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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
２８年度事業を実施しました。
　今年度は、４年目を迎えるにあたり今後の協議会のあり方を模索する一年となりました。
過去３年間で学んだ事を鑑み、補助に頼ることなく自立した団体になる為【覚悟】の第一歩
を踏み出せたと感じています。その一つが研修視察の自主財源化です。会員の負担は増えま
したが会員一人ひとりが今まで以上に自覚を持つ結果に繋がりました。また、新たにホーム
ページや SNS(Facebook) を作成・活用し、より多くの市民に我々の活動・運動を開示する
ことに注力いたしました。その結果、我々の事業に賛同してくれる市民が徐々に増え、共同
実践事業や講演会事業が昇華する一助となりました。
過去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。その活動の中に今年度は先に示した会員各自の【覚悟】を新たなキーワードと
し活動いたしました。また、日本建築学会の事業「シャレットワークショップ事業」を住民
目線から支援致しました。さらに、本体事業とは別に大分県の補助事業を活用し、継続事業
として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、山口市・北九州市を訪問し、民間主導で出来るまちづくりを研修い
たしました。山口市では、建築士の方が中心に古民家の再生をし、そこで地域の伝統技術を
後世に残すワークショップなどを行っていました。再生する事が目的ではなく、地域の伝統・
文化の継承が目的になっていると感じました。また、北九州市では商店街の長屋をボランティ
アでリノベーションし、若者がショップを次々と開店していました。若い店主達の輝いた瞳
が印象に残りました。我が城下町地区にも多くの古民家や空き店舗が未だに手付かずで残っ
ていますが、それをどういう手法で蘇らせ、どういう目的で活用していくかを学ぶよい機会
になりました。

【知ること】
　講演会事業では、まずは斑鳩町 ( 奈良県 ) より井上雅仁氏をお招きし、『地域の活性が自社
の未来につながる！』をテーマに講演会を行いました。井上氏は元市職員であり途中退職後、
家業を継ぎまちづくりに邁進されている異色な経歴をお持ちの方です。まちづくりを通して
地域経済が活性化していく過程を実体験のもとにお話頂きました。

『公』と『私』が協働しまちづくりしていくことの重要性・必然性と、『私』自体がしっかり
とした理念やビジョンを持ちそれを開示していくことで多くの仲間や『公』の支援を得られ、
はじめて持続可能なまちづくりが成り立つのだと感じました。
つぎに、唐津市より甲斐田晴子氏をお招きし『中心市街地活性化におけるまちづくり会社の
役割と課題』をテーマに講演会を行いました。まちづくりにおいての地域の課題をリサーチ
し解決していく過程を、リスクが大きいものと小さいものとに分ける事からはじめ、戦略的
に行なっていると感じました。また、大手チェーン店では出来ない事も地元民間企業であれ
ば持続可能なビジネスとして成り立っていること、そこには地域の協力があることなど、多
くの学びと気づきの機会となりました。

【やること】
　また、協同実践事業では、過去の事業で得た成果物を活かし、地域に眠る産品や人（作家）
を広く住民や観光客に知って頂く事、さらに参加事業者にこの地区の商業地としての魅力を
共に再構築する目的として『城下町マルシェ』事業を新たに実施しました。開始当初は広報
が行き渡らず参加事業者、来場者ともに十分集めることができず、存続すら危ぶまれました。
ホームページの開設や SNS(Facebook) の活用や参加事業者からの意見を反映することで次
第に集客も増えてきました。さらに飛躍出来た要因が市商工観光課・商工会・護町会の補助
で製作した６基の移動式販売所 兼 休憩小屋です。このアイデアの基は、昨年夏に行った『シャ
レットワークショップ』事業で学生から頂きました。机上の理論を出来ること事から先ずは
実践してみる事、小さな成功事例を重ねる事でつながる輪とひろがる和を大切にし、今後も
協働実践を進めていきます。
　
　最後に、来年度からは我々「城下町地区まちづくり協議会」は持続可能な自立した団体へ
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と【覚悟】を持って踏み出します。発会当初から暖かいご支援を頂いた市やアドバイザーと
して尽力頂いた区長様方に感謝を申し上げます。今後も若者が考え進むまちづくりに対し、
変わらぬご支援頂きます様よろしくお願いいたします。
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　山口市・北九州市

日　時　平成２７年１０月２１日（金）～１０月２２日（土）

参加者　会員６名　市職員随行１名

【NPO 法人　山口まちづくりセンター】

　山口市は県庁所在地でありながら、政治が萩から移転した大正昭和の歴史文化の情景とと
もに生活が息づく町並みがあります。その町並みの中心部に、市が古い造り酒屋を改装した

「山口ふるさと伝承総合センター」があり、現在は山口まちづくりセンターが指定管理を受
けて活用しています。この施設は、大内塗をはじめとする伝統工芸を中心とした観光展示、
市民が活動するスクール・情報発信の場として、様々な目的で人が集うコミュニティの場と
なっています。
　その周囲には空き家をリノベーションし、若い世代のショップが入店する歴史的建造物が
統一感を持って軒をならべています。山口まちづくりセンターは「住まい・まちづくり」に
大きく主軸をおき、正会員３０名のうちのほとんどは建築士・建築業であり商店主は少ない
のが現状です。古民家の魅力を最大限に見せることのできる会員たちは建物の景観だけでな
く、大内文化特定地域の町並み調和を考える「堅い小路まち界研究会」を結成し、居住者のマッ
チング・調査で実践に向けた「空家バンク研究会」など生活する人、利用する人までのこと
も考えまちづくりを行っています。
　リノベーションするには大きな資金も必要となってきますが、建築のプロ達は効率のよい
施工で工夫しながら低予算でいくつもの物件をよみがえらせてきました。
　杵築市においては城下町地区道路拡幅の町並みは行政が主導して都市計画として整備され
てきた経緯がありますが、今回の視察では、知恵と工夫、資金調達方法が揃えば、民間主導
でリノベーションを行う中で、空き地・空き家を含む町並みを創造できるように感じられま
した。今後、杵築市において、住民が主体となった住まい・まちづくりを目指し、行政と民
間が相互に協力していくことの重要性を学ぶ機会となりました。

【（株）北九州家守舎】

　「小倉魚町銀天街」といえば昭和時代、九州の台所といわれるほどの賑わいがありましたが、

近年は郊外の大型店舗の影響で空家・空き店舗が目立つようになりました。周囲の住人も高

齢化が進んでいます。今回、この魚町商店街と住宅の間にある 50 年前の長屋をリノベーショ

ンした「ｃｏｍｉｃｈｉかわらぐち」で視察を行いました。

　５４メートルもの通路のある長屋には２階付のわずか８坪ほど店舗が１１軒入居していま

す。入店は主に女性たちのスモールビジネスで美容室・カフェ・雑貨・家具工房など、若い

店主。そのリノベーションを（株）北九州家守舎が行いました。

　私たちが訪問して日は、平日の午後ということもあったせいか寂しい印象でした。カフェ

の店主は「11 軒ならぶことで、ついでに隣の店も利用する相乗効果もある。各店舗連携をとっ

てイベントなども企画し、まずは知ってもらうこと。」家具工房の店主は「本店は別の地域

にあるが、若い店主の集まりが注目をあびているこの場所に工房をかまえることでアンテナ

ショップ的な役割を果たし新たな客層をつかみたい。」と生の声を聞くことができました。

杵築市でもイベント時だけではなく、日常の人のにぎわいが課題となっています。「女性た

ちのスモールビジネス」が集まれば大きな集客につながるヒントを学びました。

　それには、「魅力ある商店の集積」として発信していく工夫が必要です。今後は、杵築城

下町地区まちづくり協議会が、今年度、作成したホームページ・フェイスブックページを大

いに活用して発信していき、にぎわいの創出をつくっていくという課題を認識することがで

きました。
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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講習会

　　　テーマ：「地域の活性が自社の未来につながる！」

　　　講師：斑鳩産業株式会社　代表取締役　井上雅仁　氏

　　　開催日時：平成２８年９月２７日（火）１８：００～２０：００

　　　開催場所：きつき生涯学習館　３階　第５研修室

　まちづくり協議会会員の研修を目的として、奈良県生駒市で市役所職員を経て、斑鳩産業株

式会社で斑鳩のまちづくりに尽力されている井上雅仁氏を講師にお招きし、市役所各課の職員
を交え、講習会を行いました。
　井上さんは、斑鳩町商工会青年部、（社）法隆寺青年会議所など、様々なまちづくり団体に
所属されており、様々な視点から得た情報、市役所や商工会等で培われた経験、幅広い人脈を
生かしてまちづくりを行われています。
　重要なことは、理念・ビジョン・目標を掲げながら、まちづくりと並行して次世代に続いて
いく人材の育成をしっかりと行うこと。ボランティアでは数年は続けることは可能かもしれま
せんが、その後も続いていく流れを作ることはできません。組織・地域への貢献意欲（やる気）
を持った人を育みながら稼ぐまちづくりを目指していかなければなりません。そのためには、
団体や地位の壁を取り払い地域に存在する多くのキーパーソンを味方につけて巻き込んでいけ
るような「理念・ビジョン・目標への矛盾と折り合いを考えて他の団体の事業にも協働できる
リーダーシップのある人」が中心となり、それを支える会員であり、地域であり、各団体であ
る「地域を盛り上げるフォロアー」とのつながりをもっと強く持つことが大事であることなど
を認識することができ、会員相互にとって改めて気づきとなる講習会となりました。

　　○「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２９年３月２８日（火）１９：００～２１：００

　　　開催場所　杵築市商工会館

　　　基調講演「中心市街地活性化におけるまちづくり会社の役割と課題」

　　　講　　師　いきいき唐津株式会社 　専務取締役　甲斐田　晴子 氏

　大小様々なまちづくり会社が全国にはありますが、中活法律で認定されたまちづくり会社は

１６０社ほど存在していますが、認定をもらえていないまちづくり会社もあります。どちらの

場合にも、まちづくりを行いながら運営していく中で、成功と失敗を分けるポイントがいくつ

もあるのだと考えます。

　会社を立ち上げ事業を行うためには自己資金が必要です。銀行からの融資や国や市から補助

金をいただいて立ち上げる例はとても多いそうですが、うまくいかない場合がほとんどです。

その原因は、補助金等の予算を決まった１団体、１商店等にのみ与えてしまっていたことです。

１箇所にだけ力を注いでも、そこから周りへ波及しなければ意味がありません。

例えば、飲食のお店を例にしますと、「同じ業種の店が増えるとお客の取り合いになる。」とい

う考えにいたりやすいそうですが、お店が増えることで相乗効果で単にそこだけでは足を運ば

なかった人もいろんなお店があり、選択肢が生まれることで足を運びやすくなります。個人の

利用回数は減るかもしれませんが、今まで利用したことのなかった人や、少し遠方の人にも魅

力を発信しやすくなります。１団体だけではなく、いくつもの団体がお互いの強みを生かしな

がら協力することで、観光、文化、歴史それぞれの魅力を繋げて点を円にする構図を作ること

が大事なのではないでしょうか。

　まちづくり会社を経営する上で大事なことは、いかに外貨を稼ぎそれを地元で使い循環させ

ていくこと。そして、地域のニーズに合わせた事業を行うこと。事業は主に３種類に分類され、

ハイリスクハイリターンの主財源となる主事業、ハイリスクローリターンの住民の要望を取り

入れた中間事業、非営利の行政と協働の公益性重視の事業。観光を担う人材、サービスを育成

しながら継続的なプランニングと、効果的な情報発信をしながら、「目先の利益ではなく先を

見据えた利益を目指し、町の人たちと共に成長していく機会を作り続けていかなければ、町は

よくならない」

　５０年後、１００年後でも住み暮らしていきたい町、杵築を作っていくのは人と人の絆と笑

顔のつながりだと感じました。
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④協働実践事業

　「シャレットワークショップ協働事業」

　開催日時　　平成２８年８月１７日（水）～２１日（日）

　開催場所　　きつき生涯学習館

　

　内　　容

　一般社団法人日本建築学会の全国大会が九

州で９年ぶりに福岡大学七隈キャンパスを

会場に開催され、同大会の関連行事として

「学生と地域の連携によるシャレットワーク

ショップ－杵築のまちづくりデザインを考え

る－」が開催されました。

　２００５年第１回の開催から本年で１２回

目、全国の都市・建築系の大学院生・学生約

３０名、先生方１０名以上が杵築市に５日間

滞在し、歴史的景観資源をマネジメントしな

がらも、これからの地域の課題である人口減

少・高齢化社会に対応した、豊かな暮らしを

送る住環境のあり方等に呼応するような空間

像や将来ビジョンが検討されました。本事業

で得られた提案作品は、まちづくりの手法の

ひとつのあり方として我々と共有することで

き、そのひとつを「チャレンジワゴン」とし

て具現化し、城下町マルシェで活かされてい

ます。

　「協働実践事業（城下町マルシェ開催事業）」
　開催日時　　7 月～ 3 月・毎月第 3 土曜日（きもの感謝祭同日）11 時～ 15 時

　開催場所　　酢屋の坂下広場・芝生広場・屋台小屋

　出 店 者　　杵築市内の事業者・杵築市内在住者

　内　　容

　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

平成 27 年度に芝張り事業をおこないました。今年度は、空き地をいかに活用するか、どの

ようにして魅力ある街にするかという視点から「城下町マルシェ」をおこない、賑わいのあ

る『まちづくり』を推進しました。

当初は、真夏の開催・天候・知名度の低さなどの理由で出店者、来場者とも伸び悩みました

が、チラシの城下町地区全戸配布や出店者・まちづくり協議会による意見交換会を経て、工

夫改善を重ねるたびに盛況なイベントとなってきました。

8 月に日本建築学会大会による『学生との連携によるシャレットワークショップ』が杵築に

て開催され、城下町地区の抱える課題とその解決策を検討いただきました。その中で提案さ

れた、観光客・地元住民が憩える休憩場 兼 イベント時には販売台として使える木造の屋台

6 台が 2 月に完成しました。マルシェでは物販の屋台として使用していますが、城下町の雰

囲気に合い景観に溶け込み、大変好評をいただいております。また、広場の舞台では、地元

フォークソンググループによるライブやダンススクールによるダンス披露、ミニ四駆大会も

おこなわれ、たくさんの子供たちが集うようにもなりました。出店者も創意工夫した品を提

供する努力をし、回を重ねるごとに充実した内容となってきました。

あきらめずにやる続けることがまちづくり！大人も子供も笑顔になる「城下町マルシェ」目

指して、今後も進化していきます。
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「広報活動事業（ホームページ作成事業）」

平成 28 年 10 月に当協議会における過去三年間の事業を外部に向けて発信・周知すること

を目的にホームページを開設いたしました。同時に、ソーシャル・ネットワーク・サービス

であるフェイスブックにも当協議会のページを開設し、告知・募集に活用して参りました。

ウェブサイト経由で『城下町マルシェ』事業への出店問い合わせをいただくなど、一定の成

果は挙げたものと考えています。一方でインターネット上にある数多（あまた）のウェブサ

イトの中で存在感を示すことは至難の業であり、課題を残すこととなりました。

今後は、事業報告を中心とした内容の充実を図り、引き続き杵築の魅力と当協議会の事業を

発信する一助にするとともに、ネット検索などでたどり着いたユーザのデータ分析を通じて

マーケティングツールとしての活用も視野に入れて行きたいと考えています。

【城下町地区まちづくり協議会サイト】　

　アドレス　jyokamachi.jp

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および勘定場の坂一帯の竹林

　日　　時　平成２８年１１月１２日（土）１３日（日）２６日（土）２７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　

　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。本年度は昨年度に引き続き、「大分県森林環境保全推進関係事業（森林

づくり提案事業）」に採択され、杵築城下町資料館敷地内の竹林整備を行いました。敷地内

の急傾斜の竹林整備を２年がかりで完了したことにより、住人の生活への影響はもちろん、

観光客の通行や被写体等に相応しい景観となりました。また当初から計画していた勘定場の

坂横の竹林整備にも着手し、次年度以降、本格的な整備に向けた準備が整いました。

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、SNS 等の活用）

　　　　　　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　　　昨年度に引き続き、急傾斜地で地盤が悪い箇所で雨天の日もありましたが、二

年目ということもあり、昨年を上回る伐採面積で予定より早く完了しました。これも一重に

市民ボランティア、ボーイスカウト、ジュニアリーダー、市議会議員、市役所職員および地

域おこし協力隊の有志の方々、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

情の創出ができました。住民からの反応が素晴らしく、次年度以降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

区　　　分 予　算　額 決　算　額 備　　　考

市補助金 400,000 円 400,000 円
市　費　200,000 円

国　費　200,000 円

自己資金 264,000 円 281,273 円
会費等　164,000 円

協賛金　117,273 円

計 664,000 円 681,273 円

区　　　分 予　算　額 決　算　額 備　　　考

研修事業費

Ⅰ）先進地視察研修事業
0 円 0 円

※個人負担で実施

講演会事業費

Ⅰ）講演会事業

Ⅱ）講習会事業

260,000 円 175,906 円

報償費（講師）  54,000 円
旅費（講師）     61,660 円
資料代　　　　24,570 円
印刷製本費　    54,000 円
会場借上料　      8,676 円

協働実践事業費

Ⅰ）城下町マルシェ事業

Ⅱ）シャレットワーク事業

70,000 円 184,160 円

会場借上料　    63,200 円
広告宣伝費　　70,960 円
修繕料　           50,000 円

広報活動事業

Ⅰ）ＨＰ作成事業
250,000 円 211,550 円

ＨＰ作成委託  200,822 円
手数料　　　　10,728 円

事務費 64,000 円 108,947 円

消耗品費　　 　50,847 円
印刷製本費　　 54,000 円
通信運搬費　　   4,100 円

計 644,000 円 680,563 円

⑥まちづくり活動

（定例会の開催）

第１回　開  催  日　平成２８年５月２４日（火）
　　　　協議事項　総会開催協議　本年度事業計画検討

第２回　開  催  日　平成２８年７月１５日（金）
　　　　協議事項　視察研修日程調整、講習会日程調整、城下町マルシェ
　　　　　　　　　シャレットワークシィップ協働実践事業

第３回　開  催  日　平成２８年８月４日（木）
　　　　協議事項　講習会内容検討、城下町マルシェ、
　　　　　　　　　シャレットワークショップスケジュール役割分担

第４回　開  催  日　平成２８年９月１６日（金）
　　　　協議事項　ホームページ作成、城下町マルシェ
　　　　　　　　　大分県森林づくり提案事業実施内容協議

第５回　開  催  日　平成２８年１２月２６日（月）
　　　　協議事項　杵築市チャレンジワゴン製作支援事業

第６回　開  催  日　平成２９年３月１４日（火）
　　　　協議事項　講演会事業、大分県森林づくり提案事業応募
　　　　　　　　　子どもガイド事業の実施
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◆ 地域に住み暮らす生徒が、思いのままを書き綴った作文をご紹介します。

【平成 28 年　人権作文】　　杵築中学校年 1 年　小倉松蔵

　　商　売

　小学校 5 年生の秋、地域で町おこしのイベントがあった。近くの川にコイがいたのでぼくはコイのエサを売る
ことを思いついた。
そのためにホームセンターで四キロのエサを買った。売り出して見ると、おもしろいようにお金がたまっていっ
た。わずか一週間ほどで元がとれた。ぼくは、大もうけした気分でとてもうれしかった。
　しかし、それはコイのエサが売れただけではない。たとえばぼくが学校に行く前にエサをとりかえているとこ
ろを見てくれていた地域の人が多めにお金を入れてくれたこともある。ほかにも習いごとの先生がたった三十円
のコイのエサを買うためだけに車できてくれたこともある。ぼくは「地域の人にささえられているからこそがん
ばっていこう。」と思った。
　そして、地域の人にささえられていることをとてもうれしく思った。そして「商売は、こんなにも楽しいものだっ
たんだ。」と思いはじめていた。
　しかし、一か月ほどたったある日、いつものようにエサの入れ替えに行くと、コイのエサ入れがなくなっていた。
探してみると、川の底に入れものがしずんでいたのである。さらにそのころから、売れたエサの量と代金がかみ
合わなくなる日が目立つようになってきた。
　ぼくは、そのことにたいして腹立たしさと悲しさを感じた。
ただ「悲しい」というわけではなく、ぼくの商売を応援してくれた人の気持ちをふみにじられたような気がして
とても悲しくなった。
ぼくは、「一人を傷つけることでその一人を応援している人の期待をふみにじってしまう。」ということを知った。
　その後は少しずつコイのエサは売れなくなり、その商売をはじめてから二か月ほどで、おわってしまった。ま
だ半分ほどあまっているにもかかわらず、仕入れ価格の三倍は、かせぐことができた。
ぼくが商売ができたのは、地域の人のおかげだと思っている。
ぼくはこの経験をとおして、人権とは、その人個人のものではなく、地域の人や家族の支えがあってこそ成り立
つものである。
　だから「どんなことがあろうといかなる時でも、地域の人や家族の応援や期待などの気持ちを傷つけてはいけ
ないものだ。」と思った。
　そして、ぼく自身も、期待にこたえていくことが、地域の一員としての役割だと思っている。

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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