まちづくり推進型
事例

１０ 村山団地中央商店街
～そうだ、“乗って”商店街へ出かけよう！
送迎自転車がお買い物をサポート～
東京都武蔵村山市にある、住民の高齢化が進
んだ都営団地内の商店街。商店街で買物をした
いという住民のために特注した送迎自転車が走る
姿は商店に活気をもたらし、買い物客でにぎわう商
店街となった。
<地域課題>
団地の高層階に住む高齢者にとって、体力的
な問題で商店街まで出かけることが出来ず、積
極的な外出機会の確保と商店街の再活性化
が課題であった。

代表 比留間 誠一氏

<事業を始めたきっかけ>
宅配のため訪れたお年寄りのお宅で会話をする
中で､送迎自転車があればもっと積極的に外
出してもらえるのではないかと考えた。
送迎自転車が商店街を走る
東京都武蔵村山市にある村山団地は昭和41年、高度
経済成長期に建てられた大規模な都営団地である。団地
内にはエレベーターが未設置の高層棟が目立ち、高齢化し
た住民は外出が億劫となり、買物弱者化。結果として商店
街の来客数が減少してしまうと言う悪循環に陥っていた。そ
んな状況を受け、村山団地中央商店街ではかねてより商
店街有志による食料品等の宅配サービスを行っており、住
民から好評を得ていた。「でもね、やっぱりお客さんはみんな
商店街で買物したいんですよ。」同商店街代表の比留間さ
んはそう語る。宅配事業を通じて、自宅にこもりがちになった
高齢者が商店街にお買い物に出かけてサービスを受け、家
に帰るまでサポートしたいと考えるようになり、無料送迎自転
車構想はスタートした。市や商工会と連携を図りながら、メ
ーカーに送迎自転車の製作を依頼。試作自転車が商店街
に届いたのは平成２１年9月のことであった。
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村山団地中央商店街

送迎自転車（1号車）

送迎自転車（2号車）

おかねづかステーション

送迎自転車2号車（後部）

この送迎自転車の利用方法はシンプルだ。①電話で送迎を
依頼する②送迎自転車に乗って商店街まで移動する③お買
い物が済んだら、“おかねづかステーション”と呼ばれる送迎自転
車の発着場で待っていると自宅まで送り届けてくれるというもの
だ。真っ赤に塗られた自転車は見る人を驚かせ、ほっこりした気
分にさせてくれる。ボランティア・商店主による運転手が運ぶ買
い物客は1日１０～１５人ほどで、運行開始から約４年６ヶ
月で延べ１万人以上送迎してきた。自転車の荷台には沢山
の荷物を載せられるので、商店にとっても売上単価の増加にも
結びついており、商店街の雰囲気はみるみる活気に溢れていっ
た。

送迎自転車２号車をむかえて
利用者が増加するとともに、送迎自転車の修理も増えたた
め、新型自転車の導入を求める声が大きくなってきた。そこで
同商店街は商工会の商業部と工業部会を巻き込み、市内
11社の企業が協力の下、新型送迎自転車の製作プロジェク
トがスタートした。利用者の更なる満足度向上のため、ステップ
の低床化、シルバーカーを乗せられる荷台の設置等、細部に
わたる改良が加えられた新型車両は平成26年10月に完成し
た。このことは多くの自治体の視察、テレビや新聞等メディアで
多数紹介され、ますます同商店街の送迎自転車は世に知ら
れるようになったのだ。本事例集取材当日も、海外のテレビ局
から取材申込みが来るほどで、知名度の高さには驚かされた。

Point
ポイント

住民の外出機会の確保と商
店街の活性化
宅配事業を通じ、「実際に商店
街に出かけたい」という高齢者
のニーズを把握。送迎自転車と
いうユニークな乗り物で高齢者
の買物弱者化の防止と、商店
街の振興に貢献している。また
改良を加えた送迎自転車を導
入することで安定した運行スケ
ジュールの確保や利用者の満
足度向上を追求。

送迎自転車の更なる応用
自宅・商店街間の送迎自転車と
してだけではなく、観光用の自
転車の配備も視野に入れてい
る。送迎自転車を商店街だけの
活躍にとどまらず、地域に観光
客を呼び込むために利活用す
ることを計画。

今後の課題と展望
今後の課題は運転手の確保と維持費の問題だ。有償ボラン
ティアの人数は３名ほどいるが、もっと多くのボランティアが運転
手を担ってくれれば、より安定した送迎自転車の運行につながる。
またメンテナンス費用や人件費等も考慮すると年間のランニング
コストがどうしてもかさむが、多摩地域の金融機関にスポンサーに
なってもらう等、送迎自転車事業の資金的なサポートが期待さ
れる。今後の展望は、観光用途の自転車製作を構想中だ。近
隣の温泉施設を拠点に自転車を配置することで、観光客が武
蔵村山の景色の綺麗な道路を散策できるようなスキームを創り
出したいとのこと。
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１１ 株式会社 まちづくり立川
～funのある街、fanのいる街 立川をファン
であふれる街へ～
大規模商業施設の開業、モノレールの開通、
そして土地区画整理事業。大きく変動を続ける
街「立川」。住む人にとっても、訪れる人にとって
も本当に楽しい街をつくるため、6名の有志の商
業者が立ち上がった。
<地域課題>
住む人・訪れる人にとって更なる魅力ある街づく
りをすすめることで、他地域との人材獲得競争
に勝つ必要があった。
<事業を始めたきっかけ>
多摩の名産品や情報発信、創業意欲の高い
起業家を呼び込める場を整えることで、多摩地
域のエリア価値を高められるのではと考えた。

代表取締役 岩下 光明氏

6名の有志の商業者と事務局
長の藤原氏（右）

魅力ある街・立川
立川市は東京都の多摩地域の中心に位置し、人口約18
万人を擁する、商業施設やオフィスの巨大集積地である。立
川駅近隣の街区は整備されているが、北口を少し離れれば
昭和記念公園や農家、酪農家等の豊かな自然が広がって
いる。そんな立川を含めた多摩中央エリアの価値の向上、
funのある街、fanのいる街を作りたいという思いから、平成
20年に立川南口商店街にまちづくり協議会が設立された。
理想の街作りのためには補助金に依存せず、事業で収益を
上げ、自走できる組織が必要との判断から、駅南口の有志
商業者6名による株式会社まちづくり立川が発足。現在では
様々なプロジェクトが動いている。

野菜直販所「の～かる」

地元農家のとれたて野菜 の～かる

Ｐ２１

同社のまちづくり事業の第一弾として取り組んだのが、現在の
収益の柱の１つ、野菜直売所「の～かる」だ。かつてＪＡの直
売所だった場所で、地域住民が直売所の存続を求め署名運
動をしたこともあり、地元の新鮮野菜を提供するプロジェクトと 多摩ブランド商品、珍しい野菜等
して「の～かる」はスタートした。

シェアオフィスＴＸＴ

「の～かる」では1日に2回、立川を中心とした農家から
直接集荷を行っており、店頭には常に地元の新鮮な野菜
が並んでいる。一般のスーパーでは見かけないような珍しい
野菜や様々な多摩のブランド品が並ぶ。また、農業の六
次産業化のために大手百貨店と連携し、農産物を加工
したオリジナル商品を催事場で販売できるような取組を進
めている。

さらなる街づくりを目指して
立川をさらに「fanであふれる街」にするべく、岩下さんは地
元金融機関の創業支援部門と連携し「シェアオフィスTXT」
を設立。立川に創業意欲の高い人達を呼び込める場を設
ければ、他地域との競争にも勝てると考えたからだ。同オフィ
スでは創業支援セミナー等が定期的に開催されており、起
業家達が人脈や情報ネットワークをもつ交流の場として利
用されている。金融機関と連携する意義としては、ビジネス
アイデアはあるものの創業に至るまでの資金と支援者を必
要とする起業家向けに金融機関が融資をすれば、金融機
関にも新たなビジネスチャンスにつながるからだ。
平成27年度は、新規事業として＊1 クラウドファンディング
「FAAVO東京多摩中央」の運営を開始。創業を検討して
いる人が資金調達をしやすくするスキームを整えた。応募さ
れてくる企画の掘り起こしや、地元金融機関のHP上で
FAAVO東京多摩中央のPRを行うなどして連携を図ってい
きたいとのこと。

シェアオフィス（内部）

Point
ポイント

常に危機感を抱くこと
将来の人口減少や高齢化問題
等について、街全体として危機
感をもって事業に取り組んだ。
野菜直販所における多摩ブラン
ド品や金融機関と連携したシェ
アオフィスの展開をすることで、
多摩地域エリアの価値向上に成
功。

行政や金融機関と連携した
起業家のサポート
市や都等の自治体や地元の金
融機関と連携し、起業家の後方
サポート的な役割を担うことで、
地域支援・創業支援につながる
ような活動を持続的に行ってい
く理念を共有。

＊１ 不特定多数の人が通常インターネット経
由で他の人々や組織に財源の提供や協力など
を行うことを指す。群衆（crowd）と資金調達
（funding）を組み合わせたもの。

今後の取組
魅力ある街づくりを進めるために、これほどまでに様々な取
組を行っているのは、将来の人口減少や高齢化問題につい
て、街全体として危機感をもっているからだ。たとえ創業を志
す1人1人の力や情報発信は弱くても、市や東京都、そして
同社が後方支援することで地域支援、創業支援につながる
ような活動の輪をこれからも広げていきたいとのこと。また、商
店街の空きテナントにも若い世代の入居が増加しており、商
店街の魅力を伝える参加型イベントや情報発信をして団結
力を高めていく工夫をしていきたいそうだ。
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１２ NPO法人 えがおつなげて
～農村の魅力を知らないなんてもったいない！
都市農村間に埋もれたビジネスチャンス～
過疎化や耕作放棄地の拡大により都市部と人
的、経済的に切り離された限界集落。しかし農
村に埋もれる地域資源と都市部のニーズを合致
させ、見事耕作放棄地の再生を実現させること
に成功した。
<地域課題>
全国第２位の規模の耕作放棄地を県内に
抱え、農村と都市部の人的・経済的な交流
が途絶えつつあった。

代表 曽根原 久司氏

<事業を始めたきっかけ>
都市部で年々高まる田舎暮らしやスローライ
フ志向と農村の地域資源をつなぐことが、都
市と農村の共生を可能にすると考えた。
経営コンサルタントの経歴を活かして

Ｐ２３

八ヶ岳や甲斐駒ヶ岳などの山々に囲まれた山梨県北杜
市。NPO法人えがおつなげては、築200年を超える古民
家に事務所を構える。代表の曽根原さんはもともと東京で
経営コンサルタント業を営んでいたが、バブル崩壊当時から
日本の将来的な産業構造の変化や地域間格差の拡大
を懸念していた。そんな中、農村には耕作放棄地や未活
用の森林資源が数多く存在していることを知った。
「そもそも過疎化が進む農村部に価値がないと誰が決め
たのか。」農村で暮らす人にはありふれた日常であっても都
市部で暮らす人達の目には、開墾や田植え、農家の持つ
農林業ノウハウ、ゆったりとした時間が魅力的な地域資源
に映る。つまり、農村の資源と都市部ニーズのマッチングが
図られてこなかったのが、今日における農村の疲弊化を招
いた一因であり、農村の地域資源をビジネスに出来るので
はないかと考えた曽根原さんは旧白州町（現北杜市）
に移住した。東京から日帰り可能であることに加え、全国
2位の耕作放棄地の多さ、日照時間が長く農業に適して
いると分析したからだ。

古民家事務所

耕作放棄地を開墾した棚田

開墾した土地で獲れた酒米から出来た日本酒

出身の長野県では親戚・近隣農家の手伝いをしていた
ことや、自治会の仕事にも積極的に携わるなど地域の役
割を果たしたこともあり、移住後はすぐに農村のコミュニティ
に溶け込むことが出来たという。森林再生の傍ら、近隣の
別荘地向けに間伐材を利用した薪や耕作放棄地を開墾
して収穫した農作物を販売、着実に収入を得られるように
なった。こういった活動の支援者が都市部・農村に増えて
きたタイミングで、 平成13年「NPO法人えがおつなげて」を
発足。地元自治体から 任されたのが高齢化率63％、耕
作放棄率44％の限界集落となっていた増富地区だった。
曽根原さんは「子どもファーム」「手前味噌仕込み会」など
の都市・農村交流イベントを積極的に開催。首都圏の若
者が開墾ボランティアとして延べ1,000人参加し、3年間
で3haの耕作放棄地を再生、中には移住する若者もいた
そうだ。

農村にも経済の循環を求めて
地域経済の循環には更なる収益性が必要と考え、平
成16年に企業ファーム（企業・農村連携の下、農村資
源を有効活用することを目的とした活動）を立ち上げた。
企業にとっては、CSR（企業の社会的な責任）活動や
農業体験といった社員研修の場として農村の地域資源を
活用できるというメリットがある。再生した耕作放棄地で収
穫した農産物や企業と連携して日本酒や建築資材等を
開発し、都市部で販売するなど、都市農村間の人的・経
済的な交流が活発になってきている。

農業技術とマネジメントスキルの両輪を
農業技術だけでなく、マネジメントスキルも備えた人材が
今の日本には少ないそうだ。そこで曽根原さんは農村資
源の知識取得、事業の企画、提案力を備えた人材を育
てるため「えがおの学校」を平成20年に設立。また、教鞭
をとる山梨県立農業大学では、10年で500人もの学生
に対し農業経済を講義し、内300人が新規就農した。こ
のように農業技術だけではなく、マネジメントスキルの両輪
を備えた人材を育成するプラットフォームを構築。今後ます
ます都市農村間の人的・経済的交流の進展を期待した
い。

間伐材等を利用した建築資材

Point
ポイント

入念な事前調査と積極的な
都市農村交流イベント開催
コンサルタントのノウハウを活か
し、豊富な農村資源の把握や東
京からのアクセスの良さ等ビジ
ネスに適した土地を入念にリサ
ーチ。加えて若者の関心を引く
都市農村交流イベントを積極的
に開催し、耕作放棄地の再生に
寄与。

安定した収益基盤の確保
農産品の販売に加えて、企業フ
ァームの農地管理料、農業体験
等企業研修受託料、商品開発
のコンサルティング報酬等を主
な収入源とする。コーディネータ
として都市農村間のニーズをマ
ッチングすることで、持続的な収
益の確保に成功。
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