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地域実践において根本問題を考えることの意義 

―京都府福知山市夜久野町における「丹波漆」を題材としたアイデアブック制作の実践
を例に― 

森下 航平 

 

要旨 

 

地域での実践活動において、根本問題を考えることはいかなる意義を持ちうるのか。筆者の携わる地
域実践事例である、京都府福知山市夜久野町における「丹波漆」を題材としたアイデアブック制作の
実践を例に、その可能性を考察する。地域実践において根本問題を考えるという行為は一見遠回りに
思えるが、個々人の内面への変化という観点では様々な側面において可能性があるのではないか。 

 

１．はじめに 

本稿は、地域実践において根本問題を考えることの意義を、その実践事例の紹介とともに考察するものである。
筆者は 2021 年度京都大学教育学部後期集中講義「臨床教育人間学特論Ⅱ」を受講し、授業にて根本問題につい
て学んだ。そして、本授業で学んだ「根本問題」についての考え方に影響を受けて、筆者が携わっている地域
実践である、京都府福知山市夜久野町における「丹波漆」アイデアブック制作活動を改良してきた。そこで、
本実践事例の記録と考察を通じて、根本問題を考えるという行為が地域実践においてどのような意義を持ちう
るのかについて考えていく。 

 

 

２．本授業「臨床教育人間学特論Ⅱ」の概要と根本問題の定義 

 本授業「臨床教育人間学特論Ⅱ」は、京都大学教育学部で開講されている講義であり、筆者は 2021 年度に後
期集中講義として履修した。本授業シラバスによると、授業の概要および目的が以下の通り紹介されている。 

 

 【宇宙と文明：自己と世界の探究】本授業では、宇宙と文明の通史を通して、自己と世界を探究する。すな
わち、宇宙の形成、銀河の形成、太陽系の形成、生命の起源と進化、人類の起源と進化、文明の起源と発達
などを材料として、世界はいかにあるのか、我々は何者なのか、なぜ生きているのか、何のために生きてい
るのか、これからどう生きていくのかという根本問題を探究する。その上で、種々の地球規模問題やその解
決に向けた実践例を取り上げながら、これからの文明はいかにあるべきか、我々一人ひとりが何のためにど
う生きていくのかという問題に取り組む。本授業に通底するアプローチは、世界から自己を捉える存在論
（S←O）や、自己から世界を捉える認識論に偏重する（S→O）のではなく、自己と世界を一体的に探究し、
種々の囚われに気づき、それらを超越する統合論（S⇔O）とする。ここでの統合は、全体性や一（いつ）
への回収を含意するものではなく、分離の要素を絶えず併せもつ概念である。統合とは、完成無き全体性の
自覚と、それに基づく自己と世界の本来性の発揮であると考える。 

 

 本シラバスに記載された授業の概要および目的に記載されている通り、本授業は根本問題を追究しようとす
るものである。本授業では、根本問題を「掘り下げてもそれ以上掘り下げられない大本の問題のこと」と定義
し、文明史・宇宙史・思想史などの観点から考察してきた。 
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３．丹波漆とは 

 本実践活動を紹介する前に、本実践活動の題材である漆および丹波漆について、筆者らが取り組んだ実践活
動の中で丹波漆関係者からお話いただいた情報、および NPO 丹波漆ホームページ 1)掲載情報、令和 3 年度版森
林・林業白書をもとに概説する。 

 漆は古くから使われており、塗料や接着剤などとして活用されてきた。漆の塗られた器である漆器は、日本
の伝統的な工芸品として広く知られている。そもそも、漆は木の樹液であり、ウルシの木に傷を入れて採取す
る。この作業を漆掻きという。かつては日本国内に漆掻きを行っている地域は多数存在したが、時代の変化に
伴い漆の需要は減少し、国内の漆産地は大きく減少してきた。現在、国内で消費される漆の大部分が中国産の
輸入漆であり、2020 年において自給率は 6%程度にとどまっている 2)。しかしながら、2014 年度、文化庁は国宝
及び重要文化財建造物の保存修理には原則として国産漆を使用する方針を示したこともあり 3)、国産漆の収量増
が求められている。 

 このような状況の中、現在でも漆掻きが残っている地域の一つが、京都府福知山市夜久野町である。この地
域で産出された漆は丹波漆と呼ばれている。国産漆の衰退の中で、丹波漆は生産者組合を結成し苗木の育成や
植栽などに取り組み、丹波漆を残すため努力してきた。2012 年には NPO 法人丹波漆が設立され、漆掻きや漆木
の植栽、広報活動など、丹波漆を次世代につないでいくための取り組みがされている。 

 

 

４．本実践活動の経緯 

 本実践活動は、京都府福知山市における丹波漆に関する学生と地域団体による協働実践である。ここでは本
実践活動の経緯について、筆者が京都大学東南アジア地域研究研究所実践型地域研究推進室発行による報告書 2)

に掲載した内容をもとにまとめる。 

 筆者自身が丹波漆と関わることになったきっかけは、京都府地域交響プロジェクト内「学生×地域つながる未
来プロジェクト」への参加である。京都府「学生×地域つながる未来プロジェクト」とは、NPO 法人など府内地
域団体と大学生の接点をつくり、大学生に地域活動を体験してもらう事業である。2020 年度は新型コロナウイ
ルス感染症の影響で、大学生と地域団体とのオンライン交流や大学生による地域団体の SNS 情報発信といった、
非対面型の活動を主に取り組まれた。2020 年度に京都府「学生×地域つながる未来プロジェクト」において丹波
漆に関する活動に参加していた筆者が、2021 年度も継続した参加を希望し、2021 年度の活動に至っている。
2021 年度の活動は、受け入れ団体である NPO 法人丹波漆、京都府政策企画部、昨年度からの継続参加である筆
者の三者の協議によって活動内容を決定・実行した。また今年度の活動にあたっては、福知山市若者まちづく
り未来ラボ事業（主催：福知山市、企画・運営：福知山公立大学北近畿地域連携機構）のプロジェクト助成
（後期）に応募し、採択を得た。採択決定を受けて、2021 年 11 月 22 日（月）までの募集期間で丹波漆の情報発
信プロジェクトへの参加学生を公募した。公募は、京都府「学生×地域つながる未来プロジェクト」や福知山公
立大学北近畿地域連携機構（「福知山市若者まちづくり未来ラボ事業」を運営している）の協力のもと実施し、
両丹日日新聞（2021 年 11 月 15 日朝刊）にも掲載された。 

 2021 年 12 月より、公募によって集まった大学生らとの活動をスタートした。参加した大学生は、京都大学 4

名、福知山公立大学 2 名、京都産業大学 1 名、京都外国語大学 1 名、名古屋大学 1 名、の計 9 名であり、福知山
市内外から多様な所属の大学生が参加した。活動は、オンラインでの交流・打ち合わせと現地訪問とを組み合
わせて実施した。NPO 法人丹波漆スタッフの方に丹波漆について教えていただくことからはじまり、現地での
植栽地や体験施設「やくの木と漆の館」の訪問などを経て、「丹波漆の発信」をテーマに実践活動の内容を参加
者らで話し合い実行した。このような経緯で実行した実践活動の一つが、以下に述べる「丹波漆を考えるアイ
デアブック」制作である。 
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５．アイデアブックとは 

 2021 年度における大学生活動では、「夜久野とウルシの未来を考える」をテーマとしたアイデアブックを作成
し、地域住民に投げかける 16 の質問を冊子およびリーフレットにまとめることを企画した。アイデアブックと
は、塩見直紀氏（半農半 X 研究所代表、総務省地域力創造アドバイザー）によって考案された、地域資源など
について考える問題集である。地域資源などに関する 16 問の質問とその回答欄が掲載されており、出題者と読
み手の双方に地域資源の活用や地域課題について創造的に考えることを促すことを目的としている 4)。 

 

 

６．アイデアブック制作の方法 

 本実践活動におけるアイデアブック制作において、設問案はプロジェクト参加学生のほか、「NPO 法人丹波漆」
構成員、「やくの木と漆の館」スタッフ、京都府関係者からも募り、とりまとめた。設問案募集は 2022 年 2 月上
旬に行い、グーグルフォームへの回答やメール添付ファイルなどとして設問案が寄せられたほか、アイデアブ
ック制作に関する打ち合わせ時にも設問案の提案を受けた。また提案者には、設問案と併せて出題の意図につ
いても説明いただいた。 

 筆者は、関係者らに設問を考案してもらうにあたって、設問を作る際の観点として以下三点を提示した。特
に本活動期間が「臨床教育人間学特論Ⅱ」受講期間と重なっていたため、（3）については「臨床教育人間学特
論Ⅱ」で学んだ「根本問題」の考え方を応用して提示した。 

 

（１） 丹波漆について知り考えてもらうための問い 

 学生公募参加者にはこれまで活動の中で、丹波漆についていろいろに学び考えてきてもらった。各自の学び
や気づきを、アイデアブック読者が追体験できるような「問い」を設定してほしい。また丹波漆関係者には、
日ごろの活動の中で、より多くの人に知り考え欲しいと思う課題を「問い」として設定する。 

 

（２） 丹波漆について、アイデアや考えを募るための問い 

 「丹波漆や漆についてどのように思っているのか。」「今後の丹波漆の取組みにどのようなことを期待するの
か。」「どのような活動に可能性がありそうか。」といった内容であり、丹波漆のこれからの活動にいきるような
アイデアを広く募るための質問である。 

 

（３）丹波漆の「根本問題」を考える問い 

 丹波漆のこれからのあり方を考えていくためには、地域住民や地域の子どもたち、漆に関心をもってくれる
地域外の方々など、さまざまな人に丹波漆について知り考えてもらう機会をつくっていくことが大切ではない
かと考えている。そこで、各自が考える丹波漆についての根本問題を、「問い」のかたちで提示する。 

 

 

７．アイデアブック設問案の募集結果と考察 
 以下に、設問案募集の結果をまとめる。設問案は全 54 問が寄せられ、計 11 名からが設問案を応募した。設問
案出題者の所属別内訳は、本プロジェクト参加大学生（筆者含む）が 5 名、NPO 法人丹波漆構成員が 4 名、や
くの木と漆の館スタッフが 2 名、本取り組みをご担当いただいた京都府職員 1 名であった 5)。 

 寄せられた設問案を内容別に整理し、概要をまとめたのが表１である。 
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設問案の内容 設問案数 
（１）漆の発信方法 11 
（２）丹波漆の経営と担い手 8 
（３）植物としてのウルシ 6 
（４）新たな漆塗製品 6 
（５）地域社会と漆 4 
（６）丹波漆と観光 4 
（７）丹波漆の歴史 3 
（８）自分と漆 2 
（９）漆掻きを保存・継承する意義 2 
（１０）その他 8 
合計 54 

 
表１ 設問案の概要 

 
 以下、表１にある項目「設問案の内容」ごとに、それぞれの出題内容や出題意図などについて考察する。 
 
（１）漆の発信方法   

 11 件の回答が得られた。NPO 法人丹波漆構成員による出題意図には、「丹波漆が無くならないように、まず
知ってもらって、そして大事な物だと思ってもらうにはどうすれば良いか常に模索している」との意見があり、
発信によって理解者や協力者を増やしていきたいことがうかがえる。SNS の活用や新たなイベント企画の方向
性など多様な観点から出題されており、丹波漆を広く発信することを目指したいという出題者らの意図が読み
取れる。 
 
（２）丹波漆の経営と担い手  

 8 件の回答が得られた。「NPO 法人丹波漆の活動に共感し、会員になってくださる人を増やすには、何が大事
だと思いますか」（提案者：「やくの木と漆の館」スタッフ）という設問案については、「会員を増やすことが、
NPO 法人の活動を支える一番の方法だと思う」という出題意図が併せて投稿されており、活動への参加・協力
や会費収入の確保などの重要性が読み取れる。また、プロジェクト参加大学生からは「外国製品はなぜ安いの
だろう」との問いが寄せられ、出題の意図として漆の経営課題が「人件費や労働生産性について、グローバル
な問題が関連していること」が指摘されている。そのほか、プロジェクト参加大学生からは「なぜ漆を使う機
会が減ったのか」という問いが寄せられ、漆利用の減少が根本的な問題であることが指摘されている。 
 
（３）植物としてのウルシ 

 6 件の設問案が得られた。植物としてのウルシの特徴などを問い、植物としての観点から関心の喚起と漆への
理解の促進を図る設問である。またプロジェクト参加大学生からは、獣害や病気など問題を知ってもらうため
に、植物としてのウルシの側面を想起してもらう必要があることが指摘されている。また、NPO 法人丹波漆構
成員からの質問案「ウルシはどの様な場所に植えるのが良いか」については、ウルシの生理・生態としての適
地、定植後の管理の仕方との関係、経営面、獣害との関わり、耕作放棄地など地域の現状・課題との関わり、
近隣によるかぶれへの懸念との関わりなど、複合的な課題を包括した問いとして提案したことが、出題意図と
して提案者から説明されている。 
 
（４）新たな漆塗り製品 

 6 件の設問案が得られた。NPO 法人丹波漆構成員による設問案「若い人に漆や漆器をもっと好きになっても
らうために、漆や漆器がどのように変化したら良いと思われますか」からは、時代の移り変わりの中で漆器の
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利用が減少している現状を踏まえ、現代的ニーズにあわせて漆塗り製品そのものに変化が求められていると考
えていることがわかる。 
 
（５）地域社会と漆  

 4 件の設問案を得ている。NPO 法人丹波漆構成員からの設問案「もう一度里山を皆さんに活用してもらうに
はどのような取り組みが考えられますか」については、提案者はその意図を、漆掻きを里山の生活の一つと捉
え、里山について広く考えてもらうことを促したい、としている。また、NPO 法人丹波漆構成員による設問案
「漆生産・ウルシ林が地域に何をもたらすか」については、出題者はウルシ林が遊休地の有効活用や防災など
の様々な役割をもっていると指摘した上で、漆生産やそれを支えるウルシ林を保存・継承していくために、漆
生産以外だけではないさまざまな機能を有していることを評価することを提案している。 
 
（６）丹波漆と観光 

 丹波漆を観光資源として活用し、地域と丹波漆を活性化していくことを主題とした設問案が 4 件みられた。
NPO 法人丹波漆構成員による設問案「京都には漆樹の植栽と漆搔き（いずれも丹波漆）、漆の精製、漆塗り職人、
漆塗り製品、漆工文化財（伝世品や建造物）がすべて揃っています。これらと接して漆を知ってもらうために、
1 泊 2 日京都漆の旅を企画します。丹波漆には必ず立ち寄って頂くことを前提に、旅行プランを考えてくださ
い。」からは、丹波漆の生産地が京都府であることを生かした観光発信や観光コンテンツづくりの促進に可能性
があるとの考えが読み取れる。 
 
（７）丹波漆の歴史  

 3 件の設問案が寄せられた。プロジェクト参加大学生による設問案「夜久野町で漆生産がはじまり、現在まで
続いてきた背景には何があるのだろう」について、出題者はその出題意図を「夜久野町の子どもたちが丹波漆
や町の歴史を調べることで、関心や愛着が湧くのではないか」としている。夜久野町に存在する小中一貫校で
ある夜久野学園では、丹波漆に関する体験などの授業が行われており、地域の子どもたちに丹波漆を伝えてい
き理解者や協力者を育てていくことが図られていることを考慮しての出題である可能性がある。また、丹波漆
の継承に努力してきた先人たちの存在を強調する意見が目立った。 
 
（８）自分と漆  

 自身や日常生活と漆の結びつきを題材とした設問案であり、全 2 件の回答が得られた。プロジェクト参加大学
生による「今日一日、ここに来るまでに何か漆製品を見ましたか？」といった設問案においては、提案者はそ
の設問意図を「漆は予想以上に生活の中に溶け込んでいるが、現在国内で供給されている漆のほとんどが輸入
品であり、国産漆がおかれた厳しい状況を理解するきっかけとして問いかけたい」としている。 
 
（９）漆掻きを保存・継承する意義  

 2 件の設問案が得られた。NPO 法人丹波漆構成員による設問案「丹波の漆掻きを保存・継承する事の意義は
何なのか」については、出題者はその出題意図を「『文化財だから価値がある』という説明の段階にとどまらず、
どのような人にどのような形でメリットがあるのか、豊かさをもたらすのかを掘り下げたい」としている。 
 
（１０）その他  

 全 8 件の多様な設問案が寄せられた。プロジェクト参加大学生からは、「掻いた後の木をどういったものに利
用できる可能性がありそうか」との設問案が寄せられた。この設問は、本プロジェクトにおいて参加大学生ら
が丹波漆植栽地を見学した際、NPO 法人丹波漆の方より漆掻きが終わったあとの木は伐り倒していることを教
えていただいての出題である。プロジェクト参加大学生からの設問案「漆は湿気を感じると硬くなる性質があ
ります。この性質を利用して、漆は何に使われていると思いますか。また、何に使えると思いますか」につい
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設問案の内容 設問案数 
（１）漆の発信方法 11 
（２）丹波漆の経営と担い手 8 
（３）植物としてのウルシ 6 
（４）新たな漆塗製品 6 
（５）地域社会と漆 4 
（６）丹波漆と観光 4 
（７）丹波漆の歴史 3 
（８）自分と漆 2 
（９）漆掻きを保存・継承する意義 2 
（１０）その他 8 
合計 54 

 
表１ 設問案の概要 

 
 以下、表１にある項目「設問案の内容」ごとに、それぞれの出題内容や出題意図などについて考察する。 
 
（１）漆の発信方法   

 11 件の回答が得られた。NPO 法人丹波漆構成員による出題意図には、「丹波漆が無くならないように、まず
知ってもらって、そして大事な物だと思ってもらうにはどうすれば良いか常に模索している」との意見があり、
発信によって理解者や協力者を増やしていきたいことがうかがえる。SNS の活用や新たなイベント企画の方向
性など多様な観点から出題されており、丹波漆を広く発信することを目指したいという出題者らの意図が読み
取れる。 
 
（２）丹波漆の経営と担い手  

 8 件の回答が得られた。「NPO 法人丹波漆の活動に共感し、会員になってくださる人を増やすには、何が大事
だと思いますか」（提案者：「やくの木と漆の館」スタッフ）という設問案については、「会員を増やすことが、
NPO 法人の活動を支える一番の方法だと思う」という出題意図が併せて投稿されており、活動への参加・協力
や会費収入の確保などの重要性が読み取れる。また、プロジェクト参加大学生からは「外国製品はなぜ安いの
だろう」との問いが寄せられ、出題の意図として漆の経営課題が「人件費や労働生産性について、グローバル
な問題が関連していること」が指摘されている。そのほか、プロジェクト参加大学生からは「なぜ漆を使う機
会が減ったのか」という問いが寄せられ、漆利用の減少が根本的な問題であることが指摘されている。 
 
（３）植物としてのウルシ 

 6 件の設問案が得られた。植物としてのウルシの特徴などを問い、植物としての観点から関心の喚起と漆への
理解の促進を図る設問である。またプロジェクト参加大学生からは、獣害や病気など問題を知ってもらうため
に、植物としてのウルシの側面を想起してもらう必要があることが指摘されている。また、NPO 法人丹波漆構
成員からの質問案「ウルシはどの様な場所に植えるのが良いか」については、ウルシの生理・生態としての適
地、定植後の管理の仕方との関係、経営面、獣害との関わり、耕作放棄地など地域の現状・課題との関わり、
近隣によるかぶれへの懸念との関わりなど、複合的な課題を包括した問いとして提案したことが、出題意図と
して提案者から説明されている。 
 
（４）新たな漆塗り製品 

 6 件の設問案が得られた。NPO 法人丹波漆構成員による設問案「若い人に漆や漆器をもっと好きになっても
らうために、漆や漆器がどのように変化したら良いと思われますか」からは、時代の移り変わりの中で漆器の
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ても、漆の化学的性質について本プロジェクト内の中で丹波漆関係者らから教わった内容をいかした設問案で
ある。NPO 法人丹波漆構成員による設問案「漆掻きができるようにウルシの樹が育つのも 10 年かかります。自
然を相手にした仕事で暮らしを保ち続けていくためには、どんな工夫や考え方が必要でしょうか」については、
近年の農山村地域での生活を志向する社会的動向と関連させ、「都市での生活とは異なる、中山間地での生活や
自然を相手にした仕事ならではの価値観があるのではないか」と、その出題意図を説明している。 
 

 

８．アイデアブック掲載内容 

 以上のような設問案を、本活動では筆者など関係者らで集約・整理し、以下１６個の設問としてまとめた。
とりまとめた設問は、2022 年 2 月に「丹波漆を考えるアイデアブックー夜久野とウルシの未来を考えるー」とし
て発行し、「やくの木と漆の館」での展示や各種イベントでの活用などが行われている。 

 

Ｑ1．あなたは最近ウルシの木や漆製品を見たり使ったりしましたか？最近の生活を振り返ってみてくださ
い。 

Ｑ2．漆(うるし)という塗料は樹の樹液です。ウルシの樹に傷を入れて一滴一滴集めます（「漆掻き」と言い
ます）。あなたなら漆を何に塗ってみたいですか？ 

Ｑ3．ウルシの仲間にはどんな植物がいて、どんな共通点があるでしょうか？調べてみましょう。 

Ｑ4．かつて漆掻きは全国的に盛んでしたが、現在まで漆掻きが残っている場所は限られています。夜久野
のウルシ（丹波漆）はどのような歴史をたどっていて、なぜ現在まで続いているのでしょうか？調べ
てみましょう。 

Ｑ5．漆掻きさんが樹を育てるために、あなたはどんなお手伝いをしてみたいですか？ 

Ｑ6．若者が魅力を感じるような、新しい漆製品を提案してください。 

Ｑ7．丹波漆と福知山を知ってもらうために、丹波漆と他の福知山の名物（食べ物、お城、祭りなど）をど
うコラボさせると面白そうですか？ 

Ｑ8．漆掻きをした後の木は切り倒してしまいます。掻いた後の木をどのように活用できそうですか？ 

Ｑ9．丹波漆を PR するために、丹波漆キャラクターを考案してください。 

Ｑ10．あなたを丹波漆大使に任命します。丹波漆を全国・世界の人に知ってもらうための PR 方法を考案し
てください。 

Ｑ11．京都府内には、漆の木から漆工製品づくりや文化財までの道のりがすべて揃っています。丹波漆に立
ち寄ることを前提に、1 泊 2 日京都旅行プランを提案してください。 

Ｑ12．ウルシはどのような場所に植えると良いのでしょうか？調べてみましょう。ウルシの生態・管理・経
営・地域の状況など、様々な観点から考えてください。 

Ｑ13．良質な丹波漆を採るためのウルシの樹が不足しています。丹波漆を未来につないでいくために、どの
ような課題を克服する必要があるのでしょうか？生産、消費、経営、技術伝承など様々な観点から考
えてください。 

Ｑ14．なぜウルシを守るのでしょうか？丹波の漆掻きを保存・継承する事の意義とは何でしょうか？ 

Ｑ15．持続可能な社会の実現に向けて、漆製品にはどのような利点があるでしょうか？ 

Ｑ16．夜久野にとってウルシとはどのような存在なのでしょうか？ウルシは夜久野に何をもたらすのでしょ
うか？ 
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図１ 「丹波漆を考えるアイデアブック―夜久野とウルシの未来を考えるー」表紙 

 

 

９．考察とまとめ 

 以上の分析結果について、「根本問題を考える」という観点から考察していく。７におけるそれぞれの設問案
について、具体的に根本問題がどうか判別することは困難であるが、根本問題に通じる意見としては、外国製
品の安さや漆の利用減少、担い手の確保、漆植栽における困難さ、里山利用の衰退、漆の用途や役割に関する
多面的な再評価の可能性、経営体制の確立、管理コスト、自分自身と漆との関係性、漆掻きを保存・継承する
意義、などが挙げられよう。 

 以上の分析結果および活動関係者らの様子などをもとに、本実践活動を例に地域実践において根本問題を考
える意義について、筆者なりにその可能性をまとめてみる。 

 第一に、活動参画者にとって根本問題を考えることで、現状や問題に対する理解や考えが深まり、地域実践
をより改善させることができる可能性である。本実践活動には、丹波漆についてこれまであまり知らなかった
大学生たちも参加した。プロジェクト参加大学生たちにとって、丹波漆の根本問題を考えることは、丹波漆に
ついての理解を深め、今後の活動方針を考える材料となった。 

 第二に、根本問題を考えることを通じて、現状や問題についての知識や理解、考えを関係者間で共有するこ
とができる可能性である。本地域実践は、丹波漆関係係者（NPO 法人丹波漆および「やくの木と漆の館」の皆
様）と大学生、行政による協働による実践である。立場の異なる参画者それぞれの視点でとらえた丹波漆の問
題について紹介し共有することを通じて、現状や問題についての知識や理解、考えといった共通認識を形成し
ていくことができた。また、本実践活動をご担当いただいた京都府の方からは、次年度以降新たに参加する大
学生について、本実践活動で制作したアイデアブックを活用して丹波漆への理解を深めてもらうことができる
ことをアドバイスいただいた。本アイデアブックを活用し、設問をそれぞれに考えてもらうことで、出題者た
ちの丹波漆に関する学びや考察の過程を追体験してもらうことが可能となり、丹波漆についての理解を深めて
もらうことができる可能性がある。 

 第三に、地域や社会に対して考えることを訴え、関心の喚起や活動への協力・理解を促すことができる可能
性である。本実践活動では、丹波漆について一般の方に考えてほしい内容や知ってほしい内容、アイデアを募
りたい内容を設問としてまとめ、冊子「丹波漆を考えるアイデアブック―夜久野とウルシの未来を考えるー」
として発行した。本冊子および本冊子に掲載された設問を活用することで、地域内外の広い対象に丹波漆につ
いて考えてもらうきっかけを提供することができる。ウルシはかぶれる木であるため、ウルシを植えようとす
ると近隣住民からが抵抗感を感じることがある。またウルシ掻きの持続的で自立した経営を実現するためには、
植栽への理解や地域の担い手づくりなどのため、漆生産に対する地域内の理解を促すことが重要である。また
漆は夜久野の伝統産業・文化であると同時に、移住者や観光客、関係人口などの獲得にも結びつきうる、夜久
野町にとって重要な地域資源の一つである。過疎化・高齢化が進む中、地域として漆といかに向き合うか広く
地域内に問いかけることで、丹波漆の新たな可能性が見いだせるのではないかと考える。同時に、丹波漆に関
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ても、漆の化学的性質について本プロジェクト内の中で丹波漆関係者らから教わった内容をいかした設問案で
ある。NPO 法人丹波漆構成員による設問案「漆掻きができるようにウルシの樹が育つのも 10 年かかります。自
然を相手にした仕事で暮らしを保ち続けていくためには、どんな工夫や考え方が必要でしょうか」については、
近年の農山村地域での生活を志向する社会的動向と関連させ、「都市での生活とは異なる、中山間地での生活や
自然を相手にした仕事ならではの価値観があるのではないか」と、その出題意図を説明している。 
 

 

８．アイデアブック掲載内容 

 以上のような設問案を、本活動では筆者など関係者らで集約・整理し、以下１６個の設問としてまとめた。
とりまとめた設問は、2022 年 2 月に「丹波漆を考えるアイデアブックー夜久野とウルシの未来を考えるー」とし
て発行し、「やくの木と漆の館」での展示や各種イベントでの活用などが行われている。 

 

Ｑ1．あなたは最近ウルシの木や漆製品を見たり使ったりしましたか？最近の生活を振り返ってみてくださ
い。 

Ｑ2．漆(うるし)という塗料は樹の樹液です。ウルシの樹に傷を入れて一滴一滴集めます（「漆掻き」と言い
ます）。あなたなら漆を何に塗ってみたいですか？ 

Ｑ3．ウルシの仲間にはどんな植物がいて、どんな共通点があるでしょうか？調べてみましょう。 

Ｑ4．かつて漆掻きは全国的に盛んでしたが、現在まで漆掻きが残っている場所は限られています。夜久野
のウルシ（丹波漆）はどのような歴史をたどっていて、なぜ現在まで続いているのでしょうか？調べ
てみましょう。 

Ｑ5．漆掻きさんが樹を育てるために、あなたはどんなお手伝いをしてみたいですか？ 

Ｑ6．若者が魅力を感じるような、新しい漆製品を提案してください。 

Ｑ7．丹波漆と福知山を知ってもらうために、丹波漆と他の福知山の名物（食べ物、お城、祭りなど）をど
うコラボさせると面白そうですか？ 

Ｑ8．漆掻きをした後の木は切り倒してしまいます。掻いた後の木をどのように活用できそうですか？ 

Ｑ9．丹波漆を PR するために、丹波漆キャラクターを考案してください。 

Ｑ10．あなたを丹波漆大使に任命します。丹波漆を全国・世界の人に知ってもらうための PR 方法を考案し
てください。 

Ｑ11．京都府内には、漆の木から漆工製品づくりや文化財までの道のりがすべて揃っています。丹波漆に立
ち寄ることを前提に、1 泊 2 日京都旅行プランを提案してください。 

Ｑ12．ウルシはどのような場所に植えると良いのでしょうか？調べてみましょう。ウルシの生態・管理・経
営・地域の状況など、様々な観点から考えてください。 

Ｑ13．良質な丹波漆を採るためのウルシの樹が不足しています。丹波漆を未来につないでいくために、どの
ような課題を克服する必要があるのでしょうか？生産、消費、経営、技術伝承など様々な観点から考
えてください。 

Ｑ14．なぜウルシを守るのでしょうか？丹波の漆掻きを保存・継承する事の意義とは何でしょうか？ 

Ｑ15．持続可能な社会の実現に向けて、漆製品にはどのような利点があるでしょうか？ 

Ｑ16．夜久野にとってウルシとはどのような存在なのでしょうか？ウルシは夜久野に何をもたらすのでしょ
うか？ 
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わる人は夜久野町外にも多数存在しており、夜久野町内での漆植栽活動への参加や「やくの木と漆の館」での
継続的な漆芸作品制作者などが挙げられる。また丹波漆の販促や活動へのサポートの広がりを目指し、国内外
への発信も取り組まれている。丹波漆にとって、その魅力や意義、役割を地域内外に広く発信し問いかけるこ
とで、活動への理解や協力を得られる可能性があると言える。 

 以上三点が、地域実践において根本問題を考えることの意義について、筆者が考える可能性である。今回一
緒に活動した NPO 法人丹波漆の方々からは、「答えを出すことではなく、一緒に考えてもらうことの大切さに気
付いた」「今回私が学ばせてもらったのは、問題解決の答えを性急に無理に出そうというのではなく、問題自身
を考える人を増やしていくという事の大切さだ」といったお言葉をいただいた。地域実践において、「考える」
ことを主眼においたアプローチは、短期的な目に見える成果がわかりにくく遠回りした取り組みに思われうる
ものである。しかしながら、「考える」という行為そのものの意義に着目していくことで、前述の三点のような
個々人の内面的変容を促すことができる可能性がある。今後は、制作したアイデアブックの活用や、一般の方
からのアイデアブック掲載設問への回答への収集などを通じて、根本問題を考えることの意義についてより考
察を深め、実践活動に反映していきたい。 
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