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171202 菱野団地講演会

「こんなまちになったらイイナ」
を形にしよう！

二子玉川商店街アート＆マート

「軒先アート」と「まちカフェ」の出会い

「まちカフェ」やりたい。 「軒先アート」やりたい。

ア
ー
ト
＆
マ
ー
ト

堀田さん佐藤さん

お店がやっていない
時間に道路で交流！

アーティストの表現
の場が創りたい！



軒先アート

↑この文字を踏んだ男は幸福
の赤い鼻毛が伸びるであろう

ミニミニ商店街（ふたこたまご商店街）

クラフトコーナー、軒先写真展、ベーゴマ大会

「クルマの規制時間（16~18
時）に道路を落書きする会をイ
ベントとして実施し規制時間を
周知する。

世田谷区役所玉川支所
によるPR＆アンケート



ラクガキいらんかえー

ラクガキハウス エジキスト

ラクガキ消し隊

森の恵みに乾杯！
－「春咲の丘公園」の樹林地⼿⼊れ



平成28年度の成果

ガーデナー養成講座の
参加住⺠らによる草花育て

子ども会主導の
水遊びの会

平成28年度の新しい動き①

平成28年度の新しい動き②

岡崎市針崎東町「親子で花火の会（2017/8/26）」

84世帯、264名が参加。 展望できない展望台

春咲の丘公園内の
樹林地



現場知×専門知

フォレストキーパー
養成講座

←眞弓浩二先生（アルダー環境設計室）

2017/7/22

2017/8/20

植栽管理計画ver.1完成！

眞弓先生の実演（木を傷めない剪定）
→受講者の実習

2017/10/1



2018.1.14 第6回（最終回）

フォレストキーパー養成講座では
「⾥⼭クッキング」で大交流会！？

市⺠が創る公共サービス
－託児、昔語り、買い物バス

（１）りぶらサポータ－クラブの活動から

• 岡崎市図書館交流プラザ
（愛称：りぶら）という図書
館を核とした文化複合施
設があります。

• 施設を応援する市⺠団体
が、りぶらサポーターク
ラブ（年間10本程度の市
⺠プロジェクト）。

年間140万人利⽤するりぶら

託児サービス

• 「子どもを預けて
本を借りる、生涯
学習講座を受けら
れたらいいね」

• 週2回（⽉・⾦）
の午前中、90分
500円。

• 市⺠が叕い⼿を集
め、育てる。⾏政
は資⾦的支援。



• 「岡崎城の近隣だ
からこそ、岡崎の
⺠話を伝える活動
がしたい」

• ⽉1回、第4木曜
日、夕方4時から
30分程度。

• 市⺠が叕い⼿を集
め、育てる。⾏政
は資⾦的支援。

岡崎むかし語りの会 （２）藤川学区の「買い物バス」

• 岡崎市東部の「藤川」。
その昔、藤川宿という宿
場町が開かれた地域。

• 近隣の商店が閉鎖され、
買い物難⺠が増加。学区
福祉委員会が主導して、
買い物バスの運⾏を開始
（2013年－）。

• ⽉3回の運⾏（乗り
合い運⾏ができる1年間

の臨時運⾏）。

• スーパー2か所と
道の駅を巡回。

• バスは運送会社か
ら借⽤。

• 「学区福祉委員会
の事業費」＋「市
の補助⾦」＝無料

買い物バス「むらさき号」

写真：内田市長のブログより

実績（全国⼩地域福祉サミット資料より）

• 運行回数97回

• 計1,035人（1運行あたり11人）



• 20年以上の歴史
を誇るまち協。

• 松尾芭蕉の句にち
なんだ「むらさき
⻨」の焼酎、うど
ん、ビール等を商
品化（年商400か
ら500万）。

• 学区総代会⻑は、
元銀⾏マン。

補⾜：藤川まちづくり協議会「むらさき⻨商品」 お⾦の考え方

初期投資 税⾦

運転資⾦ 税⾦

初期投資 税⾦や寄付、出資

運転資⾦ 受益者負叕

■普通の公共サービス

■市⺠協働型公共サービス

空き家も独居⽼人も
地域の宝!?
－松本町の挑戦

松本町

Libra

岡崎城

中心市街地

東岡崎駅 駅から直線距離で1.7km

松平広忠公を祀る松應寺
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木造アーケードの残る懐かしい街並み

今も残る、地域のお祭りコミュニティ 松應寺
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空き家が多発する密集市街地…

松本町の町内会とりたで
「松本活性会議」発⾜！

2011.7
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空き家開放・活⽤の現場として「にぎわい市」（年2回）を実施。

拠点施設「なかみせ亭」

36

空き家が、コミュニ
ティビジネス拠点に！
↓ 一箱ショップ

毎週⾦曜は、おでんの⽇2012.9オープン



空き家が店舗や住居に
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和服、和雑貨のお店（2013.4）

フォトギャラリー（2014.3.21）

奇天烈写真館

きものゆあん

KADOYA

アメリカンアンティークカフェ（2014.12）

School of Rock

カフェ&バー、ギター工房（2016.7）

地区リノベーションの展開

38
やみつき市（第3土曜）

道端飲み会も勃発。

「雑貨店」「住居」も準備中。

→15軒中、8軒が更新！！

高齢者の生活支援

39

2014.6.4開店！

自分の夕食を少し多めにつくるのは、大したこ
とではないし。ご近所の高齢者の方に、少量を
量り売りするお総菜屋さんをやろうかしら…。

40

木造2階建て空き家を高齢者
の居場所、活躍の場に！

名付けて
「じゅげむ」
（寿限無）
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2016.5.14 じゅげむオープン

42

←寄贈品（歩⾏補助具、テーブル）

廃業した銭湯のリサイクル品→

43

じゅげむプログラム2016.5

・健康体操
・マッサージ
・陶芸療法
・笑いヨガ
・折り紙教室
・絵⼿紙教室
・タロット占い
・占い教室
・ハンドマッサージ
・囲碁、将棋、麻雀（持込）
・写真、絵画展示…

44

ドリンク注文は、なかみせ亭へ



季節毎（年4回）の会食会＠じゅげむ

45

（2016.5）

（2016.12）

一松
（独居⽼⼈）

なかみせ亭
（ボランティア）

じゅげむ
（拠点）

地域包括
（専門的情報）

× × ×

菱野団地をみて
－妄想広がるまち育てへ

（仮説）菱野団地はサンフランシスコ!?

急な坂を上り下りするバス



（←万博跡地公園_1915） 水運のための倉庫郡が、
古本市場として再利⽤。

松坂屋ストア

菱野団地の道路空間（みち）を
テコにまち再生を加速させよう！

提案１：道路をみんなの居場所（道端）にしよう

こども安全まちづくりパートナーズHPより：英国の道路改善「ストリートパーティからホームゾーンへ」

＜イベント的利⽤＞ ＜日常的利⽤＞



提案２：道路空間の⼀部を「稼ぐインフラ化」！？

• ①歩⾏者のための休憩スペース（※100mピッ
チでベンチを配置等）を設置。

• ②有料駐⾞場を整備して維持費やまちづくりの
事業費を捻出。

◆休憩スペースのイメージ
名古屋栄のパークレット
名工大・伊藤孝紀研究室FBより

まとめ
－まち育て⼈の心得

未知の可能性を育むキーワード（計画編）

さぐる ：アンケートやヒアリング、現地調査で
住⺠の思いを把握すると同時に周知する

つかむ ：使いたい土地や建物の所有者や管理者
とまちの未来を分かち合い、仲間にする

えがく ：「こんなまちになったらいいな」をつ
ぶやく。つぶやきを拾い上げてまとめる

未知の可能性を育むキーワード（運営編）

はげむ ：商品開発を進める、外のイベントを引
き込む、サービスの質と量を高める

やめる ：現状の叕い⼿では継続できない事を周
知、回数を減らす等、撤退の勇気をもつ

ためす ：1回やる、当面1週間やってみる等、確
かめ（社会実験し）ながらまちを変える


