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１ 本考察の目的と手法
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１．本考察の前提

• 日本においては、治水、治山、造成による土木、建物の不燃化、耐震等の建築、そして交通
に代表されるインフラ等の工学的アプローチによる街デザインは、高度に進展してきている。

• さらに、土地の用途、建物の容量等に関する規制、不動産に関する私権と土地収用等の公
的強制力に代表される法学的手法も、社会ニーズの変化の中で実績を積んできている。

• それでもなお、街の利用者である住民、来街者にとっての‶魅力的な″街づくりという観点に
おいては、未だ課題が多い。

• 今後、日本の人口が減少していく中で、各街の衰退が加速していくと思われる。その中で、街
が魅力を向上させ、住む街、あるいは訪れたい街として選ばれ、社会・経済活動を活性化して
いくことが、重要となる。

• 地方創生が叫ばれる中、各街が、従前のミニ東京化から脱し、各地域の個性と魅力に基づい
た街づくりを進めることで、多様化する街へのニーズに応える選択肢を提供することは、日本国
民における幸福追求においても重要になる。
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２．本考察の目的

• 長年にわたりフィールドワークを実施してきた街であり、民間事業者による「住みたい街ランキン
グ」においても上位の常連となっている武蔵野市吉祥寺を、住民にとり魅力度が高い街として、
また観光庁による「観光立国ショーケース」に選定された長崎市中心部を、来街者（観光
客）にとり魅力度が高い街として、それぞれを分析対象とする。

• 住民、来街者にとっての魅力という主観的価値に注目し、人間科学的アプローチを試みる。

• 具体的には、Kevin Lynchが『都市のイメージ』（1960）にて主張した街の認知（視覚的
明瞭性）と、Jane Jacobsが『アメリカ大都市の死と生』（1961）にて主張したコミュニケー

ションの場としての街、という２つの観点を中心に、両市の街としてのポイントを抽出し、他市に
おける地域活性化においても応用可能なアプローチにつき考察する。
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３．街の認知（視覚的明瞭性）に関する構成要素

• アメリカのKevin Lynchは、人間の認知という主観に基づく帰納的アプローチにより街を考察し
た。

• そして、『都市のイメージ』（1960）によれば、街の認知は、主に５つの要素にて構成される。

– Paths ：道（街道、小道等）

– Edges ：境界（関所、堀等）

– Districts ：ブロック（銀座、大工町等）

– Nodes ：転点（札の辻、枡形等）

– Landmarks ：象徴（天守閣、寺社等）

括弧内は、江戸時代の城下町、宿場町等での該当する場所

• この要素は、街の骨格（スケルトン）をデザインする上で、今なお有効なアプローチと思われる。
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４．街のコミュニティ（ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ）活性化の重要性

• アメリカのJane Jacobsは、開発による街ではなく、人々が安全に暮らしたい、楽しみたいという
欲求を満たすための街を、社会学のアプローチにて考察した。

• 『アメリカ大都市の死と生』（1961）において、コミュニティの活性化こそが、人々の欲求を満た
す街として重要であり、主に以下のポイントを指摘した。

– The needs for diversity（多様性）

– The needs for small blocks（小さな街区）

– The needs for aged buildings（古い建築物と安い賃料）

– The needs for concentration（集中）

– The uses of sidewalks (for safety)（歩道と治安）

– The uses of neighborhood parks（小規模公園）

• 以上のように、コミュニケーションの場としての街を重要視している。

• 本調査においては、コミュニティ活性化の都市基盤要素として、人々が交流するための利便な
域内交通、交流する目的となる文化拠点、地域のマーケティングとブランディングを担う地域商
社、コミュニティの活動コアを抽出し、それに基づき分析を行っている。

• 今後においては、Face to Faceのみがコミュニケーションではなく、ICTやSNSに代表される新

媒体を活用した新しいコミュニケーションにより、新しいコミュニティも検討していく必要があるもの
と思われる。
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２ 吉祥寺の街の魅力
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１．吉祥寺の街の魅力度

SUUMO住みたい街ランキング（関東）

2010年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年

１位 吉祥寺 吉祥寺 吉祥寺 吉祥寺 吉祥寺 恵比寿 吉祥寺 横浜 横浜

２位 横浜 横浜 恵比寿 恵比寿 恵比寿 吉祥寺 恵比寿 恵比寿 恵比寿

３位 自由が丘 自由が丘 横浜 池袋 横浜 横浜 横浜 吉祥寺 吉祥寺

４位 鎌倉 鎌倉 目黒 中目黒 目黒 武蔵小杉 目黒 品川 大宮

５位 二子玉川/新宿 大宮 鎌倉 横浜 武蔵小杉 自由が丘 品川 池袋 新宿

６位 下北沢 自由が丘 自由が丘 品川 目黒 武蔵小杉 武蔵小杉 品川

７位 恵比寿 新宿 新宿 新宿 中目黒 池袋 池袋 新宿 目黒

８位 池袋 二子玉川 品川 品川 表参道 新宿 中目黒 目黒 浦和

９位 下北沢 中野 表参道 武蔵小杉 池袋 東京 東京 大宮 武蔵小杉

１０位 大宮 代官山 中目黒 表参道 新宿/鎌倉 二子玉川 渋谷 浦和 鎌倉

主催：リクルート　実施：マクロミル

手法：インターネットによるアンケート調査　サンプル数：7000

• 武蔵野市の中心市街地を内包する吉祥寺エリアは、住みたい街としての人気（居住者から
の魅力）が高く、民間事業者によるインターネット調査においても、毎回、上位に位置する。

• 他に人気上位の常連となっている関東の街は、恵比寿、横浜等である。

出所：リクルートSUUMO（ｽｰﾓ）HP
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２．武蔵野市の魅力度

• 武蔵野市は、市としての人口限界に近付きつつあるとの認識の下、人口に関しては積極的増
加策を講じてこなかった。

• 結果、人口においては長く13万人台を維持してきた。しかしながら、街の人気も背景に大型集
合住宅等の建設が進み、2013年頃より社会的流入による人口増加が顕著となり、将来推
計においては15万人が確実視され、さらに先には16万人も見えつつある。
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３．吉祥寺の街の外観

• 吉祥寺は、JR中央線、京王井の頭線にて東京、新宿、渋谷と直結し、羽田空港と成田空
港に向けてはバス便が頻発するなど、交通至便の立地を誇る。

• 駅より200m南には、映画、ドラマ等で度々取り上げられる大規模都市計画公園の都立井の
頭恩賜公園を有する緑豊かな街である。
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４．吉祥寺の街のスケルトン（高山プラン）

• 吉祥寺の街のスケルトンは、東京大学工学部都市工学科を創設した地元出身の高山英華
教授による高山プランにある。

• 駅を中心に、東をヨドバシカメラ（旧近鉄百貨店）、西を東急百貨店、南をマルイ、北をコピ
ス（旧伊勢丹）の４つの大型商業施設で囲み、その内側は、小規模小売店を中心とした
歩行による回遊性の高い街区設計となっている。

北のコピス

南のマルイ西の東急百貨店

東のヨドバシカメラ

吉祥寺駅



３ 吉祥寺の街の認知
（視覚的明瞭性）要素

~「都市のイメージ」のアプローチ～
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１．道路

• 高山プランにより、ウォーカブルな街として計画された吉祥寺は、網目状に道路（歩行者空
間）が形成されている。

• ただし、東西に走るJR中央線が南北エリアを遮断しているため、南北間を走る道路がメイン
ロードとなっている。

• 吉祥寺駅のリニューアルにおいて、駅中央部に南北間通路が設けられたことにより、街の回遊と
それにともなう街の認知度が向上している。

駅北のメインロードとなる
「サンロード」

駅を縦貫する「南北自由通路」

駅南のメインロードとなる
「七井橋通り」
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２．境界

• 平地が拡がる吉祥寺周辺においては、街が面的に拡散（スプロール化）し、中心性が失わ
れるリスクが高い。

• 吉祥寺においては、高山プランによる４つの大型商業施設により、中心市街地の境界が明確
になっている。

• 加えて、南に位置する「都立井の頭恩賜公園」が絶対境界となり、近隣商業機能と住宅が
JR中央線に沿い東西に広がる。

南に位置する「井の頭公園」（地図は上が南）
映画、ドラマ、アニメにて度々取り上げられ、
街のイメージの中心となる

駅花見スポットとしても人気の
「井の頭公園」
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３．ブロック

• 「東急裏」は、洒落た服飾・雑貨の小売店が集積している。

• 街の中心に位置する「ハモニカ横丁」は、小規模飲食店等が集積するドヤ街を起源とするエリ
アである。個性豊かな、コミュニティ感あふれる店舗が多く、ファッションの街・吉祥寺に、猥雑さと
いう多様性を追加している。

• 「ヨドバシ裏」は、歓楽街であるが、賃料が安いこともあり、チャレンジショップなど絶えず新しい店
舗が進出してくる、変化を続けるエリアである。

カフェやブランドショップ
も進出する「東急裏」

既存不適格な店舗が多いが、人
気のある「ハモニカ横丁」

変化し続ける「ヨドバシ裏」
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４．転点

• 街の小さな変化のポイントとなる転点（Nods）には、人が立ち止まり、小さなコミュニティが発
生する。

• 試行的に確保していた「駅前広場」は、貴重な公共イベント空間として活用されている。武蔵
野市が保有する「コピス前デッキ」も同様。

• 名物やきとり屋「いせや」や同メンチコロッケ「さとう」、同もなか「小笹」の前の行列では、小規模
かつ流動的コミュニティが発生する。

「駅前広場（上）」
も「コピス前デッ
キ」（下）も、武蔵
野市が保有する貴重
なイベント空間

行列が絶えない井
の頭公園入口の
「いせや（上）」、
ダイヤ街の「さと
う」と「小笹」
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５．象徴

• 象徴には、街の多くのところからの視認性が重要となるが、都市化が進む吉祥寺においては、
視認性に富む建築物、山岳はない。

• 建築物としては、道路の突き当りに出現する「東急百貨店のタワー部分」と、新しく再開発され
た駅ビル「京王キラリナ」が目立つ。

• 街からの視認性は乏しいものの、メディアに取り上げられる頻度の高さゆえに、コミュニケーション
上の認識度の高さという点における象徴は「井の頭公園」となる。

歩行者数が多いサンロードと元町通りの交
差点からの「東急百貨店」

自動車のﾒｲﾝﾛｰﾄﾞとなる吉祥寺大通りの正面に
位置する「京王キラリナ」（中央の建物）



４ 吉祥寺のｺﾐｭﾆﾃｨ活性化
の都市基盤要素

～「アメリカ大都市の死と生」の示唆のアプローチ～
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１．域内交通

• コミュニティ活性化のためには、域内の回遊性と交流性を向上させる必要がある。

• 武蔵野市は、周辺住民、特に交通弱者と呼ばれる高齢者等の中心部へのアクセスの改善を
狙い、コミュニティバス「ムーバス」の運行を全国初に開始した。

• 現在、吉祥寺駅を中核とするエリアにおいては、３路線を、それぞれ15分間隔にて、100円の
均一料金にて運行している。

• このムーバス網を活用し、中心部への進入車両数の減少と慢性的な駐車場不足を解決する
ためのパーク・アンド・ライドも実施している。

普通バスが入れない地域内を巡回し、全ての市民にバス停から
300m以内の交通環境の提供を目指す

出所：武蔵野市HP

コミュニティバス「ムーバス」
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• 文化拠点は、コミュニティ活動の中核をなす施設であり、街に彩を与えるものである。そして、公
共事業として街に変化の切っ掛けを作り出せる行政手法の一つでもある。

• 「武蔵野市公会堂」は老朽化が進んでいるため建替えの検討も必要となっているが、安い賃
料によるステージは、若者によるバンドやコミュニティの発表会、さらには塾の保護者会としての
根強い需要がある。

• 「吉祥寺シアター」は、東エリアへの人の回遊性向上と歌舞伎役者を輩出した劇団等からの文
化継承を狙い、建設された。

• 「吉祥寺図書館」は、用途地域規制を逆手にとり、ヨドバシ裏の北端に新設し、歓楽街の膨
張を防止した全国初のプロジェクトであった。

別エリアに市民文化会館が新
設されるも、独自のポジショ
ンに立つ「公会堂」

歓楽街の東端に新設し、街の東
への拡大をも意図した「吉祥寺
シアター」

特に、若者が勉強に集まる
「吉祥寺図書館」

２．文化拠点
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３．地域商社

• 内閣府まち・ひと・しごと創生本部において、地域と地域産品のブランディングとマーケティングを
実施するために、地域商社機能の充足を支援する国策が展開されている。

• 武蔵野市は、地域産品のブランディング事業として42商品を認定している「むさしのプレミアム」

や市内農産物の販売の他、９つの友好都市からの物産品を販売するアンテナショップ「麦わら
帽子」を営業している。

• しかし、ブランディングに必要な商品群を貫くコンセプトの統一と商品の絞り込みができていなく、
通販などのEコマースに代表されるICTの発達と消費スタイルの変化にも対応できていない。

東急裏にある「麦わら帽子」
店舗内の様子

ブランディングのための工夫に
乏しく、並べているだけの
「むさしのプレミアム」
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• コミュニティの活動のコア（切っ掛け、中心力）になるものが必要である。

• 武蔵野市においては、市内20カ所に設けられ、地域住民による自主運営を基本とする「コミュ
ニティセンター」が、コアとなっている。

• 武蔵野市が「コミュニティセンター」を活動の場として提供し、そこに集まった住民の手で目的別
のコミュニティが形成され、そこから住民発のコミュニティ活動が生み出される、という展開経路に
より、高いコミュニティ意識と地域アイデンティティ（地域への愛着や誇り）が形成されている。

４．活動コア

吉祥寺の中心部に位置する「本町コミュニ
ティセンター」

誰でも、自由に、（空いていれば）予約なし
でも利用でき、２階には、集会室、茶室もあ
る



５ 吉祥寺の特徴的民間・住民事業
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• 武蔵野市の政策により形成された街のスケルトンとコミュニティ強化により下支えされた地域アイ
デンティティにより、、吉祥寺の魅力を向上させる民間事業も誘発されている。

• 吉祥寺に多く居住するクリエイターの一人であり、著名な漫画家北条司氏（代表作『シティハ
ンター』）は、自身の作品等をモチーフにしたカフェと酒場を開業している。

• パティシェも自身の洋菓子店等を開業し、大型商業施設も店舗前広場をコミュニティイベント
等に提供している。

北条司氏による「ゼノン」 人気を博す洋菓子店
西友の前で開催される音楽イ
ベント

１．誘発された民間事業



25

• 「井の頭公園」は、住民によるサークル活動の拠点となっている。

• 地価が高く都市化が進んだ吉祥寺においては、市民からの遺贈による土地の提供を受けての
公園整備、福祉施設建設等も進んでいる。

• 防犯・防災についても住民協力が盛んである。

「井の頭公園」でのサークル
活動

市民からの寄付により実現した
「吉祥寺の杜公園」

市民安全パトロール隊
出所：武蔵野市HP

２．誘発された住民事業



６ 吉祥寺の課題
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• 賃料の高騰により、特にメインロードである「サンロード」、「ダイヤ街」を中心に、個性豊かな個
人事業者が撤退し、ナショナル・チェーン店の出店も目立ち、没個性化が進展している。

全国でも有名であった
「バウスシアター」は、
ゲームセンターに建替
え（左） 「サンロード」、

「ダイヤ街」の
入口にありなが
ら、テナントが
安定しない空店
舗（右）

市民安全パトロール隊
出所：武蔵野市HP

１．個性豊かな事業者の撤退

増加するドラッグストア 増加するコンビニ
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２．地域アイデンティティの希薄化

• 武蔵野市が不定期にて実施する武蔵野市民意識調査にて「武蔵野市に対する愛着を感じ
るか」をアンケート調査している。

• そこからは、地域アイデンティティ（武蔵野市への愛着）の希薄化が確認できる。

手法：郵送によるアンケート調査、サンプル数：3000/3500
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2007年度調査 2010年度調査 2014年度調査 2018年度調査

1.49
1.45

1.24
1.19

武蔵野市に対する愛着に関する市民意識
各ウェイト（％）に、愛着あり２、ややあり１、どちらでもない０、ややなしー１、愛着なしー２のポイントをかけた

ものの総和

出所：武蔵野市民意識調査



３．第六期長期計画策定での議論
• 現在、武蔵野市では、市行政計画の最上位に位置する長期計画の第六期を、市民参加の
もと議論、取りまとめ中である。

• 長期計画は、1971年より作成され続け、武蔵野市長期計画条例にて、「市が実施する政策

は、すべて長期計画にその根拠がなければならない。」と定められる武蔵野市政の根本となる
10年計画であり、本年6月に第六期長期計画案の公表、その後に、最終案の確定、市議会
での議決を経て、2020年度より開始される。

• その議論（私自身も参加、意見を表明、本レポートも提出）の中より、関連する意見を抽
出すれば、以下の通り。

–都市基盤、コミュニティ基盤の整備に、日本でも先進的に取り組み、武蔵野市方式と呼ば
れる高い水準の住民自治を実現させてきたことが、現在の武蔵野市の人気の背景にある。

–一方で、武蔵野市らしさの希薄化、住民の武蔵野市への愛着の低下など、課題も出てき
ている。

–住民主体による地域づくりを継続、発展させていくためには、より積極的にシビックプライド、
シティプロモーション、そして街のブランド化も進展させていくことが重要である。

– また、高度化する住民ニーズに対応することも含め、新産業創造にも取り組んでいく必要が
ある。

– そのためには、従前からの箱ものの整備に留まらず、社会心理やコミュニケーションに注目し
た、人間科学に基づく、新しい形での街づくりにも挑戦していくことが重要である。
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７ 長崎市中心部の街の魅力
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１．長崎市の魅力度

• 長崎市は、国の「日本再興戦略」改定2015に基づき、2016年に観光庁が全国より３都市
を選定した「観光立国ショーケース」の一つである。

• これは、「多様な観光資源のポテンシャルを活かした世界に通用する魅力ある観光地域づくり
により、訪日外国人旅行者を地方へ誘客するモデルケースの確立」を目指すものであり、長崎
市は、日本の観光地のトップランナーの一つである。

 

釧路市
特定非営利活動法人

阿寒観光まちづくり推進機構
長崎市

一般社団法人
長崎国際観光コンベンション協会

金沢市
一般社団法人
金沢市観光協会

観光立国ショーケースの３都市とDMO

注：Destination Management/Marketing Organization
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２．長崎市中心部の魅力度

• 市町村合併により広域化している長崎市であるが、中遠距離域外からの来街者（観光客）
の観光目的地は、そのほとんどが中心部に集中しており、増加傾向にある観光客数（交流人
口）は、長崎市中心部における訪れたい街としての魅力度の表れである。

• 特に、注目するべきは、2010年にNHK大河ドラマ「龍馬伝」により観光客数が一時的に急増
した後、わずか4年後に、その観光客数を上回ったことであり、多くの観光地が一過性のブーム
に沈む中、その後も数字を伸ばしている点は特異である。

5,000,000

5,500,000

6,000,000

6,500,000

7,000,000

7,500,000

2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年

5,559,500

5,585,600

6,108,300

5,944,700

5,952,900

6,078,000

6,306,800

6,693,800

6,723,500

7,077,700

（人）

長崎市観光客数

出所：長崎市HP



33

３．長崎市中心部の街の外観

• 長崎市中心部は、日本の西端の半島という条件不利地域かつ、周囲を山で囲まれた狭小な
平地に人為的に作り出された、特異な街である。

• 江戸時代の鎖国により、「和華蘭文化の融和」という独特な地域資源が存在し、加えて、第
二次世界大戦時の原爆被害を経た平和発信という、特異なポジションに位置している。

• 平地が限定的であるため、
そこに発達した中心部への
再投資が活発であり、同エ
リアに限定すれば、社会・
経済活動が常に盛んという、
特殊性がある。

• また、原爆被害においても、
山で囲まれた地形が功を
奏し、山陰にあった観光資
源は、消滅を免れた。



８ 長崎市中心部の街の認知
（視覚的明瞭性）要素

~「都市のイメージ」のアプローチ～
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１．道路

• 国道324号は、中心部にて「浜町アーケード」となり、５時から10時を除き歩行者専用道路と
なる珍しい国道であり、商業機能の中心となる。

• その他、国道202号（大波止通り）と国道499号（出島海岸通り）にて、中心部の主要観
光スポットを結んでいる。

国道でもある「浜町アーケード」

海沿いを南へ走る「出島海岸通り」

北上する大波止通り
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２．境界

• 長崎港を囲むように、周囲を山（稲佐山、立山、風頭、唐八景、星取山、鍋冠山等）で囲
まれ、明確な境界を有する。

• 稲佐山、風頭、唐八景、鍋冠山等には、展望台を設け、中心部を一望できるようになってお
り、街の認知性を高めている。

• さらには、同展望台からは夜景という新しい地域資源を作り出し、地域アイデンティティを高め
ている。

鍋冠山からの長崎市中心部のパノラマ眺望
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３．ブロック

• 長崎には、江戸時代からの町建ての多くが残り、特徴あるブロックが散在する。

• 寺社が集積する「寺町」、花街であった「丸山」、日本三大中華街の一つである「新地」、明治
以降の洋館建築物とオランダ坂がある「東山手」、「南山手」など、歴史や民族文化に裏打ち
されたエリアも多い。

出所：長崎市「まちなか再生ガイドライン」
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４．転点

• 「浜町アーケード」の中心になる「浜町クロス」は、長崎の地域アイデンティティの中核をなす‶
祭り″時においては、メイン会場の一つとなり、多くの人で賑わう。

• 「浜町アーケード」から港に向けて尾根を抜ける「県庁坂」も、祭り「精霊流し」の際にはメイン
会場と化す。

• 新地に造られた「湊公園」も、祭り「長崎くんち」、「長崎ランタンフェスティバル」の際に、メイン会
場となる。

• 以上のように‶祭り″の際のメイン会場となることで、コミュニティの拠点となっている。

「長崎くんち」時の「浜町ｸﾛｽ」 「精霊流し」時の「県庁坂」 「ﾗﾝﾀﾝﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ」時の「湊公園」
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５．象徴

• 街の多くのところから視認される「稲佐山」が、長崎市中心部のシンボルとなっている。

• その山麓にある三菱重工業長崎造船所にて現役稼働中の「ジャイアント・カンチレバークレー
ン」は、世界文化遺産登録（「明治日本の産業革命遺産」）を受けており、長崎の地域産
業のシンボルになっている。

「稲佐山」と「ｼﾞｬｲｱﾝﾄ･ｶﾝﾁﾚﾊﾞｰｸﾚｰﾝ」 寄港が増えているクルーズ船と「稲佐山」



９ 長崎市中心部のｺﾐｭﾆﾃｨ活性化
の都市基盤要素

～「アメリカ大都市の死と生」の示唆のアプローチ～
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１．域内交通

• 狭隘な平地にて、「長崎電気軌道株式会社」により５系統の路面電車が運行されている。

• 2018年7月には、停留所名称を町名から、主に観光先となっている施設名等に変更し、より
観光客に分かりやすく改善した。

• 主要な観光地が路面電車で結ばれ、かつ低廉な均一料金（130円）となっている運賃、あ

るいは一日乗車券により、極めて利用しやすい域内交通が提供されている。当然に、住民に
とっては、バスと並び日常交通手段として利用されている。

「長崎電気軌道」の路線図域内交通の要となっている「長崎電気軌道」
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• 「大浦天主堂」は、国宝であり、世界文化遺産（「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺
産」）であり、長崎観光の中核の一つである。

• 「グラバー園」は、江戸末期の開国以降、および明治期を中心に建設された洋館建築物を移
築した長崎市の都市計画公園である。プッチーニ作オペラ「蝶々夫人」の舞台である長崎に関
連する展示やイベントの開催など、長崎文化を体感できる施設となっている。

• 「出島和蘭商館跡」は、江戸時代の鎖国において、唯一の貿易港であった出島を復元したも
のであり、当時の貿易を学ぶことができる。

• 以上のように、観光テーマである「和華蘭文化の融和」を経験できる文化拠点が、多く存在す
る。

国宝であり世界遺産でもある
「大浦天主堂」

オペラ「蝶々夫人」に関連する
展示、イベントも開催される
「グラバー園」

復元された「出島和蘭商館跡」

２．文化拠点
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３．地域商社

• 長崎市における地域商社機能を担う組織として、「一般社団法人長崎国際観光コンベンショ
ン協会」がある。

• 同協会は、「グラバー園」と「出島和蘭商館跡」にて地域物産品を販売する店舗を運営してお
り、それぞれにおいて、店舗限定地域物産品（オリジナル商品）も販売している。

• 単なる地域物産品の小売に留まらず、自らブランド化を図った商品開発と販売を行っている。
その一つが、女性用化粧品である「マダム・バタフライ」シリーズである。

「グラバー園」にある直営店 「出島和蘭商館跡」にある直
営店舗内の様子

歌劇「蝶々夫人」をオマージュ
した地域ブランド
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• 長崎市におけるコミュニティの活動のコア（切っ掛け、中心力）は、一年を通じて数多く開催さ
れる‶祭り″である。

• 4月「ハタ（凧）あげ」、「長崎帆船まつり」、７月「長崎みなとまつり」、「長崎ペーロン選手権
大会」、8月「精霊流し」、9月「長崎居留地まつり」、10月「長崎くんち」、2月「長崎ランタン
フェスティバル」が、実施される。

• この祭りの中には、「長崎くんち」のように、各踊り町（コミュニティ）にて数年にわたり準備・練
習し、技術を継承させ、次の代の中核人材を育成していくシステムがあり、この過程で、地域ア
イデンティティが醸成されていく。

４．活動コア

「長崎くんち」は踊り町ごとに、演し
物が変わり、その練習等を通じてコ
ミュニティが強化されていく

「長崎くんち」の演し物は、諏訪神社への
奉納に留まらず、中心部の関係者へのお礼
としての庭先回りでも実施される



１０ 長崎中心部の
特徴的民間・住民・公共事業
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• 長崎県により整備された「松ヶ枝観光埠頭」は、日本で最も多くのクルーズ船が寄港している
港であり、年間約270隻が訪れる。最大級のクルーズ船ともなれば、乗客数は4000人ともなる。

• 市内に存在する２つの世界遺産の一つ「明治日本の産業革命遺産」の構成要素である軍
艦島（端島）への着地型観光商品も開発され、人気を集めている。

• 夜間に、プロジェクション・マッピングされた伊王島の海岸と林を探索する日本初の「ルミナ」事業
も開始され、長崎市中心部にて進められる夜景観光振興ともシナジーが発揮されている。

「松ヶ枝観光船ふ頭」を整備し、
大型クルーズ船が多く寄港

人気を博す「軍艦島ツアー」 カナダ発世界で展開される「ル
ミナ」シリーズの日本第一号

１．誘発された民間事業
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• 山がすぐ後ろに迫り、平地が少ない長崎市中心部においては、大型観光バスによる周遊ツ
アーを実施するのは困難である。そこで、長崎市は、路線バスにて山頂の公園まで観光客を運
び、観光客は山肌に貼りつく住宅地を歩き下りながら観光スポットを巡る「さるく」を展開する。

• これは、観光客が生活エリアに入り込むことを許容する住民の協力なくして実現しない。

• 観光客を食でもてなすため、名物である卓袱料理よりもカジュアルな「ちゃんぽん」、「トルコライ
ス」、「角煮まんじゅう」、「五三焼」などが生まれ、住民の食文化として吸収されている。

観光スポットを回る遊歩コース
を「さるく」として整備、周知、
そしてガイドも実施

新しい名物「トルコライス」
食文化の発掘・開発も、市民
からなされることが多く、多
彩な食の魅力を揃える

２．誘発された住民事業

さるく「龍馬が見上げた長崎の
空」コースに設置された、秀逸
なデザインの「竜馬のぶーつ」
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• 長崎市は、2012年に「夜景サミット2012 in 長崎」を開催し、夜景観光を新しい地域資源に
加える。そして、観光施設事業特別会計を活用し、夜景観賞スポットの整備を実施した。

• 現在、新埋立地への長崎県庁等の公共施設の移転と、九州新幹線の延伸を見越した長崎
駅周辺の再開発が進められている。

• 国際会議場、スポーツスタジアム等の建設も計画されている他、長崎市役所の移転も検討さ
れており、長崎市中心部全体の魅力向上へに向けた、各プロジェクト間でのシナジー実現策
が求められている。

2016年4月に再整備された「鍋
冠山展望台」

「鍋冠山展望台」から見る
夜景

長崎駅近接の新埋立地に移転し
た長崎県庁（左）と県警本部
（右）

３．主導する公共事業



１１ 長崎市中心部の課題
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• 相対的に中心性が守られてきた長崎市中心部ではあるが、他地方都市の中心市街地と同
様に厳しい事業環境にあるのは事実であり、少しずつ空き店舗が目立つようになってきている。

• 観光客からの認知度が高い場所においても、短期的経済合理性に基づく、地域アイデンティ
ティとは無縁のナショナル・チェーン店が進出するなど、長期的視野に立った場合、地域の魅力
低下に結びつくものが散見される。

• 観光客の増加に対する慢心か、受入可能な観光客数の超過であるのか、観光公害も言わ
れ出している。ただし、一部飲食店でのサービス水準の低下は、近時のコミュニケーション技術
の発達により、瞬時の悪評判（バッド・レピュテーション）の拡散、さらに攻撃へと繋がりかねず、
リスクが高まりつつある。

１．個性豊かな事業者の撤退

「浜町アーケード」でも発生
しつつある空き店舗

バス、路面電車等の交通結節
点である「新地バスターミナ
ル」の前に開業した全国
チェーンのドラッグストア

一部外国人観光客の入店拒否
も聞こえる新地の中華街
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２．地域アイデンティティの希薄化

• 観光客からの評価が高まり続ける長崎市中心部であるものの、住民という視線に立てば、人
口減少に歯止めがかからない。

• この背景には、貿易、石炭、そして造船と、地域経済を支え、かつ地域の誇りでもあった産業
の衰退があり、地域アイデンティティという社会的な面と、将来も安心して働ける場が少なくなっ
ているという経済的な面の両面による負の効果があるものと思われる。
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（前年末付人） 長崎市人口推移

出所：長崎市HP



３．現地観光事業者インタビュー

• インタビュー先：株式会社稲佐山観光ホテル
フロント・予約部予約課長 松尾龍実氏

• 日時 ：2019年5月13日 19:30～

• インタビューのポイントは、以下の通り。

–長崎市の基幹産業である造船業の暗い見通しで、長崎市民が自信を失いつつあるように
感じる。流出が止まらない人口についても、この造船業の動向によるところも大きいだろう。

–一方で、他所からこの街に来られる観光客の人気は高まっており、観光客数も増加している。

–他地域の観光事業者と話すと、長崎の魅力の高さを良く指摘されるが、意外と長崎市民
は、この素晴らしさを認識できていない。そして、今の観光客からの人気が、長崎市民に、自
分たちが受け継いできた地域文化の素晴らしさを逆に気づかせる、という効果も出ている。

–長崎の観光の魅力は、自然ではなく、長崎という街が育んできた文化であり、その文化を感
じることができる街だからこそ、観光客からの人気も出ているのだろう。

– しかし、長崎の街中も、全国チェーンの店舗と、インバウンド客が望む免税対応のドラッグスト
アが急増しており、どのように長崎らしい街を維持、成長させていくのかは、観光という観点か
らも地域の大きな課題である。

–観光産業においても、昔ながらの旅行代理店経由での予約獲得や、担当者の勘による室
料設定ではなく、インターネットを通じた予約対応は言うに及ばず、予約状況の解析による
室料の自動設定に向けたAI導入など、ICTへの進展に伴う業務変革は待ったなしである。
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４．現地有識者インタビュー

• インタビュー先：一般社団法人長崎国際コンベンション協会
（長崎市におけるDMO）

DMO推進本部長兼事務局長 外園秀光氏
（元長崎市文化観光部長）

• 日時 ：2019年5月13日 11:30～

• インタビューのポイントは、以下の通り。

–長崎市では、早くから、造船業の先行きの暗さに備えて、観光産業の育成を図ってきた。

–軍艦島の観光施設化も、長崎ランタンフェスティバルも、夜景観光も、長崎市が仕掛けたも
のに、民間事業者が上手く乗ってくれた。

– コミュニティや、民間事業者において、「長崎への愛着」というのは強くあり、それがあるからこそ、
先述のようなプロジェクトが、市から民間に継承され、根付いている。

– この「長崎への愛着」は、歴史的、文化的に、特異な地域資源があるという長崎ならではの
恵まれた環境によるところが大きい。長崎では多くの‶祭り″があり、それぞれの祭りで、伝

統芸能継承のための人材育成システムがあったり、（ペーロンのように）地区ごとの競争が
行われ、それらを通じて、この愛着は育まれている。

– また、「さるく」は、市の観光施策であり、同時に地域アイデンティティの強化も図ったプロジェ
クトで、今の長崎の観光スタイルを確立したものである。

–今後の課題としては、この強い「長崎への愛着」を維持していくこと、EコマースやSNSのよう

な新しい情報環境と人々のニーズに対応したサービスを提供していくこと、交流人口増を通
じた経済的なメリットを地域で獲得し、人口減少に歯止めをかけていくことが重要と考える。 53



１２ まとめ
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• 本考察では、武蔵野市吉祥寺と長崎市中心部の人気の高さについて分析をしてきた。

• 吉祥寺については、主に居住人口を支える住民からの魅力の高さに焦点を当て、その構成要
素、向上のための工夫点を抽出してきた。

• 長崎市中心部については、主に交流人口を支える観光客からの魅力の高さに焦点を当て、そ
の構成要素、向上のための工夫点を抽出してきた。

１．２つの街の魅力のターゲット

ターゲット

吉祥寺 長崎市中心部

住民（居住人口）、近隣からの来街者（買物客） 中遠距離からの来街者（観光客、交流人口）
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• 吉祥寺と長崎市中心部は、それぞれ街の認知、コミュニティ活性化の都市基盤要素がしっかり
と構築されており、高い魅力度と地域アイデンティティの形成の基礎となっている。

• 形成された地域アイデンティティに基づき民間事業、住民事業が誘発されており、それが更なる
街の魅力向上にも繋がっている。

• 逆に、これらの要素をコントロールすることで、認知の向上とコミュニティの活性化を図ることもで
きると考える。

２．２つの街の認知・コミュニティ活性化の要素

街の認知(視覚的明瞭性)の要素

吉祥寺 長崎市中心部

道路 サンロード、駅南北間通路、七井橋通り 国道324号（浜町アーケード）

境界 ４つの大型商業施設、井の頭公園 長崎港と山（稲佐山、風頭、唐八景、鍋冠山等）

ブロック 東急裏、ハモニカ横丁、ヨドバシ裏 寺町、丸山、新地、東・南山手

転点 駅前広場、コピス前ウッドデッキ、有名飲食店 浜町クロス、県庁坂、湊公園

象徴 井の頭公園、東急百貨店、京王キラリナ 稲佐山

コミュニティ活性化の都市基盤要素

吉祥寺 長崎市中心部

域内交通 ムーバス 路面電車

文化拠点 公会堂、吉祥寺シアター、吉祥寺図書館 大浦天主堂、グラバー園、出島和蘭商館跡

地域商社 アンテナショップ「麦わら帽子」 長崎国際観光コンベンション協会

活動コア コミュニティセンター（拠点型） 祭り（江戸時代からの踊り町）（動機型）
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• 東京において住宅地として高い人気を誇る吉祥寺は、今なお人口が増加しているものの、この
人気の高さの副作用として、人気の礎となっている「吉祥寺らしさ（地域アイデンティティ）」の
希薄化が進むという皮肉な現象を生み出しており、現在、この「吉祥寺らしさ」の再強化が求
められている。

• 地理的辺境性と歴史・文化的特異性により、観光地として人気を誇る長崎市中心部は、そ
の「長崎らしさ（地域アイデンティティ）」に基づくビジネスを発展させ、経済的富を獲得し、市
としての人口減少に歯止めをかけていく必要がある。

３．２つの街の課題

今後の課題

吉祥寺 長崎市中心部

人気上昇の副作用としての域外住民の流入、地価の高

騰により、吉祥寺らしさ（地域アイデンティ）の希薄

化

地域基幹産業の衰退の中で、観光産業を軸とした地域

産業の掘り起こしと、都市間での観光客獲得競争での

勝ち残り

従前の高いメディア露出により、市政策で意図しなく

ともグッド・イメージが形成されるも、今後において

は能動的イメージ・コントロールの必要性

長崎駅前を中心とした大型再開発と公共施設の移転・

建替による都市構造の大改革を通じた、地域活性化

コミュニケーション手段の多様化に対応した、高度な

コミュニケーションによる新しい形のコミュニティの

形成と、そこからの社会・経済活動の創出

新しいコミュニケーションにより、地域アイデンティ

ティの維持・強化とそれによる観光魅力の向上、さら

に観光産業のグローバル化にも対応したビジネスの展

開と人口の域外流出の歯止め
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• 住民（居住人口）と観光客（交流人口）と２つの観点から、街の魅力について分析をして
きた。

• 従前の都市工学、法学に基づく街のデザインにとどまらず、認知、コミュニティ活性化といった、
街からのサービスの享受者である、人間の受け止め方にまで踏み込んだデザインが重要である。

• この手法の有効性については、吉祥寺、長崎市中心部に共通して認められ、今後、各地域
の活性化において、適用、応用していくことが可能と思われる。

• 一方で、日本の先端を走る両街においても、その街らしさと住民の愛着といった地域アイデン
ティティの維持・強化が課題となっており、これがなくては、継続的な地域活性化という底力のあ
る取り組みが危うくなる、リスクに直面している。

• 加えて、ICTやSNSなどの情報技術や情報環境の変化により、今後、街で行われる社会・経

済活動のあり方も変化し、同時にコミュニケーションの手法、コミュニティの質や形についても大
変革が進むものと思われる。

• 従って、今後においては、社会心理学等も含めた人間科学に基づく、動機づけ、心理的行動
パターンの予想と管理、それらを誘導する新たなコミュニケーションの確立など、新しいアプローチ
での街デザインの手法を作り上げていくことが重要になっていくと考える。

４．結論
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