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舞台は商店街！ 
コンペ事業成果報告会 

日時：平成２８年３月２０日（日）１３：００～１６：２９ 

場所：高松市生涯学習センター まなびＣＡＮ３階多目的ホール 

内容 

13:00～13:04 香川県商工労働部経営支援課長 きがわ                    

・商店街は単なる買い物の場ではなく、情報や交流の場、地域コミュニティでも中心的な役割。 

・香川県では、多様な団体と商店街を結び

つけることで、商店街がもつ「地域の交

流拠点」「地域の文化発信拠点」の機能を

高め、交流人口を増やして、“まちの顔”

である商店街の活性化を図ることを目的

に、「舞台は商店街！コンペ事業」を平成

２５年度から実施。 

・商店街を舞台とした団体の活動内容を紹

介し、まちづくりの具体的なイメージがつかめるよう第一部では山崎様の基調講演、第二部で

はコンペ事業で優秀事業に採択された事業の発表と意見交換。 

・信頼できる高松、楽しみながらまちづくりを進めていけることを実感され、四国   中心市

街地の活性化やブランディング、人材育成などに取り組まれている。 

・今回、来場のみなさま、成果報告いただく団体のみなさま、商店街の多様な役割について考え

ていただきたい。 

 

13:04～14:05 第一部 基調講演「人がつながる商店街でのまちづくり」            

○講師：山崎亮（株式会社ｓｔｕｄｉｏ－Ｌ代表） 

○プロフィール 

・大阪府立大学大学院及び東京大学大学院を修了。建築・ランドスケープ設計事務所に勤務。 

・２００５年にｓｔｕｄｉｏ－Ｌを設立。大学等の教授、執筆など。 

・人と人をつなげることで地域を元気にするコミュニティデザインに取り組む。 

・香川県でも、前回の瀬戸内芸術祭では小豆島のアートにも関わりを持っていただいている。 

 

○はじめに 

・去年も同じ枠組みで呼んでいただき、観音寺の話をした。丸亀町商店街の話、同じ話をしても

ねぇ・・・ 

・今日から瀬戸内国際芸術祭が始まり、いろいろな方が訪れていると思う。小豆島では、醤油入

れを並べるアートに携わった。 

・商店街 元気な商店街はさらに売り上げをあげようとなるが、全国の商店街は廃れていて、元

気になろうと悩んでいる。でも、昔のような商店街に戻ればいいのだろうか。イオンと競い合

うのか？ 高齢者が多く集まる商店街なら、そのような商店街になればいい。 

・「それやって売上があがるんかい！」と言われると、何も出来なくなる。 

・「明日食べられんがい！」と言うなら、今日のようなシンポジウムに来るより、アルバイトをせ

ないかん。 

・売上を上げるのは、店主や店員の責任であって、お客さんの責任ではない。 
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○醤油アート 

・ものを買いに来たのでもないし、何かをやりに来た。 

・来た方が楽しみ、そこに働いている人、そこに住んでいる人が楽しくなるような。 

 

○楽しさとは 

◇豊かさとは何か（１９７０年代から） 

・モノやカネをたくさん所有することではない。 

・心の豊かさ、文化、つながり、安心、信頼。 

・バブル経済、不景気時代（１９８０～１９９０年代）。 

・「豊かさ」→「幸福」（２０００年代） 

◇楽しさとは何か（２０１０年代から） 

・モノを手に入れる、カネを使うことではない。 

・楽しませてもらうこと → 楽しむこと。楽しさの自給力。 

・自ら主体的に楽しむこと。役立つこと。感謝されること。 

・学びを楽しむこと。「実践して始めて学んだことになる」。 

 

○楽しさについて 

◇縦軸 

・受動的（お金を払って楽しませてもらう）：パチンコ、ボーリング、居酒屋・・ 

・能動的（自ら楽しいことを生み出していく）：商店街で何か新しいことを生み出していく・・ 

◇横軸 

・個人 個人で楽しむか 

・集団 みんなで楽しむか 

 

・みんなで能動的に楽しんでいきたい 

 → 楽しさが長続きする、賞味期限が長い 

・個人的・受動的な楽しみは賞味期限が短い 

→ 楽しさが短いから、明日も明後日も来

てもらえる 

 

・個人の楽しさは小さい 

・集団の楽しさは大きい → 楽しさを分け合うほど、さらに大きくなる 

 Facebookで「このうどんうまい！」に、「いいね」で、みんなでおいしさを楽しんでいる。 

 

○商店主の方々 

・ご自身で手に入れたお金を何に使うか。 

・そこで働いている人自身をどう変えていくのか、何をやっていることが楽しいのか、商店街の

方々で共有していくことが大事。 

・商店街に来てくれる人たちと、「楽しさ」を共有する。 

・真の「楽しさ」でないと、商店街に来てくれる人に響かない。 

 

○観音寺まちなか 

・店の中に別の店が入っている。下着屋さんの中にケーキ屋さんが入っている。 ← 珍しいス
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タイル 

・空き店舗に店を入れるのは初期投資が大きく難しい → すでに営業している既成の店の中に

店を入れる 「ショップ・イン・ショップ」 

・ここに行き着くまでに｢楽しさとは何か」を議論した。 

  お金を稼ぐことか？ 

  楽しいことをすることか？ 

  自分たちの人生をどうすれば楽しくなるのか、を議論した。 

・飲むことが好きなおやじたちは、飲んでいる写真ばかりを Facebookにアップしたり ← 「こ

れで売り上げが伸びるんかい」を言わないことがルール 

 

・穴のあいた洗面器に水を入れても、水はたまらない。水をためようとすると入れる水の量をも

っと増やさなければならない。 

・洗面器の穴を小さくしていけば、そんなに水を入れなくても、満ち足りていくのでは。 

・「入り」を大きくすることだけでなく、「出」を小さくすることで楽しいことをする。 

・すでにあるシステム、Facebookを使ったり、すでにある店舗の片隅を少し空けてもらって起業

するとか、新たな投資、初期投資を小さくする工夫 → 「開業塾」 

 

○ショップ・イン・ショップによるパンストリート 

・お店の中に別のお店（パン屋さん）をやってみた。 

・「ショップ・イン・ショップが悪くないねぇ」ということを感じてもらった。 

・パン屋さんをやりたい人を集めた。 

 

・自分たちは何をして人生を楽しくしていくのか 

・楽しさのお裾分け 

・イベントをしているときだけ人が来るのではなく、店主が楽しみながら、お客さんも楽しめる

お店。 

 

○延岡駅周辺 ノベオカノマド  http://www.nobeokaekimachi.net/nomado/ 

・宮崎県有馬冨士公園：毎週、公園で活動をやってくれる人を集めた → 講演が市民の楽しい

場所に 

・中心市街地に来て何をやりたいか、そんな議論を市民で繰り返した。 

・駅舎の改築の話があり、市民団体が活動できる場所はあるか、どんな活動が出来るか話し合っ

た。 

・ノベオカノマド 市民が活動を展開している。 

 

○ノベオカノマドハウス 

・市民が準備できる場所がいるね → 空き店舗を活用して「ノベオカノマドハウス」 

・内装の改造も市民が行った。 

 

○駅舎 

・市民、建築家、商店街、駅が話し合って作り上げている。 

・最初は商店街の方は乗り気ではなかった。市民の方が先に入って、２年間の活動の中から、「商

店街も一緒にやった方がいい」となった。 
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○はじまりの美術館（福島県猪苗代町）  http://www.hajimari-ac.com/ 

・欲しいのは、いままで商店街に来ていない人たち。 

・今までこなかった人たちを来てもらう取組の例 → はじまりの美術館 

・人口減少のまちに、生
き

の芸術（アール・ブリュット） 

・知的障害 

  割り箸をゴミ箱に捨て続ける → アートになっている 

  名前ぐらいは書けるようになって欲しい いとうみねお → アートになっている 

・日本財団は、西日本に作ってきた 滋賀、高知、広島、京都 

 

○これまでのアール・ブリュット美術館の問題 

・地域の人たちが、地域の美術館に来ていない。 

・仕事帰りに長靴でいけない。３メートルぐらい離れて、腕を組んでみて「なーるほどね」と言

わなければならない → 敷居が高い 

・知的障害者の美術館ね。 

  ↓ 

・地域の人たちと一緒に美術館を作っていく必要がある、関係性を作っていく必要がある。 

・築１３０年の酒蔵が地震で壊れた。建築家の協力のもと修復。 

 

◇会津の三泣きに泣く 

・一泣き：まず会津に来た人は、会津人のとっつきにくさに涙する 

・二泣き：やがて生活に慣れてくると、地域住民の暖かさに涙する 

・三泣き：去るときは、情の深さに心打たれ、離れがたくて涙する 

 

◇どう地域の人々と仲良くなるか 

・地域のおばあちゃんが僕らと話してくれるのでは。 

・美術館の前の家で、イケメン風の男３人と女１人を猪苗代に住ませた。 

・三度の食事を、家の前の外で、食事を食べさせた。 

・第一段階：おばあちゃんがのぞき込み、話しかけ

てくれるようになり、野菜を届けてく

れるようになり、地域に少し溶け込み 

・第二段階：おばあちゃんが作ってくれた料理を持

ってきてくれた。何か困ったことがあ

ったら声をかけてねと言ってくれる。 

・第三段階：おじいちゃんのお古の洋服なんかもも

らえるようになる。 

 

・ようやくワークショップに来てくれたり、子供やお孫さんを連れてきてくれる。 

・美術館だが、キッチンの入った美術館。 

・学校帰りの子どもが、冷蔵庫から氷を一個もらって帰っていくような美術館。 
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◇前夜祭 

・オープニングも参加型：バーベキューのサイトだけ用意し、焼くものを持ってきてもらう。 

・バンドの演奏におばあちゃんたちの踊り 

 

◇オープニング 

・市民が作った横断幕で建物を隠し、市民も一緒になって序幕。 

・序幕のためのロープが切れ、幕は落ちずに・・・ 

・子供たちが幕の裾を引っ張って、オープニングしてくれた。 

・自分たちが関わった美術館があると、外から人が来たら必ず案内してくれる美術館。 

・地域の方々がいれば、学芸員だけでまわそうとがんばらなくてもいい。 

 

・商店街は待っているだけでは、いつも来てくれている人しか来てくれない。 

・商店街の人たちは、地域に出ていって料理を作ったり、地域との関係性を作らねばならない。 

 

・楽しさとは何か 消費的な楽しさを追い求めれば、お金を使って、誰かに楽しませてもらうこ

とばかりを追求しなければならない。 

・出口を、穴をいかに小さくして楽しめるか。 

 

・「地域の楽しさ自給率」を高めることが大事。 

  マックがないから、○○○が無いからは、お金で誰かに楽しませてもらっていること。 

・商店街の人たちが人生にどう楽しさを作り出せていけているか、市民の人たちと一緒にどんな

楽しさを生み出せるか。 

・逆に市民の人たちが商店街に出向き、楽しいことをさせてもらうアクションを起こすことも。 

 

14:05～14:20 休憩 

14:20～16:29 第二部 成果報告 

 

14:20～14:35 香川ウエディング協議会 事務局 なりゆき                  

・優秀事業プランに選ばれ、昭和の結婚式、   、夢の結婚式を募集 

・５０の申し込みの中から「大きなケーキの結婚式」 一般募集した新郎様から、新婦様へサプ

ライズ。記念の写真を撮るだけと連れだし、商店街で数え切れないほどの方々の笑顔と目頭を

熱くされている方々。結婚式という日本の素晴らしい文化を伝え、街行く人をちょっぴり元気

に出来たのでは。「結婚式っていいなぁ」 

・大きなケーキの結婚式を提案いただいたお子さまへのインタビュー。 

・「いろいろなことが出来るなぁ」との感想。お世話になったみなさまに感謝。 

 

14:24～14:35 映像上映 ザ・ウエディングアベニュー2016「サプライズ結婚式」 

・２０１５年９月 夢の結婚式コンテスト 

・ウエディングアベニュー 

・昭和の結婚式 人力車でのお嫁入り 

・２０１６年３月６日 

・数年前に入籍をしたけれど結婚式を挙げられていなかったご夫婦。 

・新郎 お嫁さんのために応募してみようかと思った。 
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・ドレスを着て記念撮影だけのはずが・・・。 

・サプライズ 丸亀町ドームで、商店街を訪れた多くの人たちに祝福され、大きなケーキのウエ

ディング。 

・新郎「５０年後のスーをどれだけ僕は愛おしく思えるのか、本当に楽しみにしているので、ぜ

ひこれからも一緒に人生を歩んでください」 

・YouTubeにアップしているので、続きをご覧ください。 

 https://www.youtube.com/watch?v=yBQGEd6BUaw 

 

14:35～14:46 高松わくわく商店街 香川県中小企業家同友会ソーシャルビジネス部会      

・勉強会、チャレンジショップ、まちなか居住に取り組んだ。 

 

○勉強会 

・老朽ビルの可能性 

・妄想商店街 商店街の可能性を地域の人たちと話し合う 

 その話し合いの中から「モバイルハウス」のアイデアが。店舗を構えるよりも出店しやすいの

では。地域の人たちとＤＩＹでハウスも製作。 

・モバイルマルシェ ２００個のパンは完売。 

・四国中央市の方が、「高松で出店したかったんだ」。自分の商品が通用するかチャレンジするこ

とが出来た。 

・結果：飲食は２万円、物販は売れ行きが悪かった。休日より平日の売り上げの方がよい。 → 

この地域のデータを得ることが出来た。 

 

○ＤＩＹワークショップ 

・交流スペース、居住スペース 

・居住希望者が出てきた 

 

○成果 

・勉強会の成果 → ビルオーナーから「ビルを使って欲しい」との声が 

・モバイルハウス → 県外から出店希望者、常盤街マルシェで利用、他団体から購入依頼 

・平日１．３倍、休日２倍に人手が増えた。 

・ＤＩＹイベント → 大学生とＤＩＹ体験 

・ＴＶや新聞に取り上げられ注目される 

・講演依頼があり、他県から注目される。 

 

○今後の活動 

・継続していくことが大事 モバイルハウス、大学生とコラボ 

・「地域で創る」わくわくまちづくり 

 

14:46～14:58 広告表示プリンタシステム 香川大学工学部八重樫（やえがし）研究室      

・我々が考える商店街活性化でアプローチ 

・電子情報工学科 地域のために役立つ情報システムを作りたい。観光のためのシステム、教育

を支援する情報システムなどを研究。 
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○高松市の世代別人工 

・１８～２２歳は１７，０００人ほど 若者に占める香川大学生の影響は大きい。 

・香川大学では、プリンターの印刷は枚数に対して課金システムになってから一度は減ったが、

また増えてきている。コピーの枚数も増える傾向にある。 

・パソコンの使用件数が減ってきている。簡単な検索はスマホですませている。 

・しかしスマホの画面は小さく、大事な資料は印刷しているのではないか。 

 

・コピーやプリンター用紙の裏面に情報を印刷するシステムの開発 

・高松南部三町商店街へ香川大生を呼び込めるような情報を提供する。 

 

・素晴らしいコンテンツはすでに商店街で創られている。我々はデザイナーではないので、既存

の資料を活用する。穴吹デザインカレッジにも相談し作品を活用。 

 

○ｋａｄａｐｏｓ 

・瓦版、  、店のクーポン、デザインカレッジのポスター 

・サービス開始式 学生に知ってもらうために旗竿、・・ 

・３月末で県のコンペ事業は終了するが、地域創造事業で継続する。 

・香川大学生は３０％しか地域に就職していないので、４０％にしようと地域の企業の情報を提

供。 

 

14:58～15:07 丸亀の魅力 発掘！ 発見！ プロジェクト シャッターをあける会       

◇スポーツ 

・商店街を使っての「パブリックビューイング」 ３００人が参加 

・試合は引き分けでしたが、一体感はすごかった。 

◇歴史 

・丸亀歴史資料館での刀剣「ニッカリ青江」の公開にあわせて「ニッカリ青江」のポスター等を

配布。 

・商店街で、ニッカリ青江に関連した商品が売れた。 

・歴史探訪まちあるき ８回で３００名の参加 

◇バル 

・姉妹都市サンセバスチャンとの友好をテーマに「バルフェスティバル」 

・空き店舗を利用したマルシェを実施 

◇アート 

・商店街で「まちなか美術館」 空き店舗を活用してのアート展示 

・参加型アート 流木に文字を書きアートに仕上げていく。ＴＶ番組でも紹介され。 

・瀬戸内国際芸術祭にあわせ、１５名の芸術家の作品を展示。 

 

○継続の環 

・循環の環を回し続ける 

 

15:07～16:03 講師、採択団体を交えた意見交換                       

山崎：動画途中で終わっちゃいましたね。プロが撮ったなぁというもの。奥さんの感動もひとしお。

協力してくれた人は、どのような人たちが？ 
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香川ウエディングＡ：協議会は、ウエディングの商品を販売している４０社ほど。商店街との関わ

りは、商店街に店を出している会員から調整してもらった。 

 

山崎：どういう経緯で、あそこで結婚式をやるということになったのか。 

香川ウエディングＡ：昔は家で花嫁さんをみる機会があり、子供は「大きくなったらお嫁さんにな

る」と言うことがあった。今は結婚式場に行かないとお嫁さんを見られなくなった。商売を抜

きに、結婚式が幸せな良い文化だということを発信。 

 

山崎：昔はみんなの前、地域にお嫁さんがいた。オープンにしていこうという、良い話ですね。一

親族の結婚式ではなく、地域に良い影響を与えている、良い取組であり、そういうことに場を

提供した丸亀町商店街。 

・市や県の道路の外側を商店街が作り、そこを中心に公道も含めてこんな取組が出来る。普通なら

警察やいろいろなところの調整が必要となる。 

 

山崎：南部三町での取組ですか。昔から活動していたのですか。 

中小企業家Ａ：瓦町から南の３商店街です。ソーシャル部会を立ち上げ、地域の問題を経済的に解

決していこうと。 

・町歩きをしていて空き家が多い、そこに住んでいるお年寄りと話をしながら情報収集していく

中で南部三町の方と知り合い、やってみようと。 

 

山崎：最初からあそこでやろうというわけでなく、商店街を探していたのか。 

中小企業家Ａ：路地やビルを何とかしようと町歩きをしていて、商店街になった。商店街の方々と

何回も話をしながら。何度も、あそこ（常磐街）は他団体が入ってきて、うまくいかなかった。

高知の会社が入ってきて１年保たなかった前例があり懐疑的だった。なので、一緒に勉強会を

開いて進めていった。 

 

山崎：中山間地も同じ。大学が入ってきて、いろいろ調査して、卒業したら来なくなった、調査費

がつかなくなったので来なくなった。中途半端に終わってしまうと思われる。そうならないよ

うに一緒に時間をかけて取り組んできた。何度ほど勉強会を。 

中小企業家Ａ：勉強会は１回ですが、それまでに２ヶ月ほどかけて週一ぐらいで打ち合わせをした。

月１回常盤街マルシェをやっていたり、成果を見ることが出来たのが良かった。 

 

山崎：とても個人的なことですが、妻の実家が田町商店街でお店。丸亀町みたいなのが田町までこ

ないかと見ていたが、是非、田町商店街もお願いします。 

 

山崎：香川大学も南部三町。なぜ？ 

香川大Ａ：幸町にキャンパスがあるので、農学部、医学部などに行く拠点（瓦町）として場所もあ

るし、「高松南部三町プロジェクト」として集まって活動する場が出来ていたので、ありがたか

った。 

 

山崎：組織が見えていることが大事。商店街といっても、一つ一つの店が店主で、なかなか一つに

なれないのが２０世紀にはあった。競い合えばよかった。２１世紀になると、「一緒になってい

きましょう」という組織が見えていると、外部の団体が連携しやすくなる。 
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香川大Ａ：香川大学の名前を出したとたん、「もういいよ」との声がでるので、慎重にやりたかった

が、今回のコンペは県にもの申したい。 

 

山崎：私も５年半、県の職員をやっていた。県庁職員の気持ちがわからないわけではないが、「戦略

的に待てるか」これも技術です。 

・速度を上げなければならないときと、速度を落とさなければならないときがある。この種の事

業では、特に重要と思う。 

香川大Ａ：あと一年まわせば良いものになるものが、芽が出たのであれば、うまく活かす次のこと

へのご支援を。 

 

山崎：税金を使うことの意味を対外的に説明できる言葉が欲しい。県の人も、民間の人も考えてお

くこと、大事なポイントですね。 

 

山崎：「シャッターをあける会」 直球の会ですね。何かの補助があったのですか。 

シャッターＡ：自然と出た「シャッターをあける会」、最初から補助なんか考えずに、自分たちで出

来ることを始めた。商店街を何も知らない人が、空き店舗に店を出し、「これはいかん」と考え

た３人から始まった。５０代の人から始まった。 

 

山崎：商店街の人たちはどう見ていたのか。 

シャッターＡ：最初は白い目で見ていた。少しずつ、商店街の既存の店の人も入ってきた。 

 

山崎：今の商店街のご時世に、店を出店し、シャッターをあける会を作ろうとなったとはすごい。 

シャッターＡ：メンバーの中に建築家の人がいて、商店街の人より外部の人が商店街をどうにかし

ようと心配していた。１０年、２０年ぶりに来た人が、「すごいことになっている」と驚き心配

する。 

 

山崎：瀬戸内芸術祭のことを考えていたのか、アートは。 

シャッターＡ：僕自身は狙っていました。会のメンバーはそうでもなかったでしたが。 

 

山崎： 

・起業するなら思いでのあるここでやろう。 

・都会に本社のある会社が地方にオフィスをつくることだけが地方創生ではないと思う。会社の

平均寿命が２３．５年。もう少しすれば、会社の平均寿命は２０年となり、本社が２０年の時

代に、支社は１０～１５年で無くなるのでは。支店に就職した人は１５年後に職を失うことに

なる。４０歳ぐらいの再就職しにくい世代の失業者が多発してしまう。 

・私は、「起業を考えろ」と学生に言っている。就職率ではなく起業率１００％を目標に。ホリエ

モンのような起業ではなく、小商いでいいと思う。 

・我が国はかつて９３％が個人事業主だった。農家も個人事業主。 

・今は８８％がサラリーマンの時代。かつて、サラリーマンは７％。 

・雇われて生きるという人が増えすぎているのではないか。 

・熱意を込めた経験、思い出の場所が出来たら、若い人の働く場が商店街から出来るのではない

か。これも地方創生の重要な取組ではないか。 
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山崎：継続性について。今回はコンペで十分ではないかもしれないが、「予算が終わるのでこれで」

とはならないよう、どう継続させていくか。 

 

シャッターＡ： 

・スポーツ 映像権の金額が高いので難しい。 

・歴史 ポスターは難しい。町歩きは４人のおじさんが張り切っているので続く。 

・くるめ いける 

・アート 夏、秋会期の時は、申し込みが多いので続けられると思う。 

 

山崎：他の地域とつながるような仕組み 

シャッターＡ：芸人のひきたさんなどを利用して 

 

香川大：端末が１台２１０万円 紙はリコーとの共同研究 広告収入で回せるビジネスになる仕組

みを。 

山崎：情報のかたが、ビジネスを考えねばならない時代。学際を越えて外に出て行くと関わらなけ

ればならない。学内でビジネス、チームを組む研究室は。 

香川大：都市計画のきい先生と一緒に。経済の先生とは全然つき合いがなく、学内のビジネスの方

を入れながら話をしたい。 

山崎：僕も香川大学の経済の先生は二人知っている。経済の先生も論文が書けるでしょうし。 

香川大：地域戦略のチームが、「これは誰だ」となり、いろいろな方が声をかけてくれた。 

 

中小企業家：モバイルハウスが生まれ、これがビジネスチャンスの継続のキーワードが出来たのか

な。出展したいという人がたくさんいるので、空き店舗への出店につながる橋渡しがしたい。

事業を継続していくためにも、収益がでる、有料でやっていく仕組みを作っていければ。 

・田町で実際のビルの再生の声も出ているので、順次取り組んでいきたい。１、２階のかなり大

きなテナントなので、マルシェとか。３階以上は住居スペース。これから発信できていって、

また人が集まってくるのでは。 

 

ウエディング：協議会発足の目的の一つ、結婚式を知っていただき、体験していただく。もう一つ、

ブライダルを目指そうとする学生、お子さんに夢を抱いていただける活動をやっていこう。 

・高松市 市民結婚式 ある場所で結婚式をやると市から認定証をもらえる。そんなことを僕た

ちは知らなかった。 

・必要だと思われる存在になり続けることが必要。 

・行政に足を運ばなくても、やっていけるよう、我々が導いていく。 

・香川県から婚活に関するコンペに参加した方から相談が来るようになってきており、一肌脱げ

る存在であり続けることが大事。 

 

山崎：協議会だから出来ること、まちの中で結婚式を挙げることの意義、それが町の中で結婚式を

挙げることの頻度につながっていく。 

・それが結果的に町の中が元気になっていく、そんな後押しを協議会がしていることになる。 

・舞台が商店街、その舞台にいろいろな人が乗っかってくることが商店街の活性化に大事だと思

う。 

 



H28.3.20 舞台は商店街！ コンペ事業報告会 

 - 11 - 

16:03～16:29 質疑                                    

男性①：提案です。パブリックビューイング 個人的にＹｏｕＴｕｂｅで画像配信をしている。ユ

ーストリームで、坂出や高松、丸亀の花火大会を配信。特に権利の無いようなものをパブリッ

クビューイングしてはと提案してみます。 

シャッターＡ：商店街の中には、「私たちは静かに暮らしたい」との方もおり、音楽を流すと警察に

電話する人がいる。南の方は、住んでいる人が少ないので出来た。おばあさんに温泉に行って

くれればいいのだが、「温泉に行く元気もない」と。 

 

男性①：僕も商店街で活動したことがあり、音の問題はよくわかる。空き店舗でやってください。 

 

山崎：みんなでスマホとイヤホンで盛り上がるというのは。 

 

男性②：思うことは、子供の姿が見えないということ。町や商店街を担うのは子供ではないかと思

うのだが。真の楽しさ、図の右下の楽しさ、子供の中に育んでいかねばならない。左上の楽し

さの人は商店街に来ない。学校教育の中で商店街の楽しさを知ってもらうことは大事。 

・学校教育の中で、行政、学校、地域の三方良しの取組が出来ないかと実践している。 

・子供をどうやって取り込んでいけばいいか。学校も外に出たいけど出られない、父兄に何を言

われるか心配している。 

 

山崎：子供と共同していくことは 

香川大：前の事業コンペで「かえっこ」 いろいろな取組をやっていて、子供関係の取組もある。 

 

男性②：常盤街で取り組んだ。その際には、「子供を客寄せパンダやピエロにしないでくれ」と頼ん

だ。子供を参加させ歌を歌わせ、踊らせて、その場限りの取組。 

・「参加」ではなく「参画」させ、自分たちのものとして考え、自分たちの商店街と思えるような

仕組みを。 

・「変えっこ」も良い取組だけど、あれをどうすれば子供発信に出来るかアイデアを。 

 

山崎：「おもしろかった」で終わってしまう。ウエディングや屋台も子供発案で。 

・住民参加と参画の段階 

・子供の参画を考えたときに、どの段階を考えるか、どこまで取り組むのか。 

・実践は瞬間で、その準備のために何ヶ月もかけている、子供たちとともに作り上げていく。 

・子供時代に地域への参画があれば、地域への就職が増えていったりするのでは。 

 

香川大学：「学生が商店街へ来ても、売り上げが増えない」と言われる店主もあったが、地域に参画

する 

 

山崎：自分ごととして取り組んでいただくことが大事。 

・８８％がサラリーマンということを憂いた。先生もサラリーマンですから、個人事業主の価値

観、生き方に触れ、「何でこんな売り上げて生きていけるのだろう」との、町に出て行くことが

いろいろな経験に。 

・文科省 地域学校本部を創ろうとしている。地域に出ていこうとすると、誰に相談すればいい

のかわからない、先生は忙しい。「地域学校コーディネーター」を設けようとしている。学校と
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関わることで、地域がどんな得があるのかをコーディネートできるよう。 

 

・「挨拶する、みんな仲良く、嘘をつかない、

助け合う」 このウエイトが小さい。 

・小中高では５教科ばかり。 

・個人事業主になるには、挨拶が出来、仲良

くでき、責任を果たす能力が求められる。 

・大学になって再度、当たり前のことを教え

ようとしている。 

・五倫・五常 

  父子の親、君臣の義、夫婦の別、長幼の序、朋友の信 

  仁、義、礼、智、信 

・道徳といわなくても、地域に出て行けば、商売で身につけている礼節は、偏差値だけではない

ことを持っている。 

・学校では教えられないことを、商店は持っている。 

・商店街に、子供も含めて呼び込んでいく取組を。 

・大企業ばかりの危うい日本の社会を、個人事業主のたくさんある、雑木林で何か菌が感染して

も全滅しないような日本に。 

 

－以上－ 


