
行ってきました！「 京
みやこ

まなびミーティング」

その模様をマナビィが御報告します！②

○

で

ら

い

内

や

と

言

この様子は，
京まなびネット
の「動画で学ぶ」
コーナーで映像
を見ることがで
きます！
京都市社会教育委員が学校や地域に出張し，各専門分野に関する特別授業や公開討議を行う「京
みやこ

まなびミーテ

ィング」。土井真一委員が京都市立紫竹小学校にて法教育の特別授業をされた模様をわたくしマナビィが取材して

まいりましたので御報告します！子どもたちにわかりやすく話してくださったけれど，大人でも「なるほど」と
日 時 ： 平成２３年１１月１６日（水）午後２時～３時

場 所 ： 京都市立紫竹小学校

講 師 ： 土井 真一委員（京都大学公共政策大学院教授，京都市社会教育委員）

テーマ ： 「みんなのことをみんなで決める―ごみ収集場所をどこにする？－」

土井委員によるイントロダクション

京都大学公共政策大学院の土井真一です。いつもは，大学生と勉強しています。専門は，みなさんが社会科

３学期に習う日本国憲法という法です。

今回は，「みんなのことをみんなで決める」ということについて，いっしょに考えたいと思っています。

今日皆さんにグループで議論してもらうのは，この町内での問題です。

↓地図

町内には山田さんのパン屋さん，田中さんのコンビニ，

松井さんの本屋さんの３つのお店があり，大学生６人の住

むアパートと民家４軒あります。１軒ずつ，地図に書かれ

た特徴があり，パン屋さんは朝７時～夜７時まで，本屋さ

んは朝 10 時～夜８時までの営業です。

今まで，この町内では佐藤さんの家の前にごみの収集所

がありましたが，困ったことに，ごみ収集車が来る朝８時

前後ではなく前日にごみを出す人がいるため，周辺でカラ

スが増えてごみが散らかってしまい，生ごみもあるので臭

いもするようになってしまいました。

佐藤さんに大変迷惑がかかっているところ，佐藤さんか

「自分の家の前がずっとごみ収集所になっているのはおかしいのではないか，みんなで話し合ってもらわな

と困る」と町内会長さんに申し出があり，会合を開いて相談することになりました。

会合への出席者は，山田さん（パン屋さん），田中さん（コンビニ），松井さん（本屋さん），木下さん（町

会長），鈴木さん（足の悪い老夫婦）の６人。みなさんにグループに分かれてもらい，それぞれ６人の役を

ってもらって，ごみの収集場所をどこにするか，それ以外にごみを集める際に決めておかないといけないこ

を相談してください。その際，それぞれの家の人やお店の人の気持ち，役割の立場に立ってちゃんと意見を

うということに注意してください。その人たちの立場に立つことが大事です。

思う考え方ばかり！！紫竹小学校の６年生たちも土井委員のお話に真剣に聞き入っていましたよ☆

前置きとして…

京都市立紫竹小学校は，昨年度から法務省の「京都法教育推進プロジェクト」研究指定校の指定を受け，

道徳教育の授業などに重点的に取り組んでいます。今回の授業は６年生 45 名の児童を対象に，法的なもの

の考え方を学ぶことを目的としており，物事を決定するときはお互いの意見を十分に聞き，お互いの立場に

立って考えることが大切であること，みんなで決めたルールを守ることの大切さなどを学びます。

児童たちは，町内会での問題の経緯を考え，事前に役割を決め，役割についての理解を深めています。
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町内会長さんからごみの収集場所をどこにするか，そこに決めた理由，収集場所以外にどういうことを決め

ないといけないのかを最後に報告してもらいます。どうしてもまとまらなかった場合は，なぜまとまらなかっ

たかを報告してください。無理にまとめる必要はありません。

③鈴木さんと山田さ

んの家の前２箇所

鈴木さんは足が悪

く，パン屋さんとコ

ンビニはごみが多く

出るから。

～20 分間，じっくり

討論します～

いよいよ，町内会長

さんから発表しても

らいます！①～⑧班

のみんなの結論はこ

ちら。
土井委員からアドバイスを伝授！

①アパート

ごみが一番多く出るし，足の悪い鈴木

さんの家に近いから。

④アパート

足の悪い鈴木さんの家に近く，大学生

もごみを出しやすいし，町内のほぼ中

心にあるから。ルールは，カラス用ネ

ットをかけて，時間は，パン屋さんは

早めの６時半で他は７時半に出す。み

んな交代制でごみの片付けをする。
児童たちは真剣に役になりきって議論します。

②鈴木さんの家の前

みんなで管理する。足の悪い

鈴木さんは家に近いほうが

良いし，代わりにみんなで掃

除など管理したほうが公平

だから。

⑤鈴木さんとアパートの間

足の悪い鈴木さんに近く，アパートは

ごみの量が多いので。カラス対策はネ

ットをはり，ごみ出しの時間を６時半

から７時と決めて貼り紙をする。

⑥鈴木さんとアパートの間

鈴木さんの家と近くて，アパートの大学

生も自分の家の近くなので散らかさない

だろうから。ルールは６時半から７時

50 分の間にゴミを出す。

⑧鈴木さんとアパートの間

学生や子どもも学校に行くときに出せ

るし鈴木さんは足が悪いので。６時～

７時 50 分の間に出すことと散らかさ

ないこと。

⑦松井さんと佐藤さんの家の間

コンビニはごみが多く，遠くだと出しに

行くのが面倒，鈴木さんは足が悪いので，

鈴木さんは自分の家の前において佐藤さ

んが持って行ってあげる。散らかるので

カラス用にネットを買う。



～土井委員がまとめてくださいます。～

会長さん（役）から説明してもらって，いろんな意

見が出たけれど，鈴木さんとアパートの周辺が多い

ですね。それでは，これから，みんなの意見をもとに

みんなで考えていきたいと思います。

町内のごみ収集の問題には，それぞれいろんな考え

方があって，決めるのは難しい問題だとわかってもら

えましたね。

こういう難しい問題はどう考えたらいいか。それは，

すぐに答えを探しに行かないことです。考えたらす

ぐにわかるものはいいけれど，議論してもすぐに結論

がでないときは，なぜ難しいのかを考えます。答えを

すぐ探しに行くのではなく，なぜ難しいのだろうと問

題自体を考えるのが大事なことです。

○ 「公平」とは？

問題を順序良く考えていくと，議論が整理できます。

最初のポイントは，佐藤さんが文句を言い出したの

はなぜか。なぜ自分の家の前に収集場所があることが

おかしいと思ったのか。佐藤さんはなぜ怒った？

（児童）ルールが守られてないから。

なるほど。でも「なぜずっと私の家の前に置くので

すか？」というのは何が言いたかった？佐藤さんの気

持ちになったらどう？たぶん，自分のところばかりで

ずるいと思ったんだろうね。それはなぜ？

（児童）自分のところだけ汚れるから。

汚れることになぜ自分だけ我慢しないといけない

のかと思ったんですね。家を掃除して出たごみを持っ

て行ってもらってきれいになると，みんなが幸せにな

れるのに，ごみの収集場所になって，散らかって臭い

もして，嫌な思いをするのは自分だけ。それはずるい，

と佐藤さんは思ったんですね。

自分の幸せのために自分が我慢するのは仕方ない

ことです。おやつや見るテレビなど，自分のことは自

分で決めたらいい。しかし，みんなのこと，みんな

の幸せに関わること＝公共の事柄（バスや公園，み

んなが幸せになるために使うもの）については，みん

なで負担や迷惑をきちんと分担しないといけないよ

ね，という考え方です。

自分だけ負担を負ってみんなは平気な顔をしてい

ると「ずるい」と思う気持ちを，もう少し大人の言葉

に表すと「公平でない」「公正でない」となります。

では，みんなが幸せになるのだから，全員が平等に

負担を負えば良いと考えるならごみの収集場所はど

う決めたら良い？

（児童）自分のゴミは自分のところに捨てる。

1 軒ずつ自分の家の前に出せばいいけれど，こうす

るとごみ収集の人は大変ですね。

場所を決めるときはどう決める？みんなのクラス

で掃除をする人はどう決めている？

１箇所に決めるのではなく，当番制にして順番にし

ようという考えがありますね。例えば，週ごとにみん

なにまわすというやり方もあります。これは公平に何

かを決める１つのやり方で，他にはじゃんけんもあり

ますが，困ったことが起きる場合もあります。

まず，鈴木さんは困るでしょ。足の悪い鈴木さんに

重いごみを持って歩かせるのは大変。次にパン屋さん

は，朝７時開店なので８時前にごみの山ができて散ら

かっていたらパンが売れず困ります。

確かに，当番は公平なんだけど，日直や掃除当番の

場合でも，病院に行かないといけないとか，家に帰ら

ないといけない約束があるときには困るよね。

つまり，それぞれの事情を無視して全部同じにする

のが，いつも公平・公正かというとそれは違います。

やっぱり個々の事情を聞かないとわかりません。

大事なことは，みんな人間として同じで，だから

みんなで協力するし，対等で公平にしないといけな

この様子は，京まな
びネットの「動画で
学ぶ」コーナーで
映像を見ることが
できます！
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いけれど，でも一人ひとりはみんな違って同じじゃ

ない。一人ひとり事情があるし，事情を無視してみん

な同じにすると，かえって不公平，不公正になること

があります。一人ひとりに話を聞いて事情を聞かない

とわかりません。

たとえば…（児童が土井委員の背中を叩いて…コツ

コツ，固い！！）

先々週，腰を痛めてコルセットを巻いているんです。

みんな目の前で見ていて，私が腰が痛くて困っている

とは感じなかったでしょ？つまり，人の気持ちがわか

ると言うけれど，「腰が痛いです」と言わないとわか

らない，聞いてみないとわからないのです。

その人はどう思っているのか，どんな事情があり，

どう考え，どういう気持ちでいるのか，どんなことに

悩んでいるのか，その人が言ってくれないとわかりま

せん。

物事を決めるとき，事情を自分から言い，人の話を

聞いてあげないと，ちゃんとしたことなど決まらない

のです。

「僕はこう思います，こうしたいと思います」と最

初に言ったからといって「そうじゃないと絶対嫌！」

と他の意見を聞かないわけではない。みんなが思って

いることを最初に言わないと話は始まりません。

公共の事柄はみんなのことなので，みんなで決めな

いといけないし，みんなで決める以上は公平に決めな

いといけません。するとみんなの意見を聞かないとい

けない。きちんと自分の意見を言うことが前提になっ

てきます。

だから，みんな出てきて，いろんな意見（鈴木さん

は足悪いしとか，パン屋さんは７時からだからとか）

を出してが，話し合わないといけない。話合いの結果，

答えがすぐに決まるかというとなかなか決まりませ

ん。大学の先生が来て正しい答えはこれです，となる

わけではないですね。

鈴木さんがどこまで足が悪いかは，鈴木さんに聞か

ないとわからない。「足は悪いけど朝の運動にごみを

持って行くよ」となればそれで良いし，全然歩けない

ので困るなら考えないといけない。もし大学生が「代

わりに持って行くよ」と言ってくれれば，それはもう

解決です。

実際にみんなで話し合ってみることで答えが変わ

ります。それぞれの事情があるからみんなで話し合わ

ないと，ちゃんとした答えは出ません。大人になって

もしっかり考えて議論してもらうことが何より大事

です。

○ みんなのことはみんなで決める

１つ注意してもらいたいことがあります。「アパー

ト」という答えがあるんだけど，アパートの大学生は

会合に欠席しているよね。そこに決めていい？会合で

大学生は意見を言っていないよね。ごみ収集場所にな

るのは嫌なことだけど，それを出席していない人のと

ころに決めていいかな。良くない？（良くないと思う

児童が多数）

では，ルールとして「欠席者のところには収集場所

を置くのはやめましょう」と決めたとします。このル

ールは正しい？間違っている？自分の意見を言いま

しょう。

正しいと思う児童…ちらほら

間違っていると思う児童…多数

（児童）理由は，休んでいる人は事情があってかも

しれないけれど，みんな平等に決めようとしてい

るのに休んでいるからその人だけ省くのはおか

しいと思うから。

最初に「欠席者のところには収集場所は置きませ

ん」というルールを聞いたら，みんな来ませんね。都

合をつけてまじめに出席して一生懸命議論した人の

ところに収集場所がきて，欠席者に当たらないのは不

公平じゃないか。みんな会合に集まらないようになり，

ごみの問題もほったらかしになりますね。

みんなのことはみんなで決めないといけないし，自

分の意見をちゃんと言うこともそれぞれのためにも

なるから権利です。自分の言葉，意見，事情を聞いて

もらう権利です。



同時にいい加減に休むと迷惑をかけるから，みんな

のことを決めないといけないときに出席して，自分の

意見を言って，決まったことを守ることは責任でもあ

ります。参加して，自分の意見を言い，他人の意見を

聞くのは権利であると同時に責任です。出席したけど

黙っていたからとか，欠席したから知らないという話

では結局みんなが困ります。みんなのことはみんな

でしっかり決めるということは，みんなのためでも

あるということを理解しましょう。

グループで議論して難しい問題がようやく決まっ

ても，ルールを守らない人がいると，また困ったこと

になります。なんのために集まって議論した？という

話になります。みんなのことをみんなで決めたら，み

んなで守らないといけません。

これは，３学期に習う日本国憲法の大事な考え方で，

これが民主主義という考え方なのです。公共の事柄，

みんなの幸せは，自分で勝手に決めてはだめで，みん

なで話し合って，公正・公平に決めないといけない。

しかし画一的なルールを押しつけると，鈴木さんやパ

ン屋さんのように困った人が出てくるので，逆に不公

平になるので、個々の事情を配慮しないといけません

ね。そのような配慮をするためにはみんなが意見を言

って決めないといけません。

そのためには人の話を聞いてあげないといけない。

思っていることを言ってみなさいと言われても，「話

を聞くよ」「反対の考えでも君の意見なので言ったら

いいやん」という雰囲気がないと言えないね。

自分でしっかり意見を言える雰囲気を作ろうと思

ったら，自分とは違う意見かもしれないけれど，その

人はそう思っているんだから，ちゃんと聞いてあげな

いといけません。だから，みんなのことはみんなで決

めることができるためには，自由に意見が言えないと

いけないし，人の話を聞かないといけないのです。

そのために，日本国憲法の中には表現の自由（言い

たいことが言える，人の話は聞いてあげないといけな

い）を尊重しようというルールが決まっています。

○ どんな難しい問題も考え方は同じ

今日は、町内のごみ収集場所の話でした。でも，集

めたごみをどこかで燃やさないといけませんね。京都

中のごみを集めて燃やすと近くの人が大変です。京都

市には 100 万人以上の市民がいますが，みんなで議

論するしかありません。

みんな知っているとおり，東北の地震で津波により

家が壊れ，ごみもたくさんあります。福島県では原発

事故が起こって，場合によっては放射能で健康に良く

ないものも含まれているかもしれません。あのごみを

どこで燃やすかは大きな問題ですが，これも今日話し

た問題と同じです。道路やダムをどこに造るか，大人

になったらちゃんと議論して話をしながら決めても

らわないといけないのです。

小さなごみの収集の話も大きな難しい問題も，基本

的に考えないといけないことは同じで，大人になった

ときに，そういう問題を考えていく際，今日の話が少

しでも役に立ってくれたら大変嬉しいです。

いつも大学生と話しているので勝手が違うけれど

小学生の皆さんと勉強できて大変楽しかったです。

～児童からの感想～

（男子児童）

今日はみんないろいろな考えがあることに気づい

て，これからはまわりの気持ちなどを考えてしっかり

動いていこうと思いました。

（女子児童）

民主主義という言葉は知っていたけれど，具体的に

はよくわかっていませんでした。話合いをしていて，

みんなが自分の意見を言い合って進めていく，これが

民主主義ということなんだなと思いました。例えば，

４人のうちの一人でも意見が違っていて，それを無視

して無理やり決めるとそれは平等ではなくなってし

まうから，一人ひとりの意見も大切にしなければなら

ないなと思いました。
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