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性の多様性の理解促進に向けた教員用教育プログラムの開発に関する研究

静岡大学 教職センター

 教員：准教授 松尾由希子、他静岡大学「学校における性の多様性研究会」（准教授 井出智博、教

授 鎌塚優子、准教授 山元薫、准教授 玉井紀子）※玉井紀子（静岡英和学院大学）、他は

静岡大学教育学部所属

1要約

 本事業は、「性の多様性の理解促進に向けた教員用教育プログラムの開発」に取り組むものである。

プログラム開発の前提として、静岡市内の教員及びスクールカウンセラー（以降、「SC」）と静岡県内の当事者

の保護者に対する調査を行なった。その結果、あきらかになったのは大きく2点である。1つに、教員の性的マ

イノリティの児童生徒への対応（以降、「当事者児童生徒」）への不安の大きさである。教員が不安を抱く背景に

は知識や対応経験の少なさがうかがえた。対応への不安を解消する手段の 1 つに知識の習得が考えられるため、

静岡市教育センター作成の教員用教育プログラムに反映させるべく本調査の結果について情報共有した。当事者

児童生徒への対応に当たり、SC や当事者の保護者からも、教員に対して性の多様性の理解を求める声があがっ

た。2 つに、当事者児童生徒対応の際に、学内の SC との協議や学外組織との連携が必要であると考える教員が

3 割程度存在したことである。学外関係機関との連携に関しては、SC もその連携の経験を有する人は多くなか

った。したがって、今後の課題として、教員及びSCにとって、連携可能な地域の関係機関の開拓があげられる。

そこで、「当事者児童対応の際の組織間連携」をテーマに講演会を開き、すでに連携して対応している先進地域の

事例に学んだうえで、事例検討会を行なった。

2 研究の目的

今日、当事者児童生徒をとりまく問題として、自殺念慮の高さやいじめ被害の多さ、自尊感情の低さ等が指摘

されている。法務省の「自殺総合対策大綱」（2017）において、性的マイノリティと自殺念慮の相関が指摘され

ており、学校の教職員に対して性的マイノリティへの理解が求められている。当事者児童生徒が、自分らしく生

きていくために、教職員の理解は大きな支援になる。したがって、本事業では「性の多様性の理解促進に向けた

教員用教育プログラムの開発」に取り組むこととした。

3 研究の内容

（1）以下の①②の調査をふまえて、静岡市教育センターが作成する教員用教育プログラムへの助言・事例提供

を行なう。…「4研究の成果」の（3）①（ⅰ）参照

①学校や教員（管理職含）、SCの「性の多様性」の理解や当事者児童生徒への対応の現状及びニーズの把握

②当事者の保護者の学校や教員へのニーズの把握

（2）学校、自治体、当事者団体で連携して当事者児童生徒の支援にあたる先進自治体への視察調査……「4研究

の成果」の（3）①（ⅱ）参照

（3）当事者児童生徒に対応する教員やSCの理解促進のための講演会の開催

…「4研究の成果」の（3）①（ⅲ）参照

※本事業において、連携又は協働する地域

・静岡市民局 男女参画・多文化共生課

・静岡市教育委員会 教育局 教育センター

・LGBTしずおか研究会（現NPO法人しずおかLGBTQ＋）（代表 細川知子）

4 研究の成果

（1）当初の計画

・3（1）の①及び②の種類の調査―2018年9月～2019年1月に実施予定

・3（2）の横浜市教育委員会への視察調査―2018年10～12月に実施予定
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・3（3）の講演会（事例検討会含）の開催―2018年12月または2019年1月に実施予定

（2）実際の内容（A予定どおり B一部修正、C中止 など）とその理由

【A予定どおり】

・3（1）の①及び②の調査―2018年10月～2018年12月に実施

・3（2）の横浜市教育委員会への視察調査―2018年11月14日に実施

・3（3）の講演会（事例検討会含）の開催―2018年12月16日実施

理由…当初の計画どおり行なえた。

（3）実績・成果と課題

①実績・成果

（ⅰ）教育センターが作成する教育プログラムへの助言・事例提供

以下の A～C の調査結果をふまえて、教育センターが作成する教員用教育プログラムの内容や項目について、

助言を行なった。

調査の概略

※【研究倫理】静岡大学人を対象とする倫理審査委員会の倫理審査を受審し、承認を得た。（A～Cの調査） 

A学校や教員の現状及び、ニーズの把握

【調査対象】静岡市小中学校教員、小学校5校138人、中学校5校143人。ただし、養護教諭以外（常勤講師

を含む）。

【調査方法】教育委員会を通じて、学校便で調査用紙を配布し、教員が回答後、郵送にて回収を求めた。静岡

大学『学校における性の多様性研究会』と静岡市教育センターが協働による調査として実施した。

Bスクールカウンセラーの現状及びニーズの把握

【調査対象】静岡市スクールカウンセラー（N=37）

【調査方法】教育委員会を通じて，SCが勤務する拠点校に学校便で調査用紙を配布し，SC  が回答後，郵送に

て回収を求めた。静岡大学『学校における性の多様性研究会』と静岡市教育センターが協働による調査とし

て実施した。

C当事者児童生徒の保護者のニーズの把握

【調査対象】現在、戸籍を変えて生活するトランスジェンダー男性（FtM）の母親2人

【調査方法】対象者は、LGBTしずおか研究会の代表（細川知子）の紹介による。保護者には、当事者の小学校

から高校までの期間を中心にしたインタビュー調査を実施した。
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（ⅱ）学校、自治体、当事者団体で連携して児童生徒への支援にあたる先進自治体（横浜市）への視察調査

【日時】2018年11月14日

【場所】横浜市教育委員会 人権教育・児童生徒課

【対応】日暮勤氏、石上美智氏

【視察や聞き取りで得られた内容】

〇市教育委員会と学校との連携

・SCの「性の多様性」研修の実施

・「性の多様性」に関するリーフレットの学校への配布

〇市教育委員会と学校外組織との連携

・横浜市教育委員会と当事者団体SHIPとの連携

・行政（横浜市）の人権研修を学校の教職員にも情報提供する

・横浜市と当事者団体SHIPが連携して実施する当事者児童生徒の居場所事業やSOS電話相談のポスターを学  

校に配布する

（ⅲ）教員やスクールカウンセラーの理解促進のための講演会（事例検討会）の開催

講演会及び事例検討会のテーマ：

「性の多様性に開かれた学校づくり・地域づくり」

【日時】2018年12月16日、10時～16時

   午前：講演会、午後：事例検討会

【場所】ペガサート3階
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②課題

教員及びSC対象の「性の多様性」の研修の充実

本事業において助言を行なったeラーニングプログラムを入り口に、今

後は対面式の研修のニーズも予想される。本調査対象SCの9割が「性

の多様性に関する研修は不十分である」と回答し、知識や対応経験の不

足が、教員の当事者児童生徒対応への自信の無さにつながっているた

め、研修の充実が望まれる。実現に向けて、研修の場所や予算の確保に

ついて検討する必要がある。

学校内及び学外の組織間連携の実施

 本事業では横浜市や倉敷市という組織間連携の先進地域に学んだため、

実際の実施について検討する必要がある。

（4）今後の改善点や対策

①静岡市等行政の研修を学校教職員も活用する

 横浜市は、行政が主催する研修について、横浜市の教員も出席できるよ   

うにしており、行政と教育委員会の間で研修に関する情報を共有していた。

教員や SC に求められる専門性に合わせた研修も必要であるが、行政の研

修も活用していくことで、研修の場所や予算の問題の一部を解消できると

考える。

②学校内及び学外の組織間連携の調整

それぞれの組織が担当できる内容を明らかにし、その内容について情報共有する必要がある。また、対応が必 

要になった際にどこの組織が中心になり、連絡・調整をしていくのか、という点について検討する必要がある。

5地域への提言

 本事業等を通じて、行政や市の教育委員会、学校等各組織がこれまでに行なってきた対人援助や支援のスキル

や保持しているネットワークや空間環境（実施できる場所等）がみえてきた。既に保持している資源は、性的マ

イノリティの子どもたちの対応にも活かせる。また、教員が性の多様性の存在を知ることで、当事者児童生徒の

支援や子どもたちの多様性（性にとどまらない）に対する寛容な態度の育成につながると思われる。

6地域からの評価

 教員用教育プログラムに助言を行なった静岡市教育センターのコメントは以下のとおり。

・横浜市教育委員会への視察より、「人権教育の中の性の多様性の教育」であることを強く感じた。横浜市の人権

 教育の幅広い取り組みの中の１つであることが、LGBTに関する研修を特別視させない環境を生んでいる。市 

長部局の積極的な発信は、静岡市も同様であるため、市民向け講座との連携等、静岡市についても検討したい。

・12月の講演会では、当事者の参加によりその思いを聞くことができたことで、学校での教職員への研修の必要

性を強く感じた。また、静岡市の当事者団体から「学校から安心だと認められる団体とはどのような団体なの 

か」との問いがあり、当事者団体との関係について考えさせられた。参加者を守るという配慮とともに当事者

団体との信頼関係の構築についても重要である。
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図１ 地元学の構成 

（成果報告書） 

将来の地域を担う人材の養成が急務

静岡大学 地域創造教育センター地域人材育成・プロジェクト部門 

教  員：教授 阿部耕也、准教授 皆田潔 

参加学生：本田圭美、久保山健太、中山理沙 

１要約 

 地域運営の担い手育成を目的として、行政職員やNPO関係者や地域おこし協力隊を対象とした研修会

を南伊豆町で開催し、「まちあるき」を利用した地域資源活用方法や地域活動への住民参加を働きかけ

る方法についてOJT（On-the-Job Training）形式で学ぶ機会を造成した。 

２研究の目的 

 今日、地域運営の担い手育成を目的としたリーダー育成や地域資源の活用をテーマにした講座が開催

されているが、いざ自らの地域に持ち帰って実践しようとしても、仲間や賛同者の不足や経験のなさか

ら、なかなか実行に移せない。そこで、本事業では、実際に地域運営を支援する行政職員や地域活動団

体、地域おこし協力隊などの実践者を対象とした地域資源の調査、検討、活用を学ぶ研修の機会を設定

し、住民参加型の研修プログラムの開催を試みた。 

３研究の内容 

 このOJT形式による地域人材育成研修会は、地元学の

手法を手本とした。地元学は、風土や暮らしに着目し、

普段過ごしていると気付かない日常を地域に暮らす人

（土の人）と外から訪れた人（風の人）が一緒に地域

を調べ、地域住民に足下の資源への着目を促そうとす

るものである。 

 今回の研修会の構成は、受講者が、研修開催地の住

民と一緒にまちあるきを行い、気になるスポットの謂れ 

や暮らし方についてのエピソードを尋ね、情報を蓄積し、その情報の活用を検討するプログラムである。

ポイントは、調べた情報の活用を「風の人」のみで考えるのではなく、そこに暮らす人々を交えるとこ

ろにある。土の人と風の人が共に考えることで、より現実的な活用案が生まれ、地域住民の機運を上げ

ることができるからである。 

 今回は研修開催地域として単に場所を借りるのではなく、地域住民にも参加してもらい地域にもメリ

ットが得られるように設計し、研修会後、地域で活用してもらえることを想定した「ご当地カルタ」づ

くりを研修の柱とした。研修会はまちあるきでカルタの題材を取材し、カルタの絵札、読み札を作成し、

最後にカルタ大会を開催し、全ての行程にその地で生活する住民が関わるように工夫した。 

地域づくりに関する研修会の多くは、受講者と講師の実践者間で行われるケースが多いが、この住民

参加型の研修プログラムは、住民を介在させることで緊張感を持たせ、情報を聞きだす能力、聞いた情

報を正しくまとめる能力、そして、整理した情報を地域に還元する手法を体得することができる。また、

地域づくりに関心のない層に対して、その機運を醸成する働きかけにも有効である。 
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図3 研修会の手順 

図2 南伊豆町伊浜区の位置 

画像1 伊浜区の景観 

４研究の成果 

(1)当初の計画 

上述の実施目的により、研修会は12月7,8日の2日間にわ

たる開催を計画した。開催地は静岡大学が賀茂地域との地

域連携関連事業を推進する中で関係がある南伊豆町伊浜

区を選定した。 

 伊浜区の概要は、人口は265人（平成27年国勢調査）、98

世帯で小学生はゼロ人、かつては海水浴や釣りで賑わい、

民宿が20軒あまりあったが、近年ではそうした観光客もま

ばらで民宿は4軒にまで減っている。景勝地で有名な波勝

崎は伊浜区が管理を請負い、伊浜区の集会所を兼ねる伊浜

山村活性化センターには南伊豆町で唯一、常勤職員が配置

されている点も特徴として挙げられる。地区の主産業はイ

セエビ漁を中心とした業漁と、昭和6年に千葉県から生産

技術が伝わり、かつては日本一の生産量を誇ったマーガレ

ットの栽培である。それは、伊浜区の主たる産業となり、

地区内にはビニールハウスが軒を連ね、首都圏をはじめ、

中京圏、関西圏に出荷されている。しかし、農業従事者の

高齢化に伴い、マーガレットを栽培していた農地は、徐々

に家庭菜園、あるいは耕作放棄地に姿を変えつつある。働

き世代の多くは地区外に他出し、地区在住者は高齢者に偏

っている傾向にある地域である。 

(2)実際の内容 

伊浜区では平成25年から、地区の有志により伊浜の暮ら

しや風土についてインタビューして記録に残す活動が行

われてきた。そしてその成果は聞き書き「知ってんけぇ」

のタイトルで編纂され、これまでに5巻が自費で出版され

ている。作成に関わった方の話では、これにより伊浜の風

土の記録はまとめることができたが、発行部数が限られた

上、多くの住民が文献に目に通すまでには至っておらず、

住民に伊浜のことをもっと知ってもらい、地域への誇りや

愛着を深めたいという希望を聞いた。 

そこで、「知ってんけぇ」を参考にしながら、さらに外

部の視点を加えて、楽しみながら地域資源に着目できる

「ご当地カルタづくり」を伊浜区に提案した。そして、本

事業の「将来の地域を担う人材の育成が急務」というテー

マにも合致することから、地域運営の担い手育成に携わる 

行政職員等を対象とした研修会「静岡大学地域人材育成研 

修会 ご当地カルタを作ろう」を開催するに至った。 
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画像2 まちあるきの様子 

画像3 カルタづくりの様子 

画像4 カルタに込めた想いを発表 

画像5 144枚の大カルタ大会 

研修会の実施を自治会に打診し開催までの間、打合せ

での訪問の他、特産のところてんの長さの世界記録に挑

戦する「トコリンピック」イベントや地区の伝統行事の

秋祭りには教職員のほか、学生も参加し、伊浜区民との

交流を深めてきたことも付け加えておきたい。 

 研修会は、図3に示した5段階で構成し1泊2日のプログ

ラムを検討した。事前に伊浜区の役員はまちあるきのコ

ースが検討され、各役員が自慢したい伊浜のスポットに

立ち寄るプランが準備されるなど、研修会を受入れてい

ただく体制はとても素晴らしかった。 

 カルタは高齢者も楽しめるようにB5サイズの厚紙を用 

い、絵札はまちあるきの際に撮影した画像を印刷して貼

り付け、読み札は手書きとした。 

 手づくりのカルタとした理由は最初に手の込んだもの

を作ると、継続を困難にしてしまう。カルタづくりの目

的は、地域資源への着目と誇りの底上げであり、まずは

子供から高齢者までが簡単に作れて、楽しめるようでな

ければならない。そのため、今回は通常カルタで使われ

る、五・七調で読み札を作成するルールもやめ、各々が

好きな言葉で伊浜を表現することにした。 

 次に、カルタには書き込めない、着目した理由やエピ 

ソードをひとりひとりが発表する時間を設けた。伊浜区

のみなさんは自慢したい素材、外部からの参加者は面白

いと感じたものやひと、それぞれ異なる視点が合わさり、

地元にも気付きと発見をもたらすことができるよう配慮

した。そして、作ったカルタを実際に楽しむ時間、最後

には、カルタの活用方法を話し合うワークショップを行

い、住民から継続を期待する意見が確認でき、具体的な

計画を地域と大学が連携して検討することとなった。 

(3)実績・成果と課題 

 受講者は静岡市、焼津市のほか、賀茂郡内の自治体や

県庁から、地域おこし協力隊を含む7名と南伊豆町の一般

参加者4名、学生を含めた本学関係者等8名のほか、伊浜

区の住民14名の協力や参加があり、合わせて33名であっ

た。伊浜区内においては、事前に回覧で参加を促す周知

がなされ、7名の参加があった。 

1泊2日のプログラムのなかで若者から年配の方、伊浜

の住民と外部の参加者が混じり、情報交換も活発に行わ

れた。またカルタ大会では、当初はグループ単位で進め

ることを想定していたが、全てのカルタを合わせて全員 
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画像7 集合写真 

画像6 住民と一緒にワークショップ 

参加の大カルタ大会となった。2日間で作られたカルタは

144組であった。 

 カルタ大会後には、カルタの活用ワークショップを振

り返りとして実施した。カルタ大会のみに参加された住

民も加わり、「秋祭りの余興にカルタ大会をしよう」、「定

期的にまちあるきをして四季のカルタを作ろう」、「次は 

五・七調に挑戦しよう」、「伊浜のモノだけでなく、人が

題材になっているところが面白かった」、など、積極的な

意見をたくさん集めることができた。 

地域づくりに携わる受講者にとっても、住民参加の働

きかけ方のヒントとなる場面であったと思われ、OJT形式の研修会が地域の活性化に貢献する側面もあ

ることを感じ取ってもらえたものと推察する。 

一方で、受講者は周知が不十分で、主たる参加対象の中部中枢都市圏域の自治体からは2名の参加に

留まったことは反省し、周知や参加者を募るための工夫を講じたい。 

(4)今後の改善点や対策 

 地域を舞台にしたOJT形式の研修会の欠点は、座学や

セミナーのような大人数による開催が難しく、少人数開

催にせざるを得ない点である。少人数であるが故に費用

対効果でいえば、必ずしも大きな効果があるとはいえな

いかもしれないが、手間も費用もかかる実践型の研修会

は地域貢献が使命にある大学だからこそできる研修と

して、継続して提供する予定である。 

５地域への提言 

本事業を活用して実施した研修会の性質から、本項と次項は地域への提言ではなく、受講者に対して

の助言としたい。協働パートナーの静岡市生涯学習推進課は以前より、当センターと関わりがあり、静

岡市内の自治会で住民参加型の地域資源調査活動の研修会開催の要望をいただいたが、定期的に自治会

と関わる自治体職員が調査の方法や活用方法を習得する方が、強みになると助言した経緯がある。今回

は、その手法を体験してもらうことを目的に本学と関わりのある南伊豆町で開催したが、研修会を通じ

て、地域づくりへの住民参加を促すためには、住民が関心を持つためには、笑顔が絶えない雰囲気づく

りや次への発展を考慮したプランニング、そして、同じ目線に立って一緒に楽しむことの大切さを受講

者には感じ取ってもらえたはずである。今後は、今回の受講者が実際に業務で関わる地区で本学が協力

する形で開催するなど、受講者のフォローアップにも力を注ぎたい。 

６地域からの評価 

受講者から寄せられた意見として、「2日間にわたるため業務内での参加が難しい」という意見があっ

た一方で、「交流を通じて、地域住民と関係を深めるためのアプローチの仕方が掴めた」といった声を

聞くことが出来た。期間の設定については、改めて検証を行うと共に、地域を借りたOJT型の研修会を

行うからには、受講者と開催地域、両者にメリットを感じてもらえるプログラム造成を心がけ、来年度

の企画に臨みたい。 
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「働き方」からアプローチする、中学生を対象とした男女共同参画の啓発

静岡大学男女共同参画推進室・教育学部技術教材 

開発研究室合同「中高生の未来創造」ゼミ

教  員：助 教・跡部 千慧 

准教授・改正 清広

参加学生：嶋崇志、遠藤直弥、望月和哉、鯛洸太 

１要約 

中高生の労働観・性役割意識を変えることによって、「女性の輝く社会をつくる」ために、中学

校１年生向けの映像教材とワークシートを作成した。映像教材は、中学生1年の男子生徒が主人公

であり、友達のお父さんが家事をしている姿をみた主人公が、「なぜお父さんは家事しないのか」

という疑問を解くために、藤枝市役所や、藤枝市内の事業所を訪ねるものである。働き方改革の動

向を知った主人公は、大人になったら、性別に関わらず家事・育児をする可能性もあり、そのため

に、現在よりも短時間で現在と同じ仕事量をこなす必要があることを実感する内容である。ワーク

シートは、映像教材を踏まえ、将来に向けて日々取り組むことを考えるものである。

２研究の目的 

中高生の労働観・性役割意識を変えることによって、「女性の輝く社会をつくる」ことにある。 

３研究の内容 

中高生の将来の勤労意識を考える教材の作成である。具体的には、藤枝市内の事業所に勤務する

ロールモデルの「仕事と家事・育児の両立」をもとにした教材および、中高生がその保護者と将来

の働き方を考えるための映像資料（Webで閲覧）とワークシートの作成である。

４研究の成果 

(1)当初の計画 

藤枝地区交流センターにて藤枝市内の教職員や一般市民に向けた情報提供や意見交換を行ない、

藤枝市の男女共同参画意識の向上を成果とする。 

(2)実際の内容（Ａは予定どおり、Ｂは一部修正、Ｃは中止など）とその理由 

Ａ：藤枝市内の事業所に勤務するロールモデルの「仕事と家事・育児の両立」をもとにした教材

の作成 

 中学校1年生の男子生徒を主人公とした映像教材を作成した。

 映像教材の内容は次の通りである。友達のお父さんが家事をしている姿をみた主人公は、自身の

父親が家事をしないことに疑問をもつ。一緒に住む母や祖父に、「平日はお母さんもパートで働い

ているのに、なんでお父さんは家事しないのか」と訪ねると、祖父から、藤枝市役所で働いている

母の従弟に話を聴いてみるように促される。主人公は、母とともに、藤枝市役所を訪ね、市役所で

紹介された株式会社共立アイコムを訪問することとなる。

 株式会社共立アイコムには、男性も家事・育児ができるような育児休業制度や短時間勤務制度、
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働く時間を短くする取組があることを知る。そして、株式会社共立アイコムに勤務する男性従業員

から話を聴くことによって、主人公が大人になったときには、男性でも家事をする可能性があり、

そのために、今より短い時間で働かなければならないことに気づく。

 株式会社共立アイコムや、日本マクドナルド株式会社、静鉄ホームズ株式会社のご協力のおかげ

で、当初の予定通り、教材を作成することができた。 
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Ａ：中高生がその保護者と将来の働き方を考えるための映像資料とワークシート

中学校1年生の男子生徒を主人公とした映像教材のなかに、保護者に向けた産業構造の変化に関

する説明を入れ、ワークシートを作成した。当初の予定通り、教材を作成することができた。 

Ａ：藤枝地区交流センターにて藤枝市内の教職員や一般市民に向けた情報提供や意見交換 

藤枝市内の教職員や一般市民に向けての教材報告会を開催した。男女共同参画に関する教材を監修し

てきた大学教員、企業の人事担当者、中部地区の男女共同参画推進を担うNPO法人の理事から講評をい

ただいた。 

(3)実績・成果と課題 

実績：映像教材とワークシートを作成し、藤枝市内の教職員と一般市民に発表した。 

成果：昨今の働き方改革の動向を組み込んだ教材を作成した。 

課題：職場体験前の中学校１年生にも理解できる内容に改訂していく必要がある 

(4)今後の改善点や対策 

一人親の家族や外国籍・外国出身者も増えているので、多様な家族の在り方を示す教材をつくる必要

がある。成果報告会の出席者からは、今回の教材を第1巻とし、第2巻・第3巻をつくることをご提案い

ただいた。 
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５地域への提言 

働き方改革関連法案の制定の動向を踏まえた映像教材とワークシートを活用することによって、地域

の中学生やその保護者に、働き方と家事・育児の在り方を通して男女共同参画を考えるきっかけにして

いただきたい。 

６地域からの評価 

映像資料は、中学生の理解が促されるので、使いやすいという評価をいただいた。藤枝市の企業の事

例が見られる点もよかったとのことである。今後は、家族の在り方の多様性を示すために、たとえば、

お父さんが家事をしている中学生、一人親、外国出身者、同性愛者等の家族も登場する教材をつくって

いく必要がある。現在、藤枝市内の中学校でも、家庭科の授業の中で配偶者控除の問題を考えるという

ことはやっているので、家事の男女共同参画は、教え方次第では、十分に扱えるテーマであるとのご指

摘もいただいた。 
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県営吉田公園のさらなる魅力 UP 

静岡大学 農学部 園芸イノベーション学研究室

教員：准教授 松本和浩

参加学生：影山史弥，山崎智也，井村瑛智，湯澤孝哉，伊藤江里，尾城一恵

1.要約

 本研究では，初めに，吉田公園の管理者および利用者にアンケート調査を行い，吉田公園の管

理者は「大井川とその扇状地の生態系の縮図として機能する，里山としての自然と人間の活動が

一体となった吉田公園」を目指し，利用者は公園をイベント会場として利用することに満足している

ことを明らかとした．次に，本研究室メンバーが吉田公園で行われるイベントに参加し，課題として，

クラフトフェアでは吉田公園の管理者である NPO 法人しずかちゃんとイベント主催者の連携が不

足していること，イベント来訪者の既存設備への誘導が不十分であること，チューリップ植付会では

参加人数が少ないことを指摘した．また，吉田公園の全体の課題としては，イベントにより一定の集

客が見込めるものの，イベントは風土性・地域性に乏しく，イベントの開催が平常時の集客に必ず

しもつながっていないことを明らかにした．これらの現実を受け入れたうえで，吉田公園の活性化を

図り，魅力を UP するためには，「吉田公園をイベントの会場として固定された箱としてみるのでは

なく，大井川の終着点として扇状地を含む広域の自然，モノ，人が集まる場として，再定義しなお

すこと」を提案した．

2 研究の目的

 本研究の目的は，吉田公園の活性化を図ることである．そのための基礎的な情報を収集し，継続

的な活動につなげるための第一歩として以下の 3 点の目標の達成を目指した．1．吉田公園の管

理者および利用者にアンケート調査を行い，管理者が感じている公園の魅力や利用者の望む公

園の将来像を明らかにすること，2．学生目線で魅力の発見と発信を行い，若者世代の公園利用

者を増加させること，3．吉田公園のみにとどまらない，吉田町を含む大井川とその扇状地を含む

広域を見据えた新たな取り組みやイベントの提案を行うこと．

3 研究の内容

 吉田公園には本研究の採択以来 5 回訪問し，吉田公園の管理者である NPO 法人しずかちゃん

の職員と意見交換を行った．また，主要なイベントであるクラフトフェア（2018 年 10 月 27～29 日），

チューリップ植付会（2018 年 11 月 11 日）に参加し，以下で述べる活動を行った．目標 1： 吉田公

園の管理者である NPO 法人しずかちゃんの職員（11 名）にヒアリング調査を行い吉田公園の魅力

や目指したい将来像を調査した．また，公園利用者であるやイベント出店者（139 名）とイベント参

加者（クラフトフェア 194 名，チューリップ植付会 70 名）にアンケート調査を行い，利用者の望む公

園の将来像を調査した．目標 2：学生がイベントに参加し，公園の魅力と課題の掘り起こしを行い，

魅力については，SNS を活用し，若者目線の情報発信を行った．目標 3：吉田公園にすでに設置
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されているビオトープを大井川の水のイメージに重ね，流域全体の動植物の保全と体験学習の場

に活用できるかを検討するために公園内の水質調査と植物の栽植状況および，固有種であるノハ

ナショウブの導入の検討をした．

4 研究の成果

（１） 当初の計画と実際の内容

1. 吉田公園の関係者および利用者へのヒアリングおよびアンケート調査

1－1 NPO 法人しずかちゃんの職員へのヒアリング調査

1－2 イベント出展者および来場者へのアンケート調査

2. 学生による公園の魅力と課題の掘り起こしと，魅力についての SNS 発信

3. 吉田公園活性化のための提案

1,2,3 の当初計画通り，全てを予定通りに行った．

（２） 実績・成果と課題

目標 1-1：NPO 法人しずかちゃんの職員へのヒアリング調査

吉田公園の魅力は，自然が豊かで季節によって異なる花々が観察できる点，駿河湾と富士山が

見渡せ，老若男女問わず楽しめる点にあることが，ヒアリング調査から明らかになった．一方問題点

として，ペット同伴の利用者の増加による糞害，作業員の人手不足による植物管理の不徹底など

が挙げられた．また，新規イベントの増加については賛同を得られたが，人手不足の問題もあり，

作業員の負担軽減が必須であるとの意見が大半を占めた．昨春，新たに就任した理事長へのヒア

リングでは，吉田公園の設立趣旨の一つとして，富士山静岡空港を建設する際に攪乱される動植

物の生態の保全があったことを伺った．ヒアリング調査の結果を総合して得られた公園の理想像は，

「大井川とその扇状地の生態系の縮図として機能する，里山としての自然と人間の活動が一体とな

った吉田公園」である．

目標 1-2：クラフトフェア出展者，来場者に対するアンケート調査

出展者に，次回もこのイベントに出展したいかと問うたところ，95%が出展したいと回答した．そこ

で，いかなる要因が，継続的な出展の動機になっているのかを，ロジスティック回帰分析を用いて

分析したところ，出展料が出展の可否に最も影響を与える要因であり，出展料により参加意欲が 44

倍向上することが明らかになった．そのため，今後，イベントの改善を図る際も出展料の設定に細

心の注意を払うことが必要であることが明らかになった．また，低価格な出展料以外に出展者の継

続的な出展を動機づける要因が無かったことから，さらなる魅力の充実や，そのアピールを進めて

いく必要があることが明らかになった．来場者に，次回もこのイベントに来場したいかと問うたところ，

95%が来場したいと回答した．そこで，いかなる要因が来場要因になっているのかを，前述の方法

で分析したところ，イベント告知，カフェ，綺麗さが来場の可否に影響を与える要因であり，それぞ

れの改善により，参加意欲が 12 倍，53 倍，12 倍に向上することが明らかになった．SNS など新た

な宣伝方法の導入，公園の清潔感を維持すること，カフェなど軽食をとれる場を設けることでより大

幅な来場者増加が見込めることが明らかになった．
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目標 1-3：チューリップ植付会参加者に対するアンケート調査

チューリップ植付会に参加した 7 割以上が吉田町またはその周辺の住民であった．次回もチュ

ーリップの植付会に参加したいかという問いには 95%が参加したいと回答した．また，自然環境的

なイベントと興業的なイベントのどちらに魅力を感じるかを問うたところ，60%が興業的なイベントを

選択した．興業的なイベントに魅力を感じている人にも吉田公園に足を運んでもらうためには，ビオ

トープやエディブルガーデンなどの自然の魅力を充実させる必要がある．

目標 2：学生が発見した吉田公園の魅力と課題およびその発信

 クラフトフェアは，数万人の来場者があり活気に満ちていた．発信した SNS では，幅広い年代か

ら 226 個もの「いいね！」が寄せられた．しかし，クラフトフェアは管理者である NPO 法人しずかち

ゃんの主催のイベントではないため，公園のホームページにはイベント告知が掲載されておらず，

十分な情報を得られない問題点があった．また，来場者はイベント開催場所である芝生広場以外

の場所にほとんど立ち寄らないことも明らかとなった．そのため，NPO 法人しずかちゃんと主催者の

連携を密にし，イベント来訪者を公園の既存設備に誘導する工夫が必要であると考えた．

チューリップ植付会は春のチューリップ祭りに向けたイベントであり，季節を感じることができ，成

長を楽しみにその後も来園しながら観察できるという点で魅力を感じた．毎年参加している方が多

い一方で，参加人数が少ないという課題も見られた．

イベントが行われていない平常時は，地域の方々が犬の散歩やランニングを行う場として利用し

ていた．広い公園であるが管理が行き届いており，清潔な印象を受けた．また，トンボや鳥など

様々な野生生物が生息していた．吉田公園を自然の学びの場とするために，それらを解説した案

内板等があると満足感がアップすると感じた．

目標 3：固有種であるノハナショウブの導入の検討と水質調査

現在，吉田公園には園芸品種である花菖蒲

が植栽されている．今回はその野生種であり，

大井川流域の草刈り場にかろうじて自生してい

るノハナショウブの導入の検討を行った．ノハナ

ショウブは花菖蒲と混植すると浸透性交雑し特

性が失われてしまう．しかし，このような危険性を

含めて解説する実物展示を行うことで，吉田公

園を地域の自然環境を学ぶ場として活用するこ

とができる．なお，ノハナショウブは掛川市の粟ヶ岳からの導入を検討している．これにより，ノハナ

ショウブをモデルとして大井川流域の固有種を活用しながら保全することを学ぶとともに，ここにし

かない公園の特性として，公園に新たな魅力を付与できるものと考えている．

吉田公園の池の水は地下水をくみ上げて利用しているため，水温は冬季でも 10℃前後を維持

していた．水質の指標である DO，EC はいずれもきれいな水を好む魚も生息でき，植物が良好に

生育する基準値を満たしており良好な環境であった．
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5 今後の改善点や対策および地域への提言

本研究により，吉田公園はイベントにより一

定の集客を見込めるものの，イベントは風土性・

地域性に乏しく，イベントの開催が平常時の公

園の集客に必ずしもつながってない現状を明ら

かにした．また，管理者であるNPO法人しずか

ちゃんは，吉田公園の自然の豊かさに誇りを持

ちながら懸命に管理を行っているものの，人手

不足により，平常時の管理はもちろん，新規イ

ベントの開催を行うことができない現実も明らか

になった．そこで，本研究室では，これらの現実

を受け入れたうえで，吉田公園の活性化を図り，魅力をUPするために以下のような改善策を提案

する．

 最も大切なことは，吉田公園をイベントの会場として固定された箱としてみるのではなく，大井川

の終着点として扇状地を含む広域の自然，モノ，人が集まる場として，再定義しなおすことである．

そのような見方の転換を行うことで，吉田公園の新たな可能性が見えてくる．

1つ目は吉田公園を，既存のビオトープを核に，公園全体を大井川とその扇状地を含む広域の

生態系の縮図として再構築することである．在来種のノハナショウブやホタルなど地域に生息する

動植物を吉田公園で保護・保全することでこの地域の遺伝子バンク的な機能を持たせることが可

能となる．それにより，それを活用した活動を行うことも可能になるだけでなく，他の商業的なイベン

トの来場者にも大井川の生態系や自然の大切さを学習する場を提供可能となる．

2つ目は，吉田公園で再現されている里山として，自然と人間の活動が一体となった里山の自然

をわかりやすく表す活動として，吉田町を含む大井川とその扇状地の農産物を扱うマルシェの定

期開催である．大井川流域の各市町は農業の盛んな地域であるが，それらが一堂に会し，生産者

から直接購入できる機会は意外にない．本研究室では本地域の様々な農産物のブランド化に取り

組んでおり，我々の専門知識を活かしながら，地域の人々を繋げ，コミュニティーを活性化させるこ

とも可能である．そのような風土性・地域性を維持しながらも魅力的なイベントや活動を行うことで，

若者世代も吉田公園に魅力を感じ，活用するようになると考える．

管理者の人手不足の問題は簡単に解決できる問題ではないが，吉田町には，我々と同世代の

地域おこし協力隊も着任し，我々と連携できる環境も整ったことから，それらの協力を得， NPO法

人しずかちゃんの経験を活用することにより，必ずや上記の提言を実現することが可能となり県営

吉田公園のさらなる魅力UPにつながると考えている．

６ 地域からの評価

若者が公園の将来を真剣に考えている姿を見て好評を得た．また，事業終了後も継続的な連携

を依頼されていることからも吉田公園の管理者をはじめとする地域からの評価は高いと言える．
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第 6 図 公園のコンセプトについて理事長への聞き
取り調査

第 5 図 公園内の池の水質調査

第1図 NPO法人しずかちゃんへのヒアリン
グ調査

第 2 図 クラフトフェアでの来場者へのアン
ケート調査 

第 4 図 平常時の閑散とした公園，でも美しい 

第 3 図 チューリップ植付会で参加者
とともに植付作業 
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川根高校の魅力化向上

静岡大学 情報学部 田中研究室,杉山岳弘研究室,永吉研究室

教  員：教授 田中宏和, 教授 杉山岳弘,准教授 永吉実武

参加学生：(田中研究室) 栗原啓志,江尻陸,林風弥,藤原敦史,向井地孝典

(杉山研究室) 山崎夕輝,伊藤彩夏,北條瑛士

(永吉研究室) 太田雄飛,権田智子,平野克怜,本橋篤

１.要約

静岡県立川根高校(以下、川根高校)が、川根本町の教育・産業・暮らしの活性化の拠点として位置付け

られることを目指し、以下の教育面の施策の検討・試行を行った。

長期的視点に立ったディスカッション

中・短期的視点での施策の試行：川根高校発信力向上ツールの制作(新規Webページ制作、川根

高校紹介動画制作)、川根本町小学校の児童向けプログラミング講座の実施

本取り組みは、中・長期的施策一環として、本年度試行したにすぎず、川根高校が川根本町活性化の

中核として機能し続けるために、継続的な取り組みを実施する必要がある。

２.研究の目的

川根本町の活性化のために川根高校は重要な役割を果たしているが、町の中学校から他地域の高校に

進学する者も多く、生徒数が減少している。このような高校の存続が危ぶまれる状況を鑑み、平成26年

度より県内全域を対象に「川根留学生」の募集を開始した。平成30年度には全国公募が開始され、現在、

全校生徒140名のうち58名が川根留学生として在学している（ただし、県外出身者はゼロ）。

今後も川根留学生の獲得に向けた積極的な誘致を行うとともに、川根地域の子どもたちからも選ばれ

る高校となるよう、これまで以上に川根高校の魅力化を向上させて川根高校の存続による川根地域の活

性化を目指す。

３.研究の内容

静岡大学情報学部3研究室は、川根本町教育委員会および川根高校等との協働により、以下の研究を行

った。

(1) 長期的視点に立った川根高校のビジョンの想定(3研究室合同) 

(2) 中・短期視点に立った施策の検討・試行

(ア) 川根高校発信力向上ツールの制作：①新規Webページ制作（杉山研究室）、②川根高校紹介動

画制作（永吉研究室）

(イ) 川根本町立小学校における児童向けプログラミング講座の実施（田中研究室）

４.研究の成果

(1) 長期的視点に立った川根高校のビジョンの確認(3研究室合同)について

(1)当初の計画と実施内容【A】（Ａは予定どおり、Ｂは一部修正、Ｃは中止など）

 ①川根高校・川根本町教育委員会・静岡大学情報学部3研究室の三者合同での研究プロジェクト推

進の方向性の検討、②川根本町・川根高校視察と初期意見交換、③長期視点に立った川根高校の方

向性の確認と本年度の研究プロジェクトのスコープ検討

(2)実績・成果と課題

①川根高校・川根本町教育委員会・静岡大学情報学部3研究室の三者合同での本プロジェクトの概

要、川根本町・川根高校の現状を確認し、当面の進め方を決定した（8月28日） 

②川根本町を訪問し、川根高校の設備・施設を見学するとともに寮生と静大学生との意見交換会を
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行った。また、川根本町の施設・観光名所等を視察し、現状の理解を深めた（8月30日） 

③長期視点に立った川根高校の方向性の確認と本年度の研究プロジェクトスコープ検討（10月1日） 

    視察の様子(8月30日)      ディスカッションの様子(10月1日) 

(3)今後の改善点や対策

全体の方向性や長期ビジョンは、個別のプロジェクトの推進状況や置かれている環境の変化に伴

い、適宜、変更が発生するものであるので、定期的に全体の方向性についてチェックと共有を行う

必要がある。

(2)-(ア)-① 川根高校発信力向上ツールの制作：新規Webページ制作（杉山研究室）について

(1)当初の計画と実施内容【B】（Ａは予定どおり、Ｂは一部修正、Ｃは中止など）

 川根高校を詳しく知らない受験生に学校の外観を伝えるために使用する校舎・周辺地域の写真をド

ローンで撮影したり、川根留学生が利用できる3種類の寮（川根本町若者交流センター 奥流(おうる)・

よすが苑・南麓寮(なんろくりょう)の内装を伝えるために使用する360度画像を撮影したりした。

当初は川根高校の公式HPにバナーを貼り、クリックするとそこから遷移できる“川根高校魅力化サ

イト”という位置付けとした。しかし、計画途中で川根高校のHPが全面リニューアルとなり、多くの

変更が必要となった。また、高校のHPは検閲が厳しく、娯楽要素の強いWebを置くのは少し難しいと

指摘されたため、川根高校公式HPではなく川根本町教育委員会の公式HPにバナーを貼り、川根本町

の支援事業の紹介という位置付けに変更した。実施内容について、当初計画の変更とともに以下に示

す。

・ ターゲット（誰が見ることを想定したWebサイトにするか）：生徒との交流により、生徒がWebを見

る機会はあまり無いことが分かったので、高校受験を控えた中学校三年生（静岡県外）の保護者を

メインのターゲットとする。

・ コンセプト：保護者には、川根高校の充実した学習環境（少人数授業なので生徒と教師の距離が近

い点、ICT機器を用いた質の高い授業が受けられる点）や安心できる寮生活を知ってもらい、子供に

対して安心して川根高校を勧められるようなWebサイトとする。受験生本人には、在校生の写真を

通して川根高校の魅力を楽しみながら知ってもらい、川根高校に入学したいと思えるようなWebサ

イトとする。

・ コンテンツ内容：大きく、動的コンテンツ（随時更新が必要なコンテンツ）と静的コンテンツ（更

新の必要がないコンテンツ）に分ける。

【動的コンテンツ】学校や、各部活動の近況報告を川根高校教員によりSNSにアップしてもらい、そ

のSNSをWebサイトに埋め込むこととする。現在、高校公式HPにもSNSではないが近況を更新するコ

ンテンツがあり、こちらが制作したWebの更新との両立は負担が大きいため、動的コンテンツは廃止

した。

【静的コンテンツ】いくつかの質問に答えることで川根高校に向いているかを診断できる適性診断、

360度画像により寮の三種類の内装が360度見回すことができるビューアー、部活動など学校生活での

在校生の笑顔を写した写真をまとめたフォトギャラリー、川根留学生一人の一日の生活に密着し、そ

の生活をまとめたタイムラインを主なコンテンツ内容としていた。しかし、フォトギャラリーについ
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ては、部活動の写真は特に真面目に活動している様子を写しており笑顔ではないため、生徒の活動を

まとめたギャラリーに変更した。タイムラインについては、一人に密着するとその生徒の時間ごとの

動き、部活動を公開してしまい、プライバシーの問題があると指摘されたため、一般的な川根留学生

の生活を紹介するタイムラインに変更した。

・ スケジュール：2018年12月中旬にWebサイトver1が完成、先方にチェックして頂き、同月下旬までに

修正点を直し、二度目のチェックをして頂き、2019年1月末のWebサイトの完成、公開を目標とした。

しかし、チェックをより慎重に行ったため、予定していたスケジュールよりも1ヶ月遅れとなった。

(2) 実績・成果と課題

作成したWebサイトをサーバにあげ、公開した。（URL：www.sugilab.net/kawako/）川根本町の持つサ

ーバにあげるのが理想だったが、川根本町ではWeb管理を外部に委託しており、データの管理が難しい

とのことであったため、3年間の期限を設けて杉山研究室で管理することとなった。よって制作したWeb

を公開し続け、川根本町の活性化に繋げるためにも、川根本町側のサーバにデータを置けるようにす

ることが今後の課題である。

(3)今後の改善点や対策

寮が増えたり、学年進行で写真に修正が必要になったり、公開しているコンテンツの内容に変更が

あったとき、研究室の方で変更が必要になる。これを川根高校や川根本町の方で変更できるように改

善できるとより迅速な更新が可能になると考える。

(2)-(ア)-② 川根高校発信力向上ツールの制作：川根高校紹介動画制作（永吉研究室）について

(1)当初の計画と実施内容（Ａは予定どおり、Ｂは一部修正、Ｃは中止など）

  生徒数の維持・増加を狙い、地域・県内外に広く川根高校の魅力を発信し、関心を引き付ける手

段を探ることを目的とし、想定受験者の保護者等をターゲットとした、動画を企画・撮影・制作を

行う。具体的には、以下の①～④の通り。

①動画の企画【Ａ】、②高校・寮での生徒の様子の撮影・教員の撮影【Ａ】、③保護者アンケート

の実施【B：当初予定にない活動を追加して実施】、④動画編集【Ａ】

(2)実績・成果と課題

①川根高校副校長・川根本町職員とのディスカッションを繰り返すことにより、想定受験者の保護

者等をターゲットとした動画制作を行うことを決定し、趣意等を定めた企画書を作成した

②川根高校野球部・球技大会・生徒寮・寮職員・教員等の取材（撮影・インタビュー）を実施した

③保護者アンケートに基づき、多くの保護者がWebページ（特にスマートフォンを用いて）を閲覧

している、食事を含む自律的な生活が営めるかを気にかけている、ということが判明した

④取材を通じて撮影した素材を編集し、動画を制作した

(3)今後の改善点や対策

本研究では、受験生が高校入学に至るまでのプロセスを分析し、入学意思決定に最も影響を強く与

えると考えられる保護者に川根高校の魅力を伝えることを狙った動画を制作した。入学意思決定の過

程において、受験生（中学生）に影響を与えるのは保護者だけではないので、保護者以外のインフル

エンサーをターゲットとしたアピール策も検討する必要がある。

(2)-(イ) 川根本町立小学校における児童向けプログラミング講座の実施（田中研究室）について

(1) 当初の計画と実施内容（Ａは予定どおり、Ｂは一部修正、Ｃは中止など）

 児童の情報技術への興味、関心を喚起し、将来の職業選択の際に、IT技術者が有望な選択肢になる

ようにするにはどのような教育方法が必要なのかを明らかにするための基礎的なデータを収集する。  

初年度ということもあり今年度は教育委員会の要望を踏まえながら文科省指針に沿ってオリジナ

ル教材を作成して試行する。具体的には、以下①の～④の通り。 
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①小学校教員との打ち合わせ【Ａ】、②講座の企画【Ａ】、③プログラミング講座の実施【Ａ】、④

アンケート実施

(2)実績・成果と課題

研究対象：川根本町立中央小学校5,6年生 計21名

実施日：10/15(打ち合わせ), 11/5(第1回講座), 12/10(第2回講座), 2/4(第3回講座) 

第1回講座：scratchの基本操作、ジャンプゲームの作成

第2回講座：オレンジキャッチゲームの作成

第3回講座：シューティングゲームの作成

①川根本町立中央小学校校長・教頭、川根本町教育委員会と詳細な打ち合わせを行い、講座のねら

い、どのような講座をどのように行うのかについて意見交換を行った。

②川根本町教育委員会との意見交換の結果、児童向けのプログラミング学習ツールとして定評のあ

るScratchを利用した講座を実施することになり、静大側で教材を作成することになった。

③川根本町立中央小学校からとくに要望が強かった論理的思考を高めることに重点を置いた教材

を作成した。講座中は、意識的にプログラミングとは何かを繰り返し説明するとともに児童の思

考能力が習得できているかを確かめながら行った。第1回のプログラミング講座は、静岡新聞記事、

川根本町の広報資料に採り上げられ、プログラミング教育の広報につながった。

④講座終了後、受講した児童を対象にアンケートを実施し、児童たちがプログラミングを楽しみな

がら学べたのか、論理的思考力向上に効果があったのかなどの評価を行った。

(3)今後の改善点や対策

川根本町に根ざした講座を充実させていく必要がある。今後は、小学校から中学校、中学校から高

校へと子供たちが自然に高度なスキルを身に着けられるようなプログラミング教育の在り方を検討

する必要がある。また、大学のみならず地域社会やIT企業とも連携の幅を広げることで、実施体制を

作り上げる必要もある。それらが整備されていけば川根高校が地域のプログラミング教育の拠点とな

ることが現実味を帯びてくるであろう。今年度は小学校向けのプログラミング講座を実施したが、単

年度で終わることなく、継続的で粘り強い取り組みが求められる。

５地域への提言 

川根高校は、川根本町活性化の中核となり得る重要な役割を担っている。豊かな自然に囲まれてのび

のびとした高校生活ができるだけでなく、熱意のある教員指導、充実した寮生活・部活動など様々な魅

力を有している。そこで生活することになる受験生、関係する保護者、部活担当の教員にも、本Webサ

イトや動画を通してその雰囲気や空気を知ってもらうことが重要である。様々な媒体に紹介をして継続

的に発信していくことが重要であると考える。

一方で、冗長な動画やターゲット・メッセージが不明瞭なWebコンテンツや動画はすぐに飽きられる。

ターゲットを明確にし、この潜在的「知りたいニーズ」に応えられるような発信を心掛ける必要がある。

これらの活動は、川根高校の情報更新担当の先生の負担になることが課題として挙げられたため、生

徒にメディアリテラシー教育を実施し、生徒でも更新できるような仕組み作りを行うと良い。また、こ

のような活動は、今後の川根本町の活性化に必要不可欠であり、その中核機関として川根高校が位置付

けられるためにも、川根高校の生徒と町民が多くの接点を持ちながら活動を継続することが重要ではな

いかと考える。その一つの手段として、本研究で実施したような小学生プログラミング講座を川根高校

生が主体となって実行することが考えられる。 

６地域からの評価 

川根高校および川根本町より、サイトの出来栄えについては、とても川根高校の楽しさが感じられて

好印象であり、大学生との交流の中で活動を展開するのは良い発見があるとのコメントをいただいた。
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若者のアイディアを反映させた JR 草薙駅南口グランドデザインづくり 

静岡県立大学経営情報学部 岸ゼミ 

教員：准教授 岸 昭雄 

参加学生：曽根原恒輔，川田紫織，中島淳之介，三森まゆ 

1． 要約 

公共交通の結節点である草薙地区は，都市計画マスタープランにおいて人口を積極的に集約すべきエリ

アに指定されている．人口減少下で持続可能な都市経営を目指すためには，人口の集積によるコンパクトシ

ティ化が必要不可欠であり，草薙地区は積極的に居住地としての人口集積を図る必要がある．そのため，今

後人口移動のメインプレイヤーとなる若者，子育て世代が，どのような価値観を持って居住地を評価するの

かを明らかにした．そのうえで，その価値観，ライフスタイルに沿った，人口集積を図るために必要な施策

を検討した．具体的には，子育て，教育環境の充実というメリットを生かすための追加施策，買い物利便性

や防犯性の問題に対する対策，草薙地区の魅力 PR のための広報の方向性等を提案している． 

2． 研究の目的 

わが国は現在少子高齢化時代を迎えており，それに伴って起こるさまざまな問題に直面している．都市経

営に関しては，行政コストを圧縮して持続可能な都市経営を目指す「コンパクトシティ」政策が，静岡市を

含む多くの自治体で進められている． 

コンパクトシティ政策とは，郊外の都市的土地利用を抑制した上で，中心市街地を活性化させ，買い物施設

や病院などの生活に必要な施設・機能が集約された効率的で持続可能な都市を目指す街づくりを進める政

策である．静岡市もコンパクトシティを目指しており，草薙地区は，利便性の高さや大学が近くにあること

などの特性から，地域の拠点としての役割を期待されている． 

そこで本研究は，人口移動のメインプレイヤーである若者，子育て世代に対して，草薙の魅力が下がること

を防ぎ，若者，子育て世代を草薙地区に呼び込み，草薙地区にコンパクトシティの地域拠点として人口集積

を図るための施策について検討することを目的とする． 

3． 研究の内容 

草薙地区の住環境の現状を整理し，どこを改善していくべきかを考察する．また，地域を盛り上げていく主

役となりうる子育て世代を呼び込む必要があると考えたので，実際に草薙で子育てをなさっている方々を

対象にヒアリング調査を行い，草薙で子育てをするメリット・デメリットを聞いた．また，実際に子育て背

世代を誘致し人口回復につなげた成功事例を分析し，草薙地区ではどのような取り組みができる可能性が

あるのかを考察する． 

4． 研究の成果 

(1) 草薙地区の現状 

草薙地区の人口は，平成 30 年 9 月の時点で 9 地区合わせて 10,890 人である．平成 11 年から 27 年まで減

少傾向にあったが，平成 28 年から少しずつ増加している．しかし，今後は大きく減少していくことが予想
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されており，平成 47 年には 8,861 人，57 年には 7,629 人と，1 万人を大きく下回ってしまうことが予測さ

れている． 

次に，草薙地区の地価を調査すると，駅周辺の地価は平成 11 年以降横ばいであるものの，駅から遠い住宅

地においては，大きく下落している．これは，駅から遠いことによる利便性の悪さにより，若者，子育て世

代から以前に比べて居住地選択の際に敬遠されていることによるものと思われる． 

(2) 若者，子育て世代を呼び込むことの有効性 

内閣府の地域経済に関する報告書（2014）によると，地方において人口が増加している市町村は，20 歳代

から 40 歳代の人口構成割合が多く，出生率が高まっている．若者，子育て世代が多いということは，これ

からも子供が増え，その子供たちが定住してくれる可能性があるということである．その可能性を増やすた

めには子育て世代を呼び込むことが必要である． 

子育て世代を呼び込むことで人口増加につなげた成功事例もある．千葉県の流山市は，子育て世代の誘致に

成功しており，0 19 歳の人口と，子育て世代に含まれる 30 40 歳の人口が増えている．一時は千葉・全

国両方の平均値を下回っていた合計特殊出生率も，現在は上回っている．まさに子育て世代を呼び込んだこ

とで人口増加につながった例といえるだろう． 

(3) 若者，子育て世代からみる草薙地区の特徴 

ヒアリング調査およびワークショップから，若者，子育て世代が評価する草薙地区の魅力として，利便性

と自然環境のバランスの良さ，教育環境の充実，安心安全な子育て環境等が上がった．一方，否定的な意見

としては，外部の人間が地域コミュニティに参加しづらいこと，場所によっては利便性や防犯面で不安を感

じている等が上がった． 

5． 地域への提言 

地域によっては利便性が悪い点に関しては，利便性の低い地区に買い物施設を新たに建て，路線バスの本

数を増やせば解決することができるかもしれない．しかし， 間企業がやることなので採算が取れないと実

現するのは難しい．そこで，地域住 や 間企業， 政が協 して，お互いに負担がかかり過ぎない，持続

可能な仕組みを作ることが望ましい．まず買い物施設が近くにないという問題に対しては，食材の宅配サー

ビス等が発達しているものの，実際にスーパーに行って，食材を直接見て，自分で選ぶという買い物の楽し

みがなくなってしまう．そこで提案するのが，地域の公 館や 治会館を利 して，定期的に出張販売会を

開くことである．自治体が会場と人手を提供し，スーパーが商品を提供するという形で協力をし，どちらか

に負担がかかりすぎることのないような形で運営をする．草薙地区は無人販売をしている方も多いため，そ

の たちに作物を持ち寄ってもらうという 法もある． 品を売りたい と，地域住 が協 をし，ひとつ

のイベントとして販売会を行うことで，子育て世代の方たちが知り合うきっかけにもなり得る． 

防犯面での格差は，現在草薙で取り組まれている社会実験が解決策になり得る．これは，街灯がなく，暗く

なってしまうところに， 間の敷地をお借りして，温かい 味の照明を設置し，防犯性を向上させるという

ものである．照明自体の価格は高価ではなく，電気代も高くない．効果も目に見えるものなので，取り入れ

るハードルは高くなく，実現可能性は高いと言える． 

 公共交通の利便性については，現在草薙団地・つつじヶ丘団地周辺の地域で，どのような形で補うべきか

を行政と静岡県立大学，さらに地域住 の たちと協 して検討中であり，今のところデマンド型交通の導

入が検討されている．もしこれが実現すれば，利便性の低さが課題であった地域の助けになる． 

草薙地区の外から移住する若者，子育て世代の孤立の問題は，今ある草薙の子育て世代の拠点とも言える，

有度生涯学習交流館を有効活用することを提案する．有度生涯学習交流館は，静岡鉄道御門台駅の近くにあ
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り，清 区役所の窓 としての機能と，地域住 の活動の拠点としての機能，そして児童館としての機能を

備えた複合施設である．子育て世代向けの講座を開くなど，子育て世代向けの取り組みを行っており，その

中には子育て世代の方たちの交流を図るものもある．また，児童館の主宰ではないが，静岡には子育てトー

クの会という，主に 0 歳 未就園児までの 育てを地域の中で 援するサロンがあり，その情報提供も行っ

ている．このように様々な機能を備えた児童館は，草薙の子育て世代にとって重要な施設であり，子育て世

代のコミュニティ形成に大きく貢献できると考える． 

 次に，若者，子育て世代と静岡県立大学の関わりが薄いことについて，その対策を提案する．現状，静岡

県立大学と若者，子育て世代の関わりはないわけではない．ボランティアという形でかかわっている学生も

いれば，個人の活動として地域の子育て世代とかかわっている学生もいる．年に一回，大学内を巡るツアー

も行われている．また，昨年まで国際関係学部の准教授であるディハーン先生が，草薙児童館でボードゲー

ムを使った研究も行っていた．こうした取り組みもあるにも関わらず，関わりが薄いといわれてしまう．そ

の原因としては，静岡県立大学が地域にあまり入り込めていないこと，定期的に子育て世代と関わる取り組

みがないことがあげられる． 

今現在子育て世代とかかわるような活動があるとはいっても，まだまだ発展途上であり，かつ定期的なも

のではないため，口コミが広がらない．若者，子育て世代は教育に関する情報を主に口コミから得ている．

定期的な取り組みならば，参加する機会が多いので，参加する人数も増え，「去年の今頃県大主催のイベン

トがあって，結構良かったから今年一緒にどう？」「毎月やっている県大のイベントがあるのだけど，参加

してみない？」というような口コミを広げることもできる． 

今ある静岡県立大学と子育て世代が関わるイベントとしては，県大ツアーが年に一回，夏季休業の際に行

われている．高校生等の入学希望者を対象としたものではなく，一般の方を対象にしたイベントで，研究室

や図書館の見学，体験学習などができる．毎年人気のイベントで，親子で参加している方たちも多く見かけ

るという．このように，県大ツアーは良いイベントではあるが，定員があるため参加できない人も出てくる．

それを補うために，年一回の開催ではなく，ほかの 期休暇の時期に追加で開くなど，参加できる機会を増

やすことが求められる． 

これらを踏まえて我々が提案したいのは，静岡県立大学ができる範囲で，地域が大学に求めることを吸い

上げる窓口を作り，定期的な取り組みができるような仕組みを作り上げることである．大学が地域のための

何かを企画しても，それが地域のニーズに合っていなければ意味がないので，本当にニーズがあるものを，

地域の子育て世代の話を聞いて企画できる環境が必要になる．ニーズを聞いたうえで，大学側がしっかりと

企画したものであれば，持続可能性のある定期的な取り組みにすることができるだろう． 

しかし，窓口を設けたところで，それが知られなければ意味がない．また，静岡県立大学は立地が悪く，

バリアフリーな環境は整っていない．さらに，乳幼児向けの環境も十分に整備されているとは言い難いので，

子育て世代向けの取り組みをする環境としては不十分である．これらの問題を補うため，有度生涯学習交流

館内の草薙児童館と協力するのが良いと考える．先ほども触れたように，草薙児童館は昨年まで静岡県立大

学と関わって取り組みをしていたので，一から関係性を築く必要がなく，ノウハウもあるのでスムーズに調

整ができる．授乳室など子育て世代に必要な環境も整っているし，会議室や調理室，体を動かせる部屋など，

様々な機能を持っているので，できる取り組みの範囲も広い．児童館を利用する子育て世代の方は多いので，

ニーズも汲み取りやすいだろう．児童館のフィードバックを受けて企画をブラッシュアップさせることも

できるので，メリットは大きい．視察の際，草薙児童館は静岡県立大学と協力して何か取り組みをすること

にかなり前向きだったので，実現可能性も高いと言える． 

最後に，どうＰＲすれば草薙地区に若者，子育て世代を呼び込めるかを考察する．ＰＲの方法としては，

子育て世代の使用頻度が最も高い情報機器であるスマートフォンで閲覧できる媒体を使うこと，草薙での

取り組みをマスメディアに提供し報道してもらうパブリシティ，この二つが有効であると考える．まず，ス

マートフォンで閲覧できる媒体だが，子育て世代はスマートフォンをよく使用している．それならば，スマ
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ートフォンで閲覧できる形での情報の提供は必須である．そこで，子育て世代向けの情報を集約したＰＲサ

イトを作ることを提案する．これは子育て世代の方たちに担当をしていただき，草薙で生活することや，子

育てをすることの魅力を発信する．子育て世代の方ならば，草薙で子育てをする魅力をうまく伝えることが

できるし，草薙のローカルな情報も把握している．また，魅力を発信していく中で，子育て世代の方が草薙

への愛着を持つことにもつながる．ただ，実際にやってくれる方を探さなければならないし，日当など何ら

かのインセンティブを与えなければ実現はしないだろう．また，ウェブサイトを一から作るのは負担が大き

いので，静雄亜県立大学と協力をしてサイトを作る，などの工夫が求められる．担当する方の負担が大きく

ならないように配慮することも必要である．ただ，ヒアリング調査を行う中で，草薙に愛着を持っている方

は多いことを実感したので，実現可能性はある．また，草薙に関するポータルサイトを新たに作り，移住を

考えている傾けに情報を発信するのも解決策になりうる． 

 先日，静岡県立大学経営情報学部経営情報学科渡邉研究室が，草薙商店街等と協力をして，草薙の様々な

施設の情報をまとめたアプリを開発した取り組みが，Ｙａｈｏｏニュースや静岡新聞など，様々なメディア

で取り上げられた．本論文で提案してきた，利便性を向上させるための取り組みや，子育て世代を支援する

取り組み，静岡県立大学と地域が協力して行う取り組みが草薙で活発になれば，渡邉研究室が行った取り組

みのように，何か新しいことが草薙で始まっている，と注目される．その結果，静岡県内のニュース番組な

どで取り上げられれば，子育て世代への宣伝になる．このような，流山市も行っていたパブリシティを利用

した手法ならば，コストも抑えることができる． 

6． 地域からの評価 

今回のワークショップの最後に，参加していただいた地域住 の 々に感想や意 などのアンケートを

取った．そこから，静岡市役所と連携して静岡県立大学の学生の視点から草薙地区に貢献している姿を見て

非常に感心した，ワークショップを踏まえ最終的に学生がどのような結論に至ったのか知りたいという意

見をいただいた．また，南口グランドデザイン研究会で学生が報告を行った際には，研究会のメンバーであ

る 治会 の皆様や，草薙商店会組合の会 様などから，今回の学 の取り組みについて きな関 を持っ

ていただき，また励ましの言葉もいただいた．  

ワークショップの様子 
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（別紙）

１ ２

３ ４

５
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（成果報告書 記載方法） 

若者へのエイズ予防啓発及びHIV検査の周知に関する研究 

静岡県立大学 看護学部 

教  員：准教授 杉山 眞澄 

参加学生：西 郁美、菊池 優斗、千葉 稜子 他40名 

１要約 

静岡市保健所より、若者のHIV感染が多く、発見時にはエイズを発病しているケースが3～４割に 

もなる実態から、若者のエイズやHIV検査についての効果的な周知について考えて欲しいとの課題を

もらい、県立大学看護学部2年が中心になり取り組んだ。 

まずは、学生自身がエイズやHIV検査・性感染症についての学習を行い、その後、ワークショップ

を行い、自分達ができることを考えて12月1日の世界エイズデーに合わせ、オリジナルキャラとグッ

ズを作成してキャンペーンを行った。キャンペーンの前後には、エイズに関する調査も実施し、キャ

ンペーンの成果について確認をした。調査結果からは、エイズに関する知識やHIV検査についての周

知、理解が向上したと考えられた。 

２研究の目的 

 若者が、HIV検査およびエイズについての正しい知識を身につけ、予防行動につながると共に、早

期発見のために積極的にHIV抗体検査(エイズ検査)を受けることができるようになる。また、エイズ

についての偏見や差別の解消を図る。 

３研究の内容 

１）県立大学看護学部2年を中心に保健所職員による学習会の開催 

２）学生によるワークショップを行った。テーマは「若者にエイズやＨＩＶ検査について理解して 

もらうには」とした。43名が参加し、以下のような意見が出た。 

    ・ＴＶコマーシャルをする 

    ・アニメやドラマを創ってＰＲする 

    ・ツイッターやインスタグラムのストーリーにあげる 

    ・義務教育の授業に入れる、大学の健康診断で検査する 

・大学でコンドームを配布する（キャンペーンを行う）キャラクターつくる 

・トイレにポスターを貼る 

  ３）世界エイズデー・キャンペーングッズの開発 

    ①オリジナルキャラクターの募集  

     ９件の応募があり、エイちゃんに決定  

 ②キャラクター付コンドームの制作 

 ③レッドリボンの小袋注文 

 ④エイズ予防財団からパンフレット（７００部）取り寄せ 

 ⑤エイズデーの２週間前より、大学内（草薙キャンパス、小鹿キャンパス）のトイレにエイズ

啓発ポスターを掲示 
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４）草薙キャンパス、小鹿キャンパスでキャンペーンを実施 

  学生が２つのキャンパスにて、キャンペングッズを草薙キャンパス400セット、小鹿キャン

パス300セット配布し、啓発をはかる。 

５）キャンペーンの効果判定のため、エイズとHIVに関するアンケートをキャンペーンの前と後

に実施した。 

研究の成果 

(1)当初の計画 

 実施内容と相違ない 

(2)実際の内容 

計画どおりに実施することができた 

(3)実績・成果と課題 

キャンペーン前後のアンケートより、エイズとHIVに関する知識や認識が向上したといえる。 

特に、感染経路やコンドームの感染予防効果、HIVが保健所で匿名･無料で実施できるなど、行動に 

結びつく内容の理解が向上したのは成果といえる。 

(4)今後の改善点や対策 

今回の一連の活動は、一定の成果を上げたが、キャンペーンは一時的なものであり、大学も新入生

が入る流動的な集団である。継続的に啓発活動を行う必要がある。また、若者全体をターゲットにす

る場合は、学生からも意見が出たようにドラマやＣＭ、インスタグラム等、広く周知する方法を考え

実践していく必要があると考える。 

 キャンペーンを実施している途中で、コンドームの配布に抵抗があったように見受けられた。今回

は、大学生をターゲットにしたが、もっと若い世代から、性教育を基盤として、エイズや性感染症の

理解を深めてもらいたいと思う。 

５地域への提言 

今回は、対象を絞っているため、地域への提言はないが、行政、学校などで、性教育や性感染症、
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エイズなどの学習をする機会を増やして欲しいと考える。 

６地域からの評価 

特になし。 

【写真】 

保健所職員が講師の 

学習会 

ワークショップ 
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オリジナルキャラクターは

「エイちゃん」に決定 

エイズ予防キャンペーン 

キャンペーンでの 

配布グッズ、パンフ 
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国際バカロレア教育（ＩＢ教育）の推進 

静岡県立大学 食品栄養科学部 教育学研究室 

教  員：教授 角替弘規 

１要約 

 本研究は、近年注目を浴びている国際バカロレア教育について、静岡における「ＩＢ教育のモデル」

を確立するうえでの基礎的な資料を提供することを目的とする。 

 特に本研究ではＩＢ教育に携わる教員養成のあり方に着目し、その先進事例のひとつである筑波大

学大学院修士課程教育研究科教育学（国際教育）修士プログラムを訪問・視察するとともに、ＩＢ教

育のエッセンスともいうべき探求学習のあり方について説明を受けた。 

 今後は上記から得られた知見等に基づき、静岡サレジオ小・中・高等学校における教育実践につい

て連携協力しつつ新たなる教育実践の研究開発に継続的に取り組むこととなった。 

２研究の目的 

本研究の目的は、日本国内における国際バカロレア教育（以下ＩＢ教育と表記）の先進事例を調査

することで、静岡における「ＩＢ教育のモデル」を確立するうえでの基礎的な資料を提供することに

ある。 

３研究の内容 

 上記の目的を達成するために、日本国内におけるＩＢ教育の先進事例についての視察を計画したほ

か、2018年よりＩＢ教育認定候補校となった静岡サレジオ小・中・高等学校との協議の元、静岡県立

大学の学生等が各種連携事業に参画する可能性について検討した。 

また、ＩＢ教育に関する専門家を招聘し、ＩＢ教育を導入するに当たって求められる課題等につい

ての研修会の開催を計画した。 

４研究の成果 

(1)当初の計画 

 本研究の立案当初は、上記「研究の内容」にもあるように、日本国内におけるＩＢ教育の先進事例

についての視察を行うことで、ＩＢ教育を継続的に実施するうえでの課題と解決策について明らかに

することを計画した。また2018年よりＩＢ教育認定候補校となった静岡サレジオ小・中・高等学校と

の協議を持ちつつ、静岡県立大学の学生等が各種連携事業に参画する可能性について検討を進めた。 

また、ＩＢ教育に関する専門家を招聘し、ＩＢ教育導入に当たっての課題等に関する研修会の開催

を計画した。 

(2)実際の内容（ＢおよびＣ） 

 ＩＢ教育は一時的な取り組みではなく、教育制度として継続的に実施することが重要であることは

改めて指摘するまでもない。このためＩＢ教育の認定を受けるためには事前の厳しい審査を受ける必

要があり、このために多くの労力と時間が必要とされる。研究に着すると同時に静岡サレジオ小・中・

高等学校と協議する中で、既にＩＢ教育認定候補校としての資格を取得した当校が候補校としての認
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定取得のための準備に多くの教員が真摯に取り組んでおり、引き続き認定校として認められるべく授

業実践についての研究に取り組まれている状況にあることが判明した。そのことを踏まえると、日本

国内におけるＩＢ教育の先進事例を単に視察しても得るものは少ないと判断した。 

 そこで本研究では当初計画を一部修正し、ＩＢ教育の長期的な実施に必要不可欠となるＩＢ教育に

携わる教員の要請のあり方に着目し、2017年4月に開設された筑波大学大学院修士課程教育研究科教

育学（国際教育）修士プログラムの視察を行った。また、2019年1月22日に静岡サレジオ小・中・高

等学校で開催された授業研究会に参加し、ＩＢ教育認定取得を目指した授業実践の開発研究に加わっ

た。 

 また、当初計画していたＩＢ教育の専門家による研修会の実施については、上記1月のサレジオ小・

中・高等学校における授業研究会で、玉川学園高校のＩＢ教育担当教諭による実践的な研修会が既に

組み込まれていたことと、他の講師を招聘しての研修会の開催について適切な開催時期が設定できな

かったため中止とした。 

(3)実績・成果と課題 

静岡サレジオ小・中・高等学校との連携・協議の中で静岡県立大学の学生等が各種連携事業に参画

する可能性について検討した結果、今後ＩＢ教育認定取得を目指して静岡サレジオ小・中・高等学校

が行う諸々の連携事業の中で静岡県立大学の学生等が参画できそうな事業があれば積極的に協力す

ることとなった。 

筑波大学大学院修士課程教育研究科教育学（国際教育）修士プログラムの視察においては、実際に

教員養成に当たっている犬飼－ディクソン・キャロル客

員教授、平明子准教授、川口淳助教、菊地かおり助教よ

り直接お話を伺い、ＩＢ教育を推進するうえでの基本理

念の重要性について資料提供を受けながら説明を受け

た。 

従来型のカリキュラムに基づく教育のあり方は「伝達

型アプローチ」とされ（図1）、教科書に記載された知識

や教科内容を伝達することが主目的とされている。そこ

では子どもではなく教師が主体であり、教室内における

すべてをコントローする権限を持ち、子どもはそれに従

属する形をとっている。そこで必要とされるのは、教師

の話を聞くスキル、教科書を読むスキル、教科内容を暗

記するスキル、共通のテストに合格するスキル、周囲に

同調するスキルである。 

しかし近年の情報環境の急速な変化は知識のあり方

にも大きな変化を及ぼし、それに伴って学習スキルにも

変化を促している（図2）。それはすなわち、批判的思考、

社会‐情緒的な創造的思考、ＩＴスキル、コミュニケー

ションスキルである。これらのスキルを総合した結果と

して現れてくるのが探求型学習である。ＩＢ教育はまさ

にこうした探求型の学習を理想とするものであり、単な

る英語による教育や上級学校への進学を目的とした教

育とは全く異なるものである。したがって、教師は子どもたちのファシリテーターとして批判的思考

図1 伝達型アプローチ（犬飼教授提供資料より） 

図2 学習スキルの変化（犬飼教授提供資料より） 
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の実践者として子ども前に立つ必要があり、子どもたちは一人ひとりが自立した研究者として自ら立

てた問いを探求する。画一的な価値を記憶するのではなく、多様な価値をそれぞれの生徒が探求しつ

つ共有し、ローカルかつグローバルに繋がりつつ学習を深めるものである。 

以上がＩＢ教育のエッセンスと言えるものであり、こうした基本理念を教育実践の場で展開できる

力量を育むことがＩＢ教育を担当する教員に求められる資質であることが明らかとなった。 

 また、2019年1月にはサレジオ小・中・高等学校における授業研究会に参加させていただくことが

でき、ＩＢ認定取得を目指して授業実践の研究開発の現場に関わることができた。 

 今後、上記のＩＢ教育の理念をどのような授業実践として教育現場で展開できるのか、具体的なカ

リキュラム及び授業の構築を教育現場との連携の中で模索していくことが今後の課題として残され

ている。静岡市特有の地域課題を踏まえつつ、一人ひとりの児童生徒が自立した研究者として主体的

な学習に取り組ませるためにはどのような実践が求められるのか、今後継続的に連携を図りつつ探求

していきたいと考える。 

(4)今後の改善点や対策 

 今後、ＩＢ教育の推進に関する研究を行うに当たっては、今年度以上にＩＢ教育実践校との連携を

十分に図り、教育現場のニーズに寄り添った研究を実施する必要がある。このため、来年度以降は静

岡サレジオ小・中・高等学校におけるフィールドワークも含めた研究を計画しつつ、かつ教育現場と

のより一層の協力関係を構築したいと考えている。 
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図書館における英文多読推進について 

静岡県立大学 言語コミュニケーション研究センター 

教  員：特任講師 後藤隆昭 

１. 要約 

焼津市立図書館と連携して、複数回の「英文多読入門講座」を開催するなどし、地域での英文多読推

進を図った。結果、英文多読に対する地域住民の理解が深まり、機運も高まり、地域における英文多読

の足がかりを形成することができた。 

２. 研究の目的 

小学校から大学まで、全国の教育機関で「英文多読」という英語の学び方が広がっている。やさしい

ものから英語の本を多く読むことによって英語力を高めるもので、英語4技能やTOEIC検定試験の点数向

上など研究上の裏付けもある。ところで、そうした教育機関だけではなく、地域の公立図書館でも英文

多読図書導入が始まっている。先進的なのは愛知県で、幾つもの地域図書館で既に導入を終え、実際に

地域住民に貸し出しを行っている。しかしながら、静岡県では静岡市北部図書館、富士宮市立図書館、

浜松市立図書館などで導入が進んでいるが、その動きは鈍い。従って、この研究では、焼津市の焼津市

立図書館での英文多読導入に際し、効果的と思われる「英文多読入門講座」等を通して、住民の反応は

どうなのかについて調査研究をするものである。 

３. 研究の内容 

最初に、英文多読がどういうものなのかを住民に直接知ってもらうため、焼津図書館で複数回の英文

多読入門講座を開催した。 

第一回英文多読入門講座は2018年9月23日に開催された。住民の関心も高く、20名の定員に対し、キャ

ンセル待ちが出るほどの申し込みがあった。講座の内容は、研究者が講師を担当し、まず英文多読図書

を任意で自由に読む時間を取り、その後、英文多読について多読三原則（①辞書は引かない、②分から

ない単語は飛ばす、③面白くなくなったら別の本に替える）、本の種類、借りる場所など、簡単な説明を

行った。次に三原則に基づいて読み進めた。また焼津図書館には多読図書の配架がないため、最後に多

く読む自由時間を確保した。参加者同士のコミュニケーションも重要であると感じ、簡単な自己紹介も

取り入れた。 

 次に、英文多読のパイオニアである酒井邦秀氏（NPO多言語多読理事長）にお願いし、第二回英文多読

入門講座、「英文多読講演会『英文多読』のススメ」を2018年11月25日に開催した。今回も定員25名に対

して20名の参加者があり、市外から来た人もいた。酒井氏は講演活動も数多く行っており、話題も多彩

で具体的で説得力があり、時に参加者に笑いを誘いながら、英文多読について詳しい説明があり読書体

験会もあった。 

 最後に、第三回英文多読入門講座「英語で読む小泉八雲 in 焼津」を2019年2月17日開催した。焼津図

書館は焼津小泉八雲記念館と併設しており、八雲の英文多読図書もあることから企画した。これも定員

20名に対して、事前に満員の申し込みがあった。最初に英文多読について簡単な説明をした後、小泉八

雲の短編「おしどり」を原文で味わったり、日本語訳と比較したり、英文多読図書で読んだり、英語音

声を聞いたりなどした。最終的には、参加者同士で感想を発表し、気づいたことなどを共有した。 
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 いずれにしても、焼津図書館で参加者アンケートを実施しており、以下でその結果について述べたい。 

４. 研究の成果

(1) 当初の計画 

当初の計画は以下のようなものであった。「やさしい英語の本から始め、楽しんでたくさん読むこと

で英語力を高める『英文多読』という英語の学び方があり、静岡県の地域図書館でも少しずつ導入され

ている。従って、外国人居住者が増え、英語のニーズも高い、焼津図書館において英文多読導入を提案

する。成果として、地域住民の英語力向上や、地域の国際化、地域の生涯学習への貢献が期待できる。

英文多読は、子どもへの読み聞かせ活動、中高生の英語学習活動、シニア層の英語学習熱にまで、世代

を超え対応でき、英語力も高まることが知られている。実施に際しては、焼津図書館と協働し、必要図

書の選定・所蔵から始まり、講座やイベント、広報などを通し、英語で読む楽しさを伝えたい。また焼

津図書館は、小泉八雲記念館と隣接し、八雲の英文多読用図書があるため、地域文学資源も活かしたい。

なお、静岡県立大学でも英文多読活動が行われていることから、学生にアイディアを求め、学生の視点

から焼津図書館での英文多読活動を推進していく予定である。」 

(2) 実際の内容（Ａの予定どおり） 

「焼津図書館と協働し、必要図書の選定・所蔵から始まり、講座やイベント、広報などを通し、英語

で読む楽しさを伝えたい」と記していたように、主として3回の英文多読入門講座を通して、英文多読の

楽しさを参加者に伝えることができ、必要図書の選定と購入も終えた。 

また「焼津図書館は、小泉八雲記念館と隣接し、八雲の英文多読用図書があるため、地域文学資源も

活かしたい」との言葉通りに、第三回英文多読入門講座は「小泉八雲」をテーマに開催した。八雲の短

編小説を通し、英文多読の違った楽しみ方を提示できたと考えている。 

最後に「静岡県立大学でも英文多読活動が行われていることから、学生にアイディアを求め、学生の

視点から焼津図書館での英文多読活動を推進していく」と記していた。これについては、静岡県立大学

の学生に英文多読の先輩として、新しく始める焼津市民に対し、「応援メッセージ」を付箋に書いてもら

う活動を行った。来年度にはそれらを図書館内に展示できればと考えている。 

いずれにしても成功に導けたのは、講座開催や広報、チラシ・ポスター作成について、焼津図書館や

焼津小泉八雲記念館の、関係者の方々の多大な協力と深い理解があったからである。ここで改めて感謝

を申し上げたい。 

(3) 実績・成果と課題 

ここでは講座終了後に行った焼津図書館のアンケート調査結果を紹介する。 

第一回の英文多読入門講座では、「講座に参加した感想」について、約84％が「大変よかった」及び「よ

かった」と報告し、「今後英文多読を始めていきたいですか」について、100％が「はい」と回答し、「焼

津市立図書館に英文多読図書を置いてほしいですか」について、100％が「はい」と答えている。自由記

述解答では、「本を直接手にとってみることができて良かった」「今後継続して多読を勉強する会をもち

たい」「多読を楽しんでいきたいと思いました」などの意見があった。 

第二回の英文多読入門講座では、「講座に参加した感想」について、95％が「大変よかった」及び「よ

かった」と報告し、「今後英文多読を始めていきたいですか」について、90％が「はい」と回答し、「焼

津市立図書館に英文多読図書を置いてほしいですか」について、90％が「はい」と答えている。自由記

述解答では、「大変貴重で楽しいお話をありがとうございました」「これなら自分でもできそう、できる

という気にさせてくれるとても濃い内容でした」「貴重な教えを楽しく学べました」などの意見があっ
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た。 

第三回の英文多読入門講座では、「今回の講座に参加した感想」について、100％が「大変よかった」

及び「よかった」と報告し、「今後英文多読を始めていきたいですか」について、100％が「はい」と回

答し、「焼津市立図書館に英文多読図書を置いてほしいですか」について、約95％が「はい」と答えてい

る。自由記述解答では、「英文をよみ、音声できいたら、ドラマが立ち上がった」「読みくらべは誤訳で

はとか、意見が出ておもしろかった」「英文を英文に訳すことの苦労、作者の意図等、いろいろ考えさせ

られました」などの意見があった。 

以上、3回の英文多読入門講座を開催したが、いずれも肯定的な反応が多く、潜在的な英語の学びに対

する熱意が感じられた。参加者も老若男女、親子連れもあり、世代を越えての参加があった。またどの

講座でも、終了後、講師に対し質問する人が後を絶たず、関心の高さが伺われた。このように英文多読

導入に向けての基盤は出来たと考えられる。一方、課題としては、現在、焼津図書館には英文多読図書

の配架がないため、講座終了後にその場で貸出しするなど、有機的な連結が出来なかったことが挙げら

れる。 

(4) 今後の改善点や対策 

今後については、焼津市立図書館で少しずつ英文多読を開始するにあたって、何より「初めてのこと」

であるため、英文多読を支える図書館側からも、英文多読を始める焼津市民からも、様々な疑問や問題

が生じると予想される。それについては、英文多読導入済の図書館や専門の研究者に問い合わせるなど、

様々な方向から問題解決を図っていきたい。また共通の問題点があれば、研究対象として取り上げて解

決策を提示することで、地域の英文多読推進に取り組んでいきたい。 

５. 地域への提言 

英文多読は簡単な英文から楽しく始めることができ、英語力も高まると実証されており、とにかく始

めてみることを推薦したい。 

６. 地域からの評価 

上述のアンケート結果からも分かるように、肯定的な反応が多数を占めた。そのために英文多読図書

は必要であり、身近な地域図書館で手軽に借りることができるよう、今後も英文多読の普及・推進に努

めていきたい。 
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第１回 英文多読入門講座 第２回 英文多読入門講座

    第１回 英文多読入門講座案内           第３回 英文多読入門講座案内 
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小泉八雲による焼津の魅力の発信 

―地域資源としての文学― 

静岡県立大学 国際関係学部 細川光洋ゼミ 

指導教員：教授  細川光洋 

参加学生：榛葉佳奈、阿部風香、伊澤芳美、奥野華純 

狩野諒奈、守屋佳奈、池ヶ谷咲希、清真純 

長田実紘、林拓海、増田有純 

１. 焼津＆八雲ＹＹプロジェクト―「地域資源としての文学」 

 「焼津＆八雲ＹＹプロジェクト」は、小泉八雲とその文学作品を「地域の文化資源」としてとらえ、文学

を通して地域の魅力を広く発信していくことを目指し、焼津市観光協会と焼津小泉八雲記念館、静岡県立大

学細川光洋ゼミ（日本近代文学専攻）の産館学の連携によって平成28年度に立ち上げたプロジェクトである。

「文化資源」という概念は、木下直之（現静岡県立美術館館長）の発案によるものだが、2001年に文化芸術

振興基本法（2017.6～文化芸術基本法）が制定され、「もの」としての文化財の保存から「こと」としての文

化芸術活動の振興へと文化行政がシフトし、現在では地域の振興、あるいは地域教育とツーリズムという形

で、各地でさまざまな取り組みがされている。八雲の曾孫にあたる小泉凡（島根県立大学名誉教授）氏が2008

年より行っている「松江ゴーストツアー」などは、その先進的な試みの一つである。 

 『怪談』で知られる文学者小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）は、晩年、夏の避暑地としてしばしば焼津

を訪れ、焼津の風物や伝承をもとに「焼津にて」「乙吉のだるま」「漂流」等の作品を残している。焼津小泉

八雲記念館における展示をはじめ、焼津においても小泉八雲顕彰会による顕彰活動が継続して行われている

が、八雲にちなむ土産物の発案や着地型観光の立案がほとんど見られないなど、地域とのつながりという面

では課題があった。 

 こうした現状をふまえて発足したのが、「焼津＆八雲ＹＹプロジェクト」である。八雲作品の重要なモチー

フである「妖怪」をコンセプトとして活かし、学生たちの柔軟な発想力をもとに、これまで文学に関心のな

かった若者層へのアピールを図ることもねらいとしている。 

 本年度は昨年度までの実績をもとに、焼津を起点としたプロジェクトをさらに隣接地域との連携プロジェ

クトへと発展させ、駿河文学三館をめぐる〈文学ツーリズム〉の実施を目標として活動を行った。 

２．研究の目的 

本研究は、「地域資源としての文学」をプロジェクトテーマに、焼津ゆかりの作家小泉八雲と地域とを結び

つけ、新しい地域デザインに取り組み、焼津市の潜在的な魅力を発掘し、活性化させることを目的とする。 

取り組み３年目となる本年度は、地域ＮＰＯ法人に加えて、隣接する中勘助文学記念館（静岡市）、藤枝市

郷土博物館・文学館（藤枝市）とも連携し、さらに外部への発信力を持つプロジェクトへの展開を目指した。 

３．研究の内容 

 本プロジェクトが発足以来課題として取り組んでいるのは、以下の２つの点である。 

〇小泉八雲に関連した焼津のオリジナル・グッズ・特産品がほしい。〔発信するグッズがない〕（観光協会） 

〇焼津小泉八雲記念館を訪れる来館者は年配層が中心であり、観光客や若者層の関心を高めたい。（記念館）

以上の課題に取り組むために、これまで 小泉八雲にちなんだ商品の開発提案、 八雲作品と地域とを結

びつける学生による朗読会などのイベントの実施、を行ってきた。2017年秋には、その成果発表としてシン

ポジウム「地域資源としての文学―小泉八雲による地域づくり―」を開催している。本年度はこれに加え、
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焼津を起点として隣接する文学館――中勘助文学記念館（静岡市）、藤枝市郷土博物館・文学館（藤枝市）を

結ぶ〈文学ツーリズム〉、「しずぶんツアー」の実施を柱として企画を立案した。「文学散歩コース企画」は以

前から本プロジェクトの課題であり、これを点から線に繋げることで、他のエリアからの来館者を新しく獲

得する効果もあると考えたからである。ツアー名称は協議の結果「するが文学三館めぐり」（しずぶんツアー

vol.1）と決定し、ツアーロゴ並びに文学ガイドマップ「しずぶんガイド」の作成を県立大学細川ゼミで担当

した。また、文学ツアーのガイドも県立大学の学生が担当することにした。これらの方針に基づき、以下の

4.研究の成果(3)のような活動を行った。 

また、企画を充実させるために、ガイド担当の学生を中心に、焼津の八雲ゆかりの地を実際に歩くフィー

ルドワークのほか、藤枝市郷土博物館・文学館、中勘助文学記念館に赴き学芸員と展示物についての打合せ

を行った。そこでの「気づき」を具体的な提案に繋げていくことを心がけてプロジェクトに取り組んだ。 

実施にあたり、３館の担当者の協力を得てバスツアーについての「事前アンケート」を7月に行い、88名

から回答を得た。そのうち約55％から「ツアーに参加してみたい」という回答があり、参加料金としては1000

円～1500円がのぞましいという結果であった。これをもとに、ツアーの参加費を1500円（昼食代・入館料等

を含む）とした。 

４．研究の成果 

(1)当初の計画 

地元のＮＰＯ法人浜の会と協力して八雲ゆかりの浜通りで「朗読会」を行うこと、 課題としてきた「文

学散歩コース企画」を〈文学ツーリズム〉として実施すること――プロジェクトの継続性の維持と新たな展

開の２点を計画に掲げた。その結果、当初の計画通り以下(3)に挙げる３つの取り組み課題を実施することが

できた。ただし、今回はあらたな「商品開発」は行わず、「しずぶんガイド」リーフレットの制作を行った。

若者層の参加も期待したが、平日の実施となったこともあり参加者は年配層が大半を占めた。これについて

は、(4)今後の改善点に挙げた。

(2)実際の内容（Ａは予定どおり、Ｂは一部修正、Ｃは中止など）とその理由 

Ａ：予定どおり  

「朗読会」、「しずぶんツアー」については以下のように実施し、メディアで紹介されるなど外部からの評

価も得ている。なかでも、「するが文学三館めぐり」と銘打った学生ガイドによる「しずぶんツアー」は、〈文

学ツーリズム〉の可能性をひらくテスト・ケースとして十分な手応えがあった。実施プロジェクト全体とし

ては、「Ａ評価」としてよいと考えている。 

(3)実績・成果と課題 

本年度の主な活動実績は、以下の通り。 

「焼津浜通り 第11回夏のあかり展」での朗読会並びに妖怪行燈８基の制作出展（於．焼津 常照寺） 

8 月 4 日（土）焼津浜通りで開催される「夏のあかり展」で昨年に続き朗読会を開催。「乙吉のだるま」

「耳なし芳一」を三味線奏者・藤井誠人の協力のもとに学生が朗読した。また、主催するＮＰＯ法人浜の

会と共同で行燈制作を行い（7月）、八雲の妖怪行燈８基を出展した。

②するが三館めぐりリーフレット「しずぶんガイド」の制作（9月） 

 「しずぶんツアー」の開催に合わせる形で、小泉八雲（焼津市）、中勘助（静岡市）、小川国夫（藤枝

市）、駿河ゆかりの３人の文学者を紹介する文学館マップを作成。文案・デザインは、各館の担当者の協

力を得ながら学生が作成した。制作したリーフレットは、現在県内の図書館・美術館・文学館などで配布

されている。 

③するが文学三館めぐり、学生ガイドバスツアー「しずぶんツアー」の開催 

   9月21日（金）に実施。焼津小泉八雲記念館、中勘助文学記念館、藤枝市郷土博物館・文学館の３館か

らそれぞれマイクロバスを出し、時計回りに３館を巡る文学館ツアー。各バスに学生ガイドが２名ずつ乗

り込み、 
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 展示案内をしながら文学者を紹介していくという企画で、昼食は出発地と異なる市の弁当が食べられるよ

うに手配した。当日の参加者には、ノベルティグッズとして「しずぶんツアー」のオリジナル・ロゴをあ

しらった缶バッチと八雲の『妖魔詩話』のスケッチをもとに学生が制作した「妖怪クリアファイル」をレ

ジュメとともに配布。「しずぶんツアー」については、9/21夕方の静岡朝日テレビ「とびっきりしずおか」

の「アカマ調査隊」で学生ガイドによる文学ツアーの試みとして紹介され、「静岡新聞」9/22朝刊におい

ても「藤枝、焼津、静岡市連携／作家と地元の魅力探訪」と写真入り記事が掲載されている。複数の文学

館が連携して行う県内初の〈文学ツーリズム〉として注目された。 

以上のような実績・成果を適確に、積極的に発信し、地元企業・団体からさらなる協力を得られるよう

努めることが継続の課題である。その上で、プロジェクトの質を高めていきたいと考えている。 

(4)今後の改善点や課題 

ツアーには３館で計56名の参加者があり、うち49名（88％）が女性で、ほとんどが60代以上であった。今

後は、大学生や若者層を取り込んだ形での〈文学ツーリズム〉を企画していくことが課題となる。現在、イ

ンターネット上では『文豪とアルケミスト』などの文豪キャラクターが若者の間で人気を集め、各地の文学

館でも文豪ゆかりの地を巡る「聖地巡礼」ツアーが人気となっている。文学を地域の新しい観光資源として

活用していく取り組みの一つといえるだろう。 

一方、文学が本来の意味での輝きを放つためには、やはりその地にゆかりの作品が地域によって読み継が

れていくことが前提となる。しかしながら、小泉八雲を例に取ってみても、焼津に関する作品を現在まとめ

て読むことができる本はない。〈文学ツーリズム〉の企画とともに、文学作品が地域で読み継がれていくた

めの基盤づくりが今後の課題といえよう。優れた文学には、地域の民俗や風景などの文化的な記憶も刻まれ

ている。単に観光資源として活用するだけでなく、検証と顕彰に基づく地域文化としての継承の道筋をつく

ることがプロジェクトの推進には不可欠であると考える。 

５．地域への提言 

 ツアー実施後のアンケートでは、「学生のガイドがよかった」という励ましの意見とともに、「名前だけは

聞いたことのある施設だが、自分で訪れる機会がなかった場所、見学できてよかった」というものがあった。 

〈文学ツーリズム〉の潜在的な可能性を物語るものであろう。 

 ガイド役を担当した学生たちからは、次のような提案・意見が出されている。 

 ・静岡にある古い洋館めぐりや美術館と組んでコースづくりをしてもおもしろい 

 ・お茶や蜜柑等の地域の特産品と繋げた形の企画も考えてみたい 

 ・各館が特色のある「お土産」などを持つことが魅力アップに繋がる 

 これらの提案をもとに、次年度はさらに静岡市立芹沢銈介美術館とも連携したツーリズムの企画を検討し

ている。

６．地域からの評価 

 28年度から活動を行ってきたこともあり、地域からは活動への理解と一定の評価を得てきた。ＮＰＯ法人

や自治体との連携も、来年度に向けて継続して進んでいる。 

「焼津＆八雲ＹＹプロジェクト」はアウトリーチ活動の一つとしてTwitterとFacebook（八雲焼津プロジェ

クト）を利用し、活動のツイート（発信）に対して多くの励ましの言葉をいただいている。 

 https://twitter.com/y_y_project 

これらの成果をもとに、次年度以降も「責任を持った提案」ができるプロジェクトとして、地域とともに

課題に取り組んでいき、期待に応えたいと考えている。

45



〈焼津＆八雲ＹＹプロジェクト 2018〉

8/4 「第11回夏のあかり展」八雲作品朗読会 

（焼津市浜通り 常照寺）  

しずぶんガイド・缶バッチ 

ゼミ生によるオリジナルロゴ 

9/21 するが文学三館めぐり(1) 

（焼津小泉八雲記念館）

9/21 するが文学三館めぐり(2) 

（藤枝市郷土博物館・文学館） 

するが文学三館めぐり チラシ
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（成果報告書 記載方法） 

川根高校の魅力化向上 

静岡県立大学薬学部 分子病態学分野 

指導教員：森本達也、賀川義之、宮崎雄輔、 

刀坂泰史、坂本多穂、志津怜太 

参加学生： 桐下結香子、大西あゆみ、大垣内杏菜、森翔平、

清水圭貴、茂木光、岩本拳司、今田耕暉、 

鳴田竜也、内村美里 

（以下本文） 

１要約 

 川根本町にある静岡県立川根高校は現在全校生徒140名の高校である。近年、川根本町の人口減少に

伴い高校への入学希望者も減少しつつある。そのため川根高校では全国からの入学者を募集する試みと

して「川根留学生」制度を進めているが、県外出身者は未だいない。地元の学生だけでなく、全国から

も入学希望者を募集するには川根高校及び川根本町の魅力向上が必要と考えられた。そこで本研究では

川根高校と静岡県立大学の高大連携を推進することで、川根高校に他の高校にはない魅力を付加するこ

とを目標に、川根高校を会場に開催される地域防災訓練にて高校生・大学生による共同事業を開催した。 

 会場では静岡県立大学の学生・教員が中心となって、参加した高校生や地域住民の皆さんにAED講習

会、お薬相談会、健康測定会を開催した。いずれも大変好評で、短時間ながら100名以上の参加者にご

来場いただいた。地域防災訓練後には、川根高校の生徒と静岡県立大学の学生が一緒に「かわね よい

とこ発見・ワークショップ」と題してスモールグループディスカッション (SGD) を行い、最後に発表

会を行った。発表会では発表者同士や川根本町教育委員会、川根高校・静岡県立大学の教員らと質疑を

行った。 

 本研究を通じて、川根高校の生徒及び地域の住民の方に、静岡県立大学の学生の考えや実際に地域の

方に対応する様子を示すことが出来た。これをきっかけに薬剤師や管理栄養士などに興味を持つ生徒が

いると幸いである。今回は時間的制約もあり高校生への出張講義や静岡県立大学体験入学などは実施で

きなかった。本件をきっかけに今後も継続して実施することで、川根高校と静岡県立大学の高大連携と

して、川根高校入学希望者へのアピールにもつながることが期待される。 

２研究の目的 

 川根本町は平成17年に榛原郡中川根町と本川根町が合併して誕生した町である。人口は平成27年時点

で7,643人であり年々減少している。静岡県立川根高校は現在全校生徒140名であり、近年の学生数の減

少から入学者獲得を目指して「川根留学生」制度を進めている。これは川根本町以外の地域から川根高

校へ入学する学生を募集し、近隣地域または寮制の宿泊施設からの通学を支援する制度であり、平成26

年度に静岡県全域を対象に行ったのを皮切りに、平成30年度は全国公募を開始している。既に58名の生

徒が川根留学生として勉学に励んでいる。しかし、現在の川根留学生は全員静岡県内出身者であり、県

外からも川根留学生を積極的に獲得することが必要である。併せて地元川根地域の受験生からも選ばれ

るよう、川根高校としてより魅力を上げていく試みが必要と考えられた。そこで本研究課題では、静岡

県立大学と川根高校の高大連携を強力に推進することで、他の高校との差別化及び魅力アップを行うこ

とを目的とした。 
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３研究の内容 

 本研究では、静岡県立大学と川根高校の高大連携を強力に推進し、川根高校に他の高校にはない大学

との連携ならではの魅力的な体験の機会を設ける。また静岡県立大学にとっても川根高校の生徒に大学

生活や大学での学びを知ってもらういい機会であり、大学生の協力の下で学部の特色を有する講義・体

験を用意する。 

４研究の成果 

(1) 当初の計画 

 高校生と大学生の交流を加速させるために、①1日大学入学体験、②出張講義とスモールグループデ

ィスカッション (SGD)、③モバイルファーマシーを用いた薬剤師体験、の3つを柱とする。①1日大学入

学体験では、高校生に静岡県立大学に来校していただき、大学生と講義を受けたり、研究室で実験や研

究を体験したり、大学生と討論会を行う。1日の成果を発表したりレポートにまとめたりする。②大学

生と教員が川根高校を訪問し、教員による模擬講義、大学生による研究成果発表、大学生と高校生が一

緒になり様々なテーマについて討論を行う。大学生のチューター制度を導入し、訪問後も大学生と高校

生が密に連絡を取り合い、課題解決を目指す。③医薬品供給車両 (モバイルファーマシー) とは薬局機

能を搭載した機動力のある車両である。在宅医療の研修車として薬学生の教育や薬剤師の資質向上など

に利用されている。また、緊急時用の衛星電話を搭載しており、大規模災害が起きた際には被災地に派

遣することも可能である。このモバイルファーマシーを派遣し、高校生に薬剤師の仕事内容や使命を理

解してもらい、将来地元に貢献する医療従事者の育成に努める。なお、このプロジェクトは、静岡県研

薬剤師会と共同で行う。 

(2) 実際の内容：Ｂ、一部修正して実施 

理由：川根高校教育委員会の協力を得て、川根高校・静岡県立大学双方の学校行事や授業日程を照合

し各内容の実施日程を検討したが、全ての内容を実施するのに十分な日程を確保することが難しかった。

そこで本年度は、②出張講義とSGD、③モバイルファーマシーを用いた薬剤師体験の一部を統合し、薬

剤師業務の出張見学を兼ねたお薬・健康相談会と高校生・大学生のSGDの開催に変更した。また健康相

談会は、地元町内会の協力を得て川根高校周辺地域の防災訓練の後で行った。地域からの要望を受けて、

本学教員及び学生による高校生・地域住民へのAED講習会も開催した。日程の都合上、静岡県薬剤師会

からモバイルファーマシーを借りることはできなかった。 

(3) 実績・成果と課題 

2018年12月2日(日)に川根高校及び徳山コミュニティ防災センターにて、徳山地区防災訓練と共同で

本研究課題を行った。防災訓練には地域の住民及び川根高校の生徒が参加し、総勢100名以上であった。 

【AED講習会】 

徳山コミュニティ防災センター内研修室にて、地域民生委員の救護衛生班と共に静岡県立大学の教員

及び学生によるAED講習会を開催した。最初に本学教員から一般市民が心肺蘇生法について学ぶ意義や

方法について説明し、続けて受講者に実施・練習してもらった。会場では4-5名の受講者毎に人形を用

意し、実際の胸骨圧迫を模したトレーニングを行った。次にAEDの使い方を確認し、こちらも受講者が

実際にAEDのモデルについたパッドを人形の胸に貼り、心電図の自動解析と電気ショック、その後の胸

骨圧迫再開までの一連の流れを体験した。手順が多く、思うように圧迫できない受講者も見られたが、

使い方に習熟した学生や民生委員のサポートが入ることでほとんどの受講者がAEDの使用法をマスター

できた。 
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来場者に行ったアンケート調査でも、AEDの設置場所

を3か所以上把握している方は48% (27名) で約半数を占

めており、普段から意識していることが伺えた。一方、

AEDの認知度アンケートを行ったところ (回答者59名)、

全く知らない・名前は聞いたことがある・使ったことは

あるが自信はない、の3項目が73% (43名) を占めており、

特に全く知らない方は14% (8名)であった。AEDの名前や

場所は知っているにも関わらず、使い方がわからない、

覚えていない方が多いことが明らかとなった。AEDの使

用方法の講習会は今後も実施し、習熟することが重要で

ある。 

【お薬相談会】 

お薬相談会の開催について川根本町高齢者福祉課や徳山地

区町内会の皆様のご協力のおかげで、短い時間ながら多くの方

に来ていただいた。ブースでは病院・薬局での実務実習を終え

た薬学部5年生が薬剤師として実務経験を有する教員の指導の

下、市民の皆さんのお薬相談を受けた。使用している薬品につ

いて集計に同意いただけた9名について集計を行ったところ、

平均7剤、一番多い方では14剤の医薬品を使用していた。使用

医薬品を日本標準商品分類番号の薬効分類名毎に整理したと

ころ、使用されている医薬品種類で一番多いのは血圧降下剤、血管拡張剤で、どちらも9名中5名が使用

していた。またこの5名中4人は血圧降下剤、血管拡張剤を併用していた。使用している人数が最も多か

ったのは消化性潰瘍用剤で、9名中6名が使用していた。 

【健康測定会】 

今回は健康測定 (血圧測定、血管年齢測定、肺年齢測定) と生活習慣のアンケートを行い、60名 (男

性9名、女性50名、未回答1名) の方々にご参加いただいた。来場者の年齢構成は、70, 80歳代がそれぞ

れ14人ずつ (24%) と最も多く、次いで60歳代 (11名、18%)、10歳代 (9名、15％) であり、地域の様々

な年齢層が集まっていた。また全体の平均年齢は59.9歳であった。生活習慣についてのアンケートで喫

煙習慣について質問したところ、回答を得られた49名中48名が非喫煙者であり、健康への関心の高さが

伺えた。一方、受動喫煙の機会は13名があると回答しており、地域や家族には喫煙者がまだいることが

示唆された。血管年齢測定は平均年齢58.0歳、肺年齢は平均年齢69.7歳であり、参加者の平均年齢59.9

歳と比較すると、呼吸機能に不安の抱えている方が多いように感じられた。また血圧は平均収縮期血圧

125 mmHg, 平均拡張期血圧86 mmHgであり、比較的良好であった。 

【高校生・大学生のSGD】 

前述のAED講習会、お薬相談会、健康測定会終了後、高校生と大学生で「かわね よいとこ発見・ワ

ークショップ」と題しスモールグループディスカッション (SGD) を行った。高校生からは川根本町の

特徴的な部分を挙げてもらい、その内容を大学生と一緒に整理・まとめていった。最後にはグループご

とに成果発表を行い、発表者同士や川根本町教育委員会、川根高校・静岡県立大学の教員らからの質疑

を通じて、より理解を深めた。参加した大学生にとっては川根本町の魅力を知るきっかけとなり、また

写真1: AED講習会の様子 

写真2: お薬相談会の様子 
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参加した高校生にとっては大学生の考え方や学んできたことを体験する非常にいい機会であった。 

(4) 今後の改善点や対策 

 今回は年度の途中から本事業が始まったこともあり、川根高校・静岡県立大学双方の日程調整が一番

のネックであった。特に秋以降は高校・大学共に学内行事や試験、休講があるため、年度初めに年間事

業として予め日程を調整しておく必要がある。 

 また防災訓練の会場での開催ということもあり、川根高校の生徒へ薬剤師や管理栄養士など、人々の

健康を支える仕事についての実践的な場面は見せることが出来たが、体験してもらう機会が確保できな

かった。この点は出張講義や1日大学入学体験の機会が確保できれば実施可能であるので、次の機会に

は実施したいと考えている。 

５地域への提言 

 今回は日程が限られた中、地域防災訓練との共催にして頂き、川根本町教育委員会の皆様に心より感

謝申し上げます。AED講習会やお薬相談会、健康測定会は地元の方にも大変好評で、川根高校と静岡県

立大学の高大連携事業を地元の皆さんに知っていただくいい機会であったと考えております。また防災

訓練の中で本事業を行えたことは、高校生にも災害時の医療人の役割について考えるきっかけになった

ことと思います。短い時間ではありましたが、SGDを通じて高校生・大学生が直接ディスカッションを

するのは双方にとって新しい気づきになったのではないでしょうか。今後も川根高校・静岡県立大学双

方の魅力化向上のために連携していければと思います。 

６地域からの評価 

・川根本町としては初めての試みであったが、町内の徳山区民の方々には県立大学の皆さんの来場を大変 

歓迎していただき、事業がとてもスムースに進行できたと思う。 

 ・地区の皆さんは、初めての試みということもあり、最初は「どんなことをやるのだろう。」という表情であった。 

 ・AED 講習会には、区民のほか大勢の男子高校生（女子は炊き出し訓練参加のため不参加）にも参加してい 

ただき、大学生と区民・高校生の和気あいあいの雰囲気の中で行われた。 

 ・健康測定では、特に肺年齢、血管年齢の測定は初めての方も多く、結果が出るたびに歓声が起こり、中には 

自分の結果に不満を感じ、再度測定に挑戦する方も見受けられたほどであった。区民の方にとっては、日ご 

ろあまり経験しない測定を楽しみながら受診し、若い大学生との会話も楽しんでいたように見られた。 

 ・お薬相談では、普段何気なく飲んでいる薬を詳しく説明してもらい、その効果を改めて知っていただくなど、 

写真3: 健康測定会の様子 (左)、SGDの発表会の風景 (右) 
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とても満足のいく相談会であったと思う。また、地元の薬剤師の先生に同席していただくことで、県立大学の皆 

さんにとっても現場の先生に見ていただくことに意義があったのではないかと思う。 

 ・全体を通じては、普段と違う視点（災害にあったとき、お薬手帳の存在はとても大切なことであるという認識な 

ど）で訓練を実施したことで「今回はとても参考になった防災訓練であった。」と参加した多くの区民の方々が

喜んでおられた。 

・ただ、今回は、当初モバイルファーマシー（災害対策医薬品供給車両）に来町していただき、多くの区民の 

方々に見ていただきたかったのであるが、事情により来ることができなかったのが残念であった。 

 ・防災訓練後に行われた大学生と高校生のディスカッションにおいては、最初は戸惑いを見せていた高校生 

だったが、大学生のリーダーシップのもと、次第に打ち解けて活発な話し合いが行われていた。 

 ・高校生にとって、川根本町はどんなところか、良いところも悪いところもいろいろな意見が出された中、最終的 

に各グループが自分たちの意見をうまくまとめ、地域の良さや課題を認識できたのではないかと思う。 

 ・こうした話し合いは、近年高校においても地域課題をテーマにすることで、将来のいわゆる「地域で生きる力」 

を育む試みとして実施されているが、これからも継続的な事業として実施されていくことがとても大切なことで 

あると思う。 

 ・改善点では、県立大学の方々（教授、学生）に事前に川根本町に来ていただくことがほとんどできなかった 

ため、会場のイメージや時間的な配分の検討、地元の土地の方々のお話等を、大学の方々に実施前に視察、

確認していただくことが必要だったのではないかと感じた。 

 ・今回の事業をきっかけにし、高大連携による川根高校の魅力化をさらに向上し、川根地域はもとより、県内外 

から入学したい、入学させたい、と思ってもらえるような川根高校になることを期待している。 
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用宗港なぎさ市を通した用宗地区活性化に関する研究 

東海大学海洋学部 用宗ゼミ 

教  員：講師 小林 孝広、教授 関 いずみ、准教授 岡田 夕佳 

参加学生：鈴木丈二郎、成田伊沙哉、川地樹生、越智祐介、 

森山正晴、吉川航平、小早川直菜、秋山大河、寺島海、 

神田翔馬、渡邉祐太 

１要約 

静岡市より、民間企業による温泉施設の建設や用宗漁港再整備によって、注目度が増している用宗地

区の活性化に資するアイディアの提示が求められた。そこで、まちの活性化を担う活動の一つである、

なぎさ市を対象とした地域活動の構造分析や学生の地域活動への参画を通して、用宗地区の活性化への

アイディアを提案した。 

２研究の目的 

用宗地区は古くから集落が形成され、農業や漁業を中心に成り立ってきた。現在も県内有数のシラス

産地であり、昔ながらの行事や習慣が多く残るなど、人文系、理系を問わず研究のフィールドとして魅

力ある地域となっている。そこで、海洋学部内の複数学科の学生が集まって「用宗ゼミ」をつくり、用

宗地区をフィールドとして調査研究や地域活動を行ってきている。本事業では、用宗ゼミを核として、

これまで研究してきたなぎさ市に関する調査研究、シラス漁業や流通に係る調査研究、向井水軍まつり

の実践等をさらに展開し、用宗地区全体の活性化につながるアイディアの提示を行うことを目的とする。 

３研究の内容 

 本件では、なぎさ市来場者へのアンケート調査を実施し、なぎさ市の構成を明らかにした。調査結果

はパネルにまとめ、2018年12月23日のなぎさ市会場にて展示した。以下にその内容を添付する。 
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なぎさ市来場者動向に関するアンケート その１
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なぎさ市来場者動向に関するアンケート その２
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４研究の成果 

(1)当初の計画 

① なぎさ市の構成に関する調査 

なぎさ市の出店者、来訪者を対象としてアンケート及び聞き取り調査を実施することで、より多くの

なぎさ市ファンを獲得し、地域内外の人々から愛される市にしていくための基本データを提供する。出

店者・来訪者の調査は2014年にも実施した経緯があり、経年比較を行うことも可能である。 

調査結果をもとに、なぎさ市の分析を行い、地元への還元（報告会等）を行うことで、今後のなぎさ

市の在り方へのアイディアを提示する。 

② 地元での意見交換会 

なぎさ市実行委員会、市（水産漁港課）と用宗ゼミ（学生・教員）による意見交換会を実施し、なぎ

さ市の中で学生参画の場や機会について探っていく。また、すでに学生が参画している向井水軍まつり

について、学生参画の意義や役割について整理し、効果的な学生との協働について探っていく。 

③ 用宗PRのための学生活動の試行 

 なぎさ市での学生による展示ブース等を企画、試行し、なぎさ市をはじめとする用宗の諸活動におい

て、地域と学生が協働し用宗をPRする機会を創出していくことを検討する。また全国から集まる東海大

学生は、彼ら自身が用宗PRの潜在的な媒体となる。あわせて学内における用宗PRを行い、学生の用宗フ

ァンを増やす。実施時期はなぎさ市開催日、東海大学海洋学部の海洋祭、富士山麓アカデミック＆サイ

エンスフェア2018などで、研究成果の報告を兼ねた用宗地区のPRを実施する。 

(2)実際の内容（Ａは予定どおり、Ｂは一部修正、Ｃは中止など）とその理由 

① なぎさ市の構成に関する調査 

Ａ：なぎさ市の出店者、来訪者を対象としてアンケート及び聞き取り調査を実施し、調査結果の分析

を行った。また、なぎさ市会場において調査結果についてのパネル展示を行った。 

② 地元での意見交換会 

Ａ：なぎさ市実行委員会と用宗ゼミ（学生・教員）による意見交換会を実施した(2018年12月8日)。

なぎさ市及び向井水軍まつりにおける学生参画の案や今後のなぎさ市へのアイディアの提示等

を行った。 

③ 用宗PRのための学生活動の試行 

 Ａ：なぎさ市(2018年12月23日)においてアンケート調査に関するパネル展示を行い、なぎさ市関係者

や来訪者に調査結果を紹介した。また、東海大学海洋学部の学園祭時(2018年11月1日～3日)に用

宗を紹介するパネル展を実施した。さらに富士山麓アカデミック＆サイエンスフェア2018（2018

年11月28日）において、用宗地区に関する研究報告を行った。 

(3)実績・成果と課題 

 本研究の成果は、①アンケート調査や聞き取り調査によって、現場の声が反映された基本データを収

集することができたこと、②学生による現地調査やイベントへの参加によって、地域と学生との距離感

が近くなり、実践活動(祭りや朝市への学生参画)がより円滑に行えるようになったこと、③学内や研究

発表の場、地元イベント等、様々な場で用宗PRが行えたこと、が挙げられる。 

課題としては、地域と学生との連携の継続性が挙げられる。今回中心的に活動を行っていた学生は多

くが4年生であり、その下の学年のメンバーはまだ少ない。現在活動をしている学生自らが次の代のメ
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ンバーを掘り起こしていくことが課題である。 

(4)今後の改善点や対策 

 用宗ゼミを継続させ、今後も用宗地区の活動に学生が参画していくために、現在のメンバーを中心と

して、新学期にゼミ生募集を行うこととする。また、用宗地区の中学生や高校生等、今後地域を担って

いく若手をもっと地域活動に呼び込むために、学生としてできることを考えていくことが重要である。 

５地域への提言 

 なぎさ市やその他のイベントの実施について、また近年様々な観光施設が整備されて来訪者が増える

ことが期待されていることもあり、主に人を呼び込むという点についての提言が挙げられた。まず、地

域のPRについて、インターネットの活用等により外に向けて情報提供(イベント開催日時や店舗案内等)

を積極的に行っていくこと、また、来訪者に対しては地域内の案内(イベント会場や駐車場、まち歩き

のガイド等)を充実させることの必要性が挙げられた。また、祭りやイベントをもっと若者が楽しめる

要素を取り込んでいくことも提言された。この点については、学生のパフォーマンスの場の増設等、自

らも参画する企画を今後考案していくこととなった。 

また、聞き取り調査で多く寄せられた来訪出店者が望む「用宗らしさ」とはなにかを精査し、それを

地元出店者と共に意見を調整して、作り上げて行くこともなぎさ市の今後の課題となると考えた。 

６地域からの評価 

 地元の中では、学生が調査で地区内を歩いていたり、イベントの場で学生が手伝いをするといった場

面が当たり前のように受け入れられてきた印象を受ける。地域住民からは、学生への期待(特にイベン

トの活性化や地区のPR等)について聞く機会も増え、学生の地域活動は地域から概ね好評価を得ている

と考えられる。 
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  なぎさ市 2                 海洋祭 2 

 水軍まつり 3

   用宗地区意見交換会
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「駿河湾中西部に棲息する魚介類について、その学術的資料が乏しい」に関する取り組み 

東海大学 海洋学部 水産学科食品科学専攻（食品工学研究室） 

教  員：教授 後藤慶一 

参加学生：久保田かおり、清水寛正、福島駿、前川友哉 

西村響揮、鈴村恭平、水野加寿樹、尾入且基、森俊樹 

武田大樹、勝俣朝登、岩田秀穂、廣瀬昭博、坂口未記 

保坂洋斗、山口雄樹、根方直人、幸田嵩登 

１ 要約 

「しずまえ鮮魚」普及啓発の取り組みとして、魚介類の写真撮影と啓発に向けたイベント企画・実施

に対応した。短い期間での対応であったが、写真撮影では、自由に利用可能なしずまえ鮮魚の写真を

一通りそろえることができた。また、イベント企画・実施では、結果的にブースに非常に多くの方た

ちが集まり、しずまえ鮮魚のPRを十分にでき、高い評価を得た。 

２ 研究の目的 

静岡市が「しずまえ鮮魚」の普及促進に自由に使用できる写真を提供するとともに、それらを活用し

て「しずまえ鮮魚」の普及活動を行うことを目的とする。 

３ 研究の内容 

駿河湾中西部に棲息する魚介類（以下しずまえ鮮魚）について、その学術的資料（写真等）は存在す

るものの、公益的に使用するには、様々な利権が足かせとなり、使用しにくいのが実情である。そこで、

我々は、以下の取り組みで課題解決を図ることとした。一連の取り組みにより市民にしずまえ鮮魚を身

近に感じてもらい、地産地消と食育に貢献したい。 

①しずまえ鮮魚の生物学的な写真の提供：しずまえ鮮魚とはどのような魚かを市民にアカデミックにア

ピールするため、図鑑に掲載されるような魚の写真を撮影し、静岡市へ提供する。 

②しずまえ鮮魚の生態学的写真の提供：普段食べているしずまえ鮮魚の興味を一層深めてもらうため、

しずまえ鮮魚が海の中でどのように生息しているかを紹介する写真を撮影し、静岡市へ提供する。 

③しずまえ鮮魚のアピール方法の検討とイベントへの協力：①と②で得られた写真等を用い、しずまえ

鮮魚を効果的に市民へアピールし、認知度を上げるための企画を水産漁港課と連携して行い、各種イベ

ント等での展示・説明等を静岡市水産漁港課と共に行う。 

４ 研究の成果 

(1)当初の計画

「３研究の内容」に記述した①～③のテーマについて2018年8月より2019年2月にかけて、総勢18名の

学生と2名の教員が取り組んだ。以下、具体的に示す。 

①由比港定置網漁に同行し、定置網で漁獲されたしずまえ鮮魚の代表的な魚種についてサンプリング、

標本を作製し、写真撮影を行う。 

②駿河湾沿岸域に潜水し、生息する魚介類の写真撮影を行う。本作業はダイビングを得意とする学生が

行う。 

③大浜ビーチフェスタ、しずまえ・オクシズ祭り、サイクルフェスおよび静岡産業フェアで、撮影した

写真の展示や、イベントを盛り上げるための企画とその実施。本作業は、学生が主体で行う。 
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(2)実際の内容（Ａは予定どおり、Ｂは一部修正、Ｃは中止など）とその理由 

以下、それぞれの項目について具体的に示す。 

①評価Ａ 主要な魚種の撮影を行った。 

②評価Ｂ 台風の影響、潜水時に見つからない、あるいは水深が深いために危険が伴うことなどから、

写真撮影できた魚種は想定よりも少なかった。しかし、漁の風景を撮影すること、また美味しそうに見

える写真を撮影することで対応した。 

③評価Ｂ (a)大浜ビーチフェスタは台風のため中止となった。(b)しずまえ・オクシズまつりは10/14

に青葉シンボルロードで開催され、水産漁港課員とともにブース出展した。(c)サイクルフェスは11/18

に池田東静岡公園で開催され、水産漁港課員とともにブース出展した。(d)産業フェアしずおかは

11/24-25にツインメッセ静岡で開催され、水産漁港課員とともにブース出展した。(e)東京ガールズコ

レクション静岡（TGC静岡）は1/12にツインメッセ静岡で開催され、ブース出展した。 

(3)実績・成果と課題 

①アカカマス、カワハギ、カンパチ、クロダイ（写真1）、コショウダイ、サクラエビ、サワラ、スズキ、

タチウオ、チダイ、ニベ、ヒラメ、ブリ、ヘダイ、ホウボウ、マイワシ、マダイおよびヤマトカマス（以

上、18種）の図鑑に掲載できるレベルの標本写真を撮影し、ファイルを静岡市水産漁港課に納品した。 

②実際に泳いでいる魚介類の写真として、アオリイカ、シマアジ、キュウセン、ヒメジ、ダルマガレイ、

ヒラメ（写真2）、マゴチ、ホウボウおよびタチウオの9種、定置網漁の写真、また美味しそうに見える

魚介類の写真としてカマス、シラス、ヒラメ、ホウボウ、マアジ、マサバ、イセエビ（写真3）、マダイ

およびタチウオの9種を撮影し、ファイルを水産漁港課に納品した。 

③クイズラリーのクイズ作成、写真スポットのゲートおよび抱きマグロの作成（写真4）、しずまえ鮮魚

版画3種（子供向け）（写真5）の作成、写真パネルの作成（写真6）等を行った。以下、イベントごとに

実績を示す。 

(a)大浜ビーチフェスタは台風のため中止。 

(b)しずまえ・オクシズまつりでは、しずまえ鮮魚体験版画（130名対応）、クイズラリー（165名対応）、

写真スポット（281名対応）、大道芸、しずまえ鮮魚の展示、しずまえ鮮魚の写真展示を行った。ブース

の位置がイベント中央ということもあり、非常に多くの人でにぎわった。 

(c)サイクルフェスでは、しずまえ鮮魚体験版画（50名対応）、しずまえ鮮魚図鑑の展示、しずまえ鮮魚

の写真展示を行った。 

(d)産業フェアしずおかでは、しずまえ鮮魚体験版画（200名対応）、ガラポン、写真スポット（150名対

応）、大道芸、しずまえ鮮魚の展示、しずまえ鮮魚の写真展示を行った。いいじゃん!総選挙では約197

団体中、2位に輝いた（写真7）。 

(e)TGC静岡では、写真スポット（写真8）、本事業の紹介パネル展示（写真9）、しずまえお魚図鑑の展示、

しずまえ鮮魚の写真展示を行った。 

(4)今後の改善点や対策 

イベントでは、予想を上回る来場者の対応に追われ、休息をとる余裕があまりなかった。参加可能な

人員と実施内容に関して、来場者数を予測しながら計画を練る必要が感じられた（天候等の影響もあり、

なかなか計画通りには進められない可能性もある）。 

魚介類の写真では、季節性のある魚種の撮影が難しかった。春から夏にかけての対応をどの様にする

かが課題である。 

５ 地域への提言 

 家庭で食べられているしずまえ鮮魚にどのような種類のものがあり、それらがどのように生活してい
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るのかを知ってもらういい機会となった。継続的にこのような活動を行い、地域住民にしずまえ鮮魚に

親近感を持ってもらいたい。 

６ 地域からの評価 

 産業フェアしずおかで総合2位になったことが、一連の活動が地域から高く評価されていると受け止

めている（写真10、11）。大学においても、一連の活動が認められ、海洋学部長賞を受賞した。 

写真1 クロダイ標本             写真2 海底に潜むヒラメ 

写真3 イセエビ盛り付け写真         

                           写真4 写真スポットと抱きマグロ 

写真5 しずまえ鮮魚版画 
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写真6 しずまえ鮮魚写真館 

                              写真7 投票結果 

写真8 写真スポットにて田辺市長と共に        写真9 本事業の紹介パネル 

写真10 にぎわっている様子①         写真11 にぎわっている様子② 
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写真(img3418)                   写真(img3442) 

写真(img3515) 

写真(img3607) 
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（成果報告書） 

市内企業におけるSDGｓの普及啓発 

常葉大学 法学部 柴ゼミ（研究室） 

教  員：教授 柴 由花 

参加学生：田中寛人他、別紙のとおり  

１要約 

２研究の目的 

本事業では、市内企業への SDGｓの普及を通じて、雇用、事業承継に関する税制のあり方を考えると

ともに、自らのキャリアデザインについて学ぶことを目的とした。 

３研究の内容 

企業担当者へ持続可能な取組みや新規ビジネスへの挑戦についてインタビューを行い、SDGｓの視点

から評価を行った。それをパンフレットにまとめ、企業へ配布し、社内での SDGｓの啓発に使用しても

らった。 

① 7月～9月 

ゼミにて、SDGｓについて調べるとともに、静岡市の企業（CSR表彰企業等）について研究を行なっ

た。 

静岡市役所企画課稲葉博隆氏による特別講義が 6月 18 日（月曜日）、静岡水落キャンパスで行われ、

法学部 3 年生約 50人が講義を受講しました。 

これは「租税法」の講義を履修する法学部の学生を対象としたもので、前半は「静岡市と持続可能な開

発目標（SDGs）」と題して、最近の静岡市長の国連での演説や市政との関連について伺いました。持続

可能な開発目標（SDGs）とは、2015 年 9 月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための 2030

アジェンダ」に記載された、2016 年から 2030 年までの国際目標です。後半は「持続可能性と財政」と

題し、柴教授から社会保障と税の一体化について講義がありました。 

受講した学生からは「SDGs の取組みに今後、参加したい」、「SDGs と市の 5 大構想の関連は理解でき

るが、財源はどうするのか」といった意見が聞かれました。 
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② 9月29日 企業と学生の交流会（水落キャンパス） 

静岡市企画課、商業労政課、B-nest、商工会議所の支援を得て、静岡市内の企業にお声がけをし、学

生と交流を図った。 

企業のSDGｓへの取り組みについて、富士農商事様、鈴与様からプレゼンテーションをしていただい

た。 

③ 10月 企業と学生の交流会（水落キャンパス） 

２年生のゼミの時間に、リコージャパン様、静銀ティーエム証券様においでいただき、SDGｓへの取

り組みについて御講話をいただいた。 

④ 10月～1月 企業インタビュー 

企業に学生が訪問し、SDGｓについてインタビューを行った。 
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⑤ 12月～1月 

エコプロに参加し、また、SDGｓウィークの際、TGCのブースのお手伝いを行い、SDGｓに取り組む企

業について研究を深めた。 

⑥ プレゼンテーション 

１月9日、青年会議所主催の会にて、企業へのインタビューから得られた知見について学生がプレゼ

ンを行った。 

1 月 9日（水曜日）、静岡草薙キャンパスにて、一般社団法人静岡青年会議所主催の~SDGs For School 

2019~が開催されました。第一部では参加者に SDGs を理解するためにすごろくゲームを用いて世界の問

題を理解し、第二部で SDGs について学びました。第三部では法学部・柴ゼミの学生が、市内の企業に

おける SDGs の取り組みを紹介しました。また、2016 年度の少年少女国連大使である藤田麻維さん（雙

葉中学校）が SDGs の活動を報告しました。 

 本学からは、木村副地域貢献センター長、ピーター・ハーディケン講師（外国学部）が参加したほか、

地域貢献センターが運営の補助をしました。一般社団法人静岡青年会議所、静岡市企画課、浜松教育委

員会、サレジオ高校などから約 80名の参加があり、今後も、SDGs の推進に貢献することを誓いました。  

⑦ １月～２月 パンフレットの作成・配布 

上記の企業インタビューの結果をまとめ、別添のパンフレットを作成した。社内でのSDGｓの啓発の
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ために、インタビュー先の企業に配布した。 

４研究の成果 

(1)当初の計画 
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静岡市の企業10社にインタビューを行い、企業のSDGｓへの取り組みについてまとめることを計画

した。 

(2)実際の内容（Ａは予定どおり、Ｂは一部修正、Ｃは中止など）とその理由 

商工会議所、静岡市企画課等のご支援により、予定通り、リコージャパン様、静銀ティーエム証券

様、アオイネオン様、KAITO様、鈴与様、ケーイーコーポレーション様、三菱電機様、富士農商事様

から、SDGｓについての取り組みについてインタビューを行なった。 

また、里山の清掃活動を行う任意団体、We Love Satoyamaの活動に参加し、SDGｓの実践（里山の

清掃活動）を行った。 

(3)実績・成果と課題 

得られた知見は以下のとおりである。 

① 国際協力を行なっている企業 

 富士農商事様がハラールを通じて静岡の食をイスラム圏の方に提供する試みをはじめていた。 

② 環境を意識した企業 

環境に配慮した製品（松林薬品工業様）、運送手段（鈴与様）、環境ビジネス（三菱電機様・リコ

ージャパン様・Kaito様）は特に環境を意識した経営を行なっている。 

③ CSR/地域貢献を行なっている企業 

SDGｓ以前に、CSRや地域貢献を通じた活動を行なっている（ケーイーコーポレーション様）。 

④ SDGｓに対する意識 

大企業はSDGｓを意識した経営を行なっているが、中小企業はあまり意識していなかった。 

⑤ SDGｓに対する社員教育 

社員一人一人がSDGｓを意識している企業少ない（リコージャパン様） 

⑥ 学生の意識 

学生は、企業を研究する視点としてSDGｓを取り入れることで、地方創生就職先を選択する幅が広

がるとともに、社会貢献について自分事として考え、活動することができた。 

(4)今後の改善点や対策 

   大学としてもSDGｓに対する意識が希薄なので、学生や教員に意識を持ってもらう必要がある。 

５地域への提言 

静岡市の特に中小企業は、SDGｓについて積極的に取り組んではいないが、実際に、地域貢献やCSRを

通じて、SDGｓに該当する事業を行っている企業が多かった。今後は、こうした企業の活動を見える化

し、SDGｓへの紐づけを行い、社員への浸透を図ることが必要である。 

６地域からの評価 

現在、中小企業は人手不足なこともあり、学生が企業訪問することを快く引き受けてくれた。 

学生がSDGｓに対して意識を持つことを積極的に評価してくれた（特に、静岡青年会議所様）。 
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（成果報告書） 

多文化共生社会における地域での取り組みについて 

常葉大学 外国語学部 増井実子研究室 

江口佳子研究室 

教  員：講師 江口佳子 

参加学生：仲宗根エイミ、田島利恵、中沢真央 

亀井李佳、井芹タイナ、川村味奈美 

１要 約 

（1）事業実施にあたって 

 焼津市には、平成３０年１２月末現在、４６ケ国、４，０４８人の外国人住民が居住している。これ

は、平成１２年度と比較すると約２倍の数となっており、今後予定されている、国内の労働力不足を背

景とした「出入国管理及び難民認定法」（以下入管法）の改正により、この数はさらに増加していくも

のと思われる。また、これに伴い、保育園、幼稚園、小・中学校などの教育現場や地域コミュニティに

おいて、言語や文化の違いによる、さまざまな課題が浮き彫りになってきた。 

 一方、市民生活をとりまく環境において、少子高齢化、地域コミュニティの希薄化に伴う自治会、町

内会の担い手不足が、コミュニティ活動の存続を脅かしている。 

 このような状況をふまえ、外国人住民の生活課題への対応はもとより、生活者として、地域コミュニ

ティ活動に参加、協力することが、焼津市の健全な発展につながるものと考える。そこで今後の多文化

共生施策を検討するにあたり、参考とするために当事業を実施した。 

（2）事業の実施方法 

事業の実施は、常葉大学外国語学部学生によるプロジェクトチームが中心となり、焼津市役所市民協

働課が統計情報の提供や市内外国人住民との連絡、調整を協力するかたちで実施した。ヒアリング調査

やアンケート調査には、焼津市内の外国人コミュニティや日本語教室などにもご協力いただいた。 

２研究の目的 

 在住外国人の増加に伴う地域における多文化共生への対応について、学生目線での提案を行うことを

目的とした。 

３研究の内容 

 統計情報による焼津市内に在住する外国人の現況調査や先進地視察を実施し、学生目線による地域に

おける外国人施策を提案した。 

４ 

（1）当初の計画 

  ①現況調査による課題抽出 

   a.統計情報の分析   b.市内サンプル調査 

  ②先進的な取組みの研究 
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   a.有識者による勉強会   b.先進地視察 

  ③提案書まとめ 

（2）実際の内容 Ａ 

 なお、「有識者による勉強会」については、「先進地視察」における現地専門家によるレクチャーとし 

た。 

①統計情報の分析 

  市内おおむねの中学校区で見た場合、大井川地区の外国人数が圧倒的に多いが、フィリピン人とブ

ラジル人については、どの地域もまんべんなく多くなっている。また、年齢別の在住者は、２０歳 

 から３９歳の層が他と比較して突出しており、平均年齢は３３歳である。在住資格については、フィ

リピン、ブラジル、ペルーは永住者、定住者が多く、中国、ベトナムについては、技能実習に関連し

た資格が大半である。 

  ②市内サンプル調査 

  a.郵送アンケート調査 

  市内在住の「フィリピン」、＠ブラジル」、「中国」、「ベトナム」、「ペルー」の５ヶ国の１８才以上

の男女４００名に対して実施。回答者数は８１名で、回答率は２０．６％だった。  

  特に日常生活について、地域活動への参加状況では、地域の行事（お祭りやスポーツなど）や地域

で実施する防災訓練などに参加している人が一定数いる一方、不参加の理由として「町内会・自治会

のことがわからない」としている人が多く、「町内会・自治会」についての情報が不足していること

が推測された。また、よく利用するメディアや情報源は、「インターネット（PC・携帯）、「フェイス

ブック」であり、日本人と比較して圧倒的に平均年齢が若い在住外国人に対しての情報発信の方法に

地域別に見た外国人の在住状況 

人口上位５ヶ国の在留資格の状況 
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ついては、研究が必要であると思われた。また、県や市町村、外国人支援団体からの情報提供では、

「病院や医療の情報」、「災害緊急時の情報」、「税金の仕組みや支払などの情報」の必要度が高く、日

本人と差異がないように思われた。 

  b.ヒアリング調査 

  市内在住外国人の生の声を聴くために「フィリピン」、「ブラジル」、「中国」、「ベトナム」、「ペルー」  

 の５ヶ国の市民に対してヒアリング調査を実施した。日本に対しては、「治安がよい」、「便利」、「清 

潔」など、便利で生活しやすいと感じている人が多かった。地域活動に関しては、「地域活動に参加 

し、地域に貢献したい」と考えているが、言語などの壁で参加のきっかけを逃しているように感じた。 

 また、子育て・教育に関しては、インドネシアでは、教育カリキュラムに「宗教教育」があることか 

 ら、子どもを日本で進学させるか、母国で教育をうけさせるか大変難しい問題であることがわかった。 

  C.先進地視察 

  多文化共生の先進地である、愛知県豊田市国際交流協会と愛知県国際交流協会を視察した。豊田市 

国際交流協会では、豊田市独自の日本語教育プログラムの開発者の名古屋大学鈴木崇夫教授よりレク 

チャーを受けた。愛知県国際交流協会では、多文化共生センター職員より外国人相談の現状について

説明を受けた。多文化共生の現状を学ぶとともに、日本語教育の重要性や手法について学ぶ貴重な機 

会となった。 

活動不参加理由 人数

必要と思わない 1人

興味がない 1人

町内会・自治会のことがわからない 13人

時間がない 12人

団体・活動 人数 割合

１地域の行事（お祭りやスポーツなど） 27名 20.9%

２町内会・自治会の会合 15名 11.6％

３地域で実施する防災訓練 25名 19.5％

４学校の PTA・父母会・保護者会 15名 11.6％

５母国人団体の会合 11名 8.5％

６母国人同士で開催する行事（お祭りやスポーツなど） 11名 8.5％

７教会などの宗教団体の礼拝や活動 25名 19.4％

地域活動への不参加理由 
地域活動への参加状況 

県や市町村などの情報の必要度 

ブラジル人ヒアリング ペルー人ヒアリング 中国人ヒアリング 
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  ③提案書まとめ（抜粋） 

  ・料理教室など定期開催。例えば「おにぎりを握ろう会」、「天ぷらを作ろう会」、「小籠包を食べ比 

べよう会」（仲宗根エイミ） 

  ・ipadを用いた衛星通訳の普及。（田島利恵） 

  ・幼稚園・保育園・小学校の子どもを持つ母親を対象に「ママ友会」を開催。（中沢真央） 

  ・地域の防災訓練、避難訓練に通訳をつける。（井芹タイナ） 

  ・病気になった時などの地域によるサポート体制の整備。（亀井李佳） 

  ・日本人学生と同年代の外国籍学生の交流機会の創出。（川村味奈美） 

（3）実績・成果と課題 

 調査を通し、市内外国人の現状が把握できた。特に学生によるヒアリング調査においては、対行政職

員と違い、暮らしや教育などに関する本音を聞き出すことができたと思う。また、学生による提案につ

いても、斬新な切り口での提案があり、今後の施策に活かすことができる内容であった。 

（4）今後の改善点や対策 

 今回の提案を参考に、市内に在住する外国人が、生活者として、地域コミュニティ活動に参加、協力

しやすくする仕組みを検討していく。 

５地域への提言 

 外国からやってきた住民に対し、お互いの文化や習慣を理解しあうことで、地域コミュニティの一員

としてつきあうことは十分に可能であるし、地域における少子高齢化などによる様々な課題を解決する

一助となる。また、国際感覚を養う経験となる。 

６地域からの評価 

 提案を参考とした施策については今後実施していくこととなるが、焼津市役所内においては、今回の

調査結果をすでに、関係課と共有しており、業務に活用している。 

豊田市国際交流協会レクチャー 愛知県多文化共生センター職員説明 愛知県多文化共生センターロビー 
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研究成果報告書 

国際バカロレア教育（IB-PYP教育）の推進 

常葉大学 短期大学部保育科、教育学部、外国語学部 

教  員：教授 鈴木 克義 

参加学生：川村遼亮、宮本智華、河野結凪ほか 

１要約 

文部科学省が「２０２０年度までに２００校」という目標を掲げて導入を推進している、世界共通の

探究型カリキュラム・国際バカロレア（IB）だが、高校生レベルのIB-DPについては、既に日本国内の１

００校以上が認定校／候補校になっている一方で、幼小レベルのIB-PYP、小学校高学年 中学レベルの

MYPについては導入が進んでいない。そこで常葉大学草薙キャンパスのすぐ近くにある静岡サレジオ小

中学校が２０１８年からIB-PYPおよびMYPの候補校になったのを機に、静岡県東部でPYP候補校になって

いる野秋学園エンゼル幼稚園、一条校として初めてIB-PYP認定校となった、岐阜のサニーサイド国際ス

クールの関係者を中心に常葉大学でIB-PYPフォーラムを開催し、研究と情報交換を行って、国際バカロ

レアPYP教育の推進を図ることとした。 

２研究の目的 

 国際バカロレア自体がまだ知名度が低く、理解が進んでいない現状で、まずは静岡の教育関係者や学

生にIB-PYPの基礎知識や意義を理解し、現時点のIB導入校で行われていることについて、正しく認識し

てもらうことを目的とした。 

３研究の内容 

 ２０１８年１１月２４日に常葉大学で「国際バカロレアPYPフォーラム２０１８」を開催し、玉川大学

大学院教授で国際バカロレア機構日本担当地域開発マネージャーである星野まゆみ氏に講演を依頼、日

本初のIB-PYP認定一条校・サニーサイドインターナショナルスクールの渡辺寿之校長と、PYP候補校の

静岡サレジオ小学校IBコーディネーターである原田卓教諭、県東部でPYP候補校になったエンゼル幼稚

園のスタッフらでシンポジウムを行い、聴衆の筑波大学関係者、本学学生などとディスカッションを行

った。 

 またフォーラム終了後には常葉大学グランテーブルという学生食堂で情報交換会を行い、静岡市関係

者も含めフォーラム参加者全員で懇親を深め、今後の展開について話し合った。 
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４研究の成果 

(1)当初の計画 

Ａ 玉川大学大学院 星野あゆみ教授による講演 

Ｂ IB-PYP認定校、静岡県内のPYP候補校・導入予定校によるシンポジウム 

Ｃ 情報交換会 

(2)実際の内容 

   Ａの講演は予定どおり実施した。 

 星野あゆみ教授とは以前よりIB教育関連のイベント等で知己があったため、 

 企画段階から熱心にアドバイスをいただき、事前に詳細な発表資料を送ってもらった。 

   Ｂのシンポジウムは一部修正した。 

 当初、岐阜のサニーサイドスクールの他、静岡県東中西部でIB-PYPを導入して小学校設置、 

 ないしは準備している学校を集める予定だったが、１９９０年代からIB-DP/MYPを始めて 

 幼小からの英語イマージョン教育を実施している沼津の加藤学園からは参加を遠慮され、 

 長泉町のエンゼル幼稚園からはIBコーディネーターの高城せり教諭が参加予定だったが、 

 切迫早産の恐れがあるとのことで急遽代役のスタッフで参加してもらった。 

 加えて、加藤学園幼稚園で英語イマージョン保育を経験し、中高は静岡サレジオに通い、 

 高校時代にチェコ共和国へ留学した鈴木万里奈さんに、ヨーロッパ型の教育を語ってもらった。 

 県西部でIB-PYPを導入し、２０２０年度に英語イマージョン小学校を開校する聖隷学園にも 

 参加をお願いするつもりだったが、残念ながらイベントが重なり、果たせなかった。 

   Ｃの情報交換会はほぼ全員が参加し、暗くなるまで語り合って交流を深めることができた。 
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(3)実績・成果と課題 

実施日を講師とシンポジウム参加者の都合に合わせ設定したため、１１月２４日の連休さなか

となり、また周知期間が短かったので参加者数が心配だったが、幸い筑波大学に事務局を置く、

国際バカロレア教育学会のメールグループで告知してもらえ、筑波大学の教員や大学院生が参加

したり、地元の静岡サレジオからは校長をはじめ教職員が研修を兼ねて数名参加、エンゼル幼稚

園からも本学卒業生を含め、園長以下大勢で来てもらうことができた。 

静岡市からも３名の幹部職員が参加され、情報交換会にも遅くまで残っておられて「来年度以

降もぜひ…」とのお言葉をいただいた。 

講演やシンポジウム自体でも多くの知識や知見が得られたが、準備段階で筑波大学の先生から、

常葉大学教育学部にに筑波出身の、IBコースを立ち上げた教授がおられることを教えてもらった

り、加藤学園幼稚園の教諭がPYPを研究していて、２０１９年度から筑波の大学院に通うことが分

かったり、今後のIB-PYP研究と推進に繋がりそうな人脈が広がったのが何よりの成果だった。 

課題としては、日本ではまだまだ欧米のようにIB-PYPの普及が進まず、やっと一条校で認定校

が出てきた段階で、どう認知度を高めるかということと、幼小レベルでのPYPを指導できる人材を

どう養成するかという問題が挙げられる。 

それに加え、幼稚園を運営する学校法人は規模の小さな所が多く、国際バカロレアに関わる教

員の研修費用や、認定取得の費用を支出する体力がない場合が多い。 

(4)今後の改善点や対策 

 静岡市は幸い、行政も国際バカロレアの推進に前向きのようであるし、IB候補校になっている

静岡サレジオは常葉大学草薙キャンパスの目の前、大学には保育から小学校・中高教員を養成す

る保育学部、教育学部、外国語学部が揃っており研究者もいる…という絶好の環境がある中で、

必要なのは強力にプロジェクトを推進していく組織と、それを支える金銭的・人的支援である。 

５地域への提言 

 静岡市はとりあえず私学からIBを…とのお考えのようだが、公立の教育機関でも都立国際高校

のようにIB-DPを導入して、海外の大学も含め目覚ましい進学実績を上げている学校もあるし、県 

東部では加藤学園がIB教育のパイオニアであり、西部でも聖隷学園が英語PYP小学校を設置する中、

県都である中部に英語IB校がないのは何とも残念である（サレジオは基本、日本語IB）。 

 親に負担が少ない公教育でぜひ、幼小連携、中高一貫の英語IB教育校を１つでも、立ち上げて

もらいたいものである。それでこそ「世界に発信する静岡」と言えるのではないだろうか。 

６地域からの評価 

 清水港に年間数十隻の大型クルーズ船が寄港し、一度に何千人もの外国人客が降り立つように 

なった静岡で、IB教育によるグローバル人材の育成は、きっと地域から高い評価を受けるだろう。 
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移住・定住に関する潜在的欲求と課題の明確化と共有 

常葉大学 造形学部 安武研究室 

教  員：教授 安武伸朗 

参加学生：海野真梨菜、山口日和、桑原琴葉、赤池芽依、加

藤琴音、山本智香子、今西祐菜、緒方千裕 

１要約 

静岡市への移住を検討している都内の生活者を潜在的な顧客と捉え、静岡での嬉しい暮らし方の実例を紹

介するプロジェクトである。 

一方、第４次産業革命の今日、顧客の方が事業者よりも豊富な情報を持ち、自分の価値観で判断を行うこ

とが当たり前になっている。したがって広告宣伝的のような一方向の情報提供ではなく、マーケティング

4.0と言われるような、正直な情報を元に、顧客（潜在的移住者）と事業者（静岡市役所）が双方向に意見

交換を行い、信頼関係を築くコミュニケーションのあり方を研究した。 

具体的には、学生が、静岡市に移住してきた人、静岡市に住み続けている人、静岡市を離れた人たちをそ

れぞれ取材し、移住後の暮らしで叶えたい夢（ジョブ）や、それを妨げる要因（ペイン）、夢が実現した暮

らし（ゲイン）として分析を行い、静岡市での暮らしに魅力を生み出している地域資源と比較することに

より、改めて静岡の暮らし方の特徴を視覚化した内容である。 

２研究の目的 

安武研究室では2015年度からの研究を経て、移住の量的な目標を達成するために、質的な実態調査（移住

者と受け入れ側の、期待や不安）の重要性に注目している。 

本研究は、短期的には、移住してきた人たちが、「客観的な視点」で静岡暮らしの価値を理解することを目

的とする。さらに長期的には、そのような人たちが暮らしの利点も課題も納得した上で移住することで、

自ら主体的に市民生活に関わる存在に変容し、都市の魅力が多様化することを目的としている。 

３研究の内容 

① 移住した人（9名）、定住している人（6名）、転出した人（9名）にインタビュー調査（大学生～40代ま

で）を行う。 

 ②インタビュー結果をマーケティング手法「バリュープロポジション」により分析し、直感的な理解を生 

  み出すグラフィックを用いて視覚化を行い、配布用小冊子の発行「静岡の嬉しい暮らし方」として編集、 

  制作、発行を行う。 

４研究の成果 

(1) 当初の計画 

①データに表われない、移住に関する「叶えたい欲求、障害、ご褒美」が明らかになる 

②データに表れている、静岡暮らしの価値が明らかになる。 

③上記の比較により、顧客の欲求と静岡暮らしが提供できる価値との差異が明らかになる。 

→移住・定住推進活動について、現状の課題と今後の可能性が明らかになる。 

85



(2) 実際の内容 

（Ａ）予定どおりの内容である 

(3) 実績・成果と課題 

実績：研究報告冊子を参照いただきたい。一部を抜粋した。 

「静岡市が提供する暮らしと、移り住んだ人たちが求めている暮らし方の価値を比べた」 

１）コンパクトシティの価値 

静岡市は行政機関や商業、医療施設などが中心市街地にぎゅっとまとまった街として有名。「車がなく 

ても移動がしやすい」し「自転車の移動もラクチン」という意見もある一方で、「無料の駐輪場が増え 

たらいいな」「観光用のレンタルサイクルが必要なのでは」「バスは高いし、郊外は不便だから、車が 

必須」との声も。「街からすぐに自然がある」のはみんなが嬉しいポイント。 

   ２）コミュニティの価値 

「人と接して生きていきたい」と都会の人が憧れるのが、静岡市のご近所付き合いの穏やかさ。「コミ 

ュニティが大きすぎない」「近所の人がオープンだから子育ても安心」と移住した人からの評価が高い。 

しかし「保守的で、ちょっと村社会」だし「子育てサークルなど友達が増えるようなコミュニティが 

街中にしかない」ので「移住支援のスタッフに紹介してもらいました」との声も。 

   ３）小さな幸せの価値 

「地元で採れた新鮮な食材を食べて生きていける」のは大きな喜び。「時の流れがゆっくり」なので「仕 

事でギスギスしない」し「心が穏やかになった」という声が多い。「仕事とプライベートが分かれるの  

で、自分の時間がのびのび」「キレイな星空、広がる山々…」そして、地域のお祭りに参加することか 

ら「歴史ある文化や街並みを大切にしていきたい」と幸せが一杯。 

４）未来を創るために 

これからの静岡を創るために、課題を直視することも大切だ。「子育てを家庭に押しつける考えが残っ 

ている」「子供が遊ぶ場所はもっと必要」という現実や、「スキルアップのセミナーが少ないので成長 

の機会が乏しい」「街中に若者が少なくて活気がない」「単身者が来やすいような移住支援があっても 

いいのでは」など、今、市民と移住した人が一緒になって嬉しい暮らし方をアップデートする時期が 

きている。 

(4)今後の改善点や対策 

本研究は、移住推進に関するコミュニケーションの方針と手法の検証であると同時に、移住者に向けた広

報ツールの開発でもある。前者では、現代の企業の様々なブランディング戦略と比較すると、静岡市企画

課に関する様々なリソースを想像すると、できることは大変限られていると思われる。このような「横並

びの課題解決事業」では具体的な解決は望めない。 

サービスデザインを専門とする研究機関や専門の民間事業所と、中長期的な活動を行うことが必須であり、

その中には、市政の経営戦略との整合性も問われることとなるだろう。単独の「課」のみの資源では、潜

在的な顧客にとって有効な戦略は展開できないと思われる。 

一方で、実際の移住推進活動とは距離をおく「研究」として、あるいは戦略までは遡らない「推進活動」

としてのいずれかは、今後も引き続き、様々な研究活動の意義はあると考える。 

５地域への提言 
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移住推進を行政に任せるのではなく、移住者と市民、事業所が協力して、「移住サポートビジネス」を行う

時期にきている。 
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用宗港なぎさ市を通した用宗地区の活性化 

静岡英和学院大学 人間社会学部 観光ビジネス研究室 

教  員：崔 瑛 准教授 

参加学生：荒木菜摘，関口陸，寺田佳純，山本果美 

１．要約 

用宗港なぎさ市を含む用宗地区の観光スポットの現状把握，関係者意見調査等を行ったうえで，なぎ

さ市と用宗地区の魅力を伝え，「用宗らしさ」を表現するためのPR媒体（ホームページと散策マップの2

つ）を大学生の目線で企画・制作した．用宗散策マップは印刷済みで市民向けに配布しており，ホーム

ページはコンテンツを作成し運用を開始している．

２．研究の目的 

近年，開発が進む用宗地区は，ターゲットを想定した話題性のある情報発信によって，さらなる交流

人口の拡大や地域の魅力発信が期待できる．本プロジェクトでは，なぎさ市の来訪者や出店者，実行委

員会等の関係者意見調査等を踏まえ，なぎさ市を含む用宗地区の魅力発信ができるコンセプトを構築し，

プロモーションに活用できるツールを企画することを目的とした． 

３．研究の内容と成果 

（1）当初の計画 

用宗地区を表すストーリーを考えるために，なぎさ市実行委員会へのヒアリング，なぎさ市の会場で

の調査（出店者・来訪者向け）を計画した．用宗地区で来訪者が楽しめるスポットの把握とアピールポ

イントの収集のために，学生・教員・デザイナーによるまち歩き，お店への取材等で情報を集めること

を目指した．また，効果的な情報発信活動についても提案することを計画した． 

(2) 実際の内容 

当初の計画通り，本プロジェクトの成果物として，地元ウェブデザイナーやイラストレーターとの連

携によって，ホームページ（nagisaichi.net）と紙ベースのなぎさ市会場周辺のまち歩き時に使える散

策マップ等のツールを開発した．ベースとなった調査内容を以下のようにまとめた． 

1）用宗港なぎさ市実行委員会へのヒアリング結果 

用宗港なぎさ市に関する基本的な情報収集のために，実行委員会の前田篤史氏（用宗町内会副会長）

を対象に，用宗公民館でヒアリングを実施（2018年11月26日）した． 

■「用宗港なぎさ市」の意味と歴史：元々港近辺では「なぎさ市」という名称の朝市が5～6店舗ほどの

規模で，地元の果物・野菜を販売していた．6年ほど前，静岡市の水産漁港課から，町内会に「用宗の

活性化」に関する相談があり，農家と地域住民有志が一緒になって取り組むことに発展したものが「用

宗港なぎさ市」である．最初は10店舗から始めており，来訪者は100人ほどしかいなかった．当時の出

店料は，売り上げの5％と設定していたが，現在は定額制にしている． 

■用宗港なぎさ市の「こだわり」：会場内のスピーカー設備等を整え，サックス等ジャズ・生演奏等を

流し，雰囲気の演出をしている．来訪客に長く滞在していただきたく，休憩スペースを確保したところ，
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会場内で食事等をする人も増え，滞在時間は長くなってきた． 

■「現状」と「課題」：現在，スタッフは 8 名であり全員ボランティアで活動している．スタッフ同士

で協力し，確実にイベント実施ができる体制で準備するよう努力している．スタッフには，楽しく参加

してもらいたい．人手が足りない点は課題であり，今後毎月１回の開催を目指したい．また，マジック

等を含め，多様なパーフォーマンスができるようにしていきたい．運営費に余裕はないが，3 年前から

始めているしらすピザ, 浜焼き BBQ などに人気が出て，運営費に充てている．ブログの作成，情報発信

ができるようにすることが課題であり，若い年齢層にも関心を持ってもらい，足を運んでいただきたい．  

2）用宗港なぎさ市会場での来訪者・出店者調査の結果 

■ 調査の概要 

現地調査は，出店者調査と来訪者調査の2つに分け，用宗港なぎさ市会場（用宗漁港西旧荷捌所）で4

名（学生3名・教員1名）の調査員によって，2018年10月28日（日）午前8時から12時まで実施した．調

査票を配布し，23名の出店者，28名の来訪者から回答を得た．来訪者調査では，性別・年齢，居住地等

に加え，同伴者，来訪した理由，なぎさ市の良さ・改善してほしい点，ホームページに載せてほしい情

報，用宗のイメージについて把握した．一方，出店者調査では，お店情報，普段のお仕事内容，出店目

的，出店回数や満足度，ホームページに載せてほしい情報，意見・要望等を訊いた． 

■ 来訪者調査からわかったこと 

 来訪者の平均年齢57.9歳であり，静岡・焼津・富士・浜松等県内からの人がほとんどであった．同伴

者として，家族（配偶者，子供）をあげる割合が高かった（約6割）．なぎさ市の良さとして，雰囲気（素

朴さ，買い物がしやすい，会話ができる，穏やかな人達），食事・食べ物（浜焼きがその場で手軽に食

べられる，浜焼きが普段できないので楽しい），多様性（バラエティに富んだ店の多さ，色々なお店が

あって楽しい，手作りの物，珍しい物），海（海の近くで気持ちが良い，海近くの場所が良い）等を挙

げていた．改善してほしい点としては，地元の生物（海鮮丼・丸焼き魚等新鮮な海鮮）を多くしてほし

い，終わる時間をもっと遅めにしてほしい（午後も続けてほしい，もう少し長い時間開催してほしい），

トイレや駐車場の場所が分かりにくいことが挙げられた．用宗のイメージとしては「のどか」，「おいし

い魚」，「しらす」，「海」，「何もない」，「まちおこし」，「古い所を新しく改築しているところ」があった． 

■ 出店者調査からわかったこと 

用宗港なぎさ市は，当日の先着順で出店者が決まるため，事前に出店情報を把握できない．今回の調

査に限ってみると，店舗種類は様々なものがある．大きく分けると，「衣服・雑貨」，「お茶類」，「食品・

食品加工品」，「その他」である． 

表１ 用宗港なぎさ市の出店店舗の種類 

衣服・雑貨：子供服，手作り小物，スニーカー，洋服，雑貨，手作り，手芸品，バック，雑貨・手編み小物 

お茶類：栽培農家直売の静岡茶，お茶の販売(有キ茶) ，ハンドドリップコーヒー，タイコーヒー専門(ドリップ，豆，粉) 

食品・食品加工品：かつおぶし，たこ焼き，そば，コメ油使用パウンドケーキ，静岡おでん，キムチ・お好み焼き・そうざい，里

，焼き菓子・パン，用宗のしらす(釜揚げ、ちりめん等) 

その他：ハンドメイド，アイデア商品，前髪カット・美容室 

出店目的としては，消費者との接点（消費者の声を聴くため，毎月楽しみに来てくれるお客さんがい

るので），販売のチャンス（良い商品の販売，集客がいいから、服を買っておらう，直接お茶を売るた
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ホームページの構成案 

め，販売），地域活性・地元活性化，店・商品のPR（アピール，地域の方に認知していただくため，少

しでも知ってもらいたい，広めたい），ストレス解消・楽しみ方の一つ，家庭のお金になる，生計等が

挙げられた．多様な目的があるが，商品・お店情報を認知してもらいたいという声が多い．なぎさ市へ

の意見・要望としては，場所の問題（毎回の場所とりに苦労する，出店位置を運営側で決める，事前予

約制にする），区画整理（わかりやすく，区画で分ける等），会場内のごみ（始まる前の掃除，ゴミが

落ちている）等があった． 

■ 用宗港なぎさ市のホームページに載せてほしい情報 

来訪者側は，なぎさ市にどのような商品やお店があるかに関する基本的情報，買える商品の詳細等に

関する要望があった．なぎさ市に来る際，周辺観光ができる見どころスポットの紹介，駐車場の情報に

ついても興味を示しており，会場近隣情報の必要性について指摘していた．一方，出店者側は，出店情

報等，お店や商品の宣伝・PRになる情報発信に興味・関心を多く示していた．また，ホームページの継

続的な維持管理に対する要望があった． 

【来訪者側の要望】                【出店者側の要望】 

４．成果と課題，地域への提言 

用宗港なぎさ市ホームページ（https://nagisaichi.net/）企画 
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用宗散策マップの取材・企画 

会場での調査，まち歩き取材等を行って，出店者側の要望や用宗らしさ（素朴さ，アットホーム感

等）を表すキーワードをまとめることができ，さらにホームページのコンセプトと細部内容を企画・

作成することができた．今後は，新しいコンテンツのアップデート，定期的な情報更新が課題となる．

今後のホームページを維持・管理するための体制を作ることが求められる．ホームページの効果的活

用のためには，大学・学生側による情報アップデート協力も必要だが，実行委員会を含む運営側での

工夫も必要である．多くの住民，県内外の人々に知ってもらうための情報発信を続けることが鍵であ

る．また，ホームページには，月々の運営費用がかかるため，費用確保も課題といえる．用宗散策マ

ップの場合，新しい店のオープン情報，多言語対応等のバージョンアップを図ることが課題となる．  
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留学生の地域(自治会等)との関わり方の検討について 

静岡英和学院大学 人間社会学部 金ゼミ 

教  員：准教授 金 承子 

  参加学生(3年生)：JULI ANI、倉山愛、宮内瑠々佳、 

李暁亮、許玲二 

                            (2年生)：名切彩弥子、劉振、船田真規子、 

河岸姫花 

１．要約 

本報告書は、「留学生の地域（自治会等）との関わり方の検討について」の調査名で2018年11月から

2019年1月にかけてアンケート調査を行った。調査目的は、静岡市住民による外国人への実態を把握し、

留学生の交流等に向け、地域（自治会等）へ溶け込むための助言と提案を試みたものである。本調査は

静岡英和学院大学に通う留学生を含む近隣の大学や日本語学校などに通う留学生と地域住民を対象と

して実施された。その結果、留学生540人と地域住民246人の皆様から貴重な回答を頂くことができた。

今回のアンケート調査から予想以上に両側の意識が高く、好意的であることが明らかになった。また、

地域住民と留学生(外国人)が共に安心して暮らせ、なお、留学生の支援につながる事業化のヒントを得

るために静岡英和学院大学にて「座談会」が開かれた1。これらにより、静岡市の実情に適した実際に活

用可能という成果が見込まれ、留学生と地域住民が共に生きていく「共生都市」という地域課題の解決

が図られる。 

２．研究の目的 

静岡市の外国人住民数は平成 30 年 11 月末で 9,737 人、前年比 686 人（うち留学生 203 人）と、平成

25 年度以降増加傾向にある2。「共生都市」を目指す静岡市としては、多様な個性を持つ市民が互いに尊

重し、ともに暮らすことができるまちを目指している3。そのためには、留学生住民が生活する上で、地

域活動等への留学生の参加を促すことが最も重要であると認識されている。しかし、留学生は地域の行

事に参画したい気持ちはあるものの、授業やアルバイトなどにより参加できない状況や、大体地域から

発信される情報を手に入れることなどが難しいと考えられる。そこで、本報告書では、留学生の地域参

画状況や地域住民による留学生受け入れ方の状況を正確に把握することを課題としてアンケート調査

を実施した。その結果、静岡市の留学生と地域住民との関わり方の基本的方向を提示し、実行可能な政

策的支援策を提案する。 

３．研究の内容 

最初に、この報告書ではアンケートの結果をとても全部は紹介し切れない事、含みおきながら解説し

ようと試みている。まず、調査地として駿河区を選定した理由は、①3区（葵区、清水区、駿河区）の

1 「座談会」での様子が2018年12月12日(水)付静岡新聞に掲載された。 

http://www.at-s.com/news/article/local/central/577030.html 

座談会には町内会会長、静岡市(市民局男女参画・多文化共生課)、静岡英和学院大学留学生代表、静岡英和

学院大学関係者の皆さんが集まった。 
2 静岡市の人口及び世帯の推移は毎月更新され、2018年11月末の静岡市の人口・世帯数である。 

http://www.city.shizuoka.jp/000_001589.html(2018/11/30閲覧) 

静岡市の人口及び世帯の推移は毎月更新させる。
3 静岡市多文化共生推進計画 http://www.city.shizuoka.jp/003_000015.html(2019/12/12閲覧)
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中で特に外国人が多い地区であること、②静岡市は大学や日本語学校が多く、外国人の在留資格におい

て「留学」滞在する人が多い地域であり、その約７割が住んでいるからである。留学生によるアンケー

トを概観すると以下の通りである。 

アンケートの質問数は、Q1からQ21まで設定されており、

540人の留学生から情報を集めることができた。回答者は16

の国から来日しており、全員がアジア諸国の出身である。

なおかつ118人がベトナム、110人がミャンマー、91人がネ

パール出身である(図1)。性別構成比は、男性55％、女性44％、

無回答1％であった。年代別構成比に関しては、10代3.5％、

20代86.1％、30代9.5％、40代以上0.7％、無回答が0.2％で

あり、留学生のほとんどが20代である。 

静岡市に住んで何年になったのかの質問に対して、最も

多い431人(79.8％)が1年と回答した。ちなみに、2年88人、

3年15人、4年5人、5年が1人である。静岡市を選んだ理由は、

母国の知人(先生など)からの紹介51.7%、気候が母国に似て

いて暖かい10.7%、留学生がたくさんいる10.4％、物価が安

い6.5%と回答した。その他(17.6％)の中で印象的だったの

は静岡市の80％住民は優しいとの回答であった。いかに静

岡市の住民が親切であるのかが分かる微笑ましい回答であ

った。 

駿河区に住んでいる留学生は、383人(71%)、葵区130人

(24%)、清水区9人(2%)、その他14人(3%)、無回答4人(1%)

であり、その他の地区名とは、藤枝市、焼津市、富士市、

袋井市、富士宮市、吉田市、島田市である。82％の留学生

が今住んでいる町内へ満足しており、17％が不満足と回答

した。不満足の理由として挙げられたのは、街灯が少ない、

道が凸凹である、小鹿から学校までのバスがない、住んで

いるところに猫が多くて匂いが部屋に入ってしまう。ハラ

ルな食べ物があまりない、などを挙げた。今回、最も興味

があったのは留学生のアルバイトの動向であった(図2)。 

特に、2日間以上アルバイトを行っている留学生は283人

(図3)で全体の過半数を占めており、5日間アルバイトをし

ている留学生も275人もいることが分かった(図4)。こうし

た現況は日々勉強やアルバイトなどで時間に追われている

ことが推測できる。 

また、以外の結果を得ることができた質問は、地域住民との交流が全くない30.7％に比べ、あいさつ

や日常会話、相談など重要な会話があるとポジティブに回答したのは68.7％にのぼる。大変望ましい動

向である。それに対比して、地域住民と交流ができない理由は、チャンスがない(37.5％)、日本人は冷

たい(32.2％)、恥ずかしい(4.8%)と回答した。地域住民の交流会やイベントなどに参加したことが 

あるのかに質問に、参加したことがある(43%)、参加したことがない(57%)と回答し、その理由として、

最も多く回答したのは時間がない(41.5%)、誰も招待してくれない(20.6％)、情報がない(19.9％)、興
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味がない(11.8％)との回答であった。今回の留学生の回答では様々なイベントに参加しているものの、

最も重要と思われる地域防災訓練への参加と資源回収等への地域貢献のための参加が少なかったこと

が明らかになった。一日も早く参加を促す対策を模索すべきである。参加した交流会などの情報は、学

校と友達が多く、その他、住んでいる地域の役所やインターネットからの入手であるとの回答があった。

今後、情報と時間があれば交流会などのイベントに参加したい留学生は458人(85%)もおり、ポジティブ

的であることが明らかになった。イベントへの期待は様々であり、友達を作りたい(42.4%)、体験して

みたい（36.9%）、生活に必要な情報を手に入れたい(18.5%)などが挙げられている。最後に、今後、地

域住民の交流会などのイベント情報をどのように発信して欲しいのかの問いに、学校(40.9％)、

SNS(39.1％)、ホームページ(10.4％)、個人ブログ(7.4％)などを希望していた。その他、E-mail、バイ

ト先、電話での情報を望んでいた。 

次に、地域住民によるアンケートを概観すると以下の通りである。 

 質問はⅠからⅣグループに分けており、まず、Ⅰ地域住民の一般事項として、１．性別構成は男性60%、

女性は39%、無回答1％であり、2．年齢構成は70代以上(35％)が一番多く、60代(33％)、50代(18％)、

40代(7％)、30代(4％)、20代以下(2％)の順に回答されている。３．今回、回収された地域住民の居住

地の順は①西豊田学区(36％)、②東源台学区(27%)、③大里西学区(23%)、④東豊田学区(14％)になって

いる。ただし、当初居住地別配布された数は対等ではなかったことを考慮しないといけない。Ⅱグルー

プの質問の趣旨は、地域社会に関する認識度の確認であり、56%以上が「そう思う」とポジティブに回

答している。Ⅲグループの質問の趣旨は、外国人が顕著に増え始めた3年前と比べて現在どのように変

わったのかの意識調査であり、42%があまりそう思わない、26％がどちらとも言えない、17%だけがそう

思うと回答しており、それほど変化がないことが分かる。Ⅳグループでは、留学生との関わりについて

聞いており、そう思う(44％)、どちらとも言えない(34％)、そう思わない(22％)と回答した。また、自

分と同じ地域に住む留学生をどの程度「地域社会の一員」として認めているのかについての質問に、認

めている(55％)、どちらとも言えない(26％)、認めていない(5％)と回答している。地域住民の留学生

に対する受け入れ方がポジティブであることが分かる。さらに、自分が住む地域に留学生が増えること

にどのように思うかの質問に、良いと思う(43％)、どちらとも言えない(42％)、良いと思わない(11％)

と答えた。留学生のために最も必要なサービス(プログラム)は何かについて聞いたところ、文化や趣味

活動(52.4％)、対人関係など個人の悩み相談(51.6％)、ボランティア活動(24.4％)その他、無料公民館

にて日本語教室の設置と同様に悩み相談室を設ける。文化交流事業を設ける(外国人が集まれる居場所

づくり）などたくさんのご意見を頂いた。地域住民の方々からの貴重なご意見を真摯に受け止め、今後、

より良い留学生と地域住民の関係ができるように何らの形で活かせる努力が必要であるでしょう。 

４．研究の成果 

(1)当初の計画 

当初の計画では、Ａ．本課題と関連している先行研究（日本と外国）を検討する。Ｂ．静岡市に暮ら

している留学生を対象に、留学生の地域参画状況調査（アンケート調査、ヒアリング等）を行う。Ｃ．

地域（自治会等）の状況調査（アンケート調査、ヒアリング等）を実施することにより静岡市地域住民

による留学生受け入れ方の現状を把握する。 

以上の結果、多様な個性を持つ市民が互いに尊重し、ともに暮らすことができる町を目指している静

岡市のための助言と提案、を目指す。 

(2)実際の内容 

 Ａによる計画を中止にした理由は、先行研究の意義はあるものの、その置かれた環境に合う助言や提
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案をするためにはより集中した現場の把握が重要であると思われたからである。計画Ｂと計画Ｃは予定

どおりに実施され、540人の留学生と246人の地域住民からデータを収集することができた。なお、計画

ＢとＣのヒアリング調査は、座談会の形式でお互いに意見交換を行った。その主な内容は、①生活して

いる中で困ったこととその解決策、②情報を得る方法と今後どうして欲しいのか、③実際に起こったト

ラブルはどのようなものがあったのか、④地域住民と仲良くなる必要性と方法、⑤自治会の役割など

について話し合われた。

(3)実績・成果と課題 

駿河区は静岡市の3区の中で留学生が最も多く住んでいる地区である。しかし、イベント（防災

訓練など）の参加率は低く、地域住民との繋がりはほぼない。その現状を解決するためにも、地域

住民側、そして留学生側が思っていることを伝えあい、相互に理解し合うことが求められている。

(4)今後の改善点や対策 

留学生が生活の中で困ることに対して教えてくれる制度（市役所、国際交流協会など）はかなり整っ

ている。しかし、現状は留学生と自治体の連携がうまくいっておらず、活用できていない。日本人、留

学生の区別なく、どちらも、挨拶をする、気配りをするなど基本的なことをきちんとするだけでも変わ

るのではないか。今後アンケートから得られた貴重な意見を活用し、行政、留学生、地域住民ともに、

情報の発信方法、意識の持ち方を変えるべきであると考える。 

５．地域への提言 

静岡市は現在に至るまで地域住民と留学生の調和を目指して確実に進行している。今後さらなる留学

生とのコミュニケーションシステムの強化のために以下のような連携が必要である。 

留学生の地域への入り方として、①対話によるアプローチ(この度回収されたアンケートの活用)、②

イベント参加によるアプローチ(地域の祭り、地域防災訓練、地域貢献（資源回収等）への参加、③イ

ベント受入によるアプローチ（地域イベントなどに役員として参画）。このように顔の見える付き合い

によって留学生は、安心に暮らすことができ、地域住民は地域に住む留学生（外国人）を知る事により、

不安解消となるでしょう。

６．地域からの評価 

より積極的に外国人とコミュニケーションを取り、一緒にしようとする努力が先行されなければなら

ない。留学生に限らず、アパートなどで生活している大学生など、若い人たちが地域の自治会に参加し

ている例は少ない。学生にしてみれば、地域とのかかわりは永続するものではない、という意識がある

と思われる。また、留学生は特に、授業とアルバイトに追われているので、心の中に、地域とかかわる

ような余裕がないのではないかと思う。 

しかし、座談会の場で実際に話してみると、相互に得られることがあったのではないか。さらに、学

食での食事をしながらの話の中で、和やかに話をする様子が見られたことは、とても嬉しい光景だった。

留学生がこうした形で日本語を使った体験も、貴重であるため、今後も継続してコミュニケーションを

とれる場を設けていくことが必要である。 
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写真１ 座談会後の留学生と地域住民 
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「若者へのエイズ予防啓発及びHIV検査の周知」に関する日本語学的アプローチ 

静岡英和学院大学 人間社会学部 人間社会学科日本語学研究室 

教  員：講師 市原乃奈 

参加学生：法月敦星 池田嵐 牧野正和 

     吉安涼 伊藤沙織 松村祐奈 溝口夏奈子  

横内春佳 渡部彩世 高山知之 大澤佳起 

小野澤悠 田中里実 土井達稀 原叶依 

１：要約

当ゼミでは、HIV感染症やエイズに関する正しい知識の普及啓発活動、および、相談窓口や検査・予

防に関する啓発活動を半年間行ってきた。この活動は、日本語学ゼミの特色を活かし、若者へ受け入れ

られやすい文章とビジュアル・エイドを用いた広報物（バスボム）とSNSによる発信を行うことを目的

とした。Act Against AIDSによれば、「エイズには「知る」ワクチン」が一番効果的だという。当ゼミ

では、これまで文化祭で一緒に啓発品を作成する活動を行ったり、ゼミ生自ら保健所へ赴きAIDSの抗

体検査を受けたりしてきた。そして、現在もAIDSなどについて資料や論文を調査し、自分たちが持っ

た疑問を解決しながら、「Instagram」「Twitter」を通して”私たち”の目線から”同年代の若者達”へ向け

て、AIDSなどのことについて考える機会を作っている。

２：研究の目的

当ゼミでは、以前から「キャッチコピー」の作成や学内掲示物や解説文書を作成することを日常的に

行っており、1983年に日本民間放送連盟が製作した麻薬撲滅啓蒙CMのキャッチコピー「覚醒剤やめま

すか？それとも人間やめますか？」を取り上げ、何十年も人々の心に残るコピーとビジュアル・エイド

の相互作用を分析した。これを受け、「HIV／AIDS」に関しても広報物や啓発品を作成できないかと考

えた。さらに、指導教員が大学生であった90年代と現在の学生を比較してみると、HIV／AIDSについ

ての教育が減少していることが分かった。現に、「いきなりエイズ」の人の割合が全体の30％に上って

いることやネットの情報には誤ったものが多く見られ、直ちに啓発活動を行うことが必要だと感じられ

た。日本語学ゼミの特色を活かし、難しい文献内容を正確にわかりやすく伝えることを目指し、この活

動に参加した。

３：研究の内容

「ことば」と「ビジュアル・エイド」を柱とし、以下の研究に取り組んだ。（添付資料２枚：「AIDS・

HIV啓発活動実施中！！」「We are educating people about HIV＆AIDS !!」参照）

A.日本語学ゼミとAIDS/HIV啓発の関わりとは B.インスタグラムの画像の工夫 C.誤った情報に騙さ

れないためには？ D.SNSフォローワーをどう増やしたか？ E.静岡のAIDSと今後の提案 F.日本語

学ゼミとしての自覚の喪失と学び その他．啓発活動を行っている団体や有名人の活動成果

４：研究の成果

(1)当初の計画

①バスボムの開発
②HP もしくは SNS サイトの開設
③標語・キャッチコピーの作成
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(2)実際の内容

【計画通り達成できたこと】

①インスタグラムによる啓発スタート ②バスボムによる啓発活動

【計画以外で達成できたこと】※形と方向性の目処が立ったものは以下の①～⑨

③啓発のポスター＆チラシの作製 ④近隣や学内での啓発品配布活動 

⑤ゼミオリジナル啓発メモ帳の完成 ⑥市内の小学校～高校までの HIV／AIDS／性教育の実態調査 

⑦関連機関への取材 ⑧ガールズコレクションでのポスター発表 

⑨しずおか県内大学地域教育・研究フェアでの発表

【計画以外で中途半端になっている／完結できていないこと】

①かるたの作製（作成した標語やキャッチコピーを、AIDS ポスターに使用したり保健所と県立大学と

共同で作成したトイレットペーパーに使用したりしたため、かるたに本来使用しようとしたものがい

くつもなくなってしまった状態）

②計画になかった研究発表や啓発活動が当初の計画に入り込んできたため、インスタグラム及びツイッ

ターの予定していた投稿が期限内にできなかった。

(3)実績・成果と課題

当初の予定よりも多くの成果物が生まれたが、スケジュールが目いっぱいになり、学生も教員も疲弊

しそうな時期があった。今年度は、当初の計画は２つのことを実施予定であったが、活動を実施してい

く中で様々な案が浮かび、あれもこれもと手を出した結果、中途半端になってしまっていることがある。

(4)今後の改善点や対策

活動をしていく中で、やる気のある者とない者の開きが大きくなり、どの時間を利用して、何をどこ

まで行うかの計画を綿密に立てていく必要がある。「当ゼミオリジナルの啓発メモ帳」は今後赤い羽根

共同募金のような形式にして、「募金をしてくれた人全員で HIV／AIDS を考える」をテーマにして活

動していきたい。関連団体、大学、市役所、地域とも現在活動について相談中である。

５地域への提言

 静岡市（静岡県）は関東や関西に比べてAIDSに関連したイベントや情報が少なく、関心も薄い。啓

発品の配布活動やポスターの掲示の許可を得ても、世界AIDSデーの前後のみと継続性・持続性が欠け

る。今後、小中学生や自治体等に貸し出し用「啓発かるた」を作成すること、若者が集まる場所での啓

発活動を行うことを計画しているが、地域の子ども会等でも活動できるよう地域と対話していきたい。

６地域からの評価

インスタグラムのフォロアーは、現在80名前後をキープしている。静岡県以外の大都市圏の高等学校

が10校ほどフォローしてくれているが、静岡県の格好関係のフォローは確認できていない。学園祭でバ

スボム作成体験コーナーを開き、127名の方がブースを訪れてくれた。バスボムは「人目のつかないと

ころでじっくり考え、自身と向き合える空間として浴室に焦点を当て、バスボムの中にHIV感染症やエ

イズに関する正しい知識や相談窓口などの情報を耐洗紙を利用して記載し、閉じ込める。溶けたところ

で、それらが花びらや星形などとなって水面に浮くよう作成する。」を守ったが、小学生の保護者から

「子どもにまだこの教育は早い」との声があった。こういった、誤認を修正していくためにも、情報発

信のさらなる工夫と浸透の仕方を分析していきたい。
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ドローンを活用した業務の効率化と市民サービスの向上策についての調査・研究 

静岡産業大学 情報学部  

教  員：教授 髙橋 等  

１ 要約 

藤枝市では、ドローンの活用により、防災力の強化をはじめ様々な業務の効率化やコスト縮減をす

すめ、市民サービスの向上や地域の活性化を図っている。本研究ではこれらドローンの活用方法の中

でも画像撮影とその利用方法の改善に着目し、360°全方位画像の撮影実践検証と撮影画像のデータ

ベースシステムの研究開発を行った。 

２ 研究の目的 

藤枝市では、近年注目されている無人航空機「ドローン」を活用し、防災力の強化をはじめ、様々

な業務の効率化やコスト縮減につなげるとともに、市民サービスの向上や地域の活性化を図るため、

活用方針を策定した。その活用分野は、災害対策、道路・河川管理、農林業支援・鳥獣害対策、イン

フラ点検・調査、広報・シティプロモーション、物資配送・物流など多岐にわたり、その内容も、災

害時の被害状況把握、罹災証明調査、各種インフラ点検、観光PRなど詳細な計画が示されている。 

具体的な事例では、中山間地域での物流配送実証実験として買い物に不自由な家庭への日用品や食

品の配送が成功しており、台風による山間部の崩土倒木箇所の調査では、危険個所の定期的な調査が

行われ地元住民の安全安心に貢献している。また、耕作放棄地の現地確認調査では、畑までの道のり

とカメラ撮影で通常数時間掛かるところ、ドローン活用により30分程度で完了し、労力の大幅な削減

に成功している。また、藤枝市ではドローンの運用体制の整備に力を入れており、パイロットの計画

的な育成を進め災害等の危機事案に対応する16名３班のドローン部隊が編成されている。 

このように、ドローン活用の環境は整って来ているが、飛行操縦とカメラ操作に熟達した者でも、

風、気温、障害物、バッテリ容量、現場へのアプローチ、緊急性など、ドローンで目的の画像を撮影

するのにはタイミングが限られるという課題が残る。また、撮影した画像の編集、整理、公開という

事後作業も時間と労力が課題となる。そこで、本研究では、限られた飛行で多くの画像情報を得るた

めに、360°全方位カメラによる撮影を試みることにした。近年全方位カメラは臨場感のある画像を

簡単な操作で撮影でき、YouTube や Google Maps で公開できることから利用者が増えている。また、

ストリートビューの店舗版であるストアビューとして画像を公開する事業者も増えている。全方位カ

メラをドローンに搭載する事例は散見されるが、技術的な情報が少ないため、本研究では搭載方法、

飛行特性、撮影映像について実証実験することを目的とした。また、ドローンの撮影は基本的に屋外

なので、画像は Google Maps へアップロードするように地図上に配置すると利用しやすい。しかし、

Google Maps は多くの人へ公開するのには適しているが、業務上非公開で使用したい場合や、山野・

水面へ撮影場所を記録・配置することには適さない。そこで、Google Maps api の機能を使用して、

独自の画像データベースを制作することも研究の目的とした。 
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３ 研究の内容と成果（360°全方位画像の撮影） 

（1）360°全方位カメラの搭載と撮影 

撮影は、ドローン Phantom3 Standard に市販の器具を使

い360°全方位カメラ RICOH THETA V を吊り下げて行った。

カメラ搭載による極端な飛行性能の低下は見られないが、

横風が強い場合は振られる可能性があるので飛行は避けた

い。また、バッテリの消費も早くなるので注意したい。 

離陸はカメラを地上に置いた状態で行うが、着陸はカメ

ラを傷めないように空中でキャッチする。 

撮影は4秒のインターバル撮影と動画撮影を行った。吊り

下げ器具には簡単なアブソーバが付いているが振動を吸収    図１ 全方位カメラの搭載

しきれないので動画は手振れ状態である。今後器具を改良する予定である。なお、カメラを搭載し

たので国土交通省へは改造機として届けた。ドローンの推進力がカメラの重量より大きいことを示

す必要がある。 

撮影練習は静岡産業大学グランド、実証実験は瀬戸川勝草橋、蓮華寺池公園、びく石（石谷山）、

宇嶺の滝で行った。撮影に際しては、静岡県土木事務所、藤枝市花と緑の課、藤枝市商業観光課に

許可・申請を行い、藤枝市企画創生部広域連携課の協力を得た。 

（2）360°全方位画像の成果 

図２、図３は一枚の全方位画像を専用ビュアーで操作して、びく石を見る角度を変えた画像であ

る。また、図４、図５は同じく宇嶺の滝付近の崩落現場を見る角度を変えた画像である。通常のカ

メラではドローンを1回転しないと撮影できない画像を全方位カメラではワンショットで撮影でき

る。図４、図５のような災害現場では一回通過しただけで細部まで撮影できるので、現場の検証に

大きく貢献できると考える。 

図２ びく石を見上げる画像        図３ びく石を見下ろす画像 

図４ 宇嶺の滝左岸の崩落斜面      図５ 宇嶺の滝右岸の崩落斜面 
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４ 研究の内容と成果（ドローン画像データベースシステム） 

（1）ドローン画像データベースシステムの機能 

図６のように、ドローン画像データベースシステムでは、地図上のマーカーをクリックすると、

登録された画像や説明が表示される。画像は360°全方位画像であればマウスでドラッグすること

で見る方向を変えることができる。 

図６ ドローン画像データベースシステム 

図７ 山野のマーカー 
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また、図７のように、元の地図にマーカーが無い山野でもマーカーを登録することができるため、

詳細な位置を指定して画像を登録することができる。 

（2）スマートフォン用ＶＲ画像 

ドローン画像データベースシステムはスマートフォンでも閲覧することができる。また、スマー

トフォンでは本体の角度を変えることで画像の方向が変化する。さらに、ステレオ表示ができるた

め、専用のゴーグルにスマートフォンを装着するとＶＲ（バーチャルリアリティ）を体験すること

ができ、「ふじえだ産業祭」などのイベントでの活用が期待できる。 

図８ スマートフォン用拡大表示      図９ スマートフォン用ステレオ表示 

５ 課題と改善策 

・360°全方位画像の撮影では、予想どおり一回の飛行で多くの情報を含んだ画像を撮影できた。し

かし、画質が悪い画像もあった。その原因の一つは解像度が全方位で４Ｋなので、平面方向の画

像としては画質が落ちるためである。より解像度が高いカメラならズーム表示も鮮明になる。も

う一つの原因はドローンの振動である。ドローンから伝わる振動がピンボケの原因になるので、

振動を抑える機構を製作していきたい。 

・ドローン画像データベースシステムでは、表示機能はほぼ完成に近い形になった。しかし、画像と

説明などのデータ入力については利用者の意見を聞きながら使いやすいものにしていきたい。 

・この画像データベースはドローン画像撮影者がデータを入力して、それぞれの部署で活用すること

を想定している。したがって、災害や防災関係の画像ならハザードマップを利用した危機管理課

仕様に、農産物や耕作地の管理なら航空写真を利用した農林課仕様のように、カスタマイズでき

る機能も検討したい。 

・当初この画像データベースは市民のみなさまにも閲覧していただく計画であった。しかし、システ

ムで利用している Google Maps api が有料になったため、どのくらいのアクセス数まで閲覧して

もらうのか、またはマップの閲覧を回避するのかなど、検討が必要になっている。また、データ

ベースシステム完成後に、どのように誰が運用していくかも検討しなければならない。 

６ まとめ 

蓮華寺池公園やびく石では、撮影中に市民の方から「ドローン撮影ですね。」と声を掛けていた

だいた。みなさんドローンについて興味があり、その活用に理解と期待を持たれているものと感じ

た。その一方で、ドローンは常に墜落の危険があり、事故が起きた場合にはドローン活用全体への

悪影響も懸念される。市民のみなさまの期待を裏切らないように慎重な運用を心掛けなければなら

ないことを改めて感じた。 
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         大規模造成住宅団地における空き家の活用方法 

                       静岡産業大学 情報学部 田畑研究室 

                       教  員：教授 田畑和彦 

                       参加学生：梶山大輝他１１名 

１．要約 

 藤枝市は人口減少が著しい市町村のなかにあって、人口増を見る希有な存在であるが、

大規模造成住宅団地としてスタートした藤岡団地は、数十年が経過した今、住民の高齢化

から空き家問題に悩まされるエリアに変わった。空き家予備軍も多数存在するに至ってい

る。そうした現状を前に田畑研究室は、空き家を解消するに必要な諸施策を取りまとめ、

提言した。 

 最初に取りかかったのは、現状把握である。藤枝市空き家対策室並びに藤枝団地第９自

治会役員の協力のもと、現地に足を踏み入れ、現地ヒアリングを通して、空き家の状況と

その予備軍の存在、さらには活性化資源を浮き彫りにすることに努めた。 

 活性化資源に着目したのは、学生では新規入居者と空き家所有者とのマッチングを図る

ことが難しかっためである。そのため、藤岡団地の魅力そのものを厚くすることで、藤岡

への入居者を増やし、それによって空き家問題を解消しようと考えた。 

 全国の活性化事例に当たるなか、最初に目を付けたのは藤岡団地に点在する公園であり、

河川である。他地域にはない魅力的な公園施設、河川空間とすることで、魅力的な生活、

育児空間を創出し、子育て世代の入居者を増加させることを考えた。また、自治会が現在

実施している行事等、取り組みの全てを洗い出し、取捨選択すると共に、そこに大学生が

参加することで、スポーツゴミ拾いやダンス教室、公園内の花壇づくりなど、世代間交流

イベントを実施することを提案した。地域への愛着を醸成し、魅力的な地域であることを

訴えるためである。また、高齢者の入居者増も視野に入れ、買い物が困難となる高齢者向

けに買い物サービスの在り方を提案した。すなわち、買い物巡回バスの提案である。地元

スーパーや商店街との協力の下、実施できる機会を模索した。そして住みやすい、魅力的

な地域であることを発信し、入居者を増やすに必要な､曰く、情報を的確に届けるために必

要な情報発信の在り方も提言した。 

２．研究の目的 

 日本全国の空き家の数が約８２０万戸と過去最高を記録する等、空き家の数は留まると

ころを知らない。しかも、地域によっては、適切な管理を施されていないことから、周囲

の住環境に深刻な影響を及ぼすに至っている。不審者の侵入など、地域の治安を脅かすば

かりか、動物が住み込むことで、糞尿などの臭気、さらには放火による火災の危険性すら

潜んでいる。不法なゴミ捨て場になっているケースも散見され、空き家問題は今深刻な事
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態を招くに至っている。 

 現在のところ、空き家にしないための予防･発生抑制や空き家となった場合の適正管理と

利活用、さらには管理不全となった空き家の解消などの対策が講じられているが、またそ

れに必要な対策計画が立てられているが、空き家の所有者を対象とした調査からは、今後

の利活用に関しては、なおも「未定」との回答が目立つ。 

 本研究では、まずは空き家対策を推進するに必要な空き家の実態調査、現状把握からス

タートするが、それを把握して以降は、利活用に必要な明確な指針を打ち立てるべく、全

国の先進事例に当たり、特には若者の視点から､空き家利活用のあるべき姿を提言したく考

えた。子育て支援空間、シェアハウス、ミュージアム、民宿施設利用がそれである。当該

地域を魅力的なところとすることで、空き家率を引き下げると同時に入居者増を招くこと

を考えた。 

３．研究の内容 

 まずは藤岡団地の空き家状況を全国や静岡、さらには藤枝との比較の上で明らかにした。

現状把握である。併せて空き家予備軍の状況も視野に入れた。その上で、全国ではどのよ

うにして空き家を解消しようとしているのかを掴むために、全国の先進事例に当たると共

に、必要に応じて現地調査に赴いた。北海道空き家バンク、空き家のある風景ポエム・フ

ォトコンテスト、埼玉県草加市「まちのトレジャーハンティング」、岡山県岡山市の空き家

老朽度判定、長野県信更町などがそれである。 

 その後、全国の空き家施策の類型化を施して以降、今現在の藤岡団地の強みについて考

えた。現時点での魅力の把握であり、何が差別化ポイントであり、何が足りないかを浮き

彫りにすることで、魅力ある街づくりに必要なポイントを模索した。 

 明らかになったストロングポイントは、一戸建ての家を建てるに必要な低予算であり、

生活の利便性、バイパスに近いことからくる通勤の利便性であった。また、犯罪件数が軒

並み低いこともストロングポイントの一つである。事実、藤岡は防犯や防災に力を入れて

いる地域であった。防犯安全マップをいち早く作り上げていたばかりか、宮城県仙台市福

住町と災害時の支援協定を締結していたのである。 

 このように、藤岡団地の今の力を把握して以降、それを踏まえた上での空き家対策、そ

の解消に必要な対策を検討した。解決策の提示である。 

①具体的諸施策として挙げたのは、「訪れたくなる街作り」であり、このなかで取り上げら

れたのは魅力的な公園作りである。まず、その一環として、「アスレチック・ジップライン」

やドイツで一般的な「石で作られた卓球台」、「ゴム製のトランポリン」、「ドッグランの設

置」が挙げられた。手間が掛からないということと、健康とスポーツの両立が公園で実践

できるというメリットが唱われた。ゴム製のトランポリンは、最近リニューアルされる公

園で流行する、子供から大人まで楽しめる遊具であるが、東海地区ではまだ導入している

ところは少ない故に、集客のアドバンテージが狙えるということであった。ドッグランの
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設置は、未だその数が少ないことから、強い集客力を持つものと考えられた。また、犬そ

のものが共通言語になるが故に、初めての人同士でも人間関係を構築できるばかりか、そ

れを深化させるメリットも唱われた。 

 移動図書館バスも提案された。それが公園にあることで、子供が集まり、他人と触れ合

う機会を増やせるばかりか、公園ということで、その安全性も担保できるとされた。 

 面白いところでは、藤岡にいくつかある公園の一つをナラやクヌギで覆い尽くし、「昆虫

公園」とする提案である。「虫と子供が集まる」をコンセプトに、子供が足を運びたくなる

ような、またそこに住みたくなるような公園の提案がされた。そして、象徴的オブジェと

して、カブトムシやクワガタム虫の滑り台を置くなども提案された。 

 続いては、ご年配の方が過ごしやすい環境作りとして、公園に健康器具を設置すること

やゲートボール空間を創出することである。 

②続いて、訪れたくなる街づくりの一環として、「景観の向上」が挙げられた。葉梨川沿い

を並木道にすることや四季折々の花々を植えること、１度見たら忘れられないほどの感動

を覚える花壇や花時計の設置などが提案された。そして花壇にはその期間は限定するが、

イルミネーションを施すということである。中途半端に終わることなく、印象に残る町に

するという視点に立つ。 

③そして、選ばれる町にする施策として、「公共交通機関の充実」が叫ばれた。スーパーを

回るバスの運営など、高齢者に必要な生活環境を確保できる環境の創出が唱われた。さら

には、地元自治会と大学とがコラボし、アカペラ部やダンス部との交流、さらにはスポー

ツゴミ拾いを実施するなど、世代を超えるイベントを実施し、子供、若者、大人にとって

良好な環境作りに努めることが唱われた。 

④そして、これらを実現するに必要なものとして、藤岡を特別区域、特には「構造改革特

区」にすることで、上記に必要な予算を確保することが提案された。 

⑤最後は、そうしてできた藤岡の強みを外部に伝えるに必要な情報作りとその発信の在り

方、その主体の形成に関する提案である。藤岡の広報ボランティアを作ることで、口コミ

需要を形成すると共に、活性化に必要な人材確保と活動資金の確保、SNS の利用等が提案さ

れた。予算をかけずに情報発信するということである。さらには情報として載せるに必要

な言葉の使い方も提案された。 

４．研究の成果 

 提言を取りまとめて以降は、藤岡第９自治会の役員と藤枝市空き家対策室の担当者を対

象に中間発表の機会を設け、学生からの活性化視点ということで報告を行った。会場から

は感謝の言葉と共に、高い期待が学生と大学に寄せられ、できることから実施していくと

された。当初は空き家そのものの利活用を視野に入れ、先進事例やヒアリングに当たって

いたが、個人情報を保護するという観点から、空き家所有者を教えて頂くことはできず、

またその所在も不明であったため、空き家の利活用許可を得ることはできないと判断し、
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現時点で利活用の自由度の高い公園や河川、実際は土手だが、それに活性化の視点を移行

した。空き家の利活用をあきらめ、入居者増で、空き家を無くすことに力点を移したので

ある。しかし、公園利用や景観の向上そのものは現地把握の当初からすでに活性化ポイン

トの一つに位置づけられていたものである。今後は、まだまだ国内外に藤岡団地に適合す

る先進事例が存在すると思われるため、そこに目を向けたい。また、中間発表で高い評価

を受けるも、自治会の役員からのそれであり、一般住民からも声を聞きたい。そのような

場を設ける予定である。 

５．地域への提言 

①訪れたくなる街作り 

・魅力的な公園作り 

 アスレチック・ジップライン、石で作られた卓球台、ゴム製のトランポリン、ドッグラ 

 ンの設置、移動図書館バス、昆虫公園、健康器具の設置 

・景観の向上 

 葉梨川沿いを並木道にする、四季の花々を植える、１度見たら忘れられないほどの感動 

 を覚える花壇や花時計の設置、イルミネーションで装飾 

②選ばれる町作り 

・公共交通機関の充実 

 スーパーを巡回するバス 

 楽しいイベントの開催 

③構造改革特区化 

⑤藤岡の強みを外部に伝えるに情報作りとその発信の在り方、その主体の形成 

６．地域からの評価 

 まだ中間発表段階ではあったが、地域の人からは感謝と共に、高い期待が寄せられた。 
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しずおか中部連携中枢都市圏地域課題解決事業 

「県営吉田公園のさらなる魅力UP」 

静岡産業大学 経営学部 大沼ゼミ（研究室） 

教  員：准教授 大沼博靖 

参加学生：浅田雄貴、池田光希、池谷寛斗、澁谷 一、 

西方涼太郎、藤浪祐一、堀内俊佑、望月和哉 

１要約 

 静岡県営吉田公園は、花の鑑賞や音楽鑑賞など多様なイベントを実施する公園として認知されている。

公園の利用率をさらに高めるためには、想定しているニーズ以外の新たなニーズを見つけ出す必要があ

る。本研究は、ニュースポーツのイベントを実施することで、静岡県営吉田公園の新たな楽しみ方を提

案・実施したものである。 

取り上げたニュースポーツは、バブルサッカー、スラックライン、ディスクゴルフである。バブルサ

ッカーは、大きなビーチボールの中に入りサッカーを楽しむスポーツである。スラックラインは、木と

木の間に細いベルト状のラインを張り、その上でパフォーマンスをしたり、綱渡りのようにバランスを

とりながら進むスポーツである。ディスクゴルフは、フライングディスクをターゲットに向けて投げる

スポーツである。ゴルフと同様にできるだけ少ない数でコースを回ったものが勝者となる。 

ニュースポーツイベントを実施当日は、親子連れを中心にそれぞれのニュースポーツを楽しんでいた。

気温が低く風も強かったため、ディスクゴルフは実施できなかった。しかし、バブルサッカーやスラッ

クラインについては、特に子供たちを中心に体験されていた。バブルサッカーについては、サッカーを

するというよりも、バブルサッカーの中に入りころがったりぶつかったりといった活動を楽しんでいる

参加者がほとんどであった。これは事前に想定した使い方の中に含まれておらず、新たな発見であった。

スラックラインについては、想定した活動の範囲内であったが、バブルサッカーよりも滞留時間が長く、

集中して取り組む参加者が多かった。 

参加者の協力で収集したアンケートからは、今回実施したようなニュースポーツが常設されたならば

今よりも公園を使用したいという意見が多かった。記述欄からは、親子連れが多かった影響も想定され

るが、安全性が担保されるならば、子供に対して色々な体験をさせる機会を望んでいるといった内容の

コメントが見られた。 

２研究の目的 

本研究の目的は、アクティブな公園利用法を提案である。従来の見たり聞いたりといった活動が中心

となっている既存の集客方法に加えて、体を動かす活動を実施することで今までとは異なる参加者への

アピールを行い、よりアクティブな層の公園利用を促進することを目指した。 

３研究の内容 

①利用者アンケート、ヒアリングの実施：園内利用者に公園利用満足度の測定をニーズの掘り起こしを

目的としたアンケートやヒアリングを実施する。②スポーツを活用した体験型イベントの実施：普段あ

まり体験する機会がないが気軽にプレーできるスポーツを複数実施し、公園をアクティブに楽しむ。1

つ体験するごとにスタンプをもらいすべて埋まったらレストハウスで使用可能なチケットを配布し利

用率の向上を目指すといったスタンプラリー形式の実現を目指す。いくつかのプログラムは常設化し、
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イベント実施日以外でも楽しめるようにする。常設化のスポーツはターゲット型を採用することで、記

録を競わせリピート率向上を図る。 

▽期待される成果 

今回の事業において期待される効果は大きく２つ。１つ目は、アクティブな生活スタイルを持つ人々

が公園を利用するようになること。２つ目は、これまで公園を静的に楽しんでいた利用者が新たなライ

フスタイルを楽しむようになること。 

４研究の成果 

（１）当初の計画 

① 利用者アンケート、ヒアリングの実施：園内利用者に公園利用満足度の測定をニーズの掘り起

こしを目的としたアンケートやヒアリングを実施する。 

② スポーツを活用した体験型イベントの実施：普段あまり体験する機会がないが気軽にプレーで

きるスポーツを複数実施し、公園をアクティブに楽しむ。1つ体験するごとにスタンプをもら

いすべて埋まったらレストハウスで使用可能なチケットを配布し利用率の向上を目指すとい

ったスタンプラリー形式の実現を目指す。いくつかのプログラムは常設化し、イベント実施日

以外でも楽しめるようにする。常設化のスポーツはターゲット型を採用することで、記録を競

わせリピート率向上を図る。 

（２）実施の内容 

① 利用者アンケート、ヒアリングの実施： 

i. 利用者アンケート 評価Ａ 

実施当日の気候があまり芳しくなかったため多くのアンケートは収集できなかったが、利

用者に対するアンケートは実施できた。 

ii. ヒアリング 評価Ａ 

事前に教員が吉田町の担当者と公園を管理・運営しているNPO法人しずかちゃんの代表者

とは、事前にヒアリングの機会をもっている。 

② スポーツを活用した体験型イベントの実施： 

i. ニュースポーツの実施 評価Ａ 

バブルサッカー、スラックライン、ディスクゴルフを実施している。ディスクゴルフにつ

いては、強風でプレーすることが難しいため、フライングディスクを貸し出す形を取った。 

③ スタンプラリーの実施やレストハウス利用券の配布： 

i. スタンプラリーの実施 評価Ｃ 

準備時間や陣容を考慮し、実施日までに準備できないと判断し実施せず。 

ii. レストハウス利用券の配布 評価Ｃ 

スタンプラリーと同様の理由で実施せず。 

（３）実績・成果と課題 

▽本事業における実績・成果として以下の点を挙げることができる。 

① 普段あまり体験することのないニュースポーツを体験する機会を、公園利用者に対して提供す

ることができた。 

② アンケート調査や、実際に参加者とコミュニケーションをはかる中で、参加者が、それぞれの

ニュースポーツを実際にどのように楽しんでいるのかについての情報を得ることができた。特
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に、ぶつかったり、ころがったり、バランスをとったりといった、ロジェ・カイヨワが提示し

た遊びの理論が、参加者の活動の中で見られた点は大きな成果であった。 

▽本事業における課題として以下の点を挙げることができる。 

① スタンプラリーの実施やレストハウス利用券の配布といった、イベントと付加価値を高める活

動が実施できなかった点。現在のゼミ生の陣容とスキル、助成金確定からの期間を考慮すると、

スポーツイベントで実施するニュースポーツの企画・準備にかかる負担が少なくなかったこと

が理由として考えられる。 

② プロモーション活動が十分にできなかった点。吉田町の協力のもと、町内への回覧板での情報

提供や小学校などへの情報提供を実施していただくことができたが、周辺市町村やさらに広域

圏へのプロモーションについては、実施できていなかった。①で示した点が理由として考えら

れる。 

（４）今後の改善点や対策 

 実施時期を比較的気候が穏やかな時期にもっていくことが必要である。また、課題でも報告した通り、

プロモーションをどのように展開するのかが今後の改善点である。その際にどの層に対してアピールす

るのかを明確する必要性は高いだろう（ターゲティングの明確化）。 

５地域への提言 

 やや誇大な表現となるが、体を動かす楽しさという、人間が

本来持つ本能的な要素を活用することで、公園の持つ魅力を高

めることができる点は、今回のイベントの実施によって見えて

きたポイントとして考えることができる。 

例えばバブルサッカーは、サッカーとして活用するというよ

りも、ぶつかったり、ころがったりといった、昨今はあまり体

験できない体の動きを楽しみながら体験することができる。こ

ういった点を強調することで、今までとは異なる層の人々を公園へと呼び込むことが可能になるだろう。 

特にスラックラインは、滞留時間が長く子供だけでなく大人も集中して取り組んでいた（写真参照）。

安全面で配慮すべき点は少なくないが、ラインの張り方（高さ）を工夫することで十分に危険性を低減

することは可能である。学校の授業などで導入することで認知度や実施方法を広め、成果を公園で確か

めるといった流れを作り出すことによって、公園の利用率を高めることは可能となるのではないだろう

か。 

群馬県佐野市や静岡県の富士市がクリケットをまちづくりに活用しているように、例えば「バランス

のまち」といったネーミングで、スラックラインを中心としてバランス感覚を高めるアクティビティを

健康政策の1つとして取り上げることによっても、他の地域との差別化をはかり、多くの人々を集客す

る可能性が高まる。 バランス感覚は転倒防止とも関連性が強いことを考えると、子供だけでなく、高

齢者に対してもニーズのあるサービスとして考えることもできるだろう。 

６地域からの評価 

 公園を管理運営するNPO法人しずかちゃんの関係者からは、イベントして実施した中では今までにな

い活動であった点や、今回使用した用具について「これなら自分たちでも活用できる」という話を伺っ

た。また、実際の参加者からは、「スポーツイベントで使用した器具が常設されたとした、今よりも公

園を利用したいとお考えですか？」という問いに対しては、利用したいという回答が大半を占めていた。 
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（成果報告書） 

川根高校の魅力化向上に関する研究 

静岡産業大学 経営学部 谷口ゼミ（研究室） 

教  員：講師 谷口昭彦 

参加学生：小林剣斗、渡辺早紀 

（以下本文） 

１要約、 

地方自治体が置かれている現状を考慮し、その中で地方自治体がどうあるべきかを自治体の皆様と

共に考えていきたい。現状の認識としては仕事量とそれを賄うカネとのミスマッチがあげられ、人口

減少化の中、その対策として県立高校の存続を掲げている。今回は存続のための活動を手伝ったが、

今後はより包括的な協力をしたいと考えている。 

２研究の目的、 

本研究の目的及び問題意識ついては、次のとおりである。 

行政の仕事は所得再分配、資源配分の調整、景気対策の3つの業務がある。また、行政が市場経済

に介入してよい根拠として、市場の失敗がある。市場の失敗とは民間経済主体に任せておけば市場メ

カニズムが働いて効率な運営ができるはずなのにできない状況を言う。たとえば、県が管理する公園

を他府県の人が使う場合、その造設費用（税金）は支払わない。フリーライダーと呼ばれる現象がお

こる 

ただ、行政がうまくいかない場合もある。これはソフトな予算制約の問題と言われている。ソフト

な予算制約とは公的な団体や企業が赤字の補填を期待して効率な運営をしないことである。この最た

る例が北海道夕張市である。 

全国的な現状としては東京を除く府県や市町村の人口減少があり、東京を含む全国の自治体で高齢

化が進行している。人口減少には婚姻率の低下や出生率の低下が要因としてあげられる。  

地方自治体の財政については、日本の特徴を一言でまとめるならば、集権分散方式となる。税収は

国が、業務は地方自治体が担うという行政サービスの提供方法である。地方自治体の収入の源泉は地

方税、地方交付税交付金、地方債の3種類で財務省が計算する基準財政収入額と基準財政需要額の差

額が地方交付税となる。 

つまり、行政にはそれぞれ役割分担があり、住民の方々へ行政サービスを提供している。たとえば、

県立高校、町立中学、国道、県道、水道事業、国民健康保険など国と都道府県と市町村が仕事を分担

していることが分かる。これに見合う資金の提供ができていないのが現在の状況である。 

特に現状の問題点を浮き彫りにしているのが政令指定都市制度であろう。全国に20都市あり、制度

の始まりは京都市、大阪市、神戸市、名古屋市、横浜市の5都市から始まる。府県の7割の権限があり、

多少の違いはあるが二重行政の要因となっている。表1に示した通り昼夜人口比率の違いは行政サー

ビスの費用の違いとなる。つまりは他市町村からの流入者にも行政サービスを提供するため財政的な

基盤が弱ければ危機的状況となる。 

静岡県内の市町の標準財政規模と人口から最適な自治体規模を推計した。推計式は 

    1人当たりの標準財政規模＝定数項＋α人口２＋β人口＋誤差項 
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であり、それぞれα＝1.39e-09、β＝-0.0010973、定数項＝331.4821となり、有意水準5％で帰無仮

説を棄却する。静岡県内における最適な自治体規模は約40万人で、最もコストが低く効率な運営がで

きる規模ということになる。ただし、政令指定都市は制度上、人口100万人を目安にしているため、

この推計では不足する。川根本町は約7000人なので、効率的な運営をするためにも人口規模は増加さ

せる必要がある。すなわち、人口減少対策としては婚姻率及び出生率の上昇という自然増の部分と他

地域からの社会増があげられる。川根高校の存続を通して社会増に貢献したい。また、地方自治体を

取り巻く問題のひとつとして仕事とカネのミスマッチに関してもその対応策を考えたい。 

こうした現状を踏まえて川根本町内にある県立高校を中心にして地域活性化を目指す動きを支援

する。 

３研究の内容、 

県立高校に他府県者を入学させる制度は島根県の例がある。島根県では進学実績を前面に出し、島

根県でも大学進学は問題がないことをアピールしている。さらに、身元保証人を設けていることも特

徴である。島根県内に進学した県外出身者は広島からの進学者が多いが、身元保証人が必要となるた

め、祖父母及び親族が島根県に居住している中学生を島根県内に進学させている。島根県の県外留学

生は祖父母がいる島根県に進学しているというのが現状で、これを静岡県川根本町が同様の施策をす

るには東京都内の静岡県出身者にアピールする必要がある。 

一方、川根本町では寮完備、食事の提供もあり、学習塾も格安で契約できる。身元保証人は不要で

進学クラスもあり、大学進学も心配ない。まずは進学できることをアピールするところから県外留学

生を獲得する方向で考えた。 

9月以降、助成の申請の結果が揃ってから東京都内に存在する学習塾に川根高校への進学案内を行

った。東京での印象は進学に重点を置かなければ静岡への進学可能性はないこと、東京では家庭内で

の問題から高校進学をあきらめる中学生もいるため、親元から離れる機会を提供することで県外留学

生に興味を持つ層も確認できた。 

東京都内での調査では中高生の子供のいる母親世代、学習塾経営者、都区議会議員など川根本町の

紹介と今回の県外留学生の趣旨を説明し協力をお願いした。 

４研究の成果、 

(1)当初の計画 

当初の計画では東京の学習塾が主催する高校説明会に川根高校も参加するというものだったが、

学習塾に確認すると本年は開催しないということで、各学習塾の教室にチラシを配布し協力をお

願いすることにした。 

(2)実際の内容（Ａは予定どおり、Ｂは一部修正、Ｃは中止など）とその理由 

A 高校説明会には参加できなかったが川根高校のチラシを東京、千葉、埼玉の学習塾に配布

した。 

(3)実績・成果と課題 

   2～3人の問い合わせがあった。今後は東京在住の静岡県民にどうアプローチするかを考えたい。 

東京でのニーズは進学ができること、親から離れて暮らせることなど、このほかスポーツを前面に

出し女子サッカーなど東京都内では受け入れ先が少ない競技に関して県外留学生を集める策を考

えたい。 

(4)今後の改善点や対策 
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東京の中高生の子供を持つ母親達にインタビューした。進学については評価されたが、どこに進学

できるかが重要で、静岡大学などの国公立大学だと中学生の子を送り出す母親も納得できるとしてい

た。国公立大学に進学させることができるか、ここに大きく依存する。 

静岡県内の国公立大学は静岡大学、静岡県立大学、静岡文化芸術大学の3校しかなく、人口比で見

ても非常に少ない大学数である。 

５地域への提言、 

地方自治体の置かれている状況は大変厳しい。これを打開していくには地方自治体が何をやめるか

何をやるかを決められるかにかかっている。それとともに地域経済の成長が必須であり、地域の得意

な産業を伸ばしていくことも重要だろう。 

川根高校への進学後は大学進学を目指すことになるから、国公立大に進学後、静岡県内であるいは

川根本町で就職してもらいたいが、雇用先の確保も考えなければならない。 

地方自治体の今後を考えるうえで、一つの事例として大阪都構想があげられる。同様な施策に静岡

県都構想があるが、実現不可能でかつ大阪のように地方政党が結成される展望もないのでここでは指

摘しない。役割分担とカネのミスマッチを改善するための施策として中途半端な制度である、政令指

定都市制度を廃止して府の下に特別区を置くことは人口減少に対応するための一つの答えだと思う。

大阪府と大阪市は、民間でできることと行政が行うことの線引きを明確にし、政策を行っている。現

在、大阪市は人口流入が大きく、以前の活況を取り戻すのも時間の問題であろう。 

地域活性化はコンサルタントを入れている場合がある。ただし、成功事例をほとんど聞かない。な

ぜなら、その地域に合わせた施策が必要だが現実はそうなっていないからである。移住政策で成功の

確率が高いのがUターン移住である。静岡県出身者に静岡を紹介する必要はないし、帰ってきても懐

かしい空や山が迎えてくれるのは一つの癒しになる。 

なお、雇用政策は十分に吟味する必要がある。年代別労働市場を考えよう。1954年に高校進学率は

50％で大学進学率は20％であった。すると100人のうち高校進学者50人で、大学進学者は10人になる。  

今の70歳代の状況を示している。中卒で働く人が50人ということに注意が必要である。次に1965年に

高校進学率は70％で大学進学率は30％だった。これは100人のうち高校進学者が70人で、大学進学者

が21人になる。今の60歳代の状況となる。その後、1974年には高校進学率が90％となり、大学進学率

は30％となった。これは100人のうち高校進学者が90人で、大学進学者が27人となる。この年以降、

ほとんどの人が高校まで進学するようになる。同時に中卒で働く人が激減する。今の50歳代の状況で

ある。最近の傾向として2010年の数字を例にとると高校進学率が98％で、大学進学率が50％となって

いる。これは、100人のうち高校進学者が98人で、大学進学者が49人となる。大卒が増加しているこ

とが確認できる。新たに工場を誘致して雇用政策にするというのは現状の労働市場を考えた場合、高

卒者が静岡まで来るかという問題になる。それならまずはUターン移住を狙って大卒が勤められる雇

用状況を作る必要がある。 

たとえば、6次産業化した農業や漁業はどうだろうか。農業や漁業で独立開業した人々を多く知っ

ていることもあり、いろいろなお手伝いができると思っている。 

静岡県に勤めるようになって感じることがある。18歳人口の多くが静岡県から流出するが、静岡県

民は地元愛が強いということである。公立大学があと2校ほど中部地域と伊豆地域くらいにあれば地

元で進学したい層を取り込めるだろう。静産大の例で恐縮だが、静岡県出身者は静岡で就職している

ので地元の大学に進学すれば地元で就職することになるだろう。静岡県、中部地域、川根本町では成

長するチャンスはいくらでもある。やるかやらないかそれだけである。私は協力を惜しみませんので
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力強く進めていきましょう。 

６地域からの評価 

まずは入学者を出してからでしょう。 
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