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尾道中心市街地への
若い移住者集積のメカニズム
― 商都850年の歴史・伝統・文化を継承するヒューマンスケールのまちづくり ―
も ち づ き

望月

とおる

徹

広島県大阪情報センター

In this study, which focuses on the migration of young people into the central area of Onomichi City, which symbolizes the
energy of the city, we investigated（1）the whole scheme and mechanism of such migration,（2）the significance of building a
human-scale city as successor of a commercial city with 850 years of prosperous history, tradition, and culture, and（3）modeling
the migration mechanism in terms of laws concerning inheritance, promotion, and urban planning and the possibility of spreading
this model to other regions.
The findings of this study showed that young people had settled into the hilly area of Onomichi City, verifying the significance of
building a human-scale city, that is, building a practical tourist-friendly destination that values migration and the everyday life of
residents. Our findings also showed that the laws of inheritance, promotion, and urban planning are implemented in Kamiyama in
Tokushima Prefecture, which has successfully attracted many satellite office projects, and in Sasayama City in Hyogo Prefecture,
which is famous for the renovation of old houses, verifying the adaptability of the model. This suggests that the model can be
introduced to other regions.
キーワード：空き家再生、ヒューマンスケール、現代版結、複合的ビジネスマッチング、ジェントリフィケーション
Keyword：Refurbishing vacant houses, human scale, modern version of Yui, intermediary function for filling up deficiencies in jobs
for new settlers, gentrification.
１．はじめに

化が進むとともに、坂の町のデメリット

1－1

を逆手にとった、空き家再生事業などで

研究の背景と目的

2018年に築港850年を迎える尾道は、中

尾道の中心市街地へ若者が集積する中

への波及可能性を明らかにする。
1－2

対象地域の概要

世から栄えた瀬戸内海屈指の物流拠点・

で、2007年に552万人だった観光客は、

対象地域は、尾道中心市街地の斜面地

一大商業都市であり、江戸期には、北前

2016年には674万人と100万人以上増え、

とした。この斜面地は、現在の長江１丁

船の寄港地として、また、明治・大正・

尾道は、再び、観光面から注目を集めて

目、西土堂町、東土堂町の３町である２。

昭和期には、物流・商業の拠点性に加え、

いる。

（以下「尾道斜面地」という）尾道市住民

造船業の中心地として、瀬戸内海地域を

2015年４月には「尾道水道が紡いだ中

基本台帳では、2017年７月31日現在３町

牽引し、戦後の我が国の高度成長の一翼

世からの箱庭的都市」として、2016年４

合計で695世帯、1,251人が登録されてい

を担った。

月には「
“日本最大の海賊”の本拠地：芸

る。

しかし、オイルショック後の、動きの

予諸島 ― よみがえる村上海賊 Murakami

激しい船舶需要や為替の変動、或いは、

KAIZOKU の記憶」として、２年連続で

韓国・中国などの台頭などから造船業も

日本遺産の認定も受けている。

1－3

先行研究及び研究の方法

尾道の空き家再生等に関する先行研究

このため、本論では、観光面から復活

は、尾道斜面地への集積の主たる要因を

要インフラが近隣都市に立地するなど、

しつつある尾道を象徴する、中心市街地

成す「NPO 尾道空き家再生プロジェク

尾道は、都市機能の相対的な低下を余儀

への若い移住者に着目し、その集積はい

ト」
（以下「尾道PJ」という）について、

なくされた。

かに起こりどのようなメカニズムで成り

原口（2007）
、片岡（2010）
、植木・新田・

ところが、2006年のしまなみ海道完全

立つものかを考察し、
商都850年の歴史を

林田（2010）らが、その内容や課題を示

開通後、内外の愛好家から高い評価を得

継承するヒューマンスケール のまちづ

し、永田（2008）が長野県飯田市との比

て、サイクリストの聖地としてブランド

くりの意義と集積のメカニズムの他地域

較から、尾道の移住者が移住者を呼び込

低迷し、新幹線、大学、空港等県土の主

１
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図１

む特徴を、また、猿渡・安武（2014）が、

尾道水道が紡いだ中世の箱庭的都市・尾道斜面地の変遷

長崎県南島原市との比較から、移住者が
地域活動に積極的に取り組む尾道の特性
を、それぞれ明らかにしている。また、
吉川（2011）は、尾道 PJ 以前にも、ミ
ュージアム、カフェ、雑貨など限界利益
率を高める業種複合のミュージアム化
で、尾道斜面地の一部が活性化した事例
を分析した。
しかしながら、移住者の活動が移住者
を誘うことや、移住者の連携と重層によ
る、循環・価値創造などの示唆はあるも



出所（筆者作成）

のの、いずれも、若い移住者が尾道中心
市街地へ集積するメカニズムの全体像や

るだけでなく、他国・他領の入港で、津

うに、当時の尾道は権勢を誇っていた。

その波及可能性には言及されていない。

料も徴収された。南北朝の争乱期には、

現在も海産物市場を押え、いりこやちり

そこで、まず、年齢階層別の人口分布

浄土寺が両勢力の祈祷所になるなど、瀬

めんなどの価格決定権を握り、商都とし

とイノベーター理論で集積状態を分析

戸内海中部の港町として尾道は重要視さ

ての名残を今に伝えている６。

し、
次にインタビュー調査３及びソーシャ

れ、室町時代は山名氏、応仁の乱後は毛

ルキャピタルによる定性的分析で集積の

利氏の直轄地となった。

大正期、昭和初期には、
『放浪記』の林
芙美子が暮らし、
『暗夜行路』の志賀直哉

メカニズムを明らかにするとともに、他

その後、福島、浅野と引き継がれ、江

地域へも波及可能なモデル化を試みる。

戸時代には、山陽道も尾道を通るように

て親しまれた。戦前は、映画『裸の島』

なり、尾道は、港町・宿場町・商業の町

の新藤兼人が暮らし、戦後には、小津安

として栄えた。寛文11年（1671年）から

二郎が『東京物語』の舞台として斜面地

は北前船が入港し最盛期を迎える。尾道

を活用した。尾道水道を臨む眺望に恵ま

一旦は、空洞化した観光地に再び若い移

港は広島藩の外港として年貢米や国産品

れた斜面地は、高級住宅地でもあった。

住者を集め、観光地を活性化させる仕組

の大坂蔵屋敷 への積み出し港になり、
ま

しかし、高度成長とモータリゼーション

みを提示できる。これは、観光まちづく

た、大森銀山（現島根県大田市）の銀が

は、坂と路地のまちを歴史の後景に追い

り研究の進歩に寄与し、更に、集積メカ

石見路経由で尾道に運ばれ、船便で室津

やり、利便と効率という価値感が、斜面

ニズムの要因分析に基づくモデル化によ

（現兵庫県）まで輸送された。宝永元年

地の住宅地を空き家と廃屋の場に変質さ

り他の地域への波及が可能になることか

（1704年）には、広島・三次とともに銀札

せた７。

ら、地域活性化への応用面からも有用で

場が設置され、藩札と正貨との交換に当

ある。

たった。この時期、尾道は、別子銅山（愛

３．尾道中心市街地の変容

媛県新居浜市）の銅（1691年～）の中継

3－1

1－４

学術的・社会的意義

この集積のメカニズムの解明により、

２．中世の箱庭的都市、商都尾道の歩み
1168年の築港以来、尾道は、中世～近

４

港の役割も果たした。
豪商たちは、こぞって寺社に寄進し、

も滞在した。坂のまちは文学の小路とし

変容を促す尾道中心市街地への若

い移住者の集積
2004年の日立造船の完全撤退に象徴さ

世、江戸期、明治～昭和期を通じ、商都

この高台の斜面地は、寺社や豪商の住居

れるように、隆盛を誇った造船業も、勢

として栄える。尾道には、築港後850年余

が建てられ、今日に連なる尾道の歴史景

いを失い、広島大学が東広島市へ、広島

の商都としての歴史の積み重ねがあり、

観の礎を築いた。
中国山地からの銀の道、

空港は三原市へ移転し、また、新幹線の

特に、高台の斜面地の住宅街は、その繁

海路からの銅の道、さらには西国街道が

東部拠点が福山市となる中で、尾道は失

栄の象徴になっている。

交錯する尾道は、まさに、ターミナル

速し、斜面地の荒廃はそれを象徴するも

中世の大田庄（現世羅町）の積出港と

（「尾」の道）として機能し金融のまちの

して、尾道に港が築かれたのは仁安２年

役割も担った。また、広島の庁舎の重ね

ところが、自転車で渡れる、しまなみ

（1168年）で、源平の兵乱後大田庄は平家

ての消失などから、頭を痛めていた伊達

海道は、CNNが世界で最も美しいサイク

没官領になり、文治２年（1186年）には

県令が、明治６年、
「県庁所在地を尾道に

リングロードと絶賛し、内外から人を集

後白河法皇から紀伊高野山へ寄進され

移し御調県と改称したい」と大蔵省に伺

めレンタサイクルの利用者も年間７万人

た。尾道には、大田庄の年貢米を輸送す

いをたてた が、
このことに象徴されるよ

を超えるなど、起点となる尾道は観光面

５
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から活気づいている。また、この動きに
呼応するかのように、尾道中心市街地へ
300人を超える若い移住者が集まり、斜面
地や商店街に、カフェ、雑貨屋、パン屋、

４．尾道中心市街地への若者の集積はど
のように起こっているのか
4－1

年、2007年比較）
」である。さらに、両者
の遷移を、図３「尾道市全域と斜面地の

尾道斜面地への移住者集積の実態

既存の統計データによる推計分析によ

年齢階層別の人口増減率の比較（2007年
→2017年）」で比較する。（※表１～３、
図３筆者作成）

印刷屋、本屋等を次々に開設しアーティ

り、尾道中心市街地の中から、集積の象

スト・イン・レジデンスが設けられ、著

徴となっている尾道斜面地に焦点を当て

総数でみると、斜面地の人口は、この

述業、写真家、画家等数多くのクリエー

集積を検証する。尾道 PJ が結成された

10年で、20.5％減と尾道市全域の減少率

ターらが集積する中で、独特の若者文化

2007年と10年後の2017年の住民基本台帳

7.7％と比較して、目減りが激しい。

が形成されつつあり、今日の尾道の活性

（各々７月）から、年齢別に、尾道市域全

だが、尾道市全域では日本全体のトレ

体の人口増減を示したのが、表１「尾道

ンドと同様、
団塊の世代の65－69歳の層と

全域年齢別増減（2017年、2007年比較）
」

団塊世代のジュニアの２つの層が突出し

であり、尾道斜面地の人口増減を示した

た構造であるのに対し、尾道斜面地は、

のが表２「尾道斜面地年齢別増減（2017

団塊ジュニアの一つ上の45－49の層を加

表１

表２

化を演出している。
3－2

集積を促すダイナミズム

小津、新藤、大林各監督の映画や、或
いは、平山郁夫の絵画などでも、内外に
知られる尾道には由来のシネマ尾道、尾

尾道全域

同時期、招き猫美術館や梟の館などを斜
面地に展開した園山氏や、社会問題に一
家言を持つ、ノブエ氏に影響を受け、芸
術家などが斜面へ移住した。1990年代の
ことで、移住者は各々20人程度の規模感
に留まった。
本格的に移住者の集積が起こったの

尾道斜面地

（2017年、2007年比較）

道大学などがあり、低迷期においても存
在感のある活動がなされてきた。また、

年齢層別増減

年齢層

年齢層別増減

（2017年、2007年比較）

尾道市全域
増減率
2017 A 2007 B 増減 C C/B D

年齢層

尾道斜面地合計
増減率
2017  A 2007  B 増減  C C/B  D

0～04

4,696

5,442

－746 －13.7%

0～04

25

26

05～09

5,422

6,165

－743 －12.1%

05～09

39

52

－1

－3.8%

－13 －25.0%

10～14

5,650

6,613

－963 －14.6%

10～14

46

53

－7 －13.2%

15～19

6,125

7,280

－1,155 －15.9%

15～19

43

55

－12 －21.8%
－15 －34.1%

20～24

6,039

7,314

－1,275 －17.4%

20～24

29

44

25～29

6,019

7,004

－985 －14.1%

25～29

41

39

30～34

6,838

8,854

－2,016 －22.8%

30～34

36

67

－31 －46.3%

－1,465 －16.9%

－22 －27.5%

2

5.1%

は、大阪から豊田雅子氏が帰郷しベルリ

35～39

7,196

8,661

35～39

58

80

40～44

8,889

7,654

1,235

16.1%

40～44

86

65

21

32.3%

ンから村上博郁氏が I ターンした2002年

45～49

8,677

8,710

－33

－0.4%

45～49

94

77

17

22.1%

前後。約５年の準備期間を経て活動が本

50～54

7,568

10,005

－2,437 －24.4%

50～54

54

96

－42 －43.8%

55～59

8,602

13,318

－4,716 －35.4%

55～59

72

128

－56 －43.8%

－1,778 －15.6%

格化した2007年に遡り、尾道の食を牽引

60～64

9,641

11,419

する地場飲食チェーンの、いっとくグ

65～69

12,602

10,488

70～74

10,378

10,228

150

1.5%

70～74

117

155

－38 －24.5%

75～79

8,885

9,300

－415

－4.5%

75～79

104

145

－41 －28.3%
－25 －20.3%

ループ（以下「いっとく G」という）の
代表、山根浩輝氏らが、彼らの活動を支

2,114

20.2%

60～64

87

129

－42 －32.6%

65～69

109

130

－21 －16.2%

援する構図の中で、尾道斜面地への移住

80～84

7,663

6,849

814

11.9%

80～84

85～

9,025

6,281

2,744

43.7%

85～

が加速するようになる。

合

139,915 151,585 －11,670

－7.7%

合

図２

集積を促すダイナミズム

注：人数は移住者数

図３

計

計

98

123

113

110

1,251

1,574

3

尾道全域と斜面地の年齢別人口増加率の比較（2007年、2017年）

出所（筆者作成）

－71－

2.7%

－323 －20.5%
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表３

尾道斜面地・各町ごとの年齢層別の増減（2017年、2007年比較）

表４

移住者の推移

区  分

2007年

2012年

2017年

尾道 PJ

50人

90人

180人

iD 尾道

30人

60人

120人

その他

40人

40人

40人

合

計

120人

190人

340人

割

合

9.6％

15.2％

27.1％

図４

イノベーター理論による尾道斜面
地の分析

え10年幅の塊と25－29歳層が増えており、
ここに幼年世代層を加えた３つの年齢層
（点線囲い）で、斜面地全体を若返らせて

4－2

イノベーター理論による集積の検

証
次に、移住を地域の革新要因と考え、

いる。40歳台以下の若年層が一様に細る

ロジャース（2007）のイノベーター理論

全体とは対象的である。これは、豊田や

で、尾道 PJ 等に伴う移住者の集積を検

村上と同世代、10年前、30歳台だった者

証する。この理論は、財やサービスの浸

自ら尾道へ飛び込んで開業する「第３極

たちが、この地に住み着き、その後ファ

透度合いを判定する理論であり、広島県

の移住」
と認知が確認された９。特に前者

ミリーを形成したことによるものと考え

マネジメント研究会（2016）が広島県の

は自力で空き家再生を行い、同地の新た

られる。更に、その後に彼らより10年ほ

移住施策の考察にこの理論を用いてい

な活力源になっている。

ど若い世代が、移住してきている様も伺

る。移住者は、全て尾道斜面地に居住し

える。一方50歳台以降が一律に減少して

ているわけではない。本論では、尾道PJ

いるのは、高度成長期以降、先住者がこ

や NPO まちづくりプロジェクト iD 尾道

の地から離れていったことを示してい

（以下「iD 尾道」という）等を介した移

る。ただし、20～24歳台と30歳台とに大

住者が、尾道斜面地と深い関わりを持つ

前章での集積の確認を踏まえ、集積メ

きな人口の窪みがあり、尾道斜面地全体

ことから、尾道斜面地の人口をこれら移

カニズムの分析を行う。まず初めに、集

のバランス上は、これらの年齢層を誘う

住者との「関係人口」ととらえ、その普

積を牽引している尾道 PJ の特性を分析

手を講じることが望まれる。

及割合を移住の浸透度合いを示す指標と

する。市民団体結成前の準備期、共感の

これをさらに、斜面地を構成する、長

みなす。この前提にたって分析する。
表４

輪形成期、NPO設立後の現代版結の形成

江１丁目、東土堂町、西土堂町の３町ご

に移住者の推移を掲げ、これを尾道斜面

期の３つの期の特徴を図５に整理した。

とに分解し、年齢層別の増減をみたのが

地の2017年７月時点の人口1,251人で除

第１期は、豊田が尾道に帰郷し、数寄

表３である。特徴的な点を表中に点線囲

した割合の推移は、2007年9.6％、2012年

屋大工の夫君と、斜面地を中心とした空

いで示した。ここから読み取れることは、

15.2％、2017年が27.1％になっている。
（※

き家探訪を行う準備期間である。この期

東土堂及び西土堂で、40～49歳台の層が、

表４、図４筆者作成）

間に空き家を徹底的に調べる中で豊田

５． 集積はいかなるメカニズムで起こ
っているのか
5－1

集積を牽引する尾道 PJ の特徴

10～19歳の層と連動して増えていること

ムーア（2014）は、16％のところへキ

は、建設年、所有者、建物の痛み具合、

である。10年前に、30～39歳台であった

ャズム（大きな溝）があり、このキャズ

物件の取り扱い、譲渡か賃貸かなどや、

移住者が家族でこの地域を若返りに一役

ムが行く手を阻むと説く（図４参照）
が、

物件ごとにどのような修復が可能かとい

買っている。一方、長江１丁目は40～44

2017年には、
既に27.1％に達している。本

った基本情報を得る。また、この豊富な

歳の層と25～29歳の２つの層が増えてお

研究では、キャズム超の勃興期の認定指

知識を前提に、町内会、社寺、所有者、

り、０～４歳層の増も促している。移住

標を尾道 PJ や iD 尾道を経ない、自主的

不動産事業者、市役所等、と強い結びつ

の第２波が長江１丁目にも及んでいる。

な移住・第３極の出現と認知に求める。

きを持ち、信頼関係を築き、結束（Bo）

現地調査でも、尾道斜面地の印刷の活版

型のネットワークを形成する。

８

カンパネルラや商店街の本屋、
紙片など、
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図５

ある。最低限の生活を支るため、複数の

準備期、共感の輪形成期、現代版結形成期

仕事を週何回かこなす。尾道 PJ は、そ
れを複合的ビジネスマッチィング（以下
「複合的 B/M」という。）で支えている」
と語る。
必要な時に必要な仕事ができる、
フレキシブルな働き方を支える複合的
B/Mが、移住者の、自由で創造的な生き
方を支援している。
この萌芽は、
既に2009
年の三軒家アパートメントの始動時にも
あったが、明確に形をなしたのは、あな


出所（筆者作成）

ごの寝床の開業時である。

空き家再生への共感の輪形成期である。

ャリティ蚤の市、空き家再生ピクニック

尾道 PJ の2016年度事業告書及び第９

全国からの賛同者が数か月で50人規模と

などである。壁塗りや床の補修は自分で

回決算報告書では総額約6,500万円の事

なり、開設後３～４か月余りで市民団体

やり、メンバー同士での道具の貸し借り

業決算がなされ、
187人の従事者が記載さ

が結成され、１年後には NPO 法人化さ

や余った材料の譲渡やノウハウの共有を

れている11。
繰越金や事務所経費等一般管

れた。同時に市役所から空き家再生事業

する。空き家から出た骨董類を蚤の市で

理費を除いたものが、様々な就業を通し

を引き受け、橋渡し（Br）型と公共部門

流通させ、残余の家財道具の搬出や粗大

て、
会員へ還流する仕組みになっている。

との連携（Lk）型ネットワークが一気に

ごみの処分、改修資材の搬入などはボラ

会員の最低限の生活を支える複合的 B/

整った。ブログで全国と繋がった50の橋

ンティアで共同して行う。搬出入は土嚢

Mである。事業の柱は、①町並み保存の

渡し（Br）型ネットワークは、グラノヴ

の会の人海戦術のリレー方式で片づけ

ための空き家再生事業、②定住促進とコ

ェッターの指摘（野沢訳2006、133頁）の

る。空き家再生を祝祭型イベントに仕立

ミュニティの確立を図る事業、③新たな

とおり弱い紐帯であるが故に強さを持

て実施する。

文化とネットワーク構築事業、④再生空

ち、尾道 PJ に多くのイノベーションを

改修費用は基本的に自分持ちで、材料

き家を活用した旅館業法に基づく宿泊事

もたらし第Ⅲ期形成の礎を築いた。弱い

代や専門家の工事費用は個人負担だが、

業、⑤再生空き家を活用した不動産賃貸

紐帯であるからこそ、50の各ノードの

会員間の労力は無料で提供される。自家

業である。現代版結が自走することで、

各々のアイデアが尊重され守られ、それ

のみでは労働力が不足する場合で、①労

先の可能性も開けてくる。
商都尾道850年

が創発の源になったからである。商都尾

働力の交換であること、②等量の労働を

の歴史・伝統・文化の理念の共有と継承、

道850年の歴史・伝統・文化への尊崇、共

相互に交換すること、③労働提供に対す

複合的B/M、現代版結の３要素が、尾道

鳴・共感による理念（・価値観）の共有

る返しは、労働で行うこと、の３要件を

PJ の支えとなっている。

がこの運動の原動力になっている。

満たし、結の定義に合致する。現代版結

第３期は、空き家再生の本格実施期で

5－2

の実現である。

iD 尾道の機能と役割

ある。そもそも流通に乗らない、不動産

こうして、現代版結の下に、着々と空

2002年に尾道へ移り住んだ、福山出身

屋ですら匙を投げた空き家である。加え

き家再生が進み、
表４で見たように、
2012

の村上も、同時期に帰郷した豊田とは異

て、斜面地の特殊性から家財や資材の搬

年には移住者は90人規模となった。この

なる手法で内外の若者を尾道へ吸引して

出入などで、平面地に比べ３倍近いコス

年の暮れには、尾道 PJ 初となるゲスト

いる。移住当初、尾道斜面地にアトリエ

トがかかる。再生の実現は、自らが修復

ハウスあなごの寝床がオープンする。ゲ

ドラゴンという交流拠点を設け、内外の

することが大前提となった。そこで採ら

ストハウスの運営による収益事業の実施

人と人との交流を演出した村上は、その

れた手法が、第１に、再生に必要な建物

である。

後、その拠点を商店街へ移し、現在は大

の基礎知識の他、建築、土木、左官の技

豊田は、
「メンバーの半分は、東京、大

学で教鞭を取りながら、人と人がつなが

術を習得すること。→学習・交流、第２

阪、名古屋など大都市圏からで、漫画家、

る交流拠点チャイドラゴンと人が泊まり

に相互扶助による再生の仕組みの構築で

デザイン系、社会起業家、建築士など多

集うヤドカーリ12を経営する。
このコミュ

ある。→相互扶助。結を現代風にアレン

様な集まりで、カフェ、パン屋、本屋、

ニケーションと宿泊の交流拠点は、これ

ジした「現代版結」 の確立である。前者

美容院など仕事も多彩である。来られる

まで120人近くの移住者を尾道に集めて

は、尾道空き家談義、尾道建築塾（たて

方々は自由人が多い。本職があり、
あと、

いる。

もの探訪編、再生現場編）など、後者は、

２つ３つと兼業されている。例えば、絵

村上は1999年にドイツへ渡り、東西冷

尾道空き家再生チャリティイベント、チ

を描く仕事をしている人だと収入に波が

戦終結後のベルリンで生活した実績を持

10
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表５

5－3

iD 尾道の歩み

いっとく G の機能と役割

いっとく G の山根は、単独店舗経営が
常の尾道にあって異色の約20の店舗を経
営する地域の若きリーダーである。地元
店舗経営者からも高い信頼感を得てい
る。一方で、よそ者に頼らない、はじめ
に地元の頑張りありきという揺るぎない
信念を持つ。加えて、山源、ボラーチョ
など複数店舗が、彼のもとから巣立ち独
立・開業しており、自ら多店舗展開で地
域の店と共生しつつ、尾道の食をリード
する一方で、若い起業家を生み育てるイ
ンキュベート機能も担っている。
つ。壁崩壊後西側から大量に押し寄せた

ドビーを尾道で最初に導入したのも彼だ

若いアーティストたちが占拠したベルリ

った。

また、尾道PJの副代表理事を務め、空
き家再生事業を実務面からも支えてい

ン（以下「ベルリン占拠 」という）であ

活動の転機は、2012年の iD 尾道の設

る。先に見たように、尾道 PJ は、空き

る。村上は、
「ヨーロッパ中から、面白い

立 である。この組織化によって、第１

家の再生（建築、土木、左官）の過程を

クリエーター、自由に暮らす人が一杯集

に、それまで仲間内で潜在的に共有して

学習プロセスとコミュニティ形成の場に

まってきた。人が集まってつながる。な

いた商都850年の歴史・伝統・文化の理念

転換し、結を現代版にアレンジした相互

んて楽しい街なんだと思った」と３年の

の共有と継承を顕在化、プロアクティブ

扶助システムを構築しているが、いっと

ベルリン暮らしを振り返る。DJをしなが

化させた。本来的に自由を尊ぶよそ者集

く G は、尾道 PJ を、学習・交流と相互

ら、ベルリンのカオス状態の自由を味わ

団ということもあり、理念の浸潤には一

扶助の両面から支える。いっとく G の社

った村上が、帰国後、尾道で発見したも

定の期間が必要だった。第２にiD尾道の

員を中心に結成された土嚢の会が、空き

のは、ベルリンとの類似性である。無料

ミッションと仕事の明確化である。尾道

家の家財や粗大ごみの搬出や資材の搬入

に近い状態で手にはいる空き家や、そこ

のまちづくりの担い手となるという明確

を支援する。後者では、いっとく G のア

に住み着く若者が自由に振る舞える様

なミッションの下に、既述のリアカーゴ

ルバイト等を通じ、移住者のスタートア

は、ベルリン占拠で村上が見た光景に似

プロジェクトに加え、
①まちづくり会議、

ップを助け、複合的 B/M の機能も果た

ており、その自由を支える風土は、中世

②つくりびとカタログ、③アーティスト

す。豊田らの活動を背後で支える一方で

からの箱庭的都市尾道の歴史・伝統・文

コーディネーションなど iD 尾道の仕事

地元とのつなぎ役にもなっている。地元

化が織りなす、進取の精神によるもので

が整理された。①は、街を面白くするア

の支え手が、しっかり機能していること

あった。商都として多くの人の往来を受

イデアを練り実現する場、②は、尾道の

が、３者の融和と全体の安定感を生み出

け入れてきた尾道の寛容性が底流にあ

優れもののつくり手の人となりや制作秘

し円滑な移住を促進している。

る。

話を紹介する媒体で、③は、国内外から

13

iD尾道の歩みを表５に整理した。村上

16

の尾道を訪れ制作を行うアーティストの

5－4

集積のメカニズムを支える機能

次に、集積のメカニズムを支える機能

は、尾道への移住後、一貫して人と人が

トータルコーディネートである。
第３に、

つながり交流する場づくり行っている。

リアカーゴプロジェクト等を通じた移住

を考察する。第１に、理念の共有で、ふ

尾の道＝ターミナルに人が行き来し尾道

者への仕事の斡旋である。
「もともと尾道

るいにかける機能である。受入の考え方

が、そのハブになるという考えである。

に来る人は、何某かのスキルを持ってい

を質問した際、豊田は、次のように答え

人と人が自由に行き交う往来の循環の拡

るので少し補えば足りる。それで必要な

ている。
「業態というよりも尾道に合うか

大で、まちを活性化させる。ベルリン占

人に斡旋する」
（村上談）iD 尾道版の複

どうかもあるし、長くやる方。地域のこ

拠の移植であり革新を産む源でもある。

合的 B/M である。チャイドラゴンとヤ

とを考える方。小さくはじめて成長して

日本初の緑茶サイダーの尾道チャイ

ドカーリというコミュニケーションと宿

いく人が多い。同じ業者との棲み分けを

ダー、尾道の晩よりさん にヒントを得た

泊の交流拠点は、移住者をスクリーニン

考え、スクリーニングをかけている」良

バルのリヤカーゴ 、訪れる人と一緒につ

グする場であり、空き家や仕事を斡旋す

い意味で選別しスクリーニング機能を発

くるゲストハウス、ヤドカーリなど常に

る場でもある。

現させている。
（以下「選良」という）山

14

15

根も「受入文化がある一方、しめるとこ

革新的な活動をしている。エアビーアン

－74－

日本国際観光学会論文集（第25号）March,2018

ろはしめる。変な奴は受け入れない」と

図６

ジェントリフィケーションの２段階理論（IT 系新産業の場合）

語り、この機能が、地元の人たちとの間
の信頼の形成につながっていることを強
調する。前述のように、村上も交流拠点
での対話の中で選良している。実際には、
移住を決意し実現にこぎつけるまでの幾
重のハードルを越えた人が移住されてお
り、このプロセスで選別が行われている
が、選良が意識的に行われているところ
に意味がある。
第２に、ジェントリフィケーション（以
下「GF」という。）である。GFとは、
「通
常、１）新しい産業部門に従事するなど、
新しいワークスタイルをもつ、２）年齢



出所：小長谷（2005）

的には若い人たちが都市部中心部などに
ある衰退した街区に魅力を感じて居住・

は、①理念の共有、②スクリーニング機

子育ての傍、その様が似ているとガウ

就業を始めることによって、地域が活性

能、③複合的 B/M、④2GF-P、⑤現代版

ディハウスと称された旧和泉邸を購入・

化することを言う」
（小長谷2005、100頁）

結の５つである。これらが機能し、1300

修復しそのプロセスをブログで発信す

その概念図は、図６（小長谷2005、100

人の尾道斜面地に300人を超える若い移

る。2007年の春である。既に、５年に渡

頁）のとおりであるが、小長谷（2005）

住者を集め、商店街を活性化させた。こ

る家屋調査を通じ、斜面地の空き家事情

は、これを第１次 GF といい、その後の

の集積のメカニズムこそが今の尾道の活

に精通・熟知していた、豊田は、その情

地価の上昇に伴う大規模再開発や高級住

力を象徴するものである。このメカニズ

報も合わせて発信した。

宅地化により、若い居住者が追い出され

ムは、平たく言えば、
「尾道が気に入って

歴史と伝統を重んじそれを継承する欧

る現象を第２次 GF と定義し、その行き

くれ考え方があった人は受け入れるし必

州諸都市は、日常の生活の豊かさに重き

過ぎ、すなわち、再生された歴史的な資

要なら仕事もつくるし斡旋もする。だけ

が置かれ時間が大切に扱われる。尾道と

産や町屋のような価値ある景観を保全す

ど、皆が大事にしている尾道の風土、考

同様なゆったりとした時間の流れ、人と

ることの重要性を指摘する。

え方は大切にしてもらうよ（＝ヒューマ

人との温かみある自然なふれあい・交流

ンスケールのまちづくりの意義の共有）

である。時間刻みに追い立てられる、都

ということ」である。

会の生活空間にはない魅力が尾道にはあ

山根が「しめるところはしめる。でな
いと地価がぐちゃぐちゃになる」と豊田
も移住者選別の文脈の中で「スクリーニ

集積のメカニズムをこのように概観し

ングをかけている。一度小さいスーパー

た上で、もう一度、彼らの活動の源流に

所、不動産屋が匙を投げた空き家群は、

が出店したが商店街で相当な反対運動が

ある「理念の共有」部分に立ち返り、メ

逆にその魅力を象徴的に示すものだと訴

起こった。ドラッグストアも一旦入った

カニズムの基底にある商都850年の歴史・

えた。ブログは大きな反響を得て、共鳴・

が出ていった」と指摘し、昔からの尾道

伝統・文化の継承の考え方と彼らの活動

共感した者が、ブログに投稿する、或い

をよく理解する人々が GF の行き過ぎを

との関係を整理しておこう。豊田は関西

は、実際に現地を訪れるという現象が起

コントロールし、まちを守っていること

の大学卒業後、旅行会社に勤め仕事を通

り、図７のように、豊田と同じ感性で、

を教える。尾道は、この第２次 GF の抑

じ欧州の諸都市を訪れる中で、シチリア

同時期に既に移住し雑貨屋やカフェをは

止（以下「2GF-P」17という）が機能して

のタオル・ミーナ18など欧州の港町群と故

じめていた５～６人のメンバーにブログ

いる。人と商、両面でのスクリーニング

郷、尾道の類似性に魅せられる。現代文

を通じて豊田の考えに共鳴・共感した者、

＝選良である。

明に背を向けた自動車が入れない路地、

50人が集まり、同年７月には市民団体が

生活者にはきつい急峻な坂から、木漏れ

結成された。ブログの立ち上げからわず

日のように見える何気ない尾道水道の日

か３か月という短期日の出来事だった。

とその源流にあるもの

常の価値、これは中世から現代にこの地

そして１年後には NPO 法人になり、10

これまでにみてきたように、いっとく

に息づくものだが、これが欧州で見た光

年後には４倍の200人規模に拡大し斜面

G が触媒となり尾道 PJ と iD 尾道が若い

景と同等の価値を持って存在することへ

地へ移住者を誘った。ヒューマンスケー

移住者を集積するメカニズムの構成要素

の確信からであった。

ルのストック型の空き家再生を通じ、成

5－4

尾道斜面地への集積のメカニズム
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図７

尾道斜面地の特徴

路地裏は時代に取り残されたかのように
古い家並みが未だ残され、
（中略）古民家
再生を通して、尾道の町並みや家の歴史
も掘り起し、現代失われつつある職人の
技術や尾道の景観に合ったこれからの家
作りについても考え、今後のまちづくり
に反映させて、将来の子供たちも誇りに
思えるような尾道づくりに貢献していき
ます」と記されている。
5－5

ヒューマンスケールのまちづくり

の意義
iD 尾道の革新的な彼らの振る舞いは、
時に、地域にとって異質で過激な刺激と
なるリスクを内包する。だが、ラディカ
ルさは彼らの持ち味で新たなものを創造
するエネルギー源でもある。この中にあ
って、豊田ら地元組が自然な防波堤とな
り古い昔からの尾道の人たちとの間に適
度な距離感を保つバランサーの役割を果
している。
３者は、古来よりこの地に形成された
伝統・文化への深い尊崇の念を共通基盤
として持ち、尾道は生活や生活者の日常
熟したコミュニティが形成され、まちづ

ち、ヨーロッパ的な都市は個性がないと

が、
そのまま観光資源であると自負する。

くりが進んだ。空き家再生は、その共通

生き残れない。個性が価値を持つように

第１に、斜面地に干された洗濯物、道端

の理念を紡ぐ強力なツールとして機能し

なる。だからこそ、人間的な街づくりが

の老婆との何気ない会話など、生活空間

た。商都850年の歴史・伝統・文化への尊

重要である。最近、尾道には、若い人が

が全体として観光資源になっているこ

崇と自負、これは、すなわち、
「理念の共

増え近所にも若い人が多く住むようにな

と、第２に、この生活空間を守ることが

有」と同義であるが、タオルミーナ、ア

ってきたが、若い人が来るようなまちで

外から受入の大前提になっていることで

マルフィ、ドブロブニクなどの欧州の諸

あることが大切だ」と、豊田同様、商都

ある。よそ者を受け入れる深い度量を持

都市と尾道とのアナロジーから生まれた

850年の歴史・伝統・文化への尊崇と自負

ちつつ地元の人々と融和を図り、時に守

ものである。

を語る。注13に「ベルリンの占拠を謳歌

り手ともなる緩やかな相互連携が上手く

一方、村上も、2017年７月２日のイン

したアーティストたちは締め出され高級

融合され、３者が空き家再生の尾道、自

タビューで、尾道の魅力を次のように語

住宅街に変わった。村上は、歴史都市ベ

由な尾道、食の尾道の新たな魅力を創造

っている。
「尾道。ここは最高である。他

ルリンでの稀有な体験を背負って尾道へ

し、
身の丈で尾道の魅力を促進している。

に類がない。第１に、しまなみ海道の盛

移り住み、ベルリンの轍を踏まぬよう、

これが、ヒューマンスケールのまちづく

り上がり。山と海、島のランドスケープ

商都850年の歴史・伝統・文化を未来へ継

りの意義であり、尾道斜面地に若い移住

が抜群に良い。第２に、坂、斜面という

承しようとしている」と記した所以であ

者を惹きつける原動力である。この前提

この独特の地形から生まれた生活・文化、

る。このように商都850年の歴史・伝統・

に立って、彼らは別々のインタビューに

第３に、歴史・文化のある平安時代から

文化の理念を共有し継承することが、集

おいて、図らずも、３者が３者とも倉敷

の積荷港で、パトロンが財をなしそして

積のメカニズムの基底にあり、この理念

と尾道の違いに触れ、前者が観光者向け

歌を詠んだ。黒澤監督が尊敬した小津安

は、彼らの活動の、強制を伴わない自然

につくられた観光地であるのに対し、後

二郎が東京物語を撮影した地でもある。

な行動原理になっている。尾道 PJ の設

者はその生活や生活の日常が地域の魅力

ベルリン時代、新藤兼人の姪にあたる映

立趣意書にも「尾道は古くから港町とし

を形成していると説いた。これを別の角

画監督と知己を得たが、彼の地、すなわ

て発展し、
（中略）車の入らない斜面地や

度から検証してみよう。筆者が2017年９
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月５日に行った写真家の H. K 氏へのイ

表６

集積のメカニズムの法則性

ンタビューである。30歳台前半の彼女は、
東京出身で、画家の夫君と尾道への移住
して３年になる。H. K氏自身、ヒューマ
ンスケールのまちづくりの意義を強調
し、尾道を去っていく人は、
「①この尾道
の風土に馴染めなかった人、②過度な投
資をして事業に失敗した人（身の丈の生
き方ができない人）、③離縁・離婚の人で
ある」と指摘した。③はともかくとして、
①と②は、表裏一体の関係にあり、身の

匙を投げる斜面地の特殊事由が背景にあ

（第１法則）
、第２に、隣町とは違うこと

丈の生き方を尊ぶヒューマンスケールの

る。また、⑤現代版結も、現代のコミュ

をやること、すなわち、差別化されてい

まちづくりの要諦でもある。この考え方

ニティ形成を考える上で重要な要素であ

ること（第２法則）、第３に、顧客志向

＝理念が、比較的移住歴の浅い者にも浸

るが、iD尾道には見られず、尾道斜面地

で、独りよがりでないこと（第３法則）。

透していることがよくわかる。

共通の特徴としての一般化は困難であ

この３つである。
簡単に言うと、
顧客ニー

る。

ズを的確に捉えた施策を他の都市とは違

5－６

集積のメカニズムの法則化 ― 共

なお、広義には、移住者に仕事をつく

う切口でやるまちは、信頼・規範・ネッ

通の特徴の括りだし ―

ることを意味する複合的 B/M は、自由

トワークがしっかりしていれば、成功す

さて、先に掲げた集積するメカニズム

な生き方の尊重の前提に、基盤となる本

るよということである。経営学やソーシ

を構成する５つの要素を表６に整理し、

業の「補完」が基本的な構造となってい

ャルキャピタルの理論の観光まちづくり

共通の特徴を括りした。（点線囲い部分）

る。尾道 PJ が「仕事をつくる」に対し、

への応用である。

集積のメカニズムの法則化である。これ

iD尾道は「仕事を斡旋する」という差異

は準備期間を含め15年の歳月をかけ醸成

がある。

既に見たように、尾道斜面地はアー
リーマジョリティを引き寄せる勃興期を

されたものである。尾道 PJ はブログの

斜面地全体としては、いずれも、まち

迎え、商店街の活性化や、尾道の観光ま

全国発信により共感・共鳴者を集めた特

づくりが軌道に乗った後、一定の熟度

ちづくりの振興に寄与している。新産業

殊事由から、団体の立ち上げ当初から理

（Ripeness）が備わった時に発現、或いは

都市構想などのブームに乗って急速に産

念の共有と共有する価値で同好の士を選

定着したことから、このⅠ理念、Ⅱ選良、

業化が進んだ隣接する福山市や三原市に

別する機能が備わっていた。（①理念、②

Ⅲ補完の３つの要件を、
まちづくり継承・

はない魅力として差別化され移住者ニー

選良の充足）

発展３法則（以下「まち発展３法則」と

ズに適合した仕組みがそれを促進した。

一方、iD尾道は、2012年の団体設立を

いう。）と仮称し、第１に、理念を共有し

また、空き家の再生は、その前提として、

契機に、それまで仲間内で潜在的に共有

未来へ継承すること＝理念、第２に、共

①信頼、②規範、③ネットワークが満た

していた、尾道の歴史・伝統・文化にか

有する価値でスクリーニング・選別する

されて実現するものであり、尾道 PJ の

かる理念を顕在化させた。③補完の複合

こと＝選良、第３に、複合的B/M＝補完

第Ⅱ期、共感の輪形成期には、まち成功

的 B/M は、移住する人の多くが創作活

と分類する。2GF-P はⅡの、現代版結は

３法則は充足されている。

動など自由業に属しており、著述や製作

Ⅲの各々参照条件とする。

などの生業を支える補完的な仕事への

このように、まち発展３法則が、まち
づくりが一定の熟度（Ripeness）が備わ

ニーズがあり、それに応えてできあがっ

６．集積のメカニズムは波及可能か

った時の見立てとして有効であるのに対

た経緯がある。

6－1

し、まち成功３法則は、まちづくりの形

まちづくりの新たな分析枠組の整

理

成段階の見立てに有効である。そこで、

その設立の契機となった、リアカーゴを

小長谷（2012年）は、まちづくりが成

尾道斜面地への集積のメカニズムを他の

始めた2012年前後に形成されている。①

功するには、３つの法則（以下「まち成

地域へ波及可能なものとするため、まち

理念、②選良、③補完の３要件は一定期

功３法則」という）が必要だと指摘する。

成功３法則とまち発展３法則を組み合わ

間（５年～10年）を経て、斜面地全体に

第１に、地元組織がしっかりしているこ

せ、表７にまちづくりの新たな分析枠組

根付いていった。④2GF-P は、外からの

と。具体には、①信頼、②規範、③ネッ

を構成した。まち発展３法則は、まち成

乱開発を抑止する知恵であり地元の人た

トワーク、が基本要件 で、外に対する開

功３法則の充足後一定期間を経て満たさ

ちのプライドで成り立つが、不動産屋も

放性や持続性を担保する互酬性を含む。

れることから、
後者をまちづくりの継続・

尾道 PJ があなごの寝床を、iD 尾道が

19
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表７

まちづくりの新たな分析枠組

県篠山市とアーティスト・イン・レジデ
ンスやサテライトオフィス誘致で社会増
を実現した徳島県神山町である。共に全
国区でのまちづくりの成功事例である。
篠山の古民家再生は金野幸雄氏が代表を
務める一般社団法人ノオト（以下「ノオ
ト」という。2009年２月設立）が担う。
神山の活性化は大南信也氏が理事長を務
め る NPO 法 人 グ リ ー ン バ レ ー（以 下
「GV」という）が進める。
兵庫県の中部に位置する人口約４万人
の篠山市は、基幹産業は農業であり、特
産品には黒豆、栗、椎茸などがある。江

発展診断に、前者をまちづくりの初期診

日常の生活の豊かさに重きが置かれ時間

戸時代に徳川家康の命による天下普請に

断に活用するツールに位置付ける。尾道

が大切に扱われる」ことに類似の価値を

より築城された篠山城を中心に武家町や

斜面地のまちづくりは、準備期間を含め

持つ、尾道の商都850年の歴史・伝統・文

商家町が広がる。篠山は、集落丸山の再

15年のスパンでその変遷が辿れ、その遷

化への自発的な尊崇の念から構成され互

生に端を発する歴史地区の古民家再生が

移を確認できている。準備期間を含めた

酬性を求めない。見返りを求めない、
「強

出発点であり、本論では、国の重要伝統

場合には、まち成功３法則は５～10年の

制を伴わない自然な行動原理」であり、

的建築物保存地区にも選定されている中

準備・浸透期、まち発展３法則を10年超

ここにおいて、
「理念」と「規範」は袂を

心地域の篠山地区（約3,700人）を対象と

の勃興期が適用の目安になる。

分かつ。理念の発現要件として顕在化な

する。

さて、まち成功３法則の差別化や顧客

どのプロアクティブ化を求める点も、パ

一方、神山町は、徳島市内から西へ車

志向の要件、或いは、まち発展３法則の

ットナム（2001）の規範との違いである。

で40～50分の人口約５千人の山間の町で

共有する価値のスクリーニング＝選良や

また、本論で定義した「理念」は、選良

あり、篠山同様、農業が主体で、生産量

しごとをつくる＝補完は、それぞれ概念

＝スクリーニングと一体的に機能する。

日本一のスダチのほか、ウメ、フキなど

が独立しており競合問題はないが、前者

前出のように、
「この尾道の風土に馴染め

が特産品である。1999年から始めた神山

の第１法則の「規範」と、後者の第１法

なかった人」は出ていくしそもそも受け

アーティスト・イン・レジデンスは、17

則の「理念」は意味合いが近く、概念上

入れられないからである。この一体性も

回目を迎えた2015年には応募者は163人

の整理をしておく必要がある。パットナ

大きな特徴である。

にまで拡大した。うち143人は国外であ

ム（2001）によれば、
「社会的信頼を支え

なお、まち成功３法則は、要件充足の

る。また、恵まれたインターネット環境

る規範は取引コストを漸減させるが、
（中

時期に加え対象地域の規模感も示されて

と自然環境との調和から、神山町にサテ

略）この種の規範で最も重要なのが互酬

いないので、本論では分析対象の規模感

ライトオフィスや本社を構える IT 関連

性」
（p213）であり、このように形成さ

を小学校区に設定する。小学校区は、町

企業は16社にものぼる。
（2016年11月15日

れた規範は、
「社会資本のきわめて生産的

内会などとも結びつき住民生活への密着

現在）

な構成要素」（p214）となる。これによ

度やコミュニティの形成の基本単位とし

こうした基本条件を踏まえつつ、まず

り、
「この規範に従う共同体は、機会主義

て適正である。200～5,000人。平均的に

初めに、Ⅰの理念についてみてみよう。

をより効率的に抑制し、集合行為にまつ

は2,800人前後で、町内会から小さな市町

わる諸問題を解決できる」（p214）集合

の規模感である20。

で再生」する視点から、神山は「人材誘

行為とは、共有地の悲劇、囚人のジレン
マなど協力すればうまくいくはずのもの

Ⅰの理念は、篠山が、篠山城400年余の
「歴史的地区の歴史を空き家と歴史文化

6－2

発展３法則の検証 ― 尾道斜面地、

致による創造的な過疎、神山の実現」と

が個が個の利益を優先するが故に、結果

篠山、神山 ―

的に総体としての利益を失ってしまう行

この新たな分析枠組の適合性を複数自

戸期の城下町形成期からの歴史・伝統・

為をいう。このように、
「規範」は互酬性

治体との比較により検証する 。
尾道斜面

文化の継承の共通基盤に立つのに対し、

を伴う信頼形成で集合行為を排する効果

地を1,300人の村に見立て、まち成功３法

後者は、
大南が2002年頃から唱え始めた、

を持つ。一方、「理念」は、「歴史と伝統

則を満たす２つの自治体 を抽出した。
尾

GV に閉じた GV 内部で共有されたもの

を重んじそれを継承する欧州諸都市は、

道同様、空き家再生で成功している兵庫

であった。町全体で認知・共有、プロア

いう観点から共有されている。前者が江
21

22
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クティブ化されたのは神山町総合戦略の

トフェス、マルシェ等で若い者に場と仕

の方が尾道斜面地よりも数年早く、結果

策定を踏まえ「神山つなぐ公社」が設立

事を提示し移住者を募り、第３に、これ

的には、神山、篠山が先鞭をつけた条件

された2016年４月である。この「創造的

らにより、若者の地方回帰と雇用と産業

を尾道斜面地で追認・検証した形になっ

な過疎」とは、農林業だけに依存しない

の創造を図る。この再生物件の活用用途

た。

多用な働き方を実現することでビジネス

に応じた応募の段階で、人材にスクリー

「地域が気に入ってくれて考え方があ

の場としての価値を高めるバランスのと

ニングにかけるとともに、選んだ人材に

った人は受け入れるし必要なら仕事もつ

れた持続可能な地域を目指す考え方であ

予め計画的に配分した仕事を提供する。

くるし斡旋もする。だけど、我々が大切

る。GVで生まれたこの考え方＝理念が、

一方、神山は、2004年の GV 設立後、

にし尊重している地域の風土や考え方は

公社設立の過程で、町全体で共有された。

従来からあったアーティスト・イン・レ

大事にしてください」という尾道斜面地

また、運営が町からも独立した公社によ

ジデンスによる芸術家の移住者群に加

への集積のメカニズムは、ここ神山にお

って担われることによって、この理念が

え、2008年からワーク・イン・レジデン

いても先の篠山においても共通に観察す

未来へ承継される仕組みも整った。

スで起業家群が集積し、2010年からのサ

ることができた。言いかえると、仕事を

Ⅱの共有する価値のスクリーニング＝

テライトオフィス群や2013年からのビス

つくることに加え、地域にあう人を選別

選良やⅢのしごとをつくる＝補完はどう

トロ群などへ拡大した。このアーティス

することや、地域を支える理念や考え方

だろうか。先に、篠山のノオトの活動を

ト・イン・レジデンスの募集段階とワー

が、それらの礎えになっていることは、

みてみよう。篠山では、ノオトが中心に

ク・イン・レジデンスの公募段階におい

持続可能な地域を形成する３者に共通し

なって、人口減少と少子高齢化が進行す

て、神山町が求める人材や職に対する仕

てみられる構造的な特性である。

る歴史地区（城下町、宿場町、集落等）

事が割り当てられ、併せて、求める人材

なお、2GF-P と現代版結の２つ条件に

を、地域の空き家と歴史文化を活かして

や職に対するスクリーニングが同時に行

ついては、
篠山と神山では確認ができず、

再生する事業をはじめる。この考え方の

われている。このワーク・イン・レジデ

これらの条件を一般化＝法則化すること

背景やモデルには、イタリアの分散型ホ

ンスは、仕事の「逆指名」としてよく知

は難しい。これらは尾道に特異な特徴で

テルやスペインのパラドール、ポルトガ

られている。これは、神山町の将来にと

ある。

ルのポザーダなどがある。ヨーロッパで

って必要になる人を逆指名するというも

は古い建物ほど高価で歴史地区や修復産

ので、
「ここはパン屋」
、
「ここはウエブデ

業は当たり前このことであり、この世界

ザインの基地」など、地域をゾーニング

以上により、尾道斜面地への集積のメ

標準の当たり前を日本でもやろうという

する中で、求める職に適合する者を募る

カニズム、及びヒューマンスケールのま

趣旨から始まっている。この辺りは尾道

仕組みである。2015年６月９日筆者が主

ちづくりの意義を明らかにした。また、

の事情と少し似ている。もう少し丁寧に

催したサロンでの講演で、内閣官房 ま

集積のメカニズムから導き出した「まち

説明しよう。そもそもノオトは古民家の

ち・ひと・しごと創生本部事務局の村上

づくり継承・発展３原則」は、地域の事

再生そのものが目的ではなく、古民家等

敬亮 内閣参事官（現担当審議官）は、
「組

情が様々に異なるにもかかわらず、サテ

の歴史的建築物と地域の食文化、生活文

織名称は、まち・ひと・しごとと並んで

ライトオフィスの誘致で成功している徳

化を一体的に再生し地域を活性化するこ

いるが、しごとが一番である」と語られ、

島県神山町や古民家再生で著名な兵庫県

とに主眼が置かれている。このため、再

持続可能な地域には、仕事を創設する力

篠山市篠山地区においても、その適合性

生物件は、食文化産業、クラフト産業、

があることを示唆された。篠山や神山の

が確認され、他地域に波及可能なモデル

観光産業、地域ICT産業、修復産業の６

ケースでは、この仕事創設機能の部分を

であるとわかった。

つの産業分類にわけ適正配置をゾーニン

他に先んじて導入・実践していることが

山根らは、更に東部の新開地区に、昼

グし、カフェ、レストラン、工房、ギャ

わかる。全国的な成功事例と言われる所

間はゲストハウスやパン屋、雑貨屋を夜

ラリー、食泊施設、サテライトオフィス、

以である。尾道斜面地の場合も、尾道に

間はバーなどの交流拠点に変える多機能

観光交流拠点などあらかじめ用途を定め

集まるクリエイティブな仕事を持つ人た

店舗群を展開し、ライトアップした浄土

た上で、文化財や町並みを活用した音楽

ちが宿命的に抱える不定期収入構造故の

寺と一体となった新たな夜の尾道の魅力

祭、アートフェス、マルシェなどを開催

不安定さを補うため、複合的ビジネスマ

創造に着手している。これを年商８億の

し、こういう機会をとらえて従事者を募

ッチィング（仕事をつくる＝補完）の仕

東尾道の産直市と接続すれば、スペイン

るわけである。従事者の多くは移住者で

組みを考えたことが、その出発点であっ

のサンセバスチャンにも勝るとも劣らな

あり地元の若者である。整理すると、第

た。この意味では、仕事をつくる＝Ⅲ補

い尾食（びしょく＝美食）のまち尾道が

１に、空き家活用を通じ、コミュニティ

完と、そのための適格者を選ぶ＝Ⅱ選良

形成されると尾道市長の平谷祐宏氏も意

形成、まちづくりが行われ、第２に、アー

の仕組みの導入については、神山や篠山

欲を見せる23。
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また、尾道斜面地への若者の集積のう

１ NPO 尾道空き家再生プロジェク

ますが、これによると堂島川から船で

ねりはスピルオーバー効果を伴い、旧向

ト代表理事、豊田雅子氏（2017年７

そのまま蔵屋敷にはいることのできる

島町のウシオチョコラトル、同立花の

月２日（三軒家アパートメント）
、９

「舟入り」があり、そのまわりには米

オーガニック系「立花食堂」、旧因島市重

月11日（三軒家アパートメント、ガ

蔵、御殿、長屋などが建っていました。

井のシゲイシェアハウス、旧御調町の梶

ウディハウス）
、10月21日（電話）
）

1995年～2002年にかけて発掘調査がお

高氏の空き家バンクなど、尾道の周辺地

２ NPO まちづくりプロジェクト iD

こなわれ、舟入りの石垣や階段が当時

域へも拡大し始めている。このような潮

尾道代表理事、村上博郁氏（2017年

のままみつかりました」と記載されて

流も含め、今後も、商都850年の歴史・伝

５月29日（尼崎）７月２日（ヤドカー

いる。
規模も最大級であったとのこと。

統・文化を受け継ぐ尾道のヒューマンス

リ）、９月11日（ヤドカーリ）
、10月

尾道の隆盛が偲ばれる。
（2017年11月４

ケールのまちづくりの拡大・発展過程を

21日（電話）
）
３ いっとくグループ代表、山根浩輝

注視して参りたい。

注
１

のサイト中「県庁ギャラリー展『藩か

４ 一般社団法人しまなみジャパン事

ら県へ ― 広島県の誕生 ― 』
（平成21年

務局長 新宅康生氏（2017年７月２日

９ 月 ７ 日 ～25 日）」展 示 図 録 ５ 頁、

NPO 尾道空き家再生プロジェクトの

（しまなみジャパン事務局）
、９月５

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/

代表理事、豊田雅子氏は、「もともと、

日（しまなみジャパン事務局）
、９月

site/monjokan/sub3-05.html（最終閲覧



11日（onomichi U2）

まちは、道幅も狭く、見知らぬ人でも

５ 尾道市長 平谷祐宏氏2017年７月

すれ違うときに挨拶するほど人同士が

３日（尾道市長室、９月12日（尾道

近いまちです。隣の献立や喧嘩の声が

市会議室）
）

2018年１月24日）
６


2017年７月２日の一般社団法人しまな

みジャパン事務局長 新宅康生氏のイ
ンタビュー調査による。

分かるほど、家も隣接しています。そ

６ 写真家H. K氏（東京出身、30歳台

んなヒューマンスケールなまちの心地

前半、
女性、
尾道移住歴約３年）
（2017

ている。
「映画『東京物語』で小津安二

よさを実感してもらい、地方の魅力や

年９月５日（onomichi U2）
）

郎監督が「両親の住む日本のとある地

７ ノオト金野幸雄氏（2016年11月18

本来あるべき日本の姿を今一度再認識

７


豊田は、次のようにその状況を説明し

方の小さな町とし選んだのが広島県尾

してもらえればと願っています」と「ヒ

日（篠山城下町ホテルNIPPONIA）
、

道市である。50年以上経った今なお世

ューマンスケール」を解説する。（街元

2017年７月28日（篠山城下町ホテル

界中で高く評価され、映画のなかで尾

気：まちづくりと中心市街地活性化の

NIPPONIA）
、2017年11月16日（大

道の町並みはそれほど登場していない

情報サイト：NPO 法人空き家再生プロ

崎上島町）
、
2017年７月28日は玉垣綾

のにかかわらず、大都会東京と対照的

ジ ェ ク ト https://www.machigenki.

子氏同席）

な地方の町として、驚くほど人々の印

８ 2017年９月１～２日の神山町にお

象に残っている。そんな日本の原風景

2017年11月１日）

ける創造的農村ワークショップで

的町並みも社会の流れとともに刻々と



NPO 尾道空き家再生プロジェクトの

の、NPO法人グリーンバレー理事長

変化し、瀬戸内海きっての港町として

事務局は、三軒家町にある。三軒家町

大南信也氏の講演及び、その後の大

栄華を極めた歴史的遺産ですら簡単に

の旧北村洋品店と三軒家アパート、通

南氏、神山町長 後藤正和氏、一般社

失われようとしていた。辛うじて変わ

称ガウディハウスは、このプロジェク

団法人神山つなぐ公社代表理事杼谷

らない風景を留めているのは車の入ら

go.jp/44/k-1550 か ら 引 用。最 終 閲 覧

学氏との意見交換を基に整理した。

ない、いわゆる条件不利地の坂と路地



大阪大学中之島センター東側には、広

の木造建築密集地エリア。それらは尾

目、十四町（とよひまち）などの商店

島藩蔵屋敷の舟入の遺構がある。
『広島

道独特の風景として広く伝えられてい

街と同様に彼らの活動拠点であり、主

藩蔵屋敷の「舟入り」
』という立て看板

るが、一方では、車社会中心の社会か

たる居住拠点とは異なること、また、

には、次のように記載されている。
「江

ら取り残され、少子高齢化の問題を抱

斜面地の線引きが曖昧になることか

戸時代の中之島一帯はわが国の米の流

える空き家だらけのエリアである。そ

ら、三軒家町を対象地域に加えないこ

通拠点であり、全国各藩の蔵屋敷が置

こで起きていることは、まさに『東京

ととした。

かれました。
その数は幕末には135藩に

物語』さながらで、息子たちは、都会



インタビュー調査は次のとおり、それ

も登りました。この場所には安芸広島

に出たまま帰らず、年老いた両親も古

ぞれ１時間程度のインタビューを実施

藩42万石の蔵屋敷がありました。当時

びた家もそのまま放置され、高齢者の

した。

の姿を描いた詳しい絵図が伝わってい

独居暮らしの家や家財道具がそのまま

トの象徴でありエンジンに当たる。し
かし、三軒家町は、土堂１丁目や２丁

３


広島県ホームページ、広島県立文書館

氏（2017年７月３日（尾道駅）
）

車が無かった時代に形成された尾道の

２

日に筆者が現地調査し確認した）
５

４
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８

の空き家がたくさん残っているありさ

と共同作業で作られたプロジェクトの

に繰り出すことで、食べ物や飲み物、

ま。海を眺めるいい家ですら、車の入

中の１つの宿泊施設です。旅の醍醐味

雑貨等を提供する仕組みをつくりあげ

らない不便さや家の古さを理由に地元

は人との出会いが第一だと考えており

ている。夜の尾道を演出する新たなバ

の不動産屋にも割りが合わないとさじ

ます。その為、出来るだけ多くの人と

ザール機能を付与するとともに、移住

を投げられ、物件化されていない。そ

交流できるよう今も昔も変わらずに続

んな空き家が駅から２キロの徒歩圏内

けているのが夕食会です。
築100年以上

に500軒以上溢れているという状態だ

の古民家をDIYで改装して使用してお

ゴプロジェクトが次のように説明され

った」
（豊田雅子「特集まちづくりのタ

り、設備の整った施設ではございませ

ている。
「古くから尾道の街角にある魚

イムライン

尾道空き家再生プロジェ

ん。ご参加いただき、何かが生まれる

の行商『晩よりさん』にヒントを得て、

ク ト」『建 築 雑 誌』Vol.129 No.1664

現場を一緒に体験していただいたら幸

尾道の風景にとけ込むようにちょっぴ

2014.11）」

いです。ヤドカーリの名前もYado
（宿）

りアレンジしたのが『リアカーゴ』で



ロジャース（2007）は、
「これまでの研

に集まる人たちが curly（渦）を巻く

す。リアカーゴは『リアカー』に『箱

究には、採用者カテゴリー間に「キャ

ように交流して何かが生まれればとい

（カーゴ）
』を乗せ、
『カタツムリ』（エ

ズム」
（深い溝）が存在するという主張

う思いからつけられました」
（2017年９

スカルゴ）のようにゆっくり進み、買

を裏付ける知見はない」（231頁）とキ

月11日に筆者が実際にヤドカーリに宿

い手とじっくりコミュニケーションを

泊しこの案内を確認・筆記した）

とり、街の憩いの場をつくることを目

村上は中心部のミッテに近いプレンツ

的としています」iD尾道ならではの革

ャズムを退けるが、アーリーアダプ
ターは、革新性を翻訳して広める役割

９

10

11

12

13

者の収入源にもつなげている。
15



を果たし、その充足は重要な指標とな

ラ ウ ア ー ベ ル ク に 居 住 し た。池 田

るので、本論では、ムーアの説をとる。

（2014）が分類した第３派占拠運動の時


iD尾道のリーフレットには、リアカー

新的な着想である。
16


おのみちまちづくり
iD の設立認証は、


2017年７月２日のインタビューにおい

期である。藤塚（2016）によれば、
「社

2014年８月14日。内閣府 NPO ポータ

て、豊田は第３極の動きを、次のよう

会主義への移行前に良好な住宅地であ

ルサイトで確認した。
（https://www.

に語った。
「活版カムパネルラは自分た

っ た プ レ ン ツ ラ ウ ア ー ベ ル ク で は、

npo-homepage.go.jp/npoportal/

ちでリノベーションした。手がけた上

1990年代から老朽化した建物の修復が

detail/034000425最終閲覧2017年11月

田氏は、いっとくグループの、やまね

進められてきた。2000年代半ばにはジ

こカフェでアルバイトをしていた。紙

ェントリフィケーションの対象となる

片（しへん）はディテールにこだわる。

古い建物が少なくなり、空閑地などの

止 な の で、Gentrification を 抑 止

個人でできる人」

開発されていなかったところへ高級な

（Protect）するという意味から、
「2GF–

６日）
17


第２次ジェントリフィケーションの抑


『人文地理学辞典』
（朝倉書店、1997年）

住宅が新築された。Holm（2013）によ

は、結を自家のみでは労働力が不足す

ってスーパージェントフィケーション

る場合で、①労働力の交換であること、

が確認された」
（134頁）とあり、村上

応じた豊田は、尾道と類似する都市と

②等量の労働を相互に交換すること、

が暮らしたプレンツラウアーベルクが

して、シチリアのタオルミーナを挙げ

③労働提供に対する返しは、労働で行

いかに短期間で変化したかがわかる。

た。建築史家の陣内秀信は、
「瀬戸内海

うこと、３つの要件を満たすものを結

村上のインタビューの中でも、定期的

を望む長い歴史を持った港町、尾道は、

と定義する。本論ではこの定義に従い、

に訪れるベルリンも、2010年頃には様

地中海のイタリアが誇る中世海洋都

尾道斜面地で展開される相互扶助の仕

変わりしていたと述べている。
かつて、

市、アマルフィとよく似ている魅力あ

組みを「現代版結」と定義する。

ベルリンの占拠を謳歌したアーティス

る風景のおかげで、どちらも映画の舞



NPO 尾 道 空 き 家 再 生 プ ロ ジ ェ ク ト

トたちは締め出され高級住宅街に変わ

台として有名になった点でも、共通し

ホームページ（http://www.onomichi

った。村上は、歴史都市ベルリンでの

ている」と述べている。（『建設業界』

saisei.com/index.php 最終閲覧2017年

稀有な体験を背負って尾道へ移り住

2011.7）ドブロブニクは、尾道への会

11月17日）

み、ベルリンの轍を踏まぬよう、商都

社の一部の機能移転を準備している東

ゲストハウスヤドカーリの宿泊者への

850年の歴史・伝統・文化を未来へ継承

京の IT 企業の経営者 O 氏から伺った

しようとしている。

地名である。



案内には、次のようにその由来が説明
されている。
「ようこそゲストハウスヤ

P」と略称した。
18


2017年７月２日のインタビュー調査に

晩よりさんとは、漁師やその奥さんが


「尾道には世界遺産ドブロブニクに類

当ゲストハウスは12年前

捕ってきた魚介類を手押し車にのせ売

似する魅力があり、それが機能移転を

に交流と発信をコンセプトに作られた

りにでる行商のことで、村上らは、こ

考えるきっかけになった」
と語られた。

チャイサロンドラゴンで出会った人達

の晩よりを模したリアカーゴ群を港町

ドカーリへ

14
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19

による）

町と組んだ盤石の組織体制の下に、逆

・池田真利子「文化的占拠の葛藤と都市



小長谷（2012）は、ネットワーク、信

指名などユニークな誘致手法で他地域

変容における自由空間としての役

頼、規範の順番で説明するが、下敷き

との差別化がなされアーティストや企

割 ― 旧東べルリン地区タヘレスを事

になっているパットナム（2001）に従

業のニーズに応える顧客指向の取組み

例として ― 」
『理学会評論』87、2014

で、まち成功３原則を満たしている。

年、224－247頁

い①信頼、②規範、③ネットワークの
順番に並べ替えて標記した。
20

人口規模の目安を定めるにあたって


23

2017年７月３日の尾道市長へのインタ


活動による空き家再生に関する研

ビュー調査による。

究 ― 広島県尾道市斜面市街地を対象

は、尾道が、しまなみ海道でつながる
今治市を参考にした。人口165,143人の
今 治 市 は、学 区 人 口 分 布 が 476 人 ～

21

近畿支部研究発表会』
、2010年、485～

・Everett M. Rogers., DIFFUSION of

人である。１自治体当たりの平均人口

INNOVATIONS Fifth Edition: Free

は約74,000人前後なので、この比率0.44

Press, 2003（エベレット・ロジャース

を按配すると、213～5,162人。平均2,845

『イノベーションの普及』
（三藤利雄訳）

488頁。
・片岡八重子「尾道市空き家バンクの取
り組みと展開」
『住宅』59号（2010.11）、
53～60頁、2010年
・NPO 法人観光力推進ネットワーク・関

翔泳社、2007年、213～253頁）

5000人。平均2800人前後となる。町内

・Geoffrey, A. Moore., Crossing the

西 日本観光研究学会関西支部『地域創

会から小規模の市町レベルがカバーで

Chasm-Making and Selling Disrupthive

造のための観光マネジメント講座』、学

きる。尾道斜面地約1300人の人口規模

Products to Mainstream Custimers,

芸出版社、2016年、202～205頁。

とも整合し適当である。

3rd Eddition, 2014（ジェフリー・ムーア

・NPO 法人グリーンバレー、信時正人

2017年７月28日の一般社団法人ノオト

『キャズムver2［増補改訂版］-新商品を

『神山プロジェクトという可能性–地方

の金野幸雄氏及び玉垣綾子氏へのイン

ブレイクさせる［超］マーケティング理

創生、循環の未来について–』
、廣済堂、

タビュ調査及び、2017年９月１～２日

論』
（川又政治訳）翔泳社、2014年、24

2016年。

の神山町における創造的農村ワークシ

〜38頁、94〜130頁）



ョップでの大南信也氏の講演及び、そ

・後藤陽一
『広島県の地名 ― 日本歴史地

・Granovetter, M., “The Strength of

の後の大南氏、神山町長の後藤正和氏、

Weak Ties.” American Journal of

一般社団法人神山つなぐ公社代表理事

Sociology, 78: 1360-80, 1973.（野沢慎司

の杼谷学氏との意見交換をもとに整理

編・監訳『リーディングス・ネットワー

した。金野氏へは、上記とは別に、2016

ク論 ― 家族・コミュニティ・社会関係

年11月18日、2017年11月16日にもイン

資本 ― 』勁草書房、2006年、133頁。
）

名体系35 ― 』平凡社、1982年、382～
383頁（橋本敬一氏執筆部分）
。
・小長谷一之『地域活性化戦略』晃洋書
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・小長谷一之『都市経済再生のまちづく
り』古今書院、2005年、100～107頁。

・Putnam, Robert D., Leonardi, Robert

・猿渡広、安武敦子「市街地における空



兵庫県職員の金野幸雄氏が篠山市へ副

and Raffaella Y. Nanetti., Making

き家の流通支援と移住属性 ― 尾道市・

市長として出向し、行政改革の一環と

Democracy Work: Civic Traditions in
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『日本建築学

して、リストラを進める中で集落丸山

Modern

会九州支部建築報告』第53号、2014年、

に出会い、ここに日本の守るべき伝統

Princeton University Press, 1993（ロ

文化を見たのが篠山の古民家再生事業

バート・D・パットナム『哲学する民主

・篠原匠『神山プロジェクト – 未来の働

の出発点である。中途半端な関与では

主義』
（河田潤一郎訳）NTT出版、2001

き方を実験する –』日経 BP 社、2014年

タビュー調査を実施した。
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