
ワークショップからの提言
内容を都市計画マスタープ
ランの暮らしとまちの将来
像に反映させました。

見た人はきっと元気になる、笑顔になる。

甘くて、熱くて、ちょこっと苦い、みんなのまちのドラマ。

監修＊堤 幸彦　　監督・脚本＊石丸みどり　出演＊高浜市民

上映14:00～

入場無料 

8/24 製作関係者講演16:00～
土

会場：諏訪湖ハイツ コンベンションホール
　　（岡谷市長地権現町4-11-50)

まちづくり講座 2013

市民との協働によるまちづくりに向けた取り組み

まちづくりワークショップ連動企画として、まちを元気にする活動のノウハ
ウを学ぶセミナーをワークショップ参加者も加わって企画開催した。

種探しワークショップと題して、まちを元気にするために私たちは何をした
いのかを考えた。

平成26年度、これまでのワークショップで集まった有志らでチームを作りそ
れぞれの活動が動き出した。

人々にとってふるさと
とは何か、映画制作を
通じて地域共通の財産
をどう作るかを考えた。

統計を用いて岡谷の現状
や将来予測などから岡谷
が進むべき方向を考えた。

歴史資料を用いて岡谷の
まちがどのように作られ
てきたかを振り返り、岡
谷が進むべき方向を考え
た。

藤田氏が携わった柏インフォメーショ
ンセンターの活動などを事例にまちづ
くりに市民がどう関与していくかを考
えた。

地域を題材とした映画づくりに子ども
達を巻き込み、未来につながるまちづ
くりとは何かを考えた。

見た人はきっと元気になる、笑顔になる。

まちづくり連続講座　第２回

藻谷浩介氏講演会

岡谷の地域力と
市民参加の
まちづくり

平成24年9月22日（土）
15：00~17：00　開場14：30 
会場：カノラホール 小ホール

入場
無料

申込･問合せ先
岡谷市役所都市計画課

TEL　0266-23-4811（内線）1331
E-mail　toshikei@city.okaya.lg.jp

主催　岡谷市 後援　長野県都市施設協会

定　員　200名
（事前予約が必要です。下記にお申込み下さい。）

㈱日本総合研究所 主席研究員/ベストセラー「デフレの正体」著者

あの池上彰氏も絶賛した
５０万部大ベストセラー
｢デフレの正体」著者が、
岡谷をはじめとする諏訪
地域の“今”を鋭く分析。
これからのまちづくりへの
ヒントを提示します。

第3回 平成24年10月6日（土）
10：00~12：00　開場9：30 
会場：岡谷市役所９階大会議室

学習会
「岡谷のまちの成り立ちと未来」
岡谷のまちが歴史的にどのように形成されてきたかを振り返り、

岡谷固有のまちの価値とは何かを考えます。

学習指導：市立岡谷蚕糸博物館・岡谷美術考古館（事前予約が必要です。下記にお申込み下さい。）

主催 /岡谷市

長野県地域発元気づくり支援金事業

ほしい未来は、つくろう。

ソーシャルデザイン・セミナー（岡谷市まちづくりワークショップ連動企画）

主催　岡谷市　

2014 年 1月 23 日（木）19:00 ～ 21:00（開場 18：30）

テクノプラザおかや　大研修室（〒394-0028 長野県岡谷市本町 1-1-1　Tel 0266-21-7000）

【第 1回 講師 / 第 2回 モデレーター】
小野裕之氏。greenz.jp 副編集長、NPO法人グリーンズ理事。
84 年岡山県生まれ。中央大学在学中に出会った “Sustainable Living” の考え方とそれ
を教えてくれた恩師に深く感銘を受ける。卒業後はベンチャー企業にて新規事業の開
発や大手企業のWebプロモーションの企画制作を行い、09 年より、あなたの暮らし
と世界を変えるグッドアイデア厳選マガジン「greenz.jp」に参加。11 年、副編集長に。
12 年には greenz.jp の NPO法人化にともない理事就任。編集・企画のほか、事業開発
やパートナー企業とのコラボレーション業務など、ビジネス面を担当。

お問い合わせ　岡谷市都市計画課　Tel 0266-23-4811( 内)1331 E-mail toshikei@city.okaya.lg.jp

ソーシャルデザインって何だろう？

日時

場所

内容

入場無料。参加申込みは下記のお問い合わせ先まで、郵便、電話、E メールいずれかでお願いします。

長野県 地域発元気づくり支援金事業

質問１．未来はもっと素敵だと思いますか？

質問２．自分の手で、未来はもっと素敵にできると思いますか？

□はい

□はい

□いいえ

□いいえ

あなたなら、上の 2つの質問にどう答えますか？　
社会の問題は、楽しく解決できる。毎日の暮らしも世界の問題も、たったひとつの思いつきで「楽しく」変えられる。
月間読者 12 万人、毎日更新されるいま大注目のウェブマガジンを営むグリーンズが、これからのまちづくり、子育て、
環境、ものづくり……「自分ごと」で未来の社会をつくるためのヒントをお話します。

2014 年 2月 18 日（火）19:00 ～ 21:00（開場 18：30）

近くのまちで活動している人たちに
聞いてみよう。

日時

第１回 第２回

内容
グリーンズが取り組んできたソーシャル

デザインを解説します。 《トークゲスト》
・山田崇氏（塩尻市「nanoda」代表 ）　

･菊池大介氏（下諏訪・御田町　オービターデザイン主宰）　

《モデレーター》
小野裕之氏（greenz.jp 副編集長、NPO法人グリーンズ理事）　

〒394-8510 長野県岡谷市幸町 8-1

《講師》

小野裕之氏（greenz.jp 副編集長、NPO法人グリーンズ理事）

2014年3月1 0日 （月）

１９:００～２１:００

会場　テクノプラザおかや　大研修室

講師　清水 義次 氏
㈱アフタヌーンソサエティ　代表取締役

■主催 /岡谷市

■プロフィール

■企画 /岡谷市まちづくりワークショップ

長野県 地域発元気づくり支援金事業

る
す
に
気
元
を
ち
ま
ら
か
家
き
空

しみず・よしつぐ

建築・都市・地域再生プロデューサー

株式会社アフタヌーンソサエティ代表取締役、東洋大学

大学院客員教授、3331 アーツ千代田代表、一般社団法人

公民連携事業機構代表理事。1949 年生まれ。東京大学工

学部都市工学科卒業。

マーケティング・コンサルタント会社を経て、1992 年

株式会社アフタヌーンソサエティ設立。都市生活者の潜

在意識の変化に根ざした建築のプロデュース、プロジェ

クトマネジメント、都市・地域再生プロデュースを行う。

主なプロジェクトは、東京･神田ＲＥＮプロジェクト、セ

ントラルイースト東京、旧千代田区立練成中学校をアー

トセンターに変えた 333１アーツ千代田、旧四谷第五小

学校を民間企業の本社に変えた新宿歌舞伎町喜兵衛プ

ロジェクトなど。

地方でも、北九州市小倉家守プロジェクト、岩手県紫波

町オガールプロジェクトなどで、民間のみならず公共の

遊休不動産を活用しエリア価値を向上させるリノベー

ションまちづくり事業をプロデュースしている。

■お問い合わせ･お申込み　

Ｅメール toshikei@city.okaya.lg.jp

入場無料。

参加申込みは下記のお問い合わせ先まで、

郵便､電話､Ｅメールいずれかでお願いします。

〒394-8510 長野県岡谷市幸町 8-1
岡谷市役所都市計画課

電話　0266-23-4811 (内線 )1331

( 長野県岡谷市本町 1-1-1　Tel 0266-21-7000）

主催：岡谷市　後援：長野県都市施設協会

◆第1部　基調講演『素敵なまちにするために
　　　　　　　　　　　　　私達は何ができるのか？』

講師：倉田 直道氏（諏訪市出身、工学院大学 建築学部 まちづくり学科 主任教授）

◆第2部　パネルディスカッション　
　　　　  テーマ  『岡谷のまちづくりの “これまで” と “これから”』

パネリスト：今井 瑞穂氏（㈲フキドウ専務取締役）、片倉 隆幸氏（建築家、片倉隆幸建築研究室代表）、
　　　　　さとう わきこ氏（絵本作家、小さな絵本美術館主宰）、新村 邦武氏（前西堀区長）　（五十音順）
コーディネーター：倉田 直道氏

しかし、まちなかの賑わいが減り、一方では、懐かしい風景が消え、
岡谷のまちは変貌しつつあります。

市民が生き生きと暮らせる岡谷とは？
そして、市民はまちづくりにどう関わればよいのでしょうか？

皆様とともに考えたいと思います。

しかし、まちなかの賑わいが減り、一方では、懐かしい風景が消え、
岡谷のまちは変貌しつつあります。

市民が生き生きと暮らせる岡谷とは？
そして、市民はまちづくりにどう関わればよいのでしょうか？

皆様とともに考えたいと思います。

わたしたちは

どんなまちを創るのか？

まちづくりシンポジウム

入場
無料

●と　き

平成24年2月12日 13：30～17：00（開場13：00～）　
●ところ
カノラホール  小ホール
（岡谷市文化会館） 長野県岡谷市幸町8-1

●と　き

平成24年2月12日 13：30～17：00（開場13：00～）　
●ところ
カノラホール  小ホール
（岡谷市文化会館） 長野県岡谷市幸町8-1
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岡谷市役所都市計画課計画担当　1 0266-23-4811(内線1331)問合せ

行政が主導するまちづくりでは
なく、市民や事業者らが主体と
なって能動的に活動するまちづ
くりを考えるシンポジウムを開
催した。

倉田直道 ( 工学院大教授 ) の講演
市民パネリスト 4名によるパネ
ルディスカッション

まちづくりワークショッ まちづくりワークショップ2014プ 2013平成 24 年度　まちづくりワークショップ

まちづくり連続講座 まちづくり講座 2014

第１回  「まちの元気をつくるために私たちは何をするか？」

第 2回　まちを元気にするため「どんな活動をしたいか？できるか？」についてアイデアを出す　

第 3回　まちを元気にするアイデアを「どこで」「いつ」「誰が」を掘り下げる

第 4回　複数出されたアイデアを三つ選び「自分ができること」「必要だと思う市民の役割」を考える

「わたしたちは
　　どんなまちを創るのか？」

映画「ふるさとがえり」
上映会 &トークショー

市民まちづくり活動の活性化を目的に、まちづくり活動のヒントとなるような講座を開催。

藻谷浩介氏講演会
「岡谷の地域力と
  市民参加のまちづくり」

映画制作者とのトーク

藤田とし子氏講演会
「まちづくりにワクワク

茶谷 幸治氏講演会
「まち歩きが､まちを変える」

                           しちゃいましょう」

映画「女たちの都～ワッゲンオッゲン｣
上映会＆トークショー

高浜市民ムービー
「タカハマ物語｣上映会＆トークショー

ソーシャルデザイン･セミナー
「ほしい未来は、つくろう。」

空き家等活用セミナー
「空き家からまちを元気にする」

まちづくりシンポジウム

　　フォローアップの集い

協働のまちづくりに向けた取り組み

平成 24 年平成 23 年 平成 25 年 平成26年

第１回　「現在の自分とまちの関わり」について

第 2回　「一生を通じたまちとの関わり」をライフステージごとに考える

第 3回　「どんな暮らしをしたいか」をテーマに「暮らしの将来像」を考える

第 4回　「暮らしたいまちのイメージの共有」をテーマに「現在のまちの課題」を考える

第 5回    まちのために｢   　自分達でできる一工夫｣と｢暮らしたいまちのキャッチフレーズ｣を検討

第 6回　｢提案のとりまとめ」

発表会　「私たちが目指す暮らしとまちのビジョン」　

　　　　Ａ班「WAKUWAKU信州おかや」

　　　　B班「ふたりの理想に近づく･･･ずく出す岡谷」

　　　　C班「みんなでつなぐ　つながる岡谷」　

　

発表会の様子ワークショップの様子

　１．「シルク・ドゥ・シルク チーム」

　　「絹のサーカス｣と題した大道芸で街を楽しみ、将来は賑わいのある街の空間作りなども検討。

　２．「旧庁舎活用 チーム」

　　旧市役所庁舎をどのように活用すべきかを市民目線で検討。子どもまちづくり塾なども検討。

　３.「岡谷〇〇部 チーム」

　　街の楽しみ方を部活という形で｢見える化｣し、その内容を発信。空き家を活用した部室も検討。

　４.「ワイナリー チーム」
　　耕作放棄地でのブドウ栽培からワイン醸造の 6次産業化でユニバーサルデザインのまちづくり。

　５.「景観マップ チーム」

　　景観まち歩きマップの作成を通じて岡谷の魅力を再発見。マップを活用した誘客等も検討。

童画ファッション・ワークショップ　第１回学習会「ここが見どころ、岡谷市旧庁舎」

10年後、20年後に岡谷でどんな暮らしをしていたいのか、望む暮らし
を実現するまちとはどんなまちなのかを考え、「私たちが目指す暮ら
しとまちのビジョン」として提案した。

まちづくりワークショップ

●チーム名と活動方針

●活動の内容

Ａ班 B班 C班

まちづくりシンポジウムの参加者
のうち、まちづくり活動に関心の
ある市民を対象として意見交換を
図り、今後の都市計画事業を進め
ていく上での参考とした。
この集まりを契機としてその後の
まちづくりワークショップが始
まった。

学習会
「岡谷まちの成り立ちと未来」
指導 : 蚕糸博物館･美術考古館

藻谷氏の講演 学習会では糸取り体験も

まちづくりシンポジウム
参加者数 164名

参加者数延べ280名

参加者数 16名

参加者数 延べ133名 参加者数延べ 274名

参加者数延べ 117名 参加者数130名 

参加者数延べ284名 

平成23年度からの累計参加者数延べ1,398名 

女性がまちづくりを先導していく利点や
まちづくりへの市民の巻き込み方などを
考えた。

※第4次岡谷市総合計画後期基本計画策定に向けた「まちづくりフォーラム」でも再発表

・景観まち歩き「長地山の手地区」(景観を考える会と共催)　「景観マップ チーム」
・旧庁舎チーム学集会を４回実施　「旧庁舎活用 チーム」
・動画ファッションワークショップを実施し、おかやフェスタ、寒のうなぎ祭りに
　シルク・ドゥ・シルク参加。「シルク・ドゥ・シルク チーム」

まちあるきの観点から「人」を活かし
「まち」を活かす地域主体のまちづく
りのヒントを学びました。


