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特 集

１．都市の水辺のサードプレイス水辺荘
とは？

日本を代表する港街である横浜。港から栄えた都市で
あり、かつては舟運で賑わった港に繋がる運河、河川が
現在でも数多く残っています。この横浜の特徴を生かし
た「まちづくり」とは何か？港街横浜ならではのライフ
スタイルとは何か？港の「景観」を楽しむ仕掛けは充実
しているのに、港や運河、河川を自由に使うことができ
ないのは何故なのか？そのような疑問から２０１２年に我々
の活動は始まりました。

地域や企業、行政等と連携し、日常的に、身近に、気
軽に水辺を楽しむ活動を実行することを目的とした市民
団体として発足し、水辺をきっかけにコミュニティやライ
フスタイルを育み、まちづくりにコミットできるフィール
ドで活動してゆくことを目的とした「都市の水辺のサード
プレイス」を目指しています。大岡川川の駅運営委員会
が管理する桜桟橋を拠点に、主にSUP（スタンドアップ
パドルボード）で横浜の水辺を日常的に楽しめる環境を
提供する他、四季折々街のイベントと連携しながら水辺
と街の活性化に努めております。サードプレイス（Third 
Place）とはアメリカの社会学者レイ・オルデンバーグが
１９８９年の著書で提唱した、家庭（ファーストプレイス）、
職場・学校（セカンドプレイス）に並ぶ、参加の義務も
しがらみもない第３の居場所とのこと。定義は諸説あるよ
うですが、民間が運営する誰もが参加しやすく、日常的
に利用でき、地域に根ざした場と解釈しています。その
ような場がなぜ水辺や桟橋を活性化させる上で必要だっ
たのか？SUPによる試みを中心に紹介したいと思います。

２．水辺荘ができるまで

水辺荘発足メンバーは横浜のBankART１９２９というア
ートスペースで２０１０年に企画された「これからどうなる
横浜」というまちづくりワークショップの場で出会った
メンバーのうち、都市の水辺に関心が高いメンバー７名
を中心にプライベート活動として始まりました。ワーク
ショップの中で話し合われた中で、水辺から新たな文化
を発信するにはイベントだけでなく、日常的な利用が必
要であり、水辺に拠点を持つことが必須との方針で合致
しました。水辺にアクセスできるポイントとそこに近接
した更衣室や艇庫利用できるスペース、ゲストがリピー
トしやすい駅からの徒歩圏内、それらの条件が揃った拠
点がありえるか具体的にリサーチすることからはじめま

＊一般社団法人 水辺荘 代表理事
Representative Director, Mizbe-so Association

山
やま

崎
ざき

博
ひろ

史
し
＊

YAMAZAKI Hiroshi

SUP活動と水辺のサードプレイス
SUP Activities and Creating the Waterside Third Place
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した。まちづくりワークショップは概ね抽象的な議論を
まとめることで終了することがほとんどなのですが、我
々はその壁を乗り越え具体的な拠点作りを目指しまし
た。しかし上記条件を満たした場など大都市横浜にはほ
とんど見当たらず、一見自由に見える水辺は隙間なく管
理され権利が発生していることがわかってきました。そ
んな中２０１１年４月にたまたま参加した同じくBankART
１９２９のまちづくり勉強会で、元違法風俗街であった黄金
町の官民一体のエリアリノベーション活動と大岡川に
２００７年神奈川県により整備された「桜桟橋」という公共
桟橋を活用した大岡川の活性化について地元のリーダー
であり初代大岡川川の駅運営委員会会長である谷口安利
氏から紹介がありました。私は黄金町の桟橋と川沿いに
かつて風俗利用されていた長屋（通称チョンの間）があ
り、駅近でよそ者を積極的に受け入れている街の環境に
可能性を感じました。早速構想を相談させていただいた
ところ、まずはE-BOATの活動に参加することから始め
てみるというアドバイスをいただき、地域の関係者につ
ないでいただきました。

大岡川は横浜有数の桜の名所であり、桜の時期はたく
さんの花見船やカヤックなどで賑わい沿道も屋台が出て
大変な人出となります。満開時土日に開催される大岡川
桜祭りでは、桜桟橋前に台船を水上ステージとして浮か

べ、ライブの開催もあり大変な混雑となります。この祭
り期間に日ノ出町青年会が中心になりE-BOATによる花
見クルーズが開催されています。まずはこのE-BOATイ
ベントを手伝うことから地元コミュニティーに参加させ
ていただきました

このように、桜桟橋は花見期間大変な需要があり賑わ
うのですが、それ以外の時期は利用する人がほとんどい
ない状況が続いていました。当然、川を航行する利用者
も普段はほとんどおらず、横浜のまちづくりでも抽象的
に謳われている、港や川を利用した賑わい構想とは程遠
い状況でした。

我々水辺荘はこの桟橋を利用した何らかの活動を年間
を通して継続できるだろうか？まずは我々が桟橋と川の
リピーターにならなくては何も始まらないという認識を
持ちました。桜という特効薬無しでリピート利用する魅
力的かつ日常的な何かを探す必要がありました。また、
桟橋近傍に川を楽しむ機材を収納できる活動拠点も必要
でした。そしてスタートアップの資金と人材。まずはこ
れらのカードを揃えるべく検討を進めました。

３．なぜSUPなのか？―水面利用者として
の立ち位置の獲得に向けて

そのような検討をしている時期に湘南でも見かけるよ
うになったハワイ発祥の新しい水上アクティビティーが
SUP（スタンドアップパドルボード）でした。特にイン
フレータブルという空気で膨らますSUPが商品化されす
ぐに試乗会に伺いその場で購入しました。インフレータ
ブルSUPはまだ海のものとも山のものともつかない状況
でしたが、ボード一枚とパドル一本というシンプルな道
具であること、水上アクティビティーとしては難易度が
低く誰もが体験できることなどから、都市部の水路散策
に活用できるイメージが直感的にわきました。色々調べ
てみるとSUPを使った都市河川ツアーは当時大阪中之島
周辺でちょうど開始されており、その事例も視察し検討
を進めました。

街中でカヤックを数艇設置できる艇庫を自己資本で確
保するのは現実的でなく、長さ３ｍを超えるSUPも難し
いものがありました。しかし、小さく畳めるインフレー
タブルSUPなら、チョンの間（違法風俗利用されていた
長屋）のような間口１間の２階建６坪の極小長屋でも可
能性があるように思われました。桟橋近傍にはチョンの
間の空家が数多く残っており、横浜市としてはアートス
ペースとして利活用してゆく方針をとっていました。我
々水辺荘はそもそもアートスペース主催のワークショッ
プで発足しており、もともと建築まちづくり系のメンバ
ーも多かったことから、空家再生を横浜市より委託され
ているNPO黄金町エリアマネジメントセンターのアー
ティストインレジデンスという空家活用制度の利用につチョンの間長屋

桜桟橋とE-BOAT
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いて交渉し、アートではないが地域文化を創造してゆく
活動拠点として空家を賃貸させてもらいました。

ちょうどその時期、アートコミッション横浜というア
ートや演劇活動を支援する団体が、アートに関わらず地
域文化育成の為の活動資金の助成を募集しており、こち
らに桜桟橋、チョンの間空家、大岡川、SUPを活用した
プランを提示し、スタートアップ資金助成に成功しまし
た。

不思議なくらい短期間にカードが揃っていき、あとは
大岡川と川が繋がる横浜港の運河を利用した有料SUPツ
アーに違法性がないかの検証などを行いました。

公共桟橋で常時有料イベントを開催して良いのか？と
いう大きな問題がありましたが、２級河川にある公共桟
橋は本来神奈川県で管理されますが、この桜桟橋では地
元で設立された大岡川川の駅運営委員会の自治管理に委
ねられていました。その体制が幸いし、有料のSUPツア
ーについても地元として問題なければ行政としては問題
なしという方針となりました。地域による自治の精神は
当時より定着しており、我々の活動もこのような環境の
上に成立していると言って良いかと思います

その他河川の航行についてはそもそも法的な規制はな
いため、特に指摘されるようなこともなく、２０１２年９月
より無事実施にこぎつけました。SUPを収納する艇庫と
更衣室機能を担う６坪のチョンの間と団体名を「水辺
荘」と命名し活動を開始しました。

その後２０１５年には動力船桟橋「横浜日ノ出桟橋」が
竣工し、「桜桟橋」は非動力船桟橋として定義され、地
元、行政、民間事業者、SUPやカヤックなどの個人利用
者にて組織化された一般社団法人大岡川川の駅運営委員
会として再スタートを切り、動力船とSUPカヤックなど
の非動力船が「共存」して大岡川を利用してゆくルール
づくりも合わせて整理されていきました。

ただ、大岡川を出て横浜港に属するみなとみらいの
運河における事業航行についてはSUPツアーを開始した
２０１２年時点ではグレーな状況であったかと思いますが、
ツアーの発着地が運河ではなく河川であったことが幸い
し、特に問題にはなりませんでした。その後２０１６年に水
陸両用バス「スカイダック横浜」の就航及びSUPなどの
アクティビティー展開やビジターバースを併設した水上
カフェ「横浜ボートパーク」の計画に合わせて、海上保
安庁から港湾水面利用についてのヒアリングを受け、現
在では年間行事申請をすることで港湾水面の事業利用が
公認されるようになりました。港湾水域で免許制度外の
非動力船の事業利用が認められたことを大変嬉しく思い
ました。

４．SUPがもたらした効果

特に大きな問題もなく始まったSUP体験による桟橋及
び水面利用の活性化ですが、当初は私も含めメンバーの
ほとんどが会社員や公務員であったため、土日のみの開
催から始めました。同時期に湘南などでも水上で薄い板
の上に立って漕いでいる不思議な光景とともにSUPの人
気が急速に高まっており、徐々にアクティビティーの認
知度が広まっている時期でした。みなとみらいのような
超高層ビルに囲まれたエリアでSUPが体験できる価値は
亜流ではありますが、希少価値であり横浜でのSUPも徐
々に集客できるようになりメディアでも多数取り上げら
れるようになりました。

特に景観を緻密にデザインされてきたみなとみらい、
汽車道、象の鼻パークまでのインナーハーバーは観光客
も多く、水面を自由に航行できる開放感や優越感、写真
映えするシチュエーションなどコンテンツが豊富であっ
たかと思います。雑然とした大岡川から賑わいと美しい
景観のあるみなとみらいへの変化があり高揚感のあるシ
ークエンスがツアーとしての大きな魅力を形成している
と思います。発着拠点が規制の多い港湾エリアでなかっ
たのがかえってよかったのではないかと思います。ま
た、３歳くらいの子供から高齢者までの幅広い年齢の通
行人に水面に浮かんでいる我々に手を振ったり話しかけ
たりしてくる人が多いことに驚きました。これは都市の
水面ならではの現象だと思います。このようなSUP体験
をしたり、橋から我々のツアーを見かけたりすること
で、人は初めて「都市の水面を使えること」に気がつ
き、新たな都市の可能性や公共空間に対する意識が芽生
え始めるようです。

桜桟橋とSUP
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また、駅から近く気軽に参加できる、波がなくフラッ
トな水面は初心者でも安心、アフター SUPにショッピ
ングや外食がしやすいなど街中SUP（通称CitySUP）な
らではのメリットもある一方、都市の水面は汚いとの先
入観も根強くあります。確かに最も参加者が集まる５月
の連休から秋口にかけては水温が上がりプランクトンが
増殖し赤潮が発生しそれに伴う臭気の発生なども多々あ
ります。

大雨の後は水面下に溜まったヘドロが撹拌され、強烈
な臭気が発生することも。また川沿いに最も人が集まる
桜の時期も周辺屋台やコンビニで買った飲食のゴミが大
量に放置され、風で川に落下したり投げ捨てられたりす
るゴミも多く、そのような水面に浮遊するゴミの印象が
強く残ってしまっているのだと思います。さらに、長年
都市河川沿いに住まれていた方は高度成長期の水質汚
染、下水の放流、堆積したヘドロ、不法投棄などの記憶
があり、都市河川は不衛生だと親から子へ、または学校
で伝えられてきた経緯も大きいかと思います。

大岡川に関しては、現在は下水の放流もなく比較的綺
麗な水質であるかと思います。特に１０月から４月にかけ

ては川底まで見える透き通った美しいグリーンとなり、
秋は驚くほどの数の魚や水中生物を確認することができ
ます。また、下流域は潮の干満によっても水位や水質も
大きく変わり一日の中でも常に変化しています。川の水
質は季節によって、また天候や潮位よっても常に変化し
ているという正しい認識は、年間を通してコンスタント
に川に出てみないと身につきません。ゲストとしてたま
に参加されるユーザーの他に、横浜の水辺の伝道師とし
ての役割を担う「ホスト」を育成する必要を強く感じま
した。そのホストこそが川や運河という公共空間の持つ
可能性やマナー、環境についてゲストや社会に正しい理
解を広めて行く要ではないかと考え、当初のスタートア
ップメンバーの他にSUPを年間を通して安価に楽しめる
プランとして会員制度を作り、リピーターを積極的に育
てていきました。会員制度を設けることで年間を通して
SUPを定期的にやる人が増え、現在では平日早朝に一漕
ぎしてから仕事に向かう人も出始めました。コロナ禍に
おいてリモートワークや時差出勤が推奨されるようにな
ってからは、よりその傾向が顕著になったかと思います。

年間を通して日常的にSUPをすることで、技術の向上
とともに、水辺という公共空間の特性についての理解
も深まります。次のステップとして、SUPを介した水辺
ヘビーユーザーという立ち位置から、SUPインストラク
ターというホスト側の体験ができるプログラムを開始し
ました。最初の１シーズンはサポートスタッフとして初
心者講習に参加してもらい、ホストとしての立場も面白
いと感じてくれた会員には業界資格であるインストラク
ターライセンスを取得いただき、SUPを介したローカル
ホストとしてSUPのスクーリングやツアーの安全管理の
他、水辺の正しい理解や横浜についての紹介も合わせて
広めて行く試みをしています。このように、SUPを介し
て一般ゲストからリピーター会員、ホストとしてのイン
ストラクター、さらには水辺荘運営に関わることができ
る段階的なプログラムを柱に、水辺のオープンスペース
を利用したイベント時の水辺BARの設置や、仲間内で
の水辺ピクニックの開催、川沿いオープンスペースの月
一定期清掃活動、水辺マップ作成など水辺に関わる多様
な企画も開催してきました。

また、このような活動を始めると、街や行政主催の地
域活性化イベントにも参加する機会も多くなり、夜のイ
ルミネーションツアー、親子で水上体験できる企画、運
河パレードへの参加、アーティストとコラボした水上パ
フォーマンス、お花見水上茶会などmegaSUPという超
大型のSUPを使い音楽や伝統文化を融合した活動とも連
携できる体制も整備しました。

以上のように、年間を通して桟橋利用、水面利用を実
践することで見えてくる課題は多く、現在計画されてい
る桟橋や水辺の広場などのハードの整備についても経験
を反映できる機会が増えてきています。

大岡川から発着

みなとみらいの運河で折り返し
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SUPそのものも大変魅力的なアクティビティーなので
すが、副産物として生じる地域や街とのつながりやパブ
リックに関する意識向上、環境への配慮、働き方住まい
方への新しい視点なども合わせて体験し小さいながらも
アクションを起こせる立ち位置は大変魅力的なコンテン
ツだと思っております。

今後もSUPをやらなくとも水辺に関わるイベントを自
ら企画したい人には積極的に支援する姿勢でコミュニテ
ィーを形成していきたいと考えています。

５．サードプレイスとしての水辺荘とは？

以上のような試みを柱としたコミュニティーの体験や
意見交換、実践の場のあり方として、セルフカフェのよ
うに日常的に利用でき、たまにはゲスト自らが水辺のオ
ープンスペースに立ち「都市の水辺」という「嗜好品」
を振る舞うことができる多様性のある場としていきたい
との気持ちからSUPのスクールやクラブというよりもう
少し水辺の拠点価値を広義に捉えた「都市の水辺のサー
ドプレイス」というキャッチを掲げ日々試行錯誤を重ね
ております。

このようなアクティビティーサービス提供の場という

より、会員が主体的に活動できる環境から公共マインド
の高いホストが育ち、横浜に転居してきた方や旅行やレ
ジャーで訪れたゲストに港のある街横浜を紹介されてゆ
くスキームが組めてこそリピーターが増え、着地型観光
としての深みと継続性が生まれるのではないかと考えま
した。２０１５年より議決権のある会員主導で運営される一
般社団法人水辺荘として組織化し（一社）大岡川川の駅
運営委員会に桟橋利用、河川利用事業者として加入して
います。

現在では京急電鉄さんの事業協力として２０１８年より京
急高架下にも艇庫を整備することができ、レース用ボー
ドを保管できるなど、より本格的SUPユーザー、競技志
向のメンバーにも対応できるようになりました。今後も
このコミュニティーを生かし、働き方や住まい方の試行
錯誤の他、地域や水辺、公共空間利用へ主体的に関われ
る機会も提供していきたいと思います。

違法風俗街からの再生という長年の地域の方々の意志
とよそ者を積極的に受け入れ主体的に街をよくしていこ
うという日ノ出町・黄金町の自治のマインドの上に我々
の活動は成立していることを忘れず、新しい世代につな
いでいきたいと思います。

桟橋オープンスペースを利用した水辺勉強会

横浜運河パレードでのウエディング

冬季早朝練習会

megaSUPお花見水上茶会


