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●今年の干支は“鳥”、さてさてどれくらい供給されているのか？
水炊き、焼き鳥、唐揚げ、鶏刺しなど鳥は身近な食べ物です。今年の干支である鳥にちなんで、一人当たりの年間
供給量がどのくらいあるのかを調べてみました。
牛肉、豚肉、それと魚介類と比較したのが下図です。これを見ると、食の肉食化と言われて久しいですが、近年まで、
魚介類が多かったことが分かります。魚介類は平成 13 年をピークに減少し、平成 23 年に肉類（鶏肉、豚肉、牛肉の合計値）
が上回ります。
豚肉と鶏肉を見ると、人口が急増した高度経済成長期に増えていることが分かります。その後は、昭和 60 年頃にや
や増加し、以降、平成 10 年あたりまでは横ばいです。近年は、鶏肉が豚肉を上回っています。
一方、牛肉は増えてはいますが、急増とまでは行かず、平成 6 年頃にピークを迎えた後、平成 10 年あたりまで横ば
いです。
肉と魚だけでなく、野菜もバランス良く摂取する必要がありますが、ひとまずは、鶏肉を食べて、羽ばたく 1 年に
したいと思います。
※ 16 頁に補足説明有り

牛肉・豚肉・鶏肉・魚介類の 1 年当たり、1 人当たり供給量
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志賀島に新しい風を吹き込むシカシマサイクルと
空き家活用の取組
山田

龍雄

●シマサイクルで島の好循環を生む

志賀島は、福岡市の北部にあって海の中道と
陸続きとなっており、周囲約 10km の小島である。

志賀島につながる海の中道は、信号のない直

志賀島といえば、1 世紀ごろ後漢の光武帝が

線道路が福岡県内で一番長い距離であること、

奴国の使者に与えたといわれる「漢委奴国王」

一周 10km という島の周遊性、海と山が身近に

と刻まれた「金印」が発見された島として有名

感じられるという自然の豊かさ等から、年間約

であり、歴史遺産の場所としては全国区である。

2 万人（H27 年度交通量調査による推計）のサ

しかしながら、最近では、過疎化が進行し、少子・

イクリストが来ているという。
小生も 4 年前から志賀島の北部にある勝馬地

高齢化が続いている。
志賀島の平成 27 年の人口は 1,507 人、15 年

区の体験農園にて、ささやかながら野菜づくり

前に比べて約 600 人も減少している。高齢化率

を楽しんでいる。志賀島に通うたびに、サイク

も 43％と福岡市平均 (20.2％ ) の倍以上である。

リストとすれ違い、サイクリングが盛んな島で
あることは実感させられている。

このような志賀島に対して、福岡市でも企画
部局、農政部局、都市計画部局等を中心として

図

活性化のための調査・検討を行っている。

シカシマサイクルステーションの位置

昨年度、弊社で「農山漁村地域ポテンシャル
雁ノ巣レクリエーション
センター

調査業務」のお手伝いをする機会があり、志賀
島の過疎化の実態や農業の問題などを調査し
た。この調査・研究の折に、山崎基康さんを紹
介していただき、シカシマサイクルの取組みを
知ることができた。

シカシマサイクル

山崎さんは、㈱カラクリワークスというウェ
西戸崎渡船場

ブ、広告マーケテイングの会社に所属し、会社
の独自事業として志賀島の活性化の具体的な取
組に係わっている。
図

志賀島の人口、高齢化率の推移
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志賀海神社参道の入口付近の空き家をリノベーショ
ンしたシカシマサイクルのカフェ兼ステーション

資料：国勢調査
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マウンテン、クロス、ロードバイク、ミニベロの
4 種類が揃っているステーション

スタンドがないロードバイク用として、島内及び周
辺に 8 か所設置しているバイクスタンド

山崎さんは昔から志賀島に通っており、レン

シカシマサイクル事業では、単に自転車のレ

タサイクル事業を思い立った。これは、多くの

ンタルだけではなく、お店にサイクルスタンド

サイクリストが来るという潜在的なニーズがあ

を 1 万円で購入していただき、お店の玄関口に

ることの他に、バスが 1 時間に 1 本しか通って

設置してもらうことでサイクリストがお店に入

いない島で、島を訪れる人が自転車で島を回る

りやすくする仕掛けを行っている。サイクルス

ことで、バスに代わる点と点を結ぶ移動手段と

タンドでサイクリストがお店に入るきっかけに

なり、島内で好循環が生まれるのではないか、

なれば、お店にとってもメリットのある取組み

また、自転車で自然や町並みをゆっくりと見て

である。

回ることで、島の魅力を再認識できるのではな

●利用者の 3 割は関東、外国人は 1 割
レンタサイクルは、月平均 100 台が借りられ

いかと思ったからだそうだ。

ており、その利用者は関東が 3 割、関西が 1 割、

レンタサイクル事業は、約 2 年前から始め、
現在、志賀海神社参道入口近く（シカシマサイ

福岡市内及び近郊が 3 割、外国人が 1 割、その

クルステーション）、西戸崎渡船場 ( 海の中道

他 2 割である。
外国人ではアジア系が多く約半数を占めるほ

ステーション )、雁ノ巣レクリエーションセン

か、西洋系も多く、約 4 割を占めるという。

ター内（雁ノ巣ステーション）の 3 箇所にレン

どのような情報ツールを使ってシカシマサイ

タサイクルステーションがある。レンタサイク

クルを知ったかはわからないらしく、多分、ネッ

ルの台数は、24 台である。
シカシマサイクルステーションでは、修理工

トや口コミで広まったのではないかとのこと。

具の貸し出し、チューブの販売などの自転車

ファミリー利用の問い合わせもあるが、自転

コーナー以外に、カフェやサロンルーム（2 階）

車道路が整備されていない中で、今のところ、

も備えており、レンタサイクルのキーステー

子どもに自転車を貸すのはリスクがあるとのこ

ションとなっている。海の中道ステーションは、

とで、大人だけの利用となっている。

博多港から船で志賀島に来る人を対象としてい

また、シカシマサイクルでは旅行業者と連携

る。雁ノ巣ステーションでは、公園外への利用

し、島内 6 事業者の協力を得ながら、ツアー開

はできず、公園内のみの利用となっている。シ

発もしている。レンタサイクルから始まった事

カシマサイクルの最大の特徴は。ママチャリで

業が、多様な事業へと発展している。

はなく、ロードバイク、マウンテンバイク、ク

●応援事業者との連携による「志賀島海の中道

ロスバイク、ミニベロなど質のよいものを揃え

サイクルツーリズム協議会」の立ち上げ

ている点にある。ちなみにレンタル料は、2 千

志賀島海の中道サイクルツーリズム協議会
は、志賀島での安全な自転車走行の環境整備や

円 /3 時間である。
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志賀島の定住促進区域

この区域内では居住が条件として、事務所、食堂、サー
ビス業、賃貸住宅も建てられる

広報活動、地域貢献活動などを目的とした任意

都市計画法の条例に基づく空き家を 1 階店舗（カレー
店：MEGANE CURYY）とした物件 昨年の 12 月 1 日
にオープン シカシマサイクルの斜め前にある

団体である。2 年前に立ち上げ、現在 ､24 店舗

の制限や農林漁業等の衰退などで人口減少が続

が協力店として支援を行っている。

いている。

具体的な活動として、チラシづくり、サイク

志賀島では人口減少とともに、空き家も増加

リングマップによる広報活動、島の清掃活動な

してきており、島内で約 70 件、空き家がある

どを協力店の応援を受けながら行っている。清

という。

掃活動については、レンタル料の売り上げの一

市街化調整区域では原則、一般住宅は建てら

部をその活動費に充てている。

れない。このような現象は、志賀島だけに限ら

●広域サイクリングロードへの期待

ず、福岡市の市街化調整区域における共通の課

サイクリストにとってツーリングの一般的な

題となっている。

距離は 100km であるが、海の中道と志賀島周遊

志賀島では、左上図のような区域に限定され

では約 40km と短い。

ているが、段階的に市街化調整区域での緩和を

そこで山崎さんとしては、志賀島だけにこだ

進めている。先ずは 2014 年 9 月に既存指定集

わらず、宗像地域とをつなげる、あるいは博多

落内（線引き日の前から独立して一体的な日常

湾の島々を巡るような広域のサイクルリング

生活圏を構成していると求められた大規模な集

コースを整備することで、さらに志賀島の魅力

落）の空き家の賃貸化が認められ、次に 2015

もアップするのではないかと考えておられる。

年 8 月には一定の条件のもと設定した区域内

来年の夏には志賀島でトライアスロンが実施

（定住促進区域）で①事務所や日用品販売店舗、

される予定である。このトライアスロン大会が

食堂やサービス業などの兼用住宅、②空き家の

成功し、定期開催の場となれば、志賀島に新た

貸店舗化も認められるようになった。

な賑わいづくりが生まれるのではないかと思

さらに、2016 年 6 月には福岡市開発審査会附

う。

議基準の改正によって、市街化調整区域での産

小生は、志賀島の畑には、いつも自動車で通っ

業振興に寄与するといった観点から指定８校区

ている。今年の春には一度だけでもレンタサイ

（志賀島、勝馬、脇山、内野、曲渕、北崎、今津、

クルで島内を一周し、志賀島の違う風を感じて

能古）においてカフェ、直売所、休憩・宿泊施設、

みようと思う。

土産物屋等が認められるようになった。これは

●志賀島の空き家活用

エリア設定はないが、地元の合意が必要となっ

志賀島は都市計画上、開発を抑制する市街化

ている。

調整区域である。福岡市全体では人口は増加傾

山崎さんは地元の自治会と空き家利活用事務

向であるが、市街化調整区域では、都市計画上

局を組織し、借り手と貸し手との調整役を果た
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している。

施設は地元の合意が得られれば、立地可能であ

また、用途変更の手続き、DIY のサポート、

り、今後、民泊活用の可能性は大いにあるので

大工道具の貸し出し、工務店の使い捨ての材料

はないかと思っている。

や展示品の安価なものの提供などを行ってい

昨年の 12 月初めに、定住促進区域内で空き

る。山崎さんは、志賀島では空き家にただ単に

家を活用したカレー屋さんがオープンした。経

住む人でなく、“業”を起こす人を求めている。

営者独自のブレンドカレーであり、なかなか美

空き家で新たな“業”が起こることで、関係す

味しい。経営者は 20 代と若く、11 月末に訪問

るネットワークが生まれ、賑わいと仕事が生ま

するとオープンに向けて最終の準備作業で奮闘

れてくることが期待される。

中であった。オープンが楽しみである。

現在、空き家利活用事務局に登録されている

これからも、このように空き家活用による

空き家は 3 件であり、毎月 1 回、空き家を活用

“業”が起こってくれば、さらに賑わいが生まれ、

したい人向けに空き家見学会を開催している。

志賀島のイメージも変わってくるであろう。

私の個人的な意見としては、志賀島のレンタ

小生も 4 年間、志賀島に通っており、志賀島

サイクル利用者は、関東、関西、外国人が多い。

への愛着も芽生えている。個人としても志賀島

福岡市内は、全国レベルのイベントや学会、人

の活性化に何らかサポートできればと思ってい

気アーティストの公演などがあると、宿泊室が

る。

（やまだ

たつお）

不足している。そこで、志賀島、勝馬での宿泊

旧土井良家住宅の空き家再生プロジェクトその３（活用編）
本田

正明

昨年から糸島の岐志浜集落で、古民家の空き家

した。そのため、建物の管理を行う「旧土井良丈

再生のお手伝いをしています。今回はその活用状

文家住宅管理運営会議（以下、土井良会）
」とい

況について報告します。繰り返しになりますが、

う組織を別途立ち上げ、志摩会には使用料を払っ

きっかけは、岐志浜の海徳寺の松月さんからの相

てもらい、居場所づくりを行ってもらう形をとり

談でした。海徳寺では、以前から週１回ほど地域

ました。

の人たちが集まっておしゃべりをする居場所づく

●元気な高齢者が集まる「おこもりカフェ」

りを行っていたのですが、お寺が集落から離れて

志摩会には基本的に月 2 回ほど、
「おこもりカ

いるため、高齢者の方々は家族の送迎が必要にな

フェ岐志浜」という認知症カフェを取り組んでも

ります。自分の足でも気軽に通える身近な場所で

らっています。高齢者の方々が集まり、おしゃべ

できないだろうかという悩みがありました。

りをするだけでなく、過去を語ることで認知機能

土井良家住宅は、岐志浜集落のちょうど中央に

の改善が期待できる回想法や、九州大学の落研に

ある江戸末期の建物です。集落のどこからもアク

よる落語会などの催しも行っています。地元から

セスがよく、高齢者の方々も徒歩でくることがで

毎回 10 ～ 20 人の参加があるようです。参加者の

きます。ただ、居場所づくりを担っていた志摩会

中に、志摩会の施設を利用されているご家族もお

は、老人ホームや介護事業などを行っていて、建

り、スタッフと顔見知りなので、最初から和やか

物には詳しくありません。空き家になった期間は

な雰囲気でした。認知症に対する不安や悩みなど

半年と短いものの、建物自体が古く、どの程度の

も気軽に相談できることから、予防だけでなく家

改修が必要なのかがわからず、不安を抱えていま

族の不安解消にも一役買っているようです。

5
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土井良会の組織体制図

玄関の段差解消やトイレのバリアフリー化なども

志摩会の古賀さんに悩みなどはないですかと伺
うと、
「参加者もお茶をついでくれるなどのお世

行いました。冬場は電気容量が足りなかったり、

話をしてくれるので、スタッフとボランティアと

お風呂場で雨漏りが発生したり、地震の影響で壁

参加者の境目がわからなくなります」と笑ってい

が崩れるなど、いろいろなことが起こりましたが、

ました。それほど元気な高齢者が多いようです。

志摩会の協力もあり、なんとか１年間管理するこ
とができました。

おこもりカフェは 11 月にちょうど 1 周年を迎

●地域との交流活動

え、記念コンサートも盛大に行われました。地域

土井良会の会議には、たまに岐志浜行政区長や

で定期的に人が集まれる環境をつくることができ
てよかったと思います。

役員、民生委員などにも参加をいただき、
「ムリ

●建物の維持管理はトラブル続き

のない範囲」で地域の交流活動を行っています。

建物を管理する土井良会は、所有者の兄弟にあ

昔集落の人たちが気軽に集まっていた寄り合いを

たる田中さんに代表を務めてもらい、海徳寺の松

再現しようと「お祇園さん」や「七夕まつり」な

月さんと私の 3 人で運営しています。田中さんは

どを企画しています。

所有者との連絡調整、松月さんは集落との連絡調

土井良家住宅は、狭い通りに面しているので、

整、私は都市計画などの行政手続きや会計のお手

外から中の様子がよく見えます。祇園祭りの際、

伝いをしていて、月 1 回程度集まりながら、改修

通りを歩いている人に「おあがりなさいよ」と声

のことや管理の相談を行っています。おこもりカ

をかけると、皆さん気軽に入ってきます。都市部

フェの参加者には、足腰が弱い方もいることから、

と違って田舎では近所に知りあいが多く、１人で

回想法では、昔の道具をきっかけに当時の生活を語っ 1 周年コンサートの演奏会の様子
てもらいました
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短冊かざり

大人も一緒に水鉄砲ではしゃぐ

も知っている人がいると、数珠つなぎに人が増え

と思います。

ていきます。他人の家にあがることに抵抗も少な

土井良家住宅の取り組みを通じて、そうした空

いようです。年配の方々とも「誰々の子ども」と

き家の所有者や関係者とのつながりをつくり、こ

いうと顔が思い浮かぶのか、昔話に花が咲いてい

ちらで片付けや最低限の改修を行うことで貸して

ました。ただ、その一方で、世代を超えて人が集

もらうことができないかと考えています。それら

まる機会は減っているのかもしれないと思いまし

の住宅をゲストハウスとして活用することで収益

た。

を生み、土井良家住宅の運営費を捻出する状況を

七夕まつりでは、朝露を集めて刷った墨で障子

作っていけないかと思っています。まだまだ、課

紙を使った短冊をつくったりしました。この時期

題は多いですが、焦らずに長い目で取り組んでい

に取った竹は腐りにくく、短冊を飾ったあとは物

きたいと思います。

（ほんだ まさあき）

干し竿に使っていたことなど、作業をしていると
昔のことをいろいろと思い出すようです。竹の水

避難行動要支援者に着目した避難訓練
～田川市鎮西校区の取組～

鉄砲をつくり、大人も童心に帰って一緒に遊んだ
り、ソーメン流しを楽しんだりもしました。帰省

山﨑

裕行

で都市部にいる子どもたちも来ていましたが、集
落の子たちと一緒になって遊んでいました。こう

これからの日本は、人口減少が加速し、高齢化

した交流はほそぼそでも続けていければと思って

も更に進みます。その結果、運動機能や認知機能

います。

の低下などにより災害時に一人で避難することが

●地域づくりは焦らず、地域との関係づくりから

困難な人、いわゆる避難行動要支援者が増えると

土井良家住宅は志摩会に利用してもらっていま

予想されます。一方で、それを支える人は少なく

すが、それ以外の収入は乏しく、年間を通じて運

なります。大規模な災害が起きた時に、誰が要支

営できる経費を稼ぐことはできていません。運営

援者の避難を支えるのか。今、各地で検討が進め

費の半分は補助金頼りです。近くの岐志漁港では

られていると思います。

かき小屋で人が集まるため、宿泊ニーズはあると

今回は、避難行動要支援者に着目して避難訓練

思うのですが、集会所に用途変更しており、ゲス

を実施した田川市鎮西校区の取組をご報告しま

トハウス等に使うことは難しい状況です。ただ、

す。弊社は、訓練の企画と運営をお手伝いしまし

周囲には空き家が多く、十分に住めそうな建物も

た。

あります。そうした住宅はまったく市場や空き家

●鎮西校区の位置

バンクにも出ていません。荷物や仏壇などの問題

鎮西校区は、田川市の東部に位置し、彦山川を

もありますが、所有者や地域の方々との信頼関係

挟んで緑豊かな農村地帯と旧三井鉱業所の鎮西団

がないとなかなか貸してもらえないのではないか

地や中央団地の住宅地、そして工業団地から成る
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地域です。今回の避難訓練は、鎮西校区の中で

業などを考えると連絡網は必須でしょう。

も古賀町と伊加利という 2 つの地区を対象とし

そこで、これまで連絡網がなかった古賀町では

て実施しました。古賀町は人口約 700 人、世帯数

その作成を、既に連絡網のある伊加利では、今一

約 370 世帯、伊加利は人口約 1,650 人、世帯数約

度、電話番号等が間違っていないかの確認をお願

730 世帯という地区です。

いしました。

古賀町ではこれまでに避難訓練等を行ったこと

連絡網作成にあたっては、1 人の方が連絡をす

がなく、今回が初めてとのこと。連絡網は、既に

るのは 5 人までというお願いをしました。これ

作られていたものの更新は行われていない状況で

は、いくつか避難訓練をお手伝いする中で、電話

した。一方、伊加利では、数年前に避難訓練を行っ

をして内容を伝えるのに 1 人当たり 1 分～ 2 分か

た経験があり、既に連絡網や、要支援者と支援者

かっていました。5 人に伝えると 5 分～ 10 分か

とのマッチングも出来ている状況でした。

かります。しかし、この時間であれば、避難行動

状況の異なる地区において、どのように訓練を

要支援者が避難を開始する目安である避難準備情

進めたらよいか、まずはその作戦会議から始めま

報が、一般の方が避難行動を開始する目安である

した。

避難勧告に変わる可能性は低いと思われます。

●避難訓練の目的

もっとも、避難勧告が発令される時、外の状況

田川市の防災関係の窓口である安全安心まちづ

としては激しい雨が降っていることが想定されま

くり課の職員にも入ってもらい、古賀町、伊加利

す。その場合、何も、避難所等へ避難することだ

の両区長と、まずは今回の訓練の目的について話

けが、避難ではありません。より安全な場所、浸

し合いました。既述の通り、防災・減災に関する

水の恐れがあるならば建物の 2 階以上（場所に

これまでの取組状況に違いがあります。また、コ

よっては 3 階以上）
、土砂災害の恐れがあるなら

ミュニティの組織として、区長の下に副区長等の

ば出来るだけ山から離れることなどを心がける必

役員、そして、その下に組長というような体制を

要があります。

つくられていますが、役員及び地区住民の中でも

一方で、例えば、区長さんが一手に連絡役を引

防災・減災に対する意識差があるとのことでした。

き受けてしまい 10 人近くに連絡することになる

そこで、今回の訓練では、①あまり複雑なことは

と、1 時間近くかかることになります。避難準備

しない、②しかし、訓練のための訓練にはしない

情報の段階であっても、連絡が回ってくる時間が

ようにする、ということを心がけることにし、以

遅くなれば、避難勧告の段階になっているかもし

下の 4 点を目的として掲げました。

れません。そうなると、安全なうちに避難すると

・連絡体制が上手く機能するかを確認する

いうことにならず、意味がありません。

・災害時要援護者（避難行動要支援者）と一緒

●災害想定（シナリオ）の検討

に速やかに避難できるかを確認する

次に、災害想定をどうするかを話し合いました。

・避難場所（避難所）や避難経路を確認する

今回は、避難行動要支援者に着目するということ

・避難場所（避難所）での受け入れ体制の確認

だったので、実際に避難準備情報発令の目安とな

をする

る基準を用いて作成することにしました。

●まずは連絡網づくり

古賀町や伊加利地区において、避難準備情報発

自主防災組織等がある場合、多くのところで連

令の 1 つの目安として、彦山川の水位があります。

絡網が作られていると思います。昔は、小学校や

そこで、以下のようなシナリオを作成しました。

子ども会で連絡網がありましたが、最近では、個

「市内の雨は、まだ小降りだが、早朝から彦山川

人情報に対する意識の変化もあり、連絡網を作れ

上流では大雨が降り続いている。今後も雨は降り

ないという話も聞きます。しかし、災害時に迅速

続くと予想されており、彦山川の水位も上昇して

に避難すること、またその後の避難状況の確認作

いる。午後 1 時時点で避難判断水位の 3.60m に達
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た側としては、ホッとしたところです。

した。田川市では、河川水位や雨量、今後の天気

いつ、どこで、どのような形で起こるか分から

予報などを総合的に判断し、午後 1 時 30 分に避

ない災害に備えるための第一歩となるような訓練

難準備情報を発表した。
」

のお手伝いを、また出来ればと思います。

実際には、他にも色々な要素を勘案してという

（やまさき ひろゆき）

ことになると思うのですが、なるべく複雑にしな
いということで、この案に落ち着きました。
●訓練本番

エリアマネジメントの取組

本番前には、事前会議ということで、区長をは
じめ、役員の方に集まって頂き、今回の訓練の目

山辺

眞一

的と、おおまかな流れを説明する場を設けました。
そして、当日は、小雨が降る中、避難行動要支援

11 月にエリアマネジメントによるまちづくり

者（避難行動要支援者役の人もいる）と支援者を

の取組と、バイオマスをテーマとしたまちづくり

あわせて約 60 人の方が参加されました。参加者

を知る機会があった。偶然ではあるが、いずれも

の中には、実際に介護施設に入所されている方も

地域の価値を創造する取組に関するものであっ

おり、関心の高さを感じました。

た。
●エリアマネジメントとは

今回の訓練で非常に驚いたことがありました。

全国エリアマネジメントネットワーク主催のシ

それは、避難完了までの時間です。田川市が避難

ンポジウムが博多で開催された。

準備情報を発令してから、最初の避難者が避難所
に到着するのにかかった時間は 15 分でした。多

エリアマネジメントは、国土交通省土地 ･ 建設

くの人が 30 分以内に集まり、訓練参加者全員が

産業局の定義では、
『地域における良好な環境や

避難完了するまでにかかった時間は約 40 分でし

地域の価値を維持・向上させるための、住民・事

た。

業主・地権者等による主体的な取り組み』と定義
されている。

避難行動要支援者に着目した訓練ということも
あり、車での避難を認めていたので、支援者が連

主体的な取組とは、建築協定による街並みの維

絡を受けて、要支援者を迎えにいき、そこから避

持活動や、集会所や緑地広場等、共有資産を維持

難所に到着するまでの時間は短かったのですが、

管理する組合組織の運営やコミュニティづくりな

それよりも、連絡網を使った連絡が素早く行き

どの取組があげられる。
これらの取組は決して新しいものではなく、居

渡ったことに驚きました。
参加者からお話を聞くと、大体 6 分～ 7 分で連

住地や集落を中心とした自治会的な活動や商店街

絡出来たことが分かりました。なぜ、そんなに素

の組合活動などがある。これらの枠を越えて、中

早く出来たのかを聞くと、事前会議を踏まえ、連

心市街地の交流空間やオフィス街等における取組

絡先を書き出した紙を別に作成し、準備していた

が近年活発になっている。
今回のシンポジウムはそれらの事例報告が中心

とのことです。どうすればスムーズに連絡できる
かを考えて準備されていたことが、今回のスムー

に行われた。

ズな避難につながったと思います。出来ることか

●エリアマネジメントの３つの価値
保井美樹副会長（法政大学教授）によると、パ

ら取り組むことが重要だと改めて思いました。

ブリックスペースにおいてエリアマネジメントに

●おわりに
田川市の担当職員とも、
「今回の訓練は良い意

取り組む価値として、３つのタイプがあり、新旧

味で予想を覆す結果でしたね」と話をしました。

住民や来訪者・商店主などの双方による『価値共

地域からは「今回の訓練の反省会を行い、また、

創型』
、公共空間や施設を活かした『自立運営型』
、

来年も訓練したい」との声もあり、お手伝いをし

そして自主企画、創造的な利用を可能とする『人
財育成型』が示された。

9
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いずれにしても目的は、パブリックスペースの

て、清掃工場や下水処理場の排出物を活用し、バ

魅力化により、未来の地域の価値を創造し、世界

イオマスによる産業の集積を図り、若年層の定着

を引きつけるローカル人財の集合場所を作り、そ

と雇用の拡大、観光地域づくりへ展開する取組が

のプレイヤーの育成やサポーターの確保が不可欠

行われている。二酸化炭素の分離回収のための実

であるという指摘であった。

証実験を経て、清掃工場から排出される二酸化炭

●官民の密な連携が不可欠

素の販売により、新たな企業の立地を実現したプ

全国各地の取組については、
『博多まちづくり

ロジェクトであり、公共施設を活用したまちづく

推進協議会』
、
『We Love 天神協議会』
『水の都ひ

り、エリアマネジメントによる地域の価値創造の

ろしま推進協議会』
『札幌駅前通まちづくり会社』

まちづくりと合致する。

の取組の報告があった。ここでは、官民の役割分

今後は、さらなる企業立地のための基盤整備を

担と密な連携が不可欠であるという指摘があっ

進め、大学との共同研究、若年層の定着、新たな

た。

雇用の創出などが目標とされている。

具体的には、国や県・市の行政は施設や空間の

中心となっているのは、行政ではあるが、1 人

利用を規制する側であるが、地域の価値向上とい

の人材に集中させることなく、常にチーム、組織

うミッションは、エリマネ組織、地元とともに共

として対応し活動することを重視しているとのこ

有しながら、エリマネ組織は、地元とアイデアを

と。エリアマネジメントに限らず、プロジェクト

考え、実行推進する役割を担う。また、活動の財

を継続し、前進していくためには、マネジメント

源は、収益事業収入だけでは不足するため、非収

の『思い』は大変重要なことだと思う。

益事業への協賛金や補助金を獲得する必要があ

ちなみに、分離回収機器などの投資に関しては、

る。そのためには、地元との連携だけでなく、自

二酸化炭素の販売や清掃工場での余剰電力販売、

治体、企業との密な関係を作り、維持していくこ

学校への電力供給によるコスト低減等の試算によ

とが必要となる。今回報告のあったエリマネ組織

り、20 年間での回収が見込まれている。
（やまべ しんいち）

でも行政との情報交換は頻繁に行なわれていた。
●コアとなる人材や組織の重要性
後半の九州内の事例報告は、佐賀市の中心市街

さるこいフェスタで大木町をさるく

地での“裏を表に変えると街の価値が大きく変わ

本田

る”という空き地を活用した取組、北九州市の八

正明

幡東田地区における持続可能なまちづくりと雇用
の創出の取組、日南市の油津商店街での再生を担

大木町のさるこいフェスタに家族で参加しま

うため公募で採用されたタウンマネージャーの活

した。
「さるく」とは昔の方言で「ぶらぶら歩く」

動により、地元の巻き込みによって意識改革と街

という意味です。お彼岸にお宮にお参りに来た方

なか再生の取組、そして延岡市・岩国市などのま

に、お菓子や料理を振る舞っていた「おこぼ ( お

ちづくり組織の構築支援や運営の報告等であっ

弘法 ) さんまいり」をイメージしたイベントだそ

た。

うです。全長 8km のコースを参加者が自分のペー
スで自由にさるき、集落ごとにおもてなしを受け

中心となって動く人材、組織の存在が不可欠で

る内容になっています。

あり、コアを確固としたものにしないと、単なる
住民参加は混乱するだけという指摘にうなずく人

私たちがスタート地点に着いたのは 10 時半ご

もいた。確かに、中心の柱がふらつくと不安定な

ろ。10 時に一斉スタートだったようで、すでに

状態になってしまい、危なっかしい。

会場には誰もいませんでした。慌てて受付をした

●バイオマスを柱としたまちづくりの取組

後、スタッフの車で最後尾まで送ってもらいまし
た。車中、たまたま一緒だった筑後市の女性は、

佐賀市では、
『バイオマス産業都市』を目指し
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絵下古賀のおもてなし。獅子舞で頭を咬むと無病息
災になるそう

さるこいフェスタのルートマップ

大木町生まれだそうで、
「ここは昔、料亭だった
のよ」などと教えてくれました。大木町のことを
あまり知らないので、生活感のある話はとてもあ
りがたかったです。
最初についた絵下古賀の集落では、お団子と漬
物のおもてなしがありました。ゆっくりしていき
なさいと言われ、言葉通りにくつろいでいたので

ケイトウとリアカーに乗る子どもたち

すが、最後尾の私たちが別れを告げると、後ろで

疲れがピークになるポイントでもありました。座

直ぐに撤収作業が始まりました。なんだが待たせ

り込んで動けなくなった子どもたちがアチコチに

てしまったようで申し訳ない気分になりました。

いて、それをリアカー部隊が救いながら進んでい

行程の途中には、掘割に飾り物があったり、ガー

きます。子どもたちは、リアカーが楽しかったの

ドレールには地元の子どもたちの絵が飾られた

か、はしゃぐ元気が回復していました。親はほっ

り、いろいろなおもてなしがあります。地元の歴

とする一方、リアカーに合わせて移動するため、

史を書いた紙を配ったり、コマまわしなどの昔遊

ケイトウをゆっくり見られなかったのは残念でも

びの体験コーナーを設けている集落もあります。

ありました。

それぞれの集落が工夫を凝らしたおもてなしは、

今回は初めての参加で、最後尾で焦りながら

趣がありました。大木町にはキノコの工場が多く、

の「さるく」でしたが、集落の様子がよくわかり

風向きによってはキノコの独特な匂いが漂った

ました。欲をいえば、お宮などの地域のシンボル

り、い草の工場や収穫を終えたばかりのアスパラ

などを紹介してもらいたかったです。それでも地

ガスのハウスが広がるなど、市街地にクリークが

域自慢を外に発信でき、交流できる良い取組だと

広がる柳川とはまた違った風景が見られました。

思いました。参加者は地元や筑後市などの近隣の

さるこいのコースは平坦な地形ですし、堀の景

方々が多いようでしたが、地域に愛される取組と

色の変化もあり、子どもたちも飽きずによく歩い

して続けていただきたいと思いました。次回は寄

てくれました。ただクリーク沿いのケイトウが見

り道もしながら、意外な発見や出会いを楽しみた

どころの一つでもあったのですが、子どもたちの

いと思います。

11
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冊以上あり、私はすべて目を通せなくても、女

近

房から役立つ情報を聞いては、勉強させられて

況

います。
一昨年から野菜作りの記録（天候、生育状況、

復興支援

水やり・施肥等の手入れ状況、収穫量）を記入

去年の 4 月、熊本での地震のあと、復興の手

した野菜カレンダーを作っています。

伝いを ( 株 ) 地域計画建築研究所（アルパック）

最近では、水やり、施肥、剪定のタイミング

と一緒に行っています。

なども女房からの指示で動くことが多く、年ご

地震の経験は、12 年前の福岡西方沖地震が初

とに主導権は失われています。しかしながら、

めてで、地震災害を間近でみて経験して、驚き

野菜が順調に育ってくれて、収穫が増えるのは

ましたが、熊本の地震は、範囲も広く、被害が

何よりも楽しみです。

集中しているのは、断層に沿った地区に広く分

体験農園では、一昨年から農園側から指定さ

散しています。今回、手伝っている現地へ行く

れた野菜を植える正規の区画と年間使用料（4

ときに、被害地区を通りますが、風景、状況は

万 5 千円）にプラス 1 万円を払えば、ある程度

そう簡単には変わっていきません。

自由に好きな野菜を植えられる自由区画の畑が

復興には時間がかかるということを感じると

あります。自由区画では、ジャガイモなど連作

同時に、長い時間をかけて作られてきた町を元

ができないもの、2 月末に農地を再編するため、

の姿に戻し、さらに復興するためには、同じく

収穫が 3 月以降までかかる野菜の植え付けなど

らいの時間と人手も必要なことを感じていま

は制限されていますが、それ以外は好きな野菜

す。

を植えることができます。

一方で、これまでずっとお手伝いをさせてい

昨年の夏野菜では、オクラの 3 本立て栽培が

ただいてきた中心市街地活性化計画の認定が今

上手くいき、大収穫の年でした。また、ナスビ

年はもらえるのではないかと期待しています。

も剪定の時期と方法が良かったのか、12 月初め

これも中心市街地の復興ととらえれば、これか

まで秋ナスが収穫できました。空芯菜は、安定

ら長い時が必要となりますが、すでにいろいろ

して収穫でき、葉物が少なくなる夏から秋にか

な事業も行われており、コアとなる組織、事業

けて、本当に重宝しました。昨年はいろいろな

への取組に大きな期待が寄せられています。

調理方法でオクラ、ナスビを楽しみました。特

復興支援の取組とともに、新たなまちづくり
に取り組んで行きたいと思います。
（山辺

眞一）

体験農園 4 年目になりました
志賀島の北部に位置する勝馬地域で体験農園
( 農家さんの所有の畑で野菜作りの指導してく
れる農園 ) を始めて 4 年目になります。
当初は、十分、農作業ができるだろうという
目論見で申し込んだのですが、年末から年明け
ての 3 月まで仕事の関係で土曜、日曜は農園に
行けないことが多くなり、結局、定期的に通え
る女房に負担をかけてしまっています。
我が女房は、ありがたいことに土いじりが好
きなようで、今ではすっかり野菜作りにハマっ
自由区画の畑、昨年 11 月末のキャベツと白菜の状況、
そろそろ食べ時です

ています。我が家には野菜作りの本だけでも 10
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に肉巻きオクラ焼きは、50 本以上は食べている
のでないかと思います。
一方、9 月、10 月と雨が多く、植える時期が
遅れたこともあり、大根、白菜、キャベツの生
育が芳しくありませんでした。
生育が悪いといっても、昨年度から葉物野菜
が高騰しているなかでは、あまり虫がこない春
菊やレタス類などが収穫できたことは、我が食
多くの人でにぎわう福吉産業まつり

卓にとっては、非常に助かっております。
今年も、野菜作りを続けたいと思っています。
1 週間に 1 度は女房と一緒に行ける日をつくれ
るよう、仕事とのバランスを考えていきたいと
思っている今日この頃です。

（山田

龍雄）

福吉産業まつりに体験農園ブースを出店
「福吉産業まつりに参加しませんか？」
体験農園を一緒に手伝っている井口さんから
この言葉を聞いたとき、最初は地元の祭りに遊
びに来ませんか、という意味だと思っていまし

人気のあったハリネズミのスイートポテト

た。その後、よく聞くと体験農園として 1 ブー

実に出店者は多様でした。

スを借りて、余った農作物を使って加工品など

福吉の海の幸、山の幸の両方が一同に集まる

を販売しませんかという話。祭りまで時間がな

ということで、開始時間よりもずいぶん早くか

い上、仕事のスケジュールも厳しかったので、

らお客さんが来ていました。地元からの参加者

正直無理なのではないかと思っていました。

が多いようで、お客さんとスタッフの歓談がい

しかし、畑の参加者の方々にクッキーやハリ

たるところで見られます。お互いのブースの商

ネズミのスイートポテトなどを準備していただ

品を買い合うなど、地域住民の交流にも一役

き、井口さんもさつまいもオレ（スープ）を準

かっているようです。野菜づくりの指導をして

備するなど、それぞれができる範囲で協力しあ

いただいている加茂さんは、マイクを握り、司

うことで、なんとか出店に間に合いました。私

会進行をしながら、議員さんたちの視察対応ま

も微力ながら体験農園のパネルとチラシを作成

で、ホスト役として動き回っていました。改め

して、PR のお手伝をしました。

て地域のリーダーなのだと認識させられまし

産業まつりは今回で 17 回目。福吉地区の行

た。

政区がそれぞれブースを出しています。内容は

地元の子どもたちも多く、自分たちで栽培し

ポン菓子をつくったり、豚汁を振る舞ったり、

たお米の販売をする子もいました。良い取り組

焼き鳥を焼いたり、採りたての野菜を販売した

みだと思ったので、早速、自分の子どもたちに

りとさまざまです。祭りの収益が区の活動資金

もクッキーの販売をさせてみました。最初は声

になるそうで、みなさんの売り込みも真剣です。

も小さく消極的だったのですが、1 個買ってく

よく見ると行政区以外にも飲食店や企業のブー

れる人が現れると、自信がついたのか次第に声

スもあります。中でもトラックに石窯を積んだ

も大きくなり、自ら看板もぶら下げて、次々に

ピザ店は見た目にもインパクトがありました。

声をかけて回ります。最終的には 20 個近くも

私たちのような体験農園もブースを出させても

販売してくれました。子どもたちも貴重な体験

らえ、隣では家具屋がまな板の販売を行うなど、

ができ、なんだか一回り成長したようで、親と
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余っていて防臭効果もある、そして安価な「お
しりふき」に代わり、今では拭かなくなりまし
た。これも慣れでしょうが、周囲には若干迷惑
をおかけしている可能性があります。
当然、出張がある日には走れませんが、週に 3、
4 回、往復 10km の通勤ランと、たまに週末家族
が起きる前に 20 ～ 30km 走り、月間 200km 程度
の距離を稼いでいます。2014 年の第 1 回福岡マ

子どもたちの売り子体験。このときはまだ消極的で
した

ラソンは、2 時間 58 分、103 位でしたが、2016

してもうれしい限りでした。今回は、さつまい

年の同大会では 2 時間 57 分、83 位と、1 分記

もしか出せませんでしたが、来年はもう少し準

録を短縮することができました。
一方で、このトレーニング方法でのタイムの

備をして、出品のバリエーションを増やせたら
いいなと思います。

（本田

限界が見えてきたのも事実。しかし、走る距離

正明）

“通勤ラン”継続中

を伸ばすためには仕事の時間、家族の時間を犠

2014 年の 1 月から約 3 年間、走って通勤し、

牲にしなければならないので、まぁこのくらい

走って帰宅する、通称“通勤ラン”を継続して

で良しとして、今年もぼちぼち通勤ランを継続

います。

しようと思います。

（原

啓介）

今年の抱負

走る距離は片道 5km、所要時間は 30 分。自宅
から職場まで地下鉄で通勤しても、所要時間は

先日、友人たちとフットサルをしていた時の

同じ 30 分で地下鉄代が 260 円かかるので、通

こと。少し高めのボールを処理しようと軽く

勤ランの方が経済的で気に入っています。

ジャンプ、着地しようとした時でした。右足が

通勤ラン時には、トレイルラン用の身体に

自分の体重を支え切れずに捻挫。幸い大事には

フィットするリュックを背負い、その中に着替

至らなかったものの痛さより情けなさでしばら

えやパソコン、財布、靴など入れるので、重さ

く立ち上がれませんでした。
それもそのはず、入社して 1 年半ですが当初

が 3 ～ 5kg になり、中々の負荷がかかり良いト

70 ㎏だった体重が今では 80 ㎏と 10 ㎏も増えて

レーニングにもなります。

しまっています。それだけ増えると当然周囲か

この 3 年間のライフスタイルですが、まず朝、
通勤ラン（基本は半袖半ズボン）の格好で娘達

らは会うたびに「太ったね」と言われ、身体に

を連れて歩いて保育園に登園します。開始当初

は膝・腰を中心に負担がかかり、少し動くだけ

は父兄や先生達に奇異の目で見られ、若干笑わ

で息切れをするようになっていました。

れていましたが、続けていると皆慣れるもので、

先に挙げた捻挫の件を含め、ここ最近体重の

今では「あのお父さんは走る人」というイメー

増加による悪影響を切に実感するようになり、

ジがついたようで笑われなくなりました。

このままではマズいということで、来年の抱負
を「減量」として「-10 ㎏」を目標に頑張って

そして保育園から会社まで 5km 走ります。こ

いこうと思います。

の沿道でもよくすれ違う方に笑われますが、当

とは言え、性格上最初に飛ばしすぎると息切

方が慣れて気にならなくなりました。

れして続かないのはわかっているので、先ずは

事務所到着後、トイレや会議室で着替え、屋

2 つのことから始めました。

上テラスにて干します。当初は特に夏場、汗を
大量にかくので職場の皆様に気を遣い、
「ボディ

まず、一つ目は「食事の管理」。今までの好

ペーパー」のような冷感・防臭機能のある紙で

き放題を反省して、①アプリによるカロリー管

身体を拭いていましたが、いつしか家に大量に

理と②晩御飯の糖質制限を行っています。
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やり始めて 1 週間ですが、アプリで自分の食
事の記録をつけていくのは意外と面白く、かつ
食事が見える化されるとカロリーだけでなく栄
養面にも気を付けるようになるなど、続けられ
そうな気がしています。
もう一つは「自転車に乗る」こと。中々入社
してから体を動かす機会を見つけられませんで
したが、元々通勤用に自転車を購入することを
検討していたこともあり、思い切ってロードバ
イクを購入。今のところは通勤時に家から駅ま
「サクラ」という名の課目。5 年越しに福岡の空に咲
きました

での往復と、休日に一時間程度乗っているだけ
ですが、少し体力がついてきたアカツキには、
通勤を自転車に切り替えようと目論んでいま
す。
まだまだ、始めたばかりですがそれぞれに楽
しみを見つけながら、続けていきたいと思いま
す。来年のこの時期にはどうなっていることか
…また改めてご報告いたします。（櫻井

恵介）

2016 年も航空オタやってました
2016 年も、那覇、松島（宮城）、美保（鳥取）、
福岡、横浜、芦屋（福岡）、浜松、入間（埼玉）、
百里（茨城）、新田原（宮崎）、のブルーインパ
ルス絡みのイベントに行ってきました。

地上展示されていた松島基地に所属する F2 戦闘機と
ブルーインパルス

●やっぱり地元で飛ぶのは嬉しい

空港のエリアで 7 分間も飛ぶというのは、民間
機などとの調整が大変なようです。

5 年前九州新幹線開通イベントでブルーが福
岡で飛ぶ予定でしたが、東日本大震災の為中止

調整してくれた方々、誘致してくれたライオ

になりました。あれから 5 年、福岡で 6 月にラ

ンズクラブ、ブルー関係者に本当に感謝です。

イオンズクラブ国際大会があり、ブルーが地元

●航空祭復活に向けて
東日本大震災の後、航空祭が行われていな

福岡の空を飛びました。

かった松島基地で 8 月に復興感謝イベントがあ

しかも 6 月の梅雨の時期だったのに、本番の

りました。松島基地はブルーが所属している基

日だけ青空という奇跡。
福岡のシンボルといえば、福岡タワーとヤ

地です。ブルーは震災当日、前に書いた九州新

フードームとヒルトン福岡シーホークでしょ！

幹線開通イベントの為、福岡にいたので、被災

という事で、シンボル 3 点とブルーを一緒に写

を免れました。

真に収めようと、前日の予行では東側の福浜と

今回のイベントが他の航空祭と違うのは、入

いう場所で見ましたが、近すぎて上手く撮れな

場が抽選だった事でした。ほとんどの基地で何

かったので、本番は西側の少し離れた愛宕浜ま

万人という来場者がいる中、当たるのは 9,000

で行ってきました。見る場所を決めるのに地元

人。かさ上げが完了したスペースに対して、も

の土地感が役に立ちました。

しもの時の避難等を考えての人数制限だったの
だと思います。クジ運が悪い私にとってすごく

飛んだ課目は 3 課目と少なかったのですが、

高い壁でしたが、七夕の日に願いを込めて投函

聞いた話では、離発着等で大混雑している福岡
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年以上は続いていると思います。新年は、鹿児

し、当選しました。

島県の日当山温泉で迎えました（原稿執筆は 11

当日は、あいにくの曇り空でしたが、ブルー

月につき予定）。

は新課目を披露し、また、震災後、他の基地で

思い返すと、この旅行の最初は、確か雲仙の

訓練をしていて 3 月に松島基地に帰還したばか

国民休暇村であったと思います。そこから、由

りの F2 戦闘機も飛びました。

布院、別府、黒川、阿蘇、筋湯、人吉、霧島、

2017 年の航空祭がどのような形になるのか
は、まだ分かりませんが、航空祭復活の第 1 歩

指宿と九州の有名な温泉地はだいたい巡りまし

となるイベントに参加できた事を嬉しく思いま

た。複数回行ったところもあります。しかし、

した。

旅館・ホテルによって温泉の泉質が違うので、

2017 年もいくつかの場所に足を伸ばそうと

飽きることはありません。また、温泉とあわせ

思っています。本年もよろしくお願いいたしま

て食事も楽しみの１つですが、こちらも旅館・

す。

ホテルによって違うので、いつもワクワクして

（佐伯

明日香）

います。皆さんのオススメ温泉、是非、教えて

温泉巡り継続中

下さい。

新しい年がはじまりました。皆さま、あけま

今年も、体調には十分に気をつけて、コツコ

しておめでとうございます。

ツ頑張ります。ご指導・ご鞭撻の程、よろしく

例年、年末年始は家族揃って温泉旅行に出か

お願いします。

けています。大学入試等を除くと、かれこれ 20

（山﨑

裕行）

表紙の補足
米と野菜の供給量についても調べて見

編集後記
この仕事、30 年以上経っても新しいテー

ま し た。 米 は、 昭 和 37 年 の 1 人 当 た り

マが現れる。「終わり」は無いのだろうなと

118.3kg/ 年をピークに減少が続き、平成 26

納得しているこの頃です（辺）

年には 1 人当たり 55.2kg/ 年と、ピーク時

1 月発行の編集作業は、時間との勝負で

の約半分です。供給面からも日本人の米離

す。年内に発送するために、原稿の〆切日

れを確認できます。野菜も、昭和 43 年の 1

も早めに設定するのですが、やっぱりドタ

人当たり 124.3kg/ 年をピークに減少が続き、

バタになりました。2017 年も素敵な年にな

平成 26 年には 1 人当たり 92.7kg/ 年です。
「和

りますように♪（﨑）

食」の代表である米、野菜、魚介類の供給
量が減る一方で、鶏肉や豚肉の供給量は増
加しています。

よかネット

バランス良い食事を心がけ、生活習慣病
です。
1年当たり、1人当たり供給量

140.0
120.0
100.0

92.7

80.0
60.0

55.2

40.0

27.3
12.2
11.9
5.9

20.0
0.0
昭和35
年

昭和45
年
牛肉
魚介類

昭和55 平成2年 平成12 平成22
年
年
年
豚肉
鶏肉
野菜
米

よかネット No.125 2017.1

2017.1

（編集・発行）
㈱よかネット
〒 810-0802 福岡市博多区中洲中島町３番８号
福岡パールビル８階
TEL 092-283-2121 FAX 092-283-2128
http://www.yokanet.com
mail:info@yokanet.com
( ネットワーク会社 )
㈱地域計画建築研究所
本社 京都事務所
TEL 075-221-5132
大阪事務所
TEL 06-6205-3600
東京事務所
TEL 042-501-2531
名古屋事務所
TEL 052-202-1411
㈱地域計画・名古屋

の予防、健康寿命の増進につなげたいもの

kg/年
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