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いろんな人をその気にさせる方法とは 

質問： 

 東京の新宿区で地区計画という信じられないことを

されたわけですが、その時に、以前他地域で地区計画iを

手掛けておられた方が、いざ新宿で地区計画をとなる

と、反対を唱えられて、色々と話し合った結果、ご協

力いただいたというお話をお聞きしました。また寺田

さんからは、いろんな人をその気にさせて活動を展開

してきたということでしたが、京都でも色んなまちづ

くりをやっていて、みんな思いは一緒なのですが、な

かなか一緒に動いてくれない、その辺のご経験をお話

しいただけたらと思います。 

神楽坂の地域性と地区計画 

山下： 

 そもそも登録文化財や黒塀プロジェクトに取り組も

うと思ったのは、地区計画を推進してつくったけれど

も、残したい建物は壊れているという苦々しい思いを

して、それをどうクリアするのかということが背景に

ありました。つくることはできても、壊れてしまうも

のを守ることができないという虚しさの経験があった

ということです。そうはいっても神楽坂というのは、

実は商業のまちなのです。そして新しいもの好きです。

伝統的なものも守るのですが、新しいものに飛びつい

て行くという部分もあって、その大きな流れを受けて

いますので、神楽坂というのは変化をするまちである

という大きな側面を持っています。 

 一方でまちを訪れる人たちは「神楽坂は東京に残さ

れた江戸のまちだね」とか、「粋なまちだね」「神楽坂

に来ると歴史を感じるね」と、いろんなことを言われ

ます。でも冷静に考えると 60 年前の空襲で焼けてしま

ったまちでもあります。 

そのギャップは何なのかというところなのです。変

化はするけれども、変わらない部分も持っている、そ

こをどのように考えるのかとなった時に、神楽坂の地

区計画のあり方というのは、そう簡単ではないんです。

開発型の地区計画は新宿のいたるところでありますが、

残念ながら保全型というのはわずかしかなくて、まし

てや商業系での地区計画となると至難の技になります。

でもやってみたら、神楽坂では地元の人たちが賛同し

てくれて、商業の 500％のところで地区計画がどんどん

実現中です。最終的には 10 ヘクタールくらいまでなる

でしょう。 

どんなまちにしたいのかを共有する 

そう言ってもそこにたどり着くまでは、なかなか大

変でした。「神楽坂で地区計画などできっこない」と言

う人がいて、理由を聞くと「神田で地区計画をやった

ことがあるが、最終的にできあがったものを見ると、

自分たちの考えたものは十分に取り入れてもらえず、

うまくいかなかった。同じことが神楽坂でも起こるに

違いないから、俺は反対だ」ということでした。でも、

この人の気持ちをたどっていくと、実は地区計画自体

は賛成なのです。でも実現しないから、まちの中では

反対を唱えているわけです。そこで我々がやっている

“まちづくり塾”で、「反対でも何でもいいから、とに

かくしゃべってください」と彼の関係してきた話を

色々お聞きしました。その話のなかでは「地区計画は

反対だ」と言っているのですが、その後飲みに行きま

して（いつも塾の後は飲みに行きます）、その話になる

と「本当は賛成なんだけど、どうせできっこないし、

できないことを君たちが頑張ったってしょうがないん

だから、今反対しといた方がお前たちのためだ」とい

う言い方だったんです（笑）。結局は彼も地区計画に賛

成していることがわかって、その後は彼の所属してい

る自治会はみんな賛成に回ってくれたという経緯があ

りました。 

寺田： 

 “粋なまちづくり倶楽部”では月に一回、まちの人

 講演後の参加者を囲んでの意見交換 

平成 24年 12月 8日 第２回講座 



第２回講座意見交換概要（平成 24年 12月 8日） 

- 2 - 

が講師になって、自分の半生なり自分の考えを述べて

もらう “神楽坂まちづくり住まいづくり塾”というの

をやっています。そうすると「地区計画反対」なんて

言葉も出てきます。それでも色々と話しているうちに、

みんなまちを愛していますから、「やっぱりやれたらい

いよね」みたいなことを言ってくれます。 

 超高層マンションの建設で、賛成・反対というのは、

どうしても出てきます。で、賛成の人を反対に回れと

いったところで難しいです。ただそうじゃなくて、「こ

のまちをどういうものにするのか」という価値の創造

をやったほうがいい。江戸の情緒を持っているまちで、

ある程度高さを制限して、みんなに来てもらって、路

地も楽しんでもらい、花柳界も楽しんでもらえる情緒

を残すという価値の創造をみんなでやったわけです。

ですから賛成か反対かではなくて、次のステップで将

来を語ることが、気持ちが一つになっていく秘訣なの

ではないかと思っています。 

 

商店街をどう巻き込むのか 

質問： 

 花柳界との連携や商店街との連携というテーマは、

色んなところで課題になっているかと思いますが、神

楽坂での成功事例から何かアドバイスをいただけます

でしょうか。 

価値の転換を促す 

寺田： 

 戦前戦後、花柳界は神楽坂の売りでした。一方商店

街というのは、あまり冴えなかったんです。ですから

花柳界は常に商店街をある意味では下に見ていたんで

す。ところが戦後、昭和 40 年代頃から、花柳界が落ち

目になります。そして昭和 60 年代から平成に入って、

商店街が一生懸命まちづくりに取り組むなかで、気持

ちの変化が起こりました。私たちも「あなたたちの商

店街に人がやってくるのは、裏の花柳界の雰囲気に惹

かれているからだ」と言いつづけているうちに、彼ら

も価値転換してくれて、今は商店街がいかに花柳界を

支援するかということを、一生懸命考え始めました。

この連携だと思うんです。商店街は商店街さえ良かっ

たらいいなんてものでしょうが、神楽坂はそれをやら

なかった。まち全体で考えたんです。だから花柳界も

今は商店街に対して、態度を変えて感謝しています。

お互いに感謝しあいながらまちをつくれば、良いまち

になるのではないでしょうか。 

 価値の転換は、気がついた人間が言わなければいけ

ません。路地も「昔からあるもので、大したものじゃ

ない」と、みんな思っていました。ところがここ 10 年

ですっかり変わりました。路地は文化を蓄積し、コミ

ュニケーションを蓄積している素晴らしい存在で、神

楽坂の花柳界のまちにおいては、なくてはならない情

緒を醸す存在なのです。みんなの意識も「この路地を

大切にしよう」と、価値観を変えてきました。やはり

次の次を読んで提案していくということが、大事なの

ではないでしょうか。 

無理に引っ張り出そうとしても… 

山下： 

 商店街は、どちらかと言うとまちづくりでは最後に

出てくる人たちです。商店街自身の活性化はもちろん

やるわけですが、自分たちに直接関係のない、まち全

体のまちづくりに関わって、それを応援して、自分た

ちの労力と財源を振り分けるとなると消極的で、基本

的にはそんなに出てこないです。まちづくりの、それ

も成功するかどうかわからない話には、様子をずっと

見ていて、軌道に乗りそうだ、儲かる話だとなると乗

り出してくるという傾向がありますので、無理やり引

っ張り出そうなどということは、我々も考えていませ

ん。 

先方のメリットとまちづくりビジョンの調和を図る 

出てきてもらおうとして、我々が言うのは「儲かり

まっせ」という言葉です。「神楽坂のまちを元気にして、

知名度を上げて、色々やっていると、マスコミにも取

り上げられます。皆さん雑誌に広告を出すとなると、

いったいいくらかかりますか。あるいはテレビの 30 分

番組をお金出してつくると、いったい何千万かかりま

すか。まちづくりをやっているから、タダで面白がっ
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て宣伝してくれます。またそれを見ると翌日から人が

わんさか来るというのは、見ていればわかるでしょう」

という話も蔭ではずいぶんしています。 

商店街というのは、商業活動を通じて、まちに関わ

るのが本筋ですし、行政の方々は条例や制度に従って、

社会に寄与し、NPO は NPO の役割に従って活動して

いるわけですけれども、それぞれでやっていると、な

かなか動かないですし、まちづくりには繋がりません。

でも NPO なりが、あるビジョンを提示しつつ、「これ

をやってくれると商店街にもメリットがあるし、まち

づくりとしても景観が良くなるし、まちも活性化しま

す。それが同時に起こるんです」と、その役割を考え

直してもらうということです。 

花柳界も放っておくとクローズドの世界ですので、

まちには出てきません。それを「神楽坂の文化を支え

ているのは、実は花柳界さんではないですか」という

ところから、切り込んでいって、「料亭文化や芸者さん

によるエンターテイメント的な文化を表に出してもら

えば、神楽坂が日本的な文化の発信をずっと続けてい

たことが、いろんな人にわかるでしょう」と説得して

いったわけです。我々は別に彼らが儲かる事を目的に

しているのではなくて、彼らが元気になると、結果的

に昔からの神楽坂の文化を継承し続けることができま

す。それが NPO としての目的なのです。ですから話す

相手に応じて、その団体のメリットや役割は何なのか、

それを無理に変えてまで何かやってくれというお願い

は絶対にしません。あくまで向こうとこちらのビジョ

ンの調和を図りつつ、協力を仰いでいるという次第で

す。 

 

コンセプトメイキングのプロセスの極意とは 

延藤： 

お二人のお話のなかで、市民が主体的にまちを育ん

でいく時に、一番大事なことは、まちの心の原風景で

あるということをおっしゃっていたと思います。 

原風景とは何でしょう。冒頭、寺田さんが「まちに

は歴史がある。伝統がある。神楽坂は和のまち、粋の

まち、路地のまち」ということに託して、心の原風景

を未来に継承する活動を、20 年を超える時間をかけな

がら育んでこられました。もちろん歴史が浅いまちに

も、それぞれにまちの誇りというものがあります。 

加えてのキーワードが「価値づくり」です。それぞ

れのまちの育みにおいて、何を目指すのかというコン

セプトを、まちづくり活動においては、常に心に留め

ておかねばならないというメッセージをいただきまし

た。 

それぞれの班ごとにそれを多様に受け止めていたよ

うに思います。とりわけある班は、「軸がぶれない」と

いう言葉を使いました。これは極めて重要なことです。

まちには色んな価値観や色んな人たちが集まっていて、

無関心層も巻き込んで、ことを運んでいくことが重要

です。その際、たゆまず違和感や対立や葛藤に見舞わ

れることがありますが、どんな異なった意見も受け止

めながら、何を目指しているのかという、軸のぶれな

い、命のように大事にしたいまちづくりのコンセプト

を、どのようにお互いに分かち合っていったのかとい

うプロセスが、私たちが学ぶべき大事なポイントでは

ないかと思います。声高に言うのではなく、心の原風

景を、おのずからみんなの心に染み渡るようにさせて

いったコンセプトメイキングのプロセスの極意をお伝

えいただいければと思います。 

次々と繋がったまちへの思い 

寺田： 

 

 

 

 

 

 

 

神楽坂界隈のなかの商店会、事業組合、町内会、住

民、商店とありますが、それが“まちづくり興隆会”

としてまとまっています。これらがそれぞれバラバラ

で活動しても、まちは盛り上がりません。従って全エ
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リアを含めて、まちを興隆するための組織をつくって

ほしいと我々が提案しました。そこに新宿区も入って

もらい組織をつくりました。このまちは花柳界や商店

会が中心になってきたまちですが、まちが何十年も衰

退していたこともあり、一体となってまちを元気にし

ようという結束力が非常に強い環境下にあったと思い

ます。そういうなかで、“まちづくりの会”が最初は束

ねながら、だんだん専門家集団や NPO が引き継いでき

ているというのが現状です。NPO そのものは、行政や

大学からの応援も頂いていますが、それだけにとどま

らず、ここには書ききれない連携なり動きなりが高ま

っています。 

事業会社を立ち上げたわけ 

一つは NPO のなかに“(株)粋まち”という事業会社

をつくりました。日本の NPO は、利益を求める構造に

はなってなくて、気持ちを一つにすることを目指して

いるところがあるのですが、それだけではもたないと

いうのも事実です。そこで事業会社をつくって取り組

んでいるのは、花柳界の支援策です。花柳界の持って

いる日本の伝統文化を復興させようというところから

始まっています。それ以外には、落語をはじめとする

伝統芸能のイベントを開催したり、グッズを作って販

売したり、最近ではテレビ局と提携して、共同事業も

展開しています。まだできて 5 年程度でこれからとい

うところですが、今後どんどん大きくなりそうな兆し

を感じているところです。 

 なぜ我々が事業会社を立ち上げることになったのか

と申しますと、東京のすさまじいばかりに旺盛な開発

意欲に起因しています。旅館等、残したい建物があっ

ても、オーナーが亡くなり跡継ぎがいないとなると、

あっという間に売られてしまいます。その時に NPO の

気持ちだけでは残すことは無理で、お金を集めてきて

買い取るくらいの迫力がないとダメなのです。そうい

う意味でこの会社は見切り発車で出しましたが、将来

不動産を押さえるとか、エリアを押さえるようなとこ

ろまでもっていけたらいいと思っています。 

 

居場所づくりへ 

 また、福祉の取組についても、今どんどん伸びてい

ます。山下事務局長が手掛けているのですが、“居場所

づくり”を展開しています。たまたま近くに新宿区が

つくった高齢者施設があるので、我々もアドバイザー

で入らせて頂いていることもあり、フリーに使わせて

もらっています。ここに高齢者の方々にお集まり頂い

て、麻雀をやったり、健康づくりをやったり、パソコ

ン教室をやったりしています。今後、この福祉の活動

が、非常に重要な課題になってくると思っています。

我々の NPO はいろんな事をやると言いましたが、最終

的にはこういうことをやらないと NPO の価値はない

と思っています。 

私たちの発信―文化祭とタウン誌と 

 さらにまちを挙げての市民の文化祭を秋につくりま

した。秋に二週間くらい開催するのですが、ここに若

い人たちがそれはたくさん集まってきて、まち全体で

は 100～150 の企画を立ち上げています。ここにも我々

の仲間がほとんど入っています。 

 また“かぐらむら”という冊子もつくっています。“ま

ちの時間割”というタイトルで、さまざまなまちのイ

ベントを載せたり、我々の仲間のいろんな思いを書い

て発信するという活動もおこなっています。 

さらなる連携へ 

 また、新宿区には様々な NPO がありますが、それら

をまとめた新宿区の NPO 協議会の責任者を、山下事務

局長がやっています。こうした窓口をつくることで、

行政との連携もスムーズになり、非常に感謝していた

だいております。“まちづくりの会”から“NPO 粋な

まちづくり倶楽部”へと、都合 20 年になりますが、次々

と様々な展開が生まれ、活動が広がっておりますので、

今までやってきたことは無駄ではなかったと思ってお

ります。 

みんなの思いを集めたコンセプト 

 延藤先生からのご質問の「コンセプトの極意」につ

いてですが、私はまちが楽しくなければつまらないと

思っています。私は神楽坂で住んでいる人間ではない
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です。風と土の例えなら、土が土地の人であれば、私

は風の人です。他所から来て、なんとかしてこのまち

を元気にしたいという気持ちでやっています。何十年

もまちが停滞して、もう一度人が集まってほしい、元

気なまちになってほしいというみんなの思いがありま

した。ですからまちの人に対して、「まちの伝統を重ん

じながら、新しいまちをつくるんだ。そして常にまち

は変わっていく、新しい価値を見つけて、磨いていく

んだ」ということを言い続けてきました。それがみん

なの最初からの思いであって、それが本当になってき

たものですから、みんな喜んでくれていると思います。

コンセプトはやっぱりまちの人が出してくれたんです。 

私たちの教科書 

山下氏 

 実は我々がコンセプトをつくったのではありません。

長い間、商店会あるいは神楽坂を好きな人というのは、

何らかの活動をずっと続けてきました。その折々に、

さまざまな課題を乗り越えようと色んな方々が努力さ

れていたことは、調査をしたり、話を聞けば聞くほど

わかってきました。 

「神楽坂の文化資源は何か」を掘り起こそうと、“こ

こは牛込神楽坂”というタウン誌をずっと自費で出し

ていた立壁さんという女性がいました。そのタウン誌

は立壁さんが亡くなるまで 18 号まで続きました。この

立壁さんとその周りの人たちの活動によって、『今まで

まちの人たちが素朴に語ってはいたものの、特に価値

を見出さなかったもの』に光が当たるようになります。

実はそれが我々の活動の教科書になったのです。 

まちのキーワード集とコンセプトづくり 

 それともう一つ、“神楽坂まちづくりの会”で最初の

頃に取り組んでいた「キーワード集」というのがあり

ます。これはまちの人が一生懸命「自分たちのまちは

なんだろう」と考えたキーワードを集めたものですが、

そこで色んな言葉が出てきました。実は“粋なまち神

楽坂”の“粋”を表に出し始めたのが、このキーワー

ド集です。我々には“まちづくりの会”を補っていか

ねばならないという使命感をもって、NPO を立ち上げ

るという流れがあるわけですが、それと同時に“ここ

は牛込神楽坂”の故・立壁編集長の遺志を継ぐという

思いもあり、まちの中から出始めていた人々の思いを、

NPOとしてもう一度再構築するという作業を始めまし

た。ですから我々が全てについてのコンセプトを提案

しているわけではないですし、まちの中から出始めて

いたメッセージを我々が受け継いでいるということに

なります。 

楽しくないとやってられない 

ただ、まちの力だけではメッセージや意思を表に出

せなかったのも事実です。技術的な面も含め、様々な

人の力を集められなかったために、盛り上がろうとす

るとトーンダウンするということを繰り返していたわ

けです。それを NPO として組織化を図りながら、色々

な人の意見をまとめるということは、むしろやめて、

盛り上がろうとするものを落ちないように、落ちない

ように調整していました。その時の言葉が、寺田理事

長の言った「楽しくないとやってられない」です。 

みんなの心に眠っていたコンセプト 

それから神楽坂の良さを、みんなの心の中に眠って

いたメッセージとして表に出すことで、多くの人たち

で共有化していく場をつくっていったということに尽

きると思います。ですからメッセージはまちの中に眠

っていて、それが大きな意味のコンセプトになるわけ

ですが、それを我々がネットワークの強化であるとか、

繋がりをつくろうとしていたがために、たまたま実っ

てくれたということだと思います。 

テーマを絞らないー小さなことから大きなことまで、

捨てることはしません 

 そんななかで、我々が気を付けていたのは、神楽坂

というまち全部を扱いましょうということです。部分

は扱わない。包括的に総括的にまちを扱うので、細か

いことから大きなことまで様々なものについて扱うと

いうことです。捨てることはしないということです。 

誰かのちょっとしたつぶやき、たとえば「住んでいる

家に、猫が入り込んじゃって、困っているのよ」とい

うおばあさんの声というのは実は重要で、そこで我々
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が考えたのは、「独居というのは実はそういうことにな

っちゃうんだ」ということでした。つまり二階建でも

一人住まいで足が悪くなると、二階には上がれません。

二階のガラスが割れてもそのまま。自分は一階の隅の

方で生活していて、「二階で猫が入ってきて走り回って

いるからなんとかしてよ」というのは、素朴な住民の

声です。神楽坂でも高齢化がかなり深刻で、そういう

ちょっとした声に気づかせてくれるのが、まちの人で、

それを取り上げることが、幸いにもできた。そんなキ

ャッチボールがたまたま積み上がって、今の神楽坂の

応援団が地元の人の中にもできているし、それを支え

る力を周りからももらえているのだと思っています。 

新宿区 NPOネットワーク協議会のこと 

 新宿区の中山区長が、協働ということを盛んに言っ

ていて、それを我々も受け止めて何かしようと“新宿

区 NPO ネットワーク協議会”を 6 年前に立ち上げまし

た。協働ということをまちの中で展開する際、人が集

まってきて、その人たちが何かやりたいとなった時に、

それをその場で少しでも実現するということを繰り返

している方が望ましいわけです。そこに力のある人が

入ってくると、またパワーになるのですが、力のある

人ばかりだと今度は地元の人の声がよくわからなくな

ってしまうので、むしろ底上げしていくには、地元の

人たちの素朴なところの付き合いは、我々がやる方が

よいのではないかと考えました。そこで“神楽坂坂上

サロン”を神楽坂で始めています。同時に新宿区内で

はカフェ活動やサロン活動が 50～60 件くらい、社協さ

んが中心になって広めていますが、その活動も見なが

ら、あり方を考えたり、連携したりといったことも行

っています。同時にそういったことをもっと広げるた

めに、新宿区が協働推進センターを来年の 4 月から立

ち上げますが、その指定管理者を新宿ＮＰＯネットワ

ーク協議会が引き受けて、協働の体制をさらに組んで

いこうとしています。これら全部を足し合わせて“粋

なまちづくり倶楽部”の活動を動かしつつあるという

ところです。 

                                                        
i 地区計画－住民の合意に基づいて、それぞれの地区の特性

にふさわしいまちづくりを誘導するための計画 

 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%BE%E3%81%A1%E3%81%A5%E3%81%8F%E3%82%8A

