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{主まいーまち学習のキー・コンピテンシ-

fはじめにjかえてー

第9図の f{主まい・まち学習J')l1:践報告・論文発表会i士、全体iこ過去の水準を抜きんで

るすばらしい中味にみちていた。 8つの発表ひとつひとつが珠玉のように輝やき、それぞ

れがお玄いに響きあうキーワードを宿していた。

それは舎でいえば、キー・コンピテンシ… (KeyCompetencies)である。キ}・ 2 ンピ

テンシーは、 OECD が 1999 年~2002 年にかけておこなった f能力の定義と選択J (DeSeCo) 

プロジェクトにより生まれた新たな能力概念のことである。それは、言語を運用する能力、

他人といい関係をつくる能力、争いを解決する能力、人余計画を設計し実行する能力など

が組みあわされた、個人の人生にわたる根源的な学習力をいう。生渡を通して成長し変化

するものととらえてし、る(北J11達夫・平田オリザ ニッポンには対話がない一学びとコミ

ュニケーションの再生，三省主主，2008年)。

今年の発表会l士、{主まい・まち学習におけるキー・コンピテンシーが次の3つから成る

ことが全体を逸して示されていた。

1つは、対話とわかりあう箆係づくりのカである。子どもの演からひとりひとりが大切

にされている思いや、シクジつでも大丈夫といったつつまれるような湯づくりや人々がゆ

るやかにつながり合う中で個も生き生きと育まれる。

2つ自は、表現と感動共有と意味を伝えあう擦係づくりのカである。人聞と環境が相互

に浸透しあう体験が生む感動を表現し、わくわく感を分かちあいその意味することを伝え

あう関係を育くんでし、く。

3つ目は、協働と市民育ちの関係づくりの力である。兵なる立場.11阪市夜観のもの同士が

対話し協働し、勝ち負けを競わずに、お互いが変わることをよしとする自覚的市民を育む

ことは、住まい・まち学習を還してのシチズンシップ・エデュケーションとして、市民役

会のシステムに参加するスキル、考え方、コミュニケーション能力を育くむことになる。

{主まい・まち学習カと、ひとりひとりの市民としての人生全体にわたる根源的な学留カ

がどのように符号し、どのように違いがあるのか、今後、さらに実践を蓑ねながら、理論

と手法を磨いていく揚がこの発表会の大切な役割だと思う。

来年 10年目をむかえるが、そうした方向に赴くさらに面白い野主主に富む論文と報告が守寄

せられることを期待したい。

2008年 5月

(財)住宅総合研究財団 住教育委員会

委員長延藤宣言弘
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第 9凶「住まい・まち学習j実践報告・論文公募結果

応募数:30編

発表依頼数 9編(うち 8編発表)

(財)住宅総合研究対@I 1:主教育委員会(応募等2007年10月)

委員長延藤安弘(愛知燦業大学大学院/NPO法人まちの縁側背くみ隊)

委員小漆紀美子(東京学芸大学)

木下 勇(千葉大学)

11fT回万星子(大学非常勤講師)

奈須正裕(ヒ智大学)

堤 祐子(仙台市教育局太自民中央市民センター主査兼社会主事)
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2. r住まい sまち学習J翼接報告・論文

2.1 学校教青に欝連した取り鑑みから





小学校三年生の社会科において子どもが

まちとの関わりを深める調べ学習の取り組み

キーワード 'J明主三年生。控室井毛まち探検

Iはじめに

小学校三年生の子ども遣にとっての「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f学

校j と[家Jと f遊び場」である。学校での学習{生活

科など)の影響も少しずつあり、自分の関心が外の生活

へ向いてきており、自分と直接関わりのあるもの以外に

も興味を持ち出している子どももいる。「学校」と「家j

以外のもので、まちの中で関わりがあるのとしては、お

活や公歯である。お庖は買い物で、公園はi聾びなどで環

わりを持っている。しかし、お府や公潤との鑓わり方i土、

家庭での経験によって子どもに大きな惹がある。

今回は、子ども遼が普段過ごしている自分たちのまち

に娘を向けてし、く。その中で、自分が興味をもったこと

を積極的に調へようとしていくこと、えたものや調べた

ものを伝えていくことなどを大事にしてし、く。小学校三

年生の子どもがまちと関わりをもっ中で、様々な経験を

しながら、予寄っていく姿を報告したし九

2取り組みの目的

① 小学校三年生が社会科の学習の中で自分違が普段

過ごしているまちの中にあるものを題材にして、調

べ学習に取り総む。その中で、子ども達のまちとの

関わりが高まり，子ども遣の現在及び将来に良い影

響を与えることができる。

② まちを題材とした小学校中学年における調べ学習

のそデノレを示す。

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場所は神奈川県横浜市神奈川

区で、 JR横浜駅からも徒歩障であり都市部守ある。学区

に熔やIEんぼは全くない。鉄道では、 JR東海道線、京浜

東北線、横須賀線、京浜急行線、東急東横線、横浜市営

地下鉄、道路でl士、国道 1号線などが通っており、交通

の要衝である。

-3-

鈴木 主防月判

学区の大部分が住宅地域で、中規模の7 ンションが多

数あるエリアと一戸建て中心のエリアとがある。叡のそ

ばは務業地域で、小規模の飲食1苫や街活が多く、工場が

若手見られるという地域である。学区には、大規模な商

業施設や娯楽施設はなく、交通量は多いが全体的に落ち

着いた地域である。江戸時代の東海道神奈)I陥の一部品t

学区に含まれており、陶絡のある神社や史跡などが多数

ある。

3-2 子どもについて

紡犯上、交通安全ーとの理iEから、子ども遼だけで公歯

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。そういったこともあり、子ども達が遊びの中でまち

との懐わりを持つことは多くない。年に数倍行われる地

域や神社の祭りに参加する程度である。なるべく学校で

も子ども達が地域の人との関わりを作ることができるよ

う様々な形で働きかけている状況である。具体的には、

授業の中で今回の授業のように地域へ出ていく授業を行

っていくこと、また、学習ボランティアなどとして地域

で能力を持った人を積極的に学校iこ招いていくことであ

る。子どもが学校から出ていって地域の人と関わり、地

域の人が学校を訪れ、子どもと関わることの双方を大事

にしている。

3-3 これまでの学習について

これまでまちに関わりのある学響としては、図 5-1-4

にあるように一年生の生活科での公関遊びと二年生の生

活科でのまち探検がある。一年生の公関遊びでは、学区

にある公閣を訪れ、友だちと一緒に遊ぶという活動であ

る。二年生のまち探検は、学区の中を歩き@]りながら、

友だちの家や友だちが遊んでいる公潤を瓦いに教えあっ

たりする中でまちの嫌子を知っていくという活動をして

し、る。

* 1横浜市立青木小学校教諭

東京学芸大学教育学部卒業

後浜市立小学校教舗として、子どもの健康と

罪境をテーマに実践を続けている。
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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 学資を知る活動

② 調べる活動

③ まとめる活動

④ 伝える活動

4-2 学習を知る活動

4-2-1 活動の流れ (9時間)

屋上から (4丹 15日 l時筒)

震上から は月 19日 2時間)

方位の学習 (4月 29S 1時間)

学区の概要 (5月 18日 1時間)

地図の学習 (5月31日、 6月 l詰 2待問)

まち調べの概要 (6月7日 2時間)

段上に上がって、学区の様子を眺めた。東西南北につ

いて学習した後，学区の方位について確認した。 16方

位(南南東など)についても学習した。

教室から体育館までの地図を書き、グループで見合い

ながら分かりやすい地図について話し合った。分かった

ことをもとに、再度分かりやすい地図作りに取り組んt(_o

取り総みの流れを確認し、それぞれが見学のテー7 を

設定した。テー?の例をたくさん板番し、イメージしに

くい子どもが参考iこすることができるようにした。また、

自分たちがEこeろの生活で因っていることなどを考えさ

せた。この学習で自分があったら便利だと思うようなも

のを作り上げることができるようにと助言をした。テー

マがなかなか決まらない子にj士、見学をしながらテーマ

を燥しでもよいということにした。

テーマとして断てきたもの

クワの葉のある所

自主E
理科の学習で各自が資を育てており、業を入手す

るのが大変だったから。

コインパーキング

正区王国
殺が車を鐙くときにコインパーキングが見つから

ず図っていたから。

病院

医毘自
家の近くにある病践がすぐ分かると便利だから。

交通量

J'f i:t豆田
地域や道によって、車の量が違っていたから。

位三上主虫色位以と盟主到
全体の流れをしっかりとイメージさせるために図を用

意し、わかりやすい板蓄をする。それらを教護の…部に

掲示しておしそのことで流れを意識しながら取り組む

ことができるようなる。

医ゴント② テーマ決めで子どもの患いを大事iこする|

テー?を決める擦には子どもの患い(楽しかった、闘

ったなど)をふくらませる。テーマが決まらない子ども

は、テーマ決めをー持保留にし、見学する中でテー?を

見つけるようにする。

4-3 競べる活動

4"3-1 活動の流れ (11時間→夏休み)

青木橋方面 (5 Jl 22日 2時間)

橋由冊方磁 (6月 13S 1時間)

高島台方蕗 (6月14日 2時間)

沢渡方面 (6月20自 2持問)

栗田谷方国 (6月21日 2時間)

反町方面 {日月 27日 2~宇部)

夏休み期間(各自必要に応じて取り組んだ)

第一回巨の見学で1士、青木矯j習辺で、書室車や車などの

犠子を見学した。FI.学した所からは、 ]R東海道本線など

の線路が8本見ることができ、多くの電車を見ることが

できた。また、少し高台になった所から国道 1号線の様

子を観察した。普段も思にしている光景ではあるが、改

めて率や電車の様子などをじっくりと見ると、交通量の

多さに驚いている子どもが多かった。

栗田谷方面の見学では、古くからの高活街である松本

商!吉街と住宅地である栗田谷の両方を見学した。地区に

よるまちの様子を違いを実感することのできる見学とな

ったo

写真 4-3，1 まち調べをしている様子

-4- 2008年出総研f住まいまち学習j実臨報告論文集 9



4 :3…2 子どもの援り返りから

11ft!探検にf可度も行ったことについてj

学[互の中がーヶ所ーヶ所違うpfiがilfi白かったし、ふし

ぎだった。とても面白かった。

町たんけんiこいつばい行けば行くほど、いいものがで

きるのだなと思ったo

いろいろなものがあるのだと思いました。学区の広さ

もわかりました。はじめて見たものもありました。つか

れたときもあったけれど、楽しかったです。

4-4 まとめる活動

4-4-1 活動の流れ (6時間十笈休み)

まとめ方 (6月 28日 1待問)

まとめ方 (7月2日 1待問)

まとめ 1(7丹邑日 2時間)

まとめ 2 (7月 18S 2時間)

まとめ 3 (夏休み 7月 19S~9 月 2 日)

夏休みの宿越として十分に時間をかけてまとめる作業

を行うことができるように、夏休みに入る前に詳しくま

とめ方の説明をした。 3年生ということで、調べたこと

などをまとめてL、く学習はあまり多く取り組んでいない。

教師が新鶴形式、ポスター形式、本形式、パンフレット

形式などの実物の見本を作り、それを見せることで子ど

もがまとめ方のイメージを持ちやすいようにした。

す

総

と

と

り

体

る

み

取

全

あ

岳

こ

け

p

t

i

、
1

り

心

い

と

取

熱

ま

こ

の

に

し

う

1
1
で

習

て

ま

一
る
一
入
学
れ
し

一
す
一
倍
と
か
て

一
に
一
、
る
分
つ

一
み
一
く
す
に
な

一
組
一
な
に
も
に

一
り
一
で
み
ど
の

一
取
一
プ
総
子
も

一
の
一
一
り
い
い

一
で
一
ル
取
な
低

一
人
一
グ
の
で
が

一
個
一
、
で
う
質

一

一

は

プ

そ

の

一
③
一
み
一
と
び

一
ト
一
組
ル
も
学

一
ン
一
り
グ
ど
の

一
イ
一
取

3

子

て

ロ

巴

る

む

し

同 7下志百二亭都新お繭ヲミヨ
夏休みを関にはさんで宿題とする。そのことでその子

どもの興味に応じた取り組みができるようになる。毅の

また、協力も得やすくなる。

担イント⑤ 出来上がりをイメージさせる|

教師が出来上がりの見本を作り、それを子どもに提示

することで、自分の作品の出来上がりをイメージさせる。

実物を提示することで子どもが出来上がりの姿をイメー

ジし、そこに至る道筋(方法)をイメージしやすくなる。

ので、夏休みを入れた方がよいと思う。

とてもむfかしくてこまっていて、お母さんとお父さ

んに弱いたりしたけれど、できあがって本当にうれしか

ったです。

すごく作るのに時間がかかって大変でしたが、出来上

がったときはとてもうれしかったです。

4"5 伝える活動

4-5-1 活動の流れ (5s寺凋)

発表のやり方 (9丹6日 2時間)

発表 1 (9月 11S 2持関)

発表2 (9月 14S 1待問)

写真4-5→ 1のように、一人ひとりが自分が調べ、まと

めたものを発表していった。発表の手傾l士、 CI理由、②

内答の説明、(a感想、④質問とした。指し棒などを用い

て詳しく説明をしてし、た。

発表したものは、写真 4-5"-2にあるように廊下に掲示

し、多くの人に見てもらえるようにした。

写真 4"5-1発表をしている様子

4-4-2 子どもの振り返りから

f資料作りを夏休みの宿題にしたことはどうか?J

夏休みを入れた方がとてもじっくりとできた。それな 写真 4-5-2il閣べたものを掲示している廊下の様子
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十5-2 子どもの振り返りから

fみんなの発表を開いてどうだったか?J

みんなもいろいろなことをやっていて{すごいなJ と

患った。

議べたことは同じでもひとりひとり文章がちがって、

オヲジナノレの新隣や本やポスターなどができていました。

よかったです。

5.まとめ

5-1 考察

5-1-1 テーマ決めについて

総合的な学習や社会などの務門学習で難しいのがそれ

ぞれの子どもが自分が取り総むテー?を決めるときであ

る。国語や算数の授業では、それぞずれの子どもがテー?

を決めて学習を進めることは少なく、そのEの学習の内

容が教締の幌IJであらかじめ決まっていることが多い。

競べ学習では、それぞれの子どもが意欲を持続できる

ようなテー?を見つけることがとても大事となる。今回

の実践での「①学習を知る」の活動の後半の部分に当た

る部分である。今回の実践では、約40待問と夏休みを

活動の待院としている。とても多くの待問を使っており、

その待問を有意義に過ごすことができるかどうかi士、テ

ーマ決めにかかっている部分が大きい。

その際、ポイント②に書いたように、子どもの怠い{楽

しかった、闘ったなど)をふくらませることがとても大

切になる。また、その特に子どもが考えているテーマが

今回の学習に耐えうるテー?なのかを教師が判断するこ

とも大切になる。子どもがやりたし、からといって数待問

でできあがってしまうようなテー?では不適当となる。

そのあたりの見極めは子どもでは難しい部分もあるので、

教師が卜分に関わっていきたい。

テーマが決まらない子どもに際しては、テーマ決めを

一時保留にし、見学する中でテー?を見つけることがで

きるようにさせる。今回の学習のように見学を行ってい

くタイプの学習では、見学の前の時点でる確実にテーマが

決まっていないとならないものではない。テ←マが決ま

っている方が後点をはっきりとして見学ができるという

メリットがあるが、見学している中でザーマが決まって

いくという流れでも構わないで、あろう。

また、テーマが途中で変化していくことも考えられる。

爾べている中で、子どもの興味関心に変化があることは

十分考えられる。テーマが二転三転して、本人やj膏りが

混乱してしまうようでは図るが、自然な形でテーマが変

化していくことは決して悪いことではなく、学びの深ま

りによるものだと考えられる。

5-1-2 子どもの育ちについて

門脇1)は学齢期の子どもにとって、その子ども遠の社

会カを育む鎌も重要な場は地域校会である。その燦由と

して、地域は子ども濠にとって全生活領域である。そこ

には多くの家があり、さまざまな活があり、工場があり、

駅があり、郵便潟があり、公闘があり、児霊童館があり、

) 11があり、というわけで、空間としてとても多様である。

そこで子ども遣は嫌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。地域には多彩な人が住

んでおり、基本的に同質な学校{照りは同じ年齢の子ど

もだけ)とは大きく遭うと述べている。

まちには、豊富な教材がある。人材も含めて、子ども

が学ぶのに渡したものが援富にある。それらから子ども

遼は多様な学びをすることが可能になる。教室主での学び

は本(華t科書)などから知識を得るタイプの学習が多い。

それらもとても大切であり、子どもが脊っていく上で必

要なものである。しかし、子ども達が社会に出てから必

要となるものは、それだけでは十分ではない。今回の実

践のような学習から付けていくタイプのカがとても大切

になる。

5-1-3 i調へ学習とまちとの関連について

小学校3年生がま題べ学習のやり方を学ぶ軍事にまちとい

う題材はとても適している。

寺本"1士、地域素材を学習に用いる良さとして以下の

点を挙げている。

①見学、観察、探検が容易。

②事物や事象に直接触れることができる。

③具体的な思考が容易。

④主体的な学習に取り組むことができる。

⑤地域に対する理解と愛着が深まる。

⑥地域に際かれた学校となる。

(j)@については、自分遠の伎んでいるまちを題材とし

ていることで、すぐに見学にいくことができていた。題

材が近場にあるものでなかったとしたら、見学などに関

して綴が関わることが必須の条件となったりしてしまう。

そうなると様々な証言で取り組みにくくなってします。そ

の点、自分配住んでいるまちの場合、子ども遼で見学な

どをすることも可能であり、そういったことがi主体的な

学習にもつながっていていく。

@@については、写真 5'1'3にもあるように、距離に

疑隠をもった時、実際に活動しながら学ぶことができて

いた。 i弓じ時期lこ算数で距離 (lkm吐∞Omなど)を学

んでいた。そこからまちの中にある実際の距離に興味を

もった子どもがおり、議へながら見学しようということ

になった。 f学校から lkmはどこまでだろう?J I家ま

ではどの伎の距雛だろうり」といった疑問から、実際に

距離を測ったり、歩幅と歩数から家までの距離を調べた
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りしていた。万歩計を着けるようになった子どももおり、

距離や長さについて実感を持ちながら学んでいた。

③については、自分が調べたことに関する浬解が深ま

ったのみならず、他の人の発表を聞くことなどから、ま

ちに関する理解が深まっていった。 1つの題材を皆で取

り上げるのではなく、皆が様々な題材に取り組み、それ

らを共有化することで、まちについての理解が深まる。

そのことがきっかけとなり、その後さらに積極的にまち

へ関わっていくようになっていくのであろう。

全体lこ関わることとしては、まちと関わりを持つ学漕

では、 r? (なんだ)J 川 {発見、わかった)Jなどを子

どもが数多く経験することができる。子どもが簡単に見

学ができることや直接触れることができることで多くの

疑問をえつけ出すことができる。そのことが具体的な思

考や主体的な取り組みへとつながっているのであろう。

様々な学びの中でも子どもが自ら疑問を持ち、汚動し、

思考する中で答えを見つけ出したものは、その子どもに

とって縫かな学びとなっていることが多い。

写真 5-1-3 学校から Ikmの距離を調べている様子

5-1-4 ~時べ学習のモデルを示すことについて

隠東や近畿など都市部の都府県においては、近年の新

規教員採用数の靖加から経験年数の少ない教員が増えて

きている。調べ学習などは、経験の少ない教員にとって

は、取り組みにくい単元である。それぞれの子どもが教

姉のねらいとは奥なった活動になってしまったり、学び

が深まらなかったり、活動の最中に傑々なトラブノレが起

きてしまったりしてしまう。原因としては、テーマの設

定をきちんとできていないこと、活動の流れを理解させ

ていないこと、出来上がりのイメージを持たせていない

ことなどである。今挙げたようないくつかのポイントを

持さえることで、子どもが生き生きと活動することがで

きるようになる。そのようなことをふまえて、今自の実

践では、どのような教員にとっても取り組みやすいよう

なモデルを作り上げることを巨指した。

また、経験年数の少ない教員が、調べ学習に取り総む

-7… 

燦、「まち調べ」は適している。 5-1-3に書いたように、

地域素材i土調べることが容易であり、それは子どもにと

ってだけでなく、教師にとっても同様である。事前に教

師がきちんとまちにある素材を競べておくことで、子ど

もが取り組む擦にも適切な関わりをすることができるよ

うになる。例えば、地球温媛化や外国のことなどの場合

本やパソコンからの資料が多くなってしまう。具体的で

ないことで、取り組みが難しくなる場合もある。それは

問題が始象的になってしまうことなどである。

5-1-5 生活科から社会科へのつながりについて

小学校3年生の子どもにとって社会科は新しい教科と

なる。 4月のはじめには、期待している気持ちとともに

不安な気持ちも持っている。社会科の初めての単元とし

て fまち競べ」を取り組むことは生活科から社会科への

スムーズなつながりの上でとても意味があるだろう。そ

の理由として、取り総んでいる内容が 1，2年の待に取

り籾んだことのある内容であり、違和感なく取り組むこ

とができることである。子どもに聞いてみても、生活科

での「まち探検j と社会科での fまち調べ」では、それ

穏違いを感じないという;意見が多かった。違いとしてあ

がってきたものでは、社会科では調べたものをきちんと

まとめる活動があるというものがあった。

小学校 1年公閤遊び(生活科)

2年まち探検(生活科)

3年薬及議二三、おj苫調べ(社会)

?今[ii)の学習

4年警察、消紡、水道など(社会)

5年環境(社会、理科)

6年行政(社会)

図 5-1-5 小学校におけるまち学習の舵列

5-1-6 議べ学習に取り総む人数について

ポイント③にも普書いたように取り組む際の人数l士、

人がよい。今回のような識へ学習の場合、グノトープでの

取り組みにすると互いを頼ってしまい、 f悶々の学びが充

実しなくなってしまうことが多い。

よく見られる姿としとは、能力の高い子どもが「みん

ながしっかりとやってくれなし勺としづ不満を持つ場合

や苦手な子どもが他の子どもを綴ってしまいあまり活動

をしなくなってしまう場合などがある。

グノレ-7で取り総むことで、協力することなどをねら

いとする場合もあるが、調べて方fやまとめ方などのカな

ど務ベ学習の本来のねらいをしっかりと付けていきたい

場合、今回の様な偲々での取り組みが望ましい。そうす

ることで、それぞれの個の能力にあった対応をすること

がやりやすし、からである。
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同じテー?を希望した子どもが複数いた場合でも、言需

へ方、まとめ方、考え方、見方などはそれぞれ違うとい

うことを指導していくことで個人で充実した取り組みを

行うことができる。

5-2 課題

5-2-1 出来上がりの質について

子ども達が夏休みを使って、務べて、まとめてきたも

のの質に大きな差が見られた。

親が関わったことや夏休みで十分に持潤を掛けて取り

組めたことから、質の高いものが多く免られた。しかし、

質が低くなってしまったものもいくつか見られた。その

原131としては、夏休みの作業となったことで、習い事や

旅行など様々な事情から待聞を掛けられなかったことや、

本人の意欲や能力の問題に加え教師や親などの大入が関

わらなかったことなどが考えられる。

通常の学習において、担任は必婆と忠、われる子どもに

対しては重点的に関わりを持ち、その締罰で学習内容を

理解することができるようにしている。今回の学習では、

夏休みが聞に入ったことで、その様な隠わりが十分でき

なかったケースもあった。そういったことが予想される

子どもに対しては、夏休みの前後に教締が十分な関わり

をもつことや必要に応じて親への連絡をしていくことな

どが求められるだろう。

5--2-2 親の関わりについて

調べ学習の作業を夏休みの宿題にしたことによって十

分に活動する時間を磯保することができた。親が必要に

応じて関わることで、質の高いものを作り上げることが

できた。

しかし、裁の関わり方が上手にできていない家庭もあ

った。それは、親が中心となって、見学もまとめる作業

も行ってしまったケ}スである。親が関わる際のハラン

スが難しい。懇談会や学級通信などで親の子どもへの関

わり方について、積極的に伝えていくことをしていきた

し、。

5--2-3 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まちの中で遊〈るも

のではなくなっている。子どもの安全に対して、学校も

保護者も非常に神経を使っている。

今回の学管では、二子ども違が夏休みなどに自分違でま

ちの様子を調べる活動を行った。その際、交通安全を含

めた安全に対する教育をきちんと行う必要がある。その

ような様々なトラブノレから子どもの守る際には、子ども

の防犯への意識を高めていくことが大事となる。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

いったカの底上げをしていくことが望ましい。これは学

校だけではできるものではなく、家庭や地域と連携しな

がら行っていくことが議ましい。

5-2-4 入との関わりについて

今回の学習では、地域に住んでし、る入との総わりを持

つことがあまり多くできなかった。人はまちを構成する

要素のなかでもとても大事な要素の つだと考える。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

て取り組んでいくことで、さらにまちへの謬鮮が深まっ

ていくだろう。

5-3 最後に

自分のまちに関心を持ち，より良くしていこうとする

心情を持てる人間に脊てていくことはとても大切である。

小学校三年生の段階においては、普段暮らしているまち

に関心を持つということが大切である。他人事ではなく、

自分自身の濁題として「まちj に関わってし、く経験をた

くさん体験させたい。

そして、今回の学習がエリアを広げ、市、泉、地方、

日本、そして世界へとつながってし、く。小学校三年生で

の経験がそれから社会科の学習に大きな影響を与えてい

くこととなる。

く参考文献>
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-8- 2加 8年住総研f住まいまち学習j実践報告ー論文集 9



総合的な学習の時間におけるまちづくり学習の実践と評価

学生支援を伴う地域活性化を考慮したまちづくり学習のあり方 篠部硲>1

新田瑠衣"

IB中美希"

キーワード 総合的な学習反待問，まちづくり学習，学生支援，封印痴活断む

1 はじめに

( 1 ) 研究の背景と目的

近年，市民のまちづくりへの関心が高まる中，次世代

の担い手である子どもたちのまちづくりへの関与のあり

方が技起されつつある。総合的な学習の時間{以下，総合

学習と記す)は，地元のまちを題材とした学習も可能で，

その実践は地元のまちづくりや地域活性化に何らかの形

で資献する可能性を存している。また，学校教育では学

校と地域社会が連携・協力した地域学習がテーマとなっ

ており，地域社会の人材として大学や高専などの学生が

注昌されている。そこで，本研究では，外部支援者とし

て学生を伴った総合学習におけるまちづくり学習を立

案，実践しその評価を通して，まちづくり学習の有効

性と今後の諸課題を明らかにすることを目的としている。

(2)研究の方法

二本研究では，これまでに取り組まれてきた総合学習に

おけるまちづくり学習の実践事例の成果を踏まえ九ま

ちづくり学習プログラムを立案・実践し，その評俄を行

う。評{冨については，まちづくり学習に直接箆わった児

童・教員・支援学生に対するアンケート高層査やkアリン

グ識査に加え，まちづくり学習の成果をまち新聞として

地元住民へ情報発信し，住民によるアンケぃト鱒査を通

して，まちづくり学裂の今後のあち方について考察する。

2.まちづくり学習プログラムの全体構成

表 2-1にまちづくり学習プログラムの全体概要をp 表

3-]にまちづくり学習の学袈プロセスを示す。

本稿で報告するまちづくり学習は，呉市立阿炭小学校

の6年生の児童が，総合学習の授業において，地元の阿

賀のまちの「昔・今・未来Jを， r新鶴記者jにな哲きっ

て識ベ，まとめるという内容である。学習成果はダイジ

エス卜版のまち新樹(以下z まち新関)として篠部研究

窓の学生が編集し，地元住民へと配布した。

今回のまちづくり学習では，支援学生 1~5名(呉高専

建築学科・環境都市工学科の5年生，専攻科の 1・2年生)

が1 主たる外部支援者としてまちづくり学習を支援した。

小学校の担当教員(1名)と筆者(支援学生の賞任者

とその指導教員)が授業内容に関する事前打ち合わせを

'2呉工業高等専門学校専攻科学生

時呉工業高等専門学技建築学科学生
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表2-1 まちづくり学替の全体概要

学習名称 「もっと知ろうよ阿賀のまち~阿賀の普 M今昔来業-J

2 
学努対象者 呉市立阿賀小学校5年生28名(1田名中}

『まち全体Jコース

3 償禦の種類 総合的年学習の時間

4 授S震時間 1四 Eコマ/毘(45分/コマ)x17箇(軒泊コマ)

5 室経絡期間 2007年4月1313""7月13箆 +10fj

6 学習方法 盗~'!学習を基本(3.....7名/In x6磁)

7 学習テマ ①待阻神社〈院賞まち金体〉 ④休山トンネル

自宇ーマ @阿賀小悶援崎小 ⑤策広島・呉道路

(6グルプ} @JOJ貨駅 ⑥マリノポリス告す麗

8 外都支援者 呉瀦噂健樹1研究室‘山!'l1i1l究室の学金呉市職員勉

9 務違イベント 新感づ〈り救護(8月四日 13碕 -16時実施)

適主主行い，異体的なまちづくり学習プログラムの内容と

支援方法を検討・立案した。本実践では，教室長lこ出向い

ての児童への直接約な支援は，第5沼の意見務査(鑓i車

情報・資料の収集)の段階から行った。

3 総合学習におけるまちづ〈ザ学習の実践的容

( 1 )チーマ設定の段階 (第 1悶~第4鴎)

テー7設定の段階では，第 1回で，児童量(6年生 ]05

名)が各自の関心・興味に応じて「福祉Jr平和Jr歴史j

fまち全体」の計4コースの中から 1コースを選択し，

第2回以降は各コースに分かれて学務した。議者らは，

まちづくり学習について最も関係深い fまち全体Jのコ

ース (28名)を対象に学習支援を行った。「まち全体j コ

ースでは，第 2@lの授業での話し合いの結果，表 2，]に

示す6つのテー?を設定L.，第 3@].第4@lで， 6グノレ

ープに分かれ，具体的な学習内容を話し合った。

(2 )関逮情報・意晃諮査の段階 (第5図~第自白)

第 5~8屈の言十 4 回の授業では，インターネットによ

る情報検索，家族を対象としたインタビュー絢査，児童

を対象とする意見収集などを通して，テー?に対する情

報収集や意見集めを行し¥最終的にグループごとに集ま

った情報や意見を模造紙にまとめた。ふり返りシートに

は f良い点，懇い点があることがわかったJr伎民の声を

たくさん鶴くことができたj など意見収集の大変さ・大

切さを実感した児童が多かった。また，支援学生lこ質問

をする姿やy 共指?で作業をする様子も多く免られるよう

になり，児寵と学生の距離は絡まっている様子であったo

児童量意見では， 自分遣の普段の生活に身近な対象であ

8' il'1賀駅"“ It'llJトンネノV に関する記入はされていた

本 1呉工業高等専門学校建築学科教授，博士(工学)

児童。学::E住民地域社会にとって効果のあるま
ちづくり学習のあり方を模索している。
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が，対象規模が大きいマジノポジス附東広島・呉道路"

に認しては，回答がないものも散見され，ふ号返りシ】

卜においても「もう少し意見がたくさんほしかったjな

どの記述がみられた。やはり身近な生活祭間レベルのテ

マの方がj思議も意見を述べ易いようであった。

(3 )務地鱗査の段階 (第9路~第 12fi書)

第9-12闘の計4回の授業では，インタビュー一世ス卜

の作成や，インタピュ一対象者へのアポイントメントと

いった現地譲査の壌備から始まり，各グループにおいて

異なるスケジュールを組み立て，現地調変・インタピュ

ー・出前トークなどを行い，最終的に捌査結果を模造紙

にまとめた。現地調査においては児童の安全管理を目的

に支援学生も付き添った。

第 10悶， 12聞ではゲストティーチャ (呉市職員)

を招き，支援学生の授業補佐のもと，出前トークトマリ

ノポリスについてj などを行った。授業後のふり返りシ

トには1"~ノポリスと東広島・呉道路には関係がある

ことがわかったJI現地に行き自分の目で確かめることに

より，マリノポリスをより理解できたjなど，ゲストテ

ィーチャーとの連携による学留の成果が見られた。

また，阿賀駅グノレープは改築された釈舎に赴き，車い

す身障者疑似体験を行った。湾グループのふり返りシ

トには f駅には点字やパリアフリーがあったJI階段を

表 3-1 まちづくり学習の学習プロセス

のぼるのが大変だった」などの考察がみられ，実際の体

験活動により，想像とは違う体験をして!思議は新たな

意識を持ったようであった。また，意見収集の成巣を踏

まえ，地元住民より，売1;5.自絞機の婆望があることを

駅職員iこ伝えた。

(4 )まとめの段備 (第 13国~第 15回)

第 13-15鴎の計3聞の授業では，記事の全体構成の検

言すから始まり，文章の下番き，写真の選別などの作業を

通して「もっと知ろうよ阿賀のまち新関j を制作した。

事時間作りを通して相手に何をどのように伝えたし、かを絞

切込み，的確に表現していくカを身につけることを詩的

とした。ふり返哲シート I~I:J: I文章の下書きに苦労したi

f待問ばかり進み，下書きはあま明進まなかったjなど，

思うように記事が書けず児童も悪戦苦潤している様子で

あった。一方，授業中は支援学生と意見を交わしながら

作業を進める様子や，支援学生のアドパイスを受け入れ，

制作上の問題解決を主主る児棄の姿が多くみられた。教員

だけでは十分に行えない餓別指導が，支援学生によって

機われた。

(5 )発表の段階 {第 16図)

今までの学習成果を，主に他のグループへとf向けて発

表した。発表はポスターセッションの形式で行われ，児

童は学習成果を，クイズなどを交えて発表していた。

一一町一一同四一.
略称とする。 OT ゲストティーチヤー劫略称とする。学生 支揖学生数を示す白第16fIDの学生iま蛾き手としての参加のみ。

写真3-1意毘のまとめ 写真3-2駅での体験活動 写真島3GTによる出前トーウ 写真 3-4学生に相談する児童
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4.総合学習におけるまちづ〈り学習の野儒

今回のまちづくり学習の評価は，児童のふり返りシー

ト，支援学生日誌，児童及び支援学生の総括アンケー卜，

控当教員に対するヒアリング務査をもとに行った。表

4-1は，児奪及び支援学生の総括アンケートでの今回の

学留の評錨概要をまとめたものである。以下，表 4-1を

踏まえ，総合学習におけるまちづくり学習の児童及び支

援学生に対する有効性と諸課題を述べる。

( 1 )児震によるまちづ〈り学習の辞儀

今回の授業で最も楽しかった授業を尋ねたところ，第

10聞と[自主事した児童量が半数をおめ最も多く，その君主取に

は「見学でわからないことや疑務がとても良く分かつたj

などが挙げられた。一方，最も難しかった授業は第 15

聞など新聞制作であった。また，最もためになった授業

は第 10屈など，こちらも現地調査と回答した児童が金体

的約5害1)を占めた。このことからも「現地誠査」及び「出

鈎トークjは学習プログラム上重要な学習方法といえる。

今回の学習がもたらした効果について尋ねたところ

「阿賀の魅力に再発見がかなりできた，ややできたJと閲

等した児意が全体の約9害1)を占めた。また， r身近な生活

体験からまちづくりを考えることがかなりできた，やや

できたjとお答した児童が全体の約8割を占めた。 ー方，

決して身近な環境とはいえない'<'~ノポリスや東広島・

呉道路がテー7 の児叢からは， rよくわからなしリなど自

信のない意見がみられた。児童の希~を尊重して設定し

た6テーマであったが，学習の容易さにおいてグループ

間に差が生じてしまったようである。

呉高等の学生による学生支援がもたらした効果につい

て尋ねたところ「アドバイスはためになったかJという

質問では，全ての児童から良い評綴を得られた。学生と

の協力を通じ，学管内容を充実させることは，児童に高

い充足感をもたらしたようである。また，自由紀入摘に

は「呉高専の方の説明で，楽しく分かりやすい勉強が出

来たj などの記述があり，身近で頼れる存在として学生

の能力や貢献が児童に評価されていることが読み取れた。

(2)小学校教員によるまちづくり学習の鮮価

第 15[ii]終了後 (8月23日)，穏当教員 l名lこ対してヒ

アリング識査を行った。授業全般に関しては「児童は楽

しく取り組めていたJr ((もっと知ろうよ阿賀のまち》の

テーマ通明の学習が出来たJとし寸評価がなされた。ま

た， r児童自身がまちに対する興味・祷心を強めていった」

など，まちづくり学習による地域への愛着心や関心度の

向上が評価された。 方，学習テ-'<'の設定や時間約な

制約による活動範協の制緩が課題点として指摘された。

呉高専による学生支援については f支援体制が繋って

いたため，児童遠の主体性を噂議したよ明深い学習がで

きていたj など，支援学生の存夜による学習内容の充実

や，支援学生との交流による児童側の効果といった点が
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大きく評価された。しかし，課題としては時期的制約や

学校と支援者との連携が指織された。連携については，

その学校にとって必然性のある総合学習を，支援者側が

具体的などジョンをもって学校に提案し，双方が共通認

識を持ち学習を進めていく必要がある。

(3)支援学生によるまちづくり学習の静緬

今回の学習支援がもたらした効果について尋ねたとこ

ろ， r学習支援は，あなたの能力向上につながったかjと

いう質問については脅定的な意見が多く，理由としてIコ

ミュエケーション・プレゼン能力が向上したJr児童に教

え，物事の論理的な考え方が身についたJなどのスキノレア

ップといった点への自己評価が得られている。

一方， rあまりつながらなかったjと問答した学生の選

出としてほ廻しか参加していないため，達成感や綾力

向上を感じるところにまでヨさっていないj という意見が

みられ，学生の能力育成を促すためには，継続的な学習

支援がE重要である。その他の質問項自においては， r支援

しながら告分たちも阿賀のまちについて学習することが

出来た」など地域への気づきもあり，総じて 定の教育効

果があったといえる。

加えて，今回の学管支援における諜額として， r授業の

都合により毎回参加できず，支援内容を把握できなかっ

た」など学生自身の授業の待照的制約による猿界として

の照題点が指摘された。また， r学苦言支援において，高専

での専門学習は役に立ったかjとしづ質照については「あ

まり役に立たなかったj との評価が半数をおめ，環由と

して f児童たちが希製した学習テー7では，高専での専

門学習を発揮する機会があまりなかったj などが挙げら

れ， r専門知識を生かせる揚がもっとあれば，お瓦いもっ

と有意義だったj といった声も聞かれた。

今後は，学生がより専門性を活かし，主体的に行動で

きるような学習プログラムの検討が必要である。

薮 4-1 まちづくザ学習の児童・支緩学生による評偲
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5 アンケート繍査の興施概要と集計結果

( 1 )アンケート緯査の実施概要と回答者の風枝

児童が授業で学習成果として嫡々にまとめた新聞 (A

3瓶 1枚)を題材にダイジェスト紋として[もっと知ろ

うよ阿賀のまちの新聞(以下，まち新関)Jを編集作成

した。まち新簡は今回のまちづくり学習の実践者，学習

テー"，学習プロセス，学習テーマ毎の成果の概要を編

集したものであり， A3'i'iJ用紙(南面印昂i)) 1枚で構成

されている。

小学校でのまちづくり学習終了後，その成果を著者ら

がとりまとめたまち新樹を，両校の校区内 16の自治会の

加入世帯3宮21Iこ配布した。このうち阿賀小近憐の7の自

治会に加入する 2日2宮世帯には，まち新聞に合わせて総合

的な学習の狩聞におけるまちづくり学習に関するアンケ

ート議査察も配布L，回答をお願いしたヘ

アンケート調査票の設聞は，①回答者の属性，②最も

関心のあった記事，③t也元のまちを学習すること，③学

習支援への協力，⑤学生による学智支援，@学留成果の

新開発表，⑦地域のまちづくりや活性化への役立ち，③

まちづくり学留のテーマ設定，⑨自陶意見，である。選

択形式の回答に加え，一部の設罰(理由)には自由記述形

式の部答を設けた。

まち新翻およびアンケート調査票は 2007年 10月に，

自治会を通じて各世帯に配布L，アンケート調査票は 10

月末までに郵送方式で回収した。アンケ ト調査票の回

収数は206，回収率は 10.2%であった。回答者 (206)の

属性を表 5-1Iこ示す。

(2)今腐のまち新聞で隠心のあった抱事

今回のまちづくり学習の実践記事 (6テーマ)の中で

最も関心のあった記事を尋ねたところ，全体(総数)で

は，東広島・呉道路 55(33%)， "リノポジス 48(28%)，

F可賀釈 27(16%)，阿賀町全体 17(10%)，休山トンネノレ

14(8%) ，阿賀小・|日延崎小8(5%)とし、う結果となった。

東広島・呉道路を上げた理由としては，通行料が無料

であることをまち新鴎で初めて知ったという意見が非常

に多かった。児叢の学習成果が住民に新しい情報を提供

することに役立っていた。マリノポリスを上げた理由に

は，建設に対する批判的な意見(財政面，環境蛮)が多

かった。阿賀駅では，売j苫や自動販売機などの不便な点

を指摘していることが記事に関心をもった理由として挙

げられた。

(3)兇重量が地元のまちを学習テーマにすること是非

児童が授業で地元のまちを学習することの是非につい

ては，良い 183(自由%)，やや良い 16(8%)，どちらともい

えない4(2%)やや悪い，悪いは0であり，全体として

極めて肯定的な評価が得られた。

また，地元のまちを学習テーマにすることが f良し、J，

Iやや良しりと答えた回答者 199を対象に，地元のまち
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表 5-1 宙答者の属性
、、、、 30代以下 40代 50代 団代 70代以 米箇答 合計

男性 4 ? 13 23 25 。 12 
性

女性 " 21 25 34 18 3 130 
別

未回答 。 。。 1 。 3 a 

i尾世 いる 11 6 1 4 。 。 22 

輩格 いない 20 22 36 46 35 。 "9 
がiこ

来回答 8 。 T 8 8 。 25 

間5-1 まち新閣で燭心のあった記事

溜 5-2兇重量が地元のまちを学習テーマにすることの是非

lJiiJ 5-3 地元のまちを学習することでの教育約な意味

を学習することの良い理由を尋ねた(複数回答可)。地元

への愛着が生まれる !!O(22%， 199に対して 55%)が最

も多く，地元の生活環境を理解できる 102(悶 51%)，地

元の歴史や文化を理解できる 98(同49%)，地元住民との

交流が生まれる 67(向34%)，伎民としての自覚が生まれ

る66(河33%)，地元への誇りが生まれる 35伺 18%)， 

その他 21(肉 ll%)という闘となっているa

(4)まちづくり学蜜への支媛協力

住民自身に，授業で訪問インタピューやゲストティチ

ャ などのかたちで学務支援をお綴いした場合，協力し

たいと患うかを尋ねたところ，全体では，協力したいが

2008年住総研f住まいまち学習j実践報告論文集9



12 (31%)， -'(0'や協力したいが 60(31%)，どちらともいえ

ないが 54(28%)，あまり協力したくないが 7(4 %)，協

力したくないが 3(2%)であった。

(5)まちづくり学習への学生支援

児童の学習を，外部の学生(高等生・大学生)が支援

することの是非を尋ねたところ，全体では p 良いが

168 (83%)，やや良いが 24(12%)，どちらともいえない

が 10(5%)，やや懇いと悪し、は0であった。

学生支援を良いとする環向には，年齢差の少ない兄・

姉のような存在の学生による指導が良い，児童・学生の双

方の視野が広くなり互いにメリットがある，上下鑓係を

学ぶことができる，などが挙げられた。しかしその反磁

で，学生に支援者としての自覚があるか否か不安という

意見も一部にみられた。

(6)学習普戒感を斬豊富にまとめて発備すること

児童の学習成果として，まちへの思いや車晶、を新聞な

どで情報発信・擬察することの是非を尋ねたところ，全

体ではz 良いが 161(81 %)，やや良いが 24(12%)，どち

らともいえないが 12(6%)，やや懇い 2( 1 %)，惑いは

0であったv

良いとする理由には，若いt世代の意見を知ることがで

きる，住民lこ知らせることは社会啓発にもなるといった

住民側の長所と，児叢が続べた結果を公表寸ることで(学

習に)力が入る，他人へプレゼンすることで本人の鐸解

が深まるなど児童朝jの長所が挙げられた。また，今回の

ような取り組みの継続が大切であり，継続を望む意見も

多く幸寄せられた。

一方，改善意見としては，内容がダイジェスト過ぎて

無駄，学校内の発表でよいのでは，閲覧でよいのでは，

ネタが何年も続くだろうかといった情報発信の方法や内

容に対する意見も寄せられた。

(7 )窓ちづく引学習の成疑者機報発鎗 a 援護すること

の地域のまちづくりへの役立ち俊

まちづくり学習の成果を住民に情報発信・提案すること

が地域のまちづくりに役立つか否かを尋ねたところ，全

体では，そう思うが 125(62%)，まあそう患うが 56(28%)，

どちらともいえないが 17(8%)，あまりそう患わない 3

(1 %)，そう怠わないはむであった。

学普成果を情報発信・提案することが地元のまちづく

9に役立つとする理由としては，大人の呂線で物事が考

えられる中，児童の意見は子どもの立場からみた幅広い

意見を知る上で有効であるとする問答者が非常に多かっ

た。加えて，大人がむ尼童の意見に)目を通し考える機

会となる，子ども達の発想、に刺激されるなど，大人への

意識啓発のきっかけとなる，等の理由が寄せられた。

(8 )まちづくザ学習の成巣を情報発信・提案すること

の地域の活性化への役立ち度

更にまちづくり学習の成果を住民に情報発信・提案す

一13

図 5-4 まちづくり学習への支援・協力に対する意識

図5-5 まちづく性学習への学生支援の評儀

割合{則自 叩伺 鈎. . w 臥 JU 80 

RI--Jぷ五;ァ一五日高" .扇、
し一一一一一ー でご一一一一一一一

題 5-6 学習成果を新書請で情報発憶することの評価

図 5-7学習成果の情報発信によるまちづくりへの役立ち獲

ることが地域の活性化に役立っか苔かを尋ねてみた。

全体では，そう思lうが 112(55%)，まあそう思うが

58(29%) ，どちらともいえないが 26(13%)，あまりそう

恵、わない 6(3 %)，そう怠わないはOであった。まちづ

くりへの役立ち度と比較して詳{聞はやや低い。

そう思うと評価する現自には，問題意識が生まれ活性

2帥 8年住総研「住まい，まち学習Jj定時報告輪文集 9



化lこ役立つ，発怒が変わっていいアイデアとなる，大人

がわくわくする気持ちになる，大人に刺激を与えられる，

小学校に縁のなし、住民も新しい情報が得られるなどが挙

げられた。しかし，児童の意見を受け取った大人がどう

対処するかが重婆である，学習的であり技会に対しては

効果はない，という意見も寄せられた。

(9)まちづくり学習で取り組んで欲しい学智子ーマ

地元のまちづくりに児童の意見を生かすという商で，

児童に取り組んでもらいたい学智子-?を尋ねた(複数

回答可}。全体では，自然環境調べが 112(29%，回答者

1自0に対しては 59%)と最も多く，君主史・文化調べが

92(24%) ，公共施設調べが 73(19%)，道路(i語学路)識

ベが 59(15%)，公関調べが 39(10%)，その他が6(2%) 

であった。自然環境調べを取り組んで欲しい学智子-?

iこ挙げる理由としては，地球溢暖化への対策は身近なと

ころより始まる，自然を大切にしてほしし、から，などが

挙げられたο

(10)富由意見

自由意見として，まちづくり学習への意見や要望を尋

ねたところ，このようなまちづくり学習を今後も継続し

てほしいという意見が非常に多かった。

自，まとめ

今回の実践と評価を通して得られた知見を以下に示す。

(りまちづく引学習のテーマ般定

地元のまちをテ マとしたまちづくり学習は，児童の

地域に対する愛者を育み，魅力を再発見する上で有効で

あることを篠認できた。児重量が地元のまちを対象に学習

することへ正住民の評価は高く，住民が望む学習題材iこ

は，自然環境や歴史・文化を求める意見が多い。今回は

児意の主体性を尊重した結果，総合学習のねらいの一つ

である問題解決裂の学習に歪らないグループが一部に見

られた。今後は児童の生活体験を活かせる学習テー?を

設定するなどの工夫が必要である。

(2)まちづくザ学習の支媛方法

まちづくり学習に外部支援者として学生を起用するこ

とは，授業の倒語IJ指導の充実などが濁られ，児意・教員

に高く評価された。加えて，学習支援者である学生自身

の銘力育成をも促す相乗的な教脊方法としても有効であ

ることが確認できた。しかし，学生の専門知識を十分に

j活用するという点では，支援学生に対する細かな事前指

導などの工夫・改善が今後の課題と言える。

アンケート謁出まからは，住民による児重量の学管支援に

ついては，女性や高齢者で協力意識が高い。今後は住民

lこ高く評価された学生支援と合わせてp 地域全体で学習

を支援していくことが皇室まれる。

(3)地元のまちづくりに配織した学鷲のあり方

地元のまちづくりや地域活性化への配慮とし、う点では，

14 

学習に先立ち地元の住民に学智子一?の侯檎を尋ねるこ

とも考えられる。伎良から依頼される学費プ早セスとす

ることで，児意lこ寅任感・使命感が生まれ，教育的な効

巣が期待できるとともに，住民や地域のニーズに配慮し

た情報収集やまちづくり提案が可能になると考えられる。

今聞のまちづくり学習はその殆どが具体的な提案まで

には歪っていないが，一部には住民にとって有益な生活

情報の提供も含まれるとともに，学習成果の情報発信は

住浅の意識啓発iこも役立っとする評仮も得られた。

また，池元のまちをE君事ぎとしたまちづくり学習の実践

と成条の情報発信・提案の継続を求める住民の意見は多

く，今後このような取り組みを継続できる仕組みを如何

に繋備するかが課題とされる。

図5-8学習成果の稽報発信による地域活性化への役立ち度

団雪量二再空""dふ必至縫合雨空ïi;ii:-:iít~空空翌日

臨5宮 児2量に取り組んでほしい学習宇一マ

書語辞 まちづくり学習の実践では呉市立将賀小学校の児

童・教員，呉高専山間研究室の皆様に，アンケート調査

では阿猿の住民の皆様にそれぞれ協力頂いた。ここに感

謝の意を表す次第である。なお，本研究は科学研究費(基

盤研究C，課題番号・ 18601010)の助成を受けており，

本稿はその成果の一部を報告するものである。

く禄注〉

(1)アンケート調査では1世帯に対して 2枚のアンケー

ト調査紫を~2;布した。 lt辻幣1粟返却は 130 (63%)， 1世

待2票返却は 76(37%)であった
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考え、行動できる市民を育てるまちづくり学習 若林俊枝市1

原稔*'

一磁井市日新小学校6学年 f見つけよう 見つめよう 日新のまちj の実銭を過してー '5丸真由美叫

薬袋奈美子判

キーワード 1)給針<v:よ学習の時間 2)地機学習 3)市.il'J'主 4) 'J学生

1、はじめに

1 -1 背景

本校の6学年のJIC意iこ、大人になっても日新地援に住

み続けたし、かと毒事ねたところ、将来にわたって住み続け

たいと考えている児童は一割程度であった。自分たちの

育ったまちに諮りや愛着を十分に持てていないことも背

最にあろう。また、まちを存続させ、発展させようとす

る地域の人々の瀕いや努力にはほとんど気づいていなか

った。

福井市立日新小学校6学年の児童は、これまでの学習

の総まとめとして、自分たちのまちを深く知るためにま

ちづくり学習を行なった。中学生になると主に3小学校

出身者と交わることとなり、自分遠の地区を擦り返る機

会が少なくなってしまう。その官官に地区について振り返

ることで、自分たちの生まれ育ったまちに誇りをもって

卒業してくれないだろうかという願いで今回の実践を行

なった。

本稿では、考え、行動できる市民を育てる教脊の一手

段としてのまちづくり学習の概要を紹介するとともに、

児童が考えたことの変化を整理し、まちでの学びの可能

性を明ら古斗こしたい。この活動を過して、将来まちづく

りの主役となる小学生が何を学んだのかを整理する。教

部{閣の投げかけに対しての児童の変化の様子、地域学曹

を行なおうとする学校に対しどのような支援が必嬰であ

るか、児重量に自ら考えさせる教育の成果についても述べ

たい。

1-2 図新地区の概要

本実践を行なった地区は福井県矯井市日新地区である。

ここは福井市中心部に近く、区画整理を済ませた田と住

宅の入り混じる、比較的新しい地区である。碁重量居状の

変化の少ない道路、言十盟主的に富己資されたたくさんの公匿

がある。住宅地の中に古くから存在する寺や神社なども

あるが、それらは特に目立った存在ではない。古くから

続いている伝統芸能もあるが、存続が難しい状況にある。

地区の北には水間や畑が広がり、防風林を持つ民家もあ

る。小学校の近くには障害者。:作業所がある。本校IRIこ

"福井大学工学研建築建設工学専攻修士課緩

ホ2福井市立日新小学校教諭

は福井大学が接しており、学生寮は本校区iこ含まれる。

校区の南側には或喰川がある。この川は現在下流から

拡楢工事が進められており、校IR内の工事はほとんど完

了している。)11憾が広くなり、)11底も深くなり、従前の

) 11に緑の生い茂る、小さなjけから都汁約なコンクリート

護岸のjけになってしまった。地元住民はせめて)11が住民

にとって殺しみ続けられる場となるよう緑を植える人が

活動して環境を保とうとしている。また)11は背氾濫が多

く、それが大蛇の伝説としてこの地域に残っている。

このように日新地区にはさまざまな婆素が含まれて

いる。しかし先にも述べたとおり、児童がそれらを認識

しているとは言えない状況であった。また、福井市では、

小学校区と公民館長主が河じで、町内会活動も小学校区を

単位とし、小学校区が様々なまちでの生活の基盤となっ

ているのである。このために地域住民と連携しやすい体

制であり、まちづくり学裂を行なうにあたって必婆不可

欠な地域の協力を得ることができた。今回のまちづく号

学資のまとめとして作成された提言寄は、公民館で地元

の住民が参加するなかで媛大に行なわれた。

ム学習の流れと会体像

2-1 E3穏と内容

今週の致り組みは、福井市立日新小学校において 2006

年4月から 2007年3月までの1年間を通して総合的な学

習の時間を利用して6年生49人に対して行われた。表1

に学習の流れを望監理する。

最初l立地峨に関わっているボランティアの人々を学校

iこ招いて話を聞くなど、地域の環境についての知識や、

まちの人の思いを開いた。また活動を行なう人々の手伝

いなどの体験的活動を全員で行なった。その後最終的に

提言寄をつくることを目的としてI美しい町Jr自然のあ

る町j など8つの援に別れまちづくり学習を進めた。こ

こでは 1年間の流れをf知識の提供と人々との交流Jrま
ちでの調査、まちづくりへの一歩Jr提言書づくり J 実

際のまちでの行動と発表jの4段階iこ分け、紹介する。

以下はその段階ごとの説明である。

"福井大学大学院工学研究科建築建設専攻講師

15- 2008年住総研「住まいaまち学習J実路線傍輪文集9
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書1 学習の全体像と流れ

日程 1学習の段階

•• I段猶1
- I綴織の提供と9' 1人々 との交;;:

2-2 段階1 知識の提供と人々との交流

4月から 8月は6学年金体に向けて知識の提供を行な

った。まちについての知識、たとえば、地域で活動する

人々や活動内容、地域の環境の実態に関して、かかわり

のある人の話や見学によって授業を構成した。通学時に

何気なく通る)11や花壇は地域の人々の管理によって成り

立っていること、普段目iこ見えないがまちを支えている、

花壌の手入れを行なう環境部会や防災施設についてなど

を児童量に紹介することで、児童の調べ学習の足がかりと

なるように意識した。認を聴くだけでなく、地域の人の

活動を手伝う、 EM麹の培養を実際行なうなどの体激的

学習を重視し、地域の人々と痕接交流することを促した。

2-3 段階2 まちでの調査 z まちづくりへの一歩

様々な方湿の知識を得たあと、 10月頃児童は自分の関

わりたいテーマごとの斑6，7人にわかれ、さらに日新

地区を構成する三つの地域に分かれて調査を行なった。

使い検てカメラとメモで調査記録をとった。記録は地域

の地図を拡大した用紙に写真を貼り付け、情報を書き込

み、壁新鶴として掲示した。壁新関lこは4-8月の間lこ

学んだ単語が頻繁に見られた。たとえば、花壇の手入れ、

ゴミ拾い、 EM菌、妨災設備などである。ある程度土台

の知識を前半に学んでいたことで、より実りあるまち探

検が出来たと考えられる。

まち探検から後は前期で得た知識をもとに、自分たち

で課題に取り組んだ。どうしたら自分たちのまちをより

よくできるか、テーマごとの斑で話し合った。しかし児

童の情報収集力や発想力では限界があったため、 11月lこ

まちづく与の他地伎の事例の紹介や班へのまちづくりの

専門家によるアドハイスを取り入れた。他地院の事似の

紹介では、自分たちの知らない地域、海外ではアブリカ

やデンマーク、日本の妻鰭宿の話を開いた。どれも児童

にとっては新鮮な情報であり、その地区が工夫している

16-

ことや、問題の解決方法を紹介したこともあり、児童は

事例紹介から自分たちのまちに活かせる多くのことを学

んだ。 3-1で詳しく述べる。

2-4 段跨3 提言書づくり

12月には中間のまとめとして進行がぱらぱらであっ

た各殺の提案を発表しあう時滞在もった。それぞれお板

に著書き出していくと、事E同士の意見のぶつかり合いが見

られた。そのことをベースに提言案の最後には、 8つの

斑の提言をまとめて f底喰)IIJ r道路 i公置」をベース

とした提言を整理することができた。このことについて

は4-1で詳しく述べる。

1月には提言書づくりの大まかな案が出揃ってきた。

それらはまだぱらぱらなものであったが、教舗やアドパ

イザーの各班iこ入つてのアドパイスによって的を絞った

提業の形になっていった。 2Jlに完成した援言書は自分

たちの競べたことから、提言までの記録としておよそ

100ベーシに渡った。最終的な提言警には、まとめの時

点では見られなかった、自分たちが実践できることの提

言(通学路を守る、あいさつ、夜道を歩かない、危険な

ことをしないなど)が見られるようになった。

2-5 段階4 実際のまちでの行動と発表

提言書づくりと問時に、児童量は自分たちでできること

を実際のまちで込行なった。道路の穴壊めや、落書き消し

などである。，，1向士の提案の融合として f日新冬を遊ぶJ

という PTA企織の1コ?を 6年生で提案した。

作成した援言警は地域の人へも発信された。地域の人

を学校lこ招待するために、司会、挨拶、広報、プログラ

ムの作成に斑分けし準備を進めた。

3、各l!fIの考え方の展隠

表7はまちづくり学習の中で児童が芸書いたものを整理

したものである。表2はそれらの児童が書いた内容を整

理し、気づいたことや考えたことの変化をまとめたもの

である。ここで考察しようとしているのは2つの変化で

ある。一つ自の変化は、他の事例を学んだことによる考

えの変化である。まち探検のあとの児童で作成した壁新

聞と、他地区の毒事例紹介の後、児童がそこから自分のま

ちに活かせそうなことを読み取ったことを記入したポス

トイッ卜から読み取った。二つ自の変化は、専門家も含

めた各グノレ}プへのアドバイスにより提言書としてどう

現実的なものにしていくことができたのかという点であ

る。冬休み後の提言書の下番きと、完成した提言警の内

容を比較した。

これらの考えの変化の結果、最終的に児童がまちのた

めに行動を起こした。ここでこの二つの変化を考察し、

まちづくり学習を通してどのように考え、行動できる市

民を育んだのかを考える。

2008年生総研「住まいまち学習Jj足踏報告，論文集 9



表2 兜童が書いたコメントの考察

3-1 他地区の事例からの学び取りによる変化

地域識べを終えた後の壁新闘によるまとめでは、 4月

から 7月にかけて提供した知識の内容が多く含まれてい

た。そのため、斑によって煽りが見られ、現実的に不可

能な案を示すものや、発想が限定されているものも見ら

れた。そこで児童の発想を広げ、まちに対する考えを深

めるために、専門家によるまちづくりの事俄紹介を取り

入れた。紹介した事例の内容とポイントは表3に示す。

その結果、児童は事例紹介から宿題の解決方法や、自分

のまちに蜜き換えて考えることを学びとった。

児童の考えたことの抽出方法として、 fこれまでのま

ち調べを終えて感想や今後取り組みたいことを書いてく

ださしリといって寄かせたものけと、まちづくり事例の

紹介後に f今日の授業から自分たちのまちに活かせそう

なことを書いてくださしリといって害かせたもの2)を比

較した。

各班の変化を見ると、モノを改良する提案から、人が

考えを変えてまちを変えていくというソフト面での考え

方に変化していることが分かる。伊jえば、安全なIDTの斑

は、児童だけのまとめの時点では「もっとカーブミラー

や信号を増やして欲ししりというそ/の要求ぜあったも

はこなくなるj という人々の行動の転換による目標の達

成という解決策に気づいている。また、どこから芋をつ

ければし功、かわからないようなスローガン的な提案から

絞られ、現在の生活の中でできること、しかも小学生で

の実行可能なことの気づきが見られる。例えri、健康で

スポーツが主主んな町の斑は、「もっと運動するべきjとし、

う自擦のみで具体性のなし、提案であったものが、事例紹

介後は f自転車に鯨日乗ることで運動する」というより

具体的な案を見つけることができている。事例の紹介を

行なうだけでは、学び取るという意識がなかなか育たな

いが、 f自分のまちにし、かせそうなことを若手き出すjとい

-17- 2008年住総研f住まいまち学習jj定時報告白論文集 9



う投げかけを行なうことでより効果が表れたのではない

かと考えられる。

3-2 !豊富撃をまとめる中での変化

児重量のみで提言著書の作成は難しかったため、まちづく

り¢視点から、班への助言を行なった。学留時間中lこ各

班へ講師が回り対話を行う形である。そこでは、 fなぜ0

0が必要なのJrそのためにだれが動くのjといった背景

まで考えさせることを促す質問をし、児童に考えさせる

方法をとった。すると児童は考えたのち、自らの疑問を

解治するために図書室や情報処理室長に向かうなど自発的

な学欝行動が見られた。また、 f美しいまちJI立「縁jが

整僚されている、といった、斑のテーマ同士が複雑に擦

係している様子に気づく児意も見られた。大人への要求

と、自分たちができることのこつに分けて考えることが

できた。ここでは提言書初期の児童の記入"と完成した

提言害"の比較を返して検証する。

五圧の特徴をまとめると、大規模な(夢のような)提案・

希望や他者への要求であったものが、徐々に、既存のも

のの利用や、自分でできることへと変化した。例えば、

パジアフリーの町の斑l立、「全ての段差をなくして車椅

子の人やお年寄りの人を通りやすいようにするJという

提案が、アドバイス後の最終的な提言書では、九、ろいろ

な立場の人の話を闘き、陸っている人がいたら助けられ

るようにj という自分たちの心がけを提案するものにな

った。自分たちの手の厨かない範罰で認を進め夢物語で

終わらせるのではなく、自分たちでできることを発見し、

実行するという市民としての自覚を育むことができたと

いえるだろう。

4、模擬まちづくりとしての学び

4-1 対立する意見をまとめるという体験

段階3において、 8つの就がそれぞれ活動する中で、

他の斑がどのようなことを行なっているか知る機会を設

けた。各班が提言しようとしていることを発表し、釘板

に言書き出した。出てきたものを整理すると、斑同士 F提

言がぶつかり合うものが出てきた。例えば同じ公閣を対

象にした、 f花でいっぱいにしたい、花壌を増やしたしリ

という斑と、「広場を広げてボ…ノレ遊びができるように

したい」という意見のぶつかりである。意見がぶつかっ

たままでは進められないとのことで、理E同士で対話し、

この課題の解決策を話し合った。

意見のぶつかり合いは、実際のまちづくりの場面にお

いても多々見られることである。児童は自分の意見を主

張するだけではなく、他との意見を調整するとしづ体験

という意味で、模擬まちづくりを体験したといえよう。

4-2 漉を超えた、全体での提案の実現

表4 121'lの中間発表で磁商士が対立した意見

場

所
対立した班とその援案内容

斑活動をすることの良さは、少人数で資任感ある取

り総みを多くの児童ができることにあろう。しかし一方

で、まちづくりでは、常に全体像を意識した行動をとる

ことが藁要であり、学校での学習においてもこのような

経験をすることが望ましい。

今週は、一部の作業に時間約余裕のある児童が中心

となって4-11こ挙げた対立する意見を調整し、また活

動全体を見渡して共通するまちの要素を抽出し、型IJlIJの

提案・揺動とは別に、多くのmに共通してあげられたま

ちの嬰求である公随、道路、川について斑を趨えたまと

め、提案を発表することができた。この取切組みに係っ

たのは一部の児童ではあったが、ハラハラだと患ってい

た各斑が、{患の斑を意識する機会を提供することになっ

たと考えられる。

4-3 児叢の実際に行なった;言動

中開発表の持点では、どのmも大人への要求やまちの

設備閣の補強を提案としてあげていたが、助言や投げか

けによって、自分たちでできることに気づき、実行する

ことができた。各班の活動したことを表7の最右列に示

す。児童がまちへの提案を行なうにあたって、実際に行

重書するということ

は、地域への貢

献になるばかり

でなく、まちへ

の愛着を高める

ことにつながる。

自分が直した地

閣の凹凸や、自

分が清掃をした

jけは、そこをi通

るたび思い起こ

さ才もるだろう。

場

蔽

表5 最終報告会で母提案

提案の内港

-人が集まるよう遊具紋盤
ー遊具公匿と広揚を分けてスポーツ

議lが楽しめるように
I .備蓄倉庫箆・休憩所をつくる

・横物置
・花時計暫鐙

歩道を広く

・者の出る信号を

詰!血こ乗らずに歩こう
1・道路に花を
， .ベンチを億いて座れるように

・揮害者駐車スペースを確保

点字ブロック

・しょうぶの花の遊覧ツアーを
.船をうかべる

1111 • )11の信鋭の本を作成
t資掃活動

4 主流と下流¢交流
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5、今回の地域学習の成果

告新小学校の 6年生が一年間の地域学習を通して学ん

だことを整理する。

〈体験として得たこと〉

・地域で活躍する大人の存在に気づくことができた。自

分たちで花の管理や清掃に潔わることで、そのような

活動をする人の惣いを実感することができた。

・子供たち自身が自分たちにできることにきづくことが

できた。落書き消し、みそはぎの株分け、町の段差の

修理、紙芝居づくりなど、みんなのカを合わせること

で問題を解決していく過穣を体験した。

様々な体験を通して自分の荷Tに対する愛着を深めるこ

とができた。

-地域の人と対話をし、話を聞いてもらい、活動をほめ

てもらった。

く考え方の発展〉

・要求型の提案から、自分たちが普段気をつけることの

整理、実擦に行動を起こすことまでできた。

-まちづくりにおいて多々見られる対立をグループ問士

の対立、意見の識整の中で緩験した。

阜、今後のまち学習の発震のために

6-1 児童量の感想から読み取れること

表 6にある感想を克ても分かるとおり、まちづく切を

担う人材を脊てたことは確かであろう。普段の感想を書

く機会では記入が少ない児童量が、まちづくり学習を終え

た後の感想はいつもよりたくさん書いて母親を驚かせた

ということもあった。今@Jの学習は児童に多大な影響を

与えたことは確かであろう。観察した結果、 j足意は自分

たちが出した意見を再考するという過程がとられていな

いということも分かった。情報の集め方、情報をどのよ

うに利用すれば、分かりやすく人々に訴えかける提言書

になるかということを締かく伝えることにより、児叢は

自ら諜題に取り組めるようになった。思lし、つきで提案舎

を壊めるのではなく、集めた情報を被拠として載せ、 ro
Oだからムムが必要ーそのためには・・・」という過程

童6 児童の感怨
・心に掛ることは、子どもたちだけでこんなに大きなことがで百五こ
とです"8つのグループでいろんな活動ができて、やってよかったと
思いました。
ー初めはあまり興味がもてなかったけれど、提言蓄をつくったりして
たくさんの人に私たちの願いや患いを知ってもらえるので設いこと
だと患いました。これから自分たちでできることを見つけて実行し
て、さらによくしていきたいし、住みやすい日新に必ると良いと思ド
ます。
ーこの活動を通して、日新地区のことがよくわかってよかったです。
私1人ではここまでできないけれど、 6年生のみんなが協力して頭張
ったからコミュコティチャットの発表までいけたんだと患います。
・初めは町のことについて全然気づかなかったけれど、よく日新F町
を見つめると、いろんなことが分かつて活動をしてよかったです。 8
分でできることを少しずつ実子して地球環境を良くしたいです。
大人の方遣が関心をもってくれたり、ほめてくださったりしたこと

がうれしかった。最初はあまり官時がないと思ったけれど、調べてい
くうちに良し叩Tにしていこうという患いが強くなりました。

-19ー

で示すことの難しさを児童たちは学んだのではなし、かと

患う。

6-2 今後のまちづくり学替の進め方について

当初、多くの斑は考え方の傷。や概念の理解が不十分

な点が見られた。また、まちの改善案としてまちのため

に自分たちで何かするというのは少なく、{可かを大入の

人にして欲しいという要求が多く見られた。また内容も

夢見心地で、現実からかけ離れたものもあった。担当し

ていた教諭は、そのことに気がついてはいたものの、声

のかけ方によっては、党議の自発的なやる気をそぐこと

になりかねないと患い、隣践していた。また、どのよう

にアドバイスをすることが、児童の提案をより良い方向

に導くことができるのかといった"ツポ'も、今ひとつ

わからず困っていた。しかし他地区の事例紹介やアドパ

イスによって党議は新たな視点在学び取り、躍で協力し、

課題の解決のために実擦のまちへはたらきかけたことは、

地域の人々にとっても大きく影響したであろう。

今到の地域学習では、教閣の準備や働きかけが重婆な

役割を果たした。児童の視野を広げるときに激震は欠か

せないものであった。特に今鴎の実践では8Jj1fそれぞれ

が実践したいことを支援していくのが大変であった。そ

れぞれの斑は、議きあがるとまだ考えることがあるにも

関わらず集中力を欠くようになった。教部等が「これは

どうして?J rこのために何が必要 ?Jといったアドパイ

スをすると再び隷額に取り組むようになった。児童が自

発的iこ考え、作業をするカを身につける教育方法を学年

の低いうちから行うことも必要であるうし、先生に代わ

ってアドバイスのできる入がより頻繁にグループを指導

できる体制があると良いであろう。

くi主〉

1 )地域調べを終えたあとのまとめの作業時 (2006年 10月25

日)各斑が 3埼区に分かれて調査した感想と今後取り総み

士とし、こと。

2)専門家による世界のまちについての講義 (2006年 11月2

日)外臨や他の地区のまちの暮らしやまちづくりについて

学びとる。

3)冬休み桂の提言書作成前のまとめ (2006年l月)提雷書づ

くりの元となるものを溌ごとにまとめた。

4)作成した提言書 (2007年2月)完減した提言著書のまとめの

部分に寄かれていたこと。

2008年性総研「住まいωまち学習J実路線告‘論文集 9



援下線部は磁の特徴的な意見を示す

2008年住総研ri主まいまち学習j実践報告論文集 9
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~一一

正統的周辺参加論にもとづくまちづくり学習の賦み

一中学校における会業・行政と連携した環境教育の実践的研究 塩田真吾"

キーワード 正統的周辺参加議 1 まちづくり学習，カリキュラム開発p 企業 行政との連携

1 研究の目的

本稿は，子どもたちが環境や環境問題の内容に関する

知識や態度を身に付け，より良い環境の創造活動に主体

約にかっ継続的に参加できるようになることを目約とし

て，正統的湾辺参加論'iこもとづくまちづくり学習の試

みと諜題を示し，その考察を行うものである。

2 正統的周辺参加議とはなにか

まず，lE統的周辺参加論について述べておこう。

近代社会における学習，特に学校教育における学留は，

教的が知識をいかに教えるか，子ども個人が知識をし功、

lこ効率的に身につけるかに焦点があてられてき九この

ことについて，佐伯 (1996)は， r抽象化されパッケージ

化されて，どこでもそれが出せるし，どこででも通用す

るような知識を獲得するのが学習なのだとし、う統提を，

だれも疑わなかったのでマ九『知識Jとし、うのは，教科書事，

静香，ハンドブック，マニュアノレなどに書かれているこ

とと持じであり，ただそれが『援の中にしまってある』

というだけのことだったのです。」と述ベヘまた野村

(20ω)も r学習すべきものをもっとも効率よく子ども

たちに伝達する，つまり教育における最適化の思想が薫

祝されるようになる。j と述べているヘ確かに，例えば

隆史の学習や封邸里の学習における普遍的な知識を教える

際iこは，効率よく子どもに伝達することは重要であろう。

しかし，学校教育における学習だけが学習ではない。

学校教育とは違った形の学習もある。伊iえば，野村(2003)

は，宮大工の世界における fわざj の習得について，法

隆寺の宮大工の棟梁であった西岡常一氏の例を挙げてい

る4。

祖父ははじめにノミを与えこれを4切れるよう

に研げJといっただけで，研ぎ方は一切教えてくれ

ませんでしたロ

fわからんかったらわしの道呉箱を見てみい」

「とことん研いでみし、j

と何をきいてもおし返されました。ノミの次はカ

ンナ，ノコギリの目立て， すべて同じくり返しで

した。(中路)こうなるとその仕事のやり方を》一週

問でも二i車部でも，考えに考え抜いて，それに体あ

たりしていくしかあ哲ません。頭も体もとこと刈吏

いました。

この場合，ノミの研ぎ方について，抽象化されパッケ

ージ化された知識があるわけではな川当然，ノミの研

ぎ方についてσ:テキストをもとに学習をすすめるのでは

なく，告端医である祖父のやり方をまねることで学習が進

むのである。こうした普滅的でなく体系イとされていない

事柄をどのように子どもたちに伝えていくか，従来の学

校的な知識の伝達だけでは学習は成立しないであろう。

こうした職人の「わざJに挙げられる普通約でなく体

系化されていない学習のあ明方を記述しようとして生ま

れたのが，亙統的周辺参加論である。亙統的周辺参加論

とは，学潜をなんらかの共同体における，正統約かつ1酉

辺約な参加であると提える考え方である。では，正統的

かっ周辺的な参加とはどのような参加であろうか。例え

ば，美馬・山内 (2005)は，落語の弟子入りを伊iに次の

ように述べているヘ

最初から落語の練留をさせてもらえるわけではな

く，雑用から始まるのが普通です。たとえば，廊下

のぞうきんがけを行ったり，師匠の身のまわりのも

のを整えたりすることが最初の仕事になります。

一見するとぞうきんがけは落語となんの関係もな

いように見えますが》ぞうきんがけをすることによ

って，部震で倒つれてし、る兄弟子たちの行動をのぞ

き見ることができます。また掃除は，共肉体を維持

するために必ず行わなければいけない活動のため，

弟子は共同体の一員として一定の役害時を担うこと

にもなるのです。

このように，落語の裂得には，最初l主婦除という共同

体の活動の一部から参加をはじめ，徐々に議婆な役割を

綴っていくという過程がある。 Lave・臨時er(1993)は，

この状況のように，共同体の蓮華寄な役割を担っているこ

とを正統性，共間体の…部から参加を始めることを周辺

性と呼び，こうした過程を踏まえた参加を正統的周辺参

-21ー

* ，阜稲医大学大学続環境エネルギー研究科樗土後期係復

NPO単穏沼環境教脊後進機織.，理事長。専門は教育1ft.在

学主に企業と進燐した環境教育カリキaラム旬開発につい

て研究を行う H P : http://shingωblog，ocn.lleお/
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加と呼んだヘ

また，佐佑 (1993)は，この工E統的周辺参加給を次の

ように整環している?。

正統的周辺参加論(以後.LPPと略す)の立場が

従来の多くの教育言語とかなりはっきり異なる点の

一つは，学習を教育とは独立の営みとみなしたこと

であろう。(中略)LPPでは学寄を社会的実践の一部

であるとする。(中略)LPPでは学習とは f参加jで

あるとする。

学習を社会的実践の一部であるとすることは，これま

での学費嬢と大きく異なる。宮大工を例lこして考えてみ

よう。宮大工の世界では，大工の師匠がいて，兄弟子が

いるという環境の中で 4都こ仕事を行い，ノミの研ぎ方

などを学んでして。務参考がノミの研ぎ方を学ぶ擦には，

師鐙や兄弟子のノミの研ぎ方を滋み耳初ながら学習をす

すめる。決して r一人でjノミの研ぎ方を学んでいるの

ではない。もちろん，繰り返しひとりで練習をすること

はあるであろう。しかし，その場合も，一見「一人でJ

学習しているように見えるだけで実際は「一人でJ学費

しているのではない。師箆や兄弟子のノミの研ぎ方を想

像しながら練潔を行っているのである。同様に，鍛冶場

の見習工の世界でも，学裂は仕事という社会的実践の中

iこ埋め込まれている。部症がいて，兄弟子がし、るという

環境の中で一緒に仕事を行い. r腰でハンマーを振る jと

いう兄弟子の所作を真似て学習が進んでいくのである。

学習は. r株会的実践の一部jであり，言いかえれば，仕

事や生活のような「状況に填め込まれているj営みであ

るとも言える九この点は，教室の中だけで歴史や地涯

の学習を行うこととは大きく異なる。学習は社会的実践

の中に埋め込まれているのである。

このように正統的周辺参加論のいう学習とは，従来の

普遍約で体系化されている知識の積み重ねではなく，

「状況に埋め込まれたj社会的実践¢一部にゆるやかに

参加しながら自分らしさを形成していくという，いわば

社会的実践における共同体への参加なのである。

3 正統的摺辺参加捻にもとづく環境教育

では，環境教育における学習を正統的鰐辺参加論で考

えるとどうなるであろうか。

まず，環境教育の目的とはどのようなものだとされて

いるのであろうか。例えば.1975年に制定されたベオグ

ラード憲章では，環境教育の自的を次のように述べてい

る"0 

防Jtに[向けて.i陵人的，集閥的にj活動する上で主要

な知識，技能，態度，意欲，実行力を身につけた人々

を世界中で育成すること。

また，文部書が 1991年に発行した環境教育指導資料

では次のように述べているヱ。。

環境や環境燃題に関心・知識をもち，入潤活動と

環境との関わりについての総合的な理解と認識の

上にたって，環境の保全l沼己慮した望ましい働きか

けのできる技能や思均カ，判断力を身につけ，よワ

良い環境の創造活動に主体的に参加し環境への寅

任ある行動がとれる態度を育成する。

上認の目的lこ共通する項自としては. r潔境や環境爵

題iこ関する関心と知識」および f活動への参加・実行カ」

の脊成が挙げられる。市)11(2002)はこれらの目的を整

壊し，次のように述べている， ，。

環境教育の目的は，今日的な表現を交えていえば，

人類の新しい発展，すなわち『持続可能な頻発』の

実現に向けて，環境保全に必要な知識態度(価値

緩)を身につけ，人間と環境を執とした様々なかか

わり合いという視点から地球的視野に立って環境

に関わる諸問題をとらえ，エコロジカノレなライフス

タイルを実践することができ，地域，医，閤際レベ

ノレでの環境保全活動や『環境』と F開発Jにかかわ

る意志決定過程iこ参加することのできる人総の育

成にあるといえよう。

つまり，環境保全に必要な知識・態度(価値観)を身

につけ，かっ意志決定i品稜iこ参加することのできる人聞

の育成が重要であるということである。同様に朝関

(2003) も，環境教脊の自約を内容知と行動知をわけ，

f認識として子どもたちに伝達されていく知(~内容知)

とともに，行動主体として行動することによって身に付

ける実践知(~行動知)という向者の知の枠組みが必要

であるJと述べている"。このように環境教育では，環

境や環境織題の内容に関する知識や態度(価値観jを身

に付けることと，実際に主体的に行動し，参加するカを

身につける子どもを育成することが重要であると考えら

れる， ，。つまり，環境教育の目的とは，子どもたちが環

境や環境照題の内容に関する知識や態度を身に付けるこ

とと，より良い環境¢創造活動に主体約iこかっ継続約に

参加できるようになることであると考えることができる。

このことを具体的に検討してみよう。環境教青につい

環境やそれにかかわる諸積題に気付き，関心を持 て学ぶ上で，子どもたち志功にっけなければならない知

っとともに，現在の問題の解決と新しい問題の未然 識や態度(価佐観)とはなんであろうか。いくつか例を
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挙げて検討してみようロ

最初に考えられるのは，環境について学ぶための基礎

となる知事主である。このことについて佐島 (1992)は，

ペオグラード憲章の内容を検討した上で f環境に対して

基本的な理解をするための知識jがE重要であると述べて

いる"0また，北村 (2∞0)は，基礎となる知識につい

て f地球温暖化オゾン爆の破壊，耐性雨，化学物質に

よる環境汚染の発生の基本的なメカニズム，環境を破壊

することによって滅亡していった文明，身近な環境部題j

などを挙げている 2九環境問題を考えるために，基礎と

なる知識を身につけることは重要であろう 16。他方，こ

れらの知識は身の回りのことだけでなく，地球規模でな

ければならないとしづ指摘もある。 ~t村 (2∞0) は， r子
供たちに身の悶りの環境問題を採させれば，すぐにいく

つか見つけるだろう。(中路)しかし，環境問題とは，そ

のような，すぐに見えることばかりではない。そして，

すぐには見えないことの方が，むしろ重要なのである。

というのは，環境問題は，その規模においても複雑さに

おいても，人間の底感的表現能力をはるかに超えている

からだ」と述べ，地球規模で環境問題について考えるこ

との議要性を抱織している打。

他方，環境教育における知識とは，抽出化されパッケ

ージ化されたものだけを指?のであろうか。確カヰこ，こ

れらの知識は抽出イとされてテキス卜にもなっているは。

しかし，環境について学ぶための基礎となる知識を身に

つけるとは，従来の学校教育における学習のようにこれ

らの知識についてテキス卜を読んで学ぶことではないで

あろう。このことについて，長年にわたり琵琶綴の環境

を考えてきた鈴木 (2∞1)は次にように述べている， '0 

環境教育としづ言葉の内容はいろいろな側援を持

っていて，ただ環境についての知識をむやみやたら

に子どもたちに教え込むだけでは環境教脊にはな

らないことは確かである。「琵琶搬は汚れています

か?Jという質問をすれば，ほとんど誰もが fはい，

汚れていますjと答える。しかし，これは大人たち

がそう教えるからそう答えるだけで，どう答えなけ

れば模範解答とならないξ子どもたちが考えてい

るにすぎない。また，識が汚れていることを知った

としても，それは他人事のように感じられ，進みゆ

く自然の破壊にも無頓着である。(中絡)環境教育

と銘打って，単なる知識の諮め込みを強いても，そ

れは「頭の中広知識と現実ξは別のものさ」と都り

切った子どもを作るのがおちである。

つまり，単に抽出化されパッウーン化された環境の知

識を伝達したところで，子どもたちは環境問題を他人事

のように感じてしまうのである。環境問題を他人事のよ

-23 

うに感じてしまうことは問題である。たとえ知識をたく

さん習得したとしても，環境問題を他人事のように感じ

てしまうようでは，よち良い環境の創造活動に主体約に

かっ継続的に参加することが難しし、からである"0
次に，環境問題は街単に解決する潤題ではないという

ことを考えることも重要であろう。環境鈎題は餓単に解

決する務題ではないという指摘がある"現時点ではp

環境問題を解決する唯一の解答はないということである。

例えば，環境問題は，産業や経済活動のない社会になれ

ば解決する際題であると考えることもできるが，現時点

では護業や経済活動のなし咋士会をつくることはむずかし

い。また，例えば排出ガスlこ含まれる:二重量化炭素が地球

混暖化をひき起こすとして自動車会干対立悪者になりがち

であるが，現代子士会において自動棄のない生活の実現は

むずかしい。このように，環境問題は，単純に侭かがな

くなれば解決するような鱗単な問題ではない。他方，自

動率会社は二酸化炭素を削減し環境に対する負荷を軽減

した自動車を開発して環境問題の解決に向けて努力をし

ている"0環境問題が，単なる養・悪で解決できなし、問

題である以上，むしろこうした単純な二元論に陥らず，

環境に立せする負荷を軽減した自動車の際発のような少し

でも環境問鰭の解決lこ向けて努力している人がいること

を知る必婆があるであろう。

これらを踏まえ，環境教育における正統的周辺参加論

を検討してみよう。

正統的周辺参加論における学留とはb 撒象イとさオVミッ

ケージ化された知識を効率1a'JIこ習得することではなく，

社会的実践における実銭共同体への参加である。環境教

脊の場合で考えると，環境を改鋒しようとする実践共肉

体へ参加することが，環境教育における学習である。学

習者は，実践共同体に参力『ずることて潔境に隠する基礎

的な知識を身につけていくのである。この場合， ~震の市

の知識と現実が別になることはありえない。実践共同体

に参加することで義礎的な知識を身につけていくのであ

札現実から知識を身につけるのである"0つま哲，実

擦に実機共同体lこ参加し，基礎約な知識を身につけるこ

とで「頭の中の知識と現実とは別のものさj としづ他人

事のように感じることは改善されるのである。

また，環境問題を改善しようとしている人々の実践共

同体では，環境鰐l¥liの解決が鱗単であると考える人は少

ないであろう。活動をしていく上で，何かしらの苦労や

苦悩があるはずである。また，例え段企業という実践共

同体で環境を改善しようとする人々は，経済活動という

環境負荷活動在行いながらも，環境問題の解決に向けて

環境負荷の少ない製品を生産したり，工場から廃業物を

仕iさないようにしたりするなどの努力をしている"。学

習者は，こうした実践共間体に参加することで，環境界号

題の解決に苦悩する姿や一般的に環境に負荷を与えてい
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るといわれているような状況でも少しでも環境問題の解

決に向けて努力している姿を呂の当たりにするであろう。

こうした学校や教室以外の環境問題を改善しようとして

いる人々の実践共河体に参加することで，環境問鶴は鰐

単lこ解決する潤績ではないということを考えることや，

少しでも環境潤題の解決に向けて努力している人がいる

こと，少しでも環境問題の解決に向けて努力しようとい

う態度を身につけることができるであろう。

このように，環境教育における学習を正統的周辺参加

論で考えると，学智は環境問鰭を改鋳しようとしている

人々の実践共隠体lこ参加することで成立するといえる。

4 まちづくり学習の取り緩み

これらを踏まえ，筆者は，千代医区立九段中等教育学

校の 1 年生 160 名を対象I~環境教育の一環として，まち

づくり学習を行った"0授業実施者は，教員，筆者の他，

法政大学地岐研究センタ-2'の研究員，法政大学人弱環

境学部・工学部建築学科の学生"千代間区でまちづく

りを行う三菱地所株式会社"の社員，そして千代隠区役

所の職員，財団法人まちみらい千代田の職員"である。

この授業者は，それぞれの立場で環境問題，特にまちづ

くりの問題を改善しようとする実践共向体である。

授業l主主に，法政大学人間環境学部¢学生が担任の教

員とティーム・ティーチングで、行った00。授業のねらい

は以下である。

地球規模の環境問顔が深郊化する中で，九段中等教育

学校のある千代田区もとートアイランド現象やエネルギ

ー消費輩出精力0，廃棄物の増大などの熊題などを抱えて

いる。この様な隈題を踏まえ，平成 12年 3月に総定さ

れた千代隠区環境配慮、指針"では， 皇室ましい環境像の実

現に向けて環境目標"をあげている。こうした環境目標

を達成するためには，経語射性や機能性だけなく環境に配

慮したまちづくりという視点も重要になるであろう。

他方，これらの環境問題を改静しようと，千代田区で

は様々な企業が取り組みを行っている。また，地域住民

が主体とな切地域独自の活動やノレーノヤづくりも行われて

いる"0本来，まちづくりは行政だけでなく住民，企業，

学校，商j苫など様々な主体の関わりが重要で，その中に

は子どもたちも重婆な主体となりうるであろう。

そこで本授業では，千代留区の環境関題を改善しよう

と活動している企業や行政，市民自体や学生の活動に生

徒が参加することを通して，生徒が環境に露出量したまち

づくりについて考えていくことを目的とする。その中で，

生徒が千代間区の環境問態だけでなく地球規模の環境問

題や，環境熊題を解決しようとする人々の努力を知り，

今後も環境問題を考え，より良い環境の創造活動lこ参加

することができればと考えた。

①1回目「これからの活動について知り，地球規模の

環境問題について考えよう j

②2 f千代田区の環境照題と環境問題を改善しようとし

ている人々の工夫を知ろう j

③3 朗自 f千代照 IK ・企業の環境~~の取り組みを見学

しよう j

④4回目 fまちづく哲ゲームをしようJ

⑤5由自 rw環境lこ配慮した千代匝区のまちづくり』を

実現するための提案を考えよう j

⑥5回目「提案を発表するために新調をつくろう・千

代同区で活動している初体の紹介J

⑦7図目 f提案を発表しよう j

第 1呂田の授業では，実践共同体iこJE統的lこ参加する

ために目標の共有がE重要であることから，生徒が千代罰

区・三菱地所から「環境lこ語百慮した千代田区のまちづく

りj をー絡に考えてほしいと依嬢を受けた。また，生徒

は環境問題について考える基礎知識を学ぶために，提案

のための基礎知識の学習として地球規模の環境問題につ

いて考えた。

第 2@j目の授業では身近な問題を通して，環境問題

が簡単には解決しないことを考えるため，生徒が地球規

模の環境問緩だけでなく千代間区の環境問題について考

えた。さらに，環境問題を改善する人々の努力を知るた

め，三菱地所の取り組みについて紹介を行った。また2

2問自の授業は，実践の場を共有するために，九段中等

教育学校ではなく，大学生が普段環境活動を行っている

法政大学で行った。

第 3節目の授業でぬ実践の場を共有し，環境問題を

改善する人々の努力を知るためにP 生徒が実際lこ千代田

区役所と ~tの丸スクエアを見学し，千代III 在r. 企業の環

境への取明総みを考えた。

第 4問自の授業では，実践共尚体への周辺的な参加を

行うために，大学生が作成したまちづく切ゲームを体験

し，まちづくりの疑似体験を行った(図 1・1)。まちづく

りには様々な立場の人が関わっていることや話し合いを

通した合A意形成の大切さについて考えた。

以下，具体的なカジキュラムである。 図 1-1 まちづく哲ゲームを体験する生徒たち
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第5田昌 0)授業では，実践共河体への周辺的な参加を

行うために，大学生と一緒に環境iこ西日慮した千代前区

のまちづくり Jを実現するための提案を考えた。

第6回目の授業では，提案を発表するために，雪量新潤

を作成した。また，実践の場を共有し実践共間体への

声}辺的な参加を行うために，千代田区で環境問題を改善

しようと活動している様々な市民間体の紹介を行った。

千代宿区の燦々な市民屈体の活動を見ながら，環境照題

を改善する人々の工夫や努力を考えた。

第7回目の授業では，生徒が考えた提案の発表を行っ

た(図 1-2)。生徒からは， rヒートアイランド現象を防

ぐために雨水を使用したスプリンクラーによる打ち水の

実施J，r冷暖房の使用量を規制するための電気料金の検

討j， r風力・太陽光を利用したピノレの開発J，r企業の多

い千代間区で，クーノレヒeスを促進するための新潟品の開

発Jなどのアイデアが提案された。

主主 1-2 提案を発表する生徒たち

このように生徒は，企業・行政・大学生といった環境

を改善しようとする実践共河体に正統的にかつ潟辺約に

参加を行ったのであるο

5 正統的潤辺参加識にもとづくまちづくり学習の成果

と隷題

授業全体に関する感想では，これまでの活動を踏まえ

て今後もよりよい環境活動に参加したいというお金がみ

られた"，いくつか例をあげる。 r入学する前から説明

会などを通しての情報で『大学生や企業の方がきてくれ

る』ことを楽しみにしていました。そして，今回，実際

に説明を環き，活動することが出来て，大変うれしいと

思っています。この学習で得た知識ヰ考え方を持ち，今

後も活動したいと患います J，r皆一人一人がまじめに環

境問題改審の同歩をふんでいるんだと患いました。やは

り口だけでなく実際に行動することが大切だとおもっ

たん f自分が大人になったら仕事でも『環境を大切にす

る』ことを心がけて身近だけでなく視野を広げたいと思

いますJ，r僕も将来，環境を考えて物作りができる大人

になりたいですJ，今度は実際に大学生のようにボラン

ティア活動などに参加してみたいです1， rこの授業をき

っかけに，自分からたくさんの活動を積極的にがんばっ

ていきたいと患いますん「企業の方は私たちの将来につ

ながることをいろいろ教えてくれた。環境にいいまちを

つくるのは大変なんだなと患った。まず友人から環境鶴

趨の話題を広めて活動をしたし、」などの記述がみられた。

特に，将来の仕事を含め活動を検討していることは，実

践共伊]体の活動に参加したことで，環境に配慮した仕事

もあると感じたと考えられる。また，アンケートでも 152

名中 143名が今後も一絡に環境問題について考えてみた

いと述べてお':J3 5 ，実践共凋体lこ参加することで，今後

もよりよい環境活動に参加したいとしづ意識が生まれた

と考えられる。

他方，課題も挙げられる。例えば，学校教育における

実践共病体のあり方に関するさらなる検討である。そも

そも，学校教育における実践共肉体は，宮大工や町工場

の見現工における実践共同体のようになることは難しい。

そこで例えば，九段中等教育学校でのまちづくり学穫の

場合は，企業号寸子政，;k:学生などを教室に招くことや新

参者である子どもたちが実際iこ活動を行っている湯を克

学するというような活動をfTうことで，企業や行政，大

学生，子どもという実践共同体をつく世だした。しかし，

この実践共肉体を智大工や町工場の世界における実践共

肉体により近づけるためには，今主主の工夫以外iこも様々

な方法が検討される必婆がある。例えば，企業相子政，

大学生などを教室に招くのではなく p 子どもたちが毎医

活動の現場に訪問することや，疑似体験にとどまらず，

生徒の提案を大学生が具現化L.，企業や行政と共に実際

に活動するなど，実践共肉体のあり方については今後も

検討を行う必要がある。

くj主〉

1 Legi ti田 tePeriphe四 1Participati叩人類学者である J回 3

LaveとEtienneWengerが提唱している。 J回 nLave田 d
Etienne宥enger.， " Si tuated Learning"邦訳佐伯併『状況
に埋め込まれた学習一正統的周辺参加 ~，産業図書， 1潤

2 似由iI'I'・中西新太郎・若狭蔵之助『駅間共関本l青木書底
1996， p14 

3 野村幸正 ~r教えなしリ教育徒弟教育から学拘あり方を考
える~，二瓶社， 2003， p16 

4 前掲~r教えなしリ教育徒弟教育からすびのあり方を考えるふ
二瓶社， 2003， p34 

6 美馬のゆり 山内祐平 wr未来の学びj をデザインする~，東
京大学出版会， 2005， p154 

6 前掲『状況に壊め込まれた学習一一定統的周辺参加 ~，産鶏盟
書， 1993 

7 前掲『状況に壊め込まれた学智 正統的周辺参加…~，産業関
書， 1993， p183-191 

， 1ぷve'Wenger (1993)は状況に壊め込まれた」営みとは
「たんに人びとの思考や行為が時間・ ggr.品こイ立鐙づけられて

いるjということを意味するのではないとしている。前掲『状
況に壊め込まれた学習一正統的周辺参加~，産業図書思 i開3

9 1975年にユ」ゴスラピアの首都ベオグラ』ドで開催された
国産環境教育会議で作成された憲章。

F
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"文部省編纂の中学校・高等学校編。
， ，川鵜祭継・市)1[智史・今村光章『環境教脊へびぷ招待j，ミネ

ルヴァ書房， 2002， p54~55 

， ，戦理幸彦『新しし、環境教育の実践J，高文堂出版， 2003，掛
けしかし，そもそも環境教育は環境問題。解決を目的とする

べきなのかという問いも生じる。このことlにこケJつコ片レ
(ω2α∞)3) Iは土 r教育i土人類・社会が裏話する諸島閣の解決を目

的とするべきなのかが考えられなければならな川」と法〈て
いる。確かに，環境教育は環境問題を解決するためだけの手

段ではない。環境教育では?子どもたちが，水・土などとの

自然接触を含む自然体験や他者との話し合い，家経・会慰謝苦
動への参阪などの活動を通して環境煎題以外の多くのことを

学ぶであろう。環境陪閣の解決を考えない環境教育も十分あ

りうる。しかし，環境関題の改善が急務である昨今?環境教

育が環境凋題の解決に向けて取り組むことは重要ぜあろう。
また，様々なメヂィアで環境問題が扱われJ 地球環境の深刻
きが放映されることにより，必需持1に子どもたちの中から「環

境をよくしたしリという声も出てくる。環境教育山車揚琶湖
を解決するためだけの手段ではないが，環境7苦号題の解決を考
えることは重要である弘前掲 f新しい環境教育の実践4高

文堂出版， 2003 

"佐島群巳・堀内一男・山下宏文『学授の中での環境教育1
国土社， 1992， p18 

， o ~凶1手口夫『環境教育と学校教育の改胤農山漁村文化協会

2000， p268 
， ，しかし，もちろんこの知識は発達段階に応じて検討される

べきである。発遺段陵に応じた身につけるべき繍龍グ溢理は

今後の課題である。
， ，前掲『環境教育と学校教育¢改革:.1，農山漁村文化協会，担孔

p228~229 

， ，例えば?以下を参照。和IE武・崎回裕子『目世紀こども百

科地球環境館.1，小学館， 2004 
， ，鈴木車改量と環境教育を考える会 F環境学と環境教育'.1，かも
がわ出版， 2001， p99~100 

'0このことについては，例えば， 2001年に実施された内鴎府
「地球混暖化妨止とライフスタイルに傍する世論調査Jでも

明らかである。この調査では1 地車協倭化の原図=引、て知

っている人が約 850/0であったのに対L，地球滋耳量化紡止のた
めの個人の日常生活においての取り組みで r積極的に取り

組むJと応えた人は 9.6%，さらに{由人のライフスタイノHこ
関する質陪項目では，公共交通機関を利用 L，牽の運転を控

える人が 40.1%であった。このことからも，知識をたくさん
習得したとしても，より齢、環境の制錦動に主体的にカり

継続的に参加することが難しいことがわかる。
2 1 このことについて j七村 (2000)は「環境問題に関しては
解決の見通しを与える毘際的合意のようなものはまだ存在王し

ない。つまり， j.-"なくとも今のところは，環境問題広人類
の手に負えない難しけ問題なわけである。Jと述べている。北

本jf，夫『環境教育と学校教育の改革孔農山漁村文化協会， 2000，

p4 

"このことは以下で論じた喝塩陪真吾 Wr未来の技術Jを題

材とした環境教育四授業実践開発J，千葉大学教育学部卒業論

文， 2004. 
"このことは，鈴木 (2001) も?実際に生徒カ港管湖の水質
調査活動に参加Lto事伊iを挙げ， r実践に身近な公害キ環境

破壊の現地に出向き，その現状から宇ぶことを考えなくては

ならなしリと述べてしも。前掲『環境学と環境教育1かもが

わ出版， 2001， p151-152 ただし?この場合の実践共同偶土，
長時鰐にわたり姉や先輩と場を共有することのないフィクシ

ョンとしての実践共同体である。
"現在，多くの企業が環境報告書を作成し，環境への取り絡
みを公表している。

"九段中等教育学校は1 区立として初防ての6年自の中高

貫教育校として， 2006年 4月に開校した。なお， 160名σ:内，

80名が千代田区在住者， 80名が千代田区外の在住者である。

そもそも本捜業実践は法政大学地域研発センター料?う「千
代回学プロジェクトjの一環として行われto.千代臼学とは
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千代田区が区内の大学が行う千代fJlo互に認するさまざまな事
象をひとつの学問として学ぶ f二円t陪訟の識変・託舵記に対

L，研究費を負担するものである。法政大学地域研究センタ

ーでは，千代田区の地域特性を生かした環境教育のあり方に
ついて研究を進めている。そこで今泊は研究の一環として?

千代同区立九段中等教育学校の l年生を対象に，総能力な学

習の時潤において環境教育を実施した。授業の実施期潤は

2006年4月28日から 2006年 7月 14日であり，授業密数は
全部で7回である。授業時情土各2時隠ずつ計 14時湾である。

H 詳しくは，地域研究センターの HPを参照。

http://www.hoseLac.jp/reg iona Lresearch/ 

"詳しくは?法政大学のHPを参烈。

http://www.hosei.ac.jp/ 
"詳しくは，三菱地所株式会社の日?を参照。

http://www.mec.CQ.jp/ 
2$詳しくは，財団法人まちみらい千代阪の HPを参照。

http://www.mm-chiyoda白 or.JP 
刊授業を実施した法政大学人間環境学部伝学生は，これまで

中学U校において授業を実織したことがないため，築者合司霊業

を行う前に授業技術についての指導を行った。
"詳しくは千代田区HP (http;(("，明 city.chiyoda.lg. jp/) 

を参熊。

"①自然とのふれあいのある都市~ G争称、のある衡車な都市1

③環境負荷の小さし何環裂の都市1 喧放世代iこ重量かな環境
を引き継ぐ都市の 4つである包

"例えば，以下を参照。財団法人まちみらい千代田

http://www.mm-chiyoda.or.jp 
"全授業後lこ行ったアンケ」トに ~1 由記述σ 機を設け，生徒
に授業全体の感想を書いてもらった。

"今後(大人になっても) ー絡に療境澗胞と引、て考えてみ
ょうど怒っていますか。
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「えき・まち活性化jで育んだ高校生の公益活動

一町民駅の活性化から始まったまちづくりの取り組みー

江;本男制

大木千夏'2

居城東美事3

高伶j、百合判

鈴木成薬師

斎藤滞司区判キーワード 山形県立都競怒鞍高等学校、学校農業クラブ、やまがた鎚;ti;:賞、

アンテナショップ fぽへのj、JR米坂線

1 拡じめに

本校は明治28年 (1895年)に山形県南部の米沢市に

創立し、その後、隣町である現在地の川西町上小松(当

時ノj、松町上小松)に移転して 113周年を迎えようとして

いる農業高校である。現在、本校 3学科、分校1学科に

384名が学び、農業のみならず食や環境分野等に有為な

人材を輩出している。本校の学習活動は地域との結びつ

きが齢、という特徴があり、その成果は農業高校生が集

い学習活動の発表を行う f日本学校農業クラブ全鴎大

会J'れでも高い評価を得ている。

また、本校の所従端である川西町i立山形県病部にある

寵賜地域引のほぼ中央にあり、人口約 18，000人を数え

る。少子高齢化の波は本町にもおよび、 65歳以上の人口

比率は2ヲ%を餓え、中山間部には老齢者人口比率が50%

を結える限界集落も散在するようになっている。さらに、

少子化は農村部ばかりでなく中心市街地にもおよび、小

中学校の統廃合や高成街のシャツダ}衡化など、地方表

i盈の波はこの町にも押し寄せている。

2.滋勘の動機

本校には7年前の先輩が立ち上げた「地産地消研究

会Jがある。この研究会は、地域の農産物をその地域で

消費しようという地産地消活動を広めるためにできた

研究会で、主に科目 f課題研究J出を通して地産地消に

取り組む生徒途が中心になって活動を続けている。設立

当初は、米や大豆、野菜や果実類の加工技術の研究を中

心に活動してきた本会が、 5年前からアンテナショップ

fぼ~のj出を開!古し、販売活動による地場農産物の普

及に取り組み始めた。また、このアンテナショップを町

内で関庖することにより、本会の活動は町おこしや市街

地活性化の取り組みと連携した地域活動に広がってき

た。

平成 18年度になって、本会の活動を引き継いだ 12名

のメンバ}は、町の行財政改革について周知した広報紙

を読み、自分たちが日々利用している ]R米坂線の羽前

ネ 2山形県立寵鴫農業高等学校生物生産科3年

*3山形際立置賜農業高等学校図益活用科3年

本4山形巣立置賜農業高等学校陸聾活用料3年

半 5山市県立嵩賜農業衛等学技生物生産科3年

本@山形祭立置時農業高等学桂生物生産科3年
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小松駅が平成 19年度には町民軍需が廃止され無人釈にな

ってしまう可能性が高いことを知った。そこで、町民の

書記に対する欝心を高め、車問の事i活用を促進しようと、駅

前 fぽ~のj の開庖を患い立っとともに、駅および駅燭

辺の活性化に向けた取り総みをスタートさせた。

その後、 19年度iこ5名、さらに 20年度も 5名のメン

ノくー(予定)が研究を引き継ぎながら、農業クラブ役員

など 20名以上の協力を得ながら活動を総統している。

3.湯量臨霞線量量E置と管の軍軍最

f図1 J R米飯織の伎鑑J

]R米坂線は(図 1善幸照)、米訳書Rから新潟県北部の

坂町駅まで延びるローカル線で、 21ある釈のうち有人

釈は5つだけである。その 1つである羽高初、絵駅は川

西町内の中心部にあり、!日隠鉄民営化の時iこ無人化の

対象駅になったものの、当時の熱心な町民運動の結果、

1982年に羽前小松駅業務管理組合が発足して、日本で

初めて有人の町民駅が誕生した。以来 25年閥、現在で

は1日の乗降客数が約 700人で、そのほとんどが高校

生という駅を町民の協力で守り続けてきた。

しかし、グラ 71でわかるように隣設当初は刊日万

円以上あった事業収入も、昨勾 j支は 200万内以下まで

簿ち込み、これに伴って町の財攻負殺が増加したため、

町民駅の廃止や無人化が検討され始めた。生徒遼(研

本1山市県立置賜農業高等午柑実習締議

資産、動物パイオの実習指導を獄当するほか、
平成 11年から地蜜地梢萌究会の顧問として、
地域とめ連携活動を指導寸るご羽縮小松駅利活
用推進検討幸員会委員、劇務 l草の把蹴iJl1:員

2008年住総研f伎まいまち学習j実詰報告論文集9



(1)駅活性化キャンベーン

①「生き生き元気、羽前小松駅キャンベーンj

本研究会では、地藤地裕の普及をめざして、イタワア

穏で fおいしいJという意味のアンテナショップ fぽ~

のJを関rnする予定だった。当初は町内を中心に、校内

で生産された農産物や加工食品を販売する予定・だったが

f週末に駅前で甥);tgし、判決駅や活性化の取り組みをア

ピールしよう。Jと話し合い、駅前「ぼ~のJの関mに向

けた取り組みがスタートした。

駅舎を所有する ]R東吉本や、書記業務管理組合を管轄

する川西町役場を訪れて交渉し、 18年9月にようやく許

可がおりで釈能「ぽ~のj が陳腐した。初日は町民や観

究会のメンパー)は、「しかたがない。Jという町民の

芦もある中、喜重農生はもちろん、地区内 14校の高校

「グラ71 町民書記の事業収入と町の財政負担J
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釈前 rtま~のJ関l苫j

光客で大にぎわい。思iを0)重ねるごとに「カレンダーに印

付けで待ってだがらな。jというおばあちゃんなどリピー

ターも増え、グラフ 2のように、 20回隣府した駅前九ま

~のj の来活者数は増加傾向にある。駅職員のかたから

も「駅にこんな活気が戻ったのは久しぶり。Jと感謝の言

葉をいただいた。

「グラ72

f写真1

駅前『ぼ~の』来J富者数の推移」

官業 3 義器等言事警告金討をa"鵠徳寺拳符務 4毒薬務

総額

次に r~~前小松駅感謝 100 文字メッセージJ の募集を

実施した。 f有人釈の必要性を浮き彫りにしたい。Jと考

え、利用者や町民の思いを募集したところ、応募者は 100

名近くを数えた。中には「学童疎開で、小松書記には特別

に通う町内すべての高校生にとっても露宴で、町の顔で

もあるお前小松駅には、安全で心滋かい有人釈であって

ほしいと怒った。そのためには、これまで生徒達が先輩

から引き継いできた池康地I持活動など、自分たちができ

る地域活動で、駅から元気を発信したいと考えた。さら

に、釈や声i辺市街地の活性化をはかりながら、駅の手1)活

用促進の役に立ちたいと考え、次の3点を活動目療とし

て設定し取り組みを開始した。

① 幾らしい活動で町民駅を活性化

食や地峨輿しに隠するノウハウを活用した取り緩みで

町民駅に元気を取り渓し、にぎわい作りを促進する

rz駅活性化の取り組みを町民との連携活動に発展

釈活性化の取り組みを広報活動などによって町全体に

波及させ、町民との連携活動iこ発展させる

③新しい町民駅の姿や駅を核とした街作りと地域活動

駅の乗降客数の増加や荊j活用促進に向け、単なる乗降

駅としての機能だけでない新しい町民駅機能を模索しな

がら、釈を核とした街作りなど地域活性化までも視野に

入れた地域活動に取り総む

4.活動のポイント{鍵路嫌接)

①この取り組みは平成 18・19年度にわたる継続活動とす

るが、住民との速携活動が拡大した場合や地域の望号裂

が強し、場合には 20年度以除も継続する。

②駅前アンテナショップ『ぽ~のJを中心にした町民駅

活性化キャンベーンや]Rなどとの観光キャンベーン

の実施による駅串l活用の促進

1]:町民や関係機関との連携事業の推進

出前 r!ま~のJやミニフォーラムによる広報活動・

「えき・まちフォーラムj の務保

@釈や周辺市街地の活性化事業の推進と町興しゃ地減輿

しへの組織作り(グリーンツ}リズムの拠点として)

⑤3M  (マイトド・マイトル・マイ灼ン)大作戦の展開と地区内

高校との連携・・・ 20年度以降の繰題として取り組み

が継続される

5. 潜富圏内容

2008年{主総研「住まい・まち学習J~走路報告論文集 9-28 



な患いがある。Jという東京夜住の方からの応募や、登 F

校のため駅の跨線橋を利用する小学生から「執はおはよ

う、下校の時はさようならと、いつも声をかけてくれる

小松駅の皆さんありがとう。Jというf下品など、車問に人が

おる大切さやすばらしさが明らかになった。

@rやまがた花回廊観光キャンベーンj

米坂戸線開通 80周年記念イヘントとして、 JR東日本か

ら fやまがたms!J廊観光キャンベーンj への協力要請を

受けた9 鉄道による地域f活性化ベJ寄託光の振興、グリーン

ツーリズムへの発展など、農業と観光の結びつきを学ぶ

絶好の機会と考え、町役場や町商工会、観光協会などと

連携をとりながら、 E咋をf4月から 6月まで取り組んだ。

まず、オープごングセレモニーでは、和牛とのふれあ

いコ m ナ}や曹己記]パフォーマンス、イベント列車内では

大豆ケーキや無添加ジュースのおもてなしなど7回の活

動を行いながら、有人釈の必要性も訴え続けた。

2つのキャンベーンは、地元の新潤(写真2参照)や

テレピでも取り上げられたため、この活動は町内外で高

く評価され、励ましや労いの言葉をたくさんいただいた。

fl客車l2 地元町新織による紹介記事J

(2 )町民や関係機関との連携事業の推進

①出前 n;!'~の」やミニフォーラムの開催

町内の農業間体や産直グノレブとのi生携活動は、出前

nま~のj と名付けた合同F京阪市からスタートした。町

内外での関f吉に際しては、'fJ自tr小松駅ブアンクラブの応

募や利活用促進ノぐンブレットの配布を実施した。また、

街H毛駅の存続や有人駅の必要性をアピーノレするミニフォ

ーラムを、ボランティア団体や地域興しの会議などへ出

向いて開催した。この2つの取り組みは合計 18屈にも

および、このような活動を過して「霞農生の頑張りには

践が下がる、われわれ大人も真剣に考えなければ。jとい

う声も関かれるようになったo

②「えき・まちフォーラムj の開催

以上の取り組みゃ町民の励ましに勇気を持った生徒遼

は、駅の1'1)活用や駅周辺市街地の活性化を考える fえき・

まちフォーラムJの関催を計額した。農業高校の生徒自

-29-

治組織である農業クラブにも協力を要議して、全校的な

活動を展開した。当日は鐙賜総合支庁や町役場のみなさ

んはもちろん、町議員や賄工会、町内会の役員の方々な

ど 180名もの町民や高校生が参加した。(写真3参照)

f写真3 rえ意“まちフォーラム1の様子j

フォーラムは、活動発表やパネノレディスカッションな

ど約3時間にわたって行われ、町民釈のあるべき姿や街

作りについて話し合った。)11西町長さんからも「壁幾生

の呼びかけで有意義な議論を尽くすことができた。jと御

礼の言葉をいただいた。

また、参加者へのアンケート(グラフ 3参照)では fフ

ォーラム関催を評価するjがほぼ 100%、「震農生の地域

活動を評価するJが90%以上になった。

「ダラフ3 フォーラムアンケート総果j

2008年住総研「住まいまち学習j実路線告論文集 9



参加者のコメントから(ー慢強粋)

置農生桂のフォーラム等の獄り緩みに対して高〈評価

している{男・39緩)

・駅活性化の実例発表l立大変感銘を受けた。さらに研磁
を穣んで精強って下さい(男・73旗)

. ~高校生みんなが連絡し会いながら会場般営、及び選議
を行っていたことに感動、ぜひ継織していただきたい
(努叫7歳)

・地繊の活性化に視点を鍍昔、若い人の情熱がもたらし

た取り組みに敬意を表します(奥・65織)

・大変繕織な事で、若い世代の方々が立ち上がったこと

は喜ばしい(72銭)

.:!t臨‘5軽B草された鐙農業に敬意と感謝を申し上げます
(男・62鰻)

援幾生徒の感想一例{抜粋}

事くの方々へ参加要絡の手紙を書いたり、レジュメや発

表など準織は大変でしたが、数多くの地域住民の方々

が参加してくれたことにびっくりしました。一生懸命取り

組めば真鰯に聞いてもらえることもわかり、充実したフ

ォーラムになりました。

・私i立、パネリストとして高校生の包線で町民駅の必婆

栓を訴えることができたと患います。今殴のフォーラム

で自分遠の活動だけにとどまらず、「町のこれからJ;j;で

鱈し合いが進んでよかったと感じました。

(3 )駅や周辺市街1地の活性化事業の推進と町興しゃ

地減輿しへの組織作り(グリーンツーリズムの拠点と

して)

a:駅前活性化事業 f駅前スタンプラリ -j 開催

J 11西町商工会と連携した憲司前議性化事業を企爾し、駅

前をキーステーションにしたスタンプラリーを開催し

た。)11商町出身の作家、井上ひさしさんの人形劇「ひょ

っこりひょうたん島j にちなんで「ひょうたん島スタン

プラリーj と名付けたイベントは、 100級近い参加者を

得た。また、吹奏楽コンサートや駄菓子選関j百など趣向

を凝らした駅前 iにぎやかしj が話題となったo

②市街地活性化「こまつ市Jめ掬催

f1字翼4 rこまつ市』がスタート」

町内商業者や譲渡グノトープが結集して開催を検討して

いた産遊広場開催に fぽ~のj も参加し、丹 11還の定期

開催がスタートした。町内最大の観光施設 fかわにし

ダワヤ関j への観光客をこまつ市に誘客する企画などを

過して、市街地活性化が効果をあげはじめた。

5.活動の成果と帯掻

( 1 )活動の成果

①Iltf問題問の利活用推進検討委員会が設立

聾E前 nま~のj など本研究会の取り組みは、町内外lこ

大きな成果をも

たらした。まず、

町の行財政改革

計画では、 19年

度で廃止とされ

ていた羽前小松

駅業務管理総合

が、 20年度以降

も継続されると

ともに、町民駅 「極2 かわにし置T報からJ

荊i活用推進検討委員会が設丘され、新しい駅の活用方法

が町民の手によって検討さ才始めた。

②やまがた公益大賞グランプジの受賞

19年 11月lこ開催された「やまがたNPO・ボランテ

イア 2007jにおいて、本研究会の活動が fやまがた公益

大賞グランプリ J加に輝き、駅を中心とした地域活性化

に取り組んだ高校生の公益活動として高い評価を受けた。

[1草糞5 やまがた公益大賞授賞式j

③市町村や活性化団体からの発表要請

8月の川西町役場オアサイトミーティングという職員

研修会での発表を皮切りに、 fフラワ}長井線出の利用促

進を考える会jや町民軍記事Jl活用推進検討委員会のワーク

ショップなどから活動発表の望書言者が脊せられ実施した。

この悠にも、日本学校農業クラブ東北連銀大会や、同じ

く県大会。さらに、やまがた公益大賞授賞式や本校主催

の生徒活動発表会などでの発表を通して、広く県民や地

域住民に活動毘的や内容が王理解された。

④ボランティア団体や住民組織との速機深まる

先に述べた票日活性化や市街地活性化事業のほかにも、

新しい連携事業が始まった。まず、羽前小松駅イノレミネ

-30- 2叩8年住総研f住まいまち学智j実践報告・論文集 9



ーション事業即は、ボランチィアE自体 fNEXTかわに

しjとの連携で実施され、地元中学生も含め 50名以上の

ボランチィアが協力して、駅舎や燭辺擁殺を飾った。

r~写真5 ~寺前小松釈イルミネーション事業J

また、この 2月には町民駅雪祭りを住民Ell体とともに

計爾し、同時期に梼f寵される東北学生音楽祭出と連動し

た取り級みとして波尽されている。

⑤活動の波及効果は絶大

]R東日本は、やまがた1t回廊観光キャンベーンを中

心とした本校生の活動を評価するとともに、町民釈に対

する町民の患いを理解して、 20年以上実現しなかった駅

舎屋根の塗装を、年度途中にもかかわらず異例の予算措

援をはかり実縦した。

また、 E園内外のアメエティまちづくりの調査・研究・

実践を行っているAMR (アメニディ・ミーティング・

ノレーム)の合宿研修が本町で行われ、生徒遠の汚動が好

評を博するとともに、ウッドヒュー7 ンリレーション(木

と人間の務和)をテ--"とした独自の駅手IJ活用の提唱も

受け、今後の連携事業も実絡されることとなった。

「写真6 AMRJlIi1!i合宿研修J

(~町民駅を核としたまちづくりの機運が高まる

「高校生だからできるj とあきらめていた町長が「高

校生でもできるj と考え、駅を核としたまちづくりに積

織的に参加し始めた。まさに、鐙農生の活動が町輿しの

-31-

走塁線郊になった感がある。そして、町や地域に対して資

献したいという町民の思いを、実践へと導く動機付けの

役割も果たした。

fj;Jりを消すな町の釈J というスローガンで町民~を

誕生させた、 25年前の町民運動を記憶している町民も多

く、駅にカを結集させ、軍司からまちづくりの輸を広げよ

うとする気還が高まっている。

(2 )活動の考察

①アンテナショップ広報活動、ミニフォーラムなど継続

的な活動は 45@]にもおよぶとともに、本校生全員や町民

の協力を得て、活動の輸が広がり、新しい町民軍司や衝づ

く0姿が明らかになった。

②市街地のシャッター街化など地方表逃の連鎖は、誰か

が止めてくれるものではなく、そこに住む人間が止める。

地域と交流が深い農業高校生の役割は、者さと元気で住

民の懸け橋となり、地域とともに活性化の道を育むこと

だと思う。

③食や農という人間重視の観点から、心の重量かさや、調

和と協議という公主主約な考えを学び、社会参加によって

活性化をめざすという、未来に向けた地域活動を学習で

きた。

③駅や鉄道は単なる公共施設としてではなく、Il!fや地域

全体の装霞として、住民の理解と負担が必要だという認

識に立って、人的サポートや連撲を積極的に進めていく

住民活動の起爆剤として、高校生の果たす役署員tと効果は

大きい。

告.今畿の活動計聞と鑓窓

(1) 3M  (マイr ト0 ・マイトル・マイ灼ン)大作戦の展開とi也

区内高校との連携・・.20年度以降の活動として

取り総みが継続される

これまでの取り組みをパージョンアップ寸る 3M

大作戦を展開する。この活動は、駅を中心に市街地道

路のフラワーロード化や駅の1'IJ活用促進、市街地活性

化など住民とともに展開する活動計画である。

「写真73 M大作戦(マイ口一ド )J

花のある景観i1'~，木材を活用した駅や街づくり、合

向産蕊市の駅前開催、 ]R車問やブラワー長井線駅間のイ
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ベント連携など、高校生がアイディアを発信して住民活

動につなげる。

また、地区内高校生向士のi車携活動も提案し、鉄道や

釈の受益者としての意識を向上させながら、積極的な取

り組みをはかる。

a 各校の乗鋒叡美化運動への花壇花協力

b 各駅イベントの連携活動

c 列車会議など鉄道利用の促進

(2 )グヲーンツーリズム学習の実践活動として

①グリーンツーリズムの基点となる町民駅の活用

農村地域において自然、文化、人々との交流を楽しむ

滞在型の余暇活動であるグリーンツーワズムは、農業資

源や農村文化の活用方法として注告され、都市生活から

失われている農ある活動として評価されている。震潟地

域や)I!jf宮町でも嫌々なグリーンツーリズムの展開が進ん

でいるものの、いずれも車社会に対応した施設や企画が

多く、鉄道とのコラポレーションは数少ない。

そこで、一人あたりの移動エネルギー消費量が少ない

鉄道荊j照裂余椴活動は、今後余暇活動の中核になってゆ

くと予惣される。また、町民駅に余椴活動施設を集約さ

せ、グリーンツーリズムの基点として機能させながら、

町あるいは地域活性化の象徴としてPRするメリットは

大きい。さらに、農村再生や地域輿しの担い手として期

侍される農業i高校生が、学習活動として地域と連携活動

を進めることは、専門学習の深化のみならず、インター

ンシップやパートナーシップとしての効果も期待できる。

以上の観点から、以下のような町民駅の活用方法につ

いて、今後の学習計画ーとして利活用推進委員会等に餐案

していきたし」

a 合同駅前夜売市の定期開催

駅前産直の定織開催によって地産地消やフードマイ

レ}ジ惜の視点からもエコロジーをPR

b 駅舎または駅構内における農村文化の降現

話君炉裏などの住文化、伝統野菜を活用した食文化の

再現を駅舎や駅構内で再現

c 農家レストランやブアーム・インの可能性

農家レストランや農家民宿など、滞在型余暇活動の

キーステーションとして期待

d 体験型。:食品加工所や椴しの場として

体験型の加工センタ一、動植物とのふれあいを体験

できるセラピーエリアの提供

e 継続的なイベント開催

継続的なイベント開催、米坂線やフラワー長井線沿

線駅との共催、マイ列車のオーナー募集などを実施

(2 )エコエコエリア fおきたまj の創造

近い将来、鐙競池波の3市51l1Tは市町村合併によって

「置賜はひとつ」になると予想される。この際、[日市町

単位あるいは駅単位正街おこしや担い手づくりが f自立

したまちづくりj の観点から重要な意味を持ってくる。

しかし、それぞれの活動に統一性や整合性がなければ、

住民のまちづくりに対するそチベーションは弱くなる。

そこで、エコ口ジ}とエコノミーに配慮し、駅を活用

した、まちづくり構想「エコエコエリアおきたまj の創

造を生徒逮と共に提案したい。

7.おおりに

生徒自身が、身近な繰題を自らの手で解決する学習手

法である課題解決学習は、生きる力の創造という畿点か

ら評紙が高まっているc 限界集落や地方衰i島など暗い話

題が続き、個人の努力では解決不可能に感じられる農村

社会的課題も、餌々人の課題解決が集積することによっ

て転換点が見いだせるというのは楽観的すぎるのだろう

か。少なくとも、次代の強い手である高校生には、現状

や喜重量語の認識と、課題解決iこ向けた情熱、そして解決手

法を身につけてほしい。

この活動でご指導とご協力をいただいた多くの方々に

感謝し、今後の継続的な取り組みを替って報告としたい。

く注〉

1) 日本朝校農業クラブ全国大会

農業科(隣連学科含む)または総合学科を置く全国の高校

生代表が、年に 1度集まって研究発表や技術競技を行う大

会で、「農業高校の甲子留j とも言われるの

2) 置賜地域

llJi持集南部の3市5slTからなり、人口約236千人、部穣i立

約2495平方キロで神奈川県よりやや広い。

3) 謀総研究

農薬科目の 1つで、自ら課題を設定し、その解決に向け、

計闘、実践、考察を進める、課題解決型学習である。

4) アンテナショップ fl!---のj

農濯物の市場瀦査を目的に直売肢を設立し、校内外で関庖。

病名はイタリア諮の「おいししリから生徒が命名した。

5) やまがた公益大賞グランプリ

山形県が、地域の課題解決に取り組む様々な公益子活動を顕

彰し、県民に11;く紹介することにより 県民の公主主活動を

活性化することを司約に、今今度から申j設されたの

6) ソラワー長井線

山形県商品島市の赤湯釈から昔話潰賜郡白鷹町の荒砥駅lご去

る山形鉄道が運営する鉄道路紘

7) Jfi前d、松駅イル、ネーション事業

ボランティア初体 fNEXTかわにしjの提唱で始まった

活性化事業の ザコで 12月に釈を爾灘で飾った。

8) 東北学生昔楽祭

鴨繭「スイングガ}ノレ」でロケ地となった本町の文化施設

を使い、映劇的中で行われた音楽祭を再現したもので、今

年で第 4闘を教える。

9) プ…ドマイレージ

賞事以輸送距離を、重量×距離で表したもので、 i童絹地か

ら食料を輸送すれば療境負荷l士大きくなるという考え。
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那到川河酵を対象としたまちづくり学習の実践 (2)

河川水族館のデザインを課題として

諌!Y! 泰l苦"

文耕作ι道、社之教育活性化2lt詮紀プラン事業 f博糊富の建築とデ二ザインからさ学Aii二社会教育j

キーワード ん浮宅地え泌総会， M!I燦境博防総油搬臨

はじめに

事庁は福岡市立博多工業高等学校主主築科(以下関校)

仁おいて，橋両県那珂川町の那珂川河畔を対象として，

Fをかな生活環境形成にj可)11が果たす役訴を考える「まち

づくり学習(以下学習)Jを実践した。那珂)111町は福岡市

市部に隣接する人口約 5万人の昨でg 多くの生徒が庶住

ずる同校の近隣地域である。筑紫邪馬渓等，清流と緑に

つつまれた町南部を持つ那王可)11荷Jであるが，念d車に都市

化が進む町北部は住民の入れ替わりが激しい地域で3 幼

い頃に遊んだ思い出もなく， 日常生活に結びつきにくい

河川・ IJ日河川への住民の総わりは希薄であるように思わ

韓勧告書

れる。しかし筆者は，生徒にとって那珂)11はふるさとの

) 11になりうるのではないかと期待しこの学潜を実践した。

この学習は文部科学省社会教育活性化 21限:紀プラン

事業「博物館の建築とデザインから学ぶ社会教育Jの一

環として実縮した。そこで諜越を，那珂川1"1岸に河川水

族館をデザインL-，これを中心とした河鮮のまちづくり

を提案するごととした。本格ではp 那Fiif)11町役場，地域

住民をはじめ，海の中道海洋生態科学総，九州顔立博物

館空宇の博物館，横浜悶立大学，九州産業大学等の大常心お

よび設計事務所や情報系企業との連携([3]1-1)による

2004年度11)と2的5年度のまちづくり学資を報告する。

灘構@領選揚持主危機軒学轄

事務総主主語指導早プログラμ隙持

趨丸掛E霊祭大学鰭麗去を縮瞳

庁 孟J;ーっ

J2〉中ムー [ 

司、対 2)メザリシゲザスト量豊穣霊童官 i 

さ主髄?縁組プ11月ラム紫哲報

道審九期鱒主主襲撃鵠強調策室霊

源説輝警察当主購多コ£祭高韓議離輯

殺筆集繋産主

観論縄大宇ホ間システム鞭努主担

割期総珂JfI町鞍犠地属計甚諜

頭 部珂m耐都市計語審議会

， 3)アンケv ト議総藍

I 4)授議襲職

繍 ! 5) Webヂω タベω ス静作。

語審輯時市教曹養島章

言き鵠教育祭轟会主Lて支援

鑓丸掛建築火事事芸能学番多
ヂザイ J雪量計へめγFrl:-{:;芝

務額損輯立大学コC学務鯉欝学科

簿銭親殺音符炉究の立変革?主主義

語震鵠開法聾躍務執:字書響

Y!eb響H乍、 予フQレヲト縫潟3芝媛

語気晶タブレきアト描摺

• 
1 '6)麗芝公会 フ本山ラム

iA73錦繍糊J

一て心.忌ザ z 、

タ場護害幾者、金難

雛竹立再建鯉線訴事覇軍奪

プp~録滞在して守路縛

醗シヌテムザイよ£レズ

W喫 b制作ゐ M1. 4すωT~~菅波

a襲警豪3主主桂ワコム

液晶タブレ汐ト韓併

弱H 文部桝学省社会教育;邸主北 21 世紀ブうン事業 f↑牢陶館の建築とデザインから学~，5ヰ主主教湾」の漆傍概婆

諸国的限畔を対象としたまちづくり学首t-t，本事業。:一環として0湾攻育部丸本聞は謝庖事業ぴ〉づJtllを市した事務用怖の中上部件生W#I"持%;)作戒ヴ沖電要問ム開

校の授業(})}-少に協力会得た}福岡大今十オト湘ンステム研究主とl州 i町樹融制富十函課(資料提開 F府ilJ")1町朝オ帯1慨が議会(役動力)ど彰針功鳴したもので'"る。

33-

* 1 1u)仲)~J延々学C';'落邸主努!\t/科判r;駒/執務課拒了議制榊担
人lJ暗鬼較背都…市戸ザインを専攻「修絞1言古をテーマとし

た給金九官JC=-Jり第51凶読"1教育1員(金品科締合学習部

門那珂IIMIll'(;を対象とした主ちづくり学鴇Jにより第 54

回読信教育賞(l!側副会較脊E動部門合{博物館の定空軍と7ザ
イ二かコ;f;);品伝導指fJにより国土交通大院賞制件。を受賞。
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一?とした，水族主富2 線水空間，研修宿泊三主等を持つ体

験学習型複合艦設となった。情報系企業の指導を得なが

ら，設計製部では CAD/CGを使用して令筋設の主義本設計を

行った。各施設の詳細1設計は 2005年度の課題とした。

生徒は汚J11水族館を「水切り j の波紋をモチーフにデ

ザインG，発表会において収集した地域住民の意見を反

映させて，以下の施設空間で様成した。加えて那珂川

河畔全体をエコミューシアムととらえ，河川水族館を中

心縮設として町内に散在する河川環境スポットを結ぶネ

ットワ…ク(i遊歩道等)をつくることを提案した。

①湾JII水族鎗嬬関市に持JJ11濯(淡水型)水自主館はない。

ここは持J11の魚類，甲殻fE，昆虫、き事を宮司符，君主主戸する。

②屋よ閏間河川水族館の屋上は田んぼで緑化する。国

様えや稲川りを来館者で行う。(両校生徒の発案)

③密然環境館那王可J11河畔の環境を再現し，来館者をコ

コミュージアムへ誘導する。(住民意見の反映)

④川遊び体験館 お年寄0がボランティアとなり，子ど

もにJ11での楽しい遊びを指導する。体験を過して水の

事紋等J11の恐さについても教える。(住民意見の反映)

⑤続水公蜜水深を浅くし，小さな子どもでも安心して

川遊びや生き物の観察ができる。(住民意見の反映)

⑥食堂調理棟釣り公闘で釣った魚を来館者が調理G，

食事をすることもできる。(生徒の発案)

⑦釣り公闘来館者が釣りを楽しむことができる。初心

者には指導員がアドハイスする。(住民意見の反映)

⑧研修棟来館者が学芸員から授業を受ける。小中学校

のサテライト教室主としても利用できる。(生徒の発築)

@宿泊管理棟 団体研修等の来豊富考が街治する。また施

設全体の管理部門をおく。(住民意見の反映)

実銭 I

2004年度の学轡(1)では，対象学年を 3年生とし，科

目f課題研究J(週 2時間，生徒 5名)において調査研究，

科目「製図j (週 4時間)のうち単元 f卒業設計」の選択

課題(生徒 5名)として設計製凶，科目「実習J(i麗 4

待問)のうち，単元「計画実習J(生徒 3日名を各班 6，

7名にグノレープ編成)において模型製作を実施した。

2-1誠査研究

生徒は，海の中道海洋生態科学館を見学して学芸員か

ら説明を受け，水族館建築についての学習を行った。ま

た筆者による山梨巣立富士湧ノトの皇水族館と岐阜県世界

淡水魚濁の祝祭記録から，河川水族館の事例を研究した。

方，那王可J11上流の南畑ダムから那珂川町中心市街地

の今光橋付近までの現地E審査を行い，河川水族館建設の

敷地選定を行った。踏査後1 那珂川町役場を訪ね，地域

整備部職員から参考資料の提供と助言を受けた。一方，

中開発表会を那f河川町等で 3週間開催し，会場において

将J11水族館についての地域住民からの意見を収集した。

発表後に行った意見分析をもとに?生徒は河川水族館の

アイデアを抽出し，河畔のまちづくりの構想を考えた。

2そ模型製作・設計製図

生徒は，那珂川上流から君rl王可J11町中心市街地までの都

市模型を， 1:1，500の縮尺で製作した。作業を過して那

珂)1[河鮮のまちの成り立ちを把握寸ることができた。

次に生徒は，調査研究によるi可J11水族館建設の敷地を

那珂川町市ノ瀬とする選定結果を受けて， 1: 500の縮尺

で敷地模型を製作した。さらにその上iこ，設計製阪によ

る図面をもとに河川水族館の建築模型を製作した。

生徒の構想、は， J 11の生き物・ J11の遊び・ J11の恵みをテ
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奥

体
的
な
自
信
察
に
で
き
な
い
か
考
え

て
い
た
と
こ
ろ
、
海
の
中
道
海
洋

生
態
科
学
館
か
ら
「
博
物
館
の
建

築
ど
デ
ザ
イ
ン
か
ら
学
ぶ
社
会
教

育
一
事
業
へ
の
緑
町
山
投
打
診
さ
れ

た
。
そ
こ
で
、
生
徒
た
お
は
那
珂

川
河
岸
に
「
河
川
水
族
館
」
を
計

輔
衆
に
活
き
る

明構想水族館中やのまちづく
地元の環境
調査踏まえ

[8 ] 

間出。

ζ
れ
を
中
心
施
設
と
し
た
ま

ち
づ
く
り
を
構
想
し
た
。

生
徒
た
ち
は
表
ず
、
海
の
中
道

海
洋
生
態
科
学
館
宇
一
見
学
レ
、
各

地
の
湾
川
水
挟
館
を
研
究
okoi
た、

那
珂
川
よ
流
か
色
市
街
地
表
で
現

地
踏
査
し
、
纏
設
抽
出
を
滋
…
正
し
た
。

さ
ら
に
那
珂
川
町
と
福
岡
市
で
中

開
発
表
会
を
間
同
線
コ
税
務
で
地
域

住
箆
か
n

つ
議
問
月
間
制
取
し
て
檎
阿
川
な

ま
と
め
、
敷
地
慾
築
概
則
一
本
一
製

作
し
た
。

構
想
し
た
水
族
鎖
は
河
川
に
生

息
ず
る
魚
や
円
品
目
な
ど
そ
問
一
向
、

混
一
六
す
る
ほ
か
、
尾
よ
問
問
閥
、
川
遊

び
体
験
館
、
抑
制
水
れ
れ
閥
側
、
研
際
病
治

室
な
ど
を
備
え
た
体
験
学
河
川
川
口
復

合
施
設
。
那
刑
判
川
川
流
域
全
体
を
エ

コ
ミ
ュ
!
ジ
ア
ム
ど
と
ち
え
、
滋

歩
道
な
ど
で
町
内
の
初
川
磯
崎
明
ス

ポ
ッ
ト
在
結
ぶ
~
一
本
ッ
ト
ワ
ー
ク
を

つ
く
る
こ
と
社
関
前
刊
し
て
い
る
。

生
徒
た
ち
は
「
ま
ち
づ
く
り
学

習
L
を
経
験
レ
て
「
自
然
と
人
と
を

ど
う
組
み
合
わ
せ
る
か
を
考
吋
え
る

の
が
大
切
だ
と
教
え
ら
れ
た
」

「
設
計
す
る
こ
と
の
難
し
さ
を
あ

ら
た
め
で
実
感
し
た
。
自
然
を
ど

う
浅
す
か
と
い
う
難
し
芯
b
学
ん

だ
ほ
さ
感
燃
を
附
加
し
て
い
る
。

来
年
度
以
降
、
計
詔
は
現
二
年
生

に
司
引
き
継
が
れ
る
。

生
徒
の
援
終
日
川
指
弾
し
た
親
同
市

泰
彦
教
諭
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
(
Y
浮

勺

¥
¥
3
3
罫
ヨ

3
0一コ
φ

岩
¥
草
冨

官
〈
孟
¥
)
に
詳
し
く
掲
載
し
て
い

る。

2004年度の学習を紹介する記事(日本教賞新聞 2005年3月11臼付)
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3 実践E

2005年度の学留では，対象学年を 2年，t， 3年生とし，

科目「話装組研究J (j圏 3待問， 3年生 18名)において誠

査研究，科El f製図J (週 2時間)のうち単品 f卒業設

言むの選択課題 (2学期以降，課題研究と同じ 3年生 18

名)とし亡設計製凶，科目 f実智J (週 2時間)のうち

単え「言1例案潔j (各学年とも生徒 38名を各事I6，7名

にグノレ フ編成)において模型製作を行ったっ

2004 'rI主は第 1段階として「企画Jを行い，提案する

河川水族館の法本デザインを考え， 2∞5年度は第2段階

として ru:'[釘」を引き継いだ f計画j として，許可)11水

族館の詳総デザインに取り組んだ(写真 3"1)。

3-1調査研究

生徒は，まず 2004年度の学習成果を情報系企業の指導

によるホームベージを見て学んだ(写真 3-2)。そのJで 1

学期前半 I:i:，各自が思い描く那珂川河畔のまちっくりを

提討した 1学期後半ば，那珂川河畔の生き物について，

筑紫耶足立総等があるlli関部，那珂川町役場が位資する農

林部?博多雨釈が開業した都市郊の 3つのコリアに分け

ど凋査を1fった。Jl休みに入札生徒は海の中道海洋生

態科学賞Hを見学した(写真 3-3)。生き物を鑑賞する通常

順路のみならず，日頃は見ることができない業務部門ま

で見学することができた。学芸員からも丁寧な説明を受

け3 水族館建築のデザインについて学ぶことができた。

また那珂川町の筑紫耶馬渓から博多南駅までの現地踏査

と車乗視察も行った(写真:3-4)。特に水遊びを楽しむ住

民で員長わう '1'ノ路公園と，河川水族館建設の敷地にも怨

むしてし、る市ノ瀬地区では，詳絡な調査を行った。

3-2設計製霞

生徒は 2学期以降の科目「課題研究j においても同

様に設計製劉を行った。生徒は全員でブレインストーミ

ングを何度も行い，河川水族館のアイデアを抽出した(写

真 3-5)，2∞4年度，地域住民の意見を参考tこして，汚)11

水族館を中心として， ) 11の生き物 ) 11の遊び・)11の恵み

をテ-"--yとした複合施設を提案した。その略平面隠をホ

ワイトボードに描き，生徒のアイデアを記入したカ』ード

をその上に結りつけていった(竿真 3-6)。そしてアイデ

アの取捨選択，全体機成，面積配分，里担j線計画等を考え

た(写真 3-7)。設計事務所の指導も受け，生徒は昨年度

の基本デザインをもとに，オリジナノレアイデアをつけ加

えた詳絡デザインに挑戦した。設計製阪では 2004半度と

j司じく情報系余業の指導により CAD/CGを使用した。その

聞も議論を繰り返し 3 車問郊の検討を重ねた(写真 3-8)。

3-3模型製作

生徒は，当初は 3 寺中がÌ"))II水旅館の敷地~~~奴とti!築

模型!を製作し 2年当がIJI;，"J)1 1I可畔の都市模型を製作す

る予定であったが 7 刊誌にI時間がかかりすぎ托ため，都

市模型lの製作を断念し， 3年生・ 2年生共同で敷地模型と

建築4実裂を製作することにした。十字期は敷地模型を製

作した。 2学期に製作する建築模慰が森林と丘陵に覆わ

れるように工夫を施した(写真 3-9)。その他， 2学期以降

の科臣 f課題研究iにおいても，ンンボノレブザッジヲ親

水公園等j 特に詳しく紹介したいヂザインについては下

設計事務所の指導を受け別途模型を製作した(写真:ト10

写真 3-11)，建築模型は 2004年度，縮尺 1:500で製作

したが， 2005年度J主将J11水族館の外観のみならず3 建築

の内部空間，とりわけ水族館の本槽等のインテリアも涼

しく表現するために3縮尺 1:100で製作した(写真 3-12)。

4 おわりに

3学期I丸那珂川町役場・悼多南駅前ピノレ多目的ホー

ノレ等で!地域住民に対 l'て腿ノト発表を行った(写真:¥-1:))。

生徒の学{?'{i土， {ifJII7J<篠宮Jj単体のデザインにとど主らず，

これを中心とした複合施設「那珂)11 (>iJJ 11環境体験童書」の

提案に去った(写真 3，14ー写真 3-18)。この提案が，那珂

)11貯!のまわづくりをよりよい方向に発展させる刺激とな

ればと瀬っ tいる。またこの学知ニ参加したことに kη ，

生徒が外部機隠の専門家と連機して，地域住民に対して

王丸づくりの提案が 7き， 自分たちが符えたこと 3 つく

ったものがふるさとの役に立つ，そのことな生徒自身が

実感できる教青が美容!'('きたのではなし、かと考えている。

なおこの学習は，第 54@]読売教育賞(地域社会教育活

動部門)を受賞した。「工業高等ヅ校建築科の科目「謀議

研究j 等で，地域の水族館との共同事業を通じて，生徒

らが地域の自然を活かす{JiJJII;水族館の設計に取り組u'興

味深い学習の記録である。生徒らの関心や尋問性を活か

し，具体的に地域に綬5す諜産量を見つめ》アイデアを出

し合いながら設計に反映させていくとい 5，生徒らの真

剣な学習が展開され，住民との対話も学濁の穏になってー

いるようである。課題や方法が示されれば，高校生でも

これほど導内的な力を発持できるのかと感心する報告で

ある。J(校総一子東京大学大学院教育学研究科教授)と

の審査講評を受けた。また博物館の慾築とデザインから

学ぶ社会教育推進協議会は， [司土交通大阪撲を受賞した。
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草寺草3-7面積書百士 重揖苦富十穣 写真3-9 娯蜘模型製作

写真3-11 ブリッジの楼毅製作

一吋噛

費易

持恥
写真3-15 河JII7除機3陪由模型

写真3-16親ホ公簡の模型 写真3-17駐車場由模型 専漠3-18 シンボルブリッジ様製
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建築系専門学校生のための住まいづくり体験プロジェクトの実践 主発見志判

金子和宏"

中村常控室町

は宛勝幸町

矢野手整明叫

塩路伸也判

中西義和何

回中 貢判

碓 田 智子"

-{主まいづくりの原体験を繍完するための突議教育プログラムの構築に向けてー

キーワード 建築系智特技住まいづくりの原体験実牧撒膏

体験プロジェクト

1.はじめに

建築系専陀学校て学ぶ学生は、卒業後、施工会社や設

計会社の中堅技術者として、住宅生産現場に携わること

が多い。従って、専門学校の教育は、実際の住宅づくり

の過憾で必要とされる実務的な内容になっている。

そのような実務約な教育を受ける専門学校生の資質形

成にとって、幼少期から青年努までの遊びゃ日常生活を

通じてのさまざまな住宅建築素材との触れ合いやものづ

くりの体験、あるいは往生活の経験が重要な役都を果す

と患われる。本稿では、このような体験を f住まいづく

りの原体験j と呼んでいる。この原体重量は、意識的に行

われるものではないにしても、専門学校に於ける実務的

教育を受ける上での、土台とも言える重要な要素ではな

いかと考えらホしる(関1"1)。

ところが、最近の専門学校に入学する学生は、住まい

づくりの原体験が不足する者が増加しているように恩わ

れる。学生の手先の器用さや工具の{齢、方のレベノレ、住

宅づくりへの憶心についても、低下しているようである。

これは、ライブスタイルや住まい方の変化により、日常

生活や遊びをi車じて経験する木や石などの素材との触れ

合いや、ものを作る機会、往生活への擦わり方が減少し

ていることによるのではなし、かと考えられる。

筆者らは、従来から建築系専門学校の教育に、学生の

住まいづくりの原体験を補完するプログラムが必要 fは

ないかと考えてきた。このプロジェクトは、学生の住ま

いづくりの原体験を補完するための実物教育プログラム

として筆者らの専門学校で試行した、学生たちによる 1

年6月におよぶ和歌山での住まいづくり体験である。以

下では、このプロジェクトの実践内容と学生たちの学び

を紹介するとともに、参加した学生たちへのアンケ ト

識査から、実践教育プログラムの課題を検討する。

2.和歌山伎まいづくりプロジzクトの特色

このプロジェクトは、和歌山県日高郡の山間集落のー

箆1-1

li!少

住まいづくり原体験の概意図

住まいづくり原体駿の
背景3要因

長盃函

匝盃副

E五百

匹亙コ

表2-1 和歌山住まいづ<LJプロジェヴトの概聾

建設地

親機構造

撞玄

工期

工率主体

工事会輯

和歌山県印南町古井

木造軸総工恭平屋建 46m' 

大飯子館内で都市計画事務所主宰

2007年10!'I 移住

2006年4!'1より 2007年9!'1
大級工集揖術専門学校プロジェクトチ ム

約400万円

~":! 

" 美浜旬 ~O 

illj<: 

1111 醐 1

厨J也胡・ 積 和歌山紫日高郡
〈伊

自"齢曇 掃

御銑 畑

角に、 46rrlの木造平屋建て住宅を、学主主主主体で建設する

というものである(表 2…1、図 2…1)。施主は、大阪市内

で都市計画事務所を主宰する窃塊世代であり、建物完成

後に大阪から移住する計顕であった。その住まいづくり

の機会を、学生の体験学習のために提供していただいた

"大綜工業専門控術学絞・教員

句大阪工業技術専門学校 a技能教富

"怠宮業自営親方

キ6UR都市機構建替整備チム白チムリ ダ

ホ7大阪教育大学教育学部‘准教授

'1大臨工業技術専門学校建築学科 ι教員

等門学校で約2C年簿築教育に携わる。特に、設計

教育や学外ぞの実習教脊を担当。大阪教脊大学の

夜間大朝莞t混生として建築系専門学桂の実践

的教育プログラムにつし、て研究してし、る。

中 5元(株)ラウス・主宰
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3，ブロジェウトの体畿づ〈ザ

本校建築技能学科には、元大工棟梁の技能教員が非常

勤講街として勤務している。このような実物教育におい

ては、非常に有力なスタップである。しかし、問題点も

ある。それは、技能教員と学生の掲の技術上のま豊があま

りにも大きいため、技能教員自身が施工の先頭lこ立って

しまって自分のベースで仕事を進め勝ちとなり、学生が

補助的な立場になってしまうことである。理解を伴わず、

技能教員に言われた作業をこなすだけになってしまって

は、学金主体の実践教育とはなりえない。そこで、学生

が主体的に参画でき、かっ前述の教育的な手法をより確

実に実施するために、主な関係者である、施主、プロジ

ェクトリーダー(教員)、参加学生、技能教官(元大工棟

梁)の役割を明確にした。

計画段階においては、施主からの要望はプロジェクト 4 参加学生の意織づ〈りと準犠

リーダーが受け、計額面や伎術部を阻噂したうえで、ラ 4， 1 参加学生の募集

フな図留にまとめ、計閣の方向性を学生lこ示す。学生は 実際に人が住むための住宅づくりであることや、工程

それを受け技術的な側面?については技能教官から助言を が 1年以上の長期間に及ぶものであるため、このプロジ

のが、このプロジェクトである。

一般に、学校教育の中での実物建設は、実験的婆素が

強く長期使用を前提としない 1分のIの模裂とも言うへ

きものである場合か、工事主体がプロの業者か大工さん

であり、学生の作業は費任を伴わない部分的なお手伝い

にとどまる場合が多い。しかし、今回のプロジェクトは、

げタイヤしたご夫婦が実際に永住するJf設計、施工と

もに本校が主体となるj という点で、今までの実践教育

係に比べはるかに濃い内容となることが予想された。

また、このプロジェク卜を、本校の教育事業として位

置付けることで、交通費や学生保険、教職員の出張経費

などは、学校業務と河等の取り扱いとした。工事は施主

の直営工事を本校プロジェクトチームが代行するという

形で進めることとした。そのため、請負契約は結ばず、

費用分担や工期、醸成担保糞任の所在などを明記した覚

書を学校と鑑主との聞で交わすだけにとどめることがで

きた。まさに、施主との個人的な信頼関係で成り立って

いるプロジェクトである。

そして、このプロジェクトを住まい・ものづくり原体

験を補完するための実物学習として実施するにあたり、

特につぎの4点の教育目標を取り入れることとした。

①可能な限り各工程に図面化作業と現場作業の連動

②土、木、竹、コンクリート、鉄などの多様な建築素材

を採用すること

③高IJる、切る、磨く、塗る、練るなどの手作業の場を積

極的に設けること

③伐採や製材など、木材誠遠から施工までの作業の連続

性の確保

以下では、このプロジェク卜のプロセスを紹介する。

受け、実施閲面を作製しプロジェクトリーダーに提示す

る。このやりとりを繰り返すことで、学生が言十閣内容や

技術的な問題点を予め磯認するとともに、現場作業の前

段階である計飼から参加することでプロジェクトの全体

観を持つこと、一部ではあれ自分たちで考えた内容を自

分たちで工事するという自ま性の育成などにつながるこ

とを意図した(図 3-1)• 

また、施工段階では、なるへく技能教官が現場iこ河行

しないようにした。もと大工棟梁であった技能教官の現

場での作業姥力はプロの領域であり、ついつい段取りや

工事を学生に先立って実施してしまうことを、過去の3建

物建設プロジェクトで隣のあたりにしていたからである。

あえて、建築工事の素人であるプロジェクトヲーダーが

現場での指導を行い、学生は事前に伝えられた工事内容

を、学内で技能教官の指導によって施工図としてまとめ、

材料積算なども済ませてから現場に入ることを、工事の

基本的なサイクノレとした。学生にとって、ヱ事を進める

のは自分たち以外にはいないという状況を作り出したわ

けである(溺 3-2)。

函

プロジェクトリーダー{教員}

→性
i州等叫引ニ竺些と彊雲zE 

殴J'l !'十璽段階におけるブロジェヲトの体制
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関3-2 施工段調査におけるプロジェクトの体制
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ェクトには、ある程度の動機とやる気を持った学生の参

加が求められた。そこで募集にあたっては、本校昼間部

の全学生iこチラシを配った後、 200吉年2丹に説明会が凋

催され、興味本位の気ままな参加を戒めることや、放課

後や週末・夏休みの期間が主な作業時間になることが説

明された。さらに「怪我と弁当自分持ち」としち現場用語を用

いて、自己の責任と負強を分かった上の自主的な参加を求

めた。その結果、説明会に参加した約 30名の学生のうち、

プロジェクトへの参加申し込み者は 15名(男子 12名、女

子3名)に絞られた。なお、申し込んだ 15名のうち 7名が大

工を希'i!.!職種としてし、ることも特徴としてあげられる。

4. 2 総主による説明会の開催

説明会の次に、施主との顔合わせ会を設けた。通常の設

計課題においても「誰のためのつj討、う視点は欠かせすヘ

必ず何らかの施主設定は行われる。今回のプ口ジェクトはそ

れが想定ではない事を学生に定着させるために、当人から

直接学生たちに、こ0;住宅に託す夢や希望を語ってもらっ

た。「俺たち夫婦の老後を頼む」、「本気で取り組んだ上での

失敗やキズには 切文句は雷わなしりなどの施主の真剣な

言葉を、学生逮はどのように受け取ってくれただろうか。 I回

目の説明会から約半分に減った参加学生濠の神妙な顔つ

きが印象的であった。

さらに、その後も壁新聞やアログを通じてプロジェクトの進

行状況を全学的に知らしめてし、くことで、学生への刺激と学

校全体の活性化に寄与することを意図した。

写真 4-1 施主による学生への説明会

写真 4-2 学内に掲示したプロジェクトの二ユース

4. 3 “同じ畿の飯"を食ベるベースキャンプ

現場l立大阪から車で2時間、農地を区画分譲した 90坪の

土地である。遠方で交通費がかさみ、近隣に食事施設がな

いため、工事は2~白程度の自炊を伴う合宿形式となる。ここ

には、プロジェクトに先駆けて、筆者らも参加して、施主とそ

の友人達によるセルフピルドで 7坪の小屋が既に作られて

いる。この小屋は、母屋の建設特にはヘースキャンプとなる

ことを予滅して、小さいながらも風呂、トイレが備えられている。

このプロジェクトでは、この，)、墜を学生たちのベ スキャンプ

に活用することになった。

筆者l士、過去に兵庫県香住町で、古民家を解体して神戸

市長田区に集会場として移築するとしちプロジェクトに参加し

た。その時も現地の体脊館を合宿所に借哲上げ、 20~30 名

の学生が寝起きや食事を共にしながら、ススだらけの古民家

を解体した。後らにとっては日中の解体作業と同等以上に

合宿さ主活が新鮮だったようで、初対面の学生逮がすぐに打

ち解けて仲良くなる光景を自の当たりにした。言い古された

言葉であるが“伺じ釜の飯"の威力は絶大であり、特に協働

を必要とする集躍のチーム意識を磁成すそ仕掛けとしては、

梅めて省効であると考えられた。

5 プロジェヲトの興施過程

プロジェクトは表 5-1Iこ示す工程で、約 1年 6ヶ月に

渡って実施された。 l êJ 2~3治程度、数名 ~10 名強が

参加し、延べ 31回 (77日間)、参加入数は延べ 568名に

およんだ。

1 )図面、模裂作製 (2∞6年4月-5月)

今回!T;住まいづくりプロジェクトは、普段の学校での授業

と違い、言十iilil・製図・施工という一連の逮築生産工程を連続

的に体験できることが大きな特徴で止る。そのー糞性を学生

により強く自覚してもらい、どのような建物をし、かに作るかと

いことを確認するための工稜として、障面と模裂による検討

には2ヶ月以上の待問がカ斗ナられた。

具体的には、施主から提示された図逝(陛15-1)をもとに諸

条件の整理を行い、平面、立街、断面、ラフ矩言?の作製まで

表5-1 作業の工程

年 月 奨施個数 作業内容
(日数}

2006年 3月 1(2El) ベスキャンブ沫あ[f
4-5}l 5(10El) 伐採、留酒作成
6月 2(4日) 基縫工事、製材
7Jl 3(7El) 議付け・刻み
8月 2(7日) 上棟・震線工事
9-10Jl 3(7日) 外装
11-12月 2(7日) 内装

2日07年 1-2}l 4(11日) 内装・設備工事
3月 2(5日) 母屋竣工
4-8月 4(12日) ~潤土問、左官
9月 2(4臼) 外構作業、事i音波し
10月 1(1臼) 苦iっ越し、道具の整礎

31閏(77国人参加人数延べ568名
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は教員が主導し、それをもとに学生各自が木造架構を検討、

伏E号、輸紐闘を作製した。さらに締部の検討を加え 1/10の

大型軸総模裂を全参加者で作製した(写真5…1)。

2)伐採・製材作業 (2'∞6年4月-6月)

プロジェクトの目的の一つには、極力本物の建築素材

に触れることがあげられている。

木造住宅の主要な構造部坊である木材については、特

に深い緩解を追及するため、可銭な限り川上からの作業

が取引入れられた。山lこ入つての立ち木の伐採・皮むき・

自然乾燥・玉切り・搬出・製材という一連の作業により、

問震からの製材された木材結入ではうかがい知れない、

自然の木材に触れる機会が提供された(写真5-2)。

これ以外にも、竹・土告書・漆喰・コンクロートやそノレ

タノレ・石材やタイノレ・鉄筋・縁甲板など、切る・削る・

こねる・君主るなど、入手による加工を必要とする建築素

材が採用された。

3)義礎ヱ事 (2006年6月)

基礎は構造上の強度や施工の難易度を考慮して、ベタ

基礎を採用した。学校での実習と問じ測量機材を用いて

測量が行われ、現場に白線で実物大の凶聞が織かれた。

スコップ・ツノレハシでの芋掘りで根境工事が進められた

が、このような長待問に渡る肉体作業も実物建設でしか

体験できない作業である(写真 5-3)。鉄筋は既製品が定

尺で現場搬入され、入力により切断、曲げ加工が施され

I@ll若に員IJって組み立てられた。

4)軸絡み加ヱ、上棟 (2∞S年7月~呂月}

プロジェクトの参加者に大工希望者が多いこともあり、

輪組の加工は特に慎重に進められた。はじめに、校や梁

などの構造部材について、隠面をもとに各材。っ吏照箇所

の検討がなされた。各材の寸法精度や木目を点検しなが

ら、仕上ったときに童書出する和室の柱と、壁の中に隠れ

てしまう柱など、適材が滋所に使用されるよう区別した。

次に、 10分の 1の秘組模裂や図面を墓に車1Jf1さされた番

付板に照らし合わせて、各材iこ加工の下書きとなる墨付

けが施された。伝統的な工法の指導l士、元大:工棟梁の技

能教富市三行った(写真 5-4)。震付けの終わった木材は、

重量や鋸などの手道具や電動工具を使って加工された。使

用された樹穏は、桧、杉、米松であるが、桜種による性

質の遠いを体感するため、極力手で郊むことが配慮され

た(写真 5-5)。上棟は、高所作業を{半う危険な作業とな

るが、敢えてクレーンなどの建設機械を用いずに、技能

教官の指導のもとに学生の手作業で実施された(写真

5-6)。

5)土接工事 (2006年8月-9月}

多くの建築素材に触れること、施工の難易度や皇室の温

熱性能などを緩みて、外壁部分には伝統的な土聖堂が採用

された。作業は、現地に搬入された直径3cm程度の真竹

~一一ι ←

l 極官舎

} 砕キR

一号 M;:' .i. ~'" j 

図5-1 施主から提案された図面

写真5-1 輪組模型づくり

F 吋 一

、細必S与

写真5-5 手作業による加工

， 
ダお

も V

写真5-) 竹小鍔の作車

写真5-2伐採搾藁

草車5-6 棟上げ

写真5-8 件壁塗り

白砂 3
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を専用の害IJり器で割って、節を落とすところから始めら

れた。竹子舞が完成し、土塁置の脇工に移る(写真 5~7) 。

大半の学生にとっては始めての左官作業であるが、あま

り糟度を必要としない作業であるため、この後iこ続くモ

ノレタルや漆喰など仕上げの左官作業の練習工程になって

いたと思われる。また、左宮工程は、材料の配合や繰り

作業、鰻-a:Jflし、た議り作業lこ多くの手間を要するもので

あり、素材との触れ合いという点では、非常に濃密な体

験をもたらす作業であることが確認された。

6)漆喰週内装ヱ事 (2∞6年 10月-21∞7年3月)

外壁は下部が杉板、上部が漆喰仕上げである。杉板張

りでは、外援に均等な間隔で張り付けるための部付に充

分な検討だなされた。漆喰工事では、下地のモルタル塗

りが2間施されたこともあ仏学生遠の鐙捌きにも手馴

れた様子がみてとれた(写真 5~針。

内装工事では、天井や床にどーリングやフローリング

と呼ばれる木質材料が、獲には漆喰やE主藻土などの友1吉

材料が選ばれた。このL賓の学生作業の様子は、朝のミー

ティングで抱当作業を部り当て施工手順を確認すれば、

だいたいの作業は学生自身の判控訴で進められるようにな

っていた。作業時間についても、大凡の免当がつくよう

になり 2日から 3日間の工事期間の段取りが把握できつ

つあるように恩われた。

また、刃物の切れと作業の進行との関連が自覚できた

のか、休み待問などに撃や銭の研ぎをする学生の姿が頻

繁に見られるようになった。

7)住まいづくりプロジェウトを終えて

以上のように、図磁や模型作製から木の伐怨・木材加

工・上棟・内外装工事iこいたるまで、約 30@lの工事遠征

を繰号返して、 20昨年 9月に建物は施主に引き渡された

(写真 5~9) 。

学生主導での建設作業が重視されたため、技能教了吉の

現場出張は上棟時と施工精度が婆求される敷居・鴨居の

取り付け時のみである。そのため、学生の技能レベルで

可能な工法や納まりが検討されたが、その結果、工業製

品を多用した現代的な工法よ埋も伝統的な工法の方が、

作業時間はかかるものの特殊な専用工具や筏能が不要で、

より適していることが篠認された。また、工事を繰り返

すうち、紙かな造作仕事iこ興味を示す者や、道具や材料

の用意など段取りに気配りができる者など、学生たちの

作業適正も徐々に明らかとなってきた。さらに、工事中

は施主が現場に参加していたことも多く、総主とのコミ

ュニケーションを通じて、住まい手の気持ちを意識しな

がらの作業となったことは、このような実物の住宅づく

りでしかできない貴重な経験になったと考えられる。

6.参加学生のプロジェヲトへの評価

ヨ!渡しを終えた 2007年 10月に、参加学性に対する記

写真 5~9 ょうやく完成した住まい

述形式のアンケート調査を実施した。ここでは、回答を

帯せてくれた 10名の学生が記述内容から、本プロジェク

卜の教育効果などについて検言す「る。

本プロジェクトの工事は 2006年4J'lに始まり、 2007

年 9月に完了したが、その閥、延べ3期の学生が参加し

ている。つまり、 1)2006年2月のプロジェク卜立ち上

げの説明会に 1年生時に参加して、その後2年生となり

ヱ事の主力を務めて、 2007年3月に卒業した学生、 2)

2006年 4月に入学し多くの工事に参加した現2年生、

3) 2007年4月に入学し、ヱ事参加回数の少ない現1年

生、の3タイプの学生が混在している。この点を踏まえ

ながら、学生の記述をみていきたい。

6. 1 参加の動機について

回答を答せてくれた学生の殆どが、このプ口ジェク卜

について、「実際の現場Jr実際の建築工事j rじっさいの

仕事Jという記述をしており、普段の授業では触オ1得な

い実際の建設プロジコ二クトlこ最大の魅力を感じていたこ

とがうかがえる。具体的に fテストで点が取れてもキチ

ンと王理解していないなあj と述べる学生もあり、机上で

の勉学での飽き足らなさをにじませている。また、「山荘

建設で感じた楽しさと今の仕事にギャップがあって毎日

悩んでいるJとの切実な記述もあり、作業精度や工事幾

跨・経済性などを厳しく関われない学校での実践教脊プ

ログラムと、社会での仕事との差がもたらす違和感が、

一部の参加者に発生していることも確認された。

一方では「思し、出が欲しかったJrキャンプみたいなの

でJr学科や学年の枠を超えてjといった、直接建設プロ

ジェク卜に関係のない参加理由も複数みられ、学生生活

の彩りの 環として、彼らなりの楽しさを求めての参加

も垣間みられる。

6. 2 工事の流れの把握について

工事のほぼ全携関に参加した卒業生や、参加殴数が

10芭を超える在校生は全員、工事の手綱や全体の流れに

ついての理解が「深まったj と記述しているのに対し、
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参加回数が2殴稜度の1年生は、 fあまり深まらなかっ

た」と記述している。一郎のヱ事遠征での作業は1工程

程度のことが多かったため、参加問数の少ない学生には、

工事の流れを把握することが困難であることは容易に推

察できる。参加回数の多い学生からは「先のことを考え

てjや f教科書i語りの流れJとの記述もみられ、段取り

に対する理解や、学校での学穏との照応や確認がなされ

たことがうかがえる。

6. 3 学校での授業との違い

f現場でしかわからない所Jr屈に見えて理解し忘れに

くいj なと、の記述から、現場で実際に作業することによ

る理解の深まりが示唆されるが、回答しているのは学内

での勉学にも比較的真面障な態度を返していた学生であ

ることから、学校と現場での棺乗効果による感想である

と怠われる。さらに「学校でー箆所しかやっていない

が・・その先が学べたj との記述は、学校での学習が単

元に区切られた分習になりがちで、前後の関係や全体像

の環解にきEりにくいことを匂わせている。

また、 fきっさがわかったJr大変だったJr天候や周郎へ

の配慮j といった学校での授業とは直接つながらない現

場での印象が記述されており、このような実践教育の体

感的なリアリティーをうかがわせている。

6. 4 やる気や動機の省成

卒業生からは fもっと・・上達したし、Jrもっと勉強し

たいJr勉強するのがたのしくなったJr大工になりたい

と思ったj f一人前の大工に・りなど、割合具体的に積

極的な姿勢を示す記述が得られた。参加iEl数の少ない在

校生も fやる気がでたJi成長するものだjといったやや

漠然としながらも前向きな記述をしている。

回答を幸寄せた卒業生5名のうち3名が大工や家具職人

の見習い、{也の2名も積算事務所や11出場工務底の現業員

として働いているが、本プロジェクトが多少なりとも仕

事への動機付けに作用したことがうかがえる。

6. 5 学生の濃成感について

卒業生からは「成長するものだJrやってきたことが一

番分かる鱗関Jr感動感謝Jr家だという実感がわい

た」といった、肉声のこもった記述が見られた反面、参

加[自数の少ない在校生からは「わからなしV といった実

感の乏しい記述があった。永い工事期間と一連の工事工

程を経験したものとしていないものとの違いが現れた。

また、「人の手の跡が見えない家が、プレファブ住宅の

ように見えて・ j といった記述もみられ、このような

実践教育が、住まいづくりに対する感性にも影響し得る

ことが示唆された。

7 まとめー噂門学校生のための実践教育プログラムー

以上のように、本プロジェクトがもたらす、学校での

勉学では経験できない実体験については、一定の教育効

巨玉ヨ

2 
生存

修

皐鶏制作

買塾

固
実鴎敏背プ包グラム 禽栃加エ 3抑問"盟

製作集省 *" ，時間"餌

(入学省貌8週間} 金 I ，鱒閑"翻

IHI Im山 ンー ン句 山〉

にコ蜘ものづ〈開帽を直酬明

砲績 ものづくり叡体験.間続的に格発する要請

館 7-1 住まいづくり療体験的械突を諮まえたカリキュラム案

果が示された。しかし、参加回数の少ない在校生では、

作業の理解度や達成感の面で卒業生に比べ著しく効巣が

{底いことも明らかlこなった。

本プロジェクトは1年6ヶ月の長期に渡るプロジェク

トであり、その永さ故lこ最初から参加を断念した学生や、

工事途中で1、2度の欠席から徐々に参加しなくなった

学生も数名いる。より多くの学生を対象とするためには、

単発での参加者にも工事の全体像が把握できる仕組みの

構築や、全体期間の短縮が必要であろう。また、学校で

の授業との関連をより強化することも、実践プログラム

との相乗効果を得るためには薫重要である。

住まいづくりの原体験の補完を全学約な教育プログラム

に導入するために、本校では平成初年度よ号、入学当初の

3遊間を「製作実溜期間」と{立皇室づけ、争政f入生が様々な建

築素材の加工や木工及び金Iなどの製作を学内で行うカソ

キュラム(fものづくり実習J)を導入することにした(図7-1)。

また、 2年間の在学期間を通じて「製作実習jを趨2コマ設け、

継続的なものづくり実習を行う。このような、住まいづくりの原

体験を直接的に補完するプログラムに加え、従前からの設

計製図などの科目を間接的な補完科目と捉え、ものづくり

(製作実習)を斡とした教育体系を再構築しつつまる出)。

本穣で述べた住まいづくりのプロジェクトは、このような体

系の延長線上に{立援づけられると思われる。今後は、このよ

うな教脊体系の構築と実践、そしてその検証が大きな課題で

あると考えている。

く注〉

1) 2001年度までの本学建築学科のカリキュラムは、建築筋工

法、建築計師、連築法規、建築設計製lI1lなど、二級建察士

試験受験資格に直結した内容になっている。

http://w州 oct.ac. jp/archi l/index. html 
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睦史的保存建農の再発見

蔵造。建展実測奇書査の報告… 角本邦久判

キJワ一戸 歴史ダ腺存嬉墜落晶量り 英語草監査建物際去温雫窃哲竜

1 はじめに

これは， 2006年度の専門課程における卒業研究として、

栃木市にある蔵造りに関する構法及びその温熱療境に関す

る実現務査を実施した実践報告である。

2建築概念の捉え方

歴史的保存建築物について考察を加える際に、その概念

性の構築の仕方について再確認しておく事は、必要と考え

るF

建築に限らず多くの分野の技術は、一連の技術のつなが

りの中にある。その一方で，教育課程における技術教育は，

その専門性の意味からも級分化され，より専門分化されそ傾

向にあると言える。それ故、専門的知識を理解するためには

!予備知識十知識十陶知識→実践的知識

の考え方が必要とされる。

歴史的保存建築の意義に際しても、建築技術のみの重量解

では充分とは言えず、建築存在に関わる時間の系を加味し

た考察が必要とされる由縁である。

今日の建築分野においては，環境との接点を保有する事

が今缶約課題の一つにある。地球環境約にも、建物の保存

と再生の問題に、より実践的に取り組んで行かねばならない

と考える。

3 傑存と再生の考え方

ここで、保存と再生について、必要な考え方を述べておき

たし、。

現在においても、建築造りの考え方の背景には、これまで

の建築技術・材料・概念の上に立って、これからの建築の有

-43ー

り方を考えて、そこに表出させて行くと言う、根本概念が存夜

する。

保存と再生の考え方に隠しても、この考え方の流れに沿

って、概念を形成して行く事となる。それ故、私達は、今ある

基本の建築概念に、新しし、持代の概念を、建築的iこインテ

グレートして行く事となる。

{Yjえば、保存と再生について考えてみると、栃木市の調

査対象の蔵造りの場合では、水車曲線み巨構造があり、そこに

左官仕事を践してしも。実際の概観は変える毒事無く、今まで

質権対象の費重品の品々を保存する機能から、郷土の民兵

などを保存して展示する目的の郷土参考館として、再車1!Il

の方訟を見出してしも。

これは使い勝手の変更と言う事であり、建物に対する概念

性の変化であり、形棺閣の変化として捉えられる。

建物の保存と再生には、今回の様に、中の使い勝手を変

えると言う志向性で、変化に対応する例もあれば、欄主主市の

鋸屋根の建物の例のように、その概観は変えずに、骨組み

も変えずに、寧ろ、内装に新しし機能性をインテグレートして、

時代の変化に対応させて行く手法も有効と考えられる。

これらは全て、建築に何らかの意味で、;(;;る特性をイ〉テ

グレートして行く志向性である。

4 輿測網釜際組について

今回は，栃木市にある蔵造りの建家に践して，栃木市文

化課のご理解とご協力とを得て，取り組む事とした。

課題としては，蔵透明に関する構法とt置熱環境の調査であ

り，控室史的に残されるべき構法上の特徴とその温熱環境並

びに温熱特性に関して検証する。

4-1 対象建展の選定

2006年度の実澱実習の諜尾高とするためには、 2005年後

期位から、その準備に入らねばならなかった。栃木市の文化

課と連絡を取りながら、調査対象物件の照会、そ正物件の下

見検分を行った。

今回i土、幾っかご紹介頂いた物件の中から、栃木市文化

"関東職業能力開発大学桂崩教授

地球環境政観点から保存民家の構詐研究とその
混熱環境を調資すると共に、自常エネルギー利用

としての太揖エネルギー併用型住宅のそデノレ械を

述て、より実践的な能力開発課閣に散り組んでし、

る。時間を桂て来た建築を題材とした絵画制作も
永年に渡って継雑制作中。

2008年住総研fi主まいまち学習 Ij走路線告論文集 9



課にその管還が事実上移管されており、温熱測定を実施す

る際の測定条件を整えられる、郷土参考館を実測調査対象

物牛とさせて頂いた。

4-2. ~担測調査銀題の位置置付け

産主造りの調査は、施工時の構法を明らかにすると共に、現

時点での環境的意味付けから、歴史的保存建築としての意

義を見出す事となる。その保符と再生、そして現在の建物へ

と役立つ特性を見出し、活かして行きたし、と考える。

そのための務査項目としては、建物の有すξ概念性として

の形相図、建物を建てて行く技術的裏付けとしての作用服、

その概念性と技術とを実際の形に顕して行くところの材料と

しての質料留の要素に衡して、検吉正して行く。

ここ何年かの実証割弱査の課題には、保存と再生の指針も

考慮iこ入れて、世界選産自)11郷の合掌造りの調査(2004

年(ト116年))、者間生市の鋸屡根建屋の調査(2007年(H19

年))などを実施している。

5 鵡殺り建盤の寮灘路軍量

5-1.襲灘鱒査の位蜜づけ

これは、大学校の専門課程における、総合制作実習12単

位の授業の中で、卒業研究の実習課題として取切組んでい

る。

温熱環境の実視j調査は、厳しい気象条件下を選んでの

実測となるので、夏の猛暑の八月及び冬の厳しい寒さの二

月となる。{ll_し、冬の実測時期i土、卒研の発表の時期もあり、

それまでにデーターをまとめたりするために、年明けの 月

ゃあるいは中開発表の十二月に弱に合わせるべく、年内の

十二月初めや半1:1'に、実拠調査する事となる。

今回の実習を通じて、実智生の readiness状態に応じた、

建家の改善，台、の検討を加えて、その内容を提案する事を目

指すものである。保存と再生の意味合いが出て来るのも、こ

の辺哲の現状確認Eそれに対する改善提案八の道程を歩む

ことに有ると考える。現状の建物の有する概念悦としての形

相自国の姿を変えることなく、内的な改装あるいはインテグレ

ーションを加える事により、その社会の中での新しい役割を

担って、再登場して来る可能性がここに有る。

この準備段階としての現状把握と言う意味合いにおいて、

実測・実習が位置付けられる。

5-2実測調査の囲約

これは、実習生の建築に関する能力演発の…環として

の実調j実習である。実習生が、実測実習を通じて学ぶへ

き事l士、蔵造りの建築構法正特徴について学び、並びに

蔵造りの保存に適した環境を形成する要阪に関して理解

を深め、構法と内部環境との接点を見出し、発展的lこは、

-44ー

建築環境の設計能力を身に付けるための、蒸本技術を習

得する事にある。

5-3対象建屋について

対象建屋に関する概要を，以下iこ述へる。殴 1Iこ蔵造

型建震の断面図を示「。

~ 

~. 440 

態1:厳遁世建屋斯箆阻

対象建還の詳細は，以下。

調重量対象。郷土参考館

蔵の積類土蔵 2階建て

建築年代引化3年(1846)以前

1liI2に蔵造り建屋1F平記図を示す。東寄りの床に換気の

ための孔が、ニ箇所設けられている。平面図中のNo①~

⑤は、気流速、照度、温湿度の測定筒所を示してしも。。
γ~6) (5) @_  

し三一二一~ru
語自2 厳選り建窓1F平商関

5-4構法的特徴について

現地の説明書によると、以下の様に記されている。

建物は、栃木市で公設賀原業を営んでいた坂倉家のもの

であり、土蔵造りである。

関口三間(約540cm)、奥行き七部(約1260cm)、入り

2008年住総研f住まいまち学習j実臨報告論文集 9



二階的棟梁l土、松材である y

写真1 蔵造り棟木部

議造りの壁の中は、この写真の如くに、竹組みの小舞

い下地に土授の仕様となる。

写真2:竹小舞下地

蔵造りの窓部分の小扉l土、その断面広仕様l土、壁の土

壁と宿]じ仕様から出来ている。

工夫が見られるのは、写真3に見られる如く、友と右

の小扉の断間仕様i士、凸部にllIl部が来る、互いに桜め込

み仕様になっている。これにより、召し合わせ部分から

の火の進入を防いでいる。

懇線

写真3:臓議の召合せ部

写真4は、蔵下部における換気孔である。通常は、石製の

蓑を外して、換気を採り、火の気が近づく時には、この石製

の蓋で塞ぐ事になる。

写真4 下部換気孔

45-

写真5は、床下の様子を示しているつ法礎石の上iこ、

F荘東が立っている。床下の換気性能に関しては、換気補

助装置を必要書とするつ

写真5: 1F床下部分

6-5.瀦定後器について

草野定に使用した機器は、以下のものである。

使用機器温湿度計、気流速計、照度計、表面混f主計、デ

ータ口ガー

研究内容。。蔵造り構法の調査及び蔵内の混熱環境調資

調査期間…夏期 2006年(平成 18年)日月 21 日(月 )~8

月 22日(火)

冬期 2007年(平成 19年) 1月 9日(火)

夏期初日の8月 21日(丹)には、関口部を締め切りにした

状態での測定を実施した3 これは蔵造り特有<1.l~まや防火戸

の性能について、重点的に、調交を行なうためである。また、

冬期測定時も同様に、休館日を手IJ用し測定を実施した。

データロガーでの温湿度記録により、休鈴中の閉め切り

状態でのデータを回収することで、過渡期における状態把

握に務めたコ

6-6混熱環境について

測定箇i'JTNO. ①~⑤における、各測定高さ床上 O.1m

(下)、l.lm(中)、 2.1m(上)の夏期測定結果を、グ

ラフ 1 (2 F)及びグラフ 2 (1 F)に示している。

各部詳細では，夏期の屋外の気温が 1自の中で約

2.5
0

C位の温度憾で変化しているのに比べ， 1 Fでは約

1.5
0

C位の温度憾， 2 Fでも約1.5"C1立の温度隔で変化し

亡し、る。

グラフ1:夏期・混度変化(2F)

2008年住総研「住まい'まち学習j実詰報告白輪文集 9
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グラフ2:菱期・温度変化(1F) 

冬期測定結果を、グラフ3(2F)及びグラフ4(lF)に示して

し、る。

各部位測定では，冬場の屋外の気混が11'1の中で約 3'C

位の温度幅で変化しているのに比べ， lFでは約 2~30Cの

温度幅， 2Fでは約 1'Cの濃度嬬で，変化している。温熱特

性が， 2F部分に，よく顕れてし、ると言える。

ω 

重s

~4 

12 

引の

巻町!μ

J、/ ¥ ヘヘ
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湾問

グラフ3:冬期"温度変化(2F)

題 -jtJ日〆/

事

v…一、¥
w 

問。∞ η切削掛川

時間

グラフ4冬英語剛温度変化(1F) 

6-7測定結果について

O夏期の1階・ 2~皆の温度変化について

・外気温度が、 1自の中で大きく変化してしものに比へると、

E室内の1，2階の滋度変化は、比較的小幅のものと見られる。

'1~皆は載と夕方で滋度の減少が見られるが、 2階は夕方に

温度上昇が見られた也これは、蔵内の緩められた空気が、上

へ上昇した故ではなL、かと考えられる。

0冬場の1階・2階の温度変化について

・議内1階l土、外気温度よ終〉高い温度であった。体感的iこも

媛かく感じられた。

'2階は大きな変化が兇られなかった。

裁内の濃度変化の幡は、外気説度に比べて、小さし、と言え

る。

。夏期と冬期の温度変化について

・産主造りの構法的特性によって、外部の温度変化の巾に比

べて、内部はその変化の巾が緩やかであることが見て取れ

koこれは、蔵造りの壁の有する熱特性の故であり、ものの

保存に適してし、ると言える。以上の事から、蔵造りは、外すL方通

らR熱的影響を避けるために適した建築物であると言える。

7 まとめ

今回の調奈・研究では夏期(2006年8月)から、冬期(20

07年1月)にかけて蔵造りを調べた結果、蔵造りの梼法的特

徴について確認し、その温熱環境の特性についても確認し

た。それによって、 J醸造りの土壁が、温熱環境的にも優れた

特性を有する事を磯認する事が出来た。実習のまとめ段階

においては、蔵造りの断索機露の検言咲〉実施してしも。壁F事

が充分に厚い事が、 I昆熱的にも優イ立に働いていると考えら

れる。

建築全体に目を向けると、今5の建築分野において、環

境との接点を保有する事が今日的課題の一つで有ると考え

る。地球環境的にも、建物の保存と再生の問題に、より実践

的iこ取り組んで行かねばならない。今回の課題i士、実習生

においても、社会のニースlこ関連した課題と取り組む事であ

り、一定度のより実学実響的能力を習得する事が出来たと考

える。

謝辞.今@Jの実施実習iと際しては、筋木市文化諜の方々のご理

解とご協力を頂き実現したものであり、ここに感謝申し上げます。又、

主担当の実習生高橋あゆみ氏、並びに謁査協力の実習生大木ま

い氏、河部有祐子氏にも、その協力iこ謝意。
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持続可能な社会づくりのための学曹支曙プログラム

一大学の強みを活かした商官学の連携事業一

湾高奇百]*1 

キーワード 荷庖桂j;'割引包高等教育にお吋る学畿支援持続可能な開発的ための教育?コミュニテイl ヱンパワメント

はじめに

いま，遠く離れたところで3 地球温暖化，気候変動，

エネルギー・水資源の問題，環境難民，食の安全の問題B

貧国梼差の問題，生物多様性の破壊など地球規模の問題

が起きている。一方で，私たちはs からだとこころの異

変iこ仰となく気づき， r健康」や f食jなど私たちの内蔚

や身近な問題の危機を感じて生きている。この外と内ど

の双方向の環境の危機に対して》個々のライフスタイノレ

の変革と持続可能な社会づくりが求められている。

2∞5年から「持続可能な僚発のための教育 (ESD) の

10年」がはじまり，筆者も自分が今いる場所で，つまり

勤務する大学で自分から何かアクションがおこせなし、か

と思い，持続可能な地域づくりをテー?にしたプ口グラ

ムを試行してみることにした。そして，そのプログラム

lこ拳加した学生たちが地域に出向いて fグリーンな活動j

をするために企磁をおこない，その支援していくうちに，

大山遊座商J苫街と板橋区と東京家政大学との協働でコミ

ュニティ・カフェを出法するに至った。

本稿では》大学の強みを活かした商官学の連携事業に

ついて報告し，持続ι可能な地域づくりと学習支援につい

て考えてみたい。

1 事業概要

1 - 1 事業1こ歪る綬緯

2005年6月から筆者は東京家政大学にて持続可能な地

域づくりのための学習支援プログラム f企頭の教室 グ

リーンJ(ヒューマンライフ支援センター主催)を開発し，

実施した注山このプログラムは，広く f環境J をテーマ

にしたワークショップで体験的に学び，また外部講師を

招いての学びやインターンなどの実体験を通して自らの

課題を深め，そこからの学びを活かし，最終的には地場

に出向いて{iiJか企画をおこなう(アウトリーチする)と

いうものである。

このプログラムを受講した学生たちは，これまでの学
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びを活かして 2，3 S稜度p イベント約にコミュニテ

ィ・レストラン膏を地級で実施するというアクションプ

ランを立案し，板橋区の産業擬輿擦に相談したところ p

f板橋区にぎわいのあるまちづくり事業補助金(活性化

事業)Jの存在を知った。そこで，イベントではなく常設

の可能性に向けて，学生たちは築者と金磁を練り，片関

東軍学長や板橋区の方にプレゼンテーションをおこない，

大学の多大なハックアップや板橋区にぎわいのあるまち

づくり事業補助金(活性化事業)を受けて， 2006年9月

に大学と板橋13:(産業振興課)，遊盛大山蒲!在街との協働

で務f書することになった。

1-2 事業概整

2006年9月に遊底大山商底街(板橋区)に東京家政大

学の学生たちが中心となって運営する，コミュニティ・

カフェ「インターハート Tokyo-Kasei茶の間J(以下，茶

の関)がオープンした。現在，運営を統括するのは，東

京家政大学ヒューマンライフ支援センターで，中心とな

るスタッフ(隣府当初は学生で》現夜卒業生) 2名と学

生ボランティアで運営している。

f茶の間Jは，和(なごみ，のどか)，話(ったえる，

ったわる)，輸(わっか，つながり)，環(めぐる》まわ

る，かえってくる)の4つの「わJ(写真 2)をモットー

に事業をすすめている。

カフェの運営としての食事の提供をはじめp 食育イベ

ントの推進，健康と食育を意識したメニューづくり，湖

底街の飲食底との共同メニューづくり，キッズメニュー

など健康的な食生活を提案し，お客に声かけ，あたたか

な食卓の雰酒気，居心地の良い空薦作りを心がけている。

料理には，板橋区の熔からの句の野菜をつかった f板

橋小鉢j を必ずつけるようにしている。素材l土》勾のも

のp なるべく近くでとれたものを仕入れ r地産地消jを

意識している。残飯は乾燥裂ゴミ処理機で乾燥させたも

ものを近所の方の畑の肥料に使ってもらい，時々，でき

"事J主家政大学短期大学部品育科講師
主に地球市民教育(グローパル教育}と幼同

教育が研究分野。ワークショップのフアシリテ
ーターや生護学習 市民活動の輯域で企甑・コ
ーヂィネートなどに額わる。現在!幼児期にお
ける ESDをテーマに探求中。
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できた作物をおj吉にいただくこともある。

また，親子が参加する食管講座，学生が企画するコン

セプトカフェ，学生の作品展示の場，大学の主主渡学習講

座などイベント・議践をおこない，情報発信やさ主流でき

るコミュニティづくりをおこなっている。

事業の成果としては，メニュー開発やイベント・講座

喜男催，子育て支援，エコな取り組み，食脊推進などは，

j苫の事業に関わる学生にとっての実学の場となっており，

それが地域連携につながっていることがあげられる。ま

た，大手新開各社，テレピ，ラジオ，雑誌など各メディ

アにとりあげられ，第3沼東京溜庖街グランプリにて地

域活性化部門の準グランプヲに選ばれるというように，

社会的な関心も高い。務底衝の活性化事業は，緩営，都

市計画や建築，福祉の観点からのまちづくりが多いが，

[食とエコjや f家政学(生活)Jの観点、からまちづくり

に取り組む例は稀であり，地域社会に何かしらのインパ

クトをJ与えたのではないか。

2 コミュニチィ・カフヱができるまで

2-1. r企留の教室グリーンJ(2005年)

広く「環境Jに関するワークショップ全日間の実績，

妙高高原の農家にて農業インターン及び南伊豆民慌の務

査員インターン，コミュニティ・レストランに関する講

座や濁庖のための経営纂礎議l'11.全3在立エコロジー・ク

ッキング研修など，学生と対話し必要とする講座を開講

した(表2、3)。

ここでは，学生たちのテー?を深めるためにおこなっ

た全6回の概要を紹介する(表 1)。学生それぞれの興味

や専門とする領域が違うので，はじめにプログラムあり

きではなく学生と対話しながらニーズを探り，プログラ

ムづくりをおこなった。また，各回のはじめには， NPO 

の取号組みなども紹介した。説明会の特に動機を開いた

が r食j と[農j に関心が高いことがわかった。

第 1屈は，アイスブsレーキングをおこないながら，ア

クテイゼティ fグリーンな人を探そうJをおこない，そ

の活動からの気づきをもとに rみんなにとって，グリー

ンとはワ」について意見交換をおこない，野外イベント

などでのデポジット嗣jの食器や動物実験について議論が

あった。第2回(@1) は，フードマイレージを考える

アクチイピティをおこなった。昨日の昼食を A3サイズの

紙に撒いてもらいp 食品だけでなく食器やどこで買った

かなども書き込んでいった。その後，自分たちの昼食が

[グリーン」かそうでないかを話し合いながら，ランキ

ングをした。ランキングをするなかで，わりばしや忽装，

プラスチックなどゴミがどのくらい出たかという議論が

はじまり，ゴミが出たからグリーンではないのかという

問いかけから，使用された電気や熱量，油の処理，食器

を洗う水の蓋と水質処理，食品を加工する過程，健康面

薮 1 ワーヲショッブ(グリーン)

沼 日程 7-'< 

1 6/4 グリ ンのイメ ン

2 6/11 コスト

3 6/18 いつまでも無理なく暮らしていける環

境づくり

4 7/2 コミュニアイづくりと市民(子ども)

の参務

5 7/9 公開講疫 f::::r:コ・コミュニァィ・レス

トランj

6 7/23 もし，コミューアィ・レストフンを作

ったらワ

畿2 ワーイフショップ(企蘭由手法)

日穏 内容

9/7 企麗しやすい策境づくり，念頭のキホン，

後ろから考える，チラシの分析 (1) (2)， 

ブレインライティング (6351:去)，ネー

ミングを考える

9/8 発想力をつけよう? 基本的な発想法，効

果約なチラシの法良1]，ワサーチカをつけよ

う 1 グループでコンセプトづくり

9/9 :iE闘案&プチ企慰霊事づくり タイムテ

ブノレ， 運営2 資金言馬遼，広報 (PR戦略)

プチ企画書提出&ミニ発表会 swぴF分

tJT 発表と評価 シートをもとに助言

畿3 その他

10/29 

10/29， 30 

妙高高原の最善家にて農業インターン

南伊豆民宿の調資員インターン

3/2， 3， 9 

3/10 

関庖のための経営基礎講座(全3回)

エコロジー・クッキング研修

:::_-.'た1iーの食事 Cも、グ') ~ノと Nct ブリ yととj+:;Iる .:..C!，品静、Jいと，.え

も与:': ，:.-ビ -'[''f!i '.;え"'院 c， _t::; _i止の.のみや.交(.NClグ') :.tだと円¥;_j t .， 
nど ゴr-v.l合争哉えるとタ ρ料胴1d与し-'わν そnミしず〈手グリ ンど と!み

や JI;{勺-えない dいえとみると ペ九左ぐ3れて怠るかじえとれ t た いくら行濯G ←

#と伶られて ω、ると.いえ h つ/ク村Jn，;;. C02たtlil守 3れる ンピ-'C 1"い

U;'ら禽乎令怜し Zおくた泊;:::1I';ijY安われる )，，~'.え ζ 会 一場 C，!:，<入 、

J iクぞ l，s!人 ノビ ぐ信く人そω常 l不穏荻ω人予裂や代など"ーや浮3人!

も"守えられ主主い《らいも人の itら人の r二苛 .. ;'(いるーと令，.うと oよ J とdい

た 夜来 ~T 書誌ウと.えさせられた

富喜 1 感想由一例(第2陸)

など様々な意見交換がおこなわれた。次に手元に届くま

でのコストを考えた。毎日，私たちが食べている食事は，

素材が手元に届く過程，務理する過程，ゴミを出す過程，

さらにはその循環の過程など日常生活のなかのコストを

考えることが重要である。食とエコの関係を考え，自分

たちにとって侭がグリーンなのかを問うきっかけとなっ

た。第 3回は r1 0年後，わたしたちの身の周りの環境

はどんなふうになっているか。」について，みんなでイ

メージを出し合った。ソーラーパネノレがもっと普及して

いる，Jlil力発電が全家庭にある，生ゴミ処理機，エコカ
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ーの普及s ユニバーサルデザイン・バリアフワーがもっ

と進む，都市ではもっと縁が増えている，化石燃料が減

る・なくなる，などの;意見がでた。次に循環型社会へ向

けた 3つの最前線の取り組みに需品する番組の捜聴をもと

に}持続可能性 (sustainability)や未来のイメージに

ついて考えた。第4凶では，コミュニティとは何かJに

ついて，みんなでイメージを出し合った。子ども会，ご

近所付き合い，共問のもの，行事，挨拶，助け合い， う

わさ， ~[j，格If.， ~害賠街などの意見が出た。その後iこ，

英国で成功した CAN(Community Action持etwork)を紹

介した番組を視聴L，rコミュニティ Jや f住民参画・子

ども参爵j について考えた。

5回目は， NPO研修・情報センタ一代表理事である世

吉一穂さんをお招きし rエコ・コミュニティ・レストヲ

ン その可能性と実践例」について講演していただいた。

コミュニチィ・レストラン(以下コミレス)とは， r食を

核としたコミュニティ支援を呂約とした持続可能な社

会・コミュニティを拓く実践方法としての持POの事業・

起業モデノレj であると世古さんは定義している。講演で

は，立ち上げの動機やコミレスの5つの機能 5つの実

践 r地産地消J r共食の場J f食を通じた子育て支緩j

f高齢者・障害者の自立支援Jなど地域課題への取り総

みや「ユニバーサノレデザインJr空き1吉餓(空路)のリサ

イクノレJ rエコクッキングJなど「食を核とした持続可能

なコミュニティづくりの協働モデルJが紹介された。

第6阻では，学生たちが「コミコエティ・レストランJ

を自分たちが作ってみたいとし、う気持ちになっていたの

で， rもしもコミュニティ・レストランを自分たちが作っ

たら，どのようなものにするかj というイメージをプレ

インストーミングL，ポストイット(付筆紙)にアイデ

イアを書き出して，模造紙にまとめた。

どんなイメージが共有されたか，模造紙を晃てみると，

食というカテゴリーには「できるだけ近くの野菜Jr地域

の農家との連携Jr無農薬野菜Jr素材を活かしたメニュ

ーJ，メニューのカテゴリーにはり宮内の植物は食用(ハ

}ブなど)J r産地を表記J r生産者の顔が見えるん内装

のカチゴワーには fいやしの空間J r木を使った内装」

「障害をもっ人も参加できるアートスペースJrパリア

フリー(段差がない床など)J r緑を癌内外にJ r活作りは

自分たちでやるJr畳やいろりJ，食器のカテゴリーには

fカのない人でも握れる食器J r苦手jり箸はなしJ r食器づ

くり Jr品評会"，イベントというカチゴリーには J栄養

相談Jr J苫のロゴ・キャラクターを作るJr子どもの意見

を鶴く J r歌やコント(笑い)などのショータイムJ，割

引というカテゴリーには f学書IjJrカップノレに特典Jr誕

生日割引J，食物のカテゴリーには「“おふくろの味"講

座J r還 1凶イベントで焼き菓子を売り出すJ i無添加]駄

菓子づくりJ，環境のカテゴリーには[コンポスト→家政

49 

写真 1 コミレスのイメージ(第6殴)

大農園Jiゴミを出さないポスター啓筆者Jなどがあげられ

た。地産地i出や環境負待の小さい運営，エコシステム，

バリアフリーの発想，内装や食器などの手作り，イベン

トなど興味深い点が多かった。

2-2 アウトリーチ!こ向けての活動

企街実現に向けて，企画を練るために還に 1屈のベー

スでミーティングを照いた。また，表4のように様々な

活動をおこなった(写真 2，3)。

事費4 アウトリーチに向けての誘致

プレゼン 学長・板橋区職員へプレゼン

学ぶ 経営講康p エコクッキング研修

底食べ歩き，$告書採L，農協への訪鰐，疎地

見る 夜送のお底(にりんそう，とれたて村) 衡|
圏分析》食器・調渡器具選び

溜j苫街 商l吉街サマーフェスタへの参加(出版)

つくる
メーュー開発，ロゴデザイン，ネーミング，

テ}ブノレ天板，インテリア，看板，エプロン

写真2 ブレゼンコンセプト!ワーウ 1 メニュー， !Jコ事デザイン

2008年住総研f住まいまち学習j芸能時報傍論文集 9
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1長

#t零

キタキタ

P ゃ j竜町、第

写真3 テーブル天板インテリアエプロン

2ω3 学生たちの企ii!i案を事業化

学生たちの企蕗案をもとに，筆者が中心となり，大学・

区・務1苫街が取り組めむために事業化を試みた(殴 2)。

この事業の大きなねらいは，単なるレストラン(カフェ)

の運営にあるのではない。間約は，あくまでも学生たち

の f体験学習の場」となることである。学生たちは将来，

f可らかの職業に就くのであるが，それまでに学金持代を

通して社会に触れP どのような豊かな経験を持つことが

できたのか，自分が将来歩みたい人生や就きたい仕事を

実現するために，どのようなスキルや経験を積極的に身

につけてきたのかというキャリア形成のプロセスがいま，

部われている。

学生たちの体験学習の場を提供することが，そのまま

東京家政大学の強みを活かした地域連携につながるので

はないか。そう考えて，事業を図 1のように人間カを育

む4つの体験学習の場として佼讃づけた。第 1に，家政

学を核とした学際的な学びの場，実学体験の領域である。

健康や食育を;意識したメニュ一環発，エコ・クッキング

やコンポストづくりなど環境に配慮したキッチン，板橋

区の農業との提携，エプロン制作，パリアフリーな空間

づくり，淘器の食器づくり，食を通じた子育て支援や食

管，フェアトレードなど家政学という学際的な特色を活

かし，学生の得意分野を引き出し祁liに学び合う絶好の

機会を提供する。また，起業や経営の専門家などと連携

し， I百の運営や経営について実擦に学べるような f体験

学習の場j としていく。

第2にp イベント・講座を実臆する場予社会カを身に

つける領域である。務府街や衝の人々と交流し社会的な

ニーズや課題に向き合うことで，“実感を伴う学び"や笑

学の機会を提供する。いわば地域が学びの場となる。営

業時間・営業日以外の時間を手IJf目して展開するイベント

は，学生たちゃ大学の社会的資源(リソース)を最大根

に活かし，人と人がつながるコミュニティづくりをおこ

なううえで重要である。また，大学機関の講!!li.がマチな

かで受講できるシステムにすれば，大学の知を地域社会

に還元することができ，大学の出先機隣として機能する

ことになるだろう。もし，駅から数分のところに緯国料

療を食べながら韓関認を学べる語学力アェや月 iこl度P

興味深いイベントがおこなわれている場所があったら 2

どうだろうか。

第3には，食背後進の拠点，食脊の現場体験の領域で

ある。食育を推進するイベントや食脊講!!li.を隣催したり，

学生の研究・プロジェクトへの参留の機会として，大学

の知を社会に遼フ乙でき，逆にフィードパックを受けるこ

とで研究も現実味を帯びることになる。第4には，学生

起業家の育成の場，キャリア形成できる領域である。「将

来的に自分のお底を開きたいj という学生は，潜在的に

多い。そんな学生たちにとって，物絞の場，作品アート

股や自主イベント， tll成ブースなどに使える貸しスベー

スがあったら，どうだろうか。?チのなかに学生の表現

の場，起業の揚があるということは，学生のキャリア形

成にとって重聖書である。地域密着裂で小規機のビジネス

を卒業後の進路として選択できるそデルのーっとなりう

ると考える。

以上のような事業業をもとに企閥蓄を作成し， 2006年

3月iこ「板橋区にぎわいのあるまちづくり事業補効金(活

性化事業)Jに申請し， 2006年度より補助を受けること

になった。

2-4. r企E冨の教室主 グリーンJ(2006年)

f食画の教室 グリーン」の 2年目は， 2006年2月に

2日間 1年自の企頭に関するワークショッブを一部，

改良したショート・プログラムとして実絡した。 2年目

はカリキュラムーと，学生に時間的余裕がないため，イン

ターンを断念し，さらに長期にわたるワークショップも

2日間でエッセンスだけにし，イベント企部の振り返り

を重視するプログラムにした。 1年間のアクションプラ

ンでは，コミュニティ・カフェというハード窃に重点を

驚いたが， 2年目はこのカフェでおこなえるイベント企

画というソフト閣に絞り，アクションプランを考えても

らった。アクションプランは，グループごとに出た金翻

案のなかから つを立案し，実施した。アウトリーチ活

動をやってみて，その楽しさを味わった学生たちは，そ

の後も， r保温調理法Jというヱコな務理法を紹介する講

疫を開催したり，大山遊康務底街の蕎麦墜と共問メニュ

ー務発をおこなった。
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主主誌記

劉2 事業金額書のなかの概意悶

@念盟主第 1弾 f野菜まるごと手作りピザづくり j

「野菜まるごと手作りピザづくり j と題して， 2006年

比月 6日， 12月 10自の 2問，会場は定休日の「茶の間j

で実抱した。企画趣旨は，料理のとき捨てられる，かぼ

ちゃやニンジンの皮などには栄養がたっぷり含まれてお

り，この捨てられる大最の皮に着目し，皮までまるごと

使う「地球にやさしいピザづくり Jをおこなうというも

のである。栄養満点で，おやつにもピッタリ，しかも，

生ゴミがあまり出ない。地球にやさしい身近なところか

らはじめませんかと学生たちが講師になって呼びかける

プランである。授業でエコクッキングを学んだ学生たち

は，野菜の工コな切り方を資料で見せながら実践したり，

エコクッキングについて諮るなど講座の進め方にも工夫

が見られた。議康の参加者は，いつも食育講~を受講し

ているためか親子が多く， rピザがおいしいかったJr野

菜を生地にねり込むという点が意外だったJrエコの説

明で使った野菜のスープが良かったj など大好評であっ

た。

企画した学生たちは，全体的な感想として fイベント

をやる目的や日時，場所，対象者など，企磁をするとい

うのは決めなければならないことがたくさんあるという

ことを知ったん f対象年齢や受講料をどのくらいにすべ

きかJ， fポスターを作るよで，デザインや番くべきこと

など， i可も知らない人が興味を示してくれるような，わ

かりやすいものを作らなければならないということも知

ることができたjなど企簡やターゲットの絞り方， p立に

ついて，企領を進行するなかで気づくことが多かった。

1日目の反省点としては，以下のようなことがあげら

れた。

• f襲備やや会場づくりに患った以上に待聞がかかり， リ

ノ、ーサノレができなかった。

・保育ボランティアやスペースをきちんと確保しなけれ

ばならなかった

ホールに出ている人数が少なかった

生地がやわらかすぎたというハプニング

・焼く時間の室長を予調iしていなかったため，作業時間に

ズレが生じた

しかし， 2日目i土，杭のレイアウトの工夫や野菜の量

の改欝，人員配憧，時間配分など1日間の反省で出た点、

に学生たちが注意してのぞんだため，反省、点はほとんど

改鋳されスムーズに進行できた。特に，適切な人員面己資

が参加者との交流を生むこと，時間がさEいたとき，話す

ネタを用意しておかないといけないことなど、イベント

進行のコツを学びはじめている。また，参加者の構成が

知り合い同士かそうでないかで交流の稜度が違っていた

ことから対象者をきちんと決めることは講践を開くよで

大切なことであると感じたり，学生たちが“ヱコ"と“野

菜"をテー?にしていたのに対し，子育て77の腐心は

野菜嫌いを直すための“野菜"に重点、があり，伝えたい

ことと参加者のニーズとのズレを意識するなど，実感を

伴う学びとなっている。最後に参加者から「今の野菜は，

農薬など危ないので，まるごと食べるのはどうか?J と

いう話があったので，学生たちは調現プ口セスだけでな

く，素材段階でエコを考えさせられたエピソードであっ

た。

このイベントを通して， rおいしし'J rこんなピザ，初

めて食べたJと他人が喜喜んでくれたことやいつもはふれ

あえない世代の人たちと交流できたこと，自分たちが考

po 
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えた企画令のアイディアが評備されたことなど参加者から

のフィードパックが学生たちにとって大きな支えになり 1

次にまた何かやってみたいという窓欲を引き出している。

⑫企頭第 2弾「保温調理法J(公開講康)

ピザづくりに続き，学生たちは第2弾として，横浜市

で環境保護活動をおこなっている商凋政子さんを講部と

して招蒋し，公開講座!エコクッキングー保温調理法を

学んで，環境にやさしい食事づくり jを2007年 3月，東

京家政大学にて実織した。

保温調理法は小林寛教授(現早稲田大学名誉教授)が

提唱している調理法で，加熱した料理の余熱を利用する

ので霞気・ガスの昔、エネルギーになり，素材の味を無現

なく引き出すことができる。録に材料を入れ沸騰したら，

新翻紙とパスタオルに包み，時間が縫ったらできあがり

という簡単な調理法なので，火にかけていない待問を有

効に使えるという利点もある。

受講した学生たちからは，普段自分たちがやっている

やり方とは違った方法なので，驚きの反応がとにかく多

かった。しっかりと味のしみたぶり大恨の大根や簡単に

できる赤飯2 水にかつおぶしを入れてそのままダンをと

る方法，などを実際に自分の目で見て，舌で味わって感

じることができ，好評であった。企画した学生たちは，

西岡さん宅に訪問l-，取材したときに実際にやってみて

感動して帰って来たのだが，この企商はその感動と驚き

がそのままイ云わったようである。

講部の西関さんからは，この環境にやさしい保温務理

法を，開発途上陸で使用したり，台所に長時間立つこと

がむずかしい子育て""に活用してもらったり，欽食1吉

レへんで使ってほしいと提案があった。

3 エンパワメントを核!こした学習支援

以上， r企函の教室 グリーンjというプ口グラムから

企画が生まれ，学生たちのやりたいこと・実現したいこ

とを「体験学習の場j として事業化した結果，東京家政

大学の強みを活かす地域連携事業につながった事例を報

告した。ここで，これまでの実践から，まちづくりにつ

ながる観点をいくつか抽出 L まとめてみたい。

一つは，オーダーメイドなプログラム進行である。プ

口グラムは，最初から決まってし、るのではなく，学生の

課題，やりたいことを穂き，時には筆者が世界を広げる

ために資料を提示したり，ワークショップの気づきを次

のプログラムにフィードハックしながら，オーダーメイ

ドで学習プログラムをつくっていった。

二つ自は，多様な構成による学習集隠づくりである。

1年寝のワークショップ終了後におこなったフォーカ

ス・グループ・インタピューでは r学科が違うからでき

ると思う Jr環境情報学科だけで集まってもできない。そ

れぞれの学科の特性が活かせるから，これができるんだ

と思う j と学科を越えた取り組みの良さを学生たちは指

摘する。また，企画活動のときに，造形表現学科の学生

がロゴや色彩，見え方の諮をレクチャーしたり，栄養学

科の学生が栄養価の計算やメニューについて話したり J

環境情報学科の学生が石けんと合成洗織や界面活性芹jに

ついて誇ったりと祁互に学びあう様子が見られた。 1年

詩の参加者は，栄養学科，造形表現学科，環境情報学科，

保育科の学生たちで構成されていたが，こうした多搬な

専門性や個性による学習集団づくりによって学びが促進

していくことがわかった。

三つ同に，~感を伴う学びである。学生たちは，ワー

クショップによって，自分自身のものの見方や枠組みに

気づいたり，社会や問題と自分とのつながりに気づいた

り，インターン先の現場で自分のなかの大切なことに気

づいたりしている。また，自の前の講座参加者からの反

応を活動しているまさにその日寺に，実感を伴って学んで

いる。

こうした企頭を実現するプ口グラムでは，学生たちが

不安を抱いていたり自信が持てなかったり， El分が企画

する立場になるなんて考えたことがないといった内爾の

問題も大きい。そんなとき，専門家や行政職員，務応答

の人たち，学長や大学教職員，農家の方，漁協の方i，農

協の方，子育てマ?など多様な人々との出会いは，自分

のものの見方や気づきに新たな視点、を与えてくれる。そ

うして rおもしろいねj iやろうよ」と言ってくれ，背

中を後神ししてくれる人々によって，自分たちのやりた

いことが社会的なイ制肢を帯びてくるのを学生たちは実感

している。

おわむに

初めに大学や授業でのプログラムありきで地域連携事

業を考えたり教育したりするのではなく，学生たちは自

身の内側に地域とつながる課題を必ず持っており，学生

たちをエンパワメントしていけば，おのずとそうした諜

題解決や実現したいことのプランが出てくるのではない

だろうか。そして，食翻を立て，問題解決への提案や実

現したいことを探求していくなかで，実感を伴う学習が

引き起こされるのではないだろうか。

では，こうした工ンパワメントを核にした学習支援に

は， {可が必要なのか。今後，高等教脊における学管支援

について考えていきたい。

く;主〉

1) なお，このプログラムは， r持続可能な地域づくりのため

の学習支援プログラムの開発及びその実童E的研究jとし、う

研究課題名で平成 17、18年度 高等教育研究改革推進費

により助成を受けている。
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官棋連子*1

中高生のまちづくりmコミュニティ活動への参画を促す教科学習の可能性

一中学絞および高等学校家庭科教科書の言己主分析からー

キーワード まちづくり 参加・参密 中纂生 家庭科住環境教育

1 研究の背景と医的

1 --1 参画の広がりと課題

良好な住環境をつくるには、市民参加が不可欠である

と指摘されて久しいが、近年、多くの自治体で住民参加

のまちづくり事例が当たり前に見られるようになってき

た。ノト・中学生や高校生といった青少年がまちづくりや

コミュニテイ活動に参画する活動も、学校教育や地域で

の取り組みとしてみられるようになり、その意味や意義

も徐々に理解が広がっている。筆者らが行った 1991年

から 2000年までの住まい・住環境に関する教育研究の

動向調査の結果においても、ワークショップなど参加裂

で実践的な教育活動に関する報告が 1990年代後半から

増加しており、各地で多様な取り組みがなされているこ

とが確認できた(文献 1)。

これらの背景には、小・中学校では 2002年、高校で

は 2003年の「総合的な学習の待問j創設も大きな影響

を与えていると考えられ、程度の主主はあるが、地域との

かかわりを重視し主体的な参画を促す教育活動の可能性

は確実に広がっているといえるだろう。しかし、新聞等

がド住まい・まち学習J3);;銭報告論文集，j1号 (2000)

から 7号 (2006)までを分析した結果報告によると、総

合学習におけるまちづくりやコミコニテイづくりに関す

る学習は、小学校での取り総みが中心となっているよう

である(文献2)。

しかし、まちづくりやコミュニティ活動への参画の意

味や意義は、中高生や大人においても大いにあると考え

る。筆者が、コミュニティ活動参加者へのヒアリング調

査を行った結果からは、参加による自治主主識や共生意識

などの形成が確認された(文獄3)。さらに、高校生iこ対

して学校内外でのさまざまな活動経験と意識に関する調

査を行った結果からは、実社会に結びついた経験や主体

的な学習緩験は市民としての主体性の形成につながるこ

とが考察できた(文献4)。これらからわかるのは、まち

づくりや地域活動への参加が、今後の社会生活において

[生きる力」につながるということではないだろうか。

今後は、小学校段階から発展・継続する形で、中高生を

まきこむような取り組みや仕組みづくりが求められると

いえよう。それには、横浜市などの取り組み(注 1)に

みられるような、自治体の支援や地域のNPO活動の広

がりが重要であるが、間待に、学校教育においてもより

多くの若者にそのような活動の事例を知らせ、その;意味

や意義を実践的に学び考える機会を提供することもE重要

であるということになるだろう。

1-2 学校教育の実態と本研究の課題

学校教育において地域活動や環境づくりへの参画を学

ぶ教科というと、一般には社会科が，患いj手かべられるか

もしれない。しかし、小学校においては社会科で地域を

学ぶ事が多いものの、中学・高等学校段階では、政治や

経済の視点が強くなり、身近な地域づくりを積極的に学

習内容として掲げているのは、家庭科である。学習指導

要領において大きく取り上げられているわけではないが、

中学校家庭科では「地域の人々の生活に関心を持ち、高

齢者など地域の人々とかかわることができることJ、高等

学校においては「衣食住にかかわる生活文化の背景につ

いて環解させるとともに、生活文化に関心をもたせ、そ

れを伝承し創造しようとする意欲を持たせるj と大織的

ではあるが、 I塩減や生活文化の主体的創造者になること

が学習課題として述べられており、その可能性は小さな

ものではないと考えられる(文献5・6)。

すでに、家庭科の先進的な実践では、中高生が身近な

地域の課題を発見し学びを深めるなかで、中高生が参画

する地域活動へと発展させた総合的な学びが全協各地に

みられる(注2)。そのいくつかは、総合学習をもまきこ

むような総合性を持って腿関されているのだが、その学

習活動の殺には、地域の衣食伎等の生活文化を学びの対

象としてきた家庭科がある。いずれも、問題意識を持っ

て自分たちの生活や地域の生活課題をみつめるところか

ら、学習課題が発展しているのである。それは、家庭科

が、個人の生活から出発しつつ家庭や地域の生活の質的

向上をめざす家政学(生活科学)を学倒的背景としてい

る教科であるからだということもできょう。

筆者自身、家庭科にかかわりながら住環境形成の主体

を育てることをめざし、参加・参雷を重視した授業づく

りを行ってきた。また、教科書や指導警の執築、研究発

表等を透してその可能性を提案してきた(文献7・8等)。

3
 

5
 

"香川大学教育学部

市民としての三五体姓を宥てる住まい 住環境教

育を研究テーマとしている。学校教育を中心に、

市民教育や生涯学智の視点からも研究に取り組

んでいる。
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さまざまな取り組みが、徐々にではあるが成果として現

われつつあると感じている。そして、このような学習が、

結果として、今後のまちづくり・住環境づくりの主体を

育て、子どもたちの人生の豊かさを広げるものになって

いくと考える。

そこで本研究では、中学・高等学校の家庭科における

まちづくり・コミュニティ活動への参画に関する学習に

ついて、教師の教材研究・授業のもとになる教科書記述

を分析し、その現状を妃援し考察していきたい。

2 研究方法

現在最も新しい平成 19年度絞の中学校「技術・家庭j

教科書2種と高等学校家庭科科目 f家主主総合j の教科書

9積を対象に、まちづくりやコミュニティ活動への参留

を促す記述を抜き出して表にまとめる。その場合、短い

ものは記述をそのまま抜き著書きするが、長文の場合l土抜

粋し、簡単な解説を付す。本文以外に、フィーノレドワー

クや競べ学習を求める記述、コラムなどについても抜き

出す。

その上で、「まちづくり Jr地域づくり Jr参加Jr参

画j およびそれに類することばには、キーワードとして

アンダーラインを引いた。その結果を分析・考察する。

表1 分析した教科書名(出版社)

中学校

1 I技術・家庭<家庭分野>(隣陵堂)

2 新しい技術・家窓く家庭分野>(東京書籍)

高等学校

1 「家庭総合生活に登かさを求めてJ(第一学習社)、

2 「家庭総合一出会う・かかわる・行動するJ(教育図書事)

3 「家庭総合21 J (実教出版)

4 「家庭総合一明日の生間を築く-J (隣接堂)

5 「明日を拓く 家庭総合J(大修館書l苫)

6 f生活広創造をめざしてJ(大修舘害事底)

7 「パートナ}シップJ(実教出版)

8 「自立・共生・創造J(東京著書籍)

9 「新家庭総合。ともに生きる、くらしをつくるJ(教育関書)

3 考察

表2・3をみてわかるとおり、家庭科においては、学

習指導婆領でのごくわずかな記述を足がかりに、中学・

高等学校いずれにおいても、まちづくりやコミュニチィ

活動への参加・参画に関わる記述が棺当選になり充実し

ていることがわかる。おとな中心の NPO活動に院を向

けさせるような記述や写真もあるが、中高生の参加・参

翻にかかわる活動事例も、くコラム〉ゃく参考><話勉

>などの形で写真などを用いて紹介されている(図 1・

2・3・4)。

中学と高等学校での内容の違いをみると、学習指導要

領とのかかわりから、高校では f住生活分野Jにおいて

記主主が見られるが、中学では、 rj主主主活分野jの学習とし

てではなく、?地域生活とのかかわりJに焦点をE当てた学

習として、住生活に関する学習とは~IHこ記述がされてい

る。高等学校では、大部分の教科書害が住生活分野の最後

に、まちづくりやコミュニティづくりに主体的に参加し

よう、という内君主でのまとめを持ってきている。

学習する分野は異なるものの、中学校・高等学校のい

ずれにおいても、まちづくり活動にかかわる人から聞き

取り調査をするような課題や、参加を促すような記述が

多くみられ、家庭科における地域活動参加を促す学習の

可能性が大きく広がっていることがわかる。

より詳細に見ると、中学校教科書:は2種類あるのだが、

教科書 1では、中学生自身を主体として学習を深めてい

けるような内容構成となっている。中学生が行うインタ

ピュー活動のプロセスが丁寧に治されている。また、中

高生の参加によってつくられた公共施設の事例紹介もあ

り、身近なこととして感じられるよう工夫されている。

その…方で、{国伎を押しつけるような表現は意識して押

さえられているようである。したがって、比較約初心者

の教姉にも授業として取り組みやすいのではなし、かと思

われた。一方、教科書2では、ストレぃトに f参加しよ

う・・・jと呼びかけるものとなっており、中学生の地域参

加の実態をデータで示し、話し合えるよう工夫されてい

る。学習方法iま異なるが、どちらも、受け身ではなく、

主体的に学ぶような授業展慌を期待している執筆者の気

持ちが伝わってくるものといえる。

次に、高等学校教科書をみてし、く。高等学校でl士、そ

れぞれの教科書ごとに、特徴がみられる。教科書芸3のよ

うにインタザュー澗資などをすすめるものもあれば、ま

ち点検マップを作成して討論をさせようとしているもの、

事例の写真を紹介するものなどさまざまである。教科書

4などは、記述内容は多く詳細であり、執筆者の強い思

い入れが感じられる。しかし、大人の目線が強く感じら

れる書き方であり、知識を伝達するだけではない主体約

学びをどう展開するのか、教鰯i立悩まされるのではない

かと患われた。実践的・体験的に学ぶとしづ家庭科のね

らいを達成するために、どう学びを震関すべきなのか、

今後の可能性に燦待がかかるとはいえ、授業童基調は容易

でないと思われた。

しかし、詳題はあるものの、中学・高校生時代に、こ

のような内容を学ぶ機会を持つことの意味l士、やはり大

きいといえるだろう。改訂に時間がかかり、小回りのき

かない学習指導要領に比べ、教科書は短期潤で時代の変

化や執筆者の問題意識を反峡してその内察がすばやく変
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化してし、く。今回の家庭科教科書の分析結架からは、家

庭科教育にかかわる人びと{執筆者)の大きな期待を読

み取ることができた心

中学・高校生時代は、ともすれば地域や潟翻の大人と

の交流iこ苦手主主識があったり批判精神ばかりが旺盛にな

り、また逆に異世代や地域に無関心になる世代でもある。

この待期の中高生たちに、今とは異なるZiJの価値観や生

き方を提示し、さらに体験を促すことは、貴重でかつ大

切なことであると息われる。

筆者らの以前の調査では、畠本の高校生の社会参加経

験や機会の少なさが隠題であることが指摘でき、参加経

験li問題意識や主体性の育成iこ繋がる可能性も示唆され

た{文献4)。わずかな学習機会であっても、多くの若者

が生きた地域の情報に触れるような学習経験を持つこと

で、将来にわたる池域への主体的参闘意識が広がること

が皇室まれる。

今後の課題としては、これらの記述が、実際の中高生

にとってどのくらい納得のいく意味ある学びとして実践

されるのか、ということであろう。それぞれの記述内容

が中高生にとって十分に理解し納得できるものといえる

かの吟味・検討も必要であろう。このような学習は、一

歩誤ると、規範意識・理想の押しつけに焔ってしまう危

険性もある。教員宿がどのくらい子どもたちの身近な地域

に目配りできているか、教師の問題意識や教材づくり・

授業づくりの力量によって学習効果に大きな違いが出る

ことが予想される。

したがって、今後は先進約実践例をもとに、主主体性あ

る授業づくりへの提案を活発に行っていくことが求めら

れる。そして教科書においても、さらなる内容や記述の

工夫が求められるといえるだろう。

※本研究は、科研費基猿研究 (C)r中高校生の地域へ

の参画促進方法に関する研究J(研究代表大原輿)に

関する一連の研究のうちのひとつである。

く注>

1 )横浜市では、自治体と NPu鴎体がネットワークを総んで

fミニヨコハマシティ研究会」を立ち上げ、研究会や各地の視

察を重ねながら、小学生から高校生までが参画したミニヨコハ

マシティづく明の活動が行われた。ドイツで約 20年の歴史を持
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つイベント fミエ ミュンヘン」を参考にしたものといえ、近

年、類似の活動が宮本でも実施されている。 (2007.10.17シン

ポジウム資料 ミニヨコハマシティ研究会 fミニヨコノキセキJ

参照)

2)最近の家庭科実践報告から一部紹介する。例えば、 2008年

の教育研究全密集会(日教組)で報告され役目された家庭科の

授業実践のひとつは、北海道の中学校での実践だった。封鋭!il<の

重量産品であるイチゴを使ったお菓子を授業の中で隣発した成果

を、地域の大人や鶴居に向けて発信し、それが実際にまちの商

活で販売されたという取り組みである(授業者はJII上美穂教諭)。

間様に、三重県の中学校の実践では、地場藤業の松阪もめんの

伎入れから始めて、授業の中で，j、物づくりを行い、実際に地元

の土産物践で販売活動を行い収主主をあげ、それをもとに途上留

支援の募金を行うという鴎際理解教育にまで発議したものだっ

た(授業者は西村朱美教諭)。いずれも地域とつながり発信する

まちづくり学習であり、向時に消費者教育であ明、生徒の「生

きるカ」を青む実践であった。

※これらの実践の一部については、『日本の教育第 57 集~ (ア

ドパンテ}ジサーパ】， 2008)に収録予定である。
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表2 中学校技術・家庭科く家庭分野〉 教科書記述
…一丁一一一一一

まちづくり・参加に隠する教科察記述 ※一部省略部分は・・・とした

1 I劉庭生活と地峡

1地域の中で育つ

地域の人などの支え。地域には子どもから高齢者まで、生活の異なる人たちが

生活しています。生活をf拠車にするために、五いに支え合っています。

人々は、地域でさまぎまな活動を担っています。・・・また、最近、新たに近隣

の人びととのつながりをつくり出す試みが、各地で始まっています。私たちは、

地域の中でいろいろな人びととかかわり、活動に家主2することで、成長するこ

とができるのです。

2地践でつながる

地域の汚動を維持していくためには、さまざまな工丈や取り総みが必要です。

2 I地域の人々とふれあおう

暮らしやすい地域:--f量もが暮らしやすい地域にしていくためには、そこにく

らす人びとが、地域の問題について考え、解決にf向けて、世代をこえてみんな

で取り組む必婆があります。自分が取り総めることがないか、考えてみましょ

?o 

次の資料は、中学生が地域の活動にどのくらい差迫Eしているかを示しています。

これまでに参加したことがあれば、その内容や感想などを、みんなに話してみ

ましょう

表3 高等学校家庭科 f家庭総合J教科書記述

まちづくり・参加に関する教科書記述 ※一部省略部分は・・・とした

1 地域コミュニテイとまちづくり

*本文i土特になし。

2 あなたが参加するまちづくり

「都市計画を考えるのは専門家だけではなIt¥，..まちの実態や問題点、解決す

ベき課題をしっかり調査することも大切である。まちづくりは民間と行政の協

力によってなされるものである。下のコラムのように地域の緑化や景観にカを

入れたまちづくりもあるが、・・・福祉のまちづくり、地域の防犯にカを入れたま

ちづくりでもいいだろう 0 ・・・積極的に発百し、未来のまちをつくっていこうパ

地域コミュニティの一員として

「あなたは日本、そして地球の共i司社会のメンバーである。・ 高校生であって

も地域コミュニティの一員であり、その役割をになうことを期待された存在な

のである0 ・・・」

3 まちづくりに参加する

f地域の住環境や住まし、と周顕との講和など・ 、これまで行政主導による対応

が中心であった。しかし、最近では公鼠や遊び場 a学校の計衝などに子どもの

意見を取り入れたり、地域住民の意見を取り入れたりする事例も増えてきた。

まちづくり、特に身近な市町村の計障は、住民が穣機的にかかわっていくこと

でよりよい内容に変えられる・・・。若者がまちづくりに主体的に委主目することで

地域に活気も生まれるし、参加者の人格形成にもつながる。多くの地域で、住

民の自主的な組織の活動が生まれ、地域σJ特性に合ったまちづくりが展開され

ている0 ・ 独自の条例を制定し、こうした動きへの支援を行っているところも

ある。また、非営利の市民活動団体がまちづくりの分野でもさまざまな試みを

始めており、海外でこれまでみられたような自主的な地域活性化の活動、主主

三o政策や計画の提案独自の住宅供給などの活動がようやく日本でも始まり

つつある。j

z 
f 

ミ
ー←二字

ヌド文以外の際連記述 烹

(抜粋した文に加え、*として解説付記j後
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一~叫
出:y回取 J山活師むタtl(CIγッ刀ーナ}ム町民

サポート、②自宅を務放した子ども文庫吋

話、③問機え抗体験、④子どもの悩みt儀正
相談) ぷ

⑮調べてみよう O地域の活動や取り総みさ

はどのようなものがあるカ元 O地域(学校長

内)にl土、どのような活動が行われている言

ろうか。。活動している人にインタピュ』じ

てみよう。活動内容・意義や図っているぎ

と、-・活動維持に必要なことなどを潤い可

みよう。 主
⑫〔お祭りの綴織委員長をしている近所の長

に開きましたJ*隣き取った内容の紹介入ぷ

⑫参考す中学生・高校生の施設 fゅう杉並J
*解説と施設の写真紹介あり え

⑫実習例。くらしやすい捜袋三三五に参加じ

よう

φ教えあいつこ交流会 *北海道浮岸町止

「情報館」の活動事例を紹介。

⑫ひとくちメモ 「地域の茶の間J(新守島)d: 
紹介

本文以外の関連記述

(抜枠した文に加え、*として鱗針ナ約

⑮話題 まちづくりへの両校生の参加

*岐阜県の高校生が地域の入とともに、まま

歩きや福祉マップ作成などのまちづくりi、
参加している伊jの紹介。

⑫ワークまちの実態を調べる f点検マップ

をつくってみよう

⑫コラム ①プラムおじさんのまちづくJ
②主婦たちの村づくり

φコラム関山県津山市での取り総み例(-

やまエコシステム)

図ー室璽のはしご

⑫ワーク・①住まいやまちづくりには、どι

な人がどんな立場でかかわっているのかj

べよう②あなたの住んでいる地域の主主;

o組織の活動を競べてみよう。できれば

かわっている人の話を跨いてみよう。

思];[もっとまちを知ってほしし、」と浴衣

まちを案内する試み/多彩なまちおこし

試みる [NP⑫法人粋なまちづくり倶楽書

頃京新宿区神楽坂)
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右打倒挫の患皇室!i_
ド 地域的活性化や地域環境の劉需を日約とし、住民が自分たちの住むまちを一緒

十|に有検したり、話し合ったり、さまざまな作業を行うことを過して…具体化し

1 ていくことを主ゑ三<~としづ。まちについての住民の考えを実現する方法に
I土、住民間士の自主的な取り組みによるもの(まちづくり憲章やまちづくり協定

なめと法律や条令に基づく・一(地区計i留と主主築協定など)とがある。・・・建物

やまち主主みなどハード前だけでなく、・・ソフト溜を含んだ活動が行われ、地域

住民l土子どもからお年寄りまで誰でも参加できる。住民たちが考えて行動したま

ちと、行政まかせのまちではどんどん差が広がってL、く。まちとのかかわりは、

新たに建物を建てたり、イベントを計幽したりするときだけでなく、まちが日ご

ろどのように維持・管理されてし、るか、そのf土組みを考えることからはじまる。

自常約に住民同士でコミュニケーションをはかり「こんなまちにしたい!Jとい

う思いをみんなで共有していると、さまざまな取り決めや計画などが円滑に進

む。自分の意見でまちが変わることの燦鱗味を子どものころから緩験させたv'oJ
5 I住民盤盟主主主!i_

F歴史や文化がまちをつくり、個々の{主主卦が主ちなみを形成し、住む人の生活を

育んできた。まちゃ住居については、慾築3主主佳法や都市計画苦法iこその指針が示さ

れ、土地利用の用途や建築物の形態などが決められている。しかし、それだけで

地域の矧生をし、かし、阪車で美しし、まちなみが形成されるわけではない。子ども

が安心して遊ペるまち、高齢者ーや障害者が気軽に出かけられるまち、緑あふれる

美しいまちなど、それぞれのまちの歴史や文化、長綴、白然などを大切にした、

住みやすいまちにしてし、くためには、{京む者の立場から意見を出し合い、協力し

ιiてまちづくりに取り総む必要がある。」
一 一16 I fH毛滋担笠主主乏<~ 

7 

呂

9 

fまちゃ住居については、建築基準法や都市計画法にその指針が永され、土地利

用的用途や建築物の形態などが決められる。しかし、それだけで、魅力あるまち

なみが形成されるわけではな凡それぞれのまちの歴史や文化、景観、自然など

を大切にした、住みやすいまちにしていくためには、住む者の立場から意見を出

し合い、協力して哀ゑ-:5<~に取り組む必婆がある。
私たちは、国や自治体の住宅・住環境政策に関心を持ち、積極的に住環境づく

りにかかわっていくようにしたし¥j

近燐と住まい方のノレーノレ

f. . . tお車な住生活の実現には、居住者相互の信頼際係とノLーノレの確立が必要に

なる。意識啓発し、自覚していくためには、居i:t者が主体となって、居住地での

さまざまな取り組みやはたらきかけが重要な意義を持つことになる。 ・時代の

変化に応じて、居住地の再生や改善課題に積極的にかかわっていくことが大切で

ある。J*本著書は、参加・まちづくりというキャワードが唯ー明確にされていな

い教科書であったー。

伎民委主U<7)主主さえ互
豊かな往生活は、一戸の住まいだけで成立するものではなく、周屈との調和やま

ち並みと深くかかわっている。わたしたちは自分が住む地域の環境づくりに積磁

的にかかわる必要がある。環境づくり(都市計画)は長い年月をかけて進めるも

のである。地域の人々が地域全体の生活環境について考え、話し合い、知恵を出

し合って解決策を見つける方法もある。また、身近な公園づくりや集合住宅の計

画、荷i吉衝の再生などを共に考えることにより、地域のコミュニケーションが活

発になり、人間関係を深めることにもなる。これからは、市民と行政が共に進め

るまちづくりが各地で活発に行われることが望まれるつ

住民がつくる、地域でつくる

f{主宅や年の計箆i的な繋備を進めるために、建築基常世バ清田市計語ii去など、さま

ざまな法制度が用意されている。しかし、かかえる問題や望まれる住環境は、地

域それぞれである。それを実感してレるのは住民であり、本当に住みやすし可主環

境をつくるには、住民の愛担が欠泊寸をない一

最近では、住民が主体となって、行政や専門家とともに地域づくりをする地域

が増えてきている。このような活動を霊長ゴ三立といい、この活動を通して地域

住民のコミュニティ意識も高まってe きている。ふむ二~< 'Jの}{，銭l土、地域それぞ

れの特色をみせながら、全国的に広がってきてしも〈私たち高校生も、地域の一

員として何ができるか考えていきたい。 I

闘。中高生への情報誌作成の呼びかけ(世

田谷まちづくりセンタ)編のポスター)

⑫フィーノレドワーク・あなたのまちをさら

に暮らしやすくするための課績を見つけ

よう

⑫5年湾。まちの点検をして、意見次官換して

みよう

図(写真) 住民盆担金議長-:5<りの例エ

コーポラティプハウス、主主-:5<~ワーク
ショップ、地域住民で守るまちなみ

*本書では [地域社会で活動しよう 家

庭クラブ活動 」という項で、地域の「習題

傾決に取り組もうとはたらきかている。

問。業主-:5<~(1;課題とプロセス(東京・

世間谷区)

⑫act:まちの成緩表をつくってみよう*

f問題点マップJと改善案の恋表によるま

ちの点検活動d汁すめ

⑫コラム住民愛主0<7)会慶-:5<~、公園管
理(東京都武蔵野市の水の花小路公慰)

国主主-:5<~センターの仕事のIYd (東京

都世田谷[志)

表 a住民と行政が協力して行う孟主-:5<~

のメエュー *いえづくり、みどりづく

り、なかまづくりの3点、から例示。

@福祉 EYE みんなにやさしい室長-:5<

.2.~高校生の率いす体験~※福井県あわ
ら市の NPOによるまち中での体験を紹

介。

⑫課題研究福祉マップ、エコマップをつ

くり、まちを見直してみよう

発展学習。安全マップをつくってみよう
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中学生・高校生の施設 fゅうi5iij
東京都杉並区に革新 fゅう杉並jと呼ばれる区

立の児童鍍があります。

1997年にオープンしたこの施設は，逮言姶十磁の

段階から中・高校生が参加し意見か取り入れられ

ました。建設後も f中・高校生運営委員会Jがイ

ベントを企画・実施しています。

そのため守ホールや体育館，集会室，工芸:ii!，

調理室町鐘者コーナーや学習コーナーなどに加え

て守スタジオや7')ーウライミンゲボードなども

あり，中・高校生による幅広い活動が行われてい

ます。 3つあるスタジオには， ドラムセットが設

置されており，バンドの練習か1可能です。ホーん

は，号イブやダンス 演劇f;j:どの表現の場として

利用されています。

凋館時期は朝9時から夜9時までですが宅無料

で利用できることもあり，現在 (2∞4年2月) I~ ， 

1自に約230名が利用しているそうです。

輯揮

イベント・ホー11，で発表する中・高校生(上}

と縞示議(下)

さをちづくりへの高校生の参加
!¥AA:t; すの"

鮫車県安八都墨俣由]では，大垣桜高校¢生徒た古が地域の人

とともに，ま古づくりに参加して具体的な取り組み在進めてい

る。きっかけは，自分たちの学校がある墨俣町在よく知りたい

ことであり，議祉の鶴点在大切にして，まちの探検調査に叡ワ

組んできた。次の4つ在具体的な取り組みとしている。

l ま古全域在歩告，地域の方々との弓寸れあい在とおして，ま

古について理解在深める。

E 人にや古しいま古づくり在考え，特に，ま古在安全に散策

できるための手助けとなる犠祉マップの作成につ担げる。

3 還学する生徒の31'i薗安全意識在高めるための情報提供ができるよう!こする。

4 地燐交官E在深め?福祉コミュニティ社会在創造で告るような実践カ在聾につける。

調査江結果，かまぼこ状の道路，輩いすでは通行鴎難なスロープ，入り口に段差のあるトイレ，せま

くて歩行しにくい裏道など多くの問題点J台市日明したが，地域の人た古とともに声在かけあい，協力して

いけば改善できることがわかった。

みんなにやさしし咳ちっくり~高校生の車いす体験婿剛制組也白幽

「人にやさしいまちづくりj在進めようと守福井県あわら市の

非営利組織(NPO)が、芦原温泉街の旅館や街並みで率いす体験を

実施し巳福祉を学ぶ高校生ら約50人が害加した。

介議福祉士を目指している啓新高校福祉科の 2'手生は f学校の

中での実習と遣い，実際の街は踏切や坂選などで動>'iづ bく苦労

した。旅館内では広〈場所をとっていて，楽に動けた」と話していた。

25年間車いすを使っている会社員 (64)は f昔に比べれば，叢い

すでも利用できる施設や旅留が増えた。あとは率いすの向きを変

えるスベ スを水平に保ったり、そのまま洗面台に近づけるよう

下に足が入るスペースを取ったりしてほしいJと話していた。(以

上競売新罰より)

まちづくりの第一告は「まちを知ることjである。このような

体験はサ自分の住むまちに対する意識を高めるよいきっかけとなる。

E羽ー中j衛生の参)JD.参画Hこ

衡する

※記載教科書名 (1二かん)

『伎術・家庭〈家庭分野..~

r家庭総合~ (関

『家庭総合~ (第一学習枕 j

r新家庭総合~ (教育fg))})
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2.2地域を学ぶ場としての散り組みから





身近な F暮らす場jでの子と母の住教育問環境共育
吉犠久美子判

絃巨岩美由紀判

目黒ろわ子"

山崎良子叫
一三つの fくらすばワーク、ンョップJ-

キーワ-1' 母子身近な場所住教青環猿捻育ワークV ヨツプ

1 はじめに

{くらすぱ」とは r暮らす場Jのことである。子ども

と保護者(現夜の参加者は全て母親であるため，以下母

とするが，母に娘らず子どもを脊てる養育者をイメージ

している)や，子ども向士の関係性を大切にしながら，

住まいという身近な f暮らす場Jを住教育や，環境共背

の舞台とするささやかな試みをお伝えしたい。子どもた

ちの満匿の笑顔や，製作にあたって考え込む直昆頑張り

ぬいた顔，どれもかわいらしく，また母親におんぶされ

たり，%t話したりという姿に筆者らは毎お感動を覚え。幸

せを感じている。

2 ねらい

環境を大切にし、そのために行動する人間となる「土壌

作引をゴ』ノレに据えている。自然の神秘さや不思議さ

に感動L，人々の知恵に感心し，その営みの緩かさを感

じ?考える喜び，作る楽しさを味わってほしいと企部して

いる。同時に，子どもと母親の擦係を深めること，子E

もが異年齢集団の中でやりとりをすることで成長するこ

ともねらいとしている。

環境教育の必要性は誰もが認識するところである。筆

者がNPOのメンバ一議1)として環境活動に従事するなか

で，環境教育のさまざまな段階のうち，子どもが幼いと

きには7環境のために行動する人間を育成するための土

壌となる感受性，レイチェノレ・カ-yンのいう「センス・

オブ・ワンダ一文1Jを育むことが大事であるとしづ認識

を強くしてきた。子どもが生まれながらに持つというセ

ンス・オブ・ワンダーを新鮮に保ち続けるには?この世界

の素晴らしさを共に再発見し?感動をわかちあう大人が

居る必要がある，というレイチエノレ・カ ソンの言葉に

励まされ?はじめたワークショップである。

そのための切り口を r家J(前年度は「まちj も対象)

とした。幼稚言語児の気持ちに添うレベルlこ視点をあわせ

たとき!自然現象そのものだけではなく?自然と向き合っ

て作られている家を切り口にすることで見えてくるもの

がある。身近な材料を使う理科実験も行っているが，そこ

に家という視点を加えることで!そのときだけの経験に

とどまらず日常でも思い出せる!心に残るものになると

* 2-4くらすばワークショップ企画メンパ

思う。

また?住まいやまちが様々な悲しい事件の現場となっ

ていることが報道される昨今であるが?幼児期において

はまず家やまちは!たくさんの知恵や工夫絶え隠ない努

力によち，よりよい暮らしを営むために造られてきたも

のであるという持定的な見方をしてほしい(一人で行動

する小学生になれば3まちは危険な場所として教えられ?

家や家族にまつわる事件なども耳に入ってくるようにな

る。)母とともに安全に行動できる幼児期だからこそ，入

の営みの温かさをまず感じて欲しいと綴っている。

その手法はワークショップとして参加者を主役としj

体重書すること f遊ぶこと，考えることを大切にしている。

3 ワーウショッブの概婆

3，-1)対象

「企隠者逮(筆者及び企画メンパー)の子ども遼と，

向じ幼稚園のつながりのある子ども達と，その母親i童j

という，ごく身近な関係の中で行っている。

企覇者たちは問時に参加者でもあり Jこれらも加えて

後に説明する「くらすばかがくかん(以下「かがくかんJ)J 

は，母子 14組 28名， rくらすばこうむてん(以下 fこ

うむてんJ)Jは母子 11線路名 rくらす1:1'ラボ(以下

「ラボJ)は母親 23名が参加している(三つのワークシ

ョップを総称して fくらすばワークショップ」と呼ぶ)。

「かがくかんJと「こうむてんJは子どもだけでなく

母子で参加してもらっている。

現由の一つは「くらすばワークショップj が子どもを

強制的iこ教え込む場にならないためである。子どもは本

来それぞれに物事を理解する f句」のようなものがある

とa忠弘心から不思議だな，なんでかな，と思うそのと

きをf寺ちたい。ただ，こちらにも伝えたいことがあり，

複数人を相手にしているために，テーマ設定を L，ワー

クの流れを設定することになる。理想としては，こちら

の設定は，子どもとi司じ呂線，または子どもと遊ぶ親の

視点での「あーそ-1むという隠し、かけであって，子ど

もが乗ってきてくれれば嬉しいし7乗り切れない場合は，

ともに参加している母親がそのエッセンスを覚えておい

て，子どもが「句j になったときに，子どもの答えを号i

* 1 f環境まちづくり事務所くらすばjフアシリテ
ータ一一級建築土環境カウンセラ 1人間環境

伊φ多士 「くらすばワークショップJはオフィスと
開じ fくらすばJを使用しているが1仕事ではなく?
念画メンパーや参加者とともに漣営実施している。
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き出すようなあワ方をとってくれることを期待している。

もう一つは，忙しい日常の中で，母子がともに，同じ

ことに集中してその待問を共有し経験する，ということ

自体にも意味があると患っている。

3 -2)運営

筆者ら密人が企画運営を行っている。プログラム内容

に援しては，時には参加者の中からもアイデアが提供さ

れ，全員フラットな鵠係で自由に意見交換を行っている。

前年度は無料で行っていたが，今年度はより充実した

ものlこする為に会費(かがくかん・こうむてんはそれぞ

れー総800円/月，ラボは 500丹/月)を集めている。ファ

シリテーターを務める筆者(古様)以外は企郵者も会費

を出し合って運営している。

3 -" 3)会場

大自然の中での経験には較べようもないが，での人そ

の人が暮らす場においても，センス."プ・ワンダーを

育めるという患いで行っている。 fくらTI:fワークショ

ップ」も，ごくありふれた場で行し、たい。

初年度は幼稚控室の閣庭から築者の自宅までの道のりを

「みちくさかがくかんJとしてまちを探検するひととき

とし，筆者の自宅を fおうちかがくかんJとして会場と

していた。二年目は fかがくかん」は子どもたちの通う

幼稚E患の教会堂をお借り1.-.rこうむてんjは公民館.rラ
ボj は築者の自宅で行っている。

4 三つのワークショッブ

くらすばには三議類のワークショップがある(図4-1)。

特
明

りミL."，

図 4~ 1家裂パンフと中に携かれたイメージ掴

4 -1) rくらすばかがくかんJo

園児と保護者を対象として，暮らす場を f科学館Jに

見立てて，住まいを切り口にして，考えることや，素朴な

科学の実験を行っている。

ワークショップは，おむすびのみの「昼食J.わらべう

たや読みきかせ等の「導入J.考えたり実験したりする「本

体J.そして fふりかえり J，の西部矯成である。

家は食事をとるところ。そのシンボルにおむすびを選

んだ。おむすびは子どもたちが自分で完成させることの

できる献立であり，深く考えれば食を巡るさまざまな環

留 4~2 おむすびタイム・〈ららちゃんとすばる〈ん

境問題を考えることにも通じる。お針すびを作るための

「ノんを考えるだけでも，環境問績を考えることになる。

おかず無しにしたのは，世界には十分食八られない子ど

もたちがいることに思いを馳せられたらという考えもあ

った(闘4-2)。

そしてわらべうたで母子で遊んだち，テ-71こ関i車す

る絵本を読んだりしたあとに本体に入ってし、く。

2007年 11月のテーマは rカj であった。重たい材料

をp さまざまな知恵を使って動かすことで家は作られる。

そのことを体感してほしいと企画した。

タイトノレは r77をうごかそ うんとこしょ ~おも

いもの( しつjもし、!)をうごかそう-J。

導入は.rうまはとしといというわらd ミうた遊びであ

る。子どもは母親におんぶしてもらい，母親は輸になっ

て歌に合わせて歩く。子どもたちは恥ずかしそうだった

り嬉しそうだったり。一人残らず笑顔である。 fでは，今

度はお母さんをおんぶできるかな引という潤し、かけで，

役割を逆転させお母さんが子どもにおんぶしてもらう。

しかし，当然背負って立ち上がることもできない。

これを動機付けとして， 1-?'7という藁いもの(失礼な

ことだが)を動かそうJというテーマを紹介した。

次に『おおきなかぶ』却を読む。みんなで力をあわせ

て fうんとこしょJrどっこいしょ」とかぶを抜くのが今

回のテー7 とぴったりだ。子どもたちはよく知った絵本

だが集中して聞いている。

次にくらすばのキャラクター fくららちゃんJと「す

ばるくんI(!m4-2) (前の二つの学をあわせると fく

らすばJになる)の登場である。

二人の会話で家づくりには重たい材料がたくさん使わ

れていることが語られ.rみんなは重たいものを動かせる

かなっ j という間いが発せられる。

「みんな，さっきおんぶできなかった震いお母さんを，

どうやったら動かすことができるかなっJ。ここから数分

照. r考え中jタイムである。かがくかんでは f考える」

ことを大切にしている。答えを知ってしまってはもう二

度とでてこないような灘児正発怨を慈しみたい。子ども

たちに掲し、かけるのは筆者であるが，答えはそれぞれの

母親に言ってもらう。その後，発表してもらい，それを

できるだけ絵にして筆者が模造紙に書き出していく(皆

が字を読めるとはかぎらなし、)。手を引っ張る，ベビーカ

ーに乗せる》などの意見が出た。

ちなみに. rくららj と fすばる」には，笑顔の笛の裏

に目をつぶって「考え中jの顔があり，会話の中でこの
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産高も頻繁に登場する。くらすばの子どもたちには「考え

中j といえばこれを思い出してくれていると思う。

次lこ子どもたちの意見を実際にやってみてもらった。

フローリングですへるため》母続を引きずることができ

る子もいfご。みな必死である。やってみて次々に工夫を

する子も現れた。主買で押す，などは効果的であるようだ

ったc ひきずられるお母さんから笑いが生まれる。

次にくららとすばるから道具が提供される。木の丸棒

をつかってコロと l，板の上:1こ乗せた母親を持してみる。

子どもたちは軽く押すだけですーっと動く感覚を楽しん

でいた。最初の子どもがとてもいい反応を示し?子ども

たちは慎番に，自分の母親を簡単に移動させる体験をし

たν 娘番を待っている子は，ふろしきの上にお母さんを

乗せた~，手押し車iこ友達を乗せたりして抵抗をなくす

ことで重いものを運ぶとし、う経験をした。

次に，重いものを持ち上げる「てこJの働きを知るた

めに圏庭に出てのワークである。うんていの足をかける

部分の棒に細長い板の中央部分を渡l，片方に母親が乗

勺て，子どもがもう片方を押す。びくともしない。「じゃ，

どうすればし、いかなあ。J子どもたちの答えのとおり，板

を動かして支点、のf立慢を変えてみる。最終的には，てこ

の原理lこより母親を持ち上げることができた。

最後に，多くの人たちが人力で曳き家をしている写真

を見せて，重たいものでもいろいろな知恵で動かすこと

ができるということ，力を合わせることで動かすことが

できるということをまとめとした。

この閲も，子どもと母鏡の関係から出発することや，

できるだけ体感できることをする，センス・オブ・ワン

ダーをくすぐるようなものをするということを意識して

企画した。個人的には，今はこんなに小さくて縫い子ど

もたちもやがて母親と屑を並べ，そして男の子などは追

い按いてきっと軽々と母親を背負えるようになるのだろ

うな(背負ってくれるかなっ)と感慨深いものもあった。

4 -2) rくらすばこうむてん」

身近な素材で家の構造を考えたり，先入の知恵に学ん

だり，小さな家をつくることで，考える喜びや作る楽し

さを感じてもらうワークショツアーである。 fかがくかん」

が母子の関係を重要視していることにくらべ rこうむて

ん」では呉年齢のこどもたち同士のチームワーク構築も

ねらいである。

小学校低学年を主たる対象として園児も含め，母も一

緒に参加してもらっている。子どもたちは fくらすぱ特

級建築士」を目指す (10級建築士に始まり， 9級， 8級

と認定され 3級の次は 2級 1級を飛ばして3月lこ

は「特級建築士」になる)。

テーマは二学期までは「積むJrくっつける」などの

建築作業の「動詞Jとし， 3学期はそれを踏まえた「家

作りの設計Jや f小さな家の建築」を予定している。

-61 

ワークショップは，わらべうたや絵本の読み儲かせの

「導入」→考える・製作する・作った「家Jでの暮らし

を想像する「本体J.~)ふりかえりとしづ構成である。異

年齢の組み合わせの[かんなチームJrかなづちチーーム」

「のこぎりチーム」の3チームがある0

9丹のテーマは「積むiであった。

最初の導入は遊びである。「積U'J素材，レンガが主主場

する『三びきのこぶたJJJt3)を読み留かせ， r三びきのこ

ぶた」の手遊び歌と，ケロポンズという音楽ユニットの

遊び歌「あらしあらしJを行う。手遊びには rレンガの

おうちは大丈夫Jというせりふがあl?， fあらしあらし」

にも rレンガの家へ iこげましょうJiレンガの家で一

休み， 1 ま~"'- 'というせりふがある。筒方ともレンガは軍基実

で丈夫なものという意味づけをもっている。

くららちゃんとすばるくんの会話で三びきのこぶ

たjについて再びふれて，一つ自のワークとして，積み木

で墜を作った。「どこかに窓をあけてねJというのが課題

である。工夫して積み上げていた。

二つ自のワークとして，ティッシュの箱90個でイ

グノレー(または芝土ブロックの家)のようなものを作っ

た。ティッシュ籍を使うのは私たちが独自で考えたもの

だ。参考とさせていただいた図書訓)の中には新関紙の

東を使用しているものもあったが， トラック一台分など

の新関を用意することが私たちには難しいため考え抜い

た末に思いついた。積み上げたティッシュが落ちたとき

の安全のため，角がない fかどまるj というティッシュ

を使用した。デザインも動物たちの美しいものであった。

つみあげていくうちにつぶれてきて二度目に積み上げ

たときには傾いてきたので，最適な素材とはいえないが

暮らしの中にあるものでも家的空間が作れるという楽し

みを味わってもらえたのではなし、かと思う。

この図の反省として，作っておわりにしてしまったこ

とがあった。イグノレーや芝土の家のように，建築材料と

して，雪や氷しかない世界b 芝土しかない世界の暮らし

とはどんなものなのだろう，と考えてみる時間が必主主で

あった。その部分こそが，こうむてんの大事な部分であ

るという考えに至り，その後は家を作る際に住んでいる

人はどんな暮らしなのか2 を想像できるようなプログラ

ムにしている。

子どもたちの創造力の素晴らしさを感じたのは 11月

の「くつつける」のときだった。当初は皆が向じ家型写

真立てをつくりながら}幾つかの「くつつけるJ体験をし

てもらおうと考えた(溶接的体験 グノレーガンでくっつ

ける，釘うち体験，木組み的籾み合わせ体験，長丑で縛る

体験)。しかし，考え直して，材料のみを提供することに

した。その大切な材料L筆者の準備不足で数が足哲ない

ことがその場になってわかったのだが，そのまま製作を

続けてみると，子どもは息いもよらぬ使い方を考え，そ
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れをまたヒントに3Uの子がユニークな家を作ったという

ことがあった。そのことがあってから，子と、もの創造カ

に任せるということに重きを霞くようになった。

例えば 12丹の「お菓子のおうちづくり jだが前年は皆

同じ製紙でつくったクッキーを素材として組み立てたが，

今窃は棒状，ブロック状，板状の小さなおやつを用いて

「素材jを提供することにとどめたところ，様々な形のお

菓子の家が誕生し，作る楽しさが一層増したようだった。

作っている家にはどんな人が住んでいるのか，その秘

密も考えてね，と閉し、かけておいたので， rこれはね，海賊

の家でね，宝物が隠されてるんだよJrおばちゃんが縁側

でゆっく号してるJr防犯対策がすごいんよJなどなどユ

ニークな f暮らしj も惣像してくれた。

子ども同士の交流という狙いについては，月によって

は倒人態作の阪があり，母親も照席していることもあっ

て当初のねらいのように進んではいないが， 1月のシェ

ノレター作りでは協力し合って製作する様子が見られた。

「ひとは だれでも，そのひとだけの ちいさなし、え

を もっひっょうがあります」という言葉で始まる『あ

なただけのちいさないえ』目)では， r向かし、合わせた精子

に布をかけてつくる家，テーブノレの下の家，ダンボーノレ箱

の家など小さな阻まれた""跨の魅力的に播かれてし、る。

そして，そうした家的な空間を作ることが精神的にも意

味があり，家的空間でくつろいでいる入を邪魔してはい

けません，というくだ切がある。このような空間は誰もが

必要であり，持ってよく，入を安心させるということも，

同特にこの「こうむてんJでは感じてもらいたいことで

ある。

4 -3) rくらすばラボ」

住まい教育の趣旨からは少し外れるかもしれないが，

母親だけの「ラボJもくらすぱワークショップにおいて

重要な位置をしめるので少し紹介したい。

母殺が主体的に f研究員」となって，環境のことや子

どものことを「研究j している。子ども中心の忙しい毎

日の中で，母親が自分のために学び，考え，そのことを

また子どもに還元できるようなひとときになることを目

指している。ワークショップの最後には，学んだことを

子どもにどのように伝えるか(子どもがそのテーマにつ

いて疑問をもち， rなんで00なのワ」と閉し、かけてきた

ときには，まず子ども自身がどう患うかという持つ待問

を持った上で，どのように答えるか)，環境のために子ど

もと一緒に{可ができるかを考えてシートに記入する。

参加メンバーに「ゲスト講師(主任研究員)Jをお瀬い

し，母殺としてのつきあいだけでは日ごろ見えにくい能

力を垣間見せていただくこともある。いずれも大好評で

あった。学びあうスタンスでやっていきたい。

4 -4) くらすばりょこうしゃ

この三つのほかに， rくらすばりょこうしゃJとして，

休日に父親も含めた家族ででかける機会も設けた。「火

と人・家(ヒトヒトイエ)Jをテーマlこ{共生庵jという

学びの場にいったり (36名)，安議高al市のある地域の

行事「とんどJに紹待されたりしている (32名参加)。

4 -5)絵本とわらべうた

三つのワ クショップ全てに絵本の力を借りている。

それまでざわざわしていた子どもたちが絵本を読み始め

ると軍事時に静かになり，引き込まれるのは不思議に思う

ほどである。また，ラボでは大人になって普殺人に絵本

を読んでもらうことがないため，楽しみにしているとい

う感想もいただいている。

こうむてんの「お菓子の家作り Jのときの「家の秘密j

を考えてもらうときには，れ、いないいなこのおうち占文

引が大いにヒントになった。奇想天外な「おうちJ紹介

の後iこ，その家の f秘磁」が紹介され，家の中がどうなっ

ているか，その暮らしがどうなっているか，が説明され

ていたため，子どもたちの発想が自由に広がった。

もう一つ大きなカをもらっているのは， rわらべうたJ

である。長く歌し、継がれているわらべうたには，子ども

の琴嫌に触れるものがある。子どもの心がほぐれ，優し

い笑顔になる。自然現象や暮らしが歌われており，テーマ

にあうわらべうたが見つかる。

たとえば「鳳と家j では f上から下から大風こし、」と

いう，月九揚げのときに風を呼ぶわらべうたでひとしきり

遊んだあとに盟主のことを考えた。

「時間と家」では，家の一日を考えるときに fあぶくた

ったにえたったjをして，家ではどんなことをするかを想

像した。 fあーぶくたった，煮え立ったJと煮炊きをして

食事の準備。 fおうちに帰ってご飯を食べて，ムシャムン

ャムシャ。お風呂lこ入って J。その後 iトントントンJ

f何の音。Jr風の音j と家で関こえる様々な膏が路こ

えてくる。現代の子どもたちもこうした遊びが本当に大

好きで rおばけの音!Jの声を聞くと興奮し， j歓声をあげ

て会場を走り闘っていた。

5 評錨

毎日~l企剣メンパーで反省会を行っている。最初は「グ

ッド・パッド」を出し合っていたが，途中からそれぞれ

5つの指標で五段階評価したうえで，それをもとに話し

合いをするということにしている(話し合うための準備

の様なもので点数は集計していなし、)。

旬、がくかんj①センス・オブ・ワンダ】一度②母と子

の隠わり度③趣旨の瑳解度④子ども

の集中度⑤わくわく度

「こうむてんj ①センス・オブ・ワンダ一度②チ ム

カ度③達成感度④趣憶の理主解度⑤作る

喜び度

S 成巣

子どもからアンケ』トはとっていないが，母親から旬、
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がくかんやこうむてんを楽しみにしてるしt自分で考え

て作ることも，最初よりスムーズにできるようになった

と思いますJI日記に毎包くらすばのことを芸書いていま

すJr自分の考えを発表できるようになったjというコメ

ントをもらっている。

母親からもアンケー卜はとっていないが，感想として

以下をもらっている。

「かがくかんは実験おもしろかった~。体日感するって

良くわかる。子供達lこも言葉で説明するより見たり触れ

たり感じた事はきっと記憶に残ると j曹、う。時々“くらす

ばであれやったよね"と日常的中に登場してます。こう

むてんは毎回どんな物が作れるだろうとみんなで楽しみ

にしていました。けっこう最初にやったy “自分の溜場所

をi'lt布8!lで作る"のが好きでした。単純だけどl告分だけ

のスペース感が子供たちも気にいってるように思えまし

たゆJrかがくかんは回を議ねる毎に子供が環解してきた

ように思います。プログラムも適度に遊びがあって閣児

iこ歩みよっていいと恩います。

個人的にはこうむてんが 1番しんどかったかな。園児

と小学生の羨があった事や集中力を欠き始める待認だっ

た事もあり，テーマに乗り切れなかった事もありました。

愉しいこうむてん期待してます」。

これらの意気に対して企翻メンバーで議論をし改善

を進めている。

7 課題と展望

毎回，ーから試行錯誤しながら精一杯企画を組み立て

てきたが，プログラムを詰め込みすぎ子どもたちの反応

が芳しくないこともあった。今後はなるべくプログラム

を詰め込まずゆったりやりたい。また，当日は企画スタッ

フ自身の子どももともにいてー絡に参加しているため，

実施中の一人ひとりの様子の記録や写真記録も集中して

できないが，しかし，そうであっても，子どもと一緒にや

ることのほうに意味があると思っている。今後はそれぞ

れ母親にじっくり観察してもらおうと思っている。

当初参加者が集まるか不安だったが，毎月述べ80人

以上が笑顔で参加してくれていることを怠うと夢のよう

だ。次年度継続するかどうか未定だったが今は続けたい

と患う。さらに，興味を持ってくださる誰もがこうした活

動ができるように何かカタチにできれば嬉しい。

自 終わりに

センス・オブ・ワンダーを脊むということを考え続け

て，もっとも投本的なことは f生きている不思議Jであ

ると思う(死んでいく不思議，と荷]時に文7))。旬、がくか

んJで「音と家」がテーマのときに最初にやったことは

fお母さんの絢に耳をぴったりつけて，心織の鼓E誌を開

くlことだった。生まれる書官から闘いていた音にj 子ど

もは{可かを感じることができただろう由、

個人的なことだが，当初建築学を学びたいと思ってい

た筆者が，住宅の「リピングjが living..生きている，と

向じつづりであることにハッとして，住居停を学ぶこと

を選択したことを思い出す。そしていま， livingは暮ら

している，と同じである，とも盟、う。

また，人務擦係としづ部分を抜きにしては環境務題解

決には玉三らない。母と干の係わり合いは，特に感情がむき

だしになり声を荒げ，時に幸福感に浸る，振幅の激しい，

手加減のないものであると思う。その，人間関係、の始まり

ともいえる母子関係や，友達という人間関係を大切にす

る(意見の特選も当然としてお1iいを尊重し，力を出し

合のことが，環境教育や住まい教育にも欠かせないこ

とであると改めて思っている。

識もが住まいという暮らす場を切り口に環境のことを

考え，人のことを考えることができるという手ごたえは，

じわじわとだが確かになってきている。
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人の企函メンハーと応援してくれる友人たち，教会を貸

してくださり，支えてくださる，めぐみ幼稚喜富山様翼三三

醸長先生・前美子高IJ議1長先生，わらべうたをご指導し、

さまざまな示唆をくださるこなかのぞみ先生ほか，麗係
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す。心から感謝申しげます。
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1 )特定非営利活動法人環境市民未来の子(日本の環境首

都コンテスト全国ネッ入ワーク)など
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くらすI;J:ワークショッブ 2007年6月-2∞S年3月 (2Jl以降は予定)

町つよてだそ
一

を
ダ

ね
ン

緩

た

ワ

母

の

・

と

j

ブ

兇

6

オ

罰

ぎ

・し
ス

象

ふ

ン

対

「

セ

ツ
と
ワ

ヨ
名
一
ド

シ
ブ
キ
一

対象小学生を主対象Iこ+園児!母親

ひとはだれでも f そのひとだけのちいさ
ないえをつくるひつようがあります文引

ママ
うんとこしょ

(おもいもの
しつれい z を

うごかす}

「くっつけるJ-
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ぬく~

1 2月 iいえのおと ひ

とのこえ ~ひ
とがいる由、らお

とがする!-

かんがえていえづくり その2 けんち

くかのおうちたいけん Bゆめのいえをえ
がこう(講締築関療笥氏)

3月(予 iみんなでいえをつくろう まちをつくろう

定) I (近所駅前にあるガラス張りのギャラリーを借り，ゲンボーんなどの素材で家を

作り，まちとする)

1月 安芸高田市I向原町

長関r~差問土地域振興会による地域行事とんど j
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碓限智子判

山中裕子叫
むかしの住まいと暮らし一白たいけん

一歴史系博物館を活用した子どものため¢住文化体験プログラムの開発と実践一 iLJlI奈央叫

三ヨ瀬寛子"

域間斑樹H

キーワード 歴史嘉博物館i 健文化体署員大学生時例D，子どものための住まし吟唱 新谷昭夫叫

世畑支流

1 はじめに

住まいや住生活の変化とともに，日本¢伝統的な暮ら

しの中で背まれてきた伎文化が姿を変えたり，失われつ

つある。隙子を貼り替える，康敷をほうきやはたきで掃

除する，玄関に打ち水をする，季節に応じてしつらいを

替えるなど，かつてはごく普通に見られた日常生活の光

景が』現在では珍しい，懐かしいものになってきている。

このような中で，日本住宅のアイデンティティの根底と

なる住まいや暮らしの文化を，次代をl1l.う子どもたちに

継承していくことが重要な諜量重であると考えられる。

筆者らは，以書官から住居系の援史博物館である大阪市

立住まいのミュージアム出) (愛称 大阪くらしの今昔

館。以下，今昔館と表記)と協働して，昔の伎まいと暮

らしの文化を子どもたちに伝えるための学習支援活動を

進めてきた。ここで紹介する「むかしの伎まいと暮らし

一日たいけん」は，江戸時代の町並みが実物大に復元さ

れた今昔館の展示察を舞台にして，子どもたちに伝統的

な日本の住文化を学んでもらう体験猿プログラムである

出)。本稿では，このプログラムの特色，その開発過程

と実践内容を紹介するとともに，参加した子どもや保護

者の感想などからプログラムの成果を考察する。

2. rむかしの住まいと暮らし一目たいけNJの椴婆

このプログラムは，笈休みの 2日間 (2∞7年8月22・

23自)，小学生の親子を対象に 1日15組を募集して実施

した。昔の子どもの一日の暮らしぶりを疑似体験できる

ように， 13待から今昔館開館後の 20時までの長時間lこ

渡って実施したことが特色である。

参加した子どもたち全員に浴衣を着用してもらい，江

戸時代にタイムスリップした感覚で，町並み歩き，座敷

でのお茶会，昔の遊び，竹絡ヱ， ，章子のはり替え，町家

のおそうじなどを，一日の暮らしの流れをイメージでき

るように連続して体験してもらった。さらに，昔の夜の

町の精さや不気味さを体感してもらうために，今昔館樹

舘後に館内の照明を消して好試しを行った。

"大授E市立大学生活科学部・学生

"大阪市立大学生1苦科学研究科・大学院生

キ4大阪人鶴科学大学人間開学館・助手

*'大阪市立住まいのミュージアム・酎舘愛〈学芸芸員)

*'同上・館長I 大拒市立大学大学院生活科学研究科 教授

谷 護主樹"

3. rむかしの住まいと暮らし一回たいけNJの特色

1 )澄史系博物館の態示室をi舌賂した体験学習

産量史系博物館は，農家や町家の復元展示や町並みの模

型自，様々な生活用具など，住まい学習の実物教材となる

展示が極めて豊富である。

筆者らが全閣の控室史系博物館を対象iこ行った鰐査によ

ると，小学校3年生で学習する社会科Iむかしの暮らしJ，

あるいは6年生の膝史学賞の一環として訪れる小学校の

鴎体見学向けに，多くの博物量官が教材や体重量学裂の支援

を行っている。しかしながら，その体験学習の多くは，

学祭窓や体験ノレームなどの展示室以外の場所で行われて

お札実物教材の宝庫である常設展示室主を活用している

館は少ない文ヘ

「むかしの住まいと暮らし一日たいけんj では，今昔

館に再現された江戸時代の町と生活を体惑できる展示室

の設問を活用した，住文化体験プログラムのモデルを提

示することが特色である。

2)大学生の主体的な参加による実践

E霊史系博物館は子どもと高齢者の利用が多いが，若者

の隠心が低い。とくに大学生は，学芸員資格取得のため

の博物鎗実習以外で，博物館に隠わる学生は侮めて少な

い引)。今昔舘においてもi湾様である。

このプログラムでは，計画段織から実施の大半を学生

の主体的な活動や工夫lこ任せ，教員や今昔館の学芸員は

基本的事項を確認し，学生たちの企画をサボ叩トするに

とどめた。大学生に博物館に関わってもらう場を創出し

ようとする つの試みである。

3)子ども・保護者・学生・ボラン子イアが教え合い，

学び合う学習プログラムづくザ

今昔鯨では， IIIJ家衆と呼ばれる博物館ボランチィアに

よって，着物の着付け，障子日占り，お茶会，むかしの遊

び，館内の江戸時代の町並みを巡る町家ツアーなどの体

験獲の学習支援活動が，これまでも単独のプログラムと

して行われている。 rむかしの住まいと暮らし一日たい

けん」は，その蓄積を発展させるものである。

-65-

事 1大甑教育大学教脊学部教養学科・P盤教世

地崩性を活かした住まい まちづくり学習，大
学の地域連携による龍まい・まちづくり学習を
テ マにしてB 教材開発とその実践居動を行っ
ている。博物館を活用した住教育のための学習
支檀に閤する共同研究にも取り組んでいる。
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陸 3-1 世代潤交流と生活文化の伝軍

22日

2品 23日

一
写真3-1 町軍衆{ボランチィア}による着付け指導

alT家衆のメンバーは高齢者が中心である。そこで，体

験メニューの実施に必嬰な浴衣の着付けやF章子鮎りなど

の技術は，主主括経験豊かな町家衆出)から大学生に指導

してもらい，それを教わった学生が先生役になって参加

した子どもたちゃ保護者に教える仕組みをつくることに

した(図 3-1.写真 3-J)。すなわち，このプログラム

を通じて，子ども，保護者，大学生，高齢者の多様な年

齢集団が相互交流し，教え合い，学び合う仕細みづくり

を試みた。異世代荷で住まいや暮らしの文化を伝承する

仕組みを織り込んだ学留がねらいである。

4. プログラムと教材づくり

4-1 プログラムづ〈りの流れ

8月下旬に実施した「むかしの住まいと暮らし一日た

いけんjのプログラムは， 4丹から 5ヶ月近い準備期間

を経てつくられた(図4一分。

まず4月lこ，筆者らの研究室の学生をや心に，このイ

ベントへの参加を募った結果， 3回生から大学院生まで，

察学生を含む J3名の学生スタップが集まった制)。この

時期iこは，体験メニューの骨子を検討するなかで，学生

のユニークな発想による肝試しが提案された。

5丹以降は，体験メニューの内容を繰り返し検討した。

6月からは今昔館学芸員らも加わって検討を重ねた結巣，

これまで今昔館でノウハウの蓄積があること，かっ子ど

もたちに住まいと暮らしの文化を楽しみながら学んでも

らえることを考え 9つの体験メニューを一自の暮らし

の流れの中で実施することになった(表4..J)。

さらに，各体験メニューの主主体的な実施方法について，

町家衆からアドパイスをもらって検討を重ね 7月には

プログラムの詳細と学生たちの役割分担が決まった。 8

教材づくり

図4-1 プロゲラム鰭発の流れ

表4-1 体験メニュー

体瞳じメヱユ叩 i主 旨

1描衣の着聞 浴衣を着用し、曹の子どもになって-Bを過ごす
2まち課樟 除家や町並みを盟仏伝輯釣主性まいを体聾する

3お茶会 陣融!こ躍って、お茶の文化を刷、お作法査体盤する

4.む均、しの遭出 陣びを楽lJ.がら、昔の遊びの担語や工夫などを知る

5. 竹のお曹司くり!お署づくりを通じて、性宅や生活用品に憧われる物の性置を学，S~
6.1if軍のお諦陣 i座敷!まうき判また曹の壇い方在学ぶ.昔のそうじの工去を知る
7障子鈷り体瞳 障子貼りを通じて.性まいのメンテナンス奇知る

8むかしのおやつ同級工でつ〈った審査憧って、業特立おやつの昧宜を暗わう

9.肝競し j哩珂の'"い時代の町の階さを休轄する

月lこ入札参加する親子の人数が磯定してからは，材料

調議，許試しのしかけづくりなどが連日，念、ピッチです

すめられた。学生たちは，町家衆からF章子貼りや着付け，

竹細工などの技術を教えてもらい，その習得に励んど。

一方では，各体験メニューのシナリオ作成がすすめられ，

担当する学生が子どもや保護者に説明する内容のストー

リ司が明織になった。本番ー遜間前には，当日のタイム

スケジューノレに沿ってリハーサルを行い，細部に軍需整を

加えて本番の日を迎えた。

4-2 指導業と教材づくり

このプログラムは，授業づくりと悶様に捉えている。

体験メニューがほぼ篠定した段階から，①各体験メニ

ューの時間配分と組み立て，②子どもたちに学んでもら

いたい内容，③学生が指導するときの留意点，③準備物

など，学校の授業づくりでの学習指導案lこ類似するもの

を学生たちに作成してもらった(表4--2)0 7月下旬か

らは，作成した指導案lこ基づいて，当日に使用する f一

日たいけん学習ノートJと「まち探検シートJ，:-修了証

書j， r絵日記シートj などの教材づくりをすすめた。こ

の「一日たいけん学習ノート」は，子どもたちに体験イ

ベントの感想、を書いてもらう頁に加えて，体験を振り返

って自宅で家族と話ができるように， r竹のお話Jrお茶

-66- 2別 8年 i主総研「住まい。まち学習j実践報告論文集 9



車4-2 体験メニューの指導葉町一憐 ( )向1孟時間(分)
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間 12陣手に司、 l僻の腕や醐えの''''1やり方の見本時せながらi綾子骨陣
て{陣手の議り iを知る i鶴子の役割や張り舞えの i

1- I'"::，:";';:-~-，:，，，，:，;-'-'~-- I予のりーは
方) I P雪法を説明する ! I r-.-------- 11す4霧吹き

(10)13鱒予の絃を 1 1...... _ 1 
強る i自分で機手紙を殺り、メンテ iやり方が乏し〈できている

'ナンス方法を知ることで何111か確認しながらで奪ていな

も新し〈なる勝手の利使位に iいところを繍助する
気づく

町家事理j添加

主製滋主弘法認車

上
揖入

(5)11 自己絡介 j担当者の緩から、そうじの肉!たすきを記り、たすきがけ|たすき

容を提議する !の方滋を見本を見せなが

たすきがけの

鋭甥 iたすきがけの仕方を智得する

雇扇
(5*婦除のしか i掃除の方法や普の人の初恵 i普からの婦隊の方法、栂 iはたきぞう

たの説明 iを家宅;; I隊緩や淀婦に鯛らないヱ iきん・繕

1 1 夫を説明する

(10)13町家の婦除 iはたきと第の使い方を体得すlやり方が正しいか篠認し、

る !できていないとζろを繍助

複輸に後れることでその名 i建集部材の名称を教える

称、役衝を知る

ぉ証韮のお "j!~

なか で は名なし

たいけん町中で出てきたお括

ぉ恥続出会し乱含しの金持品 こ草剤三ょ¥

ってh ったんだよ 1
ぉ草枯お宮さん=ぉ茸を占るまっておもて訟しをする
ζとなんだ毛

主主義に陥むずかしい決まりがた〈さんあるけど、いち

ばんli守護訟の法 もてなすすと量滅するもーなんだよ.

然弓ホにお'-i'叫が傍十Aぉ誌ポお名γたし多ムヱ

、曲.IV

IO'亜f:::t.i:ったかむ?

ゐι.1五留したことを草れずに‘むかしの曇らしとヰの傘らしをふり量ってね固

題4-2 rー悶たいけん学習ノートjの一部

会のお話Jl'綾子のお話jなど，体験メニューでの解説を

盛り込む賞が学生らのアイデアで設けられた。

さらに，一緒に参加した保護者にもイベン卜当日の感

想を記述してもらう感想シートを作成した。また，この

体験プログラムで学んだことがー持のことに終わらず，

子どもたちの日常生活に定着したかのをみるために，プ

ログラム終了後lこ家庭での子どもの様子を書いてもらう

調査シートも準備した。

5. rむかしの住まいと暮らし-8たいけんJの実施

一日目は親子 15紹(子どもお人，保護者 15人)，二

E自は 17組 (32人， 21人)が参加した。再耳目ともに，

幼稚園児から小学校6年生まで，年申告も学校も異なる子

どもたちである。一方，スタッフは大学生と町家衆など

合計 25名が，分きざみの過密なタイムスケジューノレに
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ノレに従って 9つの体験メニュー M の実路や子どもたちの

誘導を娘当し， 2日間のプ口グラムを運営した(表 5-1)。

以下では 1日のプログラムの主な流れを紹介する。

幽江戸時代のまち探検と普の遊び

学生スタップと町家の紹介と体験メニュ の説明から

一日のプログラムはじまった。斑分けのあと，子どもた

ちは浴衣姿に着替えて，昔の子どもに変身。

最初の体験は，江戸時代のまち探検と昔の遊び。 PIT家

の建物を巡って，台所に隠れたネズミや物干しさ容の上の

トンボやスズメを探し，昔の台所道具や井戸，便所など

を探検シートlこチェックしながら歩く。昔の遊びでは，

大学生と一緒にけん3iゃあやとりなどで楽しく遊ぶ中で，

子どもたちどうしも，すぐに仲良しになった(写真5-1)。

翻竹のお箸づくりと獲敷でお茶会

続いては，親子で竹のお箸づくり体験。大学生から竹

が生活の中でどのように使われているのかの説明を受け

たあと，竹細工職人になった気分で，親子でカを合わせ，

竹を書せってお箸づくりに挑戦(写真5-2)。

お座敷でのお茶会では，大学生からお作法や挨拶のし

かたをならい，子どもたちはちょっぴ号緊張した麗持ち

で，お菓子とお抹茶を体験。小さな子どもたちも，お行

儀よくお茶をいただいた(写真5← 3)。

2008年住総研「住まい，まち学習」実描報告・論文集9



草真5-2 竹的お審づくり

写真5-3 同輩出llI!数でお帯会

翻lI1T家のおそうじと障子張り体験

後半の体験は町家のおそうじ。子どもたちは，ほうき

やはたきの使い方を教えてもらいながら，遊び感覚で楽

しそう。はたきを見るのが初めての子どもが多く，ホコ

リ落としが大人気(写真 5-4)0 r家でも，こんなにお掃

徐を手伝ってくれたらいいのに・・・ Jとお母さんのつ

ぶやき。続いて大滋りでF章子貼り。大学生から貼り方の

こつを教えてもらいながら，恐る恐る障子紙を貼ってい

く(写真5-5)。

覇昔ながらのおやつで一休み

体験メニューが一通り終わったところで，記念撮影(写

糞 5-6)。着替えのあと，おやつのメニューはスイカに

白玉ぜんざい，雑穀入りおにぎりと，昔iこしては豪禁版。

役会人大学院生の栄養士さんが腕を奮って務理を担当。

-68 

写真5-4 Iまたきを使ってホコリ落とし

写真5-5 簿子結りの体験

盤江戸鈴代の町議みで肝試し

おやつ休憩の後は，夜の江戸時代の町波みを舞台に，

親子できもだめしに挑戦。風呂屋の建物に集まって隈番

を待っていると，外では肝試しの先発隊の悲鳴が・・-

いやでも気分は議り上がってくる。

真つ者音な町並みに出ると，急におとなしくなって，お

母さんやお父さんにくつついて歩く子ども(写真 5-7)。

道すがら，町家や路地から議場するのは，鹿敷わらし，

君事ち武者，猫むすめ，ろくろ首，お菊さんなどのおばけ

2008年{主総研「住まい・まち学習J実臨報告描文集 9



写真5-) 親子で真つ惑な町並みでの肝紋しに出尭

写真5-8 学生が扮したおばけの例(お菊さんと藩ち武者)

寧真5-9

たち。実はこのおばけは，手作りの小道具を使って，大

学生が仮装したもの(写真 5--8)。その工夫を凝らした

迫真の演出に， r遊掴地のお化け屋敷より，ょっぽどこわ

かった・・」と子どもの感想、

盤-8たいけん修了式

好試しの興奮が冷めやらぬなか，子どもたちに f一日

たいけん学習ノートj Iこ体験の感想、を著書いてもらって修

了式。 学生から手作りの修了証書を手渡ししてもらい，

笑顔いっぱいの子どもたち。

最後はおばけメイクのままの学生や町家衆などb スタ

ッフ一向が集まり，町家衆の拍子木に合わせて f大阪じ

めj出)でお開き(写真 5-9)0 7時間近くに渡るプログ

ラムが終了した。肝試しで泣き出した子どもも，帰り際

には，おばけに扮した学生たちと楽しく言ι念娠影をして

お別れとなった。

8 子どもと傑緩者の評憾

昌一 1 体験隊後の感怨から

体験終了度後にP 子どもたちに I一日たいけんノートJ

に替いてもらった感想は， 2日間で 45人分であった。

このときの感想をみると， rきもだめしがめちゃくちゃ

こわかった。ないてしまったん「はじめてほんとうにこ

わいこもだめしがたいけんできて，おもしろかったJ，rお

ばけやしきこわかった。びくびくしたよ。Jなど， 98%の

子どもが好試しのことを取り上げた(殴 6ー1)。

fお茶会ではじめてまっ茶をのんだけど，へいきだっ

たよj， rゆかたは， しっかりきてみたことがなかったの

で，よかったですん fゆかたをきたことや， しょうじは

りができてよかったJなど， I也の体験の感想も多数みら

れたが，肝試しの興奮がまだ続く中で感想、を芸書いてもら

ったので，その刺激が非常に強かったと考えられる。

一方，保護者は， r綾子で体験できるのがとても楽しく，

親もしたことがない事が体験できるのがおもしろかっ

たん 「子どもたちの殺も楽しく過ごせました。普段体験

できないお茶会や，竹のお箸作り等，貴重な体験をさせ

ていただいてすごくよかったです」なと保護者自身も

したことがない内容を体験できたことを述べる感想が多

かった。子ども中心lこ金重苦したプログラムであったが，

小学生の保護者A世代の年齢の大人にとっても学びの場と

なったことが窺える。

6-2 体験ー遡閤畿の喜喜怒から

このプログラムの中の体験が，子どもたちの日常に少

しでも影響を与えたかのをみるために，一週間後に，子

どもたちに絵日記を，保護者には自宅での子どもの様子

を書いてもらい，郵送してもらった。

絵日記の絵と文章に表現された内容をみると，体験直

後の感想、で殆どの子どもが審いていた肝試しは 30数%

'"'-'40%に減少し，その分，浴衣や竹のお箸づくり，隊

子除りなどの体験の記述がお菌加した(1llI6-2)。

浴衣を着たこと

まち探検のこと
けん玉ゃあやとりで遊んだことnO.1

竹のお箸づ〈り由こと

お寄金のこと

障子貼りのこと
調T宰のお掃除のこと

昔のおやつのこと

肝読しのこと
昔由暮らし全体について

大学生母こと

〈単位叫

.，. 

。叩 40 師 回 ' 曲

図 6-1 体験E草後における子どもの犠懇の内容 N=45

(複数記述を組む)
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浴衣を完きたこと

まち捧検のこと

けん玉ゃあやとりで遊んだこと

竹のお響づくり由こと

お茶会のこと

障子貼りのこと

町家母お掃障のこと

普由おやつのこと

肝読しのこと

昔の暮らし全体について

大学生のこと

(単位剖

。20 40 60 80 100 

隠6-2 絵自胞の絵と文章にみる子どもの慾恕 N=36 

{複数記述を富む)

また，保護者に寄いてもらった自宅での子どもの言動

をみると， r家iこF章子がないので昔の人は大変なことをし

ていると感心していましたJrテレビで陵子が峡ると紙の

貼り方を正確に説明しますJr竹のお箸ですぐにご飯を食

べて家族に自慢していたJや， rここのほこ~ ，はたきが

あれば属くのに・・・，家iこないの?J rどうして，家に

ははたきがないの?と潤かれて，しかたなく売っていな

いと答えましたj などから，今践の往文化体験プログラ

ムが子どもたちに受け止めてもらえ，日常生活にフィー

ドパックさせるきっかけづくりになった様子が窺えた。

7.まとめ

それでは，プログラムの企画や実鑑に濁わった学生た

ちは， f可を得たのだろうか。最後に，学生の感懇をふま

えながら， rむかしの住まいと暮らし一日たいけんjの成

果を考察したい。

学生たちの感想、文を読むと，今昔館のボランティアで

ある町家衆たちの熱意と豊かな生活経験の蓄積に対する

驚き，立場が異なる人との協織によって一つの企画を作

り上げたことへの達成曜弘子どもや保護者とうまく接す

ることができるかという不安とそれができた喜びなどが

1益れている(表 7-1)。このプログヲムを通じて最も学

ぶことができたのは，実は学生たち自身のようである。

fむかし<J;住まいと暮らし 日たいけんj は，歴史系

博物館の展示空間を活照 G，子どもや保護者，大学生，

ボランティア(高齢者)などの多世代が交流しながら住

文化を体験するプログラムとして一定の成果を上げるこ

ができたと考えられる。わずか一日の体験プログラムで

はあったが，このような体験の積み重ねが，少しでも子

どもたちの日常生活に反映され，伝統的な日本の伎まい

や暮らしの文化の継承につながるのではないだろうかと

考え，今後も実践活動を続けたい。

謝辞 プログラム実施に大きなご協力をいたた可、た，今昔館の

町家衆の皆さんに厚くお礼申し上げますユ

喪 7-1 学生たちの自己E刺iIIi

参加した学生の感怨から{抜粋) ] ぶ
@ボランティアさんと一緒に企簡を進めていると、人生経験iこか1
なうものはないなと思いました。着付けにしても竹や障干iこしてl々
も知識量が遣いすぎます。人織の蓄積ってすごいもんだと思い章I
した。…緒i二件畢を進められて、勉強!こなったしいろいろと考えI
させられました。 I三
@違う立場白人(ボランチィアさん)や、違う学校の人と共荷でlい
なにかをすることが、なかなか経験できないことでおもしろかっ1

た。同時に、そこが意毘を纏める難しいところだなとも感じた。 j日
干供や保護者とイベント苦行う由l二、学生のみではすご〈難[，，1 バ

かったと思うので、ボランチィアさんや栄華士の方のように、協
力してくれる人がいた由は企てもき祭器だったと黒う前
@学内だけではできない社会体験ができました。学校時砕を披け
た、しかも一般的方が参加するイベントなのだから学生でもいい
かげんなことはで曹ないという点は気をつけたつもりです。今昔! 九

館の設備やイベントに鉾しいボランチイアさんや学芸員白方に報 I
ることが多〈‘大聖お世話!こなりました， I 
@最初はどんなイベントになるかなんて想像もできなかったんですけ i
ど、今昔鍵での初顔合わせで一覧に現実時を帯びた気がします@それ
までの企翠案が一蹴されたのには世々驚きましたが、結巣的に上手〈
いったのでよかったです。子供が欄手という企閣で、実際僕自身があ

んまり干供と滋ぶこともなかった申で、官官自はどうなる事かとすごいb
配ゃったんですが、一日目を橋事終えたときには、合し自信がついた

主主退ど圭玄a

<;，主〉

1) 大阪市立住まいのミュ日ジアムは，平成 13年に開館した

r f主まいと暮らしj をテーマにする際史系博物館である。

近世の常設展示室には，約 1100rdの空間に江戸時代桂期

の大坂の町並みを実物大で再現している。

2) rむかしの伎まいと暮らし 日たいけんJは，平成同年

度科学研究費様助金「凝史系博物館における生涯学習プロ

グラムの隠発と評価に隣す学際的研究J(研究代表者苓

直樹)の 部として実擁した。また，本プログラムは，大

阪市立住まい情報センタ が公募した平成 19年度タイア

ップ事業に採択され.1司センターにはホームページ等での

広報と参加者募集なrの事衆支援をしていただし、た。

3) このプログラムに参加していただいたのは9名の町家衆

である。着付け， ，章子貼り，お茶など，各得窓分野を学生

に指導していただいた。

4) 大阪教育大学教養学科と大阪市立大学生活科学部の学生

(楊務利，チュンジィプグィトラン，大橋未来，山中

緒子，幻 11奈生-"'~瀬宜子，薮野製子，宮脇彰，""大串童書，
日下部仁美，中井あずみ，井野和宏，宮本和佳)である。

また，昔のおやつのメニューが決まった8月から，管理栄

聾士等の資格を持つ大阪教育大学の社会人大学院生(壌口

郁枝，場尾公子)が加わり，衛生管理や調理を担当した。

5) 物事の終わりに行う手締めの 種で、大阪では天神祭の船

渡御などで行われる。
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J I A子ども『まち zたてもの z くらしjづくり学習

2∞7 r.空間ワークショップj活動を通して

藤 沼 傑判

寺本断子叫

赤 堀 忍判

伊平員日夫叫
一建築家とつくる「まち・たてもの・くらしj ワーク、ンョップ

キー-・ワード こどもまちたてものくらL 1)呼牧教曹建築家ワーウシヨ‘ノプ
飾型書成木材体験学習 J 1 A 

1. rまち・たてもの・〈らし」活動の罰的

JIAの教育活動は、建築家(JIA会員)、建築家を目指

す建築学生、そして将来を緩う子ども達など、 3つの世

代を対象に展隣しています。

衣食住の中で、住まいに始まる建築は身近な街並みか

ら、都市の機能、景観、環境上の最大婆素です。人々の

生活を包み、良い建築は人生を聾かにしてくれるもので

す。私達は建築際係以外の一般の方々にも、建築の室内

環境と、緑、水、大気と建築が一体となって作る外部環

境の大切さを理解して頂きたいと授、います。建物の歴史

的、文化的制鍍を認め、優れた建物に閉まれる喜びを感

じていただきたい。保存・再生、建築生産により、景観・

環境を改善し我々の日々の生活をより潤いのあるものに

する努力を、一般の方々にもして欲しいのです。

建築を志す人は大学教育によって、建築や街並み景観

に敏感で、しっかりした価値観を築きます。建築を志し

た動機で日番多い答えは、子どもの頃親が家を新築し大

工さんの仕事を見て、新しい家に入って新鮮な生活が始

まった持の記憶です。そして親が工務1苫や大工さんなど

建築関連の方、そして持々、ガウディのサグラ・ファミ

リアを克て、自分も建築家にという感動的な方もいます。

つまり、若い頃、特に子どもの壌の建築体験が、その人

の建築、まちなみ、環境に対する姿勢、思いを作り上げ

るようです。これは建築に限らず、すべてのことに震え

ることですが。

2. r空間ワーヴショップJ活動への思い

2007年度の『丸の内 KIDSブェスタJと『建築家大会』

では、子ども逮lこ左官の楽しさを「塗り皇室ワークショッ

プj体験してもらいました。地面を掘る、石を積む、木

を組む、板を張る、そして土や漆喰を塗るというのは建

築造りの基本行為です。その中でも「塗るJという友官

は、一般の方にも簡単に取り掛かれる仕事です。ワーク

ショップでは漆喰を使いましたが、テクスチュア(肌合

し、)や色彩を加え、表面に出品をつけて行くと、どんど

"マ アーキテクチャーオフィス主宰J1 A子ども

fまちすまい・くらしjづくりws企闘・運営に携わる。

本3芝浦工業大学建築工学科教授、 J1 A理事、会誌捕集裳

*'タ米設計、 J1 A関東甲信越支部支部長
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ん奥が深くなる仕事です。文化財の漆喰絵を見て、驚き

様々として合板キャンパスの上iこ漆喰で自己表現をしま

した。

私がこどもの頃はまだ戦後の名残があって、東京にも

空き地が所々残っていて、三角ベースや飴競りをやりま

した。ある空き池の端iこ'tfJ_き木箱が野積みなって置かれ

感動した人は少なくないでしょう。参加した児童速はた

ので取り出して、皆でそこそこの大きさの“砦"や“隠

れ家"を級み立て織しを繰り返して、よじ登り、中に入

って遊びました。釘で怪我をした記憶がないので大人が

きちんと抜いておいてくれたのでしょう。そして叱られ

ることもなく、幾百も遊べたものです。しかし、今日の

子どもの安全を考えると、金づち、のこぎり、ナイフな

どの道具はもっと高学年にならないと使えません。

「空間ワークショップJ、f塗り壁ワークショップJは

安全、安心な子ども向けの建築体験です。参加した児奪

たちは、仲擦と 絡につくることの楽しさと、木や漆喰

という告然材料の暖かさ、素晴らしさを、かれらの小さ

な心のアノレパムに貼り付けてくれたことと信じます。そ

れがわれわれ DIA子ども「まち・たてもの・くらし」

づくり学習J活動メンパ}のやりがいなのです。

3 空間ワ-'Jショッブのすすめ

wsは建築家集殴の地域活動の f建築教脊j 取り級み

の つで、子どもを対象lこしたものづくり体験学習プロ

グラムからはじまった。 J1 A空陪ワークショップ(図

3-1)の概要とこれまでの活動を報告する。

1 )空間ワーヴショップの概聖書

( 1 )空間ワークショップとは

ワークンヨツプで使用する用具は、角材(小割り材の木

材、長さ 1800mmと900mmの 2穣類)と太いジャンボ

輪ゴムである。ーグループあたり長・綬各 60 本~70本

ほどの木材を、ジャンボゴム輪でつなぐ。ピンでもない

開IJでもないあいまいな接点だが、軽々と大空間の骨格を

構成していける。使用する小書IJり材は、製材されたまま

ホ 1株式会社山下前計国標設計部忽長

日本建築家協会 IJ1 A)関東甲信融支部中失
地場会常桂鉾事 中央E王立機東小学校の空間ワ
ークショップの企画・選営に傍わる。

2008年性総研f住まいまち学習」実践報告論文集9



国3-1 ワークショップ(武蔵野市立桜野小学校)

の木材でささくれている。底捜の筏木として使われてい

る小書jり材のトゲトゲ材であり滑りにくい(とげを車IJさ

ないように注意のために、児童には手袋の準備を伝えて

いる)。

テー7 を決めて、子どもたちの自主創意のままに、協

働して空間構成をする(f秘密基地をつくろう 1基地を築

く~友情を築く~伝説を築く J2006年西東京市立限無

小学校)など。このグループ 7，8人前後の子どもたち

に1名のファシリテータ一役の建築家が入る。

(2)フアシジテーターの役割

これまで、 WSにあたって、建築家がしてきた指導は、

…つに、角材をゴム輪で組み、問角を作ってみせ、そし

て力を加えて見る。どうなるかワ ひし形に変形する。

次いで、三角形を作り、問じく圧してみせると今度は変

形しない、様子をみせる。子供たちにカの流れを見せる

だけで、では、凶角形が変形しないようにはどうするか、

児童にたずねる。角lこ斜材を加えると応える。

こっ自は、 WS中に子どもたちの発意、つぶやきに耳を

かたむけ、的確につかみとり創造への働きかけを支援す

ることである。

(3)用具とタイムテーブル

屑呉(G司 3・2)。グノレ}プ当たりの用量

木材 30X21X900mmX70本稔度

30X21X1800mmX70本程度

ジャンボ輪ゴム(憾 17mm) 1袋強

組立作業の時照。 2.5時間強

発表と講評時間 3 分~5 分/グノレープ

出来上がった作品にタイトノレを付け児童の発表待問と

建築家が専門家の講評時間を加味する。学校のカジキ

ュラムの関係で半日の授業待問で行ったこともある

あとかたづけ・ 30分

発表後の解体・搬出時間。元通事に木材を 20本 1東

にひもで縛って学校の倉庫iこ運びます。傷のついた輪

ゴムは処分します(小学校が用具として準織するよう

になりました。 JlAの地域会で教材の木材を貸し1:1:1し

て行うことができます。また、 JIAと学校間のネット

ワ クで雇通過を付け合って WSを開催しています)。

そのほかの時照・

事前学習の時時、協織してアイディアをだしあい考え

る・デザインする時間、作品の内外空間の体験、鑑賞、

他者との関係を見つめるなどの時間を設ける。

2)空間ワーヲショップの成り立ちから展開

ものづくりは楽しい 1つくる喜びを経験する「造形j

WSは2001年から始まった。木材、段ボーノレ箱等の端

材を持ち寄り、組み立てるワークショップをしていた。

地域根ざして、職能者(建築家)は豊かな「まちjや f住

まし、Jを市民(大人も子どもも)と共有するためにはど

うしたらいいのかつ 成人対象の般学(講営会等、とか

く、ノウハウのQ&Aになりがちだった)の試行錯誤を

していたころ、地域の活動団体が開催する「お祭りJが

きっかけになり、子どもと共有する活動が始まった。

当初の2年間、共同制作された作品は、大きくて家庭

に収まらない。[持って帰れない!J子どもたちの作品は、

終了後すぐ壊し、ゴミとして処分せざるおえなかった。

やりっぱなし、ゴミをつくり出してしまうWS。これを

変えたのは、一人の図工科の先生のアイディアによる。

角材(木材)をジャンボ輪ゴムでとめて、組み立てる案だ。

木材は教材として、繰り返し利用する。端材による f造

形j から f空間構成jに変化した。木材(小割り材)を

繰り返し利用するリユースJ、ゴミを出さない「リデユ

ースjの今日「空間 WSJの原型が出来上がった。環境

に配慮した「空間構成jプ口グラム一体験獲ワークショ

ップが始まった。

( 1 )東京都関商工例研究会城西大会 2004

小学校図工科の先生方の研究会会場の校庭で fつない

で・くんで・たちあげてj を試行したところ、研究会に

参加した先生方が興味をもたれた。これが縁にな哲、先

図3-2 ワーヲショ、ノプの用具 生方から、所属する小学校の図工科授業「造形ワークシ

72- 2008年住総研「住まいまち学習J実践級会守論文集 9



ョップJの界再催依頼となった。

(2 )小学校授業

2ω5年度から毎年、武蔵野市立境南小学校ほか、図工

科6年生の授業勺「造形ワ←ークショップj を継続して開

催されている。

・境南小学校では主主覧会当日に!家を建てよう!J WS 

が参観者の見守るなか Pおこなわれ、校庭iこ小さなまち

がつくられた。 下校持の I年生・かわいいお客様がやっ

てきて、 16事干の家々に吸い込まれていった(関 3.3)。

見ていた 5年生から1来年は僕たちが出来るんだよね!J 

K予約者が現われた。プログラムはこうしてたくさんの

後輩たちの待ち焦がれるものに育てられた。

1liI3-3 境織小学校 制作者と紡隣者の児童たち

また、学校長の指摘は手唆に富んでいる。 r(16組)ー

っとして同じものができない。子どもたちは、とかくま

わ呼と似たものにしたがりがちなのにJと、建築家の関

わり(触発)への言及がある。

この取り組みは、文科省の f学校への芸術家派遣事業助

成jの制度をうけ、他校でも継続し、開催されている

(2∞6年-)。

・武蔵野市立第三小学校の取り組みでは、先生方と建築

家の試行が現在も続いている。空間ワークショップの事

前学習時織を設け、まち歩きや算数(図形等)を組み込

み、 f造形ワークショップ」を汎用した新たな空間ワ ク

ショップの試みである。

・中央区立城東小学校の積極的な取り組みに協力してい

る。学校上げての展覧会に事前のWSで制作した作品を

発表することになった。数日間、特別教室lこ作品を燥示

する予定である(結束するゴム輸の状況、安全点検など

メンテが必婆になるが)0 1人の児童の作品発表には6人

の参観者が楽しみに待っている時代である。学校での新

しい試みが生まれている。 (5章参照)

( 3)子どもたちの声

武蔵野市立桜野小学校では、造形ワークショップ後、

児童の感想が、日年生の各担任と図工科の先生のご指導

で寄せられた。『慣れるとゴムで木と木をつけるのが楽

しくてすぐに夢中になりました。{自のグノレープとなるべ

一73

くちがう形lこするために、いろいろ工夫するのが少しむ

ずかしかったです。でもちゃんと自分遼オリジナルの家

ができたのでうれしかったです。そして友達と協力する

こと、工夫することがとても楽しいことだと改めて感じ

ましたH家を建てる時はどんな家になるのかと i智、って

ドキドキしていましたH最初は楽しかったけどだんだ

んつまらなくなったけどこわすのは楽しかったですj

f建築正仕事に興味をもちましたjl幼￥新鮮な感動をも

ったようすや思いがけなし、子供たちの驚きをしることが

できた。

4. 2ω7年度の活動

1 )参加者公募によるワ ヲショップの試み

図4-1 丸ノ肉 kids77スタ発費風景

東京国際フォーラム開館 10周年事業のプログラム提

供・開催の協力要諦を受けて、 JIAは子ども fまち・た

てもの・くらしjづく哲学留の一環の「空間ワークショ

ップJ(jgJ 0)と「塗9壁ワークショップJを建築家と

関係者のボランティアでおこなった。ここで、初めての

参加者を公募する試みをしている。主催者の f丸の内キ

ッズフェスタJのホームベージ上からの申し込みを受け

付けた(当日のドタキャンも多く混乱した)。 お盆の難

問、丸の内地区を子どものための待問lこ提供しようとい

う開催者にとっても初めての試みであった。秋に予定の

JIA建築家大会のプレイベントに位置づけられたもので

ある。

参加者は公募者5総と、地元(千代田区、中央区の教

育委員会と小学校の協力)3綴の計8絡の家を協力して、

たちあげた。当日初めて出会った子どもたちの共同作業

を心配していたが、中日憂で、およそ 20分もすると子ど

もたちは打ち解け、一緒に制作していた。会場のギャラ

2008 年住総研 f住まいまち学習J~走路線舎・輪士集 9



リ一棟の案内空間は、 8越の吹き抜けの大空認であった。

各作品は、天に伸びる空間構成が多くみられた。

2)リセの児童量の参加-JIA建築家大会2007

f環境の世紀と建築家jのテ…マのもと、プログラム

の一つに、子ども fまち・たてもの くらしjづくり学

習のワークンヨツプ(図4-2)を、東京00際フォーラム

の会議室でおこなった。地元、学校関係者どの協働で4

組の児童と WSを開催した。そのなかに、リセの児童の

参加があった。日本の子どもたちの制作詞様、 リセのグ

ノレープも協働して作品を完成させていたけセの先生の

引率、協力があった)。

( 1 )ものづくりからコミュニケーション八

調4-2 世界の子どもたちのコミュニケーションツール!こ

秋のJIA建築家大会東京では、リセの子供たちも参加

した。参加したのは4人だけでしたが、 チームをつく

ることができました。今回立チ…ムがす校単位か、チー

ムのメンバーが友達で参加しても、たのでコミュニケーシ

ョンをとりやすかったようぜす(フランスチームに楼主主

り担当が唯一日本人の子でしたので、彼は戸惑っていた

ようだ)。

この計磁の目的を建築家から考えてみると、ものをつ

くる楽しさを子供たちに知ってもらいたいということと、

使ったものを元に戻すという非常に日本約な考えです。

二点とも子供にとって非常に有意義でしょう。重要なこ

とはこのことを通して、ひとつのものをつくるのには一

人で作るよ世もみんなでアイデアを出し合って作ったほ

うがもっと函白いということを子供たちに感じてもらう

ことです。その点ではチ』ム作りの段階でもっとミック

スとしたほうが証言自かったでしょう。特に日本の子供の

環境を考えると知らない子供とどうやって会話をしてい

くかものをつくることを通して感じ取っていければよい

のではないでしょうか。与えられたテー7についても異

なった環境で育った子供たちが少しの言葉の持著書はあっ

ても話し合うのも有効でしょう。

反省点としては、やはり大人のベースで進められてい

て、もう少し時間をかけてやれたらということです。で

きたものを見ながら、お弁当をみんなで食べるのも良か

ったのではないでしょうか。

今@]は学生に記録係として参加してもらいましたが、

彼らに十分任せられるでしょう。今の学生はあまり具体

的なものに触れていないので非常によい経験でした。

今後は様々な君主代のコミュニケーションのツーノレとして

活用していくことが可能ではないでしょうか。

3)中央1&立城東小学校のワークショッブ

(1) 減策小学校参加の経緯東京国際フォーラムキッ

ズフェスタに JIAがf子どもggf笥ワークショップJ(以下

WS)開催協力が決定されるに伴い、 JIA中央地域会は

区の教脊委員会lこWSの意図を説明し、区内の小学校に

協力を依頼した。その結果、城東小学校のみがWSに積

極約な興味を示し、 8月に開{寵された KIDSブェスタに 8

名の児童が参加した。この持のWSに児童、先生また見

学した保護者から非常に高い詳細を頂いた。引き続き、

10月に言語惨されたJIA建築家大会でのWSにも織東小学

校の児童が参加した。特に凶1科の先生がこのWSの内

容と可能性について大変な興味を示し、早速小学校ぜ必

要な角材等を務透した。これを受けて、 JIA中央地誠会

から先生にその後の活動内容を打診したところ、年度内

iこ2凶WSを学内で隙催したいと申し入れがあり、その

第 1I浅(図 4-3)を 12月 19flに開催した。

(2) 城東小学校の概要東京都中央区立城東小学校は

「中央区立日本橋城東小学校(明治8年費IJft) と中央区

立京橋昭和小学校(昭和3年創立}が廃校の上合併し、

l日京橋昭和小学校校舎に中央区立城東小学校として新

設j (向校ホームベージより)された。校舎は関東大震災

後昭和 4年に建設された物で、殆ど当時のまま使用され

ている。東京駅八薫洲口という業務地区の中心に{立賞す

るため、児童数は全校で約 50人強である。

(3) 第 l回ワークショップの企酒既に2聞のWSIこ参

加しているため、校長先生、副l校長先生および図工科の

先生の理解は得られていた。開催日時、参加児童数につ

いて、学校と JIAとで協議しながら際催主旨を纏めた。

参加児叢は 5年生と 5年生の全員計 21人となった。納2

屈の wsには 4年生も参加したが、時期割との関係、道

具と人数の関係、から 5年生と 8年生としたものと考える。

また、前2屈の経験から、高学年にならないとこのWS

lこ必要な児意潤の協調性が難しいとうことも影響したと

恩われる。

(4) ワークショッブのねらい WSのねらいは学校お

よびJIAの経験から下詑とした。

1)建てたい家や活動を自らの課題としてとらえ、友達

と協力して実践する力を育てる

2)木材の総み合わせ方などを自ら玉体的に判断し、試

行錯誤によって問題を解決する力を育てる

3)}司りにどのような影響を与えるかを考えながら大き

必
特
A

巧
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なものをつくることで、社会や環境に配慮するカを

育てる

図4-3作薫風景 一時移動・講評・解体・片付けまで

(5) ワークンヨツプ参加者 5，6年生 21名(欠席者 2

名)、図工科常)11先生、 JIAボランテイア8名

(6) 日時 2∞7年 12月 19日 (水)8:45'12:15 

(7) 第1限ワークショップ概要 21名の児童を3グル

ープに分け、各グループに建築家2名をつけ、小学校の

校庭で各グループ角材大 70本、小 70本を使用して始め

た。煎 2聞のws経験者はこのうち 3名であったo 途中

広休憩、時間は他学年が校庭を使用するため、各作品を端

に寄せるとし寸前代未腐の作業をこなしながら、時間内

に全3グループが完成した

(8) 各グループ作品(殴4'4)概要

Aグループ「マイエラの教会j ゲームソフトに登場す

る建物をテー7 としている。ゲームでの動きからi車想、し

たのか、広がりのある笠間ができた。

自グノレープ IJタワ』ーJ 高いものをつくりたい。 DN

75 

Aのような形としたいとしづ発想から、角に柱がない、 3

層の独特のタワー時ができた。

Cグループ fスターなトイレ」 最初は星の形を作りた

し、から始まった。比較的早く外の形が完成したので、中

にトイレや台所なども作った。

fマイエラの教会J

顕4-4各クソレープの作品

(9) 講評と自己評価概要 ws後修了誌を作成し、年明

けに児盆に配布した。修了証には建築家の口メントを記

載すると共に、業しさ，協議性，カ強さ，自主性， i獲し

さ，独創性の8墳自からなる児童の自己評価レーダーチ

ャー卜を載せた。これら項目はwsのねらいに下記のよ

うに概ね対応することを説明し、児まが自己評価をする

機会としている。

1)建てたい家や活動を自らの諜態としてとらえ、友達と

協力して実践するカ(→自主性・協調性)

2)木材の総み合わせ方などを自ら主体的に判断し、試行

錯銀によって罪号車置を解決するカ(→独創性・力強さ)

3)周りにどのような影響を与えるかを考えながら大きな

ものをつくることで、社会や環境に配慮する力(→美

しさ・優しさ)

(10) 児童の自己評価分析児童が書いたレ ダーチャ

…ト数値の結果を表 4']に示す。各児叢によって点数の

っけかたの甘い辛いがあるので、下記2種類の処濯をし
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て分析(表4・2)を試みた。

分析A 各児童量の最大評価点の項目を 1点、最低評怨点

の項目をー1点、中間は0点、とし、項居ごとに集計した。

分析B 各児重量の平均点を算出し、平均点からのま患を項

目ごとに集計した。

この結果、グループAは f協調性j が高得点、 f優しさ」

が低得点、グループEは f独創性jが高得点、 f自主性」

f優しさ jが低得点、グループCは「独創性jが高得点、

f使しさjが低得点となった。この傾向は分析Aおよび

分析Bの結果が一致しているので、両分析は基本的に同

じものを分析している結果となった。

褒 4…2 潟2A平個分析

(最識を毒、最低を療で嚢永)

(11) ワークショップ考察

AグループとBCグループとが対照的な数値となってい

る。すなわち、 Aグノレ】プは自主的に友達と協調して作

業できたが、手虫費削生は~~し、と感じている。他方、 BC グ

ノトープi羽虫費目的な形だが、自主性については自信がない。

これは手伝った建築家の関与正仕方の違いと考えられる。

Aグループは出来る限り児童の自主性を噂重し限られた

時鰐内での創造活動だが、児童の発意を待つ配慮をした

と思われる。他方、 BCグループは生徒の意見をとらえ、

約確な関わりが児議正貴j作力を引き出し、創造性を発揮

させのではなし、かと考えられる。自分たちで形を作った

満足感と新しい形が出来てしまったとしづ感動と、どち

らが良いとももちろん言えない。理想的には児叢が自主

的に独創的な形が出来ることであるが、どのように建築

家が指導していけばよいのか、経験と恩考とを重ねてい

くことが豪華喜と患iう。

また、 3グループとも優しさは低し、得点となっている。

-76 

他の作品との関係性や干士会への配慮は、実際の建築設計

においても難しいテーマである。児意がこのような大き

な作品を作ることでその難しさを感じたことが大きな成

果の一つではないだろう方、

(12) 今後の活動 2月10日に小す校で開催される城東

祭に第 2[ji]WSの作品を展示する予定。

5. まとめ

J 1 A空間WSI立、今、社会から要請を受けての際催

になってしもo 5年目となるが器製鎖も見えてきた。ファシ

ヲテ…ターの役割である。城東小学校の児童の自己評価

蓄を読ひと、独創性は弱し、ものの協調性に高い評価して

いる児童たちからは、発意を[待つ教育j の重量婆さを、

他方、独創性iこは自信があるが、自主性lこは自信がない

eいう児童たちのグバープからは、発言言を約磁lことらえ

た支援が骨i作lこ大きく寄年しているこ左が読み取れたο

ファシリテェ タ iこ、教育にかかわる者としての適性

が関われるむボランテイアの松い手不足ち時におき、 2

グループを一絡に評1当した持もある。今後の設問ワ ク

レ/ヨッブの拡がり、多jj!:代閥のコミュニケーゾヨンツ

ノレに育てるためにも、多i投f"'(の多く方の護参加がしやすい

工夫が求められる。

また、より豊かな f年ちーたてもの・くらしj への考

察力や能力をともに背くむためのプログラムのねらいを

遼成させるためのカリキュラムづくりである。 rずいでl土

授業貸手間枠もあって、切確認f磐 'Jる単体の2世間構成授業

で精 杯である。 f患者を見る、まちをますえる力を縫うプ

ログラムへー属進化をさせる工夫が必繋である。

帰りの車中でスケッチをする。子たちの創った設問を

2次元の図面にするとどうなるのかっと宙でなぞって帰

るこ正がある。子供たちのもつカを、想像力を、背てる

活動の喜びの時間である。

く言語辞 協力をいただいた学校、先生方〉

中央区立械東ノト学校 チ紫家内校長 常JiI英子先生

武線野市立境南小学校小山間務校長児五由紀子先生

武蔵野市立桜野小学校、第三小学校ほか、

これまでお世話になった教育委員会、学校、先生方に感謝を。
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まち遺産をアートで表現する「ニ子五m子供まち遺産j

都市遺産発見を遺した、教育プログラムの構築と実践

伊藤潤一川

♂まち・ものづくりワークショップによる越境ネットワーク広構築ー

キーワード 1)子供まち遺産 2)アート表現 3)都市環境学習プログラム 4)ワ』クンヨツプ 5)越鋭ネットワ…ク構築

1 はじめに

市民参加によるまちづくり等の行為が活発に行われる

ようになってきた現街、その都市及び建築行為に隠する

市民の視線は鋭く、広い祝疫が求められている。そうし

た中で、機々な世代の地域住民が、都市における再演発

や公共空間の繋備プロセスの中に積糠的に介入し、行政

や大手ディベロッパー主導の凋発行為へ提言を行える環

境づくり、意識の向上といった河側面の構築が必要とさ

れる。

しかし、こうした提言は、単に地域における有識者や

まちづくり団体、協議会、市民活動陸体と行政・開発者

側によって進められる、いわゆるトップダウン式によっ

て協議・決定されていく現状がある。本来i土、地域が現

実的に抱える問題への実践的なアプローチを試みながら

も、地域住民だけでは解決殴難で複雑なパワーバランス

によって露呈しない人々の意見、発言力のない子供やお

年寄りといった人々の思いを顕在化させられるボトムア

ップ式のシステムを構築しなければならない。

本研究i士、埋没した f声無き声(サイレント・ 7 ジヨ

リティ)Jを如何にすくい上げるか、子供逮を通したワー

クショップの実銭によって、ボトムアップ式の都市環境

学習プログラムの構築をテー?としている。

本論では、東京都世田谷区二子玉)11商応街において、

隣接するg立二子五)11小学校の子供遼と、 2007年3丹

17日、 12月8自の2度に渡って fまち遺産をアぃトで

表現する」ことをキ}ワードとして実施した f都市の持

続性を考える~才能の芽を育てる体験学習・二子玉川ま

ち・ものづくりワークショップj の実施までの過程と内

容、及び成果について報告する。

2.二子玉川商j苫僚の現状とワーウショップの概要

東京都世田谷区二子;E)III土、近年、駅前再開発が盛ん

に行われている地区である。その歴史は 1969年、二子玉

111駅間口に大製ショッピングセンター玉川高島屋が出活

したことに始まり(写真 1)、現夜路面には高級プラン

-77-

ド!吉が主主び、恰も銀鹿や海外の高級ブランド衝の様相を

主主している。釈東側も再開発が始まり、 2様の高溺タワ

いから有毒成される大規模な務居地域圃ホテルの建設が進

んでいる。(写真一 2)ここ数年で二子玉I11のまちの景畿

は劇的に変化し、利便性機能性が向上する反箆、二子玉

川|の古き良き源風景は加速度を増して失われつつある。

写車一1二子玉)l11!R麹ロ玉)11高島慶

写真ω2 声高層ビルが立ち並ぶ駅東口再開発事業完成予想沼

本論の舞台である二子玉川は、発展と衰退というこ様

化型袴開発地区のーっと言える。後者である二子玉川商

庖衝はその昔、玉川電鉄の中耕地釈があり(東京都心部

に砂利を運搬したことから砂利篭などともよばれた。)商

庖街は寺社の参道として胸底が発展した。二子玉川住民

の生活と癒着した商f占街だったが、叡納得関発を契機iこ、

"東京大学生産技術研究所 博士観程

伊藤潤一建築都市設計事務所主宰a 畳知産業

大学ー構酷奨術短奴大学 非常築設講師e

態勢建設計噌デザインを持う一方で、ワ クシ
ョップなどの実臨を過して、簡づくりプログ
ラムの構築などを行っているo
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人々が釈前の大裂ショッピングセンターで買い物をする

ことで、衰退を余儀なくされている。二子玉)11小学校は

この商庖衡の中心部に位置し、小学生の重量下校の通学路

となっている。(劉 1)子供達にとってこの蔀府街はま

さに日々の生活の中にある源風景であり、そこにあるモ

ノ・ピト・コトと沈つながりは、子供遼の心をつくって

いく場なのである。
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この二子玉川瀦1百街を舞台に、二子三郎11小学校の3年

-6年生までの子供慾が、商rn街のまち遺産をフィーノレ

ドワークによって調査し、考え、話し合い、自分法が大

人になっても残したい高成衝のまち遺産を r二子五)11子

供まち遺産j として認定する。

更に、その遺直筆名i土子供達が自分自身で考え、自身の

認定したまち遺産をテー?としたキャンドノレ(アート)

をつくり、遺産をアートで表現しようとするものである。

最後には荷1吉衝の一角を借り、務rn主・地域住民・学

校関係者・父母などを集めて「二子玉川子供まち遺産認

定式j を行い、子供遼が自分遠の言葉で、未来まで残し

たい街遺産を発表する。

このプログラムの主設を僚潔にぎうならば、子供たち

に普段は見過ごしてしまう自分自身の街の良さを再発見

してもらうこと、その衝の良さを遺産として永く大切に

してもらうこと、そして、その湯浅をアートによって表

現することで地域や世代、立場を超えた多くの人々が諮

り合える共通言語として、内外へ広く発信してもらうこ

とにある。

本ワークショップでは、遺産発見を通した学習(アカ

デミック)と、表現すること(アート)を悶輸において

構成されており、どちらに比重を置くものでもなく、で

きるだけ等価であることを目指した。

3 ワークショッブを開催するまで~準備期慌を通した、

大人たちのワーウショップ

ワークショップの開催には、結果的に約 1年の準儀

場開を要した。各地でボランチィア活動などを行ってい

る世田谷区二子玉川夜伎の小田浩さんから、ワークショ

ップ開催の相談を受け、二子玉川!のワークショップの企

衛書を作成した。

もちろんこ正企画には、小学校、指定街、地元地域会

の協力が不可欠であったが、双方に知り合いもいなけれ

ば、栂談する宛てもない状況であった。その中で、偶然

務r6'衝に古くからある理髪活のご主人がワークショップ

の企画に害空間し、「ふたこのよいこサボ}ト隊J(※以下

サポート襲撃)という、二子玉)1I!j、学校の父母会をご総介

いただくことになった。

このサポート縁とは、学校と連携しながら、週末に工

作教室などの体験学習を行っており、まさに地域の顔と

なっている方々である。当初ワークショップの機催に難

色を示した小学校側も、サポート隊との連携を行うこと

で開催へ前向きな姿勢をみせた。ワークショップという

聞きなれない言葉に困惑しながらも、サポート隊との協

力関係によって、ワークショップは実現へ向かうことに

なった。

当初、総合学習の時間を利用してワークショップを行

うことを提案していたが、統lこ小学校r;;年間スケジュー

ノレは決定しており不可能であった。こちらで考えていた

継続的なワークショップは開催できず、遜末一日をつか

った自主参加製体験学習として佼震づけられた。

そして、プログラムを一日に変更し、具体的な作業が

始まった。この時には、アート部門を担当してくれるデ

ザイナーの源潟揚子さん、まち写真の撮り方を子供達へ

教えてくれる写真家の小野岳母さんなど、ア』卜部門の

等門家もチームlこ加わった。そして、ボランティアの大

学生チューター達(子供達を実際に指導する役)も加わ

り、週一日の勉強会を行いながら、小学校、サポート隊、

父母会、小学校OB会、地域会などの方々にワークショ

ップの意義や考え方などを説明していった。

更に 軒惇干言語肢を隠り、協力を要議しながら、事前

インタビューを行ったo こうした事前準備の中で双方の

信綴関係、は深まりながら、地域について多くのことを語

り合う場ができあがっていくプロセスが重要である。ス

タートから半年。暗中模索のなかで身動きがゼきない状

態から、協力者や賛向者が一人また一人と現われ、いく

つのも困難な状況を乗り越えていった。

もちろん、すべてが順調に進んだわけではない。まず

問題となったのは開催主留について大人途が互いに理解

しあうことであった。本プログラムでは子供達に5つの

スキノレを学習してもらうことをテャー?として挙げた。

①導入~まち遺産という概念会浬解する。

Gi:観察~普段は見過こaすそ/・コトiこ院をとめること。

cr発展~未来見通し、考える力を養うこと。

④表現~自身の思いを、表現する手段を修得することo

~発表~感じた何かを他者へ伝えること。
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このワークショップでは、子供達が筏とどのように対

持し、感じるかが大きなキぃポイントである。iE解・不

正解は存在しない。しかし、子供遼に伝えたいことはあ

る。その伝えたいことを、言葉にせずに子供遼に感じさ

せることこそが難しい。フィーノレドワーク(=まち遺藤

発見)を通して、自分たちが生きる場所を見つめなおし、

普段感じないなにかを感じ、欄み取ることに主軸がある。

しかし、勉強会の席ではどうしてもキャンドルづくり

という、モノづくりの話へ興味が終始してしまう傾向が

あった。普段行っていた工作教室の延長線主として、モ

ノづくりワークショップを考えている大人がほとんどで

あった。大人達自身が考えることを避け、論じ合うこと

を避ける傾向があった。それは、改めて自分の街につい

て論じることへの気椛、ずかしさというものだけでなく、

伎民だけが知る街のパワーバランスに触れなければなら

ないことへの嬬鰭があったように見えた。しかし、子供

達へ衝の良さを伝えるためには、大人達自身が衝の良さ

(等価において悪さ)について、互いにま講じあい、考え

あう必要がどうしてもあった。だからこそ、衡の住人で

はない他者の介入によって、その力点、をスライドさせる

必要性がある。

そこで、私たちは二子玉川!の衡の癒史勉強会を始めた。

E甘い写真を集め、議席街の普の姿を語り合ってもらう。

時には郷土史会の方に講義をしてもらい、時には大人た

ちがもっている二子玉川の源風景を諮りあってもらった。

その時から、少しづっ勉強会の雰密気は変わり、衝につ

いての積極的な議論がおこなわれるようになった。

この道は、何のためにできたのか、何故あの屈はなく

なってしまったのか。この待甥の商1苫衝はこんな風に活

気があった。あんな題白い人が住んでいた。

窮屈一軒一軒を剖つてのインタビューも本格的になっ

た。その屈の震史や当時の務f吉衝の様子を凋く。写真を

引っ張り出してきてくれる。街へのd怒いを諮り始める。

衡の変化を嘆く。二子玉川!はこんな街になってほしいと

未来を諮り始める。子供たちへ符を伝えればいいのか、

としづ合言葉l士、何時しか大人たちのまち遺産発免ワー

クショップが自然発生的に始まってし、た。そして、準備

期間は終了した。

4 ワーウショップ当段~導入 まち遺産って何?

朝9持30分iこ理科室に集合。まずはワークショップの

説明とメンバ」紹介、そして、「まち遺産発見って何

だり j と題された街単な全体講義をする。(写真一 3) こ

こでは短時閣の潤に、子供たちにまち遺産といったもの

をできるだけ分かりやすく、楽しく説明L、そチペーシ

ヨンをあげさせる必要がある。その後、 4---5名がグノレ

ープとなり、大学生チューターとサボ』げまの指コ草員が

それぞれにつく。
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草真叩3 rまち遺産って偶だ?J、講義で遺産についての

基礎知識を伝える。『まちの宝物を探そう!J 

商庖街を4つに区切り、その中が担当地域となる。(図

-1 )大学生チユ}ター遼は、まち遺産や二子五)11につい

て、子供達により近い回線で、内容を噛み砕いて説明し

ながら、子供達の意Jl.をすくい上げる。チューター(ス

タップ)はこの 1年間、この数時癒の為に二子玉川に通

いつめている。そして、子供達に何を伝えるかを日々議

論しながらテー?を決め、時間配分や子供達への説明の

仕方を話し合い、 9ハーサノレを重ねている。

しかし、こちらが意図していることから再量れていくこ

ともある。その時には、決して意磁的に結論を誘導しな

いことも決めていた。子供遼自身が感じていることを教

えてもらうとL、う姿勢が慕本である。なぜなら、子供遼

は衝について最も良く知っているという共通認識がある。

このワークショップi土、子供達に大人たちが教えると

いう一方向のベクトノレではない。ワークショップの経過

とともに、子供達から大人達が教えられるという、ベク

トノレの逆転が起こることがE重要な意味をもっ。 fある日

現われた大学生のお兄さん、お姉さんに街の良さを教え

るんだりという意識が子供達iこ芽生えることで、子供

達の衝に対する意識は変わる。受動的姿勢が能動的姿勢

に代わることを甥待していた。

子供達の興味を持続させる、いくつかの仕掛けも用意

した。子供達の為にまち歩きパックを作った。中にi士、

まち歩き地図、チームごとの色違いのシール、パンダナ、

メモ緩や色ボーノレベン、街遺産データシぃト、キャンド

ノレの作り方シート、デザインコンセプトシートが入って

いる。講義も単に遠藤の講義だけではなく、写真家によ

る、まち歩きで写真を撮る際lこ、上手に桂f遠藤の写真を

撮れるコツ講義も用意した。これは父母にも好評だった。

写真-4 チームごとにディスカッション

2008年住総研「住まいまち学習Jj足踏報告論文集 9



5 まち遺産発見-rモノ j と fコトjの発見

午後、子供遼が寓!苫街のフィーノレドワークにでる。

人一つ、まち遺産を探しにでかける。チュぃターと共に

チームごとに区切られた範囲の書道活街を一軒一軒回り、

f苫主にインタビューをする。(写真 5)そして、データ

シートを作成してし、く。デぃタシートの質問は、基本デ

ータとして各商1吉の歴史、写真添付があり、そrJ:他はチ

」ムで話し合いながら子供遼自身で質問を考えた。

このフィーノレドワークをもとに、子供まち遺産として

残したいそ/・コトを見つけ出し、それぞれが 100遺

産j といった遺産名を考えなくてはいけない。この遺産

の特徴は、見える遺媛、見えない遺産という 2つのどち

らかにO印をつける欄がある。(両方という選択肢もあ

る。)

つまり、子供遼が遺皇室を決定し、命名する上で、物理

的な聞に見えるモノだけではなく、自には見えないコト

(行為など)も遺産として認定することができるよにし

た。子供達は[見えるモノJと潤狩に、日々の生活で「感

じるコト」をフィーノレドワークで再発見することを期待

したのである。これは、通常の遺蔑という概念とは巽な

る。しかし、衡にあるアクティヴィティとしての行為自

身が遺産として認定されることに、この「子供まち遺産J

としづ概念の大きな意義が存在すると考えた。

普段は入らないクリーニングショップや電気屋さん、

魚属やお米慮、婦人被屋・・・お母さんと一緒にはよく

来るお府、でも、見知ってはいる人だけれど話したこと

がないお成、そして、入。そんな応に今日は入ってみる。

そして話してみる。 fこのお応は、いつからあるの ?J

iなぜ、ここにお1苫をだしたのワ Jr二子五)11って、普は

どんな街だったの?J r何が変わったのつ変わらない

の引、子供達の街lこ対する興味は尽きない。

写真 5 まち歩きイン告ピューの棒干

写真-6 作成されたヂ一世シート~お1吉の写真だけでなく、

人を入れた写真を撮った子供遣が多かった。

8 まち遺獲の名前を考える~本質を端的に表す

学校lこ戻り、チームごとに議論しながらデ』タシート

をもとに「子供まち遺廃jの名訴を考える。名前l土、チ

ューターやチ』ムみんなが紡尋するものでなくてはなら

ない。学生チユ}ターやサポート隊も加わり、遺産名に

アドバイスをする。(写真 7)遺産の名前は、その践の

本質を端的に表さなければならなしづ昔、苦心する子供達

も多かった。何より、夕方には自分が命名した遺産名と、

その理由を、認定するお活や鴎活街の人遠の訴で発表し

なければならない。資{壬重大であることを子供達もしっ

かりと認識していた。チューターと子供遼l士一つ一つの

遺産名に議論をE重ねて決めていった。

7 まち遺患をアートで表現する~キャンドルづくり

そして、プログラムのもう一つの柱である、まち遺産

をアートで表現する、牛乳パックを利用したキャンドル

づくりを行う。(写真 8)各自認定する遺産をキャンド

ノレへ表現をすることをテ-"'1'とした。まず、底方体のキ

ャンドノレ4笛にどのようなデザインをするかを、コンセ

プトシートにスケッチする。その遺産が侭のお1古か-Ej

でわかるように工夫しなくてはならない。遺重量名もわか

るようにした，¥大切なのは、おじいちゃん、おばあち

ゃん、自分より年下の子たちゃ、外閣の入、二子玉)11(こ

住んでいない人、衡j苫衝を央uらない入遼が見ても分かる

ように表現することだった。{写真 9)キャンドル密身

も君主製品を使うのではなく、ロウを溶かし、牛乳パック

へ流し込んで冷やしたオリジナノレを制作した。校長先生

や担任の先生も休日返上で学校に現われ、キャンドノレづ

くりのロウ溶かしを手伝ってくれている。そのキャンド

ノレiこ子供達l士、思い思いに絵の具や折り紙などで街遺産

を表現した。

在)写真一7 模型を慌に遺産名をみんなで話し合う

右)写築山8 遺産キャンドルづくりの綿子

写真 9 完成した子供まち遺産のキヤ〉ドル
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B 二子玉川子供まち遺産認定式~発表会&パティー

そして夕方。いよいよ f二子玉川子供まち遺産認定式J

の発表会である。

言語j苫街の A 角を借り、ギャラワーの前で、子供達一人

4 人が自分の認定したい子供まち濃度の名前と理由を発

表寸るο ここにも仕掛けを用意した。大きな商活街の街

模裂を制作した。お底の大きさは了度、子供達のキャン

ドノレの大きさ。子供達は発表後に、自分の作ったキャン

ドルを、遺産に認定した場所に置いていく趣向である。

合つ、またーっと模型に子供まち遺産のキャンドノレの

灯が燈ってし、く。(写真一10)集まった商成衝の宿主、父

母、父母会、 OB会、郷土史会、役III谷区溺係者などが

見守る中、遺産I'i'名は発表されるたびに歓喜や驚嘆の戸、

拍手が沸きあがる。遺濠iこ認定された庖主のおばあちゃ

んが照れながら、そして嬉しそうに微笑んで、子供遠の

発表を見守っている。

「八百屋さん、いつも新鮮なお野菜をありがとう。二

子玉)11新鮮遺産に認定します!J f花屋のお姉さん、笑顔

遺産に認定です。 Jf魚屋のおばあちゃん、いつも学校帰

りにお帰りと声をかけてくれてありがとう。愛情遠藤に

認定します。 JfOOs主続の先生、私たちの健康をいつも

見守ってくれて、元気でいてくれてありがとう。生き生

き遺産に認定します。jなどなど。愛情溢れる「二子五)11 

子供まち遺産jが生まれた。 (B喜一2、図 3)
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写真-10 二子宝111子供まち遺援へ認定:キャンドんを模型へ

認定式のあとは、集まった多くの人たちとパーティー

を催した。ジュースで乾杯。(写真一11)父母会がサポー

ト隊が照意してくれたお汁粉で温まりながら、遺産に認

定されたお底の御主人が、認定した子供に話しかける。

辺りが薄く階くなり、街模型の燈ったキャントソレの灯

りがゆらゆらと揺らめきながら、子供達のメッセージは

はこうして大人たちへ伝えられた。

写真寸1遺産認定おめでとう。 みんなで鉱杯!

部司3 第2留エ子玉JlI子供まち遺護(総枠)

場所 遺産者 理回展

車馬 安心・綴れる量産 二子玉川出入!こ合わせた、地
元の華麗さん。安心輔れる

内科車院 生き生き遺産 先生が生き生きしていて、世
毘の韓民草を見守っているa

寿司躍 寿司大好き遺産 由主さんのお寿司への情熱
をとても感じる2

銭過 なぞ遺撞 銭識は行かないので、いまま
でゆは畿の場所だった。

E高麗 世代遺産 現2代田島主で、晶子、高と
畳け輔がれる予定でスゴイ

荷車会館 協力遺産 荷車曹について話し合い句協
力しあう拠点だから。

自転車屋 若ながらの韓人遺産 職人IIJ¥司i首主。世毘の多く
iι ここ由自転車麗を利用ヨ

理窟 作}も苔わずにわかる 害が乗ると{可も君わずL、1ま
遺産 しいものがわかるらしい。

製車車 霊情込めた手作り遺 つつT寧L、費情込めて
寵 手作りしていることに畢勤

葺容室 申り向パラ遺産 謹聴で璽上がゆり・パッ鴎l二
なっていて、閤れたオアシス

精米措 お米ありすぎ遺産 性民由口にあった種類と量
にピックリ。ありすぎつ 2

光学機器 胃カメラ顕微輯遺産 禽カメラを際ヲをした畳寓盟
多数の研賀商ー

濁畠 花水木ヨロヨロ遺産 一子玉)11にちなんだ花水木
というお濁があるa
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9 ワーウショッブ終了後

~二子3tJII子供まち遺獲MAP'遺産シール&獲示会

ワークショップ終了後 3つの試みを行った。 一つは、

子供遼が認定してくれた遺産を「二子五)11子供まち遺産

MAPrにまとめて、街活街や地域{主民の方々へ配った。

(写真 12)もう一つは、選ばれたお践には、スグッフで

遺藤認定シ』ノレを作って!百頭にEよってもらった。(写真

一13)ワークショップを、一過性のイベントとして終わら

せてしまうのではなく、こうしたもので、常に自の触れ

るものとして記憶を風化させないようにしたいと考えた。

ほんの小さなコミュエケーションのツールであっても

よい。データシートもまとめて冊子として、郷土史会の

資料のーっとしてもらう。ワークショップを側象として

言記録することも行った。

3つeB立、展示会の実織である。当日ワークショップ

の照催を知らなかった入。来ることができなかった人の

為に、駅前の銀行の一角をかりで、パネルや模型、ヤン

ドノレ、データシートなど資料の展示会を行った。二子三E

)11地区の{主民はもちろん、それ以外の多くの入途にこの

活動を知ってもらい意見をもらうことを目的とした、

左)写真一11 二子玉川子供まち遺産MAP

有)写真斗2 二子五)11干供まち遺産シール

写真 13 キャンドんが並んだ街様裂

10まとめ~越境ネットワークの構築

子供達にとって、見知ってはいるけれど、話したこと

がないQ こうした近くて速い大人と子供の関係が都市に

は蔓延っている。そんな、籾く切れそうな糸を、このワ

いクショップでは見える糸に変え、お瓦いの環係を認識

するきっかけとなる。

遺産というキーワードは、子供達が都市や街の中にあ

る大切な心の場所を見つけ出すツーノレであり、アートi士、

見えない心を見えるものとして、お瓦いが語り合うため

の言葉である。

当初、私達は衝の中にある古き建物や自然、歴史の中

に遺産を見出してもらうことを考えていた。しかし、子

供遼が米来へ残したい、受け継ぎたいと選んだ遺産は、

笑顔であり、愛情であり、安心であり、ふれあいであ

り・・・・その多くは人々の営みやコミュニティの中に

ある自に克えない、物言わぬものだった。こうした、闘

に見えない関係伎を子供達は未来へ残したい大切な遺産

として、しっかりと感じ取り、闘に映したのである。

子供達の遺是正の多く l士、人に向かっている。これこそ

が、均一化した都市に喰ー残された衝のアイデンチイテ

ィーであり、その織をその街たらしめるものである。

「遺産j とし、う言葉を口iこした線開にそのイメージは

アカデミックで堅い。しかし、 fアート」という言葉がつ

くと、少し柔らかく人を受け入れるような感じになるの

ではなしゅ~このワークショップでの試みは、アF トを

媒ブトにすることで、埋没したまち遺皇室や都市遺産の本質

を抽出しながら、遺産 z アートの寵換によって、権滅的

な遺産選定とは異なった価値観で、世代や立場を超えた

人々が語り合える共通言語を見出し、ワークショップ構

築のプロセスを通じて、互いがつながりあえる越境ネッ

トワークを構築することにある。そうしたネットワーク

の構築プロセスこそが、ザイレント・ 7 ジョリティをす

くい上げるボトムアップ式の今後のまちづくりのーっと

なることを期待しながら、今後も活動を進めて行きたい

と考えている。

〈参考文献〉

1) 伊藤潤ー他都市遺産・資産発見を通した、教育プログラ

ム構築の実践 小学生と大学院生のワ」クショッブ I1まく

らはまちの探検隊JW r住まい・まち学習」実践報告・論

文集 7~ (2006年lOJl発行)

2) 伊藤潤ー寄稿「まち遺産をア}一トで表現する~子供遣と

まちの持続性を考える」こども環境学会 Vol.3， ppl08---

109，2007.9 
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セルフピルドコンテスト・アーキファイトによる交流・創造園競技の場

キーワード セルフピロレド犬学生コンチストアーキファイト

1 なぜv セルフピJL-ドコンテストか?

建築系学生にとって，大学時で競う卒業作品コ

ンテストに対する注目度が，年を追うごとに高ま

ってきている。学習プログラムの集大成として制

作した作品を競うことで 4年陪学んだ設計のカ

を試すことができるからである。しかし，卒業ま

では，各大学の用意するプログラムで学ぶ学生に

とって，コンベに参加する以外，他大学の学生と

設計を競う機会がほとんどない。

だからこそ異なる大学の学生向で，情報交換し

ながら建築に向き合う姿勢や価値を議論すること

は，貫主主な機会となる。しかも卒業段階ではなく，

むしろ学びの途上で体験してこそ主主要であろう。

また，成果物だけでの評価，紙面だけでの評備で

はなく，生身の状線で競う@関と5寺院を共有する

ことが可能ならば，より効果的である。

大学生らしいエネルギーを，建築を作る知恵と

体力を通して，ぶつけ，競うことはどんなプログ

ラムにも代え難い。考える楽しさ，倉Iる楽しさの

経験を通じて，建築を作り上げるプロセスを純粋

に楽しむことはできないか。学生隠士で建築を巡

る話に花を咲かせられないか。大学の教育プログ

ラムと，日常的状況から離れて，お祭りを立ち上

げられないか。建築領域のロボットコンテストは

できないものカミ。

そうした議論を積み重ね，たどり着いた結果は，

学校対抗の短期集中裂のセルフピソレドコンテスト

(アーキファイト 2007)である。

2.本穣の羽約

本格の目的i土，建築学生によるセノレブピ、ノレドコ

ンテストの計画と実施についての概聖書をまとめる

とともに，アーキファイトのねらいに沿ったプ口

グラムが，参加者にどのように受け止められたか

を総括しようとするものである。実施後，参加者へ

インタビューと質問紙望書によ廿，回答を得た。これ

らをもとに，プログラムの意図である，創作，競技，

交流についての効果を検証するものである。

4ゆ尚書也判 杉野みどり叫

大角正樹叫安fIlj帯幸村

香)1修三判近藤亜弓叫

鈴木賢-*'力l醸貴英判

3. アーキファイ卜の獄婆

コンテストの企薗は，建築を学ぶ学生 10名を中

心とする実行委員会が行った。建築学生による建

築学生のためのコンテストである。企画運営にお

ける大学との協働，コンテストへ複数大学が参加

することの意義から，まちづくり交流拠点として

の役叡をまEう名古屋都市センターがアーキファイ

ト2007を事業として主催したものである。なお，

実行委員会は，だがねランド 2007実行委員会(だ

がねランドについては，深津真環他『まち創作と体

験の場としての「だがねランドJ~ r住まい・まち

学習j実践報告・論文集 8，平成 19年8月， pp.69-74

参照)を兼ねている。

コンテストの日時は， 2007年の8月16日の 14:00

から翌 171'1の 14:00までの 24時間。名古麓都市

センタ…の大研修室を会場とした。

テーマとして“素材×光 Small Kid' s Space" 

をE掲げ， 24時間で，子どもが入って遊ぶことのでき

る3次元の夜間を 1チーム 27]同の材料費の範闘

で創り上げ，その出来映えを競った。審査は，ユ

ーザーの立場として同特開催中の「子どものまち

づくり体験ワ…クショップ，だがねランドJに参

加中の子どもたち(大半は小学生)と，専門家の

立場としてセノレブピノレドやワークショップを実践

している建築家，曽我部扇史氏(みかんぐみ)に

依頼した。

参加募集については，アーキファイトが始まる

2ヶ月誌にチラシ(図 1)を制作し，募集を開始。

9大学 11チ…ムが集まった。競技前iこはあらかじ

め事前説明会を開催した。なお，当日の実施にあ

たり，社団法人日本建築家協会東海支部愛知地域

会(以下 JIA)の後援を得て，アドパイザーという

形でのサポートを得ることができた。

水2名古厩市立大学大学院芸徽工学務究科 樽z課程前鍛2年 米 1名古屋市立大学大学卒発動術工学研究科 樽土務穂積絢2

*'名倉履市立大学芸術工学協"手

*'名古屋市立大学芸術工学研究科教綬憾士(工学〉

" (財〉名古屋都市セ〆タ

3
 

Q
O
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4.コンテストのルールと意図

1 )光と素材を工夫した子どものためのスペース

制作課題として，子どもたちが中に入って楽し

むことのできる空隠を，素材の使い方と光の扱い

方を工夫しでつくることを求めた。二子どもたちが

実際に使って楽しめることと，建築的な観点から

の面白さを評価することとした。

2)一昼夜24時間制作

指i作時間として 24ft寺凋という時間市1m艮を設けた。

制作のポテンシヤノレを持続するのに，心身ともに

適度に緊張感を維持できる特薦スパンであると判

断した。短期決戦で結果が得られるため，制作lこ

対するそチベーションを高詰めることもできる。

会場内には，終了までの残存時聞を 1秒単位で

表示するデジタル待計を表示した。

また嗣i作物の言十爾，設計l士事前作業を石?とした。

3)材料の調達

各チームに材料費として2万円を綬度に支給し

た。安価に入手できる材料を効果的に構成する発

想力を試そうとしたものである。もちろん無料で

調達できるものはその金銭的側鍍に潔わらず使用

を認めた。材料集めは，セノレブピノレドの重要ポイ

ントである。

また，コンテスト会場が屋内であるため，資材

搬入において搬入可能サイズを 1600X 2200 X 2200 

とした。また，搬入のための資材への加工を許可

した。

4)制作物の形態制限

作品の平面的大きさに関しては，会場の広さと

時間の制約などからおよそ 1坪が妥当と判断した。

1坪と表記することにより，作品の形状に対して

四角という幾分かの規制概念がうまれることが予

損IJされたため，外j建7mとし，多様な形状が制作可

能であることを意識させた。また，高さ方向につ

いては会場の天井声高が 3.5mであるため，余裕をも

たせ3mとした。

5)移動可能性

作品はコンテストの運営並びに子どもの利用に

践する配慮から，移動可能であることを求めた。

6)作業スペースの制限

会場の広さに限りがあるため，制作用スペース

として総作物の約4f音の約 15rr1を限度に，各チー

ムに害IJり当てた。

7)事前総作の禁止

言十麗段階で制作することを禁じた。これは競技

会の 24時間以内の制作において各チームの平等性

を保つためである。

8)安全性の確保

84 

子どもが利用することを日約として制作するた

め，安全般には細心の注意を要求した。コンテス

ト後援の JIAの方にアドバイザーという形で助言

を]貰き，安全性の縫保を図った。

5‘プログラムの実筋状況(図 2)

1 )オ…プニング

オープニング用のスライドショ}の上映iこ始ま

り，主催者挨拶，スケジューノレ説明，注意事項説

明を行った。その後に，だがねランドに来場して

いる子ども遼とラジオ体操を行った。こコンテスト

参加者の多くはチームのメンバ…以外初対磁のた

め緊張していたが，子どもと一緒に体を動かした

ことで，会場全体が和み，リラックスした雰殴気

を保ったまま制作に取りかかった。

2)創作 24時間

スタートの合隠で一斉に作業を開始した。 24時

総耐久の通り，不自民不休で作業に励む参加者が多

かった。朝方になると会場の空いたスペースで仮

眠をとる者もいた。全チームが 24時間以内に完成

させるのは函難と予想していたが，全チ…ムが作

業終了時閉までに作品を完成させた。

3)子ども審査会

完成した作品は，だがねランドに来場していた

約 180 人の子どもたち (5~13 才)に審査員として，

実際に作品に触れ思い濯、いに利用してもらった。

子どもたちの反応は予想以上の盛り上がりで f遊

吉富地みたし、Jfすごく楽しいj などの声が弱かれた。

その様子を隠のあたりすることで，利用者の反応

にふれ，制作意図とのズレや子どもたちの評依を

i夜に感じることができた。

4)全体プレゼンテーション

ゲスト審査員の曽我部昌史氏を迎え，各チーム

プレゼ、ンテーション3分，質疑応答7分行った。

審査員の発言に参加者は熱心に耳を{漬けた。

5) エンデイング

表彰.JIAからの講評，ゲスト審蕊負首我部氏か

らの総評をもち，コンテストを終了とした。曽我

部氏は，コンテストを通し他大学の学生との交流

を大切にし，人間関係やデザイン的な発展を期待

するとまとめた。

6)交流会

軽食と飲み物を用意し立食パーティ形式で交流

会会行った。制作会場と伺じ会場で行ったため，

各チームが奇書作した作品に屈まれての会になった。

そのためチーム簡で作品についての怠見交換がな

され，実相ある会になった。 24a寺間関じ会場で制

作していくなかで，連帯感が生まれた。

2008年{主総研「住まいまち学習j実路報告論文集 9



舗24時間耐久セルフビルドコンテスト

作品一監その1

きやしー

(名古崖大学大学韓

環境学研買科}

提子ども審査員推薦

-鈍 iτ田

{各省瞳工業大学

建聾デザイン学科}

器審査員曽費部氏推璃

アーキファイト2007'

オープニング
8尭16呂

13:00 -14:00 

子どもたちとの

ラジオ体操の綿子。

制作

8月16陸14:00

一自民17814:00

会議議のモニ告叶こ

残り締隣を掲示。

こども審査会

8月17隠

15:00 -16:00 

カラ「ポーんを用意し，

投票を行った。

24時期の合イムスケジュール

麹 27ーキファイト 2007 当毘のスケジュール

イメージスケッチ 制作風畳 完成作品

自由3-1 アーキファイト 2007 作品一貫その1

議評会

8!'l17日

16:00 -18:00 

実演をiT，、ながらの

ブLゼンテーンョン。

表彰式

8月17日

18:00 -18:30 

瞥我都民からの記念品

の授与の犠子。

交流会

8月178

18:30“20:30 

疲れ巣てて作品の中で

寝てしまう学生もいた。

子ども審査の犠子

-85 2008 {宇佐輯研「住まいまち学習j実践報告輪文集9



作品一貫その2

-芸工会館

• NCU 

{名古屋帯立文学文学院
華街工学務究科}

圃ばななぐみ

糟山会学部大学大学問

-みのむし

程度初淑徳文学現代li会学部.

大学臨現代役会研究科}

• totoro+ 

{大陶工業火学.
愛知ヱ集大学}

• f i t 

イメージスケッチ 子ども審査の措子制作風景 完成作品

海
銭
円

治伽甲色
盤
町
&

が
獲
懸
醜
料

後ろから2醤箆

(名古屋大学工学部〕

劉 3-2 7ーキファイト 2007 作品一覧そのZ
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轟 1-1 7ーキファイト 主流の要素 fイベン ト 怯Jr害加j 褒 1白 3 アーキファイト 郎 作 由 聾 難 r針磁性j

主流

|腕・臨24時時開期徹夜でつくるということに興味を持った申

-娘られた時間の中でどこまでできるか。

イベント性
!審ー.醐審審査査員員にが魅力だったため0

自分たちの作品を見てもらいたかった

セル1/フ:ピのルス ド
ケールに悲かれたD

居場rF

|脚・無理力のな意計提画を立てると，焦って，できるものもできなく

な・安知る旬易蟻な貯留に終わらず，計画段階で制作するために必要

な 時デデを得進ィィた-アイ アだけでなくな，予らな算，構造，実現慢などの方面
から鴎 行しなければ い。

-スタ ィの投資も必プ要を。
ー事前にそックアァ つくっていたのであさらずにすん

‘自分たちの考えた案が実際に形になるということに対し
ての魅力

l平・外学河外机の活動を過して，他大学の人たちの作品と自分たち

の作品をた相ば対か性ちにの見サらーれクるルよがい機会だったため。
-尚来 一つになれる患い機会だと

思った。逮
ー自分 の回律の存者を知らせるため

だ.， 事前にスタヂィすることが大事司

コス実タ安ダ際僚ト蜜のでな環材素も料の材
を めるよう した。
の握錨探力憶す集とこ，と値段と努予注力懇v、のギャップー

傭算 材を にカを だ。
ー予 内でつくることの難しさ。

ーしっかりとした計画とゆとりある針酒性が重要。

・仲間と置のい協働作業の中での聖書籍，ァザインの視点が碍ら

4惨加 交知流人のか楊らをの広誘げいるためD

-材料に関する知織の乏しさから鋳歓な出費が増えた。

織かいものの積価み僚重ねで予と想予惣以上のにギ経ャ費がかさむ。
-実障のものの 値段 ップ
アイァィア

l-・-制イイベ学費ンがでるかて面らe自
トどし そうだった

|トト思子い実出際どづにも使iくaがえり喜るんでくれる作物品づくりに興味を持った。
際 物。大きいを~J りたかった也

‘コンベ(即日型)に出て見たかった

Eす密性
，構惣段階においてー最終成果品のイメージがわきやす
かった。

-子どもは暫定する使い方をしないと考え9 応用の利くデ
ザインにした

-学発授想のの課題と結を痛び感っ。く点がいくつかあった。
会事密さ

燕・・例材予へ料算のに関つ心いての知識が付きさ隣心を持つようになった。

内でつくることの難し

-材料に関する知識の乏しさから無駄な出費が増えた。

現1-2 7ーキファイト 創作の要素 r実行力j

創搾

l進考・め資え方金させのilii体てと帯酔くれ箇砲がうま会くかみ合わないことが， 逆に色々
るよい機になった。

ーしっかちとした肝盤とゆとりある計蘭性が重要包

-細かいもの積み先重入観ねで予想た以な上に経費がかさむ。
-素材に対する をも いことが大れ切，た

ー材材料料集をめ擦な確どa保地し域たの方との交流も図 。
事前に L、。

. i揖う学校・年齢の人身とふれあうことができて良かっ

たー守福井から名古屋までの奇襲迭の際のことを考えて，素材ー

-他の団体が何を提案してくるのかをイメ}ジしながら設 道具を集めた.

主+を進めていく退稜はコンペめようであった。

-人の動きー時掲配分なのど酔ft，Jかたちのデザイン以外の肝彊
がかたちを許画する上で 践となることがわかった。

つ?<っりなくがりなb考がえら考..える・ ことの縫しさ。

。資材ダの滋材搬などの修集点めからもう禦材選ぴ射?った.
-タの料を極力 るよにした。

-材材料料選においての知識がつき，関心をもつようになった。
定の難しさ

-想実1櫓/ 際に築物がたったときの喜びの大きさに感動D

と実擦のスケールの
100の模考型よりも遣畠い分0の身体で感じられるのでリ

アりティがあり えや約すに多いた。大た• 1聞出のズレが結果 な を生
・全てが未知の世界だつ め誤結叢権ぷっむつ0け本番だった。

-掃すぐに現が場ら潜が散らかつてしまうので身持参の掃除道具で
情しな めた包

l対φ 応そ能れ力までに筆る計商性とそれを崩してしまう勇気が必

要・。購入した材料に鰐鱒が発生したときーどのように対応す

るかを学んだ。

-追F十加沼通りにいかない{制作過韓で気付いたことを取り入
れ 修疋を行う。

実行力
ー始体力ムめワにとーがヲんばとマりすン，ぎミワてはいけない。

チームワークが必要事

短予想期集以上に疲れ気t::o

合中なので がいる。

表 1-4 競技師要棄 r本物らしさJr干どもの評価j

競技

稿使・・・・大用イ使えも者用人なのレの者ギはとく視なュの子髄安点っかラど}全たのも物にのたを対する対考応えのな幡をれ持ばつなニ とのE重要た性た。め第}に け らなかっ

があった。

持みのつ遣〈いら。れ
めに るといろことを笑婚も

子子どもどのも穣は鰐アクションとヲアクションがセットになってい

本物らしさ ると梨しめる旬

骨子どもは体を動かせる fしかけjがあるものが好き c

使・用自状分況のの惣確橡認以上の使い方や行動iこ刺激を受けたc

，畠分の作品で遊応がんでもらえると捜しい。
-予想通りの反 見られたよかった。

ー体力の限界で，みんなが寝てしまって圏った匂

ー24時間集中し続けるのは無理なので，仲間とカを合わせ
ることが大切旬

ーつくっているときの方が}生照命になれるc

体-他力の大学の人たちの作業を見ながらやることによって，
的につらいときは勇気づけられたc

-チームの人間としっかり括し合い，協力しなければなら

'tf、

ス・ケ意外ジユなとJこb菅ろ理で持織が取られたりー予想外な場面があっ

戸~ 
ー残制作り時聞が少なくなるとあせる。

に集中本して交流ができなかった回

-ぷっつ時け間 番ではあったがうまく作い業っスた
ー制作 間に制限があったため， ピードなどのイ

メージも必要性を感じた。

'子どものパワフルさは自分きたちの想犠を超えている。

反笠応を人直て?見ることがで た。
問で の動きを惣定するのは難しい

ス・子ケどルも蕗のとューマンスケールを重機。 だ。

事子電'子車作どども，官 の目線に合わせた対応から様身なことを学ん
モジュール重視
もの視親'とを自分たちの考えた子どもの自績の違い

を感じた。
-子どもの視点に立つことで子どものスケールを考えるこ

とが'0きる。

子どもの評価 完・成実度現可能なデザインを心がける上で，想、機以上の医難が

あった。
-設骨十と施工という行為には大きなギャップがあることを
知り そのギャップを埋める必要性を感じた

-仕事の分担やスケジュールのE砲撃(穫る時間・休憩時

間)などが，グ制作を効出率よく進めていくカギ。
e ハプニンの対処に毘った町

-24f時<間という短い時間で集中して行うのが長期プロセス
と異 り楽しかった。

'"・安~;全ヱ性のす重感視

aスケール に対する注愈ど3重要性。
強度を出工夫。 蔽

，対象者が子どもであったため，自分たちの幼少時代の
で盛り上がったロ
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5アーキファイトの評価

参加者からのフリーアンサーを分類してみると，

セルフどんドコンテスト・アーキファイト 2007に

は，大きく分けて「交流Jr創作Jr競技jの要素，

あるいは効果があると考えられる。

1 )交流(表 1-1) 

学生たちの参加留j機として，アーキファイトの

企阪の持つイベント性に興味を抱くものと，参加

する楽しさへの期待が見られた。これらは，コン

テストを通じて，参加者同士の交流や情報交換を

綴待するものとして「交流J効果として取り上げ

たい。

金潤の魅力として， 24持聞の短期決戦であるこ

と，日常指導を受ける教員以外の審変員への期待，

セノレブピルドで実物をつくることの面白さ，とい

う3つの婆素を挙げることができる。これらは，

通常大学の実溜にはない要素であり関心を引いて

いると考えられる。

もう一方の参加の楽しさとしては，大学対抗の

競争性と， I司時作業による共通体験がもたらす交

流，その結果得られる思い出づくりなどがある。

競技そのものの関白さと合わせて，交流的な要

素が学生たちを引きつけ Cいるようである。

2)創作(表 1-2， 1-3)

限られた時間内に実擦にものそっくるために，

参加者は実現に向けての計画カと，計画を兵体化

する実践カを照われたことが分かる。これらを f創

作Jに際わることがらとしてまとめてみた。

計画性に関わる要素としては，円滑に作業に移

行するための段取世に対する意識が，まず上げら

れる。準備段階での検討の必要性を学んでいる。

次にはコスト管濯に関わる思いである。与えられ

た資金内で調達すべき材料を手に入れる筈労を体

験しているようだ。そうした限定された状況での

材料選びは，建築生産主に際わる現実感を与えてい

る。また，当然のことながら，アイデアそのもの

への思いも語られてし、る。

そうした計爾段階を踏まえた上で，ものを紙作

する実際の場面での実践カについては，多くの意

見を拾うことができた。まずは，進め方に関わる

感想、である。資金，自寺院，役害4分綾など全般に及

んでいる。このことは，実寸大のものを作りなが

ら考える面白さにもつながっている。いわゆる，

設計においては， r創りながらJはあり得ないこと

がらであり，制作段階の新しい体験と言える。

意IJりながら考えることで，予想外の事態が生じ

た符の対応能力も間われたようだ。創作では，計

濁i昆り事が進まないことがき当たり前であるとする

と，こうした能力の必要性に思いが及んでし、るこ

とは，大きな成果のひとつである。また，現実の

場面で最も重要な要著者は，チームワークであった

に違いない。限られた持間内に，マンパワーを効

果的に配分するためのチームワークは切実であっ

たはずであるの

これらの重要素は，総合的にスケンューノレ管理の

是非に集約される，待問と，役割分拐に墓づく入

手主配援の適切性が，作業さ主体に影響を与えている。

3)競技(表 1-4) 

競技という，モチベ…ションを高める遊びの婆

素を取り上げる。ここでは，大きく 2つの要素を

読み取ることができた。談員選で要求された子ども

のためのスペースを実現するための本物らしさの

追求と，子ども自身による評価への窓識である。

本物らしさの追求の内容としては，第 1に実際

の利用者がいるという現実感への意識，第21こ理

解しているようで理解できていない子どもという

利局者の盤解，第 3に書IJったものを子どもが現実

に佼っている様子を医のさきたりにした驚きや歓び

である。これらは，自らが愈jりtf:Iした実際のもの

を実際の利用者が使うという現実の中での感想、で

ある。

子どもの評価を得るために，如何に適切なスケ

ーノレ感を実現できるか，あるいは，実物としての

完成度を高めることができるか，そして最低限安

全であることをどう実現するかという設識を引き

出すことができた。

7.おわりに

他大学の学生同士が交流し，創造，競技する殺り

組みは，時間を共有することで，お互いのイ泊康観の

違いを確認しあい，学生自身の視野を広げていく。

ものづくりが人との号縮性の中で成り立っているこ

とを気付かせてくれる。ア…キファイトにはそんな

“貴重な体験"ゴお祭型"の魅力が詰まっている。

建築学生が緩動してゆく原動力となる。

警護幾 重tli宇
傘鍵び~'''' 爽警を急

子~τ(l_)}手奇襲 警官得ぞま

お祭り

3芝i茂
Jぺ>tぬ

著書諸島

鎚4 7ーキファイトの効果
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鹿山村での氷による実寸大 fものづくりJの実韓効果

「木霊塾jカ嘘築・環境系専攻の大学生と地域に与えた影響その1

- )IUニキ材ド匠勢10年(J;樹事告を事例として

キーワード 利量住宅・建築 ものづくり 轟林環境 山村，地域と大学

1はじめに

1寸研究・実越の背景と閥的

昨今.NPOや行政による森林や農11J.!-t地域での自然保護

やものづくり，まちづく 0の実践が活発である。森林ボラ

ンティア活動5自体は 2000年の統計上約 580団体あり、把

挺されていない数を含めるとさらに存夜する。文1)無線

麟でメンバーの入替りが多い素人集留になりがちな森林

ボランティアでは森を救えなし、という指摘もあるよう

に，文1)森林，山村や参加者lこ効果的であるのだろうか。

一方で住宅業界でも 2000年以降 r近くの山の木で家を

建てようJ宣言を始めとする鴎産杉を活用した木造住宅

普及啓蒙活動文，)が日本各地で顕著になった。

当研究では森林と建築の問題解決をものづくりの中で

実践してきた木箆盤において，参加者の成果と活動の想

いを振り返り，農民j村での木によるものづくりが展開し

ている緩緯を提示し参加者と地域，森林ボランティアや

ものづくり団体等，将来の住まいや地域づくりを担う

人々に還元することを自的とする。当活動の継続はもの

づくりの実体験プロセスにおいて何らかの影響を参加者

と地域に与え続けているからであろうと推測する。

ト 2.研究の方法

主に各年の参加者人数，村の人口推移及び活動プログ

ラム，村の行事と歴史等並びに参加者の感想文，アンケ

卜及び川上村の行政擦係者，住民へのヒアリング以上の

比較を通じて活動の君主義を明らかにする。また，物理的統

計データだけでなく.1 0年間lこ及ぶ現場での参加学生

の声と制作物の変遷を含めて関係者がどのように木監塾

を考え実施してきたかを検証してゆく。

2税究・爽践対象の機饗

2-1木隆盛とは

木犀勢の発端は 1991年に岐阜県高根村で芝浦工業大

学，千葉大学，東洋大学の合同ゼミ合窃である。主に建築

系大学の授業カリキュラムにおいて木造建築教育がほと

んどなされていなかったことから，木材の産地である林

業の現場で学ぶことを呂的として毎夏，開始されること

となった木を通じての建築塾である。文3)文ω1995年に

は岐阜県加子母村(現在中津川市加子母). 1自98年から

芦田餐性男判

は秋悶蒸発館町(現在仙北市角舘).奈良県吉野郡川上

村.1999年京都府美山町(現在京都府南丹市美ill).2000 

年山形県村山市五十沢.2003年滋賀県多袈町，京都府京

北釘(現在京都市右京区Jl(~ヒ) .2004年新潟県佐渡市と

年を重ねる毎に参加学生も虫歯加し日本の農山村を主とす

る各地へと活動拠点が広がった。さらに2008年iこは共嬢

県神戸市六甲山で開催が予定され，農山村から都市部へ

の展開も視野に入れている。

各地で活動内容と運営方法も多少の差異はあるが，地

域の特性を踏まえた上で地元の樹木を活用して，地域iこ

役立つものをつくるという点と大学，地域の行革主，俊民各

者の連携といった点で共通した活動である。(国ト1:;本

産塾逮礎体制廻)学生たちは学内での建築模型制作レベ

ノレiこ対L.木佐塾での1/1の実寸大でのスケーノレ感の得

られるものづくりに魅力を感じ集まってくる。

E建髄綿織

建築h寸ム
(樹〉盤鵠社

構線道路野
題

特
抑
)

〈
柱

官

fヘj
dい

協

5を媛 査綴

結

議

俊

寛

紛

糾

糊

時

一
叩
欄
蜘

軍事媛君主主覇

*波数
イン9-ニエニパーシティ

〈癌参加文学〉

lI言語.;運営1語力

紛i;g善治体・地揺設E建
轟締姐章。工務感・林策提
要宗大工事

制作物器供

地元活性イじ
繋麗

密 H "'I!E塾遺書量体制関

2目立 JII上材木陸軍是の活費量概要

本論文では筆者が 10年前の学生時代に参加し，現在も

事務局を兼ねている見地から川上村木夜聖書について考察

する。川上村木夜塾は吉野杉で知られる日本を代表する

林業地，奈良県吉野郡川上村で1998年から開催され2007

年度で 10回目を迎えた。現1'Eの参加校は大阪芸術大学，

大阪工業大学，大阪市立大学，近畿大学，滋賀県立大学，摂

南大学，奈良女子大学の7校で毎年，主lこ建築や住居，

"財団法人瞥明社・特別研究員/木匠塾事務局代表

神戸文化置期大学デザイン美惜科、大阪芸術大学建築学

科卒業後、 M'建築設計事詰所、ネ怪塾事務局・開設、

京都造形芸帝大学環境デザイン学科副手を縫て現職

(後)全盛姦i林レクリエーション協会森林活動ガイド
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生活デザイン，環境等を専攻する学生と教員，各校 10-

15名前後，合計 70-90名穏の参加がある。(陸2-1;参

加人数の推移{多加技会体/学生・教員))
λ司監
2的

" 
鎗

" 
" 
" 
'" 
初

舗

" 。l

"鎗 E鈴'拙淘 2飼， ' " 複 製 踊 泊 。4 2fI05 2000 20例年度

国 2-1 事加入教の推移{事加校生体/学生・教員)

人司自
却

"……一一… …刊号令…………-
み幻

智也

" 

" 
.調路大学

大白星デザイナw 穆
門学教

1鈎. ，鈎@ 鉱醐 '''' 醐" ，ω， "'" ，∞， ，回. ，." 写皮

翻 2-2 事加人数の推移(害加校:w学生)

開始当初は参加各校の人数にばらつきが見られるが、

最近2，3年は受入れ数の龍1)'甚もあり各校ともに10名前後

の参加者数で，川上村木在勢として叩つに収数されてゆ

く様子を読み取ることができる。(調会2;参加入数の推

移(捗加核軍草/学生))まさに大学の枠を越えたインター

ユニパーシティスクールといえよう。

参加校は学年と他大学との枠を越えて大学問交流を図

り，さらに農山村集落での地域交流をなくしては成立し

ない活動となっている。

参加校憾のメリッ卜としては，実際の木材を使用して

実寸大のものを制作することが可能な現場教育というこ

とが挙げられる。受け入れ側の市町村にとっても毎年若

者が地域に訪れることが停滞している地元の林業や木材

産業にとっての申I激となっている。

運営体制は前掲の図 1-1のとおりであり，毎年各参加

校より持回り制で学生代表者を選出 l，代表幹事，副幹事b

生活係，制作係，タイムキーパー係，食事係，記録錦、，会計

係各穏当者と代表幹事を中心に，村役場地域援興課の担

当者と念頭の詳細について打合せを薫ねながら進めてゆ

く。{褒2-1;年度E'J参加校役欝分複褒}各校の担当教員

は専門的アドパイスや参加学生の相談に乗る。事務局の

-90-

{立霊童付けはこれらの関係をコーディネート，支援するこ

とを重視している。各校により単{立認可，ゼミ，サ】クノレ

自向参加等，活動体制

は異なるがあくまで参

加学生主体の進行で学

生がどこまでできるか，

また学内での授業のよ

うに教員から教わるだ

けの姿勢でなく，大自

然、山村において自ら

考え実践することに現

場教育の意義を見出し

ている。

スケジューノレについ

ては主に 4月晶、ら 9月

をゆ心に年聞を進じた

プログラムで参加学生，

教員，事務局，地方公共

団体といった所潟毎iこ

役叡分担を明確にして

いる。具体的には各校

学内説明会，参加校打

合せ，村打合せ，村内見

学会，林業体験，![休み

鶴 2-3 林車体験{上卜木材恕 1週間の合徒であるサ

ヱ{中ト創作物仮設住居(下) マースクール(制作ワ

ークンヨツプ)を絡に，村内の樹木が木材，製材と移り

変わり，さらに技術でもって建築化される一連の過程を

体験できるプログラムにしている。つまり，林業体験を行

いその罵伐材を活用したものづくり(休憩所，デッキ，仮

設住居等) (閥会3;林業体験・木材勉ヱ・輩著作物)を実

施している。また，参加者たちは制作だけでなく合宿活動

表2-1 年度lllJ吾郎校役割分担護

，_ 醐 醐 醐 醐 醐 醐 醐 醐 醐

間 単3輔k酎 氏 ， 酎 醐 ， 描 M2K3R ネままr都筑!ス融 中 醐献 制融

田醐 醐糊 ，融 火薬ス j術調ス '" スヱス

.事 a翠主 ..禽， 夫君主家 酬， .，砲'" 京高， ，車関章式 ..， ，事， '‘相

蝿 動 活， La3t3k 弐， コ昆~， ，~， 臨 災"' 旗開 文相

.. 撮 柚相 醐怯 コ1<7'. 蝿両院， 文相

•• トー-
'" 揖障措主 議."IIUI.:I¥ ス~， 臨 *'藍， 1瓦ZZ

イ叫 エ 回 ..探求 臨 辺文 .風食文 ，ヱス 抽

何，例ム円;，，-JI，い ，デ尊 2民ヲ司院 副院髭隔，
2億幽四

J;:t;l; 

岬 ，司"' 文献

禽S背 出コた師 出 署長"武夫 .圏直" 揺虫 時 @媛省B @複. 幽融 2鍵組蝿，

において村の自然の中で集際金活を体験する。特に学生

代表は丹に→回程の学生会議を運鴬 l，準備段潜から本

番にf向けてものづくわの段取りや7ネジメントを学ぶこ

とになる。(隠2-4;スケジュール聞プログラムフローチ

ャート)
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語事語通の麗属
鹿学内観現金(各敏}
趨地元見学会宿線変
調綜灘体駿

義主
。繍算

勺ーマ円ケマー

一v♂ J ヘ~仏ι ~
.，鍔宅よ旬予2倉..禽体、1本ド‘E建撃a鍛像、山符g盆t蒲について""鶴舞韓をf符帝い、a曇島鍵司穆修項を奮縛する.
"司迎休場"の，.を予定.各四時鬼学'-"がら地先の努掴箆を体験...組著者が本医艶としてできることをoる.
6-7".tfOの予定..島多加者が現地称袋署震の微砲をうけ木霊弘前倹等を徐被し切勺た舗を制作将"とする‘

国インターユニパーシティ
サマースクール製作ワ...:..:811よ旬の1週間地を予定.繍先裏3置と多勉者間査に"づ舎、絡先木材を俊mし?と小鍵鋒の偶作等を予定.
クショップ

勢態恋人口}この原隠は

1958年の伊勢湾台風の

被害が挙げられる。以降，

村内の2ヶ所のダム(大

迫ダム、大滝ダム}建設

が開始され，現在の大滝

ダム底付近にあった集落

に伎む人々の移転，さら

に 20剖年に発覚した大

滝ダム試験潜水による一

部集濯の地盤沈下による

村外への移住等が考えら

れる。

また、若年及び壮年績

の都市部への流出を反映

して高年齢層の鞍i合が高

くなっており典型的な過

線の様子を示している。

特に 65歳以上の高鈴者

が人口の半数奇超えてい

ることから昨今、鰐題視

されている限界集港に突

入している。〈臨2-5;村

内年齢別人口}このよう

な状況の中、前掲の図

2-1，2からも分かるよう

に一時的ではあるが木医

塾で訪れる二十歳前後の

学生が村の者年1苗不足を

祷っているといえる。

村の森林面積は約

5，600ha， Iまぽ森林であり

関 2-4 スケジュール・ブロゲラムフ日ーチャート 主要産業は林業で吉野林

2司 3.川上村の概要 業の中心地となっている。さらにそのうち人工林が約

奈良県吉野郡川上村は臨積約 27，OOOha(県原積の約 6，6∞ha (約7曹の，天然林が約 8，∞Oha(約3書tl)，そ

7官)，立地は大台ケ原に近い吉野)11の最上流域に佼盤L-.

耕地がほとんどない急峻な山岳地帯である。人口は2旧05

年待点で 褒 2-2村内人口出推移国勢調査人口

2，045人

である。

(現在は

約 2，070

人)1965 

年 に

7，165人

であった

人口は約

.. 
，... 

"" ，.，. 
t的@

I ，艇場

1創栂

2醐... ... 

構惨訟

Z刷

1，673 

"鈍
'，，"， 
‘却

1.!9S 

，，，，5 

l.HHl 

制

億艶(λ] 調 " 
"鋪 怠刷 '_''' 

@細 3ω? '"・
5，173 制鈎

'''' 
4.151 1.981 2，170 

3制1 1刷 0117 

:ゅω 2醐 "・0

Z，S2t 1.413 "関
1，5絢 1捌 1.249 

2.045 錨 2 "'" 

の他包有林が約 710haといった比率も村ならではのもの

である。 2∞年，300年生の人工林も見られ最も多く生脊

60-69銭
16% 

。0-9蟻

口問-19縁
ロ20-29縁
口30-39蟻
図40-49縁
日50-59織
輔 60-69議
飽 70-79歳
睡80-89畿
圏 90-四擁

5，000人も減少している。{畿2-2;村内人口の縫移関 陸 2-5 村内年齢別人口 (10歳階級・2∞7年11月}

-91- 2008年世総研「伎まいまち学習J実臨報告論文集9



される樹種は針葉樹に分類される吉野杉である。植林方

法は密播と言われ.1 haあたり 8，000から 10，000本もの

杉を植林することで年輪舗の線かい均一的な木材を脊て

上げていることで知られている。制}現夜もB草木{適格の

低下やへジコプター集材費照等，伐っても利益が上がら

ず山中は跨伐材が放慶されているといった現代林業の問

題を抱えた林産地である。

2-4. JIIよ村と木監E艶の変遷と比較

川上村木匠義が始まった 1998停に)11上村では「樹と水

と人の共生ブェスタj と称した都布山村交流事業を開始

させている。これは木授塾だけでなく環境をテー?とし

た活動を推進する村をあげての取級みであり，水源地の

森であることを村民はじめ，対外へアピーノレすることを

目的としている。最近においても 2005年のおEC森林認証

取得， 2007年の環境省槌媛化防止対策 fチーム・マイナ

ス自由j文，)への参加等，発展を遂げている。

一方で)11上村木主主塾内においても開催時から活動テー

?を決めて参加学生は取組んでいる。初期は f村を知るj

や f山で遊ぶ山に{主まうJ等，地域に隠することで，中期

は f継続Jや「メンテナンス」等，作業や制作物に関する

こと，最近では「声をかけよう木箆塾JITimber! J等キャ

ッチブレーズ的なものが目立つ。活動テーマlこより参加

者たちの士気を高めると共に，ものづくりは村人と自然

環境なくして成立しないということを充分に認識し始め

たと考えられる。さらに参加学生にとってはモチベーシ

ョンの維持になり，特に夏休み 1遡潤のサ'7-スクーノレ

では制作作業前lこ参加

者会員で河障を組んで

掛け声をかける光景を

見ることができる。

(鐙 2-5;悶悶・鈴It

声〉建設現場の織人た

図2-6 伺陣・鱗汁芦 ちが作業場で朝礼を行

うように参加学生たち

は一日の作業内容と安

全を皆で確認し，他校

の{中凋とチーム意識を

高める。また，このよう

なことは揃いの作業着

やTシャツを身に務け

鐙2-7 活動拠点 JII上木俊館 るといった行為にも表

れている。 2006年度には廃校であったかつての木造中学

校校舎を)11上木夜館として整備し，拠点在得ることにな

った。{臨2-7:活動拠点)11よ木霊豊富)参加学生たちはこ

のような変遷を経て合寄生活を楽しみながら且つ，目的

を持って村の自然環境のもと森林と木造文化を学んでい

る。(畿2-3;JII上村と木涯盤の変遷)
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車 2-3 川上村と木夜童書の変遷{主な出畢事)

3.研究・実濃の経過と分続

3四 1.村民と学生の声

毎年川上村を訪れると村役場の方や村民とも親しくな

る。参加者の中にも大学4年間で 2-4剖も参加する学生

もおり(詳細は 3 3参照)，ものづく号の実体験以外に

も村人との交流lこ魅力を感じているといったことが推滅

される。以下はここ数年の村側(村民と役場権当者)へ

のヒアリングと参加学生の感想文からの一部抜粋である。

20013年住総研f世まいまち学習j実臨報告論文集9



。村氏側 i)11の水の汚れは上流に住む人はあま 0気にし

ない。都会の人が上流に遊びiこ来て水在汚したとしたら

下流の都市に帰って自ら使うことになる J • J毎年来ても

らってもすぐには効果がなし、かもしれないが将来!建築

擦係の仕事に就いた時点|上浸材を活隠してほししり・ f村

の自然環境を自分の家族

や友人にも伝えて一緒に

また来て欲しし、j等。

。学生側「多くの人との

出会い?それが木匠勢で

の財蔵ですJ• rJ 11上村の

方々に会い，林業や自然

に触れる。それが一番の

学びになる。 Mをすべき

カミE耳より先に動く体を教

わるものJ• r木l1C塾で得

た経験3知識技術?人間隠

係等が私を磨いてくれ

たj等。

以上，村{爵からは冷静

なスタンスで大らかに構

えた様子が伺える。一方

で参加者からは林業や木

造建築の実体験の中から

人との隠係を重視してい

る様子が伺える。大局で

はあるがこのような参力日

学生と村民との感覚のギ

ャップを認識しながら緩

やかに活動は継続してい

る。

3叩 2鶴作物の機饗

村内lこは 27の地区が

あり!木監塾では毎年で

きる限り異なる地IRに制

作拠点を笹くように活動

を実施している。初期の

活動 (1宮98-1999)では

仮設建築物や工作物の制

作で?中期前半 (2000-

2001)は仮設建築物から

工作物へと転換し1中期

後半 (2002-2003)は工

作物から建築物へ移行p

後期 (20ω~現在)には

工作物及び建築物となっ

た。技術を蓄積!応用して

各参加校で合同チームを

車且み村へ役立つものを残すとし、った地域賞獄を藁視して

いる。また制作物の設計・施工精度も材料1デザイン，構

造!期間等において上が0つつある。{畿 3-1; .:l;な制作

物の分類と変遷)制作物の講評会では、学生たちは教員

から制作物に対して評価を聞く。初期の活動は山中や仮

車3-1 主な制作物の分類と藍遷

仮設建築物且ぴ
工作物制咋時織

参加者側彊先の
自己薪足的むのづくり
技術・活動ノウハウ

の習得

仮設建築物から
工作物への
斜作転換期

工作物及び
建築物制作時期

主に第九"附臨終

q
J
 

Q
M
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ている。リピーターがオーバーラップし続けることが森

林や木造の体験教育と地域文化の伝承iこ貢献しているの

ではなかろうか。また，溜3-3は参加者全般に行った2006

了一ー一

百震た参.したt "九 号、:-:.:-:;，:

相してよかっR ゐ ふみ市対努鋪
~0:\Ii.íG認手証
::::*時

， 
ζ;-:':1 ~、pφ

， 

。A取

匂kどてもそう忽5

0飽考ラ.. 

設約なものが多かったこともあり地区住民の意見を積極

的に翻けていなかったがj最近では教員の重吉見だけでな

く，役場の方々や地区の区長はじめ3地元の方々の声を鴎

くようにしている。今後の制作物の行方は地元住民の誇

錨にも左右されることは否めないとの考えである。この

点を踏まえて制作物の維持管理とプログラムlこ反映させ

ることが望まれる。 自身同省長3喝容蜜与えた 手般的;~:~::;:“。 目次JfY 端~:;: スゐA〆d 

aEa制息わな

00，&わSい

3-3 リピー舎一番加者の役揖

本文で述べるジピーターとは3-1で述べたように木夜

聖書に2厨以上参加した者である。その数は掬催以降，増加

の{頃肉を辿り 2003，2005年度に減少し2006年度では最小

人像

" 

" 
10 

。

足寄

":<1 刈

… … 
-

f'，.(¥主4 1151 ¥151 K寸ド
三11131 rぜ Yイ，"] 113 

到 l盟，.1 bl H f.' 
叶 iK1 !>o1 n~ i: '~l Icl b<' 

臼リピーター
教11合計

隠リピーター
学生合計

1998 1999 2問調。 2∞12002拙 3鈴 04""" 2柵 2∞7年，.

悶 3-1 リピータ一番加人数の推移{曜参加校全体/学生・教員)

になるが，2007年度には伊j年並みに戻っている。〈弱3-1

リピ一世一普島知人数の推移{参加技会体/学生=教民))

さらに2寮の図2-1，2-2の各参加人数の推移と比較す

人書官

" 

3 ， 々
"

3 

憾

• 
7 

s 
一十

3 3 g 

寸一一マ一イ令 一恥今 日を

遜賀県注文学

大原姦術文学

大騒ヱ.銭術

恕主車時
退館大学

2ま錦術立火宅医

大臨エヨ産大学

火康市立大学

篠商文学

大量震ヂザイ
ナー穆門学後

1998 19鈎 2胸， ，∞2 醐.'"閃 "''' 叡刻520()(1 2007 匁~

図3-2 リピータ一番加人数の按移(苦参加枝刻/学生)

ると，2004年度には参加学生 61名中日ピークーが 17名

と全体の約 28揮を占めている。リピーター数が最小(参

加学生 72名中リピーター8名z 全体の約 11首)となった

2∞6年度は全体参加者数が上がった時期であり，また参

加校別の参加人数と Pピーター数は 2007年度に向けて

各校に分散し均一化lこ肉かっている。(翻 3叩.21) ピ-~

-参加人数の議移{参加核軍Ijl学生))

つまり，ある程度の全体参加者数の調整による減少も

見込まれるが，リピーターと参加者数の比率は 10%をき

ることなくパランスを保ちつつあるといえる。毎年必ず

リピーターが存復していることからも，経験不定である

新参加者に指導が可能であり，リーダーとして活動のノ

ウハウを蓄積，継承し木医撃の質を高める役割を来たし
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事かった ぜ園調 .. 

日
鱒凶った…昌幸市.~:.:.;.;叫坑司:':.: P、F手:ョ 。~~

。略
'"省 酬 期 棚 開 醐 期 醐 醐 l醐

関3.3 参加者アンケート集計耳目6年度

年度のアンケート集計表である。学生参加者 72名中， 67

名の回答で内容は表の通り活動lこ関する感想8項目の抜

粋である。とりわけ辛かった'において fとてもそう

思う Jrそう思うj の合計が約 75%でその偽の‘また参

加したい'‘自分¢今後に影響を与えた'等の項毘におい

ても「とてもそう恩うjと答えた学生は半数以上に及ぶら

辛いけれr参加者の今後に影響を与え，また参加しよう

といった積極性が読み取れる。

4.まとめ/今後の線題

前章まで述べてきたとおり，木俊換は参加さ詳生が地域

の人を介して綴る森林文化や木造技術的関心に対するき

っかけを与え。将来の木造住宅のつく明手を育む入口と

しての役割を来たしている。川上村では特に若い世代の

減少による林業を始め地域文化の継承が危うい中，定住

でなくとも毎年定期的に建築や環境を専攻する大学生た

ちが村へ訪れることにより，~fJ効性のある発燥でないが

持続可能なむιづくりの一過稜を綴っている。かつて川

上村の林業が辿ってきた木目細かレ年輪をもっ木材を生

育してきたように1池誠と大学の連携によるものづくり

の息の長い取総みがなされている。

今後の課題として1;1:，さらなる継続に向けて制作物の

維持管理，参加者の学年τ男女別の比較，卒業生の動向調査

による木医製の費用対効果の算出，農山村から都市部で

のまちづくりへの展開等を期待したい。

く参考文献〉
女l)回中淳夫.詞本の森はなぜ危機なのか，平凡社，2開 2.3.
文2)Ij、池一三位木の家に住むことを勉強する本， (社)農

山漁村文化協会，2001.1 
文"布野修司他。群居47号?特集「木医聖書J，群島刊行委員会，
1999.3 

削)滋和雄大学教育と山村地域との槌わりについて(その1)
木匠聖書の活動について，日本態築学会大会学術講演概要集(中
国) 13002， (社) 日本主主築学会， 1999.9

文5)川上村IlP，http'//糊 W.v il1. ka wakami. na問 jp/

文ωチ日ムマイナス醐 HP，: http://w附 凶 allr'6.jp/ 
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近木JIIの活動で紡ぐ、人と自然とのいい関係
橋本J:次

キーワード 1地域カ 2矯龍より知車で 3.7ンケ}トから見る子どもの生きるカ 4宇井綾先生皮増諜
5人と自然との川欄係

はじめに

地方の時代といわれだしてから、何年経過したかなっ

夕張市の財政破綻が報道されてから、つねに意識するよ

うになった。いいまちとは、地域に育つ郷土愛によって、

地域の人たちが考え、汗をかき、っくり出されるものと

信じてやまなし、からである。

夕張市を訪問した著名人が、市長に事務引継ぎのため

前織員を嘱託採用したことに腹をたて暴言をはいた。元

貝塚市職員の私は、その態度にf憤慨した、なぜなら、身

を捨てて市の再生のため汗をかくと思っているからであ

る。リーダーの糞任にする意識は毛頭ないが全戦員を悪

者に仕立てるのはいかがなものか。

そこで、地方の持代に必要と思われる、地域力につい

て偶人の経験で考えてみた。

私l土、紹和 36年貝塚市職員に採用され、昭和53年

にはじまった「二色の浜環境整備事業J(事業主体・大阪

府)を通算8年半t担当した。そこで大阪府の管理職からま

ちづくりや市民参加などを指導していただいた。事業は、

大阪湾の水質浄化と、二色の浜の保全を目的とし、市内

の公害裂の工場移転、下水道終末処理場、港湾、住宅用

地、海浜緑地の確保であった。昭和49年から事業化に

向けての取り組みがはじまり、環境繋傍若自壊め立ては、

金協に先駆けてのものであった。特に、環境アセスメン

トは、事業官官、事業中、事業後に分けて作成された。

この事業によって近木)11沿いの公害型企業の殆どが移

転(事業不振による閉鎖もあるが)、した。貝塚市のよう

な規模で80近い工場が移転したこと、工場用地の残余

地がないこと等、高い評価を得ている。後に築いたこと

であるが、これが環境社会学の近代技術主義ではないか

と忠弘法1

この事業で、培われた「地域力(個人。)Jそして総合学

習で育てられた f郷土愛・生きる力j、さらに最も必要と

している f人と自然とのいい潟係Jなどで、地方の時代

における、「まちづくり j を考えて見たい。

1 地域力

「地域tJJとは、地域社会の問題について市民や企業

をはじめとした地域の構成員が、自らその問題の所在を

認識し、自立的かつ、その他の主体との協働をE寄りなが

ら地域問題の解決や地域としての価値を創造していくた

-95-

めのカのことをいう。また、そうした地域カを醸成して

いく過程を、エンパワ…メントという。投1

私は、工場移転の成功、市民参加によるまちづ

くりなど、「二色の浜環境整備事業J(以下二色事

業という)で市民がきづいていない地域カが醸成

されたのではないかと考えている。

つい最近、異塚地先に 12m岸壁の供用機始を

知った。二色事業の港湾言十爾を見て、水深が 10 

mあるのに、言十闘ではー7.5m岸壁になっているこ

とに疑照を持った。それは岸壁の水深は、船の規

模を左右し、港湾振興をIZIるうえで常にネックに

なっていたからだ。仮南港は、貝塚市、岸和回市

域にあり、重要港湾でその荷役l土、港湾運送事業

法による免許が必要。しかし、免許を持つ業者が

貝塚市にいない。このような状況の中で、地元業

者。羊和田市)の同意'ii:1尋て、地方、中央港湾審議

会の答申をえて、外貿士阜頭ガ事業化されたのであ

る。このほか貝塚務工会議所の移転、浜手地区公

民館など、二色事業で多くの施設とかかわリ具体

化できた。それは、環係する情報をたくさん持つ

こと、関係者との信頼関係をきづくこと、そして

個人の手柄にしないなどがあったからだ。

そのほか、海浜緑送、市民の森、市営第五プー

ノレなどにもかかわった。これが実現したのは、地

域カではないかと思う。海浜緑道l土、大阪臨海線

の緩衝緑地被安利用し、岸和国市域界からし 2km

ある。 3館所の児童量公題、ゲートボーノレ場、港湾

センターなどをつなぐ市民の態いの場となった。

常に市民の声に茸を傾け市民のための公箇づく

りを心がけていれば、チャンスを逃すことはない。

2 知識より知恵で

主[にたこができたと、いわれそうだが近木)11の

水質が平成5・9年度と二度全国ワーストワンになり、

家庭排水実践活動が、平成6年度から 5年熊 6

自I会で実施した。 80口調1)減効果を4餅以上あげた町会

が2町会あった。いずれも昔からの町である。近木)11へ

の思いが強かったからでないかと考えている。

活動は、近木)11に排水している町会を対象に、 10日

間の実践活動である。
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生活排水対策地域実線結果

合騒

この期間中は、子どもたちの環境学習の様子、近木JII

のいいところの写真展などを同時開催した。地域の人た

ちから、「こんないいとこあったん。昔は近木JIIでよう遊

んだなあ。子どもの顔、生き生きしてるは。 jなどの感想、

があった。「私i土、古い靴ド(女性用)で水切り袋作ってん

ねん。米のとぎ汁は、滋木に、風呂の水は洗濃のときに

使こうとうねん。 jなどの会話があった。今残っている自

然は、地域の人たちによって保全されてきたものであり、

そのために伝承されてきた知恵、教訓がこれらの会話か

ら、うかがうことができた。下水道整備にお金をかける

より、 f近フドハ!大好き、地域が大好き。Jと郷土愛を育て

ることがし、かに大切かを学ぶことができた。

3. アンケートから見る子どもの f生きる力J

総合学習のねらいは、子どもの「生きる力j を育てる

ことにある。 1997年のトリピシ宣言では、①際心、②知

識、③態度、④技能、③参加の 5つの日擦を掲げている。

わが密では、 fこれからの環境教育'環境学習ー持続可能

な社会を目指してーJ19999年中央環境審議会の答申に

おいて、①総合的であること、②目的を明確にすること、

③体験を震祝すること、④地域に根ざし、地域から広が

るものであること。の四つのポイントを指摘しています。

いずれも f地域Jが重要なキーワ}ドで、それをつなぐ「つ

なぎ役jの必要性を掲げている。

私は、貝塚市立自然遊学館の必要性を提案し、平成 5

年の開館、その後の管理運営にかかわった。 f人と自然と

のいい関係の再構築j のための市民活動を育てる拠点施

設を目標にかかげた。そして、平成 5年度のワーストワ

ンをきっかけとして、近木川市民フォーラムを鯛催、パ

ネラーの嘉悶良平先生の提案で近木つ子探検隊を結成し

た。市長や市議会議員も巻き込んだ活動が始まりまった。

ilI木J11のの環境学習は平成8年、ワーストワンの基準

点近木川i橋の校区になる酉小学校からはじまりまった。

最初は、保護者の反対で大変だったようだが、担当の先

生の努力で見事な成果を挙げてくれた。何よりもり11が

きjが存在したことがその後の活動に弾みがついた。活動

は、安全確認のための清掃から始まり、後は児道に任せ

た遊びである。遊ぶ楽しさから近木J11への関心力ふー挙に

高まりまった。カワセミやハクセンシオマネキなどの生

きもものの発見が活動を倍化させた。その緩過を平成 18

年度で実施したアンケートか見てみたい。

アンケートl士、 3小学校の担イ壬の 16名、 4・5・6年生

402名から回答を得た。

先生のアンケートでは、 f子どもたちのお院が輝いてい

た、楽しそうだった。Jr J 11についての関心が高まり、上

下流の比較、生き物の調査などで観察するカがついた。j

r J 11の汚れに関心を持ち、水の汚れが家庭排水であるこ

と、ごみの種類などにも関心を持つこととなった。Jr川

にとどまらず身近な自然環境にも関心をもち、務ベ学穏

や発表に取り組む児童が多くなった。Jとある。そして課

題としては「時間の不足。安全面の問題。 j、さらに将校

から地域への展開。 jを掲げてし、る。

では子どもたちのアンケートは。

貝域の自然のシンボノレについては、山-]11にilIい学校

では、山-]11あわせて約 74i，万、 J11に近い学校では、川

が約 50ぶ、海にilIい学校では、海が約44，スと答えて

いる。これは周到の環境を理解しているからだと思われ

る。

驚いたのは、ilI木J11で遊ぶのは、危ないと患いますか

の慌に対する答えである(復数限答)。大人と一緒なら大

丈夫が全体で約 5Ot~-;:、場所によって違うが約 61 ぶであ

る。そして家族と認すこととがあるでは、約 70ぷの小学

校があり、全体で、約46ぶとなっている。 fもっと遊び

たい。」との声が聞こえてきそうである。

遊ぶ、清掃する子どもたら 近氷川中流i

rilI木J11をきれいにするために。」の慌に

「家庭からの排水をきれいにする。Jでは、全体の回答

で、上流で約40ぶ、中流約 51ぶ、下流約 63おとな

っている。「ごみを捨てない。Jでは、上流で約 65t~-;: 、

中流で約 73t~f、下流で約 85ぶとなっている。上流と
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中流で約 73ぶ、下流で約 85t~t:となっている。J:流

とF流を比較することにより、原因を理解していること

が、数字で表されている。ごみ問題では、上流では不法

投棄が多いが、地域の町会、子ども会が清掃のボランテ

ィアで活動を何十年もつづけており、この情報提供も重

要なことと考えている。

さらに 10年後の近木川についてたずねてみた。

「栂や、危ないという看板が泣くなって自由に遊べる

1110 J 

圃 あなたは、近刺|をきれいにするために‘曹をすればよいと思い

ますか。(全体)

一保
1

i

i

j

i

i

l

l

-

J

抗
日
寸
削
一
一
一
一
十
片
山
刊
一
一
則
一
一
一
一
一
一
十
一
一

U
F
l
T
「」」ハ]一ドー

F
口十:いい

下車

醐 i輔

一ー

下

J
7一コ

U
重品立たli、10年並拘置木iIIb(!:'0)ようとなってほしいですか。

ーみん~I~霊される直木)11-

;きれいな跡JII
凶民事ー、日本ー、世界ー時111，*車府由理事
E守る川!こ
上理由ような重き遇った111
上置から下読までごみがな(、き乱いな則

。奇より時十最もきれし咋剤

φ 量品る(もいきれ，'IJIIII下車もi
.遊べる(らいきれいな出

ι覧持ちょ〈通れる111

ーきれいだと抵抗られる111
-韓国地量的人があこがれる朗

自約んが住めるきれ，，1，111

v本選出止まったときに遣わず車みに車llU
.主揖由党を置射してキうキう先M

安全な軍本111

ー揮や「あぶないiという看植がな〈なっ

て皇自に遊べる出

遊べる軍本)11
a自自iこ出入りできるようになってj乱い

目持，'1:%ぐった仏開通びができる111
E 色々な人が遊び!こ来る昨

-わたしたちが大人に立ったときに、子/:'1
tlIiIiぺるJII

， Jトベキユm をしたい

aた〈さん時人が訪れて韓先スポットに主
る

ーカJ-lJelll下')できるI11 I • ，'~M，人がた〈さん"て、にぎやがi
11出 i

たくさんの生き軸，車軸が生息
する査本JII
目自自I:~患と融札合訪問

'撮っ甘やカニつりができる111

'書たちが安心して純故由M

'水量苦みたいな111

-97-

が子どもたちの答えである。

さらに、 rJ 11で子どもたちを遊ばせる。jことの大変さ、

担任の努力を市民がもっと浬解しサポートできる仕組み

づくりが必婆である。係官量者がするのが、一番し¥v'C忠、

うが、111'-'の環境学習の必婆性についてのPRを積極的に

してし、かなければと考えている。

文部科学省のアンケート調査にあるように自然体験が

ある子は、道徳心、正義惑が非常に強いという結果がtI:l

ており、あわせて PRすることが必要である。

r，生きるカJではどうか。

3年ほど前、子どもと打!とまちのブオーーラム主催の車

窓会議に参加した子どもは、いし、)11とは、 rI号くても遊

べる1110Jし、いまちとは「みんなが癒されるまち。 Jなど

と答えて大人を圧倒した。

'111111 
自然がいっ憎いあっτ、
汚〈主も e乱い官事、

生物部省掛る111
1弔<~電器耳語しく滋，父母111

いいを安宅

人時'"閉穏晴如移務ち

酔え診が幸世に健曲τ.
部串官怠毒事番通草@い、

白書官ちい俗か過密移い、

自然朗いっ1言い古‘

掛/t.t，j.がいtJ'古ね吾参ち

昨年、 3月「全i翠豊かな織づくり大会jの助成事業で

f子ども交流会jを実施した。かわっぱクラブの子ど

もたちが、滋賀県の琵琶湖博物館、声高島市針江地区を

を見学し、地元の人たちから話を関いた。第一戸は「自

然と一緒に生きている。生き物と平等。昔の人は自然

を大切にしていた。でも今は、自然より自分たちの生

活を大切にしているから、自然がなくなっている。水

はあって当たり前でない。Jと答えた。体験は、彼らの

豊かな感性を引き出し、目的を理解している。さらに

近木111については、 fきれいでみんなが遊べる111。中・

下流でも泳げて遊べる1110Jなどと答え、どうしたらの

部いにfごみを出さない。生汚排水をあまりださない。

JIIのことを良く知り、活動をもっと広める。j正答えて

いる。彼等の活動は地域の水文化について知ることを

中心であり、それが体験喝交流などに活かされている。

環域~':ÿ:認で必要なことは 子どもの尽線で必漫な情

報告?提供し、 子どもの感性が引き財せる現場体験など

である。特に、近木I11の場合、地域特性を活かした、

」・ 7一流の比較、ttl光から継承している近木川の環境、

伝承などの紹介、さらに一歩 Fがった大人のサボ と

である。 子どもの自由な活動、 i韮び体験などは郷土愛

を青み、清掃などの活動を進んで行い、さらに発表な

どに見る想像力、工夫は大人を感動させている。
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4.宇井純先生の提案

平成 17年8月6呂 f貝塚水俣農j プレ行事として

宇井純先生の講演会が会った。お話は、水俣の公害や

オランダから導入した浄化設備のことなとaであった。

浄化設備については、安価で議でも利用しやすいよう

2005毒事8'寺6悶{ニt:)

会場:鼠綾子有機爽念館

奪第韓ういし*ん

にとの方針があったため、付加価値をつけることができ

ず業者がなかなか決まらなかったそうである。講演が終

わった後先生とお話しする機会があり、近木川の活動を

紹介した。先生は、興味をしめされ、)11を見ていただい

た。先生から員塚にはため池がたくさんある。下水道l士、

地形的(事J線約 14km高低さ約 857m)なこともあり、

山間部までには時間がかかるから、ため池を活用してそ

こに先生の紹介のあった浄化設備を導入したら、経費が

安く可能ではないかと進められた。自宅近くでその設備

があるため池を見たことがあるので案内をしたら照違い

がないですといわれた。年明けに(平成 18年1月)再

度貝塚にお越しいただけるとのことで、岩手の下水道の

担当者にお話してくださるようお願いした。しかし、婦

られてからすくに入院され、再びお目にかかることはな

かったo 先生の提案は、地域特性を力閉ましたものであり

何とかしたいと患っているが、そのためには、水利組合

とか地元町会などの協力が必要で色、近木川についての慢

心を今以上に高める必要がある。

宇井先生が導入した浄化設備

5.人と自然とのいい関係

公民館が主催するfつるかめ大学J(講座生約 170名)

で、お話しする機会があった。かねてから、暮らしの中

で言い伝えられてきた f知恵言葉Jに興味を持っていた

ので、終わりにアンケートの協力をお麟いした。そして、

余白を多くとった知恵言葉ノートを作り、翌翌年の講座で

追加の書き込みをお思品、した。今年は、追加の言葉に加

え、かわっぱクラブの子どもたちにかいてもらった感想

も付け加えることにしている。子どもと大人のつながり

がでてくるのではないかと期待している。

人と自然とのいい関係は、被先が長い年月のなかで、

自然の恵みに感毅し、畏敬の念を持ち、篠環の中の一員

として暮らしてきた緩過で築いてきたものであると理解

している。

l百年 3月、滋賀県鐙琵淑博物館、高島市鈴II地区の

fかばた」を見学して

垣本J!Jfこ"JL¥てどんな)11であっ℃ほしいEすか

小集さんの話 畢翠

この地援は、 liiで共存しているよ抵の入力者れ
いに使ってしLるから外んな安心§水をきれいに

することが大事。水のリサイクル.自分たちが繁R
をして水を使っている，水がありがたいが棄しは
水怖い氷が義ることかわかヮたq上高、下涜の人
のル ルtある.たくさんの人がかかわってきれい
な琵琶湖になる旬日本人も告は自然を大切にして
いた。でも今は f.:iztよりも自分たちd生活を大切
にして~¥，初、自然肘〆怠っていを夕方〈はあっ

て当た捕で郎、.. 

か1た毘学の甚曹
水がきれ仇生きものと平等みたし¥tJ器じ。奇策ど

と績に生きてるみたい

きれいでみんな rf:;;;ハる川。生計グムがたくさんすt おし蜘:屯まどき刊~， 1な京ιなJ

てi:;!A¥，きれいで子どさか町、そかしきれ 1，¥で、午拡や，-scちが?とji!L!~:;し冷却

陪をすれ沼し苅¥lil仁IJりますか
コミ在21さIJ:~\， -ノひとりが;凶ことをおる弓 '5:)

f下;!Vの気選 Lよみぺ/、立)t鰍 jD\:ø~t 生活排水をあまりださ恥 lよ「にす主人自伝;

時 lノ'1'ことをする岳 持誌をほり、ルーJしを持つだり l羽:百続ち ζしの..えζ人

に£める

かわっぱクラブが滋賀県を訪問したとき、針J工地区の

ような fかばたJが貝塚にはないとつぶやいた。私l土、

水閣寺のいわれと、周聞に残る洗い場と、地元の人を総

介した。彼らは、その地域を見学し、紹介した方から話
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を聞いた。それを劇で発表した f貝塚にも針江地区のよ

うな場所があった。j 表現した。

子どもたちの長かな感性は、農かな8然観をもち、大

人がもっ「重量かさj への気持ちとの差が大きいように思

われた。「日本人も菅は自然を大切にしていた。でも今は、

自然よりも自分たちの生活を大切にしているから、自然

がなくなっている。水はあって当たり敵でない。J子ども

の言葉である。

6. まとめにかえて

ffi!塚市の今ある自然について、市民が理海し、次世代

へ継承していくかが、まちづくりを進めていく上で最も

重要なことと考える。とりわけ、祖先が築いてきた f人

と自然とのいい関係j!士、繰り返しになるが、生活のな

かで築かれたものである。自然の変化を体で感じ、会話

をして日々暮らしてきた。特に農作業は、自然の恵みな

くしては成り立たない。その怠みに感謝し、畏敬の念を

抱き暮らしてきた。そのことを子どもたちが気づいてい

る。 f日本人も普は、自然を大切にしていた、でも今は、

自然よりも窃分たちの生活を大切にしているから、自然

がなくなっている。水があって当たり前でない。Jといっ

た。

平成日年からはじまった近木川での総合学習は、 )11で

遊ぶ楽しさを子どもたちが体感した。 f近木)11での活動

は、競べ学習をしている気がしませんでした。とっても

楽しかったです。フォーラムに来ている皆さん、ぼくた

ちが遊べる近木)11にしてください。Jと子どもの木庭であ

る。子どもの参画で進めている)11の分校づくりの原点で

ある。さらに南小学校では、もっと続けたいという子ど

もたちを受け入れ fかわっぱクラブ」を結成、 5年経過

している。彼らの活動は、 f7)<jにかかわる、地域の伝承

を、調べあることが中心。行事への参加、古老からの聞

き取りは地域で忘れられていた教訓を掘り起こした。

総合学習でのアンケートから[)11で遊ぶのは，危ない

ですか]の問に f大人の入とす告なら大丈夫。J約 50

ぶ、場所によって違うが，約 61;スと答えた。平成元年か

ら「花いっぱい運動j f自然遊学館j f近木川での活動J

にかかわって、子どもたちから学んだことがたくさんあ

る。いい)11とは f汚のうてもいい、生き物がいっぱいい

て遊べる)Iljと答えた。アンケートで 10年後の近木)11に

ついて「櫛や、危ないという看板がなくなって自由に遊

べる川。j f大人になったとき子どもと遊べる川。jそのた

めにはりけのことをもっとよく知る。j f活動の輸を広げ

る。j 10数年になる子どもとのかかわりで、たくさんの

子どもたちから感想などをいただいた。それを整理して

まちづくりのまとめにしたいと考えている。生活排水実

践活動は、地域の人たちの工夫で下水道普及率が40ぶ

でも、環境機銃を逮成することができた。それが生活の

知恵である。昔は、日常的に行われていた。子どもたち

99-

が言うように f自分の生活を大切にしているから。Jに対

する大人の対応がとわれている。

子どもの参磁で進めている f)11の分校Jづくりは、異

塚市の地域特性を活かし、近木川iがもたらす自然財産を

校にした、まちづくりである。これを緩やかに進めるな

かで、濃緩化、高齢化、少子化、防災、などを地域が抱

える諜麹として、議論し、 t干をかき、協働で対応してい

くなら意識しなくても、地方の時代に必要な地域カがあ

るのではないかと考える。

私は、常に f板閣で、家を主主てる大工さん。jを目標に

しているといってきた。それは、寝論で裏づけしなくて

も、生活のなかで、課題へ対応すべきと考えているから

だ。そのこだわりが徐々に織れている。ある「活動報告

会j で分析、考察、言事録が大切です。とのコメントで、

fそれができないのが私の欠点です。Jと近くの先生に言

ったら、「それができているから活動が続いているので

す。Jといわれてはっとした。私l士、特に)11の毘ワークシ

ョップ、{主総研の発表会などで、先生方から懇切丁事な

ご指導をいただいている。私の能力に応じた、先生方の

ご指導できづかないうちに身につけていただいたとあら

ためで感謝しているところです。

弘文カ'(_I_l hふ1')

く注〉

1) フリ}百科事典『ウイキベディア』

く参考文総〉

1) 嘉自由紀子著 f環境社会学J
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平成5年10月 白縫然遊学贈号館 7年返木っ=r探検発足活動
平成8年近本っ子語影毛足沼木I1陀濠震学習スタート
平成12年 「子どもの泣く辺J主主銭
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三浦半島における市民活動によるヱコミュージアムの態開

一地域安学ぶ場としてのエコミュージアム活動に関する研究

大j長輿"

有自助青之被2

繍附j泰寛*::¥

キーワード エコミューシアム、博防館苦動、市局、設語、生出浮手号、環境保全、まちづくり、三浦半島

1 研究背景と目的

エコミュージアムとは、「ある一定の地域において、地

域住民が主体となって、地域の資源に対して博物館汚動

すなわち調査・研究、保存・保全、展示・教育を行うシ

ステムj のことである。

地域住民が博物総活動を行っていく中で、地域のこと

を総合的・多面的に捉え、地域の現状を知り、将来像を

描くことが出来るようになることが期待されている。

地域のエコミュージアム化に向けた取り組みには決ま

った方法があるわけではなく、試行錯誤のなかで絶えず

模索してし、かなければならない。

三浦半島においては、「三浦半島まるごと博物館連絡

会j注刊という組織が推進役となり、市民団体や行政と

が交流・連携をおこなう中で三鴻半島域のエコミュージ

アム化に向けての活動を行っており注目されるが、この

組J織もまた、試行錯誤の最中である。

そこで本研究では、[三浦半島まるごと博物館連絡会j

とその活動に着目し、その現状と窓義・諜題を明らかに

することで、市民活動の交流・連携を通じたエコミュー

ジアム化への取り組みを推進する組織・活動の展開のし

方と参加した個人に与えた学習的効巣について考察する。

2 研究の方法

本研究では、まず①三減半島まるごと博物館(以下ま

る樽)の取り組みが始まる以前 2004年に行った三浦平島

における市民毘体へのアンケート資料山}により、ネッ

トワーク化のベースとなる市民活動自体の実態がどのよ

うなものであったかを明らかにし、②三鴻半島まるごと

博物館関連資料と、かながわ学術研究交流財団(以下

K--FACE山J)と神奈川県(いずれも「まる博jの事務局・

推進役)へのヒアワングを行うことで「まる博」のこれ

までの取り紐みと組織などを整理し、③「まる博j 関連

市民団体へのアンケート・ヒアリングを行い、ネットワ

ーク化の取り組みの現状・意義・課題を明らかにする。

場 2フリー

"倹浜酒立大学大学焼工学研究院講師
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3， e三浦半島エコミュージアム構想、と fまる博J

3-1 構想のこれまでの経緯

三浦半島は首都越の阪南昔日に佼置し、三方を海(東京

湾、相模湾、太平洋)に固まれ、南北約 21km、東西は最

大部分でも 7~8km で縦(階北)に級長い半島で、東京

湾をはさんで房総半島に宇目立すしている。東京や横浜への

通勤が可能であるため、住民の大半は都会型の生活を営

む地域となっているが、 i且暖な気候に加え、重量かな緑iこ

恵、まれ、変化に富む半島景観と多くの歴史的・文化的な

遺産・資源が残り、半島内外の多くの人々に親しまれて

いる地域である。

このような、すくれた地域の自然・生活・歴史・文化・

産業・芸術などの資源lこ富んだ地域において、内発的に

その資源の価値を継承しより豊かなものへと昇撃させて

いくのは、日常的に地域に関わることのできる住民に他

ならない。この地域の価値をつくり育てていく住民に、

その意識と活力が無ければ、地域の発展は甥符できない

と言えよう。そこで、地域全体をひとつの博物館と見立

てて、地域に点在する資源や遺産をコレクションとし、

博物館活動を進めていくエコミュージアムの発想を取り

入れることが有効と考えられた。これは三浦半鳥全域を

優れた社会教育、生涯学習のシステムとして、地域の住

民が潜在的な力を獲得できるようiこするものである。三

浦半島におけるエコミュ日ジアム矯想、について、その可

能性と実現性を検討するために、 K-FACEでは検討俊樹と

して 2000年に「三浦半島エコミュージアム研究会」を立

ち上げ、横浜窟立大学建築計菌研究室が協力し構主主化を

進めてきた。

三浦半島エコミュージアムの目的は、三浦半鳥内に居

住する住民のうち、ひと叩でも多くの人が、 f三浦半島J

としづ言葉で統合された自らの地域に対して、誇りを持

って大事にし、守り、育て、自ら作り上げてし、くための

活力・技術・意欲・精神を獲得していくことにある。三

浦半島の地域内には、豊寝な地域資源やそれを活かした

活動がすでに存在しており、それら箪の根的な自主活動

*'検浜国立大学大学完工学研究続教掩

/三擁半島まるごと1博物館連絡会顧問

2008年住総研f住まいまち学習J実践報告輸文集 9



をつなげていくことによって、全体が形成される。つま

り、三浦半島エコミュージアムを形成するにあたっての

主たる方法論としては、それらの活動や地域資源を fつ

なぐ」ことが特徴となっている。

3 -2，三浦半島エコミュージアムの構成モデノレ

三浦半島エコミュージアム研究会の検討 (2000“2003

年)の結果、練られたものが f三浦半島エコミュ}ジア

ム構想 (2004年)Jである。ここでの構成モデ〉レi士、以

下のように考えられた。

まずエロミュージアムの構成要素は、地域における市

民活動によって支えられた多様な文化・自然.il主業等の

遺滋 (heritage)群である。その各遺産の置かれている

サイト (site)のネットワークの総体がエコミュージア

ムを形づくる。そのためにネットワーク化を留り、各組

織をi車結し、活動を助長・支援する媒介としての役割が

必要で、それがエコミュージアムの本部組J織となる。

各サイトは、地域遺産の拠点としての限定された地点

である場合や、資料が密度高く集約された博物舘の場合

や、ある集務といった一司定の狭域地域の場合や、またあ

る特定の地域の伝統的な習俗や民俗風習などの場合など

がある。サイトの範劉や対象は様々なものが考えられる。

さらにこの場合のサイトには、上下優劣の階層は無く、

エコミュージアムとして参加し佼置づけられる場合には、

すべてが河等の権利をもち対等の関係として逮燐するこ

ととなる。

エコミュージアムのサイトが成り立つためには、そこ

にそ/としての遺産や場所があるだけではなく、そこに

間有の人の営みとしての住民活動が一体的におこなわれ

ていなくてはならない。このような、各サイトにおける

遺産と住民活動が一体になったまとまりのある単位を、

ここでは、エコミュージアムのパートナーと呼ぶことに

した。つま号、エコミュージアム全体はパートナーの集

合体として形成されてし、く。

このような要素をもとにして、地域において、モノ(遺

産・場所)、ヒト(活動)、システム(本部組織の働き)

が穣立していくことがエコミュージアムを擁立するま喜本

要件となる。このことは以下のように示すことができる。

ヱコミュージアム = ÏJ~ートナー十本部組織

パートナー z 遺産・場所(自然、文化、歴史、産業 etc.) 

十市民活動(保存活動、伝統文化継承活動、地域文化や環境

の誤査研究、ヱコ口ジー活動、地域掴有の康業部出、まちづくり学

習活動 etc.)

これは、入慌に伊iえると、

エコミュージアム 入僚の総体ココ Z身体器官や意

思・こころ・神経網野(中枢)

パートナ一 身体の器官=部分身体総織(肉と骨な

ど) 十動的システム(生きていくために酸素を供給する胤波や

気のようなもの)
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とみなすことができる。このように、三鴻半島をひと

つの入荷の生命体を比喰としてエコロジカノレに生き続け

成長するそデノレとして考えることができると蓄えよう。

3-3 おおくすエコミュージアムの会の立上げ

三浦半島のエコミュージアムを進めていく上での方法

覇者を確立するために、介入研究として、拠点的な地域の

活動として「おおくすエコミュージアムの会j を発足さ

せ、活動が自立するまでの支援をおこなった。

この会のテ}マは、「地域の自然、澄史、文化の発振と

活用、継承jとし、テヲトワーとする地域、大楠地区l士、

横須賀市街部に佼援し、大有者山を霊童むように街区を形成

している人口約 16，000人の地域である。まとまった自然

を残し、携と山に潔まれ風光明綴な場所である。しかし

交通の使が懇く、住民は横須賀の中心地域とは隔絶した

土地であるという意識を持っている。環境の変化により

自然や藤史的なものが失われつつある中で、住民は重量か

な環境を守りたい、地域を良く知り次世代にその良さを

伝えていきたいとの怒いを持っている。

2001年8月にまず「大楠地医学習会jを実織し、同年

12月には r(仮称)再発見おおくすの会」を発足、月に

1自のベースで地域について語。会い、様々なフィーノレ

ドワークを実施し続け、中心メンパー15名により 2003

年4月にlE式にlE式に発会した。大橋山、前田川の自然

環境の観察会や、 1専物館や学校と連携しながら伝説の子

産石の研究やそのシンポジウムの喜号機、また、長屋内な

どの君主史資源の修復の協力などもおこなうようにまでな

った。認査の成果をマップ入りの“しおり"にまとめイ

ベントごとに配布している。

4， rまる博」設立以前の三浦半島内の市民活動の状況

4-1 三浦半島における市民活動の実態

この三浦半島地域には、さまさfまな市民活動力1育って

いる。これらの既存の市民活動がそれぞれエロミュージ

アムのパートナーとして自覚していくことによって、こ

れらが意識的につながり、地域全体のエコミュージアム

を形成することができるものと息われる。そこで、三浦

半島地区での住民団体やその活動の特色・方向性や交流・

連携の現状を抱援するための調査を2000年と 2004年に

実施した。結果は以下のとおりである。

① 防体閣の連携

.H童史系この分野は生液学苦言的な要素が強く、いくつか

の団体にまたがって所属している会員が多いD それぞれ

の閏体で得;意の分野の諮問となり、お主主いに学習会を開

き交流を進めている。

・環境系 活動のフィーノレドが共通・重複していること

が多く、情報・人材・イベントなどで1協力するなど他の

分野に比べてお互いの活動の連携が進んでいる。

・文化系 E!I体の数は司番多いが、活動内容が趣味的な

2叫8名手{主総研rj主まいまち学習j実臨報告。論文集9



隠 1 市民団体の活動範酪在から f箆史系.i I環境系Jr文化系J

要素が強いためか、他のBl体との協力関係は弱い。

全体として、歴史、環境系で団体問の交流が盛んである

が、概して分野を越える交流は弱かった。ちなみに「横

須賀市自然・人文博物館jや f葉山町しおさい博物館j

などは、異分野鶴のネットワ)クの中間にお号、仲介の

役割を果たしているようである。

② 活動拠点、となる施設利用

歴史系は、生涯学習講座や、そこから派生する場合が多

く「公民館」などを活動拠点にしているグノレーフ。が多い。

環境系は、フィーノレドを重視するためか、施設立地にと

らわれない地域活動が展開されている。文化系では、さ

まざまな施設利用が見られるが、「個人宅Jや「町内・自

治会館j等の身近な施設を多く利用している。

③活動範閥(1l!l1参照)

・歴史系 横須賀の東海岸地区にやや密度が濃く分布す

る。歴史系の市民活動グループは、行政域を越えて活動

範協をもっており、三浦半島全体に、密度が均一に点在

している。

・環境系比較的自然の残っている緑地帯と、海岸部

(特に浜辺と脚部分)に活動地が重なっている。

・文化系企地域。コ都市部に汚動範囲が集中している。ま

た、行政の呼びかけからできた団体が多いため、行政区

域または居住地域周辺で活動する例も多い。

4-2 市民団体の活動分野

回答図体の活動は、活動分野によって、歴史・文化の

み型、自然環境のみ型、歴史・文化、自然環寝複合裂、

多分野製、その他の分野に分けることが出来た。

各活動内容についてみーてみると、多くの団体が博物館

の要素、つまり調査・研究、(収集)・保存、展示・教育

を干すっていることがわかる。

-103 

活動分野としては膝史系の閲体には「まちづくり j を

活動分野に挙げているBl体が比較的多く、自然環境系の

防体iこi士、「教育」を活動分野にあげているBl体が多かっ

た。趣味的な活動にとどまらず、公益的な活動を対象と

していることが分かる。

次に活動を行う上での問題点を各悶体個別に見てみる

と、 f他の自体と連絡する方法を持っていないJr学校と

の連携をしたいとは患うが、学校のニーズが分からない、

学校側のニーズをヒアジングするチャンネノレを作ってい

ないJなどといった人的ネットワークに対する問題や、

f三浦半島でのいろいろな地域活動や会の情報を取り集

めて、相互に活動方法や運営方法、問題点、について諮り

合う場が欲しし'Jr問分野他図体と顔を合わせてみたいj、

または、 fそれぞれの分野でどんな方がし、るのかが分か

れば、講師をお願いしたいという jなどといった意見が

あり、三浦半島の市民活動を取りまとめる組織を求める

声があったことがわかる。

しかし、一方で、他自体との交流に関して、「どう交流

してし、いかが想定できなしリ、や f現状でも十分活動でき

ているjと答えた回体もある。また、 f他団体と協力しな

がら汚動を行えると思うが、自分たちの活動で手一杯で、

具体的に何かを期待するわけではなし、Jr図体内での調

繋が沼難」といった意見も路かれた。

4-3 r三浦半島まるごと博物館連絡会lとその組織・

活動内容

これらの活動団体を結びつける試みとして、 2005年に

三滞半島におけるエコミュージアムの実現を目指して活

動をはじめたのが f三浦半島まるごと博物館連絡会Jで

ある。これは行政、市民自体、顧問(識者)、連絡会会員

市民団体から選ばれた幹事で構成される。

f各地域でエコミュージアム関連活動を行う自体相瓦

2008年住総研f住まいまち学習J実路報告。論文集 9



及び行政機関等との交流・連携を留ることにより、地域

を総合的に学ぶ場づくり、地域の活性化、及び舷カある

域づくりを滋めること」を目指し、全体ミーティング、

ツアー(探訪会)の梼催、フォーラム(交流イベント)

の開催、季刊のパンブレットの発行、ウェブサイトの開

設・運営、ガイドブックの作成などといった活動を現注

行なっている c (詳細は表 1) 

現状では行政および財i司 (KIF)が事務局になり、幹事

と各活動の企爾・立案を担ィコており、それを連絡会にお

いて話し合い、実行に当たっては会員E主体・行政が連携

して1'1っている。

表 1 三浦半島まるごと薄物館連絡会の概要

ニ，構半島内で活動する市民fi!l体(46'自体入学識経験
1三浦半島まる 者、行政機関(横須賀市、鎌童市、逗干帯、王浦市、葉山

ごと博物館連絡 町)、(財)かながわ圏糠交流財盟、神奈川県横須茸三浦
会の構成 地域現政総合セン?Iーによって構成されている。市民間

体のゆから選ばれた幹事3名が会的進行を輯める。

全員弱体の中から各閣3隠体程震が総出し、自らの活動
2ツアー(探訪 の対象地域で、その対象地や，舌識のイン事 ブリテー
金)，刀開曜 ションを行う。参加者i立、連絡金金員間体のみの場合と

一般公開で行うものとの潤方がある。

毎年1図、事加極体を対車にフォーラムが関擢されてい
る。第一泊自由テーマは、，=滞半島田fみもjから地域を

3.7場ーラム(Jl'再尭毘』として参加者は128名、 1トーウセッションf三浦
流イベント)の翻 半島みちトーウJ2活動自体事例尭謹 3主流企&ポ
擢 ス告ーセッションを行った。第二回目i孟「三滞半島<J)野道

を諜しむ;Jというテーマで、 1沼田と隠様な内容!こ、力ント
リーウォー力一由講演が加わったブaグラムであった。
かながわ留際空流財留により、年iこ悶@]発行されてい

4畢刊の活動
る。 各部体に童日られるほか、県施設やサポートセン事…

パンフレットの尭
等に置かれる。内容は 1 ヱコツア一、フォーラム等の

行
三浦半島まるごと博物館関遼の活動の紹介且び告知
2 各国体的行うイベントについて申告知 3 連絡議会
員部体の活動総介 4地域的博物館由緒合である。

ホムベジでは、ニ滞半島まるごと博物銀連絡金由競
5ウヱブサイト的 明、金員極体の活動内容の紹介とイベント的告知、 'Jンウ
開設運営 の紹介、過去と今挫の関連活動の紹介、事務局の連絡

先等が、掲載されている。

地域住毘および、来訪者に、ェ浦半島の資滋の側瞳を学
習してもらうことを自約に、三浦半島の資源に濁する構報

6ガイドブッヴの
を集め、整理君、補完し、それをまとめたも由。県が印織費

作成
を出し財団が欝整投とな仏各国体がそれぞれの活動対

iItについて開稿を書き、回体的中から選出された編集聾
員によって作成された。年間1額ずつ編集し、現主までに
2冊尭行されている。

5. r三総半島まるごと博物館」連絡会会員団体の現状

「まる博j 連絡会の会員団体は、各々地域で自的・テ

ーマをもち、議査・研究、保全・保存、探訪会・展示会

などを行っている。

5 -1 連絡会への入会動機

関 2を見てみると会員団体の連絡会への参加動機は、

f三浦半島の他団体の活動内容を知りたかったから

(78%) J 、f三滞半島の他Ell体との交流が持ちたかった

から (56%)J、f団体の活動の参考となるノウハウや情報

を得たかったから (39%)Jなど、他聞体との交流等や、

rE主体の活動を広めたかったから (44%)J 、f団体の活動

の広報手段のーっとして (39%)Jなど、団体;の活動の

つのアウトプットとして、または、 f三鴻半島まるごと博

物館の趣旨に賛潤したから (72%)Jというものとがあっ

た。

さらに1l!]3で、「まる樽jの取り組みに期待することと

しては、上認の参加動機が満たされることの他、「三J浦半

島の魅力を他団体とともに掘り出すこと (83%)J、f三浦

半島の問題点・課煩を{也団体と共有すること (56%)Jな

ど綴々の団体の活動のためというよりは三浦半島地域が

良くなることを期待しているものが多く見られた。三浦

半島において「まる博j 隠速の活動の中で得られたこと

として、関 4のように、 f俄間体の活動内容や考えを知る

ことができたJ(78%) という意見が多かった。

理縮会への入会勘櫨(nロ18)

芝浦半島の他劉体の活動肉穆署長鈎りたかった

三浦半島まるごと樽物主主観留に糊したから

2ミ鴻学島の偽飽体との受流が持ちたかったから

制抑制たの一
蹴嗣湿な日、伸一

たかったから
魚図体の活動の広報苧段の つtとして

行政との倒係作りのため

知り合い品、入や耐坤加していたから

機財調から協力の依舗を~

関 2 連絡会への入会動機

o 2 4 0 6 10 ，~ 14 1~ 

図同

; 芝浦半島まるごと博物館の取り組みに期待することh叶 8)

三繍半島の鎗カを偽飽体とと制之掘り出すこと

E.:j稽半島の健衛体の滋動内容を知る tーと

五三浦キa訟の俄図体と交流を衿つこと

機関体の活動の広報

三濡半島の隣題点線磁を他間体と共有するこ

と
食関体の活動の拶脅となるノウハウや機報を符

ること

策鴎体の活震を広めること

三j爵半舗に人を呼び込むこと

特に期待することは糠い

その他

図3. 期待すること

5 a ，(1 11 14 匂

鵬数

三鴻半島まるごと博物館関濃活動由中で得たこと(n=18)

偽図体の活動内容や考えを知ることができた

爽弱体の汚動向容を広報することができた

仰の弱体のコちとの交涜情報交像を行うゆで

方捻ノウハウを得ることができた

貨を遺体の活動に役立つ情峨を得ることができ

た

アドパィスや協力をLてもらえる人脈がで舎た

得らオもたことは特1こ無い

その他

Z46al0'2 ，416  

聞休敏

図4 三浦半島まるごと博物館関連活動の中で得たこと
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5-2 三浦半島まるごと博物館連絡会における互いの

活動内容の犯援状況とかかわり状況

活動自体がお互いに他間体の活動内容を把捜している

か、また活動向士の実際、のかかわり状況については、名

称のみ知っているというものも少なくはないが、活動分

野を問わず他国体の活動内容についてより摂援するよう

になっているという状況が確認できた。

以下に、市民団体へのヒアジングによって分かつたそ

のようなネットワークの意義をまとめる。

名

称

区15 入会前の交流

環境

FFjm 

-105ー

壇場

j吋替問的
[刻6 入会後の交流

1 )くE!:I体の間接的・滋干主的活動支援〉

連絡会加騒団体は、三浦半島まるごと博物館連絡会の

活動に参加することで、①他閏体の活動が分かる ②自

団体と他間体との関わりが分かる ③人と入とのつなが

りを得る 僅H世E!:I体に支援・アドバイスを求めることが

出来る ⑤活動のノウハウを学ぶことが出来る ⑥いろ

いろなアイデアにつながる、ということを得ている。

④のような他間体への支援・アドバイス依頼は知り合

2008年世輯研「伎まい，まち学習j劃路線告論文集 9



いがあってはじめてお撮れ、できるという意見があり、

f知り合いj 基君主の形成というネットワーク要素の意味

は大きい。

さらに、ヒアリングからは「団体内の、あるメンバー

が他団体に知り合いがおり、それがきっかけで支援依頼

を受けた」などということが言語かれた。団体とBl体とい

うよりは、個人と俗人との知り合い関係がZ重要であると

いうことが言える。また、そのような活動の支援依頼が

行なわれるまでには、{也団体の活動がわかる→自Bl体と

の関わりが見える→活動の支援依頼という段階によって

進んできている。

三浦半島まるごと博物館関連の活動の中で得られたこ

と(図4) として f他国体の活動内容や考えを知ること

ができたj という意見が多かったが、そのように f他国

体の活動を知っているだけj というのも、その後の活動

につながる潜在的可能性を持っている。

2) <会員団体内の億人が f地域を総合的に学ぶ場J> 
三浦半島まるごと博物館連絡会の会合や、ツアーなど

のフォーラムに参加しているのは、結局市民E主体ではな

く、市民Bl体の中の綴人である。

ヒアリングの中で、 f私l士、地域のことをまだよく知ら

ない。知る方法を知らない。連絡会の活動のなかで、他

団体の活動や考えにふれ、地域のことを知るノウハウを

得たj という意見が隠かれた。連絡会の活動が、他人に

他団体の活動内容に触れる機会を提供し、その中で f地

域のことを知るための新たな視点Jを取り入れられるよ

うにな号、会員団体内の一部の個人にとっての f地域を

総合的lこ学ぶ場Jを逮成していることになる。

3) <多分野ネットワークの構築〉

ヒアリングのなかでは、もともと他団体との交流や関

係が有った、ときう声も聞かれた。

fまる簿J逮絡会発足前の他国体の活動内容の把握状

況(図 5)を免てみると、図体による大きな差があるも

のの環境系の団体では環境系の団体を中心として、文

化・歴史など他分野についても比較的少ないが活動内容

を把握している傾向が確認できた。文化系や歴史系の閏

体では、同じ分野については他邸体の活動内容を知って

いるが、環境系の団体の活動内容はほとんど知らないと

いう傾向がある。また、知り合いのいる臼体をみてみる

と、環境系の団体では、同じ環境系の団体に知り合いが

多く、文化・康史系の閲体においても、同じ分野に比較

的知り合いが多く、他分野についても若干の知り合いが

克られた。つまり、連絡会入会館のネットワークとは、

問分野rkJに限定された交流にすぎないと言うことができ

る。

一方、「まる博」連絡会入会後の他団体の活動内容の把

握状況(図 6)では、Bl体による大きな差が有るが、連

絡会入会によって他分野の毘体の活動内容の把握が進み、

新たに他分野のE主体への知り合い関係の構築も篠着意され

た。

一方、今後の課題として「当会員念体にまる博活動の

内裁を局知させることが難しいJr今後どう活動してい

くかがこれからの問題Jr財団 (KlF)や県(行政センタ

ー)が主催・合商している段階では fまる博j が軌道に

乗っているとはいえない。まだ自JLしているとはいえな

い。」などの問題点が跨かれた。

6 まとめ

三滞半島まるごと博物館の発足による交流と、それに

関連した活動を各自がおこなうことによって、分野を越

えた他国体の活動内容の把握や交流、知り合い関係の構

築が確認された。また、それが結果的に団体自身の活動

の支援になっている現状も明らかになった。

連絡会の会合、フォーラムに参加する会員個人にとっ

ては、その活動の中で他図体のf苦動内容に触れて、地域

のことを知る新たな視点を取り入れることができるとい

う意義も分かつた。これは、 つの分野・視点をこえて

多様な方向から地域を挺えることができるようになると

いう、エコミュ}ジアムの一つの意義であると言えよう。

今後は、各自体の幾示会や探訪会に参加している地域

の人々や各国体の中の連絡会に参加していない個人に対

して、地域のことを捉える新たな視点へ触れる機会をい

かにつくるか、ヨー口ツパのエコミュ」ジアムで今現夜

課題となっている、 ソーシヤノレ・インクノレージョンの達

成が課題と考えられる。

儀後になりましたが、読ままにご協力いただいた三滞半

島内エコミュージアム実践者の方々、およE柳田純氏(元

かながわ学術研究交流財窃)に記して謝意を表します。

く注〉

1) 詳細は、三浦半島まるごと1博物館連絡会ホームベ}ジで紛

介されている http://糊 IW.ecomuseum-即位ahanto‘jp/

2) 2004年実施した議査で、対象は、三浦半島内の滋子市、薬

山町、三浦市(当初想定していた領域で鎌倉市は含んでい

なし、)における活動団体である。文 1)に発表している。

3) 2的 7年4月より、統合され(財)かながわ間際交流財筏

(KIF) と名称が変わっているが、設立縫い鴻に関わる記述

の部分では活動当初の名称で記載した。

く参考文献〉

1)榔回純・大原一興 三浦半島におけるまちづくり市民活動の

地域特性 日本建築学会学術講演梗概集 E-2、pp.657-658、2001

2)有精清之・太原一興・藤防泰寛三浦半島におけるエコミュ

ージアムの展織に関する研究、日本建築学会学術講演授概集E-2，

pp.53-54、2007

3) Ohara， K.， and Yanagida， A. : Ecomuseums in Cuπent Japan -the 

Background 削 dVisioflw， pp.27.34，“Museum田 dCiti自由hip"，

Quaderrrni di ricerca， No. 108， Instituto di Ricerrche 

Economico.Sociali del Piemonteヲ 2005

4)大原一興 工コミュージアムへの旅，鹿島出版会、 1999
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メディア開発を用いたまちづくり学習の実践と課題

ーさいたま市岩槻区における親子のためのまち理解磁読本頻発

プログラムの運用過穏を対象iこ

大波律子*'

富海治樹ホ2

キーワード メディア開発，まち獲解副読本，さいたま市岩槻区，観光まちづくり，成人市1¥';，子育て世代

γ はじめに

近年，人口規模 10万人前後の地方中小都市では，少

子化及び若年層の流出によるコミュニティの高齢化や，

地域産業の基盤をなす農林漁業，地場産業の不振等が栂

侠って，まちの活力が失われるケースも少なくない。他

方，その中にあって，住民，地域資源，来訪者の三者が

共に発展可能となる〈観光まちづくり)1)の観点から地

域再生のi活絡を見出し，地道な致り緩みを続けている地

域もある。

本プログラムの実験地となった!日岩槻市(現・さいた

ま市岩槻区・平成20年2月1詞現在人口 111，682人)に

おいても，地域経済の主力である人形産業が-9寺の勢い

を失い，それに連動して地元商j苫禽やコミュニティの活

力低下が顕在化してきたこともあり，地域活性化の新た

な方策として〈観光まちづく明)が模索される段階にあ

る。具体的には，ちょうど 2005年のさいたま市との合併

前後から， r和の文化でもてなす城下町J2)を襟携し，

当地の伝統工芸であるf人形jやそれを支える「涯の技J，

さらには「膝史的情緒の名残j を)車内でも特色ある観

光資源として見践し，まちづくりに活用しようとの試み

が市民主導で進められている (2004年にスター卜した

[人形のまち岩槻 まちかど雛めぐり jはその典型例)。

こうした動きを受けて当該地域では，その短い手となる

人材，すなわちf自分の住むまちについて主体的に考え，

問題があれば解決iこ向けて動ける市民」の養成が遠近の

課題 3)となっている。

筆者らは，こうした地域からの要議を受けて， (まち

づくり〉の按い手となる人材育成を目的に，初日5Jf-1月

-5月には rまちづくり初心者J(表 1最左列)を対

象とした，メディア限発を通したまちづくり学習プログ

ラム『親子のためのまち理解昏i読本開発プ口グラム』を，

20昨年7月-11月には，まちづくり初級者から中級者

(袋 1・左から 2?i1J・33'0) を対象とした，インタピュ

一実潔裂による『知明・学び・伝える…企懸カ・綾取り

カを鍛えるま存療』を各々企厨・実施してきた。

本稿のねらいは， 2005年の実施例(以下 r岩槻プロ

グラムJ)を対象に，本プログラムの設計及び実箱プロセ

スを報告するとともに，その運用効巣や今後の諜磁を検

討することにある。なお執筆に当たって用いたデータは，

プ口グラム運用中，受講生に適主主取り組んでもらったワ

ークショップでの発言内容，学習課題，アンケー卜回答，

及び築者ら指導憾の参与観察記録が中心となる。

2. 務槻プログラムの設計経緯

(1 )先行事例の研究

岩槻プログラムを設計するに当たり，筆者らは，劉読

本やピデオ等のメディア隣発プロセスに学欝者を~与さ

せる fメディア開発疫学習形餓J，こ着目した 4)。この形

態は，従前より「学びの仕掛けj として効果が確認され

ている。そこで，まちづくり，都市計闘，建築，環境等

の諸領域から先行研究を抽出し，検討した。倉原 5) 高

見めらは，市民参加療(子どもを含む)によって『環境

絵本』や『お祭ち辞典』の製作をプ口、ンェクト方式で進

め，この過程を通して参加者がまち意識を高揚させ，ま

ち理解を深化させた等の学習効果を確認している。また，

倉原らは，その効果を，①まちに対する認識と愛着の充

実，②地域の膝史文化への環解及び保存意識の芽生え，

③まちづくり参加に向けた意欲の醸成・環境知識の蓄積，

④主体問コミュエケーションの発生及び組織の形成・以

降の活動の持続，の4点から説明しており，これらの指

摘は，まちづくりの担い手育成においても，メディア縄

王証著
34  ~寸v- 5 

まちを体括的こ姉、醐制できる | まちづ〈りプロデューサ}
〈会覆・提案緩衝雪量滑〉 |・テーマ31]0:知識充実

主主重重
まち行動

気づくレベル
歩列レ、t!lる

愛骨批半レハむレ | 提言レベル |・テーマにねフ活動を特導力説得
見様見真似で主体的に動く i 指導・鋭得噛瞳できる !カ被麗カをもって笑骨展開

"自由大学人文学部現代役会学科兼任講師 修士(文化科学)
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大問 答揮は、人材を脊て地域iこ還元するンステム
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車2 筆者らが研究対車としたメディア繍発裂まちづ〈哲学習形態事例7)
先行研究の分析項目

開発年 開(発人主数体) 露首 ア上F穣のTが底仕:イり メ利デ開ィ用発ア層の 主学f習誠闘機

事ま惨以ち刻後苦四く'Q.りJ 
替の先メデ行ィ窃ア虫とにその畳犠研す究る報告者

市民
fガ')パ一地圏J(地囲)盟強島串 1"'9 {イベント来場者} 88関 惣究きせず なし 限切操超 構成員

f中直音放蝿こJf子どもの遊び場J(ピヂオ)盤盟量壬 1009 
中区フォ ?ム

約1年 想定せず なし なし なし(市民窃体}

rl車場絵本J(絵本)童堕宗主.10車重弘 :ωo 行(5)政地役滋会2教育線 約2年 懇定せず なし 繰越提起 梅成員

f家下ち村づ艶くり勉白人の輪づくりを応揮するホームペ ジ'J(HP)
i悌8大〈校学集院内生で指導} 不明 想定せず なし 探題提起 持W~事

rまちづ〈り学習かるたJ伯、るた)・盤盤強 2∞2 工業声高校専門学校生 6週間 RあL吸り盛 なし 限緩提起 指導

「お祭り率釦(準高).r車大マップ作出(マップ}如議見格子他 2∞s 小宛2学盆会と5保(1緩50)斬20) 4ヶR 忽安定せず なし なし 指導

※1豆大マジプはお祭り事典の付属として開発開発新調ま1日
組行政金主会教脊鵬)】、大学(3)婦人会(ラ)社会教育委員(，)栂土史家(l)等+市民(400)名近くが翻与
※3後ゅのr_jは続究論文中におu、てf曾及なしjとみなされることを裂寸

発型学習形績が有用である点を示唆するものとして注目

される。

議21立，過去に学総論文として報告された主なメディ

ア開発型まちづくり学習形般の実践例を， rメディアの名

称・種類/研究報告者J， r慌発主体J， r話再発時期・

期間J， rメディアの仕上がり程度J等の9項目から整

理したものである。従来，この種の取り組みでは，時発

するメディアの利用対象騒が予め想定されておらず》メ

ディアそのものの質が開発後に照われることも殆どなか

ったといえる。また，メディア続発プロセスにおける参

加者の学習呂擦や，その後の活動目標も設定されておら

ず，結果，開発プロセスにおいて指導陣が巣たす役割や

指導内容も規定さ;/'11ぬまま，指導上のスキノレが場面や人

を違えて活用されずに終わってきた感も否めない。すな

わち，この積の学習形態では，プログラムの枠組みが予

め規定されずに実施されてきたことで，まちづく哲学習

上の有用性や課題が，十分かつわかりやすい形で検討，

継承されてこなかったとみられるのである。

(2)岩機プログラムの枠絡み検討

そこで，岩機プログラムでは，表2の7項目(網掛け

部分)を予め規定し，運用後にその効果や課題抽出をそ

の枠組みに沿って検討する措讃を施した。具体的には，

凶 1で示すように，メディアの憐発主体，娯発期間，利

用対象層，仕上がり目標，さらには，開発プロセスに参

加する受講者の学習日襟，終了後の活動目標，指導障の

岩欄プログラム田枠緩み

[メディアの開時主体1
今子脊て世f仁 女 性

[メディアの開滑期摺1
4参3ヶ.rlE味)

Iメディアの利朗暦1
..子町3対象(大入港も子どもまでの住民)
Iメディアの佼上がり目線ヨ
4多様槻 η基本的灘解等に役立ち
後及性を脅するレベル i 開院続開 : 
[受講者の学習包欄1 I 開陪4ヂグ 7フ
制ちづくり当輔として¢輔脚:吐い四郎 I

3 仕上必フ目標 i 
I受骨者のプログラム参加蜘活動回線1I 象五晴元の議目標i
9怖かのまちづくり活動に蜘 i 糊者哨鈎Zi
I指導者の盟関之対する品調1 I 規定
今掲揚助君鋳灘編集監修を遜玄 I I 

図 1 岩槻プログラムの枠組み

受講者に対する役害r)，の7点である。

最初に，今回の開発プロセスiこ際わる主体，すなわち

受講生層を，地元のまちづくりの現場(行教や市民)の

意向を踏まえ，まちづくり活動に今後本格的に参闘する

予嫌軍として鶏待のかかる， r子脊て世代Jや f女性JIこ

絞り込むこととした。次iこ，苗j読本の開発揚院は，受講

生の子育てとの河立やそチベー時ション維持及び学習プ ;~1

グラムとしての適正規模を考慮して「約3ヶ月 J，高1)読

本の読み手は r大人から子どもまでの住民J(つまり，

小学生が読んでわかるレベル)とし，副読本の佼上がり

目標は， r岩械の基礎的理解lこ役立ち，河地の魅力を域内

外にアピーノレでき，メディア自体に普及性を有するレベ

ノレj(受講生が自信をもって小学校等へ副読本として持ち

込めるレベノレ)と設定した勺また，受講生の開発プロセ

スを通しての学管臣擦は，大きくは f機発プロセスへの

業獄Jとし，具体的には，①まちを捉える視点・知識の

蓄積，②プロジェクト型行動様式の育得，③調査・表現

技術の向上，の3点に設定した。加えて，受講生の本プ

ログラム参加後の活動目;僚としては i国i読本開発の経験

を新たなまちづくり活動へ生かし参画していく Jと設定

し，これらを受けて筆者ら指導賄の役割をJ各受講生が

目標に到達できるよう助言団指導をきめ締かく行うこと

と規定した。

3 袋線プログラムの実施概要

(1 )本プログラムの実施体制・場所

本プログラムは，表3の返札筆者らを含む指導医事3

名，助手2名によって企画・運用した。指導者A'Bと

助手Dは全プロセスに参加し，受講者の変容過程を参与

観察する役割も抱うものとした。

他方，受講生は， I自岩槻市報で公募・選考した女性市

民6名である。表4の通り，子脊て経験があり，まちづ

くり活動への本格参入に意欲的な 20代-60代の「まち

づくり初心者層.1 (既出表 1 最左灼が中心である。

なお本プログラムは，主に沼自大学岩槻キャンパス

内を会場として運営された。

(2)本プログラムの各段階のねらいと効果

本節では，プログラムの各段階における受講生の学

-108- 2008 年{主輯研f住まいまち学習J~路線告。論文集 9



費 3 指導体制(プログラム内で由役割/専門分聖f)
プロジェクM 全体統括 ω鶏整指鴻参与観察/まちづくり、フィールドワu ク等調査

指導砂与観察/情報システム毅計、コンピュ タ・ジテヲシ

指導参与観察/まちづくり学醤、割前計必

全体のアンスト嗣読本編集

本プロジェクト①脅Z主力のある1I勝本{子ども対象}の翻発
のミッション 哩噛加者の家ちづ〈り識調書賓としての輩誠技鱗の向上

，.- メルコじご街でo打ち合2っせ適主主
協力してまちづくり活動に参加

邸2 岩槻プロゲラムの喜車窓フロー

習目標，作業課題及び指導障の役割を整理したとで，受

講生の変容及び岳j読本開発プロセスの進捗状況等を述べ

ていく(留2及び袋 1参照)。

①第 1段階

〔学習自機・作業課題・指導憾の役割〕・当段階ではs

受講生が本プログラムのミツンヨンや参加，i:A専を理解し，

まちを捉える視点やまちの知識を蓄え， Z段階以降へス

ムーズに移行するための準備を整えることが目標となる。

具体的には，ワークショップ準学習会 3@J(1回3時間

程度)，まち歩き 1@J (5時間程度) ，持ち帰り課題2

種(本プログラムで照発した「持ち帰り課題Jの穣類と

意密は薮 5参照。 1段階では f生活記録ノートJIピッ

クアップカードJ)から編成l，指導障には上記の日擦を

達成に導く役割IJ (教授伝遠の仕方)が課せられた(特

に，鍵となるワークショップでは，指導障がフ/ンリテ

ーターとなり，各受講生に自己紹介やプログラム¥の参

加動機を述べてもらった後，0:岩械とのこれまでの具体

的な関わりとこの聞の印象，②子どもに伝えたい滋槻の

魅力，の2点、を主なテー?に意見が多様に出現されるよ

ヨ量5 著者らが開発した f持ち撮り線鶴j由種類と意図

持ち婦り課顔
記手生 重報告詑 テコンンツユト〆

まちをr知る動(J盟j学習昌棟

I韓盟守家ちを知るための手2患を'1'$1 が

Q)，'ちを3?dる視点を脊て持つ 白 I I 
! 申哩〉まインすコタを観察サる

。。I I 
ネットで背報を検索する 。。

茸④文献・資料収多襲撃理 。
事噛査の協力そする

φ》ニアリングをする

窃記録用の写真を撮る 。
母島デ}タの整理・とりまとめをする 。。。
断胃絡を鎗1:ぇ自分qの考えを構築する 。 。。
I韓盟2家ちで動〈ためのや絡を学ぶ3

ト4

([tミュニケ泊ンを十る(会話・報告，連絡・棺設) 。。 。
@スケジュ ノレを管理する 。 。
自説得的に書く(長さ・書き方・構成)資車H乍成 。。。。。。
@企部を立てる 。。
@r，，~~還を解決する 。 。。
@協働・プロジェクトを学ぶ 。。。
う配慮が求められた。 1番目のテーマでは，まず受講生

に患ったことを自由に発言させ，相Eに岩槻に関する情

報や見方をあらためて見直させた。 2番目のテーマでは，

本テ…マ自体が地域を捉える つの視点であることを受

講生に理解させた上で，視点に沿って思考し，かっ発言

するよう促した。なお，ワ』クショップ全体をi謹じて，

指導機は，受講生の意見が一定の視点に留まらず多種多

様lこ連動的に提示されていくよう亜日意するヲ方で，それ

らの意見が最終的には一定の方向iこ集約されていくプロ

セスを全員が共有できるよう工夫した(授業の緩き換え

/各参加者の発言のテーマやポイントをキーワ…ドに整

理しながらホワイトボ ドに提示等)。また f持ち帰り

ま果魁II土，空襲者ら指導療が受議生のまちを捉える態度や

視点を事様に育てる義忠長から開発したものであるが，本

段織り1，I岩機ピンクアップカードJ(殴 3/褒 5Ii:Z

列符)及び「生活記録ノ一一卜 I(品， 1担j目)を沼いること

』し t:~_ç 受講生にi土課題 lこ対ずる詳細なインストラク

シ3 ン(表 6)を与え，課題iこ対し適切に取り組めるよ
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二三:;;;-';;ii翌 型 自

函 3 持ち帰り線縁側(ピッウアップカード)

車6 第1段階的持ち婦培課題に関するインストラウション

@ピックアップカードのインストラクション

1 f子どもに伝え残したb唱搬の風景歴史文化スポジト総隊イベント行事
人・グループ君い伝え。留わしjを発掘することを民的に、開迭を実施し!その結
果を、ピックアップカードの各機(f伝え残したい対象についての写真情報添付機
{撮影沼記入機、務報出典記入梅)Jf対象の呼称Jf対象の所在(地図添付)JI対
象に対する奥時開仙記入機Jf対象を子どもに伝えたい理由欄J)を封建める形でま
とめ弘

2 上況を埋めあために、インタ ネットによる情報検索、文献資料収集写真撮影
ヒアリング等の調査技法に複数チヤレ〉ジしでみる.(第1(0]学習会ではインター
ネットによる情報検索手法写真撮影手法曾諮ヒアリング手訟を教授)

3 本カードへの記入に当たっては第三考に8分が懲り上げた内容を説ち号する心構
えをもって文章を作成する.鶴査結果をとりまとめて文章化する作集を通じて調査
の不足分を略識し時間¢併す範留で繍完調査を実粧〕とりまとめの精皮をあず
るよっ意識する。

う配慮した(指導用の電子掲示板も設け質疑に対応)。

〔受講生の変容/プログラムの運用効果上受講生は，

本プログラムのミッション{磁読本の開発・完成)への

環解を深めながら. rワークショップJ(額約 rまち

歩きJ(図 5)及び f持ち帰り課態J(既出表 5)に取。

組む過程で，まちを捉える視点や知識を着実に蓄積させ

変容をみせたといえる。特に rまちの構造・景観J， 

f公共施設機関J， rイベントJ，岩槻のまち・文

明 暗i響!
第3綾贈

(量輔自次)

[アピール笹及1

塁塁込主&盟企主主主主i
q恥わっき人形づくり物晴

母親んでみよう!

母艦軸あるよ'

図 6 基i読本開発のプロセス

イと・産業の歴史J， rその他j 等(図 6・第 1段階列)

の提出域資源を身近に引き寄せながら，それらの存在と価

値をより深く認識することができるようにな哲，それら

をベースに，苗i読本のコンテンツ・イメ ジを形成させ

ていったとみられる。また， rワークショップj及び fま

ち歩きJ等の協働行為を通じて，受講生が亙いに雇i読本

調発の協力メンバーであるとの自覚を脊み，チームワー

クを綴成させ，国l読本開発への涼動力を培ったとみられ，

この点は，連携・錦織を碁縫とするまちづく哲活動を担

う人材育成の観点からも注目される効果が得られたとい

える。

②第2段階

〔学習目標・作業課恩・指導罪事の役割〕 第 2段階は，

本プログラムの本格始動期と位置づけられ，受講生!可士

が，菌j読本のテーマ・構成・内容を検討し，合意形成を

閲っていくことに目療が緩かれた。呉体的iこは，コンテ

ンツ作成型ワークショップ2罰(毎回4時間程度)，受

講生による副読本コンテンツの提案プレゼンテーション

1毘(各自 30分穏渡)，持ち帰り課題2種(Iコンテン

ツシートi 表 5右 2列， Iプロジェク卜作業記緑J:袋5

右I列)から編成し，指導障3名は，受講生

6名を分視で受け持ち，指導・助言役を担い

ながら副読本際発を進捗させるよう促した。

特に，当段階で重視された受講生による劇読

本コンテンツのプレゼンテーションやその後

の討議においては，受講生各々がコンテン

ツ・イメージを存分lこ提案でき(図 7)，そ
図 4 第一段階のワーウショッブ由緒子 劉 5 第一段織のまち事きの楊子
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れらを題材に受講

金問での討議がス
明奈川f人静薬会

ムーズlこ進み，ー， .寸、"'均♂ M，i(.'i .-11;'， 

バベι.'、;" "外主押 ρ "質向 l

句 'H-''1"':号'.-;可 定の合意がなされ
自シザ J、υ会冬 山 v 

るよう配慮した。

また，当段階にお

ける持ち帰り課題

臨時闘脇陣
l立， fコンテンツ

シートj及び「プ

ロジェクト作業記

録シートJ(既出表

5) とした。

〔受章量生の変容

/プログラムの

越金'-'，f-

専し 〆

四 7 !l'2段階で提出された
コンテンツシート憐

道府効果):当設

織で，受講生は，第l段階で得たまちの知識やまちへの

想いを r子どもにわか9やすく伝えるJとの犠点から

再構築L..，最終的には「人形のまちj に再価値を見出す

方向で合意形成を図仏首l読本で取り上げるべきコンテ

ンツを，図 6の第2段階後半列に掲げた6テー"(f人

形モチーフマップJ， rまちの人形モチーフ集J， rま

ちを知るための方法伝授J， r人形にまつわる行事J， 

「新しし寸子事や子ども遣の致り組みJ， r岩槻の人形づ

くり物語J)より提案した。当E郊皆で目標とされた臣i読本

のテ-_"・構成・内容のチーム内での調整・確認作業は，

前述のコンテンツシートの作成に向けた取材活動やワー

クショップ，それを受けてのコンテンツ・イメージの最

終提案及び討議を通じて，着実に進められたといえる。

③第3段階

[学習目標・作業課題・指導障の役骨IJ):第3段階は，

指導障が，受講生組IJから倒々に提案された爵i読本コンテ

ンツを再構築し，編集を完了させ，メディアを仕上げる

ことが目標である。当段階では，良質なメディア(副読

本)を関発する目途から，受講生に信頼を得た指導者A

L 編集技術に富む助手Dが主導し，受講生iこ副読本完

成lこ向けての補完作業をi車宜割り振り 2 相互にコミュニ

ケーションを留りながら進捗させた。

〔受講生の変容/プログラムの運用効果上当段階では，

まず指導障が受講生の提案内容を，副読本の魅力度・普

及度在高める角度から，臨8の第3段階列に示した臣次

に集約・構成し，それに伴って派生した追加宇業に適笈

受講生が適材適所で対応する，いわば指導障と受講生の

プロジェクト体制で，副読本在住上げ，本プログラムの

ミッションを達成したプロセスと評価できる。この過瀧

で，参加者は，実際のまちづくり活動で必要とされるプ

ロジェクト遂行能力(と呼わけチ ムの一員として付与

された使命を達成する振る舞い方)の重要性に気づき，

その養成を自らに課した様子が認められた。また，その

後の 10回以上に及ぶ

編集会議(編集作業前

のコンテンツの磁認・

検討等)や筆者ら指導

陳が三主導した編集作業

A耳鳴S急主務¥ 
時(延べ 10日鶴)にお

いても，受講生が，自

らが提案したコンテン

ツが副読本という汎用
横弘、官為聡4宮E穆晶腸dべ1E19Ea2高o:議"窃E 

性のあるメディアに存

構築されていくプロセ "・，，_'"画内刷.'、'"出，y.，..."̂，，

スを傍らにあって模擬 鑓8 軍3段階で完成

的に体感していたとい
させた郡続本

え，達成感とある穣の自信をもってこの副読本の完成

(図的を受け止めたとみられる。その後の新たなまち

づくり活動への意欲は，この際の達成感や自信をもって

形成されたとみてよいだろう。

④第4段構

〔学潜目標・作業課題・指導憾の役割):第4段階は，

完成した菖IJ読本の普及・活用戦絡を検討するとともに，

副読本開発を契機としたまちづくり活動を実践に向けて

準織し，活動の端緒得るまでが目標とされた。具体的に

は，指導障と受講生双方が，副読本の配本計爾をはじめ，

まち理解促進活動や倍々の懐心に2毒づく新たなまちづく

りj活動についてアイディアを出し合い，実擦のアクショ

ンプランを繰り，それに基づき行動を始動させる，また

は行動への契機を欄むまでが諜皇居となる。

〔受講生の変容/プログラムの選用効果]・当段階では，

まずチーム内で，完成した冨IJ読本を多世代の居住者・来

訪者に広く普及させることを信的にアクションプランが

線られ，次に，各受講生がプランに応じて，帰属するコ

ミュニティや地域サークノレ，人形成をはじめとする各穣

鴎活及び公共機僕等への自体を完了させた(第 1次配本

200冊)。この点は，受講生6名が名実共にまちづくり

活動(まちの理解・l[伝等に幼カする活動)への第一歩

を踏み出した託左といえよう。なお6名はその後も，部

読本を来訪苦用ガイドブックやまちづくり学習教材とし

て活用する一方，新たに観光まちづくり活動(地元イベ

ント，中心市街品必活性化事業の企爾・"A旋支援)への参

画やその他のまちづくり活動の準備を始動させたことか

ら，当初定めた学資目標(まちづく哲当事者としての意

識・知識・技術の向上，まちづくり活動への参盟主)をそ

れぞれに達成したと評してよいだろう。また，副議本に

ついても，第 1次自己本以降，商工会他，筏数の地元団体，

教育機関からの照会が裕次ぎ，口コミで評判が高まるな

ど巴乙本後 1ヶ月内には 1500冊 (2007年 11月時点 3000

冊以上)が増刷されるに至っており， r地元岩槻を知り，

学ぶ教材・ハンドブックj としての有用性が実証されつ

2008年住総評 f住まいまち学習J;来臨報告。論文集 9



つある。

5. まとめ

本章では，本プログラムを関 1(既t士1)の枠総みに沿

って評価し，まちづくりの緩い手育成の観点から今後の

課題を捻出する。

(1)メディアの f開発主体J(~受講生)を子育て経験を

有する女性としたことで，副読本の「主たるターゲッ卜J

は子ども(小学生)と設定したが，この点は，燐発主体

側の，親から子へ岩槻の魅力を伝えるようとの意欲を喚

起しただけではなく，国i読本コンテンツの作成方針を明

篠化する上で即効果を上げたとし、える。加えて，小学

生を対象層とし目線をその層へ落とし込んだことで，読

み手にわかり易さ・親しみやすさを与え，結果的にメデ

ィアの普及性を高めることに成功したと評せよう。反街，

第2段階において，全ての副読本コンテンツを子どもに

環解しうるレベノレに務整する作業は殴難を樋めたことも

確かで，この点について指導障が受講生に対し応分の指

導・援助を行えたかについては課題も残る。受講生iこ，

ターゲットに適合したメディア開発を促していくための

指導姿勢や考え方については今後の検討課題といえよう。

一方，量i読本自体は， 2007年 11月現在で塁走に 3000締以

上の増刷がなされ，関係各位から「まち理U解の教材・ハ

ンドブックJ及び「まち魅力の喧伝メディア」として一

定の評価を得ていることから，仕上がりレベルについて

は所織の告擦をある程度達成できたとみられよう。ただ

い今後とも，メディアの「利用層j や「仕上がりレベ

ノレJの設定のあり方については，読み手や際係者の反応

を中長期的に探りながら，また受講生の学習目標との兼

ね合いもその都度考慮して， I1I真当性を検言サザ「る必婆があ

る。

(2)副読本の「慌発期間j については3ヶ月(正味)と

したが，受講生の各段階での参加意欲や学資意欲を持

続・向上させる目途から評すれば， Iまぽ適正規模であっ

たと判断できる。まちづくり学替は，従来の伊jをみても，

使用会場の制約等から 1ヶ月程度に凝縮して実施される

ケースが…般的となっているが，条件が許せば，市民測

の学習意欲を段階的に喚起する意図から，場関を柔軟に

設定することが望ましいといえよう。ただし，プログラ

ムの第3段階(指導障主導の副読本編集作業やその掃に

派生するチーム内検言、t)において，さらに時間的なゆと

りがあれば，メンパー濁の意思疎通・合意形成がより図

り易い-00もあったといえ，この段階での期間設定lこは

工夫が必要だと思われる。

(3) r受講生のまちづくり学潔上の目標(活動主体として

の意識・技術の向上等)J については，倍々の達成度につ

いては多少の開きはあるものの，全員が，実際のまちづく

り活動に必要とされるプロジェクト推進能力の鍛錬に前

向きに取り組んだ点は大きな収穫であったといえるο た

だし，今後とも，メディア開発型学習形態を通じて，受

講生がまちづくり活動の担い手に相応しい能力を効果的

多角的lこ修得していくためには，各段踏での学努課題

指導体制 方法等について照辺領域等の知見も踏まえ，

十分な吟味が必要といえる。

(4)上記で述べた通り，本プログラムを，鴎 1(続出)の

枠総みで総括すれば，所搬の罰標は概ね達成できたと評

価できる。換言すれば，メディア喜再発裂学管形態が所定

の条件下において遂行されれば，まちづくり活動の担い

手育成において一定の成果がよげられる可能性を実証で

きたといえる。たt:'l，メディア際発製まちづくり学習

形態の有用f肢を体系的かっ綿密に検討していくためには，

今後とも陪種の試みを蓄積し，多角的な検誌を車接続する

必要があると考える。筆者らは，こうした問題意識から，

2007年に再度問地においてインタヒeユ一実習型による

『知り・学び・伝える 企商力・段取り力を鍛える講座』

と題した，新たなまちづくり学習機会を設計・実施して

いる。当プログラムの経過及び効巣等の検証・報告li.ま

た日IJな機会に委ねることとしたい。

くJ:i>
1) 観光まちづくり研究会 (2002) 新たな犠光まちづくりの

挑戦底土交通省総合政策局観光部{敗修)，ぎょうせい，

p.22 

2) 岩槻市まちづくり推進諜・商工観光諜旧田2) 岩槻市中心市

街地伝性化基本計画畑塁悪版)，岩郷市.p.2 

3) 地元でまちづくり活動にかかわるおPOの中心メンノ〈ーやその

聖書きを支援するコミュニティ行政窓口への筆者らのとアジ J

グからも， I人づくりjが急務な課題と認識されている諜子

は顕著である。

4) 有光ら(I視線党教材の効果的事I汚法J，財団法人お本視

穂覚教材センター， 1982)は，メディア開発過程の各段潜

で関係する人たちは貴重な経験と学習を積み重ねることに

なると指告書，芝崎(rメディア教育の つの試み映樺製作

の効果についてJ，放送教育開発センター研究紀要第 11

号， 1田4)は，メディア開発に槌わることについて，学習

者のコミュニケーションに織する能力の発達およびメッヤ

ージの読み取りに関する能力σ:発達に効果があることを検

giEしている。

5) 童帰京孝/魁藤安弘 (1鋭拍) 住民による環境絵本噴出平におけ

るまちづくり意識の高揚こ関する考察，都市計箇論文集 25，

p.p.553'558 

6) 高見純子也(却価) "J、学生を対象としたまちづくり学習に

関する研究…大竹市におけるまちづくり学習プログラムの効

果，ヒロシマ工業大学紀要第39巻， pp.229'2描

7) 迂中村昌広(1989) まちづくりへの参加の新しい崩衝と

しての「ガロパ一地図J，都市計画論文集 37，開 439'444，

G1嶋隠昌子 「立の考えるまちづくりj をピデオで表現一

中区女性フォーラム実行委員会の報告から，調査季報 101，

③下村勉他 (1998) 地域のまちづくりと総合的な学習と

の連携をはかる学習参加型 Webページσ〉作成，お本教育

工学会第 14回全鼠大会，<1:篠部裕 (2002) まちづくり

学習カノレタを泊いた都市計画の碁礎知識の学習方法，都市

計額論文集 24，pp.511'516，ならびに， 5) 6) 
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郷土の偉人文豪夏目激石を学ぶ「激石号j 都電の旅 実践報告

一貴重な地域の歴史と文化さと次世代に継承させる一

長尾間11*1

キーワード 1)郷土の偉人 2)歴史の記憶の共有 3)区民プランナー 4)協働事業提案 5)都電レトロ電車

l はじめに

L1 激石公隆リニューアル区民プランナー募築

文豪 f笈毘j敷石」は新干HiKで生まれ新宿iまで没した。

晩年は明治 40年から平穏III南町に住み，そこを自ら f激

石山房iと名付け， rこころ」や f号Ns奇jなどの続年の数々

の名作を執筆した。そして毎週木曜呂の午後には芥)11鵠
之介や内田百間をはじめ多くの門下生違が集まった。山

房の建物は大正5年のj敷石没後も昭和 20年の東京大空

襲まで存在した。その後敷地には都営住宅が建ち，その

一角は新宿区立激石公閣として整備された。

中山弘子新宿区長は新宿区ホームベージ内に「庶長の

部屋j というブ口グを持ち，区民らに配信している。そ

の平成 17年 11月 lo日号には「歴史の記憶を共有でき

るまちづくり j と題して激石公磁のジニューアノレについ

て触れている。中山iK長は若い頃，雑司が谷霊隠のi敬石

の墓と共にこのj軟石公障を訪れたという。しかし公強の

状況に失望したと後同区長から直接関いた。中山区長は，

f激石はE本人に愛されている作家であり，多くの日本

人の心に生きている」と思い，新宿区長になった後，激

;釘山房ゆかりの石積擁壁の改修が必望書となったことを契

機に，激石への熱い思いを強く抱く 12<:民や関係者の人々

との協働で激石公癌のリニューアノレの検討を始めること

にした。平成 17年度新宿区によって[激石公侵リニュ

ーアノレj実施iこ際 L，一般区民への多加i呼びかけが行わ

れた。これに応募した庶民プランナーは約 30入居り，

有識者の助言をはじめ，地元iK民や公募区民と担ぐに1]

月5日を第 1回目として計4回の検討会を行い，謀本設

計の茶木整備方針案を作成した。その結果， 1敷石公i母内
に激石ファンの交流拠点となるべき「あづまやj が主建設

さわしることになった。

1.2 有志、で f激布山漢を考える会J設立

私は平成 2奇 j)'.)ら早稲閉鎖巻町にIc'Hlーしている新宿

区民で，新聞報i霊安免て寸ぐl沢民プブンナーに応募し

た。何度か行われた区役ゾア::_./-t---会議lこ参加した印象

は「まあこんなものだみう(いうび功、本:ff 1:;った そ

の出席者の中で[三主導の去までは大L1ご}iU長も期待て?き

ないのではなし、かと思う人が私の他にも絞り J :1&初は立

ち話だったが意気投合して，我々で何とかしようではな

し、かということになった。そして 3人で数凶の会合を持

ち，会を発足させようとの合意に達し 2 以下の内容の設

立趣旨文を作成した。

113ー

「 般的に自治体主催ではかなり制約が生じ，目標と

なるレヘノレへの到達が危ぶまれる傾向がある。新宿尽に

ゆかりがあり，立つ11本間内でも稀な優れた{章人 1][隠

j歌右」の偉業を称えるのに棺応しい各種の文化・教育活

動を含むモニュメントづくりに限界が生じるのは怒憶に

紛えないとの熱い認、いを鈍いた思決プランナー有志 3人

が3 現在内在する多くの言葉題解決のため，区主催の公殴

リニューアノレ事業と並行したNPOグループ活動立ち上

げを計額L，まずは任;意団体で「激石山房を考える会」

と称するボランティア活動グループを立ち上If，速やか

に具体的活動を務始することを確認し合った。」

それは平成 18年 2月のことであり，私はその発起人

の 1入だった。最初の括起人 3人を中心に請書儀会を立ち

上Ij'，グノレープ活動を支える中心的メンバーとして是非

参加して貰いたいと思う人に芦を掛けた。その結果賛同

する会員も士替えてきた頃に新宿区担当者も交えた会議を

持った。その中で，区主催の「区民プランナー」事業が

激石公園リニューアノレというノいド主体を見据えた活動

計画と見受けられるため，我々の活動では中長期計画iに
立脚した f激石IU房の後光Jを線野に入れた，文化的自

教育的事業を主目固とする活動iこ盛り上げようという事を

相互で縫認し合った。そして，激石公劉内iこ建設される

「あづまやlの管理運営を当会で提案していくこととな

った。(写真)-))

零奨1寸 新宿区役所での淑石公閤『あずまやj打ち合わせ

2 都電荒川線の活用

2. 1 r坊ちゃん」は市議の技術者になった

溺;石の代表作に主ず f坊ちゃんj を挙げる人が多い。

* 1 NPu法人激石山爵理事

百世田谷底的外郭団体に勤務ロ平成2年に世田谷

区松原の実家を出てから!新吉区早稲総鶴巻町
に在住。転居当初訪れた融石公閣の酷さにショ

ックを萱けたのが活動のそもそものきっかけロ
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また最も好きな激石作品として挙げる人も多い。このj軟

石の代表作 f坊ちゃんj は殆ど四国松山が小説の舞台と

思いきや，以外にも新宿を舞台としている部分があるの

である。まず「坊ちゃん」の出身学校である。彼l土「私立

の中学を出て物理学校に入学したj とある。物理学校と

は当待専門学校で，現在の東京理科大学の前身 Pある。

これは当待から現在に至るまで飯胆橋の外濠端にあり，

住所は新宿区神楽坂である。また松山で数学教師をして

いた?坊ちゃんJが辞表を叩きつけて飛び出して東京に戻

って来てから符就織したのは「街鉄の技手」だった。一体

このf鋳鉄」とは何か。それは現夜の「東京都電jの前身「東

京市電」のさらに前身 f東京鉄道会社j のさらに前身「東

京市街鉄道jのことである。明治 39年，当待東京に存夜

した「東京電車鉄道j， i東京市街鉄道人「東京議気鉄道j

の三社が合併して f東京鉄道会社Jとなったのだが 5

年後の明治 44年には東京市電気局の手iこ移って公営企

業となった。従って「坊ちゃんjも東京市のお役人になっ

たわけである。ちなみに f街鉄」は他の電車と違って主

に山の手方面に路線を待っていた。現在の新宿区内では

市ヶ谷や四ツ谷2 新宿の他，現在の飯田橋を通って江戸

)11橋までの路線等があった。このように「坊ちゃん」は

新宿に路線を持つ市霞の技術者になったのだった。

私は母方の曽祖父が松山三津浜出身で何度も道後i温泉
を訪ねたことがあり s さらに出身学部が策京理科大でも

あり，乗り物に興味もあることから，主に松山を舞台と

し「坊ちゃん列車」や f鋳鉄j が出てくるこの{下品には

以前から大変興味があった。

2.2 激石は鉄道ファンだった

英文学者・エッセイストで元東京女子大学教授の小池

滋先生によると 1 文学者の中には「隠れ鉄道ファン」がた

くさんいたはずだという。そして夏目激石は，きっと鉄

道ファンだという。前述のように f坊ちゃんj は街鉄の

技手になったが，それのみならず f彼岸過迄j という長

編小説の中iこ「停留所j という輩があって，そこに小川

町市電停留所が詳しく描写されている。その他「三四郎」

も東京に出てきて市議の発達に回を見張ったことが描か

れている~， rそれからJの最後の部分で，行方もわから

ず市議に乗って東京市内をさまよう主人公の姿を?印象

的なさ寵で描いている。このように考えると激石文学，特

iこ都市を扱った作品の中では，市議が主主望書な役割jを担っ

たと言ってよいだろう。またi軟右1土口/}、ンに留字した

絞殺があり，イギリスで鉄道がどんな位援づけをされて

いるかをよく知っていた。 r坊ちゃん」で主人公の坊ち

ゃんは{マッチ絡のような汽車」に乗る時も上等にしか

乗らない。これは激石がイギリスの風沼を身につけてい

たからだという。なぜなら当時松山中学の先生といえば

最高のインテリで，そういう入は下等に乗るものぜはな

い，無浬してでも上等に乗るものだと決めていた。イギ

リスでは，例えば牧師は一等にしか乗らなし、。そういう

ものだと本人も周囲も患っている。こういったことから，

激石が鉄道ファンであったという憶測ができる。有名な

話だが，その激石の弟子の内部百聞も汽車は一等にしか

乗らなかった。内問百聞は堂々と鉄道が好きだといった

作家で，彼の作品「阿呆列車」はあまりにも有名だ。木曜

会の痛で激石と百腐の潤でを扶道談義があったとしてもお

かしくはない。小池先生によると芥)11龍之介もきっと f認

れ鉄道ファンJ だったに違いなく， )II~出療成もそうだっ

たのではないかと想像しており，横光事jーは鉄道にial折
した思いを抱いていたようだと言活している。 つの待f'<:
iこ生きた作家が，その時代の鉄道をどうとらえていたか，

文学者は鉄道の文化や歴史の諮り部でもあるのだ。

2.3 都電 fレトロJI[箔jの導入鈴蘭

激石の生まれて没した早稲Sll立東京で唯一残った都電

荒川線の起終点である。中山弘子新宿区長も若い領訪れ

たという激石の墓は，荒川線沿線である雑司が谷雪量霞に

ある。平成 18年3月，その激石ゆかりの地を走る都電荒

川線iこ大JEモダンデザインでエンジ色で木目調の!新し

いレトロ車湾」の導入を都交通局が決めたとの報道がな

された。路弱電車が?都民の足j として重設されていた

須の車問を復元~，往時のにぎわいを取り戻そうという

作戦だった。車問のみならず沿線の駅iこも当特のガス灯

を模した照明を記し，路線全体を f大正~昭和初嬢レト

口調jに装い，そのデビューは平成 19年夏頃の予定との

ことだった。

私はこの報道を見て少々興奮した。激石関係のイベン

トを行うにはこのレト口車両はピッタリではないかと考

えたのだ。ー待は東京都交通局に掛け合って， レト口議

車の愛称を f激石号」と命名させようとまで考えた。い

ずれにしてもイベントに利用するとの私の考えを，打ち

合わせの席でメンバーに提案したところ受け入れられた。

2.4 提案審の提出

平成 18年5月の時点ではやっと会も本格的に動き出

した頃だったが，まず会から第 1殴自の提案書を新宿区

lこ対して提出した。その内容は f都議路線上に f激石号j

を走らせる」というものだった。当初はその目的もE 激

石公閤 Fニューアノレ完成を平成 20年に控えて，会閥的な

宣伝・啓蒙活動の役割を果たさせるものだった。このよ

うにレト口議車[激石号jの企爾は私の発案で，会の当

初からのイベント計額だったのである。(写真 2-1)

写真2-1 都電荒川線レトロ電車(淑右碍運転詩)

3 運動の展開と発展

3. 1 新宿1&協働事業提案への応募

我々の「激石山j予?を考える会 iは rあ?まやj の管

理運営受託を視野に置いて区に対して管理運営に対する

提案をするべく区の担当者と接触を行っていたが， s:r;::成
18年 6yl ，区の担当者から新宿12Z~; I協働事業援案制度j

を新設したことを知らされ，是非応募してはどうかと提

A
叫
Al
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案された。これは社会賞献活動を行う NPO，ボランテ

ィア閲体，市民活動団体より事業提案を広く募集し，採

用事業に補助金を交付し，新宿区と具体的な協働事業を

立ち上げるという制度だった。その中で区から提起する

課題に対して提案する事業についてこつの個別テーマ募

集があり，そのひとつは新宿区地域文化部文化酒際諜の

担当する f地域の文化・歴史の発掘i というテーマだっ

た。新宿区ホームベージではその説明として「地域の文

化・歴史の発掘を通じて，文化・歴史に対する区民の理

解を深め，地域への愛着を深めるとともに，ほの文化・

控室史を内外発信し，文化の黛るまち新宿をアピーノレする

ような事業。たとえば，来年は新宿で生まれ，亡くなら

れた文豪笈目激石の生誕 140年にあたるので，それに関

連した事業など。」と書かれていた。我々の会としては現

在の提案活動の延長線上のテー?であり，会が志向して

きた激石UJE害復元に向けた大きな弾みとなるため皆が結

束して認定を勝ち取るべく，予算確保と事業への具体化

のためのインセンティプとして会の総力をあげて内容あ

る提案審づくりに励むことを確認し，テーマ絞込みを幾

度となく討議していった。そして我々の会は激石生誕

140腐年を迎える平成 19年度に記念事業を行う事を発

案L，~走に提案済みのレト口電車「激石号j のイベント
を含めた具体的なイベント 5事業を提案して応募した。

提案応募に先立ち 7月 25Elには，中山弘子一新街区長

と我々とのミーティングの機会を持つこともできた。そ

して我々の活動に関して挿し当つての要望を伝えた。(写

真 3-1)

写真3-1 中山弘子新宿区畏に説明する私

孜々の協働事業提案応募i土採択され r捕ま石生誕 140

芦]年記念事業j として新宿s:との協働事業を行う事とな

った。その 5事業とは，当初以下のものを計画した。

1.小中学生向け激石文学のアニメ作品の紹介と会員

による激石を語る出前授業

2. 空きf吉舗を利用した f激石特設ギャラリぃ jの開

設・運営

3 都電荒川i線を利用した「激右号都電の旅」の企画・

実践

4. r坊ちゃん列車J(S L)の区内運行イベント

5 東北大学付属図書館との連携による激石文原の展

示企画

3. 2 都電荒川線を利用したf激石号都電の旅Jの企薗

当初の呂的と違ってs この提案符の目標は r激石文学

の理解，啓蒙活動やi教石に縁のある土地への訪問等を通

-115 

じて，薄れがちな綾子の終の湾構築を隠ると共に小中学

生を含めた地域住民に激石の偉大さを再認識させるJこ

とに変わり，成果としては， r小中学生が激石文学に際心

を持ち始め激石についての地縁憤朝障を習得することで地

域愛の嬢成を期待できるJとした。内容は f夏白坂，生

誕の地等を当会会員の誘導と解説により散策し，都重量荒

川|線早稲田駅から貸切のレトロ電車 f激石号」で三ノ輪

橋まで移動，車中で激石原作の紙芝農の上演，激石作品

の幼設と解説を行う。帰路は雑司が谷で貸切電車を下車

し，激'fiの墓に参ネしし解散する」とした。実務日程は，

平成 19年 8月中の自再聖路に 3問。参加予定者は，[K内小

中学校の生徒とその父兄を 1回に 20総 (40名)，合計 60

総(120名)とした。

4 記念事業の実行

4.1 r広報しんじゅく J平成 19年 1月1日号

いよいよ激石生誕 140燭年の平成 19年がやってきた

が，この年の元Iまに配られた f広報しんじゅく J1月 1

日号(図 4-1)は，普段は単色縦りなのにもかかわらず全

街フノレカラーで印脱され，紙面の殆どが激右の記事で占

められていた。そしてなんと第 1面には，我々「激石山

E需を考える会j のメンバーが勢ぞろいして写っていた。

これにはま直言って大変驚いたが2 逆iこ中山新信区長は

i軟石生誕 140周年記念事業に穏当な感心を持っていると

いうことの証拠でもあったのだ。我々の行う記念事業も

区長からの注呂を浴びているのだと思うと，おかしなこ

とは絶対出来ないぞという緊張感が走った。それは会長

をはじめタメンバーの誰もが患ったのに違いない。いよ

いよ 4月を向かえ，激石生誕 140周年事業が始まった。
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4.2 r激司王号j 都電の旅プログラム

乗車時間の関係から車中では紙芝居とクイズのみを行

うことになり(図 4-2及び 4-3)，当初のプログラムか

ら変吏を余儀なくされた。紙芝居も激石作品ではなく，

会員が郷本を書いたオリジナノレの f夏目激右物語」で，

会員の知人によって紙芝居を作成した。またs 集合場所

は主喜久井町の激石生誕の地とし，ここから会員の誘導に

よって途中激石も教壌に立ったこともあるとしづ現在の

早稲潟大学(写真 4-1)を通る際に解説をし，都電荒川線

早稲田駅(写真 4-2)から貸切のレトロ電車「激石号」

で三ノ輪橋まで乗車し，紙芝居(写真 4-4)とクイズ(写

真 4--3)を行いながら移動して三ノ輪橋で解散とするこ

ととなり，希望者は昼食の後B 会員の案内で雑可が谷重量

掴の:Ii自激石のお墓参りに行くというノレ}トになった。

4.3 参加者募集

参加者の募集は「広報しんじゅく J平成 19年6月 25
日号(図 4-2)で，新宿区協働提案事業なので比較的大き

なスペースで告知された。さらに f激石山房を考える会J

ホームベージでも告知したので，新宿区外からの参加者

もおり，横浜市や西東京市からの参加者もあった。
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図4-2r広報しんじゅく』平成 19年 8月 25B号募集記事

定員の都合から多少の落選者もいたが， 7 Jj 31日(火)

の著書加者は，大人 12人s 子供 12人 8月 9日(木}の参

加者は，大人 10人，子供 15人， 8月 26rl (則的参加者

は1 大人8人，子供 14人ということになった。

内 r づ小

切ア守:r'ゑ叫し 叩ザ引勺刊

.伶加山れ寸山
川 、ず山ιい山"

pι'̂ "" ゅ

噛
科
務
必
叩

図←2書加者への舵布資料畿菌

審理認が~ぎた燃すその沿線通整機

図4-3参加者への配布資料裏遜

4.4 イベントの実施

写真4-1早稲田大学大娘講堂離を遜る

写糞4-2 都電早稲密釈で;a意撮影

f激石毛子」車中で子供達iこ答えてもらうクイズは，紙

芝居のf去に記入してもらうもので?紙芝居を跨いていれ

ば答えられるものだった。それは次のようなものだった。

監互主亙中級コース

紙芝居(かみしばし、)をみれば，こたえがわかります。

ただしいものにOをつけてください。プレゼントをさし

あげます。

1 激右(そうせき)のほんとうのなまえはなに。

①銀之助(ぎんのすけ) ②金之助(きんのすけ) ③鈴

之助(すずのすけ)

2 激右(そうせき)が生まれたのはいまから何年前です

か。
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① 240年前 ② 140年前 ③ 40年前

3 激石が生まれたところは新宿区嘉久井町(音くいち

ょう)ですが，なくなった所はどこですか。

①早稲毘(わせだ) ②上野{うえの) ③本郷(ほんご

う)

4 激:tiが留学(りゅうがく)した場所は，どこですか。

①ロンドン ②パリ ③ニューヨーウ

5 激石がすきだったl 演芸(えんIfい)はなに。

①まんざい ②落語(らくご) ③手品(てじな)

6 激:tiが学生のとき，親しかった俳句(はいく)の天才

はだれ。

①小林一茶(こばやしいっさ) ②玄関子鏡(まさおか

しき) ③松尾芭蕉(まつおばしよう)

7 rわがはいはねこであるJの，モデルのネコは，ど

んなネコですか。

①みけネコ ②しろネコ ③ベルシャネコ

B 次のうち激石が書いた小説(しようせつ)はどれです

か。

①!まっちゃん ②ぎんがてつどうのよる ③ながぐつ

をはいたネコ

9 激石の家で資年たちの集まりをなんと言いますか

①火ょう会 ②水ょう会 ③木ょう会

写真4-2 r激石号j車中でのクイズ風景

子供遠からも鰐単だったとの声も僚かれるほどのクイ

ス内容だったが2 子供達が紙芝居で得た知識の確認とし

ては有効なものになったと思う。

5 参加者からの感想

5.1 子供達の感想

「ぽっちゃんやわがはいはネコはよんだことがないけど

よみたくなった。千円さつにのるくらいだから，小学生

からベんきょうをして，大学でえいごをベんきょうをた

くさんしたから有名になれたんだと患った。そして，小

学校でえいごをベんきょうしたいと思うのはすごい。私

も人生の生き方を夏目i軟石に開いてみたいなと思った。

(小学4年)J。
Ij軟石の本名が金之助だったとは知りませんでした。学

校で自慢できそうです。詩立石が生まれたり亡くなったり

した場所が近くだったことも知りませんでした。(小学6

年)J。
「なつめそうせきは，あまりながいきしなかったけれど

もその慌にいろいろなことをしてみんなにしられてよか

ったとおもいます。(小学 2年)J。

「紙芝居でよく夏臣j敷石のことがよくわかり，とても勉

117-

強になったと思う。家に激石の本があったので読んでみ

ようと患った。すごくわかりやすかった。 (!J、学5年)J。

fたのしかったです。クイズもできました。またきたい

です。(小学生)J。

「ロンドンに行くのがうらやましい。いろんな本をかく

のがいやにならないのかな。チンチン重量車の音がよかっ

たです。またのりたいな。(小学3竿)J。

f最初はめんどくさそうと息っていたけどおわったらと

てもおもしろかったので来てよかったと t患いました。(小

学 5年)J。
「そう石のくろうやいろいろなじんせいをしることがで

きた。わたしたちのしらないところですばらしいさくひ

んをかいていたんだな。(小学4年)J。

「しらなかったこともあったので勉強になりました。お

もしろかったです。(小学4年)J。
f)[日激石のことがよくわかりました。(ノj、学4年)J。

fそうせきのもんだいやうまれたときがよくわかりまし

た。(小学3年)J。

「たのしかった(保育題児)J。

「おもしろかったです(保育額児)J， 

「とにかく分かりやすかったでーす。(小学6年)J 0 

fわかりやすくて，絵があったりして楽しかった。卒業

研究で紙しばいをやろうかなと t宮、った。(小学 6年)J。

「電車の中でもんだいをやったので楽しかった。(小学3

年)J。
「電車の中で八んきょうできたから 2 おもしろかった。

(小学3年)J。

f紙芝居は， とても面白かったです。でも，問題はかん

たんでした。さんすうのもんだいは大きらいでした。(小

学 4年)J。
「そうせきのことをいろいろしたし，かみしばいも楽し

かったです。(小学6年)J。

「そう石は，すっごいベんきょうしてすごかった。えら

かった。(小学 3年)J。

f Iまくは楽しかったです。またきたいて、す。(小学3年)J。

fし、ろいろなことがわかってよかったて、す。(小学4年)J， 

fそうせきにあんなかこがあるなんてびっくりした。(小

学日年)J。

「私l立正鴎子規さんは，どんな人で夏闘激石さんとどん

な関係、だったのか，知らなかったので，分かったのでよ

かったです。(小学6年)J。

I i軟石のほんとうの名前が金之助というのがはじめてし

りました。(小学3年)J。

草草4-3r激右骨j車中で白紙芝居 f菱自激右物語j
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5.2 親達の感懇

「子供が紙しばいよりクイズの紙を見てしまい，もっ

たいないので刻々にした方が集中し，楽しいと患った。

せっかく親子で来たので一緒になにか考えたりしたかっ

た。紙しiまいは分かりやすくたのしかったJ。

f今日はs 子供にとっても，私にとってもとても楽しく

為になるものでした。スタップの皆様には大変お世話iこ

な哲有難うごぎいました。自宅に戻って，激石について

学びつつB 作品を一緒に読んでみたいと思います。本が

大好きな子供に育ってくれればと望んでいます。今誌は

本当に有難うございました。紙芝居の絵もとてもお上手

でしたj 。

「紙芝厨を見た子供達が，イ可かを感じてくれればと思い

ました。(人の役に立つ入になれ。などの言葉を開いて。)

手作りの紙芝活，とても良かったです。普段は乗れない

都電に乗ることができ，大人でも楽しめたのではなし、か

と思います。子供達がとても元気が良く，きちんとして

いたので感心しましたj 。

fスタップの皆様のご努力に感謝いたします。難しいテ

ー?を子供たちに向けての企画，素晴らしいことです。

これからの活動を楽しみにいたして居ります」。

「子供達に分かりやすく激石のことを教えて下さってあ

りがとうございます。これを機会に，娘がi敷石の本を読

んでくれると良いと患います」。

「都電を貸切っての会聞はすばらしかったですj 。

「ちょっと段取りが悪い所があった。スタップが多すぎ

て，都電の中も圧迫感があった。これから日本文学lこ殺

しむきっかけを作って頂いたと思う J0 (写真5-1)

「紙芝居の絵がきれいで，わかりやすくてとてもよかっ

たと患います。会の皆さんがとても激石を愛している事

がよくわかりました。また改めて激石の作品を読んでみ

ようと思し、ました J。

「都議に乗って，激石について，いろいろなことを知っ

て，ためになりました」。

「地元区立の小学校ではもしかしたら小3は小さすぎる

からか2 地元のことを教えてくれなかったので，子供に

せっかくの地元の名所や歴史にもっとふれてほしいと思

いました。転勤族で縁あってここに住んでいますので，

ずっと新夜区に住めませんので。今日は母子共々とても

よいきかし、でした」。

[特別車両が婚しかったです。子どもにぜひ激石を読ま

せたいと共に自分も読み返したいと思いますj 。

f親子での参加で楽しかったです。子供といっしょに激

石の本を読んでみようと思いましたっこれをきっかけに

読書をしてくれればと，蕊いましたJ

I紙芝蔚で楽しく激石のことを知りましたコまたぜひ参

加させて頂きたいです。ありがとうございましたj 。

「貸切電車守一体J惑があり，とてもよかったです。車両

がとてもよくできていました。沿線の説明がもう少しあ

ると良かったですJ0 

J功ーちゃんの暗唱が学校のf巨額にあり 7 これを機会にj

深く知る事ができたらと思い参加させて頂きました。あ

りがとうごぎいましたj 。

「激石の生いたちから晩年ーのことがわかり良かったで

すj 。

J紙芝居がとてもよくできていた。大人も勉強になった。

激石の一生などもよくわかってよかった。レトロな都電

にのれてよかったJ

「都電に初めて乗る機会を漬けて良かった。激石iま「松

山ゆかり」のイメージが強かったので，新宿区内でも P
Rしている揚があればと d習ったj 。

f昨年，松山に行き潮;石金総記念を大々的にお祝いして

いるのを見てまいりました。新宿も，激布iこ関してのイ

ベントが行われているのを区報などで見て 3 何かに参加

したいと思っておりました。昭和初期の車内で，雰童書気

のある紙しlまいを見せていただきながら，激石のことを

知ることができて，大変勉強になりましたj。

「激石の作品だけでなく激石の一生や人柄などもとても

よくわかりました。都電もきれいでよかったです」。

写真ふ1 r滑石持j 車ゅにて NHKテレピの取材

5.3 最後に

最初はレト口電車という珍しい乗り物iこ対して子供

逮が若手ぶものと期待したのだったが，感想を読む緩りで

は大人である親遣の方がレトロ電車に感激しているので

る。これは意外なことぜあった。今後はこのデータをも

とにレト口電車を用いた新たなイベントの偶発の可能性

をぷ唆された思いがしたロ前述のようにj軟石作品には市

電が多く H1てくるのであり 3 大人のための徹二百作品朗読

電車なども金持iできる可能性がある。しかし， レト口電

車を用いたイヘントを実重な地域の控室史と文化を次世代

に継承させることを第 の録的とするのであるから 1 子

供向けのプログラムを時度検討してし、かなければならな

い。鉄道がおそらく好きだった激石，市霊童の技術者にな

った f坊ちゃんj など，そんなエヒ。ゾードをもっと子供

透に伝えられたら，講生石のことのみならず地域のことや

歴史にも興味を持っきっかけになると私は思う。しかし，

j敷石が鉄道ファンだったかもしれないということに対し

て反J惑を持つ人もおり，その実施には少しずつでも理解

をしてもらうように努力していく必要があると思われる。

読ま石ゆかりの早稲田にレトロ篭車とし、う地域資源が

できた。さらにj敷石山房跡のj敷石公園もリニューアノレオ

ープンする。中山弘一子新宿区長の目標とする「歴史の記

憶を共有できるまちづくり」の第一歩が踏み出されよう

としている。

く参考文献>

1) r坊ちゃん」はなぜ市議の技術者になったか

小池滋箸単111書湧

2) マイ叫BOOKS016 鉄道学のススメ 原口!瑳行箸

J 丁目
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多世代交流空間の研究

世代間の車酌量と人民つながちーコミュニテイ抗原型を探る

4叫j鍵宏刷

出期消 毒2

キーワード:多世代交流コミュニティ学習・教育もo:r-5くり まちづくり継車・継続

際はじめに

当研究は、昨今の不可解な事件(子どもによる殺人、

親の子殺し、子の親殺し、怨恨による殺人など)を引き

起こしている原因のひとつにコミュニティの希薄・つな

がりの減少があるのではなし、かと考え、建築の分野より

何かその解決案を提起することができないだろうかと行

っているものである。

現在、社会のやで社会システムの弊宅普から様々な問題

が発生してきている。中でも少子高齢化における社会問

題は我が閣における緊急課題であり、また fコミュニテ

イJと呼ばれる人と入との生活関係が簿れているといっ

たことが婆院とされる数々の社会隠皇室も発生してきてい

る。一世代前までの日本にあった大家族的な要素や、近

所づきあいの中にあった要素は、コミュニティ形成にお

いて非常に重要なものであったと考えられる。しかし家

族形態も近所関係も変化した現在、昔がよかったからと

いってそれに戻すことはできず、また演すべきでもない。

私たちは新しい待代へ新しい形で、その要素を継承して

いく新しいそノや関係、カタチを作っていく必要がある

のではないだろう治元そしてそれらを持つ新しい施設や

まちづくり活動を将来の日本に創り出すということが、

当研究の最終日様である。

幽自約

上述のように当研究の最終的な目標は、多世代での交

流を行うことのできる空間や施設を創造することにある。

ただしその出来上がった媒体が結果ということではなく、

それに至る過程と、建築分野に限らない異分野との連携、

実践を伴った実験的な活動の繰り返しから問題点を把援

してし、くその方法論も重要な成果物として考えており、

それらを念頭に謹きながら研究を進めていくということ

を研究目的としている。

盤方法

研究は現在も継続して行われているものであり、当論

文では 2008年2月現在までの研究成果について述べる。

当研究では、多世代交流空間研究を行っていくための

プロセスとして、研究調変と実践を組み合わせた 10段階

*2(有)人イエまちネットワーク、麻布大学非常勤講師

のステップを設けた(函 1)。当論文ではこの 10のステ

ップにま毒づいて報告をしていく。

思 1 研究のプ口セス

描第一展開

口Step1 目標の設定

自擦の設定においては目的にも述べている通り f多世

代交流'i<街の創出Jとしている。

口Step2 社会環境要因の分析

研究を行うにあたって、既存のデータや刊行物よ哲自

本における少子高齢化や社会情題の検討・分析を行った。

ロStep3 事例調査

多世代交流空間の実態を把援するため、実際iこEのよ

うな交流が行われているか、その実態や課題を隷査する

ため多世代での交流が発生しているのではなし、かと予想

される施設の務査を行った。調査は 1999年から 2001年

に行い、まずは都心とその近郊での現状奴握として東

京・神奈川・埼玉のはか所の複合施設を対象に、実際の

交流の現状や問題点の検誌を行った。次に地方都市の現

状把援として4か所の施設を対象に調査を行った(表 1)。

その給巣、多t主代交流においては f子ども」や f高齢

者」に括らず、橋広い投代層での交流が有効的な事と、

「集める場所」ではなく自然発生的に「集まる場所j を

設ける事が重婆であるとの課題を導き出した。

さらに「児童教育Jr高齢者福祉JrコミュニティJrデ

ザイン(創作)Jという点lこ調査のキーワードを絞り込み、

新たな事例や提案を求めて海外iこ視野を向け、その務査

対象国として4つのキーワードが優れているとされる北

欧・デンマーク留に注目し 2002年より現地においての実

態調査研究を開始した。

不 1 都市建築研究者

日本とデ:.. ryークで透築設計、まちづくり、各
種研究活動に提察している。現在、株式会社生
活梼遺研究所研究員、工学院大学社会システ
ムデザインプロジェクトアーキピスト、他
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車2 田本での事傍観査
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OStep4 課題の豊整理・分析

これらの誠資研究よ号、新たな場¢創出やコミュニテ

イ形成には碁換となる f人のネットワークJの形成が議

委などのいくつかの課題を抽出し、その解決策を探って

いった。その中で多世代交流を促進する婆素のひとつと

して「学びの場」に技目をした。さらにそれまでの理論

を実証するため、実際に日本においての実践活動を行う

ことにした。

。St叩 5仮設の構築

上述の Step4までは小il1の単独による研究である。吋

方で、同じような観点から山田もそれまで多くの研究や

実践を重ねてきた。この小山の研究と、山間の研究とが

主重ね合わさり、 Step5では多世代での交流空間を創出す

る目的で「新たな学びのカタチ(当事者参加型の体験学

習の場)Jを地域の中に費jり出すことができるのではない

だろうかという仮説を構築した。

ロSt叩 6 提案・テーマ設定

⑫ブオノレケホイスコーレ

この f新たな学びの場」の実践として、筆者たちは f学

校のようなものjを提案することとした。 f学校jではな

く「学校のようなものj である。この概要はデンマーク

のブオノレケホイスコーレを参考としている。

ブオノレケホイスコーレとは、デンマークの鴛学者

N. F. S.グノレントヴィ(1783-1872)により提唱されたデン

マーク発祥の言わば生涯学習学校である。現在では約 80

のブオノレケホイスコーレがデンマーク全閣に存在してい

る(図的。

[間

図3 デンマーヴ由フォルケホイスコーレ的位置

このフオノレケホイスコ』レは会:寮嗣jの民照主体のザ授

であり、ひとつの学校てや校舎、 4首1長所、食堂、その倒的

施設を有している。多い左ころでは100人以上の収殺が可

能で、多くの人々がひとつ濠授の下で暮らしながら学習

をしている。また学校によって学ぶ分野にそれぞれ特徴

があり、スポーツや芸術、社会学や福祉学、心理学など

様々な学校があ号、人々は自分の希望に合わせて自到に

学校を選出ことが出来る。

フオノレケホイスコーレには入学獄験というものはなく

満18歳以上の人間であれば誰でも(外層人でも)入学可能

な生渡学習滅設であり、お年寄りや我々外国人も多く利

用している。ただし、ほとんどの学校はデンマーク人の

ための教育機関であり、授業は当然のことながらデンマ

ーク語で行われている。またこのブオノレケホイスコーレ

には試験もないが卒業証明などもない。人々は主に趣味

の拡大や、大学に進む前段階の、自分にその分野の適性

があるかどうかを試す場として利用している人が多い。

これらはデンマークの関民投より来ているものであり

資格や肩書きよりも、自身が何をしたいのか、 f可を学び

たいのかということを重要視する考え・生き方からきて

いる。そして学校側もただ知識を詰め込ませるのではな

く、し、かに楽しく学ぶかということを重要視し、知識で

はなく体験を通じて楽しんで学ぶことの出来るようプロ

グラムに工夫を凝らしている(表 4)。

学校の学習期濁は大きく 2つにわけられ、 3-6ヶ月

のロングコースと、 2滋間程度のサマーコーエえがある。

両者によって特徴が違うが、当研究では『多世代交流』

という視点から、語学を学ぶためのフオノレケホイスコー

レのサマーコースに注目をした。ここでは下は幼児から、

上は70代のお年寄りまでが集い、語学を学ぶという目的

の下で2還問の共同生活が行われている。
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当研究では実際にこの施設に滞在し、筆者自らが学資

体験をしながら多世代交流の実態についての鰭査を行っ

ていった。 20日4年度の前期サマーコースでは計82名が参

加をし、そこでほ大家族の生活が行われ、文字通り多世

代交流が自然に発生していた(表日)。

表4 サマーコース町プロゲラム

嶋
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@カノレク告書際語学学校について

カノレク国際語学学授はデン7 ークのKalo[カノレク]とし、

う場所にあり、カノレク農業学校と併設した語学習得のブ

オノレケホイスコーレである。農業学校は1949年に、語学

学授は1953年に開校した歴史ある教育施設である。

この語学学校では秋・春の18~19週間の長期コースと、

夏期の 2週間の、ンョートコースを設けている。長期コ

スでは集中した語学の習得を自的とし、主に20~30代の

年齢局、世界約20カ国からの外国人生徒も毎邸多く集ま

り共同生活をしている。

コースは外国人のためのデ、ンマーク懇のほか、デンマ

ーク人を対象とした英語、 ドイツ語、フランス語、スベ

イL語のクラスがある。夏期コースは2穣類あり、デン

マーク人のためのコ】ス(前期コース)と、外国人向けの

コース(後期コース)に分かれ、日程も分けられている。

後期コースでは主にヨーロッパ豊富内より 20~50代くら

いの年齢層が語学習得を目的に集まるが、前期コースで

は避暑を目的lこ家族で訪れる入も多く、コースプログラ

ムに 4~10歳児クラス、 10ー18歳クラスが組み込まれて

おり、子どもの数も多い。またこのカノレク箇際語学学校

は自然保護森林と美しいハーパーに固まれた絶好の避暑

地に建てられており、夏期休暇を楽しむには魅力的な場

所にある。そのため避暑兼語学驚得に訪れるデンマーク

人のお年寄りも多く、これにより偶発的に多世代が集う

施設が発生している。

@実現のための諜題

これらの調査の結果から多世代での交流が発生してい

ることは十分に確認できたが、問題はそれらの空鰐の創

造に必要な要素は何か、ということである。ここではそ

れらにおける考察を簡単に述べておし

サマーコースにおいて、利用者が支払う学費(宿泊、食

費などすべてを含む}は2週間で約63，000丹である。しか

し1人lこっき約68，日00河の補助金がコムーネ(地方自治f.1l

体)より学校へと支給されている。これら補助金は高率と

されるデンマークの税金より支出されている。

日本に同等の簸設を作る場合、最初にこの経済面の問

題に直題すると思われ、民凋組織以外の運営資金の調達

や協力が第一の課題となる。このような場や活動を行っ

ていく場合には、その活動が持続可能であるための経済

的施策も必要である。

またこれら多栓代が集まるためには、アオノレケホイス

コーレなど生護学習に対する穣様性や存在の認知度、学

校のレベノレや質も{呆註されなければならない。さらに利

用者を納得させ、満足させる磁力あるプログラム作りも

重要である。

今沼の事例では「語学」がテー?となってはいるが、

日本に同等の施設を設けたとしても幅広い年齢1曹が集う

場になるかどうかは明確には導き出せな，¥まずは年代

を越えて、個人倍人が、自ら考え、行動する意識を持つ

ための生涯学習への意欲の向上が重要であろう。

また事例において参加している高齢者は、学ぶ意欲の

高い積極的なお年寄切たちが多い。このような場を日本

に飽き換える場合には、日本での高齢者世代の習慣や考

え方の違いを考慮し、実現に向けてはより深い検討が必

要である。

。「グリーンスターノレJ実験

このフオノレケホイスコーレを参考にし、実際に日本に

おいて多世代交流の場を発生させる実験として、東京都

小金井市において実践実験を行うことにし、その活動を

「グリーンスターノレJと名付けた。

このグリーンスクーノレでは「言吾学Jに代わる世代iこ関

係なく設もが取り組めるテー?として f環境学習jと「も

のづくりj を設定した。

121ー 2008年生総研f住まいまち学習JE足踏綴告輪士集 9



。Step7 運用計爾の設定

グリーンスクーノレを行うにあたって、以下のような運

用計商を設定した。

1.子どもを集め、楽しむ・楽しめることを考える。

2教えるのは大人たちだが、その大人たちも楽しみ、学

べるものにする。

3 一連の流れから学生(若者)たちも緩験、他世代・他

分野との触れ合いなどを学べる湯にする。

4 地域内の様々な活動、大学等教育機関との連動、格互

協力を得る。最終的には地域住民へのアピーノレ強化に

繋げる。

5.地域の高齢者たちも参加が出来て楽しめるような仕

組みを考える。

6 すべてをアウトプット化する。各活動は滋時記録をし、

新隣への記事掲載やホームベージ化をして外部(地域

外}へと発信する。

7外部(地域外)での注目を言高めるよう iこする。これに

より内部での鑓心度が高まり、自分たちの地域での活

動に気づき、参加を促すきっかけとなる。

8 アウトプットにおいてはスタッブや参加者がそれぞ

れの分野でアピーノレできることが望ましく、またねら

いでもある。

9 アウトプットのターゲットは主に母親層。活動に欠か

せない評判や口コミの媒体は母親のネットワークに

よるものが大きし九さらにその母親層から活動が夫、

家銭、親友へと伝わる。

10活動実績を築き注臣度も高まれば様々な分野からの

理解も得られ、より橋広い活動がしやすくなる。

ロSt叩 8 人・物・事の確保

運用計聖書から実際に活動を行っていく上で以下の項目

に従い、人物・事の確保を行った。

・活動基盤(主体、慎重かっ十分な安全対策と情報管理)

・楽しい講義、司会進行の出来る人(場の空気を読める

人。研究者は不向き)

・ものづくりの提案のできる人・専門家(楽しい人)

・外部へのアピーノレ、活動への関心を繁げてくれる地域

のキーマン・団体

・大学生・院生(労働力、スタップ)

・地元の大学、研究家(知識的総伎、安心感)

・公共施設、地域のイベント(実行、提供のできる場)

・交流に積極的な地場団体.NPO団体など(コラボレー

ション、口コミ・宣伝・評判)

-助成金、委託費等の提供機関(資金、教材提供等)

・地域情報紙、一般メディア等(広報と信頼、安心)

一般住民の参加者と子どもたち

・全体を見渡し、総撃の出来るプロデュ サー(様々な

分野との連携を持てる入)

一122-

*それぞれにおいて、それぞれが何らかの利潤の得られ

るような仕組み (WIN間百-WIめになっているように設

定する。

一見これらの要素を集めれば活動が起動するのは当然

と態われるかもしれないが、実際にはそれぞれにおいて

利潤を促せるような WIN-WIN-WINの関係を作り出す事は

難しく、特iこ活動の婆となる f全体を見渡し、務整の出

来るプロデュ ザー」がボランチィア的な体制になると

いうのが多くの活動でみられる現象であり、そのために

継続溜難に陥るといった事例も少なくない。

グリーンスクーノレではその役割を筆者が扱い、仮説の

実誌やデータの抽出などの有効的な手IJ/簡を発生させる事

によって運常体制を構築していった。

口Step9 実行・設計

以上のような準織を踏まえて 2005年4丹からグリー

ンスクーノレ実験を開始した。

2005年度はその罫標を法政大学小金井年ャンパスの学

窓祭において学生や地域住民、子どもたちが fエコハウ

スj を自分たちの手で制作する、ということに定め、ま

ずは小金井市を拠点にする附0団体や公民館と協力をし、

地域の子どもたちに向けた「かんきょう戦隊・雨レンジ

ャーj という名の環境体験教室長を夏休みに実施した。

その後、地境住民には f雨水活用のエコハウス制作j

という呼びかけで、子どもたちに対しては f溺レンジャ

ーの秘密基地づくり jと題して的活動との繋が切を作り、

学生の活動の場に地域住民や子どもたちを引き入れた。

学生たちには実際に自分たちの手でエコハウスを建て

るという呂的広市出iこ、子どもたちと協働することにより

そこから学ぶことや、実社会で経験を積む社会人や地域

の人々と接する機会を持つこと、さらには活動を悶際シ

ンポジウムや全国大学生環境活動コンテストにおいて発

表したりと、より大きな学習・体験の場へと繋げた。

エコハウス制作は11月の学i麗祭において行われ、学部

1年生から大学院生までの計25名が有志として参加した。

制作するエコハウスは学生コンべにより募集し、提出さ

れた9作品のうち2築を実際に制作することにし、最終

日には参加者の手で2つの「エコハウスJが完成した。

継続して行った2006年度の活動では、 4月から 71lに

かけて法政大学地域研究センターが東京都千代田区にて

行った環境教育講座に参加をし、そのプ口グラム内で小

山の指導のもとに法政大学工学部建築学科と人間環境学

部の学生スタップが協働して「環境を考えたまちづくり

ゲームJを考案し、それを講座内で地域の中学 1年生160

入を対象lこ実行した。

さらにグリ』ンスクーノレでは環境教育講座とはZ'Jにゲ

ぃムにより導き取された各提案を fエコタウン」として

2008年住総研「住まい。まち学習J実践報告論文集 9



実際に立体空間にする都市撲裂製作の企極を立案した。

この企i衝を行うにあたっては新たに学生スタップの増員

が必要とされたため、小金井市で毎年行われている子ど

もを対象にしたイベントにおいて、法政大学の大学生た

ちが「エコド ム」の製作を行うというものづくり金溜

を設け、そこに新たに学生たちを呼び込み、その後11丹

から12月にかけて向大学小金井キャンパスlこて地域住民

を対象に全4図の「エコタウンj製作を実行した。

結果としては8歳から60歳までの幅広い年齢溜による

自然発生的な多世代交流の場を生み出す事ができ、参加

者たちは成果物だけではなく、普段学ぶことの出来ない

様々な体験をそれぞれに得ることができた。

これらの詳しい内容については山田による小山と連名

の過去の論文を参照していただきたい(*注入

ロStep10 結果の務理・再検託

実験は参加した学生たちによって常に記録を行い、一

連の実践を通して結果の整理・分析を行った(表6)。

書6 克流における空間分析と交流指標分析町一例

禅 醒.. 
も:.-.:'"..!
ι・..ヤ..・

鳥山"指輪a

俄0，-.砂制

グリーンスクーノレ実験の自擦の中で、最Z重要項目とし

ていたことは『子どもを媒体にして地域の大人たちをい

かにして活動に巻き込むか』ということである。

今屈の実験では当初子どもの参加申し込みの際、「ど

のようなことを行うのかわからないので、まずは自分が

初日に参加をし、そこで以後子どもを参加させるかどう

かを判断する。j と申し込んできた 40代の父裁が、結果

として自身が「ものづくり jに熱中してしまい、毎回子

どもと共に参加を続け、最終日には参加者の前で保護者

代表として挨拶をしていただいた。これは当初の狙いが

成功した俄と言える。

また fものづくり Jによる共同参爾の有効性や、「人の

ネットワークJ構築における現場力、評判、口こみの効

果も十分に得る事が出来た。

一方で、次のような課題も浮き彫りになった。

-高齢者の参加が少なかったことと、それに結びつける

ことのできるキーマンの環解を得ることができなかっ

た。

. 30代から 50代の男性の参加者がほとんど克られなか

った。

・専門家同士で連携をすることは難しく、負担軽減や実

益に配慮をしても、関心のないと A習われるテーマや活

動へは理解・協力を得ることができなかった。

-多世代交流という自擦のためには関級者間の意識共有

が不可欠であり、狭義で際わる関係者の組織運営への

介入は、それが端的な活動として捉えられてしまい、

情報共有や外部発信の面での問題が伴った。

・子どもと学生との活動と捉えられてしまい、多澄代で

の交流iこまで関係者や外部への関心を{向けることがで

きなかった。

-地域での活動に対する信用、実績の積み重ね、活動の

継続のためには財源と地位、そして権威が必要とされ

る。

またこれら体重貴からの学習活動は学生だから出来る活

動であると捉えられ、さらに学生たちが恥むとなるこの

ような活動ではその継続が難しい。本来、これらの活動

は継続させることに意義があると考えられ、そのために

は大学を卒業しても人生は常に学びの湯であるというこ

とを一連の活動を過して学生たち若い世代に体感しても

らうことが重望書である。

このような観点からも、これらの汚動にはより多くの

社会人 (30-50代の男性}や経験豊箆な高齢者をも巻き

込んだ、より多世代での交流の場を設けることが必婆で

あるとしづ新たな笥擦を設定した。

また多世代交流研究のキーワードとして f体験から学

ぶJr生涯学習Jr価値観の変換Jr発言への責任jという

ことにも段菅し、今後の研究に繋げることとした。

調第二展開

これら第一段階の結果検証から、現在は第二段階の研

究を進めている。

DStep 1 自標の設定

第二段絡ではグジーンスクーノレ実験によ切抜出された

地域の大人たちゃ高齢者との関係づくりを自楳としてい

く。第一展開の結果から f多世代交流空間の創出jへの

-123ー 2008年住総研 f住まいまち学習j実路報告輪文集9



展裂として「多tIt代ネットワークの形成j と「呉分野コ

ラボレーションj に注目し、研究を進めることにした。

ロStep2 社会環境要因の分析

2006年 10月時点での我が閣の 65歳以上の高給者人

口は 2660万人であり、高齢化率は 20.8%となっている。

その中でも一人暮らしのお年寄哲は 405万人で、高齢者

全体の 15.1%を占めている。 2015年にはこの高齢者栓

帯は約 1700万世帯に増加し、そのうち一人暮らし世帯

が約 570万世帯(約 33%)に達し、 2025停には 680万

人に達すると予滅されている。しかし昨今の米婚率や離

婚率の増加、少子化や核家族化の進行で実際にはこの予

測よりもさらに増えるであろうとも言われている。

こうした一人暮らしのお年寄引の増加とともに、彼ら

の健康維持や介護での不安、切地などでの「孤独死」の

問題などが取り上げられるようになり、社会問題化して

きている。そのような状況の中で、一人暮らしのお年寄

りをどのように地域で支えていくかは現夜の日本が抱え

ている急務な課題である。

当研究ではこれら独居高齢者が地域の中に出て行くた

めにはどのような提案があるか、また地域の人々がどの

ように彼らとの接点を持っかに注目をしていきたいと考

えている。

ロStep3 事例調査

事例調変においては、そのキーワードに fコミュニテ

イの新生j という言葉を用いている。これは「再生j に

代わる言葉として使用している。「再生」というからには

一度あったものが破壊さ礼、それを直さなければし、けな

い、とし、う意味合いを持つが、我々の目標は前述したよ

うに以前のものに戻すというものではない。むろλ過去

に存在したコミュニティの涼型と呼べるものを学び、そ

れを地域や人々の潤に取哲戻そうとは試みているが、そ

れは決して過去と向じものではない。新しい時代の新し

い形を、過去の事例を参考にしながら生み出していくと

し、うことで「コミュニティの新生」を目指し、その可能

性を探っている。

現夜はこのようなコミュニティの新生に有効約と患わ

れる活動や施設を探り出し、その事例の調査在進めてい

る。またこれまでの各研究や実践で一貫したテーマであ

る f学びJというものは重要な婆素であり、それについ

ての接関を考えている。

ここまでが現在までの研究結果である。当面は「高齢

者の地域との関わり」と「コミュニティの新生」の2点

において、そのためにはどのようにすればよし、かといっ

た検討を進め、実践に向けた富竜王正・提案を模索している

ところである。

翻今後に向けて F慌のデザインj

現待点で筆者が住居している考えが「問のテーザインj

である。多世代交流を敬明組んだまちづくりや施設設計

において、ハ ドとして表現される建物などの箱モノを

f空間j と考える。一方で多世代ネットワャクや地域の

関わりのように人的・社会的なつながりなど、一般にy

ブトとして表現されるものを「人間iとする。

そういった中で、私たちが考える多世代交流について

は、このソフトとハードだけではない、もうひとつの要

磁を組み込んでいる。それが過去や現夜の事例から学ん

だり、継承や継続などを重要視するものである。この穏

わりを f時間Jとして考えている。

この建築や都市計略分野からのハード約な部分からの

検討、社会学や経営学、住民活動視点からのソフト的な

部分からの検討と共に、それらをつなぐ「持関j の検討

も進め、「人間・時長男・空間Jをすべて含めた上での「憶

のデザインj を今後検討していきたい。

しかしこのような研究は決して端的な研究だけで結論

づけられるものではない。 f多世代交流空間とはこうで

あるJという結論は簡単に出せるものではなく、もしか

したらその結論は永遠に出ない得総性もある。

そこで重婆なことは、端的な研究で終わらせることな

く、続けてし、く、継続させていくということである。そ

してそれは非常に f手隠jのかかるものではあるが、そ

の「手間j を惜しますに研究を継続させてし、くことが、

多世代交流援部の実現に結びっくと考えている。

また地域や子どもたちに向けた取り総みは日本会留に

数多く存在している。これらを検証してみると、結果は

それぞれの形でそれぞれにあることに気づく。書室要なの

はその結果ではなく、それらの活動を行ったことによっ

て形成されたネットワークやけ中間」づくりにあるので

はないだろうかと考えられる。またこのような活動は一

人で行うことは劉難であり、今後も研究や実践を進めて

いく上でも、共に協力し刺激し合える rf'中部j を増やし

ていくことは、重要な課題であると考えられる。

この f人間・時間・空鶴と手間・仲間Jの「照的デザ

インJIこ注呂し、第二段階での多世代交流空間研究へ導

入していきたいと考えている。

く;主〉

1 )山田溝、小山展宏 雨レンジキ一一子ども・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

のカタチJ一、「住まい・まち学轡J実践報告・論文集 7、

住宅総合研究財閥、 2006.10 
2)山田清、小山展宏、グリーンスクールー向 グリーンスク

ーノレ2006 子ども建築体験教室/君も建築家になろう，_

エコタウンづくり一 住まいづくり・まちづくりのコラボ

レ-/ヨ/-、「住まいまち学習j 実践報告・論文集 8、

住宅総合研究財団、 2007.8.
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2圃3 住まいづくり aまちづくりの視点から





住まい手のニーズを浮かび上がらせる

ワークショップの企画緩緯

f寸岡篤永*1

福吉総子叫

鮫島洋子*'

一住まい手と建築家によるコミュニケーションに着目してー

キーワード 住宅建築、建築家、コミュニケーシヨン

1.はじめに

自分自身にぴったり合う、過ごしゃすい住まいを追求

するのなら、そしてそのために建築家に住まいの設計を

依頼するのなら、住まい手l士、設計・滅工について一通

りの流れを知ると向時に、自分自身の住まいに対する要

望を自覚し、そのきちんとした伝え方を学iまなければな

らない。しかしながら、住まい手が要望を伝えるのは難

しいと考えられる。建築家という専門家に対し、素人で

ある住まい手は、住まいづくりに対する経験が圧倒的に

少なく、また、自分の住まいをベースにした部分的な婆

求に告を向けがちになることが指定される。「どんな家

に住みたいですかりJという察際に対し、「切るい君主-

J広し、家」など観念的な答えや、「対話式キッチンJrト

イレには手すり」など部分的な要望を答える人が多いの

ではないだろうか。他方、 fどんな家に住みたいですかり

という質問は、建築家にとっては「どんな生活をE望んで

いますかり」という質問とほぼ向義である。建築家は、

住まい手の限定的な婆望に対し、その背景を読み込みな

がら対処する必要に迫られる。このような目線の濃いが

住まい手と建築家とのコミュニケーションに、微妙なず

れをもたらしているのではないだろう方、

そこで、築者らはこのような印象がどれだけ確かなも

のであるのかを建築家および住まい手へのインタビュー

を通じて検設しながら、どのようにすれば住まい手は自

分自身の住まいに対する婆惑をうまく怯えることができ

るのか、どのようlこすれば建築家は伎まい手に関する情

報をより明確に得ることができるのかについて、ワーク

ショップ企麟を通じて探っていった。本論は、住まい手

のニーズを浮かび上がらせるためのワークショップの企

画経線を報告するものである。

2. ワークンヨツプの基本的な考え方

ワークショップを企隠するにあたって以下の2点に着

服した。 1つは、住まい手の現実のニーズに焦点を当て

たことである。住まいづくりに関しては、間取りを考え

*'九州大学ユ}ザーサイエンス略構

*3九州大学ユーザーサイエンス梼徳
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ることにより住まいへの意識を高めたり、家づくりのプ

ロセスを学んだりとしづ実践が数多く行われている。こ

れらの学習では、住まいづくりに対する 般的、あるい

は渥想約なエーズを得ることはできるが、切実なニ』ズ

が十分に得られない可能性がある。そこで、近い将来に

実際に住まいをつくろうと考えている入、すなわち、す

でに土地を持ち、数年内lこ住まいづくりを予

定している入を対象とした。また、それらの切実なニ

ーズを浮かび上がらせる場として、建築家との住まいづ

くりを設定することとした。

2つめは、ユーザー参加型という考え方に着閉したこ

とである。ユーザー参加裂/インクルーシプデザインを

推進している英白書ロイヤノレ・カレッジ・オブ・アートヘ

レン・ハムリン・センター(以下 RCAHHC)のロジャー・

2ーノレマン1土、車L、すユーザーのためのキッチンをデザ

インした自らの体験に言及しながら、問題を解決するだ

けでなく、ユーザーのアイデンテイチイを満たすテザイ

ンこそがユーザー参加梨/インクバーシプデザインに求

められると述べた 11。わたしたちは、住まい手と建築家

との住まいづくりプロセスにも同様の考え方が求められ

ると考え、ワークンヨツプはこの考えを実現する手法を

探るものにしたいと考えた。

3. ワ」クショップの企爾(第一段階)

このワークショップは、ユーザーと大学とのインター

フェース構築を目標とする部門のー活動として、その部

門長 Z)の下、建築実務絞殺を背景に持つ研究員、心理学

を背景に持つ研究員、およびコミュエケーション分析を

背景に持勺研究員の3人が主導し、そこに建築プ口デュ

ーサー3)がアドバイザーとして入り適宜アト、パイスを行

う形で進められた。

アドバイザーである建築プ口デユーザーは、かつて九

州大学ユーザーサイエンス機構主催のインクノV~ シブデ

ザイン伶験ワークショップを受講したことがあり、問様

のワークショッフρを行ってはどうかと控霊祭した。このイ

* 1九州大学ユーザーサイエンス機構
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ンクノレーシプデザインワークショップは、デザイナーと

ユーザーとを組み合わせてチームを作り、デザイナーは

そこで誇られ、または観察されるユーザーのニ』ズに触

発されてデザインを行うが、これまではあまり考感され

てこなかった高齢者・ F章がし、者がユーザーとして参加す

ることに特徴がある。普段、接することの少なしローザ

}と接することによってデザイナーの「気づきJを促す、

デザイナーの学習に焦点を当てたワークショップである

と言える。

筆者ら担当研究員は、ワークショップの目指す方向性

f現実のニーズを浮かび上がらせること」に照らし合わ

せて、デザイナー教育を主眼においたワークショップで

はなく、デザイナー(建築家)とニエ』ザー{住まい手)

との協働デザインワークショップを会商することにした。

この時点での計雷では2つのワークショップを行うこ

とにしていた。まず、ワークショップ1を行い、建築家

は{主まい手のプロフィーノレを作成する。住まい手がどの

ような土池を持ち、どのような家族構成で、住まいに対

してどのようなニーズを持っているのかを簡単に洗い出

すものである。その情報をもとに建築家には簡単なプラ

ン(間取り図)を描いてもらう。その後のワークショッ

プ2で、そのプランに自分のニーズがどのように反吹さ

れているのかを評価してもらう、というものであった。

しかしこの案では、ニーズとその検証は可能ではあるも

のの、住まい手のニーズを浮かび上がらせるとしづ部分

に十分に焦点が当てられているとは言えなかった。

そこで、建築実務経験を背景に持ち、ユーザー参加型

のプロセスについて理論的な研究を行っている冒CAHHC 

の研究員と共隠してワークショップを組み立てることに

したへ

4.プレ・ワークショップ

本格的な企画がスタートしてから約3ヶ月後、 RCAHHC 

の研究員を迎えての打合せの機会を持つことができた。

ワークショップの枠総みについて共同して後言守した後、

ワークショップの内容についての検討を行った。

RCA HHC研究員は、デザイン分野、特に建築分野にお

けるユーザω 参加裂の実践についての事例紹介、ユーザ

ー参加裂の理論の説明を含むプレ・講義を行った。その

プレ・講義を踏まえ、 2総に分かれてプレ・ワークショ

ップを行った。 A組l土RCAH討:研究員が建築家兼ブアシ

リテータ一役を務め、学生2名が住まい手役を務めた。

B組l土、建築実務経験を背景に持つ研究員が建築家役を

務め、もう一人の研究員が住まい手役を務めた。コミュ

ニケーション分析を背景に持つ研究員は、荷者の様子を

観察した。

A組のf主主い手役は、鱗単な建築プロセスを 3つに分

けて体験した。第 1段階では、建築家兼ファシリテータ

126 

一役は住まい手役に対し、建築・住宅雑誌の中から 3つ

の好きなイメージ・嫌いなイメージを選ぶように指示し

た。住まい手役がそれぞれ3つを選択後、なぜそれを選

んだのかを建築家兼フアシヲテーター役lこ説明した。第

2段階では、建築家兼ブアシリテーター役は住まい手役

に 10伺の重要な物を選ぶように指示した。その後、選ん

だ物j奇士の関係のみを重視して物を敷地内に自己澄するよ

うに指示した。ヲピング、キッチンなどという部屋の役

割に囚われることなく、間取りを考える下準犠であったO

第3段階では、それをもとに立体モデルを作った。

B総は、建築家役が住まい手役に対し「家族?構成J 趣

味Jr暮らし方」などの翻き取りを行い、そこで得られた

情報をもとに建築家役が鱗単な際取り図を作成した。建

築家に依頼して行う実際の{主まいづくりプ口セスに近い

形での作業であると考えられる。

観察の結果、 A組では住まい手役が手を動かす典型2行
動が見られた。図 1にその行動の様子を示す。写ってい

る人物は2名とも住まい手役であり、向者とも自らの手

を動かして作業を行っている。

橋ふ江
図1 ブレ・ワークショッブA絡の様子

それに対し、 B艇では、建築家役が手を動かす行動が

典型として観察された。図2にB総の行動を示す。写真

中、手を動かして作業をしているのが、建築家役の研究

員、それを見てし、るのが住まし、手役の研究員である。

留2 プレ E ワーヲショップ臼絡の様子

その後のインタピューでは、 A車且の住まい手役からや

り方に戸惑いを感じはしたものの、作業が楽しかったと

の答えを得た。さらに、 2組の建築家役と住まい手役の

やりとりについて考えると、 A組が、建築家兼ブアシリ

チータ一役が投げかItた総合的に質問に対し、住まい手

役l土2人で相談、あるいは手を動かしながら答えを見つ

2削8年住総研円主まいまち学習j実践報告論文集 9



け、建築家兼ブアシリテータ一役に答えるという fパッ

チ(束)裂jであるのに対し、 B総は、建築家役の小さ

な1つの質潤に住まい手が答え、それが繰りi草されると

いう「インタラクティブP型j という特徴があることがわ

カ為った。

以上より、実際のワークショップでは、建築家の適切

なファシリテーションにより、住まい手が自らの手を動

かすことによって自らのニーズに気づき、それらを形に

することができる内容を罰指すことにした。

5. ワークショップの食画(第二段階)

プレ・ワークショップの後、福岡銀行が提供する「関

取りから住まいを考える」という体験型セミナーに参加

する機会を得た。そこでは、伎まいにはどれくらいの広

さが必婆か、どのように建てれば採光を得ることができ

るか、部境問士の配蟹をどのように行えばよいのか{ゾ

ーニング)、など住まいづくりに関する基礎を説明した後、

般的な大きさにあらかじめ切り抜かれた部屋シートを

組み合わせて、自分自身で間取りを考えていった。

このセミナーの後、やりやすかった点、やりにくかっ

た点を話し合い、そこで、素人には、部屋シートの組み

合わせが難しかったこと、鉛筆でなんどもなぞり書きを

しながらのゾーニング{ここでは部康問士の関係を考え

ること)はやりにくかったことなどが確認された。

また、ワークショップで使用する材料の検討も行った。

プレ・ワークショップの内容を下敷きに、IfliJijプラン(陪

取り図)や立体モデノレを素人でも容易に作り上げること

のできる材料を集めた。しかしながら、この待点では、

平面プラン、立体モデルを素人である住まい手がっくり

あげることの意味について、十分に確認ができていたと

は言えない。

これらの作業に先行して、住まい手の募集を繍始した。

近い将来に現実に住まいづくりを考えていて、かっ、家

族内に特別なニーズを持つ人を対象とした。 2000枚稜度

のチラシを、福岡市および近郊の公共施設を中心に配布

した。その結果、現在の住まいに不満を感じ、いずれは

リブオ』ムを考えている家族と、県道拡張のため近々家

を移そうと考えている家族の2組が参加することになっ

た。住まい手が決まった後、アドパイずーが参加してく

れそうな建築家に声をかけた。

ワークショップは2総の住まい手の他、 4組の建築家

で構成させることにした。それぞれの住まい手は4総の

建築家と総むことにした。当初ワークショップは2民連

続して行う予定であったが、 1紹の住まい手の都合で、

1，HIから 1週間を遣いて、次のワークショップを行う

ようにスケジューノレを組み直した。また、 1組の建築家

は遠方からの参加で、 1Sしか参加することができない

ため、 1日目に RCAHHC研究員による講義を行い、それ
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には住まい手、建築家の全員が参加し、午後からは住ま

い手2組と建築家2組によるワークショップ、次週に伎

まい手2総と残りの2総の建築家によるワ}クショップ

を行うことにした。

また、ワークショップタイトんは、有CAHHC研究員か

らの案として、 rWorkshopfor Archi拍 cts-'Design Your 

Home
t co田de剖 gnprocessJ とiもされたが、日本語では

住まい手と建築家との協働作業を前街iこ出した r{主まい

づくりプ口セスにおける協働デザインワークショップJ

とした。

その他、 f主主い手、建築家に対して、事前インタピュ

ーを行った。住まい手に対しては、住まい建築予定のこと

域、家族構成、住まいへの思いなどを、建築家に対して

は、普段行っている建築設計のプ口セスを主に語っても

らった。また、建築家には最近の実践例も弱いた。その

中で、建築家からは、部分的に細かい要望を出す住まい

手がし、ることが伝えられた。

6 ワークショップ1日目

ワークショップの前日に RCA討HC研究員と打合せを行

った。そこで、ワ」クショップ当自のプログラムは、ユ

ーザー参加皇室デザインプロセスについての講義、建築家

と{主主い手が総になってのデザインプロセスの話し合い、

ユーザー参加型で協働作業を進めていくための講義、住

まい手と建築家とが組になっての協働デザインという順

で進めていくことを確認した。

プログラムにおいてまずユーザ}参加型デザインプロ

セスについて取り上げたのは、建築家からすれば笑際に

建築がどういうプロセスで滋んでいき、どの部分で住ま

い手が参加するのかを住まい手に知らせること、そして

住まい手からすれば自分段身がどういう逮築設計プロセ

スについてどういう期待を持っているのかを建築家に知

らせることにあった。ユーザ}参加型プ口セスについて

の話し合いは、守中難しし、内容であるとも考えられたが、

このような方法で翌日のワークショップを始めることに

した。また、この話し合いを通じて参加者向士が殺しく

なるという日的もあった。

翌日のワ』クショップは予定通りに始まった。最初の

講義の後、まずユーザー参加裂プロセスについての慈し

合いを行ったが、そこでいくつかの混乱が生じた。建築

設計プロセスについて、すんなりと説明のできる建築家

もいれば、建築設計プロセスに入る前に、人と人とが知

り合わなければならないが、そこを抜きにしてはなにも

説明ができないとする建築家がいたためである。

また、研究員の説明も不十分であった。意図するとこ

ろは、建築家が住まい手に一方的に説瞬するのではなく、

互いに考えている建築設計フP口セスをユーザー参加裂と

いう視点から共有することであったが、その意Il!lをうま
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く伝えることができなかった。その結来、ここではユー

ザー参加裂プロセスを発表できた組と、発表できなかっ

た組が生じた。

やや混乱l土生じたものの、住まい手と建築家とは互い

の距離を絡め、次の講義へと進んだ。ここでは、ユーザ

ー参加型建築の例として、古いタイプの建築家が権威主

義的で住まい手の意見を潤くことなく住まいづくりをす

るイラストによる反例や、住まいができあがった後にも

総織的な支援を受けて住まい手が自らの住まいを改築す

るイギヲスの例などが示され、引き続いて、そσ:後iこ使

用するツ}ノレ・キットの説明がなされた。

この日の協働デザインワークショップには2組(J;住ま

い手と 2組の建築家が参加した。 1殴目が終わった後、

もう一度、椴手を変えて同じことを繰り返した。

この協働デザインワークショップで使われるツーノレ・

キットi士、プレ・ワークショップの内容を洗練させたも

のであった。ワークショップはやはり 3段階で進められ

た。建築家は各段階の始めにインストラクションシート

を渡され、それに従って住まい手に指示を行う。建築家

に期待されている役害出土ブアシFテーションであった。

第1段階では、プレ・ワークショップと金く同じよう

に建築・住宅雑誌から3つの好きなイメージ・嫌いなイ

メージを切り該き、それを建築家に説明した。 SJ3は、

好きなイメージ・嫌いなイメージを選んでいる様子であ

る。中央の2人が建築家、両端の2人が{主まい手である。

1llI3 好きなイメージ・嫌いなイメージを選ぶ犠子

第2段階で住まい手は、 f自分の生活にとって主主要な

物jを10徳選んだ。ここではあらかじめアイコンが用意

されていた。アイコン以外に重重要だと思うものがあれば、

伎まい手はそれを建築家に伝え、建築家はそれをイラス

トとして錨き、アイコンにした。

あらかじめ用意されているアイコンは 50分の 1スケ

ーノレで作成されており、向じく 50分の 1スケールで1畳

の大きさにマス自が言書き込まれている大きなシートに主主

べられるようになっていた。ここで実際の大きさをつか

むことができることになっていた。

しかし、この段階でもまたやや混乱が生じた。ワーク

ショップの意図は建築家が手を動かすのではなく、でき

るだけ住まい手に手を動かしてもらい、自分たちで自ら

のニーズを形にすることであった。しかしながら、実際

は、建築家が住まい手lこ話を濁きながらプランを作成し

ていくことになってしまった。

第3段階では立体モデルを作成したが、ラフなモデノレ

でもかまわないということがうまく伝えられなかった。

建築家は、正確なモデルづくりに慣れているため、特に

1問自のモデノレ作成は、時間切れとなる組もあった。 SJ

41まカッターナイフを用いて正確なぞデノレを作ろうとし

ている建築家の様子 C、ある。

鴎 4 カッ舎一ナイフを用い正確にモヂんを作る様子

2問自は、 1問自の緩験を踏まえて、建築家が手を出

すことも少なくなり、住まい手の手も動き始めたが、 l

総の{住まい手l士、アイデアを出し終えたと思ったのか、

意見が少なくなってしまった。

最後に、できあがったプラン、立体モテツレを前iこ、住

まい手、建築家がそれぞれ感想を述べ、また、{主主い手、

建築家に対し、それぞれにふさわしい賞を鰭り、この日

のワークショップは終了となった。

7. ワークショップ1日目の振り返り

替市日、配CAHHC研究員とともにワークショップの振り

返りを行った。その結果、現実の敷地が出てきた第2段

階になると、建築家が少ない時間の中でプランづくりを

急ぎ始め、それが、建築家がファシリテーションに徹す

ることを難しくしてし、る要限として浮かび上がった。ま

た同時に、筆者らが住まい手のニーズを浮かび上がらせ

るためのワ}クショップとして会濁してし、るにもかかわ

らず、 RCA問 C研究員l立、住まい手と建築家とσ:綴験を

共有するワークショップとして捉えていることが明らか

になった。双方とも建築家の学習のためのワークショッ

プとしてt思えていたわけではないが、この組歯苦が混乱の

また別の要因であった。

この後、アドバイザーとともに振り返りを行った。こ

こでも敷地のりアノレさが指摘された。また、各段階での

インストラクションが不十分であったとの指摘を受けた。

そして、 f住まい手のニーズを形にするワークショップ

にしていく必要のあることが再確認された。

また、参加した2名の建築家にもイン空ザューを行っ

た。ここでもまた敷地の現実感についての指摘を受けた。

その他、時間が非常に短かったため、提案する僚もなく

-128- 2的 8年{主総研ri主まいーまち学習J実践報告白論文集 9



作り上げたことや、自然な会話がもっと必婆であったこ

とも指摘された。

8. ワークショップ2日巨の会i邸

このような指掃を踏まえ、 2日毘のワークショップに

ついて、ニーズを形にすることに立ち戻って考え直すこ

とにした。なお、敷地のりアノレさは、すでに敷地を見に

行った建築家がおり、変更することは亡、きない。また、

ワークショップのE寺院をのばすことはできないため、こ

れら 2点は前提と捉えることにした。

企ii!ilは1日目のワークショップの内容について見直し

から始まった。第 1段階で好きなイメージー嫌いなイメ

ージを選んだが、これに対して f暮らしのシーンを含め

たイメージj にする案がアドパイザーから出されたが、

建築家への情報を揃えるため町、これは I自目と隠じに

することにした。

第2段階であるが、ここでは 10鱈の r物jを選ぶのが

難しかったのではなし、かとの意見が出された。物ではな

く 「事Jを選ぶ必星空があるのではないかとしづ意見が出

された。この段階の作業では、物を選ぶとし、う行動から、

その物を使うシーンを思い浮かべることや、そのシーン

とシーンとのつながりをつくることを期待していたが、

重要な f物」を 10俄選ぶというインストラクションは、

その密的には明らかに不足であった。そこで、住まい手

が自分自身の生活シーンを時系列に思い浮かべるような

作業を入れる案が出された。しかし、短待問で行う作業

としては複雑になり過ぎることがわかった。ここで、生

活のシーンを思い浮カνくることができるような指示が必

要であることが明らかになった。そこで質問を「新い、

家に持って行きたい 10倒のものj と変え、「新しい家J

から f新しい住まいでの生活シーンj へとつなげること

を期待した。そのためさらに、選んだものを具体的に説

明してもらうことと、選んだものを通じた自分の行動も

諮ってもらうというインストラクションにした。

住まい手が選んだ fものJI土建築家がイラストで描く

こととし、住まい手が詳しいイメージを諮ることで、住

まい手と建築家とのイメ}ジ共有をよりいっそう強める

ことを意図した。

その後、播かれたアイコンを使って、アイコン向士の

関係について考えていくが、素人である住まい手には、

線を描きながら考えることは難しいと考えられるため、

アイコンは簡単に鮎ったり剥がせたりする小さな用紙に

描き、それらのアイコンをまとめるために半透明の台紙

を用意することにした。この作業はものを小さな単位に

まとめ、そのまとまり(ほぼ部屋に相当するが、君主存の

りピング、キッチンなどには囚われなし、)同士の関係を

考えてして、いわゆるゾーニングにあたる。端医冨を伴わ

ずに、繰り返しゾーニングができるようにしたところに
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工夫がある。

その後、 2日告は立体モデノレには進まず、住まい手iこ

は形への好みを誇ってもらうことで作業を終了させるこ

とにした。

自分自身の生活についてよく知る住まい手には、住ま

いに関わる物や事の関係をニーズとして捉え、表現する

ことを求め、建築家には、その情報をもとにしたプラン

づくりを受け持ってもらうよう、役割を明礁にした。

9. ワークショップ2段目

2呂巨のワークショップは、ほぽ企画書通りに進んだ。

この聞は、協働デザインワークショップのみを行った。

住まい手2組lこ対し、ワークショップ1自由に参加しな

かった残りの 2組の建築家が参加し、前回と悶様、住ま

い手と建築家が組み合わせを変えて、 Z@lのワークショ

ップを行った。ワークショッブ最中には、住まい手では

なく建築家がゾーニング作業などに手を泌す場国もあっ

たが、今聞は築者らがブアシリテータ』を務め、なるべ

く住まい手自身が手を動かすようiこ促した。

間5は、アイコンをまとめた半透明の台紙での作業の

様子である。写真、向かつて右側の2人が住まい手、向

かつて左手の2人は建築家、中央にいるのがファシリテ

ータ-0)研究E主である。写真のように、この作業では主

に住まい手が自らの手を動かして、ゾーニング作業を行

っている。

1ilJ5 伎まい手が学透籾の台紙を使用している様子

2@lのワークショ、ノブ終了後、この包jも、伎まい手、

建築家にそれぞれ貨を鱒り、ワークショッブが終了した。

10. ワークショップ後のインタピューの概要

ワークショップ後に住まい手、建築家にインタゼュー

を行った(この原稿を著書いている得点で、住まい手2組、

建築家3親からのフィードパックを得た)。

住まい手からのフィードパックの 1つに、 r1日目のワ

ークショップの方が好きだ」とL、う答えがあったo その

環出として、平街プラン、立体モデルができあがること

により、自分自身の行動イメージがふくらむことが挙げ

られた。もう 1組の住まい手はこれと異なり、 2日自の

2008年住総研f住まいまち学習J;!;臨報告融文集 9



ワークショップの方がわかりやすかったと答えた。自分

自身が住みたい家の図街を描くわけではないため、プー

ニング作業をもとにした建築家の関商が楽しみであると

のことであった。他人任せではなく自分たちの住む家で

あるから自分たちが考える必聖書があるが、プランづくり

は建築家の役都であるとのことであった。また、一方の

住まい手l士、専門家からのアドパイスを受けたかったと、

他方の住まい手は建築家から建築への思いを聞きたかっ

たと述べた。

建築家からは主に、ワークショップの意図がわかりづ

らかったとしづ指摘を受けた。また、普段の作業では、

建築家として自ら手を動かして作業を行うが、そうせず

にただ観察していることが難しかったとの意見を得た。

しかし、住まい手が宮の前で作業を行っているのを観察

するだけで、最初のプランを出すのに十分な情報を得ら

れたとの意見も得られた。

11.まとめ

本ワークショップの密約1土、部分的に示されがちな住

まい手のニーズを、作業を通じて浮かび上がらせること

にあった。プレ・ワ】クショップ、 1日目ワークショッ

プを緩て、 2日告ワークショップの結果作り上げられた

ゾーニングマップから判断すると、筆者らが意図した通

り、設計には素人であるが、自らの伎まいについては専

門家である住まい手が、これからの住まいに対する忍い

(これは、物と物、あるいは物を媒介とした行動を通じ

て具体的に表現されるものであると考えられる)を、比

較的容易に表現できるツーノレを用いて、ある程度形にで

きたのではないかと考えられる。 E司61士、できあがった

ゾーニングマップのー俄である。ここには住まい手が自

ら考えた各ゾーンの関連が示されている。

殴6 できあがったゾーニンゲマップの一つ

しかしながら、住まい手からのフィードパックについ

て考えると、住まい手と建築家とのやりとりにおいては、

住まい手はニース、を形にして建築家に伝えるだけでなく、

建築家からのフィードハックを期待していることも明ら

かになった。筆者らは主に、住まい手から建築家への情

報に焦点を当てていたが、住まいづくりプ口セスが住ま

い手と建築家との協織作業である以上、また、建築家が

建築の専門家として関わる以上、これは当然のことと言

えるかもしれない。

今後、本ワークショップの結果から作られる建築家の

プランをもとに、住まい手のどのようなニーズが、プラ

ンのどの部分に結実されているのかを明示的に示す展示

を企闘している。ワークショップで住まい手から建築家

へと伝えられたニ』ズ(情報)がどのような形で告に見

えるのか、その部分を明らかにすることによって本ワ』

クショップは一応の完結を見ることになる。

本ワM クショップの目的は、{主まい手のニーズを浮か

び上がらせることにあったが、実際には、この他にも、

建築家の従来のやり方と、ワークショップで行う新しい

やり方とを比較して、その効果を磁かめたい(ユーザー

参加型手法の効果縫認)、住まいづくりにおいて建築家が

必婆としている構報と住まい手が提供する情報の違いを

浮かび上がらせたい、建築家は必裂とするが住まい手か

らは提供しにくい情報を建築家が容易に引き出せるツー

ノレの作成を促したい、などの意泌もあった。今後は、 v

れらの観点からのまとめも試みたい。

く注>

1) 2006年11月 15日の英国ロイヤノレ・カレッジ・オブ・ア}

ト内でのロジヤ}・コ}ノレマンの講演会による。また、類

似の記事として、雑誌 FユニバーサルデザインJJYol. 21 

(2006年冬号)の85ベージの記事を挙げられる。

2) 部門長は、九州大学大学院芸術工学研究続犠教授平井

康之である。

3) 建築プロデューサーとは、住まい手の立場に立って建築家

と住まい手をつなぐ事業を行っている。

4) この時点で、すでにこのプロジェクトについてのアドハイ

スは受けていた。

5) ワークショップで得た情報をもとに、建築家からプランを

出してもらい、それを展示するイベントを計画している。

そのため、 4組の建築家に与える情報はなるべくなら同様

のものにしたカミった。
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-130- 2叩 8年住総研fi主まいまち学習j実践報告論文集9



路上のファシリテーシ議ン 長岡素彦ホ l

一 「みちばたからまちづくりプロジェクトj

キーワード。1)まち育て 2)フアシロテーション 3)まちのコミュニケーシヨン 4)みもlまた 5)巽世代協働

F手みちばたから

かつて，道はひとが行き交うばかりでなく， 1聾ぴが

行われた~ ，会話が交わされる場所であった。また，

i土や~き地でも歩く人が休んだり，パフォーマンスな

どが行われていた。古来よ明道の辻は単なる交差点で

はなく「境界j 注 1)として儀礼の場であり，芸能の

行われる場所であった。日本ではヨーロッパやラテン

アメジカのような交流の場としての広場はあまり見ら

れないが，日本では滋や辻，特に f道端(みちぱた)J 

が交流や遊び，儀礼・芸能の場，商売の場であった。

しかし，都市環境・社会環境の変化，モータリゼー

ションの進展とともに，道は「通行Jと f広告J r務
究」の場となり，道での「まちのコミュケーションj

の空間を線小させた。

もちろん，道での交流の復活や大道芸からストリー

トパフォーマンス・ダンス，グラフィティのように道

でコミュニュケ シヨンする試みやそれをまちの中で

活用する試みも増えている。

このような試みの多くはまちゃ道での「まちのコミュ

ニケーションj の空間の復活.i活性化を目指すもので

はあるが，自己表現や商業的な目的lこ嘉点が震かれ，

まちでの交流や人たちが協働するための fまちのコミュ

ニケーションj の要素が薄らいでいるのが現状である。

さて，本穣では，このような fまちのコミュニケーシ

ヨンj の新たな試みとしての『みちばたからまちづく

りプロジェク卜Jを取り上げる。文 1) 

『みちばたからまちづくりプロジェクトJは道など

での「まちのコミュニケーションj の設問の復活・活

性化の試みのうち，交流やまちづく 0のための fまち

のコミュエケーションj を自的とするまちのコミュケー

ションワークショップである。そして，そのためのコー

ディネー卜技法が「路上のファシジテーションi注 2)

である。

ここでは， wみちばたからまちづくりプロジェク卜』

について述べるとともに，そこで使われる演劇的手法

ワークショップ注 3) ，路上演劇的手法のイベン卜，

イベン卜フィーノレドワークショップなどの路上のフア

シリテ-vョンが fまちのコミュケーションj に果た

す役訴について述べる。

まず，ワークショップと路上演麟，及び，演劇的手法の

ブァシリテーション，路上演劇的手法イベント，そし

て，路上のブアシリテーションについて述べる。

次iこ，演盛時的手法や路上演劇的手法による『みちばた

からまちづくりプロジェクト』の始ま哲と演劇的手法

違続ワークショップやみちばた麟まつりの展織につい

て述べたい。

最後にこれらをふまえてまちのコミュケーションワー

クショップ『みちばたからまちづくりプロジェクト』

で行われている演劇的手法ワークンョップ，路上演劇

的手法イベント，イベントフィーノレドワークショップ，

路上の7アシリテーションがまちゃ「まちのコミュケー

ションj とまち育てに来たす役務などを述べる。

1.ワークショップと路上演劇

-r路上のファシリテーション」

まず，ワークショップは， J' L'モレノによって続発

された臨床心理学の一手法「サイコドラマj が始まり

のひとつとされ，ダンスや演劇など縮広く使われるよ

うになり，都市計画の分野では環境プランナーのロー

レンス・ハノレプリンが fテイクパート・プ口セスj と

してワークショップ手法を取り入れていった。これに，

クノレト・レグィンのアクション・リサーチを加えてアー

ト，都市計画・まちづくりなどのワークショップがつ

くられていった。

また，ビジネスにおけるワークショップもこのよう

な流れにあり， レヴィンのグループダイナミックス研

究所， NTL (National Training Laborato口 es)から始

まリ，その後，経織心理学や組織変箪に使われるよう

になった。

そして，社会的活動・識字活動から生まれたパウロ・

プレイレの7ァシリテーション，ボアーノレの提唱した

「被抑圧者の演麟」手法 r非暴力トレーニングj な

どもある。

このように，ワークショップはそのま台まりからある

意味「演劇的Jであった。ここでいう「演劇的手法j

のワークショップl主演裁のためのワークショップでは

なく，社会や総織の問題を演劇的手法によって解決す

るワークショップである。

演麟的手法のブアシリテーションはラテンアメリカ，

アジア，ヨー口ツパでは社会教育的な機能やまちづり

r一一一一一一一一一一-， .1ど}プルズνアタ-.~コヲコ

| 七 '1 I in民メディアSlowti蹄 S 田市乳仕事の傍ら持続可能な開発のための
[そ.， . I輔の1岬さいたま代表として持続可能な凋発のための輔の闘な
i機山麓[どの括凪地域機酬究所として各地でまち育てや地域描祉また1 さい
I Iたま地域通貨フォーラム仇表として地瞳通貨の後進を行っている。
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的な機能も持った活動としても行われている。

演劇的手法のアアシリテーションにはブイリピン教

脊演劇協会 (PETA) の f民衆演串IJJ手法，ボアーノレの

提唱した「被抑FE者の演綴j 手法，イギジスの「参加

裂演劇・観客参加型演昼間j 手法，日本で縫われた f演

劇手法j などがある。

日本では， 198百年代から日本の演劇人がフィリピン

教育演劇協会と交流しながら r演劇的手法j のワー

クショップが行われ，世田谷パブリツクシアターでは

1999年から地域の物語ワークショップが行われている。

「地域の物語ワークショップj は参加者が世沼谷の

まちを取材し，作品づくりを通じてまちを見つめなお

すものである。

なぜ，演"J的なのかというと，演劇は身体を使って

表現するコミュニケーションの手記長，人に伝えるため

の技法をもっている。つまり r演劇的手法Jは，自

分たちの想、いや自分たちが考えたことを，言葉にして

身体で表現するメソッドを持っている。

演劇的手法ブアシリテーションの機能には f共有す

るJ r理解を促すJ r学ぶJ r考えるJr決めるJr構
想するj などの機能があり，いずれもファシリテーショ

ンの機能であるが，違いは具体性ということである。

人務は，抽象的な言紫や概念を使っているが身体性

をもち具体的な f世界j に存在し，具体的な f場所・

事(トポス)J文2)で社会生活を営んでいる。

ワークショップでも言葉や文字，コンセプト図など

で議論し，論理的に考えるワークショップのほかに，

身体表現などで共有し，具体性で考える演劇的手法に

よるワークショップがある。また，このコーディネー

トのために f具体的アプローチJ(レヴィ=ストロース)

としての演劇的手法ブアシリテーションがある。

さて，銘上演劇とは文字通り劇場ではなく路上で行

う演麟であるが，また，表現や芸を見せる大道芸とも

違い，地続や自分たちが抱える身近なテ-?を演康iに
して考えるものである。

路上演星野jは「ラテンアメリカ，ヨーロッパ，またア

ジアでは，祝祭性，主芸術性，そして社会教育的な側面

をあわせもつ 1つの表現形態として息、づいています。

また，まちを生き生きとよみがえらせ，さまざまな人

々との交流をひらく若者しい方法ともなってJ (路上演

劇祭Japan)おり，日本では2001年4月に「路上演劇祭j

として世田谷と浜松で際催したのが始まりとなってい

て，世洞谷区鳥山ではその後も継続している。

メキシコの路上演劇祭は1992年から始まり，メキシ

コ社会の問題を取り上げて当事者と参加者がその問題

を把握して演劇で考える活動を続けており，日本から

の参加昔もパブオ】マンスや務題提起をしている。

このように路上演麟は社会教育的な機能やまちづく

り的な機能も持った活動としても行われている。

さて、これらをふまえてまちのコミュケーションワー

クンヨツプを主主義をしておきたい。

演劇的手法による連続ワークショップとは，地域や

組織の問題を演劇的手法によって解決するワークショッ

プをテーマ俸に行い，地域の問題を考えるものである。

路上演鎖的手法イベントとは，路とで地域や自分た

ちが抱える身近なテーマを演劇lこして考えるものであ

ると，向日寺に，多くの人に伝えるまちのコミュニケー

ションでもある。

イベントフィールドワークショップとは，ひとつの

イベントに参歯して，その中でそのテーマに沿って演

殿的手法のワークショップを行って上演し，それぞれ

の参加者と共有して考えるものである。

まちのコミュケーションワークショップ『みちばた

からまちづくりプロジェクト』は，これら演機的手伝

による連続ワークショップ，路上演劇的手法イベント

「みちばた車IJまつり J，イベントフィーノレドワーク

ショップからなり，まち育てのひとつとして行われて

いる。

ここでいう f路上のファシリテーションj とは，演

劇的手法のワークショップと路上演劇約イベント，イ

ベントフィールドワークショップのプロセスの全体の

ブアシリテーションのことをいう。

ま全得 Zコミ包 ?ωV 銭>~;"c' ;?-:;.，' !')γフ

ImH まちのコミュケーンヨンワークンヨツプ

2 みちばた麟まつり<若手>まで ー形成

さて，埼玉では f演劇的手法j が以前から市民活動

などで寸劇などの形で使われており，まちづくりにも

一部で使われていた。大学の芸術学部の教員と学生が

演劇的手法を使って地元のまちづくり活動に関わって

いた。また， ESD'関連持続可能な際発のための教育の

写真2-1 演劇的手法によるESDワークショップ
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1 0年の活動として埼玉では演劇的手法によるワーク

ショップやフオ ラムも行われていた。

みちばたからまちづくワプロジコニクトの発端は2006

年 9月3日に埼玉県川口市のメディアセブンで行われ

たメディア女カフェ f演綴というメディア」であるロ

メディア女カフェとは市民メディアSlowtimes.net 

(スロータイムス・ドットネット)がメディアや情報を

テーマにしている市民の活動を紹介し話し合う場であ

る。

この「演劇というメディアJでは富治体職員のTが

「メキシコで脳会った演illJまちづくりワークショップj

についてメキシコの路上演劇祭や世間谷の路上演劇祭

]apanについて写真や挟像を交えて語った。また，メキ

シコ路上演劇祭で行われた女性の自立と家族の潤緩の

路上演劇を取り上げて「どう伝えればよし哨りについ

て諮り，演劇や演機的手法lこ限らずまちづくりや環境-

Iエンダーなどに関心がある参加者とワークショップ

やデイスカッションを行った。自治体職員として都市

計聞に携わってきたTは都市計画の「まちづくり Jの

現場での手法や市民参加濯のワークショップのあ明方

について疑織を飽き，模索している時にメキシコで演

麟的手法の社会参加としての路上演厳に出会ったとい

うο そして，参加者たちも「演劇」に興味があったの

ではなく rまちづくり Jに関心があり，既成の手法

に限界を感じていた。

その後，参加者の演劇関係者，建築家，まちづくり

専門家， NPO，環境活動者などとともにピープノレズ

シアタージコリコは窪体としての形をつくりながら，

県内で演際的手法を使った社会参加を広げ，埼玉での

路上演劇祭の開催を計画した。

ピープノレズシアター・リコジコの呼びかけ文にはこ

うある。

「そこで，私たちは『演劇的手法×まちづくち』って

どうだろう。

そんな盟主に思い始めました。 i演機的手法の得意技は

『まちづくり』が『物語Jになること。自分の，社会

の課題を『物語』にする。

だから，見える。だから，伝わる。

リコリコは，演劇的手法を使った社会参加の方法，

Fピープノレズシアタ-~を広げる活動を行っています。

からだを動かし感じることで，ことばでわかりづらか

ったことがわかるようになる。いろんなことを演劇的

手法でやってみたいと思っています。 j (同趣意文)

具体的な活動としては， 1 0丹には持続可能な開発

のための教育の 10年さいたま (ESDさいたま)の「ワー

クショップ『持続可能なまち~ Jの企画を立て演劇的

手法で諜題解決の糸口を見出す方法を検討した。 2007

年 1月，向じく県内でいくつかのESD地域活動の実践地

でワークショッブで演劇的手法を使って面体関の交流

の場づくりを実験的に行った。 2月にさいたま市でおD

さいたまの「煩いを伝える持続可能な開発のための教

育」を行った。

3月には女性向けワークショップや Iこども夢未来

フェスティハノレj でのこどもと母親の演劇体験などに

より参加者自身の諜顔について話し合うきっかけをづ

くりを行った。

このように県内各地の多様なイベントiこ参画して，

イベントのテーマに治って企盟主した演劇的手法のワー

クショップを行い，それそ@れの参加者と共有して考え

るイベントフィーノレドワークショップを生み出した。

イベントブイールドワークショップとは参加するイ

ベントの中で単なるパフォーマンスを行うのではなく，

それぞれのテ-"1こ沿って企画書した演麟的手法のワー

クショップをイベントの中で行い，それぞれの参加者

と共有して考えるものだ。

これまでの経験や路上演綴祭から学び，屋内外のワー

クショップとのファシリテーションをもとに fまちの

口ミュニケーション」の場の復活・話役化と，まちづ

くりとして，交流したり，多くの人たちと協力してい

くための fまちのコミュニケーションj を自帰して

fみちばた綴まつり」を実施した。

5月 20日，崎玉県のJIi口釈訴のリリアパーク υ11口

茜公麹)で「みちばた車iまつり J (路上演綴祭)が関か

れた。 rみちぱた劇まつり Jは「人が行き交う空間でs

いろいろ表現したい T遊んでみたい日というもので，

ピープノレズシアター・リコリコによって告書f寵された。

写真2-2 みちばた劇まつり〈春>

川口駅に向かつての衣装パレードから始まり，路上

演劇ばかりでなく，エコファイターショーやカエノレの

コントなど環境を訴えるものや，こどもが参加した組

体操やこどもが飛び入哲参加の歌などが行われた。ま

た，みち11た康iまつりは fまつり j として，路上演康i

約プログラムと悶時に，まちの人のそれぞれの持ち芸

「カンパッチ」や「輪投げJ r叡り箸鉄砲づくり J

「竹馬Jなどもいっしょに行った。

3 みち11た劇まつ哲<秋>まで一 連続

さて，このような背景で演劇的手法のワークショッ

プと路上演劇をまち育てのひとつとして始めたのが

fみちばたからまちづくりプロジェクト」である。

133-

この「みちばたからまちづくりプロジェクトjはま

ちづくりを考えるため，多岐のテーマにわたる演鱗的

ワークショップを行いp その成果を路上演麟祭「みち
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Iまた麟まつり Jで道行く人に発表L，より多くの人に

fまちJや fまちづくり j を伝えて，共に考えること

をねらいとしている。

ピープノレズシアター・リコロコは『みちばたからま

ちづくりプロジェクト』を実現するために， ) 11口市の

市民提案夢づくり助成，まちづくり市民鮮湿の「まち

づくり人J応援助成金に応募した。

審査では演劇的手法をまちづくりに生かす試みはき

わめて珍しく，今後の住民参IJ日のまちづくりを考える

上での新しい試みとして評価された。

助成金も得て連続ワークショップシリーズ f新たな

視点でまちづくりを考え，表現しよう J， rまちでつ

ながる，広がるワークショップj とみちばた劇まつり

く秋>の準僚が始まった。

まず，連続ワークショップ「新たな視点でまちづく

りを考え，表現しよう j シリーズ()11口市 f市渓提案夢

づくり助成J)が開始された。この連続ワークショップ

はそれぞれがまちを探検し発見して考えるもので，川

口をもっと知りたい 1 楽しみたい! rどっさり f

“) 11口"ってツアーJ，川口なアートを感じよう り11

口あしアート隊J(8月-9月九小学生のための遊ぶ

演車jワークショップ r )11口エンゲキ探検隊J(1 0丹)

が行われた。

また，連続ワークショップ fまちでつながる，広が

るワークショップj シジーズ{まちづくり市民財lJlの

「まちづくり人」応援助成金)で f演じて，気づくエヨ

ロジー『まちと地球とわたし~ Jも慌始された。これ

はまちと地球，地球と自分というつながりを考えるた

めに参加者が自ら演じることで，環境のことを体験的

に学ぶワークショップである。参加者が環境にまつわ

る問題点や課題をからだを使って表現L， rまちと地

球J， r地球と自分j とし、うつながりを感じることを

胃約としていた。ワークショップの中で「実際のまちj

f持続可能なまちjの劇づくりも行い，みちばた劇ま

つりにて発表した。

この第2毘 fみち1;)'た"Jまつり」は 10月21日に

伺じくリリアパークで行われた。川口市と伺市教委の

後援を受け，単なるお祭りではなく，いろいろな活動

を結びつけるものとなった。

オープニングは人寄せの周辺練り歩きから始まり，

fエコブアイターショーJや遊び fエコカノレタ J (環

境市畏SKIP東京グループ)，クノレド民族ダンス，サズ

演奏(クノレディスタン&日本友好協会) ， ミュージカ

ノレメドレー「レインボー音楽祭J (蹴i窃車工) ，遊び

「総み体操J， r防災J (リコリコ)，紙芝居(県南

おやこ劇場)などの出し物が行われた。

こどものり11口エンゲキ探検隊J 平行して「似顔

絵カンパッチ屋J (カンハッチ屋)， r輪投げ・ベー

ゴマJ， rフリー竹馬J (リコジコ)， rハロワイン

プロ J (インプロ部)， rわらじ作り J (懇しみの

会)，ピースパフォーマンス f平和の折鶴J (愚道)

などが行われた。

また， wみちばたからまちづくりプロジェク卜』の

ワークンヨツプの成果として，こどもの 1)11ロエンゲ

キ探検隊J (J 11ロエンゲキ探検嫁) ，詩の朗読 fあし

アート J (J 11口あしアート隊)， rまちと地球とわた

しJ (まちと地球とわたし)などの路上演劇・ワーク

ショップもあった。

写真3-1 みちばた麟まっちく秋>

これらは，すべてがワークショップの発表ではなく，

また，単なる出し物でもない。みちiまた麟まつりがま

ちのコミュケーンヨンのプラットフォームとして瑳解

や参加の場を提供しているものもある。

伊jえば，クノレド民銀ダンスは川口周辺lこ住むクノレド

の人がこのまちでの共生を目指して日本の人の理解を

得るために企画し，ダンスやサズ演奏の合際に自分た

ち文化や現在の状況を語っていた。河じような過程で

知り合ったピースパフォー7 ンス「平和の折鶴j も当

日参加し，道行く人からj甘口からヒロシ?に送る折鶴

を折ってもらった。

そして，みちばた麟まつりく秋〉円エンディングで

は，まちのひとの懇いをつないだ平和の折鶴を参加者

で繋いで輪になって平和のワークショップを行った。

4.主ちでつながる.広がるワークショップ

みちぱた串iまつり<秋>の終了後， 1 1月から得び

活動を始めた。 rまちでつながる，広がるワークショッ

プJI主連続ワークショップとイベントフィーノレドワー

クショップからなっているが，連続ワークショップ

fまちでつながる，広がるワークショップj は「まち

写真4-1 まち女コミュニケーション講座
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*コミュニケーシヨン講~J r地球とつながる身近な

くらしJ rかわぐちプレーメンの演劇隊Jからなって

いる。

「まち*コミュニケーション講座jはまちゃ団体の

コミュエケーションに悩んでいる入院けのもので，実

際iこコミュニケーションをしてみて「伝えること j を

学ぶ講爆で、 5自体内部でのコミュエケーションだけで

なく，多くの人たちに訴えかけ，環解を得るためのま

ちのコミュニケーションをテー?とするものであった。

この講座では，このコミュニケーションのやり方を疫

学ではなく演劇的手法で実際にやって、)11口のまち中

でで実際にアピーノレするなどしたワークンヨツプであっ

た。

イベントブィーノレドワークショップとして「きいた

ま防災ひろば20む7Jの fみんなで防災劇J， り11口の

ジサイクノレ古着市j の「古着で遊ぶJ， rおとうさん

のヤキイモタイム一秋のー日スベシヤノレ念爾j の fみ

のむしになろう」など県内各地の多様なイベントに参

両して，そのやで単なるパブォ--vンスとしてではな

く，それぞれのテー7 に沿って金爾した演際的手法の

ワークンヨツプを行い，それぞれのまちの人と共有し

て考えた。

1 1月 16日の「さいたま妨災ひろば2007Jの一環

として行われた「みんなで防災劇Jである。このイベ

ントは，さいたま防災ひろば 2007実行委員会と東

京ガス株式会社埼玉支府が主催，地元の小学校や市消

初音楽隊の演奏，多彩なパフォー7 ンスや防災に隠係

する団体の展示などが行われた。

こどもたちの「みんなで防災劇」は，大人がストー

リーを作った避難訓練ではなく，またま当日に会場に

来たこどもたちが，それぞれの防災をテー?とした絵

を描くことから始まり，ストーリーをつく~ ，練留を

してっくりあげたものだ。

ントをもらった。

このさいたま防災ひろば2007以外にも，川口のリサ

イクノレ古替市， さいたま新都心の fおとうさんのヤキ

イモタイム 秋の一野スベシヤノレ企蘭J， rおとうさ

んのヤキイモタイム 1N上尾j など県内各地の多様な

イベントでもイベントフィールドワークショップを行っ

た。

1 1月3，4日 f古着市J() 11ロ釈前きゅ・ iまら広場)

でピープノレズシアター・リコリコは「古着で遊ぶJを

行い， ò着を使ってi聾んでみた~ ，演じてみたりしたC

1 1月 18 Sのさいたま市さいたま新都心で開かれ

た fおとうさんのヤキイモタイム秩の一日スペシャル

金頭j では「みのむしになろう j を行った。おとうさ

んのヤキイモタイムj は， 2005年度から埼乏で行われ

ている子育て中のお父さんが地元でヤキイモりイベン

トを自主的に機催し，育児参加・地域参加のきっかけ

をつくり，子育て・暮らしや地域について考える機会

を持ってもらうキャンベーンである。 rみのむしにな

ろう jは親子のふれあいや綴子での遊びを行ってもら

うために，こどもが父親に手伝ってもらいながら務ち

葉を体につけて fみのむしJになり落ち葉のプールな

どで親子でコミュニケーションを深める機会を提供し

た。

1 2月 1臼「みちばた麟まつりピデオ上映会J(主催

ピープノレズシアター・リコジコ)がかわぐちm民パート

ナ}ステーションで行われた。

この会ではみちばた串iまつりや連続ワークショップ

ンリーズ f新たな祝点でまちづく 0を考え，表現しよ

うJ rまちでつながる，広がるワークショップj の参

加者が集まって，みちばた劇まつりなどのビデオ見て，

ワークショップを行い，共に今後の『みちばたからま

ちづくりプロジェクト』とまちの中でのつながりかた

を考えた。

と。ープノレズシアター・リコリコではこられの話し合

いをもとにいろいろな罰体のイベン卜などに参加して

いくと共に，世界と身近なつながりを考えるワーク

ショップ「地球とつながる身近なくらしJ，まちを考

える「かわぐちプレーメンの演劇滋Jを続け，いろい

ろなイへントでイベントフィールドワークショップを

行い 3月 15日iこはみちばた劇まつりく冬>を行う

予2主である。

続みちばたから始まるくまち育て>

謡鞠 まちのコミュヶーションワークショップ『みちぱた

写真4-2 みんなで防災庫IJ からまちづくりプロジェクト』は演劇的手法による連

続ワークショップ f新たな視点でまちづくりを考え，

ストーリーは震災にあったこどもたちが小学校に向 表現しよう J rまちでつながる，広がるワークシヨツ

かう途中で危険なものに出あったり，倒れている人を プJによって fまちのコミュケーションj をまちなか

助けたりして避難場所の小学校に向かうというもので， で変えていくワークショップを行い，路上演劇的手法

~p輿で会場の日本赤十字の人を呼んでAEDの使い方を披 イベント「みちばた麟まつり Jによってまちづくりや

麓してもらったりした。最後に，このストーリーにそっ 市民活動のアピーノレと交流の場をつくりイベントフィー

て東京ガス埼玉支f苫の担当者よ唖防災の観点からコメ ルドワークショップによってまちゃ各団体のイベント
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る。

の中でまちの街題を考えるワークショップを行ってい く注>

このように『みちばたからまちづくりプロジェク卜』

は，まちゃまちづくりを伝えて共に考えるネットワー

クづくり，まちゃ fまちのコミュニュケーションJの

活発化などの役割を果たしてきた。

しかし重婆なことは，このまちのコミュニュケーショ

ンワークショップ fみち1;1'たからまちづくりプロジェ

クト』はまちで感じたことを演劇的手法によって f物

語j として表現いその表現を路上演劇的手法イベン

トやイベントブイールドワークショップで『参加者二観

客』とやりとりしながら f物語Jを作りあげ，自らの

『表象・再現としての表現』として f物語j を捉えな

おす『体験・表現裂まち学習』であることだ。

例えば iみんなで防災劇jに参加したこどもたちは，

fさいたま防災ひろば2007Jの会場から学んだことな

どをもとに f物語j をつくり会場で上演した。こども

たちは赤十字から学んだAEDの使い方やガス会社園電力

会社から学んだ危険の避け方，防災留体から学んだ知

識などを自分の家から避難所の小学校に向かう f物語J

に「具体的なシーンj として折込んで見せた。そして，

F参加者z緩客Jからの感想や専門家lこコメントをもら

って、その f物語Jを捉えなおして再度学んだ。

また， w参加者=観客』も「物語j と「具体的なシーンj

を見て，まちで使える具体約に知識として学んでいる。

これは『体験・表現裂まち学習.1，つまり， r W内』
でおこる感動を『外.1 Iこ表出する『表現~ (expressIon 

)とひとたび『表現』された成果の棺亙評価，すなわち

言葉のやりとりを通して『外Jから『内』へと醤帰す

る『表象・再現としての表現 (reexpression) ~として

一連のいとなみの意味が人の心に刻まれていく。 j文

3)ものである。

この『体験・表現裂まち学習』としてのまちの口ミュ

エュケーションワークショップ『みちばたからまちづ

くりプロジェクトJをフアシリテートしているのが

『路上のブアシリデーション』である。

従来の祭りなどの中でも『体験・表現型まち学習』

やこのように伝えて共に考えるイベントのコーディネ】

トは行われているが，現在の地域・社会環境の「まちの

コミュエュケーションj の状況に対応して生まれたファ

シリテーションのひとつの新しい形が『路上のファシ

リテーション』である。

冒頭で述べたような街中や道での fまちのコミュケー

ションj の状況の中で rまちのコミュニュケーショ

ンjの再生・活性化のために多様な方法が試みられて

いるが，まち育てとしての『路上のファシリテ ショ

ン』・まちのコミュケーションワークショップもその

ためのひとつの方法である。

今後，まちと「まちのコミュニュケーションj の再

生・活性化のためには，いろいろな形での『路上のファ

シリテーンョン』が必要とされる。

1) r境界;は r公と私J(おおやけとわたし)， r現
世とあの没j といった民俗的，宗教的な境界であると

ともにコミュニケーション主主潤の「内と外j の境でも

あり理解と表現が生まれる場所である。

2) r路上のブアシヲチーションJは筆者の造諮である。

広い滋味ではまち・空間でのコミュケーションのため

のファシリテートをさすが，ここでは本文で主主義され

ているように屋外・路上ワークシップ，イベントフィ

ルドワークショップのブアシヲテw トを指す。

3)演劇的手法ブアシリチーション(ドラマティッタファ

シヲテ…ンヨン)も筆者の造語である。演車iのためのト

レーニングとしての演昼間ワ…クショップと区別するた

めに演劇的手法ワークショップとした。

首1.宮本ファンリテーション協会のフォーラムで筆

者が主催した分科会でこの名称を称している。

(日本ファシジテーション協会東京フォーラム 2007

及び東京7ァシPテーションパーク 2007)
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コミュニティカフェと地織の縁側づくり

一市民育ちに着目してー

陣内雄次叫

キーワード コミュニティカフェ， J;出或σ革ま純まちづくり，コミュニティrジネス

1 はじめに

本識で怒号上げる 1 ミュニティカフェを運営している

とちぎ市民まちづくワ研究所の活動は 2003年に始まっ

た。活動の基本は市民の手による市民のためのまちづく

りであり，自錯しているのは「地獄の縁側づくり」であ

る。昨今，行政と市13';，市民と企業との協織が声高く言

われているが，私たちはその前に民法の協織があるべき

だと考えている。“やれることは自分たちでやる'という

スタンスが基本になければ，明日のまちと暮らしをかた

ちづくるガパナンス(自治)の構築は国難だからである。

研究所の活動は絢々としたものであり，また，地域約

な広がりもそれほどあるとは言えない。しかし，市民の

手による市民のためのまちづくりという点では参考にな

るところが多いのではなし、かと感じる。

以下，研究所が手作りで立ち上げたコミュニティカフ

ェU;/ノヨコJの取組を中心に活動内容を紹介するとと

もに， r市民誉ちj としづ観点から論じたい。

2 地域の縁酎づくり

前述のように研究所のポリシーは、「市民の手による

市民のためのまちづくり」である。そして，そのポリシ

ーの先にある具体的ビジョンは f地域の縁側づくり j で

ある。

昔前は、縁側がどこの家にもあり、そこで家族同士

や地域の人々のコミュニケーションがあった。縁側で猫

とじゃれたり、:;:には家族でスイカを食べ積をとばした

~ (昭和 30年代、私の田舎の道路はほとんど鯨装されて

いなかった。濯も当然、土がむきだしだった。)。近所の

おばちゃんが回覧板を持ってきたついでに母と縁側で話

し込んだり，黄金属を扱うちょっと怪しげな行部のお凡

さんが父と商談を進めたり。燐に座りそういう大人の会

認を聞いているのも楽しい待問であった。今あらためて

振り返ってみると，社会教育の場だったのかもしれない。

このように，縁側は家族の問のコミュエケ…ションを

深める場でもあったし，地域の人と人のつながりを創っ

ていく空間でもあった。

昨今の住まい(戸主主て住宅もマンションのような集合

住宅も)は，以前のように開放的ではなく，タトに日]かつ

て際ざされている。縁側は望むべくもない。 i坊犯，詐欺

趨法への対応など社会的背景はいろいろとあるのであろ

うが，主普通の倒人宅への防犯カメラやセキュヲティ会社

による警備サ…ヒスの普及も'!3たり前のことになってき

ている。 ψ々縦しい現実であり，コミュニティをつくっ

ていく，という点ではかなり難しい状況にある。

しかし，まちづくりを短うのが私たち一人ひとり，つ

まり「市民主体のまちづくり j を進めるには，地域の人

たちが顔見知りであることが望ましい。他人行儀な人間

関係の中では，自分たちの地域のことは自分たちで扱っ

ていこうという意欲や意識は育ちづらいL.，脊ったとし

てもそれが大きくなったり継続していくことは癌難であ

ろう。だとしたら，地域の人たちが顔見知りになれたり，

市民が脊つ場をつくっていけばどうだろうか。公民館な

ど塁王存の施設を有効活用するのも一手である。学校を拠

点とするまちづくりも成功侠が増えている。 ZEき家や空

庖鍛の活用腕も沢山ある。その f場Jを基点に，人と人，

人と組織，組j織と組織のゆるやかなネットワークが生ま

れ，市民が育ち，そしてコミュニティを綴ってし、く流れ

が形作られてし、く。そのような「場j，つまり f地域の縁

側IJj を市民が主体的に創造していくことが，研究所の具

体的なピジョンである。

「地域の縁側」を実現してし、くための呉体的な取組は，

1)まちづく哲のプラットフォーム fまちづくり長屋Jの

構築， 2Hソノヨコj(環境配慮型コミュニティビジネス

支援施設)の繋備と主主営， 3)まちづくり駄菓子燈『豊富ん

坊Jの運営， 4)まちづくりよろず相談室の遺書常，めとち

ぎ市民文輝， 6)学生等コミュエティピジネス支援プロジ

ェクト， 7)ミニ朝市の実施である。

以下， ~ソノヨコ』について紹介したい。

米 1宇都宮大学務ど宵学部 e教授 とちぎ市民

まちづくり晴究所代表。子どもと大人のま
ちづくり学習をキーワードに珊究と実臨を
農湖。連結先 fu Ifax 028"649.5366 

email jinnouhi@∞utsunomiya'u田 JP
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3. rソノヨコ』と市民育ち

とちぎ市民まちづくり研究所の繰の~応舗を，いろい

ろな方遼の手を借りて自ら改修して 2005年1月にオー

プンした環境配慮嬰コミュエデイビジネス支援施設の愛

称が『ソノヨコ』である。(研究所の事務所は桃華桜(と

うかろう)という中華屋さんの憐にあるため『ト』ヨコJ
と呼んでいる。『トーヨコ』のさらに隣なので『ソノヨコ』

である。)

写真3-1 右が『トーヨコJ.左が fソノヨコ』

形態としては，カウンタ-6席の食堂(おしゃれに言

えば“コミュニティカフェつである。『ソノヨコ』設立

の主な目的は5つある。 1)コミュエティカフェのような

食をテーマとするコミュニティピジネスをやってみたい

という市民に，その静i練の場，シミュレーションの機会

を提供する。 2)地U産地消で環境にやさしく健康に良い食

事を提供する。 3)誰でも気軽に立ち寄れる地域の縁側約

受潤をつくる。 4)環境配慮型の1苫銭運営を試みる。 5)市

民や学生などの体験・学習の湯(r市民育ち」の拠点)を

つくる。

『ソノヨヨ』では、日替わり出庖者がいろいろなお底

を運営している。平日1主主lこ主婦等女性の方遼が，そし

て週末は学生グループがそれそ'れに工夫を縫らしたラン

チを提供している。課題も多々あるが，何とか3年近く

続けることができた。その簡に独立する方がいたり， wソ
ノヨコ』の仕組みを参考にコミュエティレストランを立

ち上げたNPO法人があったりと，それなりの成果もあ

った。

『ソノヨコ』の実践を通して確信できたコミュニテイ

ビジネスの特質は， 1)ボランティア感覚を持ちつつも，

ある程度の“プロ意識.， (厳しさ)も求められること， 2) 

とにかく楽しいということ， 3)埋もれていた特技などを

活かせること， 4)小遣い稼ぎ稼度にはなるということな

Eである。そして，出活者のKさんが言っているように，

吋ソノヨコ』は金儲けじゃなくてヒト(人)儲け'とい

うこと，そして，市民が鍛えられる f市民育ちの場j と

なり得ることが，コミュエティビジネスが持っている最

大の副産物なのであろう。つまり，コミュニティピジネ

スを通じてヒトピ卜のつながり(ネットワーク)が形成

され，人が育ち，そのことがコミュニティの元気になっ

ていくということである。

fソノヨコJの運営については，それなりに工夫をし

ている。まず，出席者の選択である。とちぎ市民まちづ

くり研究所の外部総織として，1:I:l鹿希望者を客観約に評

価し出席可否の判接持材料を提供してくれる f/ノヨコ応

援I'llJを設けている。応援団のメンパーは， wソノヨコj

が入っている建物の万一ナー，コミュニテイビジネスの

創業者，マーケティンブプランナーの3名であワ，全員

無事者で協力してくれている。出席希望者は研究所が用意

する申請書を提出しなければならない。研究所メンバ』

が希望者を磁接，応援団が申請審を審査し，総合的に自

信可Bを判断する。

出庖可否のポイントは， wソノヨコJのコンセプトであ

る『地域の縁側的空間J、そして口ハス(Lifestylesof 

Heal th and Sustainabi li ty.健康と環境にやさしし、ライ

フスタイノレ)の精神を理解してくれているのか，そのコ

ンセプトに治った底づく哲を爵指しているのか，金儲け

が自的ではなく社会貢献を第ーとしているか，などであ

る。金儲けを第一の目的に街肢を希望する方がたまにお

り，そういう方はお断りすることになる。

出j吉希望者が無事審査をパスしたら，次にOJTによ

る一日研修がある。『ソノヨコ』のオープン当初から出践

しているKさん(務理由事免許保有者}の指導のもと，材料

の仕入れ，閉症準備，材料の仕込みと務理，お客様への

対応，お金のやりとり，銅庖後の掃徐，引き継ぎなどを

一通り学んでもらう o W/ノヨコ』の出庖者は全員，飲食

活経営という衝では素人ばかりである。このため，実際

にお底を切り盛ちするということは，当初は相当のプレ

ッシャーがありスムーズにいかない場合もあるので，こ

の研修は欠かせないプロセスとなっている。また，出1苫

前に『ソノヨコ』のお底で食事をしながら，お客嫌への

対応などを客の視点から学んでもらうこともある。

毎丹ー罰，1:I:l践者と研究所のメンパーが集まり『ソノ

ヨコ』運営会議を燐催している。営業上の改苦手点や問題

点などについて鷺見交換し， "ソノヨコ』の魅力アップに

つなげようと努力している。運営会議では一ヶ月分の使

用料をそれぞれのお腐からいただく。そ正使用料から『ソ

ノヨコ』の水道光熱、費，年閥抗保験料(火事，食中毒な

どへの対応)，維持補修費をだすと年間収支はトントンで

あり，研究所に残ることはほとんどない。

運営会議では，後述するが『ソノヨコJを環境配慮型

底舗とするための研修会も始めている。また，これまで

3鴎，スローフード講習会を際催L-，高い評価を得てい

る。本講習会については今後のさらなる展開が期待され

るところである。
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4.民民協働と市民育ち

近年，まちづくりの現場では協劫が議婆なテー?とな

っている。ただし協働が述べられる場合，どちらかと

いうと行政と民間，つまり官民協働の場合が圧倒的に多

いように感じられる。もちろん，官民協働も重要である

が，自らが伎む地域を自らのチカラで治めていくのであ

れば，民の聞での協働(民民協働)の可能性をもっと真

剣に考え，成功例を創出していくことも重要である。ま

ちづくり B というとすぐに行政額みになってしまう民意

を根底から転換しなければならない。

既述のように，研究所は行政とは関係していない。極

力， r市民の手による市民のためのまちづくり jを実践し

ていくということもあるが，自らが主体的に動くことに

より f市民育ちj を進めるということもある。一方，民

民協働ということでは以下のような多様な取組を展開し

ている。

1)コミュエテイの会の資援をプラスへ

とちぎ市民まちづくり研究所の事務所『トーヨコ.1，コ

ミュニティカフェ『ソノヨコJは，し、ずれも空j苫舗を再

利用している。『トーヨコjは業者さんにリアオームを依

頼したが， W/ノヨコ』は6ヶ月かけて，研究所メンバー

が中心となり，いろいろな人々のチカラを借りて改修し

た。家賃は発生していない。建物のオーナーであるTさ

んが，金儲けではなく，社会に貢献できるようなことに

使ってくれるのなら家賃は必要ない，と寄ってくださっ

たからである。 Tさんのような篤志家はどこにでもいる

のではないだろう治九これからの人口減少社会，確実に

ggき家，空き1苫鍛は増えるはずである。そのような身近

にある負の資産をそのままに放援しておくのではなく b

プラスに転換する知恵と工夫が必婆となってくる。行政

に頼らずとも， m民が本気になってつながっていけば可

能性は広がっている。

2) まちづくりプラットフォーム『まちづくり長屋』

とちぎ市民まちづくり研究所の事務所『トーヨコ.1Iこ

は，現在，研究所以外にNPO法人宇都宮まちづくり市

民工房，循環袈役会形成共問研究チーム，自然教護ネイ

チャーフレンドという市民グループが間{昔りしている。

民民協働の試みとして，河一空間をシェア(オフィスシ

ェア)しようというものである。

3)循環型社会形成共同研究チームとの協働

循環型社会形成共問研究チーム(以下，綴環研)は，

2002年に環境コンサルタン卜，大学教員などが中心とな

って始めた市民グループである。主な目的は， 1 S 0 

14001など環境7ネジメントの研究と，環境7ネジメン

トシステムを社会に広めていくことにある。

2005年からは大学生も参加し，現干主は， t士会人と大学

生の混合グループとなっている。 2006年には， wおじさ

んの ISOはつまらない! 20歳の女子大生が作った

自本ーやさしい環境7ニュアノレJを社会人の協力のもと

大学生グループがとりまとめ、自費出版した。その後，

2000滞在絞売し、現複はホームベージiこて販売を高齢売し

ている。本7 ニュアノレは『ソノヨコjを題材lこ作成した

ものであり，繍環研大学生グループの指導のもと， ~ソノ

ヨコ』での環境配慮裂マネジメントの実証実験が進んで

いる。循環務大学生グループのメンバーを講続に迎え，

『ソノヨコ』出府者を対象とした丹 1殴の勉強会も凋催

しており， rm民育ちjの機会となっている。テキス卜は

『やさしい環境，，=.ユアノレJである。問時に，地産地消

の食材の仕入れiこ関する情報交換，環境に配慮した洗剤

の選び方，廃棄物ゼロに向けての工夫(特に食材につい

て)，省エネルギーのあり方など環境燦慮裂運営について

の実践に試行錯誤しながら取り組んでいる。まさに，研

究所と繕環務による民民協働の事例である。

写真3.2 Wソノヨコ』出腐曹と鐙環研メンバ-

4) E君塊世代のまちづくり懇談会

1トーヨコ』に跨借哲しているNPO法人宇都宮まち

づくり市民工房は，丹 1回， E査塊世代が集まるまちづく

り懇談会(r地域の縁側J)を『トーヨコ』で際催してい

る。毎羽テーマを設定し，テーマに関幌するピデオを 30

分程度視軍事した後，飲食しながら意見交換をするという

僕しである。『まちづく哲長麗』とも関連した民民協働の

事例である。

5.展望と課題

( 1 )アパシーからシンパシーへ

市民が主体的に地域に関わり，より良い環境にしてい

くための取組を展開することが，サスティナブノレ・コミ

ュニティ(暮らし続けることができるコミュニティ)を

実現していく上で大切である。ここで強く主獲したいの

は rアパシーからシンパシーJへと私たちの;意識をまず

は変えることである。

アパシー (apathy) とは f冷淡，無感動，無関心J，ン

ンパシー (sympathy) とは， r同情，共鳴，調和jなどの

意味がある。つまり，シンパシーとは，地域への悶情で

ハ
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あり，地域住民との共鳴であり，地域環境との識和であ

る。 Wyノヨコ』のような仕組みは，本当に小さくささや

かなものではあるが，私たちをシンパシーへと向かわせ

てくれるきっかけであり》入り口となってし、く可能性が

ある。 t止の中には地域と擦わることができる機会は，濃

淡はあるにょせ， む、くつでもある。なのに，多くの人が

積極的に鑓わろうとしないのは魅力的な機会やきっかけ

が少ないか，埋もれているからではないだろう虫、コミ

ュニティカフェというものを地域へ関わるための入。口

と捉えれば，カフェをやりたい人が小遣い程度の泊費で

一日シェ71こなれるという Wyノヨコjは有効かっ有主主

な装震である。

さらに，Wyノヨコ』は単なるコミュニティカフェでは

ない。出J;5している方たちは WyノヨコJの内側に努ま

るのマはなく ，WyノヨコJが立地する町内会の行事(ピ

アパーティなど)1こも積極的にボランティアとして参加

している。特iニ地域とのつながりがほとんどない県外出

身の大学生たちにとっては，地域の人々と顔見知りにな

れる資重な場となっている。そして，コミュニティの一

員であるという意識が育ってくるのである。

もちろん，きれい事ばかりではない。『ソノヨコ』に鯛

係するトラブノレもある。しかし，そのようなトラブルも

地域そのものを学び，地域の難しさを経験するというこ

とではE重要である。“地域に鍛えていただいている"ので

ある。鍛えてくれるのは主似或だけではない。客もそうだ。

辛練なことを目の前で言う客もたまにいるし，それぞれ

の誌のサ』ピスや味や経営姿勢への苦言は，盟主の便りで

『ソノヨコ』出府者たちの王手に入っていく。一日の客数

と売り上げは、シンプノレかっ強烈な評価指標でもあるの

だ。そこに気づきと学習があり，改善へのヒントを得て

おり、そこにも f市民育ち」があることが分かる。

サスティナプノレ・コミュエティを支え能っていくチカ

ラの源泉は市民である。客と地域に鍛えてもらうことに

より、 Wyノヨコ』を通じてシンパシーを持つ市民が育っ

ていくのである。

(2)“波及する"コミュニティカフェへ

今、 Wyノヨコ』は第二のステージへと進みつつある。

Wyノヨコ』の基本コンセプトであるロハスに計額的に

取り組もうとしている。まずは，循環研大学生グループ

が作成した『やさしい環境7ニュアノりに基づき，環境

配慮型経営を目指してし、く。そのため，塁走述のYノヨコ

出庖者を対象とする勉強会を継続してし、く。ロハスや環

境7 ネジメントなどを翻いたこともなかった出底者にと

っては自から鱗の経験であるようだ。 ryノヨコって勉

強になるj としづ出活者のつぶやきが，これからの『ソ

ノヨコ』と出府者の成長の可能性を示唆している。環境

配慮型経営が上手く動き出せば，的のおJ;5の良い事例に

なるのではなし、かと考えている。

また，Wyノヨコ占をモデルに，栃木県内で食を基本と

するコミュニティビジネスが生まれている。業問市では，

NPO法人が運営していたリサイクノレショップの半分を

改造し， Wソノヨコ』の運営形態を参考に 2006年 11月コ

ミュエティ・レストランをオープンした。障がい者の仕

事づくりも目的の一つなのである。

筆者が担当している「まちづくりカフェ・コモンj (月

1----2@J程度，金濯 18-21待オープン)には，市民や行

政関係者などがまちづかうりの相談にみえられることが

多くなってきている。

このように，徐々にではあるが、『ソノヨコJの社会的

役喜'11立広が哲つつある。

6マおわりに 半径400メートノレの幸福一

ペリ ー(C. A. Perry )が「近隣住区論 J (The 

neighbourhood unit)を発表したのは 80年程的のことで

ある。通過交通を極力排除，住区内を歩行者優先の主主聞

にするというコンセプトである。そのため，一つの住区

の単位は半径400メートル程度とし，中心に教会，小学

校，コミュニティセンター，公園などを品目盤する。商j苫

やレクリエーション施設などは住区を翻む幹線道路沿い

に限定する。半径400メートノレのエリアというのは，徒

歩でも無理なく行き来できる範囲だとベリ…は考えたの

であろう。 1920年代当時に都市化の進行に伴うコミュニ

ティの情題を予見し，それに対抗する役宅地を創り上げ

ようとしたのである。このベリーの謹識はエュージャー

ジー似のラドパーンで実践され，その後，各国における

住宅地計闘のモデルとなった。

ひるがえって，わが閣の戦後は高度経済成長を経てコ

ミュニティ崩壊の時代であった。 21世紀となり，少子化

の波は上下しつつも続き，そして f超j高齢社会へと突

入した"。このままでいけば，コミュニティ崩壊からコ

ミュニティ消滅という最懇のシナヲオが現実となる地域

が出現するかもしれない。最悪のシナジオをお避するた

めにも，今一度，ペリーの現稔iこ立ち戻ることが皇室まれ

る。!司時に》次々と展開されつつあるコミュニティ再生

の試みを疲弊している行政に綴るのことなく，市民自ら

が積極果敢に取り入れていくべきである。そのような試

みのーっとして『ソノヨコ』を紹介した

半径400メートノレ内に形成される自己完結主主コミュニ

ティを空間形態の側頭から追求したベリーの理論に，

Wyノヨコ』のようなコミュニティビジネスの拠点づく

り、地域の縁側づくりを融合させることにより， r市民育

ちj とサスチィナプノレ・コミュニティ創造へ向けての光

明が見えてくるかもしれない。

<;，主〉

1) 総人口に占める 65歳以上の都合が 20弘以上， 21私以上，
あるいは25%以上になると超高齢社会とされている。
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知的障害者通所授産施設科用者と地域住民が連携した

『まち中の落書き消し隊j活動実践報告

ノj、口優子叫

古川仁叫

豊烏区南長崎4・5・6了白地区の場合一

キーワード 協 紘 美it活動、落書き消し、知的章害者、地域福註吐

1 報告の背景と闘的

大都市においても，住みよい地域づくりのために，裕

互に連携・分担し，何らかの事業に取り組む官民協働事

業が多くみられるようになった。しかし，その多くは，

行政発意によるものであ号，結果として，市民の自主性

が育たなかったり，また地域発意であったとしても，あ

る 部の組織と行政との協働事業となってしまい，地域

への広がりをもてず，閉鎖的にみられてしまうなどの傾

向がみられる。

一方，地域内においても，古くからの町会組織や，自

主的なまちづくり活動組織等の市民活動グループが多く

存在する。また，最近では，あるテー"71こ沿って地域の

中で活動する昨O綿織も増えてきている。しかし、その

ような組織湾は，地域の環境改善，地域貢献という共通

の自擦があっても，交流の機会や時間がないなどの理由

で，なかなか理解し合えず，協働にまでに至らずに地域

に広がりをもたらすことができないという湯合もある。

この度，豊島区菊長崎4・5・6了自治区(以下， i曹

長緑地区}において，地域の環境改善を推進するために

活動している，住民有志による f南長崎4・8・8丁目

防災まちづくりの会j と，地境福祉をテー"71こ取り総む

「ゆきわ9そうグループ(社会福祉法人・地球郷みつば

ちブンブン(知的傾害者選所授産施設))Jの2つの活動

体が，豊島IRの支援を得ながらも，協織で f落書き消しj

に取り組んだ事例を報告し，地場を題材に交流し実績を

あげることが，次の地域づくりを進めるための大きい学

習効果となることについて，提起する。

以下，ここでは，①地域発意による地域開の協働のス

タイルのモデルケース(協働プロジェ夕刊を報告し，

それがどのような効果を地域にもたらしたのかを紹介す

ることで，②新たな官民協働事業のあるべき姿や可能性

を採ることを論じる。なお，今回の諒動が，豊島区にと

って大きな課題である豊島プールの撤去および公園化を

早期に実現する大きな力になりつつあることも付記する。

"間出アンド都市づくり計画実代表

早稲伺大学理工学術院 山梨大学工学部講師

2 熊長緑地誌の概況と同級織の活動状況

2-1 南長崎地盤の現況と繰越

南義務地区(表 2-1，@2"" 1)は，池袋から商へほ

1:1' 4凶，豊島区の夜側南端にあり，新宿区，蜘馬区，中

野区に隣殺している。東北側は，西武浪袋線，西衛{員1)1ま

新自由通り iこ劉まれた?交通至便の市街地である。酋武

池袋線池袋駅から 2駅悶となる東長崎駅が最寄り釈であ

り，駅i有側に腐1吉害時，その潟辺lこ，戸建て{主窓，アパー

ト・?ンションが混在する古くからの住宅地になってい

る。また，平成9年lこ都営地下鉄大江戸線が開通、落合

南長崎駅が繍殺されたことにより，より一層交通の便が

よくなり，新しく 7 ンションや性宅の建設が進行したこ

とで，若いファミジ』層も場加しつつある。今後は，西

武池袋線東長締罰R舎の改善(平成 20年9月整備予定)， 

i日長崎中学校の跡地に西部スポーツセンターの整備(平

成 19年度用地基礎誠査，事業手法検討，碁本構想策定，

平成初年度以降言十磁f七)，西部スポーツセンターの整備

後に，休止中の重量島プールを廃止し，酋椎名町公濁(@

2-2)として整備するなどの課題を抱えている。

表2-1 関長暗地醒概要(平成 18年度住艶基本音機)

面積 約 45ha I世帯数 5，408世帯

人口 9，480人 i人口密度 223.4入/ha

額 商

園際管場

密2-1 南長崎地区位置

2-2 地域組織の状況

南長崎地ぽlこは，丁目毎に町会(南長崎4丁目町会，

i曹長崎5丁目町会，南長崎6丁目町会)がある他，合計

6商唐会がff-在する。

， 1としま未来文化尉t翠みらい文化線

タウンデザインセクション非常勤
(有)まち処計画室代表取締役
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その他，地域と密着した関わりをもっ活動体として，

南長崎4・5.6T居紡災まちづくりの会(以下，防災

まちづくり会}とゆきわりそうグループがある。今@]の

協働プロジェクトはb 防災まちづくりの会とゆきわ明そ

うグループ，中でも. t士会福祉法人・地球郷に属するみ

つばちブンブンが実纏したものである。

以下に2つの組織を紹介する。

障骨隊醤切迫，..捜盤持軍
hコ1St.アンプン

禽墨画調軍関阻且鎌倉a
l膏鼻毎時寧唖

湖鍋晴邸調護
局長睡眠興ー照宮書館

罵集時lIi署員lilI1I沼崎

噌11甥輔竃入車-"111かおる鹿
鳴"智在宅ザ-ピスセンター
織かおる盆

，.畠噛鏡→蔵省閣

þ(JttJ>.'ちd持~ J;I慣ω

111晶崎鋤ご臣民自民金禽

※平成 12年から豊島プーノレ休止中

図2-2."首長蝿地震公共施設配置

①ゆきわりそうグJレープ(社会福祉法人・地球郷みつぱ

ちブンブン)

ゆきわりそうグループは.1987年に地域福祉の実現を

テーマに掲げ活動を開始した。当初より，公益性，透明

性の高い法人格をめざし，多様なニーズに応えるかたち

でひとつひとつの事業が着実に発鍵してきている。

現在は，干土問・地域福祉研究会ゆきわりそう，特定非

営利活動法人.NPOゆきわりそう，社会福祉法人・地球

郷の3法人により構成され，お年寄りや嫁害児・樟害者

を「共iこ生きる生活者j としてp 家旅の方々と協力しな

がら，心身ともに安らぎ，明日からの生活に対する活力

を引き出すためのリブレツンユの場づくりを目指して運

営される非営利の活動体である。

今回，協働プロジェク卜に関わったみつばちプンブン

は，社会福技法人・地球郷に属する知的糠害者通所授産

施設である。南長崎地区を中心に. r世話される人から栓

話する人へ，そしてなくてはならない人へjを目標に，

(1)小集団の中で労働をし，賃金を得て，仲間と共に育ち

あい.(2)社会参加をしながら自立するカをつけるための

多様なプログラムを享受し.(3)その中で勇気と希望と愛

を自らの中で育て，社会貢献できる力を持つ人になるこ

とをめざした級織である。障害をもった人たちが働いて，

生活する，ということを自然に実現していこうという試

みで，平成2年9月(1990年)に，代表 1名，指導員4

-142-

名から事業を開始した。その後，さまざまなことに敢り

組んでいるが，主な仕事としては，自然の中の農作業ゃ

にわとりの鋭育，そして，ゆきわ呼そうの掃除，洗濯等

である。

②筒長続4'5・6T13紡災まちづくりの会

南長崎4・5・6丁自防災まちづくワの会は，豊島区

が実務した地区防災支援事業捻リをきっかけに設立され

た総織で》各町会代表，公募により構成されてし、る。重量

島区発意により，平成 11年度から平成 12年度の事業終

了までに， r防災まちづくり診断池殴j， rまちづくり提

案審j 等を作成し，地域とほの協働のまちづくりを指向

してきた。平成 13年度以降は， (財)としま未来文化財

団(平成 16年度まで(財)穀島阪街づくり公社，以下財

湖)の支援を受けた自主的なまちづく引活動を農務して

おり 8年に亙って池域の環境改善幸を語的に活動をして

いる。

平成 13年度からこれまでの主な成果は， (1)南長崎 6

T巨歩道橋撤去に演する署名活動と歩道橋撤去の実現

(平成 13~15 年度)， (2) r筒椎名町公溺および塁豊島プー

ノレのあり方j についての検討，豊島区長へ提言蓄の提出

(平成 15~16 年度)， s常的な活動として (3)地域の美

化・清掃活動(平成 13 年度~)等があげられる。

(2)の内容は，主iこ，平成 12年度から休止中である酋

椎名町公週内の豊島プーノレの撤去および公層化の早期実

現に際する要主重である。紡災まちづくり通傍によるアン

ケート調査や区民へのヒアリング調査，また，会の活動

の中で度々出された意見をまとめた提言書である。

(3)は，会員が毎日の早朝散歩などを通じて，ゴミ拾

い・違法駐車点検など行い，大きい効果をあげている。

今回の協働プ口ジェクトは，上記(2)がきっかけで実施

された。いつまでも，目処がたたない豊島プーノレの撤去

および公麹化の早期実現のために，まずは， El分たちで

できる身近なことを実践し，それをもとに区や地域へ訴

えようということ語、らす台まった。

以下に，協働プロジェク卜までに実施した主な活動内

容と成果を示す(表 2-2)。

表2-2 主な活動内容と成果

時期 主な会の活動内容・成果

平成 11年度 -防災まちづくり診断地図づくり

(1999年) . r防災まち...-jくりi通信」の尭行

平成 12年度 -まちづくり模索づくり

(2000年) . r妨民まちづくり通信Jの発行
-地区防災支援事業終了

平成 13年度 -南長時6T司歩道橋現地調査の実施

(2001年) -南長崎6丁自歩道橋撤去に向けて，署名活

動を実施，約 1，400名もの署名を集める。
豊島プーノレ，筒椎名町公溺の現地調査の実
地
豊島プールについて採(学寄スポーツ課)
へとアリングを実施
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路上の大型放置こ'みについて取り組む
「担防災まちづくり通信j の発行

平成 14年度 -南長崎 6T~歩道矯撤去のお願いの署名を

(2002年) 豊島区長と東京都第四建設事務所へ提出，
調整を開始

. [互のまちづくり関連計爾の勉強会を実施
-重量投棄物やごみの撤去活動の実施
-違法駐東や違法駐輪の陪績に取り絡む
-ゆきわりそうグループが会員となる。

平成 15年度 南長輔6丁目歩道橋の撤去実現

(2003年) . r窃椎名町公隠および豊島プーノレのあり方iこ
ついての提言寄jづくり

-重量等器物やごみの撤去活動の実施
-違法駐車や違法絞輪のFJ閣に取り緩む
-豊島ブーノレについて区(学習スポーツ諜)
へヒアリンクでを実施する。

平成 16年度 • r商機名町公翻および豊島プノレのあり方に

(2004年) ついての提雷帯」を区長へ提出
ー重量等器物やごみの撤去活動の実地
-連接駐車干違法駐韓の問題に取り組む

平成 17年度 -重量等器物やごみの撤去活動の実施
(2005年) -違法駐車や選法駐輸の問題に取り総む

-防犯講践の実纏

3 協働プロジェウト 1ー混雑名IIIT公園の清掃活動，及

び豊島ブール壁萄の落著書き消しー

3-1 協働プロジヱヴト 1が実施されるまで

I平成 17年度検討期・その1]

「箆椎名町公園および豊島プーノレのあり方j について

の提言書を区へ提出後，南長崎地区に新たな問題が発生

した。それは. j!耳椎名釘公園周辺の風紀の情感である。

内容は主に， (1)公圏内のごみが以前より増えたこと， (2) 

休止中の塁豊島プーノレの猿面に落番きがされていること，

(3)それと閃様の穣類の落書きが南長崎地区の幹線道路

治いを中心に波及していること，である。

防災まちづくりの会では，豊島プー/レのネ期撤去が総

意になったが，この件は，重量島況の財政や区全体の公共

施設の再構築の問題とも鑓連1..-，地域の患いだけでは解

決できないことであった。また， [主への働きかけとして

は，提言書を前年度に提出しており，日々の活動の中で

も，担当部署と連携をとり，繰り返し婆望は伝えていて，

盛期的lこ事績が進むことは期待できなかった。

会で話し合いを重ねているうちに， r公霞にごみが増

え，豊島プーノレの号室lこ落書きがされるようになってしま

ったのはz プーノレが休止中で，それに伴い全体的に公濁

の雰密気が精くなっていることが理由であるかもしれな

い。ただ提言番をまとめ，一方的に撤去のお願いを繰り

返すのでは状況は進まない。まずは自分たちでできるこ

とをやってみないか。身近な問題であるごみや落書きの

問題を地域で解決をすることで，区へも何らかのアピー

ノレができるのではないかj との声が出てきた。

その結果，休止中の豊島プーノレ壁面の溶書き消しゃ公

麹の清掃活動をすることが決定した。あくまでも，防災

まちづくりの会の最終自擦は，プロジェクトの実施によ

り，聾島プーノレを撤去し，公閣整備を推進する力lこ少し

でもつなげることであった。

【平成 18年度 (4-6月) 検討織・その2J

そのことを具体化する段階になるといくつかの間擦が

生じた。会は， (1)事業を起こすための予算はなく， ~客

寄きを消すための物資を購入する等の予算がないという

こと，また， (2)高齢者が多いため，務審き消しをする7

ンパワーに不安があるということ， (3)落事書き消しをする

技術やノウハウがないということ，である。

やる気は十分あるが，いざ活動を僚始しようとすると，

こんなにも問題があることに気づいて， r区の担当部署

に状況を報告1..-，直後区に落語書きを消してもらった方が

はやいのではないか」等の意見も出てきた。しかし， r技

主主部箸へ要望を出すだけでは，公E簡がきれいになり豊島

プーノレの落書きが消えるだけだ。このプロジェクトは，

豊島プーノレを撤去し，公濁整備を推進する力となること

がねらいである。実際に自分たちで動くことで，地域は

もちろんのこと，区役所全体にもこの患いを伝え，豊島

プーノレの公鴎fとを少しでも早めてもらうための活動にす

るのだJとしづ意見が最終的には共漁認識となり， rとに
かく君事めないで，やってみようj という考えに奈った。

先に示した(1)-(3)の際線をどのように解決したのか

は，以下の通引である。

(1 )の解決方法 (財)としま未来文化財釦との協働

一豊島区まちづくりパンク活動助成をうける一

防災まちづくりの会では，量豊島プーノレの穫の落書き消

1..-，および，西橡名Il!J公潤の清掃活動のための事業資金

について，どのように確保しょうか議論されていた。あ

る日の会合で，援島区まちづくりパンク活動助成事業闘

が紹介された。この助成は，公際審資会を実施後，助成

グループとして選ばれたら，中潤活動発表会，活動成果

発表会と計3@Jの発表をしなくてはならない。高齢者が

多いことから， r企画書を書き，プレゼンテ】ションがで

きるのかJ. r果たして審査にi菌るのかj等，心配事がで

てきたが，企護軍警は会の代表が中心となって作成し，プ

レゼンテーションは，当日参加できる会員が，皆でとに

かく頑張ろうということなった。結果，公開審査会は晃

事に通過した。

(2)の解決方法地域のNPOとの協働

一知的棒嘗者適所授産施設「みつぽちブンブンjと逮携一

「実際，活動をすることになったら，果たして溶書き鴻

しは防災まちづくりの会だけでできるのだろうかん高齢

者が多い組織だけに会員一同心配であった。しかし，そ

の点は比較約早い段階で解決することができた。君主に平

成 14年から紡災まちづくり会の会員であったゆきわり

そうグノレープの得夜である。ゆきわりそうグループの代

表から，知的隙害者通所授産総設みつばちブンブンと連

携してはどうかとの提案があった。

提案当初は，会員の中でも fどんな紙織かわからないJ，
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{事故があったらどうするのかj等の4者己の声もあった。

しかし，みつばちブンブンとはどのような総織でどのよ

うな人が属しているのか， {i可を居擦とした組織なのかs

会議の度にみんなで話し合ったこと》また，会員がみつ

ぱちブンプンの活動場所まで行き，実際活動を見たこと

で，次第に心配は解けていった。

?世話される人からt世話する人へ，そしてなくてはな

らない人へj を大きな目標としながら f役会参加をしな

がら自立するカを身に付け，社会賞獄をできるカを持つ

入になること」をめざしているというゆきわりそうグル

ープの代表の患いが会員の心を打ち，心配が次第に薄ら

いだということもあるだろう。

なお，援島区まちづくりパンクの審査にあたって防災

まちづくりの会単独よりもブンブンといっしょの方が審

査には有利ということもあった。

当日の公翻審査会は，プンプンの若いパワーと防災ま

ちづくりの会のベテランパワーが棺侠って，見事，最高

位で助成グループとして選考されるに去った。

(3)の解決方法 皇豊島区との協働

資金・ 7 ンパワーの2点が解決した後，どのように落

書きを消すのかという技術については，幸い，豊島区ま

ちづくりパンク活動助成は助成金だけではなく，人材

運・ 1害報函についても支援をするf強直みであったことか

ら，技術を教えてくれる人材やそのための情報支援を仰

いだロ

豊島区l立地域全体で落書きが場加してきたことから，

エコライフ課で先行して，区民と協働による f務番き消

し隊j という事業を実施していることや，また，前年度

に豊島区まちづくりパンク活動助成グノトプが作成した

fし、ろはかるたjが落書き消しの一環で池袋のびっくり

ガード注泊付近の壁に作成されたこと等の情報は得られ

た。

ある時，防災まちづくりの会の代表が区のホームベ

ジで，エコライフ諜主催の講座『初めての人でもできる

務審き消去jを開催することを見つけた。すぐに， rこれ

だ，まずは参加しよう j と申し込み，会から数人が参加

した。議slg当日は，実際，落書きを消す体験をしたこと

はもちろん，相談タイムもあり，その時iこ，区の職員lこ

事情を話l-，現場の写真も見せて，どの消去舟lを使えば

よし、かなどを相談した。ついでに当日の支援の約策まで

とりつけた。

さらに，公共施設に関する取り絡みであるために，豊

島区まちづく 0パンク活動助成の申譜前から区の標係部

署(公園緑地課，学留スポーツ器製)の了承と協力もとっ

ていた。

ここで，地域発意による，官民協働事業が生まれ，具

体的に活動することが可能になったのである。
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3-2 協働プロジェヴト 1の実施

{平成 18年度 (7月-) 活動実践織}

次は，実際の準備と PRi活動をすることになった。組織

(グループ名:i議長崎4・5・6丁呂防災まちづくりの

会及び，ゆきわりそう)としては， PRによって次のこと

を期待していた。 (1)地域の美化や生活環境の改畿につな

げ，実際に不法なごみ捨てや，落書きを減らす， (2)防災

まちづくりの会の活動やゆきわワそうグノレープの存在を

地域へ認識してもらう， (3)より一層，耳息域の重量島プーノレ

の公園化の気遣軍在高め，区役所全体に地域のそのA隠いを

広めること，である。

PR活動は，池域での口コミの処，ポスタ…，チラシを

作成した。それらは公園がある南受精6了同町会を中心

に回覧し，俄も含む町会掲示板と区掲示板に掲示をした。

また，量豊島テレピ・量豊島新喜善に知らせB 広広報課の協力

によりプレス発信等も実施した。当告は，その効果があ

ったのか，全00紙の新関投からも取材に入った。また，

チラシでの司般の参加者はなかったものの，活動メンパ

ーたちは，地域内や区役所内でも「ご苦労さまですj と

の声をかけられ，自らの活動の意義に気づくことになっ

た。また，作業終了後も，地域の方へ協力のお礼，結果

報告等を町会@]覧，町会掲示板，区掲矛板(滋 3-1)によ

り，実施した。

8程

内草寺

参加者

主催

協力隠

体

3-1 区掲示板での事後報告

審3-1 実施概要

平成 18年10月27日{金}午前9-11時

蕗縫名町公園町清掃および豊島プル壌菌の落書き
消し

衛長崎4・5・6丁呂防災まちづくりの会及び，ゆ
きわりそう(南長崎 4・5・6丁目紡災まちづくりの
会，宇士会福祉法人・地球郷みつばちブンブン)30名
各昨会 10名
豊島区(エコライフ課，公園緑地繰，学習スポーツ
課}
(財)としま未来文化財団
備長崎4.5.61自防災まちづくりの企及び，ゆ
きわりそう(豊島区まちっくりパンク申誘時のグループ
名)
南長崎4丁目町会，南長時5丁目町会，南長崎61

吉町会，豊島i互(エコライフ録，公園緑地課?学習
スポーツ課)

作業は，平成 18年 10月 27s (金)に実施された(表

3--1)。当日は，南長崎4・6・6T目防災まちづく容の

会及びゆきわりそうから 30名，各町会から 10名の参加
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があった。また豊島区からは公園緑地諜，エコライフ諜，

学習スポーツ課と多くの部署の参加により実施された。

まれエコライフ擦によ~ ，落書き消しの指導があっ

た。その後，実際に落書き消しと公薗の清掃を行ったが，

知的障害をもっみつばちブンブンの方たちが夢中になっ

て飽きずに楽しく落書きを消す姿(図 3-2)に，防災まち

づくりの会のベテラン勢たちも負けずに楽しく作業をし

た。

作業終了後には，記念、機影をし，公望書でそのまま意見

交換を行ったof来年度もやりたいj， r地域全体の落書き

を消そうよ」という意見も幽された。その後，豊島プー

ノレに再び落書きは篠認、されていなし、(平成20年1月現世E)。

ぷ畿

図3-2 当隠のようす〔平成 18年度}

4 協働プロジェクト2

一南長崎地区全域の，膏掃活動および落書官;肖し-

4-1 協働プロジェクト 2が実施されるまで

{平成 19年度活動拡大潮}

プロジェクト 1を実行したことで，地域側にも大きな

変化が生まれた。みつ1;[ちブンブンと妨災まちづく切の

会をはじめとする地域がいっしょに作業をしたことで，

地域から疎外されがちだった施設利用者に対して，地域

仰lが患い込んでいたイメ…ジが一新されたことである。

また，みつぱちブンブンも当日参加した地域の人から

「ご苦労さまJなどの感謝の言葉をもらい，作業経験を

積んだことで， r地域のために働くのだ」としづ気持ちを

もてるようになった。地域を散歩していると，自然と落

書きに自がし、くようになり， rここにもあるねん「治さ

なくてはねj という会話がされ，地域の方ともあいさつ

を交わすなどの交流も生まれた。

地域でここまで気還が高まっているのに，このまま I

密で活動を終わりにしてしまうのはもったいない。みつ

ばちブンブンも，紡災まちづくりの会も f今年度も継続

して地区全体の落書きを消していこう Jと意見が一致し

た。平成 19年度は，瀧場一致で豊島区まちづくりパンク

活動助成へ申議することが決まり，昨年同様公際審査会

を経て，助成グループに決定した。

作業日までに，防災まちづくりの会が中心となって構

長崎地区の落書き箇所を現地調査し，消去可能な素材か，

所有者は誰か等を確認した。結果，大体が幹線道路沿い
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の歩道橋，ガ ドレノレ》道路標識，地図等の看板への

落著書きが多いことが確認できた。

中でも大きな落書きは，臣自遂路沿いの南長崎自転車

保管所の域…ー菌にされているものだった。プロジェクト

2はp 南長崎自転車保管所を中心に，歩道橋，看板等の

公共施設を優先させることとした。昨年の成果を知らさ

れていた地域からは新たに参加者も加わり，所有者であ

る農島区交通安全課も快諾してくれたο エコライフ諜，

公醸緑地課の協力もあ世，前年河様の準備と PR活動も実

施した。

4-2 協働ブロジェウト2の実施

作業は，平成 lY年 10月 19日(金}午前 10持~蕊午

にかけて実摘された(表4-1)。当日は， i有長崎「まち中

の落書き消し務j実行チーム(平成 19年度グループ名変

更)30名，事前の掲示板によるチラシを見て参加された

方 1名，各町会6名，南長崎 5T日町会のリサイクノレ担

当が 5名，また豊島区からは交通安全線，公障緑地銀，

エコライフ課と僚犠する部署の参加により実施されたr

広報課，新関投からも取材が入札昨年以上の広が号を

確信できる活動となった。

なお，今担11土公遡から地域へ出た活動となるために，

作業日当日は，みつばちプンブンが落書消し斑， I坊災ま

ちづくりの会が安全確認波，その他の方がごみ拾い班，

と役割を明嬢lこすることで，事故紡止につなげ、スムー

ズに作業がi生むようにした。

まず，箇椎名跨公園に集合し E 南長続自転車保管所に

皆で移動して作業を開始，その後，南長崎地区を東周り，

西周りと 2チームに分け，幹線道路(目白道路沿い}の

落著書きを消し，地域を一巡後再び公潤に戻って清掃活動

という流れも決めた。特に，みつiまちブンブンは，自転

車保管所の落書き面積が広いことからエリアごとに3涯

に編成した kで， ジーダー(指導員)の指揮のもと消去

舟iをかける係，たわしで消す係，ぞうきんで拭く係と段

階lこ分けて綿諮な計画をたてていた(図 4-1)。その後

みつばちブンブンも，段取りどおり，東西j寄りと 2チー

ムに分かれ，作業を実錯した。結果，落書きを合計 12

箇所消すことができた。

また，みつばちブンブンi丸ユニフォームを自分たち

で作り，その他の参加者には腕章をプレ〆ゼントした。こ

れらを当日着用することで事故紡止の効果，またそれが，

自然と PRへとつながり，今度は参加者以外の地域の方か

らも fご苦労様ですjと声をかけられるなどもみられた。

表4-1 実施栂要

平成 19年 10月四日(金)午前 10-12時

南長崎自転車保管所，その他自由道路沿い歩亘書面，
ガードレーノレ，道路標識等の落帯き消しおよび地IK
清掃活動，商椎名町公溜清掃活動
南長崎 fまち中の革帯き消し隊」実行ヲ三二五寸議長
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時4・5.6下目防災まちづくりの会，社会福祉法
人・地球郷みつばちプンブン)30名，一般1名
各町会6名， 5丁目可会リサイクノレ!l!5名，
豊島区(ヱコライフ諜，公園緑地課，交通安全課)
(財)としま未来文化財閥

主催 南長崎 fまち中の謡番き潜し縁j 実行チ ム

(豊島区まちづくりパンク申請時のグノレ ブ名)

協力窃 南長崎4τ目町会，南長崎5T呂町会，南長輯6T

体 苦町会，豊島区(ヱコライフ繰，公園緑地譲，交通
安全1約

1ilI4-1 当臼のようすその 1(平成19年度)

調 4-2 当130:>ょうすその2(平成19年度}

5 まとめ

今回の取り組みは，重量島区における，地域発意による

協働のスタイノレの一つ正例である。

かねてより行政発意によって町会や地域の市民活動グ

ノレープに声をかけて実施するスタイルは多く，また，市

民グループの活動であったら，ここまで行政と連携をと

るまでには宝らなかっただろう。ここでの成巣は，行政

へ物申すだけの級織で終わらせず，地域を巻き込みなが

ら，公共鑑設の身近な問題をまずは，自分たちで解決す

ることから動きだしたことである。活動そのものも，シ

ンプルでわかりやすく， r豊島プールが休止しているこ

とによる公濁の治安軒ιを妨ぐための美化活動Jである。

そしてその身近な活動をするだけでなく，その先の目

様である f豊島プーノレの撤去と早期公題化」の実現へ向

けて効果をもたらすため，手間と時間をかけても地域間

での協働，官民協働の作業をすること，事訪問，事後報

告を行うことで，相互理解を深めることをねらいとした。

当日は各々 2時間という短い作業時間であったが，そ

れまで準備や討議を重ね，各紙織が信頼関係を築いたこ

とが，大きい成果をもたらした。この活動が効いたかど

うかはわからないが，区ではそれまで動きがなかった「豊

島プ ノレの撤去と早期公鐙化Jの第一歩を踏み出しつつ
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ある。

もうひとつの成果は，今筏の作業がとかく地域で煉外

されがちである知的障害者通所授産量施設利照者と地域と

の相互理解の一助となったことである。南長崎4・5・

6τ臣i坊災まちづくりの会は，地域の妨災や環境改善を

自的に8年間，ゆきわりそうグループは地域福祉をテー

マiこ20年近く， i省長i鴨池B:で活動してきた。それまでお

互い侭をしてし、るのかすら理解していなかったが，これ

を機会lこ新しい関係が生まれている。みつぱちブンブン

のメンバーにとっては，地域から感謝の言葉を受けたこ

とと経験を穣んだことで，地域に役立てるという自信へ

とつながっている。

また，まちづくり浅体は区支援が薄まった後に活動が

停滞する傾向にあるが，南長崎4 ・5・6T目防災まち

づくりの会は，模索しながらも地域主体の独自の活動を

展開できたっ事務烏として受けJIIlとなった(財)としま

未来文化財団と連携がとれ，何か地域iこ長男題があると相

談できる窓口があったことも彼らのぞチベーションが下

がらなかった A 閃かもしれない。

区は，今殴の協織プロンェクトを高く評価1..-，防災ま

ちづくりの会の代表へ感謝状を送っている。

このことからも，地域発意による地道な小さな協働作

業が，区の大きな施策へも影響するまでの官民協働事業

へ転換する可銭伎は十分にあることが証明された。活動

を継続すること，まず具体的な活動として動くこと，と

にかく発信すること，地域発意で協働すること，これら

が，まちを動かす新たな官民協働事業のあるべき姿や可

能性にもつながることが確鰭できた事例である。この取

り組みは，今後展開されるであろう豊烏プールの公閣づ

くりの基礎となることは，間違いないであろう。

〈注〉

1)阪神・淡路大震災の重要な教書!日として，被害の未然防止や

軽減，被災直桂の助け合いなどの応急の活動，復興への立ち上

がりと合意形成などに，良頃から地B:レベルの住民主体の防災

まちづくりを進めておくことが重要であることが手された。こ

の観点から，庶民の参加による紡災まちづくり活動を強化する

必要があることから，この事業が展開された。

2)区の擁靖だけでは収めることのできない区民レベルの広域

的なまちづくりを資金，情報，人材から支援していくことをめ

ざしている助成事業である。民間サイドと公共サイドの両方か

ら構成されたメンバーがまちづくりパンク運営協議会となり，

公民協働で豊島区内で展開されているもので，現在は，財団が

事務局となり?まちづくりに関わる市民活動グループを支援し

てし、る。

3)池袋駅南端に接する鉄道橋およびその 体の通称。正式名

称は?鉄道橋は都道池袋架道機1 道路は池袋交主主である。

く参考文献〉

福祉文化学会監修，姥山蒐代綴 きょうから友だちゆきわ

りそう，福祉文化ライブラリー， 1991. 9 

2附 8年性総研「性まいまち学習j実路線告論文集9



雪の城下町・越後高殴に残る造り込み式雁木の残存状態と成立遜程
菅原邦生判

キーワード 高田岨造りi&み均依本・町づくり

1 はじめに

新潟県上越市は新潟県の西部に位置し，中心市街地の

高slは，豪雪の街了，H陸木のmrとして知られ，近年雁木と

11JT家を活かした町づくりの活動が盛んである。これは全

国的な町並み保存とその活用に呼応したものである。

いっぽう高田を象徴する 1 雁木通りを構成する雑木iこ

l'i，落し式と造り込み式の 2種類がある。務し式i士一階

の高さに合わせて胞を付けたもので，造り込み式は二階

あるいは勝子二階下を雑木通りとしたものである。

務し式に上ヒベ造り込み式i土穣繋の隊主長屋根の塗お

ろしに利便性が高く，雁木の完成した姿と考えられる貴

重な建築遺産である。しかし今日その建築は禁じられ，

修織などを釘約とした f雑木事業整備檎助金制度j から

も除外されるなど，有効な保存対策が講じられず，その

悩伎が正しく認識されていない。

そこで本稿では造り込み式庁草木の残存状態やその成立

過程を検詑~，造り込み式雑木の価値を見直したい。

2 上越市高街の歴史

高田は慶長 19 年 (1619) に松平忠輝が築城~，城下町

の建設が開始された。寛{某元年(1741)には榊殿、政永が 15

万石で入府し1 六代 129年余に渡って高屈を治め明治を

迎えた。維新後 時衰退したが，明治 41年(1908)陸軍第

13飾臼が入営して景気が凶復，上越地域の中核都市とし

て今日を迎えている幻)。

3 雁木に関する銃往研究

雁木について氏家は1 広範な実地調査をもとに，その

構造を落し式 1量り込み式・半造り込み式の 3種類に大

別しているμ)。この内半造り込み式については，筑波

らの研究により新潟県長関市栃尾に集中して分布し，主

屋二階の床高さと雑木の垂木掛けの高さが近づくにつれ，

叙々に二階突出部が雑木上に張り出す過程を明らかにし

ている幻)。しかし高田に集中して残存する造り込み式

-147-

については，どのような形態のものが，どのくらい残持

しているのか報告がない。

さらに高田の雁オ吋乙絞って絞殺研究を概観してみると，

まず氏家武「わが国におけるがんぎ(こみせ)通りの地遼

学的研究(第 1報) がんぎ(こみせ)の類型とその分布

J川)によれば，残存状態について，棟数などの記載

はないものの， 1966~67 年において，高E自の東本町・戸高

ヰ:m[・稲田における i量り込み式雁木の速なる街区分布

図が示され，さらに東京大学工学部建築史研究室『越後

高田の羅木J文引によれば，高田の経木の形成過稜につ

いて，知ることのできる史料が乏しいので明かにするこ

とは国難としながらも，遺構調査を踏まえた j二で，住居

が平康から厨子二~yを経て二階震に発展するという過程

と，緑木が当初は仮設約なものから常設化~，主屋と一

体化するという過複を想定すると，高田における雁木の

形成過程は，平屋前部の庇からE智子二織の屋根を庇とし，

造り込み式謄木とする。さらに二階屋になっ~て後，落し

式藤木が建設されたとしている(密 3-1)。

図3斗 雁木の発展系議 (W越後高泊の雁木』より転載)

ネ 1上越人材ハイスク ル技師/ 2007年 1月『雁木通り別研究』を

(財)住宅総合研究財団の助成を受けて刊行した。
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1ii14-1 造り込み式雁木の残存状態
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仲防 衛本町縮問罰?本町東本町北本町大mr

4 残存状態

高間!'I，県道上越・新井線(力E袈街道)Iこ沿って北本

町固本町・南本町がならび，本町の務担jにイ中町，東側に

大震汀が配され， さらに木町7丁詞より東iこ延びる，県道

上越・安塚・姉崎線(奥州街道)にt沿って東本釘「が配さ

れる。また東本町の先，関)11を控室っと稲問lllTがある。

実地調査をもとに各町の造り込み式雁木の袋存状態を

整理すると([羽 4-])，全体で 35棟確認でき， f中mTに多

く， i者本町・稲岡町・本mT• JR本町・北本町と続き，大

関了は最も少ない。

これらの残存状態を ]966~67 年の氏家調査特におけ

る造り込み式雁木の街区分布関と比較すると，氏家調査

時において残っていた東本町の造り込み式騰水は，その

後多くが失われている。また東本町については明治 22

年 (1889)刊『北;越商工便覧』の分析によっても，当符

すでに造り込み式経水が多かった文6)。

さらに残存状態に影響を与えた星空凶として，以下の点

が考えられる。

1)大火との関係

南本町・本部]・東本町・北本町の多くは幕末以降大火

が発生し文造り込み式雁木の多くが焼失したものと

考えられる。

2)アーケード化

稲田町は氏家誠査時において造り込み式雁木の町並み

が存夜したものの，現在では6棟を残し失われている。

これは昭和!のアーケード化にともないその多くが撤去さ

れたためである。

5 外餓による類裂

残されたi量り込み式}催木 35棟の内，トタンなどで型車わ

れず外嬢意ltt:を確認 Eきる 9j煉を整理し図 5-]に示す。

外観意匠により区分すると，造り込み制権利立，板張

で覆われた板張君主(2棟)，上部が務口部(慾)で下昔'jiI:; 

下見板張りの窓下見型 (4棟)，全面慾型 (2棟)に区分

される。また東本町①のように 2 全閣下見板張りの 昔日

に小慾が開くユニークなものもある。これらは居案化の

過程と関係しており】造り込み部分が居室主として利用さ

れるにともない，窓が設けられていったものである。

@大町(むはトターノに綴われて v るが!甘!写奥によれば当初I:t

下H.W娯り守容も木砕であり!高!llグJ代表的な漉構のため!

構造についてみると， 階部分が発濠するにつれて，

全ての雁木柱を通し柱とせず?間可制jのみとし，その間l土

勝木柱上部に指物を入れて 2階j末荷還を支える工夫もみ

られる。また関口部も広くなり，手すりが取り付けられ

た例もある。

特徴のみられる造り込み式雁木をいくつか総介しよう。

北本町①にみられる造り込み式勝木は，ガラス障ヨーが

5枚入る。隣後する本医T6丁目と懇のデザインが附じで，

i凶袋もある。

仲町③にみられる雁木は全部木枠の窓であり，手すり

がつく。雁木村ニは間側のみ通し柱とし3 その関は指物を

入れて 2階床荷量きを支える。

6 造り込み式艇木の成立i轟穏

ここではまず前出『越後高自の雁木』の検討過穏を紛

介したよで，造り込み式経木の成立について，持検討し

士とし、。

『越後商問の綜オて~ Iこよれば，残された代表的な遺構

6棟を調査したとで，以下の見解を示した。

まず 19世紀初勝~中療の建築と披医される山岸家は

厨子二階の主屋屋根を道路に向かって延ばし軒先に雁木

柱を建てているものの，雁木部分はいまだi量り込まれて

いなしバ則。山岸家は現存しないが，この形態はイ中町やi有

本町でも確認でき，巡り込みまt以前の吉い形態である。

例えば 19世紀中頃に建築された仲間 4γ自の!日金津婦

五百(1iiI6-1，2)は主屋盤根を道路に向かつて延lま し軒

先を雑木柱で支えるものの， IlJ岸家間様造り込まれてい

ない文D) 0 J催J本部分は構造を補強するため議木を 2本 1

総とし，写真にみる新建材は補強の跡である。さらに 19

世紀中頃に建築されたと推定される大町の!日今井染物屋

は(図 6-3)厨子二階であり， J量り込み式雁木が建設さ

tもたX10)。
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関 6-1 18金津繍応(外鍛)

一一図6-2 18金津桶庖の雁木(内部)

~ 6-3 I日今井染物屋の送り込み式殿木(内部)

またi量り込み式経木が建設された背景には，当f寺，高

田σ〉月草木下が私有地化され7 主昼前闘のj町子… 1
'
1干の建設

が容易であったことによるためである文'"。さらに前日j

明治 22年 (1889)fl] r北滋言語工便覧』の検討によれば，

問中心部において二階屋前置?の落し式催*iI人周辺部に

は二階E霊前面の造り込み式庁草木ノメ多く撤かれヲいずれも

にちる造り込み式へと，直接に移行したのかという点で

ある。すなわち家庭下を歩行者用の通路としご提供 γる，

類例のなし、公共32聞のあり方にも関わらず， flij /J¥ f tf佐木

の培農系譜jではそのi品殺が 1分iこ検討されれ、ない。

そのため二こでは伐された凸 Iバ4などを某に! 上り詳

Lく検討寸るし

主子高 IlJ山祇腕前~k'_i) し 1 約1{ì 4.-1坪(UJlliの，'，写真文

! :1) ([均f.i.j)をよ4ると ?j主れた場fiJfば不明であるが，

jJ fIイi悦'1の四j家では， !益路lこjrl]!)''-)て延びf二i尿路僚を

支える船;不本tJ二部に下見板が張られ， さらに隣接寸る町

家ぞは写真右側の町家より軒高が高く，経木位上部に取

り付けられた下見板の k部がr来日産盤で寒がれ亡し、るつす

なわち軒高が高くなるにしたがい， )量り込み部分ノメ成立

してゆく様子を確認できる。

次に明治末期の古写真一)(1 4) (関 6-5)によれば，下見

板上部iこ賊子戸などが設けられている。下見抜はその裏

側jが土撲であることから，オ二盛正呆護を ti的として設け

られたものである。またi査り込み部分の構造も観察でき，

雁木柱相瓦;に横材をいれて格子状とし，その間をま:援あ

るいは一部併Ju郊としたことが分かる。

さらに明治大正期と思われる南本町の占写災マ 15) (凶

6'6)をみると，石墨板葺きの造り込み式雁木の町並みが

i通りの術{員，IHこ形成されている。造り込み部分以下見板擦

りで，格子窓や路子刊を設けて明かり取りとしたものも

めり 1 関6-5の古写真問様，物置から居室へと変化した

時期を写している。この格子部分に，やがて現在でも党

られるガラス拒章子などが設けられたものであろう。

またこうした変化は町家の構造部jf，t部分にも表れる。

!日今井染物淫の造り込み部分をみると 9 主屋{酎のtJに指

物が架橋される。これはi日金津稀五百には見られず，厳木

部分を物震やE号室主として利用する上で，その床荷量を支

えるためと考えられる。

図6..4 明治44年の高田の造り込み式際木

雁木建根は石霞板葺きが多かったす 12)。 以jのように高田は， 19甘:*2初め~中療にかけて g 主

さて，ここで問題となるのが1 主屋康根を延ばしたど 屋屋僚を道路に向かつて延ばし軒先に雁木柱を建てた形

けの山岸主主や!日金津橋f占のタイプから!日今井染物屋など 王こがまず表れる。この形式は米沢などにも確認?き高出
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関 6-5 耳尾治末期の造り込み式雁木

図 6-6 予算本町の造り込み式野草木

に限られたことではない。しかし米沢の場合雁木(小問

屋と呼ばれる)下が取り込まれ，通路機能が消滅したの

に対し文;6'高IIIでは鹿子二階が建設され，造り込み式

となり，通路機能が確保された点、が特筆される。 i量り込

みに際しでは，まず雁木柱と部に下見板が張られ，次に

横材の架構とこt姪，さらに関口部の設置と，町三ま前ffiiが

除々に造り込まれ，居室として利用されたものである。

7 おわりに

高田はi量り込み式緑木が 35棟残:('fG，うちトタンなど

で獲われず外観意肢を確認できるのは9棟に限られる。

今後景観形成の観点から，造り込み式経木を保存整備

する事業が必婆である。

造り込み武主面木は，かつて長関や糸魚川など近隣の城

下町にも見られたものの失われ》現段では上越市高田に

その多くが残存している。

造り込み式!夜木の成立をみると，主屋屋根が張り出し

た後下見板が張られ，その下見板と軒先との関が漆喰壁

や協子窓となる。またi査り込み部分の居室化にともない

造り込みの主屋{閣の柱に指物が架構されるなど 3 構造上

の変化をともなったものであり，建物の一部を公共空間

として提供する意凶をもって形成されたものである。

氏家は雑木の構造を 3穣類に大別したが 7 各地に残さ

れる牒木の形式は落し式が一般的であり，半i量り込み式

や造り込み式はむしろ午伝説kな形式で2 こ札ら 3磯類がほ

ぼ同数残存している訳ごはないことに注意が必要である。

高聞はi室り込み:c¥J催;1¥が少ないながらも 7 まとまっ亡

残る場所であるつ持f;l式総木にtヒベ豊かな表情をもっこ

の寅護な建築選民主を今後も守る必要性l土高くヲ泊り込み

式を対象外とする続行のI1俳牛、事業整備繍助金制度jは，

再考の余地がある

例え If現存する~ミレ)込み式雑木σ) Jt~ 史的経緯合紹介し

/そこブふレ トを件}点一j るなどその1o百{曲lを周知す一るとともに，

壊れた場合には修繕をねい，さらにトタンなどで穣われ

た場合については，所有者の理解を得て， 1日来の姿に復

IS寸るなどの試みが必要であるe 現行の !J碓水事業整備

補助金制度j は安全な歩行空間の確保などに力点、がおか

れる傾向にあり》今後，文化財的な立場から経木通りを

見据え，造り込み式雁木の悩繍〔を再発見することがE重要

である。
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ユニバーサルデザインの視点によるまちづくり学習活動
田中主主人判

一こうべUD広場における市民活動の取り組みー

キーワード ユニパーサノLヂザイン、市民劇孔主主織コミュニティ、まちづくり学習、こうべUD広場

1.はじめに

まちづくりではまず住んでいる人がそのまちに愛着を

持ち，魅力を感じることが基本であり，まちづく 9の舞

台となるまちへの患いや瑳解が重要と考えられる。もち

ろん，まちづくりに鑓わる人は住民だけではなく，また，

まちづくりとしては生活者だけでなく，外部からの来続

者や観光客にとっても良いまちであることが大切である。

国内外の多くのまちにはそれぞれに多様な魅力を有しな

がらも，改善すべき課題もあり，これらを克服する取り

組みが注目される。

本稿で取り上げる神戸のまちについては，必ずしも評

価されることばかりではないが， f六市山に抱かれた緑

いっぱいのまちJ. r坂のあるまちJ. fオシヤレでハイカ

ラなまちj というイメージや港を中心に栄えた国際都市

として f異国情緒あふれる個性的なまちj として紹介さ

れ，このまちが好きという人も多し九また，国内外から

訪れた人々にも魅力的に映り， fまちづくり jの蕗でも，

全閣に先駆けて多くのプロジェクトが積極的に取り総ま

れてきた。いろんな文化を受け入れs 常に先取りの姿勢

にあふれた，このようなまちの姿を誇りに思う市民も多

し、。

しかし， 1995年 1月178の早朝，突然の地震でこのま

ちの歴史は変わった。これまでのまちづくりを根底から

揺り動かし，生命や安全ということをすべての入に強く

問い掛けることになった。地域とのつながり，隣人とど

のようなコミュニティを育んでいくか，仮設住宅や復興

住宅などでの調査から，これからの高齢者の居住環境整

備に関わる課題が指織されている(文l、文2)。

全

を

た

り

障

改

れまで以上に多くの人のことを考慮し，地域のコミュエ

ティに着目したまちづくりが必要であるということが見

えてきた(文心。

本稿では，被災地，神戸において，この震災を契機に

登場してきたユニパーサルデザインによるまちづくりの

取り組みを市民主体で互いに学ながら，高め合って行く

という「こうべUD広場Jの活動を中心としながら，報

告するものであるG

Z.ユニパーサノレデザインの考え方と参加・協働

米密のロン・メイス氏の提唱であるユニバーサノレデザ

インの考え方は f7つの原則J(表1)に示されるように

「年接持や身体能力に隠わらず、できるだけ多くの人が美

しいと感じ、かっ容易に使えるよう製品や建築物をヂザ

インする概念」という考え方にもとづいて，各種のサー

ビスやものづくりを進めていくというもので，それまで

の障害者に対応したハヲアフリーとは異なったデザイン

の本来あるべき考え方を提示したものと恩われる(文句。

この涼剥論を受けて，多くの関係者がユニパーサノレザイ

ンについて語り，広くその考え方や事例を広めていくた

めに，このテーマに関するシンポジュウムやセミナー，

臨際会議などが喜男催されている。また，関連する協会や

グループも多く結成され，ユニバーサルデザインという

旗印の下に多くの関係者の活動が展開されている状況で

ある(文6)。

表 1 ユニバーサルデザインの7原slj

誰にでも公平に利用できること

使う上で白血度が高いこと

使い方が簡単ですぐわかること

必要な情報がすぐに廻解できる』と

うっかりミスや危険につながらないデザインであること

無理な姿勢をとることなく、少ないカでも楽に使用できること

アヲセス(接近)しやすいスペースと大きさを確保すること

平 l摂両首大学工学部 教授
東京大学大学院工学系研究科建築学専門課程修
了一摂南大学工学部建築学科教授。工学博士。一
概建築士。各地でユニパ}サルデザインのまちづ
くりやデザインプロジェクトに携わるかたわ弘施設
の設計や潔境デザインに燐わる。

tu 
l
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母本では言葉の意味の理解や具体制な適用において，

よ哲多くの障害者への対応できる犠栓用兵や便利商品の

開発というものづくりに偏重した傾向もあり 2 パヲアア

ヲーとユニパ」サノレテ守ザインの区郎がほとんどついてい

ない事例も見られる。

今13，Iユエパーサル社会Jという社会イメ』ジを掲げ

て，これまでの福祉のまちづくりの展開とは違った発展

が見られるようになってきた。とりわけ fデザインiと

いう限定された綴域，関係者の問題ではなく，すべての

人に鑓わる問題として取り経んでいく方向が示された

(文7)。ここにおいて、配置する対象者を拡大していき，

すべての人にする発想だけではなく，そのような社会づ

くり，地域での取切組みをすべての人の手によって進め

るという「参加・参蘭」の考え方が重視されるようにな

ったことが大きな特徴であると考える。

3 市民参加のまちづくり

これまでも市民参加のまちづくりは各地で取り組まれ

てきた。その結果，多くの地域でまちづくりとしての成

果をあげ，地域の発展や活性化につながっている僚も多

い。しかし行政の選定した形式的な委員会の役員とい

う長老や経験者だけが参加した廿，少数のあしらいとし

てp障害者や女性を参加させるという人選も少なくない。

近年では，参加は委員会形式だけでなく，ワークショ

ップ形式のものなど多様化しておりs それらを統括し，

コーデ、ィネートする立場も行政に浪らずp 市民団体など

多様化している。また，参加のレベルだけでなく，積機

的に参劉¥..-，建設的な関わり方を展開している事例も多

くなった。これらの事例や詳細については，多くの研究

論文や著書，鑓係関子等によって紹介されているところ

であるので言語愛するが，確実にまちづく 9が生活者や利

用者の自線から進められようとしていることは事実であ

る(文8)。また，この背景には先駆的にこのような考え

方を提案し，導入してきたまちづくりに関する研究者や

ワーダーの君子夜を忠れてはならない(文9)。

福祉の分野でもまったく参加していない状況よりは関

係者の意見が反映されるために重嬰と考えられるが，特

定の障害者I'!l体の役職にあるリーダーの参加ですべての

鰭害者の意見を代弁しているという場合も多い。基本的

には f健常者j対 f障害者j という認識が根底にあると

患われる。このような利害や主張する立場の違いを超え

て参加出来るべきである。もっと積極的に委員会などの

作られた組織に限られた条件の範囲で参加するのではな

く，誰もが自由に，自分の意怠や意見を表明し，具体的

な提案や主主求をすることが出来る参加のシステムが期待

される。

すなわち，まちづくりとしてs 行政が中心となって建

築物や土木施設などの物理的な環境を「つくるj まちづ

くりだけでなく，その地域や都市のあり方を考え， Iまも

るjことや 1そだてる;ことなどつくらなし、Jまちづ

くりの展療を波宮したい。それはあるべき方向を共に考

えるプロセスを通じて，まちを知り，多様な人の存窪や

考え方，状況を理解することにつながる。

これまでの是正存のものを壊し，新しいものと置き換え

るだけでなく，既存のものの価値を活かし，これまで気

づかなかった価値や資源に着目して，その地域やコミュ

ニティの個性や特徴)すなわち結果としてアイデンテイ

ティのあるまちづくりを実現することにつながることが

嬢待できる(文10)。

4.阪神・淡路大震災と復興まちづくり

市民を中心としたまちづくりの活動は神戸市ではまち

づくり条例の制定(1977邑)もあって1 震災以前より各

地で市民のまちづく 9が盛んである。また，福祉のまち

づくりとしてはバリアフリーとしての基準や現場での環

境整備だけでなく，地域福祉の拠点活動として 1小学

校区を義本とする fふれあいのまちづくり協議会jが結

成され，地域福祉センターを中心に諸活動が展開される

ようになってb、る。

筆者らは大きな被筈を受けた神戸の復興まちづくりに

おいても福祉のまちづくりの視点からの提案を行った

(文11)が、各地域のおいても年齢2 性別，文化，身体

の状況などの様々な違いを越えてみんなが助け合い，人

と人とのつながりの大切さを実感し，市民主体の取り組

みが進められてきた。震災を契機に，いっそうこの豪華害

性が意識され，復興のまちづくりの中でも震婆なテー?

とされてきた。ここにおいてユニパーサノレデザインの考

え方を導入した市民活動の必要書性が意識された。

震災で大きな被害を受けた長陪区では， I :i是図区ユエ

パーサノレデザイン研究会Jが発足し復興のまちづくり

の中にユエパーサルデザインの考え方を取り入れるなどp

神戸で最初にユニバーサノレデザインの取り組みがスター

トし，地域でのものづくり活動を中心としてさまざまな

活動が展開され，特に地元の企業を含めたメンパーとの

研究会が定期的に際僕されている。

同じく大きな被害を受けた六甲道地区においても JR

釈の南北の地区で住民の積極的な参加のもとまちづくり

が進められた。紡災拠点としての公爵の整備にあたって

は、地域の日常環境のデザインとして、住民の意見を反

撃生した特長のあるデザインが導入されている。駅北地区

ではユニバーサノレデザインなまちづくりとして「構想か

ら計街、設計、:工事までj粘り強く検討したまちの集会

所「六甲嵐の君主jや道路公遡など、「みんなで方式jで、

みんなで楽しむ、仕掛けづくりゃいろいろな形でのワ…

クショッ7'などの取り総みが展開されている(写真。。

また，各地の鶴害者の生活を支援するグループ。によっ

てこれまで以上に地域で生活を支えあい、生活環境改善

に取り組む動きが力日時されてきた。障害者の就労環境の

。ムFD 
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改善ということでは「社会福祉法人プロップステ、ショ

ンjでもj ユニパーサノレ宇士会の実現をめざし，早くから

lチャレンシれの自立とF士会参磁・就労推進に向けた

取り組みが進められてきた。

宅手真1;六甲maの家(六甲風の郷公言置)

5. こうべUD広場の発足

復興のまちづくりの中での市民の取り組みに合わせ、

神戸市でも， 2自J2年には，様々な分野で経験と実緩の豊

かな市民が結集した f政策提言会議Jが開催され， rユニ

ノ〈ーサノレデザインJも市教の主婆なテーマのひとつとし

て取り上げられた。さらに， r神戸婦人大学Jでも，生活

福祉学部lニユエノ〈ーサルデザイン学科が創設され，ユニ

ハーサノレデザインの学習に取廿緩む人が増えてきた。

このような動きを結集し， 2日03年5月lこ，神戸を世界

一ユニパーサノレなまちにしていこうと，筆者ら 3名の市

誌が呼びかけ，こうべUD広場{こうべユニバーサルデ

ザイン推進会語的(痩長密中箆人)を発足させた。初年

度はユニバーサノレデザインの推進とし、う視点から、広く

市民に参加を呼びかけ、今後の活動における基本方針を

めざす作業に着手することとなった。

こうべUD広場はこれらの地域での協議会におけるリ

ーダーの住民の一部や各地域でのまちづくりや学習活動

の中心的なメンバーがこうべUD広場のメンバーに参入

している。

6. こうべUD広場の活動

6.1 UDプロジェクト推進メンパ}主体制

UD広場では，これまでの「手助けする側」と Iされ

る輯~J としヴ国定的な考え方， rする側jから「される掴む

という一方通行約な考え方，そしてそれらを前提にした

しくみや制度などを見直し，すべての人の人権が尊重さ

れ，すべての入が社会の員として役割を持ち，持てる

力を発揮し，支えあう社会をユニバーサノレ栓会と考え，

様々な取り組みを進めてきた。具体的には呼びかけ策定

後において3 呼びかけによって参集した，ともにUDの

普及・推進に取り緩んでいく「こうべUDサボータ…J

によるUD廿ポーター制度を2004年度から導入した。こ

の制度を拡大しながら，様々なユニパーーサノレプロジェク

トに取り組んでいる。

UD広場の運営については、座長のもとに企画、広報、

事業などの部会を構成し、メンバーの誰もがすべての部

会に参顔できる仕刻みとなっている。また事務局は神戸

市保健福祉局に鎧き、事業についてはその時々のプロジ

ェクトに応じて実行委員会方式やワー日キングチームの形

で構成している。

6.2 拠点!:!:問の穣保

総合福祉センターの私用， 2004年には，サボ}ターの

活動拠点として，神戸市総合福祉センター内lこ「こうべ

UDサボーター活動コーナーj を設賢した。この場所に

おいて毎月の例会と市民公開の連続講座を開催した。連

続講座は市内の各地で開催し，地域の街づくり課題や関

係者の参加を促した。全国UD大会の終了後は，拠点を

中央区のこうべ市民福祉交流センターに移L，毎月の第

3土曜の定例会議や各部会のワーク，連続譲渡， UD大

学などで関係者が集まる拠点としている。

6.3 活動の基本方針の瞬確化

「こうべUD広場」が原動力となり，互いに多樹投を

認め合い，市民一人ひとりが主体となったみんなでつく

る f""ニパーサノレなまち神戸jを実現するために，$箆・

事業者・行革立が共通の理解と冒擦のもと 3 取り総んでい

くべき方向性を I年にわたり討議したべ。その結果を2004

年 3月に「没界一ユニバーサノレなまち神戸をめざしてJ

と題する“こうべUD広場からの呼びかけ"を策定した。

その具体的内容の概婆は表2のとおりである。

次の段階ではできるところからそれぞれの具体的なプ

ロジェクトを一歩ずつ積みとげ，ユニパ}サノレなまち神

戸をみんなで目指していきたいとメンバーは綴っている。

謹 2 呼びかけの概要

I 呼びかけの背畳渡災を契機に!今!なぜ神戸でユιパーサル

デザインの取組みが必聾なのか

耳私たちが取り組む内容

1めざすべ曹ユニバーサルなまち神戸の盛

2取り組みの内容

り一人ひとりを大切にする意識づくり

2)誌もが事函できるしくみづくり

3)安心・安全で快適なまちづくザ

4)みんなで使えるも叩づくり

班ニエニパーサルな社会由実現!こi蒔けて

1みんなでつくるまち

2取り組みの推進とこうペυo広場町役割

3こうべのユ同パーサルデザインを全国・世界へ発信

ユニバーサルヂザイン白取り組みの例

6.4 学習のためのテキストの作成

この呼びかけを広く知っていただくため，わか0やす

いパンフレットなどの広報資料を作成した。ユニパーサ

ノレデザインの考え方やUD広場の呼びかける内容を広く

関係者に理解していただくために学替のための広報資料

やテキストの作成に力を注いでいる。小中学生を特に意

識して，その教育にあたっている教員向けの「教員テキ

スト jをまず作成している。今後ともいろんな立場からs

ホームベージや各種の広報資料と連動しながら，ユニパ

3
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ーサルデザインを取り絡んでいく人たちへの参考資料や

広報活動の充実化を図る予定である。

也5 UD広場メンパーによる検経活動

呼びかけを実現していくため，総統的に参加を呼びか

けている fこうべじDサボーター」とも連携し"こうべ

UD広場Nが核となり，まち全体で様々なプロジェクトを

企在留し農掬していった。

①三宮地下筏・駅蔀広場の検証活動

2006年2月の神戸空港開港にあわせて、裁にでもわかり

やすい空港から三宮までのサイン整傍のため、際係事業

者等により結成されたUDサイン調整会議(1]霊長 問中

直人氏)での検討を緩て実擁された三宮地区のサイン整

嫌にあたり、三宮地下街(さんちかタウン}におけるワ

ークショップやモデルサインの検訟をこうべUD広場で

行なった(写真2，3)。サインと併せて歩道橋やエレベー

ターなどの立体交差施設や fだれでもトイレj の検証も

実擁され、ユニバーサノレデザインのまちづくり整織への

市民や利用者の立場から意見を提出した。

写真2r王宮地霞のサインJI)(絶みj発轟嵐最

写真3r王宮地下舘サインJ由倒

②しあわせの村の検鼓活動とユニパーサノレサイン祭儀

こうべUD広場によるワークショップの結果を受け、

ユエパーサノレデザイン金隈大会開催のそデノレ事業とし

て念画された神戸しあわせの村のサイン整備後の検

証・評価を行い、今後のさらなるユニバーサノレデザイ

Q:神戸'"滋サインの検霊正活動

2006年2月に凋港した神戸空港は多くの利用者からわ

かりやすさやf対車性のさらなる向上を求めて、多くの主主

見が寄せられた。ユニバーサノレな空港にするという目的

で、こうべUD広場のメンパーによって夜港の検証を行

った。課題を整瑳し、サインをユエパーサルデザインの

視点から整備することになり、この整備前後においても

検証のワークショップが実施された。また路工段階では

そックアップ(実物大模型)による評価実験も行われた

(写真6，7)。

草真6 神戸空港υD検極嵐景

写真7 神戸空港サインモックアップ横絃血景

@有馬温泉の観光ユニバーサノレデザインの検証活動

市内の各地域へユニパーサノレデ、ザインの活動の稔を広

げるという臣的から、有馬温泉など観光地において、 U

Dワークショップを開催し、まちづくり点検を実癒した

(写真弘針。

害時温泉検証風景

6.6 UD逮続講:1'1¥. UD大学

こうべUD広場では，ミニ講座や施設見学などを通し

て，ユニバーサノレデザインに隠する共通認識を持ちなが

ら，ユニバーサノレなまち神戸の実現に向けた議論を震ね

てきた。 UD連続講座は涼貝IJ毎月開催し、 2003年 5月か

ら始まり， 2006年8月まで務催し， 2∞6年9月以降はこう

べUD大学として内容を整備し進めている。講師i主連続

講座と潤様にサポークーのメンパーが中心として加わり，

話題提供やUDへの視点からの衛星書提起をし，テーマに

応じて外部講師を招いている(表 3)。いずれの場合も，

参加者のワークショップを含めて，ill!長がコーディネー

ターを按当している。

量3 市民連続講座 'UD大学開催テーマ一覧

開催自時 開催テーマ

02119/05 軍1密UD連続講鹿 世をめ界ざーしユてニれバ)ーサルおまち神戸

03/19/05 第2密υ0連続講塵 υ長いoか出のに発もしの神てづ戸!〈υりD商品目路尭lま

04/23/05 聾3密υDi車続講車 情トイ報レとが地変域わコれミュばニ社テ会ィが藍わる

OS/28/05 第4悶υo連続講謹 を叡世め界~ざυ一Dしユて由ニ筏はバ点)ーかサらル宥なえまるち~神戸

06125/05 軍S図UD遼続講謹 すまいの UD

07/23/05 軍6図UD逮続講壇 ユニバーサル文化・スポーツ祭

4
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開催日時 E串鑑テーマ

OS/27/06 第1図UD市E是議議 黄昏(たそがれ}告主として

06/17/06 第2宿UD市民講座 UOと私

07.ノ15/06 講3悶υo市民講盟主 続力ある!l<関をめざして

10/28/06 講4毘UD市民講座
自分史を語るf生きる力つてな
!こ?J

11/18/06 第6阻UD市震議鹿 最暇教室と私

12/16/06 第6笛UD市民講座 防災とまちづ〈り

01/20/07 第7関UD市民講I!I! 旅行とUO白線係

02/17/07 第8盟UD市民議鹿
私的考えるυoユニパサJ叫土

金

03/17/07 第9白υD市民講I!I! UOと私

03ノ17/07 こうベUD大学① こうベυo大学開校にあたって

05/19/07 こうべυD大学② 錐もが暮らしゃすい社金づ〈り

06/16/07 」うベυo大学③ 生活空間のuo

07/21/07 こうべUD大学⑧ 親しまれる公関づくり

08/25/07 」うベUD大学⑤ 神戸由観光地由 uo

09/29/07 こうべυD大学⑧ 前期謙譲の総播

10/20/07 こうべUD大学⑦
おしゃれは大切なリハピヲテーシ
ヨン

11/17/07 こうべυo大学⑧ 身由回りの uo

12/15/07 」うベυo大学⑨ UOランチをつ〈りましょう'

。1/19/08 こうべυo大学⑩
多機恨のある人たちへの情報発
{曹とコミユ山ケーション

02116/08 こうべUD大学⑪ 縫もが楽しめる旅行

03/15/08 こうベUD大学⑫ 後期講座の総括

6.7 UD7ェア

毎年，神戸全体のユニバーサノレデザインの取組み状況

や濁係者への啓蒙などをねらって， UDフェアを機催し

てし 1、る。当初は中央区の河一場所であったが，ユニパー

サノレデザイン配学習や活動の輸を広げていくねらいから，

各区に順次，関催場所を代えて，それぞれの取組みゃ見

学会などを含めて地域のまちづくりを活性化する一助と

する方針である(す箕10，11)。

写真10こうベUDフェア(2006) 写真11こうベυDフェア(2007)

6.8UD全国大会

市民一人ひとりが主体となって取り組んだ「ユエパー

サノレなまち神戸j の姿を，震災から10年にあたる2005年

笈に3 全盟主・世界に発信していくため，第3鴎ユニパー

サノレデザイン全関大会の神戸開催を決定した。 2004年12

月からは rユニバーサノレデザイン全問大会企画運営ワ

ーキングJを設置し，毎月 2聞の定例会議などを開催し

てきた。

また， UD全弱大会の劉曜に向け，市民の機運を高め

ていくため， 2005年 2月から毎月 rUD連続講康Jを市

内各所で開催し，神戸の様々なUDIこ騎する取り総みの

紹介やこうべUD広場メンパーによる呼びかけ策定に至

る想いなどを発信してきた。 UD全国大会は2005年 8月

lこ神戸ポートアイランドで隣催L，全留から 3自照で

2700名の参加を得て，盛況のうちに照幕した(表4)。

表 4 UD全国大会の概要

テーマ r神戸夢発進・やさしさのカタチみんなでj

金場 神戸国際捜示場(神戸市中央臨港島中町6-11-1)

主催
内題府、兵庫県、神戸市、第 3図ユニパーサルヂザイン
全額大会実行委員企

E 穫 平成 17年8)'lηS(水)-19E1(壷)

延べ2，7朗人

苦参加者 神戸市内(31.0%)、兵庫隈舟(16.1軸)、全国(52.9特)

参加者町地域別構成比務(事前畳録デタ・豊百受付か
ら推計}

7. こうべUD広場の活動特性と課題

1 )活動特性

①市民の参加参闘の原見肋も、その運営などは市民主体

を原員IJとし、講座など講師やプログラムづくりも按当し

ている。

②市内各地で検証実施を実施するなど、できることから

実現を図るプロジェクトを立ち上げている。長田，須

磨、六甲など各地でも展隣されつつあり、市内地域の

j活動家も参加している。また、車いす使用者，視覚嫁

害者など多様な参加者を得ている。

~学びはメンパーが講師を務めるなど、教えられる立場

だけでなく、教える立場からユニパーサノレデザインを

考える機会をつくる。また、講義だけでなくワークシ

ョップなど多角的に行い、楽しみながらお友い広気づ

きの場面を生み出している。

2)今後の課題

①まちづくりは多療で，時代や社会の動きによっても，

取。組むべきテーマは変化して来ている。ユニバーサ

ノレデザインもこれまでのパリアフリーの延長のテーマ

ではなく、環境際題など、地域に関わる総合約な取り

総みとすべきである。

②既存の多方面にわたるまちづくり活動との連携，関係

者の協働をどのようにすすめるか。行政や事業者との

連携も含めて検討する必嬰がある。

③これからのまちづくりを担う人材育成，子供たちへの

学習プログラムの頻発，ワタイア高齢者の活路の場開

発，関際都市神戸らしい外間人との交流と生活文化の

多岐にわたるUDの試みの企画推進。
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当初からすれば，こうべUD広場のメンバーの発言内

容にも変化があり，お互いに学習してきた成果を共感す

ることも多くなった。特定のメンパ司で仲良く凶定化す

ることなく，たえずUDの輸を広げる試みを導入して，

スパイラノレアップのまちづくりをめざすべきである。

こうべUDa:場の活動に関わるサボーター寸立積極的iこ

部会活動等への参加を希望しているが、人数的lこは不十

分で、さらに多くの市民の参加をi起す企闘でユニバーサ

ルデザインの散り総みを拡大してし、く必要がある。

まちづくりとして先駆的に取り級んだという fはじめ

物語j に終始することなく，これからの持代に持続的に

発展していくまちづくりが大切と考える。萩たなまちづ

くりの可熊牲を考え，活き活きと夢のあるユエパーサノレ

ギ士会の実現に向けた手がかりを求めていきたい。

最後にこうべUD広場のメンハーを含め，これまでの

活動を支援していただいた市民，潟係者の皆様に浮く感

謝します。

④すべての人のためになることにはだれもが焚同するが，

実際の行動には殴難を伴う場合が多い。倒人として、

UD広場のメンバーとしてまちづくりにどのように関

わるかが関われる。 2006年 3月に、こうべUDザポー

タ}全員にUDサボーターとして今後どのように取り

組みたいかについてアンケートを行った{在日信数 90 

人、問Jll<数。犯人)。結巣は、「こうべUDサボ…ター

として登録したいj人よりも、「部活活動メンパーとし

て登録したい」人が多く、具体的な活動に参加したい

という積極的なサボーターの意思が確認できた(図 1)。
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2.4その他





次代のよき住まい手圃っくり手を宵む 木村正彦叫

一21也紀の住吉誌を考えるー

キーワ-1' 住宅教育，住生活基本法令却持住宅，長期優良住宅?勝也感性倒低 f樹世錨髄遣法イニシアティブ，持在主婦正絹鮒豊かさ

1 21世紀の住まいとは

『理想の家』とは， r建築望者の安い家，構造がしっかり

していて安定性のある家，地震・台風・豪雨などの災害

に強い家，防犯・火災に対する安全性が高い家，高気密・

高断熱で夏涼しく冬暖かい家，室内空気が汚れない家，

音が響かない家，有害化学物質が放散しない家・機能的

で快適な家など」でしょうかつけ

上に掲げたような， r物理的・工学的な数依ーが優れてい

る家z いい家」という図式に，我々建築iこ携わっている

者が焔っていなし、かということである。つまり， r {:主まい

づくりが，身を守るための快適で機能的なシェノレタ』づ

くりになってしまっているのではなし、かつj ということ

である。確かに，一生をかけて大金を注ぎ込んで建設・

矯入する家・マンションには r人の命を守るJという重

婆な役割が当然必婆である。そのことは，昨今の耐震強

度偽装マンション事件などを見ても，建物の構造などが

非常に重要であることは自明である。

しかし，人間の生活・暮らしは，物理的・化学的な数

値だけでは測れない。機能や性能iまか唱に目を奪われて

いると，住まいが『生活の場所，心を豊かにする場所，

暮らしを楽しむ場所』としづ意識が簿れてくる。住まい

の基本に立ち戻って，本来あるべき住まいの姿をもう一

度考える必婆がある。

『建築場所の気候風土に適合しながら，子や孫の代ま

で住むことができる家。地震・強風・水害・土砂崩れ・

雪害・火災・防犯などに対して安全でかつ安心して住め

る家。いつでも家族の皆が唯吋帰れる心の拠り所となる

家。礼儀，義務，責任，優しさ，思いやりなど人生の大

切な処世訓を学ぶ家。逗しく健康な肉体とt青神，豊かな

創造力と感性，そして心のやすらぎや豊かさを養ってく

れる家。歴史，伝統，文化，慣習を学ぶ家。家族が楽し

く暮らせる家。老後や身体が不自由になってもゆったり

として暮らせる家。将来たとえ…人暮らしになっても住

みやすい家。年齢・家族構成・仕事・収入 ライフスタ

イルが変化していっても，手入れをしながら，風格や美

しさを増していく家。』など，物耳童値などでは言い表すこ

とができないのが『すまいニ家』である。

現在，我々が年少の持はもっと病気に強かった感じが

する(私は，小・中 高校と無i墨主u無欠席(私事))。そ

れは，医学・衛生学などの隠療環境の進歩により，色々

な事情がわかってきたかもしれないが，それにしても，

今の著者は病気に弱くなった感じを抱いているのは私だ

けであると思えない。

会館冷緩房で 24時間換気システムが完備している，抗

菌性が高いなど，恵まれすぎた環境で生活していると，

逆に，ちょっとしたことで病気になり，環境が少し変わ

っただけで下痢やアトピー疾患などをおこしてしまうの

ではないかと蓄を傾げてしまうことが多い。「まるで，立

派な家を建てて虚弱な体質な人間をつくっている。jよう

なものである。これでは，淫しさ，感性および昔日造力は

育たない。

本来，生物学的に見ても，生物は保護すれば!保護する

ほど弱くなってしまうのが通常である。例えば，野生の

猪が人間lこ餓われて豚になり，総統カを無くし，主主暑で

すぐ死んでしまう。また，清水で育ってきたメダカを，

f韮かに汚れている水に入れたら，すぐに死ぬ。

すなわち，人間は継続的な努力が大切であり，便利過

ぎや過保護は人間の稼化・家禽化に繋がる。やはり，生

物は完全にその機能を生かし成長させ発揮するためには，

最適条件より，むしろ我慢状態の方がよしL

「健康jの『健』は，人偏の「人」と建物の「建Jが

組み合わさってできた字である。逆にi言えl:f，人間は建

物によって，心身ともr;;健康を脊まれるという意味も含

んでいる。

我が家の新築は，人生で最も高価な翼物である。それに

もかかわらず，建ててから fああすれば良かった。ここが

気に入らない。j といった見落としゃ反省を悔やむ人が多

い。その望書閣の一つに，住宅展示場などを数ヶ所回っただ

けで，気に入ったからとか知人の紹介だからと言って簡単

に業者やメーカーを決めてしまう人が多いためである。洋

判中部噂力株式会社調査役
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月現，家具，自家用車を購入する時は，色々と見て図り，自

分の気に入ったものを選ぶのに対l.-，住まいについては，

殆どの人が恐らく初体験であるため，~可も分からないため，

業者に綴りきってしまうのが実態である。

建築士，工務f苫，ハウスメーカーの人たちは，住宅と

いう建築技術の専門家ではあるが，生活や子育ての専門

家ではない。感性，美的センス，デザイン志向が，施主

たちのものとは河じものとは限らない。当然，人生哲学

も異なる。建築主の人生観，美学，子育て方針，家肢の

性格・夢・好み，生活の楽しみ方・趣味，将来計画など

をよく知っているのは，建築主自身である。

子・孫・曾孫の代まで住まいを守り，変え，創り，育

て，住むのは，建築業者ではなく建築主自身である。ま

ず， r住まいづくりの中心は自分である。j という自覚を

持てば，素婿らしい 21世紀の住まいが出来上がるものと

確信する。四季，自然，環境を生かし，景色や風情を楽

しみ，暮らしを豊かにし，健康で逗しく心豊かにな~ ， 

優しさ・思いやりに満ち滋れ，創造カ・感性に優れた人

湾を脊てる『住ましサでありたい。そうするには，どう

すればいし、かを以下に言及する。

2 r環慾の住まい』にするためには

海想のすまい像を知るのに，ヒントとなる法律・法案

が， r住主主活基本法(平成 18年6月8日法律第61号)J

と f盛期優良伎宅普及促進法案 (200年住宅)Jである。

2-1 住集活基本法

前昔の f住生活基本法Jの第1条の目的は， rこの法律

は，往生活の安定の確保及び向上の促進lこ関する施策(後

掲)について，基本理念を定め，並びに溺及び地方公共

団体並びに住宅関連事業者の糞務を明らかにするととも

に，基本理念の実現を図るための基本的施策，住生活義

本吉十富里その他の基本となる事項を定めることにより，往

生活の安定の確保及び向上の促進に演する施策を総合的

かっ計画的に推進し，もって国民生活の安定向上と社会

複祉の増進を殴るとともに，国民経済の健全な発展に寄

与することを目的とするロ」である。

r l主生活の安定の確保及び向上σ:促進に関する施策の

推進Jは，以下の4つの項目である。

①わが毘における近年の急速な少子高齢化の進展，

生活様式の多様化その他の社会経済情勢の変化に的織

に対応しつつ，住宅の需要及び供給に関する長期見通し

に郡l.-，かっ，活住者0;負按能力を考慮して，現在及び

将来における国民の往生活の基殺となる良質な住宅の

境との務和iこ配慮しつつ，住民が誇哲と愛着をもつこと

のできる良好な居住環境の形成を殴る(往生活基本法第

4条「良好な居住環境の形成j より)。

③疑問事業者の能力の活用及び渓存の住宅の有効利

用を草壁りつつ，居住のために住宅を締入する者及び住宅

の供給等に係るサーピスの提供を受ける者の利益の擁

護及び増進を図る(伎生活基本法第5条 f居住のために

住宅を購入する者等の利益の擁護及び増進Jより)。

④住宅が臨民の健康で文化的な生活にとって不可欠な

基盤であることにかんがみ，低額所t辛苦，被災者，姦齢

者，子どもを育成する家隠その他住宅の確保に特lこ配慮

を要「る者の居住の安定の篠保をIlilる(往生活基本法第

S象 f居伎の安定の確保j より)。

「住生活基本法j で士量定された都道府県の f往生活基

本計画(計磁期間 平成四年度から平成 27年度の 10年

間)J (問法第 17条)が 20由7年度(平成 l骨年度)中lこ全

ての都道府県で策定される。都道府県計部に掲げる項目

(同法第 17条第 2項)は，以下のものである。

①計劉期間

②当該都道府県の区機内における往生活の安定の確保及

び向上の促進lこ関する施策についての基本的な方針

③当該都道府県の広域内における住民の住生活の安定の

確保及び向上の促進に関する目標

④前項目の目擦を連成するために必要と認められる当該

都道府県の区域内における住生活の安定の確保及び向上

の促進に関する施策に隠する事演

⑤昔十頭期間における当該都道府県の広域内の公営住宅

の供給の自楳最

⑤同法第 15条第2項第日号の政令で定める都道府県に

あっては，計画期間内において住宅正供給等及び住宅地

の供給を重点的に図るべき地域に隠する事項

⑦前項目に掲げるもののほか，'!3該都道府県の広域内に

おける住生活の安定の確保及び向上の促進に演する施策

を総合的かっ計画的に推滋するために必婆な事項

r l主生活基本法j の第 15条に規定される「総生活基本

計調Jの全国計闘の目標と基本的な施策は次のものである。

A 良質な住宅ストッウの形成及び将来世代への承継

(往生活基本法第11条)

・耐震診断・耐震改修等の促進，建築規制の的織な運用

.ユニバーサノレデザイン化の促進

・省エネノレギー性能など住宅の環境性能の向 t

-長寿命住宅の普及促進，適切な維持管理，

日フォーム¢促進

. ""ンションの計画的修緩ι促進2

供給，建設，改良又は管理を図る(往生活基本法第3粂 老朽化したマンションの再生促進

「現存及び将来における国民の住生活の基殺となる良 B 良好な庭住環境の形成(俊生活基本法第12条)

質な住宅の供給等」より )0 ・ 基盤整備と規制緩和の 体的推進による

②地域の自然，盟主史，文化その他の特性に応じて，環 密集市街地の懇儲
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住生活基本計厨{念閤齢函)の横断釣様車

横断的猿点

① ストック重視

② 市場重視

③ 議総まちづくり等関連する縫策分野との遼携

③ 地域の実情を踏まえたきめ細かな対応

表 1に，往生活慕本計麗(全自主計磁)の横断的視点

を示す。以下に r住生活基本法jの施子が毘指す方向

性について述べる。

戦後，一貫して住宅政策は，住宅不足を解消するため

に住宅の量を磯果することを大きな目標としていた。そ

れま，戦後p 日本は焼け野原から出発し，高度経済成長

期には，大都市に人口が集中したため，住当吉の量の確保

が最優先だったからである。その中で， rウサギ小浸Jと

邦検される住宅の質についても照里重視されたが，基本的

には最が優先されてきた。

その結果，住宅戸数は，世帯数を大幅に上聞る水潜ま

でにはなった。しかし，住宅戸数はナ分になったものの，

現在の住宅や照辺環境の満足度は決して滋くないともい

われている。つまり，住宅の量は充分であるが，その質

が(半わないのが現状なのである。一方，我がE震はこれか

ら人口は減少してし、く。また，少子・高齢化の進行に伴

って，家族形態の変化や新しい生活スタイルが出現し，

住宅や環境に求めるものも大きく変わりつつある。

色々な法律が存在するが i碁本法jといった法律は，

聞の政策の中で重要なものについて関の制度や政策の基

本方針を示すもので，今後は，基本法に3毒づいて今後の

施策が講じられるので， r住生活基本法Jの制定により，

箆の政策としての住宅政策も“重量から質へ"と大きな転

換期を迎えた。なお，これまで「バブル経済j の時に土

地に廃する「土地主主本法」が措j定されたが，住宅に関す

る基本法は「往生活基本法jが初めてである。そこで「住

生活義本法Jでは，住宅の f量を増やすことj から f資

産として篠保することj，アローからストックに視点を移

し，さらに質を上げることで，住宅を次投代へ継承でき

る f社会的資藤」とすることを第司の自標とした。たっ

た一家族の「終の楼家」として，一世代で住宅の寿命を

終わらせるのではなく，次の世代まで継承していける良

質な住宅を，ストックとして確保し市場に流通させるこ

と， r住み替え」しやすし性緩みを昌指している。

『良質な住宅ストック』とは rモノ」としての質だけ

ではなく ，J間辺の環境やまちなみの一つの要素として存

在する f社会的資産j を指す。たとえ，住宅としての機

能や設備が充実していても，その住宅がある地域が良好

でなければ》その住宅の価値は務ちてしまう。良質な伎

宅にはそれをとりまく良好な伎環境が必聖書である。さら

に，住宅市場の環境整備として必嬰となるのは，一様で

はないニーズに応えることである。様々な枇帯ごとのニ

ーズiこ合わせ，様々な価値¢住宅を市場に流通させるこ

都心居住・街なか居住の促進，

エュータウン再生の支援

建築協定の活用等による良好な街並み・景観・

緑の維持・形成

宅地耐E量的探，浸水対策，土砂災害事嫌等の抱韮

闘民の事織な居住ニーズが適切に実現される

住宅市場の環境獲備(伎生活基本法!第13条)

住宅性能表示制度の普及・充実，紛争処理O)j士総

みの普及・充実，既存住宅の合理的な価格査定の

促進など市場環境の整備

長期留定型ローン等が安定的に供給される

住宅金融市場の整備

税制上の措震の活用等による無理ない負担での

住宅取得の支援

二地域居住の情報提供，

子育て支援等

技術開発等の推進，地域材を活用した

木造住宅生産体制の整備

伎宅の確保に特に際績を憂する者の農倹の安定の確保

(j主主主活基本法ー第14条)

低額所得者等へ正公平かっ的確な公営住宅配供給

各積公約賃貸住宅の一体的運用や柔軟な利活用等

の推進

高齢者，障害者等への民間賃貸住宅lこ関する情報

の提供

高齢者向け賃貸住宅の供給，公的住宅と福祉施設

の一体的整備

また，上記の4つの目擦の達成状況を示す成果指標

(括弧内は設定した都道府県数，目標(前掲A~D)) を

以下に示す。

①新耐震基準適合率 (45都道府県，目標A)

② 最低居住面積水準未満率 (40都道府県固目標D)

③ 子育てt!I:幣の誘導居住面積水準達成率

(39都道府県・目標C)

高齢者のいる住宅のハリアフリー化率

(38都道府県・目標。)

リフォームの実施率 (36都道府県・目標A)

既有イ主宅の流通シェア (35都道府県・目標C)

住宅性能表示の実施率(新築・35都道府県・目標C)

住宅の利活用期間 (35都道府県・自標C)

省エネノレギ一対策率 (34都道府県・自様A)

共!湾住宅共用部分のユニバーサノレデザイン率

(30都道府県 目標A)

重点密集市街地の整係率 (18都1草府県・目標B)

適正な修織積立金を設定しているマンション割合

(3都道府県・目標A)

地震時に危険な大規模盛土造成地の儀所数

(0都道府県・目標日)

義一 1

c 

2008年住総研f住まいまち学習J実践報告輪文集9159ー
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⑤
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とは，今後益々市場を活性化させるための非常に大事な

要素となっていく。同じ住宅に住みつづける形態から，

状況の変化によって都合の良し吋主宅や地域に住み替えて

いくといった，個人のニースの多様化に対応した「居住

サ ピス」を展際できる環境を作り出そうとしている。

社会的資産としての住宅を，社会のニーズiこ花、じてみん

なで使いまわしていくには，しっか切とした住宅市場と

多種多様な住宅ストックが必要である。しっかりした市

場があるということは，住宅ストックが総合的に評価さ

れる必要がある。このように， [総合的な住宅市場の環境

整備Jと「良質な住宅ストックの確保」の阿者は密接な

関係にある。

妨災や安心・安全， t士会福祉，地球環境など，これまで

直接的には住宅政策には結びつかなかった分野も，住宅政

策と連携して進めていくことも不可欠である。住宅地で起

こる犯罪や地震・火災など¢妨災問題，さらに社会福祉問

題は，住宅政策と密若してくる。また，木造住宅が多い日

本では，廃材が廃棄物処理の問題に大きく影響してきたが，

ストック重視という考え方は，作って壊すのではなく，住

宅を長い期間活用していくということであるから，地球重量

境問題にも当然深くかかわってくることになる。

このような住宅際連分野と連携した住宅・まちづくり

は，今後，住宅の評価に大きな影響を与える要素となっ

てくる。さらに，セーフテイネットの機能向上を自指し，

住宅を取得しづらい人への住宅供給をこれまで以上に安

定したものにしていく必要がある。低額所得者，高鈴者

や障害者だけでなく，子育て世帯や災害の被災者などに

も，健康的で文化的な住生活を営める住宅在確保できる

ようにするのが大きな自的である。公約住宅だけでなく，

民間賃貸住宅も含めて幅広いツールを使いながら r居

住サービスjの機能向上iこ繋がっていく。

すべての人が健康で文化的な生活を送ることができる

よう，住宅を「モノ」として捉えるのではなく，住宅か

ら派生する「居住サービスj全体に務屈して，それを f社

会的資産j として運用していくという考え方である。こ

こに， [住宅基本法jではなく f住生活基本法Jと名づけ

られた所以である。住宅全般に関連する「居住サーピスj

全体の向上を目指したものが， [往生活基本法Jの趣旨で

ある。

では， [往生活基本法Jの施行により，我々の生活がど

のように変わるでいくであろうか。供えば， 5年後のこ

とを考えてみると，まず，家族形態が変わるであろう。

そして，仕事や収入が変わったために住み替えをしたい

場合，最も適した住宅の情報が手に入りやすくなる，住

宅を売る方も貿う方も，情報の収集がしやすくなり，選

択肢が増えてくるであろう。

また，住宅が総合的に評価されていて，住宅単体のこ

とだけではなく，その地域が住宅地としてしっかり綾

-160-

持・管理されているかどうか F判断される。まちなみや

環境を維持管理し，良好な住宅地として7 ネジメントさ

れていれば，住宅の価格や地儲に跳ね返ってくるので，

積極的にまちなみを管理していく地域も増えてくる。

こういった「環境を整えるj という行為は，地域住民

にとって非常に身近な問題である。地方公共rn体は，住

宅政策際連分野以外とも1情報交換し連携を深め，的確な

情報提供をしていくことが求める。事業者や消費者はそ

れらの情報を受け取札的確に行動することが益々必要

になってくる。

{主宅車生策の成果については，これまであった情報は住

宅戸数くらいでしか，戦闘?できる指標はなかった。そこ

で， [住生活基本法jでは，前にも述へたように，大きな

4 つの昌擦(前述のA~D) に対してどこまで成果が上

がっているか，誰でもチェックできるように [13の成果

指襟j を設定した。

これらの成果指標には，それぞれ都道府県独自の項目

を感り込めるようになってし、て，例え1;1'，静凋県では，

駿河湾の地震問題に関連して防災の頃昌を軍基り込んでい

る。それぞれの地方公共団体では，地域の独自性を考慮

した成果指標を作成して，多様な側面から住宅の評価を

可能にしていくべきである。都道府j思および市町村は独

自の演目を挙げて，住民などと相談しつつ f住生活基本

計画Jを作り，フォローしていく。

「量Jから f質」へ大きく方向転換していく住宅政策

であるが，いくつもの課題が残っている。例えば，郊外

や地方都市など人口が減少している住宅地では，宅地と

しての適切な維持管理ができなくなった結果，市場から

脱落していく可能性がある。逆に，都市の中lこぽつんと

残された古い民間賃貸住宅(老朽化した狭い木造アパー

トなど)が照辺環境に与える影響などについても，密集

市街地の問題ともからめ懸念されている。

「住生活基本法j の推進役は，都道府県はもちろん，

市町村，さらにはそこに住む副主者一人ひとりといえる。

政府・地方公共磁体の的確な情報供給ι事業者・消費

者がそれらをいかに利用していくかが， [校生活基本法j

の今後番の諜題となる。

2-2 長期優良住宅普及促進法築

[200年住宅(長期優良住宅の普及の促進に関する法

律案(仮称))Jの周辺が優遇税制や建築篠認の特例など

と絡まって，今年になってから特に騒がしい。つまり，

耐久性・耐震性・可変性・省エネノレギー性・維持管理の

容易性などについて…定以上の性能を有する住宅を「長

期優良住宅Jとして認定して，取得時の優遇税制や建築

確認申誇の省略や維持保全に対する支援などのインセン

ティブを設けて r長期優良住宅 (2日日年住宅)J普及促

進を図るものである。
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今は国土交通省は数役代こわたって住み続けられる f長

期{霊長住宅(200年住宅)Jの認定基準案をまとめた鉄筋コ

ン夕日…ト造明主来木造なと補告ごとに，檎2鵠富体グ耐久性

や可変性，網戸ザ管理坊主など 7項自ihいて菊牛を定める(後

述)。鍛諸事コンクリート造 (RC@jの場合には銀筋のさひ紡

止対策を婆件に盛り込み，カ込二り厚さの増加や'，7)<セメント

比の低減などを求める。轟展性の面では，損傷防止性能の向

上討羽田する蝿鴎準を検言寸する。居住者や生活スタイノ凶

変化に応じて間取り0;変吏などを行し寸寸くする。維持管理

に関しては， 1 Cタグを用いてw料などのトレーサピジティ

を確保するとともに，認定野寺の書類牛盟十i図審や定耳椋検

α結果キ繍館理援などを記した「住宅履歴書jを件戒し居住

者喧再三者も)が保管する倣Eみを構築する。その結果，良

好な住宅ストックの形成や中在住宅の初包邑{応韮lこつなげる。

「長期優良住宅Jは，自由民主党の住宅土地調査会が

2007年(平成均年) 6月に策定した 1200年住宅ビジョ

ン」を踏まえたものである。国土交通省は， 2008年(平

成 20年) 1月初日に， r長期優良住宅jの整備・促進策

を，社会資本整備審議会(盟主土交通大庄の諮問機欝)の

住宅宅地分科会(分科会長・越海明北海道大学大学続教

授)に諮問した。建設・維持管理・流通など各段階lこ必

要な対策や，啓発活動のあワ方などを検討してもらう。

具体的には，問分科会では，建設段階について，イメー

ジを共有できるような質の高し吋主宅のあり方や，モデノレ

事業による普及・啓発の推進などを検討する。維持・管

現段階については，住宅リブオームへの支援体制や住宅

の管理体制などを課題に議論する。既存住宅の性能・品

震に関する評{高を充実させる方法や， r住宅履歴書(前

述)Jのあ相方も詰める。この他，良好な街並みの形成・

維持へ向けた規制・誘導捻績の活用や，住宅地7ネジメ

ン卜活動を行う担い手の育成などについても検討する。

社会資本整備審議会の諮問を受け，国土交通省は， 2008

年(平成20年) 2月下旬に普及促進策などを盛り込んだ

新法 f長期優良住宅の普及の促進に関する法律jを第 169

巴i通常国会に提出する予Z主である。さらに，住宅宅地分科

会での検討結果を踏まえながら， r長期優良住宅」の具体

策を構築していく。「長期優良住宅jの認定韮準について

も，住宅性能表示制度との繋合性を踏まえて締部を詰め

る。 f長期優良住宅」の認定基準に合わせる形で，住宅性

能表示制度の評価基準を見渡すことも視野に入れている。

「長期{基良住宅の普及の偲撃に関する法律」は， r長期に

わたり良好な状態で使用するための措置がその梅韮及E設

備に勺いて講じられた優良な住宅の普及を促進するjことを

目的にしたものである。具体的には，長期優良住宅の善及促

進の意義ヰ鵠詰轄の方向性など国土交通大豆が策定する基本

的な方針を定めるとともに，留や地方自治体1 事業者の努力

義務規定を盛り込む。そして，建築主が申請した f長期経良

住宅建築等計画(仮利」色市町村長または都道府;験q事

侶rr管行政庁)が認定する制度を書駁する。河認定に係る住

都性能の表示によりその流通を促進する制度の蹴牌の

措援を講じていく。さらに， r長期陸軍良住宅jの供給俗輩に

向けては，市町村長または都道府県庄日事から認定を取得する

と，建築確認税制，およE路樹寺呆全工事lこ必要な資金の貸

し付け，などに特伊片昔置などを受けることができる。

「長期優良住宅j の認定基準業(表一 2")では，江津薄

造雪巨体の耐久性，②住宅の郎護軍性，(E維持管濯の容易f也

④可変性の確保，~躯体配構造以外の彼総，⑥計画的な維

持管理，⑦基本方針に基づいた配慮，を項目として挙げた。

a:の f構造躯体σJ語t久f生jは，柱や墜，梁など械翻す力上

の主要部分が立法おこなる。鉄筋コンクリー ト造 (RCi毒)の

場合は，品質の蒸し、鉄筋やコンクリートを使荊L.，特に銅買

の防さび齢Eを重視する。木造住宅では， J AS続格材など

高品質の木材の使用，腐・防蟻処理の実抱およひ瀕気の確

保などを求める。劣化に対しても機続再生が可能であること

などを求める。ただし，メンテナンスの適切な実識を前提に

しており，構造躯体に過大な性能は求めない方i向である。

②の「住宅の耐重量性Jについては，数百年に一度の極め

てまれな大規模地震が発生しても，構造線体が倒壊せずに，

致命的な擦傷を紡ぐとともに，損傷防止機能の向上や補修

によって機能再生が可能であることを要件とする。

③の f維持管理の容易性iでは，内装・設備立維持管理を

容易lこするための捨霞を講じる。例えば3 共用排水管などの

メンテナンスや更新がやりやすし、ょう，更新用車己管などを設

行設置できる予備的夜間の樹呆や点検口の務慢などを挙げた。

その他，断熱性など省エネルギー性能や，将来のパリ

アフリ}化が可能なスペースの篠保といった項目も盛り

込む。居伎者のライフスタイノレの変化などに応じて問教

りや設備の変更ができるよう， ω 定以上の住戸部積や階

高といった空間の余裕も婆件にする。また，地区計簡や

i託銀計阪などの不適合案件を認定対象外とすることで，

住環境に配慮した計障を促進させる。

る。
劣化に対して3 構i農綴体の
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3 r犠牲Jのすまいへ

最近，ビジネス分野では f感性J• r五感j がキーワー

ドになっている。「見るJ• r開く(聴く)J • i匂う」・「味

わう」・「触るJことで，人間の感覚を刺激・鴻足して，

心地よくし，癒す。そうした商品やザーピスを提供する

ことにより，産業の活性化・景気の浮揚を図る九

経済産業省、では，今「感性価値創造イニシアティブ」

というプロジェクトを進行している。同プロジェクトは，

人口減少・少子高齢化による義的需嬰減少や近隣諸国の

追整の状況下にあっても，富民の暮らしの向上や経済・

社会の活力ある発展を目指すために i感動j ・ 「共感J

を呼ぶという価値軸，つま~ r感討主主j という新たな着娘

点からの価値軸(第4の{高値斡，性能・{言額・価格の3

つの鏑{直輸に次ぐ)の提案を行って，日本人の f感性」

を活用したものづくり・サービス活動を推進するにあた

って取り組むべき事項を検討するものである。具体的に

は，高品・サーピス競争力を維持・向上させていくため

に不可欠な差別化やイノベーションの要素を考える上で，

改めて旬、し、商品，いいサーピスは何かj という主主本的

な問いに立ち帰って検言すする。

「いし、商品J 旬、し、サーピスj とは，作り手の「こ

だわり・趣向・遊び・美意識・コンセプトjなどが，技

術・デザイン・信頼・機能・コストなどによって裳打ち

され，ストーリーやメッセージをもって「可視化 i物

語化jすることにより，購入者に f感動J • r共感j を

もって受け止められる商品やサーピスといえる。作ち手

の f感性」に由来するこだわりやスピリットが，ものや

サ ピスlこ邑づき購入者に詩型始める時，つまりは「も

の語り j として購入者の「感性JIこ訴え，感動・共感・

共鳴を得た附f.そこに特別の経済f高値が生まれる。

そこで，経済産業省は，購費者の f感性jに働きかけ

共感・感動を得ることで，顕在化する留品・サーピスの

価値を高める重要な要素を r感性価値jとして着目した。

f感性価値」を実現できれば，機能，傍頼性，コストと

いった要素を超えた「十 αの価値j を購入者に提供する

ことになり，それに見合う対価を得て，問時に，ものや

サーピスに対する生活者の愛着や閤定的な購買層を獲得

することができる。

日本人は.a寺に作り手の手間，こだわり，時間などに

共感し，それに価値を見出すことが元来得意であった。

本来表面に現れにくい，秘伝のもの，ものづくりの仕組

みや込められた怒い，使い手へ思いやり，といったもの

を，うまく可祝化L-.共感が得られば，新たな・大きな

経済俗健となる。

そうした日本の強みを活かしながら，我が毘康業の競

争力の強化と生活の向上のためにp 産学官が一体となり

取り級んでいくことを，今後の産業政策の柱とすべく，

「感性価値創造」の実現を目指した。具体的には r感

-162 

性価値創造活動の支援・事業環境の整備J r感性価値

実現のための経営学的方法論・入院工学的研究の推進j，

I感性価直を生み出す人材の育成・発掘J. r感生を育

む感性教育の強化j などを凶りつつ i感性錨f直創造j

のための国民運動の推進に積極約に取り総んでし、く。

「感性側値j の概念は，購入者lこ近い最終製品だけの

ものではなく，素材・部品という}11上から最終製品とい

う}11下までの広がりを持った製品全般，受には袋造，流

通，サーピス，コンテンツに至るまで，新たな日本のも

のづく 9やサーピスを考える上での普通約にE重要なキー

ワードである。名医の技と歴史がココロをつかみ，素材・

筏のラインナップが作り手の感性を刺激し，その結果，

購入者の感動を呼ぶことになる。

{垂れた技術力や陛の技を持ちながら，その価値を十分

に伝えきれずに，本来の対儀を得ていない住宅供給者が

多い。また，流通や販売においても，購入者が求める f感

性価税j の高い伎宅を見出し，新たな需要を掘り起こす

という努力，ハウスヒワレダーのd官、い メッセージを伝え

るという努力が今後益々求められる。

「感性価値」が高い住宅が我々の照りに増えていくこ

とは，その周辺の生活者の f感性Jに響き，心の援かさ

に貢献するものであり，成熟経済においては r感性価

値i 中心の発想によるすまいづくりや際連サーピスの提

供こそが，新しい住宅需要を喚起するカを持つ。

f感性倣値」の実現には，住宅供給者と住宅購入者が

お互いに響き奇い共河で作り上げる f共書IJJが重要であ

る。 r共感j ・ f共富山の連鎖反応が，新たなビジネス

チャンス・新しいビジネスモデルを生みだしB 建設需要

を創出するようなイノベーションと成長のドライパーと

なる。加えて r感性価鍍創造j は，地域経済も含めた

園内の滋夜的な住宅需婆発掘や. t世界住宅市場lこも伝播

しうる可能性を有している。

住宅産業は r感性jIこ訴える点、では，大きなアドパ

ンテージを持っている。 iこの外観は素晴らしし'¥J • iこ

の部屋の感じがし功、J • rなぜか落ち着く雰強気だJな

どといったお客様の素簡な言葉は，まさに l感性俄値j

を生んだものである。

「感性j を販売に繋11. r感性」を企業戦絡に組み込

む動きも見られるようになった。つまり，ピノレダーの「感

性j と主主主の f感性jが…致した時，初めて施主は I住

まいJから『精神約豊かさJをもらう。
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埼玉県の開発状況の寵変 古関 F畝 *1

ーまちづくり(地域形劇の手法と活動 (~2∞7) ー

キーワ-t' : 1)調査 2)まちづ〈り 3)地織活動

4)市町村合併

1.はじめに

2004年末を目安に国土利用計額、第五次全国計画

(第五次総合開発計蘭)がおおむね終わりを告げ、各地

方では「市町村の合併の特例に関する法律(合併特例法)J

に基づく市町村合併を皮切りに地方分権化のための様々

な合意形成活動も自立つようになった。

梅玉県においても平成 11年(1997年)、縫進委員会の

基、市町村の一局の充実を図るために埼玉県分権操選計

磁を策定している。(当持続玉県知事‘土屋義彦)

2. 目的

埼玉県の造成状況・まちづくり活動のための手法と状

況を大まかに把握したい。 行政機関(窓口等)を中心

に各市町村の開発・計阪等の調査を行う。(表 5，6)

3 報告 1 (全体集計)

調査自体は主に2006年 10月末から開始15日間の日程

で実行、各所で詩書発指導要綱、条例、地区計瀬、まちづ

くり活動助成金制度などの資料を収集した。(表 2、5)

生活麹を形成するための梼発行為自体l土、面積・許可

数共に{齢ミながら増加の傾向にある。(表 1) (注 1) 再

開発の多さでは川口市が 4~5 の再開発事業を有し、サッ

ポロピーノレ工場跡地は工事終了を迎える。(写真1-1， 2)

地区計画や工業団地数、建築協定締結数が多いのは、や

はり「さいたま市」である。 大宮・与野・岩槻との合

併で圧倒的な数となった。 地区計酪においては、越谷

市、 J11越市、)11口も 10簡所未満と多い。 現状、書再発の

進む八潮市も春日部mと同等数、行われている。 頭部

地域(比企都市圏)では、釘や村の合併が目立つ地域だ

が、そこでも 1・2箆所の計画が現在進んでいる。

地域別人口密度は中央地域、東部地域のj順で高く、森

林の多い秩父地域は別として地域面積は頭部地域が最大

で 114，405haで所沢、 J!I越と言ったサブセンターが含ま

れている。 用途地域の面積割合を見てみると 19.20%

と3番目で、局地面積は2番目に大きく、企業数は I番

の地域であった。

ホ1 P3建築設3十代:ii受
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中央地域は、用途地域割合が夜接、開発に結びつくわ

けではないが 52%(過半超)である。 市街化調整区域

の蕊積割合も 48%とほぼ過半、最大は東部地域で 71%を

超えた。 東部地域I土、東京都・千葉県に接しており京

葉エ日ア(湾岸)への流通路となっている。(表 3) 又、

東部地域l士、部分的につくばエクスプレスの開通におけ

る開発が人口の誘致における大きな重要閣となっているが、

同特に土鏑の高騰が懸念され始めた。(写真 2-1，2)

写真1-1 )11口サッポロピアスクヱア 050325 

写真 I古川!日サッポ口ピアスクエア 051203 

写真2・1八瀬駅前ロータリ一 等真 2'2 八瀬駅前sc造成

年次 I "'η ! J./ l~ I U1A I U1r:: 

宅地謡積(ha)

増加率(%)

襖発許可数 I 2.822 I 2，開5I 2. 729 I 4，057 
表 1埼玉県の照発許可数、宅地総面積(埼玉県土地 H16)

市民が街を使う上で集団活動(街づくり・学習)経費

を補壊する市民助成制度の数では、県下都心部よりの中

枢市町村での制度化が多いと詩え、山間地域では市民活

動は、組合などの団体が、 自三トー自告に行うため、そもそも

不要であった。 都心へ仕事に出る人は、その地域での

生活待問少なく、地域に回を向け難いのが、 つの熊題

で制度数にも差が出ていると言えそうである。

事 1 円鎗築設計代表

空間心理(環縫心理)と共に

地..レ~.いの手法三日を向けたい

2008年住総研「住まい!まち学習J実践報告 i輪文集 9
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4.報告2 (地域jJlJ)

報告は、計I面的手法(土地基本法。都市計量司法等)・事

業的手法(都市計態i法・都市公園法等)・民事的手法(協

定警の締結等)・誘導的手法(各様補助金等)の実例紹介

を順に行う。

争中央地域(中央複合都市麹) (10市 1可)

地域人口最大にして面積最小の地域、地域人口密度も

最大である。 団地rm積は小さいが立地企業数は 438と

意外と多い。 J豆幹線も多く整備され東京へ隣接してお

り、東京のベットタウン的存在も兼ねている場所も多い。

県庁所在地さいたま市を有している地域で、大手企業

の支j吉やその誘致が感んで存関発事業も多い。 JR浦和

駅東口駅前も大裂賄業施設を記した開発事業が 2005年

春に開始、 2007年 10月に主だった工事を終了させた。

{写真 3-1，2) 南北線の整備により浦和美観駅河辺も

埼玉スタジアムの誘致に伴い、むR都市機構の害者発事業が

始まっている。('字主主 4) 陶与野駅頭口駅前では、駐車

場や公腐を配したロータリー整備を中心とした西日区岡

整備事業を行っており区爾ごとに平成 20年以降へ工事

を進めている。(写真 5)

06，04 

@西部地域(商都複合都市開) (15討す 11町)

市町村箇積i土中央区の 2.4倍と県下最大で、人口は中

央地域より僅かに少ない地域である。 工業団地におけ

る立地企業数も 904と最大である。 聞道 16号、 254、

407道路沿いでも工場・倉態を良く見かける。 都心を

離れると起伏が多く、 f緑Jを較にした文化都市を回指す

プレーズが多い地域である。

東武東上線沿線、入関東部都市閣のふじみ野m、上福

阪駅i1'i口駅前の霞ケ丘一・二丁目では、高層7 ンション

と低層住宅群を地rz:計磁により整機している。(写真 6)

富士見市のみずほ台駅付近には、テラスハウス群と中層

アパートメントが並ぶみずほ台団地があり、付近に小学

校や調書宮摘を有する生活翻である。(写真 7)

写真6 霞ケli:1丁目 写真7 みずほ台関地〔低毎週)

又、坂戸市や鶴ヶ島市でも建築協定締結数は多く、関

越自動車道を近くに有する地域より、その生活習・スタ

イノレを考えさせられた。

やや奥の比企都市観の嵐山町・鳩山町には最寄の駅ら

しい駅がなく、ここも自動車の生活圏である。 鳩山町

は、 UJ関部で用途地域は伎底系がほとんどであり、第一

種低層住居専用地域の鳩ヶ丘 1~5 丁目・機ヶ丘・松ケ

丘の一帯では、建築協定を締結したf軒並みを形成してい

る。(写真 8) 少し雛れた大字今宿では、特定土地区画

整理事業施工広域があり、とこでは第種住居地域が主

である。 これに燐接して低層鮮のみならず、第一種中

高層住居専用地域も有した計画となっている。(今結束

地区計画約 19.8ha最低限度敷地部積を設定合)

区画整備事業 構与野駅西口広蘭整備事業 写真8 鳩山町建築協定鳩ヶE:1-5、楓ヶ丘、松ケ丘

さいたま市で言うと、開発行為とは~IJに各区コミュニ 所沢都市圏、所沢市・狭山市では緑化協定(都市緑地

ティー課にて「まちづくり推進事業補助金j を設立し市 保全法)で、みどりの保全を図っており、「狭山丘陵いき

民活動に助成を行っている。 これは各区内住民の活動 ものふれあいの虫」整備事業で市民の森を観光スポット

で「控室史や文化の研究を行い、区民に知らせるJr障害者、 として管理・整備している。

高齢者への福祉事業Jrまちづくりに寄与するものと区 まちづくりの市民活動においては、志木市にて「元気

長が認めた事業Jなどの活動務ままの上、認められた者・ の出るまちづくり活動報奨金支給制度を設けており 10

団体に年言語 10万円を限度額に補助金を交付している制 万円を限度額に即日法人企業支援や数種の活動支援に資

度である。 金援助をしている。
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@東部地域(東都複合都市劉) (12市 10町)

西部や秩父地域とは異なり、中央地域と間じく平地が

多い。 やや、低い大地で和l根南部や東部都市繍では、

河)11も多く、水害を多くあった地域であり、沼地も多い。

先にも述べたが、lIi街化調整区域面積割合が71.10%と

高い。 ヱ業地区でみるに東崎北部工業地区と東埼南部

工業地区に該当する。 30近い工業団地を有し、工業団

地面積・用地面積が共に県下最大で、立地企業数は2番

目に多く 765である。 他県との隣接が最も多い地域で、

平地であることが、東北自動車道・国道4号線を有し、

流通のためのストックエリアと化した理由と考える。

東埼北部工業地区(行田市、羽生市、加須市、北川辺

町、大利根町、栗橋町、鷲宮町、騎西町、藷蒲町、幸手

市、久喜市、蓮閏市、自!両町)内での工業岡地数は多く

20館所である。 現在、東埼南部工業地区の草加市、松

原団地では解体工事が進んでいる。(写真 9)

行政資料開発行為を見るに続西町では、第五草一第 22

条(造成高さ)造成する宅地の高さを造成道路面より

lOcm以上、 30cm以内としており、第 23条(区幽の面積)

内では市街地区域内での区画面積 150nf以上と設定して

特徴を見せている。 道路側携を含む地盤高さ処理l土地

域地形への配慮であることは言うまでもない。 松伏町

では、「開発許可等の基準に演する条例Jの第 2条で法

33条第4項の規定による最低敷地面積を300nfとしてい

る。(主に自己の居住の舟に供する住宅の建築の用に供す

る民的で行う関発行為以外の頻発行為) i市街化調整地

域内では 300nf未満での新規開発は、要相談としている。

(写真 10) 米界再発地域での、土地の用途転換を含む行

為にも、区調(分筆)地の小規模化を防ぎ、密集を防ぎ、

ゆとりある住宅地形成への配慮を行っている。

写真9 松原路地 061105 写真 10 松伏町内造成

加須市等では、大越処理[3:(大字大越等)において PFI

法(民間資金等の活用による生共施設等の整備等の促進

に演する法律)に基づく農業集落排水施設の設計、建設、

維持管理、運営事業を実施の特定事業者を選定、公共サ

ーピス向上と財政負担軽減を図る事業に取り総んでいる。

又、まちづくり市民活動裂の補助金制度は、加須市・

騎西町・草加lIi・大利根町で行なわれている。

@北部地域(北部複合都市圏) (3市4町)

冨道 17号を軸に中央地域と共に栃木・群馬と東京を結

ぶ地域で、工業E草地面積・用地面積は 3番昆に多い。

地区計源は熊谷市で行われており、土地区画整絡事業

は本庄市で行われている。 箇積的にi士、中央地域と差

l土少ない。 産業を見るに深谷市は葱やレンガ産業の衝

で、行政側も条例にて「レンガのまちづくり条例Jを設

けており、景観と地域産業の維持を殴っている。(写真

11) 開発行為には、分譲等における一区画面積を明記

している。 また、工業沼地も多く、東芝・ SAN町0・サン

ウェーブなどが、 JR高崎線路沿いに並び、付近に住宅地

が整備されている。(写真 12) 現在、市はプロジェク

トF(Flourish Fukaya with factories:工場(産業)

などで深谷を発展させる)の始動で、事業者が工場を建

設した線、一定の要件で市から指定を受ければ、 5年間

の投資湿定資産税iこ対する固定資産税を軽減を受けられ、

これにより企業を誘致し、産業の活性化を凶っている。

写真 11 深主主駅舎 写真 12 東芝・松下工場 (0711)

寄居町の環境整備センター敷地内では、「彩の恩資源

循環工場j を平成 17年 10月に操業務始した。(用地

返還は平成36年4月を設定) 県初の PFI事業 (BOO方

式)により公共の経営負担軽減民間事業を創出しており、

この運営協定の締結は、平成 14年 II月に寄居町、地元

住民組織、矯玉県、事業者による運営協定を締結してい

ます。 事業敷地総主主穣l士約針。 7haで工場用地は約

19.2haである。(写真 13，14)

写真 14付近PFI事業工事中

まちづくり市民活動としては、熊谷市 (2町ぺ村合併)

iこて助成金を設立:してし、る。

。秩父地域(秩父Fゾート都市遡) (1市5町)

この地域では建築協定や地区計画はほとんどなく、土

地区画整鏑事業も、秩父市(I日秩父市のみ)内でしか見

られない。 森林地域の影響で人口密度もとても低く、

ゆとりがある。 ほとんどが、都市計画区域外となって

おり、用途地域面積叡合は 1%台となっている。 長j静

町を含めて自然観光地であり、全体的に自然公隆法(欝

通地域・特別地域)の適用地域である。 工業団地等は

梅端に少ない。(写真 15、16) 開発行為等においては、

自然公機法に築づく手続きや土砂災害防止等の自然災害

対策が重要でL条例化され、対応が必要な地域である。
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忠良ぜ，<
犠場横揺 .'" 

判。， … 山 一i … 〉 4b拠

留 1 森林資源管理概念図 図2 界再発議成行為的概念

政府サーピ 川家J十l~tど剖"
ス生産者 判手1'iIサR』 dTスI'J、" I 酷内韓噌庫圏E 郡 t攻躍島直l 劉 Z本時現宮前3式.量

平成 10年 1董 18.757.386 142.20i >.5氾4.477 510.012 l且11.81宮 398.866 20.968.070 "弘336，522 142.20る 6.558.495 14，261.370 

平成 11年壇 IS.昌司7.452 133.136 1.529.524 504.911 1.857.6'司3 .00鈎2 20.946.1幻 2{)，31Q.06 "正"時 6.414..659 14.3陥8，043

平成 12年 度 I自.025.211 122.130 1.467.336 502.013 1.922.314 389.013 Zl.336切8 2{lJ]S.1宮2 122.13{l 6.355.844 14.85M埼4

平成 IJ年度 18.412.151 1I? .078 !.347.2官。 487.451 ]，965.618 棚醐 20.78a.3凶 20.{)35.81 Il7.G78 5冒725.113 14.943.114 

平成 14年 度 IS.施8.91マ m揃 l.260.129 4倒 2同9 1鵬刷 421.052 20.672.123 "鈎，，， 118.366 5，642印3 14.91l.254 

表4埼玉県県内総生産
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写真 15 長瀞玉淀自然公濁

関発行為自体頻繁では無いため、秩父市以外は行政各

町の諜・窓口は小さい。 皆野町でl士、企i頚課が建築指

導課などの役裂を兼ねていて、ほぼ無人である。

又、実際のまち(地域)づくりや助成事業ではないが、

自身の活動として環境系 NPO主催のフォーラム分科会、

林業と自然保護活動を考える会にて参加者と現状の部皇室

に対する討議を行った。 秩父地域の森林地域l士、埼玉

県の森林(J)j@半を占めており(霞有+私有)、低迷する林

業について筒川林業総合を軸に埼玉県産材のブランド化

よりの収銭安定を考えている事を都心部の人達と討議し、

地域産業の改善を願った。(写真 17-1，2) (閲 1) (注2)

写真 17'1 水F分科会 0509 写真 17'2 水F全体会

山蹴鞠鰯時公円以ω

"“ 舗嶋綿久

#~1 

;才

、午

4
号
、

4

3

j

、

5.報告のまとめ

行政機総を見るに建築指導課の名称は減り、まちづく

り諜などが増加、{也では行政推進課やコミュニティー諜

も設けられた。 行政サーピスは再構成や公共施設投資

より、快適な住環境区域(Ame国防Area)の繋憐・地域

活性化に協力(官民協議 ppp) しようとしている。

県土の凋発においては、国土利用百十繭j法:土地利用基

本計画等(第三章第九条)より、 1都市地域、 2農業

地減、 3.森林地域、 4必然地域、 5自然保全地域と祭

備された中で第一・二次産業の低下を考えねばならない。

(表 4) 現状、埼玉県の住区を形成するに東部，西部・

北部地誠にはゆとりがある。 地理的には、東低西高で

中央から北部・県北都市閣は平野昔日があり、東部iJ1!1はや

や低く精子の盛土を有し、西部燃は擁護造成の宅地造成

手法を主とする。 国土利用計額法は閤土形成計酒法に

変わり、不動産手法定期借地の思考と共に区盤形震に

おける用途編成 (FacilityFormation)・用途挿入行為は、

自然再生事業{自然手厚生推進法)を加味した。(閲 2) 近

年、第一次産業収益の低迷下、来は工場用地と人員の誘

致を推進している。 今後i土、各産業に2毒づいた北部・

東部地域の住区形成の部分空整備や、大人と子供が再整備

された公共霊堂開で将来の生活に対するイメージを行い、

人と触れ合う学習活動をする事に助成金制度等が使われ

ることを綴い、希議ある色合いの街の形成に期待したい。
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表 6 埼玉県行政機横一覧 (県民経済計算年報)

く注〉

1) 音調査自体は、 2006年 10月 26Sからで、各種開発行為に対

してはそれ以前より、観察等によ哲行っている。

2) 2005年 9月 10日照催、第一分科会 f森林保全と市民的課

題j康長

く参考文献〉

1) 鳩玉県下各行政庁指導要綱・説明資料等

2) 培玉県下都市計書留殴一式

3) 埼玉県工業適地図、企業局留地位蜜図

4) 彩の笥 5か年計顕書 21
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海水浴場における迷子対策に関する実験的研究
宮崎渉判

近藤鰍佐叫

山本柄拘官"

古翌朝関よ判
大洗サンビーチを対象としてー

キーワード 子供迷子若宮IJG苗場ピーチ安全・安心まちづくり

1 はじめに

広大な海水浴場では、人口密度の高い砂浜や類似した

景色が続いていること、また高い建造物がなく目印とな

るものが存在しないため位置確認が困難であることなど

から、迷子が発生しやすい祭潤であると考えられている。

日本有数の来場者数を誇る大波サンピーチでは、毎年

500人以上の迷子が保護されている現状にある。しかし、

大洗サンピーチを含む全国の海水浴場では具体的な迷子

対策がなく、保護者による管理にとどまっており、海岸

管理者による迷子対策を保護者は求めている。そのため、

大洗サンピーチのように迷子の多い海水機場では、監視

塔の下が迷子で溢れてしまうことから随持迷子を解決し

ていくことが重姿であり、迷子防止方策と迷子の早期解

決策の一体的な方策が必要であるといえる。

そこで本研究では、返去4年痛の迷子妨止方策と早期

解決策の一体的な方策の実験活動経緯から新たな迷子対

策構築することを目的とする。さらに 2007年に実施した

議査では、迷子防止方策の迷子の発生場所、発生婆問、

誘発させる要素の抽出に加え、海水裕客の迷子lこ対する

意識を把援することで、実擦の迷子発生状況と、現状の

迷子の発生状況に対する保護者の払喰の違い把握し迷子

発生要因を明篠にする。そして今後の迷子防止方策の効

果の向上を鴎ることを自的とする。

2， 大洗サンゼーチ配概要

大洗サンピーチの地図を図 lに示す。茨城県大洗町に

ある大洗サンピーチは全長 1，300皿、海岸幅300mの広大

な砂浜を有し、日本有数の海水浴客数を誇る海水裕場で

あり、日本初のバリアフリ 選定ピーチである。

来場者数は年関 750，0加入を数え、休日には約 50，開。

人もの海水浴客が訪れる。

また来場者の 62.3%を家族が占める家族型海水浴場で

あり、毎年約 500人もの迷子が保護されている現状にあ

る。

本研究では大洗サンピ チの中でも家族連れが多く、多

数の迷子が保護される eastピーチ2番・ 3番監視塔周辺

を対象とする。

"日本大学 教授

"岡本大学 等控訴師

猟 4岡本大学 4年生

安惨

図1調査対象地概要

3 大洗サンピーチにおける主若干対策の研究紙緯報告

3， 1 20例年における迷子対策の研究

2004年の実験では、安全に海水浴を楽しむために海水

浴場の迷子問緩の現状iこ着目し、子供に認知されやすい

キャラクターを利用したピクトグラムを使用し、海水浴

場独自の迷子防止システム案の縛築を自的とした。

研究方法としては、キャラクタ】の代わりに赤、青、緑

の三色の色紙を用い、それそ'れ海水浴場の数視塔の 3聞

に貼り j，tけ、砂浜を 3つのエリアに区分する。問符iこエ

リア毎の子供に対して同色のリボンを装着した。(写真1

に示す)さらに保護者を対象に、実験lこ対する意見を求

めるアンケー卜調査を行った。

調査結果では、迷干の減少に苦干与することは出来なかっ

たが、アンケー卜結巣により、保護者の迷子に対する関

心度が低いことが現らかとなった。また実験に対して保

護者から非常に高い評価を得られた。

169-

写真12∞4年劉査隠景

キ， B本大学寝工学研究科縛士銀程後期2年

日本大学理工学部卒業

自本大学理工学研究科博士課桂前期修了

NPOユニハサル社会工学研究会会員
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3.2 2005年における迷子対策の研究

2005年の実験では海水浴場において維持情報を掲示

する迷子防止方策と倒人情報を利用する迷子早期解決策

を実験的に行い、迷子を減少させることを自約とした。

研究方法として佼霞情報を掲示する迷子防止方策におい

ては、目印の少ない海水浴場において、唯一高さを持つ

重量視塔にキャラクターや色紙の渇示を行った。

その結果、二子供の認知度が高く、深く親しまれているア

ニメキャラクターのアンパンマンや、視認性が高く子供

に分かりやすい色である赤色の位震情報を滋示した控室に、

迷子が減少した。(写真2に示す)しかし、さらに大憾な

迷子減少を目指すためには、より広範閣に伝わる目却の

検討が必要であり、混雑する監視港付近左水燦の聞の広

大な設問において、動線の確保や視界の機保を目的とし

た"'"問がE重要であると考えられている。さらに、位盤情

報の掲示を行うことにより、海水客の迷子妨.IJ:方策に対

する認知や述子に対する意識の向上も確認できた。また、

リストバンドによる銀人情報を利用した早鍛解決策にお

いては、従来の迷子平均解決待問の約 13分から約8分へ

と短縮することが可能となり、リストバンドの有用性が

明らかとなった。しかし、現状では配布手段に問題があ

るとされ、配布にあたっての保護者の協力が必要不可欠

であるといえる。

写真 2 2005年間査風景

3.3 2006年における迷子対策の活動

2006年過去の統往研究から、位置情報を提供する迷子防

止方策と迷子早期解決策の手法を考究し、迷子減少方策

の纏立を目的とした。また、それぞれの手法を大洗サン

ピーチにて実験的iこ行い、その効果を抱援し、有用性を

明らかにする。問符に、保護者の迷子への意識を把援し、

そのうえで迷子防止方策および迷子早期解決策を行った

際の保護者の意識の変化を把握することを昌的とした。

研究方法としては、迷子防止方策として海水浴場に適し

た{立震情報になりえる目印の選定をするために、文献調

査等から子供の身体的特除および海水浴場の地理的条件

を把握したうえで選定した。また大洗サンピーチにおい

て実際に設霞し、実験調査を行った。また偶人情報を利

用したリストバンドによる迷子早期解決策を地続的に行

った。(写真3に示す)

結果では、{立重量情報としての吹流しを設鐙した迷子妨lt

方策では予想迷子数と比較し減少傾向が確認され、迷子

の減少に寄与できるものであった。迷子早期解決策では

従来の解決方法では平均約13分であった解決時鴻を約7

分と大憾な短絡を可能とし、また迅速で安定した解決を

可能とした。このようなことから、リストバンドによる

迷子早期解決策の有効性が明らかとなった。また、 1861

人の子供にリストバンドを配布し、そのうち迷子となっ

た子供が3人であった。よって、リストバンドの配布lと

より、保護者の迷子に対する意識が向上し、迷子防止方

策としての効果もあることが考察された。

写真 32∞6年続資鹿畳

3.4 3年院の迷子対策の研究に衡する分析

過去の迷子対策の活動によ切、保護者の迷子iこ対する

意識が低いことが明らかとなり、その後、迷子防止方策

および述子早期解決策に対して、基盤が建てられてきた。

そんな中、 2006年の研究では吹流しの設費、ヲストパン

ドの併用といった、迷子防止方策および迷子早期解決策

の手法が考えられ、有効性も確かなものとなった。

過去の迷子対策の活動により、大洗サンピーチにおいて

迷子対策を行っていることを知っている人が増えてきて

いるといえるものの、まだごく少数であり、今後認知度

の拡大を殴る必婆があるといえる。そのため、 20申告年の

研究に改良を加え、継続約に行っていく必要があり、大

洗サンピーチでは迷子対策が整備された海岸であると認

知度を痛めていくことがE重要であると考えられる。

現段階では、保護者や子供に対して位置情報を提供する

ことで迷子の減少に寄与しているロしかし、さらに迷子

防止方策を構築するにあたり迷子の発生要留、発生場所、

迷子を誘発させる要素を分析し、吏なる迷子減少に繋げ、

迷子紡止方策を構築することができると考える。このよ

うに、迷子の発生状況について具体的に抽出することに

よって、いつ、どこで、{可が原因で迷子が発生するのか

を把援することが可能となり、保護者に対し十分な主主意

喚起が出来るものと考えられる。

4. 2007年迷子対策の研究自的

2007年の研究では、子供が自らの位置を把握するため

の目印を設議する迷子防止方策、子供に氏名や連絡先を

記載したリストバンドを配布する迷子早期解決策紛を継

続的に行い、過去4年分の年度別主主子発生データと本年

度のデータとの比較分析を行う。問時に保護者に対しア

ンケ} ト誠査を行い、迷子lこ対する意識調査を行う。さ

らに迷子発生時、迷子保護者にアンウート調査およびヒ

アリング調査を行い、迷子の発生場所・要因、迷子を誘
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発させた婆索者抽出し、迷子の発生状況を務磁にする。

5. 2007年における研究方法

子供が自らの位置情報を把握するための目印として

キャラクターの吹き流しを殻援する迷子紡止方策と、子

供に氏名や連絡先を官記載したリストパンドを配布する迷

子早期解決策を行った。寵布時にパラソノレのイ立債のプロ

ット図を作成した。ヲストパンドの絵は吹き流しとリン

クさせ子供がパラソノレの位援を覚えやすいようにした。

また、アンケート識奈・ヒアリング調査及び、過去 4

年分の年度量rJ迷子発生数データと本年度迷子発生数デー

タとの比較分析により、本研究の有用性を明らかにする。

キャラクターの吹流しの配撞を悶2に示す。

さらに子供連れの家庭の保護者に対し、予想される迷子

の発生場所・婆図、迷子を誘発させる重要素についてアン

ケート調査を行った。同時に迷子発生時、迷子保護者に

アンケート調査を行い迷子の発生場所・要閣、迷子を誘

発させた要素を始出し、迷子になった状況についてヒア

リング調査を行い、これら2つのケースのアンケートを

比較分析した。調査概要を灘1に示す。

:3a拡?見切

F判
明

£
 

悶2キャラヲターの吹流し的配鑑

車1調受概要

自 研究結果および考察

6.1 キャラクターの吹流しの有用性

迷子防止方策のための吹流しを設置するにあたり、海

水浴場の雰閤気の阻害が懸念され，多くの吹流しを設置

することは困難であった。しかし実際に海水浴場を利用

する海水浴客の 89%が“違和感なく調和している"と鴎

答しており、海水浴場の雰囲気の段害に影響はないとい

える(図 3)。また吹流しは大人に対しても、パラソノレや

自らの位置を把握するための情報としての効果が痛い事

が分かる(図4)。

11%" ，/。縄 持覧¥「n

趨夜瀦認まく風早砲してる "1 '; とてち智砲でおる

どちらでもない 省衛で..
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省麹でない
¥酬

殴3臆鴎由理事随銀との飼和 閤4 大人への吹流しの有効犠

"ち '"‘ "" 援部

"" とても'.L~b疋
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lt~.，f. 52>1 

"弘

1llI5 吹iiil.，由注目度{傑蟻 図書吹流しの注自腹{子供}

さらに保護者の 73%、子供の 55%が来場時に吹流しが気

になったと殴答している(図5)(関6)。よって本研究で

潟いた吹流しは海岸での注吾度が高く、海水浴場の雰密

気を隆警する可能性も低いため海岸での利用iこ適してい

るといえる。

6. 1 年度grJ迷子発生数と迷子紡止方策の効果

大洗サンピーチでは年々迷子数の減少が見られ、吹流

しとそれに対応したリストパンドは迷子防止方策として

有効であるといえる(弱7)九さらに 2007年度の日射

迷子発生数を分析すると 8月5S (日)が非常に多い。昼

過ぎまで迷子がほとんど発生せず非常に高い迷子防止効

果を発揮していたが、 14時過ぎからの雷雨により海水浴

客が一斉に海から浜へ戻ったことで迷子が急滋に増加し

た。よって気象状況の変化は迷子発生に強く関係する要

因であるといえる。

図7年度溺迷子舞生数明月 1白-8月12S) 

6. 1 迷子平均解決時間とヲストパンドの効果

8 月 1 日 ~12 認の識査期間中に 2番監視塔及び3番監

視塔では 109人の迷子が発生したが、リストパンドを装

着していた子供の迷子数は5人にとどまった。さらに本

年度の大洗サンピーチの平均迷子解決時間28分間秒に

対して、リストバンドを装着していた述子は 3分 22秒

と非常に高い効果を得ることが出来たため、リストパン

ドは迷子早期解決策として非常に高い有用性があること

が分かつた(盟主8)。

6. 1 迷子の年齢と迷子の家族構成アンケート識変

迷子を年齢別lこ分析すると、 4~5 歳が最も多い(倒的。

様々なものに興味を抱き走り綴ることや、迷子に対する
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認識が希薄で帰省本能も低いことが要因と考えられる。

ここで迷子者数の多かった 4.......o歳の迷子のみを締出す

ると、保護者数は 2 人~3 人が多く、さらに保護者 2 人

の場合は子供3入、保護者3人の場合は子供2人という

保護者と子供の人数が一致しない家銭構成が多いことが

分かった。ヒアリング議査から、保護者より子供が多い

と十分に自が行き届かず、保護者の方が多い場合は、他

にも大人がいるという安'l;感から注意力が低下している

ことが考えられる。

6. 1 保護者の行っている途子対策の務題点

海水浴場では迷子対策として、自分たちのパラソノレの

位置を覚えさせるために子供に臣聞を教えることが多い

が、アンケート調査により 945件中 443件がキャラクタ

ーの吹流しを目印にしているという回答が得られた。次

いで、監視塔、パラソノレの特徴を教えていた(悶 10)。し

かし、監視擦は大洗サンピーチに8基設置されているこ

とや、すべての歎後塔が河じ色の旗を掲げていることな

どから、どの監視塔を目印にしたのか分からなくなって

しまい、 ~IJ方向lこ向かつて歩いてしまうケースが多くみ

られた。またパラソノレは、人混みなどが視界を遮り、子

供の目線で視認することは殴難であるため、監視塔やパ

ラソノレを目印;こすることの効果は低いといえる。これら

は実際の迷子の保護者に対するとアジング調査でも明ら

かとなった。また、迷子対策をしておらず、{可も教えて

いないという問答が 104件あった。

仕 l 迷子発生場所・要お及び誘発嬰素語審査

実際に発生した迷子の保護者に対するアンケート調査

により、迷子発生場所は海中よりも水際と砂浜iこ集中す

ることが分かつた(図 11)。保護者の迷子発生場所の予怨

でも水際及び砂浜の鴎答が多く、保護者の推調せと実際の

発生場所に相違l士見られなかった(鴎 12)。またヒアリン

グ書官査からパラソノレや人混みが迷子を誘発する要因であ

ることが明らかとなった。以上よりパラソルや人混みに

よって視界が遮られる水際や砂浜での注意喚怨が必要で

あるといえる。迷子の発生状況は“海から浜に戻るとき"

が最も多く、次に“食事中"が多いことが分かった(劉

13)。昼食の時潤帯は他の海水浴客も多く浜に戻るため、

人口密度が上がり迷子が発生しやすい状況となる。さら

にトイレや翼い物で浜を歩くことが多くなるため、迷子

になる可能性が非常に高くなると考えられる。保護者の

予想では“食事中"の問答がf草か 2%と最も低く、ここ

に大きな意識の誤差があるため今後十分な注意喚起をす

る必要があるといえる(図 14)。

6.1まとめ

今回の結果から吹流しおよびリストバンドの有用伎の

高さが示され、迷子防止方策と迷子早期解決策の効果が

高いといえる。また気象状況、時間帯、家族構成などの

具体的な迷子発生要阪や発生状況が明らかとなり、保護

者の迷子に対する認識の違いも把握することが出来た。
時濁却
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1) 2007年度の迷子数の増加は、 2005伴、 2凹6停は朝から天

侯が悪い等の理由から来場者数が少なく迷子発生10宝ら

なかった日があったことや、 2007年度は体R数が多かった

ことが原図に挙げられる。
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3.住教曹委員金からのコメント





3. 伎教育委員会からのコメント

本各実践報告・論文について住教育委員会で言胡商したものをコメントとして掲載します。従って，コメントは各実銭報告・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。

小学校三年生の社会科において子どもがまちとの関わりを

深める調べ学習の取り絡み

鈴木邦務 (pp.3-8) 

調べ学習の素材として、小学 3年生社会科のfまち調べj

を取。上げ、その有効性と進め方のモデルを提案している。

31時間とさらに笈休みもつかった大きな活動だが、この報告

からは活動のねらいや流れ、成果が見えにくい。また夏休み

の宿題学習による学習成果について、特に配慮を要する児

童への具体的対応の詳線と、学習における見学の意義や子

どもたちの学んだことは何なのか、記述が欲しい。

総合的な学習の時間におけるまちづくり学習の実践と評俗

一学生支援を伴う地域活性化を考慮したまちづ〈り学習の

あり方

篠部裕(pp.9-14) 

呉市の小学校6年生のf総合的な学習の待問jでのまちづ

くり授業の実践報告の論文で、児童がまちの[昔・今・未来」

を新聞記者になりきって鵜べ、 15回の授業の膿隣を経てまと

めてしてとしづ内容である。この授業を通して育成する子ども

の能力や学校の教育毘様、児童観を事前に担当教員と紋

密に打ち合わせをし、学校に提案し共通認識を持ち展隣し

ていくと実践内容も充実したのではないだろうか。さらに学生

のかかわりの課題も明快にして展関すれば学生支援の意義

が見えてくるのではないだろうか。

考え、行動できる市民を禽てるまちづくり学習 徳井市包新

小学校6学年「見つけよう克つめよう忌新のまちJの実践

を通してー

若林佳枝(pp.15-20) 

49人の小学 6年生が、市民性とし、うことを意識しながら綿

密な計画と諸機関との連携のもと、 l年間取り組んだ総合的

な学習の時間の実践報告。まちへの思いが、他者へひたす

ら要求することから、やがて自分にできることはなし、かと自分

への憶し、かけに代わっていく変化を、児童のコメントから丁

寧にとらえている。

-173ー

また自分たちの提言と活動を上手く結びつけながら学習

課題を解決してし、くのは説得力がまる。

lE統的廃m参加論1こもとづくまちづくり学習の試みー中学

校における食業・行政と連携した環境教育の実践的研究ー

坂田真吾 (pp.21-26) 

中等教育学校で援問号されたまちづくり学習を、正統的廃

辺参加論の立場から検討した研究。堅実な筆致や綾密な論

の構成に好感が持てるが、すでに正統的周辺参加論自体は

広く知られるところであり、またlE統約j習辺参加論の提起以

前から、ここで取り上げられたのと類似の実銭自体は役会科

等で行われてきたことなどを考え合わせると、今後l立正統的

周辺参加論ならではの実践創出への合意を、さらに鋭角的

にあぶりだす方向へと研究を発展していってほしい。

fえき・まち活性化」で育んだ高校生の公益活動一町民駅の

活性化から始まったまちづくりの取り絡みー

江本一男 (pp.27-32) 

車問を地域の中心的コモン施設として位置づけ、住民活動

の起爆剤の役割を高校生がしている点でユニークである。

若い感覚とエネルギーで、地域の顔である"駅"の再生に

取り組んでしも姿に清々しいものを感じる。活動内容も素靖

らしし、。

那E耳JII;OJ酵を対象としたまちづくり学習の実践 (2)潟川水

族館のデザインを課題として一文部科学省社会教育活性化

21世紀プラン事業「博物館の建築とデザインから学ぶ社会

教奮」ー

議見泰彦 (pp.33-36) 

河川水族館を中心に河畔のまちづくりデザインを課題とす

る学宵であるが、環境を意識しながら生徒達が自分たちのア

イディアを具体化するまでの過程がわかりやすく伝わってくる。

またその内等も現実に実現可能なほど練られていることに学

留の成果を感じる。工業高校の実践報告として目新しさはな

2008年住総研「住まいまち学習J実臨報告論文集9



いが、カリキュラムが構造的に組まれていて、実銭の紫もi高

し、。

建築系専門学校生のための住まいづくり体験プロジェクトの

実践ー住まいづくりの療体験を補完するための実践教脊プ

白グラムの構築に向けてー

友海~志(pp. 37-42) 

注担すべき取組みである。 46nfの木造平淫立て住宅の

施主のチャリティ精神がルザンイ。学生の住まし、づくりの実

物教育プログラムの実践と詳価としてユニークである。 E主体

験を補完する実践教育プログラム、ものづくりを軸とした教脊

体系の構築と実践が今後とも期待される。

股史的保存建震の再発見ー蔵造り態度実測調査の報告…

角本邦久(pp.43-46 

蔵造りの構法的特徴と温熱環境の特性調査の学生による

実測実習をまとめた実践報告むある。昨年度も対象物を替え

た詞様の報告であったが、実測実習を通して学生にどのよう

な能力を育成し、どのように技術を学ばせ、 j授業を構成し、

発展させてしてか、授業づくりの専門家としての論述も必要

であり、読み手を説得する論理展凋がされると深みのある論

文になったのではないだろうか。

持続可能な社会づくりのための学留支媛プログラム一大学

の強みを活かした商官学の連携事業ー

尾鰭司(pp.47-52) 

大学と区と商!苫街が協働して運営するコミュニティレストラ

ンが大学の実学の場となるだけでなく、情報発信や地域との

交流、務盾街の活性化にもつながっている。食育の問題を

絡めて地産地消からESD(持続可能な開発のための教育)

プログラムにしてして点は他地域でも応用できるだろう。

ワークショップの組み立てが面白く、理論的で且つワクワク

させる。問し、かけと対話によって人の気持ちを隣く仕掛けが

ある。

中高生のまちづくり・コミュニ苧イ活動への参画音促す教科

学習の可能性一中学校および高等学校家庭科教科書から

の考察ー

妹罵理子(pp.53-58) 

家庭科の教科書lこ、まちっくり・コミュニティ活動への参画

を促す可能性を探るとしづ視点が斬新である。問的に却して

了容な分析がなされており、さらなる研究の発展を支える盤

石な基礎資料づくりとして意義深い。抽出された教科書記述

が、実践の創出やそこでの思考の深まり、態度の変容などに

どのように発展可能であるかの吟味などが、今後の課題とし

て重姿であろう。

身近なf暮らす場jでの子と母の俊環境，環境共育一三つの

fくらすばワ-'Jシ丑ツブ」

古橋久美子(pp.59-64) 

幼少期iこ「センス・オプ・ワンダーjを育むことをねらし、とす

る、子と母のワークショップの試みであり、子育てと環境づくり

を結びつけた点がお白い。ユニークな子育て支援ともいえる。

「くらすば特級建築士Jを呂指すなど仕掛けのアイデアが楽

しく、仕掛けをしている本人たちも楽しんでしも窓気が伝わっ

てくる。三つのワークショップすべてに絵本のカを活用してい

る点も興味深い。

今後は父親も巻き込んで展詩書されることを期待している。

むかしの住まいと纂らし-8たいけん一隆史系博物館を活

用した子どものための住文化体験プログラムの隠発と実践

碓箆智子(pp.65-70) 

日本の伝統的な暮らしの文化を継ノ草してして方法として、

援史系博物館を活用するとし、う着服に意義がある。博物舘を

舞台に経験豊かな町家衆、大学生、子ども、保護者の双方

向での学びの可能性が示唆されており、興味深い。今後iこ

向けて、今回のような2日間といった短期間での実施だけで

なく、より長甥的、あるいは常時的な活動が鶏待されるところ

である。
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藤沼傑(pp.71-76) 

魅力的なイベントであるが、それに依存した報告のみであ

り、参加者は楽しそうだが、何がその婆IIIか、論文は子ども

の自己評価分析のみで、肝心の子どもの声や反応の記述が

ないのが残念。ただし、超多忙なはずの設計事務所の方々

がこのような観点をもって取り組んでおられるのがなんとも頼

もしくて、さらなる展開を考えると社会に希裂がもてる。しか

も本人が楽しく行っておられる様子がその書き方から随所

にったわってきて、その魅力とするところは何かをもっと詳し

4h 
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く知りたくなるちょっと不思議な報告。

まち遺産をアートで表現する「二子玉JII子供まち遺産j 都

市遺産発見を通した、教脊プログラムの構築と実践ーまち・

ものづくりワーウショップによる越境ネットワーヲの構築ー

伊藤滞ー(pp.77-82) 

原風食としての務j苫街の中に大入になっても残したしもの

を見つけ、 f子供のまち遺産Jとして認定していく着想がおも

しろい実践である。まちのよさの再発見の体験活動やそれを

キャンドノレ(アート)に表現する活動を通して、子どもたちが選

んだ遺産は、コミュニティの中の自に見えない、愛情やふれ

あい、笑顔でアイデンティティーのあり様を示している。実銭

者は子どもたちから衝の中にある古き建物や自然、歴史の

中の遺産を想定していたが、「子ともたちは留に見えない鑓

係性をしっかりと感じ取り、目に映していたJと述べてL唱。再

開発事業完成予想図から克えてくる建物君事とのギャップを次

につなげて展減してほしし、。

セルフピルドコンテスト・アーキファイトによる交流・創造剛競

技の場

小林哲也(pp.83-88) 

イベントとしては面白い。しかしこのイベントを対象化して

分析する視点が弱く捨象的に終わっているのが残念。だが

ねランドの中での行事であるので、前回に発表があったこと

から、子どもらの鑓わりという点では若干重複が気になるとこ

ろ。学生対抗短期集中堅のセルフピノレドコンテストのレポート

としてのまとめであり、空間創造の方法・手法における新しい

発見なりがあるとよかっTロ

農山村での木による実寸大rものづくり」の実践効果「木匠

塾Jが建築“環境系専攻の大学生と地域!こ与えた影響そ

の 1一川上村木匠議10年の継続を事例としてー

戸回都生男(pp.89-94) 

木li1塾のような林業活性化の取組みはしてつかの地域で

行われているが、学生に体験させて技術を理解・獲得してい

く実践で、その活動を体系立だてて説明してしものがfE巻で

あるロ持続可能な林業や地域づくりに自を向け、地域が自立

してL、くために人材育成にかかわっている立場からの提案も

あると、林業問題への関心を触発され、広がりをもってしてこ

とになるであろう。

戸
川

υ
ウ
41
 

近木川の活動で紡<'.人と自然とのいい関係

橋本道次(pp.95-100) 

長年に渡るili木川での活動を振り返って総括し、「地域

カJの視点で人と自然のいい関係を湾考。 f下水道整備にお

金をかけるより~ilî木川大好きリの郷土愛を育てることが大

切Jr人と自然のいい関係は自然の恵みに感務し、畏敬の念

を持ち、循環の中の一員として暮らしてきた経緯で築いたも

の」などの言葉は体験から紡ぎ出され、カを秘めてしも。

一環して地域や子どもの感性から学ぼうとする姿勢に敬意

を表したい。

三浦半島における市渓活動によるエコミュージアムの展開

一地域を学ぶ場としてのヱコミュージアム活動に関する研究

大源一興(pp.101-106) 

エコミュージアム活動を通しての入の交流の促進から地域

の認識を深めるというネットワークと地域の関係というエコミュ

ージアムに重要な要素を浮かび上がらせている点は非常に

説得力がある。だが、ネットワークと地域の関係についてはエ

コミュージアム以外にも都市農村交流、グリーンツーリズム、

エコツ}リズムでも言われていて、それほど簡単なことでもな

く、課題も多いはずである。方法の模索とし、う意味で一般化

しえる方法論なるか、いや方法自体は鰭JlIJ約なものか、議論

ともなるところであろうが方法論としても興味深い。

メディア路発を用いたまちづくり学習の実践と諜鐙ーさいた

京市岩機尽における親子のためのまち理解副読本続発プロ

グラムの運用過程を対象にー

大西律子(pp.107-112) 

ビデオや絵本や劉読本などを創作することを過してまちづ

くりを学ぶ「メディア朔発製まちづくり学習」の効果を体系的

に論述しており、興味深い。岩槻プログラムを企陸軍・実箱し、

規定した枠組Iこ沿って、受講者の変容を丹念に検討してい

る。メテ字イア開発とし、う創造・表現活動のプロセスには、参加

者が思いがけない価値を発見したり、創る楽しさを見出したり

する可能性が大きい。ここから双方向の学ひ~t;~生まれ、指導

者側jが考案する「学潔者の成長プロセス・モデノレ」や「指導

体制」を越える学習が展開されることを期待している。
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郷土の偉人文豪夏沼激おを学ぶf激お号j都賀の旅実践

報告一貴重な地域の歴史と文化を次世代に継滋させるー

長尾間l)(pp.113-118)

激石を共有の記憶とし、それを核としてまちづくりを推し進

めていこうとする実践とその検討の第一弾的報告として実に

興味深い。文章に独特の味わいがあり、読み手を引き込む

点に筆者の力量を感じさせる。引き続きの展開に燃待すると

ともに、今回は感怨の列挙に終わってしも点など、さらに客

観的な分析も盛り込んだ報告を今後に望みたい。

多t註代交流安閑の研究蛍代隣の継来と人のつながりーコ

ミュニ子イの原型を探るー

小山展宏(pp.119-124)

同じような問題関心を抱きながら、それぞれに独自な道を

歩んできた 2人のコラボレーションによる思考の立体的結実

として興味深い。併せて、山田清氏の災銭を従来とは異なる

角度から再検討しようとしてしも点にも新機軸般を感じさせる。

「サンマjの不在状況を超えて、 f間」のデザインの方法を精

進的に提起した論として高い説得力がある。

住まい手のニーズを浮かび上がらせるつーヴショップの企額

経緯一俊まい手と建築家によるコミュニケーシ3ン!こ着関し

てー

竹翻篤永(pp.125-130) 

ユーザーのアイデンティティを満たすデザインプロセスとし

てワークショップを位置づけ、その過程のトラフソレiこも着服し

つつクーノレに分析してる点が評価される。ただしこの方法は

へンリーサノフの方法論にも類似し、新鮮さの点、でどうかつワ

ークショップの方法論のレピューをした上でオリジナリティは

どこにあるのかを示してほしかった。

路上のファシリ子一シヨン-fみちばたからまちづくりプロジェ

クトJ

長路素彦(pp.131-136) 

まちづくりのコミュニケ}ションを演劇手法によって路上と

しづ共有空間で展開していき、社会参加や人々のかかわりを

促進させていこうとする"まちづくり"の興味深い手法の事例

紹介論文である。メキシコ路上演劇然に端を発し、浜松や世

田谷で開催された路上演劇j祭が紹介され、埼ヨ三での事例が

詳細に記述されているが、路上ファシリテーションについて

具体的なイメージを明確に記述していると、まちづくりとの関

i車性や結びつきが理解されたであろう。

コミュニ子イカフェと地域の縁側づくり一市民禽ち!こ議13して

陣内雄次(pp.137-140) 

コミュニティ再生の試みを行政iこ頼るのでなく、 fゃれξこと

は自分たちでやる」のスダンスで地域の人たちの出会いの場

を創ろうとしている。コミュエティカフェfソノヨコ」の実践を通し

て確信できたことは、コミュニティビジネスの持つ最大の高IJ産

物は f市民育ち」であることだとしづ。 rwソノヨコ~は金儲けじゃ

なくて、ヒト(人)儲け」の言葉が印象的。

地域の主婦や務者たちを巻き込んで農照しており、地域

の縁側の実践と理論の試みとして、高く評価したい。

知約織害者遜所授獲自在設税局者と地域住民が連携したfま

ち中の落書き消し縁j活動実践報告

小口優子(pp.141-146)

公園の治安悪化防止の美化運動というテーマだが、その

先に現在は予算的lこ難しいプーノレの撤去とし、う行政への大

きな要求が仕掛けられてしも所に、この活動の大きな意味が

ある。何ともシンフツレだが、だからこそカ強く、若実でおもしろ

い。プロセスにおける鴎蟻や心配も?生き生きと描かれていて

好感が持てる。

警の城下町・越後高回!こ残る造り込み王t雁木の残存状態と

成立過穏

菅原邦夫(pp.147-150) 

前回同様に雁木に関する熱心な務査報告であるが、住ま

し、.まち学習としての緩点からの分析や浸関に弱L、。加えて、

造り込み式雁木の他伎を生活や景観等を含めて多面的に

発見・評価することへのふみこんだ考察がほしい。

ユニバーサルデザインの視点によるまちづ〈り学習活動ー

サブ9イトルこうべUD広場における市民活動の取り組み

EB中直人(pp.151-156) 

阪神大地震という未曾有の出来事を経て、言葉やイメージ

だけが先行する"まちづくり"ではなく、核たる部分に板ざした

まちづくりの重要性を感じさせる実践である。バリアフリーでと

まってしも自治体・行政が多い中、そこを 歩踏み込んだユ
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ニバーサノレデザインでまちづくりを従える視点は光線的な取

総みといえる。

次代のよき住まい手・っくり手を育むー21世紀の住宅を考

えるー

木村正彦(pp.157-162) 

21世紀のf理想の住ましリ論を筆者なりに君主開し、そのヒ

ントになるf往生活基本法Jr長期優良住宅普及促進法案」を

詳細に紹介している論文である。残念ながら住生活基本法

の各条項の説明や200年住宅の普及にかかわる法律案の

紹介だけでは、 f感性jの住まいに結びつかないので、何を

沼指すためにどのような実践を筆者自身が展開してしもかな

どを記述し、はき{主ましりに共感できる論理展隣をするとより

良い論文になったのではないだろうか。

埼玉県の開発状況の誘査ーまちづくり(地域形成)の手法と

活動 (-2∞7)一

吉田隆久(pp.163-168) 

土地利用と告書発造成状況に演する単なる調査報告の域を

出ていなし、。本報告・論文集は「住まい・まち学習」の視点か

らこの課題を論じていただけることを期待している。唯一その

方向性がかいまみえるのは、報告のまとめの末尾に「大人と

子供が再整備された公共空間で将来の生活に対するイメー

ジを行い、人と触れ合う学習活動をする事に助成金制度

等・.. Jが記されてしも部分である。今後は是非このことの中

味にわけし、る災銭報告を希望する。

海水浴場における迷子対策!こ関する実験的研究

宮崎渉(pp.169-172) 

問題解決志向の調査を試みながら、潔境手IJ用の教育とし、

う観点でユニークである。迷子とし、うのは子供の成長燃にお

いては想定内の事柄だが、海水裕場とし、う場に於いては

様々な危険をはらんでし、ることを考えると、実践的で有意義

な研究である。ただ、「住まい・まち学習」実践報告・論文の

趣旨に照らし合わせると、本論文がその趣旨に合致してし、る

かどうかは疑隠が残る。

-177- 2008年住総研f伎まい，まち学習J;実臨報告・輪文集 9





4. 発表 R討論

一第9回「伎まい也まち学習J実践報告・論文発表会記録





4.発表・討論 第9回 li主まい・まち学習j実践報告・論文発表会記録

*発去内容は本文(本丈指紋ページ参照)と併せてご覧?さい。

第9罰[{主まい・まち学習」実践報告・論文発表会

臼持 2008年 4月5臼

会場建築会館会議室(港区芝)

1 趣旨説明

小津市己美:F[東京学芸大学名誉教授]

2. 発褒

(1 )身近な f暮らす場jでの子と母の住教育・環境共育 三つつの「くらすばワークショップJ

古橋久美子[環境まちづくり事務所くらすば]

(2)那珂)lli時砕を対象としたまちづくり学費の実践は) 河川水族館のデザインを課題として

文部科学省社会教育活性化 21世紀プラン事業 It事物錯の建築とデザインから学ぶ社会教育」

諌見泰彦[九州産業大学;

(3) rえき・まち活性化jで育んだ高校生の公主主活動 町民駅の活性化から始まったまちづくりの取り極み

江本一男、大木千夏、居城主主美、高橋小否合[山形県立霊溺農業高等学校]

(4)建築系専門学校生のための住まいづくり体験プ口ジェクトの実践

一一住まいづくりの原体殺を補完するための実践教育プ口グラムの構築に向けて

友海晃志[火阪工業技術専門学校}

〈ラ)持続可能な社会づくりのための学脅支援プ口グラム 大学の強みを活かした街宣学の連携事業

尾崎司【東京家政大学]

(6)知il':J隙害者通所綬産施設利用者と地域住民が連携した「まち中の落書き消し隊J活動実践報告

一{豊島じま南長崎4う6丁目地区の場合

小口優子[(財)としま未来丈化財団‘(イnまち処計画室]

(7)コミュニテイカ 7 "C と地域の縁側づくり 市民育ちに着話して

陣内雄次[宇都宮大学;

(8)三浦半島における市民活動によるエコミュぃジアムの展開

地域を学ぶ場としてのエコミュージアム活動に隠する研究

大原一興[横浜悶立大学大学院]

3. 垂体討論

司会木下勇[千葉大学}

FG 町周万息子[大学非常勤講師] 堤祐子[仙台数背局太白区中央市民センタ _1

4. まとめ

延藤z瓦:弘[愛知産業大学大学~j
編集・レイアウト.北浦千尋
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趣旨説明

小津紀美子{東京学芸大学名誉教授]

皆さまこんにちは。本日はお休みのところたくさんの

方々にお集まりいただき、ありがとうございます。この

会も早いもので、 9回目を迎えました。来初は、小、中、

高という発達段階}昭和iの教育課程に関する発表がたくさ

んありましたが、今回の発表ではそのような区分によっ

て明確に分けることができないほど、多様性に富んだ論

文がたくさん集まりました。とくに、現代における伎ま

いの問題や、まち学習などの絞り組みについての論文が

増えています。これらは、そのような教育課続の区分に

あてはまるものではありませんが、今後ますます重要な

課題となってくることでしょう。いまではこのような課

題によって、この発表会が成り立っているといっても過

言ではありません。

さて、じつは私はこの 3月で東京学芸大学を定年退

職いたしました。現在は名誉手教授ということになってい

ますが、教育界に身を置いたこの 30年間を振り返って

みますと、現代社会の劣化が気になります。その最た

るものが、人と人、あるいは人と自然、人と地域、人と

まちの関{毛が王子境庁化されてしまっていることです。さら

に、加速する市場原理主義のなか、人間社会の劣化とと

もに、持続不可能な社会ができあがりつつあります。し

かし、このような状況下において私たちのなすべきこと

は、学習を通仁、主体をわれわれ人間の手に取り旋すこ

と、また、主主恵の精神を発障し学びあう社会をつくりあ

げることではないでしょうか。

本日発表いただく論文には、持続日J詑な住まい、地域

づくり、まちづくりについての課題がたくさん取り上げ

られています。連携、交流、協働、協同、コラボレ…ショ

ンなどという言葉がありますが、これらを通じて、価値

観の違う者同士が、対立を超えてどのように合意を得て

いくのか、そのプ口セスに迫っていただけるものと思い

ます。また、人と入、人と自然、人と地域、人とまちの

関係性の符構築を、それぞれの涜点から発表いただける

と期待しています。

プログラムをえていただきますと、子育てに不安を抱

いているお母さんへの地域のサポート、地域を流れる河

川をどのように教育に取り入れるかということの笑践、

高校生によるまちづくりへの絞り組み、 E主築系専門学生

がどのように体験を取り入れて実務経験を積んでいくか

というプロジェクト、大学の強みを活かした連携事業、

障害のある方たちと地域の方たちのコラボレーション、

市民を育てるための地域のなかのコミュニティカブエ、

地域を学ぶ場としてのエコミュージアムなど、さまざま

な発表があります。今日は残念ながら l級の日程があわ

ず、来られていませんが、魅力的な 8本の論文を発表し

ていただきますので、皆さまとともに議論を深めていく

ことを楽しみにしております。

会場の様子

180- 印刷年伎輯研f住まいーまち学習Jj足踏報告白論文集9



身近な f暮らす場jでの子と母のf主教育・環境共育

三つの「くらす1:ワークショッブ」

古橋久美子[環境まちづくり事務所くらすばJ
pp.59-64 

令母による、母と予のための r<告すぽワ叩ヲショッブJ

「くらすばjとは、ご飯を食べたり、滋んだり、 H宣嘩

をしたり、お昼寝をしたり、おしゃべりをしたりする、

f募らす場jのことです。そして、人やエコのことを考

える場が、(くらすばワ」クンヨソプJです。

このワークショッフ。のi泣いは、センスーすブ，ワンダー

を育むということです。身近な住まいやまちという暮ら

す場を題材に、自快の不思議さ、人の営みの温かさを感

じるための心を育てようと活動しています。ここでは、

幼稚潤や小学校 I、2年4の子ともを中心に、大人も

絡に学んでいます。

くらすばのメンバーは、[時じ幼稚園に通う子どもをも

うお母さんたちの繋がりから広がりました。 活動の中心

地は広島市西区高須 FT江という転勤族の多い地です。

転勤してしまう仲間たちが多く、メンハーはみんな核家

族です。金笛1・i主営はう人のコアメンハ…を中心に、ほ

かのメンバーにもアドヴアイスをもらいながら活動して

います。活動の蒸本はワ}クシヨ yブで、 ;iJJ稔障の教会

堂、公民館、メンバーの自宅などを借りて行っています。

令子ど晶の旬をつか車えτ、綾子で学ぶ環境教育

環境教育などと言うと、子どもだけの参加を想像する

かもしれませんが、そうではありません。子どもの興味

の f旬jはワークシヨソブの最中におとずれるとは限り

ませんので、子どもが興味を覚えたときにその答えを引

き出してあげられるよう、裁も…絡に参加してもらって

いますの忙しい日々のなかでは、母子が|可じことに集中

する11寺簡をもつこと自体に怠味があると怠っています。

ワークンヨツプで大事にしたいことは、遊ぶこと、 i盤

ぴ心を育てること、体感すること、考えること、想像す

ることです。 昨年春につくったパンフレ y トには、「あ

なたの日常の暮らす場こそが、センスオブワンダ

を育む場|と著書きましたのいまから説明する[くらすば

か由主くかん Irこうむてん jIラボjという 3つのワーク

ショッブは、月に 1[凶しかありませんので、そこで1liJか

を育むというより、そのためのきっかけづくりの場にな

ればと考えています。またそのほかにも、ときときイ中間

で 絡にまちから離ポし-c旅行lこ千了< IりょこうしゃJと

いう活動も行っていますひ

-181 

令〈告すばかがくかん

まず 1つ呂 lま「くらすばかがくかん」です。ここでは

暮らす坊を科学館に見立て、身近な素材で実験を行って

います。ワークショップの大きな切り口の lつに f家j

というものがあります。今年は、家と問、家と光、家と

嵐、家と二tなどのテー?を扱い、議終的には「家と私と

お母さん lというテーマで、母子 13組 26人、幼稚潤の

教会主主をお借りしてワークショッフ唱を行いました。

ワークンヨツプの時間jの1Jft.flとしては、まず「おむす

びをつくる時間jがあります。それから|導入jとして、

重量欽で遊んだり、絵本の読み間かせをしたりします。そ

の次に「考える時間jというのがあって、くららちゃん

とすばる君というキャラクタ が、幼稚爾児たちに問掛

けをします。 iくらーす(;fJのですので、くららとすばる

というわけです。たとえば「法根はなぜ三角なのか?J 

とか、「嵐はどこから来るのだろうかつ jとか、「みんな

はいつの問に大きくなっているのか?jといった問い掛

けです。これは|家と時間jをテーマにしたときに出て

きたものです。その次に、「体感ー実験の時間jがあって、

|最後に採り返りの時間 Jがあります。そして、毎月頑

強って参加したあかつきには、 3月に「くらすば博士J

に認定されるというシナリオがあります。 1年間やって

みて、人は家に守られいるのだけれど、その家はじつは

人が守っているのだという発えがありました。

φ〈告すItこうむτι
2つ目「くらすばこうむてんJのキーワードは、「人は

設でも、その人だけの小さな家をつくる必要がある iと

いうものです。これは fあなただけのちいさないえjと

し、う絵本の露頭からとっています。この絵本はとても素

晴らしい本で、傘の家やE完ボールの家など、そのような

小さな空間をつくることは、精神的にも大事なことなの

だということを言っています。

このワ クシヨソプl土、小学校低学年を中心に、母子

11組、 32人が公民館で1言動しています。まずは導入が

あり、考える時期、製作の時間!と進みます。こうむてん

では、 rいる Jrはかる J くつつけるJIくむJI考えるj

というような"j)剥をキ ワードにしています。そして、

10級建築士にはじまり、り級、自級、 7級と認定してい
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きます。 1級、 2級は国家資格ですので飛ばして、 3月

に「くらすIJ特級主主築士」に認定されます。

今年の 1T1と2月は f考えて家づくり」という共通の

テーマで、童数で遊んだり、絵本の読み医者かせをしたり、

遊ぶことを大事にしてきました。

+<らすばラポ

3つ誌は「くらすl;t'ラボ」です。ここではママたちが

勉強会をしています。 1î~1曹の活動を終えて、参加者lニ

ラ段階評偲をしてもらいました。かがくかんは fセンス

オブワンダ一度jr母と子のかかわり度 Jr子の集中度j

f趣旨の理解度」け?くわく度」を評価してもらいました。

趣旨の理解度は低かったのですが、センスオ Y ワン

ダ一度や母と子のかかわり度は高評儲でした。

こうむてんの参加者は、幼稚留から小学校 3年生まで

大変ぱらつきがあったので、「チーム力度lゃ f達成感度j

に少し低いものがあるのですが、 fつくる喜び皮」が高

いのは賎しく思いました。

また、 riくらす IJ.Jとはどういう場所か ?jという紫

簡には、 f学びの場、遊びの場、創造の場、親子がとも

に触れ合える場 Ir親は学び子は成長し、稜子で楽しめ

る場、親子を深める場Jiスタッ 7になったことで、参

加しただけではわからなかった子どもの発想力、想像力

の手詩情らしさを強く感じることができたJrスタソフ倒!

の意図を、良い窓口本で、懇い意味で裏切られたり、私自

身が母として勉強できる毎日だったJI子ともとじっく

り向き合える場、日常生活の中では自分とゆっくり向き

合って過ごすことができなくて、気持にも時間にもゆと

りもない中で、くらすばワークショッフは子どもだけを

見ていられる貴重な待問jという問答が寄せられました。

ブアンリテーターとしてこの I年で 40!TII近く、くら

すばワークショップをやってきましたが、私カま怠う「く

らすば」とは、揺りかこのような場であると思います。

伸び伸びと自分の考えを言える場、失敗しでも大丈夫な

場、安心して考えたり、作ったりできる場、お互いが大

切にされる場、そんな場であって欲しいと願っています。

や車ちをつくるワーヲショップ

ではここで、 fくらすばこうむてんjと「かがくかんj

が合同で行ったイベントをご紹介します。ある日、くら

らとすばるから「謎の人に自分たちの町を治されてし

まったので、みんなで町をつくって欲しいJという手紙

が届きます。そこで子どもたちは、「家をつくりたいJiパ

ン屋をつくりたいjなどと、とのような町をつくりたい

かを考え、みんなで話しあって町をつくります。たとえ

ばパン崖をつくりたいという子どもがラ人もいたのです

が、パン患がラ軒並んでいてはいけないので、少し離し

て建てることにしました。タワーもこ棟ありましたが、

離して建てました。ニのようにして、みんなで町をつく

りました。

とても面白かったのが、できあがったダンボールのお

家をどうしても置いていきたいという女の子がいたので

す。 fくららとすばるが住むお家だから、私が家に持っ

て帰ってしまうとこ人が抵当るjといって、半分i立きそう

になりな古ずら話していました。くららとすばるのことを

本当に考えでつくってくれたのだということカ吋:2わって

きて、とても印象に残りました。

令子どもたちに伝えたいこと

1年間の活動を終えて、子どもたちに怯えたいことは

侭かを考えてみました。そのひとつは、自分たちは愛さ

れているのだということです。家も社会も人も、ときに

よっては凶器になり得るような役の中ですが、子ともの

ときには、自分が大切にされているということを感じて

ほしい。そう感じることで、子どもたちも周りのものを

大切にするようになるのではないでしょうか。

もうひとつは、怒像するカの大切さです。自然や人や

社会のつながりを感じる想像力、主事ぴや悲しみなどの思

いを分かち合えることや痛みを感じる心、痛覚を持つこ

とが、住まい教育や環境教育に共通する土壌ではないか

と患いました。

これからやってみたいことはたくさんありますが、ま

どまだ実現には至っていません。そもそも転勤する家庭

が多いので継続できるかということも問題です。しか

し、邸前講座をやってみたいとか、引越しした友だちへ

の通信講座はできなしサhなど、アイデイアは尽きません。

最後に、主役である子どもたち、 77たちというの

は、本市に素11青らしい仲間たちです。また、開催するに

当たって、たくさんの応援してくださった方々がいまし

た。その方々に感謝の気持でいっぱいです。ありがとう

ございました。

-182-

あなたの日常の
r暮らす場Jこそが

「センス・オプ・ワンダーJ
を宵む場

rかがくかんJ rラポJ
fこうむてんJはそのための

きっかけになると ; 
いいな ! 

jJ令_jgiJ~3'if]T;i:0 
.，_....J あなたの | 

事己責威川刊 | 

三三つのワ ヲショップ
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那珂川河畔を対象としたまちづくり学習の実践(2)

河川水族館のデザインを課題として

文部科学省社会教育活f生化 21tlUeプラン理事業

f↑卓物慾の述築とデザインから学ぶ社会教育J

議見泰j苦{九州政業大学:

pp.33-36 

舎はじめに

このまちづくり学潟は、私の前織である福間市立博多

工業高等学校建築科で、平成 16、17年度に実践したも

のです。対象とした那珂川町は福岡市の帯に隣接する人

口約ラ万人の町です。 1司校から 4kmほどの距離にある

ところで、多くの生徒がここから通っていましたO

この町はjヒ干分が都市郊で、[有半分が農村部という

ところですり rN測は筑紫耶jん渓という風光明婚な場所ーも

あります。ここには郡白i111という]11が泊以しているのです

が、この)11をテーγ に、潔境保全と'1送開廷の調和を図

ることができる建築技術者をffてることを汀的とした学

習を行いました。生徒が考えたこと、作ったものが、地

域社会のなかで役に立ち、そしてそのことを生徒自身が

実感できるような教育ができないか。そのようなことを

考えながら学習を進めました。やがてこの学習は新開に

掲載され、市民の方にも周知されるようになりました。

'l>水銀館在中心としたまちづくり

この学習をはじめる煎に、水族館である海の中道海洋

生態科学館(福岡市東区)の舘長から、「博物館の建築と

デザインから学ぶ社会教育を実践したい。水族錆等との

遼携のなかで学習が展開できないかjという打診を受け

ました。それまでの学習でも)11をテ ?にしてはいたも

のの、具体釣にどのようなまちづくりを提案するかとい

う段階までは烹っていませんでした。そこで河川裂の水

族宣告を中心にして町全体のあり方を考えていくような学

習を、専門家と逮携しながら、実践していくことはでき

ないのだろうかと考えました。

まず生徒を水族館に連れて行き、水族館とはどうい

う建築か、パックヤードや水槽の裏側まで調査し、

員の方のレクチャーも受けました。それから対象地とな

る那珂川町の現地踏査をしました。取り組んでいる活

動を役場の都市計画課の方に話し、実際のまちづくりの

お話しを開きました。そして自分たちの計画との整合性

を関りました。また美術館や博物館のっくり方のワ)ク

ショッフも幣いていただきました。

生徒はコンピュータを使い償れていますので、コン

ピュータを使って7)<.1良鎚のデザインを進めています。模

型もつくっていますが、丸がいっぱい並んでいるような

q
U
 

0
0
 

1
 

形の;可]11型の水族館をデザインしました。これは l年目

の最終成果になります。これは)11へ現地踏査に行ったと

きに、石を投げて水切りをしたのですが、その波紋をデ

ザインに踏襲したものです。水族宣言のみらなず、 )11滋ぴ

を体験できる、あるいは)11の恵みを知ることができる、

そういうものを含めた複合施設として地域に提案しまし

た。また別のテー?になりますが、エコミュージアムと

いって、匪Jそのものをどのようにめぐって行けば、日lJ

のことが学習できるかという従案もしています。このよ

うな展示会を開いたり、専用のホームベ…ジを立ち上げ

て、いろいろな方にアピールしました。

令事i曹纏がれる議題

l年で生徒は車業してしまいますので、 2年自はそれ

を引き継ぐかたちで次の学年が学資していきます。先ほ

ど述べたホームページなとを見ることで、前年度の先輩

たちがどのような学習をしていたのかを学びました。そ

こで先輩たちはある程度建築の形はつくったけれども、

内部については陵味なままになっていたことを知り、そ

れを詳織にデザインしていくことが彼らの課題になりま

した。彼らはさらにリアルな模型として作っています。

水族館の内部は水槽レベルまで表現しています。また水

族館の外構では、 )11にアプローチするための橋をどのよ

うに架けたらいいか、いろいろなイベントができるよう

な公盤をどのように考えていったらいいか、駐車場をど

うするか、このようなことをみんなで決めていきました。

そしてこれを地域の方々に提案しました。展示会を兇

に来られたIIIJの方々からは評価のお手紙をいただきまし

た。町の方からの意見も、「これが実現するといいJなど、

励ましの言葉、詳舗の営業が多かったように思います。

そういう意見をもらうことで、生徒たちは自信をもち、

自分たちが提案したことが役に立ったと感じることがで

きたと思います。そしてこれから建築の技術者として生

きていく自信をつけたと感じました。

この学習の自的のひとつとして、環境に対して寅任

のある仕事をするというものがありましたが、生徒に感

怨文を存かせ、その文書の会かから、生徒がどのような

ことを学んだのかを読み取る作業をしています。工業高

校の建築科の場合、単に建築をつくることだけを学びま

2008等性総研「住まい。まち学習j実臨報告論文集 9



ヲノ環境tこついての学習はありませんが、この学'習では

!JJil旬の学慢ができたのではないかと患っています。

φ劉本ーの授獲

成果を外部にも汗倒してもらいたいと思い、 Eミ徒たち

の成来を両校ヰの課題研究コンテストに出品しました。

おかげさまで日本一ーになることカまできました。またこの

2年間の指導についても、読売教育賞受賞の評価をいた

だくことができました。そのときにいただいた講評が

f生徒らの関心や専門性を活かし、具体的に地域に根ざ

す諜皇室、住民との対話が学習の糧になっているJという

ものでした。 はじめにネットワークということを申しま

したが、水族館の方、設計事務所の方、大学の先生方、

自然環境保護団体の方など、この学習では多くの専門家

の方々にご指導をいただきました。また、地域の方々と

も何度もキャァチボーんをしながら進めていくことがで

きましたO こういった部分が評価に繋がったのではない

かと臣、っています。

φ教師のたまとを稽て晶

この学習を最後に私は現在大学に移り、教職課程を採

当しております。高校の先生を目指す学生を育てている

わけです。私は高校の教員をやめてしまいましたが、そ

のDNAだけはどうしても残したかったのです。自分の

マインドを受け継いでくれるような高校の先生を脊てた

いと思っています。お手元の資料に掲載されているのが

教職課殺の学生たちでよ。現在 16人います。彼らと…

緒に、建築あるいは都市テロザインといったものを、高校

生、中学生、小学生にどのように教えていくかという教

育プログラムを作ったり、教材を開発したり、実際にそ

れを実践して、評価したりしています。来年、もしチャ

ンスがありましたら、この話題でお話させていただきた

いと考えています。

-184-

水族館の建築計画についての学資

那珂I11流域の現地獄査

河川水飯恕の構想をまとめる
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「えき・まち活性化」で育んだ高校生の公益活動

一一町民駅の活性化から始まったまちづくりの取り組み

江本一男、大木千夏、庶域夏美、高橋小8合[山形祭)L置賜農業高等学校;

pp.27-32 

φはじめに
8きたま

皆さんこんにちは。私たちは山形県立援賜農業高校の

3年主主です。今日は先主主たちから受け継いでヨ年読に仕

る、まちづくりの取組みを報告させていただきます。皆

さんのお手元には、資料として「実践報告」と、アンケー

ト用紙、さらに111商町の緩光パンフレアトを準備しまし

た。参考にしていただければ幸いです。

それでは活動報告に先立って、本校や本校がある111

Z吉田ぢについて、少し説明をします。 置賜農業高校は、今

年で創立 113年を迎える県内一授史のある農業高校で、

地域とともに歩む農業高校を巨指しながら、 4学科に約

380名が学んでいます。

山形県は東北の西南部に位置し、その南部に米沢市を

中心とした遼潟地域があります。川西町は置賜のはほ中

央にあり、お米と米沢牛が有名な農業の町です。このグ

ラフl土、町村合併した昭和 30年からの人口推移と予泌

を表しています。当初は 3万人近かった人口も、現主主は

約 1万 8，000入、平成 42iドには l万2，000人を切ると

子滅されています。年代比率は、 kからの歳以上、 lラ

~64 歳、 14 歳以下を表し、高齢者比率が約 30%にもなっ

ています。その結果、中心市街地のシャッター街化や談

界集落など、地方衰退の大きな波が押 1し寄せている状況

です。

私たちは、 7年前の先輩たちが立ちとげた、地産地消

研究会を引き継ぎ、課題研究の時間を中心に、食品加工

やアンテナショップの開催を過して、地域との連携活動

や活性化のネットワークづくりによ絞り組んできました。

さらに、ヨ年'!iilから地元の JR馬3活性化を中心にしたま

ちづくりにも取り組んできました。今日は先設から引き

縦いできた実践報告をしますG

φ活動の動機 町民車問から元気を発信

JR米坂線は、山形県南部の米沢駅から新潟県の坂町

駅まで伸びる口}カル線で、 21ある駅のうち 16が紙入

居Rです。本校があるIlljllj町のミ目前小松駅は、(日間鉄民営

化のときに無人fとの対象になったものの、当時の熱心な

町民運動の結果、 1ヲ82年、日本で初めて有人の町民釈

が誕生しました。 以来お年間、いまでは I日の利用者

数が約 700人、そのほとんとが高校生という、この有

-185ー

人駅を町民の協力で守ってきました。

しかし、このグラフでわかるように、潟主主当初は 400

万円以上あった事業収入も、事Ij!fl客の減少から、昨年度

は200万円以下まで務ち込み、これに伴って町の財政

負強が増え統けたため、間氏釈の廃止や無人化が検討さ

れ始めたのです。

仕方がないという町民の声もあるなか、私たちは、置

農生はもちろん、地区外に通う高校生にとっても大切

で、 IITI の産震でもある釈は、安'L、で'L、温かい有人~F であっ

てほしいと思いました。そして、町民駅を誕生させた伎

民の先見性とパワーを見留い、私たちだからできる活動

で、釈から光気を発信して、釈や首Jの活性化に役立ちた

いと考え、この学留を始めました。

.>学聖書内容と成果

fぼ~のjの線脂と感謝のメッセ叩ジ募集

意見活性化に向けたキャンベ…ンはZつ、その lつが「活

き活き7色気、 II前11-1'公患Rキャンベーンjです。駅への関

心を高める 2つの取組みを中心に撲関しました。

まず iつは、駅前 [1ま~のjの開府です。私たちは、

地産地消の普及を悶指して、「ぼ~の」という農産物産

党腐を町内を中'L、に持活する予定でした。イタワア諾で

「おいしいjという意味の[ぼ~の」を、週末の見前で問

自し、町民意tの活用について、地域住民の方々にアピ-

Jレしようと話し合ぃ、取組みを始めました。 jR東日本

や111官官町役場から許可を受け、一昨年4月に駅前日ま~

のjがようやく開庖しました。

初日は郎氏や観光客で大娠わい、回を主主ねるごとに、

「カレンダーにr::IJをつけて待ってだがらなjというおば

あちゃんなと、リピータも士曽え、このグラブのように、

2008年生総研f住まいまち学習J;実践報告・輸文集 9



20団関庖した駅前 iiま~の」の来庖者数は増加傾向にあ

ります。

次は i~~部小松憲民へ感謝 100 文字メーセァジの募集j

です。有人意見の必要性を浮彫りにしたいと考え、利用者

や町民の思いを募集したところ、応募者は、小学生から

大人まで、 100名近くを数えました。なかには、釈の跨

線橋を利用する小学生から f釈はおはよう、下校のとき

はさようならと、いつも声を掛けてくれる小松駅の皆さ

ん、ありがとう」という作品があり、露出二人がいる素晴

らしさや大切さが明らかになりました。

や帯車がた花回路続発キャンベーン

2つ自のキャンベーンは、 JR来日本から要翁を受け

た fやまがた花田総綴光キャンペーンjです。 役場や観

光協会と連携を取りながら、和牛との触れ合いコ山ナー

や、大豆ケ}キやサクランボを提供する列車内でのおも

てなしなど、 7@1の活動を行いました。この 2つのキャ

ンベーン活動は新聞報道やテレビの紹介もあったため、

町内外で高く評価されJ頑張っているねjfご苦労さまJ

という声を、数多くいただけるようになりました。

さらに、町民との連携活動は、農業団体とのili'i:i直:市

や荘、たちの考えや活動を総介するミニフォーラムを合計

18凶も穣み上げて、町民駅に対する理解を求めました。

f置農生の頑張りには践が下がる。我々大人も真剣に

考えなければ」、町民との迷携で開かれるようになった

このような声に勇気を持った私たちは、農ク役員にも協

力を呼び韮け、学鴻の集大成として、 fえきまちフォー

ラムjの調催を計画しましたO 私たちによる手作りの

フォーラムには、町役場の皆さんはもちろん、町議員

や高工会、町内会の役員の方々、まちづくり委員なと、

180名の匪i民や高校生が参加してくださいました。そし

て、私たちの活動発表や旅行会社なと、ぅl'Sのパネリス

トを混じえたパネlレディスカッションを通して、町民駅

のあるべき姿や、駅を中七、にしたまちづくりについて話

し合いました。 JII西町長からは、「澄農生の呼び掛けで、

駅の活性化やまちづくりについて、有意義な議論を尽く

すことができた。生徒諸君に感謝したいlというお宇しの

言葉をいただきました。

駅思J互の賑わいづくりでは、国江総工会と連携した訳出l

活性化事業、駅前スタンプラワ や、窃業者や産直田体

と連嫁した市街地活性化「こまつ市jもスタートし、駅

前活性化の道がはっきりと見えてきました。

令取組みの寧とめ一一自分たちのまちは鹿分たちで救う

私たちが実施した延べ 451tJに及ぶ継続的な駅活性化

キヤ/ベーンや連携活動が、クラブ員の協力や町民の理

解を得て大きな輸に広がりましたO 見Rの無人ftや市街地

のンヤツター街化など、地万表選の連鎖は誰かが zとめて

186 

くれるものではなく、そこに住む人間が止めなくてはな

らないのです。地域との交流が深い農業尚校生の役割

l立、若さと元気ででt畏の懸け橋となり、地域とともに活

性化の道を育むことだと患います。 t:J，とのような私丈ち

の活動は 2∞7年度UJ形公益大賞グランプリを受賞する

とともに、アメニデイ ミーティングル日ムのJlli時前

合宿で意見交換をする機会に恵まれ、町民の関心を集め

ました。

その結巣、阿TE己駅の平日活用推進検討委員会が設立さ

れ、住民とともに駅を中心としたまちづくりに智恵を出

し合っています。また、中学生や住民と協力し合った

駅前イルミネーシヨン卒業や、駅前~jJ縫っくりを行い

ながら、町民駅を地域活動の拠点にしようと頑強ってい

ます。

2008年度には、IlfJ主主駅和IJi舌用促進協議会が結成され、

コミュニテイセンターや物産館機能を持った町民駁の実

現や駅の活性化をまちづくりに活かす取組みも始まろう

としています。

私たちは、これまでのアンテナンヨソブ潤悔やキャン

ベーンの取組みなど、~J(活性化ばかりでなく、 fマイレー

ルマイロードマイタウンを活き活き元気Jをキャッチ

フレーズとしたけM 火作戦jを展織しています。特に

独り暮らしの老人宅の除察活動や、通学道路の美化活動

など、まちづくり全般に取り綴んでいきたいと考え、活

動を開始しています。

今後は、食や農という人間重視の鋭点から、心の豊か

さや調和と協潟という公民的な考えを発展させ、明るい

未来を実現する活動を継続します。

最後になりますが、これからの駅i吉性化やまちづくり

の参考にさせていただきたいと考え、アンケ…トを準備

しました。お帰りの際にご協力いただければ幸いです。

また、町民.~ii の新しいキャッチフレーズも募集していま

す。メー lレでの応募も河能ですので、ご応募ください。

地域住民の皆さんと遼傍活動
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建築系専門学校生のための住まし、づくり体験プロジェクトの実践

f主まし、づくりの原体験を補完するための実践教育プログラムの構築に向けて

左i毎晃志〔大阪工業技術専門学校]

pp.37叩 42

令住まいづくりの康体験の不足

在、は大波工業技術専門学校の建築学科で教員を 20年

務めてきました。本校は建築や機械、あるいは大工技能

といった学科を持つ、大阪に市くからある専門学校で

す。建築系の専門学校というのは、いわゆる中堅の技術

者を社会に輩出することが目的で、設計製図、施工、生

産、 CADといった、比較的笑務的な教育を志向してい

ます。しかし、最近学生の様子を見ていまして、何か基

礎的な体験のようなもの、「住まいづくりの原体験 jが

不足しているのではないかと感じるようになりました。

たとえばコンクリ トという言葉を開いたときに、その

コンクリートという言葉が、学生のなかで実像として絵

に浮かんでいるのかどうか、その辺に大きな疑問を持つ

ようになったのです。

それは、居住環境の変化や、遊びの変化、それにと

もなう子ともたちのものづくりの基礎的な経験の不足が

背景にあるのではないかと考えていまよ。ですから、そ

ういった体験を棟宛するためのプログラムが専門学校生

にも必姿なのではないかという豆、いから、この町f'先がス

タートしました。

や事調書聖山の住宅建設ブ口ジェ'7ト

本校では、これまでにもいろいろな実践的プログラム、

プロジ L クトを行ってきました。神戸の公民館移築の計

画では、室主災で傷ついた神戸の長田町に、兵庫県の日本

海側にある香住という町から、築 120年の民家を移築

して、公民館として再利用しました。このプロジェクト

の解体や総立てには、本校の有志学生約 40名が2年に

わたって参画しましたO また、 2003年には本校の大工

技能学科の設立にともない、学校行事として、ある建築

家の~Ij荘を滋賀県に建てました。

このような過去の建設プロジェクトを踏まえて、先ほ

と中しました住まいづくりの原体験を補完するための実

践教育プログラムとして、 2006年から和歌山の住宅建

設プ口ジ L クトを進めてきました。

このブ口ジェクトは、事、の古い友人である施主から、

1枚の簡単なスケ yチをいただいて、それをなんとか学

生の)Jで建設できないかといったところから話が始ま

りました。それをまずは教員が整潔をして…般的な閲溜
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し、そこから先のすべての実施設計、工事を学生主体で

実施しようというのが、このプロジェクトの大きな流れ

になっています。

令索材にii接触れ、密ら判断す畠

教育プログラムを総みj，'[てていく上で、意識したこと

は、 Ij主まいづくりの涼体験を補予ちしたいjトっ車の建築

生産工程を理解するようなプログラムにしたいJr開聞

と実物との関係の理解を深めたいjということでした。

完成品を取りつけていくことが、昨今の建築生産では主

流なのですが、厳木を伐採するところから工程に入れ、

とにかくいろいろな素材に触れさせるようにしました。

作業i島根では、必ず製監査あるいは模型で段取りをしっ

かりと組み立て、流れを王室解したうえで工事に取りかか

るようにしました。

また、どうしても実際の工事になると教員主導になっ

てしまうのですが、 i協力さまざまな判断を学生にゆだね

るよう進めました。学生は、建築現場ではプ口ンエクト

リ ダ (私)といろいろなやり取りをしながら、工事を

進めていきます。じつは、本校には元大工棟梁の技能教

官がいるのですが、この方々は現場には極力入れないよ

うにしています。技能教官に現場に入ってもらいますと

彼らの仕事になってしまいますから、やきもきしながら

学校で待っているのです。学生は現場でわからないこと

があると学校へ鳴って技能教'gに開いて、また工事を進

める。非常にまどろっこしいのですが、こういうやり方

を守ることで、学生主体ということを実現しました。

このプロジェクト自体はや校の正焼主主業ではなくて、

いわゆる有志によるプ口ジェクトです。学校と施i.1立請

負契約ではなくて覚え書きを交わして、施主は材料費を

負奴する、学校は間接的な経費を負担することにしまし

たO 覚え書きには、 l~lj配擦係糞任は学校は一切負わない、

雨が漏れてもごめんねということになっています】そう

いう関係でないと、こういうプロジェクトは進められま

せん。逆に言いますと、誠心誠意やらせていただきます

が、その上での失敗はごめんなさい、そういう関係でス

タートしています。

は2006年3月から立合まりまして、昨年 10月に

引渡しをしました。施主の，)タイア後の終の住まいとし
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て、昨ヰからこちらで新たな生活が始まっております。

~.学震のヱ緯

仁枝をもう少しかい摘んでご説明いたします。まずは

じめに、学生の窓織づくりのために施主に会ってもらい

ましたっでして、施主から直接住まいに対する思いを怯

えてもらって、これが決して学校の課題ではないという

ことを強〈意識させました。施玉からは「俺たちの老後

を頼む」という言葉があり、これが学生にどう響いたか、

内認を見てみたい気がします。

さて、工事そのものはチームで行いますので、その

仲間意識は非常に大事です。 2000年から、私と施主た

ちで現場に小屋をつくりました。これが将来ベースキャ

ンプになるだろうということを想定して、小さいながら

も、風呂やトイレは備えてあります。こちらで合宿生活

をしながら、本当に寝食を共にしながらの工事となりま

した。朝食当番は、朝 7時にご飯が食べられるように自

分たちで段取りをしなさいということで、火をおこすと

ころからやらせるのですが、なかなかいまの子どもはお

こせません。たいていは朝になると火をおこさないで私

を起こしに来る(笑)。

それから、事前にE虫館を初当しっかり措かせました。

軸総の倹討は各自でさせて、そして、 10分の lの模型

をみんなで作りました。ただの模型ではなくて、工事に

そのまま使えるようなレベルの綴裂です。あるいは、土

小舞の竹をいかに編むかということまで調べて模裁を事

前につくっています。このあたりはなかなか建築資料が

ないのですね。地方色が豊かですから、なかなかセオ

リーがありません。

次に木村の手配です。問屋さんに発注すれば済む話な

のですが、山に入って原木を伐採して、乾かして、かつ

いで山から下ろして製材所に運んできます。製材された

木材を実習棟に持ち帰って自分たちで墨付けから一連の

加工をして、そして現場で組み立てます。まさに、)11上

から)11下までの一連の作業を体験させました。また、鉄

筋なども自分たちで曲げて自分たちで紐みました。基礎

の手摺りも Fベて手作業。土壁なんかは本当に泥との格

闘なのです。竹小舞も、竹ーを割jるところから作業を始め

ました。とにかく、いまの工事とはまったく巡の方法で

すね。素材に近いところから完成までを体験するという

ことを留意いたしました。

また、左官工事は非常に有意義でした。左宮工事とい

うのは、材料を繰るところから、下地、中塗り、仕上げ

と、工程が連続的なのですね。つまり、建築工程という

ものには前も後ろもあるということがわかります。そう

いったことを理解するには、この左宮工事というのは非

常に有効な工程では辛いかと患います。

そうしてようやく棟上げを終わらせました。棟ヒげの

ときだけは技能親方には現場に来ていただきました。そ

して、証事に竣ヱセレモニーを行いました。 Iラ坪の住

宅なのですが、ちょっとしたピルにもっけないような定

機板を淫め込んだり、何から何まで大げさなことをして

完成したわけです。

φ実践プロヂラムの教育効果

教育効果の検誌というのは難しいのですが、参加図数

が 10回以上の学生i式全体を犯畿でき、建築に対する理

解が非常に深まりました。彼らのほとんどは、大工丸習

いや家具製作見潔いといった、主主築関係の分野に就職を

しています。逆lこ、参加関数の少ない学生は、前後がつ

ながりませんので理解がともなわない。わからないから

街白くない。そういうことで途中でリタイアした学生も

数名います。

本校の会学541数から震いますと、ごく一部の有志た

ちのプログラムだったのですが、今後は、こういった一

連の生産工程を含む実践教育プログラムのエキスを、仰

とか普段の学校に 7 イ ドパックしたいと考えており

ます。

これは lつのモデルなのですが、新入生のオリエン

テーシヨンなどで、ものづくりへの導入を図る。入学さ出

初にはあれこれと教えるのではなくて、まずはいろいろ

な加工、いろいろなものづくりを経験させる。そして、

体系的なものづくりのプログラムを 2年間部接続させてる

こと。また、いろいろな専門科呂を関連させること。た

とえば、木造の輪組を一生懸命っくりながら、その傍ら

で 般構造や材料を勉強する。そういった科目の体系的

な権築というものが、このような実践プログラムを普段

の学校教育、建築の教育にフィードノミツクさせる lつの

方法ではないでしょうか。その教育の原形は今年度から

本校で実施する予定です。

f:i 8C) : 1:後慾識に達成時

上棟式の様子
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持続可能な社会づくりのための学習支援プログラム

大学の強みを活かしたi務官学の連携事業

尾崎司{東京家政大学]

pp.47ω52 

令はじめに

本日は、持続可裁な社会づくりのための学習支援プロ

グラムということで、大学の強みを生かした商官学の連

携事業の事例を紹介したいと思います。

この活動の始まりは、学校たちが地域に出向いてグ

リーンな活動を企画、実施できるようにするための学潟

支援でした。その後、衛官学の連携事業にたまたまつな

由主っていき、コミュニテイ カブコカミオ』プンしました。

ここでは、それがどういう事業なのか、そしてどんなプ

ログラムの経緯でできたのか、それを振り返って、学生

の学びから何が今後のプログラム等に生かせるかという

のを実験的なことなのでアバウトなことしか替えません

が、実殺事例を報告したいと思います。

現在、いろいろな地球規模の問題、地球I毘媛fヒヤ外の

環境的な危機という問題があります。 一方では心と体の

健燦や食のゆがみなど、そういった内部の問題がありま

す。私にはもうすぐ2歳になる子ともがいるのですが、

いままでのこのような生活、社会を子どもたちの世代に

残していいのであろうかという問題があると患うので

す。 世代間の公正というのが非常に大きな問題だと思い

ます。

200ラ年から「国連持続可能な開発のための教育の 10

年jが始まりました。荘、はいま幼児教育、保育実潟、保

管内容を教えておりますが、以前は、地球市民教育、ワー

クショップのファシリテーター、コーデイネ ターなど

の仕事をしていました。{可か自分でもやりたいと思い、

勝手に大学で講座を企聞してプログラムを立ち上げま

した。

やコミュニチィ・カフェ r，揮の隠j

ではここでピデオを見ていただきましょう。いま見て

いただいたのが庖の状況です。どんな事業かというと、

学生たちが中ιいになって「茶の間」というコミュニティ

カフェを運営をしております。大学のヒコ マンライフ

支媛センターが母体となってサボ トしているのです

が、いろいろなボランティアの学生とともに、先生方も

一緒に関わっております。東京家政大学は栄養学科、服

飾美術科、造形表現学科、環境情報学科、児童学科とい

うふうに家政学部では暮らしに関わる学科が数多くあり
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ますが、そのなかの学生たちが議体的に関わっていまナ。

配付した資料に f茶の間Jのパンブレットが載っていま

す。そこにも捕かれていますが、学生たちが企画したと

きに、「首IiJ r手話 Ir輪JI環jという 4つの fわjを考え

ました。実際にいま見ていただいたようなしストランを

跨いて、成果としては実学の場になっているのではない

かなと思います。それがひいては地域連携につながって

いる。メニユ…開発、イベント、滞感の開催、子育て支

援、工コな取組み、食脊推進なと、いろいろな活動を学

生たちが実際の場としてitlllしております。

そしてこの活動は、結果的に瞥家活動につながってい

て、メディア、新問、雑誌、テレピ等に数多く総介され

て、東京の商庖街グランプ')に入選しました。また、家

政学という暮らしに密着した観点からのまちづくりとい

うのカサド常に大事かなと患います。

コミュニティーカフェができるまでをお話ししますと、

最初はイベント的にコミュニティ・レストランを開催し

ようと考えていました。しかし、補助金が出るというこ

とで桜矯ほの方とお話をし、それに向けて活動が始まり

ました。学生たちが金関した金担i業を事業化して 2006

年に翻h5をしました。

やワ-'7シ詔ツブ・イン宮ーン・アウトリ叩チ

このプ口グ?うムはワークショッブ、インタ』ン、アウ

トリーチという 3つの学習体験を牲にやってまいりまし

た。たとえI;f、2密閉のコストについてのワ}クンヨツ

プでは、お昼ご飯を絵に描いてもらってみんなで出し合

い、それ古まグリ…ンかどうかをうンキングをしてみまし

た。そしていろいろな対話を通して、最終的にはフ ド

マイレ ジ(食糧の輸送距離)が大きくなると CO，の排出

最も大きくなるなとといったことに、学長長たちが自ら気

づきながら学習を遂めていくことができました。これが

後で板橋小鉢の発想につながっていきます。 3阻ほど企

画iについての手法をワークショッブで学びました。

経営講ffiでは、板橋伎の産業振興課から議師を派遣し

てもらいました。エコロジークッキングや、学長、板橋

阪の職員にブレゼンをするなど、いろいろな学びを実践

してみました。ロゴなどもデザイン関係の学生がつくっ

たり、エプロンのデザインも服飾美術科の学生がデザイ
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ンから製作までやってくれました。現場で口ゴデザイン

を石船E、しながらうf-'1スカッションをし、やりながら実際

につくっていくという形を取りました。もともとカフェ

を府妓きで借りることになって、テープソレの天板を学生

たちがf乍内陸したりしています。

近くのポ口 ニャ絵本宣言という区がやっている施設が

あるのですが、そういった所や子育て支援センターなど

とタイアップをしたりしています。造形表現学科の学生

の作品がいろいろインテリアとして展示されて、将来的

にはそういった作品を売ったりできるようなお席づくり

をしたいと考えております。

学生たちの企画案を事業化して、理事長や理事会と

話し合わないといけないので、まず「食べる場jとして

のレストラン、カ 70の運営、「地域の辰爵Jとして社

会カを育むところ、食管プロジェクト、そして、企業

家の学生が起業できるチャンス、そういったものを作り

たいということで学生たちの企隠案をもとに事業化しま

した。

->ヱンパワーメント書れる関係在

2期目は、ソフトの部分、イベント金酪をやろうとい

うことで、「野菜まるごと手作りピザづくり Jというイ

ベントを行いました。 1B目を終えて反省、点がいろいろ

と出たのですが、ポイントは、進行するなかでいろい

ろな気づきを得て、改善しながら進んでいくことです。

参加者からのフィードパック、特にお母さん方からの

71ードパソクが学生の大きな支えになりました。そし

て、第二弾も隠催しました。

プ口グラムを振り返って、私が大切にしたい点が3つ

あります。 l占日 lムオ ダーメイドなプ口グラム遂行

が大事ではないかということです。学生の内面の課題を

意識イとしながら、個人のなかにあるさまざまな能力を生

かしていくことが大切で、それに応じたプ口グラム進行

が大事だと患います。 2点日l土、多様な構成による学習

集団づくりが大事だということです。いろいろな能力を

持った学生たちが相互に、いろいろな学科の学生たちが

チ ムを作ってやっていますので、メンノレ相互のカが

試されたということですね。 3占沼 l立、実感を伴つ学び

です。学生たちは体験する前にいろいろな思いがあるの

ですが、現場で実際に体験して、現実との主主異を振り返

りながら実感を伴う学びが引き起こされます。 行部Jして

いるときにいろいろ感じるニとが実践のノウハウになっ

ていくのではないかなということです。

普段交流しない人たちからいろいろな励まし、後押し

をいっぱい受けていますc そのときにエンパワーメント

をされるので、自分が 歩前にH:¥る勇気をもらえます。

いままで私はワークショッブなと手の参Jm!虫学潟というも

のをやってきましたが、気付きがあってもどうしても行

動につながらない、 歩踏み出せない学生や殺者がとて

も多いと感じていました。やはり、地域のなかで行う実

感を伴う学裂というものによって、すごく学生たちがエ

ンパワ…メントされて、地域の人たちが後押ししてくれ

ることで自分たちがやっていることに鏑伎を見出す。そ

ういったことが大事かなと思います。

今後の課題としては、こういったエンパワーメントと

いうのがキーワードだと思うので、これを学習支援の中

心に賢いて、高等教育の学習支援を考えていきたいなと

患います。
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、ι℃

コミュニティ カフェができるまで

企部の教室 デリーン

まとめm ヱンパワメントを核にした学習主擢

*まち学習参画〈政治学習)
→社会を輯り費える学び(トランスフォーマチィブ)
4参加型学習得S)
気づきがあっても、行動につながらない

地域のなかで実感を伴う学習

場キーワードは、 r:x:ンパワメントj

学会主的向慨に地域とつながる課題
ヱンパワメント吋課題解決や実現へのプラン
企画立案を探求→実躍を伴う学習

ホ今後叩課題 高等教育における学習宜接.ヱンパワメントを
核にした学習支援には悶が必要なのかを考えてい者たい。

まとめ 工ンパワメントを緩にした学習支援
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知的障害者通所授産施設利用者と地域住民が連携した

「まち中の溶書き消し隊j活動実践報告

豊島区南長崎4・5.6丁目地保の場合

小口優子 [0甘)としま未来文化財団.(右)まち処罰E菌室]

pp.141伺 146

令はじめに

いま f協働」という言葉があたりまえのように使われ

るようになり、大都市においても、{主み良い地域づくり

のための官民協働事業が多く見られるようになりまし

た。しかし、その多くは行政発意であって、真の自主性

が育ちにくい状況となっています。また、地域の発意で

あった場合でも、一部の組織と行政との協働事業となっ

てしまいがちで、閉鎖的な傾向が晃られます。

豊島[5(内にも、古くからの町内組織やまちづくり活

動グループが多く存在しています。また、最近ではある

テー?に沿って活動する、テーマ塑の NPOも増えてい

ます。しかし、これらの組織関には、共通の日擦があっ

たとしても、交流の機会や待問がないなどの理自で、協

働にまで至らない傾向があります。

今回は、古くからあるまちづくり活動グル}プ f南長

崎4ラ6丁目防災まちづくりの会jと社会福祉法人 f地球

郷みつItちブンプンjの2つの活動体が、豊島尽の支援を

得ながら、協働で落書き消しに取り組んだ2年間の取り

組みを紹介したいと曹、います。そして、新たな官民協働

事業のあるべき姿や可能生を探っていきたいと思います。

令協舗の背景と綴織の紹介

「南長崎4・ラ 6了目防災まちづくりの会」は、 E王が実

施した地区防災支援事業をきっかけに設立されたもの

で、 99年から 2年間区の支援を受けて事業が終了した

のですが、その後は貯屈を事務局に、白玉的にまちづく

りに取り組んでいます。

[みつItちブンプン」は、地域福祉をテー?に取り組む

NPO法人「ゆきわりそう jの3つのグループのうちの 1

つで-1""0 ブンブンは、「世話される人からf抗言する人へj

をテーマに活動しています。障害を持った人たちが社会

参加をする力、社会貢献できる力を持つことを民指した

総織で、地域で働き生活することをヨ指しています。

この 2つのグルーフ。が活動している南長崎地区は、池

袋からiJljへ4キ口ほと、行ったところにあります。この地

区の[Jlj樵名町公翻の中には、現任休止中の豊島プ-)レが

あるのですが、休止中ということで、次のような問題が

おきていました。
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φ量豊島ブ由J~廃止による弊望書

lつは、公園内のゴミが以前より場えてしまったとい

うこと。もう lつは、休止中の豊島プールの援[匿に落書

きがされてしまったということ。 3つ呂は、それと同様

の種類の落書きが南長崎地区の幹線道路沿いを中心に増

えてしまったということです。

このままでは、地区の環境も築くなることから f防災

まちづくりの会Jでは、登島プールの早期撤去が総意と

なりました。豊烏プールは、廃止した後、跡地を公濁と

してき主備することが計画されていましたが、進む気配は

ありません。「防災まちづくりの会」で勉強会を重ねる

うちに、どうやら豊島区にはプールを壊すお金がないの

だということがわかってきました。また、豊島区の財政

や公共施設の再構築の問題とも関連し、地域の思いだけ

では解決できないことであることもわかってきました。

これは、私たちが区に繰り返し言っただけで公関整備

が進むことは妖淫かもしれない。そこで、身近な問題で

あるプールの壁の落書きを消したり、ゴミ拾いなどをし、

まずは自分たちでできることから始めることによって、

プールの休止で地域にこれだけ問題が起きているのだと

いうことを訴えようということになりました。

そのようななかで、最後まで会の代袋が言い続けてい

たことは、この身近で具体的な活動は重姿だけれども、

最終的には長島ブ】 Yレを撤去して、公閤整織を推進する

ことに少しでも繋げたいということでした。とにかく具

体的に動くようにしようと、ここで発i僚を切り替えたわ

けです。

0)立ちはだかる 3つの潤題とその燐決

続いて、翌年に動き出そうということになったのです

けれども、さまざまな尚題が起きました。まず lつ日に、

事業を起こすための予算がないということです。基本的

なことなのですが、寄与書きを減すための資金がないとい

うことに気づきました。 2つ自に、会が町会中心のメン

ノてーで、言詰齢の方が多いことから、落書き摘しをするに

はマンハワ に不安があるということ。そして 3つ自

に、波書き消しの技術やノウハウがないということでし

た。ょうするに、やろうという強い気持ち以外にはやJも

なかったのです。[互に事情を話し丸投げしてしまおうか
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とかという話まででましたが、それでは最終目的の公隠

fとにまきがりないということで、なんとか解決の糸口を係

しましたい

資金の面n"1ム l貯)としま未来文化財[]の豊島区まち

づくりパンク活動]¥1)成事業に市議することで、解決しよ

うということになりました。心配だったのが公開で 3院

もあるブレゼ/テーションです。比較的若いメンバーに

よるテーマ製のグル プが多いなかで、高齢者の多いメ

ンバーでは公開ブレゼンテ ションは難しいかと患って

いたのですが、 70産量を超えた代表が自分でブレゼン資

料をつくって頑張ると言ってくれまして、無事応募する

ことができました。

マンパワーについては、すでに会員だった lみつばち

ブンプン」の代表の方が、「知的障害の人たちは、 1つの

作業にとにかく真剣に取り組む。是非迷携しましょう」

といってくださいました。最初は、 fみつばちブンブンJ

の活動を理解していなかったメンバーからの反対もあり

ましたが、彼らが活動している姿を見学に行くことで、

徐々に打ち解けていきました。事故にさえ気をつければ

大丈夫、ということで、マンパワーを確保することがで

きました。

落書きを消すノウハウについては、区に協働しても

らうことで解決しました。ちょうどそのころ最島区全体

に落書きが増えていたこともあって、ヱコライフ諜では

f落書き消し隊jというチ…ムをつくったり、「設でもで

きる落書き消し講I'[Jという講座を開いたりしていまし

た。会員はその講座を受け、落書きの消し方を学ぶと同

時に、当日のお手伝いの約束までしてきました。そのこ

ともあって、区との協働事業ができましたO

あとは実践あるのみなのですが、私たちはとくに PR

に力を入れました。それは、最終日擦が明確にあったか

らです。 1つ呂は、とにかくゴミ、落書きを減らそうと

いうこと。 2つ白は、 fゆきわりそう jの存在を認識して

もらおうということ。そして 3つ自は、休止中のプール

の公溺イヒを進めようということです。ポスターをつくっ

たり、プレス発信をしたりしました。当日の準備よりも、

むしろこういったことに手荷と時間をかけています。 55

5は40名近くが参加しました。

令蕗主殺のでて曹た2年議

1年呂のi協働プロジェクト lの実施によって、地域に

大きな変化が見られました。協働作業をすることによっ

て、「みつばちブンブンjに対する地域織のイメージが一

新されました。また、プンプン側にも変化がありました。

地域の方たちからご苦労様という感謝の言葉をもらった

ことで、地域のために働くのだという気持ちが持てるよ

うになり、地域でも挨拶を交わすようになりました。

そして自然と、次の年もまた豊島区まちづくりパンク

活動助成でやっていこうということになりました。 2年

告は、プ】ルではなくて、地域全体で活動しています。

まち歩きをしながら落書きをチェックしてみると、特に

幹線道路沿いの公共施設の看板や援に多いことがわかり

ました。そのなかでも荷f受精自転車保管所は大きな落書

きがあったので、そこを重点的に液しました。来年もあ

るからということで、無壌をせず;こやっていますO

洛妻子き消しをやっていて驚いたことは、みつ1:1:'ちブン

ブンの人たちが自分たちで段取りを決めて活動していた

ことです。協す係とか、スプレーを掛ける係とか、拭き

取る係とか、 3つのグループに分かれて作業をしていま

した。整列も自分たちで号令を掛けてやっていました。

あと、ユニフォームも自分たちでつくり、ほかの人たち

にはこのような腕章をプレゼントしてくれました。最初

は事故防止のために腕章をつけていたのですが、これを

つけていると、地域の人たちからご苦労さまですという

ような言言葉を掛けられたりして、半日歩いているだけで

大きな PR効果になりました。

φ車とめ

私たちは、行政にもの申すだけの組織で終わらせず

に、まずは自分たちで主主際に動いて解決することから始

めようと、地域を巻き込みながら公共械設の身近な問題

に取り組みました。活動そのものはシンプlレで、公冨の

治安の悪化を紡ぐための美化活動でしたが、官民での協

働作業を実現させ、地域の状況と活動を PRをしたこと

で、その先にある目標、豊島プー Jレの撤去と早期公関化

へ向けての第歩となったと思います。

また、もうひとつの成果は、地域で疎外されがちであ

る知的障害者の施設であるみつばちブ/ブンと地域との

相互湿解のー劫となったことです。 2つの組織はでれま

でおまZいイ可をしているかさえ球解し合えていなかったの

ですが、これを機会に新しい関係が生まれていることは

確かで、フンブンのメンバーたちも、自信へとつながっ

ています。このことからも、地域発意による地道な小さ

な↑初動作業が、大きな施策に影響を与える、官民協働事

業へ転換する可能性はオ分あることが夜明されたのでは

ないでしょうか。この取経みは、今後渓掬されるであろ

う豊島プール跡地の公箇づくりの基礎となることは間違

いないと思っています。最後に、このまちづくり活動を

諦めずに続けた、防災まちづくりの会の皆さんや、殺と

なった梁瀬代表、ゆきわりそうの代表の方に敬意を表し

ます。
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コミュニティカフェとI也I或の主家側づくり
一一市民育ちに着目して

陣rJ;J雄次[とちぎ市民まちづくり研究所;

pp.137-140 

.:. rトーヨコJと fソJヨコj

とちぎ市民まちづくり研究所は、宇都宮大学の自の

前にあります。宇都宮釈から歩いてあ分ぐらいのとこ

ろで、大学以外には食事をするところはほとんどない

という、非常にひどい周辺環境です。汁 t肇桜(とうかろ

うけという、学生や教戦員に大人気の安くてうまくてボ

リュームがある中華料理屋さんがあるのですが、その左

燐の空きo錦を借りて事務所にしています。 fJt華桜さん

の績なので、;トーヨコ」です。さらにその左隣が空J6

錦だったので、 6カ月間掛けて、いろんな方に手伝って

いただきながら、手作りでコミュニティビジネスの支援

施設をつくりました。いわゆる百変わりのコミュニテイ

カ7ェになっていくわけですが、トーヨコの横なので

fソノヨコ」と私たちは呼んでいます。

では、研究所は何を目的にしているのかというと、「災

民協働のモデルを作っていきたいJr地域の縁側を作っ

ていきたいJという 2つの大きな呂的のために活動して

います。そして、そのなかから市民が育つという環境作

りができないかと考えています。メンハ…1;13人です。

私と子育関係の活動をやっている玉婦、もう l人はプ

ロのシェフの 3人だけです。なぜ官民協働ごはなくて

民民協働なのかというと、在、ともう 1人の女性メンバ守

が官民協働でいろいろと痛い自にあったことがありまし

て、そこで、災民協働のモデルを作りたいということで

やってきました。

令駄菓子趨 f鈎ん妨j

宇都宮大学の教育学部の学生さんが、卒業論文で子ど

もの居場所と子どもの遊びについて研究していたのです

が、そのなかで彼女は、駄築子屋さんは、まだまだ子と

もにとってすごく人気があると気づいたのです。それで

自分もやりたいと言い出して、ト…ヨコの事務所のー角

を若干動かして、駄菓子屋「飴ん坊 iにしました。こち

らのほうは、う年ぐらい続いているのですけれとも、現

在は学生と社会人の方がローテーンヨンで水曜午後に

オープンしています。

内壁は子どもたちが絵を描いています。そうこうして

いるうちに、子どもの成場所ということで、少しずつ人

気が出てきました。最近は出張営業の依頼も非常に多く
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て、すぐJli:くにある神社のお祭りに来てくれないかと言

われて、学生さんや社会人の方たちが、出張営業でオー

プンしています。

駄菓子は高くても lつう0同ぐらいのものですが、出

張営業をすると、 4、う時間で 2]5円近くの売上がある

のです。子ともよりも、お父さん、お母さんたちが懐か

しいからとたくさん買っていきます。

令コミュニチィカ7:r.rソノヨコj

fソノヨコ」は、地域の縁側約な空間を作りたいとい

うことが lつの自的でした。そのほかに付随する目的が

いろいろあるわけなのですが、 lつは、コミュニテ J カ

フェみたいなコミュニティピジネスをやりたいという方

たちの練習の場にしたかったのです。車問から夜 9持ま

で使いたい放題、水道光熱費込みで l臼1，500円ですの

で、 iまかなことをしなければ赤字にはならないという仕

組みになっています。席数はカウンター席だけで 6席。

なぜカウンタ一席だけなのかというと、物理的に空局が

なかったということもあるのですが、 l人で調理巾をして、

サーブをして、お金のやり取りをしてと、 1人で会部で

きるようにしたかったのです。この宇都宮大学がある地

域は、かなり高齢化しています。高齢者の方たちにきち

んとした食事を提供したいという思いがありました。ま

た、地産地消のエコショップ的なものができるのかとい

う社会実験的なこともやりたいと号、っていました。この

ように、この活動にはいろいろな意味合いがあります。

令 fソノヨコjの改築

最初は築 40年くらいのボロボロの本当に何もない空

庖織だったわけですが、それを 2004年夏からいろんな

方たちに手伝ってもらいながら、 6カ月問掛けて手作り

で整備していきました。栃木県にある臼本プラスター株

式会社の社長さんが私たちの活動を新照で読んで、わざ

わざ来てくださって、「うま くヌレ』ル|という漆喰

を寄付してくださいました。しっくいは普通は素人では

難しいのですが、これは素人でも塗れるということで、

現場で捻り方も教えてくださいました。いゥいろな方た

ちがおもしろがって来てくれて、塗っていきました。お

金がないですから、ホームセンターで床材などを貨って
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きて、自分たちでつくっていきました。

ほとんと新品のンステムキッチンを安〈貿ってきまし

たG 才一ブ/や吊り戸拙!などが全部セットになっていま

す。新品だと 60万円くらいするものを、運搬費、設霞

費込みでなんと 6万ドjで賢いました。それを設置して

厨房をつくりました。メンバ ではないのですが、坂本

君という宇都宮大学の農学部の森林学科を卒業した、大

工見潔いの若者がボランティアで来てくれて、私たち素

人ではできないカウンタ山っくりなどをやってくれまし

た。電気工事の資格をもっている字大生がボランテイア

で、自己線工事もやってくれました。照明デザインも加の

字大生がボランティアでやってくれました。 6カ月掛け

てようやくお庖ができました。カウンタ一席が6席、お

j酉も欽めるような雰溜気ですが、近隣関係もありますの

で、アルコールは紋呂です。

4・fソノヨコjのオ四ブン

このように活動をしていると、地域との交流が生まれ

てきます。看板をつけて、 200う年 1月21Bにオープン

しました。日替わりシェフという仕組みです。月曜から

日曜までローテーションでお底が変わるという仕総みに

なっています。月曜から金曜は、地域のお母さんや女性

の方が日替わりでやっていまして、週末は宇都宮大学の

学生さんがお腐を出しています。

火曜日のランチタイムには I~BallonJ というお庖が出

ていて、近隣の主総の方2人が頑強ってやっていたので

すが、旦那さんの転勤の関係で、後念ながら2月でク口…

ズしてしまいました。パスタが非常においしい人気のあ

るおr(5でした。また、メンハ の田村ンエブが年に l痘l

開くスローブード講習会も大人気です。 2007年、少し

お金がたまってきましたので、やっとシャツタ…をきれ

いにして、 f可となくカフェらしくなってきたなというと

ころです。

.j>震だか告やれるモデルか告の波及

私たちが考えたいことは f市民育ちjということです。

行政も「市民プランナー養成講IillJなとを開いたりして

いますが、なかなかそれでは市民は育たないと感じてい

ます。もちろんそういった活動もあっていいのですが、

地域のなかで市民が育っていくための入口は、もっと多

様でたくさんあってもいいのではないかと思うのです。

そのきっかけをつくるひとつの袋還として、コミュニ

テイカフェカまあるのかなと、 3年照やってきて感じまし

た。そういった人口づくりを、行政や大学に頼るのでは

なく自分たちのやれる範闘で市民でやっていけばいいの

ではないか、そう考えていまれ

そのために必要なことの lつは、負の資産をプラスに

転換するという恨点だと思います。たとえば、地域に関

心のない住民や学生さんたちに、どうすれば地域に祷'L、

を持ってもらえるか。コミュニテイカフェや飴ん坊のよ

うな施設づくりは、市民が地域へ関心をもっきっかけに

なったと感じていまれお絞りした資料に fアパシーを

シンパシーに;と書きましたが、アパシーというのは無

関心、シンパシーというのは肉情とか共感という意味で

す。畢関心をとうすれば梼心に変えられるのかというこ

とが大切です。コミ zニティカフェに参加してから、ま

ちづくりに潟心をもち、工学部から私の研究室のある教

育学部へ転部してき もいました。

必婆なことの Zつ日は、呉氏協働のあり方について考

えることです。官民協働というのは、営が絡んでユきたり、

大学が絡んできて、いろいろと動きにくくなってしまい

ます。ですから、民民協働のアドヴァンテ…ジである柔

軟性、迅速位、おもしろさ、楽しさ、いい加減さをうま

く生かしていくことが大切になってきます。

3つ司l立、自治会や地縁的組織と繋がることです。そ

れによって地域の信頼を得ることができます。たとえ

ば、コミュニテイカフ 1 のある釘内会では、毎年夏にピ

アパーテイをやっているのですが、そこにポランァイア

で参加していますO

[ソノヨコjの活動をみて、栃木県真関市にある NPO

法人がコミュニテイレストランをはじめました。このよ

うにモデルをたくさんつくることによって、宏氏協働で

ないとできないだとか、財投iを考えるべきだとか、そう

いうことではなく、民でも十分やれるのだということを

見せていくことが重姿かなと思っています。

いろいろなメンバ】が集まってきて、札機も多々あり

ます。運営は非常に難しいですが、こういうニとをやる

ことによってコミュニティが、市民が育っていきます。

このあたりの運営の秘訣を知りたい方は、是非こちらの

掲載書(陣内雄次;コミュニテイ カフェと市民育ち あなた

にもできる地域の縁側っくり j，務文社 2007])を読んでいた

だければと患います。
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三浦半島における市民活動によるエコミュージアムの展開

一一地域を学ぶ場としてのエコミュージアム活動に衡する研究

大原一興[横浜国立大学]

pp.101-106 

+三浦学島傘域をヱコミzージアムiこ

在、は三浦半島全域をエコミュージアムにしていこうと

いう傍想をこの数年かけて考えております。エコミュー

ジアムとは、地域全体をまるごと博物館としていこうと

いう活動です。ゼロから始めるのはなかなか難しいこと

でしたが、もう 10年近くいろいろなことを模索し続け

ております。今日 は、三浦半島のなかにあるまざまな市

民活動と、それをどうやって繋いできたのかということ

をお話したいと思います。

エコミュ…ジアム自体は、実態のある活動というより

は、単に触媒としてつないでいくという役識を持ってい

ますので、個々の活動として、カチッとしたものをお見

せすることができないのですが、だいたいの輪郭だけで

もつかんでいただければと患います。今日のこの会は、

住まい・まち学習がテーマですので、学習とか教育とか

という況点を中七、に、この三浦半島のエコミュージアム

がどんなことを期待されてきたのか、どんなことに効果

を生み出したのかをお話ししたいと患います。

->地犠遺産に着目した地域活動

2000年より前になると思いますが、三三浦半島でエコ

ミュージアムをやってはどうかという話が出ました。そ

こで、まずはじめに三浦半島のなかにどのような活動が

あるのかを競べました。地域全体を博物鎗とするのです

から、地域におかれているさまざまな遺康を資料とし

て、博物鎗活動を展照していくことになります。そうい

う地域遺蔑に着呂した市民活動はすでにたくさんありま

したので、その核になるものをいくつか見出していくと

いうことから始めていきました。

1つは葉LlJI需にある「くれ竹の恩 葉山」です。この

活動は 2000年ごろから始まりました。 活動目的l立、'l'.

山を大事にし、身近な海の活動を通じて、自分たちの生

活に常着する地域史、歴史文化を考えていくことです。

また、「おおくすエコミュージアムの会jという活動

があります。この活動は、=浦半島エコミコ ジアム惰

想のなかの lつのA罰金として始めました。まったくのゼ

もう lつ、 f横須賀市自然司人丈博物豊富jという樽物館

があります。これは、全国でも珍しい分宣言を持つ博物長官

です。もともと地域全体に展開するエコミュージアムの

考え方を、この博物館自体カ支持っていたというようなこ

とがありまして、その辺りを核に最初考えていきました。

令r<れ竹の塁葉山Jrおおくすヱコミュージアムの会j

f檎須賀市騒然・人文熔物館jの活動

たとえば葉山では、地元にあるさまざまな農業や漁業

の隆史を大事にしようといういくつかの市民グループが

あったのですが、これらをお友いの活動がみえるように

ネットワ】クで結ぶ取り綴みが始まっていました。それ

を「くれ竹の黒」と名づけていたわけです。たとえば綴

作されていない棚閏があれば、それに関心のある人たち

が手弁当で出んぼを維持していくというような活動をし

ています。

fおおくすエコミュージアムの会jの前身の会は 2000

年に立ち上がりました。その後「再発見おおくすの会j

に手島展し、いまは工コミュ ジアムとして活動していま

す。ここでは住民たちが、自分たちの墜史遺産を大事に

しています。たとえば若命君主の長屡F')というのがありま

す。これは個人の資産なのですが、この主;を葺くのに l

口1，000plの基金を集めました。そして修復したあとに

は、この場所で薪能のようなことをしました。

「横須賀市自然白人文博物館jは、先ほとε王子館を持って

いると言いましたが、通常ならこの収蔵庫の中にはたく

さんの民具がしまわれているわけです。しかし本来こう

いうものは、地域にそのまま置かれていることが正しい

だろうという発想がもともとありました。特に自然環境

に関しては、博物鎗の中に切り取って持ってくるのでは

なく、地元において、そのままの自然環境でその環境自

体を民示したい。そういう息怨、発想の冗でつくられて

きた博物館です。もっと鴻べていくと、たくさんの市民

活動がその地域遺産を保全するというようなことを中心

に行われていることがわかります。

ロから住民たちが日子びかけて立ちりTました。これも立 令お互いの活動奇知る大切書

ち上げは 2000年ちょうどなのですが、いまでは大変活 2004年にこの県域内の 100箇所ぐらいの活動沼体を

発にI言動するようになヮています。 潟べたのですが、いろいろな間体の活動エリアがそれぞ
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れ遺っていることがわかりましたのたとえば文化系は葉

LlJの辺りに集中しています。文化人が住んでいるという

御用邸なんかもあります。それから環境系は、海岸とか

緑豊まかな緑地を中'L、にあります。 歴史系は横須賀の辺り

にも多い。このように、全体をみてみると、同じ地域の

なかに活動エリアが君主なっている凶体がいくつもありま

す。しかしお互いにはあまり知られていないのです。

それぞれの団体がどういうグル プとかかわりを

持っているかを見てみますと、環境系の部体は情報交換

が密に行われているのでお互いに繋がりはあるのです

が、居l辺にある文化系の団体は、わりと孤立していて、

数グルーフa との交流しかありませんでした。これは非常

にもったいないことだと患いま子。

そこで、テーマ同士のつながりが見えるようにして

やれば、その地域を多層的;こ見ることができるのではな

いかと考えました。テ}マコミュニティをローカルコ

ミュニティに仮想的に再編してやろうというのが、エコ

ミュージアムの考え方です。

やネッヲレスモデル 笠右だけでは首鋒りはで曹ない

エコミュ…ジアムの基本的な考え方の中に、「ネック

レスモデルJというものがあります。これは、「宝石だ

けでは首飾りはできないJという、ブロベ山 jレの言葉か

ら考え出したものです。つまり、地域のなかにあるさま

ざまな宝物も、糸で繋げていかないと首飾りにはならな

いということです。そういうことを、三滞半島でも実践

したいと考えています。またその結果として、地域とい

うものを、それぞれの関心、興味、趣味という、単独の

分野から離れて、もう…度考え夜すきっかけになるので

はないかと期待しています。

実際にと、ういうことをやったかというと、地域内に点

従するさまざまな市民団体をパートナーと呼んで、それ

を紫げていく試みを行っています。最初の時期は、とに

かくみんなで集まって、今日みたいに実践報告をしまし

た。それでいろいろなノウハウを蓄積していきました。

特に臭分野との交流が楽しく、自然系のことばかりやっ

ている人たちが、歴史に何らかのきっかけを見出してい

くなと、 iつのまifl域で本当にいろいろな視点があるのだ

ということが見えて、それが非常に商白かった。学びの

面白さをここで体感していきました。

..まるごと憾物館連絡会

200う年にまるごと博物館連絡会というのをつくり、

いま活動を進めています。フォーラムをやったり、通信

をつくったり、ガイドブックをつくったりしました。各

市民医j体が紹介したい、自分たちのとっておきのスポッ

トを書いています。学術的には統 が取れていないので

すけれども、それぞれが伝えたいことを伝えるというよ

うなガイドプグクです。

2006年に、連絡会ができてどのように変わったかの

認交をしました。もともとは環境系は環境系の団体のこ

としか知らなかったり、 f自分野のE自体についてはあまり

よく知られていませんでしたが、この連絡会発足後は、

他国体の活動内容を知ることができ、また人脈形成にも

繋がったということです。そしてさらに、それぞれの凶

体の活動の発幾に繋がっています。お立いの活動がみえ

てくることによって、ノウハウが答穣され、さまざまな

アイデイアが触発されてでてくるようになりました。

令持続可能な地域づ〈り

エコミコージアムが生み出す効果は、何といっても

地域が持続可能なかたちで保全されていくということで

す。また、億人に対しての効果は、地域活動の楽しみを

庄いに共有することができることや、地域をより意識す

るようになったこと、博物館を自分化するようになった

こと。つまり、自分も博物館の 部なんだということを

考えるようになったことがあります。

異分野の人との対話をみんな楽しんでいました。自分

自身が発展するということも、そこで感じることができ

ます。そして、人々が感じる地域への効果というのは、

たとえば地域づくりをする人材がここで育てられている

という実感を持ったり、さまざまな情報が密度f寓〈集稜

されたというようなことを実感したり、おそらく、環境

保全には役に史っているだろうとJ怒っています。少なく

とも日常的な監視が、情報交換のなかで進んでいきまし

た。保全にも役に立っているだろうし、文化を次の世代

lこ伝えていくということに意味があるということを、皆

さんのビアリングのなかからf云えてもらいました。そこ

そこに効果が上がっているのではないかなと感じており

ます。

五浦半島工コミュージアム

一一一一一一…ー 一一」

三浦半島エコミ斗ージアム
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全体討論

司会木下勇[千葉大学)

FG  町出万堅子[大学非常勤講的; 堤祐子[仙台数育局太市区中央市民センタ ~J

令母と干の銭教育の場 r<畠すぱワー'Jショッブj

木下一一それでは後半の討論をはじめたいと患います。

皆さんからいただいた質問票を前に鮎ってありますの

で、順に見ていくことにしましょう。

まずは古橋さんへの惑懇です。はつのくらずばワー

クシヨクプで、子どもたちと→絡にものをつくること

は、創造力を深めることにもなり、またものをつくる大

切さや相手に対する思いやりの心を育てることができる

ので、とてもいいことだと患いますJr身近な くらすぱ"

において、母と子の住教育の場であり、環境共有がで

きる場である『くらすばワークショッブjのような場が

あることは、子どもたちにとってよいことだと思いまし

た。また、 rrくらすばりょこうしゃjは具体的に何をさ

れたのですかJという質問もありました。この占につい

てはいかがでしょうか。

古橋 ご興味を持ってくださって大変うれしく思いま

す。「くらすばりょこうしゃJでは、休日に家族で出掛

ける機会を設けていまれたとえば「ピトヒトイエ(火

と人。家)Jというテぃマを扱ったときは、普段の会場で

はできないことをしようと、ピザ釜のあるところへ出掛

けました。また、いろいりの暖かさとか、料理のおいし

さとか、火の怖さを体験するために、出舎のほうへ出掛

けたりもしました。

木下 では次にまいります。諌見先生は帰られてしま

いましたので、質問だけ紹介します。「最後に話された

組織内での鴎難と、その解決策をもう少し具体的にお話

いただければと思いますj。ご本人が不在ですので残念

ですが、また来年も来られるとおっしゃられていました

ので、次の機会に答えていただきたいと怠います。

令ジャンJ~を超えた車ちづくりi苦勤

木下 では次に置賜農業高校の者さんへの質問です。

「卒業後、農業系ではなく、まちづくり系の大学へ進学

し、そのブロになりたいと考えることはないですから

大木一一いま高校 3年生なので、学校でも進路の話なと

がずますが、もちろん農業高校なので、農業のほうの学

資も頑張っています。今回このプ口ジ ιクトごさまざま

な活動をさせてもらって、やりがしづ=あると感じていま

す。地域の方々に|頑張ってるねjなどと言ってもらえ

ると、達成感がありますし、元主張ってよかったなと思う

機会が増えてきました。まだ悩んでいる途中ですが、こ

ういったまちづくりの活動にももちろん興味はあるの

で、まずはどんとん学務を進めていきたいと思ってい

ます。

木下 私の大学は鐙芸学部ですがまちづくりを教えて

います。園芸学部も農業高校の職業の推薦枠があります

から、是非トライしてみてください。あなた方のような

人を待っています。

では次ですG 大阪工業技術専門学校の金子先生から

「皆さんの活発な動きに感動しました。そのなかでほと

んとJが先生の姿が免えなかったのですが、脅さんの活動

に先生はどのように関係されていたのでしょうかJとい

う質問がありまれいかがでしょうか。また、「男子生

徒は参加が少ないのですか」という質問もあります。今

日紹介された写真には男子生徒の顔が全然みえなかった

ので、そのあたりは私も気になります。

江本 じつは私はカメラを構えて写す方なので自分は

託銀には写っていないのです。しかし情報を発信すると

左II![出万E聖子右木下勢
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ころに情報は集まるということで、街でもでも燥でも他

校でも、情報は私のところに集まってきます。もしくは、

私と伺じように外側に向っていろいろと発信している

先生のところに集まる。その集まった情報を生徒の前に

ダ ツと競べるわけです。そして fこれやりたいjと飛

びついてきた生徒が、それを一生懸命やってくれます。

男子役徒が少ないのかという質問でしたが、男子がそ

れに飛びついてくれないので F。いまの男の子は意外と

シャイなようです。女の子と一緒にやると、結構楽しん

で綴張るのですが、最初に飛びつくのは女の子ですね。

今留はたまたまこのメンハ の中にたった 1人男の子が

入りましたので、これは何とか頑張って育てていきたい

と患っています。

4修繕嬬への賓曜まと学絞殺害警を繋ぐ

木下一ーでは次は左海先生:へ。 rとても面自いです lとい

う感怨をいただいています。深j幸さんからは;今後の活

動について知りたいです jという意見が出ています。

左海一一ご質問ありがとうございます。本校の活動全般

もそうですが、とにかく学校というのは悶鎖した世界で

外からは見えにくい。それをなるべく開放していこうと

いうことで、昨年度は、関西の 4大学と本校が関わっ

務作町出方E里子+1星術子

て、都市住宅学会の関西支部が米催する URの賃貸住宅

を改修する活動に参加しました。 lDKの本当に古い住

宅を解体から計粉、そして改修まl:0 1)ノベーションと

いう一つの実設実験を行いました。また、これはまだ公

式には学校への許可をとっていないのですが、大阪市立

大学による大正坊に建てられた長屋の改修と傑作活用プ

口ンェクトに、本校の技能学科の学生も加わって活動を

進めています。それからもうひとつ、地域への貢献とい

うか、縄放について考えています。学校でつくる作品と

いうのは、作品としての幸子舗が終わってしまうとゴミに

なってしまうことが多いのですが、地域の町々から「家

でこんな榔が欲しいjとか「テ…プルが欲しいJという

ような注文をと?を利が受けて、それを直接学生とやりとり

をすることで、その常生の作品を地域に還元できるよう

な方法はないかと臣、っています。まだいまは模索中です

が、このようなかたちでの実践プログラムを今後進めて

いく予定です。

木下 綴本さんから「棟J:.lfのときの技能教員の感想

を聞きたいlという意見がありますが、いかがでしょう

か。

友海 これは非常に複雑だと思います。技能の親方は

基本的には現場にあまり潤わらないようにしてますの

-198- 2008生存住総研r住まいまち学習j実臨報告論文集 9



で、現場はどうなっているものかと、冷や冷やはらはら

と学校でお待ちだったと思うのです。棟上げのときだけ

は現場に行っていただいたのですが、ホッとしたという

のが半分、当然うまくいかなかったという反省部分もあ

るかと患います。とはいえ、この活動としては、技能の

親方の感想よりも、学生たち出身が自分たちで何とか練

をとげたということを重視しています。

-争踏毘の協力と抵抗

木下一一ついでにお聞きしたいのでミすが、左海先生もか

なりいろいろ活動をされていますので、学内での抵抗は

あったのではないですか。

ii!潟ーーとつは宇都宮大学の陣内先生のお話のなかでも

出てきた言葉をしっかりキャッチしたのですが、学校と

いうのは多かれ少なかれ、官庁もそうですが、いろいろ

な枠組みや組織や札機なときがたくさんあるものだと患い

ます。幸いにも本校の場合は、非常に柔軟というか、{い

しり加減な専門学校で「のでそういったことは少ないで

「。金銭的なことに関しても、間接的な費用も含めれば、

今習のプロジェクトでの学校の負担は 200万円を超え

ています。ですから、そのあたりはわりと自由に使わせ

てもらっています。また、私ひとりでは到底まわりませ

199-

んので協力者が必要になるわけですが、同僚の教員たち

も非常に協力的です。こういう活動に対する意義がある

程度学校全体で共有されているようで、私のまわりでは

車L擦などは生じていません。ひょっとしたら、出る杭を

越えてしまっているので叩きょうがないのかもしれませ

ん。わりとj願書毒に進んでいます。

木下一一一このフオ}ラムでも何度かそういった議論はで

ていますが、学校の教育のなかでまちづくりに関わると

いうのは評価の問題にもなりますね。

+簸理せずで曹る範劉か畠

木下 では、次に尾崎先生への質問です。3つあります。

まず lつ呂は f淑徳短期大学、大東文化大学、帝京大学、

東京家政大学など、区内の大学の社会教育科ではオムニ

パス形式の議療がもたれています。また、大東文化大学

では、法律学的ゼミのエコタクンーの取り組みや、環境

創造学部による高島平団地の再生の実践などもあるよう

ですが、これらとの繋がりはあ乃ますか iというもので

す。いかがですか。

篤締 社会教育のなかでのオムニパスの講座について

は、おそらく区のいろいろな火学が迷携しているのだと

怠いますが、残念ながら私はそれらとは絡んでいないの

2008年世輯研「住まいまち学習j実臨線台。論文集 9



でよく存じあげません。ただ、ちょうどこのブ口ジェク

トの前年に、大東文化大学の環境創造学科が地元高底街

のなかに容器部堂というお活を立ち土げましたので、藤原

先生;こは経理などについてずいぶんお話を聞きに行きま

した。学生も連れて見学に行ったりして、務JIil苛のなか

で大学がfrうお!告の経営モデルを研究させていただきま

した。

本下ーーでは次です。[紋僑IRI立、都心[主や詔i都ιL、夜、準

恩i都心区と近郊を結ぶ動線の上にある周辺区です。かつ

ては農家が存在していましたが、そのような地域特性の

地産地消をとのように発展させていこうと考えていま

すかJ。

尾崎 板橋区、練馬区、荒川区の瑚辺にはまだ農家が

筏っております。「にりんそう」という、地場の農家か

ら野菜を売っている所があるのですが、学生たちと一緒

に見学に行ったり、赤塚にある農協にも行って可能性を

いろいろと採っていきました。最初のうちは地産地消を

徹底しようと考えていたのですが、学生たちと絡してい

るうちに、エコを食に結びつけることの限界に気づき

ました。たとえば、季節ごとにとれる野菜というのは決

まっていますので、野菜がまったく手に入らない場合も

あるのです。そうしたときに、つねに地場の野菜を使う

制作 町EBJi霊子十堤祐子

@ 
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た。そこで、定食には f板橋小鉢jというものを必ずつ

けるようにしました。すべては無線ですが、このノト鉢の

なかにだけは、必ず板橋IRの野菜を使っています。農家

をいろいろと巡るうちに、望号がりがどんどんできてきま

した。都市のなかでもこれからはそういったことが可能

になるのではないかと考えています。

木下 最後の質問です。「保育学の観点から、持続可能

な社会づくりに向けた地域の紋組みとして考えられるこ

とはどのようなことがありますかj。ぞして、後藤さん

から尾崎先生へ、[企画の教案i立大学では授業扱いなの

でしょうか。また、大学が地域づくりと学生を結びつけ

るシステムをもう少し具体的に教えてくださいJ。との

ことです。

尾崎 保育学の観点からの持続可能な ESDはとても

難しくて、荘、もいまE果怒としているところです。昨年

の 11月に家政大でドイツからデザイナーの方を呼んで、

!毘庭から始めるドイツ ESDの取組み」というシンポジ

ウムをさせていただきました。その方はア日 トとヱコ

を融合したようなとてもいいテ吋。インの関盟主を紹介して

くださいました。いろいろな住民が参謝するとか、そう
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いった観占から考えると、まちづくりともリンクするの

ではないかと忽います。保育(幼児教脊)の場合、 f庭潤j

を核にして ESDを考えるとよいのではないかと考えて

います。

また、「企函の教室グリーン jというワークショッブ

は、大学の講座とは関係なくはじめたものですが、 F丙干来

年度の

てありまして、学長から、そのなかでやってはどうかと

いうお話しをいただきました。学校のカワキユラムに入

れてしまうと制波もでてくるのですが、いろいろな教科

との連携を考えたヒで進めようと思っています。

令官民協備がら民民協働へ

木下一一よろしいでしょうか。ノト口さんへは私のほうか

ら質問させていただきます。ノトロさんの所は行政の組織

で働きかけながら官民協働ということで展開したのです

が、次の議論で陣内さんが民民協働の話をしておられま

した。たとえば、行政からの働きかけでいろいろな間体

がつくられ、展開していき、それが小さな協働から宮民

協働へという展開だけでなく、民民協働に展開してい

くのそういうアプローチは可能でしょうか。

小口一一こちらは財罰なので微妙な立場ではあるのです

が、官民協働から民民協働というのは、本当はあまり難

しくないはずだと思っているのです。ただ、災からの発

意による官民協働が民民協働へ展開していく fff終性は卜

分にあると思うのでよーが、官からの発意による官民協働

では、琉時点ではちょっと難しいのではないかなと思い

ます。

木下 ありがとうごさいました。次は陣内さんへの質

問です。「民民協働の運営の困難さについて具体的にこ

教示ください。官民協働が難しいということでしたが、

具体的にはどういう占でしょうか。私も実際難しいこと

が多いので聞いてみたいです l。これは小口さんからの

質問ですね。次は感想、です。 fコミ 2 ニテイカブエと地

域の縁側づくりの話を開いて、私の住んでいる地域は食

事なとをしてくつろげる場所が少ないため、空き家をカ

フににしてはという発想、にはすごく衝撃を受けました!。

次は上原さんからの質的です。 rrli舗を通じての活動に

ついて。駄菓子屋さんやソノヨコでの係算はとうでしょ

うか。来府人数、人口があまり多くない地域でも向織の

事業は可能と思われますかi。

陣内 ご質問ありがとうございました。まず、民民協

働の運営の国難さについてですが、コミュニティカブ L

fソノヨコJでは遡ごとに自主が代わりますから、月 l出、

J;5曳の方たちに集まっていただいて運営会議を行って

います。そのなかで相互非難を行います。たとえば、月

曜臼にお庖をやった方はきれいに片付けて次の人に移す

いとか、 i週訪功、ことがいろいろと出てくるわけです。そ

れを誰が一手に引き受けてうまく誠黙していくのかとい

うと、私になるのですが、途中で本当に嫌になってくる

わけです。これはコミュニティカフェを事例として言っ

ているわけですが、民民協働の難しさというのはそこに

象徴されていると思うのです。いわゆる官民協働であれ

ば、官のほうは単年廷できちんと成果を上げなければい

けないという制約はあるのですが、制約があるからこそ

目標が見えやすくもなります。しかし民主己の場合は、発

表のなかでも「いい加減さ!と言いましたが、そのため

に、どこが達成呂擦なのかなかなか見えなかったりする。

そこの難しさがあるというふうに怨、います。

宮民協働の難しさというところでは、やはり、災民、

官民協働、それぞれ 長一短だと私は思っているのです。

じつは私は栃木県であるまちの協働の評価システムの検

討委員会の座長もしています。そこでいろいろな NPO

の方たちに来てもらって議論を重ねてきているのです

が、難しいのはやはり協働の涼郊としての対等性ですo

NPOというちっぽけな存在と、 NPOから見ればE(大

な組織である宮との対等ということはもともとあ行得る

のか、そういうところから始まるのです。

そうすると、協働と言っても民の方たちが考える協

働と、宮の方たちが考える協{動とがあって、その根本の

ところが非常に難しいなと感じています。ただ、そこを

どうやって乗り越えていくのかということが重要で、ど

なたか発表者の方がおっしゃっていましたが、 fエンパ

ワーメント」という言葉がキ」ワードになるのです。行

政の方も協働という観点からエンパワーメントが必要で

すし、民の側も協働という綴占からエンパワーメントを

やっていかないと、繋がっていかないという気がしてい

ます。

では次に採算についてですが、「ソノヨコjは家賃が

タダです。私の知り合いのカが、 fどうせざ主いているし、

誰も使うという人はいない。ボロッちい閉?だからタダで

使っていいよ」と。ただし、社会的にいいことに使うな

らということで、金儲けには使わないことを最初に約束

しました。それともう つ条1'1'"もあって、桃華桜という

中華廃さんの経常I'fの方がかなりの高齢なのですが、数

年後に践を辞められる可能性があって、 E主物を取り壊す

ときには出て行ってねという約束もあります。場所をた

だで借りていまずから、 t菜採閣下山、えばいまのところ述、

学ではありません 1 Ilの1'e用料がL5uO円で、それで

水滋光熱認すべてを賄っていまヲ ト ヨコの駄菜 f以

さんのんは、ヒつはこれまで私が倒人的に本逃光凱授を

お}Jf!tf1していました そこに、 1都7イ，iiij)忠治〉ら i者

にやりませんか三いう〆プl.i チがありまして、 ，IiO)了

とものI，'r場所っくり W!fil: されて、いまは絡め余を

というル ルがあるのですが、そのル ルを守っていな もら Jてそこから出しています
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駄菜子屋さんの運営の仕紐みですが、関わっている

学生さん、社会人の方はすべてボランティアです。です

から、売上金はすべてプールしておいて、商品が少な

くなったらそのお金で買いに行って繍充するという形で

やっています。

あと、空き家をつかつてのコミュニテイカフェとい

うことに興味をもっていただいた方の感想がありました

ね。やりたいけと難しいという思っている方もいらっ

しゃるようですが、どうせ使っていないから使ってもい

いょとし寸方が、地域のなかにはおそらくいらっしゃる

のではないかと思います。実際に宇都宮市には長古ん幼以

外にも市民グループがやっている駄菓子屋さんがいくつ

かあります。そのなかのひとつでは、使われていなかっ

たスーパーマーケットの半分を借りて運営しています。

残りの半分はスーパーマーケットのままです。この仕組

みのうまいところは、スーパーマーケットで収益をあげ

て、その売上を運営費にまわしているところです。うま

く民の{時が知恵を出して、いろいろ調べれば必ずやれる

可能性があると感じています。

令ヱコミュージアムを劃立吉せ、鋳続可能な取り緩みに

木下 では次に大原さんへの質問です。尾崎さんから、

「エコミュ…ジアムを実現するために、発表での連絡会

の他に、何かいま考えている仕組み作りはありますか」

という質問です。それから畢言016ですが、「まちの遺産

とは何ですか、とのように伝えるのでしょうか。 生活史

の伝承、暮らし方の継承について教えてください jとい

う質問があります。

大原 関心、を持っていただいてありがとうございま

す。連絡会というのは、いまはまだ途中段階の組織です。

これがエコミュージアムとして持続可能な総織になって

いくためには、なんらかの NPOだとか、日前で運営で

会場風景

-202 

きる組織をつくらないといけないなと思っています。

最初はエコミュージアムという構想を実現させるため

の…種の研究事業のようなかたちから始まって、研究補

効金をもらって活動をしていました。その後は私の研究

室主で進めていたのですが、神奈川県が関心をもってくれ

て、行政センターから若千の予算がつきました。それで

やっとこの連絡会を立ち kげることができたのです。連

絡会といっても年間の予算は 100万円程度。ほとんと

ガイドブック作成で使ってしまいました。いまは、導属

ではないのですが行紋センターの戦員が一人組当になっ

てくれています。そのような段階です。

これをエコミュージアムとして持続的な綴織にするた

めには、独立した組織にしなければいけない。いま各国

体からは特に会費を取っていませんが、 7アン?を作っ

ていくということを考えています。

日本ではまだ自立したエコミュージアムというのが現

実にはできていません。自治体からの補助金を中心に臨

している場合がほとんどで、そうでなくても、道の駅で

の物品奴売なと、でお金を儲けるというようなかたちでし

か成り立っていないのです。本来、このような活動への

予算は、文化や教育予算のなかに位置づけられていいと

思うのですが、まだそういうかたちにはなっていません。

悩みが多いところです。

もうひとつの問題は、まちの文化を伝える手法につい

てです。私たちがパートナーと呼んでいる各国体は、エ

コミコ ジアムの各地でいろいろなことを実践していま

すが、いずれも単発的な活動なのです。それぞれの面体

はある程度プログラムを考えてやっているのですがそれ

らが交わる場がないのです。渓然と「文化の伝え方jと

いっても、いろいろな手法があるわけで、必ずしもみん

な自信をもってやっているわけではありません。それを

お互いに情報交換することによって、よりよいアイデイ

アを交換していく。そういう場として、いまエコミュー

ジアムが機能していると患います。

.:+I.ンバワ四メントで池援の活性化

本下一ーありがとうございました。全体に対しては感惣

も含めて 4点ありました。感想、から紹介します。官橋さ

んから f各地で頑張っておられる方々の存従を知り励み

になりました。たくさんのヒントをいただけてt喜しく、

幸せな一時でした。感動しました。ありがとうございま

したJ0 rくりすばjという鏡子の潤係についての発表、

空き府議での展開について、高校生たちのまちの活性

化、そういった試みが路かにいろいろな関係をうくりだ

していまれ箇践に小津先生から、関係性の再構築につ

いての話がありましたが、それを到の言葉で設うと、!エ

ンパワーメント J という言葉になると官、います。そうい

う関係をにンパワーメントすること、それが地域の活性
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化であると恩います。

さて、そのテーマと関連しての質問ですが、王宮凶さん

から「活性化の対象域の検討についていこれは、ミュー

ジアムや釈前や摺祉施設など、その対象の範在査をどう捉

えるのか、ということでしょうか。「対象域jというの

がひとつのテーマになっていますが、質問の趣旨を古田

さんからお願いします。

吉国 正直、そんなに深い話ではなくて、今回お話を

向かせていただいて、主催者側の意図が偶然的にそう

いったものであったかなと患ったという話なのです。業

者の方との雑談でも、結局l主義が使うのか、時間の捻出

は誰がどうやって行うのか、どこを使うのかといった話

が共通して出てきます。そしてそれがどういう環境を生

むのか。そういったことと、交通や用途がぶつかってく

ると、今日の会の話がみえてくるのではないかと思った

ところです。

φ将来に甥が晶ボランチィア穏神

木下 あと小l京先生の質的で、 f今@I1立高校生や大学

生などとまちとの関わりが総介されていて大変参考にな

りました。学校の所在地から離れて、自分の住んでいる

まちに帰ったときに、学んだことがどう活かされるので

しょうかj。というものがあります。これはmr接高校生

に開いてみましょうか。

層減 たとえば、クリスマスのときには町民駅をイル

ミネーションで締ったりするのですが、それが定期的

に行われています。私たちがI11西市を離れたとしても、

帰ってきたときにそういった駅の光景をみれたら、この

まちに帰れてよかったなと思えると患います。そういう

ことを自分のまちに帰っても思い出せればいいなと怠っ

ていま「。

江本 このような場所で話す機会を与えてもらえる

と、だんだんとf置れてきて的確に答えられるようになる

のでありがたいことですね。少し補足させていただき

ますと、余白の 10年、 20年なとと言われますが、小学

校、中学校、高校とボランティアをやってきて、社会人

になったらどタソとやめてしまう。そのあとやるのは

PTAということがよくあります。そういうことは出会

でもあって、深刻な問題になっています。結婚しない人

もたくさんいるわけで、そうすると 20年、 30年、地域

社会には全然貢献しないということになる。それはなぜ

かというと、高校持f七に地域とのアクセスというか、関

わりを持たなかったためにやり方がわからない。そんな

に大上段に構えなくても、意外と簡単に地域ボランティ

アというのはできるのだよということを体験していれ

ば、そんなに?苦労せずに箔単に一歩が踏み出せると思い

ます。

あと、 ~r{昨J活性化ゃ地蔑地ífíが始まって自存自にな

の

JA
U
 

の
ふ

るのですが、やはり大学へ行ってからもボランティアを

やっている子は少ないのです。ですから、卒業生を、た

とえば[ぼ~のJ7アンクラブのようなかたちで組織化

して、年に i回とか 2屈とか、学校にiIi:ってくる機会

をつくるなど、活動を地域にもどしてやるような取り組

みをしていかないといけないなと考えています。

*下一ーありがとうございます。いま先生がぎわれたよ

うに、いろいろな場所で発表することで自信になってい

くというのは私にも綬験があります。世田谷で子どもた

ちが公魁づくりのプロジェクトをやっているので寸が、

中学に進学したあと久々に集まってみると、みんな中学

校でも何か役をやっているのですね。小学校のころの活

動で積極約になれたということです。そういう効呆はあ

るようです。それが@Iり間ってまたかえってくるのだと

患います。

さて、ではさらにいまの接言語から議論を続けたいと患

います。高校生、大学般の場合l土、卒業したあとはいな

くなってしまいますよね。そういうなかで、下の世代に

どうやって継続していくのかが課題だと思います。その

あたり陣内さんどうでしょうか。

令活動壷繋げるζとの撮要性

陣内 「ソノヨコ」に関して言えば、月曜から金曜は

地域のお母さんたちが主体約に日替わりでやっているの

で大丈夫です。土再望日と臼曜日は学生のグループがやっ

ていますが、サークルのようなかたちにしてるので、う

まく世代交代をして続いています。また、火学で地域の

ことを学んだ若者たちが卒業したあとどうなったかとい

うと、ソノヨコのi吉野Ulこ関わった義者たちについてしか

私は蓄えませんが、かなりこの活動を通じて、まちづく

りや地域に関わることの主主要性を認識しているという感

じがしています。そのひとつの妥協は、コミュニテイカ

ブエだけではなく、町内会の活動にもみんな積極的に参

加させるようにしているからです。そうすると、町内会

の活動とはこういうものか、結布毒菌白いじゃないかとい

う若者たちがでてくる。そしてその活動を通じて地域の

必要性や君主要性を感じ取っているようです。そのような

若苦たちはサラリーマンになってもそういった活動と何

らかの関わりを持ちたいと怠っているようです。

本下 そういう継続の綴点でいえば、海先生はどう

ですか。あれだけ大きなプロジェクトをやっていて、生

徒たちがどんどん変わっていくなかでどう継続発展する

σ〉治、。

定海 特に本校のように 2年制の学校では、学生の入

れ替わりのサイクルが非常に早いものですから、何らか

の成果であるとか、考え庁であるとか、軌気であるとか、

そういったものを継続していくことが非常に凶難なので

す。そこで lつの事例ですが、今日もこ紹介した滋賀県

2008年住輯研「住まい・まち学習J実践報告踊文集9



の別荘がちょうどう年前に完成して、竣工のパーティー

のときにさ長持関わった学生たちとオーナ一、関西の有t，
な建築家が「ぅ年後に君たちが社会に出て一人前になっ

たときに、ここで同窓会をもう l留しようや。う年も仕

事をしていれば、一定のプロとしての白線もできるだろ

うから、その日でもう i自由分たちが学生の時代にやっ

たものを確認しようやjと言ったんですね。じつはその

冬が今年やってくるのです。そこにいま在学している学

生たちを連れて行こうと思うのです。そうやって世代間

の聖書がりをもたせることで、ものをつくる気持ちゃ地域

との関わり、社会との関わりを継続させていくことがで

きるのではないかと思っています。われわれがその接着

斉IJの役割をしなければならない。それが一つの方法だろ

うと思います。

木下 置賜農業高校の場合には、どのように後輩に伝

えていますか。

高徳一一私たちは先議たちと一緒に「ぽ~のjをやらせ

てもらう機会があったので、私たちと一緒に後家にも

やってくれれば、後輩にも私たぢがやっていることが伝

わると思うし、楽しきもわかると思います。また、何か

一緒にやることがあれば後輩たちもやる気が出てくれる

かなと恩います。

木下一一縦のつながりをもたせることで、活動に継続性

をもたせる佼緩みが、地域の信頼や関係性をつくってい

くということですね。

や活動の翻包帯錨

木下一一地域餓からの心配はそのあたりにあると思うの

ですが、では、実際の評価はどうなのでしょうか。永烏

さんから最後の質問ですが、「地元、自治会などの評価

はどうなっているか、 ABCDEのう段階評価で教えてく

ださいjというものがきています。

永島 本当を言うと、第三者からの評価というのがあ

るとよいのですが、今臼はできませんので、「こんなふ

うに評判になっているjとかいうことの満足度みたいな

もので ABCDEを皆さんにしていただければいいかな

と思います。

木下 では最初に古橋さん。 ABCDEのう段階で、今

度は総合評価でお願いします。

護婦 f中賜内では毎回予期せぬような応媛がたくさん

現れたりと、感動の日々だったのですが、まだまちには

出ていっていませんので、地元にはあまり行き渡ってい

ないですね。地元からはまだ評価なしだと患います。

木下一一仲間うちではAですか。地元にはまだ。

育婚一一精進したいと患います。

木下一一次は高校生に開いてみましょうか。地域の人の

反応はどうですか。

大木一一新聞などでも取り上げられていますし、 rIi'-

のJなどをやっていると、お年寄りとか年輩の方々に、

「また来たよ jとか言ってもらえてだんだん綴も覚えて

もらえるようになったので、ちょっとここはいい点数で。

木下一一言し、にくければ在、から言います。 Aですね。で

は左滋先生。地元ではどうし寸評鏑をされていますか。

左海一一秘主に関しては満足させたつもりですが、やは

り、いろいろ向こうにも遠慮がありまして、学生のやっ

たことだということで言いたいことも言えずに樋分と控

え自な対応だったと忽います。と言いますのは、たまた

まクライアントはおこ人とも教管経験者でしたので、相

当寛大な8で見守っていただいていたと患います。です

から Bぐらいかなと患います。

木下一ーでは尾崎先生。

F富締一一迷いますが、日ぐらし、かなと1まいます。商f吉街

の方々は女子大生が来ると、本当に務庖衡が華やかにな

るといって、すごく活き活きしています。また、サマー

フェスタなどのお祭りもどんどんやるのですが、こちら

も活気がでると寄ってもらっています。お客さんは近く

のサラリーマンが多いのですが、お腹も満たして、健康

な食事を提供してくれるということで好評です。ランチ

も毎殴 30食ぐらい出て、大体全部さばけてしまうよう

です。

また、子育て77の常速さんがかなりいます。近く

に子育て支援センターもあるので、大学の舟童学科の授

業で「子育てバリアフリーマツフ1乍り」というのを本学

の佐々木准教授がやりました。二子育て77さんと学生が

まちとか隣府衝を歩いて、子育てのお母さん方にはどう

いうバリアがあるのかというのを調べてマップ{乍りをし

ました。そういうところと連携したり、激i盈のきくメ

ニューを提供することで、お母さんたちには活用しても

らっています。ですから、Bかなというふうに患います。

木下一一地域の方が会場に来ていらっしゃるようですの

で、評価していただきたいと思います。

梁瀬 76歳の考人が現れて申し訳ありません。先ほ

どからのお絡を開きまして、皆さんに百本の将来を背

負っていただけると怠ってボツとしております。私が申

し上げたいことは、まちづくりというのは極めて難しい

ことで、特にいま評価をなさっていますが、その評fiIIiこ

そ 体誰がどうやるのかという問題があるのです。藤本

的には自己評備しかないような気がしています。皆さん

は、その信念を持って長年続けているということですの

で、今臼発表した活動を将来活かすことができれば、日

本の 10年、 20年後も大丈夫だと思います。そしてひと

つ「まちづくりは人づくり、人づくりはまちづくり」と

いう言葉を覚えておいて欲しいと思います。

小口さんの活動でユは地域の問題占をみんなで一緒に歩

いて発見し、手を打っていく。そのパターンの繰り返し

です。 10人から行人くらいがいつも参加していますが、
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続けていくためには人材の発見と確保が必要です。安

定するまぜに 10年はかかるのではないでしょうか。み

なさんには人を見終くカを身につけていただいて、リー

ダーン Yブをもっ人間になってもらいたいと思います。

まちっくりは、高齢者だけでできることでも、経害者

だけでできることごもありません。ノトロさんの場合は、た

またまの出会いがあった。非常にラッキ一度も入ってく

るわけです。勘よくそれを発見し繋げることが大事です。

木下 肝心、の評価はどうですか。

梁灘 ラッキ一度が入っていますが呂。指導者が様気

良くよく指導してくれたというのがAですが。

木下 ラッキ}日と。どうもありがとうございます。

次は陣内さん。

捧肉 まず、駄菓子E室長古ん坊については、かな均胤識

に行っていますので、 Aだと思います。ソノヨコについ

ては、数カ月前まではAだったのですが、いま急落し

ていまして大変な状況なので、 Bかなと思います。なぜ

Aにならなかったかというと、 iつの要因は、これです。

宇都宮大学の学生が手作りで作った、環境マネージメン

トのマニュアル本なのですが、これを使って、ソノヨコ

で環境配慮型庖舗をi車常しようということで勉強会を始

めたのです。しかしなかなかうまくいっていない。です

から呂にしたいと思います。

木下一一どうもありがとうございます。最後に大原先生。

大原一一私が紹介した活動は拠点的な立場ではないので

難しいのですカヘ知っている人にとっては Aだと患い

ます。それが来たして 120万の人口のなかの何パーセ

ントかというと、数パ…セントいくかどうかというとこ

ろだと怠います。先lらない人にとっては評価がつけられ

ませんので Eになるのでしょうか。知っている人、少

なくともガイドブックを十寺っている人にとってはAだ

と患います。

木下一ーということで、水島さんの質問1;):、結局、皆さ

ん自己評価になりましたね。とはいえ、地元の詳僑と

寄っても、先ほどの対象の総関などありますから、と

-205 

の範聞かということも絡んでくるわけですよね。ですか

ら、そんなに簡単ではないし、この質問自体ナンセンス

かもしれない。望書は、最後の大版先生が醤いましたが、

こういう活動をと守れだけの人が認識しでかかわっている

かということですね。関わっている人にはわかる、関わ

らない人にはわからないのですが、関わらない、関われ

ない人たちにも活動を認言哉してもらい、賛同してもらう

ことが大事です。また、自分たちを支緩してくれている

人たちがいることを強く感じて、多少のトラブルにも立

ち向かい前進すること。そういうエネルギーが大事だと

患います。

また、今おlの発表では高校生が活躍する場聞がありま

した。これはこれまでの発表会ではなかったことです。

今後、小学生が中心となった総合的学習などの発表がで

てくるかもしれません。いまの高校生はクラブもあった

り、学校の帰りも遅かったりと、地域との繋がりが難し

くなっています。そんと詰なかで、かかわりを持てている

のは素晴らしいことだと患いました。

さて、今回の発表でのキーワードには「穴jというも

のがあると思います。最後に大原先住が首飾りの法~IJ と

もいえるものを紹介してくださいましたが、穴があるか

ら糸を通してつなげることができる。 )11西宮了の町民釈が

無人になってしまったとき、その穴をどうやって埋める

かということで、高校生たちが立ち上がる。また、民民

協働も宮民協働も、やはりそれぞれで完結ではありま

せん。どこかに穴があって、その穴を繋げていくことが

大事なのです。そして穴を埋めようと人は動き出し、繋

がっていく。また、それはす橋さんが震われた幼児に

ついても火事なことです。「あなたは大切にされているj

という素晴らしい言葉がありましたが、幼児というのは

まだ不完全で危なつかしい存在ですがそうやって守られ

ています。親子ーの関係がだんだんおろそかになっている

社会のなかで、家などの関係もふくめてつくっていかな

ければならない、そんなことを感じた発表会でした。で

は、あとは延藤先生にまとめをお綴いしたいと豆、います。
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まとめ

「創造/想像」カがにじむ、住まし、.まち学習

li5藤安弘[(殴)住宅総合研究対出住教育委員会委員長?

t作年は大学院生の発表が多かったのですが、今年は高

校生の参加も得られました。また、内容においても今[ill

発表のあった 8編の つひとつが珠玉のように中身の濃

いものであり、感動を覚えました。これらは、儲31Jの事

象を扱っているようですが、じつは共通の、クリエーショ

ンとイマジネーシヨンという 2つの f鍛造/想f象」力が

にじむ住まいまち学習の方法が響き渡っていたと思い

ます。いつもは全体に響き渡るキーワードをすくい i二げ

るというやり方をとっていますが、今年はこれら一つひ

とつにコメ/トをさせていただきながら、これからの方

向性をうかがいたいと思います。

令旬在大切にす晶、わかる・わかり合う関係づくり

一一揖りがとのように包みこむ場づくり

最初のキーワードです。古橋さんが「くらすば|の発

表をとおして、子どもには、いま、ここ、何をやろうと

いう問い掛けの匂のタイミングがあるとおっしゃってい

ました。このタイミングを逃さずに、みすみずしい関わ

りをもつこと。この旬を大切にすることはすべてに遜じ

る大切な進め方なのではないでしょうか。また、これに

…寄添えるならば、それが実現するための方法が「くら

すば」のなかにはあったように思います。それは、帰り

かごのように包みこむ場づくりです。仰をしてもいい

よ、失敗しでもいいよという、この閣かれた気持ちと、

あの暖か在家づくりや重量殺:が見事に和を戒していたと怒

います。あのプログラムの部白さには、まさに「勾jや

「包まれる掘りかごのような|というキ}ワ ドが轡き

渡っていたと思います。

φバッシ笥ンと譲渡技術とプロセス

一一人間溜境マインドの継承

2番目のキ ワードは、那珂川流域の諌見さんの発表

からです。これは、あらゆる「創造/想像」約な取り組

みのなかに共通するキーワ ドです。また、「人間環境

マインドの継泳」とか、うちから批判があっても共感に

変えてしまうという 11批判を共感に変える」というこの

パツンヨンO それぞれの技術、プロセス、来年もまた来

たるんやという強い志。これは彼のやり方で、悲者た

ちを豊かな水族館の模裂づくりに兇事に誘導していまし

た。表現技術の背後にE毒されている、何を目指している

のか、 f可のためなのかという、ニの侭を目指しているの

かというパッシヨンのなかに、大事なヒントが込められ

ていたように患います。

φ線系ヱコと縫済ヱコの統合 衰退は誰かが止ぬるのでは

なく、そこに住む人聞が立ち上がる

3つ日です。米沢の鐙賜農業高校の皆さん方の発表は

感動的でした。彼女たちはエコエココミュニティと言っ

ていましたが、この緑系エコと経済エコの統合によって、

ワクワクしながら地域づくりを行っています。大人だけ

で地域まちづくりをやると、すぐに仕組みの話や毘から

何ぼ補助金が来るんやという話にいってしまう。しかし

高校生たちは駅前での需の灯縫づくりなど、ワクワクし

ながらやっています。

また、「奨退は誰かが止めるのではなく、そこに伎む

人間が立ちょがるJというのは名誉ですね。専門家か合

うと、「内発的_i~どと、難しい言言葉になってしまうの

ですが、そんなことを言っても何も響かない。高校生自

らが「私らのまちは私らが立ち上がらんといかんjと患

うことが大事なのです。そして、将来的には就職や結婚、

いろいろな理由で地域を書uしるかもしれないけれども、

彼女たちの心の中に、生涯響きi度るような大事な生きる

志が、地域づくりにかかわりながら刻まれていったよう

に思います。そこに住む人間が定ち上がるところに、人

間もまちも育まれていくヒントがあるのです。

惨とにかく金プロセスを駆け猿け、生曹号告のような住宅づく

り体務 施工の連続性、ディテーんに愈が潜む

4i寄IJは、大綬の左海さんの和歌山での取組みです。

とにかく材料集めから、設計も施工も駆け抜けていっ

て、生き物のような住宅づくり体験をしています。何か

商品化されている現代の住宅づくりに対して、家という

のは生き物なんやでと需っているようでした。「渡りあ

ごlという言いガだけで、おもろい。「竹ノト舞jという言

ぃ}Jだけで、家は生きているんだと思わせてしぺ。「課

題として模型をfI'りなさい|と言うのではなくて、高校

生たちには、「施工の連続性Jゃ Iy" iテ、ルに命が潜

んでいるlということへの感覚を呼び覚ましていく。食
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寝を共にしながら、先生と義者たちが、 f若者は火をお

こさんけれども、僕を桜こしよるJといった冗談や笑い

を交えながら学んでいくことは、教育現場では大事なこ

とではないかと思いました。

や寵分と環滋を育む体験学習の事築化

気づ曹から行動とf薗舗発見へ

う番目の東京家政大学のコミュニテイカフェの論考で

の重要キーワードw事業化をIl¥lっているということで

す。地域で叙を食わせて、健康を育む。桜僑美術鎗は絵

本で有名ですが、ボローニヤ絵本と結びつきながら、行

政美術館と結び付くという、いろいろな事業展開があり

ました。また、若者たちがそういう体験学習をしながら

気づきだけでは終わらないで行動すること、何のためな

のかという価値発見をすること、そして、エンパワーメ

ントへ繋げていくことを実践していました。ヱンパワ…

メントという、 人ひとりの内なるカを育んでいくとき

に、尾崎先生は「オーダーメイドのプログラム進行jf多

様な学習集問づくり.1r実感を伴う学習す」などの、方法

的にどこでも応用していく債打ちのある中身を徒起きれ

ておられました。

.:.雑111で拭くという小書な活動か晶、公麹盤傭という大震寝へ

一一手隠と時簡をかけて.地域間協働、苦言民協織の隠係を育む

6番目 l立、豊島の小口さんの「まち中落書き消し隊J

です。「こんな汚らしい場所は、潰したらええやん」と

勝手なことを言う人は自分では何もやらない。そんな風

呂屋の機(ゅうばっかり)のような人が世間には結待たく

さんいます。そんななかで、際がいを持った人たちとと

もに汚いものを拭くところからはじめ、小さな行動から

火きな呂標にi匂っている。手間と時部をかけて、地域間

協働、宮民協働の関係を脅さむ。この作法も、あらゆる地

域で待たれている火事な視点ではないかと患いました。

や審議を分かち合い.民民協働と市民管ち

一一地援の縁側づくりによる地織と志織の結び合い

7番目の栃木の棟内さんの Iもう つのコミュニティ

カブェ」は、そのプロセスに壌えられないほどのしんど

いこともあるけれとも、それを楽しさに変えてしまう。

そして、|市民育ち jというのが大事なキ ワードで、

活動しながら、みんなが自分たちで自分たちのまちを育

んでいくという自覚が促されていく。そして、従来の町

内会という地縁に対して、縁側という新しい志の縁で結

ばれていく。断言と才止まの連携が、新しいi時代の地域の

内側からのサステーナプル、コミュニテイづくりへとい

う方法をしっかりとfあ包しておられることに、 i架く共感

を覚えました。

207ー

φ緑・潟・文化・産襲などの地域遺産と務提洛織のネッヲレス

一一学びの共罷体としτヱコミユ四ジアム

S番目の大原先生の「三浦半島まるごと博物館 11立、

市誌の「ネックレスjというのが、先ほど木下先住も評

俗iしておられましたが、いろいろなものを結ぶ重要な仕

掛け、メタ 7アーとして示唆に富む年一ワードであった

ように思います。そして、この地域に住まうことの誇り

と豊かさを分かち合う、知のコモンズという学びの共同

体としてのエコミュージアムという視占も、この工コ

ミュージアムのまち学潔の方法提起の中身として、大変

ピントが多いものであろうかと思います。

φ本自のキーワード 1r持続カと瞬発力j

以と、 8つの発表の特徴をそれぞれ苦言い当ててみまし

た。ではここで、頭文字tをすくい上げながら余体に響き

渡るキーワードをみてみましょう。句を大切にのシュ

ン、パッションのパツ、総系エコのリョ夕、とにかくの

ト、自分のジ、雑巾のゾ、苦楽の夕、総のリョク。続け

て読むと、[瞬発力と持続カJ。もうひとつの重姿なキー

ワードが発見できました。

やセンス・オブ・ワン膏ーの喚起

ところで、この 8つの発表と告さん方の応答のなか

にみられる、 f創造/想像的住まい・まちづくり学習に

おける了瞬発力と持続カJ.Iとは何をまますのでしょうか。

続発力の 1つ呂は「センスオブ・ワンダーの喚起」です。

まさに密政の発表にありましたように、 f-ともたちの不

思議なもの、生き物に対する関'L、、その驚きの心をどう

喚起するのかということです。

:Ii町沼万盟子右堤佑子
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φ感動を呼ぶ仕掛け

2つ日は f感動を呼ぶ仕掛けJです。大仮の高専の子

ともたちは、富民家の解体や新しい家づくりに毎日感動

のB々 であったようですが、このワクワクドキドキ感動

の教育プ口グラムは、私たち住まいまち学習にかかわ

る大人として、自覚的になされなければならない被点で

はないかと患います。

令違和感をラッキーにすること

3つ羽は[違和感をラッキーにすることん違和感や

対立は嫌だなと思、いがちですが、その違和感はじつは

ラッキーなのではないか。東京家政大学の栄養学と造形

学と環境情報の全然違う分野の学生たちが、最初は何で

こんなの一緒にやるんだろうと患っていたのに、やって

いるとエコとデザインがつながっている。違和感から新

しい発想が生まれていく。内側からの批判iを超えていく

ことも、違和感をエネルギーに変える。対立を対話に変

えるとともに、違和感をエネルギ←に変える。「違和感

が起こることはラッキーであるjと、先ほど豊島の住民

の方も言われました。

。励まし合いながら発錯する

さらに 4つ自の瞬発力を加えるなら、「励まし合いな

がら発信するjです。豊島の「ゆきわりそう jの障がい

者の方が、 f拭いていたら地域の住民に誉められた。ま

だまだやってみよう!と思われたように、励まされると

持続したくなります。そういう意味で、励まし合い、発

表することが大切です。先ほど音量潟農業高校の生徒さん

たちが発表をしましたが、スポットライトを浴びれはち若

者は伸びていきます。そして下手でもいいから、たゆま

ず、励まし合えるような状況づくりが、エネルギーを持

続させる仕掛けになっていくのではないでしょうか。

.>関係の舗の固と世代間纏激は次から次へ

さて、では「持続力Jの lつ自はなんでしょうか。 f関

係の絹の呂と世代間継承は次から次へjとしたいと思い

ます。ヱコミユージアムの三滞半島に目覚ましい市民活

動のネックレス化状況が見えておりました。先ほどから

高校生たち、若者たちの学びの現場における先輩から後

輩への継続の力も示されていました。

+笑いと審議のカ

「持続力jの2つ百は、|笑いと昔話ーの力」です。笑い

があるとみんなが寄ってきます。やってみたいなと思い

ます。真面目な口ジックだけでは事態を変えることはで

きないのではないでしょうか。むしろ笑うということ

で、内側から縁関に方向!惑を共有で主るつ欧 人間しか

持ち得ないこの笑いのカ。また若者の力というのは、今

日こ参加の高校生の 3人の発案のなかにも示されていま

した。

令}~ンルン・アンド・リーズナブル

「持続カよの最後の要素は「ルンルンアンド・ 1)、ーズ

ナブルJです。これは、楽しさがめちゃ大事、されど、

ただ楽しければいいのではない、ということです。ワー

ズナブル(筋道立ったいつまり楽しさと合理性。 Jレンルン・

ワクワクする悠遊i惑とリ}スナブんな道理的合理的な

事の進め方は、、コミュニティカフェの運営・経営に発

律されていました。また、そのf自の皆さん万の自己評価

も、 yレンルンワクワク、そしてリースナブルに進めて

いるがゆえに、地域の信頼や詳備を超えていく状況が見

られました。

令本日のキーワ叩t'2r世界は変わる!J 

いま一度、この 7つのキーワードの強文学を繋げて

読んでみましょう。すると、「世界は変わるjという言言

葉が浮かび上がってきました。まさに、創造/想、{象的

住まいまち学習の方法論を 8端、見事に新しい主主戦を

もって言い当てる中身が見えてきました。あわせて、「瞬

発力と持続カjをもってすれば、あらゆる状況をつくり

変えることができるのではないか、想像/創造性のうち

に潜んでいる原理というー採に触れた患いがします。で

は、 l世界は変わるJとは何ぞやとキーワードをまたあ

げていきますと、時間がもうありませんのでここでやめ

ておきますが、ともあれ、皆さん方から触発される思い

をたくさんいただきましたことに感謝を申しょげたいと

思います。来年は 10年自です。「もっと、おもろうし

たろうかjというような雰溜気がこの場に立ち現れてき

たのではないでしょうか。そのことに感謝しながら、今

日のまとめに代えたいと恩います。ありがとうございま

した。
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5. 第9囲f住まい圃まち学習』実践報告・論文

公募要領とその扱い





5.第 9@]r住まい・まち学習j実践報告・論文公募要領とその扱い

5.1 公募趣旨

各分野・学会iこ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，成巣・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・まち学習の方訟を見つけるために，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・体系的要素のある論文，

調査・実践報告を募集する。

テーマ・住まい・まち学習一次代のよき伎まい手・っくり手を育む

5.2公募要領

公募期間:2007 年 10 月 ~2008年 2 Jl 8 13 

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，日本環境教脊学会など，

各学会誌紙，および，建築や教育関連の来臨・新開など。

原 稿 :A4判4または6ページ (10.000字または 14，000字革担支，図・表・写真含む)

5.3投稿原稿の扱い

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

員会のコメントそイすす。

発 表 会・応募原稿の中から，公募趣旨に沿って特lこ優れた数点を住教育委員会で選定する。

発表論文の選定・発表論文の選考にあたっては，①テー?と対象の重要性，倒見点・仮説・方法の新

機軸性，③調査・検誌のユニークさ，④実践性とさ当時者性，⑤分析・論J!.sの合湿性

の 5つの視点で発表者を選定する。

{主教青委員会.委員長 延藤安弘(愛知産業大学大学院/NPOまちの樹則脊くみ隊)

委員 小津紀美子慌京学芸大学)

木下 勇(千葉大学)

町田万里子(大学非常勤講師)

堤佑子 (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)住宅総合研究財団住教育係

宇156'0055 東京都世田谷区船橋4司29・8
電話 03"3484"5381 FAX 03"3484-5794 
E"mail ju制 ken@mxj.mesh.ne.jp

URL http://www.jusoken.or.jp/ 
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発売丸善株式会社出版事業部 teI : 03-3272ω0521 

在庫については住総研ホームベージ (http:/.九I{WW.jusoken. or. jp/l または TEL(03-3484-5381)でお問い合わせ下さい。



@学校教育での取り絡みから

*海に生まれた新しし、まちのコミュニティについての一考察学校と埼帰並びlこ矧或絵会

がつくるコミュニティのあり方一

・西尾城下町への愛着を深めるー“町かどfみどり」探検隊η 学留の実践ー

・生f苦手前まも挟検カメラウォッチング」 サポートーは大寺性

・子供参カ国ζよる学校施設空襲備に演する実脚色研究

*f景樟むをとりいれた住環境教育高等学校要員麟粉授業実践から

⑫プログラム・システムとして

*街づくり教育判官をベースlこした総命的学習荷カリフオノレニアと仙台近郊の事例を中
dむに

・住環境教育における学校・地減・専門家の連携に関する研究ー

*親子の地域学習プログラム正開発iこ関する報告一学習型環境デザインワw クショップの

実践と課題一

・子どもを対象iこした実践的な紡災まちづく明教育のプログラム開発についてー

• r伎まい・まち学習Jにおける住己主化のアプローチ高知県の脳或環境と住宅を学濁する教

材の繰越ー

φ自治体での取り組みから

今井美枝子(千葉市立打動l母校)

宇野菜里子(愛知教事事大学)

福岡鰐日(袈カ夕日吋と子高校)

野崎蕪(都留ガヰ大学)

妹尾理子懐京学芸大学)

佐藤慎治(東iヒ文化学盟大学)

北原啓司(弘前大学)

鈴木賢一{名古慶市立大学)

革対f優子

三浦要一(高知女子大学)

・まちづくり学習の展淵の可能性に梼する一考察一石川県・まちづくり大好き人関養成作戦 勝内雄次(守宅E宮大学)

事業を例に

・北海道における往教育への取り総みー住齢、づくり体験勢から体験学習プログラムづくり 長谷)11)雅浩(制槌立難雌答窃附部序説吊

へ-

*美術の中の住環境教育横浜美術館の試み，市民のアトリエ中学生議恋

⑮市民教育・生j涯学習として

・住まいづくりに濁する中立的学習活動の可能肢についてー{お青報とし、う視清~1.Pら

.模型製作から学ぶ住まし、

・私の住まいまち学習歴税事予備箪正つぶやきー

・大学生の自然とt親しみ方と住環境潤辺の自然状況との劉造性 自然との「共当日に向け

てー

*花と緑のまちづくり活動参淵筋量のための市民教育における公共空環絢悩動実習の効

果兵康県立淡路景観盤芸学校における生涯学習の取り組み

⑫まちづくザ・住まいづくりの視点から

・建築学科学生のまちづくり参加裂演習の実際 広島大学f環境計爾額演溜jて切酋条浩蔵

地区のまちづくり参加を通じてー

*1まち脊て」の視点からの千i措環境¢提案主頃習による実践と考察一大学，市民，専門家に

よる「共畠1)学資」の試みから

ネみつはま生活博物館における子どもと大人のノかトナーシッブ裂まちづくり学習

*まちにネぶ、まちを活かす島問市・)1日華し街道を舞台に市民謡生のまちづくり物品合¥ー

・北九州市丸山・大谷地B:のまちづくりと住環境学習ーやまさかのまちで共に掌ぷー

*杉並まちづくワ研究会fエポス」における"まちづくり学習"活動ー契機とプロセス、その成

果と今後の方向

-まち学習三軒芥昂での実践等と f模型で見る世田谷広鉄道展jへの協力 まちづくりに

おける儲賓関係と担し呼育成のきっかけづくりとして

・まちづくりのた昨のデザインガイドライン英国ヒューム地区デザインガイドライン…

・斜面地を手l閉した街づくりから考える 分譲集合住宅における街づく明を過して

・箆産の無訴事すと漆喰を活かした家づくり どう由民同働践を保持l，健全な国土を再生す

るか

-サスティナブノレハウスの提案封鉄駅主宅建設業者の体質改善策ー

〈著者は第 1著者のみ。所属は応募当時。*印は発表論文〉

〈本体 1，500内+税、 ISBN4-88331-031-0>

三上紀子{レジオンデザイン)

江上徹(九州産業大学)

藤燈由香L新潟背後女子需主胡大物

増山乃利子(群潟大学)

石井晶子(東海大学)

平間富士男(淡路景銀閣芸学側

学期臨(広島大学)

国中宏実(千葉大学)

出問靖維(愛媛大学)

海道1新吉(名抜大学)

志賀勉(九州大学)

前野淳一郎(杉並まちづくり研究会)

長尾剛((財)世田谷区都市繋備公金お

持鯨弘(ヨーク大学)

滝穆陣量得穐設計コンサノレタント)

矢鴎秀次郎(ATT流域研鶴市

戸谷実世(即O住宅生i韮性1研究会)
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.'学校での取り組みから

ネ自然環境と暮らしの知恵にかbわり池域と書1)る学瞥ー循環する学的准まし呼・っくり

手を育む

*コンピュータネットワークを利用した交流学習での{バリアフリーのまちづくりJ-仙
台市における実践報告そのI

・総針力学習としての fみち」を核とした可学習の展開

・人に優しい環境を志向する生徒の育成環境~1'fðli'能力を高めるまち学習を通してー

*近代化渡業遺産を生かしたまち学轡

fhttp://www.niihamaminami-h.kss. ed. jpJあbがおの里・別子自司山iこようこそー

・「演習絹用法j によるポケットパークの計画と評価

・パース俗習から業訓主まし、

*康史的港町鞠における大学事f究室による自発的取り組み まちづく明へ向けたすま

い・まち学習-

4砂地域の学びづくりの取り総みから

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

紀の共育"への勝、一

-地域の教育力を生かした子どもたちのまち探検一地域おこしと総合的な学習の待f習にむ

けての体験百動的計間一

*1子どもPJJから「われPJへー善福寺)11におけるまちづく引の取型紙みー

・子どもたちが提衆ずる新美術館構想、一村立薬企倣買をi昌して村を見つめなおす

・町並み車問責で郷土学習の実銭 高知県安芸郡日告半利町立奈半車レ件司まにおける総合学習

の試み

・まちのっくり手インキュベータとしての「コミュニティオフィスj と fタウン情報web

サイト」 インフォーマノレなスペースからの，まち育て

・母載の自然への時L伎と子どもの自然体験の関連について都内割ポ錨に子どもを通わ

せる母殺を対象として

• PTA活動から矧書する組織ネットワークづく 9への弱わり 世田谷区立桜小学校卒業生

120名へのアンケート顕在査を通してー

・コミュニティづく習は“鳥の自"をもって-1子育てしやすい街って，どんなまち0 行

政と市民のi車傍」の研究から

⑫地域性を生かした住教育

-都市祭礼空間にみる住まい・まち学習¢視点福井県の三陸祭，ノ11員放生会，勝山左義

長祭を対象としてー

• 1ぷちょう j<T..住まし、.まち学習に関する提案一地域性lこ鹿鳴した住教育教材の開発

.ヒューマンネットワークによる授業づくり一地域性を生かした住教育の手引き書

• 1総合約な学習応詩情Jと連携した高等学校家庭科惟窟領域の展開一学校と地峡の連携

による住まい・まちづくり学習へのアプローチー

@地域・学校・行政の連携の取り組み

*全国~i号しリ II~近木:J 11の汚名返上そのj活動から子どもが考えるまちづくりー

*自治体におけるまちづくり学習プログラムの際発について川崎まちづくり副読本「ま

ちは友だち U の作成を通じてー

*地峻環境学習型景銭ワークショップの農関についてー仙台市町景鮫行政の実践から

*'住環境学習フォーラム 2000Jの取組み総合学習時代巴学習カリキコラムづくりに向け

て一地域から考える住まい・環境学習

*災害関上智練rDIGJがつなぐ全桜或のf防災jとI入管てJ-学校・全般!it行政が連携したIDIGJ
ワークショップの実践を通してー

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

形成の可能性高齢{帥会を克鍔えた緑を通じた住み郎、まちづくりの考察ー

。その他

・建築の基本用語iこ関する考察一子ども建築汚話集の提案

・新しし、都市づく 9の椴流とデベロッノ〈ーの役割一豊かなコミュニティづくり

〈著者は第1著者のみ。所属は応募当時。*印は発表論文〉

〈本体1，2∞丹十税、 ISB制4-88331ωふ3> 

藤本勇二(上勝小学校)

時代久美(宮城大学)

鈴木審美子(愛知教育大学)

加藤俊樹{名古屋市立新郊中学校)

由自1青維(愛媛大学)

熊野稔(徳山工業高等専門学側

藤麿由香(新潟;育綾女子短大〉

田中大綴(東京大学)

機械和正(港区立港陽ノド挙協

西郡泰樹(松戸市割合小学校)

山泊1青(人イエまちネットワーク)

思中麻史(群馬大学)

三浦要一(高知女子大学)

秋元馨(横浜国立大学)

若井晶子債権大学)

森本八月審(アトリエノ、ッヒ」オ」ガスト)

奥田陵子(IPA日本支朝i)

機sl智子{福井大学)

市村美幸(高知大学)

久僻沼津代げて分大学)

金}II久子(!li梨大学)

橋本夏次(貝塚市街PJi)

宮崎伸哉()II崎市街i'Ji)

岡本一郎(Jlu台市役開

松本千秋(江戸川区間i)

佐々木貴子 (~I;ý髄教育大学)

交尾昌子(淡路景緩癒芸学関

山口邦子

戸谷英世(NPO住宅生産性研究会)
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@学校での取り組みから

* r夢をかなえよう長松ノト改造計ii!i)j 総合的な学習の取り総み

*子どもと地域が手を結E実現する夢総合的な学習

地域のネットワークを生かして学びのネットワークをつくる

*総合学習・交流学習で進める「バリアフリーのまちづくりj

一仙台市における実践報告その 2-

*未来のまちづくりを題材にした給合的な学習の可能性

一東長町小学校における副都心プロジェクト

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

・金沢市における子どもを対象にしたまちづくり学習の現状と課題

*住まい・まち学習の総合的な学習での実践報告

@地域の学びづくりの取り組みから

円減寺文雄(佐賀駒吾津市立長，.t~/J、学校)

野村ゆかり(高知市立第盟小学校)

田代久美(宮城大学)

亀的英治(仙台市立東長町小さき被)

荻野嘉美{額田町立大雨I別、学校)

馬場先恵子(金沢学説大学)

長谷川雅治{秘書f道寒地住宅都市研実務)

* rわれPJ 2年目の進化東京智杉並阪松ノ木小学校の取り組み 0HEii青((有)人イエまちネットワーク)

*地域で育てる学校ピオトープ町・官j生と管壊活用 林まゆみ{兵庫県立姫路工業大学/淡

路景観題芸学校)

・地域素材としてため池を活用した環境学習の評倣 大塚毅彦{隠立明石工業高等専門学校1
明石市立広井ヶ島小学校のため池観察会のケーススタディ

・子どものための環境カノレタまち学習におけるカノレタの有効性一 青山美緒(共立女子大学)

・子どもを対象にしたまち学習ワークショップを通じた地元高底衝との隣係性の構築 藤間泰寛(横浜鼠立大学)

横浜市金沢区における実践報告

・2童史都市、津島lこ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 山口友伎(愛知教育大学)

-町づくり協議会「高知市上町そだての会Jの実践報告 植澗i量子(高知市上町そだての会)

・植木生産業と住宅の共生を自指した花と緑のまちづくりワークショップにおける人 長谷川和l恵子{はせがわ計画室)

と*Jii載

・近木)11流域自然大学子どもの文化盤→ r)llの分校」 橋本夏次{貝塚市役所)

・青葉通における景観形成アクションプログラムの取り組み 岡本一郎(仙台市役所)

景観ワークショップの活用を通じてー

+私から始まる学びづくり

*子供からみた住まいとまち 私の居住緩… 定行泰甫(私立武蔵高校)

*絵本の活用のための基縫的調査住教育プ口グラムの確立に関する研究 久内純子(フリ』ライター)

⑫その他

-マンションの管理組合制度から見たまちづくりー痛む主設計上の視点よりの考察ー

.住まいと健康。健康的な室内空気への取り組みに対する海外動向

海外諸障の取り級みと発展途上腿における室内空気汚染

〈著者は第 I著者のみ。所属は応募当持。*印は発表論文〉
〈本体 1.200内十税、 ISBN今88331-037-X> 
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⑮学校での取ザ総みから

*発見したことを表現する f住ましリの学習

一刻庭科学習に探る「次代例主まい手づくり」の可能性

*総合的な学習町時間の可能性をさぐる fゆl俊史たんけん2叩2・地下鉄東西線プロジ

エクト 歴史や伝統のよさを生かしたまちをうデザインしよう!Jの実践を過して

*地域の中の学校から、埼減."0量{言 「あったらしw、なこんな校庭正会」プロジェクトー

総合的な学習を通して、子ども・保護者・線市・主事・地樹主民・行政担当者・専門家

と進める校庭づくりー

・却減の特産、下山千歳白菜lこ挑戦11 高齢者の知窓・経験・技術を生かして

・小さな森の物語り f中廷の森j とIl?lI，主主の吉道量

・市民ま的資質の育成をめざすまちづくり学習の取り組み

一着鴻横戸昭和草路開発にともなう公閥づくりを過して

.家庭科における住環境研究の発表

・4、・中学校での住まい・まち学習の現殺と学校教育主主査の状況

兵時主県策協也方のケーススタディ

-大学生へのまちづくり教育縫谷大学隠際文化学部での実践ー

@地域の学びづくりの取り組みから

高橋ちあき(上佐世保市立広照小学校)

菅原弘司(仙台市立南小泉小学校)

宮図利幸{世田谷区立守山ノj母校〉

本目富佐子{世間谷区立鳥山~td、学校)

楚良冷 (t量密谷[K:s1:絞小学校)

長谷)1結(千葉大学教育学部総濡小学校}

関根回欣子(神鋼11県立相模大野高扮

大塚毅彦(明石工業高等専門学校)

要事者奇かすみ情量谷大学)

*縦11<におけるi留費的なまち学習のしくみづく 9に関する実践的研究 部代久美鍵擦と干併こ明、ットワーク{陥う

1I是JlITまちかど簿輯強官・堤焼絵大ギャラリーJを事列として

*大学・公民館・行政の連携による自然との共生の生き方をさぐる体験・実験教室の 碓fB智子(大阪教育大学)

取り組み-r大学子ども隣放プラン2田O'200ljの実践からー

*子どもの主体性を育む参画の場に演する曹関 中村桃子部阿佐倉こどもステーション)

千葉県佐倉市における「ミニさくらJ(/)/.産動を事例として

*つなぎのデザイン/1俗人の体験を「子治の騒動に 山出議((有)人・イエ・まちネットワーク)

一東京輯IYJ~こF市における女性õtミナーでの事例からー

・子供達と司緒に住まい、そして22世記へ縦或環境を継承…建築士の試みー 岩本真二:(唐津土建工業(株')) 

-近代化産業遺産から学ぶ fこそ/づくり設業学習Jの考察 村上米来(愛知教育大学)

“ノリタケの@f('を題材として

・消費者教育としての住教育一生活協同組合における学部活動 妹尾理子(東京学芸大学)

イ主環境教育における体験学習の位置づけと効果 後経さゆり懐京学芸大学連合大物部

⑫まちづくりの取り組みから学ぶ

*高校生と大学生の協側ド嚢による長尾再生提案 ノl粉拘(名古盤大学)
提案型学管ワークショップの効果と課題

*神戸総J<地調磯地区」における Fよそ者傷者)jが支援するまちづくり 田中貫徹市島盤整備公団)

神戸市長田区街溺己最5・6・7丁目地区を事例として

*台湾921大地震復興縦痴こおける fふるさと再生Jの試み 目服部くみ恵併説{義術大学)
「土南里の種クラブj 参加の経験から

・溺或が支えるり11正分船 橋本草次(近木)lIii械自然大学研究会)

・和沼町啓上し、齢、きギャラリー牛乳パックを利用し:た関宇青空間交通実験一 秋元馨(横浜国立大学)

， r癒し系Jワークショップを超えて 宇高地志(広島大学)

Y村でのワークショップを巡る議論を通じて

， r有料貸し花壇方式による」市民参調型公国管理の可能性の検証 安尾昌子供E草原立淡路景観周芸学校)

"種から育てる県民交訴fA段壷コンテスト"を 1つのそデノレとしてー

・アンインテンショナルイ主教育の可能性を地域における公共施設への議離方も探る 薬袋奈美子(搭井大学)

「思し悼集jへ投稿された作文からの考察

遊びゃ多丈化学習から由吉める、初めての場或まちづくり 橋村麻衣子(犠浜市郎市

ーサンフランシスコ・犠浜市キネ奈川区の事例より

・半公共的空間における参画とi協働についての研究ー松本地区まちづくり協議会の区幽整 津田時半子(奈良女子大学)

理事業・真野地区まちづく明推進会正復興活動事伊偶査より

⑫その他

• Heal ing Gardensのユニパーサノレデザイン英箇・オランダ・日本の事例一 徳本公克(橋本建築研究所)

・現代日本でガーデン、ンティ溜品、を実践する意味資産形成のできる都市経常… 戸谷英世間3住宅生成性研究会)

〈著者は第 I著者のみ。所属は応募当時。*同Pは発表論文〉
〈本体 1，200門+税、 ISBN4-88331山口3ト6> 
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⑮学校での取り組みから

*主体的に「まちづくりiに参麗しようとする中学生の育成

*地曲賓の「人やもの・こむと関わり，自分を見つめる学習活動

クロスカリキュラム f自分を見つめてjIJ:;学習の実際からー

*小学校の副総オとしての住教育絵本及び解説書州械

-食の学びが育制主まし4 ・っくり手

子どもと学校から始まるまちづくり

・子どもを育てる地域のカlこ支えられた総命的な学獲の時間

一松戸市ノj合における地域の活動と小学校の総併号な学溜IJ:;待際

・脳或の文明開じ fl時見付学動をテー?とした近代化遺産学習

・次代のmい手を育成するまちづくり学習に鑓する研究

まちづくり学習における宇校への支援体制の可脳性につし、てー

.室内熱環境に濁する住教育

住居横主主教材を用いたワークショップによる一考察

.学校生活における住環境教脊

光環境と盛光照明をテーマiこした体験学習正試み

・微生物を事JIflした生ごみ堆目巴化装置の環境教育への活用

⑮地域の学びづくりの取り組みから

*封切或の多様な人たちと関わった提案型まちづくり学習への割L戦
学校とまちづくりセンターとの迩慢による公閤計図への道程一

*子どもの伝統芸E陪体験とまちづくりの可能性

-NPO法人庚申庵倶楽部の取り組みー

*子どもと大学生の実践まち育て

ふちのべ銀河まつりのごみ分別閉収ボランチィアを通した環境学習ー

・先裁から後輩に受け継ぐ、参加型まちづくり「思しリと「技」

一東大都市工特ヰ fまちづくりj 輪講の取紘一

・犬学生の参加により出霊化される場或まちづくり活動

神奈川区j魅力さかせ隊の治動と東海道シンポジウム持捺'}I陥大会への展望一

・子どもたちと一報に「まち」を考えるための試み

こどもまち捌検隊プロジェクトをとおしてー

・商庖街をフィーノレドとした子どもの建築・地域学習活動の実践

名古屋市千種民党王山鹿1苫衝での活動事例

. r，農Jと言える宮本/水平な社会を目指したはじめぴ一歩

千築阜市原市小草畑における空民家活用の実践と展望ー

.子どものた吐の環境学習についての研究

(仮称)) 11越市森林公盤計齢出を事例として

・子供を対象とした「まちづくり学習jの療関の可能性に関する研究

横浜市の事例を通して

@まちづくりの取り絡みから学ぶ

*震災を体験した住民が取り車乱んだ、まちづく哲の一つの方法

- f御菅カノレタJづくりの実践報告一

*住民主体の小さな文化遺産の係樹苦動

台湾「二結Jから自本のまちづくりへのメッセージー

*入居後の暮らしのサポ』トを通じた分議環境共生裂マン、ンョンIJ:;環境書出置

計画・販売・管理が一体となったマンション言十麗の試みー

*外医籍住民が集住する公営住宅の生活上の魅力と慌題に関する研究

神奈川県営上飯田いちょう団地を対象としてー

・)11に生かされた日々一俳句でつむぐ子どもとまち…

・地方鉄道を干持寵させたパワーでまちの治宝化活動を浸朔

えちぜMlお葺の存続とその後のまちづくりへの対応

， j世間谷線!日型車両デハ郎形保存連動実践報告

まち学習実物知名保存運動失踊日

-まちづくりセンターの事業と今後の展望

(財〉名古屋書宮市センターの活動を通じて

.まちづくりに果たすNPOの役割

NPO都市住宅とまちづくり研究会をケースに…

-大正時代のまちづくり 武庫郡須鷹町役場と大字西{性ナ区の行政財政システムと小学

校の役害時 西樹1前産主資料考察よりー

〈著者は第 1著者のみ。所属は応募当時。*向Pli発表論文〉

瀧田健司(名古蕗市立大韓様中学粉

高橋ちあき(佐役保市立広岡小学校)

薬袋奈美子(福井大学)

藤本勢二{市場町立市場小学校)

首都泰樹(松戸市IDJ'金小学協

本樫俊介(愛知較膏大学)

中川和部(武澱野市役所)

昔蟻綾後京学芸大学)

商)11葡:二(秋田大学)

平石年弘(明石工業高等専門学校)

大和田清陵((財)浜松まちづくり公的

都青島宏美(松山東喜重媛期大学)

村山史世(麻布大学)

杉崎和久(東京大球)

種本f麻衣子(横浜市役開

河合骨主主俗中学宅8

，j>j古尚{名古蔵大学)

塚原法子(筑波大学)

回谷聖子(東洋大学)

安藤真主主{文京区f信費)

戸間真由美(まち・コミュニケーション)

服部くみ恵(東京装備大学)

篠原靖弘(事転忠告井士チームネット}

土井澄香{日本アイ・ピw ・ェム)

橋本夏次(貝塚市立自然遊学館)

高橋八州太郎{在日臥の会)

長尾関IJ (元 f=豆電訳存会j)

中薗昭彦(名古屡市役所)

井上1寿番(共立女子大学)

海沼洋子

〈本体1，200河+税、 ISBN4-8833ト041-8> -215 2008年性輯研「住まい・まち学習j実時報告白論文集 9



⑫学校教育での取り組みから

本総合学習「場或に残る筏文化から名古屋のまちの発展を支えてきた捌11の学習へ」

*学びを地域で其環イじする総合的な学習の取り総み立釘再発見!未来の活公題デザイ

ンJrめざせ?立町環境レスキュー縁~立町環境向上プロジェクト 2004-Jの実践をi屈して

*総合的学習の待問を活用した安全安心まちづくり学習の取り組みについて一札幌市

立新琴似小学校での実践

ネ小学校におけるキッズベンチャー活動を通じた地域学習 地域で働く人々と隠わりな

がら学ぶ実践活動一

*まちづくりのツールとしてのバス?ツプの可能性とその活用事例パスマップは総合

学習、社会教育の題材 教材となりうるかー

・生活の質を高めあう家庭科学習のあり方-r境調主jと f本讃性」かb住まし坊を見ぐ対温す

・生活科における環境教育の可総性をさぐる-rどきどき会わくわく 1年生~し、し、ものみ~っ

け 1-... Jの実践を通して

・図工教育・総合学習の取組みを返した小学校における型軽境デザイン教育の展祷

.子どもの暮らしと環境一子どもが作り上げる住環境一

・小中学校における「まち学習jの取り級みの実態と課題一福井市内町J、中学校〈のアンケ)

ト調査より

・世代継続する地震に強し、まちづくりー蒋者と大人[l;翁舵村嵩張留酒華診慨もはじめる

・工学部学生のパリアフリー認知度と高齢者イメージまちあるき竿彰bグラム右手械勾にー

@地域の学びづくりの取ザ紐みから

*総合学習とまちづくりー総合学習から地域へ、そしてまちづくりへー

ネ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

* r農jの記憶をカタチにする-r生き生き苛源ふるさとづくりJ0翠詰在韓鮫実践と展望

• !J、学生を対象とした笈季の住まい方調査と住環境教育ワークショップ

・つくってみよう?夢の家~子どものための伎まい設計ワークショップ~一子どもの居

場所と家族、そして住まいー

・住まいづくりに関する中立的学習活動の可能性について その2

-住まい手の草書蒙と作り手の研鎖をめざしたそデル住宅建設・展示事業の実践報告一「ふ

くい(21)スマイル大作戦 ニモデノL住宅事業」一

-地減における子どものなじみ形成を目指した自立約まち学習プログラムづくりの取り

組み横浜市保土ヶ谷区におけるこれまでの実践を通してー

・建築の学習・創作プログラムの手議と効果に濁する研究一高校生と大学生による住宅模型づ

くりワークショップの実践を過して

-まち学習の素材としての大学キャンパスの活用可能性一名古屋大学東山キャンパスでの2つ

の活動を通してー

・まち育てにおける f継続性Jと f成果」一大学生町環掬官動やまちづくりの開祖と関して

⑫まちづくりの敬り組みから学ぶ

*上尾ピレッシカフェ f埠減通貨で問題解決」ーまち育て伐少とつとして叶館記邸賓とすト〕ず

*まちの“財産"を受け継ぎ明日につなげるイ八ントの意義と課題神楽坂路上イベント

「坂にお絵地き」の実践報告ー

*風土の体感を通して、まちづくりを思う 私たちのこ楽盟十畳

*現代版「絡しリが紡ぐ参加者の授、いとその有難さ 鍵災 10年、被災地神戸の古民家移築集

会所づくりを事例とした参lJa型まちづくりー

・穣雪寒冷地におけるコミュニティづくりへの誤み泌総量留萌市におけるコミュニティ除雪

祉会実験の実銭から

-地元建設業者が参力OTる地域まちづくりの実験市J11市行徳地区におけるf百動j、普務総の取

り組み

・自然再生に取り組むNPOメンパーを対象としたまちづくりワークショップ市川市行徳

地区三番瀬における試み

・一個人正体験に恋づく子育てからまちづく 9までの道程点から線へそして立体じする

人間関係のなかでー

く著者は第 1著者のみ。所属は応募当時。*印は発表論文〉

く本体 1，200丹十税、 ISBN4-88331-D判 2>

ρ

。
のん

酒井喜八郎佑古扇n"1議場動j母扮

堤祐子日出台市立立町小学校)

IJ]村佳愛唱路盤話役越線飴研郊申

碓田智子(大阪教育大学)

熔みゆき (止がくし路翠密主とまちヨピり0滋

井村暁美仙阿部繍i印'J'i"扮

石井里枝仙台市立時初、島j学紛

f!lJE語考(紛環悲""イL骨核軍時

鈴木邦明(横浜市立青木小学校)

薬袋奈美子(福井大学)

陪中礼治(東北工業大学)

吉永真緩(国士舘大学)

橋本夏次(貝塚市立自然遊学館)

問中穏明性患域情報研究所)

山密清(梓詩人イエまちネットチーク)

岩松俊哉(武蔵工業大学)

鑓ロ佐代子(神奈川県建築士会)

江上徽(九州産業大学)

品川二三男(紛議場穀豊車・性活乞ン炉う

藤岡審寛(横浜閤立大学)

深津箕理〈名古屋市立大学)

4咋出尚止名古屋大学)

村山史1生(麻布大学)

長関素彦(さ日し党新銀鋭殺フr ラ.b)

日書量圭子制約鰍泣かづくり際結骨

秦忠広(北九 4市立大学)

宮定軍法ちコミュニトション)

岩井宏文((株) ドーコン)

栗橋健太(千葉大学)

桑野文悟(千集大学)

竹中{言子

2008年伎輯研f住まいまち学曽J実践報告・論文集9



⑫学校を学~.. S~場としての取り絡みから

*ねむのきランドをつくろう ;)吟教生活科でのタ~/iトーノレハウスを使った授業協働・係

わり合し叩空間としての思い出ハウスづくト

*団地に住むp小学生による居地の中の f思い出」競査 千葉市穏毛海浜ニュータウンに

おけるまちづくりワークショップについての実践報告一

*食育がはぐくtM主まい手・っくり手 学校栄養士との協田作業によるまちづくりの可

能性

*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明院生のワー

クショップ「ぼくらはまちの探検隊j 東京大学生産技術溺究新×代々木上原小学校

*子どもを対象とした地域プロジェクトを介した多層コミュニティ関連携

*生きる力」を管てるf主教育プログラム 学校・民間・行政の協織でつくる"{主"の

授業一

*知識感覚行動をつなぐ室内需九環境の学習プログラムとその評価に鑓する研究 fベットボ

トル模型実験jと f実寸大そデル制作jによる涼しし性まし、づくり親Fワ}クショップの実践を

通じてー

・循環裂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lまえ幼稚

潤の環境教育実践の意義について

・紡災教育を通じて中学生に札療に強し、木造住宅の造。方を教える

・人工環境学留と学力の関係についての考察 2 1御前つ学力吋rけて

φ地域の学5場としての取坦緩みから

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

る「新たな学びのカタチJー

*広域ネッ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凋を事例として

-お訟のイベント f精霊送り」 伝統行事の即断むと若者の参加につし、て

・「芸術・文化のまちづくりJへの視点 f第一回東京アートタウン・サミット』の照

催…

・ボノレブドウール(インドネシア)フィーノレドスクールに学ぶ

・都心の住環境学習プログラムの実践と有効性lこ関する研究小学生と大学生による

30年度の名古屋都心計画を通して

-まち育てとしての持続可能な開発のための者育 (ESD)ーこどもと地球の未来のた

めの f学び合し、」によるネットワーキング

-住民の自主防災活動から始める緊急、対応君主明書災まちづくりの実践報告 密集市街地 I
地区における住民ワーク、ンョップ活動

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

書IJ-

@その他

・次代のよき住まい手・っくり手を脊むために (財)住宅総合研究財団における住教

育への取。組み

〈著者は第 1著者のみ。所属は応募当待。*印は発表論文〉

〈本体 1.200何十税、 IS8桝-88331-046-9-G3052>

渋谷賢治弘司「誹議俄重量j母粉

吉岡陽介(千葉大学大積1完)

話基本勇二叶重量降粉

伊藤瀬一(東京大学)

菅原曲衣子(東京工業大学大学続)

鷲尾真弓(金労災範鞍務担卓離成垂員長請

西川竜二品橋大半)

浅野由子俗本女子大切常総

田中本LII台(東北工業大学)

稲葉武司桂鏡監子正予V技庁、ットチマク〉

山間清(綿入イエまちネットチーク)

井上芳恵(奈良女子大学)

津随洋子(奈良女子大学)

務中恒明(所地獄晴報務費芳司

橋本亙次(員採市自然遊戦闘

深津真理(名古産市立大学大場院)

長日時素彦

(欄苅時駒:t&;u:鞍狩コ10年各党菊

田中貫(防歩繍糖縦縫't:..-:炉寸

高橋)¥州太郎((株)熊谷線)

平井なか((財)住宅総合研究財団)

-217 2008年住総研f伎まいまち学習J実臨報告輪文集 9



⑮学校教育に関連した取り緩みから

・小学校一年生の生活科における「公園遊び」の中で子どものまちとの関口りを高める 鈴木邦明(横浜市立青木小学校)

取り且み

・地域の病院に着隠したエネルギーの総合学習~まちづくり正学習にエネルギーの視点 洛井喜八郊(名古屋大学大学鋭}

を~

*福岡県・八女福島における小学校教育としての町家修現体験の試み 加藤浩司{有明工業高等専向学校)

*絵本を活用した住教育と回線理解教育の実践報告小学校における実践授業に隣す 加藤優子(福井大学)

る研究ー

事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子どもの感性を返しての 秦忠広(Mli大学)

地域抱握と地減計画一報告

・建築士による子どものための f住まい・まちワークショップJ2年間の活動記録一神 氷室敦子(神奈川累建築士会)

奈川県建築士会 f子どもの生活環境部会jの取り組みー

・建築士による小学校家庭科「伎まい学習」への授業支援 関口佐代子(神奈川県建築士)

「自分の夢の部議をつくろう!J 神奈川県建築士会「子どもの生活環境部会j の取

9組みー

パ生きるカ」を脊てるfct教育プログラム(その 2)一品問中・淡路大震災から 12年を経 鷲尾真弓(袴戸市すましマ〉安心支援せンタ→

た被災地での新たな展照一

・環境教育のあり方と課題について八王子市の環境教育の取り組みを通じて 中)11干眼目{武蔵野市都市整備部)

-地域安全マップから防犯まちづくり~板橋区及び松山市の3地区6小学校での実践 樋野公宏(特定非営利活動法人しょうまち)

を通してー

・保存民家の構法研究とその温熱環境調査 保存民家、白)11郷合掌づくり及び栃木蔵 角本邦久(劉来線業能力開発大学校)

づく 9

・総合的な学習の時間におけるまちづくり学習の実践に鵠する基礎的研究 新聞獄衣(呉工業高等専門学校)

@地域苦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画を過した地域の防災意識向上への取り 郊商靖{棟浜国立大学)

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

本まち創作と体署員の場としての fだがねランドj

*子どもたちとのまちづく明体験と環境学習を通した地域交流 ーグリーンスクール

2006 rこがねいエコタウン きみも建築家になろう!J -

・グリーンスクーノレ 2006 子ども建築体験教室/君主も建築家になろう，~エコタウン

づく哲~
一住まし、づくり・まちづくりのコラボレーションー

・映像吊目下ワーク、ンョップが及ぼす景観学習の効果 千葉市のピデオスタジアムを事

例として

• rまち」を感じる・気づくワークショップ 一事関小学校における PTA活動「子ども

もおとなもまち探検Jについて

@まちづくりの視点から

-学習践校会における学びと書1]発 共有協働車11喧論によるまちづくり

-兵庫県下にみられる花と緑のまちづくりネットワークと参画と協働への考察 協働と

参画を進めるための，方策とその実践

・住民参加によるまち育て・まち学習 「るつぼ会Jによるまちづくりの実践

・お母さんの地域通貨会議「ハッピーワークj一子育ちとまち脊て

・筆の根ネットワーキングによる女性の人材育成岐阜市圏域における f気軽に自分た

ちのまちについて話し、仲間E輸を広げよう会」の活動事例についてー

*住民の自主的支援による交流設問の持続可能性に総する研究

-市民が育てる都市空間デザイン 千葉市パラソノレギャラリーを事例に

・雪の減下釘・越後高田の騰木と町家を活かした町づくり

・スケートボーダーの活動空潤の特性に関する研究

・高齢者グノト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

グループリピングcoco湖南台の事例議査
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