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潮騒 2002. 2月号（No.58）しおさい 地域デザイン研究会
（泰山塾）

昨年、30年勤続の表彰を受けた。30年というとそ
れなりに長い年数だと思うが、わが身におよぶと長か
ったなあという気がしない。
私が、大阪府に入ったのは、昭和46年で、千里の

万博があった翌年のことである。まだ、万博成功の余
韻が残っていたのか、世の中に勢いがあったように思
う。入ったその年に黒田革新府政が誕生した。東京で
は、すでに美濃部革新都政が誕生していて全国に革新
自治体が広がった時期でもあった。都市問題が深刻化
していたというのがひとつの理由だと思う。翌年には、
田中角栄の日本列島改造論がブームとなった。
最初に配属されたのは、枚方土木事務所で、えら

い田舎に来たなあというのが第一印象であった。入っ
た１年目は､図面の色塗りや積算設計書の検算などで、
思い描いていた技術者らしい仕事ではなかったので、
鬱々とした毎日であった。その翌年、係が変わって、
国道170号のバイパス工事を任された。改良舗装工事
や橋梁工事など道路全般の工事であって、前年の反動
から、毎日が楽しくてしょうがない時期であった。結
局、枚方土木事務所には4年間いたが、道路関係の現
場を一通りこなしたという満足感をもって転勤した。
昭和50年、あこがれの本庁勤務となり、街路課計

画係に配属された。その時の係長が、何を隠そう平峯
代表である。また、中尾君がフレッシュマンとして同
じ係で机をならべた。街路の事業認可などの都市計画
手続きと調査費の各事務所への予算配当、交通量調査
などを担当した。現場経験で自信を持って本庁に転勤
して来たのだが、当時、都市交通政策に関する調査が
行われていて、これが現場の仕事とは勝手が違って、
よくわからない。そのため、コンサルタントの人と打
ち合わせをしていても、意見がいえないという状況と
あいなった。ある日、いつものように打ち合わせを終
えたところ、「何も言わずに、(会議に出てくる)ただ
のコーヒーを飲むな。」とお叱りを受けた。これは強
烈なショックとなって、後々まで会議等では何か一言
は絶対に言おうと思うようになった。

その後街路課が機構改革でなくなって、昭和53年
道路課に転勤となった。ここでの4年間は残業につぐ
残業でいろんな資料作り等におわれた。昭和57年係長
級に昇格し、美原町役場に転勤となった。
美原町では、いきなり都市計画課長となり、部下

を6名もち、議会でも本会議に出席する身分となった。
都市計画課では役場周辺の土地区画整理事業の計画が
進められていた。美原町最初の区画整理だったが、規
模が大きすぎた。(40haだったと思う。)ちょうど、計
画調査が終わっていて、いよいよ地元に同意書をとる
段階になった。それからというもの、昼夜地元周りを
することになった。地権者も多く、地元も意見が分か
れて２分した。結局同意書が得られたのは、６０％弱
ぐらいだったと思うが、あとはデッドロックに乗り上
げた。おまえのせいで、地元が無茶苦茶になったと言
われた。
２年間なんとか課長という大役を勤め上げて、昭

和59年、総合計画課に転勤となった。その時の係長が
藤田さんである。平峯代表も参事でおられた。ここで
は、都市アメニティに関する施策に関わったが、残念
ながら１年で昭和60年、企業局空港対策部に転勤と
なった。
当時、関西国際空港計画は関西復権の大プロジェ

クトであった。新空港計画は、当初神戸沖が有力であ
ったのだが地元の反対で泉州沖となり、埋め立て免許
取得にむけての手続きが進められようとしていた。地
域と共存共栄する公害のない空港ということで、空港
計画とあわせた地域整備が求められた。そこで国にお
いて、国土庁が窓口となって、地域整備構想が、また、
よりきめ細かな地域整備計画が府においてまとめられ
ることになった。私は、土木、建築､農林等を担当す
ることになった。空港建設という大きなまた明確な目
標のあるやりがいのある仕事であった。別の課では､
沿岸部(前島と呼んでいた。今のりんくうタウン)の埋
め立て計画が進められていた。そこへの進出希望企業
は蜜に群がる蟻のようであった。昭和62年1月空港工
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事が着工された時の達成感は忘れられない。つくづく
いい時代であったと思う。
昭和62年道路課に転勤となった。２度目である。

道路課では､新しい道路整備長期計画(レインボー計画
２１)の策定が佳境に入っていた。それまで、大阪府
の道路整備は､昭和35年に策定された十大放射三環状
線計画に基づいて進められていたが、その後の社会経
済の変化や進捗率もかなり上がったということで、新
しい計画が必要となった。この仕事も思い入れのある
仕事であった。この計画もその後10年以上を経過し､
現在、新しい計画が策定中である。レインボー計画２
１がなくなると思うと一抹の寂しさを感じる。今振り
返るとこの頃が一番油ののりきった時期ではなかった
かと思う。燃え尽きたという感じがしないでもない。

道路課に２年いて、平成元年､国際花と緑の博覧会
協会に転勤となった。今までとはがらりと変わった職
場であった。国の機関、自治体、企業からの出向者の
寄せ集めの組織であった。イベント事業ということ
で､短期決戦の仕事であった。担当は､駐車場の計画､
建設､管理であった。会場外の仕事でアウトサイダー
的であったが、イベントのテーマが時宜を得たもので
あったので､成功のうちに幕をとじた。その年の10月
に博覧会は終わり、後片付けの仕事が残った。これを
来年の3月までして転勤かなと思っていたら、思いも
かけない話が舞い込んできた・・・。
というところで紙面も尽きた。あとのつづきは､ま

たの機会にということで､私の履歴書前編を終えるこ
とにする。

昨年1年間の企業倒産件数は戦後二番目であった
という。負債総額が1,000万円を超える倒産件数は
19,164件、その内訳は建設業が最も多く32％、サー
ビス業及び小売業がそれぞれ11％である。最近の経
済不況、消費の落ち込みによる販売不振がその主要
因となっている。これだけの倒産があっても事業所
数は伸びているか横ばいである。ということは新た
に会社が設立されていることに他ならない。人々の
意欲やバイタリティーは凄いものがある。いわゆる
「企業」とは、生産・営利の目的で生産要素を総合
し、継続的に事業を経営すること、またその経営の
主体。「企業家」とは営利のため、自ら経営・指揮
の任にあたって生産を行う人をいう（広辞苑）。営
利や儲けを目的に事業をおこし、人々を雇用し会社
のため或いは株主のために利益を上げようとする。
しかし、事業は「営利目的」だけかというと必ず
しもそうではない。江戸時代山片幡桃も学んだとい
う大坂の「懐徳堂」は五人の大坂商人の寄付で設立
された郷学校で、合議制で管理運営されていたし、
また明治時代いわゆる篤志家が貧民救済病院や障害
者教育機関を設立し社会に貢献してきた。最近では
阪神淡路大震災以後急速に増加したＮＰＯ（非営利
組織）等も広い意味での社会的な事業を行っている。
一方、イギリスやアメリカでは、社会起業家

（Social Entrepreneur）と呼ばれる人々の活躍が目
覚しい。社会起業家とは、英国のシンクタンク「デ
モス」が提唱したもので、町田洋次は「医療、福祉、
教育、環境、安全、文化等の社会サービスを事業と

して行う人たちであり、単に社会的使命を持った事
業を起業するだけではなく、行き詰まった社会事業
を活性化したり、非営利組織をプロとして経営する
など、その活動のスタイルは様々である」これを社
会起業家という（注）。多くの関係者が関係する分野
で地域社会にサービスを提供する事業であり、今ま
でにない新しい起業活動である。
社会サービスの市場規模は現在でも100兆円を超
え、これからも特にＩＴ産業、環境産業、高齢者産
業を中心に急速に拡大していくことは確実ではあ
る。しかし誰がどのような仕組みで事業を行ってい
くかはまだ見えていない。地デ研の会員には会社を
経営し、新たな事業展開を考えている人たちも少な
くない。またＮＰＯ地デ研そのものも、将来のあり
方を現在模索している最中でもある。ＮＰＯは単に
ボランティアではなく、社会的な事業を起こし地域
に役に立つことも当然視野に入っている。社会起業
家という概念はそのための重要なヒントになろう。
先日テレビ大阪の記念シンポジウムで、竹中平蔵
大臣が、大阪が本来持っているお上に頼らず権力に
媚びない姿勢や進取の気概が最近薄れ、活力が感じ
られないと述べていた。小泉改革の都市再生プログ
ラムでも、国頼みで要望や陳情が多く独自性が欠如
していると感じているのは私だけであろうか。私達
のＮＰＯ地デ研或いは大阪から多くの社会起業家を
排出し、新生大阪が再生・誕生することを願っている。

（注）町田洋次著 ―社会起業家「よい社会」をつくる人たち―
ＰＨＰ新書

社会起業家
地域デザイン研究会　代表　平峯　悠



3

R E P O R T

2002フォーラム担当幹事

○日　時　2002年1月14日（土）13：30～16：30
○会　場　大阪市弁天町市民学習センター７階講堂
○出演者
佐藤友美子氏（サントリー不易流行研究所部長）
高田徳次氏（栗東市助役）
村橋正武氏（立命館大学教授）
山田芳子氏（「高齢社会をよくする女性の会・大阪」副代表）
平峯　悠氏（ＮＰＯ地域デザイン研究会理事長）

○プログラム
第１部　話題提供“「私」がつくり遊ぶ街”（佐藤

友美子氏）

第２部　パネルディスカッションこんなにおもし
ろい「まちづくり」

『100％役所頼みはもったいない～こんなにおもし
ろい「まちづくり」～』と題して、2002年地域デザイ
ン研究会フォーラムが行われました。当日は会場を埋
め尽くすほどの多くの方々にご参加いただき好評を博
しました。以下に議事次第に沿って概要を報告いたし
ます。

１．主催者挨拶（藤田副代表）

（１）地域デザイン研究会の目指すもの
・人的ネットワークを通じて強い自分を創ってい
く。
・社会参加することで自己実現につなげる場を作
り、育てる。
活動内容としては、社会潮流に即したテーマ

ごとに分科会を置いて論議し、講演会、公開討
論会、海外(韓国や台湾等)や国内の自治体の首
長を交えた街づくりシンポや提言、現地視察，
各種フォーラムなどを行ってきている。

（２）最近のまちづくりの動向とフォーラムのテーマ
との関連性

・都市づくりにも「構造改革」が求められており、
都市づくりのテーマとターゲットが変化してき

ている。（文化の香り高い都心部での都会づくり、
地域の歴史伝統や文化を尊ぶ都市生活の重視、
等々）
・都市計画や街づくりの枠組・パラダイムが大き
く変化してきている。（自らの地域からの内部か
ら湧き出る内発型都市づくり、地域独自の個性
化原理）対応して行くには、地方分権や社会的
技術がベースとして必要となる。
・まちなかの活性化や、自由な移動の保障、総合
的な交通環境、広域防災都市づくり、広域廃棄
物処理や広域緑地計画の実現など多様な都市施
策の連発実施していくための情報開示、説明責
任、合意形成システム作りなどへの試行錯誤が
続いている。
・真の豊かさに対する都市づくりや都市サービス
のあり方は、これまでの供給者論理に偏重して
きた。ユーザー論理の重要性を認識し、多くの
課題を総合的に考え、解決する方法論づくりを
早急に作らなければならない。

２．話題提供（佐藤サントリー不易流行研究所部長）

（１）生活トレンドについて
・祭りなどの「非日常」だけでなく、バーベキュ
ーなどのちょっとした日常生活から離れた「異
日常」にも変化が訪れているのではないか。
・単にものを売る店でなく、気分、時間、居場所
といったものを含めたライフスタイル提案型の
ショップが増えてきている。
・情報化の中で、人間関係のあり方も従来の縦型
だけではなく、横の関係やユニット型の関係で
動いていることもある。それぞれの場所・組織
の中で自分のポジションを表現できることが重
要ではないか。
当然選択肢も増えていくのだが、逆に迷いが

多いということでもある。物差し（評価基準）

を一つにせず、状況に合わせていろいろなもの

から選択し、ケースによって様々に編集するこ

とが問われている時代であり、それぞれのモー

ド（一人・大勢、高い・安い、定番・こだわり）

によって自由自在な切り替えをしていくことが

重要である。

（２）世代別の心地良い空間について
・ミドル世代では金銭面は気にせず、ハイパーホ

地域デザイン研究会　2002フォーラム　＜報　告＞
～こんなにおもしろい「まちづくり」～
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スピタリティを求める。自分のポジションや評
価が上がるサービス・空間が心地よい。
・ワンランクアップ消費世代では、他人とは違う
ことが中心であり、家族、夫婦、仲間で楽しむ
ような私生活の延長線上にある空間が心地よい。
・団塊ジュニア世代では、パブリックスペースと
は自分の中の社会という認識なのでパブリック
には法則・規制を感じていない。ゼロのもてな
し、束縛されない場としてベランダ、屋上、河
原、普通の公園、家等の空間が心地よい。
若い世代は物差し（評価基準）を多くもって

おり、何でもないような空間が心地よく感じる
のは豊かさの顕れとも取れるが、ライフステー
ジが上がっても変化しないのではないか。自分
が今どのポジションにいて、何を判断しなけれ
ばならないかを常にクリアーにしておかなけれ
ば、いろんな事に判断を誤る危険がある。

（３）まちのタイプについて
・ブランド再生型の例として神戸旧居留地のブラ
ンドショップ化がある。神戸はオシャレな人の
まちとして人を集め、その人たちがオシャレに
なりそして広告塔も担っている。
・テーマパーク型の例として横浜中華街の中華文
化村化がある。中華街の人たちも様々な状況に
合わせて“中華文化村”の中で変幻自在で生き
ている。
・コンビニ型の例としてハーバーランドモザイク
がある。昼から夜までの時間を空間の中で完結
できる。
・アメリカ村などは、若者主導で自然発生したま
ちとして、若い人が店を出すとその業種のフラ
ンチャイズ化展開ではなくて、ライフスタイル
そのものを商っているかのように異業種に事業
を展開している。
・郊外コミュニティとして芦屋では地域の人々が
中心となって都市公園の中に段々畑をつくり、
行政任せにせず手造りのものを進めている例も
ある。

（４）元気なまちには面白い人がいる
・大洲商店街では大道芸人を集めた商店街祭りを
行っているが、毎年実行委員を変えることによ
りビジネスチャンスの展開やマンネリ化防止を
して年々盛況になっている。

・アメリカ村では、まちの中にビジネス編集機能
をもつ人がおり、自由な切り替えや組合せを行
って発信している。

（５）まちの仕掛けについて
・立派に作ったから楽しめという発想の「パブリ
ック」スペースでは楽しくない。誰でも寄れて
規制されず自由な空間がいくつももてるのが都
市の懐の深さであり、人が集まって楽しくなる
「ストリート」的、リビング的な感覚をもつこと
のできる空間づくりがポイントとなる。
・南芦屋浜でのコミュニティが都市公園の中に
段々畑を作った例があるように、「ハードは最小」
にして、行政がそのコミュニティで感じている
「価値を発見」して後押しする方法もある。
・リスクのあるものに金をかけてリスクを隠そう
としても大きなマイナスになってしまう。「マイ
ナス×マイナス＝プラス」という発想が必要な
のではないか。
出来上がったものの面白さとプロセスの楽し

み、それは気負いなく期間限定とかヒューマン
スケールで始まっている例も多い。

３．参考資料紹介

・自治体財政指標の診断結果について
・全国都市の住民サービスについて
・２１世紀のまちづくりに関するアンケートにつ
いて
・元気なまち、おもしろいまち、居心地のよいま
ちの事例
（長浜、彦根、ならまち、フライブルク、伊丹、
小布施町、丸亀町商店街、六本木ヒルズ、志度
町、大阪市ゆずり葉の道）

４．パネルディスカッション

＜都市計画について＞

（村橋氏）都市計画への取組は４０歳にならないと先
ずダメである。

（山田氏）家族のあり方が変わってきた。まちの主体
は個人に移ってきた。主婦の視点を社会に
入れなければ豊かに暮らせる社会にはなら
ないのではないか。



5

R E P O R T

＜まちづくりと都市計画について＞

（村橋氏）まちづくりは主役が変化する組織体。都市
計画は制度や仕組みを背景にして行政がま
ちとしての今後のあり方と実現を図る。行
政主導というのはどちらも在り得るしどち
らも進めるべき。「父なる都市計画、母なる
まちづくり」。まちの骨格とか枠組をどう考
え、育て上げるかということは都市計画。
身近な生活空間を母体にしてそれから広く
見ていくのはまちづくり。

（山田氏）都心で高齢化すると行政主導の前にまちが
荒れてくる。当然郊外も荒れてくる。これ
については行政の何らかの介入が必要だと
思う。

（佐藤氏）まちづくりと都市計画の間に、運営面で行
政と民間企業が相互乗り入れで行う形があ
るのではないか。

＜栗東のまちづくりについて＞

（高田氏）ＪＲの新駅に取り組んでいる。まちづくり
の中心となるのではないか。滋賀県の玄関
口としての交流の拠点、都市機能集積の基
本をまとめていきたい。将来の夢を語り、
駅前にどんなイメージを持ちましょうか住
民に問いかける絵がある。まちづくりには
時間が掛かるし変化は受け入れるべきであ
る。それが面白いまちづくりを考えるキー
ワードだろう。

（佐藤氏）滋賀県のＪＲの駅はどの駅も似たようなも
のが多い。暮らしと利便性の追求とは別で
はないか。全体の流れの中で今がどんな状
況なのか、出来た結果について５年１０年
後に人がどう思うかについては見えてくる
のではないか。

（山田氏）まちは時間で熟成するのがよいと思う。駅
ができるというのが必然的なもので、市民
や住民にとって本当に時間の中で熟成して
いるのかどうか。生活者が立ち寄りたくな
るかどうかについて最も考える必要がある。

（高田氏）個性豊かな駅、まちが求められている。新
駅も基本的には文化、潤い、都市計画の中
の遊びがなければまちの形成はありえない

と思う。変化の中で中心となっていくだろ
う。また、ＪＲにとって儲かる駅、ＪＲの
経営上プラスになるという事から考えると
２０年ぐらい長いスパンで考えていき、そ
の間時代の変遷とともにまちの骨格も変わ
っていくという理念も中に含んでおかなけ
ればならない。ゆとりというものも考えた
内容で今後進めて行けたらと思う。

＜まちづくりの仕掛けについて＞

（佐藤氏）元気なまちには面白い人がいる。異文化交
流の土壌の中から面白い人が生まれる。ま
た、人がいないことから「誰かを引き上げ
るしかない」というタイミングと、その人
に任せる度量がまちにあるかどうかが重要
だ。

（山田氏）ユニットの発想、異業種はもとより異世代
交流も視点に入れたユニットも大事になっ
てくるのではないか。

（村橋氏）人が場所によって知恵・行動が実を結ぶ場
合もあり、上手くいかない場合もある。人
というのは状況に応じていろんな主役にな
っている。場所に深い繋がりを持っている
人がいい意味でリーダーシップを発揮する
し、企画立案で議論を上手く誘導している。
信頼され認知をされて、人間として評価さ
れる環境が出てきたら、リーダーシップの
役割を発揮できる。また、役所の役割が変
わってきている。自分達の生活の視点で取
り組み、制度的な面は役所でこそ出来るの
でまちづくりのサポート役に廻るべきであ
る。いい意味で役割分担をしているところ
では面白いまちづくりに取り組んでいるの
ではないか。

（高田氏）仕掛けをする人、実践する人、支援をする
人、事業を引っ張る人、お金を出す人など
これらは基本的には行政マンではないだろ
うか。町内の毎年恒例のふれあい祭がマン
ネリ化していたおり、趣向を変えてみて、
各地の特産品を仕入れて並べてみたら大成
功になった。
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＜質疑；初めに固い絵を書きすぎて悩んでいる。＞

（高田氏）区画整理をした後、売買が行われてしまい、
もともとの地域や地権者などと関わりのな
いまちが出来上がってしまう事が多々ある。
これは絶対に避けたい。自分が活用してい
くという理念でまちづくりに関わっていか
なければならないと思う。

＜質疑；使い手にとって特に駅前での面白いというの

はどう捉えるか＞

（佐藤氏）郊外なら自分のところに帰ってきたという
感じ、都心なら自分が関わりをもっている
なと感じられる事だろう。今までは都心の
よさを郊外へ移していたがこれからは棲み
分けが必要ではないか。ソフトに特徴があ
れば全国から人が来る可能性がある。それ
ぞれの地域が持つ、大切でここにしかない
ものをこれからのまちは考え、個性を発見
する作業、内面を見る作業を重ねていく事
が重要ではないか。また、市民は応援団だ
と思う。

＜まとめ＞

（山田氏）若者との融合による高齢者の住みよいまち
が必要である。もっと高齢者のお金をまち
づくりに使ってもらいたい。

（佐藤氏）無理のない町、自然に過ごせる町は楽しい
と思う。知恵比べの時代だからとても面白
いのではないか。

（村橋氏）住人も行政も頑張って欲しい。そしていず
れは双方も融合していきやがて別の言葉が
生まれるだろう。選択の多様化と選択する
能力、多くの人が多くの施設を利用してい
くまちでないと強いまちとは言えないだろ
う。多様化の一種として持続する事と変化
するという事、でも全体の方向性は変わら
ない事が大事である。

（高田氏）元気がないは魅力がないということ。４０
才代は変わらざるを得ないと思う。構造が
変わっているのだから当然それぞれにあっ
た変化が必要だと思う。

（平峯氏）面白いとは誰にとってという事が重要で、

行政だけではなく住民もそうでなければ面
白くはならない。まちづくりをあそびにし
たらどうだろうか。社会への貢献・アプロ
ーチは面白いことだとしてまちをつくって
いく。実現するに当っては、まちや地域の
個性というものはとても重要であるから当
研究会も参画していきたい。

５．閉会挨拶（新島幹事）

今回のフォーラムでは大変印象深い言葉がたくさん
ありました。
地域デザイン研究会では常に新しい事に門戸を開い

ております。町を観察し、発見し、まちづくりを議論
し、提言したい人はぜひご参加ください。
本日は大変ありがとうございました。

◎フォーラム裏話◎（山部プロデューサー）

最初テーマ選びに関して、時代を反映した「金のかか
らないまちづくり」をどう表現するかについて議論が百
出、なかなか決まらないまま時間が過ぎていきました。
例えば「環境ネタ」「都市再生ネタ」「関西を元気に

するネタ」etc.
最後は話題提供者をお願いした佐藤友美子さんのソ

フトな感性を信じて今回のテーマ「こんなにおもしろ
いまちづくり」に決定。本当にドタバタのテーマ選び
となりました。
次は資料づくり。時間もせまってくるまま、岡村さ

んと鎌田さんのアイデアを頂き「自治体指標」「住民
サービス評価」「まちづくり専門家アンケート」を岡
村さんが担当、「まちづくり」事例集を当地を訪問し
たり関わったりしたメンバーが手分けして担当。本当
にご苦労様でした。
最後は平峯代表からご指摘をうけ、対立軸や時間軸

をわかりやすく一覧できる資料を添付して出来上が
り、その時フォーラムの２日前でした。
何度もどうなることかと冷や冷やモノの準備でした。
しかし、最後はメンバーのパワーに助けられ、盛会のも
と無事終了。ひたすら感謝あるのみです。
次回はもう少し段取り良く、は贅沢な望みでしょうか。
話題提供の佐藤さんやパネリストをお願いした村橋

先生、高田さん、山田さん、それにお手伝いを頂いた
メンバーの皆さんには本当にありがとうございました。
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大阪府都市開発（株） 前田秋夫

私は、旅行好きである。そして宴会好きである。そ
してなによりまして家族を愛しているのである。下の
子供が生まれた時、３つのテーマをうまく生かした催
しが出来ないかと考えた。そしてスタートしたのが、
なかまの会の家族旅行である。
（その1） 「正月の宴」

「今年はどこに行く？」毎年正月明け頃の宴会での、
誰かのこの一言で“なかまの会“の家族旅行計画がス
タートする。
“なかまの会”とは、中チャン・川チャン・前チャ

ンという私が以前住んでいた団地の３家族に馬場チャ
ン家族を加えた仲良しグループのことである。

“なかまの会”の家族旅行は､それぞれの家族の2番
目の子供が1歳になった年（4家族とも上の子も下の子
もほぼ同い年）に始まり､今年で２０回目を迎える。
振り返ってみれば19年間1回も欠かさず家族旅行を

続けているのだから､自分で言うのもなんだが､たいし
たものである（単にしつこいだけかも）。
しかしながら､何せ15名（時々他の家族が参加した

り､お受験で欠席者が出たりで総勢は変動あり）とい
う大人数であるため､具体化に向けては、なかなか大
変なのである。
まず正月の宴で「今年も行こう」という意思確認を

する。もし参加しないという家族があれば､中止とい
うことになるが、何せ新年会の酒も入っており、景気
のいい話こそあれ、止めようという話は全くと言って
いいほど出てこないのである。
もちろん酒も入っており､具体的な話をできる状態

ではないため､次回までに各家族で行き先希望を決め
てくることということでお開きとなる。
（その２） 「桜の宴」

桜の花が満開となる頃､行き先決定のための宴会が
始まる。
「ヨーロッパ」「カナダ」「エジプト」など景気のいい
話がいっぱい出てくる。何せ家族単位で決まっていれ
ば､話は簡単なのであるが､家族の中でもなかなか決ま
らない話が全体で簡単に決まるはずがない。酒を飲み
ながらぐたぐた言っていると､みんなだんだん面倒く
さくなってきて、どこでもいいという気になってくる。
この一瞬を狙ってまだ酔っていない誰か（ほとんど川

ちゃん）があっという間に行き先を決めてしまうので
ある。
ちなみに今年の行き先は､「下呂温泉」と「長良川

の鵜飼」であった。えらく落差があると思われる方も
多いと思いますが､所詮世の中こんなもの､協議の結果
なのである。
（その3） 「連休の宴」

ゴールデンウィークのころ家族旅行計画は､最終段
階をむかえる。日程も､行き先もほぼ決まり、後は旅行
社への予約とお金の段取りだけである（これが大変）。
この宴が実は一番楽しいかもしれない。具体的な内

ペンリ
レー

“なかまの会゛の家族旅行

C O M M U N I C A T I O N
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容を決めるからである。ここは中チャンの独壇場とな
る（実は中チャンは学校の先生である）。教育的見地か
ら､いろんな見学地候補が上がる。たとえば長良川の
河口堰・富士山のごみ問題・雲仙普賢岳の噴火跡などな
どである。ここはみんな口をはさまずだまって聞いて
いる（実は黙って飲んでいる）。
（その4） 「本番の宴」

“なかまの会”の家族旅行は同じ所へはいかない事
を原則としている。
これまでの人気ベスト５は、以下のとおりである。
第1位 アメリカ西海岸（ＤＬ．ＵＳ．ハリウッ

ド．見る物全てが珍しかった）
第2位 屋久島･種子島（屋久杉．熊野海岸．そ

の自然に圧倒されました）
第3位 小天橋海水浴場（ロングビーチ．久美浜

心がなごみました）
第4位 沖縄（オクマリゾート．すごくリッチな

気分でした）
第5位 雲仙・阿蘇（普賢岳の噴火・諫早湾の干

拓　勉強になりました）
“なかまの会”の家族旅行の行き先は､当初（子供が小
さい頃）は､民宿に連泊し、海水浴という内容だった
が、最近はホテルと温泉という内容が増えてきた。
宴会での酒量も大分少なくなってきたが、替わりに

子供が飲むようになってきたので全体の酒量は逆に増
えている。これも19年という歴史かもしれない。
（その5） 「反省の宴」

旅行の後、写真の出来上がる頃を見計らって、反省
の宴を開く。ルート選定の事、失敗談、話は弾み、ま
た来年が待ち遠しくなるのである。
来年は２０周年記念　みんなでヨーロッパに行こうぜ。



(有)アトラス調査設計　代表　野田耕

阪神電車「御影」駅をスタートしたバスは阪急電車
の「御影」駅を過ぎた辺りから狭くて急勾配の曲がり
くねった道をガーガーとうなりながら登って行く。道
幅が狭いので沿線の木立の枝が窓ガラスをたたく。対
向車が来ようものなら、かわすのはドライバーの腕の
見せ所となる。急な坂道を10分ほど登りつめるとやっ
と視界が開けるようになるが、この決して住みやすい
とはいえない地域一帯が私の住んでいる鴨子ヶ原・住
吉山手地区である。もう開発されてから既に40年以上
を経過したこの街は、道路が狭く、坂が多い。買い物
にも不便で、暮らしやすいとはお世辞にもいえない。
バリアフリーなどという言葉とはまったく対極にある
街といえる。しかも、開発当時に住み付いた若い夫婦
もすっかり歳をとり、今では超高齢化社会である。地
域では若い部類に入る私もこの街に住んでから随分に
なるが、一度も歩いて家に帰ったことはない。
震災以来、この街の住民に対して２回の意識調査が

行われている。調査の内容は２回ともよく似たもので、
「あなたはこの街が好きですか、これからも住み続け
たいですか」という主旨のものである。住みにくい街
だから、チャンスがあればもっと暮らしやすい街へ移
りたいという答を期待しているのかも知れないが、結
果はまったく違っていた。100％の人がこの街が大好
きで、これからもずっと住み続けたいと答えたのであ
る。２回目の調査で、思わず笑ってしまった質問があ
った。それは「なぜこの街が好きなのか」という問に
対する答の選択肢として、「歴史的に有名な遺跡があ
る」「観光名所となる風光明媚な景観がある」「有名な
歴史上の人物がいたり、著名な人が住んでいる」の中
から該当するものを選べというものであった。この調
査をした人は、人が街を好きになるのはその３つの理
由のどれかに限ると思っているらしい。わが街には、
この答のいずれに当てはまるものもない。何も無いか
ら好きなのだということもあるということがわかって
いないらしい。
こんな不便でどこのでもある平凡なこの街で、全国

的に知られていることが一つあります。それはこの拙

文のテーマでもある地域通貨「かもん」です。これま
でにテレビや新聞でも度々紹介されたのでご存知の方
も多いと思いますが、「鴨子ヶ原」と「Come on my
house」をかけて「かもん」と名づけられたこの地域
通貨は、この地域の会員の間でだけ流通する特殊な通
貨です。地域内の住民有志で作っている「かもん’
s21」というグループが発行し、運営しています。政
府が発行しているいわゆる「円」とは交換できるはず
はなく、通常は「かもん」で品物を買うことはできま
せん。「円」とは交換できないわけですから、まさし
く子供銀行のおもちゃのお金みたいなものです。では、
品物の買えない通貨で何を買うのかということです
が、会員同士の助け合いや親切を買うのです。
近代になって日本は西欧を手本に近代化を進め、特

に戦後は米国流の価値観によって日本の社会は大きく
変化しました。しかし、その陰で多くのものを失って
きたことも事実です。家族の関係や近隣との関係もそ
の一つですが、「核家族」「隣は何をする人ぞ」といっ
た言葉に代表されるように人と人のつながりはますま
す希薄になっています。地域通貨にはこのように近所
付き合いが希薄になった現在社会を「かもん」という
一枚の紙切れを介して近隣との交流を復活させ、地域
のコミュニティーを活性化しようという大きな夢があ
ります。
現在、全国では100位の地域通貨が運用されていま

す。欧米ではかなり以前からあったのですが、文化後
進国の日本で注目されるようになったのはここ数年間
のことです。関西ではまだまだ珍しい存在です。一口
に地域通貨といってもその形態は様々で、以前から存
在していた組織や行政が主導しているものが多く、
「かもん」のように地域住民だけで運営しているのは
珍しいといえます。
「かもん’ｓ21」には、鴨子ヶ原と住吉山手地域の

住民３０名余りが会員になっています。当初は会員相
互の助け合いだけを活動の目標にしていたのですが、
実際に運用してみると助けて欲しいという人は非常に
少なく、それよりも何かしたい、人との交流を深めた
いという人が多いことがわかってきました。
現在、グループでは月に一回（第三土曜日）の午後

に「お茶の会」という交流の場を定例で開いています。
そこでは肩肘張らずに気楽に集まってきて、お茶を飲
みながら、色々な人の話を聞いたり、音楽を楽しんだ
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わが街紹介
－地域通貨「かもん」－
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りしようというものです。会員以外の地域の皆さんに
も開放しています。
地域通貨は、私達の住むまちを本当に暮らしやすい

地域にするためにあるのです。入会はいつでも歓迎し
ています。多くの方が参加し、私たちの街を少しでも
住みよいまちに変えて行くことこそ本当の「まちづく
り」ではないかと思って活動しています。

熊谷組　　佐々木　隆

昨年８月３１日から９月３日に台北現地シンポに行
ってきました。そこでの自由行動で台北ってこんな感
じを受けましたという報告を致します。
とにかくまず行きたかったのは故宮博物館。大して

中国にも美術にも興味のない私でも中国２０００年の
歴史を感じ、良くわからんがすごいなあと感じ入りま
した。旅行日程が厳しくても１日を割く価値は十分に
あります。３ケ月ほどで展示物を総入替えするそうで
すがそれらが一回りするのに８０年程掛かるとか、何
度でも行ける世界でも数少ない場所ではないでしょう
か。ぜひ日本に支部を作ってほしい。
次に行きたかったのは夜市。台北に大きな夜市は３

ケ所ありますが、行くのなら士林。普通に店を構えて
いる商店街や、露天で小物や食物を売っている店（人）、
汚いがおいしそうな食堂があり、熱気ムンムン、直接
的なエネルギー渦巻く商売の原点に来た、東南アジア
に来たぞと実感できます。珍しいものやバッタモンや
掘り出し物も多く、衛生的神経を少し麻痺させればお
いしいものも多い、値切りをどこまでできるかという
楽しみもあり夜が過ぎていくのを忘れます。建設技術
の別府氏、阪神高速の中尾氏と３人で行きましたが、
馴染む溶け込むハマって駆けずり回る。
他には中正紀念堂、昆明街、龍山寺、淡水などに行

きました。中正紀念堂は蒋介石の大きな象と博物館を
納めた建物と音楽ホールなどの建物、大広場、小さな
植物園があります。鼓笛隊やダンスチーム（小さな子
供も混じっている）の練習場もかねて市民の憩いの場
となっています。昆明街付近は若者が集まるおしゃれ
なショッピング街。龍山寺は台北最古の古寺で中国仏

教文化に触れることができます。また付近には夜市に
もなる市場があり、ここも地味ですが行く価値あり。
淡水は台北中心部から少し離れて、Mass Rapid
Transit(MRT)の一つで最終駅まで行ったところにあ
る町です。台湾のベニスと言われる？風光明媚で夕日
の美しさを堪能できる観光地ですが、落ち着いており
台北中心部と違う何とも言えない雰囲気があります。
交通機関はMRTがとても使いやすく安い。まだ新し

くきれいなだけでなく、ゆったりとセンス良く品のあ
る空間を作っており、金かけているなあと思わずには
いられません。台北の発展に大きく寄与していると思
いました。
最後に、おこがましさを押さえて１０年前に台湾に

行ったときの印象と比べてみます。１０年前の台湾は
ある意味、高度成長期前の日本（私が生まれる前）に
少し似ているのかなという感じでギラギラとした欲望
が規律を押さえ込んでいた印象がありました。スクー
ターに一家４人５人乗るのが当たり前、交通ルール無
視、前に行った者勝ち、ルールを守ることは損、とい
ったような感じを受けた覚えがあります。しかし、今
回の台北の印象は、上記の感じは消えて人々に余裕が
あるというか（スクーターは二人乗りまで？）、品が
出てきたという印象を受けました。短い旅行でもあり
一言では言えませんが、若者に日本がかなり浸透して
いて親近感を持っていてくれているようでもあり、ま
た中国文化の歴史と先進性を融合させている感覚が楽
しくて私はなんだか台北が好きになりました。
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