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主催：法政大学多摩地域交流センター

第1回



1

第 1回 地域交流 DAY ～地域まるごとキャンパスの実践！～

会場： 百周年記念館 3 階 国際会議場

プログラムプログラムプログラムプログラム

13 時 30 分～ 開場

14 時 00 分～ 開会

挨拶

報告について

【第【第【第【第 1111 部】学生プロジェクトからの報告部】学生プロジェクトからの報告部】学生プロジェクトからの報告部】学生プロジェクトからの報告

14 時 10 分～

藤野里山ボランティアプロジェクト (相模原市藤野地域)

館ヶ丘プロジェクト (八王子市館ヶ丘団地)

＠団地 法政大学×地域 活性化プロジェクト (八王子市寺田町)

法政大学カフェ部 (八王子市寺田町)

つながりプロジェクト (相模原市城山湖周辺地域)

15 時 20 分～ ＜休憩＞ 法政大学カフェ部によるカフェの実演

15 時 35 分～

こはる (町田市相原町、相模原市城山地域)

八王子多文化ソーシャルワーク研究学生プロジェクト (現代福祉学部伊藤ゼミ)

八王子駅南口住宅街と商店街連携プロジェクト (現代福祉学部水野ゼミ)

わくわくほうせい！ (経済学部山﨑ゼミ)

檜コスメのマーケティング戦略による檜原村活性化学生プロジェクト

（社会学部諸上ゼミ）

16 時 45 分～ 講評

16 時 55 分 閉会

【第【第【第【第 2222 部】交流会部】交流会部】交流会部】交流会 （百周年記念館 3 階 研修ホール）

17 時 00 分～18時 00 分 交流会 ＊参加無料

（注）当日、発表内容や時間が変更になる場合がございますのでご了承願います。
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活動報告（学生プロジェクト）

プロジェクト名 藤野里山藤野里山藤野里山藤野里山ボランティアボランティアボランティアボランティアプロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト

(1)活動団体のプロフィール

私たち藤野里山プロジェクトは、相模原市緑区の牧野地域、佐野川地域で活動している地域起こしを目

的にして活動している団体である。

(2)活動概要と目的・目標

私たちの活動の目的・目標は大きく 3 つある。

①荒廃した里山の景観の保全、遊休農地の活用

②藤野の魅力を発見、発信

③学びの場として私たち学生の成長

(3)活動記録・活動成果・課題

◯牧野地域での活動

9 月より新しくハーブ園作りを始めた。

・牧野元気創生会と協力

・荒廃した畑の活用

・ハーブの収穫

・学生と地域住民の交流

◯佐野川地域での活動

7 月より茶畑の再生事業を始めた。

・佐野川地域起こしの会と協力

・荒廃した茶畑の再生

・茶の収穫、加工

・他の特産品を絡めた商品開発の検討

・学生と地域住民の交流

◯やまなみフェスタの開催

・牧野元気創生会、藤野南小学校と協力

・広報活動

・法大サークルの招待

→フラダンスサークル Pualilia 様

チアリーディングサークル GRANDS 様

・当日の運営補助

◯課題

・学生以外の呼び込み不足

・情報の発信不足
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活動報告（学生プロジェクト）

プロジェクト名 館ヶ丘プロジェクト館ヶ丘プロジェクト館ヶ丘プロジェクト館ヶ丘プロジェクト

(1)活動団体のプロフィール

法政大学多摩キャンパスから徒歩２０分のところにある館ヶ丘団地で活動しているプロジェクト。高齢者

支援と子供達への学習支援を中心に活動している。法政大学のコーディネーターや教授陣、受け入れ先でマ

ネジメントしていただいている今泉靖徳氏などと定期的にミーティングを開き、指導やアドバイスを受けな

がら有意義な活動をしている。

(2)活動概要と目的・目標

超高齢社会に陥っている日本にとって、少子高齢化問題は最大の社会問題である。このプロジェクトでは、

現場に入って活動し、リアルな高齢者の日常に触れることで様々なことを学び取ることを目的にしている。

ボランティアをしてあげるという自己満足的なものではなく、住民の隠れたニーズや課題を学生が現場で自

ら探しだし、活動やイベントを企画、運営している。現場で培った企画力やノウハウをアドバンテージにし

て、社会に出た時に活躍できる人材に成長していきたい。

長期的な目標は地域の自立。学生が現在行っている、自転車タクシーや学習支援、訪問活動などの活動は

本来なら、館ヶ丘団地の住民が立ち上がり、助け合って活動を完結させるべきものである。少なからず館ヶ

丘団地には若者が住んでいる。あくまでも第３者の学生ではなく、住民に当事者意識を持ってもらい、自分

たちでなんとかしようという意識を持ってもらえるように働きかけるための活動を担っていきたい。

(3)活動記録・活動成果・課題

自転車タクシー：東京ドーム６個分で坂道の多い館ヶ丘団地で、自宅とバス停や団地内の商店街を結ぶ電

動アシスト自転車を運転するボランティア。利用者の高齢者と運転をする学生が約５分程度の短い時間、コ

ミュニケーションをとりながら送迎する。たわいの無い会話から、利用者やその家族の体調の異変を察知し

て、大事には至らなかったという事例がある。

学習支援：中学３年生の受験への悩みを学生が聞き、週１回のペースで開いている無料塾。毎回１〜４人

程度の参加者があり、高齢者からも参加したいという声が上がっている。アスペルガー症候群を患っていた

り、学校に通いにくいと思っている生徒も参加している。対象としている生徒が大人になった時あるいはそ

の保護者が私たちの活動に興味関心を持ってもらうことで、団地の自立に一歩近づくのではないかと考える。

カフェボランティア：地域住民の憩いの場として開設されているカフェで、配膳等を手伝う有償ボランテ

ィア。毎日６０人程度の来客がある。特徴は地域住民も学生と同様に配膳等のボランティアをしていること

だ。８０歳を越える高齢者もエプロンを着て配膳をしている。彼らの苦手としている部分を学生が補い、逆

に接客などのコミュニケーションの取り方を彼らから教わることのできる活動。学生は名前を覚えてもらっ

たことや、スマートフォンの使い方を教えてお礼を言われたことなど、喜びを感じながら活動した。

季節のイベント：高齢者の生活は四季をあまり感じない単調なことが多い。夏は納涼祭、秋はハロウィン、

冬はクリスマス会など、季節を感じてもらえるような企画を運営している。各イベントを団地内の商店街の

店主たちと会議を開き、相談し、実行する。住民からの差し入れや言葉から、学生が団地内で活動している

ことへの認知度や関心は高まっているように感じられる。

目標である地域の自立に向け、少しずつ進んでいるように感じられる場面も増えているように感じられる。

しかし、住民の活動への運営側としての参加は乏しい。企画や運営の段階から住民を巻き込んで、住民の当

事者意識を高めていきたい。
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活動報告（学生プロジェクト）

プロジェクト名 ＠団地＠団地＠団地＠団地 法政大学×地域法政大学×地域法政大学×地域法政大学×地域 活性化プロジェクト活性化プロジェクト活性化プロジェクト活性化プロジェクト

(1)活動団体のプロフィール

2014 年 5 月～7月に開催した「＠団地 法政大学×地域」の地域コミュニティ再生の連続ワークショッ

プのもと、みんなで居場所をつくる“持ち寄り晩ごはん”というアイデアが発案され、その実施に至る

までの計画と準備、そして当日の運営を行った。現代福祉学部と社会学部の学生を主軸に、カフェ部、

現代福祉学部保井ゼミ、多摩地域交流センターなどの協力を得て、活動を行ってきた。イベントを行っ

た回数としては、2 回と少ないが継続的に寺田団地と大学がつながっていけるような仕組みづくりをし

ている。

(2)活動概要と目的・目標

団地の空き店舗 2 部屋を、住民の持ち寄ったものでお茶の間に変身させ、食事をしたり、お茶を飲ん

だりすることでかつてのにぎわいをつくりだそうとしたイベント「おいでよ！アッとほーむ～持ち寄り

晩ごはん」を実施した。狙いとしては、団地の再活性化、住民と学生の交流を目的としており、今後こ

のお茶の間が住民の交流の場として使われていくようになることを視野に入れて活動している。寺田団

地は法政大学と近い位置にあるが、学生はバスで通りすぎていくだけになっている。学生にもっと寺田

団地に興味を持ってもらい、団地と学生との距離を縮め、最終的な目標としては寺田団地に学生が住ま

うようになり、かつての賑わいが戻ってくるようになればと考えている。

(3)活動記録・活動成果・課題

2014 年 5月～7月、地域コミュニティ再生の連続ワークショップで、寺田でのイベントアイデアが発

案され、実施に向けての準備を行った。活動をする上で、以前より団地内で活動されていた「活性化の

会」の方達の協力や、高齢者あんしん相談センター寺田の方たちの協力もあり、効率的な団地内へのイ

ベントの周知ができた。また、学生が個人的に団地と関わることで団地住民に周知され、興味をもって

もらい、協力してくれる人の輪が徐々に広がっていった。お茶の間を作る際に、空き店舗に設置する物

はすべて住民に寄付してもらった物、いわゆる住民の「持ち寄り」で行うことで、学生だけが行ってい

るイベントではなく、住民と学生でつくったイベントであるような仕掛けづくりを行った。多くの人た

ちの援助を得ながら当日までの準備を行うことができた。

当日の来場者は 250 人を超え、大盛況にて“持ち寄り晩ごはん”を実施できた。現代では珍しい光景

も見られ、下は赤ちゃんから上は 90 歳以上のおばあさんまでいる異世代交流を行うことができた。住

民の方たちが、手作りのカレーや、おでんなどを持ってきてくださり、最後の最後まで持ち寄りでこの

イベントが動いていたのではないかと思う。当日いらっしゃった人たちの声としては、「継続しておこ

なってほしい」、「もっと学生さんと関わっていきたい」などプラスのお言葉を多くいただくことができ

た。また、後日、「おいでよ！アッとほーむ～報告会＆お茶会」と題し、住民、学生合わせて 50名で振

り返りを行い今後の継続を確認した。

今後の課題としては、イベントの開催頻度、中年層の集客、今回来ていない学生をどう巻き込んでい

くかなど、課題は多くある。すべてを一度に解決することは難しいが、良い方向に向かうように今後も

努力していこうと考えている。また、この活動が私達の代で切れてしまうことがないように、下の代や

他学部などへと広げていこうと考えている。
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活動報告（学生プロジェクト・多摩地域「学生プロジェクト」助成金団体）

プロジェクト名 法政大学法政大学法政大学法政大学 カフェ部カフェ部カフェ部カフェ部

(1)活動団体のプロフィール

しばしば通学バス内で見受けられる、寺田の住民と学生の冷めた関係を改善するため、2013 年からゼミの

活動としてグリーンヒル寺田にコミュニティカフェを開く。その中で住民に継続的な活動を求められ、2014

年サークル化。その後、カフェ活動のみにとどまらず、地域の祭りや餅つきなどに参加し、確実に地域に新

しいつながりを生み出し続けている。

(2)活動概要と目的・目標

月に一度、グリーンヒル寺田団地にてコミュニティカフェを開いている。コーヒーや紅茶を淹れお菓子を

用意し、地域住民と学生はもちろん、住民同士や学生同士で会話を楽しみ、交流の場をつくる活動をしてい

る。ただカフェ活動をするだけでなく、地域に貢献するため地域のコーヒー豆屋から豆を仕入れたり、住民

主催の地域の催しに参加したり、他の団体とコラボしたり、季節のイベントを取り入れた企画を行うなどし

て、住民とより良い関係を築くことが目標である。

(3)活動記録・活動成果・課題

活動記録

2014 年度は、カフェ部として多くのイベントに参加し、その活動を広げた年である。

５月・・・初めてのオープンカフェ、毎日新聞の取材を受ける。

６月・・・通常運営。

７月・・・地域活性化の会主催の七夕祭りにオープンカフェを出店、地域の子どもたちと多く交流

８月・・・グリーンヒル寺田団地主催の夏祭りに出店、盆踊りなどに参加し交流を深める。翌日には通常の

カフェも運営した。

９月・・・通常運営。初の合宿を行った。

１０月・・・学祭に出店。常連客が来て下さった。

１１月・・・地域交流センターなどと「おいでよ！アッとほーむ～持ち寄り晩ごはん」を共催。カフェ部独

自のコミュニティ基盤を生かした。カフェにおいては、手作りホットケーキの提供を開始した。

１２月・・・クリスマスバージョンでカフェを開催。多摩美術研究会ともコラボし、作品を展示。インター

ネットテレビ局「ダイガク.TV」の取材も受けた。また、住民の方々とプレゼント交換を行う。

活動成果

これらの活動を通し、学生と住民、住民同士の交流が広がったといえる。例えば、カフェが出会いの場と

なり新たな人間関係を生んだ。それは似た趣味を持つ住民同士であったり、学生と活動に興味を持った住民

であったり、はたまた学生同士であったりと様々だ。なかでも住民と学生のつながりはこれまでになかった

ものとして顕著で、「学生と会って話すのが生きがい」という住民もいる。

さらに学生にとっても住民と地域に咲く季節の花について教わったり、美味しいレストランの評判を聞い

たり、政治の話をしたりできるのは、このカフェでの出会いがあってこそだと考える。この活動を通して地

域のコミュニティについて関心を持ち始めた学生も少なくない。

課題

今後の課題として、認知度と集客の改善が挙げられる。カフェに来店する住民は常連の方が多く、グリー

ンヒル寺田内でも認知度はまだ高いとは言えない。今後は地域の回覧板や掲示板を活用させて頂くなどして

活動の認知度を上げ、新規の客を呼び込むことが今後に活動につながるだろう。
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活動報告（学生プロジェクト・多摩地域「学生プロジェクト」助成金団体）

プロジェクト名 つながりプロジェクトつながりプロジェクトつながりプロジェクトつながりプロジェクト

(1)活動団体のプロフィール

平成 25 年度から始まった学生の力を使って城山湖周辺地域の活性化を図ろうというプロジェクトである。

社会学部と現代福祉学部の 1～4 年生 9 名で活動している。城山湖周辺地域観光振興プロジェクトとして始

まったが、現地視察や地域の方々との意見交換を通して学生と地域がつながり地域を活性化させる 「つな

がりプロジェクト」へと変わった。「城山湖里地里山観光振興協議会」や地域の各団体と連携し活動している。

(2)活動概要と目的・目標

私たちは「地域を遊びつくそう」をモットーに城山湖周辺地域において活動している。主な活動として①

月に一度、城山地域の自治会と共に地域の方との意見交換を行う「カタリバ」の実施。②地域の行事（ほた

る祭り、夏祭りでの神輿の担ぎ手、コスモス祭り、どんど焼きなど）への参加および法政大学の学生と地域

とをつなげるパイプラインとしての活動。③「カタリバ」から生まれた新しい地域プロジェクトの企画・運

営の実施。これらの活動を通じて、地域（城北・小松地域）と学生（法政大学）が関係を深め、つながりを

持つことで双方が「元気になる」ための様々なプロジェクトを構想することを活動目的・目標としている。

(3)活動記録・活動成果・課題

平成 25 年度から活動を開始した、私たちつながりプロジェクトは、当初、「城山湖周辺地域観光振興プロ

ジェクト」という名称で活動を進めた。「観光振興」が元々の活動目的・目標であったため、現地視察や聞き

取り調査等を行う中で、「地域資源をいかに利用できるか」そして「いかに城山湖周辺地域に多くの人を呼び

込むか」ということを考えていった。しかしながら、当事者である城北・小松地域の方の生の声を聞くと、

彼らが求めているのは、「観光振興」ではなく、「地域活性」であることが分かってきた。そこで、活動団体

名を「つながりプロジェクト」へと変更し、地域（城北・小松地域）と学生（法政大学）が関係を深め、つ

ながりを持つことで双方が「元気になる」ための様々なプロジェクトを構想することを活動目的・目標とし

た。

平成 26年度からは、実際に地域と学生がつながりを持って、双方が「元気になる」ためのプロジェクトを

構想するためにミーティングを重ねていった。「地域活性」が一方的なものであってはいけないというメンバ

ーの共通認識があったので、私たちは月一度、地域の方と意見交換をする場として「カタリバ」を実施し、

常に私たちの活動が学生側のニーズだけでなく、地域側のニーズをも満たすものであることを念頭に置きな

がら活動を進めていった。そうした「カタリバ」の総括として昨年末に主催されたのが、「しろやま地元めし

開発プロジェクト―知る、つながる、もっと好きになる―」であった。

「しろやま地元めし開発プロジェクト」では、地域の老人会（もみじ会、みどり会）から昔から食べられ

てきた伝統料理（地元めし）を学び、現代風のアレンジを体験する「伝統料理教室」や料理を食べながら地

元めしの今後の活用や方法について、交流を図りながら考える「地元めし交流会」を行った。こうしたイベ

ントを行うことで①地域間交流や地域住民の世代間交流、地域と学生の交流を促すことが出来た。また②学

生がキャンパス周辺の地域を知ること、③地域住民が地元の食文化を見直すきっかけを得ることが出来たの

ではないかと考える。

今後の活動では、一過性に終わるイベントだけでなく、長期的で魅力的なイベントを提案できるよう創意

工夫していきたいと考えている。そして城山湖周辺地域が地域住民にとって「誇りの場」となり、学生にと

っても「魅力ある場」となることを目指していきたい。
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活動報告（学生プロジェクト・多摩地域「学生プロジェクト」助成金団体）

プロジェクト名 こはるこはるこはるこはる サロン活動（高齢者福祉ボランティア）サロン活動（高齢者福祉ボランティア）サロン活動（高齢者福祉ボランティア）サロン活動（高齢者福祉ボランティア）

(1)活動団体のプロフィール

2003 年に創立。現代福祉学部、福屋ゼミから派生したサークルでサロン（ボランティア活動）を月 2

回、相原と相模原市城山地区で開催し続け 2013 年には 10周年を迎えた。サークル員は地域の方と協力

しながらサロンの企画、運営を行っている。

現在、サークル員は約 50 人。1 回のサロンに 10人ほどの学生が参加。

(2)活動概要と目的・目標

地域コミュニティの形成や、転倒予防体操など軽い運動の推進、活動を継続させることでの外出の促

し効果ということもサロン開催の目的である。学生にとっては、大人とのかかわり方や生きる上での知

恵を身に着ける学びの場となっている。

サークル員は常に地域の参加者の方にサロンを楽しんでもらい、より良いコミュニケーションをとる

ことを目標としている。

(3)活動記録・活動成果・課題

活動記録

4 月 ミーティング、サロンへ向けた準備、桜のつどい、ピクニック、芋煮会打ち合わせ

5 月 ミーティング、高校にて講演会を行う、サロンへ向けた準備、桜のつどい、あいはらすこやかサ

ロン、芋煮会打ち合わせ

6 月 ミーティング、サロンへ向けた準備、桜のつどい、あいはらすこやかサロン、芋煮会打ち合わせ

7 月 ミーティング、サロンへ向けた準備、桜のつどい、あいはらすこやかサロン、芋煮会打ち合わせ

8 月 サロンへ向けた準備、あいはらすこやかサロン

9 月 ミーティング、サロンへ向けた準備、桜のつどい、あいはらすこやかサロン、芋煮会打ち合わせ

10 月 ミーティング、サロンへ向けた準備、桜のつどい、あいはらすこやかサロン、芋煮会打ち合わせ

11 月 ミーティング、合同サロン準備、合同サロン、芋煮会準備、相模原市社会福祉協議会より表彰さ

れる

12 月 ミーティング、芋煮会準備、タウンニュースに掲載される、芋煮会

1 月 サロンへ向けた準備、あいはらすこやかサロン

活動成果

・企画を行う側として主体的に動く力や、大勢の人が楽しめる企画を考える力がついた

・人への配慮の意識が高くなっている

・参加者さん同士で地域コミュニティが形成されている

・地域の方との関係が築けた

課題

最も大きな課題として、資金難があげられる。合同サロンの際の送迎用のバス代や、サロンの際に必

要となる材料の購入費用などを学生の中で負担することは難しく、今後どうしていくのか考えていかな

ければいけない。また、芋煮会に参加した学生の数が前年度と比較して 10 人ほど減少しており、サロ

ンへ参加する学生の人数の減少といった、学生の人材不足も今後の課題である。人材不足により、周囲

からの期待に応えることができなくなりつつあることも課題である。
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活動報告（現代福祉学部伊藤ゼミ・多摩地域「学生プロジェクト」助成金団体）

プロジェクト名 八王子多文化ソーシャルワーク研究学生プロジェクト八王子多文化ソーシャルワーク研究学生プロジェクト八王子多文化ソーシャルワーク研究学生プロジェクト八王子多文化ソーシャルワーク研究学生プロジェクト

(1)活動団体のプロフィール

伊藤ゼミは、法政大学現代福祉学部のゼミのひとつである。教授の専門分野は社会福祉援助論（ソーシャルワ

ーク・多文化ソーシャルワーク）や移住労働者と社会福祉などであり、このゼミでは「社会的排除」をキーワー

ドに何らかの理由で「関係性」から拒否される人々の問題とその援助について検討している。2 年生から 4年生に

かけて被排除者の存在や問題にソーシャルワークは歴史的にどう関わってきたのか、あるいは現在どのように関

わっているのか、またどのような関わり方が求められているのかを、基礎固め→フィールドワーク→報告会→デ

ィスカッションを繰り返し、確実に考えを深めていっている。

今年度、八王子国際協会から本学多摩地域交流センターへ連携の依頼のもと、「社会的排除」「多文化社会福祉

援助」などを研究テーマとする伊藤ゼミに対して提案があり、今回のプロジェクトを開始するに至った。

(2)活動概要と目的・目標

〈目的〉現在、グローバル化による影響で日本ではあらゆる地域において海外からの外国人移住者が増えてきて

いる。そのため多くの法や制度が改定され、日本に住む外国人がより生きやすい社会を創る為の国づくりが成さ

れているが、それを学ぶ上で私たちにも何か出来る事はないかと思うようになった。私たちは社会福祉を学ぶ学

生の視点から、文化の異なる人々の日本での生活を暮らしやすくするために必要な支援・援助活動について研究

し実践する中で八王子やその周辺地域に住む外国人との交流を深める。

〈目標〉八王子市の外国人市民がおかれた現状を把握し、文化が異なる人々のニーズや抱えている課題や悩みを

外国人からの視点（当事者）と私たち日本人（他者）の視点との相互の観点から明らかにする。その上で求めら

れる支援方法を研究、実践し、長期的なつながりづくりを目指す。

〈活動概要〉今年度の目標として、現場のリサーチやヒアリングなどを実施し、まずは八王子のシステム、仕組

み、サービスについて知る。そして外国人が多い地区を調べ何故多いのかなどの背景などを探る。

(3)活動記録・活動成果・課題

〈活動記録〉5～7 月文献研究、7 月見学・イベントの提案、9～10 月ヒアリング準備、11～12 月ヒアリング・今

後の活動検討、11～1月ゼミ論作成

〈活動の成果〉1年の活動を通して、イベントは成し遂げることができなかったものの、研究を中心に活動をした

ことで、八王子市に住んでいる外国人の現状・課題を知ることができた。前半の文献学習では、八王子における

外国人の状況、外国人に関する法律・制度や、オールドカマー・ニューカマー、その他外国人に関する諸問題に

ついて学んだ。そこから、外国人個人の問題だけではなく、日本の法制度の問題や歴史、日本人一人ひとりの価

値観などが絡み合い、問題が複雑化していることがわかった。そのなかで、私たちにできることは何かと考え、

法政大学における子どもとの交流イベントを提案してみたが、交通、安全性の諸問題から国際協会の合意を得る

ことができなかった。後半では、現場にヒアリングに行くことで八王子市に住む外国人、また支援にかかわって

いる方々の生の声を聴くことができた。ヒアリングテーマとしては住居、就労、福祉、教育、医療であったが、

すべての分野に共通することとして、言語の問題が重要視すべき課題であるということが分かった。そこで再び、

学生の視点から考え、話し合った結果、外国人の子どもたちの支援が私たちにできることではないかという結論

に至り、子ども向けの暮らしの絵本作りに取り組んでいる最中である。

〈課題〉想像以上に日本に住んでいる外国人の置かれている状況や問題が複雑かつ深刻で、学生として可能な実

践に容易に結びつかなかったことが課題としてあげられる。しかし、今年度の研究で重要視すべき課題として、

言語の問題があることが分かった。そのため、絵本作りの継続や、小中学校にて配布される保護者に対する書類

などへのふりがなふりなど、今後学生という立場でできることを研究室し続け、小さなことからでもやっていき

たいと考えている。
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活動報告（現代福祉学部水野ゼミ・多摩地域「学生プロジェクト」助成金団体）

プロジェクト名
八王子駅南口八王子駅南口八王子駅南口八王子駅南口 住宅街と商店街連携プロジェクト住宅街と商店街連携プロジェクト住宅街と商店街連携プロジェクト住宅街と商店街連携プロジェクト

〜〜〜〜wellwellwellwell----beingbeingbeingbeing コミュニティの実現を目指して〜コミュニティの実現を目指して〜コミュニティの実現を目指して〜コミュニティの実現を目指して〜

(1)活動団体のプロフィール

法政大学 現代福祉学部 福祉コミュニティ学科 水野ゼミ

指導教員：水野雅男 教授 ゼミ生：4 年 13名、3年 9名、2年 8名の計 30名

ゼミテーマ：地域住民や NPO が主体的に関わるまちづくり

(2)活動概要と目的・目標

■活動概要

①住宅地における生活環境面での課題を把握する。

②商店街における活用可能な地域資源（商店や空き店舗）を把握する。

③地域資源を活用して住宅地の課題を解決する方策を検討する。

④解決策を地域住民に報告する。

■目的

八王子駅南口周辺地域の住宅地と商店街の連携が弱く、住みよい環境にはほど遠い状況があり、改善が求

められる。大学で勉強している well-being（誰もが健康で幸せな暮らし）コミュニティのあり方を、現場で

実践的に学習することを目指す。地域の課題を学生と住民が共有する。

■目標

良好な住環境を再生するための解決策を提案するとともに、それを地域住民の方々と共有し、その解決策

を実行する住民主体の活動組織を立ち上げることまで目指す。

(3)活動記録・活動成果・課題

■活動記録

6 月 13 日：子安町現地調査,ヒアリング調査 6 月 29 日～7 月 24,26 日：子安町現地調査（ヒアリング調査）

8 月 5日：市民活動支援センター川久保様ヒアリング 8 月 27,28 日：南口での市民活動についての説明会

9 月 19 日：ハニガ話し合い 10 月 3 日：町歩き 10 月 20 日～24 日：子安町 1～4 丁目ポスティング 2521 枚

10 月 26 日：ハニーズガーデン（ヒアリング ）11 月 8 日：コンペ予選 11 月 13,15 日：「六本杉公園」ヒア

リング 12 月 8 日：地域住民とのワークショップ 12 月 20 日：「多摩の大学生まちづくりコンペティション

2014」（主催：ネットワーク多摩）で優秀賞を受賞。

■活動成果

子安町の住宅地の課題として「リタイア世代の男性の地域での孤立化」という課題を把握することが出来

た。課題を解決するための本年度の活動を通して、以下の成果を挙げることが出来た。

・活動の賛同者を募ることが出来、活動の核となる地域のキーパーソンを見つけることが出来た。

・課題解決の方策として「コミュニティカフェ」を検討し、賛同を得ることが出来た。

・商店街内に賛同を得ることが出来、「コミュニティカフェ」を開く場を得ることが出来た。

・ポスティング活動を通して、自身の活動を子安町に認知してもらうことが出来た。

以上から来年度以降、課題解決に向けての具体的な活動を行うことができるようになった。

■課題

①本年度の活動を行ってきた中心メンバーが卒業してしまうため、後輩に移行していくこと

②「コミュニティカフェ事業」の支援活動の資金を確保すること
10

活動報告（経済学部山﨑ゼミ・多摩地域「学生プロジェクト」助成金団体）

プロジェクト名 わくわくほうせい！わくわくほうせい！わくわくほうせい！わくわくほうせい！

(1)活動団体のプロフィール

法政大学経済学部の山﨑ゼミナール所属の学生で構成されている。法政大学多摩キャンパスの自然と施設

を活用し、多摩地域の子供たちに自然体験や科学実験を提供するイベントを年に数回開催している。2009 年

以降、回を重ねるごとに地域からの参加希望も増え、近年では他大学（東京大学など）や自治体（福生市、

多摩市）都のコラボレーション企画や、小学校(町田市)への出張イベントも行っている。

(2)活動概要と目的・目標

主な活動内容は、地域の幼稚園、小学校から法政大学に園児や児童を招き、理科の実験をしたり、自然と

触れ合う企画を実施することである。活動目的は３つある。1 つ目として多摩地域外の自然と触れ合う機会

の少ない子供たちには、多摩キャンパスの豊かな自然に触れてもらい、自然に触れ合う機会の多い多摩地域

の子供たちには、大学ならではの施設を使い、普段体験できないことを体験してもらうということである。

2 つ目はイベントを開催するまでに、学生自らが幼稚園や小学校との入念な打ち合わせをし、イベントが

終わった後には反省会を行って次回に活かす、という行程を繰り返すことで、イベントの質をより良くしな

がら、法政大学多摩の学生の地域リーダーとしての、資質を向上させることである。

3 つ目には科学的な実験や自然体験を通じて、学生にも、子供たちにも近年問題視されている科学リテラ

シーの向上に貢献することも目指している。

(3)活動記録・活動成果・課題

2014 年度の活動

・5月 3日 多摩センターこどもまつり

ベネッセコーポレーションからのお誘いで参加することができた。ブースには小人 130 人、大人 120 人の

計 250 人の来場があった。この活動の反省点としては、初めて企業の方と連絡を取り合い、計画を進める段

階での意思疎通が上手くいかず、計画が円滑に進まなかったことが挙げられる。

・6月 1日 ふっさ環境フェスティバル

福生市で行われるふっさ環境フェスティバルに出店した。このふっさ環境フェスティバルでは、準備のた

めに前年の 10月から毎月福生市役所に行き、実行委員会に参加し、話し合いを進めた。

・7月 30 日 小山小学校

約 20人の子供たちが参加してくれた。科学を使ったしおり作りとして、葉脈の栞とペーパークロマトグラ

フィーを使った栞作りをした。

・8月 28 日 世田谷区立北沢小学校での実験教室

・11月 14 日 小山保育園の子供達と「わくわくほうせい！」

今までは出張版「わくわくほうせい！」であったが、本来の法政大学多摩キャンパスに招待する形式で行

うことができた。バーベキュー場での焼き芋、ウォークラリー、実験教室を行い、子供たちや先生方にも大

変喜んでいただき、後日お手紙を送っていただいた。この活動での反省点は準備に余裕を持ってできなかっ

たことである。早く行動をすることが必要だと感じた。これらの反省点を改善するために、行った活動の報

告書を作り、データとして残すことが必要だと感じた。以上が今年の活動である。
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活動報告（社会学部諸上ゼミ・多摩地域「学生プロジェクト」助成金団体）

プロジェクト名 檜コスメのマーケティング戦略による檜原村活性化学生プロジェクト檜コスメのマーケティング戦略による檜原村活性化学生プロジェクト檜コスメのマーケティング戦略による檜原村活性化学生プロジェクト檜コスメのマーケティング戦略による檜原村活性化学生プロジェクト

(1)活動団体のプロフィール

我々のゼミでは、消費者の心理学を軸に学びながら、これを応用することで、広告効果の研究を行ってい

る。さらに、実践的な活動として、実際に存在する商業施設やブランド、店舗についても様々なアンケート

調査や実地調査を行い、それらの分析に基づいたマーケティング戦略の構築を行っている。

(2)活動概要と目的・目標

東京都多摩地域にある檜原村の認知拡大やイメージアップを目指した商品のマーケティング戦略の策定を

檜原村の地域産材を使った化粧品を試作した株式会社ローザ特殊化粧料に依頼され、受託した。

そこで、本プロジェクトでは、ゼミの学生を主体とし、消費者の心理やマーケティングに関する学術的な

知見を基に、実地調査およびアンケート調査を行うことで客観的なデータの収集行い、受託した化粧品自体

の開発（香り・成分の検討）だけでなく、ボトル・パッケージの提案、さらには販売ブースや広告戦略、流

通チャネルの設定まで当該化粧品のマーケティングに一貫して取り組む。

こうしたＰＢＬ（Project Based Learning）活動を通し、参加学生自身が「商品開発」に必要な実践的能

力の習得を目指すだけでなく、依頼者である地域の産（ローザ特殊化粧料）および官（檜原村）に対して学

（法政大学諸上ゼミ）の持つ学術的なノウハウを、学生を通じて提供するという新たなアプローチ方法によ

る地域経済の活性化を目標としている。

(3)活動記録・活動成果・課題

これまで、毎週水曜日にゼミ生によって定例会議が行われてきた。さらに、継続的にローザ特殊化粧料や

檜原村の担当者、東京チェンソーズ、デザイナーと打ち合わせを重ね、消費者行動の理論的知見や既存の統

計情報に基づき、商品開発の方向性について骨子のすり合わせを進めた。最終的にローザ特殊化粧料に対し

て、商品コンセプト、シリーズ化の提案、パッケージデザイン、販売戦略などを提案した。定例会議の他に

下記の調査などを実施した。

・ヒアリング（檜原村役場、東京チェンソーズ、容器会社、シール会社）

・企業訪問と化粧品の調合実験（ローザ特殊化粧料）

・打ち合わせ（デザイナー、ラジオ局）

・化粧品のノベルティー配布とアンケート調査（檜原村の払沢の滝ふるさと夏祭りで実施）

・ウェブアンケートを実施

・東京ドームにて「地域発見フェア」で行われた展示会に参加、PR活動

“LUMBER JACK”というヒノキ化粧品ブランド名を策定し、商標登録の申請をした。８月に檜原村のお祭り

で UV ジェルのノベルティー配布、調査を行い、好評価であった。１１月の展示会では女性用化粧品 aile を

発表したところ、教育面・地域の取り組みを評価され、多数のメディアにも取り上げられた。

また、ラジオ放送での通信販売を皮切りに女性用化粧品が発売された。同ブランドでユニセックス商品、

男性用化粧品のシリーズ化に向けた開発、提案を行っている。

課題としては、発売した商品に対する継続的なマーケティング戦略の調整、地域産材自体の価値向上や認

知拡大のための取り組みを通した地域および地域産業の活性化が挙げられよう。
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