
１　はじめに

本稿の目的は、福岡県柳川市における掘割保全を事例として、環境保全の担い手と活動の論
理の変化に着目し、地方都市における地域社会の変容過程を明らかにすることにある。

社会学は、近代化によって地域社会（コミュニティ）は失われてしまうのかという問いと長
く向き合ってきた。バリー・ウェルマン（Wellman 1979＝2006）はこれを「コミュニティ問題

（the Community Question）」とよび、既存研究をコミュニティ喪失論、存続論、解放論という
３つの立場に整理した 1）。ウェルマンの議論の眼目は、パーソナル・ネットワークに注目した
新たなコミュニティ概念（パーソナル・コミュニティ）を提示することであり、トロントでの
調査からその妥当性を検討している。

このウェルマンの類型をかりて、現代 2） 日本における地方 3） の地域社会に関する言説を整理
すると、喪失論と存続論・解放論という２つの流れに分けることができる。前者の代表が、大
野晃（2005）による限界集落論と増田寛也ら（2014）による地方消滅論であり、後者の代表は
それらを批判する諸研究である 4）。本稿は後者の立場、とりわけ、解放論（＝ネットワーク論）
的な視点に立ち、従来の研究において十分に検討されてこなかった論点を取り上げ、その議論
を補強することを意図している。

こうした本稿の目的からみたとき、今日もっとも注目すべき議論の１つが、徳野貞雄による
修正拡大集落論である。徳野（2015）は限界集落論や地方消滅論を「人口減少・危機論」とよ
び、20世紀型の人口増加型社会の枠組みで、21世紀の成熟社会の地域社会を分析していると批
判する。そのうえで現代社会における地域住民の現実的生活基盤という観点から、人口減少を
念頭において生活課題に対応可能な地域社会のモデル構築を目指す「人口減少・容認論」へと、
地域分析のパラダイム転換が必要であると主張する。そこで例として挙げられている地域社会
のモデルが、修正拡大集落である。

修正拡大集落とは、小規模な農村集落（ムラ）どうしや、一定の人口規模と都市機能の集積
がみられる地方都市（マチ）との間での生活基盤の共有、具体的には、他出家族との相互扶助

環境保全からみた地域社会の変容
―福岡県柳川市の事例から―

松本　貴文

― 67 ―



関係や、通勤・買い物・通院などを通じて生まれる社会関係を通して形成される地域社会のこ
とである 5）。この議論において特に重視されるのが、他出子との関係である。修正拡大集落論
では、マチに近居する子どもたちとのネットワークを通して、ムラにおける生活課題の解決や、
地域活動の維持がおこなわれている点が強調される。

以上の徳野の議論は、社会変動というマクロな条件を前提としながら、実証的な集落調査の
成果をもとに展開されており説得的である。金子勇（2016: 30）は、地方消滅論に対する批判
が、点の工夫によって面の消滅を批判するにとどまっていると重要な指摘をおこなっているが、
修正拡大集落論にはこの批判は当たらない。他出子の支援効果について既に様々な事例研究に
よって確認されていることからも、この議論が面的な有効性を持つことが証明されている 6）。

他方で、さらに検討を要すると思われる点も少なくない。第１に、マチの側の視点である。
人口減少は農村の小規模集落だけでなく地方都市にとっても深刻な問題であり、親世代が住む
ムラの地域社会だけでなく、他出子たちが生活するマチの地域社会についても目を向ける必要
があるだろう。しかし、徳野の議論はムラの視点からマチとの関係をみるという傾向が強く、
マチの地域社会に関する研究は課題として残されている。

第２に、家族関係以外の社会関係への着目である。修正拡大集落論では家族の支援関係を根
拠に、集落外に住む子どもたちも地域社会のメンバーたりうると主張される。徳野（2011b）は
こうした他出子たちを「準村人」とよぶが、地域社会が直面する生活課題の解決に協力してく
れる人々を準村人と考えるのであれば、他出家族以外を準村人とみなしてもかまわないだろう。
都市的な性格を一定程度有するマチの地域社会では、ボランティアや市民団体、NPO といった
アクターが、重要な役割を果たす可能性が高い。したがって、マチの地域社会を分析するため
には、より多様なアクターを含みこんだ地域社会モデルを構築することが必要ではないか。

第３に、徳野の議論は家族レベルでの支援をとりわけ重視するが、地域社会レベルへの支援
についても目を向ける必要があるのではないか。ムラの場合、集落を構成する各世帯の生活が
維持できれば、地域社会も維持できるという論理は成り立ちやすい。これに対し、マチの場合、
地域社会の活動に参加しない、あるいはできない住民が一定程度いると想定される。ムラにつ
いても、他出子の支援が家族レベルにとどまるとの批判もあるため（上野 2016）、地域社会に
対する支援に焦点化した研究が求められるのではないか。

そこで本稿では、以上の論点をふまえ、地方都市（マチ）である柳川市における地域社会の
変容について、地域社会が担ってきた環境保全活動の担い手の変化、とりわけ、市民団体や企
業、NPO などとの関りに着目しながら、新たに出現しつつあるネットワーク型の組織を取り込
んだ地域社会とはどのようなものかを検討していく。修正拡大集落論が想定する、地理的空間
の共同にくわえて関係性という観点から地方の地域社会を捉えようとする視点を地方都市に応
用してみることで、ムラとは異なるマチの地域社会が持つ関係性の広がりを描出し、ムラとマ
チの関係の重層性を明らかにしたい。
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２　柳川市と掘割

柳川市は、福岡県南西部、佐賀県との県境に位置する人口67,777、世帯数23,453の小都市であ
る。柳河藩10万９千石の城下町を中心としながら、周辺の農漁村との合併を繰り返して今日の
柳川市が形成されており、筑紫平野の起伏のない地形を利用した農業（米、麦、大豆）や、有
明海での漁業（とりわけ海苔の養殖）、そして、旧柳河藩主立花家の御屋敷と庭園で現在は料亭
旅館となっている御花や、近代日本を代表する詩人である北原白秋の生家、さらには掘割など
の資源や、名物のウナギ料理を活用した観光が主たる産業である。

この柳川市には、西部に筑後川、東部に矢部川という２本の一級河川が流れ、さらに矢部川
の分流である沖端川、二ツ川、塩塚川を有しており、一見すると、水郷柳川の名に恥じぬ水資
源豊かな街のようにみえる。しかし、実際には「水の一滴は血の一滴」ともいわれるほど、柳
川にとって水は貴重なものであった。なぜなら、現在の柳川市一帯はもともと低湿地帯であり、

「悪い水はしょっちゅうかぶるが、いい水には恵まれていなかった」（広松 1990a: 20）からであ
る。筑紫平野に人々が定住を始めたのは弥生時代といわれるが、それ以降、限られた水資源を
何とか確保し効率的に利用するために、人々は掘割を発達させてきた（広松 1990a: 20-2）。

なぜ柳川が水資源に悩まなくてはならないのか。もう少し詳しく説明しておこう。筑紫平野
は、海面の後退によって形成された沖積平野（北東部）と、慶長期から本格化し昭和期まで数
回にわたっておこなわれてきた干拓事業によって造成された干拓地（南西部）からなる。こう
した地形上、柳川市の大部分は、有明海の潮が満ちると海水面よりも低くなる。そのため、筑
後川や矢部川、後者の分流である沖端川は、満潮で川の水が押し戻されて流れの向きが変わっ
たり、干潮で川底がみえるほどに水がなくなったりする区間のある感潮河川であり、感潮区間
は矢部川で10km にもおよぶ。したがって、柳川は目の前の河川から直接真水をえることが困
難であり、さらには干潮時しか排水ができないのである。このように常に真水が不足する環境
下において、水をいき渡らせ、反復利用まで含めた効率的な利用を促すと同時に、余分な水を
貯めおく仕組みとして掘割が整備されてきた。柳川の人々は「なにも街の景観とか、街の潤い
のために、掘割を掘ったわけではない」（光岡 1985: 10-1）のだ。

こうした事情から、柳川の掘割は人々の生産・生活にとって欠かせない、極めて多様な機能
を果たしてきた。加藤仁美（2003: 27-30）によれば、柳川市の掘割は（1） 農業的機能、（2） 生
活的機能、（3） 防災・環境保全的機能、（4） 生態的・空間的機能の４つの機能を有する。これら
をさらに細かく区分すれば、（1） は農業用用排水機能、乾田化機能、泥土の還元としての機能、
同様に（2） は飲料水、生活用水、生活排水路、運輸・交通、（3） は貯水・保水、地下水涵養、遊
水池・洪水調整、自浄作用、防火用水、（4） は魚介類・水生生物、水生植物、レクリエーショ
ン・遊びの空間、景観・水と緑・空間という機能に分けられる。

このように、柳川の暮らしのあらゆる側面と切っても切れない関係にある掘割だが、そこを
流れる水はすべて矢部川から取水されている。矢部川は筑紫平野の灌漑用水の大半を供給して
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おり、流域面積に対する灌漑面積の比率は九州管内の一級河川でも２番目に大きい。そのため、
かつて柳河藩は、矢部川を境界として接する有馬藩との間で、水の確保をめぐって対立した。
その際、両藩が競って設けた廻水路は、有馬藩13.4km、柳河藩14.7km におよぶ。この水をめぐ
る争いは大正期まで続いたが、これを通じて次第に水利慣行が構築されていった。明治時代に
入ってからは水利組合が結成され、この伝統的な水利慣行が継承される 7）。現在でも水利組合
から委託を受けた「水番」や「井出守り」とよばれる管理者によって、市内にある1,175の樋
門・樋管の操作がおこなわれている。

３　掘割の荒廃と広松伝の掘割再生

3．1　戦後の生活の変化と掘割の荒廃
前節で述べたような過程をとおして、柳川市では地域社会（現在の行政区単位）が主体となっ

た掘割の保全体制が形成されてきた。しかし、戦後になると次第にこの関りに亀裂が入るよう
になる。そのきっかけとなった出来事として語られるのが、1950年代に始まった上水道の整備
と1960年の日向神ダムの完成である。これ以降、1960年代から70年代後半にかけては、柳川の
掘割汚染がもっとも甚大となった荒廃期ともよぶべき時期となる。まずは、この時期にどのよ
うにして掘割の環境が悪化したのかを確認しておこう。

水道の整備が水と人との関り方に多大な影響を与えることは、琵琶湖の事例研究でも指摘さ
れている（嘉田 1984）。柳川でも1951年に市街地からその設置がはじまると、柳川市民の生活
に革命ともいうべき劇的な変化が生じた。それまで早朝の非常に負担の大きな労働であった水
汲みの必要がなくなり、蛇口をひねればきれいな水がいつでも使えるようになったのである 8）。
しかし、その対価として、人々の掘割に対する関心は薄れ、水道整備の進んだ地域から掘割の
汚染が始まっていく。1960年代に入ると農薬の使用も増え、市街地の中小水路や下流の漁村部
では、ゴミの投棄や悪臭の発生など汚染が危機的水準に達した。水質汚染を理由に、学校で子
どもたちに掘割で泳いではならないとの指導もなされるようになったという 9）。

この上水道整備とならび、掘割の環境に大きな影響をもたらしたのが、日向神ダムの建設で
ある。1953年６月に北部九州を襲った昭和28年西日本大水害は、矢部川流域に床上浸水10,138
戸、床下浸水15,896戸という大きな被害をもたらした。そこで、福岡県は1950年から着手して
いた矢部川中小河川改修工事の一環として、1956年に日向神ダムの建設に着手する。1960年に
これが完成すると、柳川は水害の減少など多くの恩恵に浴したが、掘割を流れる水の流量は目
にみえて減少し、浄化能力が著しく低下して川底にヘドロが堆積し始めた。

こうして水管理の近代化が進むにしたがって、地域社会が主体となった既存の管理体制が解
体され、生活の中での市民の掘割への関与は低下していった。さらに、高度経済成長による大
量生産・大量消費型社会の到来が、ゴミの増加や家庭排水の汚染という形で追い打ちをかけ、
掘割の汚染は瞬くまに広がった。1960年代の初めにはすでに内堀の汚染が深刻となり、その後
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時間をかけず周辺部まで進んだ。その影響は深刻で、市民からは掘割の放つ腐臭に対する苦情
が寄せられ、観光の目玉である川下りもコースの変更を余儀なくされた。一方で地価は上昇し、
ゴミで掘割を埋め立てて私有地とし利用する住民も現れた。自動車時代の到来とあわせて、道
路の拡張や駐車場確保のため掘割が暗渠化されることもあった。

こうした事態を受けて、柳川市役所は掘割浄化活動を開始する。掘割の景観が自らの経営に
直結する船会社も独自に浄化活動をおこない、1962年には柳川ロータリークラブの浄化活動に
対して市から感謝状が贈呈されている。市役所でも厚生課にバキューム車を購入するなど対策
に力を入れ、1968年には３年計画で大規模な浚渫を実施した。その際、委託業者に支払われた
経費は5,600万円にのぼり、当時の柳川市の予算の５％を占めた（広松 1990a: 27）。このように
行政と企業による高額の費用を投じた浄化活動が続けられたにも関わらず、掘割の浄化はいっ
こうに進まなかった。掘割がゴミ捨て場のようにみなされ、ゴミを撤去しても新たにゴミが捨
てられるという鼬ごっこ状態となってしまったためである。船会社を経営する B 氏によれば、
当時、船頭が掘割を清掃していると、市民から「お前らなんで勝手に掘ば掃除しよっとか。ゴ
ミば捨てにくくなるじゃなかか」と罵声を浴びせられることもあったという 10）。市による浚渫
も、観光業者のために税金が使われていると揶揄された。

1975年、追い込まれた市は、ついに最終的な解決策として大規模な埋め立て計画を作成する。
これは、建設省（当時）の補助によって幹線水路以外の掘割について、その一部を埋め立て、
他をコンクリート三面張りにすることで、排水用の下水路として利用しようとするものであっ
た。この計画を推進するために、1977年、市の環境課に都市下水路係が新設される。この新し
い係の係長に任じられた職員が、掘割再生の中心人物となる広松伝であった。

3．2　広松伝による掘割再生
1977年に広松が都市下水路係に着任してから、柳川の掘割再生が開始される。ここから広松

が亡くなる2002年までを、掘割再生期とよぼう。この時期の広松の取り組みによって、柳川で
は地域社会による掘割保全体制が再構築されることになるが、ここではその概要を紹介してお
こう。

広松は、1937年、柳川市蒲池地区に生まれた。柳川市役所に勤め、長く水道事業にかかわっ
てきたが、都市下水路課の設置にともない異動となる。こうして掘割を埋め立てる事業の担当
者となったものの、掘割が失われれば柳川が柳川でなくなるのではないかと違和感をおぼえ、
掘割再生へ向けた活動を開始する。自らも上水道事業に関わる過程で、間接的に掘割の汚染に
手を貸していたのではないかという自責の念が、広松の活動を後押しした。

着任と同時に広松がまずおこなったのは、市長に埋め立て計画の中止を直訴し、半年間の猶
予をえることだった。その期間中、文献研究や先進地視察を続け、自身のアイデアを「郷土の
川に清流を取り戻そう―柳川市民へのよびかけ」としてまとめた。タイトルからもわかるよ
うに、広松はこの小冊子のなかで、掘割の浄化は市民参加によって成し遂げなければならない
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と訴えた。なぜなら、「柳川市における川や堀の荒廃は、その背景、役割すらかえりみようとし
ない行政と住民の思想に起因している」（光岡 1985: 78）のであり、したがって、「この川や堀
に清流を蘇らせる具体的な取り組みは、（中略）川や堀とのわずらわしいかかわりをはじめてい
くこと」（光岡 1985: 79）と考えたからである。

同年にはこの文章をもとに広松が起案した河川浄化計画が、市長と市議会に承認され、翌年
には５年計画の事業経費も議会で可決される。こうして、柳川市はそれまでの方針を急転回さ
せ、市民との協働による掘割再生路線へと舵を切った。広松はこの計画の推進のため、地区懇
談会 11） や汚染された現地の見学会、現場での浚渫作業に連日参加し、市民に掘割再生への参加
をよびかけていく。そして実際に浄化作業が開始されると、市民の協力も堰を切ったように拡
大していった。その成果は瞬く間に現れ、１年半の期間で「もうあまり清掃浚渫することがな
い」（光岡 1985: 169）という状況を達成する。しかも、このためにかかった経費は、当初予算
の11,600万円のうち6,000万円程度であった。

これ以降も、1980年には三全総にもとづく伝統的文化都市環境保有地区整備事業によって旧
城堀筋に河川公園が整備され、同年には行政区等用排水路管理実行委員会設置規則が公布され
る。これにもとづき81の行政区用排水路管理実施委員会が設置され、市内各地の用水路をそれ
ぞれの地域社会で管理する体制に対する制度的支援が強化された。さらに、1999年に柳川市掘
割を守り育てる条例が施行され、行政と市民の協働による掘割保全活動は今日まで継続されて
いる。2020年現在の具体的な活動としては、行政区ごとの清掃活動のほか、毎年2,000名ほどの
参加がある一斉清掃、小学校の総合的な学習の時間を活用した掘割・環境教育、８月に市民が
実行委員会を組織して開催される水郷柳川夏の水祭りなどがある。このように広松による掘割
再生は、制度的な支援の強化を実現し、地域社会による掘割管理の体制を再構築することに成
功した。

さらに広松は、掘割に関する市民団体の設立にも力を入れた。1989年に第５回水郷水都全国
会議が柳川市で開催されると、この成果を継続させていこうと1991年に水の会 12） が発足する。
それに続いて EM 菌活用をおこなう団体など、掘割保全に携わる任意団体や NPO が新たに誕
生していった。さらには掘割再生が契機となって、矢部川流域で環境保全に取り組むネットワー
ク組織（2005年発足の矢部川をつなぐ会）とのつながりなど、柳川という範囲を超えた関係も
生まれた。こうした新たな組織が、2000年代以降、掘割保全において重要な役割を果たすよう
になっていく。

3．3　なぜ地域社会は掘割再生の担い手となりえたか
ではなぜ、それまで市や船会社の取り組みが不首尾に終わっていたにも関わらず、広松の活

動はこれほどの成功を収めることができたのか。ここには広松の思想やリーダーシップだけで
なく、取り組みを受け入れた地域社会の側の状況も大きく関係していた。ここではとりわけ重
要だと思われる３つの点を確認しておきたい。
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第１に、掘割再生が開始された1970年代後半は、汚染が始まってからまだ日が浅く、かつて
の美しかった掘割での様々な体験や水利用に関する知識、規範が、多数の市民に集合的記憶

（Halbwaches 1950=1989）として共有されていた。加藤も、掘割再生の成功要因としての共通の
記憶の存在について指摘している（加藤 2003）。広松が地区懇談会などで自身の体験を語り、参
加者の記憶を刺激して掘割について人々が語り合う場を生み出すことで、集合的記憶は再構築
されていった。水の会のメンバーで兼業農家の C 氏は、「広松さんが成功したのは、やっぱ、掘
割で遊んだときの楽しさを引き出したからじゃないですかね」と語る 13）。

第２の特性としてあげられるのは、柳川が一定の商業及び行政機関の集積地としてのマチと、
周辺の集落社会の連合体として生活基盤・生活圏を形成しているマチ・ムラ連合（徳野 2006） 14） 

的な構造を有しており、土着性の高い地域だったという点である。そのため柳川では、1970年
代頃まで、地域社会の共同性が少なからず残存していた（光岡 1985: 134）。したがって、広松
は、かつて掘割保全の担い手だった地域社会を、掘割再生の担い手として頼ることができた。
先ほども述べたように、広松は地区懇談会や見学会を実施し、地域社会を単位として過去の管
理の仕組みを再生させることに心を砕いた。地域社会の側でも、掘割の汚染による弊害に対処
する必要を感じており、広松の提案に関心を示した。例えば、市内中心部のある行政区の区長
は、1989年の第５回水郷水都全国会議の場で、当時、掘割が悪臭を放ち蚊の発生源となってお
り、薬剤散布などの対処が開始されていたと語っている（富安 1990: 220-4）。掘割再生はこう
した住民たちの必要に応える内容だった。

第３に、政治や経済を取り巻く状況も、掘割再生の受け入れに有利に働いた。広松は当時の
古賀杉夫市長に直談判し、埋め立て計画の延期を実現した。そして、その間に練り上げた市民
による掘割再生を目指す河川浄化計画が採用され、議会でも承認を受けている。これによって
計画の遂行に必要な予算を確保することができた。この時、広松のもとで働いていた市役所職
員 D 氏は「市長や議員さんが広松案に賛成したのは、きれいな掘割のことを知っていたから
じゃなかですかね。対案が出てくれば、計画をひっくり返す素地はあったように思います」と
話す 15）。当時の市長や市議たちも記憶を共有する人々で、広松の提案を受け入れることができ
た。あわせて B 氏は、経済的な情勢の変化も大きかったのではないかと話す。そのころ柳川で
はイグサがもっと重要な農産物であったが、その生産過程で発生したゴミが大量に掘割に廃棄
されていた。しかし、ちょうど掘割再生が開始された70年代後半はイグサの価格が低下し、生
産農家が減少し始めた時期だった 16）。掘割の経済的利用価値の低下も、広松の掘割再生の成功
と結びついていたのである。

４　掘割保全の危機とネットワーク型組織の登場

4．1　現代における掘割保全の危機
掘割再生以降、柳川市は、一貫して行政と市民との協働による掘割の保全に努めてきた。制
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度的な支援体制が拡充され、現在でも一定の成果をあげている。そうであるにも関わらず、掘
割保全に長く携わってきた B 氏は「確かに、臭い、汚いという問題はなくなったかもしれん
ばってん、ある面では、問題は深刻になってきよる」と語る 17）。行政の制度や支援は充実し、
掘割の環境に関連する指標は改善されている一方で（柳川市 2014）、掘割再生を支えてきた地
域社会の活動が低下し、掘割保全は危機にあるという認識が活動家たちの間で共有されている。
そこで、2000年頃から現在まで続く期間を転換期とし、本節ではその状況を確認しておこう。

ところで、なぜ、地域社会による掘割保全が困難となってしまったのか。近年の地域社会お
よび地域環境の変容との関係から具体的に確認しておこう。まずは、地域社会における掘割管
理の現状について、沖端地区 E 町の例から確認する。沖端地区は掘割の最下流にあたり、観光
の拠点ともなっている。E 町は27戸からなる漁村集落で、区長の F 氏が柳川で一番を自認する
ほど掘割の管理に熱心である。毎年全世帯参加の掘割清掃と側溝の消毒だけでなく、日常的に
F 氏を中心に４～５名のメンバーが浮遊物の除去作業をおこなっている。家屋が密集している
ため防火用水として掘割が重要な機能を果たしているうえ、最下流に位置するためゴミがたま
りやすい。おまけに観光客が訪れることも多いことから、清掃には力を入れてきた。しかし、
漁師たちの高齢化が進み後継者の確保が進んでおらず、将来には不安もある。先頭に立って掘
割清掃を続けている F 氏も76歳と高齢であり、夫婦２人暮らしで子どもたちは転出している 18）。

高齢化によって地域社会よる掘割管理が困難となっているのは、なにも E 町だけではない。
ここ数年、柳川市水路課にも、「高齢化で水路の維持、管理が困難である」という訴えや、「掘
割を埋めてはいけないのか」という問い合わせが寄せられる機会が増えているという 19）。こう
した状況のなかで、コンクリート化による管理の省力化などの対応がとられているものの、コ
ンクリート化は掘割の多くの機能を低下させてしまうため、掘割保全に関わる活動家たちはこ
れを強く警戒している。「コンクリート三面張り化された掘割では、捕まるところがないから泳
げない」のであり、水難事故の原因ともなる 20）。広松はコンクリート三面張りを「思想のない
技術」（広松 1990b: 18）と呼んだが、地域社会の変容がこうした技術の利用を促進し、人と掘
割との関係の疎遠化（嘉田 1995: 34）が進みつつある。

地域社会の変化は、比較的若年人口の多い市の中心部でも進行している。柳川市は福岡市と
西鉄大牟田線で１時間以内の距離にあり、西鉄柳川駅周辺などではベッドタウン化が進んでい
る。こうした地区に移住してきた新住民たちは、掘割への関心が高くないため、保全活動への
参加も積極的ではない。そのため、水路課には「清掃活動に新住民が参加してくれない」、とい
う相談が寄せられることもしばしばあるという 21）。

地域環境についても、昭和50年代以降、筑後川下流域で大規模な圃場整備事業が進められ農
村部の掘割の形状が大きく変化したほか、ブルーギルやミドリガメなどの外来種の増加など生
態系も変化した。その結果、従来の掘割保全を支えた地域社会に蓄積されてきた記憶を、活か
せない状況も生じている。例えば、A 氏によると、昭和30年頃まで柳川のどの世帯も、「カジ
メ」とよばれる甕に瓦の破片をいれたものを掘割の側面に備え付け漁礁としていた。これを引
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き上げると、たくさんのドジョウがとれたという。また、水田に竹かごを仕掛けドジョウやウ
ナギをとり、これを鰻屋に売って小遣い稼ぎをするのが子どもたちの遊びだった 22）。しかし、
現在の環境ではこうした遊びを楽しむことはもはやできない。

以上のように、掘割保全の危機とは、地域社会の高齢化や混住化と地域環境の変化を原因と
する、地域社会を担い手とした既存の知識に基づく環境保全システムの弱体化を意味している。
では、柳川の人々はこうした危機にどのように対処しようとしているのか。

4．2　新たな担い手としてのネットワーク型組織の台頭
掘割再生における旧来の担い手の危機が顕在化したのは、それほど新しい出来事ではない。

柳川の掘割について長年研究を続けてきた加藤（1994: 150-5）は、1990年代の時点で地域社会
（加藤の表現では「地域集団」）による掘割保全の仕組みが、都市化・混住化によって解体しつ
つあることを指摘しており、行政による一元集中管理体制が強化され、地域社会の問題処理能
力が低下する可能性が高いと述べている。そして、これを回避するために多元的な主体の形成、
具体的には、住民―隣組―集落という既存の重層的な地域社会の管理体制に加えて、任意集団
を組み込んだ新たなネットワークの形成が必要であると論じている。

実際に、掘割再生以降、柳川市内では掘割保全に携わる市民団体や、それらのネットワーク
組織が誕生し、掘割保全において重要な役割を果たすようになっている。本稿に登場する活動
家は、このネットワークに加入する団体のリーダーたちである。近年の掘割清掃活動参加者の
増加は、こうした市民団体やそのネットワーク組織の動員によるところが大きい。では、こう
した団体・組織がどのような論理にもとづいて掘割保全に取り組んでいるのか。その点につい
て確認するために、具体的にネットワーク組織や協力団体の活動を取り上げる。

4．2．1　掘りなおしネットワーク蒲池掘割委員会
掘なおしネットワーク蒲池掘割委員会（以下「蒲池掘割委員会」） 23） は、2009年に蒲池地区の

住民や関係者のほか、昭代地区や城内地区の住民や専門家などが中心となって結成された。協
力団体に、柳川市内外の行政機関、企業、各種学校、NPO など多様な団体が名を連ねている
ネットワーク型の組織である。矢部川流域をつなぐ矢部川をつなぐ会にも参加しており、その
構成員である NPO 法人がんばりよるよ星野村など市外の団体とも協力しながら、掘割の清掃
や外来種駆除活動をおこなっている。蒲池という名を冠しているが、市内全域で活動をおこなっ
ており、最近は高齢化の進んだ地域から掘割清掃や川祭りへの支援を求められる機会も多く、
場合によっては清掃作業の参加者の半分がボランティアということもあるという。水郷柳川夏
の水まつりにも支援団体として参加している。

蒲池堀割委員会が活動を開始した目的は、掘干（「川ざらえ」や「泥あげ」ともよばれる）を
復活させることだった。掘干は稲刈り後に掘割の水をせき止め、掘割に蓄積したヘドロを田に
くみ上げる清掃作業のことであり、掘割保全の主要な作業の１つである。その消滅は地域社会
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による管理が部分的・限定的なものへと変容していることの象徴であり、広松（1990b）もその
重要性を強調していた。蒲池堀割委員会の事務局長 G 氏は、掘干は掘割再生の象徴であり、こ
れを復活させることで、掘割に対する失われつつある市民の関心を再び取り戻すことができる
のではないかと考えたという。G 氏は蒲池地区出身で、大学卒業後は東京などでサラリーマン
生活を送ったのち U ターンし、現在は市内の企業で役員を務めている。東京勤務時代、職場や
取引先で出身地を尋ねられ「福岡の柳川です」と答えると、「水路のキレイなところですね」と
いう返事が返ってくることが度々あったそうで、「NHK の天気予報の背景に、掘割の映像が使
われていたからでしょうね」と話す。こうした経験を通して、柳川は掘割の街なんだという認
識を強めたという。そのこともあって、G 氏は「掘割がなくなれば柳川はただの田舎」と度々
口にする。G 氏にとって、柳川の掘割は地域アイデンティティの象徴なのである。

G 氏は、掘干を実施するにあたって、サラリーマン時代のつてなどをたどって市外からも参
加もよび掛けた。ボランティアが社会的に定着してきた時代だったことも後押し、市外からも
多くの参加があった。現在でも掘干などに毎年参加してくれる北九州市の団体もある。活動の
際は蒲池掘割委員会と地域社会の側で準備を進め、当日の作業ではボランティアが活躍する。
掘干ではただ清掃をするだけでなく、ボランティアを交えて食事もとる。掘干が、地域社会と
外部の人々をつなぐ場となっているのである。

G 氏によると、掘干の後、ボランティアからは「柳川の掘割に１度入ってみたかった」、「楽
しかった」、という感想を聞くことも多いという。このほかにも、水郷柳川夏の水まつりへの参
加を通じて掘割で泳ぐ機会を提供しようとするなど、蒲池堀割委員会の活動の鍵となっている
のが掘割で楽しむ場の創造である。参加者に楽しんでもらうことを活動の主眼とするとことで、
生活のうえで直接の利害をもたない地域からのボランティア参加にもつながっている。もちろ
ん、ボランティアの多くは県内からの参加であり一定の地域性はある。ただ、空間上の近接性
というよりも、地域住民との家族・親族関係や職場でのつながりの近さが参加と関係している
という。

4．2．2　企業や市民団体の活動
蒲池堀割委員会の協力団体には、地元企業も名を連ねている。その中には、船会社のように

直接的に掘割から利益を得ている企業だけでなく、一見すると全く掘割に関わりを持たない会
社も含まれている。そうした企業が掘割保全にどう関わろうとしているのか。一例として採石
業と建設資材のリサイクル業を営む H 社の事例を取り上げよう。H 社は掘割保全の取り組みと
してボランティアの派遣のほか、自社のノウハウを生かした掘割浄化のための技術開発に力を
入れている。現在取り組んでいるのは、同社が開発したビンなどを原料とする発泡ガラス素材
を掘割に設置し、発泡によってできた微細な空間を微生物の生息地とすることで、有機物を分
解する浄化材として利用するための実証実験である。H 社で顧問を務める I 氏によれば、これ
は営利目的ではなく地域貢献事業であり、利潤の有無に関わらず10年間は継続する予定だと
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いう 24）。
この取り組みの興味深いところは、実証実験が市内のある小学校の前で実施されているとこ

ろである。普段から子どもたちが目にしている掘割の水が透き通れば、子どもたちも掘割に関
心を示してくれるのではないかと意図して、この場所が選択された。子どもたちの注目をひく
ため掘割の中に金魚もはなしてある。実験のおこなわれている掘割は、コンクリート三面張り
になっており安全を考慮して柵も設置されている。そのままの状態であれば、特に子どもたち
の関心を引くような場所ではない。しかし、実証実験が始まって掘割の中の様子がみえるよう
になると、生き物を発見する楽しみが生まれ、掘割をのぞき込む子どもたちが増えたという。

次に、市民団体の例として、柳川市観光ボランティアガイドの取り組みを紹介しよう。会長
の J 氏は学校教員として勤めながら、掘割の歴史研究に長年取り組み、その経験を活かして2001
年から観光ボランティアガイドを立ち上げた。この観光ボランティアガイドの活動の特徴は、
掘割の歴史的価値を再発見し、既存の川下り、御花、白秋、蒸篭蒸し以外の、新たな柳川の楽
しみ方を提案しようとしているところである。

例えば、筆者が案内してもらったコースでは、矢部川から沖端川に水を取りこむ松原堰を出
発地点として、二ツ川堰など主要な堰をめぐり、最後は沖端地区の二丁井樋まで掘割の水の流
れをたどった。各所で掘割の構造や樋門・樋管の管理の方法などについて詳細な説明がなされ、
柳川の歴史や生活について学ぶことができた。J 氏は、柳川の掘割には弥生時代から今日まで、
語るべき歴史がいくらでもあると話す。こうした歴史を観光客だけでなく市民にも語り伝え、
なぜ柳川に掘割があるのかを知ってもらうことが J 氏の活動の目標である。J 氏にとって、掘割
は柳川の郷土史を学ぶための最良の場なのである 25）。

５　考察

5．1　環境保全の担い手の変化と地域社会の変容
さて、これまで柳川市における掘割保全の担い手や活動の論理の変化いついて記述してきた。

ここであらためてその変化について、高度経済成長期以前の安定期（～1960年）、荒廃期（1960
～70年代前半）、広松による掘割再生期（1970年代後半から2000年）、そして現在の転換期（2000
年以降）の４つの時期ごとに整理してみたい。

まずは担い手の変化から確認しておこう。安定期は、E 町のような行政区レベルの小規模な
地域社会が主たる掘割保全の担い手であり、これと水利組合による流域レベルでの連携を組み
合わせた管理がおこなわれていた。この時代は、少なくとも掘割保全については、地域社会が
強力な自律性を有していたといってよい。

ところが荒廃期にはいると地域社会の側で掘割を管理する必要が低下し、代わって市役所と
船会社のような利害関係者が保全の担い手として登場する。縮小した地域社会による掘割保全
を、行政と利害関係者で埋め合わせる形となったのがこの時代である。しかし、この体制では
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掘割保全が十分になされず、環境悪化が生活に負の影響を引き起こすこととなった。
そこで広松による掘割再生期の取り組みを通して、改めて地域社会による掘割保全体制が再

構築される。その際、地域社会だけでなく行政が制度的な支援をおこなうことで、地域社会と
行政との役割分担がなされるようになっていく。切り離されていた地域社会と行政が協働とい
う形をとることで、地域社会による掘割保全機能を回復させたのがこの時代である。

最後に、転換期にあたる現在では、高齢化、都市化、混住化などの進展を背景として、地域
社会の内部での担い手確保が困難となるなか、柳川市内外の市民団体、企業、NPO、ボランティ
アなどを新たな掘割保全の担い手として受け入れるため、ネットワーク型組織が台頭してきた。
こうした組織は、一定の地理的制約はあるものの、河川の流域のように空間的な利害を共有し
ない関係にある地域からも、ボランティアなどを確保している点に特徴がある。ここで重要な
のは空間というよりも、地域住民との社会関係の有無である。

こうした現代の掘割保全の担い手の変化を、地域社会の変容と関連付けてみるならば、それ
は地域社会の「脱空間化」ともよぶべき過程として理解することできる。従来であれば地域社
会が直面している生活課題の解決にあたるのは、当然、その課題を共有する人々、すなわち、
その地域に居住する人々であった。ところが、行政などの専門機関による生活課題の処理が拡
大するとともに、地域社会の構成員が変化し地域内部での担い手確保が困難となる一方で、交
通や通信の発達によって都市からのアクセスが改善されたことで外部からの担い手の確保が容
易になっている。これをうけて、修正拡大集落論で強調されていたような家族・親族関係など
の強い紐帯を含め、それ以外にも職縁や環境への関心を共有する人々との弱い紐帯までを含み
こんだ、多様な関係が絡み合う場へと地域社会が変容を遂げようとしている。

5．2　環境保全の論理の変化
ただし、ここで注意が必要なことは、こうした地域社会の変容が統合のような形ではなく、

個々の地域社会による環境保全を前提としながら、それに関心を持つ人々や集団、組織の協力
を迎え入れるという形で進んでいることである。自律を維持するために開放するのであり、あ
くまで生活課題に対処するもっとも重要な主体は、依然として行政区レベルの地域社会である
と認識されている。本稿で登場した活動家も、あくまで住民と地域社会が主体となった掘割保
全の実現を目指しているのであって、ボランティアや行政まかせの体制づくりや、観光客の誘
致による経済的解決などを望んでいるわけではない。

他方で、なぜ地域社会による環境保全を継続せねばならないのかという論理については、広
松と現代の活動家たちとの間に違いもある。広松が強調したのは何よりも必要であった。目の
前の荒廃した掘割をみて、あるいは掘割の果たしている機能を学んで、柳川の生活に欠かせな
い存在として掘割を維持しなければならい。そのためには地域社会による保全が必須なのだと
いうのが広松の立場であった。ところが、今日では、行政施策の充実や圃場整備などによる掘
割環境の変化によって地域社会による保全の必要性は希薄化し、地域社会の側のマンパワーも低
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下した。そのため、必要という論理だけでは掘割保全を継続していくことが困難となっている。
そこで現在の活動家たちは、掘割に新たな意味付与をおこない、掘割保全を継続するための

新たな論理を構築しようとしている。具体的には、掘割に、柳川の地域アイデンティティの象
徴、歴史教育の場、生き物を観察する場や水遊びの場といった意味を付与し、これによって、
必要だから（だけ）ではなく、生活を楽しむために掘割保全が必要なのだという論理が生成さ
れつつある。この掘割を楽しむという論理は、地域住民を超えて多様な人々や集団、組織に参
加を訴える効力を有しており、担い手の変容とも呼応している。

もちろん、楽しむという論理自体は新しいものではない。広松（1990a; 1990b; 2001）も掘割
の水のおいしさ、掘割で泳いだり魚取りをしたりしたことの楽しさを繰り返し強調している。
そうしたことをふまえるなら、これまでずっと存在していた掘割保全の楽しさが、必要が後退
したことによって前衛化したということができるだろう。つまり、掘割の持つ生産・生活上の
価値が相対的に低下したことで、かえって掘割の新たな利用の可能性が開かれたのである 26）。

しかしながら、このことは、掘割保全へ参加する規範的な強制力や掘割に対する人々の関心
の低下にもつながる。その意味で、活動家たちのいうように掘割保全は危機に瀕している。と
はいえ、この危機は、新たな掘割保全体制を構築する契機、あるいは、人と掘割との新たな関
係の可能性を開く契機ともなっているという意味で、二面性を有していることを忘れてはなら
ないだろう。

６　おわりに

ここまで、現代における地方都市（マチ）の地域社会の変容について、柳川市の掘割保全を
事例に検討してきた。その結果、地域社会からかつての基盤が失われていく一方で、新たな担
い手を巻き込むためネットワーク型組織が登場し、掘割保全を継続しようとしていることが明
らかになった、そして、このことを踏まえて、地域社会の脱空間化が生じている可能性を指摘
した。あわせて掘割保全の論理についても、必要から楽しさへと変化していることを確認した。
柳川市の事例は、マチにおいても地域社会（コミュニティ）の解放ないし変容が、具体的な地
域社会の環境保全機能の維持のために進んでいることを示すと同時に、修正拡大集落論で重視
された家族・親族関係とは異なる関係性までを取り込んだ、現代における新しい地域社会モデ
ルの１つを提示しているように思われる。

今後、本稿で描写したようなマチの地域社会と、ムラの地域社会とを重ね合わせてみること
で、より広域的な「ムラ・マチ・都市連合」ともいうべき、連続する１つの生活共同の連鎖を
描き出すことができるかもしれない。柳川を例とすれば、周辺の農村集落と柳川、そして柳川
と福岡、北九州などの都市とつながる関係の連鎖が、その具体的なイメージである。こうした
連鎖の全体像を明らかにすることは、都市と農村、地方と中央、あるいはそれ以外の様々なレ
ベルの地域的な区分について、経済や制度を媒介としたつながりを超えた、生活上の連帯を顕
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在化させることにつながるかもしれない 27）。こうした作業を通じて、地域における分断を超え
た連帯の契機を探求することが、今日における地域社会学の重要な使命ではないのだろうか。

［付記］
 本研究は JSPS 科研費18K12938、20H01575の助成を受けたものです。

［注］
1 ） コミュニティの喪失、存続、解放を論じるうえで、コミュニティを何らかの実態を指す概念とし

て用いるのか、それとも理念型のように分析的な概念として用いるのか、あるいは規範的な概念と
して用いるのかを明確にする必要があるだろう。本稿は、環境保全という具体的な地域社会（コミュ
ニティ）における共同活動を分析し、そこから地域社会の現代的なモデル（理念型）を示そうとす
る試みである。

2 ） ここでいう現代とは、主に2000年代以降のことを念頭においている。もちろん、農村に限っても、
それ以前から地域社会の解体や存続、再編が議論されてきた。ここでその詳細を論じることはしな
いが、これらの議論の概観と背後にある概念上の混乱を理解するうえで、高橋（2018）が極めて有
益である。

3 ） 本稿では、地方を「国内における非中枢的な地域社会」（山本 2008:1）と捉えておく。
4 ） 限界集落論に対する批判としては、小田切（2009）、山本（2017）、山下（2012）を、地方消滅論

についての批判としては、金子（2016）、藤山（2015）、小田切（2014）、山下（2014）をあげてお
く。なお、生活の維持が困難になった末端集落からの積極的な撤退が必要と主張する論者たちもい
るが（林・齋藤 2010）、地域社会の危機を強調しているという点では喪失論に近い。この撤退論へ
の優れた批判としては、秋津（2013）がある。

5 ） 「ムラ」や「マチ」という表現は、自治体の区分（町村）ではなく、生活上の共同をおこなう単位
としての地域社会を指している。

6 ） 徳野は、他出子との関係を含めた地域社会の生活基盤を捉えるため、T 型集落点検という独自の
調査法を生み出し、日本各地でこれ実施してムラと他出子との関係を確認している。また、他の研
究者による類似の手法を用いた研究などでも、同様の結果が得られている（松本・井上 2019）。

7 ）  現在、柳川市の掘割の管理に関わっているのは、柳川みやま土木組合と花宗太田土木組合の２つ
の水利組合である。

8 ） 昭代地区―本稿で「地区」という場合は、1889年の町村制施行時に発足した行政村の範囲を指
す。市民の間ではこの地区が一定のまとまりをもったものと認識されている―出身で、EM 菌の
普及活動に取り組む兼業農家の A 氏によると、上水道が普及する1951年まで、毎朝、バケツで18回
水くみをしたという。この水は主に生活用水にあてられた。飲み水については天水をろ過したもの、
井戸、掘割の中の湧水が利用されていた。なお、農業用水については1950年頃までは水車（みずぐ
るま）を利用するのが一般的だったが、昭和30年代からポンプが導入され、魚などの生き物の掘割
と水田との往来が絶たれた。2017年12月２日の A 氏への聞き取りより。

9 ） 2017年12月２日の A 氏への聞き取りより。
10） 2017年９月２日の B 氏への聞き取りより。
11） この地区懇談会は昭代や蒲池のような単位ではなく、町内（＝行政区）単位で開催された（広松 

1990b）。
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12） 水の会は、柳川の掘割保全活動においてもっとも重要な役割を果たしてきた組織である。会の設
立までの過程などについては広松（2001）が詳しい。

13） 2020年７月17日の C 氏への聞き取りより。
14） 徳野（2015）は修正拡大集落を「新マチ・ムラ連合型地域社会」とよんでいる。つまり、連合を

構成する各集落の自律性が低下したマチ・ムラ連合が修正拡大集落である。
15） 2018年５月20日の D 氏への聞き取りより。
16） 2020年７月17日の B 氏への聞き取りより。
17） 2017年10月13日の B 氏への聞き取りより。
18） 2017年７月18日の F 氏への聞き取りより。
19） 2017年６月27日の柳川市水路課での聞き取りより。
20） 2020年７月17日の C 氏への聞き取りより。コンクリート三面張り化に対する同様の趣旨の発言は、

他の活動家への聞き取りでも繰り返し語られた。
21） 2017年６月27日の柳川市水路課での聞き取りより。
22） 2017年12月２日の A 氏への聞き取りより。
23） 以下の蒲池堀割委員会についての記述は、2017年８月５日の水郷柳川夏の水まつり以降、2020年

８月まで断続的に継続してきた G 氏とのやり取りによる。なお、G 氏は、柳川市水路課と F 氏を除
くすべての聞き取りに同席している。

24） 2017年９月２日の I 氏の聞き取りより。
25） 2017年12月２日の J 氏への聞き取りより。
26） このことは農業についてもあてはまるかもしれない。農業の生産的機能への期待が高い段階にお

いては、徳野（2011a）のいう生産力農業論的な見方が優位となるが、それが低下すると生活農業論
的な見方の意義が高まるのではないか。

27） ここで念頭に置いているのは共時的な地域社会間の連帯の連鎖だが、通時的な地域社会間の関係
にも目を向ける必要があるだろう。例えば、人口還流現象を視野に入れることで、より包括的な生
活上の地域間連帯を描き出すことができるかもしれない。
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