
学びのコミュニティ研究会 事例研究① 

平成 24年 10月 13日 15時 30分 青少年センター 

参加人数 25名 

 

久米公民館と福音小学校が取り組んだ「福音公園」の改善を素材に、多くの機関が協

働する場合の課題について事例研究をする。 

 

この事例の主体者２機関の指針 

① 久米公民館の指針          ② 福音小学校の指針 

久米公民館が考える公民館の目標

安全で安心して暮らせるまちづくり

自分の住んでいる処をよく知ってもらって
誇りと愛着をもってもらう

人と人とが出会うきっかけづくり

福音小学校の立場

 4つの公民館区からなる学校

各公民館に温度差

福音小学校での風土づくり

 22年度 創立20周年

 

 

「福音公園」が地域課題となるまでの経緯 

事例 ;「福音公園」活動経緯

 平成17年より継続的に地域安全マップづくり

※ 個人の危険予測能力向上ではなく、まちづくりの
ツールが目標（これまでに５回作成）

果実

 「見守り隊」統合（平成21年）

 平成21年に①「久米小学校前道路の交通安全」

②「福音公園の防犯」

が地域重要課題に  

平成１７年より継続して実施いる久米地区の安全マップつくりは、「子どもの目線か

らまちづくり」の趣旨で実践してきた。そのなかで平成 21年に福音公園が、地域の力

をあわせて解決する課題として指定される。しかし、公園のある場所は素鵞公民館区だ

ったので、久米公民館から素鵞公民館に連絡してみるが課題の共有化が図れない。調べ

てみると表 1のように 6団体が複雑に関係している公園であった。 

表 1 



所有者 国土交通省 橋脚・外側のフェンス 

占有許可・公園設置者 松山市公園緑地課 遊具・水飲み場・照明器具 

公民館区 素鵞公民館  

学校区 福音小学校  

公園管理組合 枝松町内会 管理費受託 

警察管区 松山南署  

 

1回目のワークショップ 課題  

組織エリアが違い、または多数の利害関係者が関わっている課題を解決するためには

どういう方法がいいのか? 

意見 関係者と個別に協議しても難しい。一同に会する場を設定するのが効率がよい。 

   課題の共有化を図る方法も検討する。 

 

久米公民館がとった手法 

そこで・・・久米公民館のとった手法
関係機関が集まり協議

福音小学校長に依頼し、校長から関係団体に
呼びかけて「福音公園を考える会」を結成

（素鵞公民館、枝松町会、福音公園管理協
力会、福音小学校PTA、久米公民館）

→地区間に温度差 判明

（管理の手間、課題の認識）

第3者による客観的なデータ収集

独立行政法人建築研究所
「安全・安心まちづくりのための調査」実施

 久米小学校周辺の車の通り抜け調査
 福音公園の身近な公園調査

事前打ち合わせ
・防犯的視点にたつと監視カメラ・閉鎖の意見
・公園ではなくなる
・メリットを生かす

 

福音小学校校長が呼びかけ人となり「福音公園を考える会」を設置し関係６団体が一

同に集まった。協議の結果、課題分析のために第三者に調査を依頼する事が了承される。 

マップつくりで協働していた独立行政法人建築研究所に「身近な公園調査」を取り上

げて貰い調査報告を受けた。 

 

②福音公園 

⑤汽車ぽっぽ公園 

①小坂公園 

③星岡公園 

④八区公園 

福音校区内５つの公園調査(建築研究所)
２１年７月２３日調査

防犯まちづくりワーキンググループ
提案基本コンセプト (目標の設定)

２１年９月１１日

「大人の目によって守られた、全天候型の楽しい公園に」

安全・安心 ソフト部門の改善が必要

「福音公園を考える会」に報告

しかし、具体的な展開に結び付けられなかった。

どうするパートⅡ

 



平成 21年 7月に福音小学校校区にある 5つの公園の比較調査し、同年 9月調査の結

果を受けて「大人の目によって守られた、全天候型の楽しい公園に」というコンセプト

の提案があった。しかし、この提案を地域で協議したが中々温度差がうまらず状況の改

善が図れなかった。 

 

2回目ワークショップ課題 進まない状況・やる気のない人をどう説得し動かすか? 

意見 難しい。実道にくどいていくしかない。 

 

 久米地区では若者の力を借りる事にした。具体的には県の高校生ボランティア組織

「ヤングボランティアセンター」の高校生にこの問題を投げかけるワークショップを実

施した。 

割れ窓理論（われまどりろん、英: Broken Windows Theory）は、軽微な犯罪

も徹底的に取り締まることで凶悪犯罪を含めた犯罪を抑止できるとする環境犯罪
学上の理論。アメリカの犯罪学者ジョージ・ケリングが考案した。「建物の窓が壊れ
ているのを放置すると、誰も注意を払っていないという象徴になり、やがて他の窓
もまもなく全て壊される」との考え方からこの名がある。

 

柱に絵などを・・・最多希望
ボール遊びもできたらいいな・・・。

 

高校生 16名が集まり公園の改良について議論した結果、公園のイメージを明るくする



ために橋脚に絵を描く事が決定される。この結果を「福音公園を考える会」に提案する

と了承されたので実施することになる。 

日 程

２２年12月5日 高校生による作戦会議その①

12月26日 高校生による作戦会議その②

２３年1月27日 「福音公園を考える会」への提案

2月6日 高校生による作戦会議その③

2月23日 小学生へ高校生案の提案

3月18～19日 アート制作ワークショップ

3月26日 アート設置

 

多くの人を巻き込むため小学生の手形を素材に福音小学校の教育指針「たんぽぽ教育」

をモチーフにした絵を描いた。 

3月18日〰19日アート作品制作作業

「たんぽぽ教育」をモチーフに 小学生６００枚の手形が素材

 

3月 26日 公園に設置する。設置後、「公園がとても明るくなった」と地域の感想が寄

せられたり、新聞・テレビ等に取り上げられるなど好評であった。 



しかし、費用がかかる事業なので今後の資金確保や、県(ヤングボランティアセンター)

との協働体制の構築が課題として残った。 

 設置後の記念撮影 

 

23年 3月 27日 愛媛新聞         24年 4月 1日愛媛新聞 

 

ワークショップ 3課題  事業予算や協働体制をどう確保するか? 



意見 受益者が負担する原則としたら、複数関係者が少しずつ負担するのがよいのでは

ないか。 

 

久米地区の方法 

1 身近な助成金を申請した。愛うぇーぶ 23に申請助成を受けた。 

2 他者評価を積極的に利用し事業評価を伝えた。 

 

23年度も同手法で実施する。22年度の高校生の提案も 1年かかったがスポーツエリア

として開設することにもなった。そこで 24年 3月 31日多くの関係者が集まるオープ

ニング完成イベントを実施する。このイベントは松山市の広報番組にも取り上げられ多

くの住民に伝わった。 

また、事業開始前後の保護者アンケートを実施し 2年間の事業評価も試みた。 

１．あなたは下記の公園の存在を知っ
ていましたか。

福音公園は汽車
ぽっぽ公園に次
ぐ6.5%増

小坂公園、八区
公園はマイナス
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２１と２４年の比較調査 分析：樋野公宏 (建築研究所)

 安心率

福音公園が

最大の１５%増

 訪問率
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この事業のポイントは下記の 2点と思える。 

振り返り ポイント①

①内容

• 地域の多様な主体を巻き込んだ事例

（公民館区を超えた取り組み）

②戦略

• 組織・地域の意思決定の特徴を活かす
（公民館長、校長先生、元市議会議長）

• 活動の可視化
（議論→目に見える成果を少しずつ積み重ねる）

• 課題の客観化
（外部調査実施、新聞・テレビ報道）

• 外部資源の活用
（国の機関、ＮＰＯ、高校生など）



振り返って ポイント②

 協働に必要なもの

① 目標 何をしたいのか、共有できるのか

② 課題の把握 何故できないのか、何が足りないのか

③ 必要な4役割

・企画 (マーケティング・プランナー)

・組み立て (プロデューサー・キャスティング/会計)

・呼び込み・結びつけ (コネクター)

・実施 (ファシリテーター・アクションコーディネーター)

④ 必要な機能 広報・コーチング

 

事例提供後の自由意見として 

① 高校生に丸投げしているようだが、地域が主体的になっているのか心配 

② どこまで行くのか最終到達点が不安 

・・・などの意見が出された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 学びのコミュニティづくりのエリアをどう考えるか。 

                            讃岐幸治 

 かつて地域といえば、小学校区をさし、そこには公民館があった。小学校区が公民館の

エリアであった。そこを地理的な範囲として日常生活が営まれ、地域の祭りなどの地域行

事もそこをエリアとして行われていた。校区ごとに各種の地域組織がつくられていた。 

 学校はおらが地域の学校であり、小学校の運動会と地域の文化祭とぶっつかることはな

かった。校区と地域が一致したので、どこをエリアにコミュニティづくりをすすめるか、

構想しやすかった。 

 ところが高度経済成長以後、生活構造の変化にともなって、住民の地域移動が激しくな

り、至るところで、児童生徒の大幅な増減が起こり、それにともなって学校の統廃合や新

設が行われてきた。そういうところでは、地域と校区のズレが生じ、どこを基盤にコミュ

ニティをつくっていけばいいか、構想しにくくなっている。 

 農山村などでは、児童減がすすむにつれ、小規模校を廃校にして小学校を統合している

が、そうしたところでは、小学校区は、廃校した小学校区の子どもたちを取り込んだこと

もあって、遠い地域の子どもはバス通学せざるを得ないほどに広く、多数の地域を取り込

んでいおり、コミュニティのエリアの設定が難しくなっている。 

 統合した学校の校区は、小学校が廃校された地域を多く含んでいる。それらは住民が減

少し、住民組織も維持できないほど、自治機能が低下した地域である。もはや、そうした

地域を基盤にコミュニティをつくっていくことは無理だ。どうするか。 

 それとは反対に、児童数が急増し、新しい小学校をつくったところも、どこを基盤にコ

ミュニティをつくっていけばいいか、難しくなっている。 

 新たな学校を、これまでの学校の校区を二分して、その校区の一部に建設した場合はど

うか。そこでは新設校によって、地域が二分されたことになる。学校と地域との関係づく

りのためには、これまであった地域の組織・団体などを校区別に分けるか、それとも地域

の組織・団体などはそのままにして、それぞれが二つの小学校とかかわりっていくか。地

域よりも、校区を大事にしてコミュニティをつくっていくか、校区よりも地域を大事にし

てコミュニティをつくるか。ジレンマに立たされているところである。 

 もう一つ、たとえば四つの小学校があり、それぞれの校区に地域組織・団体、公民館な

どがある地域に、児童が増加したこと、五番目の小学校が、四つの小学校のそれぞれの校

区から少しずつ分割されところを校区として、つくられた。この場合は、どうか。 

 その新設校は四つの地域と関係を保っていかなければならない。その学校の校長として、

それぞれの公民館審議会の委員が委嘱された場合、それらに対応していかなければならな

い。また、それぞれの地域にしてみても、新設校ができたために、従来からの学校と新設

校とにかかわっていかなければならなくない。 

 この場合も、校区を基盤にしてコミュニティを考えるか、それとも地域を基盤にしてコ

ミュニティを考えるか。いま一度検討してみたい課題だといえる。 



   学びのコミュニティを構成する地域の学習資源 

                                讃岐幸治 

 子どもたちが豊かな学びや多様な体験のできるようなコミュニティにしていくためには、

どうしたらいいか。子どもたちが学びや体験をするのは、何かに触発されたり、刺激を受

けてのことである。豊かな学びや多様な体験ができるためには、学びや体験を触発し、促

進する資産が豊かであるかどうかにかかっているといっていい。 

 しかし、学びや体験をもたらす資源、学習資源が豊かであっても、それらが子どもたち

を刺激し、ゆさぶる機会やしくみがなければ、まさに宝の持ち腐れとなろう。豊かな学び

のコミュニティをつくっていくためには、学習資源の多様さとそれらを子どもたちに結び

つけるしくみにかかっているといえる。 

 そこで、ここでは地域社会にあって豊かな学びや多様な体験をもたらす学習資源として

は、どのようなものがあるか。そのリストづくりをはじめることである。 

 最も重要な地域の学習資源として、学校や公民館などの教育施設があげられよう。さら

には保育所や福祉センターなどの福祉施設、保健所などの医療施設、消防署などの保安施

設、あるいはレクレーション施設や遊び場などの施設や機関をあげることができよう。 

 つぎに学びや体験の機会を提供しているものとして、地域団体や組織があげられる。子

ども会、愛護班、ボーイスカウト、PTA、スポーツ少年団、NPOなど、また自治会などの

団体・組織も重要だ。 

 さらに、地域にどのような事業や行事が行われているか。地域の伝統行事、亥の子、文

化祭、スポーツ大会、音楽祭など、地域の事業や行事は子どもたちに豊かな学びや多様な

体験を提供している。これらをリストアップしてみることである。 

 つぎに人的資源があげられよう。地域の偉人も大事だが、地域住民のひとり一人が人財

として、各種の委員やボランティアとして、生活の名人、達人，匠として生活しているか。

最も重要なのが人的資源であろう。 

 また商店、工場、作業所、農場、漁業市場、スーパーなども重要だ。これらも学校の体

験学習の場やキャリア教育の体験先として、体験活動の場として捉えていく必要がある。 

 さらに学習塾、バレー教室、そろばん塾、書道教室なども、子どもにとって重要な学び

の場、体験の場である。どのような内容の塾がどれだけあるか。 

 道路、河川、田畑などの自然環境、神社仏閣・城跡・産業遺跡などの歴史的文化財など

も学習資源として重要だ。 

 その他、多様な学習資源があげうる。地域にあるすべてのものやこと、人が学習資源に

なりうるといっていい。 

 学びのコミュニティを構築していくにあたっては、たとえば構築していく中学校区に、

どのような学習資源があるか、それらを拾い上げてみる。そして、上で見たように、それ

らを施設、組織、事業などの種類別に整理し、さらにそれらを学習資源としての重要度に

応じて位置づけ、それらの学習資源の関連図をつくっていくことである。 


