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かつては宿場町、産業の集積地、観光地として

小さいながらも時代の要所を担ってきた資源ゆたかな町

1. 地域概要

1-1. 下諏訪町
時代の変化とともに、その時々に最適なかたちで

人の生活を支え、人を迎える商店街

1-2. 御田町

歴史・現状
JR下諏訪駅から徒歩５分ほどの、国道20号と142号が分かれる下諏訪町
の大社通り交差点。諏訪大社下社秋宮へと続く大社通りと御田町通りに
分岐する。ここに御田町商店街はあり、生鮮品、惣菜、薬局、雑貨など
日常の生活を支える商店が30店余り軒を連ねる。
通りが開通したのは明治44年5月。前年に創設された製糸工場の工員が
行き来する通りとして整備され、町内でも随一の賑わいを見せる通りと
なった。しかし製糸業の衰退や、業種転換した精密業の工場の規模縮小・
移転などにより通りを行き来する人は激減し、最盛期の賑わいは陰りを
見せ、全国的な商店街低迷の例に漏れず、御田町商店街もシャッターが
目立つようになり、2003年にはおおよそ1/3の店舗が空き店舗であった。
2000年ころから、この地域の根本にある「ものづくり」で町をにぎやか
にしたいという、町内の有志たち（匠の町しもすわあきないプロジェクト
／次項にて後述）と、商店街のシャッターを開けていきたいという、みた
まちおかみさん会など商店街の思いがすこしづつ重なり、新しい動きが
はじまった。空き店舗のリノベーションや人が集まるための場作り、担
い手づくリのワークショップなど様々な活動が実を結び始め、商店街の
空き店舗を利用しものづくりを行う人々が増え、いま新しい町のかたち
のひとつとなってきた。ここには積極的な呼び込みではなく、人づてや
出会いで広がり、人の直感とあたたかさという、はかりようのない何か
で成り立っている。家族のようだと表現した開業者もいる。
また新規出店には飲食店もあり、商店街の人々や来訪客がゆったり過ご
しつつ交流、情報交換する場となっている。
訪れ行き交う人々をもてなした町から、住まい働く毎日の生活やその拠
点をゆたかにしたいという人々の思いが、現在の商店街を作っている。
さまざまな世代、なりわい、出身地の人々が活動する現在の御田町商店
街が活力を持っているひとつの要因として、みたまちおかみさん会の活
動や、人柄がある。詳細は後章で記述する。

御田町商店街（昭和３０年頃）

現在の御田町商店街

商店街を構成する団体は以下の4団体である。
・御田町商業会／店舗数37（2012.12現在）
・みたまちおかみさん会／商店の女将有志により結成（1998年～）
・御田町マルテ組合／ものづくり系の新しい店舗による団体（2008年～）
・御田町商業会青年部／商業会若手と工房店主による団体（2011年～）
・匠の町しもすわあきないプロジェクト／町内有志による団体（2003年～）

空き店舗の再利用（すみれ洋裁店）

構成団体

イベントで賑わう商店街

歴史・現状
長野県下諏訪町は、長野県のほぼ中央に位置する諏訪湖
北岸に位置し、市街地は北側約8割が森林地域で南側は
湖に囲まれ、非常に狭いエリアに商工住環境が密集して
いる。かつては中山道・甲州街道が分岐する交通の要所
であったことから、歴史的な資産（諏訪大社、下諏訪宿
など）にも恵まれ、自然史蹟でも八島高層湿原や霧ヶ峰、
下諏訪温泉など、多様な地域資産を有している。
明治以降、製糸業が始まり、中央線開通により隣接する
岡谷市とともに機械製糸が発展し、製糸業の中心地とし
て栄えた。市街地は製糸工場、山間地は桑の栽培と養蚕
が盛んであった。織物など完成品を生産する工場もあり、現在はニット生産が行われている工場が数軒ある。
その後衰退した製糸業に代わり、精密工業が主となっていった。太平洋戦争中に大規模な工場が諏訪地域に疎開
移転したことが基となっている。時計、カメラなど高度な技術を要する産業は大きな発展を遂げ、町内ではオル
ゴール製造は生産高が一時世界一となった。
現在は、諏訪大社下社の参拝客や、七年に一度の大祭御柱祭、四季折々のゆたかな自然を求める観光客が訪れて
いる。故岡本太郎氏が絶賛した万治の石仏が最近の人気スポットである。厳しい自然がもたらす事象や、生活や
街中の随所に残っている歴史の名残や神事や民俗なども注目されている。
統計情報
人口／ 21,623人　　世帯／ 8,891世帯（平成24年3月1日現在）

産業・商業（卸・小売）
下諏訪町の主たる産業は工業である。商業においては、工業の盛衰と連動して、1990年以降は縮小に転じ、モ
ータリゼーションの影響、後継者問題などで、全国的な商業地の縮小と同様の状況である。

下諏訪の主産業＝工業

1900初頭

精密機械産業＝隆盛期　

1990～　？？＝停滞期？

事業所の２/３が従業員10名以下

シルク産業＝勃興期

1960～
80年代

1983　年間出荷額1000億円（465事業所　約6500名）

2009　年間出荷額326億円（230事業所 約2215名）

下諏訪町の商業（卸・小売）
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工業関連の従業員が商店街の主力購買層であった
→工場数の減少、モータリゼーションの影響で
　商店街が縮小
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諏訪地方の主産業であるものづくりで

長年培ってきた人材や手法を活用し、地域資産の向上を目指す

2. 支援機関概要

２-1. 匠の町しもすわあきないプロジェクト（NPO法人）

古民家「春屋」を活用した活動事例

学生と活動拠点のリニューアル作業

御田町商店街を拠点とし、地域の強みである（工業＝ものづくり）のノウ
ハウや人材を活かした地域活性化取り組みを始め、商店街と一緒になり
さまざまな活動、交流をしてきた。
空き店舗への工房の誘致や、諏訪地域内での商業者連携など、人と人の
つながり・クチコミを大切に出来ることから積み上げる活動を実施し、
その結果、多くの若手経営者が空き店舗に開業し、住民となり空き店舗
がほぼ無い状況になった。

また、地域内の連携が定着し、諏訪地域内での相互補完的なネットワー
クができ、進行している。

御田町での活動

本事業に至る経緯

活動事例

組織概要

コミュニティ事業

空き店舗・空き家の活用

古民家を活用したギャラリー運営
江戸時代の旅籠跡を古民家再生工法でリニューアルした大家さんから、
スペースの運用に事務局機能を受託。

広報支援活動
まちあるきマップを定期発行。独自目線で紹介した史跡やB級グルメは、
観光客に人気のマップになり、下諏訪町の新しい観光資源となっている。

街歩きの実施

長野日報 2010.10.22

諏訪６市町村連携イベント　スワいち

イベント事業

地域発見イベント
イルミネーション設置（カリンイルミネーションライトアップ）
まちあるきイベント

学ぶ・考えるイベント
くらしのフォーラム、食の匠、ストーブナイト、ネットの匠など、仲間
が講師になったり、必要に応じ外部講師を招くなどで行った。

教室事業

学校との連携事業
日本装飾美術学校による店舗改装実習、下諏訪社中学校による古民家「旧
伏見屋邸」の改修、活用

教室開催
切り絵教室やエコクラフト教室など拠点を使っての教室

あるものを使う

ムリをしない

できることからはじめる

情報の共有

人のつながり

長をつくらない

できる人がする

PDCA
QC

トヨタ方式
5W1H
分業化

工業的手法の活用

活動の方法

+

下諏訪町との恊働で活気ある未来の下諏訪町を作る
「下諏訪町はってん100人委員会」。2003年に「匠の
町しもすわ・あきないプロジェクト」はその中の 1グ
ループとして活動を始めた町内の有志によって誕生し
た。
さまざまな世代、業種の人が集まるこの組織は「諏訪
地方の主産業であるものづくりで長年培ってきた人材
や手法を活用し、地域資産の向上を目指す」をスロー
ガンに、空き店舗のリノベーションや人が集まるため
の場作り、担い手づくリのワークショップなど様々な
活動を行っている。
御田町の空き店舗のリノベーションを行い、設置した活動拠点「ぷらっとスペース＆ショップ」は会議室、展示室
機能を備えたコミュニティースペースで、外部を巻き込んだ「井戸端会議」が発生、ここからイベントやさまざま
な企画が生まれた。

御田町商店街での新規店舗開店→平成15年～ 23年 延べ27件
（８件 廃業及び移転）

町内古民家再生・入居→平成15年～ 22年　延べ6件

《空き店舗に店をつくることはプロセス！》
↓

地域の価値づくり
地域の資産価値の向上

プロジェクトの目的

教育（人材）
まちづくり（ハード）

機能（ソフト・仕組み）の
総合的・継続的・持続的な取り組みが必要

上記の目的において、地域内外の連携を通して課題を解決するだけでな
く、地域の魅力を再発見・再発信して行くことの必要を感じ、本事業に
至った。
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経済活動と生活圏が密着した「商店街」。

御田町から発信する「商店街」であることの価値。

3. 実施事例

3-1. 事業構築の経緯

活性化モデルコンセプト

「育て育つ商店街」

ファンを育て、サポーターを育て、町を育てる。
２つの資源（前ページ参照）を活かし、課題である次のステップのための「地
域ブランド」作りを進める為の事業として、今回はそのきっかけを「外部」に
置くことをポイントに設定した。商店街そのものに新たな風として埋もれた
魅力や問題点の気づきを与えてくれる人々。御田町に生まれた新たな作品
（魅力）を様々な価値観の中で評価しフィードバックしてくれる人々。
それぞれを「サポーター」そして「ファン」と位置づけ、御田町のブランドに共
感する彼らを育てることで自らも育つ事を目的とする事業を２つ構築した。 育て育つ中で発生する「価値の共創」

外の視点から町を応援するサポーター

サポーターを作り、御田町ブランドを固めていく。

商店街留学生事業

現時点における町の魅力や資源を再整理・再認識し、次のまちづくりのた
めの基礎を構築する。その為の方法として外部から人を招き、一定期間を商
店街で過ごす中で、成果としてこの町の強みや弱みを見つけてもらう。そう
して「サポーター」と呼べる人々を町の外に増やしていくことはできないか。

ファンを作り、御田町ブランドを広めていく。
新しく創業した工房群の高付加価値の作品を都市部に持って行きその反
応や評価を持ち帰り場所を選ばず通用する商品の価値強化を狙う。また、
その作品を通して背景にある町を伝えることで、商圏の拡大のみならず地
域ブランドも広めていくことができるのではないか。

課題
全国各地の商店街同様、御田町商店街も高齢化が進み店舗の後継者や次の担い手をどのように確保するかという
課題に直面している。そんな中、既存の商店主や支援機関の活動によってこの町で新たに創業をする「作り手」の若
者が集まり始めた。空き店舗が無くなり、地域の連携が徐々に定着してくることで商店街再興の土壌が整った。
次の課題はここで生まれた新店舗や既存商店、商店街の「熱」が継続的なものに移り変わっていくため、空き店舗ゼ
ロをあくまで通過点とし、商店街全体を次のステップに進めることである。
一つは付加価値の高い「工房」という、商店街としては新しい、かつ強力な価値を持った専門店舗群の商品をいかに
広く、深く認知させていくかという外向きの課題。もう一つは既存の商店や団体といった町に関わる人々が次の「御
田町」へ向けて考え行動する上でのベースとなる「町の魅力」や「資源」をいかに再整理、再認識するかという内向きの
課題である。これはそのまま「地域ブランド」というものに言い換えられる。
外へ向かって広めていくためのブランド、そして地域のアイデンティティを見つめ直し、全員が一丸となって運用する
ためのブランド。御田町商店街は次なる活性化の手段として改めて「地域ブランド化」に取り組んでいく。

資源
御田町には昔はどこにでもあったような、生活と密着した商売や地域のつ
ながりがあり、誰にでも挨拶するような暖かい『生活圏』がある（住んでみた
い街、居心地のよい街）。ここから生み出される商品も、生活に密着した暖か
い商品になる。ある意味それぞれの工房が作る作品の背景には、環境や居
心地といったこの町の魅力が投影されている。
また精密工業の時代に培ったネットワークをきっかけに、御田町には年間を
通して全国各地、様々な大学から視察や研修、社会実験などを目的とした多
くの研究者や学生が訪れる。商店街はそれを受け入れ、もてなし、「よそも
の」の言葉に真剣に耳を傾ける。その居心地や地域性が再び人を呼び寄せ、
「よそもの」が「サポーター、ファン」になっていく。まちづくりには欠かせない
「新しい風」の気流が 200ｍほどの通りの中にしっかりと定着しているので
ある。
この2 つの事柄は過去の取り組みから生みだされた成果であると共に、地
域に根づいた大きな資源、次のステップへの足がかりでもあるといえる。

若手創業者

フィードバック商圏の拡大 気づき・提案 口コミ・情報

ファン
サポーター

ファン
サポーター既存商店主

Next!
御田町

パイロット商店街事業

support

商品を通して商店街も好きになるファン

空き店舗が工房に。

それはあくまで手段。

次はどうするのか。 内なるブランド力

▼
▼
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外へのブランド力

御田町のブランド化
（商店街であることをブランドにする）

新たな価値を広く認知させる

資源や魅力の再整理・再認識

資源 .1
町の空気感、御田町らしさが

凝縮され、投影された「作品」。

それを生み出す工房（新店舗）と

共存していく町の在り方。

資源 .2
様々な大学から集まる学生。

それを受け入れる地域の体制と

彼らがもたらす新しい視点。

地域のサポーターという存在。



商店街が教えてくれる、社会とまちづくりの現場。

留学生が教えてくれる、この町の魅力と問題点。

3. 実施事例

3-2. 実施事例1 「商店街留学生事業」

事例解説

商店街留学生事業の実施は大きく分けて「留学生決定・受け入れ準備」「留学生受け入れ」「報告書作成・報告会」
の３段階に表せられる。また、３人を同時に受け入れるのではなく、半月ほどずらすことで別々の地域活動へ参加し
たりそれぞれが独自の考えのもと行動できるようなスケジュールを組んだ。

事業概要

海外留学と同じアウトラインを持った「商店街留学」を実施、支援機関が持つ商店街活性化に関する研究者とのネッ
トワークを活かし、観光やまちおこしなどに興味を持つ1～３名程度の留学生受け入れを行なう。その際「留学」であ
ることをプログラム内で強調し、旅行でも研修でもなく商店街活動に実際に参加することを主目的とする。
また留学期間中の活動参加やヒアリングなどを通して、ひとつのテーマのもと報告書を作成、商店主や商店街関係
者へフィードバックすることで新たな気づきや考えなどが生まれることを狙う。

商店街留学トライアルプログラムの実施

設定目標
本事業の定量目標として、【商店街留学生1―３名の受け入れ】また定性目標として【商店街留学生による報告書作成
（商店街へのフィードバック／報告会）】を設定した。

事業内容
1. 商店街留学生の募集
2. 商店街留学生の受け入れ（滞在期間：１週間）
3. 現地での留学ガイダンスの実施
4. 商店街やNPO、他団体の活動への実地参加体験（イベント、地域活動など）
5.ヒアリング調査
6.テーマに沿った考察のまとめ（報告書の作成）

7. 商店街、観光、自治体関係者などを集めた報告会の実施と留学生からの発表

報告書テーマ：「もし私が下諏訪に〇〇さんを案内するなら』
ヒアリングや地域活動への参加を通して得た情報を基に自分が案内してみたい仮想の人物（ペルソナ）を設定し、
その人を喜ばせるためには下諏訪をどうやって案内すれば良いのか、具体的なルートも添えて提出すること。
またそのプログラムを地域の「強み」と「弱み」を絡めて提案として報告会で発表すること。

実施スケジュール（2011年実施スケジュール）

8月 9月 10月 11月 12 月 1月

留学生募集、受け入れ準備 留学生受け入れ 報告書作成 発表

ヒアリング、活動参加

サポート、協力

留学を通して学生は町の魅力を知る「商店街サポーター」に

気づき、提案

留学生 サポーター

商店街
support

09｜ ｜10

留学生の募集と決定
留学生の募集には、支援機関が持つ地域活性化に関わる大学研究者との
ネットワークを活用した。工業が盛んな地域のため以前より産学連携の事
例が多くあった。近年では観光や社会学等のフィールドワークの場として
も選ばれることが増え、特にここ数年の御田町の変化や地域性も視察や
研究の場として使われ始めている。
そうした中、今回は東京国際大学でサービスを学ぶ２人の学生と和歌山大
学で観光を学ぶ１名の計３名を受け入れることになった。彼らの担当教諭
も従来からある産学のネットワークの広がりの中から御田町を知り、それ
から年に数回フィールドワークに訪れるほど地域とのつながりが深かった
ため、募集から調整、決定までは非常にスムーズに進んだ。
また各先生方の紹介によって地域活性化と関連性の高い専攻を持ち、商
店街留学への意欲が高い学生を受け入れることができた。これは後 １々週
間の間の活動やヒアリング、報告の質に好例として影響することとなった。

フィールドワークに参加する大学生
（イベント「スワいち2011」 御田町にて）

商店街留学生（手前３名）

受け入れ態勢／「商店街トレーナー」の設置
留学期間中、商店街での活動をサポートするため既存商店へ「商店街トレ
ーナー」への参加を依頼した。例として東京国際大学 佐藤さんの留学時に
はカメラとパソコンを扱う「すてっぷカサイ」の河西優子さんがトレーナ
ーとなり、ヒアリング先への同行や活動についての相談に乗るなどの手
助けを行った。これは短期間のあいだにより多く深い情報を収集する必
要がある留学生にとって必要不可欠なサポートになった。

商店街トレーナー 河西優子さん

受け入れ態勢／ステイ場所の確保
生徒が1週間の間滞在する場所として御田町商店街から40mほどの場所
にある旅館「旅館おくむら」に留学生用の一室をご用意頂いた。以前から
大学の視察や研修の際には学生を受け入れていたこともあり、１週間の
間学生がリラックスして課題に取り組めるよな空間・時間を提供して頂
いた。また、館主の奥村守司さんはFacebookで生徒とコミュニケーシ
ョンを取り、現在でも継続して情報交換を行なっている。

旅館おくむら 館主 奥村守司さん

小塩翼さん（東京国際大学国際関係学科3年）

佐藤友紀さん（和歌山大学観光学部3年）

佐藤大輔さん（東京国際大学国際関係学科4年）



商店街に返ってきた「気づき」

この事業で得られたこと

留学生から見た御田町商店街、下諏訪町の気づき

留学生を受け入れその調査活動をサポートしたことで、最終的には商店街
に対する「強み」「弱み」「提案」といった若者ならではの柔軟な考えと、生徒
それぞれの専攻を活かした専門的な指摘を多く得ることができた。また報
告会で関係者に向けて発表されたことで「気づき」もしくは「気づくべきこ
と」として商店街とその周辺で共有が行われた。

・本事業の実施による周辺地域への注目、商店街への注目
・留学生本人によるネットを活用した発信
・商店街をよく知る「サポーター」の誕生→パイロットショップへ

・留学生受け入れによるおもてなしやサービスの再確認
・留学生の報告による強みや弱みの確認
・留学生のヒアリングを受けることによる発信意識の向上
・留学生の提案による観光モデルの再確認

改善点や新たな手法

1.「滞在者」の声に耳を傾ける事の重要性
2.フィードバックしていく柔軟性

1.「商店街」そのものを伝えていこうという意識の向上
2. 商売やサービスへの反映、転換

11｜ ｜12

「みたまち おかみさん会」会合に出席する小塩さん 地域イベントでのヒアリング調査を行なう佐藤さん（中央女性）

報告会の実施
商店街留学全日程が終了してから約２ヶ月後となる2012年1月20日に「
商店街留学生の見た下諏訪 ―私が〇〇を下諏訪へ案内するなら―」と題し
、再び留学生３名を招いての報告会を実施した。会場は商店街から徒歩
５分ほどにある博物館「儀象堂（ぎしょうどう）」の視聴覚ホールで、当日
は商店街関係者の他、観光、自治体、報道、大学関係者など約４０名が
参加した。
発表では各自の留学終了時に出した「今回の留学で行ったヒアリング調査
の結果を基に、もし私が〇〇さんを下諏訪に案内する場合の人物の設定
とコースの策定を行え」という課題への回答を、持ち時間１５分の中で学
生自身がプレゼンテーションを行った。
それぞれ非常に個性的でありながらも、会場からは驚きや関心のどよめ
きが聞こえてくる中身の詰まったものが揃った。特に観光関係者に対す
るアピールは強く、固定化されている観光コースや名所とは別に、実に
多様な歩き方、楽しみ方が提示されていた。これはホストとなった見た
まち商店街関係者にも共通した部分が多く、強みや弱みといった部分で
内側からは露呈しにくい事象についての気づきや提案を含む貴重なレポ
ートとして各々が持ち帰る機会となった。

発表のため再び御田町を訪れた3名

留学生によって提案された案内コース

地元メディアでの紹介
留学期間の開始時には地元メディアへのプレスリリースを行い、留学生
事業の発信を行った。これは事業そのものを広くリリースすることと同
時に、新聞情報の信頼性が高い地域性に合わせその後の留学生の活動が
円滑に進むようにという２つの目的をもって行われた。また若者が少な
いと言われる周辺地域の状況の中、「商店街に若者が勉強しに来ているら
しい」というインパクトから、大きく注目を集めることができた。

長野日報 2011.10.22掲載

地域活動への参加、ヒアリング
留学期間中、商店街の内外で行われた商店街行事やイベントなどを留学生のスケジュールに組み込み、それぞれ
の実施先とも調整を行うことで地域活動を実際に体験するというプログラムを設けた。
地域のイベントであったり商店街内の会合であったり、幅広い活動の場で話を聞き、質問をすることでまちづく
りに関わる団体や個人の声を多く収集することに繋がるきっかけとなった。

発表を行なう小塩さん（東京国際大学）

センスの良い店がある

「とがった」店が多い

優しいおかみさん

足湯がすごく良かった

工房が多い

都市部から近い

強み

人と人とのつながりを大事にしている

お金を落とせる仕組みがある

若い人が商店街で働いている

おしゃれな飲食店がある、古民家の再利用

車ですぐの場所に町と湖を一望できる場所

町に温泉が流れていて銭湯が近い

弱み
夜が早い
若者が遊べる所がない
若者の観光客が少ない

取り組みが町で一本化できていないのでは
おかみさん会の存続は？
「数」だけを重視した集客にみえる

商店街のとおりは道が狭く歩きづらい

対外的効果

対内的効果

・地域の観光モデル、プログラムの改善

・留学生を通し商店街そのものを伝える活動



商店街のそのままを遠隔地へ。

町を売るお店。ファンを作るお店。

3. 実施事例

3-3. 実施事例2 「パイロット商店街事業」

事業概要

商店街工房群の作品を「地域ブランド」の土台の上でまとめあげ、首都圏にて期間限定ショップとして商品の展示と
試験販売を行なう。支援機関は各工房への取材および出店依頼をし、また同様に既存の商店や団体に対しても取材
を実施する。これは従来のモノ本位の「物産展」的な店舗形態にせず、あくまで作品を通して作家（新規創業者）、作家
を通して工房を、工房を通して町を見せる、という「御田町を出店する」目的のためである。
集められた展示商品と町の景色は「御田町ブランド」を意識しながらひとつの店舗に落としこみ、会期を経て首都圏
の消費者の声をダイレクトに集め、後に作家や地域にフィードバックしていく。
外部に向けた「地域ブランド」の発信の試みであると同時に、作品をより多くの消費者に触れさせることで商品力とし
ての客観的評価を得て、固定化しがちな商店街というある種クローズドな場所での制作に刺激を与え、更なる商品開
発を促すという狙いもある。

試験的パイロット商店街形式のショップを首都圏に設置する

実施スケジュール（2011年実施スケジュール）

8月 9月 10月 11月 12 月 1月

出店交渉、出店場所視察・決定 店舗計画、広報計画 広報物制作、プロモーション 報告開店

出店依頼
取材

推薦

推薦

情報提供
作品提供

出店、店舗運営、情報発信

作品展示
情報発信

口コミ、伝播

評価
フィードバック ファン化

取材
記録

情報提供

各工房

パイロット商店街 ・印刷広報物
・ウェブ広報物

+

既存商店・団体など

支援機関（匠の町しもすわあきないプロジェクト）
ブランディング、店舗計画、情報発信、広報、ツール制作等

13｜ ｜14

制作チームの編成
本事業は準備から実施、まとめに到るまで非常に広範な作業が発生する
ため、ショップ制作を一元管理・進行する「制作チーム」を外部のデザイ
ナー 2名に委託することで編成、出店交渉から作業を開始した。
このチームのうちひとりは別の町に拠点を持ちながらも以前から御田町
の商店主や住民と進行の深かった北原千恵さん（CHIEnoWA DESIGN)
と、もうひとりは逆に別の町で事業を行なっていた中で、一昨年より御
田町に事業所を持ち活動を始めた菊池大介さん（ORBITER DESIGN）とい
う立ち位置としては「中を知るよそもの」と言える編成である。
この「よそもの」のデザイナーに店舗制作を依頼した狙いは別項にて詳述
する。
制作チームは8月下旬から各工房を回り始め、本事業や出店に関する説明
作業を実施した。工房群は個々の世界観やブランドイメージ、こだわり
などが引き立っており、それこそが「手仕事」の商品に価値を与える要素
となっている。そのため、本事業のような「委託展示」にあたるような店
舗形態は慎重な調整と念密な打ち合わせが必要となる。
個々の実現したい展示イメージを尊重しながら、御田町としてのブラン
ドの中に着地するという準備作業は9月下旬まで続いた。

制作チーム北原さん（左）と菊池さん（右）

NPO匠P共有スペースを使用しての作業

設定目標
本事業の定量目標として、【ウェブアクセス1万件／月、来店数前年度比 20%アップ】また定性目標として【パイロッ
ト商店街を通じた御田町からの商品発信による認知度向上】【ブランド力の向上、商圏の拡大】を設定した。

事業内容
1. 各工房への出店交渉、展示商品の選定など
2. 店舗計画、広報計画
3. 各工房、商店街への取材実施
4. 出店場所の視察、決定
5. 地域ブランドを基調とした広報物制作（印刷物、ウェブ）
6. 開店に向けた予告プロモーション
7. 会場への搬入、店舗設営
8. 開店、ショップ運営
9.トークショーの実施
10. 閉店、撤収
11. 記録集計、反響まとめ、報告

事例解説



工房への取材

取材によって浮かび上がる町の形と人の気持ち

パイロット商店街では作品を通して作家、作家を通して工房、工房を通して
町を見せるということをテーマに据えた。このテーマは取材内容にも反映
されており、作品紹介や工房紹介だけに留めるのではない。ものづくりに
興味を持ったきっかけからはじまり、インタビューのメインは「なぜ御田町
を訪れたのか」「なぜ御田町で開業したのか」そして「御田町でのものづく
り」と繋げていった。

この手法によって、売り文句ではない実体験としての「御田町での手仕事
像」というものが浮かび上がってきたと共に、何名かの回答には共通点を
見出すことができ、「若い作り手がなぜこの場所を選ぶのか」という疑問へ
の客観的な回答を垣間見ることができた。

「おかみさん会の方とはじめてお会いして話した時、『なにをここでやりた
いのか』ということを真っ先に聞かれ、それを伝えると『いいわねぇ～応援
してあげる！』と返ってきた。他の土地ではまず『貯金はあるのか』とか『そ
れで食っていけるのか』という事を聞かれてきたので、あぁここならいいか
なって思うことができた。」

「始めのうちは商店街の中に工房ができる事に皆さん戸惑っているみたい
だったけど、作ったものを見てもらったりしているうちに『当たり前の事』と
して手仕事を商店街の中に置かせてくれた。作り手が自然と作ることに集
中できるこの雰囲気はおばちゃん達が作ってくれている」（すみれ洋裁店　
小口さん）

おかみさん会の力

「たまたま雨宿りした建物の隣がみどりちゃん（すみれ洋裁店小口さん）の
お店で、ちょっとおじゃましたら『ここめっちゃええやん』って思った。で、隣
の建物が空いてるよって教えてもらったので、じゃあここで工房やっちゃ
おうかなって。」（takajin 中居さん）

「諏訪に遊びに来た時にすみれ洋裁店に立ち寄ったんですが、一目で『こう
のお店があるこの場所なら私がやりたいことも実現するかも』って思いま
した。なんというか、アーティストや作家っていう雰囲気じゃなくて、ごくご
く自然にモノを作って売ってという事が成り立っているし、町もそれを受け
入れてくれているように見えました。」（wawa 伊東さん）

先達が創り上げた「手仕事の町」の雰囲気

「御田町のカフェとおばんざいのお店でテーブルのお仕事をさせてもらっ
たんですが、みなさんこだわりがあって、作り手としては燃えてしまいまし
た（笑）。それに町の皆さんも酔っ払いながら『あのテーブルいいねぇ！』っ
て褒めてくれて。安いものが良いとされる中で手仕事の良さを認めてくれ
る地域性ってすごくありがたい。」（SCALE WORKS 花岡さん）

手で作ったものに価値を認めてくれる

15｜ ｜16

出店店舗への声かけ
当初は8店舗への出店持ちかけの予定であったが、途中2店舗が加わり最終的に10店舗の出店で交渉がスタート
した。出店店舗は御田町に工房または店舗を構える工房と、所在地としては別の区分になるが御田町と深い関わ
りや縁を有する店舗も加えるという範囲設定になった。出店店舗と取扱分野、開業年を記載する。

すみれ洋裁店／布小物／ 2004年

takajin ／革製品／ 2006年

sulosu ／陶器／ 2010年

あざみ工房／織物／ 2003年

Golondrina ／ものづくり／ 2012年

時計企画工房SUWA／時計／ 2010年

あんず木工房／木製品／ 2011年

SoundCraft千万音／スピーカー／ 2011年

SCALE WORKS ／木家具／ 2011年

wawa／ステンドグラス／ 2010年



出店候補地の視察

「手仕事の町」という、御田町に新たに生まれた町の側面を主軸に据えた
本事業において、出店先の選定は非常に重要なものとなった。全国商店街
支援センターからも情報を頂く中、いわゆる「クラフト」や「アート」、「手芸」
といったチャンネルを持った 2 カ所を候補地として絞り、8 月下旬に視察
を実施した。

広報物の作成

パイロット商店街の広報物として、印刷物とウェブの２媒体を利用した。印
刷物は店舗で配布し展示の中でカバーしきれない町や工房の情報を補う
ためのものとして、また現地（下諏訪）への来訪を誘導するためのものとし
ての機能を備え、ウェブについては最新の店舗情報を掲示すると共に、会
期終了後のファンとのコミュニケーション経路としての機能を盛り込んだ。
双方会期スタート１週間前の１２月上旬より告知も兼ね順次リリースを行
なっていった。

店舗計画の策定、プレスリリース

１１月下旬、確定した展示商品と町の紹介のための展示物、レジなどの店舗
機能などをレイアウトに落としこみ、店舗計画を策定した。また現地要員や
前章の「商店街留学生」に起用したアルバイトスタッフなどの人員配置スケ
ジュールなどを決めた。
そして１２月５日、出店者やおかみさん会、既存商店主などを交え地元新聞
社などへプレスリリースを実施した。

出店先の決定、下見

パイロット事業ということで、今回はより多く人通りがあり通りすがりの
来場も期待できること、また限られた期間で最大限の告知ＰＲが行えるこ
とから2k540 を出店先として決定した。

決定後、１０月中旬に出店者であり今回の店舗の什器も担当して頂く
「SCALE WORKS」の花岡さんの同行を得て、実際に借りるスペースの下見
と計測を実施した。

2k540 側の担当者の方との打ち合わせも実施する中で、やはり「作家」や
「店舗」という単位でなく「商店街」が入るということのインパクトを最大限
に活かしていく方向性で助言頂いた。まだ例のない形態での出店に、
2k540 側としても実施の様子に興味があるということであった。

また、この時2 週間という出店期間も確定し、店舗計画も含め具体的な出
店準備がスタートした。

2010 年 12 月に JR 山手線秋葉原
―御徒町間の高架下にオープンし
た「手仕事」「職人」をキーワードに
した商業スペース。約 40 店舗が軒
を連ね、近くの台東区デザイナーズ
ビレッジとの連携も活発に行われ
ている。

候補1
「2k540 AKI-OKA ARTISAN」

クラフトや手仕事系の工房が個店
で点在する下町エリアの空き店舗
を借りての出店を検討。街歩きも
盛んな場所であり、週末は多くの人
が地図を片手に散策を行なってい
るスポット。

候補 2
「根津―谷中エリア」

印刷物

会場計測の様子

告知用DM 3,500部

パンフレット（町紹介＋マップ） 4,000部 地域広報ミニコミ 2,000部

会場側との打ち合わせ

ウェブ

ウェブサイト

mitamachi.com

Facebookページ

facebook.com/mitamachi
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パイロット商店街「御田町スタイル」の運営
ただ地域の商品を並べて販売するだけの「物産展」ではなく、モノを通して
人を、人を通して町を見せていくコンセプトを軸に、「御田町のてしごと、ひ
と、くらし、けしき」をひとつの『スタイル』として紹介するという意味を込
め、店舗の名前を「御田町スタイル」に決定、２０１１年１２月１６日にオープ
ンした。

会期の終了、データの集計・まとめ、報告会

２週間の会期を終え、搬出と展示作品の返却を行った後、会期中の来場者
数や寄せられた声、売れ行きなどのデータの集計・まとめ作業を実施した。
本事業は「首都圏に出店したことによるフィードバックを町や工房に持ち
帰る」ことを目的の１つとしているため、報告を念頭に置いた客観的なデー
タ部分と主観的な印象部分を織り交ぜていくこととなった。１月２０日に実
施された報告会では工房主のみならず商店街に関わる多くの人々が出席
し、商店街全体で成果・問題点を共有することができた。

その後の反響と変化

数値で見る事業成果（2012.2.15日現在）

会期中寄せられた反響としては、ツイッターやフェイスブックといったネットメディアで多く取り上げられた部分であ
り、これをきっかけにコンタクトが飛び込んできたケースも数件生まれた。また、会期後はパイロットショップへの来
場者が実際に御田町へやって来たという報告がいくつかの工房から上がった。同様に地域内に配布した本事業の
パンフレットを手に持ちながら街歩きをする人々も多く目にするようになった。
商店街内部でも既存商店主の間では「東京で御田町生まれの商品が好評で売れもした」ということが、自身の町、商
店街へある種の自信を持つきっかけとなったようで、大変喜ばれていた。そして各工房間では寄せられた声や評価
の中から特に「価格設定」に問題意識を持つ流れが生まれ、報告会の数日後には自主的な勉強会も開催された。

色付けをしない、作品そのものが生み出す御田町感

店舗内装はクリスマスシーズンに合わせた装飾以外は極力シンプルなもの
に抑え、モノに集中できる空間づくりに徹した。各工房の展示も搬入日に本
人に来ていただきセットしたもの、シミュレーション時の写真を預かり、そ
れをこちらで再現したもの。出来る限りそれぞれの工房色が立ち上がり、そ
の総体として「御田町感」と言える空気が出てくることを目標とした。壁面に
は御田町のマップと既存商店や店主、町の風景などのスナップフォトを掲示
し、モノだけに意識が行かないよう、展示と接客で対応した。

客観的な情報で接客を行なう商店街留学生

商店街留学生として御田町に滞在し、町の魅力を学んだ町のサポーターと
も言える小塩さん、佐藤さん（東京国際大学）には、期間中接客スタッフとし
て店舗に来てもらい、留学時に感じた町や工房、商品の魅力を「外からの目
線で」接客に活かしてもらった。彼ら自身も専攻するサービスの観点から、
このような形態の店舗における接客に興味を持っており、留学事業の延長
線上に位置づく取り組みとなった。

トークショーの実施

会期の前半となる１２月１８日にパイロット商店街という新しい形の町の発
信に対して識者を招き、「トークショー」を計画・実施した。「ものづくりとま
ちづくり」をテーマに、NPO 法人メイド・イン・ジャパン・プロジェクト 
東京準備室 代表の鈴木恭子氏、台東デザイナーズビレッジ　インキュベー
ションマネージャー（村長）の鈴木淳氏をお迎えし、御田町からは工房代表
として千万音の山本祐ニ郎さんの３名でトークセッションを進めた。

ものづくりをいかにまちづくりに繋げていくかという論点の中で、台東区デ
ザイナーズビレッジの事例やメイド・イン・ジャパンプロジェクトの事例が
紹介され、山本さんからは御田町を選び、そこでスピーカーを作るというこ
とについての考えが語られた。

店舗の一角という狭いスペースではあったが、一時は立ち見もでる盛況ぶ
りで、本テーマについての関心の高さがうかがえた。また、鈴木淳氏のブロ
グでトークショーの様子や店舗が紹介されたことから、フェイスブック経
由での購読者が一気に増え、取り組みの広がりと次に繋がるコミュニティ
の形成に大きく影響を与えた。

この事業で得られたこと
・関心層へ地域の認知を広められた
・出店を通し「首都圏同業者」からの注目が集まった
・継続的な情報購読者の確保につながった

・フィードバックによる価値や流通等に対する作家の意識向上
・「ブランドを作る者」としての新たな協力意識の萌芽
・地域住民や町内、周辺地域からの注目や意識の向上
・出店時点における商店街の記録や写真等のアーカイブ化

改善点や新たな手法

「地域ブランド」としての情報発信の手段や質の向上など

・出店に限らず継続的な取り組みの実施と情報発信
・ブランド意識の共有と育成

対外的効果

対内的効果

・地域外や都市部における広報手段の改善

・対外意識の継続性、「次の井戸端」の創出、ブランド運用

来場者数

2,340人

販売点数

2,340人

トークショー来場数

36人

DM配布部数

3,500人

パンフ配布部数

1,400人

月間ウェブ閲覧数

6,433人

Facebookファン数

162 人

ファンのフレンド数

22,451人
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商店街河西優子さん（すてっぷカサイ・御田町商業会青年部部長）

事業の中で見えてきた、町の人々の役割と影響。

「商店街」である価値のひとつのモデルとして。

4. 事業を実施して

4-1. 支援機関としての気づき

御田町商店街の北端に位置する、カメラとパソコンサ
ポートのお店「すてっぷカサイ」。撮影スタジオも併設し
ており、七五三や新年度のシーズンには華やかに着飾っ
た子どもや親の姿が行き交う。

このお店の店主河西達雄さんの娘である河西優子さ
んは、御田町商業会やおかみさん会といった町を支える
「父ちゃん母ちゃん」世代と、新たにやってきた若い商店
主や工房主との橋渡しを行なっている。

その行動が結実し、2011年秋に彼女の呼びかけで「御
田町商業会青年部」が発足した。メンバーは御田町に店
舗や工房を持つ若手の人々10 数名である。

全国的な少子高齢化の波は商店街にも押し寄せ、後継
ぎや新たな担い手不足の問題はあらゆる商店街が直面
している問題である。同様に御田町商店街でも、既存商
店の後継ぎとなる世代は県外へ就職しているケースが
多く、河西さんも「御田町は“間の世代”がぽっかり開い
てしまっている」という、町を支える世代の断裂に「何と
かしなければ」という危機感を持っていた。

そんな中、NPO 法人匠の町しもすわあきないプロジェク
ト（後述・以下匠 P）の活動により商店街に自身と同じ
世代の商店主が店を持ち始めた。ゆるやかではあるが、
「断裂」を埋める世代が町の外から流入してくる状況の
中、まずはおかみさん会（後述）が動き出し、空き家の家
賃交渉や生活のサポートなどを始めた。しかし各工房へ
のヒアリングによると「工房」という既存の商店街には
無かった形態の店舗ということもあり、世代間のギャッ

プというものが露呈する事もあったということである。

その「世代間ギャップ」を埋めるのが河西さんによる
「同世代の受け皿」であったと分析する。

本事業においても工房の作品をレンタルし、東京へ持
っていくという取り組みに、各工房や地域、支援機関間
の同意形成というものは大きな課題であった。こうした
中、支援機関には見えて来なかった工房主が感じている
疑問や悩みなどを聞き手となって集め、逆に支援機関側
で不足したフォローの部分を補ってくれたのが河西さん
であった。東京での店舗「御田町スタイル」でも実際に店
舗に足を運び、レジ打ちや接客の指導・サポート、また
工房側の立場に立ち、御田町に店の情報をいち早く持
ち帰り共有するという役割を自然に果たしてくれた。

既存の商店、新たな商店、そして支援機関を結ぶ者とし
て、河西さんはニュートラルな立場から「御田町全体で
事業をやる」という、本来受け手になりがちな「対象者
（この場合の既存商店や工房主など）」の気持ちを主体
性を持つ「主役意識」に変えてくれた。また、その橋渡し
として、時にはクッションとして事業推進の円滑化に大
きく貢献してくれた。

つなぎ役 まちづくりにおける「全体意識」の共有は、全員を「主役」にしてくれるつなぎ役が必要不可欠。
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まちづくり、主役は人。

本事業を実施する中で支援機関として気づきがあった部分は、既に各事業のページに記載している。本章では、事
業での気づきとは別に今回の取り組みによって見えてきたまちづくりに関わる人々の働きや貢献活動からまちをつ
くる「役割」という切り口で気づいた部分を紹介していく。

2つの事業を「御田町らしく」完遂できた背景には、この町を様々な立場から支える人々の活動があり、今回のよう
な大規模な事業の実施においてはそれぞれが普段自然と担っている「役目」が解りやすく見えてくる機会となった。

各実施事業ももちろんそうであるが、こうした商店街というゆりかごの中で時間をかけてゆっくりと醸成された
「人々のつながり、連帯、助けあい」というものも、活性化を目指す上での一つのモデルであると考え、その数名をピッ
クアップして次ページより紹介していく。



商店街みたまち おかみさん会

商店街内商店の「おかみさん」によって結成された「み
たまち おかみさん会」。まちにやって来た若者をわが子
のように優しく、時に厳しくサポートするエプロン姿が逞
しい地域の「母ちゃん」集団である。

現在 14 名のメンバーで活動をするこの会は平成 10
年に商業会の女性メンバーを中心に結成された。匠 Pと
の連携の中で各種イベントへの参加や、商店街で開催
されるセミナーや研修受け入れの際のおもてなしなど広
く活動している。最近では東日本大震災で大きな被害を
受けた宮城県・南三陸町の復興イベント「福興市」や、岡
山県・笠岡市での防災イベントへ参加し、温かい料理と
元気を振る舞うなど地域を限定しない広域的な活動も
行なっている。

「引っ越したその日に困らないように、事前に電気や水
道を開いておいてくれた」などである。

支援機関匠 Pでは、御田町に多くの若者がやって来て
自分の店を持ち始めたこの数年の変化の土台に、このお
かみさん会の活動は大きな、また必要不可欠な要素で
あったと考えている。

「空き店舗を減らそう」という声は全国どこの商店街か
らも聞こえてくる言葉である。しかし実際に蓋を開けて
みると「大家に貸す気がない」「そもそも大家すら別のと
ころに住んでいる」「家賃が高い」など、乗り越えないと
いけない壁は多くある。そんな中、御田町商店街では匠
Pの「まずはやってみるリノベーション」と、おかみさん会
による「地域の事をよく知っている立場からの根気強い
交渉」が続けられ、一件、また一件と本当の意味で空き
店舗が生まれ、若者が入ってくるに至った。

今回の事業でも、留学生をやはりわが子のように迎え
入れもてなし、パイロットショップ事業では準備の後押
しや支援機関の支援（撮影協力や制作作業時の差し入
れなど）をいつも通りの事とばかりに行なってくれた。

「なぜ御田町に来たのか」という質問に対し、新しい商
店主から返ってくる言葉からはおかみさん会の名前が多
く聞こえてくる。「体調を崩すとどこから聞いたのかやっ
て来て、風邪に効く食べ物を沢山置いていってくれる」

母ちゃん役 まちづくりは「ハード」と「ソフト」のバランスが重要。母ちゃん役がまちを一つの家族にする。

支援機関NPO法人匠の町しもすわあきないプロジェクト

今回我々 NPO 法人匠の町しもすわあきないプロジェ
クト（以下匠 P）が支援機関として事業を実施するにあ
たって、事業が比較的円滑に、また効果的に進行した理
由を挙げるとするならば、まず「支援される支援機関」で
あったことが大きな要因であったといえる。これは頼り
ない・頼れない、という意味ではなく意図的に「まちづ
くりは全員でするもの」という方針を立ててきたことか
ら生まれた部分である。

事業は実施するだけなら簡単である。計画を動かし、
お金を動かし、人を動かすのである。しかし「まちづくり」
で言えばひとつの事業ですぐに変わるものではなく、1
年、2年、はたまた10 年経ってこそ成果が生まれるもの
もある。その大きなサイクルの中で、いかに「継続」してい
くかということは町の未来を考える上で最も大切で、実
は一番考えなければならない部分である。

匠 Pでは「まちづくりはエンドレスの駅伝」であると考
え、まちづくりにはゴールがないと定義している。ゴール
がない活動というのは、ふとした瞬間にその「熱」が抜け
てしまいがちである。「新商品の開発」や「イベントの実
施」がまちづくりのテーマとして掲げられる事が多いが、
それは明確なゴールが見えやすい反面、実施すること
（ゴールすること）に注力しすぎて、次になにをするのか、
どうやって続けていくのかという「継続性」を見失うこと
も多い。いわゆる「手段が目的になってしまう」というパ
ターンである。

匠 Pでは、押し付け型の事業実施を行わず、最終的に
は各対象者の自立的な活動や意欲、方向性が最大限に

発揮されることに全力を上げる、いわば「場づくり／プ
ラットフォーム機能」の提供に注力している。

留学生事業においては留学生が遠く離れた土地の商
店街に住み、好意的なヒアリングの中で町の強みや弱み
を見出し、最終的には「サポーター」の立場として地域へ
の提案を残し、「また来るね！」と帰っていった。これが
実現した背景には、匠 Pの事業であるという側面のみな
らず、「我が子のようにかわいがる」おかみさん会、「時間
を忘れて作品を語る」各工房主、そして地域全体の「学生
さんには気持よく過ごしてほしいよね」という全体意識
が大きな要因となっている。

パイロット事業の中でも各工房主は自身のこだわりを
しっかり通したブース・店づくりを行い、それを町全体
がある意味「お祭り」のように、「御田町を東京へ」という
共通意識の中、同じ方向を見て動き出した部分に事業
実施の骨子があったと分析する。

言葉としては「支援しすぎない」と言っても良いかもし
れないが、それぞれが自立したピースならば、その形を無
理やりフレームに収めるのではなく、ゆるやかに並べ繋
げていったそのままの「カタチ」を「町」の魅力的な姿とし
てまとめ上げる、そのフレームの役割を支援機関が果た
していく。

この事が、関わるすべての人に自主性と目指すべき町の
カタチを想像させ、途切れることのない「エンドレスの駅
伝」へまちづくりを向かわせる一つのポイントであると
考える。

プラットフォーム 支援機関は既存の商店、新たな商店、町の住民、やってくる人すべてにステージを作る。
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支援機関御田町スタイル制作チーム

パイロット商店街事業の実施は御田町に関係しながら
も「よそもの」2名による「制作班」が動き、形作った。よ
そのもの視点からその町の魅力を発信していくプロセ
スの中にはいくつかの気づきがあった。

パイロット商店街事業を実施するにあたり、事業の
ディレクションおよび各工房への交渉・取材、そして最
終的なデザイン／アートワークを 2 名のよそものからな
る「制作班」に委託した。ひとりは町の店主や住民と深い
交友を持ちながら 20km ほど離れた別の町でデザイン
業を営む北原千恵さん（CHIEnoWA DESIGN）、もう1
人は逆に別の土地で事業をしている中で、一昨年より御
田町内の空き物件を事業所の 1 つにし地域に入ってき
た菊池大介さん（ORBITER DESIGN）である。

2 人は商店街の中にある菊池さんの事業所を拠点に
本事業の準備や制作活動をはじめたのだが、まず明確
な立ち位置として「最後までよそものの視点を持つ」と
いうコンセプトを設定した。これはこの町を主観的にも
紹介できる立場でありながら、あくまで客観的に消費者
に提示しようとする方針である。

町の中での評価というのは、一度外に出れば違ってい
たということも多い。評判の良いものが井の中の蛙で
あったり、逆に何でもないことが都市部では「すばらし
い」はたまた「新しい」という事ですら起きうる。それは
商店街という地域に根ざした商業集積地というある種
のクローズド・エリアの中で生まれた地域形態ではと
かく起きやすい現象かもしれない。

今回のパイロット商店街事業も、商店街資源を既存の
価値観・評価の中から飛び出させ、別の場所の価値観・
評価に晒すという、まさしく「パイロットショップ」の手法
をそのまま商店街に取り入れたものであるから、そこで
の「見せ方」というのは客観的であることが求められる。

「誰が」「どんな場所で」「どんな想いで」「誰に向けて」
作った商品なのか。外部から見れば当然知りたい情報で
はあるが、勝手知ったる内部からの主観的な発信では見
落としてしまう場合が多い。そこで、地域の発信を「よそ
もの」にやってもらうという発想に至ったのである。

これは結果として、データとしてもノウハウとしても広
い範囲・多くのものを商店街に持ち帰ることができた。
まずは外部の評価。来場者の声やネットを中心とした
様々なメディアでの反応といったフィードバックを多く取
得することができた。

そして当初予想出来なかった効果であるが、そのフィー
ドバックを元に、各工房・商店主や既存商店主が町の「見
せ方」について考え話し合う機会が生まれたのである。
主観的に町や商品を発信するのではなく、一度客観に
よって「発信された」ことによって、もう一度改めて自己
の店や商品、サービスの在り方について考えるきっかけ
が生まれた。この動きは工房主による自律的な勉強会
の実施や、河西優子さん（前述）を中心とした「御田町ス
トア」という新たな構想の芽を生み出している。

よそのも発信チーム 私達にはなんでもないことが、一歩まちを出れば「ステキ」な事かもしれない。

創業者山本祐ニ郎さん（千万音）

全国商店街支援センターの平成 22年度実施事業「新
たな商店主育成プログラム事業」の対象者として御田町
で創業した山本祐ニ郎さん。商店街の入り口に工房を構
え、商店街を散歩しながら町の人と話し、1年経った本
年度は「主体」として町の活性化に関わる。

昨年御田町に手作りスピーカーの販売・制作を行なう
工房を立ち上げた山本さんは、この1年ですっかり町に
溶け込み、今年度は事業を実施し町を活性化する側とし
て、主にはパイロット商店街事業の実施に深く関わって
きた。

工房の立場から「自分の作品を人に預けること」「自分
がいない場所で消費者の目にさらされること」「価格や
作品価値の設定」などパイロット商店街事業で各工房店
主が感じるであろう不安や悩みなどを予め教えてくれ
たり、逆に事業実施者の立場から現在準備がどのくらい
進行しているかということや、現地の様子などを各工房
へ共有するなど、支援機関と各工房間の橋渡し役とし
て、事業の円滑な進行に努めて頂いた。

そういった中で山本さんはひとつの出逢いを体験し
た。それは、以前より御田町を頻繁に訪れていた大学の
先生の紹介で、札幌の企画コンサルタントの杉山幹夫さ
んである。御田町を散歩する杉山さんはふと山本さんの
工房に立ち寄ったらしい。はじめは半信半疑であったが
その音を聞いた瞬間、「これは本物の音だ」と感じたと後
に語られた。

ちょうどその頃商品の価格設定に悩んでいた山本さん
は、杉山さんから「原価計算の徹底」という話を聞き、大
きな衝撃を受けたということだ。この話は御田町中にも
広まり、ついには 2012 年 1 月に実施された本事業の
報告会のパネリストとしてお招きするに至った。その話
を聞いた他の工房主の方々も興味を持ち早速その翌日、
山本さんの工房にて杉山さんを囲んでの勉強会が実施
されたのである。

「東京」という場所に自分の作品を展示し評価を受け
るということは作り手としては非常に緊張する機会であ
る。御田町の工房全体が改めて「価値」というものに向き
直った瞬間でもあった。そんな中、ちょうど町へやってき
た杉山さんの話は工房主の考えに大きな影響を与え、勉
強会という自発的な活動へつながり、もしかしたら「御
田町」というブランドを担う意識というのも感じた瞬間
であったのかもしれない。

留学生事業で経験した「よそものの声」にも真剣に耳
を傾ける人柄を持ち合わせるこの町では、こういった偶
然の出会いがいくつも重なる中で小さな小さなブレイク
スルーが日常的に起きている場所なのかもしれない。

御田町に工房を構え、家庭を持ち、ようやく1年という
人生の転換期をリアルタイムで進んでいる山本さんの
経験や考え方は、そのまま「手仕事の町」としての御田町
が向かう方向性の一つのヒントになっているのかもしれ
ない。

創業者から担い手役へ まちの担い手を育てる土壌と、まちを自身に重ねて挑戦していく若手創業者
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御田町のまちづくりは「エンドレスの駅伝」

本当の意味での「匠の町」へ、モノを売る商店街からコトを売る商店街に。

小さな町の小さな商店街を

継続的で持続可能な活動サイクルへ

御田町商店街の支援機関、NPO 法人匠の町しもすわあきないプロジェクトではまちづくりを「エンドレスの駅伝」と
考える。人口の増加や空き店舗の消滅といった地域活性のためのプロセスをあくまで手段と位置づけ、いかに「御田
町」が持続的に在り続けていくかという事をテーマに、これまでそしてこれからも活動を行なっていく。
そして駅伝ということはいつかは次の世代にタスキを渡す時が来る。そのために担い手づくりの事業などを通し、
「商店街が商店街で在り続ける事のできる」社会のイメージや、人とつながり自分の住むまちを自ら作っていく楽し
さを伝えている。

持続と変化
御田町ではここ数年で２０を超える店舗や工房が開業をしている。これは
即ち、町全体の中で「よそからやってきた人間」が占める割合がどんどんと
増えている状態とも言える。これは地域によっては拒否反応があらわれる、
非常に敏感にならざるを得ない状態であると言える。

しかしこの御田町においては、時代の変化に合わせて、守るべきは守り変
わるべきは変わってきたという地域性が未だ根強く生きている場所であ
る。そこに暮らす既存の商店主や住民の感覚から学べるまちづくりへのヒ
ントは多い。

また、変化を恐れず自発的な活動の中でチャンスを最大限に活用するとい
うこの町に根付いた積極性や根気というものは街を持続させるための非
常に大切な要素ではないだろうか。

御田町が「商店街であることの価値」の体現地域として、これからも持続的
な活動を続けていきたいと考えている。

これまでのコトとこれからのコト、どちらも大切に。

御田町はずっと続く商店街へ。

4. 事業を実施して

4-2. 今後のまちづくりについて  御田町スタイルの継続  御田町ブランドの運用

 留学生事業の継続  ファン、サポーター作り

 新規開業者から担い手へ  よそ者によるトランスレーション

 次世代へのバトンをつなぐ“ネオおかみさん会”の結成!?

「商店街であることの価値」に向き合い体現する町、御田町。

皆があこがれる住みたいまち、
また行きたいまち、
これから行きたいまち。
住む人も働く人も訪れる人も、
幸福度ナンバーワンのまちを目指して。
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♨菅野温泉
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