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新しい居場所づくり 〜プレーパークモデル事業in西成〜

大阪市立大学地域連携センターは、西成区の津守
小学校・幼稚園の敷地内にて、平成27年3月25日か
ら3月29日の5日間にわたり、プレーパークモデル事
業を実施しました。
この事業は、平成26年8月に大阪市立大学地域連
携センターが大阪市西成区より「プレーパーク事業
調査業務」の委託を受け、西成区内でのプレーパー
ク常設化にむけての調査・事業試行の一環としてお
こなったものです。
地域の方が率先してボランティアとなり、子どもと
遊びを通じての交流や、地元の企業による職業体
験、NPOや本学の学生・教職員等との協働により、
さまざまな企画の実施が可能となりました。提供さ
れる遊びという要素だけではなく、5日間の中でも
実施方法を変えてみたりしたことで、子どもの創造
性や探究心を垣間見る場面もあり、また、大人と子
どもという関係を実際に接しながらお互いに学ぶ場
面や課題もたくさん見えました。しかし、それ以上に
得た効果は大きいと思われます。
地域の資源ともいえる小学校跡地を利用するか
らこそ、プレーパークを通じてさまざまな機能がう
まれ、そして波及する効果は計り知れないことが改

めて認識されました。
今後、どの地域でも起こりうる少子高齢化に伴う
小学校の統廃合等により、失われる地域資源を有効
に活用し、プレーパークという子どもの遊び場を通
じた新しい居場所づくりの提案ともなる試みで、全
国でも数少ない取組みといえるでしょう。本年度も
引き続き委託事業として、常設化に向けての社会実
験を続けてまいります。

▲ 青空の下でのびのびと遊んだ！学んだ！
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空襲と戦災を学ぶ

西成区において、地域の歴史の系譜や特色を正確
に知り、特徴のあるまちとしてのシビックプライドを
育てることを目的とした、西成情報アーカイブネット
事業を推進しています。
その一環として、
区内小学校
高学年に配布する「私たちのまちにしなり―西成
歴史・地図帳―」を発刊しました。この小冊子の発行
記念イベントを平成27年3月23日に実施しました。
第1部では、戦災と戦後のまちづくりに関連する西成
北西地区を巡るスタディツアーを実施し、第2部で、

簡単に西成歴史・地図帳の紹介をした後、
空襲や戦災
研究の第一人者である
工藤洋三さん
（元徳山高
専教授）より、最近の空
襲に関する調査や研究
の成果を講演いただき
ました。
▲ 熱心な受講者からの質問が

相次ぎました
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学びの場としての十津川

平成27年2月5日
（木）
「学びの場としての十津川」
を
テーマとした地域再生フォーラム
（第２回十津川フォー

十津川高校生も参加し、若者同士の触れ合いの場
ともなって盛況のうちに幕を閉じました。

ラム）が、十津川村役場住民ホールにて開催されまし
た。大学が立地する自治体だけではなく、遠隔の自治
体との協働は、
若者の今後のU ターン、
I ターンの可能
性を視野に入れた意義ある取り組みといえます。
今年
度も学生は十津川村役場の協力を得て村内にて実習
を行いました。フォーラムでは実習に参加した学生が
発表し、
大人の視点ではなく、
若者の視点から見た十
津川の現状や可能性について報告・提案を行いまし
た。
役場からは全課の行政担当者が出席し、
真摯な感
想を述べるなど活発な議論が交わされました。
また、
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シンポジウム 難波宮と大化の改新Ⅱを開催しました

645年、中大兄皇子と中臣鎌足が蘇我氏本宗家を

「八角殿」とし、そのルーツについて村元健一学芸

滅ぼして開始された『大化の改新』。日本書紀に書か

員(大阪歴史博物館)より、
『前期難波宮と唐の太極

れている内容はどこまで真実であったのか…昨年に

宮』
で631年より開始された遣唐使が視察してきた

引き続き大阪市歴史博物館協会との共催で平成27

長安城の宮殿や宮門に由来すると指摘しました。

年2月22日（日）、２回目の開催となったシンポジウム
において再度熱い議論が交わされました。
第１部講演では磐下徹講師(大阪市立大学大学院
文学研究科)が『孝徳朝のめざしたもの』で難波宮跡
から出土した木簡から蘇我氏を倒した直後に即位し
た孝徳天皇が難波宮に都を移したのちに発令した
「改新の詔」の 記述内容の肯定論が高まったことを
説明しました。
続いて岸本直文准教授（大阪市立大学大学院文学
研究科）が『条里制と地方行政区画』で7世紀後半よ
り大阪や奈良の地で見られた「条里地割」について説
明し、大化の改新以降、戸籍の整備とともに土地の区
画である条里の整備も並行して進められたとの論を
展開しました。
また市川創学芸員(大阪文化財研究所)は『難波の
宮と京の設計方法』と題し、難波京建設時の測量の
原点 について当時の天皇の住まいである内裏の南
門がそうではないかという考察をしました。その根拠
は、内裏の南門の左右に建設された八角形の建物
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第2部では大阪文化財研究所の積山洋学芸員を
司会に迎え、ディスカッションが行われ、限られた
時間の中ではありましたが有意義な議論が交わさ
れ盛会のうちに終了しました。
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平成26年度第4回COC フォーラム
「地域に学び、地域に還す。」を開催しました

平成27年2月19日（木）杉本キャンパスにて、大
阪市立大学主催のCOCフォーラム「地域に学び、
地域に還す。」を開催しました。
宮野副学長の開会挨拶の後、
「 地域実践演習」

いう論点を提示し、各パネリストから意見を頂きま
した。
第2部では関西の各地域で活動されている学生
の事例発表を行いました。空き家を改修・活用した

GATSUNの成果発表を行いました。この演習は学

学生シェアハウス（滋賀県立大学）、和歌山県那智

生自らが地域に飛び込み、地域課題を主体的に考

勝浦町での高校生との交流（同志社大学）、地域コ

える授業で、
（演習Ⅰ）JR我孫子町駅周辺のまちづ

ミュニティ誌の作成（立命館大学）、京都深草商店

くり、
（ 演習Ⅱ）住吉区・住之江区・西成区における

街の活性化（龍谷大学）、河川の環境保全から見た

防災実践、
（演習Ⅲ）和歌山県新宮市が抱える課題

まちづくり（大阪商業大学）、防災コミュニケーショ

と解決策の模索について発表がありました。

ンの地域実践演習（大阪府立大学）、大阪駒川商店

続くパネルディスカッションでは、滋賀県立大

街の活性化策の提案（大阪市立大学）という取り組

学・上田助教が、学生自身が地域に入り込む課外活

みが発表され、パネリストから今後を期待するコメ

動「近江楽座」について紹介され、大阪府立大学・

ントを多く頂きました。

石原助教は「地域実践演習」を学生の自主的な取
組みへ発展させていく必要性を述べられました。

閉会後は交流会を開催し、情報交換や親睦を深
めることが出来ました。

（株）電通・中邨部長は、課題は与えられるのではな
く自ら発見する力こそが重要であると指摘され、南
大阪地域大学コンソーシアム・難波コーディネー
ターは、地域・企業こそが学生の驚き・発見を促す
教育的効果をもつ存在であると述べられました。
依羅地区社会福祉協議会・本田会長は、住民によ
る自助・互助の必要性を強調され、学生に頼るので
はなく地域が主体となって活性化できる提案を大
学に期待すると述べられました。次にファシリテー
ターの大阪市立大学・加藤教授が、学生の地域で
の学びの成果・成績をどのように評価できるのかと

▲ 地域実践演習の成果発表

▲ パネルディスカッションの様子

▲ 第2部の事例発表
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第2回地域連携発表会を開催しました

当日は二部構成で、一部は５つのテーマ『1.まちづくり2.文化・歴史3.商業活
性化4.防災まちづくり5.防災学習』に基づく事例の発表・報告、二部は座談会、
また学生によるポスター発表も行われました。130名を超える来場者で満杯
の会場で、はじめに西野雄一郎さん（工学研究科）から大正区におけるリノ
ベーションについて、二番目に、嘉名准教授（工学研究科）より「生きた建築
ミュージアム」事業の報告があり、続いて小長谷教授（創造都市研究科）より
「創造都市キタプロジェクト」の活動報告がありました。

▲テーマに基づく事例報告に真剣に聞き入る人々

後半は地域貢献事例紹介で、福島教授（文学研究科）から防災劇団スミヨ
シ・アクト・カンパニーを設立し演劇を通した地域の防災意識の向上と啓発活
動について、最後は三田村教授（理学研究科）より小学校
教育を核とした地域との連携・学校を活用した防災ネット
ワークづくりを目指す取組みについて報告がありました。
座談会後は「今後行政として地域と協働を進める際、大
いに参考になる」など多くの参加者から感想も頂き、ノウハ
ウの共有にも貢献できた発表会となりました。

▲講師を囲み、大いに盛上がった座談会

▲優秀なポスター発表をした学生は表彰されました

地域連携センター活動実績（2015年2月〜2015年4月）
内 容（ テーマ ）

時 期
2/5 (木)

十津川フォーラム

2/19 (木)

第4回COCフォーラム 「地域に学び、
地域に還す」

2/22 (日)

大阪市立大学・大阪市博物館協会包括連携協定企画シンポジウム「難波宮と大化改新Ⅱ」

3/4 (水)

第2回地域連携発表会

3/11 (水)

アートの活用形？「社会包摂型アートマネジメント・プロフェッショナル育成フォーラム」

3/20(金)･21(土)

市大あびんこ文化祭

3/21 (土)

いのちを守る都市づくり 地域防災フォーラム2015／スミヨシ・アクト・カンパニー公演

3/23 (月)

西成歴史・地図帳発刊記念イベント「空襲と戦災を学ぶ／教える̶小学生向け『西成歴史・地図帳』発刊を記念して̶」

3/25(水)〜29(日)

西成プレーパークモデル実施

3/28 (土)

積水ハウス株式会社との共創イベント② 住むコト講座

4/26 (日)

菜園ワークショップ 〜野菜づくりにチャレンジ！〜

4/29 (水)

市大授業

上記の他、
様々な公開講座を開催しました。
詳細は本学サイトにてご案内しています。

https://www.connect.osaka-cu.ac.jp/openlectures/
大阪市大 オープンレクチャー

For C ニュース
4/4

No.7 (2015 年 5 月発行)

検索

大阪市立大学 地域連携センター
〒558-8585 大阪市住吉区杉本 3-3-138
chiiki4c@ado.osaka-cu.ac.jp

https://www.connect.osaka-cu.ac.jp/4c/
Tel. 06-6605-2068 Fax. 06-6605-3505

Copyright © 2014 Osaka City University 公立大学法人大阪市立大学. All Rights Reserved.

