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第1章 研究の枠組み 

1.1 研究の背景と目的 

防潮堤建設や水質の悪化などを受けて、都市の裏側にな

ってきた都市部の水辺が、都市の貴重なオープンスペース

として近年注目を集め、その活用策が注目されてきている。 

国土交通省は、民間活力（投資、知恵、ノウハウ）を積

極的に引き出すための規制緩和等により、世界から注目を

集める風格と美しさ（デザイン）を備えた魅力ある水辺空

間をまちづくりと一体となって創出し、持続可能な未来の

創造に貢献するため、2013年に「水辺とまちの未来創造プ

ロジェクト」を開始した 1)。 

同プロジェクトの下に設置された「水辺とまちのソーシ

ャルデザイン懇談会」（座長：陣内秀信法政大学教授）が作

成したパンフレット「ここから水辺の未来が動き出す－水

辺とまちの未来創造メッセージ」には、水辺のテラスの整

備などの河川空間の積極的な活用策やクルーズ船の就航な

どの舟運利用促進と並んで、SUP（Stand Up Paddle）など

の手漕ぎで都市河川(1)を漕ぐレクリエーションについても、

一般の人が簡単に水辺を利用できるツールとしてその促進

策が議論されている。特に2012年頃に折りたたみ可能なイ

ンフレータブルSUPが登場し、日本国内でも普及が進んだ

こともあり 2)、地方都市も含め、多くの都市河川を舞台に、

カヤックや SUP を活用する団体によるツアーが開催され

ている。 

 「都市内の河川は、 四季折々の景観の変化などにより、

都市全体の個性を生み出すとともに、貴重な広大なオープ

ンスペースとして、また、生活や産業での水利用等都市の

諸活動等に対し重要な役割を果たしてきた。 しかしながら、  

①都市へ様々な活動が集中した結果等により、水循環系が

大きく変化し、都市と河川の関わりの中で（プラスマイナ

ス）様々な影響を（都市と河川が相互に）与えている、②

都市型社会において、都市空間における防災・環境面での

河川空間の重要性は増すと考えられるが、現時点では （組

織・部門間の）連携や（人が利用しにくい河岸の）構造等

の問題により、その機能は十分発揮されていない、③従来

の治水重視の河川整備は、河川と人（の物理的距離を生じ

させるため、河川と人）の生活との関係を希薄化させてい

る等の問題が存在し、河川が本来有している役割を、充分

果たしていない状況にある」との指摘がなされている 3)。 

また、「親水行動」は、大都市において多く、居住地の人

口密度が高くなるほど水辺における「解放性」の感受度も

高くなる傾向があることから、特に大都市における水辺の

利用の重要性を示唆しており、水辺の積極的な活用は、都

市全体にとっても意義があると考えられる 4)。 

そこで本研究では、都市河川におけるカヤック・SUP活

動の現状を概観した上で、まず、参加する人々の意識の変

化に着目し、これらの活動が、単なるレクリエーションに

留まらず、カヤック・SUP活動団体の運営や河川環境改善

などのレクリエーション以外の活動への関心に与える影響

を明らかにする。次に、都市河川を舞台にカヤック・SUP

等の手漕ぎ舟を活用する団体の活動の実態を把握すること

により、これらの活動を可能とする河川及び都市空間の要

件を明らかにし、こうした活動の促進に向けた方向性を検

討する。 

1.2 既往研究と本研究の位置付け 

河川舟運やカヤック・SUPの利用に関する既往研究には、

①船舶利用の活性化に向けた接岸施設の利用状況の把握や

河川空間の評価手法に関する研究 5)6)、②河川上流部を対象

とした NPO やカヌークラブの活動実態と役割に関する研

究 7)8)、③都市河川及び河岸の利用の変遷に関する研究)9)10)11)、

都市河川を舞台とするカヤック・SUP利用の現状と活動促進に向けた方向性 
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④河川水質と水面利用アクティビティとの関係に関する研

究 12)13)、⑤水面利用アクティビティの動機に関する研究 14)、

などがあるが、都市河川におけるカヤック・SUP活動と都

市との関係についての研究はない。本研究は、都市河川を

対象としてカヤック・SUP活動を行う団体の活動と参加者

の意識の変化に着目し、活動の実態を把握し、活動とまち・

川・人との関係性を分析することを通じて、その意義と促

進のあり方を検討する点で独自性・新規性がある。 

1.3 分析の方法と枠組み 

本研究では、日本の都市河川の水面利用の現状と、国内

外のカヤック・SUP活動の現状を整理した後（2章）、カヤ

ック・SUP経験者に対するアンケートを通じて、カヤック・

SUP利用者の活動実施前後での意識変化及び促進に向けた

課題を明らかにした上で（3章）、都市河川を舞台に活動す

るカヤック・SUP 団体の 4 つのケーススタディを通じて、

都市河川におけるカヤック・SUP活動の現状を明らかにす

る（4章）ことで、カヤック・SUP活動の実態把握とまち・

川・人との関係性を分析し、その意義と促進のあり方を考

察する（5章）。 

アンケート及びケーススタディにおいては、都市河川を

利用したカヤック・SUP利用の現状について、空間、計画、

活動にかかる以下の計６つの視点から分析を行った。 

①どのような経緯で活動を開始し、経営を行っているの

か（団体の設立経緯・経営）②拠点はどこにあり、どのよ

うな設備を備え、河川にはどのようにアクセスしているの

か（河川へのアクセスポイント・活動拠点空間）、③主なコ

ースがどうなっていて、水質や景観がどうなのか（コース、

河川環境、河川からの景観）④どのような道具を使ってい

るのか（カヤック・SUP等の道具）⑤利用者数や特徴、推

移はどうなっているのか（利用者・ニーズ）⑥都市計画や

河川整備計画上の位置づけ、他組織との連携状況はどうな

っているのか（計画・制度・他組織連携）。 

第2章 都市河川におけるカヤック・SUP活動の現状 

2.1 日本の都市河川の現状 

現在では、日本の河川舟運は、貨物輸送は限定的で、主

に観光・レクリエーション等で利用されている。震災時の

陸上交通の補完としての舟運活性化の観点からも、国交省

は河川船着場の使用を促進しており、一部の防災船着場で

は、社会実験を経て利用ルール案を作成するなどの動きも

ある 15)16)。 

 日本の都市河川やその周辺の船舶の通航が可能な水域に

おけるカヤック・SUP等の手漕ぎ舟の利用に関しては、免

許は不要で、海上交通三法を初めとするルールを守る限り、

自由に航行が可能となっている 17)。 

2.2 国内外の都市河川におけるカヤック・SUP活動の現状 

カヌーは、1 名以上が前を向いて漕ぐのに適した、オー

ル受けや支点を持たず、両端を有するボートであり、カヤ

ックもその１つに含まれる。日本レクリエーショナルカヌ

ー協会が指導員制度や公認スクール制度、賠償責任保険の

提供などを行っている。 

 SUPは、サーフボードの上に立ち、パドルで漕ぐものを

指す。日本スタンドアップパドル協会等の団体があり、イ

ンストラクター講習及び認定、SUP保険の提供などを行っ

ている。2012年頃から登場した、コンパクトに収納可能な

インフレータブルボードの登場により、日本国内でも普及

が進むきっかけとなった 2）。重量も10～15kg程度で、公共

交通機関での移動も可能な仕様となっている。 

 海外に目を向けると、アメリカでは、全人口の7.4%がパ

ドルスポーツを行っており、増加傾向にある。そのうち、

カヤックが1400万人、SUPは280万人で、特にSUPの伸

びが近年顕著となっている。アメリカ、イギリスを中心に、

海外の都市河川を舞台とするツアーが多くの都市で行なわ

れており、ウェブサイトPaddle Travel 18)だけでも欧米あわ

せて14カ国25都市のツアーが紹介されている。また、ツ

アー以外の個人の都市河川利用に関しては、ニューヨーク

市がオンラインで桟橋利用登録と利用ルール案内を行い、

利便性向上と安全確保を両立する事例などが存在する 19)。 

 日本国内にはカヤックや SUP 利用者に関する統計は無

いが、海上保安庁の「海難の現況と対策」の中で触れられ

ている手漕ぎ舟の事故件数の増加傾向から、カヤック以上

にSUPの利用が急激に増えていることがわかる 20)。 

一般の人も参加可能な、日本国内の都市河川を舞台とす

るカヤックやSUPの利用については、関東圏を中心に、地

方都市も含め、複数の都市で可能となっており、観光・ア

クティビティ検索サイトから抽出したところ、合計21の団

体が、11都市、15の都市河川でツアーを行っている （2018

年 7 月時点）(2)。これらの団体を、活動している都市圏と

拠点の有無をもとに整理できる（表1）。第4章では、これ

らの分類に該当する団体を対象に、ケーススタディを行っ

た。 

表1：カヤック・SUP活動団体の活動場所と拠点の有無 

3大都市圏 地方 合計 

拠点有 11 6 17 

拠点無 4 0 4 

合計 15 6 12 

第3章 カヤック・SUP活動の利用者の意識の調査 

3.1 アンケートの目的及び概要 

本章では、アンケート調査を通じて、都市河川における

カヤック・SUP利用者の動機や意識、利用の実態を把握す

る。カヤック・SUPの経験者を対象に、2018年6月25日

から7月9日までの期間、Facebookのカヤック・SUPコミ

ュニティへの投稿等を通じて、スノーボールサンプリング

方式でGoogle Formを使って回答を依頼した。特に都市河

川とそれ以外での特徴が分かるよう、主に活動する河川と

そのアクセス、カヤック・SUP 活動を行う動機、都市河川

におけるカヤック・SUP 利用の促進に向けた課題、を中心

とする４つの項目（①基本属性に関すること、②カヤック・
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SUP の経験と主に活動する河川ならびにアクセス、③カヤ

ック・SUP 活動を始めた動機と前後での意識変化、④都市

河川におけるカヤック・SUP 利用の促進に向けた課題）に

関し、主に選択式の全 17 の質問について回答を求めた。

この調査の結果は必ずしもカヤック・SUP利用者の全般的

な傾向を示すとは言えないが、少なくとも先進的・積極的

な活動者の傾向を把握することができる。 

研究枠組みのうち、⑤利用者・ニーズを把握すると同時

に、①活動を始めた経緯、②活動の拠点、③水質や景観へ

の関心について、活動前後の変化を聞く形の全17の質問に

回答を求め、235件の回答を得た。 

3.2 集計結果 

（１）基本属性 

アンケート回答者の基本属性は、表2、表3、表4の通り

で、男性172名、女性62名（回答なし1名）、40代が最も

多く、3大都市圏在住が150名、それ以外が85名となった。 

表2 アンケート回答者の年齢 

年齢 ～20

代 

30代 40代 50代 60~64

歳 

65歳

以上 

合

計 

人数（人） 11 43 97 68 10 6 235 

割合（％） 5 18 41 29 4 3 100 

表3 アンケート回答者の性別 表4 アンケート回答者の居住地域 

男性 女性 3大都市圏 それ以外 

人数（人） 172 62 人数（人） 150 85 

割合（％） 73 27 割合（％） 64 36 

（注:：性別回答なし1名） 

（２）カヤック・SUPの経験と活動場所ならびにアクセス

について 

カヤックや SUP の経験については、10 回以上の経験が

ある人が約2/3の157人、さらに、カヤックやSUPを行う

団体の運営に携わっている人が44人（19%）となっている

（表5）。本研究では経験者へのスノーボールサンプリング

を採用しているため、前述の通りこの数字は一般的な傾向

を示してはいない。以下の分析では、カヤック・SUP経験

者がどのような活動を行っているか等を分析する。 
表5 カヤックやSUPの経験 

1~2回 3~10回 10回以上 団体運営経験有 

人数（人） 7 27 157 44 

割合（％） 3 27 67 19 

主にカヤックやSUPを行う場所（複数選択可）は、都市

河川、河川の上流区間・湖、海で約 1/3 ずつの延べ回答数

となった（表6）。このうち、最も頻繁に活動する具体的な

場所として都市河川を回答した人は31％（74名）となって

いる（表7）。なお、ここでの都市河川は、河川名から、全

域が都市内部に位置する河川であることが分かるものとし

た(3)。以後は、都市河川を主に利用すると回答した74名と、

それ以外の河川の上流区間・湖、海を主に利用すると回答

した161名に分けて分析を行う。 

表6 カヤックやSUPを行う場所（複数回答可） 

都市河川 河川の上流区間・湖 海 

回答数 95 112 111 

割合（％） 30 35 35 

表7 主にカヤックやSUPを行う場所 

都市河川 それ以外 

人数（人） 74 161 

割合（%） 31 69 

（３）都市河川におけるカヤック・SUP活動の特徴 

最も頻繁にカヤック・SUPを行う川へのアクセスに要す

る時間については、61分以上の長時間をかける割合が都市

河川において有意に低くなっている。（表8）。 

次に、交通手段を比較すると、都市河川利用者において

公共交通機関、徒歩、自転車の利用が有意に多く、逆にそ

れ以外の利用者では、自家用車の利用が有意に多い（表9）。 
表8 アクセス時間の比較 
都市河川 それ以外 合計 

0～10分 15 17 32 

11～30分 34 38 72 

31～60分 21 34 55 

61分～90分** 40 22 26 

91分以上** 0 41 41 

** P<.01, * P<.05 

表9 交通手段の比較 

都市河川 それ以外 合計 

自家用車** 31 118 149 

公共交通機関** 24 19 43 

徒歩** 11 6 17 

自転車** 7 4 11 

その他 1 5 6 

** P<.01, * P<.05 

以上から、都市河川でのカヤック・SUP活動は、それ以

外の場所での活動に比べ、公共交通を利用し、自宅から比

較的近い場所で行われる傾向があると考えられる。 

（４）カヤックや SUP を始める前後での目的や関心の変

化 

カヤックや SUP 活動を始めた目的について複数選択で

回答を求めたところ、86%（201 人）が「レクリエーショ

ンとして」、「競技スポーツとして」を選択し、自分自身の

ためのみに活動を開始したことが分かった。レクリエーシ

ョン以外の選択肢である「カヤックやSUPを行う団体の運

営/運営サポートのため」、「地域貢献活動として」、「河川環

境改善活動として」、「水の安全確保のための活動として」

を当初から活動目的に含んでいたと回答した人は14%（34

人）となった（表10）。 
表10 活動開始時の目的 

都市河川 それ以外 合計 

レクリエーションand/or

競技スポーツのみ 

12 149 201 

それ以外も含む 22 12 34 
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さらに、カヤック・SUPを始めた目的がレクリエーショ

ンまたは競技スポーツのみと回答した人（201 人）につい

て、69人（34%）が、アンケート実施時点ではそれ以外の

活動目的が新たに加わったと回答している。引き続き、「レ

クリエーションとして」、「競技スポーツとして」という自

身のための目的のみの回答をした割合は都市河川以外で有

意に高く、都市河川利用者ではレクリエーション以外の活

動目的が新たに加わったと回答した比率が有意に高い（表

11）。 
表11 レクリエーション目的で始めた人の活動目的の変化 

都市河川 それ以外 合計 

レクリエーション、競技スポーツ

等の自身のための目的のみ** 

24 108 132 

その他の活動目的も加わった** 28 41 69 

** P<.01, * P<.05 

なお、新たに加わった活動目的は、「河川環境活動」（29

人）「カヤックやSUPを行う団体の運営」（28人）、「地域

貢献活動」（21人）、「水の安全確保」（18人）となっており、

項目別に検定した結果、河川環境改善活動を除いて、この

割合には、都市河川とそれ以外で傾向に違いは見られない

（表12）。都市河川において河川環境改善活動が目的に加

わる割合が有意に高い背景として、都市河川水面の清掃な

どの河川環境の改善がカヤック・SUP活動と並行して実施

できること、活動自体の魅力向上や活動継続に直接的に影

響するためと考えられる。 

表12 新たに加わった活動目的（複数回答可） 

都市河川 それ以外 合計 

河川環境改善活動として** 17 12 29 

カヤックやSUP団体の運営のため 14 14 28 

地域貢献活動として 10 11 21 

水の安全確保のための活動として 8 10 18 

** P<.01, * P<.05 

次に、関心の変化を、同じく都市河川利用者とそれ以外

との比較において分析する。カヤック・SUPを始めた時点

での関心は、「釣りやサーフィンなどの個人で可能な水にか

かわるレジャー活動」と答えた人が129人（54%）に上っ

た（表13）。他の選択肢である「カヤック・SUP関連団体

の運営への参画」「川にかかわるイベントへの参加」「水辺

の生き物調査など自然観察イベントへの参加」「水にかかわ

る防災イベントへの参加」「川の清掃などの河川環境活動へ

の参加」「川の利用ルール策定や啓蒙活動などの河川利用の

安全性向上のための取り組みへ参加」という、レジャー活

動以外に関心ありと答えた人は106人（46%）となった。 

表13 活動開始時の関心 

都市河川 それ以外 合計 

釣りやサーフィンなどの個人で可

能な水にかかわるレジャー活動の

みに関心あり 

36 93 129 

それ以外にも関心あり 38 68 106 

この129人のうち、72%（93人）がカヤック・SUP活動

後の現時点では、新たにレジャー活動以外の選択肢を選ん

でおり、その比率は特に都市河川において優位に高い（32

人（89%））（表14）。これは、都市河川を利用したカヤッ

ク・SUP活動の方が、単なるレクリエーション以上の目的

や、関心につながる活動となっていることを示唆している。 

表14 レジャーのみに関心があった人の活動開始後の関心の変化 

都市河川 それ以外 合計 

釣りやサーフィンなどの個人で可

能な水にかかわるレジャー活動以

外に関心なし** 

4 32 36 

それ以外にも関心を持つようにな

った** 

32 61 93 

** P<.01, * P<.05 

関心を持つようになったことがらの詳細を見ると、「川の

清掃などの河川環境改善活動への参加」と「川にかかわる

イベントへの参加」が49人（各22%)、「カヤック・SUP

関連団体への参加」（45人）、「川の利用ルール策定や啓蒙

活動などの河川利用の安全性向上のための取り組みへの参

加」（38人）となっており、項目別に検定を行った結果、「カ

ヤック・SUPの団体への運営への参画」を除き、都市河川

とそれ以外で同様の傾向となった（表15）。この背景とし

て、都市河川では通常、個人でエントリーできる場所が極

めて限定されており、団体運営のツアーを通じての利用が

中心となっている点が影響していると示唆される（詳細は

4章を参照）。 

表15 新たに関心を持つようになったことがら（複数回答可） 
都市河川 それ以外 合計 

カヤック・SUP団体の運営への参画
** 

23 22 45 

川の清掃などの河川環境活動への

参加 

18 31 49 

川の利用ルール策定や啓もう活動

などの河川利用の安全性向上のた

めの取り組みへの参加 

17 21 38 

川にかかわるイベントへの参加 17 32 49 

水にかかわる防災イベントへの参

加 

9 17 26 

水辺の生き物調査など自然観察イ

ベントへの参加 

4 12 16 

** P<.01, * P<.05 

なお、アンケートにおいて、現時点でカヤック・SUPの

団体運営に携わっていると回答した44人について、活動開

始当初の目的を分析すると、「レクリエーション」「競技ス

ポーツ」のみと回答した人が46%と、半分近くの人が、も

ともと団体の運営や地域貢献を目的として活動を始めては

いなかった。 

（５）都市河川におけるカヤック・SUP利用の促進に向け

た課題 

都市河川におけるカヤック・SUP利用における課題と感

じる項目への回答には、「桟橋等の河川へのアクセスポイン

ト」、「河川の利用に関する計画やルール」、が上位となり、

主に利用する河川にかかわらず、カヤック・SUP利用に直

接的に影響する項目を課題と認識していた。河川の利用や

整備に関するルールに傾向の違いが見られたのを除き、ア

クセスポイントや河川の水質、着替えや荷物の保管が可能

な拠点の機能、河川景観が課題と考える人の割合が多かっ

た（表16）。「河川の利用に関する計画やルール」のみ、都

市河川利用者において課題意識が有意に低い背景として、
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上記（４）と同様、都市河川の多くは運営団体運営への参

画を通じて利用が可能になるため、団体を通じて計画やル

ールに対する理解が浸透していることが示唆される。 

任意回答では、アクセスポイントやローカルルール、危

険箇所などの情報が開示されていないこと、行政が利用を

促す体制になっていないことなどの指摘が多くなされた。 

表16 カヤック・SUPの利用において課題と考えること（複数回答可） 
都市河川 それ以外 合計 

桟橋等河川へのアクセスポイント 56 126 182 

河川の水質 50 117 167 

河川の利用や整備に関する計画や

ルール* 

44 119 163 

着替え・荷物の保管が可能な拠点の

機能 

41 80 121 

河川の景観（護岸・橋梁・自然環境

を含む） 

29 79 108 

建物などの都市景観 16 26 42 

カヤックやSUP等の道具の性能 14 21 35 

レクリエーション性 6 25 31 

カヤックやSUP等の道具の性能 14 21 35 

カヤック・SUP団体の運営 11 18 29 

健康への効果 4 13 17 

** P<.01, * P<.05 

第４章 都市河川におけるカヤック・SUP活動事例調査 

4.1 分析対象団体の抽出 

 本章では、アンケート分析を行った第3章の（４）で違

いの見られた河川環境や団体運営への参画、ならびに（５）

で課題として回答の多かったアクセスポイントやルール、

拠点の機能、河川景観等を中心に、アンケートにおいて、

主な活動場所として回答のあった都市河川のうち、一般市

民でも参加可能なツアーを実施している4団体を対象に、

ケーススタディを実施した（表17参照）。 

4.2 分析対象団体の概要 

事例１：NPO法人水辺荘（神奈川県横浜市中区：大岡川） 

横浜市中区日の出町に拠点を有するNPO法人で2012年

に設立された。SUPを利用した水辺の活用推進を通じ、ハ

ード・ソフトの両面からまちづくりを進めていくことを目

的に活動を行っている。 

事例２：Tokyo Great Kayaking Tour（東京都中央区新川：

亀島川・日本橋川） 

 東京都中央区新川の亀島川・日本橋川の交差地点に拠点

を有するツアー会社。カヤック・サイクリング・ランなど

の人力での東京観光ツアーを、主に外国人観光客向けに提

供している。 

事例３：Funride徳島（徳島県徳島市：新町川・助任川） 

 徳島市中心部が位置する「ひょうたん島」を囲むように

流れる新町川のほとりに拠点を構えるウィンドサーフィン

ショップ。新町川、吉野川、小松海岸を拠点に、SUPとウ

ィンドサーフィンのスクールも行っている。 

事例４：Outdoor Sports Club ZAC（東京都江戸川区：旧中

川） 

東京都江戸川区北葛西に自宅兼事務所・道具保管場所を

有し、同区内の旧中川を活動拠点の１つとする、アウトド

アツアーの企画・運営、スキーツアー・スキーキャンプ企

画・運営、カヤック用品・アウトドアグッズ販売を行って

いる。「アウトドア with ライフスタイル」をテーマに、生

活の一部としてアウトドアを手軽に楽しめるイベントを企

画している。 

4.3 調査を踏まえた事例の比較 

（１）団体の設立経緯・経営 

①共通点 

多くの兼業サポーターが支えるクラブ活動的小規模ビジ

ネスであることが共通している。また、インストラクター

資格を有するスタッフが、参加者への安全講習の実施やロ

ーカルルール（明文化されていない場合も含む）の案内を

行うなど、公共空間であると同時に自然そのものでもある

河川を利用したスポーツであるとの認識の下、活動がなさ

れている。ホームページやFacebook等を通じて、四季を感

じさせる魅力的な活動写真をアップしており初心者でも参

加できるレクリエーションとなっている。 

②相違点 

活動の目的、設立経緯が団体により異なる。水辺の活性

化（事例１）、外国人向けの観光ツアー（事例２）、レクリ

エーション（事例３）、日本人向けの観光ツアー（事例４）、

と、活動の目的が団体により異なっている。 

（２）河川へのアクセスポイント・活動拠点空間 

①共通点 

河川へは桟橋や親水護岸を活用してアクセスし、かつ公

共交通利便性の高い場所に位置している。また、アクセス

ポイントは１地点のみである。公共空間の活用も含め、シ

ャワーやトイレ、着替えなどのスペースを確保している。 

②相違点 

アクセスポイントの利用を可能とする条件が異なる。桟

橋の管理委託（事例１）、敷地が河川に隣接（事例２）、別

NPO 法人が管理する桟橋の利用（事例３）、地元カヌーク

ラブが管理する桟橋の利用（事例４）、と異なっている。事

例１～３が有する活動拠点は、地域貢献等のコミュニティ

活動との 接点となっている。事例４は拠点を持たないが、

駐車場を利用して車で道具の運搬が可能であり、拠点がな

くともカヤック・SUP活動は可能である。 

（３）コース・河川環境・河川からの景観 

①共通点 

対象となる都市河川は、海水の干満の影響を受けるが、水

面が穏やかな点が共通している。また。水質も改善してき

ており、概ね臭いは気にならないが、ごみ等の浮遊物が滞

留する場所がある。コースは、スタート地点とゴール地点

は基本的にアクセスポイントの1箇所のみで、途中で上陸

し、休憩や買い物等をすることはできない。魅力的な河川

景観（橋梁など）、都市景観（高層建築や山などのランドマ

ーク）がコースに含まれており、河川沿いの樹木等から四

季を感じられ、こうした変化がレクリエーションとしての

魅力を構成している。 
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団体名称 水辺荘 Tokyo Great Kayaking Tour Fun Ride 徳島 Outdoor Sports Club ZAC 

概

要 

活動場所 神奈川県横浜市 大岡川 東京都中央区 亀島川 徳島県徳島市 新町川 東京都江戸川区 旧中川 

道具 SUP カヤック SUP カヤック／SUP 

都心・地方 都心 都心 地方 都心 

拠点 拠点あり 拠点あり 拠点あり 拠点なし 

拠点・アク

セスポイ

ント周辺

図 

①団体の設立経

緯・経営 

・水辺まちづくりを目的に活動す

るNPO。 

・正会員はまちづくり活動が義務 

・カヤック・自転車での外国人向

け東京観光ツアーを提供。 

・フルタイムの社員は社長のみ。

他は本業の傍ら、週末等を中心に

ツアーガイドを行う。 

・SUPとウィンドサーフィンのス

クールとショップを運営。個人事

業主のビジネスとして実施。 

・フルタイムの社員は社長のみ。

他のメンバーは週末等を中心に

ボランティアでサポート。 

・ライフスタイルとしてのア

ウトドアツアーの運営企業。 

代表ほか 1 名の 2 名で経

営。・冬季はスキーツアー、

春から秋まではカヌーツア

ーが中心。 

②活動拠点空間 ・日の出町駅から徒歩5分。 

・特殊飲食店を改装 

・拠点内に SUP 保管、着替え場

所、50m以内に公共トイレ、拠点

前に湧水あり。 

・「大岡川桜桟橋」より河川へア

クセス。桟橋管理団体に。 

・茅場町駅徒歩4分。 

・拠点内にトイレ・シャワー・着

替え場所、水道あり。活動後の参

加者交流可能なスペースと設備。 

・河川には敷地からはしごで親水

護岸に降りてアクセスする。 

・徳島駅徒歩7分（地方のため車

か徒歩） 

・拠点内にトイレ・シャワー・着

替え場所、近隣に駐車場あり。活

動後に交流空間あり。 

・河川には徒歩約2分の桟橋を利

用。NPO 法人新町川を守る会が

管理。 

・拠点を持たない。 

・桟橋は駅から徒歩6分。旧

中川の江戸川区側のカヌー

クラブ用桟橋を利用。 

・道具は自宅兼事務所から都

度商用バンで道具をアクセ

スポイント至近の駐車場ま

で運搬。 

③河川環境・景

観 

・大岡川からみなとみらいを往復

する約5km。水面は穏やか。春の

花見の季節などは動力船が多数

航行。 

・ランドマークタワーやみなとみ

らいを望む。 

・日本橋、御茶ノ水、隅田川大橋

を回る１周約15km。 

・日本橋川・神田川は穏やか。隅

田川は船の往来も多く、波が立つ。 

・スカイツリーや聖橋を望む。 

・ひょうたん島周遊。１周約6km。

水面は穏やか。 

・周囲7割が親水護岸として整備

されている。眉山を望む。 

・NPO の周遊船が頻繁に航行。

手漕ぎ舟への配慮あり。 

・東大島の桟橋から、江東新

橋手前までの往復約3km。 

・動力船の往来は少なく、水

面は安定。夜間でも安全に漕

げる。スカイツリーを望む。

全区間親水護岸。 

④カヤック・

SUP等の道具 

・インフレータブルSUPを約25

艇拠点内に保管。 

・フォールディング、シーカヤッ

ク計12艇を敷地内の屋外スペース

に保管。 

・常時ソフトボードSUP5枚を店

舗保管。定員 8 名のビッグ SUP

は自宅兼事務所に保管。 

・2 人乗りフォールディング

カヤック4艇、1人乗りリバ

ーカヤック 3 艇、SUP8 枚を

自宅兼事務所に保管し、バン

で運搬。 

⑤利用者・ニー

ズ 

・正会員約30名。うちコアメン

バーは数名。 

・利用者は増加傾向。出勤前の朝

の常連も。 

・主に観光目的。外国人が約7割。 

・年齢は平均39歳。9歳以上のこ

どもから、60代、70代の利用も。 

・利用者数は順調に増加。2016 年

は301名。 

・地元住民が中心。30 名前後の

常連メンバーのうち約 10 名が運

営に参画。年齢は 80 歳から小学

生未満まで。 

・2017年は約500名。増加傾向。 

・年間1000名弱が利用。 

季・節によって参加者が変動

の増減あり。花見やGWは多

数。 

・若い人の参加が多い。 

⑥計画・制度・

他組織連携 

・河川整備計画、都市マスに親水

施設や河川景観整備を明記 

・水辺荘も参画し、 ｢大岡川安全

航行ガイド｣を作成。 

・水辺荘、河川管理者、市、地元

組織を含む「川の駅運営委員会」

設立。桟橋の鍵を管理し、柔軟で

自由な利用が可能。 

・地域コミュニティの一組織とし

て清掃活動、祭りへ参加。 

・河川整備計画に、親水拠点整備、

親水性確保を明記。 

・神田川、日本橋川は景観計画上

の景観基本軸に設定 

・町内会長が所有する物件の賃貸

を契機に、地域貢献。地域の祭り

への寄付や参加。 

・外国人観光客向けのAir B&Bホ

ストによる自転車やカヤックのツ

アーとの競合関係あり。 

・河川整備計画・都市マスにて、

水辺景観整備推進を明記。 

・ひょうたん島一周を景観区域に

指定し、景観形成を誘導。 

・徳島県・市が後援・助成する・

徳島ひょうたん島水都祭に協力 

・徳島ライフセービングクラブと

連携した安全確保の推進。 

・NPO 法人新町川を守る会と良

好な関係を維持。桟橋の利用や地

域との関係性の基礎に。 

・同じ桟橋を利用する地元カ

ヌークラブとの接点構築。 

・東京都建設局が、江東内部

河川の通航方法を定める。 

・Air B&Bホストによるカヤ

ックツアーへ注意喚起や情

報共有。 

・カヤックツアー会社には防

災用桟橋の利用申請不可。鍵

は行政と町内会が保有。 

コース全容 

表17 4事例の調査結果 
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②相違点 

護岸、周辺建築、河川の自然の側面で事例それぞれの特

徴がある。高速道路の高架下などの人工的な都市景観（事

例２）も特に外国人向けの観光資源として魅力がある。夜

間のツアー（事例４）は、他の動力船往来がなく、夜景が

魅力的等の条件が整って初めて可能となる。 

（４）カヤック・SUP等の道具 

①共通点 

一定数の道具を運営側で所有、拠点に保管し、公共交通

を活用し、手ぶらでの参加が可能となっている。 

②相違点 

保管場所の制約を踏まえて道具が選定されている。 

（５）利用者・ニーズ 

①共通点 

利用者はいずれも増加傾向にあり、子どもから高齢者ま

で多世代の利用者がいる点が共通している。 

②相違点 

団体により外国人観光客から、地元の常連客まで、主な

利用者層がそれぞれ異なる。拠点を持つ団体では、運営者

の知人や利用者が、運営側メンバーに加わって地域活動に

参画したりしており、レクリエーションのみならず、コミ

ュニティ活動としての機能も有している。 

（６）当該地にかかる計画・制度・他組織連携 

①共通点 

河川整備計画、都市計画マスタープランにおいて、一般論

としての親水整備や水を活かしたまちづくりにかかる記載

は共通して存在し、また河川という公共空間を活用する活

動であることから、いずれの団体も行政や地域コミュニテ

ィとの接点を有したり、構築するための努力を行っていた

りする。他方、活動が小規模ビジネスとして認識されてお

り、公的な計画上の明確な位置付けはない。さらに、運営

のための許可等もとっていない。②相違点 

行政や地域とのかかわり方や程度が異なる。観光資源と

して、行政のイベント等で役割を担うケース（事例１、事

例３）、団体が参画してローカルルールを定めて公表してい

るケース（事例１）、行政がローカルルールを定めたエリア

で活動しているケース（事例４）がある。事例４では、Air 

B&Bホストによる個人ツアーとの競合も生じている。 

事例３では、徳島市が河川で囲まれた徳島市中心部のひ

ょうたん島一周を景観区域に指定し、河川から見える景観

形成を誘導している。 

 また、地域コミュニティとの接点は、地域の清掃や祭事

への参加（事例１）、別NPOが行うイベントへの協力（事

例３）など、地域コミュニティとの関係構築の方法や程度

にも違いが見られる。 

第5章 結論 

5.1 都市河川を舞台に活動するカヤック・SUP等の手漕ぎ

舟を活用した団体の活動の実態 

調査の結果、都市河川を舞台とするカヤック・SUP等を

活用した団体の活動の実態として、以下のような特徴が明

らかとなった。 

（１）都市河川において共通してみられる、公共交通利便

性の高い場所に位置する桟橋や親水護岸の存在が、カヤッ

ク・SUP等を活用した団体活動を可能とする要件と考えら

れる。また、目的はや経緯は異なるが、複数の団体が都市

河川を舞台に、行政や地域との関係構築や、安全確保のた

めの体制構築等を通じて、都市河川へのアクセスを確保し、

広くこどもから高齢者まで、一般市民が参加可能な都市型

レクリエーションとしてのカヤック・SUP活動を行ってい

る。 

（２）、都市河川以外でのカヤック・SUP 活動と比較し、

都市河川でのカヤック・SUP活動は公共交通の利用を中心

に、自宅から近い場所で行われることも、成立の一つの要

件となっている 

（３）都市河川でのカヤック・SUP活動は、レクリエーシ

ョンやスポーツなどの自分のための目的で始めた都市住民

に、河川環境や景観への関心を高めるきっかけを提供する

などの影響を与えている。さらに、カヤック・SUP活動の

運営に携わる人も出てくることで活動が広がり、より多く

の都市住民に河川利用ルールの下で、河川環境や景観への

関心を高めるきっかけを提供する効果が期待できる。 

（４）都市河川でのカヤック・SUP活動を円滑に行う要件

である、「着替え・荷物の保管が可能な拠点の機能」の確保、

「桟橋等の河川へのアクセスポイント」の増加、「河川の利

用や整備に関する計画やルール」の策定が、活用推進に向

けた課題としてあげられる。一方で、ルール面の要件であ

る「河川の利用や整備に関する計画やルール」に関しては、

運営団体がその周知や啓発に貢献していると言える。 

5.2 都市河川におけるカヤック・SUP活動と川・まち・人

との関係性 

 都市河川におけるカヤック・SUP活動は、レクリエーシ

ョンやスポーツなどの自分のための目的で活動を始める都

市住民に対し、都市河川内でも数少ない桟橋や親水護岸を

利用した安全な水面へのアクセスを提供すると同時に、利

用者の河川環境や都市景観に対する問題意識を高め、川や

まちにかかわる活動を促す可能性がある。また、都市河川

におけるカヤック・SUP団体の活動そのものも、地域や行

政のまちづくり活動の一環として位置付けられる例も出て

きており、河川を含めた都市環境の改善、まちづくりに一

定の貢献が見られる。 

したがって、今後は行政においても、都市河川における

カヤック・SUP活動を、単なるレクリエーションやスポー

ツのための河川利用に留まらない、まちづくりを推進する

ものとして位置づけていくことが求められる。同時に、都

市河川におけるカヤックやSUP活動の魅力向上には、アク

セスポイントの増加が必要である。そのためには、カヤッ

ク・SUP活動団体をまちづくりの主体として位置付け、地
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元組織や関連団体との関係構築を河川管理者である県や都

市計画を担う市によるサポートなどが期待される。また、

カヤック・SUP団体に現時点で未利用の防災用桟橋の管理

を委託することにより、コースの魅力向上のみならず、緊

急時の河川利用にも貢献できる可能性がある。将来的には、

アクセスポイントの増加に対応した、河川利用にかかるオ

ンライン登録の仕組みなどの安全確保体制構築も求められ

る。 

【補注】 

(1) ①一級河川の指定区間、②二級河川及び準用河川のうち、イ：

都市計画法で定める市街化区域に係る河川、ロ：人口集中地区

（DID）人口が三万人以上の都市に係る河川、ハ：上記以外の大

規模開発（100㌶以上）に関連する河川、としている。（山田、「都

市河川対策」河川講習会テキスト、1992） 

(2) Trip Advisor, Asoview, Activity Japanの3つのサイトから、都市河

川を含むツアーを募集している団体を検索したもの。2018年7月

時点。 

(3) 主な活動河川を都市と回答した人のうち、河川名が都市内の河

川であることが確認できるもの。例：福岡市那珂川、東京都豊洲

運河、横浜市大岡川、徳島市新町川、名古屋市堀川等。 

【参考文献】 

1) 国土交通省水管理・国土保全局河川環境課(2013), 「水辺とま

ちのソーシャルデザインとまちのソーシャルデザイン懇談

会」について, http://www.mlit.go.jp/common/001022746.pdf, 最

終閲覧2018.6 

2) 河合辰巳(2013), 「アメリカにおけるスタンドアップパドルの

発展と普及に関する研究」, 早稲田大学大学院スポーツ科学

研究科 大学院スポーツ科学研究科 

3) 松谷春敏・河野俊郎(1998), 「都市と河川の新しい関わりを築

く ～都市計画中央審議会と河川審議会の合同会議について

～」, River Front Vo.32, pp1.0-13, 公益財団法人リバーフロント

研究所 

4) 日本建築学会編(2008), 「水辺のまちづくり 住民参加の親水

デザイン」, 技報堂出版 

5) 菅原遼・畔柳昭雄(2015), 「河川利用における地域連携のあり

方に関する研究 大岡川下流域の接岸施設に着目して」, 日

本建築学会大会学術講演梗概集, pp.159-160, 日本建築学会 

6) 渡辺仁・窪田陽一・深堀清隆(2001), 「船舶利用に対する河川

空間の適正評価手法」, 土木計画学研究・論文集vol18 no.2, pp. 

371-379, 土木学会 

7) 平山博之・大貝彰(2005), 「河川を活動対象としたNPOの活

動実態とまちづくりと一体となった河川活動における NPO

の役割に関する研究」, 日本建築学会大会学術講演梗概集（近

畿）, pp.1031-1032, 日本建築学会 

8) 前田和司(1998), 「カヌークラブによる流域ネットワーク形成

とその可能性 新たな河川環境整備のための場の形成に向け

て」, スポーツ社会学研究6, pp.17-29. 日本スポーツ社会学会 

9) 桂達也・川島優太・野知菜穂美・志村秀明(2014), 「高度経済

成長期以降の江東内部河川・運河の利用に関する研究(1) 公

共整備事業と利用の変遷」, 2014年度日本建築学会大会(近畿)

学術講演会・建築デザイン発表会, pp.871-872, 日本建築学会 

10) 鹿内京子・石川幹子(2004), 「明治以降の日本橋における三河

岸の歴史的変遷に関する研究」, ランドスケープ研究 67(5), 

pp.375-380, 日本造園学会 

11) 鹿内京子・石川幹子(2011), 「明治以降の東京下町における亀

島河岸の歴史的変遷に関する研究」, 都市計画論文集 Vol.46 

No.1, pp.43-48, 日本都市計画学会 

12) J.Vesterinena,・E.Poutaa,・A.Huhtalaa,・M.Neuvonenb(2010), 

「Impacts of changes in water quality on recreation behavior and 

benefits in Finland」, Journal of Environmental Management Volume 

91 Issue 4, pp.984-994, Elsevier Science Publishers B.V 

13) Richard C.Smardon(1988), 「Water recreation in North America」, 

Landscape and Urban Planning Volume16 Issues 1–2, pp.127-143, 

Elsevier Science Publishers B.V 

14) Timothy S. O'Connell(2010), 「The effects of age, gender and level 

of experience on motivation to sea kayak」, Journal of Adventure 

Education and Outdoor Learning Volume 10, pp.51-66, Institute for 

outdoor Learning 

15) 後藤勝洋・坂之井和之・小熊一正(2009), 「河川船着場の有効

活用に関する調査研究」, リバーフロント研究所報告第20号, 

pp.144-151, 公益財団法人リバーフロント研究所 

16) 国土交通省関東地方整備局(2018), 「荒川の緊急用船着場等の

自己責任を基本とした利用ルール（暫定版）」 , 

https://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000764975.pdf, 最終

閲覧2018.6 

http://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000699501.pdf. 

17) 国土交通省関東地方整備局 (2018), 「河川の占用」 , 

http://www.ktr.mlit.go.jp/river/sinsei/index00000001.html, 最終閲

覧2018.6 

18) Paddle Travel(2018), 「Paddle Travel ウェブサイト」  , 

http://paddletravel.co.uk/, 最終閲覧2018.6 

19) ニューヨーク市公園局(2018), 「New York City Water Trail」, 

https://www.nycgovparks.org/facilities/kayak., 最終閲覧2018.6 

20) 海上保安庁(2017), 「平成 29 年 海難の現況と対策」, 

https://www6.kaiho.mlit.go.jp/info/keihatsu/20180314_state_measur

e29.pdf, 最終閲覧2018.6 

- 252 -

http://www.mlit.go.jp/common/001022746.pdf
https://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000764975.pdf
http://www.ktr.mlit.go.jp/river/sinsei/index00000001.html
http://paddletravel.co.uk/
https://www.nycgovparks.org/facilities/kayak
https://www6.kaiho.mlit.go.jp/info/keihatsu/20180314_state_measure29.pdf
https://www6.kaiho.mlit.go.jp/info/keihatsu/20180314_state_measure29.pdf



