基町プロジェクト 2014.4‒2017.3
Motomachi Project April 2014—March 2017

プロジェクトの実施体制及び関連する計画・研究費・事業等

2014（平成 26）年度
• 平成 26 年度広島市中区役所受託研究費
「大学と行政の協働による文化芸術創造活動拠点設置・運営を通じた、基町住宅地区の持続的活性化に関する研究」（研究代表・前川義春芸術学部長）
• 平成 26 年度広島市立大学指定研究費（学長指定テーマ）
「文化芸術創造活動拠点を通じた広島都心部（基町地区）の活性化に関する研究」（研究代表・中村圭芸術学部講師）
• 基町住宅地区活性化計画（広島市）

2015（平成 27）年度
• 平成 27 年度広島市中区役所受託研究費
「大学と行政の協働による文化芸術創造活動拠点設置・運営を通じた、基町住宅地区の持続的活性化に関する研究」（研究代表・南昌伸芸術学部長）
• 平成 27 年度広島市立大学指定研究費（学長指定テーマ）
「文化芸術創造活動拠点を通じた広島都心部（基町地区）の活性化に関する研究」（研究代表・中村圭芸術学部講師）
• ［平成 27 年度「地（知）の拠点大学による地方創生推進事業（COC+）］
広島市立大学「観光振興による『海の国際文化生活圏』創生に向けた人材育成事業」
• 広島市被爆 70 周年記念事業まちづくり先導事業
（デルタ市街地でのまちづくりの展開）⑹ 平和都市を象徴する都市環境づくり
• 基町住宅地区活性化計画（広島市）
• 「世界に誇れる『まち』広島」創生総合戦略（広島市）
≪基本目標１≫ 中四国地方のエンジンに ふさわしい都市機能の 充実強化＞【施策 2】“ 循環が活気をもたらすまち ” の構築＞主な事業＞（デルタ市街地）

2016（平成 28）年度
• 平成 28 年度広島市中区役所受託研究費
「大学と行政の協働による文化芸術創造活動拠点設置・運営を通じた、基町住宅地区の持続的活性化に関する研究」（研究代表・南昌伸芸術学部長）
• 平成 28 年度広島市立大学指定研究費（学長指定テーマ）
「文化芸術創造活動拠点を通じた広島都心部（基町地区）の活性化に関する研究」（研究代表・中村圭芸術学部講師）
• 平成 28 年度広島市立大学 COC+ 研究費「COC+ 事業における先導的アートプロジェクトの実施と人材育成のための基盤研究」
（研究代表・三上賢治特任教員）
• ［平成 28 年度「地（知）の拠点大学による地方創生推進事業（COC+）］
広島市立大学「観光振興による『海の国際文化生活圏』創生に向けた人材育成事業」
• 基町住宅地区活性化計画（広島市）
• 「世界に誇れる『まち』広島」創生総合戦略（広島市）
≪基本目標１≫ 中四国地方のエンジンに ふさわしい都市機能の 充実強化＞【施策 2】“ 循環が活気をもたらすまち ” の構築＞主な事業＞（デルタ市街地）

2017（平成 29）年度
• 平成 29 年度広島市中区役所受託研究費
「大学と行政の協働による文化芸術創造活動拠点設置・運営を通じた、基町住宅地区の持続的活性化に関する研究」（研究代表・南昌伸芸術学部長）
• 平成 29 年度広島市立大学指定研究費（学長指定テーマ）
「創造的文化芸術活動を通じた基町地域活性化の実践的研究」（研究代表・中村圭芸術学部講師）
• 平成 29 年度広島市立大学 COC+ 研究費
「COC+ 事業における先導的アートプロジェクトの実施と人材育成のための基盤研究」（研究代表・三上賢治特任教員）
• 平成 29 年度広島市立大学社会連携プロジェクト研究費
「基町プロジェクトと連動する「地域課題演習」及び「地域実践演習」メニューの開発と、その教育環境のための包括的整備」
（研究代表・中村圭芸術学部講師）
• ［平成 29 年度「地（知）の拠点大学による地方創生推進事業（COC+）］
広島市立大学「観光振興による『海の国際文化生活圏』創生に向けた人材育成事業」
• 平成 29 年度広島市立大学研究成果公表経費
「創造的文化芸術活動を通じた基町地域活性化の実践的研究」（研究代表・中村圭芸術学部講師）
• 基町住宅地区活性化計画（広島市）
• 「世界に誇れる『まち』広島」創生総合戦略（広島市）
≪基本目標１≫ 中四国地方のエンジンに ふさわしい都市機能の 充実強化＞【施策 2】“ 循環が活気をもたらすまち ” の構築＞主な事業＞（デルタ市街地）

、Fanny Harlan
表紙 《Aussiht‑ 望》2016（部分）
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1945 年 8 月 8 日米軍撮影（国土地理院）部分、色調補正
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基町の概要
Outline of Motomachi

9

1589 年、毛利輝元は太田川河口の五箇を広島と名付

In 1589, Terumoto Mori named Goka village on the Ota

け、
広島城築城を開始。1591 年に入城する。1600 年、

river estuary Hiroshima and commenced its fortiﬁcation with

福島正則が毛利輝元に代わって安芸国領主となり、城
下町の整備、西国街道などの陸路及び海路の整備を行
う。江戸時代には、浅野氏が同国領主となり、商工業
を発展させ、広島城下は瀬戸内海内最大都市として賑

Hiroshima castle. He took up residence in the castle in 1591.
In 1600, Masanori Fukushima replaced Terumoto Mori as the
lord of Aki province and improved the castle town and the
roads and sea routes of this western section of Japan. In the
Edo era, Nagaakira Asano, the first of the clan dynasty, became the lord and further developed commerce, consequently

わった。特に中島界隈（現在の広島平和記念公園）は、

Hiroshima castle town ﬂourished as the largest city of the Seto

陸路と海路が交わる場所として商業的中心地を形成し

Inland Sea. Especially, Nakajima neighborhood (the present

た。このように、広島は水によって栄えた都市と言え

Hiroshima Peace Memorial Park) became a central commercial area where land and sea routes intersected. In this way,

るだろう。

Hiroshima can be said to have ﬂourished due to the presence
of water.

広島城下の発展
Development of Hiroshima castle town

北の丸

現在の基町住宅地区
西の丸

本丸
竹ノ丸
三ノ丸

内大手郭
大手郭

寛永年間広島城下図（広島城提供）［部分］を元に作図
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二ノ丸

1871 年、広島県が成立し、広島城内に県庁が設置さ

In 1871, Hiroshima prefecture was established, and the pre-

れる。同年、
本丸へ鎮西鎮台第一分営の設置を端緒に、

fectural office was founded inside Hiroshima castle. In the

旧城内は軍用地へと変貌していく。1886 年、広島鎮

same year, Japanese military were stationed in the inner citadel
of the castle and use of the castle gradually changed for it to

台は第五師団に改称。1887 年 4 月、旧城域内の、基

become a military base. In 1886, the Hiroshima army was re-

町ほか 13 カ町（旧南町）
、4 カ町（旧北町）
、4 カ町

named the Fifth Division. In April 1887, 13 towns (previously

（旧西町）、これらすべてを合わせ基町となる。1894

known as Minami Hiroshima), four towns (previously known
as Kita Hiroshima) and four towns (previously known as Ni-

年、日清戦争開戦時には、明治天皇と共に大本営が広

shi Hiroshima) all inside the castle jurisdiction, were merged

島城内に移る。その背景には、1889 年の宇品港開港、

to become the current Motomachi. In 1894, when the Si-

1894 年の山陽鉄道の広島までの開通、同年の軍用鉄

no-Japanese war broke out, the Imperial Headquarters moved

道宇品線の開通があった。広島は軍都としての性格を
強め、当時の基町はその中枢であった。

into Hiroshima castle along with the Meiji emperor. The
backdrop to this was the opening of Ujina ferry port in 1889
followed by connection of the Sanyo Railway to Hiroshima
and construction of the Ujina streetcar line for the military in
1894. Hiroshima established its status as a military-base city
with Motomachi as its backbone in that era.

軍都広島
Hiroshima, a military-base city

絵葉書 広島衛戍病院全景（広島市公文書館蔵）を色調補正

鶏卵紙名刺判写真 広島大本営
（広島城提供）を色調補正
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1945 年（昭和 20 年）8 月 6 日午前 8 時 15 分、ア

In 1945 (Showa era 20) on August 6th at 08:15 local time,

メリカ軍は、史上初となる都市を目標とした一発の原

the American military executed the first ever nuclear attack

子爆弾投下による核攻撃を実施し、広島市の中心部は

by detonating an atomic bomb above the city, and central Hiroshima was completely destroyed. Hiroshima city describes

壊滅状態となった。広島市は、その被害特質を「大量

what happened as: “Mass destruction and mass slaughter was

破壊、大量殺りくが瞬時に、かつ無差別に引き起こさ

caused indiscriminately in an instant. Furthermore, radiation

れたこと、放射線による障害がその後も長期間にわた

injuries continued to torture survivors for a long time after
the devastation.” The area within a 2 km diameter of the hy-

り人々を苦しめたこと」と述べている。爆心地（現島

pocenter (formerly Shima Hospital Department of Internal

内科医院・広島市中区大手町 1-5-25）から 2㎞の円

Medicine, currently Shima Medical Clinic, 1-5-25 Otemachi

内が全壊・全焼地域とされるが、基町一帯もこれに含

Naka-ku Hiroshima-city) is regarded to have been completely
razed to the ground and burned including Motomachi.

まれる。

原子爆弾投下と基町
The atomic bombing and Motomachi

現在の基町住宅地区

1945 年 7 月 25 日米軍撮影（国土地理院）
［部分］を色調補正
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現在の基町住宅地区

1945 年 8 月 8 日米軍撮影（国土地理院）
［部分］を色調補正

1946 年、広島市は復興局を創設。当初、資金難によ

In 1946, Hiroshima city established a reconstruction bureau.

り遅々として進まなかった復興事業は、1949 年 8 月

However, the reconstruction program was not implemented

6 日に公布された「広島平和記念都市建設法」により

immediately due to lack of funds, but proceeded after the ‘Hiroshima Peace Memorial City Construction Law’ was enacted

進展していく。被爆前の広島市の人口は約 25 万人で

on the 6th of August, 1949. The population of Hiroshima

あったが、被爆のあった 1945 年末までの死者は約

city was approximately 250,000 before the atomic bombing,

14 万人と言われている。しかし、1947 年にはその

but the total number of casualties by the end of 1945 was
said to be about 140,000. However, by 1947 the population

人口も約 24 万人まで増加し、住居不足は深刻化して

had recovered to 240,000 and the shortage of dwellings be-

いく。1946 年、広島市は、公園用地としていた旧軍

came a serious problem. Although, in 1946, Hiroshima city

用地の基町に応急住宅を建設するが、その数は十分で

constructed emergency housing in Motomachi on the former

はなかった。隣接する太田川河川敷沿いの不法住宅の
集積には、こうした時代背景があった。

military site, the number of homes was insuﬃcient to meet
the increasing demand. This situation led to the accumulation
of illegal makeshift homes along the banks of the Ota river.

広島復興と基町
Reconstruction of Hiroshima and Motomachi

「広島平和都市建設法」選挙啓発ポスター（広島市公文書館提供）
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1968 年に始まった基町住宅地区再開発事業は、市内

から構成される。基町団地基本計画によると、基町団

中心部を流れる六つの河川のうちの一つ、太田川沿い

地においては、約 8.1 ヘクタールの敷地に 2,964 戸

に、高層住宅に加えて公共施設等を一体的に整備した

を建設する計画であり、高密度な高層住宅が計画され

事業で、広島市と広島県を中心として都市開発的観

たと言える。高層アパートには、
「く」の字型の住棟

点から実施された。工期は約 10 年間、費用は約 260

配置によって日照問題やプライバシーの問題を解決し

億円がかけられ、市内の戦災復興事業の総まとめ的

ようとすることや、屋上空間を公共空間として解放す

な意味を持つと同時に、
「発展する広島の将来を志向

ること、１階部分のピロティなど、様々な特徴が見ら

する新しい街づくり」が目指された。マスタープラン

れる。住棟構造は、高さ方向には 2 フロアを１単位、

は、大髙建築設計事務所による。基町団地内に計画さ

横方向には隣り合う二つ住居空間を 1 単位としてお

れた住棟以外の施設は、屋上を人工地盤とするショッ

り、後年住居空間の変更が容易に行えるようになって

ピングセンターや中央集会所、保育所・幼稚園・小学

いる。2018 年現在、実際に一部住居において３戸を

校の教育施設、診療所や公衆浴場を含む分散店舗など

２戸に結合するなどの改修工事が行われている。

基町地区再開発事業
Motomachi district redevelopment program

広島平和記念公園

原爆ドーム

爆心地
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旧市民球場

Motomachi district redevelopment program was established in

2,964 residences were planned to be constructed in an area

1968 to maintain public institutions and high-rise apartment

of about 8.1 hectares, which can be said to be comparatively

buildings, mainly in Hiroshima city and Hiroshima prefec-

high density high-rise apartment housing in those days.

ture, and commenced construction of apartment complexes

The high-rise apartment buildings had various features such as

along the Ota river, which is one of the 6 rivers that flow

a dogleg formation to avoid sunshine and privacy problems,

through central Hiroshima. The construction period and the

open rooftops as public spaces, and pilotis columns at the ﬁrst

budget were planned as a decade and 260 billion yen, respec-

ﬂoor for a sense of airy lightness giving the buildings a pleas-

tively. The program aim was to ‘create a new town suitable for

ant atmosphere rather than resembling heavy blocks.

the future development of Hiroshima’ in addition to general

Moreover, the building architecture was designed so that the

reconstruction of devastated Hiroshima city. The basic plan

residential units could be rearranged in later years. The steel

was produced by Otaka Architectural Design Oﬃce.

beams in the high-rise apartment buildings can be imagined

Facilities, in addition to homes, within the Motomachi

as a series of rectangular boxes, each containing two floors

apartment complex included stores, a shopping center with a

with two apartments each. The contents of these boxes can be

rooftop of artiﬁcial ground, a central meeting place, a nursery

rearranged to alter the size, shape, and number of apartments

school, a kindergarten, an elementary school, a clinic and a

in each box. In fact, expansion and renovation of these resi-

public bath. According to the Motomachi district master plan,

dences is currently undergoing at the time of writing in 2018.

1975 年 1 月 14 日国土地理院撮影［部分］を色調補正

1km
爆心地から

基町住宅地区

広島城
15

基町地区再開発事業から 40 年が経ったこともあり、

地理的特徴が色濃く重なる都市広島の象徴的なエリア

基町住宅地区では、建物の老朽化や、少子高齢化など

の一つである。こうしたことから、基町住宅地区活性

に伴う地域コミュニティの活力低下、空き店舗の増加

化計画は、地域の活性化計画であるのみならず、都市

に伴う商店街の衰退など、多くの問題が顕在化してい

広島の象徴的なエリアを今後どのように更新し活性化

る。そうしたことを背景に、基町住宅地区活性化検討

していくかを示す計画だといえる。都市広島を象徴す

会、コミュニティ及び商店街活性化検討部会が開かれ、

るエリアとしては、広く一般に認知されている広島平

住宅のみならず商業や福祉など幅広い観点から検討が

和記念公園がある。二つのエリアは、隣接しているに

行われた。その結果、2013 年に、広島市が基町住宅

も関わらず、その認知度に差がある。

地区活性化計画を取りまとめるに至った。
基町は、広島開基の地であり、またその後も歴史的・

基町の現在
Current Motomachi (features, tasks, revitalization plan)

大田川から望む基町高層アパート
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When 40 years had passed since the Motomachi district rede-

city would coordinate the Revitalization Plan of Motomochi

velopment program was conceived, there were many problems

Residential District.Motomachi is fundamental to Hiroshima.

including age-related dilapidation of buildings, deterioration

Having iconic historical and geographical features, it is sym-

of local communities due to the declining birthrate and ag-

bolic of Hiroshima city. Therefore, the plan to revitalize Mo-

ing population, and increasing numbers of vacant shops and

tomachi residential district can be said to be a plan not only

stores. To address those problems, a meeting of the Commit-

for community revitalization but to update and revitalize the

tee for Revitalization of Motomachi Residential District and

symbolic area of Hiroshima city. Hiroshima Peace Memorial

workshops on community and shopping center revitalization

Park is widely recognized as an area symbolizing Hiroshima.

were held with consideration to housing, commerce and

Although this park and Motomachi are located next to each

public welfare. And in 2013, it was decided that Hiroshima

other, the latter seems to be less recognized.

基町ショッピングセンター

基町ショッピングセンター屋上（人工地盤）
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2

基町プロジェクトの概要
Outline of the Project

私たちについて
基町プロジェクトは、広島市立大学が、広島市中区役所とともに
基町住宅地区の魅力づくり・活性化を目指しています

基町プロジェクトは、2013 年（平成 25 年）5 月、広島市立大学芸術学部の教員が、広島市中区
役所職員の案内で基町住宅地区を訪れたことに始まります。2013 年 7 月に発表された「基町住
宅地区活性化計画」の中に、
基町をアートで魅力的な地域にするメニュー「基町アートロード、
アー
トによる魅力づくり」が掲げられたことから、2014 年度（平成 26 年度）より、芸術学部を有す
る広島市立大学が、このメニューの担い手として、活性化計画に協働することになりました。
私たちが考えたのは、基町に「若者が創作活動をする場所をつくること」で、基町を活性化する
ことでした。早期に旗艦拠点 M98 が現地に整備され、2 名のプロジェクト専任スタッフと大学
教員によるプロジェクトが開始したことは、地域の方々を始めとする多くの関係者が、アートや
デザインに地域活性化の可能性を見出だそうとしたからだと言えるでしょう。2018 年（平成 30
年）3 月で、プロジェクト開始から五年目を迎えますが、徐々にプロジェクトで実施するメニュー
は増え、近年では、様々な学生が参加するようになりました。
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地域の課題と特徴
少子高齢化が進む地域と広島を象徴する地域という
２つの面をもつ基町

基町住宅地区の生活環境における課題は、少子高齢化が進んでいることに集約されます。地区全
体が市営住宅であることから、高齢者の一人暮らし世帯が多くなる傾向があり、少子高齢化を構
造的に助長していることは否めません。一方で、自治会活動の活発さや、自治会への加入率は他
地域と比較して非常に高く、こうしたことは、基町住宅地区の人と人のつながりの強さを端的に
表しています。しかし、自治会活動も担い手の高齢化により、昨今様々な課題を抱えるようになっ
ています。居住者間の課題としては、外国人などとの交流の難しさがあげられます。言語的なコ
ミュニケーションの問題もあれば、文化的な背景に起因する問題もあります。なお、現在外国人
の入居率は 17.5%（平成 22 年度国勢調査、
含県営住宅）で、
広島市立基町小学校に通う外国をルー
ツとする児童数は、全校児童数の約 4 割に上ります。
地域の特徴としては、基町高層アパートそのものや、内部に設けられた多種多様な共有空間、地
区内外の広島城を始めとする歴史的地域資源、中央公園や太田川の基町護岸など自然環境、文教
施設群の集積が挙げられます。原爆ドームから太田川沿いに歩いて 15 分という立地にこれらの
環境が隣接しあっており、広島を象徴する地域の一つと言えます。
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基町の賑わいをつくる
創造的な文化芸術活動と地域交流を通じて、
広島開基のまち「基町」に、新しい賑わいの場を創出する

2013 年 7 月、地域住民・行政・学識経験者などによって構成される基町住宅地区活性化検討会
等での検討を経て、基町住宅地区活性化計画が策定されました。活性化計画では、その基本理
念を「ひろしま真ん中 つながって生きる『ふるさと基町』〜愛着と誇りあるまちづくり〜」と
し、また、
「安心と笑顔の基町、出会いと交流の基町、にぎわいの基町」の三つの将来像が掲げ
られています。基町プロジェクトでは、その中でも「にぎわいの基町」における＜にぎわい再生
（商店街等）＞のメニュー「基町アートロード、アートによる魅力づくり」に携わる取組として
2014 年よりスタートしました。
プロジェクトは初年度
（2014 年 4 月から 2015 年 3 月まで）
に、
様々な実験的なプログラムを行い、
2015 年 3 月には「創造的な文化芸術活動で 基町住宅地区の魅力づくり・活性化を目指す基町プ
ロジェクト

施策展開を図っていくための方向性と基本コンセプト」を策定しました。プロジェ

クトの中心的担い手は、広島市立大学芸術学部の教員と学生となるため、プロジェクトの基本コ
ンセプトでは、創造的な文化芸術活動に取り組むことを重視しています。これは、学生や社会に
出て間もない若者に、地域の歴史や課題に触れる機会をつくり、地域交流を通じて、新しい表現
に挑戦する場を提供することで、大学の特性を生かした「基町のにぎわい」創出に取り組むこと
を示しています。プロジェクトを通じて、基町を舞台に実験的な芸術活動を行う若者を徐々に増
やしていき、将来的には、彼らが経済活動の場や生活の場として基町を選ぶようになることを目
指します。
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学び、創造、交流
創造的な文化芸術活動で基町住宅地区の魅力づくり・活性化を目指す
ための具体的な方法として、「三つの場」をつくっています

学びの場

基町住宅地区内には小学校が併設されており、すぐそばには広島市立基
町高等学校があります。これらの学校と広島市立大学をはじめとする広
島の各大学が協働して若者の学びの機会をつくります。また、地域住民
が主体的にまちづくりに参画できる機会の提供や、専門家によるレク
チャーなどを開催し、地域の人材育成に取り組みます。

創造の場

若いクリエイターの創造的な活動を支援する環境を提供し、その成果を
地域に還元します。商店街の空き店舗を活用し、創作や展示などが行え
るスペースを設置します。それらを活用し国内外から若いクリエイター
を呼び、短期滞在制作の機会を提供するほか、老朽化した建物のリノベー
ションやデザインの請負などを通して、若いクリエイターの雇用の機会
の創出を目指します。

交流の場

基町住宅地区住民と地区外から訪れる人々の交流の機会や場所をつくり
ます。基町住宅地区は、戦後復興を考える上で極めて重要な場です。ま
た、同地区には多くの外国籍の方が暮らしており、多様な文化が交差す
る地区でもあります。こうした地区の特徴を活用し、特色ある交流の場
を創出します。
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被爆 100 周年を見据えて
広島市が被爆 100 周年を迎える 2045 年までに、
新たな基町住宅地区像が完成するよう計画しました

短期

広島市のまちづくり先導事業として、地域再生計画「基町住宅地区再生
計画」との連動も念頭に活動。基町住宅地区が戦後復興を考える重要な
地区であることを、イベントや広報活動を通してアピールします。近隣
の学校や大学、地域の人との繋がりの構築や活動場所の整備など、今後
の活動を見据えた素地づくりや、地域住民の人材育成を行います。

中期

2020 年東京五輪開催に際し、国内外に新しい基町住宅地区をアピール
するテーマでイベントや活動を行います。修学旅行生や、クリエイター
の滞在制作などで地区内の交流を活発化します。地域住民が主役となる
事業展開を進めます。

長期

広島市被爆 100 周年（2045 年）までに、広島市が掲げる「国際平和文
化都市」を感じられる場として基町住宅地区を位置づけます。復興の歴
史を継承し続ける仕組みづくりや、施設の整備を行います。かつて基町
プロジェクトに関わった子どもたちや、若手クリエイターが国内外で活
躍、基町が若者の集うまちとなり、まちの活性化につながることを目指
します。商店街を中心に若者が仕事として創造的な活動を行い、収益を
得ることの出来る場をつくります。
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沿革

2011（平成 23）年度

基町住宅地区の活性化について検討が始まる

2013（平成 25）年度

基町住宅地区活性化計画策定
広島市立大学芸術学部教員基町視察
プロジェクトの具体的検討が始まる

2014（平成 26）年度

プロジェクト開始
活動拠点 M98 開設
広島市まちづくり先導事業の１つになる

2015（平成 27）年度

プロジェクト基本コンセプト策定
モトマチ・アートウィンドウ利用開始

2016（平成 28）年度

活動拠点 M98<make> 開設
活動拠点 M98<eat> 開設
基町中央商店会イベントスペース利用開始

2017（平成 29）年度

活動拠点 M98<join> 開設
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3

活動記録
Documents of programs
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平成 26 年度モデル事業 No.01
Model Program No.01

活動拠点「M98」の設営
Making project room “M98”

基町プロジェクトの活動拠点「M98」は、基町ショッ

どく、配管もむき出しの状態でした。私たちが活動拠

ピングセンターから少し外れた場所にある、人通りも

点をデザインするにあたり考えたのは、周りに並ぶ商

まばらな、長年続いている商店や事務所が並ぶ市営ア

店や事務所とは異なる印象のものにすることと、地域

パート 17 号棟の一角にあります。施工前の空き店舗

に開かれた場をつくりたいということでした。また、

空間内部は、床のコンクリートの凹凸やひび割れがひ

作品の制作、展示、ミーティングスペース、憩いの場

28

改装前の空き店舗

などができる空間にしたいという思いもありました。

し、外から中の様子がよく見えるようにしました。こ

そのため、全体的には白を基調とし、
床は無垢のフロー

のことにより、地域の人が気軽に出入りしやすい雰囲

リングにすることで、床に直接座ったり、創作活動が

気をつくりました。

できたりする汎用性の高い空間をデザインしました。
さらに M98 の入口を全面ガラス製のスライドドアに

29

30

実施期間：2014 年 1 月〜 5 月

3月3日

参加者 : 広島市立大学学生（2 名）

4 月 12 日 壁の塗装・床のワックスがけ
5月5日

工事開始

完成
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平成 26 年度モデル事業 No.02
Model Program No.02

活動拠点「M98」開所式
The opening ceremony for project room “M98”

基町プロジェクト活動拠点「M98」の開所式を行い

開所式終了後には、基町高層アパートの屋上見学会を

ました。式典には基町プロジェクトの代表者として、

実施しました。普段は一部の地域住民しか立ち入れな

広島市中区区長、広島市立大学芸術学部部長らが、地

い場所とあって、約 30 名の参加がありました。多く

域住民の代表者として基町地区社会福祉協議会会長、

の方が驚いていたのは、この屋上が単なるフリース

基町地区連合自治会会長らが出席しました。地区内外

ペースとしてあるのではなく、建築空間として設計さ

の一般参加者も集う中、区長らの挨拶の後テープカッ

れた場であるということでした。例えば狭い空間がし

トが行われ M98 がオープンしました。

ばらく続くと、その後には一気に大きく広がるスペー

M98 の室内には、開所式のために用意されたプロジェ

スが現れたり、こどもでも景色が楽しめるように壁に

クトの説明ボードや施工記録の写真、基町住宅地区の

は窓が転々と開けられていたりします。また現在でも

過去と現在の写真などが展示されており、来場者の

地域住民により花壇が手入れされており、屋上がこの

方々は熱心にご覧になっていました。開所式の様子を

街の一部になっていることにも関心が寄せられまし

取材するためにマスコミ関係者の方も多くいらっしゃ

た。参加者の方からは、様々な屋上の活用方法が提案

り、地区外からも基町プロジェクトに対する関心と期

されるなど、見学会を超えて今後の基町プロジェクト

待が高いことがうかがえました。

についての意見交換会の場にもなりました。
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開催日：2014 年 5 月 10 日（土）

長、地域起こし推進課職員（4 名）ほか

会場：M98

関係団体：基町地区社会福祉協議会会長、基町地区連

参加者：広島市立大学：芸術学部部長、副学長、事務

合自治会会長ほか

局局長ほか

参加人数：約 50 名

広島市中区役所：区長、副区長、地域起こし推進課課
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平成 26 年度モデル事業 No.03
Model Program No.03

「もとまちカフェ」をつくる
Making “Motomachi Cafe”

もとまちカフェは広島修道大学のひろみらプロジェク

こ の 取 組 に 興 味 を 持 っ た 広 島 市 立 大 学 の 学 生 が、

トと、基町プロジェクトが連携して取り組むもので、

2014 年の 10 月に広島修道大学のひろみらプロジェ

両校の学生を中心に企画運営を行います。ひろみらプ

クトの学生に向けて参加者を集めるためのプレゼン

ロジェクトとは、2013 年度より、文科省の地（知）

テーションを行いました。基町住宅地区の歴史や街の

の拠点整備事業として広島修道大学が展開する「イノ

魅力などを写真を織り交ぜながらの説明に、皆さん熱

ベーション・ブリッジによるひろしま未来協創プロ

心に耳を傾けていました。その後質疑応答なども含め

ジェクト（ひろみらプロジェクト）
」のことで、“ 地

たざっくばらんな意見交換を行い、最終的に広島修道

域イノベーション人材 ” を輩出し、地域の活性化につ

大学から約 10 名の学生の参加が決まりました。

ながる持続的な仕組みを創っていくことを目指す取組

その後、基町住宅地区の視察や週に一度の定期的な

です。広島市立大学と広島修道大学は大変近い場所に

ミーティングを重ねていきました。はじめの頃には、

立地しており、また、ひろみらプロジェクトと基町プ

ひろみらプロジェクトの学生の提案により「ワールド

ロジェクトの活動の方向性が共通していることから、

カフェ」と呼ばれる手法を用いたミーティングが行わ

基町住宅地区を舞台に、連携した取組を行うことにな

れました。これは、大きな紙を参加者で囲み、話し合

りました。

いのテーマに関するキーワードや意見を、思い思いに
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書き込み、可視化することで、互いの意見の繋がりを

実施期間：2014 年 10 月〜

見い出し、全体の意見としてまとめあげていくもので

参加者 : 広島市立大学学生・教員、広島修道大学学生・

す。広島市立大学の学生は初めての経験だったため戸

教員

惑いも見られましたが、回を重ねるごとに慣れていっ
た様子でした。このようなミーティングを繰り返すう
ちに、カフェを開くことで、基町住宅地区の人々が分
け隔てなく集える場づくりを行いたいという意見にま
とまり「もとまちカフェ」が本格的に始動しました。
結果としてこの取組は 2015 年 8 月に実施した第一
回もとまちカフェを皮切りに、基町プロジェクトの学
生主体の取組として継続、発展していくこととなりま
した。
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平成 26 年度モデル事業 No.04
Model Program No.04

M トーク
M talk

M トークは、地域住民や専門家を招いて、基町住宅

て、参加者の基町住宅地区や基町プロジェクトに関す

地区や基町プロジェクトについて参加者と話し合った

る知識向上を図り、基町住宅地区活性化のための人材

り、レクチャーを行うプログラムです。不定期で開催

育成を目指しています。回を重ねるごとにプロジェク

しており、参加者はプロジェクトスタッフのみの場合

トスタッフと地域住民ら参加者との繋がりも広がって

から、数十人の場合まで様々です。M トークを通じ

いき、相互理解を深める場としても機能しています。

M トーク vol.1

M トーク vol.2

M トーク vol.1

M トーク vol.2

開催日：2014 年 4 月 19 日（土）

開催日：2014 年 4 月 26 日（土）

開催場所：M98

開催場所：広島市立基町小学校

ゲスト：基町地区社会福祉協議会会長 徳弘親利、基

ゲスト：広島市立基町小学校校長 二宮孝司

町地区連合自治会会長 瀬戸口寿一

参加人数：5 名

参加人数：6 名

二宮孝司校長から、教育の視点で基町住宅地に関する

徳弘親利会長と瀬戸口寿一会長から、基町住宅地区の

お話を伺いました。基町小学校には様々な国籍のこど

歴史や行事、2013 年に NHK 広島放送局が制作した

もが通っているため、多文化共生を目指し言葉の壁が

ドキュメンタリードラマ「基町アパート」についての

学習の妨げにならないように工夫さてれています。

撮影エピソードなどを伺いました。お二人は基町住宅
地区をより良くするために地域住民と行政との橋渡し
役として熱心に活動されています。
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M トーク vol.3

M トーク vol.4

M トーク vol.3

M トーク vol.5

開催日：2014 年 5 月 17 日（土）

開催日：2014 年 5 月 23 日（金）

開催場所：M98

開催場所：M98

ゲスト：広島大学学生

ゲスト：岡本芳枝

参加人数：5 名

参加人数：3 名

NHK ドラマ「基町アパート」で使用された基町アパー

長年広島で現代美術のキュレーションをされている岡

トの建築模型を制作した広島大学の学生から、建築や

本芳枝氏をお招きし、アートの視点から見た広島や基

都市計画の観点から様々な話を伺いました。

町住宅地区の話を伺いました。

M トーク vol.4

M トーク vol.6

開催日：2014 年 5 月 22 日（木）

開催日：2014 年 5 月 29 日（木）

開催場所：M98

開催場所：M98

ゲスト：アーキウォーク広島代表 高田真、副代表 高

ゲスト：作家 佐々木俊輔

田由美

参加人数：3 名

参加人数：8 名

佐々木俊輔氏から基町プロジェクトの取材を受けまし

高田真代表と高田由美副代表をお招きし、基町プロ

た。佐々木氏はご自身の仕事として、基町をテーマと

ジェクトの活動の参考になりそうな様々な事例を教え

した書籍を執筆されており、プロジェクトスタッフの

ていただきました。アーキウォーク広島は、広島市内

知らない、地域住民の方々の生の声を聞かせていただ

をフィールドに建築公開イベントやガイドブックの発

きました。

行などの活動によって、まちの活性化を目指している
市民組織であり、その活動の一環として基町高層ア
パートの建築見学会も開いています。
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M トーク vol.6

M トーク vol.8

M トーク vol.7

M トーク vol.8

開催日：2014 年 6 月 19 日（木）

開催日：2014 年 6 月 21 日（土）

開催場所：広島大学

開催場所：基町地区内喫茶店

ゲスト：広島大学大学院工学研究科建築学専攻建築計

ゲスト：中消防署基町出張所所長 池田秋治

画学講座教授 平野吉信

参加人数：3 名

参加人数：3 名

池田秋治所長から基町住宅地区の話を伺いました。池

平野吉信教授から基町住宅地区のお話を伺いました。

田所長は勤務地である基町住宅地区を非常に愛してお

平野先生の研究室では、安全・便利・快適な建築物

られ、地域住民の方に歌って欲しいと自身で作曲した

や都市環境を作るための企画・設計・マネジメント

歌をつくられるなど、精力的に活動されていらっしゃ

の方法を開発、提案を行っており、「基町住宅地区活

います。基町プロジェクトはアートやデザインを活用

性化計画」の作成メンバーの一人でもありました。

することで基町住宅地区の活性化を目指す取組です

そのため、基町住宅地区が抱える問題について建築

が、音楽も世代や文化の違いを越えていけるものとし

的観点から、計画についての詳しい説明を聞くこと

て大きな可能性を感じました。

ができました。
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M トーク vol.9

M トーク vol.9

演を務めた生越千晴氏によるトークイベントを行いま

開催日：2014 年 8 月 3 日（日）

した。大橋氏からは「基町や広島が抱える問題は全国

開催場所：基町中央集会所

的に共通するものであり、それをドラマを通して伝え

ゲスト：NHK 広島放送局 大橋守、女優 生越千晴

ていきたい。」という言葉があり、生越氏は「アート

参加者：地域住民、一般市民、広島市立大学学生・教員、

やデザイン、音楽などを通して過去の出来事を若い世

中区役所職員ほか

代が伝えていく方法を考えていくことが重要。
」と語

参加人数：約 30 名

られ、真面目な話しから笑い話までありの、楽しいひ

2013 年に NHK 広島放送局が制作したドキュメンタ

とときを参加者の方と過ごすことができました。

リードラマ「基町アパート」の上映会を基町中央集会
所で行いました。中国語字幕つきの映像を上映したこ
ともあり、ドラマに出演されている残留孤児の方も来
場されました。
上映後には、ドラマを制作した大橋守氏と、大橋氏が
2014 年夏に制作されたドラマ「かたりべさん」で主
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M トーク vol.10

M トーク vol.10
開催日：2014 年 8 月 5 日（火）

学と地域社会が連携し、まちなかでさまざまな講座を

開催場所：M98

開催したり、大学生がまちの人と共に地域の課題を解

ゲスト：広島修道大学講師 木原一郎、美術家 福田恵

決するなかで、実践を通してまちづくりを考える場と

参加人数：4 名

なっているそうです。

広島修道大学で地域コミュニケーションを研究されて

福田氏からはドイツでの作家活動の経験から、広島に

いる木原一郎先生と、ドイツで現代美術作家として活

アーティストインレジデンスを作るべきだとの意見が

躍されている福田恵氏をお招きしました。木原先生か

ありました。基町住宅地区は市内にも近く歴史ある街

らは、
「ひろみらプロジェクト」と「北九州まなぎと

なので、短期的に住居や制作スペースなどが提供でき

ESD ステーション」を紹介していただきました。
「ひ

れば、国内外から希望者は多く集まるのではないかと

ろみらプロジェクト」は木原先生も関わっておられる

提案がありました。

取組で、広島の未来を創造することを目的として様々
なプログラムがあり非常に充実しています。また、
「北
九州まなびと ESD ステーション」は北九州の全 10 大
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M トーク vol.11

M トーク vol.11
開催日：2014 年 8 月 12 日（火）

設計した大髙正人は、1 と 2 に関してかなりの情熱を

開催場所：M98

もって取組んでいたそうです。大髙正人が、基町住宅

ゲスト：アーキウォーク広島代表 高田真

地区で、人々が暮らすコミュニティーをつくることを

参加人数：約 30 名

目指していたことがわかるエピソードです。

高田真代表をお招きし、建築や都市の視点から基町住

後半の基町住宅地区の見学では、集会所、屋上庭園、

宅地区に関するレクチャーを行っていただきました。

基町小学校をまわりました。屋上と基町小学校は独特

前半はスライドを使ったレクチャー、後半は基町住宅

の迷路のような構造が似ており、大髙正人が一貫性を

地区を実際に巡る見学会でした。レクチャーでは、西

持ってデザインしていたと感じました。

洋と日本の建築の歴史と特徴の解説や、モダニズム建
築のパイオニアであるル・コルビュジエについて説
明がありました。コルビュジエが提唱した近代建築 5
原則である 1. ピロティ 2. 屋上庭園 3. 自由な平面 4. 自
由な立面 5. 水面連続窓の中で、基町高層アパートを

41

平成 26 年度モデル事業 No.05
Model Program No.05

基町マップ制作参加
Join in making Motomachi map

広島大学建築プログラムの学生と地域住民が主体とな
り、広島市役所職員の協力のもと、基町高層アパート
の屋上の魅力や今後の活用方法案を紹介する基町マッ
プを制作しました。プロジェクトスタッフも参加し、
主にデザイン面で協力をしました。制作にあたり実施
されたフィールドワークや、月に一度の定例会に参加
するなかで、基町住宅地区の建築的な魅力や特殊性に
ついて深く理解する機会となりました。約 1 年をか
けて完成した基町マップは、基町住宅地区をはじめ、
広島市各所で配布されました。

実施期間：2014 年 5 月〜 2015 年 3 月
開催場所：基町住宅地区
参加者：広島大学学生（5 名）
、地域住民（5 名）
、
広島市役所職員（3 名）
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平成 26 年度モデル事業 No.06
Model Program No.06

会／議／体
Kai / Gi / Tai

劇作家の岸井大輔氏を講師にお招きし、岸井氏が各地

りして、問題を提示した本人だけでなく、解決案を出

で行ってきた「会／議／体」を実施しました。
「会／

した人もまさかと驚くような劇的なものがあり、とて

議／体」とは、参加者それぞれが抱える悩みや問題に

も盛り上がりました。「会／議／体」は、参加者全員

対して他の参加者が解決案を提示し、それらを組み合

が主体性を持って発言をする状況がつくりだされるこ

わせることで問題解決を図る体験型の演劇です。

とで、実効性をもった会議ができるということが体験

今回の「会／議／体」では、問題に対しての解決案

できました。

が、普通では考えられないとんでもない方向にいった

開催日：2014 年 7 月 26 日（土）
開催場所：M98
参加者：地域住民、一般市民、広島市立大学学生、広
島市立大学教員ほか
参加人数：14 名
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平成 26 年度モデル事業 No.07
Model Program No.07

ガタロさんライブペイント
Live painting by Gataro

基町ショッピングセンターの清掃員として働きなが
ら、画家としても活躍されるガタロさんのライブペイ
ントを実施しました。題材として、2014 年 8 月 4 日
に実施したドキュメンタリードラマ「基町アパート」
の上映会とトークイベントの告知看板を描いてもらい
ました。普段は気さくで物腰の柔らかいガタロさんで
すが、絵を描き始めた途端、目つきや口調が強くなり、
自身の制作に対する姿勢を熱く語ってくださいまし
た。その中でも強調されたのは「アートとは生きるこ
開催日：2014 年 8 月 1 日（金）

とそのもの」というメッセージでした。参加者は普段

開催場所：基町ショッピングセンター中央広場

見る機会の少ない作品制作の現場に立ち会うことで、

参加者：地域住民、一般市民、広島市立大学学生ほか

今後、基町プロジェクトが実施する創作活動を軸にし

参加人数：約 20 名

た取組のイメージが共有できる機会となりました。
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平成 26 年度モデル事業 No.08
Model Program No.08

MAYA MAXX さんライブペイント
Live painting by MAYA MAXX

全 国 的 に 活 躍 し て い る 画 家 MAYA MAXX さ ん は、
2006 年より毎年 8 月 6 日にあわせて広島市内各所で
ライブペイントを実施しています。これまでは主にこ
どもたちが集う場を会場に選んでいましたが、より広
い層にメッセージを届けたいとの思いから、2014 年
は基町住宅地区を舞台に選ばれました。このライブペ
イントにおいて、基町プロジェクトは協力という立場
で地域住民との調整や会場準備などのサポートを行い
ました。当日は幅 10 メートルのキャンバスが用意さ
開催日：2014 年 8 月 6 日（水）

れ、多くの参加者が見守る中、約 1 時間 30 分で作品

開催場所：基町ショッピングセンター入口

が完成しました。

参加者：地域住民、一般市民ほか
参加人数：約 70 名
主催：NPO 法人アートプラットホーム G
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平成 26 年度モデル事業 No.09
Model Program No.09

関東視察／関東視察報告会
An inspection tour in Kanto / Report of an inspection tour in Kanto

基町プロジェクトの進め方を考える参考として、アー
ト等による地域連携活動の先進事例を視察し、関係者
らと意見交換を行いました。

アーツ千代田 3331
旧練成中学校を利用して誕生したアートセンターで
す。館内はフロアーごとにカフェ（1 階）アートギャ
ラリー（2 階）、オフィス（3 階）などが入居しています。
東京だけでなく、日本各地や東アジアをはじめとする
「新しいアートの拠点」を目指す一方、区民の方々を
はじめ人々の憩いの場にもなっていました。

BUKATSUDO
横浜市が推進する文化芸術創造都市施策を具体化する
取組の一つです。みなとみらいのオフィスワーカーや
居住者、来街者等の市民が肩書きをはずして集い、日
常を豊かにする趣味の活動や、街を豊かに変える活動
（＝部活）を行う場となります。一人一人が興味のあ
ることを行うことが、まち全体の活性化に繋がるとい
う発想に刺激を受けました。
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関東視察
視察日：2014 年 8 月 25 日（月）〜 27 日（水）
視察事例：取手井野団地（茨城県取手市）、芝の家（東京都港区）、アーツ千代田 3331（東京都千代田区）、HAGISO（東
京都台東区）
、NPO 法人黄金町エリアマネジメントセンター（神奈川県横浜市）
、BUKATSUDO（神奈川県横浜市）
視察者：プロジェクトスタッフ（2 名）

HAGISO
2004 年より東京芸術大学の学生によってシェアハウ
ス及びアトリエとして使われてきた築 50 年の木造ア
パート
「萩荘」
をリノベーションし、地域文化に貢献す
る施設として再利用しています。行政が関わることな
くその場所に愛着を持った人たちが自主的に活動を
行っているそうです。基町住宅地の空き店舗でもこの
ような取組が生まれる土壌づくりが必要と感じました。

取手井野団地
市民と取手市、東京藝術大学が共同で行っている「取
手アートプロジェクト（＝ TAP）
」の取組の一つ。取
手井野団地（2000 戸）では、空き部屋の一室をホテ
ル化し、地域住民がホテルマンとして、外から宿泊客
を迎える取組が年に数回行われています。宿泊客とし
て井野団地の魅力に気づいた人がその後実際に移り住
んでくるという事例もあるそうです。

47

NPO 法人黄金町エリアマネジメントセンター
かつては売春宿等の違法な小規模店舗が立ち並ぶ街で

ル」の開催と、日常的なまちづくり活動を総合的に推

したが、平成 15 年以降、新しい街の参加者となるアー

進しています。視察時も「黄金町バザール」に大勢の

ティスト、ショップ経営者の誘致と、地域の方々、警

来場者があり、目覚ましい成果を上げていました。

察、行政、企業､ 大学等と連携しながら、
「黄金町バザー

芝の家
慶應義塾大学と港区芝地区総合支所が協働で運営す

考えつくることのできる場を提供しています。訪問時

る、芝地区地域事業「芝の地域力再発見事業」の拠点

にも学校帰りの小学生達が遊びに来ており、ここに来

です。現代社会で見失いがちな、
暮らしのあたたかさを

ると色々な人と出会えるのが楽しいと話していまし

育んでいくため、子ども、
大人、お年寄りと共にまちを

た。
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関東視察報告会
プロジェクトスタッフ 2 名が視察した、関東視察旅行

開催日：2014 年 9 月 13 日（土）

の報告会を、基町中央集会所で行いました。
視察した

開催場所：基町中央集会所

取り組み事例を「集まる」
「つながる」
「発信する」の三

参加者：地域住民、一般市民、広島市立大学教職員、

つに分類し、①基町プロジェクトの紹介、②関東視察

広島市立大学学生、中区役所職員

報告、③今後の取り組みについて紹介しました。報告

参加人数：約 20 名

後、参加者からの質問等に応じ、意見交換も行い、
アー
トやデザインによるまちづくりのイメージを参加者と
共有することができました。
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平成 26 年度モデル事業 No.10
Model Program No.10

未来の基町模型作り「もとまち 2.0」
Making models of the future Motomachi “Motomachi 2.0”

基町住宅地区がより良くなるためのアイディアを考

開催日：2014 年 9 月 2 日（火）〜 16 日（火）

え、模型化するプログラムを実施しました。このプロ

開催場所：M98

グラムには、主に基町プロジェクトの活動をサポート

参加者：広島市立大学学生

してくれる学生グループ「もとまち隊」が参加してく

参加人数：約 20 名

れました。約 2 週間の制作期間を経て、基町住宅地
区が子供からお年寄りまで住みやすく、一般市民も訪
れやすい場所へと生まれ変わる、様々なアイデアの模
型が 17 個が完成しました。完成した模型は広島市中
央公民館、広島市中区役所、新地ギャラリーにて展示
しました。
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1. 各階に共有空間をつくる案
基町高層アパートの各フロアに住民の共有エリアを一
定の間隔で作る案です。それぞれのフロアの人が集い
コミュニケーションが図れる場をつくります。ガラス
張りで外からも見えるようになっています。
（茶色い縦のストライプは基町アパートの外壁の色を
再現したものです。）

2. アパート屋上利用整理案
現在、基町高層アパート屋上は地域住民の方が花など
を育てていますが、個人個人がそれぞれの場所で栽培
しているため、あまり交流の場とはなっていません。
この案では花ゾーン（ピンク）、野菜ゾーン（みどり）
を交互に配置し、真ん中に日陰のスペース（黄色）を
設置することで、様々な屋上利用者が自然に集える場
を提案します。

3. アパート屋上ウッドデッキ案
基町高層アパート屋上は落下防止のため 1.5m 程度の
高いコンクリートの壁に囲われています。そのため背
の高い人でないと下に広がる景色を楽しみながら歩く
ことが出来ません。この案は通路の真ん中に階段上の
ウッドデッキを設置することで、座っていても屋上か
らの眺めが楽しめるというものです。このデッキは左
右の壁に接してないため、落下の心配もありません。

4. バルコニーの底面彩色案
基町住宅地区の西側に位置する太田川沿いは、朝夕の
散歩やランニングを楽しむ人で賑わっています。川沿
いから見える基町高層アパートのバルコニー底面に色
を塗る案です。そうすることで遠くから見ると従来通
りの白い壁ですが、近づいて見上げると底面の色が見
えるようになります。人と建物との距離が変化するに
つれ、その見え方が変わる案です。
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5. ピロティーの半地下駐車場案
基町高層アパートはモダニズム建築の特徴であるピロ
ティーがつくられていますが、現在は駐車場となって
いるためピロティーの特徴的効果である開放的な抜け
の空間が損なわれています。そこでピロティー部分の
地面を 1m 程度掘り下げ半地下構造とし、そこを駐車
スペースとする案です。

6. 立体駐車場案
基町高層アパートのピロティーは、現在駐車場として
使われているため、開放的な空間となっていません。
この案では住宅のコア別に立体駐車場を設け、そこに
車を止めることにより、視界を遮るものが無い開放的
なピロティーをつくることを可能にしています。駐車
場階と住宅階が一体化しているため、駐車してすぐ自
宅に帰ることも可能です。

7. 人工地盤を丘にする案
基町ショッピングセンター屋上の人工地盤は公園とし
て設計されていますが、登るための階段やスロープの
場所がわかりづらく、基町住宅地区をよく知らない人
にとっては利用が難しくなっています。この案は、既
存の人工地盤（黄緑）にあらたに広範囲に芝の段差（緑）
を加えることで利用の便を良くし、気軽に立ち入れる
場所を目指します。

8. 人工地盤除去案
この案は、商店街の上にある人工地盤部分を取り外
し、代わりに薄い白い屋根を高い位置に取り付ける案
です。こうすることで光と風の通りが良くなり、開放
的な憩いのスペースとなります。各店舗の屋根はなく
なり、少し離れた上空に共通の大きな屋根がかかるこ
とになります。
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9. シャッター黒板化案
この案は、基町ショッピングセンターの壁やシャッ
ターに黒板用の塗料を塗り、子供や商店街を訪れた人
が街に絵を描くことが出来るようにする案です。黒板
用の塗料も最近では深緑色だけでなく様々な色が販売
されているので、パステル調の黒板をつくることも可
能です。壁の様子が日々変化する面白さがあります。

10. 人工地盤に多目的ポール設置案
基町ショッピングセンター屋上の人工地盤に、数メー
トル間隔で旗を掲揚するポールのようなものを設置
し、それと布を組み合わせることで、目的に応じて様々
に場を変化させることができるようにする案です。使
用しないポールは釣り竿のように折りたたみ、地面に
しまっておくことができる仕組みで、未使用時には邪
魔になりません。

11. 学生 300 人による農園案
この案は、基町高層アパートに学生が 300 人程度居
住できるようになった時を想定しています。人工地盤
で野菜と花を育てられる農園スペースをつくり、そこ
で地域住民が育てた野菜を、学生が収穫しショッピン
グセンターの既存の店舗で販売する案です。また学生
が、農園スペースで育てた花を販売したり、野菜を使っ
たカフェを運営することも想定しています。

12. ショッピングセンター減築案
基町ショッピングセンターは現在 4 つの扇型で構成
されていますが、そのうち 2 つを除去し、その跡地
を芝生化する案です。川辺と中央公園からのアクセス
と見通しを良くし、商店の入口がアーケードに隠れな
いためショッピングセンター全体が明るくなり、出入
りしやすくなります。
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13. 基町と横川をつなぐ橋をつくる案
太田川の中央に中州のような島をつくり、そこを経由
するかたちで基町住宅地区から横川方面を結ぶ歩行者
や自転車専用の歩道橋をつくる案です。島には、
カフェ
や芝生の憩いの場所を設け、更に遊覧船が停まるよう
にして、広島市民に限らず観光客も訪れるスポットを
つくり出すことを目指します。

14. 県営住宅跡地ボートパーク案
県営住宅跡地に残る道路部分を掘りさげ、そこに太田
川の水を引き込み、ボートやカヤックなどが陸にアク
セスしやすい流れをつくる案です。それぞれの島には
倉庫が設置されています。広島市内の高校、大学の部
活動での活用や、夏場にはレジャー施設としてもにぎ
わう場になります。

15. 県営住宅跡地スポーツパーク案
県営住宅跡地に、こどもの遊び場やグランドゴルフ場、
フットサル場、テニス場、陸上トラック、芝広場をエ
リア別に配置した複合スポーツ施設をつくる案です。
こどもから大人、高齢者までの幅広い利用者が期待で
ききます。中央公園との差別化として、ある程度の設
備がないと行えないスポーツを選定しました。

16. 県営住宅跡地観光農園案
県営住宅跡地に畑エリア（緑）と、調理や飲食が出来
る交流のエリア（黄色）を設ける案です。つくった野
菜は、交流の場を利用する人たちがお金を払って自分
たちで収穫し、それをバーベキューなどで調理して食
べることが可能です。地域住民と、一般市民との交流
が野菜を通して生まれる場です。
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17. 川沿いのウッドデッキ案
県営住宅跡地の土手沿いに広々としたウッドデッキを
設け、その下の空きスペースは市街地を訪れる人や川
辺のランナーが車を止められる駐車場に利用する案で
す。ウッドデッキにはアスレチックネット、カフェ、
ベンチなどが併設され、様々な目的の人が集う場とな
ります。
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「もとまち 2.0」展示１
開催日：2014 年 10 月 18 日（土）〜 11 月 2 日（日）
開催場所：広島市中央公民館 3 階ロビー
観覧者：主に地域住民

広島市中央公民館 3 階ロビーに、
「もとまち 2.0」で

ただける展示となりました。同時に実施したアンケー

完成した模型を全 17 点展示しました。広島市中央公

トでは、川辺の活用を目指した案に多くの票が集まっ

民館は基町住宅地区のそばに立地しているため、多く

ており、県営住宅跡地の利用問題に対する関心の高さ

の地域住民が日々利用している場所です。展示場所は

がうかがえました。

エレベーターの出入り口付近の利用者の多い場所を使
用したため、多くの地域住民に見ていただくことがで
きました。お年寄りと小学生が一緒に模型を覗き込み
会話をしている場面もあり、世代を超えて楽しんでい
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「もとまち 2.0」展示２
開催日：2014 年 11 月 14 日（金）〜 11 月 25 日（火）
開催場所：広島市中区役所 1 階ロビー
観覧者：主に広島市中区民

「もとまち 2.0」模型展示の第 2 弾として、広島市中

いました。同時に実施したアンケートでは、川辺や

区役所１階ロビーに 17 点の模型を展示しました。1

ショッピングセンター屋上の活用を目指した案に多く

階ロビーということもあり、手続きを待つ多くの来所

の票が集まっており、基町住宅地区が一般市民にも開

者に見ていただくことができ、さらに市役所職員の方

放された公共の場としての機能強化を求められている

に基町プロジェクトを知ってもらうきっかけにもなり

ことが見えてきました。

ました。模型を通して基町高層アパートを中心とした
まちづくりの魅力を知ることができたとの声もあり、
基町住宅地区を散策してみたいという方もいらっしゃ
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「もとまち 2.0」展示３
開催日：2014 年 12 月 14 日（日）〜 2015 年 1 月 30 日（金）
開催場所：新地ギャラリー 1,2,3（中区堀川町内に 3 カ所点在）
観覧者：主に広島市民

広島市中央公民館、広島市中区役所での展示に続き、

模型を光らせて展示を行いました。またギャラリー 2

第三弾として広島市流川にある新地ギャラリーにて模

では M98 を再現した展示を、ギャラリー 3 ではこれ

型 17 点を展示しました。新地ギャラリーはもともと

までの活動を紹介する写真を展示しました。仕事終わ

店舗のショッピングウィンドウだった場所を活用した

りのサラリーマンが多く立ち寄ってくださり、基町

ギャラリーで、全 3 カ所で構成されています。ショー

ショッピングセンターの空き店舗にスタートアップの

ウィンドウのため 24 時間、通りすがりの方が気軽に

会社のオフィスが入るなど、経済活動の場所としての

覗くことができます。流川は飲食店街で夜に賑わいを

活用も良いのではないかといった意見もありました。

見せる場所のため、メーン会場のギャラリー 1 では、
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もとまち 2.0」展示①②来場者シールアンケート
良いと思った案に世代別にシールを貼っていただきました。

10代

1. 各階に共有空間を作る案

2. アパート屋上利用整理案

3. アパート屋上ウッドデッキ案

4. バルコニーの底面彩色案

5. ピロティーの半地下駐車場案

6. 立体駐車場案

7. 人工地盤を丘にする案

8. 人工地盤除去案
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20・30代

40・50代

60代以上

9. シャッター黒板化案

10. 人工地盤に多目的ポール設置案

11. 学生 300 人による農園案

12. ショッピングセンター減築案

13. 基町と横川をつなぐ橋をつくる案

14. 県営住宅跡地ボートパーク案

15. 県営住宅跡地スポーツパーク案

16. 県営住宅跡地観光農園案

17. 川沿いのウッドデッキ案
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平成 26 年度モデル事業 No.11
Model Program No.11

「京都芸術センター」訪問
Kyoto Art Center visit

「京都芸術センター」は廃校となった小学校を活用し
た、文化芸術活動を行うスペースです。この視察では
公開ディスカッション「アーティスト・イン・レジデ
ンスの実践と評価」に参加しました。ResArtis という
世界最大の AIR（アーティスト・イン・レジデンス）ネッ
トワーク団体の会長を務めるトーカー＝マリオ・カロ
さんもゲストとして参加されました。マリオ・カロさ
んは、
「日本ではまだ AIR のネットワークが構築でき
ていないが、ネットワーク化することで、アーティス
トが希望に沿った AIR のプログラムの情報を探しや

視察日：2015 年 1 月 31 日（土）

すくなったり、規模が小さくても多くの人の目に止ま

視察場所：京都芸術センター（京都府京都市中京区）

るような利点がある。同時に AIR を主催する側の情

視察者：プロジェクトスタッフ（1 名）

報共有や交換の場にもなる。」と話されていました。
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平成 26 年度地域交流プログラム No.01
Community program No.01

もとまち映画上映会『ミリキタニの猫』
Motomachi screening party “THE CATS OF MIRIKITANI”

夏休みにこどもからお年寄りまで集えるイベントとし

あるなどの半生が明らかになり、来場者も引き込まれ

て、
「もとまち映画上映会」を開催しました。上映し

ていった様子でした。上映終了後、ご年配の来場者の

たのは、ニューヨークで路上生活をしながら絵を描い

方から、ミリキタニさんの物語を通して、太平洋戦争

ているジミー・ミリキタニさんのドキュメンタリー映

を日本とアメリカ双方の視点で考えるきっかけになっ

画「ミリキタニの猫」です。映画はアメリカ同時多発

た、との感想がありました。基町住宅地区が目指す多

テロ（9.11）が発生した直後の様子から始まりますが、

文化共生を実現することにも繋がっていく上映会とな

中盤に進むにつれミリキタニさんが太平洋戦争を経験

りました。

した日系アメリカ人であること、さらには広島出身で

開催日：2014 年 8 月 24 日（日）
開催場所：基町中央集会所
参加者：地域住民、広島市立大学学生、広島市立大学教職員、広島市中区役所職員ほか
参加人数：約 40 名
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平成 26 年度地域交流プログラム No.02
Community program No.02

ワークショップ「もとまちレインボーロードをつくろう！」
Workshop “Let's make a Rainbow Road!”

かつては基町住宅地区の賑わいの中心地として栄えた
基町ショッピングセンターですが、現在は人通りもま
ばらで閑散としています。基町プロジェクトの目標の
一つである商店街のにぎわいの創出を実現するにあた
り、まずは地域住民が基町ショッピングセンターに愛
着を持ち、身近な場所になるようにこのワークショッ
プを実施しました。その内容は、基町ショッピングセ
ンターの天窓をステンドグラス調にすることで、色と
りどりの光溢れる通りをつくろうというものです。十
字に交わる基町ショッピングセンターの通路中央から
外に向けて、虹色のグラデーションになることを目指
しました。基町小学校の協力のもと、基町住宅地区に
住むこども達やその保護者の方、小学校の先生方など
が多く参加してくださいました。当日は基町小学校
の体育館で、幅 1m、高さ 2m の透明なフィルムにカ
ラーセロハンを好きな形に切ったり組み合わせたりし
て、思い思いの図柄を表現していきました。それぞれ
がつくったシートが最終的に虹のグラデーションの一
部になるようにするために、赤、黄、緑、青の四つの
チームに分かれて制作を行いました。表現のテーマや
手法については自由としたため、色の構成を意識した
抽象的なものから夏休みの思い出や将来の夢など具体
的なイメージを表現したものまで、多種多様な作品が
完成しました。ワークショップ終了後、完成したフィ
ルムは、大学生が虹色のグラデーションに見えるよう
に確認しながら、一点一点天窓に貼り付けていきまし
開催日：2014 年 8 月 23 日（土）

た。作品は約 1 ヶ月間設置され、ショッピングセンター

開催場所：広島市立基町小学校体育館

を訪れる方々に楽しんでいただきました。参加したこ

参加者：広島市立基町小学校児童、地域住民、広島市

ども達が、自分の作品を探し回ったり、保護者の方が

立大学学生、広島市立大学教職員、広島市中区役所職

写真を撮る姿も見られました。非日常的な要素が加

員ほか

わったことで、見慣れた基町ショッピングセンターを

参加人数：約 110 名

新鮮な目で見つめ直すきっかけづくりになりました。
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平成 26 年地域行事への参画 No.01
Taking part in local event No.01

基町地区原爆死没者慰霊祭・盆踊り大会、
基町地区敬老会、基町地区町民体育祭
Motomachi peace memorial ceremony,
Motomachi meeting to show respect for the aged, Motomachi sports day

基町地区原爆死没者慰霊祭・盆踊り大会
開催日：2014 年 8 月 10 日（日）

毎 年 8 月 6 日 の 前 後 に 執 り 行 わ れ て い ま す。 本 来

開催場所：広島市立基町小学校体育館

であれば慰霊祭の後、盆踊り大会が行われますが、

参加者：地域住民ほか

2014 年は台風の影響で中止となりました。慰霊祭で

参加人数：約 60 名

は地域の各会長らが挨拶をした後、プロジェクトス
タッフを含む参加者全員で献花をしました。プロジェ
クトスタッフは写真撮影も担当しました。

基町地区では、8 月に「基町地区原爆死没者慰霊祭・

事は、基町住宅地区に暮らす地域住民が多数参加し、

盆踊り大会」、9 月に「基町地区敬老会」
、10 月に「基

行事を通して地域住民同士が絆を深め、暮らしやすい

町地区町民体育祭」を行っており、これらの行事を総

基町住宅地区をつくることを目指し実施されていま

称して「基町地区三大行事」と呼んでいます。三大行

す。毎年、基町プロジェクトでは、地域行事に主にプ
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基町地区敬老会
開催日：2014 年 9 月 15 日（月）

毎年、敬老の日に合わせて開催されています。中区役

開催場所：広島市立基町小学校体育館

所副区長をはじめ列席者らの挨拶の後、日本舞踊やの

参加者：地域住民、中区役所副区長ほか

ど自慢大会、基町小学校の児童による基町ソーランや

参加人数：約 400 名

バイオリン演奏などが行われ、大変盛り上がりました。
プロジェクトスタッフは写真撮影を担当しました。

基町地区町民体育祭
開催日：2014 年 10 月 19 日（日）

毎年、10 月中旬に基町小学校運動場で開催されてい

開催場所：広島市立基町小学校運動場

ます。当日は天候にも恵まれ、多数の参加者が集まり

参加者：地域住民、中区役所区長など

ました。各種目は高齢者でも楽しめるものが多く、工

参加人数：約 1,000 名

夫がみられました。プロジェクトスタッフは種目への
参加と写真撮影を担当し、多くの地域住民と交流しま
した。

ロジェクトスタッフ２名が参加しています。行事当日

カメラで記録写真の撮影を行い、後日、基町地区社会

のみならず、事前の打ち合わせ、準備、片付けなどに

福祉協議会を通じて希望者へ配布が行われました。こ

も参加することで、地域住民から信頼を得ることに繋

れは広島市立大学芸術学部の専門性を活かした取組と

がっています。当日は、行事への参加の傍ら一眼レフ

して、地域住民から大変好評です。
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平成 26 年度地域交流プログラム No.03
Community program No.03

基町プロジェクト意見交換会 1, 2, 3
Information exchange sessions of Motomachi Project, No.1,2,3
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基町プロジェクト意見交換会 1
開催日：2014 年 11 月 17 日（月）

平成 27 年度以降の基町プロジェクトの実施計画を策

開催場所：M98

定するにあたり、地域住民とプロジェクト関係者で意

参加者：地域住民、広島市立大学教職員、広島修道大

見交換を行う場を設けました。第一回のテーマは、
「今

学教職員、広島市中区役所職員ほか

の基町について感じている事」、
「基町プロジェクトと

参加人数：約 10 名

M98 について」とし、自由に意見を出し合いました。

「今の基町について感じていること」
○ 外からは憩いの場がみえない。立体的に実はある。

○ 色んな大学との連携。
○ M98 →交流の場の提供（空き店舗）

○ 高層過密？
○ 公営住宅の入居基準では若年は入居できない。若者がいない。

「基町プロジェクトと M98 について」

○ 担い手の不足、使命感。

○ 地域行事への参加。

○ 若者が来る仕掛けがない。若手＝担い手。

○ 地域でバックアップ。

○ 外の人に来て欲しい！

○ 他分野、大学間交流の期待。

○ 立地がいい。でも活かされていない。

○ アンケートの実施。

○ 不思議な魅力を感じる。

○ M98 の設置は大成功。

○ 地域の取組、あいさつ運動＋地域行事。人間関係をつくろう。

○ 地域活動に参加する若者。

○ 回想録。
（どうして学校や病院 etc ができたか）

○ 若い人の行動が見える。

○ 残していく使命感。

○ 名前は知られている。

○ 団結力は強い。

○ 取り組みを進めて住民との距離をちぢめる。

○ 中央公園。地域の憩いの場。

○ 基プロジェクトのアピール不足。

○ 重要な場。広島で一番！

○ 基プロジェクトの内容が伝わらない。

○ 居心地はよい。でも分断されている。

○ お年寄り向けの広報。

○ どんどんアイデア、課題が発展するまち。

○ 中間報告が必要。自治会で報告。

○ 居住者同士の面識がなさそう。

○ M98 に入りにくい。

○ 閉鎖的なイメージ。

○ イベントに加えて長期的な仕組みづくり。若者が集まる。

○ 屋上を解放したら良い。

○ 若者とのつながり。

○ 完成した時は、屋上の利用者がいた。

○ イベントだけだと続かない。→拠点が重要。

○ 基町小学校をインターナショナルスクール化。

○ 授業にどのように反映しているのか。

○ 地域もバックアップ。

○ 試行錯誤。ゆっくりやっていく。

75

基町プロジェクト意見交換会 2
開催日：2014 年 11 月 28 日（金）

第二回のテーマは、「これから基町プロジェクトで行

開催場所：M98

うこと」とし、プロジェクトスタッフが提示した平成

参加者：地域住民、広島市立大学教職員、広島市中区

27 年度以降の取組の素案を元に、意見交換を行いま

役所職員ほか

した。参加者からは、「他大学との連携を密にする」、

参加人数：約 10 名

「活動を広くアピールする」ことが必要との意見が出
ました。

「短期的に実現可能性のある案・意見」

「長期的視点にたった案・意見」

○ 神楽で集客。

○ 若い夫婦→基盤。

○ 平和学インターン（市大）基町を歩こう！

○ 公共住宅法がネック。

○ 情報の集積。

○ 東京オリンピックの利用。

○ 意見の関わり合い不足。

○ 若い人が基町の地域性を把握する。

○ マップの共同制作。

○ 他大学との意見まとめ。

○ マップ情報のまとめ作業。

○ 学生参加者→地域参加。

○ 立体的マップ。

○ 子供を引き込む（親、PTA）
。

○ 屋上解放反対。事故制限。

○ 若い人を呼び込む工夫。

○ ショッピングセンター屋上庭園を菜園にする。
○ 商店のつながり強化で互いのチラシを出す。
○ 商店をホットペーパーなどにのせる。
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基町プロジェクト意見交換会 3
開催日：2014 年 12 月 10 日（水）

第三回のテーマは、第二回から引き続き「これから基

開催場所：M98

町プロジェクトで行うこと」としました。前回意見が

参加者：地域住民、広島市立大学教職員、広島市中区

出た「他大学との連携を密にする」ことや、
「被爆 70

役所職員ほか

周年に合わせた取組」
について意見交換を行いました。

参加人数：約 10 名

参加者からは「人々が交流できる場が必要」などの意
見が出ました。

「意見」
○ 地域行事とのかねあい。

○ 中央公園は地域の憩いの場。

○ 若い夫婦→基盤。

○ 若い人が基町の地域性を把握する。
。

○ 基町応援団。

○ 地域もバックアップ。

○ 東京オリンピックの活用。
○ 美化。
○ 情報の集積。
○ いろいろな大学との連携。
○ M98 設立は大成功。
○ 若者とのつながり。
○ 若者が来る仕掛けがない。
○ 立地がいい。でも活かされていない。
○ 地域の団結力は強い。
○ 取組を進めて住民との距離を縮める。
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平成 27 年度＜学びの場＞事業 No.01
Study Program No.01

広島市立基町小学校ピンホールカメラ授業
Pinhole Camera lesson at Hiroshima City Motomachi elementary school

広島市立基町小学校 6 年生向けに小学校の正規授業

感想が聞かれました。

の一環として、ピンホールカメラの授業を実施しまし

完成した写真は、8 月 1 日（土）〜 8 月 14 日（金）

た。ピンホールカメラは空き箱を利用して手軽に制作

に基町中央商店会で開催した「基町、昔の写真展」の

することができるため、生徒は広島市立大学の学生の

関連企画として、基町ショッピングセンターのショー

サポートを受けながら、前半の 90 分でカメラ制作、

ウインドウに展示し、基町住宅地区内外の方にご覧い

後半 90 分で撮影、現像までを行いました。

ただきました。

撮影は前半、後半に分けて行いました。前半は生徒全
員で基町住宅地区内にある被爆クスノキを撮影し、後
半は「自分の好きな基町」というテーマのもと、生徒
それぞれが、基町高層アパートからの風景や、いつも
遊んでいる公園などを撮影しました。
参加した生徒からは、
「ピンホールカメラの制作から
撮影、現像までを経験できて面白かった。
」
、
「完成し
た写真が普段見ている景色と違って見えた。
」などの
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基町小学校 ピンホールカメラ授業

ピンホールカメラ写真展

実施日：2015 年 6 月 15 日（月）

会期：2015 年 8 月 1 日（土）〜 8 月 14 日（金）

実施場所：広島市立基町小学校、基町住宅地区各所

会場：基町ショッピングセンター・ショーウインドウ

参加者：基町小学校：6 年生（16 名）、教諭（2 名）
スタッフ：プロジェクトスタッフ（2 名）、広島市立
大学学生（4 名）
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80

81

82

住野敬太

83

森陸斗

松永ななみ

84

竹本宏志

齊藤友紀
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86

守本一期
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平成 27 年度＜学びの場＞事業 No.02
Study Program No.02

もとまちカフェ
Motomachi cafe

「もとまちカフェ」は、基町住宅地区に外から若者を

ント時の提供物の選定や保健所への問い合わせなど

呼び込み、基町に住む方との交流を促進する目的で、

は、広島修道大学の学生が行い、それぞれの専門性を

広島市立大学と広島修道大学が連携し両大学の学生が

活かして取り組みました。最終的に会場は基町ショッ

中心となり活動しています。

ピングセンター屋上の緑地帯に決まりました。屋上は

はじめに広島市立大学の学生が、基町住宅地区やこれ

4 面に分かれており、高層アパートの各部屋から良く

までのもとまちカフェ、他地域での類似の取組につい

見えることから、屋上に放射線状に白いテープを貼る

て広島修道大学の学生に向けて説明会を行い新しいメ

ことで大きな屋根をつくり、その下で来場者へフルー

ンバーを募りました。両大学合わせて 10 名の参加者

ツをトッピングしたオリジナルかき氷と各種ジュース

が集まり、毎週会議を行いながらイベントに向けて準

を無料で来場者へ提供しました。2 日間の会期中に約

備を進めていきました。会議では 8 月のイベントに

500 人が訪れ、基町に賑わいが創出されました。

向けて、地域住民と外部の人をどう繋げていくのが良
いか、様々なアイデアを出し合いました。もとまちカ
フェのロゴやチラシの作成、会場レイアウトのデザイ
ンなどは主に広島市立大学の学生が考え、カフェイベ
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地域の方と会話する学生スタッフ

カフェカウンターの様子

実施期間：2015 年 8 月 5 日（水）
、6 日（木） 12:00‒18:00
実施場所：基町ショッピングセンター屋上一帯
参加者：スタッフ：広島市立大学学生（5 名）、広島修道大学学生（10 名）
来場者数：約 500 名
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90

もとまちカフェの会場と人工地盤のインスタレーション

91

企画会議

マークとドリンクのバランスを検討中

92

飾り付けのオーナメントを制作

ワールドカフェという手法で話し合い

93

94

企画会議の様子

95

96

97

「もとまちカフェ」フライヤー
か き 氷 の 写 真 を メ ー ン ビ ジ ュ ア ル に デ ザ イ ン し、
7,000 部を印刷。広島県内の大学などに配布。別バー
ジョンのデザインで、3,000 部を地域に配布しました。
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「もとまちカフェ」ドキュメンタリー映像
もとまちカフェの準備から当日までの様子が収められ
たドキュメンタリー作品が、広島市立基町高校の生徒
によって製作されました。
製作：広島市立基町高校放送部
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来場者数アンケートの内訳
約 500 名中、241 名から回答を得た。

1. 基町在住の男性

3

2. 基町在住でない男性

■
■
■
■
■

2
3 3

9

10 代

■
■
■
■
■

6

20 代〜 30 代
40 代〜 50 代

27
26

60 代〜 70 代
80 代

（単位％）

10 代
20 代〜 30 代
40 代〜 50 代
60 代〜 70 代
80 代

（単位％）

14

80
18

1. 基町在住の女性

2. 基町在住でない女性

2

8
9

9

31

21

■
■
■
■
■

10 代
20 代〜 30 代

25

40 代〜 50 代
60 代〜 70 代
80 代

6

（単位％）

57

■
■
■
■
■

10 代
20 代〜 30 代
40 代〜 50 代
60 代〜 70 代
80 代

（単位％）

6
6

29

1. 基町在住の方（男女合計）

5

2

6
12

57

18

2. 基町在住でない方（男女合計）

■
■
■
■
■

10 代
20 代〜 30 代

25

40 代〜 50 代
60 代〜 70 代
80 代

47
7

（単位％）

10 代
20 代〜 30 代
40 代〜 50 代
60 代〜 70 代
80 代

（単位％）
10
6

100

■
■
■
■
■

5

平成 27 年度＜学びの場＞事業 No.03
Study Program No.03

基町ショッピングセンター探索マップ
Motomachi Shopping Center Search Map

8 月 5 日、6 日のもとまちカフェイベントで来場者

にショッピングセンターを歩き回る人の姿もありまし

へ配布する基町ショッピングセンター探索マップを、

た。地域住民からは、基町ショッピングセンターだけ

広島市立大学と広島修道大学の学生が制作しました。

ではなく、他の商店街のマップも作って欲しいという

マップには、ショッピングセンターの地図と商店の情

要望もありました。

報を掲載し、主にデザインは広島市立大学の学生が
行い、ショッピングセンターにある約 50 軒の店舗へ
の取材は広島修道大学の学生が手分けして行いまし
た。営業時間がお店ごとに異なっているため、情報を
集めるのは大変な作業でした。お店の情報だけではな
く、基町住宅地区の歴史や基町プロジェクト、もとま

実施期間：
【制作期間】2015 年 6 月 1 日〜 8 月 4 日

ちカフェプロジェクトについての活動情報も掲載しま

【発行】2015 年 8 月 5 日

した。このパンフレットをきっかけに、お店の方にイ

参加者：広島市立大学学生（4 名）
、広島修道大学学生（3

ベント当日限定の割引きクーポンを発行してもらい、

名）ほか

もとまちカフェイベントに参加した後に、地図を片手
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102
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平成 27 年度＜学びの場＞事業 No.04
Study Program No.04

基町をかざろう！クリスマスデコレーション
Let’s Decorate Motomachi! Christmas Decoration.

「もとまちカフェ」の冬のイベントとして、基町ショッ

町中央集会所にて、こども達は段ボールのツリーに動

ピングセンター入口のショーウインドウをクリスマス

物などの形に模ったシールを貼り、大人の方は紙を材

仕様に飾り付けるイベント「基町をかざろう！クリス

料とした立体的な雪の結晶の制作を大学生と一緒に

マスデコレーション」を実施しました。このイベント

行いました。制作が終わった後、大人の方には 4 〜 5

は夏に「もとまちカフェ」を行った広島市立大学と広

人のグループに分かれていただき、ワークショップへ

島修道大学の学生が主体となり企画しました。イベン

の感想や基町プロジェクトへの意見や地域での課題な

トまでには、オーナメントのデザインやディスプレイ

どの聞き取りも行いました。作業終了後、完成したツ

のレイアウトを考え、オリジナルデザインのトナカイ

リーと雪の結晶をショーウインドウ内に設置し、華や

やサンタの飾りを作成しました。イベント当日は、基

かな展示が完成しました。
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実施期間：【制作】2015 年 12 月 6 日（日）
【展示】2015 年 12 月 6 日（日）〜 12 月 25 日（金）
実施場所：【制作】基町中央集会所
【展示】基町ショッピングセンター・ショーウインドウ
参加者：広島市立基町小学校児童（8 名）
、地域住民（17 名）
広島市立大学学生（7 名）、広島修道大学学生（4 名）ほか
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106

107
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ワークショップ風景

アンケート

○ 基町アパートには若い人が少ない（若い人が入居しやすくなる
方法は？）
。

○ 地域住民からの基町住宅地区活性化のための意見と要望。

○ イベントの案内を各戸へしてほしい。

○ 基町アパートの活性化のために、若い人達の入居が増えるとい

○ 一歩を踏み出すことが活性化につながる。

いな！
○ 笑い声が聞こえる住宅がほしい。
○ トイレを洋式にしてほしい。
○ 若い人に入ってほしい（入居してほしい）
。
○ 月に 1 回（3 時間くらい）集まって手仕事を教えてもらう会が
あるといい。
○ 初めてこのようなイベントに参加して楽しかったです。
○ カフェがあっても全然わかりません。
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平成 27 年度＜学びの場＞事業 No.05
Study Program No.05

広島県営基町住宅記録撮影
Hiroshima Prefecture Prefectural Motomachi residential record shooting

実施日：2016 年 3 月 22 日（火）
実施場所：県営基町住宅 12 号棟
参加者：大成ナグバス株式会社担当者、広島県職員ほか
特別協力：大成ナグバス株式会社

112

取り壊しの様子（2017 年撮影）

広島県営基町住宅は 2016 年当時取り壊しが進んでお

中心を視点に少しずつ角度の異なる複数の画像の撮影

り、その中には通称スターハウスと呼ばれる星形をし

を行い、撮影後、コンピューター上でそれらの画像を

た珍しい形のアパートも含まれていました。戦後のア

一枚に合成しデータを作成しました。

パート需要が高まった際に、全国的に同型のアパート

中盤デジタルカメラでの外観と内観の撮影に加えて、

が建てられましたが、現在ではそのほとんどが取り壊

ドローンを使ってスターハウスの外観を動画で記録し

されています。広島の復興の歴史や建築史において資

ていきました。撮影では、大成ナグバス株式会社の専

料的価値が高いため、高画素デジタルカメラとドロー

門スタッフによりドローンの操縦が行われました。事

ンを用いて建物の外観、内観を画像と映像で記録撮影

前に広島市立大学のキャンパスにて実際の撮影を想定

を行いました。ドローン撮影は、大成ナグバス株式会

したテストを実施し、入念な打ち合わせを経て撮影に

社に特別協力いただきました。

臨みました。スターハウスの独特な形状が記録できる

通常のデジタルカメラよりも高精細な写真が撮影でき

ように、様々な角度から撮影を行なったほか、真上か

る中判デジタルカメラを用いて、スターハウスの外観

らの撮影などドローンでなければ見ることのできない

と内観を撮影しました。写真からその場にいる臨場感

視点も意識しながらの撮影となりました。撮影終了後、

を感じられるように、カメラは人の目の高さと同じく

映像を編集し YouTube 上で公開をしました。普段か

らいの位置を基準に撮影を行いました。また、隅々ま

らスターハウスを見慣れているプロジェクトスタッフ

で詳細に記録できるよう撮影範囲全てにピントを合わ

らも鮮明に記録された映像を通して、建物の構造や細

せています。加えて今回の撮影では室内の 360 度パ

かい作り込みなどを知ることができました。

ノラマ VR 撮影も行いました。パノラマ VR はバーチャ
ルリアリティーの技術として近年普及が進んでいるも
ので、パソコンやスマートフォンの画面上でユーザー
が任意の場所を見ることができるものです。観光名所
や歴史的文化財などの紹介などにデジタルアーカイブ
として使用されることも増えています。今回は部屋の
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写真

橋本健佑
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写真

橋本健佑
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写真

橋本健佑
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120

写真

橋本健佑
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スターハウスの上空から撮影

123

スターハウス上層階及び屋上

太田川と横川方面を望む

124

手前から、広島県営基町アパート、広島市営基町アパートを望む

スターハウスと背後の広島市営基町高層アパート
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平成 27 年度＜創造の場＞事業 No.01
Creative Program No.01

基町住宅地区の公共デザインを考えるプロジェクト
Project to think about Public Design of Motomachi Residential Area

広島市立大学芸術学部の学生たちと共に、基町住宅地

実 施 期 間：2015 年 10 月 21 日（ 水 ） 〜 2016 年 1

区の公共デザインをより良くするプランを考えまし

月 9 日（土）

た。
公共スペースの現地調査から始め、
隔週でミーティ

実施場所：M98

ングを重ねながら、基町高層アパートの屋上や人工地

参加者：広島市立大学学生（2 名）
、広島市立大学交

盤を活用したイベント案、公衆トイレのリデザインを

換留学生（1 名）ほか

考えました。また、年末報告会ではプランの発表と意
見交換を行いました。さらに、3 月 1 日から開催した
「もし基町にアトリエができたら？」展で、プランと
報告会であがった意見を展示・公開しました。
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プラン
基町
ー 1：屋上でのヨガ
屋上ヨガ

プラン 2：基町高層アパート屋上でのライブイベント

提案者：ファニー・ハーラン

提案者：ファニー・ハーラン

ヨーロッパで屋上はよく公共空間として使われます。

基町

ヨーロッパにある屋上はよく公共空間として使われます

これはリラックスするために、
せわしない町からのがれる良い方法です
リラックスするためにせわしない町から逃れる良い方

基町アパートの屋上はコンサートをする場所として最
― 屋上コンサート
適な空間です。基町アパートの屋上でのコンサートは、

基町アパートの屋上はコンサートをする場所として最適な空間です

法です。ヨガは世界的に、身体と精神の健康法として

広島にはミュージシャンはたくさんはいませんが、
ヨーロッパの街なかでは、
たくさんのミュージシャンと出会うことができるでし
ょう

知られています。基町アパートの屋上はヨガをする最

基町アパートの屋上でのコンサートは、
公共の場所で演奏することを求める若いミュージシャンにチャンスを与える良い機会と
なるでしょう

ヨガは世界的に、
身体と精神の健康のための方法として知られています

基町アパートの屋上はヨガをするには最高な場所です

高な場所です。週に一度ヨガと出会う最高の時間とな

るでしょう。
週に一度ヨガと出会う最高の時間となるでしょう

公共の場所で演奏することを求める若いミュージシャ
ンにチャンスを与える良い機会となるでしょう。また
夜には飲み物や軽食を提供し、街の明かりによって特

また、
夜には街の明かりによって特別なコンサートとしても良い場所となるでしょう

別なコンサートとしても良い場所となるでしょう。

飲み物や軽食を提供する機会ともなるでしょう

ヨーロッパでは建物の屋上は公共空間として活用され

若いミュージシャンが屋上で音楽を演奏し、それを飲

ることが多いので、基町高層アパートの屋上でもリ

み物を飲んだり軽食をとりながら楽しむイベントの提

ラックスしながら、精神と肉体の健康のためにヨガを

案です。

する提案です。
コメント
コメント

○ 静かな曲がよい。

○ 屋上でヨガ気持ちいい。

○ 弾き語りやアコースティックなのもいっけど、やっぱりロック

○ 中央公園で中国の人が太極拳をしている。
○ 健康体操、気功。

もほしいね！出演者はオーディションが必須です。
○ 昼間ならいいかも。

○ ヨガ出来る人が住んでいる、習ったことがある。
○ 国籍年齢関係なく楽しめる。
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プラン 3：基町ショッピングセンター屋上でマルシェ

プラン 4：公共スペースで四季を楽しむ花畑

提案者：住岡梓

提案者：班迪

ショッピングセンター屋上の芝生の公園とショッピン

花畑には日々草を使います。 一年草として知られる

グセンター中央広場、この 2 つの広場をつなぐイベ

日々草は、観賞用に直立するように改良されていま

ントとしてマルシェを考えました。

す。花は直径 3~4cm で、白やピ ンク、赤、赤紫など
があります。 花が終わっても種が地面に落ち、次の年
には前の年よりもたくさんの綺麗な花が咲きます。

もとまちマルシェ
ふたつの広場をつなげる

外から来る人にとってショッピングセンター屋上の芝生の

屋上庭園

公園はとても魅力的です。しかし基町で暮らす人々にとっ
ての広場はショッピングセンター中央。この二つの広場を

花壇プロジェクト

つなぐことによって、基町に暮らす人も外から訪れる人も

このプロジェクトは３期に分けて行います

盛り上がるイベントができないかと考えました。

１期
屋上の公園には動物のかたち

３期

をした石の遊具があります。
その中の象の遊具を元に大き
なダンボールの象を作ります。
大きな象の中に入って子ども
た ち は 遊 ぶ こ と が で き ま す。
屋上の広場は遊具を設置した
り、ワークショップを開催す
るなど子どもの遊びをテーマ
とした会場になります。

現在の様子

屋上の広場に行くためにはこい公園側
から急な階段を使って登らなくてはな

花畑には日々草を使います。

りません。

実施後

２期

一年草として知られる日々草は、

足元の悪い方は行くことができず、ま
た外から来た人も場所がわかりにくい

観賞用に直立するように改良さ

上、ショッピングセンターの中に行く

れています。

きっかけができにくくなっていまし
た。屋上中央側の柵を一部外し中に立

花は直径３〜４ cm で、白やピ

ち入れるようにすることで中央の広場

ンク、赤、赤紫などがあります。

から直接行き来できるようになりま
す。また足元の悪い方もスロープを使
用して向かうことができるようになり

中央の広場ではマルシェを開催し

ます。

いろいろなものを食べたり買った

花が終わっても種が地面に落ち、
次の年には前の年よりもたくさ

りできます。基町でいつもお店を

んの綺麗な花が咲きます。

営んでいる方、今はお休みされて
いる方、外で店舗を持たずにお菓
子やパンなどを売っている方など
が出店することができます。

PROJECT by Han Teki

現在、屋上の公園と中央広場はアクセスが分断されて

基町アパートの屋上は、住民がガーデニングを楽しめ

いるため、緑が豊かな公園は孤立しあまり活用されて

るように庭園となっているが、場所によっては未活用

いません。基町ショッピングセンターの中央広場は、

の場所もあります。
そういった使われていない庭園に、

人の往来が多いので緑化された屋上の公園と、中央広

年中楽しめる花を植え、景観を楽しむ提案です。

場の導線を繋ぎ、子どもから大人まで楽しめるイベン
トを想定したプランの提案です。

コメント
○ 人工地盤を花畑にしたら上から皆がみえる。

コメント

○ 屋上はむずかしい。一般の人は入れない。

○ もとまち自遊ひろばとのコラボ。

○ ミツバチ、はちみつ。

○ きれい！

○ 電気畑（ソーラーパネルの設置？）
。

○ もとまちカフェまでは草がのびていた。

○ 屋上は個々で水道を支払ってやっている。

○ ネーミング募集！屋上…
○ エアコンの室外機があって危ない。
○ ポスターをはってお知らせ。
○ 秘密基地。坂道のところで遊ぶ。
○ 現在は活用されていなくて、もったいない。
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プラン 5：公衆トイレのリノベーション

スペシャル M トーク：年末報告会

提案者：新澤望

実施日：2015 年 12 月 20 日（日）

中央商店会にある公衆トイレは、男女共有でちょっと

実施場所：M98

使いづらく、薄暗くて怖い。もっと使い易くするため、

参加者数：約 25 名

身障者用トイレにして個室化する。そして、壁にアー

参加者：地域住民、一般、広島市立大学教職員、広島

トが飾れるスペースを設けて明るい雰囲気をつくる。

市立大学大学生、中区役所職員ほか

12 月 20 日の年末報告会で、各プランの中間発表を
行い、参加者との意見交換を行いました。高層アパー
πᘌȈǤȬƷȪȎșȸǷȧȳȗȩȳ

Ƹ
ƍȷȷ
ဏڡσஊ
̅ƍƮǒ
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ᕓଢ଼ƘƯࣨƍȷȷ

トの屋上を活用したヨガや音楽イベントのプランに

ɶځՠࡃ˟ỆẝỦπᘌἚỶἾ

は、国籍や年齢に関係なく楽しめるという意見があり
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ました。また、高層アパートの屋上庭園を花畑にする
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プランには、屋上は人の出入りが自由にできないため、
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自由に出入りできる人工地盤の方が、住民もベランダ
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から見ることもでるため良いのではないかと提案があ
りました。

M98 には備え付けのトイレが無いため、基町中央商

プラン展示

店会の利用者が使う公衆トイレを使っています。ト

会期：2016 年 3 月 1 日（火）〜３月 21 日（月・祝）

イレは男女共有で使い勝手が悪く古いので、それを

会場：基町中央商店会

新しくリノベーションする提案です。ただ綺麗にす
るだけではなく、身障者も使えるようにすることや、

中間発表会で出た意見をプランに反映させ、
「もし基

トイレ内にアート作品を展示するなど具体的なプラ

町にアトリエができたら？」展で展示しました。基町

ンが盛り込まれました。

高層アパートでのライブイベントプランに対して、来
場者からロックも欲しいといった意見がありました。

コメント
○ トイレの利用者は店舗利用者に限定。住民利用は少ない。
○ トイレに入ったら、透明のガラス（ドア）が摺りガラスのドア
に変化するとか。
○ 観光視点でならもっとおもしろいアイデアを考えた方がいい。
○ 一箇所でやる、あるいはプラスアルファを考える。
○ トイレがきれいになれば人も来る。
○ 無料にした方がいい。
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平成 27 年度＜創造の場＞事業 02
Creative Program No.02

浅野堅一「デルタのまほら」写真展
Kenichi Asano “Mahora of Delta”

広島で生まれ育った写真家、浅野堅一によって撮影さ
れた基町の写真を、基町住宅地区内外の方々にご覧い
ただくために、
「デルタのまほら」写真展を企画しま
した。浅野氏は、広島市立大学在学中より写真作品の
制作を開始し、近年は、戦後復興の歴史や多様な人々
が交差する基町に魅力を感じ、多くの写真を撮影して
います。今回はその中から 7 点を選び展示しました。

浅野堅一 Kenichi Asano
会期：2016 年 2 月 4 日（木）〜 2 月 29 日（月）

1979 年広島生まれ。2004 年広島市立大学国際学部

会場：基町ショッピングセンターショーウィンドウ

国際学科卒業。DELTA PHOTOGRAPHY 代表。Gallery
Node 共同運営。広島を拠点に活動している。
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1

2
1
《中央集会所付近》

2
《16 号館の階段》

半光沢インクジェットペーパー

半光沢インクジェットペーパー

2013

2012

728 × 1030 mm

728 × 1030 mm
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3
《デルタのまほら》
半光沢インクジェットペーパー
2012
728 × 1030 mm
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3

133

4

5
4
《被爆樹と白いシャツの男性》

5
《空鞘橋からの眺め》

半光沢インクジェットペーパー

半光沢インクジェットペーパー

2014

2014

728 × 1030 mm

728 × 1030 mm
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6

7
6
《ショッピングセンター中央》

7
《高層アパート屋上から眺め》

半光沢インクジェットペーパー

半光沢インクジェットペーパー

2014

2014

728 × 1030 mm

728 × 1030 mm
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平成 27 年度＜創造の場＞事業 No.03
Creative Program No.03

「もし基町にアトリエができたら？」展
If you could have an atelier at Motomachi?

フライヤー
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基町住宅地区内に創造的な活動スペースをつくること

フが考えた「屋上でのヨガプラン」や「ショッピング

を想定して、基町中央商店会の空き店舗に「仮設アト

センターの屋上の公園でマルシェをするプラン」、
「公

リエ」を設置し、実験的に運用しました。

衆トイレのリノベーションプラン」などを展示し、そ

今回の取組は、今後具体的に創造的な活動スペース設

のプランに対するコメントを、付箋を使って来場者に

置を検討するにあたり、基町住宅地区内外の方からご

残してもらいました。

意見をいただいたり、理解を得ることを目的に実施し

これまでの基町プロジェクトの取組紹介では、空き店

ました。

舗の活用例として、中央商店会内で行った「基町、昔

仮設アトリエには、移動可能な仮設壁とテーブル、椅

の写真展」や、基町ショッピングセンターにある大型

子を配置し、展示物を自由に見ていただける空間を作

のショーウィンドウを使った「ピンホールカメラ写真

りました。仮設壁には「基町住宅地区の公共デザイン

展」、
「基町をかざろう！クリスマスデコレーション」

を考えるプロジェクト」
、「もとまちカフェプロジェク

などを展示しました。また、
「もとまちカフェプロジェ

ト」など基町プロジェクトの取組を紹介しました。

クト」による屋台カフェや、基町を紹介するマップの

「基町住宅地区の公共デザインを考えるプロジェクト」
では、参加した大学生 3 名と基町プロジェクトスタッ

公開制作も期間中に行い、アトリエの機能も実験運用
しました。

会期：2016 年 3 月 1 日（火）〜 3 月 21 日（月）
会場：基町中央商店会
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M トーク「もし基町にアトリエができたら？」

ワークショップ「基町紹介マップを考えよう！」参加者の声

実施日：2016 年 3 月 6 日（日）
実施場所：展示会場（基町中央商店会）

1. 誰に配るマップか？

参加者数：一般 13 名

○ お店に来る人。
○ 建物に興味のある人。

これまでの基町プロジェクトの活動や、他地域での類

○ 基町に外から来る人。

似プロジェクトを紹介し、その後に参加者と基町にア

○ 土手をウォーキングランニングしている人。

トリエを作ることについてどう思うか、意見交換を行

○ 土手から入れるようなマップ。

いました。
「若い人がどんどん勇気を持ってやって欲

○ 海外の方（広島城や原爆資料館で配布）
。

しい」
「子どもも一緒に制作できるアトリエにして欲
しい」といった意見がでました。

2. どんな情報が載るのが良いか？
○ カテゴリ別のお店情報。
○ ロケ地マップ。

ワークショップ「基町紹介マップを考えよう！」

○ お好み焼き店マップ。

実施日：2016 年 3 月 12 日（土）

○ 食（基町の名店、ミシュラン）
。

実施場所：展示会場（基町中央商店会）

○ 安心して来られるような地図。

参加者数：一般 3 名
3. どこで配布するのか？
基町を紹介するマップを制作するにあたり、どんな情

○ 全国。

報を掲載するのがよいか、どこで配布するのがよいか

○ 平和記念資料館。

など、参加者と一緒に考えるワークショップを実施し

○ 広島城。

ました。参加者からは、
ドラマ「基町アパート」
（NHK

○ 原爆資料館。

広島放送局制作）のロケ地巡りができるマップや、お

○ 基町地域の人。

好み焼き店を巡れるマップなど、カテゴリー別のマッ

○ レストハウス、ゲストハウス。

プを制作する案や、紙だけでなく立て看板やスマホア

○ 本通り夢プラザ。

プリなど利用者に合わせたデザインを考える案など、

○ 観光案内所、観光客が立ち寄る所。

たくさんの意見が出ました。

○ 公民館。
○ 学校（小学校、高等学校、子どもから保護者へ）
。
○ 旧日本銀行。

ワークショップ「もとまち屋台カフェの名前を考えよう！」

○ シャレオのインフォメーション。

実施日：2016 年 2016 年 3 月 19 日（土）

○ 広島駅の地下のインフォメーション。

実施場所：基町中央商店会

○ 袋町小学校記念資料館。

参加者数：一般 9 名、大学生５名

○ 中央図書館。

公開制作を行なっていた屋台型カフェを使いながら、

4. その他（どんなデザインが良いか？ほか）

参加者とともに、屋台の名称やテーマカラーについて

○ 基町のイメージはそごうとかクレド。

話しあい、カフェの名称は「こくばんカフェ（通称こ

○ 基町に入れるツアーがあれば来る。

くカフェ）
」、テーマカラーは「黄緑、ピンク、白」に

○ 基町にきっかけがないと来ない。

決定しました。

○ 来る理由。資料館や屋上が見れるイベント。
○ ポケットサイズ。
○ 立て看板型の大きな地図。
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平成 27 年度＜交流の場＞事業 No.01
Exchange Program No.01

基町、昔の写真展
“Motomachi Old Photos”

この写真展は、基町の昔の様子が垣間見られる家族写

て、こちらもなつかしい気持ちになりました。」
、「高

真や学校行事などの記念写真、地域のお祭や何気ない

層アパートが建つ前の戦後の様子をもっと知りたい。

日常風景の写真などで構成されます。来場者が昔の写

以前からずっと住んでいたから。」、
「ぜひ継続して写

真を見ながら基町の歴史を振り返り、未来の展望を考

真展を開催してほしい。」などの意見があり、大変好

えることを目的としています。地域の方を中心に一般

評でした。展示初日には写真提供者や地域の方をお招

の方から約 1,000 枚の写真を提供いただき、その中

きし、写真を見ながら当時の様子を伺う「基町、歴史

から 70 点を展示しました。写真提供時には、写真と

トーク」を行い、さらに交流を深めました。また、会

地図を見比べながら撮影した場所や当時の様子などを

期中 8 月 5 日には撮影された場所を巡るツアーイベ

伺い、展示へ反映させました。

ントを行い、参加者は昔と今の街の変化を感じました。

展示写真は A3 サイズほどに拡大し、撮影時期や一言
コメントを載せたキャプションと共に展示しました。

会期：2015 年 8 月 1 日（土）〜 8 月 14 日（金）

さらに三つの年代別の地図を会場に用意し、撮影場所

会場：基町中央商店会

が分かるものには旗を立てて紹介しました。

ディレクター：鹿田義彦

来場者からは、
「写真の皆さんの楽しそうな笑顔を見

来場者数：約 300 名
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ディレクター・コメント
「基町、昔の写真展」を企画するにあたって、正直な
ところ初めは一体どうなることやらと不安でした。し
かし、いざ提供いただいた写真と向き合い始めると、
あまりに豊かな記録の力に、自身の心配は吹き飛びま
した。すでにそこにある時間、大切におさめられた記
憶を開封すればよいのだと、写真のほうから語りかけ
られたような気がしたのです。結果、千枚以上にわた
「基町、昔の写真展」ディレクター

る思い出の数々との対話は、とても貴重な体験となり

鹿田義彦 Yoshihiko Shikada

ました。一枚一枚にお借りした家族のまたとない時が

1983 年広島生まれ。2012 年広島市立大学大学院博

つまっており、展示する写真を選ぶのにはかなり悩み

士課程修了。2008 年ベルリン・ヴァイセンゼー美術

ました。展示をきっかけに、ご自宅のアルバムを改め

大学（ドイツ）交換留学。広島にて制作活動をつづけ

て見てみたり懐かしんだりする、新しい集いの機会が

ている。

作れたならば嬉しく思います。
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基町歴史トーク

年代別に制作された３種類の地図を見ながら、写真提

実施日：2015 年 8 月 1 日（土）

供者から、写真が撮影された当時の話や、移り変わっ

会場：基町中央商店会

てきた街の様子について話を伺いました。かつて基町

参加者数：一般市民 30 名

に住んでいた来場者同士が写真展を通じて出会い、記
憶をたどりながら、かつての基町の思い出話に盛り上
がっている様子も見られました。
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もとまちを撮ろう̶昔の写真から振り返る基町の過去と未来

展示写真の中から、撮影された場所がわかる写真を 8

実施日：2015 年 8 月 1 日（土）

箇所選び、そこを巡るツアーイベントを実施しました。

会場：基町中央商店会

参加者は実際に写真が撮られた場所を周りながら、同

参加者数：一般市民 11 名

じ構図で写真を撮り当時の様子と現在とを比べまし
た。参加者のほとんどが、この写真展がきっかけで基
町に訪れた人たちでした。
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アンケート

1. 年齢を教えてください

■
■
■
■
■

2

9

35
25

10 代
20 代〜 30 代
40 代〜 50 代
60 代〜 70 代
80 代

（単位％）
27

2. お住いの地域について教えてください

4

■
■
■
■
■

2

13

19
60

3. 今回の展示についてご感想を教えてください

広島市内

■
■
■
■

2 2

基町地区内
広島県内
その他

37

無回答

59

とても良い
良い
どちらでもない
無回答

（単位％）

（単位％）

4. 今回の展示をどこで知られたか教えてください

5. 写真展を見る以前から、「基町プロジェクト」の
ことを知っていたか教えてください

6

2

15
37

■
■
■
■
■

■ 知っていた
■ 知らなかった

知人
Facebook
その他

（単位％）

32

新聞
無回答

（単位％）

68

27

６. 基町プロジェクトに今後期待することや、写真展へ
の感想を教えてください。
○ 期待しています。がんばってください。若い人が必要です。若
者がんばれ‼（60 〜 70 代・基町地区内）
○ 新しい人たちのための新しいコミュニティー作りもやったらど
うでしょう。
（40 〜 50 代・市内）
○ 子供時代〜結婚するまで基町に住んでいました。とてもなつか
しいです。
（60 〜 70 代・県内）
○ 基町で S27 年に生まれ育ったのですが、昔はカメラも普及し
ていない時代で当時の町の風景が記憶にしかない中でいい機会
を作っていいただきありがとうございました。
（60 〜 70 代・
市内）

基町地区内）
○ 写真の皆さんの楽しそうな笑顔を見て、こちらも懐かし気持ち
になりました。
（40 〜 50 代・市内）
○ 基町は広島の “ もとい ” なので、是非再び元気なまちになって
ほしいです。がんばってください。
（40 〜 50 代・市内）
○ 大切なものがたくさんあった。みんなが元気になるまちになっ
たらいいな。
（20 〜 30 代・県内）
○ わたしの知っている時代の基町に出会えました。また写真展
やってください。
（60 〜 70 代・県内）
○ 昔の建物での展示が素敵でした。
写真の場所にハタがあるのが、

○ 各種イベントの開催。
（40 〜 50 代・市内）

地元の人は懐かしいと思った。ピンホールカメラ展の展示はカ

○ 写真展：子ども達が多い時を思い出しました。
（60 〜 70 代・

メラの展示もしてあってよかった。イベントから月２回とか開

166

催の活動につなげてほしい。
（20 〜 30 代・市内）
○ とてもなつかしく、昔を思い出しました。
（60 〜 70 代・基町
地区内）
○ 基町をこれからも元気になるよう楽しいイベントを企画して下
さい。小学校もよろしくお願いします。ありがとうございまし
た。
（40 〜 50 代・市内）
○ 自分の地元でもやってもらいたい展示でした。15 日以降も設
置してもらいたい。
（20 〜 30 代・市内）
○ 知らなかった場所とか懐かしい場所とか気持ちがなつかしくや
わらぎました。ありがとう‼（60 〜 70 代・基町地区内）

た。
（62 歳）
○ アーカイブしてもらえるとうれしいです。ありがとうございま
した。とても立派な展示で驚きました。
（40 〜 50 代・市内）
○ 昔の基町の様子がわかったよかったです。
（10 代以下・基町地
区内）
○ 昔の家や基町アパートが作る様子がわかりました。
（10 代以下・
基町地区内）
○ 昔を思い出しなつかしくとてもよかったです。
（80 代以上・基
町地区内）
○ 活気のある基町に戻ってほしいです。
（40 〜 50 代・市内）

○ 40 年前に基町幼稚園に通い卒園しました。古い街をご存知の

○ とてもよかった。次回もぜひやってほしい。
（40 〜 50 代・県内）

方と一緒に写真をなつかしく見ました。地図がもう少しくっき

○ 写真のアーカイブ化をお願いします。
とてもいい写真展でした。

りしていればええのに……と言っておられました。
（40 〜 50
代・市内）
○ 今後も活動を頑張ってほしい。たまたま他の町内からの見学
ですが自分も 50 年前に基町に住んでいました。
（40 〜 50 代・
市内）
○ 一時の「こわい町」のイメージが少しずつ変わっているように
思います。がんばってください。
（40 〜 50 代・市内）
○ 基町プロジェクトの目指している将来像があれば説明パネル等
も展示してほしい。
○ 取り組み自体とても先鋭的でいいなと思いましたが、
「見せ方」
にさらにポップさを足すと、より一見客が立ち寄ってくれそう

（40 〜 50 代・市内）
○ 広島大学 etc の県内の建築学生に向けてポスター etc を配布し
た方が若い人（学生）に来てもらいやすかったと思います。展
示はすごく時代を感じられてよかったです。
（10 代以下・県内）
○ 建築を勉強している者ですが、
昔の基町の姿が見れてよかった。
昔の基町は子どもも多く、当時では最先端をいく場所だったこ
とが見てとれた。かつてのような活気のある場所となることを
願っています。
（20 〜 30 代・県内）
○ より多くの人にこのプロジェクトが広まればいいなと思いま
す。このような写真展が行われることを期待しています。
（20
〜 30 代・市内）

な気がしました。こういった市民活動がより一般の方に手を

○（ここの場所）会場をそこの郵便局の女性職員に尋ねたが知ら

とってもらえそうな「アクセスのしやすさ」については我々も

なかったため 30 分以上ロスした。8 月 6 日 17 時 47 分（60

課題の一つです。
（20 〜 30 代・市内）

〜 70 代・市内）

○ 基町に住んでいる人、古きを知っている人など「人」をもっと
登場させてほしい。写真と同時に語らせる場など……（40 〜
50 代・市内）
○ 高層アパートが建つ前の戦後の様子をもっと知りたい。以前か
らずっと住んでいたから。
（60 〜 70 代・市内）
○ 広島が幼い頃の故郷ではないがとてもなつかしさを覚える。伝
えていく景色と思います。
（60 〜 70 代・市内）
○ もとまち TIMES を初めてここで目にしたので、もっと広まっ
たら素敵だなあと思います。
（20 〜 30 代・市内）
○ 当時の生活の様子がどんなものだったか少しだけわかった気が
します。子ども達の表情がステキでした。
（20 〜 30 代・市内）
○ どんどん若さで活性化していって下さい。被爆者の方が元気な
うちにドシドシ交流を。写真は貴重ですね。またゆっくり見に

○ ふだん入れない所に入りたい。宜しくお願いします！（20 代
〜 30 代・市内）
○ 改めて広島市の街の歴史を振り返ってみることは、たくさん感
情を呼ぶし、
学びにもなると思った。
場所と展示の関係もよかっ
た。
（20 代〜 30 代・市内）
○ これからは基町の歴史を知ってほしいです。今の若い世界にも
基町の歴史を知ってもらうようにがんばってください。
（20 〜
30 代・市内）
○ 広島市民、観光客にとっての新しい魅力スポットであり住んで
いる人にとっての居住環境の向上を目指す一石二鳥を狙ってほ
しい。アートであっと驚かせてほしい。
（40 〜 50 代・市内）
○ 基町を出ていった（結婚）娘が写っています。帰って来た時に
見せてやりたいのですが……（60 〜 70 代・基町地区内）

きたいです。
（60 〜 70 代・基町地区内）
○ 昭和 28 年の図の中に家の名があり帰りにそこを行ってみまし
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平成 27 年度＜交流の場＞事業 No.02
Interchange Program No.02

広島市立基町小学校卒業制作
Graduation work of Hiroshima City Motomachi elementary school

ピンホールカメラワークショップ実施以降、広島市立

壁画は平和の軸線上に位置する小学校西校舎の壁面 2

基町小学校との関係性が深まっており、卒業制作につ

カ所と床に描きました。グラフィックが奥の壁、
床面、

いてどのような内容が良いか基町プロジェクトに相談

手前の壁の 3 面にわたって描かれているため、平和

がありました。

の軸線上に立ち、真っ正面から見るとくっきりとした

戦後 70 年という節目に当たる卒業生にふさわしい作

像が浮かび上がる仕組みとなっています。

品とするため、広島市立基町小学校と基町プロジェク
トが協議し、児童の平和のメッセージを壁画にして残
すことにしました。デザインは生徒らが考えた原案を
もとに、グラフィックは鶴と青いストライプにして、
「PEACE 平和」の文字と組み合わせ、広島市立基町小

実施期間：2016 年 2 月 21 日（日）〜 3 月 17 日（木）

学校で平和の象徴として今も大切に育てられているカ

実施場所：広島市立基町小学校

ンナの花を、16 名の生徒（平成 27 年度卒業生）が一

参加者：広島市立基町小学校：6 年生生徒（16 名）、

つひとつ描きました。背景の青いストライプは青空を

教諭（1 名）
、保護者（10 名）
、広島市立大学学生（4

意図し、戦後 70 周年にちなんで 7 本が描かれました。

名）ほか
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1. 生徒が考えた原案を元に、図案を作成

2. 図案を壁に写す

平和の象徴である鶴と青空をイメージした青いストラ

図案をパソコンに取り込み、プロジェクターを使って

イプ、広島市立基町小学校が平和の象徴として大切に

壁に投影させ、紐やマスキングテープを使って壁に図

しているカンナの花をデザインに取り入れました。

案を描きました。絵は、平和の軸線上の一点に立つと
くっきり浮かび上がる仕組みとなっているため、何度
も微調整を繰り返しながら形作っていきました。作業
には、広島市立大学芸術学部の学生に手伝ってもらい
約 6 時間かかりました。

3. 一回目の塗装
一回目の塗装を生徒 16 名と保護者 10 名と一緒に行いました。班ごとに塗る個所を分かれ手際よく塗りました。
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4. 文字を描く

5. 二回目の塗装

一回目の塗装が乾いてから、鶴のアウトラインと鶴の

広島市立大学芸術学部の学生も参加して生徒と一緒に

上に来る「PEACE 平和」の文字のアウトラインをマ

二度目の塗装を行いました。2 時間目と 6 時間目の 2

スキングテープで書いていきました。

時間に分けて、はじめに鶴のアウトラインと「PEACE
平和」の文字をペンキで塗りました。6 時間目には生
徒一人ひとりがカンナの花を色とりどりの絵の具を
使って描きました。
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小学生の感想
○ 校舎が明るくなった。後輩たちには平和が大切だという思いを
つないでいってほしい。
（2016 年 3 月 19 日、朝日新聞朝刊、
29 面）
○ 思い出いっぱいの校舎。壁画も大切にしてほしい。
（2016 年 3
月 12 日、中国新聞朝刊、30 面）

スタッフの感想
○ 当初ここまで大きなプロジェクトになるとは予想していません
でした。小学校からの要望を聞き取りながらテーマやコンセ
プトを練り、作品を完成させるために約 1 ヶ月かかりました。
塗り始める前の下準備が大変で、大学生が手伝ってくれたおか
げでなんとか形になりました。がんばったかいもあり 2 社の
新聞に掲載されました。壁画は今も小学校に残っており、在校
生や地域の方に親しまれ、基町プロジェクトとしても大きな実
績となりました。

6. 完成
卒業式前日に全てのマスキングテープを剥がし、カン
ナの花に黄色いめしべの部分を描き、完成しました。
卒業式では、卒業生みんなで壁画の前に集まって集合
写真を撮影しました。
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平成 27 年度＜交流の場＞事業 No.03
Interaction Program No.03

地域行事への参加
Participation in local events

基町プロジェクトが主体となって実施する取組と平行

広島市立基町小学校運動会

して、基町住宅地区で行われる地域行事へも積極的に

開催日：2015 年 5 月 31 日（日）

参加しました。その結果として地域住民から地域の一

開催場所：広島市立基町小学校

員として認められ、大きな信頼を得ることに繋がりま

役割：写真撮影

した。当日は行事への参加の傍ら一眼レフカメラで記

広島市立基町小学校で運動会が開催され、写真撮影に

録写真を撮影し、後日、基町地区社会福祉協議会や基

伺いました。玉入れや対抗リレー、ソーラン節が披露

町小学校などにデータを配布しました。これは市立大

され、地域の方も沢山応援に駆けつけており、大変盛

学芸術学部の専門性を活かした取組として、地域住民

り上がりました。

から大変好評で、プロジェクトの周知と理解にも大き
く役立っています。
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グラウンドゴルフ大会
開催日：2015 年 6 月 7 日（日）
開催場所：広島市立基町小学校、中央公園
役割：写真撮影
グランドゴルフの大会が開催され、地区住民が中心に
70 名以上の方が参加されました。日頃の練習の成果
が発揮され、ホールインワンを出す方もいました。基
町プロジェクトスタッフも少しチャレンジしました。

広島市立基町小学校被爆 70 年記念式典
開催日：2015 年 6 月 28 日（日）
開催場所：広島市立基町小学校
役割：1、2 年生への絵画指導
バイオリン隊の演奏や卒業生からのメッセージ、そし
て６年生の平和への決意がピンホールカメラで撮影し
た作品と共に発表されました。また、プロジェクトス
タッフは 1、2 年生の授業参観にも参加しました。

第七回ほのぼのカップ将棋大会
開催日：2015 年 7 月 4 日（土）
開催場所：ほのぼの基町、ほのぼの文庫
役割：写真撮影
将棋大会が行われ、小学生の部と大人の部に分かれ、
熱戦が繰り広げられました。基町プロジェクトスタッ
フも撮影係として参加し、対戦の様子を撮影してまわ
りました。

基町地区原爆死没者慰霊祭・盆踊り大会
開催日：2015 年 8 月 9 日（日）
開催場所：広島市立基町小学校
役割：写真撮影
基町住宅地区の三大行事の一つである、基町地区死没
者慰霊祭・盆踊り大会が開催されました。原爆で亡く
なられた方へ哀悼の意を表すると共に、小学校の生徒
から平和のメッセージが届けられました。
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基町地区敬老会
開催日：2015 年 9 月 21 日（月）
開催場所：広島市立基町小学校
役割：写真撮影
基町住宅地区の三大行事の一つである、基町地区敬老
会が開催されました。90 歳を超えられた方への表彰
や、地域の方による余興など盛りだくさんの内容で、
基町住宅地区の繋がりの強さを感じさでした。

砂持加勢まつり
開催日：2015 年 10 月 4 日（日）
開催場所：基町環境護岸周辺
役割：見学
八回目の開催となる「砂持加勢まつり」が行われまし
た。現代の町衆が 1862 年の「砂持加勢」を再現し、
広島の文化の継承と発展に寄与することを願って行
う、水の都広島らしいお祭りです。

基町地区町民体育祭
開催日：2015 年 10 月 18 日（日）
開催場所：広島市立基町小学校
役割：写真撮影
基町住宅地区の三大行事の一つである、町民体育祭が
開催されました。玉入れや障害物競争、年齢別リレー
などたくさんの競技が行なわれ、毎年大人から子ども
までたくさんの方が参加しています。

もとまち花クラブ
開催日：2015 年 11 月 20 日（金）
開催場所：広島市立基町小学校
役割：活動参加
「もとまち花くらぶ」が行われ、プロジェクトスタッ
フも参加しました。一年に四回花に関するイベントが
行われており、今回は、ホウキグサを使い年末の大掃
除に活躍するオリジナルの箒を制作しました。
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県立広島大学イベント
開催日：2015 年 11 月 23 日（月・祝）
開催場所：M98 隣
役割：見学
M98 隣に県立広島大学の活動拠点がオープンしまし
た。当日は、小学生とのダンボールを使ったオリジナ
ルハウスづくりのワークショップや、地域の方を対象
にした合唱が披露されました。

ほのぼの基町 ボランティア交流会
開催日：2015 年 12 月 12 日（土）
開催場所：基町中央集会所
役割：招待参加
ほのぼの基町でボランティアをしている方への感謝を
伝えるために、ボランティア交流会が行われました。
手品の披露や簡単な健康体操の紹介、グループ対抗で
のミニグランドゴルフなどが行われました。

広島市立基町小学校 国際理解の日
開催日：2016 年 1 月 28 日（木）
開催場所：広島市立基町小学校
役割：招待参加
広島市立基町小学校には様々な国にルーツをもつ生徒
が、全校生徒の半数以上を占めています。各国の特色
や文化の理解を深めるため、食べ物やものづくり体験
を通じた学習が行われました。

基町親善グラウンドゴルフ大会
開催日：2016 年 2 月 13 日（土）
開催場所：広島市立基町小学校、中央公園
役割：写真撮影
基町親善グランドゴルフ大会が開催され、地区の方々
が約 130 名参加されました。雨天で 1 週間延期とな
りましたが、翌週は天気にも恵まれ青空の下多くの方
がグランドゴルフを楽しまれました。
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基町地区関係機関見守り連携会議
開催日：2016 年 2 月 27 日（土）
開催場所：基町中央集会所
役割：招待参加
単身世帯も多い基町住宅地区では、基町地区社会福祉
協議会や基町地域包括支援センターを始め、広島市や
警察署、消防署などが密に連携を取りながら、日頃か
ら見守り活動に力を入れて取り組まれています。

広島市立基町小学校卒業式
開催日：2016 年 3 月 18 日（金）
開催場所：広島市立基町小学校
役割：招待参加
この年の卒業生とプロジェクトは、ピンホールカメラ
授業や、卒業制作などで関わりが深く、卒業証書を受
け取る姿に感動しました。完成した卒業制作の壁面の
前で集合写真を撮影しました。

基町地域包括支援センター 金曜日の会
開催日：2016 年 3 月 25 日（金）
開催場所：広島市立基町小学校
役割：もとまちカフェ参加
１年間を振り返るお話会が行われ 25 名の地域の方々
が参加しました。参加者の方へ、もとまち屋台カフェ
の宣伝を行い、今期に制作した「こくばんカフェ」を
しっかりと覚えていただけるように紹介しました。
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平成 27 年度＜交流の場＞事業 No.04
Interchange Program No.04

スペシャル M トーク 年末報告会
Special M talk: Year-end report

基町地区内外の方に向けて平成 27 年に基町プロジェ

「基町、昔の写真展」の報告を行いました。その後、

クトが行った取組内容を報告しました。はじめに「基

進行中である「基町住宅地区の公共デザインを考える

町プロジェクト〜施策展開を図っていくための方向性

プロジェクト」のプランアイディアを披露し、参加者

と基本コンセプト〜」
を紹介した後、
「もとまちカフェ」

と活発な意見交換が実現しました。
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開催日：2015 年 12 月 20 日（日）
開催場所：M98
参加者：地域住民、一般市民、広島市立大学教職員、広島市立大学大学生、中区役所職員ほか
参加人数：約 25 名
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平成 27 年度＜交流の場＞事業 No.05
Interaction Program No.05

年末報告会・意見交換会
Year-end report, Opinion exchange meeting

基町プロジェクトスタッフと広島市立大学教員から、

真展」などを報告し、来年度の取組に向けて意見交換

基町地区社会福祉協議会や基町地区連合自治会、広島

をしました。小学校と交流した取組が評価されたほか、

市立基町小学校など地域の代表者に向けて、平成 27

他大学との連携などは今後も積極的に進めて欲しいと

年の取組である「もちまちカフェ」や「基町、昔の写

いう意見がありました。
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社会福祉協議会会長からのプロジェクトに対する期待
○ いろんな取組を行っているところであるが、若年世帯の入居に
ついては若い人達が自治会行事に参加するようになれば、自治

思います。これらにより地域が生き生きしていくことを期待し
ます。

会も活気づくと思います。
○ 学生等の地域への取組については、広島市立大学の地域を巻き
込んだ芸術面からのイベントの開催が増えていけば地域も活性
化すると思われる。
○ 県立大学による福祉面からの見守り活動も大きくなっていくと

開催日：2015 年 12 月 18 日（金）
開催場所：M98
参加者：広島市立大学教員、中区役所職員、プロジェクトスタッフ、基町地区社会福祉協議会会長、基町地区連合
自治会会長、広島市立基町小学校職員、中区社会福祉協議会事務局長
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平成 27 年度＜交流の場＞事業 No.06
Interchange Program No.06

広島市立基町高校での基町プロジェクト説明会
Motomachi Project Presentation Meeting at Hirishima City Motomachi High School

広島市立基町高校卒業生のもとまちカフェ学生メン

もとまちカフェへの参加も呼びかけました。高校生か

バーが、母校の美術部生徒約 90 名を対象に、基町プ

らは、説明を行ったもとまちカフェ学生メンバーが基

ロジェクトともとまちカフェの説明会を行いました。

町プロジェクトに参加することになったきっかけや、

約 1 時間に及ぶ説明会では、基町プロジェクトの目

今後のプロジェクトの計画について質問がありまし

的やこれまでに行ってきた様々な活動の紹介を行い、

た。説明会の後にも質問が相次ぎました。
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実施日：2016 年 3 月 11 日（金）
会場：広島市立基町高校
参加者：広島市立基町高校生徒（約 90 名）
、広島市
立大学学生（3 名）
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平成 28 年度＜学びの場＞事業 No.01
Study Program No.01

もとまちカフェ vol.2
Motomachi Cafe vol.2
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シンポジウム「広島基町高層アパートと大髙正人」の
開催にあわせて、基町ショッピングセンターの中央広
場で「もとまちカフェ vol.2」を実施し、186 名が来
場しました。午前中は屋上見学会の参加者が待ち時間
に利用され、また、お昼頃には地域住民やシンポジウ
ムに訪れた人が立ち寄られ賑わいました。イベントで
は、学生考案のオリジナルお菓子「もとまちサブレ」
やシフォンケーキ、ハーブ緑茶を無料で来場者に提供
しました。学生たちは、オリジナルサブレのモチーフ
となった基町ショッピングセンターの人工地盤の特徴
について、来場者へ説明しました。学生たちは、この
イベントに合わせて、移動屋台と折りたたみ式テーブ
ルのほか、シルクスクリーンでロゴがプリントされた
エプロンなどを制作しました。大きなテーブルを囲ん
で、
地域住民と外から来た一般市民の交流が深められ、
もとまちカフェが目指す「基町の内と外を繋ぐ」取組
が実現した企画となりました。

実施日：2016 年 11 月 12 日（土）10:00 〜 14:00
実施場所：基町ショッピングセンター中央広場
スタッフ : 広島市立大学生
（11 名）
、
広島修道大学学生
（4 名）
来場者数：186 名

もとまちカフェ
広島市立大学と広島修道大学の有志の学生が、それぞ
れの専門性を活かし、基町住宅地区と地区外の人的交
流を生み出し「基町の内と外を繋ぐ」ことを目指す取
組。週に一回定例会を行い、毎月第三土曜日に基町で
イベントや地元への取材、制作などを行いました。ま
た、平成 27 年度から県立広島大学ボランティア部の
学生との連携もありました。（参考 p.34, p.88）

189

もとまちサブレ＆シフォンケーキ

もとまちハーブ緑茶

もとまちサブレは基町ショッピングセンターを上から

ハーブと緑茶をブレンドしたハーブティーです。お年

見た形をモチーフにしています。2 色のサブレ生地を

寄りの多い地域で受け入れられ、なおかつ若者にも人

用いて、断面が芝生、商店街、
地下の 3 層を表しました。

気の出る飲み物にしたいと考え開発しました。ハーブ

また、茶葉の入ったシフォンケーキも提供しました。

は基町で育てたレモンバームを使用しました。
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映像作品制作過程展示
もとまちカフェのメンバーが、制作中の「基町をアピー
ルする映像作品」について、
パネル展示を行いました。
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移動式テーブル
この車輪付移動式テーブルは折りたたみ式で、拠点か
ら簡単に移動させることができます。一つの大きな
テーブルを囲んで、来場者同士が会話を楽しめるよう
になることを狙いました。
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アンケート

19

2. もとまちカフェ vol.2 に行こうと思った

1. 今回のイベントをど子で知りましたか

理由を教えてください
3
24

37

■
■
■
■

広告

3

知人から聞いた

21

その他
Facebook

51

（単位％）

■
■
■
■

楽しそうだった
基町に興味があった
飲食物に惹かれた
無回答

（単位％）

25
36

4. もとまちカフェ vol.1 があったことを、

3. またこのようなイベントがあれば、

知っていますか

来たいと思いますか
1
2 11

43

54

■
■
■
■
■

是非来たい

■
■
■
■

1
16

時間が合えば来たい
考える
来ないと思う

57

無回答

（単位％）

5. 今日召し上がったメニューは何ですか

知らない
知ってるが行っていない
知っているし行った
無回答

（単位％）

26

6. 基町（ショッピングセンター）を
訪れるのは何回目ですか

■
■
■
■

2 2

34
62

サブレ

4
13

シフォンケーキ
両方
無回答

（単位％）

44
18

■
■
■
■
■

初めて
2 〜 4 回以上
住んでいる
5 回以上
覚えていない

（単位％）
21
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7. 来場者のコメント

ているなんて知らなかったので驚きました。またイベント行っ

○ サブレおいしかった。

てみたいです！

○ おいしかったです。ありがとうございます！

た。もっと広く周知されるとよいですね！

○ シフォンケーキがおいしくてびっくりした。黒ごまソースうまい。
○ 飲食物がとてもおいしかったです。知人がいつも大変そうに駆
け回っていて、今日来てみたら色々な人がニコニコ集っていて

美味しいお茶とお菓子ありがとうございまし

○ サブレとってもおいしかったです！

基町に初めて来たのです

が、こんな活動で人の繋がりが生まれるのはとても素敵だなと
思いました。

とてもステキな空間になっていたので、報われてよかったなと

○ ハーブティが美味しかったです。

思いました。

○ ハーブティーとシフォンケーキもすごくおいしかったです！

○ 基町商店街（もとまちアパート）のまったりとした雰囲気によ
く合う、あたたかい飲み物とおいしいケーキで、とても癒され

もとまちカフェおつかれ様です。
○ 歌が最高によかった。ケーキ、飲み物も豊かで静かな時間をす
ごすことができた。感謝です。

ました。
○ こんなにおいしくって無料なのはとても魅力的と思った！ごま

○ とてもおいしかったです‼

ごちそう様でした。前回とはまた

違う食べ物、場所だったこともあり、雰囲気など、とても楽し

がおいしかったです。
○ シフォンケーキのしっとり感がとても良かったです。

めました。

○ シフォンケーキがほんのり甘くておいしかった。

○ おいしかったです。

○ たのしい、いいこと。

○ おいしいケーキをありがとうございました。昔は
（30 年位前？）

○ シフォンケーキおいしかったです。

基町アパートは治安が悪く、怖い場所でした。建築のデザイン

○ うまかった。

的にも今では興味深い地区になりましたネ。若い力を感じられ

○ おいし〜！ またいきま〜す！

てよかったです。

○ 若い人手作りの感じが気持ちをなごませてくれました。有難う

○ シフォンケーキおいしかったです！
○ 上手に作られておいしかったです。オシャレなチラシに引かれ

ございました。基町で頑張って下さい。
○ おいしいね。にぎやかな基町をとりもどしてほしい。

ました。“ ホッ ” と一時有難う！

○ お茶がおいしい。

は古いけど、今造ろうとしてもつくれない社会背景と建築潮流

○ 上手に焼けているシフォンケーキおいしかったです。木のテー

の熱さがもたらした唯一無比のハウジングであることを、実見

ブルもステキでした。お茶も香りがよかったです。

もとまちのアパートメント

して感じました。

○ おいしかったです。vol.3 も行きたいです。

○ 開いているお店が少ないのが淋しいです。

○ とてもよかったです。無料なのはビックリしました。

○ こんな事やってるんですね！
イと思います。

○ 黒ゴマのソースが絶品でした。
○ ハーブティーもサブレも良い香りですごくおいしかったです。
素敵なイベントをありがとうございました！

手作り感にあふれててとてもイ

おいしかったで

す！ありがとうございました‼ おいしかったです。ありがと
うございました！
○ サブレおいしかったです。また来たいです。

○ サブレが基町ショッピングセンターを表現しているのがよかった。
○ 若い人が頑張っていて、良い雰囲気だと思います。サブレおい
しいです。
○ シフォンケーキにかかった黒ごまの風味が良い。ハーブティー
は初心者でも飲みやすかった。

○ 手作りで、すごくカワイくて、好感持てました。

○ ハーブティーもシフォンケーキもおいしかったです。

○ サブレの包装がちゃんとしてておもしろかった。

○ おいしかったし、女の子達が可愛かったですよ。

○ 大変な努力だと思います。

○ おいしかったです！ また来ようと思います。

○ 広場の日ざしに当たりながらお茶ができてしあわせでした。

○ 屋台とかの手作り感がかわいかったし、
飲食物もおいしかった。

○ お菓子の説明を聞くことが基町の構造を知るきっかけになって
いてよかった。屋台がとても可愛い！
○ サブレ美味しかったです！！！！！ アパートは校舎から見え
るけど、基町ショッピングセンターがこんなに広範囲に広がっ

基町についてほとんど知らない人でも、興味を持つキッカケに
なるかもと思った。
○ サブレとお茶おいしかった。
○ ヘアーサロン豊口に来たらイベントをやってるよ！ と教えて
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いただき、フラリと来ました。天気がよくて、気持ちよくお茶
をいただきました。いつもはただの通りが、カフェになってて

て基町の方々と気軽におしゃべりできたのが楽しかったです。
○ ハーブティーすごく香りがよかったです！

ケーキもおいし

かったし、カフェ全体の感じもよかったです。

ステキでした。
○ ハーブティーコクがあってうまいです。ありがとう。

○ ハーブティーおいしかったです。

○ 楽しいとりくみにいつも感心しています。多くの人に知られ、

○ とってもおいしかったです！また来ます。
○ 基町が若い人でにぎわい繁栄してほしい。サブレおいしいです

継続したイベントになることを期待します。
○ サブレを頂きました。とてもおいしかったです。

おいしい緑茶ありがとうございました。よろしく〜〜〜‼

○ 世界のどこにもない都市空間で、地域の人たちと交流しながら

○ おいしかったです。
○ シフォンケーキふわふわでおいしかったです！
ても合ってました！

‼

ソースととっ

黒板にイラスト描かせてもらいました。

ありがとうございました！

初めて基町ショッピングセンター

若い人たちの力で、楽しいまちにして下さい。
○ シフォンケーキは誰もが食べやすいと思います。お味もちょう
どよいかんじです。本当は陽だまりのテーブルに長く座って、

に来てみて知らないことが知られてよかったです。テレビとか

皆様とのお話したかったです。この活動をこれからもよろしく

で見ることがなかったので、その町に行って魅力などを知られ

お願いします。基町が 20 年前にくらべて、さみしさを感じて

るのはいいと思いました。広島のことは、まだあまり知られて

いるところでした。
活気が戻ってくる予感です。
もとまちカフェ

いないし、知られているとしても有名なとこしか知られていな

の小さな広告写真など素敵です。

いので、知らないところでこのような企画などがあれば行きた
いし、
知りたいと思いました。またやってほしいと思いました。

○ ハーブティーもサブレもおいしかったし、楽しそうにしている
学生さんが印象的でした。ありがとうございました。

○ ケーキがおいしかったです。

○ サブレおいしかったです。

○ シフォンケーキがおいしかった。

○ サブレが非常においしかったです。

○ シフォンケーキとハーブ緑茶がとても美味しかったです。また

○ コンセプトをもったサブレがとても良い！ と思いました。
○ すっごくおいしかったです！

機会があれば来ようとおもいます。
○ 広島の中心地にこの様なアパート群を作ったのはすごいと思
う。家賃なども安いと聞いて住みたい人がもっとたくさんいる

○ 広島の活性化に大変貢献されていると思います。またぜひ参加
させて下さい。
○ 寒い中、ハーブティーで温まれて良かったです。ごちそうさま

のではないかと思う！
○ 4 時間だけなのがもったいない完成度でした。お茶とおかし
（サ

でした！

雰囲気にとても惹かれました。ケーキもお茶もとて

もおいしかったです。ありがとうございました。

ブレ）おいしかったです。
○ めっちゃおいしいです。またあったら絶対きます。

○ サブレおいしかったです。

○ カフェが大好きなので来ましたが、おいしくて可愛くて大満足

○ おいしかったです！

です！

お茶がとってもおいしかったです。3 回目があったら

また来たいです！

テーブルなど手作り感じがあり、素敵でし

○ 若い人が活動していて活気を感じるカップが持ちやすくて、お

元気にいきいきとカフェをしていて、こちらもエネルギーもら

○ ありがとうございました。
○ とてもおいしかったし、みんながえがおになれるイベントでし

しゃれでした。とても、おいしかったです。
○ ハーブティーとシフォンケーキどちらもおいしかったです。癒

た！おつかれサマ‼
○ 明るく楽しい雰囲気で、大変、良かった。

やされました。

○ シフォンケーキとってもおいしかったです。のれんや、
トレイ、

○ シフォンケーキおいしかったです。
店もかわいくて素敵だったケーキおいし

○ 皆さん元気で対応してくれて良かったです！

フォーク、全部手作りされていて、素敵です。
○ ハーブケーキ、とってもおいしかったです。ごちそうさん。木

かったです。ありがとうございました。
ハーブティーと

お菓子がおいしかったです。
○ シフォンケーキもお茶もとてもおいしったです。雰囲気も良く
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学生さんが

いました。全て美味‼

た。次回も期待しています。

○ 美味しかったです！

○ 今どきなカフェに感動です。おいしかったです‼

のトレーフォークや、木の手づくり机、椅子も素敵でした。有
難うございました。
○ 100 円くらいお金とってもバチ当たらないのに〜と思いました。

○ もとまちカフェ vol.1 のときもたどりつくまでに時間がかかり、
今回も少し迷ってしまいました（笑）
。矢印や張り紙が少しあ
ると良いかな……と思います ?

基町の案内マップ的なものが

欲しい。
○ もとまちハーブ緑茶はもとまちのお土産として売っても良いか

○ もう少し座席を増やして、スペースを広々と使うといいと思い
ます。
○ どうしてこのプロジェクトを始められたのか、初めて通った
方々にもわかるようなストーリーがあればな、と思いました。
○ 定期的に開いて、基町に定着させてほしい。

もしれませんね。
○ 駐車場の案内がほしい。
○ 毎週か少なくとも月に一度開かれてほしい。
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こくばんカフェ公開塗装
開催日：2016 年 5 月 21 日（土）
開催場所：基町ショッピングセンター中央広場
参加者：地域住民（5 名）
、県立広島大学ボランティ
ア部学生（9 名）
スタッフ：広島市立大学学生（4 名）
、プロジェクト
スタッフ（2 名）

「もとまちカフェ」を定期的に開催し、地域との交流

トの宣伝を行なったり、こども達に早速黒板に絵を描

をより多く行うために制作した「こくばんカフェ」に、

いてもらったりして、地域住民と交流を深めました。

テーマカラーの黄緑とピンク、白を塗装するイベント

県立広島大学ボランティア部の学生も立ち寄り、次の

を実施しました。ショッピングセンターに通りかかっ

イベントに繋げることができました。

た方へ、もとまちカフェの活動や 6 月に行うイベン
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出張！こくばんカフェ〜写真と共に思い出を振り返ろう！〜
実施期間：2016 年 6 月 18 日（土）
実施場所：広島市営基町高層アパート 4 コア 2 階ピロティ
参加者：地域住民（10 名）
スタッフ：広島市立大学学生（3 名）
、広島修道大学学生（2 名）
県立広島大学ボランティア部学生（7 名）
、プロジェクトスタッフ（2 名）

もとまちカフェと県立広島大学ボランティア部の学生

に「基町饅頭」という名物が基町にあったことを知っ

との第一回目となる連携企画。基町高層アパート内の

た学生が、この名物饅頭を復活させたいという思いか

2 階ピロティに「こくばんカフェ」を出張させ、基町

ら、調査を開始することになりました。

の古い写真を見ながら昔を振り返ったり、普段の生活
についての話を伺いました。このイベントをきっかけ
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基町ショッピングセンター取材
実施期間：2016 年 7 月 14 日（木）
実施場所：基町ショッピングセンター各所
参加者：地域住民（16 名）、県立広島大学ボランティ
ア部学生（10 名）
スタッフ：広島市立大学学生（3 名）
、広島修道大学
学生（1 名）

今後の活動の参考とするために、基町ショッピングセ

だわってお菓子づくりをされていた姿勢に感動した学

ンターを歩き、基町饅頭の聞き取り調査や、ショッピ

生は、そのものづくりへの思いを受け継ぎ、オリジナ

ングセンターが賑わっていた当時の話の取材を行いま

ルのお菓子づくりを開始しました。

した。基町饅頭については、饅頭のレシピを公開出来
ないと断られましたが、基町に住む人々のために、こ
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基町ショッピングセンターでの聞き込み調査

基町まんじゅうと昔の基町の暮らし

2016.7.14
住岡

早田

梅敷

松村

並川

草地 圡屋

新山

那木

基町まんじゅうについて

昔のショッピングセンター

・甘口、美味しかった

・昭和５０年頃からショッピングセンターが

・基町饅頭には二種類あり、サツマイモの黄色の餡を茶色

あった

の革で包んだものと赤の餡を白い皮で包んだものがあっ

・１００店舗（靴屋、服屋、金物屋、食事処（洋

た。

食少なかった）など）

・お土産にしても恥ずかしくない商品だった

・多くの若い人たちでにぎわっていた

梅月堂に関するエピソード

で経済が回っており、外から人が来るわけでは

・20 年ほど前は若い人や子供も多く、基町内
なかったが、とても賑やかだった。
・店舗は常にきれいで、コンクールの賞状が飾られていた。

・基町小学校全校生徒１，０００人。たくさん

・和菓子は街には出ずに、梅月堂で買う習慣があった。

人がいた。

・ショッピングセンターに店舗ができる前、バス通りに店

基町の昔のイベント

舗があった？

・ 年 末 に や ぐ ら を 組 ん で、 福 引 を し て い た。

・ショッピングセンターで唯一の和菓子屋。

ショッピングセンターでのお買い物５００

・土曜は梅月堂！（授業終わりの小学生）

円につき、福引券１枚。×１０枚で、福引１回

・有名でよく売り切れになる。

というシステム。景品は、米、温泉旅行券など

・子供から大人まで人気。

・コア対抗でのソフトボール大会

・鍋焼き（あっさり、鶏肉、かまぼこ）
、かき氷（おもち）
、

・屋上でビアガーデンイベント

うどん（肉うどん、甘口だし）
、赤飯（祝い事）あべかわ
もち？、すいせん（あじさい？、中に白あん、透明なくず、

お菓子について

きれいな色）
・梅月堂では季節に合わせた和菓子なども出していた。梅

おまんじゅうは普段食べられますか？

雨の時期には

・あまり食べない、仏様に供える時くらい。

あじさい

混ぜた和菓子や秋には

という水色や紫の寒天ゼリーを
もみじ

というもみじの形をした

・もみじ饅頭はよく食べる。

和菓子などを出していた。他にも水羊羹やおはぎなどいろ

和菓子と洋菓子ならどっち？

いろな種類の和菓子を売っていた。

・洋菓子（ケーキ、シュークリーム、エクレア

・梅月堂は季節ごとの和菓子を売っていてそれがお気に入

など）、スーパーで買う

りだった。アイスクリームや鍋焼きうどんも売っていた

・時と場合による。最近の洋菓子は色もおしゃ

M
・三宅さんは頑固なお父さんという感じだった。

れで美味しいし、お饅頭などはスーパーで行け

M
・三宅さんはまめな方！

ば買えるが、求めている味はない。
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基町プロジェクトなど、地域活性化に関する意見

・地域でイベントをやっても高齢の方は外に出たが

カフェについて

らない。ちんどん屋も呼んでみたが皆観に来なかっ

・去年 8 月のカフェで、屋根がないからとても暑かった。

た。

・屋上でやると階段を登らなくてはいけないので、お年

・基町プロジェクトで行っているイベント自体が若

寄りはしんどい。そもそも屋上には入りづらい雰囲気が

者のセンスで洒落ているが、お年寄りにとっては

ある。

ギャップを感じて近寄りがたい

・商店街の広場でやればいいのでは？

・みんな無料のものに弱い

もとまちタイムズについて
・お年寄りは新聞をよく読むので、縦書きが読みやすい。
・グレーの文字は読みづらい。はっきりした黒がいい。

・基町高層アパートは原爆の後、家のない人々のた
めに国有地にとりあえず建てられたアパート。とり

ライトアートプロジェクト

あえずで作られたため、子供達が大人になってから

お年寄りで、アートに興味がある人がそもそも少ない。

のこと、都市部にこのアパートが本当に必要なのか

外に出てまで見に行こうと思わない人が多い。

ということが考えられていない。もっときちんと都

マンションから、見える作品とかの方が良いのでは？

市計画をすべきだった。
現在、広島市は基町アパートに対し、当たり障りの
ない改修工事などをしているが、それはお金がない
から建て直せないだけ。見通しがなく、そのつけが
回ってきた。市営住宅であるため社会的弱者のみし
か入れない。その縛りがなかったとしてもスペース
が小さく、新規で入ろうとは思わないだろう。広島
市の行政は遅れている。ここで活動するなら商店街
のためや基町の人のためにするより、自分たちの勉
強のためのサンプルとして使ってほしい。地域経済
や空き家をどうするかを考えて欲しい。社会に出る
前の練習として使ってほしい。（62 歳男性）
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県立広島大学の学生さんから
お菓子の商品開発について
・和菓子も洋菓子どちらが好きかは好みによる。
・水分が奪われないもの、のどに引っかからないもの。
→焼き菓子、パイ、おもちなどはしんどい。
→ゼリー、プリンなどが良いのでは？
・甘さ、かたさの好みは個人差。
※糖分、塩分には気を付ける。
・食べやすい、小さめのものが良い。

ハーブについて
・植物が好きな方多いので、育ててもらえるかも？
・ハーブティーが飲めなくても、自分が育てたハーブが
お茶になるのは嬉しいと思う。
point

・お抹茶会を開いている方がいる。
かつてたくさん集めていたお抹茶用の器などを再び使っ

お年寄りの好きな味より

て、会をひらいている。

食べやすさや

少しプライドがある…？

健康に配慮が必要

→ハーブティーを勧める時に配慮
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もとまちオリジナルお菓子試食会

11 月 12 日のもとまちカフェ vol.2 で提供するオリジ

実施日：2016 年 8 月 20 日（土）

ナルのお菓子の試作品を試食しました。お菓子は、基

実施場所：M98

町ショッピングセンターが地下駐車場、店舗スペース、

参加者：広島市立大学学生（5 名）ほか

屋上の 3 層になっている形状をモチーフにしており、
さっくりとしたサブレを折りたたんで形作っていま
す。砂糖はきび砂糖をつかって、甘すぎない優しい味
にしました。
お菓子づくりと平行して、お菓子の名称を「もとまち
サブレ」に決めたり、ラッピングなどのデザインを進
めました。
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ピクセルスティック実験

11 月 12 日のもとまちカフェ vol.2 に向けた準備とし

実施日：2016 年 9 月 17 日（土）

て、ピクセルスティックを使った作品制作の実験を行

実施場所：基町ショッピングセンター

いました。はじめは、夜の中央公園で様々な模様を投

参加者：広島市立大学学生（4 名）
、広島修道大学学生（1

影して撮影の練習を行いました。その後に、基町ショッ

名）

ピングセンター内で撮影を行うと、照明の明るい建物
の中だと少し勝手が違い、試行錯誤を繰り返しながら
撮影を行いました。11 月までには、映像が間に合わ
なかったので、写真とピクセルスティックの特徴を紹
介するパネルを展示し、映像完成に向けて撮影を続け
ました。
（ピクセルスティック：棒状の機器が発する LED の光
を長時間露光で撮影することで、幻想的で迫力のある
写真や動画を撮影できる装置。）
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平成 28 年度＜学びの場＞事業 No.02
Study Program No.02

M トーク vol.14
M tallk vol.14

「基町住宅地区活性化計画」の策定に携わったまちづ

した庭園づくりの事例として、宇品線跡を利用した、

くりの専門家山下和也氏をお招きし、これまでの活動

花壇や菜園、パークゴルフスペースなどの具体例が示

や他地域での活動についてお話いただきました。はじ

されました。最後の 30 分は大学生や一般の参加者と

めに基町プロジェクトの活動を紹介した後、約 1 時

の質疑応答も行いました。中央公園で子供を対象にし

間ほど山下氏から基町の戦前から戦後、現在にいたる

た遊び場をつくっている方からは、地域の中でもっと

歴史や、基町住宅地区活性化計画策定の背景や内容、

繋がりを広げるためにどういった取組をするのが良い

これからの基町のまちづくりのヒントとなるような他

かといった質問が交わされ、基町で活動する様々な団

事業の取組紹介、基町への思いなどお話いただきまし

体や大学との連携が提案され、積極的な意見交換がで

た。基町の歴史を振り返った後、基町住宅地区活性化

きました。

計画策定時の話を詳しくご紹介いただきました。基町
住宅地区の魅力や課題について、コミュニティと商店
街の二つの部会内で検討し、課題解決と活性化のため
の狙いや今後の目標を考えた、ということでした。基
町ショッピングセンターの人工地盤屋上の公園を活用
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（基町住宅地区活性化計画：2013 年に広島市によっ
て策定された。）

M トーク vol.14
日時：2016 年 6 月 25 日（土）
会場：基町中央商店会
参加者：広島市立大学学生（6 名）
、一般市民（5 名）ほか
講師：株式会社地域計画工房取締役 山下和也
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平成 28 年度＜学びの場＞事業 No.03
Study Program No.03

広島市立基町小学校被爆樹模型づくり
Hiroshima City Motomachi Elementary School students make bombed treee model

広島市立基町小学校の二宮校長先生から、夏休みを利

ロールなどを使って作り込むことで、模型の完成度を

用した基町周辺の被爆樹をテーマにした立体模型づく

上げていきました。被爆樹と建造物などをそれぞれの

りが依頼され、児童との模型製作を行いました。

位置に取り付け、被爆樹の特徴も一本いっぽんに加え、

事前準備として、模型のデザインや土台制作をプロ

原爆ドームから基町アパートへ伸びる平和の軸線を赤

ジェクトスタッフで行った後、夏休みの 2 日間を使っ

い毛糸を使って表現しました。制作の様子は中国新聞

て、5 年生 5 名と、基町とその周囲にある被爆樹を紹

に取材され、新聞で紹介されました。完成した摸型は

介する模型を制作しました。2 日間ともに大学生がア

「第 55 回地図ならびに地理作品展」に出品され、広

シスタントとして参加し、被爆樹や周辺の建造物の細

島市長賞を受賞し表彰されました。さらに、11 月 12

かい造形を指導しました。一日目には、模型の土台と

日に基町小学校体育館で開催されたシンポジウム「広

なる地図の着彩と、被爆樹の土台を制作しました。二

島基町高層アパートと大髙正人」では、
児童らがステー

日目には、メーンとなる被爆樹を木の傾きや原爆によ

ジにあがり、摸型製作の難しさや楽しさ、制作を通し

る幹の傷などの特徴に留意しながら、つくり込んでい

て感じた平和への思いなどを来場者の前で発表しまし

きました。市営基町高層アパートや広島城、原爆ドー

た。また、完成した模型はシンポジウム会場で展示さ

ムなど、基町周辺の主要な建造物も紙粘土や発泡スチ

れ、多くの来場者に鑑賞していただきました。
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実施期間：2016 年 8 月 4 日（木）
、8 月 5 日（金）9:00 〜 15:00
実施場所：M98
参加者：広島市立基町小学校 5 年生（5 名）、教諭（1 名）
、広島市立大学学生（5 名）ほか
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平成 28 年度＜学びの場＞事業 No.04
Study Program No.04

県営基町住宅デジタルアーカイブの作成
Digital archive: Prefecture-based Momomachi residential

2015 年から開始した「基町、昔の写真展」をきっか

て、一般市民や研究者の閲覧に供されました。なお、

けとし、2016 年より変わりゆく基町住宅地区の様子

撮影した映像は大学生が映像編集を行い、約 12 分の

を記録するデジタルアーカイブ・プロジェクトを開始

映像にまとめられ、YouTube で一般公開しています。

しました。2016 年 3 月 22 日、このプロジェクトの

動画には、
「人の気配がない。解体間近でしょうか？」、

一環として、取り壊しが決定している県営基町住宅

「私の住んでいた所の近くだ。懐かしい」といったコ

12 号棟の外観と内観を、高画質デジタルカメラとド

メントがあり、建築に関心がある方だけでなく、かつ

ローンを用いて撮影しました。これらの記録資料は、

てこの地域に住んでいた方に懐かしい景色を共有する

住宅建築の歴史資料としてアーカイブされ、基町住宅

役割を果たしています。

地区の住宅建築や歴史を広く周知することを目的とし
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実施日：2016 年 3 月 22 日（火）〜 2017 年 9 月 19 日（月）
実施場所：県営基町住宅 12 号棟、M98
参加者：大成ナグバス株式会社担当者（3 名）、
広島県職員（1 名）、
広島市立大学学生（1 名）
、広島市立大学教職員（1
名）
、プロジェクトスタッフ（1 名）
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平成 28 年度＜学びの場＞事業 No.04
Study Program No.04

デジタルアーカイブレクチャー
Digital archive lecture

「基町、昔の写真展」で収集した写真データの長期

今回作成した表データがベースとなって、今後集まる

的保存と、将来的には一般公開を目指す取組に向け

写真についても継続してデジタルアーカイブに取り組

て、大学生を対象にデジタルアーカイブに関するレク

み、インターネット上での公開を目指していきます。

チャーと実作業を実施しました。
レクチャーでははじめに他地域でのアーカイブ事例
として、東日本大震災後に総務省が始めた事例や、
2010 年度から東京文化発信プロジェクト室（現アー
ツカウンシル東京）が始めた P+ARCHIVE というアー
トプロジェクトのアーカイブ事例などを紹介し、さら
に日本以外の国で運用される、デジタルアーカイブの
サイトを見ていきました。

実施期間：2016 年 9 月 22 日（木）

レクチャー後には、実際にエクセルを使い表データへ

実施場所：M98

写真の撮影時期、撮影場所、提供者情報などを打ち込

参加者：広島市立大学学生（4 名）ほか

んでいきました。

講師：広島市立大学芸術学部非常勤助教 鹿田義彦
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平成 28 年度＜学びの場＞事業 No.06
Study Program No.06

シンポジウム「広島基町高層アパートと大髙正人」
Symposium "Hiroshima Motomachi High-rise Apartment and Otaka Masato"

建築から約 40 年が経過し、住民の少子高齢化や建物

携わった藤本昌也氏や、広島復興史の第一人者である

の老朽化などの諸課題を抱える基町アパートのこれか

石丸紀興氏等をお招きし、基町アパート建築の背景や、

らについて考える機会として、基町高層アパートの設

基町の歴史についてお話しいただきました。また、合

計に携わられた大髙正人氏の仕事を振り返りながら、

わせて来場者からの質疑応答を交えながらパネルディ

基町アパートの未来について考えるためのシンポジウ

スカッションを行いました。

ムを開催しました。登壇者には、大髙氏と共に設計に
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実施期間：2016 年 11 月 12 日（土）14:00 〜 17:00
実施場所：広島市立基町小学校
参加者：広島市立大学学生（113 名）
、一般市民（148 名）
登壇者：石丸紀興（元広島大学教授、広島諸事・地域再生研究所代表）
、藤本昌也（現代計画研究所取締役会長、広
島建築士会連合会名誉会長）
、小林礼幸（広島市都市整備局住宅部住宅整備課基町住宅担当課長）
司会：松隈洋（京都工芸繊維大学教授）
共催：文化庁
シンポジウム・ドキュメント：http://mps1.strikingly.com
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基町アパート屋上見学会
実施日：2016 年 11 月 12 日（土）
参加者数：一般（52 名）ほか
講師：藤本昌也 、高田由美（アーキウォーク広島・副代表）
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見学会では、基町アパートの設計に携わった藤本昌也

短い時間ではありましたが、アンケートには「アパー

氏から、建設当時のことなど貴重な話の後に、２班に

トが建てられた背景も含め、内容の充実した解説を聞

分かれて、大髙氏の思いや基町アパートの特徴などの

きながら見学でき満足」
、「またの機会があれば参加し

話を交えながら、屋上などを約 1 時間見学しました。

たい」といった感想がありました。
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アンケート
○ 天気がよくちょうど良い時間帯でした。ありがとうございまし
た。
（50 歳女性）

婦揃って好きなので機会があればまたこういった見学会に参加
したいです。
（47 歳男性）

○ やっと参加することができました。楽しみにしていたイベント

○ 大変魅力にあふれた建築物で、細かな解説もしていただきとて

です。とても楽しかったです。ありがとうございました。
（29

も楽しく見学することができました！このような空間で生活で

歳女性）

きたらと憧れてしまいます。アパートの部屋内部も是非見てみ

○ 設計、建築当時の貴重なお話が聞けて大変面白く、楽しい時間
を過ごせました。ヒロシマ戦後の住宅に関わる大切な財産だと
思うので、有料でもいろいろな場所を見学できるようになれば
良いと思います。
（39 歳女性）
○ 素晴らしい体験ができました。屋上からの眺めは改めて
「広島」

たいと思います。今回はありがとうございました。
（45 歳女性）
○ ２年前から基町アパートの見学会申し込みが定員オーバーで参
加できず今日やっと実現しました。ありがとうございました。
（51 歳男性）
○ 一度来てみたいと思っていたので、とても楽しかったです。屋

を感じるものとなりました。藤本先生の話を聞けたことは幸い

上に入れる機会がもっとあればビアガーデンとか実現できたら

でした。ありがとうございざいます。
（62 歳女性）

よかったのに。
（45 歳女性）

○ NHK 基町アパートという番組を見て見学会に参加したいと
思っていました。
（64 歳女性）
○ まだお話を聞きたかったです。不満を言えば時間が短かった。
（45 歳男性）
○ アパートが建てられた背景も含め、内容の充実した解説を聞き
ながら見学でき満足しています。こういった形で普段は立ち入
りがたいアパート内や敷地に入ることができ、感謝しておりま
す。
（22 歳男性）

○ お天気も良く見たことない景色がみられ感動しました。もう少
し時間と場所を拡大して見学できる企画があれば是非参加した
いと思いました。ありがとうございました。
（49 歳女性）
○ なかなか入れない屋上に入らせていただき感激です。部屋内部
も入ってみたかったなと思いました。
ありがとうございました。
（49 歳女性）
○ 今回は貴重な機会でした。もっと回数多くあれば良いと思いま
す。
（54 歳女性）

○ 初めて基町高層アパートの内部屋上などを見学して、3000 所
帯の人が住んでおいるのに驚きました。一つの街のようでいろ
いろな施設がたくさんあるのが興味深かったです。屋上庭園を
もっと花緑でいっぱいにして欲しい。
（64 歳男性）
○ 貴重なお話ありがとうございました。基町アパートの歴史をか
んじることができました。
（27 歳女性）
○ カフェが開かれて地元の人と触れ合えてよかったです。お店を
全部開いてお祭りをしたらいいと思います。
○ 経験のある人の話が聞けてよかったです。みんながイヤホンで
聞けてよかった。カフェやいろんな若い人や地元の人と一緒に
活動していけたらいいと思います。
（53 歳女性）
○ 藤本さんのお話を聞きながら、見学でき面白かったです。
（28
歳男性）
○ 貴重な体験でした。本日の内容をよく振り返りまたの機会があ
れば参加したいです。
（46 歳女性）
○ 楽しく藤本さんのお話を聞かせていただきました。
（60 歳男性）
○ 理想としての屋上。屋上が賑やかであった時を勝手に想像しま
した。（53 歳男性）
○ 巨大迷宮で観光地化できそう。
（51 歳男性）
○ 長年の念願の見学ができて満足です。古い建物・集合住宅が夫
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平成 28 年度＜創造の場＞事業 No.1
Creative Program No.01

ファニー・ハーラン「Aussiht‒ 望」写真展
Fanny Harlan “Aussiht–Nozomu”

ドイツ人留学生ファニー・ハーラン（Fanny Harlan）
が、撮影した基町の写真展「Aussichtt −望」を開催
しました。ハーランは、2015 年 9 月に広島市立大学
芸術学部に交換留学生として来日後、基町アパートに
強い関心を抱き、何度も撮影のために基町へ訪れまし
た。この写真展を通して、文化や習慣などといった枠
の外側から日常を見つめる機会を提案しました。地域
の方からは、普段見ている風景がハーランによって切
り取られることで見慣れぬ景色になる驚きや写真の美

ファ二ー・ハーラン Fanny Harlan

しさに好意的な意見が多くありました。

1993 年ドイツ・デュッセルドルフ生まれ。2012 年
ルドルフ・シュタイナー学校卒業。2013 年ハノーバー
専科大学写真報道学を専攻。2015 年広島市立大学に

会期：2016 年 5 月 15 日（日）〜 7 月 14 日（木）

交換留学。写真家・キュレーターとして活動の幅を広

会場：モトマチ・アートウィンドウ

げている。
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《Aussiht −望》
写真
2016

アーティストコメント
広島の真ん中に立つ華麗な基町アパートの全体像を捉えることは困難です。最初にこの建物の端正で都会的な廊下
を歩いた時、私はまるで違う世界にいるように感じました。その経験は広島に対する全く新しい視点を与えてくれ
ました。私にとって基町アパートはいろいろな点で他の場所よりも直接的で正直に思えます。ここで私は、多くの
歴史や秘密、矛盾が塗込まれたざらざらとした外観に出会うことができました。私は何時間でもこのカプセル（基
町アパート）の中で過ごすことができます。静寂な建築に惑わされ、地下や建物の入り組んだ廊下で迷うたび、私
はいつも全く新しい場所を発見することができます。基町アパートの屋上から広島の街中が見えるにも関わらず、
この場所はまるで隔離されているように感じます。だからこそ私は基町アパートが大好きです。この美しい不完全
さこそ、私にとってより真実に近い存在です。高層アパートの中を歩き回ってから外に出ると、私の中で何かが変
わったことに気付きます。それは基町以外の場所に対する私の視点も変わったことを意味しています。
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平成 28 年度＜創造の場＞事業 No.02
Creative Program No.02

創造・交流拠点づくり M98 <make>
Creation and Creating an exchange base M98 <make>

2016 年 4 月から、基町プロジェクトの創造・交流拠

グレーに塗り直しました。壁面は学生らと白に塗装

点として、基町中央商店会内で空き店舗となっていた

したことで見違えるように綺麗になりました。改修

「ファッションルーム・アルル」を借り受け、基町プ

完了後には、基町の未来を考える「基町・中島町未

ロジェクト内で行う「創作スペース」として整備を開

来模型 ver.1」の制作を行いました。（2018 年 4 月か

始しました。これまで M98 で制作なども行っていま

らは、M98<make> を別空店舗へ機能移転し、新しく

したが、機材や備品で手狭になり、さらに会議や来客

M98<display> としての整備を開始。）

対応の頻度が多くなった為、制作を行うスペースを新
たに確保する必要に迫られたこともあり、新しい拠点
を設けることにしました。
はじめに残っていた大量の荷物やゴミを片付け、大学
生らに手伝ってもらい室内やガラス面の清掃を行い
ました。内部は何年も使われていなかったため、埃

実施期間：2016 年 5 月 26 日（木）〜 8 月 20 日（土）

や汚れがひどく、掃除には 5 人がかりで丸一日かか

実施場所：旧ファッションルーム・アルル（基町中央

りました。また、床のカーペットを剥がし、塗料で

商店会）
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平成 28 年度＜創造の場＞事業 No.03
Creative Program No.03

創造・交流拠点づくり M98 <eat>
Creation and Creating an exchange base M98 <eat>

2016 年 4 月から、基町プロジェクトの創造・交流拠

を整え、カウンターと看板も新しく設置しました。壁

点として、基町中央商店会内で空き店舗となっていた

と床に設置してあったレンガは、黒く変色していたた

「うどん屋・ささき」を借り受け、基町プロジェクト

め、白くペンキで塗り直しました。

内で行う「食」イベントの交流拠点として整備を開始

8 月以降、月に一度「食」をテーマとしたワークショッ

しました。

プ「グローカルキッチンプロジェクト」による活用を

はじめに残っていた冷蔵庫や食器などの什器を廃棄

開始し、地域の方や大学生、一般の方と一緒に調理後

し、使えそうな棚などは大学生に手伝ってもらい清掃

の食事を通じたコミュニケーションを深めています。

して再利用しました。カウンター内はモルタルで床面

実施期間：2016 年 5 月 26 日（木）〜 8 月 30 日（金）
実施場所：旧うどん屋・ささき（基町中央商店会）
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平成 28 年度＜創造の場＞事業 No.04
Creative Program No.04

パノラマ・モトマチ vol.1
Panorama Motomachi vol.1

会期：2016 年 7 月 15 日（金）〜 9 月 30 日（金）
会場：モトマチ・アートウィンドウ

撮影：橋本健佑
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広島市営基町高層アパート 4 コア屋上から市内をパ

から瀬戸内海、宮島へと続くランドスケープや、人々

ノラマ撮影した写真展「パノラマ・モトマチ vol.1」を、

が憩う広島市中央公園などを、高解像度カメラで撮影

モトマチ・アートウィンドウで開催しました。基町高

したパノラマ写真を展示しました。
この展示を通して、

層アパートの屋上は、市内を一望する隠れた名所であ

通常一般の方が立ち入ることのできないアパートの屋

り、またここからの景色は、広島・基町の復興の歴史

上からの景色を、誰もが体験できる機会を提供しまし

を伝える地域資源でもあります。パノラマ・モトマチ

た。

の第一弾となる今回は、4 コアの屋上から望む太田川

237

撮影：橋本健佑
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平成 28 年度＜創造の場＞事業 No.05
Creative Program No.05

パノラマ・モトマチ vol.2
Panorama Motomachi vol.2

会期：2016 年 10 月 1 日
（土）〜 2017 年 2 月 15 日
（水）
会場：モトマチ・アートウィンドウ

撮影：橋本健佑
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パノラマ・モトマチの第二弾として、広島市営基町高

違った景色を楽しめます。モトマチ・アートウィンド

層アパートの 14 コア屋上から、広島市立基町高校や

ウはバス通りに面しているため、ショーウィンドウ全

広島城など、基町の東方面を撮影した写真を展示しま

面に広がるパノラマ写真は、基町住宅地区内を通過す

した。基町の東側は、官公庁などのビルが建ち並ぶ風

るバスの車窓からも見ていただけました。

景が続き、第一弾の宮島方面を写した写真とはまた
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撮影：橋本健佑
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平成 28 年度＜創造の場＞事業 No.06
Creative Program No.06

パノラマ・モトマチ vol.3
Panorama Motomachi vol.3

撮影：橋本健佑
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パノラマ・モトマチ第三弾。リーガロイヤルホテル広

会期：2017 年 3 月 11 日（土）〜 6 月 3 日（土）

島の協力を得て、32 階宴会場の室内から基町周辺を

会場：モトマチ・アートウィンドウ

撮影したパノラマ写真を展示しました。旧広島市民球

協力：リーガロイヤルホテル広島

場跡地から広島県立総合体育館、広島市中央公園、基
町住宅地区、広島城など、広島の「基」である基町の
景色を撮影し、外から見た基町を展示しました。
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撮影：橋本健佑
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平成 28 年度＜創造の場＞事業 No.07
Creative Program No.07

基町・中島町未来模型 ver.1
Motomachi・Nakajimaco Future model ver.1

基町の未来を考えるための模型を、基町住宅地区から

実施期間：2016 年 8 月 21 日（日）〜 2017 年 2 月

平和記念公園までの範囲を 1/1,000 スケールで制作

24 日（金）

しました。建物などを自由に動かしながら考えられる

実施場所：M98 <make>、M98

デザインで作成し、今後も手を加えてバージョンアッ
プしていきます。
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平成 28 年度＜交流の場＞事業 No.01
Exchange Program No.01

基町、昔の写真展Ⅱ
“Motomachi Old Photos Ⅱ ”

昨年に引き続き、第二回目となる写真展「基町、昔の

代別の地図を会場に設置し、撮影場所が分かるものに

写真展Ⅱ」を開催しました。地域の方を中心に一般の

は、地図に旗を立て紹介しました。

方から、昔の基町の様子が垣間見られる家族写真や学

今回展示のテーマカラーは一回目の緑からオレンジに

校行事などの記念写真、地域のお祭や何気ない日常風

変え、寺西佐恵佳さんにポスターやチラシ、サイン関

景の写真など約 150 枚の写真を提供いただき、その

係のデザインをしてもらいました。また、昨年に展示

中から約 60 点を展示しました。展示構成は昨年に引

した写真を A2 サイズのパンフレットに編集して会場

き継ぎ、A3 サイズほどに拡大した写真と、3 つの年

で展示しました。（第一回目は p.142）

会期：2016 年 8 月 1 日（月）〜 8 月 31 日（水）
（8 月 14 日〜 16 日は休場日）
会場：基町中央商店会
ディレクター：鹿田義彦
デザイナー：寺西佐恵佳

250

デイレクターコメント
一年目に引き続き、
「基町、昔の写真展Ⅱ」の企画を

をスタッフや提供いただいた方々とお話ししながら、

担当させていただきました。枠組みは大きく変えずに

作業を進めていったことを思い出します。豊富な写真

中身を一新することにし、改めてこれまでにお借りし

とアーカイヴのあり方、そしてその活用法、少し踏み

た写真と追加でお預かりした写真と向き合いました。

込んだ問題意識を共有できたように思います。

好評いただいた前回から、
「今年もやっとるね」とい
う恒例の感をどうつくってゆくべきか？ そんなこと
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「基町、昔の写真展」で使用する写真は、基町に在住

写真の収集枚数は一回目が一番多く、二回目の開催で

またはかつて住んでいた方から提供いただいていま

は、一回目の写真展を見て持って来てくださる方もい

す。写真提供時には、写真が撮影された当時の様子や、

ました。公民館や小学校の協力を得て、写真を持って

撮影場所など思い出話を伺い、展示写真と一緒に紹介

いそうな方を紹介していただくこともありました。写

するエピソードや、
撮影場所の説明に反映しています。

真展では、戦後の基町住宅地区を撮影した写真を展示
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会場風景

していますが、提供者の中には、戦前基町住宅地区の
場所にあった陸軍病院の資料や写真を持っている方も
おられ、貴重な資料を提供していただきました。
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基町歴史トーク

写真提供者から、写真が撮影された当時の話や、年代

実施日：2016 年 8 月 11 日（木・祝）

別に制作された３種類の地図を見ながら、街の移り変

実施場所：基町中央商店会

わりについて話を伺いました。昨年に比べ地域住民よ

参加者数：一般市民（8 名）
、大学生（7 名）ほか

り地域外からの参加者が多いイベントになりました。
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撮影場所を巡るツアー

展示写真の中から、撮影された場所がわかる写真を 8

実施日：2016 年 8 月 11 日（木・祝）

点を選び、その撮影場所を巡りました。参加者の多く

実施場所：基町中央商店会、基町各所

は基町を初めて訪れた大学生で、プロジェクトスタッ

参加者数：一般市民（1 名）
、大学生（5 名）ほか

フから基町の歴史やアパートの特徴などの話を聞きな
がら、昔と現在を比べて歩きました。
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アンケート

1. 年齢について

4
14
30

22

■
■
■
■
■

10 代
20 代〜 30 代
40 代〜 50 代
60 代〜 70 代
80 代

（単位％）
30

2. お住いの地域について教えてください

■
■
■
■

4
13

60

19

3. 今回の展示についてご感想を教えてください

広島市内

6

基町地区
広島県内
その他

37

（単位％）

57

■
■
■
■
■

とても良い
良い
どちらでもない
悪い
とても悪い

（単位％）

4. 今回の展示をどこで知られたか教えてください

5.「写真展」の開催前から、「基町プロジェクト」に
ついて知っていたか教えてください

1
8
14

44

19

■
■
■
■
■

■ 知っていた
■ 知らなかった

ポスター
知人
新聞
その他
Facebook

（単位％）
44
56

（単位％）

6. 基町プロジェクトに今後期待することや、写真展への感想を教えて下さい。
○ とても良いと思う。こういう企画をどんどん立てて基町を盛り

頃半分に割れた木の中に寝転んで遊んでいました。私が小学 2

上げて欲しいです。ありがとうございます‼（20 〜 30 代・基

年頃だったと思いますが、当時から大きな木だなあという思

町地区内）

い出があります。今では盛り上がって復活しています。
（60 〜

○ 単発のイベントだけでなく、音楽作品展示販売など組み合わせ
て行えば、
もっと盛り上がるのではないか。
（60 〜 70 代・市内）
○ とりあえず始まったということで寄りました。時間がないので
また寄ります。ご苦労様でした。
（60 〜 70 代・基町地区内）
○ 本格的なまちづくりのプレゼンを公の場でアクションしてほし
い。してみては？（20 〜 30 代・市内）
○ これからも末永く取り組んでください。
（40 〜 50 代・市内）
○ 写真の思い出が短い文章でも添付されているとさらに良い。
（60 〜 70 代・市内）
○「14」の旗の近くにクスノキがありますが、昭和 33 〜 34 年
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70 代・市内）
○ 懐かしかった約 43 年前の彼女が写っていました。1967 年とあ
りましたが間違いですね。 1973 年頃です。
（40 〜 50 代・県内）
○ 息の長い街と併走していくような活動、すばらしいです。がん
ばってください。暑さでパネルが落ちまくっていますね。両面
熱に弱いですよね。メンテお疲れ様です。
（20 〜 30 代・市内）
○ 昔の基町で育ちました。今お店が少なくなって、さびれていく
ように見えるのがとてもさみしいです。ぜひ昔の活気を取り戻
して下さい！期待しています。
（40 〜 50 代・県内）
○ 町の活性化につなげるよう続けて欲しい。
（40 〜 50 代・市内）

○ 帰省してこの写真展を知りました。
「基町、昔の写真展」東京
でも購入できる写真集として販売して欲しいです。今後も皆様
の活動が拡がることを祈ります。
（60 〜 70 代・基町地区内）
○ 若い人の頑張りに敬意を表します。これからも続けて欲しいで

でしょうか。
（80 代以上・市内）
○ 変わりゆく町を残すのはとても大切で素晴らしい取組です。次
回は同時代の他地域と比較してはどうですか？兵庫県は明舞団
地再生取組あります。
（40 〜 50 代・兵庫県神戸市）

す。街全体が高齢化し、
商店街をはじめ廃れてしまいそうです。

○ アパートの住民間の交流（20 〜 30 代・県内）

市全体の取組が必要だと思います。
（80 代以上・市内）

○ 基町の歴史や活気のある時代の写真を見ることが出来てよかっ

○ 商店の中での展示で街の雰囲気を感じながら写真を見られて良
いと思いました。
（20 〜 30 代・市内）
○ うちの両親も写真あった筈。次回あれば出展したいものです。
（40 〜 50 代・その他）
○ いろいろわかりやすくなっていていい。
（10 代・基町地区内）
○ 昭和 31 〜 49 年頃まで住んでいました。あまりに懐かしくて
涙が出そうになりました。
（60 〜 70 代・宝塚市）
○ 大学の看護実習（地域看護学）で訪問看護同行でこちらの団地

た。
（20〜 30 代・県内）
○ 興味深かった（20 〜 30 代・県内）
○ 小学校の頃、親戚が基町高層アパート 9 コーアの 19 階に住ん
でいて、日曜日によく行っていました。市内の一望がすごく新
幹線が走るのが見えて興奮していました。
（40 〜 50 代・安佐北区）
○ がんばってください。たくさん写真が集まったらデジタル
ミュージアムのようにできたらいいですね。
（20 〜 30 代・県内）
○ 生まれて約 10 年、基町で暮らし思い出がたくさんあります。

に来ていました。とてもなつかしいです。建物はだいぶ古いで

なつかしく思いました。町並 み、生活する人達の元気さが伝

すが、
歴史のひとつとして残して欲しいです。
（20 〜 30 代・福岡）

わってきました。私の住んでいた場所が昭和 28 年地図にない！

○ 昔を見直すと今の力になると思う。
大変かと思いますが。
良かっ
たです。
（40 〜 50 代・市内）
○ 今年も写真展があるというのを新聞で知り見に来ました。今回
展示された写真もよかったです。
（40 〜 50 代・県内）
○ 一回しか会議に参加していないので、イマイチ基町のことが分
からなかったのですが、今回街を歩いたり写真を見たりして基
町の現状が分かりました。これからもがんばってくださ い。
（10
代・市内）
○ 基町がもっと明るくなりそうです。
（10 代・基町地区内）
○ 写真に出ている子ども達の今の姿をお知らせください。興味
深々です。
（40 〜 50 代・市内）
○ いろいろ昔のことがのっていてわかりやすく勉強になりまし
た。
（10 代・基町地区内）
○ 基町の子ども達が元気に暮らしていたからよかったです。
（10
代・基町地区内）
○ もう少しお考えがはっきりしたら、また意見も出てきます。戦
後史如実に語る基町の発展を心より願っています。
（80 代以上・
基町地区内）
○ 昔と比べて店等も少なくなり、寂しいですが活性化お願いしま
す。
（20 〜 30 代・東京都）
○ もっと宣伝して沢山の人に見てもらって欲しい。お疲れ様でし
た。思い出を沢山ありがと うございました。もっと声が届け
ばまだまだ思い出の写真を持っておられる人があるんではない

思い出ある空き地がない。おそらく広場の北口にあったのです
が。これからもいっそう調査を深め広島の変化の記録を残して
下さい。
（60 〜 70 代・廿日市市）
○ 基町に居住する人たちが集まれる企画を地道にすすめてくださ
い。日本人じゃない人とも話がしたいです。外部から若い人たち
が関われるのもイイことだと思います。
（60 〜 70 代・基町地区内）
○ 県立大学の者です！今後もお世話になります（^^）今まで知
らなかった基町の昔の姿を知れて嬉しかったです !!
（10 代県内）
○ 今後の継続期待大です‼わたしも昭和 20 〜 30 年居住してい
てとてもなつかしかった。
（40 〜 50 代・市内）
○ 今年も遅ればせながら写真展を見に来ました。とても懐かしく
見させていただきました。
（40 〜 50 代・市内）
○「3」の写真 1965 年とありますが、歩道前の方の♢印は 1970
年代後半からです。県警に問 い合わせてみてください。写真
展Ⅲを楽しみにしています。
（60 〜 70 代・市内）
○ 広島城〜体育館三篠橋付近の地図が欲しい。
（60 〜 70 代・基
町地区内）
○ 世代が変わっているので仕方ないですが、年代ごとにもう少し
多くあるのかと思いました。懐かしかったです。
（40 〜 50 代・
市内）
○ とても興味ある基町高層について少し知れてうれしいです。
（20 〜 30 代・市内）
○ 懐かしく拝見しました。
（60 〜 70 代・市内）
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平成 28 年度＜交流の場＞事業 No.02
Exchange Program No.02

グローカルキッチンプロジェクト
Glocal KichenProject

2016 年 4 月より、
基町中央商店会内で空き店舗となっ

め、世界の様々な食文化や地域の魅力を学び、ローカ

ていたうどん屋跡を、創造交流拠点 M98<eat> として

ルとグローバルの視点で考察する場を提供していま

整備を行いました。8 月からは「食」の交流イベント

す。例えば、中山間地域の課題である猪や鹿などの獣

「グローカルキッチン」
を開始しました。「グローカル」

害について猟師の方に学びつつ、食材として活用する

とは、
「グローバル（Global）」と「ローカル（Local）」

ジビエ料理体験や、安田女子大学管理栄養学科の教員、

を掛け合わせた造語で、地球規模の視点で考え地域視

学生による高齢者のための減塩料理体験など、単に食

点で行動するという意味を持ちます。
「食」を通じて

事をするだけではない、学びや交流が生まれる「プロ

地域内外の方々や学生とのコミュニケーションを深

セス」を参加者と共有しながら取り組んでいます。

グローカルキッチン Facebook：https://www.facebook.com/glocalkitchenjapan/
グローカルキッチン Instagram：https://www.instagram.com/glocalkitchen/
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ディレクターコメント
私が企画するグローカルキッチンプロジェクトは、広
島市立大学のアートやデザイン分野の学生だけでな
く、他学部や他大学、さらには地域内外の方々が参加
しやすい「食」という身近なキーワードから創造的な
コミュニティを考える、豊かな交流の場を目指してい
ます。開始当初は参加者を集めることが大変でしたが、
地域の方々や他大学、地域包括支援センター等のご協
三上 賢治

力もあり、現在は地域外からも人が集まるようになっ

広島市立大学特任教員

てきました。また、地域交流だけでなく、広島に住む
外国の方々との国際交流も始まりつつあり、
今後は「地
域＋国際」交流として、より「グローカル」な視点で
の交流イベントを開催し、地域を盛り上げていきたい
と考えています。
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グローカルキッチンプロジェクト vol.1
「ジビエ料理と中山間地域のライフスタイル」

第一回目は、広島市立大学の卒業生であり、広島県安
芸高田市で猟師をしている南澤克彦氏を講師に招きま

実施日：2016 年 8 月 27 日（土）

した。安芸高田市をはじめとする中山間地域の課題で

実施場所：M98<eat>

ある猪や鹿等の獣害を解決するために、鹿肉などを食

参加者：広島市立大学学生（5 名）
、地域住民（1 名）
、

資源として活用していく取組についてお話いただきま

一般市民（6 名）ほか

した。実際に南澤さんが狩猟した鹿の肉を、
「アロゼ」

講師：南澤克彦（猟師）

というフランスの調理方法を用いて参加者みんなで調
理した後、安芸高田市で採れたお米や野菜と一緒にい
ただきました。
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グローカルキッチン・プロジェクト vol.2
「リノベ飯」

M98<eat> の整備を完了するため、学生参加者７名と
一緒に、カウンターのニス塗りなどを行いました。作

実施日：2016 年 9 月 30 日（金）

業完了後には、基町中央商店会内の八百屋さんや肉屋

実施場所：M98<eat>、M98

さんのほか、基町ショッピングセンター内の商店で販

参加者：広島市立大学学生（7 名）ほか

売されている食材を用いて、國本善平特任教授による

講師：國本善平（広島市立大学特任教授）

労働者のためのまかないご飯「リノベ飯」を体験しま
した。普段料理をしていない学生が多かったため、基
本的な調理方法のレクチャーを受けながら、國本さん
が考えた 7 品の多国籍料理を参加者全員で作りまし
た。基町で調達可能な食材で、イタリア風、フランス
風、中華風などグローバルな料理が作れることを学び
ました。
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グローカルキッチン・プロジェクト vol.3
「カカオ豆から作る本格チョコレートの作り方」

カカオ豆から作る本格チョコレートの作り方につい
て、広島市立大学写真映像教務員の橋本健佑氏からレ

実施日：2016 年 10 月 22 日（土）

クチャーしていただき、本格的なチョコレートの作り

実施場所：M98<eat>

方、味わい方に加えて、市販のチョコレートと比較す

参加者：広島市立大学学生（4 名）
、一般市民（3 名）

る味比べ体験を行いました。チョコレートは、甘いお

ほか

菓子という側面だけでなく、ポリフェノールなどの栄

講師：橋本健佑（広島市立大学写真映像教務員）

養を含み、抗酸化作用や疲労回復など様々な効能を持
つ優れた食品として知られています。完成したチョコ
レートの味比べは、結果的に自分達が作るチョコレー
トよりも、デパート等で販売されている高級なチョコ
レートの方が美味しく、味のバランス、形の美しさが
よく考えられていることがわかりました。
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グローカルキッチン・プロジェクト vol.4

第一回目グローカルキッチンプロジェクトの講師をし

「米粉麺と中山間地域のライフスタイル」

ていただいた南澤克彦氏を再度お招きしました。中山

実施日：2016 年 11 月 19 日（土）

間地域の農業やお米の歴史を学び、これからの農作物

実施場所：M98<eat>、M98

の選び方・向き合い方を考える刺激的なイベントとな

参加者：広島市立大学学生（4 名）、地域住民（1 名）、

りました。また、中山間地域の「農」の背景を踏まえ、

一般市民（20 名）ほか

南澤氏が作っている米粉麺を参加者と一緒に調理し、

講師：南澤克彦（猟師）

地産地消の魅力を実感しました。米粉麺は弾力があり、
腹持ちが良いので少量でもお腹がいっぱいになりまし
た。里山に暮らす若い移住者のライフスタイルについ
てもお話いただき、学生達にはこれからの生き方や未
来について、真剣に考える機会を与えていただきまし
た。
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グローカルキッチン・プロジェクト vol.5
「美味しい減塩料理教室」

安田女子大学管理栄養学科の渡邊先生と学生 11 名を
講師にお招きし、基町地区に暮らす高齢者の方々を対

実施日：2016 年 12 月 17 日（土）

象にしたグローカルキッチンプロジェクトを行いまし

実施場所：M98<eat>

た。テーマが「減塩料理」
であることから、はじめは
「薄

参加者：安田女子大学学生（11 名）
、
一般市民（23 名）
、

味の料理」というイメージがありましたが、学生が調

地域住民（6 名）ほか

理した牛丼や桜だいこん、牛乳の入ったなめこの味噌

講師：渡邊喜弘（安田女子大学管理栄養学科）

汁、絹豆腐のデザートなど計 5 品は、どれも味がしっ
かりと出ている美味しい料理でした。味がしっかりと
出ながら健康的であるという考えられた料理と、専門
的な技術を学ぶ安田女子大学の学生達の手際の良さや
知識に魅了されながら、学生も交えて高齢者の方々と
全員で食事をしました。
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グローカルキッチン・プロジェクト vol.6

2016 年度最後のグローカルキッチンプロジェクトで

「広島の魚介を使ったパエリア料理」

は、東京を活動拠点とするアーティスト伊藤久也氏に

実施日：2017 年 3 月 24 日（金）

よる、広島の魚介を使ったスペイン料理、パエリア体

実施場所：M98<eat>

験を開催しました。エビやタコ、牡蠣や魚などの広島

参加者：広島市立大学学生（1 名）
、地域住民（13 名）、

で採れた魚介がふんだんに入り、見た目にもとても豪

一般市民（4 名）ほか

華なパエリアを、参加者と一緒に調理しました。基町

講師：伊藤久也（アーティスト）

の地域包括支援センターの職員の方々に地域への声掛
けを手伝ったおかげで、多くの地域の方々に参加して
いただきました。普段なかなか作ることがないスペイ
ン料理の調理方法に興味を持って来られる方もいまし
た。パエリアはフライパンでご飯を炒めるので少し芯
が残る料理であり、学生や若い方には好評でしたが、
高齢者の方には少しご飯が硬かった様子でした。
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平成 28 年度＜交流の場＞事業 No.03
Exchange Program No.03

広島市立中央図書館・広島市立大学連携事業
企画展「基町プロジェクト〜若者が挑む広島のまちの賑わいづくり〜」
Hiroshima City Central Library · Hiroshima City University Cooperative Project
“Motomachi Project~Creating bustle of the city of Hiroshima where young people challenge”

実施日：2017 年 2 月 25 日（土）〜 3 月 24 日（金）
実施場所：広島市立中央図書館２階展示ホール
来場者数：約 1749 名（開館日数 24 日間）
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基町プロジェクトのこれまでの取組を紹介する企画展

紹介する実験アニメーション「こいさんぽ」とピクセ

を、広島市立中央図書館の 2 階展示ホールで開催し

ルスティックを使って撮影した実験映像「kizuna」も

ました。「基町、
昔の写真展」や「もとまちカフェ」、
「グ

上映しました。また、2016 年 11 月 12 日に実施し

ローカルキッチンプロジェクト」などの取組を、写真

たシンポジウム「広島基町高層アパートと大髙正人」

や映像、成果物で紹介しました。

の記録映像も上映しました。廊下には、基町プロジェ

2 階展示ホールは中庭に向かってガラス面のため開放

クトの基本コンセプトと「基町、昔の写真展」の一部

感があり、天井もとても高いので、
「パノラマ・モト

再構成展示を行い、図書館に訪れた多くの方が立ち止

マチ」で制作した 2.4m × 5m のバナーや、活動拠点

まってご覧になっていました。

の 3 枚の写真を天井から吊るして展示することがで

多くの図書館利用者の基町プロジェクトを紹介する機

きました。備え付けの大型の展示ケースには、これま

会となり、会期中には関連企画として、レクチャー &

でに基町プロジェクトで行なって来た活動を紹介する

ワークショップを開催し、参加者と一緒に基町の賑わ

「コレマデ」と、
今後 2045 年までの計画を紹介する「コ

いをつくるアイデアを一緒に考えました。

レカラ」を約 3m × 6m にプリントして展示しました。
2014 年から制作している「もとまちタイムス」全 8
号も展示配布しました。
「もとまちカフェ」で制作し
た移動屋台 2 台も 2016 年 11 月 12 日に実施した「も
とまちカフェ vol.2」の映像とともに展示し、基町を

275

会場風景（部分）

276

学生のデザインによるバナー

277

これまでの活動紹介

278

これからの活動計画
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もとまちカフェの移動式屋台、スタッフウェアほか

もとまちカフェで制作した実験映像作品紹介
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基町に関する図書展示

基町に関する図書展示
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「基町、昔の写真展」紹介展示
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アンケート

4
14
30

22

30

1. 年齢について教えてください

3
11
9

9

8

9

10

1. お住いの地域を教えてください

■
■
■
■
■
■
■

10 代

7

20 代

2

30 代

16

4

40 代
50 代

4

60 代
9

70 代
12

（単位％）

5

■
■
■
■
■
■
■
■

中区
西区
南区
安佐南区
東区
安佐北区
安芸区
佐伯区

（単位％）

1. この展示をどのようにしてお知りになったか

（複数回答可、「基町プロジェクト」についての質問）

教えてください
14

30
44

2
3
3
3
4

1. どの取組に参加してみたいか教えてください

5

■
■
■
■
■
■
■
■

チラシ（図書館）

4 11
6

図書館ウェブサイト
6

市民と市政
ポスター

28

10

知人から
チラシ（公民館）
チラシ（その他）

15
26

その他

（単位％）

■
■
■
■
■
■
■
■
■

もとまちカフェ
基町、昔の写真展
基町ツアー
グローカルキッチンプロジェクト
シンポジウム
M トーク
模型製作
滞在制作
その他

（単位％）

5．どの展示が印象に残りましたか。

○ コレマデ・コレカラ（2 件）
。

○ 全て。

○ 基町の将来について。コレカラ。

○ 全体的に印象に残りました。

○ 2017 〜 2045 までの計画。

○ 展示写真。

○ コレマデとコレカラがわかりやすかつた。屋上からの風景写真

○ グローカルキッチンプロジェクト（3 件）
。

は迫力があって行ってみたいと思った。

○ 光のアート。

○ 大きな写真パネル、どこかな ? と思ったら今後の計画でした。

○ 活動の写真、他。

○ コレカラ→ 2045 赤い布。

○ もとまちカフェ（６件）
。

○ いままでとこれから（左右のサイド）と地図、写真。転勤で広

○ ワークショップで出されたアイデアの貼られた紙。模型がリア
ル。多様なアイデアが出て、
人の集まることの重要性を感じた。

島に来たので、知らない事ばかりでおもしろかったです！
○ いずれも底が浅い印象です。

○ 歴史の写真展。

○ 基町プロジェクトのアート。

○ 基町高層アパートと大高正人見学会。

○ アトリエができたら。

○ パノラマ写真。

○ もとまちタイムズ。

○ 基町全望の掛け軸。

○ もとまちタイムズの展示が印象に残りました。これだけの質の
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タイムズが作られたことに力を感じました。
○ もとまち TIMES に何故、中国語が併記されているのか？主催
者はどういう素姓の団体なのか？薄気味悪いものを感じる。
○ 基町○○模型。

○ ファブラボのようなクリエーターが立ち寄って作成できる場。
○ とても良いこころみで夢があり素敵です。若者のエネルギーの
発進する場所となりますように。
○ 高層アパートになったことで、昔より近所付き合いが減ったと

○ 発泡スチロールでできた街並み。

聞いたことがあります。また、高齢化も心配なので、若者がイ

○ ハッポースティロールで街並み再現。

ベントを企画し地元の高齢者がそこに集まることで、地域のつ

○ 基町・白島の模型。基町で生まれ育ち、現在、白島町在住なの

ながりを作り、やがて若者も定住するまちになればいいと思い

で感慨深く思って見させていただいた
○ 模型、基町住宅から写した写真を大きくしたカーテン（？）風
の作品。
○ 印象に残らなかった。展示としての見せ方が足らないのか、
“魅

ます。また中国人住民も多いそうなので、住民向けに中国の言
語、文化講座を開くなどして、トラブルを防ぐことが大切だと
思う。
○ 開かれた街。

力がある街 ” を考える方々の取組がこれでいいのか、疑問に思

○ 誰もがつながる多世代のまち。

う内容だった。３年間も取り組まれている内容がとても薄いも

○ 図書館など文化施設との連携による文化・芸術の中心。基町高

のに感じる。とても、もったいないと思う。
○ 昔の写真展。
○ 40 年代の再開発。

校もありますよね。
○ 多様でクリエイティブ。スタジアムがそばにあるともっとよい
（笑）
。

○ 1950 年代あたりの基町の写真。

○ のんびり散策できる町。中央公園も近いし。

○ 着手当時の写真。

○ 特になし。

○ 昔の写真展示が子供の頃を思い出しなつかしかった。

○ プロジェクトが目指すまち。

○ 現状「基町、
昔の写真展」の展示写真の内、
広島城の空撮でキャ

○ 友好的で明るい場所。

プションに 1963 年（昭和 38 年）とありましたが、1963 年に
既に存在していた RCC の社屋が見えないので、それ以前のも
のと思われます。
○ 創生プロジェクト。
○ ディスプレイが大変きれいです。

○ 基町に住んでいない人も、ふらりと立ち寄れる場があるといい
なぁと思いました。
○ 高齢者と若い人が、仲良く住めるにぎやかなまちになったらよ
いですね。
○ 本来なら中心部からも近く、高級住宅街となっても良い場所で
あるのに、イメージが悪い。これからもっと若い人が活性化し

6．将来、基町がどんなまちになったらよいと思い
ますか。
［「基町プロジェクト」についての質問］
○ 平和な町。

て、住んでみたい街となれば良いと思う。
○ 住人の仲良しと外からの人も受け入れる街。
○ 現在「不気味」と言われている様で、
「歩くのが怖い所」と聞

○ 明るく開放的な町（今は暗い雰囲気のイメージ）
。

いています。なので
「明るい場所」
になると良いな。サンフレッ

○ 海外から来た人が多く住んでいることを生かし海外からの客を

チェ、来ても良いですか？

もてなす施設（ホテルや観光案内）→中韓の方が多く住んでい

○ 住み良い、安心で、にぎわいのある街。

る but 中韓の観光客は広島には少ない→誘い込むチャンス？

○ 子どもがあふれる、アートがあふれる。

○ もう少し明るい町に。

○ 活気あり同世代交流の持てる場所になってほしい。

○ お年寄ばかりでなく、
たくさんの若い人達に住んでもらいたい。

○ 空き家問題は都心◇？でも◇でこりつつあると思います。被災

○ 若者から高齢者まで、幅広い年代の方が住みやすい街になって
欲しいと願っています。
○ 外国の方（観光客など）も気軽に来てほしい。そして、そこも
新な観光スポットになればうれしい。

者や、その他、緊急避難場所として、空きスペースを確保して
おく必要もあると思うので、その点も考慮して街づくりを進め
てほしいと思います。
（◇は判読不能）
○ 大型ショッピングモール、
テニスコート、
大広場、
などがある街。

○ 世代間交流、異文化交流の場。

○ おしょうゆが借りれる。

○ 若者の活躍の基となる町。

○ 情報を発信できる街。
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○ 若い人も住んでいて、月に１回何かのイベントで集まって楽し

○ 広島で現在やっているイベントの告知や関連イベント etc.。
○ トークショー、お話を聞く会。

く交流することで、何かの時に助けあえる町。
○ もっと若い人が基町アパートに入って、若々しい町になればい

○「ゆるキャラ祭り」
。いつのまにか、ゆるキャラが誕生していま

い。その為にはアパートの改装、外国人（中国人）の方と住棟

すが、広島を代表するゆるキャラって、一体どれなんですか⁇
○ 今回の企画は、まるで内容のないものですが会を重ねる事が肝

の区別。

要と思います。ご努力に敬意を払います。

○ 活気あふれる街。
○ 開かれた、滞在型スペース（宿泊＆一時滞在）となるといいと

○ SIESEC ともとまちプロジェクト共同の何か！
○ クリエーター発掘事業。

思う。
○ 将来を見据えると若者たちのプロジェクトは Good と思います

○ 市にお願いして、６（前項）を実行する事業。

が、現在の基町の高齢化の状況に対応した行政の立ち遅れ、も

○ 実際にアートしている姿が見たい。

の言えぬ人々へ、行政はもっと眼とお金をかけるべきと思いま

○ 県内大学との連携企画。

す。PJ にきて余りに金をかけ立派でびっくりポン！

○ 若い人のプレゼンテーション。

県営住

宅のあと地の活用。福祉の視点が忘れられ夢はいいんですが

○ 浜井元市長関連の企画をやってほしい。

……、毎日困っている方々に広島市は “ 眼を心 " を向けて下さ

○ 基町高層アパートを台紙とした写真展示で工夫がほしい。写真

い。学生さんだけでなく住民が動く内容で !

隣の町（白島）

を切断しているのはよくない。

に住む者として連携ありませんが。
○ 老若男女、みんなが明るく暮らせる街。
○ 平和。
○ 折角、定着したのだから、リニューアルして存続するが良い。
○ いろんな人が気軽に集まれて、楽しい気分で帰れる街。基町の
アパートの屋上はぜひ活用してほしい（自分が行ってみたいで
す）
。
○ 多くの若人が集へる所。
○ 活気のある明るいイメージの町になって欲しい。イメージを悪
く言われるが、私には大切な故郷なので……。
○ 住人だけでなく、外部の人も気軽に立ち寄れる場所になればい
いと思います（屋上にオイスターバーを作るなど）
。
○ 若い人達が作る、クリエイティブな街。起業家が集う街。
○ 緑に囲まれた憩いの場（サッカー場は反対です）
。

7．今後、図書館でどのような事業があると
いいと思われますか。
○ 定期的に基町の進行を知りたい。
○ 難しいかもしれませんが、地域で活動している団体、グループ
の連携事業など（すでにあったら私の認識不足です、すみませ
ん）
。
○ 市内大学の地域貢献事業の紹介・
「赤い鳥」創刊 100 周年記念
事業（2018 年 7 月 1 日）
。
○ 図書館では、中国人住民に対する理解を促すべく、残留孤児の
歴史や現在の生活面の問題を紹介するとよいと思います。
○ 地域のおもしろそうなイベント情報を知らせる。
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平成 28 年度＜交流の場＞事業 No.04
Exchange Program No.04

レクチャー＆ワークショップ
「地域デザイン×ビジネス〜まちの賑わいづくりを考える〜」
Lecture & Workshop
“Regional design×Business~Thinking about making bustle in the town~”

開催日時：2017 年 3 月 5 日（日）13:00 〜 16:30
開催場所：広島市立中央図書館 3 階セミナー室
参加者：地域住民、一般市民、大学生ほか
講師：納島正弘（株式会社地域デザイン研究所）
参加人数：約 27 名

納島正弘
広島市在住。広島県を主に企業のブランディングデザ
イン、広報企画デザイン、パッケージデザインなど、
地域活性のためのデザインを多く手掛ける。広島アー
トディレクターズクラブ（“H”ADC）を設立。
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広島市立中央図書館との連携事業企画展「基町プロ

ワークショップでは、1 チーム 5 〜 6 人の 7 チーム

ジェクト〜若者が挑む広島のまちの賑わいづくり〜」

に別れて、約 30 分間で「基町賑わい創造計画」をテー

の関連企画として、レクチャーとワークショップを行

マにアイデアを考え、各自 4 分間のプレゼンテーショ

いました。講師には広島を中心に企業のブランディン

ンを踏まえて、チームごとに、基町の情報やイメージ

グデザインや地域活性化のためのデザインを多く手掛

などをポストイットに書き出し、模造紙に貼っていき

ける納島正弘氏を招き、地域デザインをビジネスに繋

ました。その後、ポストイットを並べ替えたりアイデ

げるための課題と手法について、具体的な事例を盛り

アを繋げたりしながら、チームごとに考えをまとめま

込んだレクチャーを行っていただいた後、参加者全員

した。地域住民の参加者の方から「こういった会が基

で実際に「基町に賑わいをつくるためのアイデア」を

町で行われ、基町の地域住民にもっと沢山参加してほ

考えるワークショップを行いました。

しい」といった感想がありました。
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A チーム
基町で撮影されたロケ地巡りやドラマの上映会プラ
ン、戦後の歴史を体験できるようなビジターセンター
設置を提案しました。
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B チーム
「空き店舗の活用」、「案内所」、
「掲示板」の三つを提
案しました。
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C チーム
川土手の活用として護岸の緑化プランを提案しました。
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D チーム
今の基町の魅力を生かした「食」
、「イベント」
、「美術
芸術」
、
「宿」という四つのカテゴリーで、ものづくり
体験や基町の名物づくりなどの商品開発を提案しまし
た。
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E チーム
基町ショッピングセンターが十字にクロスしている特

化する提案です。外部からの新しい流れだけではなく、

徴から、
「多様性の交差点」というタイトルで「新し

基町に住む高齢者や外国人も、イベントを通じて交流

いカルチャー」
、
「住民との交流」
、
「街のイベント」が

を深め、相乗的に外部からの人の流動が増えるという

ショッピングセンターを介して混ざり合うことで活性

アイデアです。
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F チーム
川を生かして中山間部から農作物などを船で運んでき
て、基町護岸でマルシェをする提案です。
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G チーム
空き部屋を活用する宿や、基町住宅地区周辺にある広
島城や中央公園を活用したランニングサークルやラジ
オ体操などを通じた交流促進を提案しました。
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アンケート

1. 年齢について教えてください

1

2

2

2

4

12

1

1. お住いの地域を教えてください

■
■
■
■
■
■
■

10 代

3

20 代

5

30 代
40 代
50 代

5
3

60 代
70 代

2

3

（単位％）

3

■
■
■
■
■
■
■
■

中区
西区
南区
安佐南区
東区
安佐北区
安芸区
佐伯区

（単位％）

1. このレクチャー＆ワークショップをどのようにし

がでしたか

てお知りになったか教えてください
3
1
8
3
6

6

■
■
■
■
■
■
■
■

1. 今回のレクチャー＆ワークショップの内容はいか

チラシ（図書館）

■
■
■
■
■

3

図書館ウェブサイト
市民と市政
ポスター

4

知人から
チラシ（公民館）

17

満足
やや満足
普通
やや不満
不満

（単位％）

チラシ（その他）
その他

（単位％）

質問 4 の理由：満足
○ 地域のにぎわいを生むデザインがすてきだなと思いました。
○ ふだんの基町内部での集まりに比べ他地域での例を始め柔軟な
意見・夢の持てる意見が聞けた。
○ 異なる年代の方の意見が聴け、大変有意義でした。
○ 意見が沢山出た。
○ 大学生だけでなく社会人とも交流ができた。
○ 今まで地域づくりについて考えたこともあるものの漠然として
いたため、多方面からの意見も聞けて良かったです。
○ 今は住んでいないが元基町の住人として、若い人はじめいろん
な立場の人が基町を多角的に考えてくれるというのが嬉しい。

○ プロの方の話や、視点の違う話がいろいろと聞けて、有意義で
した。
○ 普段関わらない方々と町の活性、
地域貢献について考えられた。
○ 頭を働かせながら実際どんなことが基町にできそうか考えるの
がつかれたけどいい時間だと思った。
○ いろんな専門家の方からそれぞれの視点から意見が聞けておも
しろかった。基町のことを考えてもらえてうれしかった。
○ 様々な年代の先輩方とお話することができ、大きな刺激を受け
ました。
○ 地域デザインについて具体的にみなさんと意見を共有でき、有
意義でした。

○ いろんな人の話が聞けてとても楽しかったです。
○ 居住者の方もおり経緯や、団地＋商店街など難しい条件下で、
ワークができてよかった。
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質問 4 の理由：やや満足
○ 個人で行っていきたいことや目標があり、今回のレクチャー＆

ワークショップに参加させていただきました。他の方達も沢山

6. 感想やお気づきの点をご記入ください。

の事情や思いで参加されたと思いますが、熱く色々と語られて

○ 実際に基町に住んでいる方が楽しそうにしていて、自分も楽し

面白かったです。
○ 他班の意見も聞けて良かった。

くなったし、基町の希望が見えたなと思います。
○ 来て良い印象を受けたので、今日はこのイベントを開催してい
ただきありがとうございました。また機会があれば宜しくお願

質問 4 の理由：普通
○ 基町に関する事前知識の差が大きかった。事前資料があればな
お良かったのでは。
○ いろいろな立場の意見を聞けておもしろかったです。住人の方
の意見もあるとよりよいなと思いました。
○ 別のイベントで、基町について考えることがあったが、別の視
点を持った人の意見を知ることが出来、有意義でした。

いします。
○ 本当にありがとうございました。企画・準備ご苦労様でした。
○ 現地見学等の開催。
○ また次回を楽しみにしています。
○ 地元の方々の参加がもう少しあれば良いと思う。
○ 基町住人の方が言われていましたが、該当地域に住んでいる方
がもう少し
（できればテーブルごとに１名くらい）
いたらよかっ
たです。

5. 今後どのような内容のレクチャーやワークショッ

○ ありがとうございました。

プがあったら、また参加されたいと思われますか？

○ 昔の写真展の展示が大好きでした。

○ もっと基町に住んでいる人を巻き込んで行えたら面白いなと思

○ 基町だけで考えるのではなく、他地域とのかねあいを考えるの
は有効だと思いました。利便性の良い場所でもありますので、

います。
○ 興味が持て、楽しそうなイベントがあれば、何からの形で良い

休息地点として活用できたらと思います。

結果が残せると思うので、参加したいです。
○ 今回のようなワークショップを定期的に行ってもらいたい。基
町の住人（商店の人、自治会の人、中国の人、在日の人）にも
参加を呼びかけたい。
○ 参加したい。
○ 地域の歴史を紹介するもの（総論的なものと合わせて特定の視
点から掘り下げるようなもの）
。軍都・城下町 etc.
○ 住宅団地のリノベーション。
○ 今回のような地域デザインの話を地元の人も含めてワーク
ショップをしたい。
○ 若者向けの働き方について考える講義があればいいなと思います。
○ 具体的な地域をテーマに考えるキカイは新鮮でした。こういう
切り口のワークショップおもしろいです。
○ また、こんな感じのがやりたいです。
○ 実際のビジネスにつなげられるようなもの（遊休不動産活用）
。
○ デザインで企画・事業に磨きをかけられるようなレクチャー。
○ ぜひ参加したいです。
○ デザイン、アイディア関連。
○ はい！

それをもっと実践的な行動にうつしていきたい。アイ

デアでは終わらず、実現させていきたい、自分が。
○ 思います。
○ デザイン×◇◇のような様々な組合せのレクチャーやイベント
があるとすごく楽しみです。
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平成 28 年度＜交流の場＞事業 No.05
Exchange Program No.05

視察対応
Visit support

集合住宅研究会視察対応

いわき市市議会議員視察対応

実施期間：2016 年 10 月 21 日（金）

実施期間：2016 年 10 月 31 日（月）

実 施 場 所： 中 央 集 会 所、M98、M98 <eat>、M98

実施場所：M98、M98<eat>、M98<make>

<make>

参加者：いわき市市議会議員（7 名）、中区役所職員（2

参加者：集合住宅研究会会員（27 名）、広島市立大学

名）ほか

教職員（1 名）ほか

いわき市市議会議員の方々へ、基町プロジェクトの概

東京から来られた集合住宅研究会の方々へ、基町プロ

要と活動拠点について説明を行いました。議員の方々

ジェクトの概要と活動拠点について説明を行いまし

は、「基町、昔の写真展」に関心を持たれ、写真展で

た。基町プロジェクトが行うソフト的な事業は、建築

作成した図版や戦前の基町の写真を興味深く見てい

家が住宅を設計する上で参考になったとの評価をいた

らっしゃいました。

だきました。

298

いわき市市議会議員視察

広島建築士会視察対応
実施期間：2016 年 12 月 18 日（金）
実施場所：M98、M98<eat>、M98<make>
参加者：広島建築士会会員（19 名）
、広島市立大学教
職員（1 名）ほか
広島建築士会の方々へ、基町プロジェクトの概要と活
動拠点について説明を行いました。午前は、広島市住
宅整備課の案内で、基町高層アパートの改装前と改装
後の室内を見学していただきました。約 40 年前に作
られた風呂なしの室内と、改装が終わって二つの部屋
が一つになった室内などを見比べることができまし
た。午後からは、基町プロジェクトの取組紹介と活動
拠点の案内を行い、建築の専門家から、鋭い指摘や今
後の取組の参考になるような意見をいただきました。
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平成 28 年度＜交流の場＞事業 No.06
Interaction Program No.06

地域行事への参加
Participation in local events

「ほのぼの花クラブ」花の植え付け講習会
開催日：2016 年 6 月 1 日（水）

基町地域包括支援センター主催の
「ほのぼの花クラブ」

開催場所：基町ショッピングセンター中央広場、ほの

に、もとまちカフェの学生とプロジェクトスタッフが

ぼの基町

参加しました。この日は、春の花を各自が持ち寄った

役割：お手伝い、写真撮影、もとまちカフェ出動

プランターに植え付けました。
「もとまちカフェ」の
こくばんカフェ屋台も出動し、イベント後にドリンク
を配布しました。講習会終了後には、完成したプラン
ターを、参加者それぞれの家のベランダまで運ぶお手
伝いもしました。
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プロジェクト初年度から、基町プロジェクトは基町住

町地区社会福祉協議会や広島市立基町小学校へお渡し

宅地区で行われる地域行事にも積極的に参加していま

しています。2016 年度は、
基町地域包括支援センター

す。年々参加する行事も増え、地域住民にも基町プロ

が行なっている「ほのぼの花クラブ」に、学生と一緒

ジェクトの周知と理解が広まっていると実感していま

に参加し関係を深めたことで、多くの地域の方々が、

す。地域イベントでは、主に一眼レフカメラでの記録

グローカルキッチンプロジェクトに参加することに繋

撮影を行い、そのほかにも会場の片付けなどお手伝い

がりました。

しました。撮影した写真は後日 CD-R に焼き付け、基

第八回ほのぼの将棋大会
開催日：2016 年 7 月 2 日（土）

毎年、基町地区社会福祉協議会主催で行われる将棋大

開催場所：ほのぼの基町・ほのぼの文庫

会に撮影係として参加しました。小学生の部と大人の

役割：写真撮影

部に別れてトーナメント戦が行われ、優勝者にはトロ
フィーと賞品が授与されました。
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「ほのぼの花クラブ」多肉植物寄植え
開催日：2016 年 7 月 13 日（水）
開催場所：ほのぼの基町
役割：お手伝い、写真撮影
基町地域包括支援センター主催の
「ほのぼの花クラブ」
に、もとまちカフェの学生とプロジェクトスタッフが
参加しました。今回は、多肉植物の寄植え講習会で、
小さなブリキの鉢に、色々な種類の多肉植物を植え、
可愛らしい寄植えが完成しました。

基町地区原爆死没者慰霊祭・盆踊り大会
開催日：2016 年 8 月 7 日（日）
開催場所：広島市立基町小学校
役割：写真撮影
基町住宅地区三大行事の一つである基町地区原爆死没
者慰霊祭・盆踊り大会が、基町小学校の運動場で催さ
れました。プロジェクトスタッフは撮影係として参加
しました。基町地区社会福祉協議会会長、基町地区連
合自治会会長、広島市立基町小学校生徒からの平和の
メッセージが届けられた後、参列者の献花が行われま
した。慰霊祭の後には盆踊り大会が行われ、浴衣姿の
地域の方を先頭に、原爆で亡くなられた方への哀悼の
意を表して地域住民による盆踊りが捧げられました。
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基町地区敬老会
開催日：2016 年 9 月 19 日（月・祝）
開催場所：広島市立基町小学校
役割：写真撮影
基町住宅地区三大行事の一つである基町地区敬老会が
基町小学校体育館で執り行われ、撮影係としてプロ
ジェクトスタッフが参加しました。広島市立基町小学
校児童による、よさこいとバイオリンの演奏に始ま
り、地域住民による華麗な演舞、マジックやダンスな
ど様々な出し物があり、来場者から笑顔が溢れていま
した。

基町地区町民体育祭
開催日：2016 年 10 月 16 日（日）
開催場所：広島市立基町小学校
役割：写真撮影
基町住宅地区三大行事の一つである基町町民体育祭
が、広島市立基町小学校運動場で開催されました。あ
いにくの雨だったため、プログラムは短縮され午前中
で競技が終わりました。基町プロジェクトは今年で三
回目の参加となり、年々顔見知りの方が増え、体育祭
を通じて地域の方の新たな一面を発見できるのも楽し
みの一

つです。
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広島市立基町小学校運動会
開催日：2016 年 10 月 29 日（土）
開催場所：広島市立基町小学校
役割：見学
少し肌寒い秋晴れの中、広島市立基町小学校の運動会
が行われました。全校生徒 113 人が一生懸命競技に
取り組み、「もとまちおんど」には、児童も保護者も
地域の人も皆で参加して、運動会を盛り上げました。
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ボランティア交流会
開催日：2016 年 12 月 10 日（土）
開催場所：基町中央集会所
役割：写真撮影
基町地区社会福祉協議会主催のボランティア交流会が
行われました。今年もプロジェクトスタッフは招待い
ただきましたので、撮影係として参加しました。この
交流会は、普段「ほのぼの基町」や「ほのぼの文庫」
の運営を行う地域のボランティアの方々への感謝と慰
労を込めて行われており、マジックの披露や健康体操
などが行われ、ご飯を食べながらの楽しい会となりま
した。

広島市立基町小学校卒業式
開催日：2017 年 3 月 17 日（金）
開催場所：広島市立基町小学校
役割：招待参加
広島市立基町小学校にて卒業式が執り行われ、25 名
の生徒が卒業しました。卒業式では毎年卒業生と在校
生との言葉の掛け合いがあり、毎回その完成度に感動
させられます。基町小学校は生徒数こそ少ないですが、
皆とても仲がよく、生徒同士の繋がりが深いことがよ
くわかります。
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平成 28 年度＜交流の場＞事業 No.07
Interchange Program No.07

年末報告会・意見交換会
Year end meeting, Opinion exchange meeting

年末報告・意見交換会

年末報告会

開催日：2016 年 12 月 9 日（金）

開催日：2016 年 12 月 17 日（土）

開催場所：M98

開催場所：M98

参加者：広島市立大学教職員、中区役所職員、広島市

参加者：地域住民、一般市民、広島市立大学教職員、

立大学学生、基町地区社会福祉協議会、中央公民館、

広島市立大学学生、中区役所職員ほか

広島市立基町小学校ほか

参加人数：15 名程度

プロジェクトスタッフから地域の代表者へ、平成 28

基町地区内外の方々を対象に、平成 28 年に基町プロ

年の取組内容を報告し、来年の取組に向けて意見交換

ジェクトが行った取組を報告しました。はじめに「基

をしました。地域住民を巻き込むためには、地域の年

町プロジェクト〜施策展開を図っていくための方向

長者からの声掛けや、地域イベントでの告知が有力で

性と基本コンセプト〜」を紹介した後、
「もとまちカ

あるとアドバイスをいただきました。

フェ」、
「基町、昔の写真展Ⅱ」
、「グローカルキッチン
プロジェクト」などについて活動紹介をしました。
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意見交換会・報告会のコメント

○ M97 の活用は学習教室としての活用案もある。

○ 行政と地域、大学、小学校が一緒に取組んでいるのが、外から

○ 市大国際学部や情報科学学部とも連携をしてはどうか。

見て分かるようにした方がよい。
○ 外から人がくる取組はできているが、地域の参加が悪いのは、
小学校も同様の課題。地域に向けた情報発信として、敬老会な
どの地域の行事の場で活動紹介を行ってはどうか。

○ 基町アパートに最近住みだした学生は、小学校と一緒に何かや
りたいと考えている。
○ 小学生に科学に興味のある子どもがいる。ペットボトルロケッ
トなど子どもは参加したい。スタンプラリーなどのイベントを

○ 基町で暮らす人の生き様（生活や暮らし）を発信できないか。

行ってはどうか。集まったらかっこいい基町のバッヂがもらえ

○ デジタルアーカイブの取組として、丹下軸や被爆樹を空撮して

るとか。

はどうか。
○ 基町小学校は不登校ゼロ、
外国人児童が 6 割を超える
（全国一）
。
○ グローカルキッチンプロジェクトなどイベントの地域向け告知
について、
地元の年代層団体長から声をかけてもらうのが有効。

○「地域の達人」を探して達人に何かしてもらう取組を、社協と
包括が共同で行っている。
○ 学校あっての地域である。小学校と地元（高齢者）の関わりをも
たせるために、学校給食を一緒に食べる取組なども行っている。

イベントに通りかかっても、知っている人がいないと参加しに
くい。
○ イベント会場（中央商店会）が分かりにくい。地域包括支援セ
ンター（福祉ゾーン）やほのぼのなど、地域の人が集まってい
る場所に出向いて、まずは知ってもらう事が重要。ほのぼの基
町に人が定着するまでに 10 年かかった。始め 70 人いたボラ
ンティアは現在 40 人になった。
○ 地域の人を取り上げるのはどうか。
○ 県立広島大学国際学部と基町小学校とのつながりができてい
る。ほのぼの文庫で今年の夏、地域学習会を火曜の夕方中学生
を対象に実施した。大学生が中学生の勉強を教えた。
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4 月 19 日

M トーク

4 月 26 日

M トーク第一弾として、基町社会福祉協議会会長の徳弘親
利さんと基町連合自治会会長の瀬戸口寿一さんに基町の歴
史や、行事、NHK ドラマ「基町アパート」の撮影エピソー
ドなど伺いました。お二人は基町をよくするため熱心に活
動されており、住民と行政の橋渡し役でいらっしゃいます。
お二人の元気に負けないよう僕たちもがんばりたいと思い
ます！

M トーク

今回は基町小学校校長二宮孝司先生に教育の観点か
らお話を伺いました。基町小学校は様々な国籍の子
供が通っているため、多文化共生を目指し言葉の壁
が学習の妨げにならないよう工夫をされているそう
です。今後小学生向けのイベントなども企画できれ
ばと思います。

5 月 22 日
5 月 17 日

M トーク

広島大学で建築を研究されている学
生の方が、M98 へ来て下さいました。
皆さんは、基町地区活性化への取り組
みとして、
「基町マップづくり」を行
われています。建築や都市計画の観点
から基町についていろいろお話を伺う
ことが出来ました。今後イベントなど
一緒にできることも考えていければと
思います。

N:9
ߤގ
※ Mトークとは基町について様々な方と
お話をする会のことです。

5 月 29 日

M トーク
6月7日

フリーライターの佐々木俊輔さんが M98 に
いらして、基町プロジェクトの取材を受けま
した。佐々木さんは、ご自身の仕事として今
年の秋頃に基町を題材にした書籍を出版され
ます。プロジェクトスタッフが知らない、基
町住宅地区に住まわれている住民の方々の生
の声を、色々お聞きすることができました。

6 月 19 日

6 月 21 日

M トーク

広島市基町地区をアートやデザインで元気に

şࡊ෨ʯ˅ʐɿʇʠ R'B
Q.1

基町プロジェクトとは ?

▲

広島市立大学芸術学部と中区役所が連携して、アー
トやデザインを活用し基町地区の活性化に取り組む
プロジェクトです。本年度は試験的な取り組みを行
い、来年度より本格的な事業がスタートします。

Q.2

M98 とは？

▲

読み方は「えむきゅうじゅうはち」です。
“M” は基町の頭文字、“98” は拠点が設置される 98
号店舗から。
基町プロジェクトの活動を行う拠点となる場所で、
会議や事務作業、イベントの準備などを行います。

Q.3

どんな活動をするの？

▲

アートやデザインに関する展示や創作活動、地域
の人とのワークショップなどです。今年度の 8、9
月には早速様々なイベントを行う予定ですので、ぜ
ひご期待ください。

ş N:9 ȦᅰɥɘɁ

ʄʗ˅ȯɭɈކୠȦཹȯɦɘȱȹĊ
絶賛
発売中

基町アパートで清掃員として 30 年以上働かれて
いるガタロさんですが、近年画家としても注目
を集めています。2013 年に NHK で放送された
ガタロさんのドキュメンタリー番組「捨てられ
しものを描き続けて」によって全国的にその名

ş N:9 ʑʗʛʭގ
長野佳嗣（ながのよしつぐ）
1988 年、愛媛県今治市生まれ。広島
市立大学芸術学部デザイン工芸学科
視覚造形分野を卒業し、現在は視覚
造形の非常勤助教をしながら、M98
のスタッフとして働いています。最
近日本の文化に興味がわいて茶道を
習い始めました。これからいろいろ
面白い企画を考えていくのでご期待
ください！

石田真理（いしだまり）

M トーク

今回は、中消防署基町出張所の所長を勤めていらっしゃ
る池田秋治さんに基町のお話を伺いました。所長さんは
趣味で音楽活動をされており、自身で曲づくりも行われ
ています。基町プロジェクトはアートやデザインを活用
することで基町地区を盛り上げるものですが、音楽も世
代や文化の違いを越えていけるものとして大きな可能
性を感じました。

※写真は M トーク時のものではありません

M98 オープン！

MAP フィールドワーク

広大生主催の基町地区マップ作りのため、フィー
ルドワークが実施され、M98 のスタッフも参加
してきました。役所や一般の方も参加し、総勢
25 名ほどでアパートの屋上を中心に基町の魅力
を見つけていきました。その後集会所で意見交換
を行いました。どんなマップが出来るのか楽しみ
です。

本日は平野吉信教授（広島大学大学院工学研究科建築学
専攻建築計画学講座）に基町の話を伺いました。平野先
生は「基町住宅地区活性化計画」の作成メンバーですの
で計画についての詳しい説明や、基町が抱える問題につ
いて建築的観点からお話を伺ました。

5 月 10 日土曜日、基町プロジェクトの活動拠点となる「M98」
の開設式が行われました。式典には中区長、広島市立大学芸術
学部学部長、基町社会福祉協議会会長、基町連合自治会長をは
じめ、多くの方が駆けつけて下さり盛大に執り行われました。
中区長らの挨拶の後、テープカットが行われ M98 がオープン
しました。M98 の室内には開設式のために用意されたプロジェ
クトの説明ボードや施工記録の写真、基町地区の過去と現在の
写真などが展示されており、皆さん熱心にご覧になっていまし
た。この日は式典の様子を取材しようとマスコミ関係者の方も
多くいらっしゃり地区外からも基町プロジェクトに対する関心
や期待が高いことが伺えました。

M トーク

この日は M98 にアーキウォーク広島
の代表・副代表の方をお招きしまし
た。アーキウォーク広島とは、広島
市内をフィールドに建築公開イベン
トやガイドブック発行などの活動に
よって、まちの活性化を目指してい
る市民組織です。その活動の一環と
して基町高層アパートの建築見学会
も開いておられます。基町プロジェ
クトの参考になりそうな様々な事例
を教えて頂いたり、色々なヒントや
アイデアを提供していただきました。

ॢɈ

ࡊ෨ʯ˅ʐɿʇʠʦĜʠ

が知られることとなり、東京などでも個展が開
催されています。このたび NHK 出版よりガタ
ロさんの作品集が販売されることとなりました。
基町発の画家ガタロさんの魂の表現をぜひご覧
下さい！

N:9ާஒᅅฤĪ9ॢī
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1988 年、福岡県行橋市生まれ。広島市

21 22 23 24 25 26 27

立大学芸術学部デザイン工芸学科立体
造形分野を卒業し、現在は立体造形の
非常勤助教をしながら、M98 のスタッ
フとして働いています。好きなものは、
猫、日本酒、弓道！話すの大好きなの

28 29 2: 31 32 33 34

「ガタロ―捨てられしものを描き続けて」
NHK 出版／ 160 ページ
定価 ( 本体 2,300 円 )+ 税
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35 36 37 38 39 3: 41
42
ŜĤ:;11ġ29;11!!◯Ĥ:;11ġ23;11

で皆さん M98 に遊びにきてください！
もとまち TIMES は、基町プロジェクトの一環として M98 が発行している情報誌です。基町プロジェクトの情報は Facebook（https://www.facebook.com/motomachiproject）／ Twitter（https://twitter.com/motomachi̲prj）
でも随時発信していますのでこちらもぜひご覧ください。 また M98 はどなたでも見学いただけます。基町プロジェクトに興味のある方はお気軽にご来場ください。
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発行：基町プロジェクト（広島市立大学、広島市中区役所） 発行日：2014 年 10 月 26 日

▲
「取手アートプロジェクト」
視察の様子
（茨城県取手市） ▲「芝の家」視察の様子（東京都港区）

▲
「取手アートプロジェクト」
視察の様子
（茨城県取手市） ▲「芝の家」視察の様子（東京都港区）

M98 のスタッフが 8 月の下旬に東京、横浜、茨城を訪ねてアートやデザインを

M98 のスタッフが 8 月の下旬に東京、横浜、茨城を訪ねてアートやデザインを

活用したまちづくりの先行事例を調査してきました。今回は住民の方と視察の

活用したまちづくりの先行事例を調査してきました。今回は住民の方と視察の

内容を共有したいという思いから報告会を開催しました。この報告会をきっか

内容を共有したいという思いから報告会を開催しました。この報告会をきっか

けに基町プロジェクトの目指す将来像が少しでも伝わり、興味をもっていただ

けに基町プロジェクトの目指す将来像が少しでも伝わり、興味をもっていただ

ける方が増えるといいなと思います。

ける方が増えるといいなと思います。
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なりました。慰霊祭では社会福祉協議会会

基町小学校体育館にて「基町地区原爆死没者慰霊祭」が

あり、その後全員で順番に献花し終了しま
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盆踊り大会も行えるといいですね。
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本来は慰霊祭の後盆踊り大会の予定でしたが台風の影響
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執り行われ基町プロジェクトのスタッフも参加しました。 長らの挨拶があり、その後全員で順番に献花し終了しま
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した。来年は盆踊り大会も行えるといいですね。
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小学生や基町地区の方を対象としたワーク

以小学生和基町地区的居民为对象的「共创基町彩

ショップ「もとまちレインボーロードをつくろ

虹之路」研讨会，在基町小学体育馆顺利的召开了。

う！」を基町小学校体育館にて開催しました。

企划要求，在基町ショッピングセンター（基町购

この企画は基町ショッピングセンターの天窓

物中心）的天窗上，贴上花窗玻璃风格的贴纸，使

基町小学校体育館にて「基町地区敬老会」が開催され

感じました！会のはじめには基町地区最高齢で御年 94

にステンドグラス調のシートを貼付け、通り

整个基町ショッピングセンター（基町购物中心）

基町プロジェクトのスタッフも参加しました。来場者

歳の方へ表彰と記念品の授与が行われました。その後

を色とりどりの光で満たそうというものです。

的街道洒满五彩缤纷的光。当日，全体参与者共同

数は 400 名ということで基町地区のつながりの強さを

楽しい余興の数々が行われ、大変盛り上がりました。

当日は参加者全員で透明シートにカラーフィ

在透明薄板上进行彩色光感薄膜的粘贴作业。大家

ルムを貼り付ける作業を行い、その後スタッ

完成后，工作人员将参与者粘贴好的透明薄板固定

フが完成したシートをショッピングセンター

在基町ショッピングセンター（基町购物中心）的

の天窓に設置しました。夏の日差しに照らさ

天窗上。当夏日阳光照射时，感光薄膜的色泽变的

れたフィルムは色鮮やかでとても綺麗でした !

更鲜艳更漂亮！

（※フィルムの設置期間は終了いたしました。ご了承下さい。）

小学生や基町地区の方を対象とした
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う！」を基町小学校体育館にて開催し

21 !22 23 24

この企画は基町ショッピングセンター

25 26 27 28 29 2: 31

にステンドグラス調のシートを貼付け
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を色とりどりの光で満たそうというも

39 3: 41 42

当日は参加者全員で透明シートにカラ

ルムを貼り付ける作業を行い、その後
ŜĤ:;11ġ29;11!!◯Ĥ:;11ġ23;11
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フが完成したシートをショッピングセ

の天窓に設置しました。夏の日差しに
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れたフィルムは色鮮やかでとても綺麗
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（感光薄膜陈列时间已结束，敬请谅解。
）

トにおける活動の一環として発行している情報誌です。

（※フィルムの設置期間は終了いたしました。ご了承下さ

もとまち TIMES は、基町地区及び基町プロジェクトの情報発信を目的として基町プロジェクトにおける活動の一環として発行している情報誌です。

／ Twitter（https://twitter.com/motomachi̲prj）でも随時発信していますのでこちらもぜひご覧ください。

基町プロジェクトの情報は Facebook（https://www.facebook.com/motomachiproject）／ Twitter（https://twitter.com/motomachi̲prj）でも随時発信していますのでこちらもぜひご覧ください。

46） 広島市立大学社会連携センター（担当：渡邉／電話：082-830-1764）

お問い合わせ（平日のみ）：広島市中区地域起こし推進課（担当：野地本／電話：082-504-2546） 広島市立大学社会連携センター（担当：渡邉／電話：082-830-1764）
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ガタロさんライブペイント

8

9
2~16

1

劇作家の岸井大輔さんを M98 にお招きし「会／議
アートとは生きること

／体」を行いました。

未来の基町模型作り

「もとまち 2.0」とは基町地区がよりよくなるためのアイディアを考え模型化す

そのものなんです！！

「会／議／体」とは参加者それぞれが抱える悩みや

るプログラムです。9 月 2 日〜 9 月 16 日の期間ほぼ毎日 M98 にて行いました。
主に広島市立大学の学生メンバーを中心に総勢 20 名程度の方が参加しました。

「もとまち 2.0」

基町地区が子供からお年寄りまで住みやすく、地区外からも人が訪れやすい場
所になることを目指し取り組みました。
（※なお登場するアイディアには既存の建物を大きく改変するものもありますが、あくまで模型上での話ですのでご理

問題に対して他の参加者が解決案を提示し、それ

解ください。）

らを組み合わせることで問題解決を図るものです。

1

話し合いが進行していくに連れ問題に対しての解
決案がとんでもない方向にいったり、複数の提案
が結びつくことで大きな問題が解決に向かったり
するなど終始笑いと驚きの連続でした。

2

3

4

制作手順

基町地区の清掃員として働きながら、画家としても活躍
されている、通称ガタロさんのライブペイントを基町
ショッピングセンター中央にて開催しました。普段は気
さくで物腰の柔らかいガタロさんですが、絵を描き始め

まずは皆で基町見学です。地
図やデータではわからないこ
とを確認していきます。

た途端目つきや口調が力強くなり、別人のようでした。
ペイント中に時折語られるガタロさんのアートや基町に

次に皆でアイディアを出して
いきます。納得できるまで何
度も練り直します。

アイディアが決まると色鉛筆
などでスケッチしながらデザ
インを考えます。

いよいよ最後は模型作りです。
頭の中のイメージが形になる
のはとても楽しいです。

対する熱い思いにも胸を打たれました。

完成模型

休

み

特

集

N:9
ߤގ

夏

8

MAYA MAXX さん
ライブペイント

8

24

もとまち映画上映会

7・8・9 月で行った
地域の方との交流を目的とした
プログラムを紹介します

ショッピングセンター屋上の人工地盤

太田川の中腹に人工の島をつくり、そこを

スペースに数メーターおきにポールを設置し、

経由するかたちで橋を架け、基町から横川方面

そこに布を張ることで目的に応じた場作りが出来

を結ぶ歩行者、自転車専用の歩道橋をつくる。島には

る案。布の張り方でバザー、劇や映画上映、日陰の

カフェや芝生の場所を設け、更に遊覧船が停泊出来る

休憩スペースなど様々な活用が可能。

ようにすることで観光客も訪れるスポットにする。

「ミリキタニの猫」という映画の上映を基町中央集会所にて
全国的に活躍されている画家 MAYA MAXX さんのライブペイ

行いました。この映画は NY で路上生活を送りながら絵を描

ントが基町ショッピングセンター入り口で行われました。主催

いているジミー・ミリキタニさんのドキュメンタリーです。

のギャラリー G に協力する形で基町プロジェクトも関わりまし

最初は皆さんジミーさんと距離があったようですが、日系ア

た。MAYA MAXX さんは時折軽快な話も交えながら 1 時間 30

メリカ人であることや広島出身であるなど半生が明らかにな

分ほどで幅 10M の絵が完成しました。観客を絵の世界に引き

るにつれ引き込まれていったようです。DVD も発売されて

込んでいくパワフルな姿がカッコ良かったです！

いますのでご興味ある方はぜひ御覧ください。

制作した模型は計17 個。
ここではその一部を

8

12

高田真さんレクチャー

ご紹介します！

M98 に高田真さん（アーキウォーク広島代表）をお招きし
て、建築や都市的な視点から基町地区に関するレクチャー
を 行 っ て 頂 き ま し た。 前 半 は ス ラ イ ド を 使 用 し た レ ク
チャー、後半は実地視察でした。今回のレクチャーは基町
の建築入門編として行っていただきましたが、とてもわか
りやすく勉強になりました。
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基町项目意见交换会

基町プロジェクト
意見交換会
基町プロジェクトの今年度における活動のまとめと来年
度の取り組み内容を話し合う「基町プロジェクト意見交

在 M98 召开的“基町项目意见交换会”中，对基町项目
本年度的活动汇总和下年度的工作内容进行商议。11、12

換会」を M98 にて開催しました。11、12 月の間で全 3
回行い、参加者は基町地区にお住まいの方を始め、広島

月中已举行 3 次、每回大约 10 名参加者。参加者是以基

市立大学芸術学部教員、中区役所職員の方々で各回 10

町地区居民为首，广岛市立大学艺术学部教员、中区政府

名程度でした。住民の方からは「基町プロジェクトの活

机关职员等。来自居民的意见“基町项目活动应该加大宣

動をもっと広報するべき」
「他大学との連携が必要」など
の意見がありました。これらの意見をもとに現在来年度
以降の実施計画を作成しています。ご期待ください！

310

传力度”、
“有必要与其他大学合作”等。这些宝贵的意见
将作为现下年度后实施的计划。敬请期待！

11月14 日〜11月25日
未来の基町模型展示②（中区役所）
中央公民館の展示に引き続き、第 2 弾の模型展示を中
区役所 1 階ロビーにて行いました。受付のそばに設置
したこともあり、手続きを待つ方がご覧になっていま
した。また市役所職員の方にも基町プロジェクトの取
り組みを知って頂くきっかけとなりました。実施した
アンケート結果は、川辺の活用案やショッピングセン
ター屋上の活用案が人気でした。

10月18 日〜11月2日
未来の基町模型展示①（中央公民館）
9 月に行いました未来の基町模型作り「もとまち 2.0」
で制作した模型を中央公民館 3 階ロビーにて展示し
ました。全部で 17 個の模型を展示したのでとても迫
力があり、大勢の方に興味をもって見ていただけま
した。アンケートも実施し気に入った模型に投票し
てもらいました。川辺の活用案が人気でした。

N:9
ߤގ
10・11・12・1 月で行った
基町プロジェクトの活動報告です

1月31日
「京都芸術センター」訪問

12月14 日〜1月30日
未来の基町模型展示③（新地ギャラリー）
中央公民館、中区役所での展示に引き続き、第 3 弾
の模型展示を流川にある新地ギャラリーにて行いま
した。新地ギャラリーはショーウィンドーを活用し
たギャラリーで、街行く人が気軽に覗くことが出来
ます。ショーウィンドーが 3 箇所あるので、模型展
示の他に M98 の再現展示や、これまで行ったプロ
ジェクトの写真なども展示しました。

京都市内にある「京都芸術センター」を訪問
しました。この施設は廃校となった小学校を
活用し、文化芸術活動を行うスペースです。
当日行われたアーティスト・イン・レジデン
スに関するレクチャーにも参加し、文化芸術
による街づくりについて勉強してきました。
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10 月 19 日 基町小学校運動場にて第 33 回基町地区町民

参加人数はなんと 1000 人！子どもたちからお年寄りま

体育祭が開催されました。当日の朝は肌寒い気温でした

で皆さん大変盛り上がっていました。今年も 2 コアが優

33 34 35 36 37 38 39
3: 41 42

が、日中は日差しも強く絶好の体育祭日和となりました。 勝し、昨年に引き続き 2 連覇を達成しました。

ŜĤ:;11ġ29;11!!◯Ĥ:;11ġ23;11
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もとまち TIMES は、基町地区及び基町プロジェクトの情報発信を目的として基町プロジェクトにおける活動の一環として発行している情報誌です。
基町プロジェクトの情報は Facebook（https://www.facebook.com/motomachiproject）／ Twitter（https://twitter.com/motomachi̲prj）でも随時発信していますのでこちらもぜひご覧ください。
お問い合わせ（平日のみ）：広島市中区地域起こし推進課（担当：野地本／電話：082-504-2546） 広島市立大学社会連携センター（担当：渡邉／電話：082-830-1764）
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写真上：広島修道大学 協創館にて

“基町咖啡厅”开业 !

もとまちカフェ オープン！
「もとまちカフェ」とは、基町に外から若者を呼び込み、 “基町咖啡厅”的设立目的 , 在于为居住在基町以外
基町に住む人々と交流する場を作ることを目的とした取

的年轻人和基町的本地居民提供一个交流的场所。

り組みです。今年の 8 月 5・6 日に基町ショッピングセ

今年 8 月 5 日 ,6 日在基町购物中心屋顶平台作为

ンター屋上で仮設のカフェとしてオープンします。短期
間ですが、広島市立大学と広島修道大学が連携し、それ
ぞれの学生が専門分野を活かしながら企画、運営します。

大学与广岛修道大学携手合作 , 各校学生发挥着各

าć9 ॢ 6 ĪīĆ7Īᄄī
૪࠰ć23;11 ġ 29;11

自专业的一技之长 , 合理规划运营。从 3 月份活动

௲ஒćࡊ෨ʏʿʛʬˋʈʓˋʗĜݎ

ティングや基町の視察を重ね、面白いアイディアを考え

开始 至今 , 约有 15 名学生反复商讨 , 考察基町的具

ᆧࣸćჟᆧ

ています。当日は無料で冷たい飲み物やかき氷などをお

体情况 , 奇思妙想层出不穷。当日我们将免费提供

配りします（無くなり次第終了）
。ぜひお越しください !

冷饮和刨冰等（送完为止）。请您一定光临！

3 月より計画づくりを始動し、現在約 15 名の学生がミー

312

临时的咖啡厅开业。值此项目实施之际 , 广岛市立

௫

ൎćɃɄȹɁɜȤॎɅɃȠȸ
ʹʣʽĜćəဘĆȥȧ࿉ĪჟȩɄɤ૫൦
ᆡī

2月12日

2月6日
まちづくり懇談会（基町地区）

基町高校放送部 取材対応

M98 にて基町について話し合う懇談会が行われまし
た。参加者は中区長・職員の方、地域代表の方、基町
プロジェクトスタッフ等です。今後の基町地区の活性
化に向けての取り組み方法や、基町プロジェクトの実
施計画案について全員で意見交換を行いました。

3月6日
TSSテレビ新広島取材対応
TSS テレビ新広島の取材を受けまし
た。活動について基町プロジェクト
スタッフのインタビューや住民の方
が話している場面などが撮影され、
3 月 10 日の夕方のニュース内で放
送されました。

基町高校放送部の皆さんが基町プロジェクトを取材す
るため、M98 に来てくれました。プロジェクトの活
動の紹介や、基町をどのような町にしていきたいかな
どを説明しました。今後基町高校の学生も一緒に活動
出来る機会を作りたいと考えています！

N:9
ߤގ
2・3 月で行った
基町プロジェクトの活動報告です

3月29日
M98 年度末大掃除
M98 の大掃除と床のワックスがけ
を行いました。ワックスがけはハー
ドワークで大変でしたが、やり終え
るとしっとりしていて深みが出まし
た。これでようやく新年度を迎える
準備が出来ました！

ĶࡊʶʛʯķȦࠊȱɘȱȹĊ
N:9ȥɣɈȤඪɣȵ
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平成 26 年度より広島大学生と地域の方が中心となり取り

らせていただいたのでとても嬉しいです。
「基マップ」は

ާஒ૪࠰ć:;11ġ29;11

組んでこられた、
「基マップ」制作ですが、いよいよ完成

単なる地図ではなく、基町の魅力や、様々な人の基町へ

ĪᅅਠɄȩဿ৩ɅɄɥ௲ਗȦȜɤɘȳī

いたしました！基町プロジェクトスタッフも制作に関わ

の思いがまとめられており、とても見応えがあります。
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3 月 20 日、基町小学校の卒業式が行われました。今年

愛情あふれる式でした。終了後には幼稚園の子供たち

の卒業生は 17 名で、一人一人が中学生になってから

や地域の方も一緒に花道を作り卒業生を見送りました。

27 28 29 2: 31 32 33

の目標などを一言ずつ発表するなど少人数ならではの

中学生になっても勉強や部活動、頑張って下さい！
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もとまち TIMES は、基町地区及び基町プロジェクトの情報発信を目的として基町プロジェクトにおける活動の一環として発行している情報誌です。
基町プロジェクトの情報は Facebook（https://www.facebook.com/motomachiproject）／ Twitter（https://twitter.com/motomachi̲prj）でも随時発信していますのでこちらもぜひご覧ください。
お問い合わせ（平日のみ）
：広島市中区地域起こし推進課（電話：082-504-2546） 広島市立大学社会連携センター（電話：082-830-1764）
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基町地区

3大行事 が行われました！

ࡊ෨ණࣾ 4ૢɂɉ

毎年基町地区では、8 月に「原爆死没
者慰霊祭・盆踊り大会」9 月に「敬老会」
10 月に「町民体育祭」という３つの

発行：基町プロジェクト（広島市立大学、広島市中区役所） 発行日：2015 年 11 月 14 日

行事を行っており、これらの行事を総

8

ࡊ෨ණࣾঈཎૌႣଞڸᇔĆႫᅡɤޏ

9

称して「基町地区３大行事」と呼んで
います。３大行事は、基町住宅地区に
暮らすたくさんの人々が参加し、行事
を通して住民同士が絆を深め、暮らし
やすい基町を作ることを目指し実施さ
れています。

N:9ȥɣɈȤඪɣȵ

N:9ȥɣɈȤඪɣȵ

基町小学校グラウンドにて「基町地区原爆死没者慰霊祭」 今年は天気に恵まれ、献花の後には浴衣姿の方も盆踊り
が執り行われ、慰霊祭の後には「盆踊り大会」も開催され

şࡊ෨ʯ˅ʐɿʇʠɈষɈଲ೨

に参加しておられました。被爆 70 年となる今年は、平和

ました。昨年は台風で盆踊り大会は中止となりましたが、 への思いをより一層強く願いながらの開催となりました。
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基町小学校体育館にて「基町地区敬老会」が開催され

舞などの楽しい余興が次々と行われ、終始笑い声に包

ました。90 歳を超えられた方を表彰した後には、基町

まれていました。来年もまた元気な姿で集まって楽し

小学校の児童によるソーラン節とバイオリン演奏、演

い時間を一緒に過ごしたいですね。
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制作针孔照相机！
制作针孔
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目が行われ
目が行われ、大変盛り上がりました。最後のリレーでは年

6 月 15 日に基町小学校 6 年生の児童と一緒にピンホールカメラの授業を実

6 月 15 日基町项目小组和基町小学六年级的孩子们一起参加了制作简易针孔

施しました。ピンホールカメラは空き箱などを利用して手軽に制作すること

照相机的活动课程。即使是针孔照相机也能利用空箱子等废物非常简单便捷地

が出来るため、児童は広島市立大学の学生のサポートを受けながら、カメラ
好きな基町」ということで、自分たちが暮らす高層アパートからの風景や、
いつも遊んでいる公園などを撮影した写真が完成しました。完成した写真

はリレーの勝利で得点をのばした 15 コアとなりました！

くさんの人に見て頂きました。（展示期間は終了しておりますご了承下さい）

进行了为期两周的展出，有很多人们特意前来参观。（本展示已结束请您谅解）

赤いライトだけの
暗室で現像を行い像を浮かび上がらせます
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得参与了活动，把自己日常居住的高层公寓里所看到的风景以及经常游玩的公
园等场所用自己制作完成的照相机拍摄成相片，并且在购物中心入口处的橱窗

平らな場所に
カメラを置いて撮影をします

代を超えて一生懸命走る姿が印象的でした。今年の優勝

摄并冲洗了照片。这回的活动主题是“我眼中的魅力基町”
。孩子们非常积极

は、ショッピングセンター入り口のショーウィンドーに約２週間展示し、た

空き箱を使って
ピンホールカメラ本体を作ります

34 回基町地区町民体育祭」が行われました。汗ばむ陽気
の中、玉入れや障害物競争、各コア対抗リレーなど 16 種

制作出来。孩子们在广岛市立大学的学生志愿者的引导下，用自制的照相机拍

制作から撮影、現像までを自分たちで行いました。今回のテーマは「自分の
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もとまち TIMES は、基町地区及び基町プロジェクトの情報発信を目的として基町プロジェクトにおける活動の一環として発行している情報誌です。

現像した写真を乾かしたら完成です

基町プロジェクトの情報は Facebook（https://www.facebook.com/motomachiproject）／ Twitter（https://twitter.com/motomachi̲prj）でも随時発信していますのでこちらもぜひご覧ください。
お問い合わせ（平日のみ）：広島市中区地域起こし推進課（電話：082-504-2546） 広島市立大学社会連携センター（電話：082-830-1764）

1951 年（S26）

1952 年（S27）

1960 年（S35）

交通整理をする少年。現在

虫取りアミをもって、昆虫採集にいく

通学中の少年少女たち。現在のひろしま

のバスセンター付近にて。

少女たち。旧太田川沿いの土手にて。

美術館近辺にて。

「基町、昔の写真展」は、昔の基町の様子が垣間見られる家族写真や学校行事な

頂いたため、行政や新聞社などの記録写真とは異なり、生活感あふれる写真が

どの記念写真、地域のお祭や何気ない日常風景の写真などで構成した展示会で

揃いました。会期中、約 300 名の方にご来場いただき、写真や地図を囲みなが

す。昔の写真を見ながら基町の歴史を振り返り、未来の展望を考えることを目

ら昔の基町を懐かしむ方の姿が見受けられました。また基町地区外からも多数

的に実施しました。展示した写真は地域の方を中心にすべて一般の方から提供

の方がご来場され、基町の歴史を知って頂く良い機会となりました。

Motomachi Old基町、
Photos
昔の写真展

1965 年（S40）
「第一基町子ども会」で平屋木造住宅

8 月1日〜14日 基町中央商店会

の団地を、練り歩く子供とお神輿。

数百枚にわたる思い出
の数々と向き合うことは、とても貴重
な体験となりました。一枚一枚にお借りした
家族の大切な時間がつまっており、選ぶのに
とても苦労しました。この展示会をきっかけに、
ご自宅のアルバムを改めて見てみたり懐かしん
だりする、新しい集まりの時間が作れた

1973 年頃（S48）

1977 年頃（S52）

木造住宅と工事中の高層アパート。大き

とても気になるチーム名、UFO。基町

なクレーンで資材を運んでいます。寺町

中央商店会のメンバーです。

の辺りから撮影した基町の風景。

ならば、うれしく思います。

企画・会場担当
鹿田 義彦（美術家）
▲ 地域の方に写真を提供いただき、エピ
ソードや撮影場所などを伺っている様子。

来場者アンケート結果（有効回答者数 51 人）
その他

2%

2%

4%

写真展への感想（抜粋）

80 代〜

無回答
基町地区内

広島県内

19%

14%

10 代

・写真の皆さんの楽しそうな笑顔を見て、こちら

10%

も懐かしい気持ちになりました。

60・70 代

27%

お住まいの
地域

・高層アパートが立つ前の戦後の様子をもっと
20・30 代

年齢層

広島市内

40・50 代

61%

35%

26%

知りたい。以前からずっと住んでいたから。

夏

休

特

集

▶ 会場は写真を展示している傾
斜のついた台と中央に設置され
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た昔の基町地区の地図で構成。

探索マップ担当 林 美里（広島市立大学 3 年生）
『基町ショッピングセンター探索マップ』
基町ショッピングセンターのお店を写真
付きで掲載。来場者
来場者に無料配布しました。

基町ショッピングセンターのお店を 1 店舗ずつ取材し、
自分たちの言葉でまとめていく中で、お店の方々の
優しさに助けられました。またデザインは親しみを
もってもらえるように、ポップな雰囲気に仕上げました。

基町地区に住む方と
地区外の方が自然に繋がれるようにと、
１つの大きな屋根のデザインを考えました。
数百本のテープを均一に張っていく作業は、
30 名以上の大学生で 3 日間かかりました。

会場デザイン担当
松葉 亮佑
（広島市立大学 2 年生）

運営担当 早田 志也（広島修道大学
2 年生）
志
会議のファシリテーターや、当日のシフト管理など、初め
会議のファシリテー
てのことも多くありましたが、修道大学と市立大学の専門
を生かしてみんなで乗り越えることができました。今後も
基町の賑わいづくりに取り組んでいきたいと思います。

当日、基町の子供達とカフェを訪れた学生
とが楽しそうに遊んでいる光景を見て、
頑張ってよかったと思えました。

来場者アンケート結果（有効回答者数 421 人）
60 代〜
基町地区内

50 代

43%

10%

9%
40 代

お住まいの
地域

5%

年齢層

30 代

10 代

52%

8%
基町地区外

57%

Motomachi Cafe

314

制作针孔照
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ピンホールカメラ制作！

6

21 !22 23

20 代

16%

「もとまちカフェ」は、基町に外から若者を呼び込み、基町に住む方との交流

風になびき、太陽の光を反射するため、常に見た目が変化し来場された方を楽

を促進する目的で、基町プロジェクト（広島市立大学・中区役所）と広島修道

しませました。カフェのメニューはフルーツをトッピングしたオリジナルかき氷と

大学が連携し実施しました。2 日間限定の開催でしたが、約 500 名もの方が来

各種ジュースで、藤棚の下に設けたカウンターにて無料で提供しました。基町を

空き箱を使って
ピンホールカメラ本体を作ります

平らな場所に
カメラを置いて撮影をします

赤
暗

2016 年 2 月号
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1・12 月で行った
ロジェクトの活動報告です
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11月20日（金）
ほのぼの基町花クラブ 参加

ॢ

ほのぼの基町主催の「ほのぼの基町花クラブ」が基町
小学校にて行われました。この取組は、高齢者の心の
拠り所として、年４回開催しているものです。今回は
ホウキグサを使い、箒を制作しました。クリスマスが
近いということもあり、思い思いのデコレーションを
施し、個性あふれる箒が完成しました。年末の大掃除
に大活躍です。

3127

3

11月20日（金）
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ほのぼの基町花クラブ 参加

ॢ

ほのぼの基町主催の「ほのぼの基町花クラブ」が基町
小学校にて行われました。この取組は、高齢者の心の
拠り所として、年４回開催しているものです。今回は
ホウキグサを使い、箒を制作しました。クリスマスが
近いということもあり、思い思いのデコレーションを
施し、個性あふれる箒が完成しました。年末の大掃除
に大活躍です。

発行：基町プロジェクト（広島市立大学、広島市中区役所） 発行日：2016 年 2 月 6 日

11月7日（土）

3127

まちづくり交流サロン 参加
広島市役所で行われた「まちづくり交流サロン」に
て、
「クリエイティブで魅力的なまちづくり」と題
して基町プロジェクトの活動を紹介しました。その
後、参加者との意見交換会も行い、外部に向けて基
町プロジェクトの活動について話すことのできる良
い機会となりました。
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11・12 月で行った
基町プロジェクトの活動報告です

Ɉၫ向౯ɂࡊႨʋˋʓʯʠġķ
ɬ N:9 Ʌɀ༯ȱɀȤɤɘȳă
!

Ɉၫ向౯ɂࡊႨʋˋʓʯʠġķ
ɬ N:9 Ʌɀ༯ȱɀȤɤɘȳă
!

Ȯ࣓ჍɈȜɥၫɉȶɌ N:9 ɅȤ

Ȯ࣓ჍɈȜɥၫɉȶɌ N:9 ɅȤ

ᆏȻࡍɤݚȯȞă

ᆏȻࡍɤݚȯȞă

日（日）
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12月20日（日）

ジェクト 年末報告会 開催

3 ॢ 5 ġ 3 ॢ 3: Ɉࡖ࠰Ăࡊ

基町プロジェクト 年末報告会 開催

3 ॢ 5 ġ 3 ॢ 3: Ɉࡖ࠰Ăࡊ

M98 にて「年末報告会」を開催し、約 25 名の方
にご参加いただきました。基町プロジェクトのこ
れからの活動計画や「もとまちカフェ」
、
「基町、
昔の写真展」について報告しました。報告会の後
には、
「基町住宅地区の公共デザインを考えるプロ
ジェクト」の中間発表も行い、参加者の方々から
たくさんのご意見をいただくことができました。

ʏʿĜɾɼˋʡĜɅɀࡊ෨Ɉ෨ူə

「年末報告会」を開催し、約 25 名の方
ただきました。基町プロジェクトのこ
動計画や「もとまちカフェ」
、
「基町、
」について報告しました。報告会の後
住宅地区の公共デザインを考えるプロ
の中間発表も行い、参加者の方々から
ご意見をいただくことができました。

ᆔާ!ޏ

グランドゴルフなどが行われ、大変盛り上
れ分野は違いますが、基町がもっと元気に
を合わせていきたいですね。
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基町をかざろう！
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一起来装饰基町吧！圣诞节装饰活动
7

12 月 6 日（日）に基町ショッピングセンター入口のショーウインドーをクリ

12 月 6 日在我们在基町商店街入口的橱窗举办了。
「一起来装饰基町吧！圣

スマス仕様に飾り付けるイベント「基町をかざろう！クリスマスデコレーショ

诞节装饰！」的活动。这次活动由夏天曾经在基町举办了「基町咖啡馆」的广

ン」を行いました。このイベントは夏に「もとまちカフェ」を行った広島市
立大学等の有志の学生が主体となり企画しました。当日は基町小学校の子ど
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クリスマスデコレーション
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もや地域の方々 28 名にご参加いただきました。子どもたちは段ボールのツ

基町地区社会福祉協議会主催のボランティア交流会が基町中央
集会所にて開催されました。この会は、日頃から基町を支える
方々への感謝と慰労を込めた交流会です。会中ではマジックの

披露やチーム対抗のグランドゴルフなどが行われ、大変盛り上
がりました。それぞれ分野は違いますが、基町がもっと元気に
なっていくために力を合わせていきたいですね。
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21 !22 23

24 25 26 27 28 29 2:

12 月 6 日（日）に基町ショッピングセ

31 32 33 34 35 36 37

スマス仕様に飾り付けるイベント「基町

38 39 3: 41 42

ン」を行いました。このイベントは夏に

岛市立大学与广岛修道大学的学生志愿者策划举行。当天来参加活动的 28 位

立大学等の有志の学生が主体となり企

小朋友来自基町小学和住在基町附近的家庭。小朋友们把做有动物等形状的贴

リーに動物などの形に模ったシールを貼り、大人たちは紙で立体的な雪の結

纸贴到纸板箱做的圣诞树上，大人们则用纸做了立体形状的雪花。最后大家一

晶を作りました。最後に完成したツリーと雪の結晶を全員でショーウインドー

起把做好的雪花和圣诞树装饰到了商店街入口的橱窗里，在大家的齐心协力下

に設置し、華やかな展示が完成しました！（展示期間は終了しております）

完成了一次非常漂亮的橱窗展览。（本次展览已经结束）
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ける活動の一環として発行している情報誌です。

もや地域の方々 28 名にご参加いただき

リーに動物などの形に模ったシールを

ࡊ෨ʯ˅ʐɿʇʠʦĜʠ

N:9 ʶʛʯ

晶を作りました。最後に完成したツリー

ঢ়ીෂࣾࡊ෨27 ྈ 28. 3.214
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に設置し、華やかな展示が完成しました

もとまち TIMES は、基町地区及び基町プロジェクトの情報発信を目的として基町プロジェクトにおける活動の一環として発行している情報誌です。

ter（https://twitter.com/motomachi̲prj）でも随時発信していますのでこちらもぜひご覧ください。

基町プロジェクトの情報は Facebook（https://www.facebook.com/motomachiproject）／ Twitter（https://twitter.com/motomachi̲prj）でも随時発信していますのでこちらもぜひご覧ください。

会連携センター（電話：082-830-1764）

お問い合わせ（平日のみ）：広島市中区地域起こし推進課（電話：082-504-2546） 広島市立大学社会連携センター（電話：082-830-1764）

基町プロジェクトでは今後の取組の指針として平成 27 年 3 月に「基町プロジェクト〜施策展開を図っていくための方向性と基本コンセプト〜」を策定しました。本紙はその概略版です。

短期、中期、長期の計画

「基町プロジェクト」は、基町住宅地区の活力低下に対応するた

若いクリエイターの創造的な活動を支援する環境を提供し、そ

め、平成 25 年 7 月に広島市が地域と連携して策定した「基町住

の成果を地域に還元する。商店街の空き店舗を活用し、創作や、

宅地区活性化計画」に掲げられている「基町アートロード、アー

展示などが行えるスペースを設置する。それらを活用し国内、

※今後関係機関との調整や財源確保などが必要な項目も含む

2045 年

海外から若いクリエイターを呼び、短期滞在制作の機会を提供

トによる魅力づくり」の実現を目指す取組です。若者が主体と

被爆 100 年

する。また、老朽化した建物のリノベーションデザインの請負

なった創造的な文化芸術活動や地域交流を通じて、まちの魅力

などを通して、若いクリエイターの雇用の機会の創出も目指す。

づくりや基町住宅地区の活性化を目的としています。
3 つの場が結びつき

の特色を考慮し、平成 27 年 3 月に「基町プロジェクト〜施策展

長 期

この取組を推進するため、地域の方との交流や意見交換などを
通じて発見した基町住宅地区の持つ可能性や魅力と、広島市立大学

学びの場

「国際平和文化都市」
の一役を担う場へ

開を図っていくための方向性と基本コンセプト〜」
（ 以下、「本
コンセプト」という。）を策定しました。
本コンセプトで目指すのは、基町住宅地区が広島市の掲げる

基町住宅地区内には幼稚園、小学校が併

「国際平和文化都市」の一役を担う場に生まれ変わることです。

設されており、すぐそばには基町高等学

そうすることで外部から人々の流入が促進され、賑いの再生に

校がある。これらの学校と広島市立大学

つながると考えます。その実現のため、「学びの場」「創造の場」
「交流の場」の 3 つの場づくりに取組みます。

をはじめとする広島の各大学が協働で若

2020 年

東京オリンピック開催

2018 年

基町プロジェクト本格始動 4 年目

創造の場

者の学びの機会を作る。また、基町プロ
ジェクトの活動を通して地域住民が主体

中 期

的にまちづくりに参画できる機会の提供
や、専門家を招いてのレクチャーなどを
開催し、地域の人材育成にも取組む。

交流の場
基町住宅地区住民と地区外から訪れる人々の交流の機会を作
り出す。基町住宅地区は戦後復興を考える上で極めて重要な

短 期

場である。また、同地区には多くの外国籍の方が暮らしてお
り、多様な文化が交差する地区でもある。これらの背景を活
用し、特色ある交流の場を創出する。

2015 年

より詳しい内容はこちらからをご覧ください ▶▶ http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/1443574903330/simple/motomachi-project.pdf

被爆 70 年

基町プロジェクト（広島市立大学・広島市中区役所）
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校卒業制作 に

基町小学
N:9
に参加させてもらいました！
一緒
M98 も
ߤގ

2016 年 10 月号
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2017 年 2 月号

企 画 展

［会場］広島市立中央図書館 2階展示ホール
広島市中区基町3番1号

2015.11
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ウェブサイト、Facebook

ウェブサイト

http://www.motomachiproject.net

フェイスブック https://www.facebook.com/motomachiproject
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4

活動拠点・スペース
Base
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M98
基町プロジェクト旗艦拠点

2014 年 5 月、基町住宅地区内にある商店街の空き店

す。2015 年に導入された大判プリンタやカッティン

舗を改修し、基町プロジェクトの旗艦活動拠点として

グプロッターによって、モトマチ・アートウィンドウ

「M98」を開設しました。壁の塗装や床のワックスが

で展示する大きな展示物も印刷することが可能になり

けは、大学生にも手伝ってもらいながらプロジェクト

ました。活動拠点を設けることで、地域住民から地域

スタッフが行いました。外から内部の様子が良く分か

の一員として認められ、地域の抱える問題や要望を理

るように、
出入口にガラス製のスライドドアを採用し、

解し、把握することが可能となりました。名称の由来

地域の方が気軽に入って来られる雰囲気を作っていま

は店舗番号が 98 号店舗であり、基町の頭文字から M

す。
「M98」には週 3 日程度、2 名のプロジェクトス

をとって「M98（えむきゅうじゅうはち）」としました。

タッフが出勤しており、地域交流や実務を行っていま

322

M98<make>
制作や加工作業のための拠点

2016 年 4 月から、
基町中央商店会内で空き店舗となっ

けて行いました。通りに面した壁がガラス張りであっ

ていた「ファッションルーム・アルル」を借り受け、

たことを活かして、外から内部の作業の様子が見えた

基町プロジェクトの創造・交流拠点として活用を開始

り、一部展示が出来るように整備しました。この場所

しました。はじめに店内に残されたショーケースや衣

を、M98 では行えない汚れを伴うものづくりのスペー

装掛けなど大量のものの片付けや掃除から着手しまし

スとして活用することを決め、名称を「M98<make>」

た。室内は長い間閉め切られていたため、埃やカビの

としました。

匂いがひどく、また、空間が箱状に仕切られてあるた
め空気が循環せず、匂いが取れるまでに数ヶ月かかり

（2018 年 4 月より、M98<make> は M98 隣に移転し、

ました。改修作業は大学生に手伝ってもらい、床の

このスペースは新たに M98<display> としての整備を

カーペット剥がしや、壁面と床の塗装を約 3 ヶ月か

開始しました。）
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M98<eat>
「食」をテーマとする拠点

2016 年 4 月から、
基町中央商店会内で空き店舗となっ

塗装し清潔感のある空間となりました。状態の良い一

ていたうどん屋「ささき」を、基町プロジェクトの創

部のカウンターや椅子などはそのまま使うことで、か

造・交流拠点として活用開始しました。営業終了後何

つての賑わいを感じさせる工夫もしました。最後に新

年もそのままの状態だったため、埃や油汚れひどく掃

しくデザインした「グローカルキッチンプロジェクト」

除も大変な作業となりました。はじめに残っていた冷

のロゴタイプを看板に設置しました。改修後、8 月か

蔵庫や調理器具などを片付けました。清掃や壁面の塗

ら月に一度「食」をテーマとしたワークショップ「グ

装などは大学生に手伝ってもらい、傷んでいたカウン

ローカルキッチンプロジェクト」を実施し、地域の方々

ターは新しくつくり直し、床面には新たにモルタルを

や大学生、一般の人の交流の場を作っています。

敷いて綺麗に整備しました。壁面のレンガなども白く
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M98<join>
展示や交流のための拠点

2017 年 4 月から、分散店舗 208 号の活用を開始し

まり、名称も「M98<join>」となりました。「join」に

ました。この空き店舗は、かつてダンス教室として使

は「加わる、つなぐ」という意味があり、基町プロジェ

われていましたが、閉店後 10 年以上空き店舗となっ

クトの活動による成果物などを展示することで、基町

ていました。4 月から改修作業を開始し、入口の扉が

住宅地区の活性化に向けた取組が地域に広がり、繋

開閉しづらかったため、新しいドアに取り替えました。

がっていって欲しいという思いが込められています。

壁や柱なども展示スペースとして活用できるように一

改修作業では、ガラス面の掃除や壁面の塗装など大学

部壁を貼り替え、不要な棚は取り除き、カウンターも

生に手伝ってもらいました。9 月末から運用を開始し、

新たに設置しました。運用を始める前段階には、オー

ドイツハ・ノーファーに留学中の大学院生の活動紹介

プンミーティングで、この場所をどう活用するか一般

や、広島市立大学芸術学部学生によるリレー形式の個

の参加者の方々とアイデアを出し合い、話し合いまし

展などを実施しました。

た。その結果、展示スペースとして活用することが決
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モトマチ・アートウィンドウ
年間を通じて様々な作品展示を企画実施

2015 年から、基町ショッピングセンター南側にあ

拠点として運用しています。

る高さ約 2 メートル、幅一辺約 8 メートルの大型の

2016 年には、基町アパートの屋上から広島市内を撮

ショーウィンドウの活用を開始しました。

影した写真を大きく引き延ばして展示する「パノラマ

元々はショッピングセンターのお店を広告するための

モトマチ」をシリーズで実施しました。普段、基町高

場所でしたが、近年では長らく使われていませんでし

層アパートの屋上に一般の人は入ることができません

た。ショーウィンドウはバス通りに面しておりバスか

が、その眺望は貴重な地域資源であり、その眺望をパ

らも良く見え、地域の方も良く通る場所にあるため、

ノラマ写真という形でご覧いただきました。活用開始

多くの人に見てもらうことができます。

から現在まで、空の状態がないように、継続して展示

名称を「モトマチ・アートウィンドウ」とし、基町に

を行っています。地域の方からは「明るくなって良い」

関連のある作品の展示や、基町プロジェクトの成果物

という声をいただいています。

の展示などを行うことで、空きスペースを創造・交流
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中央商店会イベントスペース
フレキシブルなイベントスペースとして活用

基町中央商店会内の店舗番号 74・77・78・82 を、「基

として活用したり、M98<eat> の前のスペースにテー

町、昔の写真展」や「M トーク」
、「グローカルキッ

ブルと椅子を並べて「グローカルキッチンプロジェク

チンプロジェクト」などの展示やイベントのスペース

ト」のイベントで活用しています。建物内には、歌謡

に活用しています。商店会内の区画スペース内にはか

曲が流れ昭和的な雰囲気が残っており、外部から訪れ

つて沢山のお店が入っていましたが、現在は 4 店舗

る人には懐かしさも感じてもらえます。2017 年には、

を残すのみで空間の殆どが空きスペースになっていま

写真展で使えるように仮設壁も設置しました。展示終

す。分散店舗や路面店とは違い、広い空間をお店ごと

了後にも大きくプリントした写真を再展示し、常設展

に仕切って使う店舗の特徴を生かし、毎年 8 月に約

示を行なっています。

70 枚の写真を展示する「基町、昔の写真展」の会場
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活動評価
Appraisal of programs
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基町住宅地区活性化計画に照らした
基町プロジェクトの取組状況、及び、自己評価

基町住宅地区活性化計画の概要説明

取り組むプロジェクトとして、2014 年度（平成 26

2013 年（平成 25 年）7 月、広島市は、基町住宅地

年度）より開始した（その準備は 2013 年から着手し

区活性化計画（以下、活性化計画）を発表した。その

た）。なお、当初は「基町フェニックスアートプロジェ

策定目的は、以下の通りである。

クト」という名称だった。

「基町住宅地区では、建物の老朽化のみならず、少子

2013 年のプロジェクト準備段階においては、活性化

高齢化に伴う地域コミュニティの活力低下や空き店舗

計画に書かれているような、基町ショッピングセン

の増加に伴う商店街の衰退など多くの問題が顕在化し

ターなどのシャッターに絵を描くことなどが、このプ

ている。また、地元においても活性化への機運が高まっ

ロジェクトに期待されていた。しかし、大学関係者で

ており、これらの問題に起因する種々の課題に対応し、

の検討を重ねた結果、地域のにぎわい再生を目指すに

当該住宅地区の活性化が図れるよう、早急に取り組む

は、現地活動拠点の形成と活動に取り組むスタッフの

必要がある。このため、当該住宅地区の現況調査等を

確保によって、継続的な活動体制を構えることが必要

実施し、その結果等の分析を行ったうえで、活性化の

であることを提案し、行政側にもこのアイデアが受け

方向性と活性化に向けた具体策（中略）等について（中

入れられた。

略）検討を行い、その結果を活性化計画として取りま

こうして開始した基町プロジェクトは、主には芸術学

とめ、これを基に地区住民等と協働して地区の活性化

部の教員や学生がその実施に携わることから、「創造

に取り組むものである。
」
（活性化計画 p.1）

的な文化芸術活動で基町住宅地区の魅力づくり・活性

また、活性化計画の目標として、以下の 3 点が挙げ

化を目指す」ことで、前述の活性化計画に掲げる「に

られている。

ぎわい再生」
、
「基町アートロード、アートによる魅力

1.

安心と笑顔の基町：みんなが安心して、いきい

づくり」に取り組むこととなった。そして、2015 年

きと笑顔で暮らせるまちを目指す。

3 月には「基町プロジェクト〜施策展開を図っていく

出会いと交流の基町：住民相互が交流し支え合

ための方向性と基本コンセプト〜」を策定・発表した。

2.

い、地区外の人とも出会いのあるまちを目指す。
3.

にぎわいの基町：商店街や地域の資源を生かし、

拡大する活動範囲

人が集い、にぎわうまちを目指す。

年々、「にぎわいの基町」に掲げるメニューを中心に、
プロジェクトの取組は増えており、当初予定されてい

活性化計画における基町プロジェクトの位置付け

た範囲を超えている面もある。一方で、基町プロジェ

生活環境の改善のみならず、商業施設や教育施設など

クトの基本コンセプトで掲げたメニューの中でも未着

を有する基町住宅地区の特徴に沿った、幅広い視点で

手のものもある。右ページ以降に、活性化計画とプロ

計画されている活性化計画であるが、この活性化計画

ジェクトの取組状況を比較し、自己評価を示した。プ

におけるプロジェクトの位置付けは、
「にぎわいの基

ロジェクトの取組については、今後外部からも評価を

町」特に、その中でも「にぎわい再生（商店街等）
」

得ることにより、プロジェクトの基本コンセプトの改

の「基町アートロード、アートによる魅力づくり」に

訂につなげていきたい。
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もとまち歴史文化のまちめぐり
活性化計画 p.25
活性化計画における目的……………… 地区住民が基町の歴史文化を楽しみながら体験的に学び、知ることにより、地域の再発見と愛着の
醸成を図るとともに、広く参加を呼びかけたり、情報発信したりすることにより、基町への関心と
理解を高めることを目指す。
プロジェクトでの取組状況…………… 基町プロジェクトの３つのテーマのうち、＜まなび＞や＜交流＞に関する取組の中で、基町の歴史や
文化に触れるまちめぐりのメニューを実施した。
「基町、昔の写真展」関連イベントとして実施した
昔の写真が撮影された場所を巡るツアーは、基町の歴史文化を学ぶ機会に繋がっている。一方で、基
町住宅地区の整備背景や、陸軍関係の歴史、広島城築城の歴史などについては、プロジェクトスタッ
フ自身が学習・調査中であり、これらに関するメニューは未実施。資料などは徐々に収集していると
ころであり、今後地域の歴史文化の発信についても、プロジェクトで取り組む予定である。
基町住宅地区活性化計画
掲載メニュー

プロジェクト基本
コンセプトへの記載

取組実績の有無及び基町プロジェクトでの取組状況

資 源 の 再 発 見（ 地 域 の 宝 さ が し
フィールドワークなど）

×

○

幾つかのテーマ・コースでのまち
めぐりの機会の確保

×

○

探訪マップ（防災・安全や健康づ
くりとの一体化も検討）

×

○

説明板・誘導標識の設置

×

×

基町小学校生徒対象ワーク
ショップで、地区内に現存する
被爆樹をマッピングしたジオラ
マ模型を制作した。他にも、古
い写真の収集を通じて、地域の
歴史的資源の記録を行なってい
る。

毎年夏に開催している「基町、
昔の写真展」関連イベントと
して、基町住宅地区周辺の見学
ツアーを実施した。基町高層ア
パ ー ト 屋 上 見 学 会 も、 ア ー キ
ウォーク広島の協力を得て実施
している。

「基町、昔の写真展」に関連し
て、写真が撮影された場所を、
地図上に記した探訪マップを制
作し、基町住宅地区周辺の見学
ツアーで配布・利用した。また、
基町ショッピングセンターの探
訪マップを作成した。

地区周辺の説明板や誘導標識は
劣化し判読不可能なものが多く
あることを確認しており、これ
らのリデザインについて検討を
行なっているが、未着手である。
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建築や眺望などの活用、名所づくり
活性化計画 p.26
活性化計画における目的……………… 建築や都市計画、眺望点など基町の地域資源を生かし、地区住民だけでなく外部からの人も受け入れ
地域の活性化と特色・魅力の公開を図る。
（活性化計画 p.26）
プロジェクトでの取組状況…………… 活性化計画の中では、公共機能を内包する基町住宅地区の先進的計画やその背景、建築的に価値の高
い建物や、その屋上からの眺望を地域資源として活用することが掲げられている。また、そうしたメ
ニューの実施は、
建築や都市計画の専門的知見を有する専門家との協働が想定されていたと思われる。
一方、基町プロジェクトの主体は芸術学部であり、建築・都市計画は専門外である。しかし、屋上見
学会や、トークイベント、シンポジウムなどの企画を通じて、活性化計画の一部のメニューを実施し
てきた。アパート部分については、居住者のいるプライベートな空間であるが、建築や眺望が重要な
地域資源であることについて住民の周知が広まれば、
地域への愛着の醸成にも貢献できると思われる。
基町住宅地区活性化計画
掲載メニュー

プロジェクト基本
コンセプトへの記載

取組実績の有無及び基町プロジェクトでの取組状況

建築探訪の支援・協力、ルールづ
くり

×

◯

大学・学生による基町ツアー、
建築・
都市計画ツアーなど（地域として
協力・支援）

×

◯

基町ショッピングセンター等での
食事・買い物（それに対応した店
舗づくり）

×

季節、時間なども意識した名所づ
くり（都市景観と瀬戸の島々、季
節ごとの…、月見、初日の出など）

○

毎年開催する「基町、昔の写真
展」関連イベントとして、周辺
ツアーを実施する他、
広島県「た
てものがたりフェスタ」に連携
して屋上を含む基町高層アパー
ト の 見 学 会 を 実 施 し た。 写 真
は、建築シンポジウムの開催に
際し、実施した見学会の様子。
学 生 の 企 画 立 案 に よ り、 基 町
ショッピングセンターの紹介パ
ンフレットを作成・配布した。
一軒ごとに訪問・取材し、それ
ぞれのお店の特徴を写真を交え
て編集した。

未検討事項。

×

×

街の観光・回遊の名所づくり

×

△

基町ガイドの育成

×
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建物見学会を行う場合には、社
会福祉協議会や連合自治会で事
前に趣旨説明をする他、見学者
には注意事項などの伝達を徹底
している。また音声ガイドは、
ワイヤレスマイクとイヤフォン
を利用し、騒音とならないよう
にしている。

×

歴史的な見所や、建築的見所の
豊富な地区であるものの、それ
らを紹介する場所がないことが
課題である。地域の魅力や特徴
を紹介するビジターセンター
（または基町資料室）の設置を
検討している（平成 30 年度よ
り着手）
。
プロジェクトの基本コンセプ
ト で は、 地 域 人 材 の 育 成 を メ
ニューの１つとして掲げている
ものの、現在は未着手である。

基町ものしり講座（仮称）の開催の検討
活性化計画 p.27
活性化計画における目的……………… 基町の歴史文化、都市計画・建築の特色などを、リレー形式で学ぶ機会を確保し、地区住民をはじめ
広く参加を呼びかけ、基町に関する知識と関心を高める。
プロジェクトでの取組状況…………… トークイベント（「M トーク」後に「オープンミーティング」に発展）の継続的な開催を通じて、活
性化計画に掲げた目的を達成するメニューを実施した。
基町の歴史や建築などをテーマにした回では、
特に地区外からの参加者が多く、時には遠方からの参加者もあったことから、市民の関心度は高いと
感じられた。一方で、シンポジウムなど大きなイベントを開催した時にも、地域住民の参加者は少な
く、歴史や建築というテーマが決して一般的ではないことを痛感させれる結果となった。今後、同様
のメニューを企画していく場合は、このテーマに関心を寄せている地区内外の方々に、いかに情報発
信するかが課題となる。
基町住宅地区活性化計画
掲載メニュー

リレー形式で基町に関わる講座・
学習、体験機会を確保する・歴史
文化：築城〜被爆、被爆・復興 ・
都市・建築：都市計画、再開発事業、
建築（復興ともリンク）

プロジェクト基本
コンセプトへの記載

×

取組実績の有無及び基町プロジェクトでの取組状況

○

基町の歴史、復興、建築、再開
発事業に関するトークイベント
やシンポジウムを開催した。ま
た、基町の活性化を考えるレク
チャー＆ワークショップなどを
広島市中央図書館と連携して実
施した。
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定期的な “ 市 ”『基町バザール（マルシェ）
』の開催
活性化計画 p.28
活性化計画における目的……………… 基町ショッピングセンターの中央広場などを利用し、定期的な “ 市 ” を開催することによって、地域
内外の多様な交流・ふれあいや新たな楽しみを生み出すとともに、商店街の活性化に資する。
プロジェクトでの取組状況…………… 活性化計画の中では、生鮮食品を中心とした商品の売買を行う、いわゆるマルシェがメニューとして
掲げられている。基町プロジェクトは、中区役所の受託研究費と大学の研究費を財源としたプロジェ
クトであるため、商品の売買はできないものとされている。よって、こうした “ 市 ”（マルシェ）の
実施主体となること自体に課題がある。しかし、無償での料理体験（料理提供を含む）など、規模は
小さいものの内容としては活性化計画のメニューを一部実現するような取組を、基町プロジェクトで
は行なっている。また、プロジェクトでは、商店街の活性化には、若者が経済活動の主体となること
が必要であると考えていることから、今後「商品の売買やサービスの有料提供」にも、その方法の開
発から取り組みたい。
基町住宅地区活性化計画
掲載メニュー

プロジェクト基本
コンセプトへの記載

取組実績の有無及び基町プロジェクトでの取組状況

中山間地域や島しょ部、日本海沿
岸部などと連携した朝市などの開
催（イベント化）

×

様々な食の場の提供。多様な文化
を体感できる食や商品の提供（販
売）。帰国者や中国の人との連携・
参加促進（水餃子など）

×

○

○

フリーマーケット等もセットで行
う。

×
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×

グローカルキッチンプロジェク
トで、中山間地域との協働によ
り、鹿肉の試食などを体験した。
プロジェクトでは物品の販売が
できないこともあり、朝市・マ
ルシェ・フリーマーケットなど
の企画・実施の実績ははない。

グローカルキッチンプロジェク
トで、外国の料理を体験するイ
ベントを実施した。また、
「も
とまちカフェ」では、かつて基
町の名物であった基町饅頭の創
作者に取材を行ない、その体験
を元に、オリジナルの基町サブ
レを開発・イベントで配布した。
基町プロジェクトは、現在実施
体 制 の 問 題 か ら、 物 品 の 販 売
ができない。写真は、2017 年
10 月の砂持加勢まつりで、
「も
とまちカフェ」のメンバーが、
別途任意団体を設立し、自作の
アクセサリーなどを販売した事
例。

基町アートロード、アートによる魅力づくり
活性化計画 p. 29
活性化計画における目的……………… 様々な参加のもとに、歩いて楽しい個性ある通りをつくるとともに、基町ショッピングセンターなど
の魅力づくりと内外からの人の誘導を図る。
プロジェクトでの取組状況…………… 当初、シャッターアート、屋外彫刻設置などの打診があったが、それだけでは活性化に繋がらないと
いう話をして、現地活動拠点とスタッフを設置し、継続的なアートとデザインの取組をすることに、
内容を切り替えていき、基町プロジェクトの基本コンセプトが完成した。当初計画よりも多くの取組
実績がある一方で、未着手のメニューもある。
基町住宅地区活性化計画
掲載メニュー

プロジェクト基本
コンセプトへの記載

取組実績の有無及び基町プロジェクトでの取組状況

デザイン化したサインの整備

◯

◯

シャッター等のデザイン化（絵）
など

○

△

彫刻・オブジェなどの設置

◯

△

定期的な芸術作品の入れ替え・展
示（スペースの確保）

◯

○

市立大学、比治山大学、基町高校
などとの連携

○

○

平成 26 〜 28 年度にはサイン
整備の検討を行ない、平成 29
年度から基町ショッピングセン
ターのサインをリメイクする取
組「基町 Re: デザイン」を開始
した。

基町ショッピングセンターのガ
ラス窓全てに、小学生対象ワー
クショップで制作したカッティ
ングシートのパターンを貼り付
けて、通りの賑わいを創出した。

「もとまちカフェ」では、人工
地盤にインスタレーション作品
を制作した。期間限定の作品設
置の実績はあるが、パーマネン
トな作品の設置は未実施。

基町ショッピングセンターの使
われていないショーウィンドウ
で、作品展示やディスプレイを
企画・実施した。現在、同ショー
ウィンドウに「モトマチ・アー
トウィンドウ」という愛称をつ
けて、継続的に展示を行なって
いる。
基町プロジェクトは、広島市立
大学が中心となって活性化計画
の「にぎわい再生」に取り組ん
でいる。また、プロジェクトで
は、他大学との連携したプログ
ラムも複数ある。

335

特色と魅力ある商店街づくり
活性化計画 p.30
活性化計画における目的……………… 住民ニーズや商業環境の変化、白島新駅の整備（予定）などを考慮するとともに、市営店舗利用者と
広島市が連携し、外部の専門家等の支援も得ながら、特色と魅力ある基町ショッピングセンターや各
商店会等とする。
プロジェクトでの取組状況…………… 活性化計画に掲げられたメニューの多くは、経済活動の活性化を中心としたものである。プロジェク
トは、直接的な経済活動はできないため、そのほとんどのメニューに関与することができない。
基町住宅地区活性化計画
掲載メニュー

プロジェクト基本
コンセプトへの記載

取組実績の有無及び基町プロジェクトでの取組状況

一定のスペースでエスニック、多
様な文化・国際色豊かな飲食店を
つくる。

×

△

お好み村的特色づくり

×

×

基町 SC をわかりやすく（開かれ
たイメージ）

×

○

わかりやすい案内板の設置

×

○

バス通り側のシースルー化

×

×

プロジェクトでは取り組んでい
ない。

案内板や基町 SC 探訪マップを
制作した。暗く利用しづらいト
イレのあり方についても検討
中。

「基町 Re: デザイン」では、学
生が中心となって基町ショッピ
ングセンターを調査し、地区外
から来た訪問者にもわかりやす
い案内地図をデザイン、ショッ
ピングセンター内に設置した。

プロジェクトでは取り組んでい
ない。

基町プロジェクトの取組は、こ
のメニューの実現を基本として
いる。

アートロードづくりやアートによ
る魅力づくり

×

○

複数の空き店舗を、交流スペー
ス、展示スペース、創作スペー
スなどとして活用している。

空き店舗の調整

○
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グローカルキッチンプロジェク
トでは、外国の食文化に触れる
機会を設けているものの、イベ
ントで実施しているため、常設
という形態は取れていない。

○

基町住宅地区活性化計画
掲載メニュー

プロジェクト基本
コンセプトへの記載

取組実績の有無及び基町プロジェクトでの取組状況

アンケート調査の実施

「特色と魅力のある商店街づく
り」のための直接的なアンケー
ト調査は実施していない。

×

×

大学・基町高校との連携

○

○

商店会の意向を反映した出店

×

×

入店基準の見直し（緩和）

×

×

チャレンジショップの支援

△
飲食系の店主（高齢化）がやる気
を出す工夫

×

×
×

引越費用の負担（助成）

×

×

食事が大事（飲食系の充実）

組織的な運営（共同経営、指定管
理者制度の導入など）

プロジェクトでは取り組んでい
ない。

これまでの実績はないが、長期
的には創業支援は地域活性化に
必要なものと位置付けている。
プロジェクトでは取り組んでい
ない。

プロジェクトでは取り組んでい
ない。

○

×

×

×

×

NPO の設置

地下駐車場の再整備と運営管理体
制の再構築（民間活力の導入など）

プロジェクトでは取り組んでい
ない。

グローカルキッチンプロジェク
トやもとまちカフェで、飲食系
イベントを多数実施した。

△

白島新駅を生かした取組（人を引
き込む工夫、魅力づくり）

基町プロジェクトは、広島市立
大学が中心となって活性化計画
の「にぎわい再生」に取り組ん
でいる。また、プロジェクトで
は、他大学との連携したプログ
ラムも複数ある。

×

×

×

×

プロジェクトでは取り組んでい
ない。

プロジェクトでは取り組んでい
ない。

プロジェクトでは取り組んでい
ない。

プロジェクトでは取り組んでい
ない。
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人材活用・育成とボランティア体制の構築
活性化計画 p.31
活性化計画における目的……………… 基町住民の知識や技術・技能、基町のまちづくりへの心を大切にし、生かすことを基本に、地区内外
の人々や団体等の協力を得ながら、人材の発掘・把握を行うとともに、まちづくり等に関わる人材の
育成に取り組み、多様な人材の活用とボランティア体制の構築を図る。
プロジェクトでの取組状況…………… プロジェクトの基本コンセプトでは、地域の人材育成をメニューの１つとして掲げているが、着手で
きていない。大きな理由は、地域住民とプロジェクトの接点がイベントへの参加という形が多かった
ため、個々の住民の知識や技術・技能を知る機会が少なかったことにある。また、イベントメニュー
も高齢者を対象にしたものが少なかった。一方で、基町の古い写真を提供していただいた方や、地元
で長年清掃に携わりながら作家活動を続けられている方を講師として招いたレクチャーを行なうなど
の実績もある。現在のプロジェクトの人員体制では、地域の人材活用・育成やボランティア体制の構
築などのマネジメントはハードルが高い。
基町住宅地区活性化計画
掲載メニュー

プロジェクト基本
コンセプトへの記載

取組実績の有無及び基町プロジェクトでの取組状況

知識や技術・技能を持つ人、役に
立ちたいと思っている人の登録・
活用

○

△

中国語（通訳）のできる人の登録・
活用

△

生活サービス : コミュニティビジ
ネス、有料ボランティア（地域通
貨なども検討）
・電気・設備関係の修理、取付 ・
通訳・買い物支援
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×

△

×

古い写真の提供や、地域の歴史
をインタビューし、それらを写
真展に展開した。しかし、人材
の登録や活用といった仕組みづ
くりまでには至っていない。

プロジェクト広報紙では、地域
在住の中国語話者に向けて、一
部の記事を中国語に翻訳して掲
載している。この翻訳は、市立
大学の中国人留学生に依頼して
いる。今後、地域在住の外国人
との交流・協働を検討する。

プロジェクトでは取り組んでい
ない。

基町研究室・資料室の設置の検討
活性化計画 p.32
活性化計画における目的……………… 大学等による多様な観点からも基町研究を、地域とのつながりと交流、現場重視の中で進めるととも
に、研究の成果などの情報提供と発信、まちづくりでの具体化を図ることが、基町住宅地区の活性化
にも資する。
プロジェクトでの取組状況…………… 活性化計画では、人づくり・組織づくりが大きなテーマとなっていることから、基町の研究や資料を
通じて、人的交流から組織づくりに展開することが期待され、またここでの取組や研究が、実際にま
ちづくりのメニューとして具体化されることが期待されている。プロジェクトでは、M98 をはじめ
とする活動拠点で基町研究や資料収集を行なっており、
基町住宅地区活性化計画
掲載メニュー

プロジェクト基本
コンセプトへの記載

取組実績の有無及び基町プロジェクトでの取組状況

複数の大学等の連携：都市・建築、
福祉、介護、子育て、異文化交流・
相互理解など

◯

◯

大学等と地域の交流

◯

基町研究（都市・建築、歴史、生
活文化、異文化交流、高齢社会…）
と情報提供の拠点→研究成果の活
用・実践

空き店舗の活用：研究・学習・作業、
ギャラリー・展示、交流・サロン、
収納などのスペース及び設備・備
品

×

×

◯

◯

◯

建築や都市計画の歴史（推移）と
現在を見ることのできる画像・映
像、模型づくり（展示）

×

その他の分野を含めたパネルや公
開資料づくり

◯

都市・建築関係の大学生との交
流は近年増加傾向にあるもの
の、大学間連携での地域研究に
は展開していない。

プロジェクトでは、広島市立大
学が中心となって地域と交流を
行なっている。なお、プロジェ
クト以外でも地域と交流する大
学がある。

関連書籍収集や専門家による
トークイベント・シンポジウム
の実施、古い地域の写真の収集
を通じた「基町、昔の写真展」
の開催などを行なった。収集し
た資料を常設展示するスペース
の整備を検討中
（2018 年着手）
。

空き店舗に創作スペースを設置
した他、基町の地域資料を常設
展示するスペースを計画した
（2018 年着手・再掲）
。

県営基町アパートのスターハウ
スをドローンで撮影しウェブで
公開した。基町高層アパート屋
上から望むパノラマを高解像度
撮影・展示した。基町住宅地区
から広島平和記念公園を収めた
模型の製作に着手した。

特に行なっていない。

×

×

見学者の受け入れ

×

◯

視察団体の受け入れや、個人で
見学に訪れた一般市民・専門家
の対応行なった。
また、展示に関連して基町住宅
地区内のツアーを実施するなど
プロジェクトが主体的に実施す
る取組も行なった。
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スタッフの視点 1

長野佳嗣

私は基町プロジェクトが開始した平成 26 年度から 2

私の 2 年間の活動は、このとき感じた閉鎖的なイメー

年間プロジェクトスタッフとして携わりました。発足

ジを転換し、広島市民にとって基町住宅地区が身近な

時、私は広島市立大学の芸術学部デザイン工芸学科を

存在になるきっかけを作り出すことを、大きなテーマ

卒業したのち、同学部で非常勤助教として勤務してい

に据えてきました。その実現のために様々な取組を行

ました。専門はグラフィックデザインですが、学生と

いましたが、特に印象深いのは、もとまちカフェです。

して在学中より障害者の方の自立を支援する活動をデ

広島市立大学と広島修道大学の大学生たちと共に作り

ザイン面からサポートする活動や、街で実際に使用す

上げてきた企画ですが、参加した大学生によって基町

るマンホールのデザインプロジェクトなどに参加した

住宅地区や基町プロジェクトのことが両校で広く知ら

りしていました。大学に入学した頃は広告デザインに

れることとなりました。その成果として平成 27 年に

対する憧れが強くありましたが、そうした経験を積む

開催したもとまちカフェでは、多数の大学生らが来場

うちに、自分の中でデザインに対するイメージも変わ

し大盛況のイベントとなりました。この出来事は、初

り始め、社会的な問題をデザインによって解決して行

めて基町住宅地区を訪れた時からイメージしてきた、

くことの重要性を感じていた時期でした。そういった

基町住宅地区が広島市民の身近な存在になり始めた姿

中で、平成 25 年の秋ごろに基町住宅地区をアートや

と重なり、大変嬉しかったです。同時にこの光景が一

デザインなどを軸に活性化を図る取り組みが始まると

過性のものではなく、日常となるにはどうしていくべ

いうことを耳にし、参加を申し出たことが、このプロ

きかという今後の取り組みの方向性を考えていくきっ

ジェクトに関わることになったきっかけです。

かけにもなりました。

当時私は基町住宅地区から数百メートルしか離れてい

現在、基町プロジェクトは 2020 年の東京オリンピッ

ない場所に住んでいたのですが、高層アパート群があ

クの年に向けて、実施計画書でいうところの「中期」

ることは知っていたものの、中に入ったことはありま

に当たる時期に入っています。国際平和文化都市を掲

せんでした。広島市内でも一際目立つ高層アパートに

げる広島市にとって基町住宅地区は今後ますます重要

は威圧感があったからです。そのため初めて訪れた時

な意味をもつ場所になっていくでしょう。2020 年以

はワクワク感よりも怖さのほうが強かったように思い

降、基町住宅地区が戦後の復興という過去の視点で捉

ますが、実際に中から街を見てみると、レトロ感のあ

えらるのではなく、復興の延長線上にある創造力ある

る商店街、人工地盤部分の公園、気さくな人々など、

れる広島のこれからを国内外に発信する場になること

広島市内の中心部にありながらどこか懐かしさを感じ

を願っています。

ました。この場所が一つの街のように語られている理
由がよくわかったと同時に、そのことがこの場所の閉
鎖的なイメージをつくってしまっている原因だとも思
いました。

当初は、
「基町フェニックスアートプロジェクト」という名称で
始まり、後に「基町プロジェクト」に変更した。
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スタッフの視点 2

河本真一

まちの文化を魅せる

しました。

基町高層アパートに代表される基町は、戦後の広島と
いう歴史的復興の象徴から、その復興の先の新しい姿

そして二つ目の視点は、「環境」です。基町にしかな

を生み出そうとしている数少ない貴重な場ではないだ

い「生活文化」をつくりあげたものは、基町高層ア

ろうか、そしてそれを伝えたい、そう考えプロジェク

パートやその商店街、中央公園（戦後は応急住宅地）、

トに参加させていただきました。

太田川といった環境であり、特に基町高層アパートと

実際に基町で活動するようになると、商店街の空き店

その商店街は立体的な街であり、全盛期は内と外が曖

舗改装、ショーウィンドウの展示、シンポジウム、ア

昧となり人々の生活が溢れる街であったのではないで

パート見学会、地域の行事などを通じて、ある２つの

しょうか。

視点から基町の魅力を感じることができました。

これまで、商店街の屋外広場である福祉ゾーンやその
上の広場で、高齢者向けのイベントや本プロジェクト

一つ目の視点は、
「人」です。基町高層アパートや市

学生主体である “ もとまちカフェ ” など、ただの屋内

営住宅の住民の方々、商店街、学校、公民館など公共

ではなく、街の特徴を受け継いだ “ 街レベルでみる屋

施設で働く人々との触れ合いの中で、古くから日本に

内 ” で活動することで、街全体をひとつに巻き込む活

残る “ 助け合い ” の精神を感じることができました。

動が行われてきました。

また、活動拠点の M98 では住民の人々が立ち寄って

そういった「生活文化」は、基町高層アパートをはじ

くださり、これからの基町の未来を議論し合い自分た

めとする「建築文化」があるからであり、特に基町高

ちでこのまちを守っていく、つくっていく、そんな姿

層アパート屋上からは広島のまちを一望でき、復興を

勢を見ることができました。

象徴する建築から見るその景色は、感慨深く、基町高

商店街の入り口にあるショーウィンドウでの基町のパ

層アパートは復興遺産と言っても過言ではないと感じ

ノラマ写真展示作業中では、
「展示で入り口が明るくなっ

ました。

て嬉しい」と声をかけてくださるお店の方や、写真を通
じて基町の昔の話をしてくださる住民の方、夜遅くまで

このように基町には、
ここにしかない「生活文化」と「建

作業が延びるほどに住民の方々からねぎらいの声をか

築文化」という魅力を持ち、それは今を生きる世代の

けてくださったりと多くの元気をいただきました。

スタイルと共に活かす中で、復興の先の新しい姿を創

また、町内会の行事に参加した際も住民の方々のエネ

造するための貴重なヒントとなっています。そして
「私

ルギー溢れるレクリエーションをはじめその運営など

たちのまちは私たちで守り、つくる。
」という私が実感

「住民の繋がりを維持する」懸命さに感動しました。

したこの住民の方々の姿勢は、今後の若い世代に引き

そして、それらの関わり一瞬一瞬が今の日本人の暮ら

継がなければいけない「情熱」であり、今後の日本を

しに忘れてはならない「生活の距離感」であり、
「私

担う私たちに必要な「情熱」なのではないでしょうか。

たちのまちは私たちで守り、つくる。」そんな姿勢が、
基町にしかない「生活文化」が存在する証拠だと実感
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スタッフの視点 3

新澤望

基町プロジェクトの現地スタッフとして 2015 年 4

二年目くらいから徐々に基町住宅地区という地域の色

月から 2018 年 3 月まで 3 年間務めました。大学院

が感じとれるようになってきました。
「あんたらのやっ

ではアートマネージメントを学び、卒業後 1 年間は

とることは大学生のサークルの延長だよ」、
「やってる

尾道市百島にあるアートセンターでスタッフを務め、

活動で地域活性化ができるのか」といった言葉を直接

それからすぐに基町プロジェクトに参加することにな

聞くこともありました。初めのうちは私自身プロジェ

りました。

クトの目的とは、今やっている活動がどんな成果につ
ながっていくのか、具体的にイメージできないでいま

私は着任してすぐ、地域の方から提供いただいた写真

した。その度にプロジェクトの舵取りを担う広島市立

を使って写真展を行う企画の担当となりました。ディ

大学芸術学部の中村圭講師に疑問を投げかけ、プロ

レクションには、広島市立大学大学院芸術学研究科を

ジェクトの方向性を確認しながら取組を進めていきま

修了した鹿田義彦さんが指名され、私はその補佐とし

した。

て写真の収集や情報整理、ワークショップの企画など
を行いました。

基町プロジェクトが始まって 4 年、スタッフの数は

8 月の写真展の前には、ピンホールカメラのワーク

変わりませんが、仕事量は年々増えているように感じ

ショップを基町小学校と行うこととなり、写真収集と

ます。できる範囲で行っているため外から見ると進み

平行して準備に取りかかりました。

の遅いプロジェクトに見えるかもしれません。しかし

不慣れな題材ということや、授業時間も限られること

息の長いプロジェクトとして、着実に成果を残してい

もあり、準備にはかなりの時間をかけました。当日は

ると思います。派手な取組はありませんが、まちづく

大学生にも手伝ってもらい、ピンホールカメラの制作

りや地域おこしと呼ばれる仕事には、継続こそ重要な

から撮影、現像まで一貫して行い成功をおさめること

ことだと思います。

ができました。振り返るとこの取組が一番記憶に残っ
ています。

プロジェクトは 2018 年 4 月から五年目の中期に突
入しますが、継続プログラムだけでなく新規の取組に

写真展は 2015 年に始めてから毎年写真の内容を変え

も挑戦して欲しいと思います。特にイベント系のプロ

て実施しています。回を重ねるごとに来場者も増えて

グラムだけではなく、シンポジウムのドキュメント冊

おり、夏の一番暑い時期でクーラーもない会場にもか

子のような、形に残るものに時間をかけて取組むこと

かわらず、アンケートには「継続して欲しい」、
「写真

が今後必要になっていくと思います。

をまとめた冊子が欲しい」といった意見をいただきや
りがいを感じる仕事でした。今後も基町プロジェクト
の代表的な取組の一つとして、継続して欲しいと思い
ます。
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スタッフの視点 4

増田純

広島の中心市街地である基町クレド方面から基町住宅

ろうと悩み続けて年が明けたころ、M98 での定期イ

地区にたどり着くためには、まず地下道を通らなけれ

ベントの最中に転機が訪れた。その日初めて基町住宅

ばならない。しかし地下道というものは地上の通路よ

地区に訪れたイベント参加者へ「ちょっとわかりにく

りも暗くじめじめとして、さらにあみだくじのような

かったと思うのですが、迷わず来れましたか？」と問

多数の分岐が、歩行者の方向感覚を少しずつ狂わせる。

うと
「いえ、
迷いました。
どうやって入ったらよいのか、

その身体的圧迫感がどうにも苦手で、地区内に入る方

わかりませんでした」という答えが想像通り返ってき

法がわからないのもあり、興味があったものの、これ

たところに住人の方が居合わせ、「確かにそうだね、

まで近づいたことはなかった。知人や訪れた方々から

でも迷路みたいで、冒険できて楽しいところでしょ」

も同様の意見を伺うことがある。高齢化や商業の衰退

と、このような内容をお話しされた。外来者にとって

は多くの場所で問題視されているため、居住区を活性

の不安を一瞬で魅力に変え、場を和ませてくださった。

化するのはわかる、しかしアートイベントのようにお

冒頭に自身の印象を述べたように、一定の方が足を踏

祭りをするだけでは解決にはならないのでは？と、ス

み入れるのに少し勇気のいる地区であるが、住人の方

タッフとして関わる以前は懐疑的であった。

がこのように言ってくださったことで、この参加者は
受け入れられたように感じたのではないだろうか。こ

広島市の活性化計画や基町プロジェクト基本コンセプ

の地区にあるであろう不便さなどの課題を「基町の魅

トを通して、基町プロジェクトがお祭りづくりの取組

力」として価値転換して伝えていくことが大切なのだ

ではないことがわかり、地区への好奇心が一層わきス

と感じ、悩みも吹き飛んだ。

タッフとして加入した。しかし何をもって賑わいづく
りが成功したと言えるのか理解しきれておらず、ただ

一方で、入居している方全員が基町の魅力を知り尽く

外から観光客がやってくるというだけでは根本的な解

している訳ではない。地区外から訪れた方々（中には

決にならないと感じていた。

定住される方もいるかもしれない）だけでなく、住人

いざ基町住宅地区に足を踏み入れると、地域活動へ積

の方とこそ一緒に基町の潜在的な価値を発見する機会

極的に参加されるご高齢の方々の姿があった。ゼロか

を作るべきである。様々な文化背景をもった住人の方

ら広島を再建した戦後復興の立役者達である。お一人

一人一人が感じることができる魅力は、外来者にとっ

お一人に元気が漲っており、町内会の結束も強く、プ

ても、ここに住みたいと思えるような魅力になってい

ロジェクトを運営していくにあたってこのような方々

くはずである。

と一緒に活動していけることは非常に心強い。だが圧
倒的に未来の担い手が少ない。活性化とは、基町の歴
史や文化をよく知り、この場所に住んで未来をつくる
人々が増えることだとようやく理解した。

この地区の活性化に自分がどうやって貢献できるのだ

343

6

資料編
Appendix

346

基町プロジェクト（ 広島市立大学・広島市中区役所 ）

平成 27 年 3 月

〜 施策展開を図っていくための
方向性と基本コンセプト 〜

基町プロジェクト

創造的な文化芸術活動で
基町住宅地区の魅力づくり・活性化を目指す
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図っていくための方向性や基本コンセプトを取りまとめたものである。
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策展開を図っていくための方向性と基本コンセプト〜」
（以
下、
「本書」という。
）を策定した。平成 27 年度より本書
に基づいて長期的な目標を見据えたプロジェクト活動に取
組む。また、本プロジェクトは、広島市が平成 27 年に被
爆 70 周年を迎えるにあたり、被爆 100 周年を見据えて実
施する「まちづくり先導事業」の１つに選定されている。

住民と連携しながら策定した「基町住宅地区活性化計画」

に掲げている「基町アートロード、アートによる魅力づく

り」の実現を目指す取組である。若者が主体となった創造

的な文化芸術活動や地域交流を通じて、まちの魅力づくり

や、基町住宅地区の活性化を目的とする。

実施にあたり広島市立大学と中区役所が連携し、平成 26

により一帯は焼け野原となった。戦後に建てられた不良住
宅等の建て替えを目的とし、昭和 40 年代前半より、高層
アパート等が建設され、
現在の基町住宅地区が出来上がる。
当初はにぎわいあふれる地域であったが、近年では、建物
老朽化、住民の少子高齢化、商店街の衰退などによる地区
の活力低下が問題視されている。

広島市の中心部に位置し、公営住宅が立ち並ぶエリアで

ある。ジャバラ型のユニークな高層アパートを中心に約

3000 世帯（平成 27 年 3 月現在）が暮らしており、地区

内にはショッピングセンター等が併設されている。また地

区周辺には中央公園、広島城、原爆ドーム、平和記念公

園、旧市民球場跡地など人々で賑わう場所が多く点在して

り、地域交流や実務を行っている。活動拠点を設け
ることで、地域住民から地域の一員と認められ、地
域の抱える問題や要望を理解し、把握することが可
能となった。

基町プロジェクトの活動拠点として、基町住宅地区

内にある商店街の空き店舗をリノベーションし平成

26 年 5 月に「M98」を開設した。「M98」には週 3

日 程 度、2 名 の プ ロ ジ ェ ク ト ス タ ッ フ が 出 勤 し て お

基町プロジェクト活動拠点「M98」

いる。戦前戦中は、軍用地の集積地であったが、原爆投下

基町プロジェクトの主な対象地域である基町住宅地区は、

基町住宅地区について

年度から試験的な活動を開始し、
「基町プロジェクト〜施

「基町プロジェクト」は、平成 25 年 7 月に広島市が地元

基町プロジェクトの目的

(1) 基町プロジェクトについて

1. はじめに

上：基町住宅地区全体写真

01

下：M98 外観

行政職員などで構成する基町住宅地区活性化検討会、コ
ミュニティ及び商店街活性化検討部会において、住宅の
みならず商業や福祉など幅広い観点から検討を行った。
その結果を平成 25 年 7 月に、広島市が活性化計画とし
て取りまとめ、これを基に地区住民等と協働して地区の
活性化に取組むものである。

化などに伴う地域コミュニティの活力低下や、空き店舗

の増加に伴う商店街の衰退など多くの問題が顕在化して

いる。
これらを背景に、
地域活性化を求める機運が高まっ

ており、これらの問題に起因する種々の課題に対応し、

この地区の活性化が図れるよう、早急に取組む必要があ

る。このため、当該住宅地区の現況調査等を実施し、そ

に基町住宅地区のにぎわいの創出を目指す。しかしながら、
約 3000 世帯が暮らし、高齢者の多い基町住宅地区のにぎ
わいを、商店街の活性化のみで実現することは困難である。
そのため本書では商店街の活性化を軸にしながらも、より
多角的な面からにぎわいの創出につながる取組を計画した。

基町住宅地区の将来像として「安心と笑顔の基町」
「出会い

と交流の基町」
「にぎわいの基町」の 3 つが掲げられている。

そのうち基町プロジェクトは「にぎわいの基町」の項目内

にある「7 にぎわい再生（商店街等）
」に位置づけられてい

る。そのため基町プロジェクトでは、若者が主体となった創

2,810

基町住宅地区
（県営含む）

8.5%

若年人口
14.3%

20%

47.7%

19.6

30.4
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0%
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381
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880
（19.5%）

15,902
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50%

平成 24 年 9 月
（市営店舗事業者アンケート）

60%

平成 26 年 12 月末現在
（住民基本台帳登録による）

746,375
（62.8%）

40%

50%

労働人口

（15~64 歳） （65 歳以上）
169,998
（14.3%）

（0~14 歳）

若年人口

平成 26 年 12 月末現在（住民基本台帳登録による）

● 商店街が直面している経営上の問題（複数回答）

0%

● 年齢 3 区分別人口比率

1,188,398

543,410

広 島 市

4,502

総人口

世帯数

学 区

● 人口・高齢化率・外国人比率

基町住宅地区 基本データ

基町住宅地区

基町住宅地区活性化計画（抜粋）

造的な文化芸術活動や地域交流を通じ、商店街の活性化を軸

基町住宅地区活性化計画では、
「絆」というテーマのもとで

活性化計画における基町プロジェクトの位置づけ

の結果等の分析を行ったうえで、地区住民、学識経験者、

基町住宅地区では、建物の老朽化のみならず、少子高齢

基町住宅地区活性化計画 概要

(2) 基町住宅地区活性化計画と基本データ

広島市
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350

いてのレクチャーなどを開催し、地域の人材育成にも取組む。

民が主体的にまちづくりに参画できる機会の提供や、専門家を招

の機会を作る。また、基町プロジェクトの活動を通して地域住

市立大学をはじめとする広島の各大学が協働で若者の学び

すぐそばには基町高等学校がある。これらの学校と広島

基町住宅地区内には幼稚園、小学校が併設されており、

● 学びの場

つの場づくりに取組む。

実現のため、
「学びの場」
「創造の場」
「交流の場」の 3

基町住宅地区のにぎわい再生につながると考える。その

人々の流入が促進され、本プロジェクトの目標である、

場に生まれ変わることである。そうすることで外部から

く、広島市の掲げる「国際平和文化都市」の一役を担う

本書で目指すのは、基町住宅地区が単なる住宅地ではな

学部）を考慮し、本書を策定した。

島市立大学の学部の特色（芸術学部、国際学部、情報科

の中で気づいた基町住宅地区の持つ可能性や魅力と、広

町プロジェクト主催のイベントの開催などを行った。そ

て地域の方との交流や意見交換、地域行事への参加、基

本書を策定するにあたり、平成 26 年度の一年間をかけ

策定にあたって

学びの場

(1) 基町住宅地区の魅力を引き出す 3 つの場

2. 基町プロジェクト

交流の場

● 交流の場

03

でもある。これらの背景を活用し、
特色ある交流の場を創出する。

の外国籍の方が暮らしており、多様な文化が交差する地区

える上で極めて重要な場である。また、同地区には多く

流の機会を作り出す。基町住宅地区は戦後復興を考

基町住宅地区住民と地区外から訪れる人々の交

創造の場

出も目指す。

いクリエイターの雇用の機会の創

ンデザインの請負などを通して、若

また、老朽化した建物のリノベーショ

呼び、短期滞在制作の機会を提供する。

用し国内、海外から若いクリエイターを

が行えるスペースを設置する。それらを活

店街の空き店舗を活用し、創作や、展示など

境を提供し、その成果を地域に還元する。商

若いクリエイターの創造的な活動を支援する環

● 創造の場

351

ける目的外使用の弾力化）により再生を図る。

する特別措置（若年家族、子育て世帯等の入居促進など、住宅にお

地域再生計画について内閣総理大臣が認定。計画に基づく事業に対

果的に支援するため、地方公共団体が作成し、その認定を申請する

地域が行う地域再生のための自主的・自立的な取組を総合的かつ効

* 地域再生計画

を踏まえた上で、次項以降の細かな計画を設定した。

ントとなる本プロジェクトの活動目標をまとめた。これら

波及効果を狙う。右の表には波及効果を引き出す上でポイ

る形で基町プロジェクトの取組を行うことで、より大きな

来事を念頭に置いている。各時期の重要な出来事に合わせ

日本において人の動きが活発になると予想される重要な出

向こう 30 年間を 3 つの時期に分けるにあたり、広島市や

各時期の重要な出来事との連動性

定めた。

年までの期間を短期、中期、長期の 3 つに分けて目標を

宅地区像が完成するよう計画した。計画にあたり 2045

地区が抱える諸々の問題が解決に向かい、新たな基町住

広島市が被爆 100 周年を迎える 2045 年までに基町住宅

て実現するためには、長い時間が必要となる。本書では

基町住宅地区の活性化を文化芸術活動や地域交流を通じ

2045 年までを短期、中期、長期に分ける

短

期

民の人材育成

・基町プロジェクトの仕掛けを軸に、地域住

動を見据えた素地づくり

の構築や、活動場所の整備など、今後の活

・地域の学校、各大学、地域の人との繋がり

てアピール

域であることをイベントや広報活動を通し

・基町住宅地区が戦後復興を考える重要な地

との連動も念頭に活動

まちづくり先導事業として地域再生計画 *

・平成 27 年 4 月、
基町プロジェクト本格始動。

広島市 被爆 70 周年（2015 年）

2015 年〜 2017 年

(2) 短期、中期、長期計画の目標

期

TOKYO

民が主役となる事業展開へ

・基町プロジェクトの仕掛けを軸に、地域住

どで人の出入りを活発化

・修学旅行生や、クリエイターの滞在制作な

でイベントや活動を行うことが重要

新しい基町住宅地区をアピールするテーマ

・東京オリンピックの開催に伴い、国内外に

HIROSHIMA

東京オリンピック開催（2020 年）

2020 年まで

中

期

くり

活動を行い、収益を得ることの出来る場づ

・商店街を中心に若者が仕事として創造的な

・若者の集うまちとなり、まちの活性化

や、若手クリエイターが国内外で活躍

・かつて基町プロジェクトに関わった子ども

整備

・復興の歴史を継承し続ける仕組みや施設の

じられる場として基町住宅地区を位置づけ

・広島市の掲げる「国際平和文化都市」を感

広島市 被爆 100 周年（2045 年）

2045 年まで

長
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を促進

活用により人の交流

地域資源の再発見と

《交流の場》

する環境を構築

創造的な活動を支援

若いクリエイターの

《創造の場》

地域の人材育成

若者の連携・交流

《学びの場》

アーティスト・イン・レジデンス（クリエーターの滞在制作）の整備
• アーティスト・イン・レジデンスの実施：アーティストやクリエーター等が、

商店街の公共デザイン整備（まちを美しくするためのデザイン）

• ショッピングセンター屋上緑地の整備。

• 交流イベントの開催。

• M トークや意見交換会の会場として利用。

• 外来駐車場の整備。

• Google ストリートビューによって、アパート屋上から見える景色を写真で

公開。

周辺環境の整備

• 若者を中心とする創造的文化芸術活動の発信。

• 基町をテーマにしたシンボリックな作品制作。

ネット上での基町紹介

• 復興の歴史を伝える基町の紹介。

• 基町写真展（基町歴史トーク、ワークショップ）
。

作品展示（基町について幅広い人に知らせる／興味を持ってもらう）

た場合）による、作品制作・展示。

来訪者の呼び込み（学びの場／創造の場から得られる成果を発信）

• 作品展の開催。

• 基町プロジェクトの展示会場として利用。

• 基町アパート入居者（地域再生計画による学生・若年世帯入居が開始され

商店街に創造交流拠点の設置・活用

商店街に創造交流拠点の設置（若者が活動する空間）

入りするため必要。

などによる、ワークショップなど地域還元をセットに行う。

• 地域のイベントへの参加を通じた交流（スタッフや学生）
。

• 地域のイベントへの参加を通じた交流（スタッフや学生）
。

基町住宅地区に滞在し作品を制作し、最後に作品展示を行う。クリエーター

• 意見交換会（地域住民とプロジェクトスタッフの意見交換会）の実施。

• 意見交換会（地域住民とプロジェクトスタッフの意見交換会）の実施。

• 公衆トイレの整備プロジェクト：来訪者（特に女性）が基町住宅地区に出

• M トーク（地域住民や専門家などを交えたトークイベント）の実施。

• M トーク（地域住民や専門家などを交えたトークイベント）の実施。

• ショッピングセンター床タイルのデザイン。

地域の人材育成（プロジェクトに参加いただける方を増やす＝展開）

園とセットとして成立するプログラムの整備）
。

• 修学旅行生の呼び込み：（例）復興の歴史を伝える基町の紹介（平和記念公

地域の人材育成（プロジェクトに参加いただける方を増やす）

• 基町高等学校との連携のあり方を検討。

• 基町マップ等制作（広島大×地域×市大）：地域資源・眺望の魅力を紹介。

組むプロジェクトを実施。展示など外部にも開かれた成果発表を行う。

• 国内外他都市の大学との交流連携：（例）地域交流を通じて、地域課題に取

• ワークショップ（市大×基町小×地域）
：アートやデザインに触れる機会創出。

大学・学校間の連携・交流（授業・実習での実施体制の整備）

• 仮設カフェをつくる（市大×修道大学×地域）
：空間から手作りする。

東京オリンピック開催

広島市 被爆 70 周年（2015 年）

大学・学校間の連携・交流（授業等での取組体制を構築）

中期（2020 年まで）

短期（2015 年〜 2017 年）

(3) 計画一覧表

ル活用がある。

シオン（マルセイユ）の事例でアパートのホテ

• ホテルの運営：コルビュジエのユニテ・ダビタ

• 学生・若年世帯にも魅力のあるアパートの運営。

◆ 若者が住む・滞在する基町

とができる環境をつくる。

な文化芸術活動）を行うことで、収入を得るこ

• 商店街などを活用し、若者が仕事（特に創造的

若者らが活動しやすい環境を整備する。

• 創造的な文化芸術活動を支援する環境を整え、

を形成し、広島市内外の各施設等と連携する。

• 都心部における、新しく創造的な文化発信拠点

◆ 若者が創造し、働く基町

者が多く集まり交流する拠点を形成。

生を主な対象とする教育学習を行い、多様な若

• 基町住宅地区の諸課題に取組むことを通じ、学

拠点整備。

• 広島の戦後復興以降の営為を、体験的に伝える

で、にぎわいが醸成される。

点を形成する。恒常的に若者が出入りすること

• 広島の各大学が連携し、様々な実践的学びの拠

◆ 若者が集い、学ぶ基町

広島市 被爆 100 周年

長期（2045年まで）

05

なり実施するもので、互いの専門分野を活かしなが

「基町プロジェクト意見交換会」はプロジェクトスタッフ等と地域
住民が本プロジェクトについて話し合う会。2 ヶ月に一回程度実施
予定。地域住民が本プロジェクトに対して意見や要望を伝え運営に
関われる場を設ける。（＊写真：平成 26 年度の意見交換会の様子）

ベントの名称。1 ヶ月に一回程度実施予定。地域住民が自身の住む

基町についての知識を深め、まちづくりに主体的に関わる人材を育

成する。
（＊写真：平成 26 年度の M トークの様子）

様子。小学生、地域住民、約 120 名が参加）

（＊写真：平成 26 年度の町民体育祭参加の様子）

本プロジェクトの取組を広める。

が参加することを通して地域住民との親睦を深め、スタッフの顔や

基町住宅地区で行われる地域のイベントへプロジェクトスタッフ等

地域のイベントへの参加を通じた交流

で、創造性の高いプログラムを実施し、小学生の創

広島市立大学芸術学部の教員や学生も参加すること （＊写真左右：平成 26 年度夏のワークショップの

しむきっかけとして、ワークショップを開催する。 取組に関わる第一段階となる。

「M トーク」とは地域住民や専門家などを交え基町について話すイ

M トークの実施

自頁に続く

造性を育てる。また地域住民が基町プロジェクトの

ワークショップ（市大×基町小×地域）

基町小学校児童や地域住民がアートやデザインに親

基町プロジェクト意見交換会の実施

平成 26 年 10 月より取組を開始している。

基町住宅地区周辺で運営する。これは学生が主体と （＊写真：イメージ）

が連携し、平成 27 年度の夏に仮設のカフェを作り

しま未来協創プロジェクト」と「基町プロジェクト」 ら取組、自主性の高い学びと実践の機会を創出する。

平成 26 年度より始まった、広島修道大学の「ひろ

仮設カフェをつくる（市大×修道大学×地域）

短 期（2015 年〜 2017 年）：広島市被爆 70 周年（2015 年）

(4)《学びの場》について

大学・学校間の連携︑交流

地域の人材育成

︽学びの場︾

353
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354
立大学芸術学部には創造表現コース出身の学生も多 （＊写真左：基町高等学校、右：基町高等学校放送

区のあり方を考える。（＊写真左：広大生とプロジェク
トスタッフのミーティング風景、右：マップ制作時の様子）

紹介するマップを制作した。プロジェクトスタッフ

も制作に関わるなかで交流が生まれた。今後もこの

数在籍している。今後は、広島市立大学と基町高等

中に美術教育を行う創造表現コースがある。広島市

が連携し、特に建築や都市的な視点から基町住宅地

部の生徒による基町プロジェクトの取材時の様子）

りを学び、実践できる機会の創出を目指す。

基町住宅地区の側にある基町高等学校には普通科の

マップづくりの延長として広島大学と広島市立大学

が協働で基町高層アパートの屋上の魅力や可能性を

学校が連携し基町住宅地区を舞台に学生がものづく

基町高校との連携のあり方を検討

平成 26 年度、広島大学建築学科の学生と地域住民

基町マップ制作（広島大×地域×市大）

短 期（2015 年〜 2017 年）：広島市被爆 70 周年（2015 年）

(4)《学びの場》について

大学・学校間の連携︑交流

︽学びの場︾

07

語ってもらうなどのプログラムも実施する。
（＊写真：イメージ）

成 26 年度の地区内の祝賀会参加時の様子）

地域住民のとの距離を縮める。
（＊写真：平

が出来る場を設ける。

し実施する。

（＊写真：平成 26 年度の意見交換会の様子）

クトスタッフが地域のイベントにも参加し、

域住民とプロジェクトスタッフの意見交換

専門性の高いトークイベントの割合を増や

（＊写真：平成 26 年度の M トークの様子）

本書 P6 で述べた内容と同様に、プロジェ

本書 P6 で述べた内容と同様に、定期的に地

本書 P6 で述べた内容を更に発展させ、より

地域のイベントへの参加を通じた交流

区に修学旅行生を呼びこむ。戦後復興期や現在の広島を地域住民に

して基町住宅地区を活用する。
（＊写真：イメージ）

意見交換会の実施

の見学がその目的だが、戦後復興の歴史を学ぶ場として基町住宅地

留学生が広島の歴史や復興を学び、学生同士の交流が生まれる場と

M トークの実施

広島には全国の学校から修学旅行生が訪れる。主にドームや資料館

の海外の大学と提携を結んでおり、交換留学などが行われている。

修学旅行生の呼び込み

広島市立大学はドイツやアメリカ、中国、韓国を中心に 10 校以上

国内外他都市の大学との交流連携

中 期（ 2020 年まで ）：東京オリンピック開催

(4)《学びの場》について

大学・学校間の連携︑交流

地域の人材育成

︽学びの場︾

355

な若者が多く集まり交流する拠点を形成。

学生を主な対象とする教育学習を行い、多様

• 基町住宅地区の諸課題に取組むことを通じ、

える拠点整備。

• 広島の戦後復興以降の営為を、体験的に伝

することで、にぎわいが醸成される。

の拠点を形成する。恒常的に若者が出入り

• 広島の各大学が連携し、様々な実践的学び

若者が集い、学ぶ基町

長 期（2045年まで）
：被爆100周年

08

356
商店街の空き店舗を、コミュニティスペースとして活用する。
「M
トーク」や「意見交換会」を始め基町プロジェクトの各種イベント
の会場として利用し、様々な人が集い基町について語り合えるス
ペースを作る。
（＊写真：平成 26 年度に実施した映画上映会の様子）

として利用する。本プロジェクトの活動で生まれた成果物の実物な

どを公開する。加えてプロジェクトスタッフと来場者の交流の場と

（＊写真：中央公民館での本プロジェクト展示の様子）
しても機能する。

（＊写真：ショッピングセンター中心部）
としてふさわしいデザインへ作り直す。

などが実施できる場所を作る。（＊写真：ショッピングセンター屋上緑地）

商店街の空き店舗を、基町プロジェクトの活動を紹介する展示会場

られているが、割れや剥がれが目立つ。これらのタイルをまちの中心部

市大の学生や地域住民で整備のデザインを考え、マルシェやカフェ

M トークや意見交換会の会場として利用

ングセンターを訪れた人が出会う場である。この場所の床はタイルが貼

基町プロジェクトの展示会場として利用

ショッピングセンター中心部は大きな吹き抜けとなっており、ショッピ

整備する。現在この場所は利用されておらず、草が生い茂っている。

ショッピングセンター床タイルのデザイン

ショッピングセンター屋上の緑地をイベントなどに活用できるよう

ショッピングセンター屋上緑地の整備

短 期（2015 年〜 2017 年）：広島市被爆 70 周年（2015 年）

(5)《創造の場》について

商店街の公共デザイン整備

商店街に創造交流拠点の設置

︽創造の場︾

地区が《創造の場》となるための重要な一歩。
（＊写真：イメージ）

成果物を商店街の空き店舗やその周辺を使い展示を行う。基町住宅

入居者に選ばれた方の制作スペースを商店街内に設ける。またその

平成 27 年度より開始される、地域再生計画による学生・若年世帯

基町アパート入居者による、作品制作・展示

いトイレのデザインを考え整備する。（＊写真：地区内の公衆トイレ）

ると公衆トイレの整備は必須である。市大の学生と地域住民で新し

つなどの問題がある。今後若者が基町住宅地区を訪れることを考え

地区内にある公衆トイレは、一部男女共用であったり、汚れが目立

公衆トイレの整備プロジェクト

09

交流イベントの開催

国内外のクリエイター、広島市立大学生、地域住民などが創造的な
活動を通して交流できる各種イベントを実施。気軽に参加できる
ワークショップ形式のものから、クリエイターを目指す方向けの専
門性の高いレクチャーなどを企画。
（＊写真：イメージ）

作品展の開催

商店街の空き店舗等を利用し、質の高い作品展が行える場所の整備

を行う。重量に耐えられるフラットな壁、照明レール、空調などを

設置する。アーティスト・イン・レジデンスの作品展や、広島市立

大学芸術学部の学生作品などの展示を行う。
（＊写真：イメージ）

また滞在中地域住民との交流イベントも実施する。（＊写真：イメージ）

や広島の文化や歴史を学び、その成果を作品制作と展示で公開する。

期間滞在し作品制作を行う（通称アーティスト・イン・レジデンス）。基町

国内外の文化芸術活動を行うクリエイターが基町住宅地区内に一定

アーティスト・イン・レジデンスの実施

中 期（ 2020 年まで ）：東京オリンピック開催

(5)《創造の場》について

アーティスト・イン・レジデンスの 整 備

商店街に創造交流拠点の設置・活用

︽創造の場︾

357

を得ることができる環境をつくる。

造的な文化芸術活動）を行うことで、収入

• 商店街などを活用し、若者が仕事（特に創

え、若者らが活動しやすい環境を整備する。

• 創造的な文化芸術活動を支援する環境を整

携する。

拠点を形成し、広島市内外の各施設等と連

• 都心部における、新しく創造的な文化発信

作成途中
若者が創造し、働く基町

長 期（2045年まで）
：被爆100周年

10

358
左：昭和 40 年代の基町住宅地区、写真右：現在の基町住宅地区）

写真と、現在の基町住宅地区の写真を組み合わせた

︽交流の場︾

ネット上での基町紹介
策できると同時に、
広島の町並みが 360 度楽しめる。

にその場所を歩いているかのように画面上でまちを

トビュー」で基町高層アパートの屋上を公開できる

高層アパート屋上から見える広島城）

散策できるサービスである。この Google「ストリー （＊写真左：基町高層アパート屋上風景、右：基町

よう撮影等を行う。Web 上でアパートの屋上を散

Google が提供する「ストリートビュー」は、実際

Google ストリートビューによって、アパート屋上から見える景色を写真で公開

の歴史なども踏まえながら、
明るい未来を想像できる、 高等学校生、基町小学生、地域住民なども関わること

学生によるワークショップなどを開催する。（＊写真

催する。地域住民から提供頂く基町住宅地区の古い

前向きな作品を制作する。基町住宅地区を訪れる人

人の目に止まりやすい場所へ設置する。基町住宅地区

る基町住宅地区の歴史に関するトークや広島市立大

で完成出来る作品とする。
（＊写真：イメージ）

ては、広島市立大学の芸術学部の学生を中心に、基町

基町住宅地区のシンボルとなる作品を制作し、多くの

展示を行う。また関連イベントとして地域住民によ

して基町住宅地区内で「基町写真展（仮題）
」を開

が記念撮影をするような作品を目指す。制作にあたっ

基町をテーマにしたシンボリックな作品制作

平成 27 年度夏に被爆 70 年に関連するイベントと

基町写真展（基町歴史トーク、ワークショップ）

短 期（2015 年〜 2017 年）：広島市被爆 70 周年（2015 年）

(6)《交流の場》について

作品展示
11

訪者や地域住民との交流を促進すると同時に、互いの創造性がより

行う。
（＊写真：ショッピングセンター内の駐車場）

するための基盤として、明るく、開放的な駐車場となるよう整備を

に利用できる雰囲気ではない。今後基町住宅地区のにぎわいを創出

基町住宅地区内にある外来者駐車場は、老朽化が進み来訪者が気軽

外来駐車場の整備

豊かに広がる機会を作る。
（＊写真：イメージ）

に常に公開する。制作の過程を公開することで、クリエイターと来

興について知ることの出来る取組を実施。

（＊写真：昭和 40 年代の基町高層アパート建設時の様子）

若者が創造的な文化芸術活動を行っている様子を来訪者や地域住民

所である。国内外の来訪者が地域住民との交流を通して、広島の復

若者を中心とする創造的文化芸術活動の発信

基町住宅地区は、広島の戦後復興の歴史を伝えるのにふさわしい場

復興の歴史を伝える基町の紹介

中 期（ 2020 年まで ）：東京オリンピック開催

(6)《交流の場》について

来訪者の呼び込み

周辺環境の整備

︽交流の場︾

359

トのホテル活用がある。

ビタシオン（マルセイユ）の事例でアパー

• ホテルの運営：コルビュジエのユニテ・ダ

活性化に関わる仕組みづくり。

加を通して地域住民として基町住宅地区の

運営。地域行事や基町プロジェクトへの参

• 学生・若年世帯にも魅力のあるアパートの

若者が住む・滞在する基町

長 期（2045年まで）
：被爆100周年

12
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外向け」の広報は異なる方法で行う必要がある。

このように「地元の方向け」と「基町住宅地区外・国内

どが有効である。

けて情報を発信するためには、
「facebook」
「twitter」な

ネットを積極的に活用する必要がある。特に若い人に向

その一方で基町住宅地区外や国内外に向けてはインター

民が多くいた。

非常に高い効果を発揮し、配布後 M98 を訪れる地域住

新聞を発行し、全世帯へ配布する取組を行った。これは

平成 26 年 8 月より定期的に「もとまち TIMES」という

ネットなどを用いた情報発信は効果が弱い。そのため、

基町住宅地区は高齢化率が 40% を超えるため、インター

情報発信方法の選択

的に発信し認知度を高めていくことが重要である。

を築くためには日頃から基町プロジェクトの活動を積極

設などとの協力体制が必要不可欠となる。良い協力関係

あたり、地域住民の方はもちろんのこと、他大学や他施

信の重要性を実感した。今後本格的に事業を開始するに

平成 26 年度、モデル事業を行うことを通じて、情報発

情報発信の重要性

(7) 情報発信について

動報告を中区役所ロビーで展示した様子であ
る。活動の成果物を実際に見てもらうことで、
深い活動内容の理解と関心の促進を目指す。

に配布する。原則記事は日本語であるが、一
面の記事については中国語訳も併記している。

定期的に基町プロジェクトの活動を広報す
る。SNS では情報が共有されていくため広範
囲に発信できる。メッセージのやりとりなど
も気軽に行えるため繋がりが生まれやすい。

が伝達する仕組みが整っている。
そのため、基町プロジェクトの進捗状況や、イ
ベント参加者の募集など重要な案件に関して
は、自治会会議で報告することが重要である。

100％に達しており、自治会長を中心に情報

基町住宅地区は自治会への加入率がほぼ

ジェクトの取組の広範囲への周知を目指す。

その他、取材依頼は原則引き受け基町プロ

基町住宅地区に関する情報の掲載依頼する。

行政発行の市内の観光マップや広報誌などへ

マスコミへ情報提供を行う。

イベントなどの際には、新聞、テレビなどの

各種メディア・広報物の活用

的に行う。上の写真は平成 26 年夏に行った活

程度発行し、基町住宅地区の全世帯のポスト

連合自治会会議での報告

基町プロジェクトの活動を紹介する展示を定期

基町プロジェクトの活動展示

ニュースなどを紹介する新聞。2,3 ヶ月に一回

「Facebook」や「twitter」など SNS を活用し、

Facebook・twitter

を行っている施設等へも徐々に広げていく。

配布対象を市内各所や、他県の文化芸術活動

地元の方向けに発行している新聞であるが、

もとまち TIMES

基町住宅地区外・国内外 向け

基町プロジェクトの活動や、基町住宅地区の

もとまち TIMES

基町住宅地区 向け

13
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（基町プロジェクトは P39 に掲載）

基町プロジェクトに関するお問い合わせ

広島市中区基町 16 番 17-2-103
（広島基町郵便局 2 つ隣）

広島市立大学

TEL：082-504-2546（市民部地域起こし推進課）

広島市中区国泰寺町一丁目 4 番 21 号

〒 730-8587

HP：http://www.city.hiroshima.lg.jp/naka/

広島市中区役所

TEL：082-504-2546

広島市中区役所 市民部 地域起こし推進課

広島市安佐南区大塚東三丁目４番１号

TEL：082-830-1764（社会連携センター）

TEL：082-830-1764

〒 731-3194

広島市立大学 社会連携センター

http://www.city.hiroshima.lg.jp/kikaku/kikaku/70th.pdf

〒 730-0011

HP：http://www.hiroshima-cu.ac.jp/

被爆 70 周年記念 まちづくり先導事業

M98（基町プロジェクト活動拠点）

作：基町プロジェクト（広島市立大学・広島市中区役所）

することを禁じます。

14

無断で転載（翻訳、複写、データベースへの入力、インターネットでの掲載など）

本書（本文、図表、イラストなど）を基町プロジェクト及び著作権者の承諾なしに

無断転載の禁止

TEL：082-504-2546

広島市中区役所 市民部 地域起こし推進課

TEL：082-830-1764

問い合わせ：広島市立大学 社会連携センター

制

http://www.city.hiroshima.lg.jp/toshiseibi/

Facebook：https://www.facebook.com/motomachiproject
jyuutaku/motomachi.pdf

発行日：平成 27 年 3 月

基町住宅地区活性化計画

基町プロジェクト

twitter：https://twitter.com/motomachi̲prj

発行

情報
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Ძ עғƷྵཞᲢཎᑥƱբ᫆ໜᲣᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷ 

Წ ؕထ˰עܡғƴƓƚǔࣱ҄ƱƸ᳸ᛢ᫆Ʊࣱ҄ƷƶǒƍᲢעΨƷ࣬ƍȷᫍƍᲣ᳸ ᶷᶷᶷ 
Ჭ ࣱ҄Ʒ࣏ᙲࣱᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᲰ

ï ࣱ҄ƷႸᲢƲǜƳؕထƴƢǔƔᲴǭȸȯȸȉƱؕஜྸࣞŴݩஹᲣ 

ð ࣱ҄ሊ
Ძ ࣱ҄Ʒ૾ᤆᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷ


Წ Кࣱ҄ƷᎋƑ૾ƱӕኵƷᚨܭᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷ 

Ჭ ჺႎƳӕኵƳƲᲢჺưφ˳҄ǛႸਦƢӕኵƳƲᲣ ᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷ 
Ხ ࣱ҄ሊƷμ˳ȡȋȥȸᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷ
 

Ჯ ჺȷɶƴφ˳҄ǛႸਦƢɼƳӕኵƷϋܾ᳸ᲢɼƱƠƯᲣૼƨƳӕኵ᳸ ᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷ  

ñ ਖ਼ᡶ૾ሊ 

Ძ ਖ਼ᡶ˳Сᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷ
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í ƸơǊƴ      

ؕထ˰עܡғưƸŴཋƷᎊ҄ƷǈƳǒƣŴ܇ݲ᭗ᱫ҄ƴˤƏ؏עǳȟȥȋȆǣƷщ˯ɦǍᆰƖ
ࡃᑄƷفьƴˤƏՠࡃᘑƷᘛᡚƳƲٶƘƷբ᫆ƕ᫋҄נƠƯƍǔŵǇƨŴעΨƴƓƍƯǋࣱ҄ǁƷೞ
ᢃƕ᭗ǇƬƯƓǓŴƜǕǒƷբ᫆ƴឪ׆ƢǔᆔŷƷᛢ᫆ƴࣖݣƠŴ࢘ᛆ˰עܡғƷࣱ҄ƕǕǔǑƏŴ
ଔ࣯ƴӕǓኵǉ࣏ᙲƕƋǔŵ
ƜƷƨǊŴ࢘ᛆ˰עܡғƷྵඞᛦ௹ሁǛܱƠŴƦƷኽௐሁƷЎௌǛᘍƬƨƏƑưŴࣱ҄Ʒ૾Ӽࣱ
Ʊࣱ҄ƴӼƚƨφ˳ሊᲢˌɦžࣱ҄ሊſƱƍƏŵᲣሁƴƭƍƯŴעғ˰ൟŴܖᜤኺ᬴ᎍŴᘍᎰՃ
ƳƲưನƢǔؕထ˰עܡғࣱ҄౨᚛˟Ტˌɦž౨᚛˟ſƱƍƏŵᲣŴǳȟȥȋȆǣӏƼՠࡃᘑࣱ
҄౨᚛ᢿ˟Ტˌɦž౨᚛ᢿ˟ſƱƍƏŵᲣƴƓƍƯŴ˰ܡƷǈƳǒƣՠಅǍᅦᅍƳƲࠢ࠼ƍᚇໜƔǒ౨
᚛ǛᘍƍŴƦƷኽௐǛࣱ҄ᚘဒƱƠƯӕǓǇƱǊŴƜǕǛؕƴעғ˰ൟሁƱңƠƯעғƷࣱ҄ƴ
ӕǓኵǉǋƷưƋǔŵ




Ძ
 ᚘဒሊܭƷႸႎ
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   ᅗ άᛶィ⏬ࡢᑐ㇟༊ᇦ㸦࡞ㄪᰝ᳨࣭ウࡢ༊ᇦ㸧

ஜᚘဒƷݣᝋғ؏ƸŴؕထ˰עܡғᲢ࠼ࠊɶғؕထ  ဪŴ ဪŴ ဪӏƼ  ဪƷɟᢿᲣӏƼԗᡀ
עғƱƢǔŵ

-





































































Წ ᚘဒݣᝋғ؏  







































































                                                                                                í ƸơǊƴ
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ᆅ
༊
ఫ
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࣭
ၟ
ᴗ
⪅
卐

᪤
Ꮡ
ࢹ
勖
ࢱ
ཬ
ࡧ
ㄪ
ᰝ
⤖
ᯝ
ࡢ
ศ
ᯒ
➼
ඛ
㐍


ࡢ
ㄪ
ᰝ
࣭
◊
✲

ά
ᛶ

⟇
ࡢ
ᥦ


ά
ᛶ

ィ
⏬




άᛶィ⏬

ࡢ
ྲྀ
ࡾ
ࡲ

ࡵ





ᆅ༊ఫẸ➼䛾ពぢເ㞟䠄䡚 䠅
䞉䛂䛛䜟䜙∧䠄ពぢເ㞟䠅䛃䛾సᡂ䛸㓄ᕸ

➨䠐ᅇ᳨ウ䠄䠅

䠘᳨ウ㒊䠚
䖃➨䠑ᅇ䝁䝭䝳䝙䝔䜱άᛶ᳨ウ㒊䠄䠅
䖃➨䠑ᅇၟᗑ⾤άᛶ᳨ウ㒊䠄 䠅

䠘᳨ウ㒊䠚
䖃➨䠐ᅇ䝁䝭䝳䝙䝔䜱άᛶ᳨ウ㒊䠄䠅
䖃➨䠐ᅇၟᗑ⾤άᛶ᳨ウ㒊䠄 䠅

➨䠏ᅇ᳨ウ䠄䠅

䠘᳨ウ㒊䠚
䖃➨䠏ᅇ䝁䝭䝳䝙䝔䜱άᛶ᳨ウ㒊䠄䠅
䖃➨䠏ᅇၟᗑ⾤άᛶ᳨ウ㒊䠄䠅

䛂䛛䜟䜙∧䛃䛾సᡂ䛸ఫẸ䜈䛾㓄ᕸ

䠘᳨ウ㒊䠚
䖃➨䠎ᅇ䝁䝭䝳䝙䝔䜱άᛶ᳨ウ㒊䠄䠅
䖃➨䠎ᅇၟᗑ⾤άᛶ᳨ウ㒊䠄 䠅

➨䠎ᅇ᳨ウ䠄䠅

䛂䛛䜟䜙∧䛃䛾సᡂ䛸ఫẸ䜈䛾㓄ᕸ

䠘᳨ウ㒊䠚
䖃➨䠍ᅇ䝁䝭䝳䝙䝔䜱άᛶ᳨ウ㒊䠄 䠅
䖃➨䠍ᅇၟᗑ⾤άᛶ᳨ウ㒊䠄䠅

➨䠍ᅇ᳨ウ䠄 䠅

 ᳨ウ᳨࣭ウ㒊ࡢ㐠Ⴀ➼

ᅗ ィ⏬సᡂࡢᡭ㡰㸦ὶࢀ㸧
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ᰝ
ࡢ
ᐇ
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协

ࣥ
ࢣ
勖
ࢺ
ㄪ
ᰝ














᪤
Ꮡ
ࢹ
勖
ࢱ
ࡢ

㞟
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ஜᚘဒƷ˺ƴƓƍƯŴؕထ˰עܡғࣱ҄ƴ᧙ǘǔଏ܍ȇȸǿƷӓᨼǍǢȳǱȸȈᛦ௹Ŵέᡶʙ̊
Ʒᛦ௹ƳƲǛᘍƍƳƕǒŴ౨᚛˟ȷ౨᚛ᢿ˟Ǜ͵ƠŴƦƜưƷॖᙸǛӒପƠƳƕǒŴࣱ҄ሊƴƭƍ
Ư౨᚛ƠŴǓɦƛŴࣱ҄ᚘဒకƱƠƯǇƱǊƨŵ
ƜƏƠƨᚘဒక˺ƷᢅᆉưƸŴžؕထ˰עܡғࣱ҄ Ɣǘǒ༿ſƷ˺ƱᣐࠋǛᘍƍŴƔǘǒ
༿ƷᇹᲭӭưŴؕထ˰עܡғࣱ҄ᚘဒకƴݣƢǔॖᙸѪᨼǛᘍƬƨŵ
ƜƷॖᙸѪᨼƷኽௐሁǛ៊ǇƑƯŴࣱ҄ᚘဒǛӕǓǇƱǊǔŵ

ࢥ࣑ࣗࢽࢸάᛶ᳨ウ㒊                   ၟᗑ⾤άᛶ᳨ウ㒊














Ჭ ᚘဒ˺Ʒ  
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-













ŠžԧƷ᠆ዴſƕᡫǔǇƪ
Ũ Ҿ༪ঀᩙᄞ᳸Ҿ༪ȉȸȠ᳸ȏȎȸȐȸࡊט᳸ǰȪȸȳǢȪȸȊƳƲƔǒ˦Ƽǔ᠆ዴƕؕထܖݱ
ఄƳƲǛᡫƬƯƍǔŵ

Šᣃ࣎ƴƋǔᚘဒႎƳɟעׇܡ˰ٻᲢɶ᭗עׇܡ˰ޖᲣưμ˳ƕπσᚨ
Ũ ؕထϐႆʙಅሁưƭƘǒǕƨᣃ࣎Ʒ˰עܡưŴμ˳ƕπσᆰ᧓ƱƳƬƯƍǔŵ
ŨžƘſƷ܌Ʒ˰ᣐፗǍދɥࡊטŴ᭗ޖ᭗݅ࡇϐႆƳƲŴέᬝႎƳӕኵƕƳƞǕƨሰӏƼᣃ
ࠊᚘဒưƋǓŴഭӪႎƳॖ፯ǛਤƬƯƍǔŵ
Ũ ᣃ࣎ƴƋǓƳƕǒǋŴዯƱᐯƕᝅƔƳǇƪưƋǔŵ
Ũ ிƴƸ࠼؉ួŴҤƴƸɶځπטŴᙱƴƸٽဋ߷ƕˮፗƠŴዯǍᐯƷᝅƔƞǛज़ơǔᣃ࣎Ʒᆰ
᧓ưƋǔŵ

Šሰ؉ˌஹƷഭӪǛஊƢǔǇƪ
Ũ ࢘עғƸŴ؉ᣀϋƴƋǓŴǇƨŴƢƙƦƹᲢிͨᲣƴƸ࠼؉ួƕˮፗƠŴሰ؉ˌஹƷഭӪ૨
҄Ǜ˳ज़ưƖǔئƴƋǔŵ

ŠࢢٶƳπσπႩᚨƕᇌעȷᡈ 
Ũ עғϋƴƸŴ̬ᏋטŴ࠷ᆐטŴܖݱఄŴδᇜƳƲƷπσᚨƕᚘဒႎȷɟ˳ႎƴᣐፗƞǕƯƍ
ǔŵ
Ũ ԗᡀƴƸŴჄᇌ˳ᏋǍɶځŴȕǡȟȪȸȗȸȫŴƜƲǋ૨҄ᅹܖŴ᩷࠰ݲǻȳǿȸŴ
ƻǖƠǇ፦ᘐƳƲƷಮŷƳπσπႩᚨƕᇌעƠƯƍǔŵ

Š؏עǳȟȥȋȆǣ
Ũ ᐯ˟ьλྙƷ᭗ƞŴᙸܣǓǍૅƑӳƍƷѣƳƲƷཎᑥƕƋǔŵ

Šπփ˰ܡሁƷ˰އᎍƴǑǔؕထעғӏƼǳȟȥȋȆǣƷ࢟
Ũ ǳȟȥȋȆǣƷؕஜҥˮƱƳǔؕထעғᲢɶғؕထᲣƸŴ࢘עғˌٳƴƸ᧓ٸʴӝƸǄƱǜƲƳ
ƘŴπփ˰ܡሁƷ˰އᎍƩƚưŴؕထעғǍ؏עǳȟȥȋȆǣƕನƞǕƯƍǔƱƍƏཎࣉႎƳע
ғưƋǔŵ

ᲢᲫᲣעғƷˮፗƮƚȷཎᑥ














Ძ עғƷྵཞᲢཎᑥƱբ᫆ໜᲣ









î עғƷྵཞƱࣱ҄Ʒƶǒƍ   







ͤᖹࡢ㍈⥺
ᖹグᛕ㈨ᩱ㤋ᮏ㤋ࠊᗈᓥᕷᖹ㒔ᕷグᛕ☃ཎ⇿Ṛἐ⪅៘㟋☃ཬࡧཎ⇿ࢻ࣮࣒ࡣࠊᖹ
グᛕබᅬࡢ୰ᚰ㍈ࡋ࡚༡୍⥺ୖ㓄⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣࠊ ᖺᐇࡉࢀࡓタィ
➇ᢏ࡛㸯➼ධ㑅ࡋࡓୗ୕ࢢ࣮ࣝࣉࡢᵓᇶ࡙ࡃࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊᖹグᛕබᅬࡢ୰ᚰࢥ
ࣥࢭࣉࢺ࡛ࡍࠋ

ࠕᖹࡢ㍈⥺ࠖࡣᇶ⏫ᑠᏛᰯ࡞ࢆ㏻ࡾࠊᇶ⏫㧗ᒙࣃ࣮ࢺࡣࠕᖹࡢ㍈⥺ࠖࡢ୧ഃᒊ㢼
ࡢࡼ࠺ᘓࡗ࡚࠸ࡿ
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Š᭗ᱫ҄
Ũ ࠼ࠊƴƓƍƯᆳЈƠƨ᭗ᱫ҄ྙᲢ  ࠰Ჴ ᲰᲟᲣƱƳƬƯƍǔŵ
Ũ ᐯ˟ƷਃƍƷ᭗ᱫ҄ሁƴˤƍŴ؏עǳȟȥȋȆǣƷщƷ˯ɦᲢᘍʙƷถݲŴӋьᎍƷถݲᲣ
ƕভࣞƞǕǔŵ
Ũ ᭗ᱫᎍƷܔᇌരƷفьƷऀǕƕŴǑǓ᫋҄נƠƯƍǔཞඞưƋǔŵ
Ũ ܹᙲੲᜱᎍƕفьƢǔƱƱǋƴŴᢤᩊૅੲᎍሁƷᄩ̬ƕᩊƠƘƳƬƯƍǔᲢ᭗ᱫᎍƕ᭗ᱫᎍ
ǛૅƑǔཞඞᲣŵ

ŠᙲʼᜱᎍሁƷفь
Ũ ٶƘƷᙲૅੲȷᙲʼᜱᛐܭᎍƕ˰އƠƯƍǔᲢ  ࠰ࡇᲴኖ  ʴᲣŵ
Ũ עғϋƴƓƚǔᡫǵȸȓǹᚨƸசᚨፗưƋǓŴעғٳƷಮŷƳᚨƴᡫƬƯᡫǵȸȓǹǛ
ӖƚƯƍǔŵ

Š҄܇ݲ
Ũ ᭗ᱫ҄ƱӳǘƤƯŴ҄܇ݲƕᡶǜưƍǔŵ
ᲢؕထܖݱఄӲ࠰ࡇᲯஉᲫଐƷδᇜૠ   ࠰ࡇᲴ
ᲫᲱᲱʴăᲬᲬ࠰ࡇᲴᲫᲬᲫʴᲣ
Ũ ܇ƲǋƷถݲƴˤƍŴ܇Ʋǋ˟ѣƳƲƕͣ๛ƠƯƍǔŵ
Ũ ؏עǳȟȥȋȆǣƷщƴǋࢨ᪪ƠƯƍǔŵ
è ܼٶଈɭ࠘ƴࣖݣƠƨ˰̓ܡዅǛᡶǊƯƍǔᲢᲬৎᲫ҄ሁ˰ৎોծǛܱɶᲣŵ

ŠٳʴሁƱƷʩ්ȷσ܍ƷСኖ
Ũ ٳʴሁƷ˰އᎍƕفьƠƯƓǓŴଐஜᛖƷ፼ࢽƕҗЎưƳƘŴଐஜƷ፼ॹƴᬘ௨ǊƳƍٳʴ
ሁƱƷʩ්ƷᩊƠƞȷСኖƕਦઇƞǕƯƍǔŵᲢᲬᲬ࠰ٳʴൔྙᲴᲫᲱᲨᲯᲟᲣ

ŠՠಅƷͣ๛
Ũ ࠊփࡃᑄƴƓƚǔփಅƷɧਰŴʙಅɼƷ᭗ᱫ҄ሁƴǑǔኺփƷᩊ҄ŴᆰƖࡃᑄӏƼǷȣȃǿȸ
ǛǊƨࡃᑄƷفьᲢᆰܼྙᲴᲬᲯᲨᲮᲟ ᲬᲮ࠰ᲮஉᲫଐᲣƳƲŴעғƷՠಅƕͣ๛Ơƨཞ
ඞƴƋǔŵ
Ũ ᚨǍᚨͳƷᎊ҄ŴܲƷถݲŴǤȡȸǸ˯ɦƳƲƕਦઇƞǕǔŵ

Šעׇσஊᆰ᧓ሁƷဇƷ˷ע
Ũ ƋǇǓМဇƞǕƯƍƳƍ࠼ئǍዯעሁƕנ܍Ƣǔŵ
Ũ ഩᘍᎍȍȃȈȯȸǯƷǘƔǓƴƘƞŴെࠀƳƲƷᨦُƷנ܍ᲢഩᘍᎍѣዴƷȐȪǢȕȪȸ҄Ʒ࣏
ᙲᲣƕਦઇƞǕƯƍǔŵ

ᲢᲬᲣעғƷɼᙲƳբ᫆ໜȷသॖໜ
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Ꮚࡶࡀ࠸ࡿୡᖏ 㧗㱋⪅ࡀ࠸ࡿୡᖏ
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㸴ṓᮍ‶ ṓᮍ‶
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ǍࡃᑄƮƘǓǛᡶǊǔƱƱǋƴŴᬟئƷᄩ̬ǍకϋᛔݰƷΪܱŴܭႎƳßࠊàሁƷǤșȳȈƷ͵Ŵ

ኵጢႎƳᢃփƷ౨᚛Ŵ؏עเƷဇƳƲŴƴƗǘƍϐဃƴӕǓኵǉŵ


ǳȟȥȋȆǣӏƼՠࡃᘑሁƷኵጢƮƘǓƱႻʝᡲઃƴǑǓŴؕထࣱ҄ǛૅƑǔਖ਼ᡶ˳ǛನሰƢǔƱ

ʴȷኵጢƮƘǓ  
ƱǋƴŴעғٳƷңщᎍȷૅੲᎍǛԃǊŴφ˳ƷӕኵƴƓƚǔਃƍƷᄩ̬Ʊ˳СȷኵጢƮƘǓŴȜȩȳ

ȆǣǢƷᏋǍؕထࣖੲׇƮƘǓƳƲƴӕǓኵǉŵ
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ࣱ҄ሊ  


Წ Кࣱ҄ƷᎋƑ૾ƱӕኵƷᚨܭ


ᧈᲢ᳸ ࠰Უ 
ჺᲢʻࢸᲯ࠰ǇưᲣ țȃȗ
ɶᲢ᳸ᲫᲪ࠰Უ ǹȆȃȗ

Ǹȣȳȗ

ǛϐᄩᛐƠƀƾǔƞƱؕထƁǛƭƘǔӕኵƕƸơǇƬƯƍǔ
ǛขǊƀƾǔƞƱؕထƁǛƭƘǔӕኵƕܭბƠƭƭƋǔ
ƕขǇǓŴؕထǛƾǔƞƱ



Ʊ࣬ƑǔŴग़ბƱᛍǓƋǔǇ
ᲶܱƷᎋƑ૾ᲢɼƱƠƯૼᙹᲴ˰ൟȷ؏עሁƕਃƍƱƠƯ᧙ǘǔӕኵᲣᲸ

 ᲶܱƷᎋƑ૾ᲢჺӷಮᲣᲸ
ƪƕሰƔǕƯƍǔ
Ŭ౨᚛ᢿ˟ưŴ
žᐯЎƨƪǍ؏עƕɶ࣎ƴƳƬƯӕǓኵǈƨƍƜƱſƱƠƯǓɦƛƨӕኵ
ŬჺưƷӕኵƷௐƷǋƱƴŴǑǓјௐႎƴޒưƖǔӕኵ



ŬᝲဇƕƦǕǄƲƔƔǒƣŴјௐƕࢳưƖǔӕኵ
ŬӋьȷૅੲƷǛ࠼ƛǕƹŴܱưƖǔƱᎋƑǒǕǔӕኵ

 ŬƦƷ˂ƷӕኵƴƭƍƯƸŴɶư࣏ᙲࣱȷܱྵࣱӏƼφ˳҄Ǜ౨᚛
Ŭ࠼ࠊƷૅੲƕࢽǒǕǕƹŴܱɼ˳ǍӋьᎍƷᄩ̬ƕᙸᡂǊǔӕኵ
ŬႉૼᬜᲢᚨᲣƷƱӳǘƤƨ౨᚛ƕࢳƞǕǔӕኵ

 ăӧᏡƳǋƷƸφ˳҄ǛႸਦƢ
Ჶࣱ҄Ʒ૾ᤆᲢᢿᧉКȆȸȞᲣᲸ




Šᒉ࠰ܼଈŴ܇ᏋƯɭ࠘ሁƷλ̟އᡶᲢ؏עϐဃᚘဒᲢႸႎ̅ٳဇᲣǛ౨᚛Უ
Ძ  ٶɭˊȷٶಮƳɭ࠘
ჺƷӕኵƷዒዓȷਘΪƳƲᲢˌɦӷಮᲣ
䕿 䕿


Ū˰ৎોծƱܼٶଈɭ࠘Ʒλ̟އᡶᲢŪƸዒዓȷਘΪᲣ 
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ȷᲬৎᲫ҄˰ܡሁƷૢͳ ƳƲ

Ū᧸ȷᢤᩊ˳СƷΪܱȷࢍ҄

ƂዒዓȷਘΪƷӕኵƃ
Ū܇ƲǋƷᙸܣǓƱ᧸ཛ˳СƷΪܱȷࢍ҄

Šᒉ࠰ܼଈŴ܇ᏋƯɭ࠘ሁƷλ̟އᡶᲢϐਫ਼Უ

Ū̬Ꮛȷ࠷ᆐטȷܖݱఄȷδᇜሁƕᡲઃƠƨ
ȷؕထǷȧȃȔȳǰǻȳǿȸދɥƷ࠼ئƷஊјဇ
ᲢǛဇƠƨᲣ܇ᏋƯؾƷૢͳȷΪܱ
ȷɶځπטƴƓƚǔᢂƼئᲢȜȸȫᢂƼƳƲᲣƷᄩ̬Ტ୴ଐȷ᧓࠘ƳƲᲣ
ȷܖݱဃƷئއŴɶ᭗ဃƷئއƮƘǓᲢܿ᫆ȷѠࢍŴᛠŴᢂƼƳƲᲣ
ȷؕထܖݱఄƳƲƷӕኵŴƳƲ
ȷɶځπטưƷžϔᨖƷౕſ
ᲢᚘဒᲣƷφ˳҄ƱӳǘƤƨᣃ࣎ƴƓƚǔƀౕƷܖఄƁƷѣ

 Ტɶځπטɟ࠘ưƷƀౕƷܖఄƁ
ᲴᐯᚇݑŴ˳᬴ܖ፼Ŵ
žౕſǛဃƔƠƨᢂƼȷ˺Ŵʩ්ƳƲᲣ
èᘍƷૅੲᲴ܇ᏋƯૅੲႻᛩՃƴǑǔႻᛩŴяᚕƳƲ

ƂૼƨƳӕኵƳƲƃ
Š܇ƲǋƨƪƷѣƷئȷئއƮƘǓ 










Ū᭗ᱫᎍᙸܣǓȍȃȈȯȸǯƷࢍ҄

ࢹࢧ࣮ࣅࢫࡢ࣓࣮ࢪ

ಖ⫱ᅬࠊᗂ⛶ᅬࠊᑠᏛᰯ➼ࡀ୍యⓗ
㓄⨨

ŪࢢٶƳʩ්ǵȭȳƷᢃփƱᡲઃᲢǄƷǅƷؕထƳƲᲣ

ƂዒዓȷਘΪƷӕኵƃ
Ū᭗ᱫᎍሁƴᣐॾƠƨ˰ͳૢܡ

Šឬ᭗ᱫᅈ˟ƴࣖݣƠƨ˰އƷˁኵǈᲢ᭗ᱫᎍƷσӷ˰އᲢȫȸȠǷǧǢᲣƳƲä؏עϐဃᚘဒᲢႸႎ̅ٳဇᲣǛ౨᚛Უ

ȷ᭗ᱫᎍǍʼᜱƷƨǊƷᚨäעғϋưƷᡫʼᜱǵȸȓǹሁƷᄩ̬  
ȷʙŴԏŴǵȭȳŴೞᏡጀŴឯԛȷо˺ȷȬǯȪǨȸǷȧȳ
ȷᆰƖࡃᑄሁƷဇ

ŠᅦᅍȷʼᜱƷਗໜƮƘǓᲢȇǤǵȸȓǹǻȳǿȸሁƷᚨፗᲣ

ȷ᭗ᱫᎍሁƷ২ᘐȷ২ᏡƷဇ  
ȷދɥᠾטȷؕထᠾטƮƘǓäӓᆫᅛŴؕထȏȭǦǣȳ
ȷଥƷᢂƼƳƲǛ܇ƲǋƨƪƴƑŴɟደƴѣ
ȷ᭗ᱫᎍƴǑǔЈЭᜒࡈᲢ̬ᏋטŴ࠷ᆐטŴܖݱఄƳƲᲣ
ȷ܇ƲǋƷᙸܣǓᲢዒዓȷਘΪᲣ

ƂૼƨƳӕኵƳƲƃ
Š᭗ᱫᎍƷဃƖƕƍѣȷݼіᲢዒዓƷϋܾǋᲣ

Წ ᭗ᱫᎍሁƕ࣎ܤȷࣛᢘƴǒƤǔǇƪƮƘǓ





ƂዒዓȷਘΪƷӕኵᲢŪƸዒዓȷਘΪᲣ
ƃ
Ū˰ৎોծƱܼٶଈɭ࠘Ʒλ̟އᡶ

 ð ࣱ҄ሊ

è؏עϐဃᚘဒᲢ؏עϐဃඥᲣ
؏עƕᘍƏ؏עϐဃƷƨǊƷᐯɼႎȷᐯᇌႎƳӕኵǛዮӳႎƔƭјௐႎƴૅੲƢǔƨǊŴ૾עπσ˳ׇƕ˺ƠŴƦƷᛐܭǛဎᛪƢǔ؏עϐဃᚘဒƴƭƍƯϋ᧚ዮྸٻᐫƕᛐܭŵ
ᚘဒƴؕƮƘʙಅƴݣƢǔཎКਜ਼ፗᲢ˰ܡƴƓƚǔႸႎ̅ٳဇƷщ҄ᲣƴǑǓϐဃǛǔŵ

Ჭ ܇ᏋƯƠǍƢƍǇƪƮƘǓ



ƂૼƨƳӕኵƳƲƃ
Šᒉ࠰ܼଈŴ܇ᏋƯɭ࠘ሁƷλ̟އᡶᲢ؏עϐဃᚘဒᲢႸႎ̅ٳဇᲣǛ౨᚛Უ

Ძ ٶɭˊȷٶಮƳɭ࠘Ʒ˰އƷ̟ᡶ

Ჭ
  ჺႎƳӕኵƳƲᲢჺưφ˳҄ǛႸਦƢӕኵƳƲᲣ   



èჺᲴʻࢸᲯ࠰Ǉư
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⎡
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ထ

ᇶ⏫㹑㹁ᒇୖ

ࡢࢢ࣮ࣜࣥࣇ࢙
㸦୰ኸබᅬ⮬⏤ᗈሙ㸧

ᇶ⏫ᑠᏛᰯ ᅜ㝿⌮ゎࢹ࣮

    ð ࣱ҄ሊ

ؕထטᑸᲢᓔטᲣᜒࡈƷܱ ƳƲ

  èᘍƷૅੲᲴғƷ᭽щƮƘǓʙಅǁƷˮፗƮƚᲢᑶƷᒁŴဇםŴᏄ૰ሁƷ੩̓Უ  

˺ɟʴǇƨƸݲʴૠƷː᧓ưሥྸŵݱƞƍئӳƸᆆѣӧᏡƳƷưƦƷǇǇؕထȐǶȸȫሁǁૼᮗᓔǍᑶǛЈԼŵșȩȳȀưƷఎؔǋӧᏡ



ȷؕထᠾטƮƘǓᲴދɥࡊטƷӕኵƱᡲઃ
လȷᑶّƱƠƯƷғဒƮƘǓƷ˂ŴǿȆ  ɚȷȨǳ  ɚ᳸Ძ᳧ᆉࡇᲢưƖǕƹ᭗ƞǋ  ɚᆉࡇƋǕƹŴƠǌƕǈᡂǇƳƘƯǋٻɣپᲣஙᙌȗȩȳǿȸᲢᤴᲣƷᙌ

ȷᑶƮƘǓᲴؕထǷȧȃȔȳǰǻȳǿȸދɥŴிͨλӝ˄ᡈƷെཞᑶّ

ŠؕထǷȧȃȔȳǰǻȳǿȸދɥƷዯעሁƷဇŴᑶƍƬƺƍƷؕထƮƘǓ

ȷᑶ້˟ٻƷƱƖƳƲƷ્
ȷܤμݣሊ
ȷؕထטᑸᲢᓔטᲣᜒࡈƷܱᲢؕထǷȧȃȔȳǰǻȳǿȸƳƲưƷžؕထᠾטſǍžᑶƍƬƺƍſ
Ʊɟ˳ưӕǓኵǉᲣ
ᒇୖᗞᅬ
ȷؕထᠾטᲢǤȢŴǫȜȁȣሁᲣŴᑶƮƘǓŴؕထȟȄȐȁ
ȷӓᆫཋǛဃƔƠƨǤșȳȈᲢӓᆫᅛŴؕထȏȭǦǣȳƳƲᲣäؕထǷȧȃȔȳǰǻȳǿȸދɥưƷӕኵƱᡲઃ

ƂૼƨƳӕኵƳƲƃ
ŠދɥࡊטƷဇŴᑶƍƬƺƍƷؕထƮƘǓ

Ჯ עׇσဇᆰ᧓Ʒϐዻȷဇ



Ūီ૨҄ႻʝྸᚐƷӕኵᲢؕထܖݱఄᲣ

ƂዒዓȷਘΪƷӕኵƃ
ŪǄƷǅƷ૨ࡉؕထƷᢃփȷဇ

ȷɶᛖᡫᚪᎍƷᄩ̬   
ŪπൟѣሁƷႆᘙ˟Ʒ࠰ɶᘍʙ҄
ȷٳʴӼƚଐஜᛖܴ  
ᲢႆᘙƷئƮƘǓᲣ
ȷλއȫȸȫƱȞȊȸܴ  
ȷకϋᘙᅆŴဃǬǤȉ  
ȷٳʴȷ࠙ᎍƱƷʩ් ƳƲ
èᘍƷૅੲ
Ũ࣏ᙲƳకϋᘙᅆƷᚨፗ
Ũ࠼ࠊሁƷʙಅȷСࡇƷऴإ੩̓ŴМဇ̟ᡶᲴٳʴࠊൟƷဃႻᛩǳȸȊȸŴᡫᚪȜȩȳȆǣǢƷႇСࡇŴ
ȜȩȳȆǣǢᡫᚪᎍᄂ̲˟ŴଐஜᛖܴŴ
ٳʴࠊൟƷƨǊƷဃǬǤȉȖȃǯᲢɶᛖƳƲᲰᚕᛖᲣ
Ŵ
ǴȟƷЈƠ૾ƳƲƷऴإ੩̓ᲢٶᚕᛖᲣ
 

ƂૼƨƳӕኵƳƲƃ
Šٳʴȷ࠙ᎍƷǵȝȸȈŴʩ්ƷˁኵǈƮƘǓ
äžʴဇƱȜȩȳȆǣǢ˳СƷನሰſᲲ ʴȷኵጢƮƘǓƷɶưǹǿȸȈ

Ხ ٶಮƳ૨҄ƕʩ්ưƖǔǇƪƮƘǓ










-

























Ჲ ʴȷኵጢƮƘǓ

ŠؕထࣖੲׇƮƘǓᲢܖဃȫȸȠǷǧǢᲢ؏עϐဃᚘဒᲢႸႎ̅ٳဇᲣǛ౨᚛ᲣᲣ

ȷσஊ҄ 
ŠؕထऴإƷႆ̮ᲢᲣ

ȷჷᜤǍ২ᘐȷ২ᏡǛਤƭʴŴࢫƴᇌƪƨƍƱ࣬ƬƯƍǔʴƷ৭੮Ʊႇȷဇ
ȷ᭗ᱫᎍƷᙸܣǓǛૅƑǔʴƷǛ࠼ƛǔᲢǄƷǅƷǵȭȳŴᙸܣǓȍȃȈȯȸǯᲣ
ȷɶᛖᲢᡫᚪᲣƷưƖǔʴƷႇȷဇ  ȷܖဃȜȩȳȆǣǢ ƳƲ
èᘍƷૅੲᲴܖဃȜȩȳȆǣǢƷૅੲ ƳƲ

ŠʴဇȷᏋƱȜȩȳȆǣǢ˳СƷನሰ 

ŠՠࡃᘑሁƴƓƚǔኵጢƷϐನሰ

ƂૼƨƳӕኵƳƲƃ
ŠǳȟȥȋȆǣǛɶ࣎ƱƠƨǇƪƮƘǓਖ਼ᡶ˳СƷನሰ







  



ࢩࣕࢵࢱ࣮ࡢ㛢ࡲࡗࡓᇶ⏫㹑㹁       ቨ⏬㸦ᗈᓥᣊ⨨ᡤ㸧

 ð ࣱ҄ሊ

ࡈࡗࡲ ࡩࡿࡉᒇྎᮧ

ȷᆰƖࡃᑄƷМဇᲴᄂᆮȷܖ፼ȷ˺ಅŴǮȣȩȪȸȷޒᅆŴʩ්ȷǵȭȳŴӓኛƳƲƷǹȚȸǹ
ȷဒŴପŴȑȍȫŴƳƲƷޒᅆӏƼ᧠ᚁ
ȷܖٻሁƷңщȷӋьŴܖဃȜȩȳȆǣǢ
ȷؕထᄂᆮᲴᣃࠊȷሰŴᅦᅍȷʼᜱŴ܇ᏋƯŴီ૨҄ʩ්ƳƲ
èᘍƷૅੲᲴᆰƖࡃᑄƷМဇᲢ੩̓Უ 

Šؕထᄂᆮܴȷ૰ܴƷᚨፗƷ౨᚛

ȷ؏עᝡྂǛ᠆ƱƠƨʙಅƷᙻໜᲢǳȟȥȋȆǣȓǸȍǹᲣ
ȷᣐᢋᲢʙŴȷଐဇԼŴૼᎥŴ໊Ŵܡᣐ̝ƳƲᲣӏƼƦǕƱӳǘƤƨᙸܣǓŴܹƷૅੲ
ȷ᭗ᱫᎍᲢဃƖƕƍѣȷݼіᲣӏƼܖဃƳƲƔǒƷʴƷᄩ̬
ȷٶಮƳ࢟ưƷЈ


Ƃჺư౨᚛Ŵɶƴφ˳҄ǛႸਦƢƃ
ŠʙಅኵጢƷᚨፗƷ౨᚛

㧗▱ᕷࠕࡦࢁࡵᕷሙࠖ

ŠᬟئƷϐૢͳƱஊјဇƷ౨᚛

Ƃჺư౨᚛Ŵɶƴφ˳҄ǛႸਦƢƃ
ŠኵጢႎᢃփƴǑǔ᭽щƋǔࡃᑄƮƘǓƷ౨᚛

ᕥࡽ
࣭ᒇୖᗞᅬࡽࡢ═ᮃ
࣭㝣㌷㝔㊧㸦㛛ᰕ㸧
࣭⿕⇿࢚ࣀ࢟㸦㸰ୡ㸧
࣭⿕⇿ࢡࢫࣀ࢟

ȷؕထƷഭӪႎƳ̖͌ȷॖ፯ǛԗჷŴ᭽щϐႆᙸᲢעғϋٳᲣ

ȷؕထǛჷǔƜƱƴǑƬƯग़ბǍᛍǓǛᣱᲢɼƱƠƯעғϋᲣ

Ƃჺư౨᚛Ŵɶƴφ˳҄ǛႸਦƢƃ
ŠؕထǋƷƠǓᜒࡈᲢˎᆅᲣƷ͵Ʒ౨᚛ 

 ȷႇǢȉȐǤǶȸƷဇ ƳƲ
  èᘍƷૅੲᲴᚨȷᚨͳƷዜਤሥྸƱૼŴ࣏ᙲƳకϋᘙᅆƷᚨፗŴ࠼ࠊӏƼƷСࡇᲢᙀяᲣ
ŴႇǢȉȐǤǶȸƴǑǔૅੲ
λࡃவˑƷᙸႺƠȷǨȪǢƝƱƷಅᆔᚨܭƷ౨᚛

ŠཎᑥƱ᭽щƋǔՠࡃᘑƮƘǓ

ȷǇƣƸŴǷȣȃǿȸƷȇǶǤȳ҄ᲢǷȣȃǿȸǢȸȈᲣ
ȷؕထᲽƷλӝ˄ᡈǁƷُဒᙌ˺

ŠؕထǢȸȈȭȸȉŴǢȸȈƴǑǔ᭽щƮƘǓ 

ƂૼƨƳӕኵƳƲƃ
ŠܭႎƳßࠊà
ƀؕထȐǶȸȫᲢȞȫǷǧᲣ
Ɓ Ʒ͵ 

Ჱ ƴƗǘƍϐဃᲢՠࡃᘑሁᲣ

     



⎞
⎁
⏂
⍷
⎡
ؕ
ထ



ȷؕထȄǢȸᲢ؏עƱƠƯңщᲴދɥࡊטƷɟႎ્ƳƲᲣ

ȷԗᡀǛԃǊƨᘑƷᚇήȷׅᢂƷӸƮƘǓŴǳȸǹƮƘǓ

ŠሰǍஓƳƲƷဇȷӸƮƘǓ 

ȷకϋெŴᛟଢெሁƷᚨፗ
ȷɶځπטŴ࠼؉ួƳƲԃǊƨǳȸǹƮƘǓƳƲ
èᘍƷૅੲᲴȞȃȗƮƘǓŴ૰ȷऴإ੩̓ŴకϋெȷᛟଢெሁƷᚨፗƳƲ


ŠǋƱǇƪഭӪ૨҄ƷǇƪǊƙǓ 

ȷเƷϐႆᙸᲢ؏עƷܰƞƕƠȕǣȸȫȉȯȸǯƳƲᲣ
ȷܤμȷ࣎ܤŴͤࡍƮƘǓǍǒƠƷऴإƷ౨᚛ƳƲ

ƂૼƨƳӕኵƳƲƃ
Š؏עƷȞȃȗƮƘǓ 

Ჰ ؏עเƷϐႆᙸƱဇŴ᭽щƮƘǓ
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Ყ

ᆅᇦ䞉Ẹ㛫➼䛸⾜ᨻ䛜༠ാ䛷ྲྀ䜚⤌䜐䜒䛾

䠄䛸䛧䛶䠅ᗈᓥᕷ䛜ྲྀ䜚⤌䜐䜒䛾

䕿ከᐙ᪘ୡᖏྥ䛡ఫᏯ䠄ඃඛධᒃ䚸⥅⥆䞉ᣑ䠅

Š˰ৎોծƱܼٶଈɭ࠘Ʒλ̟އᡶᲢዒዓȷਘΪᲣ

䕿ⱝᖺኵ፬䚸Ꮚ⫱䛶ୡᖏྥ䛡ఫᏯ䠄ඃඛධᒃ䠅
䕿ⱝᖺኵ፬䚸Ꮚ⫱䛶ୡᖏ䛾ධᇶ‽䛾⦆䠄ୖ㝈್䛾㐺⏝䠅
䕿ᐙ᪘ᵓᡂ䜢⪃៖䛧䛯ఫᡞᨵၿ
䕿ከᵝ䛺ධ㝵ᒙ䛾ධᒃಁ㐍䠖ධᇶ‽䛾ୖ㝈್䛾㐺⏝

Šᒉ࠰ܼଈŴ܇ᏋƯɭ࠘ሁƷλ̟އᡶ᳸؏עϐဃᚘဒᲢႸႎ̅ٳ
ဇᲣǛ౨᚛᳸ḠṾჺ



-

䕿㐠Ⴀ⟶⌮䛾䠄ᨭ䠅యไ䛾ᐇ䞉ᙉ

ŠǄƷǅƷ૨ࡉؕထƷᢃփȷဇᲢዒዓȷਘΪᲣ

ᾂ ܇ᏋềẲở Š܇ƲǋƨƪƴᢂƼǛƑǔѣḠṾჺ
ẴẟộẼỀẪ 䕿㧗㱋⪅➼䛻䜘䜛㐟䜃ᩍᐊ䛺䛹䛾㛤ദ䠄᫇䛾㐟䜃䛺䛹䜢ᩍ䛘䚸୍⥴䛻య㦂䠅
䕿䠏ୡ௦㐟䜃ሙ䝬䝑䝥సᡂ䛸ά⏝䠄᫇䛾㐟䜃䛾ሙᡤ䚸య㦂䛺䛹䠅
ụ
䕿᫇䛾㐟䜃䛾䜲䝧䞁䝖䠄ᖺᩘᅇ䠅

䈜䛂Ꮚ䛹䜒䛯䛱䛾άື䛾ሙ䞉ᒃሙᡤ䛵䛟䜚䛃䛷ලయ

Šᒉ࠰ܼଈŴ܇ᏋƯɭ࠘ሁƷλ̟އᡶᲴϐਫ਼

䕿ᇶ⏫ᑠᏛᰯ䛾䝤䝷䞁䝗䠖␗ᩥὶ䞉┦⌮ゎ䚸᪥ᮏㄒᩍᐊ䚸ᖹᏛ⩦䚸ᆅᇦᨭ   䕿ಖ⫱ᅬ䚸ᗂ⛶ᅬ䠄ᑠᏛᰯ䠅୰Ꮫ⏕䜎䛷䛾Ꮚ⫱䛶䝅䞊䝮䝺䝇
䕿ᚰ䛾ඖẼ䛾⫱ᡂ䠄Ύᤲάື䠅   䕿䛂䜅䜜䛒䛔Ᏻ᥎㐍㝲䛃䛾άື䚸䛂ぢᏲ䜚䜹䝯䝷䛃䛾ホ౯
䕿䛂ᇶ⏫䝋䞊䝷䞁䛃䛂䝞䜲䜸䝸䞁㝲䛃䛾ά⏝   䕿ᐇ䛧䛯Ꮚ⫱䛶⎔ቃ䛾䠬䠮   䕿䜹䞁䝘䜽䝷䝤䛺䛹䛸䛾㐃ᦠ

Š̬Ꮛȷ࠷ᆐטȷܖݱఄȷδᇜሁƕᡲઃƠƨᲢဇƠƨᲣ܇ᏋƯؾƷૢͳȷΪܱᲢዒዓȷਘΪᲣ

䕿ぢᏲ䜚䜹䝯䝷䠄㆙ᐹᗇ䛛䜙䜹䞁䝘䜽䝷䝤䛻⟶⌮ጤク䠅
䕿䜅䜜䛒䛔Ᏻ᥎㐍㝲䠄㧗㱋⪅䛻䜘䜛Ꮚ䛹䜒䛾ୗᰯ䛾ぢᏲ䜚䠅

Š܇ƲǋƷᙸܣǓƱ᧸ཛ˳СƷΪܱȷࢍ҄ᲢዒዓȷਘΪᲣ

䕿㌟㏆䛺බᅬ䞉ᗈሙ䛾ᩚഛ䞉㨩ຊ䛵䛟䜚䠄ᇶ⏫䠯䠟䛾ᒇୖ䛺䛹䠅

䕿୰ኸබᅬ䛻䛚䛡䜛㐟䜃ሙ䠄䝪䞊䝹㐟䜃䛺䛹䠅䛾☜ಖ䠄᭙᪥䞉㛫ᖏ䛺䛹䠅
èᘍƷૅੲ
䕿Ꮚ⫱䛶ᨭ┦ㄯဨ䛻䜘䜛┦ㄯ䚸ຓゝ
䕿ᑠᏛ⏕䛾ᒃሙᡤ䚸୰㧗⏕䛾ᒃሙᡤ䛵䛟䜚䠄ᐟ㢟䞉ຮᙉ䚸ㄞ᭩䚸㐟䜃䛺䛹䠅
䕿୰ኸබᅬ䛷䛾䛂ෑ㝤䛾᳃䛃䠄ィ⏬䠅䛾ලయ䛸ྜ䜟䛫䛯㒔ᚰ䛻䛚䛡䜛䛄᳃䛾Ꮫ 䕿༊䛾㨩ຊ䛵䛟䜚ᴗ䠖䜻䝑䝈䞉䝍䜴䞁䛵䛟䜚ᴗ

ᰯ䛅䛾άື䠄୰ኸබᅬ୍ᖏ䛷䛾䛄᳃䛾Ꮫᰯ䛅䠖య㦂䚸Ꮫ⩦䚸㐟䜃䚸ὶ䛺䛹䠅

䕿Ꮚ⫱䛶䛾ሙ䛾☜ಖ䞉ά⏝䚸ᒇෆ䛾㐟䜃ሙ䛾☜ಖ 
䕿㧗㱋⪅➼䛻䜘䜛ぢᏲ䜚
䕿✵䛝ఫᡞ䛾ά⏝➼䛻䜘䜛Ꮚ⫱䛶ᨭ䠄ᆅᇦ⏕ィ⏬䠄┠ⓗእ⏝䠅䠅
䞉䝣䜯䝭䝸䞊䝃䝫䞊䝖䝉䞁䝍䞊➼䠄㜰ᕷ䠖䝁䝭䝳䝙䝔䜱䝡䝆䝛䝇ᣐⅬ䛸䛧䛶ఫᡞ䜢
ά⏝䠅

Š܇ƲǋƨƪƷѣƷئȷئއƮƘǓḠṾჺ

䕿㞟ᡤ➼䛾ᩚഛ  䕿⚟♴䞉ㆤ䝃䞊䝡䝇䛾ᐇ䠄䠖䝭䝙䝕䜲䝃䞊䝡䝇䠅

ŠᆰƖ˰ৎƷဇŴ˰ৎોծǛڎೞƱƠƨᅦᅍȷʼᜱሁƷئƮƘǓ
ᲢႸႎ̅ٳဇᲣ

䕿ᆅ༊ෆ䛷䛾㏻ᡤㆤ䝃䞊䝡䝇➼䛾☜ಖ
䕿㣗䚸㢼࿅䚸䝃䝻䞁䚸ᶵ⬟カ⦎䚸㊃䞉స䞉䝺䜽䝸䜶䞊䝅䝵䞁
䕿✵䛝ᗑ⯒➼䛾ά⏝䠄ᗈᓥᕷ䠖⏝᮲௳䞉⏦㎸䜏㈨᱁䛾᳨ウ䠅  
䕿ㆤᴗ⪅䛾ཧ⏬䚸㛵ಀᅋయ➼䛸䛾㐃ᦠ
䕿㧗㱋ᖐᅜ⪅䛾⚟♴ᑐ⟇䠖୰ᅜㄒ䛜ศ䛛䜛⚟♴⫋䛾☜ಖ

Š᭗ᱫᎍᙸܣǓȍȃȈȯȸǯƷࢍ҄ᲢዒዓȷਘΪᲣ   
Šឬ᭗ᱫᅈ˟ƴࣖݣƠƨ˰އƷˁኵǈ᳸؏עϐဃᚘဒᲢႸႎ̅ٳ
ᾁ  ᭗ᱫᎍሁ ŠࢢٶƳʩ්ǵȭȳƷᢃփƱᡲઃᲢዒዓȷਘΪŴૼᙹᲣ
ŠͤࡍƮƘǓȷȬǯȪǨȸǷȧȳƷئȷǳȸǹƷΪܱƱѣޒᲢ ܇ဇᲣǛ౨᚛᳸ḠṾჺ
ầ  ࣎ ܤὉ ࣛ 䕿䜋䛾䜌䛾ᇶ⏫䛾㐠Ⴀ䞉ά⏝
䕿స䛸䜒䛾䛵䛟䜚䜢ྜ䜟䛫䛯䝃䝻䞁䛵䛟䜚
䕿䝅䝹䝞䞊䝝䜴䝆䞁䜾䞉䝥䝻䝆䜵䜽䝖䠖䠄㧗㱋⪅⏕ά┦ㄯᡤ䛾タ⨨䚸⏕άຓဨ
Ʋǋ᳸᭗ᱫᎍᲣ䈈୰ᮇ
ᢘỆỤẶ
ۑ᪤Ꮡタࡢ᭷ຠά⏝  
䕿㊃䜢ඹ᭷䛷䛝䜛ሙ䛵䛟䜚䠄ᡭⱁ䚸ᑗᲦ䚸䜹䝷䜸䜿䚸䜾䝷䞁䝗䝂䝹䝣䛺䛹䠅
䛾ὴ㐵䠅
ỦộẼỀẪụ  䊻䛂䠐 ከᵝ䛺ᩥ䛜ὶ䛷䛝䜛䜎䛱䛵䛟䜚䛃䈈䛂స䛸䜒䛾䛵䛟䜚䠄䜰䞊䝒䞉䜰䞁 ۑᗣ࡙ࡃࡾ࣭ࣞࢡ࢚࣮ࣜࢩ࣐ࣙࣥࢵࣉ➼ࡢసᡂ
䕿✵䛝ఫᡞ䛾䜅䜜䛒䛔䛾ሙ䛸䛧䛶䛾ά⏝䠄㧗㱋⪅➼䚸Ꮚ⫱䛶ୡᖏ䛾ᨭ䠅

ۑ᪥ᖖⓗ࡞άືࠊ࣋ࣥࢺ࡞ࡢ㛤ദ
䝗䞉䜽䝷䝣䝒䠅䛾ሙ䛸ᶵ䛾☜ಖ䛃䛸䜒㛵㐃
䕿㧗㱋⪅䛺䛹䛾ඹྠᒃఫ䠄䝹䞊䝮䝅䜵䜰䠅䠖ᨭ䛘ྜ䛔䚸Ꮩ❧Ṛ䛾㜵Ṇ
䕿䝕䜲䝃䞊䝡䝇䛸ྜ䜟䛫䛯䝃䝻䞁䛵䛟䜚 䛺䛹
䈜▷ᮇ䛂ᆅᇦ䛾䝬䝑䝥䛵䛟䜚䛃䚸୰ᮇ䛂䜒䛸䜎䛱Ṕྐᩥ䛾䜎䛱䜑䛠䜚䛃䛻ྵ䜣䛷ල ŠࠊփࡃᑄƷ̅ဇவˑȷဎᡂǈƷϐ౨᚛
య䜢᳨ウ
 ࣭♴⚟ࠕۑㆤࡢᣐⅬ࡙ࡃࡾࠖ࡞㛵ࡋ᳨࡚ウ
Š᭗ᱫᎍƷဃƖƕƍѣȷݼіᲢɼƱƠƯૼᙹᲣḠṾჺ
䕿ᆅᇦ⏕ィ⏬䠄┠ⓗእ⏝䠅䛻䜘䜛ලయ䜒᳨ウ
Š᧸ȷᢤᩊ˳СƷΪܱȷࢍ҄ᲢዒዓȷਘΪᲣ
䕿ᢏ⾡䞉ᢏ⬟䛾ά⏝䠄㧗㱋⪅➼䛾ᨭ䠅  
⅏ۑᐖせㆤ⪅ࡢ㑊㞴ᨭయไࡢᐇ࣭ᙉ  
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䕿䝕䜲䝃䞊䝡䝇䛷䛾㊃䞉ᕤస䛺䛹䛾ሙ䛾☜ಖ
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䕿ෆ⾲♧䚸⏕ά䜺䜲䝗䛺䛹䠄䛸䛧䛶ᗈᓥᕷ䠅  
䕿እᅜே䞉ᖐᅜ⪅䛸䛾ὶ

䕿⏿䞉ⰼቭ䛾༊⏬䛵䛟䜚䚸䝥䝷䞁䝍䞊䠄ᮌ〇䛺䛹䠅䛷䛾᱂ᇵ
䕿䜲䝰⏿䛺䛹䠄Ꮚ䛹䜒䜒ཧຍ䠅
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䕿㏻㊰䛾୧䝃䜲䝗䛻ⰼ䠖䜹䞁䝘䛾ⰼ䛺䛹  
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䕿ᇶ⏫㎰ᅬ䠄䜲䝰䚸䜹䝪䝏䝱➼䠅
䕿䝭䝒䝞䝏䛾㣫⫱䠄ᇶ⏫䝭䝒䝞䝏䠅䊻䝝䝏䝭䝒䛾ά⏝
䕿✭⚍䠄Ꮚ䛹䜒䜒ཧຍ䠅
䕿✭≀䜢⏕䛛䛧䛯䜲䝧䞁䝖䠄ᇶ⏫䝝䝻䜴䜱䞁䠅
䕿ሙᡤ䛿ᆅᅗ䜢ᣢ䛳䛶᳨ウ
䕿ᗈᓥᕷ䛸༠㆟䞉ㄪᩚ 䛺䛹

ŠעƷ̲ȷ᭽щƮƘǓ
ᾄ  עׇσဇ ŠދɥࡊטƷဇḠṾჺ
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䕿ᅜ㝿Ⰽ㇏䛛䛺㣗ᇽ䞉䝺䝇䝖䝷䞁䠄⾤䠅䛵䛟䜚
䕿ಶ䚻䛾ᗑ⯒䛾⮬ຓດຊ䠄ၟရ䚸䝃䞊䝡䝇䚸䜒䛶䛺䛧䠅
䕿ᇶ⏫䝅䝵䝑䝢䞁䜾䝉䞁䝍䞊䜢䜟䛛䜚䜔䛩䛟䠄㛤䛛䜜䛯䜲䝯䞊䝆䠅䚸䝞䝇㏻䜚ഃ䛾䝅䞊䝇䝹
䞊䞉䝕䝄䜲䞁  䕿䜟䛛䜚䜔䛩䛔ෆᯈ䛾タ⨨  䕿ᇶ⏫䠬䠮䛾᥎㐍
䕿ၟᗑ䛾ពྥ䜢ᫎ䛧䛯ฟᗑ

䕿㏻䜚䛾ྡ⛠䛵䛡䚸䝅䝱䝑䝍䞊➼䛾䝕䝄䜲䞁䠄䜰䞊䝖䠅
䕿ⓑᓥ᪂㥐䛾ᩚഛ䜢⪃៖䛧䛯ᗑ⯒䞉ၟᗑ⾤䛵䛟䜚  
䕿㉳ᴗ䜔䝏䝱䝺䞁䝆䝅䝵䝑䝥➼䛾ฟᗑ䛾ᨭ
䞉ⱝ䛔ே䛺䛹䛜ධᗑ䛧䚸㉳ᴗ䠄ၟ䠅䛷䛝䜛᮲௳䛵䛟䜚䜔ᨭ
䞉䝏䝱䝺䞁䝆䝅䝵䝑䝥➼䛾ฟᗑཬ䜃⤒Ⴀ䞉㐠Ⴀᨭ
䕿Ᏻ䞉䝉䜻䝳䝸䝔䜱䛾యไ䛵䛟䜚

ᾇ ʴὉኵጢỀ 䛂ᇶ⏫ఫᏯᆅ༊άᛶ᳨ウ䚸䝁䝭䝳䝙䝔䜱άᛶ᳨ウ㒊䞉ၟᗑ⾤άᛶ᳨ ŠʴဇȷᏋƱȜȩȳȆǣǢ˳СƷನሰḠṾჺ
ウ㒊䛃䛜ẕయ䛸䛺䛳䛯⤌⧊䛵䛟䜚
ŠؕထࣖੲׇƮƘǓḠṾჺ
Ẫụ
   Ḷ
䕿Ꮫ⏕䝹䞊䝮䝅䜵䜰䠄ᆅᇦ⏕ィ⏬䠄┠ⓗእ⏝䠅䜢᳨ウ䠅

ŠǳȟȥȋȆǣǛɶ࣎ƱƠƨǇƪƮƘǓਖ਼ᡶ˳СƷನሰḠṾჺ ŠؕထऴإƷႆ̮ᲢᲣȷσஊ҄ḠṾჺ
èμ˳ƴ᧙̞ ŠՠࡃᘑሁƴƓƚǔኵጢƷϐನሰḠṾჺ
ŠܤμȷǻǭȥȪȆǣƷ˳СƮƘǓ

䕿ᐃᮇⓗ䛺䇾ᕷ䇿䠄䜲䝧䞁䝖䠅䛾㛤ദ
䕿୰ᒣ㛫ᆅᇦ䠄㎰ᯘ⏘≀䠅䚸℩ᡞෆᾏ䞉᪥ᮏᾏἢᓊᆅᇦ䠄㨶㢮䠅䛸䛾㐃ᦠ䈈㈍
䜢᪤Ꮡ䛾ᗑ⯒䜒⾜䛖䛣䛸䜢᳨ウ
䕿ᖐᅜ⪅䛾ே䛺䛹䛾ཧຍ䠄ᅜ㝿ὶ䝬䝹䝅䜵䠅
䕿᪤Ꮡᗑ⯒䜒ཧຍ䚸ၟᗑ⾤➼䛠䜛䜏䛷䛾㛤ദ

ŠܭႎƳßࠊà
ƀؕထȐǶȸȫᲢȞȫǷǧᲣ
ƁƷ͵ḠṾჺ

䕿㧗㱋⪅➼䛾䝙䞊䝈䜈䛾ᑐᛂ䠄㈙䛔≀ᨭ䚸Ꮿ㓄యไ䛵䛟䜚䛺䛹䠅
䕿䛭䛾⏕άᨭ䠄㣗䚸⌮⨾ᐜ䛺䛹䠅
䈜䛂ᴗ⤌⧊䛾タ⨨䛃䠄䛂䠔 ே䞉⤌⧊䛵䛟䜚䛃䠅䛷䜒᳨ウ

žཎᑥƱ᭽щƋ ŠؕထǢȸȈȭȸȉŴǢȸȈƴǑǔ᭽щƮƘǓḠṾჺ
ᾆ ỆẩỪẟϐ ŠኵጢႎᲢσӷᲣᢃփƴǑǔ᭽щƋǔࡃᑄƮƘǓᲢ
䕿䝕䝄䜲䞁䛧䛯䝃䜲䞁䛾ᩚഛ  
ᲢჺᲣưɟᢿბǛ౨᚛ᲣḠṾჺỂ౨᚛
ဃ ί ՠ ࡃ ᘑ ǔՠࡃᘑƮƘǓſ
䕿䝅䝱䝑䝍䞊➼䛾䝕䝄䜲䞁䠄⤮䠅䛺䛹
ۑᗑ⯒ࡢඹྠ⤒Ⴀ ࣉࢵࣙࢩ ۑⓗ࡞ᗑ
ሁὸ
䕿ᕷ❧Ꮫ䚸ẚᒣᏛ䚸ᇶ⏫㧗ᰯ䛺䛹䛸䛾㐃ᦠ
ۑᖖタࡢࣇ࣮࣐࣮ࣜࢣࢵࢺ㸦ᘬ㉺➼࡛せ࡞ࡗࡓࡶࡢ࡞ࡶ㸧

ŠཎᑥƱ᭽щƋǔՠࡃᘑƮƘǓḠṾჺ
ۑᡭⱁ࣭ᡭࡢရࡢᒎ♧࣭㈍
ŠဃૅੲȷǳȟȥȋȆǣȓǸȍǹƷޒᲢ˰އᎍȋȸǺƴ ࣖݣ䕿୍ᐃ䛾䝇䝨䞊䝇䛷䜶䝇䝙䝑䜽䚸ከᵝ䛺ᩥ䜢యឤ䛷䛝䜛㣧㣗ᗑ䚸䛚ዲ䜏ᮧⓗ≉Ⰽ䛵
䛟䜚
Ơƨಅᆔȷಅ७ƷࡃᑄƮƘǓᲣ

䕿ᇶ⏫䛾ⳫᏊ䞉ྡ≀  
䈜ᇶ⏫䝭䝒䝞䝏䛜ලయ䛩䜜䜀䚸䛭䛾䝝䝏䝭䝒䜢ά⏝
䕿ᇶ⏫䛾Ṕྐ䜔≀ㄒ䛾ᮏ䞉䠠䠲䠠
䕿 䞉䜚㎸䜏ᡓ␎䛾᳨ウ

ŠؕထȖȩȳȉƮƘǓ








                      

䝔䞊䝬
䠄䛸䛧䛶䠅ᆅᇦ䞉Ẹ㛫䛜ྲྀ䜚⤌䜐䜒䛾
ᆅᇦ䞉Ẹ㛫➼䛸⾜ᨻ䛜༠ാ䛷ྲྀ䜚⤌䜐䜒䛾
䠄ྲྀ⤌䛾᪉㔪䠅
Š؏עƷȞȃȗƮƘǓḠṾჺ
ᾅ  ؏עเ Š߷Ǎ൦ᡀƷဇ
䕿㈨※䛾Ⓨぢ䠄ᆅᇦ䛾ᐆ䛥䛜䛧䝣䜱䞊䝹䝗䝽䞊䜽䛺䛹䠅
ỉϐႆᙸể 䕿⯪䜢䛳䛯䛻䜘䜛ᇶ⏫䛾Ⓨぢ䠄䜲䝧䞁䝖䠅
ဇẆ᭽щ 䕿䛭䛾䚸ᕝ䜔ᇶ⏫⎔ቃㆤᓊ䜢⏕䛛䛧䛯䜲䝧䞁䝖䛾᳨ウ䚸ཧຍ䠄㛵ಀᅋయ➼䛸 䕿Ᏻ䞉Ᏻᚰ䚸ᗣ䛵䛟䜚䜔ᬽ䜙䛧䛾ሗ䛾᳨ウ䛺䛹
ŠǋƱǇƪഭӪ૨҄ƷǇƪǊƙǓḠṾჺ
䛾㐃ᦠ䜒䠅
ỀẪụ
䕿୰ኸබᅬ䛾ᇼᕝ䛾ά⏝䠄ᇼᕝ䛾⏕䛝≀䛥䛜䛧➼䠅
䕿㈨※䛾Ⓨぢ䠄ᆅᇦ䛾ᐆ䛥䛜䛧䝣䜱䞊䝹䝗䝽䞊䜽䛺䛹䠅  䕿ㄝ᫂ᯈ䞉ㄏᑟᶆ㆑ 



-









380

                                                

                          ð ࣱ҄ሊ

ᮇᚅ䛩䜛ຠᯝ ŨΨൢƳ᭗ᱫᎍƷفьƱʴဇ  ŨƾǕƋƍŴɭˊ᧓ʩ්  Ũܤμȷ࣎ܤƷᄩ̬ 
ŨਃƍȷӋьᎍƷᄩ̬ᲢԠƼƔƚŴऴإ੩̓ŴգႆᲣ
ලయ䛾ㄢ㢟
Ũ૰ŴƷᄩ̬
ŨҤғܢԼዴួעăʙ̊ኰʼ
ཧ⪃䠄➼䠅
ŨᣃࠊೞನᲴᝅׄܓӨעғᲢעׇᲣäҘᓶჄࠊᲴᧈݤᅈ˟ƷǇƪƮƘǓăʙ̊ኰʼ





㈨㔠

Ũᐯ˟ȷᎊʴ˟Ʒʖም
ŨɧឱЎǛ݃˄ǍɥᚡƷؕƷဇƳƲưࣖݣ
ሙᡤ䚸 㐨ල䚸 Ũދɥࡊט
ŨؕထǷȧȃȔȳǰǻȳǿȸދɥ
タഛᶵჾ

ᡭἲ䞉ᨭ⟇ ŨπႩ̮ᚠ࠼ࠊǇƪƮƘǓѣૅੲؕᲢƾǉƾǉᲣƳƲƷဇ

ᨭ⪅䞉㐃ᦠ

ᢸ䛔ᡭ䞉యไ

ᡭ㡰
╔ᡭᮇ

ෆᐜ䠄ᴫせ䠅
䈜 ୰ 䞉 㛗ᮇ䛾
ෆᐜ䜢ྵ䜐

ࢧࢶ࣐ࣔࡢⱑࡢ᳜࠼ࡅ

✭

࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ࡛ࡢᥦ࡙ࡃࡾ

✭⚍㸦✭ࡋࡓࣔࢆධࢀࡓ㇜Ồ㸧

⏿࡙ࡃࡾ㸦ᯟ࡞ࡣᗈᓥᕷࡢᨭ㸧











ෆタࡅࡿࠋ

䈜䠱䠮㒔ᕷᶵᵓ ༓ⴥᆅᇦᨭ♫䠤䠬䜘䜚

 

㸸㹓㹐㒔ᕷᶵᵓ㸸㇏ᅄᏘྎᆅ༊㸦ᅋᆅ㸧 ฟ䠖㛗ᑑ♫䛾䜎䛱䛵䛟䜚䠄᯽ᕷ㇏ᅄᏘྎᆅᇦ㧗㱋♫⥲ྜ◊✲䠅































ᚑ๓ࡢᪧᏱရ⥺㸦Ᏹရᮾ㸧

᭗ᱫᎍƷჷᜤȷჷऔŴኺ᬴ǛဃƔƠƳƕǒŴƍƖƍƖƱưƖǔǇƪǛƭƘǔŵ
Ძ ދɥࡊטȷᆰƖǹȚȸǹƷᠾ҄טᲢᓔŴᑶᲣ
䞉㧗㱋⪅䜢୰ᚰ䛸䛧䛯䝏䞊䝮䛵䛟䜚䠄䛾ྲྀ⤌䜒䠅
䞉ᗈᓥᕷ➼䛾༠ຊ䛻䜘䜛㎰ᴗ䚸ᅬⱁᣦᑟ䚸ᅵ䛵䛟䜚䛺䛹䛾ᨭ
䞉స≀䛾ά⏝䠖Ꮚ⫱䛶ୡᖏ䛺䛹䜈䛾ᥦ౪䚸✭⚍䠄Ꮚ䛹䜒䛺䛹䜒ཧຍ䠅
Წ ᭗ᱫᎍƴǑǔЈЭᜒࡈ
䞉ಖ⫱ᅬ䚸ᗂ⛶ᅬ䚸ᑠᏛᰯ䛷䛾ฟ๓ㅮᗙ䛺䛹
Ჭ ܇ƲǋƷᙸܣǓᲢዒዓȷਘΪᲣ
䞉䠬䠰䠝䛺䛹䛸㐃ᦠ䛧䛯ྲྀ⤌
Ხ ЈЭ̲ྸȷໜ౨
䞉䝁䝭䝳䝙䝔䜱䝡䝆䝛䝇䜎䛯䛿㧗㱋⪅ᨭ䛾ほⅬ䛛䜙䛾ಟ⌮䞉ಟ⧋䜈䛾ᑐᛂ
Ჯ ǋƷƮƘǓȷо˺ƷئưƷਦݰȷܱោ
䞉✵䛝ᗑ⯒䜢ά⏝䛧䛯䛂స䛸䜒䛾䛵䛟䜚䛾ሙ䠄䜰䞊䝒䞉䜰䞁䝗䞉䜽䝷䝣䝒䠅䛃䛸㐃ື䛧䛯ྲྀ⤌
Ჰ ʙಅኵጢǁƷ᭗ᱫᎍሁƷӋь
䞉ᆅᇦ㈉⊩䜢㍈䛸䛧䛯ᴗ䛾どⅬ䠄䝁䝭䝳䝙䝔䜱䝡䝆䝛䝇䠅
䞉㓄㐩䠄㣗䚸㣗ᮦ䞉᪥⏝ရ䚸᪂⪺䚸ⅉἜ䚸Ꮿ㓄౽䛺䛹䠅ཬ䜃䛭䜜䛸ྜ䜟䛫䛯ぢᏲ䜚
䞉⅏ᐖ䛾ᨭ
èžؕထǷȧȃȔȳǰǻȳǿȸދɥƷዯעƷဇſǍžދɥࡊטƷဇſƱᡲѣ
ŨჺƴბƢǔƜƱᲴɥᚡƷᲫŴᲬ  ᲢᲭƸዒዓȷਘΪᲣ
䞉䠍䛻䛴䛔䛶䛿䚸᪤Ꮡ䛾ⰼቭ➼䜢⏝䛧䛶᪩ᮇ䛻╔ᡭ䠄⥅⥆䞉ᣑ䠅
ŨɶᲢˌᨀᲣƴბƢǔƜƱᲴɥᚡƷᲮŴᲯŴᲰ
䞉▷ᮇⓗ䛻ྲྀ⤌ෆᐜ䜔ᢸ䛔ᡭ䛾☜ಖ䛺䛹䜢᳨ウ䛧䚸୰ᮇ䛷䛾ලయ䜢┠ᣦ䛩䚹
ŨΨൢƳ᭗ᱫᎍ
Ũ̲ྸȷໜ౨ƳƲƸŴ২ᘐȷ২ᏡሁǛஊƢǔ᭗ᱫᎍ
Ũᐯ˟ȷᎊʴ˟Ǜɶ࣎ƴǰȫȸȗƮƘǓ
Ũ࠼ࠊᠾ൦ငਰᐻǻȳǿȸ
Ũ܇Ʋǋ˟ƳƲ
Ũᡲӳᐯ˟ưऴإƷ੩̓ȷσஊ҄

┠ⓗ



㸸ᪧᏱရ⥺㊧ᆅࡢά⏝㸦㎰ᅬࠊࣃ࣮ࢡࢦࣝࣇሙ࡞ࡋ࡚ά⏝㸧


䠎 㧗㱋⪅➼䛜Ᏻᚰ䞉ᛌ㐺䛻ᬽ䜙䛫䜛䜎䛱䛵䛟䜚  䠄୍㒊䛂䠏 Ꮚ⫱䛶䛧䜔䛩䛔䜎䛱䛵䛟䜚䛃䛻㛵ಀ䠅

᭗ᱫᎍဃẨầẟѣὉݼі

䝔䞊䝬





ྲྀ⤌ྡ⛠


 ᭗ᱫᎍƷဃƖƕƍѣȷݼі        




Ჯ ჺȷɶƴφ˳҄ǛႸਦƢɼƳӕኵƷϋܾ᳸ᲢɼƱƠƯᲣૼƨƳӕኵ᳸                  
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ࡅࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࢧ࣮ࣅࢫ࡛ࡍࠋ㛢ࡌࡇࡶࡾࡀࡕ࡞せㆤ⪅ࡀእฟࡋ࡚ࠊᐙ᪘௨እࡢேὶࡍࡿᶵࡋ࡚ࡶ᭷ຠ࡛ࡍࠋ

ࢹࢧ࣮ࣅࢫࢭࣥࢱ࣮㏻࠸ࠊࡉࡲࡊࡲ࡞ࣞࢡ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥࡢࠊ㣗ࡸධᾎ࠸ࡗࡓ⏕άຓࢧ࣮ࣅࢫࢆྜࢃࡏ࡚ཷ

ᡫʼᜱίἙỶἇὊἥἋὸểỊ

ؕထ˰עܡғϋƴᡫʼᜱሁƷᚨǛᄩ̬ƠŴ᭗ᱫᎍƷ࣎ܤƱƾǕƋƍȷʩ්ƷؾǛ᭗Ǌǔŵ
ŨؕထǷȧȃȔȳǰǻȳǿȸሁƴʼᜱ̬ᨖƷᡫᚨᲢȇǤǵȸȓǹŴȇǤǱǢŴᙹݱٶೞᏡᲣǛ
ྵ؏עѼਙૅੲǻȳǿȸሁƱǻȃȈưૢͳᲢೞᏡƴƭƍƯƸʻࢸ౨᚛Უ
ŨئƱƠƯƸŴؕထǷȧȃȔȳǰǻȳǿȸƷᆰƖࡃᑄሁƷဇŴƋǔƍƸ˂ƷՠࡃᘑሁƷᆰƖࡃᑄƷ
ဇ
ŨʙŴԏŴǵȭȳŴೞᏡጀŴឯԛȷȬǯȪǨȸǷȧȳሁƷئǛᄩ̬Ƣǔŵ
Ũͤࠝ᭗ᱫᎍǋᨼǇǕǔǵȭȳႎƳئǋᚨƚŴᙲʼᜱᛐܭᎍሁǛԃǊƨʩ්Ǜ̟ᡶƢǔŵ
Ũͤࠝ᭗ᱫᎍŴʼᜱʖ᧸ŴᙲʼᜱᎍŴᙲᙸܣǓҥ៲᭗ᱫᎍƳƲŴ᭗ᱫᎍᅦᅍƷǷȸȠȬǹ҄Ჷ᭗ᱫᎍ
ෆᐜ䠄ᴫせ䠅
ᅦᅍƷᆸӝɟஜ҄
ŨᅈңȷൟဃδᇜۀՃȷ؏עѼਙૅੲǻȳǿȸƷᡲઃ˳СƷᄩᇌ
Ũ᭗ᱫ࠙ᎍƷᅦᅍݣሊᲴɶᛖƕЎƔǔᅦᅍᎰƷᄩ̬
䞉㧗㱋䛾୰ᅜᖐᅜ⪅䛿᪥ᮏㄒ䛜ศ䛛䜙䛪䚸ᅔ䜛䛣䛸䛜ከ䛔䚹
䞉䛭䜜䜢䝃䝫䞊䝖䛩䜛୰ᅜㄒ䛜ศ䛛䜛⚟♴⫋䛜ᚲせ
䞉୍᪉䚸᪥ᮏㄒ䛜ศ䛛䜙䛺䛔䛯䜑ኻᴗ⏕ά䛛䜙ᢤ䛡ฟ䛫䛺䛔ⱝ䛔ᖐᅜ⪅䜒䛔䜛䚹
䞉⚟♴ᴗᡤ䛜䝦䝹䝟䞊䛾㈨᱁ྲྀᚓᣦᑟ
Ũ࠼ࠊƱƷңᜭŴႸႎ̅ٳဇƷᛦૢŴئƷ౨᚛ȷᛦૢŴሰؕแඥȷෞ᧸ඥƱƷᛦૢŴನᡯႎƳ
ᡭ㡰
ᄩᛐŴʙಅӋဒᎍƷ౨᚛ƳƲƕИƷെ᨞ư࣏ᙲŵ
╔ᡭᮇ
Ũ  ࠰ࡇƔǒӧᏡࣱƷ౨᚛ƳƲǛᘍƍŴƦǕƔǒᲭ࠰ᆉࡇưƷᚨǛႸਦƢŵ
ᢸ䛔ᡭ䞉యไ ŨʼᜱʙಅᎍƴǑǔᢃփ
ᨭ⪅䞉㐃ᦠ Ũעғᅈ˟ᅦᅍңᜭ˟ŴൟဃۀՃȷδᇜۀՃŴ؏עѼਙૅੲǻȳǿȸƱƷᡲઃ˳СǛನሰƢǔŵ
ᡭἲ䞉ᨭ⟇ ŨࠊփࡃᑄƷႸႎ̅ٳဇ
ŨϋᘺǍᚨͳȷͳԼሁƴٶ᫇ƷᝲဇƕƔƔǔŵ
㈨㔠
ŨʙಅᎍƴǑǔƷᄩ̬ŵ
ሙᡤ䚸 㐨ල䚸
ŨᆰƖࡃᑄሁƷဇᲢ࠼ࠊᲴ̅ဇவˑȷဎᡂǈƷϐ౨᚛Უ 
タഛᶵჾ
ŨٶૠƷᙲʼᜱȷᙲૅੲᛐܭᎍƕƍǔƜƱƔǒŴƦǕǒƷʴƷМࣱ̝ȷࣛᢘࣱƕ᭗ǇǔƱƱǋƴŴᆆ
ѣƷਃǋ᠉ถƞǕǔŵ
Ũעғ˰ൟӷٟƷʩ්ƕဃǇǕŴૅƑӳƍƷǇƪᲢᲣƕขǇǓŴǳȟȥȋȆǣƷࣱ҄ƴǋƭƳƕ
ᮇᚅ䛩䜛ຠᯝ
ǔƜƱƕࢳƞǕǔŵ
ŨעғٳƷٶૠƷᚨǛЎႎƴМဇƠƯƍǔྵཞƱൔǂŴʼᜱǵȸȓǹƷјྙ҄ǍǨȍȫǮȸෞᝲ
Ʒ᠉ถƕǒǕǔŵ
ŨࠊփࡃᑄМဇƷؕแƱƷᛦૢŴႸႎ̅ٳဇƷ౨᚛ŵሰؕแඥȷෞ᧸ඥƱƷᛦૢŵ
ŨؕထƴƓƍƯܱƢǔྸဌŴ࣏ᙲࣱƳƲƷଢᄩ҄ŵ
ŨᅦᅍᚨƷᙲˑᲢᙹŴᚨͳሁᲣ
ලయ䛾ㄢ㢟 Ũɶ࣎ǛਃƏᅦᅍʙಅƷנ܍
ŨؕထǷȧȃȔȳǰǻȳǿȸƷᆰƖࡃᑄƷǹȚȸǹᨼኖ
ŨᅈңȷൟဃδᇜۀՃȷ؏עѼਙૅੲǻȳǿȸƷᡲઃ˳СƷᄩᇌ
Ũͤࠝ᭗ᱫᎍƷӋဒ૾ሊ
ŨᅕৎࠊᲴᆰƖ˰ৎሁǛဇƠƨ᭗ᱫᎍᐯᇌૅੲਗໜᲢƋǜƠǜƢƜǍƔȫȸȠᲣƷᚨፗ
ཧ⪃䠄➼䠅 䞉ᆅᇦໟᣓᨭ䝉䞁䝍䞊䛾ฟඛ䛸䛺䜛㧗㱋⪅⮬❧ᨭᣐⅬ䜢タ⨨
䞉ぢᏲ䜚᥎㐍ဨ䠄♫⚟♴ኈ䚸ㆤ⚟♴ኈ䚸䝦䝹䝟䞊➼䛾᭷㈨᱁⪅䠅䛜㐌䠏᪥ᅾ
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㐠ືಶู䝸䝝
ఇ᠁
䝡䝸
ධᾎ䞉య᧯䞉ಶู䝸䝝䝡䝸

ධᾎ䚸ྛసᴗ䞉
ఇ᠁
䛭䛾㐠ື䞉䝺䜽䝸䜶䞊䝅䝵䞁
⏝㛫䛾ᘏ㛗䞉▷
䈜䝧䝑䝗 䝺䜽䝸䜶䞊䝅䝵䞁
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㣗
⦰䛺䛹䜒ྍ⬟
䝹䞊
䠄ᫎ⏬㚷㈹䚸₇
䛚ヰ䛧
䈜䝉䞁䝍䞊฿╔ᚋ䚸ᗣ䝏䜵䝑䜽䚸
䝮䞉ಶ
ⱁ䚸㊃䚸ᕤ ḷ䛾㞟䛔
䛚Ⲕ
ᐊ䛒䜚
స䚸ᩓṌ➼䠅
ධᾎ
㏦㏄















㏦㏄ 
䠄⮬Ꮿ䛛䜙䠅
⮬Ꮿ䜎䛷
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ฟ㸸ᶓᕷ⎔ቃ㐀ᒁ㹆㹎ࡼࡾ



ʙ̊ᲴȗȬǤȑȸǯᲢ್ාࠊᲣ
ࠊࡣࢡ࣮ࣃࣞࣉۻ



ሙᡤ䚸 㐨ල䚸 ŨѣƷئȷئއƷͅᙀᲴɶځπטŴƦƷ˂πטȷ࠼ئŴᆰƖ˰ৎȷࡃᑄŴܖఄŴǄƷǅƷ૨ࡉؕ
ထƳƲ
タഛᶵჾ
Ũ܇ƲǋƨƪƕƍƖƍƖƱѣƠŴᢂƿؾƕᄩ̬ƞǕǔŵ
ᮇᚅ䛩䜛ຠᯝ Ũ܇ƲǋƨƪƷؕထǁƷग़ბƕ᭗ǇǔŵăƾǔƞƱؕထ
Ũ܇ƲǋǛᡫơƯŴ؏עƷᡲ࠘ǍǳȟȥȋȆǣƷࣱ҄ƴƭƳƕǔ
ŨѣǁƷӋьᎍŴਃƍƷᄩ̬
ලయ䛾ㄢ㢟
ŨѣƷئȷئއƷሥྸᢃփ˳С
Ũʮᣃࠊ ᩷࠰ݲѣǻȳǿȸᲢʮᣃȦȸǹǵȸȓǹң˟Უ
ᐯ፼ܴŴ˟ᜭܴŴӲᆔܴŴǵȸǯȫѣŴǰȫȸȗѣ
ཧ⪃䠄➼䠅 Ũ ඥʴ ޛᅹᣥᣦ܇Ʋǋƻǖƹăʙ̊ኰʼ
ŨிʮᣃƷδᇜ ɶ᭗ဃǿǤȠ ᲫᲱ᳸ᲬᲪ

ŨྚؖჄஔᩢࠊ ࠊϋƷᲮƭƷδᇜ ɶ᭗ဃǿǤȠ ᲫᲱ᳸ᲫᲳǇưᲢٰᲣ
ŨπטϐૢͳᲴ˅ӨࠊŴᅦࠊޢƳƲٶƘƷᐯ˳ƕܱ
ŨȗȬǤȑȸǯăʙ̊ኰʼ

ฟ㸸
ࠕ ἲே ᒣ⛉㓬㓮Ꮚࡶࡦࢁࡤࠖ㹆㹎ࡼࡾ



















㈨㔠

Ũя˳ׇƷƷဇ

ʙ̊Ჴ ඥʴ ޛᅹᣥᣦ܇Ʋǋƻǖƹ
䕿ᖹᡂ  ᖺᗘᴗ㈝ ⣙  䛾   ἲே
䕿䠐䛴䛾ᰕ䠄䜏䜣䛺䛷ᴦ䛧䜐䚸Ꮚ䛹䜒ྥ䛡⏬䚸ぶྥ䛡⏬䚸䝪䝷䞁䝔䜱䜰ྥ䛡⏬䠅䛾䜒䛸䛻䚸䛣䛹䜒䝣䜵䝇䝍䚸䛣䛹䜒䛾స䛺
䛹  ௨ୖ䛾ᴗᒎ㛤
䕿䛂᪂䛧䛔බඹᨭᴗ䛃ி㒔ᗓጤクᴗ
䕿୰Ꮫ⏕䛾ᒃሙᡤ䠖䛾䜃䛾䜃䜙䛔䜅
䞉䜂䛸䜚䛷ኤ㣗䜢㣗䜉䜛୰Ꮫ⏕䛾
䛯䜑䛾ᴗ
䞉Ꮫ⏕䝪䝷䞁䝔䜱䜰䛜䝇䝍䝑䝣䛻ኤ㣗䠖䛚ᘚ
ᙜ䠄Ꮫ⏕䛸୍⥴䚸㖹䜈䠅
䈜Ꮫᰯ䛻䛿⾜䛝䛻䛟䛔䛡䛹䚸䛾䜃䛾䜃䜙䛔
䜅䛻䛿䛟䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛Ꮚ䛹䜒䞊㧗ᰯཷ
㦂䛾ᨭ䜒⾜䛳䛶䛔䜛䚸㧗ᰯ㐍Ꮫ䛾㐩
ᡂ䚸䛭䛾ᚋ䝪䝷䞁䝔䜱䜰䝇䝍䝑䝣䛸䛧䛶ᡠ
䛳䛶᮶䜛Ꮚ䜒䛔䜛


ᡭἲ䞉ᨭ⟇ Ũπטȷ࠼ئሁƷϐૢͳȷ᭽щƮƘǓƴ᧙ƢǔʙಅᲢ࠼ࠊᲣ

ŨܤμŴ࣎ܤƳ؏עƮƘǓƷɟÛ᩷࠰ݲƷͤμᏋ
ŨಮŷƳᛢ᫆ƷƋǔܼࡊƷ܇ƲǋǛѼઅƢǔƠƘǈ
Ũီ૨҄ʩ්ȷႻʝྸᚐ
┠ⓗ
ŨؕထܖݱఄǛҡಅƠƨࢸƷȕǩȭȸǢȃȗᲥͤμᏋŴ᩼ᘍ᧸ഥ
 ă܇ƲǋƷǵȝȸȈƸŴؕထμ˳Ʒࣱ҄ƴƭƳƕǔŵ
ŨƍƖƍƖƱ࣎ܤƠƯᢂƼŴѣưƖǔئƷᄩ̬
ᲫᲣଏƴನሰƞǕƯƍǔǋƷǛǑǓࣱ҄
ȷؕထܖݱఄƷཎᑥƋǔӕኵÛᨥ҄Ŵီ૨҄ʩ්ȷႻʝྸᚐƷȢȇȫఄŴ ԧܖ፼Ʒਗໜ
ȷ؏עƷɶƷܖݱఄᲧ˰؏עൟƷᨼǇǔܖݱఄ ᘍʙӋьᲢؕထƾǕƋƍȐǶȸȷܖ፼ႆᘙ˟Უ
ȷഭӪႎŴᅈ˟ႎƴנ܍ॖ፯ƷٻƖƍؕထܖݱఄƷᑣƞǛჷƬƯǋǒƏپ
ᲬᲣ܇ᏋƯɭ࠘Ʊ܇ƲǋƷͤμᏋ
ĬܖݱဃƷئއÛ્ᛢࢸƷئއƱܖ፼ ؕထ૨ࡉƷࣱ҄
   ܇ƲǋƕᨼǇƬƯஜǛᛠǉŴܿ᫆ǛƢǔÛ žƏƪƷ܇Ɣǒ؏עƷ܇Ʋǋſ
ĭɶ᭗ဃƷئއƮƘǓ
ᲭᲣଏ܍ƷᚨȷئǛဃƔƠƨ᭽щƋǔᢂƼئȷѣƷئƮƘǓ
ෆᐜ䠄ᴫせ䠅
ȷᑮဃ࠼ئƷɟᚌƳƲưŴȜȸȫᢂƼƳƲƕưƖǔئȷ᧓࠘Ʒᄩ̬
ȷଏ܍Ʒπטȷ࠼ئŴዯעƷϐૢͳƱ᭽щƮƘǓᲢ˰ൟŴ܇ƲǋƨƪƷ࣬ƍǛӕǓλǕƨӕኵᲣ
ȷދϋƷᢂƼئƷᄩ̬
ᲮᲣ܇ƲǋƷᙸܣǓǍѣǛૅƑǔˁኵǈƮƘǓ
ȷ܇ᏋƯɭˊǍ᭗ᱫᎍሁƕᡲઃƠƨ܇ƲǋǛૅƑǔˁኵǈƮƘǓᲴŴǫȳȊǯȩȖᲢܖݱဃ
ƳƲƷ̬ᜱᎍஊ࣓Ʒ˟ᲣƱᙸܣǓǫȡȩŴȈȈȭƷ˟ᲢᛠǈᎥƔƤǰȫȸȗᲣ
ŴƾǕƋƍܤμਖ਼ᡶ
ᨛᲢ᭗ᱫᎍƴǑǔܖݱဃƷᙸܣǓᲣƷѣƷዒ১ƱᡲઃȷਘΪ
ȷᙸܣǓѣ
ȷᢂƼǛˡƑǔӕኵŴɟደƴᢂƼȷʩ්ƢǔѣŴᲭɭˊᢂƼئȞȃȗƮƘǓƳƲ
Ũଏ܍Ʒ˳ׇሁƷᡲઃ
ᡭ㡰
ŨྵנᘍƬƯƍǔӕኵƷϐᚸ̖ƱݩஹƴӼƚƨӕኵ
╔ᡭᮇ
ŨᢂƼئȷئއໜ౨Ʊϐૢͳȷဇȷ᭽щƮƘǓ੩కăɟഩɟഩφ˳҄
Ũଏ܍Ʒ˳ׇሁƷᡲઃ
ᢸ䛔ᡭ䞉యไ
ŨӋьƷǛ࠼ƛǔӕኵ
Ũᡲӳᐯ˟Ǎᅈ˟ᅦᅍңᜭ˟ƳƲ؏עѣ˳ׇ
ᨭ⪅䞉㐃ᦠ Ũ܇ᏋƯȷᏋȷᅦᅍƴ᧙ǘǔܖٻሁ
ŨπטƳƲƷૢͳȷ᭽щƮƘǓƷܼᧉݦ

ྲྀ⤌ྡ⛠

Ჭ ܇ᏋƯƠǍƢƍǇƪƮƘǓ
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ŨܤμƳئƷᄩ̬Ტ࣏ᙲƴࣖơƯ௸ƷᚨፗƳƲᲣ

ŨᎊʴǯȩȖƷѣƷዒ১ȷૅੲ
ŨяСࡇƷဇᲢСࡇƴǑǔጉǓǛݲƳƘᲣ
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ຍ࠼࡚ࠊᒇୖᗞᅬ࡛ᇶ⏫㎰ᅬࢆ㸟࣭࣭࣭
ࠕᇶ⏫࣑ࢶࣂࢳࠖࡶᐇ⌧࡛ࡁࢀࡤ㸟

㸺ලయࡢ࠾࠾ࡲ࡞ὶࢀ㸦ཧ⪃㸧㸼
᭷ᚿ࡛ኌࢆୖࡆࡼ࠺ࠊ௰㛫ࢆ㞟ࡵࡼ࠺㸦ᐇ⾜ጤဨ࡞ࢆࡘࡃࡿ㸧
⏬㸦ィ⏬㸧ࢆࡘࡃࢁ࠺
⏬᭩䠄ィ⏬᭩䠅
┠ۑⓗ࣭ࡡࡽ࠸

ۑ㛤ᨺࡍࡿ᪥ࠊሙᡤ
䠝䠐ุ䞉䠍䡚䠎ᯛ⛬ᗘ
ۑࡧࡅ
ࠊ࣮ࣝࣝۑᏳᑐ⟇
ۑᴦࡋ࠸ദࡋ
‽ۑഛ࣭ᙺศᢸࠊసᴗࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝ
ࡢࡑۑ
㐃ྜ⮬࡞㛵ಀᅋయࠊᗈᓥᕷ┦ㄯ࣭ㄪᩚ࣭ྠព
ࡧࡅ㸦ࢳࣛࢩࡢసᡂ࡞㸧
ᙜ᪥㸸๓Ⅼ᳨ࠊᚋⅬ᳨
⩣᪥࡞Ύᤲ

ࡲࡎࡣࠊᖺࡢࠕᗈᓥࡳ࡞ክⰼⅆࠖ
㸦Ᏹရ㸧ࢆᒇୖᗞᅬࡽぢࡼ࠺㸟
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ྵנỉѣửݲẲ࠼ậề
䕿䝃䝒䝬䜲䝰䛾స㠃✚䜢ᣑ  䕿䜹䝪䝏䝱䛺䛹䜒᳜䛘䛶䛿
䕿Ꮚ䛹䜒䛯䛱䛾ཧຍ䊻⛅䛻䛿✭⚍䜔䛂ᇶ⏫䝝䝻䜴䜱䞁䛃䛾㛤ദ䜒
䈜ᇶ⏫䠯䠟ᒇୖ䛷䜒ᇶ⏫㎰ᅬ䛜䛷䛝䛯ሙྜ䛿䚸㐃ᦠ䛧䛶✭⚍䚸ᇶ⏫䝝䝻
䜴䜱䞁䛺䛹䛾㛤ദ䜢᳨ウ
ދɥࡊטễỄửဇẲềḛؕထἱἢἓḜ
䕿ᮾி㒔ᚰ䛷䝭䝒䝞䝏䛜⫱䛱䚸⻏⻤䛜䛴䛟䜙䜜䛶䛔䜎䛩䚹
䕿ᇶ⏫䛷䜒䝭䝒䝞䝏䜢䟿䊻䛂ᇶ⏫䛾䜏䛴䛃䛸䛧䛶≉⏘ရ㛤Ⓨ䜒䟿䟿

ͤࢩࣙࢵࣆࣥࢢࢭࣥࢱ࣮ࡢᒇୖ࡛ࠕᇶ⏫㎰ᅬࠖࡀ࡛ࡁࢀࡤࠊࡑࡇࡶ㐃ᦠࠊ୍యⓗ࡞㐠Ⴀ⟶⌮ࢆ᳨ウ
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Ũ؏עเǛဃƔƠƨ᭽щƮƘǓŴؕထưƷಏƠǈƷоЈŴʩ්Ʒ̟ᡶƳƲƴƢǔŵ

Ũ᭗ᱫᎍǛƸơǊ˰ൟƷΨൢƮƘǓŴಏƠǈƮƘǓ

ŨܤμݣሊᲴүᨖ᧸ഥŴ܇ƲǋƷܤμ

ŨܱႻۀՃ˟ƳƲਖ਼ᡶ˳СƮƘǓ
ŨǒƘǒƘǬȸȇȳᲢʴૠถŴ൦ǍǓƕ٭ٻᲣ

ලయ䛾ㄢ㢟 ŨǷȧȃȔȳǰǻȳǿȸދɥǇưƷǢǯǻǹƴދఌᲢᩋưǋƵǕƳƍǑƏƴᲣ

ŨᒔǈƴƳǔƱƜǖƷᚐෞŴஙƷఌƷᚐෞ

ŨπטưƸஙƷఌƕƋǓᢂƼƴƘƍᲢؕஜႎƳૢͳᲣ

ŨƦƷ˂Ჴᑣཱྀݣሊ
ŨᣃࠊೞನᲴᝅׄܓӨעғᲢעׇᲣäҘᓶჄࠊ

ཧ⪃䠄➼䠅
 ȷދɥᠾט



ᒇୖᗞᅬ


䝹䞉䝁䝹䝡䝆䝳䜶䠄 ୡ⣖䛾ᘓ⠏ᐙ䠅


䛜ᥦၐ䛧䛯㏆௦ᘓ⠏䛾䠑ཎ๎䛾୍䛴䛷


䛩䚹

ᙼ䛾タィ䛧䛯䝣䝷䞁䝇䛾䝬䝹䝉䜲䝴䛾

㞟ྜఫᏯ䛜᭷ྡ䛷䚸䛷䜒ᒇୖᗞᅬ䛺
䛹䛜බ㛤䞉ά⏝䛥䜜䛶䛔䜎䛩䚹


タഛᶵჾ

ሙᡤ䚸 㐨ල䚸

㈨㔠

ᡭἲ䞉ᨭ⟇ ŨπႩ̮ᚠ࠼ࠊǇƪƮƘǓѣૅੲؕᲢƾǉƾǉᲣƳƲƷဇ

ᨭ⪅䞉㐃ᦠ

ᢸ䛔ᡭ䞉యไ

╔ᡭᮇ

ᡭ㡰

ෆᐜ䠄ᴫせ䠅
䈜 ୰ 䞉 㛗ᮇ䛾
ෆᐜ䜢ྵ䜐







ؕထ᭗ޖǢȑȸȈƷཎᑥƷɟƭưǋƋǔދɥࡊטǛŴܤμȷ᧸ཛȷኔƷᄩ̬ƴသॖƠƳƕǒŴɟ
ႎȷܭႎƴ્ƢǔƱƱǋƴŴᑶƮƘǓŴؕထᠾטƮƘǓǛᡶǊŴؕထƷǒƠǍ᭽щŴಏƠƞǛ
᭗Ǌǔ࢟ưМဇƢǔŵ
Ũᑶ້˟ٻƷƱƖƳƲƷ્  Ũܤμݣሊ 
ŨؕထᠾטᲢǤȢŴǫȜȁȣሁᲣ  
ŨؕထטᑸᲢᓔטᲣᜒࡈᲢ࠼ࠊƷૅੲᲴ͵ᲣäؕထǷȧȃȔȳǰǻȳǿȸƳƲưƷžؕထᠾטſ
ǍžᑶƍƬƺƍſƱɟ˳ưӕǓኵǉ
ŨӓᆫᅛᲢ܇ƲǋǋӋьᲣäؕထᲽƳƲưƷžؕထᠾטſƱɟ˳ưӕǓኵǉ
ŨȟȄȐȁǛދɥࡊטưƏƜƱǛ౨᚛
ŨئƸעǛਤƬƯ౨᚛ ƳƲ
ŨؕထᠾטƴƭƍƯƸŴଏ܍ƷᑶّሁǛဇƠƯ˺˄ƚƠŴെ᨞ႎƴ࠼ƛǔŵ
Ũ  ࠰ࡇǇƨƸ  ࠰ࡇᲴᑶ້˟ٻƷƱƖɟ્ŴǤȢလƷਘٻƱӓᆫᅛŴǫȜȁȣƷఎؔ
ƱؕထȏȭǦǣȳ
Ũଏ܍ƷᑶّˌٳǁƷؕထᠾטƷਘٻƴƭƍƯƸŴ࠼ࠊƱңᜭ
Ũᎊʴ˟Ŵ
ŨܱᘍۀՃ˟Ʒᚨፗ
ŨȪȸȀȸƷᄩ̬
ŨǳǢŴᐯ˟Ʒᡲઃ  Ũᎊʴ˟Ქ܇Ʋǋ˟
Ũཎ২ǛਤƬƨʴƷႇȷဇ
Ũ࠼ࠊŴ࠼ࠊᠾ൦ငਰᐻǻȳǿȸ
Ũᡲӳᐯ˟ưऴإƷ੩̓ȷσஊ҄

┠ⓗ



Ჯ עׇσဇᆰ᧓Ʒϐዻȷဇ

ދɥࡊטỉဇ

䝔䞊䝬



                                            Ჯ

ྲྀ⤌ྡ⛠

ދɥࡊטƷဇ  
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ཧ⪃䠄➼䠅

ලయ䛾ㄢ㢟

ᮇᚅ䛩䜛ຠᯝ

ሙᡤ䚸 㐨ල䚸
タഛᶵჾ

㈨㔠

ᡭἲ䞉ᨭ⟇

ᨭ⪅䞉㐃ᦠ

ᢸ䛔ᡭ䞉యไ

╔ᡭᮇ

ᡭ㡰

ෆᐜ䠄ᴫせ䠅

ؕထǷȧȃȔȳǰǻȳǿȸދɥƷዯעǛŴ፦ƠƍᚇƱЈ˟ƍŴʩ්ŴƾǕƋƍƕဃǇǕǔئƱƠ
ƯŴעғƷǷȳȜȫႎƳᆰ᧓ƴϐૢͳƠŴဇƠƯƍƘŵ

┠ⓗ

ŨလȷᑶّƷғဒƮƘǓŴȗȩȳǿȸᲢஙᙌƳƲᲣƷᙌ˺ȷᚨፗƷ౨᚛
ŨؕထטᑸᲢᓔטᲣᜒࡈᲢ࠼ࠊƷૅੲᲴ͵Უ
ŨǤȢလŴǫȜȁȣလᲢ܇ƲǋǋӋьᲣ ŨᡫែƷɲǵǤȉƴᑶ
ŨܤμݣሊŴఎؔȷሥྸƷᛟଢǛᘍƍŴ્Ǜ౨᚛
Ũ᩷ᆰǵȭȳƮƘǓᲢʩ්ŴকƍƷئᲣ
ŨଥƸȕǸƕƋƬƨᲢϐဃƷ౨᚛Უ
Ũ൦ᢊƷᄩ̬Ტ̲ྸᲣä൦ᢊưƷ൦ǍǓƕᐯѣưưƖǔǑƏƴưƖǕƹ
ŨӓᆫᅛǍᑶǛဃƔƠƨǤșȳȈƳƲƷ͵ ƳƲ
Ũ࠼ࠊƱƷңᜭŴਃƍƷᄩ̬ȷǰȫȸȗƮƘǓŴƷᄩ̬ƳƲ
ŨƓƓǉƶᲬ᳸Ჭ࠰ࢸƷɟᢿܱྵǛႸਦƢŵെ᨞ႎƴ࠼ƛƯƍƘŵ
ŨȯȸǯǷȧȃȗሁư૾ᤆƮƘǓăെ᨞ႎƳૢͳăဇȷዜਤሥྸ
Ũᎊʴ˟ƕȡǤȳᲢƷئᲣ
ŨŴ܇Ʋǋ˟ƳƲǋӋь
Ũ࠙ᎍȷɶƷʴƷӋьǋ̟ᡶᲢ˳ׇưࣖݣᲣ
Ũ࠼ࠊᠾ൦ငਰᐻǻȳǿȸᲢఎؔ২ᘐƳƲƷਦݰᲣ
Ũ˰ൟƱܖݱఄƕσӷư˺ಅƢǔ
Ũעғ˰ൟŴՠಅᎍ
Ũɶ؏ע᧓ޛƷ˳ׇƳƲᲢםƷ੩̓ƳƲᲣ
Ũ࠼ࠊƔǒעΨǁƷሥྸۀᚠ
ŨܤμݣሊƳƲƷؕஜႎƳᚨȷᚨͳƷૢͳƸ࠼ࠊ
ŨяƳƲƷဇ
Ũᡲӳᐯ˟ưऴإƷ੩̓ȷσஊ҄
ŨሥྸᝲᲢᒬАǓᲣƷʖምƷဇ
ŨπႩ̮ᚠ࠼ࠊǇƪƮƘǓѣૅੲؕᲢƾǉƾǉᲣƳƲƷဇ
ŨƦƷ˂ൟ᧓ƷяƷဇ
ŨؕထǷȧȃȔȳǰǻȳǿȸދɥƷዯע
ŨᢊφǛλǕǔ̽ࡉƷᚨፗ
ŨকƍƷئᲢ᩷ᆰǵȭȳᲣƱƢǔƨǊșȳȁሁƷᚨፗ
Ũؕထ˰עܡғƷɶځƴŴ᭽щƋǔᆰ᧓Ŵʴŷƕʩ්ưƖǔئƕᄩ̬ƞǕǔƜƱƴǑƬƯŴ܇Ʋǋ
Ɣǒ᭗ᱫᎍǇưƕŴƾǕƋƍŴƭƳƕǓӳƍŴૅƑӳƏؾƕƭƘǒǕǔŵ
Ũ᭗ᱫᎍǛƸơǊŴ˰ൟƷಏƠǈŴဃƖƕƍƮƘǓƴƭƳƕǔ
ŨჇɦƷؕထǷȧȃȔȳǰǻȳǿȸǁƷʴƷ්ǕƕٶƘƳǔƜƱƔǒŴՠಅƷࣱ҄ƴǋƢǔƜ
ƱƕࢳưƖǔŵ
Ũ௸ƷϐૢͳᲢܤμݣሊᲣ
ŨܤμɥƷྸဌƮƘǓ 
Ũᑣཱྀݣሊ
ŨᆰᛦܴٳೞƱƷᛦૢ
ŨࡃᑄƷᩋǓݣሊ  ƳƲ
ŨᣃࠊೞನᲴᝅׄܓӨעғᲢעׇᲣäҘᓶჄࠊ
ȷދɥᠾט
ŨҤғᙱᩢžᩢȕȩȯȸǬȸȇȳſăʙ̊ኰʼ

Ჯ עׇσဇᆰ᧓Ʒϐዻȷဇ

ؕထἉἹἕἦὅἂἍὅἑὊދɥỉዯעሁỉဇίὺờểộẼἧἻὁὊἥἾἕἊὸ


䝔䞊䝬

ྲྀ⤌ྡ⛠















ᅄᏘᢡࠎⰼࡀဏࡁࡗ࡚࠸ࡲࡍ

㞧ⲡࡀ⏕࠸ⱱࡿ⾤㊰ࡢᴗ⏝ᆅ

ȫȸȫƸɟƭžଐ୴ƷᲳƴӋьƠƨʴƕ˺ಅƢǔſ

㞄ࡢ༊⏬ࡣࠕࡇࡶࣇ࣮࣮ࣛ࣡࢞ࢹࣥࠖࠋࣔࡀ᳜࠼ࡽ
ࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ

ᕷ⏫ෆࡀ༠ᐃࢆ⤖ࡧάື㛤ጞࠋᅵᆅࡢୗࡽࡣἑᒣࡢ
▼ࡀฟ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋࡑࢀࢆ⏝ࡋ࡚ⰼቭ࡙ࡃࡾ

ʙ̊ᲴʙಅဇעƷܭМဇƴǑǔᑶƮƘǓᲢ࠼ࠊҤғᲴᩢȕȩȯȸǬȸȇȳᲣ





ؕထǷȧȃȔȳǰǻȳǿȸދɥƷዯעሁƷဇᢂƼئƷᄩ̬ŴᑶƍƬƺƍƷؕထƮƘǓŴؕထᠾטȷƦƷᲫ
Ჯ ჺȷɶƴφ˳҄ǛႸਦƢɼƳӕኵƷϋܾ᳸ɼƱƠƯᲣૼƨƳӕኵ᳸ð ࣱ҄ሊ











385

ⰼ䛾᳜᱂
䞉䛂Ꮚ䛹䜒䛸㧗㱋⪅䛾䝌䞊䞁䛃䛺䛹䛷䜒ⰼ
䛾᳜᱂䜢᳨ウ

ⰼ䛾䝌䞊䞁䠄ᖏ䠅
䞉Ṍ⾜⪅㐨䛻ἢ䛳䛶ⰼ䛔䛳䜁䛔
䞉䜹䞁䝘䛾ⰼ䜒
䞉䜰䞊䜿䞊䝗䜈䛾㌿ⴠ㜵Ṇ䛺䛹Ᏻᑐ⟇



ⰼ䛾䝌䞊䞁䠄ᇶ⏫䠯䠟ᮾഃ䛾ẁ≧ⰼቭ䠅

㐟䜃ሙ䛾☜ಖ䞉㨩ຊ䛵䛟䜚

Ꮚ䛹䜒䛸㧗㱋⪅䛾䝌䞊䞁
䞉㐟䜃䚸ぢᏲ䜚䚸ఇ᠁䚸䛟䛴䜝䛞䚸ὶ
䞉ᗈሙ䚸㐟ල䚸ఇ᠁タ䚸⥳

ᇶ⏫୰ኸ㞟ᡤ







䠘ᩚഛ䞉ά⏝䠄䜲䝯䞊䝆䠅䠚
⎔ቃ⨾䠖ᗈሙ䜔࿘ᅖ䜢᫂䜛䛟䚸⨾䛧䛟䚸Ᏻ䛻䛩
䜛
䞉ᗈሙ䛾䜎䜟䜚䛻ⰼ䜢᳜䛘䜛䠄ⰼ䛔䛳䜁䛔䠅
䞉࿘ᅖ䛻䛒䜛ษ䜚ᰴ䜢㝖ཤ
䞉䝧䞁䝏䛾タ⨨䠄㛫ఆᮦ䛺䛹䛾⏝䠅䠖ぢᏲ䜚䞉
ㄒ䜙䛔䞉ὶ
䞉䝣䝆Ჴ䛾ά⏝䠄୍㒊䛻䝂䞊䝲䚸䝭䝙䜹䝪䝏
䝱䚸䜻䞊䜴䜱䛺䛹䜢᳜䛘䜛䛣䛸䜒䠅







-

















ཧຍᅋయ䜈䚸ⰼ䛾ⱑ䚸⏝ᅵ䚸⫧ᩱ➼䛾
ᥦ౪

༊ࡢ㨩ຊ࡙ࡃࡾᴗ㸸࣎ࣛࣥࢸⰼቭ࡙ࡃࡾไᗘ

䜹䞁䝘䛾ⰼ䠖⿕⇿┤ᚋ䛾┿䛻䛳䛶䛔䜎䛧䛯
䠄ᇶ⏫ᑠᏛᰯ㏆䠅

䜹䞁䝘䜢䝕䝄䜲䞁䛧䛯
ᇶ⏫ᑠᏛᰯ䛾䝬䝇䝁䝑
䝖䞉䜻䝱䝷䜽䝍䞊

䠘ⰼ䛔䛳䜁䛔䠄䠅䠚
䞉㏻㊰ἢ䛔䛾⥳ᆅ䛾୍㒊䚸ᇶ⏫㎰ᅬ䜔ᗈሙ䛾࿘㎶䛻
ⰼ䜢᳜᱂



ؕထᾢᾒỉދɥỉᡫែሁ



䠘ⰼ䛔䛳䜁䛔䠄䠅䠚
䞉ⰼቭ䛾ά⏝
䞉ቨ㠃䛾䝕䝄䜲䞁䜒᳨ウ䠄┦ຠᯝ䛾Ⓨ䠅

ؕထᾢᾒிͨλụӝ˄ᡈỉെཞᑶّ



























ྵנỉ࠼ئ
ḵ࠼ئỉ᭽щỀẪụὉஊјဇ



ⰼ䛔䛳䜁䛔䛾ᇶ⏫

Ჯ ჺȷɶƴφ˳҄ǛႸਦƢɼƳӕኵƷϋܾ᳸ɼƱƠƯૼƨƳӕኵ᳸ ð ࣱ҄ሊ

ᢸ䛔ᡭ䠖⪁ே䚸䠬䠰䠝䚸㐃ྜ⮬䚸ၟᗑ➼䛾ᆅᇦάືᅋయ䠇䛭䛾༠ຊ䞉ᨭ⪅䠄䊻ᐇ⾜ጤဨ➼䛾タ⨨䠅
ᗈᓥᕷ䞉୰༊䛾༠ຊ䞉ᨭ















ᗈᓥᕷ䞉୰༊䛾༠ຊ䞉ᨭ

ᢸ䛔ᡭ䠖Ꮚ䛹䜒䚸䠬䠰䠝䚸㐃ྜ⮬䚸♫༠䛺䛹䛾ᆅᇦάືᅋయ䠇䛭䛾༠ຊ䞉ᨭ⪅䠄䊻ᐇ⾜ጤဨ➼䛾タ⨨䠅





































ؕထǷȧȃȔȳǰǻȳǿȸދɥƷዯעሁƷဇᢂƼئƷᄩ̬ŴᑶƍƬƺƍƷؕထƮƘǓŴؕထᠾטȷƦƷᲬ

              

ᇶ⏫䝅䝵䝑䝢䞁䜾䝉䞁䝍䞊ᒇୖ➼䛾ά⏝䜲䝯䞊䝆
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ࢧࢶ࣐ࣔࡢⱑࡢ᳜࠼ࡅ

⏿࡙ࡃࡾᯟ࡞ࡣᗈᓥᕷࡢᨭ
✭

✭⚍㸦✭ࡋࡓࣔࢆධࢀࡓ㇜Ồ㸧

㸸Ᏹရ⥺㊧ᆅ㸦Ᏹရᮾ㸧

ᇶ⏫୰ኸ㞟ᡤ

ࡇࡇࢆ⏝ࡍࢀࡤࠊᩚᆅ࡞ࡢ
ປຊࡣẚ㍑ⓗᑡ࡞࠸࡛ࡍࠋ

ࡇࡇࡣࡸࡸࢹࢥ࣎ࢥࡀ࠶ࡾࠊ
ⱝᖸᩚᆅ࡞ࡀᚲせ࡛ࡍࠋ

㸺ᇶ⏫㎰ᅬೃ⿵ᆅ㸸ᇶ⏫㹑㹁༡ᮾഃࢰ࣮ࣥ㸼
ۑ㝖ⲡ࣭ᩚᆅЍۑ༊⏬࡙ࡃࡾ㸦ᮌࡢᯟ࡞㸧ЍۑᅵධࢀЍۑసࡅЍ⌮⟶ۑЍ࡞ ࢺ࣭ࣥ࣋✭ۑ

ࣇࢪᲴࡢ୍㒊ࢆࡗ࡚ࢦ࣮ࣖࠊ
࣑
ࢽ࢝࣎ࢳࣕ࡞ࢆ᱂ᇵࡋ࡚ࡣ㸟



䛣䛾ᮇ㛫䛻䜘䛳䛶ලయⓗ䛺సᴗ㛤ጞ䛾
ᮇ䛜Ỵ䜎䜚䜎䛩

ۑ㝖ⲡ࣭ᩚᆅ
ۑ༊⏬࡙ࡃࡾ㸦ᮌࡢᯟ࡞㸧
ۑᅵධࢀ ۑసࡅ
┳ۑᯈ➼ࡢタ⨨

䕿✭⚍䚸ᇶ⏫䝝䝻䜴䜱䞁䛾⏬䚸
‽ഛ

䕿⟶⌮䠄Ỉ䜔䜚䚸⫧䛺䛹䠅䊻✭
䞉䜹䝪䝏䝱䠖䠐䡚䠒᭶ⱑ᳜䛘䚸䠓䡚䠕᭶
✭
䞉䝃䝒䝬䜲䝰䠖䠑䡚䠒᭶᳜䛘䛡䚸
䡚
᭶✭


ཧຍ䛾㍯䜢ᗈ䛢䜛䠄⤒㦂⪅䛾ཧຍ䜒䠅䚸ᗈሗάື䛺䛹

  
ᇶ⏫㎰ᅬ䛵䛟䜚䛾䝇䜿䝆䝳䞊䝹䠄䜲䝯䞊䝆䠅

 ྍ⬟䛺䛾䛷䛭䛾䜎䜎ᇶ⏫䝞䝄䞊䝹➼䜈᪂㩭㔝⳯䜔ⰼ䜢ฟရ䚹䝧䝷䞁䝎䛷䛾᱂ᇵ䜒ྍ⬟

ᇶ
✭⏫
⚍否
呄
叽
叺
呉



ḟ䛻ྥ䛡
䛶 䛾 ྲྀ
⤌

䈜⏿䞉ⰼቭ䛸䛧䛶䛾༊⏬䛵䛟䜚䛾䚸䝍䝔  䟛䞉䝶䝁  䟛䡚䠍䡉⛬ᗘ䠄䛷䛝䜜䜀㧗䛥䜒  䟛⛬ᗘ䛒䜜䜀䚸䛧䜓䛜
 䜏㎸䜎䛺䛟䛶䜒ኵ䠅䛾ᮌ〇䝥䝷䞁䝍䞊䠄㖊䠅䛾〇స䈈୍ே䜎䛯䛿ᑡேᩘ䛾௰㛫䛷⟶⌮䚹ᑠ䛥䛔ሙྜ䛿⛣ື









䝥䝷䞁䝍䞊䠄㖊䠅䛾〇స䞉タ⨨䜢᳨ウ

䟛⛬ᗘ䛒䜜䜀䚸䛧䜓䛜䜏㎸䜎䛺䛟䛶䜒ኵ䠅䛾ᮌ〇

䝍䝔  䟛䞉䝶䝁  䟛䡚䠍䡉⛬ᗘ䠄䛷䛝䜜䜀㧗䛥䜒 



















䕿୰༊䞉ᗈᓥᕷ䛸༠㆟䞉ㄪᩚ
䞉㎰ᅬ䛵䛟䜚䛾チྍ䞉ᨭ
䞉Ỉ㐨䛾ಟ⌮䚸ฟධ䜚ཱྀ䛾᳨ウ
䕿༠ຊ⪅➼䛾☜ಖ
䕿ᚲせ䛺㐨ල䞉㈨㔠䛾☜ಖ䚸ಖ㝤䛾
᳨ウ䠄༊䛾ᨭ䛾☜ಖ䠅

䕿୰ᚰⓗᢸ䛔ᡭ䛾☜ಖ
䕿ᐇ⾜ጤဨ➼䛾タ⨨

䞉䜎䛪䛣䛣䛛䜙
䞉⏿䛵䛟䜚
䞉Ỉ㐨䛾☜ಖ䠄ಟ⌮䠅
䞉㐨ලධ䜜䚸ฟධ䜚ཱྀ䚸ఇ᠁
ሙᡤ䛾☜ಖ

ᇶ⏫㎰ᅬ䊠

ᇶ⏫䠯䠟ᒇୖ䛷✭⚍䜔䇾ᕷ䇿
䛾㛤ദ䛺䛹䜲䝧䞁䝖䜒

ᇶ⏫㎰ᅬ䊡䞉䊢
䠄୰ᮇⓗ䛺ྲྀ⤌䠅









ᇶ⏫䝅䝵䝑䝢䞁䜾䝉䞁䝍䞊ᒇୖ➼䛾ά⏝䜲䝯䞊䝆

ᢸ䛔ᡭ䠖⪁ே䚸䠬䠰䠝䚸㐃ྜ⮬䚸ၟᗑ➼䛾ᆅᇦάືᅋయ䠇䛭䛾༠ຊ䞉ᨭ⪅䠄䊻ᐇ⾜ጤဨ➼䛾タ⨨䠅
ᗈᓥᕷ䞉୰༊䛾༠ຊ䞉ᨭ䚸୰ᒣ㛫ᆅᇦ䛾ᛂᅋ䠄㛫ఆᮦ䚸ᅵ䛾ᥦ౪䛺䛹䠅





ؕထǷȧȃȔȳǰǻȳǿȸދɥƷዯעሁƷဇᢂƼئƷᄩ̬ŴᑶƍƬƺƍƷؕထƮƘǓŴؕထᠾטᲣ
ȷƦƷᲭ  Ჯ ჺȷɶƴφ˳҄ǛႸਦƢɼƳӕኵƷϋܾ᳸ɼƱƠƯૼƨƳӕኵ᳸ ð ࣱ҄ሊ
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ŨเƷϐႆᙸᲢ؏עƷܰƞƕƠȕǣȸȫȉȯȸǯƳƲᲣ
Ũܤμȷ࣎ܤ᩿ƳƲƷǒƠƷऴإᲢܤμȷ࣎ܤȞȃȗᲣƷ౨᚛
ŨȯȸǯǷȧȃȗƳƲǛᡫơƨžؕထϐႆᙸȷǇƪǊƙǓȞȃȗſ
ᲢˎᆅᲣƮƘǓ
ŨٳʴƴǋᣐॾƠƨǒƠƴ᧙ƢǔžؕထȷǋƷƠǓ̝МȞȃȗᲢࠚᲣ
ſ
ᲢˎᆅᲣƷ˺



-

















⌧ᆅㄪᰝ㸦࠾ᐆⓎぢ㸧

ʙ̊ᲴƋƞǈƳǈሊȞȃȗ

ᮇᚅ䛩䜛ຠᯝ

࣐ࢵࣉ࡙ࡃࡾసᴗ

ᡂࡋࡓ࣐ࢵࣉ

Ũעғ˰ൟሁƕؕထƷ᭽щǍཎᑥǛჷǔƜƱƴǑǓŴעғǁƷग़ბǍǇƪƮƘǓƷ᧙࣎Ʒᣱƴƭ
Ƴƕǔŵ
ŨٳʴǛԃǊŴעғƴƓƚǔǒƠƷܤμȷ࣎ܤǍМࣱ̝ƷӼɥƴƭƳƕǔŵ
ŨƷᄩ̬
ලయ䛾ㄢ㢟
ŨਃƍᲢɼ͵ᲣƷᄩ̬
Ũ˱ܤҤғᲢሊȞȃȗᲣƳƲăʙ̊ኰʼ
ཧ⪃䠄➼䠅


ሙᡤ䚸 㐨ල䚸 ŨؕထӏƼƦƷԗᡀ
ŨȕǣȸȫȉȯȸǯǍȯȸǯǷȧȃȗƷͳԼሁ
タഛᶵჾ

ᡭ㡰

ŨžؕထϐႆᙸȷǇƪǊƙǓȞȃȗſ
ᲢˎᆅᲣƸ  ࠰ࡇƷ˺ǛႸਦƢŵƦƷƨǊƷȕǣȸ
ȫȉȯȸǯŴȯȸǯǷȧȃȗƷ͵ŵ
Ũ࣎ܤȷܤμȞȃȗǛԃǊƨžؕထȷǋƷƠǓ̝МȞȃȗᲢࠚᲣ
ſ
ᲢˎᆅᲣƸʻࢸᲭ࠰ǛႸᡦƴφ
╔ᡭᮇ
˳҄Ǜǔŵ
ᢸ䛔ᡭ䞉యไ Ũᡲӳᐯ˟Ŵעғᅈ˟ᅦᅍңᜭ˟ŴƳƲ
ŨȕǣȸȫȉȯȸǯǍȯȸǯǷȧȃȗŴȞȃȗƮƘǓƴ᧙ǘǔܖᜤኺ᬴ᎍǍܼᧉݦƳƲ
ᨭ⪅䞉㐃ᦠ
ŨǢȸǭǦǩȸǯ࠼ƳƲŴؕထƴज़࣎ƷƋǔ˳ׇሁ
Ũ࠼ࠊƷૅੲ
ᡭἲ䞉ᨭ⟇
ŨπႩ̮ᚠ࠼ࠊǇƪƮƘǓѣૅੲؕᲢƾǉƾǉᲣƳƲƷဇᲣ
㈨㔠
Ũӷɥ

ෆᐜ䠄ᴫせ䠅

┠ⓗ





㸺ὀព㡯࡞㸼
èßǇƪ౨àƢǔƱƖƴƸŴǍᐯ᠃Ƴ

ƲƴൢǛ˄ƚƯƘƩƞƍŵ
èŷư˞কŴ൦ЎǛᙀዅƠƯƘƩƞƍŵ

㸺ྛ⮬ࡢ‽ഛ➼㸼
ŨѣƖǍƢƍᘺưŵ
ࠞ܇ƕƋǕƹșǿȸᲛ
ŨȚȃȈȜȈȫᲢƓᒧᲣᲫஜƸᣐࠋƠǇƢŵ
  ᡙьƸӲᐯưᲛ





  

ḛấܰἰἕἩḜሁỉ˺ί˟ئὸ
èྰǛϐዻ
ŨßܰàƷЈƠӳƍ
ŨßƓܰȞȃȗàሁƷ˺ᲢϙჇǋᝳ
Ǔ˄ƚᲣ䈜ሙ➼䛷┿䜢䝥䝸䞁䝖
ŨӸЭƮƚ

μ˳ႆᘙ
ŨྰƝƱƴႆᘙ
Ũॖᙸʩ੭ŴǢȉȐǤǶȸǳȡȳȈ
ŨʻׅƷǇƱǊሁƷဇƴƭƍƯ

ኳʕ

ŨؕထǛᲭƭƷғ؏ƴЎƚƯŴ
࠹ƭƔƷǰȫȸȗưßǇƪ౨à
ȷ
ßܰàƳƲƷעǁƷƖᡂǈ
  ȷϙჇજࢨᲢȇǸǫȡᲣ
  ȷŷưŴཎᑥሁƷᛟଢ
Ą
˟ئᲢؕထɶځᨼ˟Უǁ


ྵעẺỮẬỮίἧỵὊἽἛὁὊἁὸ

ỊẳỜỆί˟ئὸ
ŨƋƍƞƭ
ŨʻଐƷӕኵŴදॖໜƷᛟଢ



 ศ





  ศ







䠖
䠄ఇ᠁䠅


  ศ






䠖 
 ศ






㸺࡞ෆᐜ㸼
ßǇƪ౨à
ŪྵעᲴ࠹ƭƔƷǰȫȸȗưŴ
ßƓܰȞȃȗàሁƷ˺
Ū˟ئᲴ
 
ᲶؕஜȫȸȫᲸ
 
ŨӋьᎍƸݣሁƳᇌئưᲛ
˂ƷʴƷॖᙸǛݭƠǇƠǐƏŵ

ŨμՃƷ࣬ƍȷॖᙸǛᲛ

ᲫׅƷႆᚕ᧓ƸᲫЎƙǒƍǇưƴŵ

ŨᙸƯƖƨǋƷŴज़ơƨƜƱǛᐯဌƴᲛ
ƨƘƞǜॖᙸƳƲǛЈƠӳƍǇƠǐƏŵ







ἩἿἂἻἲ

ǈƳƞǜǁ
ǇƣƸŴؕထɶځᨼ˟ƴᨼӳƠƯƘƩƞƍŵ
 ┠Ᏻ



















ؕထ˰עܡғǍƦƷԗᡀƷ؏עƷßܰàǛŴܱ
žƓܰȞȃȗſƳƲƱƠƯ
ᨥƴྵעǛᙸƯƞƕƠŴ
ǇƱǊǇƠǐƏŵ
ƜƜư˺ƠƨȞȃȗǛ៊ǇƑƳƕǒŴ
žؕထϐ
ႆᙸȷǇƪǊƙǓȞȃȗſ
ᲢˎᆅᲣǛ˺ƠǇƢŵ


ᖹᡂەᖺە᭶ە᪥㸦ە㸧㸷㸸㸮㸮㹼㸯㸰㸸㸮㸮 
ሙ㸸ᇶ⏫୰ኸ㞟ᡤ㸦㞟ྜሙᡤཬࡧ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉሙ㸧
ദ㸸ᇶ⏫ఫᏯᆅ༊άᛶ᳨ウ  ᨭ㸸ᗈᓥᕷڧڧڧ



ϐႆᙸƱ৭੮ǛǓŴƦǕǛဃƔƠƳƕǒŴעғ˰ൟƸǋƱǑǓŴ࠼ƘࠊൟƕМဇƠƨƘƳǔžؕ
ထϐႆᙸȷǇƪǊƙǓȞȃȗſ
ᲢˎᆅᲣǛ˺Ƣǔŵ
ƞǒƴŴഏƷെ᨞ƱƠƯŴ᧸ǍܤμȞȃȗŴͤࡍƮƘǓǍǒƠƷ̝МȞȃȗᲢࠚᲣƳƲƷ
˺ǛႸਦƢŵ

ؕထϐႆᙸὉộẼ౨ểἰἕἩỀẪụ
῍ᙸếỜႺẸạẆؕထỉẟẟểẮỨẆဃẦẲẺẟเ῍



èžͤࡍƮƘǓȷȬǯȪǨȸǷȧȳƷئȷǳȸǹƷΪܱƱѣޒſ
ŴǋƱǇƪഭӪ૨҄ƷǇƪǊ
ƙǓſƴƓƚǔȞȃȗǛԃǉ
܇ƲǋƔǒ᭗ᱫᎍǇưעғ˰ൟሁƕӋьƢǔȕǣȸȫȉȯȸǯßǇƪ౨àǛᡫơƯŴ؏עเƷ

ྲྀ⤌ྡ⛠




Ჰ ؏עเƷϐႆᙸƱဇŴ᭽щƮƘǓ

ࡳࢇ࡞࡛ࡘࡃࡿ࣐ࢵࣉࡢసᴗ࣓࣮ࢪ㸦ࢱࢱ࢟ྎ㸧 ࡛ࡁࢀࡤ㸱ᅇࡄࡽ࠸㛤ദ

Ჯ ჺȷɶƴφ˳҄ǛႸਦƢɼƳӕኵƷϋܾ᳸ᲢɼƱƠƯᲣૼƨƳӕኵ᳸  ð ࣱ҄ሊ

       ؏עỉἰἕἩỀẪụ




                                           

䝔䞊䝬



 ؏עƷȞȃȗƮƘǓ
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Ჰ ؏עเƷϐႆᙸƱဇŴ᭽щƮƘǓ

ŨเƷϐႆᙸᲢ؏עƷܰƞƕƠȕǣȸȫȉȯȸǯƳƲᲣ
Ũ࠹ƭƔƷȆȸȞȷǳȸǹưƷǇƪǊƙǓƷೞ˟Ʒᄩ̬
ŨᚧȞȃȗᲢ᧸ȷܤμǍͤࡍƮƘǓƱƷɟ˳҄ǋ౨᚛Უ
ŨᛟଢெȷᛔݰᜤƷᚨፗ

èžͤࡍƮƘǓȷȬǯȪǨȸǷȧȳƷئȷǳȸǹƷΪܱƱѣޒſǛԃǊƯ౨᚛
עғ˰ൟƕؕထƷഭӪ૨҄ǛಏƠǈƳƕǒ˳᬴ႎƴܖƼŴჷǔƜƱƴǑǓŴ؏עƷϐႆᙸƱग़ბƷ
ᣱǛǔƱƱǋƴŴ࠼ƘӋьǛԠƼƔƚƨǓŴऴإႆ̮ƠƨǓƢǔƜƱƴǑǓŴؕထǁƷ᧙࣎Ʊ
ྸᚐǛ᭗ǊǔƜƱǛႸਦƢŵ

ờểộẼഭӪ૨҄ỉộẼỜẫụ

 ۑ㹂㹔㹂࣐ࢵࣉࠊㄝ᫂ᯈ


㸸ᮾ༊ࠕⴥࡢ㔛ṔྐࡢᩓṌ㐨ࠖ

ᮇᚅ䛩䜛ຠᯝ













Ũעғ˰ൟሁƴƓƚǔ؏עƷϐႆᙸƱग़ბƷᣱ
Ũ࠼ƘؕထƷǢȔȸȫ
ŨעΨஊ࣓ŴਃƍƷᄩ̬
ලయ䛾ㄢ㢟
Ũ࠼ࠊƱƠƯƷʙಅ҄
ŨிғžʚᓶƷഭӪƷഩᢊſăʙ̊
ཧ⪃䠄➼䠅
ŨҤғžǢȸǹȷȟȥȸǸǢȠΨܢԼſăʙ̊ኰʼ

ŨǇƣƸŴஊ࣓ưؕထɟ࠘Ʒ؏עเƳƲǛኧ
Ũ࠼ࠊƱႻᛩȷңᜭƠŴǇƪǊƙǓƷφ˳҄Ʒ૾ӼƮƚ
ᡭ㡰
ŨเƳƲǛעƴᚡλƠŴ࠹ƭƔƷ߹ǔǳȸǹǛᚨܭ
Ũעғ˰ൟሁƴԠƼƔƚŴǇƪǊƙǓǛ࠹ƭƔƷǳȸǹưܱăȆȸȞǛᚨܭƠŴዒዓ
╔ᡭᮇ
ŨᚧȞȃȗƷ˺
ŨᛟଢெሁƷૢͳ
ᢸ䛔ᡭ䞉యไ ŨਃƍƷƳǔעғ˰ൟሁƷஊ࣓ȷ˳ׇ
Ũ࠼ࠊȷ࠼ࠊᏋۀՃ˟
Ũ᧙̞Ƣǔ˳ׇ
ᨭ⪅䞉㐃ᦠ
Ũܖᜤኺ᬴ᎍŴᣂםӪܼ
ŨͤࡍƮƘǓƷܼᧉݦ
ŨעΨƱ࠼ࠊᲢ࠼ࠊᏋۀՃ˟ᲣƴǑǔңʙಅ
ᡭἲ䞉ᨭ⟇
ŨᛟଢெሁƷૢͳᲴ࠼ࠊƴǑǔʙಅ҄
ŨȞȃȗƸя˳ׇƷяƳƲǛ౨᚛
㈨㔠
ŨᛟଢெሁƸ࠼ࠊƴǑǔʙಅ҄
ሙᡤ䚸 㐨ල䚸 Ũؕထɟ࠘
ŨഭӪ૨҄ƴ᧙ǘǔ؏עเ
タഛᶵჾ

ෆᐜ䠄ᴫせ䠅

┠ⓗ

ྲྀ⤌ྡ⛠



䝔䞊䝬







































ؕထɟ࠘ƷɼƳเƳƲ  


ǋƱǇƪഭӪ૨҄ƷǇƪǊƙǓ
                                    Ჯ ჺȷɶƴφ˳҄ǛႸਦƢɼƳӕኵƷϋܾ᳸ᲢɼƱƠƯᲣૼƨƳӕኵ᳸
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ሰǍᣃࠊᚘဒŴஓໜƳƲؕထƷ؏עเǛဃƔƠŴעғ˰ൟƩƚưƳƘٳᢿƔǒƷʴǋӖƚλǕŴ

ŨؕထǬǤȉᲢȜȩȳȆǣǢǬǤȉᲣሁƴ᧙ǘǔૅੲСࡇƷ౨᚛


- 

























ᪧఫ㖟⾜ᑿ㐨ᨭᗑ

ᚚㄪ⏫ࡢṔྐⓗᘓ㐀≀

㸸ᑿ㐨ᕷ㏆௦㑇⏘ࡵࡄࡾ

Ũރᢊࠊᡈˊ҄ᢡငǊƙǓăʙ̊ኰʼ
ŨǢȸǹȷȟȥȸǸǢȠ ΨܢԼăʙ̊ኰʼ

ཧ⪃䠄➼䠅



ŨؕထǛᚧǕǔᩔᙲƷնឪ
ŨӖƚλǕ˳СƮƘǓ

ලయ䛾ㄢ㢟

ŨؕထǁƷ᧙࣎Ʒ᭗ǇǓŴٳᢿƔǒƷʴƷᚧǕăؕထƴݣƢǔᛍǓƷᣱ
ᮇᚅ䛩䜛ຠᯝ Ũʩ්ѣƴǑǔǳȟȥȋȆǣƷࣱ҄
ŨՠࡃᘑƷࣱ҄ᲢʙŴទᝰᲣ

ሙᡤ䚸 㐨ල䚸
Ũᙸܖǳȸǹ
タഛᶵჾ

㈨㔠

ᡭἲ䞉ᨭ⟇ ŨעΨᲢӖƚλǕ˳СᲣƱ᧙̞˳ׇƷᡲઃ

㛗ỤίỈሙ

؏עƷࣱ҄Ʊཎᑥȷ᭽щƷπǛǔŵ
ŨሰᚧƷૅੲȷңщŴȫȸȫƮƘǓ
ŨܖٻȷܖဃƴǑǔؕထȄǢȸŴሰȷᣃࠊᚘဒȄǢȸƳƲᲢ؏עƱƠƯңщȷૅੲᲣ
ŨؕထǷȧȃȔȳǰǻȳǿȸሁưƷʙȷᝰƍཋᲢƦǕƴࣖݣƠƨࡃᑄƮƘǓᲣ
ෆᐜ䠄ᴫせ䠅
ŨܓራŴ᧓ƳƲǋॖᜤƠƨӸƮƘǓᲢᣃࠊᚇƱແৎƷŷŴܓራƝƱƷäŴஉᙸŴИଐƷЈƳƲᲣ
ŨᘑƷᚇήȷׅᢂƷӸƮƘǓ
ŨؕထǬǤȉƷᏋ
ŨעΨƷӖƚλǕ७ѬƮƘǓ
Ũ᧙̞˳ׇᲢ
žǢȸǭǦǩȸǯ࠼ſƳƲᲣƱƷᡲઃ
ᡭ㡰
ŨܖٻȷܖဃƱƷᡲઃᲢሰȷᣃࠊᚘဒȄǢȸƳƲᲣ
╔ᡭᮇ
Ũעғ˰ൟǁƷԗჷ
ŨؕထǬǤȉƷᏋ
ᢸ䛔ᡭ䞉యไ ŨעΨᲢӖƚλǕ˳СᲣ
Ũ᧙̞˳ׇᲢ
žǢȸǭǦǩȸǯ࠼ſƳƲᲣ
ᨭ⪅䞉㐃ᦠ
Ũܖٻȷܖဃ

┠ⓗ

Ჰ ؏עเƷϐႆᙸƱဇŴ᭽щƮƘǓ

ሰởஓễỄỉဇẆӸỀẪụ

䝔䞊䝬

ྲྀ⤌ྡ⛠
























ᆅ㉁ࡢ⮬↛ほᐹ

᳜≀ࡢ⮬↛ほᐹ

㸺ඖᏱရ࡛ࡢ㸱ࡘࡢ⮬↛ほᐹ㸼

ᾏࡢ⏕ࡁ≀ࡢ⮬↛ほᐹ

㸸࣮ࢫ࣭࣑࣮ࣗࢪ࣒ ඖᏱရࡢάື
ฟ㸸ᗈᓥᕷ༡༊సᡂ㈨ᩱ


ሰǍஓƳƲƷဇŴӸƮƘǓ
                                          Ჯ ჺȷɶƴφ˳҄ǛႸਦƢɼƳӕኵƷϋܾ᳸ᲢɼƱƠƯᲣૼƨƳӕኵ᳸  ð ࣱ҄ሊ
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ྲྀ⤌ྡ⛠





































































































ؕထƸ࠼ƷᣃࠊƷഭӪăഭӪǍᣃࠊᚘဒŴሰƳƲƷ᩿Ɣǒǋ᫆ƴʙഎƔƳƍ



┠ⓗ





                            

ؕထƷഭӪ૨҄ŴᣃࠊᚘဒȷሰƷཎᑥƳƲǛŴȪȬȸ࢟ࡸưܖƿೞ˟Ǜᄩ̬ƠŴעғ˰ൟǛƸ
ơǊ࠼ƘӋьǛԠƼƔƚŴؕထƴ᧙ƢǔჷᜤƱ᧙࣎Ǜ᭗Ǌǔŵ
ŨȪȬȸ࢟ࡸưؕထƴ᧙ǘǔᜒࡈȷܖ፼Ŵ˳᬴ೞ˟Ǜᄩ̬Ƣǔ
ෆᐜ䠄ᴫせ䠅  ȷഭӪ૨҄Ჴሰ؉᳸ᘮ༪Ŵᘮ༪ȷࣄᐻ
 ȷᣃࠊȷሰᲴᣃࠊᚘဒŴϐႆʙಅŴሰᲢࣄᐻƱǋȪȳǯᲣ
ᡭ㡰
ŨܱᘍۀՃ˟ሁƷᇌƪɥƛŴ˖ဒƷ˺ŴȆȸȞǍᜒࠖƷᛦૢŴ͵แͳƳƲ
╔ᡭᮇ
Ũ  ࠰ࡇƴ˖ဒȷแͳሁǛᘍƍŴ  ࠰ࡇƔǒ͵
ᢸ䛔ᡭ䞉యไ ŨܱᘍۀՃ˟ƷᇌƪɥƛᲴעғ˰ൟƷˊᘙŴஊ࣓Ŵ࠼ࠊᲢɶғᲣ
Ŵ࠼ࠊᏋۀՃ˟ƳƲ
ᨭ⪅䞉㐃ᦠ Ũᜒࠖȷᛅ᫆੩̓ᎍᲴܖᜤኺ᬴ᎍŴʙಅƴ᧙̞ƠƨʴŴעғ˰ൟƳƲ
ŨܱᘍۀՃ˟૾ࡸƴǑǔφ˳҄
ᡭἲ䞉ᨭ⟇
Ũ࠼ࠊƷʙಅᲢσ͵ᲣƱƠƯƷ౨᚛
ŨӋьᝲƷࣉӓᲴᜒࠖᜓሁƷᄩ̬
㈨㔠
Ũ࠼ࠊƴǑǔʖምƷᄩ̬Ʒ౨᚛
ሙᡤ䚸 㐨ල䚸
ŨɶځπൟŴؕထɶځᨼ˟Ŵ࠼ࠊɶځƳƲ
タഛᶵჾ
Ũ܇ƲǋƨƪǛԃǊؕထƷഭӪ૨҄ǍཎᑥƳƲǛܖƿƜƱưŴ؏עǁƷग़ბǍᛍǓƴƭƳƕǔƜ
ƱƕࢳƞǕǔŵ
ᮇᚅ䛩䜛ຠᯝ
Ũ࠼ƘऴإπᲢႆ̮ᲣƢǔƱƱǋƴŴӋьǛ̟ᡶƢǔƜƱưŴؕထŴƦƠƯ࠼ƷഭӪ૨҄Ŵ
ᣃࠊ૨҄ǛǢȔȸȫƢǔƜƱƕưƖǔŵ
ŨܱᘍۀՃ˟ƷᇌƪɥƛƳƲŴਖ਼ᡶȷᢃփ˳СƮƘǓ
ලయ䛾ㄢ㢟
Ũ࠼ࠊƷૅੲᲢσ͵ƳƲᲣ
ཧ⪃䠄➼䠅 ŨிғʚᓶƷഭӪƷഩᢊᲴഭӪᜒࡈ

Ჰ ؏עเƷϐႆᙸƱဇŴ᭽щƮƘǓ

ؕထờỉẲụᜒࡈίˎᆅὸỉ͵ỉ౨᚛

䝔䞊䝬


ؕထǋƷƠǓᜒࡈᲢˎᆅᲣƷ͵Ʒ౨᚛   



㝣㌷㝔㛛ᰕ㊧

ᇶ⏫ఫᏯᅋᆅࡑࡢࡶࡢࡶࠕࡶࡢࡋࡾㅮᗙࠖࡢᑐ㇟

⿕⇿࢚ࣀ࢟ࡢ㊧࢚ࣀ࢟㸰ୡ
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ܭႎễḛࠊḜẒؕထἢἈὊἽίἰἽἉỹὸẓỉ͵

ŨؕထǷȧȃȔȳǰǻȳǿȸƷɶئ࠼ځƳƲƷဇ

Ũ˟ᝲǍ݃˄ŴՠԼሁƷᝤ٥ƴǑǔᄩ̬

㸸ࡦࢁࡋࡲᮅᕷ

ᮇᚅ䛩䜛ຠᯝ

-





ᖹ㏻ࡾ࡛ẖ㐌᪥᭙᪥㛤ദࠋᗈᓥᕷෆࡢ㎰ᯘ⁺ᴗ⪅ࡀ⏕⏘ࡋࡓ᪂㩭࡞㔝⳯ࡸỈ⏘≀ࡢࠊₕ≀ࠊ㣰࡞ࡢຍᕤရࡶ㈍ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

ࡦࢁࡋࡲᮅᕷ㸦ᖹ㏻ࡾ㸧





















ฟ㸸ᗈᓥᕷ㎰ᴗ⯆ࢭࣥࢱ࣮㹆㹎ࡼࡾ

Ũ؏עϋٳƷٶಮƳʩ්ȷƾǕƋƍǍૼƨƳಏƠǈǛဃǈЈƢƱƱǋƴŴՠࡃᘑƷࣱ҄ƴƢǔŵ
Ũɶ࠙ᎍሁƱƦƷ˂Ʒ˰ൟƷႻʝྸᚐƱʩ්̟ᡶƴƭƳƕǔŵ
ŨᢃփƷኵጢƮƘǓŴμ˳ႎƳՠࡃ˟Ʒϐನሰ
ŨʴȷኵጢƱƷȍȃȈȯȸǯȷңщ˳СƮƘǓ
ලయ䛾ㄢ㢟
Ũ࠙ᎍƷ˟ƱᅈңŴᡲӳᐯ˟ƱƷңᜭ
Ũᄩ̬
Ũ᭗ಹࠊᲴٻϛஔࠊä᭗ಹࡅ߷ټփ˰ܡϋᲢকƍƷᲣưᡵଐ୴ଐƴ͵ᲢᙹݱᲣ
ཧ⪃䠄➼䠅
ŨƻǖƠǇஔࠊăʙ̊ኰʼ

タഛᶵჾ

ሙᡤ䚸 㐨ල䚸

㈨㔠

ᡭἲ䞉ᨭ⟇ ŨяСࡇƷ౨᚛ăဇƴӼƚƨӕኵ

┠ⓗ

ؕထǷȧȃȔȳǰǻȳǿȸƷɶئ࠼ځƳƲǛМဇƠŴܭႎƳßࠊàǛ͵ƢǔƜƱƴǑƬƯŴ؏ע
ϋٳƷٶಮƳʩ්ȷƾǕƋƍǍૼƨƳಏƠǈǛဃǈЈƢƱƱǋƴŴՠࡃᘑƷࣱ҄ƴƢǔŵ
Ũɶ؏ע᧓ޛǍƠǐᢿŴଐஜෙඝެᢿƳƲƱᡲઃƠƨஔࠊƳƲƷ͵ᲢǤșȳȈ҄Უ
ŨಮŷƳƷئƷ੩̓ŵٶಮƳ૨҄Ǜ˳ज़ưƖǔǍՠԼƷ੩̓Ტᝤ٥Უ
ŵ࠙ᎍǍɶƷʴƱƷᡲઃȷ
ෆᐜ䠄ᴫせ䠅
Ӌь̟ᡶᲢ൦܇ƳƲᲣ
ŨȕȪȸȞȸǱȃȈሁǋǻȃȈưᘍƏŵ
ŨਃƍƷᄩ̬ŴܱᘍۀՃ˟ሁƷᇌƪɥƛŴ࠼ࠊƱƷңᜭŴӋь˳ׇሁƷᄩ̬ŴעғٳƷ˳ׇሁƷ
ᡭ㡰
ऴإ৭੮ȷᡲዂȷᛦૢŴƷᄩ̬ƳƲ
╔ᡭᮇ
ŨƓƓǉƶᲬ᳸Ჭ࠰ࢸƷܱྵǛႸਦƢŵ
ŨᢃփƷኵጢƮƘǓᲢܱᘍۀՃ˟ƳƲᲣ
ᢸ䛔ᡭ䞉యไ Ũՠࡃ˟ƳƲλࡃᎍƕɶ࣎ƱƳƬƯɼ͵ƠƨǤșȳȈƕșǿȸ
Ũ؏עƷӲᆔ˳ׇƳƲƱƷᡲઃ
Ũᐯ˟ǍᅈңƳƲƱƷᡲઃ
ŨዒዓႎƴᛅƠӳƏئƮƘǓ
ᨭ⪅䞉㐃ᦠ ŨؕထǷȧȃȔȳǰǻȳǿȸŴဃңŴɶځƕɶ࣎ƴƳƬƯᛅƠӳƏ
ŨܖٻƳƲƷӋьȷңщ
ŨࣖੲׇȷૅੲᎍǛƭƘǔŴᙸƭƚǔ

Ჱ ƴƗǘƍϐဃᲢՠࡃᘑሁᲣ

䝔䞊䝬

ྲྀ⤌ྡ⛠


















䠘እ㒊䛛䜙䛾ฟᗑཧຍ䠚
䡚㔝⳯䚸ᒣ⳯䚸ᯝ≀䚸㨶䚸ᡭ
䛵䛟䜚⏘ရ䛺䛹䡚
䕿୰ᒣ㛫ᆅᇦ
䕿ᗈᓥᕷཬ䜃ᓥ䛧䜗㒊
䕿᪥ᮏᾏἢᓊᆅᇦ
  䈜ᇶ⏫䛾ၟᗑ䛜㈍䛩䜛
䛺䛹䛾ᕤኵ











୰Ṇ䛩䜛ሙྜ䜒䛒䜚䜎䛩䚹  

㞾䛺䛹䛾ኳೃ➼䛻䜘䜚䚸

  ྎ㢼䛾᥋㏆䜔䚸✚㞷䚸   

ᗈᓥᕷ䞉㛵ಀᅋయ
⏝ۑチྍ
ۑሗⓎಙ࡞ࡢᨭ
ᨭ⪅
䕿୰ᒣ㛫ᆅᇦ䛺䛹䛾ᅋయ➼䛾⤂

㐃ᦠ䞉ᨭ






ᐇ⾜ጤဨ䛺䛹䛻䜘䜛᥎㐍

యไ䛵䛟䜚
ۑၟᴗ⪅ࠊᆅᇦάືᅋయ࡞

ࡢཧຍ

ۑฟᗑ⪅ࡢ༠ຊ㸦ཧຍ㸧





࠙ᇶ⏫࡛ࡢᐇయไࡢ࣓࣮ࢪࠚ


䠘ᆅ༊ෆ䛛䜙䛾ฟᗑཧຍ䠚
䕿Ꮚ䛹䜒䛺䛹䛾ᆅᇦάື
ᅋయ
䕿ᖐᅜ⪅䛾䠄Ỉ㣯Ꮚ䛺䛹䠅
䕿䝣䝸䞊䝬䞊䜿䝑䝖


ࠕࡦࢁࡋࡲᮅᕷࠖ㛤ദሗ
䠍 㛤ദሙᡤ 
ᖹ㏻䜚༡ഃ⥳ᆅᖏ䠄୰༊ᐩኈぢ⏫䠅
䠎 㛤ദ᪥
ẖ㐌᪥᭙᪥ 䠔䠍䠑ศ䛛䜙䠍䠌㡭䜎䛷 䠄㛤ᗑ䛛䜙䠍㛫⛬ᗘ䛷䜚ษ䜜䜛ሙྜ䛜䛒䜚䜎䛩䠅
䠏 㛤ദෆᐜ
ᗈᓥᕷෆ䛾㎰ᯘ⁺ᴗ⪅䛜⏕⏘䛧䛯᪂㩭䛺㔝⳯䜔ᯝ≀䚸ⰼ䜔Ỉ⏘≀䛾䜋䛛䚸ₕ≀䚸㣰䛺䛹䛾ຍᕤရ➼
䜢㈍䛧䜎䛩䚹
  ㈍䛥䜜䜛ရ┠䛿Ꮨ⠇䛤䛸䛻ኚ䜟䜚䜎䛩䚹
䠐 䛚㢪䛔
㐲᪉䜘䜚䛚㉺䛧䛾᪉䛿䚸䛷䛝䜛䛰䛡බඹ㏻ᶵ㛵䜢䛤⏝䛟䛰䛥䛔䚹
䜂䜝䛧䜎ᮅᕷ䛾㥔㌴ሙ䛿䛒䜚䜎䛫䜣䚹㊰ୖ㥔㌴ཝ⚗䛷䛩䚹
䕔⮫ఇᕷ䠄䜂䜝䛧䜎ᮅᕷ⮬ື㡢ኌෆ䠖䠑䠌䠐䠉䠎䠎䠐䠓䚸ᅵ䞉᪥䞉⚃᪥䛾䜏䠅

ܭႎƳßࠊà
ƀؕထȐǶȸȫᲢȞȫǷǧᲣ
ƁƷ͵                           Ჯ ჺȷɶƴφ˳҄ǛႸਦƢɼƳӕኵƷϋܾ᳸ᲢɼƱƠƯᲣૼƨƳӕኵ᳸  ð ࣱ҄ሊ
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㸺ᇶ⏫࠾ࡅࡿ࣓࣮ࢪ㸼
ەᇶ⏫࠾ࡅࡿࢸ࣮࣐࡙ࡃࡾࡑࢀᇶ࡙࠸ࡓసရไస
    Ў
ەᇶ⏫ࢩࣙࢵࣆࣥࢢࢭࣥࢱ࣮ࡢ୰ኸᗈሙࠊࢫࢺ࣒ࣛࣛࣥᇛ㥐㏆ᇶ⏫ఫᏯᆅ
༊ࢆࡘ࡞ࡄ࣮ࣝࢺࡢタ⨨













ᇶ⏫䠯䠟䛾䝅䝱䝑䝍䞊䛾㛢䜎䛳䛯≧ἣ

ᇶ⏫䠯䠟䛾䛂䜋䛾䜌䛾ᩥᗜᇶ⏫䛃䛾䝅䝱䝑䝍䞊䛾䝕䝄䜲䞁

































ᖹ㏻ࡾ࡛ẖ㐌᪥᭙᪥㛤ദࠋᗈᓥᕷ
ෆࡢ㎰ᯘ⁺ᴗ⪅ࡀ⏕⏘ࡋࡓ᪂㩭࡞㔝⳯

ࡸỈ⏘≀ࡢࠊₕ≀ࠊ㣰࡞ࡢຍᕤရ

ࡶ㈍ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ







ࡢື⥺

ࢢࢭࣥࢱ࣮㹼┴❧య⫱㤋᪉㠃ࠖ


èžཎᑥƱ᭽щƋǔՠࡃᘑƮƘǓſưɟᢿბǛ౨᚛
ಮŷƳӋьƷǋƱƴŴഩƍƯಏƠƍࣱ̾ƋǔᡫǓǛƭƘǔƱƱǋƴŴؕထǷȧȃȔȳǰǻȳǿ
ȸƳƲƷ᭽щƮƘǓƱϋٳƔǒƷʴƷᛔݰǛǔŵ
ŨȇǶǤȳ҄ƠƨǵǤȳƷૢͳ 
ŨǷȣȃǿȸሁƷȇǶǤȳ҄ᲢዋᲣƳƲ
ŨࢤЦȷǪȖǸǧƳƲƷᚨፗ
ŨܭႎƳᑸᘐ˺ԼƷλǕஆƑȷޒᅆᲢǹȚȸǹƷᄩ̬Უ
ŨࠊᇌܖٻŴൔܖٻޛŴؕထ᭗ఄƳƲƱƷᡲઃ
ŨעΨƴƓƚǔ˳СƮƘǓŴܖٻሁǛԃǊƨᡲઃ˳СƮƘǓ
Ũ˖ဒŴᚘဒƷ˺
Ũ࠼ࠊƱƷңᜭȷᛦૢŴૅੲƷᄩ̬
Ũെ᨞ႎƳӕኵޒᲢμ˳ᚘဒƷǋƱƴȆȸȞǛᚨܭƠŴǇƣӧᏡƳᢿЎƔǒǹǿȸȈăഏǁ
ƷޒᲣ
ŨעΨƴƓƚǔ˳СᲢܱᘍۀՃ˟ƳƲᲣ
ŨܖٻሁƱƷᡲઃ˳СᲢܱᘍۀՃ˟ƳƲᲣ
Ũ࠼ࠊƱƷᡲઃŴңƷ˳С
ŨࠊᇌܖٻŴൔܖٻޛŴؕထ᭗ఄƳƲ
Ũ࠼ࠊ
Ũ࠼ࠊӏƼݣᝋƱƳǔࠊփࡃᑄМဇᎍƷӷॖŴૅੲ
ŨܖٻሁƷӋဒ
ŨӲᆔ˳ׇƷя
Ũ݃˄Ŵңឃ
ŨƦƷ˂Ტ࠼ࠊƕʙಅ҄ƠƨئӳƳƲᲣ
ŨؕထǷȧȃȔȳǰǻȳǿȸƷᡫែȷ࠼ئ
ŨؕထǷȧȃȔȳǰǻȳǿȸǁƷǢǯǻǹȫȸȈᲢԗᡀƷᢊែᲢഩᢊᲣǛԃǉᲣ
ŨؕထǷȧȃȔȳǰǻȳǿȸሁǁϋٳƔǒᚧǕǔʴƕفƑŴࣱ҄ƴƢǔŵ
ŨഩƍƯಏƠƍഩᘍᎍѣዴƕưƖŴ᭗ᱫᎍሁƷٳഩƖǍʩ්ƕفƑǔŵ
ŨעΨŴܖٻȷ᭗ሁܖఄሁƷᡲઃƕขǇǓŴǢȸȈȭȸȉˌٳƷӕኵƳƲǁƷႆޒƕࢳƞǕ
ǔŵؕထᄂᆮܴƷᚨፗǁƷ݃ɨǋࢳƞǕǔŵ
ŨעΨƷңщŴ˳СƮƘǓ
ŨܖٻሁƷӋဒ
Ũ࠼ࠊƷૅੲ
ŨؕထǷȧȃȔȳǰǻȳǿȸᲴǄƷǅƷؕထŴǄƷǅƷ૨ࡉȷؕထᲢǷȣȃǿȸƷȇǶǤȳᲣ
ŨᯓӕჄؾลࠊž൦ஙƠƛǔȭȸȉſăʙ̊ኰʼ

ᓥ᪂㥐㸦௬⛠㸧㹼ᇶ⏫ࢩࣙࢵࣆࣥ


ؕထỴὊἚἿὊἛẆỴὊἚỆợỦ᭽щỀẪụ

㸸㫽ྲྀ┴ቃ ᕷࠕỈᮌࡋࡆࡿ࣮ࣟࢻࠖ

ཧ⪃䠄➼䠅

ලయ䛾ㄢ㢟

ᮇᚅ䛩䜛ຠᯝ

ሙᡤ䚸 㐨ල䚸
タഛᶵჾ

㈨㔠

ᡭἲ䞉ᨭ⟇

ᨭ⪅䞉㐃ᦠ

ᢸ䛔ᡭ䞉యไ

ᡭ㡰
╔ᡭᮇ

ෆᐜ䠄ᴫせ䠅

┠ⓗ

ྲྀ⤌ྡ⛠

䝔䞊䝬

⥺ືڦ㸦࣮ࣝࢺ㸧ࡢ࣓࣮ࢪ㸸
ࠕⓑ




 

ኴ⏣ᕝ䜢䝔䞊䝬䛸䛧䛯ቨ⏬䠄᪂ᕫᩫᶫᶫ⬮䈈ᕷ❧Ꮫ༞ᴗ⏕䛾సရ䠅

ᇛୗ⏫䜢䝔䞊䝬䛸䛧䛯ቨ⏬䠄ᗈᓥᣊ⨨ᡤ䠅

ᇶ⏫䠯䠟ᮾഃ䛾ቨ㠃䚹୰ኸ㏆䛿ẁ≧ⰼቭ䠄ᮍά⏝䠅

                           Ჯ ჺȷɶƴφ˳҄ǛႸਦƢɼƳӕኵƷϋܾ᳸ᲢɼƱƠƯᲣૼƨƳӕኵ᳸  ð ࣱ҄ሊ

Ჱ ƴƗǘƍϐဃᲢՠࡃᘑሁᲣ
Ტ
žᲯ עׇσဇᆰ᧓Ʒϐዻȷဇſ
žᲰ ؏עเƷϐႆᙸƱဇŴ᭽щƮƘǓſƴǋ᧙̞Უ

ؕထǢȸȈȭȸȉŴǢȸȈƴǑǔ᭽щƮƘǓ
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-



ཧ⪃䠄➼䠅

ලయ䛾ㄢ㢟

ᮇᚅ䛩䜛ຠᯝ

ഛᶵჾ

ሙᡤ䚸㐨ල䚸タ

㈨㔠

ᡭἲ䞉ᨭ⟇

ᨭ⪅䞉㐃ᦠ

ᢸ䛔ᡭ䞉యไ

╔ᡭᮇ

ᡭ㡰

ෆᐜ䠄ᴫせ䠅

┠ⓗ

ྲྀ⤌ྡ⛠

䝔䞊䝬




ŨӲՠࡃᘑᲢ˟ᲣƕǇƱǇƬƨ࢟ƴᲢࣄᲣă࠰ƴૠׅƷ˟ӳǛᘍƏ
ŨעɦᬟئӏƼؕထǷȧȃȔȳǰǻȳǿȸሁƷμ˳ǇƨƸɟܭƷғ؏ƴƓƚǔਦܭሥྸᎍСࡇƷ
ݰλƳƲŴൟ᧓щǛӕǓλǕƨᢃփሥྸ˳СƷ౨᚛
Ũ࠼ࠊᲢऴإ੩̓ŴՠಅਰᐻᲣ
Ũעғ˰ൟưᧉݦႎƳჷᜤƷƋǔʴ
ŨٳᢿƷܼᧉݦሁ
ŨՠࡃᘑሁưƷኵጢƷࢍ҄ƱȪȸȀȸƷᄩ̬
ŨᛅƠӳƍƷೞ˟Ʒᄩ̬ȷਘΪ
ŨӲᆔૅੲሊƷऴإ৭੮Ʊဇ
ŨܼᧉݦǍ࠼ࠊƷૅੲƷᄩ̬
Ũ࠼ࠊՠࡃᘑਰᐻʙಅᙀяƷဇ  ŨǛᚨፗƠƷૅੲᲢᙀяᲣǛဇ
Ũ࠼ࠊƷૅੲᲢσဇᆰ᧓ȷᚨͳƷϐૢͳƷ౨᚛Უ
Ũൟ᧓щᲢᲣƷဇ
ŨؕထǷȧȃȔȳǰǻȳǿȸǍӲՠࡃ˟ሁᲢʙѦƷᄩ̬Უ
ŨႉૼᬜƱჄᇌ˳ᏋሁǛԧƷ᠆ዴǛဃƔƠƯƭƳƙᲢഩᘍᎍѣዴƷನሰŴǷȧȃȔȳǰǻȳ
ǿȸሁǋኵǈᡂǉᲣ
ŨᆰƖࡃᑄƕถݲƠŴʴᡫǓƕفƑŴኺփƷӼɥƴƭƳƕǔƜƱƕࢳƞǕǔŵ
Ũעғ˰ൟሁƷЈ˟ƍǍʩ්ƷئƱƠƯƷࢫлǋفƠŴ᭗ᱫᎍƷࡽƖƜǋǓǛݲƳƘƢǔƜƱƴǋ
݃ɨƢǔŵ
ŨλࡃؕแƷᙸႺƠ
ŨࡃᑄƱʼᜱ᧙̞ƷᚨƱƷᛦૢ
Ũՠࡃ˟ᡲӳƷࣄ
ŨǻǭȥȪȆǣȷܤμƷᄩ̬
Ũࣱ҄ƴƢǔࡃᑄƷλࡃŴƦƷࢸƷኺփᲢࡃǛƚǔŴǷȣȃǿȸᡫǓƴƠƳƍᲣ
ŨƷᄩ̬
Ũ್߷ՠࡃᘑ
Ũࠊ܇ɶ࣎ࠊᘑăʙ̊ኰʼ  Ũ᭗ჷࠊžƻǖǊࠊئſăʙ̊ኰʼ
ŨᰦδࠊžƔƝƬǇ ƾǔƞƱދӨ᳸ǘƬƥƐƏǇƔǋǜࠊئ᳸ăʙ̊ኰʼ
èƔƝƬǇᲷᰦδ

ŨՠࡃᘑሁưƷኵጢƷࢍ҄Ŵ࠼ࠊƱƷңᜭŴᛅƠӳƍƱ૾ᤆൿܭŴφ˳ႎƳᚘဒƮƘǓƳƲ
ŨჺƴƓƍƯბƠŴɟᢿܱྵǛႸਦƢŵჺɶƴƓƍƯŴെ᨞ႎƴφ˳҄ŵ

èžᬟئƷϐૢͳƱஊјဇſ
Ŵ
žឪಅǍȁȣȬȳǸǷȧȃȗሁƷЈࡃƷૅੲſ
Ŵ
žኵጢႎᢃփƴǑǔ
᭽щƋǔࡃᑄƮƘǓſ
Ŵ
žႉૼᬜᲢʖܭᲣ᳸ؕထǷȧȃȔȳǰǻȳǿȸሁ᳸Ⴤᇌ˳Ꮛȷྶئ
ួ૾ע᩿ǛƭƳƙѣዴƮƘǓſ
Ŵ
žؕထǢȸȈȭȸȉŴǢȸȈƴǑǔ᭽щƮƘǓſ
Ŵ
žܤμȷǻǭȥȪ
ȆǣƷ˳СƮƘǓſǛԃǊƯ౨᚛
˰ൟȋȸǺǍՠಅؾƷ҄٭ŴႉૼᬜƷૢͳᲢʖܭᲣƳƲǛᎋॾƢǔƱƱǋƴŴࠊփࡃᑄМဇᎍ
Ʊ࠼ࠊƕᡲઃƠŴٳᢿƷܼᧉݦሁƷૅੲǋࢽƳƕǒŴཎᑥƱ᭽щƋǔؕထǷȧȃȔȳǰǻȳǿȸ
ǍӲՠࡃ˟ሁƱƢǔŵ
ŨɟܭƷǹȚȸǹưǨǹȋȃǯŴٶಮƳ૨҄ȷᨥᑥᝅƔƳࡃǛƭƘǔŵ
ŨƓڤǈႎཎᑥƮƘǓ
ŨؕထᲽǛǘƔǓǍƢƘᲢƔǕƨǤȡȸǸᲣ  ŨǘƔǓǍƢƍకϋெƷᚨፗ
ŨȐǹᡫǓͨƷǷȸǹȫȸ҄  ŨǢȸȈȭȸȉƮƘǓǍǢȸȈƴǑǔ᭽щƮƘǓ
ŨᆰƖࡃᑄƷᛦૢ  ŨǢȳǱȸȈᛦ௹Ʒܱ  Ũܖٻȷؕထ᭗ఄƱƷᡲઃ
Ũՠࡃ˟ƷॖӼǛӒପƠƨЈࡃ  ŨλࡃؕแƷᙸႺƠᲢዼԧᲣ
ŨȁȣȬȳǸǷȧȃȗƷૅੲ  ŨኒƷࡃɼᲢ᭗ᱫ҄ᲣƕǍǔൢǛЈƢپ
ŨࡽឭᝲဇƷਃᲢяᲣ ŨʙƕٻʙᲢኒƷΪܱᲣ
ŨႉૼᬜǛဃƔƠƨӕኵᲢʴǛࡽƖᡂǉپŴ᭽щƮƘǓᲣ
ŨኵጢႎƳᢃփᲢσӷኺփŴਦܭሥྸᎍСࡇƷݰλƳƲᲣ Ũ Ʒᚨፗ
ŨעɦᬟئƷϐૢͳƱᢃփሥྸ˳СƷϐನሰᲢൟ᧓щƷݰλƳƲᲣ

ཎᑥể᭽щẝỦՠࡃᘑỀẪụ

୰ኸࡢᗈሙ

≉Ⰽ㨩ຊࡢ࠶ࡿၟᗑ⾤࡙

㥔㌴ሙࡢබ㛤࣭㐠Ⴀ

 ࡃࡾࡢ᥎㐍



ኤ᪉ࡣࠊ㧗ᰯ⏕ࡶࡸࡗ࡚ࡃࡿ

ᆅୗ㥔㌴ሙ

ᇶ⏫䝅䝵䝑䝢䞁䜾䝉䞁䝍䞊➼

㸺Ẹ㛫άຊࢆྲྀࡾධࢀࡓ㐠Ⴀ⟶⌮యไࡢ࣓࣮ࢪ㸼

ᒇྎᮧṇ㠃࣭す㒓㛛ࠋධཱྀ㸦㛛㸧ࡣ」ᩘᡤ࠶ࡾ

୍యⓗ࡞㐠Ⴀ⟶⌮
㸦ᣦᐃ⟶⌮⪅ไᗘ㸧

࢝ࢶ࢜ࡢࡓࡓࡁࡢᑓ㛛ᗑ

 ۑᖹᡂ  ᖺ㸲᭶࣮࢜ࣉࣥ  ۑᕞ᪂ᖿ⥺ࡢ㛤㏻ࢆዎᶵࡋࡓ㛤タ࡛ࠊ㮵ඣᓥ୰ኸ㥐㏆᥋


㸸ࡈࡗࡲ ࡩࡿࡉᒇྎᮧ㹼ࢃࡗࡐ࠻࠺ࡲࡶࢇᕷሙ㹼




















 ۑᅵబ⸬ᐙ⪁ࡢᒇᩜࡢ㊧ᆅ㸦㏻⛠ࠕࡦࢁࡵᒇᩜࠖ
㸧ࢆά⏝ࠋۑ㸯㝵ࡀᗑ⯒ࠊ㸰࣭㸱㝵ࡀ㥔㌴ሙ
 ۑᗑ⯒ࡣ࿘ᅖࡢᗑࡽᩱ⌮ࢆ㢗ࡳࠊෆഃࡢࢸ࣮ࣈࣝ࡞࡛㣧㣗ࡍࡿࢫࢱࣝࠋ࠸ࢃࡺࡿࣇ࣮ࢻࢥ࣮ࢺᙧᘧࡢᒇྎᮧЍᅵబ
ࡢ㣗ᮦࠊᩱ⌮ࡀࢃ࠼ࠊேẼࡢほගࢫ࣏ࢵࢺ


㸸㧗▱ᕷࠕࡦࢁࡵᕷሙࠖ

















 

 ۑ㐨ᖜ㸱㹫⛬ᗘࡢᑠ㊰ࢆࠕ㐨ලࠖࡢᑓ㛛ᗑ࡛ᵓᡂ


㸸㜰ᕷࠕ㐨ලᒇᑠ㊰ࠖ

                                     Ჯ ჺȷɶƴφ˳҄ǛႸਦƢɼƳӕኵƷϋܾ᳸ᲢɼƱƠƯᲣૼƨƳӕኵ᳸  ð ࣱ҄ሊ

Ჱ ƴƗǘƍϐဃᲢՠࡃᘑሁᲣ

ཎᑥƱ᭽щƋǔՠࡃᘑƮƘǓ
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ŨኵጢƮƘǓᲢ˳Сࢍ҄Უ
ŨᲫ᳸Წ࠰ưૼƨƳဃǵȸȓǹƷȜȩȳȆǣǢǛڼƠŴƦƷࢸΪܱȷࢍ҄Ƣǔŵ

èžٳʴȷ࠙ᎍƷǵȝȸȈȷʩ්ƷˁኵǈƮƘǓſǛԃǉ
ؕထ˰ൟƷჷᜤǍ২ᘐȷ২ᏡŴؕထƷǇƪƮƘǓǁƷ࣎ǛٻЏƴƠŴဃƔƢƜƱǛؕஜƴŴ
עғϋٳƷʴŷǍ˳ׇሁƷңщǛࢽƳƕǒŴʴƷႆȷ৭੮ǛᘍƏƱƱǋƴŴǇƪƮƘǓ
ሁƴ᧙ǘǔʴƷᏋƴӕǓኵǈŴٶಮƳʴƷဇƱȜȩȳȆǣǢ˳СƷನሰǛǔŵ
ŨჷᜤǍ২ᘐȷ২ᏡǛਤƭʴŴࢫƴᇌƪƨƍƱ࣬ƬƯƍǔʴƷႇȷဇ
ŨɶᛖᲢᡫᚪᲣƷưƖǔʴƷႇȷဇ
ŨဃǵȸȓǹᲴǳȟȥȋȆǣȓǸȍǹŴஊ૰ȜȩȳȆǣǢᲢ؏עᡫᝣƳƲǋ౨᚛Უ
ȷᩓൢȷᚨͳ᧙̞Ʒ̲ྸŴӕ˄
ȷᡫᚪ
ȷᝰƍཋૅੲ

ʴဇὉᏋểἮἻὅἘỵỴ˳Сỉನሰ

ŨѣਗໜƷᄩ̬ᲢᆰƖࡃᑄƷဇƳƲᲣ













ŨעғϋƴƓƍƯٶಮƳЎȷೞᏡǛਤƭȜȩȳȆǣǢƕኵጢ҄ƞǕŴǒƠƷ࣎ܤǍМ̝
ᮇᚅ䛩䜛ຠᯝ ࣱƳƲƕ᭗Ǉǔŵ
ŨȜȩȳȆǣǢƱƠƯעғ˰ൟƕӋьƢǔƜƱƴǑǓŴဃƖƕƍǍʩ්ȷᡲઃƕ᭗Ǉǔŵ
ŨʴƮƘǓŴ˳СƮƘǓăƜǕƕưƖǕƹؕထƕѣƘ
ලయ䛾ㄢ㢟
ŨਗໜƱƳǔئƷᄩ̬Ʊᢃփ
ŨǄƷǅƷؕထƷѣ
ཧ⪃䠄➼䠅 ŨᅕৎࠊᲴࠊփ˰ܡƴƓƚǔ᭗ᱫᎍᙸܣǓȷǳȟȥȋȆǣૅੲ
Ũ࠼ࠊǇƪƮƘǓࠊൟʩ්ȗȩǶžǇƪƮƘǓȜȩȳȆǣǢʴȐȳǯſăʙ̊ኰʼ






タഛᶵჾ

ሙᡤ䚸 㐨ල䚸

㎸᭩ࠖࢆᥦฟࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋࣇࢡࢫ࡛ࡶ  ࡛







㈝࡞ࡢᐇ㈝ࢆࡈ㈇ᢸ࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠋ

ㅰ♩㔠ࡣせࡾࡲࡏࢇࡀࠊ㏻㈝ࠊ㈨ᩱ௦ࠊᮦᩱ

ࡏࢆࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠋ

ࢀࢀࡤ౫㢗ඛ㐃⤡ඛࢆ㏻▱ࡋࠊ᪉࡛ᡴࡕྜࢃ

㐃⤡ࢆࡋ࡚ࠊࡈ㒔ྜࢆఛ࠸ࡲࡍࠋࡈゎࡀᚓࡽ

㸰 ౫㢗ࡀ࠶ࡗࡓࡁࡣࠊࣉࣛࢨࡽࡲࡎⓏ㘓⪅

ࡍࠋ



ͤࡲࡎࡣࠊ࡛ࡁࡿࡇࢁࡽࢫࢱ࣮ࢺ

ᗣ࣭ࣞࢡ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥࠊ㣗ࠊ⎔ቃ㸦┬࢚ࢿࣝࢠ࣮ࠊࢦ࣑ฎ⌮ࠊࣜࢧࢡࣝ㸧
ࠊ㊃࣭ᕤⱁ࡞

ᘓ⠏࣭㟁Ẽ࣭Ỉ㐨࡞ᘓタ⣔ᢏ⾡࣭ᢏ⬟ࠊᏛ⩦࣭Ꮚ⫱࡚ࠊ㏻ヂ࣭እᅜㄒࠊࣃࢯࢥ࣭ࣥࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࠊ

ۑᬽࡽࡋ㛵ࢃࡿศ㔝ࢆ୰ᚰᵓᡂ㸦㐩ேເ㞟ЍⓏ㘓㸧


ࡣ⏝㈝ۑᐇ㈝㸩࣡ࣥࢥࣥ࡞

ۑேᮦ㸦㐩ே㸧Ⓩ㘓࡞ࠊ
ࠕࡲࡕ࡙ࡃࡾ࣎ࣛࣥࢸேᮦࣂࣥࢡࠖࢆཧ⪃⤌ࡳ࡙ࡃࡾ


ۑົᒁ㸦㐃⤡ඛ㸧ࡢ☜ಖ

⌮ۑᛕ㸸ᇶ⏫ࡢேᮦࢆ⏕ࡋࠊᇶ⏫ࡢᏳ࣭Ᏻᚰࢆ☜ಖࡋࠊᇶ⏫ࡢඖẼఫࡳࡼࡉࢆ㧗ࡵࡿ


ࢣ࣮ࢫ㸰㸸ᇶ⏫∧ேᮦࣂࣥࢡࠕᇶ⏫࠾ຓࡅ⤎ࣂࣥࢡࠖ
㸦௬⛠㸧࡙ࡃࡾࡢ࣓࣮ࢪ


ࢣ࣮ࢫ㸯㸸
ࠕࡲࡕ࡙ࡃࡾ࣎ࣛࣥࢸேᮦࣂࣥࢡࠖⓏ㘓ࡋࡼ࠺ࠊά⏝ࡋࡼ࠺



ࢆࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠋ



ࢀࡤ౫㢗ඛ㐃⤡ඛࢆ㏻▱ࡋࠊ᪉࡛ᡴࡕྜࢃࡏ

㐃⤡ࢆࡋ࡚ࠊࡈ㒔ྜࢆఛ࠸ࡲࡍࠋࡈゎࡀᚓࡽࢀ



㸰 ౫㢗ࡀ࠶ࡗࡓࡁࡣࠊࣉࣛࢨࡽࡲࡎⓏ㘓⪅

ᕷᕷẸάືಖ㝤ࠖࡀ㐺⏝࡞ࡾࡲࡍࠋ


Ⓩ㘓ࡉࢀࡓ᪉ࡘ࠸࡚ࡣࠊάື㝿ࡋ࡚ࠕᗈᓥ



᭱ึࡢ㐃⤡ㄪᩚࡣࣉࣛࢨࡀ⾜࠸ࡲࡍࠋ

ఫᡤࠊ㟁ヰ␒ྕ㸦ࣇࢡࢫ␒ྕࡶ㸧࡞ࡣ㠀බ㛤ࠋ



ࡸࡦࢁࡋࡲሗ ࢿࢵࢺ࡛බ㛤ࡋࡲࡍࠋࡓࡔࡋࠊ

Ⓩ㘓ࡉࢀࡓෆᐜࡣࠊேᮦࣂࣥࢡⓏ㘓ෆᐜࣜࢫࢺ

࠸ேࡀぢࡘࡗࡓࡽࠊᅋయࡸࢢ࣮ࣝࣉ࡛ࠕ⤂⏦

ᐜࣜࢫࢺࡸሗ ࢿࢵࢺࡢ୰ࡽ⤂ࡋ࡚ࡋ

㹐ࡋࡲࡋࡻ࠺ࠋ

ࡈ⮬㌟ࡢ㐩ேࡪࡾࢆ࡛ࡁࡿࡔࡅศࡾࡸࡍࡃ㹎


ᢋʴửኰʼẲềờỤạỆỊ
㸯 ࡲࡎ㟁ヰ࡛┦ㄯࡋࡲࡋࡻ࠺ࠋேᮦࣂࣥࢡⓏ㘓ෆ

ᢋʴểẲềႇẴỦỆỊ



ฟ㸸ᗈᓥᕷࡲࡕ࡙ࡃࡾᕷẸὶࣉࣛࢨ㹆㹎ࡼࡾ

㸯 ࠕⓏ㘓⏦㎸᭩ࠖࢆࣉࣛࢨᥦฟࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ













㸸ࡲࡕ࡙ࡃࡾ࣎ࣛࣥࢸேᮦࣂࣥࢡ㸦ᗈᓥᕷࡲࡕ࡙ࡃࡾᕷẸὶࣉࣛࢨ㸧



                               Ჯ ჺȷɶƴφ˳҄ǛႸਦƢɼƳӕኵƷϋܾ᳸ᲢɼƱƠƯᲣૼƨƳӕኵ᳸  ð ࣱ҄ሊ

Ũᅈ˟ᅦᅍңᜭ˟Ǜɶ࣎ƱƠƨȜȩȳȆǣǢኵጢƷࢍ҄
ŨӕኵƷॖ፯ȷȡȪȃȈǛૢྸƠŴˡƑŴȜȩȳȆǣǢƱƠƯƷӋьǛ̟ᡶ
ŨᎰʴŴ২ᘐȷ২ᏡŴཎ২Ʒဇ
ᢸ䛔ᡭ䞉యไ
ŨȪȸȀȸǛƢŴᏋƯǔ
ŨǰȫȸȗƮƘǓ
ŨעғƷȜȩȳȆǣǢǰȫȸȗƱƷᡲઃȷɟ˳҄
Ũ࠼ࠊᅈ˟ᅦᅍңᜭ˟ȜȩȳȆǣǢऴإǻȳǿȸƱƷᡲઃ
ᨭ⪅䞉㐃ᦠ
Ũܖᜤኺ᬴ᎍሁƷૅੲ
Ũᅈ˟ᅦᅍңᜭ˟Ǜɶ࣎ƱƠƨ˳СƮƘǓ
ᡭἲ䞉ᨭ⟇
Ũ࠼ࠊƷૅੲ
㈨㔠
Ũя˳ׇƷƷဇƳƲ

ᡭ㡰
╔ᡭᮇ

ෆᐜ䠄ᴫせ䠅

┠ⓗ

ྲྀ⤌ྡ⛠

䝔䞊䝬

Ჲ ʴȷኵጢƮƘǓ

ʴဇȷᏋƱȜȩȳȆǣǢ˳СƷನሰ
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ྲྀ⤌ྡ⛠



-












ŨܖٻሁƱעΨƷʩ්ŴܖဃሁƱעғ˰ൟȷ܇ƲǋƨƪƷʩ්
ŨؕထᄂᆮƷਖ਼ᡶ
ᮇᚅ䛩 䜛ຠ
ŨؕထᄂᆮƷௐƷဇŴǇƪƮƘǓưƷφ˳҄
ᯝ
ŨؕထƷऴإႆ̮Ŵ᧙࣎ȷදႸ
ŨƴƗǘƍƮƘǓǁƷ݃ɨ
ලయ䛾 ㄢ ŨܖٻሁƷ˳СƮƘǓ
㢟
ŨئƷᄩ̬
ཧ ⪃ 䠄   ŨӸӞܖٻދʚɠႸǇƪƷ˟ȷǵȆȩǤȈᄂᆮܴăʙ̊ኰʼ
➼䠅
ŨޛӝܖٻǵȆȩǤȈᄂᆮܴᲢǇƪƳƔᄂᆮܴᲣ

ሙᡤ䚸㐨ල䚸
ŨᆰƖࡃᑄƳƲ
タഛᶵჾ

ܖٻሁƴǑǔٶಮƳᚇໜƔǒǋؕထᄂᆮǛŴ؏עƱƷƭƳƕǓƱʩ්ŴྵئᙻƷɶưᡶǊǔƱƱ
┠ⓗ
ǋƴŴᄂᆮƷௐƳƲƷऴإ੩̓Ʊႆ̮ŴǇƪƮƘǓưƷφ˳҄ǛǔƜƱƕŴؕထ˰עܡғƷ
ࣱ҄ƴǋƢǔŵ
ŨᙐૠƷܖٻሁƷᡲઃᲴᣃࠊŴሰȷᅦᅍȷʼᜱŴ܇ᏋƯŴီ૨҄ʩ්ȷႻʝྸᚐƳƲ
ŨܖٻሁƱ؏עƷʩ්  
ŨؕထᄂᆮᲢᣃࠊȷሰŴഭӪŴဃ૨҄Ŵီ૨҄ʩ්Ŵ᭗ᱫᅈ˟äᲣƱऴإ੩̓Ʒਗໜ
ăᄂᆮௐƷဇȷܱោ
ෆᐜ䠄ᴫせ䠅 ŨᆰƖࡃᑄƷဇᲴᄂᆮȷܖ፼ȷ˺ಅŴǮȣȩȪȸȷޒᅆŴʩ්ȷǵȭȳŴӓኛƳƲƷǹȚȸǹӏƼᚨ
ͳȷͳԼ
ŨሰǍᣃࠊᚘဒƷഭӪᲢਖ਼ᆆᲣƱྵנǛᙸǔƜƱƷưƖǔဒȷପŴƮƘǓᲢޒᅆᲣ
ŨƦƷ˂ƷЎǛԃǊƨȑȍȫǍπ૰ƮƘǓ
ŨᙸܖᎍƷӖƚλǕ
ŨܖٻሁƷؕထưƷǵȆȩǤȈᄂᆮܴᚨፗƷ౨᚛
Ũ࠼ࠊƱƷңᜭȷᛦૢ
ŨᙐૠƷܖٻሁƷئӳƸŴܖٻሁƷңᜭȷᡲઃ
ᡭ㡰
╔ᡭᮇ
Ũ࠼ࠊƱƷңᜭƴǑǔئƷᄩ̬ᲢҾЩŴΝɨᲣ
ŨئƷૢͳᲢᙀ̲ŴͳԼᚨፗƳƲᲣ
ŨؕထᄂᆮܴưƷѣȷᄂᆮ
ᢸ䛔ᡭ䞉యไ Ũ᧙̞ƢǔܖٻሁƷᡲઃŴ˳С
Ũ࠼ࠊ
ᨭ⪅䞉㐃ᦠ
ŨעΨƷӲᆔ˳ׇŴ˰ൟ
ŨܖٻƱ࠼ࠊŴעΨƕᡲઃƠƨʙಅޒ
ᡭἲ䞉ᨭ⟇
ŨܖٻሁƷʙಅ
㈨㔠
ŨܖٻƷʖምŴᄂᆮяƳƲ

Ჲ ʴȷኵጢƮƘǓ
Ტ
žᲮ ٶಮƳ૨҄ƕʩ්ưƖǔǇƪƮƘǓſƴǋ᧙̞Უ 






























ࡲࡕ࡙ࡃࡾ㐃⤡༠㆟࠾࠸࡚᥇ᢥࡉࢀࡲࡋࡓࠋ

௨ୖࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡢᡂᯝࡣࠊ
ࠕࡇࢀࡽࡢ㘊┠㛗⪅⏫ࡲࡕ࡙ࡃࡾᵓ㸦   㸧
ࠖࡋ࡚ࡾࡲࡵࡽࢀࠊ㘊┠

ࢹࢨࣥࢆᐇ㝿᳨ウࡋࡲࡋࡓࠋ

⾤㊰ࡢィ⏬࣭ࢹࢨࣥࠊ ᘓ࡚᭰࠼࣭㛤Ⓨ௳ࡢಶูᑐᛂ࠸࠺㸲ࡘࡢලయⓗ࡞ㄢ㢟ᑐࡍࡿᘓ⠏࣭㒔ᕷ✵㛫ࡢィ⏬࣭

ከୡ௦ᒃఫᶵ⬟ࡢᑟධྥࡅࡓ  ⾤༊యࡢᐜ✚⋡ㄪᩚࠊ ⾤༊ෆ㒔ᕷᇶ┙㸦ᡤ࣭㊰ᆅ㸧ࡢィ⏬࣭ࢹࢨࣥࠊ 

ࢸࡢ⏕ྥࡅࡓᘓ⠏࣭㒔ᕷ✵㛫ࡢィ⏬࣭ࢹࢨࣥᡭἲ㸸ྡྂᒇᕷ୰༊㘊┠ࡢࢣ࣮ࢫ࣭ࢫࢱࢹࢆ㏻ࡌ࡚ࠖ
㸧ࢆ㡬ࡁࠊ

 ᖺᗘ㹼  ᖺᗘࡣࠊ㈈ᅋἲே᪫◪Ꮚ㈈ᅋࡢ◊✲ຓᡂ㸦➨㸱ศ㔝㸦ᘓ⠏࣭㒔ᕷᕤᏛ㸧
࣭◊✲ዡບࠕ㒔ᕷࣥࢼ࣮ࢩ

ᣢ⥆⏕㈉⊩ࡍࡿᘓ⠏࣭㒔ᕷタィάືࢆ⾜࠺ࡶࡢ࡛ࡋࡓࠋ

ྂᒇᕷ୰༊㘊   㛗⪅⏫ࢅࡧࡍࣅࣝ  ࣭ 㝵㸧ࢧࢸࣛࢺ◊✲ᐊࢆタ⨨ࡋࠊࡑࡇࢆάືᣐⅬࡋ࡚ࠊ㘊┠ࡢ

ἲேࡲࡕࡢ⦕ഃ⫱ࡃࡳ㝲ࠊឡ▱⏘ᴗᏛᘏ⸨Ᏻᘯ◊✲ᐊࡢ༠ാ࡛ࠊྡྂᒇᕷ୰༊ࡢࠕ㘊┠ࡲࡕࡢᡤࠖ
㸦ឡ▱┴ྡ

ࠕ㘊┠ࡲࡕࡢᡤࠖ࠾ࡅࡿᘓ⠏࣭㒔ᕷタィάືྲྀࡾ⤌ࡳࡲࡋࡓࠋࡇࢀࡣࠊ㘊┠ࡲࡕ࡙ࡃࡾ㐃⤡༠㆟ࠊ

 ᖺᗘ㹼  ᖺᗘࠊྡྂᒇᏛ࣭㒔ᕷィ⏬㸦ᮧᒣ㢧ே㸧◊✲ᐊࡣࠊ㒔ᕷ⎔ቃᏛᆅᇦ㈉⊩ᐇ⩦㸦Ꮫ㝔ᤵᴗ㸧ࡋ࡚ࠊ

ฟ㸸㘊┠ࡲࡕࡢᡤ࣭ࢧࢸࣛࢺ◊✲ᐊ㹆㹎ࡼࡾ

㘊┠ࡲࡕࡢᡤ࣭ࢧࢸࣛࢺ◊✲ᐊ

ͤᏛ㝔⎔ቃᏛ◊✲⛉㒔ᕷ⎔ቃᏛᆅᇦ㈉⊩ᐇ⩦

Ჯ ჺȷɶƴφ˳҄ǛႸਦƢɼƳӕኵƷϋܾ᳸ᲢɼƱƠƯᲣૼƨƳӕኵ᳸  ð ࣱ҄ሊ


㸸ྡྂᒇᏛ㘊┠ࡲࡕࡢᡤ࣭ࢧࢸࣛࢺ◊✲ᐊ

                               

䝔䞊䝬
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Ḷ
ؕထࣖੲׇỀẪụ

Ẕעғٳỉૅੲᎍẕ
Ꮫࠊᑓ㛛ᐙࠊ࣎ࣛࣥࢸ࡞

࠼ࠊ
࠼ࠊᏋۀՃ˟























Ẕᘍẕ

עΨẆᘍẆעғٳỉૅੲᎍỉᡲઃῒң

ŨʴƮƘǓŴʴƷ৭੮ȷဇ
Ũ؏עƷѣƷਖ਼ᡶᲢૅੲŴǵȝȸȈᲣ
ŨऴإƷ੩̓ȷႆ̮ᲢᲣ
Ŵσஊ҄
Ũ࠼ࠊǍӲᆔ˳ׇሁƱƷᡲዂȷᛦૢ





 ṳṳܱᘍۀՃ˟ẆἩἿἊỹἁἚἓὊἲሁ

ኵጢỀẪụ





ȷՠࡃᘑሁƷࠊփࡃ

ᑄМဇᎍ

ȷૅੲᎍȷңщᎍ 

ƳƲ
























˳



ՠࡃᘑࣱ҄౨᚛ᢿ˟


Ḷ



䠘タ⨨䛧䛯⤌⧊䛜ᜏᖖⓗ䞉ᣢ⥆ⓗ䛻⾜䛖䛣䛸䠚





ලయ䛻ྥ䛡䛯
ṺṺܱᘍۀՃ˟ẆἩἿἊỹἁἚἓὊἲሁ
㸦ᚲせ䛻ᛂ䛨䛶❧䛱ୖ䛢㸧






Ũᡲዂȷᛦૢ  
Ũࣱ҄ሁƷңᜭ 
Ũφ˳҄Ʒ૾ᤆൿ ܭƳƲ

ؕထ˰עܡғμ˳Ểỉਖ਼ᡶኵጢ

ẔעΨẕ























ȷעғ˰ൟ
ȷૅੲᎍȷңщᎍ 
ƳƲ




˳
ῧ´Ὶῳࣱ҄౨᚛ᢿ˟
Ḷ
ኵጢỀẪụ






















  








ࣱ҄ሊǛᡶǊǔƨǊƴƸŴעΨᲢעғ˰ൟŴ؏עѣ˳ׇሁᲣƴƓƍƯਖ਼ᡶ˳СǛನሰӏƼΪܱȷ
ࢍ҄ƢǔƱƱǋƴŴעΨŴᘍŴעғٳƷૅੲᎍᲢܖٻŴܼᧉݦŴȜȩȳȆǣǢƳƲᲣƕᡲઃȷңƢ
ǔƜƱǛؕஜƱƢǔŵ

Ძ ਖ਼ᡶ˳С











ñ ਖ਼ᡶ૾ሊ                      



ᾋ̾ẉỉӕኵỆấẟềܱᘍۀՃ˟ሁửᚨፗᾍ

è    ࠰ࡇˌᨀŴɥᚡƷӕኵǛਖ਼ᡶƠƯƍƘƨǊŴעΨƴƓƍƯ
 ᐯɼႎƳܱᘍۀՃ˟ሁǛᚨፗƢǔŵ

Ū࣏ᙲƳȷȢȎǛᄩ̬Ƣǔ

Ū᧙̞Ƣǔऴإȷ২ᘐƳƲǛӕǓλǕǔ

ŪƦƷ˂ŴᚐൿƠƳƚǕƹƳǒƳƍᛢ᫆ȷȏȸȉȫǛૢྸƠŴӕǓኵǉ

ŪңщȷૅੲƷǛ࠼ƛǔ

ŪӋьƷǛ࠼ƛǔᲢਃƍǛفǍƢᲣ

ŪעΨƷྸᚐƱңщǛࢽǔŵ᧙̞ᎍሁƱᛦૢƢǔ

Ūφ˳҄ƴӼƚƨᚘဒᲢ˖ဒᲣǍǛ౨᚛Ƣǔ

Ūɶ࣎ႎƳਃƍǛᄩ̬ƢǔăᛅƠӳƍƷئǛᄩ̬Ƣǔ

䠖ᒇୖᗞᅬ䛾䠄୍ⓗ䠅㛤ᨺ䞉ά⏝
  ⰼ䛔䛳䜁䛔䛾ᇶ⏫䛵䛟䜚
  ᆅᇦ䛾䝬䝑䝥䛵䛟䜚  䛺䛹
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Ũ ʴǍǋƷȷئŴऴإŴƳƲƴ᧙ƢǔૅੲСࡇƳƲƷऴإǛ৭੮ƢǔƱƱǋƴŴ࣏ᙲƴࣖơ
ƯŴƦƷဇƕӧᏡƱƳǔǑƏƴӕǓኵǉŵ






































Ƃ࠼ࠊƱƠƯƃ









ࠋƢǔƜƱŴӝǳȟưƷऴإƷ࠼ƕǓǛǔƜƱŴȞǹǳȟƷဇŴțȸȠȚȸǸưƷऴ
إƷӖႆ̮ƳƲƕƋǓŴɟഩɟഩŴφ˳҄ƴӼƚƯӕǓኵǉŵ











Ũ עғ˰ൟǍ᧙̞˳ׇሁƱƷᡲઃǛǔƱƱǋƴŴࣱ҄ƴӼƚƨӕኵƷૅੲƴѐǊǔŵ 
Ũ עғ˰ൟȷ؏עѣ˳ׇሁƱƷңƷӕኵሁƷφ˳҄ƴѐǊǔŵ


Į ˰ൟȷ؏עƱƷᡲઃƱࣱ҄ૅੲ


Ũ ؏עϐဃᚘဒƷᛐܭƷஊƴƔƔǘǒƣŴ᧙̞ƢǔᢿፙƷᡲઃƷǋƱƴŴȑȃǱȸǸȷȗȩȳƷᙻໜǛਤƪƳƕǒŴؕထࣱ҄ƴӼƚƨӕኵǛኵጢ್ૺႎƔƭዮӳႎƴᡶǊǔŵ

Ũ ؏עϐဃᚘဒƕᛐܭƞǕƨئӳƸŴ؏עϐဃᚘဒƴؕƮƘӕኵƷφ˳҄Ǜǔŵ

ĭ ኵጢ್ૺႎƳؕထࣱ҄ƴӼƚƨӕኵᲢᘍƱƠƯƷȑȃǱȸǸȷȗȩȳᲣ

Ũ ᭗ᱫᎍǍܖဃӼƚȫȸȠǷǧǢƳƲ˰ܡƷ̅ဇႸႎƱီƳǔ̅ƍ૾ǛƢǔƨǊŴ
ƷႸႎ̅ٳဇƷщႎƳӕǓৢƍǛӖƚǔƜƱƕưƖǔ؏עϐဃᚘဒƷ  ࠰ࡇɶƷᛐܭǛႸਦƢŵ


Ĭ ؏עϐဃᚘဒƷᛐܭӕࢽ







 Ũ ࣱ҄ሊƳƲƴ᧙ƢǔऴإǛǘƔǓǍƢƘ੩̓ƠŴƦƷσஊ҄Ǜǔŵ
 Ũ ƦƷ૾ሊƱƠƯƸŴᡲӳᐯ˟ሁƷ˟ӳưƷऴإ੩̓ŴƔǘǒ༿ƳƲǛ˺Ơਫ਼ᅆȷᣐ

 ऴإƷ੩̓Ტႆ̮ᲣƱσஊ҄
ĳ





Ũ ؏עᝡྂǛ᠆ƱƠƨʙಅƷᙻໜᲢǳȟȥȋȆǣȓǸȍǹᲣưŴᣐᢋᲢʙŴȷଐဇ
ԼŴૼᎥŴ໊Ŵܡᣐ̝ƳƲᲣӏƼƦǕƴӳǘƤƨᙸܣǓŴܹƷૅੲƳƲǛᘍƏʙಅ

ኵጢƮƘǓƕᎋƑǒǕǔŵ

Ũ ƜƏƠƨʙಅኵጢƴƭƍƯƸŴעғ˰ൟǍࠊփࡃᑄМဇᎍŴעғٳƷឃӷᎍƳƲƔǒƷ

ЈƕᎋƑǒǕǔŵ

Ũ ਃƍƱƠƯƸŴ᭗ᱫᎍᲢဃƖƕƍѣȷݼіᲣǛƸơǊƱƠƨעғ˰ൟӏƼܖဃƳƲ

ƕेܭưƖŴϋܾƴǑƬƯΝӏƼஊΝȜȩȳȆǣǢǛ౨᚛Ƣǔŵ




Ĳ
ʙಅኵጢƷ౨᚛





ᡲઃȷң


Ũ עғٳƷ˳ׇŴܖٻŴܖᜤኺ᬴ᎍȷܼᧉݦŴؕထƴ᧙࣎ƷƋǔʴŷƳƲƴǑǔؕထࣖੲׇƷನሰ
ƴѐǊǔŵ

 İ עғٳƷ˳ׇȷʴƱƷƭƳƕǓƮƘǓŴؕထࣖੲׇƮƘǓ



 

-



Ũ עғϋƷʴƷ৭੮ƴѐǊƳƕǒŴ˰ൟሁǁƷࣱ҄ƴ᧙ƢǔऴإƷ੩̓ǍႻᛩȷॖᙸʩ੭Ǜᘍ
ƍŴࣱ҄ሊƷਃƍŴңщᎍƴƳƬƯǋǒƏǑƏѐǊǔŵ

Į ؏עƷʴƷ৭੮ȷဇŴਃƍƷႆᙸ

Ũ ǳȟȥȋȆǣӏƼՠࡃᘑሁƷኵጢƴƓƍƯƸŴעғ˰ൟሁƕᐯဌŴൢ᠉ƴǇƪƮƘǓƳƲƴƭƍ
ƯॖᙸǛᡓǂƨǓŴᛖǓӳƬƨǓưƖǔǵȭȳႎƳئƷᄩ̬ƴѐǊǔŵ

ĭ ൢ᠉ƴӋьŴᛖǓӳƑǔǵȭȳႎƳئƷᄩ̬

 ñ ਖ਼ᡶ૾ሊ

Ũ ܱྵࣱƱјௐƕࢳưƖǔࣱ҄ሊǛਁЈƠŴܱᘍۀՃ˟ሁǛᇌƪɥƛǔƳƲƠƯŴφ
˳҄ƴӼƚƯӕǓኵǉŵ
Ũ ƦƷኺ᬴ǍௐƳƲဃƔƠƳƕǒŴഏƷࣱ҄ሊǁƱᡶǜưƍƘŵ


ıžưƖǔƜƱſƷܱྵƱјௐӏƼඬӏјௐƷᄩ̬




ƂעΨᲢ˰ൟȷ؏עᲣƱƠƯƃ

Ũ ؕထ˰עܡғμ˳ưࣱ҄Ǜਖ਼ᡶƢǔኵጢƴƓƍƯŴܭႎƳ˟ӳǛਤƪŴǳȟȥȋȆǣӏƼՠ
ࡃᘑሁƴ᧙ƢǔऴإƷσஊ҄ƱᡲઃƴѐǊǔƱƱǋƴŴμ˳ႎƳӕኵƷ૾ᤆൿܭƳƲǛᘍƏŵ
Ũ ࣱ҄ሊƷφ˳҄ƴ᧙ƠƯƸŴμ˳ӏƼᲬƭƷኵጢƴƓƍƯŴǑǓ͵݅ࡇǛ᭗ǊƯ˟ӳǛƘ
ƜƱƱƢǔŵ

 į ਃƍƳƲǁƷૅੲ















 Ĭ μ˳ӏƼᲬƭƷኵጢƷܭႎƳ˟ӳƱᡲዂᛦૢ









 ࣱ҄ሊƷਖ਼ᡶƷƨǊŴЭᡓƷǑƏƳ˳СǛሰƖŴƞǒƴƦƷᢃփƳƲƴƓƍƯŴˌɦƷǑƏƴӕǓኵǉŵ 





Წ ࣱ҄ሊƷਖ਼ᡶƴӼƚƨ˳СƷΪܱȷࢍ҄Ʊᢃփ
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⏣ ୰ ⪽ Ꮚ

ᒣ ⏣ ▱ Ꮚ

ྜྷ ᮧ ᚨ ๎

ᯇ ᮏ Ⰻ ᚨ

ᗈᓥᕷ㒔ᕷᩚഛᒁఫᏯ㒊ఫᏯᩚഛㄢ

Ꮫ㆑⤒㦂⪅
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ጤク⪅

















ཷク⪅

ᖹ 㔝 ྜྷ ಙ

ᆅ༊ၟᴗ⪅௦⾲



ົᒁ

㛫 㔝  ༤

ᆅ༊ၟᴗ⪅௦⾲

ᗈᓥᕷ୰༊ᙺᡤᕷẸ㒊㛗

ᗈᓥᕷ㒔ᕷᩚഛᒁఫᏯ㒊㛗

ᰴᘧ♫ᆅᇦィ⏬ᕤᡣ

బྡ⏣ ᩗ Ⲯ

ᰴᘧ♫ᡂ◊ ௦⾲ྲྀ⥾ᙺ

ẚᒣᏛᏛ㝔⌧௦ᩥ◊✲⛉࣭⌧௦ᩥᏛ㒊
ᏊࡶⓎ㐩ᩍ⫱Ꮫ⛉ ᩍᤵ

┴❧ᗈᓥᏛಖ⚟♴Ꮫ㒊ே㛫⚟♴Ꮫ⛉ᩍᤵ

ᓥ᰿┴୰ᒣ㛫ᆅᇦ◊✲ࢭࣥࢱ࣮◊✲⏬┘ࠊ
ᓥ᰿┴❧Ꮫ㐃ᦠᏛ㝔ᩍᤵ

ᘓ⠏Ꮫᑓᨷ ᘓ⠏ィ⏬Ꮫㅮᗙ ᩍᤵ

ᗈᓥᏛᏛ㝔ᕤᏛ◊✲⛉

┴❧ᗈᓥᏛಖ⚟♴Ꮫ㒊ே㛫⚟♴Ꮫ⛉ ᩍᤵ

ᾷ ᕝ  ㇏   ᇶ⏫⏕༠ࢭࣥࢱ࣮௦⾲

ୗ ዠ ⿱ ྖ  ᇶ⏫ࢩࣙࢵࣆࣥࢢࢭࣥࢱ࣮௦⾲

ᇶ⏫㐃ྜ⮬ 㛗
ᇶ⏫Ꮫ༊㐃ྜ⮬㜵⅏ 㛗



℩ᡞཱྀ ᑑ ୍

ᆅ༊ఫẸ௦⾲

㛗

ᇶ⏫ᆅ༊♫⚟♴༠㆟ 㛗
ᇶ⏫ᆅ༊㟷ᑡᖺ⫱ᡂ㐃⤡༠㆟㛗

ᆅ༊ఫẸ௦⾲

 㛗

ᚨ ᘯ ぶ 


ᇶ⏫ఫᏯᆅ༊άᛶ᳨ウᵓᡂဨྡ⡙
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