
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

平成１９年度 環境交通学習会 荒川区立第三中学校 報告

 

クルマに頼らずに歩いて暮らせるコンパクトなまち 
公共交通、自転車で便利で快適に移動できる仕組み 
区民が参加・協働してつくる環境交通のまち 

『私たちの暮らすまちの 将来の姿を 設計しよう！』 
「汐入の環境と交通を考えた まちづくり」 ／ ｢歩いて楽しいまちと思える まちづくり｣ 

■ 活動のねらい 

荒川区は「環境交通のまち あらかわ」の実現に取り組んでいます。この学習では、「歩いて楽しいまちづくり」合

言葉に、「環境」や「交通」に関る多様なテーマを設定し、生徒の皆さんの興味や関心に従い、班で決めた活動に、

チームとなり、校外での体験活動を含んだ調査・検討を行い、その結果として、「私たちの暮らすまちの将来の姿を

設計しよう！」と題する発表会で提案をまとめて発表することをねらいとしました。 

■ 活動の流れ 

０．導入 (H19 年 12 月 14 日) 

学習のねらいを説明し、「交通すごろく」ゲ

ームを体験。その後、活動テーマの紹介

があり、生活班ごとに取り組みたいテーマ

を第四候補まで選び出しました(5-6 校時)

３．準備･発表 (H20 年 1 月 25 日)

4 校時に発表準備を行い、5-6 校時

に発表会を開催しました。 

2．体験・まとめ (H20 年 1 月 18 日) 

午前中（3-4 校時）に校外の体験調査

を行い、午後（5-6 校時）にまとめ活動

を行いました。更にチームごとに、まと

め活動を追加して行いました。 

1．計画(H20 年 1 月 11 日) 

活動内容について基本的

な情報提供を受け、どんな

活動をしたいか話し合い、

活動計画を作りました 

■ 活動の主役と支援者 

活動の主役は、荒川区立第三中学校１年生 89 名です。15 の活動班が、取り組みたいテーマを選び出し、環境

交通に関る、５つのテーマ、９つの活動について、学び・体験し・まとめ・自分達の考えを発表しました。 

もう一方の主役は、支援者の皆さん。地元の町会や社会福祉協議会やまちの人々。環境交通の協議会の事業

者の方々。見学を受け入れてくれたお店など、多くの団体、個人に協力を頂きました。学校に支援に来ていただい

た方は総勢 20 名にも上りました。そして、熱心な先生方。いろいろな方の協力でこの学びの場がつくられました。 

交通すごろく 

活動の支援者との初顔合わせ  

メディアコーナーにて皆で体験 

LaLa テラス クルマ椅子体験 

支援者も参加して発表会 入念な発表練習 

体験のまとめ活動
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テーマＡ「自動車交通を考える」 

Ａ－１「窒素酸化物（ＮＯ2）と交通」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ－２「第三中学校周辺の交通量調査から分かること」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
テーマＢ「自転車の利用を考える」 
Ｂ－１「自転車をかしこく使うまちになるために」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

■ 活動テーマと活動の様子、そして成果

駅前で測定中 濃度を丸で地図に整理

2 年前との比較も発表 

調査の様子 

４ヶ所の交通量を調査 

模造紙と地図を活用し発表

完成した『自転車現状Ｍａｐ』 

自転車放置の原因や対策もまとめました 

駅前の調査 

○活動のねらい 

大気中のＮＯ2 濃度と自動車交通量の関係を調べ、汐入

のまちで排気ガスの影響を少なくするためのアイデアを

考えること。 

○活動概要 

簡易分析セット「はかるくん」を用い、20 ヶ所の測定を行

った。結果を、2 年前の測定結果などと比べ考察した。 

○調査結果 

大部分の場所が２年前より濃度が減っていた。白髯橋、

南千住駅など車が多く通るところは、濃度が増えていた。

○分かったこと 

まちの発展と共に、必要なものを運ぶ車から出るＮＯ2 が

多くなった。車以外に工場、家庭からも発生するため、 

ＮＯ2 をまちから無くすのはとても難しいことがわかった。 

○活動のねらい 

中学校周辺で車種別の交通量を調べ、交通量調査の

結果からいえることを考えてみること。 

○活動概要 

学校周辺の４ヶ所を選び出し、車種別（乗用車、貨物車

など）通った車の量を計測した。 

○調査結果 

汐入大橋のところでは、汐入に入ってくる車が多く、4 丁

目の交差点では、貨物車が多かった。１時間で 888 台が

通過した。全体的に見ると、人が多いと車の通行量も多

く、人が少ないと車の通行量も少ないことがわかった。 

○感想 

・車の数は思ったよりも多くてびっくりした 

・最初に測ったところはトラックが多くて臭かった 

○活動のねらい 

何処にどれだけ駐輪場があるか、何処に困った駐輪が

あるか、お店の人や役所の人達がどんな努力をしている

か などを調べ、「自転車をかしこくつかうまち」になるた

めのアイデアを提案すること。 

○活動概要 

ドナウ広場、ＬａＬａテラス、駐輪施設の駐輪の様子を調

べた。LaLa テラスの管理の方、区の方にお話を伺った。

○調査結果 

LaLa テラスの前には、歩道に放置自転車があり、歩行者

の妨げになっていた。ドナウ広場の駐輪場の付近には放

置自転車はなかった。駐輪場の３階はガラガラだった。 

○皆に伝えたいこと 

・一人ひとりが正しく自転車を利用してほしい 

・クルマと自転車をかしこく、その場によって使い分けて 

 ほしい 
ｐ2 



テーマＣ「歩いて楽しい・環境交通のまちを考える」 

Ｃ－１「車椅子のバリアフリー体験からわかること」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｃ－２「汐入のベンチ探検隊」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｃ－３「汐入の魅力スポット調査隊」 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

３ヶ所のチームがそれぞれ発表 

車椅子の方にも 
支援頂きました バリアフリーの状況を 

赤と黄色の二色で表示

ＬaＬａテラス周辺 

『ベンチＭａｐ』 

ベンチの個別調査票もつくり 発表しました 

『魅力スポットご紹介』 
写真入りの解説 

汐入の魅力スポットを発表 

ご存知べるぽうと 

○活動のねらい 

車椅子の体験を通じて、街の中のバリアを見つける。ま

た、社会的ジレンマについて考えること。 

○活動概要 

コツ通り、LaLa テラス、べるぽうとの三つのチームに別バ

リアの状況を、車椅子で生活をされている「街づくりの

会」の方と一緒に体験し、結果をマップに整理した。 

○調査結果 

街の中には小さな段差があり、手動の車椅子だと上がる

のが難しい。点字ブロックの上などは強い衝撃がある。 

切符売り場は高さが低くなっていたり、買い易いようにな

っている。LaLa テラス、汐入の街にはバリアは少ない。 

○感想 

車椅子で街を歩いて、いつも気にしないような場所に目

を向け、いろいろなことに気づくことができた。 

○活動のねらい 

歩いて疲れたなと思ったら、景色を眺めたいなと思ったら

使えるベンチはあるか？など、歩いて楽しいまちにするた

め「ベンチ」という視点からまちを調べ提案を考えること。

○活動概要 

三丁目、汐入公園、LaLa テラス、二丁目の４チームに分

かれ、調査票を元に調べ、結果をマップに整理した。 

○調査結果 

ベンチが多くあった所は、トキアスの裏、ドナウ通り、汐入

公園、バス停。少ない所は、トキアスの回り、川沿い。 

○ベンチについての提案・お願い 

・場所：バス停、散歩コース、お店の前 

・種類：座り易く温かい木のベンチ、屋根があると良い 

・お願い：ベンチを使うときは、きれいに使ってください！

○活動のねらい 

中学生の視点でみた、まちの魅力スポットを発見・発掘

し、それらを地域の内外の方に伝える方策を考えること。

○活動概要 

汐入公園・べるぽうと、LaLa テラス・ドナウ広場・延命寺

などを調査し、調査票をまとめ、マップに整理した。 

○調査結果 

汐入の魅力スポットを発見できた。自分自身も汐入のい

い所がたくさんわかった。スポットの説明ができるようにな

った。 

○活動を広げていくためのアイデア 

・一つの場場所を決め、そのいいところを皆で話し合う 

・お年寄りの話を聞いてみる 

・地域の皆さんに呼びかけ、全員で一つになり活動する
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テーマＤ「公共交通を考える」 

Ｄ－１「汐入地区のバス路線計画局」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
テーマＥ「くらしを支える貨物輸送（物流）を考える」 

Ｅ－１「汐入の交通の歴史を知る」（隅田川駅とふるさと文化館） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｅ－２「『フードマイレージ』って知ってますか」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

バス会社の方もびっくりするようなルートを提案

さくらに乗車体験 
運転手さんに 

お話を伺いました 
私たちが考えたバスルート

実現したらすごい！ 

倉庫屋上から全景を
見学(駅方向) 貨物駅に水路がある頃の 

航空写真(昭和 38 年) 

一日 100 個のコンテナが運ばれていることなど発表

魅力スポットご紹介 
写真入り解説 

店長さんと記念撮影 

スーパーで食材を調査 

○活動のねらい 

地域の人が よろこんで使ってくれるバスって、どんなも

のだろう？ いろいろな立場の人のことを考えて、汐入の

理想のバス路線や運行の仕方などを考えてみること。 

○活動概要 

コミュニティバス「さくら」の乗車体験、運転士さん、お客さ

んの意見を伺った。プロの支援を得つつ、汐入の街の特

徴を考え、工夫をし、皆に愛されるバス路線を考案した。

○私たちの考えたルート 

南千住駅→5 丁目→日光街道→7 丁目前→駅ロータリ

ー→ララテラス→汐入公園→三徳→新大陸→汐入公園

付近→胡録トンネル→瑞光橋公園→南千住東部区民

事務所前→南千住駅 

○活動を広げていくためのアイデア 

やっぱり、みんなで協力すること！ 

○活動のねらい 

「環境交通まちづくり」のため、「貨物の輸送」について何

を考えれば良いか。汐入の歴史を学びつつ考えること。

○活動概要 

隅田川駅とふるさと文化館の見学を通じ、貨物の輸送の

今、歴史的経緯を学んだ。それらを踏まえ、貨物輸送に

関る提案を考えた。 

○調査結果 

隅田川駅では、鉄道にコンテナを積んで輸送している。

鉄道はトラック輸送に比べ CO2 の発生量が 9 分の１でと

ても少ない。 

○私たちの提案 

地域ごとに貨物駅を作りなるべく貨物がスムーズに送れ

るようになると良い 

○活動のねらい 

同じ生産物でも、輸送の方法により、CO2 発生量は大き

く違う。カレーライスをテーマに、フードマイレージを計算

してみる。そして、これを減らすためのヒントを考えること。

○活動概要 

フードマイレージについて PC を活用して学び、スーパー

に行って食材を調べ、カレーライスとてんぷらうどんのポ

コ（フードマイレージの単位：100g-CO2）を計算した。 

○調査結果 

カレーライス 国産 2.12 ポコ、輸入 8.97 ポコ（-6.85）

てんぷらうどん 国産 0.93 ポコ、輸入 1.98 ポコ（-1.05）

○活動を広げていくためのアイデア 

・一人 1 日 20 ポコ減らすことも目標にすればいいと思う

・毎日続けることを意識する 
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○ 活動をふり返って良かったと思うこと 
・ NO2 が減っていて、地球にやさしくなっていると知りよかった。地球に対する自分の考えが変

わって良かった／積極的に協力できた／NO2 が多い場所、少ない場所の共通点を見つけること

ができた 
・ 環境について自分自身でも深く考える機会が増えた／この先のことを考えるようになった 
・ 放置自転車がどのあたりに多いかがわかった 
・ 車椅子の方の苦労が分かった／障碍者の気持ちになって考えることができるようになった／ 
・ ベンチのある場所がわかった／汐入は意外とベンチが多いことがわかった／ベンチのことにつ

いて関心を深めることができ、改善すべき点も見つけられた 
・ 歴史的な話ができるようになった 
・ みんなで工夫してバス路線を考えられた 
・ 自分の住んでいるまちの歴史が分かった／昔の物流が分かってよかった 
・ 「フードマイレージ」という言葉の意味を知った 

○ 活動を通じて学んだこと、できるようになったこと 

・ 地域の大切さを改めて知った／時と場合によって、クルマを使わなくても良いと思った／それ

ぞれが意識をして環境を大切にすることを学んだ／以外に空気が汚れていることがわかり、な

るべく自転車を使うようにする 
・ 車のナンバーを見分けられるようになった 
・ ルールを守っていない人が意外と多かった／自転車への考え方か今までと変わって、放置自転

車を見ると気にするようになった 
・ 汐入の街のことを改めて考えられた 
・ 小さなバリアでも、障碍のある人にとっては大きなバリアになる／自分のことだけではなく、

他にも目を向ける／人の気持ちを考える／街の中に隠れている、バリア、バリアフリーを見つ

けることができるようになった 
・ ボランティアに協力する気持ちになった 
・ 一つの事について、深く関心を持ち、協力することを知った／何のためにベンチがあるのか、

改めてよ～くわかった 
・ 協力すればいいものができあがる／自分の意見を持つ／自分自身も汐入のいいところがたくさ

んわかった／人のためにできることはたくさんあることを学んだ 
・ さくらバスがないと不便になることを学んだ／自分の思うことだけではなく、いろいろな立場

になって考える 
・ 汐入は、今と昔ではすごく変わったことがわかった／自分の意見を少しだけ言えるようになっ

た気がする 
・ 食べ物について大切なことがわかった／なるべく国産のものを買った方が良い／どうしたら

CO2 をへらせるか 

○ 活動を更に広げたり、続けていったりするにはどんな工夫をしたらよいでしょうか 

・ 人の気持ちになること／まちぐるみで活動をすること 
・ 一人ひとりが小さなことでも「自分ひとりぐらいいいや」と思わないこと 
・ 地域全体でベンチを作った方がイイ。学校の技術とかでつくったらイイかも 
・ 地域の皆さんに呼びかけをして全員で一つになって活動をしていくこと 

■ ふりかえり（抜粋） 

発表会が終った後に、活動全体のふりかえりを行いました。一人ひとりに、「活動のねらい」「取り組

んだこと」「その結果」「ふりかえってよかったこと」「この活動を通じ学んだこと」を書いてもらいました。
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○ NO2 を減らすには、クルマを減らしたらイイと思ったけれど、クルマがなかったら不便だと思っ

た。 

○ 交通が便利になっていくほど、クルマが多くなり、大気汚染が増えてしまう。 

○ 自転車を増やすと、歩行者の邪魔になる。 

○ 自転車を駐輪場の置きたくても、お金がかかって大変。しかし、駐輪場をタダで使わせると、

置けない人が出てくる。 

○ 車椅子に乗っている人には上に並んでいるものが取れない、お店の人は商品をたくさん売

りたいから商品を上の方までたくさん並べたい。 

○ 点字ブロックは、目が不自由な人にとっては便利だけど、車椅子の人にとっては少し大変。 

○ お年寄りのためにベンチを増やせば、若い人の邪魔になる。 

○ バスの路線を長くすると、待ち時間が長くなる。 

○ バスの本数を増やせば、お金がかかる。 

○ たくさん貨物を輸送すると、二酸化炭素をたくさんだしてしまう。 

○ 海外からの輸入をやめれば poco（100g-CO2 を １ポコといいます）を減らすことができる。 

だけど、輸入を止めると、日本人は食べるものが無くなってしまう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 交通すごろく （平成 17 年 12 月 14 日の午後に皆で体験しました） 

交通すごろくは、地域の人々の移動手段としての「クルマ」と「公共交通(電車・バス)」のトレードオフの

関係を体験的に学ぶゲームです。クルマは、運転できる人にとっては快適で自由な乗り物ですが、デメ

リットもあります。例えば、交通渋滞や交通事故、地球温暖化の原因となる二酸化炭素も多く排出して

しまいます。その他にも、皆がクルマを使うとバスや鉄道の乗客が減り、赤字となって廃線になるかもし

れません。これにより、お年寄りなどクルマに乗れない人が移動手段

を失うなど、深刻な問題が起こります。便利に快適に移動するために

クルマを使うと、社会全体として不便になる。地域の交通の問題は、

そんなジレンマを含んでいます。ゲームでは、１）公共交通が不便な地

域で何が起こるか、２）クルマに乗れないお年よりはどんな気持ちにな

るかなどを体験できます。ゲームを楽しみながら、クルマのあり方、公

共交通のあり方を考えるきっかけを得ることができます。 

■ 私の発見した ジレンマ 

活動の最後に、各自の活動の中で気づいた「ジレンマ」について、「それがどんなもので」、「どう解

決したら良いか」、「その理由」を考えてもらいました。発見したジレンマについて以下にまとめます。

さあ、あなたの考える解決策はどんなものでしょうか？ 考えて見ましょう・・・ 

※「環境交通学習」の今後の展開について 

この学習は、平成 19 年から 3 年間にわたり、実施される予定です。今年度は、第三中学校の外

に、汐入小学校の４年生でも取り組まれました。小中学校の先生が協力し合い、小学校 4 年生か

ら、5 年、6 年、そして、中学１年の 4 年間が一連の学習となるように、企画を考えていく予定です。 

また、次年度以降、荒川区の他の地域の学校でも取り組めるように、展開をしていきたいと考えて

います。皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。 
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☆今回の学習は、地域のいろいろな主体の協力により実現しました。 

学習全体の企画には、筑波大学の谷口先生のご協力を頂きました。交通すごろく

に取り組むことや、ジレンマを体験することの大切さを提案頂きました。 

校外の体験の場の提供や、９つの活動チームの運営の中心となる支援を地域の

皆様にお願いしました。地元町会や地域の有志の方々、環境交通の協議会に関連

する事業者の有志の方々に、3 日間に渡る活動の支援をお願いしました。 

もちろん、第三中学校一年の鈴木、赤田、森、梶田、宇野各先生方の様々な

ご指導、ご協力、清水校長先生の深いご理解が必要でした。 

以下に、お世話になりましたみなさまの一覧を示します。 

みなさま、本当にありがとうございました。 

■ 活動チームの主な支援者の役割を担って頂いた方々 

東京ガス株式会社東部支店 川名さん、末定さん 

荒川区社会福祉協議会 荒川ボランティアセンター 浅野さん 

リバーパーク汐入町会 佐東さん 

べるぽうと汐入商店街振興組合 岡本さん 

京成バス株式会社営業部運行課 会沢課長、中津さん他 

荒川区環境清掃部環境課 森泉さん、西谷さん 

荒川区環境サポーター 田畑さん 

主任児童委員 高田さん 

■ 校外の体験を支援頂いた施設や支援者の方々 

株式会社ららぽーと LaLaテラス南千住 ショッピングセンター 

（寺島所長他） 

日本貨物鉄道株式会社 関東支社 隅田川駅 

（業務課 青木課長他） 

スーパー三徳汐入店 （小林店長他） 

荒川ふるさと文化館  （加藤さん他） 

あらかわやさしい街づくりの会 

（高橋さん、松木さん、金子さん） 

荒川区役所（西條さん他） 

■ その他の支援・応援者 

リバーパーク汐入町会（萩原会長）／東京ガス

株式会社（豊田副支店長）／三中保護者の皆様

／ＮＰＯ法人川口市民環境会議の皆さん 

（浅羽、井上、南雲さん） 

 

 

 

■ 環境交通学習を支えた支援者のご紹介 

25 日発表会にて 
終了後の支援者反省会 

筑波大 谷口先生 

萩原町会長 挨拶 
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○ 今回の一連の活動の中で、良かったと感じた点 
・ 外に測定に出かけたことは、生徒にとても良い経験となったと思う。 

・ 地域の方が支援をして頂き、今後の活動へのつながりができたこと。 

・ いろいろなテーマがあったこと。汐入のまちをいろいろな切り口で見ることができ、且つ体験できた。 

これをきっかけに少しでもまちが好きになってもらえれば幸いです。 

・ 汐入のまちを詳しく知ることができ、生徒達もよりこの町を好きになれたように思います。 

・ 講義⇒実習⇒まとめ(提案)という順を踏んで進められたこと。予想より、現実的なバスルートが提案

されてびっくりしました。模造紙のつくり方も良かった。 

・ 生徒たちが環境の一面に気づくこと、そして、アクションすることではじまるのだと考えます。 

・ 生徒たち中心で作業を進められたこと。生徒たちが意欲を持って活動に参加していたこと。 

・ 自分の足で確かめての発表なので、良い点、悪い点、改善点がのべられていてすばらしい。 

○ あなたが楽しかったこと、驚きであったこと、発見であったこと 
・ 生徒たちが主体的に目的を定めて活動することで、エネルギッシュに活動ができている。 

・ 生徒たちがテーマに対し関心を持ってもらったことが良かった。先生のサポートが良かった。 

・ 孫のような生徒たちと一緒できたこと、若がえりました。 

・ 少人数で、多くのグループがあり、いろいろなテーマをそれぞれがこなし、全体で共有できたことが 

とてもよかったです。同じグループの支援者に、立場の違う方がいたことが良かった。 

・ とてもレベルの高い発表でした。中学生の純粋な気持ちが新鮮で、よい刺激になりました。 

・ 中学生の能力（提案能力）の高さ。給食がとてもおいしかった。 

・ 生徒たちの意見がなかなかまとまらなかったのですが、ある一言でまとまっていきました。皆さんは、

パワーを持っていると思います。 

・ 生徒たちとのやり取りがとても楽しかったです。 

・ 生徒たちが明るく素直で、課題解決に向かって真剣に取り組んでいたこと。短い時間でよくまとめた

と思います。 

■ この学習の進め方と活用した教材について 

今回の学習では、「環境交通」というテーマを「持続可能な地

域づくり」という視点から総合的に取り組むことに挑戦しました。

活動のタイトル 『私たちの暮らすまちの 将来の姿を 設計しよ

う！』 には、そのような願いが込められています。 

学習の進め方は、「ワークシート(例：右図)」を見ながら、生徒

が主体的に進められるように配慮しました。生徒主体の学習の

支援を、地域の支援者（区民や地域の組織、協議会に関連す

る事業者など）が主役となり、先生がバックアップをする形で行い

ました。校外の体験でも地域の事業者などのご協力を得ました。 

地域の支援者には、生徒に対するテーマに関る情報提供と活

動の取りまとめの支援を担当頂きました。支援者には、事前の資料提供や授業前後の打

ち合わせ、生徒のふりかえりのフィードバックを行うことで、適切な生徒へのかかわりができ

るようにバックアップを行いました。 

このような形で、今後も、地域が支援し、学校に根付く、環境まちづくり学習プログラムと

して更に充実させていきたいと考えております。皆様のご支援、ご協力を宜しくお願い申し上げます。 

 
問合せ ：荒川区環境清掃部環境課環境推進係（3802-4693）／環境省関東地方環境事務所(048-600-0815)

企画編集：特定非営利活動法人かながわ環境教育研究会（046-277-2030） 

発   行：平成 20 年 2 月  (環境省 平成 19 年度東京都荒川区地域におけるＥＳＴモデル事業推進のための普及啓発業務)

■ 支援者ふりかえり 
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