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パネルディスカッション 

テーマ：復興から活性化へ。次の一手を考える 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コーディネーター：石原 武政氏（流通科学大学 商学部 特別教授） 

パネリスト   ：熊本市中心商店街等連合協議会 会長 松永 和典氏 

阿蘇門前町商店街 若きゃもん会 前代表 杉本 真也氏 

竹田市 副市長 野田 良輔氏 

神戸元町商店街連合会 事務局長 中多英二氏 

         観光まちづくりカウンセラー 今村 まゆみ氏 

 

石原：熊本の震災から 11 ヶ月。「今後に備えて何ができるのか」と考えながら、本日ここまでお話を聞

かせていただきました。ここからの１時間 40 分は、５人の方々にお話を伺いながら進めていきたいと思

います。まず松永さんから、災害の復旧・復興について、当初どんな形で動いていったのか。商機能的

なものだけでなく、人との繋がりやコミュニティというものも含め具体的にお話しいただけないでしょ

うか。 

 

松永：熊本市中心部の８つの商店街は、復旧・復興に向けて小さい事からいろいろやりました。きっか

けは地震後の片付けに追われているときに、商工会議所の専務理事から「仙台の商工会議所から『店は

開けておきなさい』というメッセージが届いています」という電話をもらったことからです。冊子 EGAO

には私たちの功績のように書いていただいたんですが(笑)、本当は商工会議所の方にアドバイスをもらっ

ていたんです。その後は復興セール等、順調に軌道に乗りまして、12 月には、ディズニーパレードをや
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って、16 万人くらいの来街者がありました。子供たちの笑顔が見られたのが本当に嬉しかったです。 

 

 

石原：比較的早くに仙台（東日本大震災の被災地）の方からの「店を開けて」というメッセージが来た

んですね。22 年前、阪神大震災の次の日にシャッターを開けたお店は、周りの人たちから「金儲けじゃ

ないか」と言われてしまいました。それが今は「できるだけ早くお店を開けることが非常に大事なんだ」

というメッセージが素直に受け止められるようになったというのは、大きな進歩だったのではないかと

思います。杉本さんはいかがでしたか？  

 

杉本：僕のところはご周知の通り阿蘇神社の拝殿が倒壊するという非常に大きな被害に見舞われました。

我々の商店街は四十数％が高齢者です。まずお年寄り、女性・子供を避難させ、その日の朝から炊き出

しをしました。商店街には飲食店もあるし、うちは肉屋だし、いろいろな商店があるものですから。近

所の皆で炊き出しをやって、お年寄りと子供たちの安全を守り、まずは温かい食事を出そうということ

を、連合会から支援もいただきながらやっていました。実際お店を再開したのは地震から 10 日後でした。 

 

石原：野田さんの方はいかがでしたでしょうか。 

 

野田：阿蘇の隣の大分県竹田市から参りました。東日本大震災が起こった時は全国商店街支援センター

に在籍しており、震災後はずっと東北支援に携わりましたが、5 年後に熊本でこんな地震があるとは思い

ませんでした。震源地になるのはサイコロでいったら確率は 6 分の 1 ですが、震源地の隣になる可能性

（1 の隣が出る確率）はその 4 倍あるわけです。隣になるということは、全国どこにいても十分あり得

ます。 

 

石原：震源地の隣になる可能性は数倍高く、それについても考えないといけないなと感じますね。中多

さんは 22 年前の阪神大震災の時から神戸市役所、神戸市産業振興財団におり、神戸市の復興にも関わり、

東日本大震災直後に東北にも赴いた方です。阪神大震災を経て、変わった点等含めてお話しください。 
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中多：支援の違いについてお話しさせていただきます。阪神大震災の時の支援策は無利子の融資制度だ

けでしたが、その体験をもとにグループ補助の政策は誕生しています。神戸市は 2 分の 1 の補助率で、

あとは自己資金で賄わなければなりませんでしたが、東日本大震災の時は「仮設店舗を無償で提供しま

す」となり、格段に制度が良くなりました。また、阪神大震災の際は、地震の一週間後くらいでワンス

トップの総合相談所を設置しました。すべての機関が一か所に集まり「どんな相談でも対応します」と

いうものでした。 

 

石原：大災害時に従来の枠組みでは対応できないこ

とに新しいスタンダードが生まれ、次なる制度がで

きる。時間と共に課題が変化するということですね。

今村さんは今のような話を聞いて、何か感じること

はあるでしょうか。 

 

今村：消費者としては、災害時に商店街のお店が開

くとか、お店に商品が並んでいくというのはとても

安心感があります。滅多に行列ができない近くの商店街も、震災のときは列ができていて、あっという

間にお米がなくなり、とても不安を感じました。水はコンビニに確保してもらったり。マンションのお

隣同士であまり交流がないなか、商店街とかコンビニがこんなに心強いものなんだということを非常に

感じました。商店街のお店が開いていること、炊き出しや総合相談所があったりするということがどれ

ほど心強かったことだろうなと思います。これが商店街のとても重要なミッションじゃないかなと感じ

ました。  

 

石原：在庫を持つことについては、商店街の店舗の役割は大きいと思うのですが、その後は継続的な補

給力が課題ですよね。それは大型店の組織力に期待したいところですが、そういう意味で、大型店（チ

ェーン店）はどんな感じでしたか？ 

 

松永：今回の地震に関しては、東日本大震災の時にはガソリン不足が問題でしたが、熊本ではメーカー

が共同で別メーカーのスタンドにも渡るようにしていたみたいですね。コンビニは、総量を分散させた

ようです。コンビニが空っぽになったのは 1 日だけで比較的困りませんでした。休業した鶴屋（百貨店）

とは改修中からアーケード内のスペースを使って生活用品を売ってもらったり、鶴屋の再開の時には一

緒に復興セールをやりました。鶴屋、パルコ含めまして、８つの商店街も合わせて一緒に。中心部の商

店街の中にある大型店は、色んな共同事業が可能です。下通にはもうすぐ再開発ビル COCOSA が完成し

ます。もちろんオーナーが組合員ですので連携は可能です。 
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石原：いろいろと上手く割合を定めて共同の活動ができていたということですね。杉本さんのところは

どうですか？ 

 

杉本：僕の商店街も炊き出しを自主的に始めたり、支援

物資は行政を通さなくても商店街に商工会の筋で届い

たので、物資に関しては安定していて、大型店舗の取り

組みがなくても何とかやれました。地震が頻繁に起こる

地区なので、僕らも勉強をしながら、次の災害に備えて

いかなければと思いました。 

 

野田：東北の時に比べて、リスクに対する力が格段に強くなっているなと感じました。どう支援してい

くのかというのは少し置いておいて、こういう災害があったときに消費者としての行動はまた変わって

くるんですね。またそれに対して、流通業者としての視点があると思います。物を揃えるだけでなく、

安心をどのように消費者に与えて、何をするかを良く考えるべきで、それは大型店も商店街も同じだと

思いました。 

 

中多：それぞれの商店街や商業地では、災害復旧本部などを設置し、必要な情報収集に努めます。行政

からの情報を含めその集めた情報を所属の組合員だけではなく、周辺の居住者たちにも届けていくこと

も必要になります。また、復旧段階での仮設店舗についてですが、その形態は３つに区分できると思い

ます。まずはそれぞれの個々の組合員がお店を再建したという状況のバラバラ復旧型。次に、共同で仮

設店舗を再建するというとりあえず復旧型。そして最後に本格復興前提型。これは例えば大規模な再開

発事業の可能性も頭に描いて、「仮設をここに建てたら邪魔だね」、「ここに一番の事業展開されるところ

に集約しようか」とか、将来を考えて復旧段階に入るというものです。神戸の震災の時は震災前から衰

退傾向にあった市場が、復旧段階で「今後はセルフ方式で生き延びていなかくてはいけないな」という

議論をして、セルフ方式を取り入れた仮設店舗で復興した市場が 5 つくらいありました。そういうとこ

ろは復興も早く、本格復興前提型で最も評価されるべき事例ではないかと思います。また広範囲にわた

る火災で焼け野原になってしまった地域が、６ヶ月後に参加者を募って 100 店舗で大規模な共同仮設店

舗を建設したのですが、一番奥にダイエーに入ってもらい、100 店舗全体の回遊性を高めようと工夫し

た例もあります。 

 

石原：神戸市の場合は、非常に都市計画設計が早かったんですね。今村さんは今の話やこれまでの話を

聞いて、何か思う所はありますか。 

 

今村：都市計画設計のプロセスや、計画が早くて良かった点や悪かった点とか、そういう情報も共有で
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きればいいなと思いました。北から南まで災害の多い国の国民として何かそういうノウハウができてき

ているのではないかと思います。必要なのは寄付なのか物資なのか。SNSをみても、支援する側もされ

る側もノウハウが共有でき始めているんだなと感じました。 

 

石原：行政まかせではなく我々としても、街について将来の方向を議論し描いていくというのは大事だ

と思います。少しずつ後援体制、ボランティアについても学習はしているし、一つ一つを積み重ねて言

葉にしながら経験値を共有していくというのは大事なことではないかなと思います。 

さて、被災を通して「日常的にどう備えていくべきか」は非常に大事なことだと思います。頭ではわ

かっていてもそう簡単にできないのが備えなのですけれども、「こんなことを備えておけばよかったな」

と思うこと等あれば、松永さんからお話いただけたらと思いますが。 

 

松永：先程の国崎さんのお話されたことをやっておけばと思います（会場笑）。熊本は完全に油断してお

りました。昭和 28 年に大水害に見舞われてますので、水害に対することばかりで、地震に対する訓練は

全然できておりませんでした。今後はグループ補助金が認定されましたので、それで事業をやっていき

ます。被災者支援については、各店舗 20 日間くらいの備蓄をやったほうがよいかと思います。あとは、

地震保険ですね。 

 

石原：地震と水害と、あるいは火災と、どこからどう被害がでるか分かりませんからね。ひとつの仮定

は立てられないですよね。杉本さんは？ 

 

杉本：僕らは中町通繁栄会という任意団体だったのですが、地震後に阿蘇門前町商店街振興協会を社団

法人として法人化しました。商店街から色々発信したり、商店街の形をずっと残していく活動をしなけ

ればと今回の震災を通して学んだからです。どれだけ「ここは商店街です」

と僕らが叫んでも、店や家がなくなっていくと、商店街ではなくなってし

まいます。一番被害が大きかったのは阿蘇神社で、今回は運よく残った家

は多かったのですが、次は耐震を加えながら、お年寄りのお店をそのまま

残していけるような管理にしていくのが一番かなと。我々商店街の急務な

課題だと思っています。 

 

野田：竹田という町は災害とともに生きてきた町だと思います。10 年に一

度くらい大雨が降って流され…というのが平成 24 年、平成 2 年、昭和 57

年にあって。その度かつてない雨量だと言われてきました。基本的にはど

の地域も、そして商店街も災害には脆弱だという認識すべきだと思うんですね。今後は耐震も含めた知

識を蓄え、災害が起こった時にどうするかという想定をしておくことが必要だと思うんです。地震後、
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竹田市としては、阿蘇を支援しようと考え、「阿蘇へ支援に行く時は竹田を通ってください」と、竹田か

ら阿蘇までバスを出し、竹田で泊まれるようにしました。1500 人くらい来てくれました。ボンティア 1

回につき 300 円のクーポン券を配ったんです。この券は岩手県宮古市のリアスという地域通貨をヒント

にしています。商店街の方々の協力で、張り紙をしたり、フェイスブックを活用したり。とても好評で、

ボランティアの方達とも繋がれて、「竹田は良かった」と言ってもらえたり、「今度同窓会しよう」と言

われたりもしているんです。災害に対する備えというのは、こういうことかなと思いました。 

 

石原：すごい話だと思います。先程の（震源地の）隣にな

る確率の方が高いとうい話に結びついていますね。東北の

宮古市を支援した北九州市の若松の商店街が火事に見舞わ

れた時に、今度は宮古市が若松を支援にきたという例もあ

ります。支援をしたことが商店街の力になっているんです

ね。それもまた備えになるのだと思います。 

さて、できるだけ地域の中でお金を回していくという仕

組みが早い段階で必要になると思います。その中で地元の動きが必要だと感じますが、今村さんは何か

思い当たることはありますか？ 

 

今村：災害って一個人としての災難もあると思います。以前、歯科がなくて困った時に商店街の処方箋

薬局に相談したら、すぐに商店街の歯医者さんを紹介してくれて、ありがたかった経験をしたことがあ

ります。住民のちょっと小さな困った…これも災害ですよね。こういう小さな災害が住民には起こって

いて、「困った」と相談できる商店街ってとっても大事じゃないかと思っています。そうして地域住民が

商店街のファンになっていくのだと思うんです。参考となる事例として札幌の発寒北商店街の取り組み

をご紹介します。ここでは地域住民のお困りごとを商店街が窓口となって引き受け、該当する個店に相

談をパスして、そこにお金が落ちる仕組みを作り、売上が上がっているようです。商店街が徐々に元気

を取り戻し、新しい個店も入るようになってきたそうです。これが地域でお金を回す素晴らしい仕組み

なんじゃないかなと思います。  

 

石原：紹介いただいた発寒北商店街は、サービス業の方々も一緒に商店街の中に参加してもらい事業を

するもので、商店街の内部組織の面からでも非常に有効だと思います。 

さて、まもなく一年が経ち、これからだんだんと本格的な復興へ、ひとつ上のステージに向かってい

くという段階に差し掛かっていると思います。商店街だけではなく地域全体が力をつけていくために、

地域復興、地域活性化のためにどんなことに取り組もうとしておられるのか、お聞きしたいと思います。

消費者や観光客をよび、お金を全体にまわして地域の活力にしていなかければならない。そういうこと

も含めて、お考えを聞きたいと思います。松永さんからお願いします。 
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松永：（中心市街地の）下通は、再開発の商業施設 COCOSA が 4 月 27 日にオープンします。交通セン

ターも 2 年後の 2019 年の夏に完成予定です。地震に見舞われ運が悪かったとも言えますが、よくよく

考えてみたら、再開発ルールを今から作ることができるんですね。合わせて周辺を整備していくチャン

スです。グループ補助金も活用します。下通界隈も 8 割方再建されており、今後はどう経済効果を生み

出していくかです。店舗間のコミュニティや商店街のホームページに災害対策コーナーを作るのも必要

なんじゃないかと思っています。下通では再生委員会をスタートさせております。被災した店舗に色ん

なアンケートをとって将来どうしたいかを考えたり、活性化、経済効果含めいろいろ実行していきます。 

 

杉本：阿蘇はまだご存知の通り道路が通っておらず、JRもまだ通らない。そういう状態で非常にお客様

が減っています。神社の再建は６年かかるだろうと覚悟していますが、その中で周りの商店街も一生懸

命頑張っています。他所と差別化するために僕らが考えたのは、「西のお伊勢、九州の阿蘇」と呼ばれる

ようになりたいと。松永さんの話と一緒で、阿蘇が綺麗になって道路も整備され、その時に商店街にも

魅力が必要だと考えています。門前町として、まず６年間で整備していくことが今後のひとつの目標で

あります。地域づくりの最終的な目標は雇用と消費です。グループ補助金も申請していますが、これは

国からの僕らに対する投資だと考えていて、いかに雇用と消費でお返しするかを試されているのかなと

思いますし、神社の仏様から宿題をもらったのかなと思っています。 

 

野田：震災直後は被災した地域の住民の方達を支援し、地域にいろいろな支援の力が集まった後は、商

店街そのものが復興していかなくてはなりません。そのときに、商店街自らが率先して復興していくと

いう使命感が必要だと思います。商店街が復興することで地域が生き残

っていくんです。この使命感を持って欲しいです。そのためには普段か

ら地域に商店街の存在を感じてもらい、なぜこの商店街があるのかを商

店街も意味づけをしていかなければならないと思っています。竹田の商

店街は 113 店舗ありますが、この１年間で９店舗を新規オープンさせ

ました。まちづくりのために頑張ったら、「このまちで何かをしたい」

という気持ちがいろいろなところから出てきたんですね。これが今後、

私のやるべきことだと思っています。 

 

中多：神戸の復興については、目標設定を短期にしすぎたという反省が

あります。「１つを達成したら次の目標を」と、常に目標設定が必要だ

ったんだなと感じています。インバウンドの関係では、神戸元町商店街

の商業者には、「国際化を切り口に、商店街の繁栄を考えていかなければいけないのではないか」と話し

ています。商店街のホームページ、ガイドマップも多言語対応にし、Wi-Fiも設置、それがインフラのベ
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ースです。その上で、神戸はもともと国際港都と言われてきましたが、「本当の意味での国際化とは何か」

とみんなで考えていこうと思っています。 

 

石原：観光の視点から見るとどうでしょうか、今村さん。 

 

今村：東北の震災でいえば、福島の相馬等、放射線の被害が大きか

ったところで、今でも家に帰れない人たちがいる場所もあります。

しかし、立ち入り禁止区域以外ではちゃんと商店街が仮設で営業し

ていたり、津波にも耐えた一本松を見ることができます。そこで、

2015 年から、そういった場所を語り部と共に回ってもらう復興ツ

ーリズムが始まりましたが、申込みは、あっと言う間に福島県内の

方で埋まったそうです。想定していたターゲットは主に首都圏在住

者だったため、これには驚いたとのことでした。「同じ県民として、

ずっと気になっていたが何をしていいのかわからなかった。でも、

この復興ツーリズムに参加して、色々なことがわかったし、まだま

だ自分たちが支援できることがこんなにあるのかということがわか

った」と言ってくれて、それがとても嬉しかったという話を聞きま

した。熊本においても、県内外の皆さんが、その後の熊本城、阿蘇神社について、とても気にしていま

す。そういった場所の現状や、災害に負けず、活気を取り戻しているアーケード街の今をみてもらう復

興ツーリズムのようなものに取り組んでいくのも良いと思います。  

 

石原：被災地への観光などは不謹慎だという人もいるようですが、実際に見ていただきながら、人と人

が交流し、宿泊して、次の日にはどこでどんなことが起こっているのかを含めて知る、というのはあり

なんじゃないだろうかと思います。一時的なインバウンドではなくて、まちの可能性、商店街そのもの

を変えていく、国際化していくということが大事なんじゃないかなと思います。 

  

【質疑応答】 

 

質問者：阪神大震災の時には FM 局が安否情報を伝えたと聞きました。熊本ではそういうシティ FM など

が活躍してくれたという実感はあるのでしょうか？ 

 

松永：シティ FMとは連携をとっていました。復興を第一という考えは大切ですが、復興だけに力を入れ

てしまうと、他のこれまでやっていたことができなくなってしまうんです。「火の国祭り」については FM

を活用して情報を発信したこともあり、通常通り実施することができました。「避難所にいる人たちにス
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トレスを発散してもらいましょう」と FM で呼びかけて。家が潰れて避難所にいる方がたくさんいますよ

ね。高齢の方とか、修理ができない人もいらっしゃった。そういった方達にやる気を出してもらい、元

気を発信するためにも、まちの祭りとかは通常通りやったほうがいいんじゃないかと思いました。 

 

石原：改めていろいろなことを学ばせていただきました。阪神大震災の起きた 20 年前から政策も変わっ

ているし、支援する側もひとつずつ変わってきているし、被災する方も備えが少しずつ出来てきている

ということを感じました。これから先、どんなことが起こるかわかりませんけども、日常的な備えが大

切だと思いました。組織の力として、商店街が通常通り営業する。まさに日常的な活動、そういうこと

を頭に入れていきたいなと思っています。日常的な活動を日常の中で心がけていくのが大切だと思いま

す。そのために積極的に活動していただけたら大変幸せだと思います。どうもありがとうございました。 

 

 

 


