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◆ゲストスピーカー 櫻田 七海 氏（NPO 法人まちサポ雫石理事長） 

◆聞き手 東 朋治 氏（株式会社商業タウンマネジメント代表取締役）  

◆講演内容 地域と商店街をつなぐ取組みについて          ※以下、敬称略。 

 

東：続きまして岩手県雫石の櫻田さんにお話していただきます。雫石は、盛岡からどのくらいの距離の

ところにあるのでしょうか。 

 

櫻田：盛岡から車で約 15 分～20 分ぐらいになります。高速の盛岡インターの近くに大きなショッピン

グセンターがありますが、そこから車で 15 分ぐらいの距離です。 

 

東：そうなんですね。では、スライドを見ていただきながら、お話を聞いていきたいと思います。これ

（写真）が雫石よしゃれ通り商店街ですね。「よしゃれ」ってどういう意味なのでしょうか。 

 

櫻田：「よしゃれ」という昔からの民話があるんです。他所からお殿様が攻めて来た時に、雫石あねっこ

というすごく強い女性がいて、その女性が、お殿様に「来るな」と言ったという。それがよしゃれ通り

の由来になっています。直訳すると「来るな」という意味で、あまりいい意味ではないんです(笑)。 

 

東：なかなかユニークですね（笑）。では、写真を見ていきます。こちらは、「しずく かける かん」

と、お読みするでしょうかね。これはどういった施設でしょうか。 

ゲストと話そう！ 

「キーパーソンによる取組みのプレゼン及び会場とのトークセッション」② 
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櫻田：「しずく×CAN（しずくかん）」は、10 年前、

TMO の兼ね合いで雫石町役場が「町おこしセンタ

ーしずく館」という中心市街地活性化のミッション

で建てた施設で、そこを私どもの法人が 3 年前から

指定管理を受けて運営するようになりました。この

時から、雫石で“できる”の“CAN”をコンセプトにや

っています。 

 

東：これはコミュニティースペースでしょうか。主

な用途はどういったものですか。 

 

櫻田：小さいですけれども、雫石町物産販売です。他にカフェスペースや教室開催ができるような貸し

スペース、厨房もあります。住民の方に結構ご利用いただいております。 

 

東：この下の写真の OCHABA は、どういった施設でしょうか。 

 

櫻田：こちらは、もともとまちの駅だったものを、民間の 5 人の方が店主となって大家さんから物件を

借りて小さなお店を営業するようになったものですが、そのうちの 2 人が高齢で辞めてしまった時に残

りの 3 名の方が、「どうにか継続したい。お店がなくなるのが嫌だ」とご相談に来られたんです。それ

で、お店を継続するためのお手伝いをして、去年の 5 月にオープンしました。 

 

東：このお店があるとないとでは、櫻田さんご自身では全然違うと思われますか。 

 

櫻田：町おこしセンターしずく×CAN の方は、私どもがやっているということもあって、利用する世代

が少し若めで 20～40 代ぐらいなんです。ただ雫石町は高齢者の方が圧倒的に多く、そういう年代の方

が行くのは、やっぱりこういった地元のお店（OCHABA）です。買い物をしてお話をする、すごく大事

な場所になっているかなと思います。 

 

東：なるほど、コミュニティセンター、コミニュティスペースと呼ばれるところはいろいろとあると思

うのですが、年代に合わせて入りやすい機能があるといいのかもしれないということですね。沢山はい

らないかもしれませんが、20～30 代の方が入りやすいスペース、50～60 代以上が集まりやすいスペー

スといった使い分けをしていくのが大事なのかな、と思いました。OCHABA には櫻田さんご自身はど

ういう関わり方をされたのでしょうか。 

 

櫻田：こちらの写真の 3 名の方からご相談を受けて、自分たちの手でできる、お金をかけないリノベー

ションを行いました。ペンキを塗ったり、ちょっとした大工仕事したりとか。それを私達の法人と地域

の方々で一緒に、業者さんにお願いせずに店舗づくりを行いました。 
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東：櫻田さんは、NPO 法人の代表ということでいろいろな活動をされていますが、当初はどういった

目的で NPO を始められたのでしょうか。 

 

櫻田：実は私は、初代理事長ではなくて 2 代目です。初代理事長は、子育て支援を雫石町で行いたいと

この法人を立ち上げました。私は個人事業主として親子カフェの経営をしていたので、その兼ね合いか

ら、前理事長より NPO 法人をやってみないかとこの職を譲り受けることになったんです。私が譲り受

けてからは、子育て支援だけではなくて、広い範囲での地域づくりの取組みに変わっていきました。 

 

東：櫻田さんご自身は、今も親子カフェを経営されているのでしょうか。 

 

櫻田：先程の市来さんの話ではないですが、やっぱり難しいですね。時間的にもカフェに割ける時間が

なくなり、マネージメントもすごく難しかったので、私自身でカフェを運営するのはやめました。ただ、

町おこしセンターにそれを入れました。私の個人事業からセンターの事業に移行させたところです。 

 

東：なるほど、パワーアップしたわけですね。ところで、この写真は軽トラ市ですね。軽トラ市の魅力

を含めて少しご紹介していただけますか。 

 

櫻田：来月、静岡県掛川市で全国軽トラ市が開催されると伺っていますが、実は、軽トラ市の元祖は雫

石町で、今年が 14 年目です。雫石町は農村地域で誰もが軽トラックを持っているので、農作業した後

にそのまま軽トラックに収穫したものなど荷物を載せて商店街に来てもらい、朝市のような形で販売し

てもらおう。後はそのままトラックに乗って帰ってもらえばいい。便利でいいじゃないか、という感じ

で始まったんです。トラックは、毎回 50 台以上（100 台はいかないくらい）は出ていると思います。 

 

東：（軽トラ市の様子は）歩行者天国のようですね。

軽トラ市は東北に多いイメージがあります。岩手県

で多いのは、農村地帯だからでしょうか。（雫石の）

軽トラ市はどんな頻度で開催されていて、どのくら

い来場者がありますか。 

 

櫻田：（来場者数は）5000～6000 とかですね。第一

日曜日のみ、9～12 時までの 3 時間の開催で、軽ト

ラ市実行委員会が運営しています。こちらの（写真

の）プランターはうちの NPO でつくったものです。よしゃれ通り商店街はアーケードがあるわけでは

なく、ただの道路ともいえるところに昭和がそのまま残っているようなお店が並んでいる商店街です。

その景観を統一したいな、熱海の街のように素敵にしたいな、と思った時に、自分たちでできることか

らと考えて、軽トラの町だからプランターを軽トラックの形にして揃えてみようか、ということになっ

たのです。今、50 ぐらい並べています。 
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東：プランターはつくるのが大変そうですが、まだまだ増えそうですかね。小さく店舗名も入っている

んですね。さて、こちらの写真が、雫石の地域づくり会議（コミュニティ会議）の様子でしょうか。人

がかなり集まっていらっしゃいますね。 

 

櫻田：そうですね。私どもは、商店街の支援の他に、地域づくりとして自治会やコミュニティ支援にも

力を入れています。雫石町は大きく 4 つの地区があって、その 4 つの地区で人口減少や高齢化による社

会問題などの課題を話し合ったりするのですが、その地区の中の一つに商店街が入っているというふう

に考えています。商店街も、コミュニティです。 

 

東：このまとまり一つずつに、商店街の方も混じっているのですか。 

 

櫻田：商店街の人もいますし、自治会の人もいますし、観光協会の人もいます。 

 

東：それだけ多様なステークホルダーの方が一緒になって、意見はまとまりますか。 

 

櫻田：あー、まとまらないですけど（笑）。でも、それをまとめるのが私の仕事なので。会議は大きくは

年に 2 回あります。でも、大小さまざまな会議があって、要望があれば 2～3 人の小さい会議でも、そ

の都度会議のサポートをさせていただいています。 

 

東：外部の専門家を入れてやっているのでしょうか。進行役は誰が務めているのでしょうか 

 

櫻田：私です。 

 

東：すごいですね。商店街だけが集まるっていうのはよくありますが、観光事業者、住民、消費者も入

ったワークグループは、私もあまり聞いたことがないです。地域づくりでなにか実現したことがありま

すか。 

 

櫻田：雫石は雪深い町で、それが地域の大きな課題になっています。この大変な雪をいかに楽しむか

ということで、3 年前から雪を使ってつくった器にロウソクを灯して飾る「雪灯り」というイベントを

開催しているのですが、以前は役場前の広い公園でやっていたのを、皆で話し合ったことで、商店主

さんも巻き込んで、商店街でやろうかということになり、昨年度からよしゃれ通り商店街でやってい

ます。雪や、経木という木の皮を使ってつくる雪灯りのイベントを、商店街と住民たちで合同開催す

るようになりました。今年も頑張って準備を始めています。でも、このイベントは 1 日しかやらない

んですよ。それだけではもったいないので、はしご酒も一緒に開催します。 

 

東：なるほど。ちなみにこの写真は広場ですかね。雪灯りは、どのくらい置くのですか。 

 

櫻田：去年は 300 用意しました。本当はもっと用意したかったのですけど、去年は雪が少なくて。こち
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らは、町おこししずく×CANの写真ですが、しずく×CANのある中町自治会の方に手伝ってもらって、

子ども会の行事で一緒につくることにしました。 

 

東：子ども会とも連携されているんですね。次のスライドは移動販売ですか。これはどんな感じで行っ

ているんですか。 

 

櫻田：移動販売は今年から行っているのですけれど

も、商店街の店舗の商品を小さいバンに詰め込み、

ちょっと離れたところの集落の公民館に持って行っ

て販売するのと、お楽しみ抽選会、体操や射的とか

も一緒に行うというものです。 

 

東：やっぱり、雫石も買い物難民が結構大きな課題

になっているのですか。 

 

櫻田：いえ、まだ、そこまで問題ではないのですが、雫石は 65 歳以上の女性の免許保有率がすごく低

いんです。そうすると、今は一緒に住んでいる旦那さんや家族の方と一緒に買い物に行けるのですが、

今後 5 年、10 年経つとそういうこともなかなか難しくなっていくので、先を見越して、買い物できる場

所をこちらが提供していることをまずは知ってもらうのが大事かなと思ってやっています。 

 

東：今は公民館を何カ所か回っているのですか。今後はどういう形で展開していくつもりなのでしょう

か。 

 

櫻田：はい、今は要望があったところだけに行っています。こういった移動販売は、うちの NPO 以外

でも実はやっていて、全国的には「とくし丸」さんというところが回っていたりしているんですけど、

うちの場合は、とくし丸さんがやっていないことを補ったり、商売以外の情報を得る場として続けてい

けたらいいかなと思っています。 

 

東：結局は、いろいろなところとの差別化を図りながら生き残っていくのがコツかなと思いました。櫻

田さんにも沢山、質問が届いております。一つ目の質問が、かなり重たいのですが、「“よそ者”であるこ

との難しさ」について。ちなみに櫻田さんご自身のお生まれは雫石の商店街なのですか？ 

 

櫻田：生まれは宮城県です。結婚を機に雫石に移住しました。 

 

東：実際、嫁がれて雫石に入って、最初は親子カフェから始めたのですね。その後 NPO を引き継がれ

て、今、いろいろな地域活動をされていますが、櫻田さん自身が雫石っ子でなく宮城っ子として、よそ

者として活動していて、難しいな思うことはありますか。 
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櫻田：どうなんでしょうか。私は元々そういうことを気にしないところがあるんですが、逆によそ者だ

からできたこともあって。皆さんも感じていらっしゃると思いますが、よそ者だから気にせず入ってい

ける場所だったり。そういうメリットしか感じていないんです。 

 

東：よそ者はタブーを恐れないということですね。当然、地元の方だからこその難しさ、っていうのも

あるわけですよね。逆にそういう方は、よそ者と連携したらいいということですね。外部の方と地元の

方が連携すれば、ということだと思います。二つ目は先程の移動販売のことで「買い物支援の難しさは

ありますか」という質問です。実際、運営していてどうでしょう。 

 

櫻田：買い物支援の難しさは、まず、その支援を地域が必要と感じていない場合があるということです。

それだとこちら側の押しつけという形になってしまうので、本当に地域が必要としているのかどうか。

先程言った通り、とくし丸さんがすでに行っているわけで。ただ、私たちは商売の為だけに行っている

わけではないのですが、そこがなかなか伝わりにくくて難しいところだなと思います。 

 

東：なるほど。もしかしたら「移動商店街」という言い方をしたらいいのかもしれないですね。実際、

移動販売は売れていますか。 

 

櫻田：そんなに利益はないですが、私達 NPO 法人は利益を追求していないからいいかなと思っていま

す。ただ商店さんは利益を追求していますし、商店さんには利益が入ります。私たちは、利益ではなく

情報が欲しい。トータルして見ると、それは利益として回っている、ということですかね。 

 

東：まさにそのお答えに関係する質問が来ています。地域貢献する非営利団体の大きな課題である活動

費、運転資金は、どのように賄われているのでしょうか。 

 

櫻田：先ほど利益を追求しないと言ったんですが、実はボランティアは好きではなくて。それで、必ず

委託事業としてきちんと仕事をして対価できちんと払っていただく。NPO ってそういうものかなと。

NPO 法人も普通の一般企業とそんなに変わらないと思っていますし、資金に困ったことはありません。 

東：でもやはり、売れないと仕入れとかのロスが出てしまうと思うのですが、そこはどうしているので

しょうか。 

 

櫻田：その事業で補えないものは、他の事業で補うので、大丈夫です。 

 

東：NPO も株式会社でやっているまちづくり会社も同じかもしれませんね。前の質問に戻りますが、

雫石は、よそ者でも受け入れてくれる雰囲気がありますか。 

 

櫻田：私はそうは思いますが、周りの人からは、田舎だからなかなか受け入れてくれないとも聞きます

ね。その人次第なのかな。 
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東：私からは、櫻田さん自身についてお聞きしたいのですが、

親子カフェから入れると活動を始めて何年目になりますか。 

 

櫻田：7 年目になります。 

 

東：この 7 年間の間で、これはうまく行かなかったな、難し

かったなと印象に残ったエピソードはありますか。ちなみに、

親子カフェを始める前はどこかでカフェを経営されていた

とか、経験はあったのですか。 

 

櫻田：やっぱり、一番初めに始めたカフェが難しかったですし、一番つらかったですし、本当に大変で

した。カフェ経営の経験がそれまで全然なかったので。 

 

東：全く一からやってみようと。その中で、今は NPO を引き継いでおられて、先程の写真の施設で喫

茶店を再開されたということですね。もう一つ、取組みのアイデアについてですが、なぜ移動販売をや

ろうと思ったのでしょうか。委託としての部分と、ご自分で工夫した部分があると思うんですが、その

アイデアのヒントはどうやって得たのか。着想を教えていただいていいですか。 

 

櫻田：二つあります。ひとつは、ありがたいことに地域の声を聞く場に多めに携わっているところにあ

ります。地域の声があるということは、そこにニーズがあるということなので、そこから拾わせていた

だいているのが一つ。もう一つは、まだまだ若輩者なので、こういう講演会にたくさん参加して、例え

ば市来さんの話を聞いて、いい方法だなと思ったら、雫石モデルに変えてすぐに実行するというところ

ですかね。先輩のやっていることを、マネさせていただいてやっています。 

 

東：先ほどの市来さんのお話にもありましたが、とにかく人と会って、いろんな相談、話を聞く。そこ

にヒントやニーズ、アイデアがあるということでしょうか。それと、これはヒントになるなと感じたの

は、そのまま真似をするのではなくて、雫石モデルに置き換えていることですね。そのままだと失敗す

るかもしれないけれど、アレンジすればよりいいものになるんじゃないか、ということでしょうか。そ

れと、櫻田さんが活動に関わられて商店街とか町とか、ここが変わったなということがあったら教えて

いただけませんか。 

 

櫻田：これまでの活動をすべて通して商店街の支援を始めて、3 年ちょっと経つのですが、皆さん「我

が事化」されてきたと感じています。「何かをやってくれ」じゃなくて「自分達でやりたい」「自分達の

問題なんだ」と考えるようになったということ。あと、もう一つは何かをしたいと声をかけると、出て

来てくれるようになった。「我が事化」されていなかった時は、他人事っていう感じで、別の人がやれば

いいんじゃないか、という感じだったのですが、「明日夏祭りをやるから出て来てくれませんか」と言う

と、「しょうがないな」という感じで出て来てくれる人が多くなりました。若い方も年配の方も関係なく
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意識が変わってきています。 

 

東：櫻田さんが一緒に活動されている方は、NPO スタッフも年配の方が多いのですか。同世代が多い

のですかね。 

 

櫻田：同世代が多いですね。 

 

東：雫石は町中の高齢化率が高いとお話ありましたけど、結構多くの若

い人が活動されているのでしょうか。 

 

櫻田：いや、多くはないと思います。主体となっているのは同年代ですけ

ど、やっぱり先輩に頼らなくてはならないところがあるので、地域の重

鎮の方には甘えて頼って一緒にやっていただいています。 

 

東：そういった仲間集めや人材の発掘といいますか、櫻田さんの活動が掲載された「EGAO」に、“仲間

集めをロールプレイングゲームのように～”とのコメントがありましたが、賛同者の集めのコツとかあ

りますか。 

 

櫻田：まず、自分のできないことを理解する。強みと弱みを理解する。それで、私は、これはできない

けど、これはできるので良かったら一緒にやりませんか、というようにアプローチします。 

 

東：強みと弱みをそれぞれ理解しあう方と組めば、より大きなことができそうだということなんですね。

さて、最後の質問になるのですが、7 年間の活動で一番嬉しかったことはなんですか。 

 

櫻田：そうですね、今回のように、熱海に来られたことも嬉しかったですね。まちづくりの活動をやっ

ていなかったら来る機会もなかったので。自分のやってきたことを素直にほめていいよ、だから来てい

いよ、と言われている感じがしました。 

 

東：今までの活動が認められたという感じですね。櫻田さん、どうもありがとうございました。 


