
学びと行動と変革と
麻布大学のSDGsの実践から

2022年2月21日

麻布大学 生命・環境科学部 環境科学科

地域環境政策研究室 准教授 村山史世

murayama@azabu-u.ac.jp
https://researchmap.jp/Fumiyo_MURAYAMA/

https://GreenMap.org/team/fumiyo-murayama/290

リサーチマップ



自己紹介

• 麻布大学 生命・環境科学部 環境科学科
地域環境政策研究室 准教授

• 武蔵野大学 客員教授

• 担当科目 「法学入門」「日本国憲法」「人権
論」「地域コミュニティ論」「環境フィールドスタ
ディ」「インターンシップ」

• かつての担当科目 「行政法」「民法」「市民環
境活動論」「まちづくり論」

• 環境カウンセラー（市民部門）

• 座間市環境審議員・座間市相互提案型協働事
業委員・海老名市環境審議員

リサーチマップ

みがくSD研



JST主催 サイエンスアゴラ2020でのオンラインワークショップ

https://youtu.be/0BJKmyriWgo



麻布大学

１８９０年「麻布獣医講習所」創設

「学理討究と誠実なる実践」

獣医学部

獣医学科
動物応用科学科

生命・環境科学部

臨床検査技術学科
食品生命科学科
環境科学科



神奈川県相模原市
JR横浜線矢部駅徒歩４分



獣医

動物

健康 環境

食品

地球共生系
～人と動物と環境の共生を目指して～

麻布大学の教育理念



地球共生系とSDGsは
相性が良い

SDGsも「学理の討究と誠実なる実践」



2015年

• 9月 国連が2030アジェンダ・SDGs採択。

• 10月 SDGsに関する研究会（みがくSD研）開始。

⇒継続中 https://sdgspbl.jimdofree.com/ 2/27に大会

• 12月 麻布大学・目白大学・江戸川大学の3大学対抗
プレゼン大会に環境科学科の学生有志が参加。トヨタ自
動車（株）CSR部から「オリンピック・パラリンピック東京
大会に向けて、トヨタらしい社会貢献活動のプログラムを
提案せよ」とのテーマに対して、「道と広場のカイゼン 誰
一人取り残さない東京オリンピック・パラリンピックのため
に」でプレゼン。SDGsに言及。

https://sdgspbl.jimdofree.com/


2015年12月5日 目白大学

SDGsの「水と衛生」に着目した提案。



麻布大学環境ワークショップ（2 0 1 5年度） 環境カフェあざぶ
環境科学科の教育・研究と国連持続可能開発目標（SDGs)

－水と衛生について語り合う－

3月2 6日（土）1 5 :0 0－１７:５０ （1 4 :3 0開場）
麻布大学 テラスいちょう

国連の新開発目標

サイエンスカフェとは？
・専門家が参加者ととも
に対等な立場で科学に
関して話し合います。

参加するには？
・参加費無料。
・先着順（定員３０名）。
・裏面の申込用紙で
麻布大学学術支援課宛
FAX： 0 4 2 -8 5 0 -2 5 1 1
kenkyu@azabu-u.ac.j p

【会場】 麻布大学
JR横浜線 矢部駅徒歩５分

ht tp://www.azabu-u.ac.j p/campus_ map/

【対象】 市民・学生・教職員
高校生も大歓迎

【主催】 麻布大学環境教育
研究会

【問合せ】 麻布大学 環境科学科
地域社会研究室 村山史世

電話＆FAX 0 4 2 -7 6 9 -1 9 6 5
murayama@azabu-u.ac.j p

安井至
国連大学元副学長
東京大学名誉教授

稲葉一穂
麻布大学環境科学科
水環境学研究室教授

渡邉仁史
麻布大学環境保健学科卒
㈱ＮＪＳ 環境マネジメント部

環境科学科の教育・研究

2016年３月 環境カフェあざぶ

環境科学科の教育・研究と
国連持続可能開発目標（SDGs）

－水と衛生について語り合う－

登壇者：

安井至（国連大学元副学長・東京大学名誉教

授）

稲葉一穂（麻布大学環境科学科教授・ 水環境

学研究室）

渡邊仁史（環境保健学科卒業生・(株)ＮＪＳ）

2015年度末の市民公開イベント



2016年3月26日（土）



2016年度 環境カフェあざぶ

薬と森と環境と
～SDGs（持続可能な開発目標）と
麻布大学のめざす地球共生系～

登壇者：
関本征史（麻布大学生命・環境科学部准教
授）
治田世以良（麻布大学卒業生）
新津裕（麻布大学卒業生）
高橋朝美（(一社)環境パートナーシップ会議）

2017年3月4日（土）



学生の取組が
SDGsの事例集に掲載



JST（科学技術振興機構）のSDGs事例集
https://www.jst.go.jp/pr/intro/sdgs/doc/SDGs_book_JP_2017.pdf



SDGsアクションブックかながわ（神奈川県発行2019年4月）

http://www.pref.kanagawa.jp/docs/r5k/actionbook.html



行政や企業との連携
「一杯から始めよう！ 脱使い捨てAction！」は事例で



2018年11月5日
神奈川県学長・知事懇談会
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かながわSDGｓパートナーズ



さがみはらSDGｓパートナーズ



FC町田ゼルビアとの連携
ホームタウン活動「ゼル塾 社会」の教材作成



麻布大学のSDGs

教育と研究



麻布大学が目指すSDGsとは？
学園情報166号（2019）



地球共生系×SDGｓの学び
•全学共通の1年次必修科目の「地球共生論」で1回分、環
境科学科1年次必修科目「地球環境科学」で２回分、環境
科学科4年次自由科目「SDGｓと未来共生科学」で14回
分ＳＤＧｓについて学んでいます。

「SDGsと未来共生科学」第7回講義 （ハイブリッド形式）



ジェネプロ（動物共生科学ジェネラリスト育成研究プログラム）

環境科学科×アサヒグループホールディングス

プラスチックゴミ削減プロジェクト

坂西梓里（社会連携型PBL）、村山史世（地域環境政策）

研 究 の 背 景

ア プ ロ ー チ

期待される結果

現状とこれから

わたしたちの暮らしには、使い捨てプラスチックがあふれています。日本で出る廃プラス

チックは年間891万トン（2018年）で、再びプラスチック製品にする再利用するのは、未だ

わずか23%です。そのため、プラスチック問題の解決には、ごみを減らす「リデュース

(Reduce：削減）」という考え方が重要になります。本学は2020 年 にアサヒビール（株）、

2021年からはアサヒグループホールディングス（株）と連携し、プラスチック等の使い捨て

容器ゴミの削減に向けた産学連携プロジェクトを開始しました。

◆廃プラスチック問題はどの地域でも喫緊の課題であり、
地域社会の課題解決への貢献が期待されます。

◆大学・企業・行政の相互の知恵とノウハウを結集し、
新たな価値を創出することが期待されます。

◆社会人の方々との共同作業により、物事に進んで取り
組む力やコミュニケーション能力など、社会人に必要
な能力を身に付けられます。

◆問題解決に向けて自らのベストを尽くすことで、自信
や達成感が得られます。

本学とアサヒ、そして地域との連携による「脱・使い捨て」アクションは動き始めたばか

りですが、活動の場がどんどん広がっていきています。学生のみなさんは、自分たちの活動

が「学びの場」だけではなく、「社会を動かす影響力がある」ということを実感できると思

います。

動 物 共 生 科 学 ジ ェ ネ ラ リ ス ト 育 成 研 究 プ ロ グ ラ ム

ジェネ
プ ロ

本プロジェクトでは、アサヒビール（株）

とパナソニック（株）の共同開発品である何

度でも使える植物由来のエコカップ等を活用

し、使い捨てしない消費スタイルの提案に取

り組みます。学生メンバーが中心となり、ア

サヒグループホールディングス（株）および

地域（町田市など）と対話を重ねながら企画

立案を進めます。

相模原市における実証実験の様子

SDGsを活用したScience Shop
村山史世（地域環境政策） 坂西梓里（社会連携型PBL）

Jonathan Lynch  (International Communication)
研 究 の 背 景

ア プ ロ ー チ

期待される結果

現状とこれから

私たちはSDGsの自分事化の研究と地域課題の解決を志向した
学びの社会実装を行ってきました。具体的には、SDGsグリーン
マップの開発や相模川での親子向け環境学習、相模原市緑区青根
の水田を拠点とした生物多様性の把握と環境まちづくり、などです。

これまでの実績に基づいて、私たちはSDGsを活用しながら市民
や行政の地域課題に取り組む研究+教育・学習+社会実装の総合的
活動である「サイエンス・ショップ」を行います。
※「サイエンス」は学問一般、「ショップ」は工房を意味します。

サイエンス・ショップでは、クライアントである市民や行政と、
大学・学生が対等な立場で、それぞれの主体性を尊重しながら研
究・実践を行います。クライアントも積極的に研究・実践に参加
する「参加型の研究」と「研究成果の公開・共有」を目指します。

学生主体で企画・運営する「コミュニティ・カフェ」（仮称
「あざぶSDGsカフェ」）をオンライン方式で実践します。
※サイエンス・ショップの一部としてのコミュニティ・カフェは、
市民や行政との情報交換や交流、地域課題の把握を目的とします。

・ジェネラリストとして重要となる広い視野と総合的な思考を獲得
できます。

・SDGsを通して地域課題を見ることで、課題の複雑な構造を把握
し、解決のための方策を構想することができます。

・大学外の市民や行政など多様な人々
とのネットワークを獲得できます。

・研究成果を社会と共有できます。

・青根のプロジェクト、SDGsグリーンマップなど現在進行中の
プロジェクトがあります。

・町田市役所と連携した町田市立芹ヶ谷公園でのプロジェクトと
コミュニティ・カフェのプロジェクトは、これから始まります。

・学生のみなさんからの提案も歓迎します。

動 物 共 生 科 学 ジ ェ ネ ラ リ ス ト 育 成 研 究 プ ロ グ ラ ム

ジェネ
プ ロ



稲葉一穂教授の科研費での研究課題
•研究課題： 炭酸カルシウムを基材とした新規吸着剤
の開発とヒ素等汚染物質の除去機構の解明

•研究課題/領域番号： 19K12388

•研究種目： 基盤研究(C)

•審査区分： 小区分64020: 環境負荷低減技術およ
び保全修復技術関連

•研究代表者： 稲葉 一穂 麻布大学, 生命・環境科学
部, 教授 (60176401)

•研究期間 ： 2019-04-01 – 2022-03-31

• キーワード： 鉄修飾型吸着剤 / 表面分析 / 新規吸着
剤 / 地下水汚染対策 / ヒ素汚染水 / SDGs

https://kaken.nii.ac.jp/ja/grant/KAKENHI-PROJECT-19K12388/



新規吸着剤の開発で途上国に安全な飲料水を！

地下水に含まれるヒ素
どの位の濃度か？

インド・西ベンガル州では
＊ 平均0.2mg/L（最大3.7mg/L）
＊ 0.01mg/L以上の井戸が62％
＊ 500万人が汚染井戸水を飲用し，

皮膚疾患発生数は30万人以上
WHOの飲料水ガイドラインは0.01mg/L！

地下水に含まれるヒ素
どうすれば良いのか？

＊自然由来汚染で減衰しない
＊浄水場／水道システムが未整備

→ メンテフリーで個別利用できる操作性
→ 長期間使用できる経済性
→ 運搬・設置・回収が容易な簡便性

安価で取り扱いが簡便な
ヒ素浄化装置の開発が必要

新規吸着剤の合成と性能評価

ホタテガイ貝殻粉末を
躯体基材とした吸着剤

【合成】 ホタテガイ貝殻（水産廃棄
物）を乾燥・粉砕し，硫酸鉄水溶液に
添加し，1時間撹拌して合成。
→ 安価で簡便に作成可能

【性能評価】 0.05～10mg/Lヒ素水溶液に吸着剤を添
加し，吸着剤が沈降しないような速度で撹拌。適当な間隔
毎に溶液を少量採取し，溶液中に残存するヒ素濃度をICP-
MS（Agilent 7700X）で定量。

ヒ素回収率に及ぼす各種共存イ
オンの影響

新規吸着剤によるヒ素の等温吸着線

新規吸着剤1gでヒ素0.2mgを吸着
2gで1人1日分の飲料水を作成可能

これまでの成果と
今後の目標

・有害成分吸着材料及びその製造方法の特許出願中 [特願2015-93889 : YTI150408]
・日本化学会 Chemistry Letters誌に掲載 [Chem. Lett., 46(1), 58-60 (2017)]
・国内の大学および企業との共同研究として製品化・実用化を検討中
・ネパール連邦民主共和国カトマンズ大学との共同研究を準備中
・科学研究費基盤研究(B)25281034および基盤研究(C)19K12388で実施



オメガ3脂肪酸で飢餓 （栄養不良）をゼロに
～妊婦・授乳婦・新生児へのオメガ3脂肪酸摂取の重要性～

麻布大学 食品生命科学科食品栄養学研究室



https://masresearch.amebaownd.com/





SDGsの自分事化のツールと手法

村山史世・相場史寛
「2030アジェンダ・SDGs
を自分事化するためのツー
ルの開発」 日本環境教育
学会関東支部年報 (12) 
33-36 2018年3月

村山史世・渡邉菜乃花
「2030アジェンダ・SDGsを
自分事化するためのツール
の開発 第2報 SDGsレン
ズ」 日本環境教育学会関東
支部年報 (14) 53-56 
2020年3月

オランダのサイエンス・ショップ
の国際的ネットワークである
Living Knowledge Festival の
ワークショップで村山史世が
SDGsグリーンマップをプレゼン。



学生の実践
青根の活動は事例紹介で



大学 SDGs! Action Awards (朝日新聞主催)

2019 ファイナリスト賞 2020 スタディツアー（鹿児
島県瀬戸内町×日本航空)賞

SDGsグリーンマップについては
https://www.greenmap.org/blog/azabu-university-sdg-project-winner

https://www.greenmap.org/blog/azabu-university-sdg-project-winner


SDGsの動画配信
• 行政や国際学会と連携し
て、生物多様性の動画や
SDGsグリーンマップの
動画を学生が作成。

SDGsグリーンマップの動画

「SDGsレンズで生物多様性を見る」の動画

「SDGsレンズで生物多様性を見る」

SDGsグリーンマップ



SDGsと
ESD for 2030



SDGs（持続可能な開発目標）
•国連が採択した2016年から2030年までの行動計画。

•普遍性 ⇒ すべての人・国に関わる共通原則。

先進国も、途上国も、企業も、市民も、NGOも自治体も。

•包摂性 ⇒ 「だれ一人取り残さない」

•統合性 ⇒ 開発と、経済・社会・環境を統合的に扱う。

※ターゲットも分野横断的。

•相互関連性 ⇒17のゴールは、相互に関連

しており、一体で分割不能である。

•実施手段 ⇒ 連携と協働（マルチ

ステークホルダー・パートナーシップ

・法的拘束力・強制力はない。



我々の世界を変革する
持続可能な開発のための2030アジェンダ

• 前文

人間 地球 繁栄 平和 パートナーシップ

• 宣言

イントロダクション

我々の共有する原則と約束

今日の世界

新アジェンダ

実施手段

フォローアップとレビュー

我々の世界を変える行動の呼びかけ

• 持続可能な開発目標（SDGs）とターゲット

• 実施手段とグローバル・パートナーシップ

• フォローアップとレビュー
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2030アジェンダを読んでみよう！

•英語 “Transforming our world: the 2030 
Agenda for Sustainable Development” 
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sdgs/p
df/000101401.pdf

•日本語 「我々の世界を変革する： 持続可能な開
発のための2030アジェンダ」
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sdgs/p
df/000101402.pdf

※ 特に、前文は重要。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sdgs/pdf/000101401.pdf
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sdgs/pdf/000101402.pdf


2030アジェンダの前文の第一段落

• This Agenda is a plan of 
action for people, planet 
and prosperity. It also 
seeks to strengthen 
universal peace in larger 
freedom.  We recognize 
that eradicating poverty 
in all its forms and 
dimensions, including 
extreme poverty, is the 
greatest global challenge 
and an indispensable 
requirement for 
sustainable development.

• このアジェンダは、人間、
地球及び繁栄のための
行動計画である。これは
また、より大きな自由にお
ける普遍的な平和の強化
を追求するものでもある。
我々は、極端な貧困を含
む、あらゆる形態と側面
の貧困を撲滅することが
最大の地球規模の課題
であり、持続可能な開発
のための不可欠な必要
条件であると認識する。
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ESD（持続可能な開発のための教育）
Education for Sustainable Development

Goal ４

• すべての人に包摂的かつ公正な質の
高い教育を確保し、生涯学習の機会を
促進する

ターゲット4.7 

• 2030 年までに、持続可能な開発のた
めの教育及び持続可能なライフスタイ
ル、人権、男女の平等、平和及び非暴
力的文化の推進、グローバル・シチズ
ンシップ、文化多様性と文化の持続可
能な開発への貢献の理解の教育を通
して、全ての学習者が、持続可能な開
発を促進するために必要な知識及び技
能を習得できるようにする。



ESDの展開
• 2002年 持続可能な開発に関する世界首脳会議（ヨハ
ネスブルクサミット）で、日本政府が提唱。国連総会で、
2005年から2014年を「国連持続可能な開発のための
教育の10年（DESD）」とし、ユネスコを主導機関とする
ことを決議。

• ２００５年～2014年 DESD

• 2014年 ESDに関するユネスコ世界会議の「各種ス
テークホルダー会合」が岡山で、「閣僚級会合及び全体
の取りまとめ会合」が名古屋で開催。「あいち・なごや宣
言」を採択。国連総会で「ESDに関するグローバル・アク
ション・プログラム（GAP）」を採択。

• 2015年 2030アジェンダ・SDGs採択

• 2015年～2019年 GAPを実施。

• 2019年 ESD for 2030を国連総会で採択。



持続可能な開発のための教育： SDGsの達成
に向けて（ESD for 2030）

• 2019年以降のESDを実施するた
めのグローバルな枠組み

・ゴール： ESDを強化して、 SDGsの
達成に貢献することで、より公正で持
続可能な世界を構築すること。

・ ESDとSDGsを結びつけることで、
具体的にESDを推進。

・DESDからGAPまでのESDの実践
を振り返り、熟慮すべきことを明記。



ESD for 2030で熟慮すべきこと

• クリティカル・シンキング

⇒当たり前だと思い込んでいることを検証する。

•変革をもたらす行動（Transformative action)

⇒変革の段階（気づき、複雑さの理解、共感、思いやり、エ
ンパワーメント）に踏み込めるような行動のための学び。

•構造的変化（Structural changes)

⇒「経済成長と持続可能性」な「貧困」など、構造的な課
題に気づき、変化を構想し、行動に移す。



熟慮すべきことの4つ目

•技術の未来(The technological future)

⇒「科学技術の発展が持続可能性の問題を解決する」と
の思い込むべきではない。

※ 技術が新たな課題やリスクをもたらす可能性がある。

※ 技術が持続可能性の問題を解決したか、あるいは解
決できるとの錯覚に注意するべき。

※ むしろ、技術についてもクリティカルな視点を持つこと
で、技術イノベーションの主要なアクターである企業や科学
者コミュニティとより密接に連携が可能となる。



２つの事例

•事例をクリティカルに検討してみましょう。

※「本当にそうかあ？」「私だったらどうしただろうか？」

※「変革をもたらす行動」「構造的変化」「技術の未来」に
留意して事例を聴きましょう。

※事例から、「どんな行動と学びが、どんな構造的変化をも
たらしたか」を考えてみましょう。



事例1
一杯からはじめよう！
脱・使い捨てAction

大学と企業が連携したプロジェクト学習



背景

•環境科学科は、2019年から企
業等と協働で課題解決に取り組
む社会連携型のプロジェクト学
習（PBL）を実施。

•担当： 坂西梓里特任助教。

•連携先と教育プログラムを模索。

• 2019年12月にエコプロ2019に
出展し、（株）アサヒビールの「森
のタンブラー」の担当者と出会う。



アサヒビール（株）の課題

•自社のイベント等だけでも年間
1,200万個のプラスチックカッ
プを廃棄。

• 「森のタンブラー」をパナソニック
（株）と共同開発。

•植物繊維(セルロースファイバー)
を使用することで製造時のプラ
スチック使用量を削減。

•繰り返し使用することでCO2の
排出を削減。



新技術の成果と課題

• アサヒビール（株）の課題は、「森のタンブラー」を開発・
発売するだけで解決できるだろうか？

• 「森のタンブラーでSDGｓを達成！」できるだろうか？

※ 新しい技術だけでは、使い捨てプラ容器の削減や，使
い捨てをしない「持続可能性」の価値観や文化を多くの人
と共有することはできない。

※ SDGsのプロジェクト学習を模索していた麻布大学と
連携・協働。「一杯から始めよう」プロジェクト開始。

⇒麻布大学とアサヒビール（株）の学術指導契約



プロジェクト学習の概要

• 2020年4月から開始。現在も継続中。

•単位にならないインフォーマル教育。

• ３学科から23人が参加。

•学生が、学内での「森のタンブラー」の活用の検討を通し
て、私たちの消費行動の見直し、学生目線でリユース促
進の企画立案等を行い、使い続ける消費文化の創造に産
学官連携で取組む。

•常に「プロジェクトの目的」に立ち返りながら、自分たちの
意識の変革と仕組みづくりを構想する。

•他者と相談しながら仕組みを創り上げる「共創型PBL」



学内でのマイタンブラーキャンペーン



森のタンブラーを普及するには？

•学生とディスカッション

• 「普及」とは何か？

•配布するだけで、使い捨てプラ容器は減るのか？

•足元の学内で、使い捨てプラ容器はどれくらい使われて
いるのか？

•現状把握が必要。



2018年の麻布大学の
ペットボトル年間排出量

5.42t

1人あたり年間

排出量は64本

ペットボトル1本あたり30g
だとすると・・・・



ペットボトルの使用を削減するには？

•学内でマイタンブラーやマイボトルを使えればよい。

•使える条件とは？

⇒ 給水機！

• ２０２０年２月の「かながわSDGsパートナー・アクション
ミーティング」で出会ったウォータースタンド（株）と連携。



ウォータースタンド（株）

•使い捨てプラスチックボトル
30億本の削減をミッション
に、マイボトルを携帯する人
のインフラとして社会全体へ
の給水機の普及を目指す。

•常温及び温水の水道直結型
ウォーターサーバー。

• モニターとして学内に４台の
ウォーターサーバーを設置。



キャンパス内でのペットボトル消費削減と学生のライフスタイルの変化に繋げる

取り組みの目的

取り組み概要

【実施期間】
2021年11月9日（火）～2022年3月31日（木）

【モニター】
麻布大学の学生・教職員 計 623名

【実施内容】
学生・教職員からモニターを募り、プロジェクトメンバーがデザインしたオリジナル
のタンブラーをプレゼントするとともに、ウォーターサーバーを設置、マイタンブラー
が利用しやすい環境を整備した
【効果検証】
ウォーターサーバーの給水量およびモニター参加者からのアンケートにより検証



アンケートに回答してくれた方にオリジナルタンブラーと蓋を配布

学内でマイタンブラーキャンペーンを実施



ウォーターサーバーの給水量から、
ペットボトルの削減効果を測定中

１１月９日～2月3日で、ペットボトル13,352本分、CO2で1.6ｔの削減効果



麻布大学

ウォーター

スタンド

（株）

アサヒビー

ル（株）

共通言語としてのSDGs
重なり合う課題を連携・協働で



ディスカッション

• ２０２０年４月のプロジェクト開始時では、ウォーターさ
バーの設置もペットボトルの削減効果も想定していな
かった。

• プロジェクト学習では、どんな「変革をもたらす行動」が
あったか？

•麻布大学でどんな「構造的変化」が生じたか？

• あなたがプロジェクトにいたとしたら、どのような学びや
行動をしたと思うか？



事例２
青根の環境まちづくり



きっかけは青根の休耕田
• 2011年10月 青根で「自然かんさつ会が出来る
田んぼ」を探していたところ、地元ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰに休耕
田のオーナーである独居老人を紹介される。

•休耕田を水田に復活させるために、学生･教員･市
民で「あざおね社中」を結成。継続的に関わる。



２０１１年１１月２３日

• ひとりで田んぼは無理なので、とりあえず授業で学
生に呼びかけてみた。

• そしたら・・・









あざおね社中とは？
• あざおね社中は、神奈川県
相模原市緑区青根で、休耕
田を復活させた水田を拠点
に、生物多様性の把握、環
境教育、そして環境まちづく
りを目的として活動する麻
布大学の学生･教員、そして
市民の集団

• 「あざおね」とは麻布（あざ
ぶ）+青根（あおね）

• 「社中」とは志を同じくする
仲間

• 2011年11月から活動











青根の風景を変えたよそ者たち
2011年 2013年



そもそも青根とは？



神奈川県と相模原市

神奈川県の人口： 9,216,009人 相模原市の人口： 722，721人
（2020年9月） （2021年2月）



平成の大合併前の津久井郡四町と
相模原市

藤野町
相模湖町

津久井町

城山町

相模原市



平成の大合併前の津久井郡四町と
相模原市

藤野町
相模湖町

津久井町

城山町

相模原市

青根



2010年 政令指定都市で3行政区

中央区

青根

緑区

南区



相模原市全体と中央区、南区、緑区の人口動態

相模原市全体 中央区 南区 緑区 青根

2007年4月 703,178 261,028 268,467 173,683 625 

2012年4月 718,695 266,739 275,062 176,894 644 

2017年4月 720,986 271,013 277,408 172,565 553 

2021年2月 722,721 272,638 280,644 169,439 480 

2007年-2021年の
増減

19,543 11,610 12,177 -4,244 -145

2007年/2021年の人
口割合

102.78% 104.45% 104.54% 97.56% 76.80%



緑区の地区別人口動態

旧相模原市 旧津久井郡四町

橋本地区 大沢地区 城山地区 相模湖地区 藤野地区 津久井地区

2007年4月
69,822 31,750 23,030 10,165 

10,673 28,243 

2012年4月 73,862 32,948 23,685 9,363 9,916 27,120 

2017年4月 73,930 33,046 23,202 8,346 9,023 25,018 

2021年2月 73,435 33,019 23,080 7,718 8,452 23,725 

2007年-2021年の増減 3,613 1,269 50 -2,447 -2,221 -4,518

2007年/2021年の人口
割合

105.17% 104.00% 100.22% 75.93% 79.19% 84.00%

まとめ
・14年間で相模原全体で人口は増加。(102.7%)
・旧津久井郡四町は、城山以外は減少。 ⇒周辺化
・青根も減少。 (76.8%)



日本の未来図としての青根

2010年 2019年
（人口ピーク）

2060年 人口減少
2010→2060

相模原市推計 71万7千人 73万2千人 54万2千人 －17万4千人

2013年 2018年 2043年 2013/2043

青根の人口推計 669人 402人 227人 33％

青根の高齢化率 51.9％ 64.2％ 74.0% 22.1%↑

・人口減少社会の進行であらゆる地域で持続可能性が
問題となる。
・定住人口増加を望む地元住民と人口動態予測の現実。
・既に高齢化率63.2％、30年後に人口は3分の１に。定住人口増加が見込

めなくても、地域の持
続可能性は期待でき

るか？



若者は青根で何をしたか？



青根の人と遊び、学ぶ

•休耕地を復活させた田畑
の耕作、畑作

•生物多様性の把握⇒モニ
タリングサイト1000里地
調査でアカガエル、カヤネ
ズミ、水環境、人為的イン
パクトの調査

•環境学習・自然体験

• まちづくり
81



水源地で
水田の復活

横浜・川崎・相模原の水源
http://www.city.yokohama.lg.jp/suidou/os/suidou-suishitsu/suidou/pdf/suigen.pdf

青根

宮ヶ瀬湖

道志導水路



生物多様性の把握



国連生物多様性の10年日本委員会
認定連携事業 表彰式

多様な主体との連携を評価された
連携の主体： 青根小学校、上青根自治会、あざおね社中と与する上青根の会、
相模原市立博物館、相模原市、麻布大学、さがみはら産業創造センター



青根で自然体験活動



青根小学校でESD





2016年4月3日 青根小学校焼失



青根小学校クラブ活動支援



青根小学校クラブ活動支援



活動の成果⇒地域へのインパクト
• 平成25年度環境省事業「持続可能な地域づくりを担う人材
育成事業」（環境省のESD事業）神奈川事務局

• Takara ハーモニストファンド助成金獲得

• 2年連続で全国わがまちCMコンテスト最優秀賞

• 相模原市緑区ショートフィルムコンテストWe Love 緑区
CM部門賞受賞

• NHK BS プレミアム ニッポンの里山「アカガエルの里 青
根」協力

• 学生の原著論文4本

• 麻布大学学生功労賞授賞

• 生物多様性アクション大賞入賞、国連生物多様性の10年認
定連携事業

• 環境省広報誌 エコジン 2016年８・９月号掲載

• 新聞記事掲載多数



関わり方の変化・私たちの変化
• 段階0 きっかけは外から

• 段階1 間違いから休耕田を復活することに

目的⇒ 自分たちのため 学生の学びのフィールド

• 段階2 地域資源・地域課題の共有・共創

目的⇒ 青根の持続可能性 青根の人々・地域・
自然に興味・関心を持つようになる

• 段階３ 生業・生活の歴史・文化の再発見

目的⇒ 青根と青根の人々の過去を知り、これから
を考える

• 青根と青根の人に関わりながら、次々に気づきがあった。

• 新たな目的が生まれ、当初の目的が上書きされていった。

• 活動を通して私たちが変わっていった。
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麻布大学いのちの博物館企画展
2018年2月～4月





青根の人たちも見学
よそ者・若者が初めて知った地域資源を、
地元住民が忘れかけていた地域資源を共有。



なぜ青根の人口は減少したか？
博物館の展示準備で学んだこと



青根の生業 馬と蚕のいる生活

• 焼畑で農業を始める。常畑に
は桑を植え、養蚕・織物を行
う。

• 元禄時代の記録によると、人
口397人、馬58匹。(百姓
77）

• 馬が多い。

• 1930年代後半に初めて自
動車運搬が始まる。それ以前
は馬と人。

• 飼葉は秣場（＝カヤ原）で調
達。奥山に秣場あり。

• 奥山から材木を切り出したり、
炭焼きを行い、馬で運ぶ。



養蚕・織物の道具



山仕事の道具



炭焼きの道具と人



土地利用と植生の変化

1957年 炭焼きのため木を伐採。
見通しは良い。禿山だった。

奥野幸道（2004）『丹沢今昔
山と沢に魅せられて』 有隣堂
111頁

2018年 左と同じ場所から撮影。炭焼きはもう
やってない。木が茂り、見通しが悪くなる。



新田開発

・青根は98％が山林。
・田畑は少ないが水は豊富。

・新田開発は1766年（明和3
年）と1769年（明和6年）

・1921年（大正10年）に耕地
整理組合を結成し、1952年（昭
和27年）まで新田を開発。
※水田は生業として新しい
※耕地整理組合⇒水利組合
※上水道整備の母体へ



昭和28年（1953年）の「青根村の概況」



農産物

産物 水稲 陸稲 大麦 小麦 甘藷 馬鈴薯 大豆 小豆

収穫量 307石 84石 343石 278石 15000貫 13000貫 47石 9石

価格 338万円 84万円 110万円 145万円 52万円 75万円 45万円 12万円

産物

産物 木炭 タバコ 鮎 繭 織物

収穫量 3万4千俵 1951 976貫 2137貫 17070反

価格 1200万円 56万円 117万円 395万円 877万円

その他、薪及製材等があります。

昭和28年（1953年）の「青根村の概況」

・木炭や繭・絹織物は、米や麦よりも稼いでいた。今は？
⇒石油に転換。
・化学繊維、プロパンガス、灯油、ガソリンに転換。
・仕事がなくなれば、都市部に出てゆく。
・人がいなくなれば、田畑も山も放置される。



青根の水

・青根の上水道は自治会ごとに沢からパイプで引い
ていた。消毒・清掃は当番制。
・水の共同管理（コモンズのガバナンス）
・横浜・川崎・相模原など神奈川県下15市9町に
上水道を供給する宮ケ瀬湖の建設事業が1974年
に着手。
・青根から宮ケ瀬湖への道志導水路建設が1993
年に着手。2000年11月道志導水路が貫通し、
2001年4月宮ケ瀬湖本格運用。
・環境アセスメント評価とは逆に、青根地域の水は
涸れ、山の木も枯れる。
・2003年青根簡易水道設置。
・2019年運営の基金が底をつき、条例改正へ



神奈川の水源

横浜・川崎・相模原の水源
http://www.city.yokohama.lg.jp/suidou/os/suidou-suishitsu/suidou/pdf/suigen.pdf

青根

宮ヶ瀬湖

道志導水路

「国や県に人や水を奪われた」記憶。「取り残されている」感覚。
横浜の人も大和の人も相模原の人もこの水を飲んでいる。



2019年10月台風19号



SDGsレンズで青根を見る
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田んぼのおばあちゃんと私たち
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離れていても共に生きる

台風19号後の11月

青根小学校最後の卒業式
2020年3月



青根でできたこと
できなかったこと
これからやってみること



私たちの行動と構造的変化
•私たちよそ者は青根に関わった。（関係人口）

•食料や水、空気などの資源やエネルギーを再生産する
里山と里山の人々との関わりは、衣食住や水・食料、
動植物、環境、生業・生活などなど生きることに必要な
ものを見せてくれた。（学び）

•人口減少や地域経済の衰退、公共施設の廃止にはな
にもできていない。

•でも、離れていても共に生きることで、関係性をつくる
ことで、なんらかの「構造的変化」を起こしたかもしれ
ない。みなさんはどう思いましたか？



これからの私たちと青根
•関わり続けると思う。

•良かったら遊びに来てく
ださい。

•青根じゃなくていいです
から、「共に生きてゆく
人たちや地域」を探して
みて下さい。



ディスカッション

• ２０11年11月の時点では、10年以上青根に関わり、家
まで買うとは思ってなかった。

•私たちは、どんな「変革をもたらす行動」をしたか？

•私たちや青根ではどんな「構造的変化」が生じたか？

• あなたが青根に関わったとしたら、どのような学びや行動
をしたと思うか？



おわりに



2010年 ある2人が出会った

• 村山洋准教授の「高校生のための実験教室」に吉澤先
生が参加

• 2011年に聖セシリア向け1日の「実験教室」
• 2012年に3日間の「実験教室」。村山史世も参加。



20２１年７月1日 連携協定



今日の講義
• 連携協定に基づいている。

• 連携協定は学校同士で締結。

• それは、2010年に吉澤先生が麻布大学を訪ね、2011年
から村山洋先生と実験教室を続けてきたから。

• 私も聖セシリアの中高生も、大学生も実験教室の一員・一
部として、実績を積み重ねてきた。

• 村山先生・吉澤先生、中高生や大学生の「行動」が「連携
協定」という「構造的変化」をもたらした。

• この実践は、本日また皆さんと共に新たに上書きされた。



私たちとシステム

•私たちは、システムに支えられながら、システムを支えて
いる。

•私たちは、システムに支配されながら、システムに働きか
けられる。

•私たちは、システムの外部にいる時に、システムを観察
できる。

• そして、私たちは、システムの一部であるから、システム
に働きかけ、システムを創造できる。

•卒業後、どこでどう学んでも、「私たちは世界を変革でき
る」と信じて、学びと行動をしていってください。



今日の資料は

• researchmapの「社会貢献」にアップしておきます。

•動画や論文・学会発表のリンクもあります。

•進学先で、先生の活動を調べるのにも活用してください。

• https://researchmap.jp/Fumiyo_MURAYAMA/

• ご清聴ありがとうございました。

https://researchmap.jp/Fumiyo_MURAYAMA/

