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ところでみんな、
協創 - キョウソウ -まちづくりって知ってる︖この本でかいてあること。

第三次安城市
都市計画マスタープラン

協創とは、市民、地域団体、市民活動団体、事業者及び行政が地域の課題を解決す
るために、それぞれの特性を活かして補いあい、お互いに「協」力しながら、まちやまちの
つかい方を「創」りあげていくこと。

つくり、つかう。キョウソウ︖
協創のまち 安城

１．協創のまちづくりって︖
ところでみんな、協創 - キョウソウ - まちづくりって知ってる︖

２．都市マスと協創。
都市マスは、キョウソウ するときの ヒント になる。 そして、都市マスは、幾重に重なる キョウソウの結晶 になる。

３．キョウソウ、３つの楽しいコトに、１つの楽しむコツ。
さぁ、キョウソウしよう︕ まずは３つのコト、１つのコツ︕ これを知ってトコトン楽しもうぜ︕

４．キョウソウ、６つのやるコト。
いろんな事例が参考になるよ︕

５．ヒントちょうだい︕
キョウソウのトップランナーにヒントをもらおう︕

～このガイドブックの使い道～
まちづくりは敷居の高いもの︖そう思われがちです。
“まちづくり”は、まちを知っている人、何かをつくることができる人だけのものではありません。
まちを知りたい人、まちで遊びたい人、まちで住んでいる人、全ての人が関われるものです。
このガイドブックは、まちを遊びたおす＝キョウソウ として、わたしたちがまちで遊ぶためのきっかけ、しくみをご案内するものです。
このガイドブックを通じ、
ふと考える わたしたちのまちの”︖”、活動したい時の”︖”、まちで活動しているときに感じる”︖” に立ち止まり、
全国に散らばる まちの活動事例、合意形成の方法 から、まちでの活動につなげ、
わたしたちの ︕＝ステキや魅力 に育てていく。そんなきっかけを創りましょう︕

︖ ︕ふと考えるわたしたちのまちの…
活動したい時の…

まちで活動しているときに感じる…
…全国のまちの活動事例
…全国の合意形成の方法

わたしたちの
まちのステキ

口癖は
ソウソウソウ。
嵐を呼ぶ男
キョウソウくん
（12）

とってもかんたん。それは…
そう︕キョウソウって、
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都市マスにはこうやって書かれているんだぜ。

やれやれだぜ。Donʼt think, feel…

なんだ︕キョウソウって、まちを
楽しんだり、まちの楽しい︕を
育てることか︕

長くてわからん。
もっと簡単に言ってよ。
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都市マスの目標は

幸せつながる 健幸都市 安城。

でも、キョウソウは

まちをつかって 大好きなまちを あそびたおすこと。

あそびたおすっていっているのに

健幸都市 安城 の実現︖

ちょっと 話が おおきすぎません︖

確かにそのとおりだね。

都市計画を考える＝都市マス と まちをあそびたおす＝キョウソウ

同じだけど 違うように見える この２つ。

だから、まずはこう考えて。

都市マスは、キョウソウ するときの ヒント になる。

そして、都市マスは、幾重に重なる キョウソウの結晶 になる。
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都市マスは、キョウソウするときのヒントになる。
私たちのまちは、こんな課題があるかもしれない︖︖

ちょっと待ってくれ。結局、
協創ってめちゃめちゃ難し
いことなんじゃないか︖
ハードルが高いぜ全く。



魅力は 外から見た良さ。

まちで遊んで ちっちゃな笑顔が生まれる

まちで遊んで まちの楽しみ方がわかる

まちの楽しみ方がわかって 違う楽しみ方を知る

いろんな楽しみ方が増えて まちで遊ぶ人が増える

そんなまちを見て まちをステキ＝魅力にオモウ

まちの魅力ができること それが都市マスの目標

キョウソウは、魅力的に見える わたしたちがまちでするコト

都市マスは、幾重に重なる「キョウソウ」の結晶。
協創は、ちっちゃな取組。でも、ちっちゃなコトが重なって、魅力になる。

みためは侍
こころはミーハー
京 総一郎（26）

座右の銘は
グレーゾーン
クロ（5）

こ の ス テ キ キ ャ ッ ス ル は ど こ ︖ ︕
こ た え は こ こ に あ る ん だ ぜ ︕

気持ちの切り替えは
一級品
キョウソウくん（12）

なるほど。キョウソウも
積もれば城となる。
よっしゃ︕おら、
わっくわくしてきたぞ︕

あ、あのお城
ステキ★

世界に
一つだけの
城や



まちをあそびたおす＝キョウソウ は

わたしたちのまちの 魅力のタネ なんだね。

タネはまかなきゃ 芽はでない。

肥料と水を あげなきゃ。

それでも育たなかったら…なんでだろうと考える。

さぁ、まず…おっと、まずなにしよう。

キョウソウするときに

まちをあそびたおすときに

さらに楽しくなる３つのこと。

楽しいタネをまき、楽しいのタネを育て、育たなかったら考える。
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それと、もうひとつ楽しむためのコツ︕
なにか なにかを かけあわせよう︕

さぁ、キョウソウしよう︕まずは
３つのコト、トコトン楽しもうぜ︕

考えるコトを楽しめ︕
いきなりやれるはずないやん…。昔の人も言ってたでしょ。
トラを屏風から出してくださいと、まず、自分の力でやれること
考えてみよう。

やってみるコトを楽しめ︕
でも、考えてばっかじゃ、何もかわらないんだよね。
有名なプログラムも言ってたでしょ。
Donʼt think, Feel. 考えすぎるな︕まずやってみよう︕

失敗するコトを楽しめ︕
失敗はつきもの。でもよく考えて。失敗したら、なぜ失敗したんだろう︖
その「なぜ」が見つかるんだ。私も小さいころ、ソフトの練習で壁あて
キャッチボールをよくしたもんです。
自分の方になかなかボールは帰ってこず、よくボールを取りに走り回って
いたあの頃が懐かしい。
でも徐々にコツがつかめて、自分のところにボールが返ってくるようになる。
そう︕この「コツ」をつかむためには、失敗することが一番の近道に
なるのかも。そういえばボールを拾いに行ったとき、吹奏楽部のあの
オーボエの音色に心を奪われていた…。
あのとき、ボールを追っているのか、たなびくハーモニーを捕まえに
いったのか、はかなくも切ない物語があｗせｄｒｆｔｇｙふじこ…
つまり︕「失敗は成功のマザー」

あらたな 気づき︕

それは 新しい まちの ステキ︕

ただ、

楽しむだけでなく…

いつもの 何かに

ちがう なにかを

かけあわせる︕
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一夜限りの映画館。
温かい飲み物とひとの温もり、
あなたの物語、ここから始まる。

高架下って、実は子どもが
目いっぱい遊べる
素敵な場所なんです。

みんながやれることをやって、
みんなにタイ焼きをお届け︕
そして芽生える地元愛★

子育て×高架下× まち＝ く らすクラス

くらすクラスは、いまここにあるいなぎの暮らしの中で、
「うれしい」「楽しい」「面白い」といった体験ができ、
みんなの想いを表現できる場をつくることで、人と人が出会い、
結びつき、誰もがより豊かな暮らしを実現できるような活動に
取り組んでいる。

あなたは まちで 何がしたい︖

というか まちでは何ができるの︖

改めて考えると わからないものです。

そんな時はカエルさん、日本に目線を変えてみよう。

何も、あんじょうだけじゃない。

こんなことも まちの遊び方なんだとわかるから。

そしたら、まちでやってみたい 楽しいこと 見つかるかもよ。

他にもたくさん︕全国の事例集はこちらから

高校生×地元産業×シーホース三河×まち
＝ タ ツ ヲ 焼 き # 高 浜 高 校 S B P

考えるコトを楽しもう︕
全国の事例で、まちの遊び方、資源のかけあわせを知る。

地元産業のコラボレーション
なんだワン︕

ステキ★

高浜高校SBPは、地域の課題を
地域資源を活用し、ビジネス手法を
用いて解決を目指す取組。「自分を
変えたい︕」「何かに挑戦したい︕」
というオモイからスタート。高浜市の
産業“瓦”、三河の産業“自動車”
、スポーツ“シーホース三河”と
コラボした「タツヲくん焼きプロジェクト」
を実施。

ステキ★

ステキ★
お絵描き
したり

KAWARA KURUMA TAIYAKI

TATSUWO MIKAWA HS SBP

火の通りが均一︕うまいぜ︕タツヲ焼き

映画×いろんな空間×まち
＝ 映 画 の ま ち 調 布

調布市は、映画の撮影所が多くあることから、「映画のまち」と宣言。
ただ、働き手としては「映画のまち」であっても、なかなか住民に根付かなかった…。

子育てしてると、なかなか外に
でれんですワン。苦労話、
みんなで分かち合いたいワン。

取組によっては、収入が
得られるように努力して
いるモノだってあります︕

調布市役所
杉村さん

中倉さんとお子さん、岡さん、佐々木さん、大津さん

みんなのやりたい︕こと。
どんなカタチになるのか、
一緒に話して相談。

パーティしたり。
まずやってみる︕

多摩川って、広いから
みんなであつまれるんだワン︕
ワンチームだ︕

しかし︕映画関連企業が多い
＝調布でしかできないことがある︕と考え、
「映画・映像をつくる・楽しむ・学ぶ」試みを
絶賛とりくみ中だぜ︕例えば…

ステキ★

小学生が映画
を撮ってる︕
これはもしや…
シビックプライド︖

何かやるときは、
みんなで準備︕

モノづくりしたり

まちを
シル
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何かやるときは、
みんなで準備︕

モノづくりしたり

まちを
シル



安城市には、Mieru=Da
ってアプリ、ありますよ★

安城市には、まちづくり講師の
派遣制度がありますよ★

あなたのイイネ×専門家から見たイイネ
＝まちを知るきっかけづくり事業

行政では、まちを知ってもらうため、活動してもらうため、オープンデータ化の取組が
進んでいます。でも、ただのテキストデータを公表されたって、そう使わないですよね︖
でもよく考えてください。まちを見る、知るためのツールって、世の中にたくさんあります。
例えば︕Google Map、Google Earthって、よく聞かない︖
航空写真で上から斜めから見たり、ストリートビューで画面の中で
まちを歩いたり…。安城市が開発したアプリ「Mieru=Da」は、
ただのオープンデータをGoogle Earthで使える可視化データに、
見たい人が自由に作れるアプリなんです。

行政っていうより、
全国でまちづくりを
進めている方々に
聞いた方が、
いろんな方法を
知っていていいね★
進め方も知ってるし、
専門家サイッコウ︕

わたしたちのまちで どんな状況だろう︖

人の多さ︖建物の多さ︖企業の多さ︖お店の多さ︖

まちの ︖ は 人それぞれ。

わたしたちが思う まちの︖ を自分で調べてみよう

データとデータを重ねてわかること、もしかしたらあるかもしれない。

一人ひとりの気づきを重ねれば、もしかしたら ものスゴイステキ 見つかるかもしれない。

さぁ、レッツ ネットサーフィン︕

考えるコトを楽しもう︕
オープンデータをつかって、課題と課題をかけあわせる。

Mieru=Da×Google Earth
＝ ま ち の 課 題 の 見 え る 化

考えるコトを楽しもう︕
専門家と一緒に、みんなのイイネをかけあわせる。

全国の事例で、まちの遊び方、資源のかけあわせを知ったり

わたしたちが思う まちの︖ を自分で調べてみたり

自分でやれることを まずやってみる

けど、もう少し知識があれば…経験があれば… もっと妄想できるのに。

そんな時は 一人で悩まない︕

自分でわからなければ、スペシャリストに聞いちゃえ︕ 考えてみちゃえ︕

わたしたちが気づかなかった 新たな気づき 引き出してくれるかもよ。

安城市は、「i-都市再生モデル調査」という、内閣府の
「まちの課題の見える化」事業に取り組みました。
その中で、課題と課題を掛け合わせ、Google Earth
で見える化するアプリを開発しました。

まちを考えたいっていっても、働き
ながらだと時間がない…調べたり
するのもなかなかできないと、
結局まちを考えられなくなっちゃう。
そんなときは専門家に直接
教えてもらうのがよいね︕

よ～し、みんなでまちの未来を
語り合うぞ︕
…ってあれ、何からはなせば
いいんだ︖なんてときに専門家の
出番︕

安城市では、まちを知るきっかけづくりとして、人材の育成や、シーズ・ニーズの
把握を進めるべく、まちづくり講師の派遣制度を創設しました。
わたしたちのまちづくり活動を引き出すべく、まちを知りたくなる、まちづくりに
参加したくなるきっかけの一環として、まちづくりの専門家を派遣する制度です。
※実施には所定の条件があります。

何を話し合いたいの︖何が知りたいの︖
どういう風に進めればいいの︖
そんなことを、専門家がサポート︕

↑専門家

イメージです。

イメージです。

まちを楽しむためには、１つの課題だけに
注目してもダメ。プラチナソードだけではだめ、
何かがソロってカッコよさが倍増する。
え、そんなことになるの︖
何かと何かを掛け合わせることで、
新たな気づきが生まれるかも。

まちを
シル
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キョウソウのタネまき。

楽しいタネをまき、楽しいのタネを育て、育たなかったら考える。

くりかえし、くりかえす。

そして、育ちはじめる キョウソウ。

キョウソウには、６つのやること、考えておくこともあります。



キョウソウのタネまき。

楽しいタネをまき、楽しいのタネを育て、育たなかったら考える。

くりかえし、くりかえす。

そして、育ちはじめる キョウソウ。

キョウソウには、６つのやること、考えておくこともあります。



まちを
シル

まちで
アソブ

続けていく

続けられる 続けていく
お金をアツメル

もっとすごい

＃鯖江市の事例を添えて＃見附市の事例を添えて ＃高松丸亀町商店街の
事例を添えて

＃下妻市の事例を添えて＃オープンデータ、事例を
添えて

＃まちの縁側育くみ隊の事例を添えて

￥

キョウソウ、６つのやるコト。

計画をタテル

まちづくりにイドム仲間とツナガル



マチ全体で
あそびたい︕

写真 NPO法人まちの縁側育くみ隊
サイト 内閣官房地方創生まちづくり

エリアマネジメント

ミチであそぼ︕公園であそぼ︕
写真 waiwaiドーム しもつま
サイト 安城市HP＞公園
（グラウンド）を利用される方へ
市の担当課 公園緑地課

カワであそぼ︕
写真 阿部夏丸さんと半場川で
魚と学ぼう※エコネットあんじょう
サイト 官民連携まちづくり
ポータルサイト＞河川を使い
こなそう
市の担当課 土木課

何をする︖何がいる︖
どう見られたい︖８つの場
で遊び場はできてる︕

プレイス メ イキ ング× ８つの場＝W a i w a i ドームしもつま

まちで遊ぼう︕
こんな場所でも︖︕さぁ、どこで遊ぶ︖

。

世界はそれを、エリア
マネジメント
とも呼ぶんだぜ。

何を
したい︖

何が
いる︖

どう
みられたい︖

まちでお絵かき︕

チョークに消しゴムに
他の場所とのしきり︕
それと、見てもらうためのイス︕

書いてるところ
見てほしい︕

先進事例、下妻市さんに学ぼう︕

ちゃんと
お掃除だってするところ︕

書いたものを
見てほしい︕

～茨城県下妻市の取組み～
筑波大学の渡和由准教授とともに、
まちをつかうしくみを実験的に探究。
プレイスメイキングを先進的に進め、
８つの場を意識した活動できる居場所
づくりを進めている。
2006年からの空き店舗活用から
始まったまちをつかう取組は、まちを使って
気づいたまちのステキをヒントに、アメーバ的
にまちのつかい方、つかい手を広げている。
特に、Waiwaiドームしもつまは、屋根と
モニタだけの簡単なつくりであるが、机や
イスなどを使うことによって、多用・多機能
な空間として多くの方々に活用されている。

やれるとこって
こんなにいっぱい︕

まず意識
しよう︕

やらなければならないこと
みんなでやること

やりたいことを
やるために

やりたいこと

写真 安城七夕まつり
サイト 安城市HP＞
道路・水路の占用
市の担当課 維持管
理課

まちで
アソブ

まず意識
しよう︕

活動の場は、
個々の居場所づくり。

居場所は、ざっくり８つの場の組合せ

他にも公民館、アン
フォーレなどもあります。
お問合せはこちらから

公民館 アンフォーレ

座り場

陰り場 話し場
巡り場

眺め場

食場

灯り場

囲い場

さぁ、まちで遊んでみよう︕ところで、まちってどこで遊べばいい︖
公園かな︖アンフォーレかな︖いやいや、ミチだってカワだって、空き地だって遊べるのかもしれない。
さぁ、あなたはどこであそぶ︖︖

マチナカ
プレイス
メイキング
はじめました。
写真 福岡市のとある空間
サイト 安城市HP>
マチナカプレイスメイキング
市の担当課 都市計画課

マチナカ
での活動を
企画提案。

活動の場を
行政と一緒に
探す。

専門家を呼んで
自分達の活動を
具体化する。

自分達の力で
活動してみる︕

こんな流れだよ★
安城市のマチナカ

プレイスメイキングでは…
活動できる場所がない、

そんなときに…
マチナカの公共空間を
一緒に探します。安城市のマチナカ

プレイスメイキングでは…
やりたいことがまとまらない、

そんなときに…
専門家を派遣︕※このページでは、まちで遊ぶ場合の申請などを紹介します。
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くらしかたの計画を
提案しよう︕（都市計画提案）
まちの建物の高さを揃えたい、建物の中身を
揃えたいなど、任意のルールではなく、法律に
基づいて定める、都市計画提案制度（地区
計画等の提案）があります。ここでは、愛知県
の取り組みを紹介します。

地震がおきたときのことを
想像し、まちを考えよう︕
地震があったときのことを想像、まちを歩いたり
しながら、まちで残すべき資源や避難する場所
などを考える、事前復興まちづくり模擬訓練が
あります。ここでは、愛知県の取り組みを紹介
します。

まちで活動するための
計画を提案しよう︕
まちで新しいサービスをやってみたい︕など、活
動（事業）を具体化するための占用申請
（活動の場をツクルと同じです）があります。こ
こでは、安城市のHPを紹介します。

くらしかたのルールを
決めよう︕
家などをつくる時の、まちのみんなでつくった任
意ルールとして、まちなみ協定があります。
ここでは、東京都練馬区の取り組みを紹介し
ます。

続けていく計画をたてよう︕
どんなことを続けたい︖やらなければならないことは︖

まちで続けて活動するため
の計画を提案しよう︕
まち一体でやりたいこと、やらないといけないこと、
一緒にやってみたい、続けてずっと活動していきた
い︕そんな時に、都市再生整備計画があります。

世界はそれを、都市再生
整備計画と呼ぶんだぜ

目的 流れ 道路 公園

やらなければならないことを決め
みんなでやること
を決め

やりたいことを
やるために

やりたいことに
向かって活動する︕

写真　NPO法人
まちの縁側育くみ隊
サイト　官民連携
まちづくりポータルサイト
＞制度を知ろう

いや～まちでやりたいこといっぱいあるんだよ～。ありすぎて困っちゃう。
でも、ほかの人はどう思ってるんだろう…。誰かの協力がなきゃ続けられないや。
みんなと協力しながら、どんなことを続けるべき︖そのためにやらなければならないことは︖そんなことも考えてみよう。

続けていく
計画をタテル
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続けられる仲間とつながろう︕
何ができるんだろう︖あなたは︖さぁ、力をあわせよう︕

ひとまず成功︕でも、続けるには
どうすればいいんだろう。

×みんなで実験×次のステップ＝みつけ駅周辺つかう会議

みんなの大好きなみつけ駅、
ステキなミライにつなげるため、
一歩前に、進んでみない︖

昼からの夜。
実はこちらの
方がアツイ
議論に。

人生を振り返り、みつけを想う。
みんなの好きなまちを守り育てる、
もう少しみんなで踏み込んで
考えていこうよ︕

やってみたい
ことにトライ︕

～みつけ駅周辺つかう会議～
新潟県見附市の見附駅周辺の
つかい方・つくり方を見つけていく、駅周辺
のつかい方に関心がある住民、高校生、
事業者、学識経験者、そして有志の
市役所職員によって構成される会議。
見附市のおへそ的な立地で、２つの中心
市街地に挟まれる立地特性を「みつけの
ショーウィンドー」と見て、まちづくりカフェなど
でまちのつかい方を見つける社会実験を
行っている。
飲食のサブスクを提案したり、地元産業
であるニットとタイアップしたファッションショー
実施したり、アバンギャルドな取り組みを
行う。特に高校生が継続して参加、大学
に通いながら参加しており、まちを愛する
プレイヤーが着実に育っている。みんなの
距離が極めて近く、みんなでやれることを
やろうとしているのが印象的。

メガネの、メガネによる、
メガネのための新たなる挑戦。
鯖江。ここは「メガネの聖地」。

何を
したい︖

そして
実現︕

続けていくお金を集めよう︕
こんな方法も︖︕さぁ、どうやってつくる︖

市民︖行政︖そんなの関係ない。
一緒にまちを盛り上げたいんだ︕ ～福井県鯖江市の取組み～

鯖江市では、地元の金融機関と協同で
クラウドファウンディング「FAAVOさばえ」を
運営。“鯖江でやりたいコト”と“イイネと
感じる人”の橋渡しを行っている。大小
あれど、鯖江でやりたいことを積み重ね、
鯖江の魅力をつくり、さらに伝えるステキな
試みを実施している。
また、特筆すべきはふるさと納税タイプの
クラウドファウンディング。鯖江市が実施する
特定の“事業”にスポットを当て、御礼品
だけでなく、まちの取り組みに魅力を感じて
もらい、寄附をうけることで、「地域を応援し
たい」という気持ちが形となる、本来の制度
趣旨に寄り添ったふるさと納税をすることが
できます。さぁみなさん、安城市にふるさと
納税を︕（鯖江市ももちろんヨロシク♪）

歩くだけでメガネを
感じられるメガネ
ストリートを作りたい︕

賛同者を増やし資金を調達︕

賛同者にはメガネに
ちなんだ御礼品を︕

やりたいこと×クラウドファウンディング×賛同する人＝福井県鯖江市

まちのなかに
隠れメガネが︕

永遠に完成しない作品＝メガネストリート。
それはまさに、東洋のサグラダファミリア。

ガイドブックにも
隠れ が
あるんだサン

老若男女

続けられる
仲間とツナガル

続けていく
お金をアツメル
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はだしになれる まちのなか。
アーバンピクニック～神戸市東遊園地～
一般社団法人リバブルシティ イニシアティブが
進める取組。ここは神戸の都心に広がる東遊園地。
遊園地︖えっ、特別な場所︖…否︕東遊園地は、
トクベツなトコロじゃない。日ごろから、もっと楽しく、
もっと大切に、身近に感じつかうトコロなんだYO★
それは、はだしになれる、まちのなか。
さぁみんな、はだしになろうよ︕公園で遊ぼ︕

活動の場は、
個々の居場所づくり。

居場所は、ざっくり８つの場の組合せ。

何を
したい︖

みんなの街を、
街のみんなでつくる。
それが高松丸亀町商店街。

コンパクト× フ レキシブル×スピーデ ィ＝高松丸亀町商店街

もっとすごいまちづくりに挑もう︕
こんなスゴイことも︖︕さぁ、どうやってできる︖

まちの遊び方、ネットでみれます︕
国やら県やら民間やら。まちの遊び方が散らばってるぞ︕

まちをつかいこなそう︕
官民連携まちづくりポータルサイト
国土交通省まちづくり推進課が運営するサイト。
まちをつかいたおすための、いろんな制度、事例、
お役立ち情報が見れますよ。行政らしからぬ︖
見ていてすっとはいってくる。そんなサイトなんだぜ︕

何が
いる︖

高松丸亀町商店街の取組み
丸亀町再開発事業は、「人が住み、人が集うまち」を
目指して丸亀町商店街振興組合が構想から約20年
かけて取り組んできた事業。また、商店街が「出会い」、
「賑わい」、「おもてなし」にあふれ、買い物だけでなく、
暮らしの様々なシーンで楽しめる商店街になることを
目指している。さらに、高齢化社会にも対応できる、
やさしく住みよい町に変わろうとしている。
この再開発の特徴は、地元住民が中心となって
第3セクターのまちづくり会社を立ち上げ、まちづくり会社が
商店街全体をマネジメントしている。
高松丸亀町まちづくり株式会社は行政からの出資比率を

5％とした民間主導型の第３セクターである。
イニシャルコストについては行政の支援を一部受けている
ものの、ランニングコストは自主財源で賄うよう収支計画を
立てている。この利益については、地元へ還元することを
目的としており、従来の企業デベロッパーとは異なる取組と
なっている。
このような民間主導型の市街地再開発は、全国でも
初の試みである。「みんなの街を、街のみんなでつくる」。
これが、この再開発事業の合言葉だ。

このまま放置すれば競争社会で生き残ることが
できず衰退するという 危機感。

青年会 が中心
となり再開発委員会を発足

郊外型ショッピング
センター
の展開。

通行量は大幅に減少。
売り上げも
急速に
落ち
始める。

起死回生の一手として人が住み、
人が集うまちとして再開発を実施︕

平日の昼間なのに、人
がいっぱいだったらニャン。
…だワン︕ワンワン︕

ステキ★

ソウソウ、目的はないけ
ど、このまちにいってみる
か～ってなるんだな。

WE DO︕あなたはDOする︖
マチミチ会議特別編
国土交通省街路交通施設課が主催したイベントよ
り。ジャネット先輩︕クルマ中心につくられた20世紀の
道路を、2030年に向けてアップデートするんだね︕︕
それは、ミチを人中心の空間として考え直してみよう︕
という試み。そして、WE DO。これから目指すべきミチ
の考え方。 歩きたくなる（Walkable）マチに開かれた
（Eye-Level）それはもうわしゃわしゃと（Divercity）
開かれた（Open）空間、それがこれからのミチなのだ︕

ソトを居場所に、いい場所に︕
ソトノバ
一般社団法人ソトノバが運営する屋外やパブリッ
クスペースのコミュニティメディア。
屋外やパブリックプレイスのつかい方、そしてつくり方
まで、プロセスを含めて調査・紹介してます。また、
活動する地域プレイヤーを育て、身も心も豊かな
外の場＝屋外やパブリックプレイスをみんなでつくる︕
そんなステキな活動を、みんなにしってもらう、そんな
ステキを目的としたトコロなんだぜ︕

みんまちって何︖ゲーム︖︕
一般社団法人南三陸研修センター
みんまちは、一般社団法人南三陸研修センターが
提案するまちづくりゲーム。ゲームを通してまちの関係性
や経済のしくみなど、いろんな問題に気づく仕組みを
提案する新しい試み。誰かになりきって、ゲーム上の
設定に基づいて、まちの課題に気づく︕
さぁあなたはどの設定︖武闘家︖魔法使い︖
それとも会社員︖設定を楽しめ︕そして、図らずも
まちの課題に気づいてしまえ︕

ざっくばらん︖なカフェ。
日本福祉大学
ざっくばらんなカフェは、日本福祉大学の高浜市
まちづくり研究センターが企画する、月一で開催
するカフェ。大学とセンターで年齢や職業等、様々
な立場の人々がざっくばらんに話すことを楽しむカフェ。
ざっくばらんな話、実は新たな気づきが生まれ、
新たなつながりができ、そして新たな何かが生み
出されていく︕そんな期待もつまったカフェなのだ。

デザインシコウって︖
まちづくりのためのデザイン思考ガイドブック
一般社団法人アイリーニ・デザイン思考センター
が作成したガイドブック。６つのルールをもとにヒト
中心に考え、今をよりイイ状態へのする方法が
紹介されています。
ペルソナ分析ってなに︖ブレーンストーミングって
なに︖っていうか、デザイン思考ってなに︖
いろんなことが詰まっています。

愛をとりもどせ︕ネットで。
i-都市再生
内閣府地方創生推進事務局の取組.
ってか、「 i 」って何︖最近はやりのAI︖…かも
しれない。まちなかスカスカだし、哀︖…かもしれない。
えっ、Love︖…愛かもしれない。いろんな「 i 」を、
まちに向けてみよう。今はネットでもまち歩きができる︕
バーチャルだからこそ気づけるものもある。
さぁ、まちの再生は、あなたの「 i 」にかかってる︕

発見︕安城のオサレさん︕
安城インスタ観光広報部
おいおい、こんなトコロがあるのかい︕
安城市のこと全然知らなかったワン。
普段気づかない、ふとした安城の横顔。ステキな
写真がたくさんあります。
っていうか、みてる場合じゃない︕
あなたも安城のステキ、たくさん発信してね︕

もっとすごい
まちづくりにイドム

変わろう。新しい生活様式へ
厚生労働省「新しい生活様式」
ウィズコロナの社会に向けて。わたしができること、そ
れを一人ひとりが責任をもって行う。わたしが変われ
ば、みんながかわるきっかけになる。
人の関わり方が大きく変わるかもしれない今、まち
に何が求められているのか、あなたはまちで何がした
いのか︖これまた大きく変わるかもしれませんね。
だからこそ、つかって考えよう︕ウィズコロナに向き合
い、まちのつかい方を模索しよう︕
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ヒントちょうだい︕
ちょいと先生︕まちをつかう、楽しむコツ。何かある︖

まちを遊ぶ、それはSDGsにつながる。
持続可能なわたしたちのまちを目指す。

持続可能なナニカを目指す ということはナニカを続けることができる ということ。

じゃあ 持続可能な わたしたちのまち って。

わたしたちが 子どもたちが そして その子どもたちも ずっと住み続けたいまち であるということ。

まちをつかって 大好きなまちを 遊びたおす。

そう 協創のまちづくり は SDGs につながるんだ。

だから まず一歩 踏み出してみよう。

さぁ…、

（写真・情報掲載協力︓掲載順）デザイナーY、犬山市役所（国
宝犬山城）、調布市役所、くらすクラス、高浜高校SBP班、シーホー
ス三河、Mieru=Da Project、新安城駅北口周辺を考える勉強会、
国土交通省、 NPO法人まちの縁側育くみ隊、錦二丁目エリアマネジ
メント協議会、ナウィンラワンチャイクン“Place of Rebirth（あいちトリエ
ンナーレ2010出展作品）”、下妻市役所、練馬区役所、愛知県、

見附市役所、みつけ駅周辺つかう会議、鯖江市役所、高
松丸亀町商店街、一般社団法人アイリーニ・デザイン思考
センター、一般社団法人南三陸研修センター、一般社団
法人ソトノバ、日本福祉大学、国土交通省、一般社団
法人リバブルシティ イニシアティ、内閣府地方創生推進事
務局、安城インスタ広報部のみなさま、ご提供ありがとう
ございます︕

見附市で活動するななおさんの、まちを楽しむコツ。 見附市で活動するももかさんの、まちを楽しむコツ。
まちをつかう活動に参加して、よかった︕
そして、何より、楽しい︕︕
これまでは、先生に頼まれたからやる、
バイトで小遣いを稼ぐ。だった。
でも、これからはちがう。
自分事として
住みたい街に
自分で変えていくんだ︕

稲城市で活動する中倉さんの、まちを楽しむコツ。 安城市で活動する石川さんが感じる、まちを楽しむコツ。
健康づくりリーダーとして活動中◎運動
教室の合間にくるトコロ☆ランチが
おいしく、お値打ちで早い笑。
職員だけじゃなくて、
子ども連れさんもいて、
ほっこりしながら食べられるのが
ステキ♪穴場は1～2時。
さぁ、みんなもほっこりしにいこっと☆

東海市などで活動する吉村さんの、まちを楽しむコツ。
ふとしたきっかけで、人と出会い、わいわいがや
がやな対話や交流が生まれてくるとなんだかワ
クワクドキドキする︕まずは、あまり気取らずに、
ちょっと開きながら、自分自身が楽しんでやっ
てみる︕駅前広場に、
ハンモックを置いておく
だけで、何かが
偶発的に起こる︕

下妻市で活動する井上さんの、まちを楽しむコツ。

私が所属する「しもつま３高」は、趣味や
特技を持ち寄り、自分が楽しみ、街を面
白くをモットーに活動しています。続けるた
めには動機が大切、
活用の様子はFBを
ください︕

顔
写真

シーホース三河 タツヲさんの、まちを楽しむコツ。

まちで活動するあなたの、まちを楽しむコツ。書いてみよう︕

自分が全力で楽しめることをやっちゃおう︕
誰かのためでも、まちのためでもない、まず
自分のために。自分が楽しくしていたら、
いつの間にか、まちの人たちとつながって、
楽しみが広がって、
いつものまちが
『自分のまち』に
変わっていくはず︕自分が

一番楽しむ！ いこっと☆

やりたいコトを続ける

身近なヒト・モノ・
コトに愛ヲ

若者の
やりたいが伝わる！

ゆるやかに、ふわりと

自分の好きな
街にしていく！

ワタクシ、座禅が趣味でして…
ご近所さんとやっていたのが、いつのまにやら
大座禅会に♪…みたいなことが、たくさんある
街になったらいいな～。
好きなコトを共有できる
街にしていくぞ︕

安城市で活動するTさんの、まちを楽しむコツ。

ゆっくり
あるく。

好きなトコロの
写真、

はってみて♪

あなたの写真
のせましょう♪

まちを
楽しむコツ︕
一言でどうぞ︕

愛した分、愛される。
愛された分、愛す。
この繰り返しだと。
ある方に教わりました。

せかせか歩くと、気づく
ものも気づけなくなる。
最近のはやりはT︕
ゆっくり味わいながら
歩くと、意外なところに
わたしだけのTが。ほら、
テーマパークじゃなくて
もあるでしょ、かくれT。

好きなコト
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あなたは このまちで
何して あそぶ︖




