと 絡立まちづくり活動巨取り組
んでいます。なお?本研究の事例は私の自宅です。
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(2)経過

小学生による町家修環体験は，デザイン研究会(組織

概要は表4-1参照)の呼びかけで，これまでに3即行わ

れている(一覧表は表牛2参照)。また2005年2月には，

f福州銀行跡小公鳳(ポケットパーク)J整備に伴い，桜

塀ベンガラ塗り体験も実施している。これらは全て， N

氏が設計数理を担当する物件である。なお，修理体署員に

際しては，伝統的な町並みに鵠する集中授業 (4時間)

が，デザイン研究会を代表してN氏より行われている。

5 聞T草壁修理体験の実施概況 (K家主畿土鍵幾り体重量)

ここでは，事例として， 2006年1月に行われた fK家

主爆の土監督長り体験Jを取り上げる。修理前のK家主廃

(妻入入母屋造桟瓦護主要嬢造)は，空き家となり 3カ年

科皮が経過し2 倒壊危機に直顕していた。そこで，市民

有志が「八会福島町一家保存機構」を結成し保存活用を

凶った事例である(写真5寸/仕組みは隠ふ1参照)。

こうしたK家主肢で， 2006年 1月17S，八女福島の

町並みについての事前学苦手(1月 12日)を受けた小学

6 年生が，左 lY~ニよる技術支援を受けて土星ま室長り体験を

行った (2時関税度/写真ト2)。最初は，素手で土を触

ることへの抵抗感からか，隣践する小学生の姿も見受け

られたが，そのう九に土をつけ合う光景も見られるよう

になり，娠やかな士二塁ま塗りが行われた。そして，作業の

取り組みの経過

写真3-1 属議が立ち並ぶ町並み

写真5-1 K家主E皇外観

写薬5-2 土壌者望書る小学生

A' 

写楽5-3 名前を書き込む小学生

-a 圃圃園田開守盟国圃圃
百軒 E建 嶋監盆鍵《健保町内舎など》

r一一一一=二一一一斗U士重宝極主iDI
日寸 命属 17.1暗号こよる被禽 多数調"'"蹴壊) I1 

96 

園町日明会

町並みを活かした

まらづくり活動ヘ

981 jr'~~'~'~';'~~~"ï 

∞l時戸語

~H 

回日目

i| 衝なみ穏境後備穆鶏 I1 

伝簿地区澱"に陶げた準備へ

il八女稿文化的景観条例 11 

表4-1 掴T主主み保存に関わる主な住表沼体
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最後には，参加した小学生全員が竹串を使い土墜に名前

を彫り入れて体験学習は終了した(写真5-3)。

なお，この体験学習に続いて伺年4丹には，有明高専

建築学科加藤研究室の学生による，土間三三和土たたき締

め体験が行われたことも(写真5-4)記しておきたい。

(3 )体験学習後のK家主崖

K家主屋は，町家づくりに小学生が携わった事例であ

り，そのま正として土問には小学生と組任，一人ひとりの

名前が刻まれた練札がある(写真5-5)。

現夜のK家主愚l土，筆者 1自宅及び熱出研究室のサテ

表4-2 小学生による町家修理体験の経過

関5-1 K家主監の傑存j舌閤の仕絡み

1-2)あ忽たの住んでいる叡乞ついて教えて〈だきし、。(刊誌62)

1-3)勾司馬表色なみについて鰻じているとと 婚小の縄りにあるまち怠みについて

どう感じていますか? (N=62) 

伝紙約な裁がたくさん
あり格好良い

"い家ばかりで待野惑い

どちらとも替えない

その他

10 20 30 

1-2)自分の家

組組ア鵠附家(叫，イ E空主計主t)
し」ウアパトマン 総選ヱヲ叫…山川町も…

ライトとして，日常的な利用をしている(写真5-6)。こ

のうち後者としての利用は，特に地元まちづくり団体と

の打ち合わせや交流の場などで使っているが，現時点で

は，研究室の作業場所としての性格が強く，地域lこ開か

れたものにはなっていない。一方，非日常的な平IJJllで

は，地元の協力を得て，広く市民に隠かれた利用が図れ

るよう務めている。多くの市民に，調印家の魅力と小学生

が町皇室づくりに携わったことを伝えたいことが，その環

患である。例えば，これまでの使い方は次のようであ

る。①「琵PO法人・町家再生応援罰Jによる“町家カフェ

(大祭期間中 3日間)"関設(写実ト7)，~他地区からの

視察への対応，(J全E富町並みゼミ八女桜島大会での学生

宿泊など。このうち，①では，土接塗り体験iニ参加した

小学生も“町家カフェ"に訪れ，自分たちが土獲を塗っ

た段，友人に話をじ亡し、る姿も免られたようである。

6 小学生の評価

( 1 )アンケート鶴査について

小学生による評価は，クラスt!l任の協力を得てアン

ケート調査により把握した。項目の構成は次の大きく 3

点を，回答のしやすさ等を考えてA3用紙 1枚(表衝の

み)にまとめた。①属性性別，住居の形式，日須町並

みについて感じてし、ること。②町並みに関する学留につ

いて(事前学習含む) 主主築士(外部講隣)の授業，感

想(選択)。③土嬢塗り体験について:感怨(選択/記

述)，今後の町家修理体験への参加意欲。これらの集計

結果は，額6-1と翻6-2}主び表6-1に示すとおりであるロ

( 2)集計結果について

①属性@]答者iま，男子33人女子29入の言十62名であっ

た(うち 1名は体験学習欠席)。“役燈の形式"と“町並

みについて感じていること"では，3':体の 9割以上が

写真5…4 土問たたき締め体験写真5-5 土燃と練本L(援左J

題 6-1 アンケート調査の集計結果(回答者属性) 写真5-6 大学主と由共悶ゼミ写真5-) “世I家力フエ"
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f伝統的な家j以外に暮らし，半数以上の32人が f伝統

約な家がたくさんあり格好良いj と感じていた。特に，

後者について r伝統的な家j で暮らしたいかとは開い

ていないが r伝統的な家j に暮らすノi、学生が「古い家

ばかりで格好悪し、」を選択していないのが，予想、に反し

ていたという点で，ここでは興味深い。

②IIII主主みに関する学習 “建築士の先生による授業"に

ついては，全体の 9割以上が好意約な感怨、を持ってい

i2-1)醐問先生はる捜撃について酬を教えてくださ比例哨

開叩髄咽鎗齢、紙 蜘

隠し..，官良<t>b'&.!Jか"ヒ

たD そのうち f詳しい勉強ができてよかったj と，専門

家の授業を肯定的な評舗をした小学生が全体の約4苦手lい

た。一方， r難しすぎてよくわからなかった;という回

答も若干あったo 方J‘授業全体の感想、"については，

授業を受けたことにより， r (町立tみに)関心を持てるよ

うになったjという回答が全体の 7割近くに及んだ。特

に f伝統的な家」に暮らす小学生 (4名のうち 3名)と

f古い家ばかりで格好惑いJと感じていた小学生が，そ

1-2)自分の家

捌雌ア醐問叫に了間主税〉

亡了 Z224G 周厩ヱその他ω

1-3)町鍍みについて緩じていること

.'祭器EtT主活仁コィ rtMM醐船、

仁コゥ滋だら管制い a・えそ輔{叫

I2-2)醐冊齢岨 吐醐引の醐柑えてく白川 (N""62)

今まで錫罵心重点@かて)1t:bT，
震鱒を受付て拠。を
もてるよう巴.，.

関心をもてない

その他
号入

10 

今までも叩.，たがら
錦繍を製げて働心が

よ勿重量〈怠ヲた
2A 

~，院では罷ゐが滋.，たが

重量漉.~.て鱒絡を
“人 杭るように怒った

際心をもで怠い

その鋤

13-1)土軸りの鵬捕えて〈ださ弘仲間

10 拍20 

明。に裂しか叫

賜得していなか"ヒ紗ど
やってみると灘しかった

10 20 30 

3-3)また土盛鎗り体験など 伝録的右左京づ〈りに惨I泊するチャンスが会った場合、もう一度やって砂たいと思いますか? (N=62) 

関十2

a
i
t
-
ど台叫

V
懇態の験体塗壁土果総計集の査識・ト。ケンア

段間1-2)包帯との関係

2愛禽でな〈ともやりたい

綬鎮であればやりたい

やりたくない

どちらとも霞え怒い

種間1-3)臨答との閤蝿
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う感じていることが特徴的である。アンケート調査で

は I関心、を持てるようになったJ理由を理解できな

かったが，ここでの回答より，町並み学習への動機付け

活動としての町家修王重体験の可能性を侭える。

③土援塗り体験“:士:援塗り体験の感想"では，約6献が

期待を持ってそれに競んでいたことが特徴的であり，う

ち8割以上が f期待遇りに楽しかったj と答えた。また，

f期待していなかったけど，やってみると楽しかったjと

いう小学生も 17人おり，全体で見れば r(土墜塗り体験

は)楽しかったj という回答は約8劉 (49人)に昇った。

その一方で rつまらなかったj は 10人おり， うち2人

は f伝統的な家Jに暮らす小学生であったc それぞれの

理由(表ふりに注目すれば， r楽しかったj環由では，土

壁塗りという行為そのものが楽しかったという問答が最

も多かった。また，将来的にも町並みとの接点ができる

ようにと N氏が工夫している，土墜に名前を刻み込む行

為については r自分たちの名前が何十年も幾るので良

かったjをはじめ計9名がそれを良かったとして挙げて

お号，その有効性を鑑みることができた。この飽，体験

学脅の直接的な教育的効果とも受け取れる意見もあった。

表6-1 土壁塗り体験の感葱(記述)で得もれた主な意見

3-2) r姦しかった2人{去、どのような点が楽しかったですか。 rつまらなかったJ人

は、どうしてそう察じたのですか? (N=S6) 

f楽しかったJ理幽 (N話 46)

0止をS寄る行_a...20人

撮初は土がペトペトで気鱒ち趨〈てさわれなかったけど。 10')絡めたら議し〈えまって

曾た.気づいたら土だらけに怠っていたけど、纏ったり字を書いたり獲しかった

ドロを事でさわυ盛にドロを織るのが楽しかった. など

。〈伝統的怠}家をつ〈る過程に参;00".6人

自分たちの手で伝統釣な猿づ〈りができたし、繍島の良さがわかった.

H 橡るのが畿しかった.書院をつ〈っているような無得ちだった. など

O珍しい体醜 6人

初めて土鍍纏りをして大変だったけど ""とできないことだし震績な体験がでをて
うれしかった.そして 自分たちにメツセω ジをS書けてことが鎗しかった.

a最初は『本当に難しいかな』と忽っていたけど やってみるととても楽し〈て八女で

しかで曹ないことだと怒った. など

0みんZ訟で飽カ 6人

みん忽と協力してドロまみれに忽り広がら主援翁りをするのが楽しかった.

土を，.ると4舎にワラがあたって痛かコたけど、きれいに塗れて良かったし みんなで

泊先で倉たので楽しかった. など

0現段に自分の名織を織す e人(他3名 他のキ ワ ドで重量纏}

名磁を密〈ときは健しかったけど、禽分たちの袋織が何十年も銭るので禽かった

人が住む療に怠分の名鶴を入れるということが姦しかった. など

Oその他

'この京がずっと残ったらいい'"ヒ患い以がら、(土思湿りを}やるのが織しかった.

・ζのまちは人の鎖鱒ちで受け纏がれているから、〈私も)現して島慢できるように心に

鶴しておきたい. など

fつまらなかったJ想段 (N詑 8/全集男子)

C苛れた 6人

ー怒ってた以上に磁や鎗が汚れて穆られたうえ 震に土を塗るのが大変だったから.

あまり鱗伶をしていなかったし 実際やってみてもドロが緩や猿髪の毛についたり

して、家に帰って大量密だったから. など

01躍しかった 3人

織初1ま楽しみにしていたけど、{土盟'"りを}したときは麗しくてつまらなかった.

Cその他 1人

e ごたが織や脊~に鱒んでくるから。
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①「八女しかできないことJI伝統的な家づくりができた

し，福島の良さがわかったj など，八女楢島の個性や建

築文化への気づきを記した意見。 @Iこの家がずっ P

残ったらJrこのまちは人の気持ちで受け継がれてし、るか

ら，私もJなど， IIIT家や町並みの今後に対する綴望や， EJ

分の関わり jJを記した意見。ー方， rつまらなかったj理

由では，衣綴や身体が士で汚れたことが主な意見として

挙げられた。最後に，“今後の町家修埋体験への参加意

欲"については， rやりたしリという小学生が48人おり，

うち 20人は「授業でなくてもやりたいj と穣織的な姿

勢を見せていた。

7 小学校(教員)の評価

努丁家修理体験に関する小学校組uの評価のうち代表的な

ものを表 7-1に整理した。言羊絡は表7-11こ委ねるが，小

学校の評備を総合すれば次のようである。総合学習では，

町並みを含め地域を貴重な教材として捉えており，地域

学習プログラムづくりに積極的に取り組みたい方針を

持っている。また，小学生に町家修耳主体験をしてもらい

たいという技術者の意向も理解してし、る。しかし，町家

表7-1 小学校(教諭)の主な意見(意毘交換金発言婆智)

総合学習カリキュラム線信認に線して

。平成16年度よりJ福島大好きつ子Jの脅威奄基本包標として窓めた。それに伴いf郷

土J というテ マを学習テ マの っとして取り入れ郷土に程密着した総合学習の

緩閥をできるところから翻ってきた。本校の特色として位償フ狩るために。

。しかし、夜跨点で以 f福島大好きっ子Jを背成するためのカりキユラムが充実して

おらず体系約なものにもなっていない。これまでの実繍を つ即時つ精貸し拡がら‘

体系的なカリキュラムそ築き上げるζ とが線建a

。地滋の人モノ コトとの関わりを大切にしたいa 特に人(地域社会〉との際わり

を箆視した針繭をつくりたいと考えている.人との関わりのゆで、子供たち依笠宮

方や考え方など、自分自身の僑備観を深めるととができるので鉱fよいかと考えたため.

0繕農の釘披みは本校にとって貿易な教材として鍵えている.これまでも多くの先生主

カ街並みの教材化を試みてきた。レかし、て子供たちにどんなカをつけるために、いつ

どのように扱ったらよいか.まだgきちんとしたカタチが覚えてきてい忽も、 依ど

総合学習の単元とするために大切なとと

。総合学習".体験fでとどまって拡ならない.それ敏生活科の俊禦，総合学習"・m
幾多毛箆解決学習ユそれをi混じて、子供たちの r生きるカj を育めるようにしなけ

ればならないと考えている.

口調隠元を溜じて、どのような力をつげようとしているのか.それらを子供たち自身で

考えられるようにしなければならない。学綬側が全て舗お繕立て・をし 子供た

ちは「楽しかったJ でとどまってしまう向車きであってはいけないと考えている.

C親元としてカリキュラムのやに伎鏑づ付るためには、毎年度定期的に爽鎗でeる内

密であることが必襲。これは、特定の活動をしなければ忽らないという制約ではな

い。単元に窮して学べる活動が続続的にできれば良い. など

町家修塑体般について

。土壁塗り体験は 生活総合から発展したもので忽〈 地元建築士からの醜いかけで

始まったもの。現雀も、給元建築士からの奏者脅に応じて不定閥的に実施e

。現時点で"計画的に取り組めるもので忽いこと、縫って全体計閣のゆで位置づけ

ができないこと、体検にとどまってしまう活動であることを理由として、質調E恕機

会そ与えてもらっているものの この活動を教材化することは難しい.

。土受，.り体験は 毎年度その後会がなくても良い。しかし、それに代わるものが街

並みの符かの活動に移加する乙とで担保できるζとが大切。，今会事砿これで行こうJ

と.*だ、そとまでの筋力関係砿績付でい芯い.

。続けていくとすれば、地域震建成否動の一環として位賓づけるか、場入の3年次の単

元として位嵐づけるか。 忽ど

2007年住総研「住まいまち学習J実践報告論文集8



修理体験は，総合学習の単元として，言い換えれば教育

活動としては位置づけにくいとのことである。主な漂白

は，①町家修理体験は体験で留まってしまい r生きる

jJJを脊むための教育活動として位霞づけにくい。(2:不

定期(突発的)な活動のため，単元として取り入れにく

いなどであった。しかし一方j地域貢献活動の 環とし

て位置づけるか，総合学習への導入として 3年生の単元

として位霞づけるかJや「土壁塗り体験は，毎年度二七援

塗り体験を行えなくても良い。しかし，それに変わる学

習機会が，町主主みの何らかの活動に参加することで担保

されないといけない。(中略)そのようなことができる

ほど，デザイン研究会との協力関係は，現時点で築けて

いないjなど，今後の継続性に言及性する意見もあったo

8 まとめ ~成果と展窯~

今回l土，参加した小学生ゐと，それに協力をする学校と

いう双方の意見に着目して，八女福島での町家修理体験

の試みを報告した。①小学生の意見町家修理体験は，

小学生にとって楽しい印象が持てる活動であり，伝統

的な町家 'IDT放みに対する関心を高められる活動であ

ることがわかった。この点は， r伝統合号な家j に暮らす

小学生にも共通した。また，楽しい活動に僚まらず，伝

統的な町家・町並みへの新たな気づきを生み出す学びの

場になる可能性があることも垣間見られた。その他，こ

こでは土墜に自分の名前を刻み込むというものであった

が，町家修理体験をその場限りのものとせず，参加者と

町並みの将来的な関わりを生み出す工夫を取り入れるこ

とも有効策の一つであると考えた。②学校の意気一町並

みも含めて地域の教材化には積線的な姿勢であった。

町家修理体験については，小学生にその体験をして欲し

いという技術者の意向にも理解を示しながらも1それを

教育として行うのは容易でないという立場であった。し

かし，そのような見解は，教育活動として位置づけるこ

とを前提とした議論が，技術者と学校閣で十分に行わ

れていないことに起関する間競であった。

…方，今後の展望である。今問の成果より， IDT家修理

体験は，子供/こちにとって楽しい活動であることを前

提にg 彼ら・彼女たちと地域の伝統的な建築丈化をつな

ぐ架け矯となりうる有意義な活動と言える。一方，課題

としては，事前学習にす分な時間を確保することがあ

るだろう。今聞の事例の場合， 4時照が事前学習に充て

られており，それは小学生にとって受動的な学びとし

て実施されている。こうした事前学習を}先人の長11患が

蓄積された伝統的な町家.IllTillzみに対~，小学生の関心

や関緩意識を促しながら行う能動的な学びにできれば，

そのために十分な待部を確保することができれば，町

家修理体験を通じて得られる気づきの援と質に現状以

上の成果を期待できるのではないだろうか。しかし，そ

れを実現するには小学校{掛からの理解・協力が必要で

ある。八女福島の場合，小学校が地域の資源を活かした

学習プログラムづくりに積極的であることから，それを

総合学轡の単元として実施できることが皇室ましいだろ

う。そのためには何が必要か，最後に示唆を行いたい。

③現在の町家修理体験では，小学生の体験機会をつくり

出すことが玉目的になっており，全面否から実施に祭るさ長

ての過程を技術者主導で行い，費用も負担している。そ

れに対して学校は，どちらかと言えば受け身の立場で活

動時間確保と当日参加をする。こうした両者の関係を，

学校教育として町家修理体験を行うための関係に発展さ

せていく必要があるだろう。そのためには，小学校が既

に地域学習ヨプログラムづくりに着手しようとしているご

とから，まず地域学習に対する小学校の考え方や方針を

技術者側が理解をし，そのうえで，町家修理体験はいか

にして学校教育の中に位鐙づけられるのか，双方の立場

から検討できる関係を形成することが必要があると考え

る。さらに言えば，地域学習に関わる地域の様々な倒人

や間体等の参加のもと，地域学習プ口グラムのあり方に

ついて協議・謝繋ぜきる場が設けられれば望ましいだろ

う。④技術者主導とは言え，第4室主でわかるように，そ

の中でもN氏中心で町家修盟体験が{t:悩実施されている

というのが実状である。従って，技術者の中に町家修課

体験のみならず，次世代教育({主民あるいは建築技術

者)に関心を持てる人材を脊成することも必要である。

それが学校教育との連携による伝統的な建築文化の学習

機会創出につながると考えるためである。

{謝辞]

本稿執雲監にあたってはヲ町家修理体験に演わる皆さまに多大

なご協力をいただきました。体験学習に参加した小学生の皆さ

んl 本当にありがとうございました。深く御礼申し上げます。
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丸善寺， 2004. 9 
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絵本を活用した住教育と国際環解教育の実践報告
小学校における実銭授業に療する醇晩

方議優子'1

水上聡子本2

事詩怒操子"

キーワ-1' 1)絵本 2)住教曹、 3)匡務搭務教宵

1 絵本を使った住教育と国際理解教育の宵景

( 1 )学校における住教事警と劉際獲解教育

住教育には，往生活を営むための環境についての教育

という意味が込められている。つまり，住宅とまちの詞

者について考え，参加型まちづくりのための人材教育を

行うというものである。

住宅およびまちづくりについての学習内容は，防災，

交通，環境，景観，経済，市民参加，住宅・住環境，そ

して健康・福祉の問題などに及ぶ。これらは，小学校教

青の中では社会科・理科 生活科・家庭科などの科目に

おける学習内容と重複する。学校教育で取り総む燃には，

個別の科目の中で完結してしまっているが，実際に生活

する際には，これらのことを総合的に知札判断するこ

とが求められることが多い。これまでは断片的に実施さ

れてきた場合が多く 5 学校教育における体系化と授業方

法の確立が課題となっている。また 方で、国際理解教

育については、各教科の中での扱いは少ないものの、総

合的な学習の中で取り上げられることが多く、現夜学校

教育の中で佼援づけが確固たるものになりつつある。

(2)なぜこの2つの教曹を融合させるのか守 3つの共通理意

住教育で扱う住まいは，層内lこ限らず海外のものも対

象となる。その視点、は，現在既lこ多くの学校の総合的な

学習の待問で体系的に実施されている潤際王理解教育の理

念と共通する点が多い。共通する理念として， I多様性j

「循環性!育みj の3点が挙げられる。

f多様性j とは，文字通り多様な文化があり?考え方

があることを認識することである。国際理解では{也の鴎

の文化を理解するとしづ点は勿論のこと，身近なまちづ

くりの場であっても，最年の人と自分とが問じ価髄畿を

持っているわけではないことを十分に認識した上で取り

組むことが重要である。

f循環性j はa 何事も循環するようにして社会が成り

立っている点を指す。身近なところでは? ワサイクノレ問

題，環境問題，大きな視点でいえば南北問題や間際貿易

の問題は，循療をベω スに考えなくては理解のできない

点である。住宅やまちにとっても循環は大切である。建

材のソサイクノレ(伝統的lこも民家で行われていたり 7 現

ホ 2地域計画連合福井ワ キン

グルーム代表

不 3福井大学工学部連築建設工学

研究科講師
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代ではコンクリー卜も含めて建物やその他公共工事で出

される廃材の分別廃棄，リサイクノレへの取り総みは大き

な諜題として取り組まれてし、る)，交通の循環性(交通の

循環がうまくいくような道路ネットワークの形成，都市

の開発計画は，常に課題とされている)，水・空気といっ

た生活に欠かせないものの循環憶(室長内での空気の鋸環，

地域での夜気の流れ，;kの流れ等)等，様々な視点から

考えるべきことの多い理念である。

最後に f省み」であるが，これは fあなたが行動しな

ければ，良くはならないし，今の状態だって維持されな

いのよj というメッセージである。!議際規解を他人事だ

と患って取り級むのではなく，日々の生活の中でどこで

作られた潟品を翼うのかといったことや，身近な外国人

との付き合いを，壊想を唱えうるばかりでなく実際の行

動で示すことが大切である。住まいについても，専門家

に家作ちやまちづくりを任せるだけではうまくし、かず，

家には日々のメンテナンス(掃除やちょっとした修理λ

設え(家の内外に生活に必婆なものを置いたり，飾りつ

けたりした様子)，場合によってはまちづくりの方針を考

えるなどj 様々な場面で一人ひとりの市民が3 行動を伴

うかかわり方をし続け，住宅にしろまちにしろ育て上げ

ていくことが大切である。

これらの3つの共通瑳念を持つ両者の言語会は，体系的

な授業方法を模索する住教育にとっても，身近な話題で

体験的に世界を認識することを目指す銅際理解教育に

とっても;有意義なのである。

(3 )鼠揮監理解教育で育てたい子ども像

上記理念を踏まえたうえで脊まれるべき子供像を表

1 Iこ示す。人偏理解、文化自然理解、コミュニケーショ

ン能力、そして広い視野である。表にはその評f面する観

点も示したが、今回はこれらの点を意識した授業プログ

ラムを検言せした。

(4)なぜ絵本なのか

絵本には，久内文1)も示したi盛り，①年齢や言葉の解釈

にとらわれずに，様々な人が触れることができる，②自

由なベースで読むことができる，③見たことの無いもの

でも，視覚的に表現~，理解を{足すことができるといっ

判筏井大学工?部建築鯵紋I宇崎究科非常勤

講輔 t茶話揖，)

思傍3建都教青'/テ子スh ツ〆教膏み研究す

る傍ら 絵本企用しヴー{主教賓と 1m際環解教育の

総合を共同研究中。
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た特長が挙げられる。この点は，冨際理解を促す上でも，

住まい・まちについて考える上でも重婆な特長である。

間際理解教育の点では，海外の様子を屈で確かめる機

会となり，登場人物の考え方を知る機会ともなる。そし

て最も大切なのは，日本lこも紹介されるような海外の絵

本では，人の様子や街Tの様子が違っていても，家族を大

切にする気持ちゃ自然を楽しむ心といった人間性につい

ては，みな同じであることを無意識のうちに認識するこ

とになる点であろう。このことは，理屈ではなく心で理

解し，共感する中から次第に身についていくものであろ

う。そのためには，絵本を気軽に読む中で身につくこと

が，本当の意味での国際理解に繋がるものと考えられる。

住教育では， {1患の留の家やまちの様子を見ることで，

改めて自分の釘についての認識が深まる。特に，子供た

ちは海外旅行や塁塁内の旅行ですら十分な経験を持たない。

自分の住む環境を当たり前のものと考えるのではなく，

ほかの場所とは違う点があることは，あるいは共通する

点があることを小さい子供のうちから認識することは，

子供なりに快適な空間づくりをしようとする行動への大

切な一歩であろう。

本研究は，絵本を単に子供の娯楽ではなく，絵本を通

して様々な基礎的な考え方を身につけ，更に共iこ読む大

人にも改めて知識を提供したり考えたりする機会を持た

せる大切な道呉として捉えてし、る。絵本を小学校警の教

育の場でも活かすことができれば，子供たちにも楽しく

そして大切なメッセージを心的奨深くに届けることがで

きるのではないかと考え，絵本を使った授業プログラム

案を作成し実践を試みた。

2 絵本を事IJ)'目した授業の提案

( 1 )絵本とその他の資料の抽出

最初に， @ヨ際理解教育と住教育に号室係する絵本にどう

いったものがあるのかを整理するため，本研究ではまず

福井市立図書館の蔵書絵本約 522日間(図鑑や写真と絵

入りの解説書約な大型本を除く)のうち!住教育・[護際

理解教育の資料として利用河能な絵本のリストイヒを行っ

た。図 1にその一部を抜粋する。

さらに実際の綬業案として実用性が高いと判断した絵

本を絞る中，候補となった絵本で特に， i主教育医際理解

教脊再方の視点で優れ，また 般図書として手に入れや

すいもの(絶版にならず，ある程度人気のあるもの)と

して， rハーパパパのいえさがしJ(アネットーチゾン，

タラス・テイラ 著，講談社， 2005年第 47如Dが挙がっ

た。内容はノ、 ハ一家がお気に入りの家を再開発のため

に失い，自らの努力で快適な住まいを手に入れるまでの

物語である。

パーパパパシリ スは長年の人気作品であり，また著

者が建築士であることから，住まいに専門的な観点、を

持った著者による，子どもに殺しみやすし、作品となって

いる。また，闘によって家の材料や構法が異なるという，

住教脊と国際理解教育の導入に適している。さらに， t自

際理解教脊の一部として，環境教育やンテイズンシツプ

教育の導入としても今後の可能性を持った内容である。

「パーハパパのいえさがいを導入として用いながら，

盟主 1 絵本リストと実践授業参考文献

書名 審者. .様役

A絵本リスト抜粋

民斗

w 
M 

!υ!叶 i I I ! I アア幼 101 10101 I 
V海外の住宅の様子のわかる参考資料

①「国糠理解に役立つ世界の衣食住 1-IOJ (小松義夫・監修・写真，佳元妬実・文， ，J、絡出版，
②「地球生活記世界ぐるりと家めぐりJ(小松義夫p 福音館書底， 1999) 

2001) 

③ F世界あちこち ゆかいな家めぐりJ(，同世義夫・文・写真，西山品・絵，福音館書蔚， 1997) 

③ f地球家族按弊 30かi軍のふつうの暮らしJ(マテワアノレワールド プロジェクト， TOTO 出版， 1994) 
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位まいについての
ず 観点を広げる 人献理解

多様性ピ

¥〆崎臨同時本側

!Iiーム一一
循環往杉村 B省ら設える

青み

， v 宣言組を勺〈る

/) 
ゲト

l' c資源ぷネル~'-

広レ視野

まをめ

住まいや住環境についての考えをより深め?実際の世界

の話lこ広げるのを助けるために，詳絡な解説のある関 1

下部の絵本および写真集も教材として用いることとした。

(2)実践授業の図的

実践授業は 10間分程度の授業を想定してプ口グラ

ムを政策した。その内窓は表2に示すi車りである。身に

着けたい理念と、育てたい能力について、 10聞の授業

のどこではぐくまれることを意識したのかを整現したも

のである。また{主教育の基本となるような建築材料や"1?

掲の繍らえ方、そしてエネルギーとテー7 も組み入れた

ものとした。導入には「パーハパパのいえさがし」とし、

う身近な絵本を利用して、考えを広げやすいようなプロ

グラムとなるようにした。

(])f主教育の視点から

本実践では，以下の3ステップを踏み，最終的lこ 身

近にあるものを使って 3 自分で作り上げる空間が，自分

が住むにあたって，快適な空間となりえるJということ

を考える機会とすることを自擦とした。そのため本実践

では，下記の三つのステップを用意した。

A 往まいについての視点を広げる。

E 建築材料とその周辺環境について考える。

C エネルギぃ利用の方法について考える。

第1段階ではA'Bについて，第 2段階ではCについ

て授業を進めた。

②鼠際理解教育の視点から

圏内外の住まいと住環境についての共感的な理解を通

して，自慰文化・異文化理解を深めることが大きな目標

である。本実践の4持凋の授業を通して，青みたい能力

を大まかに以下の4点とした。

A 人間理解 「パーパパパj の主主場人物との

心情や考えを現解~，それぞれの烹場に立った

考え方を理解する。

日 文化・ 8然瑳解 異国的人々の住まいとそれ

に関わる慣習がその土地の機構・風土・環境に

より変わるもので上下はなく，各々が尊いもの

と理解する。資源と住まいのかかわりを知る。

c コミュニケーション能力 資料をまとめ，発
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表する。発表するときの注意点は，相手の立場

を理解~，相手 iこ合わせて表現するようにする o

D 広い視野 異留の住まい方・エネノレギー利用

から，身近な住まいやエネノレギーについて客観

的に考える。

これらの目的は最終的に，住まいや住環境についての

理解を深め》異なる立場や状況に立って物事を考える，

共感的理解を育むことを努指すものである。

3 奨銭授業の方法と特徴

{主教育研究会の協力lこ了解していただいた海井県福

井市N小学校の 5年生を対象に， 2006年 3月と 12月の2

聞にわたって実践授業をさせていただし、た。実際に行われ

た授業は2屈で会4時間で， 3月に行われた2待問を第 1

段階とし，第 1段階の反省を踏まえてから残りの2時間を

第 2段階として 12月7日に実践させていただく運びと

なった。

⑦第 1段階 (2時間)

第1段潜でi立， Iパバパパのいえさがし」を導入に淘

いて表 3の通り授業を進めた。

第I段織における特徴は rなりきり作業iである。絵

本にある住まいの要素を読み解く時，単に客銭的に読む

のではなく a なぜパーパパパは新たな住まいを傑そうと

思ったのか，どのようにして住まいを快適にしようとし

ているのかなど，登場人物の立場iこ立って物事を考える

としづ共感的理解を育むことが，君主際理解教育でもE重要

な理念 f人間理解」に繋がると考えた。そこで，絵本の

線開に議場人物のせりふ入れを行うことで，物言喜の登場

人物になりきり，それぞれの立場に点った人の心情を王理

解することを試みる「なりきり作業Jを導入した。ここ

での留意点は，形は違っても，本質的にはパハパパと

普通の人間が求めているものは絡で，安全と快適さで

あるということを確認，-t-ることである。

2時間自の調べ学習では，パーノ《パパから視野を広げB

実際の世界の伎まいについて学習した。ここで用意され

る『あなたの家のことを聞かせてリと題された質潤表

fなりきりシートJ(表3中段参照)では，絵本から読み

取れることと，惣像でしか分からないことを書き分ける

工夫を施した。これはパーパパパの持と悶様に，怨像力

を働かせてなりきる作業をスムーズlこするためと， JEし

い知識理解を深めるためである。

生徒達は調べる対象となった闘の家に住んでいる人に

なったつもりで質問表を様めてゆき，最終段階では J私

の家では j という形でグループごとに発表を行った。

②第2段階 (2時掲)

第2段階でも引き続き!可じ 5冊の絵本を照いて，今度

はエネルギーの利用に注告しながら表3の通り授業を進

めた。
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前沼に引き続き，ここでも各国の子になりきる作業を

導入している。各線でエネルギーーごとに 1人ずつ担当を

決め，同時に授業やパネノレディスカッションの進行を担

当する fコーディネーターj を選定することにより，学

習に消梅約であったり，ただ傍観するだけの生徒がし、な

くなるように工夫した。

コーディネーグーは，各緩め班長が担当することとし，

コーディネータ一連には司会進行について記した fコー

ディネ}ダーシートj を手渡すことにより，生徒による

司会進行の授業はスムーズに展開した。

各国のエネルギーについて調べるために用意された

{エネルギーチェツクシートJは表 3下段の通りである。

この後に行われた f緊急事態発生ゲームJでは，大地

震が起きたことを想定し，各国のエネルギー縫{果にどの

ような盟主弱性があるか，どの点が優れといるかについて，

コーディネーター進行によるパネルディスカッションを

行った。生徒からは，大地震に対する各習の住まいの有

利・不利な点について，また水道管のある国となし、図の

違いについてなど多くの意見が寄せられョ非常に活発な

デイスカツシヨンとなった。

これらの作業を過し，日本では当たり前のように享受

しているエネルギーについて深く考え，客観的に捉える

ことをねらいとした。次iこ，実践授業の分析を生徒から

の反応も交えて述へる。

4 実践授業の分析

第 1段階と第 2段階の実践授業終了時，生徒自身が学

んだことを再認識・再確認するためと，今後の授業作り

に役立たせるために「ふりかえりシートJの記入待問を

設けた。

( 1 )第 1段階における生徒の反応

ここ F照意された 3つの繋間では，Q:授業の楽しさ，

②住まいに関する気付き，@外国についての気付きにつ

いて尋ねた。

最初に》生徒たちが当授業で τ楽しかったj と感じた

点については， rパ パパパの話についてん「世界の

色々な家についてj の二点、に分かれる。パーパパパの話

について楽しし、と感じた生徒遠の感惣は3 全体の 75.0%

を占める。中でも，パーパパパの登場人物になワきり，

セジフを入れる作業が 77.8%を占める。これは，絵本に

パーパパパシジーズを取り上げたこと，そして主主体的な

作業の中では，パーパ一家に fなりきってj セリブを入

れて考えたことは，相当な効果があったことを示してい

る。国際理解教育の「人間理解j における，相手の立場

に立って物を考えることの導入として，散り上げた内

容・方法ともに十分な役割を果たしたといえよう。

次に世界の色々な家についてJ楽しかったという感

想の中で，写真や絵本の資料を用いて，異なる住まいの

家を調べること，そして日本との違いに気付いたことが

楽しかったという意見は， ，富際理解教育では f文化・自

然理解J，そしてf広し咋見野」を持つという点で効果があっ

たといえる。また，住教育の視点からいえば，材料や構

造に着目した生徒がいたことは，効果的な授業が展開で

きたといえよう。

Of主まいについて気が付いたこととして， A 多機性

を認識した意見， B 家の材料iこ注目した意見， C 自

分の家を再認識した意見，といった 3点の内容に際する

岡容を得られた。回答数が最も多かったのはAの多様性

を認識した意見で，全体の 62.5%を占める。ここでは自

分の担当した患の家やj 日本との濃いについて言及した

意見が見られる。

家の材料に技自した意見は?いずれも材料に衡する新

吟 "0、七''''"/1，.TJ .，.， I-J I~ W!!F IJ ・"1"'_."，思，，"，V/ 中+

量
見 外国のことに関す 『いろんな外国のことがpかった，J?外国には自分の知らないことがいっぱいある。』

査そる意見

住のまい 罪のき 性まいに言及しえ 『家ってあたり前にあるけど1 い外と工夫が多いことに気4いた。H住み方的工夫!気候に合
語量がら外国の理解を たせた暮らし方などが偽にもあるのかということを考えた。』

探めた意見
『いろいろな閣のことがよくわかって楽しかったです。またこうゅう 4ζんきょうをしたいで

寸。J
住友いに芭及した 『他的家も見てみたい.Hまだほかにも!すごくて変な家はないかな。ま7こういう勉強をし
意見 たいです。』

童 文体験を期待する 『おもしんそうだなあ~。行ってみたいな~と患った。J
つ 主主昆
L、 cg分の家の湾認識を示す 『自分の京の方が，っかいやすいo~
て

意見 『ぼくの家はびんぼうだと患ったけど!外国に行ってみると!ぼくよりびんぼうな人がいるん
だなあと思った。J

望企手るz B本についての意見
fs本は償剰jだと思っていたけど，さいがいなどがおこるとあまり安心できないと分かった，J

気μit J !外国についての意見
『臼ゴドは!ほ治相l謹より機械にたよっていることJ
『馬フンを燃料にさきること→いざというとき 1 機械より使手Uf中国などの国は，水を井筒
からくみあげていることHエネルギーにはいろんなものがある』

lLヱキ 抽出九亡の意買 7先進国は，控術が発達しているけどいざとなったらつかえないと思った。H 日、がいがおき

¥1 主主詩き号員子ー外国に対する新しい発見

たら民本はどつだろうつなんて考えたことがなかったのぞ今羽 こういう形で考えることがで
きてよかったJ
『日本よりちょっとおくれてそうな闘が虫寄にあっても安心だということ。H外箆はけしても!
のすごく.便利ではないけれど，さいがいの時には強いんだな。と患いました。H外関と日本
をくらべたら!日本の;Hが豊かだけど災害がおきると外隠の方がいいのがびっくりしましたー』
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しい発見・気付きを示すものである。自らの住環境を考

え直すにあたって， j邑の選択肢に気がつくことは非常に

重婆なプロセスであり，ここではその点が達成されてい

ることがわかる。最後に，自分の家の材料や大きさにつ

いて気付いた意見も見受けられ，外冨の住まいを見るこ

とで，自分の住まいを考え直す作業を，同時に行うこと

のできている様子がうかがえる。

これらの意見はいずれも住まいに対する理解を深めた

ことを示すL，生徒によっては住む国・環境によって材

料や家の形が異なるという，異なる環境に応じた地域文

化と住まいの関係について気付し、た意見も見受けられる。

住教育の導入として，高し効果が得られたとし、えよう。

最後に，③外留のことについての意見は， A 新しい

発見・気づきの態見， B 新たな好奇心を示す意見， C

自分の家の再認識をした意見に分かれた。各項呂の意見

を詳絡に分類すると表4上設のようになる。

新たな好奇心を示す意見の中では，外留の住まいに隠

する好奇心を示す意見が多く，住まい以外の文化につい

て言及する意見もある。実際に行ってみたい，住んでみ

たいとしづ意見も多く，自分とは異なる文化に実際に触

れ，理解を深めようとしづ意欲が見受けられる。

これに対し， C 自分の家の再認識を示す意見には，

『自分の家の方が，っかいやすい。jや， rぼくの家はび

んぼうだと息、ったけど，外国に行ってみると，ぼくより

びんぼうな人がいるんだなあと j習ったャ』といった感想が

いくつか見られた。これらは自分の環境を伐の環境と比

較して位援づけた率直な意見であろう。

(2)第2関階に見られる生徒遠の認識の変容

第 1段階にいくつか見られた反応のように， r貧しい

から悪しv，「自分は貧しい聞に生まれなくてよかったん

としづ短絡的で経済的な要因による偏見から脱却し，他

者を敬う気持ちを育むことは，多様性を重機する住教

育 園際理解教育問者にとって大切なことである。この

ことを踏まえて第2段階における授業を実施L，ふりか

えりでは①エネノレギ一面で安心して暮らせる留はどこか，

②エネルギーについて気が付いたこと，@外国に関する

気付きの 3つの質問を設けた。

①のエネノレギ一頭で安全と考える園については， 1名

を徐き全員が日本以外の冨を記した。中でも特に多かっ

たのは fモンゴノレj rベノレ-Jで， rモンゴノレ。危険になっ

たら移動できるからHぼくは草(トトラ)ばかりあるベ

ノレーが一番安心して暮らせると患いました3といった各

国の生活習慣や環境で良い面を発見した意見が見られた。

実はこの両国は，第1段階にける議べ学習の対象国と

して，あまり人気のなし、国であった。エネルギーの供給

のあり方，災害時の影響を考える段階で，生徒たちの中

でこれら間留に対する認識が変容したといえるだろう。

②のエネノレギーについて気付し、たことの意見は，日本
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のエネルギーのあり方について新たな考え方を持った意

見が多く見られた(表4中段参照)。

上記の意見からは，エネルギー源についての新たな発

見があったこと，そして日本のエネルギー供給についで

改めて振り返り p 冷静に考えた様子が伺える。

③の外闘について考えた質問では，経済的豊かさを翰

iこした一面的な晃方からひろがりを見せるような意見が

数多く見られた(表4下段参照)。

ここで注目したいのは，やはり E本について改めて考

え，いわゆる発展途上にある習に対する認識が変わった

ことであろう。自然環境に適応した生活のあり方につい

て考え，経済的戦に立った豊かさ 貧しさに対する考え

方が，多少なりとも変わったことがうかがえる。

以とが今回の実践授業に対する生徒の意見である。全

体を振り返ると，多くの生徒が海外の生活とその違いlこ

対する際心を深めたことが縫認できたといえる。第1段

階では，今@]倣った住まいばかりでなく，他にも自分の

知らないことがあるのではないか，またそれを知りたい

としづ鮮奇心も持つこととなった。第2段階ではエネノレ

ギー学習を通して，外国と日本に対する新たな気付きも

生まれ，最も蒸本であるところの自分の環境を，他の環

境と比較して位蜜づけた意見も認められた。

本実銭では，絵本を教材として!llい，自分とは異なる

立場，環境，状況に立って物事を考え底解することで，

f一見貧しそうでも，自然環境に適応した快適な住まし、

が世界にはたくさんある。世界のどこの国の人も，自分

の住まいを快適なものにしようとしている姿に変わりは

ないんだj という共感的理解を育むことを罰指した。絵

本の簡単なセリフ入れから歩合まった作業はp やがて子供

たちの中にある住まいや住環境に対する考え方lこ変容を

もたらすのに効果的であったのではなし、かと考えてし、る。

4 今後の発展に向けて

絵本を用いた住教育と際際王理解教育は，事前の絵本選

び，十分な補助資料の確保がなされれば，子どもたちの

視野を広げる上で効果的な学習が期待できる。今回の授

業実践は短い時間ではあったが，次への展開につながる

実践を行うことができたといえる。ここで明らかにされ

た課題も踏まえながら，今後のさらなる研究を深め，小

学校教育の中に体系的に位置づけることのできるプログ

ラム案を発燥させてゆきたい。
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表 3 取り組んだ授業内容と、使用したシートの抜粋

①「パーパパパのいえさがしjを読み，撃について様々な場面が錨かれていることを謹選する.

。感想を鶴きながら，家，まちの様子，登場人物の行動iこ注目する。

②絵本の中の住まいの要素に注目する。

主
。住まいを特徴づける要素(形，材料，使い方なめについて絵本に描かれていることから出き出す。

|※ねらパ
い 翻形，材料の多楕継に気がつく。醸大きな空間，小さな空間をつくる工夫。

つ 幽材料によち作られる空間が異なることにも注目する。
L、 ③家のっくりや登場人物の心情について，対照的に表現されている2場衛比較で考える。
て *古い家と新しい家 *与えられた家と自分で作る家

*家を追いやられる侍と新しし吋主まいを標発から守る待の心情

*使う材料の違い}与えられた家に対し自分の扱える材料でつくる楽しさ

。二場面比較の質問内容は①場所の特徴，②登場人物について，③人物の行動とその理由について尋ねている。

③の理由については登場人物の立場になって考える必要がある。

④住まいに対する登場人物の気持ち寄考える。

。絵本の中から登場人物の「気持ち」をセリフ入れするな'Ji!"!J併殺で表現する。

i※ねらし1
隆俊まいと人の気持ちとの関係lこ気付く。

2 ⑤億まいを構成する材料の遣いと，その費景について考える。

日時間g 
。呉なる地域の住まいを描写した絵本・写真をグノレw プごとに用意する。

。今回は， 6絞に分かれることを事前に確認したうえで，調べる対象を 6地域に絞った:。用意した地域は①ベ

材料建
ノレー，②中国，③ボリピア，③チュニジア，@インドネシア，⑤ドイツ・イギリス・デンマーク フランス

である。選択のポイントは， 1 材料がユニークだったり，自本と比較しやすいこと， 2 普段メディアで

もあまり自にしない地域であること 3 絵本や写真，その他の解説において子どもにも十分環解でき，か

つ専門家の視点から見ても十分な説明が用意されていること，などを基準に選択した。

そ 。それぞれの住まいの特徴を探りながら ra'JまPシー井J(右図) あなた¢曜のこむを鶴か包てi
の を作成する。 配られた資料の草の子になったつもりで

調辺環境
i※ねらしイ 考えてみましょう合

錨住む地減により利用する建材が異なることに気づく 輔'電器唱" 電帯舟毘誕巴 響梅田由也

調生活の様子をイメージさせ，文化自然理解を促す。 ~OGlli''''指命'A?

⑧伎まいを材料と空間の利用方法という読点から発渡。 "' .. 替膨?盛4~11 1j\:3:
つ μ?趣向m叫 11L、 。各国の人になったつもりで，その住まいの素敵なところ，特徴を

考てえる
発表する。

II!領。抵衛ぬ紛明治と 型岨

.. 移'601 留:捧t

|※ねらし1 '"ろし"cを@鋪絡を健ラ
圃なりきり発表を通して?コミュニケーション能力を高める。 CHM7 

調ROlI!!機を-"111

3 ①絵本にあるエネルギ -資源に注話する。 わたレの留のエネルギーについて教えます!
。グノレ プに分かれ，第 1段階で学習した毘の絵本を用いて，

わたしの舗は

2C5 4 
各国のエネルギーについて尋ねた f.:r手ノルギーデ'::r:.;Yクシ』井j

を記入する(右凶)0 1人 1つのエネルギーについて担当する。 ヱネ品単F管骨宜

②エネノレギ}毎に各E富の握当者が集まり，発表。 純理描，I!;h;穆鑓斜唱皆織令官つ

Jギ事悶レl 阪ねらしオ
〈晶由?

騒水道，ガス，電気はどうしているのか，どのように得ている

のか考える。無いのなら，なぜ無くても生活ができるのか考え 苦時纏線描e;;::か勾持令官〈昏

の方法 る。 由?

③海外の子どもの視点から日本の生活を見る。 (tfき在軍需を考えよう}

てコ 。先に調べた国の子として来日したと想定。日本では各エネノレ
し、 ギーがどう確保されているのか客観的に考える。

帯てえる
。この時授業はクラスから選抜された生徒が「コーディネーター」として進行する。

i※ねらパ

盤本当に快適な生活なのか，改めて客観的に考える。

q:エネルギーについて多角的に考える。

01緊急事態発生ゲームJを導入。あらゆる緊急事態に直面した時のエネルギーの確保について考える。各エ

ネノレギーを調べた生徒がパネルディスカッションを行う。この持の授業進行も fコ ディネ タ…j によるο

i※ねらけ
圃資源を便利に利用することのメ Yッ卜，ヂメ Pットを実感する。

書自分の生活をすぐに変えられるわけではないけど，非常に脆弱な基盤の上で生活していることを理解する。

覇軍環境に負荷をかけない住まい方を考えながら生活できるよう意識し続ける。
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場所の履歴を活かしたまちづくり学習の可能性について 業忠広判

松村繁光叫

子どもの感性を通しての地域把援と地域計i函報告一

キーワード まちづくり学習 4ザ生紛議釘園五感情景

1. 1土じめに

ある程度の社会資本整備が終わり、これまでの極 的

な空間形成ではなく、個性があり、血が通っているまち

づくりが求められている。そのためには、姉隊ではなく

ローカノレな視点でまちをデザインする必要がある。

本学管でi士、熊本市立西里小学校6年生 80人が定量

的弱査ではなく、感覚的な定件的調査を行うことにより、

場が持つ本来のポテンシヤノレを評価し、それを墓に地域

計簡を提示する。

2 学習の目的

主対象地域の歓カ砂採る

対象地域の魅力を探るとは、対象地域以外の方々を対

象とした観光マップを作るのではなく、将来、主役とな

る子供たれの白から見る対象地域の賎力を採るものであ

る 3 この~''t営を i昌して、対象地域が個性的な地域である

ことを確認し、誇りと自倍の持てる地域に住んでいるの

だと認識することを目的とする。

本研究では、情景マップ手訟を用い、現状の評価だけ

ではなく、情景的綴点(場の履盤、自己の腹壁初当ら内在

的ポテンシヤノレを導き出し、それを評価する。あわせて

SD法により、場のイメージ詳{面を行う。

(地域計画の策定)

子どもたちの心と体を通し見出した地滅的魅力または

諜題より、今後対象地域をどのような地域にしたいのか

を惣像し、具体的な計画を提案する。

盆ゑ翠2塾2塁
本学習を過し、子供たちが持つ地域への思いの変化を

務査し学留の効果を調査する。

表 2-1学管内容

目的I~ 評価手法

①地域の魅力
!背景マップ Eコ(醐計画の策定)
イメ}ジアンケ日ト

認知マップ

②学習の効果 都 f意識アンケート

行動範留マップ

3 対象地域について

酋塁校区は、熊本市中心部から車で 10分の位穫に在

りながら、金峰山系から連なる豊かな自然と、盤史、文

化が織り成す熊本でも特有の風土性をいまなお有してい

る。しかし潟規格道路等が計i揺されており、菌室校区は

今後 10年間で大きな変化を迎える時期に来ているのも

事実である。

今凶対象地域となる貢町は、西.!l1，校1主の中でも、西減

荒神、瑞巌寺といった歴史的遺産と、ホタノlやi1!i鴻JIIと

その尚辺の水E自の風景などの自然的遺践が、うまく融合

した風土景観を残している。

キ 2商里元気村村長

図3-1 対草地域

5
 

つμ

判九州大学芸術工学府軍松研究室

生業をなす海図業の傍ら、暇を見て重松研究

質で学びたまに子ども漆と戯れ楽しんでし、る。
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4， 自程と手法

聾4-1スケジュール

Step1 学留

対象地域に赴いたときに、より情景を思い播くための

事前学習を行った。

①事前学習(060707-060711)

対象地域について子供たちが、興味がある事項を各自

学習し、学習した内容を発表した。

②ヒアリング(060712)

学習を過して子供たちが感じた興味・紫陽について地

域の代表者にヒアリングを行った。合わせて泡域の康

史・文化・生活についてお話を伺った。

Step2 調査と評価 11

情景マップを作成する。情景マップとは、対象地を踏

査したときに感じたこと、思い描いたことをマップに落

としていく手法である。明徳にイメージしやすいように

情報の採取者は、五感の中の一つの感覚を担当し、担当

した感覚より得られる情景を採取するものである。

医鐙霊玄互翠←-1もF←ー棚グループ
+れrtfiil'Hぜ

際夏予累計怠←キ←糊グループ
+ "".!，'明

震薮務三三←ーゆ←ー醐グルプ
+ ")，，，!~， I刊

磁蜘頭摂2←争←脳グ刊ル
+件暗的~伊悶愉e匂句

日生計五訂正.-1B←一時←一問グループ

+ 
図4-1銭査の流れ

①踏査(白60713)

参加者

対象地域をE審査し、担当した感覚より得られる情景を

採取した。

②マップづくり (060714)

路変より得られた情報を感覚毎にまとめそれぞれのマ

ッフ。を作成した。

③評酉(060714)

簡易 IιI法より、対象地の車主力と課題を抽出し、対象

地の特徴を把握した。

St叩 3 計額

子供たちの環怒とする対象地域像を提案した。

①将来像(061124)

対象地の特徴を踏まえ、子供たちが大人になったとき

の対象地域を思い描いた。

②提案(061125)

理想、の対象地域とするための計磁を構想し、その慨事事

を計上した。

S加p4 批評

①発表(070128)

日露麗参観日を手Ij}'脅して、父母、地域住民の方々 に対象

地域の評錨と提案を発表した。

②批評(070128)

提案に対し、父母、地域住民の方々から意見感惣をい

ただいた。

5 詳倣(情景評価・食観イメージ)

代表約な凶子について評価を行う。

(1) 情景評価

1 )個別評価

くむ耳最長睦寺

瑞巌寺は、周辺には、

中i!t以絡の歴代の領主の

別殺が草壁かれ、明治の初

めまで受け継がれていた

(1青景情報)
皇自 5-1謝巌寺

表5-1情景情報(端巌寺)

感賞 桂一不快 採取した情報

1とても古く、夜になるとお化けが出そうで怖い。

-，古くて綴れそうで空き家に毘えた。

2奥由湧き水がきれいだった。

ー 1樹木田譲っiまが、テカテカしていて、気持ち悪かった。

3管理んだ近くの締役を思い出した。

調覚 1菊池諜谷を思い出した。
1地に入って遊んでいる由を見て、普井芹1111こ入って遊ん
だことを思い出した。

1山開新月を毘て.菅山間新月を見ながら、おj画を飲み援し
んでいた鼠畳を患い描いたq

2 番上は毘璃らしがいい。

2ごつごつした績は、迫力があるD

。111の水が琉れる音がした。者もこんなに水田努いがよか
ったのかなと思った。

聴寛
1鍛の鴫く脅がした。
1鳥の声を酷いた。者E録取りに行ったときによく聞く声だっ
た。

0車っItがこすれる奮がした。

嘆覚
。池Lλって〈さかった。小さいとき川で遊んだ時の匂いを
患い出した。

触宜
-1獄い出!こ朝されて、おじいちゃんの家に遊びに行ったM とを思

した。
2 水カ，{~令たくて、真夏!こ飲んだ冷たい水を，I!jい出した。

"*を飲んでみたらおいしかった。

味覚
1イチジクがあり、ちっさい」ろおいば出あしちたゃれんカ宅イチジクを取
って食べさせてくれたことを患 。

1クリ白木を見て、突が3さそうだと思った。
1クリ0コ木を毘て、小さいころよ〈とって食べた』とを思い出
した崎
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(考察)

子供たちが訪れたころの端巌寺は、樹木が官接蒼とし主主

がノ主い茂った荒寺の様棺を呈していた。視覚から得られ

た情報は、その荒廃した雰湖気を感じ取ったものが半数

を占めている。 S胎pl学習時に端巌寺に隠する歴史文化

師について、学習・ヒアジングを行ったが、当地にて採

取された情報の中に歴史的情景を患い織いたものは、 1

つしかなく、学習が身につかず体験時の印象が大きく作

用していることがわかる。

②薬師堂

由来等に関しては、 切

伝わってきてはいないが、

今も地域住民の生活の一部

としていきづいている。

(1青景情報)

(考察)

薬剤蛍l士、昔から子供たちの遊びの場となっていた。

その形跡である床のコ?で削れた後を子供たちが発見し、

地域の方に質問することにより、従時の子供がコマ遊び

に興じる情景を患い描いている。このことは子供たちが、

薬師堂を遊びの場としての可能性を自己の経験と照らし

合わせ、より明確に描き出したものと思われる。また、

薬剤堂の周辺のドクダミは、偶然繁茂していたに過ぎな

いが、子供たちは、そこから薬師堂と地域住民の結びつ

きを見出している。子供たちが、この場所の文脈を捉え

情景として、それを想起したことを表している。

27-

③竹林

対象地内では、当地だ

けが竹林としての景銀管

理が行われている。

(情景情報)
隆5-3竹林

義5-3情景情報(竹林)

感茸 快不怯 揖取した情報

。家の骸の竹林から理が泊てきたことを思い出した。

1学校で七夕のための物を切ったことを思い出した。

2きれいに聾輔されていて、竹の階段みたいだった。

授賞
2多分おじいちゃんとおばあちゃんが竹称をきれいにして
いるはず。

1竹で船を作ったことがある。

2場5月所のをと保メっホてタ〈ルれをて慾いいる出した。ヒメホタルのために伎む
人々 の努力に感gむした。

111襲つItが臆で操れた奮を開いた。
1虫のF穫を聞いて、小さいころ繍まえていた虫の声を思い
備した。

悪意賞 2一度聴いたことのあるきれいな緑町第を醜いた。

1風鈴とあいそう。

1演饗していることを思い出した。

触覚 -1竹の葉で乎を切った』とを思い出した。

昧寛 1 夕食のたけのこを患い尚した。

(考察)

竹林とそれを管理する人々との関わりをストーソーを

持った情景として織き出している e

④八反留地区

西浦J11の浸食により、

東西に長い待状地となっ

ている。 1)、宇名となって

いることから、以前から

水田として利用されてい

たものと怠われる。
図 5-4八車陸地誕

(1青景情報)
車 5-41曹華情報{八庇沼地区)

感覚 挟…本性 課取した情報

115年金のころ隠植えをしたいとを患い臨した。

，10庄司を毘ながら、査をっていって、大自然の中をみんな
で進んでいるみたいで、とっても風が算司持ちよかったロ

視覚 目 2豊かな自然が工事で壊されていた。

1普通の水悶より、と纏をえ思るい間出需しがた大mきかった~ 5年生のとき
に問機えをしたこ

2管からいの場所でお米を作っていたのだろう。安心感が
ある。

聴覚
1鳳で輔がこすれる替が翻 w えた。

1鳳の音が輯」えず二回

触覚 1なんかあたす二かい。

司奥覚 -，軍機の匂いをかいで、豊かな自然が工準で鍛接されて
悲しくなった。

時党 、イノシシの穴を見て、普食べたイノシシがおいしかったこ
と苦思いど討したc

(考祭)

当地が醸し出す安心感を子どもたちは感じ取っている。
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⑤新幹線、高規格3盈路工事現場

九州新幹線と高規格道

銘の高架がクロスする場所

となっており、平成 22年

度末全部開通を呂襟に工事

が進められている。

(情景情報)

{考察)

変化への期待と不安が入混じった結果となっている。

⑥扇照処分場

熊本市全域のごみの最

終処分場となっている。

思5-8麟怒処分場

(情景情報) 表 5-61青畳情報(扇悶処分場)

臨賞 校一不挟 揖取した傷報

視覚 -114年生のとき、 ωこで耀子が飛!まされたことを思い出した。

-1家から抱すごみが恥;:1=集まるんだなと患った。

-215'号い早

Gコンクリートの壁を毘て‘ダムを患い出した。

経覚 2ごみを処分している告が、理こえたD

1カフスの声ti旬講こえてきそう。

嘆賞 2なんとなくくさそう。

2生ごみのーオイがしそう。

(考察)

当地は、 100mを越える長い壊堤が突如として現れる

無機的な空間で、匂い等も一切感じないが、子どもたち

はゴミ丸巧士場としての場が持つ意味性より、情景を想起

している。

2)全体考察

現地で直接認知する評価だけでなく、場所が持つ意味

性を埋熔し情景を患い播いている。また、端巌寺、薬師

堂など場の勝歴を保っている場所では採取される情報も

多岐に渡っている。

特に人々の生li'iがイメージされる情景については高い

評儀を与えている。

3)環境の認知と情景の想起

(感覚ごとの評錨)

a視覚

最も多くの情報が採取され、その傾向もただ環境を認

知したに留まらず、告己の身体的経験や対象が持つ履歴

などから情景を織き出している。

②聴覚

採取された情報のほとんどか自然からのものであるが、

その中でも竹林での風鈴の音や務担処分場でのカラスの

首など、場が持つ意味性から子供たちなりの情景を思い

措いている。

母R実覚

自己の経験からの蜜き換えで表現される情報が多く採

取されている。

④触覚

特に手で感じた情報が多く採取されるものと思われた

が、八反田地区の fなんかあたたかし、j など、肌感覚か

ら情景を描いているものも見られる。

⑤味覚

味覚i土、自己の経験の割合が多く、味覚の特徴が!l:lて

いるものと怠われる。味覚は、直接刺激を感受すること

が難しく、視覚を経由し自己の経験より味覚的情景を

思し、f苗く{項f却が見られる。

(2 ) 景観イメージ

代表的な因子(上記①~⑥)について、表 5-7に示すア

ンケートを用いイメージ識獲を行った。その後、アンケ

ートの結果を基に医子分析を行い、子イ共たちが持つ景観

イメージを検証した。

民j子分析の結果、圏三よ4息象箆(新一古、人工一自然、

冷媛、落ち着きがないある、にぎやかー寂れている)

室主主42盟主主(小大、狭広、暗号丹、調和が取れて

いないー取れてし、る、みにくい 美ししすと i意味づけを行

い殴 5-7に散布図を示す。

-28-

表 5-7形容自司対アンケート

。、奮い』ーー吋ー一自由←由同町吋文書い
穣い伸一一←一一ー←-吋広島、
覇奮い トーーー+司市町市+問問問問寸繍るい

厳しい←一一→ーーー←一一ー奮い
人Z動な炉一回司令ー~一司自儀傘

像作告が傘"炉吋町一+一一一+同町向吋奥行...."る
眉闘しい 』一一司田町田一喝一同町吋惨.. 怠

思屍~-一一+ー-鹿住が...
'官官ら愈いド一一φ一回一+同-.院しい

治郎、』ー←ー→ー『掛傘
議も"...怠いトー同時+一一~ーー~"も.いた

~そよそしい ドー司同+町田町目斗~"しみやすい

にfI.事象-ーーー和田一叫絞れている
積蹄醐臨ていないド…一宇一一←ー『極細取れた

みに〈い ド叩劫問ゆ-ーキーー一山崎 a臨しい
級@タ@いト一一目炉-白血幹一一~緑".い

8・々しいい山由叩ゆ--吋ω~ ~"ぃ

醐輔巴前向 H 一一←ー→一一吋安心盛がある

2叩7年住総研r柱まL、まち学留J実践報告論文集8



霊童子 2 2 
(空間性)

八

V

マ
室。

。瑞最長寺

。薬師堂

ム竹 林

口八反田地区

<>扇国処分場

マ新幹線路工事現場

z 2 

E君子 1
(f.p象性)。

.2 

掴 5-7散布図

(考察)

E吉田処分場と新幹線路工事現場の印象性が低い要閣と

して、豊かな自然環境の中に現れる巨大構造物に違和感

を感じているものと患われる。また、溺巌寺・薬隣蛍の

空間性が竹林より{低い1宜を示している理由として、踏査

時の管理状況が要図として挙げられるものと思われる。

6 地域計画

魅力と課題から、今後の賞街Tの現想、のあり方を考え提

案した。その後、父母、地域住民の方々から怠見を侍っ

た。

( 1 ) 計画の提案

①4主党グループ

(提案1)瑞耳王寺公隠の再整備

今のままでは、 i荘兵が少

なく幅広い方々に使って

もらえないことから、遊具

を増やし局辺の自然との

調和を考え、繰を増やしま

す。

護
議

警

量
関6-1 整備イメーシ[斗

(効果)

子どもからお年寄りまで、使える公園となります。

(予算) 表 6-1計画予草

価格{干円) 6韓考
木苗

詑

レンガ
道具 117 ベり台ージャンゲルジム・ブフンコ
ペンチ 1嗣に作ってもらう。
時計 4α 
合計 160 

(提案2)西浦)11の魅力向上

ホダノレのすみやすい環境をつくり、コイの放流を行い

ます。

(効果)

市内で一番魅力的な川になり、市内からたくさんの人

が遊びにきます。

-29 

(予算)

(批評父母・地域伎民の方々から)

・造った後の管理はどうするのでしょうか。

.コイの放流はどうかと思う。

-ょくできてはいるとは息、うが、造った後の運営が大事

だと思います二

-お金はどこからもってくるのですか。

②味覚グループ。

(提案)ホタル最高計画

ホタノレのすみやすい環境を整備して、ついでに川の周

。を花でいっぱいにします。

整備桂

， 

富里 6-2整織イメージ関

(効果)

・夜ズタノレを見ながら、バーベキューができる。

.花を様えるときれいになる。

-きれいになると気持ちが良い。

・エサをあげるとホタルが増える。

・よって、見に来る人が増えて、業按了が良くなる。

(予算) 量6-3針薗予算

liIi絡(千円) 1 備考
司也 a 回 ，吟

猪熊活語 I 251":;.:1. 町 、 吟 間 内 山 ハ

花 1 50崎

合釘 52 

清掃活動は、住民が行し、お金は、帯付してもらおうと

思います。また、カワニナを憎干しホタノレを増やします。

(批評父母・地域住民の方々から)

・ホタルを見ながらのパーベキコ}はやめてください。

.カワニナが増えることによる影響はないのですか。

・お金とか活動とかもう少し地域住民¢負担にならない

方法を考えてください。

201斤年住総研「住まい。まち学習J~蹟報告論文集 8



③理主党グループ

(提案)活気あるおj苫づくり

-食料品や文具、薬など闘品の縁類を増やす0

.地域の農産物や農具を売るc

. !苫に音楽を流さない。

・騒音を防止するために、自動車ではなく自転車徒歩で

応に来てもらい、ポイントをあげ商品と交検する。

・夜は、明かりを拾えるために首業しない。

(予算) 謹6-4計画予算

し一_.1 _!ili聾{王円Llー 盟主一一一一i
し理聖霊ょ一一一31_6培併:10]2泣ヒて一一一一一一l
L宣言t_L___3役以し一一一一一一一一 J 

(批評)父母・地域住民の方々から

-街まで車で10分くらいだからおj吉は作らなくて良い

のではないでしょうか。

-サービスは、医白いと思います。

( 2 ) 感想

よくまとめられているとは患うが、計画内容の多嫌性

を促す仕掛け等の検討が必要害であると思われる。

7 おわりに

1 )その後

本学習の前後にアンケート(f認知マップJ• r行動範路

マップJ• r郷土意識務査J)をとり学習後の変化を観察し

た。

①認知マッ7"(n=59) 

学習前の認知度は、瑞巌寺とホタル生J目』患をそれぞれ4

-5人認知している程度であったが、学資後は、項目数、

認知度ともに格段に向上している。

②行動範閥マップ(n=59)

西皇校区は、校区全体の5%程度が市街化区域であり、

この区域からお馬主主度の児童が通学している。下留では、

市街化区域と務整区域を区分し、公属、遊技場、自然、

底、学習塾の5項目で比較する。比較内容は、自宅から5

項目それぞれの最長のものを選び平均したものとする。
公劉

学習m 議鎗場学鷲盤

公臨

遊技場

間一学習蔀
叫叫学習後

図7-1行動範囲の推移 数値 km

特に学習後、市街化E王域の子供たちが自然と接する量

が増えていることが顕著に現れている。また、自然に闘

しては、項目総数も増えでいる。

a:郷土意識調査(n=51) 主.世と
〈璽 Lτ

校区内の代表的な因子に eじe穫!j Iじg 祭も
むじ，二

ついて、競力と感じる度合 、'J る

いを4段階で評価した。学 自然i

1 お萩山
習以前から、自然や校区内 2 そ白憾の山

3 窮迫立山
で営まれてし、る農業、代表 4 井芹111

5 その怯の'"
的な産業については魅力と 6 也

? 鞍心さん

感じていたが、本学習を通 E ホ91レ
璽主唆

して、学び体感したことに 日 現繕寺
問 題7高貴神さん

より、歴史文化に関する項 11 その弛のお寺
12 神位

自が地域の魅力であると認 農地
13 本田

識できたことが分かる。こ 14 若宮

"果樹欝

のことは裏を返せば、一般
、生;'51

" お祭り
的な療史や文化は学習する

その也l

p 酋亙小学牧

が、地域独自の歴史文化を
18 大学
19 フードハII..-J!f¥$

調査承する機会が少ないこと
2.:; TK!J!テレヒ馬見
21 閉回路分場

を意味している。 学管書官
加問学習後

図7-2 郷土i曹識鵠査

2)課題

情長を豊かに描いてもらうことを目的に地域を踏査す

る前に事前学習を行っている。しかし、実捺に採取され

た情報には、事言在学習で学んだ情報が少なく、現地での

体感から得られた情報がほとんどである。このことは、

一過性の座学を身につけることの難しさを表している。

反対に薬部設から採取された情報は、学習と体I惑が平行

に行なわれ招乗約に情景を創出する良い伊jとなっている。

3)おわりに

齢、主のあるまちづく型とは、ロ}カノレな税点で場所の

文I!f~を談み取り、それを積み震ねつなぎ合わせることで、

地域の理想像を表現するものである。そのベースとなる

ものが、場所の履援に溶け込む革まかな身体的経験の共有

である。アンケート結果から、地域の歴史文化ι伝承が

不足しているのは明らかで、地主主の先細りが危t具される。
しかし、本学響後、子どもたちの行動範凶が広がってい

る。このことは、自己の範凶の広がりを意味し、より豊

かな原風景を創的していることを表している。今後子ど

もたちが、今植えつけている原風景を大切にし、将来ま

ちづくりに参画することを期待する。

謝辞;本学習にご協力いただいた地域の方々、学校

関係者に対し、感裁のm:を表します。なお、本学習

は、 E産科学振興財団より支援いただし、ております。

〈参考文献〉

1) 近藤隆二郎・ ;J、野田真治美五感マップ手法を用いた環境

認識情報の共有化一熊野古道五感之殴プロジェクト ;環

境システム研究(26)，pp563-569， 1998 
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建築士による 氷室敦子判 戸剖克義'2 松本素子可

浅見美穂*2 f:林公圭子" 総本美樹校'2

子どものための「住まい・まちワークショップJ 岩倉競子"野地春子叫関口佐代子叫

2年聞の活動記録
角 栄 子'2 菱間淑之町 八桑野みどり町

佐藤忠紗叫 藤涼美子町

一衿療J11民主主築士会「子どもの生活環境部会j の取り組み

キーワード l住まい Zまち 3建築士による 4ワーヲショッブ 5授業主媛

はじめに

私たち神奈川県建築士会の子どもの生活環境部会は，平

成6年に調査などの活動をスタート L，平成 15年からは

子ども向けの「住まい・まちj ワークショップを行って

きた。

建築士としての視点から「子どもの居場所はどこにある

かJをテー?に活動しており，単なる工作教室主ではなく参

加した子ども 人ひとりが住まいや街・自分の居場所を

考えるきっかけづくりになればと考えている。

本稿では前罰の報告(削)以降平成 17年3月から平成 19

年 1月までに行った 15回のワークショップ・授業支援に

ついての報告である。

2 ワークショップの実践報告

)
 

I
 

(
 

川崎市立宮前平小学校 5年生家庭料授業支援

「自分の夢の剖lt設を作ろう!

開催日 平成 17年3月1日， 2日、 4日
対象~1全年 4・ 小学校 5年生

参加苦 目。名

形態 向学年一 偶人作業

手法 キットイ詩人発表 君主ができるまで

材料 自分の部崎製作キット

「自分の身の回りの繋理鐙頓」というテー?に沿い自分

の部屋の現状に気付き工夫を考えることを呂約として夢

の部屋を設計した。一人ずつ

作品を発表し説明や質問をす

ることで1 より作品のコンセ

ブトが明快になった。「家が

できるまでj をi州事を見なが

ら説明)実際の建築の様十も

知る。

写JI(2-1発議嵐嫌

( 2)横浜市立議小学校 5年生家庭科授業支援

l快適な住まい方の工夫~夢の家 i

開イ星日 平成 17年 3月2問、 3日

対象学年 小学校 5年生

参加者 94名

形態 河学年 {麗人作業

手法 絵・世界の家， t主主し、クイズ

材料 領用紙

「快適な住まい方の工夫」についての調べ学習を生かし，

夢の家の絵を撒いた。子どもたちがイ守護を持ち「快適で

賞・かこいいで実・住んでみ

たいで賞j の投棄を行った。

「世界の家Jでl土地元の話踏

を盛り込みさまざまな気候に

おける工夫を紹介した。

理主.2-2世界の家の綴鳴

( :l) 藤沢市かもめ児重量クラブ
了一一一一一一 [部屋模型作り教室

~世界にひとつだけのおへやをつくろう J

関係 11 平成 17年 8月3日

対象学年 小学校 1~4 年生

参加者 40名

形態 兵学年 f閤人作業

手法 模型製作・いろいろな子ども部屋

材料 部屋製作キット

世界の子ども部鐙や物語の主人公の部建を紹介しイメー

ジを膨らませ，製作に当たった。お部屋のキットと家具の

キットを使用。異学年・薮存

集団という条件を考慮し鱈人

作業とした。

写真 2-3完成作品者鎮めたところ

， ， 神奈川県砲事築士会

子ともの生沼環境部会所感

水 1宇和4ijll議建築主会

子ともの生活環境梅雨会時属

-31- 2加7年住総研f住まいまち学習」実践報告論文集8



(4) 1日モーガン郡

「親子ベーパ タフブト教室

~I日午ーガン邸をつくろう」

開催日 平成 17 年 8 月~1 1] 
対象学年 小学校 1-4年生・大人

参加害 :':4名

形態 県学年偶人作業

予/1: 見法・へーパ』力ラフト製作

材料 ノ¥ノ《 クラットキット

歴史的建築物に関心を持ち保存することの意味を知るこ

とを目的とし，市民出体である18モーガン邸を守る会と

協力し企顕した。親子ーでそーガン邸を免学した後ベーパ

クラフトを産品み立てた。低

学年が多かったにもかかわら

ず、カッターを{吏閉し細部に

までこだわって製作していたn

写真 1-4ペーパークラフト

学年や幼児でも簡単に扱えるハウ

スキットを使用。家lこ対するイメ

ージを手軽に表現でき，年齢にか

かわらず取り絡めたり

写真 1-5 ミニハウス製作キット

(6 ) 川崎市立宮前市民館

「作ってみよう夢の家 tー

第 3Vヨ~ダンボーんで家を建てよう~

開催日 平成J7年8月 24日

対象学年 小学校 3~6 年生

参加者 :36名

形態 異学年共同作業

手法 ワークシート.J:j;物の侍巡

リサイクノレ什環境閉鎖措設計悶

材料 ダンボーノレ・布・機包ン ト

写真 1-6構造の鋸 写真 1-7巌針製作中

導入に建物の構造・環境問題・リサイクルの認を行った

その後ワークシ トを元に設計一図を撤きグパープでダン

ボーんの家を製作。完成後訪問しあった後解体。ダンボ

ーyレを分担して各自持ち帰り，自匂からリサイクルにHJ

すとこゥまでで終了とした。作ることだけでなく潔境問

題を意識した内おとしたっ

写;a1-8 ダンボールJ、ウス

(7) 神奈J11 )県建築士会活動交流会

fノトさなどースで大きな空摺lJ

関{息日

対象学年

事)10苦

T手態
手投

材料

~食品トレイの可能オf主~

平成 18年 1丹21担

幼児~大人

15 ;jj 
巽年齢共同}作業

製作

食品トレイ

建築士会会員のイベントでの製

作。食品を乗せる販売郊のトレ

イを小さなパーツとしヲ切込み

を入れることで接着剤やラーーブ

を使わずに空r，号を燐築した。身

近な君主材の袴利用。多人数で

つの空間を作る実験的試み。

写真 1-8 トレイを利用したパーツでで告たアーチ

(8 ) 川崎市立宮前小学校 6年生家庭科授業支援

ト将来の夢の家を作ろう j

開催日 平成 18年 2月 16S， 17日

対象学年 小学校 6年生

参加者 符0名

形態 向学年個人作業

出J
ワークンート・偶人発表

事の~主製作当ソト

前年 f自分の夢の部長量を作ろう」在経験した子ぞもi主が

写真 1-9 製作蔵殺

6年生ごは家全体を扱い，敷

地・土校なども窓識した内

容。家庭科で乍んどi重風な

どf主主いjjの LJ:<!:&張り込

みながら，今の自分を絞り

返り将来の生活を怒像する。
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(日) 横浜市 i_L南ノト学校5年生家庭科綬業支援

{快適な住まい}jの I夫 ~照明体験編J

f期議百一一一一門司18''1-弓万五-5
対象 i斗 'n"，年生

ゑ日高 10F名

j 態 1"[ 年 ~~A{*畿

I fiL 誠ベ12:E7・z二ネレギー講座

j 内部狩本験・すまし、クイズ

亡ったノレギー講京・照明器具

，1'主いクイズ

曲一個 小学校5年生 f快適役住まい

}jの工夫」の中の照明を中心

としたc 東京~カの省エネ講

座と組み合わせ、いろいろ照

明や光線による違いを体験。

写議 1-10蛍光灯と白熱球の光の遣いa

(10) 横浜市立寺尾小学校5年生家庭科授業支援

1I自分の夢の部屋を作司}
J ノー

I1議催日

対象学年

本初者一

ド一日f1i単去

材料

主‘

写真 1-11

平成 18年 3月

小学校 5年生

110名

向学年俗人作業

キット {閑人発表

自分の部選製作キット

製作鹿鎌

自分の部屋製作キットを利用

した先生による授業。前!品寝

前半小学校と百]じツールを使

つてのI向学年での授業。子Y

もの意識するアノチムなどに

学校や地域の特色が出た。

(! 1) 藤沢市つ1;[め児童クラブ・かもめ児童クラブ

「たてものたんけんワークショップ」

~つばめクラブでだいはっけん?っ

関催日 平成 18年 8月1日

対象学年 小学校 1~ 6年生

参加者 53名

形態 呉半年鰐人作業

手法 ;宗教・立体ワ クン t、

材料 ワークシート・ケ キ籍キット

;車検隊カー!

児童クラブとして使われている議 100年の古民家に愛着

を持ち3大切に使い続けても

らうことを目的としたワーク

ショッブ。建物を探検後、ケ

ーキ箱を利用したミニ模型の

中にワークシートの容えを貼

りこんだ。

写真 1-12小屋裂を見学

-33-

(12) 悶モーガン郡

ilOモガン邸を燥機しよう

開催日

対象学年

拳加訂

形態

F社主

出笠

千三i1主 l宗寺C8fj:;lf1

小学+土 3"t堂、中学]年生

154'， 

5耳戸y:11三 個人作業

探検・ワークンーシー!ト・探・検ク隊イズカード
絞殺ワーク

ワークシートを持t.)，建物

や庭をグノレーフで探検 質

的iに答え、%になったレこ

心のスケソチ十写真イ':f1/， i) 

リークブソク/，>'主1&，'¥ {J tc" 

縫物のこ，士加とらどけ、心、

く見学のマナーも学んだの

写誕ト13探検に出発

(13) 東京裁力 篭休み工作教家

「 干の涌

開催日

対象学年

参加者

形態

手法

材料

，ワ j

平成 18::ド8月 25日

小学校 1~:l 年生

13名

翼下院年 個人作業

日t¥1lの家製作すまいクイズ

ケーキ籍キット・世界の家

初めての企業との企箇。ケーキ

箱の中iこ夢の部}誌を作るο 位界

。〕双山総介やす土いケバシぐも行

っ/'，マまいクイズ日艇がアド

ハイスノケ L.，t- ノ;後U_他での綜

果ざの考察を試みたい

写真ト14完成

(14) 藤沢市ひまわり児童クラブ

「部屋模型づくり教室

~世界にひとつだけのお部屋を作ろう J

開催 E

対草象学年
加者

形態

}三法

材料

ヱ:成 18年 12月 26日

小学校 1~6 年生

45名

呉学者 個人作業

世界の子 μも部地・製作

ケーヰ箱キット@世界の子ども部屋

tltJ'~O) 子ども昔日!主を紹介した後g

ケ キ籍の中に穆の部局去作る。

鈎人作業であったが?普段生活

している多芋刊の縦割り既であ

ったため子供同士山協力体制が

で汚ていた同隠の年長者から

の影饗〉を強く~')~けていたようで

ある。

写真 1-15 ロフト付き

200?年性総研「住まいまち学習」実践報告論文集8

1 

1 



(15) 藤沢市立新林小学校 3年生総合学習授業支援

等糞 1-16キット製作嵐景

小学校3年生3クラスでの一斉授業。事前に各クラスで

キットを途中まで製作し当日は仕上げからスタートしたe

敷地の上に家のキットを貼りクラスごとに決めたテーマ

を考慮し庭を書き込み体育館に衡を作る。今回は街っく

りが呂的ではないためg話し合いの待問は短く，自分の作

った家が並んで街となっていく様子を体験するにとどま

った。同学年では付近の谷戸探検や，市内のさまざまな地

域の見学などを行っており今後はこうした学習とこの経

験を結びつけ，まちの成り立ちやまちづくりの過程に関

心を持つことを期待する。

写真 1-17 敷地を書き込み町並みを作ろう

3 まとめと考察

醐 般公募型・地域でのワークンヨツプ

参加者は創作意欲が高く設計図や材料を持参ずる子ど

ももありワークショップへの期待の大きさがうかがわれ

る。どの屈も事前導入でのレクチャー・グループでの話

し合い・ワ クシートなどへの取り組みに積極性が見ら

れるc 回をi告すごとに地域に定着しリピーターも多い。

歯 学校などでのワークンヨツフ

学校や児童クラブなどでは興味のあるなしにかかわら

ず子どもが参加している。今は興味のない子どもも1 こう

した経験が今後住主いや街を考えるきっかけにるよう心

がけてし、るわ最近 Fは判じ地域・集践に繰り返しワ ク

ンヨツブを行う機会が増えてきたので，こうした機会を

有効にとらえたい。

多くの学校では学年ごとに地域を知る活動や授業を行

ってきている。私達は事前tこ他の科目や学校行事などを

通じ子どもi童がどのような経験をしているかを知ること

から始めている。 方学習指導重要領の改訂や教員の移動

などもあり?実際iこは学年を追っての継続的な{主教育へ

の取り組みが難しいとしづ現実もある。今後IJ学年にあ

わせ段階を践んだ継続的な授業支援ができればと考える。

幽 歴史的達築物の保存でのワーク J ヨツブ

地域の財産を/U世代に残し自分浅の衝を誇りにして欲

しいと麟いワークンヨップを行っているp 建物探検隊カ

ードを作成し，シワアルナンパーを入れリピーターはカ

ードをコレクンョンできるようになっている。

同じところで継続的に活動を続けることで経験の多い子

どもがブアシワテーターになり，告ら次のt!t代に継承す

る関係を構築できたらと考える。

圃記録・展開

活動を記録iこ残し次に生かすため毎年実路報告書を作成

し報告会を行っている。また、平成 18年にはこうした活

動の目的・趣旨・活動記録を「やってみました子どもワ

ークショップ!!I (文"という本にまとめた。

翻 4年間の活動の中でさまざまな年令・人数でのワー

クショッブを経験し，また司時iこ多くのツール・手法を検

討してきた。これらを今後の活動に定かすとともに，

そこで得たアンケート@作品の巧署長な汗を行い今後の活

動・建築に反映させられればと思う。 一部については別

稿戸建築士による小学校家庭科『伎まい学官Jへの授業

支媛"--11自分の夢の部獲を作ろう!~J (桟 Z} tこて考察を行

っている。

<5主〉
11 住まい・まち学智j 実践報告・論文集6

2.2 地域の学びづくりと取り組みから

つくってみよう!夢の家~子ども遠の住まい設計ワ」ク

ショップ~子どもの居場所と家、そして住まい

21 一位まいーまち学習j実践報告・論文章8

議'if士によ〈コ小ヂキ主宰庭科「住まい学留j への授業支援

l 自分(i)事の部埼企つくろう!

神奈川県主主築土会 子どもの生活環境部会 I0)数り紐み

く参考文献〉

11 神奈川県建築J_:i~: l' どもの生活環境部会編

Jやって3メまし f-_! I -fどもワ」クンオノブ目的“ 10

-34- 2007年性総冊「荘まいーまち学習」実践報告論文集8



関口佐代子判建築士による小学校家庭科「住まい学習j への授業支援

fel分の夢の部屋をつくろう!J 

一神奈川県建築士会「子どもの生活環境部会Jの取り組み

年一ワード 1 旗際科 Z住まい学習 3態築士iこよ晶授業主掻 4 創作活動 5 増減宝

1 はじめに

私たち神奈川県建築士会の子どもの生活策境部会は，

数年前から子どもの住教育に欝わりを持つ活動をして

いる。〈往1)地域の市民館や学童保育などで展開してきた

ワークシ沼ツプ活動と平行して，小学校への住い学習の

分野での授業支援も行ってきている。

小学校の家庭科授業では、衣食住という生活の基本に

ついて学ぶが[衣j の裁縫実習や「食Jの調理実習に

比較して，住の部分は鵜ベ学習で終わってしまうことが

多いようだ。小学校5，6年生iこ対して、砿たち建築士

グループとしての社会的貢献の分野としての意識を持

つようになったのが，家庭科授業支援の動機である。

本論では，<1>新興住宅時と呼ばれる地域のA小学

校)での邑年家庭科の授業について，<2 >河じ邑年生対

象であるが，古くからの町のB小学校での同じ趨材の授

業との比較について，述べていきたいとゆ思う。

2. A小5年生家庭科

( 1 )授業の構成

平成 17年3月にA小学校B年生 74名対象に行った家

庭科 f住まい学習JIj:， W自分の夢の部屋をつくろう』と

いうものであった。事前に教科書の員1)った形で，自分の身

の回りの整理整額ということを学饗している。

c~，_三当竺主当主至至") 日経伝長当当長宇奈~:;~

-"雌 J込~一一一一一一一

、一一一一一}贋.-.怖"十一.-川十叩，.. ，，，，， 
I 0 ，.卵 ..凪，.蜘嗣、噌a
ιけ o.川"ゆ駒 }叫 l 帥m叫‘品即... " 

..‘駒ヤ ‘“ι 島駒@ 

l 附 "..日
ι 輸伽 叩 iρ." 
十""・圃."" .拘・・..幅

'._.….‘町一肌'.......' ，，--...山仰 .. 胤凪叫齢 向

" .伽 .-他齢 .. 附
【 J叩也巾拘 一.山泊 {巾οか}一… !司ο .山仲.“仲.伽判駒川問‘.，判.帆削、柄' 船

! 怖川.“ι 抑

i 仙，，.， ，... ..“伽【...・..
!日叩【..

ι('，'"・・・・ 1 也・ ・e

1一一一‘'U..，寸 τ量以ユ三三!:!!11l爆企主
1一一]:d也且込ムふきし 1，(，快日9~品位、

一臨む一一一一
JととひょJ投主→←一一一一

乞立Lム昼豆急皇霊会一←ー→←ーー {一一一

一一一一一一一一…一
主協一一羽

二万:州諸巴主主私、ヰ二皿山

三笠~，1 t<'j，_e¥三ZL

酒1-1 [機構体操シート 記入憐J

このような本来の授業の流れを生かして，今回のf住ま

い学習jは，今の自分の部馬または自分の居場所について，

改めて現状把握をしてもらい，良い所や盟主したい所在具

体的に考えることから始めた。

関 1-11主導入として行ったワークシートである。『準

備体操・今の自分の部原(居場所)のことを考えてみよ

うJというタイトノレで，それぞれに番き込んでもらった。

設問としては [1 自分の部療のイメージJ( [あたた

かいJ[にぎやかj などの形容詞 f遊ぶJ[おどるJなど

の動詞で構成) [2 自分の宝物J[3. 自分の部屋の好意

なところJ[4 自分の部患の変えたいところJ[5 夢の

部康への工夫(1)変えたいところをどうするか (2) 

宝物の怪き場所j 以上を記入した。

回答耕1)1こもあるように，全体的に良く書き込みされ，等

身大の 5年生の姿が写し出されている。自分の部屋のイ

メ}ジとしては[あかるしり (62%) [ごちゃごちゃJ

(62%)などが多く，宝物はスポーツ道具やコレクション，

または思い出の品が多くあげられた。部尽のお気に入り

の場所はベッドや布団が多く，次iこ机であったが，中には

「部屋のすみJ[押入の中Jという図答もあった。変えた

いところは[全部Jが多く，そのJ');:1j:[ごちゃごちゃを

すっきり広くしたいj という重要望だった。そして具体策

が頭に浮かんだところで， [じゃあ自分の住みたい夢の部

療を作ってみよう Ji::，製作作業を隣始した。

夢の官官屋を作るキットIj:，図1-2に示すようなB4麺用

紙に印刷した物である。 1120の縮尺の約白張関が右半分

に示されている。友半分に1丸子ども部屋iこよくある家主主

(ベッド，っくえ， v、す，本棚，タンス)の標準的な大きさ

が示され，参考として身長 150センチの人型と 91センチ

角の半畳の大きさを入れた。そして欲しい物があれば自

由に製作可能なように，方緑紙部分を用意した。これらの

アイテムは使っても使わなくても良く，彩色も自由，また

複層階も希望者には対応できるように用紙を準備した。

(作成風景.写真 1-1) 

*主神高川県越築土告

予どもの生括環埠師会所属

5
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く男子3>

下の方に l帖分くら

いの f潟し部屋jが

ある。入り口iまタン

スでふさがれ，床の

レーノレで動かさない

と入れない。入ろう

とすると防犯照照明

と音で知らせるよう

になっている。

く女子 1>

6帖を 3，怯ずつに分

けて，スキップブロ

アする計画。上階は

ベ yドでやすらぐ祭

務，下獄は事L.本機，

鉄棒などがあり，心

身ともに鍛える場に

なっている。色も落

ち着いたきれいな仕

上げの作品。

<女子2>
ベッドやテレピやミ

ニテープノレを配置し

た女の子に多かった

パターンの作品。

仕上げも丁寧にされ，

日常的な生活を想像

して部農を作ると同

時に，寝ながらテレ

ピを見るなどの夢を

加えている。

一一“制曲. 

ιl 
「つ;-Tir…'Â~Î 

百日jq

?日.!'~，..ム守

~!~:i.' 臥品

図1-2r夢由都塵j作成キット

(2 )作品

それぞれが完成させた作品には，自分の夢がよく織か

れていて，楽しんで想像した様子が侮える。

く男子 1>

カラフノレにたくさ

んの書き込み説明

のある部屋。

弟の部屋が下にあ

りa随時のぞける

穴が沢山あいてい

るそうだ。自分の

持ちものの収納場

所も締かく考えて

あり，生活J嘩と夢

が隠居している不

思議な作品。

写真 H r夢曲部慶」作成中

(3 )作品発表と講評

A小学校邑年生の今罰の授業は2クラスで行ったが，

俊業の最後にはひと哲ひとりが前に出て，自分の作品の

工夫した所を発表した。お互いの発表を鶴くことで，部患

に対する考え方や，工夫するポイントの違いなどを知~.

意見交換に発展できたことは非常に効果的であったと思

う。

意見交換の中では，子ども向土のや9とりだけではな

く，疑問に感じたことを建築士への質問として投げかけ

られたり，建築士からひとつひとつの作品に対する講評

も行い， 子どもたちが，専門性に触れられる機会となった

ことも，我々にとってやりがいのあることであった。

く男子2>
ばらまいてあるの

は野球のパットや

グロープ等。

好きな物に留まれ

て生活できたら幸

せだろうな，とい

うとてもわかりや

すい発想で，素直

に表されている。

2007年住輯研f住まいまち学習J実践報告。論文集 8ρo 
qυ 



部患を構成するアイテムと呼べるかどうかという点

で， 1 5のグラブiこは項目としてあげていなかったが，男

子に圧倒的に多かった「ゲーム類j を取り上げてみる。

( 4) r夢の部屋j の傾向と背景

全体的な印象としては，男子i立好きな事柄に絞ったテ

ーすが多く，2'皆や地下にさらに趣味を追求した部屋を

作ったチが 1/4ほどいた。女子は毎日の生活に密恭した

発想が多く s生活感の違いが王室縄見える結果となった。女

子では複数絡の設定はほとんどいなかった。(図 1-3) 

軍N;も}

綾なし

劉 1-6A1J、〈ゲム類申書j含〉男女)!iJ

lllI 1-6で-'"られるように，J草子では，テレピゲームや

携幣ゲームなどを，明らかに絵や字で表現している子が

7叡近くであった。テレピ設穫の要望はゲーム機と強く

結びついているようで，セットになっている子も多かっ

た。また，複数階で設けた地下護や2階には「ゲーム専用

室」を設定した作品もいくつか克られた。高学年男子の

生活の大きな部分を占める物のひとつに「ゲ}ムJの存

在があることを改めて認識させられた。

女子では，テレビはゲーム機と結びついていないのだ

が，その表現には「液晶テレピjであったり fヒゃデオJr鐙

掛けJなどテレビやピデオを観賞することに関心が寄せ

られていると思われる。ゲーム機に替わる物としては，

携帯電話がγ寧に描かれているものがあった。

女子望号子
-弘、1
*1，;よし

国 1-3A/J、〈複数階的作品の割合〉男女別

また， J主体的に自分的身の図りの快適さという事前学

習で，日当与や風通しを調べていたこともあり，畿の設覆

については，与条件にはなかったものの，男女とも多数の

作品で設重量されていた。(醤 1 4) 

21ち

敏晶U
m'本し

男子 女子

園 l-AA小〈窓設種田割合〉努女)!iJ

3. B小5年生家庭科との比較

( 1 )地綾般について

A小学校は，新興住宅地と言われる地域にあり，古くか

らの住民は少数で，入れ替わりの比較的激しい，社宅やマ

ンションが立ち並ぶ場所にある。近年さらにすンション

が激増し，戸建住宅の住民はごく少数と言える。

一方B小学校は，古くから減下の寺町としての伶まい

を今なお残す地域で， 3t世代閑居の一戸建てに住む生徒

もまだ多くみられる。最近はマンションや新しい住宅街

も増えて来ているが，多数を占める状況ではない。

(2 )比較と考察

部屋全体の作り方と悶様，部屋を構成するアイテムiこ

も，邑年生の生活感や要望が表れているようである。

下の図 1-5はA小5年生の「夢の宮古屋jに表現されて

いる家具や道具などの項目である。

ぽf時的に多いのはテレピで，塁王に自分の部療の持って

いる子も含み，重要望の一番にあげられている。また，意外

に多かったのが，事Lとは別の小さい.i!lo卓とも言える「ミニ

テープノレjである。特に女子では圧倒的な人気で， rミニ

テーブノレJrカーベットJrソファj が夢の 3点セットに

なっている例が多く見られた。
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日小学校では平成 18年3丹にS年生98名を尭路量にA

小学校と向様の流れで f夢の部療をつくろう j住まい学

習の授業を行った。

liiI 1-7 IこB小学校5年生の作品に描かれているアイ

テムをグラ7にしてみた。左側lのA小学校と比較すると

以下の点に気づく事が出来る。

• B小作品中の複数階の設定はA小よりも多かったの

で、「階段などJの項目も伸びている。(密 1-8) 

14事

磯あ世
議なし 52活

86事

留 1-8日小く複数繕由作品由割合〉努女)jlJ

-テレピに対する要議はやはり圧倒的に多い。 B小では

女子がA小の 51111Jに比べて 7割以上の作品で描かれ

ているため，全体ではA小の 7劉より多く， 8審jほど

である。

・ミニテープノレ，カーペット，ソファはやはり女子に人

気のようだ。 A小女子では3審l近かったが， B小女子

でも 2割以上が書き込んでいる。

日小の作品でA小学校と大きく違う項目としては，

「ベランダJr殴熔Jr)lI'池」があげられる。これら

はA小ではほとんど見られなかったアイテムである。

ゲーム機についてはどうだろう由、 A小と河様にゲ

ーム類の表現された作品を調べる。(陸 1-9) 

理量あモi
裁なし

4弘

鴎 1-96/1、〈ゲーム重量的害時脅〉男女期

やはり男子に多く見られるが， A小男子の 7割近いと

いう状況よりも少ない3都穣度となっている。女子では

やはりゲーム機へのこだわりはあま哲見られず，携帯穏

誌やピデオの書き込みがあるのは， ArJ、と同様であった。

興味鑓心の対象が， A小よりも多彩にわたっていると

いう印象があるのが， B小の作品である。注目すべき項冒

として「ベランダJr田畑Jr) 11・地Jをあげたが，これら

は複合的に表わされている。 2階やベランダの自的とし

て，畑が作物jJlJに揃かれていたり，川や泌が設けられてい

る。また，複数階が多く作られていたが，その使い方は多

様で， A小でも見られた fゲ}ム輩Jrプ}ノレJr迷路j

fジムJの他に f畑JrデパートJr温泉Jr映函館Jrレ

ストランJr遊園地Jr森J rつり 1;f ~J r水族舘Ji草原」

など多義にわたっている。少々想像が大きく膨らんでい

る感があるが，作品!'i，楽しく取り組む気持ちがそのまま

表現されている子どもらしいものであった。

4，まとめ

学校の綬業支援においては，まず控当の先生の進め方

が最優先あ~，私たちはその方針に沿った形で企禰を立

てている。そして，私たち建築士グループと先生とで，よ

り良い授業iこするための協議を十分重ねて，授業を実現

させることを原則としている。その過程があるからこそ，

地域性や学年，学校の状況などが考慮された企爾にする

ことができ，その学校の子ども遼にふさわしい授業が可

能になるだろうと考えている。

今潤とりあげた f自分の夢の部屋をつくろう j という

題材は，そのような事情があるにも関わらず，三善い二校の

B年伎の家庭科授業で行うことができた。

そしてそれが地域の異なる 2つの小学校であったため，

出来上がった作品群も，とても興味深いものとなった。

本論ではその傾向を，表面iこ表れた形やアイテムで考

察したものを述べてきたが，ひとつひとつの作品l'i，その

ようなひとくくりにしたまとめでは，物足りないほどの

傑作揃いであった。このような f夢の部屋JIこ接して，

建築士としてだけではなし大人として子ども逮のこの

感性や表現力を大事にしたいという思いを持った。

さらに，作品を数多く見ることでわかってくるfいまど

きの子ども遠の抱える事情」にも自を向けてみると，

チレピやゲームが生活の中に占める大きさに，あらため

て患い知らされ，子ども部屋とは僻かという問題iこもっ

きあたる。

今後の課題としてはp同様のキットを使ってB 自分の部

屋からスタートさせた学習を，例えばキッチンや食蛍，浴

室等に展開していき，家全体へと発展させることを念頭

においての企画にしていきたい。

今回の考察に見られるような，子ども遠の現状を把握

しながらも，まず「自分の居場所とlむということを考え

る経験をしてもらうことを足がかりに，家庭科学溜にお

ける f住まい学習j に接していきたいと考えている。

く注〉

1) r住まい・まち学習」実践報告・論文集6

2，2.地域の学びづくりと取り組みから

・つくってみよう!夢の家一子どものための住まい設計ワ

ークショップー 子どもの局場所と家、そして住まい}

く参考文献〉

2) 小管校5年生「わたしたらの家臨科」関経堂

3) 家庭科学習ノート (株)日本標準

4) やってみました!!子どもワ}クシ琵ツプ

， .神奈川県題築土会子どもの生活環境部会繍
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量動渇真弓判

鈴木待子.*2

f生きる力Jを育てる住教育プログラム(その2) f吋ミ察j引

一阪神・淡路チ議災から12年を綬た被災地での新たな展開一
井手家 峡二二村

HF "王洋叫
竹間 衝 答 判

キーワード 1)住教育 2)誌がJ話教育 3)学校・民隠・術文似詔需 4)すまし d渦J繍じ 5)子ども

1 はじめに

本稿は，住宅総合研究員オ凶の第7[沼「住まい・まち学

習」実践報告・論文(平成 18年)において発表した住教

育の淑り紛みについて，その仕事Eみを活用した新たな燦

潤を報告寸るものである。

1)神戸市における「住教育Jの取り組み

神戸市では，神戸市すまいの安心支援センター(愛称

すまいるネット)の呼びかけにより，平成 14年から学

校・民間・行政の連携による住教脊の取り組みを進めて

いる。学校教育における「住」の学習は， 11実習ができ

ず，すぐに実生活で活かせない，②子どもの家庭環境や

生活レベルと直結してしまうため，等しく教材として扱

えない，③専門的な領域のため，情報が少なく内望号が難

しい，@:完全週休2日制iや総合学習の導入により家庭科

授業時数や授業内容が減少している，などにより難しい

現状となっている。これに対し，学校・民間切行政が協

働して学校における住教育の普及を進め，主体的にすま

いにアプローチできる将来の生活者脊戒を凶ることを日

的としている。

取り組みの主体は「住教育ワーキンググループ(以下

住教育WGという。)jと時ばれる車滋簡で，家庭干将{育及

び消費者数育に精通した学識京議案者9 市民への苦手没轡発

に取り総む建築二とや市立小切中学校家庭科昨日当教員，市

教官委員会や住宅関係部局等の行政職員によって構成さ

れている。 f主教育WGでは，住教育の現状・間総点、や異

体的な授業内容等について議論・意見交換を行うととも

に，各自の取り組みや新たな動き等江情報交換により中日

互環解を進めている。またイ主教育を効果的に広めるため，

教員の依頼に基づくモデル授業実絡も行っている。その

大きな特徴は図 1-1のネットワークを生かしながら依

頼テーマ・ F人]草寺に沿って授業企閥・議富市派j麗等を行い，

教育現場が求めるさまざまな婆求を満たす高いレベルの

授業を実現させていることである。このように教育王殿蕗

土，(ネil兵庫熊建築士会女性護員会霊奥長

ホ3(社)兵庫県建築士会女性霊員会委員

キ4神戸市す支いの安心五議セ/タ 支援室長

*5神戸市すまいの安心支媛センタ 金間報長

キ6神戸市すまいの安心主瞳センターー士関係

-39-

でのニーズを吸いよ11，学，ro品苦験斉や主ごま若者などの専門

家が有する人的資粉、や情報・ノウハウを活かし，行政が

そのコーディネート等を行う仕組みにより， ~_:校教脊の

ヰ1で適切な{主教育古 l勃iI!Iされるための活動を桜闘してい

る。

2)震災 12年 「紡iii住教事干」の新たな動き

この取り五llJiG月 五で争klii定数奇分野での件数持ニ「防

災11数奇」仁もiiJiたなijj:JJ;きが込受付られている。むj{f1 

月 17日btiは，ほとんと0)神戸市内1，1¥咽中学校で波災常

習 e 防災学何が織対:して行われているが，紡芦訓練やZ15

り郊による体験波など1).日られたメニューの繰り返しが多

く，法災 10Jlーを絞て，Ei場からはより':k'祭的で新しし

災学省・防災学留を求める声が上げられている。震災の

絞験を風化させることなく，その教訓を次の世代に伝え

ていくことも当然必婆であるが，今後高い確率で発生が

そ予証明されている東潟地震・東南海地震・南海地漫などに

対し，その災護対応を担うことになる子どもたちに，減

災に向けた心構えや対応を今から学んでもらうことが緊

急の課題であることが認識されてきたからと考えられる。

これに対し，工F成 18年3月には，神戸市教育委員会が

議長官新聞大阪支社・読売テレビと共同で，阪神・淡路大

霊堂災の記憶や教訓jを映像や新開記事などで次のttt代に伝

えるためのどジユアル版紡災教湾留Jj完本「幸せ運ぼう」

を制作。阪神・淡路大震災直後のまちの様子や復興過程

をニュース映像や写真，新閣記事などで振り返ることが

できる防災教育ツールを開発・提供することで，震m.待

験のない子どもたちによりリアルに震災を淵本験しても

らえるものとなっている。このような動きは性教育にも

広がっている。名古燥大学総tII併l先'廷の開発したペーパ

ークラフト教材「紙ト区るる J I立地支に :J~Jい建物￠特徴を

実験しながら楽し〈理解し r宇まい」や「すまい方」の

耐震化の必史料に涜づく妨災救育ヅ.)レで， r.li1でも鰭単

に指導できるようにこ夫されている。

キl(ネ土)兵庫県建築1会支社策関主宰員

2庇 3年神戸市川T。神戸市す支いの安心支援セ
ンタ で忙柄綴の普及開発や住教育の推進等
に地り泌さ;樽ら"村)fj~陣県波畢土当主lこ参画して

市民と頭門家のコな力、りっくりに努める。現荘，
長国区決ちづくり推ポi索。

2007年住総研「住まい'まち学習J実践報告論文集8



ではなぜ「防災住教育」なのか。国では中央防災会議

「地震防災戦闘し(平成 17年3月30日)において 10年

以内に住宅の耐震{!J率を 9割に，神戸市も施政方針とし

て 2015年までに 90%以仁を掲げて， n耐震診断の無車判む

や揺す皇室改修・家呉固定への助成制度を設けている。しか

しいずれもなかなか進まない状況にある中，学校教育に

おける「すまい」や「すまい方」に関わる妨災学笥は，

子ども自身が災宮』寺にまず自分や家族の命を守るために

必要な対策を学べるとともに，子どもを通じて危機感が

薄れている大人たちへ災寄対策の震要性を肉認識させる

効巣が期待できるのである。

このようなことから，渓災から 12"1を絞たよ〉，実際的

で新しい学習としての防災住教青のニ ズが消火してい

る。

3 )建築士会における「住教育支援チーム」設立

このような流れの中， (宇土)兵庫県建築士会も平成 18

年 1河に「防災教育で伝えること，学ぶこと」と題した

公隠シンポジウムを関催，紡災への地域力向上の視点、か

らも，震災をき起{本語賞していない子どもたちへの~15W教予言

が必要であること，そして建築の専門家として積極的に

関わっていくべきであると司共通認識を示した。また，

兵庫県内の各所において「子どもたちにすまいの仕組み

や建てられる過程・それらに携わる様々な織業人の仕事

などを知ち，体験するプログうムJi地域に残存する文化

財的価値等を有する建築物の隆史や特徴，保存の必要性

などを伝えるプログラム」などを独自に実施してきた。

これを受け，建築士会では，平成 18年 12汚に「住教

育支媛チーム(以 1ご支援チームという。)Jを設立した。

図 1-1のように神戸市での住教育WGへの劉閣のほか，

建築主会内でバラバラに行われている子どもを対象とし

@建築士をEやむとする専守門家ネット

モヂル夜穿実施d帳瓦'"カ モデル得業実絡の相互協力

図1-1 {主教育ワーキングゲル ブの仕組みと

建築士会住教管室樋チームの関係隠

た取り組みを一元化し，神戸市の住教育WGとの連携を

車lUIこ，兵庫県下での学校教管における住教育の普及に関

し，建築の専門家として積t!量的に関わりサポートする体

制づくりを悶指すものである。メンパーは会震に日設定せ

ず，兵i事終立入と妨災未来センターの研究設など，同様

の取り総みを実施している他の団体等も積憾的に加え，

嬬[若く情報・意見交換を進めながら，専門的見地からこ

れからの般教育のあり方を研究。学校教育のゆで「生き

るlJjをつけるための{主教育授業プランを援案していく

とともに，学校・行政等各機関からの依綴に基づき，授

業{f三郎や講師派i還などの支媛も行っていくこととしてい

る。このような建築士会の動きは，専門家として社会的

責任を果たし社会の受講に応えていくことのみならず，

自分たちにできることを然かし，地域に資献したいとい

う会員たちの思いによるものであり，会員の自主的なf言

動である。しかしこうした他人の熱意の集まりこそが実

行の原動力になっていくと考えられ，今後の住教育器及

に大きな役部を築たすこと古期待される。

2. r防災伎教軍事Jの重量践例

{主教背WGでは，平成 17年度までに小学校で4種類

(8隠l)，中学校で 2種類(2殴l)の住教育俊主義を実践し

てきた文1)。平成 18年度は，先述のとおり紡災住教育の

ニース闘が増大するなか，支媛チームの協力のもと「災議

に備えた住み方~地震対策編~J を中学校の家庭草ヰ授業

で言十日田企i車[・:鶏包するとともに，避難訓練後の特別授

業として行事震は来るけど被主警は妨げる~防災訓練編~J

も企磁・実施した。以下，平成 18年度に実施したこれら

の防災住教育の取り組み内容を異体的に総介する。

授業例 1)災害に儀えた住み方~地震対策総~

①実施終期と対象

日目寺・平成 18年 12月12日(月)第3・4校持

(家庭科/10 時 40 分~12 時 20 分)

対象:神戸市立聖母ヶ林中学校2年生

(2クラス，約 80名)

②実施概要

本授業例は， 17年 12月と 18年6月に実絡した神戸市

立舞子中学校でのイ主教育プログラム文11を知った神戸市

立駒ヶ林中学校家庭科教諭からの依頼を受け，その学校

のニーズや婆望にあわせて作り変えたプログラムである。

舞子中学校では，すまいるネットのスタップと家庭科教

諭が分担して筏業を進行したが，本授業例では基本的な

指導プログラムは舞子中学校のものを踏襲しているもの

の， 級建築士のゲストティーチャーが綬業分般の遂行

を担当するなど，その専門性を生かした授業プログラム

を新たに企画した。

it::rmiにあたっては，この学校で「耐震補強工事」が実
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鈍された直後であり，生徒江興味・関心に訴えうる身近

な点材として生かすことを出発点に，総長室補強工事の意

義やその内容だけでなく 3 それらと関連づけながら「す

まいの瞬盟主化」や「災害に鍛えた住み万」へと展開させ

ることを基本方針とした。そのよで， 12年前の阪神・淡

路大55災をほとんと"記憶していない中学生に対して，

叶手レtッケ」を使った校舎模型の活用を通じて建物の

鮒伎に掬するイメージを必握し， El"ちの建物や避難所

となる学校の校舎の耐震イむについての理解を深めること，

加えて自分や家族の安全を確保するための淑り総みとし

て，家呉の配程や回定など r自分でもできる対決」があ

るということをま日り，自宅での実践へとつなげることを

意隠した。

実施主当日は，ゲストティーチヤーの一級建築壬 1名と

企画を担ったすまいるネットスタッ 731'，で支持した。

。ヌ非習のねらい

-震災時のすまいの被実状況とその段、府を知る。

・学校の耐震補強工事を通じ，建物(学校やすまい)の

安全性経保のしくみを知る。

・建物内部の安全般を確保するため，今すぐにでも実践

できる家具の百己主主やtliJ?Eなどの考え方を知る。

制受業の流れ

J受業の袋路を表2-1-2-2に示す。まず前週に家

庭科教諭単独授業としてプログラム Iを行ったうえで，

その翌週にゲストティーチャーによる授業としてプログ

ラムIIを4子った。

[プログラム 1J家庭科教諭による授業

震災時の峡{象や体験談から被醤の大きさや怨ろしさを

知った上で，牛宇レtックの'Iit9Jりを建物に見立てて，地

震に強い構造にするため，生徒自身が自分で牛宇レtック

を{切り，創意工夫して「強い建物」を作成した(写真2

1 )。この作品を「補強方法」に基づいて分類すること

で，生徒自らが考案した補強江仕組みを確認した(写真

2 -2)。

表2-1 1災害に備えたf主み方 地震~，拶荘繍Jプログラム l

時間 内容 ツール

10分 震災時の映像や体験談!こよ 中学校家庭科部教
り住宅被害の状J兄を知る。 材「幸せ運iまうJD 

V D (神戸市教育委
員会)

30分 牛乳パッウを輪切りしたも 牛事パッウ(1人 1
のを柱梁床とする f牛乳 11ック)，はさみ?
パックJの模型を建物!こ見立 セロテープ，ホッチ
てて，揺れに強い嫡造!こする キス?定規
ためにはどんな工夫をすれば
良いかを考え i 自分たちで実
携に作ってみる

10分
作った悼の rゅ出動、「l一一aABHつTの…融b 持 J工夫Jを r4つの補強方法」

を通じて理解し， 4つにグル
ーブ分げする。
今臼のまとめと次回の予告

再軍真 2-'牛乳ハッウで補強方法を考える

写真 2，，2 4つ由補強方法に分類する

{プログラム 11Jゲストティ チャーによる授業

プログラムIIでは， 一級王室築ごとのゲストティーチャー

が補強方法について導I"J家の主主L点から解説する(写実2

-3)0 r牛乳パック」を使った校舎模型で補強の有無に

よる綴れ方の速いを確認し，また各自が揺らしてみて補

強方法的効架を丈感した(写真 2-， 4)。そして鮒潔補強

:1'， '長が行われた場所やその補強万i.tなどをクイス形式で

問うことを通じて，実際の建物でそのjj法が生かされて

いることを路島干する。また， [J分でもできる対策として

家呉の配置や[Iij)主の必要性についても学び，Mができる

かを発表した(写真 2-5)。

表2-2 1災害に備えたf主み方 地震対策編」プログラム 11

時間 内容 ツ Jレ
5分 授業の趣旨説明とゲストアイー

チャー紹介
25分 プログフム!を思い返す p C，プロジェ

'4つの補強方法Jを専門家の ヲター?スヲリ
視点からわかりやすく解説する。 ン 1牛乳パ
‘「牛乳パッヲ」在使った校舎模 ツヴJ校舎模型
型で，生徒!こ揺れを体験させる。
校舎の耐震補強工事!とも 14つ

t補強方法Jが使われていること
在解説する。

15分 建物内部の安全性在確保するた ワウシ ト
めの家呉の配置や回定などを，映
像などを使って解説
ワークシートを用いてタ今すぐ

できる工夫を考え，発表
5分 授業のまとめ3 感想

d
体
ム
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写真 2-3織強方法をゲストチイ チャ が分かりゃすく説明

写真 2Ar牛乳パソヲjを使った校舎模型の揺れを生徒が体験

写真 2…5今すぐできる工長を生徒が尭聾

⑮受業を終えて

このブログフムの強みは，れi''i'Lパック」という身近な

素材を用いて自ら責IJ滋工主として補強方法を与えるととも

に，その補強方法が夫F撃に採!H;:，れている耐麓補強工事

の工法と結びついていることがr足感できることである。

これにより， 一般的には無関心になりがちであろうと思

われる，自分の学校で行われている耐震補強工事の内容

とその意義を認識することができる。

このようなやや専門性の高いプログラムが実路できる

のは，今屈のように 級建築士のゲストティーチャーを

導入したことによるところが大きい。また，ゲストティ

ーチャーにはその専門知識をいかに生徒に分かりやすく

伝えることができるかが関われている。

17年度に実施した舞子中学校の事例や 18年度に実施

した本事例を含めた計6阪の災践を通じて，このプログ

ラムでは一つの「茎本形」を縫立することができた。各

学校の状況や教諭の考え万などに応じたプログラムの調

整もできるので，今後{也の中学校での応用・繰闘が可徒

である。

さらなる震関や継続的実施に向けての課題としては，

生徒の現解度の把擦とi?H1ぬ及びその向上に向けたプログ

ラムの精査，全体として授業時間が少ない中学校家庭料

の中で池;プログラムを採潟してもらうためのPRなどが

挙げられる。

授業例2)地震は来るけど被害撃は防げる~防災訓練編~

①実施時期と対象

日時:平成 18年 11月初日(水)第6校時

(防災特別綬業/14 時 25 分~15 ，寺 15分)

対象:神戸市立平野中学校 1~3年生(約 750 名)

②実施概要

本授業伊11ま，平成 18年8月に行われた神戸市内中学校

の技術家民主科拐当者会議における住教青プログラムのP

Rを受けて，平野中学校の妓術教諭(防災学習授当)か

ら依頼があったものである。依綴内容は，全校'1，徒で実

施する避難訓練の後に，体育館で 1校時分の野寺院を利用

して会校生徒を対象に「すまいの耐震化」に障害する講演

をしてほししりというものであった。そこで，…級建築

士のゲスト子イーチャーを派遣することを前提に、すま

いるネットで企画を行い学+刻開jに提案し，災施されたも

のである。

実施にあたっては，全校生徒約 750人が体育館で腐っ

て話を総く，という環境上の制約の中で rすまいの耐震

1~J をいかに実感し，理解することができるか，という

ことが主課題となった。そこで，それほど長くない時間

の中で多数の生徒が 疫に体験してもらえる教材として，

筋交いや耐農壁の効架を線側本殺できる「木枠の半期J.J

を40セット 80偲準備した。これを泊いて建物の安全の

仕総みを体験するなど，防災に粛する様ヤなテー?につ

いて娯像資料やクイズ形式を通じて生徒参加型で学習す

る「地震は来るけど被筈は妨げる」という耐震・紡災学

習プログラムを企i顧した。

実施当5は，ゲストティーチャーの級建築士 l名と

余画をおったすまいるネットスタッ73名でま説草した。

③学習のねらい

・避難訓練を振り返り，地震発生の際の行動や避難所と

しての学校江役部を知る。

-地震の際司被害を振り返り，建物の安全の仕縦みを「木

枠の候型」で体J議する。

-建物内部の安全怜を確保するための家具の配鐙や間定
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などの与え方を知る。

4芹受業の流れ

授業的反摘を表2-3に示す。避難訓練後全学年生徒

が体内f訟に穿こまり，下校側からの紹介を受け，ゲストテ

ィーナャ…が長併行した(写真2-6)。

この絞殺では，まず避難部織を振り巡り，避難時に注

滋することを綴単に籾介した。その上で，学校が避難所

になっていることを，避難所の表示プレート，備蓄怠庫

。)場所，長{i設資本すの内容などをクイズ形式で紹介し，改

めて避難所としての学校焔設の重要性を認識させた。次

に，下校やすまいなどの建物が{~iJ(裏しないことが大切で

あ芯ことを映像で確認したあと， 4つの:+:の部材をず戸伏

につなぎ合わせた「木枠d汁葵型」を使って，余生徒が自

身で傍iれないすまいの仕組みを体験した(写真 2-7)。

この「木枠￠伊~J は， 4つの部材に筋交いを紹み合

わせたものと，枠の中に墜補強に見立てた「キッチンペ

ーパー貼り」を施したものの2様類を用意し，紙を員占っ

ただけでもそれなりに強度が出ること(ただし本気で力

を出せば破れてしまう，という危うさを感じながら)の

活外特を楽しみながら，その強さの仕組みを体感するこ

とができた。

さらに，以ι像やゲストティーチャーの体験訟を通じて

震災時の建物内部の被害状況を知ったあと，すまいの中

でできる耐震対策の つである家具の毘定に隠する墓本

的な知識をクイズ形式で紹介し，地震が起こっても被害

を最小限にすることの大切さを訴えた。

表2-3r地震は来るけと被害は妨げる 防災訓練縛Jプログラム

時間 内容 ツル
日分 授業の趣旨説明とゲストアイ

チャーの紹介
10分 く以下，ゲストアイーチャー PC，ブ口ジヱヴ

進行> ター，スクリーン
避難車II~車の意義と避難時の注

意点
学校が避難所であることを，

表示ブレ トや備蓄書庫を例に
紹介。

20分 震災時の建物の被害状況を映 中学校家庭科説教
像でJii¥る。 材「幸せ遼l正うJ

1世襲で種目れない家の仕組みを? D V D (神戸市教
「木枠の模型」で金生徒が体験。 育委員会)，白木枠

の模型J40セット
80儲

10分 震災時の建物内部の被害状，兄
を映像で見る。
家異毘定なと家の中での耐震

対策を紹介
5分 今後 30年間に大地震が発生す

る可能性が高いことを解説し，
発生しても被害在最'J'限!こする
ことの大切さを訴える。

-43-

写車 2-6体曹重富に全校生徒が集合

草糞 2-7r木造の模梨」を全校生徒が体験

③草受業を終えて

今国対象となった中学生には，阪神・淡路大震災の記

憶はほとんどない。しかし，授業後の生徒の感想文から

は r地震に備えることの大切さが分かったJrキッチン

ベーノtーを貼っただけでも随分強〈なったことに驚い

たJr家の中を点検しようと思った」など，地震に鍛えて

自分できることをやってみようという滞がいくつも儲か

れた。また，教諭の犠惣では r耐震構i草の仕組みをわか

りやすく説明してくれたJr水粋で強度の体験は感覚に

訴えられ印象的だったJなど，建築士のゲストティーチ

ヤーであること¢強みを評価する意見やfクイズなどが

あり殺しみやすかったJr映像を兇ることで地食被害が

現実的に兵器じられたJr生徒たちも飽きずに最後まで没

頭していた」など，プログラム面での評価もあった。

このように焦徒・教諭からは概ね評価が得られたと受

け止めており，またプログラム内容も他校でも実施可能

なものであるため，今後さらに燦関が可能であると考え

られる。その際の諜題としては，このような大人数の生

徒を部にリズムよく進行できるゲストティーチャーの育

成が挙げられる。
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3 まとめ

1 )これまでの成果

。〉家庭科授業を中心とした防災住教育の普及

これまでに 6穣類取り総んだ住教育プログラムのうち，

先述の授業伊jで紹介した「守乳パヅケJの校合模型を使

った授業の「災1患に備えた住み方~地震品作員総-Jは，

着実に中?十究家庭科の防災住教育のプログラムとして持

及してきている長

そのZな王'!!Ilrをしては， 11ドめごとが考えられる。

「牛乳ハック」が設でもご問主に使える教材であるととも

に，当徒自ら補強方法を考えるなど参加i裂のブログラム

である。

・家1定手掛究会などの教員が集まる場で r牛乳パッケJ

の校舎僕製羽生った授業をPRしている。

・「牛乳ハ、ソク」の校合模型を使った授業を丈総した教員

から， Uコミで他的学校の教員に性教育ブログラムが

rJ;がっている。

. r牛乳ハックj0)校合7機F引を使った綬業については，耐

渓改修工事の内?).や教数の子受業歳前!など，各学校の状

詰IIこ応じてf受業内公を修正している。

'ft教育WGの「学校Jr専門家JIj JiFむのー岳連携の

宇崎旦みのrt'で、 r'j':校」の刻えE科授業の要望と「専門家J

からのJ受業の{t詞I起業を， r{，if改」がコ ヂィネートで

きた。

・被災地神戸として，学校における防災学習の需嬰が依

然として潟い。

また rヰ二手レtック」については，ゲストティーチャ一

派j置による住教育プログラムの授業で使われるだけでは

なし中ザヰ交の家庭科教諭が「自ら」行う授業の教材と

しても，徐ヤに普及してきている。

~教員の婆還に応じた授業企霞ノウハウの蓄積

防災住教育プログラムの実施数が着実に増えているが，

授業実織ごとに，千奇数r4の様守な婆望に応えてきた。当

初は授業!大]若手や教材について何度かれち合わせしていた

ので，多忙な数l'~l開jとしてはかなり負拐になっていた。

しかし「牛乳パッケ」のJ受業の実績をE重ねるにつれ，学

習プログラム・教材・設備機苦言など授業企画ノウハウが

蓄積され，事前打合せなどの準備にかかる教員の負担軽

減がs'lられてきた。

③ゲストティ チャ (専門家)の人材育成

18年度から授業回数増のため，建築士会において支後

チームが発足し，ゲストティーチャーを派遣する体制が

整った。また，支援チームには，教員経験のある建築士

がおり，先述の防災住教育でゲストティーチヤーとして

授業を実施しているので，その授業を見学したり，主主見

交換することにより，専門家として単に講演するだけで

はなく，生徒が「自ら考えJr自ら気づく」ことができる

ような授業を実践する人材も育成され始めている。

2 )今後の農務

今後も耐震改修工事を実施する中学校を中心に r牛

手もパック」校舎伊皇制車った妨災伎教育の授業プログラ

ムを継続的に実施し，教員サポートを充実していく。具

体的には，来年度以降耐震改修工事を実施する学校とと

もに，すでにゲストティーチャーを派潰した学校からも

引き続き授業の要望が来ており，それらの学校で防災住

教育の授業プログラムを尖施していくLまた，中学校に

限らず小学校においても燦閲していく予主主である。この

ように，継続的な取り総みにより，室長窪科教員の総で紡

災{主教育のプログラムが定殺し，将来的には教畏により

自ら授業が実織できるような，学習プログラム，教材等

のパッケージfむを進めていきたい。

そのためには，ゲストティーチャ一派滋における授業

の経験や学校現場の教畏からのフィードパックを行い，

f主教育WGにおける授梁内奔等の議論・態見交換や支援

チームとの連携等によるf主教育のー腐の取り総みが必要

である。

3)おわりに

紡災住教育のJ受業プログラムの最後は r地震は必ず

また来る。けれど，被害は防げる。自分たちでできるこ

とはなにか，考えてみようりと締めくくっている。すま

いは命を守る器であるとともに，常時・非常時に関わら

ず生活の慕槌となる。惑質なリフォーム詐欺や機逃強度

不足、バリアフリー対応など，すまいと消費者を絞り巻

く問題は多岐に渡っており，子どもたちが将来成立した

消賞者として本当の慾隊で「生きる力」を身につけられ

るようにするには，防災のみならず，幅広くすまいに関

する諸問題について主体的に取り総む姿勢を身につける

必要がある。そのためにも，伎教簿は今後もより 溺多

様な取り組みを進めていかなくてはいけない。
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環境教育のあり方と諜題について

一八王子市の環境教育の取り組みを通じてー

キーワード 1 )部茸教育 2)総針守な学習のa寺湖

はじめに

2002 (平成 14)年に「総合的な学習の持隠」が本格的

に実泌されてから，公立小・中学校では，環境教育に本

格的に取り綴み始めている。また， 2003(平成 15)年 10

月に「環境保全のための意欲の増進及び環境教育の推進

に関する法律」が 昔日施行され，国，都道府県及び市町

村が学校教育や社会教育での環境教育の推進について必

要な施策を立案し，学校教育における体験学習等の充実，

教員の資質向上の搭瑳等と講じ，努めるものと規定され

た。このことを跨まえ，[i!Jや地方公共団体が学(校混場に

対して，どのように環境教育を支援していくか¢体制づ

くりが求められるようになった。

こうした状況の中で，八王子市では，学校外の地域の

人たちよる環境教脊が行われている。その教育は，主に

「総合的な学館の時総」で実施されているが，筆者は，

関かれた学校づくりをしていくために、とても重量聖書であ

ると考えている。というのは，これまで学校教育に担わ

れてきた教科活動を地域の人たちゃ保護者の協力によっ

て，学校と地JTx宇土会とじE皇室を取り壊し、識字口させること

になるからである。

学校は，これまで，変化の激しし咋士会の中にあって，

社会の混実から続離され，結果として，子どもたちの生

きる意欲や主体的に生きる力を育む偽能を低下させてき

た。その原因は，教科や領域ごとに細分化され，各教科

¢閉ざされた科噌丑みの中で，リアリテイに欠けた抽象的

な知識を，ばらばらに記憶していくため，学んだことが

自分の生活や生き方に結びつかず3 学習が感動を伴わな

い空虚なものになってきていることにあると考えられる。

「総合的な学習の待問」は，これまでの縦部りの分化主

義の考え方や人間の生き方や総領の選択から遠ざかって

いた教科片旨導のあり方を反省し 2 子どもの視点から身近

な議実に環わって，学ぶことの楽しさや充'お惑を味わい，

知的な追究活動を側験的に学んでいくことを図的にして

いる文 1)。

例えば，小学校での学習指導要領では，学留活動を行

うに当たって「自然体験やボランテイア活動などの社会

体験，観察・実験， Jも学や調査，発表や討論，ものづく

りや生産活動など休験的な学習，宿題解決的な学務を取

り入れること」としている 文2)。従って r総合的な

学潔の時間Jの狙いは，各教科学留と結びつけていきな
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f判明4自作

がら，子どもたちの興味・関心・然活に合わせながら，

体験学習を通じて学ぶ意欲を引き出していくことにある。

その意味で，王軍境教育は，身近な潤緩として旺仰思議学留

をしていきやすく，理科，社会などのf也教科との関連も

させていきやすい。そして，身近な問題として，教員、保

護者、地域の人たちと協同して学ぶことができる。

以 tの点を踏まえて，本格では，八王子市が淑り組ん

でいる環境教育について，学校の実践事~Jも取り上げて

いきながら，環境教育のあり方とその課題について触れ

ていく。

十環境教育の制度的な位置付けと構造

持続可能な社会と殺車保全を関ることを際的に， 2003 

(平成15)年7尽に「環境保全のための主主欲の増進及び

繍境教育の推進に期一る法律J(以下 r法」とする。)が

公布され、 2004(平成 16)年日月に同法に基づき， r環

境保全のための意欲の増進及び潔境教宵の推進に関する

基本的な方針J(以下， r基本方針」とする。)古作成公布

された。その中で、知識の取得や理解にとどまらず、自

ら行動できる人材を育てることの重要枚、また、そのた

めの綴琵教育の必勢性が示されている。

特に、「環境保全のための意欲の増進及ひ環境教脊の

推進に関する法律」第9条では、斜交教脊等における環

境教背についての支援が明文化され、富や地方公共団体

は、①学校教育等における同験学習等の充実，~湾攻員の

資質向上の搭重量等についての支援を努めることになって

いる。

呉体的には， r基本方針」において，以下のように定め

られている。①の学佼教育等で¢斜罰金学穏を充実させて

いく方策については r，総合的な学醤の時間J等における

環境学留の充実と青少年向けの地域環境学著者活動の汚性

1~を挙けている。すなわち子どもたちの発達段階に応

じ，またはあらゆる機会を通じ，潔境教予ぎを実施してい

くことを明確に定めている。また，②の教員の資質向上

等における支媛については，学営指導要領の解説や環境

教育について解説した資料の活用，環境教符の実践例等

を紛介した抱導資料の作成，地方公共同休古河乍成した環

境教育指導資料に関する情報の提供等を通じて，教員の

指導力の向上を図るための施策を推進することとしてい

る。

2007年住輯研「伎まいまち学習J実践報告論文集8



他にも，体験学習等を指導できる学校外の人材£育報

提供，指導者等の育成・認定に自書する民間機繍の淑組み

などに関する情報f剣士し環境教持を検認していくための

誠査研究の実施も定めている。

2 八王子市の環境教育の取組み

2003 (平成 15)骨 12JJの「環滋{法令のための意欲の

増進及び環境教育の推進に関する法律」の施行を受けて，

八王子市では、 2005(":1'成17)''r2尽に「学校教育にお

ける八王子市滋境教育基本方針」を策定した。

「学校教脊における八王子市環境教育基本方針Jの目

標は、①環境問題を解決していく行動力の斉成につなげ

る環境教育，②環境への理解を深め，地域を大切にする

心を育てる，~環境問題を解決していく行動力を身につ

けるの3つである。①については、未来を創る子どもた

ちが、身近な環境とのふれあいから環境に関心を持つこ

とである。②については、様々な保験を通して環境への

濯解を深め、ふるさと八王子のまちを大切にし、水とみ

どりにあふれた環境を大切にしようとする心を育成する

ことである。③については、環境保全やよりよい潔墳の

創造のための部題解決能力を育成し，ひいては地球規撲

の環境宿題を解決していく行動力を身につけることであ

る。

取り組みの方針は，自然に恵まれた八王子の地土湖?寺院

を活かした自然体験を地域との連携を図り充実させるな

ど， i本験型の学習により，学習者が自ら体験し，感じ，

理解し，行動につながる環境教斉を推進していくことで

ある。

この基本方針の犯いは、八王子市立学校で学ぶすべて

の児童・生徒が，草需品曜に関心を持ち，王軍境問隠を解

決する行動力をもった人になることである。「学校教育に

おける八王子市環境教育ま基本方針」には、迂耳東境教育の

基鰻整備，②環境教育情報の充実，③地域との連携によ

る環境教育の充実という 3つの施策を肢としている。

2，1 環境教育の基盤整備

主軍境教育の慕悠整備については、各教科、道徳、特別

活動 r総合的な学習の時間」の有軽量的な連携をi盟ること

である。その狙いは，人間活動と環i克との関わりについ

ての総合的な理解と知識のもとに，環境保全に配慮した

望ましい働きかけのできる技能や思考力、判断力を身に

付け，よりよい環境の創造活動に主休的に参加し，環境

への資促のある行動がとれる態度を育てることである。

そして、教員の殺寛教育や環境学習に対する知識や技

能等を高め，環境教育の内容充実を腐ることを目的に，

八王子市では，教員の環境教育や環克学醤の技能や知識

を高めるために，夏季休業中に教員肉けの集中五刑「まを実

施している。継続的な研究を雑進していくために，主最境
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教育の研究推進委良会を立ち上げ，これらの教育，)ミ践の

情報交換や交流を通じ、教員の環境教育や環境学潟に対

する知識沖技能等を潟めていくようにしていく。

また，各小・中学校の環境教事ぎを推進にていくために，

環境教符モデル校による研究をすすめ，八王子市の小・

中学校の環境教育や澱克学潔の先進的なモデルを示し，

八王子市の環境教育のレベル向上を腐る。そのための手

段として，各校江特色ある教育活動を進め，学校内の同

然環境の整備を推進するとともに，学校の新設時や大規

模改修特において，留の補助金等を活用するなどし，環

境対応裂の設備設震の促進を図る。また，事警備されてい

る施設を教材として活用促進するため，学校総連携をE望

。体験する場の共有を進める。

2，2 環境教育情報の充実

環境教育情報の充実については，見業・生徒が，互い

に学び合える場を作り，児童量・主主徒が各学校において調

べた環境学習の結果を共有し，環境教資のレベルを上げ

ていくために，環境教育に関する部読本等を作成し，広

〈活用することを目的としている。環j克教官寄に関する説

教材等を作成し，広く活用し，総合的な学務の時間等に

おける環境教育の取り総みの充実を図る。その際、知識

の習得だけでな<，体験裂の学習ができるような地域特

性を活かした，八王子:らしい高司教材(ワークシート等)

を小学生別・中学学路の二穣類作成しiiifflしていく。ま

た、国j教材のト分な活用を関るため、指導者向けの手引

書を作成する。

また、綴境教育実践!{~Jや環境教海諸施設のデータベー

スイむを推進する。呉体的には，学校において、指導者が

いつでもインターネットを使って環境教育実践例や環境

教育施設を誠べることができるようにすることにより，

環境教育の充実を図る。

2 . 3 1l!!J;或との連携による瑞貫教育の充実

「総合的な学醤の時間J等において，地域の協力を得

て農業側験に取り組みをしている学校や，地域の環境教

育に取り総む方々に講締を依頼しているなど，地域との

逮筏の中で環境教育に取り綴んでいる学校があるので、

地域における環境教育保全の経験や知識をもっ人材を，

学校教宵における環克教資の充実に活かしていく。

兵体的には、「総合的な学習の時総」等を活用した環境

学習において，地域で潔域活動に取り組む人や，専門的

知識を持つ人に議部に依頼し，地域の人材を活かせるよ

うな，…JG化した人材十j静誌を提供できるように整備する。

そして、学校は、王総克問題を身近なものとして従え、環

境保全の行動につなげるよう、地域のf軍境や課題を王里解

するために、家庭事地域社会と連携・協力して溺克学習

を進める体制づくりの推進を認1る。
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実際に，八王子市では、八王子市環境基本計鶴に基づ

き，事〈の環境学醤リーダーや濠境診断士を養成してい

る。このような人たちが中心になって地域ι外部講婦と

して環境教育に貢献している。

3 環境教育の実践事例

3.1 白井第三小学校での毒事例

八王子市立吉井第三小学校では， 4年伎の「総合的な

学習の時開Jで，テーマが「湯殿)11の博士になろう」で

ある。この単元のねらいは，学校近くに流れている湯誕生

)11を題材に，水繁や)11の様子(今と昔)などについて地

域の人とかかわりながら調べたりすることによって，自

然環境と自分たちの生活について考え，自然と人痛の共

生のために自分たちでできることをしようとする行動力

を育てることである。このテーマに沿って、①体験して

いきながら発見し，②調べて新たに発見し，Q:考えてま

とめ，③伝えて行動することを念頭に置いている。特に

伝えて行動することについては，課題について鱗ベた結

果について，結果から考えたことがよく伝わるように工

夫してまとめていけるように，教員，保護者，地域の人

たちが児童の思いや考えたことをスムーズに行動できる

ように支援し， )11と自然環境との関わりについて考える

ことができるように配慮されている。

実際に， 2006 (平成18)年5汚から 保護者や環克学

習リーダーの協力を得て， i昌殿)11に行き，水質調査，野

鳥観察， ) 11の中にいる生き物の言園長などを行った。そし

て，その結果をまとめ， 2F1の発表会に向けて、誠べた

ことを整理してまとめる。

ここでの成果は，学校、保護者，地域の人たちと協働

で，自然体験学醤を返した問題解決学習を実践し，主体

的に学ぶ力や人や自然と共生することの大切さを培うこ

とである。そして，調べ学習で学び方を学び，発表会で

表現方法を学び，グループ学習などて。チームワークの大

切さを学ぶ。その結果， i本験し，感動したことを，自ら

調べ，まとめていく学習を通して，相手に侭をどのよう

に伝えたいかを絞り込み，的権に表現する力を身につけ

ていくことに意義がある。

3.2 白木東小学校での事例

八王子市立由木東小学校では， 4年生の「総合的な学

溶の時間」で，テーマが i)11の学留」であり，:tに水生

生物の採集・鋭察旺体験学留を行った。身近な河)11に殺

しむことにより，水環境を考え， s星心を持ってもらうと

ともに，水の役部を学び，水・生命を守る心を養うこと

を臼的として， 4年'1:の児主主 106名を対象に「総合的な

学爾の持FR9Jを活用し，期ノ十ミ東小学校南側を流れる大粟

)11を中心とした「水」プログラムを実施した。

体制は，副校長， 4年生担任の教員を中心に，八王子
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市環境E主策課と環境在郷土の協力で行われた。児童が，

実擦に)11に入って史き物を捕まえたり，自分の手と尽で

水質の検査をしたりというrli動を滋じて， r総合的な学

習の時儲」の目的である，自ら課題を見つけ，調べたり

考えたりしながら学習を進めることができた。4年京は，

3クラス 105人であり，児童の興味に応じた学醤形態に

していく目的に， 30グJLープに編成した。

実際に， 2006 (平成 18)年6汚から 10月まで、 )11に

入って，生き物を調べたり，水質を検査したりした。ま

た，水について考えるため、水を飲んで隊わうきき水を

行い，蒸留水，水道水， 主主沸かした水，ミネラルウォ

ーターの水の球上七べをした。そして，学校近くの大粟)11

や多摩川や、大粟)11上流の塁UJに行き， )11の水質， )11幅，

流れの速さ， )11の水中生物や石， )11の問りの植物や野鳥

を観察した。

2007 (平成18)年lFJに児童による発表会が，グルー

プごとによるポスターセッションの形式で行われた。そ

の中で，地域の人と交流して体験していくにより，課題

を設定し，グルーアでの協同学潔により，友だちと協力

して Iつのものを作り上げていくことを学んだことによ

り，児案問土のコミュニケーシヨ〉能力が養われていく

と問符に，自分に関心、のある興味を待ち，学ぶ懲欲を湾

てていくきっかけづくりにもなった。

ここでの成果は，水生生物の種類を観察することによ

り，7.1<のきれいさを評閣する方法を学んでもらうことで，

児童に)11や水に腐心を持っきっかけづくりができた。特

に， )11の水質に興味を持ったり， )11周辺の植物などに興

味を持つ先議が増えた。 )11によって，住んでいる水生植

物が違うことに子どもたちは驚き，実体験をi菌じ， )11を

汚さずB 水・生き物を大切にしようという気持ちを育ん

だ。

今後の課題としては，一人 ω 人の児選が誠べたい項図

について，十分に支援していくために，環境教育のプロ

グラムをマニュアルとして警護軍詰し，継続的な環境教筒を

取り組める仕組みを構築していくかである。

3.3 城山小学校での事例

八王子市立城山小学校では， 6年生の「総合的な学留

の時間」で，テーマが「大気」を取り上げて学習した。

身近である大気の酸生雨を学習することにより，環境保

会に興末を持ち，学習給架を地域ド¥発信するとともに，

児童自身の「地球を大切にJ，r自分たちにできることJ

につなげることを図的に，自主手生79名を対象に i総合

的な学習者の時務」を汚倒し，城山小学校間辺を中心とし

た「大気(重量性相官)Jプログラムを実施した。

プログラムの内寂については，0::酒控除悶について学ぶ，

e涜針生悶の誠ペ方・調査道具の調べ方，③児童による酸

性雨調査，@;酒量性問調査結果から壊党を学ぶ，⑤洋校内
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の雪量生雨被害と思われる具体例を探す，@効果的な新

聞・ポスターの作成，まとめたことを発表し，地域の掲

示板に掲示することである。

具体的には，酸性雨とは伺か，鮒性雨はどうしてでき

るのかといった理白紙守なことから学び，児童が自作した

調査道具を使って，児主震の自宅j吉}辺で雨水を採取し，地

域の酸性閣のデータとしてまとめた。また，学校内でも

酸性雨の被害と思われる事例を探すことで，身近な環境

問是重であることを実感してもらった。

まとめた結果については，学校新開やポスターに載せ，

事例発表をしたり，地域の掲示板にJ掲示することで，児

童自身が「地域を大切にJ，r自分たちにできること」と

いう気持ちを育んだ。

ここでの成果は，酸性雨の調査，酸性雨による被携の

調査，ポスター・新聞作り，グ}Lーブ活動などを通して，

地球環境について考えることができた。そして，実際の

体験学留により，自主役闘による被害は建物だけではなく，

桜木や生物にも影響を与えることを発見し，士1出3和策墳の

大切さを学ぶことができた。

4 環境教育の課題と方向性

環境教育が，児童・生徒の学びを深め，意欲を出して

いくためにも，教員の授業力向上を関るための支援体制

づくりが求められる。そして， r総合的な学習の待問」を

校として，理科，社会科，家庭科などの教科学望書，道徳

や特別活動，移動君主主，修学旅行などを通じて瀞寛教育

を体系的に学んでいくカリキュラムづくりが不可欠であ

る。

その中で，普段の役業で大切なことは，わからない時

にわかると言える学習築毘づくりが不可欠であり，それ

には、弾力的な指導体制と授業形態を取り入れ、党議・

生徒が学ぶ意欲を増進させていく製機づけを図っていく

ことである 文3)。そして，環境教育など¢体験学君主で

欠かせないことは、ただ単にやりっ放しにするのではな

く，Q:開き取り・フィールドワーク等を通して地域の人々

との出会いを大切にする、②自分自身を振り返り、重ね、

自分との関わりを通して、自分の問題として考える、③

集出づくりを結び、児童量・生徒の共感・感動を通して児

童・生徒同士関をつな寸ことが重要である。

また，学校教育と青少年教育向けの地域潔境学習を含

めた生涯学習の連携または融合も大1切である。現，tEの学

校選5日市jは，子どもが室長庭やI也t放土会で過ごす時間を

増やし，自ら考え，生きる力を育むことを毘約に， 2002 

年に開始された。その受け皿として、土曜日に封以我吉罫J

または家庭教育の中で，生活体験，社会イ本験，自然体験

などをしてい〈ことが求められた。例えば，武蔵野市で

は，生液学習活動の土曜学校としてアニマルアアーム体

験クラブ，森林体験教室や，夏休みに青少年問題h綴義会が

中心になってむさしのジャンボリーという自然保革対言動

が期包されている。しかし，日本の中ではこうした取り

組みはまだまだ不十分であり，ゆとり教育からの脱却で

土曜日に授業を復活させるべきだとの演もあがり，その

一つの方法として r総合的な学醤の待問」を土曜日に集

中させていく方法も出てきた。従って、今後の課題とし

ては，現在の学校選5岡市iを需主持していきながら、土曜

学校やサタデースクールなど，生源学醤や資少年向けの

地域環境学習活動と連携した環境教育を充実させていく

ことも必婆であろう。そして，学校での校内研究を充実さ

せてい〈とともに，教育委員会が学校に対して環境教育

における校内研究を支援していくことが大切である。

実際に，八王子市の学校教育での環機数宵の取組みは，

市f諮問の環境部総寛政策課が中心となって，潔t溺 L策

課に登録されている環境診断士と協力して，実施したり，

または，環境政策課に認定されている王製克学醤リーダー

の人たち古凋別に学校に打診し，学校のほうで具体約な

プログラムを作成し，環境教育を「総合的な学習の時路」

で実施している。従って，環境政策諜と教管委員会が協

力して，学校教育での環境教育をき足総していく体制づく

りができていないのが実態である。特に，環境政策謀、が

主体になって実絡して環境教育を，指導室の所管で実施

している校内研究による環境教育研究推進校と逮携し，

環境教育と他教科との体系的なカリキュラムづくりにど

のように反映させていかが課題である。特に，カサキュ

ラムづくりでは，クロス。カリキュラムの考えをどのよ

うに活かしていくかを創意工夫し，研究していくことも

必要であろう 注 1)。例えば，学習テー?に邸して，関

連する各教科の単元と結びつけて構成していくことも一

つの手法である。その手頗としては，①児章・主主役の実

態把握，②学官事対象の明確化，③問題解決方法の筋道を

つける学習活動，③「総合的な学留の時間」の各教科と

の横断的扱いを検討し，年間カリキュラムに反映させ，

児童意・生徒が無理なく主体的・自立官甘に学べるようにし

ていくことが肝要である 文4)。今後，学校教育の混場

に対して，環境教育において…人一人の児童・生徒の興

味・関心に沿って，認同学習をfjう十分な支援をしてい

くためにも，八王子市の環±寛政策課と教育委員会指導室

が連携していくとともに，教育センター¢機意Eを強化し

ていくことである。特に，教育センターについては，教

湾委員会が人的・財政的支援をし，研ヲ記・研修機織を拡

充させていくことが求められる。

八王子市教育センターは，八王子市教育委員会学校教

育部指導室の所符内にあり，地方教育行政の総織及び連

営に関する法律第30条の「教育に演する専門的，技術的

事演の研究又は教湾関係職員の研修，保健若しくは福利

厚生に関する施設その他の必婆な教育機関」に{立重量づけ

られる 文5)。例えば、藤沢市では，教育文佑センター
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の教員研修機能が充実しており，学校における実践研究

の支媛や教員研彦に力を入れている。特に，研究員制度

は，市内の小・中・養護学校の教員を研究員として選抜

し，教育課題調資研究，教科・領域等研究，教育実践磁

床研f先，カリキュラム開発プロジヱクトや，各教科，教

育相談など 10前後の研究部会に分かれ， 1つの研究に約

31+ーかけて取り組んでいる。教科・領域等研究の中に，

環境教育研究部会があり，ゴミ・エネルギー問題など学

校が求める資料づくりを行っている。そして，このよう

な方法は，教員の授業力の向上や，カリキュラムの改善

に役立っている 注2)。

このようなことを鑑み，教育センターの機能強化を図

っていく具体策として，まず，指導主事，社会教青主事，

教員経験者などを専属の研究員として配麗し，学術研究

(レビュー研究・事伊j研究)と教育実践(学校の実銭

校内研究など司研究記録)を傑ヤな角度から分析し，諜

題を整瑚できるようにしていく体制づくりをしていくこ

とである。そして，できるだけ教関研修と逮勤していき

ながら 9 教員研修を実施した後で研窒を受けた教員が学

校現場で成果が出ているのかという、検証していくこと

も薫要である。このことの積み重ねにより，イ本!j<;活動を

活かしていき，各教科と連動していきながらの，体系的

な学習指導言十献の立て方，環境教育の学習プロセスや事

前学習の教材づくりに役立ち，優れた環境教育プログラ

ムの発掘と教材開発に結びつき，料支での環1寛教育にお

ける校内所持究に役立つものと考える。また，関かれた教

育行政を燦関していく中で r総合的な学留の将積」など

で環境診断二t叩や環境?学留リーダーなど学校外の人材を活

用していくことが多くなるが，教育センターが1似或人材

及ぴ地域の様ヤな最磁器情報をリストアップするとともに 3

必要に応じて学校へ情報提供してい〈ことも欠かせない。

そのことにより，教脊センターが各学校の環境教育の取

組み状況を把鐙し，学習支援機能を言詰めることにつなが

る。

おわりに

今の子どもの教育環境は，無気力・無関心・掲示待ち

症候群，打算出~，自己中心的，内向j的等の数ヤの問題点

が挙げられている。その際関としては，受験戦争による

学膝至上主義であるとされている。つまり，そのことに

より子どもたちの心と身体を虫食み，健全な成長の方向

を妨げている 文 6)。従って r総合的な学務の待問J

の中でB 教員が児道・生徒の実態を考え，学ぶ悩値を発

見していくことが大切である。そして、体験学認の中で，

児童・生徒の気づきを引き出していけるように，学ぶ価

値のある題材を選ぴ，入部関係が深められるような場の

設定や意夜間な単局設定を立てていくことが求められる。

以上のことからして，児議・生徒0)'学ぶ意欲を育て，児
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主主・生徒l可j二によるコミュニケーションを関ることがで

きる。

その窓口まで，八王子市の取総みは，学校教育での環境

教育の推進を隠ることで， 子どもぴ')b良から， 1:車上期}!j起に

ついて窓識を高めいき，そして問題解決して手法を身に

つけていくことに意義がある。このことによち，子ども

のときから，環境問題を考えていくことで，地域の身近

な環境について鑓心を持っきっかけづくりにもなる。

こうしたことから，親露教資は，市民を育てる教育づ

くりを扱っているといえる。すなわち 9 子どもたちが大

人になったとき，身近な生活を通じて，専門的，織業約

な能力ではなく， 市民として現代の諮問題を判断する

能力を養うことである 文 7)。なぜならば，環境教育は，

学校，家~，地域，行政と協力しながら，幼児織から高

齢期までの生j珪にわたる教育として行わなければ攻策が

期待できないからである。ザ'fj(教予言または生涯学務など，

あらゆる場を利用して， 一人一人が環境に対する関心を

高め，間誌解決に向けた行動に参加することが求められ

る。そのうえで，す校教育における溺境教育で官留意しな

ければならないことは，子どもたちが学資過殺の中で新

しい発見をし，それをまた五穀豊として次の学澄へ発設さ

せる学びの意欲を持たせることである。そのことにより，

子どもたちが将来，火人になったときに，成熟した判断

力を有する市民として自立していくことにもつながる。

く〉主〉

1) クロス・カリキュラムは，イギリスが有名であり，

中被教科 (b説話・数学・科学)、基本教科(地主車・

療史・技術・現代外閤語・美術.'~苦楽. f本青)を踏

まえて， Q諦ま済と緩業理解のための数背，②健Illt養

育，③職業教育とガイダンス，Iif正章境教育，③市民

教予言のま王つのクロス・テー?をもとに編成していく，

教管課程である。

伎鳥群己.環j車数湾入門一総合的学部こ生かす ， 

E望ニリ'I， PP36~37 ， 1999.9 

2) 藤沢市の教育行政の詳細については，次の文献及び

ホームページを参照されたい。

藤沢市教育文化センター礎(いしずえ)ー藤沢市

教育文化センタ-50屑年記念誌一， 2002.3 

藤沢市教博文化センターホームページ

位1lU血WW._註民.fu山虫色曳盟盟主JJ.OL反必p

/pagel00063.shtml 
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2) 文部粋学省，小学校学留指導要領解説総長IJ編，東
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キi 武儀野市都内整備部用地探

1990年京蔵野市入庁。 2こ凶年4月から訳、03年 10

月まで勤務していた教背士間諜では， γ武滋野市学

校教育のあり方検討霊興会」む拳務時で学校教育に

ついての企画立案に関わった。そq情ら 2002年4月

に法政大学大学幣社会科学研究科(政治学等攻)修

士課栂惨了。現在は 3 主に敦子苦霊開会制度及び特別

支緩教育そテ マとした教脅行政のi攻靖過認につい

て5時究している。
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地域安全マップから酷犯まちづ〈りへ 布欝寺公官庁i

一板橋区及ひ松山市の3.1'也氏6小当地区での笑銭を返してー

キーワ-t::犯華宵齢論，協働，専F繋， NPO，総合的な学習

1 はじめに

近年， r防犯まちづくり」という語がよくiieわれるよう

になった。 見無罪喜係に見える防犯とまちづくりが結び

付けられる背景には，犯罪の版図を犯罪者の素質やその

社会環境に求める「犯罪涼凶論」に主義づく対策が行き詰

まりをみせ，環境(状況)が犯罪を誘発する要素になっ

ていると考え，これらの要素を除去することを巨標とす

る「犯罪機会論」への期終の高まりがある。

この犯罪機会議に基づく防犯対策として全図的な普及

を見せているのが「地域安全マップJである。地域安全

マップとは r犯罪が起こりやすい場所を表示した地図」

出)のことで，讐察や自治体から一方的に与えられるので

はなく，住民，特に子どもが参加して，事前学習やまち

あるきを経て作成される。

地域安全マップは参加者の防犯教育を目的としている。

提娼者のひとりである小徳山)によると，犯罪が起こりや

すい場所を見分ける能力を身につけることで，r犯罪が起

こりやすい場所に行かない，やむを得ず行く場合にはす

きを見せない」という対応が可能になると言う。しかし，

実際に地域安全マップを作ると，地区全体が危検筒所で

真っ赤になるということが少なくない。そのような場合

には，住民に「できるだけ外出しない，外出する場合は

用心する」ことを強いる可能性がある。そうしてひと気

のなくなった地域は，より犯鍔が起こりやすい環境にな

ってしまう倒。また，すべての入が参加できない以上，

参加者の意識と能力の向上という士携には限界がある。

よって短期的にはこれを目的としながらも，中長期的に

は犯罪が起こりにぐいまちづくり，すなわち防犯まちづ

くりを行っていく必要があると考えられる。

まちづくりの現場においては2 妨災，交通，バリアフ

リー，環境などの分野で地図を使った住民参加の取り組

みに長い歴史がある。これらと向様に，防犯分野でも，

その成果を地域で共有し，まちづくりに結びつけること

は可能だと考えられる。そうして地域安全マップに，防

犯教省に加えてまちづくりという目的が加われば，より

有意義な活動になることが望める。また，住民の関心が

高い妨犯を契機に，まちづくり全般に関心を持つ住民が

生まれることも期待できる。

本稿では，耳PO法人「しようまちJ(東京都板矯区)が

支援したなかから， 3地区 6小学校区における地域安全

マップづくりの事例を振り返り，妨1[1.まちづくりにつな

がる地域安会マップの方法論を考える。

2 事例 1 板橋区立志村第一小学校 (2004年5Fl)

2-1 対象地区

板橋区では， 2004年 11'.1， 小学生に危害を加える旨の

脅迫電話があり，各校¢危機意識が潟まっていた。それ

でも，当時まだ普及していなかった士訟或安全マップづく

りの提案に対し半信半疑な小学校が多く ，j)激の応募校

の中から地域を挙げて防犯意識が高い志村第一小学校

(以下「志 小J)をモデル絞として選定した。隠校の校

区は東側を国道 17サ(中山道)に薗し，束尚に詩都高5

号池袋線のi高架が横切っている。肉"121街や小 1::1詩が住宅

と衝集して混f正しており，車の逸れない絢街路も多いが，

「子ども 110番の主主J引)への協力が多いなど下町的コミ

ュニティが殺る地域でもある。

2-2 実施体制

未経験の取り綴みのため，1]¥[，1:1治東京大学教授を座長

とし，讐察，行政，学校， PTA，専門家，地域納織，しよ

うまち等から構成される運E考委員会を設置した。しよう

まちが警警察と行政の窓口となり，志イ、が地域総織と

PTAの窓口となって総係上体の連絡事誠空襲にき?たった。

主な各主体の役割jは次の巡りである。

学校・総合的学習として¢運営。連絡・言圏整。

PTA 地区住民2 親の両方の祝点で地区を点検。

地域紛織情報提供。まちあるき時の安全娃保。

警察:防犯教室の実施。まちあるき持の安全確保。

現場の警察官の綴点から子どもたちに情報提供。

* 1特定歩:嵩.'1活動法人しようまち理事長とし

て封叡場安全マップなどの実践活動を行う。また，

独立行政法人建異研究所研究闘として住まい・

まちの防犯に関する研究，施策定案に携わるO
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区教脊委員会との協議。広報。板橋区生活安全

協議会への周知。

専門家ー効果的な学習プログラムのヂザイン。

しようまち.企画・遥営。各主体闘の連絡・調整。

2-3. 1也域安全マップづくり

「総合的な学習の待問J13持闘を充当して行った。主

な活動について概説する。

初日の6月7臼，地元警察審の協力により，体育館で

被害防止のための防犯教室を行った。腹話術による事件

や事故に巻き込まれそうになった待の対処法の解説(図

2-1) ，ロールブレイング形式での不審者対応の練習，綴

道紙を使ったエレベーターの乗り方の解説が行われた。

6月98には，地図とインスタントカメうを使って，

学区内の「安心して歩ける場所J，'こわいなと感じる場

所」を調査するとともに，いざという持に駆け込める「子

ども 110番の家」を探した(関 2-2)。まちあるきでは，

4年生54人が12グループに分かれた。各グループには，

グループリーダーとしてしようまちスタップが 1名，警

察， PTAから 1名ずつ，言十3名の大人が河行し，地域の

紡犯協会，交通安全世話会の方ヤは街頭に立って子どもの

安全を見守った。

6月11日には，しようまちスタップの補助のもと，図

工盆で4総量紙上の地図に各チェック箇所の位置とコメン

トを書き込んだ(泣12-3)。完成した模巡紙版の地域安全

マップは，後日子どもたちが地域の方々の前で発表し(図

2-4) ，その後，志一小に隣接するEまな施設で公開した。

図2-1，2-2 防犯教室(友)，まちあるき(右)

国 2-3，2-4マ、yプの作成(を)，発表会(右)

2-4. ，カキコまつぷ」の活用

より多くの地域住民に地域安全マップについて知って

もらうため，東京大学工学部都市計断月究室などが開発

した「カキコまっぷ」を利用し，模J量高品版と約]様の内容

をインターネットで公開した。入力は4年生自ら校内の

PCを使って行った。 4年生によるまちあるき江情報のほ

かに， 5，6年生全員から集めた危険箇所の情報， 3年生

以下ι保護者から集めた「子どもを遊ばせたくない場所」

の情報も掲載した(図2-5)。その後，これらのj情報の分

析から，大人と比べて子どもはひと気のない場所で不安

を感じやすいこと，日明度の洛羨が不安の際おとなること

などが分かつた断。

なおこの取り組みは，東京都・害警察庁が実施した「地

"ミ
換を警i

開守ぺ 、主. 

思2-5 ，力キコまつぷJの画面(各錨所の写輿も掲載可能)

2-5 事後評価

活動終了後に児童が書いた「私たちのまちがどんなふ

うになればいいか」という問いかけに対する回答には，

「子ども 110番の佼震を，子どもにも兇やすい位置にし

て欲しい」など子どもの視点からの意見があった。籾街

路が多いlt減特性を反映して，見通しの悪いところにミ

ラーをつけて欲しいという意見が多かったのも特徴的で

ある。その他には，賑やかなまちゃ務届衝を議む街もJ!，

られた。これらの回答から児重量がまちづくりについて考

えるきっかけになったこと古イ可える。

4年生の保護者に対しては，アンケート汗'~jえで，各回

の授業内務の概姿を説明した上で，それぞれの授業につ

いて児議から認を開いたか質約した。特に子どもの主体

枚の翁いまちあるき (98)やi也関作り (11E3)につい

ては， 9書目前後の家庭で話題になっており，家族で防犯

について考える契機になったと考えられる。また別の設

問では，このような防犯に関する授業について， 9鋭 (27

名)の保護者が「必要」と凶答した(残り 1害日は「わか

らない」と回答)出)。

2-6 提案書の作成

4年主主力功社世或安全?ツプを作成してから約半年後，子

どもたちの活動に触発された保護者旺発案で， 2f羽の，j也

域安全ワークショップJを開催した。ワークショッブに

は，保護者16人と教員らが参加し，警察や専門家から防

犯まちづくりに高唱するアドバイスを受けながら地域を諮

査し，その結果をマップにまとめた。その後，参加者は

13:，撃事祭，地域住民に向けた，j也域安全に隣する提策案」

を作成した。提案蕩には，それまでの活動の絞緯や活動

のなかで発見した課題とともに，地域の安全のための提

案が書かれた。提案は，学校， PTA，地域江役書UJと「行

政 (12L警察)の役割」に分けられる。前者としては，

地域安全マップを F級生に伝えていくこと(学校¢役害11)， 

門灯や立問灯の点灯の協力(地域の役割)などが挙げら
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れ，後者としては，公闘の樹木の伐採(lRO:役書日)，登校

時間の車両通行制限(警察の役割)などが挙げられた。

そ(1)後，区，警警察により，地域防犯活動のための資材提

供 i主患を喚起する様識の設i謹，飛び出し紡止のための

公鼠織の設置などがなされた。

3 事例2 松山市久米地区 (2005年8Fl) 

3-1.対象地区

久米地区での地域安全?ツブづくりは，しようまちが

交擬するI世i北安全?、ノブづくりの趣旨に賛同した松山市

教育委i司会が久米地区を推薦したことが契機となった。

久米地阪では，青少年健全子守成述絡会を中心にボランテ

イアによる見守り隊のかIjh主などの紡illi自動を主体的に行

っており，子どもの視点から地域の安全性を見直すため

に，地域安全マップの作成を検討していた。

久米地互は松山市の南東部s，市役所から約5kmに位置

し，国道11号と伊予鉄道機河原線が1由民を北西からP持東

に向かつて横切る中学校区 (4小学校区)である。古〈

l丸伊予鉄道と並行して走るj日道沿いに市街地が形成さ

れていたが， 1979年に現在の国道 11号が開通してから

は，国道沿いにロードサイド庖が並び，宅地開発も活発

である。人口はこの 20年間で1.43倍， I立病数は1.78 

f告と増加が著しい。国道以北は住宅や庖餓が建て込み，

幅員の狭い道路が多いのに対し，国道以南l立大半が市街

化講整区域で田鹿が多く，道路調理はグリッド状に繋備さ

れている。また，農業用の溜鳴が多いのも特徴的である。

3-2 実施体制

久米地区での取り総みは，主催が小学校でなく久米地

区青少年健全育成迷絡会出)という地域組織である点が

特徴である。地域安全マップづくりを持続的な妨犯まち

づくりに繋げていくためには多様な主体の参加が不可欠

であるという共通認識のもと，同会や久米公民館からは

広〈住民や地域総織に，各小学校からは児童や保護者に

参加の1lJ'ひwかけを行った。

しようまちと士唱えとの連絡・調聖書l立教予言委員会が担当

した。 4小学校で同時開催するため，しようまちでは，

志一小でのマヅブーづくりを経験したスタッフを各校1名

位置してそれぞれの責任者とした。詳細部分の紹談につ

いては，間後に各校 1名の地元大学生が東京のスタップ

と地元との賠に入ることで距離の宿題を軽減した。

3-3 事前アンケート調査

志一小の校区と違い，久米地区の各小学校庶は広大な

ため，限られた時間で校IR内を網縫することは不可能で

ある。そこでまず4月に，各小学校の全児霊童保護者に対

するアンケート識査 (1，696人凶答)を行い A重点箇所

の抽出を行った。呉体的には，地図上の「交通事故の不

安な所J，r犯罪の不安がある所J，rその他の事故(転倒j・

転溶，水の事故等)の不安がある所」にそれぞれ却をつ

← 

53-

けてもらい，学庶ごと，危検の簿類ごとに，AOの士世間(縮

尺約1/2500)に集計した(関 3-1)。

そして 5月の青少年健全育成連絡会において，この地

図を参考にマップづくり当日に歩く重点地区を決定した。

この段階で，地図を党た住民により 9 子どもが危ないと

感じていた公爵の木々がESI宣された。

3-4 地域安全マップづくり

快日青の8A7日，各校とも午前の3s寺品料をかけて?

ツブづぐりを行った。各校の参加人数は 60~90 名で，各

校とも地!.%¥j1Jに 5，6のグループに分かれてマップを作成

した。しようまちのスタッフが全てのグループに高楼ア

ドパイスすることは出来ないため，全体進行はスタップ

が行うものの，各グループのリーダーは主に教員が務め

た。リーダーには，防犯0玲見点かちまちを見るポイント

を整現し事例とともに掲載した手弓!蓄と 3 当日のグJLー

ブ通営のための?ニュアルを事前に配布し，まちあるき

の擦の助言や待問管王理などを拐さ当してもらった。また，

地域の中学生有志が，それぞれの卒業校に 4，5名ずつ配

置され，サブリーダー的に運営を支援した。

地域安全マップづくりの方法は，参加者の構成，対象

地域，マップを作る会場の条件などに品、じた万法が係ら

れることが澄ましい。そこで，各校ともガイダンス，ま

ちあるき，マッブづくり，発表会という流れは共通させ

ながらも，具体的な手法は各スタヅフの発意、に任せたと

ころ，下記のようにそれぞれの宇部教が生まれた。

久米小学校では，児童が全体的視点を獲得できるよ

う， 1枚の大きな地図に裸足で乗って作成する「ガ

リパーマップ手法Jを採用した(凶3-2)。子どもの

作業中，大人は扱当エリアごとに分かれ，改善すべ

き点を綴造紙に整理した。

北久米小学校閉ま道路が綾雑に入り組み，事前説明

会でも地域の関心は防犯よりも交通安全に向きが

ちであった。また，事前現地調変により，水路や溜

め池などの7急電免除も磯認されたため，マップづくり

で議論が散漫になる可自凶生があった。そこで，犯罪，

交通事紋，水の事故をチェックする係を各グJJ.，-ブ

で選んでもらい，役割分担を明確化した。また，ま

ちあるきの途中で出会った人に「まちかどインゲビ

ュー」を実施し，ひとりでも多くの住民の意見をマ

ップに反映させるよう試みた。

福音小学校では，参加者が様ヤな視点、かちまちを党

ることを期目寺して，紡犯，交通，まちの自慢といっ

た予め用意された謁査項目以外にも，グループごと

に任意の項目を追加できることとした。一部のグル

ープでは「兇通しが悪いJ，r道が椴いJ，rマナーが

惑い」といった，用意された項目を詳細化した填留

が加えられた。

窪田小学校では，参加児瑳が3年生と幼いため，子
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どもたちが楽しみながら安全について学ぶことが

できるよう「安全お絵かき」の方法を探用した。他

校では危険箇pfrを写真に嫌ってマップに掲載する

が，安全お絵かきは，最も心に残った酢庁針金でも

表現し，紙芝居形式で発表するというものである。

子どもが積極的に取り組めただけでなしそれぞれ

の場に対する気持ち，心情古河云わりやすいと保護者

や住民からも好評だった(図 3-3)。

なお，まちあるきの際には，防犯だけでなく，交通安

全，防災，バリアフリー引などもI世話或安全の総割に含め

て総合的にまちを点検するようアドパイスし，子どもた

ちにはまちの好きなところも同時に発見してもらった。

3-5.事後評価

参加者からは，ふだん交流のない属性の住民との活動

を楽しむ声が多く閣かれた。例えば，比較的若い保護者

と，地域組織で役織を持つ年配者は，子どもの安全とい

う同じ目的の Fに活動しながらも連携できてなかったと

いう。与ともの意義おこもJなぜ地域の人が，それぞれ

の釘に立ってし、るのか，改めて考えてみるとE 手ょたちの

J士めJ みん必のために立づでぐ;hでい占んだ4'J(6年

宣してぼくより小さな子は守れるし教えてあげることが

でま占J(3年生)など世代間交流に関するものがあった。

地域安全マップづくりを終えたi直後のアンケートでは，

同様の取り組みを多くの学校に普及させることについて

大人の 96%が賛成し，勉強になった，参加してよかった

という子どもはそれぞれ88弘 90自に透した出)。

3-6 その後の活動

地域安全マップの企画が最終段階に差し控トかる頃， {主

民閣の呼びかけにより，住民や地元金業からしようまち

に対し約30万円の寄付が集められた。しようまちは，そ

¢後この寄付を活用して，取り組み旺概要と成果をまと

めた町由~iX安全マップ作品集』を 3000 部製作し，久米地

区の児童生徒，市内の小中学校や公民館，児童館等に配

布した。

地域安全マップの成果は各小学校の綬業のなかで作文

やまちづくりの将来像を描いた絵に姿を変え， 11月の健

全育成連絡会で発表された (11113-4)。これまでにも，危

検個所としての指摘が多かった公閣で，町会が大規撲な

除草や樹木の努定を行った伊iがあったが，このぬ友会後

も健全育成連絡会を始めとする地域の大人が対応策を話

し合い，市の制度を活用した防犯灯の増設，通学時にお

ける子どもを見守る活動の推進 Iカキコまっぷ」を活用

した安全点検の継続実施等がなされることとなった。

このほかにも，頚年も同じ万法で地域安全マップづく

りを実胞(福音小)， PTAがガリパーマップを整卑した各

町内版の地図を作り配布(久米小)，など各校で取り組み

古河子われ，健全育成連絡会の場で報告されている。

， 
司ト h争

-， 

銅 3-1，3-2事前アンケート結果(:!t)，カj'1)ハ マッブ手法(お)

殴 3-3，3-4安全お絵かき(友)，健全育成遼絡会での発表(右)

4 板橋区立線小学校 (2005年 10月)

4-1.対象地区

緑小学校区は，民閣の大主腕凶地(以下 rSEll地J)の

敷地が大半を占め，参加した4年生の約3分の lがS閏

地に問主している。 S開地敷地内及びその潤辺は勧ひに

希少な緑が豊かな環境だが，見通しの悪い箇所もある(1111

4-1)。そのためか，不審者のお没が周辺と比較して多<， 

地元讐察響からしようまちに実施依頼があった。

4-2 実施体総

実施体制はおおむね，志一小の取り総みを踏襲した。

小学校としようまちが事務局となり 3 小ザ校は1:に保護

者及びS路上1出防犯協会との連絡・議繋，しようまちは警警

察及び区との連絡・認裂を担当した。警察及び防犯協会

は，まちあるきの際に児童の安全健保，必要主な情報提供

を行った。

4-3 地域安全マップづくり

14.5時間の「総合的な学欝の自寺隣Jが充てられた。志

戸 'J、の取り組みから変獲した点だけ説明する。

志、…小の持と違い，私潟地であるS問地敷地内が大半

を占める地JiX特性のため，対象面積の書IJに子どもが接近

できる範協は広い。そこで，まちあるきにメリハリをつ

けるため， s部地内も含めて子どもの遊び場を重点的に

チェックすることとした。まず，児煮は住所によっては

グループ引に分かれ，小学生がよ〈選んでいる場所を示

す「遊び場?ツプ」を作成し，どのくらいの年齢の子ど

もが，どのような遊ぴをしているかを整穏した。

遊び場マップで挙がった遊び場は，子どもが遊んでい

ない広場・公題等(以下「非遊び場J)とともに r遊ぴ

場カルテ(以下「カルチJ)Jを舟いてまちあるきの中で

各児童に言科部してもらった(凶 4-2)。カルテは威容研究

文1¥文引を参考に，子どもにも分かりやすい用務で設定し

た犯罪不安要留に関する 9項目(表やりを 5段階で評

価するもので，チェッケ銭円青ごとに児京一人ひとりが記
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人した。従来の取り組みでは，参加者は事前にこれらの

項uに代表される視点を学脅し，まちあるきの際にそれ

を任窓じ飽iJiにガてはめたが， 4与に Fどもにとってこの

プロセスは難しい。そこで，チェック筏所に着くたびに

カルテを広げて，祝点を綾認する手法が有効と考えた。

保護符には，児童のグループのリーダーとして江裕助

に加え，地域でf主治する住民の立場から大人版のi~県議安

全マップを作成・発表してもらった山}。これは，志ー

小の事例で，参加した保護者の役割を補助だけに留めた、

ところ，のちに保護者からも要望があって地域安全マッ

プを作ることとなった経験による。究室 71人に対し，ま

ちあるきには21名，マップ作りには 18名と多くの保護

持カi;参加した。保護者古可乍成した地域安全マップは，参

加汗以外への関知と加筆のため，校内の保護者主主の前に

掲示された。

表 4-1 遊び場力ルテの評儲項目(岳5段階百刺面)

1昼間は明るいですかっ(展開の明るさ)

i 2チャイムが鳴る時開は鳴るいですか?(タ15の鳴るさ)

3 外から遊む場の中が見えますかっ(見通し)

4棟物が妓かれたり盗tれたりしていませんかり(植栽u;被害)

5 遊具トイレ水飲み場・ベンチなどがこわれていませんかり

{パンダリズム傾向)

6 落書きがありませんかり(落書きの有無)

7 ゴミが落ちていたり?散らかったりしませんか?(ゴミ広散品)

図4-1，4-2S沼地内透路(;/j')，力ルテによる評価の様子(右)

4-4事後評俗

保護者が宇成した地域安全マップと児童主力可乍直立したも

のとをb午較すると，見議のマップには， (カルテを伺いな

かった)保護者のマッフ。にはないゴミや落書に関する付

議紙が見られた。これらはカルテで挙げた評価段目であ

り，カルテの存在によって児裳の方が広い視野でまちあ

るきができたと解釈できる。カ)，テの分析からは，子ど

もは(主主間)明るい場所を遊び場に選択すること，局地

内の遊び場は管浬が行き届きパンダリズム傾向が低いこ

となどが分かった出llo

活動後に行った保護者に対して行ったアンケート誠資

で r…連の取り組みは，子どもの紡犯，交通安全に対す

る意語町向上に役に立ったと忠、いますか」という質問に対

し，約8割が肯定的な問答を寄せた。向じく保護者の意

識向 uこ役に立ったと思うかという質問に対しては，約

7書jが肯定的な回答を寄せた。これは，子どもの意識向

上だけでなく，対話を通じて家紋全体の意識向上にもつ

-55-

ながっていることが評価されたものと考えられる。特に，

活動に参加した{お望者の方が肯定的な回答を寄せる傾向

にあった。また，緑小では{呆I督者にまちあるきとマップ

作りの調方に参加してもらったため，負担が課題でない

か懸念されたが，参加した保議訴は肯定的に従えている

という結果も得られた。

5 まとめと考察

以よ3i也ぽ6小学校区の取り組みは表5-1のようにま

とめられる。これらの成果と反告から，地域安全?ヅプ

をまちづくりにつなげるために求められる要件について，

継続性，総合性，実現性の3点から考聖書する。

主駁愛11多くの学校で取り来日まれている地域['Iji全マップ

は，一度作った月終わりの単発的な取り組みである。

意識や能力の向上のためには，特定学年の単元として

毎年実施すべきであり，まちづくりの観点からは，日々

変化する地域環境に対応、する更新が必要である。しか

し，短周期で巽動する校長をトップとする学校は，継

続的かっ地域に線付く取り級みに必ずしも向かない。

場としては学校を中心に援きつつも，地域に実施CE体

を求めるべきである。久米地i乏では，多くの液体が関

わる地域組織が刻寵し，その後も各校と地域との協議

の中心であることが，構成員に変化があっても継続的

に活動古河子われている環由と考えられる。日守変化す

る地I泌総露に対しては，若手易に追記や修工Eが可能な「カ

キコまっぷ」のようなシステムの活用も有効である。

践金丘地域安余マップは主に初犯ょの視点から作られ

るため，提案される改善策も妨犯を験目的とするもの

になりがちである。そのような改善策は持として他の

医的と矛盾し，結果として主主治の質の向上につながら

ない。本格の事例のように，日方犯だけでなく交通安会，

バリア7')ーも会む日常安全分野会般に調資境白を広

げたり，景観や歴史などの毛見守字、で「すきな場所」を探

してもらうことは，まちづくりにおけるトレードオフ

の気付きにもつながる。学校関係者だけでなく， {部値

観の異なる多様な属般の参加者が議論することも，偏

らない総合的な祝去の獲得に必要である。

茎援土生危険な場所の意識づけは，必ずしも改葬の動機

とならない。まちづくりを推進するのはまちを思う気

持である。単なるネガテイブチェックに留めず，まち

に関心や愛者を持てるよう配慮すべきである。特に子

どもたちがまちづくりのお1い手として成長するために

この配慮は議寝である注121。また，学校告書係者だけで実

現できる声、f4iは限られるが，地域紛級，自治本等も参

加し共ス盤沈J龍を持つことで，それぞれ¢役割に応じた

多様な対策が可徒になる。特に物理的環境の改寿には

それらとの協働が必嬰である。着実な交現のためには，

できれば専門家の協力を得て，改替のための提案や計

20昨年住総研門主まいまち学習J実践報告論文集8



志村第}

小学校

表 5-1 3地区6小学校震の取り組みのまとめ

久米，]ミ学校 i 机仰仰b卦燕t緑長
縁

小学校-2005/10 万撃し
主鎧笠
まちある

き害被者

〈人数)

2004出

小学校

児主主(54)，警察(13)， 

区(4)，清水出張所(2)， 

町会(7)，PTA(13) ， 
教員(2)，NPO (9) 

小学生(2])，中

学生(:1)，住民

(45) ，教員(15)， 

NPO(;3) 

部ω)川05/88 

青少年健全育成連絡会

小中学生(41)， 

住民(B3)，教員

(1:1)， NPO(:l) 

小学生(24)，中:小学生 24)，中

学宋 (4)，住民:学生の)，住民

(20)，教設相)，一 ω2)，教員削)， 

NPり(:)) NPO(:l) 

小学校

児童(71)，警察(8)， 

防犯協会(f!)，区(])， 

保述書(2])，教員(1)， 
NP()(4) 

i喝容
{時閣〉

nタYj(1)，防犯カルタ

作め(1)，防犯教室(1)， 

まちあるきの計画
(1) ，まちあるき(2.5)，

刊r作り (:3)，発表練

努(0.5)，多程表会但)， 

霊童常i時打合せ

(0ろ.)， b' 1タン1

(0.5) ，まちある

き(15)，マッr
づくり(1)，発表

(0.5) 

運営側打合せ

(0.5) ， 力。イゲ〉

1・まちあるき

の計画ω5)，ま

ちあるき(1)，マ

ヴrづくり(1)， 

連常側打合せrイタンえ(0.5)， 
(05)， )1'イタン1

まちあるき
一(05)，まちある

(1汚)， )'ヴフ。づく
き(15)，)'ザ7'

り(].5)，発表
、づ〈め(15)，発

(0.5) 
J 表(05)

カイゲンj(J)，遊び場

マヅ"作り(15)，まも

あるきの計画(1)，ま

もあるき(:1)，マッア1t

り(:l)タ発表練濁(日，

発表会(2)，カキゴ入力
負担入力ω 発表(05) (2) 

まちある

きの調査

t翼厨

安心，こわい， 110番

の主主

犯罪，交通事故，その他事主主の危主側所， 110番の京 '.(，(A>" こわい， 110 

番のま，遊び場協子

による評{面
大人は改善寮 まちかどイ:えど 項目をi島知可

安全お絵かき
の提案 ユー 能

[事部J)'、ノトト認蜜，リーダー4二手引書とマニュア婚J布

その{志の

ltr'/til 

カキゴへの入力・公rJl正
保護者による「擬案

審Jの作成9 公爵等

の改善(警察による)

{事後]カキコへの入力・公開 r地域安全?ヴr作品集Jの製本・配鞘，

作文やまちづ〈りι将来像の絵を作成し地域で発表
保護者も問日にマッr
作成，カキヨへの入力・

公調
縮刷版配布公 用口同も)。i 腕や文イb財品つ 笠ム存度む。二?ぺ
E題等の改善地 ムム Jfu 調べこ糾ゴを沼?了。 つ〈り問、Y

域組織による F 用予定

※ぇLt 小，総小の f内容(時間)jの壌は 1蒋鴎=45分。久米地区は 1詩間コ印分。※表中町 NPO，ましょうまちを指す。

画などにまとめることが襲ましい。

地域安全マップは，文科省、が推奨していることもあり，

今後さらなる普及が予怨される。今後は，防犯に限定し

ない総合的な視点でのまちあるきや，改善築の立案を支

援できるよう，各分野の専門家と協力して，まちあるき

の際の宅尾長や改善事例をまとめたガイドブック¢作製に

取り組みたい。

くj主>
1) 小宮叉 11による。地域安全マップの定義について，平成]6

年版警察白書は「犯罪や事般の発生しやすい箇所やその理

由，実際に犯罪や事故が発生した場所等を表した地羽Jと

しているが，小宮、は，不審者が出没した場所在表示した「不

審者マップム実際に犯罪が起きた場所在表示した「犯葬発

生マップJ等とは区別している。

2) 犯罪機会議に整寝される各務識とも f自然厳祝性の篠保」

を防犯の基本原則に震いており，犯算機会識の学習が自然

監視牲の低下につながることは本末転倒と言える。

3) 子どもたちが危険な目にあった時に駆け込んだり，声を掛

けたりできる家や高活。ステッカーやプレートで表示する。

4) その後の分析について詳しくは樋野文 11事黙。

5) 板橋ほとしようまちが 2005年 211に実施した防犯意識調

査(板橋区民 835人回答)でも，志一小で行った地域安全

マップづくりを多〈の学校に普及させることについて約呂

剥が賛成した。

6) 同会は久米公民館長が会長を務め，町内会，紡犯協会，交

通安全協会などの地域組織，少年警察協助員，保護司，少

年補導委員，民生児議委員などの役職を持つ住民，そして

小中学校長， PTAなど約 150名で構成される。

7) 学校によっては，地域の福祉施設で借りた車椅子や，幼鴻

の視野を体験できるチャイルドビジョンを使用した。

自) 大人 97人，子ども剖人が回答した。数字はいずれも 5段
階評織の上位2位の合計。

9) 学校側で設定した対象範屈を 7つのエリアに分け，各ヱ'}

アを Zつのグル プが担当した。学IRが廃止されたため，

対芽箱路は児童の住所，行動範囲等を考慮して設定した。

10)ただし，マップの作成・発表過穏において 3 保護者の意見

が児童に影響するのを避けるため，作成什業は児童と別室

で行い，発表は児議の後に行った。

11 )その後叩分析について詳しくは横野ほか文"参照。

12)久米地区の子どもの感想文には r ・危ないところばかり

ではありません。いいところたくさんあります。 00神社

は臼然がいっぱいあって，・ すご〈心が落ち着いた感じが

しましたJ(6年生)といったものもあったの本橋で取り上

げられなかったが 1 横浜市の事例では「すきな場所Jを危

険な場所と河数探すようアドパイスした。

く参考文献〉

1 ) 小宮信夫 「士郎身長安全マップ作成マニュアルj.県京法令出

紙， 2006年

2) 織野公宏 「地域安全マップにみる住宅地における犯罪不

安筋所の窓潤特性j，平成 17年国土技術研究会， 2005年

3) 機野公宣言・小出治 τ住民による管理活動が公歯のき日望書不

安感に与える撃事警j，8本建築学会計閥系論文集，No.592，

pp，117寸22， (社)8本建築学会， 2005年6月

4) 雨宮護横張翼 「住宅地内に立地する小公園における犯

罪リスク認知の構造と嬰悶j，ランドスケープ研究， 68(5)，

pp，947-950，日本造関学会， 2005年3汚

5) 憾野公宏 小野木箱二・棄藤美奈・山口はぎの 「地域安

全マップづくりの方法論の提案と課題j，都市計部報告集，

vo 1. 4-4， pp，103-106， (社)日本都市計画学会， 2006年

@ 樋野公宏・真鍋陸太郎・小出治 「各種主体との協働によ

る地域安全学習の成果と諜題ム都市計繭報告集， voI.3-2， 

pp，59ーは(社)日本都市計画学会， 2004年

@ 縄野公宏 「絵山市久米地区における地域安全マップづく

り報告j，新都市， vo1.59， no，14 pp，129-136， (財)都市

計画協会， 2005年 10月

@ 樋野公宏 ド馬主宣言霊 「防犯まちづ〈りの新視点 n構成'と

SaferPlacesの活用j，新都市， vo.lω，no.5， pp.昔日 10ミ

(財)都市計E題協会， 2006年 5月
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保存民家の構法研究とその湛糊欝麟査

一保存民家、印 11第~合掌づくり及む栃木蔵づくり

キーワード 保存民家合掌造り蔵量り i鍛鴻寛

i尊重尊重b去

1.はじめに

ここに紹介する 3つの取り総み事例は、これまで専門

謀総の実習生と、事五月としての総fifijIJit')ミ習の中で現地

調書tし、より実践的に取り組んで来た内苦手である。

通常の専門i課手?の綬業内符では、様準カリキユうムの

内符が設定されており、新しい持1-t1的課題を折り込む事

は難しい。そこで、より複合的課題は、主主研としての総

合告別乍実習の中で取り級んで行く事となる。今凶は、そ

の実潔課題の取り総み事例の報告である。

2“事伊j研究

以下に、保1';'民家、自)11郷合掌づくり及び栃木蔵づく

りに粛する取り組み事例の一例を紹介する。

2 -1.保存民家

これは、 1 999年度の卒研としての総合最IJ作実潟Iに

おいて取り組んだ課題であり、東京都のま工戸東京たても

の国の中にある保存民家である。担当部署のごJ'll両手とご

協力を得て、 IZI跡調を入手し、現地の建患の実演i調査

も実施した。

2-1-1.調査の目的

この実測調査の民的は、保存民家を対象とした構法の

特徴を浬解昔ると共に、そO)l業境性を型免草する事にある。

通常の授業では把怪し切れない、より複合イじされたが]

察での取り組みとなっている。

2-1-2.矯造的本部教について

図2-1-1は、特徴ある民家小屋組みを、各レーー

ヤーごとに分割し、全体の小屋総み構成を半1)り揚く IZI示

したものである。下からレーヤー I~II~m~N~V と

重なって構成されている。

これらを重ね合わせてイメージする事で、一つの小屋

組みの立体構成が、連続するj詞として環解される。

写真 2-1-1は、付一まいとしての保存民家の構法と

しての事IU申立み構成を理解守るために、縮尺 1/10で製

-57 
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レイヤV

レイヤW

νヲfヤ勝

レイヤ 11

レ引ヤ l

lEl 2 -1 -1 'j'重量組レイヤーo( 1 ~V) 

作した対象建E語紙島邸の車副総みモデルである。民家の'J、
綴総みに特徴があり、幾層にも重なり、この小熊組み空

砲が構成されている事が理解出来る。

キ l関穿措撲能力開尭大学校助劉費

地球環境的観点、から保存民家の構法冊究とその
桶熱環境を調査すると共に、自然エネルギw 利用
としての太陽Y庁、ノレギ…#用型住宅のモデル閣を
建て、より実践的な能力関尭課題に取り組んでい

る。時間を経て来た建築を題材とした蛤闘制作も
永年に濯って継続f制下中。

2以)7年住総研「住まいまち学習J実践報告・論文集8



写真 2-1-1 轄絡みモデル

川
川
川
山
山
川
TL

関 2-1-2 平蛮図

図2-1-2は、保存民主主の平間関である。この保

存民家に関しては、現地にて、材料の寸法確認、

温度・照度測定を爽施・記録した。

l1!J 2-1-3 

建屋スケッチ主点

上dOの建屋スケッチ三点は、実醤生によるものである。

2-1-3まとめ

この実測調査により、弐家小屋組み江射殺とその温熱

環境性との王事島幸を、ある程度まで得る事が出来た。この

実測調査に話題するより詳しい内容は、参考資料文1)を参

罰沼。

2-2 白)11郷合掌づくり

次に二伊IJIlとして、 1'3)1 i郷にある役界遺産の合掌造り

民家に関する'JミJ!lj調fをについて、以下に述べる。

これは 2004 年度江総合制作I~kt却として取り総んだ

課滋であり、 5名の実務f主と共に 2泊3Flで、調査対象

のfT掌づくり建屋に泊り込み、実測調査を実施した。

別地では、合掌づくりの構法的特徴を調議すると共に、

合掌iSりの有する温熱足業壌としての防署効楽についても

f史認する容とした。

調資対象i室長室は、自主皐県白川村荻田?にある合掌造りの

宿孫右エ門協である。

2-2-1.調資の目的及v'終過

この実誤時間査に自書する目的及び最忍晶について。

つ自の合掌造りに衡する燈史的背療や社会的背禁に

ついては、自)11村の教育委員会ヘ廷を運び、詳しいお話

を侭うと共に、白川村の関係資料を入手することもでき

た。

二つ尽の締法に関しては、合掌巡り建謄にf史われてい

る材料の認査・材料寸法・合掌造りの組み方などに関し

て言問要ました。実際に民宿「孫右ヱドむの建て澄しに関わ

った大工さんの方にも建物の納まりや使用材料について

詳しくf時った。

三つ呂は、茅王室き握線を有する民家の夏の防暑効巣に

ついて、データロガーや滋潟l度計を使い、案内空路の各

主主ごとの温度変化に関してデータを収集した。この関連

で、気流速言十を使い、各祭ごとの気流速データの収集も

実施した。家屋外部の計測に演しては、表部総E主計測器

を使い、建物各窃の自主主における一時間ごとのも盗度変化

をヂータ収集した。 Hifl[主に関しては尽外R初主とE室内照度

とを百{担uした。これらの業部j調査により、この器調環境

に関昔る防暑効果について検証する事とした。

2-2-2.構法約特徴と温熱線克について

以下に、合掌巡りの祷法的特徴を述べる。

図 2-2-2-1は、合掌造りの小屋総みを凶示した

ものである。

5日 アーフークー 1 111皆掛み羽

写真 2-2-2-1は、 土屋の又首炭部分の後合部を

ぶしている。叉首の根元にあるのが、この叉蔚fito)部分

-58- 2007 if性総研「往来いーまち学習J実践報告論文集8



である。この部分は、完全に談合されてしまっている訳

ではなく、先の尖った部分が板ノ己に乗った状態になって

おり、叉首都分じ頃きに応じて、[1夜に変f立を吸収出来

るようなメ刀ニズムとなっている。

写真 2-2-2-1 又吉尻部分

写真 2-2-2-2 事嘉吉屋根

写真 2-2-2-2は、茅葺き長室根部分の写真である。

この茅資き屋根の断熱効巣により、室内の温度I識は、夏

場でも、 28.6"C~30.1"Cの範凶内にある。又、各部屋の

滋度変色も、 O.5"C~ 1. 3"Cの揺の中にあり、極めて安定

した温熱環境にあると吉える。

土屋(じようや)の茅主まきの防暑効果に加えて、下屋

(げや)の深い庇の出も、夏の防署効果に、一役かって

いる。外壁(東福)と外壁(悶言語)は、その温度域が、

各令、 33.9"C~3 1. 1"C、 32.00C~34.20Cにある。又、そ

の温度変化櫨も、 2.20C~2.8"Cであり、案内の潟熱環境

に次いで、変{~の少ない綴度域にあると言える。

写真 2-2-2-3は、下屋庇部分の写真である。茅

葺き殿様の有する防署効果には、この下康庇も一役かっ

ている。

写真 2-2-2-3 下庭JE

2-2-3. 箆き屋根の防暑効果について

前述した合掌造りの構法的午竹1によ旬、以下に述べる

合掌づくりならではの温熱ヰ寺院カ守守られる。

表2-2-3ー 1 蒙葺き屋根の防署効巣B丹28
r…………… 

茅葺きの防署効薬(8A2S)

州
場
制
明

E
R

~:::_zr昌明LL"，，~~ _._L 土とは~-'!_~_:':_

i 呼潤

i 戸扇ーエBT1己主 I
} ームj 惜し斗設立己主主竺竺j_J

この副総実習は、 2004年8月2臼に実施した。庭

根主主題協度は、 1 2時から 16持の待問機において、

42. 30C~3 1. 7"Cの温度域にある。同様に、外撲(東自主)

は、 33.goC~3 1.l"Cの温度域にある。これに対し、存者じ

時間帯に、主主F.lIは、 28.8"C~29 .8"Cの総支域、中路樹立、

28. 8"C~30.10Cの温度域、ちょうだは、 28. 30C~29. 8"C 

の淑お乱回り座敷は、 28.8"C~3WCの浴度域にある。

ここに見られる温熱環境としての傾向は、主義根間(東)

の潟度変化編が、 43.2-31.7=1 1. 50Cのl~、外壁(東)の

満度変1~編が、 33. 9-31.1=2. 8"C、これに対し、局間は、

29.8-28.8=1. (f(入中盤敷は、 30.1-28.8=1.3"C、ちょう

だは、 29.8-29. 0=0. 8"C、回り座敷は、 30.IJ-28.8ごl.2'C

である。

こ 0;様に、長室内における温度変化の隔は、 0.8~ 1. 3"C

の域である。問機に、屋根取(函)潟主は、 41.30C~47. 40C 

の誌般1或外壁(羽田)は、 32.OOC~ 34. 20Cの温度域に

ある。

これらは、淡い下E喜一(げや)の庇により、日射の腐接

的影響を和らげていると言える。上賂(じようや)の厚

い茅葺きによる防署効架と合わせた効果が、ここに見ら

れる。

以上が、第一呂自の8月 2日の昼の 12時から 16S寺の

時s岩手帯における、データーのtEl度域に関する考察である。

次に、データ一口ガ一言十測による、 2004年8月2

5 主主~8H4日経までの計測データーについて考察する。

主苦闘は、 6'ニドの 29.2"C~ 早較の 22 目7"Cの綴度域で推移

した。小援裳(上)は、日中の 30.00C~早斡の 23. 8"Cの

読む聖域で推移し、小屋裏(下)は、日中の 29.5"C~早紛

の23.アCの滋度域で推移した。
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IZJ2-2-3-U立、1lfl躍のf立号室関係を示す平面白司で

ある。

E
一

寸

号
一
=

2-3-2-2 写真
2-3-2-1 

蔵造り建屋外観 土蔵造り詳総(横竹縦竹)

ヨ

写真

3.まとめとして

O今凶は、建築を構成する[河原~I CJFi'W羽・質料調・作

用陸l'目的凶)の<110)歴史的背援をねする建築物として

の形棺凶に言及し、その材料や使いjjの質料的にもふれ、

全体を矯成する構iM支術として0)作問問にも考え方をす

すめて、保tn~家や tlt界j遺産合掌づ〈りや栃木j議造り等

の建擦としてのけ的貯に関する均解を深める事が出来た。

茅葺き屋根σ〉有する防暑効架ぴ〕例では、そのデーター

実測により、その備法的特伐と J-tに、 主主の球解を得る

事が出来た。とれ等i立、現代の建築ょとしても充分に

活用し得る考え方であるとi'ljtlfr[払来る。

。これらの災担Ij議盗を通じて、 3者澄笠は興味を持って、

その課題に取り組む挙が出来て、特にまとめの段繍にお

いては、おらが主イヰ司自:Jに取り組む姿勢が要求され、~湾

総果をまとめ終える事によって、一つ段階をアップした

姿を、そこに見る事が出来る。

くj主〉

，吾

2-2-4.使用計測機器

データーロガー(温度・湿度)、照度計、気流速言十

'，'掛

工~iill図2-2-3-1 

m' ，-'_~_'.崎

…殉

関

， 

2-2-5.まとめ

茅主主き屋根の有するメカニズを、下図に示す。

厚い茅屋根の有する低熱伝導率と共に、下践の深い庇も、

防厚効果を上げている一つの構成要素である。この実測

調査に関するより詳しい内容は、参考資料文2)を参照。

1 )これまでの専門語雲稼における総合制作実潔の課題の中から、

保存民家、合掌造り、蔵造りに関係する項図のみを以下に紹介

する。歴代の総合申汀乍実習課題

1 9 9 8年続10年)木造事由組加工実習&外壁構法機構加工

施工系

;-1 

i'1本)保有メカニズム溜 iイヤ煎

保有メカニズム図密 2-2-5-1

世主

作用問一ト質料国

. 1 B 9 9年 (1111年)木造職制日工実醤&木造執脂肪自工実醤

(民家編)4名純正系

.2000年(1112年)茶室雪空間の調査実習 言十頭系2名

汗""自国十作F程調

5名実習

栃木蔵造り

これは20 0 6年度の総合告収乍実習として取り組んで

いる静五重である。

2-3 

縮図+作用回+質料思

2 0 0 2年 (1114年)在来構法による総合制作実習~ー坪の

4名施工系 可'-fe国十作用問+質料因

'2004年(封印有)悦界遺産自JII郷の合掌づくりについぐ

3名+2名(調査)

'2006年 (1118斗)栃木筋治りの構法研究とその温帯よ環境

1名+2名(調資)計凶j系

丹対日[週十作用問+質料国

Ifi科1凶+作用因+質料国

計画系

和嵐空潤~実誤t災湾の巨的と幸お晶

今回は、栃木市役所文化課のご理解とご協力とを得て、

現在郷土参考鎖として使われている土蔵蔵造りの建屋を、

2006年8月に3名の実習生と共に l泊2臼の現地実

測実習及び2007年 1月の現地実測実習及び翻の期閣

にデーターロガー設置によるデーター実現Ijを錨包した。

2-3-1 

く参考文献>

1 ) 角本邦久保存民家1:見られる木造事由組み構成とその漏境

性、日本建築学会大会(東北)学術講演極概集、 NO.535止

p p. 705~706、(社)日本建築学会、 2000年百月

角本邦久世界選続自J11*，部合掌づくり民家の防署効果につ

いて、日本建築学会火会(近畿)学術講演使概集、NO.22252，

p p. 503---504、(社)日本主主築学会、 20 0 5年9月
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構法Eト7特徴について

写真は、建援外観と土蔵造り壁の詳細である。蔵造り

は、当時の耐火性のある温熱環境的建屋と言える。
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総合的な学習の詩聞における

まちづくり学曹の実践に関する基礎的研究

キーワ-t' 総合的な学習の時椅，まちづくり学習，レピュ」

1 はじめに

(1)研究の視点

2002 ij度より総合的な学澄の時間(以ド，総代学習

と必す)が正式に始まり，これまで全国で様々な総合学

符が取り組まれてきた。その内科lま指J草書に従った主主

明的なものから，学校外の人材を効果的に治的した骨l

足立 E長に溢れる内容まで様々である。これらの総合学

符の'1'で，特色あるプログラムの実践は学協会や教育

集会などにおける研究論文として発表されており，今

後の総合学子干の実践ゃあり ;fjを検討する土でí~t_mな悩

綴となっている。

(2)研究の密約と方法

本研究では総合学潟におけるまちづくりと宇治3に関す

る既販の研究論文のレビューを過して，まちづくり学

資の現状・成果・治覧室，課題点などを繍断的・総合的

に整理し，総合学習によるまちづ〈り学潔の実態と今

後のz課題を明らかにすることを日約としている(1)。

本研究では，住宅総合研究燃はの「住まい・まち学留」

完成椴5 ・論文集 2000~2006 ft二の 7搬を異体的な研究

資料に用いた。この実践報告・論文集を通読した結果，

「総合学計」を利用して iまち」を対象とした学号?の災

践事伊i綴告は 35事例あった(1)。

表 1 分綴耳翼活の説明

本2呉立業高等専門学校

建築学科教授博士(工争)

-61-

新}日照tx:l
!

篠調fi 宇谷町

本格では，表 1に示した分殺現t1(学笥対象，学習f

視点，学醤ツール，途採教科，支援機関，コーディネ

ーターなど)に従って，まちづくり :ojtil1の実践事例を

友 2のように整環した。

2。総会学習における数り組みの状況

(1)学校別の実践事例

小中高の総合学習におけるまちづくり学務の実践報

代は小学校が突出して名く，全体の 9;l;Uを占める。，+，

ポ校l立小学校に比べ，尖践報告数が少な<，言語校にお

けるまちづくり学習の実践報告はなかった。中学校や

み引先では総合学習が，逃路令官ぎなどに活用される伊jが

多くなるため，まちづ〈り学習が総じて少なぐなって

いると窓、われる。小学校での~践報託行は， 3 i手は少な

く，主に 4年から 6年での実践報告が多い。

(2)学習対象

学留対象を「自然環境Ji人工環境」の大きく 2つに

分類、した結梨 i住まい・まち学習」の実践報告集であ

ることも関係し i人工潔竣」が大ドを占めた。総合学

習の学苦手視点は i歴史 m 伝統」に関するものが最も多

く，次に「安全・福祉」が争い結果となった。呉体的

には自0.12のように，坂本法烏の没誕地という地域的

特性を活かし，マップづくりから始まり縫馬の情綴発

僑接地構怒ヘと発展させた事例や， NO.28のように，

港を震史・文イ七資源の留から締り起し，筏を製作・巡

1燃する実践へと燦拐している事例もある。安全・福祉

の1'.1.点では，学校声J;互の道において，フィールドワー

クを行う事例が殆どであり，目。 30のように改善策の

検討にまで至る実践も散見される。また， NO.14のよ

うに，自然・人工環境の両者を対象とし，まちの汚燃

化方策を仮説を立てて考え，調査・検討していくとい

った，まちを総合的な視点で検討するものもみられた。

(3)学習方法

学習か法については学習要素および学潤に附いたヅ

ールに基づいて整理した。た多数が現地調査，ヒアリ

ンゲ調資，レポート勢湾，発表という学関要素を 波

寧i其工業高等専門学校建設仁学科学生

篠部研究家において，都市計闘の分野か C)， 

韓合的な学習の時間における地践活性型のま

ちづくり学習¢研究を行コている。

2007年{主総研r住まいまち学習」実践報告論文集8



表2 総合的な学習の持聞におけるまちづ〈り学習の実践紙製

縄踊'るaE • 

学刻家年 字対嘗象 学習の視点 写内背容 支線機関

拘 発行年 1<イト" 著者名

l;;ili 
携進教科

日IS日;zi
'120 33 「おける学校，地域・尊門家の連携に関する研現 1 

。 。 。 。 10 。 10 き主 v 。 。10 。

21捌 55 白ま石ち川づ県(りま学ち習づの〈屡り降 綜者 EZ 。 。10 10 。 v 。

3 ちづ〈りとt
江市貨抱 。 。 。10 。 。 10 

課

週特
。

412001 3 自然輝墳と暮らしl
こーかっかくわりり手地を域嘗とも創」

る学習 1藤携本ニ 1 
10 にノ 10 。 理 。10 

51酬 7 のコまンちピュづ一〈宮りrネ実ッ践ト報ワ告ークそのを利ト用した交誠学習でのr1¥ 1)アフリー 10 10 。 10 。

61酬 13 総会学習としてのfみちJを犠とした町学習の穣縄 。10 10 。 。 。

71酬 " 
kに後

pすまるちさ佐学径習のを湾還成してー 。10 。10 。

812001 51 3著聞を生にか向けしたて子の 、勝も策た動ちの的軒家
し!

家樹 10 10 10 10 。 。10 

912001 55 欝「子抱ど寺もJ1PJにjおかけわるTまわち才れづFJ〈 へりの取り組み :山悶漕 10 10 10 。

01加 !67 l乏色仙g域AにZ仏仲環お友間境けm鴨苧るai t 
要

にJ10 。 。

12001 121 クンヨ J!l""" 、て
。 10 10 えJ 。 。 。 10 。 。

12002 9 
ワーク

V

を生
V

かしで子どもの学ぴのネッ吋トヤ叩ワー
F

ク
V

をつ〈る

、ツト

医:nり
。 。 。10 。10 。 10 。 。 。 。10 

12002 15 
ジパ'Jアフl 〈り」山

|久図美
代

。10 。 10 !。 10 。 10 。 !。 。

12叩 211i1ii 
3
崎〈慎りむをブ績ロ材ジに

z
クしたト

紛
*治勉 10 。 10 。 。 。 10 10 10 

*001 39伎まい M まち学習の総合的な学習での吏践報告 l長施谷洛
川

10 10 家 10 。

1200; 4応
策

r
わ京れ都
Pj
杉

2
並年区自松のノ進木化

小での取り紹み |山間
4 

。 10 。10 閣 10 10 
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表2 総合的な学習の持聞におけるまちづ〈り学習の実践概饗
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の流れで実践しており，最終的に成果物を模型，ポスタ

ー，地図などの形にまとめている。また，到0.5は情報化

社会の影響を受け，コンピユーターネットワークを利用

して他校間交流を行った実践事例であり， No.13では

No.5での実践をさらに発展させ「マップ型学潔調査シス

子ムJ を用いている。これにより，新たに参加した学校

に前年度の実践校がアイデイアを提供しながら進める形

態が可能となり，異なる学校闘が連携した授業が渓慨さ

れる成果がみられた。また， 35事例中，34事例において，

フィールドワークやヒアリング調主主などの現状調交を積

栂的に取り入れており， 24事例がそれらを踏まえた計画

提案の何者を行っている。

(4)俄教科との連携

総合学習と{也教科との連携としては，家庭科，社会科，

E盟諸との連携が多く見られる。家庭科は住まいの閥辺環

境という視点からまちのあり方を，社会科はまちに関連

する歴史や産業など幅広い分野を取り扱う点、で，それぞ

れまちづくり学留と関連付けやすい。複数の教科と連携

した例としては，調0.22があり，各教科・領域・総合学習

の時間とのクロスカリキュラム体系を立て，体験と表現

活動をセットにした学習を実践している。 No.15では，総

合学習に家庭科での住まい学習を侠み，住まいと福祉の

調べ学習で学んだバリアフリーについての関連付けを行

っている。{也教科の授業で課題を見つけ，総合学習で深

めていくという点、で，このような授業形態は専門家から

の評価も高い。

(5)総合学習における他閲体との遵犠

総合学習を実践するに当たっては，効巣約な学習のた

めにも，学校外のf也の総織との連携を行うことが有効で

ある。連携先は NPO，企業，行政と様ヤであるが，小学校

は地域住民との連携が突出して多い。また，依頼を受け

た専門家が参加する伊jも見られ，専門家の助言を受けて

実践が行われている。担0.29では NPO団体および行政との

連携によち，学習成果物が学校外で形となっている。こ

のような成築物の具現イじには，実際に予算を伴うため，

行政等との連携による予算確保が不可欠なものとなって

くる。連携数が最多 (7事例)の NPOEll体「建築子どもた

ちネットワーク似合」は，総合学習における校外支援者

として，様守な学校で空襲れた先駆的な実践を行っている。

(自)学習Eの成果

まちづくり学習の成果として最も多かったのは，目0.29

他で示されているように，様、守な人からの肯定的評価に

より，子どもたちが自分に自信を持てるようになったと

いう記述である。また，実践課程で，主体的な学習態度

や主意欲の高まりといった効果の表れがみられる点も長所

として挙げられている。まちづくりとは，その過程自体

が総合的な学務活動でもある。学習者である児童や生徒

自身がこの点を踏まえて学習すれば，個人と地域社会が

共に書豊かになるという紹乗効果が期待できる。

3. rまちづくり学習jの今後の諜費量

(1)学嘗プログラムの立案

それぞれの地域で学習素材を探しき 地域の特性を活か

した授業を実践するには，各学校の教部が事前に学習プ

ログラムを作成する必要がある。しかし，百0.1，11でも

述べられているように，教的f郊の負担もかなり大きくな

るため宇野継続に関して消極的な慾見もみられた。学

潟プログラムの立案に，行正主を初めとする地域の諮問

体・専門家の協力が必繋である。また， i也間体と連携す

ると下関プログラムにおいては，教師と支援者の役~!J 分担

を十分に検討すべきである。

(2)学習プログラムの内容

総合学習に対する取り組みはまだ日が浅く，絹芽的段

階にあり，守宅対プログラム内容に隠する問題・課題点は

多い。主0.23のように，滞解したことを跨まえた行動・表

現を取れるプログラム内容ではなかったため，政接学習

主主図に結びつかない成果物が綴出された察側もある。ま

た，学習待問の不足といった時間的問慾も数多く挙げら

れ，総合学宵のねらいのーつである問題解決裂の手法を

取るためにも，十分な時間確保は今後も課題である。

(3)評価方法

デザイン・模製・発表・自己評価など，様々な評側の

観点があるが，異体的な評{阪の観点、が定まっていないの

が現状であり，今後の課題である。詰0.1，7においても教

締が評価に不安を感じていることが述べられている。数

字で表せない，子どもたちの見えない学力をどう評悩す

るかが諜題である。

(ヰ)他磁体との逃携

教富市と{世間体との連携が不十分だった例は耳0.18，27

など複数みられ，情報共有の不十分，慈f忍疎通の食い違

いから役部分紛がうまくいかず，弊主警が生じた伊jが報告

されている。 方で， No.14，げでは，綴ヤな綴織茂li本が

丘場を越えて協働し合しりその給祭，授業の質が向一上し

たという報告もある。学校と専門家(他間体)が異なる

目的の中で，いかに共通の認識や緩解を淑り連携してい

くかが震要である。

4 おわりに

本稿では，35事例の報告の横断的なレビューを通して，

まちづくり学習の現状と課題を考察した。総合さ詳習にお

けるまちづくり学替を織統的・発展的に実施していくた

めにも，様ヤな実践報傍の成果と諜題を，新たな実践へ

と効果的にフィードパックする仕組みが必要である。

く注〉

(1)本稿では，まちへの提案学習だけでなく，まちの調べ学習

を含め，まちづくり学習としている。

(2)教師による報告は 17事伊U，教部以外の外部専門家 3 行政，

NPO所属者よる報告は 18事例であった。
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2.2 地域を学ぶ場としての取り組みから





安全"安心をテーマにした子どもまち探検企翻を還した

地域の膨兵意識向上への政り翻み

階的 立青*1

縁関泰寛キ2

二輪仁折[*:1

F足立豆 景子判

高見i沢実H

{j，cυJi-i .tre*6 

-}出城こおける子どものなじみ拍或をめざしたおfポ]まちγ潔フbク申ラムづくりより

キーワード まち守管ワ?ークショップ 安斜配心 防災マップ 街反公f翠 ウォバハイ/ト

1 はじめに

近年の少子高齢化に伴い，子育てをぐ刻々や夫婦だけの

)1~綴ではなく地域~t士会の1~j剖として捉えJ子どもが脊つ

環境」としての士似或の在り方を~司う主主忌龍は非常に高まっ

てきている。 2004年2月文部科学省より提唱された「子

どもの居場所づくり新プラン」においても，小中学生の

1&懇犯罪が相次ぎ，地域や家Ilまで¢教育力低ドがロヰばれ

る中で，士tI!J:或の「教F号、力Ji税制七を剥げており，地域全

体で子どもとの溺わりを持ち，育てるための土壌づくり

は大きな課題といえる幻〉。このような背妓から，高学

交流事業「和田町いきいきプロジェクト」では，横浜市

保 tヶ谷区において 2003年度から匂!j申断書的に子ども

まち深検企闘を火事草してきた液;)。

本稿は，平日回目立 PJが移行した車滋韓「和田町タウンマ

ネジメント協議会」の士世話或と子どもプロジェクトチーム

が 2005年度に実施した「安全・安心」をキーワードと

する淑り総み(子どもまち探検~[託公箇の支柱に絵を

描こう!プロジェケト等)を通じて地域の妨災滋識向上

への効果について報告するものである。

2 取り組みまでの，gi車毒

( 1 )和田町いきいきプロジェウトにおける「子ども」

参画

務"f:交流事業「和田町いきいきプロジェクト(以下，

事]宙開 j"J)J は，大学の地元商18街のある和田町と大学

とのi視で交流事業を図り地域活性化に繋げるという意図

で， 繊浜f市有保ゴ土→ケr芥，[;{!役i党t所と繍詰浜主[凶五刈i立大ρ守竿j戸全との共宿向]研究

という形で2ω00ω1~2004年E度主に実』純証されたものである文却4り)

工学音郎E建築学コ一スの 邸数員+学E生主古か通らなるブ。ロジエ

クトチ一ムでlはま?アンケート実態調査に始まり，様守な

イベントやワークショップ，社会実験，ハード整備提案

等を実施しながら，高府主主7を中心としたまちづくりの爽

キ2横揺冨立大学大学院ー工学研究続講師

*3倹話国立大学大学教予害賠合センタ一 助事ぜ受(特任)

*4横再国立大学大学院・環境情報研究焼 助手

キ5横浜国立大学大学校工学研究院助教授

ホ6横浜包立大学大学院環境情報研究院教授

65-

践とその綴織休告Ijづぐりのサボ…トを行っていた。

初年度にわーった初出町樹脂街の定態調資では，地域情

報に敏感な向山街取j舟j荷のコアとして i二f-育て世代」と

向上寺'~をリタイアした尚齢者殺{1;J が指撤された。また

2002年度に機浜r!i保七ヶ谷i正の相模鉄道和!日町駅を中

心とする近鱗3小学校でのr土態調景子で，肉日百街やおjおを

資い物行i均以外に数予言守る子どもの姿がlf:き彫りにされ

るなどれ)，向山荘7が Fどもを見守り育てていく役割を担

う奇}能性を秘めており，尚J~j街を q~!山とした地jÆi首性化

をi=H詩すよにおいて「子といもJi子育て世代」が欠ぐこと

のできない重要な視長であることが切らかになっていた。

1J，手口約町 PJで'劫包してきた様ヤな取り組みへの

反応からは， H害防衛内でも，単に消費者という立場だけ

でない地域住民との繋がりを潟認識し，地域との関わり

方のーっとして子どもに然点を当てる君主義や，子どもが

商j市街，地1耳町市役イじ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現青年されつつあった。

そのような中，和信町PJ3年図の2003年度に空き五百

舗を活用した活動拠点、 (i和問調]コモンJ)が湾設された

のを機に，その場を拠点に「子ども」をキー?ンとする

地域の繋がりを拡11硲侶衝と地域の活性化を促す取り絡

みとして i愛休みミ子ども企闘 参加型まち学務(ニ子ど

もまち探検企関DJを実施するに至った(阪 1)校1)。

( 2) i地域とそ子どもプロジェクトチーム」の発足

和白冒TP~J は共匝]研究事業終了後の翌 2005 年度春，地

域がゆ心となった燈常的なまちづくり骨獄龍「和田町タウ

ンマネジメント蹴義会」へ発足建的に移行した。地域の課

題に郎してその都度協議し対応、していくこの協議会では，

毎回さまざまな課題が話し合われている文九

その中で i士出"，1が子どもを育てる・見守るまちづく

りJ• i子どもが愛着を持てる地域づくり」の推進母体と

キ 1横揺頭立大学大学院環樹育報研究続 教務捕在員

10年近〈、民間にて行政の防斑計舗や危機智理に関する

業務に構わり、加os年に現職に就く。現亙は、封凱或の防

jJ;力向上をテーマに研究活動を進めている。

2007年 f主韓研f住まいまち学欝J実践報告。論文集8



図1 まち探検ワ クショッブと公園再生ブ口ジェクトの穏係

して，地見町内会と横浜悶立火学の教員・学生が中心と

なって r}邑域と子どもプロジェクトチームJが結成され

ることとなった。

これまで継続実施してきた子どもまち探検企画の趣旨

を受け継ぎ，子どもの主体的な学びと参盟の場を機築し

つつ，かっ，地域の多様な課題の解決にも資するような

取り組み(伊iとして 2005年度の公園再生の取り組み(詳

細は後述))へと活動が展開してきている([盟 1)。

3 _ r安全安心」をキーワードiごした取り組みについて

( 1 )子どもまち探検企画「安全 安心たんでい聞にな

ってまちノTトロ ル !J

任車現主主と目的

2003，2004年度の参加型まち学習のテー?は大学伊jが

提案していたが， 2005年度は地元町内会からの「紡災・

妨犯」を取り上げたいという提案を受け r安全・安心た

んでい図になってまちパトロール!Jと越し，地域の妨

災・防犯資源を点検して，防災・妨1巳意識の向上を隠る

図的で企画した。近隣3小学校に広報を行しり 小学生日

名，大人9名による，計 18名の参加のもとで実施した。

(なお，小学生 9名のうちの 2名は， 2003年度の第 1

E企綴からの継続参加の先童であった)。

②取り組みの概要

8_ rまちパトロール」実施 (8月初日)

横浜市保土ケ谷区和田 1，2了岳地域を対象に，こど

も 110番あんしんの家(以下 rあんしんの室長」とする)， 

街頭治火器，井戸，公衆議話・公E菌・病F完などの紡災・

防犯資源がまちの'1'のどこにどれだけあるのかを点検し

たり，地域f主E誌に認しを闘いたりした(1ZI2，3)。

その点検結泉をもとに士郎過の安全・安心について話し

合い，その成果を「てんけんマップ」として地図にまと

~ 2 rあんしんの家」採し [2]3 井戸のあるお宅で策関

[2]4 完成しfと「どんけんマップJ

めた(凶4)。

b.パトロール成果の発表 (8月 23，24日)

作成した「てんけんマップ」を地域の夏祭り会場にお

いて展示し，祭りに来た地域除決へ)1;く周知をIZIった(凶

5)。ワークショッブ当日には参加できなかったものの，

これまで何窃か夏休み子ども食阪に参加したことのある

子どもたちも多数訪れた。

③取り絡みを通じて明らかになった課題と波及効果

取り組みを通じて「あんしんの家」や街頭消火.:6~等が

地域内に偏在していることが顕著になった。このような

課題に対して地域としては，以下に挙げる対策を講じた。
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-和|沼田1商日;街協向籾合により加盟R適応の「あんしんの

家」への琵録がfiわれた結果，長完{f登録数 5から 35

(2005.11. 27現在)ヘ増加した。また独自に「あんし

んの五五」を表すプレートを作成してIM~に表心してい

る(関6)。これらの取り総みを平成 17年11n 27 H 

に関躍した「わだまち安全・安心の荏丁在百」言d念イベ

ントによって， !よく地域ヘアピールした(関7)。

・和倒的部町内会において「あんしんの家」の登毒剤足進

を行い，18軒の新規毅録が行われた(2006.2. 28 j.!¥l{E)。

( 2) r公館の支柱!と絵を渇こう!プロジヱヴ卜Jでの安

全安心マップの繍踊

ワ片隅と目的

方，地元では以前より，道路の潟~，織ドにある街[託

公協の治安や議案き等の環ili!想イ七の!日]題を抱えていた。

この公園はこどもの遊び湯としてはもちろん，町内会

館や紡災備蓄倉席，消防器具縫場等も持母接する土壇1或i'I:i動

の中心的な{立援にあり， 2005年一度)-:1押jから，特に士1E7乙町

内会の公溺愛護会メンバーを中心に，多数あるコンクリ

ート製支村iこなにか絵を痛くことで詰寄書き防止の対策を

講じる検討が始まりつつあった。そこで地域と子どもプ

ロジヱクトチームも協働メンバーとして参画し，全 22

本ある支柱に燐〈呉体的な絵の貫主材や進め万への協議，

提案を行い，地域の年間行事や各イベントと連動した形

での「公園再生プロジェクト」が燦関されていった注 11。

先述の(1 )の取り組みは，この「公鶴湾生プロジェ

クト」と並行して進めたものであり， ( 1 )の成果物も「ま

ちの安全・安心マップ」として題材の 1つに位震づけら

れ，様々な支柱への箔LilTIの中のひとつとして地域に残さ

れることとなった(図8)。

②支柱の絵「まちの安全，安心マップ」の内容

4本の支柱に全4枚のマ、ソフ。を措くこととした(1Zl9)。

内訳l立会本間 1枚(幅約 110cmx高さ約 120c民縮尺

1/1，000)，詳縮図 3枚(協約 200cmx高さ約 120c蕊，縮

尺 1/400)(関 10)，さらに凡，i9l1・イうスト等も措いた。

安全・安心マップの記載内容は，安全・安心に役立つア

イテム (rあんしんの家」や街頭消火器など)が中心とな

っている。将来的に rあんしんの家」や街頭治火器など

が増えた場合でも，公国の維持管理も兼ねた作業として

後から描き足すことができるといった利点がある。

③プロジェクトの波及効果

壁阪として安全・安心マップを描くというのはユニー

クな事例であり，紡災備蓄倉痛や消防器具霊堂:場も隣後す

る公匿に描かれていることで常に地域住民の自に触れ，

妨災・防犯意識を高める労j架があると与えられる(図 11)。

また壁間昨成は地域住民も参加して行われたが，その

際に新規に fあんしんの家」への設録を決めた1.J.民もい

たことは目に兇える成果としてす旨撫できる。
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図7 高f苫衝の取組み② 関9 マップを支柱!と揃く

1 ，'H，~~，"ð1 

図自主柱の絵のゾーニング

利

時ミ機事襲
"ト叫ンr

轍灘

難題 雌 輯

※点検マップは「まちの安全安心マップJゾ ン!こ描かれました。
f手荒1)木Jソーンjこは、公闘再生 PJIこ関わった人や地場由人みん
なで手形を押しました。

~その後の立がち

完成から約9ヶ月後，{可枚かの絵に落書きが脅かれたo

しかしいずれも全関的な書き直しになるまでのものでは

なかったため， 2007年1月に l年包の保守点検も兼ねた

補修作業を実施し，迅速に対応した(凶 12)。

4 まとめと課題

一連の取り絡みを通して r安全・安心」をキーワード

とした地域コミュニチィへの波及効梨をまとめる。

・子どもから大人への，特に安全・安心をテー?にした
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情報発俗となったため，大人の受け甘め万がよち真聖堂

であった。

a 商IXijjの「あんしんの家」ヘの加入促進の取り総みは

その3主婦庁主に加えて， 1也1或の安全・安Jl)意識泊d1..0)ア

ピール効果が大きいことも議空主である。

子どもまちi>間決吐土問の/JJi:果が，公閣の支ねに事会を描ぐ

プロジェクトへと引き継がわ一連の流れを持コたこと

で，単発のイペントと比八て， ì~l域住民の安全・安心

的怒識向上に対して梓i乗車<J効果があったと考えられる。

( i!ill喰i詞摘f"II'¥業'1'の「あんしんの家J殺録消却]等)

切新たなお書きにも迅速に補修作業を交胞できたのは，

プロジェケトを過して公掴への Il ~c りや愛疫力斗主まり

つつあることの表れであり )110事1・総統的なi:ff持符王iH

体制は，地域全体で常に公園を見守っていやという教

示と地域住民に対しての生活球墳が，U (その 在日に

l立地域の防災が含まれる)への動機付けとなるもの

と期待される。

今後の課題としては以下の点が挙げ巳れる。

・2005年度。〕取り組みによって隣諸した安全・安心に

関する滋J龍の継続部Jな実践への絡iJ。

， }一也1或の小学校やPTAが主体となって，地域の妨犯

パトロール等の取り組みが別途fJ"われており，これら

他の取り車"1みとの連携。

また，公閣の絵の保守点検や補修作業といった維持管

理等を含め，今後も安全・安心のための継続的な取り組

み古河子われる予定であり，そのような場に地元の子ども

たちの主体的な参画を促す工夫を行っていきたい。

謝辞

本研究及び連の取り総みを進めるにあたり，和田間

部町内会，和田東部自治会，和田町商広街協信!組合ほか

地域住民の方ヤ i丘隣小学校，横浜市保土ヶ谷土木事務

所，本学学生等の多大な協力引等ました。ここに記して

謝患を表しま昔。

<~主>

1) 小学生を対象にa子ども同士の交流，子どもを中心とした

世代間交流を図ること，②子どもに呂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

関慈し， 2003年「私たちのまちを知ろうータイムマシンで

音探検!-j， 2004年「新装関，5rわだまちごみショップ」

をつくろう!j， 2005年「安全。安心たんてい留になって

まちパトロール!j， 2006年「キッズライタ'-1こなってま

ちのやさしさを記事にしようりと縦続的に実践している

地域における自立地まち学習プログラムである。参考文献

2) 3)参照。

2) 支柱の絵の題材採しと広〈参加者を募る目的として，具体

的には「まち見どころ探しワークショップj r見どころ投

票j r参加型アート・手形の木をつくろうJといったワー

クショップやイベントを槌持関催した。その成果は，公密

再生プロジェケトの主旨文とともにz各ゾーンニンク令にそ

れぞれ描写している。図 1，参考文献7)~9) 参照。

凶 10 安全 安心マ 1シプ(詳細図)

I'!?lII 高架下の公Il!]カ明るくなりました 凶 12 補修f乍業の様子

<参考文献>

1) r平成18年度級者中年自書」内閣府総， P，8き85，2006，7 

2) r地域活性イじのための子どもを中心にした実践的取り籾

み 蕗学協動による商商街治的化に関する研究その9-j 

五輪律自他，日本建築学会学術講演授概室長(北海道)， F~l ， 

pp，7Z干 728，2004，8 

3) r地域における f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j，縁関長寛・三輪律

江， (pj)住宅総合研究員オ毘Cflまい・まち宇習」実践報告・

論文集6，pp，10少112，2005 

4) r研究プロジェクトの定践プロセス一刻学協働による尚

)，5街活性化に関する研究その Bj，田島鰍f生，日本建築学

会大会芋術講演梗概集(北海道)F'I， pp，725，726， 20削，8

5) r活動相手~IJにみた手Ilおよび土曜夜の子どもの活動 32

関に関する研究一機おそi1i保土ヶ谷区の虫完成市街地におけ

る子どもの活動潟埼調f<より-j， 輪律訂 藤間挙資他，

日本都ili計両論文集出0，38，pp ， 127~ t:l2 ， 2003，11 

6) rタウンマネンメント協議会の活動を通した創道的まち

づくりの実践ー商学協働事業から地域まちづくりへの発

展に関する研究その 1j中原由約他，日本建築学会大会学

術講演梗概集(関東)， F'I， pp，39-40， 2006，9 

7) r子ども視点からみた地域の評価構造に再号する研究 キ

ヤプション評在国法を用いた参加型調査からの考望書j，停車

矢・紅部愛美他，日本建築学会学術講演使棟集(関東)， 

E← 2， pp噌405，406，2006，9 

8) r公園再生プロジェケトを通じたコミュニティ活性佑の

試みー商学協働事業から地域まちづくりへの発援に関す

る研究そのわ，伊繰他篤史偽，岡本建築学会学捕講演使概

集(関東)， F，I， pp，4H2， 2006，9 

9) r安全安心をテーマにした子どもまち探検企画を過した

地主主の防災意識向上への取り組み 商学協働事業から地

域まちづ〈りへの発展に関する研究その 3j，岡西立書偽，日

本銀築学会学術講演梗概集(梼東)， F-l，押 43，44，2006，9 
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まち部作と体験の場としての「だがねランドJ 深津J~主盟， 1 

鈴木賢一叫

キーワード 子どもまちワークショップ協俄コミユ二一九子

1 研究の背景と呂的

子どもたちは、地域を過して多憾な環境と出会い、社

会の人々と凋わり合う体験を議して豊かな学びを得るこ

とができる。しかし都市化に伴い生活環境が変わり、 子

どもたちが自由に遊び医る姿が失われつつある e

2006年夏、名占屋市の都市センタぃを会場として、

子どもたちが仮想の「まち」を創作し、本物の社会のよ

うに見立てて遊ぶ体験ii::泌を実施した。約 lヶ月間の「ま

ちjであるが、子どもたちは“コミュニティ"の」員と

してまち遊びに没頭した。本研究では、その創造行為や

体験活動を報告するとともに、子どもたち自身の声や際

係した大人の意識調査によって、子どもたちの学びや成

果を把握し、意義を明らかにする。

E まち体験企酪の概婆

2-1.実施主体について

まち体験企umr子どもたちのまちづくり~子ども“だ

がねランド"に集まれっ!~J 11 (以下、「だがねランドj

と記す)は、財団法人名古屋都市センタ」幻(以下、都

市センタ と記す)の主催で行われた。市民との接点拡

大の機会として子どもを対象とし、合わせて大学研究室

との協働も試みられた。

都市センターの職員が4名、協働した名世羅市立大学

芸術工学部鈴木賢研究室:11(以下、鈴木研究室と認す)

が8名、その他愛知県内 6大学から学生が 18名参加し、

以 Fのような働きをした。

⑦ 都市センターの役割

企部の推進・全体管3重運鴬・遂行/場再干 必要な資材

等の提供/役所・学校他機関などとの連絡調整・協

力依頼/NPO・研究者などとのネットワーケ/広報

② 鈴木研究室および学生の役割

実方担当臼の子どもファシリテ タ (さりげなく子ど

もの力を引き出す役)や運営サポ 少 (円滑な1立行

をするための補助や子どもた粍が悲しく安全でいられ

q 名古屋市立大学大学院 4 芸術1ヴ問先 * :-財)名【ih~都市士/タ

科教授防上(工学) 権" ilH) ，fl山長都市ヒシタ

*九(財)名古原鶴市センタ 脅)堅議a、
'4 (財)名古屋都，1γピンター

69-

ヰ三重子みど r)*:l 

5耳?主将3辛ホ i

近藤強止j*

1JUff長議英詠

るため的補助)/耳元作物のデザイン 作成/句、!の建

物を作みにめのアドパ Tスとサホ ト0.さ築カ Ji{σ)学

1') /ワ…クショッノづ、防 υlj什ノ¥ウのね供(鈴木研

究主)/，戸主ネットり」 ケによくJ応援裂β1σ〉隊{レコ大

学や学会・時速する総織への情報発信(鈴木研究家)

2-2ねらいと3主体的展務

本会揃iは fまちづくり」と「次世代を拐う 1えどもたちJ

との接点に照ることを重視L、次ωMi点から余{内した。

ι 予どもたちの夏休み中世通して反罪者すること。

b 自ら参加機会のある体験裂であること。

c.i藍びながらまちを身近に感じ、考えられる機会とな

ること。

これらを踏まえ、次の企画内容を考えた。

題材住まいや暮らしなどの要素を持つ「まちJを扱い、

工作や遊びを通してテー?を身近にとらえる。

内容 模型ではなく中に入れる連物によってまちをつく

り、子どもたちが空間体験できるようにする。その

名前を倒性的に「だがねランドj と表現する。

方法，長期間の実施可能な f展示Jと参加体験裂の fワ

』ケショッブ」や「イベントj を合わせる。

場所 都市センターのまちっくり広場にある企総展示コ

ーナー(約 200平米)を使刑する。

期部 夏休み中はまちを常設し、一般公開する。

2-3 プログラム構成と内容

2006年7月 25s (火) ~ 9月3IJ (日)の会期中、

月曜休館日をi徐く 30日r.再開催し、前半と後半の 2部構

成とした(炎 2…1)。

前半は、 2日連続のワーケショッブを 3源問機し、@)

ごとにテーマは設けるが、ほぼ向もないところから子ど

hた町が「だがnランド」を{乍ることを日E均とした。?是

非ーは、吉fJi二で j くったまちを使ってi控ぶことが目的で、

イベシトを媛打込みながらます3体験ーまち遊びをした。

* 1 ?う It;ht，1i.':: }{"戸大学院」、WiL"j:研究卒中ハ徐

I "'l将校問 f 前Wj~\梨利己勺 出 07与す }j.y業

1)1から林式会社ベ不 'Tコ ホレーシヨ〆人

辻予定。 ii巨まい ま判?f.'{Jた終報itI 品5文集
には6と7にみJ録c 修ビパ立論文は「日向段階
に応じた人1:;謎埼宇封の体系化iこ関する研究L
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完成した fだがねランド」の綴子を写真 2-1に、期間

中還した活動内容を表 2-2に紹介した。

2-4参加した子どもの特徴

募集に際し、名古長童市が管轄する主要施設と市内の学

章保育所、トワイライトスケールなどに案内を配布した。

結果、前半と後半を通して予怨以上の参加があった。

前半 3回のワ}クショッブには計 88人(のべ 222人)

の子どもが参加し、後半を含めた会期全体の参加人数は

のべ約1，300人となった。特に参加年齢を銀定しなかっ

たところ、参加した子どもは、平均年齢 8.6歳(小学2

~3 年生)であった。最年少は 2歳であった。

3 企画のねらいを実現する工夫

企画のねらいを実現する上での課題は以下の 3点であ

る。

①主主歯告や学校の異なる子どもたちが集まり、協力して汚

iJliJでき、楽しく遊びながらも、まちについて考えら

れること。

(忌子どもの参加体験を重視しつつ、長期間の企画を維持

する最低限の管理のために大人が関わること。

③子どもたちのカによって実寸の建物をつくるなど、大

きな成果を得られ、展示として一定の美しさがある

まちをつくること。

これらを解決するために本企画が工夫した点を、プロ

グラム構成ごとに分けて以下に挙げた。

(1 )プログラム全体を通した工夫

a 住民登録

「だがねランドj に参加する子どもは全員、賞受初lこだが

ね役場で住民登録をする。そこで「住民票(カンバッジ)

(写真 3-1)Jと「だがねパスポートj をもらい初めて、

まちの住人になれるという仕組みである。この“儀式"

によって、企画を知らずに訪れた子や、やや遠巻きに様

子をうかがっていた子が、まちを自分の居場所として認

め、一員として参加する協働意識を持つことができた。

b.通貨ダガネ

子どもたちがま売を身近に í~ じ考えるためには、“本

物らしさ!はj手渡である。まちを3起すの建物で表現した

こと以外に 通貨制度ゲガネを取り入れた(写実 3-2)。

通貨を取n人れると物事に riilii綴J を付けることがで

き‘それを利用して「建物を11ること に対Lrまちを

itる錨俗ある行動 lとして給料jを波寸ことができる。

ゲガ不は、 il司う I売るJ以9lfこも、[働く Jr稼<".J I貯

めるJといったまhを動かす活動を似した。

c ダ方ネスミ

ねずみのイうスト「ゲガネズミ Jf立、本企泌をt持怨し

た当初から投入したキャラケタ…ーである。シンボルとし

て通貨タガ不や住FH寝などに載せ、子どもたちに紹介し

たところ大人気となり、思いがけない効果を発揮した。

例えばワ クショッブでは、ゲガネズミのゲ yズを売る

「ダガネズミショッブ」が自然発生的にit場した。

d だがね役場

役場には主に都市センター職員が詰め、住民粟やダガ

ネの発行、嫡品管王宮の1m、子どもたちの「こうしたいJ

「習った」などの相談を受け、案内所のf量約を果たした。

ワークショッブでは「ハローワークj も兼ねた。

役場に詰めたスタッフは、もともと意図せず f町長j

f支配人JI博士」などの愛称を付けていた。これは結果

的に、子どもたちにとって“指導者"でもなく全く水平

な“友達"でもない、子どもたちのまちを運営するにあ

たって適切な大人の夜り方になった。役場以外にも、道

具屋、材料屋などを運営することで丈人がまちに入り、

自然に予どもの近くで活動を支えることができた。

(2)前半のワークショップにおける工夫

a紙管フレーム

子どもたちが実寸火の建物をつくるには、闘分の体以

上の材料を使って作業する必婆がある。また一定期間展

示し、使用するための強度が必皇室である。そとで、角形

断面の長さ 75センチや35センチなどの紙管と導舟のジ

ョイントを用意して建物の構造とした。

初回のワーケショッブでは、際立する強獲のある基本

フレ}ムをあらかじめ用意し、言語府街の構造とした。そ

写真 3-1 住民票

写真 2-1 完成した「だがねランド」で遊ぶ線子 写真3-2 通貨ダガネ

-70- 2007年住総研roまいまち学習J実践報告論文集8



薮 2-2 rだがねランドj の活動内容

25日 ワークショップ 1
7月 26日 おもしろ商腐衡をつくろう!

今日から「だがねランドJの始まり f 役場の
前には 住民登録のために子どもたちが並ん
だ。商i苫衝の説明を濁いて、グループごとにお
庖の内容から考えていく。学生スタッ7の手伝
いを借りながら、おj吉が組み上がった。

29自 ワークショップ2
7丹

30自 ひみつの遊び場をつくろう!

8月

2閤白からは、ハロ ワ-:;が登場した。子ど
もたちは、役場の前にある「求人ボードj から
仕事を選んだ。大宰な仕事は 務応衝の異にあ
る「ひみつの遊び場づくりJと、お庄の滞品づ
くりをする場所になる f工房だがねJ0 まちの
「ゲートj も現れた。

5日 ワークショップ3
613 まちを完成させよう 1

3 1Bl臣!立、シンボ)~ツリーをはじめ、まちのあ
ちこちに花や緑やベンチが加わり美しくなっ
た。子どもたちの発累で郵使筋や交番も設遣さ
れた。個性的な看板を天井からつり下げて、ま
ちはついに完成へa

祝・オープン l
8!l 8日

オープーング式典とまち遊び

子どもたちからの代表と町長や支配人、長老な
ど大人スヂッフによる「テープカットJで、つ
いにまちがオープンした。まちの完成を祝っ
て、ホリゴン(名古屋市による堀川のキヤラク
ター)も登場した。新しく参加する子どもは、役
場で伎民登録から。

! 8月 毎週まち遊びイベント
火曜日

子どもたちは、最初に「お庖獲さん」などの働
く場所在決め、その呂集まった仲衝で認し会っ
てお腐を運営したo ro'"量や郵便局、警察で働く
子もいる。ダガネは大体100:9'ガヰでケーキを 31
つ買える程度であった巴

19日イベント
8月

20日 だがねランド夏祭り

夏祭りでは、出I苫が特別に登場し、野菜やアイ
スクリームは大人気だった。学生スタッ?によ
るマジツクショーや、子どもたちから寄せられ
た「だがねランド作文・絵麗コンヲ Jレ」の表
彰式もおこなった。

9月 3日 さよならだがねランド

夏休みが終わり、楽しかった「だがねランドj

ともお別れの日。最後にたっぷりまちで遊び、
商品も「夜態セーJレJになったp 自分たちの手
でまちを解体すると、あっという慌になくなっ
てしまう
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こへ屋根をのせればテントのような格好となる九

この方法で、通路をはさんで荷側に商活の並ぶ立体的

なまちを実現できた。

b.材料鐙

ワャケショッブでは、子どもたちは求人ボードから選

んだ{士事に合わせて役場からダガネをもらう。それを使

って材料箆から必嬰な材料を買うへ

このシステムにより、まちをつくる過程から通貨ダガ

ネに親しむ効果、工作の材料を特定のグル}プが狼り占

めしない効用があった。子どもたちはダガネを節約する

傾向があ打、結果的に材料を節約することができた。

(3)後半の常設展示における工夫

a まち遊び

完成したまちを使ってi遊ぶイベントを|まちi駐ぴj と

呼んだ。子どもたちは、商政街に並ぶお活(ケ}キ屋・

車屋・レストラン・本屋・文房具屋など 9庖鍛)の成主

や、工房(問屋に卸す弱品をつくる場所)、ゅうびん均や

繋察などで鈎き、また異い物をして遊んだ。

まち遊びに初めて怒加する子どもがいても、む広の仲

間に誘ってあげるとすぐ打ち解けていく様子が見られた。

白書量からは「いらっしゃーい!J r安いよ!Jなどの声が

盛んに飛び交った。

4 子どもたちの工夫

まちの豊かな表情

:i1蕗当初に計画したまちは、凶 4-1に示したように、

(j)jiH号などの主に大人が運鴬する建物と、(忌議f苫街と、

③遊び場という 3コの大きなゾーンに分かれたものであ

った。これが前半のワークショップを終て、訪れた子ど

もたちの個性を映し、1m4-2の絵地図のような物語性あ

る“世界"になった。子どもたちの手でまちに現れたも

のに、 fゅうぴん潟Jrだがね警察Jrだがね電鉄Jrだが

ね温泉JrくコろぎだがねJr花屋さんjなどがある。

隠 4-1 rだがねランド」ゾーニンゲ(灰色部分食箇君主示コーナー)

留 4-2 完成した「だがねランド」の絵地図

多様な仕事

例えば、ゅうびん局では業譲を

用意し、ポストに投函された葉舎

は手渡しで同日記逮した。だがね警

察は、まちをパトロールし不丑な

「偽ダガネj f偽割引券」を取り締

まり、“悦しい「ダガネコJtfj i主"

の真相を探るなどした。 fけいさ

つ手帳(写真 4…1)Jや「白バイj

まで儲えた。

だがね需鉄は一人の子どもが創

業し、 1末に線路(ガムテープコを

敷いて重量主主を運転した。霞車は3

人乗 '1で、乗車するには切符が必

授だった。

豊富な遊び道異

お!吉の商品として人気だったの

は、ゲガネ入れ(写真 4-2)。衣装

で1;;1:，ネズミの耳・不思議なメガ

写真 4-1けいさつ手帳

写真4-2 ダガネ入れ

写真4-4ギ型ーで遊ぶ

ネ.jJチユ』シャ・マント。全身を段ボールで覆ったロ

ボットまで登場した。ギターを劇作して遊ぶ子どちもい

た(写真4-3、4-4)。

5 活動の記録と意識調査の方法

本企画では、子どもたちの活動や意識を記録できる 5

1 の方法をとった。 3から 5の方法では、子どもの意識

を白線あるいは間接的lこ知ることができた。また企闘に

ついて保護者やスタッ 7に質問をし、意見を把握した。

1 )活動の記録娠:前半のワークショッブに参加した子

どもたちに配布し、当日の活動内容をまとめる他、

写真を貼れるようにした。これを使って子どもたち

は夏の f告白研究JIこしていた。

2 )だがねパスポート 住民登録する擦にもらい、会期

中のスケジュ』ルを確認できる的、出席した数だけ

シールを貼れる記録カードになった。

3)作文絵閥コンクール‘前半のワークショッブ尖施中

から作文と絵画それぞれの用紙を配り募集したとこ

ろ、作文は9作品、絵画は 21作品の応募があった。

作品は8月 208で締め切った。

4)イシタピュー・ 9月28と38のまち遊び中iご、子

どもたちに質問をして 22人から感想を聞き取った。

5)保護者とスタッフに対するアンケート 会期中にア

ンケートをとり、保護者 28名、スタップ 28名から

の回答を得た。

8 子どもたちの成果

6-1 作文と絵語コンクールの結果

絵画は、子どもたちが織作したものについて描かれた
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ー・ーー

1V(\-r~ tJ、多かった(おf占 111 ・遊び場壁の装飾など)。そ

の他、手~Jr5で反ったものや「だがねツア守 (後半の通常

公開日に同僚)Jにさき加した思い出などもあった。写真

心 1i立、演をもらった作品である。

11':えではものっくりの楽しさや難しさ、またお金にコ

いて多く書かれていた(表 6-1)。多くの作文で“だがね

ランロは楽しい場所"として書かれ、「来年以降もだがね

うンドに参加したいJr大人になったらだがねランドの

殺しさを子どもに弘、えたいJという内容まであった。

6-2 インデビューの結集

インタピューをした持燃がプログラムの後半であった

ために、主にまちi藍びlこ対する感想を濁くことができた

(表 6-2)。子ども自ら関わった物事に対する問答が多か

った中で、作文や絵i民では確認できなかった内容もあっ

た。

・おr.sをするときの客の反応。たくさんの客に来てもら

って婚しかったとと。しかし客が多いと後ろの人が賢い

たいときに翼えなくて困ること。

・友達の大切さ ~IJの学校の友達ができたこと。友達と

ケンカもしたが、笠日には仲直りをしたこと。友達を夫

切にし、助け合わないといけないこと。次第に本物の友

達(線友)のようになったこと。

-学校と Fだがねランド」の違い 学校は勉強が中心で

遊ぶ待問がほとんどないこと。学校よりも高度な計算(収

入を侭学年の子どもが釣り算)をすること。

6-3.保護者からみた意義

保護者の意識鵡査からは、次のような声が控若かれた。

①子どもたちだけの居場所づくり 親から離れる機会

となった。自由に考え形にすることで達成感を得て、子

どもの自立の第一歩となるだろう。

②子どもの経済活動本物らしい場っくりによって「ご

っこ遊びj を真剣にできる体験だった。本物のまちとの

比較ができるようになった。

③他者との協働 他者との考え方の違いや反発が良い

経験であった。自分の立ち位置に気づき、社会に対する

視野が開けた。

6-4ス世ッフからみた意義

スタップの意識線査からは、以下のような意義をまと

めることができる。

① これから学ぶ物事に対する姿勢子どもたちの「こ

んなととをしたいj を実現できる場所であった。経験が

自信となって、これからも向かを学び創作するときがあ

れば意欲的に取り組める。また自分の興味関心に気づき、

表明できるようになる。

②まち意識抽象的な存伝であったまちに対し、興味

-73 

写真十1 絵麹コンヲーJ'作品(一部)

表 6向 1 作文コンウーんの応募作品(一部)

1 1 だがねランドをつくるのは、たのしいです。わたしは、ず
H宇グ おおきぐなったらだがねランドのおねえさんにな
出 I1こずこうのたのしさを教えてあげたいです。。
汗 iでもわたしはまだ7さいなので、大人になつでもだがねラ
け|なあ? もしなかったらわたしが、 00ランドをつくりヨ
!沼て〈れるといいな。 O'Nさんは年生)
一 一一一一日?!の夏休みは グガ不ラ/ドではじまった。みんなとい

|しよう届がいをつくったり きちをつくコたυおんせんもつ
!なふうにするか話し合いながらつ〈るのは とでも楽しかっ，'-

i I できあがった町で おきゅうりようにもらったダガネをつかって翼いも|
|作lの在したときは、すこしおとなになった揖もちになった。いっしょうけj

聞記日立たらいてためたダガネはもったいな〈て あまυっかえな 1 

1-I ・ダガネランドが、かんせいしたときは、ゃったあよぐがんばったと i 
! i怒った。予ともたらのかっこいいかくれがができてうれしかった

I できれば、みんなでマナーやルールをまもり、けいさつのいらない|

U哩竺竺竺主，IA¥":J主丘二E22型一一一一一…_j
君主 6-2 イン告ビュー筒答(一部)

戸主盟出煙防虫と町 一二1
， .役場や警察がしっかりして〈れると安心だということ。(7才)
| お活で働いてお金を稼ぐことがこんなに大変で仕しいこと。(9才)
i 友達を大切にすること。助け合うこと。(7才)

同 ゴ
ま労した.(9才)
才)
中簡を増やすために踊張った.(8才)
室伝すること.(8才)
亡閤り 友透に教えてもらった.(7才) 1 

j売れなかったりするから。 (12才〕

を持った。まちは向じ}苫ばかりがあっても成立しないこ

とや、人に鼠ってもちえそうな品物をつくらなければな

らないなど、まちの共有意識を育んだ。

③他者とのコミュニケーション 人間関係、特に他人

の大切さを学んだ。年上の子が年下の予の面倒をみると

いう関係が自然と生まれていた。

これらの成果を生んだ要凶として、スタップの“子ど

も主体の意識"があった。特に学生から活動について意

識した点を確認した結果、例えば「子どもたちの会話を

よく開き、また子どもの動きから表現したいことを察す

るようにしたJ r自分がやれば早く終わることでも、子ど

もたちに作業を託した1rアドバイスすることで子ども

の発惣が広がるように意識したj など、子どもをよく観

察して行動したことがわかった。

また都市センターは、大学焦が殺でも先生でもない「魅

力ある存在」であり、大学生が存在することによって企

踏が魅力あるものになったことを指摘した。

7 保護者、スタッフの評価

7-1 子どもたちの学びの評価

保護者 28名とスタッ 728名に、 fだがねランドj に

おける子どもたちの学びを評価してもらった。学校教育

の各科目で学ぶ内容と照らし合わせ、当てはまるものす

20117年性総研r住まいーまち学習」実践報告論文集8
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図7-2 項目ごとの企蕗都価

べてを選ぶ方法とした。その結果は凶 7-1である。

f図獄工作jは52人 (90%)の凶容を得た。続いて f生

活科j と「社会科j は 40人 (70%)以上の回答を得ら

れた。 r~里科j は 15人 (26%)の問答数で最も少なかっ

たが、力学を学んだことが回答理患であった。「その他j

には、 19人 (33%)の回答があり、具体的な内容とし

て「他者との交流Jr人間力Jr総合学習j r体験学習J

f道徳Jr生きる力Jr心理学」が挙げられた。

とのように、競査で挙げた 8種類全ての項131こ@]答が

あった点から、本企i直jは子どもたちに様々な観点で多様

な学びを与えることができたと言える。特に「その他j

のような、既存の授業とは異なった学びがある点は、本

企画の特徴である。

7-2 企衝の評価

続いて、本企画を全体的に評倍してもらった。

「交流Jr学習Jr創作」の 3つ要素についてそれぞれ、

倒人の基準に任せて 100点満点で問答してもらった。主

体ごとに平均した結果が図 7-2である。

項毘ごとに平均すると、「学習の姿素」が 76点であっ

たことを除けば、他はすべて 83点前後であった。子ど

もたちにとって本全部は ri珪ぴiの側面が強く、 f学習」

として受け止めるか評価が分かれた結果と考えられる。

また「“学習"と‘白学び"は異なるjという主主見もあった。

節 7-1と巽なり、この調査では:iE画を詳俗するため、保

護者に比べ、実施主体の学生・都市センターは厳しく判

断したことが分かった。

7-3.企画の課題点

次に、企総評価の理由から、課題点を整理した。

交流の要素子ども河土の穣極的な意見交換や話し合い

まで奈らなかった。多くの子どもがせづかく集まった

ので、企画を通して感じたことを話し合う機会を設け

られたらよかった。またすべての学生が、子どもたち

と親しくなれたわけではなかった。

学習の要素 ω特に課題点として大きな坦rtlは挙げられな

かった。ただし、子どもたちは「学習している」とい

う意識ではなく、 fまちっくり jや「まち遊びjを楽し

んでいるという指織があった。それを f自然な学びj

と表現する図答があった。

創作の要素スタッフに対して子どもの人数が多く、予

想以上に年齢が低かった。後半から子どもたちの興味

がまち遊び中心になり、創作の要素が減った。て「ども

たちの身近なものから得手Ijfflした材料で工作をすると、

より子どもの発想力を伸ばせる得能性がある。

8 まとめ

本企潤は、子どもを中心とする多様な主体が関係し、

長期間にわたって「まち創作j と「まち体験Jを車自に展

開した企闘であった。日常生汚の中では興味があっても

体験できないことを、 fだがねランドjという非臼常の空

間の中で疑似体験するという内容であった。

子どもを夢中にさせた架空のまち「だがねランド」は、

社会的な行為を、遊びながら体験させてしまう方法であ

った。そこには明確な凡ールがなく、子どもたちは I遊

び方j を考え、スタップは子どもを尊重して械佐してい

た。このような各々の思いが有機的に絡み合い、ひとつ

のコミュニティが構築された。

子どもたちは、楽しく遊びながらまちを体験し、ヰ:物

のまちに混じる視野を持ち得た。「だがねうンドjは、子

どもたちを育むコミュニティとして評価できる方法であ

る。

次回以降に向け、課題点をまとめると、

1 )子どもたちの年齢に応じた活動ができること0

2)必婆に応じて変化 Fるまちにすること。

3 )子どもたちを支える大人たちが、子どもに真剣に向き

合って遊びゃ学びに直接関わり応答していくこと。

これらを考慮し、より良い実践を続けたい。

くi主>

1)fだがねj とは、名おE重弁で使われる務局から名付けた。

2)名古産市中庶にあるまちづ〈りや都市計画のンンクタンクで

あり 交流活動や情報発信の拠点として活動する。子どもを焦点

とする夏休み企閥展示を近年続けて実施してきた。

:3)逮築やデザインに関する子どものwsを98年から行っている P

4)紙管をi車角ンヨイントで組んでIff方体のフレームをつくる

“スケルトン・イン・フィル方式"。

5)例えば闘用紙は2枚で10ダガネ、ひもは2mで10ダガネ。
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子どもたちとのまちづくり体験と環境学習を蓋した地域交流 娘岸博之*'

グリーンスクーノレ2∞6rこがねし、ヱコタウン きみも建築家になろう!J 

キーワード 1 )ものづくり 2)援案主主お験学習 3)環境学習 4)地域交流

1 はじめに

実際にものをつくって楽しく学んでし、吉たい 大学

という務じられた教室を抜け出して、地域の人々と、特

に子どもたちと一緒にものづくりを過してデザインする

楽しさ、建築する楽しさを味わおうという志を持った法

政大学工学部建築学科、都市環境デザイン学科の学生た

ちが集まりグリーンスクーノレは活動している。教育とは

楽しく学ぶことであるということをそット…に、ものづ

くりを通して地域交流の形成を実践してきた。

今回は環境を考えたまちづくりとは何なのかをオリジ

ナノレのゲームを過して子どもたちと学び、自分ならまち

に対してこう表現するという子どもたちの提案をー絡に

模型でつくる。そして子どもたちにまちのおもしろさを

学んでもらい、 連の流れから地域3ど流を図ろうとする

ことを閥的としたワークショップを照催した。大学と地

域のあり方とは何なのかということを今侶の活動を通し

て考えていく。

2 グリーンスクーノレについて

ゼミでもなくサークノレでもない。純枠lこ子どもたちと

のものづくりから何かをお互いに学んでいこうという患

いを持った学生たちが集まり、大学キャンパスがある小

金井を中心に活動をしている。ものづくり、さらに環境、

エコといった子どもでも大人でも殺しみやすく、かっこ

れからの未来重要なテー?を軌にしてi活動してきた。

2005年は法政大学小金井祭において、廃材となったハ

ニカムボードとベットボトノレを利用してエコハウスを作

成した。2006年夏は小金井地域で行われたわんぱく夏祭

りにおい亡、木材と竹を利用して工コドームを作成したO

Yちらも設計の段階から大学生たちのみで行ってきた。

!9業などでIt模型という非現実的な世界で設計している

が、ここむは 1/1で実際になち上がるものを設計しなく

てi:t/1: (J "，y その難しさを腕で感じたのであ。コザミな

とは迷い指導教'f^i がい /:1: いので、 1~てを大学生t:~^ "t-)だ

けだっくり上げていかなければならない。 し7Jミし実際に

ずザインし、っくり上げていくよで持段の授業ではe'Fべ

-75-

ない、:生きた建築の知識を学ぶことが出来たのである。

子どもたちは自分たちでも出来ることを一生懸命にやり、

子どもたちの提案がそのままデザインに漏かされたこと

もあった。

3 こがねいエコタウン

ハウス、 ドームときて、エコシリーズ 3部作の最後の

テーマとして選んだのがタウンである。前者2つは単体

として存在し、そのものをつくり上げてし吋過程を楽し

み、つくるということのおもしろさペづt変さを子どもた

ちと一緒に感じてきた。ものをつくる待問を共有するこ

とで、コミュニケーションを図ってきた。しかし、今[迎

のタウンはっくり上げる時間よりも、学ぶといったこと

に重点を蛍いた。まちとは建築が単体では存在せず、お

互いがお互いに影響を与えているのである。さらにまち

には色々な立場の人がいる。その色々な立場の考えがぶ

つかり合いながら、ひとつの方向へと向かっていってい

るのである。色々なものが集まってひとつのものが出来

ていて、そこには無線の可能性が潜んでいる。そうした

まちが出来上がうでし、く要素を少しでも縫解してもらい、

まちの可能性を楽しんでもらおうというのが間的である。

開催にあたり、子どもた九への参加呼びかけとしてチ

ラシ(図 3- 1)を作成して、近隣の小中学校へと配布

した。 チラシ商配己キ布巨なとどo事前

がね夢工E房等※削1が、運営の全体的なバックアッフヲこ氷瀬克

己研究室れが協力してくれた。ひとつの会闘を過して、

地域の団体と大学の研究室という 2つの団体の協力を得

ることが出来た。地域と大学という 2つによって支えら

れ、問時に 2つをつなぎ合わせることも出来たのである。

全体の日程と各屈の内容は下請己の通りである。

• 11128 (木) 自己紹介&まちづくりゲーム

・11126 (詞) 提案を絵にしよう

. 12/3 (日) 模型をつくろう

12/10 (日) エコタウンをつくろう

全 4[房、若手i釘とも 18:00~16:00 の :l 時間であるc 全

体を通してひとつの流れにはなっているが、それぞれ学

ホ i法政大学工学部建築学科

都市受合専門として研究しながら過表現在
未来という時間馳で都市を院え、まちづくりや
建築都市をテマにした子どもたちとのワー
クショッブなど実践的な活動を展開している。
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んでほしいことなどまとめをつくり、そ寺在ヨ完結のスタイ

ノレをとった。 日目i抜けたとしても参加できる潔境をつく

るためであるり各[司とも途中休憩をはさみながら、子ど

もたちがあきないように心がけた。大まかなタイムスケ

ジューノレだけで、各聞ともその時々の様子をみながら進

行していった。時間を気にせず、その時流れている空気

を大事にしながらもきちんと学んでほしいところは押さ

えようと考えたためである。子どもたちが考えたりする

時簡はどんなものよりも貴重で、その待問が子どもたち

を大きくしていくのである。

ゲリーンスウール2∞6
rこがねいヱコタウ:d言も建築家になろう'J

むこがねいエコタウンって日 tJ
法政火型炉刀小金弁キ令ぷパス守'8矧の餓躍を開;i!<'， 11活金井市の.に窟分たち泊匂脅えたま事聡にやさし

い種物や術の"初日 l!IC心サイズの銀盤をつ〈ります。建史書官や狸.幹年の学生といっしょに 食分

金色侃住む小金多与の街を自分上ちで符えて それを修こしてみませんか今

11 NOI/・m.. 
巴プログラム会咽の線復出

目.拠取水省 Z色 .鰻~殴13: (}。日"∞

/、
(26 
) 

4言、J

1111238 (木崎国 貌包)自己必ず?と，ちづ〈りゲームをしよう

け汚26怨(.嫁自}ゲームで考えた降事震を様や飽にしてみよう

"汚3.(伝畷白， .分¢被害震を続.こして併ょう

""畑〈明白〉酎帥制酎"てi，!v '~iO ，惜しふう

時四帥惜齢制牲といっしょに行いま，会

12。一回r 脚開岬小倉桝守山首ス醐.

包括浪..省 主 鈍象 玄i工小学校第三雰録一中学"小学牧隠学金子も可)

温厚.，二関係な〈 阪の方の移釦も，歓迎です"

道程絡先 ゆ銅{こ1丞申し込d与が.棋です!')安
にさ? 5ま放火学.海事実輩、第S話 。叫"，副'"将~91G までご丞絡下i'< P，

.短~t:.h 時工務

憶力即時四抑揚臨時室町質問ヴスクール

間叫れはカソト凶叩1日駒山市

均一司ヲ"<HH時 r吋 "'_L…..，同ι令令"' ...一明"徒庁

密 3-1 参加者募集局に配布したチラシ

表3-1 学年5持参加者一覧表

幼稚園

小学 1年生

小学2年生

小学3年生

小学5年生

小学6年生

中学 1年生

中学2年生

一般

cη3軽々-♂

2人

1人

3人

1人

2人

2人

1人

5人

3人

参加者"士、下は幼稚園生から上は中学生、 般の人ま

で、実に中高広い年齢躍が集まった。年齢に関係なく楽し

める企画になっていると同時に、どの年齢でも学ぶこと

が出来るのである。また自分と違う学年の子との世代間

交流も生まれたのである。本当の学校のような集まりに

邑f主となったのである(表 3- 1)。

4 自己紹介&まちづくりゲーム(1詰務)

a. 怠己紹介

参加する子どもたちは、蒸本的iこはみんな初対面であ

る。集まった参加者、大学生ともまずは仲良くならなく

ては本題に入っても楽しく進行しない。そこでグトン

スターノレではいつも最初に自己紹介の時潤を設けている。

名前は本名ではなく自分が将んで欲しい名前を名札に書

いて首からぶら下げる p;n-'{4 ~ 1 )。これもお主主いの距

緩を絡めるための方法である。もちろん子どもも大人も

関係なく、みんな怠、いJ盟、いの名前を震からぶら下げる。

自己紹介では首からぶら下げている自分の名前と誕生月

(今回はあとでグノレープ分けをするために必要だったの

で)、言語巣iこ意気込みなんかを言ってもらった。どんな企

画であっても{楽しくおもしろく」をそットーに進めて

いくのがクリーンスクーノレの特徴である。楽しし、からこ

そ学べることがある。学校では出来ない授業をここでは

したい。だからこそ自己紹介に時間を多くとり、集まっ

た全員の際機を絡めることが大切なのである。 Zド講話が総

まれば、みんなより来しく学べるのである。

b.環境について考える

自己綜介が終わったら、誕生月ごとに 3つのグループ

に分かれて環境について考えてし、く。子どもも大人も際

係なく、ひとつの机を殴んで自分たちの小金井の環境の

いいところ悪いところ在それぞれ発言していく。子ども

だからといってパカにしてはいけない。子どもは子ども

の目線で自分の生活の中から環境という自分が知ってい

る範屈で考えてし、く。そうやって出てきた解答は意外に

も大人をあっと言わせるものであり、何より自分たもの

住んでいるまちの環境についても子どもも大人も交じっ

て、みんなで話し合うことが大事なのである。ここで考

えたことは次のまちづくりゲームのときのヒントにもな

る。

写真4-1 名札 写真 4-2 地図に色を裳る

C. まちづくりゲ}ム

いよいよまちづくりゲームに入っていく。このゲーム

は、現存するまちづくりゲームを子どもにも分かりやす
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いように単純化し、なおかつゲーム的な要素を取り入れ

たグリーンスク}ノレオジジナノレゲームである。ゲームで

は、小金井崎辺の 112500白地図を用いた。地問のサイ

ズJ土AOである。普段こんな大きな地図を詞 lこしたこと

のない子どもたちは、地図を広げただけで医を輝かせて

いた。地図に慣れてもらうために、まず色塗りをする(写

真4-2)。自分の住んでいる家や通っている学校、駅や

揃庖銭、公層、並木道、さらに緑が多い場所や準の多い

場所など先ほど認し合った環境に関連した場所にも色を

会ってし、く。地区iを見ながら作業することで、住んでい

ながらも意外に知らなかったことが見えてきたりする。

まちっくりゲームは次の通りに行う(竿真 4-3)。ゲ

ムは呂人で行う。今回は 3つのテーブノレで行われた。

〈むきぼうカ山 ドを書く

まらにあったらいいなと思うものをきぼうカードに 1

人ひとつ書く。書いたカードは 1人ずつ発表してし、く。

ここであがったものが今、まちに必要だと思われる向に

なるので提案するときの参考になる。

②役割を決める

2人 1見直になって、 4つの級に分かれる。それぞれの

組の代表が役害'1カードを引く。ヨ|し、た役割が今仇!のゲ…

ムの千立害dになる。

4つの役割

• mla斉を考える人たち

. 11然を考える人たち

・にきれいを考える人たち

.安心を考える人たち

ここであげた4つの役叡は、実際のまちっくりに関わ

ってくる立場の人たちを分かりやすく分類したものであ

る。それぞれの立場は議論がしやすいように対立するよ

うに設定されている。

③提案する

自分たちの役割になりきって、きiまうカ…ドを参考に

今まらに必要なものを提案してしベ。具体的な場所を示

し、そこにどんなものをつくるのか、そしてそれをつく

ることでどんないいことがあるのかを捻案カードに書い

てし、く。全員が書き終わったら、それぞれ発表してνぺ。

④議論する

発表が終わうたら、他の人たちの録案に対して質問や

意見を述べてし、く。このときもれ分たちの役割を忘れず

に発乏してし吋。そうすることによりまちに対して提案

するときはさまざまな立場があり、あらゆる:lL壌の人た

ちのことを考えてし、かなければいけないということが分

かる。また立場の違う人たちの:意見を取り人れることで

自分たちだけでは見えなかった部分が見えてきたりする。

まちづくりにはさまざまな立場があり、 IJ与には対立する

が、最終的にはその立場の人たちを説得できるように合

意形成へと向かっていくということを学んでもらう c

-77-

⑤中間投粟

主義識が一通り終わったとこゥで、 1[f']flの投棄を行うい

投票は各組 1葉、自分以外の殺りの 3組から lついいと

思った組iこ索を入れるのこのゲームの最大の特徴はこの

投累システムにある c 自分には棄を入れることが出来な

いので、自分たちの縫案をアピーノレしなければならない

のである。このシステムにより議論は釘然と熱くなって

いく。 1回併の投票票結果は最後に発表される。 1肉付iこ

占星雲票を獲得した組に、最後に 1ポイント追加される。

⑥提案全修正

色々と出された意見を参考にしながら、提案を修正し

てし、く。最終投票芝は獲得禦がそのままポイントになるた

め、ここでの提案の修正が大きな鍵を握る。自分たもの

立場を軸にしつつ、指摘された違う立場からの視点をう

まく取り入れていくことでいい案になってし、く。

⑦最終議論

修正した案を発表し、議論してし、く。ここでの議論の

行方が最終投主主に影響するので、鋭く相手を攻聖書しつつ

的確な解答で相手の攻聖書をかわさなければならない。

③最終投棄

1間再と罰i様に自分以外の残りの3つの中からー番い

いと患ったものに投票する。l@吉田の投票で番だった

とこ 7，に 1ポイント加算して、最終投票は獲得繋がその

ままポイントになる。最終的lこ~番ポイントを多くとっ

たMIUJ提案がそのゲ}ムでの採用案となる。

写真4-3 まちづくりゲームで使用したカード

子どもも大人もー絡にゲ}ムをしたが、やはり子ども

たちのほうが提案i剣法性があったc 大人の提案は現実

的すぎるものが多かった。子どもの提案では、経済を考

える立壌から公霊閣の中に蔀応街をつくるといった案が出

た。大人の提案ーでは、安心を考える立場から小金井:公閣

に救ゑ終院をつくるといった案がdJた「公l識の良さが欠

われる(~t.主J明jされfこが、す主立した'Lのはよく主と主って

いたっ主ちにはぷ引場所その場所に議味があり どこに

f可をつくるかか非常に議墜になっ亡くるのぞある 主た

色々な怠克を取り入れながらひとつのものが出来ていく

という、主ちっくりにおける合蕊形成も宇ぶことが出来

たのである。
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5.提案を絵にしよう (2日間)

a.絵を織こう

1日Rはまちづくりゲームを過して提案をしてもらっ

たが、今包は役献などなく自分の好きなものを提案して

もらう。提案作業として、まず自分の考えているものを

絵にしていく(写真 5-1)。子ども、大人、大学生、参

加しているす4くての人が絵を撒く。大学生はサポートに

徹するわけではなく、参加者と同じように作業してし、く。

同じ作業をすることで子どもたちとの距離を縮めてしえ。

みんなが向じように楽しみ、そこから和7かを学んでしぺ。

そのためにはサポートの大学生も同じように提案する蛋

白さや難しさを罰じa寺院で共有しなければ意味が無いの

である。出来上がった絵を見ると、子どもながらの発怨

をもったものや大学生なのに子どもっぽい絵を描くもの

など、子どもも大学生もあまり変わらなかったりした。

ある程度絵が描けたら、みんなの前で発表する。もち

ろん全員発表する。上手い下手が問題ではなく、常に自

分の考えていることを誰かに伝えるということが大切な

のである。子どもでもちゃんと自分の表現したものを見

せ、自分の言葉で説明することが大切で、描きっぱなし、

やりっぱなしでFはせっかく参加しても意味がないのであ

る。誰かに知ってもらうことも勉強である。

写真5-1 絵を描く

図5-1 子どもの絵(左)とトレベを重ねて描いた絵(右)

b トレ}シングペーパーを使おう

発表が終わったら、今度はトレーシングベーノミーを使

って絵を拙いでし、く。普段大学生や先生たちがデザイン

していくのと同じことを子どもたらにも体験してもらお

うというのである。 トレーシングベーパ}を使うことに

より、自分の描いた絵にどんどんと違った表情を付け加

えることが出来る(図 5-1)。間違ったとしてもまた違

うトレーシングペーパーを震ねれば、また新たに絵が儲

ける。子どもたちは思った以上にこのトレーシングベー

ノ《ーにはまったようで、どんどんと鉛築が動いていく。

小学校や中学校での美術の時間とは違った絵の描き方に

満足しているようだった。

c 長さを測ろう

提案を絵から模!1:lにしていくために、長さの勉強をす

る。数学を与えれば橋単ではあるが、それでは実感がわ

かないし、小さな子どもは理解に苦しむ。そこで自分た

ちの体を基準とした人体寸法を使って、ものの長さをみ

んなで測ってし%。まず大きな紙iこ子ども 1人の実寸的

人型を害事いでし、く。書きあがったものを主主壌に 1110にし

たものさしをつくる。今犯はモデルになってくれた子に

ちなんで fカンタ定競Jと命名。 1/10にしたものをは/10

カンタ」とした。このほ/10カンタJをつかってみんな

で製図室にあるものを澱っていく。机ヰ寸奇子はもちろん、

中には天井までの高さを測る子どももいた。目盛のない

定規を真剣にあちらこちらに当てて測ってし、く。机や精

子が自分の件;のイ可分の 1なのか、そう感じることが長さ

を知る上で重要なことになる(写真5-2)。

写真5-2 子ども 1人がそデんのモジュールを作成(左・中〕

出来上がった 1/10カン告で窓の高さを測る(右)

6.模擦をつくろう(3目的

いよいよ模型づくりである。模型はダンボーノレ在料用

してつくってし、く。いきなり自分の援業を筏型 Fつくる

のは難しすぎるので、まず始めにこちらで用意した 1/20

の簡単な住宅をつくってしえ。裂紙在ダンボーノレに張り、

切っていけば盤・屋根が出来、張り合わせれば出来ると

いった簡単なものである。カッターを使うので小さい子

はどうなるかと心配したが、こちらが勝手に思うだけで

それぞれ大人に負けないように同じように作業してしペ。

住宅は模型に慣れてもらうつもりで用意したが、盟、っ

た以上にみんなその住宅lこ自分色をつけてLうったぺ、:1]初

は、この後それぞれの案に移っ、もらお〉と，mったか、

無理して全員に新たにっくり始めさせる必援もないと思

い、住宅を完成させたい人は完成させて、自分の提多震を

つくりたい人はつくるといったようにシフト変更した。

もともとグリーンスクーノレは流れのままにとし、う部分が

ある。それはつまり多少の変更があったとしても自分た

ちが門指すゴーノレがぶれなければそれはそれ tいいとい
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う考え方があるからである。これが効を奏して、それぞ

れの色が出てくる結果になるのである。つまり、基本は

応じ住宅であるけれど、それぞれ自分の思い思いの色に

どんどんと変化させていくので、出来上がったものを見

たときにひとつとして同じような模型が出来なかったの

である。考え方が違えば、スタートは存者じだとしてもゴ

ーノレは違う。しかもそれは多種多様であり、こんなにお

もしろいものになるのかと改めて感心するものとなる。

住宅や自分の提築を模型にしていくときに役に立つの

が ν20の人間である。前沼学んだ人体寸法による長さを

思い出しながら、家具などをつくっていく。住宅はダン

ボーノレでつくり、潤辺の樹木は台所用スポンシと楊枝を

使用した。総も用意していたが、季節柄樹木にではなく

雪化粧として荊J!tJする子たちが多かった。住宅の窓を着

飾る子や、周辺をデザインする子など力を入れる部分は

それぞれである(写真 6- 1)。やはり小学校低学年の-7

どもたちのほうが発想力は豊かであり、おもしろい模型

をつくっていた。中学生ぐらいになると現実がちらつい

てしまい、どこかリアノレすぎるものも多かった。しかし

どんなものにしても立体として出来上がってくるおもし

ろさは計り知れない。絵で措けば簡単なものもいざ模型

で表現しようとすると難しかったり、立体にすることに

より絵では何でも出来たが実際には出来ないことなどが

分かったりもする。こちらがどうこう言わなくても子ど

もたちは自分たちで何が出来て侭が出来ないのかをしっ

かりと学んでいるのである。建築として成り立たない構

造もあるということ、腐りに木が多ければどうなるのか

ということを自然と学ん Fいったのである。

写真6← 1 一生懸命模型をつくる子と'もたち

一79

7.エ口タウンをつくろう (4日目)

a 模裂写真を撮ろう

最初 3fl掃の続きで模型iづくりをして、出来 tがった

子たちから模型の写真をとっていった。生まれて初めて

の自分のつくった模型の撮影に恥ずかしがりながらも、

どこかうれしそうな子たちばかりであった。 機影は自然

光による明るい場所で行うため、模型を持って外にi討て

行った。全体の写真はこちらで撮影したが、細部につし、

亡は子どもたちにカメラを渡して自分たちでとってもら

うことにした。カメラを構える姿は大学生となんら変わ

りない。レンズ越しに挟し出される自分の力作を真剣な

目で捉えている(竿真 7- 1)。中には近くにあった緑を

利用して、背景をつくってしまう子もいた。これにはさ

，-がにびっくりした。見立てて写真をとることを教えた

わけもなく、自分の模裂がどうしたらきれいに写るのか

を子どもながら考え、導き上位した答えなのだろう。手法

としては、普段大学生が行っていることと変わりない。

子どもには何かきっかけされ与えてあiずれば、子どもは

自分で考え行動す一る。その答えは時にはこちらが驚かさ

れてしまうこともあったりする。お主主し、がともに学んで

いくということになるのかもしれない(写真 7-2) 

写真7~ 1 El分の模裂を撮ろうとカメラを構える

写真7~2 力作ぞろいの模製たち

2007年住輯研「住まい。まち学関J実践報告ー論文集8



b エコタウン完成

写真撮影が終わると、いよいよエコタウンをつくって

いく。あらかじめこちらで道路だけヲ!し、たまちがある。

ここにそれぞれ自分がここと思う場所に自分の模型を置

いていってもらう。議く特にまちの特徴を考えてもらう

ために、どうしづ場所に置いたら自分の模型がより美し

く見えて、まち全体がきれいに見えるかを考えぐもらう。

まちに正解はないので、子どもたちの自aJに任せたが、

出来上がったものを見るとよく分かっていると言ったも

のに仕上がゥた。自分と同じようなものがあれば自分は

その燐に殻く。自分のはまちの中には裁かないとしたツ

リーハウスはまち外れに位議した。篠かにまちの中には

おかしいなと感じていたが、子ども自身もそれを分かっ

ているようだった。まちの中にあるからいいわけではな

い、それを証明してくれたのだ。少し再量れたところにあ

るその自主総感が絶妙にいい。いつの間にか住宅主地が広が

り、公題や公共施設はまちの中心部に集まってきている。

僧々の模型がひとつのまちをつくり出している、その姿

は圧巻である(写真 7-3)。

写真7-3 エコ告ウン

エコタウンが出来たら、それF れれ分がf可をつくりど

こに蓄をいたかみλノなの出iで発表 Lていく! 発ムi，L終わる

弁それぞれ質慣がとぶc 模様も出来て満足な小宇生たち

は、意地主塁な質問をどんどんとぶつけてくる 小守生も

大学当もかなわなし、綾子だっfてハ

最後にもう一度自分たちの乎でつくりLifたまちを挑

めるじたった4凶の中で、子二どもたちはまちのおもしろ

さ、まちづくりの仕組み、まちは去、うすれば美しくなる

のかを学んでいった。自分のつくった殺ー型はひとつ、し

かしそれがまちを構hえ-j"-る一部になっているn このエコ

タウンはどの模型を欠いても成立しない まちとはそう

いうものであるということを子どもたちに学んでほしか

ったのである。

8 おわりに

最後に子どもたちを迎えに来た親御さんたちから「ま

たやって下さし、Jr次はいつやるんですか」といった言葉

をもらった。子どもたちを通して、大人も関心を向けて

くれたのである。そういった設業を罪若いて、こういった

活動はどんなに小さくても続けていかなければいけない

と感じた。子どもたちも「すごく楽しかったj r今度はも

っと本格的な模型をつくりたしV と期待をよせている。

子どもたちも学び、大学生も学ぶことがあった。大学

と地域が結びつくことは、お互いが成長し合えることに

つながってしえ。大学があるといこともまちのー郊であ

り、そこにあるということをもっと考えなければいけな

い。あらゆる情報がすぐ手に入る持代の中、子どもたち

は迷いの森に迷い込んだかのようにどこへ行けばいいの

か迷っている。そのひとつの道襟に大学生はなれるはず

である。今閲参加してくれた子どもたちの中にも将来建

築家を悶摘している子たちが何人かいた。彼らは今凶の

体験を通して、夢がより鮮明になったはずである。九、っ

か僕もこの場所で」ともらす子もいた。そう願う緩衝lさ

んもいたっまちが生き生きしてくれば、子どもたちの夢

も生き生きしてくる。大学生でも何かを教えてあげられ

る。夢を育てることも教育である。

そして、子どもを通して今度は大人が参加してくる。

まちづくりゲームは子どもよりも一絡に来ていた大人の

方が真剣になってし、た。普段生活している自分の腐りの

潔墳に対して、誰もが思いを持っているのである。その

思いを表に出すきっかけになったのである)設か特別な

人ではなく、そこに住む人たちの生の声を部きだすこと

が、まちっくりの第一歩である。小金井における大学と

地域、地続と地域の交流になるような活動を今後も続け

ていきたい(写真8---1 )。

写糞8-1 集合写真

<J.主>

1) 東京都小金井市ぜ教育に関心のある人々が集まり中学

校・小学校の fどもたちの f夢j を育てる記、援問

2) 法政大学工学部建築生科7k{検定日教授の研究室。形態ヂザ

インを研究するほか、沖輔の集落の実誤j古書査をしている。
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グリーンスクール 2006

子ども建築体験教室/君も建築家になろう 1-エコタウンづくり~

山田清

小山展宏ーイ1:まし、づくり・まちづくりのコラボレーシヨンー

グリーンスクールー悶

キーワ ド 1 )多世代ネットワーク 2)異分野コラボレ ション 3)合意形成 4)直感力 5)潜在的能力

1 はじめに

暮らしの場である住まいづくりに、イ主み手が深〈関わ

る機会が薄れ、いつの鶴に f{t宅は股示場で):lうもの」

となってしまったのだろうか。いや、そうではないはず

だ。少なくとも子どもたちは、臼分の身の問りの環境に

敏感で、好奇心も強い。そういった感性を大切にしてい

きさえ守れば、暮らしの場への関心i立高まる。そしてま

ちへと意識は丘、がり、地域はそこに暮らす→入ひとりに

とってかけがえのないものとなるに違いない。そうした

ら住まいづくりに、まちづくりに、自ら関わっていくよ

うになるのではないだろうか。

こういったことを願いに取り組んだのがここに報告さ

せていただく内容である。

2005年度に引き続き、 2006年度もグリーンスクール

を開催した。グワーンスクールとは多世代ネットワーク

と異分野コラボレーションによる、子どもを主体にした

体験学営のための架空の学校である。

「子ども建築体験教室/主主も建築家になろう!~エコ

タウンづくり ~J というタイトルで、東京都小金井市に

ある法政大学建築学科製図室を会場として取り組んだ。

資金源は大学内での活動として法政大学学生チャレンジ

サポート制度在活用した。

路線日は 2006年 11月23呂、 25日、 12J'J 3服、 10

Bの4@]。目標臼と祝日を利用し、冬の入り口に集中し

て行なった。今回のプログラムが持つ性栴から、子ども

たちの参加意欲を徐々に高めていくために、短期閣の開

催が適切と考えたからである。

1出自はまちづくりゲームをした。これはグリーンス

クールの校長先生役の小山がデンマークに留学したとき

の体験をもとに、まちづくりゲームに参加した学生との

ディスカッシヨンにより改良を加えたものだ。まちの地

図やカードを使って、害jり当てられた立場からそれぞれ

の意見を出し合い、ごうあったらいいなというまちの提

案をしていこうとするものだ。

2面白はそれを絵にし、 3@]日は絵を模型としてあら

わし、最後はそれらを並べて街並を作るというのが全体

の流れである。

この小論では対象とした子どもたちの様子だけでなく、

これに取り組んだ学生たちの内滋を撒くことで、次代の

よき住まい手・っくり手を育む道筋のひとつを見つけて

いきたい。

2 君も建築家になろう 1-こEコクウンづくり~

この取り籾みに加わったのは法政大学の建築学科と環

境デザイン学科(I日土木学科)の学生たちである。いま

や学生たちは分野や大学という枠をいとも筏単に越えて、

互いの関心領域で連携しあう。また療境問題や子どもに

自書することに活動の場を求めている学生たちも徐守に増

えてきた。インターネットよでも関連の情報が多く交わ

されている。

ずリーンスゥ-J~2006
rこがねいエコタウン忽も縫築家!こなろう， j 

。 掛 か い ね タ ウ ン っ て 竹 。

古書依犬傘の小企努キャシパスで4匂鯵の総騒を績を 小雀持坊の桝ζ.，すたちが脅免たE毒物二やさし

いE番勝や踏の1危C叶，柵φ イズ'"視総を令〈長J 首位す。強お寝震や鷺顕著端的挙態といっし ~;l之 自分

た1;，11)幾む余念持""憶を密多すたちで考えて それを惣鈴ζしてみ詑合会ゐか9
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11"266 姐媛s'ト日耽開制緩や慨してみおう

12M 38 {s略D)翻..漉家委書需要‘ι宅街よラ

12，ijlOe (6緩筒、*制作品開滅されみ 時時恥吋
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。.， ¥';]醐"川

@均九，'"

120開制... 
"府泳'"史学小島信和ヤ J パス鰐磁軍医

会唯.食伯仲待費目悼集中電険金坤傘喰録写時も相

信診療に総保 r.;{~!laø方怒り..，も犬宿駅織です"
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こうした自発的で自然なつながりができてくる様子を

見ると、今日的課題のひとつである格羨社会を乗越えて
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いく新たな倣イ連続と原動力が生まれてくるような気がす

る。

さて今回の取り級みを始めるにあたっていくつかの不

安があった。ひとつはどれくらいの参加者がいるだろう

かということで、もうひとつはまちづくりゲームをうま

く進めていくことができるだろうかという点だ。

このようなことを実践するときには参加者数を読むこ

とが難しい。そこで市内のある中学校の放課後活動を支

援している関体に参加の協力を得て、大学近くの小中学

校に 1200枚以上のチラシを配布した。これは前年度の

同様の活動で倍頗を得ていたことが大き〈貢献した。実

際に中学生 5名、小学生9名、幼稚盛先 l名と地域住民

i名がチラシを見て応募をしてきた。保護者も含めると

20名を超える参加者で、まずまずのスタートを切ること

ができた。

進行についての不安は経験不足によるものだ。まちづ

くりゲームの進行担当の学生は均まる前は落ち着かない

様子だった。それを超えていぐためには実践を重ねてい

くことで補っていくしかない。

こうして第 1[ij]図が始まった。

第1回 2006年 11月23日 自己紹介とまちづくりゲー

ムをしよう!

定刻をやや過ぎてスタート。まずは参加者である子ど

もとその線、学生スタップ、および企画者を交えての全

員による簡単な自己紹介でアイスブレ キングをした。

その後は誕生Ilをよりどころに 3つにグループ分けをし

た。このゲームは8人を基本の単位として行うのでそれ

に従ったのである。幸いに各グループとも、年齢構成に

大きな偏りはなかった。

ここから先は各グループの進行役の手に流れはゆだね

られるので、その器量によってグループの充実度も変わ

る。

母学生の絃きから i 

i僕のゲjト7。は書日りと若い(幼い 7)年齢層の人ヤが

z集まったため、興味が薄れるとす寸に違うことを始 i

めるので、なるべく間を空けすぎないでテンポよく

進めることを心がけました。まずは小金井のまちを

犯握してもらうために白地図に援要ポイントなどを

色付けすることから始めました。緊張もあって最初

はテンポを掴めず、説明や進行が阜すぎて逆に皆が

追いつけなくなることもありましたが、しばらくし

てからは全員のテンポを犯鐙して、平均してどの程

度で進めるかいいかが分かり、部りとうまく進行で

きたと忠、います。

............置 ..so....・E・.....................日日園田H・a・.....圃・固......00..

このように始まってみれば心配するには及ばな古ミった。

はじめに、グループごとにみんなが知っている場所な

どを、用意しておいた小金井市内の白地図に色鉛言語で印

をつけていった。 i草や鉄道、 )11が塗られるとまちの骨格

がよくわかる。それに加えて学校や公盤、気に入ってい

る場所が色分けされると全体の構造やまちの特徴も抱握

できるようになってくる。

次にその地図を眺めながら希望カードを使い、小金井

がどういうようなったらいいかを書いてもらった。

希E罷カードには、あんなこといいな、できたらいいな

というまちω¥の純粋な希窓を番く。特に条件などはっけ

ないので自由に書いていい。実混不可能なものでももち

ろんかまわない。

調蝉朝轟

そして一人一人発表し、地問のよに並べた。

次にグループの中を 2人一組のチームに分けた。ここ

では役割りプレートと提案シートというものを使う。

役割りプレートには表に役部、裏にはその特智正が脅か

れている。設定された役割は「経済を重視する人たち」

「巨然を重視する人たちJ'にぎわいを重全見する人たちJ

「安心・安全を襲被する人たちJの主基本の 4っと 5グル

ープになった場合の予備として「保存を重視する人たちJ

からなる。

たとえば「経済を重視する人たち」の特徴として

①たくさん人を集めることを 番に考える

②高層ビルや包立つもの、新しいものが皇子き

③繭売にならないことや自然は好きではない

といったことがあげられている。

イ也の役割もそれぞれに応じた特徴が記載されている。

今回は基本の 4つを用いた。

提言語シートには役却のほかに、提案の内容(希菜、 f可

を、どごに)やま型自の欄があり、巡行に応じて問題点や

改持j討を1112入するごとができるようになっている。

t>>案作業では潔域カードというものを俊コてテー?を

発荻する。この日は「大人仁なっても住みたいままづj を

テーマとした。

提案する内容は必ずしも自分が芸書いたものでなぐても

よい。{也の人が書いたものも参今にしなが C)2人で与え

ていく。

この段階での狙いの つは、 2人で決めていくための

合態形成である。この合意形成はまちづくりを考えてい

くにあたって欠かすことのできないものであるが、とり

わけ大げさに従える必裂はなし、。祁談しながら互いに合

意できるところを見つけていけばいいのだ。

こうしたことを子どものうち力》ら体富貴していくことで、
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まちづくりの担い手に育ってもらうのが私たちの綴いな

のである。

さで提案ができたらシートに書き込み、提案発表へと

進む。発表は最大3分まで。具体的な場所があれば地図

に示す。

学生の[泣きにもあったように、最初はぎこちなかった

が、各グループともいろいろな提案が発表された。

続いて質的タイムに移る。全部で 10分符度。質問が

ある人は手をあげて、どのチームヘの質問かを紛らかに

してから発誌をし、質問された側はそれに答えるという

鰭準な決まりに基づいて進められる。

ここでは進行役の力量が問われる。意見交換をスムー

ズに行なうためには、話を{漏らせない、相手を中傷する

ようなことを避けるなどの配慮が必婆となる。こういっ

たことを学生が体験することも大切であるとともに、子

どもたちがそれを尽のちたりにすることも翼重な休書責と

なるに違いない。

あるグループでは中学，tチームが経済透視の立場から、

駅近くに大型庖舗の誘致を提案したのに対し、小学生か

ら、議もがそれを望んでいるわけではないのではないか

といった鋭い意見も出た。

また、安心・安全を重視する立場から、自動車交通を

斜線して路面電車を導入するという社会人の提案に対し

ても、小学生から、自転車に関する安全性が考慮されて

いないという指摘もあった。

こうしてそれぞれの提案に対する質問を交わした後、

第 出自の投禦を行なったo 決まりとして自チームへの

投票はできないので他のチームから選ぶことになる。こ

れは少しでも独りよがりにならないで、他者の考え方も

尊重できるようにとの配慮だ。

ここでは男司祭はせず、進行役だけが結果を確認し、最

後に発表することにな〉ている。

続いて考えヂイムとなる。第;問自の投票に向けて、

11分の提案を綴徴的にアピールするための作戦を繰るの

だ。質問タイムでのぷ摘を路まえ、什分ぴ)腿案び)機れて

し!るところや指摘された邸主塁J誌の解決議を与えていくの

である。そしと従業シ…トにま:;~:き込んでしベ。

チームごとに与えをまとめ、主主終アピール"'と3笠む。

ここではI1分たちの法案をアヒールできるだけでなく、

f也のJ是楽に疑問を投げかけるごとがで寄る。またナーム

で総談した上で、イ也の案と来日みず'dノぜるとい Jた絞〈京も

できることになっている。こうした来秋刊のあるよ予めJj

-83-

がこのゲームの特徴のひとつである。

このアピールが終わると最終投票だ。同じ〈白チーム

には投禁しない。投塁需の際にはその理由も述べる。また

第一回告で最多得票のチームに進行役からボーナスポイ

ントとして I票分が与えられ、一番多く得票したチーム

の優勝となる。

質問タイムの段階で自然を桑名見する立場から、大きな

予算をかけずに生活道路沿いの用地を共有する方法で緑

i藍を権保していくという提案に対し、夜総の安全性への

配慮不足を指摘されたチームがあった。そのチ…ムは妨

犯対策のために緊急連絡裟鐙っき監視カメラの設援を改

善案として考えていた。また、それにより個人宅の様子

が撮影されることで個人情報保護の強で問題となる可能

性があることや殿様社会の促進につながるのではないか

といった指摘がさらに出てくることを想定し、それを覆

すことができる反論も用意していた。

反論の骨子は、カメラアングルを線道に向け、個人宅

を映さないようにすることと、災害時には地域情報把縫

に役立つので、安全・安心を重祝することにつながると

いうものだった。

このチームがグループ俊勝となったが、そのあとに、

人が多く歩くようになれば賑わいも生じ、また経済も活

性化するのではないかと他のチームの案も組み合わされ

た提案となった。

こうしてそれぞれのグループ発表をみんなで共有し、

さまざまな考え方があることを持ち帰ることになった。

第2回 2006年 11A 25日 ゲームで考えた提案を絵に

してみよう!

A刻前に製関'ぷに来た子どもたちは、平く続きがした

L、と張り切っている。

まず人ひとり、小金井にどんな場所がほしいか扱案

してもらった。「ゆっぐり落ち着ける場所Jr大きな模型

専門扇JrサッカーのできるまちJrスポーツができるド

ームJr大きな公開」などさま5まだった。

次はそれを絵にした。

時，1，(コれたA:J(j)紙に、夢中にな"て絵をおい、てい乙。

公取やツ 1)ーパウス、大型子川 トなどみんなすちすら

と作業を進めている。努力日行はもれろんのこと、学生ス

タップも指きだした。だが小中〆{:'Hニレベルを合わせた

のか「さすが援会楽や都 11を'芋んでいる学'jた!JとIiえ
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るものはひとつもなかった。

それぞれ他の人の絵を覗き込んだりしながら、たちま

ちのうちに持濁が過ぎていった。

最後は 人ずつ絵にこめた想、いを発表し、次回それら

を模型にしてみようということでその予習をした。

・学生のi泣きから

:いざ絵で表そうとすると意外に難しいので懇戦苦 i

i関していると、そんな私を横田にみんな絵は上手 i

に出来上がっていき、早い子は2枚目に取り控卜か

っていた。私は「人が集まれる場所」ということ

で公留をどうにか頑張って撒いたのだが、みんな

の評価は厳しかった。人を描いたほうが絵に雰囲

気が湧くと思って描いでみると顔が大きすぎるか

ら人に見えないなどダメ出しをされてしまった。

参加者のうち慎重 125cmの男の子を紙の上に寝かせ

て等身火のシルエツトを主主取った。そしてその紙を卒分

に折れば♀分の l、そのまた半分は 4分の lになるとい

う説明をし、 10分の lである 12.5【mの細長い紙を切っ

て「かんた定綴」を作った。

そして今度は「かんた定規」を使って製図室のさまざ

まなものを実測した。

縮尺の概念を、王町冨ではなく身体感覚で把握してほし

いというのがこの予潔の狙いである。

子どもたちが帰った後、次郎の打ち合わせをしている

ときに、模型に現実~.tを持たせるためにスタップがモデ

jしになって、僚理2と問じ縮尺の写真を用意しておくこと

にした。それぞれ忠いつきのポーズだったが、なかなか

楽しいものになった。

第 3閉 2006年 12月 3日 自分の提案を模型にしてみ

よう!

この臼はいよいよ楽しみな模型作りである。いきなり

は難しいので送呉に慣れることや練留を重ねるために、

簡単な家の撲裂を作ることからはじめた。そしてある程

度うまく作れるようになってから、それぞれの機型を作

る予定にしていた。縮尺は20分の lとした。

ところが手始めの機裂の予定だコたものが、次々とオ

ワジナルなものに変化していったのだ。

子どもたちの発想はとどまることを知らず、天窓や鼠

上、燦突、経木、治などが fけ加えられていった。また、

早くもひとつ作り終えた子は、大紫施設をイ乍り始めた。

屋内サッカー場を考えた子は、竹串やフィルムシート

を使って大屋根をかける工夫をしている。

ツリーハウスも徐々に出来上がっている。

はじめはダンボールだけだったが、用意したスポンジ、

竹串、綿、色紙などいろいろな材料を使うようになって

いった。

こうして模型作りは傾認に終わった。

惨学生の吃きから

i身近に手に入る日用品ばかりなのに子供達は嬉し i

そうに新しい材料に飛びっく。みるみるうちにそ子供:

i遠の機墜は派手になり、綿の望号、スポンジの木・池 i

zなどがダンボールの模型に彩りを添えた。僕は山田 i

さんに見本模型を作ってと頼まれていたが、気がつ j

iけば兇本どころか 番問散とした寂しい模裂にな i

iってしまった。子供達も年齢の若い方が先入鋭がな i

iいのか、考え込むこともな〈次ヤと作業を進めてい i

iた。あっという憾に今回の作業も終わりの時間にな:

!ったが、子供達はよほど作業が楽しかったのか、な j

iかなか手を休めてくれない。

第4凶 2006年 12月10B 自分の作品を完成させてみ

んなに発表しよう!

定刻前に多〈の子どもたちがやってきた。模型をjG成

させるのを心待ちにしていたのだ。この日の前半は燦型

の完成に貨やし、子どもたちを必婆以上にあせらせない

ようにした。
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また、あらかじめ製図室の一部を、街並古河乍れるよう

にスペースを確保し、床に仮惣の送をチヨークで描いて

おいた。

模裂が完成すると学生スタッフにより、一人ずつ屋外

で模裂と子どもの記録写真を撮った。

そして少しずつ完成模濯が技べられると、新たな道や

)[1などが子どもたちによってf菌き加えられていった。中

にはわざわざみんなと離れたところに自分の模型を驚く

子もいる。

模型を並べながら、これとこれはくっつけたほうがい

いとか、そういうのは自まれたところがいいと子どもたち

同士で糠型の位置を修正し始めた。つまりまちのプラン

ニングそのものに、子どもたちが自主的に取り組んだの

である。

nxu 

こうしてまちは少しずつ形になっていった。そしてま

ちが完成したところで、自分の模裂のところに立ち、ど

んな想いをこめて作ったか作品発表をした。そこでは発

表者がたじたじになるような細かい焚潤も飛んだ。

すべての作品発表が終わり、あらためて「まち」を見

渡してみた。

それぞれの怨いが交じり合ってひとつの形になってい

る。そんな「まちJを眺めながら、今凶のプログラムは

終了した。

:.学生の吃きから

:出来上がったものを見てみると、不思議にきちんと i

した“まち"になっている。ただ、好き勝手に鐙い:

ただけということではなく、核となるものがあっま i

z り中心をつくり、その限りに家が続いていく。大宮:

な家は少し離れた場所からまちを兇ている。ツリー i

ハウスはまちの外れに、ぞれも本人の希望。みんな i

がみんなまちの中心、にあったり、となり問土が不釣 j

i合いだったりしたら、いい“まち"なんて出来な i
い。なにがどこにあるべきなのか、それが“まち"

iを考える上で大事なこと。ここにいる子たちは、な i
ぜかそういったことが分かっているように息える。

3 それぞれの将来に向けて

最終的1の後、子どもたちの多くが自分で作った模型を

持ち帰った。中には学生スタッフが作ったものももらっ

ていった子もいた。子どもたちのそFでは抱えるのがやっ

との議になったが、みな薮んでいた。

この企画に子どもの親以外で、どちらかというとヨ1，~i 

のような立場で参加した社会人も、いつの間にか夢中に

なって模型イ乍りを楽しんだ。そして子どもたちの発恕に

貴金発され、柔軟な考え方を取り泌すことの大切さに気が

ついた人もいた。

うわさを闘いて途中参加した大人の人までいた。

学生たちも、子どもたちの肉出な考え jjに強〈影響を

受けたようだった。これらは「学J主の舷きから」の随所

に読み取れることと思う。

また、たとえ向じ大学とはいえ、日常では建築系の学

生と t木系の学生がー絡になコて学ぶという機会がない

中で、このような体験をしたこと幻体が新鮮だったはず

だ。

事世代がつながりながら、異なる分野の人たちが絡

になコて過ごしたこの取り総みは、まちづぐりゲームか

ら始まり、慾いを絵にいそれを模別として立体表現し

ていく課殺を共有した。そして最後には架需ではあるが、

自分たちの「まち」を作るというものでひとまず終わっ

た。その織には指導する併iとされる仰jの関係はなかった。

2007年也総研「住まいーまち学蘭」実践報告論文集8



あるとすればこういった機会を提供した側と、得たそ

の機会を見事にそれぞれ白分のものにした側の凋係であ

。。
私たちは大まかなプログラムを立ててはいたものの、

実際どのような浸潤になるかはやってみなければわから

ないということを覚悟していなければならなかった。 し

かし当初の不安も、始まれば解消できると画く信じてい

た。それはこのような体験をいくつも重ねていたし、{t:

i留者も学生スタップも常iこ相談しながら修正していくと

いった対等で柔軟な関係ができていたからである。

また目標を、成果ではなくプロセスに置いたことも自

身を持って取り組むことができた要凶のひとつと考えら

れる。

私たちが 番重きを置いたのは、白発的な学びをし、か

に促していくかといった点である。どのような知識や体

験も、自発性lこZ毒づかないものは身にならない。そのた

めに、余計な指導はしないことにした。あくまでも参加

者と一緒になって作業し、考えていくことに心を配った。

なぜならばどのような人も、関心を持つことがぜき、そ

のことの意味を理解することができれば、主体的に学ぼ

うとするカを持っていると考えらるからである。

こうして、小中学生であっても、豊かで充実した体験

とふさわしい機会さえあれば、{主まいや「まちJについ

て深く考えていくことができるとあらためて立証された

のではないだろうか。

そしてここに参加したすべての人にとって、

がそれぞれのニュースタートになったはずだ。

この体験

4 さいごに

紅、は、人が直感で判断するときに、かなりの精度で適

切な判断をすることができると考えている。

日産にとっても、その人の体験はその人なりに多様にパ

タ」ン化されるそうだ。そして体験の積み重ねに応じて

たくさんの引き出しを持つことになる。

一方、何かしらの課題に直面したときに、人は必ず論

理的な思考を十るらしい。そして蓄積された体験による

パターンと論理的思考によるパターンが重なったときに、

人は在感的に判断できるというのだ。

この直感的判断は単なる思い付きとは違う。体験と論

理的A思考にしっかりと裏付けられたものだということな

のである。

山 困 済

建築家、フリーライタ一

子 ど も の 「 学 び 遊 びj

f居場所j を融合したまち

つく吟を主体に、さまざま

な役代を対象にした活動に

取り組んぞいるし

私たちが取り組んでいるグリーンスク…ノレをはじめと

した活動は、こういった直感力を養う行為ともいえよう〉

体験から見えてくるもの。それは必ずしも初めから言

諮として整耀されたものではない。だが、 ♂つひとつの

体験はたくさんのレイヤニ燈として答積され、さま5ま

な出来事に直訴していく中で125Eイとされていき、やがて

論照イヒされてし、くのだと考える

そして;よきf主主い手・っくり手 j と(工、こういった

体験に基づく思考に主り、空間犯t援に加えて、材料とそ

の組み合わせ方、生議と流通 それに伴う経済行為、そ

うし たーことと連動する環境へぴ〉影響、さらに人々のいく

〉もの関わりなど F，，~，いを寄せられる人のことではない

で7、うお¥

今[u]の取り総みを過して、 にそかの世代も、体験と織会が

あれば「主き住まい手・っくり手J(1)主体ーになることが

できる潜在的能力を持っていることを実感できt:
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f住まい・まち学習」実践報告・論文集 7(p 63-68) 

財団法人 住宅総合研究員オ毘

'http://削吋¥'.geoc i t i es. jp/ dkcoyama/ greenschool. html 

j山様久

都市場築研究年

f リ ノイ今

デ~ ク 臼本 J;_-(ヒィ君子! :，ち

世代イヒ/f，E空間作':-!;-I! th ¥ 
活動-fdfなけてい〆
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映像制作ワークショップが及ぼす景鶴学智の効果

千葉市のビデオスタジアムを事例として

柳津英隆料

事日 東潤蛇

;jt原理点在柑

キーワード 1)景観学習、 2)映像耕作、 3)中学生、 4)ワークシヨ 1ソプ 5)ビデオスタジアム

1はじめに

1.1 研究の背農とEl的

高度成長期の終裁を機に日本の良好な景観形成lこ対す

るニーズは次第に高まり、先進自治体による景観形成の

ための施策が展関され始めた〉近年に至り、 2005年に

は議観法が全節約に施行された。このような制度のまさ鏑

拡充に投行して、いくつかの自治体においては、景観に

対する市民意識そ高め、景鱗形成への市民参加を促進

寸る百約で、様々な形、方法で景観弾発事業などの取り

絡みが実施されている。千葉市においても、 2000年度

より都市茨続rljt主フュスタ注 1) (以下、景観ブェスタ)

が行われており、 200b年浸には ft::デ4スタジアLJJr'パ
すソルギャサリ -j í ウオールパスケノト~ rr:rEのキャン

パスJJrオ日つンカブーL__ D 0) 5 {e附が実施主れ、得金悼?

には数多く σ!fTi氏、 Efti本が参加し企測な主主り Iげた

ビデオスタジアムは、千安定市内の1-jl学生を対宮とにし、

映像制作}i:渡して、彼らのさ支線に対する;法議向上と景観

形成への参加を隠擦に 200L!p空から'経絡され、 5l'手自

の耳立り軒iみである f

本研究におし、ては、 2006年度Jこれれれたビデオスタ

ジアム0)近、州内符 L告11ftブ口セス)在検討し、破像制作

の支言語~é't'?，ぐ去 してのよリ能性と諜襖吃抱援し、今後の/長守1

ぞ主Eペる、どを11がjど寸る。

図 2-1 崇観ワ-，フショッブの運営体制(総織関係)

1.2 研究の手法

2006年度ビデオスタジアムの実施内容を検討し、効

来的側面と課滋在著書E壊する。また、ビデオスタジアムに

参加した中学生の企画に参加したととによる意識変化

と、 上映会で作品な銭賞した市民から得られた意見そも

とに映像制作の長鋭学幸男としての可能性を提訴する。

2ビデオス安ジアムの概要

2.1笑施El的

ビデオスタジアムは、中学生が制作する千葉の PR映

像をきっかけに、私たちが日耳iU"慣れた祭観を見I亙して

いこうという企闘である。中学生が身近な風援を映像に

まとめるととによって、これを海認識するとと在日約と

している。また、まとめ九れた映像そ景観フェスタにお

いて」模することによコて、中学生が捉えた風景を来世j

atこ認識してもらい、今後の繁華尾っくりのきっかけとな

ることも目的としている

22，運営体制

ビデオスタジアム σ)

政選況は謂31"I]'策鶴市民フ

ス Y 'iUi 苦言t;~会で決定ざヰ

た金l'聞により千葉大と

川千葉土学工学部都市環境システム学科 助手 * 千悠大学大ヴ位“?切手y研究科書[.1転現境 J ス-…専決修士操器

υ 千葉大学工学部都市環境ンステム学科教授

87 - 2007年住総研門主まい・まち学習」実践報告論文集8



葉テレビ放送株式会社(以 F、千葉テレビ)のサポート

のもとれーわれた。ブログラムは千祭大学が千策テレビの

協力を得ながら決定し、行った C1EI2-1J。

2.3実施状況

2002年度から実線し、 2006年度で 5年目となる取

り総みである。 5図包となる 2006lf.皮は、テーマを『明

日のまち，11"-僕らの見捲えるまちの未来は~とし、 l分

30秒未満の作品をii副作したc 参加者は 5チーム 18名

であった(写真 2-1必~⑤)n制作活動は中学生の夏休

み期間 (7 月~ 8 FJ)に行った。完成した作品は 2006

年 9 月 30 臼~ 10月 l臼の景観フェスタ当日のト2央会

にて市民に公開した。活動スケジュールは表 3-1参照。

3.景観ワークショッブの取り絡み

ビデオスタジアムの活動の中心は、ビデオ峡f争を制作

するととにある.20G6年度は、第一段階として景綴ワー

クショッブ(以下、WS)な行い、技術講習会、損影、編集、

上映会(景観ブェスタ当日)というステッブを経て、そ

写真 3-3 畢観wsまちあるきの暢子写真 3-4 景観wsまとめの暢子

衰3-1• 2006年度ビデオスヲジアムのスケジュ ル

8襲警 て仏鴻童書内務J 日日

のプロセスそ経験することにより、景観に対する認識・

意識の向上につながることを自擦にしたぐ

3.1祭観ワークショッブ

撮影に入る前に、祭観に対するE里解!t深めてもらうこ

となiヨ的に WS!tfiった。ワータショッブでは、まず、

千葉大学のビデオスタジアムワーキンググル】ブりえ

下、 WGJ研究室に集合し、:a:u向説明、ヲーマ発表、ス

ケジュール説明や千葉大学北原教授による千葉のまちに

ついての講義を行った後、ロケ地の選定者E兼ねて、名

チームごとにまちあるきに出発した。チ日ムlこ2へ:J

人の千葉大学大学院の学生がサポートとして問f了したr

2006年度は、身近な地域の去を歓呼認織という包的に如

し、自分たちの中学校の学E主内という枠内からロウ地を

選定してもらうこととした。各チームともそれぞれの中

学校の潟)lliこ赴雪、気になる泉観や!誕祭をポラロイドカ

メラでおさめていったとその際に、ロケ切として使う場

所も何時に考えていったっ

まちあるきを終え、再び WG研究撃に集合して、ボ

下日T三五 丸 山一 主義務

@ロケ地選定;。中学校の学区内をまちあるき
-千葉大学

7月 27日(木)景観 WSIワポラロイドカメうにて気になる祭儀を @景観に対する意識・理解向上 ドG研究室
10沿0~17:00 1おさめる

10ロケ地の探索、決定
-各中学校

7月 31B (月)
技術 152ヲ千葉ァレピヂィレヴず による技術講

@ピデオカメラの使用方法習得 -千葉大学

11 :OO~ 12:00 講習 W5310習ビデオ撮影体験 @素材の撮影テクニッヲ習得 ドVG研究室

8月 1臼 -口ケ地(各

~8 月 6 臼
録影 WSIOロケ地へ行君、撮影 .盟主像作品の素材収集

中学校学区内)

8月 7日(月) 編集 WS10映像の素材をパソコンで編集し、 1分
@作品を仕上げる

-千葉大学

13:00~ 15:00 130秒未満の映像作品に仕上げる ドVG研究室

8月 8臼
線集

ドコ娘像の素材をパソコンで編集し、 1分
-作品を仕上げる

-千葉大学

~8 月 11 日 130秒未満の映像作品に仕上げる ドVG研究寒

9月 30 B (ニ仁)
上映会:。完成した映像作品を市民に公開 @中学生が捉えた千葉の PR挟像から、日 -千葉中央公畷i

10，Fj1B(日)
表彰式 l叶優秀作品を表彰 頃見慣れた身近な景観を再認識 仮説ブス

lO:OO~ 17 :00 
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ヴロイドカメうにおさめた写真在模造紙にまとめたο「将

来残したい所，st良い所~ i惑い所Jの=つの長時点から整

理し、何時に映像作品のストャリーなロケ主主と合わせて

まとめ 発表したυ 発表することにより、自分たちの学

阪の中の身近な景観資源を他の中学生にも紹介すること

ができた また、撮影に入る前にロケ地とストーリーを

終怨するととで制作の本段階にスムーズにへるスチッブ

となった。

3.2技術講習ワークショッブ

f最影に入る前のステッブとして技術講習 WSな7月

31日に行った。技術議官 WSでは、千葉テレどのディ

レケターを招君、カメラワ←クや素材などのように隠れ

ばより効果的に綬像に映し/:11ぜるかなど様々な技術留で

のアドバイス在もらったの実際にどデオカメラをそFに絞

り綴影を体験する場面もFJiられた。

3.3撮影ワ クショップ

綴影 WS は各チームごと 8 月 1 日 ~8 J:J 6 自の期限

内に行った。各千ームに 2.~ 3人の千葉大学大学佼の

学生がサポートとして同行した心

3.4編集ワ-'iショッブ

8月 7Bに、ピデオスタジアム WG研究室において編

集作業主Eパソコン注 2)で行ったひ千葉テレピディレク

ターにも来ていただき アドバイスな得ながらの作業と

なったふ映f争時間そ 1分 30秒未満Lまとめあげる1::い

うことで、総おしてきたどの映像々使照するか綴な↑i司ま

社 t.: この財閥!持で作品企完成W~* なかっ/:_~..:f ムは 8

jJ 11 fV2締め切りとして行 I1作業うこととしt.

3.5上映会・表彰式

完成した映像作品は、 9)j 30 flと 10j') 1日に実施

された崇鋭フェスタ当日に中央公闘仮説ブースにおいて

市民に上映したυ 中学生は、自分たちの制作した作品の

PR・宣伝そ行ったっ

10月 1日Lこは、表彰式そ催し、優秀作品の表彰そ行っ

たc

-89-

写真 3.11 宣伝の様子 写実 3.12 表車式の様子

4アンケート謁査

4.1中学生の意識把握

ピデオスタジアムに参加した中学生に対していくつか

り質問をし、ピデオスタジアムの効果的側面、参加した

ことがきっかりに窓識変化があったかどうかそ把握し

たやまず、ピデオスタジアムのプロセスに関する問いで

は、撮影段燃において最も景観への潔解が深まったと回

答した人が多い(溜 4いことから、実際にまちな歩い

たり、ま t~~畏綴なみること、つまり体で体験するととが

効果的だったと言うことが出来る。また、ビデオスタジ

アムの参加が千葉のまちな考えるきっかけになったと全

員が問答し(図 42入ビデオスタジアムのようなブロ

ゲラムが景観だけでなくまちに対して関心なもつきっか

けとなる可能性そ示してし hる、

口ピデオスタジアムのブ口セスに織してお聞きします a どの
時点で、畢観への意識や環解がより産まったと患いますか?
(複数白書可)信劫問答 12人)

豊穣ワ クショッブ

技術講習ワークショッブ

揖軍事

o 2 4 6 

図 4.1 中学生の態識調査の結果
口ビデオスタジアムへの参加は、千葉のまちを考えるきっかけ
になりましたか? (省銀回答 12人)

きっかけとし

少しだけきっかけにな

非常によいきっかけだ

図4.2 中学生の懇談変化
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4.2市民の見解

L親会で映像作品な鑑賞した市上誌に対して、ビデオス

タジアムの学留効果な問う質問そしたところ、 8割以上

を占める方が、作品から景観の学習効果を感じ取れたと

恒i終してくださり(図 43)、企画の学湾としての可能

性が示せたu 自由記入欄{表 4じ で は 映像力、ら小学

生ならではのおもしろい視点が見れてよかったなど企闘

に対する好意的意、見が多数閣かれた。その 方で、映像

にもう少しまち崇鋭そ取り入れるなど採怒と恕われる意

見もあったれ

Q ピデオスヲジアムが中学生の繁観学潔lこ効果があると

患いますか? (有効白書数 151人)

あま

表 4-1. i'布袋の意見

笠重笠重l'i!
山守安 tI~: 乞 l ゎtぺ詰引か努 Jれよか 札

iろし、ld

れ，ぞ付 Zミ望台相すと~1 "号山 liM )'̂， 

そρ(60娩 :"iJt:n 

5室長続学溜こしてのぷi能性一考察

近号、議総L 対寸~0rÍf:，逆性の高まりを受けて、複数

の景観学習プログラムが様々な地域で多様に展開され

ている 3 千葉市のどデオスタジアムでは、映像制作ワー

クショッブから泉観学習としての効薬そ得ることを日的

に爽旅されているひ 5年自の絞り組みということで 景

観学習の手法の っとして映像制作を用いることの意

義・効果を示し、映像制作ワークショッブの手法の確立

なすることは議裂であるコ 2006年度に実施したプログ

ラムでは、①景観 WS 技術識調 ws@t設影ws安)縦集

WSl忌上映会・表彰式という五つのステッブを用意する

ことで 中学生がまち景観に実際に触れ、考えるように

することそ怠隠したη 結果的に、 ftti部に参加lした中学当

からは、映像制作特有の作業である撮影段階で累観への

意識宙開併が深まったという意見が鈎かれ、直後まちκ

出て、との腿}2ビデオカメラにおさめるか検討すること

が、祭器Jについて考えさせられるのだと考えられるコ

6今後の展望

4主きから中学生、市民ともに企画に対する詳細は縦ね

好印象だったといえる。ここでは、運営主体である筆者

らが考える諜緩をふまえ今後の巌織について倹討する

まず、プログラムの内容についてであるが、 4主主む中

学生が撮影段階で室主義見への意識・ E里鮮が深まったことは

映像制作ワークショッブの可能性そ示すのに良い結県と

言える。しかしながら、祭器iに対する学溜を主目的とし

た景観ワークシヨヴブで理解が深まったという人が少な

いことから、これらのような市i作段階より前のワーウ

ショッブ内容を検討することは一つの議題と言える。

また、号制作後に完成した映像作品そもとに自分たちが

捉えた景観のことを考える機会を検討しでもよいのでは

ないかと考える。ビデオスタジアムに参加する中学生

は、学校や学年が異なり、映像作品はチームによって綴

彩場所が奥なるつそのため、他のチームの作品を見るこ

とで千奨のまち禁観に触れる械が広がると考えられる

また、景観についても例えば泌を映し凶しているとき

に、背後に工場群が映っている場合などを中学生はどの

ように感じるか与えることは有意義だと考えられる。

つまり、中学主が制作した映像作品lこは学ぶ素材が凝

総しているため、そこから学ぶ余地があるということで

ある これらをふまえ今後ビデオスタジアムのような崇

鋭学慢が jども浅に学ぶ機会を提供し、将来0)1辻義見ま九

~5 くりにこれ C， O) 子ども、与 J." ，-_'_，_f<-_j， 

写実ら i 表彰式の掠子

〈謝辞〉

= .":)総丈と書けあf旬、ピヲ寸え々 子プム'/)U""附ぁ)翠誌に際
平， ，て~ Hr庁々 し 1:"ヲタ<， <，/ ";" ム l' 汚ウヨ \t~ ")/'_~ll'~'勺守山

'ii' ~: /"に感説fいに[主 1

~j:13 ¥ドtt;tド l溺年rlfJ桜で識，:vIベベ(-:lプイス与す;，をl十
心。と Lr， I者i市副総司」パゥ t_. ';; L _， i)'"え縮れに力 2000お

)主からは ríi 民及び市民同体などの直接-;{:.~加によって主施された J
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「まち」を感じる・気づくワークショップ 主主将煎里子キ1

一多濁d母校におけるPTA活動「子どももおとなもまち探検Jについてー

キーワ叩ド まち探検、 PTAo苦動、揖験苧様、まち発見、ブロジェヲタ…で発表

はじめに
かつて、町・街・まちは、子どもたちの育ちにとって、

かけがえのない遊び場でした。 2央@f三下自の夕日」の

ような風景の中で、地域のf中総たちと、自然発生的な異

年齢柴田の中で、子どもたちは遊び育っていました。

ところが、今では、まちは、「危ないところJf気をつ

けなくてはいけない場所」として、子どもたちにとって、

遊び場どころか、「怖い・危険」というイメージを持たな

くてはいけない場所になりつつあります。

そうはいっても、地I剣士会l立、子どもたちが生きてい

く力を育み支える、かけがえのない大切な居場所です。

子どももおとなも、自分たちが暮らしている地域社会に

愛着をもててこそ、心地よい生活を営んでいけるのでは

ないでしょうか。

そこで、「遊びとまち研究会Jとして地域で活動してい

る私は、世田谷E王立多箆小学校ー年生の次男の母親とし

て、 PTA広研修会に親子で楽しめるワークショップを提

案しました。子どももおとなもいっしょに、オリエンテ

ーリングをしながらまちを探検することで、まちを知り、

まちを感じることができればとのねらいから、「子ども

もおとなも fまち探検むを企到したのです。

知るということは、「はっと気づく!Jことから始まり

ます。「こんなところにこんなものがあったんだ!J fこ

こにいけばこんな人と出会えるんだじという、まちの

いろんな援と出会えるようなオリエンテーワングです。

おとな(保護者と先生)と子ども(1年生から 6年生まで)

が、 10人前後のグ;Lーブになって、探検手娠を手に、

ポイントごとで問題を解いて、シールをもらいながらコ

ースをまわります。そして、学校に戻ってから、デジカ

メにおさめた‘まち発兇'を、ひとりひとりが発表しま

した。

FEまち探検」の内容
時期 :2006年 10月22 [3(日) 1 時~4時

参加者ー原則として鏡子で参加、係議符が参加できない

場合、友達の保護者に委ねる場合i立、参加OK、親だけ

の参加もOK、先生方にもできるだけ参加していただけ

るようにお願いをした結果、次OJ.li.のように、約 100

人の参加者を得ることができました。吋13'立、大学、短
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大導門学校の学生ボラン子イア 14名の参加を得て、な

ぞなぞマンや襲警官詰担当者として、安全に楽しく「まち探

険Jができるように協力してもらいました。

(参加者紡

l年 子ども 1 5人 大人 16人

2"干 1 1人 1 1人
3'4' 6人 6人

4年 6人 7人

5王手 5人 5人

6年 。人 5人

未就学児 4人

教諭 1 0人

当日の流れ

13:00 参加者集合

13 : 1 () t沼会式

受付終了後、グループごとに抜ぶ。

グループは、前もって決めておいた登

校班メンパーが基本で、親子・先生あ

わせて 10人前後で、全部で8球。

あし hさつ(校長・児錦繍長)

13・15 オリエンテーリングの説明

・受付のときに渡された探険干申長をもとに、

探険の方法と心得を知る。

13: 30 各班で、コースの事ぐ送揺を相談して決める。

0ムロのし寸必れかのコースl止、競ごと

にあらかじめ決められているので、歩

く願番をみんなで籾談する。

11*児数数禽専門学校副校長

避ぴとまち研究会代

多聞小学校PTA

岩崎真理子

Z叩 7年住総研f住まい・まち学葡J実践報告論文集8



13 : 45 班ごとに、まち探険に出発。

各自が探険手帳を持ち、 47，所のチユニ

ックポイントを回りシールをもらう。

各班一台のデジカメを持って、ひとり

ひとりが、まちで発見したおもしろい

ものをパチリ。

15 : 00 帰校予定

帰ってきた班から、トイレ休怒を下後、

発表の準備。

15: 1 0 発表会

探険をふりかえって、 3ケ所に分かれ

て、プロジェクターを使って、ひとり

ひとりがヂジカメで写したものにつ

いて発表。

できるだけ違うコースを歩いてきた

班で分ける。

発表の終わった班からアンケート在

記入。

15 : 40 閉会式

16:00 解散

修了証授与

あいさつ

調まち探険の内容

*コースごとに、下記4ヶ所のチェックポイントをま

わり、クイズに答えて、シールを 1枚もらう。

クイズは原則的に、子どもだけで協力して答えを考

える。

シールは、 4ヶ所でもらった 4枚をはりあわせると、

1枚の絵が究成。何ができるかお楽しみ。

*街歩きのコースのなかで、 I入ひとつ、おもしろい

ものを探す。

ヂジカメで写楽を撮影して、あとで発表する。

議の写真か 呂でわかるように、見つけた子ども・

おとなが写真のなかには写る。

伊iおもしろい看板、おもしろいポスト、?ンホー

ル、電柱、援物、プランター

椋物(食べられる木の実など)、キャロットワ

ーがきれいに見える場所など

ポイント 1 ポイント2 ポイント3 ~.イント 4

3 太方函中O コ 所時多あ一ご主代量lっ立主喜の、、小た森何江ので1戸がし33 塑のFこ12f前徳の見守で太入子は・像だ 総きじ選ゃんのたけんぬ 太1こちlの中t調花わはき緩の

7151 
全大fはEけとんじ勝ゃ

が予の言ててい
ス れでしよ るのでしょ

8 ょうか? う?
ん負。

うつ

4 Cム
潟淡でこ度高のし温温ょは泉う泉何?度の

シアイ公

fんiとうj司JI'のの?可で溶お名Eし前Eじはさょ
若多こ草間のチ小学ェ校ッ体l

5 方爾I コl じゃんけん

全九会i五氏九T とじゃ ケ特ポl土イントス
的 事なjなこ6 んん と んで

官今ガ初まょ年、れう'c何Vの繭Fはカ羽でル鼠小し

まのしfよ務f察うつ庁たさ

1 緑i語方草口コ
一守三宿の神お社い セブンブンイレ

」り45ニんl主の後イな両Iセブはンイレ キャ Dソhトi 2 !j 1 ブン 、な ィ':;1)ーは
ス が，マ')あっ。、たで ifセブンイ 階っ しょ

しよう Lブンとい
うのでしょ
うつ

急車集都



雷発表の方法

C体育館のスミを使って、 3つに紛れる。

01スミに、 3グループすっ。できるだけ

違うところを辻、いて帝たグループ[dJ七に

なるようにする。

。およそ、 Iスミに子どもが1;')人づっ。

(1人あたり 1分で 15分。)

さらに、班全体のたぷで 3分穏度。合計で、発表は

20分。

0ひとりひとりが、発見してきたものを発表。(デジカ

メの写真をプロジェクタで映した)

「探検事綴とは」

表紙は、すべてのコースを問ったらシールが光成。

探険スケジュールと保険の心得を、

よー〈読んでからf，tde!

-93-

まち探検?ツブ。

地i盟を片手に、大人たちと確認して、

トイレの場所もチェック。

まち発見をヂジカメでパチリ!

lまくだけのわたしだけσ刈寺)jIJな発見がありました。

裏表紙l立、全部修了したら修了訟がもらえるよ!

2007年住蛇研「住まいまち学習」実践報告・論文集8



「まち探検Jを終えてのアンケートから

悪かった

図 1まち歩きの評倣

とても良
かった
45% 

おとなからは、「子どもたちの業しい笑顔を党られてよ

かった」とか、おとなと子どもでjj似品を歩いていろいろ

な発見をすることができてとてもいい機会だと思った」

など、好評でした。

子どもたちからは、「楽しかコたからもう 度やりたい」

「今度は違うコースでまたやりたいJなど、またやりた

いという感想がたくさん記されていました。

かった
15首

無記入
6% 

常識議議綴義務鋲F 子どもと
i 吋叫凶W 一緒に参 i 
| 加|

ZTll 

ぽ12参加形態

「親子でなかなかいっしょに参加することがないのでよ

かったJrこんなにゆっくりと腐りをきょろきよろ子ど

もと歩いたのははじめてです」という、新鮮な体験につ

いての感想もありましたが、なかには、「ふだんから子ど

もとまちをよく保険しています」という声もありました。

Q3:歩いたコースはどこですか?

ロコース
21% 

o3-1コース

{可じ土器rJiにたくさんの人数があつまらないように、で

きるだけ三つのコースが均等な人数になるようにと、グ

Jtーブを作ってみましたが、どうしてもムコースのあた

りからi通学している参加者が多く、やや錨りが見られま

した。「いつもの送の湾発見」がテー?でしたが、次¢機

会があれば、自由に選んで居るのも楽しいのではないで

しょう古、

Q4:コースの長さはどうでしたか?

Oコース アンケート 16中

長かった ちょうどと立竺

3 

短かった
出 長かった

'" 
関4-10コースのjえさについて

。
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参加者の年鱗屑について、もう少し配慮が必要書でした。

忠、った以上に低学年や未就学の妹弟の参加ガ多い活動と

なりました。 0コースは、低学年の子どもたちの参加が

と〈に多く距難的に心配でしたが、大方の参加者は、ち

ょうどいいと答えてくれました。

rr町 民ょうどよい l了日オ

ちょうどよい
90% 

図4-2ムコースの長さについて

「ムコースなので、近かったけれど、ゆっくり図って

いたら時間が足らなくなるほどだった」という態見があ

るほどで、一番E巨富霊的に短〈、早く図ってしまうかもと

いう懸念、がありましたが、かえっても充実したものとな

ったようでした。

長かったつ戸主主:
短かった

0% 

短かった

長かった
40% 

一一 J 
図4-3ロコースの長さについて

「一時間あまりでは、ちょっと距離が長く、巌後のほ

うは、急いで図ってしまって、ゆっくり観察できなかっ

た」という街もあり、後半駆け足になったという声が出

95-

るコースになってしまいました。

自5:チェッケポイントにいたスタッアの対応はどうでし

たか?

良かった 悪かった

46 。
中間に丸をつ

けている

1 

「一 1 

図5シールマンの対応について

※ まち歩き当日、学生ボランティアはシールを配るの

で、「シールマンJと呼ばれていました。

大人の方たちからは「各ボランテイアの方々の子ども

と接する態度がよいと，思いましたJr子ども好きの方た

ちなんだなあーと感心しました。」子どもたちからは、

「じゃんけんのお姉さんが強かった」など、学生ボラン

テイアのみなさんにも焼印象で、いい出会いになったと

思います。

Q6開会式のオリエンテーリング説明はどうでしたか?

図611司会式での説明について

2007年住総研「住まいーまち学官J実践報告論文集8



参加者が、米就学児から、お父さん・お母さん・先生

までと年齢の編がありましたが、できるだけ小さい子ど

もたちにもわかるようにと心掛けました。探検手緩に沿

って説明しました。

骨7探検手帳はどうでしたか?

!見やすい |見づらい

i43 I 4 

毘づらい
9% 

; 町い

し一一一…一一1Zl7探検手帳について

探検手帳の地図が、とうしても小さくなってしまったの

で、細かい部分とか読み取りにくかったと忠、います。手

帳の内側をすべて使って、大きな地図にしたほうが見や

すくて、わかりやすかったと思いました。最後の修了誌

を鮎る持!習をちゃんと取れなかったのが残念でした。

最後に

アンケートの多くに、普段とは違った形で、まちを体

験することをとおして、新しい発見や気づきゃ学びが、

参加者のみなさんにあったことをうれしく思いました。

初めての試みで、どうなることか心配な点も多々ありま

したが、多くの子どもたちと、その保護者や先生が、多

題小学校のある「まち」に、少しでも関心を持ち、これ

から関わっていくきっかけになれば幸いです。

多間小学校の、単Pli.則彦会は、ここ数年、親子で体験

できる活動になってきていることが、大きな特色といえ

ます。今罰は、高学年からの参加が少なかったことが、

企画・運営に携わった学級代表の里子お母さん方から、反

省点として挙げられました。参加してくれた高学年や、

保護者・先生方からは、高学年でも充分に楽しめる活動

だったので、高学年の参加が少なかったのが強念、との

声もありました。親子の活動にすとしチレや戸惑いが生

まれてくる高学年をひきつける方法は、今後の課題でし

ょう。

また、今回の「まち探険オリエンテーリングナJには、

企爾段階から、「遊びとまち研究会」のスタッフのみなさ

んをはじめ、池尻児童館の職員の場さまにも多大なご協

力をいただきました。さらに、当日は、閏ゴニ舘大学、千

葉大学、昭和女子大学、日本児童教育専門学校¢学生さ

んたちに、ボランティアとして多数参加していただき、

シールマンやプロジェクターの設盤、，1，新乍、警備税当と

して、安全に楽しく「まち探検」ができるように協力し

てもらいました。

子どもたちが、日々生活しているまちをとおして、い

ろいろな人と出会い、楽しいふれ合いを重ねていくこと

で、まちへの愛着が自然に生まれて〈る、そんなささや

かな試みの一歩として、「まち探険Jを報告させていただ

きました。
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2.3まちづくりの調車から





学習歴社会における学びと創発

一共有搬鵡i結論によるまちづくり

横野 手口人*'

キーワ一戸 学習酪主主関係づくり，まちづくりの3C(:l!;有.u轍・最長島，由民告

1. 1;1:じ恒)1こ

高度経済成長期以降，社会全体が?良い学校に入れれ

ば，良い就職先が待っているj という学歴主義社会を形

成してきたが，近年では，変化の兆しを見せている。こ

れは「その学校にいる間にどのようなことをしてきたの

かj という学留歴社会である。生涯学習の時代において

は，学経初会(学校経控の積み重ねによる社会，どこの

学校の出身か)ではなく，学習歴社会(学習経燃の穣み

震ねによる社会，学校にいる院に何を学んできたのか)

である。

本稿では，地域iこ根ざした大学における f大学から地

域へのアプローチj として，①21世紀における学醤論お

よび②その学習論に基づくまちづくり理論を述べ，最後

に③これらの理論を前援とした千葉商科大学(以下，Cじり

の学生によるまちづくり活動について紹介する。

2 政策情報学における学習論

「イ可を学んできたのか」という学資歴社会において，

f学習」が重要となっている。認知学習論の研究者であ

る今井は， r学習者がイ可かを知りたい潔解したいというよ

うな内夜する知的好奇心(内発的動機)j (今井他 2004)

が学習にとって重要なことであるとしている。「面白く

なければ大学ではなしリからこそ，今日の多様化した社

会で活躍するために，学留者は学習ヨを通じて，情報を「収

集し，活用し，編集する」ことで「主体性j，I実行力j，

f課題発見能力」等の向上に繋げなければならない。こ

れは政策情報学でし、うところの f知の再編成j である。

「知の再編成j は r状況に埋め込まれた学習j (Lave' 

WengerI993)， r生きた知識の学習j (今井他 2004)，r関

係発見学習」や「協調学習j (ノj、出切 2004)等の学習理

論・方法により有効的なものとなり得る。

政策情報学における学習とは「自律の行為」である。

この学習の成立する条併として，井演はn.i情況に埋

め込まれた学習j，II. r身体が関わる学習j，国 i心理

約I苛一視による学習j，IV. r目的に向けた学習jであり，

v. r認識汚動は，あくまでもー穣の社会的実践であり，

自己完結する究棟約な知などは不可能j， VI. rすべての

行為は認識であり，すべての認識は行為であるほと述ザミ

ている(井関 2003)。

では，学習を展開するためにはどのようなプロセスが

必要なのか。そのためには， 主ず「学校・地域・家縫j

が個々に f自立・告律jを行ない 1小さな主体jとして

機能しなければならない。そのためには正統的関辺参加

により実践共同体 (community of practice)における自

己組織化 (8e1f-.organiza't ion)の作用が伴うことが必要

である。デューイ(J.Dewey) は， rlearning by doingJ 

(なすことによって学ぶ)という「問題解決学習j に焦

点を当てているが】これはまさに「身に付けることj で

あり，体験し知識にすることでのみ成り立つものである。

そして f学びの共有化Jによりコミュエティ形成ができ

ることが望ましい。 f学びの共有化」のためには，自己綴

織化が必要不可欠であり，二つのレベルと二つの型が存

在する。二つのレベルとは， (1)学習主体(個人)の自

己紹織化， (2) コミュニチィの自己組織化であり，二つ

の型とは，①自己実現型，②社会i壁元被である。

自己組織化の「レベルi

まず，第ーのレベルは， (1)学習主体(個人)の自己

組織化である。学省主体は，偲々に学習活動を行なうこ

とで，自己組織化を図ることが可能となる。自己組織化

した学轡主体には，何らかの新しい問題が提起される。

学習主体は，照題を解決するために問じ問題窓識を持つ，

i章う学習主体との合意形成を行ない，ネットワークを構

築してし、く。これが第二のレパレである， (2) コミュニ

ティの自己総織化である。そして，同じ問題意識を持っ

た集問は，その問題解決のための学脅し，新たな合意形

成を行なうことになる。

*'千業開科大学大学院政策研究科博士線緩

財印担人海洋生物環境研究所』千葉商科大学現

代 GP-fログラム引を経て!現在千業商科大学

大学院博上輯程夜籍1 千葉商科大学非常勤講師$

学校法人黒)11己記掴黒Jli連第整助手。専門は，学

習支据論1 生醍教育学，商業教育学。
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自己綴織化の「型j

①自己実現型は基本的にレベル (1) にのみに依存し，

自己形成の領域を出ることはない。レベル (2)が行なわ

れる場合，自己実現型から外部に対してアプローチをか

けるcz社会還元恕に依存する。この「準j がなければ，

自己組織化の形成過程は成立しない。

この二つのレベノレと二つの毅で構成された自己総織化

は，学習スパイラノレを繰り返す。在喜子1I土 r学びの共有

化j を図るために必要望な学社融合における自己組織化の

形成遜程であり， rSTEPl司 STEP2斗 STEP3司 STEP4=争・・・

(繰り返し)Jとなる。

遺品

歩

図2-1 r学びの共有化jに必婆な自己総織化の形成過程

要するに r学びの共有化j を図るためには， r!J、さな

主体j である自己組織化した個人と個人の「つながりJ

が合怠形成につながり，ヒューマン・キャヒ。タノレ (Human

Capi ta1 人間関係資本)が高められ，構築されたネット

ワークが必要となるのである。

3. 新しいまちづくり手法へのパラダイム転換

3. 1 一方向的アプローヲーから椋主主的アプローチへ

従来のまちづくり活動といえば，実際そこに住み，そ

の地域の諸問題を解決するために組織された市民による

[活動団体] 早稲田大学と墨悶尽

市民のための間体が一般的であったといえるだろう。近

年 Pは，単稲田大学と墨田俣のように，包括協定を結び

[大学と地域のコラボレーションj を前面に出している

まちづくりも存注するが，これは“大学(教授)から地

域へのまちづくりアブ口一チ"である。そのような中に

おいて，総街学協大学の学生を中心とした特定非常税活

動法人ブレーンピューマニティーや芝浦工業大学の学生で

構成された2 まちづくり市民活動を支援する学生NPOr場助

っ人jなどに代表される“学生から地域へのまちづくりアプ

ローチ"が増加傾向にある。これらの間体は，非常に1"一
発で新しい主体による新しいタイプ。の社会活動を行なっ

ており，後れた活動であるといえる。

しかしながら，これらの活動間体は学生による地域に

対しての一方向的なアプローチであり，これらは必ずし

も， WinXWinの関係といわれるような棺互作用をもたら

し:互恵的な総係を築くとは言い切れず， Give&Takeの関

係といわれる作用に留まる可能燃は高い。なぜならば，

本来まちづくりそのものは散代や立場の垣根を越えた市

民により行なわれるべきものであり，その人々のつなが

りによる共進化 (CO-"8VO1 ut ion) により発展・向上する

べきものだからである。

3.2 共有協働創造論

まちづくり(ー般にいわれる学校づくりや地域づくり

を合む)の分野では「主体形成J，r参加J，r参爾j等の

f人づくり・人育てj がE重要となっている。「主体形成j

については自己総織化で述べたが，まちづくりにf参力Oj，

f参画jするためには「まちづくりは，ひとづくりからj

というように，学びの共有化はまちづくりへと発展・進

化」させなければならない。このまちづくりの重要な鍵

として共有協働創造論があり，その要素として“3C"が

ある。この“お"とは， conununi cation (共有性)， 

colJaboration (協働性)， creation (意IJ造性)のことで

あり，これら“3("を縦続的にスパイラノレさせることで，

まちづくり(地域活性化)につなげるという考え方であ

る。この 3Cスパイラノレは，どこから始めたらよいという

決まりはない。その環境に応じて，始まる部分はそれぞ

れである(小平他 200針。

共有性は，さまさfまな媒体を通じた I表現Jおよび「事

柄jへ，宇目立あるいは一方が他方の表現を理解し r社会

NPO法人ブレーン IEFプロ γ ェクト

ヒューマニティー クリ}ン作戦プロジェクト

[連携方法}
大学と地域によるまちづくり 大学と地域によるまちづくり 大学と地域によるまちづくり

(産学連携・学民連携) (学民連携) (礎学連携・学民進携)

{アプローチ]
大学(教員)から 学生から地域への 学生と教職員と地域住民lこ

地域へのアプローチ アプローチ よる相互アプローチ

[関係性] 相互約・互恵的 方向的 相互約・互恵的

表3-1 まちづくり手法の比較
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的有効感 (senseof social efficacy) J (唐木 2002)を

抱くことで，次世代へつなぐ社会行動を起こす原動力を

生むための要素であり，人間関係構築の第一歩である。

協働性は，意思を持つ無数の自立した主体が，共通の

目的を達成するために互いに助け合う要素のことである。

問じ目的を持ったさまざまな人々が，目的達成のために

一致団結 L，結果を目に見える形で(具体的な成果とし

て，あるいは言葉として)表現することで共通の目標へ

の理解を深め，熟達し，主体の持つ知識をそれ自身で綾

かなものとしていく。

創造性は，共有妓と協働性を受け，単線思考ではなく

複眼濯、考的に，自ら隠題を見つけ出し，その目療を設定

し，工夫を行ない，そして自己実現へとつなけeるための

要素であり，山崎は「地域を構成する人々の中に，いか

に多くの f創造的人間j がいるかということが重要i と

指摘している(山崎 1986)。

井庭はこの“3C"と同様な見解として「創造的コラボ

レーションが行われている組織やグルー71ま一一寸欠のコ

ミコニケーションへとつながっていく j と，その必要性

を指摘している(窟領他 2006)。

図3-1 まちづくりの 3Cスパイうん

「まちづくりは，ひとつくりからj というように"3(" 

も「ひとつくり j に必要なプロセスであり， r社会Jとい

う組織からみた場合 r社会人としての基礎的な能力(出

社会人慕礎カ)Jとして求められる“3c"は，まさに主重視

されている能力である。

4 まちづくり実践による学習膝の蓄積

本章では，前章で述べた新しいまちづくり理論である

共有協働創造論を踏まえ，まちづくり実践による学習暦

の晶、穣として， Cむじが取り組んだまちづくり市民活動を

紹介する。

4. 1. IEFプロジェクト

Ichikawa Exchange Festival Project (以下， IEFプ

-99 

ロジェクト)は， 2002年 2丹， CUCの学生有志を中心に

市)11市内の地域住民や大学教職員で組J織された市民活動

閲体である(1)0 IEFプロジェクトは，その活動践的を「市

川市を中心として，様々な活動を通じ，地域活性化に寄

与「ることJとして，図 4-1のように， r政策実践jと「地

域貢献Jの二本の柱を掲げ， (1)ひとづくり， (2)まちづ

くり， (3)地域コミコニティの構築， (心地域環境改善の

4つを主軸としている。

実際の事業内容としては， r政策実践j として，各プロ

ジェクトメンバーの専門性や興味・関心を活かし，地域

の問題lこ関する研究活動を行ない，問題解決のためのア

クションを起こしているc また f地域貢献j として}イ

ヘントや講座を通じたまちづくりを行ない?地域に対し

ての議献活動を行なっている。具体的には， r1ifAJノト・中・

高等学校の児主義・生徒に対する活動支援や学習機会の提

供?地域社会における企画行事・イベント汚動などへの

助言・協力を行ってし、る。またp 自主iイベントのi車営お

よび地域イベントへの協力を中心とした活動も行なって

し、る。

家約lde幾重

露草4-1 IEFブEコジz認争トIT.I綴織機念

JEF;.7'r::tジェタト

図 4-2 IEFブロジェタトの活動概意

[主催イベント]

第 1回ふれあいキャンパス市)11(2002年 5月6S)， 
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IEF ふれあい簿記講賎 (2002 年 7 月 ~8 月，全 5 巨人 IEF

ふれあい中国諮講際 (2002 蛇 7 月 ~8 月?全 6 照)，第

2回ふれあいキャンパス市)11 (2002年 9月訪日，雨天

中止)，クジスマスふれあいイベント rHAPPY抗EART2002J 

(2002年 12月 22日)，第3回ふれあいキャンパス市)11 

(2003年 3月 16 日)，第4回ふれあいキャンパス市)11 

(2003年8月 10 日)，第5回ふれあいキャンパス市)11

(2004年日月 9日)，クリスマスふれあいイベント

rHAPPY HEARτ2004J (2004年 12月 19S)，第 61Elふれ

あし、キャンパス市)1日2005年 9月 24日，雨天中止)f也。

写真4-1 過去のふれあいキャンパス市川の梯子

[主な協力イベント]

手児奈呂曜in(2003年 5月4日)， J革関翻府街J:まつ

り (2003年 5月 11日)，医府台・矢切街回遊展 (2003

年 7月 19日・ 20日)，青空祭り (2003年 9月 28日)，手

児奈まつり・手児奈日曜市 (2003年 10月5日)，根古谷

秋祭り (2∞3年 10月 12日)，真情山幼稚闘バザー (2003

年 10月 19日)，手兇奈SW喜市 (2∞3年 11月9日)，手

先奈日曜市 (2003年 12月7日)，手児奈日曜市 (2004

年 2月 1日)，手児奈日H童市 (2004年 3月 7日)，エコラ

イフフェスタ 10鴨)11 (2004年 3月 28日)，盲導犬体験

フェア m 流山 (2004年 3月初日)，手児奈七夕まつり

(2005年 7月3日・ 4日入手児奈まつり (2004年 10

月 10日)，手児奈七夕まつり (2005年 7月3日λ 第 35

回西瓜割り大会 (2005年 7月 ')1日)I1也。

[主な発表・そd他}

第 3白いちかわ・ユニパーシティ・ブオーラム (2003

年 3月目白人市)11市市民?ナぃ条例協議会 (2003.12 

4)へ参画， 2003年度千葉部科大学殺策情報学部研究基

礎コンベティション (2004年 1月 30日)，斉~4 回いちか

わ・ユニハーγティ・フォーラム (2004年 3月 28日)， 

第 5聞いちかわ・ユニパーシティ・フォーラム (2∞5年

3月 26自)，大学と地域の持続可能な関わり方を考える

ワークショップ (2005.12. 3)。
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例えば?密主イベントである fふれあいキャンパス市

) 11 Jでは， cむCの広いキャンパスを開放し，フリーマー

ケット・模擬底・子どもの遊び場・ふれあい議成・花の

プレゼントなどを行なっている。子どもの遊び場では?

輪投げや射的など縁日にある遊びやカードゲ山ムやベイ

ブレ】ドといった，現代的な子どもの遊びまで中高広く実

施して，地域高齢者と一緒に行なう竹細工などの昔遊び

も体験させている。 rふれあいキャンパス市)IIJは，イヘ

ント名にもあるように， rふれあし、」に重きを置くイベン

トであり，子どもと地域住民，大学生と子ども，大学生

と地域住民といった，日常ふれあう機会の少ない人たち

を結びつける働きをしている。

また rふれあい議綴Jでは，大学生や大学院生が講師

となり，簡単な言語学講座や工作教室長などを開講している。

講座を受講する子どもと比較的運常にはプロジェクトの

所属メンバーのほか，活動に賛同した他大学の学主主たち

ゃ地域住民も参加しており，そういった意味では活動を

契機としたネットワークの矯築にも繋がっている。また，

毎年開催されている地域イベント・行事iこも数多く協力

してし、る c

<第 jlElふれあいキャンパス市)11の例>

開催日時 2002年 5月6日 10: OO~ 17: 00 

場所 千葉瀦科大学敷地内

当日来場者延べ 600名

内容

。フローマーケット

。みどりとこどもの日特設企画(遊び場)

鉢結lえ販売，ベイプレード大会

。母の行特設企画

カーネーンョン(メッセージカード付)プレゼント

Oソフトカー筏ネ・試乗

0ワン九ゃんの思殺探L

O吹奏楽演奏

。駄菓子屋，模擬倍

。募金活動

。大学応援屈によるリーダ、公開

<策 5回ふれあいキャンパス市川の例>

有害催日時 2004年 5丹9S 10:00~16:00 

場所 千葉商科大学敷地内

テーマ fやさしく j

内容

。「母の日特設企爾カーネーションプレゼント」

01人ブ日ス」

ふれキャンラリペンシルパノLーン，折り紙工作，

ベイブレ}ド， ミニllLJ駆，特別企幽j

。「動物ブース

2007年住総研f住まいーまち学習」実践報告・論文集 8



一坦親会

。「地域ブース」

ステーシ企爾，路上ライフ，絞擬j吉，工芸(竹線工)

。fI当然ブ}ス」

ミニ地球展示・製イl'会，ソーラークッカー展示・調

練会，フリーマーケット?ワラワラ!J 

<2004年度手児奈まつり「遊び場」の桝〉

欄催日待 2004年 10月 10日

場所手児奈橋通り，手児奈霊堂{品

担当内容

。輪投げ

手作りの輪投げを使用してゲ』ムを行なう。 1回 50

内で 5つの輸を投げることができる。合計点により長品

と交換できる。景品は提供品の駄菓子の請め合わせ。

。テコ-)-7]リンピック

遊び場で行う内容(輪投げ，吹き矢，巨大パチンコ)

を ω 定時間帯利用 l テコナオリンピック」と称VC，

総合競技を実施。出場対象は参加券を持参した子どもと

「る。参加券は事前iここども会に配布。

4.2 クリーン作戦ア。口ジェクト

クリーン作戦プロジェクト(以下2 クリーン作戦)は，

前書官で取り上げた IEFプロジェクト内の企在留として2003

年 2月より取り総みを始めた清掃活動である (2)。クリー

ン作戦の円襟は，以下 (1) ~ (3) の通りである。

(1)地域の方々と円滑な交流を留る。

(2) ゴミをポイ捨てしている学生の意識を変えさせる。

(3) ゴミの縫ちていない捧:iIこする。

クリーン作戦は， JR市川駅から大内通りを通る cuc隠

の通学路， JR市)11駅から真関商五百街を通る C民間の通学

路，京成思月守台駅から cuc問の通学路区間を，地域住弐

と共に?青揚活動しており，平均 20名が参加し一亡いる (3)。

{クリーン作戦の活動状沈}

第 1回 (2003.2. 17) ，第2回 (2ω3.5.27)，第 3痘l

(2003.10.27) ，第41房 (2003.12.6)，第日回 (2004

2. 15)，第6回 (2004.4. 17)，第 71否 (2004.6.28)， 

第8回(2004.11. 7)，第 9fiil (2004. 12.26)，第 10[<j] (2005 

4.24) ，第 111窃(日程不明)，第 12回 (2005.10.2:1)， 

第 13回 (2006.1. 5)，第 14屈 (2006.3.26)，第 15

回 (2006.5.28)，第 16呂 (2006.9.24)，第 17回

(2007. 1. 28)。

(Aさんのコメント]

今回の大内通りでのゴミの中で番数が多かったのは

タバコの吸い殻だった。汚れの目立たないととろでも必

ず落ちていて、 ili:端はもちろんのこと、道の真ん中であ

相当な数を拾うことが出来た。それに、大内通りではダ

イノレを敷き詰めてあるためタイノレの関の溝にヂパコがは

さまってしまい景観を損ねていた。そして、更に景観を

損ねていたものではガムがあった。 しかもガムは取りに

く王、処瑳するだけでも一苦労だった。大内通りを掃除

していて気がついた事は棟木の所にたくさんゴミが捨て

られていると言うこ左だ。きっとポイ捨てはいけない事

という認識があ呼ながらも、ポイ捨てした人がわざとロ

立たないように捨てたのだろう n 特 iζコンピニエンスス

トアの直むの横木にはパンの袋やお菓子のゴミが多かった。

ほとんどのゴミが箆すように捨てられているので見つけ

るのも大変だった。

/Bさんのコメント]

根本発展会へ向かう途中にもやっぱりタバコの吸い殻が

自立っており、メインストリートからはずれると犬の糞

などもたくさん見つかった。国府台駅まで出てそとから

大学へと向かったのだがその痛でもやはりタパコの吸い

殻が大量に発見された。今までのとは比べものにならな

いくらいのタバコの量でびっくりしたが、捨てられ方に

今までとは違う傾向があった。それはーカ所に大量に捨

てられていると言うことだ。今回i土手がつけられなかっ

たのだが、松戸街道に面している大学の敷地がかなりの

ゴミの宝庫となっていた。空き缶からコンビニエンスス

トアの弁当のゴミまで大量に捨てられていた的だが塀の

上だったため手が漏かず、悔いが残っている。次にやる

Jときは{何'"かそこも捺除したいと思lう。

写真4…2 クリーン作戦的活動風景

<過去の活動における関係間体・協力関体>

このような清掃活動を実施してきた中で，この活動に 千葉商科大学(小栗#:央研究京， 1藤剤治研究主主， rso 

参加したスタップからコメントも容せられてし、る。 学生会議?放送研究会y 体育会本部，体育会本部応援問，
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真!前再調庖逮合会，市川市役所，真関山弘法寺，根本発展

会，愛国学園大学学友会，千葉工業大学体育会応援1Jj，

東京農工大学学生，麻布大学学生，和洋女子大学常生，

大道芸タピター，大道芸T叫n，AVA-net，省導犬を普及さ

せる会，三千ヤリースマイノレ，みしまカオノレ，小さな命を

救う会，ピ・ア ス，手先奈太鼓保存会，松戸ボランテ

ィアセンター，お手玉教室雫の会， HELPANI羽ALS，市川市

内各商脳会，市川市内各自治会，いちかわF札市)11ケー

ブノレテレビネットワーク，市)11市役所， $)11鴎工会議所y

市)11青年会議所， (株)市川iピノレ，加藤新調書高， (株)

タカラ相談センター，行徳新聞社，広報いおかわ(企画

部広報課)，地域新潟社，千葉ウォーヵー?千葉市役所，

千葉子レピ， (株)千葉日報，東j箆毎日新聞社2 まいぶ

れ千葉，市川!よみうり新聞担，まるごといちかわ他多数

(闘員不問)

IEF プロジェクトやクリ←ン作戦が組織されるに至っ

た経緯の中で r大学も地域の占部であり，学生もlt1の中

へ出て行くべきである」という考えは，Wi討iこ隙動力とな

っている。その甲斐もあり，当初荷始した待点と比較す

ると，学生たちも地域に足を踏み入れ，口を挟み，行動

に移すようになっていることは非常に嬉しい成果である

といえる (4)。

5 おわりに

ある環境の中で学んだ学習者自身が自主的行動を起こ

す。そして新しい照題解決に対応するため，調査・分析

p事前調査等)を行ない，さまざまな留において循環型

社会を構築し，地域活性化に寄与する。これらは，自己

組織化した小さな主体が新しい視点や考え方を「構造」

として具体化L 変化を触発することで「機能j の一部

を変化させる。そして“まち'を形成するすべての人々

とコンヴィヴイアノレ (conv四日1)な関係づくりを行ない，

影響を与えることで「学びの 体感j を倉j発 L， r学び

の共有化」をもたらす。

学習燈社会である2lt世紀におい亡，このような治動は

まさに「学校にいる期間にi'lを考え 1 仰が!問題でy それ

をどのように解決するのか」を学ぶ場であり r'実践す

ることによあ学智j の穣み主主ねの携であるリ今後もこの

ような活動を通じて 7 考え，行動していけるようなコミ

ュニティ形成を行点、い?多ffi:i¥;，巽年齢i二上るi活動を展

開することが可能となる。これは7 主計士なr子留J活動へ発

燦・ i韮{じすることかできることを示R悲し亡おり!自己組

織化した小さなi主体による自主的行動が，問題解決の糸

口を見つけ出す切り口となるのである。

そういった意味でも，この学習燈社会において共有協

働意IJi宣言品を軸とした学び合いにより創発し合うことでj

今後も年齢や立場を超えたまちづくりを 体となって行

なっていりるよう尽力したい。

くi:i>
1) 筆者は， IEFプロジェクトの発起人兼初代代表。

2) クリーン作戦は，策目的 (2004年 11月実施)より IEFプ

ロジヱクトより独立し7 現布も活動を行なっている。また，

IEFプロジェクトとして行なった全7回の活動功績を認め

られ， 2叩4年 11月末には，市川市より「平成 16年度市川

市清掃行政協力者表彰Jを受けている。

3) 清掃活動は，約 2ヶ月に 屈を慕本としているが，実際に

は，参加者の都合を考i草の t二，実脇自殺を決定している0

4) このように，学生もまちづくりに参加・参翻するようにな

ってきており， IEFプロジェクトは火穂としてその役割を

ある綴度果たしたといえる。そして，俄々が考えるまちっ

くり活動や新しいまちづくりのための諸矧題を解決する

ため， IEFプロジェクトとしての活動は 2007年3月末日

をもって休止している。
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兵庫県下にみられる轄と緑のまちづくりネットワークと

参冨と協働への考察

林まゆみ本1

一協織と参画を進めるための，方策とその実践

キーワード 環境花と緑のまちづくり 1 ネットワーキンゲ!関わ協働と参圏

1 花とみどりのまちづくりネットワーウの形成

1. 1 淡路策観鹿裟学校の人材育成

兵庫県では1 かの阪神・淡路大震災が 1995年の l丹

17 Sに発生した。おりしも，当時の社会では，環境問題

や市民社会という動きが各地で人々の目に触れ始めてい

た君寺第でもあった。大震災は 6500人とし、う未曾有の被害

者を出した壮絶な災害であった。一方でy 新たな市民の

議出iこ大きな影響を及ぼした。それは，阪神間において

はボランティア元年とも呼ばれるほどに，市民が栂互に

支援活動を行なったものでp これらの活動は社会システ

ムや自然環境に対して，自らが働きかげることによって，

環境改善活動を推し進めていこうとする大きなエネルギ

ーとなった。

筆者が勤務する兵庫県立淡路景観園芸学校では1 環境

共生型社会を忌指す多くの専門家を育成すべく， 1999年

に設立された。準備委員会による議論のプロセスで， 4 

年生の大学卒業者を対象とした専門課程だけではなく l

環境共生を視野に入れた花やみどりのまちづくりを推進

する市民活動家の育成を目指した{まちづくりガーデす

ーコース」も併設された。この生涯学習機誌は多様な講

座とプ口グラムが設定されたものである。例を挙げるとタ

兵庫県知事が認定する「まちづくりガーデナ一本科コー

スj としづ伝情 30日のプログラムから向テー7 コー

スJ，r最新緑化コースj など多岐にわたる知識技術の教

授をeis'Jとした人材育成が試みられている。

関学後 8'1'11を淑える 2006年度には既に 4000人近い

各コースの修 f生が詰差出されている。彼らは;兵庫県内

外からの受講生でふるが3 各地で市民活動家として?ま

た専門家としても，活動の輸を広げているの

震災は不幸な体験に他ならなかったが，負の遺援だけ

ではなく 9 このような幅広い市民による協働と参部への

5齢、意志が醸成されていったことは兵庫県における大き

な財産となった。淡路景鋭園芸学校の生涯学習講践の修

了生を中心としたネットワーク，アノレブアグリ』ンネッ
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トは， 2000年の 3月に結成された。その後， 2001年には2

特定非営利法人の認定を受け，活動的偏を広げてきた。

このネットワ】クは約 50の支部を持ち，各地での活動

を行っているが2 問符に他のグノし}プ間を結んで，それ

ぞれが有機的に活動するための地域グループの応援者と

しても機能している。

1. 2 ネットワーウを絡ぶためのフォーラムの開催

毎年， f1Eと緑のまちづくりフォーラムj とし、う名称で

情報交換や事例発表を行ってきたが 3 特に 2003年 12月

には修了伎が滞緩する持POや地域活動グノレープが栂広く

結集G，r花みどり百科mというタイトノレを越したフォ

ーラムを開催した。 7とみどり巨子科r，5Jとは，様々なチー

?に応じて la科事典j のように多くの諮奨を持ち，且

つ「百貨高j のように楽しめるフォーラムという意味で

ある。その名のとおり 3 当日には各地ぞ活動を行ってい

る450人を超える市民が結集G，活動グループの総数も

90を超えた。

フォーラムの目的は， 1 多くのグループが一間に会

G，それぞれの情報交換や人的ネットワークの形成を図

る， 2 行政，専門家，市民などの多様な立場の人々が

議論を深めることで参画と協働への理解をより深める。

ド'1. 1 11'，:1よどりド!科 f，!;O)t)長f

社Hl4: htlli1ó~ w~~::mid蚊瓜弘主l'JL半倍以主1旦

キ 1 J~与廠県立夕、す 自タ夫 婦震腐科学研知号

/よ庫県主淡路景観主謹長針。

助教校 I '1任鉄観i剣3会場氏iTl
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などである。これらの目的を達成するために 9つのテ

ーマiこ分けて 3 ワークショッブを開催した。そして各ワ

ークショッブで議論されたことを2 全参加者が一つの会

場に集結して報告しあった。それぞれのテー?を下に示

す(表 1)。

全体討論の会場では1 各分科会で話し合われた議論を

紹介し?全体としての花とみどりのまちづくり宣言を採

択した。このフォーラムの最大の特徴は，これらの議論

や全体報告，そして参加した各グループの紹介をリアノレ

タイムでホームベージにアップしたことである。

このホームベージは「みどりの NPOネットワ…ク」とし

てウエブ上に 2007年現在も公際されている。

(URL: 必也よnldor門 ¥po.net/index. htm) 

ホームページでアップされてし、る市民活動グノレープはτ

それぞれ 150音傾J，r池域8'11. r活動8
'
むとして分類さ

表 1 ワークショップ(分科会)のテー?とサブタイトノレ

タイトル | サブタイトル

1.'まちの樹ヒパート 1J I rけちでずlまらなまちガーデニン

グJ

2，まちの緑fヒノι ト2j I :なんというても人のつながり，輪

の広がりをもっとっくりたし円

3 「まちの緑化パート 3j I一帯夏石覆頁芸宮古官高;ァ

4. rみどりと生活文化J I rみどりと 緒に暮らしましょう。

みどりと関わる豊かな暮らしi

5. i麹芸技術 Ir上述したいな栽培技術も】風土に

あった植物とは」

6. iオープンガーデンJ I 1オープンガーデンの成功の秘訣は

これし， J 

7， i森づくり I1手作りの森づくり，里山を保全し

たいな。J

8. rピオトープ・環境学 Irトンボもメダカも友達 1子供たち

響・環境保全J Iに伝えたいんや。

9， r公濁の利活用 Ir公爵からみどりづくり，仲儲づく

りタそしてまちづくりJなどの多

くの議論を持ったコ

図 -2 全体討論の会場

出臆 h壮.p:j/www.midori-npo.netlzentaitou酔 htm
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れており;検索しやすく工夫されている。毎年この情報

は受新されることになっている。フォーラムに参加した

グループは 920 また?ウエブょに参加しているグループ

は，58団体に上る。 2003年に行われたこのフォーラムを

継承して?その後も様々な形での「花とみどりのまちづ

くり」フォ←ラムが継続している。

1， 3 巡隠キャラバンとその成果

20日6年からは2 淡路景観園芸学校の修了主主が中心とな

って構成している(特)アノレブァグワーンネットの各支

部ぜ fキャラハン」と称して， この昨日の耳軍事や学校教

員が率先して各地を閉り，フェイス toブェイスの交流や

情報発信を行っている。各池でl丸この NPOに燐してい

ない市民も参加し，グノレ…プ潤の連携を深めつつある。

参加者の多くは活動を継続するために，仲間づく

りを行っている，デザインなどに楽しみを見つけている，

組織づくりに頑張っているJなど具体的な奇襲題や希望を

挙げながら瓦いの情報交換を行っている。

2. r行設活動グループやNPOなどと行革主が協織と参画を

進めるにあたって必要なこと。

2， 1 7'ンケ…ト調査

兵庫県で活動している市民団体にアンケートやヒアリ

ングを行って1 行政と NPOとの協働と参腐を進めるにあ

たっての必婆なことや課題等を検証した。アンケートはj

平成 16年 11月 (9白から 30日)に環境分野における活動

を行っている市民閲体およぴ兵庫県認証設立の環境保全

活動を行う昨日法人(震複を含む)430凶体に郵送で総布

及び凹収を行った。開収したま調査察からの有効当収数は

173閉体(回収さ存40，2%)であった。税査項担は協働J

による策境改善活動について，を環境分野の活動をはじ

めたきっかけ，(g現在の活動に対する満足度と課題，@

今後の行政との協働に向けての意識と課題，④今後の自

表--2 組織区分

世輯系E謀本
2之政

表 3 活動期間

欄通告苦

3待以Jヒ
~5王手未満

2α% 
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表 4 有給スタップ

S崎" 10油化

表 5 無給スタッフ

10利民主

招レ

Z筆軍也

5地"
…ー…-10'母親

回連絡

表 6 主な資金源

{主g調金額}

.餓@鴎鱒からの暖窃鍵続贋

建策司B禽摘。告の助成盆 伺.倉

傍11:1:1'，るの積極毎週屍罰

切取からの.健盆 循.盆

..  タループからの...入

寄旬句愈 均ンバ ゐ周

。.0" '0，0'覧却時 30<>" 削"~O-"" 制%拘縄問花開嶋

立した活動，ネットワーク拡大iこ求められること，等を

たずねた。結果を示すと以下のようになる。

組織区分としては， NPOfill体が 30‘1%，ボランティア

毘体が 33.5%，地縁団体が 22.5%，その他及び無泌答

がそれぞれ 12. 1%， 1. 7%であった(表 2)。

活動期尚では， 10年以上が最も多く， 30%，5年以上，

10年未満が 24%.次いで， I年以上3年未満， I年米摘

が同数で 20%であった(表 3)。

有給スタッフについては，最も多かったのは JなしJ

で67.3%である。続いて rl人j と r2人以上 5人米

構成1(8. 8%)で並んでおり，有給スタッフは 5人未満が，

84.宮%となった(表 4)。無給スタッフについては，最

も多かったのは rlO人以上 30人未満」の 29.61}もで r5

人以上 10人未満J20.8%， rなしJが 14.5%であった(表

-5)。全体を概観すると地縁団体.NPO. ボランティア

グループと様々な形態を持ち，継続年数は長いものの，

有給スタッフを抱えているところはあまりなく，会員の
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ボランティアによって支えられているところが多い。

主な資金源として最も多かったのは， r会費J(87.9%) 

である。続いて， r行政からの助成金・補助金J(59.5%)， 

f寄付金・カンパJの頒(33.5%)となっている。その他

fボランテイアJ，r県の縁の調査活動費J， r昌己資金J，

f資源ゴミ自収費用J，rフリーマ}ケットJ，rパワ}ア

ップ事業費J，r会誌J，r一切なし」等があった。主主本約

には，会費を基盤としているものの，行政からの醸成金

武，補助金が大きな役割を占めている。その他，事業規

模は 100万円以下の劃合が 53.8%と最も多く，会員数で

は， 10人以上 50人以下のところが， 41%で最多だった。

活動の内容では，最も多かったのは I環境学潔などの

啓発啓蒙J(63.6%)である。続いて， rm.山・森林の保会J

(41.6%)， rまちの緑化j(36.4%)であった。その他では

f地域環境懇備J，r清掃J，rごみ減量化J， r省エネ等地

球温媛化妨止活動J， r社会環境の猿備J等多岐に亘って

いる。法人格を持っていないグループに尋ねると，今後

も法人格を取る予定がないところが， 75.2%を占めてい

る。全体としては，人数や事業規模の大きな閏体は少な

いが，ボランティアグループであっても NPOであっても

それぞれのベースで運営されていることが推論される。

協働の中身についても尋ねた。協織に対するイメージで

最も多かったのは.rf子放と住民等が共通の臣約のために，

共通の理念に2毒づいて，役割分設して取り組むことj

(49.1国)である。続いて r行政治1，住民等に対して活発

な活動を行えるよう様々な支援をすることj と「住民等

が，行政の計調づく明等に積極的に参加すること」が

表 6活動携関と協働を進めていくための問題点

E活動II!嫡と協鋤を進めてい〈ための鰐閣iIIl

面五示通ご証一つ
j.飽憾の傘思おしi
10ム~ñ'~い i

l図軒買取の下揚け l
，.禽径苓畷酸 l 
七百主竺型

表一 7 活動燃腐と協働を進めていくための問題点

[緩動期罷と協働を進めてい〈ための濁弱点]

町壁
一村吉
J
j

一一
一単一定一一

/配ぺ-龍一醐
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(43.4弘)の縦であった。協働を進めていく上での課題とし

ては3 最も5?い内が， r協働といっても対等ではなく?行

政の下請け約な佼援づけになりやすいJが38.9%であり，

続いて「今の活動を行っていくのが精一杯で，行政と協

働するなどの余裕がなし、」が 13.6弘であったo そσ冷主で

は r行政と同じ告的を持つことが難ししり行政に前向

きな姿勢がないJ，五議の精神があれば問題ないと怠

うふ f行政との協働を進めていくことに{可の問題もな

し、j，i行政職員の認識に個人差が大きし ¥j，行政と共iこ

進めている」などであったO

また，し、くつかのクロス集計を行うことでより深い考

察ができた。例えば】;活動照間j と「協働を進めてし、く

ための問題点jとの関係では，活重託期間が 10年未満の中

では「今が精ー杯」とし、う寄i合は活動期間とともに低く

なるものの， 10年以上になると再びその割合が高くなる。

また行政の下請けJとしづ意識は 10年未請のうちは

活動とともに徐々に高くなるが， 10年以とになると 1 そ

の割合が低くなっている。活動期間によって}協働意識

に差が主主じていることがわかる。

2. 2 ヒアリング調査

それぞれの分野で代表的な団体に， ヒアワング務査を

行った。 NPOと行政の簡には】能力や資源などに大きな

違いがある。現状においては協働に環する根本的な目的

にも椋互理解がなされていない場合もあり J これに起匿

する価値裁の遠し中，活動手段など整合f生がとれてし、な

いことがままある。今後の効果的な協織の推進に向けて

の課題は多い。以下に】その内容を項巨耳目に繋理した。

①ム笠ヱ主ど三乙とをきちんと行い}現在中心となって

いる高齢者層だけでなく若年者を巻き込んだ組織毒性化

が望まれる。 @4持活ヲスダッフへの負担が集中している。

スケッブの不足，?ンパワーの不足から，思うような活

動が展開できていないケースもある。〈主事務所など盗塁自

盤i皇2盤j*が活動の基本であるが》借り上げるにしても

NPOには大きな負担となる。安定した訴動を燥関するた

め}自治体の空き施設rJ;提供などを求める声が多くなっ

ている。〔心室盆ム丞盟盤企盗主量が5霊まれる。行政をはじ

めとする助成制度等では}事業年度や助成対象期間と事

業の実態とのずれがあることが多く j 立ち上げ時期のみ

の支緩でA主主主性が考慮されにくい。信組畿運笠2笠並立i
五呈している。他国体の人材，組織強化の運営事例など

情報共有が不十分であり，スムーズな業務運営のために

情報の共有化が望まれる。⑤ー収益玄釜念室主i主させる必

要がある。環境事業では実験キ調査は行えても事業に結

びつきにくい部分がある。⑦ぽ旦丘二盤ilït主二(7) P豆/.l~

不足している。社会的認知度が低いため， i，¥尽や一般市

民の参加が得られにくい面がある。③亙色白箆毘主豆長

つれきがあるn 縦割り意識，自治会など地紋系組織との

E新系においてスムーズにいくようにしたい。@更度会主を

表-8 ヒアリング議査を行った罰体のリスト

ここゑ獲鍍が十分でなく，行政との関わりや事業の縦続件

への配慮が必要。⑬協働のためには1 行政や NPu，伎尽

などの意識のベクトノレあわせが必要である。取り組みの

しくみやノレ-/レづくりはゴ凶ソレではなく}多くの場合形

式約な協働にとどまらない工火が援用だ。

3 まとめ

以上，市民活動を活性化~，より良い環境改善を進め

るためのフォーラムやネットワークづくりなどの実践を

踏まえた方策や現状を検証した。フェイス toフェイス、

紙媒体、ウエブを用いた交流、情報交換は大きな意義が

あり、その後の連携や紹互支援に役立っている。実際に

このようなフォーラムを継続的に領催することは、困難

が伴うが、官民協力して、このような形を推進していく

ことが望まれる。

また》アンケートやヒアリング調査からの知見を得た。

N間的育成には、それぞれの目的意識、会員や級織構成、

活動の熟成度などに応じた支援が必要である。また、行

政との参画と協働を推し進めてし、くためには、それぞれ

の意識改革がさらに必要である。今後は，継続的なネッ

トワーキングを進めながらも3 人材脊成7 そして行政と

市民グノレ…プの連携をより深めてし、くことが望まれる。
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住民参加によるまち育て・まち学習

イるつぼ会」によるまちづくりの実践ー

キーワード 1) まちづくり、 2) ワークショッブ、 3) コミュニテイ

4) まち育て、 5) こども

1.はじめに

1.1研究背景・呂的

日本の地域社会において住民烹体のまちづくりが浸

透しつつある。特定の地域問題の解決を呂的とするの

にとどまらず、持続的な地域運営を協働のJfJをとって

行うものも克られる様になっている。まちづくりを伎

民が自主的に行うには困難が伴うため、そうした主体

による活動が地域における触媒となり、まちづくりに

おける住民の主体性を育むc

かつて地域ßli お'の ~l し〉手は町内自治会であった。任

}u;'.のれ治組織として生まれ，時代似の社会約i'rjsfによ

りその位議付けを変化させながらも、地域の防犯・防

災や祭事、住民間土のコミュニティ形成などに寄与し

てきた G また自治体の迷絡事務やお種調査、取りまと

めなど行政協力機撚としての役訴を現在も担っている。

だがライブスタイルが多様{じした昨今、 l町内自治会を

始めとする地縁組織による地域運営は、様々な問題に

直到している。だが住民:が組織としてまちづくりを行

う主体に成長していくことを考えるにあたり、既存の

地域主体を抜きにして議論を進めることは出来ないc

そのため都市の変容に伴った符検討が求めちれている

と言える c

t)、t.の背景から、筆者は千葉市穴)11地区において

2004年 10月より既存の地域主体とパートナーシッブ

の形をとり、「るつIf会j と称した持続的なまちづくり

活動を民間している c 本研究では「るつぼ会」の活動

経過から、地域住民の主体的被加によるまちづくりの

可能性と課題を考察する c

1.2 uJf究ガJ去

研究方法としては、「るつぱ会J において筆者が参加

した活動ゃれ画業務から得た知見を子じに考察するとと

もに、地医の自治会役員へのヒアリング及びアンケー

ト調殺により f前提し、考祭する c

キ2 下提大学 L~f:部都市探域システム学科 助 F

附千葉ノにヤr:~宇部出 dißiU克システム"{:科 教授
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;ぷ 7 穴川地涯の地理

2.穴111地蕊の概要

新井事科

事F 東首選 叫

jじ原理雄的

穴)11地い(穴)111 ~ 4 T H及び火111描Iをmす) IJ千

築市稲毛区の .11央よりやや南部に{古践する。現在仁、地

区内に稲毛l主役所、コミュニテイセンターを省し、ま

たモノレーんも遜っており稲 ulZのや心約な位号室付け

となっている c また周辺に千葉大学や千葉経済大学を

始めとして多くの教育機関をねする文教地区としての

特徴を持つ。これはこの地阪周辺に戦時中軍事施設が

集積しており、戦後の跡地事JHlとして多くの教育機関

及び公共施設が設置されたことによる。地区内lこ人口

約 5500人、世部数 2400t世帯が居住する中で、特策す

べきは学生肘{主将が多い点である。 年齢別人口を凡て

みると、 20~ 24主主人口の多さが平均的な分布に比べ

跡、蒋である。概して学生住民の中には住民禁を下街先

に移さない同一が多く J~ られるため、滞在的な flC] はさら

に 1'，~6 1.: j と考えられる。

穴111地区では現在4つの自治会がそれぞれ独笈した

活動を展開している c 後述する「るつぼ会j において

筆者逃が現夜地域における窓口としている「穴川町会j

では、地皮肉の神tlを核とした伝統的な地縁コミュニ

ティが怠づく中で、多くの行事が今も行われるなど一

見して活発な運営が見られる c だが、実際には町会役

キ!千葉大学大学院内然干'1-'-]':研究科

都市環境ンステムi}!J_kf(;多i課税 2{ド
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Hの!胃j鈴fじゃ迫i符内容の硬i点、術的街。〕主と送等の地域

問題への対応の遅れなど、課題そ抱えている(表 1)。

3“るつぼ会の概要

3.1女ち上げの経緯・目的

穴111地区において、筆者を始めとする学生似の働き

かけにより、 2004年 10丹より f穴川るつぼ言1，謝」と

題した住民主体のまちづくりをお的とした取り組みを

行っている。穴111i也医の住氏及び既存の地城主体と述

係して地域の活性化を留りながら、多様な偶人及び主

体がまちづくりを行うための組織「穴111るつぼ会」の

{擁立を H約としてJ首長引Jを炭t!請しているが、現在は準詩

的所属する研究 J去の常生のみの構成に留まっている c

3，2時期翌日に見ろまちづくり支援活動の概要

活動の将期 ~IJifi[れは表 2の遜りである t

第 l潟地域の笑情把握鶏 (20041ふ20053)

2004 年度 l主主に地域の実情を把握し、言県y閣を発 þ，~ し

て以後の活動の方針を定める為の導入期としたぐ

穴111町会、総栄会を交えた「第]矧るつぼ会議j に

て当初の百1I詞と地域的実箔とのギャァフを改めて明ら

かにし、その後潟広告j)主主へのヒアリング、理事会へ

の参加等を経て務栄会の現況を把濯するとともに、学

生と誌も栄会の関係構築が進んだ。また干葉大学を中心

とした間千主主j也区におけるまち--}くり i0if動のネット

ワークのt巴援を行った c

表2 るつぼ会の活動通偲

群島 2期 各組織との協働模索期 (2005ι200510) 

2005年4丹からは地域主体と学生の{易自誌の絞索を活

動の核としたc 穴111町会主僚で行われる各様行事に積

極的に参加して関係憐築に努め、 7I~ Iこ穴)11問会主催。〉

盆踊りとタイアップした企醤「るつぼ勢」を関燥する

までに関係が属議成したc 協i重bの可能性を地域に提示す

ることが出来たじ

第 3期 著書業の派生期 (2005.10-20063) 

千葉大学周辺におけるまちづくり活動のネットワー

クが構築される中で、るつぼ会の活動Jも徐々に認知さ

れ始めていたに穴川地区外の::t件、と協働体制jをとった

事業の推進によって活動の認知を高め、新たな事業機

会を得るなど活動の持続的発渓の為の可能性を模索し

た。

第 4期 参加主体の拡張期 (2006.4-)

これまでの活動で指摘されていた保短から、住民の

1'1由な参加の窓口を設け立{本側を肉めることを活動織

とした またこれまで穴111町会を地域の慾 11としてい

たが、活動に興味を持ったi阿人がrJIflに参加出来るフ

ログラムの充実を現在模索している。

主な取り組みは、町会行事への参加、 (2;るつぼ会

主催の事菜、③穴)11地犯外のj抗生事業、の 3つに大宮u

される c ①は{主民及び町内会組織との劉係を構築する

とともに、町会活動の把擦を隠約とする c ②では新た

なサービスを創出することで地域の魅力を引き/f_iした

り、課題解決を行うじ (:3)は穴111地区の外、特lこるつ H:

会と同様にまもづくり活動を行う倒人・団体に対 Lu!i 

動の周知・爵係構築を図るとともに、新たな事業機長

を創出することで活動資金の謝迷を毘約とするし次次

では特にるつぼ会主催で行ったワ←クショップ;こ関し

ての検討fを行仁

-108- 2007年住韓研「住まいまち学習J実践報告論文集8



4.るつぼ会の活動

4.1地域交流促進の場 fるつぼ塾J

「るつ11寄生」、地域内で様々な技能主主将つ住民や寺内

分野を学~，.学生が先生となり地域における交流の活性

{じをね的とした wsである c

過去 2~>]、 ws の打診を町会に行い、 4，~活を得る形で

開催したじ過去 2凶とも参加は子ども合的小学ヨを対

象とし、 ws当日の 1)週間後に控える町会盆踊りでの参

加を与隠した企極とすることを前提とした c 町会の夏

祭りとのタイアヅブにより、地域の子供遣に祭りへの

あんどんづrり 合つ制作いしょ

留 も.サ鎗をつ〈るう " JO-'Q 30 

め一一一____J ペ
マ~.

出 品 のn.'吾 川 哨'''')''''.'"-''''-る ーのL代=ヲ?

Eプザ

ヨ品川とこ ~~'H"帝〈る ぬ刊一てイド"'，，~刊一

酒 あんcんを、必たてよう C 46_-- 30 

，--~ 

'Od:←...与一寸ー

Z日 -P'らしのさー ヴ _~U ，'

ーへ}〆

吋下二;11'"ιz ど?会 t)<>J-"-;'""

A
ザ

vι l
 

吋
内
(
い
いUいじ}
 

一弐
吋

事k 崎を島、“;-o削減年"，)守 b 宝寺 一τ トヲ町一リー

殴2 るつぼ斡当日のブログラム

主 翼 l るコぽ塾開催の根子

主体的な参加を促すことを r1約としている。

200自年 7月間日に開催した「第 21i>]るつぼ塾J ('Jj: 

1)では手法として子供達に l人 i俄ずつ i辺 15cm

の立方体裁の fミニ行灯」を作ってもらうこととし(関

3)、 1週間後の町会盆踊りにおいて会場での撲示(写

2) に映えるしつらえとした。当日は約 40名の子供

達が参加、また運苦言織として筆者の所属する学生 17名

が参加した。行灯作りにかかる費用については参加者

から 100Flずつ集め、不足分を町会より補填するとい

う形をとった。尚、当日の学生の参加はあくまでボラ

ンティアとしての参加である。

内容が前凶今凶と子供を対象にしたものづくりの

ワークショップであったが、今後はるつぼ会の学生メ

ンバー:1'.僚のみでなく、多様な技能を持つ住民、或い

は大学生のサークルなどを議併として抱君、るつぼ会

がそのコーディネートを行い発展させていくことがZ主

要であると考える。

与 gg2 1>つ~;f墾成果E提示の探子(町会支霊祭り会場ドで)

.1. 2穴111探検 fあなたん

こわまでの治部jにおける六川町会との関わりは、広

本的に(主IJ!日かりの，)主引を問j会役iIが11討さ入れる、 と

いうn;で成立してき fニ るつ のIIfH;;:が代表的であ

るL、それ以外でも'f:'j似がNI々 ω従案を!句会に trri'き

し、 1汗'iJをi守られなかったことがこれまでにしばし ば

あっ t，また町会を窓口とすることで、町会役u以外

仰心民、特に町会活動に関心のない併のii氏。〉参加が

j専られないという懸念があった{それを r芝けての金洲

市まけに111土もある 2 (あ々 J三人)J である 参加のi'I!!J 

l立りかい >t もある 3 的金闘を巡して、 ~'IJIi fiに地域へ

υ)必織をぬめてもらうこと、またこう Lた食料を縦続

L亡jiうことで i光合的 1j本にi!<らないるつば会独11の

人目ヲネ!1ワークを jfjJj主 L、将来的には iょせのみに閣

まる fるつば会 Q)巡対を判う人民を見出すことを見

主主しており、持続的活動のための人材77成ンステムを

構築する iで、実験的要素の濃い企i肉てであると存える c

参加者募集は町会の回覧絞及びウェブで行ったが、参
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加予定者の事前把握はしておらず、縫実な参加J告が見

込めるという訳ではなかったが、参加の自由度を高め

るべく今回はそうした方法を選抗した G

2006年 11月 25日に行った「第 i凶あなたん」は

f行ったことがない所へ行く j というテー?で、参加者

がそ tぞれ行ったことがない所を出し合い、そをしをjf;

表3 あなたん当呂のスケジューノし に歩くコースを設定

し、自に付いた要素

を集めて歩きながら

成泉として地図を作

成するという行稼で

あった(表 3)。当日

は 8名の参加者が克

られ、当初設定して

いた 20名という目標

には及ばなかったが、

無事尖施することが

出来た('.ザi'{:i)。そ
鰻談

の成果物(図 3)は参加I'iに送付ずるとともに町会のIrll

覧板を通じて参加告以外に対しても}高知を図った c

今凶は初屈ということもあり，参力1111の方にも始め

ての企[泌に対する認織的利遼(ま九ある 3と慌いてもっ

とi藍うものを惣保していたなど)や、 fl分以外にどの

くらいの住民が参加する ωかといった 1~'/;:が見られたc

企i，!iを定期的に行い安定感を潟めることが必要である

と号える また今後は参加を irtす魅力約な子法を取り

入れる、或いは他}体との協働をとるなどの展開が考

えられる

rよれ j (，"5ぼたん1;;供の僚子

寝 3 Sなたん成業マップ

4.3今後の活動における展望

るつぼ会の活動の現時点における到達点として、 lt

民へのすfたなサービスの提供、及び交流促進への寄与

が挙げられるが、今後へ向け、活動の関空Eにより町会

活動への関心が薄い住民を取り込み参加を高めること、

またるつぼ会が納出した地域の諜題及びその解決のた

めの取り組みについて住民を交え検証し、共有をE寄る

ことが必要であると考える t

これからの展望として、ワークショッブの進め方の

モヂルを示す(表 4)。まず異体的な活動の展開に先去

っ課題の抽出、Fl的態織の共手当の狩点において住民間

の合泊、を形成することが必.~である c 食11時立案、実施

のi歯科はるつぼ会が母体となり、興味を持った→般の

住民にも自由に参加してもらう。また実施後はJEIHUの

検証を一般の住民、町会とともに行い、対られた成果、
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お母さんの地域通貨会議 fハッピーワークJ

一 子 育 ち と ま ち 育 て ー
長照泰彦キ 1

キーワード 1)子育ちのまち寄て 3)地域通貨ピオトープ 4)ミェさくら 5)呉世代協働

序 こどもはまちで育っていた

従来， I子育てJI土家族，特に母親が行う私的な行為

と解され，公的に支援されることがなかったが，それは

fこどもはまちで脊ってし、たJ， rこどもはまちが育て

いた」からで，そのことを無意識に前提としていた。

技会情勢の変化とともに，こどもがまちで育つことな

く，まちが育でなくなり r子育てJの f弧育て化」

(狐独な子育て)の進行によって r二子宵て」を当事者

が集まって悩みや互助，その解決をoる「子育てサーク

ノレj を形成していった。同時，これらの動きを受けて，

行政の f子育て支援策j が行われるようになった。ま

た，こどもを支援する多様な活動も以前にもまして活発

化した。そして，子育てや子どものことは家族が行う私

的な行為ではなく，市民の自立的なまちづくり・まち育

てのテー?ともなった。

ヌド稿では，これら「子育ちj や f子ども支援Jのひと

つの発展形であるお母さんの地域通貨会議と「ハッピ

ーワークJを考察寸ることで，子育ちゃ子ども支援活動

とまち育てとの関係と地域通貨について述べたい。

これは，失われた「こどもがまちで育つ環境jや「ま

ちがこどもを育てる力j を，今から新たに，そして，どの

ようにまちで実現するのかを模索することでもある。

1.始まり

始まりは， 2004{手の4月 18日に東京都府中市の

カフヱス U ーで地域通貨の集い f地域通貨の集い子脊

C特集iが閃かれたこ止だ。

この地主主通対の集いは， 2003年からナマウモノ倶

楽部地域通貨族が地域通貨の駐の根的なつながりを育

んでいくことを目的仁行っている。

その年に埼:五で衡かれた『地域通貨H彩'考!~に参

加した地域通貨ナマウモノ倶楽部が埼玉のNPO法人彩の

子ネットワークのKと多摩で地域通貨を行い、実験通

貨カフェマネーのMとのお茶会を企幽したことが始ま

りである。

Kが参隆司している子育て支援集問である埼去の彩の

子ネットワークは 子育てに燃するネットワーク活動，

潟復活動を実施しており，t目立学習や「こども夢米来フ

コスティパノレ」の運営などを行っている。

この「こども夢未来フェスティパル 2002 Jの実

行委員会から「こども夢未来交換リングコミュニティ

通貨「彩J推進委員会Jが生まれ，交換リング「彩j が

生まれた。 04年 3月のさいたま地域通焚フォ ラム・

111-

地域通貨ワークショップ『地域通貨が彩m 考リをこの

「彩J推進委員会は県民活動総合センターで実施し，以

降、地域諸団体や地域通貨アッピーやお母さん地域通

貨会議などと，まち..-jくりや社会的活宣言jを行うようにな

った。

一方， MI土多摩で保育所・ PTA活動から地域通貨を始

め，実験通貨 fカブニ五マネーj を行ってし、た。また，

方，子どもがつくるまち「ミニさくらj などに係わり，

地域通貨団体COMOサークノレ「モモの会jでミエさ

くらをもとにしたハッピーワ}クを実施していた。

千葉の子ども支援集阪の子ども・毅子劇場「佐倉こ

どもステーションJI土子ども支緩活動としての f鑑賞j

活動から「創造・創作J活動へ広がり，子どもの定休の

創作障害j・ミコージカノレのと在者や子どもの主体のフェス

テイハノレの実施などを行ってし、る。 r子育てj の進展

とともに子育て当事者が主体となっ C子どものための

ブェスティハノレが梼かれることが多くなり，その中で，

子育ての問題も話し合われることも多くなった。

このような過程で子育てやこどもの活動では，設が子

どもを f育てj る f育児Jから親と子が「育ちあう J， 

fともに脊つJ (共脊)という f育ち」という考え方

を育むようになった。

この f育ちj からまちの問題を捉え，そのつながりを

つくるひとつの手段としての地域通貨をテー?として，

母親でもあるKやM，H，そして，私も含めた男性ーたちも

集まって， 10月 10日にお母さんの地域通貨会議が発

足させた。

「お母さんの地域通貨会議とは・

地域通貨の 4寺約なブームは去ったという人もいま

す。

fにもかかわらず，なぜやるのか ?J という間いへの

答えを採しながら，の活動です。

地域通貨とは，今，失われつつある地域や人との信頼

関係を結び夜すカを持ち，より豊かな人生を送るために

役に立つ道具です。

経済優先のく競争社会〉ではなく，く共生社会〉な

ら，それぞれが気持ちよく暮らせるということにみんな

が気づき始めたから， rそれでもなお」地域通貨を試み

る動きが。 広がっているのかもしれません。変化はゆっ

くりと，だけど確実に起こっています。

1人('はできないこども】自分の立場でf可ができる

かを考えて，ミッションということで，つながる時，今ま

であたりまえで壊せないと思っていた畿の向こう側に
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景色がみえてくるのかもしれません。

「お母さんの地域通貨会議」では r地域通貨j の持

つカを{言じ，古くて新しいしくみと知恵:を，米来ヘリレ

ーするために，育ち，育てあうネットワークを作ること

をもう つの白的として，年4阪程度のフォーラム開

催を実施していきます。

「お母さん j とは女性，子どものいる人だけを指して

いるのではありません。

f育てる存在Jを fお母さんj と考え， r 1肖費J社会

から f育てるJ社会への提案をさぐっていきます。

育てるということは，個々の伸びるカや可能性を倍じ

て免守りながら，互いに支えあうということです。

育つ対象は子どもとは限りません。パートナーでも，

事業でも，農産物でも，人間関係、でも，ヒトはだれもが何

かを育てて，育てられながら，自己実現にf古]けて学ぶカ

のあるイキモノなのではないでしょうか。

地域通貨は使う人のもの，です。

f反発しなし¥j r競わないJ r否定しないJ r考え

銭く J r支えあう J r信頼しあう J rあきらめないJ

をキーワードに，蔚の力を抜きつつも，いったん決めた

らそこに向かう括るぎない強さをこの会議を作ること

を通して，探してみませんか。 J (問 趣意書)

これは，地域で暮らす fお母さんlの実感から発する

地域通貨のとらえ直しの試みであり rおじさんのどジ

ネスの道呉としての地域通貨という名の商品券j への

異議申し立てである。

まちづくりでいうならば，経済活性化・商業活性化に

係りがちな「まちづくり j に対して，まちをどのように

育てていくのか，という fまち育てJの試みであるG

このように「育てるJ r育ち合う j という f育ちj

を基本としたお母さんの地域通貨会議l土地域通貨のネ

ットワークをつくり，地域通貨当事者会議と各地でハッ

ピーワークの実施によってこのテー7 に取り組くみ始

めた。

2.ハッピーワーク まちのゆりかご

失われれた「こどもがまちで育つ環境」や「まちが

こどもを育てる力j を回復・再創造するためのいろい

ろな試みはまち脊ての中で行われている。例え(i，プレ

イパーク，冒険遊び場などは原つば遊びゃ路地遊びなど

を形を変えて行っているともいえるものである。

これらは，都市計E国や「まちづくり j がまちから奪っ

ていった(また，私たちが自らなくしてきた) rこども

がまちで育つ環境jや「主ちがこどもを育てるカ」を

まちの中で育てていく試みであり，プレイパーク，冒険

遊び場などが新たなまちをつくる fまちのゆりかごj

となるといえる。

fこどもがまちでL育つ環境Jや fまちがこどもを育

てるカJを回復・再創造するための「まちのゆりかごj

は地域通貨で言えば「地域通貨ピヌTトープJ (長岡素

彦 2005a) である。

f地域通貨ピオトープJとは小さなグループで地域通

貨実践を繰り返しながら学び，まちに広げていくという

ことを拐し，この意味で，こどもが地域通紫を使い働く

こどむ小さなまちをつくる「ミニさくらj も f地域通

貨ピオトープJである。

こどもがつくるまち fミニさくら」はドイツのミュ

ンヘンで夏休みの 3週間「ミニ・ミュンヘン~子ども

だけが$f~1こなれる街~J という wこどもがつくるまち

'が行われており，二れに触発されたて日でこどものま

わ日本その先駆的な事例である。

「ミニさくらJの仕組みは，まず，こどもは受付で 5

00円を払い r市民託j をもらい，職安で求人哀をみ

て，自分のしたい仕事を探寸。それから，その仕事の場

所に行って仕事をおしえてもらい，仕事を終えると f市

民託j に仕事時間を書き込んで貰う。そして，銀行へし、

ってこのまちの通貨「モーノレj と交換し，今度はお応な

どで遊んだり，食べたりできるというものだ。

[ノ、ッピーワーク JI土，各地で狩われているこどもフ

ェスティパノレやこどものまち fミニさくらj の経験を

生かし亡考案されたものだ。

こどもイベントの中で行われる fハッピーワーク」

では，事前にイベントの他の出展者からこどもたちに仕

事を提供する「おねがいメニュー(求人察) Jを作成

して貰う。 子どもたちはとの fおねがいメニュー(求

人粟) Jをみて，やりたい仕事を見つけ，出展者のブー

スやハッピーファクトリ…(rハッピーワーク j の中

にある)で仕事を行い，地域通貨をもらう。その地域通

貨で出展者が有料で提供している風船などと交換でき

る。また，ハッピーマーケット(rハッピーワークJの

中にある交換所)でリサイクノレ品のおもちゃやトレー

デイングカードとも交換むきる。

写真2-1 ハッピーワーウ

2005年3月 13日，こども夢米来フェスティパノレ

2005崎玉熊民活動センターで関かれた約 5800

人来場の「こども夢未来フェスティパル 2005Jで，

こどもたちは保育ボランチィア(高校生)とともに，県

民活動総合センター念館で自由に遊ぶことがぜきた。

子どもに地域通貨を使った仕事を体験してもらう

「ノ、ツピーワークをお母さんの地域通貨会議，こども夢

未来交換リングコミュニティ通貨m彩M推進委員会(特

定非営利活動法人彩の子ネットワーク)，地域通貨上尾

ピレッジの 3者で実絡した。
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この fハッt:'ーワークJでは延べ 200人のこども

たちが参加し，中には朝からずっと「働き続けたj こど

ももいた。

この試みは一見では子どもに働くことを覚させる

「職業体験Jと同じように見えるが， wハッピーワーク』

では子どもたちは定裂的な仕事をこなすのではなく，自

主的に仕事を選択して，いろいろな作業を楽しく行うこ

とと自分たちで仕事をつくることが重視されている。

また，ハッピーファクトリーでの仕事では，年上の子

が年下の子に仕事を教えるなど，今では少なくなった異

年齢集聞でのチームワークが自然に形成されていた。

5月 7日には，東京都調布市庁舎前広場で隣かれた

f 200 5アースデイ m調布」で，潟3街地域通貨さ~

らの会(協力 お母さんの地域通貨会議)によって

「ノ、ッピーワーク (HappyWork) Jが行われた。

前年 f調布地域通貨さ~らの会j では，子と、もを対

象としたハッピーワ}クを行ったが，今回の対象者はお

となで，来場者tこ各ブースの仕事や手伝いなどをしても

らい，実際の地域通貨 fさ~らJを払う仕組みにした。

そして fさ~らブース」に設けられたブリーマーウッ

トで，地域通貨「さ~らj を使用して貿い物在したり，

他のブースで特典が受けられたりした。また，アースデ

ィが終わったあとも提携府で使うことができた。多数

のアースデイ来場者がこのハッピーワークに参加した

が rさ~らj という実際的地域通貨を使ったことも効

果をあげた。

子育てやこどもフェスティパノレの経験を生かし，ミニ

さくらを翻案しでつくられたハッピーワークは，都市計

阪や緩済活性化・稀業活性化に係りがちな fまちづく

りiに対して】こどもと共にまちをどのように育てるの

かということに対寸るひとつの答えである。

3.地域通貨当事者会議

一失われた fおばちゃんちj を求めて

よくある地域通貨の会議は「地域通貨をやってみた

いという人」が地域通貨を必要としていない「まちの

人Jや f務応主」を巻き込んで地域通貨をやらせよう

という会議である。

それに対して地域通貨当事者会議はあくまでも，当事

者が必要なことを話し合う場であり f地域通貨を諮るj

ことを fj的とせず f地域通貨j を手段としてまちの関

車道を語るものであった。

したがってyお母さんの地域通貨会議の地域通貨当事

者会議では、まちの組場所や「子どもがつくるまちJ， 

若者への支援など地域通貨そのものではなく，まちをど

う育てるかがのテーマである。

7 fj 3 1日，東京都府中市のカフェスローで，地域通

貨の集い「お母さんたちの目から見た『地j或通貨』と

はつ J(プレ当事者会議)が僚かれた。

113-

rお母さんたちの自から見た F地域通貨』とはり j で

は，お母さんの地域通貨会議のM (CCOMOサークノレそそ

の会代表)と H(ちょうふ地域通貨さ~らの会運営委

員)の話を中心にデイスカッション行われた。

ふたりは fこどもを持つ母親」としてき見夜の子育て

や家庭のあり方について述べた後 f育てる存在j のお

母さんとして地域の結場所や地域通貨の役割を話した。

Mは，地域の現場から実感を生かした地域通貨の必要

性と，ビジネスの道具としての地域通貨という名の蕗品

券が増えどいることへの危燥を諮り， Hはから保育や子

育てをお金の対側としての「サーピ/<J としてのみ援

供することへの問題点と 3地域の居場所の議要性などが

指摘された。

写真3-1 私のまちにも必重要な場所

8月 2813，調布市市民プラザあくろす・市民活動支

援センターで fお母さんの地域通貨会議 第 1阪地域

通貨当事者会議1-f，布、のまちにも必要な場所ーコミ

ュニティカフェ・コミュニティレストランJ (主催

お母さんの地域通貨会議，協稜線布地域通貨さ~らの

会・他後援誠布市)が機催された。

このイベントは各地のコミュニティカフェ・コミュ

ニティレストランの運営者を迎えて，その作り方や運営

の仕方について開き f私のまちにも必要な場所」とし

てのコミュニティカフェ・コミュニティレストランを

実現するためのがひとつのカ法'として地域通貨なども

検討するものだ。

まず，宇都宮市のコミュニティレストラン fTESiOー

テシオ」のi軍営者?のとちぎ市民まちづくり研究所の荻

野夏子氏が市民の東の般の情報流通を回指したとちぎ

市民文康とその一環としてのレストランの運営につい

て2語った。
j'L)11市のコミュニティレストラン fレストランサラ j

の運営者，特定非営利f舌動法人 f高齢社会の食と職を考

えるチャンザルーの会j 代表者紀平w子氏は「安全で

健康的な食事をどれかといっしょに食べるj ことから

始まって地域の福祉に関わる NPOとして活動を行なっ

てきた活動について述べた。

多摩市のまちっくりカブエ「カフェ・ドゥー・

ドク-Jの運営者の横山環境計画事務所横山桜幸氏は，

市民によるまちっくり活動「つるまきまちひろばプ口

ンェクト j とその一環としてのまちづくりカフェにつ

いて言語った。
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それぞれのコミュニティカフェ・コミュニティレス

トランを作るにあたって資金やそ/のもちよりの枚方

や運営の仕方などが会場を交えて話し合われた。これ

らのコミュニティカフェ・コミュニティレストランは

それそ・れ単独で地域に存在するのではなく地域の多様

な活動に関係している。

また，それぞれ日替わりシェフ fワンディシェフJで

の遥営や近くの焔で野菜などの一部を自給しているな

どの共通点もあった。これらのコミュニティカフェ・

コミュニティレストランは広い意味でのまちづくりの

基盤を創り出しているといえる。

会場にはナマケモノ倶楽部地域通貨族，レインボーリ

ング運営委員会，調布のみさと E色カフェ・ドゥー・

ドゥー， NPOこどものまち，などが出展し，お菓子や野

菜，本などを販売し，会場限定のカフェも号脅かれた。

また，発言者，アンケート問答者， r私の理懇のコミュ

ニティカフェ・コミュニテイレストランJの回答者や

ハッピーワーク参加者に会場内地域通貨を支払い，ハツ

ヒoーパザーノレで好きなそ/と交換できた。

2006年 1月 15日，東京千代凶区富士見区民舘で

お母さんの地域通貨会議 第2回地域通貨当事者会議

f子どもがつくるまち'ミニさくら"・ハッピーワーク

-子どもたちの参加で地域通貨を循環させる試みM の

ご報告) (主催お母さんの地域通貨会議，協力 子ど

も参爾情報センター飽)が開催されたn

この会議室では盛向から福岡までの各地で子どもが~)

くるまちを漣営しようとしてし、るひとが参加した。

f子どもがつくるまちがミニさくら勺(千葉県佐倉市)

についてNPOこどものまちの代表の中村桃子氏とがミニ

さくら'のスタップで中学3年生の松本氏の報告があ

った。

次に「ミニいちかわ 2005) (千葉県市川市)につ

いて特定非営利活動法人市)11おやこ劇場の会員の谷口

美帆氏 (1'/才)，菊地飛鳥氏 (18才)から発表がな

された。

写真 3-2 ミニいちかわの 10代ス?ッフ

そして，お母さんの地域通貨会議のこどもが楽しく働

くことを党えるハッピーワークの仕組みについて報告

した。その後，参加者全員で子どもがつくるまちの活動

や運常の仕方などが話し合われた。また，会場では実際、

にハッピーワークを行い，参加者に会場内地域通貨を支

払い，交換することでハッピーワークの体験ができた。

今[引は r子どもがつくるまち'ミニさくらり rミ
ニいちかわ 2005)の 10代スタッフが f子どもが

つくるまちJについて語り，多くの質問もそこに集中し

た。ここでは r子どもがつくるまちj の 10代スタッ

アから f子どもがつくるまちj の参加者のこどもと大

人のスタップや f保護者j の関に立って 10代スタッ

プが I子どもがつくるまちj をサポートしていること

がなどがtEられしtこ。

ヨ月 2:J日，さいたま市のシーノ大宮で第 3的地域通

貨当事者会議では、多摩での青少年支援について fピ

ースプロジェクトアット多摩に学ぶ地域づくり Jと地

域通貨ちとして「上尾ピレツジの過去・現在・未来を

語るj が行われた。

この地域通貨当事者会議では子育ちから発した fま

ち育て)，地域通貨によるまち育てとして重要な二つの

テーマが論議された。

ひとつはヲまちを育む場所 rまちのゆりかごj とい

うことーである。

コミュニティカフェ・コミュニティレストランは単

に飲み物や食事を提供する場所でなく，安全で健康的な

食事をみんなで食べるために集うことで，地域の人と入

のつながりを紡ぎなおし，まちを育むものになっている。

また，もうひとつは，こどもたちから学ぶことである。

それは r子どもがつくるまちj の枚組みを大人が

「子どもがつくるまちj の 10代スタップから学ぶこ

とであった。

こどもの社会体験，子供議会，子供会議など，こどもが

大人の社会に参加する仕組みは各地で行われており，こ

れらは大人がこどもに f議会) r会議事j や「社会j の

仕総みを理解させるものだが，大人もこどもから「子と

もがつくるまちJの仕組みを学ぶことで，新たなまちを

つくることができる。

お母さんの地域通貨会議として失われた「こどもが

まちで育つ環境j や fまちがこどもを育てる力j を，今

から新たに?そして，どのようにまちで実現するについ

て日はこう書いている。

f私が高校生の頃，駅前iこ家のある問級生がいた。

その家のおばさんは東京の下町背わでいつも気さく

な方だった。維でも家に呼び，また家の中に入るのも

welcome.，o (中間各)

主人も時々おばさんたちの若者に入って町の噂誌を聞い

たり，日出して怒られたり?情報を仕入れたりしていた。

おばさんたちも女子高生のおしゃへり刀ミらイ可かを得て

いたのかもしれなし、ー。

仰するわけではなく!そのときそのときに勝手にくつ

ろぎ，四方山話をし，自然と人との交流の術を学んでい

たような気がするの

今，手l、がみ乙のおばさんの年になり?自分の住む町の風
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景を見て，そんな揚がいつの間にか消えているのに気が

ついた。

殆どの人がマンション住まい。 1枚の子均一で区切られ

た世界。

一戸建ての家でさえ，問が閉められインターフォンで

しか中の住人としゃべられない。

確かに世の中，物騒な事件ばかり報道され，セキュリ

ティがどんどん強化される側面を持ってしまうのも致

し方ないのかもしれない。

しかし，かつての河級生ムのおばちゃんちのように，樹

被で仕切られただけの家，裏木戸からいつでも入ってい

けて，縁側やガラス戸をひけばすぐに疲れる外向けの廊

下のある家 。そんな家もまだまだあるのかもしれな

いが，昭和 30~40年代建築のような家はどんどん少

なくなり，そういう家で繰り広げられていた入の交流，

つながりはどんどん希薄になってきているように思う。

人が簡単に外部と遮断できる環境ばかりができ，内側

と外側が気楽に交流できる場，家庭の顔と外の顔を簡単

に両方出せる場，所謂人間どうしのバッファー(緩衝地

帯・場)が今の社会に欠けてきている分野ではなし、か

と思う。

そんな世の中だから，人J土外と内が遮断され，外でも

内でも隣塞感を感じ?ストレスを感じ〉コミュニケ】シ

ョン能力は低 FL，誤解や自己中心的な鍛絡的思考ばか

り肥大し，人間不箔からどんどん人は孤立をi高めている

ような気さえする。

少しはなしが大げさになったようなきらいがあるが，で

も，も L，街の中tこ気楽に寄れるかつての同級生のおば

さんちがいくつかあれば.0 

出:代もf可も気にすることなく令くつろげて交流できる場

があれば ，もしかしたら世の中少しは窮屈じゃなくな

るんじゃないか.

「人j というものをもう少しずつみんな信頼できる

ようになるんじゃないか。許容できるようになるんじゃ

ないか.."， 

そう，かつてのおばさんちは人を許察できる場だった。

昨今，よく話に開くコミコニティ・レストランやコミ

ュニティ カブニ忠 実態は色々在るだろう。

だけど，私が感じるにおい}そして私がそこに求める

ものは?人を許容できる交流の場。

くつろげるかつての「おばさんちJなのだ 。j

f私のまちにも必要な場所 コミュニチィカフェ・コ

ミュニティレストランj に寄せて (間 資料)

かつてのおばちゃんちのように普通にあった「こど

もがまちで育つ環境j や「まちがこどもを符てるカJ

を具体的なまちの場所で考えて少しずつ広げていくこ

と、そして、こどもや若者に学びながら新しいまちを

育てること、それがこの会議の結論のひとつである。

それは、子育ちをまち育てとしてどのように行って

いくかということでもある。

115-

4.子育ちとまち育て

2006年 3月 19日 rこども夢米来ブエステイハ

ノレ 2006J (主催 こども夢未来フェスティハノレ実

行委員会，特定非常利活動法人彩の子ネットワーク)が

テーマJ土下記の f援のゆりかごをつくろよ!Jで埼玉

県県民活動総合センターで開催され，約 8000入が来

場した。

r，塁の ω 生を知っていますかっ

星i土消えても中心の中心は残っている

大切なことは生き続ける

ひとりひとりの小さなパワーが集まりここで何かに

出会う

無限の可能性をもった新しい農が生まれる

字市li星が生まれる大きなゆりかご

そんなゆりかごをみんなでつくろうよj

このフェスティパノレではこどもたちは，高校生保育ボ

ランティアと出会い，高校生とセンター全館をまわり，

各穣工作やメイク，ダンス，人形療1]，体験学滑などの多様

なブースでいろいろなものに出会うことができた。

地域通貨を使って大人の会場の仕事を体験してもら

う「ハッピーワーク (Happy Work) J (主催お母さ

んの地域通貨会議，こども夢未来交換リングコミュニテ

ィ通貨M彩"推進委員会)も多くのこどもたちで賑わい，

延べ 200人近くのこどもたちゃおとなも参加し，呼び

込みyチラシ西日りや小さい子はお絵かき(これも仕事り

などの仕事を行った。

この様子をフェステイパノレの実行委員はこのように

書いている。

「ハッピーワークのところは，時々チラチラッとみてま

した。子ども遣が患い窓川、に絵を描いたり，プリマで何

lこしょうかな~と一生懸命選んでましたね。息子も，欲

しいおもちゃをゲットすべくチラ ν舵りしてました。

今年は爽行委員会の時に，どんなお仕事を頼んだらい

いですかっとか提供「るものはどんなものだったらい

いですかっとか{可人かのみーから声をかけられました。

当日は，プリマの街品を提供してくれる方?お仕事依

頼に来る方，去年より更に関心を持ってくれる方も多く

て，協力も多かったように思いました。 J

このように， rハッピーワークj はこどもに自主的に

仕事を体験してもらうばかりでなく，フェスラパノレの中

で普通ならつながらない人と人を，仕事と仕事を，そし

て，こどもとおとなを f出会わせて，つなげる役割Jを

果たした。

地域通貨は非金銭的労働によって"ひとりひとりの小

さなパワーが集まり何かに出会いy生まれる N ものであ

る。その意、(捻で rハツピ…ワークJの試1，<1土地域で地

域通貨を使ってつながっていくための「ゆりかごj を

つくり出すことができた。
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地域通貨として言えば，このように，子育ち集毘が

「子脊て集回」から社会的な課題を解決する集問へ転

換するi晶穏で地域通貨がある穏度的役割lを果たしたと

いえるかもしれない。

また，子ども支援集E査が「共脊集団j に転換する過程

で地域通貨がある程度の役割を果たしたといえるかも

しれない。

子育でに関する地域通貨実践は公的な詩型IJs主として各

自治体で「子育てファミリーサポート制度j (会員同士

の一時績かりなどの相互援助システム 800門/1時間)

が設けられているので，子育てでは地域通貨より「子育

てファミリーサポート制度」の活用が多く，地域通貨は

使われないことが多い。

しかし，重要なのは地域通貨そのものではなく rミ
ニさくらjや fハッピーワークj のような地域で地域

通貨安使ってつながっていくための fゆりかごj をつ

くる試みである。

また，子育ち集毘や子ども支援集団はこのことで，

f幅広い社会性の獲得J G，同時に「こどもとおとなの

育ちあいJを地域で始める端緒を築いた。

子育ら集団の集団形成のひとつの形である「こども

フェスティパルJと子ども支援集図の集思形成のひと

つの形である fこどもがつくるまちj を発展させた

fノ、ツピーワーク j と，子育ち集聞と子ども支援集f遣の

ひとつの発展形の「お母さんの地域通貨会議j は競が

子どもを「育てj る「育児」から生まれた親と子が

「育ちあう j ， r共育J (ともに育つ)ということを発

展させて、地域通貨とまちの問題に取り組んだっ

このことは， rこどもとおとなj がまちを脊てていく

fまち脊て」に他ならない。

写真4-1 こどもとおとながまちを育てていく

それは，大人の視点や考え方でこどもや若者を「育成J

するというのではなく，大人の視点や考え方iこ函執せず，

異世代がともに行動し討議することで，こどもと若者に

学びながら f異世代協働J (長問素彦 2005b) によっ

てまちを育てていくことである。

" お母さんの地句読通貨会議

続 お母さんの地域通貨会議

お母さんの地域通貨会議の第l期の活動は終わり，ロヂ

びかけメンバ}は，それぞれ新しいことを始めている。

NPO法人彩の子ネットワークのKは，子育てからニー

トの問題に取り組み，自分の住む地域でニートと呼ばれ

る若者に対してはたらくためのチャレンジ施設として

「うどん底J を隣業 G，若者と働いている。

実験通貨カフェマネーのMは自立して新しい生き方

を模紫 G，調布地域通貨さ~らの会のHf土ワ、キングマ

ザ}として忙しく働きながら，子育てや地域通貨の活動

をしている。

今度の「こども著書未来ブェステイノ勺レ 2007Jで

は rお母さんたちのミニミュンヘンj という例のない

企画も進行している。

コミュニティの撤壌や fこどもがまちぜ育つ環境j

や「まちがこどもを育てるカJが失われたことを嘆い

たり，かつてのおばちゃんちゃ近隣社会を懐かしんでい

ても声合まらない。

ミニさくら，ハッピーワーク，プレイパーク，自験遊び

場，そしてコミュニティカフェ・レストラン，そして，ニ

ート支援のうどん屋。

まちの中にこのように新たにまちをつくるゆりかと

(地峡通貨で言えば地域通貨ピオトープ)をそれぞれ

の怨いで始め，私たちが，そこで新しいおばさん，おじさ

ん，お母さん，お父さん，そして，まちびとになること。

そこが始まりで，そこから始まる。

<参考〉

「上尾ピレッジカフェ『地域通貨で問題解決』 まち育

てのひとつとしての地域通貨ピオトーブ J 20053 

長両手軽彦， r住まい・まち学習J実践報告・言語文集6

「こどもをきっかけとするまちづくりへの視点、

異世代での協働，交流が育んだものーJ 2005b 

長!羽素彦他「住まい・まち学留J実践報告・論文集6

日本社会教育学会 2∞日発表

地域通貨制度と生涯学習 その 6

「地域通貨で問題解決 子育ち，まち育てJ長関素彦

地域通貨制度と生涯学習 その 5

「地域通貨による主主夜学習講座報告j 長R毒素彦

「官haピsハッピーワーク j

お母さんの地域通貨会議発行 2006.9.20 

「月干IjクーヨンCooyonJ記事 2006年9月号

さいたま鳩峻通貨フォーラム代表，仕事の傍ら地域通貨の推進を1Tい，地域情報研
究所として各地でまち育てや地域綴社，また，国連持続可能な路発のための教育の10
年さいたま代表として持続可能な関発のための教脊の推進などの活動を行っている。
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草の根ネットワーキングによる女性の人材育成 柳井妙子

→岐阜市総域における「気軽に自 分たちのまちについて話し、

イ中胞の輸を広げよう会」の活動事例についてー

キーワード ， 老若男女、フラットな続出串、由自!と話せる場

1 はじめに

都市計繍にlまハードとソフトがあるが、ソフト聞にお

いては、住民参力却の「まちづくり」が不可欠だといわ

れて久しい。しかしながら住民参加というも(J)が一昔日の

阪宣された人たちだけのもの、真相行政叫菌いた青!写真

をそのまま会の再読寵として出せるような、形だけの地域

の役織者がトッフeダウン式で選出されていることもゆ

がめない事実5である。また等渚吃鶏わっている地域のま

ちづくり主議議会においては、委員 22名のうち食性はた

ったの2名である。これJ抑燃ではなく、ほとんど女性

がまちづくりに関わる比率は丹空に比べて少ない。労女

共存在重封鎖という名目よでの加をの参加といわれても仕

方がないように忠われる。

住民参加のまちづくりにおいては、岐E詳it憧減を純羅

している「ぎふまちづくりセンター」が岐阜市の中心に

設立されている。誰もが集える場としてのセンターであ

り、努1Rここ6制翻で検々な岡本力潜録し活動してし情。

また、各凶イ事の横の連携もでき、「まちづくり団体交流

会」が生まれて、そこから自安部」にテーマ、土曜話或に却し

た活苦手応ミ「このす旨とまれ方式」で行われている。

筆者の兇解としては、このまちづくりセンターに関し

ては専内家と言われる人の参加がほとんど汚あり、寸量

の方たちにはまだまto.知名度制邸、の的献である。ま

た、誰もが参加できるといわれアぷがらも、実務粉類密気

としてl訟lt告三のメンバーが中心となり、なかなカ噺しい

人が持軍ナ込むのは難しいという瑛渓がある。常に会を活

閉じさせるためには新しい人を積艇に取り入れる工

夫が必望主であると思われる。
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また住みやすいまちを考えていく場J合、家庭盟百に密

着した女生のしなやかな筏点、は欠かすことのできない

ものである。女性を含めて幅広い年伐の人たちに自分た

ちのまちについて考えてもらうことか、これからの地域

のために対切なことと考える。

このようなことからも老若男女、誰もが自街に参加し、

プラットな関係での話し合いの場噸淀が、本当の愈叫え

での主民参加のまちづくりのスタートになるではない

だろうれ郊察に形あるものになるには時間まかかるが、

潜在的に土叡或のために何かをしたいと考えている方た

ちを巻き込みながら、混実の地域の現状をしっかりと見

つめ、組或に必漫なことは仰なのかを学習する場の得在

は大きいと思われる。

今回の活苦手j内容は、一回己のような俗語参加裂のまちづ

くりの不機手として必要とされる、地域め方たちの生の声

を話し合う犠割罫者自身、到すき、学んでいく場を設

定し、封出場の人たち古察官i'Rこ会に参加できるように工夫

した。毎亘の会終ア後のアンケート調斎によって、参加

者の生の戸ぎを路くことができた。

岐皐子持溜域における女性のための人材育成活動

2-1 本活動の背景と量的

この活動を実施する背最としては、混在、社会慣習盟と

されている子育て、教育、環紘地域の安全、升官重など

身近な岱苫に演わってし喝女性が、お互い州警報交換を

する揚がないため、活動していても、それぞれが点、或

いは総監事jりの関係になっていることがあげられる。欄量

売換の場を設定することで、務用者約嶺轄でき、お亙い

奈良女子夫軟調ItJ，.fl，童文仕溺瑚博士接持務総

2蹴年2月「蛇皐を想う先を設立し主蕊虹5年

9月から抑 7年3月まで県蔀地阜市のまちづくり協

議会の重員。専門ま都市五世躍。

2007年住総研「住まい・まち学習J実践報告論文集8



の活動に広がりをもつことができると考えた。

呉{おま切こ目指すものとしては、「女性から見たふるさ

とづくり」である。このふるさとづくりとは、言寄りのも

てる士出量づくりであり、そこに住む人づくりでもあると

考える。そのた位の人と人との情報交換の場を毒淀する

ことによって、いろλなグループに所腐している方、或

は個人の方に参加してもらえ;Nまと考えた。そして参加

者同士がフラットな濁係で、地域のことについて様守な

角度から本音で話し合える雰囲気か重姿であると思わ

れた。 2-3 準織隊皆で見えてきたこと

関1 第1[選日の会の滋凝

上根或を見直す女性へのまちづくり-，(の参樹立、対生だ 第 I@]Elの会を迎えるに当たって、害事寅会&ワークシ

けではなく、街rJ.;く老若男女が集える場から生まれてく ヨツフ。の内容についてスタッフと何度も衡すした。まず、

るものとR制言し、屈を重ねることによって、自分たちの 覇門家といわれる方たちの参加も鱗主主するが、家からあ

まちへの知寸き、目立い、課題を兇つめることが実践活動 まり外に上旬ないような主主帯、 OL号学生たちにも参加し

の第一歩を踏み出す原動力になっていくものと考えた。 てもらうことが大きな回出了Eあったため、堅苦しい会に

将刺には、こ¢話合いの場によって多様化している ならない工夫を考えた。 2時閣庄野崎扮も、縛市の話

人々の意昆のまと位校としてのフアシリテーターの能 を 20~30剣晃弘自由に訟せる5務司を 90 分とした。

カも身にf、jけてもらえたら、と大きな副藤物も照寺した。 当紙ワークショッ7'と称してグループごとに分かれ

各自でテー?に郎したことをたくさん書いて第五主最低に

2-2. 18年度の活動計画 貼ってゆき、代表者古滋後に発言することを考えていた。

まず平成18年記月に「岐皐を想う会」を創立して会 しかし、以回線由主主請出した「まちづくりカレッジ」に参

に賛同してくれるメンノ守ーを集め、女性がまちづくりに 加した市議貴のあるスタッアから次のような指摘がなさ

参画するために必要な勉強のための場を設けることに れた。①せっかく見知らぬ人とグループになっても、話

した。そして弔成 18年樹お働笠1果関古鋭定j!事業に応 もせずにただ下ばかり向いてポストイットにテー?に

募し 幸い交付金を受け取ることになった。 ついて考えながら書いてばかりいた。@殺後に発表する

表2 18制度江活費制画 人は、会に参加しているような気になっているかもしれ

ないが、発表者以外はただ翻いているだけで渇屈だったo

ある高書簡の方は、多蹟中ずっとEをつむっていた。③

グループ官こ仕切る入力支いて、Fl分¢関心がないことでも

郷里ゃりゃちされて楽しめなかった。話し合いをして決

めるということがなかった。@;5@]シリーズのものだっ

たが、iEて修了した後の打ち上げ会で初めて話した人が

ほとんどであり、同じグループ内の人とでも会話がなく、

参加することカぜかった。

以上の点を君主要数昆して、「まちづくり」というE言葉も

知らない人たちにもたくさん参加してもらい、参加して

月 取り総み

会合

講師依頼、チラシ、ポスヲー作成

5-6 受講生募集

第1回議官会&話す愈受講料問問、賞料、お帯菓子代込)

チラシ、ボス骨一作成.1回目白写真送付と2泊自由案内

第2回臣講習会&話す会(受講料 5∞門)

1チラγ、ポス合一作成2陸自の写真送付と3毘自の案内

1第3白目講習会&話す会(受講料 5団内)

12-1 活動のまとめとしての冊子作り

。。ー
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よかったという思いで対?ってもらいたいということに 3.実樹宮動報告

なった。そこで、勉強会のようなワークショッフな堅苦 3-1 第1朗自の活動

しいため止め、テーマだ防長めて自由に臼7n.圭のまちに テーマ「絞阜のまちを女作/男子4液布、から兇ると」

ついて、或いは自分自身のことに勺いて話しをしてもら 30名の紛j打者があった。専門家の議員樹立、 4つのグ

う場にしようということに決めた。 ルーブ3二分かれてもらい、允す溺i賓の俄尽を述パながら

i 胞団からボス

タ一、チラシの

初閣守 土創立同じ。

色だけ変イ七させ

て、 f随皐を想う

会Jの定番とさ

せている。

図2 第2回自のポスター

2-4.広報活動

たくさλの人たちに参加してもらいたいと思っても、

いか4こ正薄荷吉動をしていいのかがわからなかった。チラ

シ1000枚，ポスター50枚を織り、岐阜市、対亘市、瑞

穂市の市傷者、岐阜大学、岐阜経済大主主岐阜市立女子

持成日大浮を回ってポスターの掲示とチラシの積み置き

を必瀬した。また、ぎふまちづくりセンターの鉢誌に同

封してもらい、会場である岐鞘明事撃のノ、ートプルスク

エアG、商工翁義許庁、にぎわい公社、 NPOセンターな

どにも掲示の佑瀬をした。そして、これまでいろんな会

合で名指民主主した人たちに、あいさつ文と共にチラシを

郵送した。何かの会合に出かけるときには、必ずチラシ

を持参し 積回以配布して[恋った。第2国白だけは、

申込醐捌問調に合ったお陰で腕広続五 r<らしと

，1'{政9月号」のNPO・県民グループiT.広域こ記事を載

せてもらった。また、第1図尽に参加された岐阜のネッ

ト情報「レッツぎふ」の方からの勧めで、コミュニティ

サイトに「岐阜を想、う会」を立ちりず、時制動を行っ

ていった。最後に岐阜野総中呂新隊岐阜NHKに連

絡して協力を依頼した。

-119-

自白E介をしてもらった。そして、テー?にmJした内容

の自由なおしゃべりをしてもらった。初畑の人(j)集ま

りのたぬ悶塞なおしゃべり抽台まるまでに封劇のかか

るグ凡円プもあったが、誰かがグ)J..-ブを取り1i切るの

ではなく、それも自然でいいのではないかというふうに

考えた。

参加者は麟安2年生から 73歳のEl際業の方まで編よ

い年齢の人たちであった。また、岐車市だけでなく近郊

の7つσ市、都からの参加があった。以下は参加者命感

想の「部である。

他分野の入と5紡3できてよかったで一九

きっかけを得る場として重要だと考えます。

とても中身があるものだったと思います。

いろんな主主語の方のお話つが関けて興味深かったで

す。ゆく禎絵」の大切さ、口コミ、女性の力σ活

用を童話藍しました。

パワフルな方々に出会えて勇気をいただきました。

年齢を越えて話し合えたことはよかったて、す。

持軍撤を受けました。

元気な美務担Tを改めて感じました。

堅苦しくなく、話ができたことは良かったです。

緩い附習でしたが、仲間ができた気がしました。少

し軍主草したようです。

ますまれ岐阜を愛したい。

今まで知らなかった岐阜¢町び精子について知る

ことかできました。観光名戸rrやお窃について)

直絞生号中同誌ら来られた方などの認など、官iaかっ

たです。

業構らしい理想と情熱をもった方がおられること

に勇気がでました。

車訴訟岐単も捻てたモンじゃないな。

2似)74住総研rf主まいまち学習J実践報告論文集8



岐阜のまちをよくしようとする心意気力ヰ孟わりま

した。

大変みなさムいろんなことを考えていること、し

かし何をどうすれJ;fいいのかわからない。想、いを共

有できる人との副会けの大切さを感じました。

パワフルな万守に出会えて勉強になりました。セツ

テイングされた万引こ感繍します。

お菓子、お茶があり、これか丸、い!! 

フリートークは最初、なかなか盛りとがらなかった。

ある程度テーマ、方向性を与えるべきだったであろ

うと思う。

I由自の会の感想として次のようなブログ(ベベさん)

の書き込みもあった。

今日は、お知り台、叩方に「岐阜を想う会Jの輩約をいただき、是

非重耕Eして、とのお言葉もあったので村守き合い"視度な犠置で行っ

てきました。

がj溜ま、普段モノを言いたくても言えない人たちカえ「岐阜ごついて

想うことJを安悌弓語ってもらえ制ま、という誠治みたし常設滋つ

i勤通ったのですが、いざ集計1はみん右救れ熱、鳴 どれだけ

みV~カミ岐阜を大劇こ想っているかを知る事ができたのと、臨苫世話

の方々 とま潟りがはなれることが社保たことが今日得たものです。

あっという閤¢壊しし叫時間でした。

3-2.第2回目のf穆b

テーマ「岐阜において子どもを取り巻く毛色鉛こついて」

29名の参加があった。 1回包は18αト"20:00だっ

たが、制閣は小さいお子さんのいる方にも参加してもら

う巨的もあり、会場も和主主にして時間も 9: 3 O~ 1 

1:30とした。

l歳未満のお子さんを連れたご対紋参肱高校生、

大学生、独身の社会人、年配者など宍子育て中でない方の

参加も多数あった。 1，2図と連続参胡峨が 9名、中に

はあ圭を誘って来てくれた人たちもいた。前回が夕方の

開昌であり、午前中に果たして参加1雪カミいる0)かどうか

迷いはあったか、結果的にはほぼ同数江参加であった。

Li'13-2 ti争演を止ま弘、でいる風説

以下は参加者マI惑怒ぴ0~--fff;である。

120-

話し合うことで殺しみが増しました。貴重なアドバ

イス、 1遺児も関けました。

まちづくりから子どもヘの刻長¥の元は一緒だと

思います。岐阜の町のょいところ古株の白から兇る

ことができました。

校[XJ-s'j.O)人たちとかかわれてよかったです。

様ヤな視点手権主富貴からのお話を閥くことができて

よかったです。被旦3古沙し広がった気がします。

子育て古宇一?なじむ仏者い人の参加古移〈とても

よかった。

老若兇女、総広い人たちの参力日に!議勤しました。

子どもさんと土曜話正初コ入、場所について考えを深めら

れました。

親子と社会について勉強ができたことが良かった

です。

「子育て」という言葉ひとつで、いろλtJ:!程、い、考

え方があることを発見できたのカ羽縦でした。

子育てという、今震直している問題で色々な態見を

鴎けて楽しかったです。

子育てをする時に、士滋禽万力が火切ということを考

えさせられました。

閥系なし、と思っていた内容も、実は重要なr，!Ji車牲を

宇寺って干し法とことを知りましたし、また、4間のテーマiこ

関心のま弘、ろんながおフ方が集まった話し合し、i土、

やはりとても勉強になりました生菅気tJ:h'ら、少しず

つ人取が広がってしてのを)1'Lの楽しみです。

2001年住緯研f住まいまち学習J実践報告論文集8



3-3ω 第3図書の活費者

テーマ「答者、議d、高齢告のわせを革新について」

参力[ド者は 19名であった。今I"l'立、広報荷動力支遅れた

仁、 11政再品0)大きな行事とmなコてしまった。しかし、 2

部医としての参加者が61，、 31"];誠亮参加された方が8

名いた。初めての参加者は5名であった。 3つのグ}[，-

ブに分かれて話し合いをもってもらった。 3泊目ともな

ると会O)f!t震が郵草されている方カヰまとんとであり、自

品1な話し合いに熱が入る0;に時総はかからなかった。 関3-3 第3回Elの風致

以下は参1][1者の感動与一部である。

とても楽しかったし、話すことかできて嬢しかった。 会に参加された方たちが、ブログで次のような啓想を

色守な話を開けて、すごくためになりました。ちゃ 述バられている。「邸機争してみる。

んとこの会が馬場'iirになっていて、午奇りσ;減数と 今IITIで3聞になるという、「岐阜を想う会J，日集まり。秘説肋

か男のパワーゲームとかでなくてお山しました。 て知りました。テー?が「若者・主婦高官椅¢部員同庁についてJだ

大変有意議でした。相互司:交流、ジェネレーシヨン ったので、問む仁、を押していきましたが、大政孝だったみたい。おか

ギャップを土壇めるひとつのきっかけになりました。 げてすっかり主役しになって、情一楽しかったJって気分て喫織につ

もっと岐阜¢歴史、背崇などを勉強しないといけな きました。

いと感じました。 内留ま識寅会が30分て、その後の lf瑚哩桝主3グル…ブlこ分カョれ

知らないことばかりで参与になりました。締髭設が てのおしゃべり。劉繍500門代お菓子と蜘物つきです。やっぱ

満たされたようで楽しかったです。 り食叫相まないとね 1阻阜て器訪日物ナシの才ゴ草子刻字っている人が

とてもすばらしい会です。吉i]脳も、とても楽しかつ いて、そのお手製ケキだそうな。ん尚、弾事長しかった~。

たです。 ネットヒではすぐに速くの人と潜在しあうことカテできて便利だけ

色々の人の意見を開けてよかったです。 ど、それだけでなくオフ会を路催したりしてきちんと頭撲¢淵不に落

思稽初来形きのこと、参加者0)¥雪さλの前向きな考え とすことも大拡居場可制ネット上だけにしかないというのではなく、

方など、いろいろな角度からの発見平脅拶告があって ちゃんと現知こ交流才る勝号、交m"する人早軍司係カあるようにするこ

よかったです。 と。 0 ・Jよそ者由市民議置車も説置IJprofil田岡田∞ jp!h~田叩7

途中参bll1'すが、とても楽しかったです。

会の拡充を期待します。 今臼、 f岐E存在想う会Jのお話釘に行っていました。テーマは「庶

いろいろな立場の方の意見やお訴を麗くことがで 場所J 人々 カ事例えばこのマチで生活していく上で、どん?ぷ所にど

きて、有意義な時闘を過ごすことかできました。Iv~で居場所つてのプÒ'，あるのか、必要な助、集まった人たち力「厨

Veryg∞1τ'hankyou! 場所」に対する懇いカ攻謝する楽しいひとときでした。

少し」まかり難しいテー?でした民主主若、中、皆 そ側帯り、動自した友よか言った言葉間段約でした。。

の意昆が出てよ古‘ったと思います。 宿場阿って与えられるもんじゃなくて、自分から作るもんですよ

桐齢を超えた会話古ミでき、意見の設がわかりよかっ 払 ooJ搬に自分の乙地よし箔婚すrって、ょっぽど漣のいい人i立

たです。 与えられるのだろうけと二やっぱ自分て見つけていくU油普通なんだ

ろうなあ。今、自分制必勝融庁って、そ才1J-J上のも叫まないんかな
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あ? そういうものを路改めていくことこそ、生き甲斐なんかな払

ってふじ郎、ましたω(レッ、ノ g~þの「みやっちさ人ßJFJ32J より)

4，まとめ

私i主計の却を撚仰こ羽指してし、る州立、 t，l:OJt.長ネット

ワーキングにおける女性の人.tl，内成である。学生、子育

ての終わった』事昔、イ上事をもっている方たちに自分1とち

のt闘について関己、をもってもらい、 i替問Jな翁続表

に出してもらいたいと考えている。しかし、人のひに灯

をともし、その人たちが自分から進んで行動こ移そうと

するにはかなり¢時闘を聖切る。その大きな第歩が、

今年õ~包した「気軽に自分迭のまちについて話し、 f中

濁の輸を広げよう」という会¥の参加であると考える。

幸し¥幅広い腐の老若男女の鋭」口があり、会の趣旨に

賛同する方が多かったため今後も継続できそうである。

患の長い活動となるか、本当￠要望日和JJ{主民事封~ur堅まちづ

くりを気子するためには、一人でも多く江対極致万方が自

分のまちを自分たちでなんとかしたいというj思いを持

つことが重要であると考える。今後、助成金を交付して

もらわなくても会が違法できるよう、ポスター、チラシ

を作成しなくても、今年度の参加者を元にメールやハガ

キなどの草約で口コミによって会の認依疫を高出入参加

入激を増やしていけたらいいと考えている。

参加者のアンケート調査における感想、やブログなど

広蓄を見から、重主力住者同士はフラットな関係が必要不可欠

であることがわかる。専門家といわれる方たちが、結泉

ありきとする会のまとめをするのではなく、自由な関係

から参加者一人ひとりが士出品から侭かを見始めること

がメ初である。あせらず、今後の会側腕によって何か

のテーマに関心をもって行動をする人たちを宝提出でき

れ」まと考える。

今回の参加者へのアンケート言語燈より、年総壊燥、

出掛弘参加匹敵の表を下記こ示す。

表4-1参加回数

~122 

士血域

関

珠総

対立

~j島

美濃

一室

江南

ま茸斐

各務原

山県

司明主

岐阜

合計

10 20 3百l

1 3 1 

2 3 2 

1 1 。
3 。。
1 。。
1 。。
1 1 1 

1 1 1 

。 2 。
。 1 。
。 。 1 

19 17 13 

30 29 19 

表4-3 参1脱出謹
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住民の自主的支曙による交措置聞の持輯可書猷生iこ鯛する砂醜 問中珠~本 l

森永良jj.J*2 

キーワード 1)住民圭体 2)交流E関 3)自発性 4)持続可能性

1 はじめに

1 -1 研究背景

領人の生活スタイノレ、コミュニケーションの様態が変

化し、地域共同体の解体と共に地域社会における近隣関

係の希薄化がし、われ始めて久しい。

人が人らしく暮らすためには、機能分イヒヰコ宇ット社会

の遂行による失われがちな血の通った人とのつながりを

再構築していく必要があり、そのためドは、離でもが集

い、交じり合えることのできる場所が必嬰であると考走

る。しかし、そのような中で多くの従来型公共施設は、

明文化されたノトーノレが科用を画定化し、地域住民に閉ざ

しがちになるという状況を招いており、今後、交流を求

める人に関かれた新たな交流空間を発見する必要がある

と考える。

1 -2 研究の構想と仮説

地域社会における遼内交流空間の変遷をみると、交流

を行う場として様々な空間が符在していたことが分かる

(関 1-1)。しかし近代以降、空間を用意する主体が公

に変化してくると、髪結床や駄菓子屋のように昔は主人
あるじ

という場の主がいるところに人が集まってきて生まれ

ていた交流空間がなくなってきている。人が気軽に集ま

り、多様な交流のできる人に開かれた場は、主がし、 ctu

F持者を限定しない空間利用を図ることによって、作られ

る可能性があると考える。

臨 1-1 地域社会におけるE室内交流空間の変遷

求 2千葉大学工学部都市環境γステム学科助教授

-123-

また、延藤l士、「内と外の境界のとけた、小規模多機能

混在の、出会いと交流のある柔らかい居場所を『まちの

縁側』シする。j とし文 1)、まちの縁側が少子高鈴社会

のji'と市街地再生への潜在的な可能性を持っと指摘して

いるο 今後、多様な人の混じり合える関かれた交流空間

の実現が待たれてし、るといえよう。

しかし、その持続は容易いものではない。そこで、住

民一人一人の自発的な関わり、いわば自主的支援が、日寺

院の経過と伴に、多様なサポートに支えられる状況を生

み出し、 ZE腐の持続可能性に働きうるものであるという

ことを本研究の仮説として考察を進める。

1 -3 研究の岳的

本研究では、住民の自主的支援による交流夜間的実態

を把握し、交流の場の特徴と成立要件、課題を明らかに

することで持続可能性の知見を探り出し、人に関かれた

新たな交流家間の実現手法を提起することを目的とする。

1-4 研究方法

調査は出来事観察、利用者、運営者、支援者に対しヒ

アリングを行い、合わせて、事実関係把握のため遼穏や

活動内容をまとめた文献、資料の収集を行った。

2 研究対象概要

2-1 事例の選定

前主置の仮説、目的のもと、運営者以外の包主的支援を

受けている交流空間事例を対象とした。

近年、守地で生まれている住民が主体となって作る地

域の交流の場は多種多様であり、存立の依拠となる制度

もなく、名称や利用形態も様々である。

そこで、本研究に即した数少ない事例を拾い上げるた

めに、既往研究及て雑総記事、インターネット等、多岐

にわたる方法によって検索をかけた結果、篠認できた 5

事研jを選定した(表 2-1)。

2-2 事例の概要

事例 1養工E公民館「お茶の時間ですよJ(以下、養:正官官)

は、岐阜県多治見市養正地区に立地する公民館で実

"千葉大学大学院 自然科学研究科

都市環境システム専孜 修士帯住

日本大学生産工学部建築工学科卒業後、千葉大

学大学者詰自黙科学研究科に進学。修了後は空計

事務所に勤務予JE~
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筋されている。渓営者は有志住民で構成される仕掛け人

の会であり、ボランティアスタッブがおもてなしをして

いる。間ざしがちになる従来の公民館利用に対し、館長

の協力を得て、自分達の活動を他者に地域開放している

事例である。

事例 2議流山自治会館「地域開放Jfふれあいサロンj

(以下、南流山)は、千葉県流山市街流山地区に立地す

る自治会所有の自治会舘で実施されている。運営者は、

地庶住民ボランティアと自治会であり、ボランティアス

タップがお茶のおもてなし、サークノレ・教室の場所提供

を無料で行っている。自治会運営のために用意する会館

を居場所として地底ボランティアと連携し地域開放して

いる事例である。

事例 3田吾作村E巴民館(以下、田吾作) I土、香川県高

松市下笠井地区に立地する自宅敷地内納屋で実廠されて

いる。運営者は住民日夫妻であり、自費により行われて

いる。無料で来訪者への接待を中心に多様な取り組みを

行い、仲間の協力を得ながら地域慌放している事例であ

る。

事例4とねりこの家(以下、とね家)は、京都府京都市

上京区に立地する自宅を開放し、実施されている。運営

者は居場所作りを必要とする住民 Mnさんと仕事仲間、

知人で構成されたとねりこの家を作る会であり、助成

金・支援金を得ながら多岐ーにわたる諸活動を行い、地主主

開放している事例である。

事例 5まちなかヱ房(以下、まち工)は、東京都北区

十条地区に位置する商庖衡の主主き応舗を活F脅し、実滅さ

れている。運営者は住民 Kbさん他2名の主婦であり、

利用料を取って行われている。区と地域内活動を行うま

ちづくり NPOにより立ち上げられた工房を引き継ぎ、

商庖街と NPOの協力を得ながら地域開放している事例

である。

3 利用の実態把握と考察

まF、5若年例の交流空間の利用実態把握を行った。}

こでは、公的空間手1))11の養疋公民館、私的空間利用の照

吾作村1岳民館、商業系私約空間利用のまちなか工撲の3

事例を中心に考祭を行う。

3-1 利用の実態

( 1 )公的空間帯IJ!曹の特徴

事例 1義正館では、隣り合った人とのたわいのない会

訟を楽しむ人、一人で過ごす人や話し柏手を見つける人、

仲間と遊びの相談をする人等、それぞれが自由に過ごし

ている(図 3-1、写真3-1)。養.IE舘の交流の場では、高

齢利用者への嬬りと性別・趣味による空照的機み分けの

発生、[直接的な交流を図らない利用者の賑わいの共有を

実現している。事例 2~毎流山でも空間的棲み分けの発生

はみられ、ふれあいサロンの活動において、昔からある

集落地阪と新興地区の居住地~IJに翻まって過ごしていた

り、足の惑い人同士で集まってし、たりといった、居住地

区、身体状態による空間的棲み分けが顕著にみられた。

養疋館の交流の場では、利用者が包主的に花を飾った

り、館繍りの植物の世話をしたりといった緑化管潔への

参簡や、お菓子L研究会が製菓の提供をしたり、住民スタ

ップの活動に影響を受けた他の利用者が自主的に配膳や

片づけを手伝い始めており、告発的な活動がみられた。

また、スタップが提供するお茶を介して顔見知りが増え

ていくことや、人が寄ってきていることで生じる賑わい

を求め、更に人が寄ってきているといった賑わいが発展

する状況が生まれている。

(2 )私的空間科婦の特徴

事例 3田吾作 Pは、居合わせた者向士の情報交換、生

活雑貨の交換や、子ども連れの親子と近所のおばさんの

触れ合いがみられ、利用者は運営者である日さんを中心

にしてユニークな対話を繰り広げている(図 3-2、手

-124- 2007年住総研「住まい・まち学習」実践報告ー論文集8



公約笠関税隅

時干:竺;miztm:f山

関3-1 養成公民書官交流実態図

写真3-1 養成公民館出来事事例

真 3-2)。また、入れ替わり立ち替わり利用者が訪れて来

てはのんびりと討さんや居合わせた人との会話を楽し

んでいる。

ここでは、利用者の趣味・特技を生かした生涯学習教

室の実施や、独自の知恵、や知識を持った利用者河士の対

話から、紹介された本を読んでみたり、滋味の活動を広

げてみたりといった主体的な活動への参劃iが生まれ、話

し相手に弱まらないお互いを利澱し合う交友関係が作ら

れている。運営者である H さんが居心地の良い空間をも

たらしているからこそ、利用者は度々訪れ、多彩な出会

いが途切れることなく発生していると恩われる。

また、運営者とのたわいのない会話による J息抜きをす

る人もみられた。このような恵、抜きは事例4とね家でも

主たる利用としてみられた。

(3 )商業系私的空隠利用の特徴

事例 5まち工では、ものづくり教室を楽しむ人や畏い

物に来る人、納品に来るレンタノレボックス利用者や隣り

合ってパソコンで遊ぶ幼い子と近所のおじさん、立ち等

つては Kbさんとの会誌で息抜きをする等、多様な人の

-125-

出入りがある。ものづくりによる技の在、承機会や多世代

交流の場となり、通りすがりの人が教主を視さに来たり、

企画実縞の喪主ヲを申し出てきたりと利用者。)声が反映さ

れやすく、多様な交流が発生してv、る(凶 3-3) また、

利用者向士の総94~会を開催する交友島称が件られている。

t五JT作、とね家では養iE館、南流山でみられた空間約

機み分けはみられず、主ち:1二におし、てi主主!開jのしつらえ

による機み分けはあるが、ノくソコンを来しむおじさんの

冗談の一言に笑いが起こり、混合者の Kbさんを中心に

居合わせた者向士の出来事共有を楽しんでいる 3

3-2 利用者意識

利用者は各事例共通して住宅以外の居場所を求めてお

り、初日設がなく、よf時間の自由なj瞥干~Eが言午されることに

股心地の長さを感[ていることが分方礼る([狩 3-1，2，3)， 

主豊百館 前流山で;土話し相手のいない自主iの退屈さ、

liJ] J，tH イJ 定b1~からの討が気にか点り、土奇心地約持率さを感

仁て 人σ泊、むところに集まゥてくる傾向があった 問

とね家、ま札口土婚してくれる滋営者十刺激的な

他の利用者 i:cjとめご利用してし、る

まれ、間持作o(こぶいては、ふざけ合いfよから過ニ「こ

止ができることを利市幹は楽しんぞおり、:liiJじ人iいっ

ぺんも会うたこ 1なしリ、「今日はタ/しなJげがおられるん

かないう f裂しら刀、あ心んですわJといった人との出会い

を楽しみに足を選ぶ人もいる。

…方で、集まって来ている他の利用者に勝i染めない者

にとって、手当期しづらくなる状況が作られていることが

うかがえ、利用者間の緩衝舟iとしての役割を運営者が来

たしていることが分かる。まち工においても、 f同じもの

(ものづくりというテーマ)に興味を持った人に(まち

3この利用が)限られるんじゃなし、かしらJといった和J!!l

者婦の偏りを懸念する声が利用者からうかがえ、運営者

の設定するテーマ性が声高すぎると人を遠ざけがちになる

傾向があると考えられる。

3-3 考察

自主的支援による交流主主間は、集まって来る人の利用

動機は異なるものの、人との触れ合いを求め集まり、飽

人が気兼ねなく過ごすことのできる場が形成されている。

集まる人の自由な場でありながら、運営者やボランチイ

アスタップグ)主の創り出す雰[D気や、援合わせる者のお

五川、を気に掛け合う汚によって、秩序めるさ宮間を成し得

ているり

更に公災錦、自治会館、選常者の自宅納緑、運営者の

住三互い、認さ五百織といった建物のビルディングタイプの

逮し、から、交流内容、構築事れる人間持j係に法呉がみら

れた。交流空間は養LE館、 F有流山の空間的楼み分けタイ

プ、日吾作、とわ家の接み分けないタイプがあり、その

一方で、まち工のように楼み分けつつも 体感のあるタ

イプが磯認できた。

2007年住蜘判主まいまち学習J実静紹告論文集8



刈中間'-""た

J 守II翠主主以

三笠空三 一

写真 3-2 悶務作村2自民館出来事事例

写真 3-3 まちなか工房出来事事例

4 管遼運営の実態把握と考察

管理連常体制は公民館、自治会といった既存級織と逮

携「るもの(義正館、潮流山)、仕事や余椴活動の仲間と

連携十るもの(田吾作、とね家)、独自にi軍鴬をi認るもの

(まちL)があり、資生ーから非資金までそれぞれ多機な

支援を受iTている。

ここでは、義氏官官、 Ul吾作、まちヱの3つを代表事例

とし、運営のプロセス0)考聖書を行い、合わせて 5事併に

おける運営者の窓識について考察を行う。

4-1 管理運営の実態

各事例とも発動期において運営基盤がつくられ、議営

者を中心に自主的支援を受けながらi聾常を展開している

([翠 4イ)。利用者関与は養11館、とね家}まら工の資金

rnilにおけるもの(関ヰ寸'1'(1)、 (2)以下同様)左Tti流山、

回吾作ぴ〉物的・人的支緩が主たるものがあり(図

←1-(3))、i老鴬を継続4るに従い、時間の絞過と伴iこ支

援内苦手jJ'>多様{七Lている。

義正~:i1守 l土利用者。〉看破金山金~Jl?j\ 主体的l二ljJコった

ことで、行事関俄的場加者図十)、千f-'1~ のγ ン不日 fじを回

避している(凶 4-1-(4))。田討作でJ土利用煮によるう

どんツア」や音楽会等の開催+とい η た般にはたい独自の

i J事の実施(凶4イベ5))、まち L亡I:t担い手がiJ_/、ない中、

む2むと利用者だった人がボヲ>'7ィアスタップに加わ

り([%]4-1-(6))、経常費の赤'Tu.l凶巡や自主企画イベン

トを実施している(限 4-1-(71)ρ 

府j刻字?の i言 t 白色 ~t関与から逃'誌の新たな際関がみられ、

独自の交流の携を実羽し、地域的証言'lf二参加等、省実iこ地

域l二根付かせているャとがうかがえる。しβkし、その

プJ で、 ~l 訂作ゃとね京では近所の入からC(í に対 4一る苦情

も受けている(図 4-1-(8))。

4-2 自主的運営の成立要因

( 1 )諜題意識を持つキーパーソンと支える仲間の存在

各事例、運営者の課題意識が原動力になっており、取

り組みに共鳴する人が発動燃からう箪営者を支えてし、るこ

とが明らかとなった(図 4-1-(旬、 (10)、(11)、表 4-1-a，

b)。

主主営者自身が楽しみながら活動を行っていること、自

分で動かなければいけないという意識が強い愁、主主営者

の資金負担の宿題が発生している(表 4-1-a、b)。

(2 )利用者の自主的行為の受け入れ態勢

養工E宮古，罰吾作では利用者の自発的な利用者の行為を

柔軟に受け入れ、運営内容に反挟させることで、運営者

自身の負担の軽減と利用者の生き甲斐発見、燈場所の生

成lこ結びついている。

(3 )運鴬の黄任所在の明確化

養正館ではとね家でもみられたが、運営の中枢機能を

果たす会の設立と実動部隊となるボランチィアスタップ

による 2重の連携体制を取り、組織全体の資任を負える
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コーディネーターによって運営の実任所在が明礁にさオ

ていた(図中ト(12))。対して南流山では責任所在の唆

妹さが、自分たちの空間を運営するという自主意識を起

こしにくくし、担い手の主体性を低下させる傾向がある。

(4 )地域社会における社会的信用の獲得

建玉鯨では公民館の協力が早期Hこ得られ、発動期にお

いて利用者からの俗用故にf寄付金を受けることを可能に

していること(図ヰート(1))、また、南流山でもみられた

が、まち工では地域活動への参加等、対外的活動への積

極的取り組みが近隣商底街等からの社会的信用と地域内

認知を得ることに作用しており、及び利用者関与を高め

る可能性を持つことがうかがえる(1m4ート(13))。

4-3 課題点

①運営者の負担

コアメンハーに地域からの信頼が集中すると、交流空

間の運営に留まらず、周辺地域の活動においても、その

人頼りになる傾向があり、意欲的な人材に負担がかかる

可能性がある。

~社会的貧任の発生による活動の制限

公民館、自治会といった既存組織に保障されることに

より場所の提供 資金提供、勝辺住民からの信用を得る

ことによって、活動に広がりを見せる 方、支援する組

織から行事参加の要請等、やるへきことが付加され、活

動が制限される。

~近所との関係

利用者の増加や活動に広がりを見せ、交流夜間が娠や

かになってくると、空間の立地によっては、近所から}闇

路への音の配慮を欠いた行為と苦情が出ることもあり、

近隣関係、を崩し兼ねないので、音楽会等の開催時間に気

を使う等の工夫が必要である。また、近隣からの監視の

自は、運営者へのストレスになると考えられる。

5 住民の密主的支援による持続苛能な交流空痛の考察

実態把握より利用者の自主的支援が交流空間の運営に

効果を持つこと、交流さ空間には3つのタイプがあること、

近隣社会から受ける認識が滋営に影響を与えることが分

かった。これらを踏まえ、持続可能な人に開かれた新た

な交流空間の考察を行った。

5-1 利用~院による交流の場の考察

公的空間(養疋館、南流山) I士、構築される人間関係

がさっぱりとしたものではあるが、[邑接的lこ交流を隠iら

なくとも俗人の孤立しない婚が生成 5れる。布、的空間(閏

吾作，とね家、まち工)は、利用者照的人間島鳴が綴説、

になる一方、外部に対す心心開l計jノリアが張られやすく、

空間形態、主の介入に影響主なけやすい。雨空間共に主

が設定する活苦手Jのテーマ恨の尚さによって手当用者を限定

する傾向がみえた。公的空間の場合、テーマ性が高くな

ると利用者を限定しやすく、低くなると人が脊りっきに

くくなるイ頃向がある。

-127-

密 4-1

2007年住総研「住まいまち学習」実践報告論文集8



私的空間の場合、運営者の課題意識が取り総みの原動

力となっており、自己負担をしてまでも運営しようとい

う意識があることから、主の設定「る活動のテーマ性は

必然的こ高くなる。そうなると外部への心理的バリアが

発生し、集まって来る利用者を限定する傾向がある。

"'"き忠告書を活用したまち工は、主の設定するテーマは

明確であるが、 i蔀業ベースの活動内容が利用 J音の気軽な

出入りを生み出している。また、運営者在中心;こした

体感のある空間が作られ、多憾な交流が発生しているこ

とから、{也の利用者への心理申告ハジアが稀少される人に

開かれた交流空間の可能性を持っと考えられる。

5-2 支援形態による交流の場の考察

f号事伊!とも利用者を含め、多様な支援主体がいるが、

資金支援主体の属性に着目すると、公・荘、の違いによる

特徴がみられた(表 5-1)。自治会等の地域内既存組織と

いった資金支緩主体の主毒性が公の場合、社会的費イ壬が発

生し、やるべき活動が付加されやすい。草壁イ壬を負える明

確なm織の擁立が1ll:¥誌となるため、人材不足がいわれど

いる地域担会では、見様める必要がある。

資金支緩主体の属性が私の場合、運営者の自己負担、

又は科用者、個人文綬者から助成組織までの段階がある。

運営者の自己負制の場合、若草営の自由度は高いといえる

が、運営者が倒れたお寺点で存夜しなくなる可能性が大き

し、。
農 5-1 5事例の支援主体の属牲と宜機内容

終締フaグラムの幾湾

，-胸、 F

J一線、。

:輯窃公器量1
¥等 J
一、--'

務鰐ブaグラムの髄灘ない

庖6-1 これからの持続可能な交流空間モヂル

鱈人的支援は運営者に対する知人からの信頼によるも

のが多く、支援者数は一定量に留まる傾向がある。

車J成総織から資金支援を受ける場合、報告書作成等の

婆請があり、 i輩営者の?苦言語が付加される。

利用者から資金支援を受ける場合、…般的にサーピス

の質が求められ、“ニースに応えなくてはならない"こと、

素人の限界が関われし、運営者への負短が発生することが

予想される。今回、取り上げた事例では、利用者が金額

設定安行う養A館、資金支援が任意加入の会員制である

とね君主、商業ベースの利殿形態であるまち工では、利用

者が運常内容の価値を慰めた上での支援であるので、将

来の運営者へ(/)負担軽減の行組みの検言Jが必要である。

6 研究のまとめ

6-1 まとめ

それそ守れの支援主体は単独で見ると課題がある。その

ため、名主体の特徴を考慮した支援形態を検討すること

が重婆であると考えられ、多様な生体;から支援を受ける

とね家、まち工は支援主体や利用プログラムのパランス

が取れた運営、持続可能な交流空間実現の可能性を持つ

ものと盟、われしる (ffi!l 6-1)。

以上より、交流の場の特徴と成立要側、課題を明らか

にした。人に捌かれた交流空間iI立、入りやすくて居やす

い夜間と無理のない運営の実現にあると考えられる。

交流縮設を計臨する場合、活動内容の特徴を考慮した

計爾、 2主t利用者に院かれた空間形態の計画百・設計がE重

要であり、管理主主営の閣では、多岐にわたる属慨を持っ

た人達が爵わりを持つこと、運営者の糞任所夜の明雄化

と自由の保障、近隣に対し騒音等の配慮を行い、良好な

総係を築くことが重要と考えられる。更に、利用者が自

発的に関与を行うこと、運営の主体者になることが重要

である。そのために運営者は、利用者iこ役割を持たせる

ような空間の使い方、活動内容の工夫が必要である。

6-2 今後に向けて

今後、住民の自主的支援による交流夜間と滋営者の活

動が近隣社会から箆殺され、地域の拠点として広まって

いくこ左を期待したい。

本報告は、問中珠恩「住民の自主的支援による交流空

間の持続可能性lこ関する研究」千葉大学自然科学研究科

修士論文をもとに作成したものである。
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市民が育てる都市空間デザイン

-r葉市パラソルギャラリーを事例にー

'N11 騎王削

郭東I悶ぜ

~t)J;( ~!!封{附

キーワード J)景制創出、 2)街路怨院、 3)都市魅力、 4)市民参加、 5) ノ〈フソルギャラワー

1.はじめに

1.1研究の管景と目的

近年、日本:1河内においても郷市における公共空間の利

用について時考する動きがi室内各地に見られる。それら

は活気が消えた都市の好生と魅力の創出を目(1'"として、

地方自治体による試みやI'[j交省の社会実験という形で行

われていろ。今後、公共空間のiflj活用が都市における魅

力創出の鍵となり、いっそうの公共f居間利活用に向けた

動主が期待される。

しかし、今まで行われてきた行政~ゐ辺倒の活動では、

依然として人々 ω受IHt的認識は変わらず、積極的な都

市の魅JJiilJ tれにはつはがらないc そこで今後、 l'j官民参

加I. tt~働 j というテ}マが大きな課題になるといえるじ

4'研究でl.iiむ JIJ奴rJii大巡り中央公WIプロムサード

( J;( I、ア口ムナー F)I こて似年~fj秘されている「ハラソ

ルギャラリ 」を打倒にやげる c 取り組みに対する評価

考察を行い、舵力的なぞ|間創出と市民参加lへの!長引を月Il

らかにすることを 11的とする(

1.2研究の方法

研究対象である I祭，fiペラソル年 tラリー j (よ f葉

市都市没綴市民ブェスタ(注 1)の」全両でおり、ど(l()0

年度から始まり、 2001;年EltまでにJ-!'~;山の 1I約iι ，~-::. Hて

いる，桂子?らはこれに災行委UJ之、ワ キンググループ

とLて企画i立案、運営に携わってきたし

本研究ではパラソルギャラリー来場者、出反省ーを対象

に行わオLたアンケ トよりパラソノレギャラリー開催によ

る滋織の変化を抽出し、迎i'i吟fi←出以お間の会合(会滋、

新聞)などの資料を基に、街路干'JiMlJのiJi動に対する出

54V 

せ千葉大学工学部部11j県境システム学科 llJJ r 
1千葉大ーアユ学部都市原境システム学科 教授

2千葉市パラソルギャラリーにおける取り組み

2.1 IXラソルギャラリーの概要

パラソルギャラリーはブ口ムナ←ドの「娠わいj とf彩

りj の創出を目的に関候されている ま丘、街路ZE悶を

穣磁的にr面的する社会実験でもあり j疑鋭インスタレー

ションJ rアートスペース J r道路上での利用;を大きな

栓として佼箇づけている。今後、 fr-Ir民参加のあり方」

も頭要になると考えられる c

パラソノレギャラリーではプロムナードにパラソノレを並

べ、そのドをアートスペースとして市民アーテイストた

ちに閃紋する。出炭 i司 ~t土手 1 菜、水 I 絵日Iiなどの美術

作品からパフォーマンスまで隠広い。(Ii?J 1) 

また、 20005年度よりパラソルギャラリーの辞書僚時

間を延長し、夜版パラソノレギャラリー(従ノtラ)も行っ

ているの(関 2)これは後織のよりよい畏続の部!起を目的

として、パラソノレを夜間点灯させる c 同時にプ口ムナー

ドまたは中央公園内に行灯を設問する t パラソノレギャラ

リー関催前夜から、 17時より 2111寺まで行う c

200G年度はライトアップされたパラソルの下で出肢

が行われたc しかし、昼間と夜間とでは作品の兇え方が

大きく変わるため、昼間の出展では目立たなかったが、

夜間では夜屈の様に兇えてしまう出展もあり、今後、夜

間的出f廷のあり方に対する検討が必主主である。

1m 2校)'(ラの椋子
左上)中央公閣に設んだ行灯
右上)行灯
左下)点灯詰れたパラソルの

下での出展

本 1千活大学大学者E自熱科学研究科
組軍 I，~:攻

修士課程 2勾

ハW
M
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2.2 パラソ)~の配置

初年度、延長約 150m、25本のパラソルで始まって

以来、パラソノレ本数、出浪者数、アートスペース数は、

ほぼ年々地加 Lている。 2006年度は延長約 500m、78

本のパラソルが1読んだ。(図 3、図 4)

パラソルは法的縛りから滋s各側に戦線上に並べられ、

歩行者空間は結t'初日時に妓ir;2m以とj確保することになっ

ている r さらに、歩道編員等の関係上、中央公短からプ

ロムナード中央まではパラソル 2y~の空間、プ口ムナー

ド中央から駅慨がパラソノレ l列。〕空院となっている c し

かし創在、路線パス俗的は;lfF河が|ごりないため、千主主釈

)詩辺では連続性がとぎれ、紘一わいが消失してしまってい

る。;盟り全体の連続悼の確保が課題といえる U

2.3運営体府j

都市1st?滋市民フェスタは千栄市と部市;長般市民フェス

タ実行委員会の主俄によって行われている D 中でもパラ

ソルギャラリーは実行委員会事務局(千築市都市計尚鋭

部市景鋭デザイン主主)が外部との連絡、折衝を行い、企

Iilljの立案、五li討は千葉大学部市計 Ilhj研究主主ワーキング

グループ(l~.-F ).\J.!営者)が実行委ぱ会の j誤認を得ながら

れ yてき丈 ([~I 5) 

しか L 、 i丹 '11史上り滋 'j}1;おと 111 住~ T守とけ間でだ、見交換

がれわれ始めたぷ段、 illYH"}i-、'jl'-rI)M:l、見iJJ~~ (i-Imωxll絡

系統がお返し L 貞行のi汗拍が不透11)1にたマ〉ていろ また、

H.l !i~ {i-(:主主r.IIiJのぷ滅的ズレが改めぐ/2Ifliiヒするな

ど、ョ芝公に対寸る減量立が汗 "~:i: ~ji~ り〉々つに //校、出段

者を合的た新しい返i常体制ωわえら容がp深夜iとさ mていろ。

図 5運常体耳障j

opz 

出展蓄のさ下二陪j、ili!r;;に対する意識改養を告的に、出版

者が運営に触れる機会が設けられた。 D色接出践者と

者がJ1i.見交換を行うパラソノレ会議と、紙前]上にて広〈主語、

見交換を行うパラソノレ新1mである。

(1 )パラソ I~会議

200.5年度から始まり、fIl-:1問実施されている。

200C，年度は r/1}/1走者向上の父~)ít rパラソルギャラリー

の11ft，0)共1jj r出版行ゆえ孟淡泊WJ'?}を [1的に行われ

た。参加i人数が少なか ，t二給W:、添加日1hz7;'の;1:1，見を[つ

〈りと[詩13、、町村jω1I約をJ主成でヨた また、出)長打か

ら巡j?にkliろ桁協もあり、 H1以行 に触れる

を叩jらかに寸むこ tができ jモ

そこで 2ω6年度:はより多くの人を対象に行う事を 11

O~ に「交流会兼説明会」形式で参加者を募った c しかし、

参加者数は増加したが、「説明会J の域を出ることがで

きず、 Jlli何者、出}E~者双方の占方的な滋見・不泌のffilílll

という，結果となったー(表 l、図的
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第三号

図7パラソル新聞第一号表紙・アンケ ト

(2) パラソ)~新鶴

2006年度から新しく始まった試みである。内容は「運

営者からの連絡j と「出展者の声」の二本立て。(凶 7)

年 3図の発行となり、各号線に出展者から新聞に対

する意見が主寄せられた。さらにそれらを紙面上で公隠す

ることで他の多くの出展者の理解の助けとなった。(表2)

以上より、互いの不備に対する応酬になるなど課題も

残されているが、主旨の共有、怠識のズレを埋めるなど

の利点見られる。今後、出展者の意識向上のためにも出

展者が述営に参加する必要があるといえる。

3パラソルギャラリー開催による意識の変化

3.1出農者と展示室関

アンケ-). (注 2)より出爆者の意識を抽出する。

(1)出展動機

集計結巣より、パ

ラソノレギャラリーを

「ギャラリーj 十 f地

域交流のi詩j と捉え

ていることがう土か

る。 こオLはノミラソノレ

ギャラリーの主旨と

合致する。パラソノレ

混自分の作品を見て欲しい鐙企画を盛り上げたい
瀦"流な深めたい を認街路の賑わいを倉拙レたい
fそ¢他

図 8出E章者動機

ギャラリ←が出展者に定着しつつあるといえる。([lIJ 8) 

(2)展示窓潤

倒人の作品の見栄え、偶入社j炭空間の雰I湿気重視の傾

向が強い。しかし、 f色彩J や「崇続を意識」している

出展者が少ないこと、 4民強い売買に対する希紫があるな

131-

ど、街路活用や全体

のバランスに対して

はまだまだ意識が低

く、企脳に対する連

帯感が薄い事が分か

る。(隠 9.1m 10) 

(3)デザインコード

空間に対する規制

と提案を行っている

が、役に立っと望書え

ている人が 60%に対

し、実際に活用した

人は 30%と低い。今

後活用に向けた改畿

が必婆である(図 11)

寵作品の現栄え併するよう欝慣
現デ プル警を使用し、雰鐙気がでるように工夫
厩色彩を意識 鶴全体のパランスから震観を窓織

特に工夫しなかった そZ他

1!m9展示空間

嗣禁止すへき 阻話し合いの上で売貿
観僅宇が見えなLずれMまよい aフリーマーケット

その他 鰐田容

@ 10売演について
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関 11デザインコ ド

3.2パラソルギャラリー総合評1i11i

街路に「彩り」と '1長わいJ を創IJWできたと評価し

ている。また、パラソノレギャフリーに参加することで

最綴を意識するきっかけになったと答えている出燦者も

72%いることが分かる。 tUJ1主者に対し景観に対する意

識の啓発につながるといえる。(区J12) 

コミュニケーションの機会は参加と答えた出爆者が約

40%を占める一方、運営に参加と答えた出産達者はどの

1自白においても半減することが分かる o Wfl走者の途常に

対する受け身、治総的安勢が鳴らかである。(庶J13) 

20，………………一……………叫
出銭者符士のコミュ二

A I ~ケ シヨンを深める機会

15l一一…一一一一 一一一一一一一一一一…J に参加したい肘
! _Lバ〈ト~ . !.....市民が粧した方がよい
i φ一一一一→~つ17 .""-.¥¥、¥ ノ気ぶ、 ! と思うかつ

101 一二一一一一二一ιぷ一一ふやぶ さ~…必乞さ込v一一一一一一」IT ヨど 、、 i 
/11 ~込 〆 、弘 、、J →一市民運雪国体を立ち上げ

51，.-__~っ，w-一一 一一三匹L一一一一一二~註」 たいか?

.: ! ........._ i1fE!i隠体の中 F遅堂iζ参
01… l 一一……ム ~，----'---ぷ ~加したいか?

5 4 3 2 0 
←思う 窓わない→無記入
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図 13来場者意識議蜜-.欄十一非穏健持

5まとめ

パラソルギャラリ}の隊僚により、街i終決問の性格が

変わり、通行者、出従者双方の崇綴や街路活用に関する

窓識の啓発につながることが分かった。しかし、坂長、

実際に街路上に空間を創り出す出展者の意識は、個人111

艇のj或を出ず、会i鴎に対する述帯感や積極性が薄い。こ

の談是主に対し、出反省がi単nrに触れる機会を段階絡に』没

定 L、出展者憾の盤、織の改醤を行う必要がある

今後さらなる都市の魅力部HIに向けて、市民が積鋭的

に参加できる法燥、体制を整備すると rj~符に、パラソル

ギャラリーの発展を通してよりよい公綴創出にむけた提

案を行っていく必聖書があるといえる。そしてそれらが

人々の態識の改醤につながり、新しい;史観形成、

くりにつながると考える。

ま九づ

一吋砂-PG開催日寺

{謝辞]

本研究を士iSめ。にき当たり、パラソルギャラワー出燦告の万々波
びにfisrti ¥;U(見市民フェスタ災行詰tl会、千葉市都市υ十時]談都市
公鋭戸ザイン主の皆様には大沼お世話になりました。 l記して謝
立を巾 L.1:げ主すじ

i補注]

* 1 ) r都市景観に対守る市民主意識の将発j と「市民参加の促進」
を目的に 1990年度「都市翠鶴市民フォーラムJ が発足。編1j
で有識者や著名人による議以iやパネルディスカッシヨンがff
われた。その後、 2000年度から市民がi直接参加し、体験でき
る企画内容に変児され、2002年度には「都市況観市民フェスタ J

と改称した。現在、「ウオールハスケットオープンカフ.1...1 

「ノ《ラソルギャラリーJ rピデオスタジアム Jr花のキャンパス j

の5企画。
本2)出展者的パラソルギャラリ←に対するな識調査のため、パ
ラソルギャラリー苛I.l(9/30，10/1)に出践者を対象にアンケ
トを実施 Lた [1ql説教 46/50f<~収率 92%

i主要参考文献]

1)渡辺j((、j七似fJH雄 (21旧日) I街路ZE織の有効活践に関する研
究千巣市「パラソルギャラリー」での実践的対みを通じて j、
日本建築学会関東支部研究報告集、 P205.208
2)渡辺刻、 ;LI"料 館 他 (2001)r中心市街地の賑わい創出を 11
約とした公共ZR陪j利用災験千葉市「都f背景鶴市民フォーラム J

を拝例に」、日本潟市ι 十 ~jlj学会学術研究論文集 P793， 798
3) 三三原依竪子、北原理~lil也 (2004) r中心市街地の景餓創出主
市民参加i 千1'~~市パラソルギャラリーを事例にム日本建築学
会関東支部研究報告51¥1'257，260 
4)中部精子、北原理MH凱)()5)r街路き苦情を利用した景綴形成
と市民参加の可能性に関する研究一千葉市「パラソルギャラ
リーj の企鋭還付を過してつ日本建築学会関東支部研究報iE3
集 p
5)千葉市都市禁観市民フェスタ報告集位以)5)

表 3来場者意識議査額重要

亡二一ァ空純一 一 一二二亘扇互二二二二コ
j自自民3 通行者を対象にプ口ムナ ドに対するイメ ジとき器官[ll[詳儲を子う。|

;臼程 8/26，27 i 9/30，10/1 
H湾問 1 11 均O-'-13:00 ， 15:00~17:00 I 9/30:13:00~ 15:00 

110/l:10:OO~12:00 

リ宥所 18/26中央公隠プロムナード ラ ギtラリ
8127中央公爵 卜中央ム議ィユフォメーション

i天候 l碍自くもり け司自もり

仁方法 ド対象プロムナド 通fラ者 等対象フヱスタ来場者
l'アンケ ト | 中央A湯インフオメ l 
! 形智詞対 5段F寄評価 三ョンにで呼びかけ | 

so法を馬いて分析 *ア ケー :予傷諜賓と隠じ i 
ト一 一斗 一一一一一一一一一一一一…一一一…一一一……一…一一」
はお力者数 1129 は20

i有効回答 1118 1186 

沼扇 -j91"A浅 :二二i58.1友二二二二コ

J: : ! 奇 醐叩…5叫山以批上叫し一アf¥三プ1士¥:土!!守1竺7!!iT?7!:TT7:!!プナア項f?「一…!一目一一7T竺7竺一空ア答…の叫を時榔徐執しヴ内).25U" 刊 1

4.来場者意識議資

パラソノレギャラリー潟催によるプロムナード通行者の

惑織の変化を探るため、通行者を対象にパラソノレギャラ

リー開催持、非隠催時の二回アンケートを行った。(表 3)

その結果、パラソノレギャラリー開催により全体的にイ

メージに関する項目が向上したことがわかる c 特に「魅

力的J r楽しい賑わいある j 等といった環日が向上し

ている c しかし、プロムナードの物的詳組iでは歩道の幅

が狭くなり、「危険J r歩きにくく伝った」と感じている

事が分かる。つまり、パラソルギャラリーの関僚により

プロムナードのイメージが向とし、「通路」から「散策路j

へ空慌の性格が変化したといえる。(図 13)

自由回答においても、非開催時においては τ銀行ばか

りでつまらない J r絞しい」という凶答が自立ったが、

開催時は「楽ししり、「良いことだと思う」という肯定的

な凶答が多かった。パラソルギャラリーを含め、公共~

摘において都市景鮫市民ブエスタを行うことに対し、通

行者が好意的に捉えていると考えられる。また、開催符

においては「都市景観づくりは大切だと思う j 美しい

千葉をもっと拡げたい。一人 人の自覚においてjといっ

た景観部出に対する意見も出るなど、総路上で実際に活

用に燃する等身火の提案を行うことで、街路活用や景観

形成に対する、遂行者の慾識の啓発と改善につながると

考えられる。
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賓の城下町幽越後高闘の雁木と町家を活かした町づくり
菅涼邦生*'

キーワ一戸 高田・町家.ffl似ミ.wrづくり

1はじめに

新潟保 l二越市は新潟燥の西部に位f置し，中心市街地の

，;，i IIIは，安三月のslT，庁長木の町として知られ，近年雁木と

町家を活かした同づくりの活動が盛んである。これは企

図的な町並み保存とその活用に呼応したものである。

本稿ではその内容を検討しfれに今後のあり方を提言

する。

2上越市高田の控室史

高~lI土産霊長 19 年 (1619) に家康の六労松平忠、輝が築減

L，城下町の建設が開始された。モぴ〉後務主の交代が続

き，党保冗年(1741)に榊ljf1;政永が入府，六代に渡って高

111を治め明治を迎えた。維新後手時長逃したものの，明

治41年(1908)に路軍第13師団が入'p;して景気が回復し，

上越地域の中絞都市として今日を迎えてし、る文n。

3活動の背景にあるもの

1)高齢化

平成 12年度の国勢調査によれば 65歳以ヒの高齢者の

割合は上越itic全体で 12.7%なのに立すし高間町家地院では，

19.5%と高く，深刻な高齢化が進んでしも>C2}。

2)中心市街地の低迷

高田町家地区では，東側郊外を走る目当選 18号線沿いに

ジャスコなど大1望感舗が相次いで進出し，集客が大幅に

低下しているつ大型駐車場を完備したこれらの[8舗は，
車社会の地方都千Iiにとって欠治、せないものとなっている。

3)歴史的建造物の高い残存棟数

日本の城下町の多くは戦災を受けたものの，高i刊は戦災

を免れ，町家i世IKには戦前;こ建てられた建物が現在

2，493 j保浅されている。この数字は付属還なども合まれ

ているため，主屋である町家は 8飢)~700 械と推定されj

高しψ主存棟数を示しているれ)。

以上を背景として，歴史的建造物を活かした町づくり

が?なされることとなったのである。

-133-

4 活動のi将軍事

代表的な取り総みをみてゆこう。

1)怜醤Tまちづくり協議会の発足

平成 12年 3月には高田駅局辺の{中町において「イ中旬ま

ちづくり協議会jが発足し，タウンウォッチングを通じ

て町の問題的を抽出，経木の設援原則や形態， j構造を定

めた ri'中mJ雁木づくりガイドラインj を市と協議の上策

定した。それを踏まえ縦木通りの路面の段差をなくし，

雑木に 20主主の照明を殺害をするなど，活発な活動がsi¥られ

る文"'。

2)上越市創造行政研究所による控室史的建造物の保存と活

用!こ関する調査研究

平成 12年 4fJには上滋iTiの政策立案に資するシンク

タンクとして上越市創造行政研究所が設立され，平成 13

年 4月より翌日年3月にf[j域の燦史的建造物を調査し，

平成 15年4月から翠 16年 3月にはmr家を活かした町づ

くりの提言をした。いずれもよ越市創造行政研究所で公

募した市民研究員(筆者も参画)と東京大学大学院工学

系研究科建築学専攻建築史研究室， J:走富市創造行政研究

所とのJt陪jでなされ2報告書として刊行されるとともに，

報告会も開催された。

3)景観形成情報誌 f景観j の発行

平成 13年にp上滋市都市計裏書課景観デザイン主主により

編集発行された上越市景銭形成情報誌「景観第3号j

i土，豚木の歴史や雑木に寄せる住民の主互いなどが掲載さ

れ，とくに留学生など外国人による 7 縦木や町家lこ対す

る意見は新鮮である。

4)..t越市による術家の翼い取りなど

平成 15年 11月の新開記事によれば対大町5 TEl

のj日今井染物墜を取り療しマンションが建設される動き

があったが，市は一部市議と地元町内の要望もあり，不

動産業者と交渉のと賢い敬った。さらにf中町 4了自のi担

金津桶応についても平成 15年 12月に寄縛され，いずれ

も半成 16年 7月より定期的に一般公開されている。

本 1上越人材ハイヌクル技師

平成 13{干4月-13年 3月と平成 15年 4月----16年 3月に上越市創造行

政研究所市民研究員として歴史的建造物の調査に参肌胤木・西洋風な

建物!近代沢 C建築などの調査を担当。

2007年住総研r{主まい・まち学習J実践報告論文集8



5)南本町三丁目まちづくり協議会の発足

平成 15年に結成されたf南本町三 nlまちづくり協議

会」は，平成 16年 10月に f雑木通り時代まつりJを調

機 G，武者行列，経木下の露五百，フリーマーケット，町

内の観光巡りなど多彩なイベントが開催されたれ)。

6)あわゆき絹みの活議

平成 16年に結成された Iあわゆき組jは，町家を/5か

した町、づくりに取り組む女性たちのネットワークである。

平成 16年 10月の城下町高田花口一ドにあわせ，町家で

甘味処「あわゆき亭」を開き好評を得た。また平成 17年2

月には伝統的な婦人の紡寒呉である f角巻きJを着て藤

木通りを巡る fあわゆき道中jを企画・実臨している文

7)歴史・景緩まちづくり推進護の発足

平成 16年4月に上越市に設立された歴史的建造物に

演する専門のセクションである。雁オド繋{留事業補助金の

交付やf壁史資源情報マップの作成，市所有のIlIT家見学会

の開催など，多様な業務を担ってし、る。とくに平成 16

年4月から実施された経木整機事業補助金はf主民に任意

協定を結んでもらい，雁木部分における修繕新築，路

面段差の解消など，工事費用の 部を補助するものであ

り，注目に値する。

8)歴史約建造物を活かした高自市衝地活性化戦略

平成 17年3月には，公募によりi聾ばれた市民・専門家

(建築史・美術史・地域福祉など)・地元団体の代表など

からなる f歴史的建造物を活かした高田市街地活性化戦

略検討委員会jにより間計爾案を策定。平成 17年度から

10年間に歴史的建造物。保存・活用のためのしくみづく

り，歴史的建造物を溶かした魅力的な生活空間っくり 1

歴史的建造物を活かした観光化の推進の3方針が定めら

れた。具体的には歴史資源現況調査，歴史資源活用ネッ

トワーク形成，勝史的建造物情報仲介ンステムの構築，

UlT家再生住宅の推進，歴史資源を活かした地域商業活性

化の6つのプロジェクトがある!t8)

9)設計コンペの際催

平成 17年 12丹の新聞記事iこよれば文9)，老朽化が箸

ぃ、!日小委屋の洋生に際G，r1iが公募した設計コンベで，

地元のせきゅうこ設計室(代表関誌i有子氏)業がi霊ばれた。

集会場やギャラリ~観光情報拠点などの機能をもっ施

設として繋備する言i闘で，現在工事中である。

この整備は， J:越市の平成 17年 10月「町家再生殺多

機能拠点施設整備計画j !こよれば， 2段階方式とされ，

第 1期は地域住民に役j:Lつ身近な集会縮設を主として整

備され，第2期は歴史的建造物を活かした高沼市街地活

性化の機運が向上し，観光・}商業的な側街からの需要が

高まってきた段階で行うものとした。整備を段階的に実

施する点を評価することができる。

10)越後蔦罰町家三昧春ノ巻・秋ノ巻

平成 18年4月には「高領域百万人犠桜会Jにあわせ，

f越走高!Jl町家三味春ノ巻j と越し， 1日金津檎r.'i'1臼

今井染物}遣の2棟を 般公丹署 L，観光ボランティア;7~建

物の案内を担潟した。また半成 18年 10月には f向 秋

ノ巻Jも照倦され好評を得た。

11 )寓間市街地歴史的建造物現況調驚

平成 18年7月には，新潟大学工学部建設学科， (tI) 

新潟県建築士会上越支部，公募による市民ボランティ r

などと協力して，町家の実測や聞き取りなど大規模な町

放調交を実絡している。

以上高出における，雁木と関]主主の保存と活用を検討す

ると， i問主IJ活動を中心とする地域住民側とさ主体を把握し

ようとする市側とが瓦いに補完しあいながら活動を展開

し，今日に玉三っている様子が分かる。こうした補完関係

は，瓦いを束縛せず，多篠な活動を生み出す要因ともな

っている。

5. r1i所有の町家についての活用状況

上越市では，前述の通り!担金津檎府・ i日今井染物毘・

1日'J、妻E誌の 31軍の図i家を所有し，内i日小褒震は「町家再

生製多機能拠点施設JIこ向けて現段工事中であるため，

他2棟について紹介する。

l日今井染物猿(凶 5-1，2)は， 19世紀中頃の建築と推定

される大型の町家で保存状態がよい。茶の簡が広く吹き

抜けが開放的である。雑木は巡り込み式で，直子子二階部

分は，染物の作業場として利用されていた。

現:tEl土町家の一般公開に利用されるだけでなく， 主越

市の児意文学者市J11信夫氏。〉小説「ふみ子の海」の映魁

綴影lこも利用された。

!日金津桶庄(図 5-3)は，元禄年間より桶E誌を営み，建

物は 1世世紀中鎮の建築と推定される。町家内には橋製作

の道具のほか3 生活用具もほとんど残されており p 雪闘

の生活を知11る索重な文化遺産となっている。

2棟とも公開にあわせて聖書埋整額や若干の修繕をした

程度で，ほとんど手が入っていない。今後の維持管理を

し功、におこなって行くかが課題となろう。またこうした

建物の利用については，その維持管海に税金を投じてい

ることもあり y 見学者数などに対する散しい怠免もある。

いっぽう歴史的建造物の保存は，経済的効果だけでは溺

れない部分もあり，厳しい経済情勢の中，見学者数をい

かにf確保L，地域住民の理解を得るかについては十分に

検討する必要がある。

し、ずれにせよ 2棟では少ないため，各町 H車税度を保

存する必要がある。その維持管浬は町内会によってなさ

れることが重要であり，それらの町家をfAj遊券などによ

って毘J学してもらえるなどの工夫も 3 今後必望書になるも

のと考えら礼る。
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留 5-1 18今井染物援の外観

在~ 5-2 18今井建物獲の内部

長~ 5-3 18金;章楠肢の外観

6活動地域について

1)仲町まちづくり協議会の活畿地域

{中町;土， 上越地主主最大の盛り場 7あり，スナックや飲

食前が建ち並ぶいっぽう，一般住宅も多い。

2)南本町三丁目まちづくり協議会の活動地域

南本町三Tnlま3高防車Jてから歩いてお分ほどの商商務

であり j 古し、月産木通りの剤投みがよく残されている。

3)1l!T家再生製多機能拠点施設整備計密地域の本町6T呂

本町 8下目は駅潟辺の商応荏Jであり 3明治 44年(1911) 

戸ひっυ

iこ建築された雨;HH1Ii~など洋風の震史的主主巡物が多く残

されてし、るじ

以上のようにρiHI町家地e<.では中心郊の駅前通りや本

町通り (:3.-51目)のffllリぷは，すでに取り壊され1ftE;千二

もアーウ守ドに変谷しているため?その周辺地域におい

て燃史的な町並みを活かした町づくりが燥閉されている。

7各地の事例に学ぶ

1 )青森県黒石市

黙ののi'1'開f(土fVr1和 59背(1984)の東北工業大学による

阿佐指先を総て?高橋家ペゅ!f.-JI#i手家など江戸搬の町家を規

範に， i¥M..J <<) Ifi i幸えなど釦J京や小見世通りの保存整備が

地域iU¥'U尊じよってなされた。また近年間大学による

イ子細なIHTi並調資が:Ji施され，平成 17年 (2005)7月には，

Il1要伝統的建造物群保存地区に選定された。また同大に

よる修景業も徒者、されている文 J())。

イ中町i土，，~1'Í母そから歩いて 10 分ほどに位援する再現五百衝

であり，忽d車な開発から逃れた地域であったため?保存

整備が可能であったものと考えられる。

2)新潟柴糸魚川市

糸魚川の本町 3丁目加賀の井潜1室は平成3年の改築の

際， );占前に木造の雁木を再現し，この改築が発端となっ

て雑木が見直された。その後糸魚川市本町通りの f商j吉

街振興総合j は簡i5衝の活性化を目的に雁木通りの復活

を決定し1 平成5年(l凶3) にi重複省の高度化資金，新

潟県と糸魚川市の{商業環境改苦手施設整備費補助余など箇

県市の助成を受け，本町通りiIi'ii5itf共同施設設建事業

(r雁木J事業)として9 コンサノレタントにま十魁案策定を

依頼，本町通りに，新しい厳木通り(名称「ありがたや通

りJ)が整備されたれ，)。

「ありがたや通りJは!日来的木造の経木を復活させた

ものの， 部，主主物の2階部分をそのままに?一階部分

のみ新たに提供して拡幡した。その場合雁氷上部には2

階荷重を支える殺が架構され，雁木村:1土積雪に耐えられ

るよう i日来のものより太くなっている(区17-1)。

8問題点など

1)情報発信機能の強化

原史・景観まちづくり推進室などで蓄穣された情報の

内1 俗人情報を除いたものを wodとで公開してゆくこと

で，さらに多くの人が興味や関心をもってくれるものと

考えられる。

2)情報のウオリティ

歴史的建造物にか泊ミわる情報は1 受け手によって必望書

とされる情報が異なるものと考えられる。そのため受け

手を具体的に想定するなど，情報の質を検討する必要が

ある。

Z叩7年住総研f住まいまち学習」実践報告論文集8



函7イ糸魚)111こみる雑木通りの拡幅部分

3)登録文化財制度の活用

高田の町家は，いまだ登録文化財制度による文化財指定

の事例がない。 i日金津織16や!日今井染物震を早急に登録

寸る必要がある。登録文化財制度は，建物外畿については

規制を受けるものの，内部については改築が可能であるた

め，他の町家についても住民への説明と漣解が求められ

る。

4)市民間体相互の関係

市民団体の活動は，それぞれ工夫を凝らした内容とな

っているが，全体としての統十主にかける部分もあり，

今後 体的な活動が必要な場合も考えられる。いっぽう

自体が大きくなりすぎると，意見集約が難しくなる部分

もあり，その点につい C十分に検討する必要がある。

5)公募申jの長i'Jfと短所

|二越市創造行政研究所の市民研究員も公募制jであり，

jよく市民の主主見を部くという点において後れた施策であ

るが，いっぽう本来かかわるべき町家所右者などが公募

に参加しない場合，結果として意見が偏る可能性もある。

6)シンポジウムなどの方式

シンポジウムなどに参加すると，市や専問家の発表が

あり P 質疑応答というかたちで住民側の意先制司うとし¥

うパターンが多い。むしろ住民都lからの発表者があって

も良いのではないだろうか。今後そうした人材のコーデ

ィネートも必要になろう。互いに発表しあい，互いに怠

見を述べあう盗勢が必要と考えられる。

Sおわりに

上J越市高田の町家地[Lは，高齢化や街活衝の衰退を背

景に，町家や}樫木を活かした摘了づくりの活動が斗仁成 12

年以降始まったc 町づくり活動は南本町や仲町の町づく

り協議会，上越市の創造行政研究所や歴史・景観まちづ

くり推進室を中心に取り組まれているが‘し、ずれも単独

での活動が多く，隆史骨引面値の出lい町家が取り壊される

現状を十分に打開ぞきてし、ない。

これは③市・③歴史的mrmcに関心のある市民や専門

家・ C~町家の所有者それぞれが十分に懸史的惑造物など

に関する情報を共有する機会のないま主に個々の活動が

展開されているためであり?全体として軒IJ[の関係が見

え難いi7~ðL l ある。

たとえばCむと()!)の情報交換や協議は活発 fあり i越市

創造行政研究所市民研究員の活動もそれに談汚す。が?

心とゆ，必よゅの情報交換や協議は必 rしも十分でない

tのと考えられる。これりくi冷)ゆが情報を Jf，、わし?キミ軟

!，1%1IJI努係を構築してゆくことが今後君主要であ心c

さらに防i京Ililli守は，後継I'iの不f仁や終決l"J問題心、ど

多くの問題を抱えており，そうした点をト分考慮にいれ

と施策がなされる必要書がある。 歴史・景観主あづくり推

進軍の雑木君主備事業補耳jJ余i土，そうした点において住民

lこ行お協定ル作成してもらうため，住民の側iご守った施

策であり， It 11に(出する 1

く注>

J) 築身代判在日刊 4 月~ 14司3月，さらに平成 lSff4Jl'，，__

161十:1)1主で i越市郵li1lイr政研究所町民研究員¥-tとt1l世

8'，建造物の調売に参加〆 t~_" i甘や地 ji;E現体~. 0)直犠(Y!な関

係はなく rli伐としての線密である。
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スケートボーダーの活動韓間の特性に轄する研究

キーワード スケーー}、ポ)ド!都市努散がフンスペース7 居場所

1 研究の背景圃自的

子どもや若者を取り巻く潔境i丸持代の移り変わりと

共に著しく変化している。公共空間lこはあらかじめ想定

された使い方に限定するような空間が多く見られる。自

由に発想、できる持照的・空間的・社会的ゆとりが失われ，

腐業・経済的な効率重視の環境が形成されつつある。

本研究で取りとげるスケートボーダー(以下，スケー

タぃ) I立1 都市空間のなかでも主にストリートを遊び空

間や居場所としているが，通行人への危険性，公共怨間

の占有，公共物俄壊，騒音問題のため都市住民から阻害

されるような存在となっている。都市部では仲間と集ま

り活動できる日常的な場所が少なく，特にスケーターが

集まると上記のような問題が顕在化することが多い。

このような事態に対する自治体の取り組みにスケート

パークの建設がある。地域住民からの苦情により街中か

らスケーターをー摘する戦略として， 方で子どもの遊

び場，若者の居場所の必要性の高まりと 2 署名活動によ

る若者の積機的な運動などが建設の要rtlである。スケー

トボート、専用につくられたスケートパークは，都市空間

の魅力のす八てを再現できるものではないため1 スケー

トパーク建設がすべての問題を解決するとし、う短絡的な

ものではない。

スケートボードをする空間の整備を考える際には】ス

ケーターの活動自体が明らかになっていないため，活動

場所を言1爾するにも情報が乏しく 3 その地域やその場所

にあった空間整備のあり方が見えにくいのが現状である。

本研究では，スケートボードについてその行為の変化

とそれに伴う活動さ苫間の変化を把援し3 その特徴を明ら

かにする。そこからスケートボードを合めたオャプンス

ベースの複合的な利用法，スケートパーク整緩や新たな

活動空間の整備への知見を見出すことをE的とする。

2 研究方法

研究の缶約に沿って3 研究の方法を以下に示す。

まず対象地域の選定を行い，ヒアリング調査から対象

137-

ノJ'_-;石京右判

地域におけるスケーターの活動空間と行為の変化の特徴

を捉える。加えてs 現地誠査を行いスケーターの活動空

間の状況を把握した。それら江情報を合わせ』スケーゲ

ーの活動空間を段階~IJに分析しp 考察を行う。

3. 対象地域の選定

スケータいの行為や活動:z;g関の発展を捉えるためにス

ケーター人口が多いこと，また活動空間の多様性が見ら

れることなどから】対象地を東京都 23区とニ鷹市，武

蔵野市，調布市s 千葉県松戸市のスケーターの活動場所

とした。

4 識筆の方法

スケーターの行為の発展とE見守生までの活動空間の変遷，

活動空路の使い分けの状況から，スケーターの活動主主僚の

i段階性を把爆するためにヒアソング調査を行った。被験者数

は 31名で男性29名，女性2名である。

スケータ』の活動空間の現地調査は3 実際にスケート

スポットに訪れ，空馬特性，空間の使い方》周辺環境に

ついての状況を把握した。言間主主は，平成 18 些 10 月 ~12

月にかけて行った。

5 スケ 9ーの行為と活動笠網の変遷

ヒアリング調査によって得られたスケーターの活動空

腐の変化を分類した(表1)。

パターン 1~5 までの人数は，それぞれ 5名， 2名2

8名， 12名 3名となった。残りの一人については定期

的に活動しておらず}活動空間の変造はなかった。活動

空路の変化の特徴は，基本的にはスケーターの集まる場

所に到達する。集まる場所へ到透するまでの過穫の特徴

は，徐々に活動め範殴を広げていくもの(パターン 1)， 

活動の範期をあまり広げず空間に手を加え上達に対応す

るもの(パターン 2)，自宅や学校など生活の範幽から比

較的近い場所にスケ}タいが集まる場所があるためそこ

で活動する(パターン 3，4， 5)などがある。

判 千葉大学大学院自然ザ手研究科

環境計画学専攻環境デザイン学講康

地域富十菌学研究室
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者1 スケ-'>ーの発展過程の分類

ここここコ州'a<枇蜘

次にスケータ」ぴ)1j為の変化から活動空間を 3つめ段

階に分けた。

5-1 第 1段階の行為

まず家の前などの生活範凶での身近な空間では】はじ

めたばかりということもありスウートポw ドiこ乗りなれ

ることが行為の主になる。乗りなれてきたら，才一リー

(板と一緒にZE中に浮く技)の練習へと移る。これをス

ケートボードの発展段隊の第 1段階とする。

ヒアリング抜粋1
友達3人と学校の前で!チックタック l)，マニュアル引の練

習をしたの (31歳 A さん)

ヒアFング抜粋2
家の前では，とまった状態でのオ}リー練習がメインだった。
(24歳 M さん)

5-2 第2段階の行為

オーリーをはじめる時期からオーリーをある程度習得

した持期に次の場所へ移動する 1 もしくは，その場所iこ

手を加える行動が克られる。またオーリーのやり方がわ

からない免次にどのような技をやればいいか知りたい，

教えてもらいたいなどの理由で初期の活動場所から次の

場所へ移行してし、く。個人の滑る時間帯や行為の内容に

よっては】はじめた場所とその次の活動場所を使い分け

ている。

ヒア!Jyグ抜粋3

家の近くに開通してし、なし、道路があった。そこで1 乗ること
からはじめてオへーリーを覚えて?小さし、マニュアル台"を作っ
て霞いて遊んでいた。乗って降りるぐらいのことぐらいしかし
なかった。 (29歳 Yさん)

ピアリング抜粋4

今井交通公園でうまい人たちが滑っていることを知ったか
ら!そこれ子った。その時は?学校の剖iで友達と滑っていたけ
ど?やめていって自分だけしか滑っていなかった。それもあっ
て，スケーターが集まる公障に行った。
(3 1歳 Aさん)

その後，駅前・街中の広場・公閣内の広場，高架下，

ピノレの公開空地，駐車場などスケーターの集まる場所へ

移り j スケートボードでの技の練習をはじめている。平

面で板を回したり，その場所にある障害物あるいは障害

物を製作しそれを使ったりとストリートスケート特有の

行為が見られる。技を成功させるために反復練習し】成

功したらさらに難しい技に挑戦する。また 2 複数のスケ

}ターが集まることで互いに技を披露し合い3 技の成功

率などを競うセッションが生まれる。このような段隊を

第2段階とする。

場所の選択に関しては?スケーター偶人によって違う

が}自安からの近さ p その場所での練習内容，時隣帯な

どを考慮し，より条件の満たされた場所を選以傾向があ

る。その場所で(J;活動や仲間に慣れてくることで飽きて

くると j 刺激や出会いを求めて違う地域の日常約な活動

場所へ訪れる，またストリ v トでの挑戦へと発展する。

ヒアワング抜粋6
秋葉原では?とにかく図し技を練習してし、た。プロスケ}タ

}もいたし， f也にもスケーターがし、っぱし、いたから楽しかった。
教えてくれたからす うまくなれた。 (24歳 Tさん)

ヒアリング抜粋7
羽田のポンプ場沿いには，パンク 1 ミニランプ， しーノレ，ボ

ックスとか一通り全部そろっていたから，いろいろなことが練
習できた。人も集まったしす昼間しかダメだけど練習するには
丈句のなし場所だった。 (28歳 Tさん)

5 3 第3段階の行為

オ…リーができるようになり新たな技を反復練習する

ことでJ その場所のF草書物での技に慣れ，数多くの技を

体得する。それと問時にできるようになった技を違う条

件下のき否問で挑戦て一る。またp そのような自らの挑戦的

課題となる樟書物や地形のある場所を探すようになる。

このような段階を第3段階とする。

日常的な活動場所ではない場所での偶人の技術の範路

内で挑戦し技を成功させること p 新たな場所を探しそこ

ではじめて技を成功させること，よく使われる場所で新

たな技を成功させることがスケーターの価値観の っと

なっている。

ヒアリング抜粋8

休日に友達と 4，5人でストリ…トのスポットを転々とするの
行く場所は決まってないけど1 横浜が多し哨池。技ができなく
て， 4聞も伺じ場所へ行ったこともある。

(2 9歳 Yさん)

日 スケー事ーの活動空欄の特性

スケーターの活動空照と行為の変化から明らかになっ

たスケーターの段階牲をもとに，スケーターの活動空間

を段階見IJlこ分析する。

医沼南市議玉商

第 1段階の活動さ芝関i土j スケーターそれぞれを対象と

すると地域も対象地も膨大なものになるので】松戸市の

典礎的ft事例を分析した。

第 1段階の活動空間に必要な条件lえその行為の特徴

から平面の線装された路面3 さらに夜間に活動する場合

は明るさが必要である。~間の広さが十分でも，乗りな

れていないため転倒する可能性があるため東・人通りの

多い場所は対象とならない。自宅周辺に活動場所を求め

ることが多く】また，大人数で集まって活動することは

なく，周辺への影響も少ない。

費2 第 1段階の活動空間例
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写真 1 松戸運動公憲 写真2 国道6号績の書道

松戸運動公開(写真 1)では、運動公閣内の闘路の一部

を占有してスケーターが活動している。国道6号脇の歩

道(写真2)I土、歩行者は昼間も少なく、緩やかな坂道

があるため、スケートボードに乗りなれるには十分なス

ベースがある。

1第2段替の活動空間

第2段階のスケーターが集まる場所については?東京

都 23区とその郊外の 部を対象とした。空間部に分類

すると，公題 24笛所(都立公閤 11箇所)，釈前広場・

駅前ロータワーなど駅燭辺の空1119節目庁，高架下 3ft童月凡

駐車場 1笛所，公開空地や歩道ら筒所，合計 42綴所と

なっ止。1事2段階的行為の特教からな間iコ必要なものは，

場所の規模 3 路面と障害物の特徴》被存認十主が主要な条

件となる。

まず!活動空間の規模について分析する(表的。公隠

内の活動空間では最小が一間:田谷公麗の約 200nf程度 3 最

大が新宿中央公E罰内の約 2000nf以上の空間である。そ

の他の活動空間について、代田矯駅近くの甲州f王子道沿し、

σ)11;動2質問l土，約 150nfともっとも絞い活動空間である。

その他!その場所までのアクセスや，夜間lこ集まる場

合その鴻J1r(j)明石さも活動空間を成主させるj主要な要素

である。

表3 活動空間の菌積

次に寄~2 段階の話s動空間的条件である路面と締害物の

特徴について空間分析する(表 4)。広さに加えて5 その

場所の路面の状況やスケw トボードができる隣害物?地

形の有無が活動rE空間的立主要な要素となる。分数十ると?

その空間の是正存(/)1;章海物を活用する場所 (21"奇所)と自

作の障害物な設澄Lて対仏、している場所 (]2儀所)があ

褒4 活動窒隣の捧審物の有無による分類

、、、、、 既存の障害物のある場開野 自作の時書物を股置してい品場所 隊嘗物がなし、場所

皿開機認翠諾鰐霊
E大ンプ関代復渇蜜師々内盟問木谷多公浦公筒傷極的E広a酬言公実嶋m健m公限左公近邸四知鑓能谷町木公ポ公領小"'有岩T留下中公の昭央公公煩漏園.，よt姻野公一殴之新綿

代組織駅の学側街道沿い

禽駐鍍車縄下
門前仲町循禦下 痛n手覇字防戸橋賞駐a車R場"f 縦初寓雛下

公照歩宮遅足地 官みm中権野ピ司ルザ男治公ン機プ忠ラ密告lザ地い、池後積袋急宿fUピ必FルJ悶銀急み行ZかR 

障害物を設援している場所 12箆所のうち 9箇所が公

園で，許可を得ている場所と公園管王聖者から黙認されて

いる場所がある。多くの場合，その場所を日常的lこ使う

人がその障害物の管理を任され，鍵の縮錠や片付けなど

を行っている。そういった場所には，公のルーノレが存夜

~，その場月rrに訪れる人たちにそ江使い方について地元

のスケーターがj主意を促している。

関1 大森駅前広場 酪 2武蔵野公開

る。自作の隊書物を設i置した空間は，スケー小…がより 大森駅前広場(図1)には， 11:壌(写真3)，階段(竿

多様な技の練習するために工夫を加えている。既存の主主 真4) など統存の障害物が存者Eする。夜間明るく?人通

関に脊J生する障害物は，花壇の縁iiやノ、ンチがあるもの りも少なくなるためスケータャサ2集まる。

19箇所y 階段があるもの 10儀ii好!京滋グ)段売があるも 武蔵野公殴(関 2)には}スケーヶーが製作した際警

のzi毒所である。自作の障害物を5支援している場所行主， 物が常設されている(写真 5)。ボックス(写真剣!レ

花1賓の縁行に似せたボ yクスと呼ばれる ιぴ川、 11筒所j 一ノレ，パンク"， ミニランプ合f の障害物がある。障害物

干すりに似せたし ル;i;¥B笛}!fdニ設被されてし、tc..， の管玉里はスケーターに任されており，特に夜間iこは障害
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物に鍵が掛けられる。

その場所の被容認性について空前分析をする(表的。

分類するとその空間のもつ被容認件には1 周辺環境によ

るもの，活動空間の特徴によるもの3 場所の使い方によ

るものがあるQ 向じ公関空地内の活動空間でも時間帯に

よって空間を使い分けているなど，スケ』ーターはやりた

い行為と追い出されないことのパランスをとりながら】

その場所での活動が行われる。

表5活動空間在成立させる場所!その場摂での工夫

崩辺環壇 活動空間内部の特徴 場所の僅い方

オ適フ量ィのス多苗い道蕗
マンホル ピ花ル壇由の敷縁地右内を檀わない
2種類の路面 に入らない

開発ゅの倍 円 活動範翻がほぼ主たまっている
住宅がない 広い 活動する時鶴帯

歩歩行者の少ない道路
行者由少ない公閣内の草

麟
畠辺への盟書量酉 その場所をできる持続的に使
葺邑 孟勤富盟自主の控fi章の量 主主主

損の変輯存関避

第 2段階の活動;空間の条件について分析してきたが，

この段階の空間には問題もある。スケーターの活動祭間

にとって必要な条科が満たされることで，その場所にス

ケーターがi晶剰に集主り 1 そのさ望閣のもつ収容カを超え

てしまう。精黙のノレーノレや活動の待問帯に例外が続出G，

保たれていたハランスが壊れ，その場所でのスケートボ

ードが禁止になるところもあった。

|第3段階の活動空間11

第2段階で成功させた技をEりの祭陪で挑戦し，応用さ

せることが行為の主となるため障害物》地形lこ特徴が見

られる。第2段階の活動空間にある障害物と類似したも

のあれば，全く形の違う障害物や池形などs 都市空間に

存在するさまざまなものが対象となる(表6)。自作の障

害物など，スケートボード専用に作られたものは対象と

ならない。また活動空間の特徴として，狭い， 日常的に

活動するには遠い，周辺に住宅がある 3 人通りが多いた

め集まることができない2 長時間滞在できなし場所など

もスケーターにとって魅力的な障害物や地形があれば対

象となる。

畿6 緯審物・地形の種類

障害鞠・地郡白種類
|カーフ(縁石)レー岬段
階段と力一ブが緩み合わさったレツジ
嬢段の手すり
ギャッブ
パンヴ
ウオール
マニュアル台
アール状の傾斜
パブリツウアートなどのオブジェ

第2段階の活動空間との空間的濃いはs 空間の状況以外

にも，空間的な制約があるため技の難易度が上がることで

ある。第2段階の活動空間に最も多かった花壇などの縁石

が対象となる場合では， ，高さ80cm程のカーブ(写真 7)，角

度がつくもの(写真 8)，階段の脇に併i濁するもの(写真

9)などが対象になる。第 2段F皆の活動空間では権認でき

なかったものとして，階段に鮒泌する手寸り(写真10)， 

ギャッブとよばれる幅(写真11) ，ハンク(写真12)，ウ

オーノレと呼ばれる壁(写真13)，レンガの7 ニュアル台(写

真14) ，石でつくられた曲面(写真15) ，パブリックアー

トなどのオブジェ(写真16)までもスケートボードで活用

する。

第3段培の活動空間には，その場所にしかない空間的制

約が有名Eする。空間EYi制約には， ~章省物・段主をの高低差な

ど高さに領する制約，滑走在ii' ~]章害物などa;さに関する制

約1 障害物・地形助走・着地距離など長さに演する制約?

斜面・手すり・縁石の角度など角度に関する制約，路面-

F章審物の素材など滑らかさに関する制約があり， ，章書物や

地形それぞれその程度が違う。スウーターの視点から見れ

ば、その制約がその空間の魅力となる。上級者ほど事〈的

空間に対応できるようになる。

写真 7 80閣のカーブ 写真8 傾斜のあるカーブ

写真 9 レッジ 写真 10 手すり

写真 13 ウオール 茸宣 14 曲面

写真 15 マニュアル古 写真 16 オブジェ
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7 総合考察

スケーターの行為と活動空間の変化からスケーグーの

行為と活動安部の発展i段階を示~，各段階の空掲の特徴

を明らかにした。第 1段階の活動空間は，乗りなれる行

為が主となるため，障害物を必要としない。乗りなれる

ためには線装された平面の空間があればト分対応できる

ため，生活の範関内の空間が対象となる。第2段階にな

ると，才一リーをきっかけとしてさらなる上達を匡指~，

花壌やFLL段などの儲害物が必要となるため】活動夜間が

変化する。第2段階の活動空間iこは，場所の規模性，路

面， ，章害物の特徴，被容認性が特に必要であり，それを

満たす空間は池域のやc'限られる。スケーターは?その

ような日常的に練習できる活動空間に適した場所を発見

し?時iこ空間iこ手を加え工夫し，その場所を持続的に使

うために婿黙ノレーノレを生み出してし、る。第 3段階では?

スケーターは日常的な活動祭聞ではない空間で技を挑戦

する。その際，その祭品うの階建:物や地形などの空間特性

が重被され，空間的な制約がその空間の魅力となる。場

所を発見~，挑戦するj そして成功させることで技術が

向上し都市空間のなかで活動の対象となる空間を拡大

させてし、く。

提言

第 1段階の活動空間に濁しては1 その行為のヰ封設から

地域空間で十分対応できる。第3段階の活動空潟に関し

ては1 スケートボード専用iこ作られたものは対象となら

ないことや，空間の寄り約の下で技を成功させること}都

市のなかで適応できる空間を拡大させることがスケート

ボードの魅力の つであることを考えると?そのような

場所を計画することは難しい。

そこで都市部における第2段階の活動主主聞となるよう

な空間整備について言及する。スケーターは場所を発見

~，その場所に工夫を加え，ノV' ノレを生み出すという特

性をもち、主体的に都市空間を活用している。したがっ

て空間整備においてはタスケータ}の活動空間に最低限

必要な滑らかな路閣の整備が周辺環境への影響のない，

いくつかの場所でなされることでp スケーターはその場

所を発見し3 その場所に手を加えるようになるだろう。

そして空間の改変を容認することで?スケーターの手に

よってその場所の特徴がつくられ，活動場所相互に補完

的な関係が生まれると考えられる。スケーターにとって

は複数の機能がひとつの空間にあることも総力であるが，

過剰にスケーターが集まらないために行為別に分けるよ

うな機能の分化も必要となる。

言十衝のなかの偶然から生まれる都市空間のすき間が，

都市のなかに生きられる法場所を生み出す可能性を持っ

ている。そのような空間から都市空間の多様性や営みの

多様性が創出さtも都市の霊長かさに結びつくと考える。

-141-

く主主〉

1) チックタックとは?左右に身体と板を動かすことで前に進

む技。

2) マニュアノレとはr 前輪または後輪だけでパランスをとりな

がら進む技。

3) マニュアル台とは，高さ 10-.....20c m程度の台。

4) バンクとは?傾斜の急な坂道。

5) ミ二ランプとは!一つの曲面が向かし、合ったものe

く参考文献〉

1) 船田満 (1984)~子どもの遊び環境2

2) Ly出 h，K， (1980) r青少年のための都市環境3

3) 田中治彦 (2同 1)~子ども・若者の居場所の構想3

4) 佐藤正・中村攻 (1986) r子どもの遊びに供される地域夜間

に認する研究」造闘雑誌 49(5) 

5) ケン・ローズ (2002) :松戸市周辺におけるスケートボード

の，'J，目2苦闘に関する研究」

6) Owens， E. P (1997) Adolesc.ence and cul tural landscape 

Lmdscape and Urban Planning 39pp. 153-166 

7) Helen Woolley & Ralph Johns (2001) iSkatebc 町 ding

The Ci ty as a PlaygroU!叶」

2007年住総研門主まいまち学習J実践報告・論文集8





高齢者グループリビングの自立生活における

積極的な地域コミュニティの取り級み

学蓬III真水 1

グループリビングcoco湘南台の事例調査

キーワード 高齢者人口、人耳減少、健康な高齢者、一人暮らし高齢者、グループリピング、

自立生活、 COCO湘南台、おり~ぶ、地域の経済、地域コミュニティ

1 研究の背景と目的

日本の人口は2006年をピークとして減少し始めたが、

既に男性人口は2004年からマイナス成長率の 0.01%を

見せていた。 出生率も減少し続け、 2004年には1.288% 

、2005年には1.26%まで下がった。これは人口再生産に

必主主な2.08%を多く下回っている事である。このような

人口全体がマイナス成長率を見せる中、高齢者人口だけ

は年々伸び続けている。 2004年i立正5歳以上の高齢者人口

の成長率が過去最高の0.5%増加、存立年の埼玉県は去最高

の4.5%の成長率を見せ、また90歳以上の人口も初めて

100万を超える年になった。

表1-1高齢者人口及び割合(2006年9月15臼)
「一

区 分 t主人ロ ""桜.j，J;.)，ロ
防治鵬鎌比足ヱ ?醐叫

1 : 一 一口融計 ¥zm 2S4e "泣 :醐
9司 位E沼 1m ， .. "相

〈万人〉 女 総.. 1砲目 16~ ?回

t:.入都口におめ会る 1 7)~" I関 .0 20.7 11.2 ••• 
l加ー目 18，0 tn.1 1.2 

〈鴨〉 安 I前.. 2U 11.7 1l.s 

iH7dml ..， 7$.1 au 59.4 

2006年9月15訴の両齢者人口 (65歳以上)は総人口の

20.7% (男性人口の18.0%、女性人口の23.2%)となり、

5人に1人強を占めている。 2015年には総人口の4人に1人

を高齢者が占め寸ると推測されており、高齢化が急激に

進んでいることが明白である。

C方幻
00.ー

平鹿島

晴山一

個凋II~

"悶" "山"、年〉
図1-1高齢者人口の対前年増加数の推移

高齢者が増加すると共に要介談高齢者が増加していく

ことが予恕されているが、すぺての高齢者が要介護状態

になるわけではない。寝たきりや認知病、虚弱となり介

護や支援を必要とする高齢者は20的年には約270万人と

見込まれていたが、これは65歳以上の高齢者人川の約13

一143-

%に当たり、健康な生活を行っている高齢者は約87%で

ある事を示している。

つまり、総人口の中で高齢者が市める割合は年々大き

くなっている状況となるに伴い、健康な高齢者が増えて

いる状況が見られる。健康な高齢者に対しでも校会から

の支媛、様々なザ}ピスの整備が必要とされてし、るが、

実緊張のところ高齢者の参加に劉「る環境は整っていない

部分が多い。

本研究はこのような、社会環境のなか、高齢者が自ら

穣極的に自立生活、地域との共生、地域コミュニティを

取り組んで活気ある地域を自ら作り上げようとしている

事例として「グノいーブリピングcoco湖南台j をとりあげ

、そこから高齢社会における自立:と共生の可能性を考え

る。

2 研究方法

一人暮らしの、聖書介護ではない、健康な高齢者も、体

力的に弱くなっているので様々な危軽量がある。最近、一

人で暮らしている高齢者の7 ンションでの T孤独死j に

関する記事を持々耳にする事がある。 rグループリピン

グJは一人暮らしの高齢者や夫婦などが、気の合った仲

間と助け合いながら共!司生活をする暮らし方のことで、

fグルーブノ、ウスj とも呼ばれる。比較的に健康な潟齢

者が主体で必ずしも介護者が間居するとは限らない点、で

「グループホーム」とは夜間jされる。

「クループリビングωco湖南合JI土10人の高齢者がお

互いに助け合いながら地峡と共iこ暮らしている。

'" 一、令9

1 jll由 l'絡ゆ問、柑毎Jを酬三
叫劉γ訓 Lれるe

酬 S時間判 6毎日時

"。鴻湖J再開
".川の蜘開

@砲続鐸企司階

"叩も臨時伽
象，;..cの央鯵-.刀みo管事

B。③'t<liMmi循稽.端容
ω 繍拷創刊凱)>.;-閉め=
=駒山〈醐E 叩

" ともにするそめ事吟嘗響舟て甥P視さ
れるt営努)

" 削}問万世帯醐に醐蕊入
して同町討し

S 柏州噌湖、。

密2-1高齢者のいる世帯推移

* 1法政大学大空f:!l%工学研究科博士課程

2007年住総研f住ま，，まち学習J実践点皇官論文集8



本研究は fグループリピングCOCO湘南台j を中心とし

て「グループリピングCぽ0ありまJ • rグループリビン

グωCOたかくらj に入居する高齢者の自立した生活、及

び自ら穣掻的iこ行う地域コミュニティ活動が地域に広が

ることによって、高申告者の自なと共生の新しい可能性を

発見、大きくする事につながる事 Pある。

3 グループリビングcc吃o湖南台

グノレ同ブリピングCOC休日南台及びcocもありま、 ccご0た

かくらは刊PO法人 rcoco湘南」が運営している。 rωCO

湖南j の rCOCOJは fCO""Cご脚unlty、コミュニティで地

域と関わり、 CO=Cooperative、コーポラテイブで共存可し

て生活してゆく j の意味である。剖PO法人 rCOCO燃J'IjJ

は19鈎年4月11日COCO湖南台を開設し、 2003年にはCGごO

ありま、 2006にはCOCOたかくらを設立した。三住宅はい

ずれもグループリピング型式を採用し、 10人ずつ30人の

高齢者が助け合いながら暮らしている。

C日co潟南台は労性l名で女性91弘、平均年齢は81歳でコ

つのグノレーブリピングの中では最も高い(90代の女性が

2人)0 CCご臼ありまは男性が0名、女性が10名で平均年齢

は78歳である。 ωCOたかくらは男性が2名、女性が8名の

うち、 組の夫婦が入居している。平均年齢は71歳でご

っのグバーブワピングの中では最も平均年齢が若い。

コつのグループリビングには庭や畑があり、季節によ

って花を植え、野菜を作る:事で元気をfAす、保つことが

できる。 COCO湖南台、 COCOたかくらには践がCOCOありま

には畑があって、入居者のインタピユ守ーから分かったこ

とは、入居者は庭や熔で士を直接に接触することを大事

に考えていて、入居者は庭やJ田の仕事を自分の健康と生

活に役立っていると怒っている方が多いことである。庭

をきれいに寸る事で達成感や、野菜を作って皆で分けて

食べる事で節約や生きがし、を感じているようだ。

入活者の中には実際うつ病が治ったり、毎日のように

縫や畑にLHて体を言語き硬くなっていた体が良く動けるよ

うになうたとか、お花の絵を描く趣味ができたとか、多

くな影響を与える効果があることが分かった。

また、高齢者かが集まって住んでいるという偏見や先

入観に対し、きれいに保たれた庭が地域の崇観に貫徹す

ると共に、近所付き合いにも大事な役割を果たしている

と彼ら高齢者たちは考えている。例えば、庭仕事中に散

歩中。コ近燐住民から声をかけられ自然に話ができたこと

や庭に咲く花に興味を持った子どもと話をしたことがあ

るそうだ。

日常生活の中でも?生活を楽しもう・元気印j と言う

ことで、楽器を習し、たし、人が何人か集まって、楽器をi謹

び、練習する事例も見られ、例えば、先生をCOCO持!~荷台

iこ呼んでギタ}を習うグバープができた。一人のために

先生を呼ぶのはできないことであったが、間じことを考

えている人が集まってできたことであって、このグルー

プではCOCO湖南台のメンバーたけではなく、近隣の住民

も参加し、 COCO湖南台の食設で楽しい持簡を過ごしてい

る。

3-1 おり~ぶ

1999年4月、 ωω持111'有性?が藤沢市に設立されることを

きっかけに、 COCO湖南台の家事や食事;をサポートするた

めの「おり~ぶj が設立された。地域社会に役lLつ俄吉

方をしたいという考えをもとにして、 cc ごO持i~詰]台がある

藤沢市内の住民の中40代から60代までの女性が集まり、

「ワーカーズコ…ブ沌 1おり~ぷ(以下おり~ぶ)Jを立

ちとげた。当待「おり~ぶJI土掃除を担当しており、食

事を松当していたのは元々お弁当などの食事サービスを

していた「ワーカーズキューピック j であって、お主主は

お弁当の配達の型式であった。 しかし、 2003年ーになっ一て

構造

田監
日)CC湘南台

1999.04. 11 

・木造2'昔建て

ハリアフリ

f慎重罰
百一

cocoありま

・2003.07.0S

.木造2階建ピ

ノヘリアフリー

住者

((0，此かくら"醐

CCでot工方通くら

2006.04.01 

・木造2階建て

バリアフリ』

住宅住宅

面積 j 敷地 91311 (276坪)

建物 484. 2011 (146. 5坪)

個室 25.06日 (7.5坪)

:前面7
i"ぞ三j 品""忍

敷地 973. 141J (294.8坪)

建物 496.72日 (150.5坪)

倒京 25.06日 (7.51平)

構成 i全室鱈室洗面 トイレ ミニキッチン・クローゼット

1階 餓室主5・アトリコ・共河浴室・トイレ・ランドリー・エレへータ

2階 {冨室5・食堂・厨房 小浴室主・トイレ・テラス・ゲストバーム

敷地 627.65日 (190.2坪)

建物 497.4日(150.7坪)

個室 25. 06日 (7.5坪)

*CO(刀ありまの場合サロンが別棟、交流プラザ

赤し、ポストが設置されている

*COCuたかくらの場合庭ウッドデッキ仕様

生活 i 生涯型ゐ近隣の福祉医療機関とネットワークしながら地域で元気印に生きる
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fワーカーズキューピックj がなくなり、今は「おり~

主Jが「ワーヵースキューピック」のイ工事を引き受け、

サポ…トを続けてし、る。主に行うサポートは食事、掃除

、誕生日会やバーベキューパーティ・サ口ンコンサート

のイベント喰市首などがある。

fおり~ぶ」はαJC白井!r暫台のみたらず、 ωcotこかくら

のサポートや地域のホ…ムヘノレバーも行っている。 CCコ)

ありまのサボ、 トが抜けているのは、 COCGありまが神奈

川県藤沢市ではなく、神奈川県海者名市にあるからであ

る。

「おり~ぷ J I立会員制になっており、今現夜会員数は

藤沢市に住んでいる主婦で構成されている32名である。

「おり~ぶ」が行っているサポートは、Q)家事サポート

掃除・関い物・食事作り・衣替えの手伝い・草むしり

など、②お母さんのサポート 働くお母さん・子育て中

のお母さん・産的産後のお母さんなど、③高齢dコ)Jのサ

ポート 通院の付きそい・話し相手・お買い物ガイドな

ど、④ホームパーティなどのお平{去い 企画準犠・後か

たづけなどである。メンバーになる資格とは ι人と人と

の僚級を大切に丁寧に気持ちょいサポートができる人?

で、掃徐・料理・子ともと遊ぶのが得意なメンバ一、社

会に役v:ちたい.r章害者を却Jけたい・大家族が好き・ピ

アノ数約やマンドリン奏者・コーラス指導をやって 絡

に音楽を楽しみましようと言うメンパーもいて単純な仕

事にかかわらず、社会や地域のコミュニティについても

興味を持っていることが分かる。

'，-~-~ )-1 
刷、"' 鵠く.陸..，

ゆCfOU"1、“_，刷、 p
m出

禁
吋

何

u
h
v
i
q

努
砂山。“相"，，， .u

"-'"守山内町

議:島
市正§長

叩蜘守出

"小、
.，~_...... 

図3-1-1rおり~ぶj の会員募集

COCOi相荷台での「おり~ぷJI土1日2[0の食事サービ

ス、適3[凶(月水金)で共用部分及びそれらに付帯するス

ペースの掃除とCOCOi指南台のイベントの企画と準備であ

る。食材費として 人 1日1.OOOfllで計算し、昼が400円

、夜が削O河で、 1時間1.000円になり、掃除もいjじく 1

時間1.削0円となる。

地域の主婦で構成されている「おり~ぷ」の食事ザー

-145-

ピスは給食!I!!式ではなく、 CC正3i守日南台の勝房で作る手料

理であって、それぞれの君主鷹料理を味わう喜びを与え c

くれる。また「おり~ぶj はCOCO湘南台内にも遂行する

高齢化の中、外の新しい空気と情報をj寄って来る、大事

な存在でもある。 Cぼ:0湖南台から新しく生まれた物で、

地域経済への小さな援助である。

fおり~ぶj は安心とイ言葉翼の関係で統けられており、

高齢者と地域を繁ぐ役割を怪っている。

3-2サロンコンサート

地域コミコニティにおいて 番大きな存在であるのが

C日CO湖南台が行っているサロンコンサートと言う小さな

音楽会である。サロンコンサートl主主Zとクリスマスの 2

限定織的に行われている。コンサ h トには近隣住民は勿

論、遠方から来る人もいる。お父さんと来た小学校の女

の子や友達、他の方面設の高齢者など訪れる人は様々であ

る。 事前申し込み制を行っており、 501ろから60名ぐらい

が参加できる。

頃EEJ予約謹韓 d?をに).~~匝
一…一、吋仙‘肋」山、'，""，-".. 岨品
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作暢蝿

知山

踊-
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E 凶日噂

り時.…ωl同一…;
人k… ……E氏曜日."叩" で)

制…神宮

醐一一
神間以叩

関3-2-1サロンコンサートお知らせ

冬のクリスマスサロンコンサートには名物となってい

る緩かい紅茶と焼き芋が参加者全員に配られ、営業や歌

を聴きながら冬を満喫寸る。また、街の主婦やおじいさ

んたちで十時成されている地域ハンド「ヒ?なスタースj

は哀冬にハワイアン衣装と者殺でコンサートを盛り上げ

る。一緒に歌ったり、訪をしたりするコンサートはIEIこ

コミュニティそのものである。コンサ』 トが終る後はピ

ンゴゲームが行われる。知らなし、人との会話が進み、笑

いながら新しい地域コミュニティが生まれる。

ωCO榔荷台のサロンコンサートは2階にある食堂で行

われる。食堂は天井が高く、天窓が設置されており、人

が多く集まっても狭苦しく感じないし、行われる時間帯

が午後 1時から3時ということもあり、明るく暖かい雰

囲気を感じさせる。

ピンゴゲームは賞品も用窓され、食堂の外の廊下に並

べられて線香に選択できるようにした。廊下の抱をわざ

と広くして、賞品をi藍びながら会話を楽しんだり、お互

いに賞品を見せながら笑い合う場所に廊下が使われ、ま

た普段も居住者にも昔の長震のように立ち話ができるよ

2007年住総研「住まいまち学習」実践報告論文集8



うに使われていた。 ω∞湖南台と ccごOたかくらにおい

て 2 階の食堂はロンサ~J-ホーノレになり、いっぽう

cocoありまの場合は別棟にサロンがあるが、まだcoc口

湖南台のように活発な使われ方がされていなし、。

cocoありまでは地域交流会を開き、地元商品の宣

伝・住民のアジーマーケット参加・バザー・ピンコFゲー

ム・地域交流サロンなど住民参加の地域交流会を開く。

それに加え地域のハザーなどへも積極的に参加してい

る。

場砲

開…叫l叩 iω …罰附

蝋"_^_'_""-掛川}尽 "";i_'00 

告を

11141ll. -.::.，:.::. -

出品一点字問駕

劉 3-2-2地域参加と GOGO絡橋台の便り

coc口湖南台は「グループリピングJとして、他の地

域からの見学者が多い。見学者は COCOIfii'荷台の言葉内空

間や coco湖南台が行っている活動について説明を受け、

また cocoIti南台のイベントに参加することもある。住

宅周辺地域だけではなく、 f也の地域へもコミュニティを

広がる効果を出している。また、 Cこ0湘南台の便りを

作り、 coco湘橋台が行っていることや、 coco湘南台の

情報を紹介することも積他的に行っている。

3-3 地域の縞設を利用

coco湘南台は「グループリピング」、つまり健康な

高齢者の住まいであるが、要介護になっても生活ができ

るように地域の医療機腐と速擁しており、さらにターミ

ナノレケアも千子っている。

連携している医療機関というのは、日常生活における

緊急対応の場合は医療・保健・福祉機関とのネットワ}

クであり、要介護になった場合は介護保険・ネットワー

クしている病続・ホームドクター-訪跨看護や介護であ

る。入院の場合は施設からリハビリ、 ccごO湘南台に戻

ることやショートステイ、介護予紡センターや各施設の

146 

テイサービスの利用を準備している。

ターミナノレケアも地域のホームドクターや訪隙看護、

在宅J看護を利用しながら本人と総談してショートステイ

などを利用している。

多くの健康な高齢者向けの住宅の場合、要介護になっ

たら施設に移ることが多いが、多くの人は住み慣れた家

で最後を迎えたいという希謎を持っている。実際coco
湘南台では 2004年ターミナノレケアを受け入れながら 3

月亡くなった人がいる。地域の病院との連主持、訪問看護

師の夜宅看護サービスによってできたことである。

4. まとめ

coco持者F荷台は、 f自立と;共生j のキーワードのもと

で、自立した生活の中で地域共生することを目指してい

る。 coco湖南台の設立と共に「おりーぶ」を設立させ、

地元の労働力を利用、地元で作られる物で食事を作り、

地元と共に暮らし、地域の施設を利用しながら生活して

いる。サロンコンサート、また地威交流会のように、高

齢者自らが積極的なコミュニティを受け入れ、地域コミ

ュニティを支える。

大手企業が行う大規模なものではなく、小競模で地域

と密着しているからこそできる、可能性なことである。

小さなパワ】がよ告す小さな活動が地域を動く。

くj主>

1) ワ}カーズコープとはメンバー全員が出資し運営して

いく「働く人たちの協同組合」

く参考文献〉

1) 

2) 

3) 

4) 

高齢社会内喜平成 17年、 18年

宿線節子 10人 10色の紅のマーチ高齢者グノレープリピン

グ coco湖南台、 2003

NPO法人coco持眼寺研究会/coco榔宿運営委員会 f自立と

共生jのグノいーブリピングハリアフリー高齢者住宅暮ら

しの提案<C叫:0湘南台>から

NPu法人 coco榔帯地域に主主きて伎みなれた家(終わり

たいー住宅ターミナノレクアの記録
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3.住教育委員企からのコメント





3 住教宵委員会からのコメント

*各実践報告論文について住教育委員会で討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。

小学校一年生の生活科における「公閤遊びj の中で子ど

ものまちとの劉わりを高める取ザ組み

鈴木邦明 (pp.3-8)

公冨は完全な自然ではないが、自然の要素はあるので

小学校低学年の子どもたちにとっては自然環境に親しむ

導入として格好の材料であることを示してくれる事例で

ある。全53待問の授業のうち28待問を公闘で過こ守してい

るのは、まさに今の子どもたちに欠けている生活体験を

娘う患い切った方法で、たいへんな努力が背後にあるこ

とも推察される。 ドングリなど子どもたちが親しみもて

る材料から樹木の種類への関心、そして四季の変化への

鋭察力を養う、五感を通した自然体験の重姿性に答える

教育のプログラムの可能性を示している。アンケートの

内容が子どもたちから何を引き出したいか、あまり練ら

れていなし、点がやや残念である。

地域の病院に鴛自したエネルギーの総合学習 ~まちづ

くりの学習にエネルギーの視点を~

j酉弁書八郎 (pp.9-12)

病院の見学が医療の学習ではなく(関連するが)、医

療を支えるエネルギーの隠題に百を向けさせる点が新鮮。

言い換えればエネルギーの視点から病院をみる、または

病院の視点からエネルギーをみる、面白い切り口である。

ただし 1聞の見学で終わっているのが残念。見学に行く

までの事前準備または見学以降の定着のために、子ども

たちがさらに体験と知識の相互の交信によって関心を深

める工夫があるとなおすばらしいものになると思う。

福岡県・八女福島における小学校教宵としての町家修漣

体験の試み

加勝浩司 (pp.13-18) 

小学校 6年生の町家修理体験という、体験学習を過し

て日本の伝統的建築文化やそれに関わる職能を知るたい

へん興味深い実E主です。士号ま塗りの体験や建築士の授業

は生徒に好評であり、子どもたちにはたいへん意義ある

体験であることが生き生きと伝えられています。学校側

の意識と対比している点もたいへん興味深い。課題はこ

れまでも議論されていることですが、建築関係者だけの

患いだけではそう簡単でないことをも素直に物語ってい

て好感が持てます。学校との速撲のあり方に教員から縦
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続性やカリキュラムづくりの示唆を得ているのですから、

織単には諦めず、まとめに述べられているように事前に

時簡をかけながらも調整して学校との連携を悶指す建築

関係者の取り組みのさらなる展織を期待したい。

絵本を活用した住教育と国際理解教習の実銭報告 一小

学校における実践授業に廃する研究ー

加藤優子 (pp.19-24)

絵本で住教育という発想、も斬新だが、さらに外国の絵

本を教材にすることで閣際理解教育にも繋げる、という

アイデアが昔話おい。小学生は、伊jえ外隠の書物であって

も絵本を媒体とすると飛び込んでいきやすい。そうした

授業の受け手の特質を上手に生かして、「なりきり作業J

や f緊急事態発生ゲームj などによる授業が楽しく展掬

されている。絵本活用の可能性を広げる実践である。

場所の履歴を;舌かしたまちづくり学習の可能性について

一子どもの慾牲を過しての地域把握と地域計霞 a 報告一

泰忠広 (pp.25-30)

五感による情景情報により学習事前、事後の若君、知マッ

プと行動範閲マップによる分析、さらに郷土意識調査に

よる比較検討など興味深い研究といえる。

データーもよく分析されており、子どもが自分達の感

性で気づき、感じた事をt也統計図で表現し、地域への誇

りと自信を持つという学習倒的も共感できる。筆者の感

想、にもあるが、子ども達が得た情畏情報をさらに多様な

内容の地域計轡に繋げていく仕掛けの研究を大いに期待

していきたい。

建築士による子どものための「住まい・まちワ-'7シ設

ツプJ2年間の活動記録一神奈川県建築士会「子どもの

生活環境部会Jの取り絡みー

氷室敦子 (pp.31-34)

建築士が社会貢献という形で行った住教育支援の実

践報告である。小学校での授業、学設クラブや公共施設

でのワ】クショップ、さらに企業と連携した企画など、

広がりをみせる 15の事例を紹介。実行していくエネル

ギーに庄倒される。これらの実践を事実の概皇室の記録に

とどめず、 f吾動のねらし、から子どもの学留の成果をまと

めてあるとよかっただろう。それとともに、支援を受け
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る学校側もまた、住まい学習に対する痩念と方向性を明

らかにして取り組むことが求められるだろう。

建築士による小学校家庭科 F住まい学習Jへの綬業支援

F自分の夢の部獲をつくろうけー神奈)11県建築士会「子

どもの生活環境部会」の取り絡みー

関口佐代子 (pp.35-38)

子どもの興味・関心iこ添って組み立てられた授業で、

子どもたちが楽しんで取り組んだことが伝わってくる。

しかし、建築士が関わる授業としては物足りなさを感じ

る。家庭科の繋理整電車から f夢の部屋j としづ繋がりで

はあるが、子供の創造力の起爆剤となる授業を専門家が

担当すると、現実の枠だけに捉われない「夢の部屋」の

発想がもっと子供らしく伸び伸びと発揮されるのではな

いか。発表に際しての子どもi奇士のやりとりや建築士へ

の質問の内容などが記載されていると授業の流れがより

明確になったと思う。

「生きるカ」を育てる{主教育プログラム(その 2)ー板

争中心虫路大震災から 12年を経た被災地での新たな展開ー

丹下直i羊 (pp.39-44)

「牛乳パックj校舎模型による防災住教育プログラム

の実践報告である。学校と専門家の協働により，実践を

積み上げ，適切に評価・改善し，着実に定着している事

実と，そこへむけて誠実にたゆまぬ努力を続けてきた点

に好感が持てる。ただ，前但i報告においですでにかなり

の完成度を持っていたためか，特段の発展を感じること

ができなかった点がやや残念ではある。

環境教宵のあり方と課題についてw 八王子市の環境教賓

の取り組みを通じて

中)11和郎 (pp.45-50)

八王子市の環境教育への取り組みを学校現場と行政

の双方から検討し、環境教育の意識を「市民を脊てる教

育を線引という位援づけで論考している論文である。

環境教育実践の当事者ではないので、環境教育の質を高

めていくための方策としての「教員の授業力向上のため

の支援体制」や f学校教育と青少年向けの地域環境学習

の連携Jr地域における体験型活動の導入Jへの課題や見

直しに対する具体的な提案があれば論文としてさらに充

実したであろう。

地域安全マップから紡犯まちづくりへ板橋区及び松山

市の3地区6小学校での実践を通して四

樋野公宏 (pp.51-56)

l地域安全マップ」という現代的課題を取り上げ、実

践結果をまとめた興味深い報告である。多くの学校や公

民館等の社会教育でも取り組んでいるテーマであるが、
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危険箇所を発見し、マップにそれを記入するという発展

伎のないネガティブ・チェックのケースが多い中で、まち

のよさを発見するポジティブ・チェックの方向性をうか

がわせている点が共感をよぶ。「暮らしやすいまちづく

りj をベースにすえた発想をさらに展織されたい。

保存宗家の構法研究とその温熱環境識変 一保存民家、

自)11郷合掌づくり及び栃木競づくり

角本邦久 (pp.57-60)

民家の構法と温熱潔境誠交を大常での実習プログラ

ムとして実施した報告である。保存民家の構法を実測を

返して、その特徴を理解させ、さらに模型を活用して現

解を深めさせること、茅葺き態様の望:の紡箸効楽につい

て瓶度変化や気流などの測定を行い、経験の少ない学生

に溢熱環境への実感を持たせるなど、リアノレな体験をま

とめた論文である。学生の実省後のJ議怒について生の声

が磁り込まれていると、体験型学習の意義が見えてきた

論考になったでめろう。

総合的な学習の時間!こおけるまちづくり学習の実践に関

する基礎的研究

新聞瑠衣 (pp.61-64)

「住まい・まち学習j実践報告・論文集をレピューし

て述べているものでは既報(平井なか他 2006)がある

ので、巽なる筏点からの横断約レピューとして意味があ

るかが関われる。 一覧表の毛空間にオジジナリティがある

ので、その点は有意義な整理をされていると考えられる。

最後に、まちづくり学習の諜題にまとめている点も構成

としてよいが、課題はこれまで誇られている点と変わら

ない。というてもそれはこれまでの実践報告・論文の軌

跡ゆえ、当然といえば当然だが、通してみた時に何か新

しい発見があったならばたいへん意味あるものとなった

かと怠われる。

安全・安心を子ーマにした子どもまち探検企居留を通した

地域の防災意識向上への殺り組み一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

りよりー

岡霊童婿 (pp.65-68) 

横浜国大と地域商府街の商学交流事業のー速の和国

町 PJの活動で今凶は地域の防災意識i向上への子どもた

ちとまち探検から安全・安心マップを高架下の公湿の支

柱に描くという一挙両得的な地域環境改善の取り総みと

して興味深い。過去 4年間の大学、行政、封自滅との連携

事業がベースにあり、その上での安全・宣言心マップ作成

等の活動は説得力がある。ただし 4ベージに収めたため

か、子どもたちの生き生きとした姿や反応が見えないと

ころが残念でもある。
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まち創作と体験の場としての「だがねランドj

深津真理 (pp.69-74)

「本物感Jを追求しながら無駄な葉さのない幸運動的で

自由度の高い取り組みで、スタップにrt専土Jr町長Jr支

配人」などの愛称をつけ、子二rもが動き出す仕掛けづく

りへの工夫がよくなされている。ミニ・ミュンヘンに似

た催しだが、まだそこまで子どもの自治の活動や出来事

があるわけではなし、かと忌われる。しかし、 30日間もい

きなり fまち遊び」を荷催する大胆さには驚かされます

が、都市センター主催ゆえだろうか。インタビューやア

ンケート(票数は少ないが)で評価をおさえている点、も

よい。

子どもたちとのまちづくり体験と環境学欝を通した地域

交流 ーグリーンスウール 2006rこがねいエコ合ウン

きみも建築家になろう!J -

根岸博之 (pP.75-80) 

将来の建築家をめざす建築学科の学生が子どもと取

り組んだ実践を子どもの感性を素直に見抜き、逆に子ど

もを過して学ぶというすがすがしさを感じさせる。まさ

にD ショーンがいう f反省約実践者は行為しながら考え

るJ(ドナノレド・ショーン/佐藤学・秋田喜代美訳「専門

家の智恵一反省的実践者は行為しながら考えるJ)を実践

している論文であり、建築やまちづくりを学ぶ学生の教

育の場としての示唆を示している論考である。

グリーンスヴール 2006 子ども建築体験教室/君も建

築家になろう，-エコ世ウンづくり~一億まいづくり闘

まちづくりのコラボレーションー

山田清 (pp.81-86)

取り組み自体は， 速の「山田実践」水準でいくとア

ベレージか。今居出色なのは，いっそう磨きのかかった

ライブ感あふれる諮り口。「さいごにJでさらりと語られ

る「直感j と「論理Jに関わる議論が端的にして実にヘ

ヴィー。住まい・まち学習に関わる本質的な問題提起で

あり，今後，慎重かっ丁寧な議論が必要であると感じた。

映像制作ワ-'.7ショップが及ぼす景観学習の効果 一千

葉市のビデオス聖ジアムを事例としてー

柳j畢英経 (pp.87-90)

景観法の制定によりさまざまな取締みが各地で実践され

ているが、映像制作ワークショップという手法は景観学

習として興味深い手法である。中学生が制作した映像作

品とそのプロセスを通して景観学習の可能性を検討した

論文である。さらに思春期にある中学生に映像織作を過

してまちゃ社会への視野を再開かせる手法は多くの可能性

を示している。

14百一

FまちJを感じる・気づくワークショップ ー事罰小学校

における PTA活動「子どももおとなもまち探検」につ

いてー

岩崎糞理子 (pp.91-96)

子どもたちをまちにいざなう中で、大人(保護者、教

綿、児童館職員、大学生前c) もまた、他者と出会い、

手を繋ぎ、共に学んでいけることがわかる。まちへの愛

着を育むきっかけづくりの実践報告である。ただ、アン

ウートの結集だけで活動を評姻するのでなく、子どもた

ちの発表の内容についても詑述があると、どんな再発見

があったのか生き生きと伝わったのではないか。

学習際社会における学びと餓発一共有協働創造論による

まちづくりー

漬野和人 (pp.97-102)

学びの王理論を整理しながら自身も代表を務めた学生

有志による大学と地域の連携プロジェクトを学習理論か

ら位翠づけて創造的社会形成への方法論を提起している

意欲的な論文である。創造的まちづくりの 3Cスパイラ

ノレの提起は理論構築面で討議をしたいほど興味深い。た

だし、 4章の実践の部分のくだりで理論を検証するよう

な分析が見えず、説明不足であり、前半の理論とのつな

がりが見えない点が残念なところである。

兵摩擦下にみられる花と緑のまちづくり才、ットワーウと

参霞と協働への考察ー協働と参爾を進めるための，方策

とその実践

林まゆみ (pp.103-106)

まちづくりにおける協働と参画という重要な問題に

挑んだ意欲作である。地方自治体が設援者となり，人材

育成からネットワークづくりまでを周到な計在留の下，こ

れだけの規模でB差損された事例は他に類例がなく，注目

に緩する。豊かな取り組みであるだけに，そこからはさ

まざまな洞察が導き出されており，今後は，それらをま

ちづくり一般における協働と参爾をめぐるさまざまな難

慌の解決にどのように活かすことができるか等について，

さらに突っ込んだ議論のなされることを期待したい。

住民参加によるまち育て・まち学習 ー「るつぼ会Jに

よるまちづくりの実践ー

新井亨 (pp.107-110)

学生が主体となって地岐に打って出る取り組みであ

り，全体を通して感じられるすがすがしさが絶品のレポ

ートである。ただ，るつぼ会が多用な個人及び地域主体

で構成されることを自指しながら，来だ学生メンバーの

みで活動している点など，今後のさらなる発展，斬新な

工夫が期待される部分もある。記述から，1lITの人の声や

顔や動きが見えてこないのも，やや残念な気がした。

2007 i手住総研「住まいーまち学習」実践報告 e論文集8



お母さんの地域通貨会議「ハッピーワーウJ-子音ちとま

ち賓て

長凋素彦 (pp.111-116)

地域通貨というまちづくりの手段をまちの経済活性

化・商業活性化の視点でなく、子どもとおとなの育ち合

い、まち育ての視点からとらえようとしているところが

興味深い。しかし、当事者のお母さん方が地域通貨を通

してテーマの有効性を感じている様子が伝わってこない。

ハッピーワークの記述は一部あるが、こどものまち「ミ

ニさくらjやその他のイベントで地域通貨制度だからこ

そ、母親遼も巻き込んでどのように地域に変化が起きた

のかを明確にするためにも、客観的な分析が必要であろ

フ。

主審の摂ネットワーキングによる女性の人材育成ω 岐阜市

歯域における F気較に自分たちのまちについて話し、{中

隈の輸を広げよう会」の，舌動事例について

輯F井妙子 (pp.117-122)

本当の意味での住民参加のまちづくりをめざし、子育

てや介護など地域生活を実質的に支える女性が気軽に参

加できる学習の場をつくろう、という提案には説得力が

ある。しかし、報告されている活動内容はやや単調に感

じられる。女倣を含めて多世代が楽しく集うだけでなく、

地域の現状をしっかり克直すためには手だてが必要であ

ろう。また、筆者も述へているように、怒いをもつだけ

でなく自分から進んで行動するようになるには時間を婆

する。継続への努力を期待している。

住民の自主的支援による交流空照の持続可能性に践する

研究

回中珠里 (pp.123-128)

住民の自立的支援による交流空間のハード特性をおさえ、

空間の持続可能性として入りやすくて居やすい担問と無

理のない運営の実現にあるとしている。仮説の検証過縫

が明解であり、これからのコミュニティ空間のあり方へ

の提案につながっている好論文である。現在活発に展開

されている乳幼児子育て中の親子や高齢者を対象にした

交流空間"広場"をより充実させ広めていくためにも、

現代的課題に却した論文であった。

市民が育てる都市空間デザイン 一千葉市パラソルギャ

ラリーを事例にー

中司晴子 (pp.129-132)

公共空間である駅前プロムナードを市民アーテイス

トに隣放し、発表と交流の場をつくろう、としづ発想に

ひきつけられる。 f.tf路星空間活郊の試みとして興味深い。

しかし、 f賑わし、j と「彩り」の倉Jttlを目的としたプロム

ナードのパラソノレギャラリー化の実践評絡にあたっては、

「賑わし、jや f彩り Jの内容の考祭iこ深みがほしかった。

雪の城下町・越後高殴の雁木とi!IT家を活かした町づくり

菅原邦生 (pp.133-136)

行政がしかけた市民研究員として地域特性の色濃い

住環境、町立tみの考察に赴いている。雁木というセミプ

ライベート、セミパブロックな空間のあり方を通しての

町並み形成を自地域のみならず、他都市との比較による

客銭的評価に近づこうとしているが、考察にもう一歩深

J~が lましし、。

スケートボーダーの活動空間の特性に隠する研究

小石宗右 (pp.137-142)

若者の居場所づくりの視点及び人間 潔境系祁互援

透の関係、の視点からの清新な研究である。スケータ一行

為と 1活動空間の変化において、第 l~第 3段階を区分す

る仮説にもとづき、偶発性が自己的空間のパターンの発

生とその可能性を示唆している点がユニークである。イ

アン・ポーディング著『スケートボーディング、空間、

都市 身体と建築Jとか法意識を共有しており、今後の

さらなる展慌が期待される。

高齢者グループリビングの自立生活における積極的な地

域コミュニ子ィの取り経みω グループリピングcoco湖南

台の事例議資

泰蓮蝦 (pp.143-146)

高齢化社会における住まい方として、自 ftと共生の暮

らし方・{土み方のモデルとしてのグループリビングとそ

の地域での支え方の考察として重要な言葉提言にふれている。

住む、楽しむ、食べる、ターミナノレケア等のセット性を

小規模に地域に密養して進めている優れた典裂がなぜ成

立しているのか、その特殊解から一般解に燥機するため

の客観的、主体的条件の解明に及ぶと実践と潔論の境目

がと Ijる創造的考察に近づけるのではないか。
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4，発表監討論

一第8回「住まい開まち学習J実践報告・論文発表会記録





4 発表・ 5せ5講一第B翻 F住まい・まち学習j 実践報告・論文発表会記録

*発表内容は本文(本文掲載ベ}シ参照)と併せてご覧下さい。

第8図「住まい・まち学習J実践報告論文発表会

司自寺 2007年4月7臼

会場建築会館会議室(港区芝)

1 趣旨説司馬 小津紀美子(東京学芸大学)

2 発表

①絵本を活用した金教育と国書審理解教育の実銭報告 小学校における実銭鐙業に関する研究山

薬袋奈美子(福井大学)

~福凋県明八女福島における小学校教賓としての町家修理体験の試み

加藤浩笥(有明工業高等専門学校)

③安全・安心を宇一マにした子どもまち探検企画を還した地域の防災意識向上への取り絡み

一地域における子どものなじみ形成をめざした密立約まち学留プログラムづくりより

関商靖(犠浜国立大学大学院)

④場所の績歴をj苦かしたまちづくり学習の可能性について一子どもの感牲を通しての地域把擦と地域計溜ー報告一

秦忠広(九州大学)

⑤まち創作と体験の場としての「だがねランドj

深津莫寝(名古盤市立大学大学院)

⑤子どもたちとのまちづくり体験と環境学習を通した地域交流

ーグリーンスウール 2006rこがねいエコ聖ウン きみも建築家になろうけー

祖岸博之(法政大学)

(l住震の自主的支援による交流空調の持続可能性に療する研究

田中珠墜(千葉大学大学院)

⑧高齢者グループリビングの陛立生活における積t霊的な地域コミュニ子イの取り絡み

叩グループリビングcoco湘南台の事例議査

挙運服(法政大学大学稼)

3 全体討論

司会 木下奨(千葉大学教授)，奈須正裕(上智大学教授)

ファシリ宇一ショングラフィック 町毘万皇子(武蔵野大学非常勤講師)， 

堤祐子(i出台市教育局太白区中央市民セン合一主査兼社会主事)

4 まとめ 延藤安弘(愛知産業大学大学焼/NPOまちの縁側資くみ隊代表理事)

予告所属・職位iま発表会当締(発表者は論文提出当時)

.........・......・............四回........…....................................................................................“ 自ー随一........一山.........・，.ー......"
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く趣旨説明〉

小漂紀美子(東京学芸大学)

この f住まい・まち学官j 実践報告・論文発表会は、

19百3年?に住教育委員会研究会ができまして、この研究会

をずっと続けている中で、実践報告・論文発表会をして

はどうかということで始めたわけですが、今年で呂田自

を迎えることになりました。

今回は全部で 28報の応募があり、きょうは 8幸誌のご発

表をいただきますが、そのほかに、当初はあと 2つ、発

表を予定していました。実l立大学説生の方が 3月末iこ卒

業されて、新しい就磯先の鳥島{系で、お二人の方が発表で

きないということです。きょう発表できない方のタイト

ノレを申し上げますと、一つは、「映像制作ワークショッブ

が及ぼす景観学習の効果J(柳津英隆さん)。もう一つが、

fスケートボーダーの活動空間の特性に関する研究j

(小石主主右さん)です。この 2件の発表がとりやめにな

りましたので、まずそこをご紹介しておきたいと患いま

す。

さて、お手元の冊子の 46ページ以降に、第 1凶からの

発表論文のリストが載っています。第 1回から第 7@]ま

でを見てみると、最初は発表の区分けがたくさんあって、

学校教育での取り組みとか、プログラム・システムとか、

自治体での取り組み、あるいは市民教育・生涯学習、等々、

幾つものグノレープに分かれていました。それが 7自に近

づくにつれて、大きな 2つぐらいの区分けになっていき、

だんだん、学びというんでしょうか、こういう住まい・

まちづくり学需の広がりがボーダーレスになってきたと

いうことが、一つの特色としてあるのではなし、かと患い

ます。

きょうのプログラムを見ていただきますと、絵本、幼

児、あるいは小学校から高齢者まで、ずっと学びがつな

がっていく形になっています。ただ、今回ご発表いただ

きます論文は、やはり切り口がそれぞれおもしろいとい

いま寸か、そういう視点から往教育委員会のメンバーで、

全部、それぞれ論文を読んで、そして一度集まって、議

論を戦わせながら点数をつけていって、それで、この発

表をみんなで学んだらおもしろいんじゃないかというこ

とで、きょうご発表をいただく 8つの論文を選ばせてい

ただきました。

そういったいろんな切り口、多彩な切り口があります

ので、ぜひ楽しみにしていただきたいんですが、じゃあ、

個々それぞれ、どんなキーワードがあるかというのは、

発表を潤きながら、皆さんご自身で感じ取っていただけ

ればと思います。ご質問やご意見なども含めて、お手先

のポストイットにお書きになっていただし、て、発表が終

わりました後、休憩を挟んで、それをもとにディスカッ

ションをしたいと患います。

特に皆さんの限り組みもそうだと題、いますけれども、

やはりこういう震織というの

は、教え込まれる学びではな

く、協働的な学びをして、そ

して住まい・まちづくりに、

いかにコラボレーションのカ

を発探していくかというとこ

ろに、この「住まい・まち学

習J実践報告・論文発表会の

意義があると思います。きょ

うの夕方 5時くらいまで、おたがし、に学びあう関係づく

りをし、かつ、いろんなインスピレーションを発表から

得て、また来年につなげていただければと患います。

本日は、どうぞよろしくお願いいたします。
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f絵本を活用した住教育と臨襟瑳解教育の実践報告

一小学校における実践授業に関する研究ー」

薬袋奈美子(福井大学) (開 19-24)

離f主教育と国際理解教替の融合

国際理解教育がと専向の加藤優子先生と、まちづくり

などのコンサノレティングされている水 t稔子さん、そし

て私という、この 3人が出会いまして、子どもたちと

絡に、まちのことを、もっと深く考える、これを福井の

まちでできないだろうかと j患いました。

実は 3人ども、ほかの都市での生活経験があるんです

けjノど、「何で福井って、こんなにつまらないまちなんだ

ろうつ j というのが共通の感覚で、もっとこのまもをお

もしろくしたい、楽しくしたい。それには、大人を変え

るのはちょっと大変なので、まずは子どもから変えられ

なし、だろうか、と。身近な生活の中で、そういうふうな

気持ちがあって、このプロジェクトをスタートしました。

廠「多様性jr循環性j r青みj 共通する 3つの理念

住教育と国際環解教育はすごく似ていて、真純のとこ

ろは向じなんじゃないかと患います。教えたいこと、子

どもたちに伝えたいことは同じではないかということで

す。知識を身につけることも大事ですが、隠際理解教育

と住教育において最も重要なことは、それに対する f態

度」というか、単なる知識ではない、もう 歩深いとこ

ろを身につけさせなくてはいけないということです。多

様性を認識できて、徳環十生を王理解できて、そしてまちを

育て続ける、あるいは人との鑓係を青み続ける、そうい

う態度ですね。そういうものが、国際理解ということを

逮成するためにも、ある意味ではまちの環境をよくする

ためにも、必要なんじゃないかと思うわけです。

きょうは、荘一教育のことについてはご腐心の高い方が

大勢いらっしゃると患いますので、ここでは、間際理解

教脊の視点から、脊てたい子ども像といいますか、身に

つけさせたい能力といいますか、そういうことを整理し

てみたいと思います。人間理解、文化・自然を理解する、

コミュニケーション能力、広い視野を身につけさせる。

これが層際緩解教育の分野の中で言われている大事な点

です。これを見てみると、結局、我々が R指していると

ころと罰じなんじゃないかというふうに、常々思うわけ

です。

まず、関心・意欲をどうやって育てていったらいいか

とか、こういったことを学習させたいというのがある。

文化・自然理解ですと、伊jえば「土の家だから汚いj と

いう感覚があると患います。そういう考え方はどうなん

だろうかという疑問を、子どもたちに投げかけていく。

そういうことをしたいわけです。コミュニケ}ション能

力とか、広い視野を身につけさせたいc

153-

{主教育については、ここは、

もっとポリツンュアップして、

よいものにしていきたいと思

いますので、ぜひ、御意見を

いただければと，思うんですけ

れど、伊jえば fi婁いを知るj

というような大きな枠組みの

中で、空間の使い方とか都市

の基盤とか、いろんな違いを

知るということが、語ヨ際瑳解教脊も踏まえた上で、住教

育の大事な点、ではないかと忠、うのです。

例えば工法とか材料なんかを考えると、仰でその材料

を使って家を建てているのか、そういうふうに考えを深

めてしぺ。そういう揚が必要なんじゃなし、かと恕れ、ます。

例えば低学年なら、家のまわりの自然に蕃約するという

レベノレからスタートして、高学年であれば建材の流通の

ことまで考える。あるいは、現在でもその建材が使われ

ているのかどうかとか、いろいろ考える。そういったと

ころまでやると、学習も深まっていくし、子どもたちの

怨解度も深まる、そして考え方も広がっていくんじゃな

いかという気がしています。

盤 fニ場萄比較」と「セリフ入れj

今回は試しに、 10関分の授業のプログラムを考えてみ

ました。最初に「パーノミパパのいえさがしj という本を

題材に、 f二場街比較j及び「セリフ入れ」というのをや

ります。空間のしつらえを考えたりエネルギーのことを

考えたりといったことを 10時間分くらいやってみると、

ある一通りのことが身につくのじゃないでしょうかとい

う提案です。

長を初i乙 fパーパパパのいえさがし」という絵本を読ん

で、家についてのさまざまな場面が措かれていることを

整理し、感想を書いたりして二場面の比較をする。「パー

パパパのいえさがしJは、古い家をリノベーションして

いる様子と、新しい家を自分でつくってし、く様子と、そ

れから、与えられた家というのがよ臼てきます。与えられ

た家というのは、再開発をして建てられた部角いつまら

ない家です。そこに住まわされている様子と、自分で家

をつくり上げていって、そこに殺しそうに住んでいる様

子、そういうものが出てくるのです。

まず二場街比較で、「家ってf可なんだろうつ」と考えて

もらう c 特に、どんな材料が出てくるのかとか、あるい

は住んでいる人は、そういう中で纂らしていてどんな気

持ちなんだろうかというのを考えるということをやって

みて、さらにそニから、住まいを構成する材料の違いを

考えてみようという授業をやってみました。ここま切でが

最初の4回分の内容です。このプログラムは、本当は今

言った 1~4 の後、 5~10 と続くんですが、実は小学校
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では、 10時間の時間をいただくことができませんでした。

4時間だけいただきましたので、今のことに加えて、子

どもの生活の視点からということで、 f今の私たちの生

活は本当に{要事jなのつ」とか、そういったことを考えて

みました。

fノミーハパパのいえさがしJを読みながら、二:場苦言の

比較を Fることによって、その中で、人間理解を深める

とか、ロミュニケーション能力を高めるといったことが

育まれる。絵本のコピーをつくって、登場人物のセリフ

を入れてみるということをやったら、これはみんな、一

生懸命、ディスカッションしながら、チームの中で楽し

そうにやっていました。ただ、自分の主張はできても、

相手の意見を開くというのは、やっぱり苦手なのかなあ

と思ったりするような場面も見られました。

圏海外との比較から見えてくるもの

今度は、海外の家を克てみましようということで、シ

ートをつくって、そこから読み取れることを考えてみま

す。家の形態や、どうやって食事をしているのかなど、

そういったことをシートの中に書き込んで、あなたがこ

の家の子どもになったつもりで紹介してみなさいという

ことをやってみました。 f私の名前は00ですjのように、

空想でいろいろ考えて、想像をたくましくして、そこに

住んでいる気持ちになってやってみる。建材のことも含

めて、ここで、「私の家は、こういうものでできているの

だけど、住んでみると、とっても快適なのよ」とか、「近

くにあるから、私、これを使っているのよJとか、それ

を本人になったつもりで発表させるというようなことを

やってみました。

これを振り返ってみると、子どもたちから、こんな意

見が出てきました。「ここが楽しかった」とか、九、ろん

なことがわかりました」、「海外との差がわかりましたj

といったこと、あとは多様i注の懇識ですね。「きょう、家

について初めて気がついたことJ、f家って、いろいろあ

るんだねん特に福井にいると、あんまり、「いろいろあ

るんだね」という認識はしにくい環境なのですけれど、

そういうことが認識できたり、外国のことについて、き

ょう、授業でどんなことを考えましたかということにつ

いては、「新しい発見があったj とか「もっと諦べたしリ

というような感想が結構見られました。あるいは、 fまだ、

ほかにもあるんじゃないか」とか、そんな声もありまし

主こ。

纏発想の転換と新たな個憶の発見

さらにエネルギーのことについて授業をしてみました。

同じような場面を使って、「エネノレギーはイ可を使ってい

るのワ」とか、それを担当者ごとに発表させました。そ

の人たちが日本に来て地震が起きたらどうなると患いま

すか、というようなことで、自分の国と比較をさせてみ

る。海外からの留学生になって、 R本iこ来たという視点

で考えてみてもらったのです。そうすると、エネルギ一

面で安心して暮らせるのはどこの飽かというと、圧倒的

にそンゴノレとかベノレ}とかの方が、 fやっぱり安心よねj

ということになる。あるいは「告本は便利だと思ってい

たけど、災害なんかが起きるとあんまり安心できないと

いうのがわかったんこういうことに、子どもたちが気づ

くわけです。安全性とか新しい発見といったことで、伊j

えば「先進国は技術が発展しているけど、いざとなった

ら、どうなっちゃうのだろうつ」とか、 fちょっとおくれ

てそうな爾のほうが災害に遭っても安心だということに

気がついたj とか。ちょっと発想の転換があって、ただ

単に材料を見ていたときとは違う、相手の閣の倒{追を高

めるような、そういうものの見方ができるようになりま

した。

幽絵本音活用した実銭授業の効果

最初に言ったように、単に知識を持たせるだけではな

くて、やっぱり態度を変えさせたい。そのために必望書な

能力ということで、「魁際理解iの視点も含めて、「多様

性Jr徳潔性Jr育み」という、この4つの点を最初に挙

げました。今期、セリフをつけたり、二場面比較をやっ

たり、海外の室長につい vて考えるといったことをやらせて

みて、どれくらい能力が高まったかというのは、なかな

か判断が難しいので、ここでは、あえてそれは言いませ

ん。先ほどご紹介した中から、どういうふうに判断した

らいいか、ぜひ、アドバイスをいただければというふう

に思います。

こういう授業を過して身についた知識、態度というこ

とについて、我々が言える範凶は、多様性への隣心が高

まった。また、由自についての認識を高め、もっと議~，

てみたいという関心を高め、積極的に動く態度をつくっ

たという点では、うまくいったんじゃなし、かなあ、と。

そういう意味で、 f主教育としての達成度が少し高まった

のではないかというふうに思ってし、ます。

154-

媛業~過して身についた知識・態度
~まとめとして~

共感的混解を育むことを自t曽した

多様性の認識と詰己主まり

自関Lこついての湾総織

もっと調べてみたいという意識を喚起

令技指的先進牲を上位と考えるi沼館畿の転換

倒的なブロク，~務討を深める
現場の教員の使いやすい素材の結共

回 1 授業を過して身についた知識‘態度
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「空軍属際・八女福島における小学校教警としての町家修

理体験の試みJ

加藤，告題(有境工業高等専門学校) (伸 13-18)

盤八女福島の伝統的建造物を守る取り組み

「住まい・まち学習Jということで、初めて投稿させ

ていただきました。実はこの分野は素人でして、今回が

私にとっては、こういうことに関する研究のスタートラ

インになります。

今日は主に、私の家の事例をご総介します。福間燃の

八女福島では、小学生による町家修理体験が行われてい

ます。建築士さんのコーディネートによって、これまで

に計 3eJ行われてきました。今[盟、 1mを報告するかとい

うと、私の家を事例とした、町家修理体験の実施状況、

及び、それに参加した小学生の言平俗です。修理体験の後、

小学校の皆さんは、どんなことを感じているんだろうか

ということを調べてみましたので、その結果を報告させ

ていただきます。それらを踏まえて、小学校教育として、

こういうものは成り立っていくのだろうか、どうしてい

けばいいのだろうかというまとめをしたいのですが、そ

こは、ちょっと私もわからないところがあって、今回、

皆さんにお知恵をいただければと思っております。

まずは八女福島というところについて、簡単にご説明

させていただきます。この地区は墜史的な町並みがある

ところなんですけれど、福問市から大体 40キロぐらいの

距離に位置します。詩書東にお{主まいの方でも、もしかし

て八女茶で知っておられる方がいらっしゃったら、うれ

しいなあと思います。人口は大体4万人程度です。その

中心地である福島地区は、もともと城下町だったところ

です。それを基盤として、その後、商人や職人のまちと

して発展してきた経緯があります。現在では、中心地の

ごく一部が、東西に長い形で、伝統的建造物静保存地区

(伝建地区)になっていまして、町並み整備を進めてい

るところです。

麗住民の気づきからス舎一トしたまちづくり

まず第五再に、今までのまちづくりの経緯をまとめてみ

ました。大きく分けて、住民の動きと行政の動きとがあ

ります。ここの場合は住民の気づきによってまちづくり

がスタートしています。それに対応するような形で、行

政が体制jづくりをしながら、 2002年に伝建地区になった

というところです。

じゃあ、さらに、どんな登場人物がいるのかというこ

とでまとめてみました。主なところとしては、町内会の

会長さんたちで組織する、町並み協定運常委員会という

ものがありまして、そこと行政の担当セクションが協力

する形で進めています。また、それをサポートするよう

なものとして、 NPOの専門部会、建築士さんの集まり

に
O

F
h
u
 -

があります。今問の町家

修理体量生は、ここのNP

O法人が企幽・実施して

いるものです。

聞小学生による町家修王重

体験

これまでの経過として

は、針3回十 l[ij]という、

ちょっと中途半端な書き方をしています。町家としては

針3回実施されているのですが、そのほか、ポケットパ

ーク板塀のベンガラ塗りを、小学生がやったというケ}

スもあります。これを入れて計4開。それから、今回の

データには載せられなかったんですが、このほか2月に

も、 “つroJ家修理体験が行われています。

今回の事例について鎮単にご説明させていただきます。

rK家主震j というのは、明治初期につくられた建物で

す。21'き家になってから 3年程度が経過し、実は倒壊の

危機もあったというものです。それを、市民間体を通じ

て、何とか残そうという仕総みをつくりました。

現在は私の自宅、及び研究家のサテライトとして、学

生が作業場所や打ち合わせ場所に使っています。ただ、

これしだけではよくないなあと患っておりまして、何とか

地域の人lこも開いていこうと考えています。いろんな使

い方を模索中で、伊iえばカフェをやりたいという人にお

貸ししたこともありました。

豊富伝統約な家は格好患いか?

62名の参加者(うち 1名は体験を欠席)に対して、ア

ンケートで「どうでしたかっ Jというのを聞いています。

体験だけでなく、その前に事前学習が行われているんで

すが、それもセットで、「この授業はどうでしたかっ Jと

いう額き方をしています。

対象者の麟性として、イ主蔚の形式、町並みについて、

というのを挙げています。これは何をしたかというと、

住んでいる家が伝統的な家屋か非伝統か、また、町並み

について日ごろどう怠っていますかというのを分けよう

と怠って、そういう項目も加えています。どうしてこれ

を加えたかというと、「古い家はダサイ j、「使いづらし、J、

f格好悪し、」というのが、小学生が感じていることなん

だよというのを、地元で闘いたことがありましたので、

こういう項目を踏まえて調登を行し、ました。

ここからが結果になります。 62人中、伝統的な家に住

んでいる子は 5人でした。そのほか、戸建てに往んでい

る子が 41人。地方都市であり、とりわけ都市郊ではない

ので、比較的戸建てに住んでいる子が多い。そういう子

たちが、町並みについてどう感じているんだろうかとい

うのを開いてみました。事前に額いていたところによる
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と、伝統的な家Hr古い τヱダサイ j という話がありまし

たけれど、実際lニ調べてみ。と、今回に限うてはそうで

もなかったというのが見て取れます。図庁並みについて「格

好感いかlという聞き克合したのが、よかったのか懇か

ったの刀、は、ち上っとわ治、らないんですが、子どもたち

にわか ηやすし、表現を使"，たつもりです。少なくとも、

否定的な見解をとっごいる子どもは、そんなにいなかう

たとし、うことがわかりまし 7士。

国楽しかったこt盤塗り体験

このB是業について、どういうことを足感じましたかとい

うのも跨いてみました。今までは関心がなかったけれど

も、授業で関心を持ったというのが大体 66%。その内訳

を見てみると、今までも環心があって、授業でより強く、

そういう関心を持ったという子が 14人で、全体の 23%

でした。一方、伝統的な家に住んでいる子はどうかとい

うと、今までそんなに強い関心はなかったけれど、授業

をやってみたら結構おもしろいねという話で、 5分の 3

ぐらいが、そういう意見を寄ってくれました。

土星主主義り体験については、楽しかったよというのが

80%。その内訳を見てみると、やる前から結撲さ駐しみに

していた子が、やってみて、やっぱり楽しかったと答え

ているケースが多かったです。

じゃあ、何が楽しかったのかというのを開いてみたと

ころ、主在塗る行為が5車;♂しかったというのが最も多く、

また、福島らしさがわかったという回答も多数見られま

した。さらに、町並みにかかわるきっかけにな q ている

ような意見も幾っかありました(閲1)。例えば、自分た

ちの名古官が何十年も残るということ。これは、どういう

ことかというと、実は、士壁議りの最後に自分の名前を

慰iこ刻み込みます。この次に修織をするときに、またそ

れが見えるといいね、みたいなことをやっています。そ

のほかに、この家がずっと残ったらいいね、というよう

なことを感じている子もいるというのがわかりました。

覇住教育か、それとも地域貢献活動か

一方、小学校の先生はどういうことを感じているのか

というのをまとめてみました。今回の対象となった福島

小学校は、基本的に、町並みを生かした学習、釘町並みを

教材化することには前向きです。しかしながら、土援塗

り体験に隠しては、なかなか学習になりづらいというよ

うな意見が潤かれました。というのは、まず、土壁塗り

は毎年できないということ。また、建築士さんとの、ち

ゃんとした折衝というか誠整が難しいというようなこと

も言っていました。したがって、学習ではなくて地域貢

献みたいな形でできればいいですね、というようなこと

が、小学校の意見として挙げられました。

最後にまとめです(図 2)。特に小学校及び小学生に鴎

いたんですけれど、結論的には、ゃったらやったで、や

っぱりいろんなことを発見したり、 f可かに気づく子が多

かったというのが、アンケ}トからわかっています。一

方で、学校側の見解としては、なかなかこういう活動は

佼置づりにくいということを喜一っています。先ほど言っ

たように、教育としてやっていくというよりは、もう少

し地域貢献洛勤客りにしたいというのが、小学校の意見

としてあるわけで-，。

そこでやはり、先ほどの薬袋先生のお話を伺っていて

思ったんですが、もうちょっと考えさせる学官まにしてい

くために、小学校と建築士さんの間で、もっと認し合い

ができていけばいいのかなあ、と。単に事前学習主として

悶了並みについて勉強するだけで、 fはい、やってみまし

たj じゃなくて、もう少しその辺について認し合いがで

きていくといいのかなあというのを感じました。

私からの発表は以とです。どうもありがとうございま

した。

o "を"るという活動が蒸しかコた (20人〉

rニk援金金り""接貌 CI議機)J全体的に好愈的 f葬祭しかったi斡即物 (49人}

。(伝統約山〉家づ〈りに参籾~，きた(6人〉

"量分たちの手で伝貌約な家づ〈り， c根崎'fJJ1Uち稔専決3

r食料問、るみ刷、J

。{篠織ならではの〉紫盆獄体駿ffi'Cきた(.人〉

"皮どでを料、Z量約繍J

rハヌ?古代、il"~ ，?ω峨J

。 みんむで銚カして滋り飽む活動ができた(6人3

0 人の禦こ腐分の4高官官が嬢る他人〉

r ，~きた ËV'/)拐刈と J

。その偽何人〉

rこの附吋磁ったらいし引

rこの.，はλo気持るで到含必語れる， '.歩合も建設して"

図1 土壁主主りの感想

議突のまとめ

0'接加者〈ぺ問群生J による解~，アーノケ山ト綴蓋 3

i積書を魚体3

線後戸慾て"が 5怒線総なd，j あらず"傘!'.J;J.少 f~\ ，

山町沼えれ吋制少ない

【後覇権金修1

e子宮診 察務 モ号令占り乱とιイう 6で"
開持軍震に恥料開も I銅山へ (3/5)

宅入 予A

【注..切3

搬しかった/今後もやリたい〉多く 学管忽援 も

5霊安 倍鴛約で"しアラそティブ忽港総 'zをいじる/乏を撃を"

往8

。学技信号の見解 ιヒアリング鷹査)

制時桝i~1捕緒的だが

週 2 まとめ
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「安全・安心を子ーマにした子どもまち探検食il!iiを通し

た地繊の防災意識向上への取り組み一地域における子ど

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

くりよりー」

潤西靖(横浜国立大学大学続) (pp 65-68) 

翻 f和態障7いきいきブロジェウトj への「子ども参画」

近年、少子両齢化;こ伴って、子育てを地域の役割とし

てとらえるという意識が非常に高まっています。そこで

今回は、和田町プロジェクトが移行した組織、干日岡町タ

ウンマネシメント協議会の「地域と子どもプ口シェクト

チ}ム」が 2005年度に実施した、 f安全・安心」をキー

ワードとする取り総み(子どもまち探検企閥、公鎖的支

柱に絵を捲こう 1プロジェクト等)を通じて、地域の防

災意識がどのように向上したかということについて報告

させていただきます。

背景としては、まず最初に「和田町し、きいきプロジェ

クト」というものがありました。これは横浜国立大学と

大学の地元にある和田町商癌街との情jで交流を殴って、

地域活性化につなげるという呂的で、2001年度から 2004

年度まで実施された、 f目当」と「学」の交流事業です。初

年度に、和問illY商活措'I(乃実態調査を行った結果、子育て

世代と仕事をリタイアした高齢者世代というものが、地

域の情報に敏感な、詩型庖街荊Jf持者一のコアとして指檎でき

ました。

方、近隣3小学校の児童に実態調交をしたところ、

鶴居街やお庖を買い物目的以外に散策する子どもの姿が

浮き彫りになりました。このことから、商1占衝が子ども

を見守り育てていく役割を担う可能性を十分に秘めてい

るのではないかということが明らかになりました。また、

荷活街自身も、「和田町いきいきプロンェクト」を初めと

するさまざま取り総みを通じて、子どもを単なる消費者

としてとらえるのではなく、子どもに焦点を当てて地域

住民とのつながりの再認識することによ 0、pみ結街の活

性化、地域活性化のきっかけになるのではないかという

認識を持ち始めていました。

今説明した実態調資や高底衡の認識を踏まえて、 2003

年度に、和田町プロンェクトのーっとして、持者活街の中

に空き庖舗を活用した活動拠点が開設されました。これ

を契機として、子どもをキーマンとする地域のつながり

を広げ、再調f吾街と地域の活性化を促す取り組みとして、

「笈休み子ども企画一参加~~まち学資」というものが開

始されました。

そのような動きが進む中で、和田町プロジェクトが

2005年の春に、「和田町タウンマネジメント協議会」に

移行し、それまでの大学と商活性fに地元の町内会を加え

た、恒常的なまちづくり組織へ発股的に解消・移行され

ました。組織の移行後も引き続き子どもを視点とした活

157-

動を進めていく推進母体と

して、地元際T内会と大学が

中心となった「地域と子ど

もフ。ロジェクトチ ムj が

結成されたというわ付です。

それまで行っていた、「ま

ち探検企図j の趣旨を受け

継いで、地域の陪畿の解決

iこも資するような取り車且Jメ

として、活動を継続していま寸。

組「参加書記まち学習j として活動を総統

若干、関係がわかりづらいので、簡単に整醸してみま

したけれど、最初に「和岡町し、きいきプロジェクトj が

あって、その中で「子どもまち探検余画j というものを

やっていました。このプロジェクトが 2005年に fタウン

マネジメント協議会jへ発展約な解消・移行をされた中

で、その協議会の中にこのプロシェクトチームができて、

そのプロジェクトチームが引き続き、この f参加型まち

学習 jの活動を継続中ということです。

子ども際係のイベントの、これまでの衛単な経緯を術l

説明させていただきます。毎年度に「まち探検企箇」と

いうのをやっていて、初年度は、まちの f校史」をテー

マに取り上げました。 2年目がコミなどの「潔境問題i、

3年担はこれから発表させていただきます「安余・安心j

をテ~-7にし、昨年度は「福社J をテーマにした:&画を

実施したところです。

和田町というところは、キ目鉄線という私鉄の沿線にあ

ります。和田町駅から国道 16号線までの間が和田町商庖

衝となり、積浜国大の学生は、和田町駅を降りた後、商

J6柱?を抜けて、さらに山を滋えて大学に通っています。

近隣には 3つの小学校があり、アンケート等の調査を行

ったり、「子どもまち探検企画」については、これらの小

学校にどラを配布したりして参加を呼びかけています。

圃 f安全・安心」をキーワードにした取り組み

「まち学習j のテーマは、当初は大学担.IJが提案してい

ましたが、 2005年度l土地元町内会から、防犯・防災に関

してやっていこうという提案がありました。それをもと

に「安全 安心たんでい図になってまちパトローノレ!J 

と題して、夏休みに防災・防犯意識の向上をJiDる倒的で

企画を行し、ました。近憐 3小学校に広報を行って、参加

人数は若干少ないですけれど、小学生 9名、町内会関係

の大人 9名によって実施いたしました。

具体的には、まず「まちパトローノレ」ということで、

商庖衝を中心にしたエリアで、 fこども 110番あんしん

の家J、街頭消火器、井戸、防火水槽、公衆電話などの、

まちの防災・防犯資源が、どこにどれだけあるかという

2007年住韓研r{主まい。まち学習J実践報告論文集8



のを探し歩いたり、地域住民の方に、その関速の話を飼

いたりしました。その点検結果をもとに、「てんけん7 ツ

プj として地図にまとめるという作業を行っています。

猛暑のさなかでしたが、子どもたちと 絡に、まちの点

検をしました。 110番の家を探してお話を割いたり、あ

るいは災害時に使える井戸のあるお宅にインタヒ、ューを

行ったりしています。パトローノレ後、町内会館に戻って

これらを地図にまとめました。

掴まちパトロール及び防災マップ作成による波及効果

A O判の紙にまちの地図を描いて、デジカメで撮って

きた写真を、その場でプリントアウトして張りつけてい

きます。まちの妨災資源がどれだけあるのかということ

について、まとめてもらいました。子ども 2チーム、大

人 1チ}ムの計 3チームで地域を潤り、それぞれ地阪に

まとめています。

8月初日にまちの点検を行い、 23、24日に街庖街や

地域の夏祭りがあり、その場にこの点検マップを展示し

て、地域住民の方に広く局知を行いました。過去 2年に

まち探検企画に来てくれた子どもなども多数訪れてくれ

ました。

このイベントを通じて、防災・防犯の資源がまちの中

に偏在していることが明らかになりました。そこで部活

衡が、「あんしんの家Jの追加主主録を行ったり、独自のプ

レートをつくって1吉頭に表示したりする取り組みを実施

し、こういった取り組みを地域に広く宣言するためのイ

ベントを開催したりしました。また、街庖街の入口にゲ

ートには、イベントの前後lこ積断幕を掲げてくれるなど、

地域にアピーノレをしていただいています。 方、町内会

については、|あんしんの家lの登録促進を行い、新しく

18軒を新規登録しました。

翻「公閣の支柱に絵を滋こう zプロジヱウト」

和田町には横浜新進という自動車専用道路が走ってお

り、 部高架式になっています。この高架の下にある公

毘の、道路の高架の支柱には落書きなどが多く、また高

架下のために暗いということもあって、治安の面でいろ

いろ問題を抱えていました。

そのためB庁内会では、落書き防止を講じるために、そ

こに絵を描いてはどうかということを検討していました。

そこで地波と子どもプロシェクトチ}ムも共同メンハー

として、その企画に参画し、ほかのイベントと公濁に絵

を姑くプロジェクトを連動させて展開していきました。

その中で、先ほどの子どもたちがつくってくれた、まち

のマップを題材のーっとして、支柱に描きました。 L字

型の公屈で、支柱が二十数本ありますが、ゾーン分けを

して、それぞれ絵を惜いていきました。地域の住民の方々

にも手伝っていただいて、妨災マップを計4枚、支柱に

捕きました。防災マップのほかにも、手形の絵とか、ま

ちの見どころの絵なども惜いていただきました。

このプロシェクトの効果として、以下のようなことが

挙げられます。壁画に安全マップを描くというのは、比

較的ユニ}クな事例ではないかと考えています。常に住

民の摂 iこ触れる場所ですので、訪犯 妨災意識を高める

効果があると考えられます。また、墜額i制作には地域住

民が参画したことによって、その際に、その趣旨に賛潤

していただいて、新たに「あんしんの家JIこ、自分も登

録しようということを決めた{主役もいらっしゃいました。

壁幽についてのその後の対応としては、落差書きをされま

したが、今年の 1月に、地域住民の方々と迅速に対応し

て消しています。

調子どもからの情報発信と、複数イベントの相乗効巣

今回は、子どもから大人への、特に「安全・安心j を

テー?にした情報発備となったため、大人の受けとめ方

が、より真撃であったように居、われます。日調底衝の「あ

んしんの家」への加入促進の取り級みは、その実効性に

加えて、地域の安全・安心意識向上のアピーノレ効果も非

常に高し、と患われます。また、この一番のポイントとし

ては、複数のプロジェクトがいろいろ漆動したことで、

単発のイベントに比べて祁乗効果が高かったと考えてい

ます。

今後の課題としては、これをし、かに継続的lこ実践して

いくかということです。また、子どもたちに、それらの

活動にどのように主体的に参画していってもらうか検討

し、今後さらに工夫を行っていきたいと考えています。

隠 1 高架の支柱に搭かれた安全マップなど

oo 
ro 

l
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「場所の履涯を活かしたまちづくり学習の可能性につい

て一子どもの感性を通しての地域把握と地域計覇一報告

-J 

事基忠広(九州大学) (pp.25-30) 

陸地域の魅力を擦り、自ら情報発信をする

今呂、学習の罰的として、「地域の魅力を採るJr環境

を認知する新しいものさしを身iこつけるJr情報の発信ム

この 3つを挙げています。

昨今、個性あるまちづくりというようなことが叫ばれ

ていますけれど、よく、まちづくりワークショッブなど

に参加して感じることがあります。地域住民の方が、実

は地域の磁力に関して、忘れているんじゃないか、ある

いは気づいていないんじゃないのか。というのは、やは

り、ふだんの生活の中に穏没してしまって、なかなか見

出すことができなし、からじゃないのかなあということで、

地域の魅力を見出して、イ可かしら活用していこうという

手法を考えてやってきました。本来なら、地域住民の方

を対象にやるべきなんですけれど、なかなか、地域をま

わって見るのは難しくて、そこで今回11士、地域の将来を

担うであろう、子どもたちを対象に行いました。

対象地域は熊本市貢町です。熊本市の中心地から夜線

距離で 5キロぐらい、車で 10分ぐらいのところにある山

村地域です。作業は、大きく分けて 2つあります。現地

調査と、それをもとにした将来像の援案、つまり子ども

たちが、どういうふうなまちづくりをしていきたいかと

いうことです。

今回は、熊本市江西里小学校の 6年生、 80人を対象に

行っています。その 80人が、視覚、聴覚、喫覚、触覚、

味覚という 5つの感覚のグノレープに分かれて、対象地域

を歩いてまわって、それぞれの感覚、担当した感覚のフ

イノレターを過して、対象地域の魅力や、怒像としてイ可を

拾いたかといったものをマップに落としていく作業を進

めています。

箇 F感覚のフィル51-Jを過して対象地区を分析

1つ自の対象は、端巌寺です。瑞巌寺というのは、平

安時代に天台宗のお寺として建てられ、その後、腐れた

り、また再興したりというのを練り返しているようなお

寺です。庵室と本堂を臨んで庭E置があります。それらを

見て、子どもたちは、神社で遊んだときの楽しさなどを

患い撒くわけです。また、管理がされていないため、か

なり荒れているんですね。そこから、薄気味愁いという

ようなことを感じている。あとは、自然環境が撃をかなの

で、湧水の音や鳥の声などを感じていますロ

肥後国誌とか北部町史といった資料があって、子ども

たちは事前学習のときに、現地についてかなり数強して

います。ヒアリングでも地元のお年寄こりから、端巌寺の

-159-

ことはかなり潤いているはず

なんですね。それでも対象地

域に行ったときは、そういっ

た燦史的な背景というのはほ

とんど思い描いていない。事

前学営が問題だうたのか、対

象地域に出た開放感から、そ

ういったものが取っ払われて

忘れてしまったのかは、よく

わからないんですけれど、そこはちょっと問題だったと

感じています。

次に薬師堂ですけれど、ここの採殿の床に傷跡がいっ

ぱいあるんです。それを子どもたちが見つけて、お年寄

りに fこの傷跡は何ですか ?Jと隣いたところ、「おじい

ちゃんが小さいとき、雨の日に、みんなで集まって、こ

の拝殿でコマj司しをしたんだよ」というような話を聞い

て、そこから、そういったような、遊んでいる状況も思

い浮かべている。あるいは、拝殿の前に湧水があるわけ

ですが、昔の人が湧水を使って生活をしていたような状

況も思い浮かべているということです。

あともう一つ、周辺にドクダミが繁茂しています。多

分、ある程度管怒されているからドクダミが繁茂してい

るんだと思うんですけれど、子どもたちは、薬師堂とい

う名前から、普の人がドクダミを植えて、病気になった

ときに使っていたんだろうというような情景を思い浮か

べています。これって、子どもたちが、場所の文脈を読

み取って、空間をデザインしているということだと思い

ます。

艶子どもと大人の感覚の遠い

実は今回、 SD法というか、形容詞対のアンケ}トを

とっています。一番安定して評価がよかったのは、八反

田地区という場所です。両側lを台地に挟まれて、そこか

らがくんと落ちている、谷になっているところなんです

けれど、そこは安定して静価が高かった。あと、新幹線

工事現場というところでもアンケートをとっているんで

すが、そこでも、「楽ししリというのがかなり甫山、んです

ね。

こういうふうなアンケートは、実は地減住民のtiにも

一絡にとったんですけれど、その傾向を党てみると、年

をとるごとに、この「楽しし、」というような傾向が低く

なっている。よく考えたら、自分たちが子どものときに

は、小学校では木造校舎だったんですけれど、自年生ぐ

らいのときに建てかえの言語があって、それで「早く建て

かえないかなあ」とか、思ってたんですけれど、本業し

た後に建てかえられて、そのときには r(珂でこんなもっ

たいないことをするのかなあj と感じたのを、ちょっと

息い出しました。
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瞳子供たちによる再繋備計爾

調査結果をもとに、子どもたちで計画を立てました。

瑞磁寺公留というのは、本当に何もない寂しい場所にあ

るんですけれど、子どもたちの現状評価としては、公湿

の周辺が寂しい、 i盤具がない、まわりが自然でいっぱい

である、ということです。計闘の考え方として、だった

ら遊具をふやして、自然との調和を考えて、緑をふやせ

ばいいんじゃなし、かというようなことになりました。予

想される効果としては、子どもからお年寄りまで、みん

なで使える公閣になるということです。

整備イメージ殴によると、周辺部の四隅に1t壇をつく

り、中央にベンチを配鐙する。ベンチの周辺に遊具を置

き、さらに、そのまわりに極栽を植えます。計画予算と

しては、これが 160万ぐらいでできるということです。

もう一つは、西浦J11の魅力を向上させようということ

です。部il甫J11の現状というのは、 5月になるとホタノレが

飛んでいる。あとは、 J11に入って遊べるんですね。それ

から、まわりを墾かな自然に箇まれている。そこで計画

の考え方として、ホタノレの住みやすい環境っくりと、コ

イの般流を行うということにしました。

この 2つの提案は、参観自に発表しました。お父さん

やお母さん、それから地域住民の方も来られて、その前

で発表したんですけれど、「つくった後の管怨はと、うす

るんですかJrコイの放流はどうかと思う Jrょくできて

いるとは患うが、つくった後の運営が大事だと思います」

「お金はどこから持ってくるんですか」といった意見が

ありました。子どもたちとしては、今後考えますという

対応しかできなかったんですね。このことから、評価さ

れたことを、もう一回かみくだいて整輝台して、再検討・

再計留をして、再度、発表する機会を設ける必婆がある

のではなし、かと思いました。これは諜題です。

翻アンケート結果から見えてきたこと

最後に、この学習の後どうなったかということについ

てお話しします。まず、これは子どもたちを、市街化区

域と市街化調整区域とに分けているんですけれど、行動

範臨が広がった。特に市街化区域で、自然に演しての項

目が広がっているということです。これは自分たちの生

活とか世界が広がったことを意味しているんだろうと思

います。

次に、郷土意識調査ということでアンケートをとりま

した。まずは、子どもの作業前と作業後。それから、実

は市街化調整区域の方について、お父さん、お母さん、

おじいちゃん、おばあちゃんにもアンウートをとってい

ます。学習前は、膝史に関する寝自というのは、やっぱ

り、あんまり興味がないというか、あんまり評価してい

ないんですよね。その後、先ほどの端巌寺のときは、あ

んまり評依されなかったんですけれど、アンケート続査

では評fI請しているということで出ています。

大体、子どもたちって、地域の態史とかはあんまり知

らないんですよね。小学校 6年生というと、一般の毘本

史とかは勉強するんですけれど、そんなことを勉強する

よりも、地域の若宮史とか伝統とかを紘強した方がいいん

じゃなし、かということを、ちょっと思いました。

組地域をまD'ることから始めよう

最後lこ諜是重ですけれど、先ほどの事前学習の件や、も

う一度発表する機会を設ければよかったとか、学習のあ

り方や流れ、手法に協しては、問題があったかなあと患

っています。あとは地級住民の方々の協力ということで

すけれど、こういう作業というのは地域住廷の方々の協

力がないと、できないんですよね。そういう地域住民の

方々のネットワークをつくって、それをシステムに載せ

ていくということが必要なんだろうと患います。

時間的制約という点、では、今の小学生って、僕らの子

どものときよりも、かなり忙しいんですね。本当は秋口

にやりたかったんですけれど、小学校の授業や行事の関

係で、主主夏iこ調査せざるを得なかった。それから、最初

の授業は 7月7おにやったんですけれど、その後、 番

最後は 2月なんですよね。プランクが長いせいで、書官に

やっていたことが、みんな飛んじゃっている。そういっ

たことから、時間的制約というのを課題として挙げてい

ます。このほかにも、課題はいろいろあるとは思うんで

すけれど、実際にやったということが、多分、一番大切

なんじゃないかなあと思いました。

よく、日本のことを学んでから滋外に行きましようと

いうことを震われます。多分、自信のことを知った上で

海外に出たら、海外のこともよく見えるし、日本のこと

もよく見える、そういうふうなことだと思うんですけれ

ど、それと一緒で、地域のことを知らないというのは、

自分のことを知らない、ものさしが 1本足りない、とい

うようなことと同じだと t思うんです。そういう意味から

考えたら、今回ゃった作業は、子どもたちのためになっ

たんじゃないのかなあと、自己満足ながら患っています。
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fまち創作と体験の場としての「だがねランドJJ

深津真寝(名古農市立大学大学院) (pp.69-74) 

腿夏休みの子どもたちに fまちづくり」体験を

この企習の中で、私は町長という肩書きで楽しく参加

させていただきました。今回の実践は、とにかく長期で

あったという点が非常に大きな特徴だと思っています。

約 1カ月半の実践期間における成果をはかるために 3つ

の方法をとっていますので、今日は主にその結果につい

てお話ししたいと思います。

本企画は、まちづくりと、次世代を担う子どもたちと

の接点を重視し、以下のような観点から企闘しました。

まず、子どもたちの夏休みの期間中ずっと股燃すること。

そして子どもたち自ら参加機会のある体験視とすること。

最後に、遊びながらまちを身近に感じられる機会とする

こと。この 3つです。

まず、まちを模型ではなく中に入ることのできる実寸

大のものとして計額し、そこで体験的に活動できるよう

にしました。具体的には、展示と、体験型のワークショ

ップやイベントをあわせたようなものにしました。「だ

がねランド」というネ ミングは、名古屋弁の語尾で r~

だがねj というのがあるのですが、そこからとったもの

です。

財団法人名古屋都市センターのまちづくり広場とい

う200平米ぐらいある広い展示コ--tーを使ってまちを

常設し、一般公慌しました(密1)。当持、布、は名古屋市

立大学の学生だったのですが、名古屋市立大学の鈴本研

究室と名古屋都市センターが協働して企隠から実践する

形でやってきました。

幽事前に'Jリアすべき課題

巽なる学校の子どもたちが集まるので、その子どもた

ちが、ここで出会って、 Eのようにうまく協力して活動

ができるかという点が課題でした。また子どもの参加体

験を重税したかったのですが、やはり長期的であり、か

つ、制作するまちは展示物でもあったので、最低限の管

理のために大人が関わり、あくま Pも子どもが主体とし

て実践するというのも課題でした。 3点目として、実寸

のまちを子どもたちのカによってっくり、同時にーー定の

美しさを保つというのも課題でした。

睡「住民=子どもたちJによる Fまちづくり J

やはりまちなので、まずは役場をつくりました。この

役場は、すべての受付所となりますの 子どもたちは最初

に、ここで住民登録をします。こちらカ込ら提案した f街

活街Jというテーマに対して、子どもたちはグループに

なって、「どんなお}苫をつくろうかつ jというところから

話し合っていきました。

161-

ここで使っている f紙管j

という角形のフレームは、長

さやジョイントにも幾つかの

種類があって、それらを見且み

合わせることで、いろんな構

造物をつくることができます。

これはなかなかに強度があり、

かつ、組み立てやすくて、子

どもでも少し力を加えれば組み立てられます。また大き

なものも簡単につくれるということで、こういう紙管の

プレームを取り入れました。スケノレトン・イン・フィノレ

矯造などと言っていたのですけど、子どもたちも頑張っ

てつくってくれました。

大人は大体、役場に勤めるような形になっていました。

私は fまりベ町長Ji::呼ばれていたのですけれど、例え

ば f加藤博士j などというふうに、先生とか毅分とか、

いろんな扇著書きで呼んでもらいました。先生とか町長と

いっても、いわゆるよから教える立場の先生や町長なの

ではなく、あくまでまちの中で住民である子どもたちと

横の関係でつきあえる存夜として、とても効果的でした。

そのように役場やまちの材料燥などに大人が入り込んで

子どもたちと関わっていくというやり方は、非常によか

ったと思っています。

務「だがねランドJにおける経済活動

「だがねランれでは、「ダガネjという通貨を投入し

ました。子どもたちのグノレープにダガネを渡して、この

お金でお五百をつくってね、とし、うふうに言うと、各グル

ープは、そのお金の中から材料屋で震い物をします。子

どもたちはおダガネとか 50ダガネで、預i用紙やひもな

どを買って、それを使って自分たちのお底をつくるとい

うわけです。

子どもたちはダガネがとにかく大事で、節約したがる

んです。だから賢し、すぎるなど、高い重要い物はあまりし

ないんですよ。そうすると材料が節約できます。また材

料は最り売りなので、どこかの~Iがひとつの材料をひと

りじめにしないで、いろんな斑が必要な分だけ賀って持

って行くことができました。これらはとても効果的でし

た。

実は、陪屋というものも入れてみました。部屋という

のは現実社会と問機、お!苫で売るための商品を卸すとこ

ろです。ここで商品を質って、自分のお}苫に持って行っ

て、 20ダガネとかを上乗せして売ってもよいのです。そ

うすることで利益が出ます。結果、子どもたちはそうい

う仕組みを自然に学ぶことができたようです。

1日働くと、町長である私から、子どもたちはお給料

をもらえます。「きょうは商五百街をつくってくれました

ね、ありがとう Jということで、子どもに 1日300ダガ
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ネを支払っていました。子どもたちはこれがとても好き

で、とにかくお給料がもらえるというのは初めての体験

なので、非常に喜んでいました。

まち遊びという、お腐のごっこ遊びもやりました。レ

ジをつくったのは子どもたちの発想です。売上は、お肢

を 絡にしたみんなで分配します。部長最も立派に運営さ

れ、郵便局なども、子どもたちの発案でつくられていま

す。電車も、子どものアイデアで始まりました。工房も

あります。また「ダガネズミ j というキャラクターを投

入して、それがネズミの帽子になったりしています。 rダ

ガネズミJがもとになって「ダガネコ」というのも生ま

れたのですが、「ダガネコ」も子どもたちがっくり始めま

した。最後には、本当にいろいろ盛りだくさんになりま

した。

8月には夏祭りなどのイベントもしました。本物の野

菜を売ってみたり、「だがね学院jという盤もやってみま

した。夏休みの宿題を rだがね学続j でしてもらわうと

患ったのですが、これが全然うけなくて、子どもはここ

で勉強をする気は全くないんだなあと思い、塾を入れた

のは大人の考えだったと、ちょっと反省しました。

最終日の 9月3日は「さよならだがねランドj という

名の日で、まちを全部壊してしまいました。というのは、

やはり、朝日$センターのスペースの問題としても嬢さな

くてはいけないことだったのですが、自分でつくって自

分で壊すという体験もしてもらいたかったのです。これ

もまた、子どもたちにとってよい体験になったと窓、いま

す。

翻「作文・絵趨コンウールj とイン?lピュー

通常ワークショップなどをやったときには、意識調査

でアンケートをとることが多いですが、対象が小学校低

学年なのでちょっと難しし、かなど患い、イ可か別の方法で

子どもの意識を吸い上げることができなし、かと考えまし

たc そこで f作文・絵臨コンク}ノレ」というのをやって

みましたが、これがなかなか、うまくいったと患ってい

ます。

また、インタピュ、もやりました。こちらからマイク

を向けて、 lきょうは私が記者だよ。楽しかったことは何

ですかっ」などと ω 人一人に飼いていきます。 20人ぐら

いの子どもに時いて、じかに話してくれたのがインタピ

ュアーの私にとってとても印象に残っています。

ちなみに保護者とスタップに対してはアンケートを行

いました。例えば、小学校のどの教科に当たる学びが「だ

がねランドj にあったでしょうかという質問で当てはま

るものすべてに回答してもらったところ、すべてに丸が

ついたことが印象的でした。またその他の学びとして、

消費者の心を知るという意味で心理学など、生活科だけ

ではなく、あくまでその他という欄に丸をつけて、人~司
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カとか協働する刀などを書いてくれたのも印象的でした。

調 f交流Jr学留Jr審i作J-3つの観点からの評価

それから f交流Jと 1学習Jと 'A詩作j という 3つに

分けて企画の評価をしてもらいました。食画の言平舗は、

やはり学生と都市センタ一、つまり主催側の窃容は厳し

めで、保護者さんたちはやや緩めに答えてくださってい

ることがわかります。

子ども問j土の意見交換などが十分ではなかったという

点で f交流の要素」がややマイナスされるのではなし、か

という意見や、「学習の要素」では、実際には「学習jで

はなくてやはり「遊び」なのではなし、かという意見があ

りました。また「創作」の部分では、伊jえば再利用の材

料を使用するなどの工夫があってもよかったという意見

がありました。

「だがねランド」の実践の特徴は、 つのコミュニテ

ィとして物語性が強く出る企画だったと思います。 1カ

月半という時間の中、ジピ…ターの子どももたくさん現

オ1しました。

幽謀議とこれからの展照

諜是霊の 点詞としては、すごく長織でしたので、やは

り必要に応じて変化するまちにしなければならないと繍

感したことです。二点、自としては、子どもの年齢が予想

していたよりも低かったことです。幼稚機児や、一番下

は2歳の子どもまで参加してくれまして、 2歳の子ども

というと、本当にどうやってっきあったらいいのだろう

と考えるくらいの年齢だったので、そういった幅広い年

齢の子どもたちが来たときに、どのように対応していく

かというのが諜題です。三点目としては、課題というよ

りは次回以降も必要な意識という意味で、子どもたちを

支える大人が、子どもと真剣に向き合って遊びゃ学びに

直俊関わり、応答していくことが大事と考えています。

この企盟主は今年も続けて実践することになっています。

今年は去年よりもさらに広がりのある、少し違ったもの

になっていく予定です。どうもありがとうございました。

図 1 だがねうンドの様子
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f子どもたちとのまちづくり体験と環境学習を遜した地

域交流ーグリーンスクール 2006rこがねいエコ聖ウン

きみも建築家!こなろう!J -J 

根岸博之(法政大学) (pp.75-80) 

盤授業の枠を越えた FものづくりJの試み

グリ】ンスクーノレというのは、ものづくりを過して地

域とのコミコニティを形成していこうということを呂約

にした活動ですo 子どもも大人も、学生も先生も、単純

に楽しい待問を過ごしながら、ものづくりが出来たらい

いなあと患っています。法政大学OBの建築家の方が中

心になり、建築学科と都市環境デザインの学生が集まり

組織されています。大学の先生は誰も入っておらず、学

生有志の図体です。

2005年はごみとなったベットボトノレと、 J1 A (日本

建築家協会)のイベントで使い、廃材となったハニカム

ボードを利用して、エコハウスを法政の学祭でつくりま

した。ベットボトノレだけで建っているものや、ハニカム

ボ】 j、をパァ、ノレのように組み合わせて、レゴプロックみ

たいに穣みとげていったものがあります。これらはすべ

て学生が設計をし、試行錯誤しながらつくったものです。

去年の夏lこは、エコドームをつくりました。これは地

域の夏祭りにて制作しました。こちらも廃材となった木

材を利用しドームをつくりました。ジョイントにネシや

釘を 1本も使っていません。実は、コードなどをとめる

結束ハンドを使っていて、経費も非常に安く済んでいま

す。

隈ゲーム惑覚で「まちづくり」を体験

去年、ある都内の中学校において、総合的学習の時簡

を利用し亡、大学生による授業を展開しました。 mヶ穏

にある人間環境学部と工学部建築学科の学生により、総

合的学習の時間に環境問題とまちづくりをテー?に授業

をやりました。そのときの 1凶を、建築学科の学生が中

心となり企画しました。

子どもたちにも楽しくまちづくりの仕組みをわかっ

てもらおうと、ゲーム約要素を主主り込んだ fまちづくり

ゲームj とし、うものをつくり jとしたっ主むづくりをゲー

ム感覚で体験してもらうへそのおιしろさを味pっても

らいながら、まちづくりはどついうふうになされるのか、

そのプロセス ξ提案というものを、来しんでもらおうと

いうこと汚考えました。 i:1で、残念ながら時間の関係上、

中学校明ゃったときは、提案だけで終わっとし まいまし

たの主主築を学んで=いる人ならわかると思い主 1ーが、文字

だけの表現ではど yしでも収まりきらず、絵に描きたい、

それをさらに模裂にしたい、形にしたい、とし、う衝動に

駆られてしまいました。それをどこか Fできないだろう

かと思い、そこ P自分たちの大学がある小金井で、もう
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1回新しく 1から企簡を立ち上げ

て、子どもたちの提案を、実際に

みんなで模型にしながらまちをつ

くっていけたらいいのではなし、か

ということを考えました。

1照3待問の'I':4@i]を{i::爾しま

した。本当にハードスケジューノレ

で、ゲームをして、提案して、絵を描いて、模擬をつく

ろうという、本当なら 1週間ぐらし、かかってしまう念頭

合無理やり全4凶に詰め込みました。結構幅広い年代的

子どもたちが集まってきてくれました。最初は模裂をつ

くるということで、中学生と小学校高学年くらいを予想

していたのですが、意外にも低学年の子たちが多くて、

それはそれでいいのかなあというふうに患って始めてい

きました。

彊まちづくりのプロセスと異なる 4つの立場

さっき少し触れましたが、伊jえば 1つの建物ができる

ときに、どういうプロセスがあるのかということを、ゲ

ームを通じて環解しながら、その中で、都市というのは

物すごく部自いものだよというのを、子どもたちにわか

ってもらいたい、それが fまちづくりゲーム」のねらい

です。

初めに小金井の白地E設を用意して、これに色を塗って

もらいます。子どもたちは、もともと、小金井に住んで

いる子たちです。自分たちの家や学校、それから、お浩

や緑が多いところなどを塗っていくと、だんだん自分た

ちの住んでいるまちがわかってきて、ここは住宅が多い

ねとか、ここには実は緑が多かったねとか、そういうこ

とを短時間の中で理解することが出来るのです。

いよいよゲームに移りますが、これは 2人 1組で 4絡

にて行います。どうして 4紛で行うかというと、それぞ

れ4つの立場の人たちになりきってもらって、その主工場

からまちを見て提案してもらうためです。ここでは「経

済を考える人たちJr自然を考える人たちJrにぎわいを

考える人たちJi安心を考える人たちjの4つを挙げてい

ます。最初は「企業」とか f建築家Jとか f行数j とい

った言葉を並べたのですが、それだとなかなかイメージ

しにくく、 f企業というのは経済を 1番に考えてお金も

うけしかしないJというイメージを子どもに植えつける

のもどうかとか、 f行政って一体何をやっている人たち

なのワ Jという妓問も出たので、もうちょっとアバウト

な感じで、かっ、それぞれ4つのな壌が対立するように

役叡を決めていきました。

それぞれの役鶴に分かれる前に、まちにどんなものが

あったらいいのかというのを、子どもたちに考えてもら

いました。不満がたまっているのかどうかわかりません

が、叫べる場所が欲しいとか、新しい住宅の形など、こ
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ういうものを挙げてくれました。それをもとに、それぞ

れの立場になってもらいます。立場といっても、経済を

考えるというのはどういう人たちなのかわからない子も

いるので、かなり極端ではありますが、お金もうげをす

るとか、治iいビ/レを建てるとか、自然は嫌いという、そ

ういう具体的な特性を与えることによって、議論がしや

すくなるのではないかと考えました。

副議論を通して、おたがいの寝解を深めあう

子どもたちには、それぞれ提案カードというのを渡し

ます。つまり、一体どこに何をつくるのかというのを考

えてもらうためです。 f侭をつくる」だと簡単に出るアイ

ディアが出てきますが、ここに fどこにつくるかJとい

う要素を入れることが重要なことであり、商白くなるこ

とでもあります。例えば綬済を考える場合、お肢をつく

るといっても酪庖街につくるのか、住宅地につくるのか、

公閣につくるのかというので、全然違った形態になって

くるし、デザインも違ってきます。その辺も子どもたち

に考えてもらいながら、都市というのはそういういろん

な要素を含んでいるんだよ、ということを勉強してもら

いたかったのです。

4つの提案が出て、それを議論してもらうんですけれ

ど、その際経済のな場の人は経済の立場から意見を言っ

てもらって、自然を考えている人たちは自然を考える立

場から言ってもらいます。これはあくまで f立場Jとい

うことであって、そういうふうになりきってもらうこと

で、お互し、がどういう立場で都市を考えているのかとい

うのを、それぞれ勉強することができるからです。経済

を考える立場の人たちは、自分たちは経済の留から意見

をいいますが、自然を考えている人たちからは、自然の

面からの考え方で質問や意見をもらいます。そういうふ

うに色々な考え方を学びつつ、でも自分たちの立場とい

うものも重聖書なことであるということをお互いにわかり、

都市を考えていく上で持っている複雑なプロセスを、街

路ではありますが、理解してもらえるのかなあと思って

います。

ゲ}ム的要素の目玉として、 4つの提案の中でどれが

一番かを決めます。その決め方として、自分たちで投票

して決めるシステムをつくりました。自分以外の残りの

3つの中から、よかったと態うものに 1緊を入れるとい

う仕組みなので、幾ら自分の提案がよくても、自分自身

lこは投票できません。結局、勝つためには自分の作品を

アピーノレしなければいけないというシステムになってい

るので、かなり白熱した議論を展開させることが出来ま

す。

属「何をつくるかj と「どこにつくるか」

それを今度は提案にするわけでiすが、まずはトレぃシ

ングペーパーを実際に使いながら絵にしていきます。長

さを決めるために、ある 1人の子にそデノレになってもら

って、人体寸法をばかります。それを 10分の lにして、

実際のものとかどうなっているのかというのを考えても

らって、模型をつくり出します。これをつくっているの

は小学校低学年の子なんですけれど、みんな本当に器対

です。大学生がつくってもおかしくなし、ぐらいの、すご

く大きな模裂をつくった子もいますし、時間い1主で構成さ

れた酋沢立衛もびっく切といった感じの作品をつくった

子もいます(飽1)。あるいはツリーハウスをつくった子

もいたんですけれど、全部自分たちの縫案で、大学生は

模視をただ手伝っただけです。

それらを並べていって、都市をつくるわけですけれど

も、自分がつくったものをどこに置くかも考えてもらい

ました。 するとやっぱり、住後は住宅のまわりに室長まっ

てきたり、今言ったツリーハウスの子は、「僕は街の中な

んかにEまかないで郊外がいいJ と言って、まちの外の方

に置いてみたりという感じで、どこに置くことで自分の

模型が輝くのかというのも、ここで理解してもらえたの

ではないかと思っています。

瞳子どもたちとの交流から、やがて地域の活動の輸へ

この活動を通して、僕たちは大学生と子どもの聞で、

地域の活動の つの輪奇っくりました。今回はそこに大

学の研究室と保護者の大人たちが加わり、それを機に実

際にメディアにも取り上げていただきました。地域の人

たちにも、徐々にではあるんですけれど浅透していって、

親御さんからは、またやってくださいというような声も

出てきています。

ハードのものを建てるだけではなくて、実は関係をデ

ザインすることも建築ではないのかなあというふうに思

っています。関係の中で出てきたものを、実際の主主物と

して、実際に都市の中で仰が必要なのかというところに

結びつけられたらいいんじゃなし、かなあと思っています。
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「住民の自主的支援による交流笠間の持続可能性に隣す

る研究j

問中珠皇(千葉大学大学院) (仰 123-128)

陣地域社会における新たな交流空簡の必重要性

まずは研究背景と研究の構想、です。地域社会における

近隣関係の希薄化が言われ始めて久しいです。今後、交

流を求める人に儲かれた新たな交流空照を発見する必要

があるのではなし、かと私は考えました。そこでまず、近

隣社会における交流空燃の変遷を追ってみました。そう

すると、さまざまな摂潟、場所というものが存夜してい

ることがわかりました。しかし近代以降になると、空間

を然意する主体が自分たちから公約機関iこ移行していき

ますのそれに伴い、髪結床や駄菓子燥さん、銭湯といっ

た、付総空間として生まれ、存在している交流の場所が

次第になくなってきていることがわかります。

江戸の髪結床から、その特徴を見てみると、このよう

な場所というのは、目的を持って集まってくるところで

ありながら、その周辺に、多様な出来事が起きていまし

た。ここでは宿主という、場の主が存夜していて、利用

者を限定しない空間利用を図ることから多様な交流が発

生していたといえます。

間的がちになってしまう、こういった空間に対して、

このような場の主が存在して、利用者を限定しない、そ

うしづ髪結床型の交流空間lこ、今後、人に持著かれた交流

空間の可能性があるのではないかと私は考えました。し

かし現代においては、人に開かれた場というのは、つく

るのが難しく、持続可能もたやすくないのではないかと

考え、場の主がし、て、建物が存在し、こういった住民の

自発的なかかわりによってつくられる空間というものが、

人に開かれた交流空間の持続可能性を持つのではなし、か

ということを仮説とし、考察を進めます。

以 kのことから、事例の概要撃理をし、手1]1持実態と管

理運営の実態把擦により、交流空間の特徴と、その持続

可能性を示します。そこから、人に隣かれた新たな交流

~院の実現手法の提起をし、まとめとします。

麹 5つの事例ーその利用実態と特徴

本研究に却した事例を拾い上げるために、多岐にわた

る検索方法で確認できた以下の 5事例を調査対象としま

した。事例 10)養正公民館 fお茶の時間ですよj は、岐

阜県多治見市養疋地区に位置 Fる公立公民館で実施され

ています。運営者は仕掛け人の会で、利用者の「お気持

ち料」によって、お茶のおもてなしを行っているもので

す。閉ざされがちになる従来の公尽館に対して、館長の

協力を得て、地域機放している事例です。

次に、南流山自治会館の「地域開放JI土、千葉県流山

市雨流山地区に位置する自治会所有の自治会館で実施さ
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れています。運営者は自治会と

地阪ボランティアで、無料でお

茶とお菓子のおもてなしゃサー

クノレ・教家の場所提供を行い、

自分たちの自治会議営のための

場所を地域問放している事例で

す。

悶吾作村REE主主富は、香J11 j県高

松市下笠井地区に佼援する、自

宅敷地内の納屋を利用して実施されています。運鴬者iま

住民H夫妻で、自費により行われていま寸。無料でお茶

とお菓子のおもてなしゃ、多機な取り組みを行っており、

仲間の協力を得ながら地域部放をしている事例です。

とねりこの家は、京都府京都市上京区に位置する自宅

を澱放して実施されています。運営者は住民Mnさんを

中心とした、とねりこの家をつくる会で、寄付金や助成

金等を受けながら、多岐にわたる活動を行い、地域隣放

をしている事例です。

長後lこ、まらなか工房ですが、東京都北区十条地区に

{立置する百持活僚の空き活絡を活用して主主施されています。

迷営者ーは地域住民Kbさんを含めた主婦 3名でありまし

て、利用料をとって地成務放をしている事例です。

思多様な交流3g間の形成

手当用空間の鯖性、公私の途し、から、交流の内容に差異

が見られたので、事例 1、事例 3、事例 5の実態を通し

て交流22聞の特徴を示します。まず養lE公民館ですが、

立ち言語をする人や遊びの相談をする人、他愛のない会話;

で息抜きや福祉ケアをする人、 1人で過ごす人や話し中日

手を見つけて会話をする人、スタップと 1立ち話をする人

や主主碁・将棋に取り組む人など、多様な過ごし}jがなさ

れています。そのような中で、性別・趣味によって主主照

的棲み分けが発生しており、一つの夜間の中で直接的交

流を図らなくとも、にぎわいを共有することのできる揚

が生まれています。このような場所では、ボランティア

スタップのお手伝いや、緑化管療のお手伝いをするとい

ったこと、あるいは荊JI'持者間セは、顔見知りの関係が構

築されていたり、ということが起きていまれ

次に田吾作村肥民館では、京Jf持者同士の情報交換や物

のおすそ分け、多世代交流や息抜き、安らぎ等が行われ

ています。ここでは明確な空間的凄み分付は見られず、

運営者を中心にユニークな対話の展開がなされています。

利用者が自分の友人を自主的に連れてきたり、特技や趣

味を生かした生源学習活動等を行ったり、あるいは出会

った人向土で個人活動を広げていくなど、さまざまな交

友関係がつくられています。このような場所では、運営

者が居心地のよい空間をもたらしており、多様な出会い

が起きています。
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最後に、まちなか工房ですが、技の伝承機会、あるい

はパソコンを媒介にした多世代交流が行われ、また、他

愛もない会話をしに立ち寄り、安らいでいく人たちがい

ます。ここでは、しつらえによる窓閥的倭み分けという

のが発生しているんですけれど、運営者の方を中心に、

居合わせた者向士の出来事の共有を楽しんでいます。こ

こでは、もともと利用者だった人がスタップとして加入

したり、利用者向土の毅陸会が持たれるといったことが

起きています。

また、ちょうど尚庄街通りに面していて、たまたま教

室を克た人が次の開催をリクエ只トし、それに応えると

いったこともあり、運営者の親しみやすさと商業ベース

の活動というものが、気軽な出入りと多機な交流を生み

出していると思われます。

以上のことから、自主的支援による交流空間では、自

由な場が形成されていると同時に、秩序ある空照という

ものが実現されているといえます。また、つくられる人

間関係や交流の内容によって、交流空間には 3つのタイ

プが確認できました。さらに仮説提起した髪結床里誌の交

流空間において、 つの傾向が見えました。場の主であ

る運営者の方が設定する活動テーマが明確になってくる

と、利用者は限定される傾向が見えてきました。逆に低

くなっていくと、限定されないんですけれど、寄りつき

にくい状況が生まれていました。また、この活動の原動

力として、運営者の方の諜題意識というのが強く働いて

いて、特に私的空間を利用している場合は、この活動テ

ーマの具体性が必然的に高くなっています。よって、利

用者が限定される傾向があるんですけれど、まちなか工

房においては、気軽な出入りと多様な交流が発生してお

り、今後、人に僚かれた交流空間の可能性を持つといえ

ます。

遡運営者と利湾者、及び場の濁係性

次に、管理運営の実態です。運営者の方は独自の課題

意識から、それぞれ活動テーマを設定し、楽しみながら

運営をしている状況です。それらの運営者の活動に理

解 共鳴する人々による多様な支援によって、場は支え

られています。また、利用者からも多様な支援を受けて

いるわけですが、これは交流から発生した利用者ーの自主

的支援というふうに考えられ、運常者の負J恨の軽減や利

用者の主主きがい発見に結びついています。

以上の考察から、空間の属性でも公平ムの違いが見られ

たように、資金支援主体の属性においても公私の特徴が

免られました。まず、資金支援主体の属性が f公」の場

合は社会的繋任が発生し、運営者も、やらなければなら

ない活動が付加されやすく、責任を負える組織の確古が

重要です。 方、まちなか工房の方は、育てる意識のあ

る主体の支援です。それに伴い、非資金支援を行うこと

によって、運営者の人材蒋成の可能性を持っているとい

えます。

次に、資金支援主体;の属性が f私」の場合は、自己負

担の場合、または倒人から助成総織という段階がありま

す。運営者の自己負挫の場合は、自由な運営は可能なん

ですけれど、運営者が倒れた時点で空間は存在しなくな

る可能性が大きいといえます。偶人または助成組織の場

合は、それぞれ、その依値を認めた上での資金支援にな

っているので、運営者の負狽軽減のための仕総みの必要

性があると考えられます。

それらの支援主体の鵜性、その形態と利用の吉出度に

養目して、取り上げた 5事例を位置づけると、このよう

になるんですけれど、それぞれの支援主体は単独で見る

と課題がありますので、それぞれの特徴を考患した支援

形態というのが、今後、重要主であると考えます。まちな

か工房、とねりこの家においては、各主体の多様なかか

わりによる支援バランスのとれた運営がなされており、

持続可能な交流空間実現の可能性を持つものと考えられ

ます。

鋼人に喜善かれた新たな交流空砲の実現に向けて

やはり、人に機かれた新たな交流空間の実現のために

は、入りやすくて活やすい空間と、然理のない迷営方法

の実現が重望書です。そのためには、京jf若者に関かれた空

間形態の計箇・設計、活動内容に考慮した計轡、また管

理運営をする場合は多岐にわたる属性を持つ人たちがか

かわりを持つこと、資伎の所在を明確lこすること、近隣

への配慮と良好な関係を築くことが主主要であると考えま

す。

さらに、利用者は活動に対して告発的にかかわりを持

つこと、空間運営の主体者になるということが主重要です。

そのために、運営者側は利用者に役割を持たせるような

空間の使い方、活動内容の工夫の必惑があると考えます。

運営者と利用者、そして支援者、運営者を育てる新たな

主体、活動を理解する近隣社会によってつくられる、こ

のような空間を、今後の新たな交流空間モテツレとして援

起いたしますc

実際に社会lこ対して課題意識を持って1，[;一勧告プ行ってい

る運営者の方というのは、本丸に、今後、殺電な存在と

なるわけで寸けれど その治動そぴ〉ものが、主だまだ近

隣社会には認識されていない状況があります 今後、こ

のような明間と治効が、上り一樹、近隣社会に認識され

て、地域0)拠点として広まることを矯持してしソ、「。
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「高齢者グループリピングの自立生活における積極的な

地域コミュニ子ィの取り組みーグループリビング cooo
湘南台の事例議査 」

李道服(法政大学大学院) (pp.142-146) 

こんにちは。法政大学大学院工学研究科、李蓮販と申

します。

今から発表させていただきたいのは、グループジピン

グcoco湖南台の事例調査から見た、高齢者グノレープリピ

ングの自立生活における積極的な地域コミュニティの取

り組みです。この論文では、神奈川県篠沢市湘南台にあ

る、高齢者グノレープリピング coco湖南台を中心として、

高齢者が自ら穣僚的に行っている地域コミュニティの活

動を見ながら、高齢者が中心となっている地域コミュニ

ティの可能性を考えたいと想、いますの

掴ますます増加する「健康な高齢者j

まず、日本の高齢者人口について見てみたいと患いま

す。今、高齢者人口の割合は、 E本、イタヲア、ドイツ

の頗番で、日本の高齢者人口は総人口の 20%を超えて既

に超高齢社会となっています。 11士界からアジアを兇てい

ただくと、現在は日本、インド、韓国、シンガポーノレの

般になっていますが、 2050年になると、日本、韓国、シ

ンガポーノレの傾となり、日本は 35%を超え、韓隠も約

35%となり、日韓において急激に高齢化が進んでいるこ

とがよくわかります。

日本の人口は 2006年をピークとして減少し始め、出生

率も減少し続け、2004年には1.28%、2005年には1.26% 

まで下がりました。この数字は、人口再生産に必要な

2.08%を大きく下回っており、このように人口全体がマ

イナス成長を見せている中、高齢者人口だけが年々伸び

続けています。 2006"1三 9月 15日現在の高齢者人口は、

総人口の 20.7%。そのうち男性 18.0%、女性 23.2%と

なり、これは約百人に 1人が高齢者であることを示して

います。恒仁 20日午になると、 4人に 1人が高齢者にな

ると推泌されてし三法す。

2006年 12月 2111の朝日新開l亡、65歳以上の人口に対

して 15~64 般の人口の割台を見たず タが掲載されて

います。 1995'1ーには高齢者 1AI山対 Lて 11.5人、 2005

年iこは 3.3人、 206G年にIt1. :1人¥， ll~ 勺ています。

寿命も男性の場合、 20051;' 78. 5:1的研:2065年になると

83. 67歳に、女性の場合 2005年 85.49殺が 2055年にな

ると 90.34歳と長くなります。これは 75歳以上の後期高

齢者人口の増加につながります。

高齢者の 1人暮らし及び夫婦のみの世端的割合が、ここ

から大幅に高くなっていることがわかります。

総務省の 2005年の調査によると、 1人暮らしの高齢者

は 405万人で、 2000年に上ヒパて 102万人、約 33.5%ふえ

167-

ました。今や女性は5人に 1

人、男性は 10人に 1人の高齢

者が 1人暮らしをしています。

上、暮らしの高齢者がだんだ

ん多くなるということは、 1 

人暮らしのできる健康な高齢

者の都合が高くなっているこ

とを示しており、高齢者人口

の約 85%は要介護ではなく健康な高齢者と考えられま

寸。65歳以上の高齢者のうち約 85%の人が 1人暮らしの

できる鍵燦な状態にあるということで、ここでは、健康

な高齢者の暮らしに注目したいと思います。

園高齢者の「自立と共生j の場

この発表のテーマにあるグノレーブリピングは、よく耳

にするグノレープホ}ムとは異なり、健康な高齢者がおた

がいに助けあいながら生活する形態をいいます。グルー

プリビングがお本に芽生えたのは 1970年代からで、当時

は知り合いの人が何人かで集まって生活していたんです

けれど、現在のような、見知らぬ人が集まって生活する

形態が出てきたのは、 1990年代に入ってからです。ちな

みに、ここで取り上げている coco湘南台は、高齢者自ら

が設立した独主主タイプです。

1999年の coco湖南令を初め、 2003年には coco有潟、

2006年には coco高倉が建てられました。今現夜のデ}

タを見ると、 coco湘南台は男性 1名、女性9名、平均年

齢 81歳。 COCOありまは男性0名、女性 10名、平均年齢

78歳。 cα;0たかくらは男性 2名、女性8名、平均年齢

71歳です。入居は夫婦でも可能ですけれど、部屋は別々

です。

C仁川湖南台の運常は、 NPO法人 coco治南が行って

おり、地域との交流を大事にしながら、地域密着、小規

模多機能をめざしています。

灘地域コミュニ子イ「おり~ぶJの役割

coco湖南台における地域コミュニティのーっとして

「おり~ぷ」を綜介したいと思います。「おり~ぷ」は

1999年、coco湖南台の入主若者を家事から解放したいとい

う希禦と、地域のために何かをやりたいという気持ちか

ら、 coco榊荷台とー絡に設立されました。当特l立食事を

担当する「キューピック j と、指除やヘノレバーなどを拐

当する fおり~ぶJというふうに、仕事を分けていたん

ですけれど、 2003年からは「おり~ぶJ がすべてのこと

を担当するようになりました。

「おり~ぶj の会員は、藤沢市の主婦で縛成されてい

て、最初は 8人から始まって、現在の会員数は 32名にな

っています。 fおり~ぶ」は coco昨日荷台とともに成長し

てきました。高齢者だけでなく、働くお母さんたちのサ
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ポートも行っています。 fおり~ぶj の食事サーピスl立、

お弁当ではなく、利用者の希望によってつくられた献立

で、毎日かわる担当者の、それぞれの家庭の味を味わう

ことができるとともに、長い間つきあってきたことで、

入居者それぞれの、綴入個人のお口にあわせた食事を提

供することができます。例えば、できた料躍をお血に盛

りつけるときに、好き嫌いのある人について、イ可が嫌い

かなどをよく把搬しており、それは入れないようにした

りしています。費用はそんなに高くなく、 1時間当たり

し 000~1 ， 250円です。 fおりーぶj は仕事以上iこIJ'Iって

いる誰かをサポートできることでやりがい・生きがいを

感じながら活動を続けています。 rおりーぶjI立高齢者

住まいの rcoco湖南台j に新しい風を持って来てくれる

存在でもあります。

瞳近隣住民とのふれあい

coco湖南台は毎年2郎、夏と冬にサロンコンサートを

行っています。このサロンコンサートは、地域住民とふ

れあう大きなイベントです。事前申し込み制で、チラシ

には定員 50 名と書いてあるんですけれど、いつも 60~

70人が集まって、音楽と共に触れ合い、新しいコミュニ

ティが生まれています。コンサートはプロの方(かた)を

呼んで行う充実ぶりも免せています。

この写真はクリスマスコンサートの写真です。これは

プロのフルート奏者ととuアニストの演奏で、みんなにな

じみのある曲が演奏されることが多く、皆さん、リラッ

クスしながら、場の雰酒気に徐々になれていきます。ク

ラシックの演奏を穂いた後に、「ヒマナスターズJという

地元バンドの演奏がありました。これはクリスマスのこ

ろなんですが、ハワイアンの衣装と音楽で雰凶気を盛り

上げてくれました。「ヒマナスターズjの演奏が終わった

後、みんなでビンゴゲームをやりました。賞品は coco
湖南台の入居者が滞意したもので、みんな真剣に参加し

ています。

これは、 COCOありまの近隣地域の住民に呼びかけてい

る地域交流のチラシです。赤い丸のところがプログラム

で、ここを見ると、地元の産物等を販売していることも

あるし、ラテンミュ}ジックを撚ったり歌ったりするな

ど、いろいろ、多様なプログラムを準備していることが

わかります。

これは藤沢市が行っている福祉ハザーノレのチラシです

けれど、 coco湘南台では、自らが行う地域コミュニティ

だけではなく、こういう、地元のコミュニティにも積極

的に参加しています。

これは定期的に発行されている coωj相南台の便りで、

今ここにあるのは出0.12となっていますけれど、 COCO湘

南台が行っていることを積極的にみんなにお知らせして、

活動を広く知っていただこうとしています。

置園小規模で地域と密着しているからこそのパワ}

ccつ0湖南台は「自なと共生Jのキーワードをそット

iこ、自立した生活の中で地域と共生することをめざして

います。 C仁川湖南台の設立とともに fおり~ぶj を設立

させ、地元のマンパワーを科燃して、地元でつくられf

もので食事をつくり、地元とともに暮らし、地元の施設

を利用しながら生活をし亡います。サ口ンコンサートや

地域交流会のような、高齢者が自ら計劃したイベントで、

積極的にコミュニケーションをとりながら、地域コミュ

ニティを支える役割をしています。

大手企業が行う大規模なものも、いっぱいあると思う

んですけれど、小規模で地域と密着しているからこそ可

能となる、小さなパワーによる小さな活動が、地域を動

かしている事例だと患います。

ご?青総ありがとうございました。
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く余体討論〉

腫多織化する「まちづくり」への取り組みと、担い手の

ボーダーレス化

0木下(子葉大学) 盟主翼のノトj筆先生のあいさつにもあ

りましたように、全体として、だんだん区分けがなくな

って、多様になってきている感じがします。最初lこ奈須

先生から、その辺のことも含めてお話しいただければと

思います。

0奈須(上智大学) 今年応募のあった論文リストを見

ると、大学関係者が圧俄的に多く、こか報告をいただいた

のは、結果的にすへて大学関係の方々となりました。

以前はNPOの方、小中学校の教員の方、それから、

いい意味で肩書きのない市尽の万のご発表もあったんで

すけれど、今回はすべて大学の方々ということで、これ

はもしかしたら、大学とi生成、市廷の垣妓がなくなって

きているのではないか、と。大学関係者が市民と 体と

なって、あるし、は自ら打って出て、そういう動きを生み

出すということが、ほんの数年前は、まだ尖鋭性があっ

て珍しかったわけですが、もはや定着し、安定し、成熟

期を迎えたということなのかもしれません。

それ自体はうれしいことですけれど、他人的には、私

はもともと教育学部の入院で、今回、小学校の教自前が]

人もいなくて寂しいなあと感じています。それから行殺

の関係者も少なくなってきました。地域行政を担ってい

る方たちが、行政の枠を突破して、新しい符政と、地域

や研究との関係をつくろうとしているというのが、例年

か前は随分あったんですけれど。

これをどう見るかは、住総研の住教育委員会でも考え

るべきですし、この集まりは、単に我々がおぜん立てを

して皆さんが来てくださるというのではなく、一緒にこ

ういう動きを育てていこうという会だと思っていますの

で、こうやって協織してくださる紫さん方にも、今後iこ

向けてどういうアクションを起こすとし!いのか、しっか

りと考えていただきたいと思います。

翻 fまちづくり j における今後の f学j の役割はつ

今、 つのストーリ}というか解釈を申し上げました

けれど、きょうは、これをボジライブな方向に位置づけ

て、この後の討論の つの柱にしたいと '!A，、っています一。

というのは、つまり大学が、まらづくりどか、まち育て

のさ子びっくりというこシ lこ、うまくかかわることができ

るようになってきたというふうに、ポン jニィ Yに解釈し

たい。むしろ成熟期11こ入りかけているんどといフふうに

理解して、これに、皆さんにも乗っていただければと患

います。そのiで、じゃあ、次的スァーンlこ将行寸るた

めに、さらに発援するために、大学の関係者もしくは大

学という場はどうあるべきか。
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あるいは、特にきょうは若い大学院生や、大学を出て

社会の新たなステ}ジで活躍すべく羽ばたき始めた方が

たくさんいらっしゃるわけですけれど、そういう若い研

究者や、若い職業人として緩張っておられる方たちに、

どんなことを期待したらいいのか、どんなことができる

のかというようなことを、一つ、柱にできればなあ、と。

若い人たちからは、今後の鈎負のようなこともお聞きし

たいし、 方、諮先輩方からは、表者に向けてエーんを

送っていただきたいなあと d思っているわけです。もっと、

こんなふうに煩張ってほしいとか、いい 1菅味の羽七時激励。

ある磁の世代間交流というか、そういう場にもなればい

いなあと思っています。

闘行政主導のまちづくりから地域が中心のまちづくりへ

O木下 それでは、皆さんからのご質問を紹介しながら、

議論を進めていきたいと患います。

まず、全体への質問としては、学生が地域、子ども、

学校の「住まい・まち学溜j にどうかかわるか、また、

その役割や意味について。それから、ある函でそういう

のがふえてきたし、成熟期だという話があって、それが

次にどう展開していくか。

そんなところを少し議論しようという中で、関連する

質問を取り上げますと、著書さんの、子ども地域計幽jの御

発表iこ関して、赤松さんからの質問で「計画というと、

どうしても行革主計額など総織化されたものをイメージし

がちだが、倒人を主体として自らの取り組みと他者との

取り総みを複合し、結果として地域の活動主体が形成さ

れるといった、「他人計阪 主体Jという連続的結びつ

きまでに展開される可能性はあるのでしょうか」という

のがあります。

また、 f感性に着持したのは素晴らしい。感性をどう脊

てるかJ。子ども地域計i部というと、行政の計画をイメー

ジしがちですが、子どもたちのために「伎まい・まち学

習Jや地域づくりなどの主体をどうつくっていくかとい

うような話だと患います。

。秦(九州大学) 実は私、肩書きは九州大学となって

いるんですけれど、九州大学で学びながら、植木屋さん

というか造闘のコンサノレで働し、ているんですc こういう

i'!-I鐙というのを、実際に行政を相手に仕事でやっている

わけですが、今回ゃったのは小学校の先生との協議の中

で、こういうことをやったらおもしろいんじゃなし、かと

いうふうに冗談で言ったところ、向こうが話lこ乗ってき

てこうなったわけです。

今までは、 i府激的にまちを見て物を鐙いていくという

ことをやっていたと思うんですけれど、だんだん、そう

いうまちっくりから、これからは多分、地域の{則から吸

いとげて、それを積み主主ねてまちづくりを行っていく、

それを血の通ったものに、流れのあるものにしていくと
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いうことだと思うんです。

というのは、自分は造園をやっているから、遊園約な

考え方で誌やっている。造園というのは、生活にとって必

要不可欠というものではありません。しかし、ある程度

文明的に成熟した段階においては、そういう文化的なも

の、なくてもいいようなものが、まちづくりに必要にな

ってくるのではないかと患っています。

今回は小学生を対象に行いましたけれど、まちづくり

をどう考えていくかというのは、実際、自分もよくわか

らない。子どもたちが、どういうとらえ方をしたのかと

いうのも、把握できてはいないんですけれど、ゃったと

いう経験が重要だと思うんです。今回ゃった総合学留と

いうのは、それほど心に残らなし、かもしれないけれど、

将来、大人になって、多分、半分以上の子どもが、熊本

から都市部iこ出てし、く。そのときに、小学校でやった地

域計額の学習を思い出して、地域のよさを改めて感じて

もらえたら、と。もう一度帰うてきたときに、それがフ

ィードパックされて、よりよいまちづくりにつながって

いくことを期待して、今I湿の作業を行ってきました。

0赤松(まちづくり神自工爵) 地域の状況等を見ると、

やはり定着する可能性があるのかどうかという話との結

びつきが非常に大きいということを、改めて実感させら

れました。以前に比べると、地方にもかなり多くの大学

があるわけで、大学を卒業した後は都市部に行ってしま

う人が大半であるとしても、中学から大学までの 10年ぐ

らいの問、継続的にかかわってくれるということはあり

得るだろう、と。そうすると、その先の延長が見えてく

るということは来たして可能なのかどうか。また、結果

としてそこが新たな産業のインキュベ}ションの機能を

持つなど、そういうような形で地域に根づく可能性はあ

り得るのか。

さらに言うなら、都市部において特にこの傾向が強い

わけですが、どうしても特定の大学等の組織を前提に考

えてしまう。そこに立地している大学がパートナーにな

るだけであって、住民として暮らしていても他の地域の

大学に通っているような学生は、なかなかパートナーに

なりにくい。そういう現状もあるような気がして、継続

性及び燃かれた運営形態みたいなことが、どれくらい現

実的に可能なのかということが、言十箇の部分とあわせて

気になっているところです。

闘地域の交流空間における書世代交流のあるべき姿

0木下 今、継続性という言語が出てきましたが、少し違

った観点、から、持続可能性という質問があったので、ご

紹介させていただきますc

「まちなか工房について、空き唐織を利用して施設に

余り費用をかけないことが、持続可能な要問となるので

し主うか」、これを今の議論につなげると、空き五百舗活用

などに大学がかかわるというのが結構ありますよね。そ

ういう中で、住民の自主的支援、交流空間というものに

関して、大学がかかわっての展僚というのはなかったの

か。また、そういう交流夜間にや高生や大学生が入って

いく場合、いわゆる庶場所などの問題もありますよね。

多世代交流というのがありましたが、そういう中に、だ

んだんと若い人たちが溜っし、て何らかの形でかかわって

いくというようなことについては、いかがでしょうか。

O盟申(千葉大学) 私が取り上げた事例の中では、連

営主体として若い世代が入っていることはなかったんで

すけれど、そこに巻き込まれている人たちの中には、や

はり若い人とか、もっと言うと子どもたちもいました。

なぜ巻き込めるのかというのが、多分、大事になって

くると怠うんですけれど、私が見てきた事例の中では、

そこで主体的にかかわっている大人そのものが、すごく

楽しんでやっている。活動そのものに、すごく熱心に、

楽しみながら取り組んでいる。その大人の姿を兇て、子

どもも、「よし、僕もやってみよう Jという意識が働いて

いるという状況は纏かにあると患います。

やっている方自身も、子どもはおまけだというふうに

話していて、小さいときから、そういうのを見てきた子

どもというのは、成長して、中学生になっても高校生に

なっても、なにがしかの、心の中に残るものはあるみた

いです。そういうところから、完全に、べったりそこに

かかわれなし、かもしれないけれども、なにがしかの形で

かかわる、その余地を大人がつくってあげることが大事

なのかなあというふうに私は考えています。

0木下 ちなみに、冊中さん自身はいかがですか。

0沼中 今也、私l土観察者として入らせてもらったんで

すけれど、大学が位置していた地域のまちづくり活動に

は、学部のときに参加させていただきました。実際に住

んでし、る学生と、学校lこ通ってその近隣で活動している

学生とでは、やっぱり、まちづくりに対する意識とか関

心というのが全然違うというのをすご〈感じています。

私も実際、自分が住んでいるところでは、具体約lこ活動

はしていなくて、先ほどの話題で、 Iああ、機かにそうだ

ぎを体討論的様子

ハ
υ
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なあj というのをすごく感じました。

酪地域と学生のかかわり

0木下 深津さんは、過去にも{主総研の論文にコンスタ

ントに応募されるなど、学生時代からずっとかかわって

いただいていますが、今あったような、学生侍代にかか

わって展開するというあたりはどうでしょうか。

O深津(名古震市立大学) 私は名古患に住み、名古屋

の大学に通っていました。ですから、私がかかわってい

たのは、ほとんどが名古緩市内の活動です。ただ、より

狭い範囲で見れば、まさに自分が住んでいるところのま

ちづくりには、実はかかわっていないんです。そこに往

んではいても、また、情報として知つてはいても、具体

的にどういうものかまでは把擦できていないのが実態で、

なかなかコミュニケーションがとれずに、参加にまでは

至らない。つながりという点では、やはり大学の研究室

等の活動の方がコミットしやすくて、そちらの方でかか

わっていました。実i土、延藤先生の活動されている範顕

も、私の住んでいるところと同じエリアで、持々、お邪

魔してはいるんですけれど

0木下 延藤先生に捕まることはなかったんですか。

0深津 いえ、捕まってはいたんですけれど(笑)、ただ、

ちょこちょこと、という感じで、延藤先生の活動とか、

東区まち育ての会とか、ほかにもたくさんあるんですけ

れど、スタップになるところまでは、なかなか

例えば学会に行くと、閉じセッシヨンの中で、まさに

自分が住んでいる地域のことを研究されている方がいて、

でも自分は名古屋市内の別の活動をしているわけです。

その方と、地元のことで話が感りとがったりはするんで

すけれど、じゃあ、今度の会合に参加してほしい、みた

いな話までは行かないんですね。

0凋茜(横浜国立大学) 僕は学生ではありませんが、

横浜国大にいて、主にその周辺でやっています。自分の

住んでいるところでは、今は全く活動していません。と

いうのは、自分が住んでいる地域だと、やっぱり個人と

してかかわらざるを得ないわけです。大学という場のつ

ながりでやっている分にはいいけれど、住んでし、る場所

となると、どうしても偲人としてのかかわりになるので、

やっぱり、やりづらいのかなあというふうに思います。

O木下 「だがねランドJの場合、いろんな大学の学生

がスタッフとしてかかわっているようですが。

O深津 はい。公募ではないんですが、結構たくさんの

学生が、大学を越えてかかわっています。学生同士ある

いは友逮同士のつながりから、これだけのメンバーが集

まりました。理系の工学部とか、心理学とか、生活科学

部みたいなところとか、あとは保育を勉強している子と

か、少しは関連しているんですけれど、建築以タの分野

の学生もたくさんいます。そういう、いろんな学生が興

-171 

味を持ってかかわってくれました。

盤研究機関の一員としての大学生と、地域住民の一人と

しての大学生

O奈須今ので言うと、やはり研究機関としての大学と

いうことがありますよね。生活者として、市民の 人と

して、たまたま大学生が地域の人々と一緒にまちづくり

に参顕するということと、ある専門の領域を研究してい

て、そちらの腐心で、あるいは大学の組織とまちとに縁

があってということがある。そこの二重性というか重な

りだと患うんですけれど、今回おもしろかったのは、根

岸さんたち法政のグループで、これは大学の研究室では

ないんですね。研究機関ということと、生活者であると

いうこと、そのあたりについてお話しいただけますか。

逆に言えば小金井が自分のホームタウンになっちゃうの

か、その辺はどうなんでしょうか。

0根岸(法政大学) 今自の僕たちの活動は、大学の研

究室などの活動ではなく、完全に学生宥志によるもので

した。大学の活動としてどうしてできなし、かというと、

うちの場合、そういうことを導内にしている先生がいな

いというのもあると思います。どちらかというと建築を

設計することを専門とした先生が多く、まちづくりとい

うことを専門にしている先生がいないというのも 1つの

理由なのかなあと患います。

たまたま僕の場合、こういう地域の活動がこれからは

大事だよという OBの方がいて、その関係で参加しまし

た。実際集まってきた学生というのは、こういうことを

本当にやりたくてやっている学生たちです。研究だから

というのではなくて、それこそ授業とも研究室とも、全

然関係ない人たちが集まっています。本当にものづくり

を通して地峡のコミュニティにかかわりたいという人た

ちが集まってやっているんです。ただ地域とのつながり

の中で、やはり小金井というフィーノレドでやったのは、

そこに大学があるということが第 1の理由です。実際に

参加している学生の多くは小金井に住んでいるわけでは

ありません。

最初は手探りでしたが、徐々に地域の人たちとも仲良

くなっていくと、今度はこういうところでやってほしい

とか、またやってくださいみたいなことで、だんだんと

地域のつながりができてきたのかなあというのは感じて

います。うちの大学の場合、そういう地域活動というの

が全くないと言っても過言ではありません。そういうこ

とを学生から始めたというのも、 1つの大きな役割だっ

たのかなあとは思っています。

ただ中心的なf工場にいる人たちの多くが、今回卒業し

てしまいました。こういう活動って、熱を持った人たち

がし、ればいいんですりれど、その人たちがいなくなった

後に、継続憶があるのかと聞かれると、そこは答えに窮
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するわけです。今現在、今年もどうしょうか悩んでいる

んですけれど、下の学年の人たちというのは、発足当時

からいるわけでもなく、スタップが足りないので来てく

ださいというような公募の中で集まった子たちで、しか

も先生がついているわけでもない。

学生の活動って、正直言つてなかなか椋手にもされな

いし、経済的な認になってしまいますが、やっぱりお金

がないんですね。今回はまだ、大学の課外活動の助成金

に申請して、助成金をいただし、たのでいいんですけれど、

チラシ 1枚つくるのにもお金がかかるし、頼れる場所も

ない。今回は場所を借りるために先生にお願いして、研

究室長の名前を出しますのでという諮をしました。大学の

施設を使うには、やっぱり研究室を通した方が話が早い

ので。

ただ、こういう活動をやりたい学生というのは、すご

く多いんだなあというのは感じています。公募をすると、

1-2年生でも結構たくさん集まってきます。ただ、そ

ういう人たちを指導できる指導者が欲しいなあというの

を痛感しています。先生を過すと、地域も結構すぐ反応

してくれたりします。いきなり学生が小学校へ行っても

門前払いされるのが落ちで、チラシも配れないという状

況です 。だから、運命的な出会いじゃないですけど、

大学があるという事実をもっと生かした活動を展開でき

ればというふうには患っています。

0吉川(防災&都市づくり計爾室) 小金井には東京学

芸大など、ほかにも住環境教育をやっている大学がある

わけですが、他大学の学生には声をかけなかったんです

泊、

0根岸 はい。ほかにも大学があるのは知っていました

が、今回は建築学科として何かやりたいということで、

そこの専門性の中で学生を集めました。

遡大学の立地と地域活動の継続性

0赤松 武蔵野大学さんが、この 3月に建築系の4年制

の完成年次を迎えて、その取り組みの中で、小金井:だけ

に限ったことではありませんけれど、環境調査や建物調

査をおやりになったり、それから学芸大は美術教育の専

攻があったりとか、かかわりのあるチャンネノレって、す

ごくあると恩うんです。

山田さんの関係もあるのかもしれません付れど、特に

法政の建築は、今年の学部の 1年生から市ゥ谷に移って

いくという話があった。そういう意味で、地域性と、そ

れから戦力というと変ですけれど、それこそ持続可能性

という意味での将来展望みたいなところはどうなんでし

ょう由、

0根岸 そうですね、今年も本当は向じような活動をや

りたいなあとは思っていて、ただそれが実現できるかど

うかは、ちょっとこれからの相談になります。おっしゃ

るように、小金井から移るという話は篠かにありました。

市ヶ谷へ移るとなると、これが最後のチャンスじゃない

かというのがあって、今回はそれならもうやっちゃおう

よ、という部分もあったんです。ただ、後でわかったこ

とですが、全員が移るわけじゃなくて、僕たちは残るこ

とになったんですけれど

いずれにしても地域でやる際には、イ可かきっかけがな

いといけないのかなあ、と。工E喜証言って、みんなが小金

井に愛着を持っているわけでもなく、僕らは単純に大学

がめるから小金井でやっているという状況です。市ヶ谷

に移ったときに、また小金弁に戻ってやるかというと、

ちょっと難しいのかなあと思います。やはりそうなった

ら、フィーノレドが市ヶ谷に転換していくのかなあという

ふうには考えています。

0楽袋 一口に大学と言っても、研究機関としての大学

という意味と、…方で、ある種の学生文化みたいなもの

がある。学生文化として、立地している場所でいろんな

ことが展開されるという。さらに、先ほどから出ている、

その地域に住む、市E誌の一人の産主性が学生であったとい

う意味もあって、すると少なくとも 3つで寸一ね。すごく

おもしろいなあと恩lっています。

どれがいい惑いというのではなくて、それぞれに切り

込み口があって、研究室だからこそ有利にできることも

あるし、学生文化だからこそ、先生の顔色を見ないで皆、

い切ってやれるということもある。それから、むしろ市

民の一人が大学生として、また建築の学生さんは、専向

性を持った市民として参爾できるという意味もあります

よね。今、 3つのフェーズが臨ましたけれど、それぞれ

のな場での可能性ということを考えていける、考えてい

くべきなのかなあと、今の話を跨いていて足、いました。

盛和田町プロジェヲト!こ見る「荷学交流jの成功例

0木下 ところで関西さん、和問町プロジェクトの関係

は、もう何年目 になるんでしょうか、結構長いですよね。

O悶霞 実は、私がこれにかかわったのは途中からなん

です。 2005年のテーマが安全・安心ということで、防災

を専門にしている私に芦がかかりまして、そこから、か

かわらせていただいています。

先ほど発表が終わった後、「横浜鴎大の現代GPはす

ごいですね」というふうに、何人かの方から声をかけて

いただいたんですけれど、私は、その現代GPには全く

かかわっていません。き上う来られている三輪律江先生

が、ここ数年、ずっと中心になっておやりになっていま

すので、大学の総織と地域の~ゆ冶わりなどについては、

三輪先生からお話しいただければと思います。

0三輪(横浜国立大学) 大学が横浜市の保土ヶ右手区に

あり、区が積極的に、街151ftの活性化に取り組んでいま

す。大学という高等教育機関の持っている知能、知的財
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産をうまく活用していきたいという区の思いに対して、

商活街側と大学側の双方から手を挙げてほしいという話

があって、そこでうまくマッチングしたのが、うちの大

学と地元の高活街だったというわけです。「話語学交流Jと

いうことで、共同研究の形で始まったのが 2001年度、ち

ょうど 6年ぐらい前になります。

当初は言語応衡には、直接お金をもらった方が楽だしい

ろいろやれるという考え方もあったのですが、建築学科

の、複数の研究室の先生万、つまりいろんな分野の、特

に若手の先生方が取り級んだことがよかったのではない

か、と。地域の中にはいろんな問題があって、 1つの専

門だけでは答えが出ないこともありますし、そういうも

のに、体制として向じフィーノレドに建築学教室の複数の

研究者が入ったというのが、ちょっと新しい動きだった

と患いまザ「。

その共同研究は 3年と、さらにフォローアップで 1年

間、お金をいただし、て行いました。それを通じて地元と

関係性ができてきた中で、「終γ後はどうしますかり」と

いうのを投げかけたところ、地元から、お金がなくても

タウンマネシメント協議会という形で発足をして、 1つ

の事業ごとにお金を持ってくるようにすればいいという

ような提案があったわけです。例えば、地域と子どもプ

ロジェクトチームというのを発足して、日JOコ効成に応募

したりもらったり、あるいは町内会でもある程度の予算

がありますので、必要な内容ならばそちらから使わせて

もらうとか。他にも、ヒートアイランド対策モデノレ事業

iこ絡んだ打ち水大作戦とか、いろいろと行っているので

すが、それぞれに関係する主体が広がっていき、いろん

なテーマができていったわけです。このようにして、和

田町タウンマネジメント協議会も、今年、第 2ステージ

を迎えることになりました。

夏休みのこどもまち探検は今年の夏で 5年羽になりま

すが、最初は大学側でテーマを決めてやっていました。

でも、それが少しずつ変わってきたんです。やっぱり、

地元はいうばいテーマを持っていますからね。たまたま

2005年に、「安心・安全j が町内会のその年のテーマな

ので、それでやりたいという提案がありました。その際、

私自身はその分野が専門ではないので、それを専門とし

ている佐土原研究室の南西さんにも声をかけて、地域制IJ

も f安心 安全j に腐するテー?を持っている人たちを

集めてプログラムを考えたというわけです。

その 方で公園周辺をはじめ、防犯上、危ないという

ことがし、ろいろあったので、じゃあ、それも含めて 1年

間、連携して一緒にやりましようということになりまし

た。防犯に隠しては町内会が予算を持っていましたので、

例えばベインティングをする材料のお金とか、そういう

ものは全部町内会が出して、 方、大学は知恵や絵柄決

めのワークショップや出力等の技術は提供するけれど、

まとまったお金がない状態で動いていた。つまり、大学

の助成金があったから動けたという訳ではないのです。

本学の地域貢献というか、総織としての考え方は、こ

のような建築学教室が行っていた大学と地域の関わりの

中で学生を教育しようという実践教育の展関を、全学的

にやっていきましようということで、現代GPという文

部科学省のブ。口グラムに応募したところ、その実績も評

継されて採択されたわけです。

ですから、探択のきっかけとしてはこの「和照町いき

いきプロシェクれがあったし、それが今も現代GPの

中の一つのコンテンツにはなっています。現代GPでは、

例えば学内の環境情報の先生方は緑の植生を協織で行っ

ていくといったものなど、いろんなテーマでもやったり

しています。

0木下 三輪さんのようなコーディネーター的な役割を

果たす人がいて、間待に、大学側でもそういう体制を組

んでいるのは、横浜開大の素晴らしいところだと思いま

す。また、多数の研究家が…絡になって取り総んでいる

ところも注目すべき点ですね。

幽地域から大学へのアプローチ

0木下 一方、地域の側で学生をうまく使っている事例

もあります。大阪の貝塚からお越しの橋本さん、そのあ

たりについてお話しいただけますか。

0橋本(近木)11流域自然大学研究会) 貝塚には大学が

ないんですけれど、なければないで、フィーノレドにして

もらったらいいんじゃないかと考えました。最初に私が、

大学の先生方が出られるフォーラムやシンポジウムに参

加します。それで先生万にも貝塚のフォーラムに出ても

らって、貝塚の活動をまず知ってもらいます。地域を知

ってもらった上で、それが大学側のテー?になるかどう

かを判断してもらいます。

やはり私たちが持っていない能力を、たくさん、学生

さんは持っています。この間も、実は 3月 11日iこフォー

ラムがあって、木下先生にも出てもらったんですけれど、

そこに大阪教育大学の学生が来て、質問をいっぱい書い

てくれました。それがきっかけで、ブアシワテーターの

アノレノ〈イトをお願いして、 3月 28自に「かわっぱクラブ」

の交流会に出てもらったんです。担当は少ないけれど、

あとは全部、学生さんの感性でまとめてください、と。

年齢が近いこともあって、子どもたちを自然に引っ張り

込むんですね。雰i雨気づくりという点で、年齢が近いほ

うがいいと思います。 t世代間交流、学校や地域との連携

には、つなぎ役というのが必要だと思いますり地域を知

り、そして、やはり相手の斜線でつなぐことができると

いうのが大事かなあと思いました。

学生さんが地域に人るときには、地域のいいところを

探してほしい。地域のいいところを実感してもらって、

q
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地域とつながっていくということが一番かなあというふ

うに患います。おかげさまで修論と卒論、あわせて 11

本をお世話させてもらいました。

0木下 きょうは遠慮がちに訴されましたけれど、総力

はまた、この橋本さんにもあるんです。学生を捕まえる

のが非常にうまい。学生を捕まえるカッパのような人な

んですね。イ可が魅力かというと、いろんな作業が終わっ

た後に、様本宅でたこ焼きパーティーをやるんです。楽

しい雰囲気の中で、どんどん学生がついてくる。フィー

ノレドになるポイントかと恩います。

幽活動の担い手やチームの形態にも多様性があっていい

O深津今のお話を学生の視点で私なりに考えると、や

っぱり学生って、すごく便利だと思うんです。個人とし

ての学生は、お金もないし、とても非力ですロだけど、

集団的なネットワークを持っている学生がたくさんいる

ので、そういう学生をリーダーとして担ぎ上げて、チー

ムをつくって、どんどんやっていく。それを学生はひそ

かに願っている部分もあるので、そういうのを地域の

方々が、もっと積極的にやってくださると、学生は勉強

にもなるし、活躍の場も得られるし、お金も少し手に入

るかもしれないし、とってもいいと思うんです。

0橋本 それで今，思い出したんですけれど、大学生でキ

ーパーソンがいたんです。できれば 3っか4つぐらいの

大学で、うちで 18間続いているフォーラムを企画立案し

て、実施してもらえたらと患っています。

0木下 橋本さんは、実はどこへ行っても人を捕まえて

くるんですね。海外でも、現地のイベントやボランティ

ア活動にいきなり参加して、そこのNPOの方と知り合

いになってしまう。姉妹都市のカノレバーシティで、源地

保全のための活動をしている匝体と、それからサンタマ

リア湾で、湾全体の保全活動をしている人たちがいる。

その 2つの匝体の人を呼んで、大阪でνンポジウムをま

た仕掛けたんですね。

そのときに来られたのは若い女性だったんですが、向

こうでは学生のころから、そういう NPOにかかわって

いる。卒業後にはそこのエキスパ】トになって、企業に

対して寄付を募ったり、募金活動のコンサートをやった

り、そういう、すごい活動をやっているんです。アメリ

カのNPOの一つの力として、者い人たちが、学生時代

からボランティアJやインターンとしてかかわっていると

いうのがあると思います。

先ほどの深津さんのお話もそうですが、過去、このフ

ォーラムでも、学生がつくった組織が幾つもあって、き

ょうは来られていませんが、星野諭さんたちの、千代田

庶の「子どもと“絡にデザインしよう会j も、そういう

団体のーっかと思、いますc

0薬袋(福井大学) 今の話は、地域の方が直接学生を

使って、おだてればうまくいくというふうなことだった

と思います。一方で、学生だけだとしんどし、から、先生

に入ってほしいというのがあったんですけれど、私が見

ている感じだと、多くの場合、先生が入ると、 f可か学生

は嫌がっているようなところがある。先生の掲示で動い

ているみたいに感じるのかなあとか。それから、地域的

人は地域の人で、先生を過さないといけないというふう

なことを思ったりもするわけです。

学生だけで頑張れるものもいっぱし、あっていいと思う

し、でも中には、新しい取り組みとか新しいステップに

持って行くときには、先生もかかわらないと難しいんじ

ゃないかというのもある。だからやっぱり、そういう棲

み分けがあっていいんじゃないかという気がします。

鱒相互環解のための努力が必要

0木下 ここからは、総~IJの質問を紹介していきたいと

患います。まず加藤さんへの質阪で、「地域i電車主ではもっ

たいない。学校教育の中に、いかに「住まい・まち学習」

を取り入れるか」というのがありました。これも前から

議論になっている点、で、いきなり建築士会とかが入って

学校と Jやろうとしてもうまくいかない。「住まい・まち学

習Jを、建築家たちが学校の先生と、授業の中に入って

やっていく、それをどう佼置づけていくかということに

ついては、いかがでしょうか。

O加藤(有明工業高等専門学校) やはり、相手の理解

をどうやって得ていくのかというのが大切だと患います。

そのためには、まず、学校がどうしづ校総みで、 f可をし

たくて、今どんなことに苦労し Cいるのかというのを潔

解する人が必要で、地域がそういうことをしっかりと把

握していくことが大切かなあ、と。

私は学校{国!と地域の側、両者と知り合いなので、うま

くつないでいければいいのかなあというのも、多少、考

えているんですけれど、 方で、いかに小学校の人たち

に、今やっていること、地域が目指していることを理解

していただくか、その仕組みのーっとして、今、考えて

いるのがミニコミ絡の発行です。第一歩として、まずこ

ういうものを出してみて、これを題材にまた学校の人た

ちと話;していこうと居、っています。

メンノ¥一的には若い世代が多いんですが、強屋さんが

いたり、これから住もうとしている人がいたりという、

そこの中に小学校の先生を 1人入れてみたんです。いろ

んな人から情報を集めて、いろんな清報の発信の枚方を

する。うちの学生も入れて、いろんな立場から、ダイレ

クトにまちづくりだの何だのというよりも、単純に情報

を共有し発信する仕組みをつくろう、と。その中で、う

まく情報交換をして、おたがいの立場を理解しあえるよ

うになればいいのかなあ、と。そういうことで少しずつ

輸を広げながら、あとはブログなども使って、うまく意

4A 
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見交換のできる仕組みを続けながら、何か、答えが見え

てこなし、かなあと考えているんです。

翻「遊び」の活性化と「学び」の要紫

0木下 それから根岸さんへの質問で、「子ども参加型

のまちづくり研究の意味と方法Jというのがあります。

本質的な「住まい・まち学習j の意味と方法、というよ

うなことにもなるかもしれませんが、もう 4 つ、そのヒ

ントになるような質問があります。これは、加藤さんか

ら深津さんへの御質問ですね。

Obo藤 はい。すごく興味を持って、自分も純粋にやっ

てみたいと患いました。まち遊びの中iこ学びを生み出す

工夫もあって、とても勉強になりました。ただ一方で、

子どもたちは何を求めて fだがねランドj に来たのか、

仰が宣言J機づけだったのかというのが、よくわかりません

でした。それから次泊以鋒について、今後、どういう方

向iこ向かい、どう定着していくのか、どう発展していく

のかというあたりを伺えれしばと患いました。

0:.草津 その点については、都市センターのヌぎからお話

しいただきます。

0杉野(名古屋都市セン舎一) 名古窓都市センターは、

まちづくりで市民とか大学とか専向家とか、いろんな人

を交流させて、名古屋の明日のまちづくりを考えましよ

うというところです。その 環として、今回、子どもた

ちに、まち体験をしてもらおうという企在留をしたんです

けれど、まちづくりは、やっぱり子ども視点というか、

子どもを巻き込んでいくということが非常に大切であろ

うということで、夏休みに、遊びながら他者とのかかわ

りを持ち、まちに視点を移してもらおうというねらいで

企箇をしました。

子どもたたが何を目的に来たのかというのは、彩、もち

ょっとわからないんですが、おもしろそうなので~@]来

てみたら、ゃうばりおもしろくて、ずっと通っちゃった

という子が多かった。遊びながら、例えばお金の数え方

を考えたり、警察の役害IJとか、まちの中にあるものを眺

めてみるというのが、何か大人になったみたいで、とて

もおもしろかったという声が隣かれました。

まちと子どもの関係というのを、ずっと継続的にやり

たいなあと患っていまして、昨年度は深津さんたちの名

古7屋市立大学の学生さんと鈴木先生に御協力をいただい

てやったわけです。そして今度は名古屋市の中で、子ど

もとまちというよりは、子どもの総合学習とか、子ども

の社会体験という意味で、名古燈市全体の中で、ミニ・

ミュンヘン的な取り組みを、名古屋市役所として域策的

にやりたいと思っているということで、市役所の方から

アプローチがありまして、今後も一緒に展開を続けてい

こうカミと思、ってし、ます一。

都市センターはやはり、 iまちづくりとか、まち体験と

5
 

円
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いう視点を大切にしたい。 一方、 YE叢館などは遊びゃ社

会体験ということに震点を置いている。視点はそれぞれ

途うんですが、名言E童市全体で子どもとのかかわりを、

社会体験あるいはまら体験として、継続的にやっていこ

うというfよがりがあります。

0*下 今、お誌に出たミニ・ミュンヘン、これはもう

25年ぐらい、隔年でやっているものですが、その主催者

が、今度、こども環境学会に来られます。代表のゲノレト

さんのお話によると、この意味は例かという、まさに今

の質隣、「子ども参加のまちづくり研究の意味、方法jと

いうようなところについて、 rしょせん、遊びだjという

んです。ミニ・ミュンへンも遊びなんですね。彼らは遊

びを活性化するということでやっている。今の子どもた

ちは、いろんな紛で遊びや体験が欠けている。だから、

彼らは遊びをもっと、ワクワ夕、おもしろくさせよう、

と。やっぱり遊びなんですね。子どもには、おもしろさ

というのが大事であって、ミニ・ミュンヘンも、この潟

の「ミニさくらJ(佐倉市)も「ミニヨコハマシティ J(横

浜市)も、ごっこ遊びの延長で、ああいうお底をやった

りするのがおもしろい。子と、もにとって、遊びと学びは

表裏一体のところがあると忠、うんですが、その点かなあ

という感じがします。

纏多密籍関でのグループリビングの河能性

0木下 それから李さんへのご質問です。グループリピ

ングは日本の地域で、多自ヨ籍でも可能でしょうか。

0挙(法政大学) 今の時点では、多00籍のグノトープリ

ビングはありません。ただ、グループリピングは、もと

もと高齢者が中心となって一緒に助けあいながら生活し

てし、く空間ですので、可能性はあると思うんです。日本

も大変グローパノレになってきましたので、今はわかりま

せんが、今後は可能性があるだろうと思っています。

0木下 ほかにも、まだまだたくさん質問が来ています

が、それは交流会のときに個別に開いていただくことに

して、延藤先生i二バトンタッチしたいと官、います。

在から、奈須聾員、町田豊員、木下垂員
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まとめ

0延藤(愛知産業大学) た

くさんの、触発される思いを

いただきまして、ありがとう

ございました。

最後に本日のキ}ワードを

束ねて、今後に備えたいと思

います。冒頭、木下さんと奈

須さんが言われましたように、

今回の発表は 8編のうち 6編

が鋭生であり、なおかつ残りの 2人も若手教官というこ

とで、全体に若手研究者、実践者の発表の場になりまし

た。この若手研究者たちの発表の中で、いわば研究・実

践の共通作法というものが、討論を通して浮かび上がっ

てきたのではないかというふうに思います。

調研究・実践の共通作法

そこで第 1のキ}ワードの柱として、研究・実践の共

通作法を、自つほど箇条書き的lこ申し上げて、簡単にま

とめてみたいと患います。

1 )融合異領域ー異年齢

最初のご発表は、住教育とlllI際理解教育が見事に融合

していましたし、 2番畏の町家修復は、異年齢の融合で

した。「融合主主領域・異年齢jというのが、擬めて大事な、

一つの作法ではないか。加えてこの融合という点では、

それぞれの専門領域を並べてみると、防災計画、地域計

画、子ども、環境、歴史、建築計画、高齢者居住と ν寸、

8人の方fが全部違う領域の専門研究です。この待代の都

市にかかわる専門研究が、すべて住教育とクロスオーバ

ーする方向に、それぞれが発展の方向を見出していると

いうところにも、梅めて重望書な今年の特徴があるし、こ

の場の役割の新機軸性が見えてきたように思います。

2)ユーモアと議しさのある活動lま持続カと想像力を育

む

「だがねランド」を初め、それぞれの取り総みに、ュ

ーニそアと楽しさが満ちあふれている。そのことが様めて

自然な形ヴ、クリエイチイブな創造力、及びイマジネー

ションという想像力、両面にわたる fj知見主力/:i!1像力」

を青み、かっ持続力にもつながっている失いうところに

も、重要な着服点があると患いますp

3 )盟果関係による論理霊的考聖書と必然的予測

「悶果関係による言語王型的考察と必然的予測Jというの

は、いわば従来の科学研究の常道であり、りしろ挨てる

のではなくて、それを基畿に据えながらやっていく。先

ほどの李さんの発表もそうですが、そういった必然的予

測、データに慕っく考察というのも捨てがたいものがあ

ります。従来の科学研究の持っている方法を、いいとこ

ろは継承し、活用していくことが肝婆です。

4)縁起によるとト"モノ・コトの出会いによる偶発性

を生かす

縁起、すなわち必然的流れだけではなくて、怖が起こ

るかわからないという、この偶発伎の恵みを味方にして

いくということです。縁起による偶発伎を味方に寸るプ

ロセスというのは、やはり新しい待代の研究・実践の視

点ではないか。縁起による偶発憶を味方にする進め;おと

して、例えば髪結床約交流館における、思いがけない人

と人の出会いみたいなものがありました。

5) M y場所の履墜に溶け込む身体的経験の分かちあい

秦さんの発表で、子どもたちが湧水に舷れて、 E日舎の

井戸水を思い出したというのがありました。人は記憶の

中にある懐かしさとか、現代が喪失している毅筏感とか

優しさというものを心に指き、その優しさや懐かしさや

親密惑を形にしていく。この、身体的経験の分かちあい

というのは、若手が発してし、る極めて重望書な方法論の提

起ではないか。それは場所に潜んでいる履歴を読むだけ

ではなくて、ワクワ夕、ドキドキという、あの「だがね

ランド」の子どもの表現にしろ、小金井二のまちづくりゲ

}ムの子どもの表現にしろ、遊びが発する身体的経験の

分かちあいというものが、実は、見失っている大事なこ

とを、子一ども及び研究者iこ届けてくれるのではないか。

6)違う発想の若者集殴ネットワーウを生かすために

みんな 人人違うという、儲から発するところに若

者主体のまちづくり活動的新しさがあると思いますが、

違う発想の若者集回ネットワークを生かすためには、教

員や専門家や住民との、よき接点、をコーディネー卜する

ことが大切。違う発想の若者集団ネットワークと、教良、

住民、専門家、 NPOとのつなぎということ、コーディ

ネートということ、そのあたりの具体の進め方の作法と

いうのが、議論の中で強言語されていました。

7)学びの実において、知識伝授よりも内発的体験・表

現による、感性・還後のバランス発途

学びの質の議論l士、昨秋、ここでアォーラムをやった

ときにも出たかと怠います。知識伝授のタイプから、一

人人が内発的体験プラス表現によって、内から発する

感性や理性の発露するバランス発途という、そういう、

学びの質の転化を、研究・実践において重視するという

作法、視点が出ていたように思います。

呂)習俗や習わしを地域で分かちあえる状，見づくりへの

n
b
 

n
i
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驚娘

手話便性、文明的手Ij器の発達のために、地域の入院がハ

ラパラに置かれといる中で、やはり地域が、人がよりよ

く生きてし、く、子どもが発達する、その基本的な場であ

るとすると、そこにおける資俗や習わしを地域で分かち

あえる状況っくりというのが大切で、コミコニティケア、

グノレープリピング、あるいは地域での人々の交流の、緩

やかな場づくりというようなことに選限する研究・実践

が必要ということになります。

贋「ゅうゅういえまち学習」のエッセンス

今言ったキーワードの、それぞれの頭文字を縦につな

いで読んでみましょう。「融合」の「ゅう J、「ユーモアj

の「ゅうふ f因果Jの「しリ、 f縁起j の fえ」、 rMy場

所j の「まj、「違う」の「ち」、「学びj の「学j、そして

「育俗j の「習」。これをつなげると、 fゅうゅう家まち

学習Jということになります。当たり訴の話で、全然お

もしろくない。そこで、 fゅうゅう君主まち学習jのエッセ

ンスというのを、もう一つのキーワードで束ねて、最後

に着地点を見出したいと恋います。

2)“wonder=不思議さ、驚き"

まさに、不思議さとか警官きといった感覚を、絶えず状

況の中から呼び覚ましていくとしづ、 RachelCarsoれの

言う、“TheSense of官onder"、不思議な感覚を呼び覚ま

す。 rf可でなんだろうワ」という、驚きや wonderの気持

らを、絶えずかき立てることが、学びの基本ではないか、

=留学の始まりではないか。

3 )“ambition口野心、野菜"

何か英諮の時間みたいになってきましたが、 3つ沼 i立

“ambition=野心、聖子望"です。やはり状況を変える野

望を持って、住まい・まちづくり学習に、 fょたち、ある

いは治者たちは臨んでいるのではないか。状況をつくり

変えてやろうとしウ、この、野心とか野望が失せつつあ

る現代社会にあって、間lbitionを大事にしていきたい。

4)“relation口つながり"

小金井の若者の、まちづくりゲームの現場から、「つな

がりを建築す一るj というキーワードが笠場しました。従

来、ハードなる構築物をつくることをもって建築と言わ

1 )“attitude=態度" れがちですけれども、つながりを建築するという、この、

fゅうゅういえまち学習j のエッセンスとして、 5つ 人・物・事の緩やかなつながりの連鎖を、絶え間なく呼

のキーワ ドがあります。 1つ日は“attitude=態度"。 び党ましていく。その relatjon、つながり、“only

これは冒頭、薬袋さんが言われた、何のための学習なの relation， on} y connect" という、この、ひたすらつな

か、何のための仕掛けなのかという、その基本姿勢、態 ぎ続けるということ、ここに世界を再生させていく、ま

度というものが、いつも関われなければならない。手法 ちを再生させてし吋、重要な切り口があるのではないか。

よりも態度であるということです。専門家も研究者も、

手法の話に行きがちですが、 ri可のためjという基本的態 5 )“empowerment=内なるカを高める"

度、多様性と循環性と育みということが、学営の基本的 5番胃は、“empowerment"。いわば自発的にかかわりな

態度を身につける視点として提起されました。 がら、内なる力、内なる自覚を高める。自発的にかかわ
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りながら、子どもたちの中で、内なる力、これで生きて

やろうと思う内なる自覚が生み出されていく。あるいは

研究者・実践者にあっても、絶えず、ともに行動・活動・

対話をし続けながら、地域の内側からの力、人の内側か

らの生きるカが呼び覚まされてし、く。この、 empowerment

というもの、これがやはり重要な、 fゅうゅういえまち常

習」の、基本的な作法、エッセンスの、いまィコの柱で

はなし、かと患います。

ちなみに、今の頭文字を縦に読んでみると、“aware"

という、もう…つのキーワードにつながるわけです。ま

さに“aware"というのは f気づき」であります。この「気

づきj という言葉が、 B編の発表の中に、たびたび使わ

れました。まさに「住まい・まち学習Jの基本は、内な

る気つきを促すために、多様なる、創造的なる、帯i発約

なる方法を、たゆまず研ぎ澄ましていくという、その作

法や方法を、この場で、毎年、高めあっているのではな

いかというふうに思います。

来年以降も皆さんの、池波からの、大学からの、現場

からの、みずみずしい経験と理論・実践を持ち寄って、

内なる気づきを高めあう作法・方法を、住まい・まちづ

くり学習において展開する場を持ちたいというふうに願

っております。どうもありがとうございました。
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5.第8@]r1主まし克明まち学習j実践報告・論文

公募要領とその扱い





5 第 7回F住まい・まち学習j実践報告B 論文公募要領とその扱い

5.1公募趣旨

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

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

りながら実践的要素があるもの，また，個別的・実践的でありながら普遍的・体系的姿素のある論文，

調査・実践報告を募集する。

テーマ:住まい・まち学習一次代のよき住まい手・っくり手を育む

5.2公募要領

公募期間:2006年 10月-2007年2汚98

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

各学会員議[1;，および2 建築や教湾関連の離主・新鶴など。

原 稿 :A4判4または6ページ (10，000字または 14，000学程度，隠・表・写真含む)

5.3投稿際稿の扱い

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， {主教育委

員会のコメントを付す。

発 表 会:応募涼稿の中から，公募趣旨に沿って特に優れた数点を伎教育委員会で選定する。

発霜命文の選定:発表論文の選考にあたっては，①テーマと対象の重奏性，倒見点・仮説・方法の新

機事剛生，~溺王差・検証のユニークさ，@渓践併合と当持者性，⑤分析・総ZJlの合理性

の， 5つの祝点で発表者を選定する。

住教育委員会:委員長 延藤安弘(愛知産業大学大学院/NPOまちの縁側j資くみ隊)

委 員 小漆紀美子(東京学芸大学)

木下 勇(千葉大学)

町田万1M子(小学校非常勤講師)

堤祐子 (仙台市教育局太白区中央市民センター)

奈須正裕(上智大学)

*所属は募集当時

応募先:(財)住宅総合研究財居住教育係

T156'∞55 東京都世出谷区船橋4'29'8
議書活 03，3484，5381 FAX 03‘3484，5794 

E'mail jU80kenG昼夜間j.mesh且e.Jp

URL http://www.ju80ken.or.jp/ 

-179- 2007年控韓研「伎まいまち学習J実践報告論文集8





6 既干IJr 1:主まい・まち学習i実践報告聞論文集

1-7善寺富次





r住まいφE露骨与学鷲j鱒犬猿

4争制x教育での取り総みから

*糊こ生まれた新しいまちのコミュニティにつし、ての一考察ー特交と協議抜ぴに搬郷土会

がつくるコミュニティのあり方一

-西尾城干田Tヘ正愛着を深める一“闇7かとずみどり」探総理1"学習の実践ー

告訴ギまち探検カメラウォッチング」ーサボータ→ま大学生一

引先参加による学樹蹴笹藷に関する実蹴嚇究

*C景童むをとりいれた住環犠嫡一高等学校家庭科の授業実践から-

.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j総合的学習南カリフォルニアと仙台i砂防事例を中
心、に…

-性主隷書事主育における学校・士1世話或・専門家の連携に隠する研究

*親子(7)地域詳習プログラム正開発に関する報告 学務裂諜顎デザインワークショップの

実践と課題

・子どもを対象にした実践約なFがえまちづくり哲治ーのプログラム開発についてー

• C j主まい・まち学習Jにおける住文化のアプローチー高知県の士制裁第章と住宅を学習する教

材の課慾ー

⑮自治体での取り組みから

-まちづくり学習の展開の可吉校生に関する一考察…石11繰・まちづくり大ま子告人間養成作戦

事業を例に

.i包括草における住教育ヘの取り総み一位まいて3くり休験室Fから体験学習プログラムづくり

"一一
*発柑の中σ:>1:主潔廃教育…横浜美御室江試み市民のアトリエ・中学生議室

⑮市長撞嫡生;1態学欝として

・住まし、づくりに関する中立問常識言動の可制生についてー伶情報という視存からー

.模型製作から名目住まい

-私立住まいまち学驚霞総理予備軍のつぶやき一

-大学生の自然との親しみ方と儲鵠屑辺の白需梢兄との隈連性 自然との「共生」に向け

て

*花と緑のまちづくり活動参方ぽお韮のための市民主主育における公共空隠緑fL活動実習の効
果…兵庫県立淡路爵銃園芸学校における生態学瞥の取り崩包み

⑫まちづくり 住まいづくり倒見売から

-建築学事常生のまちづくち参加盟演習の実際広島大学T環境計直際割高習Jでι窃条酒蔵

地区のまちづくり参加を通じてー

*Cまち背てJ<1Jt見点からの干潟環年寄の提案型演習による実践と考察ーメ三久市民，専門家に

よる「共創学習」の試みからー

*みつはま生泊寧倣自における子どもと大人のパートナーシッア恕まちづくり学習

*まちに学占えまちを活かす島田市・)11越し街藍を舞台こ市民主役のまちづくり縦吾へ

北九州市丸山・大谷地区のまちづくりと住環境芋習ーやまさかのまちで共に学ぶ

*杉並まちづくり荷陵会「エボス」における"まちづくり学資1活動…契機とプロセス、その成

果と今後の方向一

・まち学習三軒茶屋での実践等と「轄鎧で見る世間谷¢鋭草撲」へのi協力ーまちづくりに

おける信頼鱒係と担い手育成のきっかけづくりとして

-まちづくりのためのデザインガイドライン 英国ヒューム地ぽデザインガイドライン

・斜面地割Ij局した街づくりから考える 分譲集側主宅における街づくりを過して

-冨i1i1の無垢材と語教を活かした家づくり どう国民hの健康を保持し，憶さをな国土を再生す

るか

-サスティナプルハウスの提案池場住宅埋設業者制本質改善策…

〈箸者は第1著者のみロ所躍は応募当時。*印は発表論文〉

〈本体 1，500円十税、 ISBN4-88331-031-0>

今井美枝子(千葉市立才7瀬d母校)

宇野真累子(要務時数湾大業)

福例案和(堅二力タワナ女子高校)

野崎類(都留文科た学)

妹尾瑳子(東京学怒火学)

佐藤慎也(剰は化学璽大学)

j切京野湾(弘前大法}

鈴ホ賢一(名也尉官立式訪)

志村優子

三ヲ浦要一(滞日女子少さ芋)

陣内車産次(守宅階大学)

長谷川雅浩(北海宜主望号説会館街務所所)

三上紀子(レジオンデザイン)

江上徹(fu淳業i大学)

藤E拙香〈新潟葡凌女子総乾時)

増山乃和子(群馬大掌)

石井詩子(東海大学)

平田富二t男(淡路景鋭塁間主主学校)

宇夜藷忠;&，(広島文学)

田中宏実(千葉大主的

曲回瀬正(愛媛六学)

4獄華清倍(名波大学)

志賀勉(丸州大学)

前野淳一自日(杉並まちづくり晋夜会)

長尾剛((財)甘'.83谷区都市整備公社)

漆原弘(ヨーク大法)

海部華(東急車道十コユサルタント)

矢橋秀次郎(ATT流i醐究所)

戸谷英世(NPO伎宅街韮性軒続ム)
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f義喜員約，ZEち学簿j爽銭報告経細働;tj帳2，(2蹴年i3A発行}

4静物責での取り組みから

*自鰐轄と暮らしの知恵にかかわり培蛾と創る学習循環する学び桝主まい手ーっくり

手を育むー

*コンビュータネットワークを利用した交流芋習で江「バリアフリーのまちづくりJ…仙
台市における実際世告その 1-

回総百計約学習としての「みちJを核とした向学習の辰湖一

-人に優しし喧霧車査志向する笠弔意D育成環境苦i封敵肋を高めるまち学習を過して

*近代JtJ童総務童を生かしたまち学習
山ttp://w棚 .niih剖也.min咽 ih.kss.ed.jpJあかがわの翠.yJU子銅山にょうこそ-

J凍習活用語むによるポケットパークの計画と言明部

-パース作@から学ぶ住まい

水歴史約港開T革再における大学研究室による自発的取り紐みーまちづくりへ向けたすま
い・まち学習-

4争地域の学びづくりの取り総みから

*空飛ぶお台場プロジェケトー始まったばかりです。お台場から矧雷する，私たち吃1t世

紀の共育"への殿い

・1齢蔀D教膏力を生かした子どもたちのまち諒験協或おこしと総部甘な学潔の待問こむ
けての体験吉動¢言十爾

*C子どもPむから「われPjへ善福寺111におけるまちづくりの取り組み…

-子どもたち瑚諜する新潟磁鰯署管一村立鰍瀧をi車して村を見つめなおすー

-町並み探貞で姻日:学留の実践一高知県安芸郡奈半利町立奈半車j小学校における総合学習
σ温み一

-まちのっくり手インキュベータとしての fコミュニティオアイスJと「タウL情報web
サイト」…インフォーマルなスペースからの，まち育て

・母親の8然ヘの関fじ度と子どもの自然体載の関連について 都内燃部調に子どもを通わ

せる母殺を対象として

'PTA活動から矧言する地域ネヅトワーケづくりへの関わり 世田谷限立桜'J惇校卒業生

120名ヘのアンケ…ト調査を通してー

・コミュニティづくりは“鳥の白"をもってー咋背てしやすし泊って，ど人なまち?一行

政と市民の選弁Jι研究からー

⑮土品増量生を生かした1設構

・都市祭宇世間にみる住まい まち学穏の視点一福井県の三湯祭，制見放生会，勝山1i議
長祭を対象として

• rぷちょう」の住まい・まち学習に関する提案…1似献に曲目慮した自主嫡都品肱詳溌

ーヒューマンネットワークによる授業づくり 地欄生を生かした投主総背の手引き需

• C総針甘な学響の時間」と連携した高等学!克量販制使属領域の展儲ー判査と士密政J連携

による住まい・まちづくり学習へのアプローチー

⑮地域ー寺時交ー保主の連携の取型車且み

*全国…汚，'111 =:i1i7KIIゆ汚名返仁その活雷j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習プログラムの隣携につし叱 }ゆ奇まちづくり冨暗鬼本 γま

ちは友だちんの作成を通じてー

樹齢或穀発芋習型景観ワークショップの展開こついてー仙台市の勲章問調ω実践からー

*Cf芸懇意芋習フォーラム2000jの取組みー総合学習時'V7)'芋習カリキュラムづくりに向け
てー士出或から考える住まい草暫定学背一

*災害図上訓練CDIGjがつなく矧或げ防災Jと「人育てJ学校・1醐・制改がi弱尭したCDIGj
ワークショップの芦識を通してー

*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イ』

形成の可制役一高臨む社会を見据えた緑を通じた住み良し、まちづくりの考察

⑫そσ耳'j1J

ー建築の基本用語に関する考察 子ども建築用語集の提案一

s新しL晴日市づくりの澱1Aと予ベロッパ…江塔務日一豊かなコミュニティづくりー

〈著者は第 1著者のみ。所属は応募当時。*巨目立発表論文〉

〈本体1，200Fl+税、 ISBN4-88331-035-3> 

藤本勇ニ(上勝的対空)

田f松美(宮城メ諜)

鈴木富美子(動語教宵大学)

加藤俊樹〈名古屋市立新郊中学校)

路E筒騨(愛媛地)

書熔党主{徳山工業高等専門学校)

藤Ji!i由香{新潟青凌女子知大)

E8中大朗(東京大浮)

棚橋和国港区立潜綴山学校)

西宮隊司談松戸市立Jj喰小学校)

山陸士清(人イエまちネヅトワ ケ)

回中麻皇(群馬以滋)

三浦要ーイ蔑如女子大掌)

桁濃(横浜国立大学)

石婦も子(東海大芋)

森本八月議(アトリニbハッピーかーガスト)

奥閉経子(lPA臼本支部)

碓田智子(福井大浮)

市本摂津(護法E大掌)

久偽牌代(メど苛大学)

剣 11久子(山梨大学)

橋本夏次(貝塚市千鎖的

密埼仲裁()111崎市街者)

関本一部(仙台市在t目的

松本千秋(江戸111区傍青)

依々木貴子(制組数簿文学)

安謄昌子(淡路景綴居間芸学校)

山口邦子

戸谷策役(NPO住左右生蔑性研究会)
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¥で往まい‘制時J樹齢・泊文集3t倒的潟鮒~

同城容文雄(佐賀県勝津市忠良松lJ~学校)

野村ゆかり(高知市立第四小学校)

関代久美(宮城大学)

魚崎英治 (i山台市立東長時小学校)

荻野嘉美(額四町立大雨河小学校)

⑫学校での取引品みから

* w夢をかなえよう長松'1波造計爾』 総命的な学習の取り組み

*子どもと地域が予を結ひ実現する夢.総合的な学習

一地域のネットワークを生かして学びのネヅトワークをつくる

*総合学習 交流学選で進める「パリアアリーのまちづくりJ
仙台市における実路接臣告その2

*未来のまちづくりを題材にした総合的な学習の可吉国主

東長町小学校における副都むプロジェケトー

-士:f!V!員に根ざし、学ぶ喜びが生まれる学校づくり
一共育ちふるさと総合学習・追究の朝湖:から…

-金沢市における子どもを対象にしたまちづくり学轡の現状と課題 馬場先j恵子(金沢学院大学)

長谷111雅浩(ね飯藤欝世住宅韻軒何?究所)*住まい・まち学習の総台酎jな学習での実践報告

4附3域の学びづくりの取り組みから

* fわれPj2年呂の進化一東京都杉並区松ノ木小学校の取り組み U1tlli甫((有)人イエまちネットワーケ)

林まゆみ(兵庫県立娘絡工業大学/淡
路景観園芸学校)

大塚毅彦(罰立明お工業高等専門学校)

*士也或で育てる学校ピオト プ・・・童日生と管理活用

-士出或素材としてため池を活用した環境学習の評価

一明石市立江井ヶ島小学校のため池観察会のケーススタディ

・子どものための鳶鴻カJレターまち学習におけるカルタの有税笠 青山美緒(共立女子大学)

藤岡泰寛(横浜国立大学)子どもを対象にしたまち学習ワークショヅプを通じた地元高居街との隠係性の構築

横浜市金沢区における実践報告

歴史都市、津島に残る古井戸を活用した子どもと高齢者の交流を促すまちづくり 山口友佳(愛知教育大学)

植田遊子(高知市上田1そだての会)

長谷川利恵子{はせがわ計廼室)

-町づくり協議会「高知市上町そだてt会」の実践報告

-綾水生産業と伎宅の共生を包指した花と緑のまちづくりワ日ケショッブにおける人

と組織

・近木}II流域自然大学…子どもの文化圏→ f}1ゆ分除 橋本菱次(員塚市役所)

岡本一郎(仙台市役所)-者集通における景語訳主成アクションプログラムの取り組み

ー景観ワークショップの活用を通じてー

.私から始まる学びづくり

定行泰甫(私立武蔵高校)*子供からみた住まいとまち一私の居住歴一

久内純子 (7リーライタ ) 

渡退修(淘技大学)

東賢一(生活環境佑学研究家)

*絵本の活用のための基礎的識変 住教育ブ自グラム江確立に演する研究一

マンシヨンの管王里総合制度から見たまちづくりー制度設計上ι主主点よりの考察

・住まいと健康健康的な主主内空気への取り組みに対する海外動向

一海外諸冨の取り組みと発展途上閣における室内空気汚染

⑫そ(J)j-也

2山7年{主総研「住まいまち学曹J実践報告ー論文集8

〈著者は第 1著者のみ。所属はと、募当待。*印は発表論文〉
〈本体 1，200円十税、 ISBN4-88331-037-X> 
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f住まいぽち学費量J爽践報愈・総文集ヰ (Z鵬縁側重量相

@寺当支での取り組みから

*発見したことを表現する rf:主まい」江学醤
一溺童話非芋習に探る「次1'<P)I主まい手づくり」の可吉田空一

*総合的な学習江時閣の可吉国主をさ寸る 「南'J煩史たんけん2002.地下鉄東西線プ口ジ
エケト 歴史や伝統のよさを生かしたまちをデザインしようりの実浅を通して

*J~辞典D中の学宅砂ら、士製品へ発f雷 「あったらし、いなこんな絞涜の会Jプロジェケト
総 部jな学習を過して、子ども・保護者・総雨・::E事.t蹴住民・行政加者・専門家
と進める校庭りくりー

. t桜蔀D特産、下山千歳白菜に封蛾11 言語鋲渚の知葱 経費量・技術を生かして

φ 小さな森の物語りー「中延の謹むと図工室の託盟畳一

・市民自ト資質の育成をめざすまちづくり学習の取り総み
…新港横戸田1総臨調発にともなう公額づくりを通してー

.家庭科における儲穀題研究の発表

-小・中学役での住まい・まち学留の澱犬と学核激背支援の状況
一兵庫県東播地方のケーススタディー

-メ主主生ヘのまちづくり教育龍谷大ポ思際文化学部での実践一

。彬蜘学びづくりの取り組みから

高橋ちあきU:i在性保市立広田小学校)

菅原弘(仙台市立南小泉小学校)

t吉田利率{世倒谷区立守山小柄刻

本羽箆佐子(世殴谷区立鳥山北小学校)

楚良浄(世沼街区立後JJ~芋佼)

長谷川言(千葉対等矯学部附属'J惇絞)

関根詰j欣子(持勢智!限JL1同奨大野議絞)

ガ家殺彦(明石二じ業高等専門判交)

寿崎かすみ(熊谷た芋)

*矧請におけるi議前なまち学習のしくみづくりに演する実際切夜 間以美佐際と子関」ちネットワーク仙主主

「境問まちかど博開官・塊)勝大ギャラリー」を事例としてー

*大学・公民館・行政の連携による自然との共生の生き方をさぐる体験・実験教室の 碓田智子(大阪教宵大掌)
取り組み 『大学子ども調放プラン2000・2001Aの実践から

*子どもの主側宝を育む参型航場に演する研究 中村桃子(NPO佐舎こどもステーシヨン)

一千紫無位倉市における「ミニさくらJの活動を事例としてー

*つなぎ¢デザイン/r個人の体験jを弓士会の総崩むに 山田清((有)入・イエ・まちネットワーク)
一東京事刻、金井市における女性セミナーでの事例から…

ー子喰迭と一緒に住まし¥そして22凶日吋制或環境を継承ー建築士伐和 総本真二二倍til芝生態::C業(株.)) 

・近代似藍翁量産から学ぶ「モノづくり産業芋習」の者自察 本土仁未来(獄燦矯大学)

一“ノワタケの家'を護射として

・消費者教育としての住教育生活協間総合における学習活動ー 妹尾理子(東京学芸メ""')

・住環境教育における体験学習倒立霞づけと効果 後藤さゆり(東京学芸大学連合味洋院)

+まちづくりの取り組みから学ぶ

*高校生と大学生の協働乍業による長屋再生提案 d焔尚(名古屋大学)
提案型学習ワークショップ江湖果と誘題一

*神戸縦ø車 rfi前面総lRJ における Eよそ者(若者)~力安媛するまちづくり 協中貢(都市基準普警備公的
一神戸市長問区復溺滋5・6・7丁白地区を事例としてー

*台湾921対世衛星輿場蓮における「ふるさと再生Jo.減み H置部くみ恵(東京車輸大法)
…「繍皇の穫クラブ」参加の経験から…

. t輔が支える r)l険対免 除埋次低水111搬船然対矧究会)

。和田町路上いきいきギャラリーー牛手いッケを利用した掛子故調あ重実験一 車好奇欝(横浜民金大学)

f癒し系Jワーケショップを趨えて 宇高雄芯(広島大挙)
…Y本ずでのワークショッブを巡る為鳴を通じてー

ー「有料貸し1蝿方式によるJ市民参医濯公間管濃の可吉田生σH銭正 安尾昌子(兵庫県}i.淡路景観園芸斜交)
_，手重から育てる県民交流花壇コンテスト"を 1つのモデルとしてー

アンインテンシヨナ川主教育の可害拡を地域における公其議設への意識から探る 薬袋奈美子(福井共学)
一「沼、い出恥吋競請された作文からの考察ー

・遊びゃ多文化学習から始める、初めての土留革まちづくり 穣村麻衣子(桜飯市喰所)

ーサンプランシスコ 横浜市符靭11区¢事例よりー

・半公共的空間こおける教習と協働につし、てι淵究…松井寸色区まちづくり協議会のじま酉陸 海部将 C奈良女子メC料

理事業・真野地区まちづくり推進会の複典舌動事例調査よりー

⑤そ(])f也

. Healing G副鵬のユニバーサルデザイン…英国・オランダ .8本の事例 橋本公克(橋本建禦新究所)

a現代日本でガーデンシティ種詣を実践する憲司車一資産問成のできる都市経営 戸谷英投(目PO住宅生溜蛍研究会)

く著者は第 1著者のみ。所属は応募当時。*印は発表論文〉
〈本体1，200門+税、 ISBN4-88331-039-6> 
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f設3まい・3まち男勢湾J実践報告祭'論文集S捻側報開発行〉

⑫争当主での取り組みから

*主f給甘に「まちづくりJに参画しようとする中学生の育成

*士桜識の「人やもの・ことJと関わり， 13:分を見つめる学習吉動

ク口スカリキュラム「自分を見つめて」の学習の実際からー

*IJ母校の菌猪対せとしての住阜&)育絵本及v甥主主書o)j宇成
食の学びか育む{主まい手・っくり手

子どもと符交から始まるまちづくりー

-子どもを育てる1桜識の力に支えられた総命的な学警¢時総

一松戸市4金こおける熔禽力主主識とづ中校の総針甘な学習江附路一

地或の文明街化 rl日見付学区むをテ マとした近Ji;1以量産学習

次代の担い手を育成するまちづくり学習に関する研究

まちづくり学習における学裕子¥の支援備制の可官出工につし、て

.室内害事蒜号車に関する住教育

一住居模型教材を用いたワークショップによる一考紫

.学校生活における儲穀耕育

フ伝顎賓とJgs.光照明をテーマにした持者存芋習旺試み

・微生物を利用した生ごみ糊E1~装置の環境教育への活用

⑫士電話掠D学びづくりの取り組みから

*池坊刀多様な人たちと鵠わった提案型まちづくり学習へU湖も戦

一学校とまちづくりセンケーと庄連携による公園計画ドぜ道程一

*子どもの伝統s?潤体験とまちづくりの可能校

-NPO法人演串庵倶楽部の取り組み

*子どもと大学生の実践まち育て

ふちのベ鍍沌まつりのごみ分別回収ボランティアを透したえ震書学溜

・先輩から後輩に受け継ぐ、参加型まちづくり「思しリと「技j

一東大君liil工科ヰ「まちづくりJ輪講の取組一

・大主非主主の参加により謝矧じされる士官員まちづくり活動

一持者割i区魅力さかせ隊ι活動と東海道シンポジウム袴療11陪メ話ト刈り展望

・子どもたちと一緒に「まちJを考えるため係式み

…こどもまち掠単語まプロジェケトをとおして

-蕗庖主障をフィールドとした子どもの建築・地域学習活動の実践

一名出麗市千種区党主UI商庖街での鴻動事例ー

・『動jと言える臼本/水平な社会を目指したはじめの一歩

一千葉県市原市d嘩畑における空民家活用の実践と撲望一

.子どものた位の環境学習についての研究

(仮称)J嶋姉嘉跡事公閤言十溺11!を事伊jとして

-子供を対象とした「まちづくり学習」の勝喜の可制生に関する研究

横浜市の事例を通して…

⑫まちづくりの取り組みから学ふ

*震災を体験したf主民古羽見り紛んだ、まちづくりιーつの方法

一明漕カ}v:9Jづくりの実機時

本住民主体の小さな文化遺産の保存活動

台湾 rご結」から臼本のまちづくりへのメッセージ

*入居後の暮らしのサボ トを通じた分譲環境共生君主マンション¢環境創造

一計画 販売・管理由ふイ本となったマンション計画の詔治一

*夕日属製軒主民が築住する公営住宅の生活上ι魅力と問題に関する研究

精療'!II県営土飯田いちょう悶也が換としてー

• 111に生かされた日々一俳句でつむ寸子どもとまち…

-地方銃草を存続させたパワーでまちのrl有性i~i活動を展開
えちぜん郵諮問年続とその後のまちづくりへの対応一

.世証谷線!日裂車両テハ85育会保存運動実際陪

まち学密実劫資料保存選議砂救記一

-まちづくりセンターの事業と今後の展望

(財)名古屋都市センクーの帝説を混じて

.まちづくりに果たすNPOO)j矧j

-NPO者自制主宅とまちづくり研究会をケースにー

・大正碍代のまちづくり 肉車君隙薦問H宣共事と大淳西j1;;tJ1;ま江行政財政システムとIJ半
校ι望書j 西城f所蔵草電車i考察より

〈著者は第 l著者のみ。所属は応募当時。*印は発表論文〉

瀧日1健司(名古屋市立大曽椋中学校)

潟橋ちあき(佼被保市立広田小学校)

薬袋奈美子(福井文学)

藤本勇::(市場陀立市場小学校)

関鰯詩聾(松戸市立小金j母校)

本陸俊介(愛知機育大学)

中11開放1(武蔵野市T弱者)

首藤綾(東京学芸大学)

間 11竜二二(秋却大学)

平石年弘(明石工業高等専門学校)

大和田清陵((財)浜松まちづくり公事t)

君s'E司島宏美(松止凍雪量短期負球)

村山史位(麻布大:'F)

柳欄久保京メ埠)

糊麻衣子(横1師節約

河合嗣生(谷中学校)

小絵尚(名古屋メ埠)

塚原愛子(総度た芋)

田谷翠子(東洋大学)

安藤真理(文京区jJti宥)

戸羽真由美(まち・コミュニケーシヨン)

R感官くみ葱(東京事醤社大学)

篠原靖弘(株式会社チームネット)

土井澄脅(日本アイ・ピ ・エム)

橋博ヨ重次(呉塚市立自然立詳額7

溝橋八州牧::IlsC間臥の会)

長尾周知(j己「送電保存会J)

中曽E窃吾{名古顔市役所)

井上清香(共51.:女子大浮)

津田洋子
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。学校教育での取り組みから

*総合学習 r.地域に残る筏文化から名古屋のまちの発展を支えてきた籾11の学留ヘ」

*学びを地域で呉潟化する総合約な学習の取り組みー立llIJ再発見 i未来の活公霞デザイ

ンJrめざせ!立llIJ鍔i境レスキュー隊~立町E鞠向上プロジェクト 2004-Jの実践を過して

*総合的学習の持婦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札幌市

立新琴似小学校での実践

*小学校におけるキヅズベンチャー活動を通じた地域学習ー士世話或で働〈人々と関わりな

がら学ぶ実践活動

*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事例…パスマップは総合

学怠社会教資の題材・教材となりうるか…

家活の質を高めあう家庭科学習のあり方 吻提出と f本質おかtyf主まい¥jy，を売コ践宣すー

ー生活科における環境教育の可吉岡性をさ寸るー「どきどき食わくわく 1年生~いいも¢み~っ

け!'" Jの実践を通してー

a 図工教育・総合学管の取綴みを通した小学校における環境デザイン教育の展開

園子どもの暮らしと環滋一子どもが宇り上げる住環境…

-小中学校における r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

ト調査より

・世千切桂続する池麓に強いまちづくり「存者と大人正樹鼓オ鋪主制J諺診断からはじめる

-工学部学生のバリアアリー認知度と高齢者イメ ジまち師寺鴇砂ログラムを手仲悦二

@地域の学びづくりの取り組みから

*総合学賓とまちづくり 総合学習から地秘¥そしてまちづ〈りへー

*こどもをきっかけとするまちづくりへの視点ー異世代での協臥交流が育んだもの

* w農』の記1意をカタチにする-r生き生き可軍事」るさとづくり」旺壇寄醇場智主主君主と展望

.小学生を対象とした夏季江住まい方議査と住環境教育ワーケショップ

。つくってみよう!夢の家~子どものた位¢住まい昔話十ワ ケショップ~子どもの居

場所と家飯、そして住まい

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

.{主まい手の啓蒙と作り手の研績をめざしたモデル伎宅建設・展示事業の実践報告-rふ
くい(21)スマイル大作戦 モデnイ主宅事業J

'1出或における子どものなじみ形成を百指した邑立的まち学習プ訂グラムづくりの取り

組みー横浜市保土ケ谷区におけるこれまでの実践を過してー

建築の学習ー窟H午プログラムの手法と効車、に関する研究高校生とメ洋生による住宅健野づ

くりワークショップの実践を通してー

-まち学習の素材としての大学キャンパスの活用可在自空名古屋大学東山キャンパスでの2つ
¢活動を過して…

・まち育てにおける「継続性Jと「成巣J 夫学生.0Jf0章第議uやまちづくり似新都こ1高唱して

⑫まちづくりの取ワ総みから学ぶ

*上尾ビレツジカフェ「地域通貨で宿題解決J まち育てのひとつとじての地議髭塁ピオトープ

*まちの‘矧主主"を受け継ぎ明日につなげるイベントの滋義と誘穏一割磯坂・路上イベント

f坂にお従錨きJの実践報告一

*風土O)j本惑を通して、まちづくりを思うー私たちのニ長関十景…

*現代版「産品、Jが紡寸参加者の思いとそ旺街難さ 震災 10司王被災地神戸の古民家移築阜、

会所づくりを事例とした参方躍まちづくり…

-積需寒冷地におけるコミュニテイづくり J叫試み都議留務市におけるコミュニティ除雪

栓会実験U夫践からー

-地元建設業者が参加するI蹴まちづくりの実験一市;11市行徽血区lこ刻7る11徳小滋縦の耳Z
り紛み

a 自然講生に取り総む NPOメンバーを対象としたまちづくりワ…ケショップー市}I時行徳

地区・言語瀬における読みー

-→碩人の体験に基づく子育てからまちづくりまでの道粍一点から線へそして立体fじする
人隠関係のなかで

〈著者は第 1著者のみ。所属は応募当待。*可lは発表論文〉

〈本体 1，200門+税、 ISBN4-88331-044-2>

酒井喜八郎{者控訴立鱒弛j学紛

堤祐子。出台市立立町小学校)

国村{圭愛出協議室出版葉銀総剣形郡吉

碓毘智子。ミ阪教青大学)

畑仰ibき(ふくし路毒事役ま宅づくりαョ

井本t明美Ql回綿織旧j明効

石井駿枝官邸当官立刷物j哨効

f出回考(紛環究戸別、A理精白

鈴木邦明(織浜市立青和h学校)

茶袋奈美子{福井大学)

阪中礼治(東北ヱ業大学)

吉永真理(国士舘大1学)

橋本夏次(貝塚市立自然成学館)

問中盤明(地域情報研究所)

山田清(約)んイエまちネットチク1

岩松俊哉(武蔵工業大学)

関口佐代子(神奈川娯建築士会)

江上徹(:iu藤業大学)

品11に三男(的得携繋築・住互訪ゼン少→

量車問泰覚(横浜仁詩立大学)

深津真理(名古盤市立大学)

小松尚(名古屋大学)

村山史被(麻布大学)

長関素彦(さ凶器蹴鍛フォーラLJ

日霞圭子(NPコ粋なまちづくち{見事的

秦忠広臼七九 H市立大学)

g定寧(まちコミュニクーやョン)

岩井宏文((株)ドーコン)

粟矯健太(千葉大学)

桑野文悟(千葉大学)

竹中信子
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。明査を学~~S~葺としての取り絡みから

*ねむのきランドをつくろう 小学校岱訴4て換のダンポルハウスを使った豊富葉一協働・係

わり合し呪空路としての思い印、ウスづくり

*団地に住む小学生による団地の中の「思い出」調査一千葉市稲毛海浜ニュ-'7ウンに

おけるまちづくりワーケショップについての実践報告一

*食育がは寸くむ住まい手・っくり手一学校栄養士との協司H宇業によるまちづくりの可

能性一

*都市遺産・資産発見を通した、教育プログラム構築の実践 小学生と大学続生のワー

クショップ fぼくらはまちの探検隊J 東京大学生薦技掠新究所×代々木上原小学校

*子どもを対象とした地域プロジェケトを介した多腐コミュニティ関連携

*τ生きる力」を育てる住教育プログラム 学校・民踏・行政の協働でつくる“伎"の

授業一

*虻織感覚行動をつなそ室内熱諜繍の学習プログラムとその斜面に関する研究…「ベットボ

ト)1模型重雛Uとf実もたモデル倒的による掠しし症まいづくり鏡子ワークショップの実践を

通じて…

・循環型社会の実現をめざす山形県最上郡金山町のまちづくりにおける私立めばえ幼維

圏の環境教育実践の怠義について

-防災教育を通じて中学生に地漢に強い水域住E告のi量り方を教える

-人.IJl家産学習と学力の関係についての考察 21蹴's;学カヘむけてー

⑮士桜郵刀学占鳴としての取り絹みから

*関レンジャー~子ども・地域・大学・ NPO・行政・企業ー多世代ネットワークによ

る「新たな学びのカクチ」一

*広域ネヅトワークによる人材育成一宮原好きネットにおける活動展隣を事例として

-お盆のイベント「精霊送り」 伝統行事の協働化と若者の参加についてー

・「芸術・文化のまちづくり」への視点一『第 回東京アートタウン圃サミヅト』の開

催

・ボルブドウール(インドネシア)フィールドスクールに学~J;

-者向，0)1:主環境学習プログラムの実践と有効性に関する研究…小学生と大学生による

30年度の名古屋書f弘吉十闘を過してー

-まち育てとしてι持続可能な開発のためι教育 (ESD) こどもと11邸まの未来のた

めの「学び合い」によるネットワーキングー

・住民の自主:sh災活動から始める緊急対応、製紡災まちづくりの実践報告一密集市街地I
地区における伎民ワークショップ活動…

・自ら続けられる(持続可能な)まちづくり活動目指してー田原町デザイン会識の果たす投

割一

⑮その他

-次代のよき住まい手・っくり手を育むために (財)住宅統合切究財i主における住教

育ヘの取り組みー

〈著者は第1著者のみ。所属は応募当時。*印は発表論文〉

〈本体 1，200円+税、 ISBN4-88331-046-9-G3052>
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