本文 05.10.28 3:07 PM ページ 1

ニューズレター vol. 26

CONTENTS
Art & Life 18

“ええもん”を作るのは “ひと”とのつながりから
一澤 信三郎
一澤帆布代表取締役

Interview 文化政策の風景 第 21回

まちの人びとに寄り添い、離陸する瞬間まで伴走する。
まちづくりのプロフェッショナルとして―

内山 博史
七尾街づくりセンター株式会社 元気ななお仕事塾 塾長
イギリス観てある記

第 5回

「国」のためではなく
「国民」のためのナショナル・トラスト
杉山 泰
本学文化政策学部教授

Information

26

本文 05.10.28 3:07 PM ページ 2

Arts & Life

18

“ええもん” を作るのは “ひと”とのつながりから
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にしたいと頑張ってくれています。職人仕事に男女の差

く仕上がりとなりました。職人が良

ら職人の道具袋などを作り、帆布加工を家業としてきま

などなく、むしろ女性のほうが優秀な人間が多いぐらいで、

いくために欠かせないものが、少

した。「帆布」という言葉が現在では死語に近くなって

本人にやる気があれば、出産しても復帰してほしいと思っ

ります。腕の良い左官屋は、京壁

しまいましたが、 1m 2 あたり 8 オンス（約 220 グラム）

ています。ちなみに当社は定年制もありません。

楽という土が手に入りにくくなった

一澤帆布は、創業から今年でおよそ百年、明治の末か

らく

以上の織り目の密な厚布をいいます。
小さい頃は、職住同居で、親父がミシンを踏む姿を見
て育ち、かばんの仕上げやシートの縫製、配達の手伝い

そして今、一番難しいのが、原材料の確保です。何し

奇屋建築には欠かせない壁ですが、

ろ一澤帆布のかばんの材料はほとんどが、特別に作らせ

で代用することも多いそうです。そ

ているものなのです。

変化する壁を楽しむことはできませ
わらびこ

などをさせられたものです。大学を卒業する頃は、まだ

まず、綿や麻の帆布は全国的に年々生産の減っている

和菓子屋の主人は、本物の蕨粉が

一流企業のホワイトカラーが憧れの時代で、私もご多分

素材で、市販にあまり良いものがありません。そのため

ています。わらび餅の材料になる蕨

に漏れずいくつかの会社を受験しました。一生懸命とか、

一澤帆布用に、特別に傷や織りムラのない、上質なもの

の澱粉で代用しているのだそうで

頑張るという言葉は似合わない性格で、人と競うのはか

を織らせています。そしてそれを特別の色に染めさせます。

の蕨粉が、農家の高齢化で入手で

なわんなと、その時も採用人数の少ない会社を選び、た

色は徐々に増え、綿帆布で 12 色、麻帆布で 6 色になり

の蕨粉が底を付いたら、わらび餅は

またま朝日新聞社の業務局、販売部に入社しました。

ました。

ました。
一澤帆布でも、材料だけでなく、

朝日新聞社は、居心地の良い会社で、それなりに忙し

次にショルダーバッグやリュック用のバンドです。綿

く楽しく働いていましたが、仕事帰りに一澤帆布に立ち

100 パーセントのバンドはありませんので、色落ちしな

いて折り目をつけるための木槌、

寄ると、親父も 60 歳を過ぎて、十数人の社員も高齢化し、

いよう、糸から染めさせ織っています。同じように縁取

生地を裁断するための切れ味の良い

このままでは消滅してしまうのではと、家業を継ぐこと

りのテープ、糸なども一澤仕様で特別に作っています。

れる研ぎ屋、布のほこりを払う手箒

を決心しました。

金具も然りです。市販に適したものがないときは、型か

まうと困るものがたくさんあるので

その頃の一澤帆布は、株式会社とは名ばかりで、注文

ら起こして丈夫な金具を作り、ICHIZAWA の刻印を入

一澤帆布がここまで、とことん材

書を印刷することから始めました。一番苦労したのは人

れています。それぞれ、別に作るにはある程度の量が必

な仕事ができるのは、製造直売のお

材でした。やる気のある、若い職人を育てることは一朝

要です。生産販売量の増加と共に、 20 年以上かけて、

て京都で売る、他所には一切卸さな

一夕ではできません。嫁さんも、遠方から来て一人暮ら

帆布やバンドの色数を増やしてきました。

りませんし、その分材料にこだわっ

18

しをしている職人にご飯を食べさせたりして、みんなに

最近考案したのは、ファスナーの引き手です（写真 1）。

そして、かかっただけの値段をいた

機嫌よう働いてもらえるように気遣ってくれました。お

若い職人がプロジェクトチームを作って、引き手を手さ

顧客と近いところにいますので、身

陰さまでここ 10 年ほどは様変わりで、職人仕事が見直

げかばんの形にデザインし、YKK に作ってもらいました。

ます。使い勝手が悪い部分や、傷み

され、職人になりたいと希望する若い人が増えました。

大きさや、色合い、手触りなどにこだわり、何ヶ月もか

ぐに改良することもできます。

結婚して辞める女性もほとんどありません。一生の仕事

かりました。それほど目立たない部分ですが、満足のい
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本文 05.10.28 3:07 PM ページ 3

一澤 信三郎
1949 年
1971 年
1980 年
1983 年

京都市生まれ。
同志社大学・経済学部卒業。同年朝日新聞社に入社。
一澤帆布に入社
一澤帆布代表取締役に就任。四代目当主として現在に至る。

差

く仕上がりとなりました。職人が良いものを作り続けて

「ええもん」が見直される時代になってきました。職人

で、

いくために欠かせないものが、少しずつなくなりつつあ

が大事にされ、良いものが生まれ、使う人がその良さを

じゅ

ります。腕の良い左官屋は、京壁になくてはならない聚

実感すれば、ものづくりは廃れることはないはずです。今、

らく

楽という土が手に入りにくくなったと嘆いています。数
し

奇屋建築には欠かせない壁ですが、近頃は聚楽風の壁紙

せ

で代用することも多いそうです。それでは年月によって
変化する壁を楽しむことはできません。
わらびこ

和菓子屋の主人は、本物の蕨粉が手に入らないと、困っ
め

ています。わらび餅の材料になる蕨粉は、ほとんどイモ

の

の澱粉で代用しているのだそうです。彼は信州の良質

す。

の蕨粉が、農家の高齢化で入手できなくなり、手持ち
の蕨粉が底を付いたら、わらび餅は作らないと言ってい
ました。

綿

一澤帆布でも、材料だけでなく、帆布をとんとんと叩

な

いて折り目をつけるための木槌、その台にする切り株、

取

生地を裁断するための切れ味の良い鋏、それを研いでく

そんな風が吹いていることを感じています。

一澤帆布
会社設立：1905 年（明治 38 年） 社員数：70 名
〒 605 – 0017 京都市東山区東大路古門前（知恩院前）上ル西側
・市バス知恩院前 東大路通を北へ。徒歩 2 分。西側
・地下鉄東西線東山駅 東大路通を南へ。徒歩 5 分。西側

Tel. 075 – 541– 0138
営業時間：月 – 土曜日 午前 9 時 – 午後 6 時（祝日は営業）
定休日：日曜日
URL. http://www.ichizawahanpu.co.jp/

れる研ぎ屋、布のほこりを払う手箒など、なくなってし
まうと困るものがたくさんあるのです。

か
入

一澤帆布がここまで、とことん材料にこだわり、丁寧

必

な仕事ができるのは、製造直売のお陰です。京都で作っ
て京都で売る、他所には一切卸さない。流通経費もかか
りませんし、その分材料にこだわって、手間隙かけて作る。
。

そして、かかっただけの値段をいただく。対面販売で、
顧客と近いところにいますので、身近な濃い情報が入り

た。

ます。使い勝手が悪い部分や、傷みやすいところは、す

か

ぐに改良することもできます。

い

幸い、大量生産、大量消費の時代が終わり、本当に

写真 1

店内風景
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Interview

たわけ

かつて水運で栄えた七尾

内山

文化政策の風景

木下 「元気ななお仕事塾」の初代塾長として七尾に赴

第 21 回
〈石川県七尾市〉

任なさったんですね。
内山

Nanao

Kyoto

店街が

はい、その前は関西の NPO の中間支援センター

に向け

やシンクタンクで活動していました。

ンタ

木下

七尾の第一印象はどうでしたか。

に「セ

内山

初めの頃は、多く残る路地やお寺の佇まいに、実

とつ

家の富山に似た雰囲気を感じました。でも、商店街に入

させ

り込んでいくと、手づくりにこだわった商いを営々と続

木下

けている店がある。客におもねらない、ある種の気位の

のです

高さは、むしろ京都のいい面に似ているのではないかと

拝聴型ではなくて、七尾のまちの活

木下

塾生自身が練り、プロジェクトを実

内山

ゲスト

内山 博史

Uchiyama, Hirofumi

内山

思います。
中世に都市として栄えた歴史も京都と共通して

います。
七尾は、14 世紀には畠山氏の居城でしたからね。

それを次のプランに活かしていき
くりの経験を積みながら学ぶ実践・

地理的にも、昔は、奥能登へのアクセスは陸路より海路

木下 「センター」との関係は ?

のほうが速く、七尾港は能登半島と加賀地方を結ぶ大き

内山 「センター」は、駅前再開発や

なターミナルとして、あるいは北前船の寄港地として栄

商店街の空き店舗対策、高齢化に対

えたんです。明治時代に鉄道が敷かれ、七尾駅ができると、

方の検討などを行い、「塾」に対し

港から駅までの街道を人びとが行き交い、にぎわいました。

金助成、他の組織との意見調整や

だから、人口の割に学校や公設市場が多かったんです。

たサポートをします。

でも、車社会の到来に伴って、陸運が発達し、七尾港

木下

塾長としての内山さんの仕事

は交易地としての機能を失い、郊外の道路沿いに大型駐

内山

塾生活動のサポートですね。

車場を備えた商業施設ができて、商店街も活気を失い

段階から一緒に考え、アドバイス

ました。

ては行政職員との協議の場をセッテ
の仕事です。

七尾街づくりセンター株式会社 元気ななお仕事塾* 塾長

「元気ななお仕事塾」とは
聞き手

「こんなことをしたいんですが…
てみましょう」という相談から始ま

木下 達文

Kinoshita, Tatsufumi

本学文化政策学部助教授

木下 そこで「七尾街づくりセンター株式会社」
（以下、
「セ

した関係者と合意を図り、マスコ

ンター」）と「元気ななお仕事塾」
（以下、「塾」）が生まれ

協力してほしい相手との話し合い

まちの人びとに寄り添い、
離陸する瞬間まで伴走する。
まちづくりのプロフェッショナルとして―
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*

元気ななお仕事塾は、「七尾のまちの元
七尾のまちの活性化、七尾のコミュニティ再
プロジェクトの実施を実践的に模索する場
七尾市のまちづくりを担うにあたり「何かや
最終的には、塾生がここで学んだことを、個
元気ななお仕事塾事務局は、七尾市の観光
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たわけですね。
内山

まず 1998 年に、七

尾市や七尾商工会議所や商

赴

業を実施し、終わった後には検証する。このプロセスの
最初から塾生に寄り添い、離陸するまで伴走し続けるの
が塾長の仕事だと思っています。

店街が、中心市街地活性化
に向けた第三セクターの「セ

ー

ンター」を設立し、2003 年

花嫁のれん、登録文化財
―まちは宝物でいっぱいだ !

に「センター」の事業のひ
実

とつとして「塾」をスタート

木下

入

させました。

登録文化財申請と「花嫁のれん展」でしょう。

続

木下 「塾」は何を教える

内山

のですか。

主に近代建築を対象にした国の登録文化財に申請しよう

内山

塾といっても、講義

という動きが起きた時、おかみさんたちから「花嫁のれ

拝聴型ではなくて、七尾のまちの活性化に向けた企画を

んを展示して、お客さんに見てもらおう」というアイデ

塾生自身が練り、プロジェクトを実行し、結果を検証し、

アが出てきたんです。

それを次のプランに活かしていきます。つまり、まちづ

木下 「花嫁のれん」は、嫁ぐ娘に両親が持たせる高価

くりの経験を積みながら学ぶ実践・参加型学習の場ですね。

なものだそうですね。

木下 「センター」との関係は ?

内山

内山 「センター」は、駅前再開発や道路整備・河川改修、

も美しい加賀友禅ののれんです。でも、婚礼の日に婚家

商店街の空き店舗対策、高齢化に対応した商店街のあり

の仏間に掛けると、後は箪笥のなかで眠っている、まさ

の

て

路
栄

近年の七尾のまちづくりを企画したのは、やはり
そうですね。昨年初め、一本杉商店街の建物を、

能登・加賀・富山西部の地域に残る風習で、とて

、

方の検討などを行い、「塾」に対してはアドバイスや資

に「お宝」なので、この際、

た。

金助成、他の組織との意見調整やコーディネートといっ

各家で展示して、自由に見

たサポートをします。

てもらおうではないかと、

港

木下

塾長としての内山さんの仕事は？

地元商店街（一本杉通り商

駐

内山

塾生活動のサポートですね。まず最初は、企画の

店街）のおかみさんたちが

い

段階から一緒に考え、アドバイスし、事業の種類によっ

企画しました。

ては行政職員との協議の場をセッティングするのも塾長

木下

の仕事です。

嫁のれん展」を見ましたが、

私も今年 5 月の「花

「こんなことをしたいんですが…」「じゃ企画書を書い

お客さんは美しいのれんに

てみましょう」という相談から始まり、行政をはじめと

目を奪われつつ、そぞろ歩

セ

した関係者と合意を図り、マスコミに情報をリリースし、

きを楽しんでいました。あ

れ

協力してほしい相手との話し合いも持って、いよいよ事

のような企画だと、客の滞

*

元気ななお仕事塾は、「七尾のまちの元気づくり」をスローガンとして掲げ、
七尾のまちの活性化、七尾のコミュニティ再生に関わる一連のプランの提案・プログラムの企画・
プロジェクトの実施を実践的に模索する場＝コミュニティ・シンクタンクとして活動している。
七尾市のまちづくりを担うにあたり「何かやりたい !」との志を持つ人を塾生として受け入れており、
最終的には、塾生がここで学んだことを、個々の職場、生活の場など、現場にて実践することを目指している。
元気ななお仕事塾事務局は、七尾市の観光情報を発信している『情報処しるべ蔵』内にある。
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留時間が長いし、まちそのものの紹介にもなりますね。

当時、ぼくは京都の大学で政策科学を学んでいました。

なかったけど、これからはまちづ

しかも、いま現にあるものをきちんと評価して活用する

神戸在住の同級生も多く、彼らの安否確認をしているう

すのを聞きながら、「こういう活動

のは、時代に合っています。

ちに、「水を持ってきてほしい」といった要請を受ける

ろうか」と思いました。

内山

ようになって、まだ血気盛んな頃でしたから（笑）、ぼ

ぼくもそう思います。もう「ハコもの」に固執す

木下 95 年は「ボランティア元年」
「NPO」という言葉はいまほど知ら

る時ではない。まちづくりにかかわる人たちは、とかく

くはすぐに学内にボランティア情報センターを立ち上げて、

商業の活性化にのみ目が向いていて、アーケードにしよ

ボランティア求人情報を流したり、夜中にトラックで救

内山

うとか共同ビルを建てようと考えがちですが、ぼくはこ

援物資を運んだりしたんです。

めて NPO のことを聞いて、
「そう

ぼくも神戸で救援活動の情報

たんだ !」と目からウロコが落ちる思

のまちを見た時すぐに「七尾のストックを活かしたほう

現地では、住民のみなさんの依頼を受けて、倒壊しそ

がいい」と思いました。商店街の建物や花嫁のれん、娯

うな家から位牌を持ち出したり、神戸大学内の避難所で

て、学生生活に戻ってから、平時の

楽の場としてにぎわった芝居小屋など、七尾には歴史と

グラウンドに即席お風呂をつくったり、毎日さまざまな

要があると思って、NPO での学生

暮らしが育んだストックがたくさんあるんです。

活動が行われていました。刻々と事態が変化し、次々に

を模索したり、充実したキャンパ

木下

まちの人たちはその価値にすぐ気づきましたか。

新しい課題が出てくるので、ボランティアはそれを解決

OB を呼んだ勉強会や就職説明会の

内山

昔のまちなみの写真を一緒に見たり、文化財を活

するために毎晩、焚き火を囲んでミーティングをします。

もしろくするための教授会への提案

かしたまちづくりの事例を紹介して、
「店のすぐ裏でつくっ

ぼくらのように他府県から来たボランティア、地元の人

る授業評価などをしながら 4 年生

て販売する形態自身がいまは希少価値だから、観光客だ

たち、神戸の学生ボランティアなどが話し合って、力を

けでなく地元の人たちに見てもらいましょう。補助金を

合わせて問題を解決していくのですが、それが妙に感動

もらって大げさなイベントを開いても長続きしない。そ

的なんですね。

れよりも、いまある財産を活かせば、みなさんの体力で

市民活動支援センターに就職
― COP3 が背中を押した

たとえば即席お風呂をつくろうとなると、翌日どこか

長持ちする取り組み、ローコストで効果的な取り組みが、

らともなく重機がやって来て、知らないおじさんが「おれ、

木下

就職は ?

必ずできます」と話すうちに、次第に自分たちのまちを

重機、使えるから手伝うわ。○○に頼まれたから」と言

内山

いちおう人並みに就職活動

見直してくれました。そして実際、一気に 4 軒が登録文

いながら、あっと言う間に風呂の屋根に使うサッカーゴー

業への就職が内定したんです。と

化財になりました。

ルを動かしてくれたり、瓦礫で埋まった道をみんなで一

「本当にこれでおれは幸せなのか

それに、商店街の人たちは、過去にイベントを開いた

気に片付けたり。そういう時、沈みゆく夕日を見つめな

に市民活動に燃えていたのに、N

り事業を起こした経験があるので、いざ決行となると実

がら、青春映画の主人公になったような高揚感がありま

で模索したのか ?」と迷い始めて…

践家としてのレベルは高いですね。

したね。
倒壊した下宿先から救出されながらも、実家に帰ら

まちづくりを仕事に
―震災ボランティアの体験から

その年はちょうど COP3（気候変
締約国会議）が京都で開かれ、ヨ

ずボランティアをしている学生がいて、彼が焚き火の前

NGO 活動家の若手リーダーたちが

で「いま実家に帰ったら、大事なことを学べない気がする。

した。ぼくのところにも二十数名の

おまえらとも出会えなかったしなぁ。おれたちにとっては、

ルが届いて、お寺を合宿所として

木下

まちづくりにかかわり始めたきっかけは ?

これは復興ではなく、まちづくり活動の延長なんだ。い

そのお寺を拠点に、彼らと一緒に国

内山

直接のきっかけは 1995 年の阪神淡路大震災です。

ままでは大学と下宿の往復で、そんなこと考えたことも

動したのですが、彼らが発するメ

内山
197
199
（草

200
常務

Interview

200

まちの人びとに寄り添い、離陸する瞬間まで伴走する。
まちづくりのプロフェッショナルとして―
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なかったけど、これからはまちづくりが大事だよ」と話
すのを聞きながら、「こういう活動を仕事にできないだ
ろうか」と思いました。
木下 95 年は「ボランティア元年」などと言われましたが、

ぼ
て、
救

「NPO」という言葉はいまほど知られていませんでした。
内山

ぼくも神戸で救援活動の情報交換をしている時初

めて NPO のことを聞いて、
「そうか、そういう道があっ
そ

たんだ !」と目からウロコが落ちる思いでした。京都に帰っ

で

て、学生生活に戻ってから、平時の市民活動を考える必

な

要があると思って、NPO での学生のインターンシップ

に

を模索したり、充実したキャンパスライフにしようと、

決

OB を呼んだ勉強会や就職説明会の開催、授業をよりお

す。

もしろくするための教授会への提案提出、学生の手によ

人

る授業評価などをしながら 4 年生まで過ごしました。

から入ろうとする企業の論理の世界とはまったく違うん

市民活動支援センターに就職
― COP3 が背中を押した

すます大きくなっていきました。

『情報処しるべ蔵』

ですね。「このままでいいのかな」と、ぼくの迷いはま
動

決定的だったのは会議の最終日です。京都議定書の採

か

択の可否がかかったその日は、ぼくの大学卒業の可否が

れ、

木下

就職は ?

かかる英語の授業の日でもありました。もし授業に欠席

言

内山

いちおう人並みに就職活動もして、5 月頃には企

すれば、欠席回数が規定を超え、英語の単位を落として、

ー

業への就職が内定したんです。ところが、内定した瞬間、
「本当にこれでおれは幸せなのか ?

一

震災の時はあんな

に市民活動に燃えていたのに、NPO に入ることを本気

な

で模索したのか ?」と迷い始めて…。
その年はちょうど COP3（気候変動枠組み条約第 3 回

卒業できません。ずいぶん迷って、結局、ぼくは COP3
を選択し、留年が決定しました。
議定書採択の歴史的瞬間に立ち会った感動は、留年の
ショックをはるかにしのぐもので、後悔はありませんで
した。しかし、学費が払えないので、中退せざるを得な

締約国会議）が京都で開かれ、ヨーロッパ各地の環境

くなりました。
（その後再入学し、2000 年 3 月に卒業。
）

NGO 活動家の若手リーダーたちが続々と集結してきま

もちろん就職内定も取り消しだし、「さて明日からどう

した。ぼくのところにも二十数名の宿泊受け入れ要請メー

するかな」と考えている時、友だちが「滋賀県草津市が

は、

ルが届いて、お寺を合宿所として確保すべく掛け合い、

新しく公設民営の市民活動支援センターを立ち上げる。

い

そのお寺を拠点に、彼らと一緒に国際会議場の近くで行

そこで企画運営のサポートの仕事をしてみないか」と紹

動したのですが、彼らが発するメッセージは自分がこれ

介してくれたんです。不思議な縁を感じつつ、翌日に面

前
。

内山博史
1971 年、東京都生まれ。筑波大学第二学群農林学類在籍後、立命館大学 政策科学部を卒業。
1998 年より 2003 年まで、財団法人草津コミュニティ事業団
（草津コミュニティー支援センター）にて地域通貨「おうみ」等の企画立案に携わる。
2002 年より、特定非営利活動法人 NPO 政策研究所の専務理事、
常務理事として都市再生やコミュニティビジネスの調査研究を担当。
2003 年、七尾街づくりセンター株式会社 元気ななお仕事塾塾長に就任し、現在に至る。
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接を受け、翌々日には採用通知が届きました。

修司は「書を捨てて、まちに出よ」と言ったけれど、ぼ

給料は手取り 10 万円足らず。コンビニのアルバイト

くは「書も持って、まちに出よ」です。まちで生起する

のほうがよほど多かったけれど、お金のためだけの仕事

ことは、学問とリンクしているから、まちづくりの具体

はしたくなかったので、自分なりの仕事に就けて満足で

的な体験は、自分のなかで理論化される。真剣にやれば、

した。この活動のなかで地域通貨「おうみ」の発行も思

学問に通じる。実際、ぼくも試験前日に教科書を一読す

いついたんです。

るだけ…なんてことがよくありましたが、試験の成績は

Opinion

悪くありませんでした。
インターンシップも、まだ制度がなかったから、自分

ジレンマはある。でも理想は手離さない。

で門を叩きました。大変だったけれど、草創期の楽しみ

まちづくりに必要なのは

木下

いま、あなたの課題は ?

もありましたね。完成された制度のなかで、カタログを

内山

現在の自分を 10 年後に後悔しないために、常に

選ぶようにインターン先を決めるのではなく、まず自分

理想を持ち続け、易きに流れそうな時は、あえて正論を

の問題意識を研ぎ澄ませて、おもしろいと思ったら、思

吐いたり、言いにくいことを指摘するように意識してい

い切って飛び込んでほしい。学生時代は、少々はみ出す

石川県七尾市に訪問したのは、

ます。

ぐらい行動したほうが、得難い友と思い出を手にできま

の勤務する京都橘大学の教授で、観

すよ（笑）。

門とする井口貢氏の実施する商店

そのためには、ぼく自身が地元に同化し過ぎてはいけ
ない。
「和して同ぜず」です。熱心にやればやるほど、ずっ

間は、2005 年 5 月 2 日 – 4 日）し

と七尾にいたいと思うし、生活者として根付こうかとも

そもそも能登への訪問そのものが

思うけれど、一方で、まちづくりのプロフェッショナル

駅に降りた最初の印象は、想像して

としてかかわらねばという思いもあって、その辺はジレ

た。お祭りの時期と重なったとい

ンマです。でも、いずれにせよ、主役はぼくではなく住

ないが、少なくともまちに何か前向

民のみなさんだから、「住民ではない自分だからこそで

そして、能登最大ともいわれる青

きることが、きっとあるはずだ。この立場を活かそう」

高さ 12 メートル、重さ 20 トンも

と思っています。

登場する）を実際体験したときには
ないほどの強烈な印象を受けるこ

何年か経って、このまちの人たちから「あの頃、内山

七尾の中心通りの 1 つである一本杉

君が何年かここにいて、一緒にいろんな事業をしたなあ。

「花嫁のれん展」という不思議な活

楽しかったなあ。あの頃の仕事があるから、いまのこの
まちがあるんだよな」なんて思い出してもらえたら、う

『情報処しるべ蔵』前にて、内山塾長と事務局スタッフの谷内さん。

の展示会に深く関心を寄せること

れしいですね（笑）。

谷内さんは、本学大学院（文化政策学研究科文化政策学
専攻博士前期課程）を修了後、郷里の七尾市に戻り、
「元気ななお仕事塾」の事務局スタッフに加わった。
「何十年かかるかわかりませんが、内山さんのように、
まちづくりのプロフェッショナルをめざしたいですね。」

中で、しかも個々のお店や家を開放

木下

まちづくりをめざす学生にメッセージを。

内山

社会人になって痛感するのは、学生時代ぐらい何

でもできる貴重な時間はないということ。だから、寺山

いわばまち全体が展示場となるこの
まちの積極性を少なからず感じた。
七尾でまちづくりセンターの中心的
じめている。想像していたよりも若
代の人がまちづくりに参加するよ
とは違った側面から新たな提案が生
これまでにも、さまざまなまちづ
ている。近年の取り組みとしては、
を総合的テーマに、年度ごとに目標

Interview

されている。こうした歴史的過程

まちの人びとに寄り添い、離陸する瞬間まで伴走する。

目すべきは、「七尾国際石彫シンポ

まちづくりのプロフェッショナルとして―

のれんの街形成事業」であろう。
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ぼ
体

Opinion Edition

ば、
す
は
分
み

まちづくりに必要なのは、志と智恵、そして失敗の積み重ねである。
分
思
す

石川県七尾市に訪問したのは、2005 年の 5 月。筆者

3 カ年かけて通商産業省の電源地域産業育成支援事業地

の勤務する京都橘大学の教授で、観光やまちづくりを専

域活性化イベント支援事業のもとで展開され、現在でも

門とする井口貢氏の実施する商店街調査に同行（訪問期

数多くの石彫をまちのあちこちで見ることができる。また、

間は、2005 年 5 月 2 日 – 4 日）したのが契機であった。

アートとのれんの街形成事業においては、のれんを新調

そもそも能登への訪問そのものが初めてであったため、

することで、まちに彩りを与え、まちを活性化させる試

駅に降りた最初の印象は、想像していたよりも活気があっ

みであった。しかし、私が現地調査をする中で大方の意

た。お祭りの時期と重なったということもあるかも知れ

見を総合してみると、結果的に高い効果を上げるもので

ないが、少なくともまちに何か前向きな雰囲気を感じた。

はなかったという。確かにパブリックアートとしての石

そして、能登最大ともいわれる青柏祭（せいはくさい：

彫が町中に突然現れるのは非常にユニークではあるが、

高さ 12 メートル、重さ 20 トンもの巨大な曳山が 3 台

あまりに唐突かつその意味性もわかりづらい側面をもつ

登場する）を実際体験したときには、言葉では表現でき

ため、そのこと自体を目的に訪れる人は多くないように

ないほどの強烈な印象を受けることとなった。と同時に、

考えられる。また、新たに設けられたのれんについても、

七尾の中心通りの 1 つである一本杉通り商店街に展開する、

屋外に設置しておくと数年で消耗してしまうため、定期

「花嫁のれん展」という不思議な活動を見るにつれ、こ

的に新調する必要性がでてくるが、その投資に対する効

の展示会に深く関心を寄せることともなった。商店街の

果が十分に期待できないために、新調する店舗が減っていっ

中で、しかも個々のお店や家を開放して展示するという、

たという。

いわばまち全体が展示場となるこの企画のユニークさに、

これまでの地域開発というのは、大規模な予算を投入

まちの積極性を少なからず感じた。内山氏は 3 年前より

して実施することが多かったが、今日のように自治体に

七尾でまちづくりセンターの中心的存在として仕事をは

十分な予算がない中では、外部から資本を投入すること

じめている。想像していたよりも若く、こうした若い世

が難しくなるため（そもそも莫大な予算をかければよい

代の人がまちづくりに参加するようになると、これまで

まちづくりができるということもなく、多くのまちで一

とは違った側面から新たな提案が生まれてくる。

過性のイベントのようにはかなく消えてしまうものも多い）、

これまでにも、さまざまなまちづくりが試行錯誤され

身の回りにあるものからまちづくりを考えることとなる。

ている。近年の取り組みとしては、
「アートとのれんの街」

つまり、まちづくりに重要な地域を再発見するというこ

を総合的テーマに、年度ごとに目標を策定し活動が展開

とが、今本当にできているのだと感ずる。今後とも、さ

されている。こうした歴史的過程を見る中で、とくに注

らなるユニークな企画が展開することを期待する次第

目すべきは、「七尾国際石彫シンポジウム」と「アートと

である。

のれんの街形成事業」であろう。石彫シンポジウムは、

（木下 達文）
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イギリス観てある記 第 5 回

「国」のためではなく
「国民」のためのナショナル・トラスト
杉山 泰

Sugiyama, Yasushi
152ha もの広大な敷地を持つ Cliveden G

本学文化政策学部教授

The National Trust is a registered charity, founded in 1895, to preserve places of
historic interest or natural beauty permanently for the benefit of the nation.
(Information for Members, 2005)
ナショナル・トラストは正式に登録された慈善団体であり、1895 年に設立され、
歴史的に重要な名所旧跡と美しい自然を国民の利益のために保存するのが目的です。

house のことであり、庶民たちは 19 世紀でも息の詰まる、
トイレもない、汚い長屋に住んでいた。しかし、1895 年、
私は 1 年間の海外研修の機会を得て、今、イギリスのイー
The National Trust が設立され、現在会員 340 万人、300
ストウッドという、
「ノッティンガムからおよそ 8 マイル、 の歴史的建造物、 200 の庭園、 700 マイル（ 1120 km ）

D・H・ロレンスの生まれ故郷、イーストウッド

Cliveden Garden のイタリア風噴水

ノッティンガムシャとダービーシャを 2 つに分けている

の海岸を、国民のために保有、保存している。これほど

3 月 25 日からイースターが始ま

小さな川、エリウォシュ川から 1 マイルのところにある

幅広く活動している環境保護団体は少ない。私は格安の

月 27 日）とともに、summer tim

炭坑の村」に住んでいる。 D ・H ・ロレンスが亡くなる

るに、朝起きて、6 時のニュースをつ

1 年前、 1929 年に書いた「ノッティンガムと炭坑の田

4700 円でこの The National Trust の会員となり、すで
に 10 以上の庭園を訪れている。もちろん、会員になれば、

舎町」には「わが心の故郷」が美しく描き出されている。が、

入園料は無料となる。

あたり一面に水仙の花が咲き、ウ
ら隣村の Eaton を抜け、北へと向

そこには人生の大半を海外で暮らした旅人のノスタルジ
アが投影されていて、炭坑地帯の汚らしさが出てこない。

スとなっているというわけである。

迷い込んだナショナル・トラスト ― クリヴデン

しかし、現在、ロレンスがこよなく愛した 3 番目のウォー

ドライブをするはずだったが、途
色の看板が目に入る。この国では、

カー・ストリートの家の前に立つと、ロレンスが『息子

3 月 24 日にヒースロー空港に着くや、 hire-a-car を

と恋人』で描き出した 2 番目の家「谷底長屋」が昔のまま

して、ウィンザーに向かい、The Manor Hotel に 1 泊

ドライバーはそこに名所旧跡あり

の姿でまさしく谷底にあるし、そのはるか遠くのほうに

し た 。 ご 存 知 の 通 り 、 manor と は「 荘 園 」、 manor

す必要がある。しかし、ナショナル

目をやるとクライチの塔が右手の丘の上に立っている。

園は、ほとんどが 11 時以降、中に

ところが、その芝生の下にあるものは、昔の「ボタ山」

house とは「荘園領主の邸宅」のことであり、イギリス
中に manor house が点在する。私が滞在したこのホテル
も、1480 年に建てられた時の柱がそのまま残っており、

であり、産業革命で産み出した汚い残滓であり、 100

中世にタイムスリップした気分になってくる。ところが、

巨大な館が現れてきた。すると、中

年かけて美しいものに変えてきた environmentally kind

その古い館の部屋の鍵はすべて最新式のオートロックになっ

だベルボーイが恭しく出てくるでは

movement の成果の 1 つがここにも見てとれる。
An Englishman’s house is his castle. とはよく言われ
ることだが、この「家」とはもちろん貴族たちの country

ていて、風呂の設備も文句なし。この設備で朝食つき 1

もちろん、この Cliveden はホテ

人 7000 円は安い。もちろん、予約は日本からコンピュー

われ、テムズ川を見下ろす広大な敷地

タを使って簡単にできた。お勧めのホテルといえる。

46 万坪）もあり、どんな manor ho

左手を見ると、美しい丘があり、牛たちが草を食んでいる。
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ナル・トラストのマークとともにし

いうところもあるので、午前中訪れ

Cliveden は、門が開いている。そ
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どの広さはない。 1666 年に第 2 代バッキンガム公爵、
ジョージ・ヴィリアーズが建てたものだが、その後、フ
レデリック皇太子やサザーランド公爵、ウェストミンスター
公爵と次々に所有者は変わるものの、1893 年に最後に
所有したドイツ出身の富豪、アスター男爵はこの宮殿を
息子とその妻ナンシーにプレゼントした。美人の誉れ高
いナンシー・アスターは、バーナード・ショー、キップ
152ha もの広大な敷地を持つ Cliveden Garden

（筆者撮影）

リング、チャーチル、 T ・E ・ロレンス、チャプリンま
で招き、現在も 37 室のホテルの部屋にはそうしたここ
に滞在した有名人の名前が刻まれている。
ナンシー・アスターは単なる富豪夫人ではなく、自ら
下院の国会議員に立候補し、1919 年イギリス史上初め
ての女性国会議員となっている。そのナンシーの死後、

Cliveden はすべてナショナル・トラストに寄贈され、
1969 年から 83 年までアメリカのスタンフォード大学の
研究施設として使われ、84 年から 100 年間のリースを
申し出たのが現在のクリヴデン・ホテルというわけである。
、

もちろん、クリヴデン・ホテルの隣には、ナショナル・

年、

トラストが経営する小さなレストランがあり、小鳥にパ
Cliveden Garden のイタリア風噴水

0

（筆者撮影）

ンくずをやりながら、クリーム・ティーを楽しむことが
できる。

ど

3 月 25 日からイースターが始まり、Easter Sunday（3

の

月 27 日）とともに、summer time に切り替わる。要す

そのホテルの一部を木曜日と日曜日の午後、ナショナル・

で

るに、朝起きて、6 時のニュースをつけたら、7 時のニュー

トラストの訪問者に開放している（4 月 – 10 月）。ナン

ば、

スとなっているというわけである。

シー・アスター子爵夫人が住んでいた館と庭園を弁当を持っ

あたり一面に水仙の花が咲き、ウィンザー城を見なが

このホテルに泊まることのできる人は限られているが、

て家族がピクニック気分で散策できるのがすばらしい。

ら隣村の Eaton を抜け、北へと向かって 2 時間 30 分の

あの謎の人物 T ・E ・ロレンスがナンシー・アスター子

ドライブをするはずだったが、途中 Cliveden という茶

爵夫人とこの Cliveden の館で何を語り合ったのか、そ

色の看板が目に入る。この国では、茶色の看板はナショ

のことを考えるだけでも、この館に迷い込んだ意味があっ

ナル・トラストのマークとともにしばしば目にするもので、

た。ロレンスの好きな、Tomorrow is another day.（明

泊

ドライバーはそこに名所旧跡ありとまずスピードを落と

日はまた明日の風が吹く）の旅はこれからも続く。

r

す必要がある。しかし、ナショナル・トラストの館と庭
園は、ほとんどが 11 時以降、中には 2 時にオープンと

ル

いうところもあるので、午前中訪れても入れないのだが、
、

が、

Cliveden は、門が開いている。そのまま進んでいくと、
巨大な館が現れてきた。すると、中から制服に身を包ん
だベルボーイが恭しく出てくるではないか。
もちろん、この Cliveden はホテルの中のホテルとい

ー

われ、テムズ川を見下ろす広大な敷地は、374 エーカー（約

46 万坪）もあり、どんな manor hotel もこの Cliveden ほ

The Manor Hotel
Village Green, Windsor, Berkshire, SL3 9EA UK
Tel. + 44 –1753 –543442 Fax. + 44 –1–1753–545292
Cliveden Garden
Cliveden Garden, Taplow, Maidenhead, SL6 0JA UK
http://www.nationaltrust.org.uk/main/w-vh/w-visits/
w-findaplace/w-cliveden/
Cliveden Hotel
Cliveden, Taplow, Berkshire, SL6 0JF UK
Tel. + 44 –1628–668561 Fax. + 44 –1628 –661837
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第 2 回 現代マネジメントフォーラム

「医療マネジメントの課題」

今日、少子高齢化と疾病構造の変化、患者の権利意識の高揚、医療の技術進歩、
さらには医療保険財政の悪化など、医業経営を取り巻く経営環境は、これまでになく厳しさを増しています。
こうした厳しい競争環境下において、患者や地域住民に選ばれるためには、
各医療機関は、適正な収益を確保しつつ、地域の医療ニーズに即した事業戦略の策定や安全で質の高い医療の提供、
また専門職たる医療人の養成・向上といった、多様で複雑な経営課題に応えてゆかねばならないといえましょう。
そこで、この現代マネジメントフォーラムでは、医療経済学の第一人者である西村周三先生を講師に招いて
医療マネジメントの課題について総合的に学ぶと共に、リスクマネジメント、患者満足度、
経営効率、地域医療福祉、そして医療人の養成という 5 つの側面から、
今日の医療マネジメントの抱える課題と方向性について考えたいと思います。
主催 ―― 京都橘大学 文化政策学部 現代マネジメント学科
日時 ―― 2005 年 11月 5 日（土）13:00 –17:00
場所 ―― コープイン京都（京都市中京区柳馬場蛸薬師上ル）
定員 ―― 150 名（先着順）
参加費 ― 1,000 円
プログラム

1. 記念講演
「医療マネジメントの課題」西村 周三（京都大学大学院経済学研究科長・経済学部長）
2. シンポジウム
「リスクマネジメント」戸塚 規子 （静岡県立静岡がんセンター副院長）
「患者満足度」真野 俊樹 （多摩大学医療リスクマネジメント研究所教授）
「医療人の養成」松村 理司 （洛和会音羽病院院長）
「地域医療福祉」小林 啓治 （武田病院グループ本部福祉事業部長）
「経営効率」河野 充央 （本学文化政策学部現代マネジメント学科教授）
コーディネーター

闍山 一夫 （本学文化政策学部現代マネジメント学科助教授）

お申し込み方法

電話・Fax・E-mail にてお申し込み下さい。

お問い合わせ
お申し込み

京都橘大学エクステンションセンター

TEL. 075 – 574 – 4186( 直通 ) FAX. 075 – 574 – 4149
E-mail. aca-ext@tachibana-u.ac.jp

KYOTO TACHIBANA UNIVERSITY Institute for Cultural Policy Studies

別紙 05.10.28 3:07 PM ページ 2

第 5 回 全国まちづくり・学生インターゼミナール

全国の大学・高等学校等で「まちづくり」に関する研究や活動を行っているゼミナール（サークル）が、
その研究や活動の内容を発表・報告することで、それぞれの今後の研究に生かすことを目的として

2001年を第 1 回として開催しました。
また、それに合わせて、全国で行われているまちづくりの先進事例についてのシンポジウムを実施しています。
これまでには、本学ならびに、京都大学、金沢大学、滋賀県立大学、同志社大学、立命館大学、
岐阜女子大学、関東学院大学、および京都府・長野県の高等学校等から研究報告を得ています。
日時 ―― 2005 年12月17日（土）13:00 –17:00
会場 ―― 京都橘大学 清香館
主催 ―― 京都橘大学文化政策学部、京都橘大学文化政策学会（学生）
後援 ―― 京都府、京都市、
（財）京都市景観・まちづくりセンター、
（財）大学コンソーシアム京都
プログラム

第1部

シンポジウム（13:00 –15:00）
「ものづくりの匠み、まちづくりの愉しみ」

テーマ

大歳 昌彦 （株式会社生活文化研究所代表取締役、株式会社オンステージ代表取締役）

パネリスト

松場 登美 （株式会社石見銀山生活文化研究所取締役所長）
伊藤 悦子 （常滑屋代表・女将）
内山 博史 （七尾街づくりセンター株式会社 元気ななお仕事塾塾長）
コーディネーター

井口 貢 （本学文化政策学部教授）

総合司会

木下 達文 （本学文化政策学部助教授）

第2部

分科会（学生によるまちづくり研究発表会：15:00 –17:00)

テーマ

「地域産業とまちづくり」
「観光振興とまちづくり」
「生活文化とまちづくり」
「文化環境とまちづくり」
※なお、分科会は発表内容に応じて新たなテーマを設定することもあります。

お問い合わせ

京都橘大学 教務課

TEL. 075 – 574 – 4188（直通） FAX. 075 – 574 – 4134
E-mail. academic@tachibana-u.ac.jp

KYOTO TACHIBANA UNIVERSITY Institute for Cultural Policy Studies
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第 6 回「個性が輝くひと・まち・文化」コンテスト
1 個性ある地域文化とまちづくり
○

テーマ

2 地域を元気にする仕事おこし
○
3 まちかどで詩を感じる時
○

下記 3 つのテーマより1 つを選び、自分の体験や学習を生かした

文字数
添付資料

提出形式

15 –19 才の男女（2005 年 4 月 1 日現在・国籍やお住まいの地域は問いません）
1,200 – 2,000 字
添付資料 3 点まで可。提言・提案・創作内容にかかわって、写真・イラスト・図表などを
活用してください。合わせて 3 点まで、資料を添付することができます。
・提出物には（氏名・フリガナ・住所・電話番号・所属高校その他の名称・学年・生年月日）
を
明記してください。
・ワープロ使用の場合は、フロッピーで提出可。ただし、テキストファイルで作成し、
プリントアウトした原稿も添付してください。（ e-mail での応募可）
・手書き原稿の場合、A4 版・400 字詰め原稿用紙を使用し、横書きとしてください。
・添付資料（写真・イラスト・図表）
も同封してください。

募集締切日

10 月 28 日（金）
〈必着〉

表彰

・優秀賞…10 万円（1 名）
・佳作…5 万円（1 名）
・奨励賞…1 万円（若干名）高校 1 年生が対象。高校 1 年生の今後の成長を期待し奨励します。
・学校賞 陶製トロフィー（1 校）5 名以上の応募のある高校で、文化やまちづくりに関し、
すぐれた教育実践に取り組んでいること。また、5 名以上の応募作品を担当の先生が
とりまとめてお送りください。（学校名・住所・連絡先・担当教員名を明記してください。）

表彰式

12 月 17 日（土）京都橘大学にて

主催

京都橘大学・京都橘大学文化政策研究センター

後援

文化庁・社団法人全国高等学校文化連盟・全国高等学校国語教育研究連合会・高校生新聞社

応募先

〒607– 8175 京都市山科区大宅山田町 34
京都橘大学 文化政策研究センター コンテスト係

TEL. 075 – 574 – 4186（直通） FAX. 075 – 574 – 4149 E-mail. icps@tachibana-u.ac.jp
URL. http://www.tachibana-u.ac.jp/official/icps/contest/index.html
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具体的かつ発展的な提言・提案・創作を募集します。

