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都市再生本部が平成15年度から開始した

「全国都市再生モデル調査」。調査を実施した

全国171件の中から、特に先導的と思われる取

組をピックアップして紹介する特集の第3回

である。

「スチューデント・シティで加速する福島市中

心市街地の再生」（福島県）

中心市街地の大型空き店舗を活用し、小学生

が社会や経済の仕組みを学ぶための架空の街

として整備した。実地に即したプログラムが

高い教育効果を発揮することから教育部局と

の連携というこれまでにない取組に進展した。

また、終結しやすいテーマが与えられたこ

とで、行政のみならず、地元の企業、大学、

NPO等地域の多様な主体の参画を経て、人

材・資金・ノウハウ等多くの面で協力を得た。

さらに、本取組が各主体の中心市街地への

関心を高め、大学の新キャンパスの立地等中

心市街地の機能再集積に向けた動きが加速す

るなど間接的な効果も多く見られる。

「For You・・・・あなたのために」（佐原市）

歴史と伝統が多く残る「日本原風景」の売

り込みにあたって、国際空港である成田空港

に近接するという地理的条件に目を付け、ま

ちづくりを展開した。

取組の結果、観光ボランティア制度の創設

やタウン誌の創刊等の成果のほか、ホテルや

航空会社といった民間企業と信頼ある連携関

係が構築されるなど目に見えない資産を数多

く蓄積し、今後の展開の礎を築いた。

「幅広い市民が参加した壮大な社会実験」

（名古屋堀川ライオンズクラブ）

産業の発展とともに忘れ去られた、市中心

部を流れる川をシンボルに市民によるまちづ

くりを進めている。汚く近寄りがたいという

マイナスのイメージを、身近で親しみがもて

るというプラスのイメージに短期間で転換す

ることに成功した。

ITによるネットワークと、口コミや人脈を

うまく組み合わせることで、市民、学生、企

業、行政等多くの主体が参画しながら、大人

数でもぬくもりある集団となったことが成功

に大きく貢献した。

全国都市再生への新たな萌芽（第3回）
「平成15年度全国都市再生モデル調査」の実施結果から
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福島では、現在、まちづくり関係者をはじ

め多くの県民の間で、「スチューデント・シ

ティ」という言葉が都市再生の文脈の中で語

られ、再生に向けた取組みのシンボル的な存

在となりつつある。

本稿では、国の全国都市再生モデル調査を

活用して福島市で花開いたスチューデント・

シティについて、その内容、実現までの経緯、

さらには本事業が福島市の中心市街地再生に

与えた影響等を中心に紹介させていただくこ

ととしたい。

「スチューデント・シティ」自体は、福島

では認知度が高まっているものの、全国的に

見ればまだまだ馴染みが薄いものと思われる。

このため、まずは「スチューデント・シティ

とは何か」について説明をさせていただきた

いと思う。

スチューデント・シティとは、屋内の一定

のスペースに、スーパー、銀行、市役所等か

らなる本物仕様の街なみを整備し、その中で、

子どもたち（小学校高学年生）が、社会の一

員として、モノ・サービスの売買はもちろん、

社内の経理、会社間の取引・契約、住民登録、

税金の支払い等を体験することを通じて、社

会の仕組みや経済の動きを学び、社会的適応

力を育む教育プログラムである。

現在、非営利団体ジュニア・アチーブメン

トの活動により、世界中の様々な国で同プロ

グラムに基づく教育が行われているが、日本

では、品川区に小学校の空き教室を活用した

実施例が1例あるだけとなっている。

福島では、このスチューデント・シティを、

まちづくりの一環として、中心市街地の大型

空き店舗を活用し、行政、民間企業、NPO、

商店街、大学等の連携によって実現したとこ

ろに大きな特徴がある。

1．福島市中心市街地の疲弊の現状

福島市は、福島県の「中通り」と呼ばれる

地域の北部に位置する人口30万人弱の県都で

ある。江戸時代から養蚕業が盛んに営まれ、

阿武隈川の舟運による養蚕、生糸、織物の集

スチューデント・シティで加速する福島市
中心市街地の再生

特集連載　全国都市再生への新たな萌芽
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散地として栄えてきた。

しかしながら、近年、モータリゼーションの

進展とそれに伴う大規模な郊外開発（住宅団

地、ショッピングセンター等）、さらには、大学、

病院等の公共公益施設の郊外移転等により、

「まちの顔」である中心市街地の居住人口、歩

行者数がピーク時と比べて大幅に減少するな

ど、その空洞化が深刻になっている（表1、2）。

また、商業についても、駅前通りに最盛期

には5店舗もあった大型小売店が、現在では地

元の老舗百貨店1店舗のみとなるなど、その集

積度が大幅に低下し、商店数、販売額ともに

右肩下がりの状況が続いている（表3）。

さらに、大型小売店の撤退や銀行の合併に

伴う店舗の統廃合等により、中心市街地のあ

ちこちで空きビルが見られるようになり、そ

れがまちなかの雰囲気を沈滞化させ、更なる

空洞化を招くという悪循環に陥りつつあった。

最近では、長距離高速バスの料金が引き下

げられたこともあって、仙台等にバスで買い

物に出かける人の姿も目立ち、市民の間から

「まちの顔である中心市街地をこのままにして

おいてよいのか」という声が上がり始めるな

ど、再生を求める機運が高まっていた。

2．再生策の検討と教育部局との連携

このような状況を踏まえ、県としても、県

都福島市の中心市街地再生に向けた更なる支

援策の必要性を痛感し、具体的な検討を開

始した。

県では、中心市街地再生には「住まう」「集

う」「商う」の3つの機能の充実が必要という

認識の下で、従来から施策を総合的に推進して

きており、今回の検討に当たっても、これら3

つの観点に照らした福島市中心市街地の現状

分析から始めることとした。その結果、「住ま

 S60年 H7年 H11年 H12年 H13年 H14年 H15年 

中心市街地人口 18,373 15,788 14,301 14,325 14,144 13,887 13,938 

総人口 270,762 285,754 288,869 290,031 290,610 290,251 290,139

（単位：人） 

表1 福島市の人口の推移

 S63年 H3年 H6年 H9年 H10年 H12年 H15年  

歩行者数 30,543 23,478 23,874 20,748 18,756 8,768 9,133  

（単位：人） 

表2 福島市中心部（駅前通り）の休日の歩行者数の推移

 S63年 H3年 H6年 H9年 H11年 H14年 

商店数 510 565 529 521 480 402 

販売額 90,135 118,920 116,833 110,014 86,594 66,972

（単位：上段；店、下段；百万円） 

表3 福島駅周辺地区の商店数と販売額の推移
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う」機能については、地価の下落に伴う市中心

部でのマンション建設の活発化等により、平

成14年を境に居住人口の減少傾向に歯止めが

かかりつつあることが分かった（表1）。

また、「集う」機能についても、歩行者数の

減少傾向に歯止めがかかりつつあることが分

かったが（表2）、この関係で特に県が注目し

たのは、教育・文化機能の再集積の動きであっ

た。もともと、県では、中心市街地を再生さ

せるためには、従来型の商店街振興策だけで

は限界があり、地域の特性を活かした新たな

視点での活性化策が必要と考えていたが、15

年7月当時、福島市の中心市街地では、市の男

女共同参画センターがオープンしたほか、次

のような教育・文化関連の事業が計画され、

それが具体化に向けて動き出していた。

○子どもの夢を育む施設（平成17年夏完成予

定。市）

○NHK文化センター（平成16年10月開設予定

（当時）。NHK）

○福島大学サテライト「街なかブランチ」（平

成16年10月開設予定（当時）。福島大学）

このため、県商工労働部としては、この流

れを活かし、加速させることにより、「商う」

機能も含めた都市機能全体を活性化し、中心

市街地の再生を図るのが適当と考え、そのた

めに必要な事業の検討に着手した。具体的に

は、長崎屋の倒産後大型空き店舗となってい

たビルの一角を借り上げ、社会・経済活動の

拠点という中心市街地の特性を活かした教育

の場として再生できないかと考え、その具体

的なコンテンツとして、当時品川区での取組み

が話題となっていたスチューデント・シティ

に着目したところである。

一方、県教育委員会においても、14年度か

ら「総合的な学習の時間」という取組みが新

たにスタートしたものの、教育現場では子ど

もたちに何を教えるのが良いのか試行錯誤の

状態が続いていたことから、その解決策の1つ

として、品川区でのスチューデント・シティ

の取組みに注目していた。

このように、双方の関心が一致したことを

受けて、県の商工労働部と教育委員会が連携

し、中心市街地の空洞化を教育ソフトで解決

するという取組みが新たに動き出すことと

なった。

3．全国都市再生モデル調査との出会い

県の商工労働部と教育委員会が連携して事

業を実施するという大きな方向性は決まった

ものの、スチューデント・シティ構想の実現

に向けたハードルは想像以上に高いものが

あった。

課題の例として、まず財源の手当ての問題

が挙げられる。金額的には大きな予算を必要

とするものではなかったが、事業を発案したの

が年度途中だったこともあって、県の方で必

要な財源を直ちに捻出するのは困難な状況に

あった。

また、スチューデント・シティは、民間企

業等から「モノ・ヒト」の両面で積極的な参

加・協力を得てはじめて実施できるプログラ

ムであるが、県内に先例のない取組みであっ

たこともあり、取組みの趣旨・内容等につい

て理解を得るのに苦労し、参加企業の確定作

業も困難を極めた。

このような危機的な流れを一変させたのが、

15年7月に政府の都市再生本部から提案募集の
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あった「全国都市再生モデル調査」である。

これは、地域が「自ら考え自ら行動する」

先導的な都市再生活動を支援するものであり、

提案者は、財政的な負担をすることなく、国

の事業として都市再生活動を行えることから、

本県のスチューデント・シティ構想を前進さ

せる大きな力となった。

また、国の「全国都市再生モデル調査」と

いう看板を得たことで、民間企業等への参

加・協力要請にはずみがついたという効果も

見逃せない。

この「全国都市再生モデル調査」という推

進力を得たことで、実現が危ぶまれていたス

チューデント・シティ構想は、具体的な事業

として大きく動き出し、発案時からわずか7ヶ

月というハイスピードで実現することができ

たものと考えている。

1．連携体制の整備

15年9月に本県の提案が全国都市再生モデル

調査として採択されたことを受け、同年10月、

行政（県・市の商工・教育部局）、商工団体、

大学、NPO等を構成員とする実行委員会を発

足させ、本実行委員会と前述のジュニア・ア

チーブメントの共催事業という形で、次の方

針に則って、事業を具体化させることを確

認した。

1）中心市街地の大型空き店舗を活用し、まち

づくりと教育の両面の効果がある事業とし

て具体化する

2）行政（県・市の商工・教育部局）、地元企

業、商工団体、大学、NPO等が連携・協

働して行う地域密着型の取組みとして具体

化する

なお、この方針に基づいて実行委員会で

決定した各主体の役割分担は、概ね次のと

おりである。

①まちづくり関係者

会場の借上げ、ブースの設営、出店団

体の選定・調整　等

②教育関係者

実施校の選定・調整、ボランティアの

募集・研修　等

③ジュニア・アチーブメント

学習プログラムの作成、事業全体への

助言・支援　等

④出店団体（民間企業等）

ブースの内装、各種機材・商品等の提

供、職員の派遣　等

2．民間企業等の積極参加

スチューデント・シティは、ブース自体は

実行委員会が設置するものの、ブースの内装、

商品の用意や子どもたちによる店舗運営のサ

ポートは、この取組みに賛同して出店を行う

民間企業等に中心的に担ってもらうというプ

ログラムになっている。

実行委員会では、子どもたちに対して体験

したい業種に関するアンケートをとり、その

結果を踏まえて、地元企業を中心に出店を呼

びかける団体を選定し、各団体を個別に訪問

して、本事業への参加を要請した。

その結果、15年12月には、本事業の趣旨に

賛同した10の団体から出店の約束を概ね取り

付け、これら団体と相談して、子どもたちが

具体化に向けて
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体験する各ブース固有の業務の内容を表4のよ

うに決定した。

また、上記事業内容を実現するため、出店

団体から、「モノ・ヒト」の両面で次のような

手厚いご支援をいただいた。

①「モノ」の支援

ブースの内装、各種機材・商品・制服等

の提供や協賛金の拠出

②「ヒト」の支援

3日間で延べ150名弱のスタッフをボラン

ティアとして派遣

さらに、出店団体以外の団体からも、パソ

コンの無償提供等の支援を受けたほか、福島

大学から3日間で延べ80名弱の学生ボランティ

アを出していただいた。

各団体を取り巻く経済情勢が厳しい中で、

このような手厚い支援をいただけたことにつ

いては、各団体の担当者の方の多大なご尽力

のほか、適切な地域貢献の場を求める民間企

業、商店街、大学や学生のニーズと、まちづ

くり・教育の両面で意義を有するスチューデ

ント・シティの事業の性格とがうまくマッチ

したことが大きかったものと受けとめている。

近年、有識者等から「中心市街地の再生の

ためには、幅広い主体が参画しやすい仕組み

づくりが重要」との指摘をしばしば耳にする

が、本事業を通じて、民間企業等が地域貢献

の一環としてまちづくりに参画する場を適切

に用意することの必要性について改めて痛感

させられた次第である。

1．事業実施当日の模様

16年2月18日、佐藤栄佐久知事、瀬戸孝則市

長、椎名武雄ジュニア・アチーブメント理事

長をはじめ、本事業の実現に携わった多くの

関係者が一同に集まり、ふくしまスチューデ

ント・シティが盛大にオープンした。当日は、

オープニングセレモニーの後で、施設を利用

した第1回目の体験学習が行われたが、報道関

係者や見学者だけで150名近い人が集まったた

め、施設の周辺では飲食店のランチが早々に

売り切れるなど、終日大変な賑わいを見せた。

この日を含め、15年度は、福島市内の4つの

小学校の6年生217名が、3日間にわたって施設

を利用した体験学習を行った。体験学習当日

表4 各ブースの固有の業務

 出店団体 固有の業務 

NTT東日本 ブース間のテレビ電話システムを構築。ブロードバンド体験コーナーを設置 

いちい ポスレジをはじめ、街のスーパーをそのまま再現 

福島民報社 取材記事と広告を編集してタブロイド版の新聞を作成・販売 

セコム 各ブースに防犯カメラを設置し、セキュリティ・オペレーションを再現 

福島ゼロックス 顔写真入り名刺・カレンダー等を作成・販売 

東邦銀行 銀行業務（ローン審査、決済、個人の預金管理等） 

JA新ふくしま 地元の農産物とその加工品を直売 

ふくしまNPOネットワークセンター 美化活動、行政への提言、寄付募集等 

福島市役所 行政活動（住民登録、税金徴収、行政サービスの提供等） 

福島市商店街連合会 シティ内の商店街活動としてスタンプカードを利用した福引を実施 

事業の実施
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はかなりの冷え込みであったが、会場内は子

どもたちや関係者の熱気に溢れ、わずか7ヶ月

前までは閑散とした空き店舗だった空間を、

子どもたちがいきいきと活動する体験学習の

場として生まれ変わらせることができたとこ

ろである。

なお、児童、ボランティア、見学者を含め、

3日間の来場者は延べ920名にのぼった。また、

あまりの反響の大きさに、事業実施後、急遽

施設の一般公開を一週間ほど行ったが、その

ときにも130名を超える見学者に足を運んでい

ただき、本事業の意義・内容についてより多

くの方々に知ってもらうことができたものと

考えている。

2．マスコミ等の反響

ふくしまスチューデント・シティのオープ

ンは、教育ソフトによる中心市街地再生とい

うユニークな切り口の取組みとして、県内外

の新聞、テレビ等で大きく報道され、それを

受けて、県への問合せが相次いだほか、県の

ホームページへのアクセス件数も急増するな

ど、大変大きな反響をいただいた。

①新聞

県内のすべての新聞のほか、全国紙や県

外の地方紙でも広く紹介された。なお、県

内では今でも社説等で継続的に取り上げら

れている。

②テレビ

県内のすべてのテレビ局でニュースとし

て紹介されたほか、複数の局で特集が組ま

れた。また、内閣府の広報番組でも都市再

生の取組事例として全国に紹介された。

③その他

県外のラジオ番組で取り上げられ、県の職

員が生出演して内容を紹介したほか、複数の

専門誌から取材を受け、寄稿も行っている。

また、3日間にわたる体験学習の取材のため

に集まった報道関係者の数は60名近くに上り、

あまりの加熱ぶりに、子どもたちの学習の妨

げにならないよう、報道関係者に改めて配慮

を呼びかけたほどであった。

なお、本事業が、マスコミを通じて全国に

広く紹介されたことから、スチューデント・

シティ事業を世界各国で展開しているジュニ

ア・アチーブメントに対しても、自治体関係

者等から「うちでもやってみたいが、どうす

⇒

事業実施前 事業実施後
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ればできるのか」といった問合せが数多く寄

せられ、具体化に向けた動きもいくつか出て

きていると伺っている。

本事業の効果は、まちづくり、教育の両面

にわたるが、まちづくりの面での効果として

は、次のようなものがある。

1．直接的な効果

①大型空き店舗の解消と賑わいの創出

中心市街地の大型空き店舗を教育の場と

して再生することにより、大型空き店舗が

醸し出す沈滞ムードを払拭するとともに、3

日間で900名を超える来街者を中心市街地に

呼び込み、まちなかの賑わいづくりに貢

献した。

本事業は、地元の方々からも大変な歓迎

を受け、事業実施後すぐに、地元商店街か

ら「子どもたちに元気をもらった」という

感謝の声と併せて、まちなかの賑わいとい

う観点から事業の継続を求める要望書をい

ただいたところである。

②まちづくりに関する子どもたちの理解の深化

ふくしまスチューデント・シティでは、

民間企業等のブースとは別に、商店街のブー

スを設け、各ブースから一時的に子どもたち

の応援をお願いしてスタンプカードを利用

した福引を行ったが、参加した子どもたち

からは「個々の商店だけでなく、商店街と

いう単位での活動の大切さがよくわかった」

という声が聞かれるなど、まちの成立ち、

店と店とのつながりやまちづくり活動に関

する子どもたちの理解を深める良い機会と

なった。

③民間投資の誘引

本事業の実施に当たっては、出店団体等

から、ブースの内装、各種機材・商品等の

提供や協賛金の提供など、総額で1,500万円

を超える投資をしていただいたが、これは

国から実行委員会に委託された予算額をは

るかに上回る金額であり、まちづくりに対

する民間の投資を効果的に誘引したという

評価もいただいている。

2．波及的な効果

①中心市街地への関心の高まりと主体間の連

携の強化

本事業は、中心市街地再生に向けた取組

みの成功事例として県内外に広く紹介され

たこと、また、本事業を契機として、16年5

月に「全国都市再生イン福島」が開催され

たことなどから、中心市街地への県民の関

心を高め、その重要性を見つめ直す良い機会

となった。

また、まちづくりや教育の関係者をはじ

め幅広い主体が連携することで成功を収め

た取組みであることから、関係者に「みん

なが力を合わせればこれだけのことができ

る」という自信を与え、各主体間のより一層

の連携を模索する動きにもつながっている。

具体的には、例えば、16年6月に、商工会

議所、商店街、NPO、農協、行政等が連

携して「新しい風ふくしま懇談会」という

組織を立ち上げ、これまで各主体が別々に

行ってきた各種イベント情報の一元化など

事業の効果
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に取り組み始めていることが挙げられる。

また、16年7月には、福島大学の主催で、

市民代表、NPO、商工・農業団体、行政等

のまちづくり関係者が円卓を囲んで中心市

街地再生に向けた連携の可能性を探る「地

域ラウンドテーブル」が開催され、各種事

業の連携による中心市街地再生の効果的な

推進を図るため、今後も継続的に開催して

いくこととされたところである。

②多様な主体による中心市街地の機能再集積

に向けた動きの加速

すでに述べたとおり、現在、福島市の中

心市街地では、「子どもの夢を育む施設」

「NHK文化センター」や「福島大学サテラ

イト「街なかブランチ」」など、教育・文化

機能の再集積に向けた動きが顕著であるが、

スチューデント・シティは、他の地域に例

を見ない独自の教育機能として、「教育・文

化都市」を目指す福島市の特徴を際立たせ、

再集積に向けた動きを加速させる役割を果

たしている。

例えば、本事業実施後、地元の福島学院大

学が中心部の大型空き店舗にサテライト

キャンパス（駅前本町キャンパス）を設置す

るという計画を発表し、18年4月に開校する

方向で作業が進められているところである。

また、中心市街地のその他の空きビルに

おいても、利活用計画が続々と発表され、

再生に向けた気運の盛り上がりが肌で感じ

られるようになってきたところである。

県としても、教育・文化機能の再集積に

関する一連の動きがほぼ完了する18年度に

は、福島市の中心市街地が「あそこに行け

ば、何かが学べる」というワクワク感を県

民に抱かせる場所に生まれ変わり、それが

商業機能や居住機能にも好影響を与えて、中

心部の再生が更に加速することを大いに期

待しているところである。

スチューデント・シティ事業は、15年度の

モデル事業が成功のうちに終わったことを受

けて、16年度も、規模を大幅に拡大した上で、

地域独自の取組みとして継続的に事業を実施

することとなった。具体的には、福島市外の

小学校も対象に加え、1年間で18回にわたり24

校の小学生計1,504名が施設を利用した体験学

習を行ったところであるが、これは15年度と

比較して、回数、参加校数では6倍、参加児童

数で見ても4倍の数字となっている。

なお、事業の継続には、賃借料、光熱費、

商品の提供等の「モノ」の負担や、社員の派

遣等の「ヒト」の負担の問題が生じるが、こ

れについては、出店団体を中心に、自らの地

域貢献活動の一環として引き続きご協力いた

だいているところである。

県としては、今後とも、事業を支える人的

なサポート体制の充実等により、出店団体の

負担の軽減を図るとともに、事業の適切な広

報に努める等により、本事業に対する県民の

理解を更に深め、地域の取組みとして着実に

根付いていくよう、引き続き取り組んでいき

たいと考えている。

16年度の事業展開
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民間企業をはじめ幅広い主体が広く参加・連

携した地域密着型の取組みとして具体化を進

めたことが大きかったものと考えている。

県としては、今後とも、本事業の更なる充

実・発展に努めるとともに、本事業の具体化

の過程やそこで得られた教訓等を県内の市町

村、商工団体、TMO、NPO等のまちづくり関

係者や県民の方々に広く紹介していくことに

より、県内の中心市街地の再生に向けた取組

みが、地域の特性を活かしながら既存の枠組

みにとらわれない柔軟な発想で進められるよ

う、引き続き努力していきたいと考えている。

（くすだ　みきと）

スチューデント・シティ自体は、予算的に

は決して大きな事業ではないが、中心市街地

の空洞化を教育ソフトで解決するという新し

いタイプの活性化策であったことが大きな反

響を呼び、教育の面だけでなく、中心市街地

再生という面でも、予想以上の効果を得るこ

とができた。

事業を効果的に行うことができたポイント

はいくつかあるが、何よりも、教育・文化機

能の再集積という地域の特性・動きを最大限

生かす形で事業内容を検討したこと、また、

おわりに
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千葉県佐原市は、江戸時代の町並が残り、

江戸には負けないという佐原の人々の誇りが

今も受け継がれています。佐原市では日本の

玄関口である成田・東京から近いという地の

利を活かし、外国人観光客に心からのもてな

しをする観光まちづくりを検討しました。

本稿では、平成15年度全国都市再生モデル

調査「外国人観光客を対象とした新たな観光

プログラム手法検討業務」によって得られた

成果と、それに基づく新しい「佐原の観光ま

ちづくり」の方向性について報告します。

1．歴史と文化が培った日本の原風景のあるまち

佐原は江戸時代から昭和初期にかけて利根

川の水運で栄えた水郷の商都である。市街地

の中央を流れる利根川の支流小野川沿いには

歴史的な町並みが残り、たおやかに揺れる柳

とともに川面に映るその姿は往時の繁栄を偲

ばせている。

都心から70キロと近いこともあり、近年は

北総の「小江戸」として江戸情緒漂う町並み

を通して心に残る日本の原風景の空間を創造

し、来街者へ癒し空間を提供している。

2．佐原の誇り

佐原の誇る偉人は、55歳から17年の歳月を

かけて日本全国、地球一周もの距離を歩いて

測量し、日本で初めて正確な日本地図を作成

した伊能忠敬（1745～1818）である。往時佐

原の多くの商人は江戸に店を持っており、舟

による江戸との交流で育まれた佐原の文化は、

この時代に地球の大きさを測るという夢のよ

うなことを実現させようとした人物を輩出す

るほど、高度な文化水準を育んでいた。この

文化を佐原では「江戸優り」と呼んでいる。

3．重要伝統的建造物群保存地区

江戸期の利根川の東遷により利根川が現在

のように銚子へ流れるようになると、佐原一

帯は新田開発が進み、一大穀倉地帯に変貌し

た。また江戸への航路が確保され、佐原は周

辺地域の物資の集散地、東北地方への物資輸

送の中継地として、利根川随一の河港商業都

市へと発展した。こうした繁栄の中心となっ

たのが佐原河岸と呼ばれた小野川沿いの地域

で、両岸には問屋、醸造業、旅人宿等が軒を

For You・・・・あなたのために

特集連載　全国都市再生への新たな萌芽

椎 名 喜 予 佐原市商工観光課

はじめに

佐原とは
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連ねており、この隆盛は明治時代以降物流が

鉄道や自動車輸送に変わるまで続いた。伝統

的な町並みは小野川河口から約1キロ程遡った

忠敬橋を中心とする川沿いと、これと交差す

る香取神宮への道香取街道に残っている。

4．重要無形民俗文化財の佐原の山車行事

300年以上の歴史を持ち、関東一といわれる

山車祭りは、佐原の大祭と呼ばれ、夏と秋に

開催される。7月の夏祭りは八坂神社の祇園祭

で、小野川東側の本宿地区で執り行われる。

また10月の諏訪神社秋祭りは小野川西側の新

宿地区で行なわれ、高さ5メートルにも及ぶ大

人形を乗せ、関東彫りの豪華な彫刻で飾った

山車が、夏には10台、秋には14台町中を練り

歩く。山車には笛や太鼓などを演奏する十数

名の下座連が乗り込み、日本三大囃子のひと

つの哀調漂う音色の佐原囃子を奏で、時には

若衆が山車の前で手古舞を踊りながら、独特

の取り決めにより山車の曳き回しを行う。こ

の山車行事が今年2月に文化庁から重要無形民

俗文化財の指定を受けた。

5．観光戦略としての国際観光

佐原市では、こうした佐原の資源である町

並みや山車祭りを育んだ江戸優り文化、利根

川や小野川を有する水辺空間等の歴史的・伝

統的資源だけでなく、首都圏や成田国際空港

からの地理的条件を有効活用し地域振興につ

なげていく地域づくりに取組んでいる。

①国際化に関する考え方

現在、日常生活の様々な場面でグローバル

化が進み、経済活動をはじめ教育・文化交流

などいろいろなかたちでの世界との相互依存

が一層深まり、一国だけでは生活できない状

況になっている。特に成田に隣接する本市の

立地環境は、世界をより身近に感じさせるも

のであり、地域振興の観点からも、世界に開

かれたまちづくりの推進が本市のまちづくり

の基本理念になっている。京都や日光ではな

い、普通の日本の風景（心に残るふるさとの

風景）を世界に紹介し、普通の日本の暮らし

を理解願う一翼を担いたいと考えてきたから

である。まさに今回の実験は成田からの地理

的条件を最大限に活用しようとするもので

あった。

②国際観光への取組み

佐原市では過去2回、外国人誘客の実証実験

を行ってきた。平成14・15年度の秋の大祭時

にツアーを行い、この立地条件を最大限活用

小野川沿いの歴史的まちなみ 佐原秋の大祭の山車
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して、佐原の魅力をアピールし、地域プロモー

ションを図っていくための実験を行った。こ

の2回のアンケート調査を見る限りでは、外国

人による佐原の評価は非常に高いものであっ

た。ただしこれはあくまでも期間限定の秋の

大祭というイベント時の実験におけるもてな

しや対応についての評価であり、平時にフリー

で佐原を訪れる外国人の受入体制づくりにつ

いては大きな課題であった。

今回平時の調査が実施できたことは、市に

とって今後の観光戦略を立てるうえで実に大

きな意味があった。フリー客のニーズ調査を

実施することで、国際観光の方向性、またこれ

からの観光の方向性として個人ニーズに対応

できるプログラム構築の可能性検討が重要だ

ということが明らかになってきたからである。

佐原市では「外国人観光客を対象とした新

たな観光プログラム手法検討業務」の認定に

伴い以下の3項目の調査を設定した。

1．成田トランジット及び短期滞在の外国人を

主なターゲットとした、佐原を目的地とす

る数時間ツアーを可能にする川と町並みの

活用、受入条件整備調査

2．歴史的町並み見学、小野川の舟運体験ツ

アー、参加者アンケート調査の実施

3．周辺市町村との連携による舟運観光ビジネ

佐原位置図

実証実験について
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ス、町並み空き店舗を改造活用したアンテ

ナショップの設営によるコミュニティビジ

ネスの構築

また本調査実施に当たり、次の4つの目的設

定を行った。

①外国人誘客事業可能性調査として、「外国

人観光客を対象とした新たな観光プログラム

手法検討業務」に係わる実証実験を実施する

に当たっての基礎的条件（情報提供、ターゲッ

トの絞りこみ）について、既往文献調査、ヒ

アリング調査等を通じて取りまとめるととも

に、実証実験中のアンケート調査等をとりま

とめて、外国人観光客の受入環境・条件につ

いての検討を行う。

②実証実験の実施のための諸準備・対応と

して、①で把握した基礎的条件に基づき、実

験の全体フレームを設定するとともに、これ

を踏まえ、実施にあたって協力を求める各関

係機関との調整（協議・依頼事項の整理とそ

の実施）、効果的な誘客のための情報提供（印

刷物作成・配付）及びアンケート調査票の作

成を行う。

③これらの検討成果をもとに、佐原市の商

業・観光振興のリーディングプロジェクトで

ある「プロモーション」「タウントレイル（舟

運を含む）」「テナントリーシング（アンテナ

ショップ）」の今後の展開方向について、外国

人観光客の受入との関連性や位置づけを明確

にしたビジネスモデルの検討を行う。

④実証実験を通して明らかになった課題を

把握するとともに、今回の実験も含めて長期

的な地域づくりの取組みについて展望し、最

終目標としての「魅力あるディスティネーシ

ョンとしての地域育成・活性化」に向けた今

後の展望についての検討を行う。

1．成田空港乗継客の実態

①成田空港の利用状況

成田空港乗継客の実態把握を行った。その

結果成田空港の出発便は1位が日本航空（JL）

で2割を占め、2位がユナイテッド航空（UA）、

3位がノースウェスト航空（NW）、4位が全日

本空輸（NH）であり、この上位4社で全体の

約半数を占めていた。

②既往の動態調査にみる乗継客の全体的傾向

「国際航空旅客動態調査」の最近3か年度の

調査結果をみると、（ア）北米が直前・直後国

である場合は、特に中国、韓国、香港、シン

ガポール、タイなどの組合せが多く、この他

オセアニアとの組合せも若干見られる。（イ）

ヨーロッパが直前・直後国である場合はオセ

アニアとの組合せが比較的多い。（ウ）オセア

ニアが直前・直後国である場合はヨーロッパ

及び北米との組合せが比較的多い。といった

特徴が明らかとなった。

③滞在時間・発着地から見た乗継

1999年と2001年の「国際空港旅客動向調査」

に係る原データから「滞在時間」及び「発着

地」からみた乗継の実態を導きだした。この

結果乗継滞在時間が5時間台以上、及び宿伯

（ストップオーバー）となるとトランジット客

の合計は全体の約2割であることが分かり、乗

No. No.航空会社  本 /週  航空会社  本 /週  

１  日本航空  324  ６  アメリカン 航空  50 

２  ユナイテッド 航空  147  ７  大 韓 航空  49 

３  ノースウエスト 航空  146  ８  タイ 国際 航空  36 

４  全日本 空輸  127  ９  その他  564  

５  コンチネンタル 航空  61  合計  1504  

航空会社別の成田の出発便数
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継時間が5時間以上であれば、佐原への来訪が

可能と想定され、トランジット客の約2割がそ

のターゲットとなる可能性があると考えるこ

とができた。

④長時間乗継滞在者が多い発着地

同じく1999年と2001年の「国際空港旅客動

向調査」に係る原データから、長時間乗継滞

在者が多い具体の便を導きだした。その結果、

長時間乗継滞在者が多い発着地は、JL便では、

「ロンドン（英）→シドニー・ブリスベン（豪）」

や「ロンドン→ホノルル」の乗継に長時間滞

在者が特に多い。ほかに「豪―英・米間」の

北米 成田 北米以外の地域 ヨーロッパ 成田 ヨーロッパ以外の地域 

オセアニア 成田 オセアニア以外の地域 

オセアニア 成田 オセアニア以外の地域 

ヨーロッパ 成田 ヨーロッパ以外の地域 北米 成田 北米以外の地域 

「国際航空旅客動態調査」における回答者の国籍とトランジット流動パターン（2001年度）

乗継滞在時間の分布（2001年8月）
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乗継ぎに長時間乗継滞在者が多くみられ、ま

た「アジア―米国間」の乗継を中心に長時間

滞在者が多くみられた。

2．外国人誘客の展望・考え方

以上の結果に基づき、航空会社関係者への

ヒアリング結果も踏まえ、乗継ぎのために宿

泊する客（ストップオーバー客）、中でも国間

の往来が比較的多い英国⇔豪州の旅客を主要

ターゲットとして想定した。また、実証実験

を長期的な地域づくりの一環として捉え、中

長期的に継続していくための仕組みを作り上

げることが肝要であるとの認識から、外国人

誘客に対する次の基本的方針の下に実証実験

に取組むことにした。

①外国人による地域の評価②「口コミ」に

よる知名度アップ③商品造成④外国人にア

ピールする情報（情報の質）⑤海外からのア

クセスしやすい情報（情報発信の方法）⑥

VJC（ビジットジャパンキャンペーン）と

の連携

3．実証実験の意義

ビジットジャパンキャンペーンが展開され

ている現在、成田の乗継客の誘致は、成田国

際空港（株）にとっても千葉県にとっても課

題である。このような中で、本実験の意義と

しては以下の2点が掲げられた。

①外国人誘客による地域づくりの先導的な

役割

他に先駆けて佐原市が積極的な外国人誘客

の取組みに着手し、更に長期的かつ広域的に

展開していく「外国人誘客による地域づくり

の先導的な役割」を果たすこと。

②外国人をイメージリーダーとした佐原市

のアピール

外国人誘客の活動が報道などを通じて広く

一般に知られることにより、国内の人の興味

も惹く「外国人をイメージリーダーとした佐

原市のアピール」を行うこと。

4．実証実験のフレームと実験実施

前述の通り、豪州から夕方成田に着き、翌

日午後ロンドンに出発するストップオーバー

の乗継客を主なターゲットとし、成田泊の外

国人やクルーの参加も視野に入れながら半日

ツアーを実施した。

情報提供の仕方として、成田周辺ホテルに

加え、航空会社を通じた海外代理店でパンフ

レット配付した。期間は外国人客が比較的多

長時間滞在者の多い乗継便
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い、3月7日（日）～20日（土）（但し月曜を除く

12日間）。費用は一人3,000円（11歳以下無料）。

行程は、午前ツアー（ホテル発8時30分―佐原

観光9時～11時―成田（ホテル又は空港）着11

時30分、午後ツアー（ホテル発13時―佐原観

光13時30分～15時30分―成田（ホテル又は空

港）着16時）の2種類（いずれも2コース、希

望に応じボランティアガイドが観光案内）。参

加申込は提携ホテルフロントで、前日午後9時

まで申し込み。交通手段はタクシーでの送迎

とした（ホテルへ出迎え、ホテル又は空港へ

送る）。

また、実証実験の効果測定のために、ツアー

参加者へのアンケート、ホテルロビーでのツ

アー非参加者へのアンケートを実施した。

5．ツアーの結果

ツアーはA（町並み・小野川舟運）B（町並

み・小野川舟運・香取神宮参拝）の2コースを

設定した。ツアーは12日のうち7日実施され、

参加者総数は19名（9組）であった。

内訳はAコースが10名（4組）、Bコースが9

名（5組）であり、時間別では、午前ツアーが

17名（8組）、午後ツアーが2名（1組）であっ

た。また帰りの到着地は全員がホテルを選択

し、現地では全ての参加者がボランティアガ

イドを依頼した。

アンケートの総合的評価では佐原観光の印

象について90％が大変良いと答え、また95％

がもう一度佐原を訪れたいと回答している。

観光施設としては、町並み（伝統的建造物群

保存地区）と小野川観光船が大変評価が高く、

次いで伊能忠敬記念館、山車会館の順であっ

た。香取神宮（Bコースのみ）は訪れた人の

90％が大変良いと答えていた。

自由記入のコメントでは、「静か」「リラッ

クス」「印象的」「平穏」などの記述が多く、

歴史的な趣のあるまちの雰囲気が外国人にも

印象深くとらえられていることが窺われた。

また既往の調査と併せて再考してみると外国

人からみた佐原観光の印象は高く、かつその

評価は安定していると考えられる。このこと

は今後の進むべき方向の示唆となった。

三菱館でのアンケート回答 小野川舟運（こたつ舟を楽しむ）
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外国人誘客の目的は佐原の都市再生である。

そもそも佐原は、佐原の活性化を産業観光に

集約し、外国と首都圏を相手の大商いをテー

マに掲げて、佐原の商業振興・観光振興に取

組んできた。

佐原の商業振興・観光振興に向けたリーデ

ィングプロジェクトである「プロモーション」

「タウントレイル」「テナントリーシング」に

ついて、今回の取組みから以下の課題が明ら

かとなった。

1．地域プロモーション

地域プロモーションの原点は、地域の資源

を自らが情報として集約し、発信することで

地域への集客力を高めることにある。プロモー

ションの展開に当たっては「余り知られていな

い地域固有の特徴・魅力の発見・発掘」「他地

域との対比・限定・優位性を意識したアピー

ル」といった観点を基本的事項と考える必要

がある。これらを踏まえた上で、外国人観光

客を対象としたプロモーションを展開する必

要がある。これらについても、今回の実験で

ターゲットとした、「夕方成田に着き、翌日出

発するストップオーバーの乗継客を中心に、

成田泊の外国人やクルー」を主要ターゲット

としてさらに展開を図っていくことが有効と

考えられる。

外国人観光客を対象としたプロモーション

の展開に向けて特筆すべき事項は以下の点で

ある。

①外国人観光客の感じる魅力と日本人が感

じる魅力とは異なる

外国人観光客を対象とする場合は常に外国

人の視点や、発想にたって考える必要がある。

単なる風景よりも、人が何かをしていること

に外国人は興味・魅力を感じるといった感想

を得た。また成田に近い立地条件をアピール

することも極めて重要な意味を持つ。

②海外でのプロモーションを誘発する情報

ツールのお土産

外国人誘客のためには、早い旅程で佐原を

アピールすることが重要となる。今回は、航

空会社の全面的な協力を得て、国内本社から

海外の全支店に向けてPRチラシを配布すると

ともに、英国⇔豪州の旅客を主要ターゲット

佐原の印象 佐原の観光施設についての印象

実験からの展望
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としたことから、シドニーで開催された旅行

博覧会のジャパンブースにおいて佐原のPRチ

ラシの展示・配布を試みた。

これらの戦略は長期的に非常に有効なプロ

モーションであり、今後も継続的に展開する

ことが望まれる。来街者に母国で佐原をプロ

モーションしてもらう方法も有効である。そ

れに加え、外国人がプロモーションしやすい

情報ツール（西洋文化の中では一般化してい

るクリスマスカードやバースディカードなど）

を佐原土産として提供し、佐原をPRすること

も有効である。

③外国人が訪れるまちであることをプロ

モーションする

外国人観光客が訪れるまちであること自体

が、一般の人々にとっては大きな魅力要因に

なる。イベント・実証実験という形ではある

が、佐原は外国人誘客の実績を有している。

このことを積極的に活用したプロモーション

を展開すること自体が有効な戦略と考える。

最近は、外国人が佐原の町なかを歩く姿が

よく見受けられるようになってきている。この

こと自体をもっと積極的にプロモーションと

して活用することが必要であると考えている。

2．タウントレイル（舟運を含む）について

タウントレイルは佐原のまちを巡るお薦め

ルートの設定である。佐原の特徴は通常のま

ち歩きに加え、舟でまち巡りができることで

あり、この特徴を最大限に活かしたタウント

レイルの構築を行う必要がある。外国人観光

客を対象としたタウントレイルの展開に向け

て特筆すべき事項は以下の点である。

①ルートに多様性を持たせた選択ができる

ようにする

外国人観光客は特に選択の幅のない観光を

嫌う傾向にある。そのためルートはできるだ

け幅を持たせることが必要となる。その際に

も、色々な方面に向かう発散的なルートでは

なく、キーポイントは押さえた上でのショー

トコース、少し時間に余裕のある場合のコー

スといった設定の考え方が重要である。

②ルートと主要施設のパッケージ化を図る

外国人観光客にとって、個々の観光施設で

料金を支払うことにはかなりの抵抗感がある

らしい。この解消にはパッケージ化を展開し、

舟運を含めた佐原ツアーの観光商品化を図れ

ば、宿伯ホテルでの対応も可能となり、より

手軽に外国人観光客を誘客できる。

海外における情報提供（シドニー） シドニーの旅行博覧会で佐原のチラシの展示配布が行われた
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③外国語表記のサイン類の整備

外国人観光客が自由にまち巡りを楽しむた

めには、要所における外国語表記の案内図、

街角のサイン類の整備が不可欠である。

④体感施設の充実

ベースになるのは、そこに住まう人達の暮

らしぶりであるが、外国人観光客を対象とす

る場合には特に体感型施設の充実を図ること

が重要である。地域の商店主や住民等との連

携の下に日本酒のテイステングや和菓子づく

り、蕎麦打ちや蒲焼の実演など佐原の素材を

活かした体感型施設の充実が必要である。

3．テナントリーシング

外国人観光客に「本当の日本を見てもらう」

ことから、佐原の地域資源である伝統的な

「匠」の技に着目し、「匠」の実演を行い、工

芸品の展示販売を行った。外国人観光客を見

据えたテナントリーシングの展開に向けて特

筆すべき事項は以下の点である。

①外国人観光客にも魅力的な実演販売・

「匠」の制作実演

地域の特産物の実演販売や地域の匠の制作

実演は、前述の外国人観光客が魅力を感ずる

体感型施設であり、佐原のまち巡りの立ち寄

り拠点の一つとして外国人観光客に対する佐

原の魅力評価にも大きな効果が考えられる。

②他の取組みとの有機的連携

テナントリーシングのためのアンテナショッ

プの展開は、場所の設定も含め前述のプロモー

ション、タウントレイルなどと有機的に結び

つける展開が必要である。特に外国人観光客

にとっては、先にも述べた通り、個々の観光

施設において料金を支払うことには抵抗感が

強いため、舟下りや匠の実演見学なども組み

込んだまち巡りパッケージを検討していくこ

とも一つの方法である。

市民や関係機関等の絶大なる協力のもとに

実験は終了した。これらの取組みを通してい

ろいろなものが育まれた。このことは佐原の

観光戦略において実に大きな意義を持つ。

1．成田ホテルとの信頼と連携

ここ何年かの取組みの中で成田周辺のホテ

ルとの関係は新しい一歩を踏み出した。情報

発信や誘客の最前線の窓口としての大きな役

割に感謝を申し上げたい。企画は幹事ホテル

に相談することで、実に容易に事業を展開す

ることができるようになってきた。このこと

は何年かのキャッチボールの中から育まれた

信頼という実に大切な成果である。今年7月の

夏祭りにホテル自ら研修を企画。「直接佐原を

観て学ばなければ、お客様に紹介できません

からね。」との幹事ホテルの総支配人の言葉は

忘れられない。この現地研修取組みに、国も

県も参加し、国・県・市そして民間との新た

な信頼と連携が始まった。

2．国際交流協会の設立

佐原の国際化の担い手として、今年6月、佐

原市国際交流協会が設立された。市民がグロー

バルスタンダードを理解して外国からの来街

者に接していくことが重要であることは言う

までもない。市民の中から、そのための環境

実験から育まれたもの
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整備を行う芽が生まれ育ってきたことをわが

町のことながら頼もしく思うし、歓迎したい。

3．国際まちづくりボランティア登録制度

何度かの実験を行った積み重ねが通訳ボラ

ンティアを育んだ。そんな中から国際まちづ

くりボランティア登録制度も産まれた。通訳

ばかりでなく、障害者の介助や伝統文化を教

えるボランティア登録も行っている。これも

これからであるが、実験から育った大切な芽

である。

4．成田周辺をターゲットとした英文タウン誌

の発行

通訳ボランティの中で情報発信の重要性を

深く認識し、自ら英文タウン誌の発行を行う

会員が生まれた。記念すべき第1号が9月に発

刊され、成田のホテルや周辺の個店におかれ

た。この情報発信を佐原への誘客につなげる

べく連携を図り効果を上げていく必要がある。

また今後この取組みを支えるためにも、トー

タル的なプロモーションをコミュニティビジ

ネス起業につなげていく必要がある。

今回の実験において明らかになった、佐原

ツアーを経常的に実施する上での取組むべき

課題は次の3つが考えられる。①佐原の認知度

向上②佐原のアクセスの改善③受入環境整備

である。そして、これらの課題に効果的に取組

むためには、今回の実験から明らかになった外

国人誘客を展開する上での主要なターゲット

を明確にしておくことが有効であると考える。

①については繰り返し記したように、旅程

の早い段階から佐原に関する情報を提供する

ことである。その際には、「海外PRで必要な

情報」と「日本についてから必要な情報」と

の峻別を行い、効果的・効率的なPR戦略を展

開する必要を感じている。

また②については、地理的優位性と実際の

アクセスの乖離状況を理解することである。

実際の成田から佐原へのアクセスを考えると、

時間設定の確実な鉄道によるアクセスは、そ

の頻度、乗り換え条件からみて必ずしも良好

とはいえない。また、高速道路によるアクセ

スについては、定期便はなく、タクシーを利

用するとかなりの高額となる。今後単なるJR

利用や定期便バスの利用ではなく、誘客外国

人の行動拠点となっているホテルとの連携も

含めツアーの商品化を検討していく必要があ

る。その際は観光立国としてのインフラ整備

と一体的に推進していくことが必須である。

③の受入体制については地域としての取組

みはもちろん重要であるが、目的地に外国人

観光客を送り出す側のシステムづくりは1自治

体では対応不可能であり、広域的連携の下に

目的地に外国人観光客を送り出す基本的なシ

ステムづくりが観光立国として喫緊の命題で

あると考える。当面は成田駅や東京駅に外国

人観光客対応コンシェルジュなどの配置を希

望したい。

佐原が都市再生の有効なツールとして「観

今後の外国人誘客にかかる観光

おわりに（For You）
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光」を選択したのは中心市街地活性化の基本

方針の構築過程であった。定住人口の増加が

望めない折、いかに交流人口を増やし、地域

振興につなげることができるのか。そのため

には地域にある資源を認識し、育み、活かし、

観光資源として付加価値をつけて地域の魅力

を高めていくことが必須であるとの考えに至

り、観光を地域振興の有効なツールと位置づ

けた。まさに「気付き」「価値観の共有と創造」

そして地域が一体となって地域力を高めてい

く「覚悟」が必要であった。

観光の向うに求めるものは市民が豊かだと

感じることのできる地域である。先人たちの

大いなる遺産である歴史的町並みや佐原の大

祭、そして暮らしを育んできた江戸優り文化、

水辺の癒し空間。これに、成田に近接すると

いう地理的条件を生かした外国人誘客を交流

人口拡大のひきがねとして取組むという戦略

的な意思。これらに基づくまちづくりに、市民

と共に取組むこと自体が観光資源につながっ

ていくと信じている。そしてその様々な場面

にビジネスチャンスを見出し、育み、自立し

ていくことを目指す。向かうべき方向はまち

づくり型観光である。

地域内の特性をいかに地域の物語として描

き地域全体として語ることができるか。協働

のまちづくりの取組みは、とりもなおさず地

域の力を高めることに繋がる。市民とこだわ

りのまちづくりを継続していくことが、持続

可能な観光地としての佐原の地域力を高める

ことだと信じている。まさに住む人にとって

良いまちは、訪れる人にとって良いまちであ

る。それには地域としての覚悟が必要である。

今回の実験で、実は重要なものの検証があっ

たと。ひとつは佐原のまちづくり自体の方向

性は外国人観光客に受け入れられているとい

うこと。もう一つはフリーな来街者個人のニー

ズに応えていけるシステムづくりの必要性で

ある。癒し空間の提供がリピーターに繋がる。

「あなたのためだけの空間です。～For You」

これが今後多くのリピーターを育むキーワー

ドだと思う。

（しいな　きよ）
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名古屋の中心部を南北に縦断する堀川は、

今から約400年前、名古屋城築城にともない、

城下町に必要な米や、野菜、魚、塩などの物

資を船で大量に輸送するための水路として福

島正則によって開削された。沿川にはその運

河機能を利用する産業が発展し、長い間市民

の生活とも密接なかかわりを持ち、その存在

は、金のしゃちほこを天主閣に抱くお城への

敬愛とともに、名古屋の母なる川として市民

に長く愛されててきたと伝えられる。

しかし昭和初期より次第に汚染が進み、ヘ

ドロのたまった、臭い、汚い川に変貌、昭和

40年代にはそれがピークに達した。近年、名

古屋市は、堀川の再生に向け、ヘドロの浚渫

や護岸の整備などに積極的に取り組んでいる

が、堀川自体が独自の水源を持たない川で水

がよどんでしまうこと、また河口の名古屋港

から満潮時には大量の海水が逆流するため、

海も含めた対策が必要であること、などの理

由から抜本的な浄化はなかなか難しく、こう

した行政の努力や浄化を願う市民の期待もむ

なしく、劇的な環境改善にいたらず今日に至っ

ている。

堀川の水源を確保するため、かつては岐阜

県との県境を流れる木曽川から導水をするこ

とによって、堀川の水質を改善をはかる「木曽

川導水事業」という国家プロジェクトもあっ

たが、大きな事業であったためなかなか実現

に至らなかった。

こうした中、平成11年5月、名古屋市内約30

幅広い市民が参加した壮大な社会実験
～堀川1000人調査隊～

特集連載　全国都市再生への新たな萌芽

服 部 宏 堀川1000人調査隊事務局
名古屋堀川ライオンズクラブPR／IT委員長

堀川全地図

名古屋の母なる川

浄化を願う市民の動き
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のライオンズクラブが合同で、木曽川導水の

早期実現に向けて10万人の署名を集める活動

を展開したところ、わずか2ヶ月足らずで20万

人近い署名が集まり、堀川に清流を求める市

民の気持ちがあらためて確認されることと

なった。

その結果を受けて、同年9月それまで23年間

凍結されていた名古屋市北部を流れる庄内川

からの導水が実現。わずか2日間のことではあっ

たが毎秒3トンの試験導水がおこなわれた。木

曽川導水そのものは、その後財政的な問題も

あって計画は中止されたが、ライオンズクラ

ブほかの市民団体の呼びかけで、堀川に1万本

のチューリップを植栽したり、写真コンテス

ト、シンポジウム、堀川を考える小学生の集

い、市民による堀川一斉大清掃などが次々と

実施され、堀川の浄化を願う市民の声は少し

ずつ広がりを見せながら具体的な活動が展開

されてきた。

行政もこうした市民の声を受けて、平成13

年7月より庄内川から堀川へ毎秒0.3トンの暫定

通水を継続的に行うようになり、現在に至っ

ている。

平成15年4月には、名古屋堀川ライオンズク

ラブが誕生、活動の目的を堀川の浄化に特化

して精力的な活動をはじめ、急速にメンバー

の数を増やしながら堀川浄化の市民運動に大

きな役割を担うようになった。

平成15年9月、庄内川からの0.3トンの導水を

もっと増量して堀川の水質や環境がどのよう

堀川浄化の経過

堀川1000人調査隊の誕生
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に変化するかを市民が参加して調査しようと

いう名古屋堀川ライオンズクラブの提案が、

政府の都市再生本部の「全国都市再生モデル

調査」に採用された。同クラブは全名古屋32

のライオンズクラブと共同し、1000人の市民

参加を目指して「堀川1000人調査隊」を募っ

たところ、2ヶ月の申込期間に予想を大幅に超

えてなんと217隊2007名の申し込みがあった。

申込者の内訳は、小中高校23隊、大学11隊、

ボーイスカウト24隊、一般企業56隊、一般市

民94隊、区役所、保健所などの行政団体9隊。

一般市民の調査隊の中には、これまで地域

で清掃活動などをしてきた市民グループや自

治会といったいわゆる常連だけではなく、幅

広い市民が仲間を誘ってたくさん参加してき

た。家族やなかよしグループ、こども会、シ

ニアグループ、つり仲間などいわゆるアマチュ

アのほかに、高年大学水質調査研究グループ

や、企業でハイテクを研究する技術者仲間の

有志などもあり、老若男女、素人からセミプ

ロまで、幅広い人々をまきこんで、「堀川1000

人調査隊」はかつて見られない壮大な規模の

市民参加型社会実験に発展した。

1．遊び心で楽しみながら

堀川1000人調査隊の活動内容は、ライオン

ズクラブ内に設けられた事務局で企画、立案

された。行政や大学による専門的な調査だけ

でなく、遊び心をふんだんにとりいれて、調

査期間中、少しでも多くの市民が堀川に親し

み、堀川で楽しんでもらうということを狙い、

市民が参加しやすい内容とすることに重点が

おかれた。

2．ITの活用で若い世代にアピール

200隊を超える調査隊への連絡には、原則IT

を活用することになり、メーリングリストに

よる一斉連絡、ホームページを利用した情報

提供、掲示板による情報交換が駆使された。

そのため、各調査隊には、隊長または副隊長

に、パソコンを利用できる人を選定すること

を条件とした。たとえばシルバーが主体のグ

ループでも連絡係として副隊長には息子さん

にはいってもらうようにお願いをした。こう

したITの活用によって結果的に20代から40代

の若い世代を大量にメンバーに取り込むこと

に成功したのが大きな特色となった。

3．スポンサー制度によるぬくもり

ライオンズクラブには、もともと新しいク

ラブ員を勧誘するとその人はスポンサーと呼

ばれ、以後ずっとその人のお世話をするとい

う制度がある。堀川1000人調査隊はこのスポ

ンサー制度を応用、名古屋市内32クラブに所

属するメンバーのネットワークを利用して勧

誘がおこなわれた。勧誘をしたクラブはその

調査隊のスポンサーとして活動が終了するま

でいろいろなお世話をするシステムである。

もちろんそれ以外にも新聞やテレビ、ホーム

ページをみて応募してきた調査隊もたくさん

あったが、それらの調査隊にも事務局がいず

れかのクラブにスポンサーを割り当ててフォ

ローする体制をとった。

ITを活用したネットワークの裏側でこうし

た人間的なネットワークを活用することに

堀川1000人調査隊の特色
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よって堀川1000人調査隊は、ぬくもりのある

集団になっていった。

4．官民産学の大連合

堀川1000人調査隊には、当初から河川を管理

する、国、愛知県、名古屋市に全面的にバッ

クアップしていただいた。特に名古屋市には、

市内の各区役所や街づくり推進室、保健所、

土木事務所などの組織を通じて地元の市民調

査隊の結成を積極的にバックアップしていた

だき、調査隊の裾野のひろがりに大きな力と

なった。

また沿川に立地する企業、環境や水処理に

ノウハウをもつ企業が多数応募、独自の技術

をもって調査活動に参加した。

名古屋市周辺にキャンパスをもつ大学から

も多数の調査隊が参加した。各大学隊は高い

博識を持つ教授の指導のもと、学生、院生た

ちが水質調査や浄化実験、生物の生息状況の

変化などの調査に取り組んだ。こうした理科

系調査だけでなく、堀川浄化のもたらす経済

効果の測定に挑戦したり、堀川を芸術で装飾

しようという試み、故国の環境活動との比較

を考える留学生の調査隊もあり、バラエティ

に富んだ構成となった。

将来的に堀川浄化を推し進めてゆくには多

くの人が堀川大連合のようなものを組んで大

きな運動を巻き起こすことが必要と考えられ

るが、今回こうして、行政、市民、民間企業、

大学と幅広い人々が堀川1000人調査隊に参加

したことは、そのための大きな足がかりと

なった。

1．熱気にあふれた結成式

平成16年2月4日、各調査隊の代表者が参加

して結成式兼説明会が名古屋市教育館で行わ

れた。1月末で一応の締め切りをしたものの、

参加申し込みはあとを絶たず、結成式当日の

会場にまで参加申込者がある状態で、準備し

た会場は、各隊の責任者のみに参加を限定し

たにもかかわらず、300名を超える市民であっ

という間に満杯になり、多くの立ち見の人が

出る状況となった。

小学生調査隊による決意表明、たくさんの

熱心な質疑応答のあと、水上武者パレード調

結成式は新聞各紙、TVでも大きく取り上げられた。

活動開始
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査隊隊長による音頭で会場全員による、エイ

エイオーのときの声もあがって、堀川浄化を

目指し、厳寒の2月にもかかわらず会場は堀川

1000人調査隊の熱気にあふれた。またこの結

成式の状況は、地元新聞各紙、ほとんどのテ

レビ局でとりあげられ、堀川1000人調査隊の

知名度は一気に上昇した。

2．4ヶ月の調査活動

調査は、庄内川の渇水期と鉄橋工事でたま

たま導水が0トンになった2月、通常の導水量

である毎秒0.3トンの3月、増量されて0.5トン

になった4月、さらに増量されて1トンになっ

た5月の、計4ヶ月間にわたって行われた。調

査活動は基本的に各調査隊が自分たちの都合

にあわせて自由な日程、自由な時間に行われた。

ただし4月10日の0.5トンへの増量の日には、上

流、中流、下流の3会場でイベントが行われ、

それにあわせて217隊が一斉に調査を行ったた

め、堀川一帯には1000人調査隊のシンボル、

「青い旗」がいっぱいひるがえり、その様子は

マスコミでも大きく取り上げられた。

こうして5月末には各調査隊は調査活動を完

了し、堀川への導水も元の0.3トンに戻った。

しかし、それ以後も引き続き大学調査隊は卒

業論文にデータを生かすなどの目的で継続的

な調査を続けている。

3．規定プログラムには全員参加

堀川1000人調査隊の活動は、「規定プログラ

ム」と「自由プログラム」が準備された。

「規定プログラム」は、参加した全調査隊

によって行われるもので、調査隊がおのおの

希望して定められた場所で4ヶ月間に4回以上

堀川を定点観察し、流れの速さや汚れ、にお

い、ごみ、生物の生息状況などをあらかじめ

定められた調査用紙に記入するものである。

各調査隊には、結成式に配布された「青い旗」

をもって極力グループで一緒になって少しで

試験導水を見守る人々 シジミを使った浄化実験の様子

シンボルマーク



110SHIN TOSHI / Vol.59, No.1 / January  2005

も多くの人が堀川の観察を楽しむようにお願

いした。

またパックテストというCOD値を調査でき

る簡単な器具によって、実際に堀川の水をバ

ケツで汲んで汚染の状況をみんなの目で実際

に調べてもらう、というちょっとした理科の

実験のような項目があり、これも調査隊に人

気であった。

調査の報告は電子メールを使って次々に事

務局に届き、おのおのの調査隊の活躍ぶりは、

ホームページ上で調査隊の撮影した現場の写

真をまじえてすぐに公開された。ホームペー

ジに新しい情報が公開されると一斉メールで

それが通知されたため、HPへのアクセスカウ

ントはどんどん増えていった。

たとえばある調査隊が長靴をはいて川には

いって調査する様子や、青い旗をもって記念

撮影する様子が公開されると、他の調査隊に

も刺激になって事務局には毎日たくさんの写

真や情報が届くようになった。

調査期間中に鯉ヘルペスによって死骸が浮

くという事件が発生したことがあったが、そ

のときには、ここでも、あそこでも、という

情報が掲示板に次々に書き込まれ、ホームペー

ジを注目し続けていたマスコミや行政にとっ

ても大きな情報源としての役割を果たした。

4．個性にあふれた「自由プログラム」

各調査隊はそれぞれの意思で自由に参加、

自由なテーマで堀川を調査し報告する「自由

プログラム」に参加することができ、事務局

もそれを奨励したため、自由プログラムには

217隊中、69隊が参加した。

その内容はまったく個性にあふれたすばら

しいものになった。

導水量の変化による水質や生物の生息状況

の変化を専門的に調査する学生や企業のグ

ループもたくさんあったが、その他にもユニー

クな取り組みが数多く提出された。ボーイス

カウト、ガールスカウトチームの中には、シ

ジミを使って水の浄化を実験したチーム、堀

川の水で乾杯しようと簡易ろ過装置を製作し

たチーム、塩分を多く含む河口近くの水を採

取、過熱して塩をつくったチーム、他の隊と

協力して数箇所で川の水を採取し、めだかの

飼育を試みたチームなどがあった。

企業として参加したチームには、専門の測

量器具とゴムボートを使ってヘドロの堆積状

況を調査した測量会社チーム、ふれあいの水

辺空間を提案した造園会社チーム、堀川を泳

げるような川にするための調査や提案を行っ

たプール用ろ過機製造会社のチーム、堆積した

ヘドロの水質への影響を調べた土木会社チー

ムなどがあった。

一般市民の中にも、堀川の水と水道水で植

物の生育状況を比較しようとしたチーム、伝

統的な友禅流しが水質に与える影響を調べた

掲示板の様子
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チーム、堀川周辺の史跡や観光地を探索して

調べ上げたチーム、堀川沿線のサイクリング

マップを作ったチーム、街角や橋をわたる

人々の意識調査アンケートを行ったチーム、

堀川の魚を実際に釣ってみようと魚釣りをし

たチーム、母国の川の浄化活動との比較を行っ

た留学生チーム、こいのぼりの口から水面の

ごみを拾おうとしたチーム、8隊合同で大規模

な清掃活動を実施したチーム、ヘドロで真っ

黒になった護岸をボートにコンプレッサーを

積んで高圧の水できれいに洗浄をしたチーム

など、さまざまな調査が出現、何でもありの

幅広い社会実験が繰り広げられた。

また、他の調査隊に協力することを自由プ

ログラムのテーマに設定、趣味の釣りをする

ためのボートを大学調査隊のヘドロ調査に提

供したり、中学生が流れの観測のために発泡ス

チロールで作って流した模型のいかだを川の

中で追跡することを手伝ったチームもあった。

複数の調査隊が共同して調査活動する例も

あった。三河の竹林の間伐材を竹炭にして名古

屋の堀川にもってきて浄化の実験を試みたチー

ムには、名古屋工業大学の化学系チームが専

門的なデータ収集、分析を手伝ったりした。

こうしたチーム間の連携プレーや行政との

連絡、調整は、事務局がお手伝いをしたが、

その際にはライオンズクラブの幅広いネット

ワークが非常に役に立った。また調査期間中

を通して、ボランティアのビデオ撮影班が調

査隊の活動の記録を取材し続けた。

1．成果発表会

こうして4ヶ月にわたる調査活動が終了し各

調査隊は規定プログラム、自由プログラムを

事務局に提出。3週間後の6月23日に松原名古

屋市長を来賓にお迎えして名古屋市中区役所

ホールにて成果発表会が行われ、結成式同様、

300名を超える調査隊関係者が集まった。ビデ

オ撮影班が30分にまとめた記録ビデオを全員

で鑑賞、優秀作品の表彰のあと、12チームの

代表者による1分間スピーチでは、熱く燃え上

がった心を会場に呼びかけると一人ひとりに

大きな拍手が送られた。

ガールスカウトも水上パレードに参加

ヘドロを採集する名古屋大学隊 堀川1000人調査隊の成果
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2．成果の発表

事務局からは、今回の調査活動の成果とし

て次のような報告が発表された。

①調査活動で明らかになった堀川の問題点

ア）水源である庄内川の水質自体に問題があっ

て、導水の増量では目だった堀川の水質

改善効果が出なかった（むしろ悪化した

面もあった）。

イ）下水処理水、生活排水、雨水が堀川の大

きな水源であり、市中心部が合流式下水

処理施設である名古屋市では、この改善

をすすめないと堀川はきれいにならない

こと。

ウ）ごみ。今もなお、一部の心無い市民のポ

イ捨てや不法投棄が川を汚し続けている

実態。8隊合同のごみ拾いでは中流部だけ

で30台以上の自転車を1日で川の中から引

き上げたほど。

エ）ヘドロ　特に水位の浅い中流部では干潮

時にヘドロの干潟が現れ、悪臭の原因と

なっており悩みは深刻であること

オ）護岸の汚れ、沿川に住みついたホームレ

ス、雑草の手入れの不十分なことなどが

美観を損なっていること。

②堀川1000人調査隊で成果があったこと

ア）堀川を愛する仲間が増え、連帯感が

生まれたこと。仲間と仲間の輪が広がり

点が線につながってきたこと。

イ）こうした仲間のメーリングリスト、ホーム

ページの活用により、連絡網が整備され

たこと。

ウ）調査によって解決すべき問題点が明確に

なり、やるべきことが市民に見えてきた

こと。

③堀川1000人調査隊が今後やらなければいけ

ないこと

ア）今回の活動を一過性のお祭りに終わらせ

るのではなく、調査の段階から実行の段

階へと発展させながら、活動を継続して

ゆくこと。

イ）行政がすべきことと、市民がすべきこと

ははっきりしているので、市民がすべき

ことを積極的に実行にうつすこと。

④市民が実行できること

ア）美化活動　ごみがごみを呼ぶ状況から美

化が美化を生む状況に。

⇒堀川1000人清掃隊に発展させる

イ）洗剤の過剰使用をやめる、油を流さない

など、下水に負担をかけないこと。

⇒堀川1000人行動隊に発展

ウ）不法投棄の監視　不法投棄があったらす

ぐに報告、撤去できる体制を整える

⇒堀川1000人監視隊に発展

エ）仲間を増やし、堀川に関する情報を共有

すること。イベントに参加し、マスコミ

に取り上げてもらいより多くの市民の関

心を高めること。仲間が増えるほど堀川

浄化の夢は近づく。

⇒堀川100万人調査隊に発展

オ）応援してくれるサポーターを集めること。

調査終了後に事務局がHPにて緊急アン

ケートを実施したところ、約70％の人が

年間1,000～5,000円の活動資金を提供して

もよい、との結果がでた。今後市民から

幅広く資金を集めることができるように

なればすばらしい。たとえば調査隊の旗

を川の沿川に立てておいたらポイ捨てが

減ったという報告がある。市民が美化を
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呼びかける旗や看板を設置すると行政が

やるより効果があると思われる。

⇒堀川1000人応援隊に発展

カ）直接浄化を達成できるような技術を開発

する。調査隊の中には、浄化技術の実験に

とりくんだ企業や大学のチームがあった。

こういう実験やテストをどんどんして早

くきれいな堀川にしてゆきたい。

⇒堀川1000人実験隊に発展

事務局から上記のような報告がされたあと

今後も堀川1000人調査隊の活動を継続してゆ

くことに賛同する人を求めたところ、会場内

全員の起立、拍手が沸きおこり、堀川1000人

調査隊は新たなスタートを切ることになった。

今回の堀川1000人調査隊は、一種お祭り的

な雰囲気の中で、「堀川浄化に何かひとつでも

役に立ちたいという市民の潜在的な意識」を、

導水の増量というインパクトと遊び心のある

企画、インターネットの利用という目新しさ、

そして人的なネットワークによるフォローに

よって最大限に引き出すことに成功した。

そして、堀川を自分の目で、耳で、鼻で、

手で、足で感じることによって、川への愛着心

をもつ人々が増えたことは大きな成果であっ

たと思われる。

また行政と市民とのかかわりにおいても市

民が動く⇒行政が動く⇒また市民が動くとい

うよい循環、力強いパートナーシップができ

あがってきたように思われる。

堀川1000人調査隊のメーリングリストは今

も登録メンバー数を増やしている。

2004年10月末に実施された第2回堀川ウォー

ターマジックフェスティバルでも、堀川1000

人調査隊によって産学官民のさまざまな団体

が密接な連絡をとりあうことができるように

なったために、たくさんのグループが企画に

参加、出展し、昨年を大きく上回るバラエティ

にとんだイベントが企画された。

また、2005年に向けては、愛・地球博の開

催にあわせて、堀川にベニスからきたゴンド

ラを浮かべて観光都市への道を探る社会実験、

堀川浄化に直接役立つエコロボットコンテス

トの実施などのビッグイベントも企画され

ている。

堀川1000人調査隊のお祭りムードはとりあ

えず一段落したものの、こうした継続的なイ

ベントや、堀川の一斉大掃除などの美化、清

掃活動への参加人数は増加傾向にある。

堀川1000人調査隊は、多くの市民の中に環

境の浄化を願う心があること、そして堀川浄

化に少しでも役にたちたいと願う尊い心をも

つ人がたくさんいることを教えてくれた。

反面、人の心は移ろいやすく、昨日までごみ

を拾っていた人が今日はごみを捨てる人に変

わってしまう可能性があることも事実だと思う。

川の汚れは心の汚れと言われるが、堀川浄

化のための市民運動は、こうした人々のあた

たかい心をいかに大切にし、冷たい心をいか

にあたためてゆくかという心の浄化運動がそ

の本質ではないかと感じている。

（はっとり　ひろし）

ホームページ

http://www.horika-lions.com/chousatai/

堀川1000人調査隊の残したもの




