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国宝犬山城
●ここが知りたい！エコムちゃん

　 「犬山城下町」

●うれしいエコ！みつけた 「森のマルシェ」

環境とリサイクルのまち　輪之内



国宝犬山城

働く

城めぐりが何よりも楽しみ・・というお城ファンは、

結構多いと聞くよ。

 

堂々とした佇まいがかっこいいし、

周囲を見渡せる天守閣に登れば、

天下を取ったような気分にもなれたりするしね。

 

愛知県にある犬山城は、

国宝指定された五城のうちの一城で、

その天守は現存する日本最古の様式だというよ。

 

他の城と比べると、サイズはやや小ぶりなのだけど、

何とも言えない品があって、お城ファンからの人気も上々だよ。

 

急な階段の先にある天守最上階には、

周囲を見張るために造られた回廊が巡らされていて、

そこからながめる木曽川や山々などの景色は、

ここでしか味わえない風情とスリル。

 

城下の街並みも、古い町屋やお屋敷が並んでいて、

これまた、いい雰囲気なんだ。

Inuyama Ca
stle

Inuyama Ca
stle

江戸期以前に建設され、現代ま

で保存されている天守を現存天

守といいます。弘前城、松本城、

丸岡城、犬山城、彦根城、姫路城、

松江城、備中松山城、丸亀城、松

山城、宇和島城、高知城の 12城

がそれにあたります。そのうち、

姫路城が世界文化遺産に、松本

城、犬山城、彦根城、姫路城、松江

城が国宝に指定（他 7城は重要

文化財）。建設当時の建物かどう

かが価値をはかる重要なポイン

トなのです。ちなみに、名古屋城

は、戦災を免れたやぐらや門の

みが重要文化財に指定されてい

ます。

現存 12 天守

学ぶ
遊ぶ



犬山城下町

犬山城

犬山市犬山字東古券171　

　ここの城下町がいいのは、江戸時代

からほとんど姿を変えていないところだ

ね。犬山は、戦火にあっていないので、

江戸時代とほぼ同じ町割りのまま、城と

城下町が残っている全国でも数少ない

町なんだよ。代々住んでいる地元の人

が、普通に生活している空間でもあり、 

一般的な商店のほか、古い町屋を改造

したレストランやカフェ、お土産屋さん

が点在しているよ。

国宝の犬山城は、この地域にとっても宝であり、
ランドマーク。なくてはならないものなんだね。

旧磯部家住宅は国の登録有形文化財。管理

人の川村鎮野さんにお話を伺ったよ。

市街地方面の眺め。お城の回廊からの雄大な眺め。木曽川

が眼下に流れている。

4月の第一日曜日に開かれる

犬山祭りは、国の重要無形民

俗文化財。お城の周りの桜が

きれいな時期だよ。

名鉄の駅からも近くて、散策には

ちょうど良いサイズの街だよ。

街に元気がなくなった一時期があり

ましたが、お城や古い町並みを活かし

て、地域おこしをみんなでやって、少

しずつ良くなってきました。若い人た

ちも、いっしょになって盛り上げてく

れています。
犬山祭り

犬山は歴史・文化と自然

が融合している町だったよ。



環境とリサイクルのまち　輪之内

循環の輪がつながります。
何度か足を運び、いろんな方とお話をさせていただくなかで、

この地域の面白さが少しわかってきました。

自然に感謝し、地域内をきれいにし、ゴミを出さないことで、

町と人、人と人がつながりつつあります。

女性たちの熱意が町を動かす。

　清流長良川と揖斐川にはさまれた位置にある輪

之内町。輪之内の「輪」は「輪中」（集落を洪水から守

るために周囲を囲んだ堤防。また、集落での生活を

守るための周防共同体。）を意味していて、水との

縁は切っても切れない関係にある地域です。そん

な町ですから、米作りをはじめとする農業が大変盛

んです。

　このように人と自然との関わりが深いためなの

か、環境意識が高い地域でもあります。平成 12年、

輪之内町は環境マネジメント ISO14001を取得。

これは岐阜県内市町村において最も早い動きであ

り、その後に環境対策事業をまとめるなど、環境へ

の関心が高い町として歩みを名実ともにスタート

させました。時を同じくして、民間の動きも活発化。

婦人会の有志メンバーが、「ＥＭボカシを使った生

ゴミの堆肥化」を通じて環境問題に対する提起を

行っていました。しかし、取り組みが盛り上がるに

つれて、メンバーの畑に持ち帰って自前で処理する

など、メンバーへの負担が重くなっていきます。つ

いには、活動の存続の危機に立たされることになっ

たといいます。

　そこで、婦人会は行政に支援を求めます。それに

対し、環境への取り組みを強化していようとしてい

た町は、婦人会に対し、町内初のＮＰＯ法人になる

ことを提案。会のメンバーはＮＰＯが何であるかも

わからなかったのですが、戸惑いながらもこれを受

け入れ、町から補助・委託契約が可能となり、町役

ＮＰＯ法人ピープルズ・コミュニティのメンバー（一部）。何年か

前にも取材させていただいたことがあります。

輪之内町は、人口 1万人足らずの町ですが、エコドームには、1日

100 人以上が来場し、土日には300 ～ 500 人が訪れます。



循環のしくみが完成。

「軽トラ朝市」で、自家製の米粉で作ったダンゴを

販売している米農家の方にも出会いました。

　当初より婦人会が掲げていたスローガンは、「輪之

内町から生まれたゴミは、輪之内町の土にかえそう」と

いうシンプルなものでした。それを実現するには、生ゴ

ミを集め、処理し、堆肥化し、さらにはそれを町内で利

用しなければなりません。そこで、会が取り組んできた

活動の一つに農園の貸し出しがあります。生ゴミから

場との協力体制により発展的に展開していくことと

なったのでした。

　「ＮＰＯ法人ピープルズ・コミュニティ」となった同会

は、行政から委託業務によるエコドームの管理運営を

依頼されます。エコドームは、ゴミのリサイクル分別施

設、生ゴミ堆肥化処理機、リサイクルショップ、環境学

習室などで構成されており、このような施設を岐阜県

で開設したのは、これまた同町が初めてという画期的

な動きでした。そして、ピープルズ・コミュニティにとっ

ても、町からの委託によるエコドームの管理運営は、

良い出来事に。この施設には、多くの町民が訪れるこ

とになるため、活動拠点とするには好都合であったの

です。まさに、行政と町民の意識が結びついた、グッド・

タイミングな協働作業でありました。

「軽トラ朝市」には、「ＮＰＯ法人ピープルズ・コミュニティ」の理事長

安田裕美子さんも出店されていました。

つくった堆肥を活用できる畑を持たない世帯に、廉価

な利用料で畑を貸し出すというものです。そこで作ら

れた野菜が、再び家庭の台所へと戻ってくれば、地域

内の循環のしくみが完成することになります。

　また、ピープルズ・コミュニティは、マイバッグ運動

の展開も他地域に先駆けて行っていました。ゴミを回

収するなかで、レジ袋があまりに多いことに心を痛め、

町内にある大手スーパー「マックスバリュー輪之内店」

（イオングループ）に働きかけ、岐阜県下初となる「レジ

袋の有料化」を実現させたのでした。その後、この取り

組みは岐阜県下に一気に広まり、今や県内でレジ袋有

料化を実施していない市町村はないそうです。

　「軽トラ朝市」は、町内の農家の悩みに応える動きに

なりました。ピープルズ・コミュニティのメンバーは、

生ゴミの中に流通させられない規格外の農作物が結

構な量を占めていることが気になっていました。一方、

町役場には以前から町内の農家から直売所を作って

ほしいとの要望が寄せられていましたが、維持管理費

がかかることであり、先に進めない状況でした。そこ

で、ピープルズ・コミュニティが提案したのが、ほぼ費

用負担がない町役場の駐車場で開催でき、規格外の

農産物も販売できる直売イベントの展開でした。

　こうして始まった「軽トラ朝市」は、農家の皆さんの

元気・やりがいを作るだけでなく、安くておいしい野

菜や特産品が買えると人気のイベントになっています。

　今では、町内の約半数である1,270 世帯が、生ゴミ

分別処理に参加協力する地域に。生ゴミの分別処理は

年間 300ｔに達し、それによるCO2削減効果は2tに



　環境への取り組みが評判を呼び、地域の活性化にも

つながっている輪之内町。最近の動きで話題となって

いるのが、「かわばたくんファミリー」の展開です。これ

は、町内に生息する絶滅危惧種の淡水魚カワバタモロ

コをモチーフとしたマスコットキャラクター。もともと

は、町の北端に位置する本戸地区プロジェクトチーム

の農村環境保全活動に端を発しているもので、同地区

の様々な構成員による取り組みのうちの一つにカワバ

楽しみながら環境保全。

もなると言います。「ゴミを減らしたい・もったいな

い」・・女性たちのそんな思いが町を動かし、住民の

行動を変えることができたのでした。

地域を盛り上げようとがんばっているカフェ＆ショップにもおじゃまし

ました。かわばたくん・もろこちゃんを店のトレードマークにしています。

毎年、「あじさい祭り」が開かれる本戸地区は、かわばたくん・もろこ

ちゃんの生まれ故郷。結婚式にも参列させていただきました。 町民の皆さんは、ゴミの分別にどんどん詳しくなっています。

タモロコの保全活動がありました。

　この活動は岐阜大学などとのコラボレーションを生

み、活発化。高齢者や女性、子どもを巻き込みながら盛

り上がっていきます。そして町は、乱獲者に対応する

ため、「カワバタモロコ保護条例」をつくります。さらに

は、住民の環境への関心を高めるとともに、自然豊か

な町の良さをＰＲするために、前述のマスコットキャラ

クター開発への動きにつながっていったのです。

　環境の話をすると、堅苦しくなってしまいがちにな

るのは否めないでしょう。そこで、町はアニメを制作

し、同町が運営するコミュニティチャンネル「輪之内ス

マイルチャンネル」で放送。公式のキャラクターらしか

らぬ、ローカル色たっぷりの自虐ネタを展開するなど、

子どもから高齢者まで誰もが楽しめる内容となって

います。

　輪之内町には何も無い・・ではじまるこのアニメ

作品。一見、何も無さそうに見ますが、自然の厳しさと

闘ってきた固有の文化があり、田んぼやため池、用水

路には、メダカやカエル、ナマズ、カワバタモロコなど

の生物が生息し、昔から豊かな自然を形作ってきた土

地柄でもあります。日本の原風景ともいえるこうした

環境への思慕の念が、地域の人々の根底にあり、環境

保全へと向かわせているように感じます。



輪之内町は、地球にやさしいまち。輪之内町は、地球にやさしいまち。

資源持ち込み施設として、家庭で分別

された、ビン・缶・新聞雑誌・その他

プラ・トレーなどの資源を持ち込める

スペースです。

午前 9時から午後 5時まで
輪之内町中郷新田 1515-1、1515-2、1516
お問合せ：0584-69-5374

輪之内エコドーム
「来て楽しい！買ってうれしい！朝市」

がモットー。野菜、果物、惣菜、和菓子、

寿司、洋服、フリーマーケット、雑貨など、

30 程度の特色ある店舗が出店しています。

毎月第2・第4日曜　午前8時30分～11時頃
※商品がなくなり次第終了
※雨天決行（警報発令時などは中止）
場所：輪之内町役場西駐車場

軽トラ朝市

歴史ある大榑川を蘇らせ後世に残して

いきたいという願いから、上流から順番

に河川の美化活動を実践しています。

毎年 4月29日（みどりの日）／ 11月23日
（勤労感謝の日）

集合場所：輪之内町町役場駐車場
主催：グラウンドワーク輪之内
 

大榑川を美しくする
町民参加大会 町内に生息する絶滅危惧種の淡水魚カ

ワバタモロコをモチーフにした輪之内

町のキャラクター。2013 年 6 月の「あじ

さいまつり」で結婚式を挙げました。

がんばれ！かわばたくんファミリー
輪之内スマイルチャンネル
毎週　月・水・金・日　朝 7時 10分～／
夜 8時 10分～放送

かわばたくん、もろこちゃん
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フードコート
犬山市

【犬山オフィス・ショールーム】
愛知県犬山市西古券 21-2　
電話　0587-93-0135　 
FAX　0587-93-0116　

一般社団法人
日本の森再生プロジェクト

https://www.facebook.com/ecotsuu/
「エコツー」 Facebook

ベースにコンテナを利用しつつ、間伐材を
活用して装飾。屋上にもウッドデッキが敷
き詰められ、テラス席となっています。

街なかにありながら、木に囲まれた落ち着い
た雰囲気が魅力です。

飛騨牛串焼きのお店や犬山市内のレストラン、

カフェなど、地元に関わりのある軽食グルメ店

が立ち並びます。城下町が見下しながら料理

を味わえる「城下町ビアテラス」も、人気となっ

ています。

街なかに現れるウッディな商空間。
つい、引き込まれてしまいます。
街なかに現れるウッディな商空間。
つい、引き込まれてしまいます。
犬山城へと通じるメインの通りに、他とは趣が異なる空間を発見。ここには
数件の店舗があったのですが、数年前火事で焼失。その跡地に出来たのが、
フード店が軒を連ねる「森のマルシェ」でした。
この商空間をプロデュースしたのは、「日本の森再生プロジェクト」という団体。
その名のとおり、国産材の普及活動を展開しており、当施設も木材を活かし
た趣のある造りとなっています。

東白川村のひの
きをふんだんに使
用した移動茶室
「森の茶室」も同
法人の企画。
岐阜で行われた
全国育樹祭にて
展示されました。


