
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学園都市づくり交流会議では、東広島市における学生等の学術研究活動を促

進し、大学と地域が連携したまちづくりの推進に寄与することを目的に東広島

市の地域課題を研究した論文を募集・表彰する「地域課題研究懸賞論文事業」を

実施しています。 

なお、受賞論文については、著者個人の意見であり、学園都市づくり交流会議

及び東広島市の公式見解ではありません。 
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Ⅰ．はじめに 

 

１）研究の目的 

本研究の目的は,東広島市西条町を中心とし

た自然，歴史，農業，社会，文化などについて，

地理学的な手法を用いて自分たちで調べ，それ

を分かりやすくまとめてガイドブックの形で提

供することである．ガイドブックにすることで，

市民の方々に，身の回りの地域の面白さ，意外

さを再発見してもらうことを目指している． 

ガイドブックの特徴として，生徒・児童でも

楽しめるよう，地図や写真を取り入れ平易な表

現で統一した．調べた事象を目にすることがで

きる地点を地図に示すことで，実際にそこに行

き，その事象について学べるように配慮してい

る.世代を超えて，本書を持って地域を歩く方が

増えて，自分たちが普段暮らす郷土に対する愛

着を持つ契機として，本報告が果たすことが最

終的な目的である． 

 

２）研究の方法 

本研究は以下の手順で行った。 

①東広島市西条町を中心として，共同調査者が 

調べたいと思う事象について，ブレインスト

ーミングによってできる限り挙げ，分野の偏

りがないように心がけた.なお，この調査をお

こなった大学院生は，すべて広島大学大学院

教育学研究科社会認識教育学講座の博士課程

前期に所属するものや,もしくは所属してい

た計12名（横川知司・竹下紘平・安倍成美・

池田葵・倉本尚・池田直樹・岩佐佳哉・植野

裕行・大岩眞太郎・冨田大智・藤村大智・頼

富収吾）である. 

②自身の専門性と興味によって分担を決め，主

に地理学的な手法によって調査をおこなった．

具体的には，文献・資料調査と現地調査に分

けられる．  

③文献・資料調査では，図書館や市役所などで

資料や先行研究を閲覧し，インターネット 

で統計資料や空中写真，地図類をダウンロー

ドした．これらの資料をもとに，事象の概要

と歴史，分布などを把握し，どこで，何を調

査すべきかを検討した． 

④現地調査では，文献・資料調査の結果に基づ

き，各事象について調査をおこなった．調査

内容は多岐にわたるが，多くの場合，地元の

方々に聞き取り調査，写真撮影などもおこな

っている． 

⑤上記の成果を統合して，各事象の特徴や変遷

を整理した．特に事象の地理的分布に着目す

ることが多いため，GISソフトを用いて事象

の分布の特徴を明らかにした． 

⑥ある程度各事象の調査が終了した時点で，調

査者に案内人となってもらい，共同調査者全

員で巡検をおこない，追加で調べた方が良い

点，改善すべき点を現地で議論した． 

⑦調査結果をふまえて，ガイドブックの形で報

告書を執筆した．原稿は筆頭調査者が中心と

なり，文体や図表の編集をおこない，体裁を

整え，全体的な研究のとりまとめをおこなっ
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た.  

このように調べてみると，私たちがこれまで

知らないことが数多くでてきた．これは，西条

に訪れる観光客にも有益で，しかも西条町内で

暮らす市民の方も意外と知らないのではないか

と考え，将来的には出版を視野にいれながら，

このガイドブックができたものである．昨年 3

月末，地域のガイド，高校教員や大学教員らが

中心となり広島市内の地理や歴史をまとめた

「ひろしま地歴ウォーク」が出版されており，

本ガイドブックはそれを参照しながらすすめた．

各人が提出した原稿を，研究代表の横川が編集，

必要に応じて加筆修正をして応募した． 

 

３）ガイドブックの方針と特徴 

 このガイドブックは生涯学習を指向する一般

の市民や外部の観光者,学校教育においては教

員のみならず児童・生徒が楽しく地域を巡るこ

とを前提に作成されたものである。これを念頭

に置いてガイドブックの方針を決定した。 

ⅰ）ガイドブックの方針 

本研究におけるガイドブックの方針は以下の

とおりである。 

①過去の研究・報告を参照すること 

図書館や市役所などで資料や先行研究を閲覧

し，インターネットで統計資料や空中写真，

地図類をダウンロードした．これらの資料を

もとに，事象の概要と歴史，分布などを把握

し，どこで，何を調査すべきかを検討した． 

②平易な説明を心がけること 

具体的な作業としては,文章を『です,ます

調』に統一したこと,論文で書かれるよう

な表現を必要に応じて簡易なものに書き

換えたこと, 適宜模式図を使用したこと

が挙げられる。 

③写真をできるだけ多く用いること 

筆者らの現地調査の際に大量に写真を撮

影し,その中でランドマークとなりうるも

の,その事象を端的に理解できるもの,地

域イメージの形成に大きな影響を与えう

るものを選定している。 

④それぞれの事象を地図上に示すこと 

本研究内では最も注力したことである.各

事象に最低1枚は地図を用いた。歴史的な

事象であっても可能な限り地図で表現し

た。 

ⅱ）ガイドブックの特徴 

前項に示された方針をもとに作成されたガイ

ドブックの特徴は以下のとおりである。 

①簡単な説明が多く,模式図や統計地図の使用

が見られること 

まず文章表現に関しては全て平易な文章と

なっている。これは学習者の対象に児童・生

徒が入っていることから,小学生が読んでも

内容を理解できるように文章を表現する必要

があるためである.また模式図や統計地図を

配置することで事象や傾向を視覚的に理解で

きるよう考慮している。 

②特徴的な写真が多いこと 

写真を使用することには二つの効果が期待
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できる。一つは,実際にガイドブックを持ち,

現地に赴く際にはその写真の事物がランドマ

ークになることで,現地での空間認識に良い

影響を及すことである。これは現地での移動

や学習の快適性を確保するものにつながって

いるであろう。 

また,その地域のイメージを表現するに適

切な写真を選抜している。観光地イメージの

特性に関する考察を行った米澤（2006）によ

ると,現在の観光客はメディアによって創ら

れた行動パターンに従って行動すると指摘し

ている.これは本ガイドブック使用者におい

ても同様の行動パターンとなる可能性が高く,

適切な画像の配置は利用者の効率的な学習に

つながる.また杉谷（2006）はその研究の中で

写真の効果をまとめており,それによると写

真（広告）が美しい物であれば,製品は高評価

に,消費者に不快感を与えるようなものであ

れば,製品への評価も非好意的なものとなる

と述べている.これはつまり,良い製品であっ

ても広告が不快なものであれば,その製品は

評価されないということを意味している.こ

れを換言すれば,素晴らしい地域の事例や取

り組みであったとしても紹介する写真を誤れ

ば,学習者はその事象を負の評価でとらえる

可能性が高まるという事である.そのためた

とえ事実であっても,ガイド利用者の一部が

不快感をいだきかねない写真に関しては掲載

しないなど写真の選定には配慮した. 

③地図は大きな画像で表示したこと 

本ガイドブックは実際に現地をあるくこと

を念頭に製作されているため,現地の詳細な

情報が読み取れるよう配慮している。小さな

画像では位置情報やルートを正確に読み取る

ことができず,本研究の目的達成に支障が出

ると考えた。また詳細な分布や地域を表現す

るために大縮尺の地図を示した場合は,小縮

尺の地図を配置しポイントやグリッドを作成

して表現するなど範囲を特定できるように留

意した.これにより,イメージがつかない場所

の事例でも,例えば「西条駅の西側」などのよ

うに自らが知っている場所と組み合わせて把

握することができよう.加えて大きな画像で

の表示は地図上の文字を大きく表現すること

にもつながり,一般的に高齢者などの小さな

文字を読み取ることに支障がある人々も使用

できるというメリットがある。 

④事例に出てくる場所を地図で示していること 

地域を実際に歩くことを可能にするように

工夫が随所に見られる。具体的には,紹介した

写真の位置を地図に落とし込むや歩いたルー

トや事例に関するポイントの色の表現を周囲

と異なるものにする,地図内の文字に白枠を

用いるなどがある。 

ここで地図の作成に使用したソフトやデー

タに関して代表的なものを紹介しておく。デ

ータは多岐にわたり.作成方法も地図によっ

て異なることもあるため,すべてを紹介する

ことは困難であることを先に謝罪しておく。 

GIS を 使 用 し た 作 図 に 関 し て は
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QGIS2.18.19 を使用した.QGIS は行政でも使

用が勧められ,国土交通省が提供する国土数

値情報の閲覧マニュアルにも使用されている

フリーの地理情報システムである. 札幌圏の

農業分析を行った仁平（2014）のように教育

研究段階でも使用が進んでいる.QGIS の特徴

として,有料・高額なGISソフトに近い機能・

操作性を備えていること,機能の追加も無料

のプラグインで行うこと,地理院地図などの

オープンソースに接続することが可能である

ことことなどがある.本研究では,この機能を

活かし,背景が地理院地図の標準地図である

地図を多数製作した. 

地形を示す必要がある際は,国土地理院の

基盤地図情報である数値標高モデル（DEM）を

活用した.全国を網羅した 10m メッシュと平

野部を中心とする 5m メッシュの DEM から東

広島市全域を包括する傾斜量図を作成し,地

理院地図と乗算するなどして立体感を表現し

た.またこの DEM データは色別標高図の作成

にも使用された. 

西条町などの行政界を示す際は国土数値情

報ダウンロードサービスのシェープファイル

を使用した.このシェープファイルは前述の

QGIS で読み込むことができ,地図作成に大い

に利用された. 

特定のポイントを示す際は Google Earth

でポイントを打ち,KML ファイルとして掃き

出すことで,QGIS 上で表現することが可能で

ある. 

以上のことを踏まえ、本研究では,東広島市西

条町を中心とした自然，歴史，農業，社会，文

化など,地理学的調査などに基づき集積された

オリジナルなデータを加工し、ガイドブックの

開発を行う。 

 

Ⅱ．『歩いて学ぼう! 西条地歴ウォーク』

ガイドブックの概要 

  

ここでは作成された西条地歴ウォークの項目

ごとの内容に関して簡易的に紹介する。（詳細に

関しては別紙『歩いて学ぼう! 西条地歴ウォー

ク』を参照） 

 

１）『歩いて学ぼう! 西条地歴ウォーク』の内容 

1.西条時間旅行 

 西条の街並みの変遷を，国土地理院地図を基

に眺めている。1898年の地図では，現在の山陽

本線が開通しているのが読み取れる.1950 年の

地図では，現在の市役所付近に現在の西条農業

高校が開校し，また軍都呉市への安定した給水

を目的に作られた三永水源地が完成してい

る.1989 年の地図では，山陽新幹線の開通や西

条バイパス，御薗宇バイパス，ブールバール，

山陽自動車道の部分開業により交通網が急激に

発達していることがわかる.2018 年の地図では，

さらなる交通網の発達に加えて，フジグラン東

広島などのショッピングモールの開業で西条の

街が発展する様子を伺うことができる. 
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2.広島にカープがやってきた！？ 

 西条駅北方にある御建公園野球場では 1953

年から1956年にかけて，プロ野球の公式戦が8

試合行われている.結果は，カープの 4 勝 4 敗

の五分である.対戦相手の中には，通算 400 勝

投手である金田正一もおり，400 勝の中の 1 勝

を西条の地であげている.ちなみに開催地であ

る御建公園野球場はもともと御建馬場であった

ことが石碑から確認された。かつては競馬やオ

ートバイのレース，大相撲の地方巡業，盆踊り

大会などの催し物が開催されたという. 

 

3.西条盆地で繰り広げられる川の戦い 

 河川には「河川争奪」と呼ばれる，川が他の

川の流域を奪い自分の流域を広げるという現象

が起こる.西条では，JR 八本松駅周辺，八本松

飯田，西条町吉行，西条町下三永の4地点で河

川争奪が見られる.河川争奪で勝利する川の特

徴は，他の川と比べ川の勾配が大きく，海から

直線的に河川が伸びており浸食力が大きいとい

うことが挙げられる.4 つの事例とも黒瀬川水

系が敗北しており,これは二級峡の影響が大き

いとされる. 

 

4.SNSで報告された平成30年7月豪雨の浸水被

害 

 平成 30 年 7 月豪雨の際にTwitter をはじめ

としたSNS上で投稿された被害状況を基に現地

調査を行い，被災した箇所を確認し，ハザード

マップの作成や住民の避難計画の立案などの防

災に役立てている.調査結果をもとに浸水の事

実やその深さや浸水した範囲を確認し，浸水域

を推定した.調査ではハザードマップで想定さ

れていない河川で浸水が起こっており，新たな

対策が必要であることが判明した. 

 

5.西条の坂道64選 

 地理院地図の機能やGISを用いて，西条の坂

道の長さ，曲率半径，傾斜角と勾配を分析した.

また，その客観的な数値情報を基に現地調査を

行い，坂道の選定を行っている.さらに，平成30

年7月豪雨前後の坂道の写真を比較し，被災状

況を確認している.加えて GIS を用いたデータ

収集と現地調査を併用したことで，デジタルに

よる客観的なデータと紙資料の活用という多角

的な探究活動や考察を行うことができるものと

なっている. 

 

6.坂道調査のための地理院地図入門 

 学習指導要領の改訂により，地理情報システ

ム（GIS）に注目が集まっている.そこで『西条

の坂道64選』を題材として，国土地理院地図の

GISの活用法を学ぶ.坂道の選定の際には，地形

図の「陰影起伏図」や「傾斜量図」に記されて

いる色の違いから坂道かどうかを判断する.坂

道の長さや角度を判定する際にも，地理院地図

の機能を用いて長さ，曲率半径，傾斜角と勾配

を求めることが可能である. 

 

7.西条は古代広島の中心地だった！？ 
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 古代の広島には現在の県庁に当たる「国庁」

を置く都市，「国府」が建設されている.平安時

代，国府は現在の安芸郡府中町にあったが，そ

れ以前の時代には西条に設置されていた可能性

を主張している.要因として,①西条という地名

が条里制に由来するものであること，②当時の

国府の所在地が国の中央の平野部や盆地に位置

していたということ，③古代の山陽道に近接し

ていること，④西条に国分寺がおかれているこ

となどがあげられ,西条に国府が置かれていた

根拠としている. 

 

8.「ねえねえ，西条はあるけど，東条はないの？」

～「東西条」と呼ばれた時代～ 

 西条，八本松，この2つの地名は共に全国に

存在している.東広島市の西条はかつて，東条郷

と西条郷に分かれており,現在の西条駅や市役

所，酒蔵や国分寺など交通や経済の要衝は全て

東条側にあったとされる.その後，毛利氏の統治

下にはいると，東条側の地域は西条寺町（寺町

村），西条側の地域は西条熊野村と呼ばれ,戦国

時代になると，西条寺町では「四日市」が成立

し後に西条四日市と呼ばれました.そして明治

時代，町村制施行で「西条町」と改称され鉄道

の影響も相まって反映していくこととなった. 

 

9.城建ちぬ～戦国時代の西条～ 

 西条には山城と呼ばれる戦の際に使用される

城が数多く確認できる.西条・八本松地域では約

30 の山城が分布していたという.山城は平安末

期から戦国時代に,有力な守護大名や戦国大名

同士が争いを繰り広げる中で，続々と建設され

た.山城は，土塁，堀や山の斜面などの自然の地

形を利用して防御力を高めている.また，廃城と

なった現在においても,祠や社が残されている

場合もある. 

 

10.江戸時代末の新田開発の痕跡―双子の神社

― 

 西条町の柏原地区と三升原地区は段丘になっ

ており，この地区はかつて新田開発が行われた.

江戸時代末，群奉行や代官が開墾を推奨したが,

段丘上の開墾は水利が悪く水を得ることが困難

あった.そこでため池や用水路をいくつも整備

し,用水を確保している.そして五穀豊穣を祈願

する神社を各地区に2つ（稲生神社，稲荷神社）

建設した.神社の建設とため池，用水路の整備の

様子から，当時の人々の苦労と誇りを垣間見る

ことができよう. 

 

11.『橋の名は』～黒瀬川（旧西条川）にかかる

橋～ 

 西条・八本松地域を流れる代表的な川が黒瀬

川であり,山陽本線から下見街道までの間に 6

本の橋が架かっている.旧 2 号線と唯一交差す

る友待橋，山陽道と交差する時友橋，寺社の門

前にある大門橋，定期市が行われていた六日市

橋，由来が様々あるヘクドー橋，野坂完山とい

う地域の偉人を偲んで命名された野坂橋など橋

の由来を探ると，その地域の歴史が見えてくる. 
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12.減産の危機？！原産西条柿 

 西条原産の「西条柿」と呼ばれる渋柿があり,

寺家にある長福寺が発祥地とされる.西条柿は

江戸時代，広島藩の特産物として広く全国に知

られ,様々な書物に西条柿が美味であると記さ

れ，西条が誇れる特産品であることがわかる.西

条柿分布をみると，広島だけではなく東北から

九州まで全国で栽培されている.西条町内では，

51戸の農家が栽培し，農協と東広島市，旧賀茂

郡が共同で西条柿の振興に取り組んでいる. 

 

13.大地に現れた謎の円形～円筒分水～ 

 円筒分水とは，農業などで水を公平に分けて

流すための構造物である.限られた水を正確に

配分し，地域間の利害を調整して争いを解決す

るために建設されたという.西条では 2 基，東

広島全体では 4 基確認され,西条町福本の千足

池付近に作られた円筒分水では，4 方向に水が

分かれ，下三永向原地区，福本一帯，そして東

広島運動公園の南の一部にまで通水している.

また，広島大学の南側にある円筒分水では，3方

向に水が分かれ，門脇川，古河，中郷へとそれ

ぞれ流れている. 

 

14.用水路トレイル～先人の知恵～ 

 西条町田口と大沢の一部である三升原地域は

水利の悪い段丘上にあるにも関わらず，水田を

広がっている.これは西条町福本にある千足池

から大沢のさるまた池まで水路を伸ばしている

ためである.水路の途中では，山陽新幹線を超え

るためのパイプや，水路の高さを確保するため

の盛土，道路を渡るための逆サイホン，暗渠と

いった工夫が見られた.水の確保は，今も昔も変

わらず大変なことであるということが学べ，先

人の知恵の偉大さを肌で感じることができる. 

 

15.「とんど」を追い求めて 

 とんどとは，無病息災や大漁，豊作などを願

い行われる伝統行事で，日本全国で行われてい

る正月の風物詩である.西条町では，2019 年に

少なくとも84基のとんどが作られている.とん

どは，水田が広がる農村部で主に行われていま

すが，小学校の校庭で郷土学習もかねて行う場

合も確認された.現在，とんどが地域の繋がりの

契機となる事例も報告されている. 

 

16.身近な事柄から地域をとらえる～校区と地

区境界は一致する？～ 

 旧西条町には現在，10校の小学校が設置され

ている.小学校の校区は道路や線路などを境に

しており，地区境界と必ずしも一致するもので

はなく.一つの地区で複数の学校区に分かれて

いるところも確認された.これは小学校の立地

や交通などを考慮した上での校区になっている. 

 

17.学び舎『今昔物語』～小中学校の閉校・開校

と町の姿～ 

 西条・八本松地域では高度経済成長期に，若

年層の人口流出によって人口が流出し，小中学

校が7校も閉校になった。その後広島大学の移
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転などによって人口が急激に増加し，1970年代

半ば以降.現在までに新たに 6 校の小中学校が

開校した.西条・八本松地域の小中学校の変遷を

見ていくことで，この地域の社会構造や人々の

生活，町づくりの変化を読み取ることができる. 

 

18.高齢化と円城寺団地の取り組み 

 日本全国で進んでいる高齢化問題への対策を

円城寺団地や，団地内にある佐藤商店の取り組

みを踏まえて検討している.佐藤商店では認知

症患者やその家族の相談の場として機能し，一

人暮らしの高齢者のコミュニティの場となって

いる.また，円城寺団地と西条駅や公共施設，シ

ョッピングモールとを結ぶ『のんバス』も運行

を開始し，行政が高齢者の移動手段の確保に努

めており.高齢者にも住みやすいまちづくりが

考えられている. 

 

19.街角のグリーン・ボックス―公衆電話のもつ

意味と可能性― 

 公衆電話は，携帯電話やスマートフォンが普

及した現代においても，災害時に必要な存在と

なるなど，重要な社会インフラとして機能を有

する.旧西条町には42個の公衆電話が設置され，

コンビニや公共施設，道路沿いなどに分布が見

られる.公衆電話の位置や，その使い方を把握し

ておくことは，災害時や緊急時に公衆電話をイ

ンフラとして使用するために必要なことであろ

う. 

 

20.「八本松廃線巡り」 

 八本松駅にはかつて2本の引き込み線が存在

していた.1つは，米軍基地の川上弾薬庫へとつ

ながるもので，旧日本海軍の時代から使用され

ていた.遺構として線路跡を利用した歩道や，橋

げたの跡が確認できる.もう 1 つは，旧八本松

材修場跡地まで伸びている.そこでは，戦前に陸

軍の演習場として使用していた際の輸送や.ロ

ングレールの輸送のために使用されていたもの

と考えられる.現地では，信号跡や記念の石碑が

遺されている. 

 

21.屋根を訪ねて3,000軒～赤瓦と居蔵造り～ 

 西条の景観の特徴の一つに赤瓦の屋根，そし

て居蔵造りと呼ばれる建築がある.そのどちら

も明治時代から本格的に広がっている.赤瓦は

田万里に分布する来待石を釉薬とし，最盛期に

は約 40 軒もの瓦製造所が稼働しており，西条

の文化として根付いている.また，居蔵造りも赤

瓦の普及と時を同じくして広まったとされる.

現代においても，赤瓦の屋根と居蔵造りは西条

の家々に受け継がれている. 

 

22.上を向いて歩こう 酒蔵通り 

 日本三大酒都の1つである西条では，酒造り

関連の煙突は16本現存している.現在使用され

ていないが，酒蔵の煙突は西条の酒蔵通りの景

観を形成する上で重要な役割を果たしている.

煙突は明治時代から昭和中期に建てられたもの

であり，形は円形，四角形の2種類見られた.ま
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た，レンガの積み方はイギリス積み，ドイツ積

み，長手積みなど様々であるが.西条ではイギリ

ス積みが多い。 

 

 以上の通り、東広島市西条町を中心とした地形

や地域,農業・農村,社会・文化,防災など多様な

範囲を網羅したガイドブックとなっている。こ

のガイドブックは本研究の成果として,別紙に

て提出する。 

 次章では,作成された『歩いて学ぼう！西条地

歴ウォーク』ガイドブックの活用に関して考察

を行う。 

 

Ⅲ．『歩いて学ぼう! 西条地歴ウォーク』

ガイドブックの活用方法 

 

 本章では,前章までに紹介したガイドブック

の内容や特徴に基づいて,どのような分野で使

用できるのかを考察する。本ガイドブックは『市

民生活』『文化芸能』『教育』『環境・景観』『都

市景観』など多様な分野での使用が想定される

が,特に『生涯学習やまちづくり』『学校教育』

の２点において活用が期待される。 

 

１）『生涯学習やまちづくり』における活用 

生涯学習に関して文部科学省は『「生涯学習」

という言葉は，一般には，人々が生涯に行うあ

らゆる学習，すなわち，学校教育，社会教育，

文化活動，スポーツ活動，レクリエーション活

動，ボランティア活動，企業内教育，趣味など

様々な場や機会において行う学習の意味で用い

られます。また，生涯学習社会を目指そうとい

う考え方・理念自体を表していることもありま

す。』と述べている。宮本（2005）この生涯学習

の意義を『生涯学習の意義は人生を人間らしく

生きるため,一人ひとりが人間性を高める学習

を継続し,自らを育て高めると共に社会の変化

に対応して生きがいをもって生きるため,常に

新しい知識,技術を身につけ,人生における生き

る目的・生きがいを求め続けることである』と

している。 

 また,まちづくりに関してみると,都市計画の

専門家である川上光彦はまちづくりを次のよう

に定義している。 

『それぞれの地域や都市における住みよい,活

気のある環境を形成することを目的として,そ

れを担う人々を形成するための各種の努力や運

動,環境整備を進めるための各種の制度および

枠組みの形成,さらに様々な物的および社会的

な環境を形成したり整備したりする過程,およ

びそれらを維持,活用していくための努力や運

動を意味している』（『まちづくりの戦略』山海

堂,1994,p2） 

このまちづくりに対して,寺本（2012）は,『こ

れまでの都市・農村整備が行政や開発企業の手

で進められてきたのに比べ,自律的に都市や農

村の住民自体が「まちづくり」を意識し,愛着の

もてる住みよいまちづくりをしていく必要性が

生じて来たのである』と述べている。地域活性

化のための生涯学習政策の在り方を示唆した田
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中（2004）によると,まちづくりはひとづくりで

あるとし,まちづくりはキーとなる人物が必要

であり,それは生涯学習を指向する人々の中か

ら生まれると指摘している。また寺本（2012）

はまちづくりに関してそこに暮らしている人の

関心や知覚,愛着を呼び覚ますという視点が必

要であるとしており、この愛着はまずは知るこ

とにより形成されると主張している。すなわち,

生涯学習のような地域を知る学習はまちづくり

の人材を育てる下地となる。 

東広島市教育委員会による東広島市教育振興

基本計画―第3章―基本計画では生涯学習とま

ちづくりに関して記載が見られる。第3章の第

3 節では基本目標を「生涯にわたる能力開発と

学びによる豊かなまちづくりの実現」とし,その

基本的な考え方として「市民一人ひとりが生涯

にわたって学び続け,必要とする様々な力を養

い,その成果を社会に生かすことができる生涯

学習社会の構築は,これからの本市のまちづく

りに必要不可欠です。」としている。また第５節

の「歴史・文化の継承と新たな市民文化の創造」

では,具体的な内容を「本市の歴史・文化の正し

い理解のために欠くことのできない文化財を次

世代に継承し，公開活用するとともに，市民が

優れた文化芸術に触れ，主体的に参加できる環

境を整備することにより，個性的で文化の薫り

高いまちづくりを目指します。」と定めている。

要約すれば,まちづくりは市民の手によってな

されなければならず,それには生涯学習が必須

であると東広島市は主張しているのである。 

しかしながら東広島市の生涯学習には課題が

多い。2013（平成25）年に行われた「生涯学習

のアンケート調査」の結果では,今後の学習活動

に必要な支援の第1位が「学習活動に関する情

報提供（58.5％）」と際立っている。つまり,地

域の地理や歴史を学習することのできる地域資

源の発掘,保護,情報提供が必要とされているの

である。 

本研究では地理学的なフィールドワークなど

を通じたオリジナルなデータが多く集積され、

地域資源の発掘という点で十分に意義があった

と言える。例えば「21屋根をたずねて3,000軒

～赤瓦と居蔵造～」では,赤瓦の家屋を3000軒

以上調べ、マッピングを行っている。これは西

条の景観を構成する赤瓦を地理学的な分布でと

らえ,全体的な傾向を把握できるという点で特

筆すべきことである。「15「とんど」を追い求め

て」では、とんどの分布が示されるだけでなく、

とんどが地域の人々を繋ぐ契機としての機能を

有することが指摘されている。市の畑の事例で

は、地域の人々の繋がりを維持するため、地域

住民がとんどに長く参加できるよう開始時間を

早めるなど工夫も見られた。これは人口増加を

続ける東広島市のまちづくりを考える点で有用

性が高いといえる。さらに言えば、これらの研

究は地域の調査協力者の存在によって支えられ

たものが多い。ガイドブックというわかりやす

い形態で調査結果を還元することは、協力者各

位が自らの地域の魅力を再発見できるという利

点が発生し得る。これにより当該住民が地域へ
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のまなざしを深化させ、より深い学びに繋がる

ことで、より良いまちづくりが行われる可能性

が指摘できる。 

 

２）『学校教育』における活用 

学校教育においては,小・中学校社会科の地域

学習の単元や高等学校地理歴史科の中でも地理

総合の大項目「持続可能な地域づくり私たち」

の中項目「生活圏の調査と地域の展望」「自然環

境と防災」，においてその活用が期待できる。 

小学校社会科の地域学習といえば,産業学習

や国土学習と並んで使用され,直接経験地域で

展開されている人々の営みや諸施設などを対象

とした第３,４学年の学習を指している。中学校

段階においては今回,地域学習を「身近な地域の

学習」に代表される学習活動とする。 

地理総合は平成 30 年 3 月告示の新学習指導

要領により，地理歴史科の中に設けられた標準

単位数２単位の必履修科目である。持続可能な

社会づくりを目指し，環境条件と人間の営みと

の関わりに着目して現代の地理的な諸課題を考

察する科目として，今回の改訂において新たに

設置されたものである。 

 

ⅰ）小・中学校社会科の地域学習における活用 

平成 29 年７月告示の小学校学習指導要領社

会編解説では, 第３学年の目標には『身近な地

域や市区町村の地理的環境，地域の安全を守る

ための諸活動や地域の産業と消費生活の様子，

地域の様子の移り変わりについて，人々の生活

との関連を踏まえて理解するとともに，調査活

動，地図帳や各種の具体的資料を通して，必要

な情報を調べまとめる技能を身に付けるように

する』とある。また第４学年では『自分たちの

都道府県の地理的環境の特色，地域の人々の健

康と生活環境を支える働きや自然災害から地域

の安全を守るための諸活動，地域の伝統と文化

や地域の発展に尽くした先人の働きなどについ

て，人々の生活との関連を踏まえて理解すると

ともに，調査活動，地図帳や各種の具体的資料

を通して，必要な情報を調べまとめる技能を身

に付けるようにする』とされており、新学習指

導要領でも地域学習は維持されていることがわ

かる。 

中学校段階においても平成 29 年 3 月告示の

中学校学習指導要領第2節社会科の地理的分野

の内容に『C 日本の様々な地域』とあり、構成

する大項目の一つに「（1）調査の手法」が確認

される。中学校学習指導要領解説社会編（平成

29年7月年告示）によると、この具体的内容は

『地域調査に当たっては，対象地域は学校周辺

とし，主題は学校所在地の事情を踏まえて，防

災，人口の偏在，産業の変容，交通の発達など

の事象から適切に設定し，観察や調査を指導計

画に位置付けて実施すること』。とされているこ

とから、中学校段階においても地域学習の存在

が認められる。 

小・中学校社会科の地域学習に関して,澁澤

（2012）は『地域学習の最大の特色は直接的に

観察調査できる地域が学習対象となっている点
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であり,その学習方法にフィールドワークが必

須である』と結論付けている。小・中学校いず

れの段階においても,フィールドワークの必要

性・有用性が認められるにも関わらず,フィール

ドワークは未実施であることが多い。宮本静子

が2007（平成19）年に仙台市の中学教師128名

を対象に行った調査によると,読図指導のみで

フィールドワークを実施していない割合は実に

74.2％を占めていた。小・中学校段階でフィー

ルドワークが実施されない要因として竹内

（2012）は地域調査に充てる時間の不足,高校入

試に直接関係がない,生徒を郊外に連れ出すこ

とのリスク,教師の力量不足などに並んで地域

に即した資料の不足を挙げている。本研究によ

る地域資源の発掘,保護,情報提供はこの学校教

育の課題解決の一助となるであろう。 

具体的な活用方法としては特に小学校第 3,4

学年での地域学習での使用が想定される。地域

学習の内容として、電気、ゴミ処理などのイン

フラ事業、自分の住む地域の位置や土地利用、

交通、公共施設の役割、歴史的建造物の分布、

県内の文化財や年中行事、地域の発展に尽くし

た偉人、自然災害などが包括されている。本研

究で作成されたガイドブックはこれらの分野に

おいて絶大な効果を発揮するであろう。例えば

「16 身近な事柄から地域をとらえる～校区と

地区境界は一致する？～」では、小学校の位置

と校区の範囲が示されている。第3学年の目標

に自分の住む地域を「大まかに理解する」とあ

り、この報告は目標に一致する。また「15「と

んど」を追い求めて」では年中行事の学習の一

助にもなる。読図という点では、西条の煙突に

いて紹介した「22 上を向いて歩こう」は子供

が興味を持ちやすい内容となっており、地図を

持ちながら煙突を探すといった活動が予期され、

楽しみながら地図的技能を鍛えることができる。 

 

ⅱ）高等学校地歴科地理総合における大項目「持 

続可能な地域づくり私たち」の中項目「生活 

圏の調査と地域の展望」における活用 

高等学校地歴科地理総合における中項目「生

活圏の調査と地域の展望」に関してみると 

平成 30 年 7 月告示の新学習指導要領解説では

その内容の取扱いを『「生活圏の調査」について

は，その指導に当たって，これまでの学習成果

を活用しながら，生徒の特性や学校所在地の事

情などを考慮して，地域調査を実施し，生徒が

適切にその方法を身に付けるよう工夫すること』

としている。地理総合ではフィールドワークの

実施が叫ばれているが,高等学校においてもフ

ィールドワークは行われていないという実態が

ある。池俊介が2012年に神奈川県の全高校（公

立187校,私立78校,計265校,有効回答数124

名）の地理担当教諭にアンケートを行ったとこ

ろ,フィールドワークの実施率はわずか 21％で

あることが判明した。高等学校段階でフィール

ドワークが実施されない要因として犬井（1990）

は①事故意識の高まり,②適切な実施環境の問

題,③過密な教育課程や入試準備による実施時

間の不足,④地理選択制⑤旅費などの予算,⑥事
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前準備に要する時間の長さ,⑦教員の指導力不

足の７点に整理している。池（2012）は⑥の対

策として,各学校で培われた地域教材の蓄積を

教師集団が共有し,それを後任に引き継いでい

く仕組みの必要性を主張している。本ガイドブ

ックは十分にこの役割を果たすものである。ま

た⑦教員の指導力不足についても,本ガイドブ

ックを教員の学習教材として使用することも可

能となっており,本研究の研究方法を模倣する

ことで教員の地域学習の指導力が向上すること

が期待される。 

教員の地域学習の指導力向上という点でみる

と、本ガイドブック中の「6.坂道調査のための

地理院地図入門」も有用である。地理院地図は

国土地理院が無料で提供している日本の国土の

様子を発信するウェブ地図であり、地形図や写

真の 3D 表示も可能となっている。この地理院

地図使用法の習得により、教員の作図能力の向

上などが期待でき、効果的な地域学習のための

教材開発能力が高まるといえる。 

 

ⅲ）高等学校地歴科地理総合における大項目「持

続可能な地域づくり私たち」の中項目「自

然環境と防災」における活用 

地理総合の中項目「自然環境と防災」に関し,

平成 30 年 7 月告示の新学習指導要領解説では

内容の取扱いを『日本は変化に富んだ地形や気

候をもち，様々な自然災害が多発することから，

早くから自然災害への対応に努めてきたことな

どを，具体例を通して取り扱うこと。その際，

地形図やハザードマップなどの主題図の読図な

ど，日常生活と結び付いた地理的技能を身に付

けるとともに，防災意識を高めるよう工夫する

こと。』と明記している。解説をさらにひも解く

と,「生徒の生活圏で見られる自然災害」という

小項目では『生徒が居住する地域やその周辺で

過去に発生した自然災害について理解するとと

もに，それらの発生原因となる豪雨や地震，火

山活動などの特徴や地域の自然環境の特色に加

えて，土地利用や開発の歴史などの人間活動と

の関わりについても理解することが大切であ

る。』とあり,単に災害の事実だけでなく,地域の

地理や歴史をともに学ぶことの必要性が述べら

れている。過去の災害を知ることの有用性を指

摘している研究は,広島県内の洪水・土砂災害に

関する石碑を対象に研究した小山ほか（2017）

が代表的である。小山は水害碑や慰霊祭を通じ

て過去の災害を知ることにより,災害へのリア

リティが高められるという防災上の意義を見出

している。防災意識の向上に関しては, ラダー

クヒマラヤにおいて氷河湖の決壊を研究し,現

地でワークショップを開催した池田・奈良間

（2018）の報告が示唆に富む。池田・奈良間は,

防災意識などソフト面の向上に関して,住民の

知識の質を上げることの重要性を主張している。

山崎（2018）は最も効果的な防災対策は早めの

避難であるとし,その実行のためには自分の住

んでいる地域の地形や地盤の特徴を把握してお

く必要があると述べている。以上のことから地

域の地形や歴史の学習を行う事は,結果として
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防災知識・意識が高まることにつながっている

といえるだろう。 

具体的な活用を考慮すると、本ガイドブック

では「3.西条盆地で繰り広げられる川の戦い」,

「4.SNSで報告された平成30年7月豪雨の浸水

被害」,「5.西条の坂道64選」,「14.用水路ト

レイル～先人の知恵～」などを対象とするのが

適当であろう。「4.SNS で報告された平成30 年

7 月豪雨の浸水被害」では被害が想定されてい

ない地域まで浸水していることが確認された。

この事例の学習は防災への意識を十分に高める

効果があり、避難計画を立案するうえでは現実

の地形を踏まえる必要性を生徒に訴えることが

できる。「14.用水路トレイル～先人の知恵～」

では水利の悪い三升原地域がどのように地形を

利用し,水を運んできたのか明らかにしている。 

本事例のように地形に着目した用水路トレイル

は,地域の詳細な地形が判明し、結果として災害

時の早期避難に役立つであろう。用水路が氾濫

の原因となる,用水路に流されて死亡する事例

も見られることから、地域の用水路に関する学

習は、水害の被害を未然に防ぐ効果が期待でき

よう。 

 

Ⅳ.おわりに 

 

本研究では東広島市西条町を中心とした自然，

歴史，農業，社会，文化などについて，主に地

理学的な手法を用いて調査し、その調査報告を

兼ねたガイドブックの開発を行い．その効果を

検証してきた。 

本研究の成果は次の3つにまとめられる。 

（１）地理学的な手法を用いてオリジナルなデ

ータを集積した。3000軒もの赤瓦の家屋のマ

ッピングや現地調査により判明したとんどの

分布など労作が多いのが特徴である。これら

のデータは東広島市の生涯学習、町づくり、

学校教育、防災教育での活用が期待できる地

域資源であるといえる。 

（２）実際に地域を歩くことを前提としたガイ

ドブックを開発した。地図を多用したガイドブ

ックを作製したことは,自然や歴史,農業,社会・

文化などの学習を望む地域住民や学校教育など

の基本的な資料として寄与できる。また地域を

十分に知らない市民や児童生徒に対して，地域

資源に目を向けるきっかけとなりうる。 

（３）教員の質的向上につながる研究方法を示

した。主体的に地元の事象を調べ，メディアと

して地域に還元するという方法は，教員の質を

高める一つの有力な方法となりうる。 

今後の課題としては、作成されたガイドブッ

クの効果の有用性を検証し、市民の利用者や学

校現場の需要にこたえられるように改善してい

くことが挙げられる。また、例えば古墳や街道

の章がなく，書くべき事項が多く残っていると

考えられる．今後も、継続的に調査を進めてい

きたい． 
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