
下諏訪町御田町について

203人 （参考）下諏訪町全体

（H28.10.1現在） 20,648人

89世帯 （参考）下諏訪町全体

（H28.10.1現在）  8,928世帯

２－４「人」が「人」を呼び込むまちづくり
　　　下諏訪町「御田町商店街」活性化の取組から
　　　（下諏訪町　御田町商店街）

人口

世帯数

下諏訪町御田町商店街地図

出典：下諏訪町より提供

御田町

御田町商店街地図

御田町商店街エリア

ミーミーセンタースメバ

「匠の町しもすわ・あ

きないプロジェクト」

活動拠点

マスヤゲストハウス
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〇 取組の概要

商店街の空き店舗活用にあたり、単に「モノを売る」のではなく「モノをつくることを通じてコトを売

る」という発想の転換を図り、空き店舗ゼロを達成

その背景にあったのは、「あるものを使い、できる人がやる」という方針の下で、地域資源を活用した

取組を総合的にプロデュースする「地域プロデューサー」の存在、商店街でものづくりをしたいという意

欲ある若者を支える「商店街のおかみさんたち」の存在であった。

この二つの視点から、「人と人との有機的なつながり」による御田町商店街のこれまでの歩みを振り返

り、「人の力が起こした商店街の活性化」を分析した。

〇 分析集における３つの視点

１ 住民がつくりだしたいと思う状態

マーケットのマス（大量消費型）からミニ（高付加価値型）への変化に合わせた「ミニ」のニーズ

に応える地域の価値を創出する。

空き店舗を埋めるだけではなく、よそ者が担い手となり、５年、10年先を見据えたまちづくりを

目指していく。

必要な人材獲得のための「マグネットコミュニティ」への進化を図る。

２ 地域にある物語

地域に根付く「ものづくり」の文化に着目した、空き店舗を活用した「ものづくり」と「商い」の

マッチングに成功した物語（匠の町 しもすわあきないプロジェクト）

「御田町商店街」の価値に着目した物語

・ 単にモノを売るための場所ではなく、ものづくりに機会と付加価値を生み、製品力・ブランド力を

増幅させる。

・ ものづくりを中心に人が集まり、場を創出

・ これらが可能であることが価値であり、アイデンティティ

プロデューサーの立場で、平成29年（2017年）現在の御田町を作り上げた原さんの歩み。

プロジェクトに主体的に関わり、新たな人を呼び込むことに成功したおかみさん会の歩み。

３ 分岐点と判断

平成14年（2002年）

高橋文利町長が立ち上げた「下諏訪町はってん100人委員会」に参加した原さんが、「商店街活性

化グループ」に参加し、よそ者である自分がリーダーになろうと決めた判断

平成15年（2003年）

「匠の町 しもすわあきないプロジェクト」を立上げ、地域の強みである「ものづくり」に着目し、

「商店街活性化のために空き店舗に工房を作ってみよう。」と提案し、実行した原さんの判断

平成15年（2003年）５月

「自分たちの手でお店を１軒作ってみよう。」という目標を掲げ、集まったメンバーの力で第１号

店をオープンさせたプロジェクトメンバーの判断、それを受け入れた地域の判断

店舗が空くのを待つ人たちがいる状態をつくり上げた「みたまち おかみさん会」。このおかみさ

ん会との連携によりプロジェクトを進めていこうと決めた原さんとおかみさん会の判断

平成16年（2004年）～

空き店舗対策から担い手づくりへのステージの変化。「やりたい人」「できる人」が集まる自律分

散型の取組とイベント等に発展させた判断（三角八丁等）

平成23年（2011年）

「御田町スタイル」の開催により、「モノを通して街を売る」取組として、首都圏での「商店街」

展示をやってみようと新たな一歩を踏み出した判断

インターネットでは伝わらない「ホンモノ」を通して、商品の差別化と商圏拡大を狙う。

「商店街ファン」の創出による「マグネットコミュニティ」へのハブ化を実現
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「あれ？ 意外と人通りが少ないなぁ・・・。」  

 

私たちが初めて御田
み た

町
まち

を訪れたのは、

木枯らしが吹き始めた秋も深まる平日

の昼下がり。 

下諏訪町にある「御田町商店街」は、

商店街の再生事例として全国的にも有

名な町であり、一度は行ってみたいと思

っていた町でした。そして、私たちがイ

メージしていた「御田町」は、東京など

で良く見られる「〇〇銀座」的な商店街、

飲食店や惣菜店などが立ち並び、平日で

も大勢のお客が行き交う活気溢れる商

店街でした。（写真１） 

 

「何かが違う」 

これが御田町に対する第一印象でした。 

 

「商店街の活性化＝人の賑わい」をイメージして初めて御田町を訪れた私たちは、まずそのギ

ャップに衝撃を感じましたが、実はこの町、「人の賑わい」はなくても、「人の力」で「商店街の

空き店舗ゼロ」をやり遂げているのです。 

 

高齢化や代替わりなどにより、商店街で空き店舗が増加するという課題は、他の地域でも発

生しています。ここ御田町は、地域の特性である「工業の町＝ものづくり」に焦点を当て、「商

店街はモノを売る場所ではない、コトをつくる場所だ」というコンセプトを掲げ、単にモノを

売るのではなく、作り上げたモノに対し、ここでしか手に入らない「希少価値」を付加するこ

とにより「匠の町」としてのブランドを作り上げました。 

これこそが、私たちが第一印象として受けた「何かが違う」の意味、一般的に他の地域で行

われている「モノを売る」という商店街の活性化との相違点なのです。 

そして、御田町の取組の根底には、「『地域にあるもの』と『地域に合うもの』を活かしてみ

よう」、「新しいお店を開きたいという意欲的な人がチャレンジできる舞台を整えてみよう」と

いう発想がありました。 

 

今回、御田町の取組を紹介するにあたり、これまでの歴史ある御田町の活動の中でも、特に

「人と人との有機的なつながり」に着眼点を置き、そこでどんなことが起こり、現在の御田町

になったのかを紐解いていきたいと思います。 

 

 

（写真１ 御田町商店街） 
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Ⅰ プロジェクトのはじまり 

下諏訪町は、明治期に製糸工業が栄え、戦後は精密機械工業のメッカとして「東洋のスイス」

と呼ばれるほど、国内でも有力な工業集積地、ものづくりが盛んな地域として発展してきまし

た。 

下諏訪駅に程近い御田町商店街は、明治 44年（1911年）、近隣に開業した片倉製糸工場の関

係者や地域住民の生活を支えるために形成された商店街であり、その当時、通りには一日２千

人～３千人の往来があったそうです。  

 下諏訪町で一番賑わっていた時期もあった御田町商店街でしたが、町の中心部周辺の宅地化

の進展や、幹線道路沿いへの大型店出店などの影響を受け、昭和の終わりから平成にかけて往

来人口の減少や高齢化等を理由とした廃業や閉店が進み、平成 15年（2003年）には約 30軒あ

った店舗の 1/3が空き店舗となってしまいました。  

 ことのはじまりは、平成 14年（2002年）11月９日、町政運営のパートナーとして、町と住

民が協働しながらまちづくりを行う住民組織「下諏訪町はってん 100人委員会」が設置された

ところから始まります。 

 「なんだか面白そうだから参加してみようかな。」 

 当日集まった参加者の中に、平成 29 年（2017 年）現在の御田町をつくり上げた、それまで

地域づくり活動とは無縁だった一人のキーマンがいました。 

 

Ⅱ 「人を動かす力」を持つリーダーの存在 

NPO法人「匠の町 しもすわあきないプロジェクト」 

専務理事  原 雅
まさ

廣
ひろ

さん（写真２、写真３） 

 

「諏訪地域は元々は工業の町。実際に観光従事者は少ない。

特に下諏訪町は通過型観光地だったので、ホスピタリティ

がなっていない。工業化が早く進んだため、宿泊者がいな

くてもコンベンションで食べていけたんだよね。」 

これは、御田町の歴史を私たちに語ってくれた中での原さ

んのコメントです。 

  

 平成 14年（2002 年）に設置された「下諏訪町はってん 100 人委員会」では、住民自らの発

意で研究グループを立ち上げることができ、後に「匠の町 しもすわあきないプロジェクト」

となる「商店街活性化グループ」が設置されました。このとき集まったメンバーは原さんを含

めて５名。原さん以外は商店街関係者と１名の主婦の方でした。 

「商店街の仲間だけでは新しい発想が出てこない。外から見た視点で、新たな風を送り込ん

でもらえないか。」というメンバーからの声を受け、幼少期時代を御田町商店街周辺で過ごし

たものの、学生時代には下諏訪町を離れたＵターン組でもあり商店街の店主でもない、いわゆ

る「よそ者」の原さんがこのグループのリーダーとなりました。 

 「自分は商店街ビジネスとは関係ない立ち位置にいる。本業はめっき屋なんだよね。」と語

ってくださった原さん。 

「まちづくりに『ヨソモノ、若者、ばか者』の力を活かし、内から見ているものだけではな

（写真２ 原雅廣さん） 

ヒアリング時撮影(2017.11.20) 
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く、外から見た客観性も必要だと気づいた。外から目線でどれだけ取り込めるかが大事だ。」

という原さんの言葉にあるとおり、外部の人の力により新たな発想を取り入れることは、私た

ちが仕事を進めていく上でも非常に大切な要素になるのです。 

原さんをリーダーとした「商店街活性化グループ」は、商店街の現状をメンバー全員が共有

し、今、取り組むべき課題は何かについて話し合いを始めました。その結果、商店街でまず取

り組むべき課題は「空き店舗対策だ」ということになり、よそ者の力を取り入れて解決策を考

えてみようという第一歩が踏み出されました。 

 各自がアイデアを出し合い検討を重ねていく中で、原さんが目を付けたのは、この地域の強

みである「工業生産」です。 

「そこで培ってきた技術があるじゃないか。」 

「町の中でモノを作っている人がいるじゃないか。」 

 この「ものづくり文化」＋「人」の組み合わせで、「商店街の空き店舗に、工房を作ってみ

たらどうだろう。」という原さんのアイデアにメンバーが賛同し、本格的にプロジェクトが動

き始めました。 

 ここで注目すべきは、プロジェクトを進める上で原さんが取り入れた、工業の現場で一般的

に使われている「PDCA サイクル（※１）」の手法です。目標を設定し、具体的に作業を進めて

いく上での工程表を作り、実行段階では工程通りの作業が問題なく進められているかを絶えず

チェックする。そして問題があれば、速やかに対応策を講じることにより、設定した目標を達

成するとともに、次につなげていくために必要な改善策を検討しながら更なるステップアップ

を目指していく。 

原さんのリーダーシップの下で、このような進め方に馴染みがない他のメンバーも、楽しみ

ながらアイデア出しの作業を進めていくことができたようです。 

（※１）生産管理などの業務で使われる、Plan（計画）、 Do（実行）、 Check（評価）、 Action（改善）の 4

段階を取り入れた業務改善手法 

 

「空き店舗を埋めても、５年経ったらまた空いてしまったら意味がない。５年、10年先に町

が続いていく継続性が重要である。それを考えた時に、教育（人材）、まちづくり（ハード）、

それをつかさどる機能（ソフト、仕組み）を総合的にどう組み合わせるかが重要であり、その

結果として、この地域に住んでいる価値、この町に住んで良かった、この町に住みたいという

ことに結び付けていきたい。」 

これが平成 15 年（2003 年）に立ち上げた「匠の町 しもすわあきないプロジェクト」に対

するリーダー原さんの想いでした。 
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Ⅲ 取組のコンセプト 

御田町では取組を行う際に大切にしている３つのコンセプトがあるので、ここでご紹介します。 

①「リソース」：あるものを使い、ムリはしない 

②「アクション」：できることからはじめ、できる人がやる 

③「シェア」：情報と人脈を共有し、長を作らない（自律分散） 

一つ目の「あるものを使い、ムリはしない」という考え方は、あるものはそのまま活かし、

身の丈に合った取組をしようということです。この「ムリはしない」という心掛けは、取組を

持続させていく上での重要な視点の一つになると考えられます。目的を達成するために無理を

して頑張らなくてはいけないタイミングはありますが、無理をし続ける取組は長続きしません。

無理をしてやり続けることが、必ずしも成功につながるとは言い切れないのです。 

この「ムリはしない」という考え方は、二つ目の「できることからはじめ、できる人がやる」 

ということにも繋がっていきます。やりたいことを思い描くことは誰でもできますが、それを

実行しなければ意味がありません。「自分たちができることを活かして、まずはムリをせずや

ってみよう。」という形でスタートを切ってみることが何よりも大切になるのです。 

一般的な取組として、この部分が足りないからやれ、お金をつけるからやれという形でスタ

ートを切ることになりがちですが、御田町では「できるところからはじめる、できる人がやる」

「餅は餅屋で」という考え方で、メンバー各自が持つ得意分野を活かし、まずはできることか

ら始めてみるという取組を継続してきました。 

原さんの言葉を借りれば、「活動を始めて 15 年。やれる人たちを前に出す。「先ずやってみ

る」の積み重ねだった。」ということになります。 

三つ目の「情報と人脈を共有し、長を作らない」というやり方は、情報は必ず全員が共有す

る、長は作らず、やれる人、できる人が集まり、それぞれがそれぞれのやり方で進めていこう

という「自律分散型」の考え方です。 

原さんはロボットを例にして、この「自律分散型」を説明してくれました。 

「ロボットを動かす時に、全体を一つの頭脳で制御すると不具合が発生することが多く、むし

ろ手や足などのそれぞれのパーツを動かし、それぞれが連携して機能を発揮する方がうまく動

く。つまり、各要素の相互作用によって全体が機能する、

これが「自律分散型」である。」と。 

取組を行う際に、どこかでまとめようとすると、まとめ

ることにエネルギーを費やしてしまいます。それぞれがで

きることをやり、足りない部分は隣から借りてくればよい

という考え方「相互補完、相互支援」、ここでも「餅は餅

屋で」の考え方が重要になります。原さんは言いました「相

互補完、相互支援で全体の底上げにつながることが、地域

づくりの大きな要になる。」と。 

 

原さんは、「これまでこの三つのコンセプトでやってきて、この三つを作って守ってきただ

けです。」としか言いません。この言葉が意味するものは、原さん自身はプレーヤーとして動

いているのではなく、活動のフィールドは用意するから、できる人ができることをやってい

（写真３ 原雅廣さん） 

ヒアリング時撮影(2017.11.20) 
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いよというスタンスを貫いているということ。つまり、原さん自身は、活動のプレーヤーで

はなく全体を総括するプロデューサーであるということです。そして、この三つのコンセプ

トをメンバー全員が共有し、揺るぐことなく今日まで続けてきたことこそが、御田町の取組

の成功のカギであったのではないかと考えます。 

 

Ⅳ 一番初めにやったことは「大工」だった    

 「できることから始めてみる」を合言葉に、

平成 15 年（2003 年）３月から始まったプロジ

ェクト。 

「とりあえず形にしてみるか。お店を 1軒作っ

ちゃおうか。それも、あるものを使って自分た

ちでやってみようじゃないか。」 

メンバーの中には、自分の店を自分の手で造

り上げた、日曜大工が得意のパン屋さんがいま

した。「なるべくお金をかけないで、やってみ

よう。」ということで、近隣の住民に声を 

かけ、廃材や不用品をもらい、日常の仕事が終わってからの夜間に、手弁当での店舗改修工事

をスタート。1週間ほどの工事期間を経て、平成 15年（2003年）５月に総工費約 10万円の織

物の店「あざみ工房」がオープンしました。（写真４～６：改築作業①～③） 

空き店舗改修による第 1号店のオープンについて、この取組を間近で見ていた商店街の人た

ちはどのように感じていたのでしょうか。 

 「人を納得させるためには、「形」を見せるこ

とが大事。本当にできるのか心配して見ていた周

りの人が驚き、10人中２～３人が関心を持ってく

れたことに意義があった。『言うよりも見せるが

やすし。』とはまさにこのことだ。」と語ってくだ

さった原さんの言葉は、実体験から得た教訓その

ものであると感じました。 

  

一般的に、地域づくりで行われている様々な活

動は、トライ＆エラーを何度も何度も繰り返した

上で、現在に至っているものが多いと言われてい

ます。そういう意味でも、できることからまずは

「トライ」してみないと何も始まりません。原さ

んたちの「ファーストトライ」である「手作りに

よる第 1 号店のオープン」は、「具体的な形を見

せること」により、何を始めるのか不安だった周

りの人たちの「信用」を得て、更なる「ネットワーク構築」につなげることができた意味でも、

大きな一歩であったと言えるでしょう。    

（写真６ 原さん説明資料より（改築作業③）） 

） 

（写真４ 原さん説明資料より（改築作業①）） 

（写真５ 原さん説明資料より（改築作業②）） 

） 
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Ⅴ おせっかいおばちゃん「みたまち おかみさん会」の存在 

（１）おかみさん会の活動 

昭和の良き時代の風情が残る御田町商店街には、各商店のおかみさんが集まった「みたまち 

おかみさん会」があります。この会は、平成９年（1997 年）に設立し、平成 29 年（2017 年）

11 月現在の会員は 14 名。この「みたまち おかみさん会」と「匠の町 しもすわあきないプ

ロジェクト」が連携することで、商店街の空き店舗ゼロを実現しているのです。 

「おかみさん会」は、御田町で起業したいという若者が、スムーズに地域コミュニティへ参

加できるよう、生活の相談を受けたり、きめ細かいお世話をするなどのいわゆる「おせっかい」

をしています。また、若者の御田町への起業の夢を叶えるために、商店街にある空き物件を探

したり、入居交渉や家賃交渉などを行っています。 （写真７） 

その際には、きれいな状態でないと貸すことはできないという所有者の思いをくみ取りつつ、 

そのままでいいから安く貸していただけるよう交渉することがポイントだそうです。 

また、空き店舗が空き地にならないように、所有者が遠方にいる場合は、お墓参りに来た時

などに必ず声をかけるなどの取組を行っているそうです。 

 

 

（写真 7 みたまち おかみさん会） 

おかみさん会は関係性を作るという意味でも重要な役割を担っています。 

「あいさつがきちんとできるかどうかが、人を見る時のポイントの一つです。」とおかみさ

んたちは言います。地域の人たちとの良好な関係を築き上げていくためには、まずは「あいさ

つ」をすることが基本になるのです。「商売人のおかみさんたちは、人を見る確かな目を持っ

ている。これを〝おかみさんフィルター〞と私は呼んでいる。彼女たちが選んだ人は、私たち

も信頼できるので、おかみさんたちが人を選ぶこの基準に全て任せることにしている。」と原

さんは言います。これまで商店街を支えてきたおかみさん会だからこその視点で、起業する若

者たちを、自分たちが応援したい相手としてしっかりと見ているのです。 

このように、おかみさん会が関係者との程よい距離感を保ちつつ、自然体で御田町を支えて

います。 
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（２）おかみさんたちの気持ち 

御田町で起業したいという若者たちを、おかみさんたち

はどんな気持ちで迎え入れ、どういう対応をしているのか、

坂本由
よし

江
え

さんと河西美智子
み ち こ

さんにインタビューしてみまし

た。（写真８、写真９、写真 10） 

お二人が答えてくれたことは、 

・「御田町を選んで来てくれてありがとう。」という感謝

の気持ちを決して忘れないこと。 

・受入れにあたり、まずは自分ができることは何だろう

と考えること。 

・地域へのあいさつ回りに同行し、新しく来た人と地域

とをしっかり結び付け、両者の不安を払しょくすること。 

・個々の仕事には立ち入らず、とにかく世話を焼くこと。 

・若い人たちは地域の草刈り作業などにも出てくれるので、大事にしないといけないこと。 

・これまでの取組を通じて、外から来た人、若い人たちから学ぶことは多いということに自

分たちが気づいたこと。 

質問に答えてくださったおかみさんたちの笑

顔や接し方を見ていると、このおかみさんたちが

いれば、自分も御田町で頑張っていけそうだとい

う気持ちに自然となってきました。 

また、空き店舗ゼロを達成することができた理

由については、「匠プロジェクトと連携し、自分

たちができることを楽しくやれたこと。原さんと

友達感覚で取り組めたことがうまくいった。」と

答えてくれました。 

 

最近の傾向として、開店したお店の３軒に１軒

が空いてしまうそうですが、おかみさんたちは「またどうせすぐ来るから。」と静観していま

す。なぜなら、彼女たちの力により、ものづくりに取り組む人たちにとって御田町が憧れの町

となりつつあり、空き物件が出るのを待つ「ウェイティングリスト」がそこには存在している

からです。 

「実際にどうしてもここがいいと言って、待っている人がいるんです。だからこの商店街の空

き店舗対策はもう終わっているのかもしれませんね。」と原さんは笑顔で解説してくれました。 

 

（写真９ 左から 坂本由江さん[お茶屋]、河西美智子さん

[カメラ屋]）ヒアリング時撮影(2017.11.20) 

（写真８ 左から 坂本由江さん[お茶屋]、 

河西美智子さん[カメラ屋]） 
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（写真 10 おかみさんへのヒアリングの様子(2017.11.20)） 

 

Ⅵ 御田町が活用する４つの力「Stock」「Value」「Rest」「Design」 

 これまで「人」に着眼点を置いて取組を紹介してきましたが、御田町が活用している４つの

力にもそれぞれ「人」の要素が含まれているのでご紹介します。 

     

（１）「Stock」（写真 11） 

 御田町が元々もっている力を活用すること

です。御田町の「Stock」は、「おかみさん会」

とそれを支える旦那さんたちの寛容力である

と原さんは言います。おかみさんたちが活動

できる背景には、おかみさん会の活動を誇り

に感じ、自由に活動をしてもらう一方で、何

か問題があったら駆けつけるという旦那さん

たちの寛容力も重要な要素であるそうです。 

また、旦那さんたちが飲みに行こうと皆を

気軽に誘うことが、コミュニケーションの機会づくりに大きな役割を果たしています。 

 

（２）「Value」（写真 12） 

 元々持っている「地域の力」、「職人たちのもの

づくりの精神」「御田町であることの価値」です。 

 「商店街は単にモノを仕入れて売るだけのとこ

ろではない。商店街の固定観念を脱却し、「モノ

を売ること」から「コトを売ること」に商店街を

変化させていきたい。」と原さんは言います。も

ちろん、御田町で「コトを売る」ということは、

「モノを作る」という意味になります。 

 「地域の力」は商店街というハードだけではなく、商人が持っている知恵やノウハウもあり

（写真 11 原さん説明資料より（Stock）） 

） 

（写真 12 原さん説明資料より（Value）） 
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ます。おかみさんたちは商売をしてきたので、商人や商品を見る目があり、「人」や「モノ」

のクオリティーは感覚的に判るようです。 

「コトを売る」の意味を分かりやすく説明すると、地域に根付いている「ものづくり」の文

化の下に集まった人たちが、新たな地域の価値を生み出し外へ発信することにより、地域の資

産を向上させるということになります。 

外へ発信する際に、若い職人たちは自分たちの作品を「御田町スタイル」というブランドに

します。このブランドを東京で物販することを通じて、モノを売るのではなく「御田町」とい

う町を売るのです。そして、御田町という冠を背負って事業をすることで、よそ者である若者

が、町の担い手に変わり、その結果、町の持続性や発展につながっていくのです。 

御田町は若者の斬新な発想で、この「コトづくり」を行っています。 

「若い人たちの感覚で、いろんなものを作ってくれる。コトづくりに正解はないんだよね。」

と原さんは言います。そして、「御田町」という冠をつけるための「価値」を作ることを「エ

リア・アイデンティティ」と原さんは名付けています。 

                          

（３）「Rest」（写真 13） 

 人と人とを繋げる「ご縁の力」、それぞれの

力の集中と実行の分散により相乗効果を発揮

する「プラットフォーム効果」です。 

 原さんは「Rest」を「たまり場」と置き換え

て説明してくれました。「御田町が、職場や自

宅と隔離された、心地よい「第３の居場所（サ

ード・プレイス※２）」となり、町に対する特

別な思いを持つ人が増え（ファンの増加）、自

然に人が集まる場所になること」を目指したい

と考えているようです。 

 （※２）サード・プレイスとは、コミュニティにおいて、自宅や職場とは隔離された、心地の良い第３の居

場所を指す。『ザ・グレート・グット・プレイス』という著書で、アメリカの社会学者レイ・オルデンバーグ

は、サード・プレイスが現代社会において重要であること、その場所に対する特別な思いを論じている。日本

では「サード・プレイス」を持たない者が過半数を占める。（原さん説明資料より） 
 

ただ待っていても人が来ない場合、口コミを基本としたネットワークを活用したり、自ら出

掛けて行って人を探すことが重要です。ここでのポイントは「ネットワークを持っている」と

いうことです。地域コミュニティの中でネットワークを持っている人が、そのネットワークを

通じて仲間を呼びます。この「口コミによるネットワーク」の活用により、良い仲間が良い仲

間を呼ぶ「信用」を核とした連鎖の輪が広がり、人集めのための宣伝は不要になると原さんは

説明してくれました。 

 合わせて、「町の成長を測る物差しは、『皆が憧れる』『住んでみたい』『また行ってみたい』

『これから行ってみたい』と思ってもらえるような、幸福度を感じることができるまちづくり

だ。」と原さんは熱く語ってくれました。 

 

（写真 13 原さん説明資料より（Rest）） 

） 
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（４）「Design」（写真 14） 

 第三者として外部の人達が客観的に商店

街に関わり、商店街の機能補完を果たしてくれ

るよそ者の力が「デザインの力」です。 

元々ものづくりの文化がある諏訪地域はク

リエイティブな活動を行う方々が多い土地柄

であり、その中でデザインに関わる人たちも自

然と集まりやすい環境にあります。 

ここで言うデザインとは、「何かを描く」だ

けのデザインではなく、構想・企画・設計な 

ども含まれます。商店街のメンバーだけでは 

足りないスキルとして第三者がデザインの部分で関わっているところがポイントになります。 

 

 

Ⅶ 人と人とのつながり 

 

 

明治時代における製糸産業の発展に伴い、多くの人との交流が生まれた御田町では、外から

の人を受け入れ、受け入れた人に寄り添い支援する寛容な風土が育まれてきました。長を作ら

ない「自律分散型」の組織運営を掲げ、「やりたい人」「できる人」が集まり、それぞれが主体

性を発揮できる場を提供し、「相互補完・相互支援」で相乗効果を生む取組を展開しています。

（写真 15） 

これまでの御田町の取組を振り返ると、まず、商店街の女性の集まりである「みたまち お

かみさん会」を中心とした第１世代で活動が始まります。このおかみさん会が、原さんが中心

となって立ち上げた「匠の町 しもすわあきないプロジェクト」と連携し、空き店舗対策とし

て新しい人たちを呼び込む活動を始めます。そして、プロジェクトを進めてきた結果、平成 15

年（2003 年）に約 30 軒あった商店街の１/３が空き店舗だったものが、平成 23 年（2011 年）

にはゼロになり、平成 28年（2016 年）までの 13年間で、延べ 35件を開業に結び付けること

ができました。 

（写真 15 御田町商店街の活動の様子） 

（写真 14 原さん説明資料より（Design）） 

） 
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御田町でものづくりをしたいという思いで集まり、新たに起業した人たちが中心となり形成

された第２世代。この第２世代は、空き店舗を改修し、おかみさんたちの支援を受けながら人

と人とがつながる御田町で、独自の創作活動に取り組むとともに、御田町の冠を背負って、御

田町で作り上げたものを東京で発信しています。 

 第３世代のステージでは、口コミによるネットワークで人が人を呼ぶ「マグネットコミュニ

ティ」が展開されます。平成 27 年（2015 年）には、古民家を活用し、新たなコミュニティ基

地となる「マスヤゲストハウス」をオープン。口コミによるネットワークで人を呼び込み、改

装工事には全国から 100人以上のボランティアが集まったようです。（写真 16、写真 17） 

  

 

 

現在の取組として、御田町ブランドの展覧会「BiDA（ビダ）」（※３）や、下諏訪町全町型の

イベントである「ぶらりしもすわ三角
さんかく

八丁
ばっちょう

」（※４）、そこで開催される「少年少女の星コス

モス」（※５）といった独創性に富んだイベントが誕生し、子どもだけではなく大人が本気で

商店街を楽しんでいます。 

（※３）Brand incubation with Design Artisanの略。信州諏訪を中心に、ものづくり×デザインで、ブラン

ド育成を支援し、「作り手」と「使い手」をつなげる場として平成 27年（2015年）にスタートしたプロダ

クトブランドデザイン展 

（※４）八丁の路で三角形に囲まれた昔からの旧市街地で、様々なイベントを同時開催する、平成 16年（2004

年）からスタートした持ち寄り型イベント 

（※５）毎年秋ごろ御田町に出現する少年少女による少年少女のための惑星「コスモス」。「惑星」を通して子

どもたちが自分たちにとっての「楽しい商店、人の集まり」を考える年一回のお祭 

 

今回、御田町の事例を紹介するにあたり、取組のカギとなった「人」の観点から、 

「プレーヤーではなくプロデューサーである原さん」 

「新たに町にやってきた若者を支援するおかみさん会」 

の二つの視点にフォーカスし、それぞれの立場から見た「人と人とのつながり」をまとめてみ

ました。しかしながら、今回の研究では、地域の人たちや、商店街で起業した若者たちが原さ

んやおかみさんたちのことをどう見ていたかという踏み込んだヒアリングまではできていま

せん。これまでの御田町の取組を、周りで見ていた第三者などからヒアリングすると、また新

たな視点での分析ができるのではないかと考えます。 

商店街の活性化に取り組んで 15 年の御田町は、人が人を呼び込むことを通じて新たな風を

吹き入れ、個性豊かな取組を展開し、これからも進化し続けるでしょう。 

 

（写真 16 原さん説明資料より マスヤゲストハウス外観） （写真 17 原さん説明資料より マスヤゲストハウスの様子） 
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 今回の事例研究を通じて、地域づくり活動の主体となる「人」、そこからネットワークでつ

ながっていく「人」、この「人と人とのつながり」を広げていくことがいかに重要かというこ

とを学びました。 

とかく地域づくりを進めていく手法として、まずはハード整備に着手し、ハードが完成した

後にそれを運営する仕組みをつくり、最後に担い手となる人を集めるという進め方を取りがち

ですが、この順番を逆にしてみる、すなわち活動を担う「人」を集めることから始め、実際に

ハード整備などを通じて形を作り、具体的に見せていくことで周りの信頼や理解を増幅させて

いく。これこそが、御田町が歩んできたやり方、御田町で取り組んでいるまちづくりの進め方

であり、これからまちづくりに取り組む際の参考手法のひとつになると言えるのではないでし

ょうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅷ これからも続く私たちの「学び」 

今後の課題として私たちが考えなければならないことは、できることをやる、ムリはしない、

自律分散型の取組が展開されている御田町に対し、行政はどのような支援・関わりができるの

かということです。各団体の取組の成熟度により、行政が果たす役割は異なりますが、既に自

律し、自走している団体に対して、活動支援のための「補助金」を出すことだけが行政の役割

ではないということに私たちが気づいたことも、今回の事例研究の成果であったと考えます。

そして、今回の研究から私たちが得たこの「学び」を、ただ「そうだったのか」で終わらせる

ことなく、次のステップにつなげていくことが何よりも重要になります。 

行政からの押し付けではなく、地域住民自らが地域の課題を把握し、課題解決にあたり主体

的に動いていけるようにするために、行政は何ができるのか、そして何をすべきなのかを、私

たちは引き続き研究していきたいと思います。 

 

 

【ヒアリング実施日：平成 29 年(2017 年)11 月 20 日、場所：下諏訪町御田町商店街 mee mee 

center Sumeba（ミーミーセンタースメバ）】 

（写真 18 御田町商店街ヒアリングの様子（2017.11.20）） 
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下諏訪町御田町商店街「匠の町 しもすわあきないプロジェクト」の取組のポイント 
 
 
 

 
 
これまで商店街は「モノを売る場所」と捉えられていたが、その固定観念から脱却し、御田町

でしか手に入らないモノづくりを中心とした匠の町づくりを進め、商店街を「コトづくりの場所」

へと変革させた点 
 

 
 
 
取組に当たり、以下の３つの視点を大切にしている点 

①「リソース」：あるものを使い、ムリはしない 

②「アクション」：できることからはじめ、できる人がやる 

③「シェア」：情報と人脈を共有し、長を作らない（自律分散） 

 これらの視点をもとに、まずは一軒の空き店舗を町の人たちやＮＰＯメンバーの手作りで、お

金や手間をかけずにリフォームするところからスタート。小さな成功体験を積み重ねて、多くの

創業事例を創出 
 
 
 
 
①「Stock」：「おかみさん会」（商店街のおかみさんの集まり）とそれを支える「旦那さん」の

存在 

新しく商店街で起業を希望する若者達と面談し、地域での人間関係が築けるか等を

判断し、受け入れ後は、起業した若者達を我が子のように支えている。 

また、おかみさん会の活動を誇りに感じて支える旦那さんたちの寛容力、コミュニ

ケーション力も御田町を支えている。 

 ②「Value」：職人たちの創作力 

      若い職人達が協働し、自分達の作品を共通の「御田町スタイル」というブランドと

して東京等で物販を実施。モノだけでなく「御田町」も売り込む手法を取り、御田

町の価値を向上させている。 

③「Rest」：プラットフォームという考え方 

     各人の情報や人材を共有し、個々の問題を相互補完することによって、互いの悩み

の解決や得意分野を共有している。 

     主な事例として、長を作らないイベント運営を実施。事務的なとりまとめは行政が

行い、その他の企画や人材は、各自ができることを実施することで、実行力の相互

補完や集客・課題の相互支援が成立している。 

④「Design」：デザイナー 

     諏訪地域には、専業・副業を問わずデザインに関わる方が多く、御田町とのコラボ

により、客観的な立場で取組の全体のデザインをまとめてくれている。  
 
 

    
 
 
「ＮＰＯ法人匠の町 しもすわあきないプロジェクト」専務理事の原雅廣さんの存在（平成

14 年（2002 年）に当時の下諏訪町長の発案で生まれた「下諏訪町はってん 100 人委員会」に

参画。そのメンバーの中から生まれたグループが核となり、上記法人での活動を実施。上記ポ

イントを最大限活用し、御田町を支えるプラットフォームのハブとして活躍。御田町の製品力

及びブランド力を増幅させている。） 

【ポイント１】 「モノを売る場所」から「コトづくりの場所」への発想の転換 

【ポイント３】 町を支える４つの力「Stock」「Value」「Rest」「Design」 

【ポイント２】 「リソース」「アクション」「シェア」の視点 

【ポイント４】 キーパーソン（地域のプロデューサー）の存在 
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下諏訪町御田町商店街のこれまでの歩み

下諏訪町御田町商店街 関係図（活動展開図）
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