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  「暮らしやすい通り目指して」

INDEX

門前町再生を考える会

10/19(金)19:00～
平日 夜の回

休日 朝の回
10/21(日)10:00～

「暮らしやすい通りを目指して」
会場: 桜会館２F
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9/24（月・祝）
講演会︓14︓30 ～ 16︓00
交流会︓16︓00 ～ 18︓00
場所︓美波町コミュニティホール
美波町奥河内本村 22-1
美波町役場となり
入場無料、事前申し込み不要

ロフェッショナルズを立ち上げ、代表
理事を務める。

10:00～11:30

かけざんのパワー 
元々あった中小企業がコラボして話題
の地域ブランドを生み出した。

※両日とも同じ内容です。ご都合のよい回にご参加ください。

10月19日(金)

19:00～20:30
10月21日(日)

会場: 桜会館２F

” 暮らしやすい桜町通り” を皆さんと
一緒によりよい方向性を追求したいと
思っています。桜町通りにお住まい

講師︓小坂幸彦
= 経歴 =
1 9 6 5 年神奈川県生まれ。早稲田大
学政治経済学部卒業。中央官庁などで
行政の企画部門に従事した後、米国留
学して民間に転身。新規事業の立ち上
げや不振事業の建て直しなどに携わり、
産業の活性化を図ることに力を注いで
いる。つやま産業支援センター初代統
括マネージャーを経て、MIKATA プ

昨年度から門前町再生事業の一環とし
て行っていた、永晴邸が完成しました。
8/16 には内覧会が行われ、8/17 に「藍
庵」がオープンしました。桜町の活性
化の拠点となる「地域と暮らしの情報 
ARU DE NAIDE」もあります。多くの
人が訪れていました。

ギャラリー展示の企画第 1 弾
「門前町プレイバック」
古写真の展示を行っています。通りの
皆さんご協力の元、提供していただい
た写真を展示しています。古い時代か
ら最近まで幅広い年代の写真がありま
す。ぜひお立ち寄りください。

多目的トイレ
昨年度の意見交換会でも要望のあった
多目的トイレが設置されています。藍
庵の利用者でなくても使えます。

▲ギャラリー展示▲内覧会の様子

平日夜の回 休日朝の回

の方だけに限定したものではありませ
ん。お気軽にご参加ください。
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第2回門前町再生ゼミ

次回 第10回暮らしやすい桜町通りを考える会

地域と暮らしの情報
ARU DE NAIDE
ここでは地域情報の発信をしていきま
す。ほかにも、住民同士が交流できます。
桜町の活性化の
ためのスペース
です。お気軽に
ご利用下さい。

 9月号

4 1発行元︓
美波町役場産業振興課/桜会/発心の会
神奈川大学曽我部・吉岡研究室

連絡先　神奈川大学曽我部・吉岡研究室︓sogabe.studio@gmail.com
　　　　美波町産業振興課 ︓tonoiso.chihiro@minami.i-tokushima.jp

 9月号



　はじめに、全国の地域活性化の事
例の中から、こどもや移住者など、
地域の登場人物に注目することで話
題となっている街について紹介しま
した。その上で、参加者のみなさん
からの意見を伺いました。
参加者の声
○地域住民の交流を増やそう
町内の交流は世代ごとに異なる／男
性は太鼓・スポーツ関係、女性は婦
人会くらいしか交流がない
○移住者もより暮らしやすい通りに

観光にはよい町だが、生活・開業す
るには少し難しい町ではないか／日
和佐の人は外からの人を受け入れる
ことには長けている
○お年寄り・お遍路さん・外国人観
光客のための場所が欲しい
薬王寺は階段が多いため、お参りに
は行かない／日和佐浦の「憩いのカ
フェ はまひるがお」は、お年寄りや
お遍路さんのための場所を提供して
いる／高齢者を扱うと、送迎を考え
ないといけない／外国人観光客の方
が多い／外国の方はひとつの場所で
の滞在時間が長い
○桜町の魅力を伝えていく
美波町にはよいところが多くあるの
に地元の人はそのことを詳しくは知
らない／町の人に歴史や伝統を伝え

ていく仕掛けを作っていくことが大
事／女性の意見を取り入れることを
積極的にするべき
○通りにたまれる場が欲しい
屋外に座るところを増やすといい／
ベンチを置くとしたら、通りの両サ
イドで環境が違うことを考えた方が
いい／薬王寺から見て通りの賑わい
が目立たない／範囲を絞って賑わい
を演出した方がいい／川沿いに人が
集まるのは、車通りも少ないから／
川沿いで子供を遊ばせることが多い
○ご利益のある通りとして設えよう
通りでは薬膳に注目する活動がある
／厄除橋から薬王寺までの間になに
かがあればいい／お大師さんの横に
賽銭箱を置いてみる／通り全体に、
薬膳に関連する店舗や名所を点在さ

①空き家見学会を開催
②空き家の改修設計、施工、仲介
③先輩移住者から話が聞ける体験ハウス
④移住者向けの相談所の開設

お店を開きたい人をサポート。店舗・オフィス
が 2010 年からの約 5 年間で 90 軒進出。移住
者の 9 割が定着。（主な活用︓雑貨店・カフェ・
古本屋・ゲストハウス・建具等の保管加工場 ...）　今回も 8 つのキーワードをもとに

しています。それぞれのキーワード
を掘り下げて検討したことに伴い、
前回までの「生活基盤」を「普段の
暮らし」に、「桜町を訪れる人」を「桜
町に引き寄せられる人」に変更して
います。

　 8 月 2 6 日・ 2 7 日に開催をした
第 9 回意見交換会では、はじめて平
日の夜と休日の昼の 二 回 に わ た っ
て開催しました。前回に引き続き、「暮
らしやすい通り」について考えてい
きました。
　第 8 回で話題となった主な意見と
して、「子どもが遊べる場所を作れば、
大人も集まり多世代交流につなが
る 」、「ベンチや日陰を設け、高齢者
にも配慮が必要」、「移住希望者が相談
できる場所があるとよい」、「通り内で

の連携をはかる」、「お遍路さんと交流
したい」といった意見がありました。
特に、「移住者が集まりやすい町なの
ではないか」や「お年寄りが過ごし
やすい地域として知られている」と
いった視点から、この地域での登場
人物を考えることが、地域特有の価
値を生み出すことにつながるのでは
ないかと考えました。そこで、今回
は “暮らしやすさ” を考えるためのキ
ーワードのうち、「桜町に引き寄せら
れる人」と「普段の暮らし」につい
て意見交換を行いました。

せて、ご利益のある通りとして特徴
づけてみる／ご利益マップをつくる
○そのほか
日和佐を訪れるひとは新鮮な地魚を
求めてくることがある／地域の魚料
理を食べられるお店があれば注目さ
れるのではないか／東京オリンピッ
クに合わせて通りのオリンピックを
計画してみる

　生活の基礎となる買い物環境につ
いて調べ、買い物弱者対策の紹介を
しました。みなさんが日常生活を送
るうえで、よく利用するお店やサー
ビス、居心地のいい場所をお聞きし
ました。ほかにも今まで何度も話題
に上がっている駐車場について話し
合いました。全国の門前町でも、駐
車場から参道を通って寺社仏閣へ行
くように位置関係を工夫していると
ころがありました。それらを踏まえ
て意見をいただきました。
参加者の声
○桜町で手に入るもの、入らないもの
桜町はスーパーが主な買い物場所／
外 ( 日和佐以外の地域 ) まで出て買い
物をしている／オオキタやスーパー
みなみでは手に入らないものがある
／ネットの買い物が多い。安く大量
に購入できるため
○広めの駐車場を整備して欲しい
お客さんのための共用の駐車場を大
きく取りたい／次にお店が出店する
ことになるとお店が個々で対応する
よりは通り全体として駐車場を設け
たほうがよい／駐車場は近所の人同
士の揉めごとが多い／薬王寺管理の
駐車場を日常的に借りられるとよい

「暮らしやすい通り」を目指して
皆さんが考える “暮らしやすさ” ってどんなことですか︖

門前暮らしのすすめ（長野県長野市） 「住む人訪れる人が一緒に門前町を楽しもう」
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普段の暮らし

地域に引き寄せられる人

▲意見交換会の様子

「暮らしやすさ」を考えるための8つのキーワード

①神社境内にボケ封じの「おかげ天神」を建立
②天神市で、高齢者を対象とした商品のフリマ
③空き店舗を高齢者がたまれる場に改修
④トイレの整備、車道と歩道の段差を解消

若者を呼び込むのではなく、「お年寄りにやさし
い」ことから始めた事業が、商店街を活性化。
定住人口が増え、世代を越えた交流につながっ
た。

松江天神町商店街（島根県松江市・門前町）

事例
【高齢者 × お参り】

【移住者 × 空き家】

【子育て世代 × 自然環境】

「バリアフリーでお年寄りにやさしいまちづくり」

①幼稚園・小学校グランドの芝生化
②旧本陣建物の改修・活用
③住民自身が情報発信するウェブマガジンの開設
④地域の野菜を使ったイベント「暮らしの学校」

20～50 代の設計士、和菓子屋、農家、主婦、
web デザイナーなどのメンバーがスキルを活か
して活動。まちづくり自体が多世代交流になっ
ている。

淡河ワッショイ（兵庫県神戸市北区淡河町） 「子育て世代の奥様にも住みやすい環境づくり」
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