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研究の背景 福島県田村市では、「その１」「その２」で

報告した調査とワークショップの成果から、平成 19 年度

「田村市中心市街地まちづくり基本方針」（以下、基本方

針）をまとめた。基本方針では「住み続けられる町」を

まちづくりの目標とした（図 1 参照）。本稿では、基本方

針で提案された方策のうち、重点優先項目を実験的に実

施した社会実験である「まちづくり実験」についての報

告を行う。 

まちづくり実験の概要 市の中心である船引駅前通り

（栄町商店街）を中心としたエリアを対象にして、平成

20 年 11 月から平成 21 年１月までの３ヶ月間実施した。

実施体制としては、地元商工業者団体（栄町商工振興

会）と田村地域デザインセンターUDCT（駅前通りの空き

店舗を活用し、田村市・田村市行政区長連合会・東京大

学が共同設立した公民学が連携する地元密着型のシンク

タンク。以下 UDCT）で「まちづくり実験実行委員会」を

組織し、福島県県中建設事務所の後援を受けて実施した。

実行委員会を中心に各実験ごとに様々な地元団体から協

力を受けた。まちづくり実験は、９つの実験からなる。

以下、それぞれについて報告する。 

１ 空き店舗による市民活動展 駅前通りの空き店舗は

大きな課題であり地元からも対策の要望が強かった。そ

の空き店舗５軒を３ヶ月（11 月から１月まで）借り、建

物内外部を改装して、活用希望者に無償で貸し出した。

合併して田村市となった旧都路村の竹炭を利用した工芸

作品の展示販売、旧滝根町の住民団体の物産展示販売、

旧大越町のアーティスト・地元船引の芸術家・一般市民

の工芸作品の展示、高校美術部の作品展示を行った。地

元で活発な市民活動の発表の場として活用した。この実

験をきっかけとして、期間終了後に地元のアーティスト

がアトリエとして活用することになり、別の１軒で地元

希望者が新たにカフェを出店することになった。 
２ まちなみペイント 駅前通りは２階建の建物が連続

した街並みを形成しているが、空き店舗は長期間手入れ

がされておらず、閉じられたシャッターに加えて、寂れ

た雰囲気を増す一因であった。それら空き店舗の建物正

面を清掃し塗装して、街並みの雰囲気を明るくする試み

である。今後の中心部の景観を考える機会となることを

目的とした。空き店舗利用をする４軒の建物を対象に、

所有者の了承を得て 11 月 8 日に建設業組合・高校生ボラ

ンティアの協力で実施した。駅前通りは白を基調とした

建物が多い。元の色を尊重しながら、刷新されたことが

わかるように塗装色は白とした。 
３ 田村百景 自然環境に恵まれた風景は田村の重要な

地域資源である。これらの継承していきたい風景を認定

する試みである。将来的には景観計画策定や風景をめぐ

るルートマップにも活用することを目的とした。田村市

の現在の風景を写真で市民から公募して、市民投票を行

い、外部専門家等でつくる審査員会が最終的に選定する

方法で行った。募集締切(10 月 24 日)までに 178 点の応募

があり、市民公開投票(11 月 1 日～11 月 8 日)を踏まえて、

景観・風景の外部専門家２名、地元写真専門家２名、地

元代表２名でつくる審査委員会での審査会(11 月 15 日)を
経て、審査基準に合う 54 のテーマを選定した。応募数や

地域的な偏りも考慮した結果選定数が 100 に達しなかっ

たが、次年度以降に追加募集を行い 100 の風景を選定す

ることとした。 
４ 市民シンポジウム かつての隆盛の中心であったが

撤退した、駅前通りに面する日本たばこ産業の空き事務

所を活用して 11 月 15 日に開催した。地元のまちづくり

に関わってきた専門家や地元活動家を招き、これまでの

取組みを総合的に捉え直し今後を考えることを目的とし

た。さらに UDCT の調査報告（「その３」参照）も行い、

参加した市民からワークショップ形式で意見を集めた。 
５ タウントレイル 11 月 14 日・15 日に船引地区の地

域資源を巡るまちあるき（タウントレイル）を実施した。

基本方針での調査から作成した３つのまちあるきルート

案を歩いた参加者の意見から、地域資源や風景を再発見

する機会となり、市民の健康増進にもつながりえること

がわかった。意見を反映したコース改善案を行いタウン

トレイルマップを作成する予定である。今回の意見を元

に沿道整備や景観計画の検討も考えられる。 
６ 快適街路実験 11 月 15 日・16 日に駅前通りを快適

な歩行空間にすることを試みた。駐車場や店舗前面の空

地を利用して既存の２店舗でオープンカフェを実施した。

既存ベンチの置き方を変え人が溜まれるポケット空間を

生み出し、既存の木製ベンチも高校生ボランティアによ
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り塗装し直した。また、プランターに植えた花を設置し、

さらに既存店舗の屋内に飾られている植栽も表に出すこ

とで通りを彩りを沿えた。 
７ イルミネーション 駅前通りに手作りの電飾を点す

取組みは地元で毎年行われてきた。例年より設置範囲を

拡大し、これまで２団体別々に開催していた点灯式典を

合同で行い、地元船引高校生による屋外での吹奏楽演

奏・よさこい演舞を実施した。その結果、見物客の増加

だけでなく、一連の準備や片付けに地元の商工業者が例

年になく集まった。 
８ 田村味自慢 11 月 14 日 15 日、駅前通りを中心とし

た既存飲食店 10 店舗で１軒あたり 1000 円で地元の味と

アルコールが楽しめる期間限定の特別メニューを出した。

地元独自の味を外部にアピールし、既存店舗の連携をは

かり店舗利用の促進することを目的とした。２日間で延

べ 397 人の利用があり、「普段行かない店に行けた」とい

う意見も多くあった。 
９ アーティスト滞在企画提案 12 月～１月に３組のア

ーティスト（ヤング荘、太田浩史＋佐藤敏宏、竹内昌義

＋東北芸工大）が中心部に 10 日間程度ずつ滞在して、地

元と交流しながら田村への提案を企画した。１月 29 日に

第２回市民シンポジウムを開催し滞在中の提案を発表し

た。外部の芸術家の新しい視点からの提案に「まちづく

りが楽しくなった」という意見も聞かれた。 
まちづくり実験の課題と展望 これまでの度重なる構想

もほとんど実現しないことに地元住民には不満の声が多

かったが、今回基本方針に基づいてまちづくり実験とし

て部分的にでも地元と共同して実践に移したことは、地

元にとっては大きな意義があり、機運の高まりに寄与し

たと言える。今回のまちづくり実験で明らかになった課

題や可能性から、さらに「その３」で報告した郊外農村

部まで対象を広げた調査も踏まえて、実行計画として

「まちづくり基本計画」をまとめた（図 1 参照）。今後は

基本計画を事業項目ごとに地元を含めた実行体制を組み、

順次実行に移していく。 
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図 1：基本方針からまちづくり実験を経て基本計画へ 
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