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ゼ、口年代の霊童史的出来事

fはじめにJかえてー

イ主総研「住まい・まち学習J'5軽減報告・論文集l士、この第 10号をもって終わることとな

った。この間の成果は、次の 3点(あるいはそれ以上)にわたるオリジナリティを生みだ

した。

第 1の成果は、新機軸性そ帯びた住まい・まち学習の創造的方法のパッチワークとネッ

トワークを生みだしたことである。パッチワークとしては、対象としての学びをこえて、

体験・関わりとしての学びのスタイル、Jlpちわくわく&ヲーズナブルな(楽しみながら筋

道だった)やり方を多様に多面的に確立しえたことである。

後者としては、標準やテキストをこえて、学びの主主題・地域・主体等の状況の変化に応

じて、特異な方法・作法の列島的集約の場となったことである。本実践報告・論文集l士、

住まい・まち学習の特異性との出会い、そのつながりと迷携としてのネットワーク安編み

だす場となった。

創造的住まい・まち学習の方法のパッチワークとネットワークの編成の場としての本資

料 10冊の価値は、ゼロ年代の歴史的成果ともいえよう。

第2の成果は、住まい・まら学習の創造的方法のパッチワークとネットワークの担い手

としての実践者・研究者を育んだことである。それは、小中高の学校現場の教育者、大学

の若手院生・研究者、均域での爽銭的活動家などに及んでいる。本実践報告・論文集は、

彼らをして創造的住まい・まち学潔への間鐙提起約なプロセスの登竜門となっていった。

他のアカデミックな発表・審査のしくみが、ややもすれば機滅的・形式的になりがちであ

るが、この論集と発表の場l士、オーソリティ(権威)をこえて、オーセンティックな(ホ

ンマモンの)中味と方法を論じ、実践しうる人な育む場であった。

住まい・まち学習の主主の担い手育成の場となったことも、ゼロ年代の価イ夜ある成果とい

えよう。

第3の成果l士、住まい・まち学育実践報告・論文の発表の場が f出来事の可能性の空間J

となりえたことである。毎年優れた、かっ独創的内容・方法の論考が 設に会し発表され、

参加者との簡の自前応答の議論がなされた。「出来事」とは、予定調和的tこ計図された場で

はなく、予測不可能な応答がおこり、かっ均質・静止した祭慌での通常のやりとりではな

く、異質なものが混じりあう動的な空間に起こるものである。新しい思考能力と活動能力

が、異種混交的(ハイブリッド)に融合し、創造的住まい・まち学習の可能的被界を増殖

させる空間としての発表・交流の場を 10年持続できたことは、ぞ口年代の歴史的出来事と

して評価されよう。

現場から実験的な出来事としての住まい・まち学習のパッチワークとネットワークを紡

ぎだし、それらを担う多様な人々を育み、脳の協働としての可能的世界を増殖させる創造

的行為を湧出させてきた本実践報告・論文集、及びその発表・交流の場l士、員オ臼の意向に
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より本年で隣じられることとなった。ゼ口年代の住まい・まち学習の燦史的出来事会食闘・

運営されてきた住宅総合研究財団に深い謝意を表したい。とともに、この 10年間この言語集

に応募下さり、発表の場の応答にかかわって下さった全てのみなさまに感謝をささげたい。

ありがとうございました。

いつの日か新しい状況の下に、創造的な住まい・まち学習の脳の協働の揚が再起動する日

があることを切望しつつ・・・。

2009年軍基夏

(財)住宅総合研究財団 住教育委員会

委員長延藤安弘

第10図 if主まい・まち学習J実践報告・論文公害事結巣

応募数:30編

発表依頼数:10編(うち 9編発表)

(財)住宅総合研究財留 住教育委員会 (2009年 9月現在)

委員長延藤安弘(愛知産業大学大学院/NPO法人まちの縁側育くみ隊)

委員小浮紀美子.(東京学芸大学)

木下 勇(千葉大学)

か 町田万里子(大学非常勤講師)

奈須正裕(上智大学)
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2. r住まい・まち学習j実践報告・論文

2.1 学校教酋に関連した取り組みから





地域の学校支援学校の地域貢献
字城市立ノi寸11小学校

校長三角幸三

~食文化・伝統文化活動をとおした地域との連携・共生~

キーワード 地域の学校支援活動、 学校の地域活性化、学校のキャリア教育・体験活動

学校と生駁或の双)J同}活動伺TINWIN)によるまちづくり

1 はじめに

地域の現状歴史的には、普から、山と海の交易の拠

点として、罪者業を中心に栄えていた地域であり古い歴史

と伝統や文化の薫が潔うまちである。現夜の雨宿僚にも、

苦の名残を残十日媛土蔵づくりの町並みと伝統的な寺社

建漬物が多く残ってし、る。特産物i土、乾物や白玉粉、生

委やトマト等が有名である。歴史的には、蒙古攻襲来絵

図で有名な f竹崎米長jや「 切教版木j製作や京都の

人々を飢鐙から救ったことで有名な f鉄線禅i銅j の故郷

でもある。本校児童量i士、地域の伝統文化や伝統食文化を

学んだり潟査したりしながら、地域の人々と地域活性化

に取り総んでいる。

2 こどもに身につけさせたい力

( 1 )最近の青少年の特生、倫理・思考・行動傾向

。体験活動の不足

(自然体験・社会体験不足、忍耐力不足)

O価値観の空白化

{判断のよりどころがない。情報に振り回される)

O極私的倫理意識

(価値観の共有が苦手、自己主張を曲げない、 3客観的

主張ができない)

。倒独主義、コクーニング

(一人遊びを好む、外遊びしない、地域からの狐立)

Oモラトリアム傾向

(判断力、責任感の不足、将来設計・自己決定ができ

ない)

O消費約な生活意識

(ブランド志向、流行に敏感、収入と消費アンバランス)

O生活ワズムの苦しれ

(欠食、主主夜逆転、種眠不足、便秘)

(2 )青少年を取り巻く環境

O地域教育力の課題

(遊ぶ場所不足、異年齢活動不足、地域活動の減少、世

代間交流等の不足、忙しい児支量生徒)

。家庭教育力の課題

(生活リズム・食生活の苦しれ、過保護又は過干渉、児童

役割の減少、核家族化による孤立)

。学校教育における課題

(学習蚤の増加、学智内容の多様化、知識技術重視、学

校の役割の増大)

。箇際化の進展、価値観の多様化

(コミュニケーションカの不足、多様な価f誼綴の受容)

O第4社会(ネット社会)の拡大

(携帯電話、インクーネット、バーチヤノレゲーム)

(3 )人間関係カ(対話・コミュニケーション力、調整

力等)育成構想図(字域市立小)11小学校)

共生・逮携

f 

社会f生

? 

知性←思考，環解←対話 B 体験吋慾霊語。表現→感性

宇耳障持力

実践カ

3 小)1[小学校の対話・体験活動の特徴

( 1 )伝統文化・食文化を中心とした体験活動

(教育特区、豊かな体験活動推進事業)

(2 )地域全体をキャンパスとした3毒物教育

(能動型車・交流型の学習推進)

(3 )地域の学校支援、学校の地域環献の関係

(学校と地域の共生、学校と地域による地域活性化)

(4 )対話・コミュニケーションを脊む研究

(校内研修のテーマ)

。「わかるjから「できるjへ

。 f見る」から「見つけるJIII'!¥じるJへ

の f活動j から lii'is謀j へ

。「入力jから rtl:l力Jr交流j へ

熊本県干減11iÚ~IJ、 )llí，iJf":j!校校長 一角猛

長年、行政職員として生挺学習の推進に関わり、まちづくり、地域
作りのすボー トを1i〆ベきてし、る。現在、小守校長として勤務して
し、るが、地域との関係者大切にしながら学校経常を行つ亡いる。
文部科学省学校地域支援本部選定委員
文部科学省生活リズム向上指導資料作成委員

η
t
d
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4 活動の概要

( 1 )うきむKI小JIIタイム

キャジア教育

(総合的な学留の取組) と

(2 )学びあい支え合い機遂事業と通学合宿(横の連携)

(3 )学校支援ボランティアの活動(地域団体、商工会、

中学・高校・大学、 NPO)

(4 )保幼小中高大の連携(縦の連携)

(5 )生活リ Xム向上の耳主総

(6 )農山漁村ふるさと体験活動推進事業

( 7 )地域活性化のための特産物取材、新聞プログ作り

(8 )小J111)、美術館と小川町のi量り物

5 活動の実際

( 1 )うき UKI小J11タイム(総合的な学習の待問)

国総理解特区の一環として、総合的な学替の待問を活

用してキャリア教育、地域の伝統文化・伝統食文化の学

留を続けている。

本校は、昔から地域との連携交流が進んでおり、授業で

は日常的に地域人材やNPO、商工会等の支援を受けなが

ら取り組んでいる。 11月lこは、地域の方々を招待して、

学校で中間発表(コスモス祭)を行う。学年の発達j段階

に応じて学習内容や地域活性化に向けた提案を行う。

各学年の地域の探検計画、環境学習や伝統文化の調査

報告会、地域への取組提言などを行う。そして、地域と

連携した様々な取組が実践される。 3月 1自の地域の初

市を最終発表会では、詩話庖衡の舞台で発表提言を行った

り、地域の食材で考案した地藤地i高の食材を使った初市

食堂の運営や地域の野菜や特産物を調査し仕入れから販

売までを行うチャレンジショップ、自然環境の保護、エ

コ運動の提案などを実施している。これは、地域にとっ

ては地域活性化であり、児童にとってはキャリア教育の

場として双方にメリットがある取総であり、学校では免

られない児童の真剣な商売姿がえ学できて保護者にも好

評である。

中開発表風景(コスモス祭)写真 (5-1) 

地産地消の初市ランチ提案 写真 (5-2) 

初iIIランチ凝りつけ風景

最終発表風景(初干n)写真(詰 4) 

(2 )学びあい支え合し怜進事業と通学合宿

(員五感街活性化と通学合宿)

小川町の荷1吉衝では、務工会が中心、になって小J11街づ

くり委員会を組織して、地域作りの企廼iを行っている。

空唐錦を整備して、地域コミュニティ}スペースとして

開放したり、地域活性化講演会や児童の学習発表会など

を実施している。その話し合いの中から、学校支援の企

雷として三泊郎自の通学合宿の企i闘が生まれ、児童も地

域貢献として、環境問題や務府街活性化等の提案を実施

した。通学合宿では、近隣の民家に依頼してもらい風呂

システムを整備されたり、街工会婦人部や地域婦人会に

よる食事指導、商工会青年部による生活指導等の支援を

いただいている。最終日には商工会へのお礼として、全

協の特産物をインターネットで調資して取り寄せ販売す

る「全国うまいもの市j を開催する。半日で 25万円く

らいを売り上げ、商l苫街活性化にも貧献をしている。

-4叩 20(均年住総研f住まいまち学習」実路線合論文集 10



写真 (5-8) 女性団体による伝統料理指導写真 (5--5)通学合宿風景

NPO支援によるクヌギ栽培とカアトムン飼育

写真 (5-9) 

写真 (5一日)全国うまいもの市
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域地 写真 (5-10)

と共に釜山「ナザレ圏j を訪問交流

写真 (5--11)

劇団 fタケノコ会J

(3 )学校支援ボランティア活動(地域 'PTA'部工会・

農業青年部・]¥''POなど)

授業支援(ゲストティーチャ一、会場・材料の提供)

や登下校の安全(スクーノレガード)、学校美化活動(除

草、努定、グランド整備)など、地域の方々からは日常

的に様々な形態で、学校支援いただいている。学校にと

っては実物教育、実践の場として貴薫な学習活動であり、

地域にとっては，地域の活性化、高齢者の方々にとって

は生き甲斐づくり、 NPOにとって:事業推進や啓発のパー

トナーとして考えていただいている。また、学校で地域

の方々との出会いの場を計画することは、地域の中での

子どもと大人の交流・紳を育むことにもつながる。これ

らの活動を契機に、土曜軒目磯目、児童量が地域行事や活

動に参加したり、鳩域の方々と一緒に環境学習に取り組

んだり、高齢者とのグランドゴノレブ交流などを行う風景

が多く見られるようになった。

ゲストティ…チャーの活動写真 (5-7) 
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県内で活動する人形窓i回の小)11小公演を契機に連携が始

まり、劇部と一緒に、韓国釜山市を訪問し「日本人遺書の会」

f韓日音楽交流協議会Jrヨンサン大学j 等との交流し、

慶州ナザレ屋、益山市民ホ』ノレなどで人形劇、獅子舞等

の公演を実施したA

(4 )保・中・高・大とのi車生時

本校は、保育園・中学校・高校・大学等と縦の連携を

大切にしながら活動を行っている。近露撃の保育閣との情

報交換や交流会。中学校からは吹奏楽部の濠動会開会式

演奏応援。通学合宿では、近隣高校生によるボランテイ

アザポ一人大学生とは、商r6街活性化共河潟査・提言、

革まかな体験活動におけるボランティアサポートなど多様

な連携を行っている。特に児童作成の寝泊街マップや伝

統文化7 ツプは地域の方々にも好評である。また、大学

生との共同研究や宿泊体験i士、告分の進路や将来を考え

る機会にもなり児童にとっては貴重な経験となっている

熊本大学との共同研究発表写真 (5-12)

高齢者に優しいまちづくりを推進するために、小学生、

高校生、大学生、商工会、地域自体と一緒iこまらあるき

ワークショップを実施して、ユニバーザノレデザイン地図

を作成した。 E領、何気なく歩いているところが、高齢者

や車いすには、とても不使なところがたくさん見つかり

その結梁を行政や務工会に報告した。

荷成街ユニパーサノレデザイン調査 写真 (5-13)

(5 )お言語読み聞かせ活動と生活習ズムの向上懲発

本校の読み跨かせグループ「小)11ノトお話楽しみ隊Jは、

木I穆日戦自潔時間や学校行事の時間に童話や民認を読み

関かせやパネノレシアターにして演じ、子ども達に喜ばれ

ている。昨年「早寝早起き斡ご飯J用に作成したパネノレ

ンアターどエプロンシアターは、生活リスムの向上啓発

に役立つとして本校児素だけでなく近燐の闘や学校から

も好評である。 rお言語楽しみ嫁JI士、近隣の保育調や小

学校からの要請に応じて出前公演を1Tい、議言きや民話、

生活リズムの向上を題材iこしたパネルシアタ やブラッ

クシアターを披露している。

保識者によるパネルンアター嵐崇 写真 (5-14)

(6 )量豊かな体験活動推進事業

本年度、文部科学省の委嘱事業、豊かな体験汚動推進

事業「農山漁村ふるさと体験活動j を受託し、五六年生

を対象に、年阿蘇市で三泊四日の農村氏治滋康体験活動

を実施した。一泊は、!日小学校を活用した翁治施設で合

宿、二治は農家のホームステイをする農村体験宿治7'口

グラムである。 活動は、鰯農体験、自然散策登山、蕎

麦打ち、ピザづくり、紙漉などを体験した。子ども逮に

とっては、農家のホストファミリャの家庭で、バーベキ

ューパーティー、牛の世話、史跡調査、 j鼠泉巡りなどを

したこと等が楽しかったようである。また、阿蘇市波野

小の神楽と本校のソーラン節との伝統文化交流も行っ

た。

波野小学校の歓迎式 (s可蘇波野神楽披露)

写真 (5-15)

6 - 2似)9年住総研f住まいまり学習 l実践報告論文集 10



本校竿J校紹介とソーラ〉節踊り披露 写真 (5-16)

牧場体験(乳搾り，清摘，P書事し飼料作り，パター作り)

写真 (5…17)

ホームステイ農家との交流写真 (5-18)

(7 )地域活性化に向けた特産品取材と新鶴ブ口グ作り

熊本日日新関社と中央大学の情報学科の教授と学生の

協力で、プロの新聞記者や大学生の指導で、農業生産者、

地元農業高校、農産加工所、白玉製造販売企業、食改善

に取り組む女性団体などを取材して、食の自給率アップ、

地域の特産品の良さを新聞プログで全毘に紹介すること

で、地域の活性化に貢献するという取組を行った。

もちろん、児童にとっては、キャリア教育の場でもあり

地域の産業を良さや工夫や苦悩を直接取材して、地域の

ことを知るよい機会となった。また、このような活動の

積み重ねが、児童の心に郷土愛を育むのではなし、かと思

っている。

-7-

大学生支援による新聞ブログ作り 写真 (5 1 9) 

(8 )小}11小美術館と小川町の造り物

児章作品を地域に展示して頂いているお札として学校の

廊下や墜頭を地域の芸術家に提供している。地域の方々

の油絵、ちぎり絵、写真等を 1-2月ごとに口一テーシ

ヨンで渓示して地域の方々にも子供たちにも好評である。

また、夏祭りには、街1苫街の一角に子供たちもf造り物j

をつくって展示する。これは、地域の伝統であるの後継

者を育成するための地域の配慮である。

材料費等の資金面、搬入搬出などは、浦工会やPTAの

力を借りて実縦している。

IHII小美術館展示風景写真 (5-20)

3芝祭 fっくりものJ浸示風景写真 (5-21)

2判 9年住総研'1主まい。まち学習Jj足踏報告輪文集 10



児童がつくった伝統文化マップの一部 写真(5-22)

6 地域と連携するための心がけていること、連携の方

法，段階

( 1 )連携するための心がけ

①双方のメリットを考える

②自分ができる範回で実施・協力する

③ボランティアマネ}ジメントを行う

(2 )連携の方法・段階

a;相互檎完協力 (Coope出 ion) 相手から要議に対し

て自分のできる範閣で行う支援方法

cg:部分共有連携(Coordination)類似した事業を行う

団体が震なる部分を共同で実施する

③節J働・共同(Collaboration) 目的達成の為にノウ

ノ、ウを持つ図体が協働して取緩むこと

7 取絡の成果と課題

( 1 )学校にとっては

。ふるさとd、)11町の震史や伝統、自然や食文化を愛す

る心が育っている

。地域の中で子ども逮が生き生きと活動するようにな

ってきている

O地域に支えられているという意識と、地域に貢献し

ているという自覚が芽生えた

0児童量が物事にポジティブになり、舞台度胸がよい、

学力も飛躍的に{申ひーできている

。活動をとおして口ミュニケーション能力、企画カ、

段取り能力、交渉カが脊っている

・指導要領の改訂等伴い地域との連携の夜り方を大

きく見夜す必要がある。

(2 )地域にとっては

。学コ校を支援することによって、地域の紳が生まれて

きた

O!思議の活動が、地域商五百街の活性化につながり、街

が賑わいを取り戻した

。婦人会・老人会との交流をとおして、高齢者の生き

甲斐づくりになった。

。学校と地域の情報・繰越が共有され、問題解決や対

策を一緒に取り組むことができる

@厳しい社会情勢の中で、学校と地域のコーディネー

トをする人材が少なくなっている

8おわりに

学校の連携には、幼保ノj、中高大等の縦の逮携と家臣室や

地域、社会等との様の連携がある。小学校が幼稚闘や中

学校の後続を大切にしながら教育を実践することが大切

なことはいうまでもないが、土曜日日曜日、そして将来、

子供が地域で生きていくためには、家庭や地域・社会と

のかかわりを抜きにしては考えられない。

教師は、子供の学習の指2草者A としてだけではなく、学

校と地域をつなぐコーディネーターの役塑iをしっかり果

たしてし、かなければ、子供たちは、地域から孤立すること

になる。学力には「入力型Jr出力整Jr交流型jの三つ

の学力が必要ぜあると考える。知識や技術を身につける

だけでなく、地域や社会と積極的に関わり、他人と人隠

関係を築くことのできるコミュニケーション書E力を養う

教育が大切であると考える。

8“ 2009年住終研f住まいまち学留i実暗殺告論文集 10



農村都市交流型修学旅行において

子どもがまちとの関わりを深める取り組み

キーワード 小学校六年生、鶴橋桁交流修学脱行

1.はじめに

農林水産省、文部科学省、総務省、が連携して、 I子ども

農山漁村交流プ口ジェクト jを平成20年度からスター

卜した。都会に住んでいる小学生を数人ずつ農山漁村の

般の民家に宿泊させ、体験交流を推進し、自律心や思

いやりの心、社会性を育むのが1齢、である。

今回、都市部(横浜市衿奈川区)に住む小学校 6年生

が以前から交流のある農村地域(山形県鶴間市櫛引地区)

を修学旅行で訪問した。その中で、子ども遼l士、ホーム

ステイ、農業体験、学校陪交流などを行い、自然や入と

襲かにふれ合った。

この修学旅行と前後して、国語と総合的な学習の時間

において、「住みよいまちをめざしてjという単元に取り

組んだ。その中で、子ども遥は fまちj とはどんなもの

であり、どのような町が住みよいのかについて考えた。

修学旅行においては普段自分達が住んでいる町とは全く

違った農村地域の町を体験した。

2取り組みの自的

この研究における自約としては以下の3つが挙げられ

る。

①人とのふれ合い

②自然(農業も含む)とのふれ合い

③住んでいるまちの環境への意識を高める

3.子どもの実態

3← 1 地域について

子ども違が生活している場所は神奈)II!県横浜市神奈川

区で、 JR横浜駅からも徒歩濁であり都市部である。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、道路では、国道 1号線な

どが学区を通っており、交通の要衝である。

9-

鈴木邦明判

学区の大部分が{主定地域で、中規模のマンションが多

数あるエリアと 戸建て中心のエリアとがある。東急篭

鉄東横線反町駅のそばは務業地域で、小規模の飲食成や

街活が多く、工場が若干見られるとLづ地域である。学

廷には、大規模な鶴業施設や娯楽施設はなく、交通義は

多いが全体的に落ち着いた地域である。江戸時代の東海

道衿奈川宿の一部が学区に含まれており、 dl*蓄のある神

社や史跡などが多数ある。古くからの祭りなども開催さ

れている。学E互に熔や田んぼは全くなく、自然は少ない

環境である。大きな公溺(!it1l!J公悶)が一つあり、ノj、さ

な公態は複数ある。交通量設が多いこともあり、まちには、

子どもが外で遊ぶことのできる場所は少ない。

3-2 交流する地域について

子ども逮が修学旅行で訪れた山形県鶴間市櫛iJl地区

(平成 17年 10丹1臼の合併前の山形県東田川郡櫛引

町)は庄内平野の南東部に位置し、平聖子部と山間部を含

む場所にある。

先扱の代からその場所に住んでいる人が多い。三世帯寺

率が高く、多くの家庭が、一戸建ての持ち家である。新

規に移り住んでくる人は少なく、地域の人は互いに顔見

知りであることが多い。

産業は、農業が基盤であり、水稲栽培を中心に、さく

らんぽ、ブドウ、りんご、柿などの巣樹栽崎も盛んであ

る。また、かぶやキュウリの漬物などの加工品も多く作

られている。

黒川地区にl士、伝統芸能の黒川能が伝えられており、

地域に根ざした芸能となっている。

綴綱柏戸の出身地ということもあり、相撲が盛んであ

る。各小学校には上俵があり、定期的に試合も行われて

し、る。

"横浜市立青木小学校教諦

東京学書大学教育学部卒業

横浜市立d、学校教識として、子どもd健康と

環境をテーマに実臨を続けている。

2009年{主総研「住まい 4まち学習J実鵠報告論文集 10



4.実線

4-1 取り総みの流れ

活動の実際

(1)総合 f自己紹介をしよう J(6月)

交流する学校へ送るための自己紹介のカードを

作る。

(2)国語・総合 fガイドブ、ノク作りJ(6月-7月)

横浜の傑子などをガイドブックにまとめる。

9 Jl 0:宮学旅行の際の学校間交流で使用する。

(3) 国語「手紙を書こうJ(7月)

ホームステイ先の家庭にお直面し、と挨拶の手紙を

書く。

(4) r櫛引修学旅行J(9月)ー・・中心的活動

概要は4・2(4)を参考。

(5) アンケート・作文(日月、 10月)

修学旅行の前後にまちについてのアンケートを

実滋。また、振り返りの作文を奮いた。

(6) 国語・総合「住みよいまちをめざしてJ

(9月-10月)

実際に体験した経験から、田舎(山形県鶴!潟市櫛

号i地区)と都会(神奈川県横浜市)の生活の双方の

良い閥、悪い閣を考え、伎みよいまちとはどういっ

たものなのか自分の考えをまとめる。

4.2 櫛引修学旅行の説明

(1)活動の概要

今回、研究の対象となった活動の中心は様浜市

立青木小学校(以後、青木小学校)の6年生の修

学旅行である。青木小学校の 6年生は毎年、修学

旅行として山形県鶴岡市櫛引地区を 2j自3日で訪

れている。

(2) これまでの緩緯

この修学旅行の取り組みは平成20年度の修学旅

行で 10回目となる。青木小学校と機引IBJとのそも

そものきっかけは平成6年領、山形県ー庄内地域の

農政運動の一環として、都会の子ども逮に農業と

食料の大切さを知ってもらうために農協青年部の

人たちが青木小学校を訪れたことである。

その後、平成日年の夏休みの嬬間に、 5・6年

生希望者で農業体験学習を行うことになった。笈

休みに農家にホームステイをしながら、農業を学

び、様々な人との関わりからも多くのことを学ん

でいた。

平成 11年からは、 6年生全員の参加による修学

旅行という形で、行われるようになった。僻ヲi町

内3小学校(櫛引東小学校、櫛号l西小学校、櫛51

i有小学校)との交流を行う。

平成14年度からは繍引町立櫛引南小学校が修学

旅行で訪れる場所を松島から慎浜に変え、途中青

木小学校にも立ち寄り、交流を深めている。また、

平成 17年度からは横浜においても、ホームスチイ

を受け入れている。

(訪組織

受け入れ窓口

山形県鶴隙市役所櫛引支所蔵業振興諜

協力組織

鶴間市役所櫛ヲi支所、鶴岡市教育委員会、鶴岡

市立櫛号i東小学4費、鶴岡市立櫛引西小学校、鶴

岡市立櫛引南'J、学校、JA庄内たがわ櫛引支所、

JA庄内たがわ青年部措間i支部、JA庄内たがわ

女性部櫛引支部、附くしびきふるさと振興公社、

櫛引ケーブルテレピジョン、藤直あぐり、ふる

さと村宝谷

(4) 活動の流れ

日呂 午前 績浜から東京駅 P乗り継ぎ山形新

幹線で>lJ形駅へ。パスに乗り換え

鶴岡市櫛号iへ。

午後 櫛引到着後、町長らが出迎える歓

迎セレモニーを行う。その後、ホ

ームステイ家族と対語し、ホ…ム

ステイ家庭へ移動。ホームステイ

家庭で過ごす。

二日呂午前 ホームステイ先児童とー絡に櫛引

内3ノj、学校に登校。学校間交流

午後農業体験。

スポーツセンターに全員で街治。

三日日午前 お別れセレモニーを17う。 E量産;減

設でお土産購入。パスで山形駅へ

移動。

午後 山形駅から山形新幹線で東京駅

へ。乗り換えて綴浜へ凝る。

ー 10- 2別9年住総研「住まいまち学習Jj間践報告論文集 10



写真 1 稲作体験(稲刈り)の様子

(5) アンケートの結果

表 1 住んでいる「まちj で大切だと思うこと

(最大で3つまで)

前(弛) 後(拡) 増減(覧)

自然環境 60 54 ザ 6

知り合い 44 39 一5
住居 36 29 …7 

食 36 21 …15 

安全性 32 43 II 

f苫 28 21 7 

交通機関 20 18 一2

災害 16 18 2 

教育 12 14 2 

遊び場 12 21 9 

気候 12 18 8 

(6)作文

「修学旅行の振り返り j より

修学旅行では、ホームステイをしました。私iまホーム

ステイよりホテルに泊まりたいと思っていたけれど、お

話をしたり、遊んだり、野菜の収穫をしたり、普段出来

ない体験をたくさんすることができたので、良かったです。

とても楽しかったし、思い出に残りました。・・・①

ホームステイ先iこ若いた持、ぼくはとても緊張してい

ました。最初にやったことは自己紹介です。緊張しなが

ら話していましたが、ホームステイ先のお兄ちゃんがと

てもおもしろいことを寄ってくれたので、緊張がほぐれ

ました。・ー・・・とても楽しくホームステイをすること

ができました。それは、櫛引の方が親切にしてくれたか

らだと患います。ぼくも人に親切な人だと思ってもらえ

るようにがんばりたいです。・・・②

イナゴとりをしました。私は虫が苦手なので始めの}J

はずっとイナゴを入れる袋を持っていました。でも、櫛

引の子に「イナゴ、とったら袋とこうかんね。 j と言われ

たので思い切ってとってみることにしました。患った通

り、とれませんでした。でも、櫛引の子にコツを教えて

もらい、とることができました。

その後、イナゴの調理をしました。始めは見た告がき

ついのでやってもらっていたのですが、「今からひ。びっ

ていたら食べられないよ。」と言われ、友達とー絡にやり

ました。できあがってから食へてみると意外とおいしか

ったのでびっくりしました・・③

f住み良いまちをめぎして(厨言語の学習)Jより

私l士、山形lこ行って思ったのが自然や環境のことです。

4横浜の空気は?小、です。横浜の水はおいしくありません。

間じ日本なのに山形は空気がきれいだし、水はおいしい

1
 

1
 

亡、す。・・・・私たちにできることはたくさんあるはずで

す。それを一入でも多くの人が取り組んで、みんなが努

力していけば、少しでも環境がよくなると思います。今

からでは環境について苦みたいに全て皇室ることはないと

思うけれど、どんどん懇くなることを防くことはできる

と患います。小さな事でもし、し、から白然を守ることはど

んどんやっていりば、地球I:i:変わると思います..④ 

私が言いたいことは{告本の人たちは分散して住めば

いい。」ということです。確かにこうすると都会や泊舎の

味が消えてしまうという点があります。どこも!司じにな

ってしまえば、面白みがなくなってしまうということも

震えるでしょう。しかし、こうすることで都会と田舎の

両方をあわせもつ素晴らしい都市ができると患います。

農業の入手不足も改善し、若い入も農業をするようにな

る一方、交通もそれなりに整備され、お年寄りでも自由

に町を行き来でき、公閣は自然がたくさんの場所になる

と怠います。・・・③

私は山形に行き、 Ijj霊底あぐれというお庖に行ったと

き、とても驚きました。それは、ほとんどの品物に生産

者の名前が望書いてあるシーノレが結ってあることでした。

横浜では、めったに見ることができなかったので、とて

も驚きました。櫛引の人は自分で、作ったものや誰が作っ

たのかが分かるものを食べているので食の安全伎が高い

と患います。・-・・私は、都会のスーパーやコンピニに

売っているものにできる限り生産者の顔のシーノレを貼っ

たり名前を書くというのが私の鑓案です。最近、事故米

や農業などの事で色々な問題が起きています。中国のメ

ラミンの隣題では、メラミンの入ったものを赤ちゃんが

飲んでしまいました。私i立食の安全性というのは大切な

のだと思いました。・・・⑥

写真2 焔作体験(カブの収穫)の様子
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写真3 学校間交流の様子

5まとめ

5-1 考察

(1) 人とのふれあいについて

作文などから、子どもたちが今回の修学旅行を意味あ

るものであるととらえていることが分かる。近年の子ど

も逮を取り巻く様々な環境の変化から、子ども遼l主人と

の関わりが減っている。近年、そのことが子どもの心と

体の成長に様々な影響を与えているという報告的(2)がさ

れている。

今回の櫛号i修学旅行l士、作文②③にあるように子ども

にとって入とのふれ合いがとても多いものであった。日

常の学校での生活においては、慣れなどから出会いの新

鮮さやふれ合いが深まっていく実感を得ることは難しい。

今羽は様々な場環で多くの人とのふれ合いがあった。ホ

ームステイでは、泊めてもらった家の家族の人たち。学

校潤交流では、交流先の6年生を中心にした子どもたち。

農業体験でl士、農業などについて教えてくれた農家や加

工場の人たち。日常の生活とは比べものにならない稜の

人たちと接することができていた。子ども達i士、事前の

交流や学習、また事後の交流やこの体験を伝える活動な

ど、議々な活動に取り組んだ。その中で、子ども遼i土、

「人とのふれ合いj ということに様々な手段や方法で取

り組んでいた。実際に人と隠わり、自分の窓、いを伝えた

りする中で、 f入とのふれ合，'Jの難しさ、おもしろさと

感じる事ができたのだろう。そういった人とのふれ合い

が子ども遠の人との関わり方のスキルア、ノプにつながっ

てし、く。そのことは子ども遼がこれから成長し、社会の

中で暮らしていく上でとても大事なことである。

(2) 子どもの育ちについて

修学旅行の前後iこ「まちj についての意識務資を行っ

たアンケートによると、「まちjで大切だと思うものにつ

いては、修学旅行後、「安全性J、f遊び場J、「気候jの3

項目が数健を上げていた。

国語・総合のまとめとして取り組んだ作文「住みよい

まちをめざしてJでは、それぞれの子どもが山形での体

験などを踏まえて、「まち;についての考えを述べていた。

作文⑤のように今までよりも客観的にまちをとらえるこ

とができている。作文の中では他の土地を見たことで、

改めて横浜の良さに気付いたというものもあった。質的

な変イヒがあったと考えられる。

(3) 子ども農山漁村交流プロジェクト」について

約 15年前に学校が農業体験をするという形から始ま

った活動が、今では、青木小への ]A関係者の関わり (5

年社会科米の単元での農業指導、バザーへの参力的、山形

の小学校(櫛引南小)の修学旅行の巨約地の変更{宮城

県松島→横浜)、横浜でのホームステイの受け入れ、神奈

川区民祭りに青木小・櫛引南小合同での参加、青木小創

立 130周年の記念式に櫛引の伝統芸能である黒)I[能の

上演など、橋広い形の交流へとなっている。学校、行政、

地域が一体となった活動となっている。

特lこ「まち iへの理解をテーマに取り組んだ今剖の取

り組みは、 f子ども農山漁村交流プロジェクトjの先駆的

なモデルとなるものである。

5-2 課題

f子ども農山漁村交流プロジェクトj は、学校だけで

できるものではない。行政や]Aなどと協力して、組織を

作っていくことが必要となる。また、総織を作ったり、

活動を精選させていくのにある程度の時間がかかる。今

回の活動も内容が安定するまでに数年間かかってし、る。

もう一司つの課題としては、組織が大きくなることによ

り、活動を決定していく際に、子どもの思いだけで決め

られなくなることである。具体的には、 JAとしての思い

であったり、交流する学校の思いなどをすり合わせなが

ら活動を作り上げていく必婆がある。

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育てていくことはとても大切である。

そして、今西の学習がきっかけとなり、県、地方、日

本、そして世界へと興味の編が広がってL、く。小学校六

年生での経験がそれからの学習に大きな影響を与えてい

くこととなることを期待している。

く参考文献>

1) 門脇厚司 子どもの社会力、岩波書倍、 i開 9

2) 寺本潔・豊田市元域小学校町おこし総合学習仮構想、明

治図書事、 1997
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金育プログラムがはぐくも性まい手際っくり手 藤本勇ニホ1

一「とくしまみそ汁プロジェクトJJ:学習によるまちづくりの可能性

キーワード 1)まちづくり学習 2)食背 3)ブロゲラム 4)協働

1. Iまじめに

これまで食が健全な子育てやまち育て，地域づくりに

つながる可能性について，実践を通して報告してきた。

文1)文2)文3)

今回は食育のプログラムがまちづくりのつなぎ手とし

て寄与する可能性を検討することにした。なおここで

「食j とは食と栄養，食と生産物，食と労働，家庭生活，

生産者との劉係をはじめ，くらしの知恵を含めたものを

指している。

2. 食育とまちづくり

2. 1 主たる実践のフィールド

市場小学校区は授かな農村地域に{立震~，農業生産性

も高い。子どもたちの周りには季節ごとに多くの野菜が

栽情されているにもかかわらず，地域の農産物や農業lこ

衡する関心は高いとは言えなし、。調理実習を例にしても

地域の食材のよさを生かした調理を体験したことも少な

く地峨の食材のよさにも気がイ柄、ていない。

子どもたちの食生活の改善や基本的な生活習慢の確立

も課題である。クラスの中には較ご飯を食八ないことが

多い子ども，食べても菓子パンだけの子どもが数人いる。

野菜の好き嫌いも自立ち，給食の残食の多さも課題であ

る。朝食の大切さを考える学習も求められていた。

2. 2 みそ汁の教材性と研究の仮説

みそは日本の豊かな食文化を象徴している。みそ1十は，

みそよりも子どもたちには身近な存筏で，調理が簡単で

*2市場小学校教諭

一13-

5)先電

~の工夫も可能である。またみそ汁には，自本人なら識

でもが話題にすることができる共通体験があり，季節の

野菜を入れることで地域の食料への潔心も高まる。その

うえ，池域こ、とにも濃いがある。みそ汁を通して他の池

域の子どもとの交流も可能となる。こうしたみそ汁の教

材性を踏まえて以下の研究仮説を設定した。

みそ汁づくりの学習を子どもたちの間態意畿に位置づ

け.食材の物々交換等による交流学習を進めることによ

って，地域への濁心在高め，地域の一員としての自覚を

育むことができる。

2. 3 実銭の方策

(1)交流学習による学習支援

。本校と海辺の2つW学校でE みそ汁の「ワカメJ rだしJ

と r告JJおよび f地場のものj にこだわった野菜(キ

ヌサヤエンドウ，白菜，花菜)や食材の感窪、・みそ汁を

作った記録などを交換する。交流によってそれぞれの学

校の学習支援を行う。その際にそれぞれの学校の学習を

擦なわない交流を心がける。

(2)協像作業での授業づくり

。ネットワ』クを生かした学校間協働での単光開発， Eメ

ーノレを生かしての子どもの交流学習，栄養士・ JA'保

護者などの協力による協働作業を取り入れる。

(3)子どもの関心や潔解に応じた指導

。みそj十の爽やみそ，だしを取り上げながら子どもの理

解iこ合わせ授業を計画する。旬の食材への理解の不足が

ホ 1食育や食農教育をi麗してまちづくり学習の実践
に取り組んでしも。日本環境教育学会，食農ネット
ワーク所属。環境カウンセラー。
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あれば栄養士とのT1'による I句の野菜」の授業を行い，

勾の野菜の魅力と地域の旬の野菜を理解させる。

。みそへの関心を高める。

自分たちでみそを仕込む，各家庭のみそや全矧のみその

食べ比べをして(rみ・ソムリエjの授業)，大立と塩

と麹だけで多様なみそを作る，伝統食の知恵にも関心を

持たせる。

3 実践

3. 1 交流学習を仕組む

本県には総合的な学習の待問を充実するために小学校

教育研究会総会部会がある。この総合部会が運営するメ

ーヲングワストに交流学留を援策した。

とくしまみそ汁プロジェクト

1ilI3 -1 3校のコラボレーション

二人の先生{三祷智俊子先生・海部郡海陽町田T立宍喰

小学校) (大塚一志先生 鳴門市立鳴門東小学校)が参

加してくださり， s司3，-1のような協働のスタイノレを構成

した。穴喰小学校の三浦先生は，務会の大切さを伝える

ことをテーマに総合の単JGでみそ汁を取り上げたいと考

えていた。みそ汁のよさを考えたり，地域での開き取り

をしたりしながら，朝ごはん定食を作ることをゴールに

した取り組みである。

鳴門鳥j、学校の大塚先生は，総合学習で地域のよさを

発見していくことをテー?に，みそ汁の実にこだわる活

動を進めることを描いていた。地域のゲストティーチャ

ーを何度か招いてみそ汁を作ることによって，地域の人

や藤物に子ど、もたちの関心を向けていくことを活指して

いた。

3. 2 みその仕込みとみそi十件りから始める

5月に家庭科で fこ.l;i:んとみそjれの学留をし，まず自

分の家のみそ汁にはどんな実が入っているのか調べてみ

た。調べたことを発表し合う中でたくさんの積殺の池域

の食材が使われていることを知った。そこで fできるだ

け近くでとれたものを使う J rその季節の野菜を使う j

f栄養のバランスを考えて 3種類の実を入れるJ，こう

した条件を決めてi問自のみそ汁を作った。

みそ1十の実の条件のlつにあげた季節の野菜を使うこ

とを説明していたときである。子どもたちが野菜の「旬j

をほとんど知らないことに気づいた。そこでよく食べる

野菜について匂がいつなのか家族や農協の方にうかがっ

たり，スーパーで取材したりして調べた。さらに栄養士

の先生からレタス， トマト，きゅうり，ほうれんそうを

例にとり，路地ものとハウスものでピタミンC盆を比較

し栄養の違いを説明してし、ただいた。みそf十iこ匂の里子

菜を入れることのよさを実感できた学習となった。さら

にみその手作りセットも手に入れ，みそを仕込んto二

3. 3 rみ・そムリエjになる

2学期初めの家庭科の待問に I学期に伎込んだみその

出来具合を縫認~，試食したとき，子どもたちは家で食

べているみそと濃さが違うことに気がついた。そこで自

宅からみそを持ち寄り，食べ比べをした。子どもたちは，

みそはどこでも同じ味だと患っていたことが間違いだと

気づいた。

fそれぞれの家から持ってきたみそでこんなに違うん

だから全闘のみそはもっと味が違うかなJという声があ

がり 2 次の待問l土全閣のみそを食べ比/~てみることにな

った。あらかじめ注文していたみそ(イ言州こうじみそ・

仙台こしみそ・八下みそなど)を，各班でだしを取り，

14 - 2則9年{主総務'1主まいまち学習j実路線告論究集 10



そこにみそを溶かしこむとしづ方法で比べた。子どもた

ちは日本全国にこれだけ多様なみそがあることに驚き，

みその奥深さを実感した。

3. 4 食材の交換で交流の輸が広がる

10月iこ入り，子どもたちに次のように切り出した。 r夏

休みにE 鳴拘束小と宍喰小の先生と誌をして，そこの学

校では総合でみそ行を作るそうです。そこからワカメと

だしをもらえます。 j徳島県の地5習を広げて場所を縫認

した。 r先生，海の近くだねJ rみそ汁の材料をもらっ

てばかりじゃなくて，代わりに市場小からも何か送りた

しりそんな意見も出てきた。 r物々交換したいね」こう

して交流学望書が始まった。

鳴門東小学校で、は米飯給食のSiこサツマイそのみそ汁

を作ることや宍喰小学校では念仏鱗ゃあじ，いわしでだ

しをとることを子どもたちに紹介すると，活動が一気に

盛り上がった。

Iワカメと『だしJにとる魚をいただいて》本格的な

食材で作るのだから，市場小学校でも地域の勾の食材に

凝ってみよう」と，みそ汁を作る条件は f栄養のパラン

スJ r地藤地消J r勾」そしてで、きれば f色合いも考え

る」に決まった。

写糞3-1 2枚からの厨いた童材

栄養屈は，無揚絡む土ワカメと煮干しからとれるため， 2 

つの小学校から届く食材でまかなえる。後はピタミン類

をとるために地域の野菜を入れることを考え， 11月が旬

の地域の食材のダイコンやサツマイモ，タマネギ，ネギ

phυ 
ー

などを入れてみそ汁を作ったo 調理では2つの小学校から

送られてきたワカメの長さに驚き， (関3-1)だし腐の

魚の大きさにも皮倒された。間校には，お礼代わりに自

分たちの作ったみそ汁の写真に言葉を添えて手紙を書い

た。(図3..2)

fこのみそ汁には秋の味覚さつまいも，鳴F初当らおく

ってもらったおいしいワカメ E 笈腐E タマネギが入って

います。とてもおいしいみそ汁でした。さつまいもは甘

くて，ワカメは入れるといろどりがよくなって，自分た

ちで作った 6Bみそもすごくおいしかったです。宍喰から

もらっただしを入れてみんながまとまりました。」

写真3-2 市場小学校からのお礼の手紙

3. 5 みその実から地域の食材へ広がる関心

宍喰小学校から溶いただしと鳴門東小学校から送られ

たワカメでみそ汁を作った子どもたちは，今度は自分た

ちの地域の食材を向校に送りたいと考えた。そこでどん

な食材があるのか地域 P路き取りを始めた。

それぞれの学校に送る食材の条件は，間校の学習に合

2009年{主総研f住まいaまち学習J実路線告。論文集 10



わせて， 1月下旬ごろに手に入るもの。さらに鳴門東小学

校へ送る食材はみそ汁の実となる食材，宍喰小学校へ送

る食材li朝食に添えられる食材ぜある。

写真3-3 地域の旬の食材を取材する

地域や日曝参綴での取材を通して，業の:tt，ダイコン，

キヌサヤエンドウ，患いもなど地域の食材が少しずつ見

っかり始めた。(図3-3) さらに市場小学校のある市場

町はかつて，キヌサヤエンドワの代表的な産地だったこ

ともわかった。また，ハクサイや菜の花は県内有数の産

地でもあることも新たに見えてきた。

さらに冬休みには，地域の旬の食材を使った[みそ汁j

写築 3-4 2校に送った市場町田食材

市議のおすすめレシピ 旬、，

刀 お守ずみのがイ J ト

"ゐ}
ク μ{ 総 喰i/'"と令

"d"， '-
、多守認''1銀 、ヘ，、 終傍

か「朝食のおかずJを作ることを宿題に出した。子ども iれメザ日 G れ川 ι 内(で伊す j~ '-修淀川

たちの作品の中から fキヌサヤエンドウの卵とじj をも

とに，市場町の肯]のハクサイを加えたレシピを作成した。

レシヒ。iこは「おすすめのポイント」として次のように記

述した。。白いハクサイ，緑のキヌサヤエンドウ，黄色

の卵と彩りが大変きれい。。野菜が嫌いな人でも食べや

すし栄養のバランスもよい。。キヌサヤエンドウとハ

クサイは「おもiこからだの調子を整える食品J，卵は「か

らだをつくるもとになる食品」で，さらにご飯を食べる

と fエネノレギーのもとになる食品Jがとれ，朝食のおか

ずにぴったり。

こうして地域の匂の食材であるキヌサヤエンドワと菜

の花，ハクサイの3つにレシピとおすすめメッセージを添

えて両校に送った。(関3-4 3-5) 

弘 、 払 品 予 Fγ 魚zι 守、一 艶

t己ぜ 引 "t 号事

写真 3-5 貴材に添えたレシピ

4 学習の指定巣

4. 1 子どもたちの変容

学習を綴り返った子どもたちの感想、を整理す

ると「栄養ハランスと朝食の大切さ J r地域の食材や勾

のよさJ r自分の食生活の変化J r食文化への理解J r地

域への関心j の5つの成果が明らかlこなった。

0栄養バランスと朝食の大切さ

・務ごはんをしっかり食べるようになった~，料理に入

れる野菜の旬を考えるようになった。

・みそ1十l立無単だけどおいしくて， しかもいろんな実を

一16- 2凹9年{主総研「住まいまち学習J実践報告論文集 10



入れることができて栄養がある。みそf十は衛単ですぐ作

れるので忙しし、較にはぴったり。

・みそは栄養が差是宮でみそ汁の実次第でバランスのとれ

たものになる。

0地域の食材や旬のよさ

・市場の食材にどんなものがあるのかがよくわかった。

-いろいろな野菜の勾がわかった。

-旬の食材は栄養が高くて季節感を感じることができる。

栄養があり安くておいしい。

・これからは句と市場の食材を積極的に食べていこうと

思し、ました。

0食生活の変化

・嫌いな野菜でも味つけの工夫などをして食べられるよ

うになったO

-大根が嫌いだったけど，みそ汁に入れると食べられる

ようになってきた。

-少し料F霊を手伝うようになった。

-家でもみそ汁を作るようになっ t~o

-毎朝みそ汁を欽むように心がけるようになった。

O食文化への理解

-みそ汁i土筏単に作れてヨからだにも良く日本を代表す

る伝統的な料理。

-筏単で匂の聖子菜がよく合っておいしいみそ汁はすごい。

-みそやみそ汁は万faof可にでも合っていろんな味を味

わうことができる文化一

-菜の花やワカメ 1 緑色の食材を入れると見た目がきれ

いで食欲もそそるのでいろどりはすごい。

-地方によってみそが違うとは驚き。

O地域への関心

・鳴門東小と宍喰小との交流では，その地域特有のもの

がわかってよかっ t~o

-市場の食材は，すだちくらいしか知らなかったけど，

今ではたくさん言えます。

巧

tl
 

-市場の特産，その時期の句の食材なども覚えたL，そ

のものを使つての料理も言えるようになった。

-自分の家ではどんな野菜を育てているのかと考えたり、

自分の家で作った野菜を食べるようになった。

・自分の地域の野菜を大切にしていきたい。

・おいしいダイコンやキャベツを作っている禄父は自慢

の存住

4. 2 物々交換による交流が学習を支援

今回の学習はl校だけで終わらず，他校と協俄すること

で，それぞれの学校での自擦を実現し，また食材の交流

によって学習を大いに支援し合い9 広げることができた。

(図4-1)

具材

事の草山

写真4-1 ~島内東小学校から届いた感想

「宍喰小の「ぼくたちの朝こ事はんプロジェクトJは市

場小からの食材がないとできなかったプロジェクトでし

た。私の中では菜の花はあまり食べるイメージがなく，

この交流をきっかけにみそ汁や卵とじなどいろいろなも

2009年{主総研f住まいまち学習;実践報告描文集 10



のが作れるようになりました。みなさんとみそ汁を通じ

て交流できたことはすごく恩い出になりました。これか

らも総合でがんばりたいです。 j

また鳴拘束小学校の大塚先生からは I市場小の子ども

たちからの感想で『ワカメの受払香り，歯ごたえ，み

そj十iこ入れると鮮やかな緑色になり彩りがよくなるこ

と』というワカメのよさを伝えてもらいました。このこ

とで鳴門東小学校の子どもたちも地域の特産物のよさを

あらためて見直すことができ，さらに，その伎事に携わ

る自分たちの家族や地域の人たちの勤勉さ 2 その仕事を

手伝う自分たちへの肯定感もうかがわれました。 j との

コメントもあった。

4. 3 食材の物々交換のプログラムの湾能性

「市場の食材にどんなものがあるのかがよくわかっ

た。 J rおいしいダイコンやキャベツを作っている祖父

は自慢の存在j など，子どもたちにとっては食だけにと

どまらず，自分たちが暮らす地域への関心・浬解へとつ

ながっていった。みそ汁i士宮桂でもが話題にすることがで

き，またその共通体験を持っている。そしてその共通性

が交流を可能にする。しかも地域での違いがあり i普

遍ながらも特殊」という性格を備えており，交流学習へ

の展望も開ける。 l校だけで終わらず，他校と協働するこ

とで，それぞれの学校での目標をより豊かに実現するこ

とができる。

このように食材の交流によって協働で学習を作るとし、

う本単元は汎用性のあるプログラムとしての可能性があ

る。料理と食材を変えることにより地域の特性に応じた

実践が可能となるのである。そこで「とくしまみそ汁プ

ロジェクト」の成果を踏まえ，今年度は「とくしまおに

ぎりプロジェクト」に取り総んでいる。図4-2に示すよ

うなおにぎりの食材である Iお米J r塩J I兵jの物々

交換による交流学習である。

1ilI4-2 3校のコラボレーション

共通性と地域性という特長をもっ料環を取りとげ交流学

習が食育を支援できる可能性を今後も検討していきたい。

5 おわりに

文献を競べると，かつて「だしj に使う乾物は3 行

衛の方が海辺から内陸部まで売りに来ていた。みそf十

l土，地場のものと交易で得たものを使って作っていた

のである。地場のものだけで生活していたのではなく，

必要な物は，貿っていたのである。地場のものと買っ

てきた物を上手に組み合わせて作ることに，その地域

の徳性があった。 rとくしまみそ汁プ口ジェクトJの

学潔も，それをなぞるように昔の人々の暮らしのなり

わいを授業で実現する試みとなった。 rとくしまみそ

汁プロジェクトj の徳島での実践をもとに、 fみそ汁

プロジェクトjを全国に広げていけたらと綴っている。

く注>

1) 藤本勇二 自然環境と暮らしの知恵にかかわり地域と創る

学習ー循環する学びが住まい手・っくり苧を育むー「住ま

い・まち学習実践報告・論文集 2J (2001年6月発行)

2) 藤本努ニ 貴の学びが育む住まい手・っくり手一子どもと

学校から始まるまちづくり -f住まい・まち学習実践報

告・論文集 5J (2004年9月発行)

3) 藤が第二食育が育む住まい手っくり手}学校栄養士と

の協伺作業によるまちづくりの可能性…「住まい目まち学

習実践報告・論文集 7j (2006年 10月発行)

く参考文献>

1) 奈須正裕・藤本勇二学びを深める食背ハンドブック 学

主汗 2007 
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未来の都市をデザインする4中校図工実践プログラムからの考察

一学校教育におけるワーク、ンョッフ。の可続性について (1) 一

格J争 1縛之"

大古場稔料

キーワード ワークシB ツプ、 ;J叶抄己主、図工、模型、飯岡橋

1 はじめに

21世紀は、まさに都市の時代である。グローパソゼー

ションとしづ概念が蒋代を怨み込み、いまや盟主境なき世

界となってきている。私たちは、日々どこにいても世界

中のあらゆるものとつながり合っているのである。都市

において、 20世紀が世界中どこにいても問じ環境にいる

ことが出来るよう向かっていったとするなら、 21世紀は

そうしたひとつの世界の中で唯無この存在として旗を

あげてし、かなければならないのではなし、かと思う。

日本全国各地でも 2日世紀後半あたりからまちづくり

という言葉が動き闘し、まちの行き先をそれぞれが考え

出すようになってきた。単に都市施設をつくりr，再発して

し、くだけではなく、自分たちが暮らすまちとしてどうあ

るべきなのかをまちに暮らす人々自身が意識し、まちを

つくり、育ててし、かなければならない。自分たちがどの

ような環境で暮らすことが準せなことなのか、そして自

分たちの都市の{慢性、性格とは何かを考え、生み出すこ

とが、 21世紀の時代iこて生きていく都市をつくっていく

ことにつながるのではないだろうか。

では、そのために何が必要なのだろうか。市民主導の

まちづくりが各地で起こり始めてはいるものの、子ども

を持ち、ある程度余絡の出てきた若い世代がついてこな

いということがしばしばある。それは、都市に対して、

子どものころからそこに住んでいるわけではなく、たま

たま火人になり住んでいるだけという認識しかなし、から

ではないだろうか。どんなまちづくりに対しでも、何よ

りも都市を愛する気持ちを脊てていくことが重要なの F

はないかと考える。

そこで、米来のまちの担い手である子どもたちに、ま

ちの持つ戯力を伝え、自分が暮らす環境に対して、愛す

る気持ちを育んでいくことが、未来のまちをつくってい

くことにつながるのではないだろうか。さらに、子ども

たちの活動を通して、母親や父親である若い世代に対し

ても、都市に対して何かしらの関心を抱かせることが出

来るのではなし、かと思う。自然の中で大人になることも

村法政大学大学院工学研究科階士課程
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大切であるが、都市の中で、都市の楽しみを知り、大人

になることも子どもにとって重要なことである。

このような都市を愛する気持ちを、国籍や算数と向様

に、学校において学び、育んでいくことが出来なし治、

現代の子どもたちの放課後や土日は、勢や習い事によっ

て埋められてし句。いま、生きていくために本当に必要

な力を教えられるのは、学校の中でしかないのではない

だろう方、総合的な学留や生活科、図工などの待熊を使

って、地域を題材とした学資が行われるようになってき

た。より地域に様ざした学校教育を生むためにも、学校

が地域の中心となり、まちの魅力を発信していく場にな

ってし、く必要があるように思う。

本格では、築者らが 2閃 7年 11月-2008年 1月にか

けて東京都千代図区立富士見小学校の小学5年生の図工

の授業を利用して主主纏したワークショップドまち"をつ

くろう~小学生が描く未来の額田橋-Jを中心とし、補

足的に2008年 11-12丹にかけて実施したワークショッ

プドまちDをつくろう 2-子どもたちがつくる未来の飯

田橋-j (内容は 2∞7年に実践したものと悶じ)を取り

上げ、実践活動の報告を行いながら、今後の可能性につ

いて考えていく。

2 ワーウショップの機墜

本稿で取り扱うワークショップは、富士見小学校の協

力のもと、小学5年生の属工の授業を利用して実錯した

ものである(凶 2-1)02007年度に初めて実務した。そ

の取り組みが評価され、2008年度も引き続き実施するこ

とが出来た。なお、今回は執祭殿聞の都合上、 2008年度

実絡の内容については、全てのプログラムが終了してい

ないため織足的に取り上げることとする。

ワークショップのスケジューノレは(歯止2)の通りで

ある。ワークショップの本来の目的である、「主体的に物

事を考え、取り組むJということを最大限生かせるよう、

f学ぶj、f考えるj、「つくるj、f伝えるjの4つのキー

ワ ド(隠 2-3) を掲げ、 3つの授業内容、発表会と展

"法政大学大学院工学研究科修士線稜

1985年東京都生まオL法政大学工学部建築学科

卒業，現夜、法政大学大学暁工学研究科建設工

学専攻修士盟程陣内研究室〈都市史専攻)在籍。

過去に、第8閏 f住まいまち学習J実践報告

論文発表会にて発表。

2008年性能萌 fj主まい・まち学習J実践報告。論文集 10



示の 5つのプログラムによって、今週のワークショップ

は構成されている。大学生が先生となり、子どもたちは

小学校のある飯田繍挿]辺を対象とし、未来の飯田橋の姿

を提案し、模型で表現していくというものである。さら

に、参加者である子どもたちだけのワークショップで終

わらせず、さらに多くの人たちを巻き込んだものにして

いけるような内容を目指した。

ま円つくろい……酔 1 
実錨鎖鶴 2∞7年 II月"，2008年'" ，殴エ¢授築持摘にで業施 I
実施翁所 一東京都千代隠区立富士見小学校 ! 
対象 小学5年生(2クラス、 69名)

参加大歩生 10名(法政大学にて建築都市を専攻する学生)

飽 2-1 ワ ウショップデータ

授輩出付は友が5.1 右が5-2)

鴎，I:a+教室{千代関区立富士見小学校) 学ぶ
一一一一一 i 

fまちを知ろうj 一一一一一一一- 一!山l

'第 l@j 2007，11.14ω0 ・lLl5令官) 告を y、
fまちを措こう i 一一一一一一一一一一一一一一一ワヘ w

， f，，，，k 
e第2毘 2曲7，11，21(;1{).11.2s明)

「まちをつくろうj一一一一一一一一一一一 つくる
。第白羽 2曲7.11，28(7紛 12.3(月)
第4自 2田 7.12.5(Jj().12，6(7材

第S図 2田 7.12.12伺(). 12.13(木3

4 第8司忽XJ7.12，19(;1<)四回'*'
第7回 2∞8.1，9併()(5-1のみ実施)

学開発表会一一一一一一
体育舘(千代図区立富士見 j学校 二{王える

2008.UO刺-------/ 
展示会------ / 
法敬大学市ヶ谷キャンパス外媛政令 1Fメディアラクンシ

2008. 1. 27(引~3 l(木)

図 2-2 プログラム

伝える
)"，←)川に

~ / 
体験する

品/
-'11川、

図 2-3 4つのキーワード

3.ワーウショッブの実銭

3.1まちを綴ろう

~ 

考える
¥1"，，1 

つくる

第 1@] rまちを知ろう jでは、これから子どもたちが

考えるまちとは、そもそもどのようなものなのかを学ん

でいく(写真 3'1)。

パソコンとプロジェクターを使い、まちが持っている

特徴について考えていく。子どもたちの身近なまちであ

る千代隠区を題材に、飯田橋や丸の内、秋葉県などの併

を出しながら、道、建物、交通、自然、人、歴史の邑つ

のキーワードをあげ、まちはどういったもので出来てい

るのかを免てし、く。続いて、こうしたキーワードがどの

ようにまちに対して色々な表情をつくっているのかを見

ていくために、世界的まち、日本のまちを事侠として取

り上げてし、く。一見するとどこでも向じ景色に見えてし

まう日本であっても、ひとつとして河じまちはない。ま

ちの違いとは一体何なのか、まちの在り方、その表情が

どのような望書素によってつくらtしているのか、またその

場所独自のまちをつくるにはどうしたらいいのかなどを

考えていく。

次に、キーワードとしても取り tげたまちの歴史につ

いて、東京を舞台にもう少し詳しく見てし、く。まちには

歴史がある。いくつもの歴史が薫なり合い、いまのまち

は出来ている。ヨ ロッパのまちとは違い、昔のものが

ここにあるというような、歴史を告に見えるかたちで体

験することは吾常の東京においては難しい。そこで地図

を重ねる，)という手法を用いることで、子どもたちに、

確かにここ東京にも歴史があり、持隠のつながりによっ

ていまのまちはつくられていることを認識してもらう。

まず、神社などをプロットした現代の地凶と縄文時代

の海岸線の地巨炉を葉ねていく(写真 3'2)0 2つの地図

を藁ねることによって、神社が縄文:詩代の海岸線付近に

集中して立地していることが分かる。縄文時代陸地だっ

た場所は、現代の池形が高い場所を意味する。神社はち

ょうど崖の端に出来る。その地域を守るため、見時らし

のよい場所につくられることが多い。これは、典型的な

毘本の神社と地域の@椅の際線型生であるが、こうした関

係が現在の東京でも見てとれる。

続いて、江戸時代の地隠と現代の地図却を重ねてし、く。

驚くほど東京のまちのかたちと江戸持代のまちのかたち

が重な0合うが分かる。これは東京のまちが、江戸時代

につくられた江戸のまちを骨格とし、いまでもそのかた

ちが残っていることが分かる。なお、 2つの地闘を重ね

合わせて重なるかどうかということを見るので、地図が

読めない子でも江戸時代と現代で悶じかたちをしている

ところがあるということを体験することが出来るのであ

る。また、江戸特代は舟還が交通の中心であったため、

河川iと掘訴がまち中に張り巡らされていた。現代では舟

運から経遼へと交通の中心が移ったが、都市のかたちも

対応するように変わり、河川の上に高速道路が遇された

のである。かつての交通のネットワークを生かしながら、

かたちを変えていったのである。

さらに、江戸時代の都市計聞について学んでして。江

戸時代、神田・日本橋から銀座あたりは町人地として計

画された場所である。それぞれの町人地はグリッド都市

として計臣事されているが、京都やニューヨークと異なり、

地域ごとに少しずつ傾いている。それぞれがどの線を輸

として計画iされたかを見ていくと、江戸の壮大な都市計

20 - 2叫9年住総研f住まいまち学皆j実践報告。論文集 10



i面の全貌が見えてくる(図 3-1)。どの地域の軸も全てい

まの皇居、かつての江戸城iこ向かっているこ止が分かる。

また日本格)111主人工的に掘られた)11であるが、日本橋iこ

立っと)IluりあょうどftiJ こう ~=-iLPi城の天守閣を望むこと

が出来る。江戸城の主は徳川家、口一戸という王ちをつく

りあげた本人である。権力的 Fはあるが、都ji1"が言十関さ

れるものぞあるということ在充分に味わうことが出来る。

都市lこは産主史が存在し、いまもその歴史は引き継がれ

ているのである。また、都市l主計画されるものである。

それは、過去も未来も同じことである。そこに暮らす人々

の思いを込的、っくり上げるものである。

3.2まちを播こう

第 2白からは、未来のまちの提案をしてし、く。第2回

[まちを描こう j では、提案をしていくために重要な寸

法について学び、その後グルーープでどんなものを提案す

るのか話し合い、設計図を揃いていく(写真庁泊。

子どもたもが提案するまちは、普段子どもたちが通っ

ている富UVJ、学校がある飯田橋閥辺である。 子どもた

ちは、飯間橋iこf翼連した 5つのテーーマ(ノk辺。駅前・湖

沼iil'i伎 E互い.)盤ぴ場)から自分が興味あるものをi霊び、

5~7 人のグループをつくってし、く。グループごとに敷地

が与えられ(図 3'2)、それぞれテー?にそったものを提

案し、 1/100の模型で表現する。

最終的につくる模型が 1/100の大きさのため、 11100

とはどのような世界なのかを知る必要がある。そこでグ

ノレープにて提案を行う前に、寸法について学んでし、く。

子どもたちに、 ν100の大きさの人ものさしを与える

(弱 3'3)。小学5年生の平均約な身長であり、分かりや

すい長さである 150emの大きさをここでは芹1いる。つ

まり 11100人ものさしは、1.5cmの大きさになる。子ど

もたちは、教室にある机やし吋が自分の身体に対してど

のくらいの大きさなのかを測ってし、く。また、複数で教

室の大きさも担jってし、く。実際lこ絵や模型にしていくと

きは、いま測った自分の身体に対してどのくらし、かを、

1/100人ものさしを基準としながら 11100の世界に置き

換え、大きさや長さを決めてし、く。

寸法について学んだ後は、いよいよ提案作業に入る。

グループで話し合いながら、自分たちはどのような提案

をするのか決めてし、く。子どもたちは 11100の敷地が印

刷されたトレーシングペーパーを与えられ、そこに配

置・平面留を描いていく。まずはどんなものをつくるの

か、つくるものを箇条書きに出しながら、だいたいのか

たちを考えていく。ある程度決まったら、どこにつくる

のか、どのくらいの大きさでつくるのかを考えていく。

うまくまとまらなし、場合やかたちを変える場合も、また

みんなで話し合い、決めてし、く。みんなで考え、話し合

い、まちをつくっていくのである。人と一緒にひとつの

ものを考えていく力を養っていく。

守 21

警暴
露雨露

写真3-1 まちについて学ぶ

Jdl2Jを老ねると

写真3-2 2つの地留を重ね合わせる

密 3-1 江戸町都市計留を知るための戦線。

3.3まちをつくろう

ー己注ぉ

+ 

11 

第 2屈にて撤いた設計図をもとに、第 3匝「まちをつ

くろう」からグループで協力しながら 111∞の模型をつ

くっていく(写真仕4)。

まず、主役となる建物など大きいものから、ダンボー

ノレやスチレンボードを使ってつくってして。グループに

よっては、事前に使えそうな箱があれば持参してもいい

と伝えてあったので、持ってきた籍を利用しているとこ

ろもあった。ある程度かたちが出来てきたら、装飾をつ

くり、広場や公題などグランドデザインにとりかかる。

スポンジを使って樹木をつくったり、芝を敷いたり、道

のベイブメントなどをつくったりしていく。

最終的に子どもたちの模型は、こちらで用紙した土台

2009年住総研Ij主まい，まち学習J実践毅告。繭文集 10



7f. 
!) ~ 

写真3-3 まちを描こう

地掛

*" 

之tふうi

叫

。
ゅ J・

崎山

ぉ仇.

4一一
鴎 3-2 敷地全体図。

の大きさは、 4m20cmx2m70cm(Alサイズ 21枚相当)

である。子どもたちの提案した模裂が、実際の飯間橋の

まちの 1/100の世界の中lこ表れ、ひとつのまちとして表

現することが出来るのである(写真 3"5)。

3.4発畿会

出来上がった模型の発表会を、小学校の体育館にて行

う。この発表会にて、子どもたちは初めて自分たちがつ

くったものが土台である飯田橋のまちの模裂の中に績か

れし、みんなの提案による未来の飯限橋のまちの姿になっ

ているのを見る。自分たちの提案はどのようになってい

るのか、他のグループは何を提案したのか、まずは全員

で自分たちがつくった模型を眺める(写真 3唱)。

続いて、グループこaとに自分たちはどんな模型をつく

ったのか発表していく(写真仕7)。子どもたちには、事

前に発表用シートに発表する内容を書き込んでもらって

いる。子どもたちが発表する内容は、 f作品のタイトノレj、

「誰が使うのかj、r1可をつくったのかj、「どこを工夫し

たのかj の 4つの項目についてである。なお、 2008年

度実施のワークショップでは、さらに子どもたちがまち

に対して何を考えているのかを明確に知るために、 fど

うしてつくったのかj という項Eを付け加えている。子

どもたちは、自分たちが考えたことを発表し、またf也の

グノレープの子がどのような想いを込めて提案したのかを

男吠紛 R建庖省たまい

阻園圃. "曹関 輝敵.

牛
島

陸3戸3 5つのテーマと人ものさし

写真3-4模型をつくる

写真2日模型全体写真

聞く。まちは、自分ひとりでつくるものではない。みん

なでつくるものである。

発表会には、違う学年の子どもたちも参加した。 5年

生がっくりあげた未来の鋭部橋の姿を見ながら、自分だ

ったらどんなものをつくるか、考えるきっかけになった

のではないだろうか。

3.5腹示会

ワークショップを参加者だけのもので終わらせるので

はなく、子どもたちの提案を速して、より多くの人たち

を巻き込んでいきたいと考え、子どもたちの提案に誰で

もふれることが出来るような機会をつくる。

2007年実施ワークショッブでは、法政大学市ヶ谷キャ

ンパス外濠校舎にて 2008年 1月に 1週間ほど展示を行

った。展示の模様は、朝日新開にも搭載された(写真 3"8)。

22 - 20凶年住総研住まいまち学習j実践報告論文集 10



写真 3-6 出来上がった模型を見る

写真2日発表会

写真3日8 震示会(在}と朝日新聞記事 (2(∞8.1.28拐刊) (右)

写真4-1 駅前広場(左)と水族館(布)

般の人も来場出来るため、多くの人にふれてもらうこ

とが出来た。なお、 2008年度実施では、小学校の展覧会

にて展示を行う予定である。

織のまちをどのように捉え、そこから何を考え、未来の

まちとして提案したのかを見ていく。

ここでは、2007年度実施のワークンヨツプの提案の中

から 2つの提案を取り上げる(写真 4.1)。

4.12つの提案から晃る

1)釈前広場

人のたまる空間のない飯田橋駅前夜間に自然と調和し

た広場の提案である。道路に沿って続く線状の外漆公頚

と緑のネットワークをつなぐように計画されている。駅

前に対して部業約な娠わいではなく、憩いの場を捺案し

ているのは、オフィスピノレが建ち並び、学校も多い飯岡

橋において、子どもたちが笑顔で走り回り、働く人がほ

っとー阜、つけるような場所が必要であると考え、縫案し

ている。

2) 外濠iこ水族館

現夜の外濠1:1こ水中を事i用した水旗舘をつくる提案を

している。水質改善をし、きれし、な水にしてから水族館

とするのではなく、現夜の外濠の水質、生態系の状態を

維持した状態で水族舘をつくろうとしている。これは、

現在の外濠がどのような状況なのかをみんなに気付かせ

ることを目的としているからである。水銀館を過して、

外語表の環境を知り、外様の水質改鋳をみんなの手で行っ

ていこうと考えているからである。完成されたきれいな

ものをつくるのではなく、きっかけを生み、みんなで変

えていこうという怒いが込められている。

且人昔、まちを育てる学校として

今関のワ…クショップでは、子どもたちは提案を行い、

その成果を展示としづ手段にて社会へメッセーシを履け

た。子どもたちの提案の中には、いまの飯田橋のまちに

対して、実現可能なアイディアの援がつまっている。そ

うしたアイディアの種を拾いあげ、{可かしらのかたちで

実現できる仕組みがつくれるならば、子どもたちの心の

中に、まちは自分たちの手でつくれるとしづ議識を生む

ことが出来、さらに自分がっくり出したものを脊ててい

くとしづ、より深いまちへ対する愛情を生み出せるので

はないだろうか。今剖のような取り組みから、発展させ、

さらに大人を巻き込み、学校が単に子どもを成長させる

場としてだけでなく、地域も一緒に育てていく場として

の役割を担っていくことも可能ではないかと思う。

6. r建築するJということ

6.1つながりを建築する

子ども、親、学生、学コ校、地域、行政、メディア、社

会など、これからのまちをつくっていく上で、人と入と

4 提案を過して のつながりをどのようにつくっていくのかが求められる。

発表会のときに使用した発表用シート、および子ども つながらないものを、どうつないでいくかをデザインし

たちへのヒアリングをもとに、子どもたちがし、まの飯田 てし、かなけれまならない。単につなぐのではなく、そこ

自 23- 2009年性総研f住まいまち学習j実践報告論文集 10



からさらなるつながりを生んでいくよう、つながりを建

築してし、かなければならない。

6.2 o寺関を建築する

時間は、二度と戻らないものである。その瞬間をどの

ようにして過ごすのか、その時間を通してどんな未来を

つくることが出来るのか、二度と戻らない時間だからこ

そ、最も美しい待問を建築していく必要がある。

6.3経験を建築する

子どもたちが大人になってむ、く過穣で、イ可を経験した

のかということが大きな問題となってくる。経験する、

つまり Oか 1かということが実は物事を考えてし、く上で

重要な差になってくる。数学上ではわずかな差であって

も、その濃いは計り知れないものである。子どもたちに

必要なのは、。を lにすることである。 1は自然と 2、3

を生んでして。しかし、日は決して自然と 1を生むこと

は出来ない。教育とはf耳かを考えたときに、経験を建築

するということがE重要な意味を持ってくる。

6.4関係性を建築する

つながり、時間、経験、すべては関係性を建築するこ

とである。いまこそ、自に見えないものを建築していく

ことが必要なのではないだろう由、それは、よりよい未

来をつくってし、く行為である。

7.おわりに

子どもたちの心の中にまちを惣う気持ちを育てていく

ためにも、いま唯一子どもたちが生きるカをつけること

が出来る学校において、ワークショップを展開していく

必婆がある。子どもたちは、まちからさまざまなことを

学ぶことが出来る。まちは、ひとつの建物では成り立た

ない。また、全て問じでも成り立たない。お互いがそれ

ぞれ関係しあい、それぞれの個性を引き出し、ひとつの

美しいかたちをつくっているのである。人が生きていく

こともまた、まちと同じである。お;互いに関係し合い、

倒性を引き出し、ひとつになることで、人が人として美

しくなれるのである。まちは、人が生きてし、く、そのも

のである。まちを愛することは人を愛することである。

いま、未来をつくっていくために必要なこの気持ちを、

学校を中心としながら育ててし、かなければならない。

く注〉

1) 異なる 2枚の地図を茸ねることによって、 2つの地図玖関
係性が浮かびあがってくる。なお重ねるほうの地図は、透
ける素材の紙、下になるほうの地図は普通紙をそれぞれ使
帰する。重ねるほうの地図は、 2007年度実路では OHPν
ートに印樹、 2008年度実施ではトレ】ンングベーーパーに
印刷して、それぞれ使用した。

2) 中沢新 『アースダイパー~ (講談社、 2005年)をもとに
地図を作成した。

3) r江戸明治東京重ね地関~ (ヱーピーピーカンパニー、
2004年)をもとに地図を作成した。

4) r東京都縮尺 2.5日D分の 1地形溺Jをもとに作成した。

く参考文献〉
1) 木下勇『ワークンヨツプ住民主体のまちづくりへの方法
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岡本実現里香， 1 

オミ村展子*1

新谷優太宰1

田中麻塁本2

地域性を理解するための創作絵本の作成とそれを用いた住教育

キーワ ド 1)縦指数平 2)創告絵本 3)大学生 4)小守生 5)住教育

1. はじめに

子ども達が過ごす家庭や学二校はすべて地域の清1であ

り，子ども逮は3暮らしている地域や生活の基盤である住

環境iこ大きな影響を受けている。しかし?現在は地域の結

びつきが弱まっている。自分たちの住む町がどのように

して成り立ってきたのか!そこで人々はどのように協力

し合い生活を工夫してきたのか，そして!現在の様子はど

のようになっているのかを?見たり!聞いたり?知る機会が

減っている。子ども遣が，自分の往んでいる田Tの地域性を

知り?そこから地域に対する愛着を持ち)子ども自身がそ

の地域とどのように関わっていくかを考えることで3よ

り良い町づくりへとつながっていくと考える。

そこで

地域性を潔解するために地域学習を行つた。それらを踏

まえ?子ども達が楽しみながら群馬県の地域性について

理解できるような意1)1'P絵本の作成を行った。

さらに，この詣1)作絵本を舟いて 3子ども逮に伝えたいこ

とがどのくらい理解されるかを確かめるため}読み鴎か

せを行いyワークシートを使ってそぴ芯功果を磯認した。

2 意1)作絵本作成の過程

2. 1 作成概要

群馬県の地域性を子ども遼に分かりやすく伝えるため，

創作絵本を作成した。これは，大学の授業「生活空間学」

(平成 19年度後期)の中で作成した。受講生 15入が 5人

ずつ 3 グループ(A~C J;1f)に分かれ，それぞれのグルー

プでテーマを決め絵本の作成を行い，最終的に，それぞ

れ作成した絵本を用いて発表会を行った。発表では，議場

人物やすレーションに合わせて，複数の人が読み聞かせ

を分拐した。読み潤かせ後，受講生全j言で，それぞれの絵

本の良いところや改善した方がよいところについて意見

交換した。

A型fI土芸主宰温泉の共同浴場， B~正は仮本宿と街道， C玉11

はからっ風をテー?とした。絵本はA4鼠裏表紙あわせ

て全 16ベージを茶本とし，小学校高学年向けとした。

本稿では， A斑の草津温泉の共向浴場をテー?として，

* 2群馬大学教育学部家政教育講座

准教授

地域の人々の協力があって町が成り立っているこ

とを湿解する創作絵本「湯太地蔵の湯へ行く」の作成過

稼，この絵本を使った小学生への談み聞かせから得られ

た知見について，報告することとする。

2. 2 r湯太地蔵の湯へ行く jの作成過程

群馬県は温泉が有名であり，特に，草津温泉は全国から

観光客が訪れる有名な場所であることから，草津温泉を

テー71こ話し合いを進めていくことにした。

草津町は群馬県の北簡に位置し，北と聞は自桜山をは

じめとする三国山脈の 2000m級の山々に閤まれ，年間を

通して温泉，スポーツ，避暑などで賑わいをみせている。

主草津温泉l土日本三名泉の一つであり》毎分 36000リット

ノレ以上も湧き出ており， 1717年には徳川吉宗が箪津の湯

を江戸城に運ばせたという記録がある。また， 1878年に

はドイツのベノレツ博士が茶津を世界に広めたといわれて

し、る。

話し合いを進める中で，車擦には無料で入れる温泉が

あり，それらが無料であること，また，それを誰が管理運

営しているかということを調べていった。

主草津温泉について，資料や新跨，町史などの文献，イン

ターネットを用いて務べたが，十分な情報が得られず，実

際に草津町を訪れ，実地取材を行うことにした。

主主地取材にあたっては，事前に草津町役場温泉課を通

して，共同協場の一つである「地蔵の湯Jを掃徐している

方を紹介しともらい2 取材することができた。

実地取材から，共同浴場i土地域の方たちが毎朝 1待問

程度掃除をしていることが分かつた。最近では，マナーの

惑い綴光客がいるということも知った。もともと共同浴

場は，地域の人々のお風呂代わりであるので，マナーを守

り，他の利用者のことを考えて入浴すべきだということ

も分かった。

2. 3 絵本の内容

今まで綴べてきたことをもとに， 5人それぞれがどの

ようなストーリー接関にするかを考え，それぞれが考え

ネ 'g干潟大学教育学部家政科学生

r
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たベージごとの内容を発表しあった。湯太としづ小学生

の男の子がおじいちゃんの住む草津町にやって来て，お

じいちゃんと一絡に地裁の湯に入りながら，草津の歴史

や温泉に関する知識を得てし、く。地域の入が締除してL、

ることを知り}また，共同浴場に入る tでのマナーについ

て湯太が学んでし、く。そして，草津町の地域の人々の支え

で身近な環境が維持されていることを実感し自分遠の

住む地域について呂を向け，地域住民として自分のでき

ることは何かを考えてし、ける主うなストリいに決定し

た(図 1)。

作成にあたっては，グループ内で絵を描く人，文主主を決

める人，色を塗る人，絵本の土台を作る人など，分担した

り，お互いが協力し合いながら作業を進めた。

まず，試し作りの絵本を作成した。そこで，絵本の文主主

を決め，それに合わせて絵を考えた。スト昨日凶の細部が

決定した後，本番用のA4版の白紙に絵を地き?それに印

字の文章を鮎り合わせていった。

また，絵本の内容が単調にならないように，そして，子

どもたちが楽しめるように，草津混泉についてのクイズ

を銭り込む箇所を決めた。絵本のタイトルは「湯太地殺

の湯へ行く JIこ決定した。

表紙

I場樹

草津町でおじいちゃん

が湯太に共同浴場に行

こうと提案する。

草津温東マップを聞い

たところ。

草津町役場や道の駅!

共同浴場が載ってい

るr

2場面

地裁の湯の外観や湯

につかっ亡いる様子。

3場面

おじいちゃんが昔の共

同浴場の使われ方を説

明している。

4場話

会話を通して 2草津滋

泉の効能や湯治につい

て知る。

5場面

草津I且泉に認するクイ

ズとしかけ(名前の由

来?綴泉j島もみ)

6場面

共伺浴場を毎日掃除し

ている地域の方によっ

て，1，置泉がきれv、に保

たれている訳を知り合

マナーを守ることや，

もらい湯の気持ちを持

つことの大切さを実感

する。

7場湿

地域の人の支えに気付

き自分の町にも[苛じ

ように日を向ける。

裏表紙

関l 創作絵本リ易太地裁の湯へ行く l
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2. 4 絵本作成から得られたこと

絵本作成の過程における実地取材では，草津町に住む

人々の実際の生の声を開くことができ，文献などでは得

られない情報や生活の実態を知ることができた。それら

の経験を通して，自分達が住む群馬県の地域性について

身近に感じることができた。また，自分たちの住む地域lこ

自を向け，自分のできることを考えるようになった。

また，この授業を通して，自らテー?を決めて課題を見

つけ，言問へ解決していくことが fき9 教える立場に立っ

て授業に参加することができた。伝えたいことを分かり

やすく伝えるために，言葉や文章構成，絵を工夫L.グノレ

ープ内で一人一人の得意なことを活かして協力したり，

楽しみながら絵本を完成させることができた。どのよう

なストーリーの絵本にするか，伝えたいことをどのよう

な構成で凝り込むかなど，苦戦したこともあったが，試行

錯誤しながら取り組み，絵本が完成したときには達成惑

や充実感を味わうことができた。

3. 創作絵本を用いた授業実践

3. 1 授業の級要

創作絵本 f湯太股蔵の湯へ行く」を用いて，草津の共

同浴場について理解し地域や周りの人々によって住環

境が整えられていることに気付くことができるようにす

ることをねらいとして?読み額かせの授業を行った。

平成 20年 10丹713 (火)に群馬大学教育学部附属小学

校日年4総の計 34入を対象に?絵本「湯太地蔵の湯へ

17くiを用いて 30分間の授業を，同小学校教諭の協力の

もと行った(表 3'1)。見せの 21掃の絵本も?それぞれ~IJの日

程で読み跨かせを行った。

3. 2 授業形態と展開

授業形態として!授業前に教窓の机を後ろに運び!教室

の前方の床に織に広がるように経ってもらった。教5論申と

大学生が横に並んで児童の前で絵本を1広五iけf也て持ち，〆Jベ'-'-

ジをめくり

{他邑の大学生2人/が3戸¥，絵ヌ本ドの主設差場人物である湯太とおじい

ちやんに分t観畏して?児童の後方から読み樹かせを行つた。

この形式は?児童が絵本を見やすく!廓jのように楽しめ

る。 4人の教師が怠を合わせて読み関かせを行った(写真

3-1，3古，3-3)。

写真 3-1草津混泉マップ"を用い写真 3-2 読み隣かせの

て歴史と特徴を説明 全体風景

27句

写真3-3読み聞か吐の風畳 写真3-4児童が発表している所

表 3-1 創作絵本を用いた授業内容

時跨

7分

20分

3分

」

項目

温泉につい

てのイメー

ジを1草らま

し1読み闘が

せを開く体

勢iこ入る。

読み関かせ

を行い?草津

混泉の共同

浴場につい

て知り 1地域

の人々の支

えに気付く。

授業を振り

返る。

内容

・あらかじめ滋泉についてのイ

メージを膨らませるため，ワー

クシートを配布L，I/.且泉につい

て患ったことを，文章でも絵で

も自由に奮いてみましょう iと

いう質問を行う。

[ワークシートの分析は3.3] 

.黒板に草津温泉マップを掲示

し葱棒の紹介を行う(写真3-1)。

-マップ上に三つの共同浴場を

載せておき，そこから，児援にど

のような温泉に入ったことがあ

るかを紫陽し?有料の温泉と比

較しながら 7草津には無料で入

れる共肉浴場があることを紹介

する。

参児童になぜ無料なのかを問い

かけ!共問浴場の 1つである

地蔵の湯を舞台にした，創作

絵本 f湯太地蔵の湯へ行く j

を紹介する。

-読み告書かせを行う(写真

3也 2，3・3)。

-読み聞かせ後に7ワークシート

を配布し児童註が記入する。

叶個別に声を掛けながらj可人

かの児童に?自分の地域で気

付いたことや，今後どのよう

に行動するかを発表するよう

指示し?意見を共有し合うこ

とで!考えを深められるよう

にする(写真 3-4)。
{ワークシートの分析は

3. 5~3. 7] 

・今回の授業では?絵本を用いて

主草津の共同浴場を舞台に!地域

の人々の支えについて理解した

ことを確認する。

・ワークシ←トを閉収 l，授業を

終了。

2009年住総研f住まい。まち学習j実路報告・論文集 10



3. 3 混泉についてのイメ』ジ(読み関かせ前)

絵本の読み告書かせ高官に配布したワークシート(混泉に

ついてのイメージ)を間収した結楽，言葉と絵で温泉の

イメージを表現した児童は 34人中 19人y言葉のみで混泉

について表現した児童は 15人であったO 全員の児童がi1iu.

泉についてイメージすることができ!温泉は言葉と絵の

両方を用し、てイメ』ジしやすいものであることが分かる。

言葉で混泉のイメージを表現した沼答について、温泉

を自分の感覚で表現したもの!混泉そのものについて表

現したものJ畠泉から連想される物について表現したも

の!混泉の効能について表現したもの?という 4つに分け

ることができた(表 3'2)。最も多かったのは?温泉を自分

の感覚で表現したもので 59みられた。そのうち「温か

しリ (19)，r気持ち¥'¥ 'J (14)， r熱L、J(12)という回答が

多かった。

次iこ多かったのが，温泉から連想される物について表

現したもの(28)，温泉そのものについて表現したもの(24)

であった。最も少なかったのはJ毘泉の効能について表現

したもの(2)-(あった。

一方，絵で滋泉のイメージを表現した児童について?問

様に分類を行った(表 3'3)。温泉から連怨、される物につL、

て表現したものが 44と最も多かった。それらは，i誰泉マ

ーク(11)，サノレが入っている様子(6)，岩のふろからゆげ

(6)などである。温泉を自分の感覚で表現したものは少

なく?温泉そのものや温泉の効能について表現した児童

はいなかった。

言葉では自分の感覚が表現しやすく y絵では混泉から

連想される物について表現しやすいことが分かる。

表3-2言葉で温泉のイメージを表した回答

(自由記述より集計)

温泉を自分の感覚で表現したもの

1畠，カ斗、

気持ちいい

熱い

におしがする

体が温かくなる

疲れをとる

気持ちがやすらぐ

ゆったりできる

家で入る風呂よりにおいがする

なごむ

いやされる

健康的

温泉そのものについて表現したもの

ろてん風呂

広い

大き

銭湯

色々な種類がある

回答数

19 

14 

12 

3 

2 

2 

2 

ふ

6 

5 

4 

3 

2 

冷たい水!i¥¥

お湯

石ぶろ

お湯の色が白い

温泉から連想される物について表現したもの

ゆ11

サノレが入っている

まんじゅう

タオノレ

岩

オて

サウナ

洗顔器

リンス、シャンプー

飲み物

山

ス}パー

牛乳

コート牛乳

湯ばたけ

温泉の効能について表現したもの

かたこり、リウマチなどがf古る

効果

計

表3-3絵で温泉のイメージを表現した回答

(白痴記述より集計)

温泉を自分の感覚で表現したもの

気持ちいい

温泉から連想される物について表現したもの

温泉マーク

サルが入ってL唱障子

岩の風呂からゆげ

岩

山(嘗士山)

ゆげ

木

まんじゅう

牛乳

石

タオルを巻いて入る

シャワー

タオル

おけ

言十

l 

: 

: 
t 

6 

4 

3 

2 

2 

2 

l 

l 

l 

1 

: 

ふ

113 

限答数

3 

11 

6 

6 

4 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

A 

47 

3. 4 読み関かせ後のワークシートの設問在意図

絵本の談み院かせ後に}絵本の内容に対する漂白平や!読

み聞かせ前と読み問かせ後の変化や?絵本の内容に対す

る理解を明らかにするためにワークシートを自己布した

(表 3'4)。
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表 3-4 読み間かせ後のワークシートの設問と意図

設問 意図
1-a rなぜ共向治場はいつも 絵本を過して草津の共陪浴場

きれいなのでしょうかj は地域の人々のお桧で成り立つ
1 -b r共向浴場に入る上で大 ていることに気付くようにする

切なことは{可でしょう ため
カ通」

2 -3 i湯太が住む町にもτ地域 発展的な設問であり，絵本を通
の人々のi協力があること して人々の支えを実感したこと
を忘れてはいかんよoJと や気付いたことを考えるように
いう言葉に対して?あな 促l-，それを踏まえ?自分のでき
たの住む町で気付いたこ ることを考えられるようにする
とを書いてみましょう」 ため

2 -b r aをふまえてす自分ので
きることを考えてみまし

ょっ」
3 rこの絵本を自分でも読み 絵本に対する意見を調べるため

たいと思いますか」

4 I今日の学習を通して7感想 自由記述を通して，仰を感じ!学
や患ったことを自由に書 んだかを再確認するため
いてくださいj

3， 5 ワークシート集計結果~内務理解に演して~

設問 1-afなぜ共同浴場はきれいなのかjでは r毎車丹?

近所のおじさん(倉田さん)がL、つもそうじをしてくれて

いるからJ(27)が最も多く毎朝J世域の人がそうじして

くれるからJ(7)としづ回答もみられy児童が絵本の内容

を的確に理解していることが分かる。これは絵本での主

人公の湯太とおじいちゃんの会話が児童の印象に残って

いるからだと考える。その際 rこの地綴の滋はだれがそ

うじしていると思うつ jといったようにpおじいちゃんが

湯太に質問しながらクイズ形式で会話をしてし、ることが?

児童に考える機会を与え?児童の関心を引し、たと考えら

れる。

設問 1七{共間浴場に入ると c、大切なことはなにかJ

では r温泉に入らせてもらっているという気持ちをも

っJ(14)， r?ナーを守る J(14)が多かった。また，?ナー

を守る以外にも，気持ちの面で[感謝するJ(3)という回

答が気られた。これより?絵本の読み間かせで「もらい湯J

の気持ちが大切だという絵本の内容を?多くの党議が理

解していると分かる。

マナーについては?絵本で脱衣所の使い方について具

体的な例を挙げていることで?児撲が想像しやすく印象

に残りやすかったと考える。

また7絵本には誉かれていなかった「感詩jJとL、う言葉

を児童が自ら連想していた。私たち大学生が絵本作成に

おいて最も伝えたかった3この絵本の土台となるE重要な

言葉を児童が感じ取ってくれていた。

3， 6 ワークシート集計結巣~自分の田nこ憶して~

設問 2-ar自分の住む町で気付L、たこと」では r公共

のものや場所をきれいにしてくれているJ(27)が最も多

く r学校へ行く途中に交通指導をしてくれているJ(5)， 

f町内をノ〈トロールしてくれている I(2)という問答が

引 29-

みられた。設問 2七「自分の Fきること Jでは rそうじ

を手伝ったり!ゴミを出さなし、J(24)が最も多くあいさ

つをするJ(14)タ f感謝をする I(3)というような回答も

みられた。

児童は?絵本の内答を瑳解した上で，今度は自分の住む

町へ自を向け!普段何気なく見過ごしてきた地域の人々

がやってくれていることや!協力してくれていることに

気付いている様子が分かる。そこから!自分のできること

について考え?実践しようという態度がうかがえた。さら

に!児童が考えたことを発表することで，お互いの意見を

共有しあい，考えを深めるようにした(写真3回心。

3， 7 読み際かせ後の児援の感想

設問 3fこの絵本を自分で読みたいと思うか」では r読

みたしリが 27人であり，多くの児童が絵本に興味を持っ

てくれていたことが分かる。

ワぃクシートの自由記述を見ると，11草津I![泉に入って

みたし、J(2)，r草津温泉では!色々なききめがありすごしリ

(1)， r湯治のことを知りたし、J(2)というように，児童震は?

草津の共同浴場や温泉について興味・関心を持つように

なってきたことが分かる(表 3，5)。

また身近なことでも，地域の人が協力して町が安全

できれいになっているので?感謝したり自分でも実行で

きることを考えたいJ(10)， r地域の入の協力があって滋

泉に入れるので 7感謝してノレールを作りたいと思った」

(9)が多かった。

読み聞かせ前iこ配布した温泉のイメージについてのワ

ークシートでは r温かし、Jr気持ちし司、Jr露天ぶろJな

どJ温泉を自分の感覚で表現したり，温泉そのものについ

て表現するものが多かった。一方}読み跨かせ後lこ苗ι布し

たワークシ】トでは，共向浴場をきれいに保っている地

域の人々の存在について知ったことや}自分の町にも尽

を向け!自分のできることを考えている回答がみられた。

このように 7多くの児童量が絵本を過して?はじめに持って

いた温泉に対する密分の感覚や温泉そのもののイメージ

からj温泉を支えている人々や地域の支えへと意識が変

{ヒしていることが分かる。

表 3-5 ワぃクシートの白期記述について

臨答数
身近なことでも、地域の人が協力して町が安全できれし、
になっているので、感謝したり自分でも実行できることを 10 

考えたい
地域の人の協力があって温泉に入れるので、感謝して

9 
ノレーノレを守りたし、と思った

共向で使うものは、次の人のことを考えてきれいに大切
4 

iこ{吏う

気持ちよくすごせるのは、いろんな人がそうじをしたり、
4 

支えたり協力してくれているからだと恩った
湯治のことを知りたい 2 
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草津滋泉に入ってみたい 2 

みんなのために色々協力してくれている人がしもとし今
2 

ことを忘れてはいけなし吃思った
絵がかわしW、

共同浴場を地域の人がそうじしてくれているなんて知ら
なかった、びっくりした

Jみ

草津I温泉では、色々 なききめがありすごい
お風呂の中の様子や脱衣所の中の様子が見たい

ザスパを誇りiこ患いたい

環境のことを考えながら、きれいな地球にしたい

ノνーノレを守って交通安全を，l'..、がける

4 まとめ

4. 1 地域性理解のための創作絵本づくり

意創lリj竹作ド絵ヌ本ド作りという主体約な活動をi通畠して

学生は3群馬県のt地也域性の一部でlは土あるが?草津町のi盟泉

の特徴やyそれらを維持する地元の入々の]工夫夫などにつ

いて環解した。 5草地取材における情報収集から 3地元の

人々の生の声に触れ，草津温泉を利用者の立場からだけ

ではなく，地域に住む人々の授点からものを考えること

ができた。また，ストーリー構成を考える上で?人に分か

りやすく伝えるにはどのようにすればし市、かを協力して

考えることができた。地域の人々との触れ合いや?グノレω

プ内での話し合いを通して 3コミュニケーションをとる

ことの大切さを実感した。

このようなカは，教師になった際!人と関わるとき相手

の立場になってものを考えたり?分かりやすく相手に伝

えたりする上で役立つのではなし、かと考える。これらは，

絵本作成を過して実感したことである。絵本作成という

活動によって?主草津町の地域伎を知り 7それらを子ども

たちに分かりやすく伝える方法を試行錯誤しながら絵本

を完成させることで?達成鳴を味わうことができ t~o

4. 2 意1)作絵本を用いた住教育

絵本の読み関かせを行う前に配布したワークシートで

は!自分の感情で温泉について表現したり 7温泉から連想

されるものを表現している児童が多かった。だがp読み聞

かせを行ったことで?事後に配布したワークシートでは3

児童が共同浴場というものを環解 G，それをきれいに保

つために地域の人々が始徐をしていることや!共同浴場

を利用する入は周りの人のことを考えながら入ることが

大切だと気付いている。

そして?児議の「地域の人々のおかげで町が安全でき

れいになっているので感謝したり!自分のできることを

考えたいjとしづ感想から分かるように?自分の住む町へ

と自を向け?絵本を逸して自身の行動を見渡している。こ

のような兇堂の心情の変化は?住みよい田Iを作っていこ

うとするきっかけとなるものではないだろう方、

このように汗Lたち大学生が作った創作絵本であって

も7子ども達は群馬県の地域性の一端を理解することが

できると分かった。さらに，自分たちの伎む町に自を向け

てほしいという思いも伝えることができた。

平成 18年に f住生活基本法』が制Aされ) f~富民一人

ひとりが yより良い住まいと暮らしのあり方について理

解を深めること」が求められている。「次代を摂う子ども

たちが，普段の暮らしの中で!より濃かな住生活を実現し

ていくために何が必要かに気付き?考え，地道に実践して

いく力を養う」住教育が重要視されている。今回の取り

絡みは?そのような{主教育のーつの方法として考えられ

るのではないだろうか。

謝辞

絵本作成にあたっては3草津荷役場温泉課，箪津町の地

域住民の方，倉田氏にこ。協力頂いた。読み額かせの授業実

践にあたっては?群馬大学教育学部付属小学校教諭黒海

ゆみ子先生にご協力を頂いた。記して謝意を表したい。
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デザインコンテストによる住まい・まちづくり学習

小学生へ 20年後のまちづくりのための人づくり

ー建築士会・車齢売型地域貢献舌動によるまちづくりー

箆 IE明判

キーワード ⑦20年桂のまちづくザのための人づくザ ②害加裂まちづくりの実銭 ③地域社会・家族を巻き込んでの，苦動

1活動の概要

青森照建築士会南黒支部 地域貢献活動岱体「みらい

力まちづく引委員会jでは， 2叩 1年かち地域の小学生を

対象にまちづくりデザインコンテストを実施してきまし

たυ2004年の事業『家族で考える私の街のゴミスヲーシ

ヨ./-" !コンテストjでは?優秀作品を製什L-，黒若市 こ

みせ通りへ設置し，子供連へ自分違のアイディアが実現

化しy まちっくりへ参加す一ることができることへの体験

活動も行いました。 2005年からは北海道建築士会宗谷支

郊のご協力で，オホーツク海の流氷を小学校へ脳け，流

水環段J受業を行っています。 200ii干からは総合学習・ま

ちづくり授業も行いました。

2 jgJ体の経緯及び総織概要

青森県黒石市には fこみせj と呼ばれる雪君主に特有な

軒からひさしを出し，冬の吹雪や夏の日黙りから歩行者

を守りながら快適に街を歩けるよう縛政持代に考えられ

た木造のアーケードが存在します。かつては城下町とし

て栄え，現在もこみせ通り(中町)には，鴎指定重要文

化財である高橋家をはじめ関口の広い「こみせJ，臓や庭

障を備えた「かくじj (家の裏の中庭)等歴史的建造物が

集積しておりますD

黒石llii土津軽平野の東側!に位置し，人口 4万人のりん

ごとこけしの街です。夏には運行台数80台と数では日本

ーのf黒石ねぷた祭り jと田本三大流し踊りのf黒石よさ

れJがあります。

「こみせ」を活かしたまちづくり活動と共に『小学生を

対象に，夢のあるデザインコンテストを続けているのが，

みらいのまちづくり委員会 注りです。

発足以前から， (社)青森県建築士会南県支部はrこみせj

を活かしたまちづくりに取り総んでいたが，総合学習が

スタートする時期に，地域の子供たちに、何かをしなけ

ればいけなし占2にさらに，建築士の存授を知ってもら

うためにも建築士会が中心になって，市民と共に考える

31 

まちづくり実現のために 2001年から地域賞献活動をス

タートしました。

写真 1 黒石市中町 fこみせj

3 ;量動のキーワード

⑦ 20年後のまちづ〈りのための人づくり

5"fーや 10年の活動で，まち並みは良くならない。 20

年後のまちっくりのために次代を担う小学生に，今から

まちづくりに関心を持っていただくことが，みらいのま

ちづくり委員会の大きな目的です。これまでも，商庖衡

が中心とな明，補助金を話用して，さまざまな取り組み

を行ってきていますが，なかなか変わりません。子供の

特にまちづくりに関心を持つことによって，伝統と次代

のエーズに合ったまちづくりが実現出来るはずです。

建築士会南黒支部のデザインコンテストi土地域の小

学生の半数が，参方自するまでの事業となり，建築土とい

う存授が最も没透している地域の一つになったのではな

いでしょうか。

地域の小学校の総合学習・街づくり授業にも穣縫約に協

力し，次代のまちづくりのための人づくりに取り組んで

います。

判みらいのまちづくり委員会代表
(社)青森県建築士会衛黒支部副支部長事務局長

http://www.kenchikushi.infol 
(有)質建築設計事務所 代表取締役

http://www.kekehi.biz/ 
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②参加裂まちづ〈りの実幾

これしからは，行政・商癌街主体のまちづくりから，住

民参加裂のまちづくりへと言われていますが，それを形

にしたのが， 2004年の『家族で考える私の衝のゴミステ

ーション!コンテスト』です。小学生の夢のデザインを

景観として実現化される街は，さらに子供たちの夢を脊

てて行くのではないでしょうか。

劉 1 2004年金賞作品(実現化ヂザイン)

写真2 完成記意式典でデザインを考えた花園さんの挨怨

みらいのまちづくり聾員会が製作したゴミステーション

(NH Kで全E富に紹介される。)

③地域社会・家族を巻き込んでの活動

みらいのまちづくり委員会のデザイン募集は，家族で

考える・・・を基本としています。

ほとんどの小学校が冬休みの課題として，取り組んでい

ただいています。多くの作品が，冬休みの宿題として?

提出されていますが，親子で話し合いp 一緒に作品を考

えて欲しいと考えています。親子の会話もまちづくりの

第歩です。さらに、実現化事業では，設置を希望する

町内を募集し，地域を巻き込んでの活動iこ展喜男していま

す。コンテストの表彰式には親子で参加していただき，

毎年盛大に行っています。

写真3 展示会場ではAED説瞬の開催(地元鴻紡箸の協力)

写真4 約 150名の綾子が参加しての華彰式

写真5 コンテスト表彰式での詑念写真 (2008.2. 17) 

山 32- 2009年住総務「住まいまち学習J実践報告・論文集 10



4活動の経緯

まち並みは 5年や 10年では良くならない。

20年後， 30年後に社会を担う子どもたちに P どうする

べきかを今から考えて欲しい。との患いから， 2001年Fこ

みせ通りにこんな建物があったらいいな 1コンテスト五

を企画しました。黒石市内の小学生を対象iこまちづく 9

のアイディアを募集しました。これに対して 18 1点の

応募があり 1 子どもらしい感伎と?作品の出来に繁かさ

れました。これまでの，こみせを活かした街づくりとい

えば，古いものは保存，"，行政・荷Jお街が委託したコン

サルタントの夢の絵に腕らされていました。そとに， 子

供たちの新車it~アイデイア (ßl2 )は，今すぐには変わ

らない，まちづくりにきっと役に逮はずです。

鱗襲撃

定ち今丸

i}容弘明

寸誌 d今宮

，勝、

臨2 2001年金賞作品

2002年度は『私達の街にこんな建物があったらいい

な?コンテスト』を開催。子供たちの自性!な発想から，

子供の求める地域の建物は何か。のコンテストです。前

年の3倍を越える 634点もの作品の応募があり，優秀

作品のCG化(鴎 3) を行い，続けて行うということは

凄いことだと実感しました。

国 3 2002年金貰持品を CG化

その後，テー?を変えて毎年のようにコンテストを11'う

中で，同事業の認知度も大きく上昇。

応募点数は 2003年度に 947点とさらに縫え， 2004年

度の r家族と考える私の街のごみステーション 1コンテ

スト』には1， 047点と， 1，000の大台を突被した。

子どもたちにとって，最もうれしいことは提案が実現す

ることです。 2004年度 F家族と考える私の衝のごみステ

ーション?コンテストJは実現化事業として，最優秀作

品を具現化させた。ゴミステーションの完成式典には黒

石市長にも出席していただきました。ゴミステーション

(写真 6) は茨在も現役です。

写真6 現在も利用されているゴミステーシヨン

2005年度i土地主主1!i陵化妨止やエネルギー問題につい

て考え，未来の住宅を提案する『こんな地球にやさしい

お家があったらいいな fコンテスト』を実織。

隣接する平1丹市にもエリアを広11，潔境省の後援をいた

だき 1，361点の応募がありました。

鴎 4 2005年金賞作品

内
〈

υ
円
べ

υ
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2006年度は地域の公共交通機関であるパスの停留所

についてデザインコンテストを行いました。今の子供達

は路線パスに乗ったことのない子も多く，パスストップ

コンテストを通して，まちを考えるきっかけとなること

を願って企画。 7こんなバスストップがあったらいい

な?コンテスト ~Iこも 1 ， 438 点もの応募があワました。

怒5 2006年金賞作品

5. 2007年度の活動

γ ド J
1<] 

/ 

これまで，建物のデザインを募集するデザインコンテ

ストでしたが， 2007年度は公嵐をテーマとしました。黒

石市は公障の空襲備が遅れているもの大きな理由です。

最近の子供たちは外で遊ばなくなったといわれています。

そこで，身近な公園について，家族と一緒に考えていた

だきました。

コンテストiこは，黒石市・平J11市から 2，106点の作

品応募がありました。

低学年の部金賞 黒石東'J、2年野崎琢馬君の作品

(罰 7)r青森県名蔑物公鴎jは青森県の形をした公闘で

県内 10市の名産物を使ってゲームをする公鐙です。地

域性のあるすぐにでも?実現できそうな公鋼です。

中学年の部金賞 猿資小 3年 工藤有紗さんの作品

(図 8) rずぐり公閤Jは家ではずぐり(津畿のこま)が

できないけれどこんな公醤があったらおもいっきり遊べ

るのになあーという思いが感じられる作品です。

高学年Lの昔日金賞 猿賀小学校 6年福士雅さんの作

品(図的「フロート・ドーム公濁j は未来裂の公醤で，

浮いて移動「るドーム型公臨です。冬でも遊びたい子供

たちの気持ち，公閣が浮いたら時の景色など，とても夢

のある{下品です。

額7 2007年lll:学年の部金賞作品

劉 6 2007年コンテスト募集のチラシ 劉 8 2007年中学年の部金賞作品
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言語をこぞって取り上げてくれ，活動を普及させる上で大

きなJりとなっています。

6.涜主主受流事業による環電車授業

2006年より，デザインコンテストに学校賞を設け，北

海道建築士会宗谷支部・流氷交流事業による，オホーツ

ク海の流氷を小学校へ届けています。

子供達l土流氷に触れて，地球溢媛化の主主義を凱で感じて

くれています。 2008年 2月の流氷授業はテレピ 2社，新

鶴 5社の取材があり?コミュニテイ FMの生中継も実現

しました。

流氷授棄の様子 (2008.3. 11) 

NHKで流氷授塞が放映されました。 (2008.3. 11) 写真9

2007年高学年の部金賞作品図9

写真8

2完治"を送って〈れた北泌遊館築士会のみなさんへ

，QA 、
t 七

ノ ふ

ポ ん点
、ふ

J . 
代 . 判 ド バ

j ♂い 一 h恥ふ一.

、

J
 

j
q
 

ヘ

円守、ー

す戸

一ι

2007年コンテスト作品撲のお知らせチラシ密 10

原おヨ院小切校 4~雲 山」どと二--ムー

流氷を送って〈れた北海議建築士会への

2009年住総研f住まいまち学習j実践報告。論文集 10

感想文 (4年生全員が送りました)

組 10
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NHKで作品展が紹介されました。 (2008.2.13)

学校側はコンテストに応募することを，冬休みの宿題

にするほどの力の入れようで，地元のマスコミもこの活

写真7



7.まちづくり授業の実施

2001年から活動を始め，次第に小学校からもデザイン

コンテストの活動は高く評価されるようになりました。

2007年には黒石東小学校 4年生 81人の総合学習「あず

ましの里街づくり大作戦jに講訴として依頼を受け?

建築士の仕事やこれまでのまちづくり活動の紹介在しま

した。

図 12 街づくり授業新劉記事 (2007.11.30)津軽新報

8.今後の鴎裂

8年固となる， 2008 年度の事業は~50年後はこんな

お家があったらいし、な?コンテストjを行います。伝統

的な建築物の活用から始まった，まちづくりコンテスト

も原点の住宅に戻り，未来の住宅がテーマです。子供た

ちが 50年後はどんな住宅に住んでいるか?家族で考え

ていただきます。

IJI惨さEの皆吉.;..ヘ!

画現有亘扇極面画面(説記
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図 13 2008年度コンテスト作品展のお知らせチラシ

f衣・食・住j の中で一番立ち遅れた教背fが住教育で

す。本遼建築士が地域の先生となり住教宥を担い f住ま

し、Jについてや住環境問題そして，建築lーの役割を社会

的にアピーノレしていければ建築士会の魅力や社会的な意

義が確立していくのではないでしょうかつ

地域のまちづくりへ参顕して，地域の建築士も子供逮と

緒に成長してゆきたいものです。

写真 10 瞳聾士会会淘大会まちづくりブースで由展示 (2田8.1025)

〈注〉

1) みらいのまちづくり委員会は(社)背盗県建築士会衛黒支

部の地域貢献活動間体。(青森地域買敏活動基金助成事

業)

2) 筆者は 2001年(社)日本建築士会連合会青勾委員・ 2002

年罰委員会副委員長として，建築士会青年委員会としての

総合学官への取り総みワーキンググループのメンハーと

して参両，自ら地元で建築士の総合学背への取り組みを実

践中。

く書考文献>

1) (主対日本建築士会連合会・編 地域指・三十奏の響き 建

築士たちが協働してまちを創る

2)建設通信新開 2凹7年.12月 14日 連載・建築士の地域貢

献活動⑬
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根岸博之市l

大古場稔叫
地図を重ねて都市の陵史的空筒形成を学ぶ

中学校選択社会科実践プログラムからの考察

一学校教育におけるワークショッブの可能性について(2)

キーワード ワークショッブ、中学校、選択社会科、地図、上野

t はじめに

情報化社会の現代、世界はますますひとつに向かって

いる。→瞬にして情報i立行き交い、文字や写真だけでな

く、都市のJl1，景ですら世界中どこにいても苧lこ入るりよ

うになってきている。しかし、都市が持つ総力は、決し

てデジタノレ化され、どこにいても味わえるようなもので

はないはずぜある。そこにしかないものを味わい、理解

することで、都市が持つ本質にふれることが出来る。

都市には歴史がある。長い歳月とともに、人々の暮ら

しが刻まれ、空間は空間として息づき、場所が形成され、

現在の都市のかたちはつくられている。 歴史を重んじ、

そこに夜る空間を理解することは、未来の都市がどうあ

るべきか、その行く先をおし示す手がかりを読み解くこ

とである。

日本の都市は、酋欧の都市と異なり、歴史を目に見え

るかたちで理解「ることが難しい。しかし、日本の都市

における履史は、空間、場所と密後に絡んでおり、西欧

以上に奥深いものである。いま、私たちが暮らしている

その場所に、歴史はJ確かに主uまれ、空間と成し、存在し

亡いるのである。それこそが唯一無二の存在としての性

格を生み出すものである。

昨今、日本でも金協あらゆるところでまちづくりと称

し、自らの場所の倍性を伸ばし、{也の場所とは異なる唯

の存夜を獲得しようとする動きが活発化している。そ

うした存任になるためには、歴史というものが必要不可

欠であると考える。歴史を知り、空間を知り、場所を知

ることは、自分が暮らす環境とは何かを理解することに

つながる。そうした理解は、人と都市とを結びつけ、人々

の都市に対する際心を生み出だすきっかけになるので

はなし、かと思う。

歴史は、未来をつくるものである。都市を、建築を、

そして人をつくる。都市の在り方が 21世紀の大きな命

題となってきている現代、未来の都市の担い手である子

どもたちに、控室史と空間のつながりによって生み出され

た日本の都市の魅力を伝えることは、日本の未来をつく

ることになるのではないだろうか。

そこで、子どもたちの学習の場である学校において、

一般的な教養としての歴史と同様に、自分が暮らす場所

がどのような歴史によってつくられたのか、そしてそれ

が空間とどのような関係にあるのかを考えていくこと

により、地域学習になることはもちろん、歴史というも

のが生きたものであり、いまをつくっているものである

ということを認識させられるのではないか。

ヌド縞では、東京都台東E王立 k野中学校中学 1年選択社

会科の中で 2008 年 2 月 ~3 月にかけて行われたワーク

ンヨツプ、日本建築学会主線、日本建築学会子ども教育

事業委員会幻企師、親と子の都市と建築講座3)2007上野

地図企I嗣f東叡の鐘、鳴りわたる~地凶を重ねると都

市の歴史が見えてくる~J の活動報告を過して、学校教

育おいて都市の歴史を学ぶプログラムの可能性につい

て考えていくものである。

2 ワ-'7ショップの概要

本稿で取り上げるワークショップは、日本建築学会子

ども教育事業委員会が企閥、開催しているワークショッ

プ「続と子の都市と建築講座」の中の f地図企画jシリ

ーズの 2口昨年度実施したものである。「地図念頭」で

は、上野を舞台とし、子どもたちに時代の呉なる地凶を

藁ね合わせることによって味わえる、都市の隆史と夜間

のつながりが持つ主主告さを体験してもらうというワー

クショップを開催してきた。「地図企図」を含む過去の

「殺と子の都市と建築講ggjは、土日などを利用した 1

日完結裂のものが多く、参加する子どもも公募によって

集められてきた。そこで今回は、より教育的な部分に入

号込み、新たな可能性を見出していけないかと考え、学

校と連携したかたちで実施出来なし、か検討していった。

舞台となる上里子を地元とする上野中学校の協力が得

られることになり、委員会としても初の試みとなるす校

教育の中でワ クショップを開催することとなった。ワ

ークショップは、中学1年生の選択社会科の授業の中で

打法政大学大学暁工学研究科修士課程 '1法政大学大学院工学研究科修士辞程

1985年東京都生まれ。法政大学工学部建築学科

卒業。現在、法政大学大学院工学研究科建設工

学専攻修士課程陣内研究室(都市史専攻)復籍。

過去に、第8田 f住まいまち学習j実践報告白

論文発表会にて発表。

ヴ

i
q
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図2-1 ワーウショップデータ

第2沼 l 上野の地図を箆ねてみよう

竺Ei-竺竺竺お竺竺 i

一一一一一一E
第 4掴 フィ ルドヲーク

盤2新劉をつくろう

壁新隣をつ〈ろう

害事表会十レクチャ

連続型ワークショップとして実擁する(図 2-1)。選択

社会科 Pは、年間をi遺して上野公溜の歴史について学習

するカリキュラムをとっている。今回私たちが企画した

内容が、このカリキュラムにのり、さらに発展的な内容

であると評価され、まとめの時期にあたる 2~3 月に実

絡できることとなった。子どもたちは、 1学期、 2学期

とと里子公言語について学習している。このワークショップ

では、そうした知識に対して、歴史と空間を結びつけ、

より生きた歴史として感じ取ってもらえるような時間

をつくっていくことを目的とした。

法政大学にて建築・都市を専攻する学生が、子どもた

ちのファシリテーターとして参加した。学生もまた、ワ

ークショップを通じて震史とは何かを子どもたちとー

絡に再認識してし、く。

ワークショップのプログラムは(表 2-1) の通りであ

る。まずワークショップの導入として、上野中学校の校

歌を題材とし、地図に慣れてもらう第 1@11校歌を地区i

に描いてみよう」、そこから見えてきた上野を、時代ご

との地図を重ねながら、 f軸jや「見立てJなどのキ

ワードをもとに、現在の姿がどのようにしてつくられて

きたのかを考えていく第 2・3殴 f上野の地闘を薫ねて

みようふさらに出来上がった地図を持ち、実際にから

だで空間を体感する第 4回「フィーノレドワーク」、まと

めとして稜新閣を作成する第 5・日間「墜新闘をつくろ

うJ、最後に第 7@] r発表会十レクチャ j の 5つのプ

ログラムによって構成されている。

なぜ東叡山寛永寺ωが置かれたのか、ヒ野中学校の位

置する場所とは、簿物館へと向かう曲がりくねった並木

遂のかつての姿とは、そして持を告げる鐘の音01とは何

だったの均、上野に隠された都市の秘密を紐解いていく。

イJむ3
写真 3-1 第?司 r校歌在地図iこ敏いてみようJ

| 台東波立上野中学校校歌 l 
i U 清光作詩 ; 

; 奈の上野の務けさは ; 

l…一…… l高き理想を仰ぎつつ わが活び舎の友ならん | 

炎(も〉ゆる息吹のかげろえる 右右方希望を飽きつつ | 

げなげにも貌しみつ 泉のゴと〈ほとばしる i 

殺気高々と皆ゆかん ほがらかにむつみつつ

i !J.さくれん)の光身にうけて 永遠(とわ)にかがりは尽くるなく

| 東叡の鑓鴇りわたる

図3ぺ 上野中学校校数

3 ワーヴショッブの繋践

3_1校歌を地図に描いてみよう

全 7泊の初回ということで、第 1@I1士、子どもたちに

今回作業の中心となるツ ノレである地図、および舞台と

なる上野という場所について改めて考えてもらうため

の時間を用意した(写真 3-1)。

はじめにパソコンとプロジェクターを使って、地図に

ついて勉強していく。地図lこは、道や建物がどこにある

かといった佼績の情報を持つものと、地図が描かれたと

きの持代の世界観や意図して伝えたいものを描いてい

るようなものがある。日本や世界に存在する地腐を例に

出しながら、地図の磁力、読みとれること、今回地図を

使ってどのようなことをしていくのかなどを克てし、く。

続いて、地図iこ慣れてもらうことと上野がどんな場所

なのかを考えてもらうために、子どもたちもよく知って

いる上野中学校の校歌の歌詞(図 3-1)を地図に落とし

こむということをしてし、く。 f森の上野の静けさは、我

が学び舎のたてる丘!とはじまるこの校歌、上野の場所

性をよく表した歌となっている。なお、今@jのワークン

ヨツプのタイトノレとした f東叡の長童、鳴りわたるJ は、

上野という場所を象徴しているもののひとつである持

の鍾を歌った、校歌の最後を締めくくるフレーヌである。

子どもたちは、 1 グノレプ 3~4 人の 6 つのグループ

に分かれて作業をする。このグノレーフ。で、全7回の工程

をこなしていく。上聖?としづ場所がどのような場所であ

るのかということを考えるとともに、普段何気なく歌っ

ている校歌の世界を王理解することを陣約としている。歌

自 38- 20叩年住総研「住まいまち学習j実践報告論文集 10



言司にある「森Jや f丘」ってどこのことを歌っているの

か、自分たちが患う場所に色を塗っていく。校歌の作業

が終わったグループから、 1学期から学んできた上聖子公

濁について分かっていることも地図に怒してし、く。

授業の最後に、それぞれ出来上がった地図を発表して

しえ。それぞれ上野についてどう考え、どう捉えている

のかを見ていき、次回以降いま捲くことが出来た上野と

いう場所がどのようにしてつくられてきたのかを考え

ていくことを{云える。

3.2上野の地図を重ねてみよう

第 I闘をふまえ、第2回以降はいよいよ上野の自主史的

な空間形成について学ん Pし、く。第 2・3隠は、時代の

異なる地凶を重ねていきながら、現代の上野がどのよう

にして形成されてきたのかを体験する(写真 3-2)。

まず、グループごとに 3つのテーマ(エロア)から l

つを選ぶ。テーマl立、水辺(不忍池めエリア)、戦線(博

物館エリア)、土地の記憶(上野中・書芸大エリア)の 3

つである(図 3-針。全 6グループあるので、それぞれ

テーマに 2グループが取り組んでし、く。

水辺では、上野の山のふもとにつくられた不忍池エリ

アの歴史的変遷を追っていく。そもそも、上野は江戸持

代に京都を模してつくられた場所である。上野の山は東

の比叡山とし、東叡山と称された。不忍池は、京都の比

叡山のふもとに広がる建資湖lこ見立ててつくられたも

のである。不忍池の中央iこは、弁天堂が皇室かれた小さな

島がある。これは琵琶湖に浮かぶ竹生島を模したもので

ある。弁天堂と軌を結ぶかたちで、不忍池の東側対岸の

山の上に、清水の舞台を模した清水観音堂が配置されて

いる。上野の山は翠i頃なさE間として、不25池は俗的な空

局として、日本の典型的な空間構成を成すのである。

戦線では、もともと寛永寺本堂があり、現在では東京

Ii!l立博物舘があるエジアを取り上げる。江戸持代、江戸

城の鬼門の佼慣として東叡山型車永寺は龍かれた。張り出

した上野の丘は、まさに山であった。江戸幕府の消滅と

ともに寛永寺の莫大な敷地は、公園へと生まれ変わって

いくのである。明治以降寺院としての機能は縮小したが、

現在でも上野一体が寛永守の敷地であったことを物諮

るものが存在する。まず、不忍、池のほうから1専物館へと

続くメインストリ】トは、もと箆永寺の参道である。そ

の参道を中心としながら、道が走り、遇され、いくつも

の文化路設が配濃されてし、く。また、上野動物織内lこ残

された五重塔も寛永寺の敷地跡を物諮っている。一気す

ると摩訴不思議な風景であるが、空間と歴史の意味を捉

えればその嵐景の意味がよく分かる。残るものと誕生す

るもの、それらをどの時代に、どのようにつなげていっ

たのか、鞍をキーワ ドにその関係を見てし、く。

土地の記憶は、上野の北西、上野中学校や磐大がある

エリアを見ていく。上野中学校は、戦後開校され、 2007

年に創立 60年を迎えた。土地のかたちを残しながら、

時代ごとに新たなものが入り込み、現J王の姿が出来てい

る。また、谷中地域との境目ということもあり、上野と

谷中という 2つの場所の境界線として、お瓦いの発展に

対してどう影響を受けてきたのか、また上野と谷中の都

市の特徴の違いは何かを見てし、く。自分たちが通う学校

がどのように誕生し、その周辺はどのように変化してき

たのか、その場lこ刻まれた記憶をよみがえらせていく。

どのグループもそれぞれのテー?を追うために、地図

を議ね合わせ、現代がどのようにしてつくられてきたの

かを見ていく。使間する地図は、縄文ぺ江戸~，、明治的、

昭和(戦前)ペ昭和(戦後)川と現代の地図川である。

現代の地寝耳は、トレーシングペーパーに印脱したものを

使用する。

まず、江戸時代の地図の上に現代の地阪を主主ねていく。

江戸と現代の地図と寸、道、建物、土地のかたちが重な

る部分(持じ部分)を見つけ、現代の地凶上に赤色で塗

っていく。続いて、明治時代の地図の上lこ、い去主主った

現代の地図を重ねてし、く。同様に、明治と現代の地図と

で、道、建物、土地のかたちが重なる部分を見つけ、現

代の地図上に今度は青色で疑ってし、く。こうすることに

より、現代の地図に赤と青の色が塗られ、それぞれが江

戸、明治につくられたものであることが現代の地図 1枚

を見ることで分かる。昭和の 2つの時代も同様に作業し、

最後に縄文時代と現代を薫ねてみる。

グループにて作業をする前lこ、色の塗り方のデモンス

トレ…ンヨンをf子う。デモンストレーションとして用意

した場所は、芝・増上寺'"馬辺である。増上寺は、寛永

寺と対をなし、江戸時代江戸城の裏鬼門として置かれた

関与2 上野周辺国 寺院である。明治になると、公濁が整機され、その後東
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京タワーが出来る。現復では、上里?とは異なる性格を持

つが、どちらも東京の歴史を諮る上で常に重要望なランド

7 …クが出来る場所である。歴史と空間には意味があり、

歴史が重なりながら場所はつくられるのである。

デモンストレーション後、グループごとに分かれ、デ

モの内容、""蓄量りの説明図(図 3.3)をもとに、大学生

とともに作業を進めていく。色塗りをしながら、なぜこ

のような色の違いが生まれてくるのか、色の違いはイ可を

意味するのかなど、色塗呼をして気づいたことや分かっ

たことをカードに記入する。

3.3 7ィーjレドワ-'J

第4聞は、第 2・3固で見えてきた歴史と空濁の関係

を実際lこ自分の身体で体感するために、第 2・3臣iで作

成した時代ごとに色分けした地腐を持ち、現地へ出かけ

ていく(写真仕針。

まずは全体で、東京国立静物館前の唆水の前まで行く。

現在l土、圏路となっている進がかつて江戸城どの軸線上

につくられた寛永寺の参道であることを説明する。いま

でも南西iこ向かつてまっすくと伸びている道の先に、か

つては江戸城天':f額が高々と見えていた。ただの道だと

官、っていたものが、そこに歴史的な意味があることを知

り、その意味が歴史上重要なものであるならば、その;意

味はかたちを変えながらも受け継がれているというこ

とを理解する。

写真2将軍2・3回 f上野の地図苦重ねてみようj

関 3-3 地殴を重ねて色を壷っていくための説明鴎

-40 

寛永寺と江戸城の軸線を体験した後は、グループごと

に大学生がリードしながら自分たちのエリアをブイ

/レドワ←クしていく。各グループカメラを l台持ち、子

どもたちが自分たちで気付いたことや気になる部分の

撮影をする。フィーノレドワークにより、今まで平i面的で

あったものを立体約にとらえ、地IZIを渠ねるだけでは分

からなかった空間とのつながりを確認してし、く。

フィーノレドワーク後は学校に戻り、フィーノレドワ…ク

によって分かつたことをカードに記入する。

3.4援新隣をつくろう

第5・8闘では、第 2・3閲の地図の重ね合わせ、第4

@lのフィーノレドワークにて分かつたことを媛新劉にま

とめていく。今までの体験を探り返りながらまとめるこ

とで、より深い理解へと結び付けていく(写真 3.4)。

壁新関の用紙iこは、あらかじめこちらで地図などを印

刷したものを使用する。子どもたちは今までやったこと

などを見直しながら、もう一度きれいに地図の色塗りを

していく。また、フィーノレドワークのときに自分たちで

撮影した写真を配置し、第2・8回、第 4匝のときに記

入したカードを参考iこしながら、気付いたことや分かっ

たこと、考えたことなどをまとめてし、く。色を使い、地

図と関係付けながら、発表するための表現をつけてし、く。

壁新開が出来 tがったグノレ プから、次回の発表会の

ための原稿を作成し、発表の練習をする。

写真3.3 第4回「フィールドワーク j

写真 3-4 軍5・6殴「壁新聞をつくろうj
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3，5発表会十レイ〉チヤー

第 7@lは、第 5・5沼で作成した壁新開(写真 3'5)

をもとに、グノレープごとに発表する。また、江戸時代よ

り都市に待刻を告げ、中学校の校歌の最後でも歌われて

いる時の鎮について、浦弁祥二子凶先生よりレクチャー

を受ける(写真正6)。

発表会では、出来上がった穣新聞をみんなの前で発表

する。色分けされた地図と、自分たちで撮った写真を指

しながら、今回のワ クショップにて分かったことや気

付し、たこと、やってみての感想などをそれぞれ発表して

いく。 f世のグノレープは{可を考えたのだろう、他の夕、ノレい

プの発表も真剣に闘い亡、分からないことは震潤する。

全員が発表し終わったら、出来上がった壁新闘を主主べな

がら、今@lのワークショップから学んでほしいこと、都

市における歴史と空間号の擦係、都市の見方などのまとめ

の話をする。 療s創立、いま自分たちが生活している環境

そのものをつくり出しているものであり、そこにあるも

のである。また、都市は計画されるもの、つまりつくら

れたものであり、つくるものであるということを伝える。

発表会の後は、鴻芥祥子先生から今回のワークンヨツ

プのタイトノレでもある f時の鎮」のレクチャーを受ける。

今では上野に唯一存在する持の鎮が江戸待代には色々

な場所にあり、人々の生活を支えていたことなどを学ん

2まま"ト5 ~新鶴

ーし、く。都市l主人々が生活する場であり、そうした生活

するためにど、著書なものが存権している。その場は、時代

によってかたちを変えていく。また、時間という感覚に

ついて、江戸時代、そして明治、現代へとどのように変

わってきたのかを額く。

歴史と空間はつながり、そこに人々の暮らしが存夜す

る。そうした時代の足跡がいくつも重なり合いながら、

いまの上野という場所はつくられているのである。

4，ワーウショップを終えて

子どもたちの感想を繋理し、まとめたもの(表会1)

をもとに、ワークショップの成果について考えてし、く。

まず、地図を重ねて都市を見ていった第2・3自の授業

の感怒を見ていくと、なぜこの時代にこの道や建物が出

来たのか、何を意図してつくったのか、なぜこの場所は

なくなったのかなど、子どもたち自身が控室史と夜間の際

係について考えていることが読みとれる。次に、フィー

ノレドワ】クを行った第4沼の感想を見てし、くと、地形や

車由といった地図上では分かるようで分かりづらい事柄

を理解し、場所が持つ独特の雰囲気の違いとその濃いを

読みこなし、上野の都市の魅力を感じ取っているのが分

かる。さらに、地図を葉ね、フィーノレドワ吋クを行うと

いった流れが、平面的な理解を立体的な理り解へと発展さ

せ、頭だけでなく身体で歴史とZE関を体験出来ているこ

とが読みとれる。ただ単に、地主君を重ねて現代と河じと

ころはどこかを捺すだけではなく、そこからさらに踏み

込み、都市はどのように計隠されるのかを考えさせるこ

とが出来たのではないかと言える。

子どもたちにとって一番身近な学校へと続くいつも

見慣れた風景の中にも、控室史は存在し、燈史が現代をつ

くっているということを感じとってもらえたのではな

いか。また、夜史と空間のつながりによって、都市はつ

くられてし、ることを体験できたのではないだろうか。

課題として、中学校の学校教育の中におし、て、体験に

よって一人ひとり理解するものが違うということだけ

では、なかなか授業の目的として受け入れてもらうこと

が難しかった。選択教科ではあるものの、社会科という

枠組みで展開していくためには、子どもたちに教えたい

具体的な事柄(例えば、寛永寺は1625年に創建され、そ

の参道は江戸城を向いているなど、 10人し吐しば10人間じ

回答するような内容)を強く求められた。もちろん、子

どもたち自身が感じることもE重要であり、学校側も現解

はしている。さらにレベルの高い内容を求められてきた

ときに、ワ…クショップの本来の告的である「主体的に

物事に取り組み考えることj ということと教科教育的な

知識として{可を教えていくのか、という2つのバランス

をうまく取っていく必要がある。今後のプログラムづく

写真3-6 軍 7@lr発表会+レクチャーj りおいて、さらなる発展を心がけたい。
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車4-1 干どもたち由感怨

地図を重ね合わせることで分かったこと，気づいたこと

主二三一一上一一一一一一一一--'盤 一一一一一一一一
l 道まあまり変わらない(だいたいな問料からある)。 γJ忽
池は江戸時代には道が1つ(_l¥!J[g]を鬼才"計、いけど)島そ次時

代はほとんど寺であまり人が来たりするような感 νではなか

ったけど、考がなくなって公彊になると人が来るようになるb

公鴎は楽しんで歩きたいものだと患うから (池に)人々が

逸るためd橋が作られた(のか?)なんで 直線に過したカ

はよく分からない(廷離を短くするため。)。ぞれが接され

て 2~院の進がつけられた理陶は風景を見るためっか後矛に

すrるため。

今ある道は 江戸時代のころからあったといフことが分かり

ましたロ地図をZ重ね合わせることによっていつごろからそ伝

道建物、敷地があったのか左いうことが分かりました 時

れが変わるにつれて以前あった遥か消えていたり、逆に違う

ものがと往来ていたりと時代の変化が大きかったです。フに忍泌

をわたるた，の機も 本から:本になっていましたロどんど

ん工夫おれでつくられてきたんだと思います。

:エ諒面一石百'è; N~i雨漏荷正百苗辺おそPt:.1f干
盟主主主主区芝笠盟三L:;_世主主主ヱエ工主L 一一一一一
戦後とかでを現代に比べで以外と雄物が出来ていないことが

験線 {多かった回大通りが普から残っているのが印象的でした 待

|代が近くなるにつれ だんだん道が整理されていることが分
(博物館

l かりましたa 大通りが管から残っても、るのは 人々を呼ぶた

従 ηヱ失なんじゃないかと忠弘

一一一一-寸裕調布c，"すE歪珂在日耳石てt:tJ;'b~'::' t: o 軍事r
土地の祝憶

:終わってから新しい道ができてきた恥人〈家)が増えると道
(上野中 が出来てくる。

一一一~τ二二I匂場高再再E苔:石守在王#);二D通c;歪ði出:l ~tt::，玉耳平享荘一
土地の記憶

..~~"也 l'の校舎のろうかが幽がっているのは 江戸剛代に水路がなが
(上野中)， "れてLザこ。

一三部E誠
(上野中)

地図童相、 7ィールドワークを体験して
テーマ 事想

ホ辺 J忠告を今までよ 3よ 見ることができましたJ いつもの見
i方と違 r 見方治出来三

一河豆豆郡五Fi訂て
j こと会出来よかっi

J るや遭うとこさがf
-，耳E干沼市石寸事l

| σ団楽 L'ょった。

一寸で!員百て百石高ttE
j こと a面白カったf

! t教え】 kたにで可

ι ;今主守可気な 返っ一

一1，あ普乃人容い;

|ませて宅島 ましむ

一一王面否認百I石声高日石工正百戸高E平-:-r:i:::歪平語菊五著王百M<Gh
(上野中 て たj 江戸立会て1計算されげつ られた君主ですごかったa

5 おわりに

子どもたちに、そこにある歴史を体験させ、都市が持

つ魅力を伝えていくことで、新たな視点を子どもたちの

中に育ててし、くことが出来る。学校の在り方として、こ

のような地域の特色を感り込んだ授業を展開していく

ことは、地域に根付いた学校を育てていくことにもつな

がり、学校の特色のひとつになるのではなし、かと思う。

学校教育の中におけるワ クショッブには、子どもた

ちの未来をつくっていくとともに、地域と学校との結び

つきを生むことにもつながっていく。今後もこのような

活動を総統していき、さらなる発注量を自指していきたい。

く;主〉

1) r' Google Jが提供する「ストリートピュ-Jを利用する

ことにより、実襟にその場所を訪れなくても擬似的に都市

を散策することが可能になった(参考 fGoogleマップJ

h ttp :1 Jmaps .googl e .co.jp)。
2) 子どもに宿する教育事業の実施を通じて、子どもの心身の

活性化と成長環境の向上に脊与することを目的とし、日本

建築学会の中にお03年設置された委員会。(参考 「子ど

もの空間・環境チャレンジ講康一楽々建築ー楽々都市一j

社団法人日ヌド建築学会子ども教育事業香員会、

http://news'sv.aij.or.jplkodornolindex.ht田])
3) 親と干の都市と建築講感Jとは、子ども教育事業委員会

のホ}ムベージ (i主2参照)によると、「医立科学博物館

との共催や、地方自治悼や活動E自体などの協力を得ながら、

いろいろな専問分野を活かしながら、会員が子どもたちに

住宅や建築・都市環境のことを、身近に知ってもらうた

めの講座j である。

4) 162ろ年(寛永 2)天海僧正により、江戸域鎮護を祈願し、

制連。天台宗の関東総本山。 1868年(慶応 4)戊辰戦争

によって、大半の建造物が焼失。現存するのは、清水観音

堂、五重塔、東照宮など。なお現在の本堂は、 1879年(明
治 12)にj【i越の喜多院本地堂を移築したものである。

5) 江戸時代、時刻を告げるために鳴らしていた縁。

的 罵函約 2キロメートノレ、面積約 2，500平方メートノレ。不

忍油の出来は、上野台地と本郷台地の期を器ヶ迂(しのぶ

がおか)と呼んでいたことからという説や上野台地と本郷

台地の関に出来た海跡搬の名桟で、姿を忍ばすことが出来
るほどススキが多む、からとしづ説などがある。

7) 縄文時代の海岸線グバ立音量が描かれた:地図。補足的に古代、

中世の遺跡なども一緒にプロットしてある。縄文時代の潟
岸線については、中沢新一『アースダイハーj(講談社、

2005年)をもとに、古代、中世の遺跡については「東京

都遺跡地図情報インターネット提供サーピス j

(http://ww、l{.syougaLmetro.tokyo.jp/isekiOlisekilindex
htm) をもとに地問を作成した。

8) W江戸明治東京叢ね地関j(エーピ】ピーカンパニー、

2004年)をもとに作成した。

9) 昭和 12年の地図。「上野」 万分地形菌(紹和 12年)

をもとに作成した。

10) 紹和 34年的地，'1"W東王子、三千分の一関A (昭和 31-34年)

をもとにWn，Ltこo

11) I}荘京都縮尺 2，500分の 1地形IslJをもとに作成した。

12) 13n3今 (明俸 4)武線滋豊島郷員袋、現在の千代間広平

河町から遡町にかけての辺りに浄土昆第八視壁稔(し上う

そろ)土人に主って創建。 1598年(慶長 3)現在の芝の

地に移転。江戸時代は徳)11の菩提寺であった。(参考 f浄

土京大本山増上寺Jhttp://www.zojuji.or.jp) 
13) 日本立子大学非常勤Z官師。江戸の時刻をはじめ、江戸の施

設・行政ー文化などの研究を行っている。著帯に『江戸の

時期lと時の鐘，1(岩田書院、京)02年)がある。
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住まいへのパッシブデザインの普及を目指した

環境教育の手法と教材開発に関する研究

村出宅建欄2

郷隆俊英勺

s3中稲子句

瀦壊英献活

一高校生を対象とした環境コンペティ、ンョンの成果に基づ丸、てー

キーワード 環境昆情コJベ動向調査
ノミッシブ

1.普景

今日，地球環境問題がますます深刻化しているのは，

都市において資源やエネルギーを大量に浴費する我々の

暮らし方が大きく起因するものである。こうした問題の

解決lこは，環境やエネルギー教育を通じた人材の育成を

時祷をかけて行い，地域社会と共にその解決手段を見出

していくことが，大学の建築・都市デザイン分野に求め

られている大きな課題であると考える。

そこで著者らは，平成 14年度より「名古屋工業大学エ

ネルギ一環境教育研究会j を発足させ，主に高校生を対

象に都市と建築における自然エネノレギーの手I)fflを考える

ワ クショップ，体感実澱，見学会，出張講義に取り掛

かり，環境教育のための教材研究を凋始した。平成 16

年度からはこれらの事柄を基に，全陸の高校生を対象に，

住まいや暮らしを取り巻く環境筒ll!iの解決策について，

新たな建築や都市を提案するコンベティション(以下コ

ンペ)を隣催してきた。本コンベは全国の建築・設備系

の工業高等学生主及び高等専門学校(建築系3年以下)，お

よび普通科などの高等学校の生徒が参加可能な課題を設

定して募集を行い，多くの生徒に環境やエネルギーに着

冒した住まいの設計や提案を受けた。

過去4屈にわたって，当研究会が実施してきたエネル

ギー・環境コンベは，建築系の工業高校や高等専門学校

からが1413組，普通科の高等学校から約 73組，合計で

486作品の応募が寄せられた。コン4 くでは，建築家，イ

ラストレーターなどが厳正に審査を行し優秀者を表彰す

るとともに，作品集を作成して参加者全員iこ還元した。

応募作品は全作品を作品集へ収録し，作品応募者や全E自

の建築系の高校，当研究会が位置する東海地r去を中心に

若手手校に配布されている包

本稿では?実施報告と合わせて，コンベの有用性につ

いて分析した結果につい亡も記す。

2コンベに期待される効果

「環境， I省エネルギー JIこ着目した建築コンベを開催す

"名古屋工業大学大学院 工樽

"機浜[謹立大学学陣プロジェクト研究センター
米 4芝浦工業大学芸修

43 

ることは，工業高校・専門高校の応募者にとっては普段

と異なった意識していなし、観点から建築に取り緩む数少

ない機会となり，今後の学費において新しい視野を持っ

た取り組みにつながると期待される。普通科の高等学校

の応募者にとっては自身の暮らしを専門性の高い視野で

見つめ夜す貴重量な場となると考える。また，コンベの実

施・運営を行う大学生のスタッブにも環境エネルギーを

改めて考えることに繋がる効果が期待される。そして，

生徒・大学生だけでなく，教員にとっても，選科・地腹・

家庭などの科目においてこれまで十分考慮されなかった

f環境j を取り入れる機会の提供となっている。このた

め課題設定，応募，審査そして作品集として還元を行う

本活動を継続的に行う事で，新しい教育手法の確立と実

践的な住教育としての効果が得られると考えられる。

また，応募された作品を作者の製作意図や審査員から

の評価などを付加し，各地域の教脊施設へ作品集として

還元することで，環境や住まいのあり方について考える

教材としての役割を来たすことも意図している。

4.過去4年間と今年度のエネルギーと環境コンベの築

施概婆

4.1募集方法

募集対象は，高校生および高等専門学校の 1-3年生

で，建築系以外の工業高校生や普通科高校の生徒も参加

できるよう，設計・デザイン部門またはアイデア部門の

し、ずれかへ応募し，アイデア部門ではイラスト等で提案

できるような応募規定とした。 10月末日に登録を締め切

り， 12月中旬を応募締め切りとした。

4.2コンベの課題(募集要項抜粋)

く平成 16年 度 >r設計デザイン部門.米来につながる

エネルギーと建築Jr提言・メッセ}ジ部門:小学生に

伝えたい環境の話j

設計デザイン部門マエネルギ一手1)用や環境に配慮した建

築・街づくりの工夫などをテーマにこれからの建築，都

市空間の提案を募集。

* ，名古車工業大学大学院生
名古屋工業大学大学院産業戦略工学専攻夜学

中。パッシプデザイン普及のための環境教脊に
ついて研究じ
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ドの出現回数を調査した。対象は日本住宅事再開において

は 2001年より 2008年まぜに発行された 244刊(記事数

36占)，日経アーキテクチュアは 2001年と， 2006年より

2008年までの 96冊(記事数343)である。

6結果

6.1コンベ分類

関 6-1に住宅の環境調節技法について作品中に表れた

頻度を示す。 f高窓・天窓Jr康上緑化Jr務葉樹Ji地中

熱Jr水上風Jについてが 30を超えて突出している。ま

た「校意造JiライトJr積雪Ji庭・採光j r紡風林Jの

5つが少ないことが分かった。

1

1川山一一ィ
コンベ作品中に袋れる環境鵡節技法の

キーワード出現頻度

箇6-1

4.4成果公表

審査結果は入賞者に郵送で通知している。また，応募

のあった全作品を掲載した f作品集j を制作し，応募者

全員に送付している。応募者の今後の教育効巣も考慮l，

入賞者以外でも審査会で評価を得たり，話題になった作

品に対してはコメントを掲載している。また}作品集自

体を環境に配慮した住まいや暮らし方の教材として活か

してもらおうと，次年度のコンベ募集要項と合わせて，

応募高校など鵠連機関へ配布した。第叫閥では，名古屋

市の小学校へ配布をした。

5.コンベ分析方法

2004年度より 2007年度まで合計4図書開催したコンベ

に提出された作品(全486作品)についてコンセプトや

図表などからキーワードを抱出し分析した。このときの

分類項目は法月らの論文りを基にして f住宅の環境鰐節

技法J(表 5-1)を項目だてし，集計した。

また，コンベの傾向を調べるため，動向務査を並列し

て行った。対象としたのは，住宅建築業界の元隷である

地場工務府を主な読者対象とする専門誌f日本住宅新聞J

(日本工務応協会)2)設計士・デザイナ を主な読者

対象とする「自経アーキテクチュアJ(日経BP社) 3)で

ある。これらを用いて前述の f住宅の環境調節技法j (表

1 )に関して，実務者が実際の生活でどれだけ利用して

いるのか鵡べるために，現在の導入状況，今後の注目度

合いについて記事の取り扱い数などから記事のキーワー

表5寸 住宅の環境閉鎖技法

自本住宅新樹に嚢れる

ま置境競節技法のキーワード出現績度
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認 6-2

図6-3

環境鈎節技法のキーワード出現頻度

出

'"" 
関

45 -

略称 設耐時

ひきし 庇や軒による日射遮蔽

Jト J、一 JL円づいによる臼射遮聴

実績咽高窓 高意事支種、縄口部の高さによる自然極集の促進

盤上録化 屋上韓化・理損緑化によるE射負揖の報提

校禽進 校禽造による通風

密検床 書熱床ー器撤控による日射熱の和i荊

"ーフポンド l'ーフポンドによる伝熱遅延，冷放射の利用

紫禁樹 落葉樹を利用した日照制調1

床下換気 底下換気による冷気の取り込み

うイトシエl'フ ライトシェルフによる宮部課光の促進

被窟 積雪による冷気流の遮断

楠君主璃り退し 描裁を利用した需り返し防止 r 離散利用{芝生等}

舗裁 幾多老令翁1 櫨裁を用いたE射遮蔽・離散利用 {/{-ゴフ)

二盤ll! ニ撞誼による断熱効県

地中勲 土の断熱効県の利用 r クールチューブ

""包換気 中盤 4 坪鹿を用いた語撚換気の促進

中 庭 探 光 中庭園坪庭を用いた楳光の促進

防鹿林 纏裁による防風

水上島 水上を吹く浪躍の利用

調遜 畳・陳平・木材=土援による調理の利用

方角 方角書'1によるB射の畳熱鼠を帯盛した平面計臨

tω 



6.2動向調査

住宅の環境調節技法について，図 6-21こ日本住宅新聞，

aJ 6-3に日経アーキテクチュア中に表れた頻度を示す。

日本住宅新聞では「二重窓JrひさしJr天窯・高窓Jr務

湿jが 40を超えて突出していた。日経アーキテクチュア

でもi胃様に， rひさしJr天窓Jが突出しており，日本住

宅新鶴では少なかった「屋上縁化JIノレーパーJr中庭

植栽Jr中庭蒸発冷却」などが頻尚していた。

7.考童話 現在の動向との比較ー

考えられる。そして，コンべという思考と創造を目指す

特徴的な学習形態により「水上の風を取り入れることj

「地中熱を利用することj を学習することが出来た。

建築系の工業高校では製図の課題として設定l-，応募

する例も見られ，普段，環境をテー?として取り組むこ

との少ない学校に対しても，有意義な場を提供すること

ができたものと思われる。そして，普段見る機会のない

日本全閣の高校生からの提案を作品集によって閲覧する

ことが出来，かなりの学習効果が伴っていると期待され

日本住宅新聞におけるキーワード出現回数と，コンペ る。

におけるキーワード出現回数とをプロッ卜したものが劉

7-1である。住宅新聞の出現頻度が少なくコンペの出現

頻度が多いものは f氷上風Jr泊中熱Jr落葉樹Ji屋上緑

化」などであった。aJ7-21土日経アーキテクチュアにお

けるキーワード出現回数と，コンベにおけるキーワード

出現殴数とをプロットしたものである。日経アーキテク

チュアの出現頻度が少なくコンペの刻現頻度が多いもの

は「水上盟主Jr泊中熱Jr君事業構」であった。

2つの媒体により，コンペの出現頻度が高いと見られた

f水上底Jr地中熱Jr落葉樹」は'"ンべという思考と

創造を目指す特徴的な学留形態により学習することが出

来た項目であり，コンベの効果が現れたものと考えられ

令。

aまとめ

今回 2008年度で5限目を迎える本コンペは，これを通

じて，楽しく住まうことの出来る住宅・工夫を高校生自

らが識査~，考える機会を提供することができたものと
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このように，ここで行ったコンベを過してエネルギ

ー・環境教育は，今後も高校生に対して環境やエネルギ

ーに配属した次投代の住まいや都市のあり方，暮らし方

について考える機会を増ゃい実践の場で活かすことに

つながると確信する。

9.おわりに

現在，平成 20年度のコンベは審査段階である(執筆

時 1月上旬現在)。今年度は普通科書高校の参加数増強の

ためのアプローチを積額的に試みた。その結果，全国の

高校生に対するコンベ認知度も高まりつつある状況下に

おいて設計デザイン部門，アイデア部門あわせて 200

近くの応募があった。今後は，学校からの婆認を取り入

れることで作品集の教材化を行いp コンベで得られた成

果を重量境・エネノレギーに関わる授業に還元していくこと

を目指している。
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湾岸美穂判高等学校における地域と漣携した学留

w金沢駅前通り務底街紹介パンフレアト作成を過して

高校生の地域淫解と他者懇書揮を深めることを陸的とした著書例一

キーワード 地域連携 地域理解 他者環鍵 高校生 パンフレット作成

I はじめに

j- 1 研究の背景

高校生は自分が通学している学校周辺の地域環境を知

らない。そして，関心も低い。そう感じたのは，以前，

高校3年生の按{壬をしていた時のことである。大学入試

の頭書を郵便局iこ出す際に，学校から400m離れた郵便局

の所在を知らない生徒がほとんどだった。郵便局は生徒

の7割以とが利用する高金沢釈から学校に続く通りに面

している。郵便局だけでなく，この通り沿いにどんなお

鹿があるかほとんど知らなかった。生徒は 3年間，学校

周辺にどんな建物があるのか，どんなお胞があるのか気

づかずに通学していたのだ。

また，相手に自分の時~I青を上手く伝えられない，招手

の気持ちを総み取れないなど，他者と良好なコミュニケ

ーションを取ることができない高校生も多く，いじめや

仲潤はずれが起こっている。

1明 2 現状

子どもに対する地域の教育カが低下している中，子ど

もたちは多機な他者や地域環境とかかわる機会を失いつ

つある。この状況が続けば，地域に愛着を惑し他者と

円滑な関係を築く力の低下が懸念される。高校の 3年聞

は生徒が自らの進路を模索し，自立に向けて独立心を形

成してし、く時期である。自らの興味・関心に応じた内容

が中心となる大学の学習と違い，高校は，生徒の興味・

関心に関わらず，ともに共通の内容を学ぶ最後の機会と

なる。

j- 3 研究の罰的

地域と連携した学替が地域理解と他者理解の 2つの視

点を!司時に深めることができるのではないかと患い，高

校生の地域環解やコミュニケーシヨン能力の育成をめざ

した学習について検討を行いたいと考えた。

本研究ではこの学習を過して，生徒の地域環解と{患者

理解を深めることを目的とする。

j- 4 研究の方法

( 1 ) 学習前後における，商金沢駅周辺の白地E書記

入の内容を比較し，生徒の池域理解度をはかる。

(2 ) 学習後の感窪、文から，地域連解と他者理解の深

まりを検証する。

E 首会;用紙と駅前通り商底衝について

商金沢駅は，l"l日本旅客鉄道，北陸本線の駅。北陵鉄

道石)11線新西金沢駅と連絡しておワ，聖子々市町・白山市

への乗り換えの他，釈腐辺の住宅やお校・工場の足とし

て，生活に密着した潤静な駅である。

書記前を通る石)11祭道 195号倉部金沢線沿いには銀行や

郵使局を含め，活金プリンス口ード街f占街と命名された

小規模な筏活衝が形成されている。活気があった 2-30

年前と比較し，高底の緩営者の高齢化が進み"l!地や駐

車場などが増加している。

密地辺麟駅沢金西
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E 学留について

田句 1 対象生徒および担当者について

県立高校普通科に在籍し， 2007年度に必履修科目であ

る教科「情報」を受講している l年 1クラス 2年6ク

ラスの生徒 271名。 (25Hは 1年次に「情報」を履修し

ているためこの授業には参加していない。)

担当教員は 3名(男 21，・女 1名)である。

タフス 人 数 担当者

15H 40名 (男23・女17) A(女)

21H 411， (男23・女18) B (努)

22H :38名 (男 5・女33) B (男)

23H 40名 (男 5・女:;5) B (男)

24H 39名(男 6 女3:3) B (男)

26H 36名 (男 3・女33) c (男)
27H 37名 (男 0・女37) B (男)

ill-2 科目について

高等学校，普通教科 rj青報Jの科目 r!青報AJの中で

実践を行った。年間， 2単位 (70時間) ，週 2持磁(1 

侍限は50分)の授業である。

国日 3 科医の目標

コンピュータや情報通信ネットワークなどの活用を通

して，情報を適切に収集・処理・発信するための基礎的

な知識と技能を習得させるとともに，情報を主体的に活

用しようとする態度を育てる。

国 4 学習のねらい

小・中学校と違い，高等学校において地域と連携した

学習を行っているところはあまり多くない。昨年，石川

県の高等学校家庭科の教員対象lこ地域と連携した学習の

有無について，アンケート調査を行った。その結果，地

域の方と隠わる学習を行っている学校はいくつかあった

が，地域と連携した学習を行っている学校は 2つだけで

あった。 2校という，少なし、事例ではあったが，この学

習によって，学習内容の定着が見られた。地域の人の高

校生理解が深まったなど，生徒と地域の方それぞれに利

点があった。地域と連携した学習が生徒，地域相1i1こメ

リットがあることを受け，今聞は， r!育報Jの授業で，

学校近くの茜金沢駅前通り酪応衝の紹介パンフレットを

作成することを考えた。

単にパンフレットを作成する技術を習得するだけでな

く，この学習を過して，教科の目標である，収集した多

様な形態の情報を，目的に応じて統合的に処理する方法

を習得させたい。また，地域の人たちと交流し，取材を

通して，相手の気持ちをくみ取り，それをもとにして自

分たもの考えをまとめ，伝える活動を行い，生徒のコミ
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ュニクーション能力を高めたいと考えたのである。

これらの学習活動を過して，生徒の創造約イマジネー

ションを高め?市民として，公共に配題する意識や?多

機な価値畿を持つ他者や地域社会とのかかわり方が生

徒iこ身につくことを照待した。

ill-5 学習の期間

2007年 12月 ~ 20闘 年 2月

ill-6 学習の;荒れ(概婆)と配当詩数

内 容 時数

1 パンフレット奴集 (事前課題)

2 パンフレットコンペ l 

3 配色・デザイン理解 I 

4 質問内容等の検討 1 

5 街応街取材実智 2 

6 パンフレット作成 4~6 

7 中湖発表会 1 

8 パンフレット再検討 2 

9 パンフレット完成 1 

ill-7 学習の流れ f生徒の動き/教員の支媛J

(1)パンフレット収集(事前課題)。生徒の動音

おj苫や企業，公共施設等で色々な種類のパンフレット

を収集する。。教員の宜緩

事前iこグループ代表lこ選ばれた人には景品(大学から

もらった消しゴムやクリアファイル等)を配ることを約

束した。その効果があったのか， 100種類以上パンフレ

ツトを持参した生徒もいた。

(2) J¥ンフレットコンペ

。生徒の動き

収集したパンフレットの中から自分が 1番良いと思っ

たものを選び，そのパンフレットの良さをグループ (4

人)のメンハーに説明する。グループのメンパーで協議

し， 4つの中から 1つを選ぶ。 10グループから選ばれた

パンフレットをクラス全員で評価する。

この持院のねらいは，

① どのようなパンフレットがわか引やすく，見やすく，

手に取りたくなる，読みたくなるパンフレットであ

るかを学ぶ。

② 自分が選んだパンフレットの良さを他者にわかり

やすく伝える方法をj思考することである。。教員の支損

個人のまとめプリントと棺互評価のプリントを用意し
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たV 発表内容についてのアドバイスを行ったふ

選Lf~lたパJブレットをコンビュータに取り込んでお

き，クラス全員に見えるように1 教査のスクリーンに映

した。抗、ずかしがっていた生徒もいたが，景品の効果も

あり?生徒は生き生きと発表を行っていたむ

写真 ill-7-(2lパンフレットコンペ町綿子

(3)配色・デザイン理解

。生徒の動き

見やすい自己色，わかりやすいデザイン 2 フォントや

す一体について既存のパンフレットやW8bベージから

学ぷ。。教員の支纏

わかりやすい配色のパンフレットやわかりにくいデザ

インのパンフレットなど，具体例を用意した。また，高官

の時潤lこクラスでi聾ばれたパンフレットについて，どこ

が良かったのかを，再度確認した。

(4 )質潤内容等の検討。生徒の勤き

グループに分かれ，パンフレット作成のための取材マ

ニュアノレをもとに，取材先のお応でどのような質問をす

るか，知りたいことはイ可か等内容を検討し，どのような

パンフレットを作るか考える。

。教員の支援

グループ分けについては，生徒のコンピュ タスキノレ

や男女比，クラスの人興関係(クラス抱任と柁談)を考

慮して担当者で決めた。

取材内容を考える擦の参考に，以下の敬材マニュアノレ

を用意した。質問内容についてのアドバイスを行った。

パンフレツト作成のための取材マニュアル

学習{パンフレット作成)白目的

1 収集した情報を目的に応じて統合的に処理するjn去を学ぶ。

2 地域の人たちと交流する活動を過して，自らのコミュニウ

}シヨン能力を高める図

3 取材を通して学校周辺の環境を知る。

4 地域商活街活性化の 役を抱いa 地域社会に貢献する。

49 -

取材実習ですること{車の通りが激しいので，自らの安全

に十分世意して実習を行うこと)

1 お胞の方の話者うかがい写真を撮らせてもらう。

2 自分たちが取材するお活の他に①西金沢駅ti踏切の2カ所

に行って帰って来る。この時，ハンフレットに載せたい廊

畳やものをできるだけ見つけ，写真を掘ってくる。おl苫で

は(礼犠正しく，明るく，丁寧にお話をうかがおう)

3 自分たちの身分を明らかにする。(白日紹介をする)

4 岳分たちが向を巨的に取材に来たのか伝える。

5 お蔚の仕事内容を話してもらう。

6 お躍のセーノレスポイントや目玉商品，よく売れているもの

などを教えてもらう。

7 パンフレットに載せるおj吉のキャッチコピーを教えてもら

う。なければ，一緒に考える。

8 今までお底をしぐきてうれしかったことや辛かったことが

あれば教えて漬く。

9 西金沢駅偶辺の今と昔について

10 西金沢駅罵辺隣底街にこれから望むこと

11 間金沢駅閥辺の見どころや良さ

は その他(部いてみたいことをあらかじめ考えておこう)

写真について{必ず最初に許可をもらうこと。掲載するスベ}

スはとても小さくなることを伝えておく。)

1 お庄のタト緩や内部の様子

2 お肢の昌玉頭品

3 おi苫の方の顔写真{ニれについては， 丁寧に許可をもらう

こと，肖偉擦があるので。無理にお瀬いすることは避けよ

う。)

4 その他(お成だけでなく，商金沢叡や道路，粛府街全体の

写真なども撮っておく}

取材実習での注意点

1 お客さんが入って来た時は話を一度中断して，接客が終わ

るまで持つ。

2 お活の方の仕事の邪魔にならなし、場所に立って，話をうか

がおう。

3 お府の方の仕事の様子を見ながら，迷聖書にならないように 1

でもl 開くことは漏らすことない取材時間を考えよう。

4 最能に丁寧にお礼告書って，お胞を出ょう。

持ち物

1 筆記用具

2 メモ用紙と下敷き(下敷きにクリップでメそ用紙を止めて

おこう)

3 デジタルカメラ

4 時計(肢の授業に遅れないように揮ってくること)
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(5 )西金沢駅前遜り薦腐街徽特集習

。生徒の勤膏

Iクラス 10グループ(1グループ4人)に分かれ， R筆

活街に行く。お庖の方からお言語をうかがい，記録を取る。

デジタルカメラでおr;5や人の写真を撮る。

1グループ， 2-3カ所のお底を取材するu

O 教員の支援

今聞の学習を始める訴に，この際庖街の会長さん，役

員の方にこの学習の実施について相談に行った。際府街

の方から f実はこのような機会を待っていたのです。最

近，少しずつお庖の数も滅型，この地域lこ元気がなくな

ってきています。私たちも何かしなければとは患ってい

たのですが，なかなか良い方法も考えつかずにいたので

す。せ1人や廿ましょう。Jとうれしいコメントをいただ

いた。商底街の多くの方は喜んで下さった。

事前に担当者3人で鴎府衝のお応を 1件 l件[!i]り，こ

の学習のねらいと呂的を説明し，生徒の取材を依頼した。

今[!i]， 1番大変だったところである。お活の中には忙し

いからと取材はしないで欲しいと断られたお底もあった

が，ほとんどのお活は歓迎して下さった。

歌材実習の日は担当者だけでなく，クラス担任や剥控

径の方にも協力してもらい引率した。

事前iこ報道機関にも取材依頼を行った。

謹 盟 7-(5)潤金沢獄織辺荷腐笛取材実智日時

実習日 時 関 クフス 担当者

2008年 2-3限 15H A(女)

l月22日(火) ( 9:45-11 :35) 27H B (男)

l月22日(火)
5-6限

24H B (男)
(13:2-15: 10) 

3-4限 23H B (男)
1月23日(水)

(10:4-12‘35) C (男)26日

3-4限 21 H B (男)
l月24日(木)

(10:4-12:35) A(女)22H 

写真理一7-(5)-"2 取材実習由縁子(自転車底)

写真盟 7-(5)-3 取材実曹の格子(飲童臨)

(6 )パンフレット作成。生徒の勤告

自分たちが取材して来た記録を，文書処理ソフトでま

とめる。写真の圧緒方法を学び，写真を適切なサイズに

加工する。まとめた内容と写真を情報教室置のサーバに保

存する。写真の加工，写真の貼イ寸け， レイヤー，背景な

どパンフレット作成ソフトの使用方法を学ぶ。パンフレ

ット作成ソフトを活用し，クラスの生徒が取材した内容

と写真を共有して，パンフレットを作る。

1グループに I台のノート PCと4台のデスクトップ

PCを併照してパンフレットを作る。

紙街を 10グループで分担し，クラスで I枚作る。

使用ソフト Adobe Photoshop elements 3.0 

Microsoft Word 2003 。教員の支援

情報教室にある 40台の生徒用 PCの05が Windows

98であることと，容量不足のため，今間使用を予定した，

Adobe Photoshop elements 3.0を入れることができなか

った。そこで，Windows2000のノート PCを10台準備し，

ソフトを入れた。

写真の[f綴方法やAdobePhotoshop elements 3. 0の使

い方についてのプリントを準備した。

わかりやすいパンフレットになるように，アドハイス

写真贋-7ー(5)-1 罰金沢釈 した。
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写真理一7ー (6) パンフレツト作成の織子

(7)中開発表会

。生徒の動き

パンフレット作成の授業に関わった約 270名が視聴覚

教室に集まり，自分たちと俄のクラスが作成したパンフ

レットの相互評髄を行う。

様庖街の方からの，それぞれのクラスが作ったパンフ

レットの内容に対してのコメントを翻く。

海府街の人からは

①全体的に明るい色合いにして欲しい。

②お庖の人の顔写真を載せるよりは高校生の元気な姿が

載っている方が良い。

cr特定の鹿だけを紹介しないで欲しい。

という口メントがあった。。教員の支鑓

当日，お話して下さる商活衝の方に生徒が作成したパ

ンフレットを事前lこ見せ，打ち合わせを行った。

相互評価のプリントを準備した。

写真ill-7ー (7) 中隈尭韮舎の僚子

(8 )パン7レット再検討

。生徒の動き

中開発表会での相互評価と商活街の方のコメントをも

とに，各クラス，パンフレットを作りなおす。

。教員の支掻

荷盾街の方からの意見を奔度提示する。

(9)パンフレット完成

。生徒の勧告

自分たちが作ったパンフレットをコンベ l.後秀な作

品を商f苫街においてもらう。

図 国一7ー (9) 完成したパンフレツト

V 結果

V-1 学習前後!こおける，建築物指摘数の比較

この学習の事前，事後において，酋金沢駅前周辺の道

路だけが書いてある白域密に覚えているお1;5.建物等を

生徒に記入してもらった。記入された内容を比較した結

果，生徒が事後lこ指婚した建物数は事前に比べて明らか

に多くなった。

事前と事後の何方の地図を提出した生徒. 253名が指

摘した建物ののべ数は2 事前が 449であったが 9 事後は

1699と3.8傍になった。

事前は，道路の角や横新歩道のところにある建物の指

繍が多かった。これは，通学する際にその場所に立ち止

まるため，生徒の意識に残り易いと患われる。

事前に 17名の生徒が指摘した N洋菓子胞は，事後に

は 127名が指摘している。(指播の変化 li立)事前に

24名が指摘した T飲食府は，事後に 128名が指摘して

いる。(指織の変化計士)

この2つのお后に共通して言えることは，お底の人が

明るく，話をすることが好きで上手いことである。 N洋

菓子胞は，お1苫の作業場を見せてくれたり，高品の1;1)れ

端のカステラを生徒に振る舞ってくれたり，また，商居

街会長の T飲食応においても，座敷の上でお茶を出して

下さるなど，こちらが依鱗した以上の対応をしてくれた

ことがその要問になっていると，EA，われる。

事前に指摘が O名であった，君主容室 KI主事後.42名

が指摘している。この俄，洋装f苫Tも3名から 47名に

なっている。どちらのお腐の方も取材実習の時，生徒と
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話す持穏をじっくりと長くとってくれたからだと考え

る。

V-2 感想 パンフレットを作成して思ったこと

このパンフレットを作成して，どのようなことを感じ

たかを生徒に書いてもらった。下記に生徒の感想を記載

する。ぽぷ想から多くの生徒がこの学習を脅定的に受け止

めている。

また蒲活衝の人は親切だった。 優しかった。あたた

かだった。 j I今まで全く関心がなかった西金沢駅周辺の

お庖に興味がわいた。 j r自分たちの活動が役立ってほし

い。 j rこの経験を生かしたい。 j r酋金沢釈周辺を知って

ほしい。j r人と関わること，コミュニケーションや笑顔

の大切さを知ったj r自分の将来の織業選びの参考にな

った。 j 等を記述してお~，多くの気付きがあったことが

分かる。

*樹脂衝を訪れた時，あたたかく迎えてくれl とても揮しく

教えてくれました。最近では，近所との方と潤わることが少

なくなっているけど，地壊の人とのつながりが大事だという

ことが分かりました。

*人と接することの温かさを感じました。今では，畳下校>J;際

にあいさつをするほどの仲になったので，紳を得られたと患

います。

*昔のような活気を取り戻すことができたらなと思いました。

私たちが作ったハンフレットやポスターが役立つてくれたら

嬉しいです。

*今まで，i1!l金沢駅の商底街に興味を持ったことはなかったの

ですがl 商I占街の人たちと実際に話を開いていく中で，人と

ふれあい，出会うことが大切だと思いました。

*学校からすごく近〈て，身近にあるのに樹脂街の事を何も知

らないのが恥ずかしかったです。昔の事告知って，僕たちが

これから樹脂街を活気づけてし、かないといけないという気持

ちになりました。

*衝の人たちのあたたかさを感じました。何度も同じ質問をさ

れているにも繍わらず， 1つ 1つ丁寧に答えてくれたので1

この隣庖街を広めたいなという意識がわきました。

*目上の人と会話するときの言葉遣いを学びました。会話とい

うのはとても難しいということをあらためて考えさせられ，

敬語は社会に出るのにとても必要ということがインタビュー

を通して分かりました。

*今の情報社会で一番大切なの陪より多くの人と関わることだ

と思いました。

*大きなスーハーなどと違って，人の温かさを身近に感じるこ

とができました。また，今の際活留の状況について，深く理

解することができ，社会の問題について考える機会となりま

cた。

*身近にいる人々と話をすることは 人的意見や考えを理解し

たり 吾分の考えそ深めたりするのにとても良いことだと思

いましたっ入と話をするのに慣れるためにも大切だと患いま

す市

*通学路から時々見る程度とあまり気にしたことはなかったの

ですが，けっこフ古い歴史もあって，面白いを気づきました巳

今度からは誠ベ学習のためではなく，飯を貴べiこ行くなどし

て，気軽に立ち寄ってみようと思います。

*樹脂街の人はとてもよい人たちばかりで前よりもっと凶

沢が女子きになりました。また，交流したいです。

*私たちの活動で少しでも多くの人に関心含持ってもらいたい

と思!，~、ました。

*仕事に対する責任感やおE互に対するこだわりが感じられ亡 1

私も頑猿ろうと君、いました。これからは嫌なことでも責任を

持ってやろうとE、ったl-，何事にもー生懸命やろうという気

持ちになりました。

*人~人とのコミュニケーンヨンを大事にしなければいけない

ということを学びました。

*酪m街の人々と関わったことで，このi輯庖衝が身近なものに

なり，訪れやすくなったことです。そしてお成の人の檀しさ

を感じ，少しでも活気を取り戻すお手伝いをしたいという気

持ちが生まれました。

VI まとめと課題

学建前後における，建築物指摘数の比較から，生徒の

地域理解が深まっていることが明らかである。

また，感想(パンフレットを作成して怒ったこと)の

記述から，生徒のコミュニケーション能力や社会的スキ

ノレの向上が見られたのではないかと考える。これについ

ては，さらに今後，詳しく分析して明らかにしたい。

生徒の主総思から，学演を通して高校生の地域商応街へ

のE理解が深まったことは明らかになった。

今後，この活動が地域の人々や環境を変えたかについ

てi 地域商府衝の人への湖き取り調査を行い，検諒した

いと考える。

今恒]，学資iこ積綾的lこ参加した高校生は多かったが，

あまりやる気がみられなかった生徒もいた。今後，この

ような生徒に対して，どのような支援を行えばよし、かが

次郎の課是重である。
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農業高校の専門学習を活用した町づくり
成穣久美浦Z

食ffミュージカノレや特産品開発を活かした地域官怜化iこ取り組んで

iI本~~草木2

瀦篠 主星川

宍戸製美村

渡部さやか判

嵐周ゅうき"

キーワード 山正県立書潟L襲業高等判堂、生育ミュージカル、

合い言葉はりもったいなし、」 ホ7げイ/'スヒリット黄、みJ オ福

1.はじめに

山形県の南部は健賜地域約と呼ばれ、今年 1月から始

まったNHK大将ドラマ「天地人;の主人公である智将

直江兼統や、名君と誉れが高い上杉鷹山公で有名な米沢

藩の所領と lまぽ一致する。本校は、この地域のほぼ中心

にある川西町に位置し、創立は 1895年(明治 28年)、

今年で 114周年を迎える県内ーの歴史を誇る農業高校で

ある。校訓11こは「質実側健・誠実明朗・実践奉仕j を掲

げ、これまで 18，0日口余名の卒業生を輩出し、農業をは

じめ地域産業iこ貢約一る人材を養成してきた。税制立、

生物生産科・園芸活用科・環境緑地科・飯豊分校農業科

の4学科に 365名が学び I元気・活力・勢いのある学校j

「明るく逗しい霞農生」をスローガンに教育活動を接関

している。

本校の学習活動は地域との結びつきが3齢、とし、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

行う日本学校燦業クラブ全国大会制でも高い評価を得

ている。また、平成 20年度からは本校独自の設定科目に

[公訟を設け、東北公益文科大との高大連携協定を締

結しながら地域貢献活動を積極的に進めている。このよ

うな中から「子どもミス】ジカノレによる食育普及活動」

や f町民駅※ 3を中心にしたまちづくり学習Jrワインの

搾りかすを家畜のエサにリサイクルし地域産業の振興と

地球温暖化防止に寄与する活動Jrチョウセンアカシジミ

※4の保護活動Jr) 11西町の花ダリヤの四季咲き化引に梼

本 1山形県立稜隅農業繍等学校

平成 17年度から随時農業高校勤務になり、鴎芸
活用科および環境緑雑鼎で教鞭を取りながら、
今年宜全国大会に出場した演劇部の廠聞を務め
る。開毘「菜の花屋日匝員。帯広苦言蔵大学卒業。

-53-

する研究など地域賞献活動が続いている。

本格では「食脊普及活動Jと rDlJ浅草間を中心にしたま

ちづくりの中で進められた特設品開発Jによる地域活性

化的取骨組みを報告したい。

2，活動の鍍酪

子どもミュージカルによる食脊害事及活動j は本校淡

劇部員を中心とした食育研究グノレ プが、平成 18年 2月

から実施し、第 1作ザいただきます"みつけたじ、第

2作 l合い設葉はつもったいなし、」の公演が 25悶を数え

る。今後も東京都町田市立小学校での公演出 3回が予定

されている。この活動では、対象とする幼児や小中学生

ばかりでなく、保護者や指導者までもが食事や食料の大

切さに関する意識が向上したとしづ報告が数多く寄せら

れてし、る。ミュージカルという手法を駆使し、食育の普

及をめぎしながら、幼稚園や小中学校ばか哲でなく、児

童館や公民館活動など地域事業への賞献によって、地域

活性化に寄与している。

「密T民駅を中心にしたまちづく~ J I立、えき・まち活

性化グループが取り組み、昨年の第9回「住まい・まち

学習j実践報告・論文発表会で紹介した rwえき・まち活

性化』で育んだ高校生の公益活動」の継続であるが、今

年度は活動の中心であった産直鹿「ぼ~のj涛 7で販売す

る特産品開発を進め、和葉子「みつ禄j を完成させるま

での取り組みを中心に報告したい。

3.子どもミュージカルによる食事官普及活動

⑦活動の動機

演劇部員など、科目 f課題研究Jr総合実習」で食育を

学ぶ生徒連は、「子どもミュ ジカノレによる食脊普及活

動j をテ ?として活動を始め 3年間を迎えた。生徒連

は、本校に入学して f金が命や健康の源である」ことを

改めて学ぶとともに、 fフアーストフードやレトノレト食品

など金の簡素化や外部化を背景に、栄養の偏りや!Ei溝、

生活習慣病の増加が見られるようになった点jや、 r{;云統
的な食文化や海外で評イ捕が高まっている日本型食文化の

喪失など様々な問題が生じている点jを背景に、平成 17

年には食育基本法が施行され、会育を教育の基礎と{立

*'山形県立後開農業高等学校 実習教諭

本 3山形県立陵賜農業高等学校照芸I活用科2年

水4山形県立置期燦業高等学校 廊芸活用科2年

水当山形県立置賜農業高等学校 園芸活用科2年三

木 6山形換立際開農業高等学校濁芸活用料2年

2009 {;存性総研「住まい守まら学習j実路綴告 4論文集 10



盤づけた国の食膏言十種iや|夢未来やまがた食膏計画」が

策定されたことを知った。

そこで、地岐の自然や人間を深く結ぶ食と農の大切さ

者、子ども達に伝え理解させる方法はなし、かと考え、次

の2つについて取り絡みを始め?と。 1つは、地産地消や

手作りを基本としたスロープ ド食品開発と食育への活

用、 2つElI立、子ども達へ食の大切さを伝える子どもミ

ュージカノレ活動 Fある。彼らは、

や総合実

習を中心、

に取り組

み、 2に

ついては

ミューン

カノレ公演

という手

J去を取り入れながら、全校生から仲間を募り、放課後や

休日の活動を中心に取り組みを進めてきた。

②活織潤穏と概婆

活動目標は、 1 食育活動の趣旨、留意点、万向ド主を

学びながら、食品積発にも取り総む。 2 食育ミュージ

カノレによる食育活動を進める、とした。

この取り組みは、先輩から後輩へ受け継がれる継続活

動とし、食育基本法などの学習や食品開発は2・3年次

lこ学留する課題研究や総合実留の時間を中心に実施した。

食育ミュージカノレは、演劇部の先生にお盟国いして、昨年

はfいただきます"見つけた!Jを完成させ、今年は f合

い言葉はつもったいないれの公演を続けている。また、

食生活や食文化に憶するアンケー卜調査も継続約に実施

した。

③活動の内容と成果

( 1 )食育に関する調査は以下の通りである。

まず、 j 

山形県民 1* 
現食"~致事

の穀食欠

食率はこ

のグラフ

の通りで

あり、特

に20代

-30代

の欠食率が高いことが分かった。また、このグラフには

表れないが、小学5年生では 17人に 1入、中学2年生で

は 7.5人lこ1人が朝食を食べてこないことが分かってい

る。さらに、食育の言葉を知っている県民的割合も、平

成 18年の調べでは 45%と低くなっている。このように

低いレベルにある食に関する意識を向上させるため、図

のように学校、家庭、地域が連携をとった食育の展開が

一54

路内でも始まったことを学んだ。

( 2 )スロープ ドを中心にした食品時発

生徒i主i士、

地産地mや手

作りの大切さ

を、地主主や子

どもiおこ伝え

たいと考え、

次の食品を開

悲し、試食な

どを過して食育活動を進めた。まず作ったのは米粉を

50%使用して作った米粉パンである。パンは小麦粉の中

にあるグノレテンの力でふっくらと焼きとがるが、米粉に

はグノレチンがなく、ふっくら感が弱くなる。彼らは、食

料自給の大切さや地産地治の重要性を分かつてもらうた

め、地元の米粉を使ったパンの製造と試食を繰り返して

いる。また、現夜は川西町の伝統野菜である絃大豆削の

お菓子を制作しながら、金育の教材性を試してもいる。

(3 )食脊ミュージカノレの制作と公演

食育活動を学習する中で、演劇部の先輩が取り組んだ

れこんじんなんてどっあい、キライリという食育に

関するミニコントが f子どもの野菜嫌いを少なくしたJ

という話しを聞いて、 t堅持が子供たちに正しい知識や行動

も伝えることができることを知った。そこで、子どもミ

ュ シカノレの形で「子供たちゃ若いお母さんたちに、食

べ物や農業に対する知識や感謝の心を伝えられない

かつ」と考え、主校生から仲間を募り、第1作 fいただ

きます"み

/)Itた!J 

の制作lこ取

りかかった。

ストーリ

は、お金

儲けに夢中

になり、食

J 物を作る

ことを五五れてしまった閣の王子様が、米粒のコメ太郎や

2009年生総研住まい。まち学習実践報告。論文集 10



秘密の食へ物作りと出会うことで、食べ物の大切さを知

って行くというものにした。途中で勉強コ ナーも設け、

生徒連が学んだことをわかりやすく伝える部分も入れる

等の I夫もしたv

彼らは、子どもたちの喜ぶキャラクターや役作りをみ

んなで考え、著くるみや衣装、大道具、小道呉なども手

作りで制作Lた。台本のまとめ方』主演劇部の顧問にお願

いし、作曲は苦楽的先生が伏く引き受けてくれたが、車iJ

中の振り付けは自分たちで考えた。

そして、発表の機会を得るために、「出荷公演をさせて

欲しい。」と小学校や中学校、児叢館や公民館などに広く

広報活動を実施した。初めは高校生の活動とあって、公

演依頼は低調だったが、川西町や高畠町での公演をきっ

かけに 14凶の公演依頼が寄せられた。

長井市の保育園での公演では保護者へのアンケ…トを

実務し、「食育を大切だと思うかj の問いに全員の方が

仁思った」との回答してくれた。自由回答欄の感想も日

ごろの食生活を見詰したいとの意克が多く、小さな子供

を持つお母さんたちに、食に対一「る意識を高めてもらう

ことができたと思った。

食育ミュージカノレの高い評織に意欲をもった生徒逮

li、今年度も新しいミュージカノレを制作して継続するこ

とにした勺今年のデぃ >'1土「食べ物がおろそかにされて

いる地球の現状を、遠い昼からやってきた留学生が問い

かけるJ内容で、題名は「合い同一葉はつもったいなし、J

この公演もこれまで 11問実施。さらに、食育活動でi車携

を開始し

た東京都

町田市の

小学校3

校での公

演も決定

して食育

活動の輸

が大きく

ども遠の反応がとても素直で、喜んでもらえたこと。そ

して、中学生や保護者の評判も高かったことだ。今後は

Iもっと幅広い世代にも児ていただけるのではj と自信

を深めている。

アンケ トでは、 i食べ物の大切さがわかったJr給

食を残さず食

べようと思っ

たJI面白くた

めになったj

げいただき

ますJの意味

の深さを知る

ことができ

た」などの声

がたくさん寄

せら:11した。

また、保護

者からは、

f手作りの食

事を増やそう

と臣、った j

「子どもと食

事について話

しをしようと患い土 IJr軒目脊らしし、活動です」などの声

が寄せられた。

④考察と評価

( 1 )食育活動を食品開発から取り*Hむことによって、

生産者と消費者、大人と子どもとし、う境検をこえた食育

活動を実践できた。

(2 )食育ミュージカノレによる食育活動を進めることに

よって、子ども達ばか世でなく保護者や地域の方々にも

食品の安全性

や食料の自給

はもちろん、

人間と自然の

共生といった

点まで、理解

してもらうこ

とができた。

(3 )生徒遠

の活動は食育

活動として優

れていると高

い評価を受け、

農林水産省東

北農政局長寅
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υ
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を数えている。この活動は食育による共i車内〉共生の流れ

も生み、地域活性化への賞獄度は声高い。

生徒逢は、新しい年度に移行するものの「食膏ミュ

ジカルによる社会貢献や地域活性化の取り総みを続けた

い。;と意欲を見せている。(成津久美)

4.特産品開発による地織活性化

ci活動の緩過と新しい取り組み

平成 18年からスタ…トした「町民釈を中心にしたまち

づくり jの取り組みは、駅の無人化計量五を知った本校生

が!えき・まち活性化チームj を結成し、課題研究や時

間外活動での取り総みを開始した。当初は、駅前での産

直庖 fぼ~のj による釈期辺のにぎやかしゃ広報活動で

あった活動が、平成 19年には地域住民と連携した数々の

事業に発展し、町民釈の無人化は見直しとなり、清f良駅

前i活用促進協議会Jが結成されるまでになった。

今年度は fl;(-のjや月lこ 度のにぎやかし、さらに

は新しい町民駅構想の一助にと県内外のコミュニティー

駅での研修を行いながら、 2年続けて「えき・まちフォ

ーヲムJを梼催して、駅を中心にしたまちづくりの情報

発信に努めている。さらに、特筆できる点はまち活性化

に向け、置農や町内農産物を活かした和菓子の開発lこ取

9組んだこと い山山川川ゲ

だ。昨年 12

月に発表した

和菓子「みつ

福j は、町民

はもとより県

内外で関J心を

呼び、地域活

性化に大きく寅獄している。

②活動の内容と成果

平成 19年の秋、J11陽町観光協会から焼き大福機の預託

と特産品の開発依頼を受けたえさ・まち活性化チームの

生徒逮i立、同じく 10月に川西町で慌催された「国産大豆

サミットjを契機にお:大京や毛制云立米"など、伝統野菜※

"や地場農産物が注目されたことに関心を持ち、これら

を活かした溜品開発に取り組み始めた。預託をうけた機

械で生徒達は様々なアイデアを試した。まず、皮の部分

は小麦粉や米粉、さらにきな粉を加えた緑色の焼き大福

を作ることなど試行錯誤を繰り返した。最も地産地消を

考慮したのが「あんこj であった。川西町が伝統野菜と

して売り出し中の f拡大豆」をあんこにできないか検討

した。紅大立は種皮と呼ばれる皮は赤いものの、二子業部

分は白く、加工の際赤い色を出すのは難しいと言われる。

また、大豆独特の生突さを取ることが課題だとも言われ

ていた。生徒遣は、町内で地場野菜の活用法を研究して

いる管野まつえさんと関みさ子さんの二人を招いて、紅

大豆あんの研究会を実践した。
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まず、紅大

豆は 12時間

以1::水lこ浸し

た後、弱火で

6待問煮込む。

柔らカミくなっ

たところでミ

キサーにかけ、

煮汁を加えながら練り上げ、最後にノj、立のこしあんを混

ぜ合わせて「紅大立あんlが完成する。生徒浅はこの技

術を習得し改良を加えて、紅大豆だけで作るオリジナル

fあんこJを完成させ特産品づくりに活かした。また、

地場野菜として有名な校主主の f秘伝豆j を利用すること

や、秋には白爵南瓜を活かすことも考えた。

以上のアイデアを活かした試作品 1号は、絃大豆、秘

伝豆、小豆の三色あんをつかった f焼き大混Jだった。

生徒遣は商品照発に3ヶ月間をかけ、 6月下旬から市場

調資を実施した。彼らが定鍛的に開fl!iしている藤i亙活や、

置賜社会教育研修大会などで多くの方々に試食とアンケ

ートをお綴いした。次のグラブは、焼き大f請に対する評

価である。 f大変美味しし、Jと「おいしし、」のu!l答が 90%

を超えたο また、「どの部分がおいしいですかJの問いに

は fあんこJが80%t:.)かくもあり、販売して欲しいです

か、の隠し、には

回答者会員が

fWii売して欲し

し、lと答えてく

れた。この結果

lこ自信を深めた

生徒連l立、本格

的tj~特滋品製造

iこ向けた取り級

みを開始した。

10月中旬、メン

バは町内の菓

子信「銘菓ι錦

農」を訪ねて、

置農の農産物や

伝統野菜園地場

野菜を活用した

特産品の委託製

造について、検

討会を設けてい

ただいた。片倉

社長と和菓子主

任の太田工場長

を交えて、焼き

大捕のアイデアを活かした私達の和菓子を披露した結果、

間 09年住総研「住まいまち学習J実時報告・論文集 10



震農産の fはえ

ぬきJを地元の

製粧会社で米粉

にして餅皮をつ

くり、本校や町

内農家が栽培し

た車工大豆、秘伝

豆、白爵南瓜を

原料にした三色

あんこを包み込

む「新作和菓子」

が誕生した。 2

図呂の検討会で

は、私遣の車工大

豆あんの風味を

活かすことや、南瓜あんとおあλの混合割合など改鋒点

:選盤鱒欝撃

一九

を話し合って、本校を会場に試作品製造実習を実絡した。

そして遂に、 12月 12日、生徒達の和菓子 fみつ福Jが

誕生した。 3種類のあんこで至福の持をいただき、町や

地域に揺が満たされる。 Iみつ福jは「三つの福」、[満た

される箔j という彼女達の思いが詰まっている。また、

震農生が栽培したお米で地域のおいしさを包んだ「みつ

福」の高品発表が多くの来賓やマスコミを招いて実現し

た。本校はもちろん、県内外で販売を関始し、 1週間で

24∞ 個 の

みつ福は完

売した。

さらに、

生徒達は町

商工会で椀

催された

「商擦登録

に隠する講

習会JIこ参加し、 iみつ福J'力商標登録について発明協会

の三宅先生に相談すると共に、山形県知約財産所有権セ

ンタ て特許情報活用支援アドバイザ の荒木先生にご

指導を受け、月若様仕願申誇を完了した。いよいよ、ブラ

ンド商品への道が見えてきた。

③活動のまとめと評価

えき・まち活性化チームは、今年度!えき・まち汚性

化プロジェクト;としづ名称で活動を腹開してきた。そ

の内容をまとめると以下のようになる。

( I )駅周辺のにぎやかしを白的にしたイベントエリア

ぴ)耳虫り注目み

( 2)通学路や市街地道路を讃農産の花壇花で飾るボラ

ンチィ 7':1ーリアの取り緩み

1:， )釈東山公邸スベ円スlニミニミニ動物関やブノレーツ

パ~クを設l置するセラピ…:r:_I)アの取り総み

(4) mrの磁策むある農[商が一体となった!地産地痛」

1 ヱを実現する特産品開発の取り組み

これらの取り総みを、住民や察庁街工会、町内ボラJ

ティアi週

体などと

連携しな

がら進め

てきた結

果、先に

述べた町

民駅手IJ活

用促進協

議会の結

成や、町内各毘体との連携で fかわにしj活性化プロジェ

クト jの発足が実現した。また、この秋には町民軍司ボラ

ンティアフェスタを住民のみなさんと一緒に開催するこ

とができた。 12月のえき・まちイルミネーション事業も

3年目を迎え、中学#も含め 100名以上の参加者で皇室り

上がった。

以上の取り組みは、昨年度の第 1仰やまがた公益大紫

クランプリ受賞lこつつき、今年度は「第 12@]ボランティ

アスピリット賞金国表彰式J(主催プノレデンシヤノレ生

命保険(株) ジブラルタ生命保険(株)/共催 日本教育

新聞社)において、全E富市、ら応募された青少年ボランテ

n
i
 

「
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イア 1968事例の中から、 2例の最優秀の 1っとして i米

包ボランチィア親善大使賞Jを受賞することができた。

専門学習を活かしながら多様な地域賞献活動をA統的lこ

展拐したこの取り組みは、 JIIl'!i町はもちろん置賜地域の

住民のみなさんや JR東日本など関係者の方々にご協力

をいただし、た結果、高い評価を得ることができたャ

今後は、後室長~，取り総みを引き継い f継続することや、

活動の輸を罷賜エリア全体に広げること、自治体や茂樹

団体との連携を強めるなどの諜題を克賎しながら fえ

き・まち活性化プロジェクトJに取り組みたい。

5.総括と課題

本校では謀総解決型学習を推進しており、 l年次の農

業科学基礎や環境科学基織において、この学習方法を習

得した生徒達l士、 2・3年次は総合実習や課題研究とい

う科目を過してどノレトアップし、 PLAN(計画)、 DO

(実践)、 SEE(考察)の学習形態にそって自らの課題

を解決する能力を養う。この学習は、通常グループ学習

や体験的学習の形態を取り、テ マの選定や計樹立:案、

総べ学資や実験・調ほの実践とまとめ、結果の吟察や新

しい言葉綴の検索のプロセスを通して、企i額立案や調君主能

力、道事営能力の養成がはかられる。

本橋では l食に関するまちづくり Jの視点、かん、資農

生が取り離iむ2つの事例を紹介したο しかし、冒頭でも

紹介したように、食に関する取り組みの他lこも、持続的

な股校環境の改善lこ関する取り総みや、自然環境の保護

や共生 lこ品書する取り組みなど、農業高校ではお然科学お

よ1社会科学荷留の地域貢献活動が課題解決芋若手わ挫し

て実践されている。

今回紹介した食膏ミュージカノレは単に会育普及の国ば

かりでなく、食料自給や地産地消の視点を通して、自主土

の保全や金糠政策まで考察を深めることができる。また、

特産品開発は食品加工や原材料の生産からスタートして

いるが、その背後にある地域連携やまちづくりを過して、

2 1世紀における日本の地方分権や都市と地方のあり方

までも学留することが可能である。しかし、それらを実

現するためには、高校の 3年間では時間が綴すぎる。今
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[8]取り組んだ3年生の進路i立大学や専門学校への進学、

就職と多様ではあるが、卒業後も後輩がi断尭している活

動iこ繍縦約に参加ーするンステムを創出しなければならな

いと考えぐいる。

卒業生がファンリテ タ となって「住まい・まちづ

くり lがたきく前進し、拡た手ることを願う。(拡本…男)

(注y

※ 1 置夏草地域

山形県の商都にあり米沢市、 JII西宮7など3市5町からなり、

会人口は 23万8'1'人 総扇積は神奈川県よりやや広い。

※2 臼本学校農業クラブ全国大会

農業高牧の f甲子関Jとも君われ年!二 1度代表が開催地に

集、、 研究や意見の発表 各瞳技術競技カマラわれる。

※3 町民駅

1982年、国鉄民営化に閉して無人化が決まった羽前小松駅は町民

運動の結果、沼本ではじめて有人の町民駅となった。

※4 チョウセンアカンジミ

8*では山形などのご〈 郊にだけ生窓し、環境庁綿臼本臨レッドデ

ータブックに希少撞として詑車産されている数少ない燦。

※5 由季咲き化

璽から秋に咲くダリヤを 年中咲かせようとする研丸

※6 HlJ岡市3小学教での公演

本校産米を握供する東京都沼1ffi市の小学絞へ 平成21年1月15、

1 6自に食務ミユ ジカル公演桂おこなう

※フ旺大豆

JI園町で古くから栽培されている伝統野菜で赤大立と呼ばれていたが

街では平成 15年から虹大珪の名怖で特窓化をはかつている。

※8 農林水産省東北農政局長賞

平成 19年度 f食育j活動c])表憲彦事例として食生活向上分野で食務ミュ

ージカルが受賞した。

※9 盛夏主宿 fぽ~のJ

平成14年から本校の地農地治活動に取り緩む生後遺が過に 1度の割

合で産車窓を開<，駅前での実絡は平成 18年秋から。

※ 10 掛伝豆

山彩察内陸部で栽培される費大童で大豆でも枝豆でもおいしい品種

※11告鞭野菜

その地域で古くから受け粧がれている野菜で、食文化の綴底となって

いる。置露覇地織でも雷菜、うこぎ、紅大豆 詑作大根などがある

※ 1 2治産地葡

JII笛町では地元の農獲物を地元で加工し販売する農工闘が 体ととよ

コたこの施策を進めているG
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援史的保存建築物の実測調資

~保存建震の 構 法 調 査 と そ の 視 熱 環 療の測定~

キーワード 古民家、構法、温熱環境、フィールドワーク

1 はじめに

ここに紹介宇る内容は、今まで鶏担j認査した歴史的保存建築物に

認する報告であり、まちなみづくりの中の つの嬰棄と言える。

住まい・まち学認を考えて行く時に、先ず、その蒸本の考え方に

ついて、以下に述べる。

住まいとしての建物土街の中のー単位であり、住まいに含まれる

要素が互いに構成されて、一つの街になって行く。ここで建築と言

うものを、材料としての(翻斗郎、技術としての(作用問、概

念としての依然自問、そしてそσ:構成された事長量として住まし、と

しての建築の(目的関)の沼つの要素で考える。これは、一つの住

まいを考察する場合にも、文、そじ構成体としてのまちなみについ

て考察する場合にも使える考え方である。

今回は、今まで卒研としての総合制作実習において調査し、 f住

まい・まち学習j実践報告においても発表してきた縫史的保存建築

物に隠して、総合自りに報告する。

2.実測調査ゆ位置づけ

この実測調査は、大学校の専:F守課程における、総合車日作美智 12 

単位の授業の中で、卒業研究の実智課題として取り組んでいる。

建農のf再出減認およびその混鰯携の実演幅踏を実施する。I車

線旺査は、建震の厳しし、気象剣牛下での実蜘3必要となるので、夏

の猛暑の八月及び冬の厳しし爆さの二月となる。{旦し、冬の錯誤i時

期は、十二月の中間発表や卒研一発表の時期も考慮して、データーを

まとめたりするため、十二月初めや年明け広一月初めに、実説日実習

する事としている。場舎によっては、冬期実測が出来ない場合もあ

る。

3 各実農民習調査

今まで取り組んで来た総合稿!併渓習の諜題lこ関して、以下に、報

告する。

3-1 富民家T邸

各課題ごとに、年代、実習課題名、参加者数、系別、構成主要因の

験で、紹介して行く。

・1999年 (Hll年)木造軸車温加工実習&木造救車動自工実智(民

家編) 4名施工系尭郊3悶÷作用関

これは、本研としての総合制作実習において取り総んだ課題であ

り、東京都の江戸東京たてもd閣の中にある保存民家である。担当

部警のご理解とご協力を得て、図面情報を入手し、現土自の建屋の実

59 

角本 邦 久 川

調暗調査も実践した。

-簿造的特徴について

写真Iは、土畿の舛閣を示している。この土壁の厚みによって、

その断熱・結露性能に遠いが出る。住まいとしての保存民家の構法

としての事戯哩Zバ帯成を緩解するために、軸絡みそデノレも制下した。

民家の小屋組みに特徴があり、紛曹にも震なり、このノj、震絡み空間

が機成されている事が王貌軍出来る、設1)、文1)。

写真1 建屋同槻 写真2 綜 F

什341ffT1
ii什411!*il

図1 建量平磁図

図 11立、保存民家の平面E主である。この保存民家に関しては、現

地iこて、材車取っ寸法確認、温度 熊度揖j定を実施.rc録lk"

この実誤脱査により、民和j煙車Eみの新教とその温熱環境注との

現解を、ある程度ま'C鳴る事が出来た。

3-2.茶室

これは、住まいに連なる日本の形相臨を表出している、茶室長の例

である。向じく、総合制l'実智0;一環としての実習である。 200

0年lこは、村野藤吾氏設計の東泊竃を見学させて項き、 2002年

には、三大茶室主のひとつである犬山市にある如路を見学させて瑛い

士とや

'2000年 Ql12年)茶室設問の調査実習 2名計画系尭分自

E日十作用図十質料悶

'2002年 (H14年)在来構法による総合制作業習~ 坪の和盟主

空間~ 4名施工系 形相図+作用図十質州週

*'関期続業能力開発大朝交助耕授

地獄環境柑夜点から保存民家の橋脚研究とての滋紫窃輔を調変すると共

に 自然宇ネルギ…手i聞としての会主易エネルギ→芥用型住宅のモデル擦を

建て、より実略放γ£能力機発課題に取り組んでし吃'."者習を桂て来td掌築
を題材としtc)，会豆、制作も永年に渡って総錆知作中U
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写真3 建屋列峨

写真31土、丈11J市にある建物IJ;地見である。現地にて、内部見学

し、外沼りの材料等を縫認させて頂いたJ

3-3.世界遺産自川郷命事づくザ

この古民家l土、現地でのまちなみづくりに寄与しており、人々の

努力によって、現在の世界潰産としての文イヒ的意義が評価されると

蔵づくりであり、当初は、蔵として使われており、その耐火性が必

婆とされたc

• 2 006年 (H18年)栃木蔵造りの祷法研究とそのr足熱環境 I 

名十 2名〈調是正)計画系形相凶→作用問+質料sI

今回の実酔臨時査とデ 夕日解析とによって、浮い土墜による断

熱 結 露tt能も充分に期待できる事が理解された。

ころまで来た感がある。 写真5 建屋外観

ここには、実習生と 2治3日の日程を総み、現地の了解も得て、 等真6 露口部と妨火F罪

実測実認する事が出来た。

'2004年(自16年)世界選滋白JI憾の合掌づくりにつし、て 3名 保存すべき建康に今日的意義付けを発見すると共に、その極熱環

十2名繍i総 計画系汗矧因十作用悶+質料因 境iこ践する考著書を加えた、注3)、文2)。

写真4 建震舛観 ぎ幸?/¥;，(叫 写真7 歴史的まちなみ
J~' ¥?;， 

図2 合軍づくり小屋組み

図3 額言自図

続紅白

aぇ

勾足立会

保有メカニズム駁(作頭 角本)

図2に、特蜘力なノj、震設丑を示す。図3は、合掌づくり¢有する防

署メカニズを、判りやすく示している。厚い茅葺き屋根、深い庇、

何膳にも重なった天井と格子による気流の移動等々、これら正複合

的な働きが、合掌づくりの防暑効果に役立っていると考えられる、

写真7は、日本建築学会主催の緩史約まちなみを見学する会科握

された持のもので、栃木市を皆で見学し、筆者も努力EさせてE郎、た

3-5.鋼生涯史的保存綾築物

この歴史的保存建築物は、桐生のまちなみを形成する歴史的怠義

の高いものであり、登録文イ間十に指定されている。

柄生の産業としての織物工場のための建物であり、そのまちなみ

の特輯ある銭度設工場、事務所、母局、綴などを調査させて]葺いた0

.2007年 世119年)椀生市における近代化遺産建築物の調査~

近代化建築物の温熱環境の測定及びそれに基づく改善提案~ 2 

名↓ 3名倍程t)計画系 罪対冒悶十作!llsl十質料悶

注2)、文 1)文3)。 写真8 工場建屋外観

3-4.樹木蔵造り 実測内容

これは、最初の物件。コ古民家と通じるところがある。外援は、土 鵡査対象 織物レース工業σ:鋸屡根工場、事務所、主展及t綴

2 

平 60- 20叩年{主総研「控まい。まち学習J実践報告論文集 10



夏季実測平成19年8月!O~11 呂、及び平成19年8丹 21~22 日

年芋実郷平成19年12月14再

研究内容 各建屋σ:構法的調まま及び温熱諜践の誠資

-援斜'ILの構成部材

各駅構法漏出、夏季iこ、壁厚の測定を主主趨し、桐生生:で近代遺

産建築物の4修ま理

鶏包し7丸ζ その内容を、以Tiこ示す。

えと主主旦.!_.¥と竺宣之ー

土1l-J
国4 鋸屋根工場草壁街菌群総臨

「lh;:一
上三ゴゴ

図5 事務所漆喰壁部分量百蕊鮮組関

11//11二
ドi A

-夏季実揖縦漆

夏季実点線果を見てみると、 2001年8月22S12時~16時6 時間待

において、銀盤根工場(測定点③) 壁面外部温度変イとは38，3'C~ 

52，3'Cのj畠度域にあった。

表1 銭援損工場も閣定車@) 外壁画濃度重化(自/22)

2007年8月22日 樹立℃

8 10 12 14 16 18 

上段
31. 1 34， 8 38， 3 42，0 37，4 34，6 

鋸震 南 1

上段
31. 9 35，8 39.4 49.6 39.8 35.9 

南 2

場秘主連
下段

30.3 35.3 38，3 39，8 37， 1 34.8 
南 l

下段
31. 3 34. 9 39.4 52.3 40.8 36.1 

南 2

こt11こ対し、同じ時間体に鎗康根工場(測定点③) 室内温度変化

は、 31.5~33. 5'Cの繍度域にあった。

表2 鋸屋根工場(測定高③) 室内併設街温度変化(8/22)

2007年8丹22日 単{立℃

8 10 12 14 16 18 

鋸賭綬工
2.2m 29，4 30.4 31. 6 33.5 33.4 32，4 

1. 7m 29.4 30.3 31.5 33.3 33，2 32.31 場

金讃定j 1.1m 29.4 30.2 31. 5 33，3 33. 2 32.2 

。1m 29，3 30.0 31.5 33.2 33、2 32.1 

これをグラブ表示したものが、以下のものである。

鰭緩根工場刻定点③〉の進度変化 事成 g写8淘n酎

臼γ一一一 一一一フヤ一一一一一 1 

;;1-一一一 一一-1，ムふ一一一一一_1--2..2m一，i
46 

1/ 、
/1 ¥、
// ¥己

/~〆 =-..ζ\ 、司\

左妥〆 事k、、
重う〆 ~伊

1
2
2
2
 

愉
阿
梅
陶
陽

町
複
段
段
段

恥

上

上

下

下

二
二
土

ー巴-t.1m 

1.1m 

S
 

8
 

6
 

5
 

4
 

均

臨時
a
 

0
 

9
 

8
 

7
 

M何

MMmw
鈎
世

m
u
m
却

m

℃
 

度調
機

ゲラ71 鍛E量根工場(測定点③)温度変化(外!lio富及rs室内、 8/辺)

同様に事務所(測定点②) 外械部;温度変化は12fl'i\'~16時抗待問

幣において40，7~49， 9内ごのt昆度域にあった。

3 
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事3 事務所。閣定席⑨ 外壁覇温度重化(8/22)

2007年8月22日

8 10 12 14 

k段
31. 6 35.4 39.3 40. 9 

南一i

t段
32.3 36.2 39.8 39.0 

南 2

下段
32. 2 40.2 49.6 49.9 

南 l

下段
32.5 39.9 48.7 40. 7 

i有一2

単位 ℃ 

16 18 

39. 1 35.6 

38.2 35. 1 

41. 4 36. 1 

38.3 35. 1 

化しているのに対して、室内混度の変化は0.8~2. 0'Cの温度護で変

化していた。

-冬季実浪帰来

冬季実測結果を見てみると2007年12月14H12時~16時の時間帯

において、銀屋根工場(測定点③) 外崎蹴温度変化は12.9~4O. 1'C 

の温度域であった。

これに対し、問じ待問機こ鉱藤根工場(調定点③) 君主内ilii度変化

は、 13.0~9. 9'Cの温度域であった、 1主4)。

同様に事務所(測定点②)タ綾面温度変化は12時~16狩の待問帯

において、J.1.2~'47. 9'Cのilii度域であった。

これに対して向じ時間帯に、事務所(測定点、②) 室内海度変化は、

これに対して同じ時間帯iこ、事務所(測定点②) 案内撮度変化は 12. 2~14. O.Cの温度域であった。

31. 7 ~32. 50Cの温度域にあった。 ここに見られる温熱環境の傾向は、鏡監恨工場(担日定点③) 外援

記温度の変わ悟カ'40.1 -12.9=27. O.C江差であり、室内温度の変化

葱4 事務所(澱定点③) 寮内r畠度重化(8/刀) 揺が13.0-9.9=3. 1'Cの差である。これに対して事務所(総定点③)

2007年8月22日 単位℃

8 10 12 14 16 18 

事 2.2m 29.5 30.7 31. 8 32.5 32.4 32 

務 1. 7m 29.5 30.6 31. 7 32.5 32.4 31. 9 
所 1. 1m 29.4 30.5 31.7 32. 4 32. 4 31. 8 
② 

O.lm 29.4 30.5 31. 7 32.4 32.4 31. 8 

これをグラブlこ表したものが、以下のものである。

混E民間

54 

認

縄.. .. 
" ω 

ぉ

鑓

" n 
ω 

事務時H蝿定，.o，の溢，."変化

"し」ー…いームーι.-"__  "-~_' __  "-"-~.J 
7 11 11 10 11 12 旬 14 15 16 17 

時倒的

グラフ2 事務所(担u定点②) 温度変化

(丹時面及び室内8/22)

率緩"隼6月".

一←2.2m
吋ト 1.7m

1.1m 
g辺一山m

一仲よ夜剣一1
-・守よ段南戸2

ザター下J9:"'-1 
- ー 下 緩 衝 2

外

ここに見られる撮熱環境の傾向としては、録原様工場(総定点③)

少将輩記温度d芯Eイヒ幅が52.3-38. 3=14. O'Cの差であり、室内且度の

変イヒ悲劇'33.5-31.5=2. 0'Cである。これlこ対して事務所(揖i定点

②) 外持壁面温度の変1l揺が49.9'40. 7=9. 2"Cの差であり、室長内温

度。:変化隠が32.5--31.7=0. 8'Cの差である。

この様に外防護面温度の変化が9.2~14.0'Cの渇度差の間で輝度変

外壁面混度ι変化中高品'47.9-14. 2=32. 8'Cの主主であり、室内温度の

変化楢が14.0"12.2=1. 8'Cの羨である。

この様に外壁並立温度の変化;カ~27サ 0~32.8'Cの温度差の問で温度

変化しているのに対して、室長内温度の変化は1.8~3. I.Cの温度差で

変化していた。

4 まとめ

以上が、まちなみとしての歴史的保存建築物との接点に関する報

告である。

性)

1)この現地調査の報告内容は、参考文献 1)Iこ詳しく報告されて

いるので、ここでは1断牛概要に留める。

2)この実4渓習の報告も、参考1献 1)、及U参考文献3)Iこ掲

載されているので、ここでは物件概要に留める。

3)この実機実習に報告内容は、参考文献 2)に詳しく報告されて

いるので、ここ一自立物件概要に留める。

4) これらは、紙面の都合で、数縞表示のみに留める。

(参考文献

1 )角本邦久 「保存民家の構法研究とその舗鰯輔調査保存民

家、白川|線合掌づくり及ひ瀬木議づくり j、 「住まい・まち学習j

実践報告・論文集8、p. 57~60 、 2007年 僚主)住宅総

合研究財閥

2)角本邦久 歴史的保存建患の再発見~蔵造り建屋実誤掘調査の

報告........j、 「住まい固まち学i¥'1実践報告・論文集9、p. 43-

46、2008年(財)伎宅総合研究財切

3)角本邦久世界遺産自J11郷合掌づくり民家の防署効果について、

日本建築学会大会〈近畿)学術品寅便概謀、開J.22252、p. 503~ 

504、 (社主臼本建築学会、 2005年9月

4)角本邦久保符民家に見られる木造特級み構成とその環境性、

日本建蓄を手会大会(刻り学術輸梗控様、問 5353、p.705~7師、

(干士)日本建築学会、 2000年日月
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2.2 地域を学ぶ場としての取り組みから





まちの木霊{とだま)が結ぶ地域社会とアーツ 河 合 儒 生判

柴田理恵子判

鳥井新平判

ボーダレ ス ・ ア ー ト ミ ュ ー ジ アム間一胤の地域交流事業を通して

キーワード 1 )芸術 2 )福祉 3) まちつかし、 4)地域安流 5)地域環境保全

1 はじめに

筆者らはそれレぞれ環境計富家?十士会1M祉事業団職員3

教j冒として異なる専汚i生l¥Jj判三ヰ防占者をヨ2な対象と

して教育，悩社，まちつかしす苦動をhってきたむ

病弱p二ワアは，主として筆者らの勤務灼邸主が位置

する近江八幡市出荷j主?地である。本朝現行l土各人がそれま

で千rなってきたJ可動をよ正常主に， 7f~'動領域を超えた新しし、

展開として07~(狩の 2 カ í.f! ごポ ゲレス・ア トミュ

ージアム附も杭(以後ι 肋協とする)n'iiなった地域交

ht了事業(以後， ワ」クンヨツブ，総とする)である。

2 事業の目的と背景

( 1 )事業の図的

次項 r(2)地域(J;背長」で述べるようにili:iI八幡は

2つの大きな地域t盤史資産・自然資産(以後?地域資

産とする)が現在の観光， m了σ:発展に果たした影響は大

きし九しかし地元の学校教育や福祉ではこの地域資産が

十分にIlt逸されていない。また地域も教育冷福1M苅見合、

をまちつかいに求めることに乏しし、ょうだ。 方，観光

ではこれらの地減資産をステレオタイプ的な展織が多く

見られる?そこには地域資浅を叶'り・残し・活用してき

た地域コミュニティの存在を感じることはなしL むしろ

有する地域資産が大きく農かゆえに士出或コミュニティが

培ってきた暮らしのて夫や生出或独自のあ切ふれた住まい

方が消えつつあるように思う。害者らは今も変わらず残

る背景と人の住まい方こそが?この近な八婚の本来の魅

力であり?持続可能な封出或資主であると考えfおそして

これを支える主若手或コミュニティは，将来にわたり永続的

なまちつかい，観光を支えるし叶刃ま録台骨と言える。

そのような状泌の中で，地元，j、特交と芸術施設が連携

することにより新たな視点が生お出し，その主体に下ど

もとそ江主主護者を据えることで土納長lこ住まう上での精神

的iこ義なまちつかい・暮らし，福祉制'j，新しし唱義光

のあり方，学校教育と紺減のi車携が出来ると考えた。

以下7点を新政ヲ交流事業の辺自力とした

(j)学校に集る人材の可樹主を探り，協力!fA系を築く

②封即興こ存在する判校教育的使命をまちで股織する

③箪t根的討会資産を住み手相jから~つけ伝える

④学校・学医というボーダーを越えた子とも園保護者間

の交流，協力関係を築く

径約政・民間・明立のボーダーを越えた人的交流を1mる

をm:望書伝統的建造物群保存地f互にある「ボーダレス・ア

ートミュージアム阿吋似の地域交流札制創ヒ

也事前申官出こ豊かな持続可能な募らしを考える

( 2)地域の背景

近江八幡市|日市街地は， 1認5年{天iEl坊に豊住秀次

(秀前江甥)が八総以こ城を築き問問T(照一1) したこと

に始まる。秀次は，八機械と霊読お初とを繋ぎ，湖上を往

来する船を城下内iこ等法させることで，人・もの・情報

を集め，さらに業市楽座織を行ない城下d発注量に成し遂

げた。それを基にvJ:j人連l対舌耀σ場を全l'Iに求め出て，

近江目玉人の誕生となる。堀lは土、内濠として域下を横断し

八

(築城当g特寺、全国の物資総畠の要加をi通過する払閣に

図-1 江鮒蒲生郡八橋町世絵医/江戸時代 (，訴湯割)の返J工八
幡の街並み(議在の18市桂地とほぼ閉じである)
(出縫 近，エハ幡観光物産協会ホームベージ〕

本 1ラ/ドスケープデザイ/ アトリエ血主
宰!造隠家，環境カウンセラ-笠鰻ラ
ンドスケープアーキテク九 ;自常生態
系な視点住民参加のデザイン展開
J Iこ軸足をおいた環境計剛・造開設計・
まち'Jくり本業とオる g その他1 環境教
育!森遊びに強くかかわる。

"社会福祉法人滋賀県社会福従事業出職
員(芸衛文化促進事業担当)

判私立近江兄弟社小学校教員。
北海道生まれy 東京経潟 大阪育ちc 幼
少時、倍島県のm舎組父母の家に溜け
られていた体験が原体験として絞強く人
生を方向づける。大学の卒業論文は倣値
教育。最近の実践テーマはエンターテイ
ンメントによる共間体の醇成。

ボーダレス ア}トミュージアム吹けIA
σ〉地域交流事業初当
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八幡滞への経由を義務づけ、八械を陸一位えて過との逮絡の

場に発L展させようとする溜芽刻{問屋を併せもったものぜ

あった勺

やがて1釦5年(研治38) ウィリアム・メレノレ・ヴォー

リズ (1880~1964)が英語教師として米国・カンザス似

レブンワースより来婚しキリスト教主義による穣々の事

業と共に，建築家としての足跡を残した。アメワカの流

れを引く建築活動を全開に展開したことで知られると共

に，八婚を拠点とする近江の士自に→つの{函性を与える働

きをした。明治利明より昭和初期におして琵琶湖湖周知

的一々 にあわせてlOC牛ほどの建築物を設計G，近江八幡

市内にl土約25件の凶洋建築が今も残る。

現.Jtの)[[i了八幡市の地域資産は?この先人の遺産と震

える。しかしながらそのような地域安在も市民生活江変

f初中で， 1965年(昭和却)Iこ八幡郷環境悪イ七に伴う

衛生約鋭烹より駐車湯や公鹿等の改修駒請として埋め立

ての計画が起る。幸いに地元宵午会議所の有志により耳目

手口17年から始まった掘の復元保有運動が実を結tJ%~平日50

年に埋め立て計闘が中止されたー近年では， 1宮古1年{平

成 3)八幡塀， #Jr何通り等の重要f伝統的建ス故郷千保作地

区認定偶)， 1官官右年(平成8)水の都I首選(関土庁)

， 2005年(平成17)景観法に基づく景観計画・水郷風景

計画の施行， 2目指年{平成18)重要丈イ以内景観の第一号

選定(近江八幡の水郷)， 2008年(平成2u)ラムサーノレ

条例登録(西の海1・長命守)11)なとや優れた歴史試験境・

自然環境への評価が高まっている。観光においては加悦

年(平成16)近江八幡鋭光ワシデ}パスポート(:El!観

光パスポート)の発行により来私数がt卸普している。

3 "士会福祉とアーツiまダンスを跨る

( 1 )ボーザレス困アートミュージアム給-1Mの概要

ボーダレス・ア』トミューシアム日)-!i¥(写英 1)は?

社会福祉法人滋賀県社会イ高祉事業ITsが2∞4年(平成16)

iこ設立した全国でも例のなし、公的ミュージアムとして誕

生した。それに先がけ滋賀P畏j:l会館祉事業f習の企商事業

部が中心となり滋賀県内の齢、街並みが残るし、くつかの

IHTで物件を務査 (2α3年)を行なう中で，白工八幡市の

伝統的主主造物群保存地区の指定をうけた木造2階建ての

民家を借り受けることとなっ丸 111秘書紛は床を下げて

パソアフリーにするとともに展示空間としてのスペース

をひろげ，2階部分は和室空間をそのまま生かした展ボ

ができるスベ』スとした

現夜に至るまでト日-MAでは}経容のある人の作品の常

設や f障害者と健常者iとし、ったハード面だけでなく，

f福祉と芸品目 「アートと品ω誌社会」といったソフト百五

においても存在するボーダー(境界)を越えてし、くとし、

う試みに取り組んでおり，年に数回の障害のあるアーテ

イストとプロのアーテイストの作品を並列に展示するボ

ーダレスなネ切1Jii':開l肢を関寵してきた。

凶らずも助協の書官め道は f朝鮮人街道jと呼ばれ}

江戸時代、朝鮮通信使がi重る遂として栄えてい九文化

の交流転としての近江八幡市の経史を濯、いはせる持 r
福祉iと「アートj の交差点となるべくして設立された

日H且が燈史的な街道沿いにあることは感慨深いものが

ある。設立当時のi!iiT八幡市長である)11端五兵衛氏から

は1 開所式に際し[街j並み保相こは F静の保存Jと F言語

の保存Jがある。こσNO-;¥剣士まさに活きた「動の保存

』である。 Jと激]jjjifコ言葉をいただし、t::o

写真 1ボ-5'レス・アートミュ ジアム船拙の全畳

(2) tII詩止から芸術を考える

滋賀県における障害のある人正造形活動土?戦後間も

なくから始められており，相こ陶芸についてはユニー

クさ，告院さにおいて全国に類を見なし、ほどの独自反発

展を遂げている。その望芸術としては，全と留に先駆けて障

害児の収容ぬ設として設立された滋賀県立近干工学塑で職

業急線を兼ねた陶芸の造形活動が行われていたこと。加

えて八木 夫など名だたるアーテイストがその近I工場閣

を訪れ陶芸f起動を支援したことなどが考えられる。滋賀

県では，障害を持つ人のJlij際吉動がはじまった持から，

図らずも福制犬コ芸術といった分野のボーダーを超え}取

り組んできた。その後も半世況の照，ぽ員県i土障害者福

紋晦策の先駆ゐもな取り組みを行ってきた。隊害者をB鼠立

に収容することを目的とした制度から，生餅或で!!iたり前

lこ私自こ暮らす中で必要な支援を行う齢噛策にひノフト

G，常に先電勧告に陪害者一の暮らしやすいサービス環境を

盤えてきた。一方で障害者の陶芸を中心とした美締結動

も溜痛と続けており，プロのアーテイストたちと交わり

ながら施設でゐ彩J活動の現揚判当者間]士の有機的なネッ

トワークを構築し，情報交換を行ってきた。 しかしなが

ら通所施設などのサ)ピス施設では，作品を作ることは

できても，作品と人をつなげる・展示するなどのプロモ

ーション活動を行うまでは手が回らず!作品が広く一般

の人の自に留まる機会を作っていくことが諜軽量となっvて

いた。作品よりもむしろその作者本人の際省特伏布司j作
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コーヒノー 1、がノノ rトースアソブさxlてし土い!作品の本質

l まご泊;かないということを危依したニ科Tr~M~'t 1守にとっ

ごF車内公ぴ仏、f*fi'ι手VJi土ある，0:1~;k"'Í、 υI似たもぴ)).しごとり

:<_(，J γごし、f:

人~じノ1i'つなげる場所止して抑制点、誕'1 し， 111;(，1;苦

心jj一品ケ;、依r-'iY干占が作品ぴ)J.l(---)jJどいう悦内、において

"♂ペjii-?う検f:守i1ることができ，刀Ili主f立約に綿子者ーの

よ-;:pト百円(llfljfJI)_、がりを~~.せ亡いる。

(3)芸術と向性誌或のつながり

日本0)1¥、品ト又化的背;止として 11常ね舌山中(，---l(f;，{fし

た去羽守ということが言われごし、も 1:U1S:，iH-¥jこ洋:χ たi!i

l工商人たちは?襖にーお争点主nl1îし吋郎、 t: ，1会を医L~ L， それを

近所ぴ〉人迷iこ間放し見にlrコご1I1説的ーし、た「ふんう。

実現完機関や隙 fの桟4聞かし、料工が滅されていろ。!1~ず

生活の中で人々が美術作品を愛でていたことがうかがわ

れぞ) 守二{ι号ノ;(~Iilj '，:.~ XH，貯品cr埴監貨の場所を切り分けること

しなって Llt"'/，J'術飴どい-)1'1:;::施U2でもあるNHV切Z

'U，r，の iil~W:ペJ議りの侍る築め句 C/)'itl'l ¥;雪之で11旬、ルする

丈さに〈と

ことができると者 λ ス、O"

j凶』安打 771γかけλろんだた科j1(1戸にわど}ごとは7 二、?和I江I1こ

おし、ナもおi';Hj(rfHlJIIlj(二..1-)い亡も rifとC!，符-'} -1<'，，1，る

土持八てU、O，IV]rh'J}!kflドヤ長時fをtI!う Fルむた i-，/J;丈

化交Jおり治 Pある全勝7人的訟をILu'-f:lf告と LCfIJjll，その

1¥1¥ヤjμ({{ニフ子/ドセルをし ιっと，';:-I:.I1j:，iLるタ点陥孔 そし

て! ふ二iご{主主化(::::r~約ぴy;えノ{二日i三村ibIするくさ本物dコ

イ1ぷ小あり， I'i世J{:::.先制し子:える tVfiiiHとし亡附淵之、立I?-て

八幡という悶nこなじむことができるようなアブローチを

行っていくことがNt要である。

(4) tIl4狐と地域交流事業

時品目として美f>i"i"献に興味を持ってし、ない却炉コ人

たちに知ってもらう機会を作るためには，九回或に向けた

プログラムを積隊約に組む4r、要があると考えよ二

美術ペ初制¥，福タ川上そのものi請けるMpJ機感を無くすた

めには}子どもを対象として封U或をアィーノレドとしたワ

ークンヨツ7"1f;ェロ?しかも五術を絞り口どしたもので

なくてはならない。 ネのために凶日銀の判前幣史をよ

く知る人をキーパーソンにt居えながら7 封出i或と尚一取を結

びつけてし、かなくてはし、けない。そこで本卒業ではy 近

探知小判交でユニークな詑みを教育活動に持つ近江兄弟

打ゾl¥-:jと立lこ協力を求めf二

4 学校が開いてつなげる地域交流

(1 )醐交流プログラムにおける学校の儲日

問〉刊からjlliJ!成交流ブ包ログラムのお話をし、ただしず一味

2つのことを考え士じますその 1つは千校とし、っ一ても

i重常の授業の中でそれを実施することは困難だが?有J23

の親子プログラムだったら可能だし?プログラムの展開

仇 65-

もれillh~広げることができるだろうということ。それは編

社であり，アートであり?まちつ治斗、であるので国諮で

も弾数でも社会でも理科でもない!それ以前の仰か大き

な大切なものc

もう つ考えたことは7 附仇とノj々 二校丹羽子の存志ど

の出会し功、珂世戒を舞台に寸る時にy そこにg，す1最境教育

.環境言!画帯内家立すなとセンスと発想が角m某として必

要であるということ。それはポーダレス・アートを地域

で剥子泊淋:験するとし、う要{剖に自然環境の要素を必ずし、

れるべきであるy どし、う斉点訟が働いたから1二
(2) プログラムの意味と浸透

ヌl'全自J或交流プログラムを?①まちの木設を探せy ②八

幡掘のかつばを探せ， @NI-WA=れ争制(泥習字プロジェ

クト)~と 3 回経過して?成功感・達J1感とともにしみ

じみと思うことは1 参加者の広がりと，プログラムのJ雷

除の没透てゆ〉る。そしてしかけていく方法論の多様性と

可能伎である。このことはとりもなおさず7 人々が集ま

る学校とし、う教fr機乱ヨニ1m学習機関とし亡の公共存主羽

のもつ可'fJ~'f生であるとともに今 uコポ寺代が求める切実な聖書

求に押し上げら1してし、るものであると思う。

ぞの人才ぱ防を終}却して 封出J或のもつ自然のカ，住潔墳

の殺到の大きさが勢いブログラムの多属的な多面1約な;意

味深さとなって現れてきているのだと長官討きする。

5 地域交流のため4つのプログラムテーマ

( 1) 4つのプログラム子ーマ

手1，11こちは近江八憾のまちの保勺普遍的な魅力を「町

並J， r誠二水J， r白然二二主義J， r八幡山」 と考え

の4つ江磁力をメインテー?にプログラムを考えt，""
① f町並=まちの木援を探せJ以降12月

② f堀=水J= カッパを探せJ 初出年7~9月

③ 「由然=緑'j = !NI-WA一二;、!HVlJ2008 守一1O~12月

④「八幡山 =1天:jt)を探吐J2009i:p夏予定

*ただし!本報告では2αS年末までに事業主主了したよ

記①?②のプログラムにm，った。
(2)誰帥主参加で苦る誘いかけ

プログラム呼(F古川は7 時制1を主催として，地形j、学

校，公民綜へのチラ:自己千百，およびホームページより行

なった。審IJPI土事前申し込みとした?ただし参加費は干

どもた九が自由に参加出来るように無料とした。

(3)会場のネットワ…71ヒ
ワークンヨツブの主会場lit¥tH且としたが!地元小学校

講堂3 雨宿"党有吉府なども積極吉切こ伎一月?させて演し、止と。

6 ブロゲラムその 1rまちの木霊を探せ」耳目7年12月

( 1 )ワーヴショッブの概要

布、たちは摺或交流事業の第 11司自プログラムとして f

まもの氷室針相生!と名付けたワークショップ似後?

2009年住総研1主まい。まち学習J実臨報告論文集問



IIS)を行なった

この憾のキーワードは「まちの/斗まj と fまちの水量霊

」後述) 0 6~8人/斑からなる 4つのグループカ河川A

と近江兄』干:士ソj、特主を結ぶ地区を歩き 1 参力E者が2つの

キーワードをポラロイド写真と榔LHこ言改宗するもので

ある(竿真 2，3)。なお参)Jp者がまち歩きのなかで

見つけ出したものは極力?現誠一でそグ〉繋史画廿背景や人と

ι)f謂わ明をヒアリングした。

特に第1出l自 (2007年12月}立侶の潔意点としてy 全

体の成果を求めることよりも，参加者古ミ今後のプログラ

ムにも楽しく参加出来ること，かっ参)J在者江年齢差なく

楽しめる内容であるものとした。そのためにまち歩きの

前に公閣においてウォーミングアップを行なった。

このウォーミングアッ71土p 用t草した百三E>ーノレ似し

いシーノレの中iこ黒し燈をt起き込んだ)を公爵の轄休の幹

や校に貼ると言う簡単なものである。樹木の幹の変化し

ている高司立(しわ?穴，傷など)に つの目玉シーノレ貼

ると，そこに顔が生まれ，あたかも樹木が語りかけて来

るような表情を持つ{写真一心。参加者人人の着

目点が異なるのが阪自い。このウォーミングアッブ。から

はまち歩きの中で，何気なく通り過ぎてしまうような現

象や変化を見つけ出~，新しいものへの兇方を生み出す

ことが出来たと思う。また年齢差なく楽しむことが出来

た。そ6叫也まち歩きの中では予めチェックポイントを

設け，スタンプラリー約な要素を持ち込んた

最終包明隠s(同年iロ2月i鉛6日同)で;は土それぞれのグノ11一ブプ。が

採集したう写亨5吏主とヒアリング情報を

発表会を兼ねたシンポジウムを存号開{骨催}謹握した(写竿t真一5引)。

(2) 2つのキイワ…ド

⑦まちのつぼ

私たちの体には，無数の血管と神経が張り巡らされて

いて疋常な身体活動を行うことが出来る。そのlIIl笠や神

経にある大切なポイントを「つぼlと呼ぶ。私たちの体

には、多くの「つぽJ が前回る。 r~J じようにまちの中

には水路や蹴lil，草むらd連続等憾の血管や手持あと

言うべき空間や環境がある。筆者らはこのような町の中

の緑の押さえどころを「まちのつぼj と呼んでいる。そ

の fまちのつぼj を子どもたちと探し・愛で・認め・伝

えることで新しし、まちつかいカヰまれまちへぴ愛着も

芽生えると考えているG

②まちの木霊

まちを歩くと時々不思議なも広や草木に出会う。例え

ば，小さな社の相生や必要性の感じなし惟i段"'¥'7k路，ブ

ロック塀に絡まった樹1 世話郎、形の樹々など。そのよ

うなものは果たしてき町七の生活に必要なのだろうカもむ

しろそれらが存主することにまちがより魅力的となって

いるものを「まちの木雰(こだま) J と名付けt~c そし

てそのものの持て瞭史的な背最や人との関わりを読み解

写真 3 地図上に情報を祭壇

写真-4
自玉シール菅木に結ると
f木にもiI~が生まれる」

写真 5 展示発表の様子場合釘毅酌

くことでまちの新しい魅力や本当の必婆性を見つけるこ

とが出来るのではなし、かと考え士二

(3)まちを愛おしむ気持をつくる

NCH日が地域とどのように関っていくか?子どもたち

にどのようにアプローチするか，という鈴紬を具体的に

示すことができたという点においては重要な意味を持っ

ていると考えている。，まちの歩き方j とし、うのはp

fまちで反主き方・住まい)iJに強く影響するものであ

ることから，子どもたちが今後この近江八幡でどのよう

に成長してしてかという重要な場面におけるサジェスチ

ヨンを投げカヰすることができたのではなし、かと考えてい

る。子どもたちにとって毎罰渉いている道であってもそ

こはあくまでも通過点であって，立ち止まって見るもの

ではない。また大人にとっても同じことであり， rまち

のつぼj について家庭でd会話につながることはあまり

ない。改めて見る，意識して見る，自分的な「つぼJを

傑ずとし、う行為i土問と子どもたちの新しし唱号係を作り出

したのでユはなし、かと日、う。そしてその関係は，まちを愛

おしむとし、った気持を生み出してくれると信じたい。
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7 プログラムその2rカッパを探せj宜紛年6湾-9月

( 1 ) カッパと八橋混と船仙

今回は，地域とt連携などの輸を広げ，歴史・環境・

芸術文{幼むな多角的な視点~t.Pら捉えることのできるよ

うなプログラムを地域と共向で行なっ九約制年前に造

られ持代の中で人々に活用されてきた八申書堀が今に残る

燈史的背景と自然環境に替自 G， f7Jむをテーマにまち

歩きを行なう。八幡堀には，市民活動の取り組みゃ町そ

のもの広懸史など， 子どもたちに知って欲しい内容が詰

まっているが， j匙域に暮らしている子どもたちにとって

は身近すぎて気づカJよし、可。晶ごしている。または，知る

ことの出来る機会を持ち合わせていない。そこでぶとは

切っても切り勝せない f/可童」の物語を絡めて子どもた

ちに興味がもてるようなテーマをもとに?改めて八幡堀

を見つめなす機会とする。

(2)スケジニLール

①カッパを探せ 7月20毘(包)

WSfJJ担として八幡堀保{f運動に永く溺られている酋村

議美子さん(八幡堀を守る会)に八幡堀の歴史と今に至

る経緯について話しを開いた。その後?八機堀を数グノレ

ーブiこなって歩い丸八幡掘にある石主主や水の流れなど

を実際に見ながら自分が思うカッパを採しポラロイドカ

メラに~[織し士L 大変に暑い 目だった!

②カッパを作ろう 8月23日(ヰ) 圃 24沼(日)

第2@]官S土2日間にわたり行なう。初日はグノレープま

とめ及。潜家正斎藤J工湖さんの協力でカッノぐを表現した

。書家が堀の7}:をイメージして描く大きな水墨蹟lこ参加

者が自分の表現を加えていった。(空手真 6) 2日目は

，j、暮宣雄さん G吉右悦議大学)Iこ参加していただいた。 r

カッパ」をめぐる話しは? 日本全国司に残る将び名から始

まり自然演を境1 丈ft，氏俗学からお菓子σ〉名前，おj自の

キャラクター，妖粍話、幽霊や付喪神。そして、祭るこ

と(杷ること)、自然と人間に土庁る怖れ(畏れ)の訴

にまでおよんた

③カッパiまいたか 8月318(臼)

今回の絡まとめ発表としてp 小学校講堂の墜に自分た

ちで拾いた河童の絵や字を飾りその中で車厳になってこ

の憾に最初からかかわってくれていた演劇家・キムキガ

ンさんがカツノ叫こ扮し「カッパjにまつわる様々な話し

を畠IJjt芝居で演じた。(写真 7)

(3)金面の成果

①地域との連携

¥¥Sでは会場をわけることで，地戒に息づく民家の相主

を知ってもらうことを湿った。会場を分けることはヲ集

合場所の混乱につながるなど課題はあったものの1 普段

子どもたちが入ることのできなし場所を知る釦機会と

なった。また}防組の事業を通じてJiむ域を部として活舟

し連動することでより地域と子ども，そして出片帆の盟関t
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J惑を縮めることができたー

②心に残る環境約な視者

現在でもあたり前のように豊かに水をたたえ，独自の

嵐長を持つ八幡掘の絡史の背景に9 それを守ってきた人

々とそのi軍動の石拘主に驚く。

江戸時代の八幡塀では2 舟遼だけではなく，端機した

汚泥 f近隣からに排出物やノ主草が枯れて炭化したもの)

は、運河としての利用つまり払噛底抗措売す7を品回寺するため

に、 E適時掬い上げて処分する必要さがあった。そ正発生物

である汗iIEを肥事同客土として付近の水聞に搬入し、一

方で水密の民主主となっている台琵琶湖の機積層(粘土層

)を按必tしたものを瓦の材料や楼主に活用してしポユそ

の良質で義富な粘土は、瓦を当地正特蔵品(八橋氏)Iこ

まで至らしめるとともに、 f士寺ロ仏海や商家のほか一般住

宅を含めた近r工八幡の緑風景をつくり上げたとしづ。そ

して持代の大きな変化と共に総った堀壊め立て計画に対

して，西村さん遠の近江八幡青年会議所は19691:ド(昭和

44) r塘は原めた鱗隠からf安海が始まるj のスローガン

を掲げ、八幡堀の保有修景運動を始めた。観光を程的と

した保与通勤ではなく，自らの生活のための重姿資産と

して飯置づけていたことのお針守に向，感動する。

写真c6 水墨画に摘き加えられた倒錯出イメージ

(於・濯宜書聖路ギャラ')ースペース)

写真ω7 力ッペこ扮した役者が子どもたちを舞
合に巻き込む
(於近江兄弟社IJ~持史教育金館)
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堀を中心とするまち歩きの中では!子ども遼が民家の

裏iこ1郎、滋を見つけ!その溝を辿ることで八機堀に行義

くことを発見大人達が f溝:.)) rドブJと見てし、たも

のが子ども達にとっては可部、)IIJを捉えていた。この

産主哉羨l立大変に貴重な体験であっ1ュ現在の観光資産や

地域特産品の誕生， 4h可呆存のu¥発点，そして溝と堀の連

続生なとわたし遼が自然との共生・循環を考えるとき

に参照iこすべき姿と考え方があったー

③カッパが教えてくれた環境と文化

・社会E苦境の大きな変化と巣地宅何回タ 日本固有u:多く

抗生物(例えば，ニホシオオカミ，ニホンカワウソ J

トキ?コワノトリ，タンチョウなど)を約滅及tその

危機においやり?司コカミて八幡場のI型め立てのようなも

のへと市民の心も変えてしまった。

・カッパの伝説や合唱えは}八紙堀にはなかったが!

その存在は白骨球境のなかで人再粉、うまく生きてし、く

ための考え方だったのだろう。

・近江八橋では，八幡掘や鋭意 F守ろとしている人材そ

のものカミカッパのような相生だろう。そして3 そのカ

ッパは絶滅危快隠L

B参加者の声より

航プログラムを通して参加者から多くのコメントを頂

いた，))、下iこ紹介する。

①まちの木霊を探せ

*八幡の中を知りました。何年も通っていた道J 住んで

いても湖、Iかなし療を発見しました。

*そぞろj丸、てHt会った万たちは楽しく親切です。

以来，同じ道を主主でとおっても，歩いた待の患で見

れます。ねんでいた持より八幡が身近です。

②堀のカッパを探せ

*ちょうど昨日隠書館辺りの堀を通り，カッパU滞寺l土ひ

たすら暑かった。と患いだしていましたふ

*木設でまちあるきをしたせいか，カッパでは新しし守E

見が少なく，暑い印象し泊ザ主っていません。

*和主主将持に疎く!子世七σ:頃から主主画1宇美 t音楽~全

て管'1"でしたふおかげで面白い事をたくさん逃し?い

っぱし吋員をしていると思し、ます。私が1/'えられないぶ

ん，娘にはできるだけたくさん正綴験とチャンス 7 出

会いを与えたい。

③全オ本を通して

*対似或に111ざしたブ口グラムがし、いです。今後，八幡だ

けでなく!滋賀・琵営湖などの対世滅拡大が出来たらj

さらに楽しみです

*大人も楽しみにしていますので?子ども限定にしない

Eください。

*単にワークショッブだけで終わらないy 先々が楽し

みなブログラムとし、う点がすごい。来年の八幡山ブ。ロ

ジェクトもぜひ実も唱させてくださし、。

*i'f~十交σ〉枠をとびこえたプログラムです l，名前をßlら

なし、jjもいらっしゃるのご自書H'引なアイスプレイクと

れ名干しがあ，，1，1まもっと楽Lくなると也う。

9 今後の展凋と課題

持H臥心持つノ¥ードがjなキャハシティをどこまでゾブト

的なキャパシティ什車いつつ広げでいけるかi という点

に今後の本事業の1よがりがかかってし、る。

つまり，古災家を改修し六とばJ-MAの敷地l土決して111くは

なく?犀内の展示スペースではほぼ年中展示をしている

状態であることからl 自由な存Hτスペースとして活用す

ることが難しい。その中で，地域とつながるタト正剥が地

域に溶け込む?子どもたちの憩いの場所として佼置づく

というような場所となるためには3 場所を地域の協力ElJ

依路設に求める， J~或の資搬を活用することで連携体

制を物イじTることが主主要になってくるタそれをサポート

寸る人の手間己スケジュールの調整などを行う?まさに

ア}ツマネジメントがZ重要になってくると考えている。

なお，今夏 (200，年)のIω或交流事業は?八幡山をフ

ィー/レドとしたワークショップを想定している。

10 あとがき

2年度にわたり子どもたちが学区，地域を飛t峨えて

まちづかいや芸術l 福祉〉若手嵐保全などに参両出来る場

づくりをまえみてきた。今回の主出戒交流事業プログラムの

中で子どもたち?そして保護者たちは惣像力を活かし，

最後まで参加してくれた。また，ワークショッブコでは保

護者の方々 正積僚約な協力にJJ!]けられた。

今後も引き続き?険制による全信或交流の可能性を生み

出しj 塗かな精神小主をもった持続可能な住まい方を考え

たい。そのためにも，これまでに得た総験と税額を次年

度のプ口グラムに反映し1 子どもをはじめとする次現代

を強う人材に多く正機会を提供してし、きたし九

今回σ)WSl土?地域内外の多くの方々の協力をI買いたυ

八幡堀呆存の燈史を諮って1品、た西村怠美子さん(八申書

椀を守る会) ，カッパのお話の小暮1t:k撃さん(京''Ili~蒲大

学)，演産主主のキムキガンさん傍IJQl七=トノレ)，書家

の斎藤正湖さん(サイトウ明Ffl館) ，築lSC年の尾資務

底3 由主雲館，茶楽!近江兄!1Oj士!J、学校ヲ参加保護者の皆

さんj ボーダレス・ア…トミコージアム給制1スタッブ!

そ広他多くσ津守さんに感謝します。

(参考文献〉

1 )滋賀必て八幡7}(i:fs八都そ吐団法人近ω¥1議問機協会

2)社白法人止江1ゆ識も伐蕊協会ホ…ムヘ…ン

3)近江八幡市ホームページ

4)建築に見るヴォーリズとiaiIJ¥幡 ヴォーリス委員会
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伎教育の“ついで教育"のま智能性について 薬袋奈美子キ 2

子ども会活動を通した住教育の可能性を通して考える

キーワ←ド子ども会活動ンティズンンップスキル教育機会

1 はじめに

1.1背景と問題意識

住教育の取り紐みを拡げることは容易ではない。軒目え

ば学校の先生等に声をかけても，自分はどう教えてよい

のかわらないといったことや，時照的余裕がないといっ

た返答が聞かれる。一般的に住教育というと家庭科教育

の中の住まいを意識するようであるが，そもそも家庭科

教育自体，様々な基礎的な科目をベースにして展開され

うる応用的な科自であり，家庭科における守主j につい

ても，そういった位置づけになりうる。しかし，現在学

校教育の中での授業時間数は減り，また専門の教員を置

かない学校が多く(そもそも大学で住を専門に教える教

員を持たない大学も少なくはなし、)，十分な教育が実現

しないのが実態である。

住教育だけを目的として科目を設けたり，たくさんの

持湾をとったりすることは難しし、かもしれない。しかし

住教脊とは，非常に多くの知識や経験に基づいてなしう

る総合的な取り組みであり，多様な機会で取り組みうる

べきものであろう。

1.2 1:主教背で湾みたいこと

住教育で身につけるべきことは2 住まいやまちといっ

た住環境についての f知識j とともに，住まい・まちづ

くりに向けて「とるへき行動をとる力j を持つことであ

る。

「知識j は，学校における各科目学ぶ知識は，住教育

の基本であり，それを身近な生活環境を見る，或いは実

際iこ生活の中で活用することで活かされ，身につくもの

である。特に社会科や理科といった科目の中で学ぶこと

は，住まい・まちを考え，利用するにあたって重要な知

識が多く提供されている。基縫的な教科の教育が実際の

住まい・まちを意識して教えることにより，より定着度

の高く，学ぶモチベ ションが高まるものであることを

知らせるような活動が有効であろう。

69 -

!とるべき行動をとるカj は，シティズンシップ(市

民性)教育におけるスキノレともいうべきものである。シ

ティスンシッブ教育とは，市民としての振る舞いを適切

にできるよう lこするための，行動力を身につけるもので

あり注1) そこで求められるスキノレは， トレーニングに

よって身につくものであろう。 1)様々な立場の視点か

らものを見ることができるカ， 2) コミュニケーション

をとり照りの人々と問題に取り組む力， 3)情報を収

集・分析して自分なりの見解を持てる力，の大きく 3点

がある。

具体的には， 1)では，様々な視点から空間を見とる

カも含まれよう。自分とは呉なる状況・年齢である人に

とっての空間の見方や，見慣れた空間でも異なる捉え方

をする汚能性があることへの気付きはE重要である。これ

はコミュニケーションをとり，空間づくちを考えるとで

も葉要な力である。

さらに 2) に対しては，様々な立場の入とうまくコミ

ュニケーションをとり，必要に同じ自擦に向かつて行動

をとる努力をい棺手を理解して話をすることの重要性

を考える必婆がある。勿言語それを通して自分の意見を表

現する力や自発的に行動を起こす力にもつながる。

3) では情報を収集する力，収集した情報を理解・利

用する力，それを鵜呑みにしない力などがある。住ま

い・まちについての知識は，ある時点のものを覚えても，

どんどん変わってし、く。新しくわかった考え方，新しい

製品，などの情報を適切に受け取り，使いこなす力を持

つことが大事であろう。この力は自律的な行動を起こす

ことにつながる。やりたいと患ったことを企画しやり遂

げることも含めた力を育むこととなる。

1.3本稿の厨約と構成

本稿では，こうし、った知識やスキルが，どのような場

で身につきうるのかを検討することを目的とする。まず

知識とスキノレを身につける場に，どのような場があるの

ホl 穏井大学大学院工学研究科建築建設工学専攻・講師

住民が主体となるまちづくりの実現に向けての方策を、

アジアを吉めたまちづくりの現場から考えている。その

中で、住教育は今後特に重要な分野であり、学校教育で

のあり方も含めて検討している。
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かを懇理する。大きく日常生活，学校，そして地域内の

活動の中でどういった可能性がありうるのかを整理す

る。その jニで特に地域活動の中での住教育の可能性につ

いて 3 スキノレを中心にどういった場で見につきうるのか

を?ある子供会活動を中心に考察を行う。

最後に今後の{主教育の普及と発展に向けて，どういっ

た場で教脊の可能性が広がるのかを考える。

分析のポイントとしては，スキル 1)のために多様な

立場から伎環境を確認する機会があるのか(視点①)， 

スキノレ 2) につながることとして{燦々な人とコミュニケ

ーションをとる機会があるか(視点②)，スキル 3) に

つながることとして自発的に取り組み，企闘・運営する

機会があるのか(視点③)のかということを確かめる。

2 どのような場でスキルを身につけるのか

2.1 日常生活の中での可能性

日常的な遊びは，子ども遠の住教育の機会としてE重要

であろう。例えば住宅内であれば，居室だけでなく?押

入れや階段といった空間を，子ども遣が喜んで利用する

ことは誰もが体験済みのことであろう。遊ぶことを目的

とはしない空間であっても，その空間の特徴を巧みに利

用し，子ども達は遊びを展開する力を持つのである。綬

や安全性の確保といった視点から，大人が教えて焚励す

べき遊び空間ではないが2 子ども達は多様な空間の特徴

を体験的に学んでし、るのである。

こういったことは，住宅内だけでなく，まちの中でも

可能な学びであろう。表 1-1には，まちの中で子ども

逮が遊ぶことで， j主教脊の知識やスキルがどういった機

会から身につくのかを例示したものである。遊ひ:を通し

て，まちを見，体験し，また様々な人との接点を持つこ

とになる。

子どもが街中で遊ぶことには副産物もある。近年不審

者への対応などが重要な課題として取り上げられるが，

より多くの子供が遊べば，安全性は高まるであろう。ま

たこういった子ども達を殺が意識的に見守ることで，続

自身が，まちの空間的特長を捉える機会となる。大人に

対する住教育の機会にもなりうるのである。コミュニケ

ーションを豊かにするために，そして優秀な“まち

wat乙her"となるためにも，大人も日常的lこまちの中を

歩き，見守り，そして利用する習慣がつくことが望まし

いのである。

表1-1 まちでの遊びを過した住教育のチャンス

軒暗覆下 学びうる事柄

知識 |様々な空間を体験する・知る
まちの中のルーノレに気がつく

スキノレ |呉年齢との遊びの展開の可能性
様々な大人との出会いと，考え方の相違に

気がつく
まちを使う中でまちについての疑問を持つ

2.2 学校教膏での可能性

君主に小中学校では，住まい・まちづくりの構成要素と

なるような単語は様々な形で学び，まちづくりの方向性

を考えるための科学的知識や社会の仕級みについても，

各教科教育の中で学ぶチャンスが提供されている。しか

し，まちづくりに必要なスキルを身に付ける機会が少な

く?また教員も取り組みにくいと感じているのが実態で

あろう。

専門家が様々な形で学校での伎教育を応援すること

も大事をある。また新たに住教育の取呼組みを増やして

もらうよりもj 既にある教育内容を少し肉付けし，学ん

だまちづくりに演する知識を日常生活の様々な場留で

意識的に活用できることで，まちづく切を短う入村とし

ての質は高まろう。今でも住教育というと，家庭科の中

で住宅の間取りや照明?清掃といったことしか思い浮か

べられない教員も多いようであるが，社会科等の基礎約

な教科の中で学んだことを結びつけることも大切であ

ろう。また閑際理解教育注，)や食育等}現代的な課題を

学ぶ教育でも応用が可能となろう。

またスキノレを身iこつけるための教育が日本ではまだ

十分とは言えないが，今後の様々な教育改善の流れの中

で充実することが期待できょう。教育が受験勉強に儒り

すぎているだとか，まちづくりをしても市民は何も知ら

ない等と批判をするばかりではなく，住環境がどうある

べきなのかを考えるカを培う大切な場として，働きかけ

たとし、。

2.3地域総織の中での可能性

子供たちj 特に中学生は，まちで行われる諸行事につ

いて，企画段階から隠わるような取り組み方をしている

地域では，地域的中で気軽にコミコニケーンヨンをとる

親以外の大人がいると答えるという諦査結果が出てい

る法3)。

子どもを単なるイベントを賑やかにするための符夜

として提えるのではなく，まちを良くしうる可能性を持

つアクターとして捉え，またより住まい・まちづくりの

ためのスキノレを身につける機会として地域の活動が活

用されることで，充実した活動が実現しうるであろう。

2.4本稿の対象

子ども会は地域によっては活動が衰退傾向にある一

方でj 地域での住民による活動が積極的に応援されるよ

うになり，住民の」重量として“登場"が大いに期待されし

ている。

地域のまつり，地域の防災訓練，地区の運動会，夏休

みのラジオ体操，地域の清掃活動，など?一年の関lこい

くつもの行事があり，その合間を絡って子供会独自の行

事を入れているような地区も少なくはない Fあろう。

ここでは?福井市内の団地にある A子ども会で行われた
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取り組みを還して，子供会の活動を住教育の機会として

j活用する可能性を紹介する。

そのとC'，まちの担い手である子ども遼を，どのよう

に伎教育的機会を提供することが実現の可能性も含め

て適切であるのかを論じることとする。

3 子ども会の取り組みを過した住教育の可能性

3.1一年間の流れ

今罰対象とするA子供会は，福井県福井市内にある小

規模な団地を一単位とするものである。福井市の中心市

街封息長]辺は，第二次世界大戦及びその直後の震災によっ

て壊滅的被害を受けたが，その後の復興計画は，全留で

一番早く整備されたことで知られる町である。[ま函整理

事業を主として市街地が整備され，車社会の到来を意識

した碁盤の自のような道路整備が展開した。都市慈備に

あたっては，小学校区と自治会とが向-[X域になるよう

配慮され，学校行事と地域の行事とが密接に連携する場

面が多く見られる。また社会教育抱設である公民館につ

いても，自治会 小学校区を単位として設立霊されJ 地域

の活動の拠点のーっとなってし、る。

多くの地方都市と!司様に，人口は増加傾向lこないにも

関わらず》郊外の宅地開発が活発に行われ，中心市街地

iこ近い区域では，人口減少，高齢化，少子化の照題が顕

著に現れている。その一方で，編井市の推進寸る地域住

民が中心となって，独自のまちづく 0を進めることを積

綴約に支援しており，公民館などを中心にして，様々な

活動が展関している。地域にあった活動に加えて，こう

いった新しい活動の期待される状況となっている。

一年のうち自治会をはじめとした他の団体とのかか

わりを持つのは，表 2-11こ示すような機会がある。い

ずれも参加の依頼を受け2 各子供会が協力すべきものと

して位置づけられている。しかし，殆どが単なる参加で

あり，子供会自身が内容を検討ずる余地が無いものが多

い。そして，子ども遣を単に参加させ，楽しみを“サー

ビス"をするものが多く， f主教育という復点からは，脊

みの難しい蕗のある活動が多い。しかし，ー工夫加える

ことで，住教育としての可能性が拡がると考えられる。

3.2身近な住環境を確認する機会

(1 )焔作ザ

子供会独自の活動として始めた畑づくりがある。雑草

が生い茂るEil地内の小さな@きスベ】ースを耕l，自分遣

でものをつくる活動を始めた。雑草の生える荒地であり，

掘れば建設の路棄物が出てくるような場所ではあるがp

日常的に世話のしやすい身近な場所を選んだ。

子ども達は，土いじりに意欲的に取り組み，普段の遊

びの中では出会わないような虫を見つけ目を輝かせて

いた。毎日遊び，見ている空間でも 2 通常とは異なる働

きかけ方をすることにより，新たな発見があるというこ

-
々
i

とを体験できる機会となった。多くの親も参加し，毎日

の水遣りや草取りなども含め，身近な生活環境を知り，

働きかける機会をつくるものであった。

表2-1 A子供会が平成 20年度に{世間体と違燐して行った活動

翼団体 行事 連携内若手(子ども会の役害'1)
を力依頼拶 子動依頼高

昇防fム甑乙、

集団登校 登校，j[は学校で決められるが， 。
月曜に登校できるよう子ども会

同マー 役員(大人)が声合かける。

金支 夏休みの宿題として出されるラ
1'f ラジオ体構 ジオ体換を，子ども会単佼で開 。
事

催1"，カードiこ押印する。
小学校 G~内を復数地域に分け

じ地区対抗の運動会が開催さ 。
トー 地区画動会 れる。小学生の競伎のー部につ

いて子供会で出場者等を決定す
る。

1声高司活動 定期的にftわれる清掃活動への
参加。

。
自紡災訓練 年に 1度行われる自主防災組織 。
i合

の避難語練へのまま加

会賞祭り 夏祭りの企闘且ぴ，子供向けの
出I苫，ゲームの提供

。
公民酷集り 公民館を利用する国障が中心iこ 。

なって行われる諸[遺体の活動の
発衰の場。青少年膏成会ととも

に屋台を出'"'子ども会役員(大

そ

人)が金事を提供する

の子ども太鼓
地区の夏祭りへの参加者を増や 。

{也
そうというために始まったポラ
ンティア指導者による太鼓の演

長也 奏グループの世話。
域

浪速縄作
社会福祉協議会が開催する高齢 。

来週 者との交流を兼ねた，青少年育

織
り 成金の行事への参力民

(2)ハロウィンイベント九rickor treat" 

近年季節の行事として取り組む入の増えたハロワイ

ンパーティを開催した。回地内の家庭にチラシを喜E布 l，

お菓子を配布しでも良いという家庭を募集した。子ども

遣は，イベント当日，時間を決めて仮装をして集合し，

幼児も含めたグループをつくり(親はお菓子の配布を自

宅でするために，幼児であっても殺とは行動せず，年上

の子どもと沼る)，お菓子配布の了解を得られている住

戸を"廿ickor treat“と言いながら巡ったのである。

大きい子が幼い子の世話をするという異年齢の関係

を持つ機会となったばかりでなく，普段は仲の良い友達

の家にしカ寸子かないのを，問地内の{阜の家(それも子と

もに好意的な)の場所を線認する機会となっているので

ある。近年こども 11 0番として指定される家やお屈が

増えているが，行ったことがなければ，またどんな大人

が出てきてくれるかわからなければ，実際には凶ったこ

とがあっても気軽に声をかけるには勇気が要るであろ

う。子供たちにとっては，楽しいお菓子をもらうための
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イベントが，普段通り過ぎるだけの様々な住宅を認識す

る機会となり，また防犯活動lこも結びついたものである

とも言えよう。

3.3実年齢の交流を隠る機会

(1 )防災訓練

近年予期せぬ災害への対応の心構えとして「自助・共

助j を唱える自治体は少なくはない。自治体が災害時に

何かしら救ってくれるのではなし、かという過大な期待

と様々な形で襲う自然災害とに対応すべく，各自治体が

地域の防災計額の中でも住民自信がお互いに助け合う

ことの重要性を確認し，コミュニティが希薄化するのに

抗うかのように，災害時の勃け合いの潔係を築かせる働

きかけが見られる。特に近年一人暮らしの高齢者が増え

る中で，災害時用援護者のリストを作成し，いざという

時には近隣住民が級機だって救出に行くことを期待す

る自治体も多い。しかし，このようなリストは，管理方

法によっては大きな問題を起こしかねないものである

と同時に，実際の災害時にソストのみで本当に救助が適

切に行われるのかは疑潤が残る。

福井市でも，自治会単位での自主防災組織が結成され，

多くの人が紡災都練に参加することを求められる。 A子

ども会でも，子ども会を過して参加を呼びかけられるよ

う求められたが，子供たちは休日の朝にただ指定の避難

所である小学校まで集団で避難~，あとは代表となって

いる大人の人が行う消化訓練を“挑める"だけであり，

楽しいものではない。こういった楽しくないものはB 次

第に参加者が減り，内容も形骸化することが懸念される。

そこで，子ども会独自に，防災教育を兼ねた時間を持

つこととした。地区全体での非難鱗練終了後，近くに襟

む災害について考えたり，卵の殻を持ち寄って素足で踏

んでみること(地震後，裸足で外に飛び出すとガラスを

E富んで痛い患州、をする，ということについて学ぶための

方法としてインターネット上で紹介されているもので

ある。)，液状化実験を昆虫の飼育容器で見てみるなどの

学習会を実施した。

その後家庭にある BBQセットや，冷蔵庫の中にある

野菜，肉，ピーノレ等を持ち寄って， BBQを行い，親子で

の鏡越を深めた。そもそも災害において 番頼りになる

のは，近所の知り合いであろう。どんな顔でどんな性格

で，どんなことが好きで・・・といったことを無現やり

開き出すのではなく，お瓦いに信頼関係を築く中で知り

合うという当たり前のことを，実践できる機会が少なく

なっているのが現代社会であろう。子ども会の活動を単

に子供ためのイベントサーピス活動とするのではなく，

大入も含めて楽しく近隣との環係を築く場にするため

のチャンスとして防災訓練のようなものを活用するこ

とは可能なのである。

一72-

(2)スイカ劉り

夏休みのラジオ体操の終了後にスイカ割を実施~，戦

ごはんを持ち寄りで食べるというイベントを実施した。

普段子ども逢が出てきて，ラジオ体操をしたらすくに解

散してしまうものであるがj コミュニケーションの場と

するための?イベン卜どした金問Iした。スイカ割りの進

行は大人が行ったが，お互いにうまく綴れるよう声をか

けあい，また小さい子が目隠しをされ不安がる際には，

大きい子が自発的にサポートする場面が見られた(写真

3 -1 )。

その後の食事会iこは，中学生も含め多くの大人・子ど

もが参加~，大人も持ち寄ったお互いの料理を爆能し，

特に高学年になると簿れる親同士のコミュニケーショ

ンの場がつくられた。

写真3-1 スイカ蔀りで不安がる幼児を自発的にサポートする上

級生

(3)子ども太鼓

夏祭りを中心に披露される子ども太鼓は，当該団地を

含む地域独自の活動であり， 20年ほど続いているもので

ある。ボランティアの講師により，毎年2ヶ月間の練習

を経て，披露される(写真 3-2)。この太鼓の活動で

は，伎術の上逮もあるが，学校の先生でもない，続でも

ないi丘静撃の大人の人のきうことを聞いて練習に励むこ

とでの，地域の大人へ正信頼感を子ども遼は育んでいる。

また指導者は，それ以上に，子ども達同士での練習のザ

ポートの素精らしさを指織している。うまくできない子

どもを励ましたり p 個別に指導したりする姿が自然に受

け継がれている。また指導者が来られない日には，上級

生が中心になって，自主的な練習の待問をとっている。

発足の契機としては地域の夏祭りを蟻り上げようと

いう依頼に基づくものである。しかし，太鼓をたたくと

いう魅力に引き寄せられた子ども達が，自主性を大切に

した取り組み方法を持つことで，学校の強制的に組織さ

れる異年齢交流ではなく 3 自然に発生する異年齢!替の交

流の機会となっている。

2009年{主総研f伎まいまち学習j実鵠報告論文集 10



写真3-2太鼓濃要の織子

3.4自立約・告発的なイベント

(1 )ハロウィンパーティ

是正述の 3.2.2(2)で紹介したハロウィンイベントでは，

trick or treat後はパーティを行い，大人も子供も楽し

く懇談をする。この会の進行は，子供たちが行った。 3

年前にやってみないかと声をかけたのは大人であるが，

年々子どもたちは仮装lこ気合を入れるようになり，とて

も楽しみにするイベントとなった。子供会主催ではない

が，子供会メンノトーが中心になり，計画を~，チラシを

作成している。

ノミーティの食事は大人がアレンジをしているが，毎年

楽しみにしている仮装パーティを中心としたイベント

は子ども遣が金践をする。設が審査員になり(結局パー

ティに参加している大人であるが)，どういった賞を設

け，どのように評仮してもらうのか，どういった演出を

すると盛り上がるかなどを，子ども達自身が考える。勿

論手作りの賞状も子どもが用意する。当臼は大人は半分

酔っ払っている横で，子ども達は小さい子も含めてうま

くコンテストが進行されるよう気圏己りをする。

子供たちが自分遠で楽しみたいという気持ちを大人

がサポートすることで，自然に中心となってリーダーシ

ツプをと~，皆をまとめようとする行動が見られるよう

になった。

(2)安全マップづくり

安全マップを作成しようというコンクールの案内を

見つけた子供の一人が，取り絡んでみたいと言い出した

ことから，安全マップを作成することとなった。書き方

の婦導は大人が行ったが(そのように指示されているコ

ンクールであったので)，どのようなことに不安を感じ

ているかを中心に，子供たち自身が感じていることを出

し合い，大人が考えるいわゆる防犯対策や交通安全対策

とは異なるマップが作成された(凶 3-1)。

子ども達は災害として，地震，車，不審者といったこ

とばかりでなく， IT員石，毛虫といった意見を出した。そ

の中から特に関心の高かったF害虫，地震，交通安全，不

73 

審者の視点をグノレ 7"に分かれて，沼地内の調査を行い》

問題解決に向けた提案を表現してある。砦段からよく知

っている白地内ではあるが，改めて特定の視点から見る

ことで住環境を再認識する機会となった。

また?害虫対策としと子どもでできる，イラガの婦の

駆除といった行動へもつながった。

関3-1 こどもたち司作成した安全マッブ

(3)クザスマス会

クソスマス会を機催したいという意見が子ども遠か

らl:I:lされた。今主で開催されていなかった企画であるが，

ハロワインパ}テイの毒事足貴を経て，章者たに始めたいと考

えた。日緩や企盟主の内容等を有志の子どもが何日かかけ

て話し合い，計画を立てた。結局日程の都合などで実現

させることができなかったが，自分のやりたいというも

のについて，意見を出し合い，放課後穣械約に相談をす

るような場面が見られるようになった。

4. 1.主教育の機会

4.1 1.主教育はついで教育でも可能

本稿で扱づた子供会の活動以外にも，平成 20年度の

4丹から 12月lこ行われた子供会及び関連行事の内容と，

その際lこ実現したと捉えられる住教育の視点を整理し

たものが表4-1である。

地域での活動であることもあり，異年齢(大人も含む)

の交流やコミュニケーンヨンが中心となるが，防災訓練

をはじめとした活動では，住環境を認識するための働き

かけが可能であることが確認できる。これは，住環境lこ

かんする知識であると問符に，自分の関心を持っていた

空間以外の空間への気付きであり，冒頭に挙げたスキノレ

の中の 1)様々な立場の支1苦からものを見ることができ

る力を培うための重要な活動がとられ，その力が僅かで

はあるかもしれないが培われたと震えよう。

また，異年齢の交流においても，単に交流するばかり
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でなく，普段の遊び仲間ではなくても?自然にサポート

しあう関係が確認された。これは，スキル 2) コミュエ

ケ}ションをとり周りの人々と問題に取り組むカの育

成されたもの Pあると言える。

さらに自発的な行動が見られたことは，スキノレ 3)

情報の収集・分析をして自分なりの見解を持てるカが脊

まれてきていることの表れであると言えよう。

以上のように，子供会活動はいずれの地域でも行われ

ている。勿論地域ごとに活動内容は大きく異なるので全

く荷じことが実現するわけではないが，様々な活動は，

{主教育の場にもなっていると捉えられることが確認で

きた。つまり，子供会活動の“ついで"であっても， i主

教育は可能なのである。幾つかの行事については，さら

に意識的にスキノレを育てたり，住環境についての知識を

身につける湯になるような活動を行うことで，単なる子

どものためのお楽しみ会を大人が提供するというもの

ではない機会をつくることができる。

3，2密発的行動への展開

今思特に大切にした筏点としての住環境の認識，異年

齢の交流・コミュニケーション，及び自発的な行動があ

ったのかという点から整理をしたものが，表 4-2であ

る。スケジューノレの偶然性も多少はあるが， 4月にスタ

ートした子供会活動は，住環境を認識する機会や異年齢

で交流する機会を持つことでの住教育がかなり行われ

ていたと認識することができる。そして秋になってから

は，子ども達による自発的な活動が展開されるようにな

り，より困難なものに取り組むことが実現したと言えよ

う。例年lこ比して，少しだけ住教育に熊わることを意識

的に取り入れたことの成果が現れたともきえる。

7 

1 )様々な立場の視点からものを見ることが Pきるカ
2) コミ 1 ニヶーンヨンをとり周りの人々と問題に取り組む力
3)情報か収集分析して自分なりの見解を持てる力，

4，3今後の{主教習機会の拡大にi向けて

住教育は，多くの市民が適切な緩伎空間金確保するた

めに重要なものである。それは民策定義社会で市災が適

切な判断力を持って権利を行使するための力を持つこ

とにもつながり?居先の利益追求のための行動から長期

的に或いは本質的に社会をどうすべきなのかというこ

とを考えた上での行動選択に転換させるための教育で

もあるべきだろう。フィンランドのような留では，手く

からその必要性と葉望書性に気がついていたのか，学校教

育の中でも積極的に住教育が取り上げられている。しか

し，今の日本で，そのようなことを唱えても関心を持つ

人は必ずしも多くはないであろうし，そうでなくても取

り組まなくてはならない教育は多穣多様である。

住教育がそれ単体でマ子われることを受む必要はなか

ろう。様々な場頭での取9組みが住教育となることを意

識的に確認するだけでよいのかもしれない。或いは，あ

る教育を行った際に，ほんの少し取り組み方を変えるこ

とで，住教育としての効果を大きく高めることになる可

能性を持つのではないだろうか。

<5.主〉
1 ) 参考文献 1)等に説明されている。
2) 参考文献 2) 3) 参熱
3) 参考文献4)参照。

く参考文献〉
1) Jam四A.Banks， Diversity and Citizenship Educatioll -

日10ba1Pers司pective"，Joseey-Bass， 2004 

2) 加藤健子他》絵本を活用したf主教育と国際理解教
育の実践報告 小学校における実践授業に関する
研究 ， 2007年{主総研「住まい・まち学習」実践
報告・論文集8， p p 19-24 

3) 住教育研究会j 函際理解教育&住教育への手引き，
2006年

4) 竹原、育美他，子どもがまちづくりの挫い手として
育つための方策， 日本建築学会大会学術講演梗概
集， 日本建築学会， 2006年 9月， p p 537-538 
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子どもとまちの有機的な関わり

「たて・よこ，ななめ、過去~未来jプロジヱクト

ー判t回における 8年間の若者のチャレンジー

キーワード 子ども・若者の参画、子どもの居場所、まちのコニユニテイ、まちの担い手、惑育

1、背景・図的

子どもがまちで遊び、近所のお姉さん、商鹿衝のおじ

さんなど、まちで子どもたちの成長を見守る。そんな当

たり荊の光景が、ここ数十年の簡に失われてきました。

近年、子どもをとりまく環境は激変し、 f3湾(時間・空

間・仲間)の欠如Jが著しく、子どもとまちとの憶わり

が希薄になってきています。特に都市部でl士、次々に窓

き地や路地にヒノレが建ち、時間の過密、事件や事故、家

臣室照績など子どもを取り巻く環境は決して良いとは設え

ま喧ん。経済中心の大人のまちづくりにより、子どもが

まちの中で元気に遊んだり、近所の人々と交流したり、

主ち全体で子どもを見守る環境が少なくなっています。

様々な入・自然・文化・知恵などとふれあう機会が減る

一方、情報過多により知識はあるが自分の経験から物事

を解決すること、創造すること、感じる力が少ない子と

もたちが増えているのを実感しています。元々、子ども

は遊びゃ体験・交流を通じてそれらのカを育む能力をも

っています。それを大人が奪っているのです。

そこで、 2001年lこ学生を中心として「子どもと一

緒にデザインしよう会j という NPOl'Jj体を結成し、「子ど

もに慣わる環境を子どもと共に創造し、まちの面白さ、

楽しさ、喜びを分かち合い、まちの一員としての，意識を

青み、笑産査のたくさんあるまちを育てることJを目的に

活動してきました。また、親や地域の人に対して、まち

全体で子どもを脊む環境づくりにも取り組んできました。

千代田区を中心に子どもや地域活動に関心のある学生

とネットワークを構築し、プレイソーダーの育成

を行い、 8年熊で言十400人以上の学生が参画しまし

た。そして、 2008年これまでの活動を基盤に fNPO

法人コドモ・ワカモノまち ingJを結成し、現在もまち

の活性化と次世代育成に取り組んでいます。

本稿では、これまでの8年間の主な活動内容やノウハ

ワ、成果をまとめ、本来の竪かな社会に向けての方向性

を示唆します。

主主野総判

2、活動内容

これまでの8年時の主な活動を紹介します。

2-1 rまち学濁・環境デザイン学習J(写真 2-1-1-6)

まちで五感を活用したワークショップやまち探検、まち

の人とのコミュニケ~ションデザイン、体験交流学習な

ど様々な祝点でまちを学ぶ。そして、子どもー人一人が

自分を取り巻く環境の課題や夢を考え、自ら提案もしく

は活動する。

CD 総合的な学習の時間、図工等によるまち学努(学校

建替えワークショップ、未来のまちデザイン、まち

絵本・新潤づくり、環境まちづくり学習など)

② 土曜のふれあいスクール・わくわくスク ノレ(丹に

数回まち探検防災探検、まち工作、都作遊具など)、

③ まち学習イベント(殺子まち探検、 3世:代まち遊び、

異地域主ち探検、建上上田ワークショップなど)

写真 2-'-4わくわくスクール

写真 2-1-5環境まちづ〈り学習 写真 2-'-6まち新額づ〈り

* 1011'法人コドモ ワカニモノまちing ft表理事
(子どもと一緒にデザイ J しょっ会 会長)
子ども純代は山の中 P五感を使って~室び学生

時代に NPO閲体を結成。現在は、地域コーデ
ィネ ターや組建築士として建築親光教
育‘まちづくりなどの仕事をしているe
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2-2 r子どもイベントJ(写真 22… 1~4) 

子どもを対象とした地域イベントや多世代交流の企樹・

運営・コ ディネー卜をしている。子どもと 4 絡にお然

を企i街・運営し、お祭をつくるプロセスで楽しさ・達成

感、感動を共有する。新住民とi日住民、学校の垣根など

領域を超えた体験交流袈イベントを腿持続催。

① 多世代交流(親子衿酒体験塾、中高生ふれあいスポ

ツ教察、巨大昔遊び、ハツザーグラウンドなど)

② 子ども祭り(児童館祭、神田子ども縁日、神田雪だ

るまフェアなど)

③アートイベント(まち子ども美術館、路上らくがき

大会、カウパレード参加など)

写真2-2-2神隠雪雪だるまフェア

写真 2-2-3親子神間体験幾 写真 2-2-4カウパレード事加

2-3 r子ども口νテストJ(写真 2--3-1へ 4)

様々なテ守マのコンナストを際催。アイチイプだけでな

く、提案・実現させる。商庖街やおj苫とi車掠し、商品や

キャラクタ などのデザインを募集。子どものアイデイ

アがまちにHJて、まちを元気にする。

CD まちデザインコンテスト(なったらしW、なーこんな

まち、公閣のデザイン、遊具のデザインなど)

② 瀦品開発(江戸神罰蕎麦メニュ 、イベントボスタ

』一、雪だるまブェアのキャラクターなど)

③イラストコンテスト(さくらまつりの絵、移動式子

ども墓地デずイン)

色j
轟電妻qγb.. グフェア

写真 2-3-1なったらいいなー 写真 2-3-2神回雪だるまの

こんなまちコンテスト キャラクターコンテスト

写車 2-3-3江戸神図書磨重 写真 2-3-4移動式子ども

メニューコンテスト 基地デザインコンテスト

2-4， r.絵本・キット本J(写真 2…4-1~4) 

まちのつながり・育みの絵本、五感をテーマにしたキッ

ト本を作成し、地法特性に合わせて実践手づくり絵本

のwsも全潟各地で実施中。

① 本の制作 -1，士i版(おばけのどースくん、まちデザイ

ンキット本など)

② 絵本づくりワークシヨソプ(未来のまち日吉弘親子

手づくり絵本、まち絵本づくり、仲間リいー絵本等)

写真 2-4-1おばけのピース

〈ん&まちデザインキット本

写真 2-4''''3綾子手づくり絵本 写真 2-4-'4仲間リレー絵本

2-5 r旅宵プロジェクトJ(写真 2-5-1~4)

旅を通じて、様々な人と出会い、自然とふれあい、異な

る文化を体感することで、知見を広げ、感受伎を豊かに

し、豊かな日常生活を送るきっかけをつくる。

① ワクワク体重量勢(森遊び、ナイトツアー、古民家体

験、郷土料理体験など)

②農林水産業体験ツアー(野菜育て収穫、地引網体

験、周伐体験など)

③ 文化交流(坂東市将門交流、長岡市震災復興祈線交

流など)

写真 2-.5-1地事i鱗体験 写真 2--5-2農家町野菜淑稽

写真 2-5-3郷土料理体験 写真 2-5-4森遊び

日 76- 2009年伎総研「住まいまち学習j実鵠報告論文集 10



2-6 r子ども基地J(写真 2-6-1~6) 

神田の路地にある -$fの木造長屋を借り、 2階lこ学生が

住み H皆に子どものたまり場を作った。地域の協力で

様々な物品を提供していただき、学生と子どもが手作り

で日ノベーション。毎日のプレイリーダーは複数の学生

田体が協同し、纏日交代制で毎日鎗性あふれる遊びが展

開。放諜後ふらつと寄って路地遊びゃ学生との交流、土

日は創造教室や造形工房を行った。また、基地を拠点に

まち探検や路上交流会、子どもアートイベントなどを展

潤。しかし、 2年後マンションの建替え C取9壊しとな

ってしまった。

写蒸 2-6-1たまザ場の犠子 写真 2-6-2造形工房

写真 2-6-3鐙ペイント 写真 2-6-4創造教室

写真 2-6日 5路上主流会 写真 2-6-6路地遊び

2-7 r移動式子ども装地J(写真 2-7-1~6)

子ども墓地が無くなり、次の場所を探寸も見つからない。

そこで、逆転の発想、で 2008年度トラックを改造した「移

動式子ども基地Jを開発。放課後や休日などに路地や広

場に現れ、様々な創作遊びやワークショップを牒問。 ト

ラックiこは玩兵や絵本、廃材や文具、雑貨やオリジナノレ

グッズ等が入っている。移動することでまち全体を遊び

場に変化させ、子どもとまちが関わるきっかけをつくる。

また、各地に遊びを出前し、物々交換や地域照交流、避

難所での子どもの遊び場などとして活用する予定。

写真 2-7-1トラッウ由背部側道 写真 2-7-2トラッウにペイント

77 

写真 2-7-3まち滋びの様子1 草真 2-]-4まち遊び出格子

写真 2-7-5まち遊びの精子3 写真 2-7-6まち遊びの様子4

3、活動のポイント

これまでの8年院の活動からみた発展および持続してい

くポイントをまとめる。

①目的の共有

f仰のためにやるのかJを常に意識し、関わる人が自

的の共有をする。個性あふれるプログラムでも方向性

の一致が大切。

②プ口セス重視

過程で出会う人とのご縁を大切に進める。プロセスlこ

課題を解決するとントや成長するための栄養がある。

呑みュエケーションこそアイディアの宝庫。

③自分たちも楽しむ

義務感ではなく、自分たちも子どもたちと一緒に楽し

みながら活動する。子どもからパワーをもらい、自分

も元気になる。

④ノウハウの蓄積

次のt世代と 緒に行動する。 計画・活動・評価をみんな

で行う。現状の課題や理念、やっていることの意義、

夢を次jjI:代lこ伝える。

⑤失敗をE寸γ仁 を十lこ1

r -('きない。何もない」時こそチャンスがある。難が

多い時こそ、よりいいアイディアが生まれる。若者ら

しさで社会を恐れずに突き進む。

⑥分野を滋えたネットワークづく。

様々な分野の人と交流し、ネットワークを矯築する。

そして、異分野の人と共に活動することにより、様々

な価値観やノウハウを学び、お瓦いが成長する。

⑧外への発信

自分たちのピジョンや理念を社会に対してどんどん発

信していく。口コミとマスコミにより、社会全体を巻

き込む。
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4、活動の成巣

これまでの8年間の活動の成果をまとめる(写真4 1 )。

①[まちが子どもの居場所となる j

まちの中で安全で安心して遊へる場 交流する場を

つくり、まちに子どもの居場所がゆっくりとできる。

また、それは、点から線、線から頚に広がり、継続

的な撰わりの中で、まちが単なるそ/から愛着のあ

る場へと変化する。

②「まちのコミュニティづくり j

子ども・若者をきっかけに様々な寝技を越えて交流・

協働することでまちのコミュニティのきっかけづく

りになる。また、様々な人とのふれあいを通じて、ま

ちと共に生きる意識が生まれる。まちで子どもを見守

る環境ができる。

③ fまちの担い手が育まれるj

子ども自身がまちの課題を見つけ、それに向かつて

アクションすることで「このまちに住みたい fこの

まちにずっと際わりたしリという人が自然と育つ。

継続することで、当時の子どもが若者になり 絡に

地域活動に参酒する。まちと関わるプロセスで、ま

ちの文化や知恵が伝承されると共に子どもの夢や希

望の芽が脊まれる。

③ f重量かな心を背むj

様々な人・自然・文化・叡智などとふれあうことで、

社会性や共感性、創造する知恵などが育まれる。五感

をフノレ活用して、感動する心を大切に、感性を嬢き、

森羅万象への感謝の気持ちを脊まれる。

写真 4-1 たて・ょこ・なな曲、過去から未来へ

5、まとめ

近年、「子どもを守るj という言葉をよく耳にしますり

それは、子どもを閉じ込め、束縛することではなく、ま

ちのみんなで子どもの笑顔を守る、子どもが笑顔でいれ

る環境をつくることではないでしょうか。また、子ども

がまちとの持続性のある有機的な関わりの中で、「五感を

使って感動し、感性や感謝の気持ちを育む『感育<!~J が、

現代の子どもたちに必婆とされていることだと授、います。

経済主義が燐壊している今こそ本来的登かさの再認識

が必要です。子どもと子どもをつなげ、子どもと家族を

つなげ、子どもと若者をつなげ、子どもと先人をつなげ、

子どもとまちをつなげ、まちとまちがつながる。継続す

ることーの晶去と今と未来がつながる。経済性や合現性だ

けでなく、昔は当たり前にあった子どもとまちの脊機的

な鑓わり Iたて・ょこ・ななめ、過去から未来Jをつな

いで、子どもとまちがー絡にゆっくりと成長する。その

ような豊かさが今の社会に必要だと思われます。

土を殺し、種を植え、7)<をあげ、芽がrJjて、大木にな

る。そして、積を飛ばし、循環する。やがて、そこが森

となる。そのように、今後もまちに「子どもの笑顔の森j

をゆっくりと育てたいと思います(8)5-1)。

勺

図5-1まちの青みのイメージ

…78 - 20()9年住総研「住まいまち学習J期金報告論文集 10



四世代遊び場マップができるまで

- 2005~2008年まで4年間の遊びとまち研究会広軌跡

吉永呉海ホ 1

木下E毒事2

寺内義典ホ 3

i青*-l'世人本4

遊びとまモ研究会会員

キーワード 遊ひ鴻マッフ旬、まち、子ども、アクション・ワトーチ

遊び場7 ツプは今日では、子どもの視点に立った地域

環境改善の代表的な手法とされてし、る。こうした手法が

広く知られることになったきっかけのひとつが、世田谷

区太子殺・三宿地区で 1980年代iこ作成された f三I世代遊

び場7 ツプjである。そのワークショップの事例として

の価値やその後の多織な地域改善活動への展開などの緩

緯は木下佳1)に詳しい。 遊び場マップという発i容は、当

時育児環境に危機感を持つ母殺と l日来のまちの秩序にこ

だわる住民の衝突と話し合いと和解と協働のプ口セスの

出発点になった。両者だけではなく、まちづくりの計画

の実行者としての行政もプロセスへの参加を余儀なくさ

れ、さらに異世代の、価値緩や立ち位澄が大きく隔たっ

た人々をつなぐ、媒介者のような役割、そして、アイデ

ィアと行動力で魅力的な創立耳を実現へ導いた大勢の若も

のたちがこのまちの遊び場7 ツプ作りに参集Lた。心温

まるイラストや精密な年代こやとの住宅:地除]と道路や遊び

場、遊びの手法についての多くの情報の詰まった f三枇

代滋び場7 ツプJI土各地の間械の活動をお寸人々のガイ

ドとなってきた。ところで、ワーク y ョップの手法は現

代ではまちづくり分野だけではなく、さまざまな分野・

場面jで非常に吋般的な意見交換、企l珂推進、合窓形成の

方法論と Lて用いられている あまりの11':がりに危機感

を博士える怠えもあり、参国主の道具という原点の確認かあ

らためて間われているところでもある注n

このまちで 21世紀に入った f今Jの子どもたちの遊び

場を投影した、四世代自の遊び場7 、ノプ作成が始まった

のは 2005年のことである。現代の子どもたちの代表的な

遊び場である児童館がマップ作り活動の拠点となっtoo

少子化が進み、塾やスポ」ツなどのお稽古事で子どもた

ちは忙しくなり、さらに安心・安全思想が学校でも家庭で

も強調されてきたことで、まちで遊ぶ子どもの姿は減る

-}jであるわしかし、ほんとうに子どもはまちで遊んで

いないのか、今までの世代と遊び方がどれほど違ってき

ているのか、この地で作られてきた!日世代のマップと比

較してみよう、としづ発想であった。池尻児童館の照館

40周年の記念事業とのタイアップも成り、 7 ップ作りに

関心を持つ人々が新生 lあそびとまち研究会J(主ち研)

を結成した。以下に回世代遊び場マップが完成するまで

の4年間の軌跡をまち研の用いた手法と訴動をもとにた

どってみたい。

叫昭和薬科大学臨床心復学研究室

時千葉大学コ史学銃園芸学事費科

刊罰士舘大学理工学部
制増田公院育効間慣習者骨

一79-

1 児童館・まちのイベントへの参加

1世III谷プレーパークで行われる青空祭り、たぬきのポ

ンポ公爵(I日たぬき広場)で行われるたぬき祭り、池尻

児重量館での村まつり(児童館祭り)に毎年のように参加

して、遊び場を中心とするアンケートやまち研の活動成

果の展示を行ってきた。

(写真 1) イベント参加の織子

イベントにおいてはまち研に参加している闘士舘大

学や千葉大学などの卒論生や修論生が自らの研究テー

マに沿ったインタピュー調資やアンケ』ト務査を行っ

た。子ども遼とのラポーノL形成のためにさまざまな手

法が考案された。たとえば、多くの質問項目に答える

のが苦手な低学年の子どもも興味を持って解答を続け

られるように、クイズ形式やスタンプ・ラリ』を行い、

オリジナノレ・カぃドやシ…ノレの配布も実施した(写真 1

土部)。

季節ごとの大きな行事以外に池尻児童館の連続的な

イベントとしてのまち歩きの実施がある。 2005年度の

概要を表 1に示す。緑i萱や公園、神社や寺、抜け道探

しなど、魅力的な空間の探検と並んで、水遊びゃ木の

実拾いなど自然を満喫する趣向も感り込まれていた。

2009年住総研f住まいまち学習j実路報告。論文集 10



ルート

古宮-jt沢)11緑道 三宿 ω太子堂・三軒茶
屋 ライフ・セン夕、一
[日道北沢)11緑道 三宿，太子堂三軒茶
屋

プレーパークー芦毛塚駒繋公盤駒繋
神社子の神公題一世田谷観音訴澄寺

こどもの広場
太子堂地域の抜け道を探して歩く
大学生の合滋
子ども逮にまちを案内してもらう
池尻神社一三宿神社 北沢八幡神社…森
厳守(富士見塚) 主主竜寺

2月25自 春を探す "嬢木公園

まち探検は子ども主体に事後の発表も含めたアクシ

ヨン・ワサーチの手法とワークショップの総み合わせで

行われた。まち探検の中から、四世代遊L場7 ツプの完

成に大きな影響を与えることになったのは次の二つの

発見であった。ひとつめは、子どもからの遊びの情報収

集の手段についてであるυ 以前の遊び場マップ作成時に

は気軽に街中で子どもにF討をかけて、遊び場や遊びにつ

いてのインタピューが可能であったが、知らない人を晃

たらまず瞥戒しftさいと教えてられている現代社会で

はそういった方法での情報収集はなかなか成立しない。

まち探検で子どもとともにまちを巡ることは、子どもの

視点での遊び環境調査を実践する過穏となり、マップ作

成lこ寄与するこころが大寺かった。もう一点は、子ども

たちは f食べ物j をともに作り、食するということが大

好きであるということである。公潤での料理を通して自

然ヰ?仲間といった遊びに関わる大切な!要素を、大人と子

どもが共有する重要な機会になることを再認識した。こ

の二つの発免l土後;こ f遊び見つけ隊J活動へつながって

表 1 まち探検の実際(2005年度)
告にち テマ

6月4日 夕カラ&なぞ探し

7月3自 秘密探検

9月4日 水見発揚び遊
戸、、
む
し

遊
し
び

水
新
遊

11月12日抜け道探しと木の実と
プレパーク

12月3自 カレンさんと歩こう
1月28呂 日本のお正月を歩こう

し、くことになった。

2. ヒヤリングとデータ繋理

前述したように街中での気軽なインタどューが不可

能な現代においては、遊びについてのヒヤリングはほと

んど小学校の 室を借りて行ったo その場合、ほとんど

がグループインタピュ←の形式をとった(写真 2)。ま

た、各家庭においてまち研のメンバーである母親たちが

子どもやその友人に行う形をとった。さらに、 1日世代の

前回までのマップで鱗羅されていなかった三宿、多問、

池尻地区の遊び場、遊びについての情報収集は口コミや

イベントでの声かけ亡、依頼した方々の御宅にお邪魔し

て、実施した。白い紙に自宅や学校などの目印を記入し

てもらった上で、とヤワングシートに沿って質照してい

く。適宜現段の地図を確認しながら、当時的様子を復元

していった。

採集したデータl土地図上に落とし、重要なエピソード

はイラストやコメントで記入して行った。

ヒヤリングはいつでも盛り主がり、どの世代に対して

詩量検発見カード

前ITlと同ルー?で銭けi量を通る

昔話や言い伝えの場所めくり

プレーパ クですいとん

GUICワ…クショップとして
鳥山)11線道、下北沢で天神]然り見学

羽根木プレーパークで煮込みうどん

行われた場合でも話すほうも聞くほうも楽しくなって

くる、 Ii接び;というのは、特別な話題である。防祭壌

を利用した秘密基地や車干を連ねたi量り沿いの銭湯めぐ

り、かつては清流だった緑道下の小)11では泳ぎはもちろ

ん、流れてくるボーノレを拾ってお小選い稼ぎをするなど、

奇想天外な物語がし、くつも聴取された。日を決めてやっ

てくる紙芝尉のおじさんや街灯を点灯する役割の分担

などかつてのまちのさまざまな光景が浮かび上がって

きた

(写真2) グ/レープ・インタピューの様子

回世代自の子どもたちのいくつもの遊びの中から目

を引し、たのが八崎神社での 'DS鬼ごっこ j である。ゲー

ム機を使いながら、近づく鬼の位援を互いに知らせなが

ら、逃げるとしづ現代っ子ならではの鬼ごっこ遊びであ

る。昔ながらの鬼ごっこ遊びでは、「人の気配」に対する

感覚を研ぎ澄まし、五感をブノレ活用して、気配を察知す

る力を身に付けてL、く。現代のこの鬼こ寸っこでは、チャ

ツト機能を利用して、合図を送りあい、作戦を立てるよ

うな、戦いごっこの滋も入っている。合図より先につか

まってしまうことも間々あり、機械に屈まれた暮らしの

中で、瞬間的な情報の授受よりも、現実の人間の動きの

ほうが早い場合があるということを直感的に体得する場

面にもなっている気がする。さらに、釈ピノレ内亡、も大人

の目を掠めながら、子どもたちは鬼ごっこを楽しんでし、

た。現代版鬼ごっこには無数の異なるパージョンがある。

子どもはその社会やら環境やらのありようにいつのまに

か自然に適応し、 i接ぴ的中で生きるワずをさらに溶いて
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いるともし、えよう。

この現代感鬼こ守っこは遊び場マップを逸して近隣地

域にも広がり、新聞やwebJ:の情報サイトにも掲載され

た洩幻}

3 小学校・地域との連携~広がる輸

己ヤリングの場所援供以外にも、該当地域に学区のあ

る小学校とはさまざまなつながりが生まれた。まち研メ

ンパーがサポートし、多餓小学校で行われた PTA.:t:僚の

まち探検の企画はまち研代表の岩崎真理子氏の主導で進

められた。その慨要は f住まい・まち学習j 実践報告・論

文集にも掲載された和)。三宿小学校では保健室の養護教

諭である繊山明子氏との協働で、 i萎びと心身健康の島高速

性やまちでの体験のありようについて全校アンケート務

査を実織し、同様の調査は隣の太子堂小学校でも行った

桟4)。

中でも三宿小学校児童有志が副校長だった)11尻富士枝

先生のもとに参集し、公菌作りの専門3主である稲屋豊氏

のイニシアテイブ守でデザイン作りに参加した、プロジェ

クト T(たぬきのポンポ公濁)のプロセスは7 ツブ作り

の活動ともども海外でも話題になった出}。表 l中にも記

載のある GUIC(Growing tJp in Ci ties) I土佐界各地で展開

されている草の綴的な若者子どもの参闘を推進し、アク

ション・りすいーチを通して環境改善をすすめる活動であ

る。そのアジア・パシフィック地区のコーデイネ片ターで

あるカレン・マロン氏(ウー口ンゴン大学准教授)により、

プロジェクト Tおよび遊びとまち研究会は GUICJapan 

として認定を受けることとなった注51 プロジェクト Tは

2006年HABITATIIIこ先立って行われたGUIC十10in CANADA 

に参加し、プレゼンテ』ションを行った(写真 :3)。その

際、パンクーハー近郊のコミュニティ・スクーノレである

Nootka El明 entarySchoolを訪指し、プロジェクトの概

要を説明後、意見交換や遊びの情報交換も行った。 GUIC

からは 2007年 4月にカレン・ 7 口ン氏が再来日し、その

後の経過的確認が行われた。完成したたぬきのポンポ公

題で、中学生となったプ口ジヱクト Tメンパw のその後

の報告も行われ、小学生参額のきっかけに関わった地域

の方々との交流も行われたo 当日の様様は韓関のテレピ

局も取材に訪れ、子ども参画の実践を通したt世界とのつ

ながりはさらに広がりつつある。

完成まで息、となった 2007年2月児童館で!ちずブェス

タlを開催した。そこでは、回世代遊び場マップ暫定絞

のお披露冒とガワ/いもマップ上での遊び場への印つけ

(紙製コいンによる)や小さなお祭り式立」ナ』も設}討

された。多くの子どもたちが参加し、 20畿ほどのプレイ

/トーム一杯、に広げられた当該地域の航空写真によるガワ

ハーマップとにはたくさんの遊び場を示すコーンが配置

された。もっとも多くのコーンが集中したのが池尻児童

宣言であった。いつも見守る大入がいて、遊び友達がし、て、

遊ぶスベースやボーノレ・マットなどの道具がある児童館

泊丸、かに震要な遊び場であるかが再確認された。

4 方P、池尻地域のlJll世代目の遊び場マップ作りは思

うようには逃まなかった。それは児童館が子どもの大切

な遊び場であることと大いに関連している。まち研メン

ノιーでもあった児童宣告職員は遊ひ1こ来ている子どもたち

をマップのためのとヤリングのために l待関もじっと康

らせておくことに抵抗を感じていたのだ。まち研のミー

ティングでそのことはしばしば議論された。子どもの遊

びの時間を大切に思い、いつもそっとかたわらに立って、

子どもたちのありょうを見守ってきた児童館スタップな

らではの視点である。そんなとき、前述したまち歩きと

料理作りを合体させたような活動を通してマップ作りの

ための遊び場調査が出来なし、かというアイデイアが出さ

れた。

日滋科学財閥の助成を受けた f遊び見つけ隊活動j の

関始である。自然や社会的背景の築なる沖縄の児童館の

子どもたちの交流を過して、自らの地域や遊びを中心と

する暮らしについて見ていこうという企爾であった注九

ヨ受2遊び見つけ隊活動徹婆

内容 E学級

4月48 打ち合わぜ 遊び場再発見活動の織婆説明‘

実銭活動 F遊び見つけ橡j活動開始

4月25B 実践活動 メンバー募集幅結閉式

5月15日 打ち合わせプラン作成

5月248 実路活動 自主難民量錯

6月28自 体験学習 沖縄のお菓子を食べよう

実揺活動
全域児童館から描いたアンケート集計、構造紙に結県をまとめ、

a展永
m5日 体験学習 沖縄のお薫子を作ろう{ちんびん)

7s:119日 体験学習 沖縄料理を作ろう{そーみんちゃんぷる)

翼語活動 パンフレツト作成切実践活動資料のためのアンケート翼施ー集計

昌~21 日 実践活動 遊び晃つけ隊活動{駄草子や一子どもの広場一プレーパーク)

体麟学習 沖縄料環を作ろう(ヒラヤチ作り)

9J'!20日 体験学習 沖縄料理を作ろう{マンゴーゼリー町"インアイス)

9J'127日 実践活動
遊び見つけ緯活動{稲病神社一三T呂公園ースーパ一一哉"

道)

10fol4日 実践活動 遊び見つけ緯活動(誌lす進一員壕公翻一地説大楠商庖鵠)

1自~"日翼践活動 池尻究童館の遊びの紹介ピヂオ揖彰(スーパードッジポー'"

表2にはその概婆を示した。当初「沖縄の子どもとの交

流j というテー?に魅かれ集まってきた子どもたちは、

料浬作りとしづ興味深い活動で f遊ひ令見つけ隊隊員j に

次々と名乗りを挙げた。活動に参加していた学生のアイ

(写真3)GUIC CANADAでのブ口ジェクト T ディアで会員証を渡したことで、 I1舌動に参加する jモチ

4 児童館の役割 世代をつなぐ遊び見つけ縁 ベーションをさらに、高めることができた。肝心のまち

回世代遊び場マップ作りの拠点は池尻児童館である 探検は r遊びを見つけるj をテーマにしてL、たが、日ご
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ろの遊び場に子どもたちを連れ出すことで、実際lこ遊ん

でいる様を見せてもらい、後に地週土にまとめる作業で

は、臨場感を持って遊びの記載を進めることが出来た。

また、そういえば、あんな遊びをしたな、というエピソ

ぃドが出やすい雰劉気作りにもつながり、 fジャングノレ

ジムの腐りに家から持出した香水を撒き、すごいにおい

のせいで鬼ごっこが感り上がった。あとでお母さんに叱

られたjなどのエピソードを聴取することが出来た。通

常のヒヤリングではなかなか出にくい抜け道も歩いてい

る間に実際に通り抜けてくれる場簡に接し、場所も把揮

しやすかった。

模造紙 kの地図へ遊びと遊ひた場を転記してし、く作業

では、子ども自身が作成したアンケートの集計結果を

もとに作表を「る子どもも現れ、自主的に作業は進ん

でいった(写真4)。

(写真4)遊び見つけ隊の作業の犠子

児童量館の子どもたちが縁員となって活動していく中で、

もともと児童館スタップを慕ってさまざまな児童館の活

動のサポートを貰って出てし、た中高生のグループも時折、

参加するようになる。彼らはやがてまち研メンバいとし

て加わってくれるようになっていった。昼間の児童量館は

小学生の居場所であり、夕方以緯は児童館卒業生である

中高生の居場所にもなっていたのだった。回世代遊び場

マップ作成に直後かかわっているわけではないが、マッ

プ作りの活動の次世代の担い手の出現はまち研メンハー

にとって何よりも心強く感じられた。池尻児童童館の小学

生グループからなる遊び見つけ隊と中高生グノレーブ。から

なる T&Iは2008年秋に行われたエコシティ世田谷コンク

w ノレlこ作品を出展し、それぞれ銀賞と佳作に入賞した。

中高生は大人と積極的に関わりながら、小学生たちに多

様な活動の中て、かつて自分が受けたようなトレぃニング

(キャンプの荷造り、お君主りの支度などなど)を伝授し、

次世主代の育成にも余念がない。

5. おわりに 遊び場7 ップ作りを超えて

児童館で背まれている若い世代の自主的な活動に気づ

き、協働することができたことは、遊び見つけ隊活動が

得た遊び場マップのための情報と向等のあるいはそれ以

との重姿な収穫であった。全国でもまだ併のない、三世

代までは可能だが西武代は不可能とまで考えられていた

遊び場マップは近々には印刷を終え、協力していただい

た地域的方々や小学校、中学校その他多くの方々のお手

元iこ届くことになる。

30年ほど前に、高層ビノレ、土を失った校庭、子どもを

遊ばせたいと怠うような公園が見当たらないことに危機

感を感亡、地域環境を自ら変えていきたいと考えた母親

たちが中心に作り始めた遊び場マップ。現代では新たな

趣を持ったマップとして機能し始めている。子どもたち

が児童館という居場所で、日ごろの生活のE重荷から一時

開放され、大人と交流しながら、異世代的子どもと社会

関係を育み、この地域への愛着を育てていくための道具

としての機能である。四t主代遊び場マップは自主性に隠

覚めた子どもたちが書き足した遊び場の情報を満載して、

世に出ようとしている。マップ上の遊びを三次元の動く

映像として再現できるような仕掛けが可能だったら、マ

ップ作り最終章を担った遊び見つけ隊の遊ぶ様子がその

まま掲載できるのに、とまち研メンバーは嘆患、する。表

現の方法論をより磨いて、五世代i釜ひ示場マップに挑戦す

る羽まで、拠点としての児童館とそこでの子どもと若者

の参画の意識を見守る活動が遊びとまち研究会の次なる

課題と考えているところである。

く注〉

1) 木下勇 ワ」クンヨアブ住民主体のまちづくりへの方法
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2) 東京新開 2008年 7月12日夕刊

3) 岩崎真理子 :まちJを感じる・気づくワークショップ

多額小学校における PTA活動 f子どもも大人もまち探検l

について 、「住まい・まちj実践報告・稔文集 8.18、

4) 吉永真理、横山羽子、木下勇 まちでの遊びが子どもの生
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保健研究51(3)、2009(印制中)
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教育助成成果報告書、 2007

く参考文献〉

子どもの遊びと街研究会 f街がぼくらの学校だ川、 f子ども

の遊びとま宅研究会ー発行、 1991

子どもの遊びと街研究会 I三世代遊び場図鑑街が僕らの遊び

場だ!i (子とすもの遊びと街研究会編)、風土社、東京 1999 

木下男楽Lめる公顕在日指して身近な公開作りの実践公馬
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農山村での木による実寸大 fものづくりjの実践効果 戸密都生男*'

F木経費豊jカ宅建築・灘境系尊攻の大学生と地域に与えた影響その2

川上村木医塾卒業生の活動を事例として

キーワード 木造性宅・建築 ものづ〈り 森本槻境 山村!地域と大捗

1.はじめに

1-1 研究の背費と自約

木箆塾とは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目的として毎

夏，開始されるようになった関東の建築系三大学による

木を通じての合同合宿が発端となった建築塾である。参

加者逮は主に実寸大のスケーノレ感の得られるものづくり

と地域の人達との交流に魅力を感じ集まってくる。文1)

川上村木立E塾は吉野杉で先日られる日本を代表する林業

地，奈良県吉野郡川上村で 1998年から開催され毎年 80

名程度の建築や環境を専攻する大学生主体の活動であり

1百年以上の取組みである。][の四定期間，村に滞在し木

造建築や森林・林業の現場教育を実践している。担}

筆者の既報文1)では活動を体系的に振り返り，次世代の

よき住まい手ゃっくり手を育むことに隠して木匠熟のリ

ピーター参加者が活動の継続と地域や林業振興に影響を

与えていることを述べた。この論考を踏まえて，本研究で

は持続可能な林業や地域づくりに向けて地域が自立して

ゆくための，人材育成の立場としての提案を行うことを

自的とし考察してゆく。

1司 2 研究の方法

2008年度で 11回目を迎えた川上村木庇聖書は，近年約

80名の参加者でありこれまでに 7∞名を越える卒業生

を排出 L.参加者は増加傾向にある。(図1-1;参加人数

の推移)ここでの卒業生とは木俊裂を一度でも経験して

大学における 4年間の過程を緩て卒業した学生と定義す

る。その影響は OBOGとなってどのように及ぶのかという

ことについて，卒業生漆の現在の兵体的な動向，とりわけ

職業や活動を基に村内と都市での活動として以下のよう

に時系列JI慣に分別し，考察を行う。

・村内

1) 2002年ー盆踊り大会檎(ヤグラ)制作

2) 2003年現在民家改装と村氏交流

3) 20日5年現在過去剃作物等のメンテナンス活動

叩 83叩

-都市

1) 2003年:マスタープランの作成と提案

2) 2005年一環夜プロダクトデザインと住宅改装活動

3) 2007年 10矯年記念シンポジウム・卒業生の職業

以上lこ主眼をおき考察・提案を行う。また，各々の活動

についての分析・比較方法としては、アンケー卜等デー

タによる数値・数量(量的調査研究)及び7 企画書・報

告書等の記録またはインタピューの中から，文化・校会・

行為や諮り(質的誘査研究)に着目する。

'" .. 
" 

4。

'" 
'" 
'" 

予酬 初伺

2.村内での卒業主主の活動

Z司 1.重量懇での盆溺ザ大会

2002停の夏に村

内集落の一つである

中奥地区の盆踊り大

会が 20数年ぶりに

復活し開催されると

いう言語が村役場担当

者からあった。 f今

年を逃すとまた今度 額 2-1 太鼓台・櫓制作

はいつ開催されるか

'"関 a修復

も分からない。新しい太鼓台，櫓を木監塾で村民と協力し

て造ってくれなしゅη という内容であった。当集落は当

時の役場担当者の住まいがある地区でもある。

本 1 (財)啓日男社，特別研究員/判底塾参事局代表

神戸文化短鍛大学デザイン美術科大寵芸術大学建築学

科卒業.(有)M s建築控訴事務所ホ医事長事務局 開設!

京都泡形芸術大学環噴デザイン学科酎手を桂て現職。

(全お全国森林レクリェーンヨ/協会 森称活動ガイ子

2009年住総研f住まいまち学習j実践報告論文集 10



質問 t 制撤年ぷ世白書踊ザについτ 2 米"命ヤグラについて

l凶し|重s寄塁号t仁幽左，l信JLU之旦aつLも5a2てi まの盤 A墾笠

4 JIf土柑木鹿劇=ついて 5 鰐によ》本'"隆を伺も')1院したか腕.
翻州.線信

通費降毎 1 倉 2事 通番号~ I $ I 6 通昏骨同 H 日 通番号 13I !i I 15 

"̂ 。の M鵬トl-_l_'! 口 相唱。=監理主ー E且U. ..l .... !L!S- 的.串盟寄 自 A I B I G Ii'(/) 車整量一一一一
1 ! 11128 。 01 。

世'"司?且 。 01 。 。 。
3 ! 1117自 。 。 とっても曹れいでした台 。 。 。 J防父さんから惜ました

~ I !!I'lB 。 E制G-4船f時包Ohう容Mしeうが元て、で加組多帥人もは同制さ削同市ぜ札してJ帥た叫凶国中ててき徳集開いど.島地んる切 。 還刊た自分って刷日漫にって醐航いるで油し 。 織い此が品庁間いや叫噂しとか前、て傘句宮uではい山。盆、駄梨まで運即輸同すすaで費.d時も一Dで出綿循個す 。 。

トー
5 I 11128 。 怠の台Aてで都町た町8たり.た〈さん 。 押措V強J4プUイ5J1Jeンも山的な4刊，と42ba酎妙か誌toL也免、 。 。 。

串1I1l!8 。 。 。 。 。
7 I 11/2S 。。 '0 

。 :十a I 11/1!a 。
10 。 。

o I 11I2B 。
-?io 。 十E一卜

。 。
世宮町遣出って蜜凶都

1白""草 。 ι、でよ 。 。
ート…

11 I 11128 。 。 組立てる母が士費. 。 。
ト…

。
lt I 1I1l!8 。 。 。 。 :÷ 13 I uns 。 。 。 。
14 I IIIl!S 。 。 。 。 oi 

15 I IIIl国 。 ;。 。 。 。
1& I 1IJ28 。 。 。

陪
。

17 I 111旬 。 。 。ト 。
ト

11 I 111'28 。 。 。 。 。
19 I 111l!8 。 。 。 。
合計!l:4S 18 I 0 I 0 "宜唖 111 ~ I 0 1~ I J I 1 131 ~ I I 

項目掛割合; t帥由。 M n I 1) 4011111) n"・..， 伺剖，..，
惜帯~凡-鋼寓隠i白書iコい工 Aとてもよかっと&まあまあだった Cよ〈伯、った麗瑚叫=A知っていた S聞いたことがる C知らなかった毘鼠拡迅""A位塙の方より'"持出噂で C木低塾t駐車も

喪中島地底部軒目陸軍司肉旬開件酌らの岡笹. 障害寧 1912事由在7島司"軸

表2-1 描締り大金アンケート集計表

しかし，銃に本来のプログラムは進みつつあり現役の

学生では対応が国難な状況であったため，木在勢OB∞が

各地から3名，夏季休暇を利用して来村し2司半程で櫓を

計画して完成させ，村民延べ 270人もの方々の来場で 20

数年ぶ習の盆踊りが開催された。(鐙 2-1;太般会圃櫓制

作図2-2;盆議明大会)その年以降，盆踊9大会が継続

されていると聞いている。議会1は開催初年度の盆踊り

大会後の集落住民へのアンケート集計である。中奥地13:

25事干の渓家の内 19軒からの回答があり，質践として 1)

20数年ぶりの盆踊り大会について， 2)太鼓台機につい

て， 3)出宿について， 4)川上村木夜塾について， 5)何よ

り木医惑を知りましたか，以上の項目儀lこAをからCまで

の三段階の評価を行った。(表会1;重量踊ザ大会アンケー

ト集計表)1)から 3)までについては A. fとてもよか

ったj が約 90%の評価となった。とりわけ 1) について

は回答者すべてが Aとしたことにより地域において集落

内での交流行事を求めていることが分かる。 4)において

は約 80%がA.f)1I上村木医塾を知っていたjと回答して

図2-2盆凝り大金

おり，集落内でも活

動の認知がされつつ

あることが読み取れ

る。5)においては， A

;役場の方より Jの

回答が約 70%とな

り，住民への活動認

知ノレートは行政の努

力が大半であることが伺え，参加者{掛からの活動アピー

ルの必要性が課題となった。しかし，この活動により盆競

りとしづかつての地域文化を木匠聖書卒業生遠の協力で纏

り起こし，村人口が減少する中文鈴であっても日常より多

くの人で員長わうお盆帰省時の数日照を，僅かながら地域

の人達で共有できる場として蘇らせたのである。

2山 2.集望書の民家改修と村民交流

2003年の夏から村内集落の一つである高原地区におい

て， 2001年度の卒業生 OBOGを中心に地光林業家から空家

であった木造民家を借り受け，改修が行われている。大阪

方面から村lこ遊びに来る卒業生遼が自由iこ寝治まりでき

るようにどの配慮である。卒業生遼は民家を「木楽庵Jと

命名し，2004年から現在にかけては毎月 1@J或いは3ヵ月

にl回のベースで合計25図稜度村に訪れて実行している。

改修とはいえ一度に本格的な仕上がりを求めるのでなく，

新建材は購入せず現地にある余

材を有効活用し，内装工事や庭の

清掃，整備をスローに実施してい

る。{際2-3;民家庭の溝祷)また，

民家を無料で借り受けたお礼と

しても林業家の自宅のこんにゃ

くづくりや，地区内のお寺の境内

の清帰等，卒業さ主遠は村民の生活

iこも貢献している。そのため民家 図2-3 民家庭の清掃

改装のみに終始するのでなく，完成は当分先であろうが実
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施してゆくプロセスそのものを重視し気楽に取組んでし、

るο 林業家からは毎年，現役の参加学生達に間伐等の林業

体験的指導を[異いている。それはこの卒業生遠の行為によ

って林業家の木阪塾生に対する依頼を高めたからだと推

秘する。木E王塾の卒業生遼が学生時代の体験を膨らませ，

個人的に村へwかけ地域交流を行うことが活動の継続に

も実献しているのではないだろう品、

2-3 過去制作物・活動拠点のメン子ナンス

活動の継続により年々，制作物が村内に増加してゆく。

8J 2-4地図上の丸点lこ示すように，主iこ)11沿いの各集落

や森林付近lこ点在している。{隠 2-4;村内制作物配置臨)

図2-4 村向制作物配霞図

まtc_，活動拠点である!本庶鎗j はかつての木造中学校

校舎であり，引)木造建

築を学ぶことも兼ねて

網戸や木製サッシュの

取替え，外壁板張りの

補修等をしながら訪れ

た卒業生遠の指導のも

と，現役生たちも自身

の寝食場のメンテナン

スを行う。(関 2-5;木

製サッシュの檎鯵

掴 2-6;外壁板張り

滋 2-5 木製サッシユ的措棒

図2-6 件壁板譲りの補修

の補修)

木造の構築物は腐食

しやすし、こともあり定

期的なメンテ7ンスが

安全面においても重視

されるため，参加学生遣は夏の本格的な合宿前に現地に

お

数週訪れ先議連が制作してきたものを 1 メ/チナンスを

兼ねて見学する。勿論，制作した当人遣にしか分カ‘らない

部分もあるため，休日を利用して卒業生の有志で現役生

の指導に当たる。 一方で卒業生逮も自らの制作物iこ何ら

かの恩川、入れがあるため熱心に活動を行っている。また，

役場掠l，~者をはじめ，地元の方々の日常的な管理も高一仏

形式のある管理体制でなくとも最低限度のメンテナンス

は行われている。さらに管理や補修の行き届く制作規模

に抑えていることもありこのような綾持が可能であると

考えられる。

主なメンテナンス項目は，地顔付近的状況・破損状況・

虫金い状況・接合金物の状況・敷地状況・説明等プレー

トであり，目視・触診を中心に実範G，制作物毎にメンテ

すンスシートをつくり現地を回りながら補修を行う。そ

の際，可能な綬り現場で補修するようにし7不可能なもの

はチェックを行い後日，実絡する。このような村内におい

ての卒業生と現役生による取級みが活動の継続を保って

いるともし、えよう。

3，都市での卒業生の活動

3-1 マス空ープランの作成と提案

活動の過渡携を迎えた2003年， 級建築士事務所主宰

の木匠塾08と筆者らで今後の木痘熟の活動について村

に対して数年計磁のマスタ プランの提案を行った。都

市郊で暮らす者としての視点から将来の可能性を示した

ものである。夏の一定期間に現地lこ滞往し，毎年制作:する

小建築を村内の殴道沿いにある f道の駅J の機能を参考

に[むらの竜RJとしてネットワ ク化寸ることによりぷ

でなく面，群による小建築の相?i作用，集落への来訪者の

引き込みを期待したものである。{掴ト1;むらの叡定

点灘念殴 闘争2;マス舎一プラン rむらの駅』ネット

ワ-'1檎懇)

むもの然ぷぬ理念

図3-1 むらの駅定点理意鴎

村側の反応は壮大な将来構惣として捉え，新しい提案

を前向きに受け入れるという雰翻気ではなかったが，

(財)まちづくり市民財臼といった第三者から活動助成
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'" 室町内.... ，.れ閣議ぷZ
S嫌。レ覇路線o.. 鼠が見ら潟，.
い.多〈命錦!J釣，，，島情がII
蕩とさねてL渇a

山

決戦掛川 4ぐ醐λ吋 、丸出蜘間
L州主 組側内沼制幾跡り 叫ボ蜘

j2251忠弘明哨fjf'， ~叩~-，-，-，-， 
j .1臨 ι ，1 -Ji1'ρ.豚 i
込勾斗みで 句 '.1 Il官僚 j 

事詩た1主婦鰭の発5患と量時出

密 3~2 マスタープラン fむらの駅Jネットワーク構想

を得るに至った。確かに単年度の補助金を当てにした提

案だけではプログラムの継続がsj難な事例は多々見受け

られるようだが，文，)助成はあくまでイニシヤノレ約なコス

ト支援であり，今後の新たな木監豊島参加者の活動におい

て道標となることが期待される。

もう一度来たれ

住んでみたい

<lI1上象者よワ)
Lて社金約書聖書誌を果わす。

企画・図作成?一級建聾士毒事務所基本フォルム+木旺盤事務局

3ω2. ブロうf'Jトヂザインと住宅改装活動

祝日5年には杉コレクションという宮崎県木材青壮年

会連合会主催の杉コンペがあり fザ坪の杉空間j と f普

及j というテー7のもと，木匠塾 OBの人が関わる大

阪を拠点とするデザイン集tllが下駄を制作し応募した結

果p見事に入選を勝ち取ったロその後， ) 11上村の木工所で
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試作品を製作し現夜，

t世界lこ向けて接持告す

る準備も行っている。

コンペ審資持の展示

会場では，子供逮が

一坪に敷き詰められ

た動物の足跡が付く
鴎 3-1 軒下駄 f動掛の足跡」

下駄を履いて楽しく

遊ぶ様子が見られた。{盤 3-1;杉下駄 f動物の足軍事J)

日本の文化，森の気配が動物の足跡となって-F干の空間

から，世界に向かつて広がってゆくというコンセプトを

提示している。砕今の一般デザイン誌等に見られるよう，

木箆塾に参加する建築を専攻する学生や卒業生逮もプロ

ダクトデザインはじめ纏広いデザイン領域に関心を抱い

て，住まいやまちづくりにその思考を取り入れようとし

ているのではなかろうか。

また， 2007年から木医塾OB

の一級建築士が大阪市内の木

造長屋を借り受け，自らの住

まいとして改装を貴台めた。定

成時期は腕篠でないが，設備

等.. 高度な専門主主術が飼われ

る部{立を徐き，友人や地元の

人i童を巻き込んで自力建設を

Ifってし、る。 2，，2で述べたよ 密3-2 畏援外綾

うにここでもプロセスそのものを重税している様子が見

られる。{密 3-2;畏滋外観翻 3-3;袋盟内装工事)

このように木俊聖書卒業生逮がようやく都市部でも村で

の1{;動体験を活かし

声合めている。

彼らの自主的な活

動の怠志lこは自らの

身体を動かし体感し

て出来上がってゆく

ものづくりの中で密3-3 長選内装工事
様々な人々との関係

の構築を求め，あたかもまちづくりへと派生させてゆく

傾向が見受けられる。

3-3. 1 0濁年犯念シンポジウム防卒業生の職業

開催 10回目を迎えた 2007年 9月lこは教員の有志や筆

者ら卒業生と現役生が主体となり大阪市内の大阪工業大

学サテライトキャンパスにて記念シンポンウムを実施し

た。内務は基瀦講演，lJ邑去参加者 OBOGによる活動紹介，

他地域木庄塾現役生による活動紹介，パネルディスカッ

ンヨン，交流パーティーである。都市部で開催することに

より，広く一般にも活動のアピ ノレを行うことを祖いと

した。普段，都市部に来ることも少ない村関係者も招き，

← 87白

毎.1[1立村に集結する木箆勢参加者逮もこの日ばかりは大

阪市内に一同に介した。申込者数は 110名(ー般 19名，

関係者 91名}実擦の参加者は 96名となった。(一般 17

名，r，;]係者 7官名)この数は 1"1及び 1-2で述べた毎年村

に夏の一定期隠滞在する近年の木監塾参加人数である約

80名を上回る結巣となった。さらに関係者参加者 79名

のうち現役生が 52名，卒業生が 27名であった。

本節では， 10 Ji寄年記念シンポジウムにおいて申込み及

び紛滞在名簿lこ言話された卒業生 20歳代前半から 30綴

代後半の計 33名の現夜の職業から木夜襲の体験が与え

た影響を考察する。図 3-4は，卒業生 OBOG の織業~IJ及び

性~Ijのグラブである。最も多い職業は建築設計(計 7 名)

駿業

不明*たはフリー 後

伎

朔
ぬ

4
A

一

鶴

箇l
 

地方公務員

その他建築以外

建材"進級売子。醐1

工務復

線設第

建祭設計

。 8人選者

図3-4 卒業生職業別性別人数

であり大半が住宅系設計事務所への勤務または鱈人事務

所の設立者である。次に多い攻日はゼネコン等の建設業

(昔十 6名)，営業・研究等その的建築liIl1*-(計5名)と続

く。これらに工務庖(計3名人建材製造販売(計 l名)， 

地方公務員(建築系計 l名)を加えた合計 23名が住まい

や都市に鑓わる仕事に就いている。(密 3-4;卒祭主主線操

別・性別人数)こIJ;数i立案にシンポジウムに潟わった卒

業生 33名中の約7劉に該当する。また，その他建築以外

出 4名)も自動車整備業や環境・アート・デザイン関

係等であ号何らかのものづくりの職種lこ携わっているこ

とになる。木医塾の現場教育の体験が干士会において建築

をはじめとするものづくりやデザイン業界への興味関心

を維持させているのではなかろうか。

4 卒業生による村内と都市の活動分析

4-1影響と効果

以上のように村内，都市それぞれの場所での卒業生

OBOG遼の活動による影響と効果を傑ってきた。それらに

共通する婆素は f一人だけの活動でなく協俄であるこ

とJ• r自発的であること」ではないだろうか。 2章では

村内活動として盆揺り大会・櫓制作，民家改装と村民交流，

過去制作物等のメンテナンス活動という村内で卒業後も

現役生や村氏と際わりながらつく相続けてゆく夜接的な
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実践を取上げた。 3重量では都市での活動として7 スタ』

プランの作成と提案，プロダクトデザインと住宅改装活

動， 10周年記念、シンポジウム 卒業生の職業の分析とい

う都市部においても間接的だが村での体験を活かす実践

を取上げた。

これらを両輪とし庁長接続的な活動が後輩遠の励みとも

なりまた，村における林業や地域づくりを持続可能にし

てゆけるのではなし治、さらに付け加えるならば，建築設

計・ゼネコン等の職種lこ就き活騒するという社会レベノレ

での影饗が詩家や長原改装等の山村・都市での鱈人レベ

ノレへの活動に影響を与えた，或いはその逆というような

棺乗効果を及ぼしているのではないか。

4-2.考察

ではなぜそのような行為を卒業生達は実践し続けるの

だろうか。それま)11上村木箆塾で経験したプログラムに

おいて，制作中の様々な懐係者僚との折衝において造り

たい・デザインしたいという鰐人の欲望だけでなく，与条

件の中で属医との関係からモノが出来あがってゆく過程

における f気遣しリを大切にしているからではないか。

自明ではあるが制作プロセスの中で関係者間を務撃して

ゆく時は，絡手の要裂や感情をくみとり，プロジェクトを

進行してゆく 7 ネジメント力が必要になる。誰もが作業

や設計だけに没頭するだけでなくお互いを気遣う配慮に

よりプロジェク卜を成功に導く。もっとも技術としての

「木{郎、jは木材lこ対しても背景を知り，適材適所lこ配慮

したものづくりを行うことも身に付けてゆくのだろう。

また，林業体験では間伐材は乾燥しているとはいえ、自

らが伐った木を制作場へ運ぶにあたり 1人 l本， 2"'3m， 

径 l印刷程の材であれ夏の暑さの中ではさらに重量感を

増してゆく。狭く念、なUJ道で運搬する光景は山中では珍

しい木材と学生のj渋j滞が続く。原始的に担ぐ，人海戦術で

のバケツリレー，丸太を転がして運ぶ等、皆で知恵をしぼ

ってUJ中から下ろすのである。 fどうしよう ?Jと鍛むこ

とから rなぜだろう引と自分遣で考え行動した結果で

ある。単なる肉体労働iこ終わらせないことが肝要であり，

自らで考え続け周囲の協力も取り入れる。そのような考

え方を身に付けたからこそ，卒業後の活動lこも繋がって

いるのではないか。

参加者逮の感想からも良かったと思えることの つに，

現在も村で一緒に活動した同級生・先輩・後輩及び村で

出会った村氏や他大学の友人との交流が挙げられる。そ

のような仲間逢との現地での体験学習において前述のよ

うな活動プロセスでの考え方が印象に残るのである。

確かに即効、郎決、即控訴等と効率的でスピーディ』な

ことが求められがちな現在の社会において，一人で行っ

た方が便利なこともあるかもしれない。しかし，そのよう

な中でも自発的に協織を求めることは，複雑で多様な立

場や年代の異なる人達との湖に対する実は綴自然に発生

する誠実な態度であり，新たな仕綴みを築きあげる可能

性に満ちているのではないだろうか。

5 まとめ/援索

以上に述べてきた村内，都市で見られる卒業生達飼々

の活動向j志をネットワ ク化することにより，林業明地域

の自立を促進することを提案したい。

卒業生遼が自発的な協働を行っているように，地域の

自立とはいえ孤立ではなく周辺地域との隠係を構築する

ことが必要と考えられる。大阪を拠点とする事務局を中

心に川上村木医事長以外にも沖年度から始動した都市のUJ

である兵庫県の六甲山木医熟或いは市街地，または統存

の京都美山木医聖書の現役生や卒業生遼も繋ぎ，山村と都

市在結ぶ交換留学のような地域間士の相互交流プ口グラ

ムが理想、である。人が財藤となる木医聖書の活動において

圧倒的lこ消費者の多い都市部の人達と農山村とを繋ぐ試

みであるつ{隠4イ，関西木阪製開催地との相友交流概念

悶}すなわち，近い将来lこ木原塾を体験した若者が社会

の第一線

でj汚綴で

きる佳代

になる頃，

農山村の

木材をは

じめとす

る資源が

消費者の

多様な都

市におい

て有効に

活用され

ることである。都市の若者が一方的に村へiTくだけでな

く，村の人達が都市部の大学等へ出前講漆として本工技

術指導に来ること，都市部の木医塾の実践に協力を?丁う

こと，さらに各林産地の木材や地域資源の特色を一向に

介してアピーノレすること等が考えられる。

町村を越えて繋がる文化，社会活動は行政や学校組織

の枠組を越えた際係でも保たれてゆくのではなし、だろう

か。名度や観光だけでない地域の文化的価値が発掘され

る明憾な動きが見られる司はもう目前なのかもしれない。

く参考文献>

文。戸田都生男 鹿山村での木による実寸大 fものづくり j の
実践効果 f木監勢;が建築 潔境系専攻の大学生と地域に与え
た鹿響その 1，r住まいまち学習J実践報告・論文集 9，pp89-94， 
(財)住宅総合研究財閥， 2008.8 

文勿 )11上村広報「かわかみ.J，2008年 12月現在し976人及び
2007年 12月時点 2，072人，川上村 2008.12及び 2007.12 

(財)住宅総合研究財包， 2008.8

文@田中敦夫 田舎で起業，平凡社，2uCιz
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学生市民窃体による F地域の庭jづくり

ー滋賀県草津市における房副11敷の有効活用

キーワード 1)学生による市開磁副総比較岬明1 3)地域の庭

4)住民と学生と行政成車携 5)環窃誠}

I はじめに

「学生が市民活動に参加する」とし、うとどのようなこ

とを思い浮かべるであろうか。町内のお祭りを手伝う，

であるとか，紡犯パトローノレを市民とー絡になって行う，

ボランティア活動に参加するということなど，人によっ

てそれぞれ色々なことを迷想!，-rるであろう。その多くが，

そのときだけ，在学中の間だけ，自分が簡単に参加でき

る範屈でというものではないだろうか。大学の立地する

場所が地元でない限り，大多数の学生は4年でそのまち

を去ることになる。そのときだけを切り出してみれば，

良いまちができているかもしれない。この積み重ねも大

坊ではあるが，長いスパンで考えた本当に住みたいまち

ができるかといえば，疑問の後る部分がある。

ここで登場する立命館大学は，草津市にあるびわこ・

くさつキャンパス(以下，日五C)のことを指す。 BKC

は 1994年に開設されたキャンパスで，当初は現工学部

だけであった。それが現在では， 6学部，学生約 17，00口

入が通うキャンパスとなっており，草津市にとっても重

要な位置づけになっている。

大学の空間は，外部と切り離されているようなところ

があるので，学生と一般住民とが交流するということは

通常ではほとんどない。こ礼では学生，住民双方にとっ

て，連携活動をする折角の機会を逃してしまうことにも

なりかねない。

学生が長期的に克たまちづくりを3 市民歩行政と共に

行っていくことで，それまでには無かったものを創り出

せる可能性が出てくるのではないであろうか。滋賀県草

津市での活動事例を通して，学生，市民，行政の3者が

連携することによってっくり出す，将来ト像を描いたまち

づくりについて考察する。

加藤妬ホ1

濁松E号斗*'

うになったのは 2002年のことである。{JI;7!<i巴j磁の危検

があったこの川iは，その役割を終えて新しく人工的に造

られた草津)II(新しい草津)11)に切り替えられた。

廃)11となった後の利用計聞は，療μiとなる数年前から

話し合われてきた。この廃)11敷利用に際する議論は草樟

市の担当職員はもちろんのこと，多くの市民・県民，地

元住民，大学教授，学生らによって行われた。シンポジ

ウムやフォーラムなども潟僕され，聖書室謹舎も数多く提出

された。療μi敷の利用iこ関して，たくさんの人々が関心

を持ち，様々な議論が出されたのには以下の2つの理酪

が主に考えられる。

まず1つ自の理由は， 1日草津)11が草津市の中心部を流

れ，市街地を貫くようになっているため，今後の都市計

画に大きな影響を与えるということである。堤防上の道

路が屑辺住民の生活道路となっていることも，都市計画

を考える上(:']重要な点である。

2つ目は， 1日草津川が康史的な天井川iであり，文化的

価値があることである。明治時代に堤紡上にi葺られた桜

並木も立派に文化的価値がある。

2 -2 1日家津)11と計画

先に述べた経緯を経て，廃)11敷整備に関しては一定の

方向性をもった計掘削)が策定された。それま， 1日草津

) 11を6つのゾ】ンに区切り，それぞれに方針を持たせた

ものである。

最も琵営湖岸iこ近いのがゾ日ン1である。このゾーン

は水域と縫域がつながる部分であり，緩やかに環境条件

が変化するような推移帯機能を保全することを方針とし

ている。前日から約1.3Kmをピオトープの区間にして

緑の機能を取り入れるほか，自転車や歩行者の空間とし

てすイクリングロードを整備する計画がある。

2， IS草津)11の存在 続いてのゾーン2は自然的利用ゾーンとして佼讃付け

2 -1 草津市と!日草津)11 られ，周辺の農業地域に合ったゆとりある空間を裳備す

草津)II(現在のi自草津)11)が廃)11となり，水が流れないよ ることが方針とされてし、る。ゾーン1から引き続きサイ

"立命館大学経営学部経営学科3年 判立命館大学経常学部経営学科3年

滋賀県環境学習支撞センタ】企溺運営委員
を務めるなど，大学のある車三津市滋賀県を
中心に活動。療療やまちづくりをキーワード
にした活動を展開している。
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クジングロ ドを繋備するほか，豊かな環境を塁山的な

空間として保全していく計画主である。

ゾーン3に入ると居住地域になってくる。ゾ}ーン3と

ゾ ン4を合わせてスポーツと健康ゾーンとして位置付

けられている。調静な住宅地域のゆとりある生活環境変

聞の創出を繋備方針とし，良好な沿道環境・憩いと交流

のための緑地空1習を権保することを機能きとして掲げてい

る。さらに，周辺にある既存の公園や市民体育館等と連

携者取った空間にすることも計画に盛り込まれている。

このゾ}ンでは交通機能にも力を入れており，一郊では

|詩草津)11を断ち切るように道路の敷設が進められている。

プーン5は JR琵琶湖線(東海道線)付近から鴎道 1

号線までの区間であり，周辺lこは街活街が源わう市街地

がある。また， JRと交差する部分の煉瓦造りのトンネ

ノレは近代的遺産であり， 1日東海道・!日中山道が通ってい

ることからも，天井川の堤体を保存L，歴史空間として

保全する方針である。加えて，花と縁の文化ゾ】ンとい

う位農付けも持っており，街中の慈、いと交流のための空

間とすることが求められている。

最後のゾーン6は，遊びと広場のゾーンであり，また，

栗東市とも隣接している。このことから，栗東市の殺の

ネットワークとの連携拠点として整備することや，防災

空間として整備が進められている。

2 -"" 3 1日草津川!の現状

現在の1日草津川は，その一部が新たな道路を整請する

ために工事が行われたり，防災空間を整備したり，資材

置き場になったりしている以外は，そのほとんどが実現

可能な利用計闘がない。将来の整備に向けた大枠の計聞

はあるものの，滋賀県の予算などの擦係で全く進められ

ていない状況である。 f可も事業を行わなくても，草刈り

などσ:整備費用は毎年発生してしまう。そこで，県は少

しでも整備に掛かる費用を抑えようと，協定制度をつく

っている。

この協定制度は正式には f草津)11溌)11敷地の管理協定

制度j出)と呼ばれ， 20口5年目月に滋賀県南部振興局が

策定したものである。 1日草津)11の河川敷を無償で貸し》

活動を許可する代わりに，清掃や除草といった作業を団

体に求めるというものである。現在この協定を結んでい

るEll体はいくつかあり， 1日草津)11賂辺の町内会や地域の

NPO法人がその主たるものである。各国体の活動目的

は，ゲートボールであったり子どもの遊び場であったり

するのだが，その基礎となる河川敷整備があまり進んで

いないため，現在活発に活動をしている様子は見ること

ができない。そのため， 2005年に制度が始まって以来，

実際に活動を通して宙iこ浮いた空間を利用してきた団体

は無かった。

3 遊休地を利用したまちづくり

3-1 遊休地を発見したことから

2ω7年夏殴lこ， 1日草津川!の存在を発見したことからす

べてが始まった。写真 3-1で見てもわかるように2 何

もない道地が!日草津)11には広がっていた。この{可もない

土地を何かに使えなし功、。 4か月ほどかけて作成したの

が， r地域の庭J討顕である。この計隣では，地域住民の

交流・団らんの場にすることをねらいにしていた。この

1I':画をまとめて?滋賀県に最初に提出したのが2007年 12

月のことである。企画審に記織した計街iは概ね次のi語り

である。

CD道具積場と潟水利潤施設を兼ねた， トタンや単管パ

イプによる小屋の設置

②堤防の高さを利用したアサガオの栽培

@?<装ケ…スなどを利用したコンテナピオトープ

@その他の花や聖子菜の栽培

⑤カフェの関俄

⑤生ごみの堆肥化

これらの企簡が，行政・住民・大学の 3者がi車携する

ことで実現でき， しかも，公共の場としての機能をま員な

うことがないということを強瀦した。

写真 3-1 ;吾朗院の麗111敷(J)様子

第I的自の委員会が年明け 2008年に開{寵された。こ

の委員会は，地域住民の代表の方々を中心に，行政の関

係者から構成されているものである。この委員会で認め

られれば， 1日草津川淀川敷での活動が認められる。

予想していたことでもあるが r学生が本当にできる

。コかJ 君たちが卒業したらどうなるのかJといった，そ

こに住む人ではない「学生Jの企画だからこその質問が

出てくる。もちろん，短期間の活動で終わらずに，長期

にわたって地域の庭としてあり続けてほしいと願う。そ

のために，学生だけでなく地域住民と】叩絡になることで

継続性が生まれるのではなし、かと考えていた。しかしな
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がら r絶対」ということが堂々と言えないのが学生にと

って弱し、ところである。他にも，水道がないが本当に水

を確保できるのかといったことや，近携に迷惑なことが

起こらないかといったような質問・意見が出された。

これらの質問にすべて返答するために，企画著書を修正

し，より内容を詰めたものを再度提出した。 2西日の委

員会が開催されたのが 6月になってからである。ここで

も若干の質矯が出たが，後再郵送による回答を行うこと

によって，療)11敷の土地利用を許可された。利用を許可

された廃)11敷の面積はおよそ 1，500rdである。場所は2

---2で述八たゾーンで言うと，ゾーン5に当たる。照辺

が住宅街で，商府街lこも近いため計画実行iこは好条件な

場所である。これが 2008年7月のことなので，最初の

構想から 1年近く縫ったことになる。

3-2 市民5主体として

土地利用が認められるのに合わせて， rガーデンクリ

エイトコミュニティ にわわ・くさつJ法的と称する団

体を設立した。この団体のメンバーは立命館大学生で構

成されている。しかし，あえて大学には登録していない。

これは，より市民に近づいて，市民として活動したいと

いう想、いがあるからである。先の委員会でもあったよう

に r学生だからj というようなことは言われたくない。

同じ市民としての立場だから，きちんと将来のことを考

えながら活動をする，ということを少しでも伝える必要

がある。学生としての行動力やアイディアなどはj活かし

つつも，立場としては市民をとるということが，自分た

ちの活動を支える人がいない以上，非常に重要になると

感じられる。

市民!'ll体としたのには，もう 1つ意義がある。この意

義は，将来この間体を誰が担っていくかを考えたときに

生じる。現状のように，学生が主体で継続していくこと

ももちろんあり得る。しかし，まちづくりを考えたとき

に，学生だけで行っていたのなら，大学内の活動と{可も

変わりがない。まちづくりと言うからには，そのまちで

生活する人みんなが参画できるような機会・環境を整え

るべきである。そうなると，まちの中心で活動しようと

する団体の担い手は，学生だけでなく一般市民も含まれ

てくる。ここに2 単に「学生間体Jではなく「市民団体j

とすることの意義が出てくる。学生に対して団体を紹介

する際には， I実際は学生が運営しているけれども，心は

市民である」としづ気持ちを込めて「学生市民閲体」と

称することもある。

3 -3 活動の開始

夏本番を前にしてようやく活動を開始することができ

た。土が廓くて少し耕すだけでも大変であった。{可が育

つのか分からなかったため，芝の積を蒔いたり}雑草防

-91 -

10にとクローパーの種を蒔いたちと色々な試みをしたが，

これらはことごとく失敗した。これ以外では，計画通り

アサガオを植えることからはじめた。箇を自宅のベラン

ダで栽培していたのでそれを移植した。約 20本の菖が

あったが，日陰を遮るものもなく，周りに水もない状態

で体を動かすのは非常に大変である。数名のメンパーが

参加しに来ていたが，飲料水や塩分補給が z:きるような

準備を気配りすることが非常に大切である。

アサガオのほかにも，ゴーヤや数稜類の植物を植えて

いた 7月下旬，アサガオを残して伎の積物の姿が鴻えて

しまった。耕したところも含めて，土が完全にならされ

ていたため，行政に潤い合わせた。その結果，行政が発

注した工事の業者が誤って施工してしまったことが粍暁

した。行政との連携を試みようとしても，こういうこと

もあるのだろう。結果としては，誤って埋められてしま

った分に対しての補償は何も求めないこととした。金額

としては少額であったことと(金銭では表せない部分も

もちろんあるが)，今後の連携に織待することからという

点もある。このような事態はあってはほしくない出来事

であるが，重要なのはその後である。現在では，少しで

はあるが連携のきっかけが生まれようとしている。

3-4 活動の拡充と収穫

Jiには多くの苦労があった。当初から水がないことは

分かっていたので，水の確保からの庭づくりである。物

置と雨水の収集を兼ねた簡易な小震を総作する予定であ

ったが，活動初期であることから，安{適で容易なポリバ

ケツや衣装ケースを利用することにした。ポリバケツを

地上に置いたり，穴を掘って埋めた号することでb 雨が

降った際に水が貯まるようにした。しかし夏場はそれで

も水が不足するということもある。その時は，活動場所

から約 500m離れたところにある児童公潤で，ベットボ

トノレに水を汲んで利用をする処置をとった。育てている

のがその時はアサガオだけであったが，昼部i立暑くて水

やりができないので，報早く起きて自転車で 15分ほど

かけて活動現場吋?くことになる。

苦労したことも多かったが，新しい発見をすることも

できた。普段現場で活動するのは，日中やタJちにかけて

である。なので，日頃見ない朝の様子を見ることができ

た。支の朝の早い待問は涼しいので，散歩やジョギング

をする人を多く見かけた。地域の中心地として， ) 11に水

が流れなくなってからも，本当に地域の人たちから愛さ

れ，親しまれている場所であることを実感する機会とな

った。

秋からは，同じ立命館大学の政策科学部(こちらは京

都の衣笠キャンパスである)の学生が，ゼミ研究の一環

として一緒に1活動をするようになった。ゼミ研究の一環

ということで， こちらでは主主主主的に把握してこなかった
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地域住民の意識を知ることができた。文"また，純粋に

活動する人数が増えたため，現地での作業を充実させる

ことができたことは幸いであった。広大なこと地を借りる

ことができたといっても，作業をする人数は限られてい

る。機械を入れて作業できるほどの資金も無く，写真3

，-2に見られるようにシャベノレやクワを利用してすべて

人の力によって耕している。 また，水やりも水道が無い

ことからホースはもちろん使えず，写真3-3のように

ジョワロでポロパケツの水を汲んで水や0を行っている。

今でこそジョウロを使っているが，秋前まではベットボ

トノレに水を汲んでいた。

たくさんの人が役話した甲斐もあって， 12月にはハツ

カダイコンを初収穫することができた。レタスやネギ，

ダイコン，ハープなども育てているため，これからの収

穫が非常に楽しみである。

写真 3-2 入力での作業

写真3-3 ジョウロでの水やり

3-5 地域との交流

堤防上は歩行者・自転車専用道となっているため，報

タに散歩する人が非常に多い。活動場所は川底であった

場所なので，散歩している人からは見下ろされるような

状況になる。何もなかったところで，人が活動し，熔や

花墳がつくられているのだから，必然的に注自される。

活動中に声をかけられることもしばしばあり，たくさん

の人から励まされた。やはり，何もないまま長い時間土

地が放躍まされていたのは殺しいらしく，花壇を増やして

し、くことや』公閣のようにしていくことを希製する意見

を何闘も耳にした。当然のことながら，あまり歓迎しな

い人もいる。雨水をR'Tめて利用しているので2 ボウフラ

が発生しないか心配する人などである。実際に地域で暮

らす人たちの生の声を開くことができるので，非常に参

考になる。こうした小さな交流から，活動が地域の人に

認識され，徐々に地域に溶付込んでいくことができれば

良いのではないだろうか。

4 課題と展望

2008年 7月からおよそ半年間自の活動の中で課題も把

擬することができてきている。 12月末頃lこは，全国学生

環境活動コンテスト出)に参加し，嫌々な活動をしてい

る人から意見を頂いた。 1番大きな課題は，胤捌の住民

の入を，どのように引き込んでいくかである。現時点で

は2 活動の最中に通りがかった人と話をするくらいであ

る。植物を育てはじめるという，基礎となる部分が上手

く軌道に乗り出した今，より積懐約に多くの人と交流で

きるような仕掛けをつくっていく必望書がある。元来が河

川であったため，散歩する人が通る堤防の上と，活動を

しているJ11底とじた連絡手段が限られていることも今後対

応したい。また，ゆっくり休めるようなベンチやお陰も

あったほうが良い。

課題はそれだけではない。継物の最を増やしていこう

と考えているが，それに応じた水の確保ができていない

ことは致命的である。潟水を効率的に集め，貯めておく

ような設備を導入する必要がある。

約半年としづ期間であるがP 活動実績も伴ってきた。

今後は，住民や行政とそれぞれの役叡を読む喝しながら，

連携した活動を展開させたい。
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地域環境を考える学瞥プログラム

ーさがまちプレ・コンソーシアム大学でのグリーンマップを活用した実践ー

梶山純町

村山史世叫

本橋明彦叫

キーワード 1)環境学習 2)グリーレマップ 3)相互学習心地掃誘滅的異世代・典主体交流

1.はじめに

一口lこf環境について学ぶ」と言っても，学ぶ内容は多岐

に渡り， {i可を学んだから環境品、うものを理解したとするか非

常に難しい。 f何を学ぶかjよりも「例のために学ぶのか」が，

環境を学ぶ上で大事になってくる。地球温暖化や駿性雨の

ような地球規模の環境問題の解決を考えたり，持続可能な

社会を形成できるように今あるライフスタイノレを考え渡してい

くためのキッカケを与えるのが?環境を学ぶ上で大切である。

そこで今回 rグリーンマップ」を活用した環境学習プログラ

ムの実践を通して，参加者が環境に対し一て仰を感じ，和1を学

んだかを紹介する。

「グリーンマップjとは，世界共通のアイコン;を使用した環

境地図である。「グリーンマップJの作成において地域環境を

再発見し?その情報をアイコンとして表現する。作成したグリ

ーンマップは，共通のアイコンを通して，地域の入札そして

世界中の人々と地域の環境情報を交換することができる。こ

のように地域環境の発見・発信を通じて地球規模で環境を

考え，交流するためのツールとして，世界の 50以上の国で

活用されている環境学習のアクティピティーである。

グリ}ンマップはそのプログラムの呂的によって，様々な

方法で実施される。本稿では，相模原・町田大学地域コンソ

ーシアム(さがまちコンソーシアム)'主催「さがまちブレ・コン

ソーシアム大学Jにおける「環境学習インストラクター養成講

座」と「みんなでつくろうグリーンマップコにおいて実施された

グリーンマップを活用した環境学習の実践を総介する。

2.さがまちプレ・コンソーシアム大学

2-1講座の目指すもの

さがまちコンソーシアムは.r教育学習事業j， r人材育成

事業J.r地域発展事業Jを事業の柱としている。 2008年度か

ら始まる「さがまちコンソーシアム大学jの前倒し事業として，

プレ・コンソーシアム大学は 2008年2月3月に 11講座が実

施された。このうち r環境学習インストラクター養成講座j

「みんなでつくろうグリーンマップAコース(麻布大学)J. r同

円麻布大学専任講師

叫相模原町田大学地域コンソーシアム職員

向 93-

Bコース(ヨ三J11大学)j の 3 講座において，グジ~~マップが

実施された。

グリーンマップを実施した3講座はf教育学習事業jである

が， r人材育成事業Jr地域発展事業」とのク口スオーハーも

意隠している。「環境学習インストラクター養成講座JI立大学

生を対象として，環境関皇室の築礎的講座とグリーンマップの

理論と作成実習を行う。ここで学んだ学生は，小学生を対象

としたfみんなでつくろうグワーンマップJの講座を主体的に

企爾・実施する。すなわち，大学生は学ぶだけでなく，子ど

もたちにグリーンマップを伝え，一緒に作成する。この過稜

で，大学生は子どもたちと栂互に学びあい，相互に地域のま

ちづくりの人材として育成し合う。そして，それぞfれの生活の

場で地域環境に対する視点をもって活動することで，地域環

境の保全・改善をしていくことが蛾待できる。このように r教

育学習」を主としながらも r人材育成」と「地域発展jを視野

に入れたプログラムである。

2-2議康の企霞者・協力者

講座は，さがまちコンソーシアムの職員・本橋明彦が中心と

なってy 様々な主体と協働しながら会幽した。

本橋は，学生主体の様々な地域協倉jプログラムを通して

面識のあった麻布大学教員・村山史世から情報を得た。

まず，麻布大学で実摘してしもIインタープリター養成講

座JIこついてである。この講座は(株)自然教育研究センター

と連携して，学生にインタープリター養成の集中講義と実潔

を行う。受講者は，単位とともにs 希望すれば自然体験活動

指導者(CONEリーダー)として議録もできる。講践を修了し

た学生には指導者としてお然体験活動を食関・実施して欲

しいが，実際に学生がそのような活動することはなかなかで

きていなし、。

また，村山はグリーンマップに興味があること，そして「自

転車グリーンマップ」を作成したアーバンエコロジ}東京の

問中恒明は村山の友人であり，紹介できることを伝えた。

このような情報を得て，本橋l立大学生を環境学習の指導

ホ astro食worksふちのベ代表

麻布大学在学中，地域のji}j庖街を中

心に様々な環境活動を実施。卒業後、

astro合worksふちのベを設立。環境教

育活動の実施や援紡を行し、ながら，市

の観光協会に入会し市内のまちっくり

に積機的に協力している。
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者として養成した上で，今度はその大学生が子と、たちに潔

境学留を実施するというプログラムt構造を決めた。また，プ

ログラムの中心にグリーンマップの作成創立置つけ，田中に

協力を要請した。

図中は，自身とアーバンエコロジー東京の協力を約束し

ただけでなく，麻布大学出身で卒業後も棉模原で環境まち

づくり活動をしてしも梶山純にも企画協力者として参画する

ことを，さがまちコンソーシアムiこ要請した。

また，{t阪の準備段階で，第 5回全国大学生環境活動コ

ンテストの選考委員をしていた村山は，審査で玉川大学の

学生環境保全委員会3の学生たちと知り合う。彼らは，潔境

教育プログラムの企画・実践を行っている。村山からの情報

提供を受けて本橋は，五JIi大学に出向き，教職員と環境保

全委員会の学生たちに協力を取り付けたと心

このように，さがまちコンソーシアムの本橋は，村山・問中・

梶山，麻布大学，宝J11大学との協力体制を構築した。麻布

大学・玉JIi大学は会場の提供，職員の支援，学生への広報，

田中・梶山・村山にはグトンマップ企爾と学生の支援，そし

てさがまちコンソーンアムは事務局を担当した。さがまちコン

ソーシアムの事務局は，相模原市・町田市の職員が担当し

ている。すなわち，市民・行政・大学・学生といった異なった

主体で，プログラムを企画・実施することになった。

3.環境学習インストラクター養成講座

3-1趣旨・概要

2008年2月初日に麻布大学において，環境学潔インスト

ラクター養成講皮が実施された。受講資格として「環境活動

に興味があり， 3月間校のグリーンマップづくり講座の企画・

運営に震われる大学生Jとして募集したところP 麻布大学生7

名，玉川大学生6名，慶応大学生 l名が参加した。

講座の内容は以下のとおりである。

講義① 10:00-12:00 r環境部題基礎講座j

北里大学腸捷行教授

講義② 13:00-14:00rグワーンマップとはJ

多摩美術大学堀内正弘准教授

実習 14:00市 16:00 rグリーンマップづくり」

アーノ〈ンエコロジー東京間中恒明

楊教授は環境問題の，堀内准教授はグリーンマップの第

一入者であるが，両議官信が所属する北里大学，多摩美術大

学はともにさがまちコンソーシアムの会員である。

受講者は，講義①で環境問題の基礎を，講義②でグリー

ンマップの理論を学び，実習で実際に麻布大学のキャンパ

ス内でグリーンマップづくりを体験する。

環境問題，グリーンマッ7'の環論と実践を学んだ大学生

は》翌月の「みんなでつくろうグリーンマップjを企画・実施す

る。すなわち， r環境学習インストラクター養成講座Jの受講

者である大学生が rみんなでつくろうグ日ーンマップjでは

逆にインストラクターを務めることが大きな特色である。大

学生は，学んだものを自分な切に解釈し，更に他人に伝えつ

つ，フィールドに応じた自分なりのプログラムをつくり上げな

くてはならない。

以下は，田中から大学生に伝えられた基本事項である。

環境インストラクター養成講避のための援本事項

アーパンエコロジー東京・問中儀明

こどもを対象とする今回のプ口グラムにおいて，学生の皆

さんが留意してほしし、ことの基本事項です。

9 目的，グリ}ンマップ，プログラム内務をこども遼にわ

かりやすく説明する。

10 これは教育フ。ログラムではありません。学生とこともが

相瓦に学びあう相官亙学潔のプログラムです。

11 フィーノレドワークにあたっては，こども達の安全に十分

配慮してください。

12. ?ツプづくりにおいては，こと、も逮の発見や意見を大切

にして下さい。

13 こども達の心に残るようなプログラムを心がけてくださ

し、。

14 グリーンマップづくりを通じてさらなる広がりが持てるよ

うにこども達を導いてあげて下さい。

15 このプログラムは単にグリーンマップを作るとし、うことに

留まるプログラムではありません。{自のプログラムを行う

上でも十分に応用が効くものです。

16.では，知恵を出し合って，楽しいプログラムを作ってく

ださい。

3-2学生の意識と企箇準繍

環境学習インストラクター養成講座に参加した学生たちに

共通するのは，学内・学外において環境活動の経験がある

学生が多く，グリーンマップにとても興味を示していたことで

ある。また，麻布大学生はインタープリター養成講隆，三EJII

大学生は環境エデュケータ}養成講~.トレーニング講座と

いう，環境学習の指導者養成講涯を受講しているとし、う共通

点もあった。他}j， 麻布大学生は環境を専門に学んでいる

学生であったが，三EJII大学，慶応大学の学生たちは，環境

以外の専門教育を字んでしも点が相違点であった。

大学生たちは，環境学習インストラクター養成講座のf環境

問題基礎講座jにもfグリーンマップ講康Jにも興味をもち，

積極的lこ参加した。

問中の他iこ，アーバンエコロジー東京のメンバー3入も加

わっての「グリーンマップつくり実習」では，麻布大学生，:E

)11大学生が 絡になるようにグループ分けがなされ，学内を

見て回ったうえで?グリーンマップを作製したe全学生がグリ

ーンマップづくりは，初めての体験だった。特iこヨ三井i大学

生・慶応大学生は初めて足を踏み入れるキャンパスに興味
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津々の様子であった。自然と麻布大学生がホスト役を務める

ようになり，初めて麻布大学を訪れた大学生の新鮮な視線

からヲ自分が通う大学σ〉特徴を改めて持認識しf二

写真3-2 フィールドワーウ

写真3-2 グリーンマップづくザ

写真3-2 ゲリーンマップ

完成したどのマッ71こも「動物Jr環境jなどのアイコンが多

く織かれ?麻布大学のイメージが反映されていた。各政は作

成したグリーン7 ツフ白を発表L，発見したこと，視点の違いを

相互に共有し合った。

95 

講座終了後，振りかえりと 3月のfみんなでつくろうグリー

ンマップ」の金設iに向けての打ち合わせを兼ねた交流会が

開かれた。今度は学生が主体になって小学生向けのプログ

ラムを作成することになっていたのだが，学生の役都に立すし

て学生たちの意識は様々であった。お手伝いのつもりの学

生もいたし，プログラム作成を意識していた学生もいた。

このような意識の遠いは，共潤作業を進めながら?事務局

や梶山・村山のコーディネートで埋めてゆくこと，そして問中

には引き続き「みんなでつくろうグFーンマップjにおいてもア

ドバイザー役を引き受けてもらうことが確認された。

「みんなでつくろうグリーンマップJでは，説明から進行まで

を含んだプログラムは学生が企腐・実摘しすること，麻布大

学会場では麻布大学生が，玉川大学会場では玉川大学生

がそれぞれ中心となってそれそeれ大学の特色を出したプ口

グラムを会闘することが確認された。

最後に，準備日穏を以下のように決めた。

2月初日スタップによる玉川大学下免

3月6日学生による玉)11大学ド見・打ち合わせ

3月 11日学生によるプ口グ、ラムづくり(於麻布大学)

3月 19日 fみんなでつくろうグリーンマップ(Aコース)J 

(会場麻布大学)打ち合わせ・リハーサノレ

3月初日 「みんなでつくろうグリーンマップ(Aコース)J本番

3月初日 fみんなでつくろうグリ}ンマップ(8コース)J 

(会場玉川大学)打ち合わせ・ジハ}サノレ

3月29" rみんなでつくろうグリーンマップ(日コース)j本番

学生の連絡と情報共有のために，さがまちコンソーシアム

は学生・スタップのメーリングリストを作成し，参加した学生の

自主性の下，本番lこ向けて打ち合わせy 宣告傑等を行ってい

く体制を構築した。

3-3プログラムづくり

2月初"， 3月6日は，玉)11火学を下見して，現場の状況

を把握することに力点が重量かれた。プログラムづくりは， 3月

II日と3月刊日に集中的に行い， 3月20日の麻布大学会

場での本番後，修正することにした。

ブρログラムづくりのコーディネート1;1:，梶山が行った。保山

は，渡案を用意しながらも，学生向土の昔話し合いと目的の共

有に待問をかけて学生たちの金習が菌室成されてゆくのを待

った。結果的には月草案を使わずに，学生主体でプログラムを

作成した。

ブ口グラムでは，以下の4点を留意することになっt-::..o

① 小学生が学国祭などでまた大学iこ来たくなるように，

大学らしさをアッピーノレする。

② コミュニケーションを大事にする。

③ 様々 な視点、を大事にし，広し咋見堅手で地域を見るEを

養う。

④ 「引を大事にする
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プ口グラムの基本形は以下のとおりである。

<テ)マ>

① 観察して“自分のお気に入り"を発免しよう

② そしてみんなで分かち合い新しい発見をしよう

<プログラム〉

① グリーンマップ講座(20分)

② アイスブレイク(30分)

③ フィールドワーク(70分)

④ マップ作製(40分)

③ 発表(20分)

グリーンマップ講震は麻布大学生が，アイスブレイクは支

J 11大学生が中心に掠当することとなった。フィールドワークで

は，大学生が小学生をガイドしつつ，学内を探検する。小学

生たちには，グリーンマップを疏で作成するためのメモを作

成L，気に入ったものを携帯電話付属のカメラで撮影しても

らう。その写真は，携帯プリンタで印昂IJL，下のような台紙に

猿りfすけ，その子にとっての大学のお気に入りのシートを作

成する。

お気に入りに当てはま
るアイコンを選ぶ。ま
たは作成する

ブィサトトク中にお気に
入りの場所・ものの写
真を撮り，鮎り付ける

気に入った理由となぜ
そのアイコンにしたの
かを記入する

このシートは，子どもたちの想い出を形にする，いわば「お

土産」として，持って帰ってもらうことにした。

4.みんなでつくろうグリーンマップ

4-1 麻布大学(Aコース)

3月 20日に行われた麻布大学での Aコースは生憎の雨

模織となったが，参加者の保護者を含めた 30名近い方がプ

ログラムに参力目した。

前半はアイスブレイクで，参加者向士の緊張をほくすと同

時に7 ツプづくりの際の斑分けを行い，その後グリーンマッ

プの説明をし雨の中フィーノレドワークへ出発した。雨とし、う

こともあり，急逮見て回る待問・場所を変更し2 アイスブレイク

の待問を延ばしたり，雨具を用意したりと，当日の変吏点が

多く，潤滑な運営が危ぶまれたが，室内の見学や，雨でも見

学可能な動物たちゃ潔境施設などを見た子どもたちは目を

輝かせながら大学内を免て回っていた。フィールドワーク後

のマップ作成も，見て回ったもののシーノレを我先に張ろうと

競争するグノレ』プなどもおり，学生たちが参加者の好奇心

を積極的に促しながらにマップづくりを行っていた。

また当日に見学をしていた保護者で急竣，島圧を作り，田中

の案内のもと子どもたちと両様iこフィーノレドワークとグリーマ

ップの作成，発表を行った。当初から大学生と子どもの関係

を構築するため，保護者の方々にはフ。ログラムへの直接参

加は控えてもらっていたが，保護者明間土で肢を作り，プログ

ラムー¥の森両者aて佼霊堂づけ， 1司ヒ上うにアクティピティ…

合行いクVー/マッ fを作成・発表することでう子どもと違っ

たm点を提示してもらった。

写真4-1 フィールドワーヲ

写真4-1 ゲリ ンマップづくり

写真4-1 発表
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写真4ャ 1 お気に入りシート

発表を通じて，小学生，大学生，そして保護者の地域環境

に対する視点、の違し、が共有された。このようにグリーンマッ

プは，異世代交流のツーノレとしても有効である。

初めて麻布大学に入った参加者も，以前にイヘントなどで

麻布大学に入ったことがある参加者も，学内の畜糞燦処理

施設や太陽光パネノレといった環境に祝慮した装置・施設を

見るのは初めてとしづ人が多く，動物と問じくらい環境としヴ

キ}ワードが大学のいたるところに存在することに，マップ作

成を通して気ついていったのが印象約であった。

4-2玉)11大学(昌コース)

3月2吉日に玉川大学で行われた日ロースでは，キャンパス

が広大だったため，範悶を限定してノレートを作成した。また，

f環境インストラクター養成講座jとrAコースJに参加してし、

ない学生が多かったため，践的の共有，プログラムづくりに

学生たちが苦労してし、た蕗があったO

当日，天候も良く，ここでも 20人を越える参加者が参加し

た。プログラムの流れは:EJII大生が行うアイスブレイクと斑分

けを兼ねたアクティビティーを経て班分けをし，グトンマッ

プについての説明が行われた。フィーノレドワークでは広大な

日 11大学の敷地に自然・伝統・文化・歴史など多くの資源、を

発見することができた。

写真4-2 フィールドワーウ

5.グリーンマップと環境学習

今回，小学生に対し大学生がグリーンマップっくりを一緒

に行うプログラムを実施した。フィールドワークをしながら，地

域情報を収集し，集まった情報を元に参加者向士で意見交

換を行いながら，共同作業でグリ}ンマップを作成していく

このプログラムは，環境学習のみならず，コミュニケーション

能力の酒養と，様々な視点の受容能力を高める。すなわち，

グリーン7ツ71立棺五学習の効巣が得られる。グローンマッ

プそのものの知識を得るだけがこのプログラムの容的ではな

い。地域の環境情報を，その地域が持つ特性・問題を，共通

言語であるアイコンで表現することで，地域に対する関心，

環境保全意識や環境をよりよくしたいとし、う怠欲を高め，他

者との協働の喜びを知ることが重要となってくるものである。

今回!のプログラムでも参加者の子とホもたちだけが学習してい

るわけではなく， 緒lこ作業をする大学生もi弓織に学習をし

ていることが終了後のアンケートより伺える。もちろんインスト

ラクターとして，教えるiJl!Iとしての反省や運営上の反省も

多々あるのだが，グリーン7 ツブ。を作る一億人としても十分

学留する機会があったようで庇る。

プログラム終了後のアンケートでは，子どもたちの多くが

初めて訪れる場所なので，好奇心からストレ}トな反応が多

かったのに対L，大学生のアンケ}トの反応は大きく分けて

2つに分かれていた。

く小学生のアンケート〉

・みんなで地図が作れて楽しかった(@麻布大学)

・大学生のお兄さんお姉さんとと一緒に地民が作れて楽しか

った(@麻布大学・ヨミJ11大学)

・ブタがかわし、かった(@麻布火学)

・大学でリサイクノレがやっていて?自分たちももっとやらない

といけなし、と患った(@麻布大学)

-太陽光発電とか勉強になった(@麻布大学)

.ヌJ11大学には歴史があった(@玉川大学)

・アイコンが22コ見つかった(@玉川大学)

写真4ω2 アイスプレイウ ・大学を探検できた(@玉川大学・麻布大学)
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<大学生アンケート>

・子どもの視点が新鮮だった(懐かしかった)

・子どもが楽しそうにプログラムに参加してくれた

参加者のアンケートをえると 7 誰もが今回のプログラムlこ

参加し，有怠議な時間を過ごしたご純粋にブィールドワ…ク

で大学内の散策を楽しんだ参加者もいれば?麻布大学では

動物環境についての知的好奇心が満たされたとする答え

が多くえられた。ま't:.，広大な敷地に学校の際，9:1t:物言語る史

跡が多数あるま111大学でも1;;1じような傾向が見られた。また

大学生と触れ合うことが楽しかったとし、う答えも多数あった。

プログラムの作成時に大詳のえ所をフィーノレドワ}クの同点路

に組み込んだ成果が良く出てしも結巣となった。

そして，参加者の答えの中で最も興味深い答えだったのが

「大学でリサイクノレがやっていて，自分たちももっとやらない

といけないと患ったJと答えた麻布大学での Aコースに参加

した小学生の意見であった。この答えこそ，今回のプログラ

ムの大きな成果である。大学・大学生の取り組みを知り，小

学生告ら「環境iこ対して出来ることJを考えたからだ。環境に

配慮した各施設を見て周り，参加者に対して環境意識の向

tを図れたことは，作成したグリーンマップ以上にも重要で

ある。

続いて学生側のアンケートに告を移すと， r子どもの視点J

lこ関する答えが圧倒的に多かった。目線の違いによって注

目するポイントが大人とは全然違うこととp 同じものを見た持

の反応の違いがあった。ノレートづくりや全体の進行を自分た

ちで金額してゆくなかで，本番では初見時の新鮮さがない

せいか，マップ作成の場所に対する[jIjf定概念がもう出来てし

まっていた学生が多かった。それでも参加者の子どもとの

緒に行動することで，マップを作成した場所に対して新たな

魅力・特徴を気付かされた，というアンケートの答えが多かっ

た。参加した学生は，違った感性をもった子供のつぶやきを，

アイコンで表現するとし、う，共同作業・コミュニケーンヨンを体

験できた。参加者の学生は，グリーンマップを通じて情報とし

て自分の中で共有，理解することの重要さを感じているよう

であった。

6.まとめ

今回の実践を通して，グリーンマップそのものの学習ツー

ノレとしての優秀さと，地域を再構成するためのツーノレとして

の可能性を強く感じた。

今回のプログラムはグリーンマップ。を作るところに大きな重

点が鐙かれてし吃惑があり，折角作成した環境情報を効果的

に発信するところまでには五らなかった。地域改善のツ}ノレ

とすることは，今後の課題としたい。

大学の環境に配慮した取り組み・施設の見学することを通じ

て，大学生の生活を自分たちの生活に重ね合わせて考える

機会の提供は，環境を考える良いキッカケになることがわか

った。今後，大学がこのようなプログラムを通してより多くの人

に環境情報を発倍，そして環境学習を体験する機会を提供

することが，大学による持続可能な社会への貢献の一方法で

ある。

持j瓦学習とし亡だけぜなく，地域そのものを考え直す機会

を提供するブ口グラムシしてすグワ ンマップが地域環境を考

〆ぬるためのツ…ノレとし亡もっと活用できるブ。口グラムであξこと

が今回わかった。ここで予草生した情報を地域の環境の改善す

るための行動を取るためのプラットブオームづくりが今後の課

題となってくるとJ，~じた。

この点に関して，さがまちコンソ…シアムが，加線大学の学

生・教職i't，市K そして1i政の職員 7 と様々な主体;をコー

ディネートして，主に大学の人的・知的・物El'J資源をffll時Lな

がら，地域での1環境学習・人材育成・地域づくりを行った。呉

なった主体が協働で事業を行う場合，連絡体制や調整で大

きな課題が残ったことは否定できない。しかし，今[自の試みは，

プラットブオ」ムづくりの第一歩であると評価できる。

今闘のプログラムlこ参加してくれた学生には今[0学んだこ

と?得た技術と経験を個々の学生生活だけではなく，地域環

境の保全・改浮に活IiJ'Jることを期待したい。

7 おわりに

その後の展開についても触れておきたいc

麻布火学では，プレ・コンソーシアム大学をきっかけにグリ

ーンマップ・メーカ~Iこ登録L ， 1年生IAJけのゼミやさがみは

ら環境まつりをはじめ各種の環境イベントで7 麻布大学グリー

ンマップづくりの実践を積み重ねてきた。現在2008年度版の

麻布大学グリーンマップを作成中である。

さがまちコンソーシアムは， 2008年度「さがまちコンソーシ

アム大学jを開始し土しその中には，三五川大学講師佐藤邦明

によるf遊びの迷入車工作で遊ぼうJや麻布大学の環境サ

ークノレGreenNova交による「遊びの達人めざせしぜんマ

スターJなど2 プレ・コンソーシアム大学の成果を踏まえた講

座も企画・実織された。

このように，ブ。レ・コンソ~:/アム大学で協働した主体はそ

の後，それぞれのフィールドで主体的に環境学溜を企画・実

施した。これは7'ログラムが及ぼした良い波及効果と澄える

だろう。

〈桟〉

lJtl:界共通の 125招のアイコ/がユ二ハ サノレアイコンである。マッ

プメ カ-IJ，オリジナルアイコ/去作成・使用しても良い。グチン

マップジャノミン (η11i) 斗令 L日1，1_1'li)，.1[')を書/J.t，'t
2さが主ちコンソーンアム (Iltlji" /'..1おい111，川Hι…)1丸相槙原市と町

隠市を生活閣とする大学.NPO，企業?行政など様々 な主体が連
携しそれぞれの特性を活かした協働を通じて7 魅力あふれる地域
社会を創造することを目的iこ， 2007 ~手に設立されたな

3 D__t_ t_[!_ιEI_):， 'i !l_._l.~_II_I~ ， I_!込山; • .I_;L'"，:~:.' ~\ _/ 1_上I~ -;:::，¥ i，!l)I_l_I 事会照。
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留学生と外盟ルーツの子どものための

居住文化体験プログラムの実践

一怒史系博物館を活用した体験裂住まし、学習ー

キーワード 留学生外信人子ども，居住文化体験 隆史嘉博物館

1 はじめに

1-1 留学生と外題ルーツの子どもの増加

わがll'Iへの留学生数は， 1983年に打ち出された「留学

生10万人計画jが2003年に達成された後も増加を続け，

日本学生支援機構によると 2008年度は過去最高の 12万

3800人余りに達した。さらに 2020年を目処に，留学生

30万人の受け入れがE指されている。

来日した留学生は日本語学校に入学して日本諮力を向

上させたあと，大学などに進学するケースが多い。日本

語学校では進学のための日本語が，大学等では専門分野

の勉学が中心となり，せっかく来日しても日本の伝統文

化を体験する機会が少ない。また，日本語学校や大学等

を通じてホームステイや文化交流の機会があっても，参

加人数が限られてしまうのが現状である。

日本で学校教育を受ける外国人は大学生などの留学生

ばかりではない。就労目的で様々なパックグラウンドを

持った外国人が家肢とともに来日するケースが増える中

で，日本の公立学校で教育を受ける外遡人子どもが急増

している。文科省の学校基本調査によると，公立の小・

中 高等学じ校に在籍する外留人籍先輩・生徒数は平成 19

年度で7万3千人lこ遺している。この子どもたちの多く

が，成人後， t士会人として日本で働くことが見込まれる

が，多様な文化のパックグラウンドを持つ子どもたちが

日本のコミュニティの中で働くためには，一般の日本人

が持つ生活文化を理解し，身につけておく必要があると

考えられる。しかしながら，近年急増している外潟人子

どもたちは，在日外国人の場合とは異なって，雨続が日

本語さえも充分でない場合も多く，日本の伝統的な生活

や文化を学べる機会は，家庭の中にも学校にも少ないと

恩われる。

1-2 歴史系博物館を活尽した居住文化体験について

留学生や外国人子どもが多く暮らしているのは大都市

庖であるが，大都市ではすでに都市化が進み，伝統的な

日本の暮らしゃ住まいの文化を日常生活の中で体験する

ホ 2大阪教脊大学教育学部教養学科 4町'E

"大阪人間科学大学人間科学部助教

'4大l1i市立伎まいのミュージアム 副館長(学芸員)

町大阪市立住まし、のミューシアム 学芸員

ホ6大阪1市立大学大学院教抵向上館長

碓悶智子判

楊 隣新*'

チュンジップヴィトラン叫

増田 主主樹*'

事}谷昭夫叫

毛呂祐子時

丹闘目麻衣略

谷 控室樹'6

ことが非常に濁難になっている。そこでp 雲義者らは重量嘗

な実物教材を持つ歴史系博物館を活用して，留学生や外

留人子どもたちに，日本の伝統合告な住まいや暮らしの文

化を体験的lこ学んでもらうことが可能ではなし、かと考え

た。疑似体験ではあるが，伝統的な活{主文化を体験する

場として歴史系博物館を活用しようというのが筆者らの

意図である出)。

筆者らは，以前から住居系の歴史博物館である大阪市

立住まいのミュージアム(愛称。大板くらしの今昔館。

以下，今昔館と表記)と協働で，昔の住まいと暮らしの

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。今昔舘は，平成 13年に告書館した「住まいと暮らしj

をテー7 にする燦史系陣初主主である。 x在設の常設展示室主

には，約 1100nfの空間lこ江戸時代後期の大坂の町並みを

実物大で再現している。この江戸持代にタイムスリップ

したかのような緩示空間を利用することで，昔の暮らし

や活注文化の疑似体験が，生き生きとしたものになると

考えられる。本格では，平成 20年 9月と 10Jl tこ日本語

学校の留学生とベトナム人子どもを対象iこ実施した居住

文化体験プログラムを紹介し，今後の諜趨を検討したい。

2 プログラムの特色

本格で紹介する居住文化体験プログラムは，下記の点

が特徴的である。

1 )留学生および外盟主人子ども向けプログラムの荷者に

おいて，参加者予定者等にアンケート調奈を行い，参加

者?の生活や際心の程度なとーの事前把握を行った。

2)プログラムを企画および実行に，留学生が参加し，

留学生の視点からの企画を取り入れた。

3) 当日のプログラムの大部分を，研究室の大学生注 2)

と博物館ボランティア出)の連携によって企翻・運営した。

ボランチィアは声高齢者が多いことから，昔からの生活文

化をボアンティアが大学生に伝え，教わった内容を大学

生が工夫して留学生や子どもに伝えるしくみをつくった。

99叩

"大阪教務大学教脊学総教養学科 准教授

地域性を活かした住まい まちづくり学習，

大学の地域必携による住まい まちづ〈り学習

をテーマiとして 1 教材開発とその実路活動を行

っている。博物館を活照した住教育のためグ学

智支聾に関する共問研究にも取り組んでいる。
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3.外隠人子どものための f普・暮らし・体験Jプログ

ラムーベトナム入子どもを対象に一

大坂府八尾市は，全国の中でもベトナム人が集住して

いる地域で，公立小学校へ通うベトナム人子どもが多い。

プログラムの実施に先立つc，八尾市内の小学校の民族

学級等に参加しているベトナム人の子どもたち 60名に，

アンケート形式で簡単な生活調査を行ったところ，大半

の子どもは詞殺が来日してから日本で生まれており》学

校では不自由なく日本語を使用していた。しかしながら，

家庭内では殺とベトナム語で会話し，食事はベトナム料

理を食べることが多い，入浴はンヤワーのみなど，ベト

ナムの生活習慣を身につけていることが明らかになった。

また，自分の家庭の生活スタイノレが日本人の同級生とは

違っていると諮ら鳴している子どもが多かった。

今回のプログラムは，タト白人の子どもたちに学習活動

を行っているNPO法人トカッピ注心と連携し，トカツピ

子ども会に所属するベトナム人の小・中学生を対象にし

て，平成21年 9月 13日に実践した。参加者は小学生 22

名，中学生2名と，保護者5名である出I(表3-1)。

午前中は，ミュ ジアムの学習支援担当の学芸員が議

街になって，子どもたちに昔の生活道具についての学習

してもらった。伝統的な日本の住まいがイラスト的に捕

かれたプリントで，隙子やふすまなどの名前をクイズ形

式で学んでもらった。つぎに，子どもたちと保護者に，

箱騰，きぬた，火喫斗などの昔の生活道具の実物に触れ

ながら，その使い方を知ってもらった。さらに，行灯・

表3-1 主な体験の内容と学習目標

ランプ・ 100ワットの電球で明るさを比較することで2

昔の家の中は精かったこと，そこで文字を書いたり読ん

だりすることはたいへんだったことなど，人々の暮らし

を感じ取ってもらった(写真3-1)。

午後からは江戸待代の町並みを再現した展示室内で，

子どもたち全員に浴衣を着てもらい，昔の子どもの気分

写真3-1普の生活道具についての学瞥

写真3-2 町家の簸敷でお茶会

写真3-3障子姑りにチャレンジ

写真3-4浴衣を着たベトナム入子どもたち

100 2009年住総研「臨まい，まち学習j実路報告論文集 10



になった上守，昔の遊び，!llT探検，際子自占り，お茶会を

連続して体験してもらった(写真 3-2~3-4)。浴衣の着

付けは》今昔舘のボランティアにお願いした。同探検で

は，学生手作 ~O入館内の展示物を楽しく学ぶ探検シー

トを使って探検した。障子員占り体験は，大学生が博物館

ボランティアからその方法を指導してもらい》それを子

どもたちに教えた。お茶会では?大阪教育大学的茶道部

の部員が，子どもたちにお茶を出してお作法を指導した。

体験後に感想、を書いてもらったところ， s章子貼ワは人

気が低めだったが，全体としては「とても面白かったJ

と子どもたちの満足度が高かった。また，参加した5名

の保護者も子どもたちと一緒に体験したが，保護者が非

常に熱心だったのが印象的だった。

4 際学生のための r督・暮らし・体験Jプログラム

4-1 日本文化についてのアンケート闘査から

体験プログラム内務の企画の参考にするために，大阪

日本語教育センター法的の留学生 69名を対象にアンケ

ト識査を依頼し，母国や日本語学校で，日本の伝統文化

について，学んだことがある内容を把握した。回答を見

ると，日本の祭り (66.7%)，日本の食文化・食生活

(63.8弘)，正月などの伝統行事 (60.9%)，日本の伝統

制翠怒翠翠翠密議翠"""'''''';'''36，.，.;.，.，.，.，.，.j

E本@酬な嘗健麟翻霊室50.1鶴岡翠主主主二49.3盟主三羽

時の醐・普耳障諮 3U瀦躍起主主翠玉S::eeiこまま三E苫豆沼
闘の涯史騒騒翠46.4議欄怒1，.，.;.，.，.，.，.，.，.，二::SUこ豆豆豆盟

隠本美街やxU

努本文学和歌争俳句怒翠20.3翠翠主主主主豆豆主主主:;:19.78;豆苫主主主主主a
輔、制懸慈雲霊34.8怒怒怒窓忍豆豆:.:.:.;.:.:-:e5必蕊主.，.，.，.，.，.，.，.，.j

敏舞伎.能など員本の伝敏芸館霞翠霊霊30.4翠怒室主主主主主主主主治問主正否正主主主主3
闘や袴径の建築 2 リ7額三芸.:.:.:.;.:.:.: -:-:':':';"8.32認.:.;.:.:.:.:.:->豆E

そのた 38.8辺部忍密室設~::::.;.:.>:.:.:.:謹詔

。者 10弘"‘ 30も 40院 初耳鈎弘 明 ao部 .m四弘

出竪さ竺坐旦竪主?与竺Ij N=69 

鈎4-1 悶本文化に演わって学んだことがあること

障子

畳

E 

ω 

" ω ω .. 泊"易担g

f54Z孟 両面祢モヨE杢]
閣 4-2 罰本の俊まいの袈楽について
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的な習漬 (50.7鳴)で1 日常生活に際わることは比較的学

習経験があった。しかし日本の美術や工芸品 (4.3%)

や日本の伝統的な住宅 (]7.4紛については，羽答が少な

かった(殴 4-])。自向習答椀の記述には，音楽，狭溺，

アニメ，ゲャームなどが挙げられp 留学生たちは現代的な

日本文化iこ関心が高いことが窺えた。またp 託章子やふす

まなど日本の住まいの要素については見たことがあって

知つてはいるものの，その名称がわからない学生が多い

ことが明らカ斗こなった(図 4-2)。

4-2.今昔館での体犠プログラム

日本文化についてのアンケート在依頼した大阪日本諮

教育センターの留学生を対象に，今昔館の展示室を活用

Lて体験学習を行った。当詩は中国，韓国，サウジアラ

ビアなどアジアや中東の閣を中心とする 6カ箇， 20名の

留学生が参加した。

表4-1 体験プログラム

1昔の生活道具の体験学習{午院)

2 和服を着る

3 普の遊びと富由撮影

4 お茶会

5 際子張り

6. IIIJ家ツアー

7 アンケート由実施

プログラムの内容は9月に実務した外国人子ども向け

プログラムに準じるが，とくに日本の住まいについては，

関連する名称を意識的に学んでもらえるようにした。

まず，午前日時からの昔の生活道具の体験学習では，

日本の伝統的な生活用具の実物を見てもらい，その工夫

や生活の知恵を知ってもらった。

午後は，留学生全員が和販を着て，その立ち居振る舞

いを体験してもらった。住まいについては，紙を貼0替

えることで何ども利用できるF章子の特色を説明し， ，章子

員占りに挑戦してもらった。お茶会では大阪教育大学茶道

部の学生が，茶道のお作法にj担えて， I査敷のしつらいや

建具の床の間，掛け軸， s章子，ふすま等の名前を画用紙

に書いて説明し，実物と対応させて儲学生に解説した(写

真 4'))。また，ふすまの開け閉めの作法についても説明

写真4-1 茶道部学生の指導でお茶会

2009年住総研「住まいまち学習j実践報告・論文集同



もっと多くの種類の体験をしたいと患った ;0 

体験するだけなく 日本文化についてもっと詳し〈説甥して1ましい

a本入学生や博物館ポラシティアと認す時閣がもっとほしい

一つ つの体験をもっと時閣をかけて体験したい

海物館ではなく、実際の俊零や町で沼本文化を体重委したい

写真←2 附家ツアーで住まいの学習

してもらい，実際に留学生一人一人にそれを体験しても

らった。

町家ツアーでは，博物館ボランティアの案内で，再現

された江戸時代の町並みを巡り，すり上げ戸¢仕組みゃ

ばったり床JL，屋根の煙出しなど見てもらった(写真

4'2)。また，それらの名称も覚えてもらうようにした。

4-3 体験プログラムの感想

プログラム終了後のアンケ ト調資で，今回初めて体

験したことを尋ねたところ， r昔の生活道呉を見たこと J

が 95%，I日本の伝統的な住まいについてJ85%， r~草子

を張ること J70%であった。 r~量で王座をすること j お

茶会Jr和服を着ることjも初めてという回答が半数を超

えた。来日して 1年程度の留学生にとっとは，初めての

体験内容が多かったことがわかる。また，このプログラ

ムによって日本の伝統文化について「大変勉強になったJ

という回答が 75%を占めタ「少し勉強になったJ25%を

含め，参加者全員に日本の伝統文化の勉強になったと感

じてもらうことができた。

体験したプログラムの中で，最も興味を持った体験は

f和搬を着ること J80%で r町家ツアーJrお茶会Jは

それぞれ 70%を占めたが， r輝子はり」は 20%の包容し

かなかった。留学生は嫁干に皇制染みがないので，あま。

よく環解できなかったと怒われる。

また，今後の留学生向け体験学習プログラムへの意見

について選択肢を設けて尋ねたところ， rもっと多くの体

験がしたかったJ(70%)， r一つ一時つの体験をもっと時間

をかけてしたかったJ(必%)のように，さらに充実した

内容を求める意見が多かった。また f博物館ーのまなく，

実際の{主宅や町で日本文化を体験したいと患った」にも

40%の回答があった(図 4-3)。

自由記述の感想では， rとても楽しかったですよ。いろ

んな日本文化をよく勉強してもっと興味を持つようにな

りました。中闘の自分の文化を守るべきことを痛感しま

した。 Jiこの体験を通じて，いろんな日本の文化，昔の

ことを勉強しました。もっと体験がしたかった。本当に

おもしろかった。jなど，今回のプログラムが日本の文化

理解に役だったとし、う意見が多くみられた。

もっと窃分で何泊、をつくったりする体験がしたい

その偽

o 10 W ~ a ~ 00 ro M 

(息むな%)

図4-3 今後の体験プログラムについて

5 今後の課題

居住文化体験プログラムの内務は，これまでの今昔館

での体験イベントの議穣，学生やボランティアからの提

案，一般の来舘者の綴覧の妨げにならないことなどを踏

まえて企画した。参加者からは概ね高い評価を得たが，

障子貼りのように， f3常生活でまったく馴染みがないも

には，留学生にも子どもにも関心を持ってもらいにくい

ことが明らかになった。博物館の展示室の中でできる体

験はある程度限定されるが，様々な文化背主去を持つ留学

生や外国人子どもに鑓心を持ってもらえ，かっ獄絵文化

の学習になる体験内容をこれからも検討していきたい。

く:主〉

1) 国立博物館では毎年 f関学生の日Jを設けて，当日は留学

生の入館を無料に L，認学生向けの英詩ガイダンス， t葺鹿，

お手前体験などを行っているが，日本の居住文化を体験で

きるような内容は少ない。

2) スタッフとして重参加した大阪教育大学教聾学科と大阪市

立大学生活科学部の学生は，揚焼荊，チュンジィプヴィ

トラン，松村{圭奈，辻本拓也7 三枚知世，上野山走資菜P

'"淑霞，孫伎壌)である。その他，大阪教育大学茶道部学

生(田村理恵，渡海和子，乾{圭草~，額上蓋春，上毘奈穂，

松野みゆき，大江美恵子)が参加した。

3) このプログラムに参加していただいたのは9名の博物館

ボランティアの方である。著付11，~章子鮎りなど，各得意

分野を学生に指導していただいた。

4) NPO法人トツガピ子ども会は大阪府八毘市を中心lとし

て， ~本で生活する異文fr!レ ツの子どもたちに母E盟籍や

母国の文化を教えるなど，多文化共生社会を目指す活動を

4すっている。

5) 今昔館は小・中学生の観覧科は無料である。また，留学生

については大阪市発行のハスポ トで 1人1劉の観賞が

無料になる。

6) 大阪日本語教育セJ ターはl 文部科学省所管の組立行政法

人日本学生支援機構が設置している日本語教育機関で，日

本の高等教育機鵠への進学を希望する外回人留学生を受

け入れ， ，3本活教育及び基礎教科の教育を行っている。

く参考文献〉
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生活行為と地域活動の関係に関する研究

参加態度としての「記者・匿名j に者閉した活動傾向

裕木雄介川

村本研三位

丁志峡・2

キーワード住民参加墜名香加記名審加戸建住宅

地域活動 i!i:燐交流分譲マンシヲン

1 脅景と密的

地域社会には，自治会や住宅管理U組合などの謄住者に

よる総織が存在する。今日では，犯罪の増加や居住者憶

の人潤富島係の韓童館などの関題が頻出しており，居住者の

主体的な組J織によって地域を自律的に運営・管理主する活

動が見直される必要があると言える。その一方で，総j織

の運営が一部少数の居住者に依る場合，不参加住民の生

活と相容れない地峨運営が行われてしまう可能性もある。

例えば， 2006年 2月時点で千葉市には 692の住宅管理組

合 1738糠・ 81338戸の分譲7 ンションがあるが，管環組

合の定期総会への住民の出席率は全体で 50%を下回って

いる文ヘ従って， 40000戸以上の居住者は住居の運営に不

参加であり，一部の居住者への負担が増大している。近年，

建築・都市分野における住民参加に演する研究報告は増

加傾向にありnh地域への住民参加の議論が活性化して

いると考えられる。しかし一方で，身近であるはずの住

宅管理への不参加が問題となっている。以上のように両

者は研究上の関心において索離しているが，居住者から

みて，自治体的施策や地域活動への参加は，身近な生活

、由、

判官寸必(立
回唱"可

匿名 J

ち千葉大学大学説工学研究科建築都市科学専攻

'.，千葉大学大学税工学研究科建築・都市科学専攻

叩 103“

小林秀樹叫

本研究では，参加活動を分類する輸として f理主名・記名J

概念に着密L.，居住者に身近な生活行為(緩栽，監視なめと，

地検苦動(自治会，管理組合など)の務係を分析し，地域

活動へ正参加を促すための知見を得ることを臣的とする。

2 研究の方法

2-1 参加活動の分類

富里会11立以下の2つの較をもって参加活動を分類したも

のである。機敏は参加綴度に着おした「記名一→控室名jであり，

縦軸は活動主体に着目した f1個人一組織j である。偶人が

索並を傍らかにして行う参加活動在「苦己名参加J(a，d)，控室

名で行う参加活動をf匿名参加J(b， c)と定義する。2輸によっ

て分類した4つの領域 (a- d)の参加活動として，aの「組

織 記 名JIこは自治会や住宅管理組合などがある。 bの f綴

織壁名jには選挙や総事での祭。などがある。 cの「鏑

人一陵名JIこは住戸周辺倒青掃や軍主主見などがある。 dの fl鍛

人一記名JIこは近隣の居住者との交流などがある。以上ま

でで述べたが類に基づき以下の 3つについて分析を行う。

i. a""'__' dの4領域開の棺関関係

政 参加活動と回答者属性の関係

ili 参加i活動と住宅形式の関係

千葉大学工学針都市緑境ンステム学科卒

業後}同声学大学院工学必]序究科の博士前期

採珪に進学円修士論文では f柱宅組合の経

営に関する計甑史的研究Jをチ山マに取り

組む{修了後は性宅メーカーに勤務予定。

2009年住総研f住まいまち学習j実践報告。論文集刊



2-2， ~関釜概要

(1) 誤差対象

調 tl:l11i付 f熔i県1築市恨むlベ材生1111レし， 1自i主内に

おける t(1!U'，iri高♂/':>，_-J /， HJ公団 jHi至宝i出!戸建分

口幸{土 tJ''J3 )を滞在付設土 11 これは，(D j，:~;.{t 苦を

構成t.U'-J";;)自治主.:r::J_1j¥ぶJl;̂i!(~，~'i))組織があり?持

れをと小7め(?)定住l2.向泣 i強し'¥~~ ~. ;..-{_られるからである

(2)議表方法

lilJ 2-1 ，j)分鎖における

容加活動をもどにアン

ケ トをfnえ再起庁ilt

配布数は合計 767部で7

表 2-1 7ンケ ト概要

己18 部を釘]収 L t.:~_"日]1担率 i立 3::.3% である(表 2 1) 

3. a -d各領域開の関係

ここでは， 1つの綴j境問山際係について分析寸る。関 3-1

にそれぞれの隣岐における参加活動の集計結果を示した{

そjしぐれの識査l}，11についてクロス集計をhったところ，

96通り山集計結果が得られた a，b， c， ci 1])項目照的関

係のうちj その特徴在最もよく表していると考えられるも

山企図 3-2-9 1こ引した)以下付i宇述する。

3'"1 組織における F記名 盟主名」関係 a "" b (図 3-2)

管理総合，;，定期総会に I毎回出席 iする居住者I"H出阪

の祭りーも Iliくi問答が多いー jr("，定期総会を「毎

釣欠席 I"'1る問u官l土祭 'lーも 111かないj とする割台

カミ許し、、

毎回出需拡
31名

3-2個人における「記名産名J関係 d-c (1ilJ3-8， 9) 

f:~+ I王者 Y 仁るJ:F T= ijj工{芳山山 !-:!~q な I荷 Ji昔(l)IP江良Hが J.!:It\

ほど! かく(主xがお l-i¥、;})(lJ I号;{J~;井事 I ---:J -<;) /t. t:' {ifi 

発な近隣交流がある l図岳部

正/ニ函3-9(!)住戸ilifZのf、事富山守id!;HこJ;il、て? 見知

らぬ他人がし、た場合に I通補する [1'1等ωうt-，、6'J刊

以上の居住吉がおhい，j)江戸子!行吉見一;寸一。な r活

先な近隣交流をしている しがし i在憐交流ぷ j立九話|

限度 cある，l--- f 気に fにら ~n 、 I li'iJ 1寺山事J {ì-カ~ ;:~司く必り

不審者の盟主視も j言まる傾向がみられる

3-3記名における「倒人一組織j 劉係 a -d (図 3-5)

智津総合的定期総会， I旬;白川県;Jオるk'Ht者l山立待

交流も活発であるk しかL，庄佐年交infがほとんど無く

ごも定期総会~!土 l 毎[f:i] 出席 l 寸る民住者11 、 2 割以ヒ

存奇ずる。

3-4霊名における f怪人一組織J関係 b -c (図 3-6)

位行Jli傍山自主t青掃的経留かLたく t.t.るほど 3 祭りに

11iく;シ[誘われれ!f[-'jく ll:iJ容のfT音H土多くなるl

し志、L，全体的に r15'i4りへの参加と臨 -El許銅山総[]閉山

広~!ニ It~立った相燃料tj係はみら Al ない

3-5， r.e各一組織j 1:: r蜜名翻人」関係 a -c (図:l-3)

it l'近傍の自主清掃の範思!士、告理総合ぴ〉定期総会iこ

持組欠席!ぐほ!ヨ欠席 i;ま[王出席 lぴJmfti，: ，.ムくな"'，

ている I かし定期待、会iこ l 毎閉山!It~ j l -(レても

ドjJeI青J前rt ! :T:間約u きi，約定時台Irr，ト玄関~道路l

匿名鳴い'"'~~ム司区間一…一記名

i盟
主gj3-8自主詩書の範随と団理主琉配度品川正筒部(0:;1世)邸3ト9控戸瞳辺力不審者jご対する巨拡と近結交流の度古、凶切; 函 3'-10ウ口ス集言利二よるlJiEl問の招関関係
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レし、 jJ長し寸むlfijiこと，J.，/:l::つぐし、〈〉刈訴も 5与'I¥J1 i介ら

41 iι リ

Hr匿名主雌讃jと「記名個人j環系 b -d (!ill3，刀

祭 i) ~ I nく;民Hl'高(i)_iU際交流は お i上い山Ii'Jヨψ

iii' き来 "1るなど括経守点、る 祭打、 fh'かf川、 同

Il詐/'.1.，近隣交流も;I f ':λ/ J.--ない や i尖訴‘ J主主手j

段皮レ寸るおJ-[1-がl白Jい 然り、山お1I11土yS燐交流iこは

摂倍 !'r:，関係があるこ J~ !Jq )か〆d

H 'Jロス集計結果からみた参加活動の弱係

::l， b， c， d(TJ-:(千里ull時山村H期限係をみると(!ill3-10)， 

身近なお)JIl活動である c. f1:: j-i近傍のド!正Jドjなi肯掃;

やじ壮戸近傍0)不背r吉山慌悦!d. .i1i隣交流lが治資

になっても? よりたきな総WIな背用組討寸る!日部¥rI"i

t十i由Uiや'I.l 住宅;官長[J1，%ft-rt i ベノJ参加にはf控除?しにく

し、と考えられるν 方'(" ! b 祭り lなど1)') I 組織的T

あるが参加者山指名付が打i保主111::'，参加j官z品!IJI 1立!す

ζ ての項目と 111関関係が見らえし Ia 都 n'fi~ト阪 l や a. (七

七管ßRW 台~ ，，1})参加を促サ効果があるの(，IJI，、いj;，

と考えられるじ

4 参加活動と住宅形式の関係

ここでは?参加活動レ以前院佐[ていた仕'(s (以 r，
12的rj1])佐古)及び現在居住している往包(以下，取手i

0)住宅)の住宅形式と山関係に者 11し存住官形式。)

傾向を把探する)そしに J¥!在山台 J芯lこ対するぽ住者

σ)期待が地域参加iに及rr寸影半年を I河わかせるω ここて

し、う i現{EJ)it:，s(こ対寸るhrT台目。1Wj1'~f とi工!境内:

，n{t'主を選択し1，'PRIJ，をJ訴す、

4-1 住宅形式毎の現在の住宅の選択I'E担(悶 4-2)

I11公Itl分譲館地?民間j分譲ソ/ン日ン， j:i H1佐官地

0)全体的な傾向として 3 現{E，}1 fi主い選W 11"草山に

約 2 古IJ I) )I~~;tt 者が!良好な周辺環境( 1)ド)h~j;Ll滋境)

を最も多く挙げている 次いで，/;倒 7ρ1.50，(1以 iあり j

j月前f品・学校iこj在い(が 10'品bi1 とすr見Jil(j(二向い刻よ?を

山めにいる U，F， (1) -'.._， 0) でif[主1--)る

(1) 1日公団分譲回地

1日公，.11分設計地に白ん守いる民自一昨口 )j:ul日lと件

えた泌fl高が最多 (:)2.~flh) ぜ ， J，fi] iLl境tJsl がiklこ;宰く

(:!''}'.'l%)， r I'm取り 1iH戸からの銀総 Iftf¥:li'i] !:t!l交流

(以下!交流) は依し、傾向がみ!.，"IJ 経済的なFj'Hl!

尚辺保況を特段に入れ乙選択1ている傾向がらhれる

(2) 良部分譲マンション

民間分譲γ/レノゴ J lニilんぞいるかHJ:rÍ' LÎ) 選+)~j:1，gHl

l土問辺撚淀 (21.，4%)が最多e'. 安悩 (17.f<~~) ， r日il

取り j(lG. 7%)， I職場 '~"校に辺いため (15. 1%)など

も t./r:;選釈明!1)，1己挙がリてし、る 混成が近い Jいう_Ef!l

由 (12.T1h)も多数'Hfわれどいるが i:<~JÍt とゴIr{干l

た出(J.f:iーがいなかっf二J恥り近隣).(1)交流1..ノ，.

i t現(;:，Jlft 1': iこ湖付 l亡し、なかJ ，)/二)~ /;ヘ涜与取れる

向 105

(3)戸媛分譲住宅

y-.，珪H主主治 CIJ 1前l.i立場¥JJ主j(20.5%)， f戦場‘学校

;こ近いため iUO.5%)， r安価 I(U同)?l近くに続減

が付んでいるkI)J (l己 7拡)山選択河出がド|貝殻に多かっ

た 以 Ij十， ，ド法性 J芯地では柱宅周辺的条科を考慮

にいれて入)岳をi謹奴iている尉往昔が多し寸前向にあるラ

)''1壊れー宅地七 111公;司分譲溺j也氏関分譲マンン， /I'::t] 

憾に I:)主流"選択 tた照a者が少ない (2.，1栴)。

4.2 参加活動における従前・現夜の住宅形態の景怨(!ill4-4) 

(1) 1日公団分譲団地

全体的に祭りやイベJ トiこ対ヲる関心l立高し、が3 役

f~就任に lìi向 1極的?ある傾向がみられるの調査対象と

した IIJ公印分談初l:llil土現出?居住者lこ主る自主管JeRで

維持・管理・迷営されているが，居住者の役員〆、的関

心は民間分譲γ/ンヨ/，戸港住宅地ル比dくて低いこ

と/ρわかっ 7ニ 築，'30押以 j絞ち，居住苦の高齢化(1liI

4-1)が進んだ結果がその要閣と推総できる勺従前に賃

貸出集台fi宅lこはんでいたfi!i住者が最も多く (.12.i九)，

残りの居住1¥'1立{自のwも形態に平均約に分布している

間】芯

'"私的

民間台U!.-...ンシ耳ン 性ユ'"日

輪場 p学校に近い

務安 良好な調切環域 小 4跡

安値 ，1/1" 

まE 蜘り
時 3袖

住戸からの1是認 同時し、

霊童

近(1ニ親~ "川

その自陸地出

N，a~ 

'"刊 i

纏略taag Q E的，，¥ 

関 4-2住宅形態毎の現在の住宅の選択理問
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(図 4-3)。従前が集合住宅の続住者の場合，賃貸ー分

譲ともに傾向lこ濃いがみられなかっ士戸川従前が戸建住

宅地の場合，分譲は「役員lに対して，賃貸は I監視;

に対する意識が侭い傾向にある (4C則。

(2) 民間分譲マンション

民間分譲マ/ンヨンでは?どの参加活動に対しても

居住者が高い関心を示している。特iこ役員就任に隠し

ては!日公団分譲Qj地!戸建伎宅地と比べて最も関心が

i高い。区分所有者は原則として管理組合的組台員とな

ることが義務付けられているため!役員就任lこ対して

関心が高いと推測できる。主王て， 1日公開分譲団地にi七

べ子供と同居してい'"30 50代の役場の割合が高いた

めはl/o6世帯 3 罰 4-1)，民間分議マシレ/;:1ン内及びそ

の商辺の治安lこ対して僕心が高いと考えられるつ民間

合住宅に住んでいた居住者より!祭り_l， r近隣;バ監視l

iこ対する!巽 'L、が高く j~ に I 役員j に対する関心が低

い傾向がみられた。また，1A酎jがY-;-;j建住宅の居住者I'tl監

視lに高い窓識を持っている(分譲4/5t.士帯，賃貸 4/4

世滑)ことがわかった J

(3)戸建分譲住宅

戸建性:沼地の居住者11近所付き合いに対寸る関心、が

高 い が .)j' '''('見知らぬ他人に対する瞥戒心は1日公随

分談羽地，段階3分談マンンョンと比較する{尽くとどまっ

ているU 従前に分譲の戸建に住んでいた能性i者が最も

多く (18/46世帯、図 4-3)，!祭り 1，l:iu燐Jiこ高い関

心をおせ tいる tた戸建の賃貸では f監視JIこ対寸

る関心が高いといえる (5/5j世情)。

4-3住宅の選択理窃と従前住宅からみた参加活動の傾向

旧公団分諮問地では経済的な理由から入居している

居住者が多く?従前の住宅形態に関係なく全体的に;役

員[こ対する際心が{氏し、とし、うことが明らカ斗こなった J

夜間分立車、ノ/ンヨンは入聞の王宮Jf'lが 様ではなく， f、

C山容IJII活動lこ対する意識が Ifl公鈎分譲沼地，戸建{主

宅地lこL七、高かった 1 主た?戸建住宅地i主席辺潔境を

るす来ム苦行
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i![(悦[て購入した肘住者が多く俄徴的iこ近j句作jき沿いや

1ている{卵白1にあることがわ治、っ/'> I近日fj山佐官形態が

本日f'先では地域を限定 L，I司仁 Pil_ill語辞庭山 $;1Ij=l/){_) !_~で

誠査(?IJ'IぐJふたため!品l 心理ν'~-'-"ぴ)期{住が挙 ))íMr，.刻jに及

Jまず影響lこ法異がみえたかった土推測できる

5 参加活動と殴答者E毒性の関係

ここだ I-t，参加活動!>日fll 高山崩十守山探~1{;. '{， (ニぺい亡分析

する。 3 つの領域(，，~' cI) iこ分鎖L1:若手IJII活動山代表的な

項目と， J;_iH王者rFl属NとIj')初出i関係を明らかに l，j世Jj&参

加i})4分刻十rl_U:U)j_i立衛付けをi問販にする。

5-1. i主戸近傍Nの~t見と属性の!認係(図 5-1 -4) 

年齢との!主係1'1， 20歳代を除いて 30ヘ 60歳代までi工年

齢が上がるほと?住円近傍-'....1}')関心が減少してし、く 70歳

代以とで再び住戸近傍J 、的関心iiJfiIJrdる傾向が見られた

(図 H 入居住年数との関係は， 5 年~)， I、から 6--"""Hi年主

CIこ刀、!，t-{rJ.J心が守i督するが， 16年以降， rM-J， I~ィ 1i減:レ寸る。

際心が減ψせる 均で通報J 寸る割合は 16年以降鴎加

している(密 5-2) 家版形態との関係は?単身'者と子ども

のみ〈主践がいる t吐骨子において許可いおき心が持たれる傾向が見

られ1，' (密 5…3)υ 職 業 と の 擦 係 は パ ト〕が最も住戸

近傍l関心が府iいっ 111草月前・年金生活者!i土，総合的lこは関

心忠清乱、が通報 寸る詰fih~トJ 士最も高い(1l1l &-4)η 

Itf'近傍監視に関心の同い居住者i::_t， 30"'-50 AぇIl;u)八

トタ fムで働く 1，牲が多く，参加しない居住昔は長期間地

域で生活してきた無機・年余幸治的高齢者が多い(表5-1

の C)，家にいる時間が限定されるたりイ主背と，地域に定着し

ている恋住者による参加の涜呉が明IKt¥になっているけ

-107叩

5-2， ill:続交流と属性の関係(図 5-5-8) 

1~: 齢どの滋係It， 40 歳代まではlÎ'Ì ~11 ずるがその後 60 歳

代までは減少し ιO歳代以とむ得び増加する(図 &-5)。法

1]'骨数どの関係はp 居住年数が長し、ほどI活発な交流が行わ

れている傾向が見~)hた(1l1l 5，-6) 家波形態と山関係は、

舵偶者がし、る世帯においに積f私的な事!Jlt層向を持V二頃[向が

児られた(図 5-7)，職業土ぴ)践とお立， r主婦j が最も活発

に交流しており lハート iが最も交流が少ない(図ι8)っ

i立燐交流に参加する主体は長期間地域で生活してきた主

梯!~聖戦・持金生活者が多い!参加しない居住者は地域で

の居住期間が叛く 1 パーートタイムで働く :30歳代の女性が

多い(表 5-1の d)。

&-3 地豆の祭りへの参加とE毒性の関係(1l1l&-9 -12) 

年体との関係は， 40歳代まで増加し続It印歳代で急激

に減少Lた後， 60歳代から再び増加する傾向が見られた(1l1l

5-9)コ居住年数との関係は，祭りに rfTくj 回答の割合は

6年以降減少しているが 31年以降増加に転じる。また 6年

以降は l誘われればI'JくJ と I消極的参加Jと言える沼答

が犠加している(図 5-10)。家族形績との!努係は，配偶寄

がいる投手昔において積1量的な護参加意向を持~){m向が見られ

丈(凶 &-11)，職業との関係は王婦→が最も多く(山 6弘j

祭りに多1羽している!会社員 i(6%) が最も少ない(趨

5-12)" 地区の祭ち¥参加する居住者は地域での勝{主期間

の短い 40筏代山主婦が多く，参加しない賠役者i土地域守

山品行主i世間が長い50歳代前後の会社員/戸多し，(袋5-1の b)ヮ

&-4 自治会管理組合役員就任と属性t}J関係{図ι13-16)

司商告との関係は， 5C歳代をビにク lこ， 20， 30歳代の若
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年層も， 70歳代以 [:Ul高齢者層も減ノ少している(留 5-13)。

居住年数との関係は，役員を I引き受けるJ凶容の都合が

6年呂以降の居住年数が長い程鴻加している点を除いては，

明磯な相療廃係は見られなかった(隠 5-14)っ家侠形態と

の療係i主，特に単身者の参h民意 1P] 1)~低い。結果的に引き受

11る[ill答はj 単身以外の家族構成では大きな差はないコし

かし積他的に「引き受けるl臨EFにおいてJ 家族の人数が

多いと推測されるi世帯ほど参加意向は高い(図 5-15L職

業との関係は)f:::tt恥が最も参抗意向が高く (87.5'紛無職・

年金生活jが最もイ底し、 (40')(，) (陸5-16)，r無職・年金生活j

の借住者はk半が高齢者 Fあり(隠5-17，18)，高申告が原悶

で役員就任を掛ることも多いと培えられるc

宮治会・管河組合における役員就任の参加者属候と Lて，

参加する庶使者は 40~ 閃歳代的主計i説会社員が多く，参

加しない居住者は 70歳代以上の無職・年三食生括的高齢者

やパ トタイム P働く ω~ 30歳代が多い(表5-1の a)> 

5-5 経住者の震性が参加活動に与える影響

以上てつ主べた地域参加と属性約関係をまとめたものが表

5-1であるつ地域参加の種類別に， /]の絹性的居住者が犠

篠宮jlこ参1自してし、るかを示L/'::.. 

分析の結果として， (主陵名参加は年齢が若くても発生寸

る参加であるのに対して?言己名参加は居主半数が長く年告争

も高まる程，強まる参加形態であること。沼)Ifj'己名 組織J

の参加は会社員や 50 歳代が詩山、比率を，~iめることが特徴

で， i自の地域参加とは異なる傾向を示していること。@以

とを通じて地域参加の 4分類jj，各々異なる性絡を持った参

加活動であることが明らかにされたζ} 主た， ^~居住年数が鈍

くても祭りへの参加が多いことは注羽される点であり τ ク

ロス集計で明らかになった組織的であるが多加者の改

名性が際保された参加活動が，より大きな対象として

の地域参加を促すi としづ傾向は，居住年数が比較が片:t~

くても有効であることを示していると考えられるG

一13 絡会役員就任と年訴の

仏上 寄る

ι 
トに

L 
♂)ー工二一

以.. 

五 しムム峨
← 14 組合役員就任と居住年

制 i p主主tャ:ポ;li!以

位 I 軌 f庁

総合役員就任と家族形態

8 総括

本研究て了は!沼{士昔に身近なう二Ii'i行為(機栽など)が

地域活動(ellii会など)八の参加を促す，という仮説を

立てた v そして!参加態度としての「匿名 [G，名 i概念

に着呂し， 4つに分頒さ机た参加1活動問の十日庄関係，地

域活動J 、の参加とfl:二宅形式，民{主者属性の関係などにつ

いてそれぞれ分析を行った U その結果3 身近な生活れ為

(1 i菅名 個人汁はj 自治会管理組合などを中心的に

担う地域活動、の参加J(1記名 組織J) ではなく?祭り

などに立も帯る_f~I在山地域活動J 、 f乃参加(I匿名 組織，)

と相際関係にあることがわかったっまた!祭~)などのj也

戦活動 (1[署名 組織 1) I土身近な生活行為から地域活

動をmう参加まで，他的参加活動の全てに十日照際係が見

られた {追って?身近な生活行為は，祭りなどの気軽lこ

参1J1Jできる活動を介し亡参加対象が地域lこまで拡がって

いる可能性が高いと考えられるc

今後i也説活動>>の参加を促すためには，祭りなどの，

組織的な活動にぽ名刊をf*ちつつ，王体的lこ参加可能な

手j去につし、〈検討寸ることが有効をあると考えられるU

本研究I;t，参考丈r1ik4i へ 6) にあげた研究報告に却!

?車修百ーをf口、去とめたものである勺
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2.3まちづくりの様車から





生きものと一緒の棲み家:命の教育園きたなか林潤学校

一暮らしそのものを耕枇 目的は人格形成・手段は環境教育ー

後藤滋l*'

キーワード 自宅出獲命官場靖ヱコ・カルチャーコンブレツウス人調のそノf~ 纏み猿

1 はじめに

平成 14年 5月，瀧 50歳iこして fこれからは自分に素

底に生きたいj と考えた。冷静に思考するため都会の雑

踏から縦れたくなり，家族で石垣島に2泊3日の旅lこ出

た。

f本当にしたいのは何なのか1， 1自分lこは何ができる

かJの二つの命題と向き合った。

出てきた車諒創立環境負荷の一番少なし、 fクローズドシ

ステム(隣鎖型自然生態系)Jで暮らすことであった。

ちなみに， ) 11はオープンシステムである。 )11にダムを

造れば自然生態系を分断する。これに対してクロ ズド

システムは，森林や湖沼である。自然循環がそのエジア

で完結できる。

さっそく，住む場所を探した。私のふるさとである熊

本県内で見つけたのは焼治42年 (1909年)，今からちょ

うど 100年前， J R紀縫線(1日l謹鉄鹿児島線)矢岳駅近

くに建つi日駅長官舎(平成 15年7丹，展の登録有形文化

財に登録)。ていねいな下見板張哲の平底建ての建築に一

日惚!，*，して地元の人たちゃ人古市を説得して購入した。

この家と周辺環境，そこでの暮らしぶりと人々との出

会いや，初めての林間学校保催特にゲストでお出でいた

だいた柴街敏経先生との出会いが，これまでt価値観や

人生観を変えさせてくれた。

現在，沖縄県北中城村(きたなかぐすくそん)の環境

教育施設兼住宅で繍催する林間学校と共に歩む人生は，

f命の教育」へと導かれた。以下は，その経緯であり，

私が環境教育を手段とした人格形成への道に進んでいっ

た物語りでもある。

2 それは錯覚から始まった・・・

元々，環境教育など大それたことをしようとは思って

いなかった。沖縄からの移住先は限界集落と言われても

おかしくないほど疲弊していた里山・人吉市矢岳町。人

口約 100人，高齢者率は 50%を越えていた。 1問のディ

ーゼノレカ は1日5往復。人吉市の繁華街までは車で 30

一109-

分はかかる。携帯電話は極外でつながらない。日用品を

売る庖もない。横控訴歩道もない。もちろん信号もない。

消紡叢はあるけれど，運転できる人がし、ない。小学校iま

ヨiっ越した年に休校になった。自動販売機もなく週に 1

度，移動販売車がやって来るほど不便な町である。

しかし，夏にホタノレが舞い，冬には裏山の巨大なぞミ

の木の枝先には雪の花が咲く。春にはフキノトウが芽吹

き，秋には真っ赤に色づいたモミジが竹と世材で作った

露天風呂から見える。

ピ一、ピーと家のすぐそばまでシカが鳴いて寄ってく

る。線路の上iニ集団で昼寝するサノレとも会った。七色の

~~をもっ美しい天然のキジはいつも同じところで出会っ

た。夜道には野ウサギが車の前を走ってして。

家の下は閃んi王。(写真2-1)代掻きから回椋え、草

取り、稲刈りまでの一連の米づくりは， 1日潜と共にあっ

た。イノシシやシカの肉も近所からいただいた。餅米や

採れたばかりの野菜もいただくこともある。これまで捨

てていたダイコン業の漬け物が，絶好の溜のつまみであ

ることにも気付いた。

耳軍事t2伺 1 矢橋林罪事学校由フィールドとなった失傷町由臆畳

建築後1∞母音迎えた!日矢昏駅駅篠宮書留町霊録有形文化防

擦高 537m。寒さを利用して，白菜漬けも上手に浸け

られるようになったl，地元 F採れた梅を使って梅酒も

つくって飲んだ。クローズドシステムを実感し，士聞や隠

んぽづくりに精をi:l:Iすころ，この経験を自分たちのもの

， 1 

財団法人 沖縄娯環境科学センター研究企画

智理室長・おき必わ環境塾塾長・ NPO法人環

境倫察学及び環境工学研究所理事長…級建築

士伎術士{総合技術濫綾部門J1建設酔司1・
環境カウンセラー・北中被村策境アドハイザ

2009年{主総研f伎まいまち学習j実践報告論文集 10



だけにせず，次代を強う子どもたちにも体験させたいと

思い，引っ越した翌年の平成 15年の 7月，初めて「矢岳

(やたけ)林間学校j を開講した。

まだ，環境教育については何も分からなし、ため，平成

13年，沖縄で f自然と子どもとまちづくり~失われゆく

感性~J の講演をお属品、した柴田敏隆先生(当時， (財)

日本自然保護協会理事)を遠く衿奈川県からお呼びした。

それまで5年間住んでいた文明庄の5齢、沖縄からする

と，暮らしぶりは不便だが自然がいっぱいの矢岳町の環

境を，会場にお者きになったばかりの柴田先生に得意げ

に誇った。

ところがどっこい，柴隠先生は私の思惑とは全く逆の

感想を述べられた。

i後藤さん，ここには自然はありませんふ

私1土ギョッとして聞き箆した。 f先生、自の前iこは日本

三大急流のひとつである球磨)11 (くまがわ)の支流，大

) 11問)11(おおこまがわ)に清流があるし，人家も少ない

ので夜空も議天の主主が仰げます。飲料水も地下水で鮪わ

れていて，大裂のほ乳動物もいます。」

3，発想の転換.エコカルチャーコンプレックス(生態

と文化の複合化)への道

「だけど，見てご覧なさい。三部張りでできた)11の周

りは田んぼ，その上のちょっと小高いところは焔，その

また上は杉やヒノキの人工林。山のてっぺんまで植えて

あ明まれこれは「自然(原始自然)Jではなく，ドイツ

の植物学研究所のラインホクノレト・テュクセン先生が指

摘された f半自然Jの状態です。つまり，本物の自然で

はないが，自然への働きかけ (Action)が手作業なので

穏やか、自然側の反応 (Re-action)もきわめて穏やか。

その結果としての Co~action (協調・融和)の具象があ

号ます。まったくの人工でもない。この状態はまさに半

自然です。 j

「矢岳(擦T)には，見事な半自然が残っています。お

びただしいほどのカエノレが跳びはねているし，飛び交う

トンボも多い。これをひとつの f生態・文化の複合 e

Eco-cu1ture ComplexJ (エョ・カルチャーコンプレック

ス)としてみると、野外活動、教育の場として梅めてす

ぐれた資質を備えている。従って，これを活かして子ど

もたちがたくましく健全に育つようなプロジェクトを農

探するのであれば最高の条件を備えています。」とおっし

ゃった。

一度は務胆したものの，環境教育を行う場所としての

半自然の環境は，人と自然の関係，開発のあり方，生き

ものとの共存方法，自然との調和の仕方などを学ぶ上で

は最適という判断に心強くなった。

50議を機に自らの進むべき方向として，閉鎖型の自然

生態系のなかで暮らすことを夢見たのは，実は柴宿先生

の影響であった。人間と自然のキャソングキャパシティ

(Carrying CapacI ty .環境許容量)の際係を学んだの

弘 環 境d 、の負荷の少ない理想郷在求めた先が矢岳町だ

ったのである。

環境教育の目的は、子どもの健全育成・人格形成ム矢

岳町で「矢岳林間学校Jを夏・冬，言+4回開催した。矢

岳町に住んでまる 3年。事情が重なって家内のふるさと

である沖縄に再E仕事で謀ることになった。平成 17年夏

の林間学校の最終日iこ参加した子どもたちに告白した。

子どもたちはびっくりしたが、その直後、「沖縄まで行く

ので、向こうで林間学校をしてください。J

翌月、家挟と続っていたニワトヲやヤギ，番犬たちと

一緒に船で沖縄に移転した。まさに、「ノアの箱舟j状態

であった。林間学校の子どもたちの声がずっと気になっ

ていたので，一時、借家に入ったものの，休日は林間学

校のできる場所を求めて歩き回った。

4 生きものと一緒の緩み家。ぬちゆるやー

沖縄本島は先の大戦で唯一、地上戦が繰り広げられ，

多くの犠牲者が出たが，向時に， ザヌド叫草残らぬほど激

しい戦火に見舞われ，本当の自然は皆無に近い。緑の多

くは二次林である。

ただ、環境教育のフィーノレドとしては，既に半自然の

状態で良いとの考えができていたので，あえて，都市文

明の圧力を受けやすい市街地近郊の緑地を探した。

半自然で自然と人の暮らしの融合を図るには最もふさ

わしい場所を， 40を越す候補地の最後に見つけた。

北側に傾斜した 600j'手余りの土地は，戦後lこ脊った照

葉樹林 P宅襲われていた。亜熱帯子地方なので、まさにジャ

ングノレのようであった。自然皮がどのくらいで，建築行

為を行えばどのような影響が出るのかを評価するため、

予め「鱗易アセスメント」を実施した。

ハブがいると知って，森に入るのに燦賭したが，恐る

恐る入った。森の中は暗くて先は見えず，境界すら篠認

できなかった。しかし，逆にこの地はハブがし、るほど生

態系が確立していた。周りは熔地。その先には高速道路

沿いに市街地が広がる。エコ・カルチャーコンプレック

スを主主るには絶好の場所と考えた。平成 18年1月，土地

鶏入を決断した。逆算したら， 18年夏の林間学校の澱催

には待織的には限界であったが，さらに試練は続いた。

都市部に近い緑地なので案の定，敷地は市街化調整区

域傍題発を抑制する地域)。従って，開発許可の申識が必

要であった。地形を一切，改変・改質しないことなどを

設計に織り込んだ。(図 4-1)住宅は調整区域内には建

築不可なので環境教誉総設として申議した。通常、 1~2

年かかる開発申鵠は沖縄県の開発委員会にかけられ，わ

ずか3ヶ月で許可された。

その後，建築確認申講を行ったが， r暮らしぶり jが教

育対象という理由から環境教育施設兼住宅という用途に

なった。同じ設計図面で、開発許可と建築確認では主要

ヤ 110- 20仰年{主総研「住まいまち学習j実践報告論士集 10



用途が異なると言う前代未聞の経過をたどりながら，全

国で初めて市街化調護区域内に環境教育施設兼住宅がで

きることになったのである。

関4同 1 C棟鰻務調 写真4-1 C棟尿緩み

施設の設計では，土壌生物や陸上の生録系になるべく

負荷を与えないよう，口ンクヲートは使わない礎石義礎。

最低娘，建築物iこ当たるところだけ木は伐り，殺の立つ

場所に琉球松の木杭を打ち込み，その上に石灰岩を置い

た。つまり，通常，建てやすいように土地を平らにする

が，柱の長さを池形に合わせて建てた。(写真4-1) 

わずか40f-j1の住宅は，木絡みに金物を使わない柔構造。

自然のカ(台風や地震など)とは闘わず，力を級収・分

散し，揺れながらもしなやかに耐える構造とした。さら

に?臨まの抵抗を緩和「るため小規縫・分散化して 4棟に

分けた。(隠4 2) 

臨4-2 平衝陸

石積みの聞のすき隠はモルタルやコンクリートで埋め

ず，建築工事のため一時期去ったへピ，ネズミ，キノボ

リトカゲなどの野生動物たちの帰る場所を確保した。在

来の樹木や描物椋はなるべく残した。アルミサッシや石

油製品であるビニールクロスも一切使わず，土星章・板壁

とした。つまり，石や土，木，竹，草(い主主)，紙など自

然素材を建築材として採用し，生産・廃棄.~サイクノレ

などに使われるエネノレギーを極力減らすことにした。

一貫したのは，人聞が暮らすための f住宅jではなく

「棲み家j という点である。人間も自然界の動物。人間

の{買主主性のために，他の生物を排徐しないことを前提に

設計した。

水田で米を大量生渡し，集落ができた弥生時代ではな

く，それ以前の狩猟菜食時代の自然観、つまり，地形や

植生を改変することなく，自然の筏現に員IJしてさまざま

な生きものとー絡に暮らした縄文の自然観を現代の暮ら

日 111“

しや建築に活かすことに傾注した。

従って，間取りも子ども室や夫婦寝室長などの偲室はな

く，それぞれが，暑さ軍事さをしのぐため，心地良い所を

探して移動する自然界の動物たちと同じ感覚で計濁した。

施設名の fぬちゆるやーj とは，命(ぬち)がたくさ

ん寄って来る(ゆる)家(やー)と言う意味である。(写真

4 -2) 

写轟4-2 ~霊境教F聖路陵策住宅『晶ちゅ晶ゃー』量豊

5 事事らしの教材化

企きものと

共存であるo 外部れの窓や原(ガラス戸やt百戸)などは、

すべて木製であるο 機密性の商いサッシと遠い，建具問

士や柱，鴨居との問にはすき際が多い。すき風が寒く感

じるときもあるし、すき間から蟻が入り込むこともある。

しかし，すき間底は土のにおいや季節の香りを乗せて入

ってくる。住み手の感受性が高まるのは当然である。

エコツアーガイドが，現場では温暖化紡止のために冷

房を様えめiこするよう指導しながら，家に帰ったらクー

ラーで室内をガンガン冷やしている実態を見てきた。

現在行なわれている環境教育は，暮らしと別ものにな

っている場合が多く，これは世界一の環境技術国である

にもかかわらず，伊iえば，二酸化炭素の排出量の削減が

一向に進まない原図とも考えられる。

理念とする暮らしと一体化した環境学習の場は，徐々

に形を整えつつあった。ところが，夏の林間学校の日(夏

休み)はiliまって来た。このままでは荷に合いそうにな

い。そこで，環境負荷が少なく，自然素材と巧みの技が

ひとつになった伝統的な建築文化を環境教育に取り入れ

ようと決断し，まだ土壁の F地(エツリ壁)がやっと組

んだ状態を逆手にとって実施した。

木造新築工事の進む fぬちゆるやーjの現場見学と並

行して地元の小学生を対象とした fさしがね一本の家づ

くり教室Jも企画し，務催した。(写真5-1) 

これは大工さんがいる関に，規矩術(きくじゅっ)を

直接指導してもらい，加えて木の文化を言語ることで，沖

縄における木造の魅力を理解してもらう狙いがあった。

(沖縄県内の新築木造着工率は，わずか 1%強)

夏の林間学校は，炎天下の沖縄で初めて僚催した。夜

は，エツリ援の潤から月の光が差し込むロマンチックな

2009年住総研「住まいまち学習J実践毅告，輪文集 10



風僚とは裏腹に，無数の蚊も入り込む劣悪な環境の中で

子どもたちは寝ることになった。暑さとかゆさに，地元

沖縄の子どもや九州から参加した子どもたちは椅当に

f参ったJと患われるが，環境教育としては意義深い出来

事となった。

建築現場を活用した林間学校に参加した子どもたちは

禄を上げずに 5治白日のプログラムをこなし，あるいは

さしがね教室に参加した子どもたちは，ポンプ小還を立

派に建てたゆ

矢岳林間学校と河様lこ，飼っているニワトリをつぶし，

カレーの具にして食べた。(写真5-2)この他，朝，地

域の湯き水で洗濯した後は，動横物の観察で自然生態系

を学び，盤は竹とんぼを作つては飛ばし、夜は環境倫理

の勢長講話などを行

写真5-1 古しがね教護 専禽5叩 2 林潤学校

f矢ffi林間学校j から fきたなか林際学校.1Iこ移行し

ても，変わらぬ環境教育を実施した。

平成 18年 12月，環境教育施設兼住宅は完成ロ平成 19

年，沖縄燕建築士会主催第5殴住宅建築賞ぜ大賞を受賞

したのをはじめ，日本木材育牧年連合会主催 第 10岡木

材活用コンクーノレで優秀賞，平成 20年，毎日新関社等主

催第 14回受(いらか)賞で佳作などを受賞した。地形，

植生，生態系をほとんど変えないで建てた木造建築と，

そこでの暮らしぶりは社会約に一定の評価をいただいた。

また，地元紙では林間学校での出来事を綴った f塾長

日記j を隠避，感性愛かに脊つ子どもたちを描いた「木

暮らしjが毎月連載された。また， TVやラジオでも林間

学校の特集などが絞まれた。

6.転織は自宅出産

このようにして場所を変えながらも林関学u校を継続し

てきたが，開催するたびに新しいカリキュラムを導入し

た。 7問自には自然素材の木の麟力に返るため沖縄の古

代船・サパニを作る船大工さんを伊江村(伊江島)まで

訪問した。そして，実際、東シナ海lこj曹ぎ出た。

この辺りで少し，自分自身と対話をした。これで良い

のかワ新しい自然体験探しの林間学校になっているので

はないか?虫や様物の名前を覚える遜科的な教脊になっ

てはいまし、か?方向性が違っているのでは。

思い出したのは， r後藤さん，林間学校を 10翻すると{可

かがみえてきますよ。」という，初問ゲストで来ていただ

いた柴困先生の言葉であった。

9隠居を迎えるに当たって考えた。そこで見えてきた

のは「命ム目的の f人絡形成Jは，私流に主主うと，他人

の痛みが分かる人間になること。

それを体得するには，子どもの頃，なるべく多〈の命の

生死と援することであるが，自分自身がどのようにして

生まれてきたさえ，分かっているようで分かっていない

のも現実である。

林間学校の参加者は定員 15名。少人数で家庭の延長と

して妻と訟の二人が中心になって開催しているので，棄

の影響は大きい。おりしも，妻は 19年 5月，第5子を自宅

出産し.9羽田の春の林間学校を凋催した 20年5月lこは，

妊娠 7ヶ月の第6子を身ごもっていた。(写真6-1) 

5人の子どもたちのうち，下3人は助産士も付き添わ

ない，いわゆるプライベート出産であった。月のヨiカ(遠

心力)満月(新月)の5齢、大潮に合わせたように 3人の

子どもたちはそれぞれ出生した。そこで，科学や医学以前

の神秘性と自然の力，加えて凄まじい生命誕生のエネル

ギーを実感した。

:ij:Jt6-1 患宅出産へソの緒を切る

人間性喪失をうかがわせる現代社会，顕夜化する事

件・事故。日本人は被害者意識が強い。しかし、被害者

と紙重にある加害者がいなければ犯罪は起こらない。

ならば，犯罪を減らすための手段として，自然や自然の中

で生きる命となるべく多く接触のできる環境教育を過し

て人間性在高める努力をしようと考えた。

それ以降，劣化する自然と，多発する事件を叩元的に提

えた「命の教育Jに主限を償くよう方向転換した。

7.野生の命に芽生えた子どもたち

馬やウサギ，ニワトリやカそなどの家畜・家きん，野生

動植物と一緒の暮らしで，私たち家族は命に腐しては都

市文明よりはるかに多くの刺激を受けている。しかし，

家畜・家きんを飼うことは，都市生活者には現実性に乏し

い。都会でも身近に命は意識できないか。あったじそ

れは空き地や公濁に息づく「野草」。

19年春から，裏山の一部の土地を借りることができた

ので，ここで畑仕事も可能になった。

天然耕主主機と言われ，栄養たっぷ号の堆犯を作るミミ

ズを機械でちぎらないため，裏山の開墾は子どもたちの

目 112- 2卯9t，手{主総研r住まいまち学習J実践報告論文集団



小さな手で行った。山に入る前iこ，山の土を顕微鏡で見せ

た。わずか1グラムに約 450万個の微生物がうごめいて

いた。土の中の微生物lこ目覚めた後，カ?で草刈りをした。

野菜を作るための熔作号。通常は直接食する野菜の命

に感謝することを教えるが，私はそれ以前に，野菜を植

えるために切られる「野草の命JIこ注目した。そして言

った。 fこの草も一生懸命、命がけで生きているんだよ。

人聞の都合 P野菜熔にするために切らなくっちゃし、かん0

7ごめんね uって声を掛けて切ろうね。 J (写真7…1) 

子どもたちはあちらこちらで声をかけ始めた。人間が

食べることのできるベニバナボロギクやギシギシ，オエ

タピラコ等々。ウサギ，馬，ニワトリも食べても良いセ

ンダン草などの聖子草を持ち婦り，子どもたちは天ぷらや

ジューシぃ (おじゃ)にして食べた。

子どもたちは， r命、いただきまーすJと食べる前に

Tこa

『ごめんね!J 1:富って野離を線晶子どもたち

林間学校では，必ず感想文~>~悲新閣を最終日 iこ発表

する。お互い感じたことを共有することと，発表能力を養

うためである。第91自の林間学校では壁新聞を作った勺

その中にはf微生物は小さいけれど，命は同じことを知

ったん f動し、ているものだけが命があると臣、っていたけ

ど、動いていないものも命があると知ったJ，i・圃ウサ

ギの小さな命が誕生していた。五つも命が誕生したけど，

ひとつの命だけなくなってしまいました。私たちはムー

チーの葉にウサギを包んでお墓に填めてあげました。次，

産まれてくる待は，ちゃんと生きて欲しいですJなど。

子どもたちは，このようにして身近な野草や微生物の

命に芽生えていった。同時に，多くの命と接することで

子どもながらに死生観も培われていった。(写真 7--2) 

了 、^i 
，}、主なノ乙ム" I 

F 口ロ j 

f欽生物 1;);，I I 

¥d、τHけ点ピ I

lムl事問(;':""1'*0ゐ
一一一一 ι by 敬平一|

写真7四 2 子どもたちが書いた壁新聞(抜粋}

8.命の欠落:人間の号ノ化

翻って，現代の日本の子どもたちを見ると，電子ゲー

ムやテレピなどの影響で仮想現実の世界が墜延~，指先

や自の動きは達者になった。しかし，体全体を使うこと

が少ない屋内の遊びでは，機能劣化が著しい。

-113-

昔の子どもに比べ体格は良くなったが，リンゴの&:が

むけない， 1三卵が割れない，鉛築を即iれないP まっすぐ走

れない，転び易い，転んだら顔面を打つなど，平衡感覚

や反射衿経，敏捷性，持久力，柔軟性，適応性等に乏しい。

これは，複雑で多様，刺激的で情報量まの多い自然を疎

外した結果であることも一国と考える。自然の中で遊べ

ばそれに対応するため，潜在約な機能が活性化する。た

だ， 1開0年代， レイチェノレ・カ-;Jン女史が農薬汚染を

指撤したように，緑があってもトンボは飛I:l'ず，線も舞わ

ない「沈黙の春Jでは意味がない。

つまり，自然界の多様な生きものの「命j との触れ合

いが重要なのである。

第9到の材、部学校では，人潤以外の命の存在に気付き，

それを f生きた命jを摂取して食べ感性を申l激させた。

そ/以上に粗末にできないと考えられている生きた「命j

に，人格形成の糸口を委ねたのだ。

田んぼや畑の作物.~のyドベ吋揮の魚たちなどの生きも

のが生渡性・効率化ri:iJ上のため機械化，化学{じされる現

代において f生きもののモノ化lの窓識が進んTいる。

最近山社会の犯罪をみると， I人閉めそ/化Jdえ感

じる。よその様j迂にあるのは， t手金豆一議士- I命jを身近に

感じない桂余環境ではなし、のだろうか。

9.自然・蔵書寝・入隊の三生態系の融合を・⑩

仮に人類のf語使が 200万年だとすると， 99. 7%の狩

猟待代を除くと，残り O 主%(約 60∞年)I土，自然の

摂瑳からはずれて人間が独自に自分たちに都合のいいシ

ステムを構築し，運営している農耕文明に当たる。そし

て，快適・便利な都市文明も，その延長線上にある。

一方，人類の燦史の大半を占める狩猟の文明は，物質

的充足や便慈の向上は無きにしても，高い安定伎と永続

性lこ富んでいる。特に，半自然の環境にあっては，自然

と人間の俊f立性が半々で持ちつ持たれつの関係にあるこ

とから，いわゆる，半自然との f共生j が可能である。

1巨常な自然生議系を保護・保全しながら，人隠と家

資・家きんの撲み家に自然物を素材として使い，自然に

則して暮らすことは，自然生態系，建築生線系・人間生

態系の融合に他ならない。三位ー体の生態系の融合は，

狩猟文化への原点回帰であり，林間学校の目的である声高

い人間性の醸成に結びっく。

10命のそノ化から、モノの命化へ

命の教育を普通約なテー?として確立したが， r命j

Jま待問をかけなければ見ることも感じることもできない。

そこで，一過性の環境教脊から脱皮したのが第 10到自の

林間学校であった。子どもたちが山を開懇し，畝(うね)

を作って野菜の種を蒔(ま)いた。春の林間学校で蒔い

たダイコンやニンジンは虫に食べられていたが，悶角li

は実をつけ，ツノレナは大きく育っていた。天ぷらや和え物

に~，春lこ参加したメンバーに感謝して食べた。そして第

2009 年住総研「住まい・まち学習J~走路報告。論文集 10



10回目のJ[の林間学校では新たにダイヨンやニンジン，

プロツコジー，パセリなどの種を蒔いた。微生物や野草p

野菜の命を尊重しつつ，次の季節に来る子どもたちにも

患いを寄せるようになった。

連の活動にひとつの傾向が見えてきた。それは，生き

もの以外のモノにも命を感じとる感性が身に着いてきた

こと。人間社会の最小単位である家庭において実感する

ことを林間学校に参加する子どもたちに投げかけている。

我が家の長女は，鉛筆を 1個までキャップを使って使

い切る。(写真 10-1)単にもったいないの感覚ではな

い。ご飯粒ひとつも残さず食べる。モノを命あるものと

して捉え，生きものの命と同様，モノの命に感書註して使い

切り，食べきるのである。

そのためには，身の丈を知り，節度と分別をわきまえた

生活様式を構築しなければならない。

つまり，河滑で無駄のなし、物愛循環l:i，実は人の自律心

T わずか1セ

(右手が鉛続表事Iまキャップ}

自然と人間の優位伎に当たって，自然>人情の場合は

信仰，自然<人聞の場合は文明，自然詩人間の場合は文化

という捉え方がある。つまり，自然に対して人間が，服従，

征服，調和の3タイプがある。これに対し自然度が緩めて

低い都市などにおいては自然 (f言仰)に変わって，科学が

台頭した。ただ，科学は使われ方によって戦争や平和に変

化する。帰する所はやはり人間性である。

1 1これからの震建

クローズドシステムの理想郷として住んだ矢岳町。し

かし，その後，クローズドシステムの最たるものは「地球i

であることに気付いた。

6人の子どものうち， 4人の命を育んだ胎盤はそれぞ

れ，記念樹の下に埋め、再び新しい命として生まれ変わる。

命の循環である。このような経験を，林間学校の子どもた

ちと共有した。子どもたちは，生と死の接触体験の中から，

命の尊さやはかなさを感じ取って育つ。次第に手作りの

住まいや，手作りの料理に命の阜、吹を感じ，モノに命を感

じる。そうすると次第にそ/を大切に扱うようになる。

平成 21年冬，第 II司自の林間学校を迎える。子どもた

ちが毎回，洗濯で利用するタチガーという湧水を含め，地

域に存在する 10カ所の湧水鮮が r平成の名水吉選j に

環境省から選定された。しかしながら，この湧水域開辺は

荒れていた。すべての生きものの命を育む水。もっと大

切にしたいとの思し、から， I理辺の整備計顕在NPOで立

て，平成 20年秋から実施に移行した。

水源地からの余剰水を利用した洗濯場づくりに合わせ

て，野生動物の水飲み場を作りたい皆、町内会や水利組合，

土地所有者の北中城村に働きかけを行った。協議の上，

承諾が降りた。

すべて手作りの施工。余剰水を一時f留めるための池を

30 f'ほど掘った。と・こ・ろ・が、である。なんと，池

の縁から水が湧いてきたのである。これは，神様からのご

褒美だと喜んだ。思いも掛けず木が湧いてできた池のそ

ばに 21年元豆、ミニ鳥居を建てた。水の神様に感謝して，

絶えずして清伊!な地下水がわき出て欲しいという騒いも

込めて建てた。(写真 11-1) 

チガー{潜水〉の閥辺整錦

モノlこ命を感じ，命iこ桝様を重ねた。思わぬ湧水の出現

に「森緩万象lこ神々宿るJ土思わさ?るを得ない心境であ

る。水がなければ，あらゆる命は生きていけない。まさに，

f命の水j である。これらの神秘的な出来事もあって，

f命Jは活動の普遍約テ--"'<'となった。

12 おわりに

我が家にはテレピもクーラーもない。あるのは「家族

の会話Jo (写真 12-1)お陰で汗腺も涙線も忙しい。

ところで，縄文時代lこは教師とし、う職業はなかったら

しい。私にとって，林間学校の教郷は身近な自然と，それ

に触れ合う子どもたちて、ある。

生きものと一緒の暮らしは，命の鼠薫る甑景として，人

の心に活力を与え，縫全で健康な?士会の土台となると信

じて今後も， r命の教育」活動にi菖進したいと考える。

等車 12-1 家康が一緒に入るお鼠畠.テレピ由ない暮らし，

晶るのは家綾田会話a この延長線上!こ，林鰭学校がある。

時 114- 20凹年住総研「住まいまち学習J実践報告論文集 10



まち育てとしての住職まちづくりの可能性

「まちづくり住職フォーラムJ

長隠素足基"

キーワード りまち育て 2)住職まちづ〈世 田まちのコミユ二ケーション 4)Reenchantment 5)Sense of Wonder 

序

古来からお寺は宗教の場であると共に，まちの相談所，

まちづくりや福祉の拠点であったが，現在のまちづくり

ではお寺の観光資源として活用，お寺の行事の商業的利

用や場所としての利用など「利用資源としてのお寺Jと

してみることも多い。

本稿では，このような f利用資源としてのお寺j を否

定するものではないが，お寺を単なる利用資源ではなく，

f住職まちづくりJとして鳩域でのまちづくり・市民活

動の拠点としてのお寺やまちづくりの担い手としての住

織の事例を敬り上げ，まち育てとしての可能性を検討し

たし、。

あわせて r宗教としての仏教j の布教者としての住

職・僧侶ではなく，まちづくりの担い手・コミュニティ

ワーカーとまちの「スピリチュアノレj な担い手としての

住臓・僧侶の役害"Jを考えたい。

まず，地域におけるお寺のあり方の変遷を概観する。

次に，現在の住職まちづくりの事例を取り上げる。

ペとして?お寺や住臓のまち育ての事例を取り上げる。

最後に，住職まちづくりの可能性について述べてみた

し、。

本稿l立，お寺と住職が滋域で担ってきた fスピリチュ

アノレj な側面についても論及するが，まちの文化のひと

つとしての「まちの文化としての仏教j を扱うのであっ

て，信仰をテー7 とするものでもなく，また，特定の「宗

教的背景j や「意図Jはない。

1.地域におけるお寺と住職

ここではあくまでも f仏教の立場からお寺のあり方j

や「まちの利用資源としてのお寺j について述べるので

はなく，まちゃ市民社会でのお寺や地域・市民活動のj憾

点としてのお寺などのあり方を検討する。併せて，宗教

者・布教者としての住職ではなく，まちづくりの担い手

‘コミュニティワーカーとしての住職の役叡と fスピリ

チュアノレJな側面を述べたい。

般に，まちづくりは多様な思想や信仰を持つ人々が

寄り集まって行なうものであり j ひとつの窓、想や信仰に

よって形成されるものではない。つまり，まちづくりは

それぞれの思想や信仰を持ちながら，まちのコンセンサ

スを作り出すことで可能になる。

たとえば，商庖街を中心にした fまちづくり j で，痛底

の利害のみを優先すればそれは f街癌街振興J r商業活

性化j であり，住民にとって f私たちのまちづくり j と

はみなされない。このように考えれば，住職やお寺が布

教や宗教的窓留を超えれば、まちづくりの主体となりえ

る。

まず，地域におけるお寺のあり方を述べるためには本

山末寺制と檀家制度について述べたい。

地域のお寺の多くは仏教の宗派・教団に属しており，

その宗派・教団の f本WJJを中心とする宗派の組織の地

域の出先として「末寺」位置づけられる。注 1) 

この本山来命制l土江戸時代に確立したものだが，それ

以前は非常に複雑であり「本山Jと f末寺Jが一元的な

関係、ではなかったロ江戸幕府は地域管理として寺単伎で

宗旨入部j帳を管理することで，住民は家単位でお寺iζ属

する棲家制度に組み込まれた。

明治の廃仏按釈や戦後の信教の自由を緩て本山末寺iIi<J

l立存続したが，現在l立統制約な檀家制度はなくなり，信教

の自由を前提としたお寺と横家の濁係となった。

つまり，地域においてはお寺は信徒としての纏家との

関係を主とするものとなり，以前のようなまちの相談所，

福祉やまちづくりの拠点の要素を縛めたものとなった。

その一方で，お寺が毒事業として幼稚闘などの経営を行

なうことで地域でglJの役割を担うことも多くなった。こ

のような中から，僧侶たちの一部によるお寺を拠点とし

た福祉などの地域活動が行なわれるようになった。

しかし，多くの仏教の宗派・教聞の「本山JI土「末寺J

であるお寺の本業を住職・僧{呂の宗教活動や檀家・信徒

のケアを含めた「寺院経営j としている。

Jl!l域箆有の「まちの文化J注 2)は地域の生活や祭り

年中行事などで醸成され?地域の生活文化などと民俗や

歴史・民間伝承などを土台とする民俗宗教(folk 

religion)で構成される。

この民俗宗教は神仏習合した仏教，神道や民間信仰の

雪合であり?その中には仏教的なものも多く含まれてい

る。ここでは「まちの文化j の中の仏教的なものを「ま

ちの文化としての仏教j と捉える。

その信仰のあり方は神仏習合をはじめとしたンンクレ

テイズム (syncretism)を特徴とする「重層信仰j であ

る。 r重層信仰j は，日本でよくあるように仏教による

「云ー， 1μンヤルプロデューヌネット代表

|い ， l仕事の傍ら持続可能な開発のための桝の岬さいたま代表として持
|開地 |続可能な務発のための教育の後進地域情報研究所として各地でまち脊
川総綴 |てや地域福社の推進1 さいたま地軸貨フオ ラム代表として地域通貨
L__~__~I の推進!その他として路上のフアシリテーシヨンを行っている。

F
h
d
 

l
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葬式をするが，神社で初詣や祝い・御被い，お宮参りを行

い，神道やキリスト教で結婚式を挙げ?クジス7 スを祝い，

家に神搬と{ム壊の筒方を持つ家もある，というようにい

くつも信仰が並立しているあり方をいう。

まちの文化も「重層信仰j と伺じく f]重層j 的であり

まちの祭りや年中行事などもいろいろな宗教的要素も持

っている。そのまちの文化の中で f仏教Jが大きな位置

を占めるのは前述の通り，仏教文化の援史と江戸時代に

はすべての人々がお寺に属していた横家制度の箆史によ

る。

現代化の進んだ成長期の社会では都市化のi並行による

地域の変化に伴いお寺のあり方や役割lも変化した。

檀家純度により地縁的でお寺が住民生活とつながりを

もっている地域から人口が移動して，都市部で市民的で

お寺と住民生活とつながりをあまりもっていない地域が

増加した。

このこともあり住織も従来のまちの調停者やコミュニ

ティーワーカーとしての役割が少なくなった。また，伎

織の兼業も繕え 7 教員，公務員，公益回体・社協職員など

の仕事を行なう住織も増加することになった。

さらに』お寺の相lも f宗教としての仏教j として住職・

僧侶の宗教活動や捷家・信徒のケアを含めた「末寺j の

寺読経営に集中するようになる。

fまちの文化j と「まちの文化としての仏教j には，

fスピリチュアノレj な側面もある。ここでスピリチュア

ノレとは fスピヲチュアリズム (心霊主義)J注 3)を

指すものではなく，まちの文化を構成する伝統行事など

で住民のなかに生きている宗教的なものや生命の驚異の

感覚 (Senseof Wonder)注 4) である。住職は「宗教と

しての仏教j と共にこのような「まちの文化としての仏

教」のスピソュアノレの部分を担っていた。

成長織の社会ではお寺のあり方や役割も変化したよう

に，まちの文化の「スピリチュアノレj な仰l扇も変化した。

それは，住民が地縁的でお寺が住民生活とつながりをも

っている地域から人口が移動して，都市部で市民的な生

活をおくる中で，住民が従来のスピリチュアノレものを含

めた「まちの文化J， fまちの文化としての仏教j から

都市的な合理的な個人の思考へのシフト L，スピリチュ

アノレなものや生命の鷺異の感覚などが排除されていった。

このことで，社会の f凶習からの解放J(脱魔術化j

Entzauberung)注 5)がすすみ，合理的な社会iこ向かっ

た。この過程は fまちの文化j を尽習から解放したが，

同時に生命の驚異の感覚や自然への畏敬の念，スピリチ

ュアノレなものの価値を減じていくことになった。

このようにお寺が地域での「スピリチュアノレjな役割

を担うことが少なくなり，主に檀家・信徒の相談に乗る

だけになって，地域・社会における「スピリチュアノレJ

なものはら医郎や心理カウンセラー，新宗教やスピワチュ

アノレカウンセラーなどによって担われるようになった。

そして 1 お寺と住職は f宗教としての仏教Jを主とし，

宗教活動や捜家・信徒のケアと寺院経営及び幼稚園経営

などの事業経営を主とするようになった。それに伴いお

寺と住職は fまちの文化J fまちの文化としての仏教J

やまちづくりの担い手から「まちの利潤資源、としてのお

寺」の経営者に近づき，地域での fスピジチュアノレj な

役割を扱うことも少なくなっていった。

2 住職まちづくりの試み

現在のこのようなお寺の状況の中での新しい動きにつ

いて述べたいa

地域におけるお寺のあり方の変遂を経て?現夜は f仏

教まちづくり j と「住職まちづくり j が行なわれている

ここでは f宗教としての仏教Jとしての宗派・教団と

しての社会実践を f仏教まちづくり JとL，他方，地域の

お寺や住職・鏑{呂・寺族によるまちつく哲・市民活動な

どを「住職まちづくり j とする。

f本山j の公認の・役会実践・仏教まちづくり以外に

も， I童家や住民ととともにまちづくり毘体やNPOでま

ちつくワを行なっている埼玉県秩父市の秩父こみに亭

文 1)や社会福祉協議会の磯員を兼業した住職たちが地

域の福祉のまちづくりをすすめている福井県小浜市の小

浜市社会福祉協議会文 2)の様なまちづくりの取哲組

みが多くある。

ここでは。「住職まちづくり j の試みとして鹿沼市の

畿音寺の副住職青田賢之氏と江戸川区の寿光続の住職大

河内秀人氏のまちっくり・市民活動の取り上げたい。

ひとつは1地域の「パックボーンとしてのお寺j をも

とに住職がお寺の外で活動している持続可能な福祉のま

ちづくりの事例である。

もうひとつは，お寺をまちづくりや市民活動の拠点と

している市民社会での「共存夜としてのお寺Jの持続可

能なまちづくりの事例である。

まず，栃木県鹿沼市の観音寺の高IJ住織青田賢之氏の特

定非営利活動法人福来会などの活動である。

青田氏l土サラリーマンを経て実家の寺の畠IJ住職となり

地元の鹿沼市をまわった擦に高齢者が地域で居場所のな

いことを知って地元の有志で「宅老所Jを始めた。そし

て，特定非営利活動法人福緊会を役立し宅老所をもとに

デイサーピスセンター無量経を立ち上げたロ

その後，地域でE重大な問題になりつつあった認知症に

取りくみ，認知接対応型グループホームの立ち上げを決

意した。その際に，地域と共に高齢化や認知症に取り総

むためのグループホームを計闘し，映商会やシンポジウ

ム・学習会などで地域の関係を作~，その中から市民や

建築家，福祉調係者による fグノレープホーム応援医j を

つくり?約 4年をかけと市民参衝の手づくりのグノレープ

ホ}ム無量荘を完成させた。

この無量殺では「宅者所j時代から近隣の中学生が学

校のボランティア活動・学習として関わっていたが，学

校のプログラムとしてのボランティア活動・学習が終わ

たあとも，生徒会主催のボランティア活動として現在ま
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で継続しているとし、う。

このように?地域で大人やこどもたちが実際に活動や

ボランティアとして関わりながら学び合うまちぐるみの

まち育てが行なわれている。

また，青田賢之氏l立地元鹿沼市の市民活動センターの

かぬま市民活動広場ふらつとをかぬま市民活動サボータ

ーズとして住民と共に市の委託を受けて管理運常をして

いる。

この事例では観音寺と特定非営利活動法人福衆会やか

ぬま市民活動サボーターズとは直接鵠係はない。福緊会

の活動は住民とともに青悶賢之氏が設立し住民とともに

育んでいるものである c

次に，東京都江戸111[互の寿光院の住職大河内秀人氏の

f小松川市民ファームJなどの活動である。

大河内氏は寺の飛び地に建ったマンションの I室を

わト松川市民ファームj と名づけτf市民を育てていく j

場所として開放している。そこに集まった市民といろい

ろな活動を行う中で r未来ハンク j 事業組合や足元か

ら地球温暖化を考える市民ネットえどがわ 2 たすけあい

ワーカーズもも，江戸川子どもおんぶず(えどがわチャ

イノレドライン事務局)などが生まれた。

ほっとコミュニティえどがわでは寺の~IJの所有地にN

POとしてグループハウス「ほっと館j を設立したり，

地域の太陽光発電所をお寺に設置したりしている。また

江戸川 NGO大学という多様な分野の市民 'NGOが

共河で学びあうネットワークをつくっている。

また，大河内秀人氏i土地元の少年野球の世話人をつと

めた哲，パレスチナのこどもたちの支援なども行なって

いる。

この事例では寿光院と「小松川市民ファームj や多く

の活動は関係が深いが，その活動は櫨家・信者ではなく

住民とともに育んでいるものである。

これらふたつのお寺の試みは同じではないが，お守の

本業とされている宗教活動，檀家・信徒のケアや寺院経

営などとは別にまちづくり・市民活動の促進やまちの拠

点づくりに係わっていること l地域課題を発見して多様

なグループとともにまちづくりを行い、まちを脊ててい

るなどの共通点がある。

「まちの文化J， rまちの文化としての仏教Jが住民

生活とつながりをもっている地域では住民の宗教的理念

社会的環念や想いを共有することでまちづくり・市民活

動を進めている。

都市化して伝統的な宗教が住民生活とつながりをあま

りもっていない地域では市民の市民的理念 社会的理念

や想いを共有することでまちづくり 市民活動を進めて

いる。

f住職まちづくりJは、 「宗教としての仏教j ではな

く，地域に線付いている fまちの文化としての仏教Jや

市民の市民的理念・社会的理念や想いの共有によって行

なわれている。(もちろん、 「宗教としての仏教j とし

ての宗派・教窃の社会実践を「仏教まちづくり Jも重要
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ある。)

3.まち育てとしての住職まちづくり

ここでは rまちづく型住職フォーラムj と fゆめ観

音アジアフェスティハノレj のふたつのまち育てを取り上

げたい。

ひとつは，お寺や住職・{曽イ自の「学び合いのネットワ

ーキングj 文 3) のまち脊ての事例である。

もうひとつは宗派，民族を超えた市民と僧iiU主織など

の fまもの文化としての仏教Jの fまちのコミュニケー

ションJ士4)によるまち育ての事例である。

お寺のまちっくり・地域活動を生かす「まちづくり住

職ブォーラムJが行なわれている。 rまちづく型住毅

アォーラムj とはまちの相談所，福祉やまちづくりの拠

点だったお寺を，現代のあり方を考える試みである。

2008年 3月 23日， rまちづくり住職フォーラム

市民社会におけるお寺の可能性Jが「まちづくり住職

フォーラム実行委員会j が主催して東京・江戸川震の小

松川市民ブアームで務かれた。

コーディネーターの東海学溺大学教員の浅川和温氏の

進行で，江戸川肢の寿光続住職大河内秀人氏，栃木県痩沼

市の観音寺磁往織苦手間賢之氏の発表，宇都宮大学教員の

陣内雄次氏1 ソーシヤノレプロデユースネット代表の長岡

素彦の報告などが行われた。

大河内氏は寺の飛び地に建ったマンションの 1E主を

f小松川市民ブアーム」と名づけ， r市民を脊てていく J

場所として熊放している。そこに集まった市民といろい

ろな汚動を行う中で， r未来パンクj 事業組合や足元か

ら地味i温暖化を考える市民ネットえどがわ，たすけあい

ワーカースもも，江戸)11子どもおんぶず(えどがわチャ

イノレドライン事務局)などが生まれた。

青田氏l士市民として地元の有志と「宅老所j を始め，

NPOとして地域で重大な問題になりつつあった認知症

に取りくみ1認知症対応君主グノレープホームの立ち上げを

地域の関係を作りから始め，その中から市民や建築家，様

祉関係者による「グループホーム応援問j をつくり，約

4年をかけて市民参画の手づくりのクソレープホーム無量

荘をつくり運営している。

陣内氏は，日本の都市計画・まちづくりの流れについ

て解説し r成長モデノレj で行われてきた都市計磁が

「成熟モデルj に転換した現在において，改めてお寺の

存在は重要であると述べた。長!司は住職の兼業での仏教

の生かし方の事例や社会的調停者としての役割などを述

ベた。

その後の討論「市民社会におけるお寺の可能性j では

さまざまの論議がなされた。

また》ゆめ観音アジアアェスティパノレ叩大船観音とい

う多文化共生のフェステイパノレを市民園外国籍市民と行

ている僧侶が宗教を生かした活動を述べた。

その後， rまちづくり住職ブォーラムj を継続的に行

なう話し合いや世田谷まちづくりツアーなどが行なわれ
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ている。

「まちづくり住職フォーラムj はお寺や住職・僧侶と

市民が意識して，まちづくりを行なうための学び合いの

ネットワ」クである。

お寺や住職・儀侶の「学び合いのネットワ}キングj

は宗派を超えた「宗派間対話j を行なうばかりでなく，

具体的なまちづくりの課題に対して住職・僧侶が「宗教

市民対話Jを行っている。

お寺が地域や市民社会と「利用資源としてのお寺j ， 

f寺院経営j として係わるのではない rパックボーン

としてのお寺j ， r共存在としてのお守j であれば?住織・

僧侶による「宗教 市民対話j が必要であ~ ，それが学

び合いのネットワ}キングとしての「まちづくり住織

ブオ}ラムj である。

「ゆめ観音アジアフェスティパノレj I土多文化共生のま

ちづくりの試みとして 10年路行なわれている。 rゆめ

緩音アジアフェスティパノレj は宗派宗教の違う大船観

音に詣でている在日アジア諸隈の人々と「観音信仰で結

ばれたアジア各鴎ゆかりの僧侶をお招きl-，それぞれの

国の様式で平和の祈りをささげ，音楽や舞踊を催し7ひと

ときでも楽しい時間を過ごしていだく場を設けることが

出来ないだろうかということで企画されたのが『ゆめ観

音』でした。 j (隠趣信)

2008年 9丹6日令神奈川県鎌倉市の大船観音で第

1 0沼「ゆめ観音アジアフェスティパノレ叩大船雛音j

(主催 ゆめ観音実行委員会， SOTO禅インターナショ

ナノレ)が鎌倉市，かながわ苦言際交流財61，全日本仏教会の

後援で行なわれた。

大船観音寺の白衣観音像は，観音信仰と世界の恒久平

和を祈願して主主立されたもので，参拝者の r6割は篤い

観音信仰の方々Jであるが，近年はアジアの人々が多く，

「境内lこ掲げられた絵馬や参拝ノートには，アジア各閣

の文字が目立つJとし、う。

大船の街を見下ろす白衣観音像の前にステージを設け

で民族芸能を奉納する趣旨でj 最初に智満;告の僧{自によ

る散華経厳や開会笈舎の後，沖縄戦の手記の餅設，インド，

カンボジア，パジなどの舞踊や韓国のサムノレノリ，~事諮，

ダンスなどが行なわれ，来場者はそれぞれの出し物を楽

しんでいた。

夜には，中間琵琶とコラボレーシヨンした嘗潟宗声明

にあわせてアジア各閣の宗教者?仏教者からのメッセー

ジが流された。

その後に， r高灯供養Jが行なわれた。これは，内外の

有志僧侶によ号向境内に絶やさず灯されている原爆の火

を使って行なう供養である。この「高官「供養Jは来場者

が託した平和への想いや個人の想、いを受けとめて，その

願いを日本からアジア各国， t並界へと伝えるものである。

またl各国{韓f呂が身の上相談に応じ台相談や民族相互の

交流を留っていた。

「ゆめ畿音アジアフェスティパノレj は民族を超えた市

民と僧侶，住職などが f観音Jという共通の文化によっ

て祭9による「まちのコミュニケーシヨンj のまち脊て

である。

まちゃお寺が行なう祭りや年中行事などは「宗教とし

ての仏教j の祭りと共に fまちのコミュエケーションj

であり rゆめ観音アジアフェスチィパノレj I土宗派，民族

を超えた市渓と僧侶，住職などによるイベントや祈願に

よって民族相互交流，宗派間対話・宗教関対話を行なっ

ている。

まち育てには fまち学響j のように f意識化j 文 5) 

された明示的知識の学びばかりでなく?祭りやまちの行

事を行なう過程で背まれる暗黙知注 6)のまちの学び

合いがある。

「まちづく哲使級フォーラムj はお寺や住織・僧侶と

市民がまちづくりを行なうために明示的知識を基にした

「意識化されたまちの学び合しリ である。

fゆめ観音アジアフェスティパノレj は，民族を超えた

市民と僧18，住職などが多文化共伎のまちづくりを行な

うための「まちのコミュニケーションj による「まちの

婿黙知の学び合しリであり、多文化共生のまちの新しい

祭りである。

まち育てとしての住職まちづくりは f意識イとされたま

ちの学び合しリと共に r~音黙知のまちの学び合いJ で

「まちの文化j を変え、新たなまちづくりを築く。

4.住職まちづく哲の可能性

まちづくりの課題は多岐にわたるが，その課題の中の

福祉と環境に絞って，まち育てとしての住職まちづくり

の可能性について述べてみたい。

福祉のまちづくりの諜践でいえば介護保険等の改正や

自立支援法によって，医療介護・隙筈者援祉の方向は

「施設(病院含)j から「地域で支えるケアj と f在宅で

の箆療・介護j となった9 このことによって，現段，介護

保険適用で入探している高齢者の「介護保険療養型j の

ベット 13万床は 20 1 1年度末で廃止となる。医療保

険適用で入嫁している高齢者の f阪療保検療養型j の2

5万床も 15万床まで減らされ，合計 23万床の介護・

医療を必要とする中重度の高齢者も地域の f老人健康鳩

設j や f復宅Jで過ごすことになる。これらの受け血も

あって』市町村の責任と権綴を強化した「地域密着型サ

ーピスj という小規模多機能居宅介護，地域密着型特定

施設入居者生活介護，地域密着型介護老人様祉施設など

のサーピスが設けられた。

例えば，今後，医学的に対処できない末期がん患者が夜

宅で見取られるというような事態が進展する。これはt

今まで患者として病院や施設の中に閉じ込めてきた人

「死」や「高齢j などの現実がまちに戻ってくるという

ことである。しかし，社会の病院化・施設化文 6) によ

る社会福祉を進めてきた?私たちはまちの文化としての

f病の見守り j . r死の看取り j の文化を喪失した。

そのため、認知症や医学的に対処できない末期がん患

者の緩和ケアに宗教家によるスピリチュアノレなケアが婆
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誇されているが?鹿沼市における特定非営利活動法人福

策会などの持続可能な福祉のまち育てはこのような新た

なまちの諜題に対応している。

環境のまちづくりの課題でいえば，都m化により自然

と融合的な地域から人口が移動して，都市部で自然を排

除した人工的な生活をおくるようになった。その長殺の

都市化と農業化によって引き起こされた策境破壊・悪化

は深刻である。地球温暖化に対する対策は京都議定書で

の削減臣標附減 (1990年比)が達成できず，逆iこC02排出

量を増やしている。また，経済や人間の活動が環境や生

物に与える影響は大きく，それによる環境破壊ばかりで

なく穫の絶滅も発生している。

近年のエコロジーやスローライフなどの動きは外国の

環境文化やニューエイジなどの影響を受けているが，日

本でのエコロジー・スロ}ライフには日本の文化に内在

する仏教的な文化(仏教に限らない碁層文化) ， fまち

の文化としての仏教Jを土台lとしていると考えられる。

仏教は億人的悟りや救済だけなく，不殺生戒や無為自

然?つまり，人織が余計なことを「しないことJや入閣の

欲望の自総をすすめている。このことは，人間の欲望や

地球に余計なことをしすぎて持続不可能な社会を生み出

したことを考えると意味がある。

江戸川IRにおける小松川市民ファームなどの持続可能

なまち育てはこのような新たなまちの課題に対応してい

る。

さて、現代化によってもたらされた成長社会では因習

から解放(脱魔術化)されたが，伺特に生死にi向き合うこ

となどのスピリチュアノレなものや生命の驚異の感覚，自

然への畏敬の念を消失させていった。

方、成熟社会 少子高齢化社会において新たなスピ

リチュアノレ化・再魔術化 (Reenchantment)文 7)が進

行している。

この新たなスピリチュアノレ化・再魔術化には f科学・

合理主義の再灘街化j と f超自然的なものへの再鎖倒j

がある。 f科学・合理主義の再魔術化Jとは科学や合理

的なものを信仰にしてしまうというものである。 f超自

然的なものへの再傾倒j とは合理主義への反動形成とし

て非合理的なものへの回帰し，無批判的に超自然的なも

のを信{叩lこしてしまうことである。

これらは近代化の巣ての成熟役会のひとつのあり方で

あるがb科学や合理的なものを信仰するのでもなく fス

ピリチュアリズム(心霊主義)Jや無批判的に超自然的な

ものを信仰するのでもない近代を超えた成熱社会・少子

高齢化社会の新しいあり方が，今，求められている。

それは?近代合理的な社会が喪失した「生命的自然を

基盤とする世界に『参加している』という意識の得獲得

(ノ、ーマン)であり f生命的自然の文化j の再創造の試

みである。

前述のエコロジーやスローライブなどの動きは，この

ような帯創造の試みであり，生命の鴛異の感覚や自然へ

の畏敬の念の再興にとどまらず3俗人的な自己実現とと

もに環境や社会を変えようとする志向を持っており 1 こ
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の点は仏教の社会的実践と共通している。

実需要にお寺でも寺践のグリーンプラン実践・ピオトー

ブの実践，自殺や命を考える集会， r広島原爆の残り火を

全E自の寺院で灯すJなと訟の試みが行なわれており，持続

可能なお寺のあり方などが検討されてし、る。文 8) 

E古来，お寺は宗教の場であったがlその他にまちの相談

所などの役寄せがあったが、その役割を失い，また，住職も

地域での相談者や「スピジチュアノレj な役訴も担うこと

は少なくなっていったが，新たに地域間懸の解決や地域

の fまちの文化j の「まちの文化としての仏教jや fス

ピリチュアノレj な役割の再創造が期待されているc

「住職まちづくりJは古くからのお寺と住職がまちで

扱っていた役言語に加えて r生命的自然の文化j の再創

造のひとつとして福祉分野でのスピリチュアルケアや環

境分野での対応などの新しい役割があり?それが「古く

て新しい勤めj でもある。

続住職まちづくりと仏教まちづくりの彼方に

第二次世界大戦後，青年僧俗たちは多方面にわたる社

会活動やまちづくりなどの仏教まちづくりを行なってい

た。

また， 1 9 7 9年iこカンボジア内戦lこともなうインド

シナ難民への国際救援の取り組みから始まった社団法人

シャンティ額際ボランティア会(I日曹洞宗ボランティア

会)，仏教NGOネットワークなどの仏教的市民活動や1

9宮 5年の阪神淡路大震災から始まった仏教各宗派の住

職やお寺の活動がある。

世界的にも「社会にかかわる仏教j としてベトナムの

僧侶のティック・ナット・ハンやタイの開発僧などに代

表されるヱンゲイジトプッデイズム (EngagedBuddhism) 

があり，仏教ノレネッサンスなどという新しい流れもでて

いる。

08年 11月に日本で関かれた第 24毘「世界仏教徒

会議日本大会J (主催世界仏教徒連続 WFB) では

同士会的問題の解決への具体的行動」注 7) をテーマと

して「自殺J r終末期涯療J r環境jなど取り上げ，各

分野で活動中の住職・僧侶が課題と仏教の可能性を諮っ

た。

このような「宗教としての仏教j による f仏教の社会

的実践J • r仏教まちづくり Jと共に，まちから考えて

活動する「住職まちづくりJの重要性も増している。

f住職まちづくり jはそれぞれのまちの密有の fまち

の文化J rまちの文化としての仏教J，市民的環念・社

会的怒いなどの文化の共有をもとに「共存在としてのお

寺J rパックボーンとしてのお寺j という地域の場を生

かした「まちの学び合しリができる。

そして r住織まちづくり Jには，その「古くて新しい

叡智Jによって f仏教の社会的実践J • r仏教まちづく

りj と共に新たなまちを築くまち育てとしての可能性が

ある。
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く注>

注 1)ここでは数の多い f本山末寺制j をとりあけてい

るが， r単立j のお寺も多い。 r単立Jとは本山を持た

ないお寺τ宗教法人を指す。

注 2) rまちの文化Jは特定の宗教や価値に基づいてい

るのではなく，まちの殴有の価値 (Vernacular

Values) ・地域酒有の生活側値 (VernacularLiving 

Values)に基づき， r民俗宗教J (神仏習合した仏教3衿

道や民間信仰の習合) ・ 「まちの文化としての仏教j と

「まちの生活文化Jなどから構成されている。

注 3) スピリチュアリズムにも多様な定義があるが，ニ

こでは「スピリチュアリスム (心霊主義)Jを心霊の存

在を信じている考え方と定義している。

設 4)レイチェノレ・カーソンを始めとして Senseof 

Wonderについても多様な定義と訳語があるが，ここでは，

生命の驚異の感覚として定義している。

注 5)マックス・ウェパーのEnt阻 lberung(脱魔術化)に

ついても多様な定義と訳諮があるが，ここでは，スピリチ

ュアノレなものからの解放，因習からの解放として定義し

ている。

注 6)マイケノレ・ボランニーは概念や雷葉にできる知で

構成されている明示的知識 (explicitknowledge)に対

して，身体上あるいは感覚上の知識であり 1 言諮的表現で

きないものを緒黙知 (tacitknowledge) としている。

注7)第 24回世界仏教徒会議日本大会宣言

「私たち世界の仏教徒はp 今こそ釈尊が説かれた『縁

起』の教えのもと(中略)人々と苦悩を共有し，多くの

社会情題解決へと具体的な行動を起こすことを宣言するj

く文献>

文 1)協働→参加のまちづくり市民研究会私のだいじ

な場所 公共施設の市民運蛍を考える，市筏活動情報セ

ンター・ハンズオン?埼玉， 2006.11 

文2)長i潤素彦他社協ノ宝もの，$民活動情報センター・

ハンズオン 1埼玉， 2007.5

文 3)長岡棄彦 まち脊てとしての持続可能な照発のた

めの教脊(ES D)ーこどもと地球の未来のための f学

び合しリによるネットワーキングー r伎まい・まち学

習」実践報告・論文集， 7，住宅総合研究財防

2臼06.10

文 4)長i碍素彦路上のファシワテーションみちばた

からまちづくりプロジェクト， r住まい・まち学習j 実

践報告・論文集2 百，住宅総合研究財団， 2008.9 

文5)Paulo.Freire;Pedagogia do Oprimido，Pazeterra 

，1970 

パウロ・プレイレ(著)小沢有作他(訳)被抑庇者の教

育学，墜紀書房， 1979

士6)Ivan. Illich:Limits to Medicine 

Medical Nemesis The Expropriation of Health， 

Pelican，1976 (応邦訳あり)

文 7)Morris.Berman:The Reenchantment of the World 

，Cornel1 Univ Pr，1981 

モリス・パーマン(箸)柴悶元幸(訳)ヂカノレトから

へイトソンへ一世界の再魔術化，国文社， 1989.11

文日) S OTO禅インターナショナノレ寺院遂営ガイドj

SOTO禅インターナショナノレ事務局， 2006.9

〈参考文献〉

1) Ivan. Illich:Shadow Work， Marion Books， 1981 

イヴアン・イリイチ(著)荒野井芳郎築原彬(訳)ン

ャドウ・ワーク 生活のあ叩方を問う，岩波書活， 1982.9

2) Michae1. Polanyi :The Tacit Dirnension， Routledge 

& Kegan Paul，1966 
マイケノレ・ポランニー(著)高橋勇夫(訳)暗黙知の次

元，筑摩書房， 2003.12 

3) Max. Weber:Die protestantische Ethik und der 

'Geist' des Kapitalismus. 1905 

マックス・ウェーパー(著)大塚久雄{訳)プロテスタ

ンテイズムの倫理と資本主義の精神， 1989.1

4)訳achel.L.Carson:The Sense of Wonder， 1984 

レイチニ広ノレ・カーソン(著)上遠恵子(訳)センス・オ

プ・ワンダ-新潮社， 1996

5)延藤安弘 人と縁をはぐくむまち育て まちづくり

をア}トする?務文校， 2005.8

6)大菅俊幸泥の苓縫-NGOに生きた仏教者，有潟実成，

大法輪閣， 2006.3

7)長凋音信彦 お母さんの地域通貨会議 fハッピ}ワ}

クj 子育ちとまち育て， r伎まい・まち学習」実践報

告・論文集， 8，住宅総合研究財団， 2007.8 

8)長関素彦 上尾ピレッジカフェ「地域通貨で問題解

決」 まち育てのひとつとしての地域通貨ピオトーブ

「住まい・まち学習J実践報告・論文集， 6，伎宅総合

研究員オEJj， 2005.9 

9)長同素E量的 こどもをきっかけとするまちづくりへ

の視点一異世代での協働p 交流が育んだもの r住ま

い・まち学習J実践報告・論文集， 6，住宅総合研究財

団， 2005.9 

1 0)長岡素彦 小江戸と江戸ーまちづくり観光?月刊

犠光， 459，日本観光協会， 2005.1 
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博多区冷泉町における地域協働裂まちなみ演出 図上健一判

藤医桃子"

のれんブ。ロジェクトとばんがさプロジェク

キーワード まちづくり、歩行空間、まちなみ演出、大学と地域の協像

l はじめに

福F電子告の博多部注 1)I主要理志倭人f誌に伝わる金印発掘や

アジア諸冨との対外交流の歴史の中で成長し、特に中世

以降は自治都市としても発展した。現在もこの主制或では、

博多祇閤山笠などの伝統行事や様々な伝統芸能が継承さ

れている。また、新・福純都心構想注2)では、ターミナ

ルである簿多駅を中心とした歩行田遊性ネットワーク形

成拠点として位置づけらオ1、観光と交流を創出する地域

振興へ向けたまちづくりが模索されている。

博多部の中でも冷泉町は、中心部に位墜しながらも康

史的態築物と現代的な建築物が混在している地域であ

る。博多祇言語山授に関連した伝統的なコミュニティ活動

が継承されている地域でもあり、近年では歴史的仮綴を

再発見しようとする活動や、都市観光や商業的な活性化

を図ろうとする気遜も痛まっている。

この冷泉町では、地域内道路景観の検討を契機とし

て、大学(九州大学および九州工業大学)、地域住民、

簿多区役所との三者協働によるまちづく旬活動が2007

年より動き出した。その初動プロジェクトとして、九

州大学田上研究室では、『まちなみ演出プロジェクト j

を実施している。

「まちなみ演出プロジェクト j とは、博多部の神社界

線で行われる都市観光の推進事業である「博多情緒めぐ

りj 浅 3)の織問中に櫛田神校新参道のまちなみ演出を行

う活動である。まちなみ演出に関する一週のプロセスを

過して、都市空間や歩行笠間について、大学・地域・行

政が共に考えて議論することを目的としている。また、

このような比較的小規模な活動を実践することにより、

地域の空路資源を発掘し、将来的な地域の空間像を検討

することも臼標としている。

本稿では、平成 19年度、平成 20年度の 2年間に渡

り実施した fまちなみ演出プロジェクト j と、今後の

冷泉町におけるまちづくりの展望について報告する。

特九州大学大学院・芸術工学府デザインストラテシー専攻

ザ 121-

2 冷泉町の概要

2ω1 都市安閑構造と都市観光推進

1587年に豊臣秀吉が行った復興計隠である太閤町認

により、現夜の博多の際援が完成した。簿多祇閉山笠の

「流れ(ながれ)J も、 7つのプロックに再編された太閤

町劉がベースとなっている。戦後は戦災復興区溺繋壊

事業等が実施されたが、主主本的には太際町議が涜夜に

継承されている。 1965年には町界町名の規制により、

町害jりは背割り方式から道路樹りに変化したロ高度

綬済成長期以降は熔住人口が大幅に減少し、 2000年

には博多部 4小学校(奈良屋、冷泉、大浜、締供所)

の統合が行われた。

現在の冷泉町は、主主幹道路である大博道り・箆体道路

に主主まれ、域内には櫛田神社、鹿島本館(隠登録文化財)

等の歴史的廷諮物が点在する住密混在地域(藤業地域お

よび近隣商業地域:建蔽率80%、容積率400%)である

(臨 -1)。近年は高層オアイスピルや高層集合伎宅が建設

国ぺ 現在の冷泉町

的九州大学大学控芸術工学研究段 准教授

N同法人環境文化プロジェクト機嫌‘理事

建築計画 a建築設計
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営しており、博多部の他地区と異なった独自の自治体

縦を持つ (s喜一3)。自治連合会のメンパーが自治協議

会役員としての役割も果たし、まち運営の多くの場IIII

に主重複して関り、まち運営の中心的存をとなっている。

冷泉町のまちづくり協議会に組織の実態はなく、町内

会長がその役割をおいまちづくりに取り組んでいる。

また、まち運営の中心となる自治組織とは別に、博

多郡には数多くのまちづくり間体が存在し(1l'lI-4)、

それぞれが博多について問題意識を持ち独自の活動を

行っている。活動内容は、「①他の地域を参考にまち

づくりの勉強会を行う J，r②商腐衡の発展を考えるh

f③博多のまつりを談興する" r④博多の食文化を考

え直すJ 等々である。各団体は、基本的には単独で活

動を行っているが、イベントや勉強会等では連携が図

られている。また、団体の構成員が複数のまちづくり

団体に所属している場合もあり、相互に支援が行われ

るなど、様々な活動が重E霊化している。

され続けている一方で、時間貸し駐車場が増加するなど、

旧来より脅していたまちなみの逮続性は失われつつある。

しかしながら、僅かに残る伝統的な嵐憶を生かした観

光・集客施策も検討されている。簿多部の歩行IEI遊ネット

ワーク構懇もその iつであり、冷泉町はその拠点として

も位霞づけられている。また、景観形成の誘導と、具体

的な環境整備計画も検討され始めた。

3. のれんプロジェクト

3-1 プロセス

冷泉まちなみ演出プロジェクトでは、地域住民との座

談会等による協議を還して、景銭演出についての地域と

しての取り組み方・景観演出方法・具体的景観デザイン

について検討し、実験的景銭づくりとして実銭するもの

である。 5カ年計函としてスタート L、2007年に第 i

回目、 2008年に 2回目の実施を終えた。九州大学問上

会2 1専多のまち運営綴織とまちづくり毘体

従来博多部では、町内会長が総織する自治連合会が中

心となってまち選営を行ってきた。これは地域が自主的

に組織したものであり、これまで行政は運営に関わって

こなかった。そこで福岡市は平成 16年に、 i校区に iつ

の自治協議会を設置し、行政と地域が協働してまちづく

り推進に取り緩める体制を繋備した。市が自治協議会に

補助金を一本化して交付し各業務を委託することにより、

校区の実情に合わせた独自の取り組みが可能となってい

る(殴 -2)。

一般的には l校区 1自治協議会のシステムとなってい

るが、博多部では 4地区それぞれにあった小学校が縛

多小学校に統合したため、 4つの自治協議会が;序在し

ていた。冷泉町以外の地区では、自治連合会と自治協

議会の統合が行われている。また、各自治協議会には

それぞれまちづくり協議会があり、博多部の活性化や

地域の特性を生かしたまちづくりに淑9緩んでいる。

冷泉町では、自治連合会と自治協議会を並列して運

量
盤

mm突
塊

子
供
教
習

ま
つ
り

餓
先

文
化
芸
荷

ま
ち
づ
く
り

活動分類

場多ごりょんさん女性の会

隠多大憾湿っクラブ

はかたランド部協議会

NCO博多.色づくり

得多祇""笠修興会

縁日湾市民のまつり復興会

Nffi博多の歴史と寺社JIlJネット

'"0旬多の鳳

悔閉会 ι

惚多商人盤実行餐員会

NPO悔多夢松原の会

情多食文化の金

福縄市芸術厳奥術団

障体名部

博多におけるまちづくり組織‘殴体図 4

畢型とエ重量

訟
塁
請
書
協
宮崎

i一一昨…一
まちなみ演出プ口ジェヴト関係者
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研究室では、大学院生がプロジェクトの中心となって実

行し、毎年引き継ぎを行っている。特に、歩行雪苦情やそ

のスケール感、場所の間有性を考慮することを重点項目

として捉えてプロジェクトに取り綴んでいる。

rのれんプロジェクト j は平成 19年 11fj9Sから

11日までの 3日潟、冷泉町にある櫛倒神社の新参道に

のれんをかけ、まちなみを演出したものである。何時期

の 10)ヨ 19日から 11月 11日まで行われた「簿多情絡

めぐりキャンベーン 2007Jとi車線している。「のれんJ

をi車り沿いの民家や商j苫の軒先にかけることでまちなみ

を演出し、地域住民や歩行者が改めて「歩くことの楽し

さj や「冷泉らしい空洞のイメージJ などを考えるきっ

かけとなるような小さな仕掛けとして考えられている。

fのれんプロジェクト」を実行するにあたり、約半年

間に渡り準備が進められた。金調立案、地域住民・行政・

大学の 3者による協議、のれん制作、設寵場所への協

力依頼、フライヤー配布やプ口グなどの広報活動、設霞

といった}療に進められた(限 5-6 写真一1-6)。

住民との協議の中で、「のれん」の色や形状を提案し、

その結果、草壁染めの日除け「のれんJ を制作することが

決まった。また協議の中で、博多情絡めぐりキャンベー

ン2007Jの街歩きツアーのメインコースである櫛田神

関詰詑525;告さま話芸能ipmL-
護持;設住吉議案idZ出現出5hu弘

鵬!?り詐隠JCJmZ13ELWぷ13T

懸 izhizt批判明記公戸山〈怒り

轍 :ziょニヱニて;;………と叫叫
鴎ぉ7 のれんロゴとその由来

123 -

社の新参道沿いに合計 14枚ののれんをかけることが決

定されている。

製作にあたっては、 博多祇溺llj笠の法被の製作に携

わるなど博多との関濠のある福凋県広}/II!Uの野村織物か

ら、染色の専門技法の習得から饗作まで全部的な協力を

得ている。建築計画研究室であるため、染色に関しては

全員が全くの初心者であり製作は医幾を極めたが、手染

めという努力が後の地元との信頼関係に繋がっていっ

た。

また、 Fのれん」ののロゴマークのモチーフは、地域

研究の過程で議出されたものである(図 7)。冷泉町を

表務するための特徴を抽出しデザインしている。それを

地域説明会でデザイン案を提出し、地域住民と議論の中

からロゴマークのデザインを選定した。その際、モチー

7に関する歴史やエピソードなどを地域住民から教えて

もらうなど、地域のことをさらに緩解する手がかりと

なった。

3-2 評価と考紫

fのれんプロジェクト j は地域の中心的存在である自

治会長と町内会長の呼びかけにより、設霞場所からの快

い協力を得られた。療催中、臼頃は閉め切っているシャツ

写真一l 公E喜重富での説明会 写真 2 主主役所で母協議

写真一3 のれん設置作業 写真4 住民協議

写真右 のれん設環状況
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タ』を騎けてのれんの演出に協力する、 FのれんJ の豊富

の色に似合う縞物を横に飾るといった地域住民によるま

ちなみ演出の積磁的な参加が見られた。また、設E霊場所

のE主演が、rのれんJに近づいた歩行者や観光客に対して、

モチーアの説明やプロジェクトの説明を行うなどの協力

の姿もあった。

「のれんj そのものに関しては、豊富染めの色がE甘い建

物に似合い、通りの様子が普段と変わって賑やかになっ

た、まちなみの統一感が生まれたようだというような空

間を意識する発言もあった。

「のれんJの設置・撤去の際ヒアリングを行ったところ、

冷泉の今後については櫛田神役磁の参道が観光資源とし

て裟織されるべきと考える人がいる一方で、まちなみに

は興味がない人も仔在し、参道に関する意識は様々であ

ることが分かった(表ー1)。また、「のれんプロジェクトJ

で使用したのれんは、設寵場所の方の希襲に応じて譲渡

した。その中にはJ来年使うことがあれば保管しとくよj

と言う人や、「気に入ったから屈に飾るJ と言う人も見

られた。 fのれんj の枚数が少なくて視覚的な演出が足

りなかったことが反省点として挙けらられる。

「のれんプロジェクト J の成果は、自治組織のf士総み

を淫鳴し連携王立能な体制を構築できたこと、地域・大学

・行政の協働で行うまちなみづくりのイメ』ジを地域住

民に示すことができたことなどである。総ピて、初年度

としては今後継続していくにあたって良い土台づくりが

出来たといえよう。

4 ばんがさプロジェクト

4-1 プロセス

fばんがさプロジェクトJ では、前年間織の河持場に、

「ばんがきjと「ばんこJによってまちなみの演出を行った。

「ばんがさJ は fのれんj 隠様、地域住民や歩行者に分か

りやすいツールであり、rのれんJが平面的な仕掛けであっ

たことに対し、立体的な仕掛けとしてより視覚的効果が

表-1 地域住民によるのれんプロジヱクトの評価

'l'聞

について

一一一一一吋

町なみに統語が出て良かった。

参道には越さのあるのれんの韓問気が組合うと感Uた。

のれんは古い建物には制合うが、新しい建物には湾いて

いる.

まちが楽しい雰聖書気になった。

人の通りが繕えて良かった。

を得れるだろうと考えられた。また、 rばんがさJ の下に

fばんこ j を設置することにより、ただ見て通り過ぎるの

でなく、滞繍を促すものとして考えられている。冷泉町

を含め、博多では夏の夕涼みの持や、山笠のお祭りの持

に各家庭から fばんこ j をj通りに出し、主息域住渓が談笑

するなどコミュニケーションの場として機能していた背

① 事一一
ばんかさ 1φぽんと 1 ばんかさ 1+ぽんと2令展示 ばんかさ 1+ぽんと舎のれん

124 

④ ⑤ 
ばんかさ 2+はんと4 ばんかさ 3+トぽんと 6+震示

百 五

ー。

~-8 ばんがさの殻蜜パヲーン

8 

2史鐙場所

@~アーサロンやましな

怨霊祭慮}

耐のれA祖 耐

。ばんかさぽんと設但場所

図-9 ばんがさの配盤
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景もある。

プロジェクトの中心メンパーが入れ替わり、地域住民

との喜吉年度の反省から始まった。その後、金援!の立案を

行い、地域説明会の中で地域・大学・行政で協議を進め、

税作・設謹場所への依頼・設置と進めた。地域との協議

の過程では、地域の次なる中心人物となる中怒的な人材

が加わった。

まちなみ演出は『ばんがさJとfばんこ jが主たるツー

ルであるが、前年度使用した rのれんj も合わせて使用

した。また、 fばんがさj の下には、過去の冷泉町の「ま

ちなみの写真Jを吊し、その空鴻をギャラリーとみなし、

地域間有性を表出させた。 rばんこJ には、歩行者の滞

留やコミュニケ」ションを促すため、メッセージを書け

る用紙や、プロジェクトのフライヤーを設援した。さら

に、「ばんがき」の設鐙(凶 -8)パターンと fばんがさj

の下の演出内容を変えることで、多様な「傘下j 空間が

出来るように計画した。当臼の来場者の行動・場図説資

によるプロジェクトの評価は表2にまとめた。

新たな取り組みとしては、 fばんがさプロジェクト JT 

シャツを作成し絞売を行った。これは当初、学生・地域・

行政の連携意識を高めるものとして関係者チーム Tシャ

写真 5 ばんがさ設豊富状況

写真1 ばんがさ設置状況

事実 8 ばんがさ設賞状況

同 125-

ツとしてデザインされた。しかし、地域説幌会でデザイ

ン提案を行った際、出来が良いので r樽多情絡めぐり』

の持に液発してはどうかと地域住民からの提案があり、

販売することが決定した。九州工業大学仲間研究室企護軍

の「屋台ギャラリーJで、このTシャツは絞売された。

fばんがさ j の設置場所(図 -9)は、地域内回遊性磯

保のため、!日参議にも設鐙してはどうかという築も出た

が、現在「博多情緒めぐりキャンペーンJ で行われてい

るfまちあるきコースJに18参道が含まれていないこと、

!日参道は滋隔が狭いためばんがき・ばんこの設震が難し

いことから新参道のみの設費となった。直吉年度の「のれ

ん」も掛けてもらえる所に依頼し、「ばんがさ j と fば

んこJ とを効果約に演泌することを試みている。また、

それぞれが断続的につながりを持つように、かさの数の

決定・恕霞計画を行った。

4-2 ，草鑓と考察

新参議の入り口から演出の様子を眺めて見ると、赤い

fばんがきJ の存在感がにまちなみに効果的に働き、前年

度の fのれんj より歩行者や地域住民の空間に対する窓

識に訴えかけれたのではないかと感じられる。地域住民

からも、「通りに赤いかさが並んでいるのが自にぱっと

入ってきて、何かやっているというのが分かりやすいJrば

んがさが冷泉町の新参道に似合う』という意見を得れた。

fばんがき」の下では、歩行者や、地域住民が立ち止まっ

て写真を眺める、少しの潤休んで会話をするといった泡

景が見られた。また、 14カ所の「ばんがさJ の下では、

袋一2 行動・場額調蓑によるブロジヱヴト評{高

E:;;J 
jflilr;iyl「蛸 河普子酌ilf主自註ロ;:担出;E目百;円!i ;f;1;出土ff1計&:日叫J刊

芸割l メツ ジ く l土力昨品悼令十工日口工
! 配叩輔ちす;問るl-ft:i:;ii-←41::111手

~I ~史のある附ぽんとやばん問といっ雌統的欄明いることで演出時った.
トi禽の下でそれぞれの設置窃所に対応した震の町議みの写真をぷ51'げて援示した。

スlそれぞ才叩滋所に"じてぽんとやばんが$φ数や配置方法を決め、 4つのバターンを2受けた。
;1 駒還に奮した建物は臨や柏原が多く目別遁りに対日オブン "糊はっている4

~I H 仮設置し叫んがきの下崎駅間それぞれの特徴掛りまで表出させた

~! 冷泉町では建物の.ぎの盆か大き〈 また空5雪地や駐車患が多しリヒめ町並みの連続燃が失われで
アー
イ i いる これ4ぴすしで、ばんが吉を湿りに設円ることで町並みの連続性そ演出レた。
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自分の践の長崎子をばんこの横に設援し、座布磁を謹い

てくれたり、来訪者に対してコーヒー等の飲み物の提供

を行ってくれるなど、設管場所によって特色が生まれた。

冷泉町のロゴが入った Tシャツを着用は、プロジェク

トの印象を強めるのに効果的だったように思える。 Tシャ

ツは地域住民だけでなく、観光客にも好評で完売とな

り、まちめぐりのスタップや地域住民も着用している姿

があった。また、フライヤーを各住戸やj吉舗にポスティ

ングしたことにより、直接アライヤーを渡す擦にプロジェ

クトの説明が行え、「今年も、のれんかけたりするんだっ

てね」と声を掛けられたりと、地域住民からのプロジェ

クトの認知疫が高まったように感とられる。その際、地

域伎民のプロジェクトに対する意見や、まちなみに関す

る意識に関する話しを得る事が出来た。

また、プロジェクトを進めるにあたって地域の中心と

なる若手が加わったことが大きな進展と言え、より地域

と意見を交わしやすい状況となった。

反省点としては、前年度のプロジェクト終了後から次

のプロジェクトまで地域とのやりとりに時間があいてし

まったことが挙げられる。地域との関係が途絶えてしま

うと、引き継ぎがうまくできないことなどが間態として

挙げられよう。

5. おわりに

2年に渡るプロジェクトを終えて、地域住民の中では

地域・大学・行政と行う「まちづくりのイメージj が徐々

に浸透しつつある。プロジェクト終了後には、大学院生

らは「来年もやるんでしょJ と地域住民から声をかけら

れる事も多く、これからも継続して取り組むことが望ま

れている。

また、地域住民の歩行空間・都市笠掃に対して取り組

もうという意識が見られ始めた。 2年目より自治組織の

中心メンバーだけではなく、地域の若手古!)J日わったこと

で、プロジェクトが地域の一部のみで共有されるのでな

く、より多くの地域住民を巻き込み進めれる体鋭となっ

た。少しずつであるが、地域・大学・行政のまちづくり活

動のフィールドが繋えられていくことを感じている。

しかしながら、隣接地に大規績な開発計飼が進行する

など、実際の地域の安部的な魅力は乏しくなる一方であ

る。さらに、地域内の博多の漆史や文化を伝える施設も

地域から切り離されたものとして存在している。

今後は、「まちなみ演出J を通してさらにまちづくり

として発燦させ、将来の地域固有の空間約目標像を探り

共有していくためには、地域住民とのさらなる相互理解

が不可欠となる。プロジェクトそのもの準備段階も含め

て、今後も長期的に関わりを築いていくことが重要とな

ろう。

〈注〉

1) 博多部とは奈良屋、冷泉、大浜、御供所の山地区を指して

いる。

2) 2006年6月に更新策定を行った f新・福偶者島む構懇j では、

樽多部は「歴史や文化を感じる観光ル}ト毅儲J を目指す jj

針が掲げられている。

3) c博多情緒めぐり」とは、餓党客を中心とする集客牽引を沼

約として 2∞7年に開始された。地域や各種団体で実施され

ている個々の小さな織しと連携した「まち歩きを主体とした

集客事業Jであり、続光資源ι発掘も行われている。

〈事考文献〉

1) f新・福悶都じ構惣j、新・禅問都心構怨策定委員会、 2006

2) "冷泉40年のあゆみh 冷泉地区自治連合会、 2007

3) "博多のまちづくり 顎福寺・御供所博多駅間辺」、福岡アジ

ア研究所20日5

4) c隆史的地区環境整備(御供所・冷泉地区)基本設計計臨書J

指向市 2日02

5)のれんプロジェクト・ばんがきプロジェクトのの活動の一部

は、プログ (http://nrrψroject.exblog.jpj)に掲載している。
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まちづくりの活動初動期における協働の仕組みに関する研究
住民・大学・専門家・行政によるポケットパークづくりの試行一

野薄明美称 4

西村{剃偽申 1

捜井典子ホ 2

棒問恵取 3

キ}ワ←ド ポケットI1ーク協働のイ士舘みまちづくり 活動初動期豊山

1.研究背景・目的

現夜、多くの地域では様々な住民参加型の「まちづ

くり Jが行われている。それらは、住民が自発的に行

うものや行政主体で行われるもの、まちづくり NPOが

主体となるものなど様々な形態がある。また、まちづ

くりの容的も景観整備、観光、嬬社等と様々である。

本研究は、学生と住民の協働により都市の環境形成を

進めている形態に着目する。近年、大学と住民の協働

によるまちづくりが増えてきているが、計題案の提示で

終わってしまうものや仮設物を一定期悶設箇するものが多

く、まちづくりが環境形成へと結びつかない事例も少な

くない。

ζζでは、新潟大学大学院自然科学研究科と新潟泉三

条市による『協働のまちづくり』を対象とした。 HI9

年度より様始された本活動は、大学院の授業(建築計

i蛋・設計学特論)を通してJR弥彦線沿線地域の環境

形成在実際に行うものである。本研究は、学生と住民

が主体となり活動を行なっていくうえで発生した課題

にどのように対処しながら活動を進めてきたかを、様々

な主体の協働体制の変化とともに分析する。その結果、

持続可能なまちづくりに必要な「協働の佼組みj に資

する知見在得ることが閥的である。

* 2 日本女子大学

本 3 新潟大学大学院得士捷期課程

*4 新揖大学大学院簿士前期課程

一127-

2.調資概要

2.1 対象地概要

新潟泉三条市は新潟県のほぼ中央に佼霞し、金物の

まちとして知られる都市である(図 1)。三条市は、平

成 17年に!日三条市、旧栄町、旧下街村とが合併し、総

人口約 105，000人の県下第4佼の人口規模となった。

三条市の市街地在東西に横断するように JR弥彦線が

走り、平成 9年に高架王立鉄道となった。翌年整備され

た会長1.8 k m程の高架下の線道は、地域住民によっ

て通学・通勤・数歩等に1司I]F持されて親しまれている。

22 調査方法

本研究では、日19年度及びH 20年度活動における

参与誠王まな行った。また、参加している住民・行数・

専門家に対廿るヒアワング調査を行い、 HI9年度の活

動についてのアンケート調査を行った。

3.活動機聖書

3.1 滋動の始まり

ポケットパーク用地は、 J R弥彦線の高架式鉄遂事業

用地買収の際に事業用地以外の残地となったと己ろであ

る。これらの IIf富所の残地は、平成 10年に行われたJ

R弥彦線高架下線道の整備と同時に、ポケットノ号←クと

して繋備された(@2)。維持管浬はポケットパークの

* 1 鱗状等相手間珪白骨桝学課・工噛揖聾在学等中按授
/新協大学窓岸畏
専F型ま縫製デザイン・昔格差L学校建築まちづくり、

工学教官。地域と大学唱協働まちづくりとして本謡動
の他栃尾表町の躍し校づくりによる住理境形成活動を
問 7輔、ら鐸柏戸;rm年工業教育貰重量L
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ある各自治会に市から委託されていたが、その状態や担

い手は自治会によって様々であった。また、緑道は多くの

F官民に利用されていたが、ポケットパ←クの認知度は低く

殆ど活治されていなかったo しかしある地域では、活発

な維持管理や緑道の植栽活動が行なわれており、住民参

加でこれらのポケットパ』クを市民の憩いの場として繋備

するζとを市左大学が計画した。

この協働のまちづくりは、平成 19年6月に地元住民・

大学・行政による実行委員会を結成して始動する ζ と

になった。本活動はポケットパーク 11儀所の内、 8箇

所を年 l館所ずつ、 8年潤に渡り継続的・一体的に整

備していくものである。初年度は、ポケットパーク会

箆所にわたるテーマとなる基本コンセブトを決定し、

試行部，1己最初のポケットパークを整備した。次年度か

らは、 2基本コンセプトに基づいてポケットパークの繋

備を行っている。

3-2 参加者

この活動の参加者は、弥彦線沿線地域の住民(11自

治会)、 PT A (3小学校区)、市民団体(花と笑顔な育

てる会・三条デザイン研究会)、一般市渓、専門家(樹木墜・

三条市建設業協会・保内障芸組合・三条市左官同業組

合・三条加茂電気工事協河組合・三条管工事業協河総合・

三条71丈島jり舎・石材底)、新潟大学大学院生であり、ア

ドバイザ←として新潟大学農学部教授も参加している。

3-3 広報

実行委員会は、乙の活動を多くの人に知ってもらう

ために会報の発行、ホームページの開設、地元新聞へ

の掲載の呼びかけを行っている。

3-4 費用

本活動は、三条市において材料費及び重機借上げ分だ

けの費用を磁保して行なっている。これは、地元業者の

作業費、工具と材料の一部、専門家からの技術提供を無

償で受けるζとで成り立っている。竣工イベントは、各自

治会からの寄付で行われている。

4.活動プロセス(悶 4)

4.] 初年度(平成 19年度)の活動

日19年度は、授業を履修した学生と住民とで、ポケッ

トパーク全箇所にわたるテーマとなる基本コンセプト

の検討・決定者行った。その決定の後、新潟大学工学

部西村研究室と住民が試行的に最初のポケットパーク

を計画・整備することになった。

1 )基本コンセプトの検討・決定 (HI9.6-HI9.9) 

基本コンセプトの検討・決定は、大学院生 2・3人

と住民3・4人で編成された8チームで進められた。

①まち歩きの実施各チ←ムは、 11簡所のポケットパー

クや JR弥彦線沿線地域を歩吉、基本コンセプトのヒ

ントを探した。

②基本コンセプトの検討チームは住民宅に集まり、ま

ち歩きで感じたこと、題辺環境、三条について調べた

ことをふまえ基本コンセブトの検討を行った(写真 1)。

③中間発表 チームは検討中の基本コンセブト築在実

行委員会で発表し、参加者全員が各案の可能性や問題

点在共有し議見交換を行った。

④最終発表。各チームは、中筒発表で指摘された問題

点について再度まち歩きや専門家からの意見聴取を行

い、再検討した案そ実行委員会で発表した。その後全

案を並べ、ディスカッション在行い、各築について質

疑応答を行なった。

⑤慕本コンセブトの決定実現できるいいアイデアを

できるだけ多く汲み上げ、よりよいものを作りたいと

いう考えから、基本コンセプトの決定は実行委員会で

の話合いによって行われた。参加者のf習では、基本コ

ンセプトと具体的な繋備イメージが混同している部分

もあったため、話し合いが重ねられた。決定した暴本コ

ンセプトは、緑道全体を緑の回廊としてデザインして

いくものである。

2)デザインの検討・決定例19.10)

①デザインに礎しての認し合い 実行委員会は、繋犠

箇所を決定し、現地における実測調査を経てデザイン

を絡始した。デザインは、住民の要望在開きながら学生

が基本計画を行う形て、進められた(写真2)。この際に緑

の回廊という基本コンセプトは以下のように補強された。

新しい緑との関わり方、三条の地場の緑を大切にする

という視点から、三条のJll_山の線を衝の中に移植して、

緑の写像としての~隠をポケットパークで実現するという

ものである(凶3)。

②デザイン索のイメージ決定実行委員会は、このコ

ンセプトから第 1郎容のポケットパークに隙いる嬰0.J

在三条市民に親しまれている大崎山に決定した。基本

計額は、思l勾在意識できるように竪山とポウットパー

クを結ぶ結線を設けた具体的なものとなった。また、

地場の材料と技術を活用するために、ベンチ座面の緩

め異に和釘在用いた。さらに床蕗に子どもたちが持ち

ょった石を壕め込むという主観を加えた。

3)実施の検討と施工 (H19.11-H20.4) 

基本デザイン案決定後、住民・学生・専門家(樹木

医、保内関芸組合)・新潟大学農学部教授・rjJ職員が数

回大崎山を訪れ、木や植物の選定を行なった(写真 3)。

実施設計は、常緑樹を増やして燐家への続線が抜けな

いようにし、新潟猿福祉のまちづくり条例基準に姦づ
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いた。実際の整備では、住民や学生が専門家(三条市

建設業協会青年部など)の協力のもと作業に参加した。

また三条工業会より和釘、三条市内の電気!吉より照明

器具、土砂販売業者より山砂、金物会社からかけややハ

ンマーの寄付があった。竣工時には、多くの子どもたち

が石の埋め込みゃ和釘打ちに参加した。(写真 3~ 7)。

4~2 初年度の活動における成果と課題

1 )成梁

初年度の活動の中で、以下のような成果が得られた。

①地域の人逮が大学や地元業者と協働して、実践的な環

境形成に向かうことが出来た。

②大学は実践のまちづくりフィールド在得ることがで

き、地域への貢献を来たせた。

③多くの子どもたちが本活動に参加できる場とポケッ

トパークを知るきっかけを持つことができた。

③和釘や塑山の植物など地場のものを活用して地域の

公冨づくりが行えた。

③三条市建設業協会や保内閣芸組合等のボランティア

協力が通常より少ない費用での整備を可能とした。

2)課題

初年度の活動における課題として以下の 3つが挙げ

られる。

①参加住民の殆どは、疑なる自治会出身で日常的に交

流が少ないため、情報共有と活動の運営に大きな時間

が書jかれた。

②決定した議本コンセブトが抽象的なものであったた

め、具体的な浴室弱者E進める中でコンセプトを練り読す

必要があった。

③すべての作業をボランティアに頼っていたために、

専門業者の人達に大きな負担がかかった0

4~3 次年度の活動に向けた改善

初年度の課題を受けて、 2年自のH20年度の活動は、

住民が参加しやすく、建設業協会など専門家の負担が少

なくなるように以下のような改善を行なった。

①伎民の参加と学習の場づくり'住民が活動に関わる機

会を多く設けるため、里山歩きの主主数者多くした活動の

展開を行う。また、参加者が黒山歩きを還して緑につい

て学ぶ場を設け、前年度1履修した院生がアドパイザーと

して活動のサポートを行う。

②情報共有:情報共有と外部への情報発信のため、定期

的な会報発行や新聞等の報道機関への働きかけを行う。

③専汚家の負担 e 計画条件として、専門家の負担の多い

ベンチ等の構造物を作らず、植物の移植を中心として計画

を行なう。

4~4 平成 20年度の活動について

1 )整備案の検討・決定 (H20.6~ H20.8) 

最初に実行委員会は、今年度の計額敷地と霊山(保内

公園)を決定した。大学院生2人と住民7・8人が4チー
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ムを編成し、活動を翻始した。

ぐむ堅出歩き 各チ ムは、保内園芸総合や保内公言自の草署

員などの専門家に保内公閣の織物について教わりながら

f里山を歩いた(写真8)。

③デザインの検討各チームは前年度のポケットノtーヲ

や計額敷地の視察在行い、その後、住民宅でデザインの

検討を行った。また、最終プレゼン子ーションまでの期総、

患山の調査や敷地の減量を行いながら築を検討した。

③最終プレゼンテーション.各チームは、導門家も参加

した実行委員会でデザイン案をプレゼンテーションし、

質疑応答を行った。その後、投緩までの翼耳障に指摘され

た点の改需を行なった。

2)デザインの決定 (H20.8-H20.10) 

①投票:一戸あたり 1祭とした投票用紙が沿線地域

5000世帯に配布され、住民は 4案のうち最適と考える

一案に投聖書した。

②デザイン霊長の検討 住民投察の上位二案について、実

行委員会でそれぞれの長所と短所について多くの窓見が

出された。参加者からの「ここで一案に絞るのは難しい」

等の理府から、最終決定は委員長 劇差是員長・大学に付

託された。

③プレーオフによる聖書憐案の決定 委員長・副委員長・

大学は、二案に対し協議そ行い、最終決定在行った。最

終決定案「保内の繊」は、保内のカエデをポケットパ~

ケに移織して様々な角度から5[られるようにしたデザイ

ン守あるのこの案は隣家主オープンにつながる空間を提案

しているのに対し第二案はポケットパーデを緑の塀で閤

むものであった。検討の結巣、住民にf鳴いた第品集な採

用することになった。

3)実施の検討と施工 (H20.11~ H20.12) 

施工に先駆けて実行委員会は、二度に渡る盟L!，歩きで

樹木や植物jの選定を行なった。施工前に住民や学生が作

業に参加出来る部分と専門的技術が必要な部分が三条市

建設業協会や保内E軍ffli組合との相談によって明らかにさ

れ允。また、初年度は筋工への参加者が罰定的であった

ことや H20年度の敷地が狭く全員が入ることが出来ない

等の理由から、実行委員会内で当番を決めた。その後、

施工が建設業協会や溺芸組合などの協力のもとに行われ

たc地元の子どもたち力可呆i*J公溺で拾った撲を押し花にし、

コンクリ)トタイルにlt~を'与す作業を行い、そのタイルを

竣工時にみんなで耳目め込んだ(写真9・10).，
4~5 改欝策の効果と成柴

1 )改善策の効架

①住民参加と学務の場づくり。多くの住民や学生が専

門家とともにYI:hl!歩きや縞物採集を行ったれ参加者は、

緑に殺しむ機会が増え、緑への理解や興味を深めたv

cl情報共有:新たな広報汚動としてブログの界再設や@]

覧板の発行が行われた。これらは、活動の進行状況の
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02，28 .市長への説明会

a，02 C濯機

白朗ワくンチ長信付

凶 09 0.水路の石の取り付け

03，16 
。主23

03，30 0-ミンチの土上げ

04凪 C坑蝿から樹木の搬出し

Ot，13 0;学路遇路の仕上げ

()j，18 @峻工イベントに向けた話合い

tM，26α諦j

04，27 0.;波紋石弘ベンチ経度以愛エイベント
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重盤鐙業
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06，28 C釜山歩き
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07-
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備22 .. 弘明
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æ悩 C壁山歩~
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11，由仁潜絞設置既存樹木搬去

11田口し生物壁基礎コンクリ ト~粋

11，11 OL型擁壁基礎コンク') トチ7ち

11，1ラロタイ"の菜採取

11，16 口し生螺登設爾

11，22 C濁音努盛土

11，23 仁洛j木の期出し

11，24 0てンチ塞礎コンクリ ト打ち

11，26 .市長への蝉月会

11，30 (コタイル作り

12，05 ("y父ンチ毎号ホ!

12，07 αヨ酷切手設置

12，13 Cタイル型枠外し

12.20 鴻掛

仁1反省会"向けて
但時慶治動内容

。ワークショップ
に向けて

C検討会位向けて
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確認や建設業協会等のボランチィア活動への評価に役

だったo

③専門家の負担ポケットノトクの敷地面積が前回の半分

(51 rrDになったことで、-g土や擁壁の施工に掛かる施

工の負担は大吉く減った。しかし、玄関めをベンチに利用

する築が採用されたために、その分の費用は部分的に増

えることになった。

5.活動初動期における協働体制

本活動を進める中で、様々な主体による協働の体制

が少しずつ形成されてきた。そ ζで活動初動員時におけ

る協働体制のかたち、特徴的な個人の役割、参加者の

変動を考察する。

5.1 協働{李総のかたち

本活動の組織は、市民、大学、専門家、市民医体、

PTA、市役所の6つの主体からなる共湾体である0

sl5のようにそれぞれの主体は、様々な団体、協会、

総合等によって構成されている。己のように本活動の

協働体制のかたちは、様々な組織が複雑に絡みあうよ

うな形態となっている。

5.2 主体隙の識整(図 5)

以上のような協働体制の形成には、各主体内および

主体問の参加者を結びつけ、参加を喚起する議整者が

複数存在し、重要な役割を果たしていることが認めら

れる。

1 )市役所の担当者の役製

活動立ち上げ期である初年度は、主体格のネット

ワークが形成されていない中で、市の扱当者(関5の

No.60)が以下のような多様な主体の議裂や参加支援を

行った(図6)。

①参加主体の招集とネットワーク形成・本活動の始動

にあたり、ポケットパークの維持管理や]R弥彦線沿

線の楠栽活動そ積極的lこ行っていた人物に実行委員会

の役員を依頼した。同時に小学校や関係自治会長宅在

一軒一軒回り、趣旨説務をしながら参加の賛同を得た。

また、専門業者には三条市建設業協会と保内隠芸総合

に協力を依頼した。実際の筋工時には、 tL官、木工、

電気、石工、水道配管工の工事が必要となり、三条市

建設業協会からの紹介や直接交渉によって協力専門家

のネットワークを拡大した。

②参加の場とプロセスづくり.初年度の参加機会は線

二Eを含めて 26呂、その準備のための市役所と大学(専

門家や役員が参加することもあり)の打ち合わせは 30

自在裂した。このように参加者の動向を把握して、活

動のプロセスを打ち合わせで決めながら住民が参加し

やすい場をつくっていく婆となった。

(主住民への広報と意見のひきだし・まち歩きや会報の

準備をするために住民間の調整そ綿密に行った。全体

の会議で意見な出しにくい人もいることを考慮して、
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関5 協働体制のかたち (H19)

住民宅を一軒一軒回って、住民の婆望をE書き出すこと

を行った。

2)各主体における調盤役

図5で示した 6つの主体には市役所の調整役と協織

して各主体内の調整や他主体との連絡、外部への活動

発信在行う人物が存在する。これらの議事主役は H20年

度も活動の中£位守な役割!な果たしている。

①lP認知0.1)

nO.lはH19の計画地の自治会長であり、燐家への対

応や竣ヱイベントの準傍など自治会内の調穫を行なっ

た。施工の際、自宅の一部在休憩場所や資材蜜き場の

提供し、皆が活動しやすい環境づくりを行なった。また、

実行委員の役員であり、 nO.60とともに寄付の依頼を

行い、外部とのつながりを持ちながら活動在支えた。

~専門家 (no.50 ・ no.5 1)

三条市建設業協会青年部の指揮を執っていたれ0.50

は、協会内の調繋役を担っていた。また、 nO.60の施

行上の知識を補足するため、ともに工程・材料調整を

行った。 nO.51はnO.50とnO.60を支える立場であった。

各大学 (no.30・nO.31・no.32)
大学総生の nO.30は施工の中で、市役所や様々な導

門家と打合せを重ねながらデザインを実現していった。

また、 η0.31とnO.32は、市役所と大学の連絡を行い、

口0.60とともに活動の運営方iまを検討した。

④市民箆体 (no.20・nO.21) 

nO.20は竣工イベントで使用する材料を地元農家など

の外部から議達した。口0.21は活動立ち上げの際、参
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加の声かけを行い、 nO.20と樹木援を活動へと誘った。

5.3 参加者の変動

活動立上げ時、実行委員会は市民 13人、市渓B!I体2

人(1団体)、協力防体 2団体、大学 3人(アドバイザー)

の20人・ 3団体である。活動が進む中で、本活動に関

心のある人の加入や更新、必要な専門家の加入などで

参加者は増加している。これにより、協働体制の質的

向上と拡大が少しずつ行なわれていた。

H19年度と討20年度の平均参加人数(各活動の市民、

専門家、大学、行政の合計参加人数)をコンセプトや

計画案の検討期と施工期に分けて算出した(凶 7)。

告全体.年度~Ij平均参加人数は、 H19 年で 24.2 人に対

し、 H20年で 30.3人と今回の活動にfすき 5.9人増加し

ている。 ζれは、日 19年の活動を受けて、 H20年で

は住民が参加する機会を増やす活動の展開を行なった

ためであると考えられる。

②コンセプトや計調案の検討燃と施工期・コンセブト

や計麗案の検討期において、平均参加人数は H19年

38.3人、 H20年38.4入と活動への参加人数の変化は

見られなかった。しかし、施工期においては H19年

18.4人に対して、H20年26.3人と I聞の活動に対し 7.9

人噌加している。 ζれは、 H20年は施工に子どもたち

が参加できる場(タイル作りなど)を 4@j設けたこと

や住渓・学生が参加できる工程な日月篠にし、参加を当

番としたζ とが平均参加入数の増加につながったと考

えられる。

6. まとめ

協働のまちづくりにおいて、活動初動員耳は様々な不

安定要素が多いうえ、参加者関のネットワークが形成

されていないため、各主体の調整役が重要であった。

2年間の活動を遂し、持続可能なまちづくりの「協働

の仕総みJに以下の 3点が重要であるζ とを見出せた。

iL柔軟な活動と組織:活動プログラム通り進めるのではな

く、様々な課題や問題に柔軟に対応し、自由度のある協

働体制の中でまちづくりを進めることが重重要である。

②全ポケットパークのデザイン要素・ 2つのポケット

パークづくりによって、施工への子どもたちの参加、

恩山の植物の移植、 I11の石の設霞、地場の材料と技術

の活用という共通のデザイン要素を共有することが出

来た。このような共通デザイン婆素がものづくりの震

の確保につながる可能性がある。

③まちづく 9のあり方の共有.参加者は、 H20年のポ

ケットパークづくりを通して、ポケットパークは地域

全体のものであり、地域に関かれるべきであるという

ことを確認しあった。基本的なまちづくりのあり方を

共有することは大切である。

このように活動初動期に協働体制が少しずつ形成さ

れてきた。しかし、状況や作ろうとするポケットパー

クの敷地条件によって、協働体制のかたちも変化する

可能性がある。発生する課題在一つ一つ柔軟に解決し

ながら活動を進めていくことが蓮華主である。
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商庖街空き底舗を活照した市畏交流スペースの開設

一商f古街振興組合と湯治体労働民且合との協働による取り組み

短日ヨ 弘

キーワード 布畏交流スペース!協俄プラットフォーム商底街!由治体労働組合

はじめに

近年，地域において市民・市民団体の出会いと交流の

場となるコミュニティスベぃスの重要性が認識され，各

地において様々な形態のスペースが開設・運営されてし、

る。

その中で9 大板市淀川区の市民交流スベ」ス fみつや

交流亭j は，自治体織員労働組合とその呼びかけに応え

た商広街が協働して開設したという点，さらに地域の参

加で多層的な交流スペースとなってし、る点において，ユ

ニークな取り組みとなっている。交流亭は 2007年 8月

に開設されて 2年目を迎えたばかりであるが3 本議では

開設に至る経緯とともに，現在までそこで行われてきた

取り組みについて紹介したい。

1. rみつや交流亭j爾設までの経緯

1 -1なぜ労働総合がつ

大板市役所のいわゆる「職員摩遇問題」で市民から厳

しい批判を浴びた大阪市職員労働組合(大阪市職)1)1土s

地域伎尽から忌揮のない意見を受ける巨的で3 市内の各

行政区単位で「地域集会」を開催した。淀)11 [主では， 2006

年 10月22日iこ地域で活動している民間の皆さんをパネ

リストとして迎えて「トークセッションm淀川~市民と

ともに淀川 IIKからまちづくりを考える ~J と題した地域

集会を開催した。

集会ではパネワストから市機員は?市民・地域社会

を本当iこ知っていると言えるのか。地域をくまなく歩い

ているのかJ:-市民と行政との関に大きな距離を感じる」

{職員はカウンターを越えて 3 積極的に市民・地域の中

に入っていくべきだ」等の厳しい指摘や提案があった。

集会後，パネリストと大阪市職組合兵メンバーが今後

の取り組みについて議論した結果?まずI虫域に拠点をつ

くって，そこで地域・市民とともに実験的な取り組みを

実践していこうということになった。行政組J織はその性

格上， 勾律‘ii!IT一的な取り総みとならぎるを得ない(地

域・市民と日常的に接しているのは区役所であるが，大

板市の行政区には十分な権限が移5表されているとは言い

がたく，対応に制約があるという凶もあった)。しかし}
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写真 1-1 "三津屋高志街の様子

自治体労働組合は，それぞれの専門分野を持ち，しかも

日常的に市民と楼して業務を行っている自治体行政職員

を組織しながら p 問時iこ行政組織にはない「フットワー

クJの軽さと柔軟性とを持っている。その「強みJを生

かそうという発想でもあった。さらに r場Jとしては2

地域に照っている資総を有効利治して社会賞献をすると

いう意味からも，商庖街の主主き活舗を利用して地域.$

民と交流できるスペースとして活用することになった。

具体的に交流スペースを開設する場所としては，集会

パネリストの一人で，長年淀川区においてタウン誌『ザ・

淀川 I~ を発行してしも南聖子佳代子さんから】淀川区内の

三津段高百街討を紹介していただいた(写真 1…1) 0 rま

ちを耕すj ことがタウン誌の位一事であると自身が言われ

ているだけあって3 以後の取り総みにおいても南野さん

が淀川区内にt拾ったネットワークが大きなカを発揮する

ことになった。

早速?集会を企部した大阪市職組合員メンバいが三三津

屋商践街燦輿総合理事長の浪商正次さんを訪問して，取

り絡みの趣旨を説明することになった。演活理事長の最

初の反応i土「なぜ労働組合が ?Jというものであった(こ

れは後に交流亭を説明する際2 様々な場面で何度も閣か

れたことである)。しかし，先述した経繰を説明すると，

淑り総みの趣旨について玉里解いただき，商f苫街としての

協jJを快諾していただいた。これには演西理事長自身が

「 津屋北地区まちづくり研究会J3)の中心的メンバ…

大阪市職員労骨組合政策局番記
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として，災際に地元町会とともにまちづくり活動にとり

くんでいることも大きかった。

1 -2 rまだまだよくなろ・みつや倶楽部Jの結成

交流スペースの開設に向けて，演習理事長2 南野さん

に加え，全協のまちづくりに関わり，自身も関西学院大

学在職中に兵産県三田市で酪h5控泣きj苫舗を活用した研

究室「ほんまちラボl心を照設した経験を持つ，大阪人

間科学大学教授の片寄L俊秀さん，集会パネリストの 1人

で，中国やそンゴノレとの悶際交流を行っているNPO法

人 fもみじ理事長の味方慎ーさんy 十数年前から地元

で子育てサークノレをしている「育児&育[3'この指と~

まれ!"J代表の辻本みゆきさんなど7 多彩な人材に協力

していただけることになった。さらに3 大阪市織の本部

と淀川区役所支部から組合員メンバーが加わって， 2007 

年 1月から険討を僚始した。

三津絵街応街で定期的に会合を1重ねる過程で i軍営組

織として「まだまだよくなろ・みつや倶楽音日」を結成す

るとともに，市民交流スベースの具体的な名称として「み

つや交流亭j とすることが決まった。また，そこで出さ

れた様々な意見をもとにして， 1級建築士でもある味方

さんが交流亭の設計を担当することになった。

さらに，淀川区在住で地域のまちづくりや社会教育活

動にも熱心に取り総くむ落語家・笑福亭仁勇(にゅう)

さん，三津震商盾搭fに認知E至高齢者のデイサーピスセン

ターを隣設し，金属約にも注目されている博愛社デイサ

ーどス「生活屋(し、きいきや，)Jの施設管理者・成田吉哉

さん，ワーカーズコレクティブとして「仕事おこしj を

テーマに活動するNPO法人「ワーカーズコープ」の片

山留美さんにも参加していただいた(現在のメンバーは

下表)。このように，当初から自治体労働組合と目玉五百衡に

とどまらず，実に多様な人材が集まって自由な議論をし

てきたことが，市民交流スペースとしての交流本のあり

15に良い影響を与えたのではなし、かと考えている。

表 fまだまだよくなろ・みつや倶楽部」メンバー

(2∞8年末現在)

味方償却(国際交流NPO法人 fもみじj理事長)

片山 留美 (NPO法人「ワ)カ}ズコープJ)

片寄俊秀(大阪人間科学大学教授)

笑福亭仁勇(務語家)

辻本みゆき u育児&育自“この指と~まれ!"J代表)

中井勇介(大阪人梼科学大学大学院)

いきいきや

成田 吉哉(博愛社ヂイサ】ピス「生活屡j 管理者)

演西 正次(三津展商高街振興組合理事長)

南野{圭代子(タウン誌『ザ・淀)II~ 編集長)

大阪市職員労働組合・三津屡織活街振興組合

1-3潟j苫僚も労働組合も

地域に飛び出さなければ未来はない

労働総合が市民交流スペースづくりに関わるというの

は，従来にない新しい試みである。そこで，大叛市職で

は2007年 6月 7日，交流事の開設について意識の共有

化を図るため，片寄先生に基鵡講演をお廃品、~， fまだま

だよくなろ・みつや倶楽部」のメンバーをパネリストと

して r市織と市民のまちづくり~淀川区地域集会r;gき
筏舗を市民交流スペースにJIと題したパネノレディスカッ

ションを総合員対象に関俄した。

そこ(:'!窺務理事長から r街活桂Jも労働総合も，地域に

飛び出さなければ米来はなし、j と¢発言ーがあった。君主頭

理事長によると，荷1吉街の活主iま活内での売り手と買い

手の関係だけに注呂しがちだった。大売出しなど広く外

に向けてのイベントも 2 企爾・実行するのが荷活街鑓係

者にとどまる限り，ー持的な効果しか持たない。しかし，

来);5する客の背後には彼・彼女たちが暮らすまちがある。

客は商品の貿い手であると向特に，そのまちで生活する

住民なのである。そして，まちと住民生活が活性化され

なければ，目玉庖街の発展はない。 したがって，荷!古街は

地域にも視野を広げ，様々な場面で地域に参加し地域

からの参加を求めていく必要がある。まちと商f占衝のつ

ながりが失われてしまったことが，各地の織活街が衰退

している大きなE主的ではなし、かとし、う指摘であった。

一方，自治体労働組合にも同織のことが言える。行政

職員としてカウンター滋しでの I市民」との対応に終始

する，あるいは労働組合としても行政紡織内部の労使関

係にとどまるだけであってはならない。いつの間にか職

員と市民との意識に大きな訴離が生じてしまい，いわゆ

る「お役所仕事」や f職員厚遇」としづ問題の素地にな

る恐れがあるからである。職員・総合員が積極的に地域

に出て，そこで市民と関わり，まちの活性化を図ること

によって自身の働きがいが高まり，究機的には労働条件

の向上にもつながるという発想が求められるのである。

2 潤設へ向けた課題

このようにして市民交流スペース開設へ向けた取り総

みがスタートしたが，許筆活街内にスペースを隣設し，さ

らにそれを継続的に運営してし、くためには，前提条件と

してクリアしなければならない課題がある。

まず，商活衝の主主き応舗をi舌F持する際に，各地の閥f苫

街活性化事業でもしばしば問題となっているのが3 貸し

手があるかどうかである。罪主応衝に空き庖舗が存在する

ことと，それを実際に借りることができるかどうかは別

宿題なのである。これについては，演西耳軍事長から家主

の紹介があり，市民交流スペース開設の趣旨を説明した

うえで賃貸を了承していただいた。施設管E望者の成田さ
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んによると，軽度認知症高齢者のためのデイサービスセ

ンターである「生活屋」を高居衝に関設する際にも，震

:事長をj晶じ CJ.ffi解のある貸し手(交流亭の貸し手とは即日

を比較的等易iニ見つけることができたそうだが， i賓西瑳

事長という取り組みの内容を貸しJolニイ丘えてくれる仲介

者が存犯したことともに，二段段街!百lJ'iに「よそ者;を

受け入れる雰閥ラ誌があったことは幸いだった。

次に問題tなるのが， r I苫書生jの磯保である。平日の昼

間は，市役所織践である組合員でl士対応が不可能である。

しかし，地域に認知され，継続的に利用してもらうため

には2 定時に交流スペースがオープンしていることが必

要である。この問題については r育児&育自“この指と

~まれ!"j の皆さんの協力を得ることができた。「この

指と~まれ!Jのメンバーは3 子育て経験を持つ生活者

として三津屋地区について熟知しており 2 地域団体~P

TA，あるいは様々なすークノレなどを通じて豊富な人的

ネットワークも持っているので，力強い限りであった。

また土議日は，大仮市織のまちづくり研究チームのメン

バーや淀川区役所の総合員ボランティアが，口一テ…シ

ョンを紹んで対応しており，月濯日~土曜日，1l :00~

17 : 00 (土議日のみ 12: OO~17 サ 00) という関肢体制

を整えることができた。

3 オープンした「みつや交流亭j

紹介していただいた箆舗は，元は和菓子屋(1苫鏑，製

造所，住居)として使われ，この数年間空き!苫舗となっ

ていた。内部は相当痛んでおり， トイレの新たな設援も

予定していたので，業者による改装工事が必要になった

(改装費は大阪市職が負担)が》ヨ事開始前には大阪市

職組合員のボランティアで肩書捕の清掃を行うなど， rまだ

まだよくなろ・みつや倶楽音ねのネットワークを通じた

多くの人びとの参加によって，オープンにこぎつけるこ

とができた。

改装工事が完了した後，まずは地元町会ー地域団体へ

の内覧会を行った。そして，蔀出街の夏の太イヘントで

ある「三津皮どんたく j に合わせて， 20仰年 8 月 23~

25日にオープニングイベントを実織した(写真 3~~ 1 )。

写真3-1 オープン後の「みつや交流亭」

亡、

υ
ηペ
ul

 

交流本の開設については新院でも報道されため。

交流亭は，荷庖街アーケぃド通路に面した H皆に和菓

子屋持代の販売スd くースがあり，そこを設もが自陶に入

れるオープンスペースとした。オープンスベャスには，

ベンチと冷水機を置いた。街!苫街には休替、スペースがな

いため，ベンチiこは察い物客や散歩途中の高齢者などの

来訪者が腰掛けている。また， ~五五苦街は隣接する三津灘

小学校の通学路にもなっており】子どもたちも多く立ち

寄るため， 自由に飲める冷たい水は弗常に人気がある。

帰宅中の小学生には》交流亭のオープンスペースから子

育てサ←クノレのメンバーが f声かけj も行っている(三

津接指1;5衝は，昼間は自動車が通行できないので，その

意味でも小学生にとって安全な空間となっている)。子ど

もたちは交流亭の重要な「顧客」であり，遊びゃ待ち合

わせの場所として利用されているとともに2 餅っき大会

やカレー作り，期間限定カフェ(後述)の廃材を利用し

た家具づくりなどにも参加してもらった。

援面には夕暮れの懐かしし、街角針躍し、た舞台道具を壁

lこ得利用して，天井にはそれに続く空を専門学校生に描

いてもらい3 レトロなさE簡を演出した。交流亭i土古い建

物であるので，三津屋商務衡が元気だった[最縫期」を

居、い起こすという意味も含めて，言苦呂合わせでは話和3

8 (みつや)年j をコンセプトとして地域住民に昭和の

古い物品の提供を呼びかけたがs 三津屋商庖街の古い写

真から足踏み式ミシンや真空管テレビにき在るまで，予想

写真3-2 1階オ ブンスペースで

遊ぶ子どもと休憩する高齢者

写真3-3 ，;.nllうイブ

(牧宏、徳と奄美・沖縄易自貝ユイ'ゆい)
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外に多くの，また様々な物品の寄自慢があった。街角を措

いたのとは反対{買収皇室は展示スペースとしており，地元

の写真家や住民の作品を緩示している。

f荷居街の中に広場ができたJとi土地元町会長の表現

だが，交流亭はアーケードの下に狭い通路が続く蔚府街

内で，気軽に立ち寄れる溶ち着いた芸空間になっている(写

真 3-2)。またp イベントの際には?通路に面している

利点を生かしてライブパフォーマンスの場としても使わ

れてし、る(写真 3-3)。外でも内でもないこの空間はj

交流亭の「縁側」というべきものになっている。

オープンスペースから続いて奥にある部屋は，和菓子

の製造スペースであったが，そこにキッチンを設け，テ

ーブノレ・椅子，電話g パソコン等を置いた事務・会議ス

ベースとして事Jf目することにした(写真 3-4)。また，

議でも自由に利用することが可能な，車いすがそのまま

入れるオストメイト対応トイレを設費した(トイレも商

活街にないものの 1つである)。オープンスペースとはガ

ラス戸で仕切られているが，段差をなくしてバリアフ F

ーなつながりを確保している。

I階の吟番奥の部屋l土，元は住居スペースとして用い

られており 2 改装後は平日の昼間は子育て中の親子が集

まる fつどいの広場事業J(後述)に使用されている(写

真3-5)。夜間や土曜日は，様々な活動を行うための貸

しスペース(1自寺院5∞円)としても利用されている。

子育てサーウル「この抱と~まれ!jメンバー

写真3-5 rつどいの広場Jの練子

( 1罰富奥スペース)

交流亭の 2階には， 2部屋U続きの畳敷きの和室がある

改装特には，左官屋業を営む当時の三津屋地rz:の社会総
祉協議会会長iこボランティアで綾を議長り答えてもらった。

ここも貸しスペースとしているが， 20~30入収容可

能なので3 イベントや毒事絞会に使用されることが多いn

4 みつや交流亭での様々な活動

交流亭は，自治体所管の施設と比べて自由に{使えるス

ペースなので(営科目的の使用はお断りしている)，地元

町会をはじめとする各種地域防体の会合，サークルの活

動の場などとして利用されている。その中には子供向け

の絵本読み関かせ f絵本のひろば」など，定例化してい

るものもある。

交流亭による主体的な催しとしては， 2カ月に 1度「落

語 deカノレチャ!Jと題して，笑福亭{二奥さんによる遊

詩とそのお題に関連したテーマでのミニ文化講康という

イベントを側壁している{写真4"-1・2)。お年守寄りが

お題のときは市立高齢者医療介護施設で看護師をしてい

る大阪市粉』且合員による健康講ggを行ったが，地元陶芸

家による陶芸教室長，南蛮料浬講座， ) 11槻lの会など，落誌

との多彩なコラボレーションが実現している。

この他にもj 交流亭主イ慢で，講演会，沖縄・母美民言語

やそンゴノレ琴の演奏会3 冬至のタベのキャンドノレナイト

の集いなど，様々なイベントを開催し?市民・組合員の

参加を得ている(際{産されたイベントについては交流亭

写真4-1，2 r落諮deカルチャけの様子

(2磁和室)

問 136- 2加 9年住総研f住まいeまち学習J実路線告・論文集 10



写糞4-3 rまちづくザゼミナ…ルjの様子

(2階和室)

プログ http://plaza.r込山ten.co.jplkouryuteiで紹介入

基本的には:まだまだよくなろ みつや倶楽部j の月 1

屈の連営会議で企部しているが，地域からの f持ち込み

企画」も多い。 2007年 11月にはJ まちづくり幻燈部と

して全国を飛び凶っている延藤安弘さんを招き，幻燈会

「主義が輸をなす“まちの縁側" イタリアと日本 j を

開催した。そこでは，各地の「まちの縁側jづくりとと

もに，高齢者が自主的に交流の場を3露営するイタリア・

ボ口ャニャ市の{社会センター (C阻むoSociale) Jを事

例紹介していただき s 大いに参考になった。

2007年 10月には，交流亭で「市民フォーラムおおさ

かJ6)の余酒として fまちづくりと『地域交流スペース』

の“おいしい"関係Jが開俄され2 情塚山大学教授の中

J 11幾虫11さんに謀議講演を， NPO政策研究所理事長の主主

沼春夫さんにコーディネータをお鹿島、1....，三津屋地区の

皆さんをパネリストとしてパネノレディスカッションを行

った。さらに，そこで総介されたまちづくり活動につい

てより深く浬解するために，大阪市職組合員でまちづく

りに取り組む研究チ…ムのメンノトーが中心となって，中

J 11さんと直田さんをアドバイザーに交流;事 C :みつやま

らづくりゼミすーノレ」を定期的に開催することとなっ士三。

ゼミナ」ノレでは1 地元町会役員や伎l3i;との聞で行政織員

の立場ではできない率夜な議論をすることが可能であり，

組合員メンパーにとって臼常業務では得がたい黄葉な体

験となっている(写真4- 3)。

これらの交流亭主催のイベントでは，終了後交流

会j を開催することが恒例となってし、る。商底控fで買っ

てきた天ぶらや寿司などを肴に，参加者が告白に語り合

う場を通じて，人と人とのつながりや新しいアイディア

が生まれるのである。

5. t詣1動の fプラットフォ ム」として

5-1立場が異なるもの同士が協働するための f場」

最近「協働JとL、う言葉がよく用いられるようになっ

ているがJ やはり立場が異なるもの罰士の協織には困難

が伴うことが多い。文字通りの“coproduetion" す

なわち1 協力して具体的なf可かを生み出すという主主味で
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の協働を試みる場合には，なおさらそうである。演跨理

事長からも，商活街の夏のイベントである「三津援どん

たく J1こ地元町会の参加を求めた燃の体験から，阪五百控f

で地域と協力したイベントを行う際!活動への参加が非

常利を基本とする地域から営手I)[ft体tしてみなされp そ

れが滋tさになったとの指檎があった，なぜ， i{五九百f苛の営

不1)活動にijlj正住民が無償で協力しなければならないの

か」どしづ疑的が寄せられたのであるο tかし1 交流亭

のような様々な立場のJ主体がお加 jる 場;を嫁介守る

ことによって?地域と臨m街の協力が容易になるとのこ

とであったり

一方p 市民と行政との院の協織においても!株主のこと

が言えるだろう。行政のカウンタ一越しでのアプローチ

になると最初から「ハードノレj が高くなってしまう(こ

れは市民からもそうであるし?行政組織を背負わなけれ

ばならない職員にしてもそうである)。また3 協働の名を

借りた単なる f安上がり行政」のための下請け関係にな

ってしまったり rハードノレjを迂回して不透明な癒着関

係を構築してしまうのも避けなければならない。しかし，

交流亭において取り組みを行う際には3 個人として参加

した市民と行政職員とがオープンな場で率直な対話を1....，

それが協働につながっていくのである。このようにp 営

利/非営利，民間/行政，地域別/テーマ卸!など多様な

団体による主主題的な協力の「プラットフォームj として

交流亭が機能する可能性が期待される。

例えば， 2008年 11月2日に務活街近くの神崎J11バJ11 

敷で r1:1'うさL、(防災)朝市&昼m17)が再有機されたが3

全留の街居街が連携したイベントiこ池元町会が f紡災都

練」と佼笹づけて参加，会場設営(避難所設営)・物産版

予言(救援物資配布)・会場警儀を行うとともに】 j調・大阪

府固市の行政相当者】 NPO，火阪市町議がサポートする

という p 機々な主体が参加するイベントとなった(写真

5 --1・2)。交流亭では fぼうさい車丹市&昼市fJ~引援に

先立って】意識の共有化を目的として，内賜府中央防災

会議専門委員の室崎凝輝関西学院大学教授を招き?f地

域にねざし，地域を育み，地域くるみの紡災Jをテー?

とした防災セミナーを関{躍した。さらに，地元町会2 目耳

耳~:j草 5 -1 rぼうさい戟市&昼市jで設

営作業をする地元町会の皆さん

羽田年住総研!'f:主まい。まち学習j実践報告白論文集 10



写真5-2 多くの人で賑わう rlまうさい

車丹市&昼市J会場

j苫街，行政担当者， NPO，大阪市織と様々なメンバー

が交流亭に集まって事業の企画や打ち合わせを何度も行

い，その過程で協力関係が構築されてし、ったが，交流卒

がネットワークをつなく「場」としての機能を果たすこ

とができたのではなし、かと考えてし、る。

5-2人が集まり φ 交流することで

新しい活力が生まれる

自治体労働組合としても，社会賞献はもちろんのこと，

交流亭という市民と身近に援することができる f異質なi

空間があると 2 従来とは異なった総合員がそこに参加す

ることによって，人材の発掘・育成にもなり，ひいては

組織の活性化に資すると考えている。なお1 交流卒で行

われる嫌々な活動への参加は，いわゆる「動員」形式で

はなく s 自発的参加を基本としている。

また，子育てサークノレ{この指と~まれ!jは， r大阪

市つどいの広場事業」θを受託p 交流亭を拠点として 2008

年 10月から運営を開始した。これによって，蔀府街へ

の来訪者が交流亭に立ち寄るだけでなく，子育てi佐代と

いう新規の交流亭への来訪者が商庖街に立ち寄るとし、ぅ

槌係も期待できる。 2008年 3月には，交流亭を来訪し

た研究者の縁で，大阪市立大学の学生が空き府綴を活照

した期間限定カフェ「∞lorX color.Jを開設した。学生に

とって企画にはじまり，活舗改装，手続き，仕入れ(務

応接Jから食材を調達)，接客，経理など立ち上げから迷?誌

を実際に経験できたと防]持に，高齢者と子どもが中心で

あった荷庖街にこれまでにない騒の来訪者を呼び込むこ

とにもなった。高rn街に異質な空間をつくることによっ

て，多様な集客を実現し活性化のきっかけが生まれる

可吉計をがあるの Fはないたろう汁九

6 今後の課題

交流卒が開設してから批在主ぞの約 1半半は?運営組

織のゴ首長や r1占醤j の確保なとe予定質的な運営体制の確立

が課題だった。これについてはまだまだよくなろ・み

つや倶楽部」を中心にようやく軌道に乗ってきており，

引き続き地域，商府f苛， NPO，総合員へと参加の輸を

広げていくことにしたい(これは「協働」の持つ本質的

な特徴かもしれないが 7 交流本の滋動l土実際iこ体験して

みないと理解するこ」が難しいのて，まずは参加しても

らう tいう労J)と仕掛けづくりが必要であるにさらに，

大阪においてNFりや行政ctど機々 な主体/');関わって運

営されている 1，1iL(交流スベース lとのネソトワークづ

くりにも取り組んむいきたいと奇えている。

一方で，形式的にも運営体制を確立寸一ることが当屈の

大きな諜題である。これについては， i高活街，労働組合1

地域が参加する NPO法人の認~iIをめざし，準備を憐始

したところである。また，現在i土交流亭の家賃を大阪市

織が負担しているが(甫irn街会費などの綴費は交流本的

イベント収入・スペース賃貸料で鮪っている)，財政的な

密立も活指して，今後も持続的な運営体制の構築に取り

総んでいきたい。

くi主>

1)大阪市役所の行政職員(事務・技術・専門織員)を組合員と

して組織する職員図体。組合員数 I万 4821人 (2008年8丹

環従)。ホームページ http://www，osaka-shishoku.or.jpj，。

2)鴎I古街振興総合力日競1，5舗数82府舗。全長約 500mのア}ケー

ドを持ち p 単一の振興組合としては大阪市内で最も「長いj

高1古街と言われる。大阪市の北部に位置し!稀脂街のすぐ近

くを流れる神崎111を挟んで対岸は豊中市。ホ…ムページ

http://www.mitsuya.ne.jp/.。

3)大阪市まちづくり活動支援純度で認定された[まちづくり推

進凶体lo 町会1 商庖紙社会話自社協議会， PTA等が参力民

4)片寄， 2005事月号。

5)毎日新開， 2007.8.24. (大阪瓶入大E反日日新開， 2007.9.6 

読売新聞， 2∞7.10.8. (大板版)。

ω主催 市民フオ」ラムおおさか実行委員会?大板市社会縮技

協議会，大阪市ボランテイア情報センター，後媛 大阪市Q

7)内閣府平成 20年度「地方の元気再生事業jに選定された f大

飯蔵屋敷ネットワ}ク事業 j の一環として実施

(http://www.kantei.go.jp/s皿 giltiikifsiryou与Jdf/kinkLpdf)" 

8)陛の「児鷺環境づくり基礎整備!事業Jの「ひろば到j として

{立霞づけられ1 大阪市が実施主体となり民間事業者に委託し

て「主に乳幼児 (0- 3議)をもっ親とその子どもが気軽に

集い? うち解けた雰囲気の中で諮り合い!交流を図り，育児

相談などを行う場を身近なti!l峨に設盤すること J(I大阪市つ

どいの広場事業募集婆墳1)を間的とした事業。

く参考文献〉
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片寄俊秀 まちづくり道場へょうこそ7 学芸出版社， 2005 

山口勝己‘福間弘 ょうおこし。出会いの「自由設潤j へー

市民交流スベ)ス fみつや交流亭lにおける市民協働の取り

組み~^) rt-i政研究， No.161， 2008.10 
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多様な活動を通した結果妨災のまちづくり
一秋岡県能代市における取り組みと線態

渡辺千明川

{主々 木貴{言叫

キーワード 協俄環境地域再生ポラLティア活動日夜風景街道事業

1 はじめに

地域特性を考慮した防災対策が安心・安全な校会づ

くりを進めるために不可欠であることは論を待たない。し

かしながら，地方の中小都市や中山間地域においては

中心市街地や基幹産業の衰退，過疎・少子高齢化際題

の進行が深刻であり b 宮城県沖地震や南海・東南海地

震のように発生穣率が高く，その対策が急がれる地域を

除けば，防災対策以前にJ地域をどうするか?Jが最蚤

要課題となっているところも多い。そのようなところでは各

省庁や自治体が地域産業の振興や新産業の創出，地

域再生等を目指してさまざまな事業を展開している。

一方，阪神淡路大震災以降，神戸では震災からの後

輿過程において地域コミュニティーとその連携の重要性

が再認識され，地域住民を中心とした 人暮らし高齢者

の見守り運動や小学校を拠点とする文化・スポーツ活動，

子育てサ】クルネットといった活動が進められてきている

ヘこれらの活動は災害照物資の備蓄や防災都練の実

施といった従来の防災対策とは異なるものの，日常生活

がより設かに，より過ごしやすくなるようなまちづくり活動の

結果としての多様な入のつながりが災害特に有用であっ

たことを示している。また，山口2)は上記のような日常の取

り組みを災害時の炊き出しゃ友愛訪問，ボランティア支

援とし、った活動につないでいく仕組みの重要性を指携し

ている。平常時の活動から災害時の展開を意識しておく

ことが重要といえる。

本論では， I坊災が主目的ではなくとも日常生活の質の

向上につながるまちづくり活動が結果的に災害時iこ役立

っと考え，それをf結果防災のまちづくりJとよび，先進事

例や研究成果を取明入れ，地域再生・地域活性化事業

を活用しながら秋田県能代市で進めている事例を紹介

するとともに，今後の課題を整恕する。

2 イベント:;<:1呈ボラン子ィアを災害詩ボランティアに

2-1 三震県におけるイベント支援ボランティアハロー

"秋図県立大学木村高度加工研究所准教授

一139-

ボラン宇ィア・ネットワーヲみえ(以下，ハボネット)

地域援輿イベントに集まったボランテイア在中心に

1998年 12月に発足し，高校生から高齢者まで約 500

人が登録メンバーとなっている。イベント主催者とパートナ

ーシップを築き，よ明気軽に市民がボランティアとして参加

できる場をつくるーミく支援を~，イベント会場でのノウハウ

を地域づくりにし、かそうと活動している(写真ト1)。その

一方で市民が参加しやすく，継続しやすいイベントという

楽しい非日常をトレーニングの場に，ボランティアセンタ

ーの運営や人間関係を築く経験を穣み議ね，災望書時iこ

臨機応変iこ対応し，主体的活動ができるボランティアを

育てようという目的も存在する。毎年伊勢市で開催されて

いる伊勢神宮奉納金殴殺火大会で来場者にごみの分

別を呼びかける「ごみナピゲーションボランティア(以下，

ごみナピ)J (写真ト2)や志摩市にて行われるマラソン大

会で活動を行っているヘ

写真 '-2花火式会でのごみナ

ザのボランティア ピ。車場者にごみの分別を業内

災害時には津市のみえ祭民交流センター内にfみえ

災害ボランティア支援センターjが設還され，災害時にの

み開鼓されるホームページにボランティアの募集情報や

現地情報，関係機関の活動状況等が掲載され，官民協

働で被災者救援を行っている。 2004年の台風 21号災宅害

時には県内被災者支援のための f三重県ボランティア情

報せンタ-Jも問地に設躍されている。この時の被災地の

ω つである海山町(現紀北町海山区)とハボネットの対

応調査の結果4)を表 2-1に示す9 被災地は金密どこでも

白t秋iB9畏立大学木材高度加工研究所ー准教授

のしろ白神ネットワーク事務筒
http Ilwww_thrmht.gojp/noshiro/douro/nsnw/ 
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!泊りそうな状況であったが，ハボネットにおいては毘頃の

活動成果が顕著となった。特lこ，花火大会時には各地

から集まるボランティアのために県内数箇所から発帯する

ンャトノレパスを遂行しており，それを応用したボランティア

パックはボランチィア受け入れ郷・派遣側のみならずB ボ

ランティア自身の負担軽減にもつながり 4 効率良い支援

が可能となった。

事 2-1 2004年の台l!I.21号虫害時の状況

海山町の状況 ノ、ポネットの対陀

市民も行政も災害*ランチィ
アの活動と活動受付入れのメ ボランライアパック実絡による
日ットを理解していないq ボランチィア受け入れ倒的負

市民も行政も災害支援経験 担軽減k効率良い支援台

はあっても受援経験がない。
ボランティア受け入れ窓口と ハポネットメンバーを始めとし
なる社会福祉協議会と消防 て県内のボランティアコーデ
や防災担当部署等との日頃 イネーターや社協職員，県
の連携が希薄で災害時に郎 内外からの災害ボランティア
応不能。 匝体等の連携

-資機材の提供，必要書類
ボランティア受け入れ，ポラン やセンター運営のノウハウを
ティアセンター滋営の資金や 現地提供
機材，マニュアルの来準備。 -著参加費によるガソリン代活

動支援金充当

2-2 あきたごみナピゲーシヨンボラン子ィア(以下!ごみ

ナピ)実行委員会の活動

能代市は環境のまちづくりを目指しており，平成 17年

度に市が立ち上げた市民や学識者からなる能代市循環

型社会形成市民懇談会の中で，ごみの分別ササイクル

を市民に啓蒙する事例としてハボネットの fごみナピJが

紹介された。これを契機に， 2006年 7月に有志 4人が伊

勢市で実際にハボネットの活動に参加しながら能代市で

の実施を視野に務査を行ったへその後 7人からなる実

行委主主会を立ちあげ，奇書査給果をもとに資機材やマニュ

アルの準備を進め， 10月のエコタウンアェスタにおいて初

めてのごみナピが行われた(写真 2-1)。

翌2007年 7月の能代港まつり花火大会での実施に際し

ては，活動の発展・継続や官民との協働意識を高めるた

め市長等を顧問とし，社会福祉協議会職員や市職員も

加わった 13人からなる実行委員会を立ち上げ，ボランテ

イアを募集， 3ヶ丹の準傍期間を経て会場内 2箆所にエ

コ・ステーションを設歯して活動を行った。活動のようすを

写真 2-2，2-3 ，こ示す。

2008年の花火大会では，有料・無料席を網羅する5

写真 2寸能代市で初めてのごみナピ活動

写真 2-2 嫌いのユニフォーム写真 2-3来場者にごみ時分

を着て活動開始前!こ全体ミ一 刻をナピゲーシヨン

ティンゲをlI!施

写真 2-4 市長〈中央}も書写真 2寸等Z苦手持の大製スク')-

加して金場内で活動を PR ンで活動への協力を PR

箇fヲTfこニにコ・ステ】ションを設置したほか，ボランティア本

部も設置した初めての本格的な接関となった。市外から

の参加者があったほか，花火大会告書始持品うまでは市長

を交え来場者への PI司活動や会場内の広報車による活

動協力 PRを実施し(写真 2…4，2-5)，混乱なく終えること

ができた。ボランティア参加者からは，楽しかった P 次臨

以降も参加したいとの声が多く，今後の活動につながる

成果を得ることができた。また，市民やイベント主催者等

のごみナピに対する王理解と認知も深まった。

これまで3年間の活動概要を表 2-2に示す。活動のき

っかけは地域振興と環境のまちづくりと三重県とは異なる

ものの，ごみナピとし、うイへント支援活動は能代市におい

ても根付きつつある。今後は災害時の具体的な対応を

想定した活動も考慮してし、く必要があるが，他地域にお

いても多様なまちづくり活動の中でこうした取り組みを展

開していくことは可能と考えられる。

表 2-2ごみナピボランチィア，舌勤の実施機重要

エコ9ウン・フェス宇 1t火大会

活動 R 06年 10/21-22 昨年 7/21

人数 53 (のペ) 55 

団体数 10 

募集先 環境活動閲体 一般募集
工コーステ

2 ション数

3 まちづくりの才、ットヴーヲと活動を災害時に

3-1 のしろ白神ネットワ-?

08年 7/19

56 

般募集

5 

国土交通省の日本風来街道事業 "1土地域住民，

NPO，企業，行政等の多様な主体による協働のもと，景

観 p 自然，歴史，文化等の地域資源をいかして，美しく

質の声高い風景を形成し，地域活性化や観光振興を図ろ

うとしぢ運動で，現在全国 105ノレートが登録している。の

日 140司 2加9企宇佐総研「住まいまち学習J実践報告。論文集 10



しろ白神ネットワ…クはこの事業を契機に形成され， 2006 約 2，240人にのぼる災害となったが，中心市街地は無被

年 4月より昔話代市中心部及び周辺農村部で活動する 5 t普ぜあったため， f司会は情報収集のみならず近隣被災

つのまちづくり団体の格互交流と行政・企業大学との漣 町内 4 、の支援，ili:くの避難所での被災者支援など，日

悌(凶 3 1)を通じて，秋田スギや共有林を活用したもの 頃の訓練成果を全く生かすことがむきなかった。この反省

づくり，王ちなカミ美化活動?中心市街地活性化のための から品j辺自治会lこも参加を呼びかけ，煽土交通省能代

イヘント椅催等を行いながら自然環境や銑般に配慮した iロiJ) 11 同道事務所のがJ川担当者?能代市の防災担当者，

I木Jのまちづくりに取り組んでいる。 被災した自治会の会長を招き，災害の実態を知るととも

図 3-1 ネットワークの構成密体

3-2 上llITすみれ会の活動事例

中心市街地で活動している女性の会，上町すみれ会

では，のしろ白神ネットワークへの参加を契機に， 2004年

より年I問実施していた自治会参加の安否権認と避難談

練に加えて，防災企隠を実施している(表 3-1)。

表 3"1 すみれ会の防災企画の概要

開{量日 06年 1011 昨年 11/11 08年 9127

①被災生活を ①9月豪雨災害 ①住まいの安
乗り切ろう 1 に学ぼう 4 心安全を考え

テーマ
②自分のまち ②ネットワークを る
を知ろう 1 活用し，地域の ②家庭の台所

連携をつくろ にあるもので作
う? る被災食

町内安喜子確認・避難訓練・避難金作り

講 話 被 災 生 パネルヂイスカ 講話我が家
活を乗り切る ッション:これか の耐震診断

内容 ために(市民 らの災害を乗り (富士常葉大
防災研究所・ 切るために 学・問中総氏)
青野文江氏) 自宅平面図‘
まち歩幸&マッ 立菌留の作成
ブ作成

2006年には講師による防災講話，ポリエチレン裂の炊

飯袋(以下，ハイゼックスシート}を用いた避難食作り，ま

ちの弱み・強み発見のためのまち歩きとマップの作成を

行った。避難食作りではどの家庭にもあるような材料を用

い，特別な備蓄をせずとも知恵と工夫で災害対応ができ

ることを学習した(写真 3-1)。まち歩きではアドバイスや

新たな知見を得られるよう専門家に入ってもらい，①防災

②ハリアフリー③まちおこし③防犯・子どもの見守りの4斑

に分かれて町内の主要箇Biと指定避難所を回り(写真

3'2)，安全・注意・危険の 3視点でマッフ。を作成，今後

の改善点等を話し合った。

2007年は 2月繁雨により，能代市全体の避難指示等

の発令対象約1，700世帯，自主避難を含め避難者総数

に， r次の災害時には主体約に行動できる市民となるた

めに;をテ--;?にパネルディスカッションを開催した(写真

3-3)。その後，前年作成のマップを約に，近隣町内の俊

民を交えて日頃の連携や災害時の棺友支援について慈

し合し、がなされ，①次年度の近隣自治会の防災訓練の

際にはすみれ会メンバ が講銅となってハイゼックスシー

トを使った炊き出しの支援を行うこと，②まち歩きをして町

内マップを作る自治会に支援を行うこと，③花見や然り等

を通して平常時の相E交流を進めること，④その準備の

ための場を設けることを確認した。また，前年に講締から

指導を受けた避難食作りは，すみれ会で事前に幾っか

を試作・試食し，その中から好詳だったものを参加者に

説明しながら作製した(写真 3-4)。

能代市は 1983年日本海中部地震最大の被災均であ

り， 2008年は 25年の節目であることから，先進事例を学

びながら防災やまちづくりを考える企闘を実施し，上町自

治会や周辺自治会，行政関係等から 60名の参加者を

得た。初めにすみれ会の指導で参加者全員がハイゼック

スシートを使った避難食づくりをし，昼食の準昔前を行った。

その後，講師から新潟県中越沖地麓や能強半島地震

等の近年の地震災害から得られた知見と，日頃から自宅

のことを先alJ.賢い被災者として自ら家屋被害の説明が

できることが重要であるとの講話があ~，各自が自宅の平

ilii図と立砺図を書く作業を行った(写真 3-5，3"6)。当

初予定していた鯖易耐震診断までには笠らなかったが，

写真 3寸台所にあるものを活写真 3-2防災磁は防災量産

周した灘難章作り を初めて見学

写真 3-3パネルディスカッショ写真 3-4すみれ会が講獅と

ン!こl主題辺自治会からも害加 なって作'J:方を説明

141ω 2009年住総研「住まいまち学習J実践報告 4論文集 10



写真 3-5 EI宅を思い出しなが写真 3-6 中には務めて平磁

ら巷人が関宿を作成 図・立酪践を書〈人も

参加者には初めての試みを楽しんでもらうことができ，次

年度以降の企商につながるものとなった。

3-3 NPO法人常盤ときめき隊{以下?ときめき縁)の

活動事例

郊外農村部を拠点、に活動するときめき嫁は農業による

地域活性化を志向し，ネットワ』ク参加剖から県外の都

市部との交流を推進してきたが p 参加後 l土中心市街地

でのイベント(写真 3-7)や，すみれ会との交流を契機に

空き底織や市街地での定競市を僚催し，農・林産物飯

売を通じて交流活動を実施している。 2008年には，すみ

れ会や家庭生ごみの堆肥化を実践しているtll体，農作

物の油産地消を呂指す罰体等際係者を招待し，どニ

ノレハウスや水陸の見学(写真 3-8)，野菜の試食や意見

交換会を行い，交流を深めている。こうした取り組みは循

環型社会の形成，環境のまちづくりのネットワークを広げ

る一方，阪神淡路大震災以降，それまで希薄だった中

心部と農村地域との交流が見直され，新たな取り組みも

始まっていることからも明らかなように，災害時の食糠調

達先あるいは椋互の支援先として日頃から交流すること

にもつながっている。

また，豊富な木材資源を活用した f木」のまちづくりを

推進すべく，秋田県立大学木材高度加工研究所や秋

田大学と協力し，活動拠点周辺に木橋の架設や周辺遊

歩道のウッドチップ鱗装を実施している(写真 3-9，3-10)。

地域共有林滋 υの木材を活用し， 1H毛も参加して作業を

行ったことから，木橋や当該地の利活用への関心が地域

で高まっている。また，架橋司年後には住民自らが手入

れをし，より愛着を高めながら使っていけるよう専門家に

よるメンテナンス講習を実施した。こうした地域協織の普

請や点検・補修を過した取り組みは，災害時には住民の

迅速かっ主体的な復|自・復興援動につながってしてもの

と考えられる。

写真 3-7イベント会場での花写真 3-8ビニールハウス内の

や野菜加工童品の販売 毘学!野菜を鼠童

目 142

写真 3-9学生が技術者の指写真 3-10学生の函琶を元に

導を畳けて測量・作図の実習 地域住民と舗装作業を実施

4 おわりに

本論で紹介した能代市での取り組みは，環境や木の

まちづくりを自指す多様な活動を国交省等の事業を行い

ながら防災につなげ亡いこうとするもので，資金・人材が

不足する中で資源を有効に活用する多目的な取り緩み

である。のしろ白神ネットワ…クが企画する中心市街地活

性化イベントにごみナピ実行委員会が参加してきたように，

「環境jや「木材」をキ…ワードにすることで今後は多様な

tll体と緩やかなネットワークを築きながら活動を進めてい

くことが期持される。また，すみれ会が水害時の反省をき

っかけに，専門家から学習したことや自ら工夫したことを

近隣自治会へ広めるために講部役となり】日常的な交流

を持って災害時に対応しようとしづ主体的な活動になっ

てきたことは大きな成果であり，行政主導ではない市民レ

ベルでの取り緩みの広がりをこの先期待したい。

-)ぢi，各国体l主活動地域も自由告も異なり，活動に温

度差があるほか，いずれも活動資金不思に悩んでいるこ

とから，活動の充実を図るのはもちろんのこと，連携するこ

とのメリットが感じられる活動のコーディネートや資金の獲

得が必要となってくる。また，災害待の具体的な対応を

想、定した打ち合わせや計閣の策定も今後の課題である。

く;主〉
1)県内では江戸時代から続く協働の伝統左共膏林が各地に
残っており，かつては災害揮1日時の建築材料として被災者
へ現物支給されていたこともあったが，林業の低迷から現在
ではその仕組みは失われつつある。住民が主体的に復関・
複興するために地域の共有財産は非常lこ重要であり，未だ
にこの仕緩みが殺っている地域では，木材の売り上げを慶弔
費や池域行事のために使っている九共有林を活泊する取り
組みは，災害時に活用可能な共有財産の保全につながる。

く参考文献〉
1 )神戸市広報課市民のグラフ「こうべJ媛民同年特別号大

震災から 101手神戸かちありがとう， 58p.， 2006 
2)山口一史 災害 NPOの市民資源伎とはf可か，丹羽lきんもく

せい 06年 6月号 No.39，2006
3)ハローポラシテノア・ネットワークみえ HP

http://www.hello匂 v.netl
4)渡辺千明・棄康範 2004年の台風災害における災害ポラン

ティア活動 5 日本建築学会大会(近畿)学術講演梗概集
F*1 ， pp.775~776 ， 2005 

5)ヱューウ~ブほか 三重県伊勢市にお付るイベント支援ボラ
ンティア活動調査報告， p.19，2006

6)宿本風景街道 HP
http://www.mlit.go.jp!road!sisaku/fukeikaidou/index.html 

7)渡辺千明・鈴木有 秋岡県二ツ井町梅内地区にみる伝統
的な紡災対策 lこ贈する研究，地域安全学会梗概集
NO.12， pp.129-132， 2002 
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雪屈における雁木通りを活かした町づくりの手法

~越後高図を中心!こ~

菅旅費3生:判

キーワード 作木 .H佐木通り・高出・町づくり

1 はじめに

雁木は，新潟県において主震から道路側に下ろした庇

である。同様の氏は他県にもみられ，脊森・秋Ilj・岩手

の各燥では iIJ、見出卜J. Jli形県では「小間援J，鳥取県東

部では f仮屋」と呼ばれる。

勝木通りは深雪対策として設けられた歩行者照の通路

であり，俄i々の町家の雁木が町並みに連続することで形

成され日本海側に広く分布する。それぞれ「小児t~ 通り j

J小問屋通り Jr牒木通り Jr仮蔵通り jと呼ばれる文n。

このように雁木および雁木通りはp 地方によって呼称

が異なるものの?いずれも歩行者用の通路として利用さ

れることから，本研究ずは，雁ァ仕方支町並みにおいて連続

し通路機能をもつものを「雁木通り」と定義する。

雁木通りについては 3 全図的な分布や形成要隠を明か

にした地理学の氏家武文防者通路としての機能を築

住機式として捉えた建築百十爾学の野口孝博広 n 燦史を

検討した建築史学の菅的、文')の研究が代表約であるが，

騰水通りを活かした招「づくりについては繋理・検官せが少

ない。

ヰ;稿においてとりあげる「雁木通りを活かした町っく

りjとは3雁木通りの形態を真似たアーケードの建設や，

雁木通りの景録保全など，続木通りの膝史的価値を総め，

E庁jj7みの特長を 1i5~' した整備と定義する臼

ヰ稿では3 新潟県上滋$?話回を中心に膝木通りを活か

した町づくりについて • wJjj7盤備の時期や整織地績の特

質3 整備された形態，雁木下の権利形態などを中心に検

討しヲさらに黒石・糸魚川・栃尾など飽地域の経木返り

を活かしたmrづくりについても合わせて検討する。

なお本稿においては，騰水・)罷木通りを一般約に用い

るが?呼称の違いがJ主体的内容と対応する場合には rJ 

替で示す。

2 路木通りの繋備時期

1)高田の「サンサン通りJr平成雑木j の建設繋備と住

民による保全

江戸期以来形成されていた七越市高間の「雁木通り j

は限和 40年代に整備を主主む声が本町通りに住む人々の
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間から出てきた。出来の「雑木通り jの編(l.8rn)で

は増えた人前に対j，t、できず，町一の繁栄の起を引っ張ると

考えられたためである灯}。昭和142年 (1967) に自主的

に発足した f本町三・剖・五了自務自街近代化推進協議

会けま 46年 (197j) に上越市と市議会に立す~.都市改造

の基本計画案の策定を要請した。市ならびにL阜の調査に

より牒木に-')10、ては拡綴の必婆性が指摘され3 調査結果

に慕づき市は 51年 (1976)に「本町改造基本計隣案jを

作成~.説明会ならびに「広報じようえっ」を通じて内

容を住民に伝えた。登山年には県知事の承認在得. 55 

年 (1980) には，本町3下回のつ催不通り」を撤去する

とともに，建物をセットパックして道幅安拡幅し，震伎

の高さを変えるなど「雁木jの形態を真似た鉄骨製の「サ

ンザン通り j の建設に着手，昭和 ω年 (1985) に完成

した文6)。また 3了詩に速なる 4・5丁闘については道

幅拡幅による「股木」の撤去後にア…ケ…ドを建設した

ものの.rH草木通り」の形態を考慮したものとならなかっ

た。また平成 9年(1997) には高関駅前通り再開発の

環として「緩木通引を撤去し r落し式:Jf匝木j の形態を

真似た鉄骨'製の「平成雁木Jの建設が開始され，平成 12

年 (20∞) ~13 年 (2001)に完成した文n。また平成 12

年 (2∞0)3月には高間期り司辺の仲間了において「仲町ま

ちづくり協議会」が発足し，タウンウォッチングを通じ

て町の問題的を抽出， r}f臣木Jの設鐙Jj主艮IJや形態，構造を

定めた i{l中町雁木づくりガイドラインj を市と協議のよ

策定した。それを踏まえ 1)熊木通りJの路面のj段菜をな

くし r厩木JIこ20A主の照明を設議するなど活発な活動

が克られる文8)。また 2004年 4月にはよ越市燦史・長観

まちづくり推進窓が設霞され，雑木整備事業補助金制度

が制定された。

2) その他の町における緩木通りを活かした町づくり

が黒石における「小見世通り」の保存整備

t工子勺明以来形成さわしていた黒石の f小見社通り」はヲ

Bs和 59年 (1984)の東北工業大学による町並調殺を経

て，高橋家や鳴j持家など江戸織の町三哀を規範に?部材の

取終えなど「小見世通り j の保存整備が地域住民主導で

ネ 1J:蹴人材ノ¥イスク ル技師/ 半女 21年に f臓木通り学持明究交

流会Jを企図実植の予定である。

2009年性総研f住まいまち学習j実践報告。論文集 10



表 2-1 経木還りを活かした盟Tづくり

郵務名 時 鞄 3事 成

1970 19田 19曲 20田
J穫木通り繋織の斜面策定(1976)

.~正存の 1)催木通引を撤去し「牒本 i 山形態を真{~I' サンサン通りの埋設 (1980~198i))

事由 班Nぬ「雁木通り」を撤去し「勝木j山市態を真似た平成雄水のを妻設 (1997---2叫 1)
仲町まちづくり協議会による l牒木通 ¥)J山保全 (20的へ)

-歴史景観総進室の発足ャ雁本整備事業補地金による穣備 (2004~)

黒石
i 1)、見t笠通り」を修繕し保存整滞(大学在地元枝誌による) (l984~') 

糸魚JII
ー失われた場所に「緩木通り J を復活( 部拡幅) (1991---1田3)

構車
f雁木j の控けた場所に新たに f躍はぐJを建設(大学と地元住民による) (1997~) 

行われた また近年同大学による》より仔細な町並

調査が実縞されしs 平成 17年 (2ω5) 7月には，重要伝統

的建造物群保存地区に選定された。また同大による修景

案も提示されてし、る文 1O}。さらに近年 !TMO津軽こみ

せ株式会社jが設立され， !津軽黒石こみせ駅Jの運営な

ど住民主体の町っくりが機械的に袋路されている。

b)糸魚川における「ありがたや通り」の建設繋犠

江戸期以来形成されていた糸魚川の「継木通引は戦

後の道路批憾により多くが撤去された文11) 木町3了自

のノ初演の弁酒造ーは平成 3年 (1991)の改築の際，応誌に

木造の「牒木j を再現L.，この改築が発端となって f雑

木」が見夜されたむその後糸魚川市本町通りの f間活街

振興組合Jは，部)苫桂jの活性化を釘約に「羅ヰド;巡りJの

復活を決定し， If~Jit 5年(1993)に通話E省の潟度化資金，

新潟県と糸魚川市の商業潔境改善施設整備費減助金なと

l韮・県・市の助成を受けy 本町通り商五百街共同施設設設

事業 cr雁*J事業)として，コンサノレタントに計直i案策

定を依頼，本町通りに，新しい f雁木通り j (名称「あり

がたや通り J) が整備されたれ 2)。

c)栃震における大学・住民主導の f雁木j建設

長関市栃尾は平成 9年 (1997) から新潟大学と栃尾住

民の協同作業による街了っくりが開始された。この経緯に

ついては r日本建築学会技術報告集』に掲載された新潟

大学による報告文 l:l)に詳しい。

間報告によれば何年町並調査がされ，平成 10年(1998)， 

11年 (1999)に鐙号看板の制作， 12年 (2000)，13.q三(2001)

には f雁木」の抜けた場所に新たに木造の「雁木」在制

作した。重要なのは f雁木」のデザインを学生によるコ

ンペ方式で募り 3 住民投票によって選定3 常生と地元大

]こなどが，セルフピノレドで制作した点にある。近年:の最

も新しい活動の つであり，今後の動向が注詞される。

以上，詩i81を中心に雁木通りを活かしたばfっくりの変

遷を検討すると(表 2-1)，まず 80年代前半の」越市高

限において 7 伝統的な藤木通りを撤去して雁木の形態を

真似たアークードの建設が推進された。 80年代後半には

黒石において町並隷査を礎とした保全整請がされ， 90年

代以降には?失われた場所にボ造雑木通りを復活させた

糸窯υ11や，雁木の欠けた場所に木造緩木を主主ー設補充した

長l潟市栃尽など J 伝統的な木造ff経木通りの景綴を重視す

る傾向にある。こうした傾向は全倒的な町並み保存に呼

応したものであるとともに，地域活性化の方法として伝

統的な景観の再生に取り総んだもの Eある。

3 雁木i麗りの整備地域の特質

1)高閲おける「サンサン通りJが建設整備された本町三7

尽と「平成羅木」が建設整備された駅前還りならびにf雁

木通りJ保全の伶宙T

「サンサン通りJが建設繋備された本町三丁目は， J H 

言語田駅から歩い亡 5分ほどの場所にi¥t:賞する主要爾}吉街

である。小売j苫のほか第四銀行や大光銀行などの金議機

総も集中ずる r平成時草木jが建設繋賭された駅前ロータ

リーと駅前通りは小売J百のほかホテル，マンションなど

が建ち並ぶ。さらに住民主導で f雑木通り j が保全され

るイ中町は t滋最大の感り場であり，飲食住やスナックが

府を構えるいっぱう， 般住定も多い。

2)その他の町における雁木通りの整備地域の特質

a)糸魚川における fありがたや通り」が建設整備された

本町通り

JH糸魚t)11駅/トら渉いて 2分ほどの主望書区百五百在reあり j

大競模庖織はないものの f加質的井被iit:Jほか，小売五百

が建ち並ぶ。

b)黒石における川、見世通りj が保全整備された仲町

イ中町は弘南鉄道黒石駅から歩いて 5分ほどの場所lこ佼

置する主要務庖街である。重要主文化財の出z嬬家や?日鳥海

家など江戸期に建てられた商家が車Fを連ねる。この通り

は昭和 61年 (1986)に建設省の f手作り郷二一賞j を受賞

L.，鐙 62年 (1987)には「日本の道百選Jに選ばれてし、

る。また秋と冬の年2回1r県高こみせまつり Jが実施さ

れ，土援物などを販売する「とみせ長態j が建設される

など綴光地化に向けた絡策が;実施されてし、る。

c) r雁木j の抜けた場所に新たに木造の F耀木」が主主設

された栃尾表町

表町 l土釘iはずれの職人町でありヲ f雁木通り Jの町並最
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観が良好に残されてし、る地域であるυ

):)経木通りを溶かした町づくりの整詰地域を検討

すると，認]"1トL、部σ〉守:震1¥'計fお街に繋備されtc場合(品H百・

糸魚川・黒石)と!町i土寸れの職人町に整備された場合

(栃洛) iこ分けられる。中心郎iこ繋備されたおIJl・糸魚

)11 ・黒石J土商京~:f皆殺備や観光地イ七を主要な白的とするの

に虫、-f~，町はずれに繋備された紡尾は雁木通りを文化選

法主として捉え?起が或文化振興のために活用している。

4 整備された雁木の形態

1)高函における鉄脅裂の fサンサン通りJr平成Rlf木J

Wンザン通り JI:i:隔

4. f)m ほどの鉄骨1¥!!で?

盤根の高さを変えるな

ど「経木Jの形態を真

似，採光1官。コ天窓が設

けらオしる (劉 4~1)。

「平成1縦挺木.J Iは土 I-~廿ンサ

ンj通盈り川J南向:嫌鉄骨製

図 4~1 高田のサンサン通り

燥柱様4を瓦蓑とし3 一郊の

柱に木紋をぬるなどj 景

観に配慮した計闘とされ

た(1l!l4-2)。

図 4~2 嘉阪の平成雁木

むその他の町における繋犠された雑木の形態

a) 糸魚川における幅広の「ありがたや通り」

{ありがたや通り JI士山来の木造の「絞木」を復活させ

たものの3 部3 建物の2階部分をそのままに， 一階部

分のみ新たに提供して

拡中高した(隠 4-3)0 その

場合 1)罷木」上部には 2

階1t守護合支える梁が架構

され r月程木i柱は積雪に

附えられるよう!日来のも

のより太い。 悶 4~3 糸魚川のありがたやi重り

b)黒石におけるi呂来の形態を踏襲した「小見世通り」

整備以前に実縮された「小見社通り」に関する町並調

査をf曜としたものであり， 111来の f小見世通り j の形態

を踏襲している。写真にみられるわj、見世」の垂水が新

材なのは修珂ーの跡である

(ほJ1-1)， I小見世j を

調潰'L，燦史的な形態を

理解するところから初め

たことは高く評悩できる。

思 4~4 窯石の小見世通り
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c)栃隠の18来の形態を礎とした「雑木j のヂザイン

新潟大学による町3lt調J貨を綴

て， Ih結木jのtli:け落ちた部分に

幅，高さなど全体とし一亡i日来の

形態を踏襲しつつも，治線的部

材や幾何学模様の機関なと¥新

Lいァザインが用いられる(思

4~5) 。

図 4~5 栃馬表町のデザインされた雁木

5. H草木の形態を決定した婆鐙

1)整備年代

商問の Jサンサンi量り」の建設は，昭和 51(1976)に

策定された計i密である。 当時，幅広の鉄骨製アーケード

は各地で造られており高i却もその一例と言える。しか

し高田ではIH草木通引の形態を真似た点が詳飾できる。

糸魚川 黒石・栃尽は?し、ずれも平成に入ってからの針

路であり高間以上に雁木通りの形態を強く意識してい

るのはy 全問的な町並保持の高まりにかF応したものとい

えよう。

2)繋織の沼約

昭和 40年代的高密の商!市街整信におい亡は， fn吾い狭

しリとし、う既存の「雁木通り」がもってし、たイメーシを

払試す一ることを自約に「サンサン通り j が計額された文1

へいっぽう糸魚川では衛館街繋備の方法として「雁木j

の復活を掲げ，明石では観光地としても機能するよう江

戸郊の問主主みを保存撃綴し，紡尾では大学の f建築言h画

演習」の 環として実施するなど整備の民的が異なって

いた。

3)整備された地域の性格

諸問の「サンサン通りJや f平成維木jは銀行など金

融機協が立地 dる主婆荷席者?に?また糸魚川の fありが

たや通り JI立大規模忠告患が存在しないものの問中心郊の

主要街府街であったため，幅広となった。さらに奥行は

際史的な景綴を保持し，紛1茎は町lますぶれの職員人徳一が愁繍

地域であったため，拡幅の必要性がなく?出来ーの構造や

規模を引き調悲し、だものと考えられる。

6 熊木下の権利形態

1)高田の「サンサン通りJr平成雁木」における公有地

化

「ザンザン通り 1if'/北線木jの敷地は住民により無償

で提供され}全亡公有地とされた。そのため房長敷地の

部を無償で公共のj通路として提供してきた勝木通りのノ

ウハウは失われてしまった。

2)他地域における雁木下の権利

糸魚川i'黒石・栃尾は従来通り?爆敷地の部を縦木

通りの敷地として無償で提供している。とくに糸魚川は?

2009年住総研f住まいaまち学習j実践報告白論文集 10



建物の 1階部分のみ雁木拡憾のために後退させ，公共の

通路として提供Ll場所もあり 9 注密iこ値する。

以上の kうに雑木通りは，整備された地域によって形

態が異なった。また雁木下の権利形態は公有地の場合と

広告地の場合があり 1 公有地の場合は康敷地の一部を公

共のi通路として提供する経木通りのノウハウは失われた

ため維持管照も行政主導であり，私有地の場合では地域

住民により IJ常的に維持管理されている。

7 股木遜りの整備における問題点

1)偉人負鐙の増加

高間ではけンサン通りJの建設整備計爾による他人

負担が大きいとの意見から，アーケードの建設に対し反

対の声が多かった文15) いっぽう糸魚¥)11・黒石・紡尾で

は，公的な補効金を得たことや2 言十盈!綴模が小さいこと

などから，経済面における他人の負担は軽減された。

2)形態・構造の違和感

高聞の fサンサン通り」は，計画実施当初，形態が無

骨で I日来の高田の景綴に合わないとする意見が多かっ

た文16)。さらに糸窯リI[の「雁木通り jは構成する部材が

太く， r雁木通り j というより木造のアーケ】ードである。

栃尾は新しくデザインされた f藤木」が主屋と構造的に

分離したものであり，完全に調和しているとは言い難い。

3)計額の不適応

高田の「サンザン通り」は主主主商庖街に整備されたも

のの，現在高田市街の東側を通る国道 18号線沿いに fジ

ャスコj など大型の郊外法舗が相次いで進出し，本町通

りへの集客が著しく低下している。そのため本町通りで

は計画当初の人通りが見込めず，祭日でも閑散としてい

る。よって本町3丁目の fサンサン通りJや， 4・5γ

闘のアーケードも含め，現在でも 4.5mもの申高が必要な

のか疑偶である。また道路雨側の fザンサンi畠り jなど

ア】ケードと道婚を含めると 18mとなる。高田の本町通

りの道隔を 18mとする計画は，戦前の昭和 18年 (1943)

に高田市において決定されていた。戦後，それを高関市

とその北に位置する直江津市が合併しでできた上越市が

引き継ぎ，本町通りの整備計図iこ際し，決定事項として

実施した。戦前において高田は軍都として機能しており，

当時計歯された道編を，今なぜそのまま採用しなければ

ならないのかといった不満の声は多かったが，市制I[に抑

し切られる形で繋織が開始、された文In。

糸魚}I[においては3 一部建物の幣部分を提供してま

で{勝木」の娠を拡幅したものの，鶴居衝は現i'I衰滋し

ており，拡幅が必要ぜあったσ〉か疑問である。また黒石

においては歴史的な町並整備という点で成功したものの 3

自約の一つであった観光地化に一十分成功しているとは言

えない。伝建地区選定による今後の集客が期待される。

さらに栃主主においては町並整備に関わる住民が常に同じ

メンハーとなり易く，新規のメンハーが参加しでも，な

かなか意見が述べられないなど，多くの人々が関われる

システムの構築が必望書である文 18)。

B おわりに

高間において縫木通りを活かした町っくりが本格化し

たのは 80年代前半である。高田では?近代化を告がJfこ都

市中心部の伝統的な木造の勝木通りを撤去し，雁木通り

の形態を真似た鉄骨製の桶広アーケードが建設された。

いっぽう他地域においては 80fj三代後半に大学の町並調

査を礎とした保全整備が黒石の仲町で始まる。これを契

機として 90年代以降には，失われた通りにおける木i白熊

木通りの筏活(糸魚川1)や，月重木の欠けた部分における

学ノ1・住民のセノレブピノレドによる木造経木の建設(栃尾)

など，尚問と他地域では締了づくりのあり方が異なり，津j

f日以外では，当初より伝統的な綴木通りの景観を重視し

た町づくりがされた。高田はむしろその意識の芽生えが

遅かったと言える。近年の長野i埠県存申!

魚i潟沼市i滋鼠沢文μ20引1)ななどiにこおいても'交われた場所に木造の

H草木通りを再生しており，同様の傾向は今後も継承され

るものと考えられる。

〈参考文献>

1.2氏家武雁木通りの刻理学的研究，古今詩書F完， 1998. 2" 

3野口孝博ほか雁木と雪処理システム ー上越市高田地区の場合

多雪池域的都市集住様式と住宅地の整備手法iこ関する研究 その 1， 

日本建築学会計密系論文集，第451号， pp.93----103， 1993.9。

4菅原邦生雁木通りの研究7 明治住宅総合研究対ElJ， 2007.1。

5 1朝日新聞J昭和 54年 (1979)3月 5Bの記事による。

6上越市史編さん委員会 七越市史通史編6現代?上J越市， pp.327 

"-'333， 2002. 3コ

7庄 6前掲， p4問。ならびに「朝日新聞j 平成凶年 (2000)10月 9

DO)記事による。

8 !J:線タイムス 平成 14年 (2002) 12月 3日の記事ほか。

9大河内一鰐ほか牒史的遺産の保存活用とまちづくり改訂版7 学

誌出版社， pp.216"'217， 2006.30 

10丸山徳昭ほか青森県黒石市中町の fこみせJの現況! 日本建築

学会大会常術講演梗探簾(北綾) ，pp. 171--"'-172， 2002.8" 

日現地調査による。

12注 9前搭， pp. 234~235G 

13婦佐昭彦ほか住民学生協慌による町づくり 新潟県折尾市表

町におけるケーススタデイ!日本建築学会技術報告集!第 16号

即 217~220 ， 2002.120 

14----1 7注5部J1'"，

18注目前抱

19山口満1，"，長野県飯山市の雁木再建における住民参加実態とそ

の満足!主に潤する研究， 汁本建築下全校術報告集， pp.29l"-'296， 

2004.1) なんびに現地鋭引にふる。
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雪の城下町 m 越後高阻の町家の平面構成と造り込み式雁木の構造

江戸期の図注目史料の検討を中心!こ

菅原、 邦生判

キーワード i高!Jl・町家・軒高1・巡り込み武雄木

1 はじめに

新潟県上越市は新潟県の西部に位置しタ中心市街地の

高田は?豪雪の町，庁草木の罰fとして知られ，近年}挺木と

町家を活かした回「づくりの活動が盛んである。これは全

間約な町主主み保fiとその活用に呼応したものである。

いっぽう高屈を象徴する町家の平扇情成については，

i畠り縫に沿ってf!'i，茶の間!?主敷が並ぶ HIJ3"主哩Jを基

本とする。しかし近代以舜ヲ実際の生活にi麗した笈に改

変された。

i高羽のIllJ家と牒木については，東京大学工学部建築史

研究窓 F越後高田の雑木j文l!;こよれば?羅木(紘)，ミ

セ(主主り梁)， チャノマ(手口小康)， ザシキ(主主り淡)，ザ

ン寺高ij(!民)というように?チャ J'yをけ1心にZ夜間が対

称がjぜあり 7 空間が荷r家の k自ー附再造によって明縫に庶分

され，それらが順次p 内包化されていると指撤される。

また上越市創造行政研究所『歴史的建造物の保存と活用

に関する調査報告書 ~歴史的な建物と景観を活かした

まちづくりへ{向けて~~文引によれば，吹き抜けをもっ

茶の間号は妓客空間としどの見せ場であり，洗練された意

匠をもっ点に特徴があると指摘されている。

さらに近年の新潟大学による一連の研究によってg 近

代以降の波間変遷が明らかにされつつあるヌ"。

しかし江戸郊については， )盟る遺構の不足や史料的な

器IJ約もあり} 十分な検証が得られていなし、。

そこで本稿においては 3 江戸期の町家図蔀史料である

上滋市立高田E司書館榊原文目撃蔵『家作画殴入Jを中心lこ

;段状遺構も含めて検討し7 高田のmn京の平衡構成や凶ffn

史料にも現れる造り込み式雁木の構造について検討した

L 、。造り込み式藤木とは爵子 2階或いは 2階下を綾木通

りとするものである。また『家作[剖図入』については，

『総後高田の経木』においても 部紹介されるものの，

平出構成に関する検討はされていないっ

2 城下町高悶の隆史

高田l土慶長 19年 (1614)に認JI!家康的六男 3 松平宏、輝

によって建設された城下町fである。親議「あった格式の

高さは3 減下町形成にも反映されヲま李総白状の道路網に

一147叩

よって整然とした都市計監査がされた。城下は奥州街道，

信州街道p 加賀街道の分岐点にあたり，街道iこ沿って商

人町があり，その東阪に級入荷Tが形成された。

近代以降，衰退したものの，明治 41年(1908)の釘j臼

入場にともない活気を取り戻した

3 史料としての『家作E盟関入』

『主主作一爾i羽入~ {こは，t;:永 5年 (1776) から文久元年

(1861) の家践凶街と敷地凶世話が合計 10枚収められる。

そのfI'l2枚が下級武家の長践， 7枚が減下南端の出三室

町名主原沢主主の平函闘とよ白書IJi忍さらに 1枚が潤 1]2照

半の小規模な町家の平面凶である。

4. W家作画図入』にみる町家の平箇構成

F家作幽凶入J所収の内，町家平衝を示した 7枚につ

いて!その概婆を表 4-1に示す。史料番号は整患のため

使宜的につけたものであ台。史料番号①から⑥について

は西沢家の平面図である。その内③⑤⑥については，史

料番号〈むの文政9年建前の平面図に形態が始似しており，

修正笛所があることから，文政9年の習{乍1m函と考えら

れ， ~越後高田の雁yはにおいても検討の対象とされなか

った。しかし預作図面は，逆に平街構成の怠考過程を分

析する上で葉婆であり， M霊前に採F持された隠面と比較す

表 4-1 W家作爾図入』所収の町家史料一覧

虫料
錨草内審

寸法 cm
表現

番号 (検x綴)

⑦ 士政9年建前の工事車問 55.5 x 26.5 
間取り指物の位
置撞島桂の記載

〈岳 天保 14年建前の平面鵠 36.7 x 28.0 間取りのみ

③ 年代不詳の平廼留 60.8 x 50.4 畳割が描かれる

④ 文政9年建前の習作歯車 I 39.5 x 27.6 建坪の記載有

⑤ 文政9年強前の習作鴎面 i 524×278 押入れ建異措置
所水盟りの記載有

(草) 文政9年建前の習作関苗 40.1 x 27.7 
押入れ撞異種憧
所l 水踊りの記載有

⑦ 小規模な町家の平車関 37.2 x 27.7 
部麗名部麗ごとの
広さなどの記載有

川上蹴入計ハイストル技師/斗成21停に f雁木通り学術研究交

流会j を企画実施の予定である。

2的 9年住総研「住まいιまち学習j実践報告。論文集 10
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国 4-1r文政九年四月十一B建前j の図

ることで， mJ家の平面{撃をより具体的に蕊解寸ることが

できる。

1)西沢家の平蔚図について

a) (史料番号①1 文政九年 ~LJ 月 1 日建前」の

凶記(殴 4-1)は?情報量も多く j 規模は f木家六十…

I手半」とめり， :l室が 2列iこならび2間l憾の通り庭がつ

く。各*の用途は十分に明らかにしえないが!道路に加

した 2~主と，その奥の 4"主はヲ前1mの状況が異なり， F何
者は通り庭においても，その境に f中戸Jが設けられ明

確に区分されていた。通り庭の拠には!湯殿p 台所， j更

filyなどが設けられ3 各部屋の建具は図面表記によれば成

紙，板戸?議;戸，障子などが用いられ，rfffi木iこ罰した道

路側部分は板戸!茶の間が唐紙?康敷l土障子戸が用いら

れるなど 3主主兵種を変えることで空間の差別化を図った。

また構造材である指物の佼置も示されてし、る。

b) (史料番号②1 天保十四年卯年九月六日建前J

の関掘は?基本的に文政9年建前の図面と大差なく 3 建

具fJ、どの室内表現に乏しいが，炊事釜などの水恕!りやj

座敷の登害'1，さらに騰水tJ、ら敷地奥行の寸法などが記載

されている{ また雑木の形式については 3 成幸い，)にお

けるi均阪の険討によれば①雁木と主涯の爆桜が連続して

いること，②雁木と主F霊グ〉事千桁σコ真言さが向じであること

， 
q 

争

ーとS

時噌

ll9 4-2 小規模町家の平商関

現出にi宕り込み式膝木と判断したが，王態度授を延lまし

ただけの形態や3 簡易的な物授とされた可能燃もある。

c) (史料番号③〕 年代科手。文政 9'1'二建前の半泌閣

に形態が酷似しているものの平面寸法iJ¥'iもなる。}罷ホに

面した部分1 水怒りに街した部分，屋敷裏の縁側iこ面し

た~m分を除けばy 全て:器i数きで表羽されるコ

d)習作関節と建前図面の比較

習作図面(史料番号⑤)についてみるとヲ I't人れや仏

壇の大きさや'1.iLt置，使用?の配置などに建前図面との大き

な差が認められ，思釆持昔ま晃の過程ノ60;分かるつまた j，展緩

根が雁木部分にまで怨び、ている。

2)小規模な町家の!l9筒

(史料番号⑦] 関口 2間半の小規模町家 C!l94-2) 

は7 道路に函して「軒下j と呼ばれる雁木があり，肢の

奥には押し入れの十fし、た茶の間，その呉lこ次廃敷や床の

間のイ寸いた@.敷がある。 J:JZ敷の隣は台所，さらにその奥

が便所となっている。通り鮭はいまだみられず r紡康j

と呼ばれる一1，閣が応の隣にある。この間Jてまがd、続模町家

の一般的な形態-('あるかは定かではないか?少なくとも

返り庭が成立する以前の姿を示していることに変わりは

ない。

5 町家遺構の平翻構成

1) 1日金津線高

!日金津桶 I~i (図 5…1)は 19世紀中頃の建築とされ文引!

的 148 2009年住総務f住まいまち学習J実践報告論究集 10



道路から通り庭に沿って1占，茶ゲ)f首}， VV~敷σ) ::3 ';!d:治、技ty，

タト践は厨子 2 階ぞ!道路に昨i してJ::Pl~Jj~伎がMび軒先に

経木柱が立つ。庁立木Hには下見析のi刻いがつくものの，

線木部分iこ球被は張られといない 主渋原被は瓦葺で外

滋は下見板張りである。 1抑J3宗型の典型炉jである。

2) 1日今井染物震

!日今井染物戸， (対日…2)は 19出紀中頃の建築とさ

主録jj:尉了二|培で道路に記してi茸り込みi¥;J庭木がつ

く。 1 階部分f~t ， J道路{同lからfム茶ぴ)1削， r1i敷ヲコ_'?) 

拠康敷と続き j 通り括主をJ侠/レぜ台河川、ある 町家前1萄に

は造り込み主にIj世木を右する。ょ告り込み式五じてについては

後に詳述する-

3) 18広瀬家

l日広瀬家(現大自J電機所有)は) il話き取りによれば「湾

出?の建築主建築当初j料理廃レして利用されていたもの

を?大京l:l年(1924)に!克服肘lを常んだι 戦時中 7 待

問f占したものの，昭和 34年(1959)正寸品業を続けたえ

昭和 31年(j_956)の F高山部工名指誤Jにも呉服の小

売商とある。

現有は，隣懐寸る大臣J，電機本社の丹itj(あり，街iEzの

倉庫とし)て利用される。

U~誌は?閉口汚濁ヲ Z主主主的立階建で?日前lブアザ} ド

は， 階約分に 1間掘の務し式庭木が{、tき?雁木ぴコ主量殺

は平tli鉄桜滋;きで表面に:コ ノレターノレが徐られる。また

Jt:.出人口にはリッシとンヤッターが設けられ， 2務部分

にはヲ H_¥慾がつき，ガラス1¥章子ーが日枚はめられる。外壁

IJ下見板張りである。

配鐙は道路に商しと二ヒ溢が主主ち?その撲には?かつて

j裁があった。また主底的後ろには}ヰ1)}王が設けられす

降零時jの窓根ぴ〉雪J舎てに利用されたハ

「椋は，大島電気の倉庫とし亡利用されるため?床が

取り払われ 7 コンクリー トの土問になっ亡いるが?医者き

取りによ かつては通り庭に治って!道路{掛から法 7

奈の間J， 6~塾ml 8長:照? 日畳間/ρ 引11こならび?高111

の平均的な町Eまにzヒザミ!昔日深数が多くなっていた。

庖と茶の情]は呉服!J'¥問われ， 6境問i土居間? 自主主間は

イム1[1')兼座数， 3畳間は食事の場所や家族団らんの場所と

し亡利熊された。自畿の南側には押し入れがあり，さら

に6畳際南側には2階への滋段があった。 3設!剖は昭和

16年 (1941)以降の後付であり，町家の!裳に下皇室を付け

足して設けられたものである。 211協は表佳敷と裏庭敷が

あり，表団E敷は舟波天井:~ê'Wの凋，押入れがつく。

表E長敷σ〉局ミσコ潤li長床でちんくくりがつき 7 地袋上部

の天板iこは都 !':i;jの築震きがつく。j(と搾が東側を除く 3方

向iこ溜り 7 掘り lfi熔がある

裏腹敷は中挺にi琵して横繁硲 Fが4枚設けられるば 半

iMjの床の間には!なまず形の戸棚が設けられるなど，全

体として格式の高さが窺えるc

149 

1llI5-1 18会湾橋庖内部

図 5-2 18今井染物展外観

吋く空 i却す部分i土，放 f')ffiE'Tが表夜敷と裳E基数を繋ぎ，

化粧貨が 6J立に組るなど，儀礼た意肢をもっ。また吹き

抜け上部には明り取り用の天窓と，排PH有の回転Fすがあ

り， [i:I)転戸l立総で茶の間から開閉できるしくみになって

いろ川、
」。

4)大島電機本社

道路に訴した町家はj 間口凡5聞の大規模な町家で，

内部lí，事務見r，として事J~持されp 吹き抜け部分には天井

が張られる。 j通り庭をi生むと 3 儀明)11に面した町一家に玉三

るc 二間続きの町家亡 F択の聞があり，藤の透かし彫り

板欄措jや破れ井桁の燈子械情iが設けられるなど。池落た

造りになっているc 中縫に面して縁があり}かっ-rl義明

)111こ面した隠の角には茶案があったが，現住は失われ，

主主車場となっている文101。

日 造り込み式服木の構造

百iJ事長文 111において造り込み式雁木の成立lJ:，主産屋根

が張り l討した後下免紋が張られ!その下Yi!.絞と軒先どの

開が漆喰濯や格子窓となる。また造り込み部分の庶主主化

にともない造り込みの主康相，IJの殺に指物7)'架構されるな

ど?構造上の変化をともなったものであり，建物の一部

在公Jt ?，三階i として楼j~，する意認をもって形成されたもの

であることを指摘した。

ここでは1 造り込みi'¥:H産*0コ構造的特質を検討する。

2009年性総研「住まい，まち学習j実践報告。論文集 10



1) 18今井染物墜にみる造切込み式羅木の構造

Ifl今月染物燦iこは建物前面の 7間分にi量り込み式勝本;

があるひ この造り込みェ切張ノド11~主産後利[丹の維本~ Iこよ

れば 1 形態として主隠と一体化してL、るものの?構造的

には巡り込み部分の張本，:1.肢の喰木が繋がっていない

こJから， ト陸i補選?ある，ヘが指摘3れているv

し、つほう 111今井泌物燥の造り込みをf旬、めた 2階部分は

転!H材が多く 7 痕跡についても部材格立の対応、関係が見

出し善意いが唯 治り込み部分の主崖似の柱下部に鴎

6-1に不すような打点111に対応する痕跡がみられる。こ

の痕納:については『越後高間の雁木』など既存の報告書

においても触れられていないが，イ立置や形態の特徴から

して指物の仕口跡の一部と考えられ?①その佼授J戸高い

こと p また②造り込み部分主 hH紛の桁7郊に軽jJilしが 部

筏符すること 3 さらに③

造り込み部分主h~側の柱

相立に資の痕納:が一部に

確認でき，板張の干宇在が

考えられるごとから，当

初'JI立道明込み部分に床が

張られず， 10 <iei納骨rfiの

ように主)号、の以柱:{{i:'伸ば

した形態であったものが，

やがて指物の位置を下げ

ることで床が張られたの

ではないかと推測される。 fjig6-1 柱下部の痕跡

2)造り込み式服木の過渡期としての旧金j章桶庖の雁木

1日金~~桶胞の}催木は自iiilEの通り造り込まれていない。

1際間隔に建つ主屋側の柱には指物がなく P 遂に屈した

作業場上の厨子二階は，経木{則的柱に夜接l末梁を社 elL 

21~占根太を受けている。また}熊木の主E塁側iの柱関には蔀

fがあがる。そのため!日会津楠五百は?構造的にみて1熊木

部分を造り込む段階に十分にさ笠っておらず， J去り込み式

}催木の過渡期と考えられる。

この旧金津桶胞にみられるm桂木の形態は現症も高留で

複数機認でき，特殊な形態でない。

7 造り込み式雁木と生j舌・景観

造り込み式雁木l土全i型的な踏査文 i:<}によれば?高聞に

最も多く残存している。高出に残砕する造り込み式}催オミ;

のうち}厨室として利用されるのは少なく多くは物践と

なっている。

かつては， J量り込み部分をも居室として取り込まなけ

ればならないほど町家は手狭であったc しかし高齢化が

進み，夫婦2入住まいが多くなる中で 2階に上がるこ

とも少なくなり， 2階そのものが4拘置や納戸として利用

される例も多い。

景観の上でも穫し式雁木は般地方iこも免られる一般的な

形態であるが?造り込み式緩木l土{主まいの一部会機放し

て通路とする機めてユニーク !，tJf::;熊であり 7 町並みのう

ンドマークとしても，また観光資源、としても貴重な存ヂi

であることを強濡したい。

自 おわりに

以上にみるように高限的町家において当初 1列 3'"型

J丸関 11の狭いものでは通り!立は完全な姿でなく?活の

績に「納屋」と呼ばれる土問があり?関口がJ1;がるにと

もない建物の興に土問が延び， J.語り庭として見比三んした可

能性を指摘したい。 19j世紀中頃においては，言富祢な商家

や名主の主主 CF.lI1の広い2列型が現れる。 七間は中戸に

よって仕切られ，私的な生活空間が明確に夜分されてい

た。雁木に街した道路側部分は，高売あるいは作業空間

などとして利府され1 建具も紋戸が{吏われる。茶の郊に

なると済紙となりヲ座敷では障子戸が用いられるなど?

主主兵種を変えてZE測の差別化を図った例がある。また近

代以降は3 生活の変化に合わせて，部議数を増やした併

が総められる。

造り込み式3擢木は，文政 9if:主主Moコ育f乍約t在iや天件、 14

年建前の平面閣にみられる例が初見といえる。この形態

は主主態様の道路..-.....0)張り出しを前提どしたものであるo

g面にみられる牒木は主長側に指物がないことから居室

として利用されていた可能性は低く，むしろ!日金津桶P:'f

問機，主E重態様を延ばしたものや，或いは簡易的な物置

として湯り込まれていた可吉針生を指機できる。

く参考文献〉
l東京大学工学部建築吏研究主越後高田の雁木}上越市教育委員

会， p.15， 1982.3" 

2 J越市創造行政研究所 歴史的建造物の保存と活用に関する調査

報告毒事~罷史的な建物と景観を活かしたまちづくりへ向けと上

続巾戯r直行政研究所， pp. 115~132 】 2的2.2九

3水木浩巧‘黒野弘靖 地区レへノレぞみた町家の空間的特徴上越

市<本町六下回>とく大町三1自>の比較検討!日本建築学金大会

学術;釘:iirt型概集 pp.235~236. 2006. 9 (~カマ多数与

4高田市史編集委員会高原市丸高田市役所， 195&.，久保凶好郎

腹史がつくった景観久比岐組土記丈長堂書庖， lS号8.7ほかι

5菅原邦生ほか近世における雁大通りの建設盤備過程! 日本建築

学会計画系論:文集494号， pp. 221 ~228 ， 1997.4η 

6. 7新潟県教育委員会 新潟県民家緊急調査報告書 I 磁畿の民家

一上越編…?新潟県教育委員会!開 62-----63，1国 0.3"

8 n書き取りによるリ
9上鶴市岩'1議行殺研究所 鷹史的建造物の保存ル活用に関する調査

報告書~町家を活かLたまちづくりへ向けた提言 お脇市高1))最行

政研究所 pp.109--... ll3， 2004.3，. 

10注 2) 前掲即 69_..._75，.

II 1M)住宅総合研前財日i住教育委員会 「伎主いまち学穏 実践

報告論文集 9，I財)性七総合排究財lifl，pp. 1叫 -""150，2008.8" 

12 2007年 10月~抑制年 12~にかけど全聞の雁木通りの残存状況

を調査(お)07{去度日本建築字会北陸支部境問爪牙究助成による)

一150叩 2009年住総研「改まいまち学習J実路線告，論文集 10



警の城下町聞越後高自の武家屋敷と残された武家地景観について
菅原詩ヨミ叫

キーワ-1' 高田城刊T'武郡色武紬の水田イヒ

1 はじめに

本稿の間的は，越後高田城下町の武家盤敷と残された

武家地景観について検証することにある。

高田は，慶長 19年 (1614)に松平忠輝 (75万石つ)が

築城し，城下町が建設された。その後酒井氏，松平段、昌

(25万石)が相次いで入府，寛永元年 (1624)に松平光

長 (26万石)が入府し?その後，在番待{1:;を経て，稲葉

氏 (10石余入戸田氏 (6万石余)，松平氏 (11万;結余)

と交代し，寛係正年 (1740)に榊的、氏(15万石)が入府

し，幕末をさEえた :>:'1)。

i高111の武家i土7 知行取，担i間t.足較に大別され，知行

取が独立家比切I~t J，足粍が長屋であったロ長E主l土3 鉄

砲長)1"捜部監長持!行事長肢のように仕事の呼び名

をもっ135f?と， )11係長以 7 日1JL長屋など，地名を呼び名

とする場介があ ___)1そ，

Z 武家地の成立と変容

城 iご町一完成期，松平光長持代の域下の様相を拙いた延

宝期 (1673~1680) ~高田城門会総J 又 2) (1電車元年写)

によれば，高aの武家地l立城の茜・北・南側に配され，

上級の武家は郭内lこ?中・下級の武家は郭外の西・北側

に多く配された。

いっぽう榊原時代の城下の様子を撒いた幕末の『高田

城下町絵隠J丈3)によれば，経済的関窮のため，高裏罰f

と寺町の間や城北側の下級武家I也など 3 多くが水由化さ

れJた。

また切F村長屋は青田J11にifよって配され，とくに青函J11 

に架かかる機の付近に多く配された。下級武家の緩済的

関窮は幕末まで続き，住宅も簡素なものであった。

特筆される武家士自の水田化については，元禄 16年

(1703)の『高田短織発につき綴書』文"によれば，

乍恐口上書を以奉綴候

高田瑠百青地之内，長H者持高拾五石[I1J斗:li:fl弐合3 此

反JjlJ弐悶了五反七畝拾六之島ヲ止七I今弐町四反奇数弐拾弐

歩下名蕨下与申処，'1:¥雲町東褒二所持11候3 右之畑

兼々畑成御新聞仕度罷者候へ者 3 用水無御座処， :i正

151叩

ヲi仕侯，此度御慈悲を以西ヰl?_工的少々用水被下被候

へハy 街]車rr田ニ罷成俊，さ干街中n:η薮野へ通申F目7)<

右折高田地境ニ街i康候爵，右之水"1少々街lひろけ被

為下候て，右之畑開発11:度奉願侠，御慈悲被為相{寸

被下置候て難有可""存候，以上

光禄十六年米九月廿三日 E富沢藤右衛門

とあり，戸沼氏時代に武家主由であった出雲町東側jの畑地

を所持していた額沢総:{，'衛門(出雲町名主)は，用水が

ないため， lty工用水から引オくして，武家tlilにある潟地の

水由化を麟いでるなど， I '1mに肘パ~;j，ら城下周縁;郊の下

級武家地の水11I{ヒは行われてし、たごとが分かる こうし

た状況は. f榊神f沖ヤ

回が1み非fられどる》ように九な、η}戦後巨 f高齢、たU

以上にみるように近世城干関]は共農分離・尚農分織を

旅日IJI'!主設されたが. )在日トを滋じて必すしも厳¥)，された

わけ行エなく，i[i陣中期以降においては武家地I"畑地や

ノ，)<IIIが作品寸る特異な27t鋭が生主れt:_"こうした事例は

高田だけでなく 7 全国的にも散見される。

水田化した武家地は，昭和 40年代以降，土地夜間整理

事業を緩て，閥的な住宅地へと急速に変貌してゆく。

武家i誌の要素が水田化によって失われたためである。い

っぽう上・中級の!日武家地では，近代以降も良質な住宅

地へと緩やかに移行L.，現在も魅力的な住環境を形成し

ている。

3 蒸隠の武家庭敷

1)知行取の武家庭敷

a) I日伊奈主水家(l!B城町)文5)

]ω0おの!日伊奈主:水家(図3-1， 2) は，"!Z.関を入る

と 2畳間，さらに奥に4登簡がありその奥に廷に面し

て10畳間の座敷がある。座敷の東側には， 2つの 6畳間

と 8 畳間h~板の間を憾むように隠され1 家族の暮らす生

i官空間と康敷などの接客空間i土明縫に分けられていた。

水屋(台所)は，板の間の南側に自己された。同家は昭和

62 '1三 (1987)に駐車場となり現存しない。当初は石登板

主主であり 1 座敷以外l土天井ーが低くなっていた。

"上越人材ハイスクール技師/ 平成21年に「雁木泊り学守研究交

流会j を企画実施の予定である。

2009年性総研 f住まいまち学習j実践報告。論文集 10



b) 1日小倉佐市郎家(i1!i城田T)れ)

250石の!日小倉佐市郎主主は7 立演を入ると， 4畳間が

あり，その践例jに庭におして8安:間の座敷さらに輿iこ6

壁詞がある。 4畳間の奥には8設問が配され，その東側

にはら畳間と水尾 (i=~F斤)が書記された。!日伊奈家同様3

私的な生活空照と接客::s~f閉が明確に分けられ亡いた。

!日小会家は攻存しないとされてきたが，宅見詰E，無量庵

(西城町 11自)と呼ばれる建物とし亡現存する可絞性

が指摘されている文 'I~l~t写真によれば (1羽 3-3) ， ic屋

屋根はさ手謀、タト療は下見抜張り? 玄関には石音量級王当き

の F尽ーがつく。

以上のように知行取の武家滋数は，庭lこ位1して床の際

の付いた版数を商I，~，紅、ft'Jな生活空間と接客:空間在明確

にわけ，水屋(台所)が全体の商積に比マ¥広くなってい

た。

図3イ 旧伊名家の外観

(久保凹好郎歴史がつくった景緩 久比岐風土記!文美裳7

p73】 1988.7年所収)

CD 
i 100011:1 

『

1
1
1
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e
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j
i
!
1
1
1
1
L

{gI3-2 1日伊名家の平蕗

(!J，.保田好郎歴史がつくった景観 久比岐盟主土記 文美堂!

p73， 1988.7所収)来点線は取り払われた部分。

2)長康

近m後期の F家作詞E混入，] (j二車産市 tl 前~ SFI [翠書館榊

原文慮蔵) Iこは， {走斥去の'ji.fiii史料が 2e謝i又められる(関

3←1)。この平Lii5が切F刊のものか?足較のも0)かは不明て7

ある。

:k潤を入ると式合があり，式台の右側;には簡まーな台所

がある。さらに式台の撲には 2f向車:きのお犀がある。

建l'Fは f10t平Jとある G 台所は全体の面積に対し丘よく，

玄弱は道に対して袋織に設けられた。 ヒ級武家がま毛忍び〉

訪を通っても絞:拶しなくてよいとの配慮からとされる丈

長屋の長畿は古写真(関 :)-5) によると，主箆E長線

l土茅;議;で，その前に!と震がつく。また庭lこは菜罰が設け

られていた。

図 3-31日小倉家外観

(上越郷土研究会編ふるさとの想い出写真集44巻明治・

大正・昭和高殴・益江津密書刊行会 p21，1979.8年所収)

図3-4 W家作E童図入~ (2枚の内 1枚)にみる裳量産半隠

-152 -
e 
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図 3-5長康外銭 関4-1 西城町の景観

(上越郷土研究会編ふるさとの想い出写真集 44巻明治・

大正 E 昭和高田司直江津!罵書刊行会 p20，1979.8年所紋)

以上のように?高liJの武家康数は身分によって住宅の

形態が異なり 7 知子]取では， )ムい敷地i二平屋建ての石段

級資や宗主主の独立家震が月一ち，切昨r.足l降は;f;]事平爆の

J;ミ箆でi'W衣なものであった。近代以降には知れ取の独YL

'*震の形態が，近代住宅の除、疫になってゆく c

4. 18武家地の景観

高田の!日武家地景観につい亡は7 上越市瀞Ji若干丁政研究

所開モ史的建造物広呆存と活用に関する議査報公書 ~ 
懸史的な建物と~、観をi"~'かしたまちづくりへ向けて~~

:<:_ 9)においてヲ関由有一子氏によりその概要が報告されて

いる。

ここでl土問聞において. 1日武家地芳、観をよく残す箆域

判・尚一城町・北城町についてj 榊防、持代ぴ〉武家地構造と

の関わりやJ 住宅地ならびに住主主の建築的特質などの側

面から検討する。し、オミれも隊1静な伎をJ世で3 武家滋敷は

昭和 30年代まで残ってし吋こがヲ今日ではそのほとんどが

取り壊されといる。

1) 1日武家地における住宅地景観

a)育問JlI沿いの住宅地(頚城町3丁目， 4丁目)

青田)11沿いは，かつて中・上級武4'が居宅を構えてい

た。現在はj 木造2階建てで?入母主主や切主主の平板鉄仮

差華や瓦葺の住宅が多く見られる。またザJ妻 Ii葺の平}~で

前面にi手抜鉄板葺の下康が付く住宅も見られ(ぽ14-1)，

下屋部分が大きく張り出している点が特筆される。 2階

建てでは，道路に出して緩木を設けた例もあり，タ壁i土

全函下見板張りや， 1階部分が下見板張りで2階部分が

漆喰イl:J:げのものもある。また建物前前の外玄関は切妻

の平板鉄桜葺で玄関のガラス戸上部Jこは採光用の小慾が

付く。さらに外壁に出慾や上げ下げ主主を取り入れた世jも

あり，洗練された窓匠を見ることがぜきる。

昭和初期iこは r1日家中住ましリがステータスシンボノレ

q
ぺ

υro 
l
 

1iil4-2 南城町の景観

とされ幻 0) 既存住宅を買い取って市内の的地域から移

ってきた例もあるとされる。明治初期から大正黙の建築

も残されており，住宅以外に土蔵も免られ，土j裁は腹壁

がモルタル仕 kげで水切りが付き， 上部が漆喰仕上げで

ある。また}廷には綜欄が嫡樹され?生主廷で箇われた家が

多い。綜1捕は九州原産であり p 問E自の情緒を醸しだして

いる。雪国の纂らしの中で，緩かい地方への擦れがあっ

たものであろう。

以上のように陸城町は，伝統的な木造住宅が多数現有:

し，多くが現在でも居住している。 E型機関TI土武家屋敷の

面影が最もよく残る地被であり，今後の景観保存が祭主

オ工る。

b)高田高校裏の住宅地(南城町2丁目)

高国高校裏側の住宅地(寝苦 4-2)は，玉石の擁壁が設

けられし住寄は生坂で邸われる。また竹薮もJiられる。ヨ三

おは近くを流れる青田)11上流で法制され，そのため脊白

川流域の住宅では，玉おを擁壁として用いる例が多い。

また積由有子氏の報告によればτ 所有者の移転などで老

朽化した建物や庭摘が撤去された後，敷地が分割されて

共間住宅が建てられた例もある。

すぜに取り壊されたN邸のプランをみると 1 玄;拐を入

2009 i存性総研'1主まいIまち学習j実践報告論文集 10



って廊下があり， 2階iこ上がる階段がある)ほに面して

床の間の付く 2間続きの政敷があり、内総7)>っく。庭に

は池や棟栽が絡されるなど 7 駐を意識した、下両j構成とな

っていた J 近年i主主主物の取り壊しにともない五わの機唆

も失われる傾向にあり 7 早急な保存対策が必要である。

c) 上越大通ザ沿いの住宅地(南城間T3T窃)

榊!J，:、家初代藩主を?祭る榊衿'thl)柄側l土?榊即時代に榊

原丹波守などの滋敷があった山里見{tーもII{Jfllf)J持!の良質な

木造(t'もが校在れる。 uiりで限jわれ，お織などが憾梧Iさ

れる。

住宅は木造2s¥'il!l¥てであり，外壁は漆喰仕上げや下見

紋張りで規模も大きい。通りに面した妻入りの住宅では，

妻面が漆喰仕上げとなっており，妻漬け一部に千 円の頭部

をもっ採光用の小慾が 2笛所設1i ，コれるなど， 11曲活た造

りになっている。

d)北城高校裏側の住宅地(北減量T2Tf3)

北城高校庭側のi宜lHν、lこは?人HIIU土立さで!外壁i土

下見板張り!切ま~}C員の外広闘がつく 0'むがi主<)，. Iiまに

は松などが様替甘さ札j せま i'C~FJi)れるの jt城間II主主主て審

えなどにより，武家!式教の車、輔iを受け継く遺構(j)多くは

失われているハ

2) J日武家地における住宅の系譜

高田のi日武家地を踏査すると二つの住宅形式がある。

つl丸木造2階建ての入母屋瓦葺きであり，もう つ

はザJ主主の瓦葺きあるいは平絞鉄板葺きの木造平屋建てで，

下康部分が大きく張り出した住宅である。両者l土①タト{、I

け玄関をもっ点，②下監が大きく張り出す点など共通点

が多く 2階建て木造住宅は平屋建て木造住宅iこ2階部

分が足される形で発達したものと考えられる。また司Zg設

建てはp 知行取りの武家屋敷と規模・構造が近似してい

ることから， I日武家地の住宅l丸近世武家主義敷を範とし

て建設されたものと考えられる。とくに下屋構造が火き

く張り出した点は特筆され，雪国という地域性からヲ生

活空間を下墜によって内組化しようとする傾向が顕著に

現れ， u町家の内部構成の特長とも共通しれ"当地域的

建築約特徴と吉える。

5 武家地景観と住環境学習

武家地の空間は町人上自と全く異fよる。 言語田iこド;Ji(らず近

世都市でi玄関了人地は短時形地苦手jによる軒を接した主主て方

であり，高田の場合，武家地をコの字型iこ町人地が取り

囲んでいる。そのため城下町を縦断すると 1 人口癒度が

高く町家が特めさ合う町人地を通りすぎ 3 広い敷地のほ

ぼ中央に住宅が建ち，他殺の多い庭をもっ独立住宅の景

観に急変する。

この空間特性の違いは，町人j監と武家t自の成立過程そ

のものの違いに起l!9しているが，そのことをfI常生活の

q'lでl吉識することは少ないじ

"訴j喜:Jj;，ぐ'という学沼方法l土!都市をす品、基本的かっ

重要な作業姿勢であるc 地域の人たちが自らの町のグラ

ンドデザインを深く知るごとはす新しいaJ1づくりへの第

品、に繋がるものである。

6 おわりに

お防の111武家地It，近耐以来U)本刻化を免れた J..中

j散の武京地においじ遺構iJ:.少なν、ものの， )誼.~ú }Ji . 

様栽など武家地の空問機成がよく残されている。とくに

青SJJlliこ沿った西域開了 帯では道憐も狭く，近世:以来の

武家屋敷の伝統を受け継く遺構が数多く現存する。また

そダニスムの影響を受けた近代住宅も見られるなど 3 流

行に敏感であったことが窺える。

高回は雪留の象徴である膝木通りで知られるものの，

殺務である格式安もって城下町が形成され?江戸中織以

降には，徳川剖疋王の榊原家によって 100年余にわたり

治世された。}桜木やar家だけでなく，武家地宣告鋭につい

ても，町家と一体的に保全整備することでτ 越後高図城

下町の都市景観は，後t止に伝えられるものと考える。

また本格で取り上げた武家地の雰囲j気を受けづく遺構

の保全を早急に行うことで，今後も良好な住環境が維持

されることを期待したいひ

く参考文献〉

l高田市史編集委員会高出市先高四市役所， 1958"久保田好郎

歴史がつくった貴観 久i七時風士記!丈美主主書底， 1988.7ほ泊、

2. 3上越市立高田図帯豊富蔵、上越市史 資料編4 近世上越市!

2001. 3に付@と Lて所収される。

4上越市史編さん委員会ヒ越市史 資料編4 近世}上越市， P

加5，2001. 3" 

5久保田好郎君主史がつくった景観久比岐風土礼文捧堂， p.73， 

1988.7。

6.7 と越市創造?了政研究所 同市民研究員 東尽大学大学院工学研

究科建築学専攻建築史研究室歴史的醸造物の保存と活用に関する

調査報告書へ歴史的な建物と景観を誌かしたまちづくりへ向けて

上越市事i造行政研究がじ即 31~38， 2002.:3んな才'::H、倉家については

語研弘信『高田風土記Jを参院民

8注 5前掲) p.720 

9. 10説 6前掲。

11東京大学工学部建築史研究主越棒高悶の経;t，上越市教育委員

会， p.15， 1982.3， 
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2.4その他





f感性jに訴える住まい

キーワード 器技密性価億穫量のお主化景気D浮揚精神車種かさ

Iー はじめに

我が国が現在置かれている立場は，近隣諸障を含む途

上国の激しい追いとげを受け，鹿内では我が霞社会の高

齢化・成要事北といった構造変化が急速に滋んの、る中，

引き続き我が悶が活力ある発展を遂げるためには， i可か

変化を起こさなければ新しい援療が生まれてこない。

つまり，従来の“高性能"・“高品質"という価健観

ももちろん大事であるが，それに加えて新しい着限から

の価鰍f酷醐醐lリj造と凸し、うブエ一ズ

最近'どジネス分野では f感l生J• r五感j がキーワー

ドになっている。「見る 1・f鴎く(聴く)J・「匂うJ• r味

わう J• f角虫るj ことで，入閣の感覚を劇j激・満足させ，

心地よくし，癒す。 f感性j・「五感jに着目した住宅を提

供することにより，住宅産業の活性化・景気の浮揚をE諮

る。つまり，ハウスピノレダいの「感性j と建築主の「感

性jが一致した時，初めて建築主l土f住まいjから『精

神的豊かさ』をもらえる。

本論文は感性」という古くて新しい価値観の較に

焦点を当てて r樹生」から生まれる「感性価値Iにつ

いてまず言及する。そのケーススタディとして， r i主ま

しリへの「感性jから創造される，建築主の f感林錨草j

から「顧客価値」へ創生されるプロセスと r犀新生j か

ら出来上がる「住まい」の将来像について述べる。

2 r感性憾鐘j の碕代へ

2. 1 共感と共創

我が国の各種の援業は，人口減少に伴う量的需要減，

近隣諸国の追聖書など構造変化に直函している。そのよう

な環境下において》企業競争力を維持・向上させていく

ために不可欠な差話1]1己やイノベーションなどの戦略を考

える上で，改めて川、い務品2 いいサービスは{可か」と

いう主主本的な間いに立ち帰って検討していく必要がある。

では3 顧客のニーズにマッチした「し、し、務品，いいサービ

スj とはどういうものであるか9 それは，作り手のこだわ

り・趣向・遊び・免許龍・コンセプトなどが，技術・デザイ

ン・信頼・機能・コストなどによって裏打ちされ9 スト}リ

ーやメッセージをもって「可祝化JL， r物言書H幻すること

により，これが，生活者に「感動jや f共感」をもって受け

止められる商品やサービスのことをし、う。

fし、し、商品5 いいサーピスJを供給することによって，

作り手の「感性JIこ由来するこだわりやスピリットが》

山 155戸

オミ村正彦判

商品やサーどスに息づいて生活者に語り始める待，つま

りは;物語j として生活者の f感性j に訴え，感動，共

感，共鳴を得た時，それは特別の経済錨{疫を生む。

しかし，優れた技術力・監の技を持ちながら 2 その価

値を十分に顧客に伝えきれずに，本来の対価を得ていな

い企業が多い。また，流通や販売においても，生活者の

求める「感役錨値jの高い商品を見出し，新たな需要を

掘り起こすという努力やメーカーの思いやメッセージを

伝えるという努力をせずに，営業不援に陥っている企業

も多い。つまり，生活者(購入者)の共感のレベルが低

い荷品やサービスは，安われることなく価値実現に笈ら

ないことに気付いていなし、。

反面， “売れる商品'とは，生活者(購入者)の「感

性jに響き，購入者の心の嬢かさに実献するものであり，

「感株価篠Jが高い織品・サービスである。これからの

成熟経済においては r感性側f甚J'T心の発想によるも

のづくりやサーピスによって，新しい需要をも喚起する。

実際の f感性価値j の実現には，作り手と使い手がお

瓦いに響き合い(共感)，共陪で作り上げる f共~IJJ の

状態が重姿である。 r共感Jと f共畠IJJ とのi車鎖は，新

たなピジネスモデノレを主主みだL，我が国経済を牽引する

新たなイノベーションと成長のドライパーとなってし、く。

加えて， r l様性価値」を創造することは，地域級済も含

めた殴内の潜在的な需要発掘や，最終的にjjt界市場にも

伝播しうる可能性を持つことになる。

2. 2 感性鑓値創造イニシアティブ(経済産業省)

そこで，経済産業省では， 2007年(平成19年)5月に，

人口減少，少子高齢化の状況下にあってもE自民の暮らし

ぶりの向上と経済・社会の活力ある発援を伺指すために，

日本人の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して r高知生」

という新たな着殴点からの綴{直輸(性能，信頼性，価格

に次ぐ第四の価値軸)の提案を行う「感性側鶴崎イニ

シアティプJを策定した。

また，経済産業省では201C年度までを f感性価f鶴 IJ造

イヤーJと定め，感性価値創造の実現に向けた様々

な路策を行うことにしの、る。 r感司性偲値重IJ1聾イニシア

ティブJの内容を以下lこ紹介する。

まず f感性錨鎖jとは，生活者の「感性jに働きかけ，

感動や共感を得ることで，認められて顕在化する簡品・

キ 1中部議カ徐氏会社調査投

一級建築士?機造設計一組建畢土

専攻建築士(置許・機造・環境設構1，
生まい手サボータ(霊知県人漕改築相談員，
CASBEE評腿員(戸建建築)ほか
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サービスの価値を高める重要な要素である。 l感性側{車j

が実現できれば，機能・信頼性・コストといった要素を

超えた「十 αの錨伎」を生活者(練入者)に鑓供するこ

とになり，それに見合う対価を得ると問時に，務品やサ

ービスに対する生活者の愛着心や翻定的な購買層を獲得

することができる。

「感性価値jの概念は9 決して生活者に近い最終製品

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工業製品全般，更に

は農産物や流通，サーどス，コンテンツに玉三るまで，新

たな日本のものづくりやサービスを考えるとでの重婆な

項目である。

そこで，日本産業の強みは，ものづくりに真撃に取り

組む職業倫理や伝統文化が倒々の企業において r秘伝

の技術Jともいうべき競争力の源泉を生み出L-，そうし

た企業によって構成されるも居里子の広い豊穣な産業集積が

「擦り合わせ」によってイノベーションの連鎖を生むこ

とにある。

また，日本人は，時に作り手の手間・こだわり・時間

などに f共感」しながら，それに鏑鑑を見出す国民であ

る。具体的には，次のような特性をもっ。

①多様な文化から「いいとこ取引をして混交させる。

②大胞に機能や装飾を剤ぎ落とし簡略化する。 と，

既存のものから全く新たな独自¢価値を創造するという

f方法論j に非常に長けている。それらの日本人の特性

から，

①肌触り・タッチといった五感に訴える仕上げや加工。

rg伝統の天然素材とその良さを引き出す手法。

③使い手への思いやり・心遣い。

qディテールへの徹底したこだわり。 など，

B本の織締な rj岩野生jの表れとなり，我がE闘の企業が

もっと活用できる「革新生側直」である。

f感性側{直」と f技術力jの融合こそが新しし、ものづく

りとサーピスのイノベーションを支えるものであり，逆

にどちらかが欠けても，その価値は半減してしまう。

そのため，生活者(購入者)が鋭L川感性jを持って2

商品やサービスの価値を見極めることができるように，

f感性」の社会的再生藤(感殺綴環サイクノレ)を図って

し、くことにより，そこに 層の発展性が生まれてくる。

本来表部に現れにくい，秘伝の技術，ものづくりの仕

組み，込められた怨い，およひミ使い手へ思いやりといっ

たものが， うまく可視化でき，購入者の共感が得られれ

ば，立派な経済価値となる。

「感性j という日本の強みを活かしながら，我がli!I藤

業の競争力の強化と生活の向上のために産学官が一体と

なり取り総んでいく必要がある。 r感性錨在j創造のた

め取り組む基本的な方針は，以下の項目であるo

e感性級値創造活動の支援・事業環境の整備

②感性価鍍実現のための経営学的方法論・

人間工学的研究の推進

Q':惑性価伎を生み出す人材の育成・発掘

④総生を育む主義{性教育の強化

3 r感性価値jから f厳客鏑億(感動価懐)Jへ

3. 1 価値の4嬉構造

朔品の{出産には r①基本価値J，I創使用価f宜J，r③感

性伺鎚J，r④顧客価{誼(感動高値)Jとし、う階層構造があ

り，それに郎した価値訴求行為がE重要になってくる。

まず顧客の目線で，それら4つrr;価値をバランスよく

進化させていくことが大切である。しかし r①基本Idlifl寵J，

「②使用価{産J，r③感性価値j，r④顧客価値(感動傾値)i 

の4つを簡単に分けて考えることはできない。それら4

つを一体的に進めていって，初めて魅力的な商品が創り

出される。

逆に，例えば r③感性錨儀jには rrg使用仮綴J，I① 

基本僑値Jに転化されていく部分がある。常に変わらな

い f③I談役係修」があるのではなく，変化していってg

f②使用価値jや「①基本舗緩JIこなってし、く。そのた

め r③感性{面鏡JIこは常に新しいものをインプットして

し、かなければならない。究機的には，ものづくりとはこ

れらの4つの価値をエンドレスに回していくどジネスで

あるとし、える。

常に変化する顧客の求める価後(④顧客価値(感動価

値))を捉え，新しい価値を提供し続けなければならない。

つまり，いつも「仮説・検註のサイクノレj を組織的にか

つ継続的に回し続けなければならない。そして，新たな

価値は既成。:価値の中の矛盾から生まれることが多く，

従来裂の企酒プロセスの踏襲だけでは9 絶対新しい価値

は生み出せない。

そのために，まず，変化に合わせて，仕総みを大股に

変えている。顧客の目線と生産現場の回線の 2つを基本

にして， PDCA (PL必1，DO， CHECK， ACTION)サイクノレ

を徹底的に回してし、く。

その上でうまく行かなかったら，その変化に対応できな

かったわけであるので，今までのやり方を全部やり変え

てみる。従来の商品企郡・デザイン・技術などの機能を》

待度その仕絡みを編成し直す。さらに社外の力も活用し

て，外部の目線も入ってもらう。こうして，限界が見え

た化組みを変えてし、く。

また，中長期的なスパンで， リソースを踏まえた形

で枠組みを作って，プロジェクトを進めていくことも必

要である。

2つ日i土，会社全体の共通認識のもとでPDCAをしっ

かり回していくことが重要である。そのために，綴り返

りのプロセスをきちんと位鐙づけ，ポジティプに課題出

しができるような取り総みを準備しておし
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過去を綴り返るというと，アラ探しされるのではない

かと疑心暗鬼になって，憶違な議論が妨げられ3恐れも

ある。そこで，次のPDCAザイクノレを包してし、くため

の諜踏を明らかにするのだとし、う認識を組織全体が持て

るよう iこすることが大切である。

3. 2 マーケティングの観点から

欧米の経営指標や企業統治を単純に取り入れて】形式

だけを整えることではなくて?欧米と日本との歴史・文

化・法制度などの違いを環解した上で，本当に自分たち

に合うかどうかを考えていくことが大切である。

例えば，米国企業は衝単に解震をする。しかし，それ

は労働市場が流動化されていて，セーフテイネットも整

備されているからそれが可能である。日本では向じよう

なやり方はできない。それは，米国流のやり方が間違っ

ているということではなく，それぞれの背景をしっかり

見様めた上で，自分たちの践で考え2 マネジメントの真

髄を汲み取り，必要なものは制度として取り入れたり，

新しく作り出したりすればよい。

他方，マーケティングは感動マーケティングの時代に

入ったと考えられる。マーケティングからの観点から》

口コミ， CRM (Cus乞omerRelationship話anagement)， 

One T 0 One Marketingというように，その手法，テ

クニックなどが様々論ぜられてし、るが，究機的には，生

活者保著入者)や需要家lこ安心・信頼・感動といったも

のをどこまで与えられるかがキw ポイントになってくる。

それはp 従来の単なるシーズとニーズの相関で高品・

サーピス企画を行うのではなく，生活者(鱗入者)・ユー

ザーの心に感動を与え，心の琴線にふれる企画推進が積

極的に求められるようになってきた。

そして，単にそ/の員長売の持代から?心・サービス重

視の時代へ，言い方を変えると，感動を呼び起こす，心

の琴線にひびくような高品・サーピスが求められるよう

になってきた。

インターネット情報時代は，よい情報も惑い情報も s

またたくまに世界に広がってゆく時代である。感動ピジ

ネスを希求することは，時代の流れの中で，まさに重要

なビジネス視点を持つことである。務品や人に関係する

ストーリー・物語が，生活者(購入者)・ユーザーに感動

を増幅させることにもなる。人々の感動が大きければ大

きいほど，そこから生まれるピジネスチャンスも大きく

なる。

製品開発で，あるべき未来からのアプローチを推進し

ている会社の中には，モノづくりにこだわり，大量生産

ではなく，織人と呼ばれる人たちが，丁寧に製品をつく

っている会社がある。{国絡的には，常識とはかけ離れた

ものといえるがj それでも顧客がついの、る。メーカー

潤の競争が激化する中，おいおい，価格競争にf色りやす
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いものであるが，そこに，顧客の感動があることよって，

価値が生まれ，ビジネスとして充分成り立つ。そこには，

製作者の感動が，そのまま生活者(購入者)の感動につ

ながってし、く世界がある。

まさに，務品・サーどスの提供者と生活者(購入者)・

需要家の濁に感動の共鳴が起これば，それは，感動ピジ

ネスの新潮流として発展していく(額 3-1)

翼翼客価億(慾勤価償)

顧客価儀を

高める

システム

顧客価値を高めるシステム

ロコミ・ CRM'SCM'
インターネットなど

随 3-1 顧客儲鍍(感動価値)

4 すまいの『原客価値』とは

4. 1 顧客の懇むすまいとは

生活者

購入者

ユーザ

需要家

建築主の f顧客価篠JIこマッチした『理想の君主』とは，

“建築費の安い家，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lこ5童い家，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P 音が電器かない家，

有害化学物質が放散しない家・機能的で快適な家"など

であろうかり

1:.に掲げたような i物理的・工学的な数値が優れてい

る家ヱこいし、家J Hづ図式に，我々建築に携わっている

者が路っていなし、かということである。つまり住まい

づくりが，身を守るための快適で機能的なシェノレターづ

くりになってしまっているのではないかワ」ということ

である。確かに，一生をかけて貯めた大金を主主ぎ込んで

建設・購入する家・マンションには r入の命を守るj と

いう重要な役割が当然必要となる。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，住宅の構造

などが非常に重姿であることは自明である。

しかし2 人間の生活・暮らしは，物理的・化学的な数

値だけでは担uれない。機能や性能ばかりに羽を奪われて

いると】伎まいが F生活の場所，心を豊かにする場所，

暮らしを楽しむ場所』という意識が薄れてくる。{主まい

の基本に立ち戻って，本来あるべき伎まいの姿をもう一

度考える必要がある。

『建築場所の気候風土に適合しながら，子や孫fJ;代ま

で{主むことができる家。地震・強風・水害・土砂場れ・

2009年住総評「住まい。まち学習 j，j定時報告ι論文集 10



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。 L、つでも家族の皆が唯一帰れる心の拠りi'Jrとなる

家。礼儀・義務・寅任・穫しさ・思いやりなど人生の大

切な処世耕を学ぶ家。淫しく健康な肉体と精神p 毅かな

創造力・感性，そして心のやすらぎや豊かさを養ってく

れる家。廃史・伝統・文化・慣管などを学ぶことができ

る家。家族が楽しく暮らせる家弘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・家族有毒成・仕事・

収入・ライブスタイノレ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Jなど3 物理的・

化学的な値などでは言い表すことができないのが『本当

のすましせである。

現在，我々が年少の時は青少年がもっと病気に強かっ

た感じがする。それは，医学・衛生学などの医療環境の

進歩により 2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，今の若者自身が病気iこ弱くなった感じを

抱いているのは私だけであると窓えない。

全館冷緩房で24時間換気システムが完備している，

抗菌性が高いなど，窓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

っただけで下燃やアトピー疾患などをおこしてしまうの

ではないかと首を傾げてしまうことが多い。まるで，立

派な家を建てて，虚弱な体質をもっ人間をつくっている

ようなものである。これでは1 住まい手に還しさ，感性，

および創造力は脊たない。

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

猪が人間に飼われて豚になり 9 抵抗力を無くして，猿著書

ですぐ死んでしまう。また3清水で育ってきたメダカを》

僅かに汚れている水に入れたら，すぐに死んでしまう。

すなわち，人間は車断莞約な努力が大切であり，便利過

ぎや過保護は人慌の綜化・家畜化lこ繋がる。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，

G最適条件より，むしろ少しぐらい我慢状態の方がよい。

「健康」の『健』の学は，人偏の f人Jと建物の「建j

が組み合わさってできた字である。逆に言えば， ~健』の

字には2 人聞が建物によって，心身ともに健漢を脊まれ

るという意味も含んでいる。

我が家の新築は，人生で最も高価な寅物である。それに

もかかわらず，建ててしまってから fああすれば良かった。

ここが気に入らない。j といった見落としや反省を悔やむ

人が多い。その要因の一つに，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会っ

て筏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。洋服・家具・自家用車などを購入する持は，色々と

見て回り，自分。つ気に入ったものを選ぶのに対して，住ま

いについては，殆どの人が恐らく初体験であるため， 1可も

分からずに，業者に頼りきってしまうのが実熊である。

建築士・工務!苫・ハウスメぃカーの人たちは， ftl:宅j

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。草書』性・美約センス・デザイン優先志向が，

建築主たちのものとは問じものとは限らない。当然，人

それぞれ人生哲学も異なる。建築主の人生観・美学・子

脊て方針，家族の性格・夢・好み，生活の楽しみfj・趣

味，将来の人生計聞などをよく知ってし、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， 1IIJ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， f 1主主いづくりの中心は自分である。」という自覚を

持てば，素清らしい21世紀の{主まし、が出来上がるもの

と磯信する。四季.E当然，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遣しく心豊かになり，

優しさ・思いやりに満ち溢れ，創造力・感倣iこ優れた人

聞を育てる『住ましサでありたい。

4. 2 r顧客樋鐘(感動傭鑑)jを満たすすまい

|顧客側値(感動価値)jを満たすすまいの重要素を，具

体的に以 FIこ紹介する。

例えば，社会の近代化に伴って，生活の{洋!へ<T.傾

斜が強まり，洋風が住まいの主要部を装うことが強まっ

ている。しかし，和室へのこだわりなどは，依然として

根強く日本人の生活感覚の中にある。理想約には f平日j

と rI羊Jの融合，できれば「和jの優位のもとに f洋j

を匁みこんだ星空間がほしいという婆撃も当然出てくる。

前述したように，住宅における「冊子鍵j をはじめとす

る性能の確かさは，生命・生活の安全を守る基本的条件

としてき当然求められるべきものである。

しかし，近年，伎宅の商品化の滞ムれの中で，消費者保

護の名の下にメーカ』の責任限界を明礁にする法制の強

化がますます進んでし、る。逆に「住ましりの主主主惇や統一

化を殴ることは3 住宅市場におい('f住まい司王j と r作

り手(建築家，設計技術者，工務庖など)j双方の心のコ

ミュニケーションの機会を奪い，重量かな人間性の発箆の

妨げになる。

住宅は，生命・生活のシェノレタu であると同特に， r 1主
まい手Jに「発心jと「知行Jをうながす可能性を秘めたも

のである八きである。昨今の凶悪な犯罪や経務事件は，

単に情報社会・グ口一パノレ化時代の現象と片付けるわけ

には行かない。""を犯した人間の生い立ち・成長過程の

ような潜在的な要素をしっかり抱援した上での符発防止

がE重要である。そのためには，犯罪者の「住ましリの状

況・生活状態は，非常に事件と係わってくると考える。

住宅がこうした時代に無分別にマスコミなどの情報の

垂れ流しに流され，単なる“商品"に成り下がってしま

って，知らず知らずの内にそこで生活する子供たちの育
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成，本来的な家族正愛情のありカーなどを規格化し，根本

的に創造性をすら著書絡させてしまうことは絶対に避けな

ければならない。

だからこそ，家族相互の心のコミュエケーションの仕

方が自然と会得したり，伎まい手の抱く怨いを表現し，

演出する可能性を持つ「顧客価値{感動制値)Iを満足さ

せる家づくりが住まい手の生き方づくりのベw スとして，

大変重要な時代になってくる。

ポジテイブライフへの挑戦・自己表現の楽しさ・自然

体を感じることなど， r i主まい」は「住まい手Jの生き方3

入金を考えさせてくれる最も身近なステージである。

勿論，時が流れて E々 の生活が行われる中でも，住空

間が住い手にとって，楽しく快適であり続けていくため

には住い手の側に伎いを使いこなす『演出カJのような

鋭意・工夫も必要喜になる。

「感性」を生かす住まいに住むには，生活を F演出』

する力を必要とする。そして r雇E客価値(感動価値)J

を満足させる家を創り上げるには，まず自分流の暮らし

方を見つめることからプランニングして，建てた後，そ

れをし、かに継続的に快適にかっ心豊かに{主みこなしてい

くかが重要である。このテー7 こそが，これからの家づ

くり，そして人づくりの基本に通ずる。

それは， f {'乍り手(ハウスピノレダー)Jにも逸ずる。

図面に忠実に施工するのは，今までもこれからも当然の

ことである。しかし，これからのヱ務庖は，常に顧客価

値(感動価値)を意識しなくてはならない。

図面では見えてこない細部の納まりや，全体の空間の

繍み方・券路気などは，ちょっとした現場の職人のセン

スによって洗練されたり，野暮ったくなったりする。決

して，それは設計図面だけで計り知れない部分というの

が，どこの住宅の現場にもあるはずである。

5 r感性Jのすまいへ

仁志五コ

主主合
E

仁王亙コ
1lll5-1 r感性jの位蜜づけ

内 159-

5. 1 r感性jについて

f感井生j を改めてE字書で識べてみると r物事を心に

深く感じ取る働き。感受性。外界からの刺激を受lア11こめ

る感覚的能力。」とある。英語では， Sensitivityと訳さ

れ，だれに亡、も備わっている能力である。 r感性j の類

似表現として，印象，センス，イメ h ジ，好み，直観，

官能s よさ，などがある。 rl様性Jを[85-1のように，

「対象に対する知覚・認識に基づく印象」と佼援づける。

f対象JI土 r住まし、」のように具体的に物体として

存在するものも， 5主体的な物体でもないものも含む。

f知覚」は，対象に関する情報を線党・1聴覚・ 1実党・

触覚・味覚や自己受容器から取り入れる過程である。

f認識」は，長期記憶で蓄えられている知識を使って

対象に関して連想する過程である。

「印象Jは，知覚・認識された情報から喚起されるイ

メージで，主に形容認で表現される。

例えば r住ましりの写真を見た時の評価の場合 r住

まい(対象) Jの色彩・形など¢情報を取り入れて{知

覚)，過去に見たり・入ったりした ri主主いJなどの記

憶情報など(知識・経験)を連惣して(認識)，提示さ

れた rj主主LVのイメージ(印象)を喚起させる。

f感性Jと祷連するものに r感情Jがある。 r感性J

と「感情Jは明確に区別されるわけではなく関連する側

面も大いにあるが，心理学約な位置づけが若干異なる。

「総性j は個人の好みや価値畿に根ざした評価・判断

であるのに対して r感情Jは一時的に喚起される情動

である。

例えば r住まい」を住みたいと感じる印象は f感性J

であり r住まし、j を住みたいと感じて喜びや快適J惑が

喚起された場合は f感情JIこ相当する。

つまり r感性」は行動の促進或いは抑制を決める判

断基準の立置づけが強く r感情JI立行動した後に喚起

される情動の佼置づけが強い。 r感性j の難しい点は以

下の3点である。

①物理量と心理盆(行動量)の多次元従

②個人主主の存在

③状況依存性

5. 2 顧客満足皮肉上のために

以上のように r感持分析jが難しい状況下で， r i主

まい」について r空間」のように，ものさしで計れる

定量的(量)な，単なるスペースではなく r空感JI土3

数値化できない r感性」に訴えかける E 定性的(質)

なスベースである。

質感豊かな自然素材iこ包まれながら，刻一刻と変わる光

やそよぐJ!¥" ~や緑によって自然を感じる，小さな「感J

動を日々味わうことができるとし、う幸せを感じられる空潤

を目指すことも一つの「住まし、Jのあり方であると考える。
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2. 2項て骨虫れたように，綴済産業省では，今 I感性

価{草創造イニシアテイブ」というプ口ジェクトを進 Tさ

せている。!潟プロジェクトは，人口減少・少子高齢化に

よる量的需要減少や近隣諸障の追撃の状況下にあっても，

国民の暮らしの向上や経済・社会の1活力ある発展を目指

すために r感動」・「共感Jを呼ぶとしづ価値軌つま

り「感性」としづ新たな着服点からの伺{車輪(第4の価

値軸，性能・信頼・価格の 3つの価値斡に次ぐ)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

ーピ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，商品・サービス競争力を維持・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婆素を

考える上で，改めて旬、L、高品，いいサービスは何かj

とし、う基本約な!習いに立ち帰って検討する。

旬、し、商品J • rし、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裏打ち

され，ストーワーやメッセージをもって「可視化」・「物

語化Jすることにより，購入者に「感動」 ・ 「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。作り手

の f感性j に由来するこだわりやスピリットが，ものや

サーどスに息づき購入者に語り始める時，つまりは fも

の語り」として購入者の f感性」に訴え，感動・共感・

共鳴を得た持，そこに特別の経済価値が生まれる。

そこで感性側齢崎イニシアテイプJにおいて3 経

済産業省、は，購買者の f感性JIこ働きかけ共感・感動を

得ることで，顕在化する商品・サービス¢価値を高める

重要な要素を r感性価値j として着呂した。

名E王の技と歴史がココロをつかみ，素材・技のライン

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。しかし，優れた技術力や庄の技を

持ちながらE その価値を十分に伝えきれずに，本来の対

価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 I感性価値Jの高しオ主宅を見

出し，新たな需要を掘り起こすという努力，ハウスピノレ

ダーの患い・メッセージを伝えるという努力が今後謎々

求められる。

r!樹生価値」が高い住宅が我々の腐りに増えていくこ

とは，その周辺の生活者の「感性j に響き，品、の毅かさ

に資献するものであり，成熟経済においては r感性価

値J中心の発想によるすまいづくりや隣連サーピスの挺

供こそが，新しい住宅需要を喚起する力を持つ。

「感持価値j の実現には，住宅供給者と住宅購入者が

お互いに響き合い共肉で作り上げる f共意むが重要であ

る。 r共感J • r共意IJJの連鎖反応が，新たなビジネス

チャンス・新しいヒ、ジネスモデルを生みだし，建設事需要

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 i感性{面倒Ji査JI土，地域経済も含めた

j習内の潜在的な住宅需要発憾や. t!t界住宅市場にも伝婚

しうる可能性を存している。

住宅ilE業は i感性JIこ訴える点でl土s 大きなアドハ

ンテージを持っている。 rこの外観i土素婿らしし、J• rこ

の部屋の感じがし、し、」 ・ fなぜか落ち着く雰函気だjな

どといったお客様の素直な言葉は，まさに f感性価値」

を生んだものである。 r感松」を販売に繋げ， f l験生J

を企業戦略に組み込む動きも見られるようになった。

では，具体的に，生活者(鶏入者)のどんな f様性」に

どのように訴えかけていくか，ということである。それは，

まず生活者(購入者)の五感と愛若心に3毒づく r j主ましリ

への品質のこだわりをしっかり犯援することである。 f住

まL、Jを通して，生活者世溝入者)に愛情・愛着・愛矯を

生み出し r顧客価値j を創出することである。

そのーつのアプローチとして，生活者(鱗入者)の趣

味趣向に合わせた「参加型・育成型の家づくり j を提案

する。生活者(購入者)の今までの体験を踏まえ，未知

の空間・未知の体験によって，生活者(購入者)の五惑

を刺激する。それからs 生活者(購入者)を家づくりの

プロセスに参加させることによって，我が家への愛替を

深めるきっかけをつくる。そして，我が家に愛着をもっ

た生活者(購入者)に，建築後のメンテナンスやDIY

の楽しみを説きながら， ii主まし、」と「暮らしj の中に

より自分らしさを育てていく。

そういった生活者(購入者)との対話を通じて作り

手j と「住まい手」との「物語」を創ることによって，生

活者ぼ蕃入者)の五感を刺激して，その f物語j の登場人

物・大道具・小道具・諮り部iこ対する愛着を創造する。

現在は情報過多で成熟した生活者(購入者)に，ハー

ドのスベックをいくら説明しでも輿味をもっ気持ちは生

まれてこない。そこで， r j半り手Jの「住ましりづくり

への思いや素材生漆者・職人のこだわりを「物語Jで強

く訴えてし、く。

新建材の家よりも吟味した素材を腕利きの職人が総み

上げる「住まいj の方が r顧客価値(感動価値)J I立

大きい。
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3.住教書委員会からのコメント





3. 住教育委員会からのコメント

*各実践報告・論丈について住教育委員会y'討論したものをコメントとして掲載しますロ従って，コメントは各実践報告目論文そのも

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。

* ( ) I土本文掲載ベージ。著者名は第 l著者のみ。

地域の学校支援学校の地域賞獄~食文化・伝統文化，舌

動をとおした地域との連携・共生~

三角幸三(3)

笛条書きの記述で、文主主になっていなし、点に論述が弱

いが、考え方に光るものがある。とにかくエネルギッシ

ュな学校と地域の様子が松わる。わかるからできるへ、

活動から活躍へなど随所に輝く言葉がいい。論文として

盛り込み過ぎでまとめるとしづ形式に難点があろうが、

一つ一つがこの報告の…つになるぐらいであり、活動も

豊富;なこんな学校と地域の姿の存在を知ることは希望に

もつながる。

農村都市交流型修学旅行において子どもがまちとの関わ

りを深める取り絡み

鈴木邦明(宮)

伺傑の取り組み自体はすでにかなり広がりをみせてい

るが2 作文など子どもの生の言葉を丁寧に拾い上げ，検

討すること亡、 2泊3日程度の短い体験でも》自分の住

む街と大きく異なる農村lこ泊まり p 農作業をし，夜に人々

とふれあうことから子どもが得るものが如何に大きし、か

を改めて実感させてくれる貴重な論考である。アンケー

ト結果も興味深く，そのねらいや結果の持つ意味につい

て，さらに突っ込んだ議論を開きたいと感じた。

食育ブ悶グラムがはぐくむ住まい手・っくり手

線本第二(13) 

食を通して他校との交流学習の可能性と学校の授業づ

くりへの示唆に富む論文である。子どもたちが、環境の

異なる小学校との食の交流を通して、自分たちの地域の

特産物や地域の特性を見直すことができ、子どもたちの

地域学習の広がりを示している。地域づくりの担い手っ

くりの視点を言及してほしい。学習指、導要領が改訂され、

持続可能な地域づくり視点が学校教育に入ってきている

ので今後の展関も期待したい。

未来の都市をデザインする小学校密工実践プログラムか

る?伝えるといった子どもの学習過程のツボを的確に押

さえての取り組み Pあり，学びの深まりは 5年生として

はかなりの水準に達している。若さとフットワ}クの緩

やかさが存分に感じられ，躍動的な実践主主開となってい

るが，同時に局部iこ熟慮され，丁寧に仕立て上げられて

いる点は，数あるワークショップの中でも特筆に値する

と言えよう。今後のさらなる深化に期待したい。

地域性を王監解するための創作絵本の作成とそれを用いた

伎教育

関本真理香(25)

「つくること JI伝えることjによって地域への理解と

愛着を深める伎教育のひとつの手法を提起している。大

学生が地域絵本を創作し、小学生に読み閣かせをして絵

本に託した忠、いを伝えるプロセスは、創造・発信型の学

びと言えるだろう。ただ、小学校での読み間かせの実践

が主として受信型の内容理解の視点で論じられている点

に、物足りなさを感じる。どうしたら f読み聞かせJか

ら小学生の子どもたちの主体的な活動へと発良させてい

けるか、さらなる研究活動に期待しているの

デザインコンテストによる住まい・まちづくり学習 小

学生へ 20年後のまちづくりのための人づくりー建築士

会・継続型地域賞献活動によるまちづくり

策定明 (31)

2001年に始まった小学生対象のまちづくりデザイ

ンコンテストが、年を追う録に参加者を増やし、家庭・

学校を巻き込み、拡大し続ける展開は見事である。子ど

もたちの徒案を受け止め、どう活かしていくか、実現化

しているゴミステーションのような実践を積み上げてい

くことが今後の課題であろう。そのためには、専門家集

問が子どもたちへのまちづくりへの意識態発に終わらず

に、本来のまちづくりに賞獄するためには何が必要で、

何が諜題かとし、う論述があると一般化への視点が明確に

なるであろう。

らの考察一学校教育におけるワ…ヴショッブの可能性に 地図を重ねて都市の歴史的安隠形成苦学ぶ中学校選択社

ついて(1)一 会科実践プログラムからの考繁一学校教膏におけるワー

根岸博之(19) ウショップの可能性について (2)ー

豊かな体験を中核に擬えながら】学ぶ，考える，つく 根岸博之 (37)
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中学生を対象に展開されたf場所の意味」を読み解くプ

ロセスを通して学ぶ社会選択科目の実践から考察してい

る論文である。中学校では図難が伴う学校との連携への

課題を論述に加えていただければ、今後の伺様の取り組

みに対する示唆を与えることになるので、今後の継続の

実践を期待したい。

住まいへのパッシブデザインの普及をヨ指した環境教育

の手法と教材繍発に総する研究一高校生を対象とした環

境コンベティションの成果に基づいてー

村松奈美(43)

コンペ形式によるパッシブデザインへの発怨と具体的

な形にしていくことにより創造性を発揮させ、学んでい

くという実銭ぞある。コンベ形式による応募作品の分析

の有効性の校拠と、金扇からの応募であるから環境教育

に有効であるという結論づけるには説得役が不十分であ

るので、地域性との関連の分析やどのような学習過程を

経てきているかなどの分析があるとよいであろう。

高等学校における地域と連携した学習勾~金沢駅書官選ザ

商癌街紹介パンフレツト作成を通して嘉校生の地域理解

と他者理解を深めることを芭約とした事例司

河岸美穂(47)

地域環境を知らない、地域と関わることの少ない高校

生が、商底街の紹介ノ〈ンブレットの作成を過して地域玉理

解とコミュニケーション能力を身に付けていく方法とし

て面白い活動である。生徒の感想には「人の温かさJIや

さしさj といった人との関わりが多く語られ、人との直

のふれあいが地域を身近に感じさせ、好きにさせること

を示唆している。ただ、表題にあるような f地域と連携

した学習jにしていくためには、商底衝にとってi高校生

の活動がどのような意味を持ち、成楽がどうであったか

を、商活街の立場に立って確認していくことが必要であ

ろう。

農業高校の専門学習を活滋した町づくりー食膏ミュ ジ

角本邦久(59)

伝統的建築の実測調査実習の報傍である。質料図、作

用図、形相図、践的函の 4要素がまちづくりに必要と鰐

うているのであるから、単なる計測の報告に終わらない

ように、読み手lこ訴えるべきこと、歴史的保符建築物と

の接点の論述があると、実演j調玉まのJ意義への理角平均〉深ま

るであろう。

まちの木業(こだま)が結ぶ地域社会とアーツ

河合網生 (63)

地域lこ息っく築70年の民家を活F隠したミュージアムを

舞台lこ、専門性の異なる方々の地域交流事業が農務され

ており、議動感あふれるユニークな実践報告である。ま

ちの嫁力的なポイント「まちのつぼjや「まちの木建j

を見つけたり、八幡堀iこ fかっばJを探して、まちとの

関わりを歴史や環境の視点から見つめ夜すワ}クショッ

プの仕掛けが巧みである。こうした出会いの場づくりを

どのように社会システムと連動させていくか、例えば学

校のカリキュラムへの取り組みなど可能性を検討する視

点からの論述があるとさらによいであろう。

伎教育の“ついで教育"の可能性についてm 子ども会活動

を逸した住教育の可能性を通して考える

薬袋奈美子(69)

{主教育とは多くの知識や経験に基づき，総合的IIつ多

様な機会をとらえての取り組みが必要との課題意識で言語

が展開されているが rついでJという斬新な発怒を導入

することにより，それらが議苦しいものとなることを絶

妙に回避してし、る点が興味深い。ただj 子ども会という

社会教育活動がシチズンシップを育むということ自体は

伝統的な社会教育の範礁でも十分に議論可能であり 2 住

教育ならではの;意味合し、や視座の明確化が今後に期待さ

れよう。

子どもとまちの有機的な関わり 「たて・よこ・ななめ、

過去~未来Jプロジェクト一千代隠における 8年間の箸

カルや特産品開発を活かした地域活性化に取り組んで… 者の子ヤレンジー

成津久美 (53)

前回に続き、またパワフノレな活動の報告。食育ミュぃ

ジカノレの制作で子どもの野菜嫌いを少なくしたいという

発想も面白い。楽しい表現活動や地域産材を生かした和

菓子開発など、高校生のめざましい活動報告で活者の感

性と理性のバランスの育みの成果が息づいている。その

食育から特産品開発への展開と農業高校の可能性を開く

教育方法を紹介した優れた報告である。

歴史的保存建築物の実現f調査~保存建屋の構法調査とそ

の温熱環境の測定~

E重野誠(75)

大学生のグノレープが中心の地域活動は昔から多くある

が、多彩な活動内容と連携の広がりの豊かさにおいて目

を見張るものがある。子ども墓地が取り壊しになったら、

トラックの移動基地を怠いつく柔軟さと行動力。都心地

区における子どもとまちをつなく活動8年の評価におい

て、拐民、手と豊かな心の脊みを通して、 r子どもの笑顔の

森」づくりの必要性と可能性を方向づけている。
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四世代遊び場マップができるまで-2005-2008年まで 留学生と外閤ルーツの子どものための居住文化体験プロ

4年間の遊びとまち研究会の軌跡ー グラムの実践ー肢史系博物館を活用した体験型住まい学

吉永真理(79) 習ー

新しい遊ひかの出現、 DS鬼ごっこには、戸惑いを感じる

が、遊びと遊び場を巡る活動が様々な世代の人や地域を

繋ぎ、他の活動と繋がり、地域に愛着をもっ子どもたち

を育てている実践報告である。五部:代遊び場マップづく

りにも継続されていくと期待できるが、教育的な視点か

らの論述により進化する姿が見えてくるであろう。

議山村での木による実寸大「ものづくりJのき建設効果「木

匠塾jが建築 環境系専攻の大学生と地域に与えた影響

その 2一川上村木医塾Z事業生の活動を事俄としてー

戸田都生勇 (83)

既報の続編で、木既製という建築系学生の農山村での

碓尽智子(99)

歴史系博物館を活用して日本の伝統的な居住文化を伝

える体験プ口グラムをつくり、対象を変えて試行してい

るところが興味深い。今回は、 E本に募らす外国人の子

どもと保護者、外国人留学生を対象に、体験プログラム

を開発し、実践している。魅力的なプログラムであるが、

今の日本の子どもの生活にも麟染みのない生活道具や注

文化を外読書人の子どもや留学生が体験することの意味や、

Iffi白かったJI勉強になったJrもっと体験したしリと

いう言葉の背後にある、参加者の得た成果についてもう

少し異体的に言及してほしかった。

暮らしとものづくりを学ぶ、有意義な活動の報告である。 生活行為と地域活動の関係に衡する研究ー参加態度とし

ものづくり実践の効果分析が有効な知見を与えている。 ての r~~名腎匿名j に靖国した活動傾向

単なる肉体労働という体験に終わらせることなく、プロ 松木雄介(103)

セスを過して反省、的実践者として取り総み、マネジメン 参加の活動を市出・陵名JIこ着限し、祭りなどの気

トの重要性も指撫していることなどを高く評価したい。 較に参加できる匿名性のある組織活動によって参加の度

学生市民団体による「地域の庭j づくりー滋賀県草津市

における廃JII敷の有効活用一

加綴拓(89)

学生市民凶体というアイデアl工大学と地域連携などが

進められている表れとしてたいへん興味深い。さらに他

大学にも広まってほしい動きである。言葉の名付け方に

よって伝わるメッセージが変わってくるからである。中

身としては学生が地域の庭づくりにとりくむ'ことは筑波

大や千葉大など他でもいくつかみられる。ポケットパー

ク隠様、最初の取り組みとして適したものであるが実際

はいろいろな苦労も伴うもの Pあろう。そういう図難を

学生がどのように克綴するかも住まい・まち学習の課題。

もう少し時間の経練を含めてコミュニティガーデンの成

長をみたい。

地域を考える学習プログラムーさがまちブレ コンソー

シアム大学でのグリーンマップを活用した実践ー

梶山純(93)

グリーンマップを体験的に学んだ大学生が，次には小

学生に伝えつつ?共に学びを創造するという手法に新し

さがあり》実に興味深い。わけでも，小学生によって視

点が揺さぶられる大学生の姿が，素朴ではあるが鮮やか

に拙かれている点が出色で，教えることは学ぶことであ

るという真理が具体的な顕れを通して説得的に諮られて

いる。取り総み自体iこはまだ未成熟な部分も多いが，持

ち前のフレッシュさに好感が持てる論考である。

163 -

合を促すことは燭縁約参加論に通じる。記名、匿名性の

区分で、住戸j萄辺の清掃や濫綴が援名なのかというのが

よくわからず、もう少し論証に精綾さがあるとよかった。

主主きものと一緒の緩み家:命の教育 z きたなか林間学校

一暮らしそのものを教材化毘約は人格形成・手段は環境

教省一

後藤道雄(109)

人の住吉方の最高の価値を探り当てるための f棲み君主」

体験と環境教脊の，奇跡的とも言える出会いを鮮やかに

綴ったりアノレ・ドキュメント。 10年続けてきて「まだこ

んなのがあったのか」というのが委員全員の素直な感想

であった。筋だったコトの運びと行間ににじむ感動が読

み手の心をふるわせる報告ぜある。静i是置が持つ真実性に

も仰とも深みがあり，主題自体が f生存Jと「生1苦j の

違いを単刀痕入に浮き彫りにしている。

まち驚てとしての伎職まちづくりの可能性- rまちづく

り伎職フォーラム」ー

長開業彦 (115)

仏教が地域の諸活動の中に浸透する持、「まちの文化

としての仏教j や r生命的自然の文化」に参加している

とし、う意識を育む可能性を間足題提起している新機軸のテ

ーマである。明示的知識を慕にした「まちづくり住職フ

ォーラムj と、暗黙知の学びあいとしての fゆめ緩音ア

ジアフェスティパルj をとりあげつつ、住職まちづくり

は「まちの文化」や「スピリチュアノレj な役割の再創造

として期待される。今後の展関が楽しみである。
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1噂多区冷泉町における地域協働製まちなみ演出…のれん

プロジェウトとばんがさブロジェウト…

田上健一 (121) 

大学・地域住民・行政の協働による実験約景観づくり。

藍染めののれん、赤いばんがさという視覚に訴えるツー

ノレの効果を生かしてまちなみをi貸出していくプロジェク

トが面白い。のれんの口コマークをデザインする過程で

地域の歴史やエピソードにふれて地域環解につながった

り、「ばんこjの設置によって訪れる人との交流が生まれ

る経緯は興味深い。 5カ年計爾ということなので、{主主

い・まち学習としての成果をおさえ、継続して活動に取

り組んでいける地域住民を育てることが課題となるだろ

フ。

まちづく切の活動初動期における協働の仕緩みに関する

研究ー住民・大学・専門家・行政によるポケットパーク

づくりの訟行ー

野j畢明美(127)

規模が大きなまちづくりの活動初動燃としてポケット

パークづくりを例に住民と行政そして大学や専門家の協

働として展開することは、これまでの我が匿のまちづく

りにもみられたことであり、それを検証する有意義な論

文・報告であるが、住まい・まち学習として仰を得たか

という点に論及があるとよりよかった。
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福泊弘(133)

自治体職員労働組合がよびかけ商庖街と協働して空き

庖舗を活用した市民交流スベF スを照設するという前代

未僚のケース。みつや交流亭自体、子どもも遊び、高齢

者も集まる不思議な場であり、民間・行政等の多様な主

体による多様なテぃマを解きほぐす fプラットフォーム」

の可能性への言及。職員厚遇照題からの労働組合の大き

な変箪である。総合自身がこのようにまち学習を展開し

ている記録の読み物としても面白い。他都市の労組も見

習って問機の動きが出てくるとよい。

くり活動の中に，紡災時のネットワークづくりと主体的

な市民育てを見込めることが説得的に語られており，実

践の継続とさらなる拡充が今後に期待される。

雲関における緩氷遜りを活かした冨Tづくりの手法~越後

高mを中心に~

菅原邦生(143)

上越市の経木通りのまちづくりを他の2都市の事例比

較をしつつ考察している。本報告・言語文集の基本的特徴

と関連する f学習j的視点、が不足している。とともに、

雄木通りを活かしたまちづくりの先行かっ優れた論文と

して、北B事態司氏のものを見落としていることは残念で

ある。氏の研究考察には市民のまちへのかかわりの意識

への着限やまち学習的視点がこもっている。

雪の城下町・越後高到の罰T家の平面構成と造り込み式経

木の構造ω 江戸織の殴iID史料の検討を中心に

菅原邦生(147)

町家の平面構成と造り込み式JllIi;jての本考祭i土、建築史

的なアプ口一チである。テーマは変えてし、るものの、伎

まいまちづくり学習としての意味が十分に伝わってこな

し、。

雪の城下町・越後嘉隠の武家康数と残された武家地景観

について

普B事邦生 (151)

越後高田の武家主童数と武家地景観を専門的に分析した

論文であるが、住まい・まち学習としての帰絡がみられ

ない。「雪の城下町j とし、う名称や随所の表現に筆者のこ

の地域への愛着が漂うが、それをどのように普及啓発し

ていくか、その仕働けを考えることが住まい・まち学習

の課題なのであろう。

f感性」に訴える住まい

木村正彦(155)

経済産業省が提案する「感性価値創造イニシアテイブj

に依拠しながらも，独自な視点から，また非常に兵体的，

実際約に従来の「高性能Jf高品質jを超えた「感壮価篠」

iこ訴える住まいづくりを検討した論考である。多面的な

視点からの議論がなされており s 大いに参考になるが，

多機な活動を通した絡巣防災のまちづくり一秋偲県能 反面やや論旨が散漫になっている宣告もないではない。今

代市における取り絡みと諜畿一 後は，この中から鋭角的な研究主題を定立し，実証的研

渡辺千明(139) 究も含めてさらなる検討の深化を期待したい。

取り立てて防災のためと掲げなくとも 3 日常生活での

地域の人間関係づくりが災害時には必ず役立つというコ

ロンブスの卵的な思考を f結果紡災のまちづくり」と名

付け，それに基づいた堅実な実践の事例検討を過して，

この構想、の妥当性を検証した論考。平素の多様なまちづ
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4. 発表・討論

一第 10白「住まい腎まち学習j実践報告・論文発表会記録





4.発表・討論第 10図「住まい・まち学習J実践報告・論文発表会記録

*発表内容は本文{本文掲載ベ ジ参照)と併せてご覧下さい。

第 10毘「住まい・まち学習j実践報告・論文発表会

日時 2009年2汚21日

会場建築会館会議実(港区芝)

1. 趣旨説明

奈須正裕[上智大学;

2. 発表

(1)地域の学校支媛 学校の地域貢献一一食文化伝統文化活動をとおした地域との連携共生

三角幸三[字城市立小川小学校}

(2)未来の都市をデザインする小学校図工実銭プログラムからの考察

一母校教育におけるワークショッブの可能生について (1)

地図を重ねて都市の康史的空間形成を学ぶ 中学校選択社会科実践プログラムからの考察

学校教育におけるワークショッブの可能生について (2)

4長岸f専之[法政大学大学説]

(3)農業高校の専河学習を活用した罰Tづくり一一食育ミュ ジカルや特産品関発を活かした地域活性化に取り緩んで

成津久美、江本 男、粛藤聖、角田ゆか、渡部さやか{山形県立重量喝農業高等学校]

(4)子どもとまちの有機約な関わり「たてよこな企め、過去~米来jプロジェクト

千代田における 8年間の若者のチャレンン

星野諭 [NPO法人コドモワカモノまち ing]

(5)まち育てとしての住職まちづくりの可能生一一まちづくり住職フォーラム

長関素彦[ソ シャルプロデユースネット]

(6)高庖街空き庖舗を活用した市畏交流スペースの開設 商庖昔振興組合と自治体労働組合との協働による取り組み

福田弘[大阪市職員労蝿組合政策局]

(7) まちの木霊(こだま)が結ぶ地域社会とアーツ…ーボーダレスアートミュージアム NO祉への地域交流事業を通して

i'J合婦生[ランドスケープデザインアトリエ風]

(8)生きものと一緒の棲み家命の教育・きたなか林間学校

一一暮らしそのものを教材化 目的は人格形成手段は環境教育

後藤道雄 [NPO法人おきなわ環境熟]

3. 全体認鎗

潟会木下勇[千葉大学] 奈須j工裕{上智大学]

FG 町田万里子[大学非常勤講師} 木下勇

4. まとめ

延藤安弘[愛知産業大学大学焼/NPO法人まちの縁郷育くみ隊1
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趣旨説明

奈須工E裕{上智大学]

皆さんこんにちは。この発表会は今年で 10沼巨を迎

えます。今回で一段落ということにな呼ますが、本日も

素靖らしい発表を 8本隠くことができるということで、

楽しみにしております。

私は昨年まで林野庁で「山村再生事業」の取組みをし

ておりました。かつて林業は非常に盛んでしたが、高度

経済成長務以降衰退し、今では、林野面積は日本の密積

の 50%を占めるにもかかわらず、林業人口は 3%です。

ただ、普と比べて林業の状況は変わってきています。

アジアの経済が活性化する在かで木材需要が高まってお

り、外材の値段が上がっているのです。ですから、国内

材もそれに見合うような価格で奴売できる競争力を持ヮ

ようになってきました。切り出せば、十分産業として成

り立ちます。

また、木材はエネルギー資源としても注目されてき

ています。技術革新が進んで経済的にも立ち行くように

なってきていますし、何よりも、木は循環資淑ですから、

石油のように採ってしまえば終わりというものではあり

ません。日本のエネルギ一戦絡を考えたときに、木材資

源の可能性は非常に大きいのです。環境保全の観在から

も、 f森が1];ぬと海が死ぬjと言われているほど、重要

な産業です。そんなこともあり、もう 度林業を立て度

そうということで、林野庁が「山村再生」を行い、そこ

に私も参加したわけです。

しかし、ここでひとつ大きな問題が出てきました。土

地の人に話を開いてみると、新しい林業に関わる事業を

起こして成功したとしても、いいのは 20年だと言うの

です。この村にはもう子どもカ丸、ない、人カ九、なく f):っ

てコミュニティーが崩壊してしまえば終わりなのだと言

うのです r先行きの見えないことに向かつてカを出す

元気は、人間にはないものですjと言われて、なるほと

なと思いました。

高度経済成長以来、経済や産業に向かっていろいろな

ものが動き出しました。私は教育熔の人間ですが、ここ

でも、経済や産業に資する人材を脊てる方向に進んでき

たのかもしれませんO それが先ほどのような状況を生ん

でいる。コミュニティーがないと、地域がないと、産業

があっても人々は生きていけないのです。住まうこと、

まちに根差すこと、そのなかで学び成長するということ

を考えてこ在かったツケが、いま恒!ってきているのだな

と感じています。

しかし、いまからでも遥くはありません。私自身も、

文部科学省で総合的な学轡の指導要項をつくってきまし

た。暮らすこと、生きること、村を捨てる学力ではととく、

村を育てる学力、村;こ生きる学力が大事なのです。この

ことは、もう何十年も前から言われてきたことで、文部

政策もこのような方向に舵を切ってきています。そして

いま、間に合うかどうかのギリギリの瀬戸際なのだろう

と思います。そんなj状況のなかで、住まい、まち、その

学習、教育ということを主題に、この発表会は 10年間

やってきました。

今闘でいちおうの区切りとなりますが、今後も引き

続き、この3重要な問題について、皆さんと一緒に考え抜

いていかなければならないと思っています。今日もひと

つの一里塚になることを願って、 8本の研究発表左討論

に期待しています。今日は一日よろしくお願いいたし

ます。
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地域の学校支援 学校の地域業献

一一食文化イAi統文化活動をとおした地域との連携共生

三角幸三[宇城市立小I11小学校]

pp.3-8 

小川小学校校長の三角と申します。私は長く行政の方

におりまして、学校現場はそう長くありません。学校の

校長の仕事よりも、地域のネットワークづくりの方カミ得

意です。本日の発表も、NPO支援、商庖街の地域活性化、

食の自給自足の問題、文部科学省の f学びあい、支えあ

いj事業、学校支援地域本部事業など、いろんな方向に

話が飛びますが、どうぞよろしくお願いいたします。

きて、字城市は九州のちょうど真ん中にあります。鎌

倉時代の御家人、竹崎末長の生まれ故郷です。本校は、

テストの成績上りも、対話と体験を還して、子どもたち

の学カと地域を愛する気持ちを背てることに重点を鐙い

ています。自分の地域を調べることによって地域を愛す

る子どもたちをつくっていく、地産地消の考え方を大事

にしています。

学校のなかでの勉強だけではなくて、地域に子どもた

ちが出掛けて行って、地域全体をキャンパスにできれば

と思っています。子どもたちに育てたい力は、社会性、

感性、倫理性、行動力、実践カ、知性、理性です。これ

は、子どもたちの対話や体験活動のなかで生まれてくる

のではないかと患っています。

.:.織機につながる活酪

活動を実際に動かしているのは学校ではなく、小川i街

づくり委員会という組織です。学校はまちのために支援

する、地域は学校を支援するという双方向性になってい

ます。小I11まちづくり委員会は、学校を支援するためだ

けの組織ではありません。ですから、商庖街活性化に対

しでも、子どもたちが活躍をします。それを総合的な学

習の時間でどう授業の中に組み込むかということが、私

たちの仕事です。

縦や横との交流も行っています。縦の交流としては、

6年生が熊本大学と商1苫街活性化に演しての共同研究を

行っています。地域への提言替も作りました。横との交

流としては、 NPO、地域団体、商工会からも支援して

いただいていますので、お返しに子どもたちが活躍をし

ます。それが商活指の方々に喜ばれています。
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や活動車日曜

総合的な学習の時聞を{吏って、子どもたちはいろいろ

の調査をしたり、活動の準備を行います。

11月には、コスモス祭という中詞発表会を行ってい

ます。子どもたちが地域の人たちを招いて「こんととこと

をやりたしりということを提言します。地域は、それに

応えてくれます。 3月1尽には最終発表があります。そ

の日は子どもたちが商庖街でキャリア教脊として穏売を

します。 ZEきr.s鎌のシャッターも全部開きます。去年は

1時務半で 30万内を売り上げました。それから、地産

地法の弁当を 120食ぐらい販売します。半分押し売り

に近いのですが、売り切れました。

環境学智の一環として、クヌギの育滋とカブトムシ

小鹿もっくりました。学校を支援していただいている

NPO さんにサボ}卜してもらっています。

食品メーカーの CSR活動として、食脊を行っていま

す。ここで栽培された野菜はすべて給食にな乃ます。ro
Oさんが{下ったピーマンです」などと放送することで、

子どもたちは喜んで食べます。

カルチャ…教室といヮて、地域は公民館活動として、

学校はクラブ活動として、 緒に在ってやる授業もあり

ます。両方ともにメリットがある事業です。

それぞれの地域で行われる地域オリジナルの取組みと

して、公民館と連携した寺子震活動というものもありま

す。年にう個ぐらい行っています。地域の方々との交流

プログラムです。

職場体験も行っています。学校はキャリア教育の場

として、地域は蕗!首街活性化の場として取り組んでいま

す。ギプアンドテイクの薦係です。オープンの記念

式典では、子どもたちがつくったオリジナルメニューも

並びます。うちは白玉粉、しょうが、 トマトの産地なの

で、それらを工夫したメニューが中心です。

溺庖を子どもの視点で紹介したマップもつくっていま

す。商品を説明するよりも、そこの商腐主の傷性を紹介

しているので、関白いです。

先ほども話しましたが、大学生との共問研究もやって

います。

大学生や地域の人々には、初市で披望書するソーラン

節の練習のサボートもしてもらっています。夏休みに、
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ずっと教えてくれます。

百五}苫街のZ自主席鍍に子どもたちが寝泊りをして、近所

でお風呂をもらう、「通学合宿;という取鐙みも行って

いますc 高15街のおじちゃん、おばちゃんたち、地域の

方々がサポートしています。そして、そのお返しに、「全

国うまいもん市jというイベントをしています。全国か

らインタ ネットで取り寄せた商品を販売するという仕

組みです。半日で 25万円ほどを売り上げました。これ

も押売りに近いのですが、地域の人たちは「負けちゃお

られんJという気になるそうです。

ノト111っ子食堂では、地産地消、自分の土地の特産品を

使って子どもたちがメニューをつくります。古民家があ

るのですが、そこの女性団体の人たちと司緒になって、

120食ぐらい売り上げます。 1食 500円です。

高校生と 綴になって、まちを歩き、ユニパ…サルデ

ザインの調査もしています。

夏まつりには、子どもたちが出し物をします。

学校支援ボランテイアでは、生活リスムの向上という

ことで、早寝早起き、朝ど叙を食べるということをやっ

ています。

授業支援ボランテイアでは、老人会、食改善グループ

の人たち、いろいろな人たちに学校に来ていただいて、

応援をしてもらっています。

学校の壁面を地域に開放して、年に 6回ぐらい絵画

写真個展を開いています。子どもたちも見学しますし、

地域の人たちもよく来てくれます。子どもたちが描いた

人にメッセージを送ったり、テー?を当てたり、ワーク

ショッブをしたり、そういうことをゲーム感覚でやりま

す。どんなにいい絵でも、 2年、 3年昔前ってあると、子

どもたちは見なくなります。でも、地域のおじいちゃん、

おばあちゃんの絵は、作者を知っていることと、 2カ月

ぐらいで変わるので、子どもたちはすごく興味深〈見て

くれます。

NPOとの環境学t号、小111タワーンプロジェクトとい

う活動もしています。

農林水産省の「豊かな体験活動推進事業jでは、監か

ら350万円いただいて、3泊4日で宿泊体験をしました。

そのほか、伝統文化の交流、宿泊の体験、酪農体験も

しています。

('WIN.WINの取組みを

これらの取組みでは、子どもたちにも地域にも、お互

いに効果があって、お互いカま負担に():らない。子どもた

ちが地域で活躍することによって地域の人たちにも喜ん

でもらう。地域の人たちが学校に来てくださることで学

校の授業の中身が向上する。お互いに WI礼WINの凋

係にあるのではないかと恩っています。

活動を行うにあたっての周りとの連携の方法として、

3つの段階を考えています。 lつ自に、学校を支援して

もらう方法、 2ワ自に、業務の 部を共有する方法、 3

つ目に、活動のためのプロジェクトチームをつくって支

援してもらう、ワまりコラボレーションするという方法。

この 3つの段階を学校のほうでは設定しています。発表

は以上ぜす。ありがとうございました。

知性

;遼伎

山 168吋

社企i生
共生

行抽

人照関高力曹成構想図

中開発表「コスモス祭j
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未来の都市をデザインする小学校図工実践フ。ログラムからの考察
学校教育におけるワークショッフoの可能性について(1)

地図を重ねて都市の歴史的空間形成を学ぶ

中学校選択社会科実践フ。ログラムからの考察
学校教育におけるワークショッフ。の可能性について(2)

根岸博之{法政大学大学焼]

pp，19-24，37-42 

令上野中学校でのワ-1)ショッブ一一勉強から説品解く

思本建築学会のなかに、子ども教脊事業委員会が主催

している「裁と子の都市と建築講座」という活動があり

ます。ここでは、子どもたちを対象に、建築や都市をテ}

?にしたワークショップを行ヮています。そこが主催と

なって、上野中学校でワークショップを行うことになり

ました。これは中学校の f選択社会」という授業のをか

す、 2008年の 2丹、 3月に 7図行いました。

どんなことをやったかと言いますと、まず、 B本の波

史を知るということで、地区iを扱ったワークショッブを

やりました。上野中学校の校軟には、上野の地形や場所

がたくさん出てきます。そこぜ、まず l回目は、校歌で

歌われているところを地図に起こし告がら、上野という

のはどんな場所なのかを把握してもらいました。

続いて、縄文時代、江戸時代、明治待代、昭和の戦前、

戦後、現代の地阪をトレーシングペーパーに印刷したも

のを用意しました。現在の地図に江戸時代の地図を重ね

ると、空売っているもの、なくなっているものカミすぐにわ

かります。そうやって現代と江戸を比較して、現代に

残っているものを赤〈塗りました。次に、その赤〈塗っ

た地図と明治持代の地図を重ね、さらに一緒のところを

塗る。そうして繰り返していくと、どの時代に今の上聖子

のかたちができたのかということがわかります。

東京は、今ではピルばかり建っていて、 liL戸なんか

本当にあヮたのか」と思うのですが、実際にはどこへ

行っても江戸の藤史iJ咳サみ込まれているのです。本当は

日常的な者かにそういう歴史が埋もれているのに、誰も

それを惑じることができない。しかし、実はそうではな

くて、いま皆が歩いている道や建物が、ヨーロッパの都

市などと向じように、自主史そのものを象徴しているので

す。そのことを少しでも感じてもらえたらいいなという

ことで、こういった取組みを行いました。

つくった地図を持って、実際に上野のまちを歩いてみ

ましたc そして撲新開をつくって、実際にどこをどう歩

いて何を感じたかを発表してもらいました。

上野には寛永寺というお寺があります ρ 江戸時代に江

戸城の鬼門の位置に置かれました。上野自体がもともと

山のようになっていたので、東の比叡Lliということで東

叡山と呼ばれていました。不忍池l土主主管湖を模してつく

-169品

られました。そしてその横には、京都の潜水の舞台を模

した清水観音堂があります。このように、上野は、実は

巧みに言十幽された都市なのです。

それが明治時代になると、文化都市として博物館、美

術館ができてきます。もともとその場所には寛永寺の本

堂に当たるものがありました。いま闇路に在っている桜

並木をずっとひっぱってくると、江戸城の天守劉にぶつ

かります。そういう軸線が残っています。このように、

お守がなくなっても、重要だったものは残L():がら使っ

ていしその時代に合った形として新しい道ゃ機能を付

け加えながら、都市というのはできていくのです。都市

というのは、いまこの瞬f習にだけあるのではなく、非常

に長い膝史のなかで、いろいろなことが積み重なりなが

らできています。そのことをわかってもらいたいという

ことでこの授業を行いました。

φ千代臨S互の富士見小学校一一まちをつくろう

次は飯田橋にある千代沼阪の富士見小学校の例です。

ここでは図工の持拐をつかって、建築をテーマに授業を

行いました。建築の醍醐味は、設計、デザインであると

怠いますが、ワくるという作業を還しながら、自分のま

ちについて考えてもらいたいと考えました。

まず、まちというものは、そもそもどういうものから

できているのか、ということをや与ました。例えば千代

田夜のまちは、散界のまちとどうして違うのか、何から

違いが出てくるのかということを、材料、道、建物、入、

歴史などの読点から、スライドで見ていきました。

それから、先ほどの上野でやったようなことをやりま

した。小学校 5年生は地図が読めません。しかし、読め

なくてもできること古ミあるのではないかということで、

縄文時代の東京会図と現代の地図、神社や六本木ヒルズ

などの有名な観光スポットをプロットした地凶を 2枚重

ねて考察しました。そうすることで、神社というのは、

産線のところにあることがわかります。つまり、縄文時

代の海岸線のところにある。日本では神社は高台につく

ることがあるのですが、このように縄文時代というずっ

と昔のものと今を重ねることで、共通項が浮かび上がっ

てくる。そういうことを感覚的にわかってもらえればと

思っています。
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現代の地図を江戸時代の地図と見比べると、地図が読

めなくてもある程度のことはわかります。もし、現代の

地図の道と江戸特代の地図の道が震なっていたら、その

道は江戸時代から続いて、今でもあるということです。

こういったことから、 r~主あんだ、東京にも、江戸待代

というものがいまでも残ってるじゃんjと感じてもらえ

ればいい告と思っています。

では、江戸というのはそもそもどうやってつくられた

のでしょうか。千代田区は、神田があって、日本橋があヮ

て、銀疫があってと、碁按詰状のまちが少しずつヲナメ

iこ配置されています。地図に補助穏を51いてあげて、こ

れらを結んでいくと、皇居、かつての江戸城に向かうよ

うにつくられている。大きなまちですが、江戸時代に徳

川家康が計画しでつくったものなのです。

私は子どもたちに、まちというのは「あるものjでは

なくて「つくるものjだという意識をどこかで持ってい

てほしいと患っています。そうすると、大人になヮたと

きに、まちは自分には関係ない、などとは怠わずに、自

分たちでつくることができるものだと怠える。これは大

げさに聞こえるかもしれませんが、大切なことだと怠っ

ています。

4、3人のグループに分かれてまちを調査し、それぞ

れがうつのテーマのなかから 1つのテー?を選び、割

り当てられた敷地にそのテー?にあたるものを設計しま

した。

自分たちが暮らしているこのまちに、水i互にどんなも

のをつくったら、このまちはよくなるか。例えば、飯田

橋の駅前は殺風景なエリアです。そこに賑わいを出すに

はどういうものをつくったらいいのか。それを模型にし

てもらいました。それも単につくるのではなくて、 100

分の lのスケールの人形をつかいながら、実際の大きさ

をイメージしながらっくりました。大学生には模型づく

りの補E坊やアドバイスをしてもらって、建築学科の大学

生が使うような材料をつかいながら、子どもたちに好き

なようにヮくらせました。

今年は 4.2mx 2.7m、Alサイズで 21枚分の大きさ

の都市模裂の中に、子どもたちの作品がすべて入りまし

た。仮懇のまちをワくるという試みはよくあると思うの

ですが、それだとリアリティがありません。ここでは、

少しでもリアワテイを追及するために、飯田橋のまちを

モデルに行いました。展覧会にも作品を置かせてもら

う予定にしています。とてもうまくできていて、大学 1

年生治宝つくったものよりうまいのではないかと患ってい

ます。

争 f建築するjことの先に見えるもの

建築とは、いろいろな宗教、思想、その時代の流行り、

習慣などあらゆるものを反映してつなげたものです。私

は、建築は人間が考えた最高芸術ではないかと怠ヮてい

ます。「建築Jというと、単に建物のことを思い浮かべ

ると思いますが、私は、いろいろなものとものとを繋い

で、その待代に一番必婆とされているものをつくりだす

ことを f建築することJと定義づけたいと患います。そ

うすると、?人と人との繋がりを建築していく」という

ことも考えられる。単に物を繋ぐのではなく、繋いだか

らには、その繋がりからもっと何かが派生していくよう

なものをつくっていかなければならないのではないか、

と守、っています。

また、「時衝を建築する」という考えもあると患いま

す。子どもから大人まで、その待問というのが一度しか

ないものであるならば、その時間を最も美しいものにし

て、設もがイ可かをそこから得られるような時間を考えて

いかなければいけないのではないでしょうか。

そして、「経験を建築する jことも考えられます。人

間というのは箇白いもので、一度経験したことはいつま

で経っても忘れません。逆iこ、経験したことのないこと

は絶対にわからない。そうだとすると、一度でもいいか

ら何かを経殺して、子どものなかに何かしらの可能性と

いうものを植え付けてあげるべきでは在いでしょうか。

その経験が後にどう成長するか主いうのは後の諮です

が、可能性のある「種Jをいくつも植えていく必要があ

ると思います。

自にJI.去をいものを建築していく、つながりを建築

していく、デザインしていく、演で考えてクリエイトし

ていくということが、これからの待代には必要になるの

ではないかと思います。さっき言ったように、種を蒔か

なければいけない。種がないのに花を咲かせようとして

も、いつまで経っても何も咲かないのです。こんな散の

中だからこそ、いまは穏を蒔く時期だと思います。次の

未来を考えて、今という待濁を考えていかなければなら

ないのではないかと思います。

よ野のm加1制 Iねとみよう

川鉱山も吋，少Yι 附刊よ;'"，'，'$，位打制~，" n ，''':_，''_t: '1
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中学校選択社会科実践プログラムカヨらの考察
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農業高校の専門学習を活用した町づくり

一一食背ミュージカルや特療品開発を活力、した地域活性化に取り組んで

成j事久美、江本一男、粛藤喜臣、角田ゆか、渡部さやか{山形熟立震鴻農業高等学校]

pp.53-58 

や畿蟻厳難高校とは

免回一一私たちは、山形県立蜜賜農業高校で、食育と地

産地消について活動を続けているメンバーです。最初

に、建甥農業潟校についてご説明します。山形県の南部

は置賜地域と呼ばれ、 1月から始まった NHK大i可ドラ

マ『天地人jの主人公である智将直江兼続で有名な米沢

藩の所領とほぼ一致します。本校がある川西町は、その

地域のほほ中心に位愛します。

本校の学習ま活動は地域との結びつきが強いという特徴

があり、地域糞獄活動を穣極的に進めています。そのよ

うななかから、子どもミュージカルによる食育普及活動

や、町民駅を中心にしたまちづくり、ワインの搾りかす

を家膏のエサにリサイクルする研究、チョウセンアカシ

ジミの保護活動など、地域活動が続いています。今日は、

食管普及活動から食育ミュージカ Jレを、町民訳を中心に

したまちづくりから特産品局発をご紹介します。

φ童宵普及活動かも~膏ミュージカル

窺藤一一食育ミュージカルがスタートした理由は、演説

部の先輩が取り組んだ『にんじんなんてどうあーいキラ

イ!Jという食育に関するミニコントが「子どもの野菜

嫌いを少なくしたJという話を開いて、劇が子どもたち

に正しい知識や行動も伝えることができることを知った

からさす。そこで、子どもミュージカルの形で「子ども

や若いお母さんに食べ物や農業に対する知識や感謝の

心を伝えられないかjと考え、第1{'Pr九、ただきます"

みつけた!J の制作に取りかかりました。スト~;)ーは、

お金儲けに夢中に在り食べ物をつくることを忘れてし

まった匿の王子様が、米粒のコメ太郎や秘密の食べ物づ

くりと出会うことで、食べ物の大切さを知っていくとい

う内容でした。私たちは、子どもが喜ぶキャラクターや

役づくりをみんなで考主、着ぐるみや衣装、大道具や小

道具なども手づくりで作成しました。台本のまとめ方の

指導は演劇部の先生にお願いし、作総は音楽の先生が快

く引き受けてくれましたが、劇中の振りイすけは自分たち

で考えました。

そして、発表の機会を得るために、出前公演の広報

活動を実路しました。初めは、潟校生の活動とあって公

演依頼は低識でしたが、 JII西町や器産町での公演をきっか

171 -

けに、 14留の公演依頼が寄せられました。公演では保

護者へのアンケートを実施し、「食宵を大切だと思うかj

の潤いに、全員の方が「怠ヮた」と回答してくれました。

自由問答械の感想も「日ごろの食生活を見直したいJと

の意見が多く、ノわさな子どもを持つお母さんに、食に対

する意識を高めてもらうことができたと怠いました。

ミュージカノレの高い詳f臨に自信を持った私たちは、今

年度も新しいミュ}ジカルを作成して活動を継続するこ

とにしました。テ}マは、「食べ物がおろそかにされて

いる地球の現状昔、速い星からやってきた留学生が向い

かける」内容で、題名は f合い言葉は?もったいない↑!j 

です。この公演も、これまで 14臨実施。先月 15、16

日には、本校産の米を給食に使っている東京都苅鹿市の

小学校3校での公演も行い、食育活動の輪が大きく広が

り始めました。さらに、私たちが感動したことは、子ど

もたちの反応がとても素直で喜んでもらえたこと。そし

て、中学生や保護者の評判も高かったことです。今後は

もっと幅広い世代にも見ていただけるのではと、自信を

深めています。アンケートでは、 f食d く物の大切さがわ

かったJr給食を残さず食べようと怠った」 γいただき

ます開の意味の深さを知ることができたJなどの声がた

くさん寄せられ、保護者ムからは、「手づくりの食事を増

やそうと思ったH子どもと食事について話をしようと

思いますJなどの声が寄せられました。

左護部さやか中静藤襲名角悶ゆか
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.:.童宵ミュージカんから憎られた成県

食干すミュージカルによる食育活動を進めることに

よって、子どもたちばかりでなく、保護者や地域の方々

にも食品の安全性や食料の自給はもちろん、人間と自

然の共生といった点まで連解してもらうことができま

した。

また、この食育活動は、農林水産省東北農政局長賞を

受賞したほか、県内外から注自を浴び、高い評価を得る

ことができました。公演依頼も数多く寄せられ、これま

での観客動員数は 4，095人を数えます。地域活性化への

貢献度も高いと感じました。新年度には、新作 γごち

そうさま"↓土秘草野のタカラ』を完成させ、サブリメント

や7アーストフードなど、本来の食の意味を見失ってし

まった現状に対して、食べ物の大切さや、楽しく食事を

する重要性を訴えていきたいと思います。

今縛璽品開鎗によるまちづくり

漉部 作年もど紹介した「可民駅を中心にしたまちづ

くり jの取総みは、地域住民と連携した数々の事業に発

展しました。特に今年度は、本校や町内農産物を活かし

た和菓子の開発に耳)(1)紐み、昨年 12月には発売を開始。

町内はもとより、県内外で関心を呼んでいます。スター

トは一件年の秋、 )11i湖町観光協会から焼き大福の預託と

特産品の開発依頼を受けた私たちは、借り受けた機械で

さまざま在アイデアを試しました。まず、皮の部分に小

麦粉や米粉、さらにきな粉を加えるなど、試行錯誤を繰

り返しながら、あんこにも、 )I[西町が売り出し中の赤い

大立を利用できないか検討してみました。絃大立は、種

皮と呼ばれる皮は赤いものの、子葉部分は白く、加工の

際、赤い色を出すのは難しいと言われています。また、

大笠独特の生臭きを取ることが課題だとも言われていま

した。私たちは、町内で創作料ト理の研究をしている菅野

まつえさんと関みさ子きんを招いて、紅大豆あんの講習奇

会を実施。この技術を習得し、改良を加えてオワジナル

あんこを完成させ、特産品づくりに活かしました。また、

地場野菜の秘伝豆を利用することや、秋には白爵南瓜を

活かすことも考?えました。

以上のアイヂアを活かした焼き大福を 3カ丹間かけ

て完成させ、定期的に街活している産宣庖 fぼ~のjや、

社会教育研修大会などで、試食とアンケートを繰り返し

ました。調査では、 f大変おいしい」と「おいしいJの屈

答が90%を超え、「どの部分がおいしいですか lの問い

には「あんこjが 80%近くもありました。

この結果に自信を深めた私たちは、本格的な特産品製

造に!向けた取組みを開始しました。 10月中旬に、町内

の菓子j苦「銘莱の錦燦jを訪ねて、特産品の委託製造に

ついて検討会を設けていただきました。社長と和菓子工

場長を交えて、焼き大福のアイヂアを活かした私たちの

和菓子を披露した結果、震農産の「はえぬき」を米粉iこ

して餅皮をつくり、本校や町内農家が栽培Lた車工大豆、

秘伝豆、自爵南瓜を原料にした三色あんこを包み込む新

作和菓子が誕生しました。さらに、紅大豆あんの風味を

活かすこと企ど、改善吉を話し合って、本校を会場に試

作品製造実習を実施。そして、ついに 12月 12日、私

たちの和菓子;みつ福jが誕生しました。 3稜類のあん

こで至福の時をいただき、 IIIJや地域に福が満たされる。

「みつ補」には、けつの福Jr満たされる福」という私た

ちの思いが詰まっています。多くの来賓やマスコミを招

いた「みワ福」の酪品発表が笑現し、大好評となって、

わずか 1選問で 2，400個が完売しました。

さらに、山形県知的財産所有権センタ…で、特許情報

活用支援アドバイザーのご指導を受け、商標出願串誇を

完了し、ブランド詣品への道が見えてきました。

£・締産品餓鎗によって得もれた成果

今年度の「えき・まち活性化プロジェクトjは、①駅

局辺のにぎやかしを自的にしたイベントエリアの紋紐

み、②市街地を本校の花壌花で鋳るボランテイアエリ

アの取組み、③駅東に動物密やフルーツパ)クを設誼

するセラピーエリアの取組み、④農工闘が体となっ

た「地産地溜」を実現する特産品開発の取組み、以上の

取組みを町内ボランテイア閏体などと連携しながら進め

てきた結果、釈を中心とした地域活性化が進んだと怠い

ます。

この取組みは、外資系生命保検会社が主催する第 12

図ボランティアスピリット賞において、全属から応募

された青生年ボランテイ 71，968事例のなかから、 2伊j

の最優秀賞のひとつとして、 f米e'Iボランティア親蕃大

使賞jを受賞することができました。専門学習を活かし

ながら、多様な地域貢献活動を継続的に展開した取組み

は、町や地域住民の皆様のご協力をいただき、高い評価

を得るとともに、来年度はトヨタ財凶からの活動支援を

受けるこ左も決定しました。

私たちは、先窺からの取組みを引き継ぎ、自治体や主主

凋毘体との連携を強めながら、 NPO法人立上げも視野

に入れ、 fえきまち{活性化プロジェクトJに取り組みた

いと患います。

角凶一一本校には地域連携活動や社会貢献活動が多く、

fこんな蕗白い学校、見たことないJとよく霞われます。

今後も、まちづくりや地域づくりを切り口に活動を続け

ていきます。
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子どもとまちの有機的な関わり

「たて・よこ・ななめ、過去~未来jプロジ、ェクト

一一千代回における 8年間の若者のチャレンジ

星野諭 [NPO法人コドモワカモノまち mg]

pp.75-78 

実は、私は 8、9年前の学生侍代にこの発表会を聞き、

「自分が今後やっていく活動はこの方向だJというのを

感じ取ヮて、この活動を立ち上げました。ですから、こ

の場は私にとっては原点です。今日はこの 8年の成果を

発表したいと患います。

や活動の背景と自的

子どもを取り巻く環境がいろいろと変化しています。

r3照(時関空間仲間)の欠如Jや経済中心の大人のまち

づくりによって、子どもとまちのかかわ9が希薄になっ

ています。日常生活のなかで、いろいろ在ヒト、モノ、

コトとのふれあいが減っていることをひしひしと感じて

います。また、まち全体iこ子どもを見守る環境がなく

なっているということも、非常に感じています。

私は新潟県の山奥で育ちました。 18歳までは薪風呂

を使っていましたし、学校帰りにはJII魚をつかんで遊ぶ

など、五感を使って自然とともに歩んできました。この

ような環境から東京に出てきたときに、子どもを取り巻

く環境の遠いに非常にショックを受けました。どうにか

しなければという思いから活動をはじめましたが、そう

いう義務感だけではなく、子どもとかかわっていると自

分も元気がもらえ、楽しくをります。今となっては、食

べ物を食べるのと向じぐらい、私にとっては、活動して

いることが日常生活の一部になっていますO

子どもにかかわる環境を子どもたちと一緒に創造し

て、笑顔のたくさんあるまちを育てたいという思いで、

大人たちへの環境づくりを行っています。これまで7年

間、任意団体でやってきましたが、 2008年に NPO法

人にしま Ltc，千代間区のいくつかの大学の学生毘体と

ネットワークをつくり、 100名ぐらいの学生たちと 緒

に活動をしています。

令活動向軍事

fまち学潔・環境デザイン学習lでは、子ども 人ひと

りが自分を取り巻く環境の課題を考え、臼ら行動する、

どんどんまちに出ていって、自分ができることは何かを

探すという活動をしています。

例えば、まちで自分の気になる人にインタピューをし

て、新開をつくって地域の人に配ったり、建替えになる
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小学校で、子どもたちが l年聞かけて自分たちの未来の

学校を考え、行政や建設会社に提案をしたり、秋葉原の

底上に婚をつくったりしました。

「子どもイベント jでは、毅子で 緒に職人体重量をし

ようということで、随員寺、いろいろなところで開催して

います。また、多世代交流ということで、 lつの音楽や

lつのテー?で三世代交流をする活動もやっています。

アートイベントとしては、銘上を封鎖して路上らくがき

大会をしたり、丸の内で行われているカウパレードに参

加したりしています。

さらに、「子どもコンテスト」を 1年に 1際開催して

いて、子どもたちが考えるアイデアを行政やまちに提案

する場をつくっています。実理告に商品化されたものもあ

ります。未来のそばコンテストでは、千代間E互の子ども

たちからそばのメニューを募集しました。神聞の老舘の

おそば屋さんに協力していただいて、実際にメニコーイと

されました。また、雪だるまフェアという 10万人ぐら

い来るイベントがあるのですが、そのキャラクターを子

どもたちが考えましたO それは今では定着しています。

子どもたちが考えたアイデアがどんどんまちに出ていっ

て、まちを元気にしていこうという活動です。

f絵本・キット本jでは、町田はる香さんと一緒に伐さ

ばけのピースくんJ主いう主主本をつくりました。まちの

脊みというのを lつのテーマ左しながら、パズルのピー

スと平和のピ…スを掛けています。一人ひとりが参留し

ていくことによって、一つひとつのピースがそれぞれ個

性のある形に変化していきながら、まち全体がつながっ

ていくという絵本です。これはインターネット上でも見

ることができますので、是非ご覧ください。また、絵本

を作る楽しさを、親子という世代を越えて、横のつなが

り、縦のつなカミりで共有しようというワークショッブを

限時掲催しています。

また、『まちテ2ザインキット本Jというものを 5年ぐ

らい前から小学校の課外学習で使っています。左側には

指令カ}ドがあって、右側には書き込む欄があって、ま

ち全体を楽しみながら、五感を使って学んだり提案でき

る、そういうきっかけづくりが入った絵本です。

それから、 f旅育プロジェクトJというものをやって

います。東京の子どもたちを中心に、身の回りにあるも
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のができる過程を体験してもらおうという試みです。い

ろいろな地域に行って、農業、林業、水産業の体験や交

流をしています。 過性の体験、交流だけではなくて、

森と水の関係を学んだり、雪国の森の中を歩きに行った

りもしていますc

神留は今、ゼルがどんどん建て替わっていますが、

2005年に l軒の長屋を借りて f子ども墓地jを運営し

ました。地域の人たちから家具や柱や漆喰の墜をもらっ

てきて、学生たちがみんなで改装して、費用 10万円で

つくりました。そして路地遊びなとをする子どもたちの

たまり場にしました。この近くには児童舘がまったく

なく、子どもたちは学校が終わると盤に行ってしまった

り、家に帰ってしまうという環境だったのです。ここで

は、日常的には路地遊びをしたり、地域の交流を行った

りしていました。

この「子ども基地」は 2年間ゃったのですが、?ンショ

ンの建替えで取り壊されてしまいました。子どもたちゃ

親からは、「次はどこでやってくれるのか」と言われて

いたのですが、立かなか次の物件が見つからない。これ

は困ったということで思い付いたのが「移動式子ども基

地」でした。待っているのではなく、まち全体を遊び場

にしようと、 1台のトラックを購入しました。その中に

廃材や絵本やオリジナルのおもちゃを搭載して、放課後

や夕方になると路上を封鎖し子どもたちの遊び場にしま

す。遊ぶだけではなく、まちの文化やまちの人たちとの

交流の場としていく。このように遊んでいると、近所の

おじさんたちがコ?の遊び方を教えてくれたり、プレイ

リーダ』の人たちがいろいろな遊びを伝承してくれたり

します。この活動は昨年度からスタートしましたO

。活動のポイント

ここで、活動のポイントを簡単に説明します。

①自的の共有 これまでいろいろな活動をやってきま

したが、何のためにやっているのかを一人ひとりが確認

しながら活動することの大切さを感じています。

②プ口セスの重視 イベントなり事業をやるときに、

プロセスがかなり面白いと感じています。そこには出会

やノウハウや知恵がある。「呑みユニケーションjとい

う言葉がありますが、この大切さを学びました。

③自分たちも楽しむ 義務感ではなく、楽しみながら

やることがポイントです。

④ノウハウの蓄積子どもや若者と 緒に活動するこ

とによって、ノウハウを次の世代と 緒に共有していく。

⑤失敗を恐れず、…を+に! どんどん社会に対して

メッセージを発信しとたがら、マイナスの部分を逆転の発

想でプラスにして活動していく。

③分野を越えたネットワークづくり 子どもを取り巻

く環境について、いろいろなジャンルの人たちと共同事

業をしていきたいと患っています。

③外への発倍。こういう発表の場を通巳て、これまで

やってきた活動をどんどん外の人たちに伝えていくこと

の大切さというものを特に最近感じています。

令活動の成巣

最後に、成果として 4つ挙げます。

①まちが子どもの居場所となる これは、単に設問と

しての殿場所ではなく、子どもたち一人ひとちが窃分の

まちに愛着を持っていくという滋味です。

②まちのコミュニティづくり 活動を過して、子ども

を通して、大人が変わるということを感じてきました。

③まちのま旦い手が宵まれる このまちが好きになった

り、将来、自分も参加していきたいという若者が生まれ

てくる。 8年前は小学生だった子どもが、今度はリ…ダー

として参加してくれるということも出てきています。

(4是まかな心を育む いろいろな人たちとのふれあいや

価値観のなかで、 一人ひとりの感性ゃ，いや社会性が育ま

れていくことが、大きな成果であると思っています。

.:.磁曹一一感動.感性.感謝の気持ちを宵む

私がこの 8年間を通していちばん大切だと患ったこ

とは、 f感脊jです。五感、六感を使って、感動、感性、

感謝の気持を脊むことこそ、いまの子どもたちにとって

必要ではないかと強く感じています。

また、タイトルに「たでよこーななめ、過去~未来」

とつけましたが、縦のつなが9、横のつながり、斜めの

つながりを持つことで、過去と今左未来がつながる、そ

ういうつながりの豊かさの再認識が必斐なのではないで

しょうか。

種を植え、脊てて、大き在木になり、花が咲き、種を

飛ばして森になっていく。このように、循環をしていく

ことが大切なのです。子どもたちも 歩一歩育ち、森に

なっていく。子どもの笑顔いっぱいの森を育てていきた

いと患っています。

:子どもii1;iぜ:

た禁句場 XIH噴砂否定、銘肱滋ぴ ER..l交2窓会なと

子ども基地
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まち育てとしての住職まちづくりの可能性

まちづくり住職フォーラム

長問素彦[ソーンヤルプロテaユースネット]

pp.115-120 

私は、自治体の職員、社会話言祉の人、企業の人、教員、

メディアの人、アーテイスト告と、いろいろな人のネッ

}ワークを作っていますが、いまお坊さんとまちづくり

をしています。私自身は仏教徒という意識はあまりない

のですが、うちにはお墓がありますし、お坊さんに供養

してもらっています。日本のお寺というのは、諸外00と

は少し違っていて、宗教の場所であると同時に、まちづ

くりの拠点であったり、福祉の場所であったりします。

今日は宗教的な話はしません。「お寺ってどんなとこ

ろなのjという話と「住職まちづくりはどんなことを

やってるの」ということをお話しします。

".地域におけるお曹と鐙撤

大昔は、まちに観音堂があったからお寺があるという

ように、まちのお守と宗派のお寺が一緒になっている場

合が多く、あまり厳密在夜分はありませんでした。しか

し、江戸持代になってからの幕府の統制のおかげで、皆

どこかのお寺に檀家として属きなくてはならなくなりま

した。その後、排仏塁走釈や戦後の信教の自由で、必ずし

もお苦手に属さなくてもよくなり、お寺としても、寺院経

営を 生懸命やることが立派なお寺ということになって

います。ですから、お寺がまちづくりの活動をするとい

うのは、あまり評価されないの古科、まの現状です。

私どもが「住職まちづくり」と呼んでいるのは、本来

の本山とか教団の活動とは凋係なく、住職の皆さんがさ

れているまちづくり活動のことです。

このような活動の事例はたくさんありまして、秩父に

は、お坊さんが住民と一緒に活動している NPOr秩父

こみに亭jがあります。今日は、栃木県鹿沼市の続音寺

の副住職さんの話と、東京都江戸川区の寿光院の大河内

さんの話をさせていただきます。

令住職まちづくりの紙みー唄音寺{栃木県鹿沼市}の傍

齢化しているということがわかりました。そこで、この

まちにはデイケアが必要だということになったわけです

が、翻住職は、これはお苦手とは鵠係のをいこととして、

まちの住民のひとりとして、周りの人と 緒に NPOで

デイケアを始めました。

そしてそれがさらに進んで、グループホームをつくり

ました。認知症が進んでくると、長関震かつてもらうだ

けでは大変ですので、そういった地域の声を開き告がら

施設をつくりました。しかしご存じのとおり、このよう

な施設は嫌がられます。そこで、地域の人の型車解を得る

ために、まちづくりの活動、まち脊ての活動に隠する学

習活動を行い、「グループホーム応援図Jを立ち上げて、

福祉のまちづくりを行ヮています。締罰も申し上げます

が、これは観音寺のお仕事ではないのです。しかし私は

これを「住職のまちづくり jだと思っています。

φ住職まちづくりの賦み一一郵光院{車紋都江戸JIII&Jの倒

もうひとワの例は東京都江戸川区です。普通のお寺で

は、寺院経営として薮車場をつくったり、マンションを

貸したりすることがありますが、ここでは、マンション

の2室をぶち抜いて、「小松川市民7アームJという市

民活動センターをつくっています。「ファームjという

だけあって、そこからげ未来パンクj事業組合」ゃ福祉

約なIill体、足元から地球i昆暖化を考える市民ネットえど

がわなど、いろいろな溜体ができて、ある意味でまちが

育ってきました。ここの活動もまた、住職のまちづくり

だなとj患います。

これら 2つの試みは、同じではありませんが、本業の

宗教活動ではをいところで自主的に行っていること、住

民や市民と一緒に地域の課題を発見しながら取り組んで

いることから、住職のまちづくりの 2つのパターンと

言っていいと患います。

鹿沼の山の中にあるお苦手の事例をお話しします。もと 令まちづくり住職7ォーラム

もとこの言語伎職さんはサラワ】マンだったの寸すが、実 こういった活動を進めていこうと、昨年 3月に、江

家の寺の住職になるために、会社を辞めて副住職になり 戸111区で「まちづくり住職フオ}ラム」を行いました。

ました。彼が檀家まわりをしているとき、高齢者ばかり そこでは主に、先ほどの 2人のお話をさせていただき

で、 j元気な人があまりい在いことに気づきました。これ ました。宗派の活動とは別に、市民と一緒になってまち

は大変だと阿の人に話したとこゥ、この町はどんどん潟 づくりを学んだり、支援したりする場所をヲくるという

寸 75- 2附年生総研「住まいまち学習j実践報告・論文集 10



のが、住織のまちづくりフォーラムの継旨です。意識的

にこういうまち育てを進めていこうという話をしてい

ます。

令ゆめ幌昔アジアフェスティバル

まちを背てていくための活動として、もうひとつ、「ゆ

め観音アジアフムスティパル」というものがあります。

大船には草花から見えるすごく大きな大船観音があるので

すが、そこには、宗派に潟係なく多くのアジアの方がお

参りに来ます。昔のお寺は宗教の名前よりも、録音様が

あるからとか、そういったことを基本にして信仰ができ

ていたので、日本の人で在くても観音様を持みに来るの

です。

普通はお饗銭をもらって、どうもありがとうで終わ

りなのですが、ここの人たちは考えが違います。こうい

う方々がいろいろと来るのだったら、彼らと吋緒に活動

できる場所をワくろうということで、 fゆめ観音アジア

ブェステ Jパルjというものを梼催しました。仏教では

ないけれども、観音様でつながっています。筋立てて、

外国人と一緒にまちづくりをする前に、それぞれの民族

の締りや音楽によって多文化共生祁互理解を深めていま

す。

やまちづくりの霞題

まちづくりの議題はいろいろあるのですが、 2つに

絞ってお話をさせていただきます。先ほどから申し上げ

ていますように、都市化、近代化に従って、宗教などは

考えないで合理主的に生きていこうという人が増えていま

す。また、お寺のほうも寺院経営や供養に専念すること

が多くなっています。センスオプワンダ一、自然への畏

敬が薄れてきている。もっとも重要なのは、看取りの文

化がなく在ってしまったということです。これが混在ま

での状況だと思います。

今後の椙祉の制度引土、いままで病院に銅じ込められ

ていた、 f死jや f老いJが地域に奥ってきます。ところ

が私どもは f病の見守り」とか、 f死の看取り」という文

化を失ってしまっています。これは、私カ苦いくヮかのグ

lレ}プと一緒に行動するなかで、福祉の人が言っていた

ことですが、「合理的なわれわれのケアだけではどうに

も告らない、これは宗教の出番だJと。この 10年ぐらい、

このことをしきりに言っています。

また、自然への畏敬の念などを失ったことも含めて、

産業化、都市化が進展し、皆さんよくご存じのような環

境の問題が起こっています。

2つ自のまちづくりの課題は、スピリチュアルです。

テレピなどにもスピリチュアル・カウンセラーという人

が出ていたりしますが、合現化がi呈むなかで、逆に合理

的でないものに関心を寄せる人が増えてきました。そう

いった部分を得度お寺が拐っていくようなまちづくり、

まち育てが必要なのではないでしょうか。

本日の発表をお向きしていると、命の照越がたくさん

出ていました。そういった問題をお近くの伎識の方や住

民の方と一緒に考えていくことが主主聖書ではないかと盟、っ

ています。そういう身近なことがまち育てとしての住職

まちづくりです。

こどもをき買うかけとするまろづくりへ上 .t<:..':.<-;.刀/':: 1 也域渇妓 r:<:Ui!~官 r~ _j

"後聡 -;.1:;搾 (10・Jかっと ， [ω 
資ti1t-Cの臨海、受読が務んだもの ふま域、訟に~'~t トソ

実践報錆・険文.1'$ ~院主究報告 e 論文換6

こどもまちの記者 地域通貨
，つ日 一一""'".歩合.-:1¥'，ZY'.r

勾千二二i:主主 :L 巨5Dまち育て
11'1' "，:，ワ"1"，'
謀議犠翁.tQ)(集7

子育ち 路上
五;，f，1-:'.1 ユ.1')チ“シ「ニ

i代ρ"吋2 ク~>よ1'5 とまっ二H ゆみん認 4 からメまちづく rフれντ クト
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III働吋'舗のま&づくり

市民事高究会

まちづ(I)j!，恐

フ，-ラu
:JS.:t;:ティ

ワω カーズネット

まち育て
ビープルズシアター

リコワコ

LLPじもとメディア

淘窓フアンド碕究会

ESO学後敏稼

磁究会

SPN $I0W  n.t 

まちづくり伎綴

フォーラム
お寺 住耳障

まち事事で
す金J!¥'母音書事ず

鐙緩まちづ〈。

やめ綴蓄アジ

アフJ:スティパル
お雪量 食事草

子、

まち膏で

鴫示的知滋聖書Eにbた 踊鍛知を認にした

'童識{記されたまち曲学び古いHまち骨髄黙知由学び古いs
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商庖街空き}古舗を活用した市民交流スペースの開設

一一樹脂街振興組合と自治体労働組合との協働による取り組み

福田弘[穴阪市職輿労酷担合政策局]

pp.133司 138

今回総介する取組みは、体系的な考えがあって始めた

わけではなくて、実は街白そうだから始めたものです。

蕗庖街振興組合と密治体の労働組合が協働して、 fみつ

や交流亭」という市民交流スペースをつくっています。

なぜ労働組合と商庖街が一線に活動しているのかと疑問

に思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、どちら

の総合も時代的に非常に脅しい立場にあります。告しい

も的向士が協力し合っているというところです。

やカウン合ーを飛び出して爾幾の揮を聞く

大阪市では「職員厚遇j問題があり、市民の方々から

厳しい批判の声があがりました。そこで、いっそのこと

直接市民の方々から率直な意見を隠いてしまおうという

ことで、集会を開きました。

そのなかで、 f職員はカウンター越しに市民と接して

いる。距離が大きいJという意見があり、それならカウ

ンタ}を越えて飛び出してしまおうということになった

のです。ただ、行政は〕律、閥 的なことが求められま

すので、動きやすい労働組合で活動することになりま

した。

また、特に市役所のような基礎的自治体と言われると

ころは、市民や地域の方に直接接しているわけですが、

「本当に市民のことを知っているのかjという意見もあ

りました。それなら市民のなかに入ってみようというこ

とで、地域に市民と職員が交流する場をつくりました。

やるなら二三津屋調底街が面白いということになったので

すが、はじめから場所を整備するのはお金がかかるので、

街府街の空き庖銭を借りでつくることになりました。

令 fまだまだよくなろ・みつ帯僚議官事Jの結成

三津屋高庖苦言は大阪市淀川区にあります。淀川区は

大阪市のいちばん北にある行政援で、市境を流れる神崎

川の向うは豊中市です。駅前は大規模マンションの建設

が進んでいます。淀川区は武田薬品の発祥地企のです

が、武田薬品の物流拠点。〉跡地にマンションの建設計幽

が立っていて、蕗活街は戦々恐々としています。シャツ

ター衝とまではいきませんが、蕗底衝はあまり元気では

ありません。

商脂街のなかにはユニーク在感もあります。軽度の

177 -

認知症の方が通われている「生活屋(いきいきやりとい

うテPイサーピス七ンターは中が見えるようになっていま

す。ベンチにはお年寄りが座っていて、ユニークな雰閤

気です。

高r.5衝の穣事長のお1苫に行き、組合員、雑誌編集者、

落詩家、大学研究者、子脊てサークルの方、 NPOなど、

本当にさまざまな方が集まって、「まだまだよく在ろ・

みワや倶楽部jというものを結成しました。月に 2度ぐ

らい集まってミーティングをしています。

「倶楽部jのメンバーの南野さんはタウン誌を作って

いる方です。本自の発表を弱いていると、まちづくり

や人づくりのキーワードとして「種を蒔く Jrブアームj

という言葉が出てきましたが、南野さんはよく「まちを

耕すjとおっしゃっています。タウン誌の仕事では、ま

ちを耕していろいろ告ものを見ワけ、いろいろな人を集

めてきます。そして新しいものをつくっていく。味方さ

んは類設計事務所にいらっしゃった方で、いまはフリー

でNPO法人をされています。ちをみに「みつや交流亭j

の設計は味方さんに毅みました。片寄先生は飛の職員時

代に千史ニュータウンを計薗された方です。先ほど紹介

したデイサーピスセンターの「生活康jでは、「よしだ

宅老所jというユニークな取組みもしています。;三津屋

蕗庖組合と職員総合が協力したことによって、このよう

にいろいろな人が集まり、いろいろな活動が生まれたこ

とは、重要なことだと思っています。

φ地域へ矯び潟吉なければ来来は牢い

労働組合ですから、総合員の意識の共有化を図らなく

てはならない左いうことで、シンポジウムを潟きました。

そのときに、パネリストで来ていただいた浅草百理事長に

次のような言葉をもらいました。[商路復も労働組合も

地域とつながりがなければ未来は在い。いままで商!t!主

は売り手と買い手という形でしか見ていなかった、その

背後にあるまちというものがよく見えていなかった。本

当は背後にまちがあって、そのまちが元気にならなけれ

ばお客さんは買ってくれない。そこをどうしても忘れが

ちだった。君たちもそうではないか。労使関係だけで考

えていてまちを考えないと、市民主遊離した意識になっ

てしまうんもちろん商売人は売り手、買い手の関係が

2009年住総研f住まいまち学習j実践報告，描文集 10



いちばん大切であり、労働総合は労使関係すの賃金交渉

が大切なのですが、浅沼理事長に、それだけではいかん

だろう、それだけでは未来は在いと言われたことが、私

たちの最初の意識に繋がっていると思、います。

やfみつや受涜事j開践と活動

高庖街の空き庖鎌を借りるとき、なかなかいい場所が

みつかりませんでした。 ZEきj吉舗があることと、それを

貸していただけるかどうかというのは別問題在のです。

そのときに、 i貰商瑚事長にあいだに入ってもらい、私た

ちの患いを伝えてもらいました。そして、数年空き家に

なっていた和菓子屋さんを見つける事ができました。空

き家の時期が長かったので、タケノコが生えていたり

と、使えるように直すのも大変でしたが、組合員を募集

して、イベントにしてしまいました。子どもたちも掃除

を喜んでやってくれて、皆さん 生懸命に、そして楽し

んで作業しました。そのおかげで、つい完成しました。

墜と天井は、大道具であまっていた著書き劉りをもらっ

て、絵を描いてもらいました。もともとは、手前に売り

場があって、奥に作業場があったのですが、売り場の方

をオープンスペースに改造しました。地域の施設として

使っていただきたいと怠い、町会や女性会など、地域団

体の方々を呼んで内覧会をしました。

R霊感街のお祭りで f三津澄どんたく」左いうのがある

のですが、それに合わせて、 8月の最終選にオ…プニン

グイベントを行いました。

オーブンスベースには冷水機を置きました。子どもは

とにかく水を欽みます。冬も冷たい水を飲んでいます。

子どもに大人気で、いまでも活躍しています。もうひと

つ高指衛に足り在いものに、トイレがあります。誰でも

自由に入れるトイレ、車椅子でそのまま入れるものを用

意しました。

もともと古くさい建物ですので、コンセブトは「昭和

38 (みつや)年jにしました。当時は商l苦街がいちばん元

気だった時代でもあります。地域の方に呼びかけたとこ

ろ、その当時のものをいろいろといただくことができま

した。懐しいものだけれども、大事告ものだけれども、

みつや交流亭に置いていただけるのなら差し上げますと

いうことでいただきました。ここに震いてあるテレピは

実際に音が出ます。

当時三津屋地区の社協の会長さんは左官屋きんでなの

で、ボランティアで壁を塗ってくださいました。活番は

子育てサークルの方にやってもらっています。落語会な

どのイベントも行っています。延藤先生にも来ていただ

きました。先生には、イタリアの社会七ンタ… (C叩 lW

S配 iale)に似ているのでは長いかという、光栄な指摘を

受けまして、われわれは盛り上がっている状態です。

あとは交流会が楽しみで、オープンスペースでは演奏

会をしています。そのほかに、餅っき大会などいろいろ

なイベントをやっています。もちろんイベントばかりで

もなくて、真面固な勉強会もしています。行政職員の立

場では企かをか鶴けないことも、ここではいちまちづく

りゼミナールという形で、町会の方々からもいろいろと

意見が聞けて、職員の勉強にもなっています。

その縁で、大阪市立大学の学生さんたちが空き庖舗を

利用し、期間限定のカ 7ょにを開業しました。語道唐街の中

に異質な空間ができることによって、新しいものが生ま

れてきます。

。》協倒的プラットフォームとしての『みつ平交涜事』

内閣府の中央妨災会議の案埼先生に来ていただいた

ときに、先生は「商l苫街は何のリピングで、そこにみん

なが集まってくる。そして家に戻っていく jとぎヮてお

られました。それに関連するよう在ことですが、組合員

の土木技術職員が、「マンションというのは、銘地が縦

に伸びているようなものだ」と言っていました。路地が

そのまま上に続いてマンションになる。そこに交流亭の

よう'"さまざまな異質空間がある。そのように、続きで

考えるようにまちがつくれをいだろうか。そう患ってい

たときに、内関門守の事業で「ほうさい車丹市&昼市jとい

うイベントに参加しました。このときは交流亭のメン

バ一、町会の方々、 NPO、行政職員とが協働で取り組

みました。いろいろな方が参加してくださり、大阪府知

事も来てくださいました。

この活動のなかで非常にユニ クな人材が育ってきて

おり、労働組合としても地域に貢献できていると恩いま

す。また、地域の方も、労働組合の組織力を使っていろ

いろなことができる。両者がうまく協働できているので

はないかと思います。

地域団体の皆さんを招待しての内覧会
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まちの木霊(こだま)が結ぶ地域社会とアーツ

ポーダレスアートミュージアムおO-MAの地域交流事業を過して

i可合福再生[ランドスケープデザイン・アトワエ風]

pp.63-68 

私は造閏家をやっておりますが、その立場で、小学校

の社会人講腕もしています。普段は、まちづくりとか、

まちつかいという視点でまちを見ることが多いのです

が、ここでは福祉に戦足を強く置いた活動をしています。

近江八幡市というのは、 1585年に築城された八幡山

の城と、琵琶湖を水路で結んだところに発展したまち

で、当時の碁盤の自がいまもそのまま残っています。近

年非常に観光古河中びてきたのですが、 E草洋式住宅群と江

戸時代の釘並み、お堀と琵鷲湖というような、すごく…

般的金観光まちづくりがなされています。しかし、私た

ちは、この一般的な観光まちづくりでは該自きれないよ

うを人たちが残してきたようなものこそが「環境資源j

であると考えています。ちなみに、沖島というのは、世

界的に見ても非常に珍しくて、淡水織の上にある島で、

現在もちゃんと人が住んでいます。

.:. rアーツJrまちつかいJr機松」

今窃の発表のキ山ワードとして 5つあげていますが、

そのなかでも特に強識したいものは、 [7-7J [まちワ

かいJr福栓」の 3つです。これらを基本に、今回事業

を進めてきました。

fアーッ」というのは f芸術」と訳されてしまうのです

が、必ずしもそうでは争いとわれわれは患っています。

というのは、いまの芸術というのは非常に限られた人た

ちの芸術なのですが、ここでは自分たちが釘に住んでい

るなかでの楽しみとか、表現とか、実際に町にあるもの

をどのように楽しむかを含めて、「アーッjと呼んでい

ます。

「まちつかい」というのは聞き慣れない言葉かもしれ

ませんが、「まちづくり jというのはあまりにも行政的

で権力側の発想だということで、すでにいろいろな町が

あって、それを自分たちの工夫で使っていくことによっ

て、新しい魅力を町に出していこうと、この言葉を使っ

ています。

最後に、非常に大切な「福祉」です。まちを見る、芸

術を見るときに、普通は健常者の見方で見てしまうので

すが、ここでは様害者の視点からまちを見てみよう、子

どもたちの視点からまちを見てみよう。そのときに、全

然違うまちの切り口が見えてきます。それが新しいまち
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っかいに活かせるのではないかということを考えてい

ます。

やまち的木l1liブロジェウトまでの繕緯

私は近江兄弟社小学校の社会人講師をしています。ま

た、ボーダーレス‘アートミュージアム NO-MAの金聞

にも調わっています。それぞれは加の活動なのですが、

あるとき、それぞれに予算を取って大切な時凋を使うの

ももったいないというこ左で、一諸に地域交流事業を

やってしまおうと考えました。小学校では地域交流事業

になかなか予算が取れません。ですから、滋賀県社会福

祉協議会の図体であるボーターレス・アートミュージア

ム NO-MAが行う、地域交流事業を共同でやってしま

おうという発想です。

それまで近江兄弟社小学校も、 NO-MAも、私も、八

幡のなかで地域交流はしていたわけです。それぞれのノ

ウハウもあるし、それぞれの人紙もある。この 3つをう

まく地域交流に活かせないかということで考え出したの

が、次の 5つの共同プロジェクトです。

fまちの木霊を探せjが 1回目、「濯のj可塗を探せjが2

回目、 [NI-WA~ NO-MAJが 3罰百、今年が「八幡山

に天狗を探せJ、秋に [i胡(うみ)を渡れ」というプログ

ラムを許盟主しています。

φ地域~涜耳障難的大切な観点

地域交流事業の大切告視点に「七五三の視点j左いう

ものがあります。 7つの呂約があり、次に 5つのプログ

ラムテーマがあります。近江八婦には、町並、場、自然、

八幡111、さらにこの4つを支える琵琶湖という 5つの

環境資源があります。この 5つからテーマを探し、福祉

と子ども、まちつかいにからめて事業を進めてきました。

ただ、小学校と社会福祉は全然違うスタンスで歩いて

るので、その 2つの人脈とか、いままでの参加者をどの

ようにつなぎ合わせるかということで、 3つの工夫をし

ないといけないと考えてきました。

3つの工夫のなかでは、「モチベーションの共有jがい

ちばん大切です。ゃったはいいけれども子どもたちのそ

チベーションが続かないとか、嬉祉の人たちのモチベー

ションが続かないということでは劉ります。そこで、

2的9年住総萌「住まいまち学習J実臨報告。論文集 10



NO子MAという奨術館を使う以上は、作品を作りヒげよ

う、それも自分たちが楽しかったという{'，品ではなくて、

美術館の展覧会に出せる作品を作ろうということにしま

した。作品を作って公開展示するということがモチベー

ンヨン維持に繋がります。

《・ワーヲショッブの事例

① fまちの木霊を探せJfまちのつぼを探せ」 私たち

の体にはたくさんのツボがあります。それと問じよう

に、まちの中にもたくさんのツボがあります。そのツボ

を障害者の視点、子どもたちの視在から燃し出し、そこ

に侭かの刺激を与えることによって、まちがもっと活性

化して楽しくなるのではないかというブ口グラムです。

このプ口グラムでは、最終的には白雲館kいう会場を借

りて、「まちの木建シンポジウムjという公開シンポジ

ウムを行いました。

②「堀のi可棄を探せj このプログラムでは、ポラロ

イドカメラを持って、まち歩きを行いました。スタップ

は、あとでホームページで公潤しやすいようにヂジタル

カメラをf吏いたいと言っていたのですが、子どもたちに

はフィルムも絞りある資源だということを伝えるため

に、ここではポラロイドカメラを使用しています。

③fNI'WA ~ NO・b仏」ボーダーレスアートミュー

ジアム NO.MAには小さな庭があります。設にも使わ

れていないので、そこを緑できれいにしようというワ}

クショップです。近江八幡の土にこだわって、子どもた

ちと同緒に泥だんごを作りました。泥だんごのうち、半

分は中に植物の種を入れて、シードボールにしました。

200 個ぐらいを美称号館の縫に並べて、どのように緑が変

化していくのか、どのように土が地部に良っていくのか

をアートとして続察しました。もうすぐスイセンの花が

咲きます。

残りの泥だんごは乾燥させておきます。山に行って草

の葉を紋ってきて煮詰め、炭を捜して、泥絵の具をつく

ります。乾燥させた況だんごを泥絵の具に付け、大きな

和紙に転がします。ひとり 1回転がして、 35名の子ど

もたちが転がした線が絵に在りました。美術館の蔵の中

でNI.WA~ NO.MAの展覧会をしました。

φこれか告の贋腐とEU車

私個人のネットワークと、近江兄弟社小学校のネット

ワーク、そして NO.MAのネットワークという 3つが

お08年までに活動してきたことです。この活動によっ

て、参加者・保護者のネットワーク、八幡堀を守る会、

地元溜路、地元の小中学校、大学・学生有志、との関わり

カミもてました。

2009年には、八幡山の景観を守る会、関連学校や地

元の密書館公民館、，~山再生 NPO などと関わりをも

とうと計画しています。

そして、 2010年には、白鳥I11を守る会、地元高校、

f高社団体、発達俸害児サポート NPOと隠係をもつこと

を目標にしています。発育障害の11というのは、なかとと

かこういうところに参加できません。しかし福祉を考え

たときに、そういう人たちにも参加していただきたい左

いうことで、参加者として怨定しています。このように、

少しずつ関わりを持って、まちのなかで活動していこう

ということを考えています。

まちの木22ブ口ジヱヴトまで的経将
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生きものと一緒の穣み家:命の教育-きたなか林間学校

暮らしそのものを教材化 目的は人格形成手段は環境教脊

後藤道雄[おきなわ環境塾]

pp.109但 114

ゆ沖綿から熊本へ f矢岳株陣学校Jの開始

標高 540m、l問編成のデイ h ゼルカーが 1Elに 5往

復、携帯電話も濁外で届かないほど不便な、熊本県人吉

市矢岳町(やたけまち)。環境負荷が最も少ない閉鎖型自

然生態系(クロ ズドシステム)で、人問も自然の摂理に

則して生きていくことが、これからの生き方だと信じて、

50歳になった平成 14年に、沖縄から移住しました。

クローズドシステムとは、森林のように生産、消費、

分解、さらに分解されたものから再び生産が始まるとい

う、循環機能がその場所で完結できるところです。逆に

オープンシステム左いうのは)11のように舛トから栄養をも

らって成り立っている生態系です。これはパニックに弱

く不安定な生態系と言えます。都市は生産が皆無なので

完壁なオープンシステムです。

矢岳町Jは、多少不便でも自給自足ができるくらい水や

野菜、お米をどの食機生産が可読で、満天の星を仰ぎ、

夏はホタル、秋はま工業、者は山菜狩り、冬は雪化粧を楽

しめる、絶好の理想郷でした。

住まいは、翌年、留の登録有形文化財に登録した、!日

国鉄矢岳駅釈長官舎で、いまから 100年前の明治42年

に完成しました。このような鉄道文化左、自然環境や住

環境、そこでの暮らしぶりを、私たち家族だけではなく、

もっと多くの人々に体験してもらいたいとの思いから、

矢岳林間学校を始めましたo

《・密然とはなにか?

矢岳林間学校の初毘ゲストは、当時日本自然保護協会

理事をされていた柴田敏陵先生でした。しかし、はるば

る神奈川県から矢ffiにお着きに在ヮたばかりの柴田先生

から出た言葉は、「ここには自然はありませんJの 言

でした。私ががっくりしていると、 f)11は三部張り、 )11

の周辺は田んぼ、その上の小高い丘は畑、その上はスギ

やヒノキの人工林、山のてっぺんまぜ植えであります。

これは原始自然ではなく半自然です。人隠の都合のいい

ように地形を変え、水を ~Iいてあります。ただ、本物的

自然ではありませんが、自然への働き掛け (Action)が手

作業企ので穏やか、また自然程i の反応 (Re~acti叩)も、緩

めて穏やか。結果として協調融和 (Co~ac加n) の具象が

あります Jと付け足されました。そう言えば、大型ほ乳
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類のシカやイノシシがいましたし、サルやキジ、野ウ吋

ギたちともよく会いました。さらに先生は、「したがっ

て、生態と文化の複合、エコカルチ守ーコンプレックス

として見てみると、教育の湯として優れた変質を備えて

いる。これを活かして、子どもたちが健全に育つような

プジェクトを展開するのであれば、最高の条件を備えて

いますJe醤われました。緑古丸、っぱいあれば自然だと

いう認識が誤りだったことに気がつきました。 i青侍に、

この半自然の自然を活かして、人格形成を路約とした環

境教育を続けることにしたのです。

令沖縄での湾出発 『曹たなか林間学校j

矢岳町では 4隠の林間学校を跨催しましたが、再出中

縄から仕事の才 7ア}があり、沖縄へ帰ることにをりま

した。林間学校最終日に子どもたちに告白しました。子

どもたちからは、「沖縄でも林間学校をやってください。

必ず行きますjというあ哲がたい言葉をいただきました。

育てていたニワトリやヤギ、イヌたちと一緒に船に

乗って、再び沖縄に上陸しました。まるで fノアの方舟j

の世界です。読谷村(よみたにそん)に家を借りて、子ど

もたちの期待に添うよう、沖縄本島の土地を見て歩きま

した。

林間学校が隠催できるような自然の残る場所はなかな

か見っかりませんでしたが、北中城村(きたなかく可くそ

ん)の傾斜地で希望の土地にやっと巡り会えました。

住宅と言えども告然環境に影響が出ないわけがない。

まずは J鰐易環境アセスメント」を実施しました。猿害事

を持つハプや国宥種のキノポリトカゲもいました。ほか

にも多くの野鳥を見かけました。半自然の自然と無数の

生きものと共生して暮らすには、地形、植生、生態系を

変えない設計をしようと肝に命じました。そして出来た

のが、(ぬちゆるや…jという環境教育施設兼住宅です。

市街化調整区域なので住宅を建てることはできません

が、暮らしそのものを環境教育として位鐙づけるという

ことで建設が可能となりました。また、住宅の公共性を

街めることにしました。子どもたちに木の文化を継承す

るため、「さしがね ω 本の家づくり教案Jf建築士のため

の規矩術教室Jf鳥居建てJf水車小原建てJr住環境フォ…

ラムJfピオトーブjなど、自宅を使って開催しました。

2出 9年住総研ri主まい。まち学習J実践報告論文集 10



身近な自然を活用した林間学校は、 fきたなか林間学校j

として沖縄で符ぴ開催することができました。

ところが、新しいカリキユラムを増やしていく度に、

本来の人格形成の目的が薄れていくような気がしてきま

したυ このままヴよいのか、自分自身と対話をしました。

そのときに思い出したのは柴田先生の言葉でした。 f10

回継続すれば何かが見えてきますよふ見えてきたのは

「命」でした。

令命の教育生命のエネルギー

私には 6人の子どもがいますが、うち 4人は自宅出

産です。へその緒を切るという行為は、物理的には母と

子を切り離しますが、心は逆に繋がっていくような気が

しました。出産はだいたい満月の前後です。時間も大潮

の前後 15分。 4人ともそうでしたし、ヤギが一緒に生

まれたこともあります。出宅出産をとおして、凄まじい

生命誕生のエネルギω 、医学や科学以前の神秘性と自然

のカを学びました。

人間中心主義の蔓延する現代社会では、人凋性の護

失を惑じさせる「命のそノ化jが顕在イとした事件が多発

しています。それは生きものの命との接触不足、あるい

は生まれたり死んだりする瞬間を夜接見ることが少なく

なったせいかもしれません。劣化する自然環境と、命を

軽視する不安な社会を 元的に捉えた、命の教育に主線

を置くように方向転換しました。

近年の子どもたちは、昔より体格も知識も優れている

かもしれませんが、自然を排除された子どたちに機能劣

化が目立ちます。真っ直ぐに走れない、転びやすい、転

んだら顔面を打つ、生卵を割れない、鉛筆が割れない等、

枚挙にいとまがありません。さらに危検から隔離された

子ども社会に追い打ちをかけているのが、ゲーム機やテ

レピなと守のパ)チャルリアリティー、仮想現実の世界で

す。これによって、感性や危機管理能力が失われつつあ

ります。多梯で複雑、刺激的で情報量に富む、自然を活

かした命の教育の必要性を強〈感じました。

具体的には、野菜を育てるために切る野草の命に注E

しました。土譲の生態系を撹乱しないように手仕事で開

墾し、種を持き、苦を植えます。野草も一生懸命生きて

いるのだ、切るときは fごめんねjと声を掛けよう、子

どもたちはわかってくれました。野草をジューシー(お

じゃ)や天ぷらにして食べるとき、 f命、いただきまーす」

と言って挨拶をして食べさせました。また、人間に食べ

られることが宿命の家畜の命から学ぶこともあります。

人間は死んだ命は食べられない、みんな生きている命を

無理矢理殺して食べているという現実を知るということ

で、手塩にかけて育てたニワトリを食べます。知らず知

らずのうちに死生観が養われていきます。

活動を終えた子どもたちの感想文には、 f微生物は小

きいけれども、同じ命と知ったJr植物も命、ご飯 1殺

も残さなくなった」というものがありました。これが私

の命の教育です。相手が命ある生きものだと意識する
ほうちっ

と、放玲な暮らしはできません。自ずと、慎ましい節度

ある暮らしができていきます。

.:.命のモノ化からモノの命化へ

そしてその先にあるのは、モノの命イヒです。生きも

のだけではなく、モノにも命を感じる感性を養うことで

す。長女はわずか 1cmになるまで鉛筆を大事に使って

います。命を学ぶことで、物を大切にする気持に変化し

ていきます。人類の歴史が約 200万年だと仮定すると、

ヲ9.7%は狩猟の時代 Fす。使手1]で快適な現代文明は、弥

生以降の農耕文明の延長線上にあります。残りの 0.3%、

約6，000年は自然の摂理から外れて、自分たちに都合の

いいシステムを構築し、運営しているのです。人類の綬

史の大半をおめる狩猟の文明は、物質的充足や使主主の向

上はないとしても、潟い安定性と永住牲に首んでいま

す。

特に半自然の環境にあっては、自然と人間の優位伎が

半々で、持ちつ持たれつの調係であることから、半自然

との共生が可能です。疋常な自然生態系を保護、保全し

ながら、人間と家畜、家きんの棲み家に自然素材をイ提い、

自然に射して暮らすことは秩序ー公序を確立します。そ

れは、自然、建築、人間の 3生態系の融合にほか在りま

せんO 三位 体の生態系の融合は、狩猟文化への原点[自

婦であり、林間学校の主目的である人間性の醸成に結び

fすきます。環境負締の小さいクローズドシステムの理想

郷として住んだ矢岳町。しかし、その後クロ」ズドシス

テムの最たるものは地味だと気がつきました。物に命を

感じ、命に神様を重ねると、森緩万象に神々が宿ると思

わざるを得ない状況にあります。

4余地隷の借殺に住む

先日、「平成の名水百選」にも選ばれたわが家近くの

湧水地が荒れていたので当聖書で掃除や革刈りを行いまし

た。林間学校の子どもたちの洗濯場として整備したとき

に野生動物のための池を掘っていたのですが、なんとそ

こから水が湧いてきました。水はあらゆる生命が育つの

に不可欠なもの、まさに命の水が湧いたのです。神様か

らのご褒奨だと思って、お礼に小さな鳥居を建てました。

わが家にはテレピもク}ラ}もありません。あるのは家

族の会話です。自然の摂現に郎して慎ましく生きものと

→緒に暮らすことは、命の嵐薫るJli.t景として、人々の心

に活力を与え、健全で健康的な社会の土台になると傍じ

ています。今後も地球の借家である「ぬちゆるや~J で

命的教育に選進したいと思います。

一182 20凹年住総研f{:主まい。まち学習;実践報告論文集 10



全体討論

司会木下勇[千葉大学} 奈須IE裕[上智大学]

F G:町田万里子[大学非常勤講隙] 木下勇

や未来につ立げる活動

木下一一それでは全体討論を始めます。まずは個別の感

想と質問からいきたいと思います。いちばんたくさん

カ山ドを書いてくださった登現高校の生徒さんたちに爵

達するものからです。 fさすが井上ひさしさんの故郷の

地らしい活動ですjという感想が来ています。また、星

野さんからは、 f高校生の皆さん、将来の夢は何ですか」

という質問が来ています。いかがですか。

寵藤 将来は、務理締や栄養士などの食に関係する仕

事に就きたいと患っています。

京下 先ほど紹介された「みつ福jという蕗品は、2，400

慣も売れたのですね。 11置いくらですか。

渡部 100 円です。

木下 100内が2，4001閤だと 20万円以上。しかも自

分たちで考案した商品の売り上げなのですよね。小JII小

学校も 2時間で 25万円の売上があったそうですが、そ

れにしても、「うまいもの市jというアイデアは、よく

小学生が考えついたと思います。三角先生の入知恵では

ないのですか。

2互角 いいえ、違います。蕗活玉との話し合いから生

まれました。新しい特産物を造るためには全匿の特産物

を知ることが大切であるということになりました。

*下 「住まいーまち学習jも10年 Eです。このふた

つの事例からも感じたことですが、この間に子どもたち

もピジネスをやるようになったとはすごい袋持ですね。

今、世の中は不況で職にあぶれる人も多い待代ですが、

そうやって子どもたち古ぎ考えたことが新しいピジネスの

展開に繋がっていくのはすばらしいことです。高校生に

将来の夢を尋ねた星野さんは、安定した職を辞して、今

の仕事を始めました。今の若い人たちには、そういう

チャレンジ精神が足りをいと言われていますが、そんな

なかで、子どもの時分からビジネスに関わっていくこと

はとても大事なことだと思います。またその経験が、将

来の夢に反映されるのではないかと思います。それで

は、星野さんの質問に戻り、角田さん、渡部さんの夢は

なんですか。

角凶 私は保育所や幼稚園の先生など、小さな子ども

に梼わることのできるような職業に就きたいと盟、ってい

ます。

183円

渡部一一私はたくさんの人と関わることのできる接客業

に就きたいの守、旅館tこ勤めたいと思っています。

木下一ーその夢は、これまでしてきた活動と関係してい

ますか。

角田一一演劇部の子どもミュージカルの発表をJil，て、そ

のような仕事に携われたらいいをと思いました。

木下 そういう経験が活かされているということで

すね。

やまちを曹む学カとは?

本下 それでは次に勝田さんから星野さんへ、「まちを

捨てる学力ではなく、まちを育む学力とはどういうもの

ですか。子ども時代にどんなカを育むことが大事なのだ

と感じられましたかJという質問です。

星野 難しい質問ですね。自分なりの考えですが、ひ

とつに、中と外の「繋がりカJがあると思います。つまり、

子どもたちのなかにある自分自身の信ずべき心技体・

知能という力のそれぞれを互いに結びワけて関係付け

ていくカ、また、それらを自分のなかだけではなく、外ト

とともに共感したり協働したりして、繋がったいくよう

な力、そのようなカが必要だと患っています。

盟事問 私は教員なのですが、どうしたら星野さんのよ

うな人がたくさん育つのかなと考えていました。学校の

子どもたちにそういう人潤形成をしていきたいと患って

いるのですoZ星野先生が発表でおっしゃたように、どん

な産業を起こしても、それを担ってまちをつくってい

木下勇
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勝部氏

く、繋げていく子どもたちが育たなければ地域やまちは

活性化していきません。lli.野さんのところでは、子ども

として遊んでいた子が、担い手としてカムバックしてく

ることがあるとおっしゃっていましたし、星野さん自身

も、 8年前に学生だった自分が、今度は担い手になって

ここで発表しているとおっしゃっていました。これを箆

いて、このよう在活動は、本当に大きな輪として広がっ

ていくのだなと、とても心強い患いをしたのですが、ど

のような子ども古ぎカムパックするのでしょうか。

畢野一一ちょっと難しいですが、子どものときの瞬間燐

問の感動が蓄積していって、その感動を覚えた子どもた

ちが、自分がしてもらったことへの喜び、例えば「あり

がとう jと言われた喜びを、また31Jの人に伝えたいとい

献一二
賞
幸

域
角

地
三

の絞尚子援支ム父

野
一
料

問
一
同

時
一
甘
叩

作
一
地

帯
「

タf話ピイ本綾ω型車阪ま弘

続的制7制撤沙
街ふ方:玄終f~ 、こヂ Y

。総五，1¥¥1ちをtJhfJ
a 事F骨主と;f{，泊k~~"
， 1fiÆ~古共1'1

生塾松教蓄におけるワークショッブ
の可能性について 根岸博之

う気持ちのある人が、カムバックしてくることが多いよ

うに感じています。答えになっているでしょうかG

木下……感動、感性、!帯主tl:::いうのは星野さんのプレゼ

ンテーションの中にありましたね。

星野 …そこが重要だと患います。

木下一ーでは勝田先生は、どういう子どもたちが「先生

になろう jというように、カムハックしてくると患いま

すか。

勝隆 私は家庭科の教員なのですが、この問、学生が

「先生、帰ってきましたjといって、会いに来てくれま

した。家庭科の教員になりたいのだそうです。その子が

言っていたのは、まさに星野さんがお引しゃっているこ

とでした。自分の居場所はここなのだと、ここで生きら

れるという手ごたえを感じた、そういう学習が多かヮた

と言っていました。子どものなかに眠っていた感動、感

性、感謝という 3つを掘り起こせた子が戻ってきてくれ

るのだと思います。

木下一一「居場所」というのは、今日の重量婆なキーワー

ドかもしれませんね。

.. :.持続釣な道官皆申ために

木下一ーでは次に、福岡さんへの感想と質問です。渡

部さんから、「磁忠街の~き f占舗を利用した市民交流ス

ベースというアイデアはすごいなと怠ヮたし、工夫され

ていると思ったjという感想が来ています。三角先生か

らは、 f空き活舗や台民家の修復をしたことがあるが、 3

山 184 2009年住総研rj主まいまち学習j実践報告，論文集 10



-5年経過するとだんだん運営が燥しくなってくる。よ

いアイデアはないかJIさまざまな活動グループカ£ある

が、在かなか取組みがひとつにならない。ネットワーク

の工夫はないかJという質問がきています。小111小学校

の取絡みもすごいのですが、そのなかで鷲労されてきた

ことが反映されての質問でしょうか。

抱密ーうちの場合もまだ2年目でして、持続的に運営

できる体制づくりはまだまだです。ただ、自処が立って

きたかなと患うことはあります。今、子育てサークルの

方に宿番に入ってもらっているのですが、実際にそこに

住んでいる人が、そこを拠市にしをがら市民交流スベ」

スとしても使える体制をつくっています。これによっ

て、活動が長続きする可能性がでてきたと患っていま

す。運営者主して誰かを常駐させることは難しいのです

が、そういう方を見つけられたのは大きいことです。

木下 江本先生からは、(すごくユニーク在取組みです

が、労働組合の参加率はどれくらいでしょうかJという

質問がきています。いかがでしょうか。

摘周一一組合員は 1万数千人おりますので、会員参加と

いうのは難L¥ハ。頗番に行けというように、動員をかけ

ることもしたくなかったので、関心のある方を募ってボ

ランティアでやっています。ですから、をかなか広がっ

てはいきません。こういう活動はその地域に入り込んで

実際に接してみないとわからないものですから、まずは

活動に触れる機会を持ヮてもらうために、イベントを仕

掛けて、徐々に広げていきたいなと患っています。むし

まち育てとしての
住職まちづくりの可能性長罰素彦

まち丹お奇一命応.鋤r 生互並立担当
。級1j今一品e視認弘前於{せ融和'(lL

内 -7ウ'k-vJ芯攻国 五日
重宝同ib'i長うま

。続Y'L1I奇知1)械トム 山司

令乃ずく'J'I士一首脳ヲムJ

J幸泡者了ジアなげ令1¥11-， *' i-l16絡

商j苫街空きr.s舗をj活用した市民交流
スペースの開設 福罰弘

hマ吃~寺 tliBiぶ勾 lr.製棋会'\j，".þ ~t1がつ
は3貧富吉!寄与税制帥場i5示JLL
hrc町oJくな乃み1"(世手家事¥"騎拍減t・!1:1'4，;ふノ
トト哨9J Ç-7>~'~ 格材華街試制， ~;;内!i， :，，"，'，，，， 

L→‘竹内トイレ告げま換コぺ7'11'榊主義
i軍ヰ金収ノト''l'!寓会持場企

福声IHI'1'1).， 1t:刀?ゅ
可シう靖弘司財団9'うíî~1q甲ë'も t君υノ但印刷.

-185 

ろ、地域の方々との繁がりの方が広がりつワあると恩告

でいます。そういう潔状です。

三角 うちも向と悩みを抱えています。おい商家を個

人で修復された方と、まちの蕗工会のふたつの活動があ

るのですが、補助金がカットになったり、商工会が合併

して資金繰りができなくなったりして、人が濯えなく

在って罰っていました。先ほどの話のように、サークノレ

のたまり場として使ってもらって、持ち照りで管理する

というのはいいアイデアですね。私がなぜ滋rIi衡にこだ

わっているのかというと、実は、商扇衝が疲弊すると児

業数が減るのです。学校の教員が商工会に顔を出してい

るなんておかしいと患った方もいるかもしれませんが、

こういった活動にテコ入れしていかないと、児童数が

減って、学校運営も厳しくなってしまいます。

奈須 最初に申し上げた山村の話ですが、限界集落に

在って村がなくなヮていくときの兆候には 3つあるそう

です。 1つは学校が溌校になる、または分校になる。つ

まり、教育や文化の拠点がないと村はどんどん衰退して

いきます。もう 1つは、 JAの支所、農協の支所がなく

なる。経済活動の拠点がなくなってしまうとどんどん疲

弊していきます。もう Iつは、今呂の笠岡さんのご発表

にあったのですが、お寺子が無住になる、あるいは、お宮

の神主さんが通いになる。それは精神生活の衰退です。

つまり、教育生活、経済生活、精神生活の拠立がなくな

るとコミュニテイはだめに在るのだと馬きました。

私は教育矧だから盟、うのですが、学校というのは経

まちの木撃が結ぶ地域社会とアーツ
i存会鋼生

2例 9年{主総明f住まい・まち学習;実践報告描士集 10



i斉や宗教Fは関わらないルールでやっていましたし、そ

ういう点守地域と距離をつくっていたと患います。しか

し、いまの三角先生の話にしても、長関さんの話にして

もそうですが、これまでバラバラにあった、教育と経済

と宗教や精神を繋げていこうとしていたと患います。今

目的発表は、そういった様に繋がっていく、越境してい

く話が多かったのですが、つまりは、それが自分たちの

活動を豊かにしていくということなのだと思います。

.:.翻然との暮らしと都舎の生活

木下一】それでは、次の筏藤さんへの感想と質問にまい

りましょう。欝藤さんからは、「沖縄から熊本へ移住し

て林間学校を開くことは今の子ともたちにいい料激に

なったと思いました。私の家の近くにも、命を大切にし

自然に暮らしている家族古九、ます。この発表を開いて自

然を大切にするむを学びました。また、物にも命を感じ

るという言葉はすごく心に残やました。私もこれからは

後藤さんのように広い心で長活していきたいです。発表

ありがとうございましたj、角田さんからは、「発表がわ

かりやすくて商白くてよかった。林澗学校へ行って、自

然をうまく利用していていいと患った。命のことに関し

てまとまっていてよかった」、渡部さんからは、 f発表を

お聞きして、自宅を使って林間学校にするという取組み

はとても額白いと思いました。私の学校でも 1年生の

ときに苔舎で 2日間実習があるのですが、本当に自然

と命に向き合っていていいと盟、いました」という感想が

制作幣図万里子

高校主主;母売η事
介食¥::f;{l!を91fJ争じま主主主:Ll.

お11ぐ寸乙t同時前τ備な2縄問判
決 1~子治l{市三方正f章 一法J叫訓

二3ピもたちもヒジキス魚崎

rf~ 'i有企点字方、 t'，う古工初、?

色白諸'Q'!i17~歌手作j
か哨修
渇 動IIふ同1'[金L.!'W怜タ杭?消歩岸戦

一 叫"オ41下草ム_Th守'tl三.c.---fi.i:.*:持tニf'Kにの
ミトピ'{.r"~tK襲安つお「庁本肘ゐ

品川す一認可申 ppcAG'

来ています。江本先生からは、「パワフルなエネルギ}

を感じました。子どもたちが大きくなヮたら入所・入学

できる保育所や学校は近燐にありますか。あったとした

ら、普通の生活をしている子どもたちとギャップが住じ

ませんか」という感想と質問です。その点についてどう

でしょうか。

江本 私のまちにも少し辺齢な中山陽地がありまし

て、そこに東京の方から自然の生活を体験したいとやっ

てきます。ところが、子どもがまだ小さいうちはいいの

ですが、保育所や小学校に人りだすと、いくら出会でも

テレピも見ているし普通の食生活もしている。そういう

子どもたちとのギャップが生まれてきて、先生方も指導

しにくいことがあるようです。そのよう者ことはないで

すか。

後藤一一確かにうちにはテレピもないし、ク…ラーもあ

りません。しかしその分新開をたくさん読みます。私が

『斡E新関iや『沖縄タイムスJ音読み始めると、子ども

は靭Eの子ども新聞を読むし、幼稚額の子どももそれを

見るし、いま 1歳半の子どもも、上下逆にしてでも読ん

でいます。ですから情報は結構ありますねo

毎日リヤカーを51いているわけではありませんし、学

校にも行っています。ただ、朝6時半になったら、黙っ

てNHKのうジオ体操を始めています。うちでは時計を

ほとんど見ないで過ごせます。私は務 番烏の2持半に

しっかり嫁さんと起きますが、特民世間とのギャッブは

感じていません。

山
h 
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逆に林間学校に来た子どもたちは、みんな生き生きと

して帰っていきます。私たちの所に何治か滞在して、そ

の後、モンゴルに行ったりカナダに行ったりする入もい

ます。彼らは卒業生みたいなものですが、このように非

常にたくましい子どももおります。

木下一ーもうひとつ禁問が来ています。 fまちの生活に

どうすれば活かせるのか。まちの生活空間でも、主主きも

のと一緒に暮らすためにはどのような工夫をしたらよい

のかj。

後蕗 生きものを呼ぶチャンスといいますか、生きも

のとの接触の場所がほしいと私は思っています。例えl;f

マンションのベランダでも、バケツひとつ登いておけば

小鳥が来て水浴びをしますね。そういう筏単在ことでい

いと思うのです。

それから、雑草という草はありません。ちょっと散歩

に出ても、公留にはたくさんの草花があります。先週は

双葉だったのがもう四つ楽になっているとか、草花が枯

れていくことを感じることも、教育的にはとても意義が

あると患っています。行政が梨先してきれいな花を植え

ていますが、枯れていくところがいいわけで、どうやっ

て穏を落としていったかを考えることは、まちの中でも

十分ゃれます。その気になれば、都会のなかにもたくさ

んの命が見つけられます。ご活用ください。

や学習する{すベ曹)立のは線?

木下 質問された河合さん、どうですか。

主

お 的品会主昔廿♂クf均

等守Uhmu，吠

干衿守在絞走{伽伽1愉t担抑澗O'l11糊g吟刊'1i'了判fア刀r .w. 
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じiG'.，c-f211治(匂骨λ日コrJ~抑J

iIÌ\高官:ttJt脅か~，Aw続嘩1Jf';員百.

君主快主化η丸善ゴK哲く"札

綬海吐ユ古繍純生日合的立F主、
7弘、がザ

'きれ時~l;} ~~、l<c 1，1替え気君主'r，.，，?T，f($わなか，か

に

~‘日一 l 同

河合 大人や先生も林間学校に参加されるのですか。

後藤一一大人は帰します。

湾告一一子どもたちは非常に鋭努力もあって、まちの子

も、連れていけばすぐに花掬くのですが、迭に、大人が

どうそれについていけるのかなと患います。親と子ども

たちを離してしまうとピこかでギャッブが出てくるので

はないでしょうか。

後藤 次年度からは親子の日を 1Fl持とうかと思って

いますc特に 30代や40代の人は、ほとんと子育てをやっ

ていない。そう~=tうと誇弊がありますが、産まれたとき

から病院に領けて、 6カ丹したら保育濁に設け、次は学

校に預け、放課後は学叢に頭け、さらに残った待問は塾

に預けて、殺は何をしているのだと。このあいだ、教育

委員会から呼ばれましたので、ピシパシと寄ってきまし

た。脊ててないのではないですかと。

今度も 2兆円ほど使って国民にお金を払うみたいで

すが、うちの嫁さんみたいに、専業で子育てをきちんと

やっている人に払ってほしいものですね。もらった金は

保育簡の足しにはしてほしくないと思います。殺が本気

で育てれば、子どもは背中を見ていますので、立派に

育っていきます。ところが、親父でさえ竹トンボひとつ

つくれません。だから、子どもの批判をするどころでは

ないですね。特に、 50歳以下の親は自分の子育てをし

ていないのでは告いでしょうか。いつか親の林間学校を

しをければならないと思っています。

木下一一全体についての議題として、福田さんから「学

rふう?、工リ2円フれ?

、1向、

合一命 生命かせまれtヲ駒
P 、号車3主

翻， f "'.，・ ~'"(;:("'ih')翁ほ初噂性f
ウc.'， 11 町、J 和賞訪 問

問機寄%1/ 円 fl¥-{t.. 担制3奇心暗命吋両1~豊一
交換し!日

比一」ゴ忍埼f'il
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習する(すべきな)のは誰。子どもはどちらかというと教

師では。建物が学習する、建物が教えるjという意見が

来ています。との「すべきjという言葉はポイントです

ね。これまでは子どもが学習していたけれども、本来学

習すべきは誰なのかという意味だと患うのですが、福留

さん、その投げかけの意味をもう少し説明していただけ

ますか。

摘羽一一自治体職員というのは、結局はそれぞれのまち

では住民なのです。しかし、民掲の方はもっとそうで

しょうけれども、忙しいので住民として暮らしていると

いう実感がない。ややもすると、市民と言えばカウン

ター越しにいろいろ文句を言ヮてくるものと感じてしま

れしかも、最近は、昔のように大きい絡設を獲てると

いうこともないので、単に上がってきた書類をチェック

するような仕事になってしまう。

そうした主主に、交流亭に関わっていると、自分も

市民だという実感が非常に得られます。結局、いちばん

教育されているのは、これに関わった組合員なのかなと

いう気がしたのです。子どもは放ヮておいても、感性を

持っていますので大丈夫ですが、むしろ、学習すべきな

のは大人の側ではないかなという気がしてこういう投げ

かけをさせてもらいました。

木下 この報告会でも、またもう一方にやっている

フォーラム(住教育フォーラム)でも、子どもから学ぶと

か、子どもたちが先生ということが言雪われています。

では次に、この議論を展開するために赤松さんから福

田さんへの質問を。「大阪市職労の活動について、公務

員に対する厳しい視線を背景にしたものということもあ

るでしょうが、ほかの組合に、公共を向わず広がってい

くために求められる条件とは企んでしょうか」。

摺毘一一先ほどのご質問でも総合員にどう広げていくか

という話がありましたが、こういうことは体験をしない

となかなか広がりません。ですから、そういう仕掛けを

どんどんつくっていくしかないと思うのです。マニコア

ルがあるわけではないので、そういうところから始めて

いくしかないように怠います。そして逮ヮた人、異なっ

た立場の人となるべく対話していくことが震聖書だと思い

ます。

木下 赤松さんはどうでしょうか。

揖松一一行政の組織である公の立場と職員という I工場。

これは表裏の関係です。表の顔としてもまちづくりにか

かわるし、裏の顔、労働者としてもまちづくりにかかわ

る。遠くから通っている人もいるかもしれませんが、そ

のまちに住んでいれば、住民主してもまちづくりにかか

わることにをる。近代社会のなかでは専門分化してい

て、ある特定の職員の顔しか見えない状況が生まれがち

なのですが、もし、いろいろな地域のなかで時伺をシェ

アしていろいろな活動をし、そのなかで、人の立場を共

有したりすれば、もっと広がりができるのではないかと

恩いました。

構翻一一まさに、それを巨指しています。

4・舛への発備を

木下一一この報告会の報告集を 10IEI出していることの

ひとつには、こういう優れた活動を評価して広めていく

という役割があると思うのです。いまの日本は総合的学

習の時間の部減、ゆとり教育批判などもありますが、そ

ういうなかで、こういった活動を広めていくことが重要

だと患います。

そのあたりの話寸、今臼ひとつ提起があったのは、星

野さんの「外への発信jです。これはすごく大事なこと

だ左思います。特に星野さんがやっているプレイパスの

活動は、ドイツでも行われていて、私の友人の所では

30年以上もやっています。その組織も 4つぐらいのグ

ループに分かれていて、まちづくり専門とか、美術館関

係専門とか、いろいろなことを総合的に展拐している。

始めたころは学生だったのが、みんないい年齢にtとって

車問性も分かれてきて、お互いにいい繋がりを持って

やっています。ひとつの組織でパスを 10台ぐらい所有

していて、スタップも 10人ぐらいいて、郊外に長大な

倉療を持っています。

行政の夏休みのプログラムも、子育て支援諜とか、少

年課の代わりに、彼らが一手に引き受けています。しか

も、彼らは活動をしたらしっかりドキュメントをつく

る。企業から寄付金をもらったら、すぐに報告をするし、

メディアをうまく使う。星野さんもテレピに出たりしま

したよね。そういうことをうまく利用して、話題にして

いきます。

そういうことをドイツ5昔で「オッフェントサッヒカイ

トアルパイトjと言います。直訳すると「公共投作業J。
つまり、広報活動のことです。いかに自分たちの活動が

公共性を持っているかということを示すことなのです。

それが支持につながる。これはとても大事なことです
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が、呂本の場合はそのあたりをあまり強くやっていない

なと思いますっノト)11小学校では子どもたちが臨成街に提

案をして、地域全体がキャンパスというなかで活動をし

ましたが、これもひとつの公共性です。そしてあオしだけ

の収益を上げて、それが今度は評価につながった。さら

に、その評価を官伝していく。そういう活動なのです。

これは、プラン (Plan;を実行して (Do)、評価して

(α間約、そして見直す (Act)、rPDCAJと言われるマネ

ジメントです。これが呂本でなぜ一般化していないかと

いうと、われわれはチェック、つまり評価が若手です。

だから、それをうまく改善 (A，りできない。日本の社会

のなかではうまく濁っていかないからです。しかし、今

日の素晴らしい事例たちは、それがうまく問っています。

そのサイクルをうまく展開していけば、 1言動が広がって

いくなと感じました。

赤松さんから、 r~可合さんは fまちづくり j という言

葉に対して?まちつかいJと言っています。延緩先生は

『まち育て』という言葉帝つかっています。まちづくり

という概念自体、都市計画よりも市民に近いものとして

位置づけられていたはずなのに、いワの間にか、まちづ

くり左いう言葉の意味の境界が暖殊になっています。そ

んななかで、まちづくりという概念の今後の可能性に

ついて偶いたい」という窓見がありました。長持さんの

話にも「まち育て」という言葉がでできましたね。この

言葉は、延藤先生の『例をめざして生きるんやj(プレ

ジデント社、 200りという本にも書いであります。これに

ついては延藤先生のまとめのときに話していただきま

しょう。

令命の線事

木下 今日大きく浮かび上がったテーマに、命という

ものがありました。石毛さんから、「これだけ命という

ことが軽視されているなかで、どなたの発表にも自然の

恵みを尊重しながら命を尊ぶこと、自然を大切にするこ

との震要性を感じますj という感想がありました。後藤

さんは物にも命があるとおっしゃっていましたね。

それから、小川小学校での子どもたちの取組みは本

当にすごい。あれだけ多様なことをやりながら、地域を

キャンパスに展開していく 命ξいうのは「アニムjで、

諮淑を辿る在活気づける kいう意味があります。まさに

こういった活動でまちを活気づけふこと、それが住ま

い・まち学潔の本質の主うな気がしました。

皇室甥高校でも食#として子どもたち〉 緒にミューン

カJレを行っています。このミコ ジカルも、まさにそう

いう活気づけられた表現、 1:i~.i童手段モして民間していゐ

のではないかと患いました〉

では命に関連してどなたカご窓見ありますか。根岸さ

んいかがでしょうか。
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犠洋一一私は生まれも育ちもずっと東京なので、今自い

ろいろと自然の話が出てきて、ああいう生活もいいなと

思う半i盟、東京のほうが好きだな正思いましたο最近思

うのは、命には主主まれた場所が必ずあるということで

す。その生まれた場所を移動させることによって、命が

失われてしいまうことがあるように、生まれた場所の環

境によって、そこでしかあり得ないものがあるシ思いま

す。その可能性を考えていくことがまちをつくることに

なるのではないでしょうか。

日本全国のいろいろな事例をみて、羨ましいなと怠っ

たり、この事例はいいなと自分のところに取り入れてみ

てもうまくいかないことが多くあると患います。それ

は、自分のまちには自分のまちなりの命の育て方がある

からです。人間にひとつとして同じ命がないように、ま

ちにもひとつとして河じものはありません。育て方もそ

れぞれなのです。なのに、いつのまにかみんなマニュア

ルを欲しがってしまい、本当に必要なものをどこか軽視

しているように患います。

人もまちも、唯一無ニの存在であるのだから、実はみ

んな自分の生まれたまちについては知らないことが多い

のです。他人とか、ほかのまちと比べながらも、真似る

のではなくて、自分の持っている命の価値を見つけ出す

ことが大切だと思います。

京下一ーありがとうございます。それは先ほどの議論の

[居場所」という言葉にもつながることですね。

.: .. 鐙まい・まち学習置のこれから

木下一ーさて、ではそういう住まいまち学習というの

は、誰が学ぶのでしょうか。そしてどういう場で展開す

るのずしょうか。これから誰に向って活動を行っていか

なければならないのでしょうか。この先ほどの福Blさん

の問い掛けに、もう少し意見はありますか。

::'1竜一一私は学ぶということは、 W1N羽11Nの考えだと

思っています。学校慨を支援する地域の方々が「教えて

やるぞ」の感覚で来られると、学校は非常に迷惑をする

町部方盟子

ニ〆こごス rごg;，ふ
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のです。教える慨も、教える在いう学びをしに学校に来

る、そして子どもたちは、地域に行って地域に貢献する

という学びをするc 教える側は出力をする学びだし、子

どもたちはそれを受け主める入力の学びなのです。それ

からもうひとつ、子どもと地域がつながるという交流の

学びがあるのではないでしょうか。学びというのはイン

プットだけではないような気がします。そうやって考え

ると、教えるときも、交流するときも、知識を吸収する

ときも、すべてが学びなのだと患います。

木下 そのほかの皆さんはどうでしょうか。

星野 子どもを通じて大人が変わっていくというのを

私もいろいろと体感しているのですが、最近は、マスコ

ミや政治の世界の人たちにも、こういった本来の豊かさ

ということを学んでもらいたいなと患っています。マス

コミの影響というのはかなり大きいので、発信されたも

のがそのまま素直に受け取られてしまうことが多くあり

ます。ですから、発信する側にも、本来の豊かきなり、

こうやって活動している人たちのことを知ってもらうこ

とは必要だと患います。

木下一一私もよく取林を受けて感じることなのですが、

30年ぐらい前は、テレピ局の取材にはディレクターが

何度も来て活動をみて番組を制作していました。それが

マスコミのマスコミらしいところです。しかし最近は、

メ~")レや電話で鮪単に取材をして、プロゼスは省いて結

果だけを撮って流してしまう。これは、社会合体が成泉

主義の風潮にあることにも隠係しているとJ患います。そ

んななかで、住まい・まち学習の多くの事例はプロセス

の重要性を指摘しています。そこには本当の命の脊みが

あり、魂、言霊のキャッチボーJレがあり、子どもと大人、

子どもと地域の人、学校と地域などの関係性の葬構築、

交流があります。今はそういう交流さえもない高度な情

報社会ですが、そのような社会だからこそ、マスコミが

まず学習すべきなのです。そして、子どもたちがどんど

んマスコミ界に発言をしていけたらと思います。

それでは延藤先生にまとめをお願いしたいと思い

ます。
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まとめ

美しし、関係を築く、住まし、.まち学習

延藤安弘[愛知産業大学大学院/NPO法人まちの縁側背くみ隊]

今自の発表と意見交換は、 10年懸のこの「住まいま

ち学習」実践報告・論文発表会の成果を集大成するよう

な充実した内容でした。触発される層、いをたくさんいた

だき感訟を申し上げたいと患います。

それでは、住まいまち学習の方法と作法のキーワー

ドを 8っすくい上げて、今後につをげられたらと思いま

す。方法というのは、もちろん発想法とか物の考え方、

口ジカルな函のことを言います。作法というのは振る舞

いや姿勢のことを言います。今密の発表では、雨量百に

わたって、住まいまち学習習の普遍的な進め方に関する

キーワードカ宝響きわたっていたと患います。

8っそれぞれ、珠玉のごとき中身の濃いものでしたの

で、その一つひとつの論考に対するキーワードを箆条瞥

きにして申し上げていきます。

φう書 UKI対話と体験滋識は人間擦係カを育む

最初のキーワードは三角先生のものです。この fうき

UKIJというのはもちろん字i墳の小学校のことでありま

す。発表会資料にありました{人間関係力育成構想図」

のダイアグラムは、まさに人間関係カが、住まい・まち

の認識と笑銭を育むということを伝えています。そし

て、どこでも誰でもこのような視点で活動していこうと

いう提起がなされています。

令つながり合うことでそれぞれの穏性と場所が成り立つ

2番目のキーワードは根岸さんの発表からです。住宅、

道路、お寺など、それぞれを健別のエレメントとして捉

えるのではなくて、それぞれが相互に繋がり合うことで、

それぞれの個性と場所が成り立つのだということを明快

に語られました。特に、「つながり、持罪号、経験を建築

する」というキーヮ…ドは大変心に響く大事な要点を言

い当てています。またそのなかでも、授史と空間の隣係

認知によヮて、まちへの関心が背まれていく、それが子

ども碍代には大事なのだということを、ワークショップ

の経験のなかで語られていたのが印象的でした。

令癌便しよう~ 'L.¥楽しい表現活動中製作活勧告

3番目は山形の置賜農業高校の皆さん方のキーワード

です。創意工夫をし、状況に応じて心楽しい表現活動
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や製作活動をしましようということで、そのための方

法、手法提起がありました。表現活動という点では、今

@Jはミュージカルをしました。 高校生自らが物誇りをつ

くり、音楽をつけ、濁り、ワクワクドキドキの感動を分

かち合う場ができました。それが全国行脚するくらいの

人気の出し物になって行きました。また、地域の産林を

使つての和菓子際発i土、つくるという行為はどれほど人

の内蔵を薮かにし、そしてその成果物がどれほど他人に

美と感動を伝えていくかということの経験になったかと

思います。表現と製作というキーワードが、霞賜農業高

校の弛まず一貫した教育のなかに溶けこんでいるこ左は

大変素晴らしいことではないでしょうか。

令失般を恐れずにマイナスをプラスにの艶銭を持とう

4番呂のキーワードは星野さんの 8年間の成果のまと

めのなかからです。ともすれば、マニュアル主義に絡り

がち在教脊現場やまちづくり実践において、マニュアル

はチラッと見るだけで、むしろ、目的を分かち合い、プ

ロセスを重視し、自らが楽しみ、ノウハウを蓄積し、分

野を越え、逸脱を恐れずに外へ発信していく。そのよう

な重要企ことが述べられていました。

令長密留からの解臓を越えて.まちの臨曹の価健平生命釣窮銭

的文化を曹む

5番目のキーワードは表向さんの発表からです。宗教

とまちのかかわりの現代的あり方として、センスオプー

ワンダーを人とまちに浸透させるという切り口が、生命

的自然、まち毘有の鏑値に対する驚き左感動の心を育て

ていく。これがまち学務にワながる大事な視点ではない

でしょうか。

場〉保々蹄々の括合いを鍵なった立場の人々と溜め立が晶、大

掴な発惣転換を国高

6番Eのキーワードです。大阪市職員労働組合はえら

いおもろいことをやり始めていますが、福隠さんの語っ

たことは決して俄別の話ではなくて、伎まい・まち学習事

の共通性を持っている大事なポイントです。侃々誇々の

話合いを異なった立場の人々と進める。そして、カウン

ターの外に仕事があるという、この発想の転換。「蕗庖
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街も労働組合も学校も地域とつながらなければ未来はな

いJというキーワードは、大胆な発怨転換をll1lります。

常識や前例や枠組みを越えていき、異なった立場の人々

からの批判や希望の気持をいただきながら進めていくこ

とはすばらしいと患います。

(.希宥なるまちのアーツやどこにもあるまちのつぼ

7番邑のキーワードは近江八幡の河合さんの発表から

です。 t可合さんは f人間の体にツボがあるように、まち

にはようけアポがあるんや」とおっしゃいました。この

ツボを知らないと、ないがしろにしていると、まちは不

健康になっていく。どこにでもあるまちのツボやまちの

木霊の探検、発見、ほっとけんをやる。希有なるまちの

ア}ツはどのまちにもある。「探検、発見、ほっとけん」

とは、この近江八幡のすぐ近くの~Uのまちの子どもが、

こういうワ}クショップでふっと言ってしまったのが全

国的用語になったものです古えそこから生まれる、まち

を根本的に再編していくヱネルギ』は、 i可合さんのおっ

しゃっていた、「まちを愛おしむ気持ちをつくるjとい

うキーワードに繋がっていくと思います。そして、先ほ

どの言す量産のなかで根岸さんがおっしゃっていた「まちの

命を育む」こととのつな古霊りも明確になると盟、います。

令意義をつくλ箱形成在隠鈎とした住まい・環境教育

最後のキーワ ドは後藤さんの発表からです。住ま

いや環境について知識を得ていく教育ではなく、人強形

成を巨的にする事士育。 1"1を目指して生きていくんやとい

う、人関が生存し、暮らしていくためにいちばん大事な

人間性の脊み、それを住まいー環境教育を通してやって

いくというお話しでした。物にも命が宿る、そういう気

持の育みや、危険と付き合う野性的マインドの育みとい

う、現代が百日吉落としていることを見事に自己の実践の

なかで語られていました。さしがね I本の家づくり教室

という、住宅に関する学びの手法も含めて、非常にたく

さんの住まい・環境教育の手法、作法がこもっていたよ

うに患います。

~・本割のキーワーl' r襲しい調書事J

きて、こうして 8つキーワードを作り上げてみますと、

バラバラのようでありながら、実は、お互いに響き合う

もう 1つのキ)ワードが潜んでいるということに私たち

は気づきます。では、各キーワードの頭文字を取って、

耳目韻を踏みながらリズミカルに唱えてみましょう。する

と、全体を束ねる住まい・まち学習の背骨になるようを

顔立ちの美しいキーワード、「うつく・ l.い・かん・

けーい(美しい爵係)Jが浮かび上がってきましたO

この f美しい関係」というのはなんでしょうか。 lつ

には、「住み手と家の美しい関係jがあります。後藤さ

んのプレゼンテーションのなかに、子どもが木の家の廊

下を惑いているというシーンがありましたが、あの姿は

神々しいですね。住まいは命のある存在であるというこ

とが、燐問、見えてきましたO 現代はそういう木Bのあ

る廊下を子どもが自ら掃除をするという振る舞いは少

なくなりましたが、この住み手と家の美しい関係は、生

活の振る舞いの見度しを求めているのではないでしょ

うか。

2番目に「自然とまちの美しい関係」があります。根

岸さんの江戸のまちとか河合さんの近江八幡の映像を過

して、自然とまちがをんと梼妙に奨しい調係を保ヮてい

ることかと感じました。このときに、まちは有機的な蒋

在になるのではないでしょうか。日本のまちは、本来、

自然とまちの美しい関係をはらむ存在でした。その自然

とまちの美しい関係の解説の作法主、それを未来に継承

する視点を持とうということです。

3番呂に「森羅万象のつながりの美しい関係j。後藤

さんが見事に語られました森繰万象、生きとし生ける

物、みんなつながっているということです。そのことは、

ピジユアル的にも精神的にも、なんと美しいものカま立ち

現れていたことでありましょうか。単なる生き物だけで

はなくて、半自然左の共生の住まい・まちというのも、

ここにつなげて位震づけておきたいと思います。

4番自は、「まちは有機的な生き物としての美しさを

はらむ」。三角先生は街活衛が冷えてくると用意数が減

る。たちまち、まちは汚くなる。美しいまちというのは、

蔚庖街も生き、子どももたくさん産む。だから、商庖街

の話と教育現場の話は別のように今までは捉えていたけ

れども、実は違うよとおっしゃっていました。きをしい関

係にあるときに子どももまちも生き生きと日々を機嫌よ

く生きます。そこで学校と地域の連携の美しさ、学びの

意味があるのではないでしょうか。!美しい関係を学び

美を学ぶ jとでもいいましょうか。

5番目に、「二度と戻らない時間を美しいものにして

いこうんこれは根浮きんの発表の資料のなかにありま

した。まさに、人・物・事ー時のなめらかな関係のヂザイ

ンに住まいまち学習の;本質的なガ法の認識が根付いて

いるのではないかということが誇られていたように思い

ます。

令継続への繍い①公共性

きて、官践の挨拶にもありましたように、この発表会

は、 10年自の今問をもヮていったんの皮切となってお

ります。ですから、少し時簡をいただきまして、私のこ

の発表会への思いを諮らせていただきます。

私としましては、綴わくば発展的継続を望みたいとい

う気持ちはあります。その理由はうつあります。

第I番呂の理由l土、社会の動向のなかで、この発表
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会には公共性があることです。日本の社会のなかは、管

理や評価などの終]の呂がびっしりと張りめぐらされてい

ます。教育も仕事もいろいろな場立苦手許悩システムが取

り入れられ、そういうものに偏議するがあまり、子ども、

われわれ大人も大変息苦しい患いをしています。そして

住まいもまちも濁鎖的で堅苦しいもの、 f菌性をなくして

いくような傾向にあるように思います。

しかし、この住まいまち学習の発表会では、この 10

年間のあいだに、子どもの笑顔がいっぱいの森のような

まちを育もうという取り組みや、人と人、人と住まい、

人とまちの問に、えもいわれぬ豊かで美しい関係が次か

ら次へと立ち現れてくるような住まいまちを育む方法

論及び実践の手法を積み仁げてまいりましたO

まさに、文明の動向は、技術や管理の方向にどんど

ん走っています。このような、物金・制度ありきの文

明の強い社会的エンジンは否定しがたいものでもありま

す。しかし、この流れに抗いながら、人ありき、暮らし

あ0き、命ありきという、そういう住文化の力を創発す

る、展開する、編み出していく。それぞれの地域、学校、

課題に沿って創造的住文化の部発及びその経験を交流し

ていくところに、この場の社会的意義があるのではない

でしょうか。

先ほど、木下さんが{公共性作業jの諮をされました

が、このような社会のをかにあって、まさに住総研は、

緩めてユニークなる、社会的なる役割を穿こたしてきてい

るのではないかと思います。ほかの間体では成し得ない

公共性を成し得ているところに私たちは潟い評価を与え

ながらも、叶うことならば新しい状況の下での発展的継

続を願いたいと患います。

*:.綾瀬への綴い②方涜と作法的線続的、持続的提起

2番目の理由は、方法と作法の縦続的、持続的提起を
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していることです。これにワいては、先ほとの今思のま

とめで取し上げました。この 10年のあいだに、住教育

の方法と作法及び手法も含めて、 5本の住教育、まちづ

くり教育の工ンジンになり千尋てきていると患います。そ

の成果を潟く評悔したいと患います。

や継続への顕い③領域の越境性

継続的発設を顔う 3番目の理痴は、領域の越境性です。

扱っている課題の領域は、対象としての住まい・まちを

越えて、今日の発表にもありましたように、食に広志向、

宗教に広がり、裕社に広がり、労働組合に広がり、単な

る縦割りではない領域に広がっています。人間が日々健

やかに生きる場の包括的、総合的関係の織の呂のあり様

を問い続けていく、そういった領域の越境性の被~が、

この場の大事な部分ではないでしょうか。今日発表の

あった事例でも、学校と地域が相互に呼吸し合うような

仕組みがありました。このような仕総みの展関という点

でも評備されると思います。

ただし、反省、自制しすべきことは、対象としての住

まいそのもののあり様というところにも絞り込んで、特

化したテー?を立て、それを追求すること。今後、継続

的発展ということがあり得るならば、今までの越境牲を

評価するだけでなく、こういヮたテーマを意識的に取り

上げて進化させていくということも大事ではないかと患

います。これは今後の諜題でございます。

今鍵綿への揃い④ 翻い手の宵みの成県

継続的発展を願う 4番目の理性1は、担い手を脊むこ

との成果がそれなりにあヮたことです。握ぃ手の脊みは

3通りありますが、まずは、登竜門としての若い世代を

育んできていること。星野さんは、学生時代にこの会に

参力目したこと古音活動にきかっけになったと寄っていまし

制作釘密万呈子
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た。法政大学の綬岸さんも活動に継続的にかかわってお

られます。震賂農業高校の方々の去年から今年にかけて

の素晴らしい進歩も、この場での評価がちょっぴり作用

しているのではないでしょうか。もちろん、先生方のご

努力の賜でございますが。

2つ自に、地域の溌場のまちづくり入を育んできてい

ること。今宮はお見えではありませんが、大阪弁の橋本

さんや東京弁の山泊さんなど、えらいユニークなる論者

及(J希有なる笑裁家がこの場から生まれ、この場で評倒

され、非常に自信を持って各地で活緩しておられます。

3つ目に、個性的な活動実践の担い手を励まし交流し

合うなかで、お互いに自信と誇りをもって創造的活動を

各場で展拐していること。今日ご参加の皆さん方もそう

でございます。伎まいまち学習というのは意識の脊み

でございますので、意識の担い手は人間、人の脊み、こ

の場はまさにE本全国津々鴻々に、教育現場、まちの現

場、さまざまな現場に創造的な住まいーまち学留の扱い

手を育てていると言えるでしょう。

争継続への願い⑤発頭の可能性

継続を願う 5番目の理由は、発農の可能性です。そ

の点で、アカデミックな場とは違う異質(;:良さをはらん

でいます。アカデミックな場では極めて知的なる、客観

的在る、静かなる外商的考察の場になりますが、ここで

は現場で感動したこと、内在奇的なる心の動き、感動が住

まい・まち学務の新しい方法や潔論をつくり出している

わけです。知性だけではなく感性、感動が渦巻いていま

す。感動なくして都造なしという、そういう緩やかな凋

かれた気持ちの育みがこの交流の場に現れています。こ

れも継続的発展の可能性の方向として挙げたいと思いま

す。先に挙けました 4つの良さを引き出しながら、先ほ

ども触れました反省点も織って強化していくといろこと

も、発展約可能性を考えていく上で大事なことでは企い

かと患います。

いまこの場ぜ患いつきましたことを 5点挙げました

が、あくまでも私見としてのつぶやきみたいなものです。

しかし、財白及び委員会のほうで、今後、検討していた

だく場が持てればありがたいと思います。また、私偶人

としては、今日お集まりの皆さん11にも、アンケートな

ど、しかるべき方法でご意見を賜り、継続的発展への意

向を聞かせていただければと患っております。

ともあれ、今後どうなりますか予断を許しませんが、

私他人としては 10年、このような場にいさせていただ

いたことを、住総研と皆様方に深く感謝したいと怠いま

す。このような住まいーまち学習の笑践と研究の報告の

場は、先ほど串しとけfたような謹EIlで、単純継続ではな

くて発展約継続していきたいと切に願いながら、まとめ

に代えたいと思います。ありがとうこ'ざいました。
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5 第 10悶F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・学会に分散している住まい・まち学資の関係者が分野を越えて集い，成果・情報を交換・

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

りながら実践的要素があるもの，また， ~重別約・実践的でありながら普遜約・体系的主主棄のある論文，

調査・実践報告を募集する。

テーマ・住まい・まち学習一次代のよき住まい手・っくり手を育む

5.2公募要領

公募期鶴 2008年 10 月 ~2009 年 Uj 9日

公募方法 R本建築学会，都市住宅学会，日本家政学会， s本都市言十菌学会，日本環境教育学会など，

各学会誌紙および，建築や教育関連の雑誌・新i認など。

原 稿 A4事IJ4または6ページ (10，000学または 14，000字程度，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， t主教育委

員会のコメントを付す。

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

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

機軸性，1]:調査・検証のユニークさ，③爽踏段と当持者性，⑤分析・論述。冷王理性

の 5つの視点で発表者を選定する。

住教育委員会 委員長 延藤安弘(愛知産業大学大学説/NPOまちの縁側育くみ縁)

委員 小津紀美子(東京学芸大学)

木下 勇(千葉大学)

町出万良子(大学非常勤i者富市)

奈須 iE裕(上智大学)

*所属は募集当時

応募先守恨め住宅総合研究財団伎教育怒当

干156-0055 東京都世田谷区!i訪露 4-29-8

電話 03・3484-5381 FAX 03田 3484-5794

E-mail jusoken@mxj.mesh.ne.jp 

URL http://www.jusoken.or_jp/ 
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φ学校教育での取り組みから

*海に生まれた釈しし、まちのコミュニティにつし、ての→考祭竿校と地域並びに拶"t士会
がつくるコミュニティのあり方

-西尾減下町へ!T;愛着を深める…唱丁かど「みどり」探検体'学習の実践

・生活科「まち採検カメラウォッチング」ーサボーターは大学生

子伊ミ参加による学校施設整備に関する実践的iJf究

*f景銑をとりいれた住環境教育高等学校お額料〉授業実践から

⑫プログラム圃システムとして

*街づくり教育判l去をベースにした総合的学習 i有カリフォルニアと仙台近郊の事例を中

心に

-住野草壁主教7寄における学校・地域・専門家の連携に関する研究

*親子の地域学背プログラムの開発に隠する報告学習型環境デザインワークンヨツプの

実践と課題一

・子どもを対象にした実践的な妨災まちづくり教脊のプログラム開発について

・「住まい・まち学背JIこおける住文化のアプローチ高知県の地域環境と住宅を学資する教

材の課題一

@自治体での取り組みから

今井美枝子(千葉市立干瀬ノj今朝

宇野真展子(愛知教育大学)

福鈎実和(髪カ夕日ナ女子高校)

聖摘薫(都留文科大学)

妹尾瑳子(東京学芸大学)

佐藤慎也(東北丈化判盟大学)

北原啓E司(号lぷ大学)

鈴木賢一(名古屋市立大学)

;tt，村優子

三浦聖書ー(高知女子大浮)

・まちづくり学習の農掃の可能性に関する考察一石川県・まちづくち大好き人間養成作戦 陣内雄次(宇都宮大学)

事業を例に

・il海道における住教育への取り組み住郎、づくり体署員釦も体験学習プログラムづくり 長谷)1隣格付鍋底調佐櫛櫛所初

へ-

*美術の中広住環境教育横浜謝R織の試み?市民のアトリエ中学生議主

⑮市民教育開生i軍学習として

住まいづくりに関する中立的学習活動の可能性につし、て 住情報とし、う視点からー

.模型Pj製作から学ふ住まい

・官、の住まし、まち学習歴秘計予備箪のつぶやき

-大学生の自然との窺しみ方と住環境局辺の自然状況との関連性 自然との f共生J1と向け

てー

*11:;と緑のまちづくり活動参力可思進のための市民教育における公共空間総イむ活動実習の効

果兵庫県立淡路景観題芸学校における生涯学習の取り組み

@まちづくり・住まいづくりの視点から

-建築学科学生のまちづくり参加型演習の実際一広島大学「環境計画書駐車潤jでの酋条1酉崎
地阪のまちづくり参加を通じてー

* rまち育て」の視点からの干潟4椴寛の操業主担寅習による実践と考察犬三久市民専門家に

よる f共窃l学習Jの試みからー

*みつはま生活噺骨館における子どもと大人のノミートすーシツ 7~盟まちづくり学習

*まちに学ぶ、まちを活かすー鳥也市・)11越し街道を舞台に市民主役のまちづくり物言語へ

・北九州市丸山・大谷地区のまちづくりと住環境浄習やまさ治的まちで共に学ぶ

*杉並まちづくり研究会「エポスjにおける"まちづくり学営活動契機とプロセス、そι成

果と今後の方向一

・まち学習三事務屋での実践等と l模型で見る世図谷6つ銑草展」への協力…まちづくりに

おける信頼関係と担し呼育成のきっ削?づく 9として

・まちづくりのためのデザインガイドライン英関ヒューム地区デザインガイドライン

・斜面地を利用した街づくりから考える 依議集合1主制こおける街づくりを通して

・国産の無垢材と漆喰を活かした家づくり どう国民の健康を保持し，健全な国土を再生す

るかー

・サスティナブノレハウスの援策一地場住宅建設業者σポヌ質改善策一

く著者は第 1著者のみ。所属は;t，募当時。*印は発表論文〉

〈本体 1，5∞円+税、 ISB制4-88331-031-0>

J三上紀子(レジオンデザイン)

は上徹(九州E筆業大学)

藤居由香噺潟青陵女子短期大学)

増山乃利子(群馬大半)

石井晶子ぽ訪甚大学)

平密富士男(淡路景観閣芸学校〉

宇高雄志(広島大学)

田中宏実(千葉大学)

曲EIl~青維(愛媛大学)

時時報言(名城大学)

志賀勉(九州大学)

露骨聖子淳 郎(杉投まちづくり研究会)

長沼剤((財)世田谷B:都市繋備公社)

漆原町、(ヨーク大学)

滝瀬隆(東急設計コンサノレタント)

矢間秀次郎(ATT流域研究所)

戸括主主主主(N刊住宅生E安全研究会)
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。学校での取り絡怖から

*自然環境と暮らし¢知恵にカ功冶わり地域と創る学習ー循環する学び州主まい手っくり 藤本勇二(上勝小学校)

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fバリアフリーのまちづくり J~他 部代久美{宮域大学)

台市における実践報告そのI

総俄}~~手漢としての fみち」を核とした町学習の展開 鈴木富美子(愛知教育大学)

・人lこ優しし、重器廃を志向する生徒の育成環綴平価能力を高めるまち学習を過して 加藤俊樹(名古屋市立新郊中学校)

*近代化産業遺産を生かしたまち学習 曲悶?都量(愛媛大学)

Ihttp://州軍れiihamaminami-h.kss.ed.jpJあかがねの票.~IJ子銅山lこようこそ

• r演習活用jぬによるポケットパークの計画と評価 熊野稔(徳山工業高等専門学校)

・パース作留から学ぶ依まい 勝居白番恢潟間後友子短大)

*歴史的港町職における大学研究室による自発的取り組みまちづくりへ向けたすま 問中大朗(東京大学)
い・まち学習ー

@地域の学びづくりの取り絡みから

*空飛ぶお台場プロジェクトー始まったばかりです。お台場から発信する，私たち“21世 棚橋和正(港区立港持制、学ぢ由

紀の共す'への癒い

. !tl減の教育力を生かした子どもたちのまち探検一地獄，:joこしと総併ぬ学習広時間にむ 酋郡泰樹{松戸市立ノj合小学校)

けて正体験活動の計画一

*(子ども P1Jから「われPjへー善幸福寺}IIにおけるまちづくりの取り総み 山田清(人イエまちネットワーク)

・子どもたちが提案する新知欄憐想村立指慨を通して村を見つめなおす 邸中麻里(群馬大学)

・町並み探{貞で郷土学習の実銭高知県安芸朝捺半車問rIl奈半手中j、学校における総合学溜 三1需要一(高知女子大学)
の試みー

-まち¢っくり手インキュベ山タとしての fコミュニティオフィスj と fタウン情報web 秋元馨(横浜直立大学)

サイトj インフォーマノレなスペースからの，まち育て

-母親の自然へt関心度と子どもの自然体験配線車lこっb、て都内幼稚閣に子どもを通わ 石井晶子(東海大学)
せる母親を対象として

• PTA活動から発信する坤減ネットワークづくりへ0:鑓わり一世田括区立桜小学校卒業生 森本八月喜(アトリエ・ハッピベホ」ガスト)

120名ハのアンケート調査を返して

・コミュニティづくりは“鳥の目"をもって「子育てしやすし潤って，どんなまちワ行 奥隠棲子(lPA日本支那)
政と市民似車携ーjの研究から

@地域性を生かした住教育

-都市祭礼空間にみる住まい・まち学留の様車福井県の三国祭，ノN!微生会，勝山左義

長祭を対象として

・「ぶちょう」の住まい・まち学習に関する提案 fが密性に陸白自ました住教育教材配偶発

・ヒューマンネットワークによる授業づくり 均出量性を生かした住教育の手引き書

. I総命的な学習正時間j と連携した高等学校家庭利主居領域の展開学校と搬或!l)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・学校行政の連浅の取り組み

*全菌汚し、}II=近木}IIの汚名返とーその活動から子どもが考えるまちづく哲

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

ちは友だちり正宇成を通じて

*生出ま環境学習裂景観ワークショップの展開にっし、て仙台市の景観行政の実践から

*'住環境学習フォーラム 2000Jの 榔Eみ総合学習自寺代の学習カリキュラムづくりに向け

て一地域から考える住まい・環境学習

*災害18上訓練IDIι」がつなぐ地域の「防災jと「人育て」学校ー地域・行政が連携したIDIGJ
ワークショップの実践を過してー

*住宅の縁の地域協揮jによる管理システムの提案とそれを通じた新たなコミュニティー
形成の可能性 高劇院士会を見おえた緑を通じた住み郎、まちづくりσ;考察

φその他

・建築の基本用語に隠する考察 子ども建築用雪詑車の提案

-新しし唱E市づくりの潮流とデベロッパー佐役割 豊かなコミュニティづくり

く著者は第 1著者のみ。所属は応募当時。*印l立発表論文〉
〈本体 1.200門+税、 ISB副4-88331-035-3> 

碓III智子(福井大学)

市村吉島幸(高知大学)

久保力B湾代けに分大学)

必11久子(山梨大学)

橋本夏次(長塚市役所)

宮崎中哉り11I時制妨日

凋本一郎(仙台市倒的

松本千秋(江戸川区役所)

佐々木貴子(北海道教育大学)

安尾昌子(淡路景観盤芸制労

山口邦子

戸谷英世(NPC住宅生産佐野際会)
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@学校での取り緩みから

* r夢をかなえよう長松小改造計極j-総合的な学習の取り組み

*子どもと地域が手を結び実現する夢i 総合的な学習

地域のネットワぃクを生かして学びのネットワークをつくるー

*総合学習・交流学習で進める rパリアフリーのまちづくり」

一仙台市における実銭報告その2

*米来のまちづくりを題材にした総合的な学習の可能性

一東長野T小学校における部都心プロジェクト

-地域iこ根ざし、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

・金沢市における子どもを対象にしたまちづくり学習の務伏と課題

*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

* rわれPJ 2年目的進化東京都杉並区松ノ木/J峠枚の取り総み

*地域で育てる学校ピオトープ・・-創生と管環活用

-地域素材としてため池を活用した潔境学習の評価

一明石市立J工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ーまち学習におけるカノレタの有効性一

・子どもを対象にしたまち学習ワークショップを通じた地元商筋街との関係性の構築
一横浜市金沢区における実践報告

・歴史都市、津島に残る古井戸を活用した子どもと高齢者の交流を促すまちづくり

・町づくりi協議会 f高知市上町そだての会」の実践報告

・植木生産業と住宅の共生を目指した認と緑のまちづくワワw クショップにおける人

と紙織

・近木川流域自然大学子どもの文化路→ r)11の分校j

-青葉通における景観形成アクvョンプログラムの取り組み

景観ワークショップの活用を通じて

@私から始まる学びづくり

*子供からみた住まいとまち 私の居住経一

*絵本の活用のための基礎的認査住教育プログラムの擁立に関する研究

。その他

・7 ンションの管理総合制度から見たまちづくりー制度設計上の視点よ 0の考察ー

.住まいと健康 l 健康的な室内空気への取り組みに対する海外動向

海外諸国の取り総みと発展途上障における室内空気汚染

く著者は第 l著者の札所購lお芯要事当待。*印は発表論文〉
〈本体 1，200内+税、 ISBN4-88331-037-X> 

円城寺文雄(佐賀来唐津市立長松;J、学校)

野村ゆかワ(高知市立第四小学校)

田代久美{宮城大学)

書主i時英治(仙台市立東長町小学校)

荻野選喜美(額閃努T立大雨i可小学校)

罵場先恵子(金沢学院大学)

長谷川雅治 (jo溺宰寒地住宅都市研究所)

i1J問j青((有)人イエまちネットワーク)

林まゆみ(兵庫県立姫路工業大学/淡

路景観閤芸学校)

大塚毅彦(閲立明石工業高等専門学校)

青山美緒(共立女子大学)

藤i理泰寛(横浜国ft大学)

山口友{圭(愛知教育大学)

植院通子(高知市上町そだて正会)

長谷川利恵子(はせがわ計幽窓)

橋本夏次(只域市役所)

縄本一郎 (j出台市役所)

定11'泰清(私立武蔵高校)

久内純子(フリーライター)

j渡遷移(法教大学)

東賢 (生活環境化学研究家)
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⑫学校での取り組みから

*発見したことを表現する「住まし、J0;学習

家庭科学習に採る「次代例主まし、手づくり」の可能性

*総合的な学習0;時間の可能性をさくる 「南ノj療史たんけん2002・地下鉄東道線プロジ

エクト 怒史や伝統のよさを生かしたまちをデザインしようじの実践を通してー

*縦壊の中¢学校から、彬或λ発信 「あったらしw、なこんな校庭σ:会j プロジェクト

総伯台な学留を通して、子ども・保護者・総理主事組織住民・行政担当者・専門僚

と進める校庭づくワー

・地減配特産、下山千歳白菜に挑戦11一高齢者の知恵・経験・技術を生かしてー

・!j'dな森正物語り 「中延の動と図工室の託縁ー

・市民的資質の脊成をめざすまちづくり学習の取引総み

車南署横戸現T話鑓路間隙iとともなう公園づくりを過して

.勇知庭科における住涼境研究の発表

-小・中学校での住まい・まち学習の現状と学校教育支援の状況

一兵蔵県東様地方のケーススタディー

-大学生へのまちづくり教育龍谷大学層際よ文化学部での実践

@地域の学びづくりの取り組みから

*主桜或におけるi麟婚告なまち学習のしくみづくりに鳴する実践的研究

r沼町まちかと鴻物館・総指佐大ギャラリー」を事例としてー

*大学園公民館・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

取り組み 『大学子ども際放プラン20叩 '200Uの実濃から

*子どもの主体性を育む参商の場に演する苛際

一千拠県佐倉市における「ミニさくら」の活動を事例としてー

*つなぎのデザイン/1個人の体験j を「担会の主主験jiz 
一東京者金J.金井市における女栓せミナーでの事例から

-子供達と一緒に住まい、そして22世紀へ脳或環境を謀総建築士の誤み

・近代化援業遺耳まからネぷ「モノづく型産業学習J町一考察

“ノジタケの森"を題材として

'1書費者教育としての住教育 生活協同組合における学習活動

.住環境教育における体験学習ぴJ枕揮づけと効果

@まちづくりの取ザ組みから学ぶ

高橋ちあき(上佐世保市立広泊小学校)

菅原弘一(仙台市立南小泉小学校)

宮間事!幸 (j世悶谷区立守山小宅対空)

本居冨佐子(t!t隠谷区立為山北小学校)

楚良浄(幽谷区立桜小学校)

長谷川|信(千葉大学教脊宇都縦揺'1母校)

関根回欣子(衿療')11県立総崎大野高初

大域毅彦(号耳石工業高等専門学校)

期晴かすみ倍長谷大学)

s3代久美鍵撲と子供たちネットワ』ク組副

碓田智子{大阪教育大学)

中本i桃子(N初佐倉こどもステーション)

山田青((告7人・イ工・まちネットワーク)

岩本真二自膏津土建工業(株)) 

村上未来(愛知較育大学)

妹尾理子恨む京竿法大学)

後藤さゆり(東京学芸大学連合大学関

本高校生と大学生の協働作業による長屋W主提案 小松尚(名古媛大学)

ー提案型学習ワークショップ玖効果と諜是章一

*神戸総長地 f街織地区Jにおける『よそ者(若者)Jが支援するまちづくり 田中貫徹市基盤整備公鴎)

神戸市長宿区街織品5・6・7丁目地主を事例として

*台湾921大地震後興対紛或における「ふるさと再生l庁主主み 服部くみ窓(東京毒事術大学)
ー「捕監配種クラブj参加σ地獄から

-地出費が支える 1)11の分校」 橋本夏次 G丘水:)11流域自然大学噺究会)

・和呂町路上いきし、きギャラジー牛手レぐックを利用したダ行者空間交通実験 秋元馨(横浜霞立大学)

• r癒し系j ワークショップを超えて 字高1.1t15(広島大学)
~y村でのワー夕、ンヨツプを巡る議論を通じてー

• 1有料貸し花壇方式によるj市民参闘型公園管濃の可制性の検証 主主尾昌子(兵庫県立淡路景観E喜怒学側

“種から育てる呉氏交流花壇コンテスト"を Iつのそデノしとして

，7"/インテン、ンョナノレ住教育の可能性制械における公共描殻への意識から採る 澱線美子(福井大学)

一「思い出集」へ殺繍された{伝丈からの考察…

・遊びゃ多文化学習から始める、初めての北町或まちづくり 積約麻衣子(横浜市街扮

サンフランシスコ・横浜市神奈川区の事例より

半公均的空間における参箇と協働につして0;研究松本地区まちづくり協議会の区幽整 津田洋子臼長良女子大学)

理事業・真野地区まちづくり推進会の復興活動事候溺査より

@その他

• Healing Gardensのユエパーサノ町デザイン英国・オランダ日本の事例 橋本公克(橋本建劉研究所1

・現代日本でガ}デンシティ理論を実践する意味ー資産形成のできる都市経営 戸谷英世(民間住宅生産性研究会)

く著者は第 l著者のみ。所属は応募当時。*印は発表論文〉
〈本体 1.200円+税、 1SBN4-88331-03ト自〉
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@学校での取り組除から

*玉体的に「まちづくりJIこ参醤しようとする中学生の脊成

*主桜或の f人やもの・こと」と関わり，自分を見つめる学資活動

ークロスカリキュラム f自分を見つめてJσ:学習の実際からー

判惇校の副事財としてIJ;性殺青絵本及び解説書の作成

-食の学びが育制主まし、手・っくり平

子どもと学校から始まるまちづくりー

・子どもを育てる地減の力iこ支えられた総命的な学習正時間

松戸市ノj金における地域例措とノi吟徴。:総合的な学習配時間

・彬或の文明開化清見付学哲むをテーマとした近代イ以量産F学習

.次代の!!l_し年を育成するまちづくり学習に関する研究

ーまちづく哲苧習における学校入の支援体制乃可能性lこっして…

.室内熱環境に関する住教育

住居拶型教材を用いたワークショッブによる一考祭ー

.学校生活における住環境教宥

一光環境と昼光照明をテーマlこした体験学留の試み

-微生物を利用した生ごみ堆犯化装置の環境教脊への活用

。地域の学びづくりの取り組みから

同械の多搬な人たちと関わった提案~まちづくり学習への挑戦
一学校とまちづくりセンターとの連携による公園計値ト正道程一

*子どもの伝統空間体験とまちづく 9の可能性

f刑法人庚申庵イ具楽部の取9組み

*子どもと大学生の実践まち育て

ーふちのベ銀河まつりのごみ分申i問収ボランティアを通した潔境学資

・先輩から後輩に受け継ぐ、鋭埋まちづくり唱しリと「技」

東対姉工学科「まちづくりJ輪講の制丑

・大学生t参加によりf母性fじされる雑緩まちづく 9活動

一体奈川区魅力さ古川副隊の活動と鳥海道シンポジウム神奈川稽火会へt展混一

・子どもたちと一緒こ fまちJを考えるための試み

一こどもまち探検隊プロジェクトをとおして

-商ぽ街をフィーノレドとした子どもの建築・地由主学習活動の実践

一名古屋市千種区党王山高底街でのf舌E致事事u--

. r農Jと言える日本/水平な社会を目指したはじめ¢一歩

一千葉県市原市小草畑における空民家f舌用の実践と展望

.子どものための環境学習についての研究

(仮称:))1儲市森林仏、[謡言畑地を事例として

・子供を対象とした fまちづくり学留」の展開の可続性に関する研究

一横浜市の事例を通してー

⑤まちづくりの取り絡みから学ぶ

j能回健司(名古屋市立大曽根中学校)

高橋ちあき(佐世保市立広間小学校)

事主袋奈美子(福井大学)

藤本第二(市場町立市場小学校)

西郡岩持樹(松戸市立小金ノj、科的

本法俊介(愛知教育大学)

中)11和郎(武織野市役所)

首藤綾(東京学芸大学)

西j討議:二(私聞大学)

平石年弘(明石工業高等専門学校)

大和田清隆((財)浜松まちづく型公干が

郡司王幸宏美(松山東議短期大学)

村山史i!!:(麻布大学)

物足号事ロ久(東京大学)

種村麻衣子(繍浜市f知的

河合嗣生(谷中学校)

小松尚(名古屋犬学)

塚原愛子{筑波大学)

田谷li!1子(東洋大学)

安藤真理(文京阪労邦

*震災を体験した住民が取り組んだ、まちづくり¢一つの方法 戸田真由美(まち・コミュニケーシヨン)

「御菅カノレタ」づくりの実際陪

*住民主体の小さな文化遺産の保係苦動 服部くみ窓(東京義術大学)
一台湾 f二結j から日本のまちづくりへのメッセージ…

*入居後の暮らしのサポートを通じた分譲湾総宅金型7 ンションの環境創倍 篠原靖弘(株式会干土チームネット)

計箇・販売・管浬が一体となったマンショ L計画め試み

*外国籍住民が集住する公営住宅正生活上E魅力と問題に関する研究 土井議番(日本アイ.t:'-ー・エム)

一神奈)11県営上節回し、ちょう団地を対橡として

• )11に生かされた日々一俳句でりむぐ子どもとまち 橋本夏次(貝塚市立自然珪持紛

・地方鉄道を械読させたパワーでまちの1白羽ヒ活動を展開 高橋りL州太郎(Ru臥町会)

ーえちぜλ童'l6J@:1J;干持賓とその後のまちづくりへの対応

・世田谷線!日型車両デハ85m保有運動実E場量告 長尾岡'1(元 f玉電保存会J)

まち学習実物資事保存運動失効「記ー

・まちづくりセンターの事業と今後の展望 中菰昭彦(名古屋市倒的

一併せ)名古屋都市センターの活動を通じて

-まちづくりに果たすNPOO)j，鰭4 井上清番供立女子大学)

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ー武摩郡須磨町役場と大字西代村庄の行政財政システムと小学 爆剤辛子
校σ」役割 西城村所蔵資料考祭よりー

〈著者は第 1著者のみ。所属は応募当時。*印は発表論文〉
〈本体 1、200円十税、 ISBN4-8833ト倒1-8> -201 
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。学校教育での取り緩みから

*総合学習茂樹戒に残るf主主fとから名古屋のまち￠発撲を支えてきた堀)llif~ 学習へ」

*学びを地域で具現化する総合的な学習の取9総みー立町再発見!未来の西公関デザイ

ンめ ざせ 1立町環境レスキュー磁~立釘環境向上プロジェクト耳J04-)の実践を通して

*総合約学習の詩閣を活用した安全安心まちっくり学鷲の取り総みについて 札幌市

立新嘩似小学校での実践ー

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一地域で働く人々と関わりな

がら学ぶ実践活動ー

*まちづくりのツールとしてのパスマップの可能性とその活用事例ーパスマップは総合

学習、社会教育の題材・教材となりうるかー

-生活の質を高めあう家縫科学習のあり方 f現有企lと「本潤'E!かげ主まし坊を見ヨ羽宣す一

・生活科における環境教育の可能性をさぐる 「どきどき交わくわく 1年生~し、し、ものみ~っ
け!-... Jの実践を通して

・図工教育・総合学習の取組みを通した小学校における環境デザイン教育の農務

.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の取り組みの実態と課題福井市内の小中学校八のアンケ)

ト調奈よりー

・世代継続する地食に強し、まちづくりー著者と大人の録番針姐芸伊滴曜鍛慨もi立じy;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議ザログラムを特例に

@地域の学びづくりの取り組みから

*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

*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』の記憶をカタチにするー「生き生き苛苦手品るさとづくりjσ理詰容葬鞍コ実践と展望

.小学生を対象とした夏季の住まい方競査と住環境教育ワークショップ

・つくってみよう f夢の家~子どものための住まい設計ワークショップ~一子どもの農

場所と家銀、そして住まい

・住まいづくりに鵠する中立的学習活動の可能性について その 2

・住まし、初コ啓蒙と作り手の研鎖をめざしたそデノレ伎rも建設・展示事業の実践報告 「ふ

くい(21)スマイル大作戦 そデノレ住宅事業」

-地域における子どものなじみ形成を目指した自立的まち学習プログラムづくりの殺り

組み横浜市保土ヶ谷区におけるこれまでの実践を過して…

・建築町学習・都宇プログラムの芋法と3担保に関する研究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通して

・まち学習の素材としての大学キャンパスの活用可絵性一名古忌た学東山キャンパスでの2つ

の活動を通してー

-まち脊てにおける「継続当Jと「成果j 大学生d滋鯵訴動やまちづくりd湖面こ関して

@まちづくりの取り組みから学ぶ

*上尾ピレツジカフェ f地域通貨で問題解決j まち宵てのひとつとしての蹴鍬ピオト〕プ

*まちの“財館'を受け継ぎ明日につなげるイベントの意義とt核軍神楽坂路上イ八ント

f坂にお誕錨きj の築設報告

*風土の体鳴を通して、まちづくりを思う 私たちの二楽顕十景

*現代版 f車齢、j がまd<'参加渚の思いとその有難さ 震災 10年、被災地神戸の古畏家移築集

会所づくりを事例とした参力組まちづくりー

-積雪寒冷地におけるコミュエティづくりへの試み 北泌道留萌市におけるコミュニティf金書
社会実験の実践からー

・地元建設業者が参加する胡減まちづくりの実験市)1柿行徳地区における行倖j普請組の取

り組み

-邑然再生に取り組む NPOメンノ、ーを対象としたまちづくりワークショップ…市111市行徳

地区・三番識における試み

.日億人の体験に基づく子育てからまちづくりまでの道稼点から線へ、そして立体化する

人間関係のなかで

〈著者は第 1著者のみ。所属1:J:J;1;募当時。*同Pは発表論文〉

〈本体 1.200門+税、 ISBN4-BB331-044-2>

酒井喜八郎佑古矯柱立東終世jギ扮

場祐子仙台市立立町小F手校)

田村佳愛官協議出灘謀総合研瑚

碓田智子(大阪教育大学)

熔みゆき (.o><:，路建審在止まちづくりd正当

井村明美(llJ口犬事傑恥仁シj明古

石井里枝創出市立再初来j半 粉

他E自考(総環克判ミイン欄那

鈴木邦明(横浜市立青木小学校)

薬袋奈美子縄井大学)

問中礼治(東北工業大学)

吉永真理(園士舘大学)

機本夏次(貝塚市立自然遊学館)

問中垣明(地域情報研究所)

山田清(備う Mエまちネットワーク)

岩松俊哉(武蔵工業大学)

関口佼代子併奈)11県建築士会)

ILと徽(九州産業大学)

品)1に三男(防接繍諜・儒t YN

藤間泰寛(横浜国立大学)

深津真獲(名古屋市立大学)

4、松尚七名古愚大学)

村山史役(麻布大学)

長岡素彦(さし>k封書痴蹴ノオーラ品

目殻圭一子iNFDW~'ま和づくり僕結時

秦忠、広(北九州市立大学)

宮定章(まいミュエ小一ショシう

岩井宏文((株) ドーコン)

栗橋健太(千策大学)

桑野文悟(千葉大学)

竹中信子

-202“ 印刷年{主総研「住まいまち学習j実措報告論文集 10



⑮学校を学~5~場としての取り組みから

*ねむのきランドをつくろう 小学校生活科でのダンボーノレハウスを使った授業一協働・係

わ型合いの空院としての思仏、出ハウスづくり

*団地に住む小学生による部地の中の f思し、社jJ識査 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

*生育がはぐくむ住まい手・っくり手 学校栄養士との協同作業によるまちづくりの可

能性一

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

クショップfIまくらはまちの探検軽量j 東京大学生産技術研究所×代々木上原小学校

*子どもを対象とした地域プロジェクトを介した多層コミュニティ関連携

* r生きる力j を脊てる住教育プログラム 学校・民間・行政の協働でつくる“住"の
授業

*知識ー感覚一行動をつなぐ室内熟環如つ学習プログラムとその矧酉に隠する研究 fベパ、ボ

トノレ模型実験jとf実寸大モデル制作jによる涼しし、住まし、づくり親子ワークショップの実践を

通じて

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

園の環境教育実践の意義について

・防災教育を通じて中学生に地震に日告し、木造住宅の造型方を教える

.人工環境学習と学力の関係についての考察-21制己ι学力へむけて

@地域の学ぶ場としての取世組みから

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

る f新たな学びのカタチj

*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開を事例として

-お主主のイベント「精霊送り」 伝統行事の協働{むと若者の参加につし、て

• r芸術・文化のまちづく哲j への視点-r第回東京アートタウン・サミット』の喜男

催

・ボノレブドワーノレ(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に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

・まち脊てとしての持続可能な開発のための教脊 (ESD) こどもと地球の未来のた
めの f学び合しリによるネットワーキング

.f主民の自主防災活動から始める緊急対応型防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ショップ活動

-自ら続けられる{持続可能な)まちづくり活動目指して 回原町デザイン会議の果たす一役

害リー

@その他

・次代のよき住まい手・っくり手を育むために (対)住宅総合研究財閉じおける住教

育への取り組みー

く著者は第 1著者のみ。所麟は応募当時。*印は発表論文〉

〈本体 1.2∞円+税、 ISBN4-88331-046-9-G3052>

渋谷賢治(ll紛世帯偶j学紛

吉向場介(千葉大学大判読)

総本勇二併働時粉

伊藤満ー(東京大学)

菅原出衣子(東京工業大学大朝完)

鷲尾真弓(紛兵憩鞍務討議持議懇話当

商JII竜二品k宮大学)

浅野由子(日本女子大耕絢

問中礼治(東北工業大学)

稲葉武百l構引と壮ちネyトチザ7

山悶清(僚7人イこじまち才、ットチーク)

井上芳恵(奈良女子大学)

津間洋子(奈良女子大学)

回中恒明的制減清報車検銅

橋本重次(負援市自然遊学施1

深津真理(名古屋市立大学大学院)

畳間棄彦

時議売~lî閥横杭抱恒車防〉却年当 t::ol由

問中貰(的オ繍鴇整骨草食ンヂーう

高橋八州太郎((株)熊谷線)

平井なか((財)住宅総合研究財毘)

203 - 2009年性総研「住まいまち学習j実路線告，論文集 10



4静唾ヰ史教膏に溺透した取り組みから

・小学校一年生の生活科における f公密遊てたの中で子どものまちとの関わワを高める 鈴木邦腕(横浜市立脊木小学校)

取り組み

-地域の病院に着目したエネルギーの総合学習~まちづくりの学習にエネルギー¢視点、 f酉井喜八郎(名古屋大学大学院)

を~

*福岡県・八女福島における小学校教育としての町家修理体験の試み 加藤浩司(有明工業潟等専向学校)

*絵本を活用した住教育と国際理解教育の実践報告一小学校における実践授業に関す 加藤優子(福井大学)

る研究ー

*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一子どもの感性を過しての 秦忠広(九州大学)

地域偲媛と全制或計画一報告…

・建築士による子どものための f住まい・まちワークショッブJ2年聞の活動記録一神 氷窓敦子(神奈川県建築士会)

奈川県建築士会 r子ども0足主活環境部会Jの取り総みー

・建築士による小学校家藍科「住まい学習jへの授業支援 鑓口佐代子(神奈)11県建築士)

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

り組み

・「生きる力」を育てる住教育プログラム{その2) 液神・淡路大震災から 12年を経 鷲尾真弓(術開廿すましマ演じ法重量せンタ】)

た被災地での新たな展開

・環境教育のあり方と課題について一八王子市の環境教育の取り組みを通じて 中)11和郎(武蔵野市都市繋備部)

・地減安全マップから妨犯まちづくりへー板橋区及び松山市の3地区6小学校での実践 樋野公宏(特定非営事脳動法人しようまち)

を通してー

・保存民家の構法研究とその温熱環境調査 保亦民家、制11郷合掌づく明及。瀬木蔵 角本邦久(関東織業能力開発大学校)

づく哲

・総合的な学習の待問におけるまちづくり学習の実践に鑓する基礎的研究 新聞瑠衣(呉工業高等専門学校)

⑮地域を学，S~聾としての取り組みから

ネ安全・安心をテーマにした子どもまち探検企画を通した地域の防災意識向上への取り 岡西靖(横浜国立大学)

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約まち学習プログラムづく

りよりー

*まち意111宇と体験の場としての「だがねランド」 深津真理(名古鷹市立大学)

*子どもたちとのまちづくり体験と環境学習を過した地域交流ーグジーンスクール 根岸博之(法政大学)

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/君も建築家iこなろう，~エコタウン 山田清((有)人イエまちネットワーク)

づくり~

ーイ主主いづくり・まちづくりのコラボレーション

・映像制作ワークシ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 榔津英隆(千葉大学大寺司完)

例として

• IまちJを感じるー気づくワークショップ ー多閤小学校におけるPTA活動「子ども

もおとなもまち探検j について

⑮まちづくりの視点から

学習歴社会における学びと倉隣 共有協働創造論によるまちづくりー

兵庫県下にみられる殺と緑のまちづくりネットワークと参酒と協働への考聖書 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・まち学資 「るつぼ会」によるまちづくりの実践ー

・お母さんの地域通貨会議 fハッピーワ日夕J一子育ちとまち育て

・草の綬ネットワーキングによる女性の人材育成一岐阜市麗域における「気軽に自分た

ちのまちについて話し、仲間の輪を広げよう会j の活動事例について

*住民の自主的支援による交流空間の持続可能性に演する研究

・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ー

雪の城下町・越後高田の耀木と町家を活かした町づくり

・スケw トボーダーの活動空間の特性に隠する研究

-高齢者グループリピンク4の自立生活における積極約な地域コミュニティの取り組み

グループリピ?ング∞∞湖南台の事例調査一

く著者は第 1著者のみ。所属は応募当時。*印は発表論文〉

〈本体 1.200内十税、 ISBN978-88331-Q51-7-C3052>

岩崎真理子(日本児童教育専門学校)

演野和人(千葉樹科大学大学院)

林まゆみ(兵康県立大学)

新井亨(千葉大学大学院)

長関素彦(お母さんの地域通貨会議)

柳井妙子(奈良女子大学大学院)

田中珠塁(千葉大学大学院)

中間障害子(千葉大学大学院)

菅原邦生(上越人材ノ、イスクーノレ技師)

小石泉右(千葉大学大学院)

李主主盟(告書波大学大学閥
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⑤学校教育に標達した取り絡みから

・小学校三年生の社会科において子どもがまちとの関わ切を深める調べ学習の取り組み

・総合的な学習の時間におけるまちづくり堂習の実践と評価 学生支援を伴う地域活主

化を考慮したまちづくり学習のあり方

・考え、行動できる市民を育てるまちづくり学習 福井市日新小守校6学年 f見つけ

よう見つめよう日新のまちj の実践を通して

・疋統的周辺参加議にもとづくまちづくり学習の試み 中学校における企業・行政と連

携した環境教育の実践的新究…

* rえき・まち活性化j で育んだ高校生の公益活動 m]民駅の活役化から始まったまち

づく哲の取り組みー

持那"1)111可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性化 21j世紀プラン事業 f博物舘0:建築とデザインから

学ぶ社会教育J

*建築系専門学校生のためじた住まいづく哲体験プロジェクトの実践

住まいづくりの原体験を補完するための実践教脊プログラムの構築に向けて

・燈史的保存建屋の再発見蔵造り建屋実車協衰の報告一

*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街宮学

の連携事業一

・中高生のまちづくり・コミュニティ活動への参習を促す教科学習の可能性…中学校お

よび高等学校家庭科教科書からの考察

φ地域を学.S<l暑としての取り組みから

*身近な f暮らす場j での子と母の住環境・環境共育 三つの「くらすばワ→ショッフ1

・むかしの住まいと暮らし吋日たいけん 歴史系樽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開発と実践

. J 1 A子ども「まち・たてもの・くらしj づくり学習 2007r夜間ワークショッブJ

活動を通して 建築家とつくる fまち・たてもの・くらしj ワークショップー

・まち遺産をアートで表現する f二子五)11子供まち遠藤j 都市遺産発見を通した、教

育プログラムの構築と実践 まち・ものづくりワークショップによる越境ネットワー

クの構築一

セルフピノレドコンテスト アーキファイトによる交流・創造・競技の場

・農山村での木による実寸大「ものづくりJの実践効果 f木医塾」が連築・環境系専攻

の大学生と地域lこ与えた影響 その 1 川上村木佐塾 10年の継続を事伊!としてー

-近木)11の活動で紡ぐ、人と自然とのいい関係

*三浦半島における市民活動によるエコミュ 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関する研究

・メディア開発を用いたまちづく明学習の実践と課題ーさいたま市岩槻区における親子

のためのまち理解剖読本開発プログラムの運用過程を対象に

-郷土の偉人文豪夏目散石を学ぶ「激石号」都電の旅実践報告一貴重な地域の歴史と

文化を次世代に継承させる

-多t世代交流空間の研究批代腐の継承と人のつながりーコミュニチィの原型を探るー

@住まいづくり・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6企画経緯ー住まい手と建築家

によるコミュニケーションに着目して

・路上のファシリテーション fみちばたからまちづくりプロジェクト」

*コミュニティカフェと地域の縁側づくり 市民育ちに着目してー

*知的概害者通所授産施設利用者と地域住民が連携した「まち中の落書き消し嫁」活動

実践報告

・雪の域下町・越後高田に残る造り込み式雁木の残存状態と成立過稜

・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 サブタイトノレこうべUD

広場における市民活動の取り組み

@その他
・次代のよき住まい手・っくり手を育む-21世紀の住宅を考える

.埼玉県の開発状況の調査

・海水浴場における迷子対策に関する実験的研究

鈴木邦明(横浜市立青木小学校)

篠部裕(呉工業高等学校)

若林{圭校(福井大学)

塩a真吾(平穏回大学大学日切

江本一男(山形県立置賜農業高等学校)

諜見泰彦(九州産業大学)

左海晃志(大阪工業技術専門学校)

角本邦iJ..(関東職業能力競発大学校)

尾崎司(東京家政大学)

妹尾潔子(香川大学)

古橋久美子(環境まちづくり事務所くらすば)

碓田智子(大阪教育大学)

藤沼傑(幸和た室井土山下日懸十)

{央総間一後京大学)

小林哲翁(愛知産業大学)

戸国都生男(財団法人啓明社)

矯本主主次(自然遊学館))

大原…輿(横浜国立大学)

大酋律子(自白大学)

長尾開il(NPO法人激石山房)

小山腹宏(フpーランス)

竹岡篤永(九州大学)

長簡素彦(ピープノレズシアター・リコリコ)

陣内雄次(宇都宮大学)

小口優子((財)としま米来文化財凶)

菅原邦夫(上越人材ハイスクーノレ)

問中直人(摂南大学)

木村正彦(中部電力株式会社)

吉田隆久(P3建築設計)

宮崎渉(日本大学大学E完)

山 205-
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