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都市再生本部が平成15年度から開始した

「全国都市再生モデル調査」。調査を実施した

全国171件の中から、特に先導的と思われる取

組をピックアップして紹介する特集の第2回

である。

「匠の技術と融合したまちづくり」

（長野県下諏訪町）

商店街の振興にあたって、大型店同様の商品

の充実で勝負するのではなく、地元に根付い

た匠やものづくりの文化をコンセプトに差別

化を図った。また、商業関係者以外の者が取

組に参加することで、戦略の策定から取組の

推進まで全工程にわたって新風を吹き込んだ。

さらに、商店街おかみさん会等の既存のネッ

トワークを再活性化させたことで、入居希望

者情報の取り込み、貸し手の説得に大きな効

果をあげ、空き店舗への誘致に成功した。

「新しい“タウンライフツーリズム”をめざし

て」（大分県臼杵市）

「町おこしは待ち残し」というコンセプト

のもと、映画「なごり雪」の題材になるなど

古き良き時代の雰囲気が残る「臼杵らしさ」

を追求し、美しい街並みを作り上げた。住民

の生活が息づいていることが作り物でない空

気を生み出し、多くの観光客を惹きつけている。

また、近隣大学の留学生との協働を通じ、

若者の視点、海外の視点を臼杵のまちづくり

に活かしている。

「ものづくり産業を再生する都市戦略調査」

（大阪府、東大阪市、八尾市）

産業空洞化の進展は、工業地域にマンショ

ンや住宅などの進出を呼び、既存工場等の操

業環境の悪化を招く。それが原因でさらなる

空洞化が進展するといった減少は日本各地の

ものづくり集積地で見られる現象である。

当該事例においては、建物の立地状況のみ

ならず、企業の動向、企業間の取引関係など

動態的な状況も含めた分析を地区ごとに詳細

に行った。相容れないといわれてきた住工の

新しい関係、それに対する施策を検討し、まち

の活力の維持に向けた模索がはじまっている。

全国都市再生への新たな萌芽（第2回）
「平成15年度全国都市再生モデル調査」の実施結果から
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下諏訪町は、長野県のほぼ真ん中、諏訪湖

の北岸に在る人口約2万の町である。長野県と

いうと一般的に「自然」「山」「高原」といっ

たイメージを思い浮かべる人が多いが、この

町の産業は製造業が中心であり、その業種は

先の50年間においては製糸業、その後の50年

間は時計・カメラ・オルゴールといった精密

機械工業の製造で栄えてきた。故にこの町の

「ものづくり」の歴史は100年以上に及び、現

在も近隣の市町村と合わせて約3千社以上の中

小企業がある内陸の工業地域である。また、

歴史的にも、旧石器時代～縄文時代に使用さ

れた黒曜石の産地として有名で、巨木を山中

匠の技術と融合したまちづくり
～匠の町しもすわ・あきないプロジェクト～

特集連載　全国都市再生への新たな萌芽

原 雅 廣 匠の町しもすわ・あきないプロジェクト代表

 

 

 

 

 

 

16,622 

：道路交通センサス  日交通量（台 /日）  

自然公園地域  
八ヶ岳中信高原国定公園  

国有林  
（御柱の森） 

民有林  

農地・集落  

市街地  

和田峠（中山道）

24,174 

10,417 
霧ケ峰ビーナスライン  

八島高原  
（国天然記念物）  

諏訪湖  

諏訪大社秋宮  

諏訪大社春宮  

下諏訪宿（中山道）  

長  野  県  
Nagano  

長野市  

松本市  下諏訪町  

諏訪地方  

至上田市  

岡谷市  

諏訪市  

役場  

御田町  

下諏訪町は、長野県のほぼ中央にあたる諏訪湖の北岸に位置します。町域6,690ha の約8割が森林で構成され、北部の八ヶ岳中信
高原国定公園を源とする砥川により、諏訪湖に面した緩い扇状地が形成されてきました。この扇状地に町総人口約24,000人の内、
94％にあたる約22,400人が居住し、65人／haといった高い人口密度を有しています。人口は、昭和48年をピークに減少を始め、近
年においても年間1％程度の減少を続けています。また、少子高齢化問題においては平成2年からの10年間で65歳以上の人口が約
1,700人増加しています。
バブル崩壊後においては、商業、工業ともに落ち込みが続き、就業者数の減少、出荷額の減少、大型工場の閉鎖がみられ、店舗

は平成6年から約80件減少し、現在は84件となっています。

図１　下諏訪町の概要

「しもすわ」という町について
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から引き出す勇壮な御柱祭りで知られる諏訪

大社が鎮守し、江戸時代は五街道である甲州

街道と中山道の分岐点として宿場町として栄

え、また、豊富な湯量を誇る有数の温泉地で

もあり、諏訪湖、八島高原、霧が峰といった

観光地を持つ。ここは多くの資源に恵まれた

土地でもある。

下諏訪の町域約8割は森林で構成される。諏

訪湖北側に面した緩い扇状地に、町総人口約

24,000人の内、94％にあたる約22,400人が居住

し、高い人口密度を有している。故に、下諏

訪は、僅か約2km四方程度の狭い域内に多く

の人や産業、史跡が集積地し、かつては仕事

や娯楽を求めて、日夜人々が町内に溢れてい

たと、昔を知る多くの人が語る。しかしなが

ら、そんな豊かな時代は昭和30～40年後半ま

でがピークで、それ以降は、早くから狭い域

内で宅地化が進んだことから、郊外への人口

流出、中心商店街は空き店舗化、工場移転が

進み、また高速道路（中央道）の開通の影響

から日帰り観光地化による観光宿泊客の減少

も顕著になった。さらに、少子高齢化の影響

から、人口は昭和49年をピークに減少し続け、

町の停滞感に拍車をかけているように感じる

（図1、表1）。

1．はじまりのはじまり

事の始まりは平成14年に当選した高橋現町

長が立ち上げた「下諏訪町はってん100人委員

会」である。この100人委員会のモデルは全国

に何例もある。「下諏訪版」もその先例を参考

に平成15年11月に設立された。その立ち上げ

は、高橋氏を推した有志の町民達が主体となっ

て、住民の任意組織として行われた。100人委

員会の目的はその趣意書の中に詳しく書かれ

ているが、要は、誰でも参加できる、それは、

町内外はもちろん県外からでも国外からでも

OKであり、そして誰もが自由に発言できる、

また、組織に上下がなく、好きなテーマで自由

にグループをつくり、そこから、外部へ自己責

任で発信しようということで始まった（表2）。

100人委員会のメンバー募集は、設立の前月、

平成15年10月に始まり、一番、最初の準備会

は下諏訪町文化ホールで行われた。私も、そ

のときに参加した。いやむしろ参加してみた、

という方が正確かもしれない。私自身、大き

な志があって参加したわけではない。ただ、

何かが変わるかもしれない、自分の考えが伝

わるかもしれない。そんな程度の想いで参加

した。おそらく、このとき集まった多くの人

たちは私と同じレベルであっただろう。結果、

171名が100人委員会に登録した。それは町内

だけでなく、近隣市町村や県外からも参加が

あった。その時の、文化ホールの熱気を私は

今でも思い出す。当時、町政にとってダム問

題も大きな課題ではあったが、町政に対する

停滞感は多くの人たちが感じていたように思

表1 下諏訪駅利用者数

年　度 

平成 2年 

平成 6年 

平成10年 

平成12年 

日乗降人員 

5,878人 

5,565人 

4,898人 

4,628人 

はじめに
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う。それは、永年、行政出身者による町政の

継続によるマンネリ感や、町内の産業の停滞、

行政の財政問題など、多くの課題に対し、100

人委員会というチャンネルの設置が、多くの

人たちが漠然としてはいるが既存に対するブ

レークスルーとしての期待を持って集まった

結果が、あの熱気だったように私は思う。

その後、12月になり、具体的なテーマ毎に

グループ分けを行う集まりがあった。どのグ

ループに参加するかは当然自由である。この

集まりは、12月17日、下諏訪町役場講堂で行

われた。ただ講堂といっても広さ30畳ほども

ある広い畳間である。そこへおおよそ100名近

くの人々が集まった。正直、その時点で私は

悩んでいた。いったい、どのテーマに参加し

ようか。そのとき設定されたテーマ（表2）は、

多くは当時、町政が抱えていた課題であった。

当時、漠然と参加した私自身としては、ど

のグループがいいかまだ悩んでいた。そのと

き司会者は、一人ひとりに参加グループへの

決意表明を促していた。自分の順番が来る。

どうしよう。落ち着いて自分に言い聞かせて

みた。「賑やかな町」とはなんだろう、そう考

えてみた。昔を思い出した。自分が子供だっ

た昭和40年後半から50年前半のころ、そう、

下諏訪全盛期の終盤である。「ああ、あの頃、

商店街に沢山、人が歩いていたなあ」。漠然と

そんなことを思いついた。「そうか、商店街活

性化がいい」と思い立った。私は、そう思った

数分後、多くの人の前で「商店街活性化グルー

プ」への参加を決意表明していた。その後、

講堂の片隅にグループ毎に集まり、座して顔

合わせした。私達のグループは私の他に4人集

まった。そのときのメンバーは、カメラ屋の

奥さんである河西さん、パン屋の斉藤さんと

樽川さん、そして主婦の小口さんであった。

ちなみに、私の職業はめっき加工業の原価管

理職であり、商店街とはまったく関係ない業

種である。とにかく最初であるから、進行と

して、責任者（リーダー）と100人委員会に対

「住民参画」・「公民協働」を目指して、下諏訪町はってん100人委員会は平成14年11月に、住民により設立されました。その中
において、テーマ性を持った13のグループを設置し、それぞれが活動を実施しています。

下諏訪町はってん100人委員会

平成14年11月9日
下諏訪町はってん100人委員会設立総会
委員会の主な活動内容
1）提言、提案
・グループ活動
・運営委員会の開催
・三役会の開催（代表、事務局、会計）
・全体会の開催
・提言、提案

2）協働推進条例策定委員への応募及び審議会へ参加
3）啓蒙活動
・リーダー研修会の実施（随時）

4）会員拡大
5）グループ間のネットワークづくり

１　合併グループ

２　赤砂崎グループ

３　イベントグループ

４　まちづくりグループ

５　観光まちづくりグループ

６　匠の街しもすわあきないプロジェクト

（旧商店街活性化グループ）

７　教育グループ

８　人権グループ

９　環境グループ

10 福祉のまちづくりグループ

11 声なき声110番

12 自由討議グループ

13 外から見た下諏訪

ホームページアドレス　　http://shimosuwa100nin.364.jp/

表2 下諏訪町はってん100人委員会組織体制
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する運営委員の選出を、司会に促されるかた

ちで皆話しはじめた。河西さんと樽川さんは

下諏訪の旧市街地で最も賑わった御田町商店

街の主要メンバーで、河西さんは「みたま

ち・おかみさん会」の代表、樽川さんは幾つ

も商業関係の要職をこなされている方である。

このお二人が言った。「商業者だけの集まりで

はマンネリでいいアイデアがでてこない。畑

違いの原さんに是非リーダーをやってもらい

視点を変えて欲しい」。私は少し迷ったが、

「まあ、5人くらいの集まりならいいかな」と

軽い気持ちで引き受けた。それが、自分にと

っての「はじまり」であったとは、後々感じ

ることになる。

2．「匠の町しもすわ・あきないプロジェクト」へ

12月にもなると、下諏訪の夜は、時には零

度を下回る季節になる。商店街活性化グルー

プの初めての集まりは暮れも迫った平成14年

12月27日に、御田町の「おかみさん会の店」

で行った。このスペースは、御田町商店街の

おかみさん達15軒が参加している「みたま

ち・おかみさん会」の拠点で、商店街の空き

店舗を会議施設として活用していた。広さは

四畳半ほどで、打ちっぱなしの床に、ベニヤ

の壁がつい立になった素っ気無い店跡であっ

た。当日は、12月17日に集まったメンバーと、

数人のおかみさん達も参加された。とりあえ

ず最初は、話し合うというより、皆、思うこ

とを、自己紹介を絡めながら、小さなストー

ブを囲み皆で暖をとりながら話した。そして

私達は会合を年明けにも何回か重ねた。色々

な意見がでた。しかし、話の中心はやはり、

空き店舗に新しい店を開けたいということで

あった。ちなみに、御田町商店街に属する30

店舗のうち9店舗が空き店舗になっており、他

の店も店主の老齢化による事業継続の悩みを

抱えていた。

話し合いをするなかで、話した内容の整理

という点で、私は軽いカルチャーショックを

感じていた。それは、工業の世界に住む私の

目から見ると、議事録（記録）、計画、まとめ

が、常に報告義務づけられている環境にくら

べ、ここの会議はそれが曖昧なことであった。

商習慣の違いであった。そこで、私は会社で

使用している幾つかの書式や手法（計画表、

議事録、QCストーリーなど）を会議に持ち込

み活用してみた。それは、白板にマトリック

ス図（図2）で皆の意見をまとめてみるという

ものであったが、皆、これに驚いた。それま

で、会議というと、ただ話すというだけであっ

たものが、図式、整理化されることで話の方

向付けができるようになった。当初、おかみ

さん会代表の河西さんや樽川さんが望んだ視

点の変化という点では少し貢献できたような

気がした。

マトリックス図にまとめてみて、中途から

参加するようになったカメラ店経営の河西さ

ん（おかみさん会河西さんの旦那さん）が

言った。「空き店舗に工房つくるのって、おも

しろいね」。

これは、私が発案したものであったが、実

はヒントがある。ある地元雑誌の対談で、隣

町岡谷市の社長さんである、大橋俊夫氏の言っ

た言葉がヒントになっていた。その対談で大

橋氏は「下諏訪には儀像堂という時計の博物

館があるが、ここに時計組み立て工房があり、

単に観光だけでなく、かなりの数のリピーター
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がいる」と話されていた。その話はとても印

象的であった。「ものづくりは単に物を作るだ

けでなく、作ること自体が資源になるのか」。

私はそう思った。これが、ヒントになり会合

の中で「空き店舗への工房誘致」というアイ

デアに至ったわけである。

「空き店舗への工房誘致」がおもしろいと

いうことになり、私は自分の頭の整理も兼ね

コンセプトづくりをした（表3）。じつはその

過程で私達のグループの新しい名前も考えつ

いた。《工業→ものづくり→工房》と《商業

→あきない》の融合。これを、整理してでき

た名前。それが「匠の町しもすわ・あきない

プロジェクト」である。この頃すでに、季節

も冬真っ盛り、平成15年2月になっていた。

3．できることからはじめた

私達は、現グループ名に改名した。そして、

コンセプトをグループ名で具体化することで、

少しではあるがこの頃から活動の方向性が共

有できはじめたように思う。

平成15年3月、前述した大橋俊夫氏に来ても

らい座談会を開いたり、以前からおかみさん

達のアドバイザーとして交流のあった下諏訪

商工会議所安田課長と意見交換をするなど、

少しずつではあるがグループ外とのコネク

ションを拡げ始めた。

また、その頃、カメラ店経営河西さんの顧

客、村上彪さんが、機織りをする場所を探し

ているという情報が入った。（現在、機織り体

験・あざみ工房としてオープン）早速会合の

中で、是非これを進めようということになっ

表3 コンセプト

下諏訪の20世紀は製造業が産業の中心と言っても過言がありませんでした。
先の50年間においては製糸業、その後の50年間は時計・カメラ・オルゴールといった精密機械工業で栄えてきました。そ

して、私達は、SEIKO、YASHICA、OLYMPUS、SANKYOといった世界的なメーカーをここ下諏訪から生み出し、文字通
り精密という微細加工を行う手工業種から発展した〔『匠』＝オンリーワン技術〕の集積地をつくり出しました。しかし、
メーカーは主販売先であるアメリカ型の大量消費、大量生産市場に対応するために『コストダウン』『合理化』『自動化』の
荒波に飲み込まれ、かつての花形商品達は気が付けば皆、諏訪地方から東南アジア・中国へ移り去っていきました。
かつての諏訪地方は東洋のスイスと呼ばれていましたが、スイスの精密機械工業も同じように衰退してしまったのでしょ

うか。答えは時計におけるスイスブランドの強さを見れば明確です。ローレックス、オメガ、ロンジン、スイス時計協会に
よれば、スイス西部にはこれらのブランドを支える数百に及ぶパーツメーカーが営業し、それぞれが専門のパーツを作り出
し、数百社の“エタブリスール”と呼ばれる完成時計組み立て業者にパーツを納める生産構造を要し、現在でも盛業を呈し
ています。また、これらのメーカーは1社あたり50名以下の中小企業や工房がほとんどであり、今でもスイスでは〔『匠』＝
オンリーワン技術〕がその誇りと輝きを失わないまま、そのブランド力を世界の憧れまでに昇華させています。時計だけで
はなくヨーロッパ工業を見ると、今でも中小企業や工房が皆とても元気なのです。カルチェ、プラダ、ルイ・ヴィトン、ど
うしてあんなに高いのに売れるのだろうか？そこには厳格な品質に裏づけされた〔『匠』＝オンリーワン技術〕への伝統に対
する信頼があるからではないでしょうか。
日本においてもこのようなものづくりに対する運動が大正時代に興りました。それは柳宗悦が大正15年（1926）に作成し

た『日本民芸美術館設立趣意書』に語ることから始められた民藝運動になります。民藝とは地方の無名工人の作る美術工芸
の総称で、民衆の生活からうまれた工芸品の中に美を見出そうとするものです。伝統的手仕事から生まれた民衆の暮らしの
中で育まれた生活雑器で、豪華で精緻な貴族的工芸や観賞を旨とする審美的な工芸、雅物などとは異なります。民藝の品々
は、用を旨としており簡素で堅牢な性質を持っており、おのずと健やかな印象を人々に与えてくれます。技巧主義への反省
と、魂の響きを求める運動の1つの具体例として表われたもので、スイスブランドが形成されていった過程と一致するものが
あります。
そこで私達は、かつての大量消費、大量生産市場を顧みるのではなく、このヨーロッパ型の市場や、人々の暮らしている

自然環境や地域文化、歴史を基盤として試行錯誤や創意工夫の末に得た技術と知恵との集積に基づいた民藝を師範とするこ
とで、本当の意味での『ものづくりの地』を模索することにしました。幸いに私達の街には、まだまだ、たくさんの技術を
持った企業や人材があります。当プロジェクトは、私たちが50年近く精密で培ったこの〔『匠』＝オンリーワン技術〕をベー
スに、ヨーロッパのような職人、マイスターが集う工房街をつくることを目指します。そして私たちは、本当の意味でのブ
ランドづくりを通じて、工業ばかりでなく、様々な業種の『匠』を育て、住まうことで、将来的に本当の賑やかな街を取り
戻せればと考えています。
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た。しかしながら、簡単に店を開けるといっ

ても、場所とお金（改装費）の問題にぶつかっ

た。話し合いを重ね、私達のたどり着いたの

は、「あるものを使う」という結論であった。

場所は「みたまち・おかみさん会」の店を使

う。改装は「私達」でやろうということになっ

た。幸い私達には「役者」が揃っていた。メ

ンバーのパン屋の斉藤さんは、自分の店も手

作りで作った大工好きである。彼の音頭で手

作り改装が始まった。季節は春をすぎ5月に

なっていた。

私達は、夜な夜な自分の仕事が終わってか

ら御田町へ駆けつけ、大工仕事。そんな生活

が10日間ぐらい続いた。材料費は取り急ぎお

かみさん会に立て替えてもらい、約10万円で

改装が終わった（写真1、2）。このころからだ

ろうか、近隣の商店街の人たちの私達グルー

プに対する見方が、少しずつ好意的に変わり

はじめたことを感じた。これは、夜な夜なの

素人大工騒ぎの結果、今までの建物とは見間

違えるような、新しい装いの店ができたこと

への驚きであったように思う。言葉ではなく

人々に納得してもらうためには、具体的に動

いて「かたちを見せる」ことの大切さをこの

とき私達は改めて学んだ。

4．匠ぷらっとSHOP開設

平成15年5月中旬のある日、大橋氏からTEL

があった。商工会議所安田課長が、長野県の

助成金枠であるチャレンジ枠事業費の企画締

め切りが近く、提案アイデアで困っており一

度相談に乗ってあげてみてはという話であっ

た。早速、安田氏に連絡したところ、直ぐ商

工会議所へ来て欲しいとのことであった。

このチャレンジ枠は県の雇用確保のための

創業支援プログラムへの補助金で、基本的に

コンペ形式で決まるもので、新しい形式の補

助金とのことであった。私は、私達のプロジェ

クトでの提案を進め、企画書作成について一

緒に考えた。内容は私達の基本コンセプトを

ベースにストーリーづくりを行い、何とか県

への提出には間に合った。

私達にとってもこの補助金はとても魅力的

であった。このころ私どもの会合の中では、

「活動を進めていく上では拠点が必要」という

写真1 あざみ工房改装風景

写真2 あざみ工房改装後
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雰囲気になっていた。そういった中での話で

あった故、渡りに船な話であった。そして、

夏を迎えた7月、県からチャレンジ枠の決定内

示がでた。私達のプロジェクトコンセプトが

公的に初めて認められた。

私達は早速、拠点づくりを具体的にはじめ

た。そして、7月20日、以前、御田町商店街で

大きく家具屋さんを営まれていた空き店舗に、

拠点として仮事務所を開設することができた。

私達はここを単なる事務所として機能させる

だけでなく、商品の販売も考えていた。それ

も普通に物販するのではなく、地元でプロと

してものづくりに取り組まれている方々の商

品を置きたいと考えた。

私達は口コミで「匠」のネットワーク構築

を始めた。あえて宣伝に背を向け、私たちは

紹介や知り合いの情報に頼った。また、商店

街の仲間の持つ地元情報を活用した。まず、

足元の情報から始めた。そして、何人かの出

品者が集まった。しかし皆、最初は「東京な

らいざ知らず下諏訪の商店街ではものなんて

売れませんよ」という感じで、半信半疑での

参加であった。

私達はこのショップでのモノの見せ方につ

いて、少しこだわりをもった。それは、「生活

の中のモノ」のあり方にこだわりたいと考え

た。そこには、ショップを生活空間として演

出し、そこにあるモノが引き立つような仕掛

けを考えた。簡単に言えば、実際に使ってい

る雰囲気に近い演出をして、そのモノが欲し

くなるような雰囲気になればいいと考えた。

しかし、予算の問題は相変わらずある。私達

は取り急ぎいつもの「あるもの」を組み合わ

せて、いつもの手作り展示台でショップ兼事

務所に改造した。「あるもの」はもらった旧家

や近隣の倉庫の廃材や空箱。足りないものは、

DIYショップから木材を買って来て、また、

大工をやった。

そして、9月初旬、「匠ぷらっとSHOP」が

オープンした（写真3）。

5．ものを売ること

地元の陶芸家である小高千絵氏は、匠ぷらっ

とSHOP開店時からの出品者である。小高氏は

日本民芸大賞に毎年入賞されている若手女性

作家であるが、基本的に「生活の中でさりげ

なく使うためのモノづくり」を大切にされて

おり、私達の基本コンセプトについて大変共

写真3－1 匠ぷらっとSHOP内

写真3－2 ぷらっとSHOP内スペースでの会議風景
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鳴していただいた最初の作家である。しかし、

「下諏訪の商店街でなど物は売れない」と考え

られていたことから、当初は私達の活動につ

いて懐疑的で、取り敢えずの出品という感じ

であった。ところが、蓋を開けてみたところ、

自身の陶器がコンスタントに売れていくこと

に驚かれた。他にも何人か陶器を出品してい

たが、他はほとんど売れず、小高氏のモノは

売れていった。これは、商品性が高いことは

もちろんであるが、商店街の購買層が比較的

年配の主婦層が多いことと、値頃感がうまく

フィットしたと推測している。

小高氏だけでなく、ぷらっとSHOPに置く商

品には売れる商品と売れない製品が、時間を

追うごとに見えてくる。そこには、必ず、商

品性と値頃感の天秤が存在しているように感

じる。これを的確に把握できれば「モノ」を

売ることの難しさを軽減することができるの

であろう。モノをつくることより、売ること

の難しさ。それは、モノづくりをしている人

たちの永遠の課題であろう。

6．ネットワークづくり

私達はとにかく、このネットワークづくり

には宣伝や募集という手法はなるべく使わな

いようにしている。私達の活動を進めていく

上で「人のつながり＝ネットワークづくり」

は非常に重要な作業であると考えているが、

基本的に「口コミ」が重要と考えた。これは、

プロジェクト初期からの、新しいメンバーが

増えていく過程で感じていたことの実践であ

る。それは、「良い人は、また、良い人を紹介

してくれる」ということである。地道な作業

で、一見効率が悪いように感じるが、実際に

口コミであれば、人の感性がフィルターにな

り、自分が良いと思う人は、大概、同じ波長

を持った人を連れてくるものであると感じ

ている。

そして、それを加速的に進める手段として

「匠ぷらっとSHOPS」と称するフェアを企画

した。このフェアを通じて多くの匠を集め、

ネットワークづくりの進捗を上げたいという

狙いがあった。また「匠」同士の接点を作る

という点でも重要であると考えた。私達は口

コミで出展者を募った。また、紹介をもらっ

た工房へ足を運んだ（写真4）。

その過程の中で私達は「日本装飾美術学校」

に出会うことができた。この学校は臨町富士

見町にある長野県内唯一の新設美術学校であ

る。しかしながら校名に美術を謳いながら、

小黒校長の考え方は「生活の中で使える作品

～商品をつくる」ことである。小黒校長は、

この理念を実現するために富士見町に5年前に

開校した。そんな校長先生故、私達のコンセ

プトを早々に理解し、依頼、相互の協力関係

を結んでいる。実際私は、私達のプロジェク

トを進めていく上で、教育関連との協力関係

写真4 山梨県へ工房見学
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の構築は不可欠と考えていた。何故ならば、

結局、何をするのにも人材がいなければ始ま

らない。その面からも、単に工房を起業する

だけでなく、それを支える人材の確保が重要

と考えていたことから、この出会いは大変幸

運であったと感じている。

人材という点で、諏訪特有ともいえる気質

がある。それは、女性でも「ものづくり」に

対して積極的ということである。これは、諏訪

地方には「三ちゃん企業体」の下請メーカー

が山ほどあり、それらは家が工場というケー

スがほとんどで、昔から老若男女関係無く日

常でものづくりを営んできたことに起因する

のではないかと思う。そして、子供は家でも

のづくりをする両親の背中に憧れ、就職時に

は、手を動かす仕事、モノを作る仕事に就く

ことが多いように思う。それが、現代の女性

のケースでは、デザイナーであったり、クラ

フト作家になる場合もある。諏訪の「ものづ

くりのDNA」は多様化し、今でも進化してい

るように感じる。

「匠ぷらっとSHOPS」は平成15年11月3、4

日に、「下諏訪倉庫」を借りて開催した。この

下諏訪倉庫は1900年から建設された木造土蔵

で、当時のシルク産業で用いる繭の保管倉で

あった（写真5）。私達がこの歴史的な建物に

注目したのは、皮肉にも建物の老朽化から取

り壊す云々という噂話を聞いたからであった。

私は9月初旬、下諏訪倉庫のオーナーである三

井社長のご自宅を訪ねた。三井社長曰く「今

すぐではないが、倉庫の老朽化が進み、大地

震があれば倒壊の危険性もある。また、維持

費も会社を圧迫しており、厳しい状況である」

とのことであった。三井社長は、ご自身の住

む下諏訪宿場周辺の景観協定を取りまとめた

方で、古民家再生などにも詳しく建築遺産の

保存には積極的な方である。故にご自身で保

持されているこの倉庫の保存に関してどうす

るか、一番苦悩しているのは三井社長ご自身

であった。（後に、平成16年4月、下諏訪倉庫

は産業遺産として産業考古学会が登録、三井

社長は基本的に保存の方向で決断された）私

はそれまでの取り組みと下諏訪倉庫で、フェ

アの企画を開催したい旨を説明した。三井社

長は快諾した。

「匠ぷらっとSHOPS」には26の工房が集ま

り、皆其々の思いで展示や販売を行った。（写

写真5 下諏訪倉庫

写真6 匠ぷらっとSHOPS会場内
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真6）また、同時に企画した「ものづくりとま

ちづくり」というパネルディスカッションに

は5名の専門家の方々に集まっていただき貴重

な意見を戴いた。集客としては、2日間で1,050

名が訪れた。私達にとってなにより成果があっ

たことは、多くの人々に私達の考える「かた

ち」が見てもらえた事と、参加して戴いた工

房を営む方々やパネラーとして参加して戴い

た方々との新たな出会いであったと思う。これ

は、人を集めることで生まれる最大のメリッ

トであると思う。

平成15年2月にグループ名を改名してから拠

点づくり、ネットワークづくりを進めてきた。

「匠ぷらっとSHOPS」はそのひとつの節目で

あったと思う。私達はここまで積み上げたも

のから、実際に「かたち」をつくることをは

じめた。また、丁度この時期、10月に「全国

都市再生モデル調査」の採択が決定し、資金

的なバックアップができたことで具体的な

「かたちづくり」の活動が活発化していく。

1．御田町看板プロジェクト

「匠ぷらっとSHOPS」で催したパネルディ

スカッションへの参加戴いた柳沢京子氏は著

名な切り絵作家であり、まちづくりに関して

も積極的に活動されている方である。「看板が

実際に店先に掛かっている写真も挿入しては

いかがでしょうか？」

柳沢氏がトークの中でこんな提案をされた。

「ヨーロッパの商店街のように、お店の商売に

合わせた看板をつくりませんか？例えば、肉

屋さんなら豚の絵、パン屋さんならパンの絵、

写真屋さんならカメラ…といった風に」。実は

このとき私達も、既存商店のアイデンティティ

の必要性について起案している段階で、やは

り看板を作ろうという話が出ていた矢先であ

り、これは良いタイミングと考えた。私は、

「御田町商店街看板プロジェクト」と名付け、

私達の持つネットワークの中からオリジナル

看板を作ることを考えた。

平成15年11月中旬、柳沢氏のスケジュール

に合わせて私達は会合を持った。その中には、

日本装飾美術学校の小黒校長、森世紀工房有

賀氏も顔を揃えてくれた。森世紀工房は、長

野県産の唐松材を用いて統一ブランドの家具

をつくるプロジェクトであるが、有賀氏もそ

のプロジェクト主要メンバーである。ご自身

は伊那市で建具店を経営されており、長野県

の「現代の名工」にも選出されている「匠」

である。会合で役割分担をした。基本的なデ

ザインは装飾美術学校の生徒達が起案する。

デザインの構成やアドバイスは大黒校長が担

当。有賀氏は材料の木の調達と選定。総監修

は柳沢氏。彫刻は私達グループメンバー井出

さんの友人である、富山県井波町の井波彫刻

士藤巻氏に依頼することにした。そして、

トータルの進捗管理は私達グループが担当し

た。メンバーのおかみさん達からリクエスト

があった。「『1号看板』は、おかみさん会の店

にして欲しい」。一同合意した。「それならば、

おかみさん会のものは、私がデザインするわ」。

柳沢氏が手を挙げた。

翌年、平成16年3月おかみさん会の店の看板

ができあがった（写真7）。女性のやさしさと、

「かたち」をつくる
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おかみさん達の逞しさがうまく表現されてい

ると思う。その後、継続して、2号看板の製作

を準備している。手作り故、息の長いプロジェ

クトではあるが、匠の技術とまちづくりが融

合した有意義な企画ではないかと考えている。

最終的には御田町のお店全て（約15店舗）に

看板が架かる予定である。

2．工房誘致

私達は現時点でのひとつの狙いである、空

き店舗への工房誘致をはじめた。

ア）すみれ洋裁店（写真8）

平成15年暮れになるころ、メンバーの薬局

屋茅野さんから、女性二人でお店を開きたい

方たちがいるという情報が入った。松崎さん

と星さんという29才（当時）の女性お二人で、

高校時代の同級生ということであった。松崎

さんは御田町の近隣地区に住んでおり、松崎

さんの両親からの情報が伝わってきたものだ。

（商店街の元々持つ口コミネットワークの威力

は素晴らしい。地元の「どこの誰が、何が、

どうなっている云々」という情報について、

地元のキーパーソンを捕まえるのには大変好

都合である。恐るべしおかみさんネットワー

クである。また、最近では、おかみさんたち

はメールという武器も手に入れた。私達は当

初から情報の共有化のためにメールを多用し

ていたが、最初のうちは年配者のおかみさん

方は回覧板で情報通知していた。しかし、活

動が活発になるにつれ、おかみさん方は自主

的にメールをはじめ、今ではメンバーのほぼ

全員がメールを持つようになった。そして更に

情報流通が加速化する相乗効果を生んでいる）

お二人は「needle&thread」（針と糸）とい

うブランド名で、仕事の合間にこつこつと手

縫い布小物の製作活動をされてきて、時折、

東京方面へ出品してきたようだ。そろそろ二

人で拠点づくりをしたいと話していたしてい

た矢先に、松崎さんの両親が薬局の茅野さん

と立ち話をしたのがきっかけになった。

彼女達が入居を決断した空き店舗は、偶然

にも、昔、「すみれ洋裁店」という洋品店のあっ

たところである。しかし、この建物は築40年

以上経ったほぼ廃屋に近いくらい老朽化して

いた（写真9）。家賃はおかみさん達が交渉し

格安の値段で折り合いがついた。また、改装

写真8 すみれ洋裁店　星さんと松崎さん（左から）写真7 看板を囲んでお披露目会にて
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費は再生モデルの資金から僅かではあるが援

助した。その他下諏訪町の補助制度と自己資

金でおおよそ180万の予算が集まった。しかし、

建築店の受け手はなかった。建物を見て「こ

の予算では…」、常識的にはお手上げだった。

結局、彼女達の、友人の大工に頼み込み、最

低限のインフラの整備と、内装は自分達で大

工仕事をはじめた。彼女達のやり方は、私達

のやり方と同じであった。「あるものを生かす」

ということ。幸いにこの建物は昭和初期の和

洋折衷のモダニズムの影響を受けていて、老

朽はしていても、洒落た趣を残していた。ま

た、内装にも、大型の金属シンク（流し）や

テーブル、ホウロウのコンセントなど、昔当

たり前にあったものが残されており、彼女達

はそれらを廃棄するのではなく、もう一度、

それらに命を与える作業をはじめた。それは

そこにあるモノのもつ、良さをそのまま使う

ことである。平成16年4月、昔の屋号をそのま

ま拝借し、現代の「すみれ洋裁店」が開店し

た。内装は見違えるほど、レトロであるが、

さりげないモダンなセンスに溢れていた。軒

には当時のまま放置されていたガラス製の屋

号入りの看板が真新しく輝いていた（写真10）。

最近、「すみれ洋裁店」のつくる小物洋裁は、

さりげなく、ウィットの効いたセンスが受け、

東京や大阪の雑誌で取り上げられている。ま

た、口コミでの集客も多く、中京や大阪方面

からの来客も多いようだ。最近の消費文化に

ついて、「オンリーワン商品」のヒットがよく

取り上げられるが、彼女達の購買層は、「自分

だけのブランド」「自分だけの商品」を求めて

集まってくる。

イ）工房淡々（写真11）

日本装飾美術学校は平成16年春で初めての

卒業生、4名を送り出した。私は、平成15年暮

れに小黒校長に「卒業生に、工房を開くよう

な人はいませんか？もし、よければ下諏訪で」

という問いを投げかけた。そして、年明け、

美術学校の講師尾崎稔先生から連絡があり、

「卒業生1名と研修生2名の計3名でガラス工房

を開きたい」という内容であった。

この頃、私達は御田町商店街の空き店舗の

状況について調査していた。実は「空き店

写真9 すみれ洋裁店　改装前

写真10 すみれ洋裁店外観（左上のガラス看板は当時のまま）
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舗＝貸し店舗」でない、という状況に直面し

ていた。空き店舗の状況についての情報は行

政や商工会議所も正確な情報は持っていない。

これは、空き店舗状況は個人情報であり、不

動産業も基本的には仲介業であるから立ち

入った情報は持っていない。結局、自分達で

情報収集、交渉を行うしかなかった。

空き店舗Tさんの事情は、「名義人が寝たき

りである」「自分たちは介護に疲れてそれどこ

ろではない」とあっさり断られた。現在、「工

房淡々」として開店した、旧Kインテリアの

物件の場合は、大家さんは横浜に在住してい

る。ここのケースでは、大家さんが遠方で自

身が管理できないということから、いっそ更

地にして駐車場にしようかと考えていた。私

達は周辺の駐車場の相場と横浜の相場差につ

いて説明し、賃貸を促した。結果、大家さん

は折れ、「その代わり、あなた達（プロジェク

ト）で、きちんと管理してくれるなら」とい

うことで、何とかOKをもらった。

尾崎先生は、ご自身の自宅を自身で立てた

経験から、3名達と一緒に手作りで改装を始め

た。平成16年春を迎えていた。先生は、著名

なガラス工芸家である。故に作品一個が10万

円というものもある。工房といっても、まだ

卒業したばかりの子供達に店舗を作品で埋め

ることなどできない。今は、店舗のディスプ

レイには、尾崎先生作の洒落た高級ガラス器

が輝いている。（早く、これらに変わって、3

人の商品が並べられることを私的には願って

いる）。尾崎先生自身も彼らが学校を卒業して、

直ぐ作家として社会で自立できるとは思って

いない。尾崎先生はこの「工房淡々」を、卒

業して自立していく過程での「考える」場所

として位置付けている。つまり、ここは、彼

らが次のステージ（自立）へ進むための体験

プロセスの場なのである。商店街が、単にモ

ノを売る機能だけでなく、「修行」の場を持つ

ことは、これからの商店街のもつ新しい機能

性という点で大変意味のある試みであると思

う（表4）。

これから、私達グループの取り組みとして

○匠ぷらっとSHOP（平成16年10月現在）

・拠点店舗 のべ20工房

・来店者数 のべ3,000名

○匠ぷらっとSHOPSⅡ（平成16年11月開催）

・参加店舗数 42店舗（内工房は35）

・来場者数（2日間） 約2,200名

○看板プロジェクト

完成 1看板

製作中 2看板

デザイン中　5看板

○「匠のまちしもすわあきないプロジェクト」

・プロジェクトメンバー 登録32名

・プロジェクトでの企画参加者 100名以上

表4 「匠のまちしもすわあきないプロジェクト」の成果

点から面へ

写真11 工房淡々店内
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「インダストリーツーリズム」（産業観光）と

いう方向性を考えている。「インダストリー

ツーリズム」とは、「グリーンツーリズム」や

「エコツーリズム」という言葉で言われる「森

林体験」、「農業体験」といった体験旅行に対

して、下諏訪の資源である「ものづくり」を

核にした体験旅行を指す造語である。下諏訪

町には奏鳴館というオルゴール博物館がある。

昭和40年代、下諏訪に本社を置いた三協精機

は、世界のオルゴールのほとんどをこの地で

生産した。その栄光の記憶を引き継ぐひとつ

のかたちとしてこの博物館が存在している。

この博物館では「オルゴール組み立て体験」

が楽しめる。自動機を使えば20秒程で出来る

工程であるが、それを手組みで、おおよそ30

分ほどで組み立てる体験がここでできる。こ

の組み立て体験を指導する山崎技師は日本で

はおそらく最後のオルゴール技師と言われて

いる。この「インダストリーツーリズム」の

ヒントは山崎氏との会話の中から生まれた。

「オルゴールは「機械（ハード）と音（ソ

フト）とクラフト（ケース）の三つの要素で

出来ている製品だよ」と、山崎氏が私に語っ

てくれた。『奏鳴館では、今は「機械」の組み

立てだけの体験だけど、これら三つの要素を

体験するプログラムをつくれば、もっと下諏

訪へ滞在して楽しめるような仕掛けに成るか

も知れない』。山崎氏と私はそんな話に盛り上

がり、そして早速試しにやってみようという

話になった（図3）。

平成16年4月、奏鳴館と協力して「下諏訪

ワーキングキャンプ」という、インダストリー

ツーリズムの試験版を実行した（写真12）。こ

の企画は1泊2日で、オルゴールのケースの材

図3 下諏訪型インダストリーツーリズムの提言

１、インダストリーツーリズムとは
● Industry(工業)とTourism(観光)を合わせた造語
● ものづくりを核とする体験型観光（エコツーリズムやグリーンツーリズムの工業版）

２、下諏訪であるメリット
● 戦前はシルク産業、戦後は精密工業の世界的な集積地として工業が盛んであり、優秀な工業職人が多い
● 周辺に諏訪湖、諏訪大社、温泉、八島高原など観光施設が豊富である
● 旧市街地には、江戸時代から近年の産業遺構までが残り歴史的な町並みが残る
故にこれらを融合させることで、単なる体験旅行ではなく、総合的な、セルフカリキュラムを提供することができる。

オルゴールは３つの要素から構成される  

ソフト要素  

作曲体 験 （オリジナル作曲） 

クラフト要素  

ボックスの製作  

ボックスのデザイン  

モザイク埋込加工体験  
オルガニート作曲体験  

木工体験  

材料の調達  

間伐材の利用  
萩倉での間伐材引出体験  

機械要素  

奏鳴館での組み立て t体験

部品加工  

組み立て  

プレス・切削・ 

研磨・成形  
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料の調達体験（木材の切り出し）、ケースのデ

ザイン（ケースへのモザイクデザイン製作）、

最後に奏鳴館でオルゴールの組み立てという

カリキュラムを組んだ。まだ少し肌寒い4月末、

知人のアースデイ長野事務局経由で勧誘した

東京周辺からの若者12名が下諏訪へやってき

た。私達は諏訪大社の大祭『御柱祭』の御用

材を切り出す森林へ彼らを連れ、そこで、間

伐材の引出し体験を、県地方事務所林務課堀

内氏の協力をいただき実施した。本来であれば

この引出した材でケースがつくれればベスト

であるが、時間的な制約もあり、事前にケー

スは奏鳴館の手配で県材を使い製作しておい

た。ケースのデザインは、ガラスモザイクを

ケースに貼り付ける作業を体験してもらった。

指導には日本装飾美術学校の有志生徒が参加

した。そして、最後に奏鳴館へそのケースを

持ち込みオルゴールに仕上げた。12名の若者

達の、自分だけのオルゴールが完成した。私

達はこのスケジュールの合間に、諏訪大社の

参拝、宿泊は御田町の公民館を活用し、御田

町おかみさん方との交流をしながら郷土料理

をつくる自炊、公民館隣の温泉銭湯の体験と

いった仕掛けも組入れた。僅か2日間の体験旅

行であったが、私達は、若者たちの満足そう

な笑顔の中に、この企画の将来性を掴んだよ

うな気がした。オルゴールの持つ三要素から、

あと追加できるカリキュラムを考えると、「音」

の作曲、「機械」のパーツ製作（プレス、切削

など精密工業体験）、「クラフト」の木工ケー

スづくりなどが挙げられる。そして、これら

を組み合わせれば長期滞在の仕掛けも可能で

あろうと考える。

私達は、今まで、点で存在してきた、自分

たちの取り組みも含め、下諏訪の持つ資源を

有機的に組み合わせることで、この「インダ

ストリーツーリズム」は実現できるのではな

いかと考えている。それは、私達だけでなく

工業、商業、観光における既存の組織との連

携をとらないと本格的な取り組みにならない

とも感じている。

平成16年11月6、7日に、昨年に引き続き

「匠ぷらっとSHOPSⅡ」を開催する。（図4）

写真12 下諏訪ワーキングキャンプ参加者

図4 匠ぷらっとSHOPS2ちらし



109 SHIN TOSHI / Vol.58, No.12 / December  2004

今年は、それだけでなく、旧市街地（通称三

角八丁という）で、イベントを同時開催する

仕掛けをした。共同コンセプトとして「ぶら

りしもすわ三角八丁」と名づけた。旅館組合

は「宿場祭り」、下諏訪町は「諏訪大社ライト

アップコンサート」やスタンプラリー、各商

店街はフリーマーケットや特売など、既存の

組織が連携する大掛かりな仕掛けになってい

る（図5）。

私は、この仕掛けが将来的に「点（資源）

をつないで面（連携）にする」足がかりにな

ればと思っている。その中で、私達のプロジェ

クト組織が連携の受け皿としてのプラット

ホームになれるのではないかと考えている。

それは行政や商工会議所、既存の組織では埋

めきれない、既存の地域にある有益な資源を

有機的に結ぶ「連携ビジネス」の領域を創造

できると考えている。

（はら　まさひろ）

図5 ぶらりしもすわ三角八丁ウォーキングマップ
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臼杵市は、戦国時代に東九州で権勢をふるっ

た、戦国時代のキリシタン大名大友宗麟が永

禄5年（1562年）に臼杵湾の丹生島に城を築き、

このときから臼杵は東九州において名実とも

に政治、経済の重要地となった。特に南蛮貿

易港として世に知られるようになり、当時の

臼杵は国際色豊かな都市であった。

大友氏滅亡後、福原、太田の二氏を経て、稲葉

氏統治の臼杵藩は五万石の小さな城下町にす

ぎなかったが、なお経済・交通の要衝であった。

明治、大正を経て昭和25年4月1日海辺村と

合併し、大分県下6番目の市として誕生した後、

昭和29年に近隣5カ村を吸収合併している。な

お、平成17年1月1日をもって、隣接の大野郡

野津町と合併し、新しい臼杵市が誕生した。

1．町並み整備の進展

臼杵市の町並み整備の歴史は、大きくは次

のとおりの時代に分類することができる（詳

細は、111ページの「臼杵市のまちづくり経過」

参照）。これらの時代を経て、中心市街地の将

来の活性化の方向を探るために、今回都市再

生モデル調査に取り組んだ。

（1）沈滞　⇒　価値見直しの時代

昭和58年に開催された全国町並みゼミを

きっかけに、臼杵の持つ歴史資産、文化の見

直しや新たな発見により、地域に対する愛着

や誇りが芽生えてきた。まちづくりや観光に

対する考え方の転換が始まった。

特にまちづくりにおけるソフト面での議論

が始まり、臼杵の町並みをどうしたら点から

線へとつないでいくことができるか、見直し

の議論が交わされた。

また、個人において、臼杵の景観を残す住

宅改築などが始まったのもこの頃であり、行

政も「臼杵市歴史環境保全条例」により民間

の修景事業に補助金を交付する制度を整えた。

（2）基盤整備の時代

平成元年ごろから、近世の面影を残す歴史

的建造物の修復保全や当時の街並みの雰囲気

を今に伝える石畳整備など、中心市街地の町

新しい“タウンライフツーリズム”をめざ
して

特集連載　全国都市再生への新たな萌芽

日 廻 文 明 臼杵市市民生活部企画情報課参事（地域再生担当）

全国都市再生モデル調査に取り組
んだ背景
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並みを中心として整備が整ってきた。

整備方針は、「街並み環境整備計画」や「臼

杵まちんなか活性化計画」によって示され、

線から面へと整備が進められた。

また、老朽化していた中央通り商店街のアー

ケードが撤去され、通りの名称もシルバー

ロードから「八町大路（はっちょうおおじ）」

へとリニューアル、通りの石畳み化や店舗の

町並みに合わせた改装も進み、二王座や八町

の町並みと一体感を醸し出している。

一方、中心市街地で始められた「竹宵まつ

り」やふるさと臼杵を題材にした臼杵映画

「なごり雪」は、内外に臼杵らしさを発信する

しかけとして、多くの方に臼杵の中心街に足

を運んでいただくきっかけとなっている。

＜町おこしは待ち残し＞

臼杵市の町並み整備は、「町おこしは待ち残

し」という市長の基本理念に基づいている。

古き良き時代の雰囲気が残っている臼杵に

あっては、「町おこし」は「待ち残し」である。

「待ち」とは、新しい変化については時間をか

けてゆっくり成熟するのを待つことであり、

臼杵市のまちづくり経過

二王座歴史の道
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「残し」というのは、古い大切なものをしっか

りと守り残すことである。

2．新しい価値を付加する時代

まちづくりに対する考え方の転換、歴史的

資産を修復保全する基盤整備の時代を経て、

これらの資産をどう活かしていくか、即ち利

用、活用の工夫や新しい価値を付加する時代

を迎えている。

1．近年の「観光」をめぐる状況

世界がグローバリズムの定着に向けて大き

く変わろうとしている。モノ、カネ、技術、

情報に加え、人々も世界的規模で行き交う大

交流の時代を迎えている。世界観光機関によ

ると、全世界の外国旅行者数は、2010年には

10億人に、2020年には16億人に増加すると予

測されている。

大交流時代において、人々の文化交流は、

世界の安全保障に大きく貢献するものである。

日本が観光立国を推進し、文化交流に力を入

れていけば、日本が世界の中で独自の存在を

示し、グローバリズムの定着に貢献すること

ができると思われる。

経済重視の時代から人間重視の時代へと移

り変わりつつある中で、観光立国は、国内を

外に開かれたものとし、文化的魅力の向上に

人々の関心を高める上で大きな役割を果たす

と考えられる。

日本における観光旅行のパターンは、名所

見物型から参加・体験型に注目が移ってきて

いる。観光は、文化を諸外国に発信する有力

な手段であり、同時に経済に刺激を与え、教

育の充実につながるなど、まさに国の将来、

地域の未来を切り拓く有力な手段であると

いっても過言ではなかろう。

臼杵市は、20年以上にわたる、「日本らしさ」

「臼杵らしさ」を保全、再生する取り組みに

よって、徐々にその成果をあげつつある。整

備を進めてきた中心市街地の観光客数は、平

成元年の314,794人から平成14年450,800人へと

増加の傾向を示している。

しかしながら、今後更なる発展のためには、

アーケード撤去前の中央通り商店街 アーケード撤去後リニューアルされた八町大路

ふるさとの“光”を観るタウン
ツーリズムの確立へ
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保存再生を進めてきた伝統的建築物などの施

設をただ訪れて鑑賞してもらうだけでなく、

利用、活用、体験していただく「もてなし」

の取り組みが必要だと考えている。

今回の調査の実施は、臼杵にふさわしい、

新しい時代の「観光」のあり方の確立とそれ

を誘導するリーディングプロジェクトの必要

性などについても考察したいと考えた。調査

の過程において、臼杵独自の地域資源を見直

し、「地域資源の活性化」「臼杵流スローライ

フ、スローフード再発見」を通して、ふるさ

との“光”を観る「ローカルタウンツーリズ

ム」の確立も視野に入れて調査を行った。

2．臼杵にふさわしい新しい時代の「観光」の

あり方の確立と誘導

（1）伝統的建築物の多目的利用

「保存」から「保全」へ　　

～利用によって活かし、残す～

臼杵市は古くからの武家屋敷や商家、寺社

が残る歴史的資産に富んだまちであり、これ

らの伝統的な景観の保全に努めるとともに、

石畳の整備やアーケード撤去、電線地中化な

どの取り組みを通じて、近年、ようやく歴史

的な町並みが整ってきたところである。

その良好な町並みに対して評価が高まって

きている一方で、よりまちのにぎわいを取り

戻すために、これら歴史的な建築物を単に鑑

賞するだけでなく、積極的に活用することに

より交流の促進を図りたいと考え、伝統的建

築物の多目的利用について今回調査・研究を

行ったところである。

これまでは、残すことに主眼が置かれていた

が、これからは、残したものをいかにして活用

していくかに主眼を置いて検討するべきである。

（2）「臼杵の生活を体験し暮らす」新しい「宿」

のモデルケース

今回の調査で、スローライフ体験施設とし

て選定したのは、江戸時代後期の上級武家屋

敷であった旧丸毛（まるも）家屋敷である。

実際に宿として利用することで、歴史的建造

物の良さや当時の生活様式を体験することが

できる。この体験により、城下町臼杵の魅力

をさらに高めようとするものである。

（3）「臼杵の生活を体験し暮らす」プログラム

のモデルケース

今回の調査は、他の伝統的建築物保全のモ

デルケースと考えており、臼杵の生活を体験

し暮らすという「スローライフ体験」の展開

を通じた、臼杵市中心市街地全体の「都市再

生」に向けた実証実験である。

臼杵に数多く現存する寺院での座禅体験や

地産地消の試みである、スローフードを使っ

た食事など多くのスローライフ体験プログラ

ムを通じて、臼杵にふさわしい新しい時代の

「観光」を確立しなければならない。

（4）「スローライフと地場産業と観光の融合し

た日本の正しいふるさとづくり」

調査の舞台として使用した丸毛家屋敷
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標記は本年6月に認定をいただいた地域再生

計画のテーマである。わが国は、高度成長期

を通じて物質的には豊かになったが、同時に

失ってはならない大切なもの、即ち「ふるさ

と」を見失いかけている。臼杵市には未だこ

のふるさとが残っており、臼杵独自の地域資

源を見直すことで「地域資源の活性化」「臼杵

流スローライフ、スローフード再発見」を通

して、ふるさとの“光”を観る「ローカルタ

ウンツーリズム」を確立したいと考えている。

3．APUとの交流事業

臼杵市は、昨年10月にAPU（立命館アジア

太平洋大学）との友好交流協定を締結した。

APUは「自由・平和・ヒューマニズム」「国際

相互理解」「アジア太平洋の未来創造」を基本

理念として、2000年4月1日、別府市に誕生した。

世界67カ国・地域から集まった国際学生1,629

名と国内学生2,128名が勉学に励んでいる。

昨年、後藤國利臼杵市長と山田朝夫市民生

活部理事が講義を行ったことが縁で、多くの

学生に臼杵のまちづくりに興味を持っていた

だいた。その後、それら学生有志で臼杵のま

ちづくりを考える「臼杵プロジェクト」が大

学内に発足した。臼杵における「景観の改善」

「防災のあり方」等、各リサーチグループによ

る調査が行われることになった。

APUは、多文化環境あふれた国際大学であ

ると同時に、地域に根ざした教育の実践を望

んでいる。一方、臼杵市としては「日本らし

さ」「臼杵らしさ」をどう新しい観光に生かし

ていけばいいのかを模索中であることから、

若者の視点、とりわけ外国人である留学生か

らの視点がいただける同大学との協力協定が

実現した。

今回の全国都市再生モデル調査における実

証実験である「伝統的建物の多目的利用」の1

回目として、丸毛屋敷での体験モデルツアーを

行ったが、学内の募集により参加した30名の

学生は、度々臼杵の町並みの事前調査を行う

とともに、臼杵映画「なごり雪」の鑑賞も行

うなど、充実した事前準備を行って参加した。

臼杵流スローライフ体験である武家屋敷で

の宿泊体験を踏まえ、臼杵の都市再生に向け

た様々な提言も行っている。その市民に対す

る報告を「APU公開講座」という形で3月に第

1回目を行った。今後も今回の調査をきっかけ

として、総合的地域学としての「臼杵学」を

APUと共同で作り上げ、臼杵のまちづくりに

活かしていくことが望まれる。

以下は、体験モデルツアーに参加した学生

のアンケート調査の一部である。

・街並み見学、竹宵まつり、研修、さらに座

禅など数多く収穫することが出来た。ただ

収穫があっただけでなく、臼杵をもっと

「このように変えていきたい」という気持ち

が自分の中に目映えたことが大きく、収穫

丸毛屋敷での宿泊体験
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からワンランク上のものをもてたと思う。

・竹宵に向けて市民、役所、商店街が一体と

なっているなあと強く感じた。臼杵を考え

るときに“生活”と“観光”のバランスが

本当に難しく、今後どうするべきかはまだ

わからない。石仏にしても多くの魅力的な

ものは多いと思う。本当に今後参加して考

えていくことが楽しみである。

・スローライフがみごとに再現されたものだ

と思う。ただ今回は竹宵の時期とちょうど

同じ時期に来たので、次はその時期以外の

時期の町を見て調査を行いたい。

・想像以上にパワフルなプロジェクトで感激

した。未来型都市計画の可能性をみた気が

する。なにより臼杵が好きになった。

・昔の人が建てた、暮らした時代に思いを馳せ、

スローな時の流れを体感し、それを味わい、

そして「昔と今の臼杵」を考えさせられた。

・最初は、バタバタと忙しい日程かと思ってい

たが、個人的にはすごくスローでのんびり

した時間をすごすことができて満足である。

丸毛家屋敷ですごした時間、散策していた

時間、精神的にゆったりできた。そういう

体験をしたのは初めてだったので不思議な

街だと思った。「竹宵」はまた見たいと思う。

・たった1泊2日で本当にたくさんの経験をで

きて楽しかった。このプロジェクトに参加

する前は臼杵の存在すら知らなかったが、

ここに来て臼杵大好きになった。

・全体を通して、臼杵市は歩いてまわれる街。

時間の流れのゆっくりした街であると感じ

た。武家屋敷の「縁側」は最高の場所。日

本の家屋を改めて見直す良い機会だった。

・市長の言われていた「死んだ町のようだっ

た」臼杵だからこそ、これからの可能性を

とても感じた。たしかに課題はたくさんあ

るかもしれないが、そこに生まれる考えや

選択肢をこれから期待できると思った。

・臼杵の町はコミュニティ意識や臼杵が好き

という意識が強いと思った。現在の状態に

なるまで、色々な困難があったようだが、

ここ数年でそのような変化が町全体レベル

であるのは大変大きなことだと思う。大都

市では町づくりがうまく行かないことに悩

むところは多く、若者や人口が多くても美

しさ、環境を考えるとよいとはいえないと

ころが多いのではないでしょうか。

・すごく良い経験だった。こんな経験で日本

の伝統文化を知り、感じることは少ないと

思う。今からもこんなプログラムに参加し

たいと思う。

・貴重な体験をすることができた。良い面も

そうでない面も含め、今ある臼杵市をかい

ま見ることができ、よかった。故郷臼杵に

誇りを持っている市民の方々と話が出来た

のも良かった。彼らがどういう臼杵であっ

て欲しいか、そこが今後の行政で大切な点

なのかなと思った。まだまだ開発途上の臼

杵市がこれからどのように変わっていくの

か非常に楽しみである。

1．市内で利用可能な伝統的建築物の調査

今回の実証実験で、武家屋敷である丸毛屋

敷は、スローライフ体験施設として十分機能

することが実証された。臼杵の町の雰囲気を

今後の展開の可能性
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味わい、臼杵市民とともに臼杵のタウンライ

フをゆっくりと楽しむために、安価で長期に

宿泊できる施設が必要である。

臼杵の中心市街地は、これまで観光地では

なかったため、観光客向けの宿泊施設が極め

て少ないのが現状である。市内に現存する旧

武家屋敷や利用されていない町家を改修し、

一棟貸しなどの宿泊施設として活用、保全す

ることが、新しい中心市街地再生の方向性の

一つとして考えられる。

また、今回の調査をきっかけに、市内に残

る伝統的建築物で市所有建物、或いは民間所

有で空き家等遊休施設で利用可能な建物につ

いて調査し、有効活用の方策を検討した結果、

下表のように整備概要としてまとめた。

2．宿泊施設としての展開

臼杵の中心市街地は、これまで観光地でな

かったため、宿泊施設は造船業などに従事する

者向けの長期滞在型旅館やビジネス客向けの

ホテルはあるが、現時点では観光客向けの宿泊

施設が極めて少ない。中心市街地への観光客

［公共建築物］ 〈改修概算額〉

ａ．旧臼杵藩稲葉家下屋敷→（研修・宿泊施設）・・・・・・・・・・・・・・・・・・123,675千円

ｂ．県指定有形文化財　旧平井家住宅→（憩い・お休み処）・・・・・・・・・・・・・・5,990千円

［民間建築物］ 〈改修概算額〉

ｃ．「町　　家」→（宿泊施設／町家タイプ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18,600千円

ｄ．「武家屋敷」→（宿泊施設／武家屋敷タイプ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・40,000千円

＊市内に不足し必要とされている宿泊施設であり、空き家を利用した場合の施設改修等に係る参考概算額である。

＊現在、町家5戸、武家屋敷1戸の空き家があり、今後も増加することが予想される。

ｅ．「土　蔵Ａ」→（ギャラリー、アトリエ等）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,000千円

ｆ．「町　　家」→（南蛮レストラン）1棟当たり ・・・・・・・・・・・・・・・・・・15,660千円

＊臼杵と交流のあった南蛮地域の各国のスローフードレストラン

・和蘭陀（オランダ） ・葡萄牙（ポルトガル） ・西班牙（スペイン）

臼杵城跡 

町家地区  

武家屋敷地区  

武家屋敷地区  

Ｎ  

ｂ .県指定文化財  
旧 平井家住宅  

ａ .旧臼杵藩主  
稲葉家下屋敷 

ｆ .町   家     
（南蛮レストラン） 

町  家  
（宿泊施設） 

ｄ .武家屋敷  
（宿泊施設） 

ｅ .土  蔵  
（ギャラリー等） 町家（南蛮レストラン） 

土蔵（南蛮レストラン） 

ｃ .町  家  
（宿泊施設） 

位置図
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の増加や観光スポットの増加による滞在時間

の増加等により、臼杵の中心市街地への宿泊

ニーズは今後増大していくものと考えられる。

今後の観光の潮流や臼杵の目指すべき観光

地のあり方を考えると、臼杵の町の雰囲気を

味わい、臼杵市民とともに臼杵のタウンライフ

をゆっくりと楽しむために、安価で長期に宿

泊できる宿泊施設が必要であると考えられる。

市内祇園州にある割烹旅館春光園は、元々

稲葉藩譜代の家老稲川家の屋敷で、近年の調

査で万延元年（1860年）の棟札が発見されて

いる。庭園は小堀遠州の作と伝えられる。現

在、ふぐ料理をメインにして、食事付き宿泊

を受け入れているが、観光客に非常に好評で

ある。このことは、「旧武家屋敷での宿泊」と

いう設定が、観光客が城下町臼杵に対して抱

いているイメージや期待に合致していること

を示している。

一方、臼杵は海の幸特にふぐ料理で有名で

あり、ふぐ料理店も多く、ふぐ目当ての観光

客が多い。しかし、適当な宿泊施設がないた

め、ゆっくりと夕食を楽しめないのが現状で

ある。この資源を活かすためには、観光客を

宿に囲い込まないB＆B方式の和風の宿が適当

であると考えられる。

以上のようなことから、臼杵市内に現存す

る旧武家屋敷や利用されていない町家を改修

し、1棟貸しの宿泊施設として活用し、保全す

ることが考えられる。

管理運営については、市直営よりは民間活

力に期待するのが望ましい。臼杵市の場合に

は、一案として、株式会社まちづくり臼杵、

現在市直営で管理運営している観光施設や市

街地の市営駐車場の管理運営とあわせて委託

することが考えられる。

3．タウンライフツーリズム・プログラムの開発

市が行った丸毛屋敷を活用してのスローラ

イフ体験実証実験に呼応して、臼杵まちづく

り協議会は、旧真光寺を宿泊場所として、臼

杵のタウンライフツーリズムの受け皿として

の問題点や取り組むべき課題を抽出すること

を目的として、宿泊実験「たらふくうすき」

を実施した。

実験の結果、タウンライフツーリズムを定

着させていくには、施設の整備と併行して、

臼杵のまちと生活を楽しむプログラムソフト

の開発とそれを運営する人材育成が必要であ

ることが明らかになった。

今後開発すべきプログラムは、我が国にお

いて歴史的観光地でこれまで行われているよ

うな「名所解説」的なものに加えて、「自ら感

じ、発見する」ことができるものが必要だと

思われる。その一つの試みが、東九州の玄関

口としての「産業観光」である。地域再生計

画にも取り上げているが、臼杵市の伝統産業

である「造船・醸造」分野から、これまで観

光としては取り上げてこなかった「進水式と

醤油工場見学」ツアーを企画・実施している。

進水するタンカーや、みそ・しょうゆの香

りは臼杵市民にとっては馴染み深いが、「市外

の人はめったに体験することがない。これこ

そ臼杵ならではの観光ではないか」と発想を

転換した。これら「産業観光」に「臼杵の昔

の生活を体験する」などをうまく組み合わせ

て、新しい観光“ふるさとの光を観る”「ロー

カルタウンツーリズム」を完成させたい。

（ひまわり　ふみあき）
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わが国有数の産業集積地である東部大阪地

域には、アテネオリンピックの女子マラソン

で優勝した野口みずき選手のサングラスを製

作した産業用安全眼鏡の製造企業や、明石海

峡大橋などで使用された各種の特殊ねじを製

造する企業、数百もの特許を有する研究開発

型の中小企業など、わが国、あるいは、世界

的にもトップシェア・オンリーワンの技術を

誇る企業が数多く存在する。

しかし、全体として産業が縮小傾向にある

中、産業集積地において工場転出跡地に住宅

開発が進行するなど、無秩序な住工混在によ

る操業環境の悪化が懸念されている。

そこで、東大阪市、八尾市を対象に「もの

づくり産業の再生」をテーマとして、平成15

年度の全国都市再生モデル調査を実施した。

両市における産業集積の歴史、現状を紹介

しつつ、調査結果を報告する。

平成15年度都市再生モデル調査

ものづくり産業を再生する都市戦略調査

特集連載　全国都市再生への新たな萌芽

松 本 次 朗　大阪府建築都市部総合計画課

田 中 浩 喜　東大阪市経済部

中 村 昌 也　八尾市市民産業部

位置図

東大阪市・八尾市の概要

はじめに
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1．産業集積の歴史

東部大阪地域において、江戸時代以降、綿

の栽培が盛んになり、この河内木綿の生産が

産業集積の源流であると考えられている。

明治以降、鋳物、機械工業、鉄線、金網、

鋲螺、作業工具などの地場産業が形成された

が、モノづくりのまちとして大きく発展した

のは戦後の高度成長期である。

高度成長期には、鋳物を基礎とするミシン

工業や家電産業の目覚しい発展に伴う大手家

電メーカーの下請企業の集積とともに、家電

に利用されるボルト・ナット等のねじ製造業

などが発展した。また、大阪市内の過密化に

より移転してきた企業や、それに関連して新規

に開業した中小企業、地域内の中小企業に勤め

ていた熟練労働者の独立開業等により事業所

が急増し、多種多様な産業集積が形成された。

高度成長期以降は、ドルショック、オイル

ショックを経て、輸出を主体とする素材型の

地場産業が衰退し、自動車や家電などの様々

な高度組立産業をネットワーク型分業システ

ムで支える機械金属関連産業が中心となって

いった。

また、大手・中堅企業の地方工場建設とと

もに、多品種少量生産、短納期型生産、高付

加価値型の産業へシフトし、さらに、長期的

な円高傾向から、国内市場を中心とするよう

になってきている。

2．産業の現状

オイルショックを契機とする経済不況以降

も安定して発展してきた両市であるが、バブ

ル経済崩壊以降、製造業を取り巻く環境は厳

しく、各種の指標からも産業の縮小傾向がう

かがえる。

事業所数の減少については、小規模工場の

工場地率ランキング図（出展：都市計画基礎調査） 産業指標の推移（出典：工業統計調査）
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産業集積の歴史と現状
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倒産や廃業に因るところが大きいが、大規模

工場が経営合理化のため、生産設備の集約化

を行なう際に市外へ転出したり、多品種少量

生産型の中堅企業の倒産や事業縮小による工

場廃止も一因となっている。

そして、工場跡地がマンションや戸建住宅

の用地として活用されているケースが見られ、

既存の工場と住民との間にトラブルが発生し、

結果的に工場の転出が促進されるという悪循

環が起こっている。

苦情の内容については、騒音に関するもの

が圧倒的に多く、続いて悪臭、大気汚染、振

動の順になっている。

また、苦情の発生箇所を用途地域別にみると、

準工業、工業地域で全体の半数を超えている。

また、経営合理化のため、企業が保有する

テニスコートや駐車場などが宅地開発される

例も見られる。

八尾市において実施した「八尾市製造業の

立地に関する実態調査」では、「現在移転を検

討している事業所は20％を超え、これらの事

業所の中には成長過程にある企業も多く含ま

れている」という、衝撃的な実態が明らかと

なっている。

このような既存工場の転出や、廃業を余儀

なくされる状況が続けば、産業集積による総

合的なポテンシャルが失われ、地域経済のみ

ならず、わが国製造業の将来的な競争力の低

下を招くと考えられる。

また、地域の製造業従業者の多くが市内に

住んでおり、工場の減少は市民の生活や雇用

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400 

昭 

和 

4
3
年 

昭 

和 

4
5
年 

昭 

和 

4
7
年 

昭 

和 

4
9
年 

昭 

和 

5
1
年 

昭 

和 

5
3
年 

昭 

和 

5
5
年 

昭 

和 

5
7
年 

昭 

和 

5
9
年 

昭 

和 

6
1
年 

昭 

和 

6
3
年 

平 

成 

2
年 

平 

成 

4
年 

平 

成 

6
年 

平 

成 

8
年 

平 

成 

1
0
年 

平 

成 

1
2
年 

東大阪市 
八尾市 

東大阪市 
（ 1998-2002・ 件)

騒音, 282

悪臭, 157

大気汚染, 123

振動, 51

その他, 33

東大阪市 
（ 1998-2002・ 件)

準工業, 247

工業, 100

第 １ 種住居, 157

その他, 142

苦情の内容 住工混在の状況（写真右手：工場跡地に戸建住宅が進出）

苦情発生件数の推移（出典：東大阪市、八尾市資料）

用途地域別苦情発生件数



121 SHIN TOSHI / Vol.58, No.12 / December  2004

の面からも大きな問題である。

さらに、都市経営という観点からみても、

工場の減少は固定資産税等の市税収入の減収

につながる問題である。

1．調査の背景

以上のように、工業地域の中に無秩序に住

宅開発が進行することにより産業環境が悪化

するという状況が発生している。

しかし、法律的には工業地域に指定されて

いたとしても住宅建築は可能であり、ここに

「用途地域制度の限界」が顕在化している。

この対策としては、都市計画に基づく土地

利用の面からと、産業支援の面からの、体系

的な取り組みが必要と考えられる。

また、産業規模全体としては縮小傾向にあ

るものの、一部の地域では依然として活発に

産業が維持・更新されており、産業環境を確

保し、住工共存可能な環境を創出することは、

雇用や生活、都市経営の面などからも重要な

課題である。

しかし、これまでの行政による産業支援策

としては、税制面での優遇措置や、補助金交

付、産学・異業種間のネットワークづくり、

経営相談、販路開拓支援が主流であり、都市

政策面から産業環境を確保するための取り組

み例は少ない。

そこで、ものづくり産業の支援について

「良好な操業環境の確保・住工共存環境の創

出」という視点から、都市政策面での施策の

方向性を探ることとした。

2．調査の内容

既存の統計資料などを収集し、産業の現状

を客観的に整理するとともに、学識経験者の

みでなく、地元企業や商工会議所、不動産業、

銀行などへのヒアリングを実施し、地域の生

の声を重視した調査を実施した。

ヒアリングで明らかとなった調査結果を元

に、施策の方向性を示すとともに、市街地を

住工混在状況と土地需要動向から分類し、そ

れぞれ施策の方向性を取りまとめた。

3．調査の結果

（1）浮かび上がった現状と課題

①都心部における企業の土地需要

過去5年間、両市で約350件の工場が新設さ

れており、依然として都心近接立地を求める

企業は多いことが明らかとなった。

②企業による土地需要はあるが、良好な操業

環境が担保された物件は不足

近隣からの苦情の心配がなく、24時間操業

も可能で、運搬車両のための都市基盤（8m以

過去５年間の新設工場の分布（出典：東大阪市、八尾市資料）

モデル調査の概要
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上の道路）が整っている一部のエリアの物件

では、住宅より工場・流通業者に高く取引さ

れているという意外な状況が明らかとなった。

一方、事業主の中には、隣地が住宅開発さ

れた場合の操業環境悪化を懸念している者も

いるが、他の工業地域でも事情は同じであり、

安定して操業を続けることができる転出先の

確保は困難な状況である。

このような事情から、産業系の需要が依然

として高いエリアと、人気のないエリアの差

が激しくなってきている。

③タコ足企業の存在

旧来からの取引関係や、従業員確保、まと

まった土地はないが郊外へは移転したくない

などの理由により、近くに複数の工場や倉庫

をもつ「たこ足企業」が多く存在する。

④住宅系土地利用転換の原因

古い工場などでは、抵当権等の権利関係が

複雑で、売買がまとまりにくい状況がある。

債権者は担保を外し、安価で売ってでも回収

できるものはする傾向にあるため、結果とし

て住宅開発が優勢になる。

また、一旦工場用地が住宅系土地利用に転

換されると、住宅環境が優先され、その後工

場には戻りにくい。

⑤建蔽率と容積率

一部の地区では、平均建蔽率が指定の60％を

超える状況にある。また、最近では、上階に

オフィススペースを併設した新設工場が多い。

しかし、全体的には建蔽率アップに対する

要望は多いが、容積率には余裕があり、要望

も少ない。

（2）施策の方向性

大阪都心部への近接性や交通利便性などの

優位性を活かし、産業ストックを保全・育成

するという観点から、良好な操業環境を確保

することは重要な課題である。

そのためには、地域と行政が一体となった、

息の長い取り組みが必要であり、都市計画マ

スタープランへの位置づけなどの全体的な目

標設定や、地域との協働によるまちづくり推

進体制の構築、地区の目標設定とルール作り、

そして、法的効力を持った土地利用の規制誘

導、基盤整備、開発協議、住宅建築性能規定

の導入など、複数段階、かつ、多方面からの

アプローチが必要である。

また、まちづくりなどに関して様々な交流

が行われることにより、事業者と地域住民の

双方が、まちに愛着や誇りを持てるような

「風土の育成」も重要である。現在、地元小学

校による社会学習の実施や企業による出前講

座の開催など、交流の芽は生まれつつある。

八尾市のタコ足企業の状況（出典：八尾市資料）
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（3）施策のイメージ

地域を住工混在状況と土地需要動向から3つ

のパターンに類型化し、それぞれ施策のイメー

ジを取りまとめた。

（Aタイプ）

住工混在度【低】・企業立地需要【高】

現在の良好な操業環境、工業系土地利用の

維持を図る。例えば、住宅系土地利用転換を

抑制するような特別用途地区の指定など。

（Bタイプ）

住工混在度【低】・企業立地需要【低】

既存企業の動向をふまえ、立地インセンティ

ブとセットで操業環境の維持を図る。例えば、

産業施策と連携した立地メリットの付与とと

もに、住宅系土地利用転換を抑制するような

特別用途地区の指定など。

（Cタイプ）

住工混在度【高】・企業立地需要【高】

多用途混在を前提とし、操業環境と住環境

それぞれに配慮した、住工共存環境の創出を

目指す。例えば、地域住民、企業の発意によ

る地区計画・地区整備計画の策定など。

両市では、産業集積の維持・発展は地域経済

のみならず、雇用面、税収面からも重要な課

題であるとして様々な取り組みを進めている。

東大阪市においては、平成15年3月に「東大

阪市モノづくり経済特区構想」を策定し、製

造業の再配置・誘致等を促進する施策など、

各種産業振興施策を展開している。

また、平成16年2月には、市役所、商工会議

所、地域住民などによる「高井田地区モノづ

くり再生研究会」を組織し、高井田地域をモ

デルケースとして、製造業の再生と立地誘導

を促進するための様々な手法の研究を進める

予定となっている。

一方、八尾市においても、平成14年6月に

「八尾市中小企業サポートセンター」を設立し、

中小企業の情報提供、技術支援、経営相談な

小 中 大 

土 工場･流通 11 21 31

地 両方 12 22 32
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住工混在度合(小 さ いほど工場多)
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再生」について、相互理解を深める場を育て

ていくとともに、行政においても相談体制を

整え、継続的にまちづくりについて支援を行

なっていく必要がある。

平成15年度に実施した都市再生モデル調査

が、今後のまちづくりへ取り組むきっかけと

なり、世界に誇れる「ものづくりのまち」と

して再生し、発展することを望んでいる。

最後に、両市において運営しているインター

ネット上の情報提供サイトを紹介する。

東大阪市技術交流プラザ

http://www.techplaza.city.higashiosaka.osaka.jp/

八尾ものづくりネット

http://sangyo.city.yao.osaka.jp/

（まつもと　じろう、たなか　ひろき、

なかむら　まさや）

どの幅広い支援体制を整えてきた。

また、平成16年6月には地域再生計画『「も

のづくりのまち・八尾」担い手育成計画』が

地域再生本部の認定を受け、ものづくりの魅

力や可能性を学生や若年層に知ってもらうた

めの取り組みを進めている。

このような取り組みにより、市民に「もの

づくりのまち」というブランドを浸透させ、

結果として、住工の調和が図られるような下

地になることが期待されている。

さらに、平成15年8月には、東部大阪地域の

ものづくり企業支援拠点として、企業製品な

どの常設展示場やインキュベートルームを有

し、大学、行政などの支援機関が入居する

「クリエイション・コア東大阪」がオープンし

た。この施設では、両市の関係機関とも連携

し、ものづくり産業の支援を行なっている。

しかし、まちづくりにおける取り組みにお

いては、地域における合意形成に向けた取り

組みが重要である。

今後、企業、住民が「ものづくりのまちの




