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「新川ゼミ」と地域における学修

同志社大学政策学部「新川ゼミ」では、例年、

学生が地域に入り、地域とともに「まちづく

り｣活動を実施し、多くの学びを得てきている。

学生にとっての学びの成果だけではなく、実践

的な活動を通じた大学における研究の成果にも

つながっているし、翻って地域社会やそのメン

バーの皆さん方にも、何がしか裨益するところ

があると考えている。

「新川ゼミ」では、今日に至るまで例年のよ

うに、京都市上京区、京丹後市、福知山市、福

井県小浜市、和歌山県田辺市などでの現地活動

を行ってきた。それらは、基本的には、地域の

現場に出かけ、その地域の人びととともに地域

課題を考え、課題解決のための方法を企画し、

その企画を実施し、その成果を振り返るという

作業となっている。そのなかでも、継続的にか

かわり続けているのが、京都市上京区京極小学

校区にある、出町地域をフィールドとした活動

である。

本稿では、これからのまちづくりを考えるう

えで、大学と地域との関係を活かすことが重要

な鍵になるのではないかと考え、同志社大学政

策学部における、「新川ゼミ」の実践および、

その成果と課題を紹介したい。なお、以下の記

述においては、同志社大学政策学部「新川ゼ

ミ」6期生/2017 年度卒「京都市上京区におけ

るまちづくり事業の実践活動報告」（2018 年 3

月）から多くを引用している。学生によるレポ

ート部分について、引用箇所を明示することは

しないが、報告の要約という性質もあることか

ら、このような取り扱いとすることにつき、ご

海容を願いたい。

地域と大学の関係

地域社会も大学も、伝統的に、それらが解決

すべき課題や実現すべき目標を持っているが、

同時に、社会経済的にまた政治行政的に、今、

新たなさまざまな問題に直面していることも確

かであろう。大学教育という面でも、18 歳人

口の大学進学率が 50 ％を超える現状において、

ユニバーサル・レベルに達した高等教育の質を

どのように考えるのか、学生の学力をどのよう

な基準で考え、身につけていくことにすればよ

いのか、悩みは大きいのである。地域社会に目

を転じて見れば、過疎と過密が問題になって以

来、さらにグローバル化する社会経済の影響の

もとで、身近な地域の暮らし方は大きく変貌し

ている。人口減少と少子高齢化だけではなく、

世帯人員の減少と世帯数だけが増える住まい方

の変化が顕著である。それらの影響は、地域に

おける身近な経済活動や、社会活動の衰退現象

にも、端的に現れる。地域社会の維持は、都市

部であれ、農山漁村部であれ、共通の問題にな

っているのである。
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同志社大学政策学部では、政策学教育の基本

を、問題発見と課題解決の能力を、理論と実践

の両面にわたって身に付けることをめざしてき

た。政策学部の教育方針においては、フィール

ドワークを重視し、そのための活動奨励や支援

の仕組みを用意している。学生主体のプロジェ

クト・ベースド・ラーニング（以下、PBL）を

進めるための助成金、現地調査等のための学生

への旅費交通費の支給制度など、手厚く用意さ

れている。すべての演習（ゼミ）科目がそうで

はないが、多くはフィールド・リサーチを取り

入れて進めているのである。その狙いは、学修

方針として学生の主体性や自発性を引き出し、

学習効果を高めるところにあり、いわゆるアク

ティブ・ラーニングの実現をめざしてきたので

ある。そのうえで、とりわけ政策学部としては、

政策問題や社会問題に対する、問題発見能力と

問題解決能力の基礎を身につけて、将来の活躍

を期待している。

日本の地域社会が直面している課題も大きい。

現在、東京一極集中はとまらず、過疎化にとも

ない、東京圏域以外の地域の衰退が話題になっ

ている。都市と農村の交流が大きなテーマにな

っていることもそうである。人口減少と高齢化

は、ますます進行することがほぼ確実である。

それは大都市圏でも例外ではなく、長期的には

東京圏の衰退も想定できるし、現に都市の中心

部においても高齢化が進み、従来の地域社会組

織が維持できなくなってきているのである。

政令指定都市であり、関西の大都市圏に位置

する京都市でも、人口減少や高齢化は明らかで

ある。同志社大学政策学部の、私たち「新川ゼ

ミ」が活動する上京区出町地域も、じつは共通

の問題を抱えている。上京区の人口は横ばい傾

向であり、20 歳台の人口が多い。その実態を

見ると、この 10 年間で世帯数が 2 割以上増え

ていること、ワンルームマンションが増えてい

ることなど、都心部としての衰退傾向が垣間見

える。従来の地域組織への参加も少なくなって

いるという。

このように、地域も大学もそれぞれの課題を

抱えながら、それぞれの未来を切り開こうとし

てきている。そのとき重要なことは、双方の資

源を持ち寄り、相乗効果によって、おおきな成

果を得ていくことである。それは京都府や京都

市においても同様である。京都府では、その一

環として「1 まち 1 キャンパス事業」を行って、

市町村と大学との連携によるまちづくりを進め

ようとしている。京都市では大学地域連携を推

進するため、大学コンソーシアム京都とともに、

「学まちコラボ事業」や大学地域連携サミット

開催などを進めてきた。

こうした協働の作業は、もちろんその組み立

てにしても多様な関係者を巻き込み、丁寧な協

議の過程をつくりあげることが重要であり、そ

の作業は、多くの困難を乗り越えなければなら

ない。しかし、その一方では、その潜在的な能

力を発揮することができれば、道は開けるはず

である。それぞれの大学、学部、ゼミ、そして

学生に個性があるように、それぞれのまちやそ

こにある人びとは、まちと人としての個性を持

っている。それはまちの人びとの力であり、築

き上げられてきた歴史や文化であり、まちに蓄

積されてきた多様な資源である。個性を持つと

いうことは、相互に障害になることもあるが、

同時に、個性を持ったもの同士が相互に学びあ

い、相互に協力しながら、活動を作り上げてい

くとき、そこにはさまざまな学びがあり成果が

あり、新たなまちづくりの可能性が生まれてく

る。

「新川ゼミ」と出町まちづくりとのかかわり

「新川ゼミ」は、上京区京極学区の出町地域

に、2010 年以来、まちづくりをキーワードに

してかかわってきている。京極学区における地

域課題を解決するために、実践的なまちづくり

をテーマに活動しつつ学んできた。具体的な活
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動は、一年を通じて、日常的に町にかかわるこ

ととなっている。毎年 4月には、地域の有志と

ともにまち歩きイベント「でまちになじむ」を

企画し実施している。毎年 5 月 18 日に行われ

る御霊祭という、千年以上続く上御霊神社の伝

統行事に参加する。7 月には出町商店街振興組

合が主催する「七夕夜店」に学生企画を持って

出店する。年によって行事内容は異なるが、地

域の地蔵盆やお月見の会などにも参加している。

11 月には京極学区全体で開かれる「京極文化

祭」に参加して発表をしたり、展示コーナーを

開設したり、地域の皆さん方の活動をお手伝い

している。

さまざまなイベントに参加することだけでは

なく、その企画立案にかかわり、その実践を行

っていることが、「新川ゼミ」の特徴であるが、

これらのまちづくり活動は、地域の行事に参加

するだけでなく、この地域に存する地域団体等

との協働による企画と実践を特徴としている。

こうした協働型の企画と実践には、事前の準備

が必要であり、協議の場が必須である。そのた

めに、地域のまちづくり NPO である「でまち倶

楽部」が開催する、月に 1度の「出町サロン」

が、話し合いのきっかけになり、またプランを

練り上げ、実施準備を進める場となっている。

イベント直前になると、毎週のように開かれる

「出町サロン」では、深夜まで、学生によるイ

ベントの企画提案についての発表や討論があり、

地域住民と議論をする場ができあがっている。

実際、学生提案の企画が、本当に地域課題の解

決につながっていくのか、地域の実情を住民か

ら聞き、企画案の効果や実行の可能性について

の意見をいただくのである。こうした準備活動

を通じて、地域の必要に応じた企画とし、その

実行方法を具体的に考えることができる。

この地域には商店街だけではなく、地域の住

民福祉を進める各種団体の連合会である京極住

民福祉連合会が、配食サービスや高齢者の居場

所づくり（スマイルサロン）を行っているし、

NPO として出町地域の振興を図ろうと積極的に

イベントを開催している「でまち倶楽部」など

がある。また町内会や自治連合会、自主防災組

織などがあり、「新川ゼミ」は、これら地域団

体との連携協力を進めている。これに加えて、

京極小学校やその PTA の皆さんとの連携協力、

上京区役所の協力なども得ながら、活動を展開

してきた。

これら各種の地域にある団体や組織が、地域

コミュニティを支えており、「新川ゼミ」もこ

れらの活動に積極的に参加することで、地域と

の連携を深め、ゼミとしてのまちづくり企画を

立案し実践していく機会をいただいている。現

場で活動することを通じてしか感じることので

きない、また学ぶことができない、地域の潜在

的な魅力や資源、そして地域が直面する深刻な

課題を発見して、活動に組み立てていくことが

できる。ここでは、その活動のいくつかについ

て紹介することにしたい。

「でまちになじむ」

「新川ゼミ」で、毎年、参加している地域の

企画イベントが、「でまちになじむ」である。

「でまちになじむ」は、その名の通り、新築の

マンションが増えるなど、ややもすれば地域と

のなじみが薄い新住民が増えるなかで、出町に

ついてより深く知ってもらい、出町という地域

に対して愛着を持ってもらおう、そしてもっと

地域にかかわってもらおうという目的で始まっ

た企画である。このイベントは、2005 年に立

命館大学政策科学部の乾ゼミが、「でまち倶楽

部」と共同で開催したことから始まり、「新川

ゼミ」では、2010 年から企画実施にかかわっ

てきている。

「でまちになじむ」のなじみ方は、基本的な

考え方は変わらないのだが、毎年の企画内容は

変化に富んでいる点に特徴がある。「新川ゼ

ミ」で担当した 2016 年で第 12 回の企画と実践
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「でまちになじむ」の、まちあるき風景

を参考に取り上げて見たい。

第 12 回においても、新たなまちあるき企画

を考案することになり、2 月に入ると毎週 1 度、

喫茶 YAOMON をお借りし話し合いを行った。企

画を立てるうえで最初に困ったのは、ゼミ生自

身が出町の良さを把握しきれていないこととで

あった。また、まち歩きに必要な地域の協力を

得なければならないのであるが、地域に新川ゼ

ミ生自身がなじみがなく、ゼミ生を覚えてもら

えていないことも難題であった。そこで、実際

にフィールドワークやヒアリング調査を通して

出町の良さを探索し、でまちサロンや他の主催

者によるまちあるきイベントなど、地域のイベ

ントに積極的に参加することを通じて、情報収

集を行っていった。

そのうえで、意見交換を行いながら、「でま

ち倶楽部」の皆さんと企画を詰めていった。そ

の結果、若い人を呼び込みたいという地域の声

をうけて、また 4月に企画を行うという点から、

「新生活応援」をテーマに掲げ、新しく出町で

新生活を始める下宿生や若い年代の方に役に立

つ情報を提供し、出町に馴染んでもらえるよう

な企画を考えていくことに決定した。テーマと

目的が明確になったところで、地域の方との意

見交換を、再度、行いながら、実施の準備に入

った。京極学区内の住民すべてに、出町のこと

をもっと知ってもらいたいという願いから、全

戸に案内用のビラを配布することとして、その

作成や、ポスティングによる配布方法の役割分

担を行い、実行していった。同時に、「新生活

応援」というテーマに基づく、まちあるきのポ

イントを選定し、当日のルートを決定した。

4 月の日曜日、鴨川高野川合流点の河川敷公

園で始まったイベント当日にも、集客に努めた。

開始 1時間前から、直接、河川敷に来ている遊

覧観光客、通過しているだけかもしれない歩行

者にも声がけをし、チラシを配り呼びかけたが、

そのおかげもあり地域の方も含めて全 30 人ほ

どの参加者が集まった。アイスブレイクで参加

者の緊張を解き、4 つのルートに分かれてまち

あるきを行った。4 つのルートを設けて、食べ

歩き要素、観光要素、生活に関連する要素を、

組み合わせて特徴を出せるよう努めた。また、

各ルートでベストショットを 1枚撮ってきて、

最後に全員が集合したところで披露しようとい

うことにした。こうしたゲーム感覚的な要素を

加えてルートを巡った後、地域施設の「De ま

ち」に集合し、意見交流するというワークショ

ップを行った。そこでは各ルートでの発見や印

象、「でまちになじむ」の感想などを話し合い、

イベントを和気藹々のうちに終えた。

ポスティング活動や呼び込みの効果で、ター

ゲットであった若い世代を、4 人ではあるが参

加者として迎えることができたこと、全体で 3

0 人の参加があったことなど、まちあるきと

「でまちになじむ」という目的は、一定の成果

を挙げて達成できたと思う。

その一方では、担当した新川ゼミ生は、本格

的にイベントを企画段階から担う初めての経験

であり、苦労や反省点も多いイベントになった。

実際に、テーマを決めた後、訪れる店やルート

を選ぶ際に協力してくださった地元の方がたの

意見を大きく採用することになり、あまり学生

の意見をルートに反映させることができなかっ

た。そのためもあって、従来のまちあるきイベ

ントとの違いを明確にできない企画となり、オ

リジナリティに欠けるところがあった。早い段

階から、地域とゼミとのつながりを強化するこ
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と、そしてゼミ生自身が、しっかりと地域に根

差して企画していく必要があることを学んでい

た。また、多くの人を巻き込んでイベントを企

画し、実行に移すことの難しさ、そのための話

し合いや準備の重要性もあわせて学んでいた。

「七夕夜店」

7 月には、出町商店街振興組合で、毎年、行

われている「七夕夜店」があり、「新川ゼミ」

では、毎年の出店を重ねている。商店街の一角

に、長机 1 本分程度のスペースを受け持ち、

「七夕夜店」を楽しんでいただくための一端を

担おうというのである。「新川ゼミ」では、例

年、飲み物のお店や子供向けのゲームなどを工

夫してきている。2016 年度の「新川ゼミ」で

は、次世代のまちづくりの担い手である子ども

が、地域に愛着を持てるような遊び場を提供す

ることを目的とした活動を、地域の方と協力し

て実施して行った。

企画段階で、「七夕夜店」の議論を進めたさ

い、地元の方がたから、七夕祭り全体として、

子どもが楽しめるブースが少ないといった意見

が出たため、その対策を、「出町サロン」で集

中的に話し合った。学生や地域の方がたから、

さまざまな意見が出たが、話し合いの末に、1

つは子どもが参加しやすいという意味で射的を

夜店で実施すること、もう 1つは地域の方との

交流を深めつつ、今後の地域のニーズを把握す

るという意味で、読み聞かせを中心とした地域

の方がたの活動をサポートをするということを、

ゼミ活動の軸にすることとなった。また、ゼミ

生と商店街の連絡は、主に商店街側の役員の方

がたとゼミ長により準備を進めていくことにな

った。「七夕夜店」の準備は、ゼミ生内で読み

聞かせ班と、射的班の 2グループに分けること

で、作業の効率化を図ることとなった。以下で

は、射的班の活動を中心に報告する。

射的班は、主にゼミ紹介の看板や的などの製

出町「七夕夜店」に出店した「新川ゼミ」の射的

作を行った。そのなかで、射的の鉄砲は当初、

100 円ショップで売っているプラスチック製の

ものを使用することにしていた。しかし、耐久

性に難があることと、手作り感を出した方が良

いのではないかという意味で、割りばし鉄砲を

自作することとなった。加えて、多くの子ども

たちに楽しんでもらうために「どうしたらゲー

ムの回転率はあがるのか」「どのような景品だ

と子どもたちに喜んでもらえるのか」など、1

人でも多くの子どもたちに楽しんでもらえるよ

うな工夫を凝らしていくようにした。

「七夕夜店」の当日、射的には、開始直後か

ら大勢の子どもたちが押し寄せ、大いに盛り上

がりを見せた。参加してくれた子どもたちに、

景品として駄菓子を必ずあげるようにしつつ、

多く的を打ち落とせた子には、より多くの駄菓

子をあげるようにした。結果、子どもたちはた

くさんの駄菓子をもらおうと夢中になって楽し

んでいた。ゼミ生は、景品の受け渡しや列の整

理、割りばし鉄砲の発射準備など、役割を分担

したこともあり、スムーズに運営をすることが

できた。リピーターが多かったことや、楽しか

ったという意見を、直接に聞けたことは成果だ

った。

子どもの遊び場を作るという、当初の目的は

達成した。しかしながら、地域のニーズについ

て正確に把握して射的を選んだのか、その狙い

として出町全体での夜店の盛り上げにどれくら
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い貢献できたのか、的確に把握することはでき

ていない。こうした反省点から、これからは、

地域の方の声やニーズを把握していくためには、

年間を通して地域のイベントにゼミ生が参加し、

地道に信頼関係を構築していくことが重要であ

るということ、そしてその信頼関係が、地域の

方に寄り添った企画につながることを実感した。

また、この活動は、ゼミ生が地域になじむこ

とと同時に、地域の方がたに「新川ゼミ」を知

っていただき、コミュニティにおけるネットワ

ーク構築の足がかりとすることを目的としてい

た。今回のようなブース出展においても、「新

川ゼミ」の活動それ自体に興味をもってくれた

方は少なかったが、地域との信頼関係ができて

くると、地域での「新川ゼミ」の認知度も高ま

ることが期待できる。

「京極文化祭」

「京極文化祭」は、毎年 11 月 3 日の文化の

日に、京極学区にある京極小学校で開催される

イベントである。主催するのは、学区の各種住

民団体の連合組織である京極住民福祉連合会で

あり、その下で、学区内の各種団体の協力によ

り催されている。当日は、御霊神社の太鼓、小

学校の図工展やバザーが開催されるとともに、

飲食露店が立ち並び、そこに多くの地域の方が

たが集い、活気を見せている。「新川ゼミ」で

は、例年、子どもたちの遊び場となるようなゲ

ーム大会の企画や、「つながる♪体操」のステ

ージ発表などを行っている。

2016 年度の、3 回生を中心とする「新川ゼ

ミ」の学生は、子ども向けに「ボーリング」

「的あて」「豆掴み」からなる「ゲームセンタ

ー」と、高齢者向けに「折り紙コーナー」の、

2 つのコンテンツを用意した。その企画の理由

としては、1 つめは、「京極文化祭」に出展し

ているブースは子どもが楽しめるような「遊び

系」のものが少なく、子どもたちの楽しみを用

意する必要があると考えたからである。そして

もう 1 つは、「新川ゼミ」の 5 期生の先輩たち

が、「世代間交流」をテーマに地域での活動を

行っていたことから、その助けとなるような企

画を考えたからである。

結果は、小学生が約 80 人、高齢者は数人程

度の来客状況であった。ゲームセンターは、常

に子どもたちで盛況を見せていたが，高齢者に

ついては、折り紙企画の魅力不足か、あるいは

11 月という肌寒い時期だったこともあったか

らか、参加は少なかった。そのため、当初、想

像していた「世代間交流」は図れず、「沢山の

子どもたちがゲームで楽しんだ」という結果に

終わった。

この活動を通じて大切だと感じた 1つは、先

輩たちの築いた地域の方との関係や、形にした

企画を引き継ぐ重要性である。学生たちは地域

で活動することが初めてで、新鮮味を感じるが、

地域の方にとっては「毎年、沢山のゼミ生が入

れ替わり立ち代わりで地域に現れては消えてい

く」ものである。それまでに築いてきた関係や、

これまでの企画を無視して活動することは、地

域の方がたからは、「ただ脈絡も無く地域に突

然来て活動した、そのうちにいなくなっている

ゼミ」といった評価になりかねない。

もう 1つは、課題とされているものが、本当

に課題なのか調査分析する必要性である。例え

ば、「世代間交流が課題」というが、そもそも

それが本当に地域の重要な課題か、また世代間

交流の何が問題になっているのかという観点か

ら、時間をかけて分析することによって、よい

企画を立てることができる。実際、自分たちが

何度も地域に足を運び、目で見て、地域の人に

話を聞いて、肌で感じるといった作業をしなけ

れば、何のためにやっている企画かわからなく

なりかねない。地域のリアルな声を把握せずに

企画をし続けることは、ただのイベント屋にな

ってしまい、ゼミとして活動をしていく意味は

ないのである。
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「京極文化祭」風景

一方で、当日の打ち上げでの地域の方との交

流をはじめ、ブースに来てくれる子どもたちが、

本当に屈託の無い笑顔でゲームを楽しんでくれ

た風景は、ゼミ生にとって、何にも増して楽し

い時間となった。子どもたちを含めて地域の方

がたと交流し、ともに活動をつくっていくこと

で得られる喜びが、双方にあることが確認でき

たことは、今後、地域コミュニティと協力して、

しっかりと企画を行い、学生も地域の一員とし

て馴染むだけではなく、ともに楽しむ関係を作

っていくという活動の指針を得ることになった。

出町地域と大学の連携協働の成果と課題

出町地域の活動を通じて、地域と大学との連

携に関する多くの学びを得ることができた。ま

た、地域住民も、学生もともに学び成長するだ

けではなく、多くの楽しみや喜びを共有するこ

とができた。その理由をいくつか探って見たい。

1 つには、活動のなかにある、実行した側の

学生や地域住民の喜びである。そのとき限りの

1 つのイベントであっても、それをともに作り

上げ、そしてその成果を共有できたときには、

その達成感はきわめて大きいことである。とも

に努力をした仲間になり、それぞれの思いが実

現できたとき、その充実感は無限大の喜びをも

たらしている。やりがいがあった、そして楽し

かったという感覚が生まれているのである。

2 つには、地域あるいは地域住民からの反応

である。ともに喜んでいる参加者、つまりは地

域住民がいるとき、そこにかかわった人びとの

喜びは倍加するのである。それは、地域住民相

互の間にも、そして地域外から来ている学生た

ちにとっても、そして主催者側であれ、顧客側

であれ、共通の感覚であり、そこには擬似的で

あれ、ある種のアイデンティティが成立するで

あろう。

3 つには、これらのイベントは、地域の資源

や地域の文化的歴史的条件を基礎に成り立って

いるという点である。共通の資源の豊かさを確

認し、その恵みを共にすることができた結果と

してのまちづくりは、それにかかわった人びと

にとっては唯一無二である。自分たちの活動が

持っている固有性やそのユニークさへの気づき

は、自分自身とかかわっている地域の尊厳を高

めることになる。

4 つには、こうした喜びや気づきが、そこに

かかわる学生や地域の人びとの成長を促してい

る点である。楽しく学修しているといってもよ

いのであるが、真の地域における学びが学生と

住民の双方に見られるのである。

このように、まちづくりの喜びを共有し、そ

れを地域全体に広げるとともに、その根源にあ

る地域の固有性への気づきや、そこに属してい

るという感覚がもたらし、関係者の成長を促す

まちづくりは、これを進めるための基本的な条

件をも同時に示している。

1 つには、まちづくりが、結局は、地域のた

めの、地域による、地域自身がつくりあげるも

のでなければならないということである。必ず

しも「自分たちがやりたいこと＝地域が本当に

求めていること」ではない。このことを意識し

ていないと、まちづくりの活動は目的を見失う。

だからこそ、地域で活動をしていくうえで、ま

ず地域のニーズをしっかりと捉えることが大切

である。

2 つには、地域の課題を発見し、解決をする
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うえでは、地域のネットワークが必要不可欠で

ある。地域社会の人的なネットワークが働いて

こそ、まちづくりが進むのである。これはイベ

ントを企画するうえでキーパーソンとなる人物

に多く出会い、協力があれば、まちづくりの企

画提案はよりすぐれたものになるし、実現可能

なものとなる。

3 つには、地域のさまざまな資源を動員する

ことが鍵になるという点である。地域のために

何かをしたい方がたは数多いし、使われること

を待っている、いわば眠っている資源として、

社会的資源、歴史文化資源にしても施設資源や

産業経済資源、そして自然資源、何よりも地域

の人的資源は、実際には豊かである。この地域

は何もなくて、などということは決してない。

こうした資源を発見し、活用することは、これ

までそれに気づいていない地域の人たちにとっ

て、外から来る学生たちの意見や活動において

最も期待していることである。

最後に、改めて強調しておかなければならな

いのは、地域社会と大学との関係は、双方がそ

のときそのときを大切にして、真剣に向き合っ

ていくときに、じつは、その地域にかかわる学

生と住民の双方を触発し、成長を促していると

いう点である。そしてそのことが、持続可能な

地域を実現する未来志向の活動に向けて、大き

な成果を生むということである。地域と大学、

住民と学生とが、双方の熱い思いを感じ、双方

の気持ちへの理解が進むとき、本来の意味での

地域を活性化するまちづくりになるのである。
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