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要旨  

現在京都では身近な環境の破壊が水面下で進行している。本稿では、そんな京

都を例にとりながら、地域住民による身近な環境保全を実現するためのツールと

してグリーンマップを環境教育に活かす有効性について考察する。観点は主に二

つ。第一に、グリーンマップによる地域経済の活性化と環境保全の両立。京のア

ジェンダ 21 フォーラムとグリーンマップジャパンの方へのヒアリング、および京

都市内でのフィールドワークを通して明らかにする。第二に、現在グリーンマッ

プが抱える「持続性と発展性が低い」という課題を克服するための提案。「環境教

育」をキーワードとして、グリーンマップが教育に活かされた事例を研究すると

ともに、既存の論文で取り上げられている方法と内容面やコスト面を比較するこ

とで、課題を解決し、身近な環境保全をグリーンマップによって実現するという

方向から、今の環境教育に対する一つの提言を探っていく。  
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For attractive lips, speak words of kindness.  

For lovely eyes, seek out the good in people.  

―魅力的な唇のためには、優しい言葉を紡ぐこと。  

愛らしい瞳のためには、人々の素晴らしさを見つけること。―  
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序章  

 

 本稿の出発点は、「京都における身近な自然破壊」だ。日本が誇る歴史的文化財

を多く有する古都京都に、自然が豊かだという印象を抱く人は多いだろう。しか

し多くの人が持つその印象は、観光地という一面のみから京都をとらえた結果だ。

実情は違う。特定の文化財周辺の自然は手厚く保護されている一方で、マンショ

ン開発などが進み、法律に守られていない身近な自然は確実に失われつつある。  

そんな京都を例にとりながら目指す帰着点は「地域住民による身近な環境保全

の実現」だ。日常の中にある自然を、一番身近にいる人々の手で守っていく。こ

れこそが最も自然で持続可能な環境保護の姿であると考える。  

そして、この二つの点を結ぶ線として着目するのは「グリーンマップ」と「環

境教育」。グリーンマップの有する特長などを明らかにすることで、「地域住民に

よる身近な環境保全の実現」を達成するためのツールとしての有効性を、地域経

済の活性化という視点を含めながら考察する。また、グリーンマップの抱える持

続性と発展性の課題を解決するため、「環境教育」の面からアプローチする。グリ

ーンマップが環境教育に活かされている広島の事例研究、環境教育においてグリ

ーンマップを取り入れる意義の考察、環境教育の手法について書かれた既存の論

文との内容面やコスト面からの比較を通して、経済的な観点を含めながら、グリ

ーンマップを環境教育に活かすことで身近な自然を保護するための具体的な提案

を考察する。  
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第一章 京都で失われる自然  

 

1-1 京都府について 

 

 京都府は面積約 4613 平方キロメートル、全国の都道府県の中で 31 位であり、

広大な面積を保有しているとは言い難い 1。しかし、世帯数は増加傾向にあり平成

22 年の国勢調査では約 112 万世帯である。人口は平成 22 年の調査において約 264

万人であり初めて減少となったが、初の国勢調査が行われた大正 9 年の人口と世

帯数は、約 129 万人、約 28 万世帯であることを鑑みると、どちらも増加傾向であ

ると言える。中でも京都府の人口において特徴的な点は、全体の半数以上の人々

が京都市に集中していることだ。 

 

 

図１  京都府人口集中地区別人口 

出所：平成 23 年京都府統計書「人口集中地区別人口、人口増加数、面積及び人口密度」  

http://www.pref.kyoto.jp/tokei/yearly/tokeisyo/tsname/tsg0204.html より作成 

 

                                                 
1 京都府．「京都府の主な統計データ」より  
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平成 22 年のデータによると、約 140 万人が京都市内に住んでいる。さらに平成

17 年のデータと比較すると増加率は 1.2 パーセントであり、京都市への人口集中

は着実に進行していることが分かる。この特徴は第一章第三節で述べる、京都に

おける身近な環境破壊へとつながる要因の一つであると考える。また、事業所も

京都市に多く存在する。平成 21 年に初めて行われた経済センサス－基礎調査で、

京都府の事業所数は 13 万 1275 であり、京都市８万 1149、宇治市 6406、京丹後市

5142 である 2。産業分類別では、卸売・小売が一番多く、次いで宿泊・飲食サー

ビス、製造となっている。観光客数も多く、平成 22 年の京都府への観光入込み客

数は、7674 万人であり、前年に比べ 266 万人増加している 3。特に修学旅行の誘

致に力を入れており、「修学旅行パスポート」という提携する寺社、寺院、施設で

提示すると様々な優待や特典を受けることができるパスポートを作るなど工夫が

なされている 4。また、児童・生徒数についても触れる。平成 24 年 5 月の小学校

児童数は 13 万 5428 人、中学校生徒数は 7 万 2382 人、高等学校生徒数は 7 万 1903

人であり、10 年前と比べるとそれぞれ 3968 人 2.8％、1935 人 2.6％、10986 人 

13.3％減少しているが、割合としてみると小学校児童数が一番大きくなっている 5。 

 

1-2 重要文化財・世界遺産と京都 

 

 重要文化財とは、日本に所在する建造物、美術工芸品、考古資料、歴史

資料等の有形文化財のうち、歴史上・芸術上の価値の高いもの、または学

術的に価値の高いものとして文化財保護法に基づき日本国政府が指定した

文化財を指す。京都にある重要文化財は、平成 24 年で 2140 件である。内訳は

表 1 に示した通りであり、お寺のふすま絵、仏像、古文書、銅鐸などの美術工芸

品、五重の塔などの建物が含まれる。 

 

 

                                                 
2 京都府．「京都府統計なび・経済センサス」より  
3 京都府．「京都府の主な統計データ」より  
4 京都観光推進協議会．「きょうと修学旅行ナビ」より  
5 京都府．「京都府の主な統計データ」より  
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    重要文化財（件） 国宝（件） 

美術工芸

品 
  1,848  179  

 
絵画 480  44  

 
彫刻 414  37  

 
工芸品 178  15  

 
書跡･典籍･古文書 731  80  

 
考古資料 27  3  

 
歴史資料 18  － 

 建造物   292  48  

 合計   2,140  227  

表 1 平成 24 年京都府重要文化財・国宝指定件数  

出所：京都府の主な統計データ「国宝・重要文化財指定件数」  

http://www.pref.kyoto.jp/t-ptl/kodomo/omonadeta/omonadetatop.html#jubun より作成  

 

中でも国指定重要文化財の建造物数は京都府が日本で第一位だ。その建造物のう

ち、世界文化の見地から価値の高いもので国民の宝たるものであるとして

国が指定したものである「国宝」は、48 件である。また、京都には多数の世界

文化遺産が存在する。世界遺産は、1972 年のユネスコ総会で採択された「世

界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約」に基づいて世界遺産リス

トに登録された、遺跡、景観、自然など、人類が共有すべき「顕著な普遍

的価値」を持つ物件のことで、移動が不可能な不動産やそれに準ずるもの

が対象となっている。世界文化遺産はその中の一類である。京都府におけ

る世界文化遺産の数は 17 にのぼり、そのうち清水寺や鹿苑寺・慈照寺など 15

が京都市内に位置している 6。 

                                                 
6 京都府．「世界遺産（世界文化遺産）  古都京都の文化財」より  

http://www.pref.kyoto.jp/t-ptl/kodomo/omonadeta/omonadetatop.html#jubun
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1-3 京都の重要文化財・世界遺産と環境保護の関係 

 

 この節では、重要文化財と世界遺産が京都における環境保護にどのように関わ

っているかについて述べる。まず、京都でのフィールドワークの中で行った京エ

コロジーセンターでのヒアリングにおいて、「京都は元々観光で有名な街。そして

京都に観光に来る人々は伝統的なものや、昔からある歴史の積み重ねを見に来る。

だからこそ伝統的なものを守るという取り組みには積極的であるが、どうしても

建物の優先順位が高くなってしまう。歴史的なものと一緒にある自然が守られて

いるというケースが多いのではないか。」というお話を伺うことができた 7。  

 実際、世界遺産にはバッファゾーンという地帯が定められており、法律によっ

て守られている。バッファゾーンとは緩衝地帯ともいい、文化遺産を取り巻く環

境や景観を保護するために、構成資産の周囲に設けられる利用に一定の制限を有

する区域を指す。世界遺産登録のためには、バッファゾーンを確保することが条

件となる。しかし、世界遺産登録のための特別な規定があるものではないため、

具体的にはそれぞれの国における法律や条例を適用して確保することになる。日

本では文化遺産バッファゾーンの概念がなかったため、京都においては歴史的風

土特別保存地区、風致地区、美観地区、用途地域規制（住居専用地域など）を寄

せ集めてバッファゾーンとしている 8。 

 

                                                 
7 京のアジェンダ 21 フォーラム事務局長 井上和彦様へのヒアリング  
8 山本栄一郎．竹内萌．山崎正史（2011）「京都世界遺産のバッファゾーンにお

ける景観整備に関する研究－清水寺をケーススタディとして－」より  
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図 2 清水寺におけるバッファゾーンと景観指定  

出所：山本栄一郎．竹内萌．山崎正史（ 2011）「京都世界遺産のバッファゾーンにおける景

観整備に関する研究－清水寺をケーススタディとして－」 

http://cpij-kansai.jp/cmt_kenhap/top/2011/18.pdf 

 

図 2 は清水寺における例であるが、黒線の内側が登録された資産そのものであり、

赤線の内側がバッファゾーンとなっている。 

ヒアリングの結果とバッファゾーンの存在から、歴史的建造物の周囲は自然や

環境が他の場所よりも手厚く保護されていると考えられる。そして人々が京都の

自然に抱いているイメージは、観光によって歴史的建造物を訪れた時に形成され

ている可能性が高いのではないだろうか。また、バッファゾーンについてはその

明確さにおいていくつかの問題点が指摘されているが、その点については次節で

述べていく。 

 

1-4 京都における身近な環境破壊の実態  

 

 前節までで述べた通り、京都の自然は世界遺産などに登録されている有名な歴

史的建造物を中心とした一定範囲で集中的に守られている可能性がある。では、

観光地ではなく人々が生活している地域においては、身近な自然はどのような状

況に置かれているのだろうか。 

http://cpij-kansai.jp/cmt_kenhap/top/2011/18.pdf
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 身近な自然において現在大きな脅威となっているのはマンション建設だ。これ

は第一節で述べた世帯数の増加に伴い発生した問題だと考えられる。 

 

 

図 3 京都府における新設マンション着工戸数  

出所：国土交通省総合政策局「建設着工統計調査報告」より作成  

 

図 3 からも読み取れるように、京都府における新設マンション着工戸数は増加傾

向にある。毎年 1000 戸以上のマンションが着工し続けているのだ。また、数が増

加しているだけではない。建設する場所についても問題が取りざたされている。 

 

京都御苑の東隣にあり、ハギの名所として知られる梨木神社（京都市上

京区）が境内の土地を業者に貸し、マンションの建設計画を業者が進め

ていることが１０日、分かった。同神社は「本殿などの改修費用を借地

料収入で確保する」と説明している。（中略）業者は地上３階（最高部

は１３メートル）と地下１階で、３５室の分譲マンションを建設し、２

０１５年に完成する予定だ。（京都新聞．2013 年 9 月 11 日） 

 

この記事では、文化財や世界遺産にこそ指定されていないが、京都三名水の一つ

とされる「染井の井戸」がある梨木神社の境内にマンションが建設される予定

であるという事実を伝えている。計画上、染井の井戸は残される予定だが、水

質に影響が出ないとは限らない。また、図４からも分かるように現在は緑が大

変豊かであるが、マンション建設が実現すれば自然は現在よりも確実に減少す
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るだろう。梨木神社については、第三章で述べるフィールドワークにおいても

訪れた。そのため、いかに人々にとって身近な自然として溶け込んでいるかに

ついては第三章において詳しく述べたい。  

 

 

図 4 梨木神社 

出所：筆者撮影（ 2013 年 8 月 29 日撮影） 

 

 また、前節で述べたバッファゾーンについても、世界的に見て、求められてい

る範囲や属性や保全制度について明確な定義が見られないため、世界遺産付近に

おいてでさえ、自然や景観の保全が不十分ではないかという意見も出ている。京

都新聞（2012 年 11 月 7 日）によると、世界遺産「古都京都の文化財」の登録

社寺や大学、行政などでつくる「明日の京都  文化遺産プラットフォーム」の

ネットワーク会議において、「景観については、社寺に隣接する緩衝地帯（バ

ッファゾーン）だけでは保全が不十分との指摘が相次いだ。東寺周辺で将来的

に高層ビルの乱立が危惧されるとの声や、景観を乱す建物の容積率を買い取る

「空中権」利用の提案もあり、バッファゾーンの在り方を考える研究会を立ち

上げる方針を決めた。」と報じられている。世界遺産においてでさえ、ビルに

よる環境破壊が懸念されているのだ . 

 以上より、京都の身近な自然はマンション建設やビル建設によって失われる

可能性が高く、世界遺産の周囲でさえ例外ではないと考える。  
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第二章 グリーンマップとは 

 

 本章では、グリーンマップという環境マップの中の一形態について取り上げる。

まずグリーンマップがどのようなものなのか、どのような特長があるのか、これ

までの活用例などを示し、事例として前章で示した京都を取り上げ、身近な環境

破壊問題解決のツールとしての有効性について考察する。  

 

2-1 グリーンマップの成り立ち 

 

 グリーンマップとは、世界共通の 169 個の「グローバルアイコン」を使って「地

図を作る」という行為を通じて、自分の暮らしているまちの環境にいいもの、環

境に悪いものについて、理解を深めることができる環境マップのことである。1992

年、ニューヨークのエコデザナー、ウエンディ・ブラウワー（Wendy E. Brawer）

によって提唱された。現在、世界中で 60 ヶ国 800 以上の都市が参加し、持続可能

な社会を目指す人々の国際的なネットワークは広がりを見せている 9。 

 

 

図 5 世界各国のグリーンマップ 

出所：右衛門佐美佐子、千代章一郎、北條崇「 Green Map Activity Guide」より筆者撮影 

 

                                                 

9 右衛門佐美佐子、千代章一郎、北條崇（2005 年）『Green Map Activity Guide』

ｐ４より 
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 グリーンマップが最初に作られた都市はニューヨーク。初版はダウンタウンを

のみを紹介したものだったが、1997 年にニューヨーク全域を紹介した第二版「グ

リーン・アップルマップ」が完成。エコショップ、環境関連の市民運動、緑地や

コミュニティ・ガーデン、リサイクルスポット等がこのマップには収録されてお

り、アメリカで大きな反響を呼んだ。また、右衛門佐美佐子様へのヒアリングに

おいて、「9.11 が起きた際には、「明るいニューヨークの姿を思い出すことができ

るから、グリーン・アップルマップを貰えないか」という問い合わせが役所の方

に何件もきた。」という話を伺った 10。グリーンマップが人々に幅広く認知され、

親しみを持たれていることが表れていると考える。1995 年に設立されたグリーン

マップの本部はニューヨーク・マンハッタンにあり、2000 年にはアメリカでもハ

イランクの NPO 法人格を取得している。 

 

2-2 グリーンマップの特長 

 

 この節では『Green Map Activity Guide』に書かれている七つの特長の分類を

もとに、ヒアリングで明らかになったことを織り交ぜながら論じていく。 

 

①  世界共通のグリーンマップ・グローバルアイコン  

グリーンマップの最大の特長はこのグローバルアイコンという絵文字が使わ

れることだと考える。アイコンにはいい意味を持つものと悪い意味を持つもの

があるので、マップに表したい範囲の環境を長所も短所もあるがままに地図に

落とし込むことができる。  

 

                                                 
10 グリーンマップジャパン事務局（京都）の右衛門佐美佐子様へのヒアリングよ

り  
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図 6 グローバルアイコン一例 

出所：右衛門佐美佐子、千代章一郎、北條崇「 Green Map Activity Guide」より作成 

 

また、世界共通のアイコンで表現されているため、年齢に関係なく言葉の壁

を超えて環境について考えるツールとしての有効性も高いと考える。ヒアリン

グの中でも「わかりやすく、かわいいアイコンが使われているので、子供にも

親しみやすく環境教育の分野でも使いやすいのではないか。」というお話が伺え

た 11。アイコンの細かい種別については、次節で詳しく述べる。  

 

②  気づきの手法  

 グリーンマップは地図そのものに環境保護を促す力があるだけでなく、その作

成過程においても大きな意味がある。今まで環境問題に関心がなかった人でもマ

ップを作り上げていく中で、身近にどんな自然があるか、環境を意識して意欲的

にエコを実践しているお店はあるのかなど、周囲を「環境」という視点から見つ

め直すことができる。環境面から現状を捉え、発見し、確認し、考えることで、

マップ作成に携わった人々が気づいていく。そんな手法をグリーンマップは大切

にしている。なお、作成の詳しい手順については第四節で述べる。  

 

 

                                                 
11 グリーンマップジャパン事務局（京都）の右衛門佐美佐子様へのヒアリングよ

り  

≪地球≫[動物] 野生生物観察地点 

≪文化≫[生活] 自然食レストラン・カフェ 

≪社会≫[汚染] 大気汚染源 
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③  国際的な視点  

グリーンマップは世界中で作られている。規模は大小様々だが、共通のグロー

バルアイコンで表されているので、視覚的に簡単に比較することができる。環

境問題が国境を越えて複雑な利害関係の中起こっている昨今において、地球規

模のネットワークで環境の状態について情報交換できるグリーンマップの意義

は大きいと考える。加えて、政府や行政機関主導ではなく、市民の手によって

作られたマップで直接やりとりされている点も特長である。  

 

④  多様性に対するセンシティビティ  

地域にはそれぞれ特有の自然、景観、環境に向き合ってきた歴史がある。そ

れらは既存の共通したグローバルアイコンで表現することは難しい。そこでグ

リーンマップでは、グローバルアイコンの他にも自分たちで独自のローカルア

イコンを提案し、付け足すことができる仕組みをとっている。これによって、

地域の特性やあるがままの環境をマップに表現することが可能になる。ローカ

ルアイコンの作り方は様々だが、元々あるグローバルアイコンを変形や色変換

する方法や、文化的に特徴あるシンボルなどから全く新しい形をデザインする

方法が挙げられる。日本においても、図 7 にのせたものに加え「Hot spring(温

泉 )」「Machiya(町屋 )」など、様々なローカルアイコンが提案されている。  

 

 

図 7 日本のローカルアイコン一例 

出所：右衛門佐美佐子、千代章一郎、北條崇「 Green Map Activity Guide」より筆者撮影 
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⑤  様々な目的への応用性  

世界中で作られているグリーンマップだが、その目的は多岐にわたっている。

具体的には、エコツーリズム、街づくり、環境教育、街並み保存、自然の保全、

自転車の利用促進、ライフスタイルの提案などである。アイコンという誰にで

も分かりやすく、世界共通で揺るがない指針があるからこそ、地域ごとの様々

な目的に合わせて自由な形で作りあげていくことができると考える。  

 

⑥  地域の環境データベースとネットワーク作り  

ヒアリングを通して、  

 

地図という誰でも見てすぐに分かる形に身近な環境を落とし込むこ

とによって、完成した地図を共有することができ、作成に関わってい

なかった人にまで輪を広げていくことができる。その地図を手に街を

歩いてもらうだけでも環境について考えるきっかけになり、グリーン

マップ作りをはじめとした環境活動のネットワークに参加する第一歩

になるかもしれない。例えばエコに関心のあるお店が同じ志を持った

他のお店の存在をマップを通して知れば、そういったお店が協力して

新たなキャンペーンを打ち出すこともできるかもしれない。  

 

というお話を伺うことができた 12。環境に関わるグループや施設やお店などを知

ることで、新たなネットワークを作るきっかけになる。新たに生まれたネット

ワークは、新たなプロジェクトの足掛かりとなるかもしれない。グリーンマッ

プはそういった波の始まりになることもできる。また、地域の環境の状態を共

有しやすい地図という形にまとめることで、その街の基本的な環境情報のデー

タベースとなる。ハザードマップと関連させた例もある。  

 

 

 

                                                 
12 グリーンマップジャパン事務局（京都）の右衛門佐美佐子様へのヒアリングよ

り  
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⑦  現実を変えていくツール  

グリーンマップはマップを完成させたら終わりではない。そのマップを作り

上げるまでの調査と同じくらい、調査結果を分析、検討し、解決策や新たな活

動を提案することが大切となってくる。調査から提案までの一つの流れを通し

て、少しずつだが着実に現実の環境を良い方向へ変えていくことができる。ヒ

アリングでは、「視覚的にとらえやすい地図を囲むことで一目で情報が共有でき、

結果についての話し合いもしやすい。行政に訴えるような場合でも、目に見え

る一枚に結果がまとまっているので端的で分かりやすいのでは。」というお話を

伺った。グリーンマップは、環境への市民の気づきから、地域や社会の仕組み

の中に市民の考えを活かしていく流れを作るためにも有効的なツールだと考え

る。  

 

2-3 グリーンマップ・アイコン 

 

 グリーンマップ・アイコンは世界共通で使われる「グローバルアイコン」と、

地域ごとに独自にデザインされる「ローカルアイコン 13」に大別される。グリー

ンマップ・アイコンの第一版が完成したのは 1996 年。世界中のマップ制作者の

提案をまとめる形でデザインが決定された。その後改訂され、第二版は 1999 年

に完成。アイコンは、拡大や縮小や変形をいくらおこなっても決して文字の形が

崩れないという特長を持つアウトラインフォントとなっているため、パソコンに

インストールすることで誰でも簡単に利用することが可能である。また、 2011

年にパパネック新財団による「パパネック社会デザイン賞」を受賞するなど、デ

ザインも高く評価されている 14。  

 現在使われているグローバルアイコンは、「地球」、「文化」、「社会」の三つのテ

ーマに分類されている。さらにそのテーマごとにいくつかのカテゴリーに枝分け

されており、全体で 11 のカテゴリーが存在する。  

                                                 
13 ローカルアイコンについては第二節の「④多様性に対するセンシティビティ」

参照。  
14 ヴィクター・パパネックは、モダンエコデザインの祖として「パパ」の愛称で

親しまれたアメリカのデザイナー。「Design for Real World」を始めとする彼の

著書は、グリーンマップの運動の創始者、ウェンディにも大きな影響を与えた。  
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図 8 グリーンマップ・アイコンの分類  

出所：右衛門佐美佐子、千代章一郎、北條崇「 Green Map Activity Guide」より作成 

 

 一つ目は「地球」。「人間生活の基盤である地球環境を守る」という視点から考

えられたテーマだ。様々な分野で行われている環境保全への研究によって生まれ

た基準を参考に、身近な自然に対してこのアイコンを付与していくことで、環境

保全の現状について理解を深めることができる。具体的には、地球温暖化、自然

環境保全や自然再生、生物多様性などの観点が取り入れられている 15。  

 二つ目は「文化」。「地球環境と人間社会の調和」という視点から考えられたテ

ーマだ。循環型の文化を育むことは、環境に優しい持続可能な社会の実現につな

がる。地域に根付いた独特の文化や歴史を尊重し、継承することで、地球環境と

人間社会双方の持続可能な発展を促すことができる。具体的には、健康で安全な

食、四つの R16、街並み保全、コミュニティ再生、スローライフ 17、サスティナブ

ルデザイン 18、文化の多様性、市民運動の潮流などの観点が取り入れられている。  

 三つ目は「社会」。「地球環境という基盤の上に、人間が作り出したものによる

影響」という視点から考えられたテーマだ。生活に不可欠なものがある一方で、

                                                 
15 以下この節の具体的な観点は、右衛門佐美佐子、千代章一郎、北條崇（2005

年）『Green Map Activity Guide』ｐ1４より  
16 Refuse(購入拒否 )、Reduce(消費削減 )、Reuse(再使用 )、Recycle(再生利用 )の

こと  
17 大量生産や効率性よりも独自の文化やゆとりに価値を見出した生活のこと  
18 再利用素材を使うなど環境に配慮したデザイン  

地球 

動物 

植物 

地形 

資源 

文化 

生活 

文化 

デザイン 

社会 

都市基盤 

交通 

情報 

汚染 
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人間の手によって生み出されたものが環境にどんな影響を与えているかという現

実にも目を向ける必要がある。環境によくない影響を表す「汚染」のカテゴリー

はここに属しており、悪い影響にも目をつぶらず議論していくというグリーンマ

ップの基本概念が活きている。具体的には、再生可能エネルギー、省エネ、交通

需要管理 19、ゼロエミッション、リサイクルなどの観点が取り入れられている。  

 

2-4 グリーンマップ制作の流れ 

 

 本節では、グリーンマップを制作する手順について述べる。マップの目的や種

類によって多少の差異はあるが、基本的な手順は同じである 20。なお、グリーン

マップを作成するにあたり利用するアイコンには版権があり、悪用を防ぐため、

制作に入る前に参加登録と年会費の支払いが義務付けられている 21。  

 

①  仲間を作る  

グリーンマップを制作するにあたって中心となるコアメンバーを決める。コ

アメンバーが決定したのち、マップ作りに際して協力を仰ぐ必要のある人や団

体を考え呼びかける。例えば小学校の授業の一環として行うなら、生徒がコア

メンバーであり、ヒアリングに協力してくれる地域住民や地元の NPO などが協

力者になると考えられる。  

 

②  オリエンテーション・調査エリアの決定  

 オリエンテーションとして、グリーンマップアイコンについて理解を深める機

会を設ける。アイコンは世界中の国々から提案されているため、様々な文化的背

景が反映されており、馴染みがないものも少なくない。アイコンの意味や、作ら

れた背景、なぜ環境に良いのか・悪いのかなどを一人一人が考え、話し合ってお

                                                 
19 自動車の効率的利用や公共交通への利用転換など、交通行動の変更を促して、

発生交通量の抑制や集中の平準化など、「交通需要の調整」を行うことにより、道

路交通混雑を緩和していく取組み。  
20 右衛門佐美佐子、千代章一郎、北條崇（2005 年）『Green Map Activity Guide』

ｐ8-13 を参考  
21 登録費は所属団体の種類、制作する国の平均収入、プロジェクトの期間によっ

て異なる。  



21 

 

くことで、統一した基準でマップを制作することが可能になる。  

 また、調査エリアを決め、ベースとなる地図を作っておく。この時、目的や最

終的に誰に対して発表・配布したいかを考え、それに合わせたエリアを設定する

ことが大切。  

 

③  対象エリアの調査  

いくつかの少人数のチームに分かれ担当エリアを決め、実際に街を歩いてア

イコンに当てはまる場所やマップに載せたい場所を探し、正確な位置や名前、

印象、写真、スケッチなどを記録しておく。図 9 に示したような調査カードや

シートを各チームに配布しておくと、調査項目の統一やまとめがしやすい。  

 

 

図 9 調査カード・調査シート一例 

出所：右衛門佐美佐子、千代章一郎、北條崇「 Green Map Activity Guide」より筆者撮影 

 

実地調査が終わったら、チームごとにどの場所にどのアイコンを使えばよい

か話し合う。その場所の近隣住民や詳しい人へのヒアリング調査を行うと、よ

り適したアイコンを付与し、環境問題が発生している場合には原因を突き止め

解決策を考える助けとなる。また、図書館やインターネットを使って、立ち入

ることが困難な場所や、マップに載せたい場所の歴史などの調査も並行して行

う。既存のアイコンに当てはまらない時には、どんなアイコンを作ったらよい
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かを話し合う。  

 

④  調査結果をまとめる  

全チームから集めた情報を出しあい、比較し、リストや地図に書き込む形で

一つにまとめる。コンピューターのデータベースを使うと、情報の追加や検索

がしやすく便利。ローカルアイコンを使った場合には、チームでの提案を全体

に共有し、デザインや定義を全員で精査し決定する。  

 

⑤  地図を作る  

ベースとなる地図を作る。アイコンを載せた時に見やすい色、市町村の境界

や自然や地形の状態が分かりやすい地図を選ぶことが大切。  

ベース地図の形状が決まったら、アイコンを配置していく。アイコンの場所

を分かりやすくするために、アイコンのわきに場所の名前を書く、アイコンに

番号をふり番号と名前を書いたリストを別につけるなどの工夫が大切。必ず入

れるべき情報としては、方向記号と縮尺、グリーンマップの名称と版権や問い

合わせ先、地図制作に関わったメンバーや情報ソースやベースマップの出所、

アイコンの版権情報とグリーンマップのロゴなどが挙げられる。  

最終的な地図の大きさや形も考える。持ち運びやすさや見やすさなど、目的

に適した形状を選ぶ。環境への負荷が少ない方法を考えることも大切。具体的

には、紙やインクを再生可能なものや植物性のものにすることなどが考えられ

る。インターネット上への公開という方法もある。  

 

⑥  発表・評価  

グリーンマップは作成を通して身近な環境に気づくだけでなく、出来上がっ

たマップを発表することで制作には関わっていなかった人々にも「気づき」を

与えることができる。より多くの人に効果的に成果を伝える方法をメンバーで

話し合い、配布・展示する場所や対象の人々を絞り込む。  

最後に、調査から発表までの全体の流れをチームで評価する。振り返りの観

点としては、どんな環境が身近にあったか、どんな環境問題があったか、どん

な解決策・提案が考えられるか、現在の自然を将来世代に引き継ぐためにはど
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うすればよいかなどが挙げられる。マップ作りで得た「気づき」から、新しい

環境への取り組みに発展させていくことも考えられる。  

 

 以上の流れが一つのマップが完成するまでの工程である。一つのマップを完成

させることで新たな情報が集まることや、地域の人々から反響が届くことも考え

られる。その中から新たなテーマを見つけ、第二版、第三版と視点を変えたグリ

ーンマップの制作につなげていく事例も少なくない。図 10 に示したニューヨー

クのグリーンマップもその一例だ。日本においては愛知や京都において活動が活

発であり、グリーンマップがいくつかの視点から作られている。京都のグリーン

マップについては次節で詳しく述べる。  

 

 

図 10 ニューヨークのグリーンマップ  

出所：右衛門佐美佐子、千代章一郎、北條崇「 Green Map Activity Guide」より筆者撮影 
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2-5 京都におけるグリーンマップの歴史 

 

 京都ではこれまでに三つのグリーンマップ制作が試みられており、グリーンマ

ップとのつながりが強い地域である。本稿において京都を例にとった最大の理由

もここにある。  

第一弾は 1997 年に完成した「京都グリーンマップ」。これは京都で開催された

国連の「地球温暖化防止京都会議 22」に合わせて作られた、世界で八番目、アジ

アで最初のグリーンマップである。  

 

私たちが、グリーンマップのアイデアを知ったのは 1995 年、京都法然

院で開催した天然デザインフォーラム主催のミニデザイン国際会議で

ある。デザイナーの環境問題への貢献を考える 3 日間のこの会議のワー

クショップの一つを担当し、グリーンマップを提唱したのがウェンデ

ィ・ブラウワーであった。私たちは法然院の周りを歩いていくつかのア

イコンをデザインしてみた。その時デザインした 12 個のアイコンはグ

リーンマップアイコンの第一ヴァージョンに採用された。 (右衛門佐，

2004，Kyoto E：2) 

 

と述べられていることからも、アイコンにも影響を与えるなど、京都はかなり早

い段階からグリーンマップ関わっていたと考えられる。デザインコンセプトは京

都の古地図。京都の特異な地形を意識し、表面では京都市全体を、裏面では COP

３の会場付近と観光が盛んなエリア 23を掲載した。新聞などのメディアにも多数

取り上げられ、「町屋」や「京野菜」のアイコンも取り入れられた。  

 

                                                 
22 COP３とも呼ばれる。  
23 嵯峨野・嵐山エリア、京都中心部、左京区主要部の三地域。  
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図 11 京都グリーンマップ(裏面一部) 

出所：天然デザインフォーラム (1997 年 11 月第一版 )「京都グリーンマップ」筆者撮影 

 

 第二弾は 2003 年に完成した「京都自転車ルートマップ」。天然デザインフォー

ラムが市の環境政策課「京のアジェンダ 21 フォーラム」のエコ交通、自転車チ

ームのリーダーを勉めたことをきっかけに作成された。環境に優しい交通手段で

ある自転車に焦点を当て、自転車の利用できる宿やレンタルサイクルの活性化な

ど、観光に自転車を利用してもらうための提案が多数盛り込まれている。  

 第三弾は 2010 年から制作が開始された「京都オープングリーンマップ」。これ

は京都では初となる、インターネット上に作られた双方向型のグリーンマップだ。

メンバー登録をすれば、インターネット上に作られたマップに誰でもアイコンを

付与しグリーンマップに載せたい場所を紹介することができる。またスポットご

とに意見を書き込める機能もあり、情報や感想をユーザー同士が交換することも

可能だ。まさに次世代のグリーンマップと言える。  
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第三章 フィールドワークによる現状分析 

 

 本章では初めに、前章までの論を受けて問題意識を明らかにし、問題を解決す

るための仮説とその根拠について論じる。その後、2013 年 8 月に行った京都での

フィールドワークとヒアリングの結果をもとに仮説を検証していく。そして最後

に、ヒアリングを通して新たに見えてきた課題についてまとめる。  

 

3-1 問題意識と仮説 

 

 第一章では、京都の抱える身近な環境破壊という問題意識について論じた。京

都の自然は豊かだが、世界遺産や重要文化財に指定された建造物の周囲、それも

一定範囲しか法律上は保護されていないこと。京都府には一定の地域に人口が手

中しているという特徴があり、これから先マンション建設による環境破壊が危惧

されること。以上二点が問題意識の根拠である。  

 第二章では、グリーンマップについて考察した。問題意識を解決するためのツ

ールとしての有効性を探る足掛かりとして、グリーンマップの持つ特長や、京都

をフィールドワークの地として選んだ理由である両者の深いつながりを明らかに

した。  

 そして以上の論より、「グリーンマップは環境保全と地域経済の活性化を両立さ

せることで、地域住民の手による身近な環境保全を実現するツールなのではない

か」、という仮説が導き出せると考える。理由は、グリーンマップの持つ特長が「環

境保全と地域経済の活性化の両立」「地域住民の手による身近な環境保全」という

目的に合っていること。特に、「②気づきの手法」「⑥地域の環境データベースと

ネットワーク作り」「⑦現実を変えていくツール」の三点と強くリンクしていると

考える。  

 そこで、次節からは上記の三つの観点に絞り、フィールドワークとヒアリング

の結果をもとに仮説を検証していく。なお、フィールドワークは自転車を使い「京

都オープングリーンマップ」に載っている場所を訪れるという形で行った。  
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3-2 「気づきの手法」としての有効性  

 

 最初に訪れたのは梨木神社 24。京都市上京区に位置する 1885 年に創建された神

社であり、このあたりを平安時代は「中川のわたり」と言って源氏物語では花散

里邸や空蝉の紀伊の守邸があったと設定されるなど、源氏物語ゆかりの地でもあ

る。境内には約 500 株の萩が植えられ、別名萩の宮とも呼ばれており、9 月中旬

から下旬には萩祭りがおこなわれるなど緑が豊かだ。  

 この神社に付与されているアイコンは、地球の中の地形のカテゴリーに属する

「親水公園」。水に親しみながら散策や遊びができる場所、としてグリーンマップ

に位置付けられている。  

 実際に訪れてまず感じたことは、緑の多さである。訪れた季節は夏であったが、

本殿へと続く参道の両側には萩の木が列になって植えられており、木陰と葉の

青々とした緑が相まって爽やかな気分にさせてくれる。境内に足を踏み入れると

一変するこの緑の多さは、敷地の外の道路を通るだけでは気づかない点だと感じ

た。また京都御所との間の道も緑が豊かでわきに用水路があり、犬の散歩など近

隣住民が利用している印象を受けた。  

 

 

図 12 梨木神社横の道 

出所：筆者撮影（ 2013 年 8 月 29 日撮影） 

 

                                                 
24 本論の第一章第四節においても、マンション建設候補地として言及した。  
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修学旅行生などが訪れる地域とは離れているため、全体的にひっそりとした雰囲

気であり観光客はあまりいなかったが、近隣の住民が何組もペットボトルで「染

井の水」を汲みに来ていた。唯一現存するこの京都三名水の存在が、「親水公園」

のアイコンが選ばれた大きな要因ではないかと推察される。  

 

 

図 13 「染井の水」を汲む人々 

出所：筆者撮影（ 2013 年 8 月 29 日撮影） 

 

 次に訪れたのは白川疎水の径。高野川から北大路通にかかる橋のすぐ南で賀茂

川へ流れる運河であり、一部は遊歩道が白川疎水に沿って整備されている。春に

は桜、秋には紅葉を楽しめるスポットでもある。  

 付与されているアイコンは、社会の中の交通のカテゴリーに属する「エコ散策

コース」。自然エリアを通るコースやハイキングなどができる自然歩道、歴史散歩

ができるコースなどが位置づけられている。  

 疎水は長く続いていたので、自転車に乗ったまま巡った。観光地という雰囲気

は全くなく、閑静な住宅街の中を縫うようにして流れており、この径の存在を知

らない人も多いのではないかという印象を受けた。疎水の水と、運河に沿って植

えられている木々が、周囲に広がる住宅街との対比からより一層自然を感じさせ、

癒しを提供してくれている。  
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図 14 白川疎水の径 

出所：筆者撮影（ 2013 年 8 月 29 日撮影） 

 

 以上のフィールドワークを通して感じたことは二つ。一つ目は、地図という形

態が持つ新たな視点から物事を見つめさせる力だ。これまで何度も訪れたことの

ある京都を地図を頼りに足でまわったわけだが、何度も地図と見比べながら周囲

を見渡した。目的地に着くまでの途中に他のアイコンが付与された場所があれば、

目印として自然とその場所にも目がいき、見慣れた場所であっても「環境」とい

う初めての視点から見ることになる。グリーンマップを手にしているだけで、環

境に気づきやすい新たな視点を手に入れることができるのだ。二つ目は、生活に

溶け込んだ身近な自然を再発見できることだ。近すぎて普段は見逃してしまいが

ちな自然を「探し出そう」という、前のめりな気持ちをグリーンマップは与えて

くれる。これはマップを制作する側、受け取る側双方に言えることではないだろ

うか。よって身近な自然を再発見し、生活圏を環境という視点から見つめ直すた

めのツールとしてグリーンマップは有効性が高いと考える。「地域住民の手による

身近な環境保全」実現の第一歩である、身近な環境への興味を喚起し、大切さや

問題点を「気づかせる」力をグリーンマップは持っている。  
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3-3 「地域の環境データベースとネットワーク作り」としての有効性 

 

 生活を営んでいる人に加えて、その地域で商売をしている人から見たグリーン

マップの有効性を探るために、「カフェかぜのね」を訪れた。左京区田中下柳町に

ある食事もいただけるカフェであり、観光用のガイドブックにも取り上げられて

いるお店である。  

 

 

図 15 「カフェかぜのね」外観 

出所：筆者撮影（ 2013 年 8 月 29 日撮影） 

 

 付与されているアイコンは、文化の中の生活のカテゴリーに分類されている「自

然食レストラン・カフェ」。防腐剤や添加物を使っておらず、健康に良い新鮮で安

全な食物、地元でとれた旬のものを出す自然食レストランという意味を持つアイ

コンだ。  

 店の外には駐輪できるスペースがしっかりと確保されていた。他のお客さんも

徒歩や自転車で訪れている人が多い。冷房は強くなく、店内に入ると一つ一つの

テーブルにうちわがいくつか置いてあり、各自が自由に使えるようになっている。

一角に棚が置かれており、一番上の段には自家製の梅干しが並べられ、他の段に

は環境や文化に関するパンフレットや催し物の案内が並べられており、情報発信

の役割も果たしていると感じた。  
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図 16 「カフェかぜのね」店内の様子①  

出所：筆者撮影（ 2013 年 8 月 29 日撮影） 

 

一番特徴的だったのは、物々交換ができる掲示板が置かれていた点だ。お客同士

が指定の用紙に「あげる」のか「もらう」のかを丸印を付けて示し、その下に何

を提供できるのか、どんなものが欲しいのかを書く。交換はあくまでお客同士に

任されており、お店は物々交換のきっかけを与える場を提供する形をとっている。 

 

 

図 17 「カフェかぜのね」店内の様子②  

出所：筆者撮影（ 2013 年 8 月 29 日撮影） 

 

以上のように食品以外の面でも、環境によい取り組みに力を入れていると感じた。 

 食品にももちろんこだわっていた。飲み物は、自家製のジンジャーシロップを

使ったジンジャーエールや自家製の紫蘇ジュースなど素材にこだわったものがあ
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り、牛乳と豆乳を選べるなど健康面も意識されていた。料理も素材にこだわって

おり、メニューにお米や野菜といった材料から、砂糖や味噌といった調味料に至

るまで仕入れ先や産地が書かれていた。無農薬や無添加など、安心して口にでき

るものばかりであった。  

 

 

図 18 「カフェかぜのね」メニュー 

出所：筆者撮影（ 2013 年 8 月 29 日撮影） 

 

 このフィールドワークを通して二つの可能性を感じた。一つ目は、グリーンマ

ップに載ることが、環境に優しいお店づくりをする一つのインセンティブになる

のではないかということ。物々交換板への張り紙がたくさんあったことからも、

お客さんの中の一定数は、環境や健康への意識が高いお店だという理由で訪れて

いる可能性が高い。グリーンマップによって環境に興味がある人から認知され訪

れるお客さんが増えれば、地域経済の活性化につながり、お店側もより環境保全

への取り組みに積極的になるという好循環が生まれると考える。二つ目は、環境

保全に向けた新たなネットワークが生まれるきっかけになるのではないかという

こと。グリーンマップに載りお互いの存在を知ることで、自分と同じ取り組みに

力を入れている商店と共同でキャンペーンを行ったり、他の商店が実践している

エコ活動に新たに取り組んだりといった、新たな活動の輪が生まれ広がっていく

ことが可能となる。よってグリーンマップは、志を同じくする人々による「地域

のネットワーク作り」という観点において有効性が高いと言える。以上より、「環
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境保全と地域経済の活性化の両立」を促すことができるツールであるグリーンマ

ップは、地域の住民だけでなく地域に属する商店や企業も巻き込んで、「身近な環

境保全」を目指す「新たな地域のネットワーク作り」を実現する。  

 

3-4 「現実を変えていくツール」としての有効性 

 

 本節では、ヒアリング 25で判明したグリーンマップの有効性について「現実を

変えていくツール」という観点から論じていく。  

 第一に、地図という特性から見た有効性について。ヒアリングにおいて「地図

という見える形にすることで弱点に向き合い、何を、どう変えていけばいいのか

整理がしやすくなる。新しく活動を拡大する時にも情報共有がしやすい。子供に

も分かりやすいので、これからの環境を担う若い世代への環境教育にも適したツ

ールなのではないか。」というお話を伺った。問題点をはっきりと自覚することで

現実を変えようという動きにつながっていくこと、地域や社会の仕組みに対して

未来を担う世代の意見を発信する手段となりうることは、「地域住民による」草の

根レベルからの環境保全を実現するうえで有効性が高いツールと言える。  

 第二に、双方型へのシフトという流れから見た有効性について。「2010 年から

双方向型の京都オープングリーンマップの活動が始まっている。これによって、

よりリアルタイムな現実を反映することが可能になり、説得力のある働きかけに

つながるのでは。」というお話を伺った。根拠が明白であればあるほど、具体的な

動きにつながりやすく適切な対応ができると考える。双方向型にシフトすること

で、より「身近な環境破壊」という問題に立ち向かう力が高まることが期待され

る。  

 

3-5 新たに発見した課題 

 

 前節までにおいてのフィールドワークとヒアリングの結果から、「グリーンマッ

プは環境保全と地域経済の活性化を両立させることで、地域住民の手による身近

                                                 
25 グリーンマップジャパン事務局（京都）の右衛門佐美佐子様へのヒアリングよ

り  
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な環境保全を実現するツールなのではないか」という仮説は立証できたと考える。

しかし一方で、グリーンマップを「身近な環境保全」に活かしていくための新た

な課題も見えてきた。  

 ヒアリングの中で「COP3 の時に第一版が作られたように、勢いがある時には

活動が盛り上がるが、盛り上がりが落ち着き新しく活動に加わる人の減少と参加

していた人の離脱があいまって活動が下火になると、マップ作りから新たな活動

につながりにくくなる。後継者を育てることも難しく、後継者が育たないと活動

を継続的に続けていくことも困難になる。」というお話が出た 26。ここから二つの

課題が見えてきた。一つ目は、後継者が育ちにくくマップ作りが単発で終わって

しまうという「継続性」の低さ。二つ目は、マップを完成させた後に新たな環境

保全活動が派生しにくい現実があるという「発展性」の低さ。  

 次章からはこの二つの課題を克服する方法について考察していく。  

 

 

第四章 環境教育という視点 

 

 本章では、前述のグリーンマップが持つ二つの課題を克服するためのキーワー

ドとして「環境教育」を取り上げる。初めに、なぜ環境教育に注目したのかを述

べる。次に、現在の環境教育の流れについて言及し、グリーンマップの特長が流

れに沿っているかについて考察する。  

 

4-1 なぜ「環境教育」なのか 

 

 本節ではグリーンマップと「環境教育」を組み合わせることが、「継続性」と「発

展性」の課題克服において有効であると考えた根拠について論じていく。  

①  「継続性」の低さの克服  

これは、マップ作りが単発で終わりがちであり、受け継がれていかないとい

う課題であった。しかし環境教育の一環としてグリーンマップを取り入れる時

                                                 
26 グリーンマップジャパン事務局（京都）の右衛門佐美佐子様へのヒアリングよ

り  
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に、数年単位でカリキュラムを組むことでこの課題を克服できると考える。毎

年テーマやマップにするエリアを変化させながらグリーンマップを作ることで、

マップ作成に継続性を持たせ、毎年去年の先輩が作成したマップと比較しなが

ら身近な環境保全について考える機会を与える。この仕組みが確立すれば、個

人単位で見れば「一年後の自分」、学校単位で見れば「後輩」、社会単位で見れ

ば「次世代」へとマップ作成を受け継ぐことができ、「継続性」を上げることが

できると考える。  

 

②  「発展性」の低さの克服  

これは、マップ作成から新たな環境保全活動が派生しないという課題であっ

た。この課題もカリキュラムの工夫と、マップを作成する主体が子供たちであ

るという点から克服できると考える。第一にカリキュラムだが、数年間グリー

ンマップ作成を行わせた後は、作成過程や振り返りを通して発見した身近な環

境問題の中から話し合いで一つ課題を決め、その解決方法を提案・実践する流

れにすることで、「発展性」を持たせることができる。グリーンマップの作成過

程で出会った団体や商店と協力すれば、「発展性」を地域全体にまで広げられる

かもしれない。第二に作成主体が子供たちであることから、作成したマップを

持ち帰ることで少なくとも「家族」という社会の最小単位に、「身近な環境保全」

に対する気づきを与えることができる。小さな「発展性」かもしれないが、そ

の積み重ねが大きなうねりになる可能性もあると考える。  

 

4-2 現在の環境教育の流れ 

 

では、現在どんな環境教育に注目が集まっているのだろうか。今回もグリーン

マップとのつながりの深さから京都を事例に考察する。  

 どんな環境教育が京都で話題になっているかの一つの指標として、「京都・環境

教育ミーティング」で取り上げられた議題に注目する。「京都・環境教育ミーティ

ング」とは、年に一度開かれる環境教育や環境保全活動に関心のある市民をはじ

め、学生、NGO/NPO、事業者、教育・行政関係者、環境学習施設関係者が京都に集

い事例発表やワークショップを行う集まりのことである。2014 年で十回目を迎え、
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歴史も深い。 

 2013 年の「京都・環境教育ミーティング」において「国際的な環境教育プログ

ラムの認証旗グリーンフラッグを広げる取り組み」というテーマでセミナーが行

われた。「グリーンフラッグ」とは、世界 50 以上の国と地域で 1000 万人以上の児

童や生徒によって取り組まれている「エコスクール 27」という環境教育プログラ

ムに取り組み、一定基準を満たすと取得することができる国際的な認証のことで

ある。本節では、学校単位で取り組める環境教育プログラムであるという点から、

この「エコスクール」に焦点を当て、どんな姿勢が現在の環境教育に求められて

いるのかについて考察する。 

 

4-3 「エコスクール」に見る環境教育の流れ 

 

 エコスクールの特長から読み取ることができる、現在の環境教育において重要

視されている点は三つあると考える。  

 一つ目は、生徒の主体性を引き出し自ら考え行動する力を養うこと。エコスク

ールでは「７つのステップ」が定められている。「エコスクール委員会を作る」、

「課題を決める」、「計画を立てる」、「実践と見直し」、「授業との連携」、「学校か

ら地域へ広げる」、「エココード（環境宣言）を決める」という明確な七つのプロ

セスが決められていることで、子供でも主体となって環境学習を進めやすくなり、

自ら考える力や、教師や地域の人々を先導し働きかける行動力を伸ばすことに集

中できる。  

二つ目は、学校や保護者や地域の間でのつながりを生むこと。「７つのステップ」

にも「学校から地域へ広げる」というプロセスが明記されており、生徒が発見し

た課題や考えた対策、起こした行動について周囲に広げることで、地域全体で環

境に向き合っていく流れを作り、地域への愛着を育むことができる。  

三つ目は、国際的なネットワークの一員として環境保全に向き合うこと。エコ

スクールに取り組みグリーンフラッグを取得することで、世界中の同志と情報交

換や文化交流を行う機会を得ることができ、地球規模の視点から環境について考

                                                 
27 日本では、一般社団法人 FEE Japan が主体となって行っている活動であり、

文部科学省が推進しているエコスクールとは異なる。  



37 

 

える力を身につけることも可能である。  

この重要視されている三つの流れにグリーンマップは当てはまっているだろう

か。第一に、「７つのステップ」は第二章第四節で述べたグリーンマップ制作の流

れと重なる部分が多くあると考える。第二章第二節で言及したグリーンマップの

特長である「①気づきの手法」や「③現実を変えていくツール」という点から鑑

みても、生徒の主体性や考える力、新たな活動へと結びつける行動力を育むとい

う効果が期待できる。第二に、グリーンマップはフィールドワークや発表の段階

で生徒同士だけではなく、保護者や様々な地域の人々と関わる機会を得ることが

でき、つながりを深めることができる。第三に、グリーンマップは世界中で作ら

れておりネットワークが存在する。グローバルアイコンが使われていることで子

供でも世界中のマップを理解し、国際的な視点から身近な環境を見つめ直し、比

較することが可能である。以上より、グリーンマップは現在の環境教育の流れに

おいても有効性が高いと考える。  

 

 

第五章 環境教育とグリーンマップ 

 

本章では、グリーンマップを使った環境教育が目指す方向を明らかにする。グ

リーンマップが環境教育に使われた広島の事例について研究し、普通の観光マッ

プとグリーンマップを比較したときに、生徒 28や周囲に与える影響がどのように

異なるのか考察する。  

 

5-1 グリーンマップによる環境教育が目指す方向 

 

 グリーンマップによる環境教育は、学校で学習する教科の枠にとらわれない横

断的な学習の実践を目指している。社会科のように地理的・歴史的な観点から周

囲を見るのでもなく、理科のように科学的に原因や仕組みを考えるのでもない。

そうした勉強で学んだ知識を自由に組み合わせながら、多様な価値観で環境を捉

                                                 
28 本稿では小学生を想定している。  
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えていく。本節ではその中でも注目したい五つの方向性を示す 29。  

①  自然とのつながり  

マップ作りを通して、普段は通り過ぎるだけの自然を捉えなおす。その捉え

方は生徒ごとに様々であり、同じ自然を見ても豊かと感じるか少ないと問題視

するかなど意見が分かれても構わない。それぞれの率直な意見を交換し合うこ

とで、環境学習を通して多様な価値観と出会うことができる。  

 

②  人とのつながり  

マップ作成段階・発表段階のどちらにおいても普段の授業では関われない

人々と交流することができる。それは協力してもらう保護者かもしれないし、

インタビューに行く地域の高齢者かもしれないし、参考にするために専門知識

を講演してくれる地域の企業の社会人かもしれない。扱うテーマや規模によっ

て生徒たちは様々な「大人」の環境に対する価値観に触れることができる。逆

に大人たちも「子供」の価値観から学ぶことができる。こうした交流を通して、

地域全体の環境に対する意識の底上げが実現する。  

 

③  歴史とのつながり  

どんな場所にもその地域特有の歴史がある。その瞬間の環境を子供の手でマッ

プに残すことで、誰にでも分かりやすい形で地域の環境データベースとして受け

継いでいくことができる。またマップ作成を継続的に行えば、過去のマップとの

比較も可能となり、アイコンから環境の歴史を直感的に学ぶこともできる。  

 

④  地球とのつながり  

世界共通のグローバルアイコンを使用することで子供でも、世界各地で作られ

たマップと自分たちが作った周辺環境のマップを比較することが可能である。世

界にはどんな自然があるのか、どんな環境問題が起きているのか、自分たちとど

んな点で考え方が違うのかなど、さらに多様な価値観に触れ地球規模で環境につ

いて考える機会を得られる。  

                                                 
29千代章一郎、木原一郎、丸谷博男、中村眞貴子、右衛門佐美佐子、中川恵子（ 2007

年）『～活動テーマ別～グリーンマップガイド』ｐ 4 参考。  
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⑤  自分にできることを見つめる  

ここまでに挙げた①～④のつながりから学んだ多様な価値観も織り交ぜながら、

環境を維持する方法や改善策を自分の頭で考え、友達や家族や地域の人に発信し

ていくことが大切。グリーンマップを「知る」段階から「行動する」段階へと移

行するきっかけにすることで、他の環境保全活動へつなげることや、身近な環境

保護のために自分ができる行動を喚起することができる。  

 

 ここまでに挙げた方向性は、前章で述べた現在の環境教育の流れである「」と

いう観点とも一致する点が多く、グリーンマップは現在の環境教育の流れにもそ

くしたツールであると考える。  

 

5-2 環境教育とグリーンマップ～ひろしまエコピースマップ～ 

 

 では、実際に環境教育にグリーンマップが活かされた事例にはどんなものがあ

るのだろうか。本論では 2003 年に初版が完成した「ひろしまエコピースマップ」

を取り上げ、環境教育に活かす上でどんな工夫がなされたのかを明らかにする。  

 「ひろしまエコピースマップ」は小学校周辺の環境を調査しまとめたグリーン

マップである。2006 年度版は、参加対象は小学生を中心に保護者、社会人、高齢

者と幅広く、所要時間は二日間であった。それに対して、最新の 2010 年度版は、

小学生 30、大学生、教員、社会人、協賛企業、地方公共団体によって行われ、所

要時間は九日間となっている。具体的な調査地域としては広島記念公園周辺を北

と南の二つに分け、一日ずつかけ計二日間フィールドワークを行っている。全国

に限定された地域の便利情報マップは数多く存在するが、都市的スケールでの地

図は広島にしかなく特徴と言える 31。グリーンマップを環境教育に活かすという

観点から行われている工夫は以下の通りである。  

 

 

                                                 
30 広島大学附属小学校四年生の一部。  
31 都市全体が俯瞰できる地図を作成しており、その中で調査した範囲にのみアイ

コンが示されている。都市全体をフィールドワークしているわけではない。  
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①  プレワークショップの工夫 (全年度共通 ) 

プレワークショップとは、フィールドワークに出かける前の事前説明とアイコ

ンに親しんでもらうための時間である。環境教育においては子供が参加主体にな

ることもあり、このプレワークショップの時間をしっかりと取る。2010 年度版で

はプレワークショップに三日間かけており、フィールドワークよりも長い。  

 時間が長いだけでなく、行われる内容も分かりやすく工夫されている。 2006

年度版では、図 19 に示したアイコン塗り絵やアイコンの好き嫌いアンケートが

盛り込まれた「アイコンドリル」が使われた。2010 年度版では、自宅や学校の中

を例にとり五つの記号（○、×、△、■、□ 32）を用いて環境評価する練習を行

い、問題点を改善する方法の提案やオリジナルアイコンのデザインなどを行って

いる。  

 

 

図 19 アイコンドリル 

出所：千代章一郎、木原一郎、丸谷博男、中村眞貴子、右衛門佐美佐子、中川恵子（ 2007 年） 

「～活動テーマ別～グリーンマップガイド」より筆者撮影  

 

②  チーム編成の工夫 (全年度共通 ) 

フィールドワークにあたって六人程度のチームに分かれるが、そのチームは大

                                                 
32 ○は楽しい場所、×は楽しくない場所、△はどちらか判断できない場所、■は

なくなってしまった場所、□はこんなものがあったらいいなと思う場所、を表す。  
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人と子供が混合ではなく、子供は子供のみでチームを作り 33、大人は大人のみで

チームを作る。こうすることで大人の視点と子供の視点を明確に分けることがで

き、プレゼンテーションの時に価値観の違いが分かりやすくなる。  

 

③  アイコンの工夫 (全年度共通 ) 

アイコンを子供にも選びやすくするための工夫が行われている。2006 年度版で

は、調査対象や普遍性を考慮して約 20 個にアイコンを絞り、環境に悪いなら赤、

どちらともいえるなら黄、環境に良いなら緑、の三色に色分けすることで 60 種

類の意味を表現できるようにした。例えば「騒音源」を表すアイコンも、緑に塗

ることで「にぎやかな場所」を表現することができる、といった具合である。  

2010 年度版では、図 20 に示した「五感アイコン」が使われた。「五感アイコ

ン」とは、「五感で感じる」をテーマに作られた、みるアイコン、きくアイコン、

におうアイコン、あじわうアイコン、さわるアイコンの５つのアイコンのこと。

さらにアイコンを付与するごとに、三つ星でそのアイコンの意味の強さを評価す

る形式をとった。三色の色分けは引き続き行われている。  

 

 

図 20 五感アイコン 

出所：ひろしまエコピースマップ  プレワークショップ二日目 

http://home.hiroshima-u.ac.jp/ecopeace/japanese/ep9_report1/files/pre2/pre2_gokan.htm  

 

                                                 
33 引率の大人が同行することはある。  

http://home.hiroshima-u.ac.jp/ecopeace/japanese/ep9_report1/files/pre2/pre2_gokan.htm
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④  調査ツールの工夫 (全年度共通 ) 

子供たちがスムーズにフィールドワークの結果をマップに落とし込めるように、

様々な調査ツールが使われている。2006 年度版では、最初に「○×マップ」とい

う環境に良いか（○）、悪いか（×）だけを直感的に記すことができる調査用地図

を用い、その後に作る「アイコンマップ」において初めてスポットごとにアイコ

ンを配置するという流れが採用された。また、図 21 に示した一枚一枚切り離す

ことができ、自分の調べた場所についてアイコンや評価、感想や維持・改善方法

などをまとめて書き込めるカードタイプのメモ帳である「アイコンカード」も並

行して利用された。  

2010 年度版では、最初に「フィールドワークマップ」に五つの記号（○、×、

△、■、□）を記しながらフィールドワークを行い、その後「アイコンマップ」

において五感アイコンに置き換える方法をとった。アイコンマップは調査用のフ

ィールドワークマップと同じ大きさのトレーシングペーパーのような透ける素材

となっており、調査したフィールドワークマップに重ねて、アイコンを書き込ん

でいける仕組みだ。 調査した内容をアイコン化しやすく、またアイコンを通した

議論をする際も  友人のアイコンマップを重ねることで、議論がより活発になる工

夫がされている。  

 

 

図 21 アイコンカード 

出所：千代章一郎、木原一郎、丸谷博男、中村眞貴子、右衛門佐美佐子、中川恵子（ 2007 年） 

「～活動テーマ別～グリーンマップガイド」より筆者撮影  
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⑤  マップの形態の工夫 (2003 年度 ) 

2003 年度版では、「1945 年歴史編」と「2003 年現代編」の二種類のマップが

作成された。歴史編は原爆によって失われた環境や当時の生活の様子をマップ化

したものだ。作成にあたっては、広島市内を走っている路面電車の当時の運転手

であった藤井照子さんが協力している。そして図 22 に示したように、二つのマ

ップを重ね合わせて比べやすいように、歴史編は紙に、現代編はトレーシングペ

ーパーに印刷されている。今見えている環境だけではなく、過去の環境とその変

化にも興味が持てるように工夫されているのだ。  

 

 

図 22 2003 年度版  ひろしまエコピースマップ 

出所：千代章一郎、木原一郎、丸谷博男、中村眞貴子、右衛門佐美佐子、中川恵子（ 2007 年） 

「～活動テーマ別～グリーンマップガイド」より筆者撮影  

 

5-3 グリーンマップ導入の意義～観光マップとの比較から～ 

 

 普通の観光マップ作りであっても地域や周辺環境を見直すことは可能であり、

もしかしたら周囲の人々からの注目度はグリーンマップよりも高く、手に取って

くれる人も多いかもしれない。ではなぜ本稿において教育にグリーンマップを取

り入れることを論じるのか。グリーンマップ導入の意義についてここで一度、考

察しておきたい。  
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 やはりグリーンマップの最大の特長であるグローバルアイコンによるところが

大きいと考える。意義としては三つ。一つ目は、アイコンという足掛かりがある

ので、予備知識が少ない人でも親しみやすいこと。「環境」と一口に言っても含ま

れる事象は膨大な数に上る。そんな中でグリーンマップにおけるアイコンは「索

引」の役割を果たしていると考える。地図に載せようとした自然がどんな定義に

当てはまるのか、どんな表現が適切なのか分からない時でも、「索引」を引くこと

で、後に再考するとしてもとりあえずは「答え」を見つけ、前進を続けることが

できる。環境のように見る立場によって良し悪しが変わる多面性を持つ問題に向

き合うとき、立ち止まってばかりいるよりも行動することで、新しい気づきや価

値観と出会い、現実を維持・改善する道が見えてくると考える。  

二つ目は、アイコンの種類が多岐にわたるので、小さな自然にも目が配れるこ

と。「身近な環境保全」について考える時、わずかな自然や問題点でもマップに表

現できることは大きな意味を持つと考える。  

三つ目は、アイコンのような一定の決まった規格があるので、他のマップとの

比較が「時間」「地域」「作成者」のどの軸が異なっても容易であること。この点

は観光マップとの最大の差だと考える。比較することで新たな価値観と出会い、

考えをブラッシュアップすることが可能になる。例えば、前節で紹介した「ひろ

しまエコピースマップ」では実際に、「時間」と「地域」は同じでも、「作成者」

が異なるマップにおいて図 23 に示したような違いが確認されている。左の子供

が作ったマップでは遊びの環境を中心に楽しい場所を示す緑のアイコンを付与し

ているが、右の保護者が作ったマップでは危険な場所を示す赤のアイコンを付与

している。直感的に異なる価値観を知ることができる好例だ。また、一つ目と二

つ目の意義はマップ作成者からの視点であったが、これは作成者と完成した地図

を手にしただけの人どちらにも言えると考える。  
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図 23 親子による感じ方の差（左 :子 右:親） 

出所：中川恵子 (編 )(2008 年 )『GREEN MAP IMPACT めざせ！エコ・コミュニティ』 

より筆者撮影 

 

 

第六章 提言と分析 

 

6-1 提言 

 

 グリーンマップを使った環境教育を行う時、具体的にはどんな形が考えられる

のだろうか。事例の一つとしてフィールドワークを実施した京都で行う場合を想

定し、主に広島の事例を参考に考察していく。  

 第一に学年について。マップ作成に携わる学年は第四学年～第六学年の生徒が

適しているのではないかと考える。これは、グリーンマップの作業手順の中には

自分のアイディアや意見を発信し、討論することが必要になる場面が多くあるた

めだ。小学生には難しいことかもしれないが、この活発な意見交換はグリーンマ

ップが「現実を変えていくツール」として効果を発揮するためにはなくてはなら

ないものであり、身近な環境保全につなげていくためには高学年で取り入れるこ

とが有効であると考える。  

第二に時期ついて。行う時期は春から夏休み前がよいと考える。理由は二つ。

一つ目は、春から夏にかけては自然が豊かな時期であること。児童たちから見つ
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けられることを待つ自然や環境は多ければ多いほど、楽しみながら環境について

学べると考える。二つ目は、作成したマップを発展させる良い機会に夏休みがな

るのではないかということ。夏休みは家族で話す時間や地域の行事に参加する時

間が普段よりも増える。そういったところにグリーンマップが地域住民の手によ

る身近な環境保全実現につながる可能性が秘められていると考える。  

第三にカリキュラムについて。授業で行う場合、総合学習の時間を当てること

が適切だと考える。学習指導要領には、「横断的・総合的な学習や探究的学習を通

すこと」（文部科学省 ,2009,p.19）、「自ら課題を見つけ、自ら学び、自ら考え、主

体的に判断し、よりよく問題を解決する資質や能力を育成すること」（文部科学

省 ,2009,p.21）といった記述があり、グリーンマップは総合学習の時間に扱うに

値するツールであると考える。学校側が学年ごとに統一したテーマを決め、担当

するエリアをクラスごとに振り分ける。その学年と担当テーマの組み合わせを変

えずに後輩に引き継ぐことで、同じテーマで作られたグリーンマップが毎年一枚

ずつ増えていくことになり、マップを評価する段階において比較対象となる。保

護者の参加や、第三者へのマップの配布は無理して行うことはせず、最初は生徒

が手書きで作りあげたものを生徒にだけ印刷するところから始めればよいのでは

ないだろうか。印刷する際には、図書室において自由に閲覧できる分と、来年の

マップが出来上がった時に比べる分も印刷しておくと、児童が多様な価値観に触

れる機会を増やすことができると考える。  

第四にマップの内容について。調査するエリアは基本的に学校の周囲や通学路

から始めることがよいと考える。学年が低い間は馴染みのある場所でフィールド

ワークを行った方が、細かいところまで丁寧に「気づき」を探す練習になると考

えるためだ。京都という歴史や文化、昔からの生活の知恵が息づいている地域性

から、歴史的建造物や文化、風習に付与できるアイコンを取り入れるとよいと考

える。歴史があるということはいくつもの環境の変化を乗り越えてきた証であり、

そこには何か文明の力とは違う良さを見つけることができるはずだ。環境に優し

い生き方を次世代が学ぶことは、身近な環境保全に直結すると考える。アイコン

の種類に加え、広島の事例で行われている付与したアイコンごとに星印で評価を

付ける工夫を応用して、どれくらい昔からあるかを評価の軸に加えることも環境

のありがたみや保全の意識を高める点で有効だと考える。  
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では、費用はおよそどれくらいが想定されるだろうか。まず、グリーンマップ

アイコンを使うために登録費を支払う必要がある。登録費は所属団体の種類、制

作する国の平均収入、プロジェクトの期間によって異なり、グリーンマップのホ

ームページ上にリンクのある「マップメーカー・サービスサポート費用計算機 34」

に上記の三点の必要項目を入力することで計算できる。学校、日本、最長申請期

間である三年で計算すると、193 ドルであった。これは日本円で、約 2 万円であ

る 35。教材は事例を参考に教員が作り、第三者に配布することはないとする。ツ

ールに関しては、印刷機は学校のものを使い、紙も普段学校で使っているものを

使うとすると、基本的にはかかる費用は完成したマップを印刷する代金のみであ

る。一学年の生徒が 100 人 36とすると、A3、上質紙、二つ折り、片面カラーの条

件で 6,510 円 37である。第四、五、六学年の全員がグリーンマップを三年間作る

とすると、かかる費用は全体で  

6,510×3×3 ＋  20,000 ＝  78,590 

となる。よって本章第三節と第四節で行うコスト面からの比較において、グリー

ンマップの費用は 78,590 円と考える。  

 

6-2 環境教育の分類 

 

 ここからは、「小学生に環境を知ってもらう」というコンセプトの元、環境教育

について研究している既存の論文と、前節でのグリーンマップを環境教育に活用

するという本稿における提言を比較する形式で分析を進めていく。どんな学びの

成果を生徒に与えられるかという「内容面」と、経済学的観点である「コスト面」

から既存の論文を補える点を考察することで、グリーンマップを教育政策の中で

使うことの意義を明らかにしていく。  

 そこで比較分析をしていく便宜上、環境教育の種類を「校外型」、「校内型」の

                                                 
34 「マップメーカー・サービスサポート費用計算機」

http://www.greenmap.org/greenhouse/ja/calculator?theme=simple より。  
35 2014 年 1 月 31 日の為替レートで 1 ドルは 102.5 円であるため。  
36 京都教育大学附属京都小学校の平成 26 年度新入生募集人員が 96 名を参考。  
37印刷通販株式会社．「ユアプレス ペラもの印刷」

http://www.yourpress.jp/order-peramono より。  

http://www.greenmap.org/greenhouse/ja/calculator?theme=simple
http://www.yourpress.jp/order-peramono
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二つに分類する。「校外型」は学校の敷地の主に外において行われる環境学習であ

ると定義する。反対に「校内型」は学校の敷地内で主に完結する環境学習である

と定義する。分類を行う理由は、コストを考える時に学校との距離が離れると移

動コストなどがかかると考えたためである。  

 

6-3 分析１－校外型－ 

 

 既存の論文として、岩西哲、森永紗江子（2011）「森林環境学習「やまのこ」事

業が児童の森林への意識にもたらす影響」を取り上げる。 

滋賀県が県内全ての小学校四年生を対象に行っている森林環境学習「やまのこ」

は、子供たちの森林への理解と関心を深め、人と豊かに関わる力を育むことを目

的としている。県が指定する八か所の受け入れ施設のいずれかにおいて、一日も

しくは一泊二日で実施される森林体験学習と、学校での事前・事後学習から構成

されている。教育目標は、「森林への興味や親しみを向上させる」、「森林の働きや

重要性についての理解を深める」、「森林の中の危険性に気づき、回避する力を身

につける」、「体験学習を通して、優しさや思いやり、協力し合う心を育む」の四

点。受け入れ施設の一つである甲賀氏みなくち子どもの森自然館において午前九

時から午後三時までの数時間「やまのこ」に取り組んだ 38学校の中の 23 校、児童

1184 名を対象に行ったアンケート調査をもとに、児童たちの森林への好嫌度や思

い描く森林像、森林の多面的機能への理解が、どのように変化したかについて論

じている。  

〈内容面〉  

 「「やまのこ」での体験を経て、森林の主要な構成要素である樹木の多様性に気

づく児童が増加したことを示唆している。また抽象的な生物の名称をあげる児童

や日本の森林環境に野生していない動植物をあげる児童の割合が減少していた」

（岩西 ,森永 ,2011,p.23‐24）と述べられている。環境の中に生息する動植物の名

称という細かい点まで教育成果が行き届いている点について、グリーンマップに

よる環境教育は見習う必要があるのではないだろうか。分かりやすいアイコンを

                                                 
38 内容は施設を利用した森林散策や自然観察、木工、展示見学など、3～4 種類

の学習活動を組み合わせたもの。  
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用いている分、細かい知識や具体的な動植物への興味喚起を目指す時には、テー

マやエリアをかなり絞り込む、オリジナルのアイコンを考えるなどの工夫が求め

られると考える。  

 対して考察において「しかしながら、「やまのこ」後に森林への好嫌度が低下し

ていた児童がみられるなど、その教育効果は児童間で異なっていることも窺われ

た。〔中略〕また児童の性別や学校周辺の自然環境などの違いが、「やまのこ」前

の自然体験の程度や自然観に違いをもたらし、これが「やまのこ」の教育効果に

影響していることもあり得るだろう。」（岩西 ,森永 ,2011,p.26）と指摘している。

この点においてはグリーンマップによる環境学習で補える余地があると考える。

グリーンマップで扱う地域は、各学校周辺や通学路であり、どの児童にとっても

ほぼ同じ親しみを持っているエリアであるので、性別や学校の立地によって教育

効果に差が出ることはないと考える。分かりやすいアイコンの仕組みも均一な学

習効果を期待できる。また、発展性という面でも補える点があるのではないだろ

うか。「やまのこ」は行える施設が限定されており、児童によっては身近な環境と

の差が大きいのは前述の通りだ。そうなると、身近に同じ環境がある場合と比べ

て、学習した価値観や気づきを反復する機会は大きく減少し、環境学習での経験

を発展させにくい児童も出てくるだろう。グリーンマップは「身近な環境」に特

化している分、日常の中で学習したことが連想される機会が多く、環境保全への

行動につながりやすいと考える。  

〈コスト面〉  

 「やまのこ」は事前・事後学習経費、移動経費、教材費などの諸経費は琵琶湖

森林づくり県民税から支援を受けている。今回は 2012 年のデータを使う 39。事業

費が 95,808 千円であり、学校数が 243 校であるから一校あたりのコストは  

        

   
            ．．．．．  

となり、平均で一校約 40 万円かかっていることになる。つまり、学校としてかか

っている経費はほぼ 0 円 40でありグリーンマップの費用よりも安くなるが、環境

教育に使われているお金という意味では一校が第四学年を一度学ばせるための費

                                                 
39 滋賀県．「森林環境学習「やまのこ」事業実績の推移」より。  
40 施設事前見学の際の入場料、宿泊料、食費、および当日の食費は自己負担。  
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用が約 40 万円となり、グリーンマップが三学年三年分でかかる費用が約 8 万円で

あるのと比べるとかなり高額である。さらに学校によっては、施設までの移動に

対する心理的コストや、時間的コストがかかることが予想され、金銭的コスト以

外にもコストの発生が考えられる。以上より、経済的な観点からはグリーンマッ

プはコストの面で十分有効性があると考える。  

 

6-4 分析２－校内型－ 

 

 既存の論文として、八木光晴、佐久間寛道、北御門毅、苑田正徳、石橋和史、

米山雄一郎、古田秀人（2010）「校内水族館を用いた環境教育の実践―地域の動植

物を活かした環境教育の育成―」を取り上げる。 

 校内水族館とは、大型水槽を用いて身近な地域に生息する動植物を校内で展示

し、展示されている動植物の解説と写真、身近な地域の川のどこで採取したのか

を示す「生き物マップ」の作成・展示を行うものであり、環境意識の育成に資す

る新たな教材として開発されたものだ。福岡県福岡市立那珂小学校に作られた校

内水族館がもたらす子供たちへの「生きもの」と「自然環境の保全」に対する意

識変化について、児童へのアンケートをもとに論じられている。 

〈内容面〉  

 「また、校内水族館全体を俯瞰することにより、上流から下流にかけて河床粒

径が小さくなり、「流れる水の動き」といった河床や土地の変化が観察できた。〔中

略〕魚類の体のサイズの違いによる異なった遊泳速度 (八木・及川  2008)や走流性

が観察できた。」（八木,佐久間,北御門,苑田,石橋,米山,古田,2010,p60）と述べら

れている。こうした本来は観察や調査に時間や手間がかかる環境の移り変わりを、

手軽かつ安全に児童でも自分の目で確かめられる点は、グリーンマップによる環

境教育にはない利点であると感じた。  

 対して作成過程に児童が関わっていないという点において、グリーンマップに

よる環境教育が補える部分があるのではないかと考える。作成に関わることで、

校内水族館やグリーンマップといった今目の前にある成果と、身近な河川や環境

といった現実のリンクはより強くなり、環境保全という視点から日常を見る力が

より高まるのではないだろうか。また、一つの設備で観察できる自然の種類には
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限界がある。グリーンマップは多様なアイコンの助けを借りることで、作成過程

で出会う自然の種類が多い分、多様な価値観を得ることができると考える。加え

て、校内水族館は学校内だけで環境教育が完結してしまっているが、グリーンマ

ップでは作成過程においてや、地図を配布・持ち運びできることで地域の人々と

の関わりを持ち、時には環境保全のうねりの中に巻き込んでいくこともできる。

この点で多様な価値観との出会いが多く、校内水族館とは異なった影響を与える

ことができると考える。  

〈コスト面〉  

 「ビオトープと比較すると維持にかかる費用は少なくて済むが、それでも毎年

恒常的な資金が必要になる。」（八木 ,佐久間 ,北御門 ,苑田 ,石橋 ,米山 ,古

田,2010,p62）と述べられていることからも分かるように、校内水族館はシステム

作成のための初期費用と維持費がかかる。論文（八木,佐久間,北御門,苑田,石橋,

米山,古田,2010,p58）よりかかる費用は、  

 

α：アクリル製の水槽（東峰株式会社）  

β：上流水槽用水中ポンプ（エーハイム水陸両用ポンプ 1262）  

γ：外部設置式濾過装置（エーハイムクラシックフィルター2217）  

μ：簡易クーラー（ZR-130E：75E ゼンスイ株式会社）  

ε：恒常的な費用 

 

3α ＋ β ＋ 3γ ＋ μ ＋ ε  

＝ 3×62,620 ＋  25,473 ＋  3×29,106 ＋  81,900＋63,000 ＋  ε  

＝  445,551 ＋  ε 

 

となる。つまり上流・中流・下流、三つの水槽からなる校内水族館を作るとする

と初期費用は約 45 万円であり、プラス維持費(ε)が毎年かかり、初年度のコス

トは 45 万円以上になると予想される。対してグリーンマップの費用は約 8 万円で

あった。校内水族館は全校生徒で共有できることもあり、一概には比べられない

が、45 万円あればグリーンマップによる環境教育を 15 年間以上行えることを考

えると、経済学的な観点からはグリーンマップによる補完の余地はあると考える。 
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終章 

 

本稿では京都を事例に、グリーンマップを活用した「地域の人々の手による身

近な環境保全」の実現について論じてきた。グリーンマップの持つ七つの特長。

フィールドワークとヒアリングでは「気づきの手法」と「現実を変えていくツー

ル」の特に二点が、地域住民の手による身近な環境保全という未来を引き寄せる

力を持っていることが明らかになった。加えて、「地域の環境データベースとネッ

トワーク作り」の特長からは、環境保全と地域経済の活性化の両立が可能である

という結論を得ることができた。しかし一方で課題も見えてきた。「地域の人々の

手による身近な環境保全」を実現するたしかな可能性を持ったグリーンマップで

はあったが、活動が次世代につながらない、マップ作りから新たな分野での環境

保全活動が派生しにくいという課題だ。そこで、さらに「環境教育」という観点

を導入することについて考察した。事例研究を通して、グリーンマップは広島に

おいてはすでに、環境教育とタッグを組むことで将来世代に身近な環境保全を促

すことに成功していることが明らかとなった。  

以上の結果をうけ、「グリーンマップを環境教育」に活かして「地域の人々の手

による身近な環境保全」を実現する新たな方向性で提言を述べた。実施対象学年

や調査ツールは広島における工夫を踏襲した。反対にアイコンには五感ではなく

歴史を絡めることで京都を例にとった場合の地域性を出すことができると考えた。

また三学年を巻き込んだ長期的なカリキュラムにすることで、持続性・発展性の

低さという京都のグリーンマップが持つ課題に切り込む提言になっていると考え

る。既存の論文との比較分析においては、経済的なコストの面では教育政策にグ

リーンマップを活用していく大きな意義を示すことができたのではないだろうか。

内容面においても、「身近な環境保全」という限定的な枠組みにおいては、グリー

ンマップはとても理にかなった、比較した二つの方法とは異なった影響を与える

ことができる環境教育ツールであると示すことができたと考える。  

最後に本稿における限界について言及する。第一に、地域を絞った調査や提言

ができなかった点。例えば事例として取り上げた京都の中で地域を絞ることで、

保全すべき環境の具体的な優先順位や現状が見え、より緻密な提言ができたので

はないだろうか。第二に、環境教育における有効性について考察する時に、子供



53 

 

目線からの評価資料が少なかった点。比較対象として既存の論文を読む中で得た、

教育の内容面において評価する時には教育を受ける立場にある子供の意見をアン

ケートなどから集めて分析することが重要であるという気づきは、今後の課題と

したい。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

 

参考文献 

 

（１）山本栄一郎．竹内萌．山崎正史（ 2011）「京都世界遺産のバッファゾーン

における景観整備に関する研究－清水寺をケーススタディとして－」『日本都市

計画学会関西支部研究発表会』 

（２）岩西哲、森永紗江子（2011）「森林環境学習「やまのこ」事業が児童の森林

への意識にもたらす影響」『環境教育』VOL21-1,pp16-27 

（３）八木光晴、佐久間寛道、北御門毅、苑田正徳、石橋和史、米山雄一郎、古

田秀人（2010）「校内水族館を用いた環境教育の実践―地域の動植物を活かした環

境教育の育成―」『環境教育』 VOL20-2,pp57-63 

 

（４）Wendy E. Brawer, Matthew Groshek, Masahiro Horiuchi, Marco Kusumawijaya, 

Justin Lafontaine, Mac Legerton & Patricia Locklear, Shoichiro Sendai, Anand 

Upalekar, Yasushi Watanabe, Misako Yomosa（2004 年）『GREEN MAP ATLAS 

–MAPMAKING STORIES ASIA & NORTH AMERICA-』 

（５）右衛門佐美佐子、千代章一郎、北條崇（2005 年）『Green Map Activity Guide』

糺書房 

（６）千代章一郎、木原一郎、丸谷博男、中村眞貴子、右衛門佐美佐子、中川恵

子（2007 年）『～活動テーマ別～グリーンマップガイド』鬼頭印刷 

（７）中川恵子(編)(2008 年)『GREEN MAP IMPACT めざせ！エコ・コミュニティ』

鬼頭印刷 

（８）天然デザインフォーラム(1997 年 11 月第一版)「京都グリーンマップ」(有)

幸伸写真製版 

（９）国土交通省総合政策局（2012）「建設着工統計調査報告」 

（10）文部科学省（2009）「小学校学習指導要領解説 総合的な学習の時間編」．

http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles

/afieldfile/2009/06/16/1234931_013.pdf（2014年1月31日閲覧） 

 

 

 

http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2009/06/16/1234931_013.pdf（2014年1月31
http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2009/06/16/1234931_013.pdf（2014年1月31


55 

 

（11）京都新聞（2013 年 9 月 11 日）「梨木神社境内にマンション計画 京都御苑

の東隣」http://www.kyoto-np.co.jp/top/article/20130911000014/1（2013 年 11

月 4 日閲覧） 

（12）京都新聞(2012 年 11 月 7 日)「景観保全の在り方模索 世界遺産会合」

http://www.kyoto-np.co.jp/sightseeing/article/20121107000144（2013 年 11

月 4 日閲覧） 

 

（13）京都府広報課．「京都府」．http://www.pref.kyoto.jp/（2014 年 1 月 18 日

閲覧） 

（14）京都府．「人口集中地区別人口、人口増加数、面積及び人口密度」．

http://www.pref.kyoto.jp/tokei/yearly/tokeisyo/tsname/tsg0204.html（2014

年 1 月 18 日閲覧） 

 

（15）京都府．「京都府統計なび・経済センサス」．

http://www.pref.kyoto.jp/t-ptl/tname/k068.html（2014 年 1 月 18 日閲覧） 

（16）京都府．「京都府の主な統計データ」．

http://www.pref.kyoto.jp/t-ptl/kodomo/omonadeta/omonadetatop.html 

（17）京都市・京都観光推進協議会．「きょうと修学旅行ナビ」．

http://kyotoshugakuryoko.jp/index.php（2014 年 1 月 18 日閲覧） 

（18）京都府．「世界遺産（世界文化遺産） 古都京都の文化財」．

http://www.pref.kyoto.jp/isan/（2014 年 1 月 18 日閲覧） 

（19）Green Map．「DIRECTIONS TO A SUSTAINABLE FUTURE」．

http://www.greenmap.org/greenhouse/en/home（2014 年 1 月 19 日閲覧） 

（20）グリーンマップジャパン．「GREEN MAP JAPAN 地球を見つめ、地域を描く！

グリーンマップへようこそ！」．http://greenmapjapan2010.jimdo.com/（2014

年1月19日閲覧） 

（21）京都グリーンマップ事務局．「京都グリーンマップ  Kyoto Green Map」．

http://kyotogreenmap.jimdo.com/（2014年1月19日閲覧） 

（22）「Hiroshima Eco Peace Map」. http://home.hiroshima-u.ac.jp/ecopeace/

（2014年1月29日閲覧） 

http://www.kyoto-np.co.jp/top/article/20130911000014/1
http://www.kyoto-np.co.jp/top/article/20130911000014/1
http://www.kyoto-np.co.jp/top/article/20130911000014/1
http://www.kyoto-np.co.jp/sightseeing/article/20121107000144
http://www.kyoto-np.co.jp/sightseeing/article/20121107000144
http://www.kyoto-np.co.jp/sightseeing/article/20121107000144
http://www.pref.kyoto.jp/（2014年1月18
http://www.pref.kyoto.jp/tokei/yearly/tokeisyo/tsname/tsg0204.html（2014年1月18
http://www.pref.kyoto.jp/tokei/yearly/tokeisyo/tsname/tsg0204.html（2014年1月18
http://www.pref.kyoto.jp/t-ptl/tname/k068.html（2014年1月18
http://www.pref.kyoto.jp/t-ptl/kodomo/omonadeta/omonadetatop.html
http://kyotoshugakuryoko.jp/index.php（2014年1月18
http://www.pref.kyoto.jp/isan/（2014年1月18
http://www.greenmap.org/greenhouse/en/home（2014年1月19
http://home.hiroshima-u.ac.jp/ecopeace/（2014年1月29
http://home.hiroshima-u.ac.jp/ecopeace/（2014年1月29


56 

 

（23）印刷通販株式会社．「ユアプレス ペラもの印刷」．

http://www.yourpress.jp/order-peramono（2014年1月29日閲覧） 

（24）滋賀県．「森林環境学習「やまのこ」事業実績の推移」．

http://www.pref.shiga.lg.jp/d/rimmu/shinrinzeijigyo/jigyo_jisseki/files/

jisseki8_yamanoko.pdf（2014年1月29日閲覧） 

（25）東峰株式会社．「ToHo」．http://www.toho.vc/（2014年1月31日閲覧） 

（26）エーハイムジャパン株式会社．「 EHEIM」．http://www.eheim.jp/（2014

年1月31日） 

（27）ゼンスイ株式会社．「ゼンスイ株式会社」．http://www.zensui.co.jp/（2014

年1月31日） 

（28）京エコロジーセンター．「エコセンで環境活動をする  第9回京都・環境教

育ミーティング」．http://www.miyako-eco.jp/ecocen/activity/2013/index.html

（2014年1月29日閲覧） 

（29）一般社団法人 FEE Japan．「エコスクール」．

http://www.feejapan.org/eco-schools/（2014年1月29日閲覧） 

 

（30）京のアジェンダ21フォーラム事務局長 井上和彦様 

（31）グリーンマップジャパン事務局(京都) 右衛門佐美佐子様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.yourpress.jp/order-peramono（2014年1月29
http://www.pref.shiga.lg.jp/d/rimmu/shinrinzeijigyo/jigyo_jisseki/files/jisseki8_yamanoko.pdf（2014年1月29
http://www.pref.shiga.lg.jp/d/rimmu/shinrinzeijigyo/jigyo_jisseki/files/jisseki8_yamanoko.pdf（2014年1月29
http://www.eheim.jp/（2014年1月31
http://www.eheim.jp/（2014年1月31
http://www.zensui.co.jp/（2014年1月31
http://www.zensui.co.jp/（2014年1月31
http://www.miyako-eco.jp/ecocen/activity/2013/index.html（2014年1月29
http://www.miyako-eco.jp/ecocen/activity/2013/index.html（2014年1月29
http://www.feejapan.org/eco-schools/（2014年1月29


57 

 

あとがき 

  

「一生懸命調べたのは伝わってくる。でも、もっと自由に自分の意見を書いて

いいんだよ。」  

 

 入ゼミ試験の教授面接の時に、私のレポートについて言われた言葉である。こ

の言葉の後の面接時間のほとんどは、先生が私の選んだテーマについて、新聞に

載っていなかった、本にも載っていなかった、「新しい」話をしてくださったこと

が記憶に残っている。今振り返ってみると、あのような瞬間のことを「啓発を受

ける」と表現するのかなと思う。大沼ゼミで学ばせていただいて二年。あの時よ

りは内容のある文章に仕上げたいというのが私のひそかな目標であった。書き上

げた今、満足感はあれど自信はあまりなくて、正直どきどきしている。  

 一昨年の夏休みに京都を訪れた際、地元の有機野菜を使ったおばんざいのお店

や、自然から涼を取る鴨川の納涼床、昔の風景がそこだけ切り取られてそのまま

生き続けているような光景が広がる先斗町などを訪れ、自然や歴史の積み重ねを

身近に感じることができる京都という街に興味を持った。一人の力で論文を書き

上げなければならないという難題にぶつかった時、まず頭に浮かんだのが京都だ

った。そして京都について調べる中で、関係の深いグリーンマップと出会った。

グリーンマップを使って、地域住民の手で身近な環境保全を実現する方法を環境

教育の観点から考える。決して大きなテーマではないかもしれないけれど、調べ

てみたいと思えるテーマで卒業論文を書きあげることができて、本当に嬉しく思

っている。  

 

最後になってしまいましたが、フィールドワークの後どう分析を進めたらいい

のかわからなくなっていた私に環境教育という新たな視点を与えここまで導いて

くださった大沼先生と澤田さん、一緒に学ばせていただいた同期のみんな、この

卒論にあたりヒアリングに協力してくださった井上様と右衛門佐様、本当にあり

がとうございました。  

心からの感謝の意を表して結びの言葉に代えさせていただきます。  

 


