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　　　②まちなみの特徴を逆手にとって、 まちおこし
　　　　　　愛知県半田市亀崎町の取り組み

亀崎まちおこしの会理事・運営委員長
　　　　石川　正喜さん

　昭和24年生まれです。 15歳で東京に出て町工場で 13年
間働いていました。 昭和 52 年亀崎に帰ってきた時、 両親と
お昼ご飯を食べていたら、 せみ時雨が鳴いたんです。 この瞬間
僕はなんて良い所に住んでいたんだろうと再認識しました。
　64 歳になった時に町おこしの会ができまして、 働くのをやめ
てこの活動したほうが尊いなと勝手に思いずっとやっています。
　2013 年に呉服屋さんから店を
譲り受け、 「街かどサロンかめとも」
の改造に２千万かかりました。
　有志で中を片付け、 軽トラで 31
杯、 無償で運びました。 その時の
ごみ処理代は行政の力を借りました
があとは全く借りません。
　濱崎さんのお話にもあったすごく
いい意見、 よそ様は当てにしない。
自分たちでやる。 そうすると自分た
ちの思い通りにできるんですね。 ちょっとしんどいかもしれないけど。
　僕は運営委員長ですが、 ただの留守番です。 朝の 9 時
半頃から夜の 8 時頃までずっとひとりで 6 年間やってきました。
　はじめは人は来ません。 半年過ぎたころからぽつぽつ来始
め、 10 人越えた時は非常に嬉しかったです。
　ある時、 若い人が 2階の 15 畳で習字塾をやりたいと始め
たらすごく生徒が集まって、 また別の方が絵を教え始めたら、
またたくさんの子供たちが集まってくる。 そうすると 30 代のお父
さんお母さんが常に出入りする。 町は確実に変わりました。
　空き家になる寸前の家に行って、 いきなり貸してと頼んで
も貸してはくれません。 「家の中をこちらできれいにします」 と
いうと相手の顔色がサッと変わります。 8 割 OK に。
　10 軒片付けました。 片付けていると昔の華やかだったころ
の思い出がよみがえって、 持ち主のおばあちゃん達が 「あの
頃は…この頃は…」 とどんどん活気づいてきます。
　三軒長屋も大家さんに 4回くらい頼み込んで 「長屋という
言い方もなくなるから、 今残さないとだめですよ！」 というと
「わかりました。 タダで貸しましょう！」 「 ・ ・ ・ ・ 」

※かめとも：蔵ギャラリーを併設した観光案内所でもあり、
お休み処。土日には喫茶や、パン・スイーツ・地元野菜など
を販売するマルシェも開催されています。ふだんは各種教室
や会合・展示会・食事会などで幅広く利用されている多目的
スペース。
NPO法人亀崎まちおこしの会によって、子どもからお年寄り
まで元気に活動できる拠点、空家・空店舗再生事業など街おこ
しの活動拠点、また地域とともに育つことを目的に運営されて
います。

　1万円くらい払いましたけどね。
　古いお家を 1 万円で借ります。 そこ
に３軒のお店が入る。 3 軒に 5 万円
で貸し、 差し引いた 4万円を貯蓄し
ながら、 次の空き家に回します。
　この時の基金 3650 万円は、 国か
らおりました。 僕たちは、 それまでに
町おこしのために地域の有志で一軒一軒回って空き家調査を
し、 分布図を作っていました。 タイミングよく助成金募集があ
り、 応募してみたわけです。
　ほとんどの家が片付けが出来ないから空き家になるんで、
片づけを手伝うというと半分ぐらい動きます。 きれいになると
いろんな発想も湧きます。 とにかくやってみることが大事。
ですが僕らも手当たり次第やったわけじゃなく 「どうしたらいい
んでしょうね？」 とぼちぼち始めたらこうなり
ました。 今は若い人がきてくれるし、 近く
の大学の先生や生徒が 「亀崎は面白い
町だから使わせて」 とどんどん学生が増え
て、 今 2軒目のシェアハウスを持ってます。
　1 回何かアクション起こすと必ずいいことが
起きます。 やらないと起きないですね。
　最初0だったかめともの来場人数が、 今は
年間 1万６千人くらい。 お祭り含めて来ます。
　亀崎は文化度が結構高い。 江戸時代は
ここから江戸まで船で 2日で行けた。 酢や三
州瓦を江戸に運んでいて江戸の文化が入ってきた。 明治 35
年には当時珍しかった幼稚園ができて、 うちの親父が通ったと
自慢してました。
　若い人は、 先があるし頭が柔らかいから僕たちが学ぶこと
がいっぱい。 こういったアイデアは半分くらい学生が出してくれ
た。 頭の中だけで考えたことでも結構楽しいものもあった。
あとはお年寄りが今までの経験値でサポートすればいい。
　TV や新聞で面白いことを見つけると若い子と共有します。
「どう思う？」 「これいいね！」 「なんかやってみようか」
何でもやるんだ！という気風を蔓延させると若い人が動く。
そういうことをどんどんやっていたら、 町が活気づいて来ました。
　町おこしは人おこしだと思います。

　

　
　

街かどサロンかめとも街かどサロンかめとも

　　　　　　「空き家になったら、 どうするの？」 空き家率は過去最高を更新中。 本当に３軒に１軒が空き家になれば、
　　　　　町は体を成さなくなっているでしょう。 空き家の放置が増え、 新しい住民が入ってこない町はどうなってしまうの？
　　　　足掛け三年目の本年度は、 過去二年で培った人と人とのつながりと、 これまでの取り組みの成果物（人脈やアイ
デア）を生かして、 企画運営しました。 空き家の問題を 「未然に防ぐ」 ためのネットワーク構築に重点を置き、 自治会関係
の方々、 地域マネージャーの皆さんには、 私たち一般社団法人ネクストステップ研究会（中間支援団体）の存在を知ってい
ただく機会となりました。 法律家（司法書士 ・行政書士等）の皆さんには、 空き家対策 ・ まちづくりのステークホルダーとして、
士業ができるコミュニティ支援の将来の可能性を探っていただきました。
　私たち中間支援団体がすべきことは、 場づくり ・ 人づくり ・ つなぎ役、 これからも住み続けられる地域であるために、 互い
が持つ力や知恵を出し合うための橋渡しです。 今回の取り組みが、 今後実際に市内各地の具体的な動きにつながることを期
待しています。

一般社団法人ネクストステップ研究会 福島　典子さん

大正期以前から建つ木造長屋が

改修工事を経て「3軒長屋」として本日オープンいたしました！

それぞれ行き来のなかった生活のための場所が

ひとつながりの大空間を内包した

まちに対して開かれた場所となりました。

古民家がそば屋に

まちおこしは若い人を巻き込まないといかんなと思いました。
子どもたちを 10 年面倒見たらきっとまちづくりにかかわってくれ
る。

ここで商売するといいのに、 駐車場ないね。 空き家を 3軒つ
ぶしたらできるじゃない。 など

ハンモックカフェ

若者のチャレンジスペース
　　　　　　　　

「三軒長屋」

学生たちの力を入れたら町が変わってきます。

坂とせこ（せまいと
いう意味で 1.2ｍほ
どの狭い路地)を地
域の魅力に

坂とせこ（せまいと
いう意味で 1.2ｍほ
どの狭い路地)を地
域の魅力に

市内の手法例共有・法律家が支援できること第２部

①連合自治会と連携した空き家の実態調査　
　
　　

　空き家問題を検討するにはまず実態把握をしなくてはなりま
せん。 どうしたらよいか連合自治会長に相談し依頼しました。
　空き家の実態調査の手法としまして
　　①空き家調査用紙作成（空き家レベルが重要）
　　②ひと月ほどの時間的猶予設定
　調査の依頼書を連合自治会の会長さんのお名前で塩浜地
区の各自治会長 21 名にお配りしました。

大橋  智代子さん

四日市には広報を各戸配布をする連絡員、 民生委員

　塩浜地区は海に面し、 第一コンビナートや川を抱えていて
防災に力を注がなくてはならない地区です。

　単位自治会ごとに所有する独自の地図に落とし込んでいた
だくとありがたいが今回は軒数だけお願いしました。
　調査していただいた自治会長さんたちの反応は
・ 300 世帯ほどの町内を調べることができてよかった
・ こんなに空き家があるのだと驚いた
　やってみて思ったことは、 市でも調査するそうですが、 個人
情報の関係で情報が伝わってこない。 でも地域でなら、 すぐ
にでもできる。 連合自治会と地元の人間ならつながり力があ
るので、 より正確な情報を地図に落とし込んでいけるんじゃな
いか。 こういった調査を毎年やっていけたらと思っています。

塩浜地区市民センター　地域マネージャー

後半（6月号）に続きます

　子どもからお年寄りまで
世代を繋ぐ地域拠点を目指して

海があり、 山があり、 四日市はすばらしい町です。
四日市しかない文化が残っているはず、 それを穿り
出して、 若い人と共に空き家を生かしてください。

私は児童館や自治会などいろんな役をやっ
ていて、 みんな町おこしにつなげていきます。

町が変わって
いくのを見る
のは楽しい

蔵ギャラリーを併設した観光案内所でもあり、
お休み処。 土日には喫茶や、 パン ・ スイー
ツ ・ 地元野菜などを販売するマルシェも開催
されています。 ふだんは各種教室や会合 ・
展示会 ・食事会などで幅広く利用されてい
る多目的スペース。


