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社会連携活動助成制度による活動成果 

 

 

 

産学公連携推進機構では、2018年度から社会連携活動助成制度を設けており、2019 年度の活動報告は次の

とおりである。 

名称 主担当 概要 

かんがるーBOX（育児グッズ

のリユース）を通した地域

共生のまちづくり 

教育学部 准教授 

平松 紀代子 

幼稚園に不要なものを提供してもらう BOX を設置し、集めた

品を大学生が整理分別。学内で月 2 回開催している「つどい

の広場かんがるーむ」に参加される親子が必要なものを受け

取る取り組みにより、大切なものを地域で循環させるリユー

スをし、間接的に支え合うネットワークを構築することを目

指す。 

地方自治体における保育士

確保方策に関する調査 

大学院教育学研究科 

教授 

奥田 援史 

待機児童問題の解決には、保育の量（定員数）の確保と保育

士の確保が必要であり、特に保育士不足の解決には、新規及

び中途就業者を増やす必要がある。そこで、滋賀県における

保育士確保方策の充実のための方策を提案し、その成果を検

討する。 

地域連携教育研究事業 

教育学部附属教育 

実践センター長 

糸乗 前 

県・市町村教育委員会及び学校と連携した共同研究及び教育

実践活動の実施。 

① 

研究員派遣による学

校支援に関する研究

（理科） 

大学院教育学研究科 

教授 

藤岡 達也 

本研究では、滋賀県総合教育センターと連携して、令和２年

度から小学校において新学習指導要領が全面実施となる背景

を踏まえて取り組んだ。問題解決力の育成を目指した授業づ

くりの実現のために求められる資質・能力を系統的に整理し、

それを基に、各学年での達成基準を作成した。この達成基準

を設定することによって、児童を的確に見取ることや児童が

理科の見方・考え方を働かせて学習するための工夫を重ねた。 

② 

学校アート化計画

『グリーンちゃんが

やってきた』 

教育学部 教授 

藤田 昌宏 

30cm前後の立体作品『グリーンちゃん』と『ミドリグマ』、ミ

ドリグマの人間サイズの造形物（いずれもプラスティック製）

を、日替わりで園庭、教室、遊戯室など設置する場所・数を

変えて設置展示する。展示中に起る子どもたちの反応を教職

員に観察してもらい、その聞き取りやそこから生まれた活動

を記録していく。過年度、附属小学校や大津市立青山小学校

と個々に実施してきたプロジェクトだったが、昨年度は草津

市教育委員会との連携で草津市内の複数の学校園で実施し

た。その振返りから、幼児の反応の高さや保育への組み込み

やすさから未就学児に特化して実施した。 

一般世帯におけるグリーン

インフラの普及を通じた都

市の魅力向上と減災に関す

る研究 

経済学部・環境総合

研究センター 教授 

田中 勝也 

国内の一般世帯を対象にグリーンインフラ（ Green 

Infrastructure：以下 GI）としての雨庭普及に関するアンケ

ート調査を実施し、日本でも適用可能な GIとその普及に向け

た政策を検討することで、地域の減災及び魅力向上の可能性

を探る。 
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かんがるーBOX（育児グッズのリユース）を通した地域共生のまちづくり 

滋賀大学 教育学部 准教授 平松 紀代子 

１． 事業ニーズに関わる社会的背景 

近年、様々な方面で社会の持続可能性を見据えた取り組みの促進を意識して具体的に SDGsの 17の目標が掲

げられている。そして生産者・生活者ともに積極的なアクションを起こし、身近な生活のなかで、できることに取り組む

工夫を重ねる大切さへの意識が高まっているところである。 

本事業は、SDGsの 17の目標のなかでも、「11住み続けられるまちづくりを」と「12つくる責任、つかう責任」に注

目したものである。育児環境に注目して近年の日本の社会的背景を俯瞰してみると、今から 40〜50年前の日本社

会には、多くの地域に親密な親族ネットワークや地域ネットワークが存在していた。成長のスピードが早い乳幼児が

使用する育児グッズ（子ども服やおもちゃ）は、使用期間が限定的でリユースできるものが多いことから、必要とする

家庭に「お下がり」という形で循環し、有効活用されていた。ところが次第に地域ネットワークが希薄化してくるなか

で、「お下がり」として譲る・譲ってもらえる対象が身近にいないケースが少なくないことや、使用したものを譲ることに

対して失礼になることを敬遠し、使用可能な育児グッズでも、廃棄処分される現状に注目した。そして社会の持続可

能性を高める１つの手段として、希薄化した地域ネットワークを補い、育児グッズのリユースを促進する仕組みの構

築可能性を模索した。 

 

２． かんがるーBOX（育児グッズのリユース）プロジェクトの概要 

本事業は、大学の人的資源（教員と学生）のマンパワーと物的資源である空き研究室を活用して一定量の物品を

整理し、収納・保管する試みである。少子化と言われる昨今であるが、今なお少なくない子どもたちが地域で生活し

ているが、直接的な繋がりが少ないのが現状である。そこで、それらの地域の子育て家庭同士を「かんがるーBOX」

を介在させることに間接的につなげ、育児グッズをリユースできる仕組みづくりを目指した。 

 

（１）育児グッズ提供の依頼 

プロジェクトの実施にあたり、滋賀大学教育学部大津キャンパスで展開している地域の親子のつどいの広場かん

がるーむ（2019 年 2 月から月２回午前中に開設）を拠点として、かんがるーむの運営に関わる教員と学生ボランティ

アでプロジェクトの企画を検討した。まず地域の幼稚園、保育園をリストアップし連携の可能性を検討した。滋賀大学

の近隣には複数の幼稚園、保育園が存在しているが、実際に育児グッズの提供を依頼して、どのくらいの量が集ま

るのかは全く予想できないため、まずは滋賀大学教育学部附属幼稚園と大津市立石山幼稚園の２園に協力依頼し

た。プロジェクト実施にあたり、幼稚園を訪問し、趣旨を説明したうえで協力を依頼したところ、いずれの園からも快諾

いただくことができた。そこで、幼稚園の保護者宛にプロジェクトの趣旨を説明した文書を家庭数配布し、各家庭で不

要になったものを提供いただき、それらを必要とする地域の家庭に届ける仕組みを作るために協力を依頼した。 

 

本プロジェクトで利用するかんがるーBOX と名付けた回収 BOX

は市販のフタ付きの収納BOXを利用した。事前に教育学部の学生

とともにラミネートしたイラスト（カンガルー、子ども服、おもちゃな

ど）をかんがるーBOX に貼り、子どもたちもこの活動に興味関心を

持ってもらえる工夫を施した。 
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本プロジェクトは大学教員と学生、幼稚園教諭と保護者、地域の育児中の保護者の３者が主として関わるもので

あるが、プロジェクトを進める過程で、幼稚園児への教育的効果も得られるようにという願いを込めて親しみを感じて

もらえるかんがるーBOX を準備した。登園の際に保護者に育児グッズを提供してもらうだけでなく、その際に保護者

や幼稚園教諭との会話を通じて、このプロジェクトの趣旨の一端を子どもなりに理解してもらうことや、自分でかんが

るーBOXに投入できるよう、主体的に関与してもらえる工夫をした。子ども自身が使ってきた服やおもちゃが、地域の

小さいお友達のところに届き、再び大切に使ってもらえるという仕組みは、単にモノを循環させるだけでなく、モノを大

切にする気持ちや他者を思いやるやさしい気持ちものせてこのプロジェクトを進めていきたいとの願いを込めたもの

である。 

 

（２）育児グッズ回収の経過 

2019 年 10 月にそれぞれ１週間ずつ幼稚園の玄関に育児グッズを回収するための収納 BOX（かんがるーBOX）を

設置させていただいた。事業の計画段階では、幼稚園に迷惑をかけないために回収期間中に教員と学生が連携し

て届けられた育児グッズを随時回収することを前提に回収用のバッグ等を準備していた。回収期間中に状況を確認

の電話連絡をさせていただいたが、両幼稚園ともこちらの負担軽減に協力的で、一時的に園長室等に物品を保管し

てくださり、回収期間終了後の１回のみの回収で作業を終えることができた。 

集まった育児グッズに注目すると、いずれの園でも予想以上の協力が得られた。そのため、今年度は２つの幼稚

園以外の園への協力は依頼しないことに予定を修正した。かんがるーBOXを置かせていただく時期を 10月としたた

め、ちょうど衣替えのタイミングであったことにより、多くの家庭の協力が得やすかったと考えられる。 

 

３． 提供された育児グッズ 

２つの幼稚園から提供いただいた育児グッズは、教育学部の学生が中心となって整理した。子ども服は冬物・夏

物の種類とサイズ別に整理する作業を行った。どのようなものがリユースで提供される傾向があるのか継続的に研

究する材料とするために分類した数のデータを記録した。おもちゃについては１点ずつ点検し、動作確認をしたうえ

で、消毒を施しリユースする準備を行った。 

さらに、これは予想していなかった本事業の副次的効果で、学生たちが提供された子ども服を観察するなかで、日

本の子ども服はサイズが身長を目安に表示されている一方で、海外の製品は月齢や年齢が表示されている違いに

対する気づきや、実際に子ども服に触れるなかで小さい子供の存在を身近に実感できる機会となっていた。学生が

自らの将来をライフデザインする意思決定するなかで、結婚・出産・育児というライフイベントを選択するのか、しない

のか、選択する場合どのタイミングで選択するのかということをよりリアルに検討する１つの契機となっていたことがう

かがえた。 

 

４． 育児グッズを循環させる仕組みの検討 

 準備段階では回収した育児グッズが地域の親子の手に届くようなマーケット開催の構想をしていたが、滋賀大学の

大学祭への出店は締切られており間に合わなかった。そこでマーケット開催は断念したが、お金を介在させずに育

児グッズを循環させる仕組みを検討した。 

 そこで、第１・３木曜日に開催している親子のつどいの広場かんがるーむの参加者に活用してもらえる取り組み「か

えっこバザール」を始めた。有償でのリユースではなく、かんがるーむに参加すると毎回スタンプが３つもらえるスタン 
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プカードを準備し、たまったスタンプで好きなおもちゃや子ども服と交換できる仕組みを始め、身近なところで循環の

仕組みが動き始めたところである。次年度も継続して幼稚園にかんがるーBOXを設置させていただけるよう依頼し、

かえっこバザールの取り組みの展開可能性をさらに模索するために、かんがるーむだけでなく、近隣のつどいの広

場へも出前する形で出向くことも視野に、活動をより良いシステム構築のために工夫と改善の余地について検討し、

このプロジェクトを広く展開してゆけるように検討してゆきたい。 
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地方自治体における保育士確保方策に関する調査 

滋賀大学 大学院教育学研究科 教授 奥田 援史 

びわこ学院大学 教育福祉学部 講師 川副 知佐 

びわこ学院大学 教育福祉学部 教授 奥田 愛子 

１． 課題の設定 

 2015年 4月に子ども・子育て支援新制度が始まった。この制度では、保育の量的拡充と子育て支援の充

実が重点施策である。前者の保育の量的拡充とは、幼稚園・保育所・認定こども園等に通える子どもの人数

を増やすことを言う。なぜ、そのことが目的となっているかというと、保育所に通うことができる状況（保

護者の就労や病気等で子どもを保育することができない）、いわゆる保育を必要とする状況であっても、子

どもが保育所等に通うことができない待機児童が増えているためである。そこで、待機児童を解消するため

には保育所を増設すれば良いことになるが、子どもの人口が減少するという状況にあってはそうはできない

ので、多くの地方自治体では次のような２つの対応をとることが多い。ひとつは、比較的入所定員の少ない

小規模保育や家庭的保育を機動的に設定することで入所定員を確保する。もうひとつは、３歳児以上の子ど

もが通う幼稚園は比較的定員の空きがあるので、幼稚園を認定こども園化して、３歳未満の子どもが通える

ことを可能にする。 

しかしながら、保育所等の入所定員が増えるということは、それに応じた保育士が必要となるが、保育士

を確保できない状況にある。保育士の必要な人数は、子どもの年齢に応じて次のように決まっている。子ど

もの年齢を０歳・子ども３人、１〜２歳・６人、３歳・20人、４〜５歳・30人に対し保育士１名が必要と

いう最低基準が設けられている。待機児童では１歳児前後の子どもが多いという特徴を踏まえると、待機児

童を解消するためには相当数の保育士が必要となる。 

子ども・子育て支援新制度では、2015年から 2019年までの５カ年の計画を策定することが求められてい

ることもあって、保育の量的拡充はそれなりの成果があったと考えられるが、保育士不足についてはまだま

だ十分な対応がなされていない。滋賀県における保育士求人倍率は、他府県よりも高い値であることから

も、保育士確保のための有効な方策が必要である。 

 

２． 調査の概要 

そこで本報告は、次の４つの調査を実施し、保育士確保のための有効な方策を提案することが目的であ

る。 

１）保育士確保方策に関する訪問調査、 

２）保育再就職者等への聞き取り調査、 

３）滋賀県における市町を対象とした保育士確保方策の調査、 

４）大学生を対象とした保育士への就職希望調査。 

各調査の主な結果は以下である。 

 

２−１．保育士確保方策に関する訪問調査について 

 神奈川県横浜市、千葉県市川市、等における保育士確保の担当課職員を対象に、面接調査を実施したとこ 

ろ、次のような結果であった。 
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・いずれも、保育士確保では困っているということであったが、大都市のため人の移動が大きい点が滋賀県

とは異なる。 

・幼稚園や保育所等は民間企業の運営母体が多いため、市としては保育士確保に関しては協力支援をしてい

る。給与と住宅手当への支援策が有効。特に都市部のため住宅手当は重要。また、人材派遣会社に委託す

ることで、人材を確保している。人材派遣会社は求人力が生命線。 

・中途就職等への応募が相当数あり、大学への求人とともに、求人説明会や人材派遣会社による求人説明会

の開催に力を入れている。中途採用人材バンクを設置。 

・潜在保育士の掘り起こしについては、実習の受け入れ、インターンシップ、保育人材バンク登録等を実施

している。保育体験やインターシップでアルバイト料を払うケースもある。 

 

２−２．保育再就職者等への聞き取り調査について 

 再就職者 11名を対象として、再就職の動機、再就職の重要な要因、保育士としてやりたいこと、再就職

のために必要な取り組み、等を中心に聞き取りをした。その主な結果は次の通りである。 

・処遇：責任の大きさ分の給料等が必要。 

・仕事に関する詳細な情報：勤務時間、休みなどの明確な条件。園で条件が異なる場合あり。園での配慮が

逆効果の場合も。 

・再就職までのアプローチの提示：ネットの求人、連絡先、勤務先の決定など。見学会や体験会があると良

い。 

・仕事のやりがいとマッチング：自分のやりたい仕事と勤務条件が合っているか。シニアの場合、やり残し

た仕事に取り組みたい。 

１）事例 Aについて 

この事例は、保育職へ再就職したケースである。Aは、大学卒業後、私立保育園で５年間勤務し、結婚を

機に退職した。その後、夫の転勤等で何度か引っ越しをしているが、各地で保育の非常勤職員として仕事に

就いている。その後、滋賀県に住み、社会復帰したいという気持ちが強まり、保育職へ再就職した。自宅近

くで、土曜の仕事からゆっくりと始めることからスタートした。見ず知らずの土地での職探しで、ハローワ

ークでは見つけにくかった。もっと情報提供があると良いと思った。地域密着の保育人材バンクや体験会や

見学会があると良いと思ったという。 

２）事例 Bについて 

この事例は、企業勤務を経て保育職に就いたケースである。Bは、高校卒業後、企業で働くものの、結婚

を機に退職した。結婚後、通信教育で保育士資格を取得した後、パート勤務をした保育所の園長の勧めで正

規職員として採用された。その後、妊娠・出産を経て復職するつもりであったが、復職後の子育てとの両立

と責任に見合わない給与を再考し子育てに専念した。子育てがひと段落したころ、院内保育園の保育者とし

て復職し、その間に幼稚園免許を取得。その後、新設のこども園に勤務することとなった。院内保育園での

少人数保育の経験が長いことから、縦割り保育を行いたいと思っていることが語られた。 

 

２−３．滋賀県における市町を対象とした保育士確保方策の調査結果について 

 滋賀県内の 16市町担当課から調査結果を得た。主な結果は次の通りである。16 市町のうち、質問「保育

士確保で困っていますか」では、困っている（ 14/16:16 市町のうち 14が困っていると回答）、少し困って 
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いる（ 2/16）という回答結果で、滋賀県内の全ての地方自治体で保育士確保は難しい状況にあることがわ

かる。また、調査結果から、質問「保育士の処遇を改善した」では、改善した（8/16）、少し改善した

（5/16）であった。質問「保育士が働きやすい環境（勤務時間）を整えた」では、整えた（4/16）、少し整

えた（6/16）であった。質問「働きやすい環境の雰囲気に関する研修などの実施に努めている」では、努め 

ている（6/16）、少し努めている（7/16）であった。これらの結果から、処遇改善、労働条件見直し、保育

体験会、インターンシップ、情報サイトの作成など、多様な保育士確保方策を実施していることが明らかと

なった。しかしながら、就職に向けた保育体験やインターンシップ、各保育所での説明会や見学会、大学等

での就職説明会、保育士情報 WEBサイトななどについては約半数程度の市町でしか実施していないことも明

らかとなった。こうした保育士確保方策のうち、どの方策が有効かと質問した結果、次のような方策であっ

た。待遇（給料）改善、休日・休暇の取りやすさ、勤務時間の柔軟さ、仕事のやりがい、通勤時間、保育方

針、職場の雰囲気、住居手当・通勤手当、将来性・安定性、有給休暇の取得、社会的地位、等という順で、

処遇面が最も重要な方策であり、次に労働条件（勤務時間や休日など）を整えることが有効な方策と整理で

きる。 

２−４．大学生を対象とした保育士への就職希望調査結果について 

 保育士養成校２大学 117名から回答を得た。主な結果は次の通りである。まず、保育士として就職する際

の条件については、「職場の雰囲気」「自分の能力や適性に合っていること」「仕事のやりがい」「給料面」な

どを重視しているという結果であった。保育士の就職活動をしやすくする条件については、「保育体験（イ

ンターンシップ）がある」「保育所の見学会や説明会がある」「大学の教員や就職支援課などからの紹介」

「複数の試験日程がある」「試験科目を選択できる」などを重視していた。大学生が最も重視している確保

方策のポイントは、職場の雰囲気、給料面・勤務時間、仕事のやりがい、保育方針である。 

 

３． 総括 

 本調査の結果を踏まえると、保育士確保方策のためには、次の方法が有効と考えられる。 

１．給料等の待遇、勤務時間、休暇取得などが他業種と比較して低い水準にあるならば、より良いレベルに

引き上げること。 

 訪問調査及び学生の調査の結果からも明らかなように、給料等の待遇条件は就職決定の重要な要因であ

る。特に、近隣地域における保育士の給料等を比較して就職地を決めているという学生が多くいる。また、

再就職等では、保育業務の大切さとともに、危険と隣り合わせにある仕事であるという認識もあり、それに

応じた給料等の処遇が必要であると言及するケースもあった。一方、都市部では、住宅手当（約８万円）も

就職地を決める要因のひとつとなっている。 

２．就職（新卒学生用、中途就職者用）までのロードマップを提示すること。 

 今回調査の回答を得た地方自治体において、様々な保育士確保方策がとられていることがわかった。しか

し、それらの方策がどのようにつながっているのかは、学生にも中途就職希望者にもあまりわかっていない

のではないかとか思われた。例えば、４月就職説明会、５月体験会、６月採用試験説明会、７月採用試験一

次、８月採用試験２次、９月採用試験合否発表、10月講師説明会、１月研修会、３月勤務地決定、訪問体

験といったロードマップが提示されると良いと考えられる。 

３．保育士募集のために、専門家を配置すること、または人材派遣会社に委託すること。 

 継続的に保育士の確保に努めていくならば、専門職を置くべきである。または外部委託すべきである。 
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地域連携教育研究事業 ① 

研究員派遣による学校支援に関する研究（理科） 

滋賀大学 大学院教育学研究科 教授 藤岡 達也 

１． 事業名および担当者 

事業名は、滋賀県の理科教育に関する実践的研究であり、担当者は以下のとおりである。 

教育学系：藤岡達也（代表） 

滋賀県総合教育センター：不破徹也(係長）、多田尚平（研修指導主事）、田中美甫（研究員） 

近江八幡市立八幡小学校：藤居智子、瀬津朋也、安田章子（教諭） 

野洲市立三上小学校：門坂エリ、三村咲嬉、岩見一樹、松尾朋弥、渡辺直（教諭） 

 

２． 事業の目的 

今年度は「問題解決の力の育成を目指した小学校の理科の授業づくり」をテーマに挙げ、県内の２校の小学校の

協力をもとに、児童が理科の見方・考え方を働かせるための指導の充実をねらいとした。つまり、例年のように学校

を超えたプロジェクトチームをつくり、共同で実践に取り組むのではなく、選定された近江八幡市立八幡小学校と野

洲市立三上小学校の中で課題解決に向けた方向性を探るものであった。 

方法としては、従来と同様に指導案に基づいた実践授業を複数回行なう。特に新学習指導要領のねらいを踏まえ

た授業の改善を追究し、児童の問題解決能力を図った。研究の進捗は授業を該当する小学校の教員間で共有する。

また、本研究での成果は、教育センター及び関係教員・所属学校だけにとどまらず、広く県内外に紹介し、本県の理

科教育の振興につながるように配慮する。 

 

３． 事業の概要 

本研究では、令和２年度から小学校において，新学習指導要領が全面実施となる背景を踏まえて、問題解決の

力の育成を目指した授業づくりの実現のために、問題解決の力を系統的に整理した。次にそれを基に、各学年での

達成基準を作成することを主眼として取り組んだ。達成基準を設定することによって、児童を的確に見取ることや児

童が理科の見方・考え方を働かせて学習するための工夫や情報共有を重ねた。 
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本研究では、学習者が問題解決をするための力を育成するためには、個々の児童の現状を指導者が的確に理解

する必要があるという認識に立って研究が進められた。本研究において、校内研修等で、担当教員が共通の認識を

持ち、さらには児童が自分の理解の段階がどこにあるのかを掴むことができるように４段階の「達成基準」の作成が

検討された。 

理科の見方・考え方と言っても、「エネルギー」「粒子」「生命」「地球」のそれぞれの領域によっても捉え方が異なる。

「エネルギー」では量的・関係的な視点、「粒子」では、質的・具体的な視点、「生命」では、共通性・多様性の視点、

「地球」では、時間的・空間的な視点を問題解決の基本的な見方としたが、これは学習者だけでなく、指導者にとって

も、領域ごとに異なった見方をするのは必ずしも容易ではない。特に身近な地域をテーマとしても学習指導要領の取

扱い範囲では限界があった。 

 

＜総合教育センターにおける研究発表及び課題について＞ 

2月 14日には研究協力校の教員も参加し、2年間派

遣された研究員の最終発表が行われた。令和 2 年度

から全面実施となる新学習指導要領では、これからの

時代を踏まえ、理科についても新たな学びが求められ

ている。今回は本稿で述べたような達成基準について

は確立されたが、課題解決の前に必要な課題発見、そ

れぞれの学びの段階における教員側の働きかけにつ

いての観点は継続的な課題である。教員側の授業づく

りの課題として、「結果」「考察」「まとめ」の流れがうまく

できない、日常生活につなげたいがつながらない、指

導と評価の一体化が困難である、思考プロセス掌握の

ための確認時間や方法などが不十分という、担当教員の悩みも明確になった。具体的な授業の構築の中でこれら

の解決が求められる。 

 

４． 今後に向けて 

これまでの小学校段階の授業実践を見ても、子供たちは理科に対しての興味・関心は高く、授業の理解度も他の

教科以上に高いと言える。しかし、中学校になれば、小学校と逆転して、理科に対する理解度，興味・関心すら低下

する。これは滋賀県に限ったことではない。実は小学校高学年段階からその兆しは見えるのである。中学校以降、

理科の授業の中で目に見えない現象等に対して、数式やモデルを用いるなど、抽象的な思考になると、思考・判断・

表現が弱くなるのは事実である。小学校段階からの実験・観察時にでもこのことを踏まえたり、考慮したりする取り組

みは今後一層求められる。 

また、本稿でも記したように、一口に理科的な見方・考え方と言っても領域によって、様々なケースがあり、それに

ついても指導者は理解する必要がある。しかし、働き方改革とは矛盾するようではあるが、子供たちへの見取りの時

間がより求められる現状がある。この解決においても「達成基準」は効果が期待できる。 

今回の実践的研究は、対象となった 2 校だけでなく、滋賀県の学力向上にも関連することであり、派遣された研究

員が交代しても今後の継続的な取組に期待したい。 
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地域連携教育研究事業 ② 

学校アート化計画『グリーンちゃんがやって来た』 

滋賀大学 教育学部 教授 藤田 昌宏 

１． 事業名および担当者 

事業名は「学校アート化計画『グリーンちゃんがやって来た』」であり、担当者は次のとおりである。 

教育学部：藤田昌宏（代表者） 

草津市教育委員会：松岡秀樹、山本一成（生涯学習課）、田辺裕嗣（幼児課） 

草津市立ふたばこども園：南川千秋（園長）、関正朗（副園長）、左田野篤子（副園長） 

 

２． 事業の目的 

本プロジェクトは、子どもたちが多くの時間を過ごす学校園という空間をアート作品で“異化”するもので、数年来藤

田が『グリーンちゃんプロジェクト』と銘打って取組んできたアート活動の学校版。アート作品の存在を引き金に、非日

常がもたらす子ども等の身の回りの様々な事象の発見（学校園探検や“学校の怪談”の物語創作など）をすることを

促す。そして、そこから生まれる色々な反応に呼応する形で、教員保育士が日常の学びに展開し、アートの可能性を

広げることを目的とする。 

 

３． 事業の概要 

30cm前後の立体作品『グリーンちゃん』と『ミドリグマ』，ミドリグマの人間サイズの造形物（いずれもプラスティック

製）を、日替わりで園庭、教室、遊戯室など設置する場所・数を変えて設置展示する。展示中に起る子どもたちの反

応を教職員に観察してもらい、その聞き取りやそこから生まれた活動を記録していく。過年度、附属小学校や大津市

立青山小学校と個々に実施してきたプロジェクトだっ

たが、昨年度は草津市教育委員会との連携で草津市

内の複数の学校園で実施した。その振返りから、幼児

の反応の高さや保育への組み込みやすさから未就学

児に特化して実施した。 

 

＜連携の経過＞ 

6月 17日（月） 市教委の松岡氏と山本氏と今年度の

取組みを協議した。事業の対象を幼児に絞って行なう

こと、対象園を昨年度積極的に関わって下さった関先

生のおられるふたばこども園とすることを内定した。 

7月 31日（水） 市教委の 2人に加え幼児課田辺裕

嗣氏とこども園を訪問、南川園長と関副園長と開催の

時期と展示方法・場所、開催までの園内での本事業

のコンセンサス生成について協議した。 

11月 8日（金） 市教委 2人とこども園を訪問、学校ア

ート化計画についての園内での先生方の反応を聞 
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き取りつつ、園児との出会わせ方・日毎の展開について話合い、園児や先生方の反応に合わせ、関先生を中心に園

の方の判断でフレキシブルに対応してもらうことを確認。 

11月 15日（金） 園児に気づかれないように留意しながら作品を園に搬入。12月の展示を前にして先生方に実物を

手にしてもらい、先生方の本事業への理解やイメージを事前に持ってもらう期間とした 

 

 

 

 

12月 2日（月）〜9日（月） 初日にミドリグマを 2.3歳児の教室に１体ずつ出現させる。2歳児は赤ちゃん人形同様

にママゴト遊びを、3 歳児は遊戯室などに連れ歩いたり、創作した話を語る。二日目、1.5歳児の教室にもクマ出現。

1歳児で発見した幼児がずっと手放さず添い寝。5歳児では園内の探索がスタート。三日目、4歳児の教室にクマ出

現、エントランスにはグリーンちゃんも出現。四日目、園内のクマとグリーンちゃん増殖。園児は日常に戻りぎみ。五

日目、人間大クマが玄関に出現、よじ登る園児も。六日目、園児の目を盗んで園内の全ての展示を撤去。 

12月 16日（月） ふたばこども園にて関先生や左田野先生らを交えて今年度の取組みを分析した。クマなどに強い

愛着を示しつつ、個々の反応で独占したり一緒に遊んだり、教職員からの数々のエピソードとその背景にあるそれぞ

れの保育環境などを聞き取った。 

 

４． 今後に向けて 

四年前から始まった『学校アート化計画』だが、いくつかの小学校と幼稚園（こども園）での展開を経て、今年度草

津市との連携により乳幼児を対象に行なった。プロジェクトを通じて、小学生らと比べ乳幼児の反応には直情的に強

いものがあるのを確認した。しかし、乳幼児だけの活動ではその現象を彼らの日常（保育や生活）の中でさらに広げ

るには難しく、アートの可能性を繋ぐために保育士教員などの働き掛けで“物語”への昇華が必要ではないかと考え

る。これらをふまえ草津市の「次世代文化体験プロジェクト」ともどう接続するか検討し展開していきたい。 

  

こども園での展示風景（教室） 職員室前カウンター 園児に隠されたミドリグマ 

ミドリグマを抱いてお昼寝 ミドリグマと一緒にママゴト ごっこ遊び（散髪屋さん） 
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一般世帯におけるグリーンインフラの普及を通じた 

都市の魅力向上と減災に関する研究 

滋賀大学 経済学部・環境総合研究センター 教授 田中 勝也 

１． 課題の設定 

近年、台風やゲリラ豪雨などによる浸水や土砂災害などの被害が増加しており、2018年の水害被害額は、全国で

約 1兆 3,500億円と統計開始以来最大となった（国土交通省 2018年）。過去に経験のないスケールでの集中豪雨

に対して、既存のグレーインフラだけでは対応しきれず、その整備・維持への財政余力にも限界がみられるのが現状

である。 

そのような中で、グリーンインフラ（Green infrastructure）という考えに注目が集まっている。グリーンインフラとは、

自然の機能や仕組みを活用した社会資本整備、土地利用の考え方である。コンクリートなどの人口構造物から成る

既存のインフラ（グレーインフラ）は、導入した直後から効果を発揮し、単一的目的には機能する一方、多大なコスト

を必要とする上、自然環境を大きく損なう状況が生じかねない。それに対して、グリーンインフラは植生など本来の自

然の機能を活かし、防災・減災だけでなく生物多様性保全や景観向上など、広く生態系サービスの機能を発揮する

点が特徴である。持続可能な都市形成の観点からも、グリーンインフラを活用した災害対策は、今後更に求められる

ものと考えられる。 

しかし、現時点では国内におけるグリーンインフラの認知は限定的であり、その経済的価値の評価も十分に進んで

いない。特に公有地と比較して、私有地におけるグリーンインフラは知見が蓄積されておらず、定量的研究はほぼ皆

無の状態である。 

そこで、本研究では、私有地における小規模グリーンインフラである雨庭（rain gardens）を分析対象に設定し、一

般世帯の雨庭に対する選好を定量的に評価する。筆者の知る限り雨庭に関する定量的分析は国内はもちろん海外

でも例がなく、本研究が初の試みとなる。アメリカや EU 地域では導入が進みつつある雨庭を、日本ではどのような

形で取り入れていけばよいのかについて、オンライン調査によるデータと選択型コンジョイント分析によって明らかに

していく。 

 

２． 分析手法 

２−１．選択型実験 

本研究では、選択型実験（choice experiments）の手法により、一般市民の雨庭に対する選好を定量的に分析す

る。選択型実験とは、最適な商品コンセプトを決定するための代表的な多変量解析を用いた分析方法で、個別の要

素をではなく商品全体の評価（全体効用値）をすることで、個々の要素の購買に影響する度合い（部分効用値）を算

出する。本研究では、一般世帯のグリーンインフラとしての雨庭の普及施策をプロファイル化し、各プロファイルに対

する回答者の選好を定量化するためのアンケート票を設計した。プロファイルにおいて考慮した施策属性は以下の

5つである。 

① 在来種の植え付け（SPECIES） 

日本列島には 7,000種類もの植物が生育しているにもかかわらず、緑化に使われる植物のほとんどが外来種か

日本に生育するものと同じ種類の外国産の植物である。そこで、地域に自生する在来種の植え付けを義務化し、 

雨庭が生物多様性保全にも貢献することを目指すものである。 
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② 水面の有無（POND） 

雨庭には池などの水面のあるものとないものがある。水面を有する場合、水源涵養能力や景観の向上に寄与す 

る一方、水面の維持管理に追加的な費用が必要となる。 

③ 貯めた水の利用（TANK） 

自宅の屋根に降った雨水をタンクなどに貯めておくことで、庭の水仕事や洗車などに利用することができる。水道

代の節約のほか、自然災害時の断水対策にもなる。 

④ 雨水流出の削減率（RUNOFF） 

導入した雨庭による雨水の表層流出削減量である。 

⑤ 1年あたりの面積あたり助成金額（PAY） 

今回の実験は、雨庭導入に関わる初期費用はすべて市が負担するものとして、助成金は雨庭の維持管理のため

のものとした。一世帯あたりの年間助成金額である。 

以上 5つの属性を評価対象とし、属性水準の異なる 2種類の雨庭から回答者に好ましい方を選んでもらう形で実

施した。また選択肢には 2種類の雨庭のほかに、「雨庭を選択しない」を含む合計 3択とした。 

実際に使用した選択カードの例を図 1に示す。調査では、異なる属性により 4問繰り返す形式を 1セットとして、

それを 4バージョン作成し、ランダムに各回答者に提示することとした。 

 

 

図１ 選択カードの事例 

 

２−２．アンケート調査 

調査は 2019年 12月に、彦根市内で庭付き一軒家に居住する 1,200世帯を対象に実施した。調査票はオンライン

形式で Qualtrics により作成し、調査票サイトにアクセスするための QR コードと調査依頼状を封筒に入れて各世帯

に配布した。この手法により、従来の紙媒体の調査と比較して大幅に費用を節約することができた。配布した 1,200

世帯のうち、140 世帯より回答が得られた（回答率 11.7%）。そのうち、選択型実験に回答した 126 世帯を対象に、分

析を実施した（最終有効回答率 10.5%）。 
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モデルの推定では、回答者の異質性を考慮した混合ロジットモデルによる推定をおこなった。変数選択では、上記

の 5 属性に加えて、回答者のコントロール変数として、選択肢固有定数項（ASC）と女性ダミーとの交差項（ASC×

FEMALE）および雨庭知識ダミーとの交差項（ASC×KNOW）を推定モデルに加えた。また比較のため、交差項を含め

ないモデルの推定と、回答者の異質性を考慮しない条件付ロジットによる推定もおこなった。 

 

３． 分析結果 

表 1は、条件付ロジット（CL）および混合ロジット（ML1, ML2）による 3種類の推定結果を示したものである。全モデ

ルを通じて、在来種の植え付け（SPECIES）および水面の有無（POND）は一貫して負で有意であり、在来種の植え付

けを義務化することや水面を設置することは、回答者の効用を押し下げる要因であることが示された。また、年間助

成額（PAY）はいずれのモデルでも正で有意であり、助成額の増加は回答者の効用を有意に増加させる要因である

ことが示された。 

 

表 1 条件付ロジット（CL）および混合ロジットモデル（ML1, ML2）による雨庭の選好の推定結果 

 

 

雨水の利用（TANK）および流出削減量（RUNOFF）の係数については、モデルにより異なる結果となった。回答者

の異質性を考慮し、かつ回答者属性をコントロール変数に加えた結果（ML2）では、雨水の利用（TANK）は正で有意

な結果となった。このことは、雨庭に雨水再利用タンクが備わり、雨水を有効活用することで効用が増加することを示

している。ただし有意水準は 10%と低く、モデルにより結果が異なるため、この属性については今後更なる検討が必

要といえる。 
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なお、雨水の流出削減効果（RUNOFF）は、統計的有意性が確認されなかった。雨庭がもたらす流出削減による洪 

水リスク軽減の受益者は、回答者だけでなく、大多数は浸水リスクが高い地域に居住する他の人々である。その意

味で流出削減効果の私的便益は限定的であることから、有意性が示されない結果になったと考えられる。とはいえ、

この属性は雨庭のグリーンインフラとしての機能を決定する重要なものであるため、その便益の公共性を念頭に置

いて普及施策を検討することが必要といえる。 

 

４． 最後に 

2019年 8月に採択決定の通知を受け、大急ぎで実施した調査研究であったが、当初の想定以上の結果が得られ

たと考えている。本研究の分析結果は、アジア環境資源経済学会（AAERE）2020 年大会（8 月、ソウル国立大学）で

報告予定であったが（Tanaka, Otsubo, Yamaguchi 2020）、コロナ渦の影響で大会が 1 年先に延期となったため、先行

して国際英文誌に投稿する準備を進めている。また、本研究のアンケート調査に携わった学生は、本研究の結果を

基に卒業論文を執筆し、無事に卒業することができた（大坪 2020）。現在は、雨庭にも関係する大手ディベロッパー

企業に勤務している。本助成により学術・実務の両面で貴重な機会を得ることができた点、産学公連携推進機構の

関係者各位にお礼申し上げたい。 


