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はじめに

　空き店舗だらけのシャッター通りは、今や、地方都市の風景のひとつとなって
いる。郊外に、ショップやフードコート、シネコンから生活サービス施設まで備
え、日々新しいイベントを提供してくれる便利で魅力的な巨大ショッピングモー
ルが立地しているのだから、わざわざ古ぼけたかつての中心商店街に、駐車場料
金を払ってまで出かけてくる人がいないのも当然かもしれない。
　一方、東日本大震災の津波災害により壊滅的な被害を受けた石巻の中心商店街
では、誰でも気軽に入って共同作業のできるコワーキング・スペース、お店のな
かにつくられたコミュニティ・カフェ、子どもたちが主体的に活動する場として
まちなかにできた子どもセンター等、今までの中心市街地の概念とは違う新しい
まちが生まれつつある予感がある。まだ始まったばかりの、この新しいまちづく
りの胎動は、全国の地方都市のまちづくりを根本から変えていく力を秘めている
のではないだろうか。
　実際には、このような新しいまちづくりの胎動は、いわばゼロからの出発を強
いられている被災地のまちなかほど顕著ではないにしろ、何の変哲もない全国の
地方都市のシャッター通りのそこかしこで始まりつつある現象である。この新し
い力とは何なのか、どの方向に向かうべきなのか。どのようにすれば本格的な動
きに展開するのか。これらの問いこそが、本書がこれから繙こうとすることであ
る。
　この新しい力から生み出されるまちの姿を、本書では、クリエイティブ・タウ
ンと名付けた。結論から言えば、クリエイティブ・タウンとは、「多様なアイデ
アをもつ人びとが、まちなかに集まり、そのことを通じて、周辺地域も含めてそ
の地域におけるライフスタイルを活かした新たな産業の持続的展開をプロデュー
スするまち」ということになる。
　このようなクリエイティブ・タウンは、ひとりまちなかだけでなく、そこを中
心に広がる地域の経済・社会の再生・発展を牽引する力になる。では 2部 9章
からなる「〈まちなか〉から始まる地方創生」を開幕しよう。
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　　001

　1991 年に始まった経済の低迷は 20 年を経過し、間もなく「失われた 30 年」
になる。この間、わが国とりわけ地方の経済・社会は激しく疲弊した。「地方創
生」という新たなネーミングのもと1）、まち・ひと・しごと創生本部が設置され、
政策支援が本格化したが、成果を上げるには一筋縄ではいくまい。だが、その困
難を乗り越えようと、地域再生の試みが各地で胎動している。地域の物産を活か
した新しいビジネス、子どもから大人までの居場所づくり、古民家を活かした

「まちじゅうまるごとホテル」など、NHK の地域づくりアーカイブスにはたく
さんの例が集められている2）。いずれも自然の恵みとともにある地域のライフス
タイルを守り・育み・発信する試みだ。
　本書は、これらの動きを確かなものとするために、地域の中心都市のまちなか
再生に注力することを提案する。地域のライフスタイルを洗練・発展させ、花開
かせるのは、その地域の中心にある都市のまちなかである。まちなかは、各地域
に固有の町並みと文化を育み、内外の多くの人びとを惹きつけ、富を生み出して
きた（祭りはその象徴的存在である）。まちなかがにぎわうことと地域の経済が潤う
ことは表裏であった。
　そのまちなかの傷みが激しい。その傷んだまちなかを、地域独自のライフスタ
イルを支え・育み・強め・発信する拠点として再生する。まちなかをデザイン・
コードに従って連鎖的に開発し（あるいは保全し）、地域に必要な市民サービスを
充実するとともに、そこにその地域固有のライフスタイルに根ざした産業をおこ
し、地域全体の風土に根ざした内発的産業の発展（ライフスタイルのブランド化）を
牽引していく。ここで、「まちなか」はせいぜい数～十数ヘクタールを想定する。
範囲が広く政策効果がうすくなりがちな、中心市街地活性化法の「中心市街地」
とは一線を画す。このようなまちなかを「クリエイティブ・タウン」と呼ぼう。
　地域の再生には、従来の発想とは異なる地域の課題を解決する新しい枠組みが

序 章

なぜ、クリエイティブ・タウンか 



002　　

不可欠である。切り札は「ライフスタイルのブランド化とまちなか再生の組み合
わせ」だ（図 0-1）。
　地方が抱える多くの問題、経済の停滞、雇用の減少、地域社会の結束力の低下、
地域文化の衰弱などは、もはや工場誘致のような外の価値観に依存する「外発的
発展」の発想では解決できない。そのような発想をやめ、地域の内発的・自律的
に生き続ける生命力を育む発想へ転換する必要がある3）。地域の資源や個性・特
性を最大限に活かし、創意工夫のもと、地域の総力を結集し、自律的・持続可能
なまちづくりの仕組みを再構築することが重要である。とすれば、風土に育まれ
た地域固有のライフスタイルを資源として活かしていくことが、基本に据えられ
なければならない。それは革新的な技術や文化に背を向けることではない。理論
編で詳しく述べるように、グローバルな商品でも、ローカルなライフスタイルが
背景になければ生み出されない。
　欧米は、そのライフスタイル（生活文化）を産業としてきた。服飾、生活雑貨、
食べ物など生活文化全般にわたり、オリジナリティのあるデザインを、オリジナ
ルな素材と技術（職人術）でつくりだし、世界の人びとを魅了し、富を生み出して
きた。たとえば、フランスは農業が盛んな国であるが、葡萄を輸出しているので

図 0-1　地域を再生する 2 つの柱

地域経済・社会の再生
市街地のコンパクト化（シュリンク）という不可避の課題を、地域のライフスタイルのブラ
ンド化（産業化）が支え、田園都市を再構築（スマート・シュリンク）し、そして地域経済・
社会の再生を実現

市街地のコンパクト化
＊中核都市の中心市街地、そして周辺都
市、在郷町、基礎集落それぞれの中心
部を再生。快適な公共空間、美しい町
並みを実現し、瑞々しい農地、豊かな
自然を保全

＊人びとが集まり、地域のライフスタイ
ルを回復し、育み、強化し、発信する
場所をつくる

＊低炭素社会の実現（既成市街地再生は最
大のリサイクル、自動車交通に起因す
るCO2 削減、農地・緑地の再生・保全）

ライフスタイルのブランド化
＊地域固有のライフスタイル（文化、風
土、生産物等）を中心市街地で産業化

・商店街が食で農と商をつなぐ
・雑貨やクラフトで職人・工業と商をつ
なぐ

・ファッションで地場産業と商をつなぐ
・介護や子育てサービスでコミュニティ
と商をつなぐ

＊デファクト・スタンダード化した「西
洋のライフ・スタイル」へのオルタナ
ティブとして世界に訴求。観光も視野
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フランスを訪れた人びとは、そのような地方の都市や田園まで出かけて、それぞ
れの地域固有のライフスタイルを楽しむのである。
　日本においても、各地域に根付くライフスタイルを再興し、産業化する仕組み
をつくり、内発的発展を図ることができないわけがない。

　市民が誇りに思い、集まることのできる中心は、自治を育み支える不可欠な社
会資本でもある。その構造が、市街地の郊外への拡大で崩れかけている。「ライ
フスタイルのブランド化」を実現するためには、この構造を再構築する必要があ
る。まちなかを拠点に「ライフスタイルのブランド化」を成長産業に育て上げ、
地域に富が蓄積する構造をつくりあげることが基本戦略となる。
　そのまちなかの多くはシャッター通りと化し、疲弊する地方の象徴のようにな
っている（図 0-2）。今さらだが、状況を確認しておこう。図 0-3 に見るように、
商圏の小さな商店街ほど、都市の規模が小さいほど、「衰退している」「衰退の恐
れがある」商店街が多くなる。上の写真は人口 11 万人の香川県丸亀市の中心商
店街である。現在、この規模の中心市街地が厳しい。しかし、それより商圏の大
きな県庁所在地レベルでも「衰退の恐れがある」が拡大している。中心市街地の
衰退と裏腹に、広がっているのが郊外である。中心市街地の衰退には、さまざま
な原因が重なっているが、郊外への拡大が最大の原因であり、衰退の引き金にな
ったことは間違いない。私たちの都市がこのまま中心市街地を失ってよいのか、
このまま郊外への拡大を続けてよいのか。

はなくワインを輸出して
いる。ワインを輸出して
いるだけでなく、ワイン
を核に広がるフランスの
ライフスタイルを輸出し
ている4）。しかも、世界
の人びとの目は、フラン
ス全体とともに、ワイン
の銘柄の微妙な差を嗅ぎ
分け、その蘊蓄とともに
ワインの産地に向かう。

図 0-2　シャッター通り（香川県丸亀市の中心商店街、

2013 年 10 月）
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　野放図な郊外拡大の問題点は、津波が襲った東日本大震災で被災した都市で如
実に示された。古くから町並みを営んできた地区も被害を受けたが、町並みが一
掃されるような被害を受けたのは、戦後、水田や河川敷を埋め立てた土地に拡大
した市街地である。そこで「高台移転」となるのだが、それはさらなる郊外化を
進めることである。高台移転は本当に正しい道なのだろうか。津波の被害に遭っ
た石巻については、第 7 章で詳しく触れるので、ここでは液状化の被害に遭っ
た千葉県香取市佐原をあげておこう。
　歴史的な地区が重要伝統的建造物群保存地区に選定されている佐原では、市役
所も立地する利根川沿いの地区で、激しい液状化が発生、家が傾き、下水などの
ライフラインが壊れる大きな被害に遭った。その地区は、図 0-4 に見るように
かつての土手の川側に造成された、もとは川だった土地である。しかし歴史的な
地区では、土で葺いた古い建物の瓦が落ちたとはいえ、それ以外の被害がほとん
どなかった。歴史的町並みの強さが、逆に証明された。
　問われるべきは、これら被害に遭った市街地が本当に必要な市街地であったか
どうか、これからも必要な市街地であるかどうかである。全国のデータだが、人
口集中地区（Densely Inhabited District：DID）は、1960 年以来、面積は 3 倍になっ

図 0-3　商店街のタイプ別、都市規模別の景況感

（出典）2009 年商店街実態調査（中小企業庁）
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たが人口は 2 倍の増加にとどまった。人口密度は、1960 年から 1995 年にかけ
て減少の一途をたどり、1980 年には 70 人／ヘクタールを割り、1995 年には 66
人／ヘクタールとなった（図 0-5）。これを都市規模別にみると、50 万人以上の都
市を除いて低下を続け、特に 10～20 万人都市は 43 人／ヘクタールと DID の定
義である 40 人／ヘクタールに近づき、一部では DID そのものが消失した。要
するに、かつての中心市街地は、郊外化のおかげでスカスカになったが、郊外が
十分に成熟した都市になったかといえば、郊外もまたスカスカであるということ
だ。
　かつての集落は山裾を巻くように微高地にコンパクトに形成されていた。その
ころの町並みには、商店、施設、造り酒屋などが並び、とてもにぎわっていたは
ずである。微高地なので、多少の洪水は避けることができたし、山へ逃げること
も容易であったと思われる。戦後、海の方へ水田や湿地を埋め立てて市街地が拡
大された。古い町並みでは、商店街はさびれ、空き家や空き地が増えていった。
　おそらく、この間の人口の増加は 2 倍、たかだか 3 倍と思われる。しかし、
市街地の面積は 10 倍あるいは 20 倍に拡大された。震災ではその新開地がまさ
に一掃されたのである。
　以上を、19 世紀のまち、20 世紀のまち、21 世紀のまちとして模式的に整理し

図 0-4 香取市佐原の液状化が激しかった地区（右図、グレーの部分）の、

明治時代における位置（左図）

（地図の出典）左：『日本図誌大系　関東 II』p. 63（オリジナルは国土地理
院 5 万分の 1 地形図・佐原（1903 測）および鹿島（1903 測））、右：国土
地理院 2.5 万分の 1 地形図・佐原西部（2007 測）
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てみた（図 0-6）。今こそ、スカスカの市街地を、中心市街地を中心に再編成し、
コンパクトな市街地と周辺の農地や緑地との対比をはっきりさせ、にぎわいとコ
ミュニティを取り戻すときなのだ。
　そこで、地域の中心都市の、傷んだまちなかをクリエイティブ・タウンとして
整備、地域のライフスタイルを回復、強化、発信する拠点とし、地域の再生を図
る。
　クリエイティブ・タウン・モデルは、中心都市のまちなかがひとり勝ちするモ
デルではない。人口減少下、都市のコンパクト化や縮退（シュリンク）が課題とさ
れてきた。それを地域での一極集中で解決するのではなく、ICT も駆使しつつ、
2 次的、3 次的な中心や基礎集落とネットワークを組織化し、相補的・相乗的に
持続可能なまちづくりを実現していくためのモデルである。賢いシュリンク（ス

マート・シュリンク）を実行するためのモデルである。ここで、クリエイティブ・
タウンは、地域へのポータル（入り口）としての役割を果たしていく。
　こうして社会的・経済的なレジリエンス（回復力）を獲得した地域が、土木構築
物だけに頼らない強靱な国土をかたちづくる日本の姿を追求する。世界がうらや
む、魅力溢れる、豊かで清潔で住みやすい成熟社会のモデルをつくりあげること
が究極の目標である。

図 0-5　DID の人口、面積、人口密度の推移
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　以下本書では、クリエイティブ・タウンの理論的背景と実行の方法を展開する。
そのアウトラインは以下のようである。

1．創造経済時代には、グローバルな商品でも、ローカルなライフスタイルが
背景になければ生み出されない。わが国の成長戦略は「産業都市モデル」か
ら「クリエイティブ・タウン・モデル」へ転換する必要がある。

2．その際、地域の中心となる都市（特にまちなか）が、クリエイティブな人びと
の集まる場所となることが決定的に重要である。まちづくりのデザインは、
①歴史、そして②豊かな公共空間創出を目指す世界の都市計画の潮流に学ぶ。

3．人口減少が始まり、市街地のコンパクト化が不可避となった。この状況を
奇貨とし美しい田園や町並みとそこで営まれる豊かな生活を回復、都市と農
村が相互に助け合う田園都市を再構築する。都市は、外部の製品を農村へ供
給するだけでなく、地域を外部へ売り込む拠点とならなければならない。

4．地域のライフスタイルを、従来のステレオタイプ化された日本像を超える
日本のライフスタイルとして、デファクト・スタンダード化した「西洋のラ

図 0-6　21 世紀のまちのあり方

丘陵地 計画的な市街化

山裾の町場

海岸との間

海岸

19 世紀

農地・山林

水田

漁港など

町家が並ぶ町並み、
商店街

20 世紀

空洞化

埋立て・区画整理

一部で宅地開発、
公共施設

埋立て、漁業施設、
工場

21 世紀

農地、自然として復元

津波へ一定の対応
をしつつ中心市街
地として再生

津波対策をしてコ
ンパクトに整備

丘陵

海
港湾施設

斜面林

市街地

農地等を蚕食した市街地 豊かな自然と農地豊かな自然と農地

コンパクトな市街地



008　　

イフスタイル」のオルタナティブとして、世界に訴求する。美しい日本と地
域ごとに豊かに展開する「地域のライフスタイル」確立こそが「クールジャ
パン」である。

5．以上の、クリエイティブ・タウンの実現には、3 ポイント・アプローチ（デ

ザイン、ビジネス、スキーム）が有効。スキームでは、①土地の共同利用、②コ
ミュニティに根ざしたまちづくり会社によるエリアマネジメントを実施する。
この新しい試みの実現のための、新しいシステム（制度）を提案する。



Ⅰ
クリエイティブ・タウンの理論

石巻の目抜き通り立町にオープンしたライフスタイ

ル・ショップ・ASATTE（154ページ参照）。




