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１ はじめに                       
富山市八尾町の中心地区(以下、八尾旧町)は江戸初期の

町建て以来の都市構造を維持する歴史都市である。毎年

9 月初旬に開催されるおわら風の盆に観光客が集中する

一方、商業の衰退、人口減少は顕著になっている。 
東京大学都市デザイン研究室(以下、当研究室)では、

2004 年度から八尾旧町において、八尾町商工会の委託を

受け、街並み修景や広場整備などのハード面や商店街活

動の活性化などのソフト面の提案を行うこと、またそれ

をきっかけとして地元住民のまちづくり気運を高めるこ

とを目的として、旧町を構成する一つ一つの町単位での

調査、提案活動を行ってきた★１。2007 年度は八尾旧町全

体を対象として、まちづくり活動の誘発、気運の醸成を

目的として「まちづくり大学」を企画した。本稿ではこ

の「まちづくり大学」の成果・課題について考察する。 
 
２ 「まちづくり大学」の構想 
「まちづくり大学」は、八尾の『内発的まちづくり』

を促進する場として構想した。その特徴はまちづくりへ

の意識に対応した段階的な目的を包括している点にある。

まずは、イベントや展示を通してまちやまちづくりにつ

いての関心を高め、まちづくりの主体意識を啓発する。

次は、セミナーにおいてまちづくりの担い手やそのネッ

トワークを形づくる。更に最終的には、地元主体のまち

づくりの動き、うねりを生み出す。（図１） 
 各段階の目的に合わせていくつかの取り組みを行った

具体的には「まちづくり大学」の名の下で、①まちづく

りイベント－ウォークラリー、②まちづくり展－マチヅ

クリノタネ、③まちづくりセミナー、④まちづくりフォ

ーラム、⑤課外活動を実施した。2．で説明するように、

それぞれの取り組みで、ターゲットは異なっていた。 
 
 
 
 
 
 
 

３ 「まちづくり大学」の実践 
2007 年 6 月から 9 月中旬まで、八尾旧町全体の資源の

調査、また八尾旧町の各町の自治会長へのヒアリングを

行った。これらの調査によってセミナーと展示の核とな

る「八尾を考える提案」（まちづくりのアイデア集）を作

成していった。まちづくり大学が実際に始まったのは 9
月であった。以下、各取り組みについて述べる。 
３－１まちづくりイベント－ウォークラリー 
この企画の狙いは、まちづくり以前にまちの魅力その

ものを再発見してもらというものであった。ターゲット

は子供であったが、また、子供がウォークラリーに参加

するにより、普段あまりまちづくり活動に参加していな

い母親たちにも、八尾旧町の面白さを体験してもらうこ

とを意図した。まちづくり大学の中では、ターゲットを

最も明確、限定的にセッティングした取り組みであった。 
9 月 23 日日曜日の午後に開催された。参加人数は合計

13 組 48 人(うち子供 33 人)であった。チームごとにおよ

そ 3 時間をかけて八尾旧町を歩き回り、ゲーム形式でま

ちの自然・文化・歴史的な資源などの魅力を再認識して

いった。参加者たちには存分に八尾のまちを堪能した満

足感があり、このイベント自体は成功したと言える。 
３－２まちづくり展－マチヅクリノタネ 

まちづくりに関する展示会は 10 月中旬からの二ヶ月間、

八尾旧町内の図書館・観光情報発信施設（ふらっと館)の
1 階ホールで開催された。ターゲットは八尾旧町の住民

全員であり、目的は八尾の資源を再発見し、当研究室が

提案した資源を活かすための「八尾を考える提案」を知

ってもらうことである。展示内容は以下のとおりである。 
①まちづくりの種－まちに潜んでいる資源、魅力 
②八尾を考える提案－①を育てるためのアイデア 
③ガリバーマップ－提案をプロットした大きい地図 
④まちづくり大学の取り組み－活動の報告 
今回全展示物は当研究室が作成することになり、展示

企画や設営に地元の参画はなかった。また、期間中、展

示内容を説明する人員も確保できなかったため内容伝達

にやや問題があり、また実際にどのくらいの人がこの展

示を見たのかは把握できなかったなどの反省点が残った。

３－３まちづくりセミナー 
まちづくりセミナーは毎回 3 時間で、4 回の連続企画 

図１『まちづくり大学』の構想 
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として開催した。会場は八尾旧町内の旧毛利邸という歴

史的な建物で、その活用実験を兼ねた企画であった。タ

ーゲットはこれからのまちづくりを主導的に担う人たち

であり、彼らの間で八尾のまちづくりの歴史や課題の理

解を深め、共有すること、そして新たなつながりを生み

出すことを意図した。参加者は八尾旧町の各町から推薦

してもらい、20 名前後の人数が集まった。各回のテーマ

は以下のとおりで、基本は毎回、まちづくりの課題や関

連する「八尾を考える提案」を伝えるレクチャーと、参

加者を班分けしてのワークショップ形式の議論を行った。 
第一回 八尾旧町のまちづくりのこれまで、いま、これから 

第二回 観光交流：まちの魅力をどのように引き出すのか 
第三回 生活：少子高齢化とどう向き合っていくか 
第四回 具体的な問題をより深く議論する 
毎回、レクチャー内容は濃く、参加者アンケートでも

その点は評価されていたが、議論の用意には不十分な点

もあり、結果的には第二回以降、様々な町の行事に重な

ったことも一因となり、参加人数は徐々に減少した。 
３－４まちづくりフォーラム 

フォーラムは、ウォークラリーやまちづくり展、そし

てセミナーの総括として、八尾の住民の方々、八尾に関

心のある方々に今年度の活動を広く知ってもらうことを

目的として開催した。フォーラムでは「八尾を考える提

案」を 4 つの目標にまとめ、各目標を説明し、セミナー

参加者の中から 4 人の方にパネリストとして、まちづく

りの目標の提案についての議論に参加してもらった。 
当日参加者は約 50~60 人だったが、ほぼセミナー参加

者やもともとまちづくりに関心が高い人々であった。広

く知ってもらうという目的からすれば、課題が残った。

３－５課外活動 
昨年度までにまちづくり支援活動を行ってきた八尾旧

町内の西町と上新町では、引き続き、各町のイベントに

独自のカフェ出店という形で参加した。西町では地元の

まちづくり組織による公民館での臨時食堂に参加し、同

時に会場でまちづくり展示、活動報告新聞の配布を行っ

た。上新町では商店街の路上マーケットイベントに二回

参加し、併せて裏道整備の実験としてライトアップを行

った。これらの課外活動は今年度の「まちづくり大学」

の取り組みを広くアピールする機会として機能した。 
 
４ まとめと考察 

今回の「まちづくり大学」では、複数の取り組みを企

画し、それぞれのターゲットに応じるプログラムを工夫

した。しかし、以上で述べたように、セミナーやまちづ

くり展、フォーラムに関してはその目的が達成できたと

は言い難い。その原因は、個々の取り組みのプログラム

にも求められるが、ターゲットとした各層の間での交流

を生み、まち全体で盛り上げていくような仕掛けが少な

かったことも一因であった。各層の目的と性質に応じて、

色々工夫したものの、各層の間のつながりが見えづらく、

まちづくりへの関心を段階的に高める道筋、例えば、ウ

ォークラリーでまちに関心をもった参加者をまちづくり

展やフォーラムに誘う仕組みがなかった。また、４回連

続のセミナーに比べて、イベントは一つしかないなどの

各取り組みの開催頻度のアンバランスさも課題であった。 
段階的な目的を包括する「まちづくり大学」の実践で

は、例えばウォークラリーの成果物をその場でまちづく

り展で飾る、セミナーの報告パネルはセミナーの場にお

いて参加者と協同作業で作成するなどの仕掛けを組み込

み、各層の交流、循環を促していくことが重要であろう。

図２『まちづくり大学』の各取り組みの実際の流れと関係 

★１ 昨年度までの取り組みに関しては、2005 年度大会(関東)学術梗概集
7496 と 2006 年度大会学術講演梗概集 7475、7476 を参照のこと。 
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