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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4回

である。

「平成15年7.19大水害後の飯塚市中心市街地の

再生」（福岡県飯塚市）

平成15年7月、72年の伝統をもつ大衆劇場

「嘉穂劇場」が水害被災した。被災して改めて、

劇場が地域の拠点であること、地域とともに

あるという「見えない価値」に気付き、劇場と

商店街一体となった復興への取組、まちづくり

に向けての方策の検討が始まった。

芸能界の協力もあり、全国から多額の支援

を集めて復興したが、その際、復興セールな

ど劇場に限らず、商店街等関係各者一体となっ

た取組を実施した。本調査を機に深まった芸

能界との関係は、劇場、商店街を含めたまち

ぐるみの付き合いとして継続しており、飯塚

市は新たな歩みを始めている。

「市町村合併を契機としたパートナーシップの

まちづくりに向けて」（岐阜県山県市）

新市一体での発展を目指す市町村合併を機

に、埋もれかねない古いまちの、生活や歴史

に根付いた要素の掘り起こしを行った。個別

の事業や計画に結びつけることを前提とせず、

あらゆる種類の情報を対象としたこと、職員

の出前、ITツールの活用などいろいろなチャ

ンネルを用意し幅広い市民の参加を得たこと

で、まちづくりの下地を築くことに成功した。

作業を通じて、新たな発見やまちづくりへ

の新たな参画者を得るとともに、旧町、旧村

間の交流も深まり、新市としての一体感、ま

ちを想う気持ちの高まりにもつながった。

全国都市再生への新たな萌芽（第4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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1．地理的条件

飯塚市は福岡県のほぼ中央、三方を龍王、

三郡、古処に囲まれた嘉穂盆地の北部に位置

し、中央部を遠賀川が南北に貫流している。

面積約71.8km2を有し、筑豊地域の行政、経

済の中心的役割を担っている。福岡市、北九

州市からそれぞれ33km、40kmの位置にあり、

鉄道、自動車を利用して約1時間の距離にあっ

たが、昭和60年2月の八木山バイパス開通、平

成4年7月のJR篠栗線の博多駅全面乗り入れ等

により交通利便性が向上した。さらに筑豊本線

及び篠栗線の電化が完了し博多駅までは約30

分になったため、福岡市との結びつきは一層強

まってきた。

また、市街地は遠賀川と穂波川の合流点を

中心に商業地区を形成し、その周辺部に高層

マンションや大型住宅地が進出している。交

通体系の充実などによる利便性の向上から、

人口の増加が期待されている一方、商業地区

にとっては郊外や福岡市への購買力の流出に

よる中心市街地の空洞化が懸念されている。

2．沿革

飯塚市は明治のはじめ、宿場町から石炭の

まち、商業の中心として発展し、明治22年の

市町制によって飯塚町として変革を遂げた。

当時、我が国の経済の母体ともいえる石炭産

業の発展に伴い、人口の増加、市街地の形成、

商工業の発展、交通網の整備等が進み、筑豊

の中心都市として栄え、昭和7年1月には市政

が施行された。その後、一部地域の編入、分

離を行いながら昭和38年4月に二瀬町、幸袋町、

鎮西村の隣接2町1村との合併が実現した。

しかし、この間、エネルギー革命により石

炭産業は衰退し、失業、生活困窮者の滞留、

若年労働力の流出等、地域経済の停滞を招い

たため、石炭から脱皮した新しいまちづくり

を目標に、都市・生活基盤の整備、企業の誘

平成15年7.19大水害後の飯塚市中心市街地
の再生
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致などに努めてきた。

その結果、大学の立地拡充、都市機能の集

積も進み、筑豊地域における中核都市として

役割をますます増大している。

平成6年、飯塚市に隣接する穂波町に郊外型

大型店が開店したこと等により飯塚市の中心

市街地の空洞化が進行。これに危惧した商業

者、商工会議所、行政の連携が強まり、中心

市街地活性化のための気運が高まる中、平成

10年に施行された中心市街地活性化法等に基

づき、TMO（飯塚商工会議所）を中心として、

中心市街地の活性化に取り組んでいる。

平成13年には、同法に基づく福岡県内初の

事業として、長崎街道周辺整備事業（本町横

丁整備事業）と永楽通りアーケード、カラー

舗装の改装事業の2事業を実施し、15年には再

開発ビル（あいタウン）の保留床を取得しテ

ナントミックス事業に資している。

加えて、ソフト事業として、空き店舗対策

事業やイベントに併せた売出等を実施し、来街

者の増加のための対策も強力に推進している。

平成15年7月19日未明飯塚地区を襲った集中

豪雨は、観測史上最高の1時間の最大雨量79.5

ミリ（累積雨量329ミリ）を記録し、市中心部

は壊滅的な被害を受けた。

飯塚市商店街連合会の調べによると、被災

した店舗は470店、被害総額は45億円を超えた。

そして、商店街にほど近い芝居小屋「嘉穂劇

場」（水深約1.8m）も、その惨状から廃業を考

えざるを得ない状況に陥った。豪雨がもたら

した壊滅的な被害から再興までには、多くの

人の後押しがあった。本稿では、水害からの

復興、そしてそれを契機に変わり始めた飯塚

の状況を報告したい。

1．芸能人による支援

嘉穂劇場では、大衆演劇界のメインイベン

トである「全国座長大会」が例年9月に開催さ

れている。平成15年度は、「全国芝居小屋会議」

の開催も予定されていた。

7月、嘉穂劇場が水害に遭い大きな被害を受

けたとき、九州演劇協会会長の玄海竜二氏

（熊本市）が俳優の津川雅彦氏に連絡を入れ、

歌舞伎の中村勘九郎氏をはじめ、在京の嘉穂

劇場を利用したことのある芸能人に呼びかけ、

支援の輪が広がった。

平成15年9月12・13日には、「全国座長大会」

が飯塚市体育館に場所を移して開催され、関連

復興支援イベントが行われた。

チャリティーオークションには明石家さん

まさん、西田敏行さん、緒形拳さんらも登場、

約3,000人の観客でにぎわった。マスコミが

大々的に取り上げるところとなり、全国的に

注目を浴びた。

オークション前には、有名芸能人が本町商店

街を「お練り」（パレード）し、復興支援を呼

びかけ、疲弊したアーケード街を活気づけた。

中心市街地の活性化

嘉穂劇場に対する復旧支援

大洪水
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2．嘉穂劇場復旧委員会

飯塚市の芝居小屋「嘉穂劇場」のファンで

つくる「嘉穂劇場友の会」（会長＝麻生泰（ゆ

たか）・飯塚商工会議所会頭）は7月29日、同

市内で常任理事会を開き、19日の集中豪雨で

壊滅的な打撃を被った劇場の復旧費を早急に

見積もるための調査を各方面に要請すること

を決めた。劇場社長の伊藤英子さんは8月11日、

嘉穂劇場正面（左：浸水前、右：浸水後）

嘉穂劇場内部（左：浸水前、右：浸水後）

中心商店街付近（左：浸水前、右：浸水後）
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江頭飯塚市長や麻生泰商工会議所会頭ととも

に県庁を訪ね、麻生知事に陳情した。

このような動きの流れで8月26日に「嘉穂劇

場復旧委員会」が発足した。委員長には麻生

泰氏が、副会長には伊藤英子さん、飯塚観光

協会の佐々木悟氏が選任され、他委員として

九州演劇協会会長の玄海竜二氏、市内団体等

から7名と福岡県、飯塚市より各2名、計13名

及び金融機関より監事2名が就任された。また、

顧問として麻生太郎衆議院議員、麻生渡福岡

県知事、江頭貞元飯塚市長が就き、県議会議員

5名と市議会議員2名が参与として名を連ねた。

本委員会は、「被害からの早期復旧を目指す」

とともに、「貴重な観光拠点資源として地域と

一体的な活用を目指す」ことを目的とし、（1）

災害前の状態への早期復旧、（2）事業に必要

な資金の募集事業、等について事業を行うこ

ととした。会長には、「嘉穂劇場友の会会長を

もって充てる」とし、復旧工事小委員会と復

旧振興募金小委員会の二つを設けた。

復旧委員会は、9月から本格的に募金活動を

開始した。

3．市民・企業による支援

被災直後に地元企業が水に浸かった桝席の

畳を運び出すなどの作業をかって出たのを皮

切りに、多方面から劇場に対する支援が寄せ

られた。

例えば、高校生演劇部が「嘉穂劇場物語」

という劇を上演したり、署名活動をしたりし

たほか、劇場で公演を予定していた小劇団が

「再開するまでは他の劇場では予定演目は上演

しない。」と表明するなど、演劇関係者から多

くの応援がなされた。

復旧委員会による募金活動が進む中、飯塚

市に隣接する穂波町の菓子メーカーが「嘉穂

劇場」という名の新商品を販売し売上げの一

部を寄付することに決めたり、市内にある飯

塚オートレースの選手会がチャリティーゴル

フ大会を実施して参加費の一部やオークショ

ン収益を寄付したりするなど、様々なかたち

の幅広い支援活動がなされた。

劇場側では一時廃業も考えていたが、このよ

うな支援や激励を受け、再開への活動を始めた。

4．復旧工事に要する費用と平成15年末までの

募金状況

復旧に要する工事費について、熊本県山鹿

市の八千代座の修復に当たった経験を持つ

玄海竜二氏

全国座長大会
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（株）松井建設に依頼したところ、舞台照明等

の設備工事を除く建築工事費だけで約2億7千

万円と見積もられ、12月1日の復旧委員会に報

告された。

復旧委員会の口座に集まった寄付金は平成

16年1月現在約7千2百万円であり、補助金や借

入金の手当てを講じる必要に迫られた。

1．市民・企業・自衛隊等による被災復旧支援

浸水状態から水が引き始めた7月20日には、

市内北部の津島に駐屯する陸上自衛隊が、被

災廃棄物の撤去作業等に出動し、市内の九州

工業大学や近畿大学等の大学生が自発的にボ

ランティアに駆けつけたほか、市外も含む一

般の人からも協力申出があり、飯塚市ではボ

ランティア窓口を設け対応した。

市災害対策本部の呼びかけにこたえ、休日

に多くのボランティアが協力、土曜日の26日

に380人、日曜日の27日は195人と、支援の輪

が広がった。ボランティアは自衛隊が引き揚

げた24日から、被災地での清掃作業・大量の

ごみの搬出などを手伝っている。市外からも

参加者も多く、この日までの延べ人数は900人

近くになった。

2．金融機関、商工会議所による支援

被害を受けた商店等に対し、飯塚信用金庫

がいち早く低利融資を行うことを発表した。

商工会議所は事業者向けの相談窓口を設け、

国（中小企業金融公庫、国民生活金融公庫）、

県の制度融資の受付を開始した。

3．行政による救済支援

飯塚市は、この緊急事態に対応すべく、

国・県よりも低い0.5％の利率で2千万円を限度

とする融資を地元銀行・信用金庫等7行の協力

を得て、実施することにした。

この融資制度は7月31日より開始し9月30日

で受付を締め切ったが、426件、約37億円の申

込みがあり、一定の審査の上、389件、約30億

円の融資を決定した。被災した約490店の約

80％がこの制度を利用できたことになる。

これは、廃業も考えていた商店主が、お客

さんから早く店を再開して欲しいと激励を受

けて、申込みに来たケースなどもあり、早く

復旧した劇場正面 商店街復興イベントとの連携

商店街等に対する復興支援
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分厚い制度を設けた効果が表われたものとみ

ている。

また、市福祉部局による災害見舞金として、

床上浸水45cm以上の一般住宅等の被災者約

2,300件に対し、合計約8,300万円が支給された。

さらに、9月には政府の都市再生本部が実施

する「全国都市再生モデル調査」の採択が決

定し、嘉穂劇場と周辺商店街一体での復興策

を検討することができた。

4．市民等による支援

水害被災者を応援する催しが商店街を舞台

に各種行われた。嘉飯山地区を中心にした芸

術家が8月下旬にチャリティー展を行い、色紙

大の絵画や版画、書などを制作して千円均一

で売ったほか、個人の絵画家のチャリティー

展も行われ、収益は商店街支援のために寄付

された。また、永楽商店街のえいらく広場で

は音楽家親子による商店街支援のコンサート

も開かれた。

飯塚青年会議所は商店街などで9月12、13日

に「水害なんかぶっとばせ！元気まつり」を

開き、高校生の和太鼓演奏、保育園児の遊戯、

漫才トークショー、大道芸や仮面ライダー

ショーなど多彩な催しを行った。

5．被災店舗の閉店状況と商店街の取組み

水害後の閉店状況は、被災商店数約470店舗

中14店舗にとどまり、行政・金融機関による

支援の効果があったものと考えられる。何よ

りも、商店街を利用する「お客さん」からの

励ましによって営業継続を決意したというこ

とである。

商店街連合会では、被災後2週間の8月1～10

日には「第一弾災害復興セール」を、水害後

の復興状況（町の姿）をアピールし、お見舞

のお礼を込めて実施した。

また、9月26～30日に週末には「第二弾がん

ばるバイ復興セール」を行い、「地域あっての

商店街」「地域のための商店街」を強調した。

15年暮れには、明治17年から行われ、120周

年を迎える歳末恒例大売出し「永昌会」が記

念行事として行われ、県の補助金を活用して

独自のテレビCMを作成・放映するなどの取組

みを行った。このTVCMは15年度ギャラクシー

賞等を受賞し、復興に拍車を掛けたほか、市

中心部の本町、昭和通り、東町、吉原町、永

楽町、新飯塚の6つの商店街など約300店舗が

商店街「お練り」
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参加、人出は盛況で売上げを前年より50％も

伸ばし「再生」を印象づけた。同市商店街連

合会会長の福永実氏は「表面的には水害の傷

はいえても、借金は残っている。『商都飯塚』

の復活に向けていっそう頑張りたい」と述べ

た、と報道されている。

個々に負債を抱えながらも、商店街連合会は

結束力を失うことなく、今後を展望している。

調査の実施過程で、水害後のまちづくり、

劇場の復旧などに対し、行政・被災当事者・

地元経済界・地域住民等が取組んだ諸活動の

効果として、次の点が挙げられると考えられる。

災害直後の被災状況が本市内の情報系大学

関係者・卒業生が我が町の状況を広く伝えた

いという熱い想いから、自発的なインター

ネット発信で一早く全国に知らせた。誘致大

学が地域に定着してきた効果が表われたもの

といえる。

1）行政による迅速かつ手厚い被災者救済対

策（低利子融資）の実施が、被災商業者

等の要望に合致し、予想以上の融資申込

みがあった。貸し借りにおける金融機関

と被災者との相互の信頼関係があり、市

が無形で保証したかたちとなった。

2）被災者自身（嘉穂劇場、商店主ともに）

が「お客さん」の激励によって、一度く

じけかけた復興再建の意志を昂揚させら

れ、主体的な取組みを進めた。地域の顧

客に支えられ営業が成り立っているとい

うことを再確認した。

3）福岡県による支援として、知事が先頭に

立ち、関係課の連携協力により迅速・効

果的に行われたことで、被災者への支

援・嘉穂劇場に対する公益団体の助成獲

得が達成できた。

4）復旧に関して、芸能人の支援ネットワー

クができ、マスコミによる報道もあって、

全国的話題となった。これは、当劇場の

舞台と客席、すなわち演者と客が一体感

を持てる独特の伝統的大衆演劇場として

の形態を有しており、過去に当劇場の舞

台を利用した芸能人やそのファンがその

価値を評価し、廃業させてはいけないと

いう熱意からボランティアで応援に馳せ

参じたものである。

また、水害を契機として、嘉穂劇場が地

域とともに歩み始めたことにより、老舗

劇場のひのき舞台に立ちたいと夢を持つ

人々との輪が広がった。被災後、いくつ

かのホールから上演を持ちかけられて

も、嘉穂劇場の復旧まで待つと決めた地

元密着の劇団などはその典型である。

さらに、全国で消滅の危機にある大衆演

劇場の再建に対し、劇場側が被災以前か

ら法人等による存続を考えていたこと、

「復旧委員会」が県・市・地域の政財界、

文化団体等の参画のものと組織され募金

活動を推進したこと、及び演劇場修復のノ

ウハウを有する建設会社の参画があった

ことなどによって、復旧工事とNPO法人

化への取組みが円滑に進むめどが立った。

5）中心市街地商店街組織が単位商業団・連

合会とともに、営業継続意欲・結束力が

しっかりしており、再開発商業施設の開

地域主体の諸活動の効果
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業による負の影響はみられなかった。む

しろ、復興セールを早々と実施したほか、

イルミネーション事業、「ひいな（雛）

の祭り」などと行政と連携した新しいイ

ベント等に積極的に取組んでいる。

また、復興への取組みの過程で、嘉穂劇

場のみならず、商店街も含めたまち全体

が芸能人との関係を築くことができた。

今後、まち全体の活力を高める上での大

きな財産となりそうである。

一方で、災害からの復興の過程で浮き彫り

になった点として以下の問題・今後の課題が

あげられる。

1）中心商店街の復興は、被災者が新たな借

入負債を抱えての再スタートであり、今

後も引き続いてイベントや個店経営等に

対する金銭的支援を求めていることが明

らかとなった。今後の中心商店街地商業

活性化の展開においてはソフト面の取組

みへの継続的支援についても配慮してい

くことが重要であると考えられる。

2）中心市街地のハード面の整備は、TMO

が主体なり舗装整備等実績を積み重ねて

きたが、借財をかかえる商店の負担を伴

う新たなハード事業の実施は困難な面が

あると考えられる。

3）嘉穂劇場の復旧は順調に進んだが、特定

非営利法人としてどのような運営を行っ

ていくか、当面する工事対応に追われ、

具体的検討に着手できていない。今後は、

NPO独自の公益事業の具体的内容を検討

していく必要がある。そのため現在の

「友の会」形態とは異なる幅広い市民の

参加できる組織づくりが課題である。

4）劇場の存在が本市の観光資源として価値

あるものとの認識が新たとなったが、他の

市内外の観光資源の発掘とネットワーク

が課題である。特に中心市街地では旧長

崎街道に連なる商店街と劇場及び市文化

施設との連携方策をハード・ソフト両面

で展開していくことが求められている。

今後の観光・大衆文化の拠点づくりと中心

市街地の活性化のあり方として、次の点等に

留意する必要があると考えられる。

1）中心市街地のハード面の整備は、TMO

計画に基づく「嘉穂劇場周辺モール事業

（仮称）」の推進と劇場への案内誘導サイ

ン、劇場付近の飲食街の環境整備を検討

する。また、再開発ビルと文化施設を結

ぶ回遊性のある「2核型モール」の形成

を図る。このため、アーケード商店街へ

のメインスポットの整備、昭和通りの歩

行者空間の整備（電線類地中化）、緑道

公園の再開発などが求められており、対

応を検討する。

2）道路等公共空間及び沿道建築物の地域に

合った景観形成を推進し、魅力ある「劇

場のある都市」にふさわしいまちづくり

を進める。

3）商店街や地域住民が主体となった公共空

復興の過程で浮き彫りとなった課題
今後の観光・大衆文化の拠点づく
りと中心市街地活性化のあり方
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茶道・華道など本市の有形無形の文化資

源や周辺地域の観光資源を生かし、交流

人口を増やす観光・文化振興方策を検討

する。

嘉穂劇場に近い商店街の店主は、「劇場の復

興と一体で商店街も再生できれば・・・」と

思いを寄せる。出演者が商店街に繰り出す

「お練り」など、水害を契機に嘉穂劇場は改め

てその価値を見直され、地域とともに歩み始

めている。多方面からたくさんの人に支えら

れ、まち全体で取り組み始めた大衆芸能の殿

堂と商店街、水害を経てまた新たな歴史を刻

み始めている。

（たなか　あつし）

間の維持管理の方策としてアダプト制度

の導入や自治組織活動の活性化を促進する。

4）嘉穂劇場は、飯塚市の文化・芸術の拠点

として、より広く市民及び広域の演劇に

関心を持つ人々のへの開放を検討し、ネッ

トワーク化を図る取組みを展開すること

が期待される。

5）劇場復旧でみせたエネルギーをさらに発

展させ、NPO法人の活動の幅を拡げると

ともに、商店街組織で（TMO）との情

報交流・一体的地域づくりへ向けた提

言・課題・意見を共有するために、「（仮

称）嘉穂劇場と共に発展する連絡協議会」

の設立を検討する。

6）大衆演劇だけでなく、お菓子をはじめ、
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岐阜県山県市は、平成15年4月に高富町、美

山町、伊自良村の2町1村の合併により誕生し

た（平成大合併では東海3県最初の市町村合

併）。岐阜県南部に位置し、南側は岐阜市に隣

接（岐阜市中心部より9km）している。人口

31,548人（平成16年3月現在）、面積222.04km2

である。

合併前の旧2町1村は、それぞれ岐阜市に隣

接した市街化された地域（高富）、農村地域

（伊自良）、山村地域（美山）といったそれぞ

れに個性を持った地域である。なお、旧高富

町区域のみ都市計画区域に指定されている。

山県市では、平成15年度の全国都市再生モ

デル調査事業を活用して、「市町村合併に伴う

地域住民との協働による新たなまちづくりに

向けた調査」を実施した。

この調査では、山県市が新しい自治体とし

てパートナーシップによるまちづくりを推進

していくための最初のステップとして、さま

ざまな市民からの意向を集める手法を採用す

るなどの試みも行っている。本稿では、本調

査の内容について、報告する。

山県市は、本調査を合併後の新市のおける

パートナーシップによるまちづくりの第一歩

と位置づけ、次の3つの目的を設定して、実施

された。

1．市民が感知するまちづくり情報の共有

合併直後の山県市は、今後のまちづくりの

方向性を検討する前提となる地域課題や地域

資源といったまちづくりに関する情報を行政

職員、または市民がともに共有されていると

はいえない。まずは、そのような地域情報を

収集し、行政・職員ともに共有することが重

要である。そのために本調査をその契機とし

て積極的に活用することにした。

特に本調査は、個別の事業実施や計画策定

への反映を目的とした市民からの情報収集で

はないことから、特定の利害関係に左右され

ずに市民からのニーズや市民の視点からの地

域課題等の情報収集が期待された。

また、本調査では、多様な市民からの網羅

的な情報収集を行うために、市民参加手法と

してワークショップやシンポジウムといった

会議形式（直接対話型手法）の他に多様なア

市町村合併を契機としたパートナーシップのまちづくりに向けて
～岐阜県山県市における全国都市再生モデル調査の取り組み～

特集連載　全国都市再生への新たな萌芽

杉 崎 和 久 東京大学大学院工学系研究科都市工学専攻

はじめに
パートナーシップによるまちづく
りの「第一歩」
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ウトリーチ活動が実施された。

2．市民間のネットワークの構築

最近では、行政と市民のパートナーシップ

によるまちづくりの重要性が指摘されること

が多い。しかし、地域の実情に応じたまちづ

くりを進めていくためには、行政と市民の関

係だけでなく、地域の様々な主体の集合であ

る市民同士のネットワークを構築していくこ

とも重要である。

実際に、山県市を構成する各地域（旧各町

村）では、合併以前から地域発意による市民

主体とした様々なまちづくり活動が展開され

ていた。これらの活動を主体的に担っている

市民の方々が出会い、そしてネットワークが

構築され、市民主体のまちづくり活動が展開

していくことが、今後の山県市におけるまち

づくりにとって重要である。

また、現段階では具体的にまちづくりには

関わっていないが、今後まちづくり活動に関

わっていきたいと思っている市民（潜在的な

担い手）を発掘することも重要である。

本事業を通じて、既にまちづくりに積極的

に関わっている市民、あるいは関心のある市

民が出会い、そして今後のまちづくりの資源

となるまちづくりのネットワークとなること

も目的として位置づけた。

3．パートナーシップ型まちづくりに向けた行

政の体制づくり

仮に当初の期待通りに、本調査を通じて、

行政と市民が地域に根ざした情報を共有し、

市民間の人的なネットワークが構築すること

が可能になると、山県市では多様な主体によ

るパートナーシップによるまちづくりを進め

る条件は高まったといえる。

また、本調査を通じて、行政に対する信頼

や今後のまちづくりに対する期待感が高まる

ことが予想される。

同時に、このような市民からの期待に応える

ために、従来からの行政のリーダシップによる

まちづくりの進め方自体が変化を求められる。

そこで、本調査を通じて、行政あるいは市

民が共にさまざまな市民参加を体感し、対話を

通じたより質の高い「市民参加」によるパー

トナーシップ型まちづくりに向けた体制づく

りの契機となることが期待された。

そのため、本調査を支援するための若手職

員によるプロジェクトチームの設置、ワーク

ショップなどの場への職員参加、職員研修

（市民参加に関する講義とワークショップ体

験）などが行われた。

以下、本調査として実施した各取り組みに

ついて紹介する。

1．キッフオフイベントとしての「まちづくり

シンポジウム」開催

本調査の第一段階として、まずは多くの市

民に今回の調査がはじまること、そして一連

の取り組みに対する協力の呼びかけの周知を

行った。その一環（キックオフイベント）と

してまちづくりシンポジウム「わが地域の魅

力発表会」を実施した。

このシンポジウムでは、合併以前から、山県

本調査の概要
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市内3地域（旧町村）において市民の積極的な

地域活動を紹介し、コミュニケーションをする

ことを通じて、出会い、そして将来的にはネッ

トワークとして機能することが期待された。

シンポジウムでは、地域住民により運営され

ている安心や環境を重視した朝市の取り組み

や地域のお母さん達による農産品直販所運営と

いった「まちづくり活動」の紹介や地域の歴史

などに詳しい「まちの語り部紹介」が行われた。

意見交換では、各地域への取り組みに対す

る好意的な感想や個性ある3地域の連携の必要

性、各地域へのエールなどが述べられるなど、

「3つのまちの個性」を今後のまちづくりに活

かすために共有したいというシンポジウムの

趣旨に相応しい場となった（写真1）。

2．まちづくりの担い手の「出会い」の場とし

ての「ワークショップ」開催（2回）

キックオフイベントであるシンポジウムに

引き続き、2回のまちづくりワークショップを

開催した。このワークショップで、まず「第

一回：各地域の「魅力・お宝」を共有（魅

力・お宝発見）」し、そして「第二回：各地域

の「魅力・お宝」を活用して、より生活しや

すい地域にするための企画を考える（魅力・

お宝活用）」というプログラムで行われた。

ワークショップ参加者の募集は、シンポジウ

ムと同様に、市広報誌などで行われた。しか

し、実際の参加者は、シンポジウムと同様に

これまでまちづくりに関わりのある人、また

は関心のある人であり、この場が多様な市民が

参加する場としては必ずしも機能していない。

しかし、当初よりこのワークショップは、

まちづくりに関わりがあるか、あるいは関心

のある比較的地域に対する感度の高い市民か

らの地域情報を創造的な対話（ワークショッ

プ）の中で共有することを目的としていた。

そのため、その後、多様な市民からの情報

収集は後述するまちづくりキャラバン隊等に

よるアウトリーチ活動を通じて行い、2回目の

ワークショップの場においてワークショップ

参加者（まちづくりへの関心が高い市民）と

共有するプロセスが設定された。

実際には、当初の想定以上に創造的な対話

が行われ、そして参加した市民は、市による

まちづくりに対する期待感が高まった。

3．多様な市民の声を拾い集める「まちづくり

キャラバン隊」による活動

シンポジウムやワークショップといった会

議形式の市民参加手法は、参加者同士が時間

や場所を共有することが前提となる。また普

段の生活の中で会議に参加するコストがかか

ることを勘案するとこれらの市民参加手法で

は、参加する市民の多様性を確保することは

容易ではない（当然、これらの手法が市民間

の創造的対話に効果的であることは承知して

写真1 テレビの討論番組のような雰囲気で行われたまちづく

りシンポジウム
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いる）。実際にシンポジウムやワークショップ

の参加者が、具体的にまちづくり活動に関わっ

ている人や関心のある人が中心であったこと

は前述した通りである。

そこで、本調査では、より多様な市民から

情報収集を行うため、会議形式の市民参加を

補完する様々な意向収集手法を実施した。こ

れは、市役所（あるいは会議の場）からまち

に飛び出し、人の集まる場所に出向き、直接

的な対話を通じて、地域情報を収集するとい

うことである（このような方法は同時に本調

査の告知も兼ねる）。この中でキャッチフレー

ズとして、「山県市民の1％からの声（魅力・

お宝）を集めよう！」という目標が設定され

た（人口約3万人の1％は300人）。

これらの活動や、隣接する岐阜市内で活動

するまちづくりNPO、岐阜大学の学生（地域

科学部、農学部）などの有志によって結成さ

れた「まちづくりキャラバン隊」により、実

施された。

ここで、形式的には行政（事務局や若手職

員によるプロジェクトチーム）は、キャラバ

ン隊の企画・実施を側面から支援するという

立場をとった。それは、当初、本調査が個別

の事業実施や計画策定を前提としていないが、

市民との直接対話に対する応答義務に対する

懸念が行政にあったからである。しかし、実

際は、行政職員とキャラバン隊は一体となっ

て活動を行った。

キャラバン隊の訪問先は、表1に示したよう

な場所が選定された。この選定にあたり、次

の3つのポイントを重視した。

①ターゲットが明確であり、そのターゲット

となる市民が集まる場所（学生、高齢者、

事業者・就業者、集落居住者など）

②不特定多数の市民が集まる場所（商業施設、

公共施設）

③地域に根ざした生活をしている人（まちの

キーパーソン）

キャラバン隊はこれらの場所を各地域2日ず

つ、6日間かけて訪問し、市内の地域資源や地

域課題に関する情報収集を行った。

なお、キャラバン隊による情報収集は、ター

ゲットの特徴に合わせて、さまざまな手法を

用いられた。具体的には、個人ヒアリング

（個人）、グループインタビュー（組織）、ガリ

バーマップづくり（こども）など手法が用い

られた（写真2～4）。

4．多様なメディアを活用した市民への周知と

市民からの情報収集

シンポジウムやワークショップといった会

議手法やキャラバン隊による直接的な情報収

集により、多様な市民からの地域情報の収集

を行った。

また、本調査では、さらに下記のような手法

対象 

集落地域居

住者 

高齢者 

 

学生 

 

事業者、就

業者 

キーパーソ

ン 

不特定多数

の市民が多

く集まる場

所 

訪問場所　（　）：地域名 

集落訪問（美） 

 

福祉センター（伊）、ゲートボール場（伊）、シルバー

人材センター（高） 

小学校（高・美）、中学校（伊）、高校（美）、大

学（市外隣接地） 

商店街（高・美）、森林組合（美）、水栓バルブ

工場（美） 

寺社、発掘現場、工房、旅館・ペンション、喫茶店、

ガソリンスタンド、おみやげ屋、絵本作家 

ショッピングセンター（高）、朝市（美・伊）、公共

施設：体育館、図書館他（高・伊・美） 

凡例：（高）高富、（美）美山、（伊）伊自良 

表1 まちづくりキャラバン隊の訪問場所



91 SHIN TOSHI / Vol.59, No.2 / February  2005

を用いた取り組みの周知と情報収集を行った。

（1）市広報誌への折込（全戸配布）

市広報誌に図1のような本調査のお知らせチ

ラシを折り込み、全戸配付を行った。このチ

ラシの裏面には、市内地図が記載され、FAX、

郵送、または市役所本・支所に設置された

「宝箱」への投函を通じて、情報提供ができる

ようになっていた。

（2）市役所一階ロビー展示コーナー

市役所本庁舎ロビーには本調査の説明パネ

ルやキャラバン隊の活動報告、さらに情報提

供用投函箱（宝箱）を備えた、情報コーナー

が設置された（写真5）。

写真2

写真3

写真4

図1 市広報誌への折り込みで配付された本調査のチラシ

（裏面には「魅力・お宝紹介シート」が付けられている。

まちづくりキャラバン隊の活動風景

（写真2：大型ショッピングセンターへのブース設置

写真3：小学生によるガリバーマップづくり

写真4：福祉施設での高齢者インタビュー）

写真5 市役所ロビーに設置された展示コーナー
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（3）インターネットHP（カキコまっぷ：イン

ターネット地図式掲示板）

本調査の活動状況やキャラバン隊やワーク

ショップなどで収集された地域情報は、山県

市ホームページ内に設置された「全国都市再

生モデル調査」にて閲覧することができた。

また、地域情報は東京大学都市計画研究室の

協力によりカキコまっぷ（書き込み地図式イ

ンターネット掲示板）を活用して、記載され

ており、訪問者はその場でさらに情報を書き

込むことが可能となっている（図2）。

（4）新聞メディア等の活用

より多くの市民に対して、本調査を周知す

るために、シンポジウム、ワークショップ、

キャラバン隊の活動に際しては、新聞各社、

地元ケービルテレビに対して、パブリシティ

活動を行った（うち、2誌4回掲載）。

（5）職員対象ワークショップ

上記の取組とは、別に市職員に対する研修

の一環として、職員ワークショップを実施し

た。これは、本調査の目的でもある「パート

ナーシップ型まちづくりへの行政の体制づく

り」の一貫である。また、ワークショップの

内容は市民ワークショップと同様であり、一

市民としての行政職員からの情報収集を行う

というねらいもあった。

1．集められた地域情報

（1）手法別情報収集状況

本調査における手法別の収集した情報量は

表2に示す通りである。

会議形式であるワークショップによる情報

収集は、人数は少ないが、意見数は多く、密

度の濃い情報共有であることが想定される。

また、インターネットや広報誌を通じた情

報収集は、人数・意見数ともに他の手法に較

べて少ない。しかし、これらの手法は網羅的

な情報周知と意向表明の場が開かれているこ

とが他の手法と比較して優位である。

（2）まちづくりキャラバン隊による情報収集

まちづくりキャラバン隊による情報収集は、

人数、意見数ともに他の手法と比較して効果

的な情報収集手法であったことがわかる。

さらに、キャラバン隊に期待された「多様

な世代・地域の市民からの網羅的な情報収集」

 

シンポジウム 

ワークショップ 

 

職員ワークショップ 

チラシ：広報誌への

折込・情報コーナー 

インターネットHP 

（カキコまっぷ） 

まちづくりキャラバ

ン隊 

人数 

43 

第一回23／ 

第二回26　 

 

16 

 

16 

 

430

意見数 

16 

178 

 

75 

35 

 

35 

 

748

図2 カキコまっぷ（インターネット地図式掲示板）の画面

表2 手法別情報収集状況

本調査の成果について
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の効果については、表3に示す通りである。各

地域ともに50～80人近い市民からの情報収集

をことができた（市外来訪者50人以上）。

また、世代に関しては、ターゲットとして明

確化されていた学生・子ども（10代）、高齢者

（60代以降）からの意見収集は効果的であった

が、明確でなかった20～40代からの意見収集

が難しかった（大型商業施設における意見収

集は主に不特定多数の20～40代の市民を視野

に入れていた。38人中、10代12人、20代4人、

30代3人、40代2人）。

2．市民と行政、市民間での情報共有

（1）市民間の情報共有の観点から

さまざまな手法で集められた地域情報は、

第二回ワークショップの検討素材として活用

された。

参加者の多くは既にまちづくりに関わって

いる人、あるいは関心のある人が中心である

が、必ずしも新市全域に関する地域情報に精

通はしていない。しかし、各種手法による情報

収集とそれを活用したワークショップを通じ

て、多様な世代や地域の市民からの情報をま

ちづくりに関わりの深い市民間で共有された

ことが期待される。

さらに、本調査による収集された地域情報

は、市インターネットHPに掲載されているほ

か、本調査の取り組み報告と収集した地域情

報を掲載した「やまがたのたからばこ」を制

作し、近日中に市民に配付する予定である。こ

のようなフォローアップにより、多くの市民

が地域資源（まちの良い点）を再認識し、ま

ちづくりに関心を持つ契機になることが期待

される。

（2）行政計画・施策への活用の観点から

先述の通り、合併直後では行政職員とはい

え、新しい市域全体の地域情報を十分に把握

できていない。そして、生活に根ざした地域

情報は、合併とは関係なく把握しづらい情報

である。本調査は、多様な市民から情報収集

を積極的に行うことを通じて、市民の考える

地域資源や網羅的かつ即地的な地域課題の把

握につながっている。

既に本調査の成果を活用した観光施策も展

開されており、行政施策や計画策定の検討す

る際に基礎情報となる地域情報や市民ニーズ

のデータベースとしての役割を担うことが期

待される。

3．パートナーシップ型まちづくりへの期待

本調査は、今後、山県市におけるパートナー

シップ型まちづくりを行うための3つの目的を

設定して実施された。

ワークショップ、シンポジウム、キャラバ

ン隊などの取り組みは、直接対話にした市民

 高富 美山 伊自良 市外 計 

 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 

 0－9 1 1     1  2 1 

 10 3 14 14 6 1 5 1 5 15 24 

 20 3 3 2 2 1   7 6 12 

 30 3 4  1 1  3 4 7 9 

 40 1 3 1 1 1 3 4 1 7 8 

 50 7 2 7 5 3 3 5 6 21 17 

 60 8 11 9 3 9 3 7 3 32 19 

 70 4 2 11 6 2 1  3 17 11 

 80  1 2 5 4 4 1  7 9 

 90    1     0 1 

 不明 2 2 4 5 2 6 3 3 11 16 

 小計 32 43 50 35 24 25 25 32 138 143 

 学校          142 

 

 合計 430

世代 

山県高校：5　伊自良中：39　高富小：79　 

いわ桜小（美山）：22

表3 キャラバン隊世代・地域別意見収集状況（単位：人）
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に対して、今後のまちづくりに対する期待感

を高めた。また、新聞などのメディアを通じ

て報道されることによって、それ以外の市民

に対しても同様に期待感を高めたと思われる。

しかし、本調査が短期集中で行われたこと、

また、個別事業や計画との関連が位置づけら

れていないことから、この成果が反映される

保証は必ずしも担保されていない。そのため、

本調査の中では、パートナーシップ型まちづ

くりに体制づくりの契機となるためのいくつ

かの取り組みを行った。中でも、市民と直接

対話することを体感することができたことは、

今後実際の業務の中で市民参加を実施する際

に活かされることが期待される。

本稿では、終始楽観的な視点で報告をして

きた。しかし、本調査終了から1年を経過する

にあたりいくつかの課題が見受けられるよう

になっている。

まず、本調査以後、総合計画や都市計画マ

スタープランの策定作業が開始された。しか

し、本調査の結果は、市民として山県市がこ

れからまちづくりをする上で大事にすべき

「お宝」や改善すべき「ヒント」が集められて

おり、「宝の山」といえる。しかし、必ずしも

これらの「宝」が効果的に活用されていない。

また、本調査は、まちづくり活動に主体的に

取り組んでいる市民間の「出会い」の場になっ

た。しかし、出会ったあとに、具体的な活動

に展開することは容易ではない。そのために、

次のステップの仕掛けや支援が必要である。

さらに、パートナーシップ型まちづくりに

向けた行政の体制づくりに関しても、市民参

加の必要性や市民参加手法に対する理解は深

まったが、実際に業務の中で対応するところ

まで至ってない。これに関しても継続的な取

り組みが必要である。

いずれにしても、本調査は、山県市のパー

トナーシップによるまちづくりの世界を「垣

間見た」にすぎずに、まだ具体的なまちづく

りは始まっていない。本調査の成果を具体的

なまちづくりにつなげるためには、さらに継

続的な仕掛けが必要である。数年後、本調査

が山県市のまちづくりの転換点になったと言

えるようになれば、本調査の意義を確認する

ことになるだろう。

（すぎさき　かずひさ）

今後の課題
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写真：市民に配布されたリーフレット「やまがたのたからばこ」の表紙（左）と紙面（右）

写真：高富地域のお宝・魅力（「やまがたのたからばこ」より）
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写真：伊自良地域のお宝・魅力（「やまがたのたからばこ」より）

写真：美山地域のお宝・魅力（「やまがたのたからばこ」より）




