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宮城県気仙沼市  

 私たち黒石研究室では 2011 年５月より気仙沼を訪ね、震災以前の気仙沼の景観

や暮らしを調査し、復興に向かって変わりゆく気仙沼を見てきました。2018 年度に

は 5 月、8 月、10 月、３回の合宿調査を行いました。５月には地元の方々との交流

と歴史保存とテーマで、向洋高校写真部の学生と「気仙沼坂の町調査」ワークショ

ップを行い南郷復興公営住宅でのお茶会に参加させて頂きました。８月には震災以

降の暮らしの調査として復興公営住宅の比較調査・坂の町調査・はまらいんや踊り

参加・陸前高田けんか七夕祭り参加・南郷キャンプでは子供達の先生として黒石研

究室の 4 年生と 3 年生が交流しました。そして 11 月には５月と８月に行った坂の

町調査を映像にまとめ気仙沼リアスアーク美術館「方舟祭」で上映会をさせて頂き

ました。こちらの章に気仙沼の合宿調査を中心としてご報告します。 
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坂の町調査 

~向洋高校写真部とともに~ 
2018年 5月 3日 

 
 去年に引き続き気仙沼の町並み保存活動として向洋高校写真部の学生と町歩きを行いました。 

今回は気仙沼の「坂」をテーマとして、太田・入沢・陣山、三つの班に分かれて調査をしまし

た。 震災から 7 年が経ち、街が大きくが変化していると言われますが、坂の地域をスケッチしな

がら歩くと、気仙沼のかつての様子が沢山目に見えてきました。 
 

●陣山 
 気仙沼の陣山地区は地盤が強く、震災も耐えて数多くの家が残っています。しかし高齢化が進

み、空き家が増えているのが現状です。ほとんどが坂道であるため高齢の住民の方にとっては移

動が大変です。そのため新しい住民がも転入しにくく、人口減少の一因となっています。細い道

や階段が多いため、消防車や救急車などの緊急車両、通行が難しく生活が困難な状態です。しか

しそこには細い道がたくさんあり、至る所に道が繋がっています。また上からの眺望など魅力も

あり、歩き回ることの面白さや高いところからの美しい眺望などたくさんの魅力があります。 
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●入沢 
  入沢は気仙沼の象徴と呼ばれる安波山から降りてくる沢の流れ込んでいる町です。名前通

り、坂の入り口からは沢の音が聞こえ上へと進み山に近くなると、その音はもっと鮮明に聞こえ

て来ます。入沢には、気仙沼の地酒を醸している男山本店、住宅と一体になった美容室や面影の

ある旅館などを見ることができます。また坂を生かした暮らしの知恵を、地面の傾斜を生かした

玄関や建物の土台の作り方、庭や駐車場の作り方に見ることができます。 
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●太田 
 かつて遊郭として栄えた太田地区は、坂を登っていくにつれて住宅が多いものの、スナックや

居酒屋、旅館も残っています。現在と過去の暮らしの記憶がどのように共存しているのか、街を

歩き調査を行いました。坂の途中には店が軒を連ねる商業的な地域があり、坂とその道全体で

人々を向かい入れているようにも感じられました。建物は古くなってもはや使われていないもの

も多いですが、地域の空間構造が太田地区の海と密接に関わっていると感じました。漁師のため

の遊郭、漁師を癒すためな銭湯やスナックなどから太田地区が漁師の街である事がわかりまし

た。 

・参加者 

陣山 

大学生：3年倉見駿輔 ,2年和田佳奈子,2年渡邊菜摘 ,2年井原璃乃 

高校生：3年小野圭一 

 

入沢 

大学生：3年シンスンリ 2年古屋佐歩 2年北村宥奈、2年瀬戶谷加奈 

 

太田 

大学生：3年黒田純那、2年水野花菜、2年高田莉央、2年田家里那子 

高校生：3年安住元希 
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南郷復興公営住宅ヒアリング  
協力 : 南郷復興公営住宅 2018年 5月 4日 

 
 

【お話しした内容】 
 

T さん・3 月 11 日がお誕生日で、89 歳を迎えたその日に震災に遭って自宅を流されてしまっ

た。千葉に住んでいる息子さんがその日のうちに気仙沼に来てくれた。気仙沼に残りたいという

意思から震災後もずっと一人で気仙沼に住んでいる。しかしご家族はそれを心配しているので、

冬の間だけは千葉に住んでいる。その理由として「住み慣れたこの町が好きだから」と教えてく

れた。  

 

Y さん・以前気仙沼水産高校(現在の気仙沼向洋高校)の事務として勤務していた Y さんは同じ気

仙沼向洋高校の生徒と嬉しそうに話していた。当時のことを懐かしみ、途中で涙ぐむ様子もあっ

た。南郷住宅には息子さんと二人で暮らしているがたまにストレスを感じたり、けんかをした り

してしまうと話していた。お茶会にはほぼ参加していっぱいおしゃべりをすることでストレス発

散にもなっている。震災から 7 年も経っているのにこうして訪れてくれてありがとうと言ってく

ださったのが印象的だった。  

T さん・一緒に住むお姉さんのお世話をしている。特定の職を持っていなかったようだったので

「昔は普通に家で家事をしていらっしゃったのですか」と聞いたら「とんでもない。うちはそん

なにお金に余裕がなかったから旦那の漁の手伝いをしていたよ。」と言われた。家での役割の認

識が全く違うと感じた。お茶会で世間話をしたり、歌を歌ったりするのが楽しいと言っていた。  



 

6 

T さん・毎週火曜日のお茶会が楽しみだがそれ以外の楽しみを持っていない。当日は腰が痛かっ

たが、私たち⻘学生が訪れるということで足を運んでくださった。お水が大好きなのでお茶会の

時は 1 人だけジョッキに水を入れてもらっている。秋田に友達と旅行したという楽しかった思い

出話をしてくださった。昔、娘さんが CM に出たことがあると嬉しそうに自慢してくださった一

方、今はなかなか会いに来てくれないことを寂しそうにお話してくださった。  

T さん ・毎週あるお茶会を楽しみにしている。小説を読むことが好きで、2 週間で 5 冊ほど読む

こともある。仮説住宅に 6 年間住んでいた。  

S さん・埼玉県出身で 18 歳の時に気仙沼へ引っ越してきた。洋裁学校に通っていて、洋服屋で働

いていた。今は週 1 でリハビリに通っている。  

N さん ・震災で何もかも流され、直後に旦那さんを亡くしてしまい、避難所を転々とさせられた

のちこの南郷住宅に住むことになった。付き合いの⻑かった近所の人たちがみんなバラバラにな

ってしまって会えないことが寂しい、歳を重ねれば重ねるほど新しく交友関係を作るのは気力が

いると話していた。  

 

【カード作りワークショップ】  

 今回はお話してくださったお母さま方にプレゼントとして一人一枚写真付きのカードを その場

で制作し、手渡しした。事前準備として、色紙を人数分適当な大きさに切り、そのふちをマスキ

ングテープで飾り付けた。写真の印刷の時間を省くためにチェキを用意して効率良く行うことが

できた。カードにはそれぞれのお名前と、話した内容をもとにメッセージを書き込んだ。最初は

写真撮影が恥ずかしそうだったけれど、慣れてくるとお友達同士や学生と撮影し楽しく時間を過

ごすことができた。お母さま方は気仙沼向洋高校の生徒と地元の話ができて楽しそうだった。 
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【まとめ・感想】  

 今回お母さま方とお話しして、震災の経験を自ら私たちに話してくださったのが感動的でし

た。震災から 7 年が経って、ようやくその辛い思い出を受け入れられるようになり、私たちに震

災の体験を伝えたかったように考えられました。また、みなさんが週一回のお茶会をとても楽し

みにしていることが感じられました。震災によってかつてあったコミュニティを崩されてしまっ

たお 母さま方にとって、お茶会は新しくコミュニティを形成する大切な場であるそうです。一方

で 南郷住宅ではお隣同士の付き合いがない方もいるそうで、住宅内でのコミュニティ形成はお茶

会が週一回の定期イベントに限られていることは課題だと思います。プレゼントしたカ ードは当

日の思い出が形に残るのでとても喜んでもらえました。反省点としては最初に話していたお母さ

まがいたにもかかわらず、カード作りにあたってグループを組みなおしてしまい臨機応変にこち

らの体制の準備が不足し対応できなかったことです。 現在は一人の女性がお茶会を運営しており

負担が大きくなってしまうので、コミュニティの維持のためにも若者の協力が必要だと思いま

す。今後も積極的に南郷住宅との関わりを続けていきたいと感じました。 
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はまらいんや踊り 
協力：あ~ゆかいな会 2018年 8月 5日 

 
 今年で第 67 回という歴史を持つ気仙沼みなとまつりが 8 月 4・5 日に開催され、黒石ゼミでは

4 日に田中前大通りで行われたはまらいんや踊りに参加しました。「はまらいんや」とは地元の

言葉で、「一緒に参加しましょう」という意味を持ちます。当日には色鮮やかな法被や T シャツ

を着た人々が 17 時半から 20 時の二時間半の間、生バンドの演奏に合わせて踊り歩きます。地元

の中高生や職場のグループなど、どの団体も活気に満ち溢れ、気仙沼の夜を熱く盛り上げていく

姿を見ることができます。黒石研究室は今年で９回目の参加となります。去年までは鹿折にじい

ろ幼稚園の子供達と参加していましたが今年幼稚園が閉園となり、今回は地元の方々と参加させ

て頂きました。 
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気仙沼復興公営住宅調査 
2018年 8月 4日・5日 
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●調査全体の趣旨 
 震災から７年経った今でも、気仙沼市の復興公営住宅には未だに問題が山積みである。震災の

被害を受けた場所は更地として再開発され全く新しい街に変わってしまったように見える一方

で、古い住宅が残る地域の真ん中に開発された。復興公営住宅の外観やその周辺は新しく、周囲

との違和感は明らかだ。その中人々や建物はこれからどのようにまちに馴染んでいくのだろう

か。 
 
今回の夏合宿では２日間という短い時間ではあるが、市内の復興公営住宅を回り、「環境」と

「住みこなし方」という２つの角度から調査を行った。「環境」については外観や住宅周囲の環

境の様子の観察、住人へのインタビューを行い、「住みこなし方」については行政の方やまちづ

くり団体の方へのインタビューを中心に調査を進めた。調査を進めていく中で現在復興公営住宅

が抱えている問題や現状が見えてきた。 
 

 
第１章 復興公営住宅の環境調査 
 

 1. 復興公営住宅分布地図 

調査した復興公営住宅とその位置を示した。 
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 2. 復興公営住宅比較表 
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3. 住民へのインタビュー 
 気仙沼市内の復興公営住宅を回るなかで九条（戸建て）・幸町（集合）・唐桑大沢（戸建

て）の３つの復興公営住宅で、それぞれ実際に住んでいる人々に話を聞くことができた。住民へ

のインタビューを通して、戸建でも共同住宅でも、集会は行われていたが、どちらの住民も“来る

人は来る、来ない人は来ない”と話していたことが気になった。来ない人たちには参加することの

できない理由があり、それらを解消していくことが課題であると感じた。しかし、郵便受けが同

じ場所に集められ、同じ時間帯に郵便物を取りに来た人たちが集まり、話が始まるなど、復興公

営住宅の構造が住民たちのコミュニティを広げているということに気付くこともできた。私たち

がインタビューをした人々は、あまり外出を必要としていない高齢層であり、週２・３回の移動

販売や、病院やスーパーへの送迎バスで満足していた。しかし、若年層の人々にとっては、交通

アクセスや周辺環境をさらに良くすることが必要なのではないかと感じた。  
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4. パブリックスペース 

復興公営住宅を回った際に、復興公営住宅におけるパブリックスペースの設置のさ

れ方に違和感を覚えた。マンションタイプには小さな公園や広場があり、戸建タイプ

には芝生の広場と同じベンチがどこも置かれていた。いくつかの住宅を調査するうち

に、特にベンチの置かれ方が特徴的だと感じた。 
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5. 外観デザインと周辺環境の融合 

まだ東日本大震災の爪痕が残り未完成な道路の中にある南郷復興公営住宅では、青、赤、黄色

などの普通のマンションには見られないような原色の差し色が見られ、明らかに周りの殺風景な

景観に馴染んではいないように思えた。その工夫によってなおさら、周りから「孤立」している

ように感じられた。一方で、2017 年にグッドデザイン賞を受賞した災害復興住宅”八日町 236”

は、間口を狭くし、建築の高さをそろえ、壁面にバルコニーや窓の孔やくぼみをつけることで町

の風景にも馴染んでいた。 

一方で、都心のマンションは外観としてタワーマンションと復興公営住宅と比較してみると、

外観デザインはモダンなものが多く街並みとの調和を意識したデザインになっている。 

外観デザインはただ通り過ぎて見る人の印象だけでなく、住民の住みやすさにも少なからず関

わってくると思う。住みやすさを作る重要な要素のひとつが、外観がどれだけ周りの景色と馴染

んでいるかどうかの「景観の調和」であると思う。復興住宅においては震災によって住む家を失

い、人々は決して住む場所を選べたわけではない。交友関係をまた新しく作ることを望まない人

もいるだろうが、復興住宅はお互いにどんな事情を抱えて住むことになったのかもわからずコミ

ュニティの形成が難しく生活しづらい中で、周りの風景とより調和した外観の建物の方が過ごし

やすくなると思いをしている人も多いと思う。。外観デザインは生活に深く影響するので、復興

住宅に住む人が少しでも心地よく過ごせるデザインが増えればと思う。 
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第 2 章 復興公営住宅での住みこなし調査 

 

1. 調査内容 
・被災前後でのコミュニティの変容・共存の様子 

・コミュニティ形成のための住空間や周辺空間の工夫（ハード面） 

・住み移りの際に住環境に馴染むための工夫・問題（ソフト面） 

・住民による自発的な住みこなしの様子 

 

2. インタビュー 
①南郷復興公営住宅 

実際に被災され、市営南郷公営住宅に住まれている方 12 名。毎週火曜日に「お茶会」を開催さ

れている。 

〈南郷住宅の特徴について〉 

徒歩圏内にスーパーがあり、他の公営住宅に比べてコミュニティスペースや施設が揃っていて、

郊外の戸建て公営住宅より生活環境が整っている。また、コミュニティスペースを活用して新し

いつながりができ、2・3 号棟の渡り廊下があることで家の行き来がしやすい。一方で、お年寄り

の一人暮らしが多く、エレベータまで遠い人は家から出るのもおっくうで、ベンチは人目につく

ため利用しにくい。被災前の電車に比べるとバスは不便でタクシーの利用が多い。 

〈コミュニティについて〉 

被災前は戸建てに住んでいたので、引き戸を引けば、隣の家に声が届いたが、今は重い鉄のドア

を開け、相手の家の呼び鈴を鳴らし、向こうが鉄のドアを開けないと人との関りがない。被災前

から同じ地区の人たちが集まっているとはいえ、知り合い同士ではなく、またお茶会に参加して

いる人とは家の行き来や立ち話をするが、参加していない人との交流がない。被災前の住宅での

人付き合いは電話でまだ続いているが、他の復興公営住宅に身内・知人がいても遠くて会いに行

くことはない。 
 

 

②鹿折南住宅 まちづくり協議会 

気仙沼市鹿折地区で住みよい活気のある鹿折を目指して活動している住民組織。今回は O 氏と K

氏が対応下さった。 
 
〈自治会立ち上げについて〉 

鹿折南住宅は面積が広いため、平成 28 年 8 月から 12 月にかけて 3 工区ごとに完成した。 

【O 氏】問題というのは、先に入ってきた人と後で入ってきた人で、同じ敷地に入っててもブラ

ンクがあるんですね。全部の棟が入るまで自治会は作られなかったので、しばらくは入っても孤

立という状態が続きました。自治会の実態を持たないっていっても 2 種類あり、ゼロから家建て

た自主再建の人が困ってるエリアと家が残ってて、形としては自治会は残ってるんですが、再建

した人ともともと住んでる人がミックスされたエリアで、今後このようなエリアをどうしていく

かというのが課題です。 
 
〈鹿折地区について〉 

【O 氏】入居されてる方の中でもともとこの鹿折地区に住まわれてた方が約 7 割ぐらい。 

【K 氏】（鹿折地区は）一番火の海が広がって、2 週間ぐらい収まらなくて目の前で見ていま

す。すぐそこに共徳丸があったんですけど、それを見て過ごすのは（震災を思い出してしまう）

っていうのがあって。 
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【O 氏】商店街の人はあれがあるためにお客さんがいらっしゃるからあった方がいいってことだ

ったんですけど、仮設住宅に住んでいた人はない方がいいと言っていました。解体後に今からで

もモニュメント的なものは置けないかって相談を持ってこられたことがあります。「俺あの船見

るのやんなー」っていう 1 人の一言で全部ひっくり返りました。鹿折地区って水産加工の工場と

か住宅のミックスエリアだったんですね。だから誰も観光まちづくりというイメージを掴めなか

ったのも大きな理由の１つかなと思います。 

〈鹿折南住宅が抱える問題〉 

自治会の調査よると、全 284 戸のうち 260 戸入居しており、65 歳以上の高齢者は 39％、独居率

は 6 割にというデータが出ているが、孤独死の事例が出ており、イベントを開いてもなかなか人

が集まらないという悩みがある。 

【K 氏】今後鉄の扉をどう開けていったらいいのかなと。今コミュニティ再建が急がれている理

由の１つが、良くも悪くも外部の研究者の方たちがハード面を作って、まちづくりに地元の人た

ちの意見が反映されてないことだと思います。 

●制度を変えるのも一つの手段で、公共住宅の厳しすぎる縛りが仮の住まいという意識にさせて

おり、住みこなしを難しくしているのかもしれませんね。 

〈復興とは〉 

【K 氏】本当に外から来た人の話を聞くってすごく重要で、どうしても住んでる人たちって震災

前の街に戻そうっていう動きになるんですね。そこが復興だと思ってる。でも市の体制を見てい

ると、他とつながっていかないと市が残れないと思うんですよ。まちづくりっていうより人づく

りが大切なんだなと思いました。 
 
〈ハード面の活用について〉 

立派な芝生やドッグランがあるが、あまり活用されていない。 

【O】形ができても市が使える体制になかったってことですね。ソフト面の整備が遅れてる。そ

のために使えるのに使えない状態が被災地には多いんですね。 

【K】芝生とか使うっていうイメージがなくて。綺麗に管理しなきゃっていうのが強くって。今

日は逆に学ばせてもらいありがとうございました。 

●こちらこそ大事なお話を伺えてありがとうございました。 
 
 
③鹿折南住宅 吉田千春さん 

気仙沼で地域づくりを行われている運動家。現在も鹿折南地区や大浦地区を中心に活動されてい

る。 

〈鹿折南住宅の自治会立ち上げについて〉 

鹿折南住宅は 284 世帯あり、入居率は 90％強。吉田さんは女性たちとつながり、 女性たちが

意見を言える場を生みだした。 

【吉田】284 世帯が乗った車はあるんだけど、この車エンジン詰まってるから走んないんだよ

ね。でも、これを動かす動力がないって思って、1 か月の間にここを毎日歩いたんです。この公

営住宅の中を。 

〈地域調査について〉 

【吉田】本当の意味の地域づくりでは、アンケート調査して、アセスメントして、そして導き出

せるものをみんなで話し合って、共有して、一部の人だけで決めないことが一番の方法。 

実際に去年の 11 月に気仙沼市と協働して浦阿島の地域調査を実施。トータル回収率が 82％で、

「地域の目指すところ」「情報発信媒体」「現在の悩み」「自治会への参加度」の 4 分類の質問

を全員対象で行った。6 月には大浦で地域防災計画が完成している。 

〈まちづくりとは、気仙沼のまちづくりについて〉 
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●最後はやっぱ一番身近なところからやるって言うってことね。 

【吉田】だからそれが最終的にエンジンになって燃えていくと思うので、個々の自治会もそうな

んだけど、そのエンジンをどう作っていくかっていうのが地域づくり。 

〈感想・質疑応答〉 

【辛】私たちも外から来た人たちっていう感覚があって、学生なで何もできないし勉強もたりな

いのに、偉そうに書いたり考えたりしているんじゃないかと心配になることが何回もあったの

で、顧みる能力っていうのがすごい必要だなっていうのがわかりました。 

【渡邊】地域の風土というか歴史の今までの流れの中でもコミュニティをつくるにも、その地域

それぞれに見合った対応が必要なんだというのを感じました。 

【堀口】やっぱり私たちは東京から来た

ので、実際に地元の人たちがまちづくり

とか地域づくりとかをしている状況を深

くは知らなかったので、いろいろな課題

があったんだと改めて感じました。今後

ともよろしくお願いします。 
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④気仙沼市役所 村上忠大さん 

気仙沼市役所 建設部 建築・公営住宅課 村上忠大様 

〈復興公営住宅の計画について〉 

【村上】もともと気仙沼は持ち家率が高くて約 9 割が持ち家で生活スタイルは伝統的なものが多

いということで、戸建てであれば玄関は南向きだよねとか漁業の町ということで、カツオをさば

けるくらいのキッチンのスペースがないとだめなどあって、できる範囲で入居者さんの意向を出

来るだけ叶えようと取り組みました。防災集団移転事業によって、自力再建の人も災害公営住宅

の人もまとめて高台に住んでもらうことで、コミュニケーションの交流を図ろうと取り組んだの

が郊外型住居でありまして、ハード面での取り組みも行ってきたということであります。 

〈家賃について〉 

災害公営住宅は公営住宅法により収入によって家賃が変わる。もともと低所得者向けであるが、

今回の震災では東日本大震災特別家賃低減事業により、さらに安くなっている。 

【村上】しかし、(月収ゼロに)該当する人が気仙沼市では 7 割もいます。実はどこの自治体もそ

ういったような傾向があります。被災されて災害公営住宅に住んでいる方は高齢者の方が多く

て、年金生活の方が多いというのがあります。現在 6 年目に入る気仙沼では家賃の上昇を不安に

思う住民もいる。この考えに気仙沼はさらに対策を講じています。 

〈コミュニティの必要性〉 

【村上】気仙沼市では、基本的にもともと住んでいた方が引き続きその小学校区で住めるように

されている。元々そこに住んでいた地元の人たちをまとめて災害公営住宅に移したり、優先した

りなども重要ではありますが、色々な地区にお住まいだった方が災害公営住宅に入ってくるの

で、コミュニティスペースをうまく利用していただきたくて。例えば近隣の騒音も含めて顔が知

っている方ならたいして気にはならない、許せる部

分があるんですが、これが全く顔も知らない、話も

交わしたことないとなるとトラブルに発展するケー

スが多いんですね。ですので、集合住宅においては

特にコミュニティづくりが必要だなと思います。特

に気仙沼市にお住いの方はほぼ戸建てに住んでいら

っしゃったので、隣の家の音とかを気にしたことが

ないんですね。 
 
【黒石】大事なお話を色々伺いありがとうございま

した。 
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3. 住宅見学 
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●まとめ 

 

今回は気仙沼市の復興公営住宅の「環境」と「住まい方」の２つの角度から調査したことにより、

内情や公的機関の意図、現状とのギャップも知ることができた。また復興公営集合住宅の住民の方々

が感じている問題意識と、それを支えるまちづくり協議会や市の担当の方々の思いが、どうしたらよ

り良く噛み合って行けるのだろうかと考えさせられた。まずは住民自身が積極的に参画して諸問題を

解決していく必要があると感じた。 
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陸前高田けんか七夕祭り 

協力：マイヤスーパー 2018 年 8 月 7 日 

 
私たちは 8 月 7 日に陸前高田で行われているけんか七夕祭りに参加させていただきました。以

前からお世話になっている株式会社マイヤの社長、米谷春夫さんにお誘いをいただいて今年は初

めての参加となりました。前日の夕方から現地に入り、明治学院大学、立教大学の学生と一緒に

祭りの準備をお手伝いさせていただきました。私たちは短冊や花など山車の装飾を作成しまし

た。当日はボランティアで来ていた企業や外国人の方一緒にお祭りに参加させていただきまし

た。朝から悪天候で通常通りの開催は困難な部分がありましたが、落ちた装飾を拾ったり山車の

綱を引いたりしてサポートをしました。帰京してからお祭りの概要と当日の様子を動画にまとめ

ました。  

 

  

URL：https://youtu.be/C2OYND8Ox7Q 
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南郷キャンプ 
2018年 8月 18日・19日 

 
 今回は 4 人のお母様たちと 16 人の子供たちが参加した気仙沼南郷勉強合宿に参加させていた

だきました。花火、レクリエーションのほか、各自の夏休みの宿題のアドバイスや大学生が準備

したオリジナルのゲーム形式の問題をするなどして交流しました。 

 

 

 今回のキャンプの主催は子ども会の保護者の方たちでした。そもそも南郷には子ども会がな

く、地域の子どもたちやその保護者の交流の機会が少ないことに問題を感じて数年前に結成され

たそうです。実際今回のキャンプも違う小学校の子同士、学年関係なく関わる機会になっていま

した。 

 今回の南郷キャンプは黒石研究室としても初めての試みでしたが、今後も参加させていただく

としたら、今回保護者の方に回答いただいたアンケートや参加する小学生の意見をもとに、より

ニーズにあったイベントなどを考える必要があるように感じました。 
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「坂の町 気仙沼」映像上映 

リアスアーク美術館『方舟際』 2018年 10月 20日・21日 

 
去年の方舟祭では「気仙沼を支える想い」をテーマとし、高前乾隆釜、新町・古町、八日町、

御崎神社を調査し映像としてまとめ気仙沼リアスアーク美術館で上映会を行いました。今年は去

年の活動に引き続き「坂の町気仙沼」をテーマとし、太田地区を調査し出展、上映しました。 

 坂と言えば地形により当たり前のことだと思われますが、同じ坂であっても違う歴史、特徴、

暮らし方があります。気仙沼で漁業と共に繁栄しのちに町の中心が移動したために衰退しました

が、現在でもその面影が残っている太田地区を対象に映像を制作しました。その時の記憶や思い

出が残っている地元の方々に私たちの作品をお見せすることは、とても光栄でした。 

映像は三つの章で構成されています。(第 1章かつて繁栄した太田、第 2章太田の暮らし、第 3章

海と共に生きる) 

 上映会に来場して下さった方々は 10 月 20 日、21 日の二日間で 43 名にのぼり、その中でアン

ケートに回答してくださった方は 26 名でした。ご感想の中には“懐かしかった”、“気仙沼に住ん

でいるが知らなかった”、“わかりやすい”、“勉強になった”、“今後も活動を続けて欲しい”などの

ご意見が多く、感想以外にも改善して欲しい点、今後調査して欲しい地域などについてもお聞き

することができました。 

 上映会を行うことにより調査や成果を丁寧にまとめることができました。またリアスアーク美

術館の学芸員の方々からもアドバイスを頂けることができました。今後も方舟祭での活動を継続

的に行っていきたいと考えています。 
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山形県新庄市  

 2008 年に初めて黒石研究室が新庄を訪れてから 10 年目となります。今年度は 5

月、8 月に２回合宿調査を行い、継続的に行う活動と共に新たな企画も行いました。

5 月には新庄の東高校・北高校の学生と共にキトキト BOOKS 本棚作り・新庄の食・

万場町地図作り、以上の 3 つの班で活動を行いました。そして 8 月には新庄駅前商

店街の地図作り、まちづくりの調査、新庄まつり山車小屋調査・若連のインタビュ

ーを行い去年の成果に重ね映像を完成しました。また新庄まつり若連に実際参加し

たレポートも報告します。 
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キトキト BOOKS本棚作り 
2018年 5月 5日 

 
5月の合宿で山形県新庄市にあるエコロジーガーデンに訪れました。エコロジーガーデンは、農

林水産省の研究機関として蚕や桑の研究が行われてきた場所であり、平成 25 年 3 月 29 日に登録

有形文化財として認められました。自然が豊かで広大な 10ha の敷地のなかに「キトキト

BOOKS」というフリーライブラリーがあります。キトキト BOOKSは誰もが訪れることのできる場

所で、コミュニティ形成の場を提供しています。私たちはそこで使用される本棚作りを通して昨

年に続き地元の方々と交流しました。 

 キトキト BOOKS には、ほかの人に読んでほしいと思った本や自分がもう読まなくなった本を 2

冊ここへ持って行くと、ほかの人が持ち込んだ本の中から 1 冊だけ持ち帰ることができるという

ルールがあります。また、本を読んだ後に付箋サイズのカードに感想や面白かったところなど、

次に手に取る人へメッセージを書き込んでもらい、ポケットの中に差し込んで表紙に貼り付ける

というルールも取り入れています。エコロジーガーデンの方は、このようにして知識や情報の共

有を通して見えない繋がりの形成も大切にしていることがわかりました。 

 本棚作りは青山学院大学の図書館からの寄贈本をお持ちするとともに、エコロジーガーデンの

方々が手順や工具の使い方を教えてくださり、新庄東高校のかのんちゃん、優希ちゃん、横山く

んと一緒に行いました。地元の高校生と作業するうちに打ち解けあい、休憩中でも会話が弾みま

した。青山学院大学の生徒には、キトキト BOOKS に置いて欲しい本を募集したところ 25 冊くら

いの本が集まりました。それをキトキト BOOKSに置くことで渋谷・青山学院と新庄の繋がりをつ

くることができました。また、図書館からの寄贈本と合わせて、青山学院からの本であることを

目で見て簡単にわかるように、事前に消しゴムを彫ってスタンプを作り、持参した本に押したと

ころ手作り感が良いととても好評でした。 
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新庄の「食」と直売所 
2018年 5月 5日 

 
私たちは今回の合宿で「食」をテーマに活動を行いました。その活動の中で最も興味をもった

のが山形県新庄市にある『まゆの郷』という産直マーケットです。まゆの郷には、地元の農家さ

んがその日の朝に採った新鮮な野菜や果物だけでなく、納豆もちやにゃーめん、笹まきなど新庄

で有名な食べものも売られています。  

 なじみ深いマーケットであり、地域の交流場所として、コミュニティが出来ており、地域活性化

にとても貢献していると感じました。まゆの郷で最も特徴的なのは、売られている商品にはそれ

を作った農家さんの名前が記載されており、レジの後ろには顔写真と農家さんの名前、自己紹介

文が掲載されているところです。これは、普段自分たちがよく行くスーパーマーケットでは目に

しない光景です。私たちは普段スーパーマーケットで野菜などの商品を買うとき、その野菜を作

った農家さんの顔や名前を知りませんが、まゆの郷では生産者の顔が分かりどこで作られたのか

も知ることが出来るため、消費者にとって安心して野菜を買うことができます。また、まゆの郷

ではどんな農家さんでも野菜や果物を売ることができます。普通スーパーに並んでいる野菜は農

協を通じて集められたものであり規格が厳しいため、小規模農家の規格外の美味しいものを売る

市場がありません。そこでまゆの郷では農協では扱えない農家さんたちの野菜を売る場所として

機能しています。これから農協というキーワードに視点をあててまゆの郷と関連付けながら論を

進めていきます。  

まずそもそも農協とはどのような組織なのでしょうか。農協は農業協同組合の略称で、JA とも

言われ農業従事者や農業を営む法人によって組織された協同組合です。もともと農家個人では出

来ないことや、1 戸の農家の活動では不可能なこと(経済的・文化的利益)を得られる組織でもあ

ります。農協は農家に代わって出荷や販売、精算処理などの事務手続き、農業資材の販売や営農

活動なども行っています。また農協は生産に関わることだけでなく、冠婚葬祭、医療や福祉、旅

行、自動車や住宅ローン、銀行など幅広い分野の事業を扱っています。 

実際には農産物の販売額より信用や共済の方の金額の方が圧倒的に大きいのが現状です。特に田

舎の農家は農協に頼るしかない場合が多く、農協が農家の生活全般を支えていることがほとんど

です。このように農家が農協を通して様々なものを仕入れたり販売したりする仕組みは、農家に

とって有利だと思うかもしれませんが、農協には短所もあります。自分で自分の作った野菜の価

格を決められない、品種や肥料など規制が厳しく自由が利かない、販売場所を決められないなど

があげられます。また見た目の悪い野菜などは販売することが出来ず廃棄することになってしま
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うなどの問題もあります。もともと農協は、「相互扶助」や「共存共栄」を掲げており、戦後ま

だまだ社会的に弱い立場にあった農家を助ける、守るため米価の引き上げなどを行ってきた歴史

から農家のために出来た組織でした。しかし最近の農協運営は本来の農業の発展、 農家の手助け

という部分では限界が生じてきているように思えます。 

 まゆの郷では農協のような規制はほとんどなく、生産者の自由に販売することが出来ます。ど

んなに肥料や品種にこだわって美味しい野菜を作っても形や見た目が悪い野菜は、まゆの郷でな

ら販売することが出来ます。また、自分で価格を決める自由があると同時に、大きな市場に出す

必要がないので中間経費がかかりません。生産者と繋がることができ、安心して野菜を買うこと

が出来るため消費者にとっても優しいマーケットではないでしょうか。まゆの郷では使った農薬

はすべて明記するという決まったルールも存在します。 

 いまの日本は農業衰退が叫ばれており、かつてほどの勢いを失った農業は私たちにとっても無視

できる問題ではなくなってきています。だから、まゆの郷のように生産者が気持ちよく作物を販

売できるようなマーケットは必須です。まゆの郷は生産者を支えるマーケットとして充分に機能

していると思います。生産者のためのマーケットはこれからの日本の農業復興のためにもなくて

はならなりません。  

さて、ここでひとつ疑問が浮かび上がってくる。それでは、どうして地元の消費者は、スーパー

マーケットではなくまゆの郷に行って野菜を買うのでしょうか？スーパーマーケットでは安くて

きれいな野菜をいつでもどこでも気軽に買うことが出来る。しかしまゆの郷では形が不揃いであ

ったり、季節ごとの野菜しか販売しておらずいつでも消費者が欲しいと思った野菜を買うことが

出来ないなどという限界もあるのが現実です。それは、消費者の中が信頼関係を経済的なことよ

りも重視しているからではないでしょうか。そこで、まゆの郷などの産直マーケットはスーパー

マーケットが出来ないような密着型販売で消費者が信頼できる

情報の提供をすることが大切だと思います。SNS を活用するこ

とで、まゆの郷はにぎやかになり生産者と消費者双方にとって

よいマーケットになると思います。  
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万場町調査と地図制作 

2018 年 5 月 5 日 

 

 
 かつて歓楽街であった「万場町」で町歩き調査を行い、地図を作成しました。現在営業を行っ

ているお店の店主、そして空き家を活かしたまちづくり活動を行っているお店へのインタビュー

を主になります。インタビューでは万場町の歴史だけではなく、お店の歴史まで語ってくださり

ました。精肉店や八百屋、お花屋さん、さらには衣料店、カバン屋、時計店など生活に必要なも

のは全てここで揃う、万のものが集まる町「万場町」の成り立ちを見ました。そしてほとんどの

建物がお店兼自宅となっており普通の住宅と比べて奥行きがあるのが特徴的だと感じました。こ

こでは商いだけでなく、同時に日常的な生活が営まれています。そのため私たちが考えるオン・

オフというものは明確に存在していないのではないかと思います。仕事、日常生活といった区切

りはなく仕事を含めての日常生活と感じました。万場町「のくらし」で展示しています。 
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駅前プロジェクト「GreenLawn」インタビュー 
2018年 5月 6日 

 
 5 月新庄で私たちは新庄駅前プロジェクトを行っている団体「Green Lawn」からお話をお伺い

しました。「Green Lawn」のメンバーは新庄市の市役所の方々、保育士、市議会議員・不動産

業、フリーターの 5 人で活動を行なっているそうです。今回はその中 3 名のメンバーに活動に関

するお話をお伺いできました。 

 「Green Lawn」は駅前の赤煉瓦倉庫と、前の空き場を活用して新庄の駅前に人々が集まり、楽

しめる場を作るため団体を立ち上げたそうです。お話の中興味深い点は、“支援をもらわず、自分

たちの力だけで運営をしている”ことでした。その理由は活動の責任を持つことを自足的な仕組み

にするために必要だっただとおっしゃっていました。 

 メンバーの中、一番若い方は新庄生まれ育ちで、現在でも市内の保育園で保育士として勤めて

いますが、学生の時は新庄から東京に出ることを考えていたそうです。しかし新庄で住んでいく

のであれば、自分が楽しく住める好きな場を作っていきたいと思い活動を始めたとおっしゃって

いました。 

 市民団体がまちづくり活動をしていくに時に直面する現実的課題、そして目標や展望について

今回お話を聞きできました。次の課題としては新庄駅前での市民団体活動に対する市民の意見、

商店街の店主の意見や、団体、NPO と行政そして市民のまちづくりについても調べていきたいで

す。 
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新庄駅前商店街調査 

2018 年 8 月 21 日・22 日・23 日 

 

  

移動手段が便利になる以前生活必需品、お買い物、お土産など全ての消費は駅前の商店街で行わ

れていました。しかし現在ではかつての活気を失われています。このような現状の中、5 月に行

った「Grean Lawn」の知識を活かして調査を行いました。調査する前は商店街の現状と今後の課

題に対する店主と住民の意見を聞き取りする事を目的としていましたが、調査後は商店街の魅力

は「人（店主）」であると強く感じました。そこで、商店街の「人」をテーマとしてマップを作

成しました。売っている商品や美味しいものを紹介していた今までの観光地図とは異なる、見る

人が“このお店の店主会いに行きたい”と気持ち

になる地図にできたらいいと思います。 
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▼地図に記入されている内容です。 

 

◎青木商店 

もともと氷屋兼駄菓子屋だった青木商店。 

一度はやめた氷作りでしたが、地元のお客さんからの根強い支持によって再開。 

その美味しい氷を使用した氷水(かき氷)をお供に、青木じぃじから人生勉強してきました。 

 

◎キッコーセン大泉醸造 

南本町の商店街に入ると香ってくる醤油の香りをたどって行くと、重厚感ある看板を掲げた大泉

醸造に行き着きました。ここは初代の奥さんが麹屋だったことから大正初期から味噌作りを始

め、昭和に入ってからは醤油も作り始めて今に至ります。 

お店に入ると、信念のあるお母さんに出会えました。 

 

◎紙&茶 カタオカ 

一見アイスクリーム屋かと思うほどのカラフルな看板に導かれて入ったお店は、実は紙屋兼お茶

屋さん。それはのれんを振り返るとしっかりと明記されています。観光資料を豊富に取り揃えた

飲食コーナーで、お父さんからシャッター商店街の斬新な解決策をお聞きできました。 

 

◎枡内餅屋 

季節に合わせて春にはお花見のお団子、お盆にはお赤飯と昆布巻き、お正月前にはおせちを販売

している枡内餅屋。 

出迎えてくれたのは気さくで気前のいいお母さんでした。ゆっくりとお話しを聞く中で見えない

部分の昔と今の違いを気づかされました。 

◎TAKAHASHI 

明治 34 年に創業。一度は新庄から出ながらも、戻ってきてお店を継いだ 4 代目のお父さんは、

若連、消防団、町内会、商店街の理事長…と新庄を支える縁の下の力持ち。今では、新しく駅前

商店街で始まっているまちづくり活動をサポートしていました。 

 

 

◎旅館 とまれ屋 

昔は江戸で油屋を営んでいたそうですが、戸澤藩が新庄に移るとともにこの地に。お母さんと 90
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歳を迎えたおばあちゃんから駅前商店街の歴史をお聞きできました。さらにおばあちゃんの口か

ら紡がれる戦争体験は、一言一言に重みを感じました。 

 

◎佐々木酒屋 

佐々木さんは創業 100 年の酒屋を営む 3 代目社長です。佐々木さんの趣味は幅広く、ランプ集め

やチンドン屋、新庄市の伝統凧である陰陽師凧の保存活動も行っています。新庄を愛し、趣味に

とどまらない活動をされている姿はまるで丈夫で強風に負けない陰陽師凧のようでした。 

 

◎三条カメラ 

三条カメラの名物商品、化粧写真。これは撮った写真のトーンやブレを補正し、綺麗に加工し直

したものです。なんと店主のおじいちゃんは 60 歳から新たにコンピュータを学んでこの技術を

習得されたそうです。おじいちゃんの手にかかるとどんな写真もより一層素敵に仕上げてもらえ

ます。たくさんの方々の笑顔をレンズに収めてきた歴史のあるカメラ屋さんです。 

 

◎花の店 こんた 

昭和元年から始まったこのお店は現在の店主さんで三代目。当初は八百屋だったけれどスーパー

の登場によって売り上げが伸び悩み、売れる商品だけ残したところお花屋さんになったそうで

す。店主のお父さんは常にお客さんに喜んでもらうことを大切にしていて、少しでも欠陥のある

商品は絶対に売らないそうです。店内の様子とお父さんのお言葉からお客さんへの熱意や商品へ

の誇りを感じられました。  
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新庄まつり若連インタビュー 

2018 年 8 月 21 日・22 日・23 日 

 

松本囃子若連 

 

 場所：松本囃子若連練習場所 

 取材させていただいた方：松本囃子若連 2018 年度代表 佐藤さん 
 

松本囃子若連の継承や若連としてのコミュニティ、さらに観光化に関する質問をさせていただき

ました。 

 

●若連の中で新庄まつり期間以外にどのような交流がありますか？ 

 −「常にあるというわけではないけれど、毎年８月１日から囃子の練習が始まる事を皆知って

いるため、対外的に連絡をしなくてもその日には自然と集まってくるね。」 

●上茶屋町若連とのつながりはどのくらいですか？ 

 −「今年で 40 年になります。全体でではなく幹部で 40 年を祝う会を開きました。」 

 

●新庄まつりが近年観光化してきているように感じますか？」 

 −「感じますね、山車若連が観光客向けの山車体験をやっているように、8 月 26 日に駅前のと

ころで囃子も貸し出しています。これは自主的に始めたものではなくて市に要請されたものだけ

れど、小さい子が触りにくるくらいであまり人は来ないね。」 

 

●どのように囃子を伝えていますか？ 

 −「大人が子供に手取り足取り教えるんじゃなくて、全部手を見て背中を見て覚える。１０歳

を過ぎてくると太鼓を叩いている人の後ろについてリズムを覚えたりする子もいるね。」 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

34 

落合町若連 
 
 場所：落合町若連山車製作所 

 取材させていただいた方：落合町若連 小野さん 
 

近年、若連の少子高齢化や担い手不足と言われている中子供の数を増やし続けている落合町若連

の取り組みについて小野さんにお話を伺いました。 

 

●そもそも若連に入るにはどうしたらいいのかを教えてください。 

−「やりたい、の一言で入れるものですね。最近は人数が増えすぎてしまって制限することもあ

りますが」 

 

●落合町若連の男女比や年齢層はどのくらいでしょうか？ 

−「女性の引き手は結構多い方だと思います。山車を作る人はどうしても若くて 30 代の男性が多

いですね。」 

 

●子供が多く参加している若連だとお伺いしていますが、何か企画等をされているのでしょう

か？ 

−「まず、新庄小学校の学区域に９つの山車若連がいるのでどうしても新庄市のいわゆる郊外の

若連に比べて担い手不足が生じやすい現状があります。新庄小学校は新庄市内の小学校の中でも

生徒が多くないのでより厳しい状況だと感じていました。そこで小学生の山車引きの衣装を大人

と同じものにし、無料で貸し出す取り組みや、引いている時にお菓子やジュースを配るなど楽し

んで参加してもらえるような取り組みをしました。また、法被のクリーニング代を若連が持つこ

とで子供だけではなく、その親御さんに負担がかからないような配慮をしましたね。」 

 参加するようになった子供は皆落合町に住んでいる子供ですか？ 

−「どこの町内でも OK ということにしているよ。まつりの当日先頭で旗を持つ子は町内の小学校

6 年生の子、いなければ町内で一番年上の小学生、というように決まっていますね。」 

 

●増えている小学生は今後も若連の一員として続ける子が多いでしょうか？ 

−「中学生になるタイミングで子若から花もらいに変わりその時にやめてしまう子が多いかな。

高校卒業したあとも就職したり、市に大学がないから市外や県外に行く子が多くてなかなか続け

る環境としては整っていると言えないのが現状ですね。」 

 

北本町若連 

 場所 : 北本町若連山車製作所 

 取材させていただいた方： 北本町若連代表 佐藤さん 

 

近年加速する少子化の影響、若連としてのつながりについてお伺いしました。 
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●山車の引き手や作り手を募集はするのですか？ 

－「引き手は県の総合支庁にお願いして最上郡内の小学校に呼びかけてもらい、去年から徐々に

増えてきている状態です。若連については口コミで増やしていくしかないというのが現状です。

これについても市と協力できたらいいなと思っています。山車製作の手伝いに関しては早い段階

で来ていただけると助かります。終盤に来られると追い込みの時期ということもあって、なかな

か手が回らないんですよね。」 

 

●学生のアルバイトは？ 

－「アルバイトというより花もらいの際にお小遣いを渡す感じですね。小中高生に花もらいを手

伝ってもらったお礼という感じですかね。これは慣例という部分もあるので、れっきとしたアル

バイトとは少し違うかな。普通の学生では経験できないようなことなので、学生にとっても貴重

な機会だと思います。」 

 

●普段から若連としての付き合いはありますか？ 

－「町内の方がほとんどですが、ほかの町からきている人もいて、そのメンバーと 1 ヶ月半ほど

共にするので自然と絆は生まれてきます。それが地域活動や仕事にも生かされてくるので、都会

にはないコミュニティ形成だと思います。

そういう意味では若連が新庄において人情

味ある文化を作っていると思います。祭り

以外の期間も準備などで1年を通して祭には

関わっています。」 
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清水川町若連 
 
場所：清水川町若連山車製作場所近辺 

取材させていただいた方：清水川町若連 西田信之さん 
 

清水川町若連として毎年新庄まつりに参加している西田信之さんに取材をさせていただきまし

た。西田さんは現在埼玉県川口市に住んでおり、新庄を離れて実感した、まつりを中心とする新

庄のコミュニティ形成についてお伺いしました。以下が取材内容になります。 

 
●なぜ新庄まつりの時期には帰るようにしているのですか？ 

 −「まつりだからかな、まつりがあるから新庄に戻ってくるんだろうね。みんなの誕生日と同

じで毎年決まった時期にくるじゃん？ そんな感じだよね。」 

 お一人で帰られるんですか？ 

 −「奥さんも一緒に帰るね。出身は新庄じゃないけど一緒に楽しんでるよ。」 
 
●少子化が進み若年層の参加者が減り、まつりの存続が危ぶまれていますが？ 

 −「まつりに魅力を感じてもらうしかないよね。それには楽しそうだなって思わせたり、いい

山車を作って感動させたりするしかないね。それが今できることでもあるし。楽しむって言って

も参加者だけが楽しむっていうのは少し違うかな。内輪だけで盛り上がっていると思われないよ

うにしないとダメだね。各若連で違うはっぴを着るということはその町の看板を背負うというこ

とだから、責任感を持って行動しないといけない。こういう経験を積んでいくとできることも増

えて徐々に楽しくなっていくんじゃないかな。それにはさっきも言ったけどいい山車を作って魅

力を感じてもらうしかないよね、山車で語るのが一番いい方法だと思う。 」 
 
●まつりに参加することで人間関係に変化はありま

したか？ 

 −「まつりに育てられたようなもんだからね。花

もらいなんかはいい例だよね。地域との関わりはも

ちろんだけど、大人の人と回るわけだから礼儀だっ

たり言葉遣い、社会で生きていくのに必要なことが

自然と身につくようになる。いろいろな人に会うか

らコミュニケーションの練習にもなるし。参加する

ことで輪はもちろん広がるよ。東京でも集まること

があるからね。やっぱり小さい頃からまつりに関わ

っていると人間的に成長すると思うね。」 
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取材を終えて 

 
 まつり本番直前という非常にお忙しい時期に取材に応じていただいた各若連の皆様に厚く御礼

申し上げます。今回の取材、花もらいの参加を通して「新庄まつりは人を成長させる。」という

ことを実感しました。新庄まつりは若連内のコミュニティ形成につながるだけでなく、言葉は皆

さんそれぞれ異なりますが、人間的成長にもつながるという面もあるということをお話しの中で

垣間見ることができました。 
 
 上茶屋町若連の花もらいに参加させていただいた際のことですが、小学生の子と二人一組であ

るお宅にお邪魔させていただいた時に「もっと元気よく挨拶をしなさい！そんなに声が小さかっ

たら、どこの誰がきたかわかんないよ！ 知らない人に会うんだから挨拶は大事よ！」とお言葉を

いただきました。そんなことを言われると思っていなかったので、とっさに言葉が出ないくらい

でしたが、後々取材した内容と合わせて考えてみると新庄まつりが人間的成長に深く関わってい

るということはこういうことだったのかと身をもって感じました。大学生にもなって、きちんと

した挨拶もできない未熟さは不徳の致すところではありますが、自身の立ち振る舞いを見直すい

いきっかけとなりました。 
 
 若連には老若男女、様々な世代の方が所属しています。年齢が上の方は下の見本となるような

姿勢、若年の方はそれを見て吸収しようとまで思っているかはわかりませんが、歳を重ねて社会

に出るという頃には相応の立ち振る舞いが自然とできるようになっているのではないでしょう

か。また大人が山車を作っているところや、演奏しているのを見て、子供達は自分もこんな風に

なりたいと思っているはずです。取材では「自分たちのできることをやるだけです。」と口を揃

えて仰られていましたが、子供達はその背中を見てもっと上手くなりたい、できることを増やし

たいなど向上心を刺激されているはずです。 
 
 若連、一般市民が見せる背中は違えど、若者に社会で生きていく上で必要な力を与えて下さっ

ているのは紛れもない事実であります。長年この地で続いてきた無形の文化財として、新庄まつ

りの息の根を絶やしてはなりませんが、今一度このまつりが新庄の未来を育んでいるという視点

に立ち返ってみるのもいいかもしれません。  
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新庄まつり山車小屋地図 

2018年 8月 21日・22日 

新庄まつり山車運行経路を中心に若連の山車小屋の配置を調査しました。江戸時代の羽州街道沿

いに多くの小屋があることがわかります。 

 新庄まつりにおける山車の運行される経路がわかりづらい、まつり本番前にそれぞれの山車若

連の山車作成場所がわかりづらいという意見が聞かれたので、その理由を探るべく地図作りをし

てみました。新庄まつりを観光資源として考える上で、まつり本番の 24・25・26 日に留まって

しまうのでは勿体無いと思います。この山車製作場所が明記されている地図があれば、まつりの

前の期間から観光客が新庄に訪れるきっかけとなるのではないでしょうか。 

 鐡砲町には羽州街道の戸沢関所が江戸時代置かれており、市中心には新庄城が置かれ戸沢藩が

治めていました。新庄市は宿場・城下町として栄えていました。戸沢藩主の下、農業を営んでい

た農民が豊作祈願を願って、始めたのが新庄まつりです。実際、羽州街道沿いには文永や安永な

ど古くから続いている若連が多くあり、新庄まつりが農民を中心として開催されたことが読み取

れます。 
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新庄まつり参加レポート 
8月 24日・25日 

  

 今年はあいにくの雨となり、新庄囃子合同演奏会や街なか鹿子踊りがゆめりあ内で開催される

など、一部会場の変更はあったものの、本まつりである山車パレードは予定通りに開催されまし

た。 

  山車パレードには全部で 20 台の山車若連が参加し、262 年を迎える新庄まつりを大いに盛り上

げました。その中で、歌舞伎部門では千門町若連：本合海囃子若連の『壽曽我対面』が、物語部

門では落合町若連：萩野囃子若連の『中国清涼山の獅子』が最優秀賞山車に選ばれました。この

2つの山車は、1年間新庄ふるさと歴史センターに展示されることになります。また、北町若連：

萩野囃子若連の『歌舞伎十八番』が、新庄駅に併設された施設、ゆめりあで展示される山車とし

て選ばれ、1 年間新庄駅で地元の人から観光客までたくさんの人を出迎えることとなります。 

 新庄まつりには昔から受け継がれている祭りの期間に若連ごとで市内の各家庭を回って寄付金

を募る「花もらい」という慣習があります。花もらいは強制的に行われているものではなく、あ

くまで善意によるものであり、大体 200〜1000 円くらいが一般的です。山車の製作費用などはこ

の花もらいで工面しているところが大きく、花もらいは重要なまつりの費用資源となっていま

す。しかし、新しく新庄に引っ越してきた方などはこの花もらいという慣習を知らないため、お

花をもらうのは難しく、トラブルに発展することもあるそうです。私たちも実際に花もらいに参

加させていただき、花もらいがとても大変だということが分かりました。しかし、その地区の住

民の方とお話しすると頑張ってください、お疲れ様ですなどのお声をかけていただき、新庄まつ

りは地域全体の協力のもとで成り立っているということを身をもって実感しました。 
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東京  

 今年度東京では食を通して新庄や気仙沼と東京が繋がる「食」プロジェ

クト第 5 回目を青山学院大学の学食で行いました。また再開発によりここ

数年間激しく変化して行く渋谷の現状を見て、新たな可能性、そして失わ

れて行くものを調査しました。 
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学食プロジェクト 「はらくっついセット」in 気仙沼  

   協力:⻘山学院大学学生食堂・マイヤスーパー 2018年 7月 9日〜11日 

 

目次 

           

 

          1. 概要          

          ⒉ 事前準備   

          ■ アンケート(期間前)  

          ■ プロモーション  

          3. 今回取り上げた食材  

          4. 結果  

          ■ アンケート(期間中) 

          5. 活動から見えたこと・次回の活動に向けて  

 

 

1. 概要  

 私たちは 2014 年から「食」を通じて、地域活性化に東京が貢献できる方法を探って、現地の

食文化を学び、⻘山学院の学生に地元の料理を学生食堂で紹介し、地方の食文化を知ってもら

い、関心を深めてもらう活動を行っています。気仙沼市にあるマイヤスーパーは、⻘山学院大学

の卒業生が経営者米谷さんが経営をされております。米谷さんから気仙沼の旬の食材を教えてい

ただき、食材を提供してくださるなど、活動をサポートしていただいています。地元の生の声を

聞くことで、より家庭に近い味を再現することができ、地方の食文化を東京に発信することがで

きると考えています。  

 

2. 事前準備  

GW 合宿の前に一度学食の方々に挨拶をし、学食プロジェクトを成功させるためのスケジュール

を立て、学食のメニューとして出すために必要なことを教えて頂きました。それらを踏まえたう

えで GW 合宿では、参考にできるメニューはないか、使うことのでき る食材はないかを考えなが

ら活動しました。昼食として立ち寄ったお店では、海藻ラーメンや海鮮丼とセットで付いてきた

まぐろフレークなど、実際に食べて味わうう事で情報を得ました。また、マイヤスーパーでのイ

ンタビューでは、地域それぞれの食生活の特徴について学び、スーパーで販売されている学食の

メニューに使うことができそうな食材を紹介して頂けました。  

合宿後、⻘山学院大学の学生に気仙沼市・新庄市について知っているか、学食に何を求 めるかな
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どのアンケートをとり、その結果を参考にしながら、気仙沼市・新庄市の食材を使うメニュー探

しをすることにしました。そして、自分たちで考えたいくつかのメニューを学食の方々に提案

し、マイヤスーパーの方々と連絡を取りながら、コストや栄養バランスも考えて、何度も話し合

いを行い、 試食品も作って頂きました。  

最終的に、気仙沼の塩蔵わかめや、アカモクを衣に入り混ぜたちくわの天ぷらをのせ、 彩りや栄

養を考えて野菜をたくさんのせた「サラダわかめん」、まぐろのフレークと卵を のせた「ミニま

ぐ玉丼」、さらにアカモクの小皿を添えて、「はらくっついセット」とい うメニューで決定しまし

た。「はらくっつい」とは、気仙沼の方言でお腹いっぱいという意味を持っています。プロモー

ションとして、学食内の壁に貼るポスター、メニューを表示するモニターのデザインを考え、ツ

イッター、インスタグラムで宣伝を行いました。  

 

■アンケート(期間前) 事前にアンケートを行い、学生が学食に対し何を求めているのか、学食プ

ロジェクトを実施 する前の段階でどれだけ気仙沼・新庄に関心があるのかを調べました。    
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これらの結果、学生は主に安さと量を学食に主に求めていることが分かりました。気仙沼 市と新

庄市への関心については、どちらにも関心がないという回答が半数以上であり、まだ 関心は薄い

状態です。また、どちらにも関心のあるという回答は全体の約 16 パーセント、 気仙沼市に関心

を持っているという回答は約半数あるにもかかわらず、新庄市に関心があ るという回答はゼロで

した。これは市に対しての認知度の影響もあるのではないかと考えます。気仙沼市は震災の影響

でメディアに取り上げられることが多いことが関係あるのではないかと思いました。後期は新庄

市の学食プロジェクトを行うので、関心を持っていただ けるように努めたいです。  

 

■プロモーション 

ポスター モニター Twitter Instagram 
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3. 今回取り上げた食材  

 

✓ アカモク 

３年生の人達が昨年の合宿の折に、青山学院大学の卒業生でマイヤスーパーの社長でもある米谷

さんから、アカモクという海藻の可能性についてお話をいただきました。 聞いたことのない名前

がとても気になり調べてみると、「次世代スーパー海藻」と呼ばれその栄養効果が期待され多く

の注目を浴びていることが分かり、今回の学食プロジェクトで使用したいと考えました。アカモ

クは昆布やワカメ、ひじきなどと同じ仲間の海藻で、味にはクセがなく、どのような料理にも合

わせやすい手軽さも人気で、シャキシャキとした食感やネバネバとした食感など、さまざまな魅

力を楽しむことができます。日本全国の沿岸の主に浅瀬が適した生 息地で、大きいものでは 5 メ

ートル～10 メートルになるものもあり、湯がいたり細かく刻むと強い粘り気が出ます。また、ア

カモクは 1 年性の海藻で、秋から冬にかけて成⻑し春に成熟した後、夏には枯れて海面を藻くず

として漂います。そのため浜辺に大量に漂着したり、養殖網に絡みついたり、漁船やフェリーの

スクリューに絡みついたりと、藻くずとされ肥料や飼料として使われる程度でした。  

スーパーフード「アカモク」  

ところが近年の健康志向ブームによりアカモクの豊富な栄養成分に注目が集まり、さま ざまな健

康効果や美容効果があることから「スーパー海藻」として見直されています。アカモクには、体

に必要な栄養素であるカルシウム・マグネシウム・鉄などのミネラル類や、生活習慣病を予防す

るフコイダン、代謝をアップさせるフコキサンチン、抗酸化作用のあるポリフェノール、骨粗し

ょう症を予防するビタミン K など、豊富な栄養素を含んでいます。同じ海藻類のワカメや昆布よ

りもこれらの栄養素の含有量は多く、しかも低 カロリーであることから、健康効果やダイエット

効果の高い海藻として注目されています。アカモクに含まれる「フコイダン」は、花粉症改善効

果の他にも生活習慣病予防、抗がん作用、免疫力アップなど、さまざまな健康効果が望めるとさ

れてお り健康食品として人気が出始めています。アカモクのネバネバとした粘り気はフコイダン

によるものです。アカモクに含まれる「フコキサンチン」という成分は、ダイエ ット効果が期待

できるとされています。フコキサンチンは、脂肪を燃焼させる褐色脂肪細 胞の働きを高め、代謝

をアップさせてくれます。アカモクは他の海藻類よりフコキサンチンの含有量が多く、より高い

ダイエット効果が期待できます。  

 

 

 

✓ ワカメ  

私たちが学食プロジェクトの具材として選んだもう一つの海藻はワカメです。味噌汁の 具やわか

めご飯、海藻サラダなどにも使われ、縄文時代から食べられてきたというワカメは、日本の沿岸

部に広く生息しています。1950 年代に養殖に成功して以降、70 年代に湯通しわかめ、そしてカ

ットわかめなどが販売されると、天然の生わかめはあまり見られなくなり、今ではほとんどが養

殖されたものが売られるようになっています。わかめの最大の 漁場は岩手県や宮城県の沿岸部、

三陸地方であり、四国の鳴門海峡や三重県の伊勢湾もわ かめが豊富に取れ、3 大名産地と言われ
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ています。  

ワカメの栄養  

シャキっとした食感が特徴であるわかめはミネラルが豊富な海水を吸収して育つので、カリウム

やカルシウム、マグネシウム、轍、亜鉛、マンガンなどのミネラルをたくさん含んでいて、色素

成分の β-カロテンも豊富です。わかめは水溶性食物繊維が豊富ですが特に 強い粘り気のもととな

るアルギン酸とフコイダンが多く、これらの栄養素は、血圧降下作 用など健康面での効果が注目

されています。また低カロリー低糖質の食べ物で、健康や美容の維持に役立ち効果を発揮しま

す。  

 

 

4. 販売とアンケートの結果  
 
実施期間:7 月 9 日(月)～7 月 11 日(水) 販売目標:1 日 100 食  

各日の売り上げ数 1 日目(7 月 9 日) → 68 食 2 日目(7 月 10 日) → 65 食 3 日目(7 月 11 日) → 47 食

です。販売目標にどの日も達することができず残念でした。 
 
■アンケート(期間中) 期間中のアンケートでは、以下の内容を「はらくっついセット」購入者に

口頭で尋ねました。  

①メニューを選んだ理由 

→ 限定だから、美味しそう、岩手出身で地元に近いから、健康的だったから、アカモクが気にな

った、実家が宮城だから、友達が宣伝してたから  

②このメニューをどこで知ったか 

 → ツイッター、ポータル、モニター、友人 

③ 味や量はどうか 

→ 美味しい、わかめがしょっぱい、ちくわが美味しい、うどんととろろが合う、まぐろ が辛い、

アカモクがあまり美味しくない、うずまきビーツが食べづらい、ボリューミー  

④ 学食プロジェクトの目的を知っているか、気仙沼に興味が湧いたか 

→ 知らなかった、興味が湧いた、行ってみたい、復興フェスに行ったことがある、気仙沼に行っ

たことがあるので元から興味があった 

⑤改善点、要望 

→ 量のわりに安くて良い、女性には多い、写真だとうどんなのかわからなかった、まぐろフレー

クが少ない、うどんだけでもよかった、わかめが大きくて切ってほしかった  

 

 

5. 活動から見えたこと・次回の活動に向けて  

 

 今回のメニューを食べてくれた学生へのアンケートからは、気仙沼市への思いから購入に至っ

た学生は少ないことがわかりました。そもそもの学食プロジェクトの意図を知ってい なかったこ

とが一番の原因かと思われます。ポスターでもモニターでも主に読み取れることはメニュー内容

であり、目的を伝える記述が少なかったことが反省点として挙げられます。プロモーションの仕
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方をメニューを購入してもらうことはもちろん、学食プロジェクトの目的を理解してもらうこと

を意図して作成するべきでした。また、今回の学食プロジェクトは、前回行った際の反省点を聞

かないままに行ってしまったので、反省点の共有を実施前に 全員で行う必要がありました。  

次に行う山形県新庄市の食を知ってもらう学食プロジェクトでは、事前アンケートで分かったよ

うに現在の新庄市への関心の低さを大幅に変えることができるように努力をしたいと思います。

普段の生活では地方の文化に触れる機会は少ないですが、学食を通じて、現地の食事情や食文化

に対する学生の意識を変えていきたいです。  
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 渋谷再開発地域調査  

渋谷区桜丘町駅近辺 2018年 10月実施 
 

 

                    渋谷再開発情報サイトより引用 

渋谷駅では東京急行電鉄株式会社中心に再開発が 2012 年開業の「渋谷ヒカリエ」を皮切りとし

て行われており、今回図中の❻に当たる桜丘口地区に焦点を当て、７つの視点から失われていく

街、桜丘町を調査した。 

 

 

１. 店 

 桜丘町という地名からか、“桜や薬局”や“さくら亭”など、「さくら」という名のついた店を多く

見つけた。桜丘町で営業していた店たちは他の場所に移転するものが多く、閉ざされたシャッタ

ーに移転先の詳細が書かれた張り紙が貼られていた。あおい書店は、当初は桜丘町の初の大型書

店であり、映画『君の名は。』のワンシーンにも使われた。閉店後は池尻大橋店のみでの営業と

なり、渋谷エリアでの再出店の予定はない。また、約 70 年の営業を続けてきた昔ながらの青果
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店である高野商店も、再開発に伴い閉店した。高野商店のように、ただシャッターが閉められた

だけで、移転先を知らせる張り紙のない店もあり、着々と再開発が進む中、行き先を失い、取り

残されてしまっているように見えた。また、多くの店が閉まっている中で、線路沿いで営業して

いた 1996 DOMANI は、比較的新しいお洒落なイタリア料

理店であり、12 月５日まで営業を続ける。工事中の暗い

雰囲気である桜丘町に、最後まで明かりを灯しているよ

うに見えた。 

 

２. グラフィティデザイン(壁に現れた落書き) 

 開発により消えていく渋谷区桜丘町の一部に現れたグ

ラフィックアート。壊されていく建物の壁、お店の看

板、工事のための柵、至る所に多く描かれている。この

グラフィックアートは開発へ向けた準備の過程にできる

もので、まだ街が動いていた時には存在せず、完全に壊

されてしまえば消えてしまう一過性のものである。過程

の中にしか存在しない今だけのものだ。悪く言ってしま

えばただの落書きだが、メッセージ性のあるものから完

成度の高いイラストまで幅は広く、グラフィックアートに覆われた街全体が一種のアートのよう

に感じてしまう。 

 

３. 街に残された看板 

 ネズミや害虫の駆除が行われていたり、１月より道路が廃止されてしまう区域の中様々な看板に

注目して歩くと、新しそうなものはほぼ無く、ほとんどが古く文字が薄くなり見えにくいものが

多かった。中には看板を見ただけでは何のお店なのか分からない落書きも多く、点灯されている

看板が目立っていたのが印象的であった。ダンスやスキューバダイビング、バーテンダーの教室

など古くからあったと思われる専門的な建物が多く見られた。開発が進むとこの地域は道路ごと

なくなってしまうが、渋谷にもこんな古くからのお店があったのだという発見ができた。 

 

4. 音楽 

 桜丘は「音楽の街」としての顔を持つという情報を知り、残されている楽器店やライブハウス

を探した。「音楽の街」として発展した理由の一つには桜丘が文教地区に指定されていたため、

音楽の専門学校や教室が多くあったことが考えられる。渋谷駅から桜丘に入る道の一番手前のビ

ルにある池部楽器店は１階の飲食店以外楽器店が入ったビルだが、「移転しました」という張り

紙がされていた。調べてみると ikebeMUSIC と言う近くのビルに移転したようだが、これも 2018

年〜2020 年の期間限定ショップだそうだ。2019 年 1 月 7 日から再開発に伴って通行禁止になっ

た道を入るとまた別の楽器店の看板が並んでいた。しかしどのお店も閉店しており、移転先の張

り紙があった。この通りに入ると一気に人通りが減り、寂しい雰囲気が感じられる。また角を曲

がり少し進むとギターが立ち並ぶ大きな看板のお店がある。「Heartman guitars」という数多くの
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有名ブランドを取り揃えた国内最大級のアコースティック楽器店でいまは池部楽器店と同じビル

に移転しているようだった。また、その近くのライブハウスは営業中だったが、ホームページを

見ると 11 月 30 日までの営業でその後は道玄坂に移転するそうだ。この状況を知って桜丘は「音

楽の街」ではなくなってしまうのではないかと感じた。主要な楽器店は ikebeMUSIC に移転して

しまい、「最高」の楽器タワーと宣伝されている。街一帯が楽器店やライブハウスで溢れていた

桜丘は再開発によって一つの「音楽のビル」に集結してしまった。渋谷はファッションや芸術な

ど多様な分野が入り交じって存在しているのが魅力であり、桜丘も音楽を専門にすることで客足

を集めていた。そんな一つの街が再開発によって分散されてしまうのは残念だと感じる。再開発

によって画一化するのではなく、昔を残していくべきだと考える。 

 

5. 坂 

 桜丘を調査して、まず初めに気になったことは、とても坂や段が多く、高低差が激しいという

ことだった。どの道をとっても平坦なところはほとんどなく、緩やかな坂になっていたり、とて

も急な坂も少なくない。そのため、隣の道との高低差が３メートル以上もあるような場所もあっ

た。桜丘は、その名前からイメージする通り、坂や傾斜が特徴的であり、シンボルでもあるのだ

と思った。 

 桜丘は、渋谷と代官山の間に位置する。これらの坂をいかに上手く活用し、精神的かつ物理的

な坂の辛さを解消するかが、再開発計画の課題の中心になってくるのではないだろうか。渋谷と

代官山を繋ぐ町としての機能を上手く果たすことができれば、桜丘がさらに魅力的な町へと変化

を遂げていくと思う。 

 

6. 道・道路 

 桜丘の再開発計画に伴い、様々な店舗は移転や閉店を余儀なくされた。それにともない、桜丘の

いくつかの道も姿を消すこととなった。1 と 4 の通りは、線路と店舗の間の道であったが、店舗

は既に退去しており、線路側の方には工事用の仕切り板が立てられていて、人気も少なく、寂れ

てしまったような雰囲気を感じた。2 の通りは、ちょうど交差点を境に、開発されるエリアとそ

のまま残されるエリアに分かれていた。残されるエリアの方には、いくつかのお店や看板などで

賑わっている感じがしたが、反対側は、店は閉まり、板が張られていて、看板も撤去されてい

た。同じ町なのに、こんなにも賑わいに差があり、まるで一本の道が壁となってしまっているよ

うに感じた。3 の通りは、工事のためのなにかが道に書かれていて、まるで暗号のようで、これ

から町が変化していくことを示しているように感じた。桜丘を調査してみて再開発とともに町も

新たに生まれ変わる準備がなされていると感じた。 

 

 

７. 人・まとめ 

 渋谷駅の南西部に位置する桜丘町、ここには昭和を感じさせる古い町並みが残されていた。駅前

にあったことから住宅や商店、飲食店が多く立ち並んでいた。そして 1964 年の東京オリンピッ

クを契機に国道 246 号線が開通し、桜丘町の区画も整備された。しかし国道 246 号線が渋谷駅と
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桜丘町の間に入る形になり、駅周辺の開発の波に飲まれなかったため、昔ながらの町並みを変え

ずにきた。創業半世紀を迎えるお店も少数ではなく、住人同士の古い付き合いがあったのも開発

から守られたからだろう。渋谷の他のエリアとは異なる魅力を持つ町だが、大規模開発の影響に

よりビルの取り壊しが行われ、昔ながらの面影が消えてしまう。 

 開発とは壊して、新しく作る、そして

古くなればまた壊す。これの繰り返し

である。昔ながらの街並みを残す桜丘

町も開発当時は新しいものだっただろ

う。そして開発前には古いものを壊し

ていたのではないだろうか。 

新しく生まれ変わる桜丘町もいずれ古

くなっていく。開業したばかりのスト

リームやヒカリエも同様に。私たちが

生きているのは繰り返しの歴史のほん

の一部にすぎない。壊されていく街並

みを惜しむ意味があるのだろうか、と

もに感じてしまう。しかしそうではな

い。もし自分の故郷が開発されて全て

が新しくなってしまうとすると誰でも少しは感傷的になるのではないだろうか。また、自分を自

分たらしめるものは生きてきた過去、つまり積み上げてきた歴史である。歴史を紡いできた場所

が大きな変貌を遂げようとしている時、どう思うのだろう。 

 まずそこで暮らしている人は生活環境が一変してしまうだろう。商店、飲食店を営んでそこに

関わる人々は移転するかお店をたたむかという選択を迫られる。お店を続けたとしても雰囲気が

変わってしまう。あそこにあるあの店というのはもう存在しなくなってしまうのだ。そして足繁

く通っていたお客さんにとってそのお店がなくなってしまうということは日常を取り上げられる

も同然のことだ。だがなくなってしまうのはどうしようもない。桜丘町で多くの時間を過ごした

人は物寂しい気持ちになるだろう。しかし自分の歴史を積み上げてきたのは場所だけじゃない、

たくさんの人も関わっている。場所は変わっても人は変わらない。同じ時間、同じ場所で過ごし

た人さえいれば、町の雰囲気が変わってしまっても過去を共有できるのではないか。 

「マスター、そういえばさ、昔はドアの建て付けが悪くてギシギシ言ってたよね〜」 

「そいやーそうだったねー、今じゃスムーズに開くもんだからお客が入ってきたかわからんよ」 

「昔はあんなだったな… あの写真、懐かしいね」 

「町並みがそのまま残ってたらいいんだけどね、せめて写真くらいね」 

 

町並みや雰囲気、人と過ごした時間は壊されることも新しく作ることもなく、胸の奥に大切に保

存されていく。  

１ 

４ ３ 

２ 
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 私たちは今回の渋谷・青山フィールドワーク調査において、駅前の渋谷のイメージとは異なる

「奥渋」というエリアに着目して調査を行った。奥渋は渋谷駅から文化村通りを進んだ東急本店

の先にあるエリアのことで、閑静な住宅街である松濤や神山商店街があり、お洒落なカフェやレ

ストランが多く集まっている。奥渋について調べていたところ「SPBS 奥渋谷界隈探訪」という記

事を見つけた。その記事では奥渋にある飲食店や花屋さん、服屋さんなどお店を奥渋に構えてい

る方たちにインタビューしており、そのお店や奥渋の魅力などを伝えていた。これらの記事を書

いている SPBS という会社は SHIBUYA PUBLISHING & BOOKSELLERS が正式名称で、本の他にも小

物などの雑貨も販売している合同会社である。そんな奥渋谷に会社を構える SPBS にお勤めの編

集者の方と広報の方にインタビューをして、奥渋の魅力や奥渋エリアを会社の拠点に選んだ理由

や 10 年間での奥渋の移り変わりなどについて伺った。 

 

    SPBS が奥渋にお店を構えたのは今から約 10 年前の 2008 年で、その頃はまだ奥渋という呼び

名ではなく東急本店通りなどと呼ばれており、8 年前くらいから奥渋と呼ばれるようになってい

ったという。奥渋に古くからあったお店から新しいお店がたくさんできたのもちょうどそのくら

いの時期で、今でも古くから残っているお店は神山商店街にある魚力さんというお弁当なども売

っている魚メインの定食屋さんや、地元の方に愛されているアンパンが美味しい堀内ベーカリー

さんなどである。奥渋の１つの特徴として、お店自体が新しくなってもお店の建物自体は変わら

ず、そこの建物に入るお店がどんどん新しくなっていくというのがある。その結果、奥渋を歩い

ていて感じたことは、古くからある建物と新しい建物が街に混在していて、外観は古い建物だが

中のお店は新しいというような光景があることだった。 SPBS によると、奥渋のお店の方同士の

関係や商店街の方同士の関係は程よい距離感で、ガチガチの地域密着型の関係性ではないため、

他からも奥渋に来やすくお店を始めやすいというのがあるのだという。これが昔の 5 人組のよう

に街の結束力が固すぎると訪問客を排除してしまうような雰囲気になってしまい閉鎖的になりが

ちだが、奥渋は程よい距離感を保っているため多くの方たちも来やすく、馴染みやす街になった

と言える。また、商店街の方たちも会うと軽い会話をしたり、お店の人も話しやすく、奥渋では

東京にいるとあまり味わえないお店の方や地元の方との交流があることも特徴である。 

 

   次に SPBS がもつこだわりや魅力について述べる。 SPBS は店舗とオフィスがつながっており、

ガラス張りの壁の向こう側はオフィスで働く方たちが見え、オフィスの方たちからも書店に来て

いるお客さんが見えるようになっている。ガラス張りにすることで、お客さんや外を歩いている

人の様子も見え、そのような建物造りが奥渋の賑わいを生んでいる。 SPBS は本屋だけではな

く、編集する会社であるため、他にもヒカリエに雑貨を出したりイベントを開いたりなど、人と

物と情報が行き交う場を育むというコンセプトの上でお仕事をされている。文化の交流を図り、

その１つとして本屋がある。 SPBS では常にスタッフの方が一冊一冊セレクトして奥渋に来てい

るお客さんに向けた本を届けている。他の書店などでは見られない珍しい本やスタッフの方のこ

だわりの一冊を読むことができる。こだわりの一冊、奥渋の SPBS という書店に行かないと買う

ことができない本に出会えるというのが SPBS が打ち出す魅力である。 
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   奥渋には多くのこだわりのあるお店が多いと SPBSでのインタビューで分かった。たしかに調査

の際に奥渋の神山商店街を歩いたが、個人経営のお店が多く、チェーン店がほとんどなかった。

チェーン店がほとんどないのは駅から遠いためだそうだ。その代わりに駅から少し離れた奥まっ

たところでこだわった自分オリジナルのお店を開きたいというオーナーさんが多く集まったた

め、奥渋にはこだわったオリジナル溢れるお店が多くある。 SPBS はこのような奥渋でこだわり

のあるお店を記事で紹介している。こだわりつつお店を続けていくために様々な工夫をしている

お店が多いためお客さんが離れていかないというのが奥渋の特徴であり、強み、魅力であるだろ

う。 

   今まで奥渋について SPBSでのインタビュー話を踏まえながら述べてきたが、結局奥渋の魅力と

はなんなのだろうか。なんで奥渋に人が集まってくるのか。そこには、奥渋の人たちの暖かさが

あると考える。奥渋の調査をしていて感じたことは、そこに住む人やそこでお店をやっている

方、そして奥渋に来ているお客さんの暖かさだ。お店に入ると気さくにお店の方もそこに来てい

たお客さんも声をかけてくださり、とても心地よかった。このような壁を作ることなくフレンド

リーに接し、程よい距離感で関係性をお客さんと作っていく。そこに惹かれてまた奥渋に行きた

いと多くの人が思うのだと考える。外を歩く人とお店で休憩しているお客さんが交流でき、それ

がまた街の賑わいになっているのだ。回遊性があり、目的をもって奥渋に来なくても、奥渋に来

るたびにまた新しいお店や場所に出会えたり発見があったりするというのも奥渋ならではの魅力

である。 SPBS に奥渋の魅力について尋ねたところ、“人情とクラフトマンシップの溢れた街”とい

うふうにおっしゃっていた。こだわりつつも仕事に対してプロフェッショナルに取り組み、顧客

を作ってきた奥渋のお店の方たちはお互いをリスペクトし合えるため、それが程よい距離感や程

よい関係性を生んでいるのだ。 
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【商店街と来往者の視点から】 

神山商店街を中心とした「奥渋谷」は、昔ながらのお店がある一方で、最近出店した新しいお店

が混在するエリアである。渋谷駅から少しばかり距離があるのにもかかわらず賑わいのある商店

街が広がっている。インタビューを通して商店街の視点と来訪者の視点から考えた。 

 

〈商店街のお店から〉 

奥渋谷には 60 年、70 年続いているお店がある。魚屋の「魚力」、パン屋の「堀内ベーカリ

ー」、精肉店の「栄屋」といった代々引き継がれているお店にお話を伺った。そもそも「奥渋」

と呼ばれ、新しいお店が増えたりこれほどの賑わいが生まれたりしたのはここ 5 年ほど前で、そ

れまでは平日の昼間に会社勤めの人がやってくる程度であった。今では、新しいお店も増えた

が、商店会としてのつながりは残っており、お祭りや季節のイベントを行っている。商店街のお

店だからといって、すべてのお店が商店会に入っているわけではなく、中心となっているのは昔

から続くお店だという。しかし、「papababble」のように外から入ってきたお店も商店会のメン

バーとしてお祭りでキャンディを配るなどの活動を行っているそうだ。また、昔ながらのお店

は、米、酒屋、肉、パンなどをここ数年間の間に出店したお店に卸しているという。お店同士の

間には商店会に限らず、一見見えないつながりがあった。 

 

〈来訪者から〉 

コーヒーショップでお茶をされていた方にお話を伺うと、このエリアは 15 年ほど前から通って

いるが、当時は渋谷駅へ移動するための道として活用していたのに対して、今ではお店をはしご

してすごす場所だという。一方で、魚力さんで買うために家からタクシーに乗って時々来るとい

う方に出会った。また、今は奥渋谷で働かれている方々の中でももともとは「堀内ベーカリー」

の常連だった方やコーヒーショップに通われていた方もいた。これらは、奥渋谷にはわざわざ足

を運ぶこと以上に価値のある「そこにしかない」お店が集まっていることの表れのように感じ

た。それ以外にも、商店街のお店の方々同士の行き来があったり、お店の方とお客さんの会話姿

も度々見受けられたりした。 

 

このような魅力が生まれる理由を合同会社 SPBS とのインタビューを踏まえて考えると、「多面

的な程よい距離感」にあるといえる。「多面的な程よい距離感」とは、都会にあるが中心から少

し離れているという立地的距離感とそれによってもたらされる人間関係の距離感である。地方の

ように商店街内で生活に必要なモノやコトを済ませるとなると、どうしても商店会内の関係やお

店とお客さんの距離が良くも悪くも濃くなってしまう。一方で、渋谷の中心のように都内であり

すぎると個人店が出店するのは難しく、チェーン店だと他者との関係がほぼない状態が見受けら

れる。それが渋谷という都心にありながら、渋谷の中心から少し距離があることで、昔ながらの

個人経営のお店が継続しやすいだけでなく、新しいお店も参入しやすく、程よい人間関係が生ま

れている。そのため、奥渋谷にはこだわりを持った個人店が多く集まっており、駅から離れてい

てもわざわざ訪れる人がいる街となっていると考えられた。 
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インタビュー内容 

〈昔からのお店〉 

○魚力 

-魚屋としては明治 38年から大森で、昭和初期に現在青山学院がある場所に移転、昭和 22年から

奥渋谷で営業 

-奥渋谷と呼ばれるようになったきっかけは、最初商店街のホームページを無料で作成する会社が

来て、このエリアを表現する言葉として、日光が観光地、奥日光が生活感あふれる場を表現する

ように、奥渋谷でいいんじゃないかという軽いノリで話していたことが、いつの間にか「奥渋

谷」と呼ばれるようになり、3 年ほど前から奥渋の黄色いフラグが下げられるようになった 

-3，4 年前に奥渋谷と呼ばれるようになったころから店も増え始めた 

-昔と比べて一番変わったのが人の数。特に前は休日に訪れる人の数が変わり、今は土曜の夜や日

曜日もびっくりするほど人が増えた 

-魚力さんは、渋谷は喧噪の街だけど、ここに来ると落ち着いた大人をターゲットにした街になる 

-外国人に奥渋に来た目的を聞くと、本を見てきてたり、「渋谷に行くならここに行くといいよ」

と言う人が多い 

-銀行がない、狭い範囲に大使館がいくつも集まっている 

-家賃が下がらない、交通の便がいい 

 

○堀内ベーカリー 

-60 年ほどやっている 

-前は NHK 関係の人が多く来ていたイメージだが、今では週末の夜でも来る 

-人やお店以前に比べてが増えた 

-奥渋谷の魅力は、幅広い年代の人が行き来していて、お店同士のつながりが深い 

-昔ながらのお店を中心にお祭りやお花見会、忘年会を行っている 

-米屋や酒屋など昔ながらのお店は一見お客さんが少ないように見えて、この辺にある今風のお店

に卸している。堀内ベーカリーはザリガニ（喫茶店）に卸している。- 

この辺りはビルのオーナーが地元の人で、新規のお店に店舗を貸している場合が多いので、新し

いお店も参入しやすいのではないか 

-堀内ベーカリーは自分の建物でやっており、オーナーは昔から住んでいる 

-昼は勤めている人が多いが、外国人も多く見かける（オーストラリア人が多い） 

-あんぱんを買っていく外国人が多い外国人も日本の生活圏を見たいのではないか 

-（今日いたお母さんは）青学に 15 年勤務した後に堀内ベーカリーに来て 3 年ほど働いている。

青学に勤めていた時には毎日のように奥渋を自転車で抜けていた。当時は、夜に堀内ベーカリー

に寄って、オーナーと談笑することが多かった。 

 

○深町遠藤文具・深町珈琲 

-50 年前からお店はやっている 

-文房具は 15 年前から（兄）、珈琲は 2 年前から（弟） 
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-兄：店が変わったり、人通りは増えたりしたけど、全体的に変わった気がしない 

-弟：昔ながらの店がなくなって、変わった 

-店舗住宅だから子供のころから住んでいる 

-商店会としては 7 月にお祭りをやっている 

-渋谷の雑多な感じがないので、住みやすい 

-奥渋谷は神山商店街が言い出したらしい 

-渋谷から代々木公園の方に抜けていく人が増えている 

-建て替えて店を貸していたり、他に住んでいたりする人もいる 

 

〈新しいお店〉 

○CAMEL BACK 

-4 年前（2014 年）から。奥渋谷として盛り上がるちょっと前 

-静かでお店もこじんまりしているけど、イケてる 

-住宅街で職場もあるから、そこからの常連客が多い 

-外国人客が多い 韓国人→SNS 欧米人→口コミを見てきているのではないか 

 

○Papabubble 

-7 年前に 2 号店として出店し、3，4 年前にリニューアル 

-出店したころは奥渋谷として流行る前 

-商店会に入っており、お祭りでキャンディを提供していたりする 

-（20 代ぐらいのお姉さんが）子供のころは何もなかった 

-本屋（SPBS）ができたころから奥渋谷として栄えるようになった 

-今はお店ができて、歩行のための道ではなく散歩道になった 

-（2 年前から働いているお姉さんは）もともと新しく入ってきたコーヒーショップに通ってい

た。そのころは、ちょうど奥渋がはやり始めたころぐらい 

-堀内ベーカリーや魚力に食べに行く 

 

 

〈訪れる人〉 

○A さん 

-15 年ほど前から通っている 

-当時は表参道からの移動のために通り抜けていただけ、お店も少なかった 

-今は休みの時間を過ごすために来ている 

-梯子できるのが魅力的（古着屋、コーヒーショップなど） 

 

○B さん 

-代官山の方に住んでいる 

-魚力さんには 3 回目ぐらいで、美味しいから魚力に買いに来るためだけにわざわざタクシーに乗

って奥渋に来ている。 
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【奥渋谷に並ぶお店と建物】 

奥渋谷には個人店が集まっている。既存の建物を利用し、内装や外装の一部を変えて営んでいる

店が多く見られた。駅から離れているという立地、既存の建物を利用している、という 2 点は資

本力の問題が理由であるそうだ。しかし、これらによって奥渋谷の魅力が育てられたのではない

かと思った。程よく渋谷駅から離れていることで、世間がイメージするセンター街のような人混

みの渋谷とは異なり、人通りが少ない。回遊性があ

り、洋服屋、本屋、カフェ、パン屋などが渡り歩け

る距離に存在する。散歩のついでにお店に寄るとい

うこともできる。SPBS には他の本屋には置いてい

ないような本屋雑誌ばかりある。ここに行かないと

手に入らないというような特別感があって気に入っ

た。こだわりの強い個人店が多い、わざわざ足を運

ぶほど魅力があるところが奥渋谷であると考えた。

昔からある建物に現代風な内装のお店が入っている

という造りが新鮮だと思った。昭和 22 年から奥渋

谷にある鮮魚店の魚力、約 4 年前にできたコーヒー

ショップなどと昔からあるお店と新しくできたお店

が混在しているところが奥渋谷の面白さでもあると

思う。おしゃれな雰囲気が漂うお店の土台の部分に

は「定礎 1862 年 9 月吉日」の文字を発見した。古

くからあるものを残しつつ、新しいものを取り入れ

ていくという古いものと新しいものの共存が楽しめ

る場所だと感じた。 
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