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１．GECSの設置経緯
　私たちは「『学生』という立場から環境
問題の改善に貢献する」という理念のもと、
大阪大学の豊中キャンパスを拠点に大学内
外で環境活動を行っている大阪大学公認
サークルです。GECS（ゲックス）とは
Gaidai Eco ChallengerS の略で、頭文字「G」
は当団体が旧大阪外国語大学（Gaidai）（現
在、大阪大学外国語学部）のあるゼミより
端を発しているといった経緯により名づけ
られました。
　私たち、GECSに所属するメンバーは全
員が「学生」であり、その「学生」が日々
複雑化する「環境問題」に対してどのよう
なアプローチをとることができるのかと
いったことを念頭において活動していま
す。そして、「地域社会に貢献していくこと」
をその解の一つとして、私たちはその地域
に住み、その地域で暮らし、その地域に住
む人々と触れ合いながら、共に手を取り合
いながら「環境問題」という複雑で難しい
問題の改善に取り組んでいます。

２．活動内容
　さて、私たちは普段７つの「班」に分か
れて活動しています。「まち（Machi）を
きれい（Kirei）にする」というモットー

のもと大阪大学周辺をフィールドとして日
常生活に基づくゴミ問題に対して活動して
いる「Mck班」をはじめ、未来の担い手で

ある子どもたちに対して、身の回りの環境
について興味をもってもらうための環境に
関する授業を展開する「環境教育班」、そ
して学内緑化や近隣地域の団体と協力して
緑のカーテンを広げる「壁面緑化班」、「質
の高いリサイクルシステムを構築し、阪大
生と共有する」といった目的のもと、古紙
回収といったリサイクル活動を大学内で推
進する「Ｒ班」、自転車や教科書などの学
内 に 向 け た リ ユ ー ス 活 動 を 展 開 す る

学生だからできること

木下　貴裕　Takahiro Kinoshita
大阪大学環境サークルGECS 12期 幹部代表

現在、大阪大学工学部応用自然工学科　二回生。
2015年9月より、GECS·12期　代表。

【Mck班の活動の様子】
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「SHERRY班」、また大阪大学がより環境
に配慮した大学とするために、大学が実施
する環境適応行動に対して学生が評価、提
案、実践を行う「CCC班」、さらには殺風
景なキャンパスに花を植えることで景観美
化を目指す「花咲か兄さん班」がその全て
です。いずれの班も個性豊かな活動をして
おり、また「環境活動」といった堅苦しい
イメージを全く感じさせないような楽しい
雰囲気で活動しています。
　その他にも団体全体の活動として毎年、
地元の河川である「箕面川」の清掃活動も
地域の方々と協力しながら行っています。
特に、2014年、2015年に関しては、大阪ト
ヨタ・大阪府の協賛・協力のもと、産学官
協働の『AQUA SOCIAL FES!!※』の特別
版を清掃イベントとして開催しました。
　外部有識者の監修のもと、各地のメディ
ア、NPOなどと連携し、47都道府県で地
元トヨタ販売店が地域住民と一緒になって
実際に汗を流すプログラムです。

【（上）SHERRY班の活動の様子】
【（下）CCC班の活動の様子】

３．活動のきっかけ
　当団体は旧大阪外国語大学のある環境問
題を取り扱うゼミを発端としており、大阪
大学との合併を経て現在の形になりました

（右頁下図参照）。「『学生』という立場から、
環境問題に貢献できないか」といったさり
げない一つの思いがこのような活動に広が
りました。
※「AQUA SOCIAL FES!!」 と は、（ 株 ）

トヨタマーケティングジャパンが、ハイ
ブリッドカー「アクア」の発売にあたり
展開している、一般参加型の社会貢献プ
ロモーションです。

　「あしたの『いいね！』をつくるんだ。」
というスローガンのもと、その車名にち
なみ、「水」をテーマとした地元の自然
環境を保護・保全する地域社会貢献活動
を実施しています。

４．現在のやりがい
　私たちはあくまでも「学生」であるので、

「環境活動」ではなく「学業」に重きを置
かなければなりません。したがって、当然
のごとく環境活動に割けることのできる時
間は限られています。しかし、与えられた
時間で私たちにできることは何なのかを考
え、実行し、成果として収めることができ
たときには、大きな達成感を味わうことが
できます。実際私たちは、「ecocon（全国
大学生環境活動コンテスト）」という日本
中の約300の学生環境団体が集い、それぞ
れの活動内容を報告するという大会で2013
年、2014年共に環境大臣賞（グランプリ）
を受賞することができました。
　私たちの活動成果がこのように形として
残り、そして客観的にも認められているこ
とがわかると、非常に大きな喜びになり、
次の活動への原動力にもなります。
　しかし、このような活動の裏では様々な
ことをしています。先述の通り、私たちに



１．学生だからできること

おおさか市町村職員研修研究センター 67

第
２
章

地
方
創
生
最
前
線
レ
ポ
ー
ト

は環境活動に割ける時間が多分にありませ
ん。また、私たち大学生だけでできる環境
活動はわずかしかないので、どうしても「大
人」に相談を持ち掛け、協力してもらう必
要があります。大学生ながらも企画書や予
算書といった書類を提出するケースもしば
しばあります。ですが、このような社会勉
強も環境活動をしていくうえで、ひいては
社会に出ていくうえで非常に大切なことで
あると考えます。
　すなわち、「社会人」の仕事をかじりな
がら、「学生」という立場で自由に環境活
動を実行できるといったことが当団体の最
大の強みです。

５．自治体職員の皆さまへ
　非常に恐縮ではありますが、より期待す
ることとして、私たちの活動の広報のさら
なるお手伝いを頂きたいということです。
今までの活動においても、ご協力をしてい
ただいているのですが、まだまだ活動自体

が小規模に終わってしまい、広く認知され
ていないというのが現状です。私たちの活
動をより広く地域のみなさんに知っていた
だき、それをきっかけに身近な環境問題に
関心を持ち、改善に貢献して頂ければ、そ
れ以上の喜びはありません。したがって、
これからも持続可能な環境活動を展開し、
地域をより良くしていくためにも、学生団
体の広報体制の確立を私たちは期待しま
す。

【壁面緑化班のつくったグリーンカーテン】

【団体の略歴】

2003年10月
旧大阪外国語大学、開発・環境専攻三好ゼミでのキャンパス・エコロジーに関する発表に端を
発す。「外大の環境を良くしよう！」という想いのもと集まった10人ほどのメンバーで『GECS

（Gaidai Eco ChallengerS）』が設立される。

2006年５月 大学公認（旧大阪外国語大学公認）サークルとなる。

2007年10月 大阪大学と大阪外国語大学が合併する。

2008年４月 今までの外大メンバーに加え工学部の学生が加わり、箕面、豊中、吹田キャンパスのそれぞれ
に拠点を置く「３支部制」を開始する。

2008年６月 大阪大学公認サークルとなる。

2009年４月 支部制から、豊中に拠点を置き全キャンパスで活動する体制に変更する。
合わせて理念などを一新し、新GECSがスタートする。

2010年４月 阪大の優秀な課外活動を表彰する「総長賞」において特別賞を受賞する。

2011年７月 大阪府から河川愛護功労者知事感謝状を授与される。

2012年12月 全国大学生環境活動コンテスト“ecocon2012”にて入賞する。

2013年12月 全国大学生環境活動コンテスト“ecocon2013”にてグランプリならびに会場賞を受賞する。

2014年７月 ２度目の「総長賞」特別賞を受賞する。

2014年12月 全国大学生環境活動コンテスト“ecocon2014”にてグランプリ・環境大臣賞を２年連続受賞する。

2015年７月 GECSが３度目の「総長賞」特別賞を受賞する。
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１．困りごとが出発点
　夫の転勤のため、知り合いのいない土地
での子育て、そこに娘のアレルギーも加わ
り、孤立感としんどさを感じる子育てをし
ていた。2001年当時、二人の娘は５歳と１
歳。
　富田林市に戻り、生協や子育てサークル、
市の女性問題講座などで出会った10人で、
2003年５月、「自分たちの居場所」を立ち
上げることになった。ニュータウンの民家
を借りて、ふらっと気軽に立ち寄れる場所、
FLATな関係でお互い支え合える場所とし
て、「ふらっとスペース金剛」が誕生した。
　子育てを一緒にする仲間、手助けを得ら
れる人との出会いは、私にとって心強いも
のとなり、ここでなら子育てできる、とい
う安心を得ることができた。自らが困った
時に助けを得られたこと、自分を認めてく
れる仲間がいたことは、誰かの支えになろ
うとする意欲に繋がった。
I am ok.
You are ok.
We are all ok.
　ふらっとスペース金剛のスタッフTシャ
ツにプリントしてある言葉だ。「私があり
のままであっていいように、あなたもその
ままでいいよ。そして、私たちはそれぞれ

違うけれど、それでいい。違いを尊重して、
多様性を受け入れていく地域社会は、子育
てしやすい環境だけでなく、どんな人に
とってもきっと住みやすい」という信念が
私たちの活動の根っこにあった。
　機関誌「ふらっとニュース」の１号から、
12年経った138号まで、ずっと載せている
メッセージがある。「ふらっとスペース金
剛は、子育て支援による地域づくりを目指
すNPO法人です」。町内会の役員を引き受

けたり、校区福祉委員の子育てサロンにボ
ランティアとして出向いたり、中学校区単
位で活動している地域教育協議会のメン
バーになって積極的に地域の活動に参加し
たりすることで、地域とのネットワークを
少しずつ広げてきた。現在は、中学校４校
から職業体験の生徒を受け入れている。

子育て支援による地域づくりの実践と協働

岡本　聡子　Satoko Okamoto
NPO法人ふらっとスペース金剛 代表理事

NPO法人子育てひろば全国連絡協議会理事。2003年大阪府富田林市で
民家を借りて、親子が気軽に集える場所を仲間と共に開設。2004年よ
り大阪府、2009年より富田林市の子ども施策審議会委員。2013年より
奈良市子ども子育て会議委員。2015年3月、大阪市立大学大学院創造都
市研究科修士課程修了。
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２．事業受託での協働チャレンジ
　最初に始めたのは、週１回、気軽に誰で
もお茶を飲みに遊びに来られる「ほっとス
ペース」だった。家の中で母子だけで過ご
すのではなく、ほかの人と話をして、子ど
もと少し距離をとることもできる時間。お
互い自由な時間を持てるように、預かり保
育も始めた。当初、行政担当者からは、地
域課題を解決する取り組みというよりは、
自分たちが楽しんで集まっている自主活動
という理解をされていた。
　「ほっとスペース」への反響は予想以上
に大きく、利用者から「もっと開いてほし
い」との声が相次いだ。すぐ週２回、３回
と増やしたが、スタッフの手弁当での活動
では限界がある。すると、国の補助事業（※）
として市が「つどいの広場事業」（当時）
を始めることを知り、市に働きかけること
にした。
　※地域子育て支援拠点事業のこと。乳幼
児及びその保護者が相互の交流を行う場所
を開設し、子育てについての相談、情報の
提供、助言その他の援助を行う事業。孤立

した子育ての「しんどさ」や、仲間づくり
の活動が虐待を予防することにつながる
と、市の担当課に利用者のアンケートや資
料を持参して熱く語った。そして2005年、
市が新規事業として「つどいの広場事業」
を実施し、受託が決まった。日曜を除く毎日、
午前10時から午後４時まで、親子がいつで
も立ち寄れる「ほっとひろば」が始まった。
　２年間の自主事業から市の委託事業に
なったことで、行政との「協働」という課
題が浮上した。それにより、行政との行動
様式や意思決定の手順の違いに戸惑う事と
なった。当初、利用者にお茶菓子を提供す
るか否かで、３か月議論したことがあった。
アレルギー、食中毒等のリスクを想定して、
提供禁止を主張する担当課に対し、「お茶
の効用」と題し、親同士の仲間づくり、エ
ンパワメントに役立つというレポートを書
いた。何を実施するにもメリットとデメ
リットの両面がある中で、リスクを最小限
にする工夫と効用を積極的に取り入れてい
こう、ということで決着がついた。
　行政とはずいぶん議論をしたが、とりわ
け記憶に残っている職員さんの言葉があ
る。「今必要な物がある時に、NPO組織だ
と、いろんなお店を見て回り、値段や使い
心地を試してすぐさま判断して購入する。
一方、行政は半年後にその物品が必要かど
うかを判断し、その時の価値基準として最
適なことを想像して、来年の買い物をす
る」。なるほどなあ、と納得した。どちら
が正しいというわけではないが、お互いの違
いを理解した上で、歩み寄りが必要なのだ。

３．それぞれの自己実現の場を
　ほっとひろばを始めたころ、生まれたば
かりの赤ちゃんだった子どもが今は12歳。
中学の制服を見せに来てくれた子もいる。
子どもの成長を身近で感じられるのは、理
屈抜きに嬉しい。
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　２歳の反抗期で悩んでいた母親たちも、
子どもの成長と共に思春期の子育ての悩み
に移ってきた。女性の人生の課題とも直面
する。子どもから手が離れて自分のやりが
いをみつけたくなる。2006年より、女性の
エンパワメント事業として、特技を生かし
て講座を展開し、作品を作って展示販売を
する「できること咲かせましょうプロジェ
クト」を開始している。お店や教室を開く
前のステップとして、団地の一室をみんな
でシェアをして活用している。母親だけで
なく、一人の人間として自己実現をしてい
く姿に、勇気をもらっている。

４．自治体職員に期待すること
　事業を続けてきた過程で、自治体に変化
してほしい、と強く感じたことがある。そ
れは、サービスを提供する時の「公平性」
についての考え方である。すべての人に対
して平等なサービスを提供することは行政
の役割だとは思うが、その平等性を担保す
るためには個別に対応することがより重要
となるはずである。決まりをつくって誰に
でも同様に対応する、という事では決して
ない。見かけの「公平性」にとらわれず、
本当に必要としている人にサービスを届け
る「真の平等性」を追求していくことが課
題であると考える。そのためにも、規制の
枠組みを越えていくチャレンジをし続けて
ほしい。

　生活者の声に耳を傾け、信頼して任せて
いくということを、これからの自治体に大
いに期待している。NPOが行政のパート
ナーとなり、連携して事業や活動を展開す
る場合は、個人情報の共有ができる仕組み
も必要である。私たちNPOも信頼を獲得
していく努力をし、力を合わせる姿勢を持
ち続ける。

５．女性へのメッセージ
　子育てをしながら女性が働くということ
を、私たちは活動を通して考え続けてきた。
　ふらっとスペース金剛では、17人の女性
が就労しており、親子ボランティアや保育
サポーターとして20人の母親が活動をして
いる。赤ちゃん連れの活動から、社会保険
加入の就労まで、それぞれの子育ての段階
に応じて５種類の関わり方がある。午前勤務
のみや短時間勤務、子連れ勤務など融通の利
く働き方を実施しながら、仕事なんだから我
慢するのは当然、という価値観を壊して「わ
がまま」を実現していく挑戦をしている。
　サラリーマン家庭の子育てが大多数にな
り、親の働く場に子どもがいる風景を想像
しにくくなっている。教師をしていた母親
に連れられ、夏休みに学校の畑の水やりに
行ったことを思い出すが、今は昔の風景だ
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ろうか。子どもへの、また子育て家庭への
温かいまなざしを向け、多少迷惑をかけ合
いながら「わがまま」を認め合える雰囲気
を地域社会の中に作り出すことが、子育て
環境を整えるうえで、今後とても重要に
なってくると考える。

　このたび、女性の活躍をテーマに研究会
でお話ししたのをご縁に、私たちNPOの
活動を振り返る機会をいただいたことを感
謝するとともに、マッセOSAKA開設20周
年を契機に、自治体職員さんが多様な人た
ちと学びあって、ますますスキルアップさ

れることを祈念します。

※写真はすべて活動の様子です。

平成15年１月 「ふらっとスペース金剛」誕生

平成15年３月 「ほっとスペース」スタート（週１回、自主運営）

平成15年10月 「きっずルーム」（預かり保育）・派遣託児スタート

平成16年８月 NPO法人格を取得

平成17年８月 富田林市つどいの広場事業を受託、「ほっとひろば」オープン（日曜除く毎日）

平成18年８月 「子育てママのできること咲かせましょうプロジェクト」を開始

平成18年９月 富田林市内の２カ所で「出張ほっとひろば」（週１回）を自主運営で開始、市民会館
レインボーホール内に「レインボーちびっこルーム」オープン

平成19年４月 「ほっとひろば」を市内３カ所で運営（新設の２カ所は週３日）、「一緒に子育てヘルパー」
を自主事業で開始

平成21年６月 「ほっとひろば」が４カ所に（３カ所は週３日）

平成22年４月 「子育て応援講座」を富田林市から受託

平成23年７月 子育て支援ヘルパー派遣事業を千早赤阪村から受託

平成23年11月 「第10回全国子育てひろば実践交流セミナー in おおさか」の事務局を担当

平成24年３月 「ママ咲く養成講座」として「ベビーマッサージ」などを実施

平成25年５月 「ふらっとシェアルーム」オープン

平成26年４月 子育てママの商品開発事業を開始

【団体の略歴】
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１．地域のためにできること
　2011年に、シーズクリエイトに入社し、
CSR室を立ち上げました。「地域や社会課
題の解決」を活動方針に掲げていたものの、
本社がある「八尾地域のためにできること」
はなにか、それを探し回ることからのス
タートでした。まち歩きに参加したり、地
域の人が集まる場所に行っては、話を聞い
て色々勉強させていただきました。中には、
よそ者ということで門前払いを受けること
も多々あり、「信頼を得る」という壁を乗
り越えるのに約半年間かかりました。しか
し、「河内」という地域柄、その壁を一度
乗り越えると、とても親切にしてくれ、１
人を訪問しては別の人を紹介、また、その
人を訪問しては、別の人を紹介と、一気に
ネットワークが広がっていきました。

２．転機
　そんな中、大きな転機となったのは、八
尾市から、「八尾河内音頭祭で、八尾の産
業を紹介するブースをつくりたいんだけ
ど、プロデュースしてみないか」と依頼が
あったことです。ブース出展への協力要請
のため、市内の企業を訪問するようになり
ました。行く先々で、職人さんの技術や仕

事に取り組む姿勢などを聞かせて頂き感動
しました。その反面、ただ製品だけが人の
目に触れ、その裏側にある本当の価値が世
の中に知られていない現実を残念に思いま
した。これをきっかけに、「製品の裏側に
ある価値を社会に伝えていきたい」という
思いが強くなりました。
　まずは、それを形にしようと思い、クリ
エイターが思い思いにまちを紹介する「わ
たしのマチオモイ帖」の八尾版をつくるこ
とにしました。とはいえ、私一人で作るこ
ともできないので、当時「八尾バル」とい
う市民活動で一緒に活動していたクリエイ
ターの古島さんに相談したところ、快く引
き受けて頂き、制作が始まりました。

【やお帖】

八尾市の「ものづくり・風土・人々」を
見つめなおすプロジェクトY

や お ら

AOLAの活動

枡谷　郷史　Satoshi Masutani
株式会社シーズクリエイトCSR室所属

2011年、株式会社シーズクリエイト入社。CSR室を立ち上げ、社会課
題の解決に向けた様々なプロジェクトを展開。
2013年、大阪府八尾市の「ものづくり・風土・人々」を見つめなおす
プロジェクト「YAOLA（やおら）」をスタート。八尾の魅力発掘＆発信
のための仕組みや場づくりに取り組む。
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３．「YAOLA」の結成
　企業を訪問し、取材していく中で、あら
ためて「ものづくり」のすごさを感じまし
た。その職人さんしかできない技術を駆使
してできあがる製品。しかし、職人さんか
ら見れば、それは特別なことではなく日常
の営みです。“当たり前のように良いもの
をつくる”という誇るべき営みが、この八
尾地域にはありました。
　この活動を本格的にするため、2013年７
月に「YAOLA（やおら）」というチーム
を結成。メンバーは、デザイン事務所「こ
とばとデザイン」を主宰する古島佑起さん、
空間づくりとコトづくりを生業とする「ア
トリエカフエ」の安川雄基さん、そして、
私の３名になります。

【YAOLAメンバー：左から安川氏、枡谷氏、古島氏】

　「YAOLA」という名前には、４つの意
味が隠れています。それは、“八尾市”と
いう地名の「YAO」と、“ゆっくり◯◯す
るさま”という意味の「やおら」。そして

「OLA」はポルトガル語で“こんにちは”、
スペイン語では“波”という意味。
　活動を通じて、八尾の「当たり前のよう
に良いものをつくる」という、ゆっくりと
した営みに光を当て、その光が波紋のよう
に広がっていく。そして「YAOLA」とい
う名前が“こんにちは”という挨拶のよう
に、この町で認知されていくようになりた

い、そんな願いを込めています。

【YAOLAのロゴマーク】

４．YAOLAの活動内容
　現在、YAOLAとして大きく３つの活動
を行っています。
①　やおものづくりマーケット
　この企画は、普段から何気なく使われて
いる八尾生まれの製品たちを“Made in 
YAO”として再編集し、展示販売してい
くというもの。八尾市からの委託を受け、
商店街やお寺のイベント、お祭り会場など、
様々な場所に出没して「ものづくりマー
ケット」を開催しています。

【製品の展示風景】

②　ものづくり教室
　参加者は、助言を受けながら“つくりた
いもの”を考え、工事現場や家具製作の工
房から出る廃材を使って、その場で各自考
えたつくりたいものを制作します。「自ら、
考えつくる」というアクションを後押しす
ることで、ものへの愛着を生み、ものを大
事に使う心を育む取り組みです。
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【製作の実施風景】

③　やおのオハコ
　例えば、誰もが一度は使ったことのある
糊や、おいしい！とその味が全国的に話題
を呼んだポン酢など、これら広く一般に知
られている製品が、実は八尾生まれだとい
うことは、あまり知られていません。身近
にある八尾の製品をもっと知ってもらいた
い。そんな想いからものづくりのまち八尾
の得意ワザ（十八番）をパッケージ（オハ
コ）にしてみました。八尾からの手土産に、
八尾でのお土産に。

【パッケージと商品】

４．地域の当事者として
　シーズクリエイトも八尾市にある１つの

「ものづくり企業」として上記の活動を進

めていたところ、最近では観光協会や商店
街からも相談を頂くようになりました。例
えば、「やおのオハコ」をお土産として観
光案内所で販売頂くようになったり、商店
街イベントの企画をお手伝いさせて頂くよ
うになったり、思いがけない相談がくるよ
うになり、その活動の幅も広がってきまし
た。

【商店街のハロウィンイベントのお手伝い】

　このように、行政、企業、商店街など、様々
な方々と仕事をしていると、「これは行政
の仕事、これは民間の仕事」というような
垣根が低くなってきており、これからは、
その傾向がより一層、強くなっていくと思
います。今の仕事を通して、自分たちが暮
らしている社会をより良くできるのは、自
分たちであり、身の回りで起きていること
に対して当事者意識を持って取り組んでい
くことが大切だと気付かされました。
　自分たちの活動を通して、少しでもたく
さんの八尾の魅力を市内外に伝えていく。
そして、自分たちが暮らしている地域に「こ
んなにも誇れる日常があるんだ」というこ
とを誰もが感じていける、そんな未来を創 
っていきたいと思います。
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株式会社シーズクリエイト（http://www.seeds-c.co.jp/）

1996年設立。商業や出版印刷等の総合印刷をメインに、印刷物の企画、デザインも手掛ける。６台のＢ列
輪転機を保有し、関西最大級の生産能力を保有。2011年にCSR室を立ち上げてからは、社会課題の解決に
向けた様々なプロジェクトも展開している。

YAOLA（やおら）（http://yaola.jp/）

2013年にプロジェクトスタート。八尾市の「ものづくり・風土・人々」を再編集し、その魅力発信のため
の仕組みや場づくりに取り組む。

【団体の略歴】
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１．はじめに
　昨秋のこと、今も議論が燻り続ける北梅
田で開催されるセミナー『大都市戦略と都
市再生』の講師名に見覚えがあり会場に駆
け付ける。国土交通省の第一線の政策企画
者として登壇されたのは、やはり、その風
貌が私の記憶に微かに残る彼である。若き
日に東北の雪の赴任地に私を招いて“まち
づくり漫談”をさせてくれた“青年部長”
だった。大きなテーマで語られた内容の締
めくくりに「具体的な施策の方向性」とし
て挙げられたキーワードが「“横串”の視
点で施策間連携」であり、「関係省庁によ
る施策形成“支援チーム”の設置」であっ
た。この話を国土交通省に足繁く通う知人
に話すと、かつて隣接県への出向経験を持

つ高官から「80年代に豊中で取り組んでい
た仕組みづくりが、今の省の考え方となっ
ている」と聞かされたという。いやはや長々
とした“猿も聞かない”自慢話である。
　マッセOSAKA開設20周年とか。タイト
ルとは逆に未だそんなものか、というのが
正直な感想である。かつてマッセでの研究
会を契機として得た多くの自治体関係者と
の人脈（そのほとんどが退職してしまった
が、後述する「豊中まちづくりフォーラム」
の遠来の常連で、現在、Ｋ市の特別職を務
めているＭ氏もその一人である）、さらに
は国・府・市を問わず“まちづくりを通じ
て得られた人脈は、今も私の財産”であり、
ボランティアで手掛けている地域活動の力
強い支援力でもある。ただただ、有難い。

２．「豊中方式」のまちづくり
　阪神・淡路大震災から21年を数えたが、
豊中駅前まちづくり協議会が「豊中市まち
づくり条例」に基づいて、『豊中駅前まち
づくり構想』を策定してからも同年数を経
た。『豊中駅前まちづくり構想』は、「みん
なの計画　役所の支援」という「豊中方式」
のまちづくりを具体的な形にしたものであ
り、「夢を形にする力」を示しているが、「豊
中方式」のまちづくりは、端的に言えば「行

隔世の感あり、まちづくり

芦田　英機　Hideki Ashida
有限会社豊中駅前まちづくり会社 取締役会長

1944年·京都府舞鶴市生まれ　・博士（大阪大学・工学）
豊中市役所で企画・商工畑を歩き、初代まちづくり支援室長から·政策推
進部長で早期退職。京都女子大学現代社会学部教授を経て豊中市役所助
役を務めて退任後、関西大学大学院等で教職経験をもつ。豊中駅前まち
づくり推進協議会相談役等も歴任。

【豊中駅前まちづくり会社の外観】
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政参加・行政支援」という「アウトリーチ」
の手法を駆使した市民が主体となるまちづ
くりである。「明治以来の官尊民卑の思想
によって、お上に寄りかかってきたために
確立できていない『住民・市民の自律』が
必要であり、それによって地域からの民主
主義、社会の質の向上に不可欠な民主主義
を確立する」という「市民主権」の考え方
を愚直に受け止め、行政が主体となる都市
計画の手法に疑問を持って、市民が主体と
なるまちづくりに挑戦したものである。
1980年代から積み重ねてきた「豊中方式」
のまちづくりの核ともいうべきものであ
る。この市民主体と表裏一体をなすと私た
ちが考え実践してきた“行政参加・行政支
援”のまちづくりは、逆に、今や過去の遺
物となり、今流行の記憶遺産として語られ
る存在である。

３．「まちづくり支援係」の創設
　「みんなの計画、役所の支援」を期して、
豊中市の行政組織内に「まちづくり支援係」
を創設してもらったのは1991年だった。「支
援」という言葉が行政用語として使用され
たのは珍しい頃で、それまでの民間活動に
対する行政の役割は、「対策」に始まり、
市民を全面に出させようとしてもせいぜい
が「条件整備」や「推進」という役割だっ
た。「まちづくり支援」の概念は、このよ
うに「役所言葉」で表現してきた「市民と
行政との関係」を、機能的な「連携と役割
分担」という関係・姿勢に転化させようと
用いたものである。「行政と市民との関係」
が変革されなければならない。市民には、
自らの生活環境＝まちの質を向上する本来
的な権利があり、行政には、その行動を支
援する義務がある。単に、都市計画の適法
性を審査するためにだけ存在してはならな
い。「市民と行政との関係は逆転している、
何かおかしい」－そう考えた時に私たちの

「まちづくり」が始まったのだった。

４．「学び」の場としての「まちづくり」
　という経緯を経て進められてきて、今日
では「地域に住み、働き、学び、活動する
人々の暮らしや環境を改善する」ために
日々継続する「ソフト・ハードの両面にわ
たる活動」であるが、コミュニティ政策を
推進する評論家や学者の一部からは、「地
味で面白くなく重たい」「商業地まちづく
りという変種」という評価を下され、記憶
からも抹殺されていく状況にある。国の省
庁や自治体行政のコントロールの下に置か
れることを「よし」とする一方で、ハード
に傾斜した「街」づくり、「面白くなけれ
ばまちづくりではない」という手段と目的
が逆転した「イベント」中心のまちづくり
など、「華やかな」まちづくりが多くの自
治体を席巻している･･･。とはいえ、昨年
35回を数えた豊中駅前の「七夕まつり」は、
商業者が“客である市民への還元”を期し
て企画したイベントで、市道を使って歩行
者天国を作り出し、それぞれの店から夜店
を出すという構想に行政が支援して行政各
セクションの間の調整を買って出たことか
ら始まっている。黒澤明の名作映画『生き
る』で表現される住民の声・提案を施策と
して反映した「みんなの計画、役所の支援」
という、かつて豊中市がめざしたまちづく
りの基本姿勢の好事例として残存してい
る。つまり、私たちはマンフォードではな
いが、「まちづくり」を実践したばかりで
なく、「まちづくり」そのものを「学校」
として多くを学んだ。
　そして、地域社会で市民活動の支援をす
る傍ら、『地域社会とまちづくり』という
テーマで学生に語りかけ議論をさせてき
た。多くの学生は、「この前の戦争」が何
処と戦ったのか知らないくらい先人の歴史
を学んでいないだけでなく、住まい・バイ
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ト先（多くがコンビニ、ファストフード店）・
大学（サークル部室）以外に身近な地域社
会をほとんど知らない、関わらない。授業
中に楳図かずお氏の“まことちゃんハウス”
が話題となる。多くの学生が「自分の土地
に好きな色・形の家を建ててなぜ悪い」「人
が見に来て賑わう」「２人しか裁判を起こ
していない」と主張し、次の授業では、同
じ学生達が「東北の震災で家を失くしてい
る住民に早く家を提供すべきだ」という。
そんな意見が飛び交い議論が続き、毎回の
レポートにも書き綴られる。
　単に正解を求めるだけではない、このよ
うな議論の場が、現時点では学校でも地域
でも失われている現状を克服するために、
議論の“しくみづくり”を長年にわたって
取り組んできた。

５．「まちづくり協議会」の活動
　このようにして、行政にあっては、「ま
ちづくり協議会方式」で地域が主体的に意
見をまとめようとする『豊中方式』を模索
し、退職後は、大学で学生を教え、地域で

「まちづくり協議会」の応援団として相談
に乗り、まちづくり会社に関わっては、連
続の講演会（「豊中まちづくりフォーラム」

（毎月開催６月現在100回）、小さなまちづ
くり講座（「実践まちづくり道場」103回）、
毎月２万部を新聞折込してまちづくりコラ
ム（94回、駅前の歴史77回）を掲載し続け
る。地域寄席（30回）、有機栽培の丹波豆
狩りバスツアー（８回）等を通じて希薄に
なった地域でのコミュニケーションを図ろ
うとする。一昨秋からは、まちづくり大学
シニアコースを始めた。親の介護、夫の看
病に関わりながらも、まちなかに出て学び
たい、戦争で謳歌できなかった青春を取り
戻そうという熟女達は、週一回９時30分か
ら１時近くまでをみっちりと受講し議論す
るために、颯爽と“大学”に集う。コミュ
ニティーデザインなどとお洒落な言葉は使
わないが、“「地域の仕組み」をつくり、「維
持」しよう”と市民の活動を下支えし、地
道にアウトリーチをして来ていると考えて
いる。

【上：「まちづくりフォーラム」の様子】
【下：新聞折込チラシ】

【会社案内地図】
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【地域寄席の会場】

６．まちづくりの３要素
　私は、まちづくりの３要素として、“仕
組みづくり（「社会計画」）”、“仕事づくり

（「産業計画」）”、“施設づくり（狭義の都市
計画）”を挙げて考えている。過日、米寿
で亡くなった都市論の大久保昌一先生（大
阪大学名誉教授）は、“Plan”と“Planning”
の違いを厳しく指摘され、そのプロセスを
重視すべきことを指導された。私流の解釈
では、それを“仕組みづくり”の重要性を
指していると解している。まちづくりも
テーマコミュニティ型ばかりが流布し、地
域社会全体を考える活動が廃っている。自
治体の首長も、統治の形や銭勘定だけでな
く、地域社会の質的な向上に目を向け、市
民生活のあり方・まちのあり方（まちづく
り）を目的として組織・人事配置、予算の
配分、ルールを定めること、しくみを手入
れすることに“腐心”しないと地域社会の

“普請”は出来まい。そんな政治・行政には、
市民の“不信”感が募るばかりである。

７．（有）豊中駅前まちづくり会社の設立
　『㈲ 豊中駅前まちづくり会社』は、そ
の母体となった「豊中駅前まちづくり協議
会」（平成14年改名）が1993年２月に設立
されて６年後の1999年12月21日に設立して
おり、まちづくり協議会は22歳、まちづく
り会社は16歳を迎えている。「このまちを、

うるおいのある、歩きやすい、 住みやすい、
商売のやりがいのある、魅力のあるまちに
しよう」と豊中駅前を活性化するため、地
元の住民や商業者を中心として話し合いを
重ね、専門家の力を借りながら、地域の将
来像である『豊中駅前まちづくり構想』を
策定したのは1995年のこと。まちづくり会
社はそこで示された地域の課題を当事者の
一員として取り組むために設立されたの
だ。
　ここは、多くの「まちづくり会社」で見
られるような自治体や企業からの支援はな
く、有志が出資して設立しており、そのた
め、公的な助成金が受けられないという地
域主権とは真逆（現在の風潮に乗ってか）
の“霞ヶ関に忠誠を誓わないと応援してや
らない”という論理に翻弄されている。こ
のため講演会の参加費、落語会の木戸銭、
機関紙（「まちづくりニュース」）の広告収
入、韓国をはじめとする視察研修の講師料
や篤志家に支えられて経営されていて、“マ
ネーと地面”だけを重視するマネージメン
トが幅を利かす風潮の中、「思いは高く、
地位低く、手間隙かけて儲け下手、社会の
隅で一隅を照らす活動」で、会社の経営も
なかなか安定期を迎えられていない。他方
で、本来は地域に対してアウトリーチすべ
きまちづくり会社に対して、逆に多くの
方々から、寄付や協賛広告、出資の追加、
労力の提供という善意の手が差し延べられ
ている。大家、会計事務所、不動産鑑定事
務所・コンサルタントの方々にも支援頂き、
私も含めてボランティアスタッフで和気
藹々と運営している。七夕祭りは、このま
ちづくり協議会の“仕組み”を基にして35
年を経験してきた。『まちづくり構想』に
ある「けやき通りを改善する会」のメンバー
も、七夕祭りのメンバーもフォーラム講師
として登場願った方々が支援部隊、実行部
隊を担って下さっている。メンバーの相互
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関連性の強みである。フォーラム後の２次
会は講師を交えて無礼講である。新規マン
ションへの入居者に地域情報を提供し、ま
ちのイベント・仕組みを知り、関わり、改
善への担い手となって貰えるよう企画した

“ウェルカム・セミナー”も企業の協力を
得て開催している。

【会社内にはたくさんのフォーラムポスターが】

　ひとまず、ここで、かつて“克己”心の
少なかった青年も“古希”を越え、若干の
克己心も芽生え、若者政治家の暴走を防ぐ

“まちづくりの仕組み”の構築に時間を割
く“老人バック”の“愚老駆リズム”と洒
落て納めさせていただきます。

【上：豊中駅人工広場にあるまち歩きマップ】
【下：同じく豊中駅前まちづくりの掲示板】

【団体の略歴】
平成３年４月 豊中市の組織内に「まちづくり支援係」が創設

平成５年２月 「豊中駅前まちづくり協議会」（豊中駅前まちづくり会社の母体）設立

平成７年５月 豊中駅前まちづくり協議会が『豊中駅前まちづくり構想』を作成

平成11年12月 「有限会社豊中駅前まちづくり会社」の設立

平成19年２月 「実践まちづくり道場」開講（現103回）

平成19年10月 「豊中まちづくりフォーラム」の開始（現108回）

平成20年９月 「豊中駅前まちづくりニュース」月２回１万部　新聞折込配布開始

平成20年10月 有機栽培の丹波豆狩りバスツアーのスタート（現８回）

平成20年11月 地域寄席「豊中寄席」のスタート（現31回）

平成26年９月 まちづくり大学シニアコースの開始
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１．まちライブラリーとは
　まちライブラリーとは、本を寄贈しあい、
それを交換する中で、本を通じて人と出会
うことを主眼においた活動です。このよう
な方式で本を集める場所をまちライブラ
リーと称して、まちのあちこちに点在させ
ながら人と人が出会う場づくりをしていま
す。カフェ、ギャラリー、自宅、オフィス、
お寺や病院、大学や商業施設、さらには公
園や山の中にも点在しています。本を寄贈
する時に、メッセージを記載し、次にその
本を読んだ人がメッセージを返すことがで
きるように折り込み式カードを添付し、本
を持ち寄り、お互いに学びあう小さな会を
しているところもあります。活動を始めた
のは2016年５月現在、全国で約310か所を
越えるまちライブラリーが誕生しました。

２．まちライブラリー誕生の背景
　まちライブラリーが誕生した背景には、
私が森ビルの中で企画、立案し、実行して
きた教育事業の成功と失敗があります。私
は、1987年、森ビルの創業者が始めた小さ
な私塾「アーク都市塾」から2003年に六本
木ヒルズに誕生した、六本木アカデミーヒ

ルズまで担当してきました。六本木アカデ
ミーヒルズは、国際会議などに利用するカ
ンファレンス施設、それと会員制の図書館
を併設した施設で、事業的には成功した活
動でした。しかしながら、施設の大きさか
ら利用者と運営者との距離が離れ、お互い
の顔が見えにくくなったのです。施設が大
きくなり、利用者が増えたにも関わらず、
人と深くつながることが少なくなりまし
た。地域の個人商店がなくなり、チェーン
店などに代わる中で人とのつながりが薄れ
るのと同じです。

３．まちライブラリーの誕生と各地の事例
　まちライブラリーは、大阪市中央区の小
さなオフィスで誕生しました。このビルの

大阪で生まれ、育った、本を通じて
人とつながるまちライブラリー
～自発的、持続的な地域交流拠点の試み

礒井　純充　Yoshimitsu Isoi
まちライブラリー発起人

森記念財団普及啓発部長、大阪府立大学観光産業戦
略研究所所長補佐・客員研究員
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一室に、杉の木で手作りの本箱をつくり、
まちライブラリーを開設しました。しかし、
最初は訪れる人もおらず、「本とバルの日」
という「本」を持ち寄り、紹介しあい、お
互いの得意な分野や興味のある話題を提供
し、手作りの料理を持ちあうイベントを毎
月実施して、徐々に育ててきました。
　他にもカフェやゲストハウスで、それぞ
れオーナーの思い入れのある本を集めてい
るところもあります。神戸市東灘区の岡本
商店街では、22の店舗が別々のテーマの本
を集め、利用者が商店街を回遊するイベン
トも実施しています。
　東京都新宿区四谷の小さなお寺では、副
住職が作った本棚に参拝者や副住職とその
ご家族が持ち寄った本が集まり、交換され
ています。

　大阪府守口市にある関西医科大学附属滝
井病院には、透析センターに併設されたま
ちライブラリーがあり、院内スタッフと患
者との距離感を近くするため、本に寄贈者
の似顔絵をつけるなどの工夫もされていま
す。
　公共図書館や社会福祉関係の施設にもま
ちライブラリーが誕生しています。兵庫県
伊丹市立図書館や、岐阜市中央図書館では、
図書館内に住民が持ち寄った本や館内の本
に利用者がメッセージを付けて、貸出を
行っています。大阪市の社会福祉協議会で

は、施設内にまちライブラリーを設置し、
ボランティアが集まって本を持ち寄り、交
換しています。
　また、大阪府阪南市では、公園を舞台に、
近所の主婦がはじめた本棚のないまちライ
ブラリーもあります。公園にピクニック
シートを引き、お弁当と本を持ち寄り、ゆっ
たりとした雰囲気で本を紹介しあって、本
の貸し借りをして、人とつながることを大
切にしています。

４．まちライブラリー＠大阪府立大学
　　「蔵書ゼロ冊からの図書館」
　規模の点からもまたその仕組みの斬新さ
からも多くの注目を集めたのが、まちライ
ブラリー＠大阪府立大学です。2013年４月、
大阪府立大学のサテライトキャンパス

“I-site”なんばに設置され、館内の本棚は
大学側で設置し、配架する本は原則、まち
ライブラリーの利用者が持ち寄って集める
こととなり、「蔵書ゼロ冊からの図書館」
としてスタートしました。スタートに際し
て「植本祭（しょくほんさい）」というイベ
ントを実施しました。これは、本を持ち寄
り、本棚を埋めていこうという意味であり、

“植樹祭”をもじったものです。二日間に
わたり48のワークショップを企画し、それ
ぞれのワークショップの参加者が本を持ち
寄り、本を紹介し、決められた本棚に配架
するイベントが行われ、相当数の本が寄贈
されました。2015年９月末時点で、登録さ
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れた登録利用者（会員）は、約1,200名で
蔵書数は8,800冊です。また実施されたイ
ベントは、開館以来約580回になります。

５．大型商業施設での展開
　2015年４月、まちライブラリー＠もりの
みやキューズモールという地域の拠点とな
るまちライブラリーが誕生しました。その
中にカフェやFMラジオのサテライト、子
ども達が自由に本に触れ、読めるキッズ
コーナーを併設しています。地域連携を重
視し、設置されたのです。
　会員登録している人も1,500名を越えて
おり、登録者の80％近くが、当該施設から
２キロから３キロ圏内に居住されていま
す。

　このまちライブラリーは、その企画段階
から市民サポーターによる企画、運営会議
を行い、日々の運営やイベント等の活動に
ついては広く市民グループに委ねる形をと
ることにより、より深い関係性を築けてい
ます。

６．本による広域的な地域連携
　“まちライブラリー大阪ブックフェスタ
＋2015”というお祭りをしました。各地の
まちライブラリーと公共図書館、書店が、
垣根を越えて本をテーマにしたイベントを
実施しようというものです。「本と人と出

会い、まちに出よう！」として、2015年４
月18日から１か月間にわたり、140か所の
ブックスポットで277のイベントを実施し
ました。参加人数は、5,300名を越えてい
ますが、その多くが友人の紹介（25％）や
SNS（24％）と口コミを中心に集まってき
ました。このように、草の根型のイベント
が、広域な規模で、また官民の枠を越えて
広く活動できたことは、「本」を使うと誰
もが参加しやすい地域活動になりうると確
信しました。

７．まとめ
　このように多様な形のコミュニティの場
としての私設図書館が、まちのあちこちに
広がりつつあります。このような形で広が
る背景には、個人の力でも本を集め、貸出
し、人とつながる場づくりができる楽しさ
を多くの人が気づき始めているからでしょ
う。特に、人とつながることを求める時代
において、まちライブラリーは今後さらに
増えるものと思われます。まちライブラ
リーは、地域社会における社会関係資本を
醸成する可能性を秘めています。その中で、
人のつながりが薄くなった時代に、個人の
顔が見える社会が誕生しうると私は確信し
ています。行政や企業に頼るのではなく、
個人、個人が小さな役割でも、地域社会の
中でやりたいことをやりながら、一人ひと
りが活き活き生きられることが大切だと思
います。自治体で働かれている皆さんにも、
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個人的な立ち位置でご一緒にまちライブラ
リー活動に参加していただくもよし、また
自治体の支援活動として、各地でまちライ
ブラリーをやりたい人を側面から支援して
いただくのもありがたいと思います。ただ、
大切なのは、役所であるとか、民であると

か、その枠組に囚われてじっとしているよ
り、一人の住民として何かできることがな
いかを考え、行動していただけることが、
私が皆さんにお伝えしたいことなのです。
皆様と、どこかでお会いする日を楽しみに
しております。

【団体の略歴】

平成20年　　 地下鉄谷町線天満橋駅近くのISビルの一室に礒井氏自身の蔵書1500冊を集めて「ISまちライ
ブラリー」と称する

平成22年　　 師匠 友廣裕一さん、師匠の師匠 友成真一教授と出会う
師匠とともに全国行脚し「まち塾＠まちライブラリー」の構想を温めていく

平成23年　　
第一回「まち塾」の開催
以降、「まち塾＠まちライブラリー」を提唱し、現代版寺子屋「まち塾」とその活動拠点「ま
ちライブラリー」の設置を呼びかける

平成23年10月 第一号の「まち塾＠まちライブラリー」としてISまちライブラリーをリニューアルし、再ス
タートする

平成24年　　 大阪府立大学とともにまちライブラリー開設に伴う研究会を実施

平成25年　　 まちライブラリー＠大阪府立大学がスタート
マイクロ・ライブラリーサミット2013を発案、まちライブラリーが運営を担当する

平成26年５月 『マイクロ・ライブラリー図鑑』を刊行

平成26年８月 マイクロ・ライブラリーサミット2014開催
リトル・フリー・ライブラリー創始者 トッド・ボルさんを特別ゲストに招聘
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Ｑ．アダプト・リバーとはどういった制度
ですか？

Ａ．（鳳）「アダプト」とは、一定区間の公
共の場所を住民が清掃活動などの美化対
象として活動し、行政が支援することで
す。両者が手を取り合って地域の美化に
つとめる活動です。大阪府では「アダプ
ト」を「アドプト」と表記しています。

Ｑ．なぜ松尾川で？
Ａ．（鳳）大阪府で河川敷のゴミのポイ捨

てや不法投棄などの環境悪化対策をど
うするか、また河川敷の除草コストの
削減で悩んでいたころ、ひつじによる
除草の案が出たことがきっかけです。

「アドプト・リバー・内田町」のひつじと
ともに地域交流

◯ 概要
　「アドプト・リバー・内田町」は大阪府和泉市内田町に所在し、内田町町内会の方々を
中心に松尾川（二級河川）沿いで河川清掃美化活動を行っています。除草作業と河川敷に
親しみをもってもらうため、府のアドプト・リバー制度を運用し、鯉のぼりを川にかける
鯉流しや蛍の放虫などのイベントを実施しています。地元で「ひつじ公園」と親しまれるこ
の一帯では、ひつじを放牧して河川敷の除草を行うというユニークな活動を行っています。
　今回、マッセOSAKAのスタッフが秋晴れの「ひつじ公園」を訪問し、内田町内会世話
役の田中さん、大阪府鳳土木事務所の河川担当である前尾さん、脇田さん、荒木さんにお
話を伺いました。「ひつじ公園」を通した地域での活動について迫ります。

ひつじ公園について教えて !
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　　　すでに府内の牛滝川（松尾川と同一
流域であり、本流）で試験的に施行さ
れており、動物による除草効果は十分
に高いことを確認していました。

　　　条件の良い実施場所と維持管理を委
託できるボランティアを探していたと
ころ、大阪府のアドプトリバー制度に
登録していた松尾川付近の内田町町内
会さんが制度趣旨に賛同し、平成14年
度からひつじの維持管理を行うように
なりました。

Ｑ．清掃美化活動はどのように行っている
のですか？

Ａ．（田中さん）土日を中心に、朝８時に
集合し、２時間程度で活動しています。
男性は川沿いの草刈り、女性は花の植
え替えを季節ごとに行っています。放
牧地はひつじが草を食べてくれるの
で、除草の必要はありません。

　　　年齢層は退職した方が多いですが、
若い方でも自営業の方はいますね。私
は退職後に関わり始めました。町内会
員としては50～60名いますが、普段は
30名程度が参加しています。

　　　日常では毎朝ひつじ小屋の解錠を行
い、同じ公園内に飼育しているうさぎ
たちに餌を与えるなどのお世話をしま
す。過去にはアヒルも飼っていました。
鍵は会員２人体制で管理し、雨の日で
も解錠します。小屋の清掃といった日
常の維持管理も行っています。

　　（鳳）普段は地域の方に動物のお世話
をしていただき、必要なものが生じた
場合に、鳳土木事務所に連絡をもらう
ようにしています。ひつじや小屋、備
品などは大阪府の所有ですので、動物
の体調が悪くなった時や小屋が故障に
なった場合は私たちの出番です。

Ｑ．「ひつじ」導入後の費用面での効果は
いかがですか？

Ａ．（鳳）除草に必要なお金が大きく減り
ました。

　　　これまでは除草経費で約125万円、
不法投棄ゴミの撤去費用に30万円それ
ぞれ年間にかかっていたところ、ひつ
じの健康管理費用30万円のみとなりま
した。これもひとえに、普段お世話い
ただいている内田町内会の方々あって
こそです。

　　　ひつじはお世話できる範囲である２
頭までを前提としており、１頭５万円
で購入しています。初代のひつじが今
は14歳くらいのため、コスト削減につ
ながっています。

　　　小屋については修理以外に費用はか
かっていないため、経常的な維持費は
不要ですね。

Ｑ．ひつじに名前はあるのですか？
Ａ．（田中さん）最初は内田町にちなんで、

「ウッチー」と「タッチー」のオスと
メスを飼い始めましたが、途中オスが
亡くなって、代替わりにメスを飼うと、
わからなくなってしまいました。今は
２頭ともメーちゃんですかね（笑）

Ｑ．可愛いですね（笑）それに、とても人
馴れしています。

Ａ．（田中さん）ひつじは気性が穏やかな
ので、襲ってきたりすることはないで



６．「アドプト・リバー・内田町」のひつじとともに地域交流

おおさか市町村職員研修研究センター 89

第
２
章

地
方
創
生
最
前
線
レ
ポ
ー
ト

すね。ちなみに、うさぎはお世話をし
ている会員から「うさぎも飼いたい」
との声があがったことがきっかけで
す。今は20羽近くいます。

Ｑ．ところで、ひつじを導入するまでに内
田町内会との話し合いはどのくらい行
われたのですか？

Ａ．（鳳）ひつじ導入の賛同を得た後、こ
れまでにアドプト・リバー制度につい
て協議を重ねてきた経過があったこと
から、導入の賛同を得てから数か月で
実際に導入する事ができました。

　　　これまでにお互い顔が見える協働関
係を築いていたことで、いざというと
きに良い方向に進めることができたの
だと思います。

Ｑ．日常の管理はどのように行っています
か？

Ａ．（鳳）町内会さんとのやり取りは不定
期で、報告書の作成も依頼しておりま
せん。

Ｑ．「ひつじ」に関する苦情が住民の方か
ら出ることはありますか？

Ａ．（田中さん）新しく移り住んできた方
や昔から住んでいる方が地域にはいま
すが、これまで「ひつじ」そのものの
苦情は特にありません。臭いもそれほ
ど気にならないですし、住民の方もこ
こで遊んでいることもあって、特に気
にはなっていないようです。

　　（鳳）特殊な例をあげるとすれば、鳥
インフルエンザが流行した時期に「大
丈夫か」との問い合わせがありました
が、定期検診をおこなっていることと
動物に触れたあとは手洗いの励行で感
染は防げると回答しています。

Ｑ．川の氾濫など、災害時の対応はどうで
すか？

Ａ．（鳳）ひつじを飼育している場所は河川
整備事業が完了しており、小屋は計画高
水位（洪水時に想定される水位）より高
い位置に設置しています。これまで災
害時対応を行ったことはないですね。

　　　実際に可能性がある場合は、別の場
所に一時避難することになります。

Ｑ．地域の方に気持ちの変化は見受けられ
ますか？

Ａ．（田中さん）そうですね。５月に「羊
の毛刈り」や鯉のぼりを川にかけて「鯉
流し」といったイベントを開催し、た
くさんの方が参加しています。子ども
会もイベントを楽しみにしてくれてい
るように感じます。

【鯉流しの様子】

·【ひつじの毛刈り】
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　　　ほかにも、農家のお年寄りは余った
野菜を持ち寄って「ふるさとふれあい
市場」として日曜日の午前中に朝市を
しています。みんなが集まって、お茶
を飲んだりお話をしたりと、良い触れ
合いの場になっているように感じま
す。

　　　なにより、強制されて活動している
わけではないので、私自身としてはい
ろんな地域の人に触れ合えて楽しいで
すね。『うちの自治会でもしてみた
い！』というお声も年に１、２件いた
だいたり、昨年はテレビでも取り上げ
ていただいたんですよ。

【団体の略歴】
平成14年 「アダプト・リバー・内田町」の実施。ひつじの導入

平成19年 国土交通大臣表彰「手作り郷土賞」受賞
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１．家業維持と商店街の副会長
　平成28年で満79歳になる。
　改めて振り返ると、波乱の人生を乗り
切った事、多くの人々の誠意に支えられた
ことに感謝の思いで一杯である。
　私は昭和12年３月生まれ。当時父は陶磁
器業、母は喫茶店を営んでいた。
　小学校二年生で疎開、終戦後大阪に帰る。
中学校、高等学校を経て同志社大学商学部
に進む。将来は物書きにでもなろうかと
思っていた矢先、父が急死。やむなく18歳
で家業の陶磁器業を継ぐ。母の協力もあり
商いのいろはから学び、何とか家業を維持
してきた。
　19歳で結婚。子どもが大きくなるにつれ
PTAの仕事などを体験。地域社会のあり
方も分かり、子どもが小学校卒業と同時に
PTAを引退。家業に専念すべく心してい
たところへ、商店街の長老からの依頼があ
り、商店街の副会長を勤めることになった。
昭和50年のことだった。

２．商店街の法人化 
　最初に考えたのは、若手集団を集めるこ
とだった。おかげさまで７人の30代が集ま
り組織の中心として活動することになっ
た。先ず初めに手掛けたのが商店街の未来

像を綴った「これからの天三商店街のあり
方・活き方」の発行だった。次に天三商店
街を法人組織にすることだった。行政の指
導、助成金などが得られると同時に内部の
組織を鮮明にしておきたかったためであ
る。

３．天満のあらゆる「文化」を発信
　「天神橋筋三丁目商店街振興組合」の組
織が出来上がると、若手集団は近代化委員
会に入り、私はその長を勤めることとなっ
た。先ず最初に手掛けたのが空き店舗を埋
めることである。一つの空き店舗を借り受
け、何をしようか？と若手全員で議論をし
た。喧々諤々と三日三晩の論争の中で、結
論は天満のあらゆる「文化」を発信するこ
とだった。名前は天三カルチャーセンター
とし、色んな催事を催した。主だったもの
として、ちびっ子紙相撲大会、天神祭展、
天三寄席、修学旅行生の一日丁稚体験など
がある。今やこのホールも４代目となり、
商店街の自前の会館として「天三おかげ館」
が建設され、その収益で事業が賄えるまで
になった。
　その他の大きな企画として、星愛七夕ま
つり（平成９年11月）、天満天神花娘の結
成（平成５年７月）、日本初の鳥居の付い

七転び八起き人生

土居　年樹　Toshiki Doi
天神橋筋商店連合会会長・天神橋三丁目商店街振興組合理事長

大阪府商店街振興連合会副理事長（平成９年～）、NPO法人・天神天満
町街トラスト代表理事（平成12年～）、大阪府陶磁器商業（協）理事長（平
成16年～）、地域活性化伝道師認定（平成19年～）、大阪商工会議所常
議員（ツーリズム委員長）（平成22年～）等を歴任。著書・受賞歴多数。
※標記の任については昭和61年～。
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たアーケード完成（平成９年11月）、夫婦
橋の復活（平成11年）、満歩状の発行（平
成12年）、テレビでは天満宮、天神橋筋が
多く取り上げられ、「まんてん」「ちりとて
ちん」「ごちそうさん」などが好評を博した。
最近では関西大学の協力による、大学生と
商店街の交流の為の施設「楽歳」が日本初
として開設され新たな取り組みが始まって
いる。また、信用金庫の協力による、全国
の観光物産展「地域観光のPR」などがある。

【上：街商人体験の様子】
【下：星愛七夕まつり天神天満花娘お披露目】

４．「天満天神繁昌亭」の建設
　私の人生を掛けた大仕事は、上方落語の
小屋を70年振りに復活させることだった。
縁あって桂三枝（現在は桂文枝）師匠との
出会いがあり、落語協会との交流が生まれ
た。私は天満宮宮司と掛け合い、上方落語
の小屋の建設の協力を依頼した。寺井宮司
には快くこれを承諾して頂き、無償で土地
を借りることとなった。平成16年準備委員
会が発足し70年振りの上方落語の小屋の完

成に向かった。名前は「天満天神繁昌亭」
になり建設費は全額民間の寄付に頼ること
になった。代表としての私と三枝さんはあ
ちこちで募金依頼をお願いし、平成18年の
９月に完成した。寄付金は２億４千万円に
もなった。行政の助成が一切無い、珍しい
建物であった。それから約10年、いまや連
日満員で他府県の観光客も多くみられ、大
阪の観光名所になっている。
　最近では、次々とアイデアの持込も多く、
その選択に苦慮するところである。

【繁昌亭記者会見】

５．人生一訓
　最後にこの40年間の体験を通じて、自分
自身の人生一訓を書き連ねてみよう。
一．街商人の三惚れ　人に惚れ、店に惚れ、
街に惚れる
　街商人は地域人との交流を大事にし、我
が店を愛し、地域社会の発展に寄与するこ
と。
一．商店街は街の心臓です
地域社会の中心は商店街であるべきです。
地方創生は商店街の活性化に役立つべきで
す。
一．街商人の三役　街守り、人守り、店守
り
街商人は地域社会人として人・店・街を大
切にしてほしいものです。
一．儲けとは信者をつくること、諸人と話
すこと
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金儲けが先にたつものではありません。先
ずファンをつくることです。
一．養殖の街に負けるな天然の街
歴史ある街が近代的な街と競い合うのは、
本来の街のあり方を守ることです。
一．情報は発信すれば必ず返ってくる
情報とは情けに報いると書きます。PRは
大切な事業の一つです。
一．縦型社会を横型社会に。マンションか
ら長屋社会に。
縦型マンションには人間関係が生まれませ
ん。横型の商店街組織を大切にすべきです。
一．人は街の下に街をつくらず街の上に街
をつくらず
街は地べたを中心に発展すべきです
一．商店街は一周おくれのトップランナー
あせらず、あきらめず、こつこつと
一．念ずれば通じる
思いを持ち続けることが大切

　自分の人生の思いの一例を書き連ねまし
た。
　次代を繋ぐ若者が、こんな思いで一生の
内で社会貢献ができる人生を送ってもらう
ことを願いたいと思います。

【団体の略歴】
昭和56年５月 天三カルチャー開設

平成５年７月 天満天神花娘結成

平成９年11月 星愛七夕まつり

平成９年11月 日本初、鳥居のついたアーケード完成

平成10年　　 小渕首相来街

平成11年　　 夫婦橋復活

平成11年９月 一日丁稚体験

平成12年　　 満歩状の発行

平成14年　　 NHKの連続テレビドラマ・行く年来る年などが天満を舞台に放映

平成14年　　 NPO法人「天満天神街トラスト」発足

平成18年　　 天満天神繁昌亭の完成

平成20年３月 日本一の全国梅酒大会

平成20年　　 大阪市と天満地域が協力

平成22年７月 関西大学リサーチアトリエ「楽歳天三」「天満天神楽市楽座」の開設


