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都市再生本部（本部長：内閣総理大臣）に

おいては、「全国都市再生のための緊急措置～

稚内から石垣まで～」の決定（平成14年4月）

以来、全国の都市を対象に身の回りの生活の

質の向上と地域経済・社会の活性化に向け、

積極的な対策を講じてきた。その一環として、

昨年度から「全国都市再生モデル調査」を実

施している。

この調査は、課題の設定から実際の活動ま

での全般について市町村やNPO等の創意工夫

に委ね、都市や地域の再生を地域の知恵と工

夫によって達成しようとする先導的な取組を

支援するものであり、国費10億円を活用し、

平成15年度は171件で実施した。

調査結果を概観すると、全国各地で地域に

根差した幅広いテーマで取組がなされ、諸々

の事情により足がすくんでいた状態を打開し

たもの、行政だけでなく、NPOや民間企業等

多くの主体の参画、支援を引き出すことに成功

したものなど意欲的な取組が数多く見られる。

本特集は、（財）都市計画協会の協力を得て、

昨年度実施した171件のなかから、今後のまち

づくりの新しい方向性の萌芽がみられる取組

について現地からのレポートを特集連載（11

月～3月）するものである。

連載を通じて、各地のまちづくりを実践す

る者が経験的に蓄積しているノウハウ、実際

に取り組んでこそ分かる苦労等が関係者の間

で共有され、こうした先導的な取組に刺激さ

れて、全国都市再生の取組が更に大きな流れ

となることを期待したい。

「難病児支援を核としたまちづくり～病気とた

たかう子供たちに夢のキャンプを～」（滝川市）

本事例は、「難病児支援」という既存の行政

体系では捉えることのできない分野を核にま

ちづくりに取り組む都市の事例である。その

際、難病児を支援する熱意ある者の提案を、

難病児支援施設の建設で完結させることなく、

家族やボランティアなども含めた交流人口の

増加、公園をはじめとする近隣の自然環境の

活用等幅広い視点でまちづくりに取り組んで

いる事例として注目される。

「「記憶の継承」への予期せぬ参入者たち～河

原町プロジェクト～」（熊本まちなみトラスト）

本事例は、荒廃した繊維問屋街について、

建て替えを志向するのではなく、むしろ古い

けれども親密なたたずまいが若者をひきつけ
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るのではないかという着想をもとに、にぎわ

いを再生した都市の事例である。最新の施設

や設備ありき、という観念にとらわれず、そ

れとは異なるアプローチで成功した点は、「都

市の魅力」を高める方策は実は画一的なもの

ではなく、あらゆる分野、方面に眠っている

ということを改めて認識させられる。

「川・海と山と町のネットワークによる地域再生

まちづくり～ひょうたんホタル島～」（由宇町）

本事例は、地域間ネットワークを通じて共

有された知恵やノウハウによって、地域の活

性化を図っている事例である。東京早稲田の

商店会と山口県の小都市である由宇町が、形

式的ではない、お互いの重要な情報を共有し、

かつ相手に対して親身に助言できる絆を築き

上げるにはどのような取組、工夫があったの

か。単にITを導入するだけではない、それを

いかに有効活用するのか、使いこなす側の戦

略、能力こそ重要であることを確認できる事

例である。
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子どもなら誰もがやってみたいと思ってい

ることがある。蝶を追いかけたり、花を摘ん

だり、野原をかけまわったり・・・・・。で

も、どんなに思い続けてもそれができない子

どもたちがいる。草原と風、ぬけるような青

空と自然の中で、子どもたちの笑顔と感性に

包まれた思い出を残したいと願う家族がいる。

現在、日本には約20万人の子どもたちが、小

児がんや心臓病などの難病とたたかっている。

その子どもたちは、自然の中に「出かけるこ

とができない」のではなく「出かけることの

できる施設」がないのだ。その子どもたちに、

医療的なサポートが完備され、安全で安心し

て利用できる常設のキャンプ場を整備しよう

とする日本ではじめてのプランが生まれた。

実現をめざしている「そらぷちキッズキャ

ンプ」は、病気とたたかう子どもたちのため

に特別に配慮されたキャンプで、自然の中に

コテージ（宿泊棟）、診療所、ダイニング、広

場、池等が整備され、子どもたちに必要な医

療的バックアップのためのドクターやナース

が常駐し、プログラムにかかわるボランティ

アなど、子どもたちの夢のキャンプを実現す

るために多くの人々のサポートでなりたっ

ている。

また、そらぷちキッズキャンプは、病気と

たたかっている子どもたちだけでなく、家族

（兄弟姉妹、両親など）と一緒に参加できるプ

ログラムも用意され、当事者である子どもた

ちにとっても、また、日々子どもたちととも

にたたかっている家族にとっても、一時的な

休息（レスパイトケア）の時間と場所ができ、

自然のやさしさとエネルギーで、もう一度病

気に立ち向かう力と思い出を持つ機会が与え

られる。

このキャンプのお手本は、米国の俳優ポー

ル・ニューマンが1988年にコネチカットでは

じめたホールインザウォール・ギャング・

キャンプである。このキャンプは小児がん等

の難病の子どもたちに、健康な子どもたちと

同じようなキャンプ生活を体験してほしいと

いう主旨でつくられたもので、子どもたちは

キャンプに入った瞬間から病気のことを忘れ、

眼を輝かせて釣りや乗馬などいろいろなプロ

グラムを楽しむ。親の付き添いはなく、100名

のボランティアが日常生活をケアし、キャン

プにある診療所では簡単な処置、投薬、点滴、

輸血も可能になっている。寝る前にはキャン

難病児支援を核としたまちづくり
～病気とたたかう子どもたちに夢のキャンプを～
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ドルチャット（ろうそくの灯を中心にしての

おしゃべり）でお互いの悩みを打ち明け、ボ

ランティアとともに語り合い、1週間のキャン

プの終了時には、子どもたちは新しい友人を

得、元気を取り戻し、希望に満ちて再開を約

束する。

そうしたキャンプを日本で実現しようとい

うのが、この「そらぷちキッズキャンプ」だ。

「そらぷち」とはこのキャンプの候補地である

北海道滝川市周辺がアイヌ語で「そらぷち」

といわれていたことから、「小さな太陽」

（Solar-Petite）との意味もかけて名づけられた。

米国のホールインザウォール・ギャング・

キャンプには日本からも多くの視察者が訪れ

る。その一人が現在兵庫県立大学で教鞭を取

る浅野房世教授だ。浅野教授は公園のユニ

バーサルデザインの第一人者として設計コン

サルタント会社の役員時代にここを訪れ、衝

撃的な感銘を受け、日本に帰ってからも実現

への夢を抱きつづけていた。浅野教授はこう

したキャンプをきっかけに、ハード面ではバ

リアフリー、ソフト面ではだれにでもやさし

いまち、すなわちユニバーサル都市が誕生す

る新しいまちづくりのチャンスと考えていた

そうだ。

そうしたときに北海道滝川市との出会いが

あった。浅野教授は2001年7月、知人の紹介で

はじめて滝川市を訪れ、豊かな自然の中でハ

イキングや動物とのふれあいが楽しめ、気軽

にカヌーやグライダーができる北の大地を見

て、この地が難病の子どもたちの夢のキャン

プに最適の場所と直感したという。

真っ青な空の下で遠くには暑寒別連峰の山

並みが見え、広大な丘陵地に牛たちが草を食

み、時間がまるで止まったかのようにゆっく

りと流れる。浅野教授の頭の中には、この情

景の中で子どもたちが歓声をあげ駆け回る姿

がすでに描かれていたのだろう。

北海道から戻った浅野教授は、このプラン

の実現に向け活動を開始した。関係者にプラ

ンを説明する中で、東海大学医学部小児外科

の横山清七教授との出会いがあった。横山教

授は、1999年にホールインザウォール・ギャ

ング・キャンプに自分の患者である4人の子ど

もたちと参加し、難病の子どもたちが闘病生

活を忘れ生き生きとキャンプを楽しむ姿に感

動し、ぜひ日本でも実現させたいと考えてい

た。2003年には日本小児がん学会会長として

キャンプを中心とした子どものQOL（生活の

質）の向上をテーマに第19回日本小児がん学

会を開催し、米国ホールインザウォール・

ギャング・キャンプのディレクターである

ジェイムス・キャントン氏を招き講演会を行

い、医療関係者の関心を集めた。

また、難病の子どもの夢をかなえることを

目的とするメイク・ア・ウィッシュ・オブ・

ジャパン（大野寿子事務局長）の協力をはじ

め、1998年から聖路加国際病院の細谷亮太副

院長を中心に小児がんを告知された子どもた

ちのキャンプを実施している「スマートムン

ストン」との連携など、難病の子どもたちに

関わる多くの人々とキャンプ実現に向けた歩

みが始まった。

こうした出会いが、2004年2月には「病気と

取り組みの経緯
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たたかう子どもたちに夢のキャンプを創る会」

として組織的な活動に発展し、現在に至って

いるのである。

滝川市は北海道のほぼ中央、札幌市と旭川

市の中間に位置する人口4万6千人の町である。

北海道の大河石狩川と空知川が交わり、JR函

館本線から根室本線が分岐し、幹線国道12号

や38号が交差する古くから交通の要衝として

発展した町である。

明治23年に開拓の鍬が下ろされ、石狩平野

の肥沃な土地では稲作を中心とした農業が盛

んで、近年は複合化によりそばやトマト、花

などの栽培も増えてきている。また、東部の

丘陵地では果樹栽培や畜産が営まれ、札幌近

郊にありながら自然の中で牛や羊が草を食む

牧歌的な雰囲気が楽しめるところでもある。

かつて滝川市周辺には多くの炭鉱があり、

石炭産業全盛期には圏域人口31万人と北海道

の中で最も活気のある地域であったが、国の

エネルギー政策の転換によって1995年に全て

の炭鉱が姿を消した。現在、圏域人口は13万人

まで減少し、多くの後背人口に支えられ商

業・サービスを中心とした第三次産業従事者

が7割以上を占める滝川の経済にとっても炭鉱

の閉山は大きな痛手となったのである。

中空知の玄関口として興隆を誇った滝川駅

周辺の商業地域も、人口の減少や郊外型大型

店、新業態店の進出により客足が途絶え、中

心市街地の活性化が急務となっている。また、

基幹産業の一つの農業も後継者不足などによ

り農業者の高齢化を招いているのが実態であ

り、公共事業を中心とした建設業も長引く景

気の低迷、公共事業の抑制などから厳しい経

営を強いられており、地域経済の活性化が最

大の課題となっている。

そうした中で滝川市では、浅野教授から滝

川の豊かな自然や特色を生かし、病気とたた

かう子どもたちに夢のキャンプを提供しよう

というプランについて説明を受け、これまで

も高齢者や障害者の福祉施策に力を入れてい

たこともあり、人にやさしいまちづくりの観

点と子どもたちや家族、ボランティアなど交

稚内 
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流人口の増加による経済効果や地域振興の視

点から、創る会とともにキャンプ実現に向け

歩みはじめることとなったのである。

夢のキャンプ実現のためには、資金や医療

関係者のサポートなど様々な課題が予想され

るが、まずこうしたキャンプが日本で可能な

のか、ニーズがあるのか、賛同者が得られる

かなど基本的な調査が必要だった。

幸いにして2003年9月「全国都市再生モデル

調査」の全国171地域の一つに採用され、「滝

川市の公園緑地等の活用による地域活性化方

策に関する調査」として難病児体験施設の立

地について検討し、それを契機としたユニバー

サル都市構築の可能性について調査する内容

で、次の方針で進めることになった。

（1）日本国内の難病児支援の現状と海外先進

事例の調査

（2）日本における難病児体験施設の整備構想

を作成

（3）抽出された課題の詳細調査・検討のため、

実現に向けた活動を展開

（4）難病児体験施設の実現を契機とした都市

再生の可能性調査

具体的には、まず調査の背景と目的を明確

にした上で、国内の事例、ニーズの把握、課

題の整理により日本における難病児支援の実

態を把握するとともに、海外における難病児

自然体験施設の設立経緯や目的、施設構成、

運営体制を把握した。またこの2つの調査から

日本における難病児自然体験施設の設立の必

要条件を整理し、滝川市を対象に施設整備構

想を作成、次いで課題と方向性を整理して

いった。

これらの検討により、「難病児支援団体」

「医療機関」「企業による支援（社会貢献活動）」

「対象地」「海外の活動団体」の5つの視点につ

いて、詳細な調査検討の必要性が挙げられ活

動へと展開していった。

活動としては、まず難病支援団体や医療機

関、企業、行政などに対し、難病児体験施設

の整備構想を説明する「報告会」を開催し、

意見交換を行った。また、米国難病児施設の

関係者のヒアリング調査を行い、米国におけ

る施設の現状や周辺への影響、日本における

丸加高原

全国都市再生モデル調査
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課題を把握した。さらに2003年11月の小児が

ん学会においてホールインザウォール・ギャ

ング・キャンプのジェイムス・キャントン氏

が米国でのキャンプの取り組みについて講演

された機会に、アンケート調査を行い、医療

従事者や支援団体等のニーズを把握した。

このような調査・検討を進めていく中で、

実現化に向け運営組織の法人化について検討

するとともに、準備組織を設立することになっ

た。その後、再度関係者を集め2回目の「報告

会」を実施し、これまでの活動や実現に向け

た推進体制の確立、スケジュールを説明し、

意見交換を行った。また、2004年3月には滝川

市民に構想の説明を行い、理解を得るための

「シンポジウム」を開催している。

これらの調査・検討等によって北海道滝川

市での「難病の子どもたちのための自然体験

施設」整備の方向性が準備組織や滝川市関係

者で確認され、およそ3年後の実現化をめざし

「ニーズ調査を兼ねたプレキャンプの実施」

「賛同者や支援者の確保」「資金集め」が開始

されることとなった。

米国コネチカット州、アッシュフォード

（函館と同緯度）に「ホールインザウォール・

ギャング・キャンプ」と呼ばれる難病の子ど

もたち専用のキャンプ施設がある。この施設

は、病気を持っている子どもに特に配慮され

たキャンプ場だ。

150haの敷地には、15の宿泊キャビン、ダイ

ニングホール、劇場、体育館、アートクラフ

トセンター、医療施設、小動物園、温水プー

ル、釣りやカヌーのための池などがあり、難

病の子どもたちが、キャンプをしている間は

病気のことを忘れ、楽しい時間が過ごせるよ

う配慮がされている。

1月から3月までを除き、週末キャンプやサ

マーキャンプが行われており、オフシーズン

はボランティアの集中トレーニングが行われ

ている。緊急対応は近くの医療施設と連携さ

れているが、プログラム実施中はキャンプ場

に医師や看護士が常駐する。また、質の高い

ボランティアが不可欠であり、それらのボラ

ンティアがこのキャンプを支えている。

米国キャンプ 米国事例

米国の難病児自然体験施設の事例
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米国にはホールインザウォール・ギャン

グ・キャンプ協会に登録されているこのよう

なキャンプが計画中も含め5ヶ所あり、世界的

にはアイルランドやフランスでもキャンプ施

設が整備されているほか、イスラエルや南ア

フリカでも計画が進んでいる。

「病気とたたかう子どもたちに夢のキャン

プを創る会」は、東京や大阪での調査研究や

広報活動を進める一方で、候補地である滝川

市民にこの構想に理解を深めてもらうため

2004年3月、そらぷちキッズキャンプ実現に向

けたシンポジウムを滝川市で開催した。

開催にあたっては地元医師会や経済団体、

福祉団体等の協力を得、会場であるたきかわ

ホールには定員をオーバーする250人の市民が

集まった。浅野教授の構想の説明、細谷亮太

聖路加国際病院副院長の講演「病気とたたか

う子どもたちと自然体験」、さらにホールイン

ザウォール・ギャング・キャンプのビデオ上

映などが行われ、意見交換では、市民として

どんなことが協力できるか、常設のキャンプ

場の必要性など活発なやり取りが見られ、関

心の高さを窺わせた。

シンポジウム終了後に回収したアンケート

結果でも半数以上の方が実現したらボラン

ティアとして参加したいと答えており、また

体験メニューとして農業体験やグライダー、

雪遊びなど滝川らしい体験を子どもたちに楽

しんでほしいとの回答が多くあり、今後実現

に向け、市民の積極的な関わりが期待される

結果となった。

道内外でのプランの広報活動が盛んになっ

たが、滝川の自然をはじめグライダー・カヌー

などの体験メニューが実際に子どもたちに受

け入れられるかが課題であった。その検証の

ためのプレキャンプが本年7月23日から26日ま

での3泊4日で行われた。

「子どもたちが泣き、笑った。大自然を満

喫」キャンプの様子を伝える毎日新聞の見出

しである。キャンプは細谷先生が主宰する

「スマートムンストン」キャンプの協力で関東、

関西、遠くは九州から小児がんの子どもたち、

ボランティア、スタッフなど約100人が参加した。

23日午後バス3台がキャンプ地の丸加高原に

到着すると地元スタッフとともにポニーや羊

が子どもたちを出迎えた。2日目はグライダー

やカヌー、乗馬など思い思いのプログラムを

楽しみ、夕食は滝川名物のジンギスカン鍋を

シンポジウム

シンポジウム in 滝川

プレキャンプ
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囲み歓談が遅くまで続いた。3日目は地元の中

村農園でトマトの収穫体験、薦田牧場では前

日生まれた子牛を見学した。細谷先生は「こ

の子どもたちになりたい職業を聞くと、医者

や看護師など、これまで自分と関わってきた

職業しか答えが出てこない。農家の人たちが

種をまき、それを育て収穫する。そうした汗

を流し苦労しながら生産する喜びを伝えたい。

自分たちの可能性に気づいてほしい。」という。

乗馬は札幌にある「北海道うまの道ネット

ワーク協会」の協力をいただいたが、はじめ

て馬に乗る子どもがほとんどで、特に車椅子

の子どもの笑顔が印象的だった。3日目の夕食

は、自分たちでカレーや手打ちうどんを作り、

夜は感動のキャンプファイアで締められた。

キャンプでは毎夜遅くまで「お話し会」が

開催され、それぞれの悩みや普段の生活につ

いて語られた。参加者の一人は「キャンプに

参加してから、周りの人と話せるようになっ

た。」という。

また、このキャンプには米国のホールイン

ザウォール・ギャング・キャンプ協会のムエ

ンヤ・カブゥエさんも参加し、終了後の市民

報告会で「このキャンプはパーフェクトだ」

と感想を述べている。

病気の子どもたちのキャンプ施設を整備す

ることは、単なる施設整備に留まらずまちづ

くりに大きく寄与することが期待されている

ことは前述したが、具体的には次のような効

果が期待される。

1．子どもたち、家族、ボランティアなど交流

人口の増加

そらぷちキッズキャンプでは、参加する子

どもたちだけのプログラムのほか家族と一緒

に参加するプログラムが考えられており、キャ

ンプ周辺の温泉やゴルフ場などの観光施設の

利用が盛んになり、またキャンプ食材の調達

など直接的にも間接的にも地元への経済効果

が期待される。

また、最近は大学が社会貢献ボランティア

活動を単位認定に位置づけつつあり、また企

プレキャンプ

ユニバーサル都市の実現
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業でのボランティア活動も盛んになっている。

多くの学生や若者が「自己実現」の機会を求

めて、そらぷちキッズキャンプに訪れ活動を

はじめれば、キャンプ施設ばかりか地域全体

の活力にもつながることが期待される。

2．市民活動の活性化

キャンプには地元市民の参加が不可欠であ

る。ボランティアとしての参加やキャンプ内

のメンテナンス、就労につながる場合もある。

家族やボランティアとの交流を進めるために

は「迎え入れる意識（ホスピタリティ）」が重

要であり、人にやさしいまちづくりへの関心

も高まり、滝川市民としてのアイデンティティ

の醸成にも大きく寄与するものと期待される。

3．ユニバーサル都市の実現

難病の子どもたちを対象としているので

キャンプ施設は障害を持つ子どもたちに支障

がないようバリアフリーとすることはもちろ

んだが、まちの関係施設（駅などの交通施設、

公共施設、民間商業施設など）にもバリアフ

リーの配慮が必要になる。また、その動きは

ハードだけでなく「すべての人にやさしいま

ち」として人々の心に浸透し、ひいてはユニ

バーサル都市の実現へと期待される。

このプランは、まだ助走段階に入ったに過

ぎない。今後、北海道という雪や寒さを活用

したキャンププログラムの検討をはじめ、寄

付金集めやボランティア養成、医療面での課

題解決など様々な事項をクリアしていかねば

ならない。

「風土」という言葉がある。辞書ではその

土地の気候や地形、土地柄などを意味する言

葉だ。浅野教授や横山先生はいわば外からの

「風の人」。一方地元で暮らす我々は「土の人」

といえる。

今、多くの「風の人」と「土の人」が力を

合わせ、そらぷちキッズキャンプの実現に向

けた活動がはじまっている。キャンプを機会

に新しいまちづくりがスタートし、新たな

「風土」が生まれようとしている。

（いばやし　としお）

展望
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1．河原町の位置

熊本市中心市街地270haのうち熊本駅周辺を

除く旧城下町の区域は、上通・下通・新市街

というアーケード街と2つの百貨店を擁する中

心商業地、および、かつての繁華街で現在一

般的には衰退地区と見られている新町・古町

地区に2分される（各々約100ha）。

河原町は、古町地区にあって、その名の通り

江戸時代には白川の河原に接した地区であり、

城下町の縁辺部（フリンジ）に位置している。

2．河原町の地区形成史

河原町のある古町地区は、400年前に加藤清

正によって造られた市街地であり、各街区の

中央部に寺を配置した1辺120mの正方形の街

区が整然と並ぶ町人町である。寺や細かく分

かれた町名（米屋町、呉服町、細工町等、河

原町もそのひとつ）は今も往時のままに生き

ている。明治10（1877）年の西南戦争の際に

古町一体は焦土と化したがいち早く復興し、

銀行や大店が軒を並べ、すずらん灯に木レン

ガ歩道の熊本随一の商業地となった。因みに、

第二次世界大戦では河原町周辺のごく一部を

除き戦災を免れているため、この界隈の人た

ちが「この前の戦争」と言うと、西南の役の

ことを指す。

大正の末に市電が白川を越えて敷設され、

軍用地の一部が中心部から移転したのを契機

として、白川を越えて市街地の拡大が始まっ

た。市中心部では、軍用地によって2分されて

いた商業地がひとつながりとなり、新市街が

造成された。市一番の繁華街が、県庁、市役

所、逓信局、専売局、貯金支局、放送局等の

集積する花畑町方面へと古町から移動したこ

とは、河原町から至近の距離にある現商工会

「記憶の継承」への予期せぬ参入者たち
～河原町プロジェクト～

特集連載　全国都市再生への新たな萌芽

冨士 川一裕 熊本まちなみトラスト

河原町の位置

河原町の位置と地区形成史
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議所の場所にあった八木デパートが昭和13年

に閉店している事実からもうかがえる。

第2次世界大戦後の混乱のなかで今日の河原

町繊維問屋街の原型が形づくられる。戦後、

市内各地にヤミ市が発生するが、河原町の問

屋街も寺の焼け跡にヤミ市として出発する。

安さと商品の豊富さで大変な賑わいを呈して

いたこの地区が、1958（昭和33）年3月4日大

火にみまわれ、200店ほどあったバラック建て

の店舗の90％を消失した。そのうちの約45店

舗は繊維卸商業組合を結成して共同店舗を建

設した。残りのうちの約25店舗も長屋形式の

連続店舗とし、さらに戸建の店舗も再建され

た。河原町全体で最盛期の昭和40年ころ（40

年前）に100店舗ほどあったこれらの店が現在

では20店舗ほどに減少し、繊維卸商業組合共同

ビル内の営業者はわずか3店舗となった。

1987年（17年前）調査のアンケートによる

と、回答のあった54件の経営者のうちの約半

数26件が60歳以上の高齢者であり、7割以上が

15坪以下の小規模店舗、半数以上が年間販売

額5,000万円未満の零細経営店であった。その

後の17年間に、婦人服を主体とした繊維製品

を、主として熊本県下の郡部の小売店を販売

先としていた小規模零細の卸売店が、経営者

の高齢化と販売先の激減によって店舗を閉鎖

していった様子がうかがわれる。

1．プロジェクト前史

そのような、繊維卸商業組合共同ビルの通路

を使って2002（平成14）年4月6日にパーティー

が開かれた。パーティーといっても、空き店

舗のシャッターに挟まれた幅2メートルの通路

が主会場であり、ところどころにある共用ス

ペースに何やら作品らしいものが展示され、

七輪におでんの鍋がかけてあり、ビールその

他の飲み物が用意されている、という趣向で

ある。夜半、折から雨となり破れた屋根から

は雨漏りというよりはそのまま雨が降るので

傘をさしてビール箱のイスに座り缶ビール片

手に談笑する、という状態であった。しかし、

しみったれた感じはなくアットホームで軽快

でポップな雰囲気であったのは、洒落た案内

サインと集まった人たちのテイストによるも

のであった。近くのそば屋のおやじを含む熊

本まちなみトラスト関係者以外はほとんどが

若者だった。

このパーティーの呼びかけ人で後にこのプ

ロジェクトのまとめ役となる企画会社代表の

前崎弥生さんに熊本まちなみトラスト事務局

長の冨士川がこの場所を紹介し、「ここで何か

マップ

河原町プロジェクトの発端
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やれないかしら」と思い立ったのが前年の暮

れであったから、その4ヵ月後のパーティーで

あった。ここに出店するような（好きものの）

若者がひょっとしたらいるかもしれない、とい

う思いから仲間に呼びかけて通路パーティー

を開いたという次第である。

2．河原町プロジェクトのスタート

パーティーでの評判はまずまずで、このよ

うな場所を若者たちが「好き」であることが

わかり、その後、組合の世話役さんに前崎弥

生さんを紹介し、区分所有＊で地上げ屋さんも

敬遠したという複雑な権利関係を解読する糸

口となる地権者の連絡先等を世話役さんから

教えていただいた。その地権者の方との交渉

がこのプロジェクトの最初の難関であった。

1コマ3坪の1、2階が最小単位である建物は、

空き家であるようだが実際には物置などに使

われており、今さら人に貸したくない、とい

う返事が地権者の方からオウム返しに返って

きた。しかし、以前住んだりここで商売をし

ていた人の中には、河原町が元気になってほ

しいという思いの方もおられ、そのあたりの

気持ちを接点に粘り強く交渉し、市外に居住

されている建物所有者と先のパーティーに参

加していた若者2人組との間で賃貸契約を結ん

だのが2003（平成15）年2月14日であり、その

後2週間で内装工事を終え、店舗をオープンし

たのが同3月1日であった。雨の日のパーティー

から11ヵ月後のことであった。

MOJOPIN（モジョピン）という3坪の店は、

彼ら2人が自分の手で施工するという文字どお

りの手作りであり、絵本から小物、看板、室

内小物まで製作し販売する店、アーティス

ト・ショップとでも呼んだらいいのだろうか。

そのような店のオーナーの一人は建築系大学

を卒業後5年間ブティックに勤務、もう一人は

デザイン系専門学校卒業後カメラ店に勤務と

いう経歴である。

この1号店の性格が、この街の色を決めたよ

うなところもある。その後入居してきたショッ

プオーナーのほとんどが何かを作って売ると

内装工事中 1号店　MOJOPIN

＊区分所有：土地共有の建物区分所有。共同ビルの敷地

約900m2は3筆に分かれているが、そのうちの1画地に

は52人の共有登記がなされ、最大7人の相続人が権利を

継承されているところもある。
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いうクリエイティブな要素のある人たちと

なった。

3．コーディネーターの前崎弥生さん

1号店MOJOPINのうわさを聞きつけてお客

さんというよりはお店のファンのような人た

ちもチラホラ現われ、同様の店を出したいとい

う出店希望の問い合わせも受けるようになっ

た。この時から先述の前崎弥生さんをコー

ディネーターとして出店希望者の受付窓口を

一本化し、『すでに出店した店の業態、すなわ

ちクリエーターであり販売のプロであるとい

う基準で選考する』という一定のルールがで

きた。もちろん市内外の商業者との交友も広

く経験豊富な前崎さんであったからこのよう

な役割りが果たせた、ということもあるが、

本業のかたわら「こんな街にしたい」という

思いから、楽しみながら手弁当でこの作業に

取り組んでいただいたことも、その後この街

が伸びやかに育っていった要因の一つかもし

れない。また、権利関係が輻輳し簡単には手

を出せない物件であったという過酷な条件が、

逆に街の活性化を考えない安易な不動産投機

を阻むことに作用したとも言えよう。

1．導入の時期

2003（平成15）年9月に全国都市再生モデル

調査に選定されたという通知を受けた時は、

先の1号店に続いて6月7日にClover（子供服を

中心に服飾関連製作販売）、8月15日にCHANG

1st（自家製カレー店）の3店舗が開業してい

た時期であり、入居希望者が急速に増え始め

たときであった。

問題点は2つあった。ひとつは、店が足りな

い、ということ。空き家は多いのだが、決定

権を持つ管理者が不明なところが多く、判明

したところも「安い家賃で今さら面倒な賃貸

人を抱えたくない」というところばかりであっ

た。もうひとつは、とにかく家賃が安いので

入居したいという希望者が多く、とても継続

的な事業は困難と思われるような希望者や、

経営面では問題は無いがこの街のテイストに

合わない希望者からの問い合わせをどうさば

き、適正な（この判定がなかなか困難なのだ

店内1

店内2

全国都市再生モデル調査の導入
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が）入居者をいかに得るかという問題である。

2．導入の効果（2つの外注とひとつの研究事業）

モデル事業の導入によって、それまで手弁

当のボランティアではなかなか進まなかった

不動産関係の調査を専門家に外注することが

でき、複雑な権利関係が、登記変更されてい

ない物件の相続人まで含めて明らかになった。

それと、もう一つ、建築・設備に関する調査

を外注することができ、最低限必要な設備の

改修点や入居時に必要な設備の装備内容（場

所によって業種によって異なる）などが明ら

かになった。これらの2つの外注による調査事

業と、（後に入居者が増えた時点で）街全体の

情報発信の手法を研究することができた。

これらの調査によって作業にはずみがつき、

2003（平成15）年12月には、契約済の入居者

の数が12人に増えた。

輻輳した権利関係の整理や建築・設備に関

する調査は、専門的な知識を必要とする面が

多く、事業を初めて手がける若者の「とにか

くやってみよう」という意欲を萎縮させ、独

立開業の壁となることが多い。このような調

査は、市場に委ねたなかで行われればよいと

いう見解もあろうが、①輻輳した権利関係の

調査をバラバラではなくまとめて行うことで

時間とコストを節約した効率的な調査ができ

ること、②この種の調査は適正な市場を成り

立たせるための基礎的な情報インフラ考えら

れること、③土地や建物は利用されることで

初めて街の活性化に寄与することなどに鑑み

れば、民間の活動を引き出し、街の活性化と

いう公益に資する取り組みとして大きな意義

があるであろう。

さらに、間接的な効果として、報道機関に

よるインフォメーション効果も見逃せない。

「全国」と名のつく地区に選ばれたということ

に世間の耳目が集まり、新聞社やタウン誌、

TVニュースや特集などでよくとりあげられる

ようになり、そのことは入居希望者の増加と、

家主さんの理解を深めること、すなわち借り手、

貸し手双方の発掘に寄与するところとなった。

ただし、前者すなわち入居希望者については、

実質的にこの街に適合するような人材の確保

にはあまりつながっていない。人材の発掘は、

既入居者の紹介等による直接つながりのほう

タウン誌掲載写真1

タウン誌掲載写真2
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が確実であった。一方、家主さんの信頼感を

得るには大いに役に立った。高齢のある所有

者などは、もともと極めて安い家賃なのだが、

彫刻科に在学する学生の入居者に対して「君

ががんばるのであれば譲ってもいい」という

ような言葉も聞かれた。

3．入居者同士の話し合い

2003（平成15）年の暮、「入居者も10人を超

えたら世話役や代表者が必要なのではないか」

という趣旨で、熊本まちなみトラストから呼

びかけて、はじめて12人の入居決定者全員が

一堂に会した。会場は、12月6日に開業したば

かりのUP FIELD（オーナーの名前が上野と

いうアメリカンバー）の2階である。「国の支

援」などということに縁遠い人たちに、まず、

熊本まちなみトラストの説明、つぎに「全国

都市再生モデル調査」の解説をすることには

骨が折れた。特に、何も義務が発生しない支

援であることに皆、半信半疑であった。

当方からの提案は、モデル事業を文字通り

「モデル」としてみんなで活用してほしい。つ

まり、人数が多くなると共用部分の管理や、

入居者の決定など共同で意志決定したり、共

同で外部に当たったりすることが必要になる

ので、今進めているモデル事業を発注者になっ

たつもりで取り組んでみてはどうか。ついて

は、世話役を決めてほしい、という内容のも

のであった。都合2回の会合で、施設担当世話

役・運営担当世話役・代表世話役の3人が選出

され、3回目からは、世話役の呼びかけで会合

が開かれることになった。

4．河原町プロジェクトの「その後」

その後、店舗の数は増え続け、2004（平成

16）年10月現在で20店舗ほどになっている。

全国都市再生モデル調査が終了した今年4月

以降開かれた2回のイベントも、大規模化して

いる。6月のイベントは、駐車場に面した壁面

に1週間ほどかけて大壁画を描き（3人のアー

ティストの共同制作）、絵の完成した日曜日に

その前でコンサートとバザーを開くという趣

向であった。2回目は10月3日（日）、前面の市

道を歩行者天国にしたフリーマーケットで

あり、その後月１回で定例化している。

昨年、出店者がまだ数店舗であった時に開

かれたイベントは手作りのパーティーであり、

出店者同士がお互いにお客様を紹介しあって

いることがよくわかるものであった。それに

比べるとその後のイベントは規模が大きくな

り外向きのインパクトは強くなったが、「手作

り」にこだわるこの街のテイストは少し弱ま

り、普通の商店街イベントに近づいたかな、

という感がないでもない。そのように筆者が

感じるくらいであるから、河原町に集まって

きた20人のショップオーナー達の意識の差は

大きく、共同事業に取り組むための組合の設

立をめぐっては現在のところ合意が成立して

いない。個性の強い人たちであるから意見の

衝突は予想されるが、しかし反面近所づきあ

いなどは上手で、現代的な若者らしい面もあ

り、衝突を回避しているようなところも見て

取れる。

店の集まりである「街」の原型モデル（彼

らには失礼な言い方だが）として観察を続け

る筆者には、これらの複合と対立がホンモノ

の街になっていくプロセスのように見える。
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「この街が好き」ということでは一致している

ことをより深く確認しながら、そのことを足

がかりに「強い街」になってもらいたいもの

である。

1．熊本市の中心市街地における先行事例との

比較

熊本市では、シャワー通りと上乃裏という2

つの特筆すべき先行事例がある。前者は70年

代に下通アーケードの隣接地でインポート

ファッション店が集積していった地区で、雨

が（普通に）降りこむので「シャワー」通り

と呼ばれるようになった通りであり、後者は、

90年代に上通アーケード裏手のゾーンに古民

家改造型の飲食店や雑貨店が集積していった

ゾーンである。両地区とも100店舗以上の個性

的な店舗が集積し、様々な変遷を経ながらも

衰えることなく若い人たちの支持を集めてい

る。河原町に出店してきた若者たちも先輩た

ちが歩んできたこれらの商業集積を意識して

いるし、ストリート感覚のある個性的な地区

が形成されてきた活性化事例として、学ぶべ

き点が多い。

これらの2地区と比較すると河原町は、圧倒

的に立地条件が悪い。先例は3～5万人の通行

量（日曜）のあるアーケード街が至近距離に

あるのに対して、河原町はそれらの中心商業

地から1km離れた、一般には衰退したインナー

シティーとして知られる地域のなかにある。

人通りはまずない。前2地区とは比べものにな

らないくらいに家賃が安いというリスクが低

い分だけのんびりしている。ここに集まって

来た若者たちは、事情は様々だが、そののん

びりした雰囲気を周辺環境も含めて気に入っ

ている。また、人によるが、上乃裏の古民家

改造というある種定式化したリニューアル空

間よりももっと深いバナキュラリズム（土着

の機能美）をこの地に嗅ぎ取っている。

2．いわゆる「活性化事業」との比較検討

熊本市では、商工会議所によるTMO事業が

河原町地区の現状1

河原町地区の現状2

検証：河原町プロジェクト
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2001（平成13）年から開始された。初年度か

らの事業の一つに「チャレンジショップ事業」

があったが、その事業箇所のひとつとして河

原町も候補にあがっていた。しかし、チャレ

ンジャーの試行店舗としてはあまりにも条件

が過酷であるという判断でこの地は却下され

た。上記の2地域の先行事例から河原町の雰囲

気が若者達に受け入れられる可能性を感じて

いたことから、「過酷な条件」を承知の上で、

あえて、「全国都市再生モデル調査」に応募し

た。モデル調査は、従来の行政の制度や事業

と異なり、資金の使途に特段の制約が無いの

で課題に対して柔軟に総合的に取り組めると

いう利点は確かにある。が、それ以上に「と

にかくやってみよう」という発意段階、事業

初動期における支援制度として大いに力を発

揮する施策であると思われる。

なお、チャレンジショップは、シャワー通り

にほど近い空き店舗で3年間運営された。この

チャレンジショップ「リトルガレージ」で1年

間の試行営業を経たチャレンジャーの半数以

上は独立開業しており、まずまずの成果とし

て評価される。チャレンジショップに応募して

きた若者達と河原町の出店者はよく似ている

が河原町のほうがリスクの大きい分だけ、世

間をよく知っている人が集まっているようだ。

いずれにしても、街中で起業する場が様々

な形で用意されることが、街の活性化には不

可欠であり、そのことを理解する家主さん地

主さんが多い街は生き残るであろう。河原町

の衰退した共同ビルの2コマを利殖の目的では

なく、若者のインキュベーション装置として

買い取った近くの住民がおられることを付記

しておきたい。

路地A従前 路地A従後－1

路地A従後－2
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3．街の活性化とは何か

いわゆる「活性化事業」に限らず、街中の

様々な営みが、広い意味では街の活性化に寄

与するものと言える。大火の後の急ごしらえ

で建てられた河原町繊維卸商業組合共同ビル

の5本の狭い通路沿いに機械的に配置された3

坪、50区画の老朽化した店舗が、建設後46年

経った現在、若者の夢をかきたてる器となる

ことを建設に関わった人たちは予想だにしな

かったであろう。これよりもはるかにお金を

かけたりっぱな建物が、誰からも「この場所

が好き」と顧みられることもなく取り壊され

ていったであろう。

熊本まちなみトラストは、「記憶の継承」を

基本理念として、明日の熊本を語り行動する

市民団体であり、主として旧城下町に点在す

る近代化遺産の活用に力を注いできた。7年間

の活動のなかでは、河原町は一見特異なプロ

ジェクトとして映るが、使い手がいないとど

んなにすばらしい建築も保存することができ

ないこと、別の言い方をすると、建物の使い

方しだいで街が変わることを経験則として

（骨身にしみて）知りえたことからすると、河

原町プロジェクトもほかの、たとえば旧第一

銀行支店や旧熊本紡績の活用保存策などと同

様、一貫した活動理念の下にあるプロジェク

トとして位置づけられる。

街の空洞化が社会問題として意識され始め

て久しいが、問題をこれほどまでに深刻化し

た大きな要因は、街に対する地域住民の意識

の空洞化にあり、タウンマネージメントの力

点をこの問題への対応策に置くことが求め

られる。

（ふじかわ　かずひろ）

路面店B従前

路面店B従後－1

路面店B従後－2
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1．由宇町（ゆうちょう）

由宇町は、山口県東端部に位置し、瀬戸内

海に面している。面積は、29.19平方キロメー

トル、総面積の63％が山林であり、町の中央

を流れる延長12.5kmの由宇川の流域及び海岸

地域は平坦で、南部地域の銭壷山は、標高

540m。ここから眺める瀬戸内海の日の出は絶

景である。年平均温度は15.4度、年間雨量は

1,750mmと、温暖で雨の少ない瀬戸内海式気

候であり、由宇（ゆう）の名は「湯」から来

たとも言われて温泉もあり、美しい海、川、

山に恵まれた地域である。

昭和50年代初頭より団地が造成され、近接

の広島市、柳井市、岩国市等のベッドタウン

として急速に発展した。現在の人口は、9,300

人余り。その約25％を占めるのが、団地の

（当時の）新住民であり、その多くが団塊の世

代である。ここ数年の内に、一挙にリタイア

する。日本中がこれから直面しようとしてい

る問題が、極端な形で由宇町にのしかかって

いる。町としての大きな課題の一つである。

由宇町は、松林が続く美しい砂浜で有名で

あったが、団地と同じく昭和50年代より海岸

を埋め立てて工場を誘致してきた。現在、由

宇港海岸環境整備事業として人工海浜が工事

中であり、「みなとオアシス」（海の駅）とい

う施設もできる。この新しい砂浜と施設が、

海岸環境と海洋資源を保護し、いかに集客す

るかが、もう一つの課題である。

由宇町の商業は、年間販売額80億4,615万円

で、その構成は1番が医薬・化粧品類、2番が

電気製品類という卸業が占め、事業所数112の

大多数は、小規模零細商店である。近年、近

隣の大型商業施設に客が流れて、域内購買力

は40.7％とされているが、数字以上に商店街は

衰退傾向にあると思われる。3つ目の課題が、

商店街活性化である。

この3つの主要な課題が、由宇町の資源を活

かした新しい発想のまちづくりを必要とし、

地域活性化の手法としての「まちづくりビジ

ネス」（ネットワーク型コミュニティ・ビジネ

ス）が求められる所以である。

2．早稲田

2003年春、早稲田から1通のメールを出した。

「おはようございます。早稲田は朝から吹雪い

ています。激しい花吹雪です。路地の奥の奥

まで花びらが舞っています。今、ふと見ると、

机の上にも一枚。服に着いてきたのでしょう

川・海と山と町のネットワークによる地域再生まちづくり
～ひょうたんホタル島～

特集連載　全国都市再生への新たな萌芽

藤 村 望 洋 早稲田商店会エコステーション事業部長

山口県由宇町と新宿区早稲田
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か？頭に乗ってきたのでしょうか？

早稲田近辺の神田川の桜は、独特の見事さ

です。

神田川は、浅くうねうねと曲がって、ちょっ

と雨が降るとすぐあふれる川でした。フォー

クソングの「神田川」の時代も、そういう川

でした。20数年前に神田川の改修が終わり、

深く深く掘り下げられ、コンクリート三面張

りで川筋が整えられました。そして当時の商

店街と地元の人たちが相談して、両岸に桜が

植えられました。やがて、両岸から桜が枝を

伸ばし、深く深く掘り下げられた川底に向かっ

て、深く垂れ下がるようになりました。

桜並木は年々見事になっていきます。「まち

づくり」とは、このようなものでしょうか？

ハードは年々古びていきます。桜は年々見事

に町を覆っていきます。町の人々も、うれし

そうです。あちこちで会話が弾みます。「都電

面影橋から見るのがいい」、「エコステーショ

ンのある豊橋からが一番」。芭蕉も神田川の河

川改修にかかわり、庵を結んだといわれてい

まして、その芭蕉庵の枝垂れ桜を、駒塚橋の

対岸から見る景色が、私の一等お薦めです。

「春は桜とくりゃ、夏はホタルじゃねえ

か？」、「買ってきて放すのではなく、ここで

育つホタルがいいねぇ・・・」などと無責任

な要望が出てくる。そういう馬鹿な話はアイツ

に限ると、私が居酒屋に呼ばれた。「冗談じゃ

ない。草木1本生えていない川にどうしてホタ

ルが住めるんだ？」と言いながら杯を重ね、

論は曲折を繰り返し、行き着いた。 川の中の

浮上するビオトープ・・・特許とって、全国

の川へ売ることにしたい！？

全国の汚い川のみなさん、もう少しお待ち

ください。新商品「早稲田発、ホタルの川」

の販売です・・・！？」

このほろ酔いアイデアが、早稲田と山口県

の由宇町を結び、ネットワーク型まちづくり

ビジネスを一緒にやろう言い出すのだから、

世の中はおもしろい。

1．商店街のエコステーション・ネットワーク

①動機不純のリサイクル

現今、早稲田は、環境リサイクルで元気な

商店街として名を馳せているが、そもそもリ

サイクルと商店街は縁遠い関係である。売り

上げが上がれば、ゴミはたくさん出る。しか

し、夏休みで3万人の大学生が一斉にいなくな

る夏枯れ対策のイベントに、大売り出しをし

ても客は集まらないので、人の集まりそうな

タイトル「エコ、環境、リサイクル」を選ん

だのが、商店街環境活動の始まりである。

1996年夏、「人が集まるらしい」という不純な

動機のリサイクルが始まった。この環境イベ

ントには、空き缶回収機、ペットボトル回収

機、生ゴミ処理機、発泡スチロール処理機が

ズラリと並んだ。予想外の大人気は、ラッキー

チケット回収機と呼ばれるゲームと発券機能

が付いている空き缶回収機とペットボトル回

収機であった。この回収機は、空き缶やペッ

トボトルを入れると、圧縮減容して収納する

が、その間に機械の上部にあるテレビ画面で

野球やサッカーのゲームが始まり、当たると

ラッキーチケットがプリントアウトされる仕

組みになっている。商店街の各店が出すラッ

地域再生まちづくり、3つのネッ
トワーク
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キーチケットは、

◎コーヒー1杯無料サービス　◎豆腐2割引

◎餃子1皿サービス ◎ケーキ3割引 ◎クリー

ニング2割引　◎パーマカット2割引などから、

ホテル宿泊券や旅行券、歯医者さんの無料診

断券まであった。

コーヒー1杯無料券を提供した喫茶店では、

子供がコーヒー券を当てたので家族そろって

来店。ジュースやサンドイッチも注文。お陰

で売り上げも伸びたという。店にとってのラッ

キーチケットは、イベントへの協賛だと思っ

ていたら、店自身の集客であり販売促進であ

ることが分かった。このチケットに当たった

人の来店率は、なんと40～90％を超える驚異

的なものだったので、チラシより集客率がい

いということになった。チケットが当たって

客が来る。これが「楽しくて、お客も店も、

儲かるリサイクル」と言われる所以である。

お客さんから見れば、空き缶やペットボト

ルのリサイクル回収機である。しかし、商店

街から見ると、チケットを持ってお客さんが

来店するので、密かに「お客回収機」と呼ば

れている。お客回収機ならば、イベントの時

だけでなく、常設して、常に客を呼ぼうとい

うことで、5坪の空き店舗に、「商店街エコス

テーション」と名付けて、ラッキーチケット

回収機を常設した。常設したら、二つのこと

が分かってきた。

②エコステーションの効果1「まちの方を向く」

チケットには名前と住所を書く欄がある。

「これ、当たったんですけど・・」と頭を低く

して店に入ってくる新規客に「おめでとうご

ざいます！」と言いながら、住所を見る。こ

の住所を、地図にプロットしてみると、だん

だん自分たちの町（地域）が分かってくる。

商圏の再認識である。しかも、地域のいろい

ろな人々が、商店街のリサイクル活動を一緒

にやりたいと言い出した。商店街が大売り出

しをしても、地域から決してこのような声は

でない。「五体不満足」を書く前の乙武くんの

ような大学生、インターネットおたくの高校

生、大学の先生、地域のNPO、そして行政ま

でがやってきた。「市民参加」ではなく「行政

参加」である。環境リサイクルをきっかけに、

小学校や中学校とのネットワークも出来た。

阪神大震災の時、商店街やお店が閉まった

ら、町では生活できなくなった。商店街は電

気、ガス、水道と同じ、町のインフラである。

毎日、町にいて、毎日、町を見ている。この

商店街の存在の有り様は特殊である。これを

活かさない手はない。ただ、商店街は、町を

見ていなかった。リサイクルして、行動して、

少し視点が変わったら、商店街が町の方を向

いた。町の人たちとのネットワークによるま

ちづくり。これが、リサイクルのエコステー

ションの効果、一番目である。

③エコステーションの効果2「全国商店街の

ネットワーク」

二つ目は、自分たちの品揃えである。

ラッキーチケットに単なる10％割引ではお

もしろくない。各店が、自慢の商品、こだわ

りの商品の内容を説明して、その割引券を出

そうということになった。ウンウンと頷いて

いた商店主たちは、店に帰って改めて自店の

商品を眺めて、驚いた。大手スーパーと同じ

商品が並んでいたのである。この20年間の物

流の発達により、いつの間にか、大手量販店

仕様の商品が、末端小売店まで押し寄せてい
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たのである。紙面の都合上1つだけ実例を示す。

柿やみかんやリンゴは、いつから、何のため

にワックスを掛けるようになったのか？大手

スーパーでは、カートを押して客が買い物を

する。きれいに磨かれているものが手にとっ

てもらいやすい、ということで、産地は大手

に買ってもらいたくてワックスを掛けだした。

消費者の為ではなく、販売しやすいから。商

店街の果物屋にも、ワックスのリンゴが並ん

でいる。ワックスの掛かっていないリンゴは

卸売市場にはなくなってしまったのである。

曲がったキュウリしかり。

同じ商品を並べて、店が狭いから品揃えは

少なく、値段はちょっと高い、物はちょっと

古い・・・これが商店街の現状である！アー

ケードを作っても、カラー舗装しても、ポイ

ントカードでも活性化しない理由がここにあ

る。全国の商店街はどこも同じ状態。商店街

のエコステーションは現在、北海道から沖縄

まで、47都道府県の内、富山、群馬、岐阜、

奈良、三重、香川の6県を除く41都道府県に90

カ所ある。どこも同じ状況である。リサイクル

をはじめて、これが2つ目に分かったこと。仕

入先や問屋を変えても同じこと。どうするか？

1つ目に分かった大事な町（地域）の人々に、

「ワックスの掛かっていない柿やみかんやリン

ゴ」を提供するにはどうすれば良いか？リサ

イクルを通じて仲良くなった全国90のエコス

テーション設置の商店街に相談する。北海道

の商店街が答える。近くの小さなリンゴ園だ

けれど、やってるよ。全国の90の商店街で、

このリンゴを売ってみるか！いままで、自分

の小さな店の販売力だけでは、独自商品の開

発は難しかった。しかし、全国90の商圏の違

う商店街がバックにつけば、可能かもしれない。

物流は発達して、画一のサイズ、画一の品

質、大量生産化された商品が流れている。し

かし、90の地域を見ると、物流に乗っていな

い製品もたくさん埋もれていることも分かっ

てきた。一瞬の季節商品、美味しいが玉揃え

の悪いキャベツ、その地域だけのもの、頑固

親父が少ししか作らないもの。商店街が地域

に目を向けて探し出して、これを皆の知恵で

再商品化して、全国に売ろう。知恵の集約は、

インターネットのメールリンクである。北海

道から沖縄までの商店街が、インターネット

で毎日話し合うようになってきた。

全国のエコステーションによる「安心・安

全・こだわりの商品」のネットワーク。これ

がエコステーションの効果の二番目。

地域のネットワークと全国のネットワーク。

これが「エコステーション・ネットワーク」

である。

2．地震のネットワーク「震災疎開パッケージ」

東海地震や宮城沖地震など巨大地震が迫っ

ていると言われており、南関東直下型といわ

れる地震や、全国各所に活断層。商店街や地

域はどのような対策が必要か？リサイクルの

エコステーションで仲良くなった全国の商店

街に対して、「東京に地震が来たら、早稲田だ

け助けてね」とお願した（！？）。具体的には

二つ。一つは、救援物資は早稲田宛に送って

ね。二つ目は、ドンと来たら、早稲田の町の

老人や子供たちを疎開させて、ということ

である。

「仕方ねえなぁ・・」と言いながら、「わかっ

た！」ということになり、宮城県の気仙沼市
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は、ドンと来たら、300トンのマグロ漁船に救

援物資を満載して東京湾に来てくれる。帰り

には老人や子供たちを乗せて疎開させてくれ

るという。長野県の飯山市では、スキー場や

温泉地のバスを連ねて、早稲田に迎えに来て

くれるという。ところが、早稲田の老人たち

は、戦争中の集団疎開体験者で、「腹が減って、

イジメられて」二度と「疎開」はしたくない

とのこと。いやあ、今度は、美味しいらしい

よ。上げ膳据え膳で2～3ヶ月温泉に浸かって

おいでよ。ほんとか？じゃ一回現地を見る

か？ということで、「震災対策疎開プロジェク

ト現地見学ツアー」が実施された。

宮城県気仙沼市では、市役所や商工会議所

会頭をはじめ町のみなさんに歓迎していただ

き、トロより旨い戻りカツオ、さんまの刺身、

絶品のイカ、種が違う牡蛎などなど食べきれ

ない美味さがいっぱい。ここなら疎開しても

いい、すぐに地震が来てもOK！ちょっと待て。

ウチの町にこんな美味しい魚が売られている

か？じゃ仕入れして売ろう！！

ドンと来るまでは、旅行あり、仕入れ販売

ありの地域間交流で、イザという時は、仲良

くなった地域へ疎開。ボランティアで受け入

れるとのことだが、それでは肩身が狭いので、

一人30万円が出る共済保険のような「震災疎

開パッケージ」を開発。年5,000円支払うと、

ドンと来たとき、2～3ヶ月疎開に行くことが

できる。交通費も出る。その上もし、この1年

間で地震がなかったら、疎開地の商店街おす

すめの3,000円の特産物パックがもらえるとい

う仕組みである。非常に不謹慎だが、「楽しく

て儲かって、おまけに美味しい地域交流、商

店街版震災対策」。「楽しくて」「儲かる」とい

う発想は行政には出てこないアイデアだとい

うことで、内閣総理大臣賞受賞。（写真1）

3．ネットワーク海の駅

2003年5月、東京で「全国首長連携交流会」

（事務局：地域交流センター）が開催され、黒

船来航150周年を期して「海から日本を見直す、

新しい開国」のきっかけ作りとして、ヨット

や漁船などで港と港、市町村をつないで交流

する「日本ぐるっと一周・海交流」という活

動が話し合われた。各地に「海の駅」を作り、

海の遊びを多角化し交流して港を「ひらき」、

海と山と町をネットワークして「つなぎ」、新

規の海の事業分野を創造して「むすぶ」、「ネッ

トワーク海の駅」の発想が生まれた。

全国で700カ所を超える「道の駅」は、道路

の空き缶やゴミのポイ捨て対策から生まれた

という。ならば、「海の駅」に、商店街と同じ

エコステーションを設置して、堤防や砂浜の

空き缶やペットボトルを回収し、ラッキーチ

写真1 震災疎開地のパンフレット
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ケットを出して、地元の商店街に客を誘導し、

全国の「海の駅」や商店街のエコステーショ

ンや「道の駅」のラッキーチケットを出して、

海と山と町をネットワークする。

この話し合いの中で、「海の駅」を工事中の

由宇町と早稲田が出会った。由宇町の槇本町

長と、ヨットマンでもある由宇町総務課の山

本主幹から、由宇町に来て、エコステーショ

ンや震災疎開パッケージの話をしてくれない

かと早稲田に声がかかった。

2003年7月。由宇町商工会のホールには、商

店街や環境団体、町役場の商工や環境部署等

からたくさんの人たちが集まった。早稲田商

店会エコステーション事業部長（筆者）の話

に、「おもしろい」「目からウロコ」とはなっ

たものの、さて、どのように実現するか…？

帰りの車が、山間の川筋を辿っていた時、

総務課の山本主幹が「ここの小学校でホタル

を育てて、この川に放流しています」。聞けば、

由宇川も昔はホタルがたくさんいたが、農薬

や生活排水で少なくなってしまった。生徒数

53人の小さな由西小学校で、6月からホタルの

卵を育て、11月に1cmから3cmの幼虫にして川

に放流しているとのこと。…ピンと来た！早

稲田の神田川にホタルを飛ばす方法。早稲田

で考えた「ひょっこりひょうたんホタルの浮

島」。イカダや細長い船のような浮島を作り、

川に浮かべる。浮島の前部で汚い川の水を取

り入れて浄化し、後部にホタルのビオトープ。

由西小学校のホタル飼育方法を、神田川周辺

の小学生が習い、「ホタルの浮島」に、放流す

る。商店街のエコステーションつながりと、

小学生のネットワークで、都会の川にホタル

が舞う。これだあ～と勇躍して早稲田に帰っ

たら、全国都市再生モデル調査の報。これだ

あ～！槇本町長のすばやい決断もあり、早速

申請。幸運にも採用となった。

1．由宇町エコステーション

全国都市再生モデル調査によって、ペット

ボトル回収機システムを実験導入。由宇町に

エコステーションが出来た。調査期間（平成

15年11月から平成16年3月19日まで）にリサイ

クルのため回収されたペットボトルは、月間

平均約2,000本である。由宇町のゴミ収集体制

ではペットボトルの回収は、月1回となってい

るため捨てられて散乱しているのが多く見ら

れた。ペットボトル回収機導入後は、子供た

ちが積極的に収集するようになり、商店街で

はペットボトルのポイ捨てはほとんど見られ

ない。今後もリサイクル率の向上に貢献する

ものと考えられる（写真2、3）。

商店街の商店等より提供された当たり籤

（ラッキーチケット）は月間約470本、平均し

ての当たり確率は4～5回に1回となっており、

ラッキーチケットを持って商店街の各店へ来

客する来客率は、5～70％。平均約38％であっ

た。各商店が、ラッキーチケットの内容を検

討し直して、お客の興味を引く内容や、単な

る割引ではなく特定商品の情報を示しての割

引にするなど、工夫改善を行った商店では来

全国都市再生モデル調査の成果

行動のきっかけは「全国都市再生
モデル調査」
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店率が急速に上昇した。この反響によって、

商店では工夫改善の手応えを感じ、改めて自

店と地元客との関係を考え直す気運が商店街

で高まった。来店率が平均2％である新聞折り

込みチラシ等の宣伝よりも、リサイクルを媒

介としたエコステーション方式の情報発信の

方が、来店率が圧倒的に高く、有効に客に商

品情報が伝わることも分かった。商店街と地

元商工会では、この実験を通じて効果が確認

されたエコステーションを、実験ではなく独

自の継続的な取り組みとして行うために、実

験場所であった商工会の前から、継続的に行

う場所として、商店街の中や、「海の駅」（み

なとオアシス）に、エコステーションを増設

することを検討している。

2．ひょうたんホタル島

10年間にわたりホタルを育てて放流してき

た由西小学校の取り組みを参考にして、「ひょ

うたんホタル島」は設計された。今回の実証

実験では、ホタル島は、由西小学校の校庭で

組み立てられ、同校のプールに浮かべられた。

浮島には、小学生や地元の人たちが、川から

土と草を運び、ビオトープを完成させた（写

真4、5、6）。

2004年年3月22日、1年生の入学時よりずっ

とホタルをかかわってきた由西小学校の6年生

が、自分たちで育てたホタルの幼虫とカワニ

ナを「ひょうたんホタル島」へ引っ越させた。

ホタルの幼虫は、4月中旬ごろまで浮島の小さ

な水路で過ごして、雨の降る夜、水から這い

出して水路のまわりの土の中に潜り、サナギ

となる。そして6月に土から這い出し成虫と

なって飛び立つ。

今回の実証実験では、今後、バランスの不安

定な浮島の上で、ホタルの餌となるカワニナ

が生育できるための水を浄化して絶えず一定

量確保できるかどうか、大雨の時に水路が溢

れてカワニナやホタルが流されないかどうか

等々、都会の川での設置に向けての実験を、地

元住民と小学校が協力して行った。そして、つ

いに6月、ひょうたんホタル島の蛍が飛んだ！

これら一連の取り組みは、中国新聞、山口

新聞、朝日新聞、読売新聞等の多くの新聞に

より、12月の計画段階、3月のホタル島完成、

幼虫放流、そして飛翔と順を追って大きく取

写真2 写真3

ゆうエコ・ステーション
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り上げられ、名古屋テレビ、TBSラジオなど

で、全国へ報道された。近隣都市や県外の河

川愛護団体、マスコミ、一般住民からも注目

され、大きな反響を呼び、町全体で河川に親

しむ環境と活用を考える方向性が出てきた。

3．エコステーション・ネットワークの構築

広島県、島根県、兵庫県、徳島県、愛媛県

など中国・四国地方と東京の11の商店街を由

宇町に集めて「エコステーション・ネット

ワーク会議」を2回開催した。「エコステー

ション」、「ホタルの浮島」、震災対策の「震災

疎開パッケージ」、この3つを通じて、情報と

物流のネットワーク構築を進めることが確認

された。情報と物流のシステムとして、携帯

電話の写真メールを利用した「情報受発信シ

ステム」により、生産者の現場と、販売店の

メーリングリストをつなぐ方法が検討され、

由宇町の特産品を全国に販売するとともに、

全国の特徴あるこだわりの商品を由宇町の商

店街が地元住民に提供することにより、購買

力の域外流出に歯止めをかけることが期待さ

れる。また、このネットワークにより、「ホタ

ルの浮島」や「震災疎開パッケージ」とも連

動し、これから出来る「海の駅」とも相まっ

て、由宇町への観光客並びに視察・研修団体

の誘致が期待されている。これらを本格的に

実行していくためには、今回の調査事業をきっ

かけとして始まった地域内の商店街や商工会

やNPO、福祉団体等の話し合いを、継続して

行い、より活発化していく必要がある。

「由宇町は、海、山、川の自然に恵まれ、

住みよい人情豊な町であるが大きな産業も全

国に打って出せる特筆できる産物も無い。し

かし、このたびの全国都市再生モデル調査で、

ホタルとリサイクルを切り口にした由宇町の

取り組み情報を全国に発信し、大きな反響を

写真4 蛍島写真（作成中・水路）

写真5 蛍島写真（放流）

写真6 蛍島写真（全景）
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※なお、執筆後発生した「新潟県中越地震」

において、本稿で登場した「震災疎開パッ

ケージ」のネットワークが活躍しました。

疎開地の一つである長野県飯山市では、新

潟県十日町の被災者を受入れて、日帰りま

たは1～2泊の疎開を実施。全国の商店街は、

飯山の商店街へ特産物や義捐金を送って

います。

いただいた。商店街は、ネットワーク会議の

開催などで全国の仲間を作り大きな財産を得

た。今後も情報、物流、人の交流が大いに期

待できる。ホタル育成の子供たちは、自分た

ちの小さな活動に多くの人々から激励を受け

大きな自信を持った。一つの小さな発想が大

きな活力と夢を生むことを町全体で体験した

事業であった。」と町の人々は言う。

（ふじむら　ぼうよう）


