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　朝8時に三郷町保健センター前に集合して、バスに乗って三郷町を出発しました。途中休憩を挟
みながらもひたすら高速道路で走り、一気に徳島県徳島市のJR徳島駅前に到着。駅前のお店で昼
食をいただきました。 

　その後、まずは徳島市のかわまちづくり事業を視察するため、徳
島市役所に移動しました。 
　徳島市はまだ議会中だったというのもあり、市長さんや議会議員
の方々にはお会いできませんでしたが、議会事務局長様ほか、担当
課の方にお出迎えいただき、かわまちづくり事業の説明を聞かせて
いただきました。　 

　徳島市は、言わずと知れた徳島県の県庁所在地ですが、実は市内
に日本有数の大河川である吉野川をはじめ、134の河川が流れる水
都としての顔を持っています。 

　その中でもとりわけ、JR徳島駅や徳島市役所を含む中心市街地は、新町川という川と助任川と
いう川に囲まれた中洲となっており、その中洲の形が上空から見るとひょうたんのような形をし
ていることからこの中心市街地のことは「ひょうたん島」と呼よばれています。 

　この水と緑が豊富な環境を活かして、徳島
市は「わくわく実感！水都とくしま」の実
現、という目標をつくり、まちづくりに取り
組んでいるそうです。 

　実は、以前から徳島市は水を生かしたまち
づくりに取り組んできたといいます。平成4年
に「ひょうたん島水と緑のネットワーク構
想」を策定し、公園や散歩道の整備、護岸の
修景、現在まで続く周遊船の運行などが行わ
れてきました。 

　そんな中、平成21年に国の（国交省）事業として「かわまちづくり支援制度」ができると早速
応募、登録され、その後平成26年、平成31年の見直し・更新を経て今に至ります。 

　このかわまちづくりの計画ですが、その背景には厳しい徳島市の経済状況があるようです。 

　令和2年8月に「そごう徳島店」が閉店したことは大きな衝撃だったそうですが、それ以前も「徳
島ビブレ」「ダイエー徳島店」「とくしまCITY」など、中心市街地の商業施設の撤退が相次いで
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おり、中心市街地における小売業販売額は平成14年の73億円から平成26年には39億円と半減、歩
行者の通行量も減少傾向が続いており、中心市街地は衰退のトレンドが続いていると説明いただ
きました。 

　これは、モータリゼーションによる郊外
型ショッピングモールへの顧客の移動、そ
してインターネットにも商業施設の客を奪
われ、中心市街地が活気を失い衰退すると
いう地方の商業都市にみられた現象が、こ
こ徳島市でも起こったものと思われます。 

　そのためか、徳島市のアンケートによる
と、徳島市の中心市街地に対して市民は、「自然環境や医療福祉サービスが充実している場所」
というよいイメージを持っている一方、「商業が活発であったり、賑わいのある場所」というイ
メージは持たれていないという結果が出たといいます。そこで、中心市街地らしい賑わいと活気を
取り戻すための事業としてかわまちづくりをおこなっているそうです。 

　その、かわまちづくり計画の主な内容は、ハード事業として　 

 (1)川の駅・停留所の整備 
 (2)護岸・遊歩道の整備 
 (3)LEDを使った景観整備 

　が挙げられています。水の都になぜ
LED？という感じもしますが、これが水
都・徳島市の取り組みの特徴的なところで
す。 
　徳島県は、世界で初めて青色LEDの製品
化に成功した日亜化学工業をはじめ、LED
関連企業が157社も集まっているLED王国
と言われています。 

　水都を名乗る都市は各地に数多く存在しているなかでの競争に打ち勝つ武器として地域資源であ
るLED＝「光」に目をつけたのです。 

　ソフト事業としては 

 (1)とくしまLED・デジタルアートフェスティバルの開催 
 (2)徳島ひょうたん島水都祭の開催 
 (3)ひょうたん島川の駅ネットワーク構想の推進 

令和３年に実施された富田橋LED景観整備 
春夏秋冬で違った色に点灯するそうです



が計画されました。 

(1)「とくしまLED・デジタルアートフェスティバル」は、地域資源であるLEDやデジタルを活用
したアートイベントで、ワークショップやセミナーなど街中で多彩なイベントを開催。「チームラ
ボ」という全国的に有名なアーティストチームが、代表者が徳島市出身という縁もあり参画した
といい、35万人が来場するイベントとなりました。新型コロナウイルスの流行や事業費の問題も
あり、平成29年2月に開催されたのが最後となっているそうです。 

(2)「徳島ひょうたん島水都祭」は、以前開催されていた複数のイベントを融合したもので平成27
年に開催されました。現在では「Retra!水都祭」という名前で７月中の３日間開催されているそう
です。 

(3)「ひょうたん島川の駅ネットワーク構想」は、ひょうたん島を囲む川に複数の川の停留所・川
の駅を設けてこれらを舟運で結んで日常の交通手段にしてもらい、中心市街地への導線を作ろう
とするものです。 

　これらの計画を進めることで、わくわくするイベント満載の中心市街とそこへの導線をつくり、
人と活気を呼び込もうと奮闘されています。 

　そのような内容の座学で学ばせていただいたあと、NPO法人「新町川を守る会」が運営する、
ひょうたん島周遊船に乗せていただきました。 

　中洲が中心市街地だというだけあって、川を
遡ると次々に橋の下を通ることになります。中
には頭をかがめないと通れないような高さの
橋もあり、非日常感がいっぱいです。 

　広い川幅と、低い堤防も相まって、非常に開
放感のある気持ちの良いクルーズでした。 

　ただ、今回載せていただいたのが昼間だっ
たため、LEDでライトアップされた橋を見るこ



とができませんでした。その意味で、かわまちづくり計画の大きな要素の一つを実際に見ること
ができなかったのが残念です。高速道路でくれば、それほど時間がかからずに来れるので、またプ
ライベートで来てみようと思います。 

　その後、高松市に移動し、夕食をいただいて１日目の視察を終えました。 

 

　 

　２日目は、朝8時半に出発し宇多津町へ。 
　宇多津町は、香川県の北部、瀬戸大橋の
四国側に位置する自治体です。三郷町と同
じく、平成の大合併の際に多町との合併を
しなかった町で、面積も三郷町とほぼ同じ
8.1㎢です（三郷町は8.79㎢） 
　宮本宇多津町議会議長、谷川町長のご挨
拶のあと、住民ひとりひとりが健康で活躍
できる町づくりのための制度についてお話
しいただきました。 

宇多津町まちづくりファンド 
　平成21年から、町民からのまちづくり事業の提案に対して、町が助成金を支出するという「宇
多津町まちづくりファンド」制度が運用されています。 

　住民と行政が協力して、宇多津町のまちづくりを実現していくというコンセプトで、「はじめの
一歩」「一歩前へ」「大きな一歩」という３つのメニューを用意しています。これのために、平成
20年に一般財源1億円と住民・企業からの拠出金85万3千円を「まちづくり基金」として積立てて、
それを財源に制度が創設されました。 

　のちに、MINTO（一般財団法人 民間都市開発推進機構）から5000万円を拠出してもらったの
で、それも基金に積み立てて、おもにその部分から事業に使わせてもらっていたが、令和３年で
MINTOの出資が終わってしまったそうです。今後は一般財源（から積み立てた基金）が主な財源
となるため、今後審査も説明責任がより求められることになると考えている、とおっしゃってい
ました。 

　また、想定よりも利用数が伸びていない、という問題も示されました。採択されるのは毎年1件
か２件で、平成21年からの実績は合計20件（「はじめの一歩」8件、「一歩前へ」7件、「大きな
一歩」5件）で、特にハード事業に使える「大きな一歩」は利用数が少ないそうです。これは出資
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額が大きく、かつ、5分の4は町が出資するものの、5分の1の申請者による持ち出し分が必要とな
るため、利用しにくいためではないかと考えているとのことです。 

　令和４年より要項を一部改正したり、応募期間を延ばしたりとしているが、今後さらに活用し
やすいようにしていく時期に来ているのではないかと考えているということです。 

ボランティア銀行 
　平成20年に町の社会福祉協議会が作った制度で
す。本格的な通帳を作って小中学生に配布し、
「ハート」と呼ばれるボランティアポイントを貯め
ると通帳に記帳されていき、のちに１ハート1円に
換えられるというもの。 

　ただし、この現金は、自分のためには使えず、街
をよくする支出にのみ使えるというのがポイントで
す。福祉施設のために車椅子を買ったり、ボラン
ティア団体に寄付したりといった用途に使うことが
できます。 

　この事業、最初は社会福祉協議会の予算でやって
いたそうですが、予想外に子どもたちによるハート
の獲得が多くなったため途中から1ハート0.5円で運
営せざるをえなくなったりと財政的に困難が生じて
きたといいます。 
　そんなおり、勇心酒造というお酒や化粧品を作っ
ている会社が財源面で支援してくれることになった
そうで、これにより財源ができたのでどんどんボラ
ンティアしてもらえるようになったそうです。 

　あいさつ運動や、ちょっとしたゴミ拾いなど、各自で行うボランティアには「普通預金」として
少額の6ハートや2ハートなどがもらえ、子ども食堂で調理や片付けを手伝ったりといったイベン
ト参加などでは「定期預金」として500ハートがもらえたりするそうです。 

　また、ボランティアをよくやってくれた子どもには「善行表彰」を行っています。学校では普段
いろんな表彰が行われているが、多くは特定の優等生に賞が集中することが多いところ、この善
行表彰はそのような優等生ではない子が受賞することもあるといいます。 

　制度を継続していく工夫として、ボランティア銀行の説明を学校行事に組み入れてもらい校長や
先生が変わっても続けてもらえるようにしているといいます。また、ボランティア連絡協議会に
は、ボランティアをした子供にはハートをあげてほしいとお願いしているそうです。 



　2017年に、パナソニック教育財団の「子どもたちの心を育む運動」に応募し優秀賞をもらった
のがきっかけで、取材や視察がくるようになり、広がっていっているのでこれからも続けていき
たいといいます。 

　将来の方向性としては、これを大人に広げていけないかと考えているそうで、ハートの財源は現
在勇心酒造さんのみだが、これを他の企業にひろげて出資してもらい、大人のボランティアを応
援していければと検討しているところだそうです。 

　いま、認知症のため社会福祉協議会が財産管理をしているおばあさんに、試験的にボランティ
ア通帳を持ってもらっているそうで、落ち葉の掃除をこの方にお願いして、終わったらハートをつ
けてあげているが、本人は（何かはわかっていないのかもしれないが）ハートが貯まっていってる
ので嬉しそうにしているとのことでした。 

南部すくすくスクエア 
　その後、宇多津町役場を後にして、宇多津町の子育て支援拠点を見せていただきました。宇多
津町の南部に令和4年4月にオープンした「南部すくすくスクエア」です。 

　ご挨拶のなかで、「町民の声＝政策」を強調
していた、宇多津町の谷川町長が、町の南部に
子どもの遊び場・児童館的なものが欲しいとい
う町民の声を反映して作った施設といいます。 

　機能的には、地域子育て支援拠点（三郷町で
いう「ちいすてっぷ」）と放課後児童クラブを
合わせたものですが、他にも子どもも大人も使
えるワーキングスペースがあったり、モーニン
グやランチが食べられるカフェも併設されてい
ました。 

　無垢材の木の床となっており、しかも子どもが倒れても危なくないように床下にはクッション
材が入っているそうです。そして大人にも嬉しい床暖房も完備されています。 



　公共施設らしくない、柔らかくカラフルな色使いを目指したという各部屋は、利用者の安全の
ため、事務所から各部屋を見通せるように配置されています。 

　そしてカフェについては、「地域で子育て」を実現するために、地域の人に普段づかいで来館し
てもらい、利用者同士で交流を持ってもらいたい、という考えで設置したと説明いただきまし
た。 

徳島県立木のおもちゃ美術館 
　昼食後、「徳島県立木のおもちゃ美術館」へ向かいました。 

　入ってまず目にはいるのは、美しくデザインされた木質の空間です。構造物、展示品、ガラス窓
からトイレまで、隙なくデザインされています。 

　早速見て回りたいところでしたが、まずは
お話をお聞きしました。 

　徳島県は、奈良県と同じく林業が盛んな県
なのだそうですが、林業が外材に押されてい
る状況を鑑み、平成17年から「林業再生プロ
ジェクト」というものを始めたそうです。そ
の後平成24年12月には「県産材利用推進条
例」を制定し、木育の推進というのをその中
に位置づけました。 

　平成27年に、常設の木育拠点をということ
で、徳島市の「かごや町商店街」の空き店舗を木質内装に改装して、「すぎの子木育広場 すきっ
ぷの森 もっく」という施設を整備しました。このように木育という言葉が浸透していき、平成31
年2月、徳島県は都道府県としては全国で２番目の「ウッドスタート宣言」をしました。 



　木育も盛り上がってきたので、もっと大きい
木育促進施設を作ろうという話になり、あすた
むらんど徳島という公園にある、四季彩館を改
装リニューアルして木質内装を施し完成したの
が「徳島県立木のおもちゃ美術館」です。 

　館内では、木育に加えて、徳島の伝統文化に
も触れてほしいということで、遊山箱（徳島に
伝わる昔の子どものお弁当箱）に絵付をする
ワークショップや、浄瑠璃や、こけしや赤べこ
などの伝統的なおもちゃの展示も行われていま
す。 

　令和3年2月から改装に着手、グランドオープ
ンしたのが令和3年10月24日なので、（視察日は）ちょうど1周年を迎えるところですが、オープ
ン以来、県内外から多くの来場者があり、7月下旬には入館者累計10万人を突破。9月末時点で13
万人を突破したという人気ぶりだそうです。 

伝統的な飾り物の展示 
こんな縁起物があるのは知りませんでした 

　面白い発想です（笑）



　その後実際に見せていただきました。綺麗だったり可愛らしかったり、緻密な仕掛けがあった
り、館内に全部で5万個もある木でできた卵の中に、100個だけどんぐり型の木を混ぜてあったり
（僕は1個も見つけられませんでした…）と、大人も楽しめる木のおもちゃがいっぱいでした。 

　木のおもちゃ、ということで、おなじみのけん玉やコマがあったり、積み木や木の滑り台、サッ
カーゲームまでありと、一言で言えば、大人も童心にかえる癒しの空間、という感じでした。 

UZU PARK 
　2日目の夕方には最後に、鳴門市にあるス
ケートボードパークを核としたスポーツ施設
「UZU PARK」を視察しました。 
　当日は平日で、しかも雨が降っていた後な
ので練習している人はいませんでしたが、広
いコースに休憩スペース、スケートボードを整
備するための貸出用工具まで置いてあって利
用料は無料！となんとも太っ腹な施設でし
た。（シャワールーム・ロッカーは有料だそ
うです） 

　その後は、行きと同じく高速道路でひたすら走り、夜8時に三郷町役場前に到着、解散となりま
した。 

 

徳島市 かわまちづくり 
　市の担当課の方が「このNPO法人『新町川を守る会』の存在無くして、ひょうたん島川の駅ネッ
トワーク構想はなりたたない」とまでお話しされたとおり、平成初期から30年以上ずっと、周遊
船の運行をはじめ街を盛り上げる活動を続けてこられた住民がおられたというのはすごいことだ
と思います。 
　行政が頑張っているだけではまちづくりは完成しないのはもちろん、住民に協力をしてもらえる
工夫、まちづくりに多くの人が参加しやすい体制づくりもとても大切なのではないかと思いまし
た。 

　徳島市のかわまちづくりの内容を直接三郷町にもってくるということはなさそうですが、大和
川を周遊船が走ることになったら、面白いかもしれませんね。 

三郷町にどう活かす？



宇多津町まちづくりファンド 
　この制度は、木谷が平成29年12月議会の一般質問で提案した「協働事業提案制度」に類似する
制度ですが、この類の事業の難しい点として認識されている、利用者が固定しやすいという問題が
やはり宇多津町でもあるそうで、今後町から利用してほしい人にアプローチするシステムなどを検
討しているそうです。 
　とはいえ、住民主体のまちづくりのために町と協働する機会を、広く住民に開放する取り組み
として、三郷町でも取り入れてもらえるように働きかけていきたいです。 

ボランティア銀行 
　日々の善行が目に見える形で溜まっていってまず楽しめ、さらにそれを寄付なりすることでもう
一度満足感が得られるという、大変面白い試みだと思います。　 

　三郷町でもそのまま取り入れても良いでしょうし、アレンジするとすれば、例えば子ども向け
で、シール帳にボランティアをするともらえる葉っぱのシールを貼っていき、全て貼り終わると木
が完成、それを使えば龍田古道に自分の名前のついた桜の植樹をしてもらえる！というのはどう
でしょうか？ 

徳島県立 木のおもちゃ美術館 
　視察時、議員全員で大絶賛だった木のおもちゃ美術館。もし三郷町でも「木育施設」が作られ
るのであれば、展示内容の厳選はもちろん、デザインにも注力してほしいと思います。 
　町民のみならず、三郷町ウォーターパークのように多くの周辺地域からも子どもたちが来てくれ
るところになると良いなと思いますし、その可能性は十分ありうるでしょう。 

鳴門市 UZU PARK 
　現在三郷町で建設中（今年度中に完成予定）のBMX・スケートボードパークが完成した時のイ
メージを想像することができました。 
　このUZU PARKの営業時間は、午前7時～午後8時とのことでした。三郷町は現在のところス
ケートボードパークの開場は日没までを予定しているため、冬だと夕方5時で営業が終わってしま
うこととなります。 

　これでは、仕事や学校が終わった後の練習には間に合わない、スケートボーダーの需要を満たさ
ないのではないかと危惧しています。少なくともUZU PARKと同じ20時、できれば21時までは営
業してもらうことはできないか要望したいです。


