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加 速していく ︒

かつて日 本 中 どこの山 野にもいたトキの︑広 げ
た 羽の朱 色 を 指 す 美 しい日 本 語﹁ 朱 鷺︽ と き ︾
色 ﹂は︑残 念 ながら死 語になってしまった ︒同 じよ
うに︑
ついこの間 まで誰 もが実 感 を もって使ってい
た﹁ ま ちなか﹂という 言 葉 も︑
ひょっとするとも う
死 語なのかもしれない︒
個 人の家 と︑各 種の事 業 所 と︑小 売 店 と 飲 食
店 とホテル・旅 館 と︑それに学 校や 病 院や 役 所 と
いった 公 共 的 な 施 設 とが︑歩 ける範 囲にごちゃご
ちゃと 混 在 す る 空 間 ︒そ れが﹁ ま ち なか ﹂だ ︒そ
こに住 む 人 と︑住んでいないけれども 仕 事や 買い
物や 会 合や 散 歩 な どのためにそこに 来 る 人 が ︑
同 じ 狭い空 間の中で 共 生 す ることで 成 り 立って
きた ︒
しかし そんな﹁ ま ち なか ﹂に旺 盛 な 不 動 産 投
資 が 行 われてき たのは︑
ほとんどの都 市では遠い
過 去の話 だ ︒今や住 民の圧 倒 的 多 数は郊 外 住 宅
地に住 まい︑同 じ く 郊 外に雑 多に建てられた 商
業 施 設や 職 場や 役 所や 病 院の間 を ︑自 家 用 車で
移 動 しながら 暮 らしている ︒多 くの﹁ ま ち なか ﹂
は︑空 き 地の間に空 き 家 と空 きビルが点 在 する︑
捨て置かれた空 間になってしまった ︒
皮 肉 なことに﹁ ま ち なか ﹂が 消 え た 地 方 都 市
から︑かろう じて残っている大 都 市へと︑遊びに出
か け る 人の流 れがひ き も き らない︒日 本で 言 え
ば小 さな 村 くらいのサイズの町に︑美 しい中 心 街
と賑わ う 広 場が残っている多 くの欧 州の国にも ︑
日 本 人の来 訪 者は途 切れることがない︒単なるノ
スタルジーが理 由ではないだろう ︒消 費 空 間 とし
て 特 化 し たショッピングセンターの中には 存 在 し
ない︑住 む 人 と 来 る 人の共 生 す る 空 間にしか 存

日 本 人 がこれに 気づくことから ︑静 か な 変 革 が

実 し た 世 界 が 広 がっていること ︒
一人で も 多 くの

こんなにも 充
圧 倒 的 多 数の気 付かないところに︑

自 分 個 人の足 元の利 害にしか 目 が 向 かない世の

の過 去 と 未 来に続 く ものにも 思いを 馳 せよ う ︒

楽 しみと生 きがいにも 満 ちた 歩みを 学びつつ︑そ

本 書 から そ う した 先 駆 者 た ちの苦 闘の歩 み︑

輪はいま 静かに拡 大しつつある︒

熱 が 多 くの若 者にも 感 染 し 始 め︑ま ちづく りの

続いていくことに係わりたい︒そ う した 彼らの情

れる前から続いてきたこと︑自 分の消 えた後にも

の一生 など短いものだ ︒短いからこそ ︑自 分の生 ま

け 継 ぐ 人 た ちがいる ︒ま ちの寿 命に比べれば︑人

た ︒ま だ 見ぬ未 来 にも ︑彼 らから ま ち な か を 受

来に遺 す ために命 を 燃やした 多 くの人 た ちがい

そ う ︑忘 れられた 過 去の中にも ま ち なか を 未

に必 要なことであると︒

らして︑そ してこれからの未 来に照 らして︑絶 対

が 違 う 世 界の話で あ ると ︒地 域の長い歴 史に照

分 た ちがやっていることは︑目 先の儲 け とは次 元

残 念 な 限 り だ ︒しかし 彼 らには 確 信 が あ る ︒自

だし ︑肝 心のま ち なかの利 害 関 係 者の非 協 力 は

治・行 政 は 無 理 解 だし ︑
マスコミや 企 業 は 無 関 心

人にかかる 負 担 は 尋 常ではない︒住 民や 地 方 政

ちがいる︒
一年や二年で成 果の出る話ではなく ︑個

れることの少 ない取 り 組 みに︑身 を 投 ず る 人 た

﹁ ま ちなか﹂を 再 生したい︒この︑労 多 くして報わ

そ うであればこそ︑
わが町にも 人の臭いのする

人 を 引 き 付 けているのだ ︒

在 しない人 間 臭 さ と 癒 しが︑孤 立 しが ち な 現 代

発刊によせて、
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STEP 4.

まちづくりは、
仲間づくりから
ま ち づ く り の 挑 戦 の 第 一 歩 は、
キーパーソンを中心にコアメン
バ ー と な る チ ー ム が「 熱 い 思 い 」
を共有し、まちづくりの方向性を
模索することから始まる。異なる
バックグラウンド、感受性、価値
観 を 持 つ 人 々 が 集 ま っ て「 ま ち づ
くり」のチームを形成することは、
並大抵のことではない。まちづく
りへの思いはチームでおぼろげに
共有していても、その思いが同じ
温 度 と な ら ず に 孤 軍 奮 闘 し た り、

になる。みんなと知り合いたいと
思ってつくったカフェは、センス

なと作業したりと、明るいまちづ

やれることを、狙いを持ってみん

してみたり、お金を出せば簡単に

自らがリスクを負って一歩踏み出

辞めて専任マネージャーになるこ

を形成するために、服部は会社を

よりコミットしてもらい、チーム

来 な い。 そ ん な メ ン バ ー た ち に、

いため、なかなか責任感を醸成出

えながら兼業しているケースが多

として関わっていても、実業を抱

と。まちづくりのチームメンバー

をして喧々諤々の議論をするこ

こで思いついたのは定山渓で合宿

バーの意見がバラバラなこと。そ

始めて、まもなく訪れた壁はメン

が新天地でまちづくりに取り組み

躍する場は札幌だ。そんなよそ者

生きがいを感じている

け」
「お前が来ても変わらない」と

の 人 か ら は「 無 駄 だ か ら や め て お

スペース（カフェ）をつくった。街

もっと知り合うことのできる共有

りやすいと考えた彼は、みんなが

際に実例を示すことが、一番わか

業として、口で説明するよりも実

みんなを知ること。まちづくり事

え た 小 口 が ま ず 着 手 し た こ と は、

たとき、無縁の土地に寂寥感を覚

器の街、多治見に初めて降り立っ

帰した

痛感して、まちづくりの仕事に回

改めてまちづくりのおもしろさを

にめぐり合い、一時迷いながらも

くりの師匠と、まちづくりの仕事

代で、活

くりの実績の陰には、地道な努力
とを決めた。自らがリスクをとっ

代。現在、活動する陶磁

や細かな工夫が見え隠れする。

札幌大通まちづくり株式会社
とが出来たのである。

てメンバーの責任感を生み出すこ

言われ続けながらも自らが率先し

え、計画・実行する仕事に転職し、

た。現在は、まちづくり全体を考

ける。

を現代に体現し、仲間を魅了し続

小口英二は金沢で偶然にもまちづ

多治見まちづくり株式会社 の

当初は誰も来てくれない会合に

の際には思わぬ激励を受けること

ずつ小口を認めていき、オープン

こ と で、 周 囲 の メ ン バ ー が 少 し

て実践して見せた。自ら汗をかく

の服部彰治は東京出身で、前職は

馬なのである。遊休不動産のリノ

都市計画を立てるまでが仕事だっ

ベーション会議の後、自らやりた

人参加する日々もあったが、諦め

スに見事に生まれ変わらせ、街に

めのおしゃれなギャラリースペー

ものづくり関連の若手起業家のた

チームは、昭和時代の自社ビルを

腕チームが形成された。梯中心の

姿にはメンバーも引き込まれ、凄

るなど、リスクを恐れず前に進む

だ。また自分自身で費用を準備す

会」は単純に若いもんが集まった

を リ ー ド す る チ ー ム「 若 き ゃ も ん

通しが良いことからくる。商店街

れのチームがまとまっており、風

商店街を運営する老若男女それぞ

宮 門 前 商 店 街 の 居 心 地 の 良 さ は、

を営む生粋の阿蘇男児。阿蘇一の

は、馬肉コロッケが人気の精肉店

阿蘇一の宮門前商店街振興組
合「 若 き ゃ も ん 会 」の 杉 本 真 也

である。

で、チームに一体感が生まれたの

だイベントが成功をおさめたこと

バー全員がリスクを負って挑ん

合う仕組みを導入するなど、メン

ていく。メンバー自ら資金を出し

ることでメンバーの方向感が揃っ

や人材不足という多難を乗り越え

取り組むイベントでは、資金不足

なかった。杉本の真剣な姿に周囲

新たなビジネスやムーブメントを

わけではなかった。会の発足を提

い と ま ず は 名 乗 り を あ げ て、 メ

創 出 し て い る。 ま さ に「 命 を か け

言 し た 杉 本 は、 自 ら 会 長 を 務 め、

は徐々に共感していった。初めて

なければ、国（街）が変わらんぜよ」

ンバーたちの心と体を動かしたの

1
北九州市小倉魚町の魚町三番街

のある若手店主が運営し、まちづ
くりのための心地良い情報交換の
場として機能している。

北九州リノベーションまちづ
くり推進協議会 の梯輝元は、見
た目はいたって普通の信頼され
大商店街振興組合の同盟

る「まちの司法書士」
。実は梯、と
きには
をまとめ上げ、ときには街のため
に自己所有の不動産のリノベー
シ ョ ン を 即 実 行 す る、
「街を見て

40

小口たちが改装した多治見の交流拠点「うつわとごはん カフェ温土」

年配者と若手が力を合わせて再生した阿蘇一の宮門前商店街

ココロが熱くなる」小倉の坂本龍

札幌大通地区の狸小路の商店街

6
好きなまちで挑戦し続ける
好きなまちで挑戦し続ける

7

チームビルディング

1
2

30

STEP

服部彰治（はっとり しょうじ）

キーパーソン

札幌大通まちづくり株式会社取締役統括部長
経済産業省タウンプロデューサー

服部彰治

大学の建築学科で学んだものの図面を引くことが苦手で、都市計画に興味を持った青
年。
パリの街並みに触発された彼は都市計画コンサルティング会社を経て、札幌大通
まちづくり会社の設立に奮闘する。
マネージャーに就任した彼が、まちづくり会社だ
からこそ出来ること、
まちづくり会社の仕事のおもしろさを語ってくれた。

計画を立てて終わりじゃない、
実行するまでやり遂げる
スが苦手で、それよりはどこに何を
配置するのかという都市計画の方が

平成 年、札幌大通を構成する地
たのは、大学 年の春休みに行った

そんな服部が「まち」に魅力を感じ

得意だったという。
元商店街や百貨店、地下街などが合

21

ヨーロッパへの研修旅行だった。

す。ちょうど、新しい凱旋門やオル

同してまちづくり会社が設立され

セー美術館が出来た頃ということも

ような建物を実物で見られるんで

立に参画し、現在、取締役統括部長

「特にパリが良かった。雑誌で見る

を務める服部彰治はこう語る。
あって、街の活気もすごくおもしろ

た。札幌大通まちづくり株式会社で

「主たる事業は大通地区の駐車場券

い経営モデルのまちづくり会社とし

会費収入といったものが中心ではな

来の行政委託事業や地元会員からの

といった民間主体の事業です。従

画であり、都市計画のデザイン つ

み出す。その基礎となるのが都市計

市全体に広まり、ダイナミクスを生

築物が人を集め、その人の動きが都

を持つきっかけとなった。新しい建

これが、服部がまちづくりに興味

て、注目されています」

業、コワーキングスペース事業など

かったんです」

ある。会社の姿形もない段階から設

3

事業やエリアマネージメント広告事

監修：木下斉

わり、それが実績となって多くの仕

海道各都市でのまちづくりなどに関

街地活性化計画が出てきた頃で、北

めることになった。ちょうど中心市

画コンサルティング会社で仕事を始

み、先輩に紹介してもらった都市計

当てもないまま、単身札幌に移り住

がしたかった」と服部は言う。何の

パでの感動から、街全体のデザイン

建築ももちろん大切だが、ヨーロッ

何かが違うと感じて退職。
「個々の

り、意見の調整に困難が予想された。

プレイヤーが集まっての勉強会であ

地下街といった、さまざまな立場の

通を構成する地元商店街や百貨店、

り方などを検討するためだ。札幌大

価、新法に基づいた新たな組織のあ

TMO をつくり実施した取組みの評

くり勉強会が発足した。旧中活法で

ジメントに関する大通地区まちづ

た商業者が集まってエリアマネー

が音頭をとり、大通地区を中心とし

目が縁の切れ目になってしまうんで

も予算の関係もあり、お金の切れ

期待してくれるんですが、どうして

行くと地元の人が、がんばってねと

「ただ若かったこともあり、地域に

から声をかけていただき、コーディ

会には、札幌市と地元商店街の両方

うになっていた。
「最初、この勉強

タントとして大通地区によく行くよ

りの街路整備など都市計画コンサル

店舗活用事業、さっぽろシャワー通

その時期、服部は、狸小路の空き

す。自分が計画した街に最後まで関

ネーターとして参加していたんです

事が服部のもとに舞い込んだ。

われないことに、自分の中で罪悪感

よ」と服部は言う。困難な意見の調

ら自分に寄せられていた期待を置き

係は途絶えてしまう。街の人たちか

が終わると継続契約がなければ、関

として関わっている以上、年度事業

ので自分たちで新たにまちづくり会

するという話はなかったんです。な

だったので、まちづくり会社に移行

時、札幌市の TMO は商工会議所

どうするかという勉強会でした。当

「詰まるところ、まちづくり会社を

整を一手に任された形だ。

去りにして、自らの計画を実現する

社を設立する必要があったんです。

委託を受けて動くコンサルタント

が残るようになりました」

プロセスに関われない虚しさ。服部

そこで神戸長田地区、京都伏見など

ていきました」と服部は言う。

会社をつくるという流れは醸成され

で議論する中で、総論でまちづくり

くり会社が必要かを学び、メンバー

へ視察に行って、どのようなまちづ

の中で、そういったものが耐えられ

18

道東海大学建築学科の旭川校に進ん

高校まで東京で過ごし、大学は北海

服部は、東京世田谷区で生まれた。
できた都市計画が活き活きとした知

ることが出来る。今まで机上で学ん

で街に住む人たちの活気までを育て

務店に就職したものの、自分の中で

卒業後、地元である東京に戻って工

この体験が服部の人生を変えた。

識となって生まれ変わった。

1

だ。
「建築学科なのに、僕は線を引
定規と三角スケールを使って、下

くのが嫌いだったんですよ」と笑う。
図を描いて、清書するというプロセ

2
1

ないほどに大きくなっていった。

まちづくり会社をつくる覚悟を
決めるのは自分自身
平成 年頃、札幌大通では札幌市

「新しい建築物が人を集め、
その人の動きが都市全体に広まり、
街に住む人たちの活気までを育てる。
それが都市計画」

個 店 でも商 店 街 でもなくまちづくり会 社
でなければ出来ないことがある んです

札幌大通まちづくり株式会社取締役統括部長、
経済産業省タウンプロデューサー
昭和45年、東京生まれ。
北海道東海大学芸術工学部建築学科（旭川校舎）卒業後、平成 7
年からCIS計画研究所で景観計画、屋外広告物条例の策定などに携わる。平成11年から
C.S.P.T地域計画機構主任研究員として、札幌市をはじめとした中心市街地活性化やま
ちづくりに従事。平成21年より大通地区まちづくり協議会専任マネージャーとして大通
地区のまちづくりに尽力し、現在に至る

8
好きなまちで挑 戦し続ける
好きなまちで挑 戦し続ける

9
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CASE
まちづくり

1.札幌の地下道。
雪国では地下スペースの果たす役割は大きい。
ここでイベントが開催されることも多い 2.12月初旬の札幌大通り。
これから本格的な雪の季節を迎える

なか決まらず、停滞したこともあっ

資規模、事業内容などの詳細がなか

賛成各論反対。まちづくり会社の出

ざまな方が関わっていたから、総論

しかしながら、大通地区でもさま

決断を出来ずにいた。

言っていたが、服部自身、なかなか

は「服部がマネージャーをやれ」と

れが問題だった。大通地区のみんな

ジャーがいた。ただ誰がやるか、そ

という姿勢を見せる上で、わたしも

「本気でまちづくり会社を設立する
覚悟を決めて、それまでの都市計画

とはいえ、いつまでも平行線の議

たという。
論を続けるわけにもいかず、まちづ
コンサルティング会社を平成 年

つアクションを起こした。

くり会社設立を決めるに当たって、

自らの覚悟を見せることで
スタッフの責任感を生み出す

月に辞めて、マネージャーになるこ
とを決めたんです」と服部は語る。

な

たし、会社を辞めてきましたと報告

「会社を辞めた次の会議の際に、わ
すると、え、本当に辞めたの

泉の合宿でした。まちづくり会社を
一気に前のめりになって関わってく

味背水の陣を敷いたので、みんなが

分ですが。ただ、このことである意

んて反応もありました。ま、冗談半

つくる覚悟を確認するための合宿

さらに平成 年 月には地方の元

う責任感を生み出した。

よ本気でやらないといけない、とい

この服部の姿勢は関係者に、いよい

で、夜通し開催して、すべての関係

この合宿には100名近い商店街
関係者が出席し、喧々諤々の議論を
気再生事業の採択を受けて収益事業

行って、いよいよまちづくり会社を
正式に発足することを合意した。こ
さらに勉強会の結果として、まち

のだ。エリアマネージメント広告事

取組みが出来るという考えがあった

づくり会社も自ら稼いでこそ必要な

て覚悟を決めたことである。勉強会

残る つは、服部がリスクを負っ
の結論として、まちづくり会社には

する事業の検討を行い、つくろうと

大通地区の再生、まちづくりに貢献

業や、オープンカフェ事業、並びに

先進地域には必ず優れたマネー

ているからこその手応えとともに、

服 部 は そ ん な 中 で「 個 店 と い う

難しいことも感じている。大通地区

“点”でもなく、商店街という“線”で

野のスキル、継続的に街に関わるこ

サルタントに丸ごと委託するのでは

もなく、街という面単位で関わるか

とが出来ないことで抱いていた問題

なく、自らの手を動かしながら外部

ら出来ることがあると思うのです。

しているまちづくり会社の基盤事

専門家とも連携しつつ計画を組み立

街を使ってもらう上で、利便性を追

業と基礎収入について洗い出しを行

てている。結果として、大通地区に

求するのではなく、使いたいと思っ

にはこれまでの商店街組織も、昔か

は年度ごとに違ったコンサルタント

てもらえる、これまでになかった価

意識、さらに大通地区の人たちと

い、事業計画が固まった。

が来るということもなくなった。地

値を生み出すことが必要だと思うん

ら続く効果を疑問視せざるを得ない

元の人も常に服部という顔がわかる

です。これがまちづくり会社の役割

多数のイベントも抱え、関係者も多

人間が、次なる街のあり方の計画を

だと思っています」と言う。
札幌大通まちづくり株式会社は、
平成 年度に都市再生整備推進法人
の一号認定を受け、大通地区の都市
再生整備基本計画を積極的に策定し
た。路面電車のループ化後の事業計

「計画だけでなく、実践までもが、

「誰かが何かをしたい」ということを

わたしたちの役割なので、地元の声

画など、これまで動いてきた実績あ

ほど、それを実現させるためにはど

を聞きながら、さらにその期待を超

サポートすることに自分のモチベー

うするかを考えるのに気合いが入る

えるような価値をどんどんつくって

るまちづくり会社だからこその動き

んです。そう考えると、
わたしがやっ

いきますよ」と言う服部。

方を官民連携で仕掛けている。

ているのは地元の声を交通整理し

ションがあると服部は言う。
「その

て、 つずつ実現に持ち込んでいる

人の持っている熱量が高ければ高い

計画するだけではなく実践する
ことがまちづくり会社の仕事

組み立てているということで声をか

の長らく議論してきた意見をもと

月にはまちづくり会社の設立手

続きに入り、平成 年 月 日に、
された。

街の立場にいるからこそ、その
土地の魅力を考え実現できる
今、服部は札幌大通まちづくり株
式会社取締役統括部長として、実地
で大通地区の新たな価値を生み出す
ため、地元の人たち、そして札幌市
役所とも連携して地区の将来計画を
かつては市役所から依頼を受けて

書き、実現していっている。
適切な計画を立てることが仕事だっ
たが、今は計画だけでなく、自らそ
の結果を出すことが仕事になった。
服部が求めていた、街との関わり方
である。
「わたしは都市計画コンサルタント
という立場から、まちづくり会社の
マネージャーになったことで、より
真剣に街にとって正しいお金の使
い方なのかを考えるようになりまし
た。また外の人に依頼をする上でも、
まずは自分が街をどうしたいのか、
という像がないといけない。街のあ
り方と自分自身がより深く向き合う
ようになりました」

け、意見を言いやすくなった。

に、全力で大通地区の次の可能性を

「自分が会社を辞めて背水の陣を敷いたので、
みんなが一気に前のめりになって関わってくれました」
いから調整は容易ではない。

「個店という“点”でもなく、
商店街という“線”でもなく、
街という面単位で関わるから出来ることがあると思うのです」

考えている。従来のように外部コン

1

札幌大通まちづくり株式会社は設立

9

識していた。

専任マネージャーが必要であると認

1

た動きが加速した。

の実証実験に着手した。

20

もらったのです」

れました」と服部は笑う。しかし、

「 つは、平成 年 月の定山渓温

5

者の用事が終わってから、参加して

4

のことによって具体的な設立に向け

7

21

6
服部は、前職で培った都市計画分

23

20

19

!?

2
1

左 ／ 平 成23年6月より運
営スタートした、さっぽろ
大 通コワーキングスペー
スドリノキ
右／服部マネージャー自
らが札幌の街を案内して
くれた

ともにチームでサポートしていける

なく、まちづくり会社のスタッフも

だけかもしれません。今は僕だけで

くり会社だからこそ出来る、街の価

となった服部。彼にとって、まちづ

あるまちづくり会社のマネージャー

紆余曲折を経て獲得したやりがい

値を生み出す挑戦はまだまだ続く。

から安心して出来るんです」
まちづくり会社という立場に立っ

10
好きなまちで挑 戦し続ける

平日の昼間でもかなりの人通りがある狸小路の商店街
好きなまちで挑 戦し続ける
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まちづくり

多治見まちづくり株式会社 ゼネラルマネージャー兼事業課長
昭和53年、長野県岡谷市生まれ。金沢の大学で地理学を専攻。金沢商業活性化センター
を経て現職。美濃焼の生産地という地域の特色を活かした、まちづくりに取り組み、クラフ
ト系のギャラリーやカフェをオープンさせた。平成23年に開催した「商展街」では、商店
街全体をギャラリーに見立て、商店の一角に陶芸作家の作品を展示・販売し、新しい商店
街での交流のありかたを提案、市内外から大きな反響を呼んだ

小口英二

金沢のにぎわいのある商店街から、岐阜の静かな多治見の街へ。
機能
が麻痺していたまちづくり会社のリノベーションによって、新しい商
店街が生まれ始めた。彼が目指したまちづくりとは？ 地元商店街
の人たちに認められるために、
“よそ者”の彼が選んだ道とは？

機能しないまちづくり会社を
再構築することから始まった
年に多治見まちづくり株式会

街地活性化を担う機関として、平
成
社を設立。しかし当初立てられた
収益事業が順調に運ばず、設立し
た会社もあまり機能しないまま

ここってだいじょうぶな

のかなぁ。本当にまちづくりが出
だった。小口が多治見を訪れたの
の方針を打ち出し、その事業を担

は、市が新たに商店街活性化事業
うため、多治見まちづくり株式会

人降り立ち、商店

街へ向かう小口英二は言い様のな
社の社員として迎えられたからだ。

多治見駅に
い不安に襲われた。多治見で、ま
年過ごした金沢

る片町商店街でアルバイトをして

「大学時代、金沢の中心市街地にあ

まちづくりのおもしろさを
知った金沢時代の経験

ちづくりの仕事に再び関われる喜
びもつかの間、
の街との落差に愕然としていた。
岐阜県南部に位置し愛知県に隣
接する多治見市の人口は約 万人。
近年、日本国内で最高気温を記録

ほどの距離だが、その間をつなぐ

う集客ゾーンがある。駅から１㎞

ギャラリーやレストランでにぎわ

呼ばれる古い商家などを改装した

東側には本町オリベストリートと

多治見駅近くを流れる土岐川の

味が生まれ、その会社に入れてい

くまちづくり会社というものに興

したので、商店街を元気にしてい

く寂れていくような気がしていま

が働いていた商店街も、なんとな

て何も知りませんでしたが、自分

出会いました。まちづくりについ

センターの髙本（たかもと）さんと

いました。あるとき金沢で開かれ

商店街はシャッターを下ろす店が
ただきました」

して注目を浴びたが、古くから美

後を絶たず、通行量も年々減少し

ていたイベントで金沢商業活性化

ていた。そこで多治見市の中心市

濃焼の産地として知られている。

したことから「日本一暑いまち」と

10

監修：髙本泰輔

「えっ

13

来るのだろうか……」

!?

域防災計画をつくるコンサルティ

して、全国を飛び回るほど、この
がその後の実施にまでは関われま

でも仕事は調査の段階まで。自分

「日本中を回る忙しい日々でした。

ング会社だった。

代の

結果が出せないもどかしさもあっ

末 に、 ま ち づ く り 会 社 か ら 去 る。

立ち回れなくなった彼は、悩んだ

業がなかなか改善出来ず、うまく

たころ、小口が力を入れていた事

事の運び方もようやくわかり始め

金沢商業活性化センターで、仕

か、 心 配 で も あ っ た の で し ょ う。

事業に関わるとどんな生活になる

出来ていたので、またまちづくり

ング会社でようやく普通の生活が

は多かったですが、コンサルティ

尋常ではなかったので（笑）
。出張

トに携わっていて、その忙しさは

では、年間２００回ほどのイベン

「まちづくりは、
そこにいる人たち、
商店主や事業者、
そして訪れてくれる
人たちと一緒になって、
コトを起こしていくことが一番大事」

金沢商業活性化センターの髙本

業界では誰もが知る存在。

氏は、現在まちづくりの専門家と

頃に小口が髙本氏と出会えたこと
せん。同じような調査が続き、場

現場主義の小口にとって、現地

学から

たのだろう。そして小口が次に選

3

は、まちづくり事業に関わる彼に

の人と交わりながら仕事が出来な

所は違えども内容は似たりよった

の運用方法を考え、少しずつ事業

いことが大きなストレスとなって

りの感じがして……。結果を見ら

を目に見える形にしていく仕事の

いた。将来への道に悩んでいたと

とって大きな財産となる。

スタイルを学びました。髙本さん

き、多治見と縁のあった髙本氏が、

「金沢では主にイベントの企画・運

に憧れて、この仕事にのめり込ん

多治見のまちづくり会社で再チャ

れず、責任のない仕事に違和感が

でいきました。自分が担当したマッ

レンジをと、後押しした。小口は

ありました」

プスというイベントでは、企画か

このとき

営に携わっていました。商店主や

ら実施まですべて任されていまし

関係者らのパイプ役になり、お金

た。髙本さんに教えられたのは『ま

分すぎるほどの若さだ。

才。新しい出発には充

ちづくりは、そこにいる街の人た

たので、街の規模のギャップが大

んでした。生まれは長野県で、大

コトを起こしていくことが一番大

き過ぎて……。転職に妻は最初反

「多治見にはまったく縁がありませ

事』ということ。まちづくり事業の

ち―商店主や事業者、そして訪れ

楽しさも苦しさも、まだ本当の意

対でした。金沢のまちづくり会社

年間を金沢で過ごしてい

味ではわかっていませんでした」

て く れ る 人 た ち と 一 緒 に な っ て、

30

4

多治見まちづくり株式会社
ゼネラルマネージャー兼事業課長

10

子どもも生まれたばかりでしたし」

2

20

んだ仕事は、行政の総合計画や地

1.自分たちの手で改装した情報発信と街の交流拠点「うつわとごはん カフェ温土」 2.素材と調理法にこだわるスタッフたち 3.若手作家の器や中古
書籍も扱うカフェ「art de vivre」 4.スタイリッシュに変身した「クラフトショップ ながせ２号館」は、
ハイセンスな器を扱うギャラリーに

1

キーパーソン

やりたいことを街の人自身が考え、
実行する、
よそ者 によるまちづくりの形

小口英二（おぐち えいじ）
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代 表の井 奈 波 氏と机を並べ、
日々まちづくり事業に取り組む

2

携わり、熱い自分を取り戻すため

り込んだ。もう一度まちづくりに

そして小口は単身、多治見に乗
んなが集まり、時間をかけて議論

設は９時には閉まってしまい、み

８時から。市が支援する近隣の施

「みんながいつでも集まれて、
情報発信と交流スペース
として活用できるカフェをつくろうと思い立った」

で、迷わず始めました。出勤のす

政で決められていた案件でしたの

号館の立ち上げでした。これは行

仕事はクラフトショップながせ１

「平成 年の夏に赴任して、最初の

ントを招致するのは難しい。なら

た商店街に、外部から新しいテナ

たからだ。当時、空店舗が目立っ

ことが、一番わかりやすいと考え

説明するよりも実際に実例を示す

た。まちづくり事業として、口で

きるカフェをつくろうと思い立っ

発信と交流スペースとして活用で

は、そのとき商店街の中に、情報

に出資金を返し、新しい株主を募っ

まず賛同いただけなかった出資者

先 何 も 生 ま れ な い。 覚 悟 を 決 め、

リノベーションをしなければこの

ションをする前に、今この会社の

ないと痛感した。商店のリノベー

て直すことから始めなければいけ

小口はまちづくり会社の組織を立

は 理 解 が 得 ら れ な い。 こ の と き、

治見に来たものの商店主たちから

まちづくり事業をするために多

携帯に電話が入ってきて……。こ

できる場所はなかった。

ぐ翌日から作業着に着替えて、外
ばこの商店街にどんな店があれば、
た。もちろん自身も新しい株主に

「みんながいつでも集まれて、話し

の再スタートだった。

壁を塗ったのを覚えています。作
人が集まってくれるのか、新しい
なった。出資者の入れ替えがすべ

れにはかなり参りました」

業に精を出しながらも、次は何を
客層が生まれるのか、商店街の人

合える場が必要だ」と痛感した小口

どうしていくのか、と常に考えを
たちに体感してもらおうと考えた

よそ者による初めの一歩は
街のみんなを知ること

巡らせていました」

初の事業を終わらせ、次の仕事を

件費は１年半の予算しかない。最

口を社員として迎えたものの、人

多治見まちづくり株式会社は小

があることがわかり、カフェ実現

に相談したところ、県の支援制度

のだ。プランを役員やいろんな人

だ４カ月しか経っていなかった。

とき小口が多治見に来てから、ま

り会社として機能し始めた。この

て完了し、無事、新しいまちづく

企画書を県に提出し、２年分の

への第一歩を踏み出した。

ら去らなければならない。１年半

まちづくり会社のことを知って
幾人かの株主から個人の金は使う

金の取り崩しをお願いしたところ、

「出資者全員に改装費のための出資

をかけたネーミングの「うつわとご

「日本一暑いまち」と美濃焼の産地

が、ながせ商店街にオープンした。

越え、平成 年７月に新しいカフェ

運営費について支援してもらえる

もらうため、また自分が街のこと
な、出資もやめたいとの申し出が
はん カフェ温土（おんど）
」は、食

では、まちづくりとしては何も出

を知るために、小口は商店街の人
ありました。また、ある株主さん
材 と 調 理 法 に こ だ わ っ た 料 理 を、

見通しが立った。次は、まちづく

たちを集めて会議を開くことを決
からは、年末に『金を返せっ！』と

り会社の出資金を使うことについ

めた。しかし、商店主らが仕事を

ても機能している。公募で決めた

来ないに等しい。小口は、まちづ

終え、集まれる時間は早くても夜

カフェのスタッフは、知識と豊か

くり会社を継続させるための事業

地元窯元の商品や若

資金面での大いなる苦労を乗り

手陶芸作家の器で提
な 経 験 を 持 つ 優 秀 な 人 材 揃 い だ。

て株主に許可を願った。

供している。店内に
地元が好きで、素直な人。間違っ

「まずカフェの運営が出来ること。
たときに謝れる人が選考基準でし

は陶芸が体験出来る
商店主らが集う会議
た。若い人はまだ色に染まってい

はそのとき、声を上げて泣いたと

ら言え」とぼそっと言われた。小口

るか。祝いに欲しいものがあった

細 い 思 い で い た ら「 よ う や く 出 来

した。また何を言われるのかと心

住む商店主とばったり道で出くわ

胸ぐらを鷲づかみされた、近所に

と、赴任したばかりの頃に挨拶で

カフェがオープンする直前のこ

れば、答えはなくてもいい。

まる人が増え、それが街の力にな

葉では説得出来なくとも、街に集

なかなか理解してもらえない。言

あることを説明しても、現場では

街を良くしようと考え動く組織で

なった。まちづくり会社は、その

日々成長を続けていけるカフェに

とともに、自分たちの創意工夫で

頼もしいですよ」と優れたスタッフ

でやる気を出したときのパワーは

ない分、吸収力も大きいし、本気

の場としても機能し

いう。うれしかったのだ。初めて
商店街の人たちから言われたこと
が甦ってくる。
「金沢から来たんやろうが、無駄や
からやめとけ」
「今まで散々やった

街で「商展街」というイベントを開

月には、ながせ商店
催した。商店街全体を

年

が来たって変わらん。何が出来る

なギャラリーとして見立て、商店

平成

んだ？」と言われ続けた日々。自分

街の人や、地域の方々を講師に招

カフェは「まちゼミ」のように商店

たちの期待感も感じている。また

に訪れる人が増えてきた。商店主

カフェが出来てからは、商店街

ましたが、みんなで商店街全体を

「予算の確保や広報活動の協力もし

画で、商店街が主催者であった。

る客の相互交流を図ろうという企

た。商店と陶芸作家、そして訪れ

地元陶芸作家の作品を展示販売し

1

いて、専門的な講座を開く場とし

つの大き

が信じた道を進んできて良かった

10

街 の 各 店 舗 内 の 一 角 を 利 用 し て、

23

と思った日だった。

けれど、どうもなっとらん」
「お前

街の人自身にやりたいことを
考え、実行してもらう

この地に来て、名刺を配り回って、

始めた。

ス ペ ー ス も 併 設 し、

をつくらなければならなかった。

実例を示し、まちづくり会社の
意義を知ってもらう

生み出せなければ、この商店街か

21

「街にどれだけ根づいて活動できるかが、
一番大事。
そうすれば、
その街にしかできないまちづくりが見えてくる」

たちをご紹介いただきました。こ

し た い 』と、 す ば ら し い 作 家 さ ん

ナーが『地域の活動に全面的に協力

国的にも有名なギャラリーのオー

たです。多治見市内で店を持つ全

きれいにしたことが、うれしかっ

可能でした」

ので、若い商店主さんでも出店が

のせて返してもらう仕組みにした

り会社で改装費を出して、家賃に

さんの開店については、まちづく

何よりもうれしいです。お菓子屋

な ら 貸 す と 言 っ て く だ さ る の が、

この街に多くの人が訪れてくれま
す。自分は美濃焼など、焼物の知
識はまったくの素人だったからこ

たのです。商店街の人たちも、ずっ

門家の協力も素直に受け入れられ

と経験がものをいいましたし、専

市民権を得て、金沢に置いてきた

続いているという。この商店街で

ント関係者とも今でもつき合いが

うことが得意だ。金沢時代のイベ

小口は人と情を持って、つき合

そ、地元の商店街の人たちの知識

とやりたかったイベントだったか

を追うごとに新しい店舗に生まれ

る、ながせ商店街の空店舗は、年

多治見まちづくり株式会社のあ

の 主 役 を 支 え る 黒 子 に 徹 し た い。

あれ、新しい店の開店であれ、街

ます。僕は、商店街のイベントで

か出来ないまちづくりが見えてき

番大事。そうすれば、その街にし

妻子も、現在は商店街の人々に愛

変わってきた。クラフトショップ

主役は街の人々。一歩引いた俯瞰

される住民になっている。
「街にど

は、ながせ１号館に続き、現在は

的な目線で街を眺めて、みんなが

やりたいことを街の人自身が考

３店舗までに増えている。また新

望むにぎわいを呼び起こす種にな

え、実行していく。これこそ小口

しく雑貨や古本を販売するカフェ

れだけ根づいて活動出来るかが一

やハンドメイドの焼き菓子店も誕

エネルギーを取り戻した商店街

れればいいんです。若い人にもチャ

で、また小口が涙するようなエピ

レンジ精神と夢を抱き、商店街を
てきました。この商店街は安い資

生した。
「市内や愛知県内から、カ

金で店がオープン出来るというイ

ソードが生まれることを楽しみに

フェをやりたい人やクラフト系の

メージがあるようです。空店舗の

待っていたい。

訪ねて来てほしい」

オーナーさんも、まちづくり会社

販売を望む若い出店希望者が増え

が望んだまちづくりの形だった。

らこそ、成功したのです」

街に根づいて活動することで
独自のまちづくりが見える

の街でしか出来ないことをやれば、

22
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昭和の雰囲気が残る「ながせ商店街」にある「多治見まちづくり株式会社」
。
事務所の通り側は、
現在ショップに改装中

梯 輝元（かけはし てるもと）

キーパーソン

北九州リノベーションまちづくり推進協議会会長

梯 輝元

生まれ故郷の小倉魚町で家業の不動産業を営んでいた青年は、商店街の衰退を目の当
たりにしながら、
社会的、
公益的活動に関心を抱いた。
北九州市による小倉家守構想を
きっかけに、
まちづくりの先輩たちと出会い、
彼は自ら率先して幾多のプロジェクトに
挑み、
そしてなし遂げてきた。
その将来への構想はまだまだ終わらない。

大好きです どんな事があっても魚
町をはなれません 私は高い望みは

公道にアーケードをつくったよう

「魚町の商店主たちが全国で初めて

と魚町への深い愛情に満ちた文章で

の使命です」と綴られている。商い

一つでも多く買ってもらうことが私

売をしたいのです そしてお客様に

いたしません いつまでも魚町で商

に、自分も魚町のフロンティアスピ
ある。

原点は祖父が書き残した魚町商
人のフロンティアスピリッツ

リッツを大切にしていきたいです」

れました。昭和 年代の魚町は、小

ときの話は、祖父から何度も聞かさ
倉城の復元も街の人たちでやれた

「全国で最初にアーケードをかけた

小倉のまちづくりを担う梯輝元だ。
くらい儲かっていた。あの頃の魚町

動産業（中屋興産株式会社）を営むか

町が人であふれていた頃のことはよ

「自分はまだ子どもだったけど、魚

たわら、数々の組織の要職につき、

と語るのは、北九州市小倉魚町で不

監修：木下斉

そもそも、梯家は徳島の出である。

書士に高い金を払うのがもったいな

移ってメリヤス店を営むようになっ

商売を始め、炭坑景気に沸く小倉に
下で始めたゲームセンターの仕事を

にもかげりが見え、空き床だった地

その後、平成５年に、貸しビル業

いと思っていましたから」

た。その後、メリヤス店から金物店
こなしながら、平成 年に司法書士

曽祖父が農家の次男で、農閑期に

に業態を替え、さらには電気店へと
試験に合格を果たす。
「司法書士の仕事がら、そのときど
きの商売の流行りがわかる。貸金業
が流行れば、その依頼が増えて、介

動）をしているんですよね。試験に

り前のようにプロボノ活動（公益活

ばならないと思っています」

屋興産は自社物件の賃貸に加えて、

その後、バブル時代になって、中

たけど、数字に弱くて無理でした」

資格を取りました。税理士も目指し

資格を取ろうと宅地建物取引主任者

のままではいかんと一念発起して、

結構アップダウンはあったけど、自

言われていましたよ。なんやかんや、

たという意味で、魚町の坂本龍馬と

まとめました。薩長連合をなし遂げ

ケードを建設するなどして、 つに

役員をしてた頃、ジョイントアー

魚町二・三丁目の商店街の両組合の

「昔から仲の悪かった魚町一丁目と

が出来たから、司法書士の勉強を始

す。今までそうだったし、これから

方法で時代の波に乗れてると思いま

1

の書いた文章を事務所の見えるとこ

影響を受けていますね。今でも祖父

る気概や、魚町への思いには、強く

祖父たち魚町の商売人の商売にかけ

く覚えています。とくに、その頃の

れているけど『死ぬときは、たとえ

ますね。坂本龍馬の名言として知ら

もしないようなことをしたいと思い

やっぱり、新しいことをしたい。誰

ちに育てられたと思っているけど、

を知ってるし、あの頃の魚町の人た

どぶの中でも前向きに倒れて死ね』

事自体が楽しくて楽しくてしかたが

も商売が好きです 私は商売をする
学法学部に進学。卒業後は家業であ

まで地元の学校に通った後、熊本大

梯は昭和 年、小倉に生まれ高校

という生き方をしたいんです」

ありません」と始まる。そして「私は
る不動産業の中屋興産に入社する。

「私の一言」は、
「私はなんといって

彼の祖父（梯輝雄氏）の書いた文章

ろに掛けてあります」

30

両親とともに魚町で育てられ魚町が

4
3

事業を拡大する。しかし父の代には、
金物店と電気店をたたみ、貸しビル
業に商売替えする。

護事業が流行れば、それに飛びつく
人もいる。司法書士になってわかっ

「子どものときから、金物屋の息子

受かっただけで独占的な仕事が出来

たことですけど、士業の人は当た
で育てられて、当然継ぐもんだと

商店街も商売のみならず
社会的 公益的活動を

思っていました。商売人の息子だか

る。それを社会に還元していくとい
う活動ですね。商店街の人も親から
来るわけで、まちづくりのみならず

梯が入社する前に、中屋興産は金

社会的 公益的活動を当然しなけれ

もらった財産で、ボーっと家業が出

ていた。

物店を廃業し、貸しビル業に専念し
「貸しビル業は日々やることがある
わけではないから、あの頃は、とに

仲介業も担うようになる。

分のリソースに合わせて、いろんな

そんな半生を梯は、こう振り返る。

がみごとにパタっとなくなって時間

「バブル崩壊直後から、仲介の仕事

かくブラブラしていた。ある日、こ

･

2
1

11

ら、という意識がありましたね」

･

めたんです。仲介業で、いつも司法

「魚町がさびしい街になっていくのは、
本当に何とかしたいから、
オープンマインドで、
どういう話も受け入れようと思っている」

1.クロスロード魚町は人が集うにぎ
わいの拠点となることが期待される
施設 2.ママたちの、子どもたちの
憩いの場として気軽に立ち寄れるコ
ミュニティサロン、ママトモ魚町
3.Popolato三番街にあるモビールの
店、i.mobileのよしいいくえさん
4.商店街のポイントカードuocaカー
ドをかざすとポイントがたまる

プロジェクト が進 行する中で若 者がどん
どん起業するような街 になってほしいです

北九州リノベーションまちづくり推進協議会会長
昭和34年、北九州市小倉北区生まれ。熊本大学法学部卒業後、中屋興産株式会社入社。平成6年、
中屋興産株式会社代表取締役就任。平成13年、魚町サンロード商店街協同組合理事長就任。平成
22年、株式会社タウンマネジメント魚町代表取締役就任。
平成22 ～ 24年、魚町一丁目商店街振
興組合理事長。
平成23年、メルカート三番街・フォルム三番街を開業。
平成24年、ポポラート三番
街開業。
同年、
魚町商店街振興組合理事長就任。
平成25年、
まちなかＥＳＤセンター開業
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とってあるんですよね。街の不動産

になれば、魚町のために出来るこ

物件に入居した店は、従来の店の価

衰退していく商店街の老朽化した

な取り組みを波及させていくため、

でなく、周辺の物件についても新た

その後、梯は自分の持ち物件だけ

ただ、魚町がさびしい街になってい

話も受け入れようと思っています。

も、オープンマインドで、どういう

テンツを集積し、雇用を創出させる

てそこに前のめりな人と新しいコン

る空間にリノベーションさせ、そし

は、まずは遊休不動産などを活気あ

というリ・イノベーションなのです」

くのは、何とかしたいですね」
と梯は振り返る。
この会議の中で、新たなリノベー

から、ゲームセンターの事業も落ち

地価が下がっていく中、平成 年頃

空店舗が増加し、通行量が減少し、

バブル崩壊後、魚町全体で年々、

の後、懇親会の席で講師である清水

抱く。梯は北九州市家守構想の会議

街を再生することに梯は強い関心を

の人たちに入居してもらうことで、

るなど、これまでとは異なる借り手

ションによって既存建築物を再生す

込み出す。さらに平成 年には１棟
氏に声をかけた。

自分がやらないと、誰もやらな
い、だから自ら手を上げる

貸しのテナントの撤退が決まり、と

梯はこの委員に選ばれた。小倉家

倉家守構想の会議をスタートさせ、

で始まる。平成 年に北九州市が小

て梯は大胆な手を打ったのだ。

けた築 年の空きビルの活用につい

動き出した。１棟貸しテナントの抜

と。そしていよいよプロジェクトが

物件で良ければ、家守やりますよ」

「清水さん、私やりますよ。うちの

守構想の中心人物は清水義次氏であ
る。清水氏は各地の衰退する街の再
生において、遊休不動産をリノベー
ションし、デザイナーやクリエイ
ターなどの多様な都市型ビジネスを

たった 人でも
新たなムーブメントを起こせる

持っていた。
やっぱりダメでした。今どき、そん

いから、テナントを探してみたけど、

くて楽だったんで、その方がうれし

「今までは１棟貸しで、手間も少な

「まちづくりで、いろんな会合に出
な借り手はいないんですよ」

集積させる取組みで、多くの実績を

たり、いろんな人に会ってきたけど、

開催。翌年には、遊休不動産の活用
を具体的な事業へと後押しするため
に、株式会社北九州家守舎を設立す
る。この北九州家守舎は、既に、２
件のリノベーションプロジェクトを
始動している。 つはクリエイティ
ブ事業者のためのスモールオフィ
ス・ワーキングスペースを備えた
ワークスペースである「ＭＩＫＡＧ
Ｅ１８８１」
。もう つは四方をビ
ルに囲まれた谷間に残っていた古民
家をリノベーションし、その中庭部
分をレンタルスペースとした「うお

から親身になってテナントを見てく
れていた嶋田秀範氏が持ってきた、
Mercato というリノベーショ
ンをして複数店舗が入居する事業企

界隈の変化を予感させる。

若者がどんどん起業するような
街になってほしい！

えたことで、こういった具体的な案

法や家守構想について理解してもら

ナーにも、リノベーションという手

流れの中から、ほかの不動産オー

構想や、リノベーションスクールの

業の成果を見てもらって、小倉家守

「うちのビルでのリノベーション事

はあります。その結果、若者がどん

街を良くしていきたい。その手応え

クトが続くここ 〜５年は、攻めて

ません。けれど、
今やってるプロジェ

「 年先、 年先とかはよくわかり

魚町の将来について梯はこう語る。

小倉の街に変化の兆しが見える中、

ション手法を活用した事業展開で、

小倉家守構想に始まるリノベー

件につなげることが出来ました」

まちのにわ三木屋」である。

割り切ったそのとき、先代の時代

家守構想はとにかく新鮮。この構想

という研修イベントを平成 年から

成のため、リノベーションスクール

ション事業計画を組み立てる人材育

さらに具体的な物件のリノベー

議会を設立する。

「さまざまな仲間と一緒に、
つくり上げたまちづくりの拠点が
北九州市全体に衝撃を与え、
新しい人の流れを生み出した」

平日は会社員をしていて、週末だ

ほかにはないオリジナルの商品ばか

け店を開くオーナーは、平日は別の

りである。

されていたが、そのときには日の目
店の人に店番をお願いする。これら

画に乗ることにした。実は、この企

を見ることがなかった。しかし時代

たオフィス用品を活用したシェアオ

オーナーだからこそ出来ることがあ

値観を覆すものばかりだった。自分

北九州市役所や仲間とともに、北九

40

22

この時期に新たな動きが北九州市

きを同じくして、父親が他界した。

15

23

画は先代が生きていた時代にも提案

がめぐり、家守構想を実行しようと

れ、一躍地元の有名スポットになっ

の店が、地元の雑誌や新聞、ネッ

ていく。通行量までもが前年比率で

考えたとき、この企画を再度掘り起
「チャンスは２度はない。この時期
110% に伸びた。さらに、これら

トなどのメディアで続々と紹介さ

にやらないといけないとも思いまし

こすことになる。

た。今思えば、すべては出会いとタ
の施設だけで、独立開業した人など

の芽が出始めたのである。

初目的としていた都市型産業として

100 人以上の雇用が生まれた。当

イミングだったと思いますよ」
なにより梯は、決めてから行動に
移すのが極めて早い。

21

1

「視察見学とかは一切してないです

トとこれらに対するお客様の反応や

よ。やるべきことがわかれば、あと 「３つのリノベーションプロジェク
はすぐにやればいい」

れたことがあるんですよ。今まで魚

効果を目の当たりにして、気付かさ

ンを組み立て、自己資金だけを投資

町をなんとかしたいと、商店街全体

その言葉通り、 カ月で基本プラ
し、 約 半 年 で Mercato 三 番

でやることばかり考えていたけど、

フィス、Forum 三番街もオープ

実は不動産オーナーが 人でも本気

ン。平成 年には 名を超える手づ

るんだと、明確に実感しました」

さらに退店した企業が残していっ

街をオープンさせた。

くり商品を製造する事業者が入居す
る Popolato 三 番 街 を オ ー

プンさせた。この つの拠点は魚町、 課題解決に取り組む実務的な
教育を通して人材育成を図る
いや北九州市全体に衝撃を与えるこ

で革のカバン、アクセサリーをつく

とになる。

買い物客でにぎわう商店街。
天井にはパブリックビジョンがあり、
商店街のお知らせなどが流れている

「今やってるプロジェクトが続くここ3〜５年は、
とにかく攻めて
街を良くしていきたい。
もちろん、
その手応えはありますよ」

1

とを目的としており、さらなる魚町

的な教育を通して人材育成を図るこ

は、地域の課題解決に取り組む実務

ター」が開設される。このセンター

大学共同で「まちなかＥＳＤセン

産のビルの地下に、北九州市内の

そして、平成 年春には、中屋興

て、気のいい人かな」

げてくれとか、そういう人ではなく

りたいのは、家賃をちょっとでも下

かしてないですね。ただ、一緒にや

れば、誰か出てきますよ。悲観なん

いとも思います。これだけ動きがあ

どん起業するような街になってほし

20

1

るなど、商品を自ら製造・小売する、 州リノベーションまちづくり推進協

3

10

3

70

3

1
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好きなまちで挑 戦し続ける
好きなまちで挑 戦し続ける
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3

福岡県北九州市小倉魚町
CASE
まちづくり

公道上にもアーケードが取りつけられて
いる。
雨の日などの買い物には最高に便利

杉本真也（すぎもと しんや）

阿蘇一の宮門前商店街「若きゃもん会」代表

年後にここに住ん

にいた全員に質問をしたという。

本はふとした思いつきから、その場

栄会という組織の集まりの場で、杉

ちはすぐに壁にぶつかる。今まで誰

かし走り出そうとしたメンバーた

曜夜市の復活に胸を膨らませた。し

仲間たちはそれぞれの記憶の中の金

幼き日に気分を高揚させたように、

あると思う？

「あんたたち、 年後に自分の店が
人として大きなイベントを主催し

たしかに明日のことさえわからない

んですよね。じゃけん、わからんて。

るとは誰も言いたくなかったと思う

は「わからん」だった。
「なくなっと

がら、そんな課題を つずつ乗り越

はモチベーションをなんとか保ちな

会場、許認可、それから企画。彼ら

だったが、そのほかにも人手不足、

た経験はない。最大の壁は資金不足

でいると思う？」と。みんなの答え

のに、 年後のことがわかるはずが

会ばつくろう！」と彼は声を上げた。

逃げでしかないのだから。
「じゃあ、

キャッチボールの日々を送るのは

だと判断したのだろう。その後も

りも、何かした方がよっぽどまし

杉本は何もしないで廃れていくよ

バーのやる気に火をつける決定打と

参加するようになっていった。メン

うに、仲間たちは徐々に話し合いに

れでも杉本の熱意に引っ張られるよ

者はほとんどいなかったという。そ

必要だった。しかし当初は、参加

仲間たちで徹底的に議論することが

えなければならなかった。とにかく

1

こうして商店の 代目を中心とした

なかった」

監修：市原実

分が言っちゃけん」という理由から

る。創立メンバーは 人。会長は
「自

「若きゃもん会」が組織されたのであ

ℓといった豪華な景品が当たる福引

大型液晶テレビ、ガソリン１０００

なったのが、韓国旅行や現金 万円、

を 枚 組１０００円で販売する。

き「仲町なんばーす」だった。抽選券

10

メンバーたちは 人当たり 万円分

1

を自分の財布から支払って抽選券を
買い取り、それぞれが販売するとい
うシステムだったから、それこそ必
結果的に金曜夜市は大成功をおさ

死だったのだ。
員が子ども時代、たまらなくワクワ

める。幾多の苦闘はあったにせよ
「若

年後に店があると思う？
ここに住んでいると思う？

を

阿蘇山の麓に、孝霊天皇 年（紀
元前２８１年）に創建されたと伝わ
る阿蘇神社がある。神社に隣接した

生の頃に地元の野球チームでピッ

チボールをしていた。杉本は小学

博史氏を誘っては、商店街でキャッ

に、隣のお食事処の友達である宮本

たという。杉本が子ども時代の昭和

戦後には人と物資の集積地でもあっ

れる人々でにぎわっていた。戦前・

呼ばれ、通りは阿蘇神社へ参拝に訪

小さな商店街だ。かつては郡都とも

の通りに 軒程の店舗が軒を連ねる

阿蘇一の宮門前商店街は約２００

チャーとして活躍していて……とい

杉本真也はほぼ毎日というよう

う話題ではない。熊本の大手飲食

m

5

という。
「精肉店の仕事の 割は卸

の口癖は「暇ね〜、暇ね〜」だった

蘇に帰ってきたのは 才。当時の彼

実家の精肉店の仕事を継ぐために阿

チェーン店で仕事をしていた杉本が

「銀行が 軒あったおかげで平日は

の目抜き通りは疲弊していった。

沿いに大型店舗が進出して、かつて

うが、郊外にバイパスが通り、国道

年頃までは活気が残っていたとい

かったからキャッチボールが出来た

たね。商店街を歩いている人もいな

客なんてめったに来ないから暇でし

らかた昼までに納品して終わる。お

業だったんですよ。卸業の仕事はあ

街なんです」と杉本はやや自嘲気味

ターに買い物に出かけるような商店

週末に熊本市内のショッピングセン

ね。なにせ、このあたりの商店主は

末ともなると閑散としていました

多少の人通りはありましたけど、週

いけないのだろうけれど、どうした

らも、杉本たちは「何かしなければ

商売の行く末に危機感を抱きなが

わけです。時折やって来る車にさえ

いましたからね」

はまるで高速道路みたいに飛ばして

行者がいないのをいいことに運転手

に言う。

45

気をつけていれば大丈夫でした。歩

8

34

「子ども時代、
街のみんなをワクワクさせた金曜夜市を
俺たちの手で復活させようと、
若きゃもんたちが心を つにした」

都会から生まれ故郷に戻った青年が目にしたのは、人通りのないさびれた商
店街だった。
しばらく通りでキャッチボールをする日々を過ごした後に、彼
は立ち上がり「若きゃもん会」を結成した。
ゼロからスタートした彼らは絶対
に成功させるという気持ちを共有して、
まずは夜市を復活させた……。
8

杉本が引き受けた。

つの成功が仲間たちの
自信とやる気につながった
彼らが最初に着手したのは金曜夜

10

クした夏の商店街のお祭りだった。

市の復活である。それはメンバー全

35

2

1

らいいかわからない」という思いを
抱いて日々を過ごしていた。
平成 年、地元商店街の仲町通繁

杉本真也
1

10

9

1.一の宮はおいしい水の宝庫。阿蘇山の伏流水が街のあちこちに湧き出ている。
22
カ所の水基をめぐりながらの散策も人気 2.かつて杉本代表とキャッチボールの
日々を送った宮本博史氏。
お食事処はなびしの店長で「若きゃもん会」の副代表
3.廃校になった洋裁学校を改装したアンティークショップetuの店長、橋本美樹氏。
彼女が蚤の市のアイデアをくれた 4.女学校跡を購入して古美術店「古和」を営む
木下英夫氏。
ここには5店が入店している

1

5 5

2

4
3

5
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2
1

13

キーパーソン

絶対に負けない気持ち でイベント
成功 させて、
次の目標 が見えて きました

阿蘇一の宮門前商店街「若きゃもん会」代表
昭和38年、熊本県阿蘇市生まれ。県立阿蘇中央高校（旧阿蘇農業高校）
卒業後、熊本市内の大手飲食チェーン店に勤務。
平成11年、家業の精肉
店「阿蘇とり宮」を継ぐ。平成13年に「若きゃもん会」を立ち上げ、代表
に就任。金曜夜市、お座敷商店街、旅する蚤の市。in阿蘇などのイベント
を主催して阿蘇一の宮門前商店街の活性化に尽力

4
熊本県阿蘇市
Profile

CASE
まちづくり

り、通りの清掃活動を始めた。もち

備し、街中にポケットパークをつく

冊子をつくり、風情ある街並みを整

る。彼らは カ所ある水基めぐりの

のユニークな名前がつけられてい

剛の泉」
「竹沢（ちくたく）の雫」など

受けることがあるという。
「若手と

くりに尽力している人々から質問を

るのだ。杉本はほかの地方でまちづ

も負けない年配者たちのパワーがあ

活躍の影には、
「若きゃもん」たちに

大間違いである。
「若きゃもん会」の

者たちの力だけによると考えるのは

なった。しかし商店街の活性化が若

えているという。
「３６４日を追う

ためには何をすれば良いかを常に考

杉本は活気ある商店街を取り戻す

とんど存在しないという。
「阿蘇の

かし阿蘇には世代間のギャップはほ

り面倒でしょう」という内容だ。し

あるじゃないですか？ これはかな

年配者の間の溝ってのはどこにでも

り、同時に大きな自信も手に入れた。

てやれば出来るという達成感にひた

きゃもん会」メンバーは、俺たちだっ

なるわけじゃけん」

に血やら肉やらを加えて大きな体に

ろうって思ったときに、みんなが核

は核みたいなもんかな？ これをや

功はせんかった」と杉本は言う。
「勝

それをずっと自分たちに言い聞かせ

に負けは許されん。次はないのだ。

こんな小さな商店街じゃけん、絶対

ちている銀杏の葉っぱを見て「あ〜、

東京からやって来た人が道ばたに落

かった頃の、とある冬の日だった。

という活動が漠然としか見えていな

それはまだ杉本の中で地域づくり

よそ者が、
街の魅力に気付いていた

「あのとき補助金に頼っていたら成
因は絶対に成功させるという気持ち
だったと思います。俺たちはトーナ
メントやけん、 回負けたら終わり。

ていた。補助金をもらっていたらど

は葉っぱが 万円札に見えると言う

ゴミにしか見えない葉っぱだ（今で

きれいですね」と言った。杉本には

でしかなかった。イベント当日、お

しかし夜市の成功は３６５分の
客さんは山程押し寄せて街は盛り上

1

うしても甘えが生まれますからね」

1

ときにイベントというのは３６５分

りの街だった。
「夜市の打ち上げの

がる、しかし翌日からはいつも通

小さな魅力が自分には見えていない

れたという。自分の街が持っている

人と自分との価値観の違いに驚かさ

が…）
。彼はよその土地から訪れた

ことに気付かされたのだ。

の でしかないことに気づいたんで
す。残りの３６４はどないすっとか

の半年間は本当に苦しかった。でも

ていますよ。夜市を成功させるまで

気づいて本当に運が良かったと思っ

俺たちはその３６４っていう数字に

継続が大切だってことがわかった。

ある水が湧き出る水基（みずき）もあ

がある。そして阿蘇の自然の恵みで

んある。まず阿蘇山があり阿蘇神社

タウンツーリズムのツールはたくさ

はよその人にとっての小さな魅力、

る小さな魅力が結びついた。阿蘇に

ンツーリズム事業と阿蘇の持ってい

その後、知人から教えられたタウ

人間には苦しんだすえの一滴みたい

と。つまり 発の花火じゃなくて、

のが出るんですよ。一滴っていうの

る。それまでは敷地内にあって生活
用水として使われていた水基を、平
成 年から先輩世代が通りの見える
場所に出そうと計画してすでに実現

い、毎年きれいな花を咲かせている。

手入れや管理もオヤジさんたちが行

入して植樹を始めたのだ。その後の

くの人々に支えられているのだ。

蚤の市に協力してくれた組織など多

ンスあふれる雑貨店の店長、そして

ちや、畳屋さん、墓石屋の社長、セ

員もいる。そして街のオヤジさんた

していた。水基には「白雪の水」
「金

やがて花祭りの予算は並木の維持管
平成 年には、これまた別のオヤ
ジさんが「桜も太ってきたことだか
ら、新しい花祭りばしよう！」と提

ントは開催したかったが何せ予算が

る。
「若きゃもん会」としてもイベ

ちろん阿蘇一の宮門前商店街の被っ

水害のニュースは記憶に新しい。も

平成 年 月に阿蘇地方を襲った

案したという。桜といえば花見であ

ない。２００ の通りに敷くブルー

途中でやめないこと、
諦めないことが大切

理費として使われるようになった。

「人間って、
苦しんだすえの一滴みたいのが出るんですよ。
一滴っていうのは核みたいなもんかな……？」

ろん各店舗では新たなサービスや商

努力っていうのは埃が積もるように

1

００枚あるけん、持っていってよ

店 主 に 掛 け 合 う と「 い ら な い 畳 が

本たちが、つてをたどって畳店の

シートも購入出来なかったのだ。杉

もん会」があり、彼らを支える人々

だ。しかし阿蘇には杉本たち
「若きゃ

観光客は以前の 割にまで落ち込ん

た被害も計り知れない。街を訪れる

7

品の開発に懸命の努力をした。

してしか積もっていかんけんね。考

年寄りたち、ちょうど俺の父親たち
よ」と彼は言う。

の世代の人たちは気持ちが若いんだ

えるだけなら金はかからんですから
（笑）
」と彼は言う。

1

墓石屋さんが「いつでも使ってよか

らった。畳を運ぶフォークリフトは

かよ！」という気前のいい返事をも

たら 割の人出だったんですよ。

金曜夜市を始めた頃は、今から比べ

がいる。
「俺たちが会をつくって、

たのである。桜の木の下で畳に座り、

トとして「お座敷商店街」が開催され

商店街からお客様への恩返しイベン

よ〜」と提供してくれた。おかげで

ます。これまでコンサルタントに

一生懸命しようって、そう言うとり

が喜んで帰ってきてくれる段取りを

を大切にしようって、お客さんたち

割たい！ この 割のお客さんたち

美樹氏からのアドバイスによる「旅

平成 年からは雑貨店を営む橋本

ん」と杉本は力強い声でそう言った。

ともとゼロからスタートしとるけ

助金に頼ってきたわけでもない。も

頼ってきたわけでもないし、市の補

する蚤の市。 阿蘇」が阿蘇神社の

ほのぼのとしたイベントだった。

料理や酒を持ち込んで花見を楽しむ

3

数年前まで商店街には花祭りと

24

多くの観光客でにぎわう休日の阿蘇一の宮門前商店街

「途中でやめてしまったら、
それは結果でしょう。
でもやめんかったら過程だ。
じゃけん、
俺たちはあきらめん」

4

3

いうイベントがあった。商店街の加
小鉢をプレゼントするというもの

盟店で数千円の買い物をすると花の
だ。しかし商店街の活性化にはつな

3

3

若い爆発力と親世代の知恵や
力が協力し合うまちづくり
にぎわいを取り戻していった阿蘇

平成 年、杉本の父親である蘇助

一の宮門前商店街の名が知られるよ

氏が敷地内に 本の桜の成木を植え

がっていなかった。

める「若きゃもん会」も注目をあび

うになると同時に、杉本が代表を務
て、全国から視察団が訪れるように

下げて場所を借り、桜や雑木を購

る場所を探し、地主や商店主に頭を

た。オヤジさんたちは桜を植えられ

博史氏の父親である宮本一良氏だっ

たのが「若きゃもん会」副代表 宮本

けたのである。その声に応えてくれ

に「商店街で桜を植えよう」と呼びか

ことから、蘇助氏は商店街の人たち

の人々が足を止めることも多かった

た。花をつける季節には通りがかり

3

3

22

平成 年には 万人の人々が蚤の市

駐車場、商店街は人々で埋まった。

協力の下で開催され、神社の参道や

過程だ。じゃけん、俺たちはやめ

結果でしょう。でもやめんかったら

「途中でやめてしまったら、それは

主はもちろん、銀行員や市役所の職

「若きゃもん会」のメンバーには商店

に集まったという。

張ってそう言った。

まだまだしよるし……」と彼は胸を

てないもん！ あきらめてないし、

22
好きなまちで挑 戦し続ける
好きなまちで挑 戦し続ける

23

11

21

22

10

m

in

2

杉本代表の店「阿蘇とり宮」の前で親子
のツーショット。
杉本の父親も桜並木の
管理など、
街の仕事に活躍している

4

1

24

･

熊本県阿蘇市
CASE
まちづくり

まちづくりのチームの思いが

つ

になったら、チームで街のために
何か行動を起こしたくなる。笑顔
いっぱいの街をつくるというミッ
ションを持ってあれやこれやとア
クションについて思慮を重ね、ま
ちづくりの挑戦者たちは、自らの

を合わせた造語）のムードを醸し出

プトである「ルーバン」
（田舎と都会

かみを感じさせ、富良野のコンセ

ながらどこか北海道の大自然の温

本伸顕は、スタイリッシュであり

ふらのまちづくり株式会社 の西

ものを企画の根幹に据えている。

み出すという、街に本当に必要な

せながら、新しいヒトの流れを生

関係者にその効果を自然と波及さ

るだけでなく、中心市街地の利害

ている。こうして集客装置をつく

し街を散策してもらうことを狙っ

れは商店街にある各飲食店へ誘導

食事が出来るスペースがない。こ

を提供しているものの、本格的に

ノマルシェ」には地元の新鮮な食品

いる。食をコンセプトとした「フラ

市街地への波及効果も考えられて

画づくりでは必要かも知れない。

していくポジティブな機動力は企

利用者に合わせてさらに日々改善

声を大切に汲み取って即事業化し、

行サービスを開始した。利用者の

の商店街出張サービスや買い物代

一言によって、養護老人ホームへ

また体が不自由な男性が漏らした

で 年間、現在でも継続している。

だったら反省しようという気持ち

気楽さは、とにかく始めて、だめ

て気楽に始めた事業である。その

る機能を有するだけでなく、中心

的提供で地元住民や観光客を集め

の販売場や富良野ブランドの一元

シェ」は、今までなかった地元野菜

を 利 用 し て つ く っ た「 フ ラ ノ マ ル

くりに取り組んでいる。病院跡地

感じて、メンバーとともにまちづ

が責任を持って後世に継ぐ使命を

全国ブランド富良野の発展を自ら

家業を継いだ。先人たちが築いた

マンを経験した後、富良野に戻り

た。会社設立から

年間で 900

ルは楽しいことをやりたいと考え

が一躍有名となったナイトバザー

を与えてくれる。みやのかわ商店街

が、着想についてさまざまな示唆

レントといってしまえば終わりだ

に圧倒される。企画力は島田のタ

画を生み出すパワーや、その存在

ドンといっても過言ではない。企

金物店であるが、副業は企画屋の

田憲一の本業は大正時代から続く

みやのかわ商店街振興組合 の島

都でのサラリーマン生活に終止符

店やディスカウントショップにな

のものにしていった。その過程は、

三方良しの「まちゼミ」を自分たち

ちづくりに関わる楽しさを知って、

くりについて縁遠かった松井がま

の説明は一語一句が熱い。まちづ

ら発せられる「まちゼミ」について

マートな商売人である松井の口か

に数店舗の化粧品店を展開し、ス

の名を全国に轟かせている。岡崎

岡崎まちゼミの会 の松井洋一郎
は「まちゼミ」の中心人物としてそ

理系出身でＩＴにも明るく、出て

大分まちなか倶楽部 の牧昭市は

新鮮な空気を送り続けている。

て、自分たちの力で消化し、街に

なるヒトやコトに実際に自ら触れ

全国に散らばっている企画の種に

し て 視 察 を 受 け 入 れ る 側 で あ る。

し、今では守山がバルの先進地と

の枠組みを超えて自由にアレンジ

など、参加者の視点に立って既存

会議所や商店街の所属を問わない

バルがある。バルの参加者は商工

た「数字」を的確に捉えることがア

ていった。こうして地道に収集し

ような事業が必要なのかを分析し

業力を見極め、エリアとしてどの

営状況を「数字」で把握し、街の商

話したりを通じて、一店一店の経

しているのだ。飲んだり食べたり

は「数字」の下積みが、成果に結実

の「数字」は確かに驚異的だが、実

容易にイメージ出来るだろう。こ

もエリア全体の様相が変わったと

114 店舗を開業させたことから

件の新規開店希望者の相談に乗り、

持てる「昭和の町」の企画書が完成

いった。みんなが納得し、自信が

ワンとなる街の個性を突き詰めて

繰り返し、現場にも赴いてオンリー

た。そしてみんなと一緒に調査を

も熱心な金谷を放っておかなかっ

分野だからのめり込めるし、周囲

史からのアプローチだった。得意

の始まりは、自分の専門である歴

坦ではなかった。まちづくりの企画

和の町」にたどりついた道のりは平

れた街の再生のために、金谷が「昭

砲を打っても死人が出ない」と言わ

を打った歴史好きの金谷俊樹。
「鉄

した。

クションの原点となっている。

す。西本は東京でエリートサラリー

のイベントと連動させて開催した

25

くる言葉には「数字」が多い。大分

大分まちなか倶楽部の新規開店希望者へのサポートシステム

街で、まちづくりの仕掛けを生み
出していく。そんなユニークなま
ちづくりの仕掛けづくりに秘めら
れ た カ ラ ク リ を 紐 解 い て み る と、
地元流のアレンジに徹底している
ことや商店街の利用者の声に耳を
傾けること、既存の枠組みを超え
た視点を持つこと、街に本当に必
要なものにこだわり続けることな
ど、自分の街でも応用できるポイ
ントが浮かび上がってくる。

い、人の「つながり」をつくること
にこだわっている。今は
「まちゼミ」
として確立しているが、松井たち
は思いつく限り、ありとあらゆる
改善策にトライしてきた。そして、
成功と失敗の積み重ねがあったか
らこそ、今があるということを知
ることが出来た。
の石上僚は元

不動産会社のトップセールスマン

みらいもりやま
だった。タウンマネージャーの経
験も守山についての知識もゼロで
まちづくりの挑戦者として抜擢さ
れた石上が、活動地・守山で手掛

のガレリア竹町で思春期を過ごし
た牧は、大分商工会議所からまち

「昭和の町」豊後高田 の仕掛け人
は豊後高田出身。恩師の「これから

開業者は3カ月に1度
の経営状況チェックが
義務づけられる

は地方の時代」の言葉を信じて、京

商工会議所（開業計画精査）

づくり会社の立ち上げという使命

開業予定者は基本的に
不動産会社で契約

を受けて、この商店街に帰ってき

不動産会社（店舗契約）

ける企画は次々と街ににぎわいを

街の発展
活性化

4

テナントミックスを考慮した出店計画を一緒に
立案し、
大分市の空店舗対策の申請をサポート

生み出していった。たとえば先行

2.滞留中に情報発信

参加店募集
飲食店なら参加可能

参加者募集︵チケット販売︶

豊後高田の昭和の夢町三丁目館

スタンプカードを配布
店舗ではしご酒
オリジナルメニュー提供

守山のもりやまバルの概要

21

事例であった伊丹まちなかバルを

フラノマルシェの集客装置としての仕組み

実際に自分で体験し、守山の既存

岡崎のまちゼミの仕組み

まちづくりの
仕掛けづくり

3.市街地へ回遊し波及効果

24
好きなまちで挑戦し続ける
好きなまちで挑戦し続ける

25

店舗スタンプ抽選で
景品は当日〜期限まで
未使用のバルチケットは金券
として利用可能 期
※限あり

市･商工労政課（補助申請受付）

どこに相談に行っても
サポートセンターへ誘導

まちなか出店サポートセンター

市･商工労政課
商工会議所
商店街
不動産会社

補助金相談
開業相談

開業予定者
出店相談

物件確認

事前準備
当日※イベントとも連動
フォローアップ

3

3

市街地商店街

滞留型集客装置
（フラノマルシェ）

事業企画

個店の魅力
向上売力UP
お客様の
満足･幸せ

STEP

1.集客

1

2
情緒あふれる建物が残る
みやのかわ商店街

西本伸顕（にしもと のぶあき）

キーパーソン

ふらのまちづくり株式会社代表取締役社長

西本伸顕

中心市街地にあった拠点病院が郊外へ移転してしまう。
この大きなピンチを、西本た
ちは最大のチャンスとしてとらえた。
彼らが考えたのは中心市街地に観光客を呼ぶた
めの集客装置。こうしてフラノマルシェ構想は立ち上がったのだ。富良野の品質の高
い野菜を前面に出したマルシェは、
今では年間70万人が訪れ、
富良野の活気は甦った。

フラノマルシェの経済波及効果
は少なくとも 億円
新鮮な地元食材を求めて全国から

み出し、すっかりさびれていた商店
街にも活気が戻った。 人の地元雇
用を生み出し、その経済波及効果は
少なくとも 億円に上るといわれて

議に花を咲かせている。フラノマル

て勉強に励み、主婦たちが井戸端会

は地域の中学生たちが顔を寄せ合っ

にぎわっていた。隣接するカフェで

会社代表取締役だ。富良野で生まれ

起人であり、ふらのまちづくり株式

本伸顕は語る。フラノマルシェの発

ほとんど誰も知らなかったよ」と西

「子どもの頃は富良野っていっても、

いる。

シェは空洞化した富良野の中心市街
育った西本は現在 才。
「修学旅行

やって来た観光客たちで、直売所は

98

地の救世主である。

10

10

ニ ア シ ョ ッ プ「ARGENT（ ア ル

ル）
」
、富良野物産公社運営のスーベ

農 産 物 直 売 所「HOGAR（ オ ガ ー

物が並び建つ。ＪＡふらの直営の

ベント広場を囲むように３棟の建

６６００㎡の敷地には中央のイ

すよと堂々と言えるようになりまし

まったく逆。旭川は富良野の近くで

すなんて言ってましたよ。でも今は

答えられなかったな。旭川の近くで

れても恥ずかしいから富良野とは

先で、どこから来たの？ と尋ねら

生した。富良野駅からマルシェへと

人を集めようとフラノマルシェは誕
ドラマのおかげであることは間違い

にしたのは、倉本聰が描いたテレビ

富良野の知名度をここまでのもの

野の魅力を発信し、富良野内外から

至る５００ に新たな人の流れを生

故郷の魅力に初めて気づいたの
は人気テレビドラマのおかげ

たけどね」

60

ジャン）
」
、そして誰でも自由に休め
るオープンスペースが魅力のカフェ
平成 年、食をテーマとして富良

「SABOR（サボール）
」だ。

監修：竹ノ内久

m

街だった。しかし昭和

年の放送

施設としてはスキー場があるだけの

間１００万人程度。観光客を呼べる

ない。ドラマ放送以前の観光客は年

としてブイブイいわせてきたのに、

が入った。伸び盛りの企業の営業

から戻ってきてくれないか」と連絡

業を営む父親から「後継者がいない

ときを同じくして富良野で青果卸

年には２５０万人にまで膨れ上がっ

テレビシリーズが放送された平成
に覆い被さっていた。妻も田舎暮ら

自分を活かせるのかという不安が彼

まったく畑違いのガテン系な業種で

る。画面に映し出される富良野の自

影響力の大きさを数字が物語ってい

良野の魅力、そして人気ドラマの影

断させたのは倉本聰が描き出した富

しを望んではいなかった。西本を決

朴で不器用なタイプではない。都会

の主人公である田中邦衛のような純

富良野出身とはいえ、彼はドラマ

れ、ロケ地めぐりマップもつくられ

は新しい観光スポットとして整備さ

に精力的に取り組んでいた。ロケ地

ンバーが中心となって観光客誘致

そうと、商工会議所や観光協会のメ

4
3

開始から観光客は増え続け、最後の

たのだ。単純計算で ・ 倍、その

然の美しさという力が絶大だったこ

２５０万人もの観光客が押し寄
せても市街地は潤わない…

響力だったのだろう。

本自身、このドラマによって生まれ
故郷の魅力に気付かされた 人なの
である。

良野だったら、何かおもしろいこと

「どんどん有名になっていく今の富
が出来るかも知れない」と考えた

色が美しい土地だって、倉本さんに
めて気付いたんだよね。高校から札

才の青年は、故郷の北の国に帰った。

の香りをぷんぷん漂わせている、そ

た。現在でも多くの観光客を集める

ポットである。富良野に戻り青年会

んな男だ。札幌の高校へ進学するた

議所のメンバーに加わった西本も先

めに富良野を出た彼は、大学卒業後

想うゆとりもなく、大都会で時代の

輩たちとともに、こうした仕事に躍

などは、ドラマから生まれた観光ス
先端を追い求める日々。富良野を舞

「五郎の石の家」や「ニングルテラス」

台としたテレビドラマの放送が開始

的な素材があり、メディアが大きな

起になっていた。富良野という魅力

に大手の情報系出版社に入社。ひた

当時の富良野ではドラマ人気を活か

34

すら仕事に邁進した。生まれ故郷を

そんな目で故郷を見てないから」

幌に出てしまったし、子どもの頃は

映像でバーンと見せつけられて、初

「富良野は田舎だけどものすごく景

1

2
1

14

56

5

とはもちろんだろう。実を言えば西

2

されたのは、ちょうどそんな頃だっ
たという。

「テレビドラマのおかげでどんどん有名になっていく今の富良野だったら、
何かおもしろいことが出来るかも知れないと思った」

1.フラノマルシェ入口。
12月上旬に
はすでに雪 景 色だったが施 設 内は
熱気でいっぱい 2.富良野物産セン
ター ARGENT。富良野のおみやげな
ら何でも揃う 3.観光情報を発信す
るマルシェ News 4.農産物直売所
HOGAR。この日はとれたてカボチャ
を売っていた

滅びゆく商店街の再生 がテーマ だから、
通過型の施設じゃだめなんですよ

ふらのまちづくり株式会社代表取締役社長
昭和27年、富良野市生まれ。早稲田大学卒業後、株式会社リク
ルート勤務を経て、昭和60年、家業の青果卸売会社にUターン。
ふ
らの演劇工房、富良野塾、インターネット富良野、中心市街地活性
化協議会などのまちづくり活動に携わり、平成20年から現職

26
好きなまちで挑 戦し続ける
好きなまちで挑 戦し続ける
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5
北海道富良野市
Profile

CASE
まちづくり

パソコンの画面を見ながらマルシェの
説明をしてくれる西本社長

5

ズケーキなどは常に上位を占めてい

の牛乳プリンや、菓子司新谷のチー

ツのランキングでも、フラノデリス

イメージが高い。お取り寄せスイー

を抜いてトップを誇るほどブランド

ルティング会社の調査でも、京野菜

たのが食だ。富良野の野菜はコンサ

内する。こうした周遊型のまちづく

センターで中心市街地の飲食店を案

は、マルシェのインフォメーション

すか？」といった観光客たちの声に

は「おいしいラーメン屋さんどこで

行ったら食べられますか？」あるい

「富良野名物のオムカレーはどこに

だ。

ント広場だった。しかし大きな広場

には本格的な

ラノマルシェ

遊ばせたり、ゆっくりコーヒーでも

ント広場をつくって、子どもたちを

だよ。駐車場を犠牲にしてでもイベ

通過型の施設じゃだめだと思ったん

「観光客も高齢者も若い人も、
みんなが歩いてショッピングが
楽しめるような街になったらいいな」

いる。彼らは観光客の受け皿を整え

力でその魅力をアピールしてくれて
商店街にも大きな打撃となる。

ティの場を失うに等しい。もちろん

マ人気の恩恵を受けることはなかっ

しかし富良野の中心市街地がドラ

とやばいだろ。ちょうどまちづくり

ノープランらしいぜ。何とかしない

院の跡地利用については市もまだ

チャンスとしてとらえたのだ。
「病

しかし西本たちは最大のピンチを

た。２５０万人もの観光客が富良野
三法も改正されて、これからは民間

るだけで良かったのだ。

を訪れているにもかかわらず、中心

仕事帰りの酒場でそう語りかけて

市街地に足を運ぶ人はわずか７万人

きたのは、病院に隣接する目抜き通

が中心となって街を変えていく時代

りの商店街でリーダー的な役割を果

だ。これはチャンスなんだよ！ 俺

あるはずだ。このまま終わっていい

「富良野にはもっとポテンシャルが

たしていた湯浅氏だった。商工会議

だったのだ。観光客は増えたものの

はずがない。ドラマ人気がいずれ終
所のメンバーでもあり飲み仲間だ。

富良野の人口は徐々に減り、そして

わったとしても、富良野が終わっ

たちで跡地利用計画をやろうぜ」

てはいけない」と、厚い壁を目の前
彼らは飲むたびに富良野の未来につ

商店街は衰退していった。

にした西本は心の内でそう叫んでい
いて熱く語り合う、そんな我が街を
愛するおじさん２人組だったのだ。

た。
西本はすぐさま湯浅氏の語る跡地
利用計画に賛同した。酔った勢いと

転だった。富良野駅から病院までは

のは、平成 年の地域拠点病院の移

難題にさらに重くのしかかってきた

富良野の中心市街地活性化という

て、病院跡地利用計画づくりはス

市役所の行政マンの大玉氏も加わっ

引き受けた。彼らの熱意に賛同した

会議所の総務委員長だった西本が

上げた。協議会のトップは当時商工

らのルール。すぐさま協議会を立ち

はいえ一度乗った話は進めるのが彼

徒歩約 分。毎日多くの住民が集ま
タートしたのである。

街の魅力を活かした誰にも負け
ない集客装置を探し出す

る場でもあった。中心市街地にとっ

19

を曲げてまで、理想とは異なる施設
をつくってもしょうがないしね」

えたのは、中心市街地に観光客を呼
び込むための集客装置だった。どう
やったら人を集められるか。
話し合いを重ねたあげくに注目し

大きな事業を成し遂げたふらのま
ちづくり株式会社は、すでに新たな

かした計画に経済産業省の補助金が

本たちの粘り勝ちだった。広場を活

公共施設が合体した施設をつくる計

ノマルシェの向かいにマンションと

平成 年の春を目標として、フラ

ステップへと目を向けている。

給付されたのだ。

結果は強い決意を持って臨んだ西

彼らが跡地利用の核にしようと考

て病院がなくなることはコミュニ

10

万人だったが、そ

がっちりとつかんだ。当初、来場者

した新スポットは、観光客の心を

なかまち」というコンセプトで誕生

合うように「ちょっとおしゃれない

オープンした。富良野のイメージに

平成 年４月、フラノマルシェは

つもりだという。もちろん西本がこ

だわりある店を 数店舗程度入れる

や物販なども含めた小さくてもこ

シェパート２をつくりたい。飲食店

階建てのマンションの下層にはマル

宅やクリニック、保育園など。７

画が進行中だ。高齢者の介護付き住

は 万人を超える見通しとなってい

年度に訪れ、３年目の 2012 年

の目標をはるかに超える 万人が初

の目標は年間

終われば雪に覆われてしまうが、新

ルシェの広場は、富良野の短い夏が

空間としてのアトリウム。フラノマ

だわる広場も欠かせない。全天候型

わった広場も好評だ。

人が集える広場となる。パブリック
ビューイングやコンサート、商店街
の大売り出し、新車フェアなども開
催できる空間だ。

るんだよ。出張族とおぼしきネク

ベビーカー押しておしゃべりしに来

けど、平日は地元のお母さんたちが

すごく楽しい。週末は観光客が多い

んだよね。そんな風景を見るのが

で遊ばせてうれしそうに眺めている

うな街になったらいいなって思う」

が歩いてショッピングが楽しめるよ

観光客も高齢者も若い人も、みんな

に向かうにぎやかな通りができて、

ちゃうよ。この計画が成功して、駅

丸だからね。完成したら俺たち泣い

なかったけど、この新しい計画が本

し、まだ始まったばかりだから泣か

は、ある程度の成功を見込んでいた

タイ姿のおじさんなんかもいて、ベ

「フラノマルシェが完成したとき

ンチでアイスクリームなめてたり

北の国、富良野はポスト北の国か

んが孫を連れてきて、イベント広場

してね。我ながら良いところつくっ

らの時代を歩み始めている。西本の
泣き顔を楽しみにしたい。

ちゃったなって自分でも思うもん」

「夏場におじいちゃんとおばあちゃ

笑顔で暮らせる街をつくるの
が、まちづくり会社の仕事

しいアトリウムは冬でも雨の日でも

る。もちろん西本が最後までこだ

22

27

sweet cafe SABORのオープンカフェは誰でも自由に休憩出来るくつろぎの場

「これからは民間が中心となって街を変えていく時代だ。
これは
チャンスなんだよ！ 俺たちで病院跡地利用計画をやろうぜ」

た。乳製品やワイン、ソーセージな
もう つの彼らのこだわりはイベ
をつくるという計画には反対意見も

食事を楽しめ

飲みながら観光パンフレッットを眺

10

りシステムが機能している。

食をテーマとした場ができれば、に
多かったという。贅沢な土地の使い

して、国土交通省からの補助金に期

るレストラン

めたり、そうして中心市街地の情報

55

ども百貨店の物産展の常連だ。これ

ぎわいの拠点となるに違いない。こ

待した方がいいのではという意見も

がない。それ

をインプットしてもらう場が絶対必

30

だけの人気を利用しない手はない。

うしてフラノマルシェ構想は生み出

方は地価の安い北海道富良野のよう

金が認められない可能性が浮上した

対して給付される経済産業省の補助

市町村でも応用できるモデル事業に

な場所でしか考えられない。ほかの

された。

思い描く方向性を曲げたり、
補助金ありきではダメ

それはマルシェだけで完結させず

のだ。駐車場を広大にして道の駅と

に、中心市街地に新しい人の流れを

あった。

西本たちが一番大切にしたこと、

つくることだった。食をテーマとし

は商店街にあ

要だって思った。だから補助金なし

とがテーマだから、道の駅のような

る既存の飲食

「滅びゆく商店街を再生するってこ

店の顧客を奪

でも、自前でやろうって腹をくくっ

ているにもか

うことなく

ていた。自分たちが思い描く方向性

かわらず、フ

共存するため

70

1
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北海道富良野市
CASE
まちづくり

島田憲一（しまだ けんいち）

決して

キーパーソン

みやのかわ商店街振興組合前理事長

島田憲一

「自分の街が大好きだっていう人がいっぱいいる、それが一番すばらしい街」という前
理事長は、幼い頃から商店街の温かなコミュニティに包まれて育った。
大人になった
とき、彼はかつてあったコミュニティを取り戻すために立ち上がった。
25年も続くナイ
トバザールや出張販売など、
その柔軟な発想から新事業が次々と生み出されてきた。

地域のことを考えなければ
愛される商人にはなれない
店街、ボランティアバンクお助け隊
といった事業を展開して、その名を
轟かせている。そして島田を中心と

身の友達で全国で事業展開している
収まっている。現在では合併されて

な山々に囲まれた盆地にすっぽりと

秩父市は埼玉県の北西部、緑豊か

したメンバーが、数々の事業の仕掛

大社長もいる。でもね、僕は秩父が

け人なのである。

好きなんだよ。この街の人たちが大
いるが秩父市の周囲には 町 村が

商売を目指したんだよ。同じ秩父出

好きだから、地元の人たちに愛され

「僕は田舎で１００年続く、そんな

監修：西郷真理子

者を対象とした買い物対策は必然と

のだ。後に島田たちが展開する高齢

は毎日の食品の買い物さえ出来ない

していった。車を運転しない高齢者

なった。そしてコミュニティが衰退

戸端会議といった光景も見られなく

い物かごをぶら下げた主婦たちの井

は街のあちこちで展開されていた買

は買い物に出かけなくなり、かつて

物が出来なくなっていたのだ。人々

頃には中心市街地では食料品の買い

き残りをかけて郊外に移転し、その

な時代だった。やがて大型店舗は生

が消えていったのは、ちょうどそん

して商店街から生鮮食品を扱う店舗

中心市街地に大型スーパーが出店

り勘。とにかく 回続けて、それで

ら毎月開催しよう。費用は全員で割

「よしやろうじゃねえか！ やるな

定。青年たちの目が輝き始めた。

いうひと声でナイトバザールに決

一番活発な時間帯、それは夜だ」と

朝市という案もあったが「俺たちが

このときに浮かび上がったという。

られ、同時にナイトバザール構想も

やのかわ商店街将来構想」がまとめ

は熱い議論を展開した。壮大な「み

と。島田の声に触発された青年たち

だ。何か結果を残そうじゃないか」

じゃ税金の無駄遣いもいいところ

のままで終わらせていいのか。これ

過ぎた頃に島田が声を上げた。
「こ

年

だめだったら反省しよう」というこ
月に記念すべき

年間バザールは継続されている

る。以来、数えること２５０回以上、

ナイトバザールが開催されたのであ

とで、昭和

して生まれたのである。

6

10

る。 数年前に埼玉県が企画した商

ザールの構想は生まれていくのであ

にも奔走していた。そしてナイトバ

参加して人脈やネットワークづくり

に励みながらも青年会議所の活動に

故郷に戻った島田は、家業の修行

企画力である。島田がわかりやすく

うと 度は繰り返さない。驚くべき

とだ。同じイベントは評判が良かろ

は、毎回イベントの内容が異なるこ

を記録したこともある。特筆すべき

ルは大評判となり、 万人もの人出

（現在は年 回開催）
。ナイトバザー

やるべきことを決めると、
人は動き出す

62

店街の近代化勉強グループの つと

25
1

が発足。メンバーは 人程だった。

くらだって考えつくんだよ。ここに

「机の上を見ればイベントなんてい
枚の紙がある。この紙を一番遠く

講師を招いて 年間、将来の商店街

3

5

解説してくれた。

2

に学ぶ姿勢を見せたメンバーはほと

よね。実際は新聞紙でやったけど。

まで投げた人が勝ちゲームができる

について学ぶという趣旨だが、熱心

2

年半が

1

20

して宮側町共栄会青年部近代研究会

20

んどいなかったという。

1

けを考えているわけにはいかないよ
店の長男として生まれた島田は、幼

昭和 年、中心市街地にある金物

広がり、昔からその全体を指して秩

ね。地域のことも考えなきゃ、秩父
い頃から商店街の人々に囲まれ、人

て１００年やっていける商人になろ

のために働かなきゃ愛される商人に

父と呼ばれてきた。

3

うと思った。だったら自分の商売だ

5

代だったけれど、商店街やまちづく

なんかなれるわけがない。まだ
は空気のようなものだったのかも知

とって商店街の親密なコミュニティ

のつながりの中で育ってきた。彼に

街は、商店街主催としては草分けと

ながらそう言った。みやのかわ商店

で仕事を始めた青春時代を振り返り

事長、島田憲一は家業である金物店

みやのかわ商店街振興組合の前理

りだったが、父親が病に倒れたこと

業後は富山の金物店で修行するつも

さも教えてくれたのである。大学卒

同時に生まれ故郷の仲間たちの大切

も自由を謳歌できる時代だったが、

年間、それは島田にとって、もっと

れない。東京で大学生活を送った

もいわれるナイトバザールを 年間

は、それがきっかけだな」

りってことを考えるようになったの

26

もあって実家に戻った。

4

20

続け、さらには買い物代行や出張商

「全国でも草分けといわれるナイトバザールを250回以上続けて、
その先に見えてきた理想、
温かなコミュニティに満ちたまちづくり」

2
1

3

4

1.左手の「ほっとすぽっと秩父館」は
明治時代初期に建築された商人宿
だった 2.レトロムード満点の映画
館、秩父国際劇場を改装してコミュ
ニティレストランが生まれる予定
3.商店街の案内板には干支の置物が
4.秩父を舞台にしたアニメ『あの日
見た花の名前を僕たちはまだ知らな
い』のフラッグがあちこちに

商 店 街の最 大の武 器 は大 型 店 舗 には
真似出来ない人のつながり ですよ

みやのかわ商店街振興組合前理事長
昭和26年、埼玉県秩父市生まれ。専修大学経済学部卒業後、実家の株式会社清水金物に
入社し、平成7年から代表取締役。
秩父商工会議所青年部初代会長を経て、平成15年にみ
やのかわ商店街振興組合理事長に就任（平成24年5月退任）
。秩父市商店連盟連合会会
長、
秩父市商店連盟事業協同組合理事長、
秩父商工会議所副会頭

30
好きなまちで挑 戦し続ける
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6
埼玉県秩父市
Profile

CASE
まちづくり

街に戻って中心メンバーに相談する

街から届けさせようと。彼が商店
「あら、あたしはこんなチョッキが

の経験によって培われたのだろう。

けるという姿勢は、ナイトバザール

れでだめならやめる」という結論に
けど、わたしに似合うかしらねぇ」

ほしかったのよ」
「この帽子すてきだ

田さんはここにいる人たちの気持ち

ムで彼は手厳しい言葉を受ける。
「島

されたが、とある特別養護老人ホー

説明した。もちろんあちこちで歓迎

どを回って新しい事業を意気揚々と

業が開始された。島田は福祉施設な

に愛されて１００年やっていける

よ」
と島田は言う。それは地元の人々

かったと思ったことはありません

た。
「このとき程、商人やってて良

もうれしそうに買い物を楽しんでい

その日である。お年寄りたちはとて

に響いていた。出張販売を開始した

う。そんなことなんです」と。その

うなお弁当を見つけたらそっちを買

地域の人口は 万人弱で 万人以上

にしたことからスタートした。秩父

も高齢化が顕著な街であることを耳

業は、埼玉県の中でも秩父はもっと

て、打ちのめされた気分だったのか

が理解出来ないでいた自分を恥じ

通の人間であれば「そうなんだ。そ

が介護認定を受けているという。普

が高齢者だ。そのうち約５０００人

「便利さや品揃え、
価格では商店街が大型店舗に勝てるはずはない。
商店街の最大の武器は大型店舗には決して真似の出来ない“人”ですよ」

秩父ふるさと館は大正時代に繁栄した銘仙問屋の建物。
観光・食品コンビニとして生まれ変わっている

その後の、みやのかわ商店街によ

の視察団も殺到して、約４００カ所

る事業も、同様の柔軟な発想と失敗

で同様のイベントが開催されたとい

ない。で、名づけて横着者ゲームが
を恐れない姿勢から生まれている。

ここにティッシュペーパーがある。

生まれる。ティッシュとくずかごと
島田が市内で開催されたスポーツ大

これで鼻をかんで、みんなよくやる

テーブルがあれば出来るんだから安
会に参加した際に、 人の体が不自

う。恐るべし“良い加減”だ。

いもんだよ」と。話を聞いていると

でしょう？ くずかごに投げるじゃ

な〜んだと思うのだが、まさにコロ
はかなり柔軟なようである。ネーミ

ンブスの卵だ。秩父の人々の脳みそ
ことがあった。島田は男性の話に耳

由な男性を自宅へと車で送り届けた

主義によってイベントを託されたメ

れば失敗もあったはずだが、お任せ

のである。２５０回もイベントをや

思われがちだが、実は“良い加減”な

これだけを耳にするといいかげんと

ない、お任せ主義などがあげられる。

考えずに後から考える、失敗を恐れ

も継続されている秘訣は、やる前に

ナイトバザールが成功し、 年間

買ってくる」

房が夜まで帰らないときには２つ

ビニに行って弁当を買うんだよ。女

せてもらって家から２００ のコン

シーを呼んで、運転手さんに車に乗

房が出かけてしまったら、俺はタク

ら。だけどね、みじめなものさ。女

女房の重荷にだけはなりたくないか

出かけたければ行ってこいと言う。

らせてあげたい。あいつがどこかに

いつがやりたいということは全部や

分のことで迷惑をかけたくない。あ

の前では突っ張っていたいんだ。自

一番苦労をかけている。だから女房

を傾けた。
「俺がこんな体で女房に

相手の立場を理解することで
気付くことが出来る

ングのセンスも抜群だ。

1

ンバーは、 度失敗したら「次こそ

25

ばいい。たとえ１００円の商品でも

じゃないか。地元の商店に電話すれ
お客が困っているのなら届けるのが

「そんなことを解決するのは簡単

か恐れないのだ。バザールには市民

おたすけ隊のメンバーは報酬の一部
を和同開珎を模した商品券で受け取
るシステムだ。秩父は日本で初めて
銅を朝廷に献上し、それによって和
同開珎がつくられたのである。商品
券の和同開珎は市内４５０店舗で使
用できるから商店だって活気づく。
「福祉と商業は連携しなきゃだめだ」
という島田の理念はみごとに実践さ
れている。

温かなコミュニティをつくる新
しい仕事に前理事長はわくわく

顔も合わせない店に電話してそんな
ことが本当に言えると思うかい？」
と言う男性の返答を聞いて、島田は
決心したのだ。だったらうちの商店

店街に相談できる、そんな温かなコ
ミュニティなんですよ」
2012 年に島田は商店街振興組
合の理事長を辞して、役員も平均年
齢で 才以上若返らせた。今、若者
たちは島田の時代とは異なる新しい

ターの美装化、道路名の由来などが

い。商店街の電線地中化、シャッ

ハード事業の面でも怠ってはいな

数々のソフト事業をベースとした

毎月 度、奥さんが晩ご飯をつくら

ごと大家族構想ってのがあってね。

でいっぱいだ。
「みやのかわ町まる

いやいや彼の頭の中は新しい事業案

田前理事長は引退するのだろうか。

ナイトバザールを運営している。島

書かれた看板の設置、街中のお休み

島田たち、みやのかわ商店街は

商人だ」と島田は言った。
「めったに

ばかりではなく、全国の商店街から

はリベンジするぞ！」と燃えて、す

m

ごい企画を考える。だから失敗なん

1

「だったら商店街丸ごと持ってきちゃいましょうか？
体が不自由な男性との会話から生まれた、
温かな血の通う新しい事業」

と「だったら 年やってみよう。そ
至った。こうして平成 年に「買い
と、そんな声が老人ホームの

を知っているの？ あなたの事業は

店、彼の商人としての原点が垣間見

室

物代行サービス御用聞き」という事

便利だけれど、それはここの人たち

えた瞬間だったのかも知れない。

高齢化という逆境をチャンスと
して発想した相互扶助システム

がしたいことじゃないのよ。鮭のお
弁当が食べたいときにお弁当が届け
ばありがたいでしょうね。だけどこ
この人たちが本当にしたいのは、買
い物なんですよ。自分でお店に行っ

ときの島田は自らの甘さを、体の自

て鮭のお弁当の隣にもっとおいしそ 「ボランティアバンクおたすけ隊」事

由がきかないお年寄りたちの気持ち

も知れない。しかし彼はこう言っ

元気な高齢者たちは時給８００円を

気な高齢者がいるってことか」と。

た。
「秩父には 万５０００人の元

いが、島田はいつものように発想し

りゃ大変だね」で終わるかも知れな

きちゃいましょうか？」
買い物代行サービスと、出張商店
街「楽楽屋」は、こうして同時に事業

受け取って、彼らの助けを必要とす

を開始したのだ。いずれの事業も

年は続けることとした。たとえうま

20

1

た。
「だったら商店街丸ごと持って

3

るお年寄りたちのために働くのだ。

あげられる。中心市街地活性化もイ

処「ほっとすぽっと秩父館」などが

知らなかった店を発見できるし、店

楽しい会話が盛り上がるよ。お客は

めるんだよ。あちこちの店できっと

ないで町会みんなで外食する日を決

島田憲一、 才。彼のアイデアは

ベントだけでは、うまくいかない時

枯れることなく、続々と新しい事業

代である。その中で島田たちの取り

田の根底にあるのは、人にやさしい

を生み出すだろう。もちろん島田の

は常連を獲得するチャンスだ。新し

まちづくりだという。
「便利さや品

ビジョンを受け継いだ後継者たちも

組みは地方のニーズを実に巧みにく

揃え、価格では商店街が大型店舗に

負けてはいない。今後、秩父でどん

いコミュニティも生まれるだろう。

勝てるはずはない。商店街の最大の

おもしろそうでしょう？」

武器は大型店舗には決して真似の出

な新しいプロジェクトがスタートす

み取って、新しい事業展開をしてい

来ない“人”ですよ。人のつながり

るのか、目が離せそうにない。

るモデルケースといえるだろう。島

でしょう。困ったことがあったら商

61

11

2
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1

1

18

くいかなくても 度ではなく 年続
1

6

1

1

埼玉県秩父市
CASE
まちづくり

ほっとすぽっと秩父館の前で。
61才の
前理事長はまだまだ元気そのものだ

松井洋一郎（まつい よういちろう）

キーパーソン

岡崎まちゼミの会代表
経済産業省タウンプロデューサー

松井洋一郎

た。

ばつき合いのような形で参加してい
技術・知識が豊富でお客さんを本当

商店街には商品にこだわりを持ち、
に大切にし、そのニーズにしっかり
と応えることができるプロの店主や
スタッフがたくさんいる。どうした

中心市街地や商店街で行われた従
と「人」をつなぐことが出来るだろ

ことが出来るか。どうしたら「人」

利益を上げ、人をつなぐ、その
答えは「まちゼミ」にあった

来の多くのイベントは一過性のもの

うか。松井が悩んでいた つのキー

らお客さんとこれらのプロをつなぐ

が多かった。打ち上げ花火のような
はないが、単に来街者を増やすイベ

イベントのすべてを否定するわけで
だったのだ。

の前に出現した。それが「まちゼミ」

ワードを同時に満たす答えが突然目

小さな成功から試行錯誤を繰り
返し、失敗をしながら成長する

ントをすれば自動的にモノが売れる
時代ではなくなっていることは、松
井だけでなく多くの商店主が気付い
ていた。ではどうしたら自店のモノ
が売れるようになるか、長い間その

第 回のまちゼミは 店、199

アに乗って始まったのが「得するま

行ってみたらどうか」というアイデ

で商店主が文化教室のような事業を

岡文氏が考えた「商店街のお店の中

なときに岡崎商工会議所の職員の松

は、 参 加 店 は

成長した。現在、岡崎の「まちゼミ」

し、昨年までに 回を数えるまでに

なった。その後、年間ほぼ２回実施

たことから継続して実施することに

なかったが、お客さんから好評だっ

名の参加であった。規模は大きくは

糸口が見つけられないでいた。そん

ちのゼミナール」
、いわゆる「まちゼ

店、 ゼ ミ は 110

20

ら試行錯誤を繰り返し、ときには失

るまでになっている。小さな成功か

のことだ。もう つは
「人」
であった。

格」
、インターネット販売の「利便性」

改めて「まちゼミ」とは、
「商店主

みんなにとって良いことが
街の大きなエネルギーになる

一方で、松井の心の奥底にあった

ゼミ、参加者は 1500 名を超え

80

やスタッフが講師となり、プロなら

の「品揃え」
、ディスカウント店の「価

中心市街地や商店街の店が、大型店

1

を上げるか」
。商売人としては当然

1

最初から熱く、そして街を
愛していたわけじゃなかった
松井が老舗化粧品店の 代目とし
て岡崎市に戻ってきたのは 年前の

4

監修：長坂泰之

のためにやっているのだろうか」と

として行われたイベントも「一体何

松井は振り返る。商店街活動の一環

は関係ないものだと思っていた」と

なんてしても無駄だ。自分の商売と

「この頃、まちづくり、商店街活動

退も加速していった。

じくして、中心市街地、商店街の衰

井が出店を加速させると、ときを同

し、生き残りを図る行動に出た。松

松井は郊外に次々と新規店舗を出店

だ」と思ったと言う。その証拠に、

もそもこの街で商売をするのは無理

ある本店の経営状況は厳しく、
「そ

戻ってきたときにはすでに康生町に

まったく抵抗がなかったが、岡崎に

中の康生町。店の跡を継ぐことには

た。生まれも育ちも岡崎のど真ん

づくりに前向きなわけではなかっ

は最初から生まれ故郷の岡崎のまち

ことだ。とにかく熱い松井だが、実

22

いう疑問をどこかに持ちながら、半

2
1

2

10

ミ」だ。今から 年程前の平成 年

1

商店の生き残りのキーワードは２

15

敗をしながら成長してきた。

月のことであった。

10

つ。 つは「いかに売り上げ、利益

1

に立ち向かうことは難しい。でも、

「商店の生き残りのキーワードは、
いかに売り上げと利益を上げるか。
商売人としては当然のことだ。
そしてもう1つは人であった」

今では全国50地域以上に急速な広がりを見せている「まちゼミ」
。その「まちゼミ」の
普及のために全国を飛び回る松井洋一郎という男はとにかく熱い人間である。
「まち
ゼミ」を心から愛し、
地元の愛知県岡崎市をこよなく愛する人間だ。

まちゼミを 通じて店がどうなりたいか、
考えてから取り組んでほしい
真剣に

岡崎まちゼミの会代表、経済産業省タウンプロデューサー
昭和43年、愛知県岡崎市生まれ。専門学校卒業後、OA機器販売会社に
て５年間勤務。
その後、家業である化粧品専門店、株式会社みどりやに入
社。得するまちのゼミナール「まちゼミ」などの活動を中心にまちづくり
施策を推進している。
NPO法人岡崎都心再生協議会副理事長

34
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7
愛知県岡崎市
Profile

CASE
まちづくり

1.「まちゼミ」が開催されている竹内文具店 2.竹内文具店では2004年から「初心者のための万年筆講座」を続けてきた

7

取り、変化に対応した店づくりが出

は変わっていく。時代の変化を感じ

ややる気がない商業者も、いつかは

を持てなかったように、
「今は興味

方式で無料で伝える」ものである。

少人数の受講者に対してゼミナール
のファンづくり、顧客づくりをしよ

魅力を伝え、感じ取ってもらい、店

「まちゼミ」に参加した人々に自店の

ツールである。

「まちゼミの良さはなんだろう」と松
うとするものだ。

あった。
「買い手良し、売り手良し、
当初はまちづくりという意識はほと

に参加した店主、スタッフの多くが、

いたことがある。それは、「まちゼミ」

「まちゼミ」を続ける中で松井が気づ

世間良し」の三方良しの心を体現す
んどなかったが、
「まちゼミ」を実施

岡崎の場合、今では多くの店舗が

具体的には、お客さんにとっては、

同時期に「まちゼミ」を開催すること

することを通じて、多くの商業者が

店にとっては、直接来店者の増加
により開催期間中に1500名を超

公共の福祉に寄与したいという気持

を狙え、直接お客さんとコミュニ
える市民が街にやってくる。多くの

普段入りにくい店に気軽に入れ、自

ケーションが取れ、ファンやリピー

分の興味のあることや悩んでいた商

ターを増やすことが出来て、わずか
店が同時に参加することにより、自

ちを持つようになったというのだ。

な参加費で多くの来店客を集客する

また「まちゼミ」開催後の参加店同

分ではできない集客効果が期待でき

士の結果報告会などを通じて店主や

る。

店街の枠を超えた取組みになり、
「ま
スタッフが横糸でつながることによ

ことが出来る。また、街にとっても、

ちゼミ」を情報発信することにより、
り、まちづくりの意識が芽生えてい
く。このように入口では自店だけの
ためという意識だった多くの店が、
うに意識が変わってくるのだとい

出口ではまちづくりのためというよ

「まちゼミ」はそれぞれのお店の立
ツールではなく、店づくりのための

う。

より良い店づくりへの追求が
まちづくりの精神につながった

街の鼓動、胎動が多くの人に伝わる。

やる気のある店が参加することで商

品知識などを無料で得られる。

る事業だという。

た答えは「三方良しの精神がある」で

井に聞いたところ、即座に返ってき

ではの専門的な知識や技術・コツを、

「まちゼミを実施することを通じて、
多くの商業者が公共の
福祉に寄与したいという気持ちを持つようになった」

を変える店が数多くある。自らの商
いを見つめ直す店主も多い」と松井

ちゼミ」
。成功店の つである竹内

しかし万年筆以外の通常商品を

きっと「まちゼミ」をはじめとした活

「まちゼミ」は中心市街地から
ほかの商店街集積地へ伝播する

体のコミュニティの中心であるとい
う理解が高まったことは重要なこと
だ」と松井は言う。

だけではない。康生エリアでの成功

実は中心市街地である康生エリア

いる。でも継続して実施してやっと

良しのすばらしいツールだと思って

最後に松井は、
「まちゼミは三方

安易に「まちゼミ」を
実施してほしくない

を見て、郊外の岩津地区でも「まち

ぞれの店が真剣に考えてから取り組

成果が出るツールでもある。単発で

んでほしい。そもそも商店街にとっ

やってもまったく効果は出ないし、

その後、ＪＲ岡崎駅地区でも「ま

ては逆風の時代に安易な考えでまち

ゼミ」をやってみたいという声が上

ちゼミ」が開催され、今では市内３

ゼミを行っても効果は出ない。多く

がった。岩津地区の商業者は、松井

地区で開催されている。中心市街地

の成功と失敗の中から学んだ、継続

単にまちゼミを行うことが目的と

の取組みを郊外に輸出したようなも

するためのポイントがいくつかあ

ら「まちゼミ」のメンバーとともに勉

のだ。
「まちゼミ」のほかにも飲み歩

る。それらをしっかりと理解した上

なってはだめ。まちゼミを行うこと

きのイベントであるバルなども郊外

で取り組んでほしい」と熱く話して

を通じて店がどうなりたいかをそれ

に伝播していった。このように岡崎

強会を開催、
「まちゼミ」をスタート

では中心市街地で成功したビジネス

くれた。

を受けることとなった。

えて、行政や市民などから高い評価

たちの取組みは、松井らの想定を超

果、
「まちゼミ」をはじめとした松井

地から郊外へにぎわいが伝播した結

性化に活用しているのだ。中心市街

けで独占せずに、岡崎市域全体の活

性化に有効なツールを中心市街地だ

ている。
「まちゼミ」やバルなど活

モデルを郊外に輸出する現象が起き

させた。

岡崎の「まちゼミ」の実施地区は、

「結果として中心市街地が、市民全

場から見ると、まちづくりのための

竹内文具店の店主と談笑する松井洋一郎代表

「結果として中心市街地が、市民全体のコミュニティの中心で
あるという理解が高まったことは重要なことだ」
「まちゼミ」で進化した
参加店から学ぶ

文具店の場合、平成 年から「万年

来た店が存続していけるということ

時代とともにそれぞれの店の役割

は言う。

筆の良さを知ってもらおう」と万年
だろう。

店の活性化のツールとしての「ま

筆の品揃えに特化し、
「まちゼミ」で

自分が最初からそうでなかった
から人の気持ちもわかる
松井自らが岡崎に戻ってすぐに

見ると、コンビニや 100 円ショッ

は、まちづくりや商店街活動に興味

プと競合が多く、集客力が厳しく

性化事業に興味を持って、一緒に活

みんなで自店のお客さんづくりが

なってしまった商店街の個店では売

出来る「まちゼミ」に、条件さえ揃え

動に取り組むときが来る」と松井は

ることで店の生き残り策を模索し

ば興味を示してもらえるお店がある

信じている。

た。そもそも万年筆の所持率は高く

り上げも多くは望めない。経営者は

なく、
「まちゼミ」など、さまざまな

と思っている。そう思えるのは、
「ま
ちゼミ」がお客さんに喜んで満足い

は街や商店街にとってもメリットが

ただき、その結果自店のお客さんが
来るのである。

ある「三方良し」の取組みだからであ

商店街の“人”からは“モノ”の付

「まちゼミを通じて品揃えだけでな

る。

増え、売上げや利益が増え、さらに

く業種や業態、販売やサービス方法

加価値を“コト”から高めることが出

る。

取組みで需要自体をつくり上げてい

大変勉強熱心で、万年筆に特化す

本と 倍以上になった。

10 23

本であった万年筆の販売本数が、

た。その結果、平成 年当時は年間

け、店のファンづくりを継続してき

は「初心者のための万年筆講座」を続

16 1

16

平成 年は高級筆記具も含め５８９

49
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好きなまちで挑 戦し続ける
好きなまちで挑 戦し続ける
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愛知県岡崎市
CASE
まちづくり

松井氏が経営する化粧品専門店、みどりやの店
内にて

キーパーソン

株式会社みらいもりやま21
マネージャー・あまが池プラザ施設長
経済産業省タウンプロデューサー

石上 僚

年収800万円の不動産会社の元営業マンが、滋賀県の地方都市・守山のま
ちづくり会社に入社した。まったくの素人の彼は、地域のボランティア作
業や祭りに参加して、とにかく街の人とつながることから始める。
やがてま
ちづくりのための三種の神器で商店街をにぎわすことになる。

監修：髙本泰輔

るだけ。そこにはワクワク感があ

してしまったら、あとは維持させ
われる気持ち良さを、

とが楽しい。
『ご苦労さん！』と言

なさんと一緒に作業で汗をかくこ
才にして

りません」
分の人生は豊かでなかったと気付

初めて知りました」と、今までの自
いたという。

無職となった石上は、自分の能
の

力を発揮出来る次なるステージを
探し始めた。みらいもりやま

ふるさと雇用の期間限定で、年収

い な い 地 方 都 市 で し た。 公 募 は、

まったくアンテナに引っかかって

ん？ というくらい自分の中では

知ったという。
「守山ってどこやね

いう失態を犯す。結果的に、それ

た年に、祭りが始まる前に泥酔と

迎されなかったが、初めて参加し

る。当初、よそ者として集団に歓

勇ましい伝統行事が伝承されてい

上も続く「勝部の火まつり」という

守山市勝部地区には８００年以

240 万円。それまでの自分だっ

が仲間として受け入れてもらえる

求人は、たまたまハローワークで

たら、無視してしまうような求人

きっかけになった。

味は高まった。採用職種も自分の

ころはなかった」と俄然、石上の興

かっこいいＨＰを展開していると

る「もりやま夏まつり」
、また年末

街までを通行止めにして開催され

く。夏に駅前ロータリーから商店

ることで、この街の問題点に気付

石上は、商店街のイベントに関わ

街の人々と交流を深めていった

でしたが、その会社のＨＰの斬新

資格や経験が活かせる。まちづく

さに惚れて。当時、行政でそんな

りについては素人だったが、石上

には商店街に露店が連なる「もりや

の若い商店主の参加も少なく、お

マンネリ化したイベントには地元

たが、石上は閉塞感を感じていた。

の人で、にぎわうイベントであっ

まいち」が行われる。いずれも大勢

の第六感が「ここなら受かる！」と
思わせた。

よそ者が地元を知るために
参加したボランティアと祭り

や 街 の 人 た ち を 知 る こ と だ っ た。

最初に取り組んだことは、商店主

石上の頭の中では、翌年に開催す

街が活気づくはずもない。すでに

街にも所属していない。これでは、

めていた若い商店主たちは、商店

もしろ味に欠ける。守山に増え始

駅周辺の景観を草花で和ませるボ

平成 年 月に入社した石上が、

ランティア団体に混じり、除草作

るイベント構想が頭をもたげ始め

京都・大阪のベッドタウンとし
て成長する守山市の課題
日 本 一 大 き な 湖・ 琵 琶 湖 の 南
東に位置する守山市の人口は約
７万９０００人。京都や大阪まで
１ 時 間 以 内 で 移 動 出 来 る こ と で、
関西圏のベッドタウンとして成長

３年前まで、この青年は守山市と
何のゆかりもない人物だった。し
か し 赴 任 し て わ ず か ３ 年 の 間 に、
彼はこの守山市のキーパーソンと
して市民に認められたのである。

でしょうね（笑）
。 ３年後、この街

「入社当時、少しは野心もあったん

まちづくりの素人が、
まちづくり会社を選んだ理由

いても定評がある。しかし、多く
に自分がいなければと思わせられ

を続けている。また住み良さにお
の市民はショッピングや遊びも京
たら年収は上げられる。それまで
我慢して、評価されれば」と瞳を輝

都や大阪に出てしまうので、商店
年に守山市

街の活気は今ひとつだ。
守山市では、平成
かせて語る石上は快活な青年とし
京都に生まれ、神奈川の不動産

て目に映った。
会社に就職。持ち前のバイタリティ

中 心 市 街 地 活 性 化 協 議 会 を 設 置。
本理念としたまちづくりを目指し、
で営業活動をこなし、数年後には

絆と活力ある共生都市の創造を基

を同年９月

その事業の運営主体となる、株式
会社みらいもりやま

なビル、あまが池プラザ。この建

校と丹堂川をはさんで建つ近代的

守山市の中心地、市立守山小学

改変が行われ、守りに入るんです

きくなると、どこの企業でも組織

マンショックが訪れる。
「会社が大

までに昇りつめた。その後、リー

年収 800 万円を超す看板社員に

物は守山市中心市街地地域活性化
よね。それがつまらなくて」とあっ

に設立した。

交 流 プ ラ ザ と し て 機 能 し て お り、
を一緒に楽しみたいんです。安定

さりと退社。
「会社が成長する過程

才。

33

市民ギャラリーや多目的スペース
を 持 つ。 施 設 長 の 石 上 僚 は

3

30

業も３年間続けている。
「ここの仲

2

21
ていた。

「守山ってどこやねん？ というくらい、
自分の中では
まったくアンテナに引っかかっていない地方都市でした」

よそ者で、
バカ者で、
しがらみが なかった、
大胆に いろんな動きが出来たんです
だから

株式会社みらいもりやま21マネージャー・あまが池プラザ施設長、
経済産業省タウンプロデューサー
昭和54年、京都市生まれ。
不動産会社などの営業経験を経て、平成21年、滋賀県守山市の株式会社みらい
もりやま21へ公募で企画員として入社。平成22年、マネージャー兼任。
まちづくりの知識や経験のなさを
逆に活かし、他市の成功事例をアレンジして取り入れ、さまざまな事業に取り組んでいる。またブログやマ
スコミなどを活用し、費用をかけない情報発信と広報活動を行っている

38
好きなまちで挑 戦し続ける
好きなまちで挑 戦し続ける

39

5

間の笑顔が素敵やなと思うし、み

1

21

りょう）

石上僚（いしがみ

4
1.中山道沿いに建つ「うの家」
。ギャラリーや飲食店が入る建物は、明治時代の蔵や母屋を改修した 2.「うの家」の和カフェ「忍ぶ庵」
3.「忍ぶ庵」は蔵を改装した建物 4.イベントともなれば大勢の人でにぎわう銀座商店街

20

21

8
滋賀県守山市
Profile

CASE
まちづくり

平成 年 月上旬、守山市で「ほ

「まず、
バルって何や？ という商店主への説明から、
ほたる探検紀行が始まりました」

全国の成功モデルは自分の
味付けで地元流に仕上げる
6

うバルイベントを開催。
「まず、バ

リジナルの「ほたる探検紀行」とい

たるパーク＆ウォーク」というイ
ルって何や

という商店主への

ベントが開催された。毎年、ホタ
丹市にいた。近畿中活ネットワー

月。石上は兵庫県伊
けの観光客が訪れながらも、効果

５万人程が訪れるという。これだ

ルが飛ぶ季節になると市内外から

ような飲食店マップも新たにつく

た。バルが終わった後でも使える

ではなく

説明したかったので、ファックス

説明から始まりました。きちんと
軒お店を回りまし

的な情報提供が出来ていなかった

軒

ク研究会で知り合った綾野昌幸氏
ため、飲食店への誘客は今ひとつ

め ぐ り を す る バ ル。
「地元の店に
この人出を利用して伊丹で感動を

街のマップを独自に作成。さらに、

ルの観賞スポットと市内の飲食店

石上はこれに目をつける。ホタ

を案内し、隠れスポットとしてホ

店の奥の自宅部分の庭にお客さん

を感じていた。
「商店主の中には、

もらって」と、石上は確かな手応え

りました。商店主さんにも喜んで

入って、店の人との触れ合いは楽

タル観賞をさせてくれる店もあり

だった。

しい。このバルをいつか出来れば」
味わってきたバルを、環境保護の

つの街の複数の飲食

月に守山

と願った石上は、翌年

ろんな動きが出来たんです。でも
今は商店主や、火まつりの仲間た
ちとは深い間柄になっている。心

所や商店街の所属を問わなかった

には、参加するにあたり商工会議

「ほたる探検紀行」が成功した背景

ならではでしょう」

工夫が必須だ。守山では、この事

ゼミ」には商店主の事業への理解と

ンづくりをするというもの。
「まち

ゼミナール方式で、その店のファ

は、商店主や専門家が店内を使い

ミ」の開催にも挑戦。
「まちゼミ」と

会うべき人物やイベントへ直接赴

づ く り に 役 立 つ 本 を 読 み あ さ り、

モノマネだけでは出来ない。まち

の彼がここまで成果を上げるには、

入社２年目、まちづくりの素人

ものだ。

関わる人々の間ではすでに有名な

化や中心市街地活性化事業などに

頑張っても１番になれなかったけ

上に楽しかった。昔の営業職では、

参加させたい。この仕事は想像以

「守山の若者をもっとまちづくりに

れる」と、守山の街の人々が 年先、

もっと尖っていてほしいとも言わ

が豊かになった半面、周りからは、

ことがある。参加意思がある飲食店

業を商工会議所が中心となって開

今の自分を本当に望んでいるのか、
自問自答する。

ちゼミがきっかけで、エステの仕

交流会的な動きが出てきます。ま

い。終了後の店主会では、異業種

は話を聞いてくれるまで何度でも

ば、何も始まらない。そのために

「商店主が耳を傾けてくれなけれ

らこそだ。

りを何よりも大切に思っているか

そして守山の人たちとのつなが

士がもっと交流し合い、良いとこ

すか。まちづくりマネージャー同

負できる。最高の仕事じゃないで

間となって、アイデアを出して勝

すばらしい人たちと出会えて、仲

に参加してほしいと思っています。

い人たちにも、もっとまちづくり

業界でしょ？ だから、地元の若

れど、この仕事ならなれるかも知

事 を し て い た 女 性 が 中 心 と な り、

店に行く。僕は守山の人間と違う

ろを吸収し合えれば、発展出来る

き、自分が納得できるまで知り尽

うの家のカフェを始めることに

んです。愛郷心があるからこの地

れない。そんな希望が持てる若い

なった」など、思いもよらない拡散

に来たわけでもない。でも、自分

し、刺激になる」

くすことから始まっている。

店街」や「まちゼミ」などの新しいイ

この「まちゼミ」の動きは、さら

を育ててくれたこの街が好きやし、

定しなくていいし、業種も選ばな

ベントへの、多くの商店主らの参

月、守山市を含む周辺４

今の仕事は自分がもっとも活躍で

「まちゼミの魅力は開催エリアを限

加を後押しした。

に翌年

きる職業やとも思う」

年 前 に 復 活 さ せ た「 も り や ま い

明治以降、途絶えていた市を約

ほたる探検紀行に続く
新しいまちづくり事業

市の商工会議所の連携で、
「まちゼ

が起きているのだ。

ミ」が合同で開催されるまでに発展

石上の性格はまちづくり事業とい

負けん気が強く達成願望の強い

ち」
。石上はこのイベントに
「100

守山では、商店街や商工会議所

うフィールドに合っている。
の枠を超えた、新しい街のつなが

くなってきたことに悩んでいます。

「入社当時に比べて、第三者じゃな

今しばらく注目していきたい。

の本領発揮だ。その破天荒ぶりに

ベースは出来た。これからが石上

りが芽生えてきた。まちづくりの
石上が挑戦した「バル」
「100 円

もともとよそ者でバカ者で、しが

人に会い、コトに参加して
まず自分が納得することが大切

11

商店街」
「まちゼミ」は、商店街活性

もっと地元の若者たちに
まちづくりに参加してほしい

円商店街」を融合させた。滋賀県初

この革新的な空気は、その後、石

10

していった。

上が提案し実施された「100 円商

ならばＯＫという気軽さから、今

年 に 入 り 石 上 は「 ま ち ゼ

らみがなかったからこそ大胆にい

ました。にぎわいだけでなく、こ

参加した。

1

観点と商業をうまく結びつけたオ

店を、チケットを持つ来街者が店

1

まで街のイベントに参加しなかっ

平成

「自分を育ててくれたこの街が好きやし、
今の仕事は自分がもっとも活躍出来る職業やとも思う」

で開催させることとなる。

6

催することとなる。

んなアットホームな出会いも守山

?

に誘われ、関西で初めて開催され

この年の

22

る「伊丹まちなかバル」に客として

10

1

たような若い商店主らが加わった。

23

の 100 円商店街は、マスコミも

販店にもにぎわいが生まれた。

客を取り戻した飲食店に続き、物

した。守山の商店街は、バルで集

客、商店街の人出も桁違いに増加

足跡を残した。例年のほぼ倍の集

大きく取り上げ、守山の商業界に

20

40
好きなまちで挑 戦し続ける

守山市中心市街地活性化交流施設・あまが池プラザを背に立つ石上施設長
好きなまちで挑 戦し続ける

41

観 光 客に尋ねられれば「 うの
家」の歴史についても解説する

8

滋賀県守山市
CASE
まちづくり

牧昭市（まき しょういち）

してから

株式会社大分まちなか倶楽部タウンマネージャー
兼事業統括部長
経済産業省タウンプロデューサー

キーパーソン

牧 昭市

大分で商売にチャレンジする人間は幸せである。
この地には事業計画の立案から空店
舗の紹介、市の補助金制度の申請作業、PRサポート、イベントサポート、果てには経営
改善のアドバイスまでしてくれる会社、
大分まちなか倶楽部があるのだから。
そのタウ
ンマネージャーである牧昭市は、
過酷な日々を送りながら若者たちを支えていた。

大分でラーメン店に挑戦したい
という店長への提案

牧は提案してみた。ラーメンとつけ
麺、そして中華そば。同じ商店街に
あっても、それぞれが異なる麺料
理で競い合う個性を持った店であれ

楽部のタウンマネージャーを務め

とある日のこと、大分まちなか倶

持って商売を志した店長は夢を叶え

かりと利益を出している。情熱を

麺店、新規参入の中華そば店はしっ

のだ。現在では、ラーメン店とつけ

ば、商店街を利用する客は好みに

る牧昭市を訪ねてきた店長は真剣
ることが出来たのだ。これは牧が訴

「当店は、この大分でラーメンでチャ

な眼差しでそう言った。しかし中心
え続ける「徹底的に情報分析した上

よって店を選び、その日の気分に

市街地の商店街にはラーメン店も

レンジしたいんです。相談に乗って

あれば、つけ麺で話題となっている
でのテナントミックス」が垣間見え

よって店を使い分けることが出来る

店もある。その近所に新しいラーメ
る つの例に過ぎない。

わずラーメンを好む客も多い。
「だっ

うけるようで、その一方で男女を問

ある。もっぱら女性客にはつけ麺が

とつけ麺では客層に明らかな違いが

じ中華麺を扱う店舗でも、ラーメン

工会議所、地元の民間企業など官民

することになった。大分市、大分商

部にタウンマネージャーとして参加

になった株式会社大分まちなか倶楽

だった牧は、新しく設立されること

平成 年、大分商工会議所の職員

経営サポートに必要不可欠な
データが蓄積された窓口を開設

たらさ、中華そばで勝負せん？」と

とかならないでしょうか？」と。同

メンの味には自信があるんです。何

た。しかし店長はゆずらない。
「ラー

なぁ？ それが牧の正直な感想だっ

ン店がオープンしても腹いっぱいか

もらえませんか」

監修：原田弘子

う。主な事業は事業計画の立案、空

事業者の誘致だといってもいいだろ

会社の設立目的は商店街への新規

返事で新しい事業に乗り出した。新

の上司から声をかけられた牧は二つ

共同で設立した会社である。会議所

る。

経営改善のアドバイスをしてくれ

はサポートセンターや商工会議所で

忘れてはいない。うまくいかない店

ンターでは開業後の経営サポートも

を探し回る必要もない。もちろんセ

成 年から900件もの起業あるい

外で生まれた。父親は会社勤めで商

年に中心市街地から車で 分程の郊

の人たちから慕われる牧は、昭和

訪れて事業相談をすると、まちなか

者や商店街、商工会議所、市役所を

存在だ。新規開業希望者が不動産業

ポートセンターは、事業者の窓口的

楽部内に開業したまちなか出店サ

さらに平成 年、大分まちなか倶

よ。トキハ百貨店の屋上に小さな遊

いうと街に出るしかなかったんです

るって時代でもないから、外食って

時は郊外にチェーンレストランがあ

たね。買い物はもちろんだけど、当

つけてバスに乗ってワクワクしてい

行ってもらうときには蝶ネクタイを

商店街しかなかった。街に連れて

るのか、家賃はどの程度か」といっ

はどこなのか、空いている店舗はあ

のなら商店街でもっとも適した場所

た。地元の高校を卒業して最初に就

少の加工（？）をしたのも商店街だっ

洋服を買ったり、学生服の裏地に多

な場所だった。中学生になった牧が

にとって、デパートの屋上とは特別

4

店舗の紹介、市の補助金制度の申請

幼い日に商店街のデパートの
屋上で過ごした楽しい思い出

は出店の相談を受け、114 店舗を

売とはまったく縁のない家庭だっ

出店サポートセンターを紹介される

た情報である。新規開業希望者は自

3

作業、ＰＲサポート、イベントサポー
トなど。新しい商売を目指す起業家
にとっては至れり尽くせりといった

開業させた実績を誇っている。現在

た。
「小さな頃は、街といえばこの

商店街で新規出店を果たした店舗

では 人の希望者が新規出店を待っ

システムがつくられている。ここに

園地があったな。百貨店の大きな食

ら商店街の人々の動向をマーケティ

職した三井造船では、高速タービン

2
1

ところだ。大分まちなか倶楽部は平

ている状態だ。

は牧が足で集めた商店街に関する

ングする必要もなければ、不動産業

たしかに昭和中期に生まれた人間

堂もよく覚えているよ」

38

データが蓄積されているのだ。たと

20

の製造から原子力発電所の細管施工

えば「雑貨店の開業を目論んでいる

20

20

40

者を回って家賃の相場を調べ空店舗

「新規開店希望者にとっては、
頼りになる恩師、
しかしときには、
商売を
あきらめるように説得する。
タウンマネージャーとは、
そういう仕事」

19

街の持っている商業力を 徹底的に分析
テナントミックスを行う！

株式会社大分まちなか倶楽部タウンマネージャー兼事業統括部長、
経済産業省タウンプロデューサー
昭和38年、大分県大分市生まれ。地元ケーブルテレビ会社にて、企業や行政の情報ネットワーク構築に
従事。その後、平成15年に大分商工会議所へ入所。地域の商業支援ツールのポータルサイトやＩＴ活用
による経営効率化のサポート業務を行う。平成19年5月から現職

42
好きなまちで挑 戦し続ける
好きなまちで挑 戦し続ける
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まちづくり

1.パチンコ店の建物をリノベーションしたビル。
広いフロアを小分けにして貸し出すことで、新規出店者が借りやすい環境と
なっている 2.季節ごとに趣の異なるアートが展示されるギャラリースペース。
建物は醤油工場をリノベーションしたもの
3.商店街には地元の特産が揃うアンテナショップもつくられた 4.中心市街地にある商店街の1つ、
セントポルタ中央町

地域のコミュニティに興味を持って

発電所での勤務、旅行添乗員を経て、

までを行った。その後、玄海原子力
た。求めていたのは商工会議所の売

データがどうしても必要だと思っ

した。まずは商店街のしっかりした

業や行政の情報ネットワーク構成に
に対する固定客割合からターゲット

実の生の数字です。月間の売り上げ

り上げ調査票では把握できない、現

従事した。 才で商工会議所に入っ
層、客単価、来客数に至るまでね」

いた。そして彼の活躍の場は大分ま

ルテレビ会社での経験が活かされて

３０００社もの経営支援にはケーブ

という暗黙のルールがある。だから

決して語らないし尋ねてはならない

商店街でも、店主たちは売り上げは

コミュニティがしっかりしている

「ひたすら歩いて、話をして、飲む。
とまで語らせるテクニックは女性を

ば飲んだのである。言いたくないこ

下ろしている店、数字を見ればどう

戦を開始した。すでにシャッターを

牧の息子さんが作文の中で指摘し

る。しかしこの人なら 才になって

と牧は 才引退宣言の理由を説明す

をかけてきた人たちの年齢だから」

足を運んで話して酒を飲んだのはそ

は必要だと見積もっていた。実際に
やって来る相談者はいくらでもい

サーチもしない状態で牧のもとに

明確なプランも資金もなく、リ

け で が ん ば り た い で す ……」か ら

る。
「手持ち資金はゼロ、補助金だ

の数倍だ。こうして朝 時から夜の
時まで働き、休みは年間で 日間、
「200 万の借金があって、それを

店街の現状を数字で把握した彼は、
やめておけとアドバイスをするのも

かわかる？」などとやさしくいさめ、

などだ。
「運転資金ってどんなもの

商売やって完済したいんです……」

テナントミックスの必要性を痛感。
牧の仕事だ。
ら残りは金融機関から借りるつもり
だ」という若者には、金融機関では

「開店資金が 100 万円しかないか

新規開業を目指す人々の出店計画を
なく父親から借りるという提案をし

名を広め、街に認知させるために「ま

審査して、 等には開店資金として

ちなか開業グランプリ」を開催した。

牧は新しい大分まちなか倶楽部の

いよいよ会社は本格的に始動する。

年かけて水面下で動き回り、商

な生活が始まったのである。

そして 300 日は飲むという過酷

9
1

いた彼は、ケーブルテレビ会社で企

た牧が事業展開したＩＴを活用した

ちなか倶楽部へと移ったのである。
彼は何度も店に足を運んで、会社の
取組みを説明し、商店街をコーディ

そんな日々でしたよ。事務所にい
口説くのに似ているという。
「男は

続けることが出来たのだろう？ 彼
考えても借金ばかりが膨らんでしま

たとおり、商店街がさびれるのは店

やろうとしたときに、必ずブレーキ

に魅力がないというのが現実であ

も若者たちの尻をひっぱたいている

事業内容を浸透させていった。当初

も開催して、大分まちなか倶楽部の

だった。さらに「空店舗ツアー」など

う内容だ。意欲のある参加者は 人

助金の申し立てまで面倒を見るとい

１００万円を進呈、さらに市への補

事業をやろう思うわけ？ それで銀

い……。
「父親に頭を下げられんで

関係が良くないから頭を下げたくな

しないのだから。若者は父親との

の多くは息子に督促状を送ったりは

ば督促がくるが、世の中の父親たち

てあげる。金融機関は返済しなけれ

込まれるようになり、そしてこの
年で、それは 900 件にまで達し
たのである。

新規開業支援は現実をしっかり
認識してもらうことも必要
新規開業支援という事業、それは

功させることが目標なんやろ。思い
きって父親に相談する程度のことが
出来んでどうするの？」と。

小学生だった息子の作文に
驚かされ、息をのんだあの日
この 年間、牧は情報収集の日々

メン店の店長などは、しっかり準備

を送りながら、114 店舗もの新規
彼はどうしてそんな過酷な仕事を

開業をサポートしてきた。

といえるだろう。

をしていて、おまけに運も良かった

思う程に簡単ではない。冒頭のラー

行には頭を下げるのかい。事業を成

は月に 件程の新規開業相談が持ち

1

ネートする事業について、丁寧に

ても仕事はないからね」と牧は言っ
ストレートにいくばかりじゃだめで

足で集めた情報をもとに商業力
を計算すれば方向性が見える

た。
「新会社設立準備期間を含めて
しょう？ ときにはフックなんかも

語った。それでもらちがあかなけれ

最初の 年は街全体の商業力を浮か
び上がらせるためのリサーチ期間で

がまだリサーチのために街中を走り
う店。それらの地権者や店主を説得

変わっていくのか楽しみである。
「 才ってのは俺らが新しいことを

る。彼はリサーチであぶりだした数

6

40

4

かませなきゃ（笑）
。料理では何が好
きなのか、指輪のサイズを遠回しに
尋ねてみたり……。つまりいろんな
手段を使いつつ落としていくわけで
すよね」
こちらから情報を提供することに
よって相手の情報を引き出すとい
う作戦も有効だった。
「最近はさぁ、
雑貨店の客単価がちょっと落ちてき

回り、まちづくり会社の計画を練っ
して、やる気としっかりした事業内

平成 年度には大規模な駅ビルが

あと 年。大分という街がどれだけ

60

ような気もするのだが……。

60

60

5

てますよね。ターゲットが 代だっ
たりすると客単価は1500円切っ
たりしているっていうけど、こちら
はどんな感じ？」というように。

ていた頃だった。小学生の息子さん

牧は最低でも 200 のサンプル

が「１００年後のガレリア竹町商店
しい血を商店街に流し込むために走

容、経営感覚を持った新しい店、新
り回ったのだ。牧はそれをガラポン

現する。大分の中心市街地の商店街

ガレリア竹町はないと書いてあっ

は、以前と比べれば活気を取り戻し

「作文の冒頭にさぁ、１００年後の

あったよ。僕が行きたい店がない、
つつある。しかし現在 才、牧のタ

ロから再構築する）という言葉で表

ほしいものが売っていない、人がい

（既存の商店街をシャッフルしてゼ

ないなんてね。あの頃は確かに、そ

ウンマネージャーとしての仕事はま

て、大笑いしたんやけど、なくなる

のとおりだったなって思いますよ。
だまだ終わりそうにない。

理由なんてもっともなことが書いて

俺が子どもの頃の商店街と、息子に

枠にとらわれてはいられない。
「もっ

完成する予定だ。その後は、また一

と広域なエリアマネージメントや

からのガラポンが必要だろう。商店

しかし自分の息子ながらくっ

ゾーニング計画なんかを考えながら

で、１８０度違う風景なんだってつ

そーって思ったよ。かつて俺が体験

まちづくりはやらんといけん」と彼

くづく感じた。息子にとっての街は

した楽しくてしかたなかった商店街

は言った。
彼が引退を予定している 才まで

を、その後は多少のヤンチャしなが
せたいって思ったよね」

ら遊んでいた商店街を、息子にも見

街のテナントミックスという小さな

とってのそれはまったく異なるもの

49

郊外の大型店舗なんだよね。

27

11

字を基に大胆なテナントミックス作

駅ビルが完成する平成 年に
は、最初からガラポン！
27

40

41

7

「これからは商店街のテナントミックスだけではなく、
もっと広域なエリアマネージメントやゾーニング計画を！」

20

1

街」というタイトルの作文を書いた。

壁に貼られた大きな地図を指し示しながら、
牧は大分の中心市街地について語ってくれた

9

44
好きなまちで挑 戦し続ける

ガレリア竹町商店街のアーケード。
下校途中の小学生や夕飯のおかずを買いに来た主婦が行き交う
好きなまちで挑 戦し続ける
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「会社設立から4年間で、
900件の新規開店希望者の相談に乗り、
114店舗を開業させた。
その陰には綿密なリサーチと過酷な日々が……」

「豊後高田をなんとかせんとい
かん」と青年は心の内で叫んだ
「なんじゃ、こりゃ！ ってのが正
直な感想でしたね」と金谷俊樹は目
を丸くしてそう言った。昭和 年に

今でもきらきらと輝く僕の大切な思
い出なんです」

ん！」と心に誓った。金谷にとって

は「豊後高田をなんとかせんといか

店街だ。 才だった血気盛んな青年

ても死人が出ない」とまで評した商

「犬と猫しか歩かない」
「鉄砲を撃っ

いたのだろう。商工会議所の会頭が

と同じように目を大きく見開いて驚

商店街を前にしたときの彼も、きっ

ときのこと、すっかりさびれきった

生まれ故郷の豊後高田に帰ってきた

ていったのは、この土地に生まれ僧

数多い。金谷が仏教や歴史に傾倒し

も市内には貴重な仏教遺跡や名刹が

の山岳仏教が花開いていた。現在で

代には六郷満山文化といわれる独特

た。国東半島の歴史は古く、平安時

大きな寺にお勤めしていた僧侶だっ

金谷は玉津地区に生まれた。父親は

玉津地区にわけられる。昭和 年、

流れる桂川西岸の高田地区、東岸の

豊後高田の市街地は、市の中心を

妻から「バッカじゃないの！」
と言われても生まれ故郷へ

豊後高田の商店街は特別な場所だっ

60

たのは昭和 年代に入ってから。国

れていきました。目に見えて変わっ

転げ落ちるように中心市街地はさび

交通体系が激変したんです。坂道を

光を浴びる「昭和の町」への変貌。そ

か歩かない商店街」から全国から脚

の観光客が訪れている。
「犬と猫し

として生まれ変わり、年間約 万人

和の町」として注目されるスポット

をして、それから商工会議所に就職。

た。しばらく旅行会社でアルバイト

決まっていない状態で故郷へと帰っ

は笑う。そして 才の青年は仕事も

込みやすい性格なんですよ」と金谷

るんだなと感動しました。僕は信じ

したという。
「田舎にも熱い人がい

いことが出来るぞ」と金谷青年を諭

地方の時代だ」
「地方でもおもしろ

男として評判の人物で「これからは

とである。役員はカリスマ性を持つ

ある役員と帰省の折に知り合ったこ

けをつくったのは、商工会議所のと

だった。彼が豊後高田に帰るきっか

あって京都市内のアパレルメーカー

仏教史学を学んだ。就職は諸事情

さり、一畳分の白地図に時代ごとの

中心市街地に関する古文書を読みあ

たテーマが歴史だったのだ。現在の

合い、長い時間をかけてたどりつい

まざまな世代の個性的な人物と語り

会や組織に積極的に顔を出して、さ

所に入ってからは有志たちとの研究

来ないかと模索していた。商工会議

から街の個性をあぶり出すことは出

一方で金谷は得意分野である歴史

用を捻出するめどはたたなかった。

な計画だった。しかし巨額な建設費

新たな商業集積をつくるという壮大

ポーツセンターを建設して、周囲に

た。文化センターとドーム型のス

告代理店に依頼した再生プランだっ

初のアクションは平成 年、大手広

豊後高田の中心市街地再生への最

「江戸時代には桂川をはさんだ広大
な城下町がつくられていたんです。
しかし城下町といえば大分県にも

つありましたし、萩や津和野、高山

呼んでいたんです。お袋の手をしっ

あたりの人は商店街を“おまち”って

れしくてたまらなかったなぁ。この

連れて行ってやると言われると、う

いな街ですよ。昭和 年に豊後高田

街地が空洞化するモデルケースみた

した」と金谷は言う。
「ここは中心市

ぎわいのピークを迎えていた時代で

「昭和 年代といえば、この街がに

侶の父親に育てられたことに影響さ

かり握っていないと迷子になってし

から宇佐駅、宇佐八幡駅を結んでい

たのだから……。

まうほど、にぎわっていましたね。

れたのだろう。

30

「子どもの頃、お袋から“おまち”に

30

30

「歴史を紐解いて豊後高田だけの個性を発見することに没頭して
やっとたどり着いたのが、
昭和 年代だったんですよ」

道沿いに 店の大型スーパーが出店

どうやら思い立ったら行動も早い性

街並みを色分けして描いていった。

い闘いの歴史が刻まれている。

こには数え切れない人々による、熱

40

あたりには及びそうもない。僕たち

30

た宇佐参宮鉄道が廃止されて街から

金谷俊樹

格でもあるらしい。妻の反応は
「バッ

高校卒業後、金谷は京都の大学で

して止めを刺されたって感じかな」

40

1.新町1丁目の雑貨屋さんでスマー
トボールと昭和のスターたちの白黒
ブロマイドを発見。どんなものに郷
愁を感じるかによって、お歳がばれ
るのもお楽しみ 2.街には昔懐かし
い（？）ボンネットバスが巡回して
いる 3.朝早くの商店街。
11時頃か
らは観光客たちで通りは大にぎわい
となる 4.かつての資産家が残した
農業倉庫を利用した駄菓子屋の夢
博物館。奥には昭和の絵本美術館が
並んでいる

駅が消えた。同時に郊外を走る国道

豊後高田商工会議所総務課参事

カじゃないの！」という一言だった。

街の魅力探しは自らの
専門分野から出発
現在、豊後高田の中心市街地は「昭

4

4
3

２１３号（バイパス）が開通して街の

キーパーソン

オンリーワン となる街の個性 が見つかれば、
まちづくり は ％出来た のと一緒です

豊後高田商工会議所総務課参事
昭和30年、大分県豊後高田市生まれ。龍谷大学文学部卒業後、京都市
内のアパレルメーカー勤務などを経て、昭和60年に豊後高田商工会議
所に入所。
以降、豊後高田市の中心市街地活性化に尽力。
豊後高田市観
光まちづくり株式会社、長野県飯田市天龍峡再生プロジェクト、社団
法人ツーリズムおおいたなどへ出向後、平成24年4月より現職に

10
金谷俊樹（かなや としき）

46
好きなまちで挑 戦し続ける
好きなまちで挑 戦し続ける

47

2
1

50

2

監修：足立基浩

99

歴史研究が大好きだった青年がUターンした故郷、豊後高田からは、かつて
のにぎやかさが消え去っていた。
「犬と猫しか歩かない商店街」から全国から
脚光を浴びる「昭和の町」への変貌。その陰には商店街再生への情熱を持っ
た人々と、
故郷の歴史を掘り起こす、
青年の地道な仕事が隠されていた。
9

30

大分県豊後高田市

Profile

CASE

まちづくり

すことは専門知識のある彼しか出来
ない作業だったはずだ。何年間もモ
チベーションを保てたのは、金谷の
考えに賛同し応援してくれる商店主
たちや商店街で生まれ育った市役
所の仲間、商工会議所の仲間たちが
支えてくれたからだった。とある会

主人に昭和 年代という街の個性に

昭和トレンドは必ずやって来
る！ 仲間たちが つになった
事業が実施された。これは（市長の
指示のもと）市役所が素早く予算化
して商工会議所へ委託したもので、
せず、主役の商店街とコーディネー

決してコンサルタントには下請けさ

年代に関する300件もの情報を
ト役の商工会議所が力を合わせて、

彼らはその後 年をかけて、昭和
収集し、そのうち昭和をテーマとし
自ら昭和の町のバイブルをつくるこ
こうして出来あがったバイブルに

と、という条件がつけられた。
従って、平成 年 月、
「昭和の店」

た施設や街など 100 件を選んで、
足を運んだ。昭和をテーマにまちづ

九州から東北まで、すべての土地へ
くりに挑んでいた東京の青梅や山形

激論を交わしてきた仲間たちが つ

それまで意見の食い違いから幾多の

ンドへの確固たる予感を共有した。

ていた。彼らは来たるべき昭和トレ

新横浜ラーメン博物館が活況を呈し

の高畠などである。折しも横浜では

和ロマン蔵」をオープン。福岡在住

倉庫を改装して、拠点施設である「昭

センターに変貌するはずだった農業

スタートした。翌年にはかつて文化

ドするご案内人 人で「昭和の町」は

と名づけられた 店舗と、街をガイ

9

議で「なにも江戸や明治だけが歴史

ついて語った。

代に戻れるんやったらええなぁ」と

13

じゃないだろう」という一言を耳に
したときに金谷はひらめいた。
「古い歴史じゃなくても、僕たちが
生まれ育った時代、商店街が一番輝
いていた昭和 年代という歴史があ
るじゃないか。これこそオンリーワ
金谷はそれまで彼の背中を押し続

ンの個性だとね」

はオンリーワンの個性を求めていま

けてくれた老舗菓子店に出かけて、
したからね」
んもばあちゃんも、それから父ちゃ

ポツリポツリと語る店主の声を耳に

クアップ役の市役所、コーディネー

になったのだ。主役の商店主、バッ
口説き落として駄菓子屋の夢博物館

菓子玩具コレクターの小宮裕宣氏を

でその世界では日本一といわれる駄

は平成 年に、翌々年には昭和の夢

の館長に迎えた。昭和の絵本美術館

ト役の商工会議所ががっちりとスク
ラムを組んだ。
町三丁目館がオープンする。
一方、商店街では現在 店舗の「昭

というテーマで甦るのは至難の業だ

「あの死にかけている商店街が昭和
す建物や看板などに改修する

①建築再生＝昭和の雰囲気を醸し出

つのキーワードを共有している。

和の店」が個性を競い合いつつ、

ろう。しかし君らが 年かけてやっ

商店主は つのキーワードを
共有してまちづくりに取り組む

17

「 年代かぁ〜。あの頃はじいちゃ

城下町構想をあきらめた金谷たち
して、金谷はあふれそうになる涙を

40

んも母ちゃんも笑顔いっぱいで誇り

は明治以降の近代化遺産の街という
こらえるのに必死だったという。

オンリーワンとなる街の個性を
見い出すことに集中する

テーマを追った。しかしこれも門司

て誇りを取り戻せる、よその人が興

てきたことは認める。失敗してもい
いからやってみろ！」
これは金谷たちが市役所に出かけ
て直訴したときの市長の言葉であ
る。その言葉は直ちに市役所の全面
的なバックアップとなって、平成
年に「昭和の町」づくりのための調査

②歴史再生＝各店に伝わる昭和のお

ントは豊後高田市観光まちづくり株

は、まだまだ終わってはいない。

式会社が担当している。しかし金谷

「豊後高田にはたくさんの観光客の

に言わせれば豊後高田のまちづくり

を一店一品として販売する

宝を一店一宝として展示する

④商人再生＝お客さんと心と心を交

方々がやって来てくださるようにな

③商品再生＝各店自慢の昭和の商品

わす昭和 年代のおもてなし

子連れの父親がクラッカーの箱に狙

でこんな場面に出会った。射的場で

き立てられる。昭和の夢町三丁目館

にとっては未知の時代への空想をか

代を思い起こさせ、さらに若い世代

るいは子育てに躍起になっていた時

ある人にとっては青春の日々を、あ

とはある人にとって幼き日を、また

とに驚かされるだろう。昭和 年代

行き交う人々の表情が輝いているこ

「昭和の町」を歩いてみると、そこを

力じゃ出来ない仕事ですけど」

いないですね。もちろん生半可な努

100 年もつ街になることはまちが

れ違う。もしもこんな街が出来たら

さんが歩いてきて、さりげなくす

から都会から観光にやって来たお客

物で商店街を歩いていて、向こう

ばうちの女房やお袋が晩ご飯の買い

帰ってきてもらうことです。たとえ

は中心市街地を生活圏とする住民に

これからだと思うんですよ。それ

りました。でも本当のまちづくりは

未来像、母の手を握りながら目にし

ない。
「なんだよ〜、パパへたくそ
じゃね〜か」という子どもの声に、

されようとしている。

に、まちづくり事業はバトンタッチ

きに負けない情熱を持った若者たち

とかせんといかん！」と決意したと

る。かつて金谷が「豊後高田をなん

る。しかし豊後高田には若い力があ

は離れて新たな事業に取り組んでい

現在、金谷はまちづくりの仕事と

たきらきらした街なのだろう。

現在では「昭和の町」のマネージメ

今後のまちづくりを、若いエネ
ルギーにバトンタッチして

て思わず笑みがこぼれた。

していた。父親の必死さが理解出来

親は、すぐさまコルクの玉を買い足

幼き日のプライドを傷つけられた父

これが金谷が追い求めてきた街の

いをつけていたが、なかなか命中し

30

4

を持って商売してたなぁ。あんな時

港や長崎、神戸、横浜、小樽などと
「暴論は承知の上で、オンリーワン
となる街の個性が見つけられたら、

比べれば勝ち目はなさそうだった。
まちづくりは ％出来たのと一緒だ

「歴史から街の個性をあぶり出す作
業を始めてから、昭和の町にたどり
と思うんです。街の人々が胸を張っ

えてみれば一番充実していて楽し
味を持って振り向いてくれる、そん

1

12

つくまでには 年かかりました。考
かったな」と金谷は懐かしそうに窓
な個性がね」と金谷は言う。

1

2

「晩ご飯のおかずを買い物する地元のおばちゃんと、
都会からやって来たお客さんが自然にすれ違える商店街へ」

の外へ目を向けた。歴史を掘り起こ

30

1 9

4

30

48
好きなまちで挑 戦し続ける

まるで映画のセットのようなお菓子屋さんの森川豊国堂。
ご主人は金谷俊樹さんの背中を押してくれた1人だ
好きなまちで挑 戦し続ける

49

「冷凍された古い歴史じゃなくても、
俺たちが生まれ育った時代、
豊後高田がきらきらと輝いていた時代があるじゃないか！」
30

5

8

30

30

99

右はご案内人の河野峯子さん、
通称は「みねちゃん」
。
彼女の話芸のファンという観光客も数多い。左上は
安東薬局のご主人。
下は雑貨屋さんのおねえさん

10

大分県豊後高田市
CASE
まちづくり

昔懐かしい名車がずらりと並
ぶ昭和の夢町三丁目館の前で

まちづくりの企画案がまとまった
ところで、まちづくりのメンバー
が企画案の実現化に向けて実際
に 動 き 出 し、 チ ー ム と し て 機 能
し、事業を推進するためには一工
夫が必要である。企画案を実行す
るにはさまざまな決定を下してい
かなければならない。また、さま
ざまな人を説得しなければならな
い。まちづくりには利害関係者が

石秀樹はとても控えめな飯田出身

飯田まちづくりカンパニー の三
のタウンマネージャーで、まちづ
くりへの取組みを朴訥と語る。宅
地 建 物 取 引 主 任 者 の 資 格 を 持 ち、
地元の建設会社勤務という経歴か
ら、三石に大規模なまちなか居住
を中心とした再開発の受け皿とし
て新設された、まちづくり会社の
まとめ役として白羽の矢が立った。
行政だけでは地元を主体にした大
規模な再開発は出来なかっただろ

た が、 小 江 戸 と も 呼 ば れ る 川 越

の中心的人物として活動してき

の保存を目的としたまちづくり

時 計 店 で 生 ま れ 育 っ た。 街 並 み

られるほど風情のある商店街の

史的建物が融合し贅沢にも感じ

川越町並み委員会 の 可児一男
は、 江 戸・ 明 治・ 大 正 時 代 の 歴

を 人で展開することは出来ない。

でも、ここまで多角的なビジネス

る。もちろん経営手腕のある阿部

を経営する商店街をリードしてい

どの地域密着型コミュニティ施設

ショップ、子育て拠点、寺子屋な

た若手起業家のためのチャレンジ

型的な親分肌で、空店舗を活用し

舗和洋菓子店を継いだ。阿部は典

が現在のように歴史的観光名所

行ったり、チームのメンバー構成

たり、商業者の奥さんに根回しを

人数で責任の所在をはっきりさせ

るのが良いのか。意思決定には少

存在し、どのようにおつき合いす

を得る工夫を施した。

受け入れられやすいように共感

に、 そ し て 利 害 関 係 者 に、 よ り

編纂することで、より多くの人々

地元の風土や気質になじむように

強 制 で は な く 提 案 型 の 表 現 に し、

町 づ く り 規 範 に も こ だ わ っ た。

た な 知 識 を 吸 収 し 続 け た。 ま た、

学 と 連 携 し た り と、 チ ー ム は 新

強 会 を 開 催 し た り、 と き に は 大

こ と が あ る。 学 識 者 を 招 い て 勉

りの活動を継続的に推進出来た

背 景 に は、 自 分 た ち の ま ち づ く

として人気を博すことが出来た

自身が経営力を磨いてもらう仕組

街の事業を任せることで、各店主

の各店主に自分の家業以外に商店

ティ事業を推進している。商店街

敷いて、これらの地域型コミュニ

た商店街では「一理事一事業制」を

家賃交渉を行ったりしている。ま

解を得たり、新規出店者のために

開催するなど、商店街の活動に理

は定期的に「大家さんサミット」を

専門部隊を設置し、この専門部隊

街の大家さんとおつき合いをする

あるのだ。まずは空店舗など商店

事業運営にその重要なポイントが

で長浜商工会議所及びまちづくり

を彷彿とさせる。吉井は近江出身

流れるように語る姿は、近江商人

井茂人の物腰の柔らかい関西弁で

長浜まちづくり株式会社 の吉

での、シンプルな答えのようだ。

くことがモノゴトを前に進める上

き発言、決裁を淡々とこなしてい

社スタッフとして自分たちがすべ

と。行政出身でないまちづくり会

詰まっている。

似出来そうな等身大のアイデアが

進のあり方について、自分でも真

念がない。

できるような環境づくりに常に余

や会議に新たな風が生まれ活性化

自らは調整役に徹しており、組織

の 意 見 を 否 定 し な い こ と な ど だ。

だけ短縮すること、そしてみんな

ことをゴールとして時間を出来る

は、理想だけを追わず具現化する

新しい人を入れること、運営方法

ルーティン化しないように若手や

営ルールである。参加メンバーは、

とくに注目したいのが、会議の運

りの知恵がたくさん詰まっている。

を積んだ後、大正時代から続く老

一は、東京の名門洋菓子店で研鑽

佐久岩村田本町商店街 の阿部眞

の専門家の力を借りながらも行

て 地 権 者 と の 交 渉 に 挑 み、 外 部

たからだ。また古川は数字を持っ

いう前代未聞の偉業を成し遂げ

土地の所有と利用を分離すると

教 訓 を 胸 に 刻 み、 地 権 者 主 導 で

投げではうまくいかないという

失敗事例から学んだ行政への丸

知 を 受 け て い る 理 由 は、 全 国 の

まちづくりの大御所と全国で認

な ど 商 才 を 顕 し て い た。 古 川 が

らパソコンをいち早く販売する

庭 で 育 ち、 家 業 を 継 い だ 当 初 か

事業がうまく機能している。

か ら ボ ト ム ア ッ プ 体 制 が 確 立 し、

街のメンバー全員が参加すること

みである。この制度によって商店

会社で中心市街地活性化の調整役

者たちのストーリーには、事業推

としてまちづくりに関わって 年

政との調整や関連法規の整備に

95％出資

連携

高松丸亀町商店街振興組合

う。事業の運営の仕方にコツがあ

近いベテラン。まさに長浜まちづ

奔 走 し、 自 分 た ち が 中 心 と な っ

高松丸亀町まちづくり株式会社

ると三石は指摘してくれた。まち

てコツコツとまちづくりの仕掛

高松丸亀町壱番街株式会社

地権者

古川康造は、四国一を誇る高松の

マネージメントを委託

地代家賃を
分配

高松丸亀町商店街振興組合 の

一括して貸借
取得

東館
住宅
西館

共同出資で
設立

くりの生き字引で、波乱万丈なま

（保留床）（定期借地権付分譲） （権利床）

ちづくりにおいて数々の事業に関

高松丸亀町壱番街

一部テナント
として出店

けを実現した。

城下町として栄えてきた長浜には趣ある風景がいっぱい

丸亀町商店街で電気店を営む家

飯田の中心市街地「丘の上」にそびえるトップヒルズ本町

づくり会社としての自分たちの役

40

わっており、一言一言にまちづく

本業

佐久岩村田本町商店街の一理事一事業制の概要

割を明確にし、意思決定は少人数

商店街新興組合

を工夫したり、まちづくりの挑戦

まちづくりで事業を
推進するために

事業推進

営
経

事業
事業
事業

組合員
組合員
組合員

営
経

事業
事業
事業

50
好きなまちで挑戦し続ける
好きなまちで挑戦し続ける
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空店舗の管理

で責任の所在をはっきりさせるこ

昔ながらの蔵の街並みが再生された川越一番町商店街

1

3
STEP

高松丸亀町商店街の定期借地権システム

の風情を残していたという。蔵造り
の商店の合間には、大正ロマンの風

「僕はいいかげんな男だから」それが口癖であり、座右の銘でもあるという老
舗時計店の4代目。
川越を「蔵の街」として甦らせた立役者の1人である。
著名
な先生方に尻を叩かれて彼は立ち上がった。まちづくりを始めた頃には、川
越が有名な観光地になるとは夢にも思わなかったと言うが……。

可児は当時、偉い先生方の声に対

ればならない」と。
して「まったく、その通りだな」と
思ったが、それで終わっていたとい
う。彼が商店街の保存や、まちづく
りに対して初めて意識を向けたの

た。古くなった蔵は時代遅れの産物

は高度経済成長期のまっただ中だっ

東京オリンピックが開催され、日本

ち、街は明らかに空洞化していった。

ターを下ろしたままの店舗も目立

わった。昭和 〜 年代にはシャッ

へと移転して、人の流れが大きく変

デパートや大型電気店などが駅周辺

が２ 程南に出来たことに始まる。

川越一番街商店街の衰退は鉄道駅

のなくなった商店街を前にして、可

取り戻したい」と、すっかり人通り

住民たちの笑い声が響いていた街を

やかな、商人たちの威勢の良い声や

た。
「子どもの頃に目にした、にぎ

を活性化させることに向かってい

の保護ではなく、昔のように商店街

る。しかし当時、彼の意識は文化財

というニュースを耳にしたときであ

物が売却され、新しい料理店になる

川越市蔵造り資料館）の蔵造りの建

は、煙草卸問屋だった万文（現在の

として壊されていったのだ。時代の

度壊してしまったら２度と再現する

は東京にだって残されていない。一

たという。
「これだけの古い街並み

は街並みの保存をしきりに訴えてい

築関係の専門家たちが川越を訪れて

される。この頃には文化財保護や建

大沢家住宅が国の重要文化財に指定

すること、商店街を活性化して街並

らの目標は自分たちでまちづくりを

人。可児が初代の会長を務めた。彼

えるが、立ち上げた当時はたった

ある。現在メンバーは 200 人を数

が結成されたのは昭和 年のことで

の大きな流れをつくった川越蔵の会

この地における、まちづくり事業

小江戸川越、歴史と文化の
メッセージを伝えるまちづくり

児はそう思った。

年

明治時代につくられた貴重な
蔵の街並みが消え去る危機
はないことはすぐにわかるはずだ。
呉服にしろ陶器にしろ、食品や料理
まさしく本物の商店街なのだ。蔵が

にしろ、名だたる老舗が逸品を商う、
「川越にもこんなに大きくて高い空
並ぶ景観を楽しもうとやって来た観

可児一男は空を見上げてそう思っ

した川越一番街商店街を歩きながら

ようになる。

味を求めて一番街商店街に足を運ぶ

やって来るのではなく、本物の品や

多いという。やがて彼らは遊びに

光客たちでリピーターとなる人は数

た。昭和 年に結成された川越蔵の

平成 年、電線地中化工事が完了

会の初代会長となってから 年近い

4

があったんだ」

監修：西郷真理子

な日々だったが、そこに広がってい

と現れ、苦労を感じる暇もないよう

にやらなければならない仕事が次々

年月が過ぎようとしていた。目の前

が襲って街はほとんどが消失、その

という。明治

の地には商店街が形成されていた

から川越は商業の街として栄え、こ

江戸時代に川越城が築かれる以前

年に商店街を大火

た青空のように、可児は晴れ晴れと
後、火に強い土蔵の商店街に生まれ

10

した気持ちになったという。

58

600 〜 700 万人もの観光客が

程のところにある蔵の街には、年間

して知られる。都心から電車で 分

越は首都圏を代表する人気観光地と

蔵の街、小江戸などと呼ばれる川

蔵の街は生き残ることが出来た。

が失われてしまった。しかし川越の

が、戦災によって街並みはほとんど

ガ造りの建物が並ぶ街だったという

変わった。戦前まで東京銀座はレン

ねてみると、ここが単なる観光地で

かし商店街の各店舗をじっくりと訪

番街商店街は大にぎわいである。し

訪れ、重厚感あふれる土蔵が並ぶ一

見事な、まさしく明治時代そのまま

も時代の商店街は現在よりももっと

目として可児は生まれた。彼の子ど

明治 年創業の老舗時計店の 代

30

10

「文化財を残していこうという意識ではなくて、
子どもの頃に目にした、
にぎやかな商店街を取り戻したかった」

可児一男

流れに取り残された蔵の商店街はさ
うに思われた。
一方で昭和

26

4

58

4

1.寛永の昔から390年にわたって時
を告げてきた、その名も時の鐘。
1日
に4回（6時、12時、15時、18時）
、鐘
の音を響かせる 2.国の重要文化財
に指定されている大沢家住宅。寛政
4年（1792年 ）に建てられた 3.一
番街商店街から路地を入った菓子
屋横丁には昔懐かしい駄菓子屋さ
んが軒を連ねている 4.屋根の上の
大きな鬼瓦を見ているだけでも商店
街の長い歴史を感じられる

情ある建物なども姿を見せる実にハ
イカラな街だった。近郊から集まっ
てくる商人たちで街はごった返して
いた。

川越町並み委員会委員長

ことは出来ないのだから保存しなけ

（１７９２年）に建てられた蔵造りの

年には寛政

びれ、その存在価値を失ったかのよ

40

km

4
3

時代の流れから取り残された
商店街に訪れた転機

キーパーソン

蔵の街が甦 ったのは、川 越の商 人
たちの誇りや心意気のおかげ ですよ

川越町並み委員会委員長
昭和11年、埼玉県川越市生まれ。
早稲田大学商学部卒業後、家業の有限
会社可児時計店を継ぐ。蔵の会初代会長（現相談役）、川越一番街商業
協同組合理事長（現相談役）
、町並み委員などを歴任しながら、川越一番
街商店街の再生に尽力。
町並み委員会委員長、川越市伝統的建造物群保
存地区保存審議会委員、
川越市歴史的風致維持向上協議会委員

11
可児一男（かに かずお）
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4

2
1

30
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Profile

CASE

まちづくり

地で、自分の商売をする。店舗の景

で、あるいは家賃を支払っている土

もである。各店舗の主は自分の土地

表現を使うことだった。それにして

ようにしてはどうでしょう」という

中庭をつくって、離れと続き、一番

南を開けて配置する、さらに奥には

の奥の４間の住居は棟を北に寄せて

利用して隣の店と隣接していた。そ

ら４間まで）は、敷地をいっぱいに

す。道路に面している店舗（道路か

間のルール”っていう項目がありま

「たとえば規範には“４間・４間・４

多かったでしょうね」と可児は言う。

いる人にとっては当たり前のことが

の多くは、昔から川越で商売をして

「町づくり規範に書かれてあること

ないことだったんです。新しくこの

の土地の商店主にとってはなんでも

いことが書いてありそうだけど、こ

ていたんです。規範ていうと小難し

た。このあたりの大工さんも熟知し

で商売する人々の暗黙のルールだっ

活の知恵ですよ。それが川越って街

くれた学識者を招いて勉強会を開い

くることだった。熱心に働きかけて

みを保存すること、そして財団をつ
ることとなった。

を結成して、町づくり規範を策定す

をテーマとして掲げ、町並み委員会

町並み委員会と町づくり規範は、

自治会、商工会議所、川越蔵の会の

和 年に発足し、商店街はもちろん、

川越のまちづくりを語る上で欠かす

ては、まちづくりとは一体何なのか

そのとき可児は 才。人生におい
デザイン担当者、まちづくりに関す

を勉強したという。
「あの頃は専門

て新しい挑戦を始めるには遅いと感
る専門家や学識者など、 人によっ

ことの出来ないファクターであるこ

じる人も多いだろうが、彼は挑戦し
て構成されている。わかりやすく言

家の先生方に尻を叩かれて無我夢中

た。最近、可児は１３５年続いた自
えば川越一番街商店街をマネージメ

とは間違いない。町並み委員会は昭

分の時計店を閉めてから、静物画や

で勉強しましたよ」

風景画などを描き始めた。
「 の手
習いなんていうけど、僕の場合は

ントする協議組織と考えればいいだ

に遅すぎる年齢などというものはな
の細かなルールだ。何枚かの用紙に

れた、まちづくりを進めていく上で

大学の福川裕一氏を中心にまとめら

綴った薄い冊子かと思ったら大間違
い。１５０ページにも及ぶ規範には、
都市政策から各店舗のディテールに
わたる 項目が詳細に記述されてい

年度の、通産省の補助事業だった

続いて川越一番街商業組合は昭和

く、看板や塀に至るまで、詳細な計

の景観の変更は新築や改装だけでな

は伝統的な様式に従うなど。各店舗

のは保存する、新しく建てる場合に

るのである。その基本は伝統的なも

「コミュニティマート構想モデル事

画を町並み委員会に提出し、町づく

てきたんだ」というような気負いは

うだ。しかし忘れてはならないのが

微塵も感じさせない。今までの数々

川越蔵の会の初代会長であり、現在

刹の参道にお助け長屋があったとい

の苦闘を自らは語らず「僕はいいか

老舗が多い街なんです。観光客の方

う。それは商店街で失敗した商人た

げんな人間だから。汗水流して頑

をターゲットにした、よくあるみや

ちが一時待避できる場所。再チャレ

張っていた人たちの調整役をやって

では町並み委員会委員長を務める可

ンジできる機会を与える機能が江戸

いただけですよ」と可児は言う。少

げもの屋さんもありますけど、観光

時代から川越には存在していた。つ

しの時間、お話をうかがっただけで

児の人柄だ。彼の語り口は物静かで

まりインキュベーション機能だ。一

も、彼が醸し出すやさしさ、そして

「俺が川越のまちづくりを引っ張っ

見、観光地とも見える蔵の街に隠さ

その昔、商店街の行伝寺という古

れていた、歴史ある商人たちの街と

後、商店街を目にしながらふと思っ

定された。人々であふれる休日の午

地区は伝統的建造物群保存地区に選

人々の努力の末、平成 年にこの

然に周囲の信頼を得ていくリーダー

やさしく人々を包み込みながら、自

う。しかし陰では汗を流し悩み考え、

よく声を上げるリーダーもいるだろ

グループの先頭に常に立ち、威勢

蔵造りの建物が残されていたという

たのだろう？ 昭和中期まで数々の

川越が再生できた要因とは何だっ

歩道を埋めるお客さんたちにしばら

商店から委員長に声がかかる。彼は

を可児と一緒に歩いた。あちこちの

夕暮れが迫ろうとしていた商店街

もいる。

資産があったことは大きいだろう。

く目を向けてからポツリと言った。
には、蔵を見るためにこんなにいっ
ぱいの人が川越にやって来るなんて

「しかし、まちづくりをはじめた頃
さまざまな学識者や専門家が後押し

考えもしなかったなぁ」と。

づいて早くから保存する対策を開始

をしてくれたことなどがあげられそ

したこと。官民が協力して、さらに

そして商店街の人々がその価値に気

高くて広い。

た。たしかに電線がない通りの空は

ようだ。

もいい」と言う仲間たちも多かった

「可児さんがやるならついていって

を進めていったことは理解できる。

気を配りながら、さまざまな難事業

控えめに、自分は目立たないように

我を前面に出すことのない控え
めなリーダーの姿が人を動かす

コミュニティを思い知らされる。

いう奥の深さ、昔の日本人の温かな

客だってすぐに飽きてしまうから」

「〜してはならない」ではなく「〜の

は避けて提案型にすること。つまり

が注文をつけたのは、否定形の表現

のだ。町づくり規範の作成時に可児

り規範を基にしたチェックを受ける

業」を実施。
「小江戸川越、歴史と文

強制ではなく共感を呼ぶ
提案型の規範づくり
67

来たのだろう。

い。だからこそ、彼は川越の街の再

一方の町づくり規範である。千葉

ろう。

25

生という事業を成し遂げることが出

何才であろうと新しい挑戦をするの

70

62

の手習いだな」と笑いながら言う。

50

47

化のメッセージを伝える町づくり」

60

「１５０ページにも及ぶ町づくり規範を目にしても、
川越の商人たちは少しも驚きませんでしたよ」

観やら色にまで他人に干渉されるこ
奥に蔵をつくっていたんです。そう
することで密集していても風通しを

とを素直に受け入れたのだろうか。
良くして日当たりにも配慮し、北側
に窓をつけないで、プライバシーも

す。昔から商店街の店舗は奥まで

土地で商売を始める人には、看板の

守ることが出来た。昔の人々の生

細長く続くウナギの寝床だったんで

色やデザインまでとやかく言われる
ことに戸惑うこともあるかも知れな
い。しかし、そうやってみんな意識
を共有して商店街をつくり上げ、川
越の商店街の格式を高めていくこ
と、それが結果的には自分の商売に
プラスになることは、多くの店主さ
んたちが理解してくれていると思い
ますよ。だから川越一番街商店街に
店を出そうって人は、みなさんかな
りの覚悟ですよ。中途半端な商品や
店の格式ではマイナス面ばかりが目
立ってしまいますからね。
「商業は
文化である」
、
「商人の仕事は文化を
売ることだ」って誇りを持っている

11

土地の文化や気質を理解し、
なじむやり方を見つける

仲町から札の辻に至る500mの商店街に、黒くて厚い壁、大きな鬼瓦と高い棟が軒を
連ねる蔵が続く。
まさしく小江戸川越を象徴する商店街だ

「商業は文化であり、
文化を売ることが自分たちの仕事。
そんなプライドを持った商人たちが街をつくり上げた」
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座右の銘は「いいかげんのすすめ」という可
児委員長。
蔵が並ぶ商店街で

11

埼玉県川越市
CASE
まちづくり

ジャイアンとラジオ体操軍団が
岩村田本町商店街の未来を……
阿部眞一はジャイアンと呼ばれた
男である。 才となった現在、多く

舗和洋菓子店の 代目として生まれ

に変貌させたのはジャイアンと彼に

日本一元気な商店街と言わせるまで
た。もちろん、いつしか岩村田に

シエが経営する洋菓子店に入社し

大学卒業後、阿部は著名なパティ

はない。若くエネルギッシュな阿部

帰って家業を継ぐためである。しか

に任せられたのは店舗を拡充し、売

引っ張られてきた自称“ラジオ体操

もが認めるところだ。 年前には

軍団（ともに育った商店街の同世代

店舗中 店が空店舗だったが、現在
り上げを伸ばすための切り込み隊長

42

分すぎるほどに理解できる。

う数字を見ても彼らの活躍ぶりは充

2

15

岩村田は長野県の東端、群馬県と
ていた 才のときに、彼は岩村田の

事だった。渋谷本店の店長を任され

役、それから各店の人材を育てる仕

では 店中空店舗はたった 店とい

し彼が学んだのは菓子作りの技術で

東京から故郷に帰ったときに
「やばいな……」と感じました

たという。

はいつも多くの仲間たちが集ってい

ての風格を漂わせ（？）
、彼の周囲に

た阿部は幼少時から、リーダーとし

4

仲間）
”の面々の力が大きいことは誰

アンのままだ。岩村田本町商店街を

が、昔からの仲間にとってはジャイ

事長、ときには眞ちゃんと彼を呼ぶ

の人たちは阿部さん、または阿部理

53

岩村田本町商店街振興組合理事長、
経済産業省タウンプロデューサー
昭和34年、長野県佐久市生まれ。大学卒業後、パティシエ吉田菊次郎氏の「ブールミッ
シュ」での5年間の修業を経て、昭和62年に佐久市に戻り、家業の和洋菓子店の経営に携
わる。
平成8年に岩村田本町商店街振興組合を組織し、以後、商店街の振興に尽力。
長野県
商店街振興組合連合会、
佐久商工会議所副会頭、
長野県商店会連合会監事、
佐久市商店会
連合会会長、
岩村田連合商店会会長

岩村田本町商店街振興組合理事長
経済産業省タウンプロデューサー

阿部眞一

生まれ故郷に帰ってきたジャイアンは「今、俺たちがやらないでどうするんだ！」と、
ラジオ体操軍団に招集をかけた。
俺たちを育ててくれた商店街が廃れていくのを見る
のは耐え難い、俺たちの商店街を存続させて子どもたちに渡さなければならない。
ジャ
イアンたちは下克上の計画を密かに練り、
そして果敢に謀反を起こした……。

監修：加藤博

な……」と彼は直感したという。

ペースは歯がゆく映った。
「やばい

た阿部の目には、その商いの方法や
団全員が抱いていたのである。

だ。彼と同じ気持ちをラジオ体操軍

いたのは阿部ばかりではなかったの

しょう。 〜 年は水面下で動いて

「下克上は密かにいかないとだめで
いましたよ」と、阿部は口の端を少

その数年前から新幹線や高速道路と

催された長野オリンピックだった。

きっかけとなったのは平成 年に開

岩村田本町商店街に変化が起こる

だった。メンバーの平均年齢は ・

たのは平成 年、阿部が 才のとき

岩村田本町商店街振興組合を起こし

街にアーケードを取りつけるために

て、こやつ出来る……。彼らが商店

の器ではない。ジャイアンのふりし

年老いた親の世代から商店街の
バトンを引き継ぐタイミング

いったインフラが整備され岩村田周

し曲げながらそう言った。明智光秀

辺の交通事情は大きく変わった。

才。精神的にはつらい仕事だった

に対処できる組織を持たなかったの

ちの親の世代の商店主たちは危機

感がなかったわけでもない。阿部た

気付かなかったわけではない。危機

年配者たちは若い情熱やエネルギー

ろうが最終的には納得したという。

が〜！」と感じた先輩方もいたのだ

遠慮を願った。
「この生意気な若造

はずだが、既存組織の年配者にはご

期と決められていた。 年間で商店
る人間はいないだろう。
オリンピックの翌年には郊外に大
型店舗が登場して商店街の売り上げ
は半減した。お決まりの図式だ。
さて、ジャイアンである。帰郷し
て「やばいな」と感じた阿部は傍観
者だったのか？ 家業の商いだけに

にして、自分たちがつくり上げてき
た商店街のこれからを、子どもや孫
たちの未来を、若者たちに託そうと
感じたのではないだろうか。

イベントは打ち上げ花火……
商店街の役には立たなかった

たちがやらないでどうするんだ！」

ラジオ体操軍団を招集して「今、俺

実に動いていた。水面下で同年代の

成 年 月の第 回は「日本一長〜

は「日本一に挑戦シリーズ」だ。平

次々にイベントを開催した。その名

は元気な商店街をアピールしようと

新生「岩村田本町商店街振興組合」

とハッパをかけていた。自分たちを

熱中していたのか？ いや、彼は着

を、若者たちの真剣さを目の当たり

だ。商店街の理事や役員は 年の任

もちろん商店街の店主たちが何も

36

35

昭和 年、故郷に戻ったときの岩

実家に呼び戻された。

だ。その昔は中山道と佐久甲州街道
村田本町商店街は彼の子ども時代と

昭和 年、岩村田本町商店街の老

さほど変わらず、元気があったとい

61

う。しかし東京で 年間もまれてき

4
3

4

1

い草もちをつくろう大作戦！」
。商

11

2
1

3

8

10

2

街の再生という事業を成し遂げられ

2

育ててくれたのは商店街だと感じて

「老いた商店主たちは、
若い情熱やエネルギーを目の当たりにして
去っていった。
商店街の未来をこいつらになら託せるだろうと……」

1.東北復興支援の店「岩村田三陸屋」
Kazumi's Cafe店長の榊原和美さん
がガッツポーズを見せてくれた
2.「おいでなん処」ではこの日、
主婦た
ちの手芸教室が開かれていた 3.岩
村田本町商店街ではwaonカードが
利用できる。大型店舗との提携は画
期的な試み 4.忙しい商店の奥さん
が「本町おかず市場」で昼ご飯を物色

俺たちは
親から引き継いだ商店街 という
畑を次世代の子ども たちに渡す だけです

5

国の商人たちが行き交った。

が交差する地の宿場町として日本全

接する佐久市にある静かで小さな街

27

15

70

34

12
阿部眞一（あべ しんいち）

56
好きなまちで挑 戦し続ける
好きなまちで挑 戦し続ける

57

キーパーソン

7
8

長野県佐久市岩村田

Profile

CASE

まちづくり

「中山道 岩村田宿」の提灯が並ぶ活気にあふれた岩村田本町商店街。
後ろは商店街自ら経営を行っている寺子屋塾

それが商店街の役割だと思っていま
うビジョンが見えてきたという。そ

その先に、地域のコミュニティとい

店舗事業まで切り盛りしなければな

うが、現代では誰かがマネージメン

の人々には当たり前の行為だったろ

然に行って助け合っていたのだ。昔

にお裾分けし……、そんなことを自

を多くつくり過ぎたと言ってはお隣

き、醤油を借り味噌を貸し、おかず

奥さんの相談に乗り、老人の話を聞

もを叱りとばし、嫁姑の問題に悩む

だ。昔の商店街の人々は近所の子ど

る男は魅力的でしょ？」

応が出来るようになる。仕事が出来

家業においても以前よりイケてる対

ｍ ｃｍが飛べるようになる。結果、

かにさらに商店街の事業もやると１

高さしか飛べなかったのに家業のほ

えば、家業だけやっていると１ｍの

己を鍛えることになるんです。たと

技術などが身につくことになる。自

すよ。今まで持っていなかった知識、

とを毎日やってると体力がつくんで

からだ。阿部たちは商店街を語る前

を素通りするのは商品に魅力がない

イベントに集まった人々が店の前

し合いの場を求めた。商店街の理事

たちは、商店の大家（地権者）との話

空店舗対策に頭を悩ませていた阿部

いのが大家さんサミットだ。かつて

間も惜しんで経営を学んだ。 人の

集まって後継者養成塾を結成。寝る

事たちが商店街のためにしようとし

を埋めるための話し合いである。理

ず足下をがっちり固めた青年たちの

意識は仲間たちに浸透していき、ま

情報を地権者と共有して、彼らの力

ていることや、総会の議事録などの

「これからの仕事は商店街を、
ぜんぶぶっ壊すことですよ。
新しく甦った宿場町と俺たちのビジョンを次世代に残すんです」

いなものでね。実際には商店街の役

付くけど、あれは打ち上げ花火みた

ていたのだ。
「イベントで街は活気

のそれは面倒な重荷でしかなくなっ

トは好評だったが、商店主にとって

通りしていった。地域住民にイベン

ベントに集まる人々は商店の前を素

な押すなの様相を呈した。しかしイ

ミはこぞって報道し、商店街は押す

ニークで華々しいイベントをマスコ

キ時計シリーズ」などなど……。ユ

から、ケーキと景気をかけた「ケー

うまい街として知られていること

してつくり上げた。佐久はケーキが

もちを地元の人々約８００人が参加

た公民館や保育所や役所の一室にあ

は頑丈な建物に、お堅い看板がつい

んでいる多くの施設は、ほかの街で

をあしらっているのだが「ここに並

はガラス張りで筆文字の楽しいロゴ

じる人は多いだろう。各商店や施設

などだ。通りを歩きながら疑問を感

アンテナショップ「岩村田 三陸屋」

塾「寺子屋塾」
、東日本の復興支援の

生からシニアまでが交流できる学習

で行う「みんなの市場」
、さらに小学

高齢者向けの買い物代行サービスま

「本町おかず市場」
、生鮮食品を扱い

モットーに安心・安全な総菜を扱う

が集う「本町手仕事村」
、地産地消を

処」
、技を持つ若いチャレンジャー

の人々が気軽に集える「おいでなん

村」
、公民館のように商店街や地域

に立っていなかった」と阿部は言う。
るべき、そんな施設じゃないのか？」

店街を舞台として全長２００ の草

そのとき若者たちは見上げるほどに

「俺たちが目指しているのは住み良

ないのかという疑問だ。

と。これらは本来、行政の仕事では

高く厚い壁を目の前にしていた。

現代の商店街のコミュニティを
守るにはマネージメントが必要
い地域の商店街なんです」と阿部は

が空店舗対策として経営する数々

本町商店街を歩いてみると、商店街

バンを持たなければいけない。つま

本的には商人ですから右手にはソロ

きだと思うんですよ。店主たちは基

の日常を支える公的な役割を持つべ

言う。
「商店街ってのは地域の人々

の商店や施設を目にすることが出

りしっかり自分の店の経営をするこ

全長２００ にも充たない岩村田

来る。短時間保育を実施して地域

を借り、そしてともに商店街を元気
にするというシステムがつくられた
のだ。地権者を味方につけた商店街
は強い。たとえば「本町手仕事村」
を巣立って店を構えようとする若者
は、商店街にお願いすれば不動産業
者を介さずに家賃交渉も出来る。
「家
賃が安い分は出世払いで、なんとか
お願いします！」なんて、人情味あ
ふれる交渉も出来るのだから。

ティの担い手でなきゃいけない。安
心や安全、福祉、高齢化問題、子育て、
環境、食育、文化や歴史の伝承、そ
ういったすべての問題を担うこと、

ているという。
この先の商店街の構想を阿部に尋
ねると「ぜ〜んぶ、ぶっ壊す」とい
う答えがすぐに返ってきた。
「商店

いう市場を毎日つくっているんです

でしょ？ 俺たちはコミュニティと

ないでいれば畑はだめになっちゃう

ければネギは育たない。何年も耕さ

ネギなんですよ。畑を耕し続けな

ることが多い。
「商店街が畑で店は

阿部は商店街を畑にたとえて語

クティブシニア向けキャバクラも商

かも必要です。空店舗対策としてア

るからね。高齢者用の温浴施設なん

これからはアクティブシニアが増え

しやすいまちづくりをしないとね。

ションをつくって、住民たちが暮ら

して商店街の周辺に高齢者用のマン

街道の宿場町を再現させますよ。そ

街はぜんぶ壊して中山道と佐久甲州

よね。今は俺たちが畑を耕してい

長い時間がかかるだろう。さすがの

壮大な構想である。巨額の費用と

店街でやりましょう〜！」
どんおいしいネギを育ててもらわな

らわなければ難しいのではないだろ

ジャイアンとはいえ、ここはドラえ

うか。しかし彼は「 年後には出来

もんに登場してもらって、お腹のポ
かつて親の世代から、いささか強

ていると思うけどね」とあっけない。

きゃ。俺たちは親から渡されたタス

引だったとはいえバトンを受け継い

どこまでも前向きな男だ。

キを、次の世代に渡す役割をしてい

だ阿部は、バトンを渡す“そのとき”

ケットからいろんな道具を出しても

のために準備を怠っていない。実際

るだけですよ」と阿部は言った。

トンタッチしなきゃいけない。どん

るけれど、いつかは子どもたちにバ

あえて困難にチャレンジして
商店街の成長を図る

とです。もう一方の左手はコミュニ

の子育てを支援する「子育てお助け

m

「商店街ってのは地域のコミュニティの担い手にならなきゃいけない。
地域の人々の日常を支える役割を持つべきだと考えています」

す。イベントが失敗だったとは思っ

岩村田本町商店街では一理事一事

トさせたのである。

ていないけど、反省点は多かった。 して平成 年に空店舗事業をスター
あれから俺たちも必死に勉強して仲
間たちと議論して、そして今では共
業というシステムを採用している。

共に生き、働き、暮らす街をつくり

トしなければコミュニティは崩壊し

もう つ、岩村田本町商店街のユ

に、まず自分たちの店からしっかり

たちと地権者との考え方のギャップ

ニークな試みとして忘れてはならな

1

後継者育成システムなのだ。

一理事一事業システムとは彼らの

50

建て直していこうと、 人の仲間が

多少の無理は承知でも任せて
しまうことが後継者育成となる

てしまうのかも知れない。

これが阿部の考える商店街なの 「家業と空店舗対策事業と２つのこ

らないのだから至難の技だ。

り 手仕事 技の街。地域と共存し、 理事は自分の店を経営しながら、空

通の価値観を持っています。手づく

13

たいって価値観をね」

･

の青年会のメンバーが勉強会を開い

に岩村田では次世代を担う 人ほど

言って、阿部はにんまりと笑った。

「だって、俺はジャイアンだから」と

58
好きなまちで挑 戦し続ける
好きなまちで挑 戦し続ける

59

6

10

･

m

30

6

12

長野県佐久市岩村田
CASE
まちづくり

商店街のあるべき姿を語るジャイアンこと、
阿部理事長の口調はどこまでも熱い

監修：三橋重昭

キーパーソン

株式会社飯田まちづくりカンパニー取締役事業部長
経済産業省タウンプロデューサー

三石秀樹

地元建設会社の職を辞して、まちづくり会社に引き抜かれた男の苦闘の日々が始まっ
た。
1年という約束が気付いてみたら16年。
彼が故郷の飯田のために頑張ってこられた
のは、無数の陰のスーパースターたちが背中を押してくれたから。
飯田が立ち直ること
が出来たのは偶然の産物、
ここは奇跡の街という、
その真相に迫った。

て感じで目をつけられたんでしょう
ね。トップヒルズ本町の仕事が何と
か片づいたと思ったら、トップヒル

三連蔵の事業が続々と押し寄せてき

なり、それからりんご並木の改修や

ンの管理業務もやらなきゃならなく

てきた。飯田には昭和 年の大火に

高台にあり「丘の上」として親しまれ

呼ばれる。中心市街地は河岸段丘の

ていることから、信州の小京都とも

ズ第二がすぐに始まって、マンショ

て、辞めるにも辞められなかった。
だから

よって市街地の 割が消失するとい

で、今

年で

あのとき
16 54

すよ。 年の約束が 年！いつだっ

16

22

ま、 年もだまされてりゃ本望です

たんだよって常務に言われたけど、

たか、みんなでお前をだましてい

生まれた。家族構成はご両親と奥様、

天竜川を渡った緑いっぱいの土地で

三石は昭和 年、中心市街地から

う悲惨な歴史も残されている。

8

ね」と言いながら、三石は ｍ程離

人の娘さんだ。現在、 人の娘さ
2

らは、この 年が彼にとっていかに

ても、三石の声の張りやその表情か

せた。仮にだまされて入社したとし

をしていた常務を横目でにらんでみ

く通いました。丘の上は人口 万の

キだったから、洋服を買うためによ

おしゃれで多少こまっしゃくれたガ

てが集まっていましたからね。僕は

りゃ、にぎやかでした。ここにすべ

「 子 ど も の 頃 の 中 心 市 街 地 は、 そ

飯田の中心で、当時は買い物でも食
にぎやかだった飯田に変化が訪れ

事でもここしかなかったから」
たのは、昭和 年に中央自動車道の

田城が築かれ城下町として栄えてい

域が広がっている。戦国時代には飯

川によってつくられた河岸段丘に市

谷に位置し、市の中心を流れる天竜

プスと南アルプスにはさまれた伊那

飯田市は長野県の南部、中央アル

う。丘の上からは目に見えるように

イパス沿いの大型店舗だったとい

娘さんたちが洋服を購入するのはバ

めて丘の上に通ったが、彼の 人の

三石少年は流行のファッションを求

迂回するように整備された。かつて

その 年後にはバイパスが市街地を

名古屋〜飯田が開通した頃からだ。

た。碁盤の目のような街並みのあち

人の姿が減っていった。

万人の飯田市民でごった返し
た丘の上に激変が訪れた

てもだ。

充実した日々だったかが伝わってく

んは県外で暮らしている。

3

る。たとえ幾多の苦労はあったとし

れたデスクで、そしらぬ顔して仕事

5

33

49

16

こちに史跡や由緒ある寺社が残され

だまされて（？）まちづくりに
取り組んでからの 年間の日々
日本全国に「まちづくり会社」は
３００以上あるというが、その中心
スタッフはおおむね役所や商工会議
所出身者が多く、民間出身で、しか
も 年以上にわたって仕事を続けて
るほどだという。その 人が株式会

は察しがつくだろう。

がかなりユニークな人物であること

秀樹である。この事実だけでも三石

社飯田まちづくりカンパニーの三石

1

ですよ」と三石は言う。飯田市中心
市街地の再開発ビルとしてトップヒ
ルズ本町の建設が計画され、飯田
まちづくりカンパニーはそのマン
ション販売事業のために設立され
た。
「会社を立ち上げるから 年間

たから、宅地建物取引主任者資格を

会社で不動産関係の仕事をやってい

業免許が必要でしょ。僕は地元建設

マンションを売るには宅地建物取引

だけ手伝ってくれって誘われてね。

1

持っていた。こりゃちょうど良いっ

3

38

1

16

4

「毎日がお祭り騒ぎだった飯田市の中心、
丘の上から、
人々の笑顔や語らいが消えていった、
そのとき……」

行政や商店や市民、 数え切れない人々の
協力 がまちづくりには不可欠 なんです

株式会社飯田まちづくりカンパニー取締役事業部長、経済産業省タウンプロデューサー
昭和33年、長野県飯田市生まれ。建設会社勤務を経て、平成11年、株式会社飯田まちづ
くりカンパニー入社。平成13年、株式会社飯田まちづくりカンパニー取締役事業部長就
任、現在に至る。
第1回まちづくり法人 国土交通大臣表彰 まちの活性化・魅力創出部門受
賞

16

いる人間を数え上げれば片手で足り

10

「当初は 年っていう約束だったん
1

13
三石秀樹（みついし ひでき）

60
好きなまちで挑 戦し続ける
好きなまちで挑 戦し続ける

61

17

3

10

2
1

17

長野県飯田市

Profile

CASE

まちづくり

1.飯田再開発事業の象徴ともいえるトップヒルズ本町は免震構造 2.りんご並木は飯田の目抜き通り。
毎年、11月には真っ赤なりんごが実をつけて街を彩る。
勝手にりんごをもぐ人はいない 3.アーケードが取りつけられ生まれ変わった商店街には、がんばる商店が並ぶ 4.昭和22年の大火の教訓を活かした幅2mの
裏界線が中心市街地に張りめぐらされている。
延焼を防ぎ火災の際には避難路になる。
日常生活では風情のある路地としても役立っている

立ち上げから 年、まちづくり
会社が成し遂げたハード事業
ちで、今でも後輩たちによって手入
れがなされている。三石たちはりん
ご並木の周囲を整備し、市民が憩い

家から店に通うようになる。ほかの

街地に店を構えている店主も郊外の

どんどん流失してしまうんです。市

かったですね。中心部から人口が

が郊外に移転しました。これは痛

木に関するミュージアムなどが揃う

リーやレストランカフェ、りんご並

成 年に改修が行われ、市民ギャラ

火も乗り越えた貴重な建物だが、平

蔵は天保年間につくられ、昭和の大

を整えた。りんご並木に面した三連

の時間を過ごせる公園としての機能

街では病院や学校のみならず市庁舎
スポットとして再生された。

「やがて市立病院や つの公立高校

や県庁舎、消防署までが移転してし

3

に残さなきゃ。あとになって戻した

学校、役所なんかの公的機関は絶対

をつくることだと思います。病院や

て、人が元気に笑顔で働いている街

うね。まちづくりの基本は住民がい

らまちづくりを始めても遅いでしょ

完成のトップヒルズ第二（ヴィスタ

売。ディベロッパー事業は平成 年

うが、結果的にマンションは即日完

当から罵倒されたこともあったとい

ないじゃないか！」と公的機関の担

ンションつくったって売れるわけ

平成 年である。
「こんな場所にマ

トップヒルズ本町が完成したのは

くても広大な土地が必要だから、ま

まったなんて話を聞くけど、それか

12

の 〜 階につくられるマンション

やって来た三石はトップヒルズ本町

飯田まちづくりカンパニーへと
にはスーパーマーケットや飲食店、

いていく。それぞれのビルの低層階

端ビル（ヴィスタパレス堀端）へと続

パレス銀座）
、さらに翌年の銀座堀

13

年の大火の

んご並木の改修事業にも追われる

ベロッパー事業に奔走しながら、り

（ヴィスタパレス２００１）のディ

平成 年にはケア付高齢者共同住

機能が実にうまく配置されている。

金融機関など、市民の生活に必要な

フィットネスセンターや行政窓口、

復興のシンボルとして植えられたの

くられ、昭和 年にはその緑地帯に

後、市街地に ｍ幅の防火道路がつ

テナントビルの「ＭＡＣＨＩＫＡＮ

るというモデルケースもつくった。

が安心して中心市街地で生活出来

宅施設のオープンによって、高齢者

ちづくりには、幾多の地道な努力が

ですよ。おまけに飯田にはスーパー

年に

性を高める施設として平成

スターがいっぱいいます。音楽文化
ご並木ネットワークなんて多くの組

団 体 の IIDA WAVE や、 り ん

積み重ねられているのだ。

う。この施設の成功が、空店舗活用

織が連携して役割分担して、ほとん

だったことだろう。彼のまちづくり

三石の 年間は目まぐるしい日々

な街でしょ。奇跡と言ってもいい。

ワーを持っている。飯田って不思議

育てを終えた奥さんたちもすごいパ
ちゃ入れられないで仕事をやってこ

「僕は民間出身だから、誰からもちゃ

ど無償の奉仕をしてくれている。子

から駐車場の整備、イベントや文化

に対するパワーやモチベーションは

きた商店、飯田の人々に昔から愛さ

わっている。それは地元で頑張って

商店街の店舗構成にも三石はこだ

みれば偶然であるはずがないことは

石は淡々とそう言った。街を歩いて

れたのは偶然の産物ですから」と三

けですよ。飯田がここまでやってこ

うと思う仕事を淡々とやっているだ

街が昔のようににぎやかになるだろ

「僕は街のためになると思うこと、

どこから生まれているのだろう。

たからじゃないのかな？」

んなが心配してくれて協力してくれ

に任せておくと心もとないって、み

ら。僕がやってこられたのは、三石

ちが揃った街なんてあるはずないか

かも知れないな。こんなすげえ人た

して飯田を紹介するのは意味がない

中心市街地活性化のモデルケースと

偶然の産物なんです。まちづくりや

た。でも責任を持って何かを決める

力があったから飯田はやってこられ

店や市民、数え切れない人々の協

人で出来るわけじゃない。行政や商

来たと思いますよ。まちづくりは

事業の方向を淡々と決めることが出

らね。だから街のためになるだろう

ちこちに気配りしなきゃいけないか

られた。行政出身の人だったら、あ

地元の商店にこだわったテナン
トミックスが街の温もりを生む

れてきた“良い店”を、出来る限り誘

誰にだってすぐにわかるのだが。

のは 〜 人の仕事なんですよ。み

建の後押しをした。当時はオンボロ

上げから客単価まで計算して経営再

田のお役所は驚くほどに柔軟で仕事

うってのが普通でしょう？ でも飯

くりっていえば頭の固いお役所と闘

です。ほとんど境目はない。まちづ

う。だとしたら三石がうらやましい

愛情や情熱は、きっと真実なのだろ

的な街だ。人々の自分の街に対する

彼の話を真に受ければ飯田は理想

方、まちづくりに対する覚悟のよう

三石の仕事に対する腹のすわり

せるべきでしょうね」

だけです。責任の所在ははっきりさ

たくないから。責任を分散している

の人に回すってのは誰も責任を負い

んなで議論することはもちろん必要

だった店も、現在では週末には行列

が早い。彼らは現場主義で、数多く

限りではあるが、その理想郷で三石

街の再生事業にとっての両輪なん

が出来るほどの人気を博している。

の部署は本庁になんかありません。

や、彼の所属する飯田まちづくりカ

「うちの会社（民）とお役所（官）は、

彼のこだわりは若手経営者が頑張る

たとえば観光や金融の部署も中心市

です。でも大勢で協議して何かを決

カフェや、スーパーなどにも及び、

街地にあるし、農政はＪＡ内。だ
いている街」という、彼が考えるま

「住民がいて、人が元気に笑顔で働

店”を見つけることが出来る。

ンサスを持って仕事を進められるん

から話が早いんです。官民がコンセ

体何だったのだろう。

ンパニーが果たしてきた役割とは一

思った。

なものを聞き出すことが出来たと

めて報告書をつくって、さらに多く

丘の上を歩けば、いくつもの“良い

もの頃からラーメンを食べに通った

致することだ。たとえば三石が子ど

ニーの事業内容は幅広い。

事業など、飯田まちづくりカンパ

以上のほかに市街地ミニ開発事業

の火つけ役となった。

官民の連携と無償の奉仕をして
くれる組織や市民の力

オープン。物販・飲食の 店舗のう

15

ち 店舗が初めての出店だったとい

7

28 30

こととなった。昭和

が、りんご並木の始まりだ。提案・
２００２」は空店舗を活用して回遊

22

という中華料理店がある。彼は売り

三石事業部長が整備に尽力したりんご並木
で記念撮影

1

10

実行したのは飯田東中学校の生徒た

14

「官民が両輪となって仕事をして、無償の奉仕をしてくれる
スーパースターたちがいっぱいいる、
飯田は奇跡の街！」

「まちづくりの基本は住民がいて、
人が元気に笑顔で働いている
街を目指すこと。
公共施設の郊外移転は絶対に阻止すべきです」
意思決定は少人数で行って
責任の所在をはっきりさせる

5

16

ず無理なんですよ」

18

16

5

62
好きなまちで挑 戦し続ける

トップヒルズ本町とMACHIKAN2002の間にも、
明治時代に建てられ大火を生き抜いた2棟の土蔵が残されている
好きなまちで挑 戦し続ける

63

4

4

左は高い耐震性を誇るトップヒルズ第
二（ヴィスタパレス銀座）
。右は外断熱
工法による省エネソーラーシステムに
よる給湯システムが備わった銀座堀端
ビル（ヴィスタパレス堀端）

13

長野県飯田市
CASE
まちづくり

接でマージャンが出来るか尋ねられ
て、出来ますと答えました（笑）
。所

万 4000

長浜市は滋賀県北東部、琵琶湖の
る人間は、頭がやわらかい方が合っ

く、それで採用。まちづくりに関わ

内でメンバーが足りなかったらし
北部に接する人口約
ているんでしょう」

街の魅力を失ったときから、
本当のまちづくりが始まる

人の地方都市。中心市街地は羽柴秀

地域の人々から絶大な信頼を得てい

らない。この街の調整役に徹して、

新しく変化させてきたことにほかな

きるために、長浜という街を日々、

び企業家たちが街を活かし、街に生

ようになったのは、商店主や住民及

間 200 万人もの観光客が訪れる

観光の街ではなかった長浜市に、年

てにぎわった。昭和 年頃までは、

長浜城廃城後は大通寺の門前町とし

以来、湖北地方の中心地として栄え、

吉が長浜城の城下町として整備して

たちは強い危機感を抱いた。

申請が出て、中心市街地の商店の人

いった。昭和 年に大型店舗の出店

時に中心市街地から人の姿が消えて

突入、同市でも郊外開発が進むと同

の後、モータリゼーションの時代に

和 年代まではにぎわっていた。そ

商店街と黒壁スクエア）があり、昭

街地は過去８つの商店街（現在は６

つ関わるようになる。長浜の中心市

わりながら、商店街の仕事に少しず

最初は検定試験や金融の仕事に携

12

キーパーソン

長浜まちづくり株式会社コーディネーター
経済産業省タウンプロデューサー

吉井茂人

昭和60年代、にぎわいを失いつつあった商店街に危機感を持った長浜の中心市街地の
住民たち。
行政、商工会議所、商店主らが結集し、地元の人々が中心となってまちおこ
し事業を連発していく。
調整役に徹する吉井が目指すまちづくりはどのように実現し
てきたのか？ 観光客ゼロから200万人へと飛躍させた秘訣とは？

監修：三橋重昭

の寄付だった。４００年ぶりの再建

たが、それを可能にさせたのは市民

民間人のアイデアを具現化するため

力となった。
「長浜の良いところは、

し、それが新しいまちづくりの牽引

金のうち９０００万円を民間が出資

た。当時、１億３０００万円の出資

に街全体が盛り上がり、これが契機

億 ０００万円弱の費用がかかっ

となり、その後のまちづくりへのエ
に、民間人が金を出す。これがすご

のような魅力ある個性豊かな街とし

代の生活に活かし、街全体を博物館

の名残を感じさせる街の雰囲気を現

策定された。長浜の古い歴史と文化

翌昭和 年には博物館都市構想が

大きく拡張した。

現在に至るまで 号館、 店舗まで

した」と、当時を振り返る。黒壁は

多発的に組織が生まれ、動き出しま

ために会社やＮＰＯをつくり、同時

れません。いろんな人がこの長浜の

の金で、という意識が高いのかも知

ちの街でコトを起こすのは自分たち

盛んな地域という歴史から、自分た

さであり、スピードも速い。祭りが

ネルギーにシフトしていった。

個性豊かなまちづくりに
必要な３つの試み

て住んでいこうというもの。この構
想をもとに３つの試みが実施され
た。 つは市、会議所、商店街が一
体となり、商業振興と中心市街地の

光パイロット推進事業、民間交流使

年以降にまちかど整備事業、商業観

に始まり、昭和 年からの表参道改

いては昭和 年の中央駐車場の整備

止まることなく続く。ハード面にお

長浜の多種多様なまちづくりは、

まちづくりの推進には
会議の環境づくりが大切

31

市民会議である。青年会議所のＯ

活性化を目指すというもの。昭和

29

節団などを推進してきた。２つ目は

61

発 長浜着の電車）
、長浜駅前開発、

Ｂが中心となり、ＪＲ直流化（長浜

の事業展開、平成９年の大手門アー

修、平成元年の大手門石畳化や黒壁

63

62

問題をきっかけに事業化が始まっ

会社黒壁の設立で、黒壁銀行の保存

出してきた。そして３つ目が、株式

多くのまちづくりのリーダーも生み

で、黒壁設立時の主力メンバーなど、

た。この市民運動は長い活動の中

ど、夢のあるプロジェクトを提案し

長浜ドーム球場の建設、大学誘致な

う歌舞伎」ほかイルミネーション事

楽座」
、平成 年から続いている「ゆ

遊会」
、昭和 年からの「芸術版楽市

昭和 年から始まった「きもの大園

い。またソフト事業で主なものでは、

博物館開館など、枚挙にいとまがな

街ファサード整備、平成 年の曳山

ケード大改修、平成 年のゆう壱番

9 62

59

12

10

る、 人のまちづくりコーディネー
まちづくりについての講演会や研

ターの奮闘ぶりを探ってみた。
究会で全国を回る吉井茂人。吉井が
年に商

「中心市街地が衰退する理由は つ。
都市の核がなくなることと、地域コ
ミュニティがなくなることで、街の
魅力が失われていきます」
昭和 年、長浜市は市制 周年を
迎え、秀吉が築いた三層五階の長

年ほど前、昭和

2

今から

「歴史と文化の名残を感じさせる街の雰囲気を現代の生活に活かし、
街を博物館のような魅力ある個性豊かな街にして住んでいこう」

48

1.水路の多い長浜。
商店街の大手橋か
ら米川を望む 2.安藤家の名庭・古
翠園は10年の歳月をかけてつくられ
た。びわ湖の“湖水”にかけた命名
3.大通寺の参道口にあるオブジェ「お
花ぎつね 」 4.平 成21年につくられ
た「まちの駅」は、地産地消の産品を
扱う

みんなと夢が叶 って いく目
。 に見え
る形 になっていく。それが楽しいんですよ

長浜まちづくり株式会社コーディネーター、経済産業省タウンプロデューサー
昭和48年、長浜商工会議所入所。昭和61年から長浜総おどりの企画運営を行う。平成
10年度より中心市街地活性化基本計画、TMOの事業計画及び事業の具現化を図り、平
成18年度より改正まちづくり三法対応に取り組む。
平成20年、長浜市中心市街地活性化
協議会設立。
平成21年、長浜まちづくり株式会社設立後、コーディネーターとして同社に
出向。
平成24年4月より北大路魯山人ゆかりの安藤家の運営を行う

40

浜城が復元された。復元には総額

長浜のまちづくりに関わったのは、

54

50

60

工会議所に入所したときから。
「面

58

1

40

14
吉井茂人（よしい しげひと）

64
好きなまちで挑 戦し続ける
好きなまちで挑 戦し続ける

65
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4
3

4

1

2
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滋賀県長浜市

Profile

CASE

まちづくり

光で訪れてくれるのは、長浜のみな

ですね。今、これだけの人たちが観

ても人を呼べるような魅力はないん

し、良質の温泉もない。何もしなく

観光地のような大自然の景観もない

れてきた。
「長浜には、人気の高い

業などもあり、多くの事業が実施さ

は意見を言えないような人の声も

れ、時間の短縮を図ったり、人前で

の進め方も、合理的な方法を取り入

会議の場を楽しくということ。会議

した。心がけたことは、感性豊かに、

商業者でない人、女性たちを集めま

のメンバーの中の若手、残りは小売

おもしろくないので、半分は今まで

人が手掛けた装飾が美しい離れの小

れた近代和風建築物だ。北大路魯山

を置く安藤家は、明治 年に建てら

長浜まちづくり株式会社が事務所

く溶け込むように、少しずつ変えて

に必要な規模と内容で街に違和感な

ん。空いた土地や建物を、そのとき

せるスタイルは長浜には似合いませ

「再開発を一気に運び、街を激変さ

選びます。将来のまちづくりに、ど

いろんな事業を起こすことを前提に

Ｔ技術に優れている人、税理士など。

トーリーを紡ぎ、ゼロから２００万

組んでいる。何もなかった街にス

地区計画策定を地域の人たちと取り

関わる日々が続き、長浜駅周辺整備

現在は、中心市街地活性化事業に

い、冊子が出来たら隅から隅まで読

ング会社の専門家に裏づけしてもら

いですね。吉井さんを悪くいう人は

柄をこう語る。
「まず敵をつくらな

ジャーを務める山内氏は、吉井の人

「僕の夢はね、
中心市街地で生き物と共生出来る住宅づくり。
小鳥や虫が棲み、
緑あふれる街が出来たらいいなぁ」

の役割をそろそろ終えることも考え

この先順風満帆に思えた吉井は、そ

動き続ける長浜のまちづくりで、

という。

場のことを一番良くわかっていま
始めていた。
「平成 年、それまで

ているのは商店主の奥さんです。現
す。その方たちの理解を得なければ

横町を 年に渡り運営しました。こ

策で始めた、まち家ＳＵＣＣ

れ、さらに翌 年、まちづくり三法

17

振袖の女性のみの参加に徹底的にこ

園遊会」を初めて実施したときは、

今年で 年目を迎える「きもの大

なる。

性化へ再チャレンジを始めることに

含む長浜の人たちは、中心市街地活

元」と言うように、その後、吉井を

女性の参加もＯＫとなったが、実施
した当初は独身女性のみ。

男児が歌舞伎を演じる伝統がある。

長浜では、４５０年続く祭りで、

れた長浜まちづくり株式会社もその

も生まれた。平成 年８月に設立さ

体制を引き受けるための新たな会社

会が組織され、そのマネージメント

つで、中心市街地エリア内のトー

ることではありません。絶対ノーと

これは出来そうでも、なかなか出来

合でも、労を惜しまないですぐ動く。

れる可能性があるから。説得する場

ない。敵になってしまうと、つぶさ

太夫や振付師もこの街から生まれた

た。祭りを続けたことで、三味線の

大人も遊べることで関わる人も増え

かった。
「ゆう歌舞伎」は女の子も

そから男の子を借りなければならな

せない。男の子が少ないと、昔はよ

が、わいわいがやがややっていたら

と。その真っ最中では不安もあった

過程に自分が携わっていたというこ

んです。こういう街になってきた

く。それが楽しい。達成感ではない

つひとつが目に見える形になってい

商工会議所から移り、新たな事業に

式会社のコーディネーターに就任。

れていた吉井は、長浜まちづくり株

心市街地活性化協議会の運営を任さ

ネットワークづくりを担当した。中

タルマネージメントや市域全体の

出来てしまった。自然と行政の協力
も得られ、出来てくるやん（笑）
」
あくまで自分は調整役だと吉井は

いく」と吉井は言う。

代の可能性を大切に環境整備をして

ント。長老を尊重しつつも、若い世

目線でものを言わないのがキーポイ

めが優れている方だと思う。上から

芸術に触れられる機会を増やすこと

れる機会は少ないんです。少しでも

どものように、本物の芸術に触れら

す。地方に住んでいると都市部の子

和 年のＣＩ事業でつくったもので

ａ大地）があるでしょ？ あれは昭

「商店街の中に不自然な彫刻（ ａｉ

言う。まちづくりは街に住む人たち

「ネットワークが出来上がり、しが

が出来ればとの思いでつくられたも

「若い可能性のある人であれば、忙

らみも増えてくると、事業を進めて

のなんです。将来、長浜からすばら

がやってきたことだと。だからこそ、

いくにも動けなくなってしまいがち

しくても調整して話を聞いてあげ

なときが訪れます。しかし、そこで

しい芸術家が生まれるかも知れない

多くの人に愛されてきた。

止めてしまうと前進出来ないだけで

でしょ？」
街に優しい眼差しを投げかけてき
た吉井らしい話だ。
と共生出来る住宅づくり。小鳥や虫

「僕の夢はね、中心市街地で生き物

生まれ変わるに違いない。

来、きっと長浜のまちは再度新しく

の最後の仕事にふさわしい。近い将

この究極のまちづくりこそ、吉井

になってきたんですよ」

いなぁ。長浜にもホタルが飛ぶよう

が棲み、緑あふれる街が出来たらい

も深まり、協力的に変化してくる。

れは「みんなと夢が叶っていく。一

吉井がこの仕事を続ける理由、そ

長浜という街の
未来に関われる仕事

変わりません」

まずは一歩を踏み出さないと、何も

し進み続けることで、街の人の理解

り得ます。常に新しいコトを打ち出

なく、仲間や協力者を失うこともあ

る。相手に対して、第一印象の見極

経験から身についたものだろうか。

の絶妙なバランス感覚、調整感覚は

まちづくりに携わる者として、こ

言いませんしね」

れなかった家からは、役者に誰も出

この背景を受けて実現したのが「ゆ

を基に長浜市中心市街地活性化協議

長浜市中心市街地活性化基本計画

街に必要な人材と地元に適した
スタイルでまちづくりを

だわった。近年でこそ、男性や既婚

かんやろう、と思ったのが間違いの

が改正される。
「これに乗らんとあ

18

う歌舞伎」事業だ。女の子しか生ま

続いた秘訣かな」

もついてくる。そのこだわりが長年

必ず男性がついてくる。ファミリー

「若い女性をターゲットにすれば、

大手門通りの西門は、
歌舞伎のイメージ。
左手前が長浜のランドマーク・黒壁ガラス館

「実際に商売でお客さんと直に接し

何も始まりませんよ」
年間空いていた大型店の空店舗対

かった。若者や女性ならではの斬新

しかし平成 年に愛知万博が開催さ

3

Ｓ

できめ細かな企画力が、長浜のまち

観光地・長浜として魅力的に
成長した街に訪れた危機

れが最後の仕事だと思った」と言う。

10

づくりに大きく反映されていった。

吉井のその判断は間違っていな

16

21

「まちづくり三法改正とともに、
長浜の人たちは
中心市街地活性化へ再チャレンジを始めた」

さんが取り組んできたことが、マス
反映出来るような仕組みを考えまし

いを具現化するための会議にしよう

た。一番大切なことは、座長役がみ

ということでした」と言う。さらに

コミや口コミで広がり、うけてきた

また吉井は、これらの事業を進め
吉井はまちづくりの初期段階に、商

んだと思います。そういう意味では、

るにあたり、商店街の人たちと会議

んなの意見を否定しないということ

をする委員会のメンバーにもこだ
店街の奥さんの理解を得るために時

と、夢だけを語っていてもだめ、思

わった。
「 人程度のメンバー構成
間を費やした。

情報発信力というのは大事ですよ

でしたが、いつも一緒の顔ぶれだと

験値は街の財産になる。

ね」

取り組むことになる。

蘭亭や、古翠園と名づけられた庭園
いく手法が良いんです。小規模に幾

んな人材が必要かということから人

人の観光客を誘致した吉井たちの足

まずは一歩踏み出すことで街の
人々の理解が深まり協力的に

ない」

ちづくりです。だから永遠に終わら

度でもというスタイルが、ここのま

がすばらしく、当時の長浜の豪商の
名残を伝えている。
まちづくりの協議会をつくるとき
にも吉井は人選にこだわった。
「自前のメンバーであること、建築
のことがわかり都市のグランドデザ
インを描ける人、企画力のあるアイ

材集めをしないといけません。肩書

跡は、日本中のまちづくりを目指す

デアマン、計数管理が出来る人、Ｉ

自身が所属するまちづくり会社

きにとらわれないことも重要かな」

者たちの目標だ。
たが、外部から来ている商店主は

「商店街もずいぶんと埋まりまし

で、若い社員を募集するときも同じ
だった。
「どんな人が今必要なのか」

２５０店のうち、 軒もないかな。

これは事業を進めていく上で、最重
要項目なのだ。

み通す。先生たちの思いを読み解く

いません。力があっても何もしない

まちづくり会社のタウンマネー

上げてきた成果の現れである。

これも自分たちの手で街をつくり

ほとんどが地元の商店なんです」

きには、理論武装をするんです。時

「大きな方向性のプランをつくると
代の背景を考えアクションを起こし

ことで、方向性を間違えないで済み

人とは親しくならないが敵にもなら

ます。大学の先生やコンサルティ

ます」と言うように、長年培った経

28
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平成21年、ゆう壱番街の町家ホテル
ゾーンに完成した「季の雲ゲストハ
ウス」
。
レストランも併設されている

14

滋賀県長浜市
CASE
まちづくり

監修：西郷真理子

丸亀町商店街から、人々のにぎ
やかな笑い声が消え去った日
なんとな

年ごろかな？ 店のシャッター

退していきました。どん底は平成

年、瀨戸大橋がちょうど

日本中がバブル景気に浮かれてい

街振興組合前理事長の一言だった。

ことの始まりは高松丸亀町商店

ない光景だったに違いない。

た彼にとって、それは見るに耐え

街の電気店の次男坊として生まれ

て広がっていたのだ。丸亀町商店

ストタウンのイメージが現実とし

郊外に大型ショッピングセンター
が現れた。そんな時代に前理事長
の脳裏にはゴーストタウンと化し
た商店街の明確なイメージがあっ
たのだろうか……。
才を過ぎたばかりの古川康造

やがて地価の高騰によって市街

目にせっぱ詰まった気配を感じた。

は、自らの予感を語る前理事長の

真ん中あたりはバドミントン、北

ちの南のエリアではドッジボール、

たちの遊び場だったんです。僕た

まる夜の

時から商店街は子ども

地は空洞化し、買い物客は郊外の
はサッカーってぐあいで。北のヤ

細めて懐かしそうに語る。
「店が閉

にぎやかでしたよ」と、古川は目を

「子どものころの商店街は、そりゃ、

たしかなコミュニティが存在し
ていた子ども時代の丸亀町

た昭和

古川の目の前に前理事長のゴー

大きな音が響いて不気味でしたよ」

を開けると人っ子一人いない街に

10

この年に開通した。大手資本が四

く、いや～な予感がしたんだよ」

「根拠なんてあるかい
!?

国になだれ込み、あちこちの街の

63

大型店舗に奪われていった。

40

高松丸亀町商店街振興組合理事長、
経済産業省タウンプロデューサー
昭和32年、香川県高松市丸亀町生まれ。立命館大学経営学部卒業後、高松青年会議所理
事長などを経て、少子高齢化社会に対応した新しい形の地方自治組織の創設に向け、中心
市街地再生に精力的に取り組む。平成19年5月には、都市計画に独創的な業績をあげた
個人、団体に贈られる日本都市計画学会最高位の学会賞である石川賞を受賞。
高松丸亀町
不動産株式会社専務取締役

高松丸亀町商店街振興組合理事長
経済産業省タウンプロデューサー

古川康造

高松丸亀町商店街の電気店の若旦那が、ある日ヘッドハンティングされたのは商店街
振興組合。
前理事長の予言通りに、人の姿が消え去った商店街を前にして、若旦那の奮
闘が始まった。
彼を支え続けたパワーはいったいどこから生まれたのか？ そして商店
街が見事に再生した秘密とは？

そして電球や扇風機はうちの店で

で買って、眼鏡はあの店で買って、

ンといわれている（笑）
。洋服は隣

才の今でも、おしゃれなオジサ

ラッドの洋品店でね。だから僕は

ちの店の隣は当時流行していたト

にコミュニティがありました。う

なくなり、ゴーストタウンとなる。

とによって中心市街地にお客がい

さらに郊外に大型店舗をつくるこ

わなければすぐに撤退してしまう。

しかしテナントサイドは採算が合

知られたテナントを引き込むこと。

ショッピングビルをつくり、名の

ない。彼らがやるのは駅前に大型

成功例として知られ、現在では四

高松市丸亀町が地方都市再生の

人々、つまり地権者主導による身

人ではなく、その地に責任を持つ

古 川 た ち が 出 し た 結 論 は「 お 役

ダメになった街を視察してこい！

「日本全国の、いや世界中を回って、

と莫大な予算が必要だが、借地な

業のために土地を購入するとなる

ス、つまり街の再構築だ。再生事

紙に戻してからのテナントミック

から返してくれなんて簡単には言

「瀨戸大橋の開通が合図のように商

そしてバブルが崩壊した……。
ね。あのころの商店街にはたしか

ルでこてんぱんにしてやりました

ツらが遠征してくると、ドッジボー

3

買ってもらうんですよ」

国で一番の商店街とまで評価され

の丈に合った再生」だった。

最大の秘訣は、街の再生事業とし

丸亀町商店街が生まれ変われた

土地の所有と利用を分離する
定期借地権システムの確立

て い る 理 由 は、 前 理 事 長 の 予 感、
そして彼の一言に即座に反応し
て大改造計画を開始した数多くの
人々の功績といえるだろう。
「あのとき行動を起こしていなかっ
たら、丸亀町商店街は確実に消滅
していた」と古川は言う。

ては日本で初めて、土地の所有と
利用を分離するシステムをつくり
上げたことだろう。地権者たちか

ええか、失敗した街やぞ。成功例な

ら大幅なコストダウンを見込めた。

ら土地を借り上げて、商店街を白

んか見ても何にもならん」と、前理

役人主導ではなく地権者主導に
よる身の丈にあった再生へ！

事長は古川たちに言い放った。

権者なんていないですよ。借地と

「でもね、おいそれと土地を貸す地
いうのは、借りた側に大きな既得

いくつもの「ダメになった街」を
の法則が存在していることに気付

権が生まれる。貸している土地だ

目にした古川たちは、そこに一定
つは、まちづくり
や再生を役所に丸投げしているこ

えないし、立ち退き料を請求され

いたという。

と。お役人には商店街の再生やま

「新しい街は、
お役人につくってもらうものじゃなく、
自らの手でつくるもの。
厚い壁の前であきらめたら、
そこですべてが終わってしまうんですよ」

人々のコミュニティ さえ残されていれば、
街 は必ず新しく生まれ変われるんです！

キーパーソン

ることだってありますからね」

2

55

ちづくりのマネージメントは出来

1

4

店街はあれよあれよというまに衰

8

15
古川康造（ふるかわ こうぞう）
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香川県高松市丸亀町

Profile

CASE

まちづくり

1.すっかり新しく生まれ変わったA街区。
写真奥のB街区へと続く 2.アーケードの脇には居住者用のマンションがそびえる 3.まるでリ
ゾートホテルのサロンのような美術館北通り診療所 4.とびきりの鮮度の魚市場も住民に欠かせない

古川たちは 年間の定期借地権
年後には土地

を設定し、公正証書による契約を
結ぶことにした。

そして理解を示してくれました」

コツコツと冷静沈着に、
ときには熱く闘い続けた 年間

年

同したわけではない。古川たちは

もちろん地権者全員がすぐに賛

を貸して配当を得ることが出来る。

地権者たちは共同出資会社に土地

資するまちづくり会社を起こした。

利もある。さらに地権者が共同出

か。僕たちは商店街を東西にはさ

かりやすい例をあげてみましょう

数え上げたらきりがない。一番わ

道路交通法、証券法、出資法……

計画法、都市再開発法、建築基準法、

ため息混じりに語り始めた。
「都市

行法との闘いでしたよ」と、古川は

「その後の 年の日々は、まさに現

ながす説得も含まれていたはずだ。

している商店主に対して廃業をう

作業にはプライドを持って商売を

熱意を込めて語った。しかしその

目 指 す ま ち づ く り を 包 み 隠 さ ず、

という時間を使って、自分たちが

ですよ。役所は市道の上に民間が

ね。しかし商店街は市の道路なん

回遊性を高めることも出来ますし

ストダウンが可能なんです。街の

の数が半減出来るからかなりのコ

た。エレベーターやエスカレーター

むビルにブリッジを架けようとし

ブリッジをつくるなんてのは建築
基準法違反であり、認められない

価値の下落してしまった負の資産

ソロバンをはじける人たちだった。

んです。彼らは根っからの商人で、

を支えてきたという誇りがあった

果、ブリッジをつくる許可がおり

声を荒げたこともあったとか。結

も何度も役所に出かけ、ときには

どでコツコツと調整を進め、何度

の建築基準審査会への働きかけな

かった。再開発特区の申請や、国

しかし挑戦者たちはあきらめな

の一点張りでね」

テム、精度の高い収支計画をいか
年 を 要 し た と い う。

たった つの案件に 年である。

るまで実に

（土地）を正の資産へと変えるシス

の商人には自分たちが高松の経済

出来てから 400 年余り、丸亀町

「永禄元年（1558 年）に高松城が

事であったはずはない。

中途半端な気持ちで続けられる仕

び、彼らと膝をつき合わせ、

何度も地権者たちのもとに足を運

だ。地権者には期限を延長する権

をまっさらにして返すという契約

62

にしてつくるかを説明すると多く

の

つの街区。

と

いる。すでに完成しているのは
から 、

「丸亀町の人々は、
自分の街に誇りを持っていいんです。
自慢していいんです。
だって、
すばらしい街なんだから」
G A

らの再構成、

と

街区は小規模

街区はまっさらな白紙に戻してか

4

つの街

川もまだまだ気が抜けそうにない。

力を積極的に呼び込んでいく。古

区。さらに今後は能力のある若い

できないから、家に引きこもって

から。郊外では車がないと何にも

り上げられますよね、危ないです

と……まず、息子に運転免許を取

自分が

になったときを想像する

孫ってのはもう無条件にかわいいで

80
「実は 日前に初孫が生まれまして。

いう大仕事、そして残る

そんな商店街のマネージメントと

個々の利害を越えて助け合える、

まれ変わった。

ンドショップが軒を並べる街に生

高いレストランや商店、高級ブラ

そして現在、商店街は集客力の

ムを採用した。

連鎖型共同建て替えというシステ

C

大きな困難に立ち向かい、
チャレンジを続けられたわけ

年、新しい商店街を象徴

すっごいやろ」

「おい、これな、俺がつくったんや！
平成
するクリスタルドームの竣工式の
日。金髪のオニイちゃんが、隣で
ベビーカーを押す、これまたハデ
な髪の色の奥さんに向かって胸を
張って語りかけていた。その言葉

A
3

を古川は偶然耳にしたという。
「彼はドームの建設作業に参加した
んでしょう。完成したドームを奥
さんや赤ちゃんに自慢したかった
んでしょう。これまで、いろんな
苦労はあったけど、やってきて良
かったと心の底から思いましたよ。
丸亀町の人々は、あのオニイちゃ
んみたいに自分の街に誇りを持っ
て良いんです。自慢して良いんで
す。丸亀町はそんなすばらしい街
なんですから。だからこそ僕たち
年

はどんな苦難にも立ち向かってこ
られたんですよ。だからこそ

街区から
つの、それぞれが

高松丸亀町商店街は

個々の利害を越えて助け合える
商店街をマネージメントする

ることが出来たんです」

近く、無数の人々が汗を流し続け

20

B

3

個性を持った商店街で構成されて

街区までの

A

G

1

19

C

4

12

3
7

て支援の施設、温浴施設、保育所、

や介護施設、生鮮品の市場、子育

だからマンションはもちろん医療

街 地 に 人 々 を 呼 び 戻 し た か っ た。

は出来る。僕たちは空洞化した市

住民にとって快適な街になること

や シ ア ト ル み た い な き れ い な 街、

るわけじゃない。でもね、シドニー

良、パリみたいな観光都市になれ

てそう言った。
「丸亀町は京都や奈

川はその表情をクシャクシャにし

すね」と、インタビューの最後に古

ばシャッター商店街だって必ず再生

ね。コミュニティさえ残されていれ

の時間を過ごすことが、僕の夢です

した商店街で暮らして、孫と一緒

昔みたいにコミュニティを取り戻

いろんなものを買ってあげます！

い て（ 引 か れ て？）
、 そ り ゃ も う、

びにやって来て、僕は孫の手を引

来る。郊外に暮らす孫が週末に遊

歩いてどこにでも行けて何でも出

よ。商店街のマンションに住めば、

……考えただけでもぞっとします

んでいますけど、正直言えば一刻

街を歩く姿がふと目に浮かんだ。

川が、お孫さんに手を引かれて商店

すっかりおじいちゃんになった古

出来るんです」

も早く中心市街地に引っ越したい。

います。僕自身は今でも郊外に住

さらには小学校の経営まで考えて

10

12

62

の 地 権 者 た ち は 真 剣 に 耳 を 傾 け、

左／ G街区。けやき広場を
フードコートや生鮮市場、
輸入食材店、レストランな
どが取り囲む
右 ／カラフルなモザイク
に彩られた北部三町ドー
ム広場

70
好きなまちで挑 戦し続ける

北部三町ドーム広場では、
さまざまなイベントが開催される。
この日は小学生たちが見学にやって来た
好きなまちで挑 戦し続ける

71

G

15

香川県高松市丸亀町
CASE

まちづくり

「昔みたいにコミュニティを取り戻した商店街で暮らして、
孫と一緒の時間を過ごすこと、
それが僕の夢ですね！」

写真を撮る際にガッツポーズをお願いすると「いや～、
まだまだこ
れからですから」と言って、古川理事長は控えめにお腹の前で手
を組んだ

チームが出来て組織として動き出
し、
「コト」が企画され、具現化さ
れる。中心市街地活性化のために
は、具現化した「コト」を継続して
いくことや、多様な関係者を巻き
込み、まちづくりの輪を大きくし
ていくことが重要であるが、それ

青森市新町商店街振興組合 の
加藤博は津軽弁の温かな口調で雄
弁に語る、まちづくりのカリスマ

に触発され、その結果、相乗効果
が生まれている。

旅行会社の添乗員として、世界中

NPO 法 人 尾 道 空 き 家 再 生
プロジェクト の豊田雅子は、元

そのものである。もともと新町商
店街で洋装店を営んでいたが、次
の都市を飛び回った末、坂道と古

第 に ま ち づ く り に 没 頭 し て い き、
現在では、天職であるまちづくり
尾道を改め

民家が織りなす故郷
児の母。尾道の

てくれる。

その壁を乗り越えるヒントを与え

自 分 た ち が 一 番 楽 し む こ と な ど、

ブ ー を 撤 廃 し て 制 度 化 す る こ と、

とにさせる仕組みや、ときにはタ

の挑戦者は、まちづくりを自分ご

ぶち当たる壁である。まちづくり

まちづくりに関わる人なら誰もが

タ ー、 市 民、 商 業 者、 行 政 な ど、

ベントでは趣向をこらしたバッジ

は、竹本たちの一工夫がある。イ

判し合うのではなく、互いの情熱

る。立場の異なる人々は互いに批

の情報などが共有されるのであ

心市街地で行われる各種イベント

朝会議では、一店逸品運動など中

合う。主体は異なるものの、この

て、街に関わる活動などを報告し

どのまちづくりに熱い人が参加し

には役所、商工会議所、商店街な

装置として朝会議がある。朝会議

ある。その三位一体を実現できた

三位一体が機能しているからで

束で役所、商工会議所、商店街の

るには理由がある。それは固い結

と楽しいイベントが繰り広げられ

仕 事 場 で あ る「 商 店 街 」で 奔 走 し

ア の 委 員 長 を 務 め、 も う

街）と５大型店で構成されたエリ

さ な い。 ７ 商 店 街（ 現 在 は

ロジェクトチームが つのハブと

所を見つけていく。空き家再生プ

ロセスを楽しみ、街で自分の居場

者意識を持って汗をかき、そのプ

移り住む人もいる。移住者は当事

現地を訪れ、空き家に魅せられて

ことである。それにより、実際に

を公開して、興味を持ってもらう

イントは、空き家再生のプロセス

て大きく貢献しているが、そのポ

プロジェクトチームが媒介役とし

には豊田を中心とした空き家再生

り住んできている。この現象の裏

ンされた古い家に、若い世代が移

美しい傾斜地にあるリノベーショ

て好きになった

の伝道師として新町商店街を先導

また、いわゆるよそ者が入りやす

や、パンフレットの広告枠を販売

て い る。 Ｄ ｏ ま ん な か モ ー ル 委

している。青森市で、次から次へ

いように地権者との交渉も行って

し た り、 イ ル ミ ネ ー シ ョ ン の サ

商店

いる。杉谷の手により、地域人材

ポーターを募ったり。一見資金集

つの

よさこい、きらきらフェスティバ

来る、そんな太陽のような存在だ。

が目敏く見つけて立ち話に寄って

ぎやかな商店街を歩けば、みんな

気の良いバッグ店の店主だが、に

さ せ ぼ 四 ヶ 町 商 店 街 の竹本慶
三は、サービス精神旺盛なとても

る。

くりの輪はさらに大きくなってい

いる姿に人は引き込まれ、まちづ

竹本自身が楽しんで取り組んで

て も ら う 仕 組 み を つ く っ て い る。

とで、まちづくりを自分ごとにし

一個人としても関わってもらうこ

めだけに見えるが、組織としても

輩たちに、今は教えを請い、縦の

いう。昔は生意気な口をきいた先

が継続するまちづくりに大切だと

と、組織をきちんと運営すること

のタブーを撤廃して制度化するこ

は一線から退いてもらった。幾多

行動を起こさない街の先輩たちに

員会発足の際、口は出しても何も

め、新旧のつなぎ役となっている。

いかない商店街の連合組織をまと

つながりを保ちつつ、一筋縄では

ルなどは一商店街のまちづくりイ

1

は容易なことではない。まちづく
りのコアメンバーや周辺のサポー

なってそれぞれの活動を尊重する

の新陳代謝が促進されている。

6

1

ことにより、
“ゆるい”関係が築か
れ、良い連鎖反応を生んでいる。

米子市中心市街地活性化協議会
の杉谷第士郎は、オフィスビルの
経営企画室で参謀役として積んだ
経験を活かし、街全体を鋭いまな
ざしで俯瞰している。杉谷は、地
域経済が循環する街の青写真を描
き、それを実現するための環境づ
くりに日々汗をかいている。杉谷
自身はまちづくり会社を経営す

ベントの枠を超えて、現在では市

30

るのではなく、商工会議所や役所

ｏまんなかモール委員会 の
福田好哲は、宮崎市四季通り商店

民、行政、そして市外の人々も参
加する規模に成長した。ここまで

代の店主で

年間200回以上のイベントが開催される宮崎、
Doまんなかモールで

街に米穀店を構える

佐世保のきらきらフェスティバルのイルミネーション

D

米子の中心市街地にある120年前の蔵を改装した善五郎蔵

希望者

あるが、店頭にはほとんど姿を現

尾道空き家再生プロジェクトの活動概要

や振興組合との関わりを持ってい

面接

NPO法人
尾道空き家再生
プロジェクト

多くの人々が佐世保のまちづく

ニーズマッチング紹介

ない若手をヘッドハンティングし

交渉
清掃･再生

りイベントに参加している理由に

登録者
空き家

て起業を後押し、まちづくりに関

受付

わ っ て も ら う よ う 支 援 し て い る。

個店

1年間

･

事業拡大

まちづくりの輪を
より大きくするために

全体

青森市新町商店街の一店逸品運動の概要

72
好きなまちで挑戦し続ける
好きなまちで挑戦し続ける

73

お客様のフィードバックを受け、
品揃えやディスプレイを
研究、来期の逸品を検討
店頭にのぼり･
広告を設置

逸品研究会
仲間と来期の逸品を検討

参加店逸品披露
新聞折込配布

2

4
STEP

逸品ツアーの開催
2カ月に1回

加藤博（かとう ひろし）

西津軽の商人の末っ子として生まれた男、少年時代には商人にだけはなるまいと心に
誓っていた男が、ある日、青森市新町商店街に乗り込んできた。
衰退の時期を迎えよう
としていた商店街の危機に、彼は立ち上がり闘い続けた。
気がつくと彼の周りには、自
分たちの商店街を再生させるという同じ目標を持った仲間たちが集まっていた。

青森市新町商店街振興組合副理事長
経済産業省タウンプロデューサー

加藤 博

て、持ち前のパワーで東北のあちこ

た カ月後には東北ニチイに転籍し

さを実感していたのである。就職し

を手伝いながら彼は商人のおもしろ

ことを予想していた。世の中の変化

ては、いずれ本格的な危機が訪れる

じ、親の世代と同じことを続けてい

手たちは商店街に差し始めた影を感

語る会」に誘われたときだった。若

は目まぐるしい程にスピードアップ
していたのだから。しかし会合で語

大型店舗で腕をふるった経験も大

まるのは常識である。よそ者を無視

こは港町だ。港町によそ者が多く集

青森という土地柄も大きかった。こ

商人にはなるまいと心に誓った
青年が、商売の魅力に目覚めた
るまいと思っていたよ」と加藤は

「高校を出るまで、商人にだけはな
言った。
「俺は小さな頃から親父や

た。実家には常に ～ 人の従業員
何でも買ってもらえて同級生にはう

かった。両親とも商売に忙しくてね。

お袋と一緒に晩飯を食ったことがな

が住まい、幼い彼を育ててくれたの
らやましがられたけど、俺は役場や

彼は津軽の裕福な家庭に生まれ

は 人のお手伝いさんだった。ほし

彼は青森市新町商店街を元気に甦ら

ている。エネルギッシュな 才だ。

彼のしゃべりに親しみやすさを加え

うが、隠しようもない津軽なまりが、

つける。本人は標準語のつもりとい

にみなぎるパワーで後輩たちを惹き

張りのある声で実に雄弁、その全身

的な人生を送ることになる。大きな

どちらかといえば「人間バンザイ！」

が、加藤は西津軽の深浦に生まれ、

まれ、のちに『人間失格』を執筆する

く加藤博という。太宰は北津軽に生

たという。彼の名前は太宰治ではな

いものはなんでも買い与えられてい

青森市のデパートに就職する。実家

ると一転、彼は商人の修行のために

に進んだが教員採用試験に失敗。す

う。目標に向かって明治大学農学部

あって尊敬されたから」と加藤は言

て、あの頃の先生ってのは威厳が

藤の目標は教師だった。
「今と違っ

人にだけはなるまいと心に誓った加

子どもにさびしい思いをさせる商

卓を囲むんだ。うらやましかったね」

ちゃんと兄弟たちがみんな一緒に食

ただいたことがある。父ちゃんと母

に遊びに行ったときに夕ご飯をい

しくてたまらなかったよ。友達の家

学校の先生たちの子どもがうらやま

13

せた功労者の 人として知られ、現

12

は深浦で総合衣料品店を営んでいた
学生時代に帰省した際、実家の仕事

のだが、やはり蛙の子は蛙だった。

63

在ではまちづくりに関する会議やら

1

講演で全国を飛び回る日々を送って
いる。

3

られた将来はあまりにも現実味に欠

森は日本有数の豪雪地であることか

きかったのだろうが、バブル景気も

していたら港町はなりたたないのだ

平成 年、現実的な商店街の改修
4

ハード面での最初の事業だった。商

2

ちの店舗で暴れまくった。

街の人の意識を変える一歩は、
自分の意見を伝えることだった
けていた。アーケードを 階建てに

ら冬場の雪対策は重要だ。そこで発

するとか、駅や空港などで目にする

服専門店を構えたのは昭和 年、

年間のサラリーマン生活を辞め

才のときだ。もっと自由に自分が思

案されたのは雪を自動的に溶かす

動く歩道を設置しようとか……。青

い描く商売をしたいという衝動が彼

アーケードをつくる計画だった。い
ずれも夢物語ばかり。加藤は実現出

を動かしたという。加藤はなぜ青森

れ育った先輩たちから見れば、加藤

市新町商店街を選んだのだろう。

はよそ者であり新参者だ。それでも

来ることをやろうと声を上げた。若

よ。それだけすごい商店街だった。

仲間たちが加藤の話に耳を傾けたの

手の会合とはいえ新町商店街で生ま

家賃は高いけど、あそこに店を出せ

後押しして開店したばかりの婦人服

から。

は、彼の人間性もあっただろうが、

専門店はお客であふれかえった。経
ある。それでも商店街の先輩たちに
は「昔はこんなもんじゃなかった」と
言われた。商店街には少しずつ変化
加藤が初めてまちづくりに参加し

計画が開始された。加藤が手掛けた

の兆しが見えていたのだ。
たのは店を開いて 年目のこと、商

街の人々の理解を得るには
丁寧に気長に説明を重ねる

営者としてはまさにウハウハ状態で

からね」

ば誰だって成功すると言われていた

いえば県下の商人の憧れだったんだ

37

「あの時代、青森の新町商店街って

61

て、加藤が青森市新町商店街に婦人

2

10

15

店街の若手でつくる「新町の将来を

1

キーパーソン

監修：石原武政

「教師を目指していた商人の息子が、
15年の修業を終えて憧れの地、
青森市新町商店街に自分の店を開業した。
蛙の子は蛙だった……」

三位一体 となってまちづくり に挑めた。
俺たちは本当に幸せ者なんだよ！

青森市新町商店街振興組合副理事長、
経済産業省タウンプロデューサー
昭和24年、青森県西津軽郡深浦町生まれ。明治大学農学部卒業後、青森市の武田百貨
店、株式会社東北ニチイなどに勤務。
昭和61年、株式会社東北ニチイを退職後、青森市
新町商店街に婦人服専門店を開店。昭和63年より、商店街での活動を契機に、青森市
中心市街地のまちづくりに尽力。青森市中心市街地活性化協議会タウンマネージャー、
有限会社PMO（パサージュ ･マネージメント･オフィス）代表取締役等
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2

4
1.新町商店街に面したパサージュ広場は、やる気に満ちた若者たちの開業を応援するための施設。
ユニークな店が並ぶ 2.商店街の老舗、
リケン洋食器店の逸品は肉切りハサミ 3.通りにはかつて加藤副理事長が整備に尽力した自転車道路が延びている 4.商店街から路地に
入ると青森の台所でもある古川市場が広がっている。
周辺には昔ながらの露店も

2

16
青森県青森市
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CASE
まちづくり

シーを利用すると、つい最近まで自

楽しめるようになった。加藤がタク

店街のお客は安心・安全に買い物が

は平成 年に完成した。おかげで商

から猛反発を買いつつも、自転車道

やって来る人々やタクシーの運転手

の自転車道をつくる。商店街に車で

として、歩道と車道の間に ｍずつ

いたのである。幅 ｍの車道を ｍ

客と自転車との接触事故が頻発して

げられるが、青森においても買い物

車の危険性は現在でも度々問題に上

という内容である。歩道を走る自転

きゃ」という相乗効果が生まれてい

されて「自分だってもっと頑張らな

はずだ。自分たちが目標としている

が語りかけたように丁寧に説明する

は、かつてタクシーの運転手に加藤

でまちづくりに携わっている人々

ばかりかと不安になる。しかし青森

の計画が実現したときの反発はいか

と高くなっているだろう。実際にそ

で買い物に出かける人の比率はずっ

モール型商店街だ。昔と比べれば車

通ることの出来ないトランジット

ての究極の目標は公共交通機関しか

く自分の考えを語った。加藤にとっ

手も多かったというが、彼は粘り強

転車道に対してブツブツと言う運転

議室には 数名の人々が押しかけて

実際、加藤が話を聞かせてくれた会

ありがたいことだ」と加藤は言う。

体となっている珍しい街なんだよ。

役所と商工会議所と商店街が三位一

ちは商業政策に打ち込めるんだよ。

かりやってくれている。だから俺た

「青森ではね、行政が都市政策をしっ

を甦らせようという目標を。

元気な街、昔のようなにぎやかな街

驚きうらやましがる光景だろう。

汗を流している人が見たら、きっと

日本のあちこちで、まちづくりに

人々だ。

にぎやかな街にしたいと願っている

ちである。自分たちの青森を元気で

な同じ目標を共有する加藤の後輩た

ションはバラバラでも、彼らはみん

ツにネクタイという人もいる、若者

いた。エプロン姿の人がいれば、
スー

店街に幅 ｍの自転車道を整備する

青森では、なぜ三位一体が実現出

だったんだ。だから商店主の気持ち

前市長は、商工会議所の副会頭出身

をつくろうってがんばってくれた

者、企画会社など。さまざまな分野

はもちろん、商工会議所、行政担当

朝会議を開いている。商店街の代表

あきんど隊」を結成して、月に 度

平成 年には「青森市まちづくり

いるのだ。 年続けられている朝会

街やまちづくりについて議論をして

約 時間で 店程度を回るという内
容だ。さらに市民サポーターが街中
を案内する「あおもり街てく」なども
開催している。

リーダーが信念を持っているか
らこそ、若者たちがついてくる

から、売り場づくり、ポップの描き

だって勉強したさ。魅力的な品揃え

いってことなんだよ。だから俺たち

心だった。加藤からすれば自分の子

集まってくれた人々は ～ 代が中

念している。彼のインタビュー時に

自ら天命とまで言うまちづくりに専

加藤は数年前に自分の店を閉め、

方までね」と加藤は言う。

商店街には、ほしいものが売ってな

番痛いところをつかれたね。つまり

みたい。
「アンケートをとったら一

まり商店街の取り組みに目を移して

る。一方、加藤の言う商業政策、つ

都市政策は着実に進められてい

全国ツールは自分たちのものに
カスタマイズしてパワーアップ

つけた商店街の人々……。ファッ

夕方に大急ぎで店を閉めてから駆け

所に勤める人、商工会議所の職員、

も数多い。加藤の仲間たちだ。市役

来たのだろう。
「俺が一番尊敬する
るのだろう。

もわかれば、役所や会議所の人の気
からの出席者が、中心市街地のハー
ド面から商店街のイベントなど、率

することが出来たのだろうか？ す

6

年続けられてきた朝会議が
育んだ三位一体体勢

人物なんだけど、コンパクトシティ

持ちもわかる。おかげで全部の風通
しかし市長 人の力で、それぞれ

しが良くなったんだよね」

るとその場にやって来ていた電器店

議が三位一体をより強固なものへと

直な意見を出し合って活気ある商店

の伊香佳子氏が控えめに手をあげて
育んでいるのは間違いない。

青森市が目指した都市政策、
コンパクトシティ構想

年も前から始まっていた。公共施

青森でも人口の郊外へのシフトは

「エプロン姿やスーツにネクタイを締めた人々みんなが、
自分たちのすばらしい街をつくるという意識を共有して」

おすすめ商品を 年を通して前面に

店逸品運動だろう。店主こだわりの

新町商店街の代表的な取組みは一

連れて来てくれるはずだ。かつて若

きっと彼らが次の世代の若者たちを

どもの世代だろう。 年もすれば、

40

立場が異なる人々の気持ちを つに

くれた。
「青森のお役人たちは本当
にがんばってくれています。彼らが
夜遅くまで残業して休日出勤して街
のために頑張っている姿を、わたし
たちは目にしてきました。商店街の
人間だけがボケッとしているわけに

設は次々と郊外へ移り、交通インフ

はいきませんよ」
立場の異なる人々が互いに批判し

3

10

ラの整備が拍車をかけて、中心市街
地の空洞化が起こっていたのだ。そ

30

10

14

「この土地は、
先祖からもらった物ではない。
子孫から借り受けて
いるのだ…。
この一言を胸に秘めて、
元気なリーダーは走り続ける」

12

合うのではなく、互いの情熱に触発

の流れに歯止めをかけようと平成
年に策定されたのがコンパクトシ
ティ構想だ。人々が市街地に住み、
街を歩いて、買い物を楽しめる、そ
んなまちづくりである。まちなか居
住を促進するためにマンションが建

持っていた。逸品は毎年 月初旬に

てのプライドを取り戻させる効果も

さらに店主たちに専門店の商人とし

に説明するのだから説得力はある。

商品がいかに優れているのかをお客

はその分野での専門家として、その

出していくという試みだ。店主たち

い後輩たちがいるから安心だろう。

は月に半分もいないというが、心強

しく全国を飛び回る生活で、青森に

ことは決してない。最近、加藤は忙

ちづくりは、引き継がれて完結する

加したのと同じように。より良いま

い加藤が「新町の将来を語る会」に参

グや店主の似顔絵、顔写真入りポス

お披露目され、参加店舗にはカタロ

のだ」

ではない。子孫から借り受けている

「この土地は、先祖からもらった物

人々に伝わる言葉だという。会議室

やカナダで暮らすアーミッシュの

加藤の座右の銘である。アメリカ

ター、のぼりを置き、互いが競争し、
の画期的ともいえる試みは「青森し

宣伝し合っているのだ。新町商店街
んまち逸品お店回りツアー」を カ

待っているのだろう。
「子孫から借

家庭に帰ればかわいい子どもたちが

に集まってくれた面々……、彼らも
ポートしている点である。商店街メ
〜 人のお客 組を基本に、逸品

胸にしみた。

り受けている」という言葉がやたら

ンバー数名がガイド役となり、 組

月に 度開催して一店逸品運動をサ

2
1

1

設され、新幹線の開業にともなって

3

の店舗でのお茶休憩、昼食を含めて

3

14

予想される観光客への対応のため

1

7

11

に、いくつものホテルもつくられた。

1

10

1

9

1

1

1
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新町商店街のアーケードで記念撮影。
加藤副理事長はとても63才には見えない若々しさだ
好きなまちで挑 戦し続ける
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6

40

8

青森市まちづくりあきんど隊の朝会議。商店街の
イベントなど、
活発な議論が繰り広げられる
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ダクターとして、ヨーロッパなどを

を学んだ後、海外旅行のツアーコン
遺産としか見ていなかったのだ。

市役所を含め、大部分の大家が負の

だった山手地区を、このときはまだ

ものを大切に残そうとする気持ち

見たとき感動しました。住民が古い

ことが、その先の豊田の人生の舵を

家を購入しリノベーションを始めた

探し求めていた家だった。この空き

邸（尾道ガウディハウス）に出合う。

数年後、知人の紹介で旧和泉家別

８年間飛び回った。

が、美しい街並みに反映されていて。
切ることになった。

「ヨーロッパの古い街並みを初めて

日本に帰って来るたびに、古い街が

「ブログで、ガウディハウスの再生

どんどん壊されて、新しいビルが建
ち並んでいく。もったいないなぁと

を発信していたら思いのほか反響が

の様子や、尾道の風景、自分の思い

才のとき、尾道で暮らす母親が

大きく、同じような思いの人が尾道

思っていました」
病に倒れたことをきっかけに ター
才で結婚して、ツアーコンダク

やがて移住相談が増えてきて、空き

市内外に多くてびっくりしました。

「自分の第 の仕事は、ゲストハウ

ターの仕事も辞めた。

成 年頃から、空き家に地元や広島、

家を探すノウハウも教えました。平
東京などから移住する若い人たちが

新聞などのメディアで山手地区に

んですね。この流れに乗って、多く

尾道の不便さや古さが魅力的に映る

ポツポツと出てきました。彼らには、

空き家が多いという記事を目にし

の空き家をリノベーションしなけれ
ばと思い団体をつくりました」

平成 年、任意団体として立ち上

空き家再生を軸にした
尾道建築塾

けて空き家バンクを始めていました

げた尾道空き家再生プロジェクトに
建物そのものが古く、車の乗り入

ニティ・観光・アートの観点から空

若者が集まり、建築・環境・コミュ

は、豊田と同じような思いを抱いた
れも出来ない。リフォームするにも

ような状況でした」

が、情報の更新もほとんどなかった

ませんでした。役所も全国的に先駆

いからと扱わないので情報が集まり

んあるのに、不動産会社は儲からな

「山手地区を歩けば空き家はたくさ

う空き家を探し始めた。

て、山手地区で自分のイメージに合

ていました」

19

き家を考察する活動を始めた。団

た 人の女性が、この街並みのすば
らしさを残したいと強く願い、空き

災や大きな自然災害に見舞われたこ

広島県東部に位置する尾道市。戦

山のように思えたの！」

在する尾道の坂の街は、私には宝の

行ったり来たり。いろんな建物が点

「空き家を探しながら、狭い路地を

家を再生する運動を始めた。

とがないため、街には古い文化や歴
豊田雅子は、目を輝かせながらそ

い街並みが独特の景観を醸し出し、

ばれる傾斜地は狭い路地と階段の多
ベーションに全精力を注いでいる彼

の東土堂町を中心に空き家のリノ

プロジェクトの代表理事を務め、こ

現在、ＮＰＯ法人尾道空き家再生

う語り始めた。

文学の舞台や映画のロケ地として数
女を、突き動かしているものは何な
のか。

た住環境の変化によって、時代に取

い。利便さや合理性を追い求めてき

り、放置され、朽ちていく家屋も多

ケーションや屋根が連なる風景は、

戸内海の美しい景色を見下ろせるロ

な坂道と路地のある街で育った。瀬

豊田は生まれたときから、この急

美しい尾道で、夢を実現させる
ための空き家探し

り残された東土堂町の未来は閉ざさ

までは、尾道の特徴を意識すること

当たり前のもので、高校を卒業する

機やトラックが入れないこともあ

多く存在している。解体するにも重

ない地形などの理由から、空き家が

高齢化の影響や、車が乗り入れられ

近年、山手地区の東土堂町は少子

多く登場している。

成されている。とくに山手地区と呼

は、狭いエリアに多くの街並みが形

いる。海と山に囲まれた中心市街地

史、そして多くの建造物が残されて

時代に取り残された坂の街で
空き家再生事業をスタート
1

れているかに見えた。
しかしある日、尾道で生まれ育っ

1.独特の外観と職人の粋が集めら
れたところから名づけられた昭和8
年築の「ガウディハウス」 2.急な
斜面に面して建つかわいらしいパ
ン屋さん「ネコノテパン工場」
3.陶オブジェや器を扱う「 陶 房
CONEL」は現在リノベーション過
渡期 4.商店街の路地裏の角に建
つ「路地の家」は路地や商店街の魅
力を発信する観光案内所

わたしには

ツアーコンダクター時代の渡航歴は100回以上。
ヨーロッパの歴史ある古い
街並みに感動する半面、尾道に戻ればスクラップ＆ビルド全盛で尾道の景観
をつくっていた街並みは、遺物として扱われ、廃墟のように……。
この街並み
を守るため、
1人の女性がチャレンジした！

ン。数寄屋大工のご主人と知り合い

U

ス的なことをやりたいと漠然と考え

2

4
3

27

29

平地に比べて膨大な費用がかかって

2
1

なく育った。進学で大阪に出て語学

豊田雅子
監修：原田弘子

しまう物件。豊田にとっては宝の山 「ヨーロッパの古い街並みを見たとき感動しました。
住民の古いものを大切に残そうとする気持ちに」

ＮＰＯ法人 尾道空き家再生プロジェクト代表理事

いろんな建物 がある尾道の坂の街が、
宝の山のように思えたの！

ＮＰＯ法人尾道空き家再生プロジェクト代表理事
昭和49年、広島県尾道市まれ。関西外語大学米英語学科を卒業。ツアー
コンダクターとして海外と日本を８年ほど行き来する生活を続けた後、
尾道に生活基盤を移す。結婚後、
「尾道空き家再生プロジェクト」を平成
19年に立ち上げ、翌20年に法人化。代表理事に就任。平成24年12月、
商店街に念願のゲストハウス「あなごのねどこ」をオープン

17
豊田雅子（とよだ まさこ）

78
好きなまちで挑 戦し続ける
好きなまちで挑 戦し続ける
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キーパーソン
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広島県尾道市
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CASE

まちづくり

「業者に頼まず、
まず自分たちでやる。
再生へのプロセスを大事にしようと思ったから」

商店街の通りに面し、奥に長い通路
がおもしろい「あなごのねどこ」
。古
い日本家屋をうまく活用している

17

平成 年の夏に８日間の期間で開
き、情報交換を行う。さらに空き地

空き家と関わりのあるゲストを招

宿には、国内外から 人の参加者が
る空き地の活用方法を考えることを

再生ピクニックは、坂の街に点在す

楽しみながら、清掃や草刈りをし、

目的として、その地でピクニックを
手づくりの公園や菜園、花畑などの

あった。日中は家屋再生に取り組み、
クショップを実施。
アイデアを出し合い、再生していく
そして 年から尾道市と共同でリ

というもの。

ではなく、そのプロセスを通して建
は限界があると思いました。役所は

ある。
「空き家バンクも行政だけで

ニューアルした空き家バンク事業が

土日休みで平日も夕方５時まで。こ
れでは一般のニーズに合わない。私
たちはネットワークもあるし、新し
く尾道に来た人たちに細かなところ
市役所と共同で空き家再生に取り

まで面倒を見てあげられるから」
組むことで、団体の信頼感もより強
代の人を中心に今まで

固なものになった。
〜

品を運び出すために業者に依頼する
「
４００組以上は対応しました。現在

田らは現地でチャリティ蚤の市を開
も カ月に 人は相談に来る」とい
10

うように、３年間で 件の移住者を

1

や、実際に空き家に住み始めた学生、

職人などの専門知識を持つ人たち

体のメンバーは大学教授、建築士、

門家と街を散策したり、ユニークな

建物に興味を持ってもらうため、専

ナーを始めた。尾道独特の街並みや

得し、尾道建築塾と名づけたセミ

また翌 年にはＮＰＯ法人格を取

トを開催することもある。

ためには、現地でチャリティイベン

クなプランだ。再生費用を捻出する

つ、家の片づけも同時に進むユニー

家財道具のリユースを目的にしつ

光とは違って、ディープな尾道を

う、体験ハウスも用意しました。観

めに、坂の街の暮らしを味わえるよ

が、尾道の環境をじっくりと知るた

む。
「空き家に移住を希望される方

コースも設定。同年だけでも延べ
立を図るために始めた事業もいくつ

また定住促進とコミュニティの確

え、小さな街なので友達も応援して
かある。尾道空き家談議は、尾道の

くれていた」

スにする予定だ。豊田は多くの人が

貸しのゲストハウスや、貸しスペー
急な課題として浮上してきた。

れば」と、雇用を生み出すことが早

生活が出来る環境も整えていかなけ

なければならない。豊田にその勇気

新しいことは、常に手探りで進ま

これからがスタートです」

「不便さ、
不自由さを良いものとしてとらえる人が増えてきたというこ
とでしょうか。
温かいコミュニティであることは、
間違いありません」

気軽に訪れ、長期滞在出来るような

得た多くの共感し合える仲間たち

を与えてくれるのは、空き家探しで

る商店街の空店舗を改装し、平成

だ。

そこで豊田は尾道駅から東に延び
年 月、
「あなごのねどこ」をオープ

知っていただくためには長期滞在が
必要ですから」
ガウディハウス完成後は、 棟丸

コミュニティであることは間違いあ

小さな公園・ａｋｉｃｈｉなど、景

の家という図書館。みんなで憩える

のだ。また周辺につくりはじめた本

と仲間の協力で空き家を再生したも

などなど、すべては移住者本人たち

ショップとして人気のＭａｒｔｏｎ

う工房つきのお店、テディベアの

りの陶器を扱う陶房ＣＯＮＥＬとい

テパン工場、その向かいには手づく

道にある小さなベーカリー、ネコノ

しい店が点在し始めている。急な坂

した。設備以外は、ほかの空き家同

す。この建物も１年かけて再生しま

尾道の宿泊客を増やしたいと思いま

家を探したい人に最適です。さらに

尾道の観光を楽しみたい人や、空き

リーのスタイルなので日数をかけて

屋さんが建てたものだとか。ドミト

にまでさかのぼります。もとは呉服

ました。建物の古い部分は明治時代

通り、縦にすごく長い町家を改装し

たのは尾道の特産だから。その名の

「うなぎではなく、
“あなご”にし

物である。

マンスケールが、ほかの街とは圧倒

（笑）
。この街の大きな特徴は、
ヒュー

イルを変えます！』と言い出したり

東京から見に来た人は『ライフスタ

ね、ここに住んでいれば。わざわざ

き生きしてきたのがわかるんですよ

まり始め、目に見えて坂の街が生

あるようになりました。空き家が埋

大家さんから登録したいと申し出が

化してきました。空き家バンクにも

改修に対し、補助金を出すように変

たことを実感します。行政は空き家

組んできたことで、周りも動いてき

「私たちが懸命に空き家再生に取り

多いんですよね。港町だからかしら

「メンバーは個性が強くて、船頭が

ている。

代に次のステップを託すことも考え

なく進んでいく。これからの若い世

新しい夢に向け、豊田は休む間も

んか？」

これこそ尾道スタイルだと思いませ

中です。海の見えるゲストハウス。

て次のゲストハウスにしたいと計画

き過ぎるんです。この つを再生し

旅館などの家で、個人が住むには大

家が数件あるんですね。これはもと

「山手地区に手つかずの大きな空き

りません」と豊田は言い切る。

観は日々変化し続けていく。

様自分たちが考えながら手を加えて

地元のヒューマンスケールに
合ったまちづくりを

観光スポットとして若い層に人気が

で、カフェを併設したユニークな建

の施設は豊田念願のゲストハウス

ての収益事業へのチャレンジだ。こ

ンさせた。ＮＰＯ法人として、初め

24

ゲストハウスをつくることが必要だ
と、改めて強く感じていたのだ。

街で仕事が出来て、生活出来る
環境づくりが重要

12

招き入れるという驚異的な実績を生

アーティスト、商店主らで 〜 代
建物を見学するツアーを開催。また

うと思ったから」

の若い世代が中心となる。
空き家を再生する現場を体験する

70

個人で動いているときに仲間が増

る。再生へのプロセスを大事にしよ

催する。

30

「業者に頼まず、まず自分たちでや

20

と数十万の費用がかかる。そこで豊

空き家に放置された家具や生活用

市役所と共同で取り組むことで
団体の信頼感も強固に

しています」

築を学んだり、関わる人同士のコ

21

ミュニティを確立させることを重視

す。ただ単に空き家を再生するだけ

かしながら再生させることが大切で

アで活用し、尾道らしさを残し、活

夜は専門家によるレクチャーやワー

2

「廃材や不用品をいろいろなアイデ

25

催された第 回尾道空き家再生夏合

23

「ＮＰＯの立ち上げは自然発生的に。

20

290 人が参加した。

30

坂の街には、若い移住者による新

1

20

「リノベーションが進むと、新たな

駅に程近い「北村洋品店」
は、尾道の情報発信の場と
して、みんなの憩いの空間
となっている

を持つ人や、自営で店をやる人が多

カメラマンなどフリーランスの仕事

ておもしろい。移住者には漫画家や

間づくりがされていて、個性があっ

出てくる。それぞれにこだわりの空

ながりも大切にしたかった。スタッ

ここは商店街ですから、周囲とのつ

んな内装がふさわしいのか。とくに

背景を知り、きちんと向き合う。ど

たのはプロセスでした。この建物の

いきました。ここでも一番大切にし

きたということでしょうか。温かい

良いものとしてとらえる人が増えて

ますしね。その不便さ、不自由さを

立も匂いでわかる。声も聞こえてき

が触れるほどに近い。隣の夕食の献

ない道を歩けば、行き来する際に肩

的に違うということです。車の入ら

終わりそうにない。

る人たちの街再生物語は、まだまだ

う。尾道ならではの価値観を共有す

るような“ゆるい”関係が好きだと言

やりたいことをやりたい人が出来

考えていない。

い。しかし若い人たちにもっと移住

フにも多少ですが賃金も出せたし。

（笑）
」と、最初からまとめることは

してもらうためには、仕事が出来て、

1
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まちづくり

手づくりの公園・akichiから本の家を眺める。
どちらもリノ
ベーション進行中

監修：木下斉

街には挑戦すべき世代、挑戦せ
ざるを得ない人というのがいる

いるのが、 代の人のことなんです

「今、僕が考えなあかんなと思って
よね。 代は挑戦すべき世代。これ

30

から商売をやる人もいれば、結婚し
て家を持つ人もいる。そうすると、
その 代のところに、まちづくりの
収益機能を位置づけることが重要だ
なと」
米子市中心市街地活性化協議会の
タウンマネージャーである杉谷第士
郎は語る。
米子では、現在 つの民間事業者

ショップ、美容室など、 〜 代が

をマッチング。カフェやセレクト

と、それを利活用できる若手経営者

エリア圏内に集積し、遊休不動産

主体のまちづくり会社が 800m

6

30

「よく商店街が、担い手がいないと

誘致している。

アプローチして中心市街地の物件に

彼は、これぞと思う若手商業者に

んでいるのだろうか。

る。どのような発想で杉谷は取り組

魅力に感じる店舗が集積し始めてい

20

18
杉谷第士郎（すぎたに だいしろう）

米子市中心市街地活性化協議会タウンマネージャー、
経済産業省タウンプロデューサー
米子市生まれ。同志社大学卒業後、東京の貿易会社に入社。30才のときに大手流通企業に転
職し、イタリア・ミラノの関連現地法人などに勤務。
平成13年に退職し、平成16年、財団法人
とっとりコンベンションビューローでの仕事のためにUターン。その後、米子コンベンション
センター館長を務め、平成19年、米子市中心市街地活性化協議会発足にともなってタウンマ
ネージャーに就任

キーパーソン

米子市中心市街地活性化協議会タウンマネージャー
経済産業省タウンプロデューサー

杉谷第士郎

大手流通企業で華々しいキャリアを積み上げてきたビジネスマンが、52才のときに郷
里の米子に戻り、
タウンマネージャーに転身した。
ちょっとクールな男の持論はまちづ
くりもビジネスであり、商売と同じということ。
彼は若手世代が自ら始めるまちづくり
の姿を実例をもって形にし、
これからの日本のまちづくりを支援する。

言うんだけれども、どの街にも、良
いなと思える店をやっている若い人
はいます。そういう人たちは、振興

杉谷は自身の目で確かめ、これ

と関わりを持っていない」と語る。

があいつのレストランで、２階は彼

ようという人。そして仲間内で１階

れているけれども米子で商売を始め

持つ人、家を持つ人、今は地元を離

「これから街を担っていく世代に挑戦のチャンスと方法論を
伝えていくことで街が動き出し、
地域人材の新陳代謝を起こす」

ぞと思った個人にアプローチし、彼

組合、商工会議所、行政と、もとも

らが挑戦できるような条件整備も考

の住宅にしよう、というような小さ
なチームでやる。ありがたいことに

え、ヘッドハンティングする。
仲間は裏切らない」

杉谷は次代の街を担う世代に対し

このようなアプローチを取るのに

イナミズムを意識している。

し、地域人材の新陳代謝を起こすダ

法論を伝えていくことで街が動き出

て視線を向け、挑戦のチャンスと方
は理由がある。
「僕、かつてのよう

地域人材の新陳代謝を起こす
ダイナミズムを意識する

な商店街振興組合の蘇生は無理だと
思っているわけですよ。今の組合が
そのまま続くとは思えない。だけど

思っているわけです。 代はその世

域経済循環はあり得るだろうなと

きず、遊休不動産の活用がいっこう

くに不動産オーナーの理解が醸成で

街でもその再生に苦慮している。と

各地で課題となる空店舗。どこの

若手に身の丈に合った
まちづくり会社設立を促す

代で横のつながりがあります。単純

仕組みをつくる。この年代は、地元

たちに貸すよう正面交渉を行うこと

レームをオーナーに説明し、若い人

休不動産利活用の大枠となる収支フ

4
3

も、イタリアのように友達同士で、

に同窓生だけでも結構なつながりで

に進まないところは多い。杉谷は、

小さく無理なく回していくような地

す。そういう人たちに、空店舗や空

〜 年くらいで見通しのつく、遊

から外に出ている人たちが多いはず

き家を活用するための情報を届ける

です。まだ、同窓会もやっているか

もしている。
くださいねと言います。固定資産税

「地権者の方には、欲を出さないで
プラスアルファが賃料収入としてあ

ら気心知れている仲間同士でチーム
きり線引きをして、共同出資でまち

ればいいじゃないですか。しかもリ

になり、最初のリスクテイクをはっ

ら、つながりが切れていない。だか

5

2
1

3

30

づくり会社をつくる。これから店を

1.法勝寺町にある善五郎蔵。
築120年の白壁土蔵をリノベーションし、こだわりの飲食店やセレクトショップ、地元クリエーターの表現スペース、多目的スペー
スなどが揃う 2.スカイビル内にある靴専門ネットショップ「365」の事務所。
米国卸売業者から直輸入し8000種類以上のラインナップを誇る 3.ダラズ･ク
リエイト･ボックスには若者をターゲットとしたカフェや個性的な店舗、
情報発信のＦＭスタジオが入る 4.地域住民自らがつくったコミュニティの場、
笑庵

まちづくり会 社 だってビジネスですから、
収益を 生み出し結
、 果を 出さなきゃ
だめですよね

鳥取県米子市
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援できませんと申します。タウンマ

それをわかってもらえないと私は応

ラスアルファ部分は考えれば良い。

借入の返済が終わったところで、プ

いになる。テナントの事業主さんが、

ノベーションすることで物件もきれ

いった。

室長と得難いキャリアを積み上げて

イタリア駐在、国際戦略室、社長室

る。その後、東京の広報室、社長室、

見据えた長期経営計画策定に参画す

しようとしていたときで、 年先を

は小売業から生活総合産業へと変化

しかし、バブル崩壊の影響を受
兆 千億円、当時としては戦後第

け て 会 社 の 経 営 が 傾 き、 負 債 額

ションビューローの求人広告を新聞

またま財団法人とっとりコンベン

ター館長などを経て、タウンマネー

を決意。米子コンベンションセン

生み出し結果を出さないとだめです

も、その中身は事業を通じて収益を

だ。
「ある日、大変お世話になった

は経営者の資質について触れたもの

言葉を大切にしているという。それ

杉谷は大学卒業後、東京の貿易会

も、まちづくり会社の経営がうまく

るよう自ら後見役として支えつつ

「まちづくり会社を起こすなら、
30代の人たちが自分たちのこれから
30年の人生を組み立てていくための仲間をつくり、
自立できるように」

うまくいっていないとき、その人に

「まちづくり会社が人事上の問題で
外れてくれとか、誰かが言わないと
内部からは言い難いでしょう。そこ
は、わたしが言うべきだと思ってい
ます。会社を立ち上げてくださいと
いったのはわたしだし、社長に個人
保証をしてくれと依頼したのもわた
し。そうすると、会社がうまくいく
かどうかに関して、わたしにも責任
がある。そういうことが 年くらい
やっていると出てきます」

これからの地域を背負って
立つのは 代の人たち
そこまで徹底した責任を持つ杉谷
だからこそ、これまでのまちづくり

だからこそ、杉谷はこれからの地
域を背負って立つ 代に着目するの
だ。

うにかなるわいと思っている。これ

ときには自分も引退しているのでど

ルと続ける。いよいよダメになった

関係ないと思っているから、ズルズ

人たちが、自分が生きているうちは

同じ状況。けれども、ほとんどの

なく、地方の行政、業界団体とかも

能しなくなっている。商業だけでは

「日本のこれまでの商業振興策が機

杉谷は、これからの日本を形づく

発想を持っておかないといけない」

自立してやれるようにする、という

くための仲間をつくり、自分たちで

これから 年の人生を組み立ててい

きには、 代の人たちが自分たちの

う。そのまちづくり会社をつくると

NPO を起こすケースもあるだろ

り会社を起こすことになると思う。

たな事業をするとなると、まちづく

「これからのまちづくりに関して新

までは国、自治体の予算をもらって

のあり方に苦言を呈する。

出てこない」

「タウンマネージメントは地権者さん、テナントとなる若手経営者、
複数の人たちがウィンウィンの関係にならなければだめ」

ネージャーは地権者さん、テナント
となる若手経営者、複数の人たちが
ウィンウィンの関係にならないと、
補助金を使ってまで支援する意味が
このような環境整備を自ら推進

位の倒産を経験する。その後、た

し、若手に身の丈に合ったまちづく
で目にし、

金であっても株式会社をつくって利

「不思議なもんで１００万円の資本

培ってきた経験を米子のまちづくり

そして今、ビジネスの最前線で

ジャーに就いている。

地域の問題を解決していくポジショ

よね。まちづくりだから違うってい

社長が、経営者にとって大事なこと

彼は前職で薫陶を受けた経営者の

会社に注ぎ込んでいる。

うことはないと思います。まちづく

は健康であるということ。それとな、
明るいということ。それとな、逃げ
ないということ、と仰っていたのが
記憶に残っています」

社に入社し、農産物やエビの輸入に

進まないとなれば、ときには厳しい

若手が米子のまちなかで挑戦出来

携わる。 才で大手流通企業に転職

経営者にとって大事なのは、
逃げないということ

りは、ビジネス、商売と同じですよ」

んです。でも、まちづくりであって

ンに置くと、まちづくり会社になる

違ってくるんですよね。その会社を

害関係者となると人間、真剣度が

才で米子へ戻ること

り会社設立を促している。

ありません」

10

判断も行う。

ましょうとやっていても解決策など

今、みんなで集まって、さあどうし

わなければならない時代に突入した

たのが、真剣に地域の課題と向き合

シャンシャンでやっていれば良かっ

姿で示してくれている。

るべき上の世代のあり方も、その後

ともに、若手世代を支援し、見届け

の姿を実例をもって形にしていると

る若手世代が自ら始めるまちづくり

30 30
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4

6

84
好きなまちで挑 戦し続ける

メンズファッションのセレクトアイテムから化粧品までが揃うTHE PARKの古い建物を活かした店内
好きなまちで挑 戦し続ける

85

30

30

4 1

し、経営企画室に配属となる。当時

30
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落ち着いた語り口で、これからのまちづくりを語って
くれた杉谷タウンマネージャー。
笑庵を背景にして

竹本慶三（たけもと けいぞう）

キーパーソン

させぼ四ヶ町商店街協同組合理事長
経済産業省タウンプロデューサー

竹本慶三

フェスティバル実行委員長の竹本慶

イベントの仕掛人であり、きらきら

よ」と、豪快に笑いながら話すのは

いけるってムードでした」

ど、四ヶ町で商売が出来れば食って

いても売れた。殿様商売じゃないけ

主は経営努力をしなくても、黙って

平成４年にハウステンボスが開業

三だ。自らを「のぼせもん」と称する
して５０００人もの新しい雇用が生

竹本。佐世保の方言で、何かあると
すぐに盛り上がるお祭り好きという
み出された。まち全体の給与水準も
上がり、佐世保は好景気に沸いてい
た。竹本の店でも年末や年度末には
１日の売り上げが１００万円を超え
ることも頻繁だったという。初売り

からの商売人で、鞄店を本業としな

生まれたのは昭和 年。父親は根っ

まちとして発展してきた。竹本が

化が流入した佐世保は国際色豊かな

ンバーガーに代表されるアメリカ文

う計画が持ち上がり、商店街の危機

の場所に郊外型大型店をつくるとい

る。平成９年、中心市街地から６

もじわりじわりとその影響が忍び寄

しかしバブルが崩壊して佐世保に

売り上げを記録したことさえある。

れる商売なんてことは言っていられ

「これまでみたいに黙っていても売

兄が継ぎ、毛糸問屋はたたむことと

功労者の１人といわれる竹本だが、

今でこそ、商店街の危機を救った

ない」と彼は感じたという。

なった。
「いつか毛糸問屋を再興さ

彼はすぐに商店街の活性化に立ち上

だ。売り上げ目標から取り扱いメー

せてやろう」と、若き日の竹本は大

カーまで資料を準備万端に整えて、

がったわけではない。当初、竹本は

ろはを学んだ。

大型店のヒアリングに臨んだが失

郊外型大型店への出店を目指したの

「売り場を大きくするから手伝って

敗。テナントは実績のある長崎の鞄

学卒業後、父の知り合いの福岡の問

くれ」との兄からの連絡を受けて、

店が選ばれ、バッグのタケモトの出
「ショックでしたよ。でも逆にそれ

店は叶わなかった。

年、 才のときだ。当時の佐世保

屋に修業に出て、営業や小売りのい

の父親が亡くなった。本業の鞄店は

の中で手広く商売を営んでいたと

km

2
1

意味だとか。

商店街とデパートが手を組んで
大型店に対抗する

では 日８００万円という驚異的な

がら、みやげ物店や佐世保バーガー

感に追い打ちをかけた。

戦後、米海軍の基地が出来て、ハ

の店、毛糸問屋など、戦後の混乱期

1

いう。竹本が大学３年生のときにそ

25

竹本が佐世保に戻って来たのは昭和
30

の繁栄ぶりを彼はこう振り返る。
「商

55

店街は人であふれていましたよ。店

「昔の商店街は人であふれていましたよ。
店主は経営努力を
しなくても、
黙っていても売れた。
殿様商売じゃないけどね」

11月下旬からクリスマスにかけて、佐世保の商店街はカラフルなイルミネー
ションで彩られる。
きらきらフェスティバルの仕掛け人は、
商人ならではのア
イデアで市街地のデパートと手を組み、予算をひねり出した。
仲間たちと会
議をし、
ケンカもし、
酒を飲みながら見えたのは、
人づくりだった。

きらきらチャリティ大パーティで
月の佐世保は大にぎわい
月初め、商店街に集まった約

12

リティ大パーティは、毎年 月下旬

保の冬の風物詩であるきらきらチャ

た人々で埋め尽くされていた。佐世

で、アーケードは缶ビールを手にし

装に身を包んだ怪しげなグループま

のスーツ姿の御一行様から、謎の仮

音頭で一斉に杯を上げた。仕事帰り

５０００人の市民が、市長の乾杯の

12

ト。今年で 回目を迎える。参加費

らきらフェスティバルの目玉イベン

店街をイルミネーションで彩る、き

からクリスマスにかけて佐世保の商

11

は１０００円で、乾杯のドリンクと
パーティ気分を盛り上げる三角帽子
つきだ。持ち込み自由だから、商店
街にずらっと並べられたテーブルの
上には手づくり感あふれる思い思い
の料理が並び、まるで佐世保市民た
ちの大忘年会といった様相である。

やってしまえば立派なイベントです

く買いますよね。でも５０００人で

１人でビール飲んでたら、ひんしゅ

「普段だったらアーケードの中で、

監修：加藤博

イベントを重ねることによって、
一番大切な人づくりが 出来るんですよ

させぼ四ヶ町商店街協同組合理事長、
経済産業省タウンプロデューサー
昭和25年、長崎県佐世保市生まれ。
明治学院大学経済学部卒業後、6年の修業を経て、実
家のハンドバッグ・カバン小売り店を継ぐため有限会社タケモトに入社。
平成7年、代表取
締役に就任。本業のかたわら商店街の組織化、近代化に尽力し、平成15年より現職。佐世
保市商店街連合会会長、
長崎県商店街振興組合連合会副会長
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1.きらきらフェスティバルのメイン会場、
島瀬公園のイルミネーション 2.商店街のにぎわい。
平日の昼間でも人の姿はかなり多い

しょうね。でも私たちは商売人だか

をつくって企業から宣伝広告費を集

合って出した結論が、パンフレット

ら。今ある６００万円を１０００万

どうしてこのような大規模なイベ

１５０万円を出して 450 万円、さ
合計６００万円の予算を捻出した。
ントを継続できるのか？ 大きな要

らに補助金の 150 万円を加えて
予 算 の め ど は つ い た。 問 題 は

が転機になったのかも知れない。商
覚悟が出来たのはそのときですよ」
600 万円をいかに有効に使うか
める作戦だったんですよ」

店街に根を張ってやってやろうって
腹をくくった竹本は行動を起こ
因の つには資金集めの工夫があ

思ったりして。でもこれからはバッ

バーゲンしやがってこの野郎って

いですよね。ハンドバッグ売り場で

「商店街とデパートってのは、仲悪

ションだった。

て導き出された結果がイルミネー

念を共有した仲間たちが議論を重ね

いっぱい人を集めたい。そうした理

まちを元気にしたい、昔のように

たアイデアがあふれ、予算があっと

サンタの郵便局をつくろう」といっ

飾で絵を描こう」
「クリスマスだから

バルでは「公園前の美術館の壁に電

る。第１回目のきらきらフェスティ

で手配りすることにした。
「学園祭

ンフレットを３０００部刷って会場

くかかってしまうため、彼らはパ

入れようとすると、１００万円近

佐世保の新聞に折り込みチラシを

円にする方法を考えようって話し

す。商店街の真ん中にある玉屋デ
だ。輝きを失いかけている佐世保の

必要な予算は自分たちの手で
地道に集める

パートと連携しようと計画した。

グのタケモト 玉屋デパートのハン

1

三ヶ町商店街、玉屋デパートの３者

びかけに応じて四ヶ町商店街と隣の

も同様に脅威だったのだ。竹本の呼

郊外型大型店はデパートにとって

心市街地の商店街 郊外店の闘いに

ドバッグ売り場の闘いじゃない。中

世保のまちをキラキラさせてやろう

らしいだろうなって思いました。佐

イルミネーションを楽しめたらすば

商店街を歩くだけでロマンチックな

チャンスが少ないでしょう。地元の

おじいちゃん、おばあちゃんには

チャンスがあるけど、子どもたちや

て、美しいイルミネーションを見る

「僕たちは福岡や東京、外国に行っ

６００万円で収まるようにするで

部 分 は 切 り 捨 て て、 捻 出 で き た

「 行 政 だ っ た ら、 予 算 オ ー バ ー の

がってしまったという。

いう間に１０００万円にも膨れ上

として１マス５万円とか 万円で集

しか刷らないパンフレットの広告料

しょう？ でも私たちは３０００部

３０００円とか高くても１万円で

や PTA のチラシだって、１マス

なるんだから、手を組みましょうっ
てね」

こととなった。
こうして郊外型大型店の出店を翌
年に控えた平成 年、きらきらフェ
スティバルが開催されたのだ。

かしせっかくならと、各商店街で

円の補助金を得ることが出来た。し

三ヶ町も巻き込んだことで１５０万

補助金が出るシステムだ。彼らは

金、２つの商店街なら１５０万円の

イベントを催すなら

万円の補助

ント予算だった。１つの商店街で

彼らがまず注目したのは市のイベ

ぎわいは絶えることがない。

らしたイベントが開催され、街のに

市民で歌う歓びの歌など、趣向を凝

や、商店街の中心で第九を合唱する

でお祝いするきらきらウエディング

ンの前でカップルの門出を市民全体

催期間中の週末にはイルミネーショ

リティ大パーティにとどまらず、開

で飾り立てる祭りは、きらきらチャ

佐世保のまちを１００万個の電球

１５０万円ずつ、玉屋デパートも

ラルホテルで、みんなでバイキング
食べながら。９時に終わればその後
自分の店開けられますからね」

すよね」と、何でもなさそうに彼は

円。要するに義理人情の世界なんで

めたんですよ。これだけで４７０万

とが狙い」と竹本は言う。毎年、竹

参加している意識をもってもらうこ

てものじゃなくて、自分もお祭りに

企業とか行政、商店街がやってるっ

探検しながら、彼らを捜して英語で

てもらって、子どもたちが商店街を

ほどの海軍兵士に商店街に散らばっ

力をあおいだイベントである。 人

もらうという単純なシステムだ。第

らなかったら役所の人間に参加して

屋さんに来てもらう、許認可がわか

電飾のことがわからなければ電気

来ない」と言わないことだという。

朝会議のルールはたった１つ。
「出

語るが、各企業が簡単に予算をつけ

１回きらきらフェスティバルの成功
んなが参加出来る朝会議の存在が大

話しかける。きちんと会話出来れば

きかった。朝会議は現在でも若手を

プレゼントがもらえるという仕組み
にも好評で、平成 年には２回実施

中心に続けられ、 年目を迎えた。

本たち運営スタッフはピンバッジを

されている。佐世保の商店街でクリ

万人を動員する祭りに成長した

どっさり抱えて市役所や銀行などの

スマスプレゼントを購入して、プラ

YOSAKOI させぼ祭りも、朝会

るわけはない。それは竹本たちが一

役所に行って、はい市長、はい部

「このピンバッジ１００個持って市

ス５００円を支払うと青い目のサン

軒一軒地道に頭を下げて回った結果
にしたいという情熱に企業も協賛し

長、と言ってどさっと渡してくるん

タが自宅にプレゼントを届けてくれ

も、忌憚のない意見を出し合い、み

たということだろう。佐世保が活気

ですよ。市長もあきれ顔で『竹本く

だ。英会話の勉強にもなると保護者

付くことは地元企業にとっても大き

ん、市は補助金５００万円出してる

スポンサーを回るという。

なメリットなのだから。

まちづくりの要は、市民が
参加する仕組みを生み出すこと
さらにきらきらフェスティバルで

力なしには考えられない。

るという粋な企画も米海軍基地の協

議から生まれたイベントである。
商店街の売り上げが増えるか？ 増

「イベントをやったからといって、

じゃない』とか言うけど、
『市は市で
い。部長、あなたも』って言って置

えません。お客さんは買い物袋持っ
て祭りには行きませんから。でもね、

資金繰りとともに見逃せないの

たしなんかデートだったり、飲みに

んですよ。夜やるって言っても、わ

やるって言ってもみんな集まれない

ねてきたのだ。
「商店街で昼間会議

たって、彼らは朝集まって会議を重

フェスティバルの計画を練るにあ

方にあったと考えている。きらきら

の秘訣について、竹本は会議のやり

佐世保のまちを元気に出来た最大

ろ泣いていたり……。こういう感動

よさこいやって大賞とって、ぼろぼ

がったり、ヤンキーのニイちゃんが

いた瞬間市民からわぁって歓声があ

らフェスで点灯式やったときに、点

な人づくりが出来るんですよね。き

を飲んで、そうするうちに一番大切

議をし、ケンカをし、仲直りして酒

るんですよ。先輩が後輩を育て、会

ちにもイベント開催者にも活力が出

イベントを重ねることによって、ま

は、地元の資源を上手に活用してい

行ったり、麻雀だったりで忙しいで

けることが出来てきた陰には、竹本

程度だから１口でおよそ７００円が

る点だろう。きらきらフェスティ

来るシステム、きらきら応援団制度

きらきらフェスティバルの運営資金

バルのイベントの１つにトモダチハ

を共有したいですよ」と彼はしみじ

たちの涙ぐましい努力が隠されてい

に使える計算となる。

しょう（笑）
。だから朝７時にやった

みとした口調でそう言った。

るのだ。

「応援団制度のポイントはお金だけ

ンティングがある。合コンのよう

んですよ。商店街の隣にあるセント

のだ。ピンバッジの原価は３００円

ンが変わるピンバッジが贈呈される

ター制度で、出資者には毎年デザイ

す」と市民に呼びかけて募るサポー

じゃなくて市民のみなさんに関わっ

なネーミングだが、米海軍基地の協

イベントを開催しても
商店街の売り上げは増えない！

しょ？ 市長、あなたも市民じゃな

15

てもらうってことなんです。祭りは

を構築している。
「１口１０００円

佐世保が大型イベントを 年も続

いてくる（笑）
」
17

で２個のイルミネーションが灯りま

は、企業のみならず個人でも出資出

27

24

であり、彼らの佐世保のまちを元気

「商店街で昼間会議やるって言ってもみんな集まれないんですよ。
夜だって忙しいでしょう。
だから朝会議になったんです」

50

10

vs

初めて手がけたのは佐世保の
まちを彩るイルミネーション

よって、みんな盛り上がりましたね」

が郊外店に対抗してスクラムを組む

vs

米海軍基地の兵士たちも
佐世保市民の 人として
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好きなまちで挑 戦し続ける
好きなまちで挑 戦し続ける
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8

1

「子どもたちやおじいちゃん、
おばあちゃんも地元の商店街を歩くだけで
ロマンチックなイルミネーションを楽しめたらすばらしいだろうなって…」
アーケードの中にイオンが
ある。街ジャス（まちなかの
ジャスコ）と呼ばれる立派な
商店街のメンバー

19
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自ら経 営するバッグショ ップタケモトで革の
キーホルダーにコテで名前を入れる竹本理事長

監修：足立基浩

商店街や大型店舗が結束して大
きなショッピングモールが誕生

事は商店街です」

「わたしのうちの、お父さんのお仕
福田好哲には 才と 才になる娘
4

い 人にとって「お父さんのお仕事

福田の家業は米穀店だ。しかし幼

いう。

女たちは決まってこう答えていたと

んのお仕事は」と尋ねられると、彼

さんがいる。幼稚園などで「お父さ

6

はお米屋さん」ではないのである。
父親はほとんど店にいることはな
く、そこで働いているのは母親なの
だから。 才で地元商店街の理事長

人口約 万人の宮崎市は南九州に

重い米俵を担いでいる。

さゆりさんは会社勤めをやめ、毎日

りさんにまかせきりという状態だ。

は、家業の米穀店の仕事は妻のさゆ

モール委員会委員長を務める福田

商店街のＤｏまんなか（どまんなか）

となり、現在では宮崎市中心市街地

25

どもの頃には、商店街のアーケード

割を担う中核都市である。福田が子

おける政治・経済・文化の中心的役

40

20
福田好哲（ふくだ よしのり）

宮崎市中心市街地商店街 Ｄｏまんなかモール委員会委員長
昭和51年、宮崎県宮崎市生まれ。高校卒業後、自動車整備工の職を経て、平成12年に実
家の福田米穀店店主に。平成14年、四季通り商店街理事長に就任。平成17年に設立され
た宮崎市中心市街地商店街 Ｄｏまんなかモール委員会に関わり、平成23年度からＤｏま
んなかモール委員会委員長就任

キーパーソン

宮崎市中心市街地商店街 Ｄｏまんなかモール委員会委員長

福田好哲

25才で地元商店街の理事長を任せられた青年は、今や5つの大型店舗と340軒もの商
店が結束するDoまんなかモール委員会委員長。
年間200以上のイベントを開催して名
をはせたDoまんなかの活気と行動力あふれるリーダーだ。
イベントを続ける日々を重
ねて見えてきたDoまんなかの新しい目標、
そして彼が目指すまちづくりとは……。

は人々でにぎわい、真っ直ぐ歩くこ
とも出来なかったという。
しかし宮崎市といえども商店街の
衰退は免れなかった。 年程前から

て、商店街の衰退は加速していった

九州でも最大級の大型店舗が登場し

目立ち始めた。平成 年には郊外に

り、シャッターを下ろした空店舗も

商店街の売り上げは減少傾向にあ

での集客数は約 万人。歩行者通行

催されている計算だ。イベント全体

末には街中のどこかでイベントが開

う驚異的な数字を残している。毎週

年度のイベント開催は２３０回とい

に見える。しかしイベントによって

中心市街地活性化は大成功したか

量もあきらかに増加した。

こうした状況下で平成 年に組織

商店街各店舗の売り上げが伸びたわ

広さ

ｈａという壮大な規模の

トの開催情報を共有した一元的な情

内容は多岐にわたっている。イベン

生まれた福田は、高校を卒業すると、

街で 年続く米穀店の 代目として

昭和 年、宮崎市の四季通り商店

バイク好きの青年が、人のつな
がりを求めて実家に戻った

報発信や、年 回開催されるＤｏま

Ｄｏまんなかモール委員会の活動

けではなかった。

されたのがＤｏまんなかモールだ。

のである。

3

中心市街地の つの商店街（現在は
商店街）と つの大型店舗が結び

5 7

ショッピングモールの誕生だった。

10

ついたのだ。参加店舗数約 340、

6
で買い物をしても 分は無料という

売促進事業の展開、３００店のどこ

された装飾や広告をつくる共同の販

んなかフェスタ、エリア全体で統一

ことから毎週土曜には実家で仕事を

は離れていたが、父親が病に倒れた

動車整備工場に就職した。実家から

バイク好きだったことから近郊の自

とりわけＤｏまんなかモールの名

だけど、仕事や金よりも人のつなが

「僕はバイクが大好きで仕事を選ん

近所で寿司店を営む社長さんと話し
デーマーケット、市民ボランティア

りが大切だなって考えるようになり

ていたときだったという。
や出演者が企画・運営するハートラ

を県下に轟かせたのはイベント活動

イブＭＩＹＡＺＡＫＩ、大学生ボラ

「お前のところのじいさんやお父さ

ました」と彼は言う。
Ｄｏまんなかクエストなど、平成

21

ンティアによって企画・運営される

である。商店街が企画運営するサン

彼が実家に戻る決心をしたのは、

手伝うという生活を続けていた。

3

51

65

駐車券システムの運営などだ。

2

4
3

17

17

30

2
1

10

「活気あふれる宮崎の中心市街地を目指して年間２３０回の
イベント開催！ そして宮崎は元気になったのか？」

俺たちの目的はイベント じゃなくて、
宮崎の活性化。原点 に戻って見えたまちづくり
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まちづくり

1.福田米穀店を切り盛りする奥様のさゆりさん、愛娘のありさちゃん（6才）
、ゆうきちゃん（4才）と一緒に 2.大手デパー
トである山形屋もDoまんなかモールに属している 3.この日、Doまんなかモールの一角にある若草通り商店街ではウィ
ンターフェスティバルが開催されていた 4.メインストリートの橘通り。
ヤシ並木の両側に商店街が延びている

若草通り商店街のウィンターフェスティバル。
ボジョレー・ヌーヴォーの解禁に合わせたイベントは夜遅くまでにぎわっていた

今、彼らの目の前には分厚い壁がそ
的が見えなくなっていた。

季通り商店街のイベントと同様に目

になっていないか？ 仲間が楽しむ

のだ。俺たちの目的はイベント開催

血を注いでやってきたすえに思った

く余裕などはなかった。それだけ心

必死に準備をした。家業に時間を割

てもがいている。

ないが、彼らはそこへ向かおうとし

とした輪郭は見えていないかも知れ

確なビジョンである。まだはっきり

力なのだ。加えてまちづくりへの明

爆発力とともに求められるのは持続

ました」

に恩返しをしなきゃいけないと思い

た。俺はこの社長さんや、祖父や父

人のつながりの大切さを痛感しまし

とってお客さんだったのにですよ。

うちは米屋で寿司屋さんは、うちに

たって話を聞かされたんですよね。

んには昔からずいぶんと世話になっ

益は商店街に活かされているのか？

さいことはね。チケットを売った収

も手伝いませんよ、そんなめんどく

性化に役立つのか？ 若手たちは誰

やって客をもてなして、商店街の活

か？ 通りを止めてビアガーデン

「いったい何のためのイベントなの

福田の中に疑問が生まれていった。

僕は目的をはっきりさせたかった。
だから収益を使ってタウン誌にフ
リーペーパーを入れたんですよ」
それは先輩たちに対する若き理事
の明確な意思表示だった。理事長に

才にして四季通り商店街理事長と

がやりなさい」と言われ、福田は

彼の考えを説明すると、
「じゃお前
家業を継いですぐのこと、商店街

初の会議の際には、口は出しても自

Ｄｏまんなかモールの立ち上げ当

なったのである。

役員の誕生だ。出席していた 人も
らは何もしようとしない商店街の一

才の

の会員の前で理事長が発言したので
部の人たちに向かって言ったとい

り商店街の役員となった。

ある。
「来年から福田君が役員さん

理事長は地権者が街をしっかりやら
ら黙っていてください」と、生意気

やろな」という返答を聞くと「だった

舗だけでしたからね」

た。お客さんへの恩返しという目的

Ｄｏまんなかモールは立ち上げか

だ。イベントを重ねながら、やがて

ら 年という若い組織だ。委員長の

でも独自のイベントは開催されてい

彼が役員となった四季通り商店街

5

で通りをビアガーデンにするなど

本気で取り組んだ分、
振り返ることが大切

な口をきいたこともあった。

と。
「俺たちも歳やからもう何年か

「あんたたちはいつまですっと？」

になるから、みなさんよろしくな」
店街の役員は 人ですけど、 才の

う。

25

なければと考えていたんだと思いま

40

す。 店舗中で自分の土地で商売を

僕より上の人は 代ですよ。きっと

23

と。福田にとっては寝耳に水だ。
「商

50 23

の忘年会に出かけた福田は四季通

街と関わりを持つと、
やるべきことが見えてくる

まれ育った商店街に戻った。

こうして 才のときに、福田は生
23

8

やっていたのは、うちを含めて 店

50

福田が 才、主要メンバーも若い。

7

らが新しいことを始めようとすれ

りであれ、街のシステムであれ、彼

イベントの方向性であれ組織づく

店街を元気にするために頑張ってい

には経験があり力がある。昔から商

えてもらっていますよ。あの人たち

「でもね、そんな幾多のタブーを撤

世代で昔から商店街の発展に尽力し

という人物がいる。福田の父親と同

合会の副理事長を務める日高耕平氏

たとえば宮崎市商店街振興組合連
廃して制度化することが必要なんだ

が、その組織の将来について福田は

かの人間によって支えられている

Ｄｏまんなかモール委員会は何人

はとある会議の場で「俺がお前のお

る、福田にとっては大先輩だ。福田

配者との交流を常に考えてくれてい

人でもある。そして何より若者と年

てきた、Ｄｏまんなかモールの発起

危惧している。ヒトの寿命はせいぜ

なったからといって、まちづくりも

田たちをときには叱り、ときには励

彼にとっては怖い先輩だろうが、福

高に言われたことがあったという。

兄ちゃんならゲンコツするぞ」と日
人の人間がいなく
終わるなんてことは出来ない。継続

中心にあるのは、街は個性や自己表

そして今、福田たちのビジョンの

ましてくれるありがたい先輩だ。
行政や商工会議所も参加して、若者

現の場であること、さまざまな人が
集まる場をつくることだ。
る公園とか広場をつくるんです。人

「街の中心にいろんな市民が集まれ
が集まれば自然とその周辺には商売

ね。街に関わるみんなが一丸となっ

らと輝く目を見てそう確信した。

乗り越えられる。福田たちのきらき

Ｄｏまんなかモールはきっと壁を

だってまとわりついてきますよ」

てがんばれば、きっとこの街は良く

「やっぱり人のつながりなんですよ

まちづくりには年配者の経験と
若者のエネルギーが欠かせない

織である。

も年配者も同じ価値観を共有する組

いのだ。商店街はもちろんのこと、

するまちづくりに、組織は欠かせな

生き続ける。

い１００年だが、宮崎の街はずっと

つくること」と福田は言う。

よね。それからしっかりした組織を

として扱われることも多い。

る人たちですからね」

代の人のもとを訪ねていろいろと教

意気な口をきいて怒らせた、親の世

ようと動いています。若い頃には生

いるあちこちの組織を再び結びつけ

なる。最近、僕はばらばらになって

36

ば、反対意見も持ち上がる。タブー

う思って。

「イベントをやるだけならイベント屋になればいい。
俺たちがイベントを繰り返す目標はいったい何だったのか？」

びえ、メンバーは苦しんでいる。
て中心市街地活性化やろ。イベント

「俺たちの目的はイベントじゃなく
が目的だったら、中心市街地活性化

委員会で宮崎市民にアンケートを

なんて形ばかりの看板は下ろしてイ

とったことがある。
「Ｄｏまんなか
モールのイメージは？」という問い

そんな熱い議論が繰り返された。

に対する回答のほとんどがイベント

イベントは爆発力で出来る。しかし

ベント屋になればいいじゃないか」

のイベントを開催してきた。金曜の

だった。たしかに年間 200 以上も
午後から 日半、数人のメンバーで

だけのイベントになっていないか？
本当の意味で中心市街地の活性化
に役立っているのか？ 福田には四

街のために何が必要なのかを
考え行動する
Ｄｏまんなかモール委員会委員長
の任期は 年と決められている。各
委員は自分の店や商売を持っている
人々だ。福田のように家業から離れ
られるのは 年が限界なのである。
まちづくりという仕事は家業の合間
に出来るほど甘くはないのだから。
福田はあえてルールを破って 年委
員長を続けている。
にこんな苦労はさせたくない」とそ

「妻には申し訳ないけど、ほかの人

2

1

2
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1

商店街に立つ、若きリーダー、福田好哲
委員長。幾多のイベント開催で知られ
るDoまんなかモールは、新しい目標に
向かって走り始めている

20
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「25才の商店街理事長の誕生と、
苦悩の日々のはじまり…。
ある日、
若き理事長は街の先輩たちの前で声を上げた」

Pane l i st

まちづくりに
挑戦し続ける人々へ

ちおこしに取り組み、成果をあげ

り、彼らがリスクを負いながらま

もリーダーとなる人の存在があ

活動し続けました。いずれの地域

るのですが、彼らは勇気を持って

へたをすると失敗する可能性があ

ういう歴史をテーマとした場合、

も人が集まる保証がないので、こ

マを設定した地域でした。必ずし

豊後高田は「昭和の町」というテー

融和している地域でした。一方で、

ントで活躍する年配の方がうまく

人と、商店街振興組合などのイベ

モールという試みで活躍する若い

【足立先生】宮崎は、Ｄｏまんなか

組みも始めました。デザインコー

事業だけでなく、ハード整備の取

しても有名です。最近ではソフト

は草分けですし、福祉の商店街と

ている商店街で、ナイトバザール

ね。特徴的なソフト事業を実践し

は、島田さんがキーパーソンです

されてきたのだと思います。秩父

ンのお人柄で、まちづくりが実現

である可児さんというキーパーソ

います。その町並み委員会委員長

くり規範と町並み委員会が支えて

うことがポイントで、それは町づ

川越は投資が継続されているとい

資は必要ですね。そういう意味で、

ところが多いので、ある程度の投

日本の商店街は建物が傷んでいる

業だけでやれるかというと、今の

ロセスです。投資をせずソフト事

マネージメントを行う、というプ

白熱。現在、全国各地でそれぞれのまちづくりに挑戦し続ける人々に向けてエールを送る。

ダーの素養、組織づくり、行政や市民との関わり、そしてライフスタイルなど、さまざまなテーマにわたって議論は

ちづくりから、
現在のまちづくりの現状、
今後への課題などを語っていただいた。具体的なまちづくりの手法から、
リー

後半のときから行ってきた取組み

になっています。豊田さんが 代

地って大事だったよねという感じ

から始まり、気が付けば中心市街

た。特徴的な住宅を保存すること

り組んだ事例ではありませんでし

ら中心市街地が大切だと考え、取

き家再生プロジェクトは、初めか

【原田先生】今回の NPO 尾道空

しょうね。

来ていることも青森の強みなので

が返ってきました。役割分担が出

きちんとやればいい」という答え

て来てくれる。中のことは我々が

で活躍して情報をたくさん持っ

か っ た。 で も ね、 加 藤 さ ん は 外

れてたから、商売がうまくいかな

しくわたしたちのことをやってく

です。そしたら「加藤さんは、忙

敗した人でしょ」と聞いてみたん

けど、あの人この商店街で商売失

藤さんの言うこと、そんなに聞く

います。地元の人に「あんたら加

も動きやすくなっているのだと思

も風通しが良く、次世代の人たち

かげで、役所、商工会議所などと

在が大きいですね。加藤さんのお

【石原先生】青森では加藤さんの存

な商店街を目指しています。

駅周辺の商業施設も撤退し、商業

儀なくされていきました。加えて

郊外大型店に追われて、閉店を余

が中心市街地にあったのですが、

に４つの百貨店が固まった商業核

駅と対峙して動線を形成するよう

変わってしまったのです。かつて

り巻く環境が、時間が経つうちに

【大西先生】長岡市では、商業を取

す。

トを実施する組織も持っていま

イメージを良くするためにイベン

くの開業につなげています。街の

に開業 創業希望者を指導して多

きかを考えています。それをもと

し中心市街地の商業がどうあるべ

字をもとに、全体の商業量を把握

サルタントといった感じです。数

も数字にこだわりを持つ経営コン

分まちなか倶楽部の牧さんはとて

みがおもしろいと思いました。大

というイメージで、自然体の取組

も兼ねているディベロッパーさん

いるわけです。地元の方の世話役

代の方が彼女のやり方を支援して

示しています。それに対して同世

いのですが、しっかり方向性を提

リーダーシップがあるわけではな

とに問題意識を覚えて、最初に自

ています。
ドで全体を束ねることで個店の魅
ですが、古い建物がどんどん壊さ

分で気に入っている家を買ってし

【西郷先生】中心市街地の活性化に
力を活かし、街全体に相乗効果が
れ、あるいは廃屋になっているこ

すね。全国でも有名な高松の事例

はプロセスが大切ですね。まず、
及ぶスキームを考えていました。

既存とは離れたところで何かをつ

まったことからスタートしまし

街のビジョンを共有する、次にそ
高松は古川さんがキーパーソンで

くって、うまくいくと行政がつい

ですが、Ａ・Ｂ・Ｃ街区、Ｇ街区

のビジョンに基づいてハードに対

街地に商業機能以外の公共的な機

てくるという事例があります。無

がオープンしました。高松のライ

する投資を行う、最後にハードの

能を入れるということが集客につ

理に行政、商工会議所、商店街の

た。彼女の取組みを見て、後追い

では中心市街地を活性化出来ない
ながり、中心市街地の活性化にも

する人が増えてきています。強い

というところまで追い詰められた
つながっていくんですよね。それ

三者が一緒にやろうとすると破綻

フスタイルを実現するショップを

ので、中心部から離れていた市役

する地域もあるので、そういうと

集積することで、クリエイティブ

所を駅の近くに移設しました。昨
により、市役所が持っていた機能

ころでは誰かが先頭を切って先を

キーパーソンがさまざまな
手法でまちを活性化

年のことです。市役所自らが中心
がより高度化していく、そういう

単に市役所を移設したのではあり
ません。市民がイベントで使うこ

走り、後から人がついてくるとい
う形が良いのではないかと思いま

した。もう一度、街なかにできる

れ、閉じた施設になってしまいま

転した結果、大きな駐車場に囲ま

た施設でした。しかし、郊外に移

街の中にある場合は、街に開かれ

【西郷先生】公共施設は、もともと

大切ですね。

割や再構成について考えることも

自分たちが使える中心市街地の役

要だと思います。若い人たちが、

の新しい生き方を考えることが必

ので、変化を受け止めながら地域

たちそれぞれが感じていると思う

います。地域の変化は、地元の人

役割を考えていく必要があると思

時代の変化に即した中心市街地の

るよう意図されたともいえます。

議の度に街中に人の流れが生まれ

きビルに分散立地させました。会

れない市役所機能は、中心部の空

す。また、新築ビルには収まりき

設の運営にも市民が関わっていま

市民の憩いの場になっており、施

ます。従来の中心市街地活性化の

と何かを始めるという事例があり

たに街に来た人が自分の仲間たち

業者同士で何かをするよりも、新

取組みでない地域もあります。商

【原田先生】行政や商業者が中心の

織はうまくいってないですよね。

くれという感じで活動している組

任期の 年間なんとか過ぎ去って

合の会長が 年ごとに代わって、

ていることです。たとえば振興組

かったり、組織がルーティン化し

し て は、 会 議 に 地 権 者 を 入 れ な

良いことだと思います。失敗例と

まざまな年齢層の方が加わるのは

で興味深いです。また、会議にさ

らまちづくりに関わるという意味

らっていることです。若いうちか

マネージメント会議に参加しても

もしろい試みは高校生にもエリア

参加しています。最近の宮崎のお

政、商工会議所のほか、地権者も

性化の会議には商業者と市民、行

【足立先生】宮崎の中心市街地活

控えめな目標を掲げるか、郊外商

らかに無理な目標です。もっとも

ほとんどの地方都市ではこれは明

いうのが多かったです。しかし、

頃の写真を掲げてこれが目標だと

たが、かつてのにぎわいのあった

いけません。最近変わってきまし

るのかをもう一度を見直さないと

消費生活にどれほど役に立ってい

中心商店街も、自分たちが市民の

検討せざるを得ません。ですから、

利便性の強化等も政策対象として

空間といえるので、そこでの交通

ければ市民にとっては大事な商業

ない。郊外店でも、シェアが大き

シェアの大きさを重視せざるを得

ると市全体の売り上げに占める

です。公共政策として商業を考え

うように、思いが異なるのも事実

集積を利することはできないとい

は公共政策の観点から特定の商業

ちの商店街の活性化を望み、行政

しかし商業者は当然ながら自分た

民、行政が一体となるものですね。

【大西先生】三位一体は商業者、市

を聞きます。
「地域の人を巻き込

ると、よく「巻き込む」という言葉

【西郷先生】この仕事に携わってい

が必要です。

ことを訴え理解してもらうパワー

中心でここが大事なのだ」という

行政を動かしていくには「ここが

周辺なのか」と言われるそうです。

民から「中心市街地はなぜ丸亀町

【石原先生】あの高松でさえ、市

いでしょう。

いく気持ちがないとうまくいかな

考えて、消費者や行政と連携して

新しい中心市街地のかたち

ことによって、公共施設の機能が

担い手であった、行政、商工会議

む」とかです。わたしは、それに

ビジョンを共有すること

街の中に開いていくということが

業集積とも連携した商業の展開を

す。

･

所、商店街が頑張るというよりも、

とが出来る空間をつくりました。

20

キーワードかと思います。中心市

地域に合った共同のかたち

役割があるように感じています。

日本のまちづくりをリードする先生方 人に集まっていただき、本誌で取り上げた 人のキーパーソンたちによるま
20

市街地の拠点施設となって活性化
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東京大学大学院工学系研究科教授、先端科学技術研究セン
ター教授、日本学術会議会長、東日本大震災復興構想会議
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原田 弘 子（はらだ ひろこ）

でしょうか。まちづくりというの

る」という言葉が良いのではない

む」と言うより「ビジョンを共有す

違和感を覚えています。
「巻き込

便利なところで楽しい買い物をし

うに思います。わたしたち住民は

いう臨界点に近いところが多いよ

なってこれ以上は再生が厳しいと

ていきます。

ついていき、まちづくりが加速し

間でリスクを負った結果、行政も

円出資しています。このように民

【西郷先生】そうですね。そこに

ね。

きるライフスタイルがありますよ

【原田先生】地方都市だから提供で
す。

若者に選ばれているのだと思いま

楽しくないところの商業施設はよ

と、商売のイメージはライフスタ

ツールは工夫し
活用することが重要

たいと思っていますよね。すると

有されると動き始めるのだと思う

価値があるのではないかと考える

は、利害関係者間のビジョンが共
のです。それが「巻き込む」を使っ
では、近年、100 円商店街、バ
ル、まちゼミが注目されています

【石原先生】商店街のソフト事業

フスタイルを実現出来る街として

イルに沿った切り口にすると良い

らは地方のライフスタイルを実現

と思います。尾道は、自身のライ

する店が東京に出店することが可

【大西先生】ある決まった事業への

り衰退していきます。そうなって

中心市街地はモノを売る場だ
けでなく、ライフスタイルを
実現できる場になる

人 が 1000 万 円 ず つ 出 資 し て
能になると思います。

有効だと思いますが、合わない街

しまうと商業者の中で対立が起

まちづくり会社を設立しています

れてつくった目標ですと、本当に

まちづくりを支える人材を
育てるシステムが必要

にいつまでも人材を置いても仕方

き、自治体とも仲が悪くなってし

し、豊後高田でも市民が 300 万

出来ると思わないんですよ。どこ

【大西先生】資産を持っていて街の

がないから、広く見て人材を動か

て表してしまうと、自分の考えで

というイベントにしたことは大き
か他人事になってしまいます。あ

発展とともに資産の価値が上がる

さないといけないとも思います。

みんなを引っ張っていくというイ

かったですね。確実にお客さんを
る街区では、今 店舗が閉まって

人は地域に根づかざるを得ない。

メージになってしまうのではない

店の中に呼び込むことを組み合わ
いるからそれを開ける、というよ

一方、勤め人としてまちづくりに

もするけれど、もっと小さな街で

せたのは工夫だったと思います。
うに具体的に絞って目標設定をし

関わる人もいます。そういう人た

【原田先生】大きな店舗で買い物

【足立先生】三種の神器は重要だ
ないといけません。

ちにとっては、ある時期ある街の

まうこともあります。商業だけで

と思います。100 円商店街とか

【西郷先生】長期目標を立てないと

で重要なことは、やはりコミュニ

【西郷先生】まちづくりのリーダー

暮らすことに価値を見出している

はお客さんが店に入ることでプラ

だめだと思います。 年かかって

やるとは限りません。そういった

ケーション能力ですよね。コミュ

ない魅力をつくる動きもあります

スの意味があると思います。最近

衰退してきて、それを 年とか

人を次は別の街に起用するという

ニケーション能力がないとリー

が、多くはリスクが高すぎて誰も

うちのゼミでやっていることで、

年で活性化するなんて魔法みたい

ことも必要ですよね。３年もやっ

ダーは務まりません。そして、街

でしょうか。

固定資産税分だけを家主に払っ

なことはできないでしょう。

たら自分の持っているものは街に

の歴史に興味を持つ人、もともと

【石原先生】自己中心的になってし

て、 年間経営させてくださいと

【石原先生】目標の設定というのは

も伝達されていくので、後は地元

人は増えている気がします。大き

いう試みがあります。地方都市は

難しいですね。長期のビジョンを

の人でも担える。勤め人としてま

持っている人だと思います。

まいますよね。

だいたい ㎡前後のお店の広さで

共有していくのは３年では出来ま

ちづくりに関わる人については、

結構楽しくやっています。やらさ

【足立先生】守山の石上さんたちは

い街を経験して戻って来る、そう

事例を見ていると、衰退が激しく

【足立先生】うまくいかなかった

固定資産税が年間 万円前後なの

せんが、大西先生がおっしゃった

ほかの街で力を発揮出来るという

れ感で、
「この街を活性化しなきゃ

手を出さないのではないでしょう

よね。これらを「三種の神器」とい

で学生でも支払えます。家主さん

ように、このエリアのここは何と

キャリアパスも必要だと思います

いけないんだ」と思ったら、きっ

す。同じような現象が尾道でも起
す。地域の人々に必要な物を売る

【西郷先生】わたしも全く同感で

ますね。

適していると思います。商業だけ

きています。女性も含めた若い人
から商売はうまくいくわけですよ

れていくのではないでしょうか。

衰退していく商店街で合意が形成

たちが空き家を買っているので
ね。そういう意味では、人々のラ

じゃないトータルパッケージで考

されないのは、みんなのやってい

す。自己資金がない場合はスポン
イフスタイルを実現するような店

りて空きビルを買うなどの現象が

ることがばらばらだからです。そ

サーを募ったり、銀行に借りたり

えた方がいいのではないかと思い

のときには合意を形成することだ

というように、民間が不動産を取

起きています。そういう人たちを

けに注力せず、視点を変えて１歩

が街に集積しているということが

杉谷さんはグリップしているので

進むのも良いと思います。ビジョ

大切です。ここで言うお店は、健

値観や思いが全然違うんですよね。

ンというのは希望の共有といえると
得しています。積極的に自分のお
康、美、子育てなどのサービス業
も含みます。これまでの商店街で

金を出す人も増えてきています。

は、東京の店が、地方に出店する

生たちでも

カ月で

というスタイルでしたが、これか

スでもあります。だから民間でリ
例もあります。例えば長浜では

スクを負って成果をあげている事

【足立先生】衰退はビジネスチャン

衰退はビジネスチャンス、
リスクを負うことで
街が変わり始める

思います。

【西郷先生】ただ、一人ひとりの価

くことから、ビジョンが形づくら

いう人たちを買い物で満足させる

う人もいます。これらに共通して

も結構話を聞いてくれますよ。学

かするといった目標は、２年くら

よ。ある種、派遣事業のように、

と良いアイデアは出てきませんよ

か。

いるのは、お客さんを店の中に呼

万円とか

いでやってもらうようなメリハリ

ある程度の長いスパンで派遣して

ね。遊び心を持ちながら取り組む

【原田先生】米子には商業系のまち

び込んでいることです。加藤さん

100 万 円 の 売 り 上 げ に な る の

も必要ですよね。大きなビジョン

経験を積んで、地位というか職務

ことが大切ですね。

にビジョンのことは考えていなく

が青森でこだわっている一店逸品

で、余ったら家主さんに返すとい

のような方向性は重要ですが、そ

が発展していくというキャリアパ

【原田先生】みんな、初めはそんな

運動はかなり前からあって、まち

うシステムでやっています。土地

の中に１～２年で具体的に何をす

スが見えないと人が育たないです

自身が１番楽しんでますね。その

【原田先生】佐世保の竹本さんは彼

ことは出来ないですよね。どちら

ゼミとよく似た 取組みなのです。

の話になるとそういった工夫も大

よね。

背景には「～せねばならない」みた

て、ちょっとしたおもしろいこと

ただ、その違いはお客さんに店に

切ですよね。昨年からは行政から

があります。それを達成する中で、

るかということを、盛り込む必要

【原田先生】わたしもいつもそれ

いなものがあまりないですよね。

かというと郊外や地方都市は子ど

入ってもらうきっかけづくりの強

の補助金ゼロでやっています。

実際に街が動き始めたとみんなが

を言っています。わたしは勤め人

「まぁ、やってみよう」というノリ

づくり会社が出来てきているので

さだと思います。その点では、加

【原田先生】三種の神器に取り組む

実感できること、それが事業を継

としてまちづくりをやっています

もを育てたり、自己実現のために

藤さんが一店逸品を実施すると

と既存の商業者が自分の店を見直

続していく上で、とても大事だと

が、ある地域では商工会議所と市

代の女性が、銀行からお金を借

き、各店主が自分たちの商品に込

すきっかけになりますよね。また

思います。

ですね。

すが、地元の人の出資なんですね。

める思いをパンフレットに載せる

それとは別に、新しい商業者や、

【西郷先生】その通りだと思いま

役所から半分ずつ人件費を負担し

なっても、いい発想は出てこない

【大西先生】あんまりガチガチに

や困りごとをみんなで解決してい

ということだけではなく、実際に

新しい産業を育てるツールも必要

ています。わたしの経験では、地
変えるべきです。目標設定を変え

ることはマルチではないですし、

とってきます。一人の人間が出来

を 出 す か、 と い う 問 題 が つ き ま

くりに取り組んで欲しいですね。

とする人たちは、楽しんでまちづ

と思います。これから挑戦しよう

人材バンクのようなものがあれば

うのは、専門性をもってアドバイ
スするべきです。

たときに設定が適切かどうかとい

挑戦する人たちへ

支援としては長期間の派遣なども

いいと思います。

店の人がその思いを共有し、街の

ですよね。たとえば手仕事市のよ

す。ただ現状は目標設定がものす

域が人材を呼ぶときに、誰がお金

いくと思います。

といけないですよね。人から言わ

5
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【大西先生】目標は自ら設定しない

動き出すための目標設定
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活性化に没頭しても、それを一生

人を引き連れて店をめぐって歩く

うなものが新しい商業者を育てて

はなく、地域によって目標設定を

ごく画一的なんですよね。そうで
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まちづくりに挑戦し続ける人々へ
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