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（１）事業実績報告

① 会長所見

　杵築城下町地区内に居住する住民と杵築市が協働し、歴史と伝統を生かしながら歴史的な
まち並整備や賑わいづくりを行うことにより、後世にこの地区の素晴らしさを伝えるため
の「まちづくり」を推進することを目的として設立された本協議会の事業方針をもとに平成
２７年度事業を実施しました。
　当協議会は、過去２年間事業の三本柱として、【見ること】、【知ること】、【やること】を
基本に活動をして参りました。さらに今年度は【夢見ること】を新たに加え活動いたしました。
また、本体事業とは別に大分県の補助事業を活用し、城下町地区の谷間の竹林整備も行いま
した。

【見ること】
　先進地視察事業では、重要伝統的建造物群保存地区（重伝建）を活用したまちづくりと商
店街活性化に向けた取り組みを視察研修いたしました。重伝建を活用したまちづくりでは、
行政が掲げる目標と住民のニーズがマッチすることの難しさや、その地区で起こっている過
疎化を強く感じました。我々の城下町にも歴史的な建物は多く残っています。今後どのよう
にすれば、この素晴らしい景観を維持して行いけるのかを、行政と共に今一度検討していく
べきだと考えます。また、商店街活性化の取り組みでは、空地や空店舗を活用し新しい店が
次々とオープンしていました。そこには、それを「デザインする人」がいて、「支援していく人」

（金銭的に）がいます。このスキームを我々の商店街にも構築する必要性があると考えます。
【知ること】
　講演会事業では、宮崎県日南市で商店街活性化を「デザインしている人」木藤亮太氏をお
招きし、住民と共に多くの学びと気づきを頂きました。人との繋がりの重要性や行政だけに
頼らず自立していくことが今後の課題だと講演で訴えていました。当協議会としても次のス
テップに進む、アイディアを頂いた講演となりました。

【やること】
　また、協同実践事業では、昨年度の国土交通省の受託事業で学んだことを活かし、地権者
の了承を得て、空地の改修を行いました。これにより住民や観光客が集える場所がさらに増
え、少しずつ景観の整備が整いつつあります。今後もこのような事業を、地権者の理解を得
つつ広げていきたいと思います。

【夢見ること】
　本市と共に行った「Build Live Japan 2015」では、住民と「城下町の未来」を共有でき
た事が一番でした。住民が望んだ道路拡幅ではありましたが、くしくもそれを契機に空地が
生まれてしまいました。このような状態をどのように打開するべきなのかを全国の大学や企
業の知恵を頂きながら考える素晴らしい事業となりました。今後はこれらの提案を無駄にす
ることなく、一つでも活かしていきたいと思います。それには、上で述べたようなスキーム
が必要になってくると考えます。
　最後に、竹林整備事業では、近年地権者の高齢化で竹が谷間にしこり、景観を損ねていま
した。そこで県の補助事業に応募し竹林整備を行いました。当日は多くのボランィアの参加
を頂き感謝いたします。また、一度手を入れるとそこに愛着が生まれます。この春はこの整
備した景観を維持すべく我々のメンバーが自主的に竹の子倒しを行っています。このような
行動の変化を住民レベルに広げていけば、身近な景観整備に繋がるのではないでしょうか。
以下、各事業の詳細について資料を添付し、事業実績をご報告いたします。

②先進地研修事業

視察先　宮崎県日南市、鹿児島県薩摩川内市

日　時　平成２７年１１月１３日（金）～１１月１４日（土）

参加者　会員９名　市職員随行３名

　杵築市における近年の藩主御殿調査から今後の城下町地区において伝統的建造物群保存に
向けた活動の指針についての参考にするべく先進地として、宮崎県日南市と鹿児島県薩摩川
内市へ視察を行いました。

宮崎県日南市は、本市同様に九州小京都協議会加盟の城下町として観光事業を展開しており、
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飫肥地区が伝統的建造物群保存地区に選定されています。
　城下町としての歴史と文化を色濃く残す商業の中心地である飫肥地区と古くから海運業で
栄えてきた油津地区の商店街との共存を行う中で、市の活性化を図るために、町が直面する
多くの課題に対して地域に提案し、実践するため地元有志のメンバーで、「株式会社油津商
店街」を設立し、寂れてきた商店街再生に向けて取り組んできた事業について学ぶことがで
きました。
　また、鹿児島県薩摩川内市においても入来町麓が伝統的建造物群保存地区として選定され
ており、街路に面した石垣と植栽によって周囲の山々と一体となった美しく形成された町並
みの保存について、外観の現状変更については市の許可が必要であり、生活に一定の制限を
設ける中で、維持、修繕に際しては行政と住民との協力が重要なものであると認識すること
ができました。

【視察研修レポート】

　平成 27 年 11 月 13 日 14 日に宮崎県日南市・鹿児島県薩摩川内市へ視察研修に行きました。

　　まず最初に日南市油津商店街を視察して感じたことは、どこの商店街も抱えている空き

店舗の増加・集客力の少なさの問題です。

　そんな中、日南市は油津商店街を再生するために「テナントミックスサポートマネー

ジャー」を全国公募し、333 人の中から選ばれた『木藤亮太氏』のもと、商店街を活性化し

ようとしていました。空き店舗だらけの商店街に 20 店舗を誘致する活動をしており、多世

代が集える『アブラツコーヒー』というコーヒーショップや郊外から移転してきた豆腐屋が

すでにオープンしていました。

　数日後にオープン予定のあぶらつ食堂（屋台村）・油津ヨッテン（交流施設）・アブラツガー

デン（コンテナショップ）も見せていただくことができ、魅力的な施設の誕生に驚きと感動

を隠せないメンバーでした。

　木藤氏の外からの風に地元商店主も触発され、たくさんのイベントや意見交換会・まちづ

くりへの参画がおこなわれていました。『油津応援団』という住民や他県在住の油津出身者

による油津を盛り上げる活動も活発におこなわれていました。

　私たちの杵築市城下町地区では近年中国・韓国・台湾からのお客様が増え、着物を着て観光・

町歩きをするようになりましたが、商売としての発展は少なく、言葉の壁もあり残念に思う

ことが少なくありません。地元住人の集客は店舗が減少し、客足もとぎれとぎれとなってな

かなか魅力ある町づくりは難しいと思いますが、それぞれの店舗がやる気を起こして頑張ら

ねばと思いました。

　日南市油津商店街を視察したのち、同市内　飫肥重要伝統的建造物群保存地区を訪問しま

した。

　伝統的建造物群保存地区とは、町並みを構成する建造物・門・塀・石垣・生垣などの要素

を群としてとらえ、周囲の環境を含めて画的に保存地区として決定されたものです。

飫肥では昭和 50 年に保存対策調査を実施し、翌 51 年に保存条例が議決され、52 年に九州

で最初に国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されました。

昭和 49 年には飫肥城復元事業も開始しています。

飫肥城復元や伝建地区の選定前には、観光客はほとんどいなかったが、現在は年間 20 万人

が訪れる観光地となっています。

　質疑応答では、担当者の実体験をお話しいただき、担当者の裁量が大きく関わってくるこ

と、地区住民との橋渡し役として多大なるご苦労をお聞きしました。

伝建地区選定時の住民合意は比較的スムーズに進んだとのことですが、現状の課題として、

相続や譲渡による新住民の規制に対する拒否感、地区住民の高齢化による空家問題顕在化な

ど問題も多いことを知りました。

　また、「飫肥は五万一千石九州の小京都江戸時代にタイムスリップ」を観光に掲げており、

杵築市と相通じる点が多数ありました。武家屋敷や庭園・藩校を観光することができ、城下

町一体で利用可能な『あゆみちゃんマップ』には『食べあるき・町あるき』できるスポット

が多数掲載され、安価で多店舗をめぐることができるという観光客にも店舗にもうれしい取

り組みがされていました。

　飫肥で一番印象に残っているのが飫肥城の大手門が小中学生の通学路になっており、行き
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③まちづくり講演会事業

　
　　城下町地区まちづくり協議会シンポジウム～きつきに住まうということ～」

　　開催日時　平成２８年１月１９日（火）１９：００～２１：００

　　開催場所　杵築市商工会館

　　　基調講演「次の世代にどうやってまちを継承していくか

　　～日南市・油津商店街再生事業～」

　　　講師　株式会社 油津商店街　

　　テナントミックスサポートマネージャー　木藤亮太 氏

内　容

　先進地視察で訪れた宮崎県日南市にて、油津商店街において、再生の取り組みを図るた

め設立された「株式会社 油津商店街」のメンバーである木藤亮太氏を講師　にお招きして、

講演会を行いました。　

　木藤氏は、日南市が実施した全国公募で平成２５年から移住して、まちづくりに

関する企画・計画、建築・ランドスケープ空間の設計や市民参加型の取り組みなどに従事し

ています。

　講演において、継続的な地域内外からの集客力を得るべく、地域に根差した文化の継承と

幅広い世代で共有できる空間、商品、定期型イベントを既存の概念にとらわれることなく創

造するチャレンジ精神を育んでいく実践活動の中で、自分たちの力でまちづくりを継続して

いく重要性を再認識することができました。

　今後、住民がまちづくり活動への興味を持っていただき、これからの参画を促すため、城

下町地区に住み暮らす住民の方へ対して、貴重な提言ともなる講演をいただきました。

【まちづくり講演会事業 考察】

　従来のイベントは一過性であり、一時的な地域外からの集客力は望めます。しかし、長期

的な視点で見た場合、地域からの流出を食い止める手段としては力不足です。イベントにお

ける長所には、同じ趣味を持つ仲間やそれに興味を持っている人々が集まりますので、そこ

で新しい人脈を作ることができることです。油津では、キャンプ中のカープを見に来るファ

ン（観光客）を取り入れつつ、地元小学校と広島カープを応援する協働事業を定期的に行い、

ファンと地元のつながりを深めています。これまで杵築では、期間限定の各種イベントで観

光客を呼ぶ取り組みを行ってきましたが、それを地元住民と協働したり、次の世代に継承し

ていこうとする取り組みはあまり行われていなかったかと思います。近年では、杵築で活動

を続けている杵築青年会議所の歴史探検隊という事業が開催され、子供たちに杵築の歴史と

文化を継承していこうという事業が行われました。素晴らしい事業であると考えます。

かう子供たちが私どもに元気に挨拶をしてくれたことです。毎日の通学に歴史を感じ、子供

の声が響く光景はとても感慨深いものがありました。藩校の門という宝をもつ杵築の住民と

して杵築の子供たちにも歴史を肌で感じてほしいと思いました。

翌日は、鹿児島県薩摩川内市を訪れました。

　入来麓は中世の山城の「麓・ふもと」です。当時の山・川・田などの区割りが残る武家集

住地として平成 15 年に伝建地区として指定されました。

　印象としては、町全体が玉石垣と生垣の美しい住宅地ではあるが、それゆえに目玉となる

「旧増田家」「入来郷士官」以外は商業・観光・産業の発展はされていませんでした。

山あいの過疎地区で車に頼る生活の中、連続する石垣群を崩しての駐車場確保も課題となっ

ている。後継者にとっても住みにくさが問題となり、現在は空き家も増えている状況。修理

修景は補助金の対象となるが、実際は「保存会」による除草や清掃などの住民の保存意識も

必要です。しかし、ここにも高齢化が課題となりそうです。

　伝建として残すだけでなく、住む人と働き口も含めて将来の担い手・町をどう残していく

のか世紀を超えた明確なビジョンをもたなくてはなりません。行政と現住民と後継者の「覚

悟」が必要だと感じました。
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　我々まちづくり協議会の会合の中でも、杵築小学校の藩校の門についてよく話題になりま

す。当時、我々が小学生の時には、学校の清掃活動で藩校の門周辺の清楚活動を毎日行って

いました。図工の時間には門の写生を行ったり、卒業式では下級生が手を合わせて作るアー

チをくぐり藩校の門を通って卒業していました。しかし、現在では文化財としての指定を受

けたことで、小学生は清掃活動も行えなくなり、あまり小学校側は草も伸びている現状です。

貴重な文化財ではありますが、それに触れる機会がなければ、何の愛着もわかないただのモ

ノではないでしょうか。見て、触って、考えることで、杵築の貴重な財産であると認識する

ともに、地元への愛着と誇りが生まれ、地元で頑張りたいという意識がめばえるのではない

でしょうか。

　油津には、小売店規模の空き家が数多くあります。その空き家を活用するために木藤さん

が始めに行ったことは、油津に移り住み、住民とのふれあいを育み、そこで生まれた幅広い

人脈を通して、チャレンジショップに出店を決意する人を見つけ、そこから自分のお店を持

ちたいという熱意が生まれ、それを応援する応援団のサポートのおかげもあり、空き家のリ

ノベーションが行われ、町に新しい風を起こしました。また、地元の中・高生によるお化け

屋敷等のチャレンジショップも定期的に行っており、中・高生の地元愛や、社会勉強の教育

にも空き家が一役かっています。お化け屋敷に使った空き家はもれなく新店舗に改装されて

います。今や、「お化け屋敷をするとお店ができる」という迷信が生まれるほどです。中・

高生たちのお化け屋敷を通して、みんなで楽しく過ごした場所に対する愛着が生まれ、その

場所を意識的に見るようになった結果ではないでしょうか。

　以上のことから、既成の概念に囚われることなく自由に杵築で活動できる油津応援団のよ

うな団体を作り、次の世代が地元へ愛着を持つような事業を展開しながら幅広い人脈を作り、

杵築の各団体が協力のもと、幅広くチャレンジショップ出店希望者を集め、新規事業を始め

たい人へ全力でサポートができる環境を作ることが地域活性化・次の世代への継承の第一歩

となるのではないでしょうか。

④協働実践事業

　「Build Live Japan2015 協働事業」

　開催日時　　平成２７年９月９日（水）～１３日（日）

　開催場所　　きつき生涯学習館　（PV １２、１３、１９、２０日の４日間）

　内　　容

　協働実践事業については、平成２６年度国土交通省の歴史的風致維持向上推進等調査事業

において得られた成果から空地にテーマを持たせ有効利活用を図ることを提案いただいたこ

とにより、IAI 日本主催の Build Live Japan2015 を杵築市と協働で取り組みました。この

事業での成果として仮想化された城下町景観を具体的な構想として提案し、今後の街並み形

成の施策に対して進言していきます。

　「協働実践事業（芝張事業）」
　開催日時　　平成２８年３月１２日（土）１２：００～１６：００
　開催場所　　酢屋の坂下広場前空き地
　内　　容
　城下町区域内に現在ある空地の所有者へ協力依頼し、荒廃地に真砂を入れ、雑草
で覆われた区画については芝苗張りを地域に住み暮らす子供たちに加え、近隣の保
育園児と保護者の皆さんと共に実施し、憩いの空間を創出することができました。

【協働実践事業（芝張事業）考察】

　商店街の空き地の景観美化を図るため、地権者への協力を求め、人が集うスペースを地域

住民と一緒に創るという事業方針のもと、近隣の保育園児や地域の子供たちと共に芝を張り、

花苗を植えるなどする緑化事業を計画しました。

　当該地は、城下町商店街が活性化していた江戸から昭和にかけて、町筋は軒が連なった数

多くの店舗で賑わっていました。時は流れ、衰退傾向にあった商店街に大型バスや自家用車

利用のお客様を呼び込むため、道路拡幅事業の推進により旧町家風の店舗づくりで景観の統
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一化を図りました。

　しかしながら、長期間に亘る事業の結果は、後継者不在のために廃業した店や郊外の新興

商業地域へ店舗を移転した店などが数店舗あったことから、目的を失い遺留された場所と

なってしまったのが空き地問題としての現状です。

数年間、荒廃して手つかずになっていた空き地を、なんとかしたい。国土交通省の歴史的風

致向上事業で学んだことを踏まえながら、空き地を賑わう場所として活かしたい。その思い

で、本事業に取り組みました。

　まずは、候補地の選定をすることから始めたのですが、城下町の中心とも言える酢屋の坂

周辺の景観に手を入れることが重要であると考え、杵築幼稚園、杵築小学校の生徒たちが多

く登下校している場所でもあり、近年美しく整備された酢屋の坂下広場前に選定し、地権者

に「芝生と花で緑あふれる自然景観で、子供たちの笑顔あふれる空間をつくる」という趣旨

をご説明し、意図を汲んでいただき、賛同を得る事ができました。

　以降は、草刈り、除草剤散布などをしながら、下地づくりを行いました。地元土木業者の

協力により、真砂土を使用した基礎が完成し、芝張りスペースには、瓦礫を撤去して根付く

ために十分な黒土を入れて地固めをしました。

　芝を張る作業の当日は、地権者にお越しいただき、神官による安全祈願の神事を執り行い、

地元の白百合幼稚園の児童や保護者、多数の近隣住民と一緒になって作業する中で、子供た

ちの楽しそうに作業する光景から地権者も満足していただき、本当に有意義な成果を上げる

ことができたのではないかと実感しています。

　この場所が、これから青々とした芝が根付いて、訪れる子供たち、観光客や地域の住民の

方々に、谷川の流れる気持ちよい音と芝生が調和した自然豊かな空間を見てもらうことで心

が優しく和むような市民の憩いのスペースになることに期待しております。

⑤大分県森林づくり提案事業（特別事業）

　事業場所　杵築城下町資料館敷地内

　日　時　　平成２７年１１月２１日（土）２２日（日）２８日（土）２９日（日）

　参加者　　城下町地区まちづくり協議会会員および杵築市民ボランティアのべ１２０名

事業概要　

　我々城下町地区まちづくり協議会（以下本会）の理念には、同地区の良好な景観整備を目

的の一つに掲げています。近年、所有者の高齢化や遠隔地居住が増え、定期的な手入れ不足

等から景観が悪化している箇所が目立っています。特に城下町資料館から商家が立ち並ぶ急

傾斜地一体の竹林整備が急務であり、観光客の通行や住人の生活に影響が出ると考えました。

そこで、「大分県森林環境保全推進関係事業（森林づくり提案事業）」に応募し、地権者に了

解を得て荒廃地の竹林整備等を実行する運びとなりました。

事業の流れ

　　　　　　所有者への趣旨説明と協力のお願いおよび区長への協力依頼（班回覧含む）

　　　　　　市民ボランティア協力依頼（市報およびケーブルテレビ、ポスター掲示）

　　　　　　備品調達および保険加入、粉砕機オペレーター依頼

　　　　　　伐採指導者（アドバイザー）の依頼

　　　　　　飲料、軽食等の準備

　　　　　　竹粉砕機によるチップ化作業および竹山への散布

　　　　　　終了後の該当地域清掃活動

総　括　　　急傾斜地で地盤が悪く、伐採作業未経験者が多い中での作業となり、年配者か

ら子供まで幅広い年齢層であったため、伐採面積の目標を設けず、安全第一を主眼とした作

業行程になりました。また市民ボランティア、ボーイスカウト、ジュニアリーダー、市役所

職員等々、多方面からのご協力を得て、城下町に相応しい景観の美化と風情の創出すること

が出来た事はもちろんですが、地域住民と協働して従事したことにより里山環境の保全と地

域住民の景観に対する美化意識が高まりました。住民からの反応もよく、今後もこのような

事業を本会として継続していくべきだと考えています。
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⑦収支決算書

収入の部

支出の部

⑥まちづくり活動

（定例会の開催）

第１回　　開 催 日　平成２７年４月８日（水）

　　　　　協議事項　総会開催協議、BLJ2015 事業準備事項の確認等

第２回　　開 催 日　平成２７年５月１８日（月）

　　　　　協議事項　事業計画協議、定例会開催日程の決定、新規会員募集等

第３回　　開 催 日　平成２７年６月２６日（金）

　　　　　協議事項　BLJ2015 協働実践事業打ち合せ、講演事業日程調整

第４回　　開 催 日　平成２７年７月３日（金）

　　　　　協議事項　BLJ2015 ワークショップ検討、協働実践事業概要等

第５回　　開 催 日　平成２７年８月１日（土）

　　　　　協議事項　BLJ2015 事業経過報告、プロポーザル提案、設計要件の協議等

第６回　　開 催 日　平成２７年１０月６日（火）

　　　　　協議事項　BLJ2015 事業審査会協議、視察日程調整、講演事業講師選定、

　　　　　　　　　　大分県森林づくり提案事業日程調整等

第７回　　開 催 日　平成２７年１１月６日（金）

　　　　　協議事項　BLJ2015 事業審査会最終協議、視察事業詳細確認、講演事業協議、

　　　　　　　　　　大分県森林づくり提案事業詳細打ち合わせ等

第８回　　開 催 日　平成２７年１２月１４日（月）

　　　　　協議事項　講演事業協議、協働実践事業内容検討、大分県森林づくり提案事業報告等

第９回　　開 催 日　平成２８年１月１４日（木）

　　　　　協議事項　講演事業詳細打ち合わせ、協働実践事業日程調整、次年度事業計画打ち合わせ等

第１０回　開 催 日　平成２８年２月２４日（水）

　　　　　協議事項　講演事業報告、協働実践事業詳細打ち合わせ、事業活動報告冊子作成について

区　　　分 予　算　額 決　算　額 備　　　考

市補助金 700,000 円 700,000 円

自己資金 350,000 円 352,696 円

計 1,050,000 円 1,052,696 円

区　　　分 予　算　額 決　算　額 備　　　考

先進地研修事業費 328,000 円 285,600 円

会員旅費

バス借上料

研修現地視察費

まちづくり講演会事業費 145,000 円 106,349 円

講師委託料　　

印刷製本費　  

会場借上料

協働実践事業費 477,000 円 562,946 円

芝生苗代 

真砂土代   

旅費

まちづくり活動事務費 100,000 円 95,532 円

消耗品費　　 　

活動報告冊子印刷費　

通信運搬費
計 1,050,000 円 1,050,427 円
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②先進地研修事業

③まちづくり講演会事業

④協働実践事業

⑤大分県森林づくり提案事業（特別事業）
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