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現場を訪ねて

長大なレールでの持ち込み運転に親子で歓声
第５回鉄道模型走行会に約４，０００人
（神戸海洋博物館・カワサキワールド）

新製品・新技術

■ニッケル水素電池「ギガセル」が
　バックアップ電源にも使えることを実証

■川重冷熱工業（株）が大型貫流ボイラ「Ｉｆｒｉｔ」の
　新シリーズ「Ｉｆｒｉｔ  Ｂｅａｔ」を開発・発売

最前線カメラルポ

［歩いて・見た・歴史の家並み］◯

六合村赤岩（群馬県）
里山を背に、建ち並ぶ
頑丈な造りの
養蚕農家
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●表紙説明●

　埼玉県小鹿野町を流れる荒川水系吉田川の上流。その清流
のほとりで、カワサキ独自のスタイリングの半身を見せているのは、
川崎重工がこの２月に新発売した大排気量（１，１６４ｃｍ3）ロードス
ポーツモデル「ＺＲＸ１２００  ＤＡＥＧ」です。
　小鹿野町は、ユニークな“オートバイによるまちおこし”に取り
組んで二輪車専用駐車場の整備など着実に事業を進めており、
５月２日には珍しい“温泉付きバイクミュージアム”がオープン予定
です。そこで、春まだ浅いある日、「ＺＲＸ１２００ ＤＡＥＧ」で「ウエル
カムライダーの町」を走ってみました。
（詳しくは「最前線カメラルポ」（Ｐ．１～５）をご覧ください）。 

イラストぎじゅつ入門－◯

「アポロカッター工法
シールド掘進機」が、多様な断面の
トンネルを掘れるしくみ

74

 “ライダーを呼ぶ町”、小鹿野へ

　時は春－モーターサイクルファンが待ち
に待った、本格的なツーリングシーズンがやっ
てきた。ところで、一人でも多くのツーリング
ライダーが来てくれることを願い、ライダーに
やさしい地域づくりを進めている町がある。
　埼玉県の西北部に位置する小鹿野町は、首
都圏のモーターサイクルファンには手頃な日
帰りツーリングコースとして知られていた。こ
うした“地の利”を活かして、３年前から全国で
初めてという“オートバイによるまちおこし”に

取り組んでいる。「ウエルカムライダーの町」
を合言葉に、小鹿野町をライダーが“来やすく・
居やすく・また来たい町”にしようという試みだ。
　そこで、早春のある日、モーターサイクルラ
イダーの一人の後藤武さんに、川崎重工がこ
の２月に新発売した大排気量ロードスポーツ
モデル「ＺＲＸ１２００ ＤＡＥＧ」で小鹿野の町内
を走っていただいた。また、町の関係者にユニー
クな“オートバイによるまちおこし”についてあ
れこれ伺った。

早春の光の中を、新発 売のカワサキロードスポーツモデル
「ＺＲＸ１２００  ＤＡＥＧ」 に乗って

小鹿野の町中を颯爽と走る「ＺＲＸ１２００  ＤＡＥＧ」。
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ツーリングの途中、「平成の名水百選」に選ば
れた町自慢の「毘沙門水」で喉を潤す。「う～ん、
美味い！」。

“オートバイによるまちおこし事業”の協賛店
が掲げる“ウエルカムボード”。

小鹿野町の道の駅「両神温泉薬師の湯」に設けられた二輪車専用駐車場。こうした二輪車駐車
場が増えることを、モーターサイクルファンは首を長くして待っている。

この２月新発売の大排気量（１，１６４ｃｍ3）ロードスポーツモデル「ＺＲＸ１２００ＤＡＥＧ」は、峠や市街地
など日本固有の道路状況や日本のライダーのニーズに合わせて造り込みを行なった国内専用のフラッ
グシップモデル。幅広い層のライダーがスポーツライディングを楽しめるロードスポーツモデルである。

左：商店街の一角、「夢鹿蔵」に整備された二
輪車専用駐車場。ロッカー付きで、後藤さん
も「これはうれしい駐車場です」と早速利用
していた。

右：駐車場の位置はこのマークで一目瞭然。

練馬I.C

藤岡J.C

花園I.C

関越自動車道

小鹿野町

埼玉県140
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　小鹿野町は埼玉県の西北部、群馬
県と県境を接している。関越自動車道
の花園インターチェンジから国道１４０号
を経て国道２９９号を走ればモーターサ
イクルで約１時間の距離（花園インターチェ
ンジから約４５ｋｍ）だ。東京都心からで
も２時間弱で着く。
　こうした“地の利”もあり、もともと小鹿
野町にやって来るツーリングライダー（以下、
ライダー）の数は少なくなかったが、近年、
年を追って増加しているという。なぜな
のか。
　小鹿野町計画推進室長の高橋稔さ
んや同室の長谷川伸一さん、強矢立家
さんのお話を伺ったところ、次のようなこ
とがわかった。
　小鹿野町が首都圏からの日帰りツー
リングコースとして最適な位置にあり、また、
首都圏から群馬県や甲信越方面への
ツーリングの際、休憩地点としてベストポ
ジションにあること。さらに、町を横断する
国道２９９号がライダーにとってツーリング
しやすい道路であること。加えて最近、
町の名物の「わらじカツ丼」がモーター
サイクル雑誌などに紹介されてライダー
の間で人気になっていること。日本百名
山の両神山や“ロッククライミングのメッカ”
とされる二子山など魅力に満ちた自然、
日帰り温泉「薬師の湯」などがライダー
に人気があること、などだ。

　しかも小鹿野町では、モーターサイク
ルを楽しむ人の数は今後も増え続ける
だろうと予想している。
　なぜなら、定年を迎えた団塊の世代
など熟年ライダーが増えつつある。高速
道路での二人乗り解禁（２００５年）以降、
夫婦で楽しむのんびりツーリングが増え
ている。従来は困難とされていた大型自
動二輪免許が、教習所で比較的容易
に取得できるようになり、若い頃はあきら
めていた中高年や女性が大型モーター
サイクルを楽しむ傾向が強まり、とりわけ、
女性ライダーが増えていること、などだ。
　こうしたことから小鹿野町では今後も、
来町する中高年ライダーや女性ライダー
が増加するものと予測した。この予測も
契機の一つとなって、“オートバイによる
まちおこし事業”を進めることになったの
だという。

　町にやって来るライダーを温
かく迎えるために、具体的には
何をすればよいか。検討の結
果、最初に取り組んだのが二
輪車駐車場の整備だった。
　これはまことに当を得た具
体策といえる。というのも、ライ

ダーにとって二輪車駐車場の不足が頭
痛の種だからだ。２００６年の「改正道路
交通法」の施行による違法駐車の取り
締まり強化により、二輪車の駐車違反件
数が急増した。このことは、二輪車駐車
場の不足が露呈されたともいえる現象
であり、「いったいどこに駐めればいいの？」
というのがライダーの正直な気持ちであ
る（別掲「コラム」参照）。
　町では、町役場と町営駐車場にひと目
でそれとわかる二輪車駐車スペースを
設置。さらに、商店街の一角（「夢鹿蔵」）
と道の駅「両神温泉薬師の湯」にそれ
ぞれ１か所ずつ、二輪車専用駐車場を
設置した。それも、商店街の駐車場はヘ
ルメットなどを収納できるロッカー付きで、
「道の駅」のそれは、ひと休みできるベン
チや洗車用水道が設けられており、“ラ
イダーを温かく迎えよう”という気持ちが
十分に伝わってくる設備となっている。

　この二輪車専用駐車場をはじめ町内
いたるところで目にするのが、「ＯＧＡＮＯ」
を図案化したロゴマーク（公募作から採
用）である。地の配色が歌舞伎の幕と
同じなのは、およそ２００年の伝統を誇る「小
鹿野歌舞伎」に由来している。花道な
どを張り出した祭り屋台（山車）で演じる
のが特徴で、役者も義太夫も裏方もす
べて地元の人たちがつとめる“村歌舞伎”
である。
　このロゴマークと「ようこそ小鹿野町へ！」
という文字を組み合わせた“ウエルカム
ボード”や幟が、ライダーを歓迎してくれ
るというわけだ。それも、ただ“温かく迎
える”だけではない。“ウエルカムボード”
を掲げた協賛店では、それぞれの店で
特典が用意されているという。
　「鹿の子」という店で、人気の「わらじ
カツ丼」を食べてみた。

　社団法人日本自動車工業会によると、
２００６年の「改正道路交通法」により、
違法駐車の取り締まりが強化される
と二輪車の駐車違反件数が激増した。
２００７年の取締件数は２００５年のおよ
そ５倍あったという。これは、二輪車
駐車場数の少なさの反映といえるの
が実情で、二輪車駐車場の増加が切
望されている。限られた予算の中で
工夫しながら駐車スペースの確保に
取り組む自治体もあるが、多くの自治
体では積極的な取り組みが見られな
いのが実態である。
　そうした中、日本自動車工業会で
はＮＭＣＡ日本二輪車協会とともに
２００８年７月、「二輪車の駐車場所の確

保・拡充について」と題する要望書と、
９０万人を超えるモーターサイクルファ
ンの署名（２００８年末には約１０２万人
に達した）を国土交通省と警察庁に
提出し、二輪車駐車場の整備を求め
る声の大きさを訴えた。二輪車の駐
車場整備を促進させる法令の整備が
行なわれているとはいえ、具体的な
施策が伴わなければ問題解決には結
びつかないわけで、とりわけ、地方自
治体が問題意識をもってその対策に
取り組むことが期待される。日本自動
車工業会では、そのためには国のよ
り一層の積極的な働きかけや支援が
必要だとしている。
出典／ＪＡＭＡ  Ｒｅｐｏｒｔ  Ｎｏ.１０８より抜粋

増加する小鹿野町への
ツーリングライダー数

目に付くＯＧＡＮＯを
図案化したロゴマーク

これからも来町するライダーは
増えると予測

ライダーの心に響いた
二輪車駐車場の整備

早急に、二輪車駐車場の整備を！

すねや  たつや

りょうかみさん

ゆめかぐら
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交通安全パレードや交通安全教室など、町では交通安全の啓発活動にも力を入れている。
（写真提供／小鹿野町）

５月２日にオープン予定
の「バイクの森おがの」。
おそらく他に例のない温
泉付きバイクミュージア
ムで、モーターサイクルファ
ンの話題になっている。

人気上昇中の小鹿野名物「わらじカツ丼」。
店のおかみさんから「御来町感謝」ののし袋をいただく。

荒川水系吉田川の合角ダムでひと休み。堰堤の向こうには早春の西秩父桃湖が広がっている。

町が購入したレスキューバイ
クには通信機器などが備え
られている。今年の「東京モー
ターサイクルショー」（３月）に
出展された。

アドバイザーの鵜飼
清志さん。

笑顔で「ＺＲＸ１２００ 
ＤＡＥＧ」の印象を語
る後藤武さん。

かっ  かく

　「わらじカツ丼」は、丼のフタほどのサ
イズの大きなカツが２枚載っている。卵と
じではなく、甘辛いタレがしみ込んだあっ
さり味で、食べやすい。長谷川伸一さんが、
「１枚をフタに置いておくと食べやすい」
と教えてくれた。なるほど、大きなカツもじゃ
まにならずに食べられるのだった。
　食事が済むと、店の人が「はい、ライダー
さんどうぞ。気を付けて帰ってね」と言っ
て差し出したのが「御来町感謝」と書か
れたのし袋。裏返してみると「ゆったり走っ
て楽しもう小鹿野町  家まで無事にホッ
カイロ～！」というわけで、中身は使い捨
てカイロ。まだ早春の時期ならではのう
れしい心遣いであった。こうした特典の
中身は店によって、また、季節によって異
なるという。
  町内には「わらじカツ丼」を食べられる
店が約１５店ある。

　この町起こし事
業の発案者で、ア
ドバイザーを務め
ている鵜飼清志さ
んは二輪車業界
の出身。
　「縁があって何
度か来ているうち
に、この町にすっか
り魅せられてしまいました。しかも、ライダー
を温かく迎える町にしたいというのです
から、こんなうれしいことはありません。
　今考えている“おがのウエルカムライ
ダーズ構想”のキーワードは、自然を満
喫して『走る』、わらじカツ丼や手打ちそ
ばを『食べる』、専用駐車場や道の駅で
『休む』、歌舞伎や祭りを『見る』など

８項目。専用駐車場など具現化したもの
もありますが、『走る』に関してはオート
バイトレッキングを構想中です。小鹿野
町の豊かな自然をステージに、初級者か
ら上級者向けの１０コースほどを用意し、
トレッキング用モーターサイクルのレンタル、
トレッキングコースのガイド（パークレン
ジャー）なども構想しています」

　この５月２日には「バイクの森おがの」
がオープンする。町営温泉「クアパレス
おがの」の温泉機能を残し、民間の指
定管理者が、世界各国の名車や希少
なモーターサイクルの展示館に変身させ
たものだ。他に例のないユニークな“温
泉付きバイクミュージアム”で、ツーリング
を楽しみながら小鹿野町に来たら、世界
の名車に会えて温泉でくつろげる、とい

うわけだ。
　小鹿野町ではまた、地元消防団やボ
ランティア団体の協力を得て災害バイク
ボランティア隊を予定。通信機器などを
備えたレスキューバイクを購入し、町の自
然を利用した訓練を計画中。町では、「東
京モーターサイクルショー」（期日：３月２７
～２９日、会場：東京ビックサイト）に自治
体として初参加し、レスキューバイクなど
を出展。“オートバイによるまちおこし”を
広くアピールした。

　次の構想として進められているのがラ
イダーズピット。これは、ライダー同士が交
流し、憩える場を整備しようというものだ。
国道２９９号沿いに広いスペースを確保し、
町内の観光・イベント、宿泊などの情報、
あるいは地元の土産品、特産品などの

情報も提供したいという。
　「ライダーズピットは、オートバイによる
まちおこし事業の拠点となる施設です。
ライダーが小鹿野町に来たら、まずここ
に寄って交流を深め、情報を得ること
がトレンドになるようにしたいですね」

（長谷川伸一さん）
　小鹿野町が描く“モーターサイクルの
町”の将来像は、例えば、北海道や九
州のライダーが日本縦断ツーリングを行
なう場合、「その欠かせない中継地とし
て小鹿野町に寄ることが“ライダーの常

識”になること。つまりは、町が“モーター
サイクルの聖地”になること」（鵜飼清志
さん）だ。
　小鹿野町ではこの壮大な夢に向かっ
て、一歩一歩努力が重ねられている。

●
　最後に、この日一日一緒に走ったカ
ワサキ「ＺＲＸ１２００  ＤＡＥＧ」の印象を
後藤武さんは、
「非常に気持ちが
よかったですね。日
本の道路を日本の
ライダーが走る、そ
こをよく考えてつく
られたカワサキなら
ではのモーターサ
イクルという気がし
ます。運動性がい
いので、普通の道路を普通に走って軽
快で楽しく、ライダーともども走る姿が格
好よく見えるのがいいですね」と話した。

　２００６年１０月、旧両神村と旧小鹿野
町が合併して現在の小鹿野町が誕生
しました。自立した地域振興に向けて、
他の真似ではないわが町らしい町起こ
しを模索して見つけたのが、“オートバイ
によるまちおこし”です。バイクには、レー
スの爆音や一部のライダーの不心得な
行動などから、あまりよいイメージを持た
ない方もいるようですが、ほとんどのライダー

は良い人で、ライダーと直接話してみると、
そのことがよくわかります。社会的な地位
のあるバイクファンも少なくありません。こ
の事業を始めて、ライダーと接する機会
が多くなるにつれて、町の人もライダーに
対する印象が変わってきているようで、
今後も時間をかけて浸透させたいと思
います。事業の成否は、町全体でライダー
を温かく迎えられるかどうかにあるわけ
ですから、さらなる町民の気持ちの変化
に期待しています。
　こうした事業は警察との連携が不可
欠です。私どもも小鹿野警察署の協力

を得て交通安全パレードを行なったり、さ
まざまな関連イベントの際にバイクの安
全教室を開いたりして啓発活動に力を
入れていますので、ライダーもルールやマ
ナーをよりしっかり守り、町民との相互の
信頼関係をさらに高めていただきたいと
思います。
　この事業の目標は、もちろん町のより
一層の活性化にありますが、経済効果
ばかりではなく、“バイク文化”を町に根
づかせるというねらいが基本にあるわけで、
息の長い事業といえます。いずれ、小鹿
野町が“バイクの聖地”と言われる日が
来ることを信じて努力してまいります。（談）

「わらじカツ丼」は
甘辛いタレのあっさり味

進む
“おがのウエルカムライダーズ構想”

目指すは
“モーターサイクルの聖地”

ユニークな温泉付き
“バイクミュージアム”

“バイク文化”を考えた町起こし事業です。
小鹿野町長　関口和夫さん
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