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中学生のまちづくり WS への参加によるまちづくりへの関心の変化に関する考察
－愛媛県松野町を対象として－
Consideration about the Change of the Interest to the Town Development by the Participation to the Town
Development WS of the Junior High School Student
-Focusing on Matsuno Town, Ehime Prefecture土屋泰樹*・逢坂仁葵**・伊原隼人***
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For increasing citizen participation, it is very important to give more chance for citizen to have attachment to the own town.
Therefore, we carried out a workshop to junior high school students for having them know the town and rediscover the
attractiveness. The workshop was held in Matsuno Town, Ehime Prefecture. In the workshop, we had the participants experience
town management by giving lectures on city planning and activity of wandering about the town and proposing a sightseeing course
for strangers. As a result, junior high school students answered that they could discover and reaffirmed the attractiveness of the town.
For increasing citizen participation, it is found important to walk around the town to face the current condition, get a point of view
for the appearance of the town and have attachment to the one’s own town.
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1. 初めに
まちを知ることでまちへの愛着がうまれる。より自分の住む
まちを知ることが大事である。アメリカのコミュニティデザイ
ナーのランドルフ・T・へスターはコミュニティ・デザインのプ
ロセスを 12 のステップにまとめているが、そのなかで場所を
知り、場所を理解することを述べている 1)。
しかし、今回ワークショップを実施した地域では中学卒業後
は町外の高校に進学してしまうため、住民がまちを知る機会が
少なく、まちづくりにかかわる機会が少ない。このことは人口
流出が止まらない要因の一つとして考えられる(1)。そこで、中
山間部で中学生を対象として自らのまちを知り、まちへの愛着
を増やすことを目的としてまちづくりワークショップを実施し
た。ワークショップでは大学生と共にまちあるきを行い、観光
客向けのまちあるきルートを作成した。
このようなワークショップを行うことでまちへの愛着がうま
れ、住民参加や将来の進路を考える際にまちの事を考えてくれ
るのではないだろうか。
本稿はワークショップの報告を行うとともに、まちづくりへ
の認識度合いやまちを良く知るためのポイントについて考察を
行う。

地域教育の機会は中学校卒業後には減少してしまう。それは町
内に高等学校が無いため、中学校卒業後は隣接する宇和島市や
鬼北町の高校へ行く中学生が多いためである。
そこで、4 月から高校に進学する中学 3 年生も含めた 10 人の
中学生を対象としてまちへの関心を深め、まちを知ることでま
ちへの愛着やまちづくりへの関心を持ってもらうことを目的と
してワークショップを実施した。
3. ワークショップ概要
ワークショップは中学生を対象としたキャリア教育イベント
の一環として行われ(3)、午前中の 9 時 30 分から 12 時 30 分ま
での 3 時間で行われた。まず、都市計画を専攻とする大学院
生、大学生がまちづくりや都市計画についてミニ講義を行い、
都市計画とまちの関係性や分野の特性を学んでもらった。
その後、3 グループに分かれてまちあるきを行った。まちあ
るきでは大学生と一緒に会場周辺を歩くことでまちを知っても
らうことを第一の目的とし、まちあるきはあらかじめ地図を渡
し、まちのなかで気になることをメモしてもらった。その地図
については図-2 に示す。また、町内施設の担当者へのヒアリン
グを実施した。これはまちの人に触れることでよりまちへの理
解を深くすることを目的としたからである。
そして、会場に戻った後に A1 サイズの地図上にルートをデ
ィスカッションしながら描いていった。

2. 松野町概要
ワークショップを実施し
た松野町は愛媛県の南部に
位置する自治体である。
四国
内の位置を図-1 に示す。人
口は 4072 人
（平成 27 年国勢
調査）であり、農業や観光が
主要産業の中山間地域であ
図-1:松野町所在
る。
農業としては桃やゆず、栗の生産を行っており、観光資源と
しては続日本 100 名城に選出された河後森城や滑床渓谷がある。
そして小学校や中学校では地域学習をおこなっている。内容と
しては、町内にある河後森城や町出身の俳人の記念館などに関
するものや、職場体験学習を活かして町内の施設などで職場体
験(2)を行っている。
このように中学生までは地域学習が行われている、しかし、

図-2:ワークショップで利用したマップ
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5. 生徒の様子
ワークショップ中の参加者の様子としてはまちあるきで普段
の生活では行く機会がないところに行くきっかけになったよう
である。また、普段は考えないまちのことについて考えるきっ
かけになった。
そして、何よりも場所を訪れ、まちの人に話を聞いたことで
自分の住むまちを実感として理解することができていた。
ワークショップの感想としては「松野町は頑張っているなと
知ることができた。田舎くさい感じが苦手だったけれど、まあ
まあ良い所だなと思った」
、
「松野町を歩き、松野町の魅力を再
発見できた」などが得られた。このようにまちづくりへの関心
やまちへの理解が上がったと思われる。

4. ワークショップ成果
ワークショップの成果としてはルート及びコースの魅力、工
夫する点について A1 の紙にまとめ、全体の場で発表を行った。
ワークショップの成果を図-3,4,5 に示す。3 グループのそれぞ
れがまちの観光資源を核としたコースを作成した。
A グループではまちあるきで城跡を訪れた。前述のように小
学校などでは城跡に関する地域学習を行っているが、訪れたこ
とのない参加者もいた。城跡の整備が不十分なところを回収し
たり、ピクニックができるよう弁当を販売したりすることを提
案した。B グループは出身の俳人の記念館を中心として、句碑
を俳句に詳しくない人でも楽しめるように改善することを提案
した。C グループはまちの観光施設間の協力体制が薄いことを
問題意識として統一性を持たせる工夫を提案した。
各チームがまちあるきで分かったことをもとにしてまちを良
くする提案を盛り込みながらルートを作成している。提案を考
えさせることでまちを良くするためにはどうしたらいいか、ど
こが課題かを考えさせられることとなり、まちへの関心を持ち
ながらまちあるきをすることとなった。

6. 終わりに
本ワークショップを行うことで中学生がまちの事を更に理解
することができた。まちを知るにはどのようなポイントが重要
であるかをまとめて本稿のまとめとしたい。本ワークショップ
を経験したことにより、
以下のポイントが重要であると感じた。
まず、第一に実際にまちを歩くことである。もちろんまちの
ことを知るには書籍を用いた学習やインタビューを行うことも
大事ではあるが、実際に町内の施設や城跡を訪れ、その場所を
体験することで、まちのことを実感と共に理解することができ
るからである。ワークショップでは城跡を調査したグループが
あったが、その中には「一度も行ったことがなく、小学校では
学習したが今までよくわからなかった城跡についてよくわかり、
理解することができた」という声が上がった。
第二に、外部の視点からまちを観察するということである。
今回のワークショップでは関東在住の大学生が松野町を訪れグ
ループのまとめ役としてかかわった。まちあるきをするなかで
町外の人からのコメントをもとにまちの魅力を再発見すること
ができた。町民の中学生からすればなんてことない空間でも東
京の大学生から見れば素晴らしい空間であることは多々あるは
ずである。
最後に、まちの人と触れたことである。普段生活している中
では出会わない人にインタビューを行ったグループも存在した。
普段住民としてはなかなか話すことのない人と話す機会を持つ
ことでまちの知らない側面を知ることができる。
以上のようなポイントを踏まえることでまちの事をより知る
ことができ、まちづくりへの関心を増すことができるのではな
いだろうか。

図-3:A グループ

【補注】
(1) 松野町人口ビジョン 2)によれば 5 歳階級別の移動状況から
男女ともに 10～14、15～19 歳の年代で大きく転出超過とな
っている。
(2) 愛媛県の職場体験事業である「えひめジョブチャレンジ U15」を利用し、農家や役場などで体験を行っている。
(3) 本稿で取り上げたまちづくり WS は東京工業大学グローバ
ルリーダー教育院の学生を中心として行った「東京の大学
生と学びの世界をのぞいてみよう –自分の未来を考える–」
と題したワークショップの一部として行った。

図-4:B グループ
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図-5:C グループ

- 57 -

