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１．はじめに

　地域課題が多様化する中、行政だけではなく、住民

自身にも公共サービスの担い手として、主体的な活動

を行うことが求められている。そのためには、住民の

側において意識の変化が必要となるが、とりわけ都市

の住民にとって、生活環境としてのまちを、直接的に

自らの課題と捉える機会は決して多いとは言えないの

ではないだろうか。　　
　こうした課題認識に立つと、まずは、住民自身が身

近な課題に意識を向ける機会を増やすこと、さらには、

地域活動の担い手となる人材を育成していくことが必

要となる。すなわち、子どもを含めた多様な世代がま

ちづくりに関わる仕組が求められる。

　子どもがまちづくりに参加することは、次代を担う

人材の育成にとどまらない。子どもへの関わりを通じ

て、大人の関心や参加を高める効果も期待できる。　
　子どもの参加という点では、たとえば、授業の一環

として環境に関する教育がなされていることから、こ

うしたテーマは子どもが参加しやすい取組の一つであ

る。したがって、本稿では、地域課題の解決に向けた

主体的な活動に焦点をあて、子どもを軸として多様な

世代が協働する、持続可能な環境づくりのあり方につ

いて考えてみたい。

２．兵庫運河・真珠貝プロジェクト

兵庫運河・真珠貝プロジェクト（以下、プロジェク
１ト） は、神戸市環境局が2005年10月から実施した水

質浄化実験をきっかけに始まった。二枚貝は摂食の際

に大量の水をろ過し、水質を浄化する作用がある。神

戸市環境局は「真珠のまち神戸」における水質浄化の

シンボルとして二枚貝の一種、アコヤ貝に着目し、兵
２庫運河 で生息実験を行った。その結果、2006年12月

には成長したアコヤ貝から真珠を取り出すことに成功。

この活動を市民の手で継続していこうと、2007年に兵

庫区内の小学校PTA役員の有志が集まり、プロジェク

トを立ち上げた。現在、兵庫区内だけでなく、神戸市

全域から多数の応募があり、抽選で約50組の小学生と

その保護者が親子会員として参加している。

プロジェクトの会長である道林幸次氏によると、こ

の活動の目的は、アコヤ貝から真珠を作ることではな

い。第一に、貝を育てることで生き物の命にふれ、環

境の持つ意味を経験から学び、自分たちに何ができる

のか、何をする必要があるのか、という問いを巡らせ

ることである。第二に、アコヤ貝の持つ水質浄化作用
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により、兵庫運河の環境改善を図ることである。

(1)活動の内容

　親子会員の活動は移植式から始まる。毎年6月下旬

に開催される移植式では、子どもたちが貝への核入れ
３に挑戦する。プロジェクトに協力している大月真珠

の社員が子どもひとりひとりの手を取りながら、順番

に核入れを行っていく。核入れの順番を待っている子

どもたちは、後述する子どもスタッフが作った真珠や

兵庫運河にまつわるクイズラリーを楽しんだり、県立

兵庫工業高校の高校生たちと兵庫運河のプランクトン

などを顕微鏡観察する。その後、挿核を終えた貝が

入ったカゴを、運河に浮かぶポンツーン（浮き浅橋）

から吊るす（写真1）。最後に、みんなで「海の贈り

物」であるトコロテンを食べて、これからの育成作業

を一緒に頑張っていこうと誓い合う。

　7月から12月までの毎週末、育成作業とガーベージ

作業を行う。育成作業では、アコヤ貝の表面に付着し

た泥や藻、フジツボなどをタワシで丁寧に擦り除去す

る（写真2）。夏場は泥の臭いも強く、子どもたちも

初めは気持悪いと消極的だが、貝を一生懸命に磨くう

ちに元気に育ってほしいとの思いが芽生える。水温や

塩分、溶存酸素のデータを採取し、兵庫運河に住む生

き物を調べ、貝の生育を見守っていた。

　ガーベージとは、運河の水面にあるゴミの回収作業

である。地元漁業組合の漁師が船を貸してくれる。時

には動物の死骸を見つけることもあるため、基本的に

は大人スタッフがガーベージ作業を行う。子どもたち

は回収したゴミを見ることで、道路に何気なく捨てた

小さなゴミが、風に飛ばされたり雨によって運河に流

されるのを知り、環境問題は生活に密着していること

を学ぶ。

　12月には、育てた貝から真珠を採取する。その後、

大月真珠の社内で塩磨きなどの洗浄処理を行ったもの

を、ブローチやペンダントなどのアクセサリーやスト

ラップにしていく。アコヤ貝の貝殻では、ペーパー

ウェイトや風鈴などの作品を作る。

　2月には、活動の締めくくりとして成果発表を行う。

成果発表では、真珠を使ったアート作品や環境調査研

究作品の展示、育成活動の報告などを行う。また、県

立兵庫工業高校デザイン科の生徒が作成した衣装を着

て、真珠のオリジナルアクセサリーを披露するなど、

ファッションショーも行っている。真珠をテーマとし
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 たピアノ演奏や、詩の朗読もあり、子どもたちは様々

な方法で一年間の活動を披露する。成果発表は、子ど

もたちが自分を表現する場として位置付けている。

　その他にも、8月には夏休みの自由研究の実施、9月

には地元の「兵庫運河祭」に参加して作品づくりコー

ナーを設置。より多くの人に参加の機会を提供すると

ともに、地元小学校の環境体験学習としても機能して

いる。

写真1　ポンツーンに立つ子どもたち　2014.6.28撮影

写真2　育成作業をする親子会員　2014.10.19撮影

(2)活動を支える仕組み

　活動資金については、会費（親子会員2,000円／年、

賛助会員1,000円／一口）と兵庫運河のガーベージ作
４業などに対する助成金 で賄っており、スタッフは全

員がボランティアである。親子会員の対象は、小学生

とその保護者で、活動は6月から2月下旬まで。支出の

多くは募集のための広報費で、毎年フルカラー印刷の

チラシ9万枚を作成し、神戸市内の全小学校に募集案

内を配布している。できるだけ広く開かれた活動であ

りたいと、希望する小学生が自由に参加できる機会の

提供を心掛けている。そのため、会費を低く抑えると

ともに、小学校を通した周知を図っている。

　運営にあたっては、これまでに親子会員として参加

したメンバーの有志が、役員スタッフとなっている。

2014年の役員スタッフは、21家族（大人25名、子ど

も24名）で、役員スタッフ以外にも、神戸市環境局の

実験協力企業でもあった大月真珠が全面的にサポート

している。また、当初より、県立兵庫工業高校や漁業

組合が、地元の活動としてプロジェクトを支援してい

る。

　このように、大月真珠をはじめとした、専門的な指

導や研究を手伝ってくれるアドバイザーやサポーター

がおり、本格的な水質調査や生物観察ができる。道林

会長が「本物でないと子どもは満足しない」と述べる

ように、活動が単なる運河遊びではなく、「理科室か

らアートまで」をコンセプトに、幅広い活動の機会を

提供して、子ども自身が興味のあるテーマを見つけら

れるように設定している。

３．子どもスタッフ

　親子会員として、この活動に参加できるのは一年限

りである。参加者のなかには、活動の継続を希望する

子どもがおり、2014年度は24名（小学生11名、中学

生8名、高校生5名）がスタッフとして活動した。単な

る体験遊びで終わらない実質を備えた活動は、子ども

たちの探求心を刺激し、活動を続けたいという気持ち

に繋がる。子どもスタッフは、親子で会員になること

が原則のため、子どもの強い希望でスタッフになった

親もいるが、親スタッフは「活動を通じて、子ども同

士の縦の繋がりができるのも嬉しい」と話しており、

親として活動を評価している。　
　子どもスタッフの仕事は二種類ある。一つは活動の

運営である。育成作業の補助として道具類の掃除など

を行い、行事の企画・運営に携わる。もう一つは、そ

れぞれの興味あるテーマや課題を見つけ、行動するこ

とである。運河に生きる生物の調査をする、貝の成長

を調べるために個体識別調査をするなど、一年間を通

して「確かめる」ことを続けて、知的好奇心を満たす

のも、子どもスタッフの重要な役割である。

(1)大人から頼られるということ

 　中・高生のスタッフに、子どもスタッフと親子会

員のどちらが面白いか質問したところ、スタッフ活動

の方が面白いと即答した。活動を続ける理由は、第一

に、活動そのものが面白く、魅力的だからである。

「面白いから来ていた。来ていたら、いつの間にかス

タッフになっていた」という言葉に代表される。

　第二は、大人との関係性が大きい。大人スタッフか

ら信頼されていることが、子どもにとって活動を魅力

的にしている。大人から頼りにされ、それに応えると

いう関係は、参加者ではなくスタッフ側にいるからこ

そ経験できるものであり、高校生の「（大人と）同様

に使ってくれる」という発言や、中学生の「大人と一

緒にできるのが楽しい」という感想になる。スタッフ

活動での、大人からの期待や承認を交えた受容的な関

わりが、子どもスタッフの意欲を促している。

(2)子どもたちの気づき

　2月の成果発表は、子どもスタッフが企画や運営を

行う。「（成果発表での）ファッションショー（など

の様々なプログラム）は子どもがメイン。大人はアシ

スタントとアドバイス」であり、自分たちが中心とが

13 



14 

なって案を練り、工夫しながら運営してきたという自

負がある。 
　同時に、高校生スタッフが「子どもでは完全に運営

（すること）はできない」と発言するように、大人が

支えていることにも気がついている。スタッフとして

活動する子どもたちは、日ごろから大人と一緒に運営

側の取組に関わっているからこそ、支えてくれる多く

の大人たちの存在も認識しており、感謝の気持ちを

っている。この気づきが、自ら役割を見つけ、修理や

清掃をはじめとする裏方の仕事を率先して行うなどの、

協調的な行動を促している。そして、プロジェクトの

活動に誇りをもって、「環境を大切にしてほしい」、

「たくさんの人に体験してほしい」、「いろんなこと

に興味を持ってほしい」との発言に繋がっている。

４．継続の秘訣

　道林会長によると、活動を継続させる秘訣は三点あ

るという。第一は人である。役員スタッフも活動内容

も変化していくことが重要で、一部の固定メンバーに

よる閉鎖的な活動は、活動そのものを硬直化・沈滞化

させるため、プロジェクトでは開かれた活動を心掛け

ている。参加したい人が自由に参加でき、メンバーは

互いに忌憚なく話し合える雰囲気をつくることが重要

である。第二は、財政的自立であり、助成金に依存し

ない活動を目標とする。プロジェクトは、子どもの育

ちを目的としており、この活動に収益事業はそぐわな

いとしているが、助成金に依存するだけでは活動の継

続性は保てないため、会費と助成金とのバランスが求

められる。第三は、外部の協力である。外部からの協

力を得られる活動とは、広く社会から支持され、社会

に資する活動であることを意味する。様々な角度から、

多くの人や地元企業などが活動に関わることで、子ど

もの豊かな育ちに寄与する。

　筆者としては、これら三点に加え「情報共有」を挙

げたい。プロジェクトでは、これまでに蓄積した成果

をデータとして積み上げ、課題を検証し、改善して体

系化させている。運営をシステマティックにしたこと

で、スタッフ全員が必要な情報を共有しつつ、それぞ

れの役割を果たすなど、適切な活動に寄与している。

　また、ボランティア活動は楽しむことが重要であり、

同時に、活発な活動にはスタッフの負担がかかる。だ

からこそ、疲れ切ってしまうほど頑張りすぎないこと

も、活動を継続させるためには重要である。スタッフ

が自由に入れ替わり、メンバーの新陳代謝を図ること

ができる土壌づくりが必要といえる。つまり、変化を

楽しめる組織風土が、プロジェクトの強みであり、活

動を継続させる原動力でもある。

５．おわりに

　プロジェクトは、地場産業である真珠をテーマとし、

環境教育を通して子どもの育ちを応援するというボラ

ンティア活動である。誰もが受け入れやすい内容のた

め、賛同や協力を得やすい。専門家にとっても、支援

する内容が明確で専門性を活かせるため、活動目標に

向かったネットワークをつくりやすい。そのため、結

果として、現役世代である大人たちの地域活動への主

体的参加機会の醸成と、子どもたちを次代のまちづく

りを担う人材として育成すること、この二つの価値を、

同時に獲得する取組であると評価できる。

　会員は、一年間の活動を通して、緩やかな繋がりが

できる。中学生スタッフが「お母さん同士が友だち」、

「お母さんも楽しんでいる」と話すように、スタッフ

になる時点では、他のメンバーとの間に仲間意識が成

立し、楽しんで参加できる土壌がある。また、活動に

参加している保護者たちは、道林会長が「熱心な親が

多い」と表現するように、環境や教育に係る活動を価

値あるものと評価し、子どもに色々な体験をさせてあ

げたいと考える人が多い。自分たちが費やす時間と労

力は、子どもや自分たちが活動で得られる経験と相関

すると考え、活動を肯定的に捉える。活動を楽しめる

保護者は、活動に協力的で協働することができるため、

保護者自身も社会資源となる。

　さらに、子どもスタッフ経験者の中には、設立当初

より参加している者もおり、高校生スタッフや若者サ

ポーターとして活動を支えている。彼らは参加する当

事者であると同時に、学童期の子どもと保護者世代の

大人を繋ぐ役割も担っている。主体的に活動してきた

子どもたちは、大学生や社会人になっても必要な時に

は協力してくれる頼もしい存在である。

　このように、世代を超えた多様な主体による活動、

とりわけ、子どもが参加する取組は、地域活動やまち

づくりの取組において、将来にわたる持続可能性を大

いに高めることにつながるものと言えよう。

＜注＞

１）兵庫運河・真珠貝プロジェクトHP
http://sea.ap.teacup.com/hyougounga/

２）兵庫運河は日本最大級の運河で、明治期に開削さ

れ、輸入材木の貯木場として利用された。現在は、レ

ガッタ競技や祭りなどのイベントを行い、地域の憩い

の場として親しまれている。

３）㈱大月真珠は、神戸市中央区にある真珠加工・販

売業者。2007年以降、毎年、母貝の提供と技術指導

を行うなど、プロジェクトの活動を支えている。

４）神戸市兵庫区役所の兵庫運河活性化助成金や、大

阪湾広域臨海環境整備センターの環境保全市民活動等

助成金。
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