
 1 / 15 

 

松山市丸亀商店街中心市街地再生事業 

会派 絆 冨田 薫 

訪問先 香川県高松市丸亀町商店街組合 

訪問日 ２０１６年１１月８日（火） 

説明員 丸亀町商店街振興組合理事長 古川康造 

 

高松の中心市街地活性化事業（本当のまちづくりはここにあった） 

 桑名市の中心市街地は、桑名市の持っているものを活かしきれていない感がある。

駅前から市内中心部は発展の可能性を秘めている。駅西についても官が主導で昭和

40 年代から再開発が行われているが、いっこうにビジョンが見えない、駅東についても

マンション建設が高齢化社会を見据えラッシュを迎えると思われる。活気あるまちづくり、

商店街づくりに何が必要かのヒントを丸亀町商店街振興組合理事長古川氏から伺った。 

 

 この事業が成功した、また成功し続けている理由の本質は、ほとんどが民間主導で

行ってきたことである。行政との関りを極力避けて、民間ならではの自由度を高めた街

づくりが特徴である。説明していただいた 理事長の古川氏によれば行政から資本を出

すことは、行政が口も出すようになる、そうすると結局最終的に残るのはハコモノだけが

残り本来のまちづくりという目標が達成できないという。 

また行政は役割的に総花的な考え方しかできない、それは仕組み的なものであり当た

り前の話である。なぜならば 100％市民の同意を得ることは難しい、中心市街地に税
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金を投入すれば郊外の人からはなぜ中心市街地だけに税金を投入するのか？という

話になりそこに賛成した市長・議員は全員リコールの対象になりうる。行政・政治家にお

いては全体的な視点を持ちまた全体の意見へも耳を傾ける必要があるから役割的に

できない、だから民間主導で動くことでその「総花」という呪縛から解き放たれ自由に発

想し行動できる、そこにまちづくりの本質がある。また行政に任せることにより新しいチャ

レンジができない、行政は常に「前例がないからできない」という理由を述べる、だから

新しいチャレンジが生まれないのだという。先の全国市議長会の静岡市長の話の中で

も同じことが言われていたが同感だ。（全国市議長会の視察報告書参照） 

また最終的に一番重要なのは「どれだけ住んでいる住民が真剣に考えて行動できるか」

が重要であると説明されていた。地方創生をつきつめると最終的には国➡県➡市➡学

区➡自治会・コミュニティという流れになりどの単位での問題なのか？どの地域で問題

なのかを考えて、自分たちで考え行動できるか？ということであると思う。そういう意味

でもこれからのまちづくりは「民間主導」で行うべきであると私も考えている。 

この街のすごさは、商店街の活性化だけではなく時代の変化に合わせマンション、病院

や介護施設、子育て支援施設、食品市場、町営バスなどが民間でバランスよく整備さ

れていったことである。それも全部自分たちで工夫してやっているところが素晴らしい。

ニーズを的確にとらえ、まちづくりが自然に行われていることは民間の知恵だと思う。 

桑名市の駅前をみると民間主導でマンションだけが立ち並んでいる。これは後々新た

なる問題を呼ぶ。人が住めば一時的に税収は増えるが、その後には必ず出ていく出費

もついて回る。幼稚園・小学校が必要になりやがて病院なども不足するといったアンバ
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ランスが必ず生まれてくる。その時必ず市民は行政を頼ってくるに違いない。団地開発

で桑名市はベッドタウン化して一時期はバランスがとれていたがその後バランスが崩れ

てしまうと結局は行政の費用の増大と団地の空洞化につながったその反省は活きてい

るのか？そのことが今の駅前のマンション開発とオーバーラップしてしまう。 

高松の中心市街地では地元の人達が出資してプロ集団を集めて「まちづくり株式会社」

を作り自分たちで運営する仕組みを作ってしまった。９５％が自己資本で５％が市の出

資という全国的に見ても珍しい第三セクターの会社である。行政はたったの５％の関与

である。お金の面で５％であるが当然口出しするのも５％の関りしか持たない。それが

成功の秘訣であるとのこと。 

行政、デベロッパーやコンサルではなく地元の人達が立ち上がり自分たちで考えていく

ことが重要であろう。デベロッパーは建てたら終わり、その後のそこに暮らす人たちの生

活には関与しないからだ。丸亀町の商店街では新しい地方自治が行われている、根性

論、精神論、だけではなく利益配分も考えられていることが重要な視点である。この仕

組みが成功した理由には WIN WIN という関係ではなく ALL WIN という関係になっ

ている。全員が納得し全員が享受できるものがあったのだ。 

土地の収用の問題や賃貸の問題はどこの街でもネックになることが多いが全員が得を

することが理解できたから進んだ、話し合いがまとまらない、住民合意にこぎつけないと

いうのはどこかで一部の人だけが利益を得ることまた一部の人だけが損をするからなの

だろう。この ALL WINの仕組みは素晴らしいものである。個々の権利を主張するより全

体の利益をシェアする方が得であると気づいたところが ALL WIN につながった。その
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仕組みが定期借地権という考えであり、土地の権利と利用権の分離という考え方であ

る。「うばい合えば争い、あけあえばあまる」という相田みつお の言葉が思い出される。 

全体のために自分の土地の利用する権利を手放し、みんなで利用しそこで得た果実

をみんなで再配分することが出来たのだ。このことに人々が気づけば ALL WIN につ

ながるのではないか。 

この ALL WIN の仕組みの中にはもちろん行政も含まれる、それは税収という見返りで

ある。商店街の活性化による消費税、再開発による不動産取得税、土地そのものの

価値があがり固定資産税、事業所が増えることにより法人市民税・事業税など全部合

わせると年間合計で 10億近くの税収増加につながるという。今までの自分の頭の中で

は、公民連携の広告事業やふるさと納税、新たな企業誘致でしか税収を増やすことが

できないと考えていたが、既存の商店街活性化とまちづくりそのもので税収を増やすこ

とができるのだということに気づかされた。またこの税収効果が補助金を使ったことによ

り再配分でき郊外の人にも最終的には還元されていくことも市全体への説得材料にも

つながっていることには驚かされる。 

今回の視察先で起きていることは、商店街活性化とかまちづくりとかそういう次元では

なく、新しい社会の仕組みづくりという意味でも大変有意義であった。資本主義を突き

詰めれば最後は殺し合いがおきる。共産主義であれば狂信的な独裁者を作り上げてし

まう。だから資本主義を土台に地域の住民の合意に基づき土地を共有し、利益をシェ

アするという新しい考え方に基づいた新資本主義社会の仕組みは画期的でかつ活気

的な社会の仕組みではないかと思う。 
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 これからの行政の役割としてはどのようにして、民間からリーダーを探し出すか？また

創り出すか？が公民連携では重要になってくるのではないだろうか。9 月議会では「い

しどり会館」の民営化について触れたが、「いしどり会館」（桑名市が運営）と「ねぶた村」

（民間で運営）の運営は明らかに民間主導で行う方が成功している。「ねぶた村」は熱

いリーダーの元に新しいチャレンジが続いている。また、この高松市のまちづくりにおいて

も「まちづくり会社」を運営するリーダーがいる。リーダーを探し、民間が参入しやすくす

るように手助けすることこそがこれからの行政の役割であり本当の地方創生なのではな

いだろうか。 

ここからは持論になるが、これからの行政のあり方としてもう一つ 

困っている人と困っている人をつなげる「マッチング」の仕組みづくりこそが重要になって

くると考える。「空き家バンク」のような仕組みづくりが必要である。 

例えば、一方では街に花を植えたいと思う人がいる、一方では花を提供したい人がいる、

花を市に提供を申し出れば「預かることはできない」と断られ、また花を街に植えたい人

たちは「財源がないから市からは提供できない」と断られる。需要と供給はあるのにつな

がらない。そこに社会の無駄があるのではないか。 

これから始まるリニア新幹線の工事で出る残土処理で困る人たちがいる。一方では沿

岸部に高台避難所がなくて困っている人たちがいる、またさらには桑名の良いものを発

信する場所がなくて困っている人たちがいる。その問題点をすべて解決するために、沿

岸部にリニアの残土で高台施設（命の山）を作りその山に道の駅を作れば困っている

人たちの問題を同時に解決できる。ALL WIN の仕組みを作ることができる。これから
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の行政の役割は困っている人達を結び付けるマッチングの仕組みづくりが一番重要な

問題になってくるのではないだろうか？そうすることにより無駄のない社会づくりが行わ

れるのではないかと考えている。 

自分の人生を変えた話の中に「かまあげうどん」の話というのがある。その話の中身は 

地獄と天国の違いについて書かれている。地獄も天国も同じようなところであり、どう分

け合い、どのように知恵を出し合うか？これが天国と地獄の違いだと話の中では説か

れている。 

天国にも地獄にも、10ｍほどの大きな釜があり、ぐつぐつとうどんが煮立っている。そこ

の周りにはたくさんの人がいてみんな同じように２ｍほどの長い箸とつけ汁の入ったお椀

をもっている。天国も地獄も同じ環境だが、そこで暮らす人たちの心と考え方が違うとい

う話だ。地獄の人達は出来上がったうどんの権利を主張し「これは俺のものだ」と我先

に箸を突っ込み自分のお椀に入れようとする、しかし箸が２ｍもあるものだから自分の

お椀に入らず、うどんはすべて飛び散って、最終的に箸で相手をつつき合い殺し合い

が始まり誰もうどんを食べることが出来なかった。 

天国に住む人たちはどのようにうどんを食べたのか？ 

まずは、２ｍの長い箸で届くところの人達のお椀にだし汁をつけて食べさせてあげ、また

食べさせてももらった人たちは、今度は食べさせてくれた人たちに同じように食べさせて

あげた。結果、大きな釜のうどんは少しも無駄なく全部天国に住む人たちの口に入った、

天国と地獄の違いはこれだけである。 

要は権利を主張する世の中では暮らしやすいまちづくりはできないということであり、どの
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ようにみんなで無駄なく過ごすかを考える必要がある。 

土地の権利を差し出し、利用権をみんなでシェアしたというこのまちづくりこそ、この原

理原則を満たしているのではないかと思う。 

話を行政とまちづくりに戻すが、今回の話の中でも行政と民間の関り方は「市民参加

型」ではなく「行政参加型」が街の正しいあり方で、市民がやりたいことを行政が支える。

その方が行政コストも下げられるし市民のやりたいこともできるようになり満足度は高ま

る。それがこれからの行政のあり方ではないか。理事が最後に言っていたのは「どこの

町でも同じことは可能である、要はそこに住む人たちが本当に困り自分たちで何とかし

ようと考えればできる」他人任せにしている間は無理である。とい言葉は真実ではない

かと思った。 

最後に説明いただいた理事長の言葉だけ紹介したい。 

少子高齢化社会という有史以来日本人の誰も経験したことのない大地殻変動が足元

で起きている。大きく市場の実態も変わってしまった。「前例がない」では通用しない世

の中であることに気づかなければならない。 

海外のユースホステルでのルールはただ一つだけ『後に続く旅人のために』 

後に続く、子や孫に、我々は何を残してやれるのだろうか』市中心部がかつてのよう

にたくさんの市民が住み、そして賑わいが復帰し、憩い、そして出会う、向こう百年を見

据えたまちづくりを我々はしなければならない。だから地域の人々は、地域に対して責

任を負う本気の覚悟が必要なのである。 

この言葉が一番印象に残った。 
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新しいまちづくりに必要なもの 

●すべてを行政に任せてしまうのではなく、自分たちの待ちを自分たちで自らリスクを

負い自治権をもって運営していこうという、新しい自治組織の形成が必要。 

●業種の再編成、イベント、各団体との連携、住宅整備、安心安全なまちづくりなど、

これからの人口減、高齢化社会に対応するまちづくりを実現させるすべての大前提は、

土地問題の解決であり、土地の所有者と利用を分離することによってはじめて可能で

ある。これがエリアマネジメントが必要。 

●地元主導でしかまちづくりは成功しないと考えこだわることが必要。 

●地域のコミュニティが崩壊していれば開発は不可能、地元に対する熱意と触媒（外

部の知恵）とコミュニティの存在こそが再開発の必須の条件。 
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視察の説明資料 

❶『まちづくりの問題は土地問題である』再生計画の核心である。 

その土地問題を解決するのが『定期借地権を利用した土地の所有権と利用権の分離』

である。しかし、行政には財産権の侵害という憲法にも抵触する問題であるので民間に

しかできない。だからコミュニティが必要である。 

❷丸亀町の再生計画 

後継者不足、相続で細分化され土地の活用ができない、業種転換できない、時代に

合わないなどの問題があったが、国の制度をうまく使い『廃業支援』を行い、地権者の

負債をいったんゼロにし「まちづくり株式会社」が街ぐるみの土地一括有効活用を提案

し「地権者の新たな収入」「自治体の新たな税収」を計画した。 

❸まちの疲弊 

バブル崩壊、瀬戸大橋の開通、大手資本の流入、県による市街化調整区域の全廃で

街の中心部は空洞化していった。その時の地価の下落は１/11 となった。 

❹なぜ中心部再生なのか？コンパクトシティにする理由。 

郊外に新しい都市を造るには莫大なインフラ整備がかかる都市開発をコンパクトにする

ことで行政コストを下げる必要がある。郊外開発を進めれば進めるだけ財政は悪化して

いく。 

    

行政コストの比較(高松市） 中心部 郊外部

面積比率 5% 95%
固定資産税比率 43% 57%

ひとりあたり行政コスト 875円 5127円
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❺商店街活性化への話し合い 

商店街として中心市街の活性化を阻害しているのは商店街の問題であり諸悪の根源

は郊外大型店にあるのではないという耳の痛い話をまずは認識する必要があった。商

店街が売り上げを失った理由は「消費者が欲しいものが並んでいない。だから商店街

はイベントではなく次の一手として（業種転換・商品開発・廃業）を行うべきという結論に

達した。さらに問題点は中心街の根本的な問題は土地問題であり・居住人口の少なさ

である。ということに気づき発想を変える必要があった。 

○成功例から学ぶ⇒失敗例に学ぶ 

○客を取り戻す⇒居住者を取り戻す 

○官主導⇒前例に拘わらない民主導 

という発想の大転換に話し合いの中で至った。 

❻土地所有と利用を分離した市中心市街地の土地の有効活用の仕組み 

再開発前は、細分化された土地利用、不合理な店舗配置、老朽化した建物、居住人

口の減少という問題があった。それを解決したのが、定期借地権による所有と利用の

分離、まちづくり会社が商業床を一体マネジメント、地権者がリスクを負う変動地代とい

う３つの施策であった。 

❼過去、現在から未来への取り組み 

道路セットバックにより植栽、ベンチ、トイレ、ホールなどの共用スペースを作った 

道路セットバックにより、ドーム・広場を整備し共用スペースを作った 
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道路デザイン、イルミネーションアーケードなどで特色を出した 

街区わけを行いゾーンにコンセプトを持たせ 

（セレクトショップ、フードコート、美と健康、都心生活、都市観光） 

（医療・介護・食品市場・子育て支援施設・ホームセンター・町営まちバス）などまちづく

りに発展させた。 

その高層階に定借の住宅整備（マンション分譲・賃貸）などを行う。（この売却益、賃貸

料でその後の開発費用・運営費用を賄う） 

現在は病院（診療所）介護関係に力を入れている。（いわゆる地域包括） 

今後は駐車場の整備に力を入れる（自動運転技術の発達に備える） 

❽民間主導再開発 

 

 コストは定借で行えば安く開発できる。しかし官では定期借地権という手法は使えな

い。だから民間でやる。 

❾権利者のリスクを押し下げる資金（助成金・補助金）の活用 

都市法・都市再生特別措置法・中心市街地活性化法をもとに 

① 第一種市街地再開発事業②民間都市再生事業③戦略的市街地中小商業等支

援事業④高度化融資（施設集約化事業）⇒中小機構 を利用 

その他、マンション分譲売却益、商業床売却益、駐車場収入などを資金にした 

 

従来型の再開発 建物 70億 丸亀町方式再開発 建物 70億

（土地の購入） 土地 130億 （土地を借りる） 土地 0円200億 70億
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❿開発効果（公費投入の効果） 

固定資産税の増加  建物の固定資産税だけで年間１億２３１２万円増加 

関係税金の増加   年間合計９億９千万円 の増加で補助金利回り６％ 

 

の増収予測 

⓫組織の作り方（目的を具現化する道具）＝高松丸亀町まちづくり(株) 

第三セクター資本金 １億 出資比率 丸亀商店街組合 95％ 高松市 5％ 

地権者⇔定期借地権⇨共同出資会社⇨まちづくり(株)⇦出資 組合・高松市 

 

まちづくり(株)はテナントからの収入がある。それを地権者へ配当再劣後 

として返還することにより利益再配分。 

⓬市民参加型ではなく行政参加型のまちづくりが官民連携 

お役所では総花的な計画しか作ることができない。これは能力の問題ではなく仕組み

の問題である。いくら国策でも集中投資すれば市長は選挙に落ちてしまう。だからまず

民がやる。頑張る市民を役所が支えることが最も合理的なまちづくりである。 

市民がやりたいことに行政がどのように関わるか？がまちづくりでは重要である。 

広場のブリッジ通路空中通路などの規制緩和などを求めた 

セットバックを行い道路へ道を差し出すことにより、新たなデザインのある街へ変わり、

登録免許税 不動産取得税 建物固定資産税

法人税 法人事業税 土地固定資産税

消費税 法人県民税 法人市民税

地方消費税 法人事業所税

2億2000万国 県 市
6億900万

1億6千万
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必要な公共スペース（トイレ・休憩所・ベンチ）が整備可能になったが、道交法や建築

基準法などの問題を行政がどのように解決してくれるのかが重要。 

真の民間主導は民が立ち上がらなければ役所は支援できない、やる気の問題ではなく

本気かどうかが一番重要でありコミュニティの上に成り立つ。 

⓭合意形成のノウハウは ＡＬＬ ＷＩＮの収支計画をいかに作るか？の 1点 

1、 地権者・・・見事に生き延びた 

2、 銀行・・・・つぶすより再生させた方が得 

3、 市民・・・・街が賑わいを取り戻し喜ぶ 

4、 自治体・・・明らかに税収は増えた 

5、 国・・・・・制度の効果は明らかになる 

⓮地方再生のストーリー 

① 目標設定②現状認識③早めに次の手を④失敗例から学ぶ⑤関係者全員の

合意形成ＡＬＬ ＷＩＮを目指す⑥一度に全員とは話をしない（100年経っても無

理）⑦プロ集団の組織づくり⑧ 

中心市街地活性化は決して商店街の再生だけであってはならない。 

国の財政破綻・人口減・高齢化社会➡地方分権➡地方の自立➡税収確保➡ 

中心市街地の活性化➡活性化を阻害する土地問題の会解決➡定借による 

土地の所有権と利用権の分離＝エリアマネジメント 

が最も合理的な手法であると結論づけストーリーが描かれた。 
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⓯この商店街のすごさ 

危機を予測し準備を始めていたところがすごい 

再開発の失敗例の研究から始めたことがすごい 

一度にできないので、小規模連鎖型で再開発を行ったことがすごい 

まちづくり会社がやっていることは商店街開発の域を超えている、まさにまちづくりそのも

ので民間が行っていることがすごい。 

地権者の利己主義が通用しないテナントミクスがすごい 

一時的な商店街再生ではなく、持続的なまちづくりを行っているのがすごい 

定借の考えまで行きついて実行したところがすごい 

⓰コンパクトシティの中心部開発と郊外との関係 

人口減がはじまり都市を正しく縮め財政を持たせることは郊外切り捨てなのか？ 

⓱丸亀町まちづくりまとめ 

 街づくりに重要なのは、将来自分たちがどうありたいのか？必要とされるまちの姿を考

え、どのように具現化していくかが重要。その前提には地域に住む人たちのリスクを負う

ことが必要、他人任せでは達成できない。各分野の専門家を集め、支援する役所が

あり初めて地域にとって存在意義のある街を作ることができる。 
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※参考資料 失敗した再開発事業 

●駅前の一等地が衰退する 

●役所が主導で開発する 

●ところが役所にはマネジメント機能はない（商業ビル運営ノウハウ・テナント誘致部隊

もない） 

●コンサルタント・デベロッパーに丸投げする 

●コンサルタント・デベロッパーは企業だ。企業は企業の利益を追求する。むしろするべ

きだ。 

●ここでまちづくりとテイストが合わなくなる。 

●彼らの最終目的は、ビルのオープンで、決してまちづくりではない。 

●まず、土地を地上げする 

●そこに大きなビルを建てる 

●キーテナントを見つけてオープンにこぎつける 

●オープンまでこぎつけると、彼らは成功報酬をもらい地域からいなくなる 

●まず、キーテナント誘致で行われるのは「土下座外交」特別条件で誘致する 

●ところが、キーテナントも 3～5 年商売を続け、満足できなければある日突然撤収し

てしまう 

●駅前に新しい「空きビル」ができる 

●新たな土下座外交が行われる。次々と公費が投入される 

●住民が騒ぎ出し、市議会が解散・市長のリコールが成立する 


