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１階づくりはまちづくり マイパブリックができるまで 

田中元子 × 瀬戸昌宣 
日時：平成３０年１０月４日（木）１９：３０～２１：３８ 

場所：本屋ルヌガンガ 高松市亀井町１１－１３－１F 

内容： 

○開会挨拶 香川短期大学 まさのり 

・田中元子さん 「マイパブリックとグランド

レベル」 仕事がら、年間１，５００冊ぐら

い本を読むけれど、ベスト３に入る名著です。 

サインもいたします 

・瀬戸昌宣 ちゃぶ台 土佐町で教育のＮＰＯ

「あこ」をてがけられている。 

 

19:36～20:25 

○瀬戸昌宣： 

・私的公共空間 マイパブリック「あこ」 ← 土佐弁で「あそこ」の意味 

・いろいろな人が、雑多にいろいろなことをやって、楽しんで、安心して帰れる場所。 

・「プライベートパブリック」の言葉がなんかしっくりこない。誰にとってのプライベートパブリ

ックか？ → 元子さんの「マイプライベートパブリック」 しっくりきた 

・「あこ」と元子さんの場は、非常に似た空間になっている。 

・「ルヌガンガ」 この本屋さんもたくさんのスペースがあって、いろいろな人が楽しんでいる。

中村さんの話も聞きたい。 

 

○元子 株式会社グランドレベル代表取締役 ２０１６年からやっている 

・１階づくりはまちづくり １階専門のプロデュースする会社。 

・オフィス、公共施設、商業施設、公園・・・ 

・ひと まち 日常 

 

○まちとは 

・まちとは小さくも現実的な社会 

 この小さなまちを変えることは社会を変えること 

 

○私は 

・メディアに関する仕事を１０年ぐらい。 

・メディアだけでなく、よりダイレクトに まちに関わってみたい 

 

◇突然舞い込んできた話 

・東京のど真ん中 東京電機大学の跡地 ４，０００m2の敷地を企画する。 

・この場所にキャンプ場を企画 ← 大好きな東京で星空を楽しみたい 

・そこに、多くのバカ野郎が集まってきた。町中にキャンプするので、おしゃれしてきて、キャ

リーケースにテントを入れてくる。 
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・何をする？ テントを張って和む、四つん這いになる、寝ころんでみる、（東京という）同じ場

所にいても解像度、異なる視界、体験ができる。 

 

◇ワークショップを用意したが・・・ 

・神田の良さを知ってもらうワークショップを山ほど用意した。神輿を担がせてくれるようなイ

ベントも用意したが、参加してくれない。 ← 押しつけられるイベントはキャンプではない 

・能動的に自分でやることを見つけ、決め、実行する。 

・彼ら、彼女らがここをきっかけに、このキャンプをきっかけに、やることを見つける。 

 

○オフィスにバーカウンター 

・バーカウンターを作るとかっこいいと思って私のオフィスに作った。 

・「バーカウンターを作ったので見に来ない？」と声をかけると ← 見に来てくれます 

・人が来てくれて、お酒を振る舞い、みんなの笑顔を見ることが楽しく、ずいぶん大金を投資し

ていた → 私の趣味に 

 

○こんな場所にバーカウンターがあったら 

・まちを変える、世界を変えることができる。 

・振る舞って楽しみ、まちを変えるために → 屋台が使えるぞ！ 

・ＩＫＥＹＡでタオルを干すフレームを買ってきて、お盆を載せ、道ばたでコーヒーを用意した。 

← 誰も来ない 

・しばらく続けていると、自転車でこのあたりをパトロールしているおじさんが立ち寄ってくれ

た。「コーヒーショップじゃないです。みんなの笑顔を見るのが好きでコーヒーを配っています」 

→ 「おもろいなぁ」とコーヒーを受け取ってくれ、この時間を楽しんでくれている → ど

んどん人が集まってくる 

・人と時をすごせる ← マイパブリック 

 

○屋台を作る 

・１００均の品でデコり、シマシマの屋根でお店に見える。 

・私道を「何に使ってもいいぞ」とやっていると、すごい人だかりに。 

・利用者から「また来てください」と言われるのですが、「今度はあなたがやってください」と言

っている。 

・あつし 傘に付けたスポンジに水を吸わせて絵を書く。大道芸のように素晴らしい。なぜお金

を取らないのか → 喜んでもらえるのが楽しいんだ！ 美術の先生だった 

・おばあちゃん おしゃべり好き 緑地帯にタバコなんかのポイ捨てがあるのを掃除し続けてい

た → そこで、たばこの灰皿を置き、人がそこに吸い寄せられるように集まり、おばちゃん

はお話を楽しめる。 

・ＡＳＫ Ａ Ｐｕｐｐｅｔ 

・パーソナル屋台のコンテンツやデザインは人の数だけある。 

 

○アドラーの幸福の３原則 

１）自分を好きであること 

２）他者を信頼できること 
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３）自分が社会に貢献できていると実感できること。 

 

○Ｔｈｅ ｔｈｒｅｅ ｌａｗ ｏｆ ｉｎｔｅｒｅｓｔ 

１）自分を満たす 

２） 

３） 

・一人ひとりが能動性を発揮することがまちを社会を変えていく 

 

○ここで何したらいい？ 

・川が近い。倉庫が多いエリア。商店街があるような賑やかなエリアではなかった。 

・最近、倉庫をつぶしてマンションになっている。人口密度は高まっているのに人影がない。 

・喫茶ランドリー ← これからの時代、単体のお店はなくなり、何かと何かが混ざり、個性が

生まれる店が求められるのでは 

 

○世界保健機構 ＷＨＯ 

・社会的福祉の状態にあること 誰もが立ち寄り、誰もが安心でき、声をかけられる、孤独でな

い、様々な社会的福祉が備わっていること。 

 

○あまねく人々にとって自由なくつろぎのある場 

・足が無くなったぐらいで閉じこめられたくない。 

・あまねく人々が、それなりに幸せに生きていることは大事。 

 

○自分／他人 

・自由 自分にとって自由、他人にとって自由 

・多様 

・許容 

 

○喫茶ランドリー 

・プレオープン 

 「ここ貸してくれますか」 

・人の能動性がどうすれば発揮できるか試してきた。 

・コンクリートむき出しの壁を雰囲気のいい壁にした ← デザインの力 

・パンづくり 傍らには毛布を敷き子供にＤＶＤを見せている 親も子供も我慢することなく楽

しんでいたい 

・ミシンのイベントが勝手に入ってきたり、地元企業の勉強会に使われたり、美容師の腕が鈍り

たくないのと言う声に「じゃぁ、来週やろう」と日程を決めてしまう。 

・「今度飲みに行こう」で飲みに行くためしがない。日を決めてしまう。 

・半年で１００以上のイベントが展開された。お客様がやりたいということの日程を私は決めた

だけ。 

・ミシン、アイロン、洗濯機、・・・ 

 

○ 
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・「禁止」ではなく「自由」 

 「許可」むしろ「応援」 

・公園、道路、広場 あらゆる施設が 何かをやりたい場になれば 

 

○これから ここから 

・完成品のデザイン → 補助線のデザイン 

・イベント、コンテンツ → きっかけ、補助線 

・施設、会場 → 質の良い器としての空間 

・特定のターゲット → あまねく人々 

・一過性のにぎわい → 持続的なひとの気配 

 一過性のコミュニティ → 持続的なコミュニティ 

 

・まちの人のやりたいことをやれる 

・ここに来るとわくわくする 

・私は派手な格好をしている まちづくりをする人がダサい格好をしていて欲しくない。 

 

20:25～20:30 休憩 

 

20:30～21:03 

○瀬戸昌宣 

・ＮＰＯ法人ＳＯＭＡを運営 

・アメリカの大学に１３年、昆虫学、教育研究に従事 

・農学博士（昆虫学） 世の中には「虫」しかいないのに、「害虫」と呼ばれる虫が 

・栄養の摂取の方法が違うので、元々の生態系を元に対策を考えているのでは対応できない。 

・現場の課題を今解決したく、現場第一に見てきた。 

・環境を整える 

 

○環境を整える 

・環境、育ちに寄り添う 

・高知で ＫＯＣＨＩ ＳＴＡＲＵＰ ＰＡＲＫアブコーディネーター 

・２０１６年に帰国後、土佐町に移住、土佐町役場に勤務 １年３ヶ月 教育事業を企画したり 

・かたりすと 触媒になりたかったのだが 教育行政 教師 ○○ 

・２０１８年７月 「あこ」を開設 

 

○ＳＯＭＡの事情 

・サードプレイス事業 

・学校教育支援事業 

・そやのまなびや事業 火傷、骨折、けがもすることがありますが、死にません 

・社会教育・生涯学習事業 

・図書館運営事業 

・あこ 
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○人口４千人のまち 

・過疎の町 必要なモノしかない町 

・そこに行くと何をするかがわかる店しかない。 → 余白がない 

・人に見えないといけない、ショーケースでないといけない、人がゲラゲラ笑っている場でない

といけない → ガラス張りの家を探して回った 

・あこ ← 「あそこ」の土佐弁 どこいくか？ あこ 

・ひとりずつ何をするかを選べる「余白」がある場所 

 何もしないでいられる場所 

・議員さんがここで話をすると、議員のあるべき話を、市民の前で言質を取れる状態で話してく

れる。 

・小１から小６までが体で英語を学ぼう それをわきで別の子供が見ている。 

・親じゃない大人に、自分の今日の気持ちを話す場所は結構無い。 

・通学も危ないからとバスで送り迎え、寄り道という「余白」がない。 

・朝７時からセミナーやると言えば４千人のまちで４０人ぐらい集まる。 

・教育長にお母さん方が直接本音で話せる場所 

・おぐりの講演会 生後１ヶ月から８０代までの９４人が集まる。子供が這い回っているのが普

通に。 

・ＡＬＴの人がこの時間によく来るらしい、ということで人が集まり勝手に英語教室が始まる。 

 

○うながすというよりも出てくるまで待っている 

・親子が一緒に勉強 

・ 

 

①コミュニティではなくエコシステムを考える 

・エコシステム（物理的環境）の世界の中にコミュニティがある。コミュニティの仲間だけで世

の中ができているのではない。 

・わたしたちのあり方は、思考や人とのつながりだけではなく、物理的環境と共にある。 

 

②自立した生き方をしたい 

・自立ではなく孤立 

・自立とは：主体性と協調性のバランスがうまくとれている状態が自立です。 

・自分にできることをわかっていて、自分にできないことを他社に過不足なく頼る。 

・私が私であるとは あなたがいるということ 

・自分と周りの環境、あなたとの関係性 

 

元子さんは、文脈は違うんだけど似たようなことを言っている。 

 

21:03～21:38 

○中村 

・喫茶ランドリーに起きていることが、ここでも起きている。 

・イベントを週１、週２でやっているが、お客さんが持ってきたもの。 

・ここでの取組にインスパイアーされて、次のアクションが起きている 他人事のような感覚 
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・「ノー」と言わない主義 それがいい結果を生んでいるのかな 

 

○元子： 

・マジでこれやるのと思ったのは、花王のワイドハイターでオタクのＴシャツを無臭にする 

 ２次元ユーチューバーの方とお宅の洗濯物を洗濯して無臭にする ２分間２次元ユーチューバ

ーと話せることを楽しんでいる ← 人が輝いているってやって良かった 

・こんな自由が起きたらいいなぁという「自由の色」があって、色が空間を作っていると思う。 

・多様で自由を許容できる人 

 私は優しいひとではない あなたが優しくさせてくれる人だから、環境がそうだったから 

 

○瀬戸昌宣：理想の公民館はルールがないはず。 

○元子：ルールはないけれど、秩序が、お客さんが助けてくれている。 

 

○瀬戸昌宣： 

・バリアフリー：ここには手助けできるスタッフがいるのに、あなたにできること、私にできな

いことを交換する、過不足無いありがとうの交換。 

・でも、仕事に没頭したい人もいて、ルール、秩序は変わっていく。 

 

○元子：環境は日々変わるのが普通なのに、変わらないことを求められていることで居心地が悪い。 

 

○瀬戸昌宣： 

・夏休み明けに学校に行けない子供がいる。「あこ」には来る。 

・人は波がある。コンディションが変わる。 

・相手のパブリックに踏みいらない。でも見ているよ、大丈夫だよ、いるよ、安心安全だよ を

言葉で伝えるのではなく、「あこ」の真ん中で大の字で寝てみたり。 

・人を強制したり、がんじがらめにしたことが出てこようとするときに、動的に平衡な状態に。 

 

男Ｑ：まとめのスライド これまでとこれから 対象となる人 自分と同じような思いの人に出会

いたくて来ている 

 

元子：文房具カフェ 認知症カフェ 何かテーマを決めることで、そのテーマにフックした人が来

る。その方がマーケティングとしては成功するだろう。でも、私は他人が好きなので、同時代

に会える人をだいたい愛している。道で突然「愛している」と言うのはおかしいのはわかって

いる。それで、コーヒーを振る舞いながら、心の中で「がんばっているね、愛しているよ」と

思っている。 

 

瀬戸昌宣：もともと分けられないモノを分けて生活している。小中高校生に分ける必要はない。生

後○日目というだけ。分けられるモノであれば自然に分かれていくはずなのに、分けられない

モノを分けている。 

 

元子：足がスパンと無くなっても私です。年老いても行ける場所が素敵な場所であることを証明し

たかった。 
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瀬戸昌宣：また会えるかどうかはわからない。林業をしていて指が無くなった人に、「チェーンソー

は使えるの、なら林業に戻れるね」 

・「かわいそうとか思わないの」と言われたが、指が無い今の状態を悲しんでどうするの。 

 

元子：命懸けてやりたいことがたくさんあり、父が亡くなったときも「人は死ぬし」と思っていた。

私のような考え方でもほっといてくれるのが東京。救われたとことがある。 

 

瀬戸昌宣：ひとりになれる場所づくり。「あこ」は誰でも見てくれという場所を作ることで、みん

ながいる状態で、ひとりになれる。 

 

元子：ひとりになりたいオーラを出さないとひとりになれない。コミュニティカフェだと思って話

しかけて欲しがっている人が来るが、そのことをわかるスタッフがいることがすばらしい。 

・地方と都市でできることできないこと、一長一短。東京だけが異常なことを知っている。 

 

瀬戸昌宣：でも、両方必要ですよ。１２００万人のおもしろさ、良さ。 

 

元子：墨田区から４千人をチョイスして土佐町に持ってきても、今の土佐町になれない。いろいろ

な人がいることが前提なので、何をすればいいかをウオッチングしていて、「何もしない ＝ 冷

たい」となっているのが東京。 

 

瀬戸昌宣：がんばって東京出張を作って、領国へ行ってください。 

 

－以上－ 

 

 


