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平成２９年度の年間の活動 
 

１．新屋参画屋の維持管理  

平成 20 年 10 月に開設した新屋参画屋（元下駄屋の三角形の建物。1 階に陶器店とハン

ドメイドの店舗、2 階に建築設計事務所）の維持管理を行いました。 

 

２．渡邉幸四郎邸の利用促進のための取り組み 

典型的な秋田町家「渡邉幸四郎邸」をワークショップ形式で改修しています。平成 29 年

度は上下水道設備と板の間の改修を行い、音楽ライブ、トークショー、映画鑑賞会、展示

会、飲食イベントなど本格的な利活用が可能になりました。 

 

３．まちづくりの担い手育成のための取り組み 

１）新屋衆ガイドのうらみちさんぽ 

今年度もふだん紹介されていない裏道を、新屋地域の住民（新屋衆）がガイドをして巡

るまちあるきイベントを実施しました。 

【日時】平成 29 年 4 月 23 日（土） 【参加者数】30 名 

 

２）まちづくり人材育成ワークショップ「未来まちづくるくるくる CAFE」 

新屋の未来を担う「まちづくりプレイヤー」の増加を目的とするワークショップに継続

的に取り組んでいます。平成 29 年度は「やりながら考える」デザイン思考的な方法論を取

り入れ、計 11 回にわたって開催、延べ 200 名以上の参加がありました。 

市民が定期的に集まって地域資源を守っていくことと使っていくことを、どのように行

い、考えるかを学ぶ場をつくることができました。ここから様々なイベントも生まれてい

ます。 

 

４．その他の取り組み 

１）地域の桜活性化プロジェクト 

地域の桜の名所である「あらやさくら公園（新屋大川端帯状近隣公園）」の桜を、新屋参

画屋を中心に地域住民が協力して活性化するプロジェクトです。27 年度に始動したもので、

今年度も１年間で伸びた下枝払いを実施しました。 

【日時】平成 30 年 3 月 3 日（土）  【参加者数】30 名 

 

２）ミニ図書館（Little Free Library） 

新屋駅の待合室に平成 28 年 6 月 17 日にオープンしたミニ図書館の継続的な運営に取り

組みました。平成 29 年度は、冊数の増加に対応して本棚を一つ追加するとともに、寄贈い

ただく本の内容や思い出を紹介していただくイベントを開催しました。 
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受賞を契機に新たに取り組んでいること 
 

１．渡邉幸四郎邸の利用促進のための取り組み 

渡邉幸四郎邸は、表町通りの中心部に位置し、明治 23 年から昭和 38 年まで酒蔵として

利用されていた典型的な秋田町家です。現在は所有者のご厚意で開放されており、新屋参

画屋では、平成 27年度からこの建物の維持管理と改修ワークショップに取り組んでいます。 

平成 29 年度は、上下水道設備の整備と、イベント時にステージとなる板の間の改修を行

いました。音楽でまちを盛り上げようという方々のご厚意で、オーディオ装置、映像装置、

ピアノなどの備品も整えられ、音楽ライブ、トークショー、映画鑑賞会、展示会、手作り

品販売、飲食イベント、懇談会など多様なイベントが開催されています。 

また、この建物の一角で、中古レコードを寄付していただいて、その収益を渡邉幸四郎

邸の改修に役立てる「新屋レコーズ」というユニークな活動も始動。まちづくりワークシ

ョップで生まれたイベントもほとんどがこの建物を利用して行われており、隣接地に整備

された新屋ガラス工房とともに、地域活性化の拠点として機能しつつあります。 

建物の概要などをまとめたリーフレットや巻物も制作し、この貴重な地域資源を多くの

方々に知っていただき、大切にしようという気運の盛り上げに努めました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲改修ワークショップ 

▲渡邉幸四郎邸 
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▲映画鑑賞会（リーフレット） 

▲手作り品販売 

▲トーク＆ライブイベント 

▲新屋レコーズコーナーとガラス工房

▲渡邉幸四郎邸の伝聞（巻物） 

▲美大生による飲食イベント 
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２．まちづくりの担い手育成のための取り組み 

１）新屋衆ガイドのうらみちさんぽ 

平成 29 年 4 月 23（土）、新屋地区の町家などを会場に手作り品市や作品展示などを行う

「もの×まち さんぽ」にあわせて、名所・旧跡はもちろん、新屋住民がガイドとして参加

することで、普段紹介されていない裏道も巡るまちあるきイベントを実施しました。当日

は春うららかな絶好の散歩日和。定員を上回る 35 名の参加があり、歴史案内人の協力によ

り新屋の歴史やまちを深く知る機会を提供することができました。 

秋田公立美術大学の新入生歓迎の意味も込められており、学生と地域住民の交流や、ま

ちづくりへの参加を促すためにも、今後も継続的に実施していきたいイベントです。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

２）未来まちづくるくるくるワークショップ＋CAFÉ 

【ワークショップの開催日および参加者数】 

 

 

 

【ワークショップの内容】 

昨年度のプログラムでは、チーム活動を視野に入れて、チームの夢、目的、目標を設定

するためのベースとなるチームコンセプトなど、ワークショップ内での実際の取り組みに

入る前段階を重視しました。 

その方法論での予測と結果がある程度一致していたことから、今年度は数多くのアクシ

ョンが生み出されることを期待して、「やりながら考える」デザイン思考的な方法論を取

り入れました。また、今年度は 5 回で前後半に分け、少しプログラムを変えて実施しまし

た。 

 

 

 

 

 

 

▲新屋参画屋前 ▲秋田酒造 ▲最後に記念写真 

4 月 15 日（19 名）、5 月 13 日（16 名）、6 月 3 日（14 名）、7 月 1 日（18 名）、 

8 月 19 日（14 名）、9 月 2 日（17 名）、10 月 7 日（19 名）、11 月 11 日（13 名）、 

12 月 2 日（16 名）、1 月 13 日（16 名）、2 月 3 日（40 名） 

計 202 名
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（１）地域資源の探索とアイデアを生み出す方法（４/１５） 

 まちづくりにおいて、フィールドワークに

よる地域資源の発見は欠かすことができない

過程であり、またアイデアの源泉でもあるこ

とから、フィールドワークと後のワークで使

用することを示唆して、会場外に出て歩き、

気になったものをカードに書いて集めるワー

クを行いました。 

集めた情報を掛け合わせたりして自由なア

イデアに変換するワークを実施し、自然や景観など地域にあるものからアイデアを生み

出す方法を学びました。 

 

（２）ポジティブコアの探索（５/１３） 

まちでやってみたいことをみんなに提示し、複数人

から賛同を得ればチームを形成する方法をとって活動

チームを作りました。 

そこで、チームや関係しそうな地域が持つポジティ

ブな力の重心を探るワークを行いました。 

  

 

 

 

（３）チームコンセプトを見出す（６/３） 

自分たちのポジティブコアを土台として、チームの

夢、目的、目標をワークシートを埋めながら、チーム

のコンセプトを見出しました。 

 

 

 

 

 

 

（４）チームコンセプトを体現するような企画立案、実施（７/１～８/１９）   
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チームコンセプトを様々な視点から読み替え、すぐにでも取りかかれそうな企画案を考

え、実施計画を策定しました。 

河辺雄和新屋の三地域をめぐる写真撮影ツアー、「ミシンがあれば」という想いを伝え

る動画作成、「悩みを書く」「悩みに答える」を、お互いが知らない一般市民同士で交換

するノートを駅に置く、公開されている情報「オープンデータ」を用い、公共交通機関で

秋田駅、大森山動物園、新屋表町を周遊するといった四つのプランが次回の 8/19 までに実

施されました。8/19 の回では、それらの活動報告がなされました。 

      

（５）参加者全体で探求するテーマを探る（９/２）＊後半開始 

ワークショップの参加者全員が自身の興味関心を

提供した上で、それらの相互関係を見出しながら、

全員で探求できそうなテーマを探るワークを行いま

しました。 

その結果、どのような活動にも情報発信すること

と、情報の届け先に期待する行動を明確にすること

が重要だと考えられていることが判明しました。 

 

 

（６）アクションプランの策定（１０/７） 

OST を実施し、バスの活用法の実地講座、秋田町

屋での映画上映、小学校の校歌やその時代の思い出

収集、真夜中の散歩、秋田町家内での宝探しの五つ

のプランができ、それぞれがチームとなって活動す

ることとなりました。 

  

 

 

 

（７）アクションプランの追加（１１/１１） 

再度 OST を行い、前回のアクションプランに加え

て、新たなプランが参加者によって追加されました。 

また、前回のアクションプランの変更もなされまし

た。 

結果、今年度の後半では、秋田町屋での映画上映、

小学校の校歌やその時代の思い出収集、真夜中の散

歩、秋田町家での市民投稿写真の展示会、秋田町家

の大掃除、推奨本を紹介しあう会の６プランが立て

られ、1 月 12 日までに実行されました。複数回行わ    

れたプランもあります。 
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 （８）みんなのアクションプラン（１２/２） 

後半の１回目でもトライしたように、参加者全員が

ある一つのテーマを考えることも、また、景観を始め

私有財と公共財が混在するまちづくりにおいて重要な

タスクであることから、チーム別ではなく全員で取り

組むアクションプランを検討しました。 

結果、景観まちづくりでも頻出する保全と活用の問

題を扱ったイベントが計画されることとなりました。 

  

 

（９）アクションプラン報告会（１/１３） 

今年度計画され実施されたすべてのアクショ

ンプランについて、報告会を行いました。本年

度実行されたアクションは以下の 9 種で、現在

もワークショップ参加者以外の市民によって継

続されているアクションもあります。 

 

オープンデータを使って遊ぼう/新屋まちや/写

真館/悩み聞くよノート/ビンボウ学生がミシン

を使うには/河辺雄和新屋アポーペン/新屋ムー         

ビーズ/紅白校歌歌合戦/本の虫/真夜中のおさ

んぽ会   

 

（１０）保全と活用を学び考えるイベントの開催（２/３） 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

景観まちづくりは、保全と活用という異なる二つの方向性の包含するものと考えられま

す。市民にとってはその両極を同時に考えることは容易ではありません。そこで、保全と

活用のイベントを秋田町家を会場に同時に企画することで、保全と活用の両面を考える難

しさと、まちづくりにおける重要性を学ぶ場としました。小学生、高校生、大学生を含む

一般参加者にも、この意図を伝えることによって、自然環境の保全、地域資源の活用を考
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え、アクティビティを生み出し、それらへのアプローチがくらしの景観をかたちづくって

いくことを一緒に考えました。 

 

【まとめ】 

本事業によって、市民が定期的に集まって地域資源を守っていくことと使っていくこと

を、どのように行い、考えるかを学ぶ場をつくることができました。ややもすればマニア

ックで、専門家の集まりになってしまいがちな景観まちづくりを、市民も積極的に関与す

ることができる土台を形成していると捉えています。 

本事業で行ってきた人材育成事業は、保全や保護と活用が混在するまちなみに関わって

いく人材を育てる講座のプロトタイプとして機能しうるものと考えています。 

 

３．その他の取り組み 

１）地域の桜活性化プロジェクト 

さくら公園（新屋大川端帯状近隣公園）および新屋

大川散歩道周辺（新屋駅から秋田公立美術大学に至る

歩道）は、観桜会シーズンには１万人を超える市民で

賑わう桜の名所となっていいます。しかし、 近、樹

勢の衰え、樹形の乱れなどがみられるようになってき

たため、平成 27 年度から、新屋参画屋と秋田市西部市

民サービスセンターが主体となって桜の元気を取り戻

すためのプロジェクトを推進しています。 

平成 29 年度は、地域の方々など 30 名の協力により下枝を払う作業を実施しました。 

今後も定期的にこうした作業を実施し、貴重な地域資源として永く将来に引き継いてい

きたいと考えています。 

 

２）ミニ図書館（「新屋駅の小さな図書館」） 

 平成 28 年 6 月、秋田公立美術大学、JR 秋田支社、

新屋参画屋のコラボにより、新屋駅の待合室にミニ図

書館を設置しました。 

「一冊借りたら、いつか一冊本棚に」という基本ル

ールだけで運用していますが、利用者によって整理さ

れ、冊数も増加し続けています。このため、29 年度は

本棚を一つ追加するとともに、4 月 23 日、新屋駅の待

合室で寄贈いただく本の内容や思い出を紹介していた

だく本の寄贈イベントを開催しました。 

今後も利用者が自ら運用していくスタイルを基本に継続していきたと考えています。 
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調査検討費の使途 
 

 新屋衆ガイドのうらみちさんぽ 

保険料 

 渡邉幸四郎邸の改修ワークショップ（計 2 回） 

材料代、廃材運搬処分費、技術料ほか 

 新屋の歴史および渡邉幸四郎邸伝聞（巻物）制作 

材料費、印刷費ほか 

 未来まちづくるくるくるワークショップ＋カフェ 

フライヤー印刷費、ファシリテーター謝金、ディスプレイ材料代ほか 

 地域の桜活性化プロジェクト 

保険料 

 ミニ図書館 

本棚材料代、ポスターデザイン料ほか 
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近い将来取り組まなければならない課題 
 

１．空き家開放促進に向けた取り組み 

新屋表町通り周辺に点在する空き家、特に町家や、シャッターが閉まったままの店舗

の有効活用が課題となっています。 

平成 28 年度は新屋参画屋の働きかけの結果、旧川口書店が期間限定のカフェを経て、

終的に研究者一家の住居として活用されることになりましたが、今後ともこうした地

道な活動を続ける必要があります。 

 

２．渡邉幸四郎邸の利用促進 

渡邉幸四郎邸については、新屋ガラス工房を関連付けて地域住民や美大生の交流の場、

地域の歴史・文化の情報発信の拠点として活用することが目標です。これまでの取組み

で基本的な利用環境が整えられましたが、当面、電気配線の改修が不可欠となってるほ

か、将来的には、景観上課題のある入り口周りや、傷みの激しい屋根・外壁など本格的

な改修が必要と考えています。 

このため、自主イベントの開催や他団体への貸付などで収益をあげながら、本格的な

改修に向けた機運を盛り上げていく必要があります。将来的には、インターネット上で

寄付を募るクラウドファンディングも視野に入れています。 

 

３．まちづくりの担い手育成のための取り組み 

「新屋衆のうらみちさんぽ」は人気も高く、美大生や他の地域の方々が新屋地区のま

ちづくりに関心を持っていただくために不可欠な取り組みと考えています。また、「未

来まちづくるくるくるワークショップ＋CAFE」は、ここで話し合われた内容が深められ、

実行チームの形成につながったほか、会員増にも結びつきました。 

今後も「まちづくりはひとづくりから」の考え方を基本に、新たなアイディアも加え

ながら、担い手育成のための取り組みを強化・継続していく必要があります。 

 

４．新屋ガラス工房との連携 

平成 29 年 7 月には新屋まちづくり拠点施設がオープンしました。地元要望を受けて整

備されることとなった施設であることから、新屋参画屋としても、その運営に積極的に

関与し、連携しながら地域活性化の拠点として育てていく必要があると考えています。

当面、本格的に活用できる状態になる広場を中心に、新屋ガラス工房と、渡邉幸四郎邸、

旧川口書店を結びつけるイベントの実施を検討しています。 

 

 


