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環境人間学部の教育・研究は、教育・福祉・建築・デザイン・情報・環境・栄養など多様な専門性を学ぶ。
それぞれの専門領域の協力と共同もありながら、環境と人間の関わりを追求している。

環境人間学部？？？

兵庫県立大学環境人間学部は、2011 年3月に
「エコ・ヒューマン地域連携センター」を設立した。
センターの目的は、地域住民、市民団体、自治体、企業など、
地域の多様なニーズを把握・共有しながら、
大学の資源（知識・技術・マンパワー）を生かした
地域連携活動を推進していく。

エコ・ヒューマン地域連携センター (EHC)

城見が丘保育園
食育に力を入れており、無農薬・無添加にこだわっている。お味噌汁の味噌は子ども達が
豆からつくる、おやつはとれたてのとうもろこしなど、農への意識も高い
学生が在来種の保存に取り組むと知り、ぜひ園でも協力したいと賛同を得た
四季毎に学内の畑に園児を招いて農業体験、とれた野菜の収穫祭等を通して
園児約40人の心と体の健康にアプローチしていく

学生団体「DEN」
栄養学を専門とする学生の団体
田（でん）の恵みを伝（でん）えるをテーマにその土地でとれたものを
その土地で食す“地産地消”を推進している
福崎町からの依頼事業もち麦開発では、学生らしい柔軟なアイデアで約40のレシピを考案した
開発したレシピはクックパッドで5万回を超えるアクセスを記録する等、好反響を呼ぶ

学生団体「木の子～ツリーハウスプロジェクト～」
姫路の里山でツリーハウスづくり。遊具作りやイベント企画で、自然の遊びを伝えている
「畑っこ」の想いに知り、在来種保存に取り組む。
里山で子ども達と畑をつくり、現在は5種の野菜を栽培。
自分たちで調理し、食しながら、地域のもの、種の大切さを伝える環境教育を行う

EHC相談業務
地域・行政・NPO・大学からの連携に

関する相談に対応する。

学生団体「畑っこ」
活動歴10年と学内最長の学生団体校内の畑で約50種の在来種を栽培
播磨の在来種・生態系を保存する活動の中で
農から食までを一環して学び、地域にも伝えたい
福崎町のもち麦の事例を聞き、設立当時から栽培している『ハリマ王ニンニク』
に注目し、その存在を広げ守りたいとブリッジに相談する
連携団体に種を提供する

EHC団体数と参加人数の推移

地域連携先一覧

水上小学校
姫路市立水上小学校生徒のお父さん方のコミュニティ
学生団体JUMPと連携し親子50組で楽しめる大規模な交流イベントを行っていた。
その活動を『意義があるものにしたい』と代表の大崎さんが在来種保存の活動に意欲的に賛同された
水上小学校内での開墾、在来種栽培を通して、親子を対象に
農の大切さの伝承と食育が始まり、まちの人々の食生活、環境に対する関心が改まる好機会になった

・他

兵庫県立大学環境人間学部 

地域に根
ざしたその
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もち麦
在来種×学生（商品開発：DEN)

自然の摂理に即した農法で作られているため、
地球環境にも良く、日本の農業の未来を守ると
されている。また、その土地の気候風土に適した
在来種は、そこで生活する人の体にも適しており、
食べる人の健康を支える。

展望

播磨の在来種を
　未来につなぐことで
　　　地域を元気にする

在来種×地域（里山、小学校、保育園）

　　　　　「生きることは食べること」
これから子どもを産んで育てる学生に、“良いもの“を
食べて欲しいと思っている。本来種はふわふわ漂って、
気に入った土地に腰を落として根付き、そこで成長する
ものだ。だから地域に根付く在来種はそこでしか穫れない
美味しいもので、健康にも良い。食物を食べるだけ
じゃなくて、種まきから収穫、料理までを伝えたい。
生きる力を伝えることこそ教育だ。

吉高　美鈴
兵庫県福崎町役場
農林振興課　職員

福﨑町の特産品
“もち麦” の商品開発を学生団体の
「DEN」へ依頼
積極的に学生と関わり、
地域活性化に取り組む。

今までもち麦は「食品センターが買い取るもの」として
作られていたり、「福崎町の特産はもち麦だけだから」
という理由で関係者は動いていたりと、主体性が無いな
と感じていた。
しかし学生と連携してもち麦に注目が集まった結果、
生産者はもち麦を作るのに意欲的になった。
また地域活性化に取り組むコミュニティができ、
地域に主体性が生まれたと感じる。もち麦製品の売れゆき
だけでく、周りの変化やまちの人の心の変化を
嬉しく思っている。

兵庫県福崎町の在来種であるが、その認知度は低く、
また地域はその活用アイデアにも限界を感じていた。
そこで学生と連携したいという相談を受け、商品開発を
行う団体が2011年始動した。
求められていた通り、学生の柔軟なアイデアで斬新な
アレンジレシピを開発。また、町家カフェで販売・PRに取り組む。
開発したレシピは地域へ提供する、かつクックパッドに掲載し、
2013年7月現在5万回強アクセスを記録。
活動を通してもち麦の消費者の8割が高齢者であったが、
若い世代の関心を高めた。

学生団体DENの取り組み・成果のまとめ
経済面：町家カフェ“しょうあん“で開発したもち麦レシピ
料理を提供した。3日間で6.5万円をり上げ、来客数120人であった。
環境面：もち麦という在来種をPRすることで、レシピを見た人
カフェに訪れた人の農への関心を高めた。
社会面：もち麦の開発を通して、福崎町で地域の活性を
願う人たちのコミュニティができ
自主性を育むなど地域が元気になった。

親子3代で80年継承し、播磨の風土に根ざしたにんにく。
生産者北本さんと在来種保存会代表山根さんとの出会いの際に
「播磨の王様」にと名付けられた。
その辛さ、臭いの強さは生命力を感じられるものである。
環境人間キャンパス内で育てられている在来種のひとつであり、
この種を初めとして播磨の生態系保存に取り組むプロジェクトが
始動している。
具体的には、
①子どもを対象としている団体が農を通して環境教育を行う
②学生団体と関係性の深い地域の保育園・小学校と連携し食育を
行う。
福崎町のもち麦の事例のように、地域が内から元気になる
プロジェクトの可能性を感じている。

これまで学生と連携して、父と子どもが楽しく遊べる活動
を行ってきたことで、地域に良いコミュニティが出来たと
感じていた。しかし、そこで「意義のある活動」を行いたい
と思っていた。だから今回の在来種のプロジェクトを耳に
して、ぜひうちでもやりたい！と思った。子どもたちと作る
畑で、自分たちの土地の作物を育てて、食べるまで一貫して
行いたい。地域のみんなの食生活や環境への関心が高まると
思う。

大崎　哲夫
兵庫県姫路市水上町　在住
水上夢倶楽部代表

学生団体 jumpと共に
水上小学校の子どもたちがのびのびと
育める環境づくりに取り組む。

町家カフェしょうあん
２０１１年、歴史的文化財を保存する取り組みとして
「町家カフェしょうあんプロジェクト」が始動した
国宝姫路城をもつ観光地姫路の失われてゆく城下町の風情と
その食文化を守り受け継ぐべく学生たちが毎週町家カフェを営業する

行政
・ 兵庫県企画県民部（ひょうご青少年社会貢献活動認定制度の開発）
・ 兵庫県神戸市産業振興局農政部農水産課（ユニフェス）
・ 兵庫県宍粟市まちづくり推進部（観光計画の策定）
・ 兵庫県中播磨県民局（環境日記の作成）
・ 兵庫県姫路市駅周辺整備室（駅前広場活用の社会実験）
・ 兵庫県姫路市観光交流推進室（外国人の観光環境の整備）
・ 兵庫県姫路市企画政策推進室（地域資源の活用）
・ 兵庫県姫路市農政経済局（中心市街地活性関連）
・ 兵庫県福崎町農林振興課（もちむぎ特産品振興）
施設
・ 川のほとりの美術館（川おこしと水辺の観察会の実施）
・ 城乾小学校（城乾まつり）
・ 城見が丘保育園（親子の交流）
・ 姫路市立かしのき園（障がい者との交流）
・ 姫路文学館（県大あっちこっち）

社団法人・NPO等
・ 一般社団法人ひとネットワーク姫路（駅前の利便性を高める法人づくり）
・ 公益社団法人姫路青年会議所（姫路あかり屋台づくり）
・ 合同会社コネクティ（ヤングクリエーター事業への参画）
・ 特定非営利活動法人スローソサイエティ協会（自転車まちづくり等）
・ 特定非営利活動法人ソーシャルデザインファンド（エコヒューマン基金の運用）
・ 特定非営利活動法人ひと・まち・あーと（手仕事制作物の協働制作）
・ 特定非営利活動法人ひょうご新民家２１（工務店プロモーションビデオの作成）
・ 姫路市青山地区民生・児童委員（災害時要援護者の支援とまちづくり）
・ 姫路商工会議所青年部（じゃこうあげはのまちづくり）
・ 姫路西二階町商店街組合（二階町キャンドルナイトの実施）
・ 姫路御幸通商店街振興組合（情報誌「HIMEJI DAISUKI」の記事づくり）
プロジェクト・任意団体
・ 香寺町連合自治会（木の子でのイベント）
・ 食地の座（地産地消の促進）
・ 善助会（黒田官兵衛家臣・栗山善助の顕彰）
・ 播磨国総社三ッ山大祭実行委員会（作り物の制作）
・ 姫路駅前広場活用協議会（駅前広場の活用の社会実験）
・ 姫路食研究楽会（桃色吐息をつかった豚天丼の開発等）
・ ひょうご在来種保存会（はりま王にんにくの保存）
・ 水上夢倶楽部（こどもの元気遊びの開発）
・ むこっ子ロード整備実行委員会（学校環境の整備）
・ 武庫之荘水と緑のプロジェクト（水路沿いの水と緑の保全）

企業
・ アルタレーナ（おいしいコーヒーのいれ方ワークショップ）
・ ウーマンライフ新聞社（情報誌「HIMEJI DAISUKI」の記事づくり）
・ エー・ティー・エー（情報誌「HIMEJI DAISUKI」の記事づくり）
・ Fm　genki　（学生によるラジオ放送の実施）
・ 織町社（古い建物の再生・再活性化）
・ グローバルアイティーネット（地域SNSの共同開発）
・ 神姫バス（姫路の観光おもてなしの開発）
・ 姫路ガハハゲストハウス（姫路の観光おもてなしの開発）
・ 兵庫大地の会（夢前夢街道づくりの企画支援）
・ やっさ弁当（桃色吐息を使ったお弁当の開発）
・ 夕雲舎（町屋しょうあんの運営）

在来種

ハリマ王にんにく

山根　成人
ひょうごの在来種保存会代表

約 10 年前から環境人間キャンパス
内で学生の農作業をサポート
在来種保存活動を行う
学生団体畑っこのパートナーの１人

在来種の活動を積み重ね、播磨の風土を愛し活動している人々へエンパワーメントし、
健康で明るいコミュニティ形成をサポートする。



Campus tree
キャンドルナイト
で地域活性　　　　　　 

情報発信

Slow cafe project
カフェを中心に姫路の
新たな魅力発信

TCV
ラジオ番組制作 
学生を地域に発信

姫路コンシェルジュ
外国人観光客への
おもてなし
　　　　　　　　　　

エコ姫
学生主導で SNS の
開発・運営。
登録者数は
500 人を超えた。

ひめえん
姫路の縁をつなぐをテーマに
毎週末、町家カフェを運営
平均 140 人 / 月、約 9万円 / 月
（2012 年３月）を売り上げた

畑っこ
生態系・在来種保存
約 40 種の在来種を保存する
活動を継続させた。

木の子 
ツリーハウスづくりで
子ども達の遊び場を提供

地域福祉

元気っこ
地域の子育て
コミュニティの場を提供

エコ
・ヒ
ュー
マン
地域
連携
セン
ター

15団
体 2
25 人
が所
属 !!

播磨
姫路

福﨑

STEP
姫路市内の小学校へ環境日記を
約 1万部配布・訪問活動を継続させた。

Design of
デザインで地域を元気に

食と農

地域デザイン環境教育

ESP
福祉にアプローチ
 障害者サポートプログラム

JUMP!
遊びながら学ぶ
親子約 50 組を繋ぐ大規模な活動に発展

3 団体全体で播磨の野菜を販売・PRした
結果、年間約 100 万円を売り上げた

他団体と積極的に合同イベントを開催し
約 1000 人を誘導するイベントとなった環境日誌や里山での自然体験

で約 1万 300 人の子どもの
環境への関心を高めた。

姫路コンシェルジュでは地元のバス会社
と提携し、姫路城を訪れる外国人観光客
を対象とした英語表記のバス乗車案内
冊子を 1000 部作成した。

２団体の活動で福祉施設の方々
など約 90人の地域交流を生む

学生と地域の新たな挑戦がはじまる！
各団体の代表経験者などコアメンバーがチームを組み、学生が地域のプロジェクトに
参画しやすい環境づくりを進めていこうと取り組んでいる。
後輩育成、相談業務によって学生団体のプロジェクト力強化するだけでなく、
団体同士の連携サポートすることで、今まで出来なかった大規模なプロジェクトを可能にしている。
今後も地域の需要と学生の多様性をブリッジングに努める。

Eco Human Bridge とは・・・

DEN
田畑の恵みを伝える
栄養学の知識で商品開発
もち麦を中心に約 40 のレシピを開発
クックパッドで約 5万アクセスを記録

環境的成果

経済的成果

社会的成果

小学生を対象に環境教育を行う STEP、木の子の取り組みによって、
約 1万 300 人の環境に対する関心を高めた。
また、在来種への取り組みにより、食や環境の学びだけに留まらず、
農から食へ、農から環境へと、食育や風土への理解を子どもだけでなく学生、大人と幅広い世代に深めた。

毎週末の町家しょうあんを拠点としたカフェ経営において、
当初は平均 52 人 / 月、約 2万円 / 月 (2012 年 6 月）であったが、
2012 年度は平均 140 人 / 月、約 9万円 / 月（2012 年３月）を売り上げ、まちの人気カフェとなった。
在来種プロジェクトでは 3度のもち麦フェアで約 6.5 万円の売り上げ、来客数は 120 人を記録した。

全 15 団体のプロジェクトにより、直接的につながった人は約 8000 人にのぼり、
昨年度の 700 人から大きく飛躍した。間接的な影響は６万人にのぼる。
在来種保存の取り組みでは約 1000 人と直接的につながった。


