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はじめに	 

	 

【トンデモ事業】の罠に嵌らない！	 

「いいまちを守り育てる、シンプルなメソッド」	 

 
この小冊子は、まちの活性化や再生・生き残りに取り組む、地元のリーダー層や現場の職業人の方々に読ん

でもらえれば、と思って作成しました。 
 
なぜなら、これを読めば、「誰かの【思いつき】事業」「的外れな【起爆剤】事業」「流行の【補助金ばらま

き】事業」＝【トンデモ事業】の罠にハマることを避けて、前進するために必要不可欠な「地図」を得るこ

とができるからです。 
 
そして、確実に、まちをよりよい方向へ歩ませる「道しるべ」「羅針盤」を得られます。決して派手でなく、

即効性は感じられない取り組みでも、【トンデモ事業】を避けて、シンプルに集中し、まとまってやれば成

果は得られます。 
 
内容をまとめた２人は、関西を中心に 10 箇所以上の衰退傾向や問題を抱える中心市街地・観光地で、職業
人として 10 年以上も現地現場にドップリ入り込んで仕事をしてきました。地元と地区に寄り添いながら、
額と脳みそに汗をかき、時には自らもリスクのある事業を行なって、例えば年間 100万人以上の集客交流人
口の増加、３年間で 20 店舗以上の新規魅力店舗立地、といった具体的にまちが変化をする成果をあげてき
ました。その多くは、当初市場に評価されておらず、まちづくり系のコンサルタントや専門家がほとんど注

目しなかったエリアです。 
 
他にも素晴しい結果を残した事業・取り組みは、全国に沢山あるでしょう。ただ、私たちはここで記載して

いるシンプルな理論を基に、「10年、ひと仕事」で実践し、偶然ではなく実際に複数の現地現場で成果を上
げていること（再現性があること）に、多少の自信を持っています。 
 
現場で羅針盤となる方々の参考となり、一緒に実践してほしいな、と思っています。 
 
 
ご意見・ご感想・ご指摘等どんなことでも構いません。下記までお気軽にメッセージやコメントを頂ければ

と思っています。	 

	 

	 古田篤司・加藤寛之へのメッセージ：simple@sarto.bz	 

	 Facebook でグループ「いいまちを守り育てる、シンプルなメソッド」を作成しました。	 

	 オープンな意見交換ができればと思っています。	 

	 https://www.facebook.com/groups/1522130738029574/	 
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１．人口減少・社会構造の変化を受け止める	 

	 １）生産年齢人口（＝お金を使う「現役世代」）の大幅な減少	 

 
	 最近、日本の総人口が減少に転じた、ということに関連するニュースが頻繁にあります。 
このことと、まちなかで商売や事業をすることの関係性が言われるようになりました。 
 
しかし、実際のデータから私達が忘れてはならないポイントが３つあることに気づかされます。 
【ポイント１】	 

	 総人口の減少というのは、ここ最近のできごとであるが、 
	 生産年齢人口（＝お金を使う「現役世代」）の減少は、もう 20年前から起こっている。 
【ポイント２】	 

	 小売商業年間販売額は、同じく 20年ほども前から、既に減少に転じている。 
	 （「実測！ニッポンの地域力」藻谷浩介著	 日本経済新聞出版社	 に詳しく記載） 
	 つまり、日本のまちなか商業環境の構造は、もう 20年前から大きく変化し始めていた。 
【ポイント３】	 

	 上記の動きは、これからも止まらないし、むしろ加速していくことが読み取れる。 
	 団塊世代も完全引退し、消費社会に絶対的に大きな「マス」は、なくなっていく。 
 
	 しかし未だに、人口拡大と消費拡大を前提とした時代のフレームである市街地再開発事業や区画整理事業、

集客イベントやキャラクターまちづくりといった施策が、幅を利かせています。 
	  
	 私達は、「拡大型まち再生」手法で V字回復を夢見るのではなく、下降を辿る手法を避け、「まずは止血せ
よ！」と言いたい。つまりこれからは、第一に現状を維持しつつ、地域の魅力を守り・育てる・創り出す取

り組みを進めていく必要があると考えています。 

 
	 ２）商圏という概念の崩壊	 

 
【過去の人口拡大時代において、商圏は「立地」と「距離」に規定されていた。】	 

	 商圏と言われる圏域には、はっきりとした中心が存在し、中心商業地と郊外という関係性が成立していま

した。周辺から中心に人が集まることから、地域商業（商店街）が成立する環境が保たれていたといえます。 
 
【人口減少時代では、「立地」と「距離」で規定される商圏は、消滅しつつある。】	 

	 これまで商圏という圏域内にあった場所において、巨大ショッピングモールやロードサイド商業地が大量

に発生し、またインターネットの普及によってネット通販が拡大しました。その総量のインパクトは、中心

商業地と郊外という関係性が成立しない状況をつくり、魅力を感じない中心市街地（地域商業）と商店街の

成立自体が、非常に困難な時代になっているといえます。 
 
【キーワードは、活性化・再生したいエリアの「リ・ブランディング」である。】	 

	 元気のなくなった地区を再生するには、商店街というストリートやそこに並ぶ店舗だけに焦点をあてるの

ではなく、近隣を含む一定エリアの魅力・価値が「リ・ブランディング＝再評価」されることを目標にし、

地区エリアで仕掛けをつくり、周辺・郊外の外側から交流人口を受け入れつつ、地域商業を再生するまちづ

くりが求められます。 
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第３次商圏

第２次商圏

第１次商圏
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[ 従来型の商店街商圏モデルイメージ ] [ 現在の地域商業モデルイメージ ]
立地・距離の優位性が薄まっている



 
 
２．まちには、「栄枯盛衰」があることを知る	 

	 １）忘れてはいけない！【プロダクト・ライフサイクル】	 

	 

	 一般的に、世に生み出させる製品には、商品価値としての寿命というものがあります。そのプロダクトの

ライフサイクルと同じく、まちにも「栄枯盛衰」があることを知っておく必要があるのです。 
	 下記の図のとおり、製品は導入されてしばらくの間、市場で顧客を獲得できないことが多い（＝導入期）

が、固い顧客を確保した後は大きく伸び始めます（＝成長期）。そして、一旦ピークを迎え、製品としての

価値を少しずつ減らし始め（＝成熟期）、下降線を辿っていきます（＝衰退期）。 
 
	 これを今私達の取り組むまちの状況にあてはめると、状況がよくわかります。多くのまちが一旦ピークを

迎え、現在は長期的な衰退傾向にあるといえるでしょう。つまり、ライフサイクルで考えると、すでに成熟

期を大きく超えて、衰退期に入っていると言えます。 
 
	 実は、ピークの時には激しい競争のなかで得るモノは小さくなっています。そのため、プロダクトの世界

では、成熟期においては将来に向けて新たな機能や役割を導入したり、新たな試行や仕掛けを繰り返して成

長商品にリメイクしたり、新たな商品を生んだりします。本来、単なる日常消費地としての役割がピークを

過ぎた多くのまちなかにおいても、将来を見据えた新たな役割・機能の導入期で、これを意識した仕掛けが

必要になるはずです。（Ａ曲線） 
	 しかし、実際には多くのまちで既に下降期＝衰退期に入っていて、新たに物事を始めるのにこれまでやっ

てきた手法を量的に沢山やっても、何かが変わるわけではありません。新たな導入期では、これまでと違っ

たフレームで、仮説を立てつつ、実行し、検証を繰り返す。つまり、私達のメソッドでは、どんな人がこの

まちに訪れればまちが変わるのか、その人はどんなまちの要素を好きになってくれるのか。そのことによっ

て、新しいまちの役割にシフトし、まちの価値を再評価させることで、まちの元気を取り戻すことを目指す、

ということになります。（Ｂ曲線） 

 
	 ２）まちなかの商業地・観光地の機能と役割を変える	 

	 

	 【プロダクト・ライフサイクル】で見たように、既にピークを過ぎたまちなかの機能や役割を変化させて

いかない限り、今後の維持と新たな上昇は難しいと私達は考えています。そのためには、再生・活性化した

いまちで、新たな機能や役割を見いだす必要があります。 
 
	 過去において、一般的に近隣商業地は最寄り品・日用品を、広域商業地は買い回り品・贅沢品を中心に、

より多くの人々に対して提供する役割を担っていたと言えます。そして、そのニーズに応えることでまちと

しての価値が認められ、元気が保たれていました。 
 
	 現在においては、過去のまちが担っていた商品を取り揃える役割を、大型店やショッピングモール、ロー

ドサイド店舗やネット通販に譲ってしまっている状況です。つまり、これまでまちが担ってきた機能と役割

がなくなりつつある状況であることを強く認識する必要があります。つまり、私達が接しているまちは、既

に「用のないまち」に成り下がっているかもしれないのです。 
 
	 では、将来において、まちにはどんな機能と役割を持たせることが必要なのか。基本的な方向性は、「普

段・日常のなかでも豊かさや楽しみを感じられる場所」としてしか、生き残れないでしょう。そして、具体

的な対象場所・エリアの未来は市場（マーケット）が決めるため、それぞれ少しずつ違った答えを出さねば

なりません。 
	 そのため、「たぶん、こうだろうな」という仮説を立てて、新たな導入期に試行錯誤しながら、少し時間

をかけて実行・検証していく必要があるのです。決して、ネット通販やショッピングモールと同じ土俵・役

割で闘ってはいけません。 
 

新規顧客

経過時間

導入期 成長期 成熟期 衰退期

導入期 成長期 成熟期 衰退期

新しいまちの役割へ
シフトするＡ

Ｂ

商業地の性格

近隣型

広域型

日用品

贅沢品
仮説ネット

大型店

過去 現在 未来



 
 

ファン

「お得意様」客

長期安定、他にも広めてくれるレベル

固い顧客、優良顧客

「リピーター」客
２度目、３度目のお客さま

「たまたま」の飛び込み客

「通りすがり」の人

いわゆる「一見さん」レベル

関心を持たいない、持てない人も多数含む

ス
テ
ッ
プ
が
あ
る

３．まちのファンづくり	 

	 １）活性化事業よりも【人】にフォーカスせよ！	 

 
	 ピークを過ぎたまちを再生していくために私達が考えたシンプルなメソッドでは、取り組みの基本的な戦

略を「まちのファンをつくること」としています。その意味は、事業の企画・アイディアの前に、まずは【人】

にフォーカス＝焦点を合わせることを優先している、ということです。 
 
	 ピークを過ぎたこのまちを、誰が再評価し、好きになってくれるのか。真摯に向き合ってみる。イメージ

が沸いたら、その人の趣味・志向に寄り添った事業の企画・アイディア・組み立て方を考えてみよう。便宜

的に、【その人】は「どこの誰々さん」という具体的な人物の方が、仮説を立てる最初としてはわかりやす

いでしょう。 
 
	 既に実践してきた者として正直に言えば、事業のアイディアなんて何でもいいといえます。目立つ事業や

大規模事業をする必要も全く感じません。最初にこのまちのファンになってくれるのは誰なのか。そのファ

ンの感度に合わせた事業を組み合わせさえしていれば、結果は出ます。少なくとも、「ファンを創る」とい

う軸で、事業を検証していていけばいいと考えます。 
 
	 新しい役割と言っても、まちとあまり関係のない魅力要素を無理やり創り出そうとしたり、仕立てあげた

りするのではなく、既存のまちの魅力コンテンツと組み合わせつつ事業を組み立てることで、素直に「まち

のファン」になってもらえる空気感をつくりだすことが大切です。 
 
	 そして最初に生み出される効果として、まちにある老舗や商品サービス、歴史や文化が再評価され、これ

がきっかけとなって、元気を取り戻すことにつながっていきます。 

 
	 ２）「ファン」とは誰か	 

 
	 私達が考える「ファン」には、３つの特徴があります。 
	 ①他人がどうあれ、好きなモノは好きである。	 

	 ②よいところを、自ら探し出すことができる。	 

	 ③よいところや好きなところを、自分の言葉で語り出して広める。	 

	  
ファンづくり戦略とは、このような人を創り出すこと、そのサイクルを加速させること、を取り組みの基本

方針に据えることを意味しています。 
 
実は、新しくファンになるには、簡単なステップがあります。一段ずつ上がるわけではありませんが、いき

なりファンになるわけではないのです。（希に、一目惚れもありますが･･･） 
そして、まちのファンが一定のボリュームに達すると、一気にまちの再生につながっていくので、ファンに

なりそうなボリューム層が、どのあたりに達しているのか見極めるながら自供企画を組み立てることがコツ

になります。 
 
しかし、ほとんどのまちが行なっている事業を見直すと、この梯子で言えば、「たまたま客」を集める取り

組みに偏っています。「繰り返し訪れる」「他人に広める」というレベルに上げるためには、イベント事業を

やっていればいいわけではないのです。 
 
注目すべきところは、「ファン」は「一番売上をつくってくれる人」ではないところだ。「長く支持してくれ

る」「他人に広めてくれる」という方に価値を置きます。本当によいモノしか、谷は広めてくれません。つ

まり、【priceless】の価値を「ファン」は持っているのです。 
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[ 従来型の計画づくり＝事業を束ねたプラン ] [ シンプルなメソッド＝仮説と戦略のプラン ]



 
 
 
	 ３）「万人受け」事業から「ニッチ」な事業へシフトする	 

 
	 「まちのための事業」という旗をかざした途端、関係者からよく見られたいからでしょうか、出来るだけ

多くの人が対象になる事業をしたくなります。しかし、人口減少時代で評価も高くないまちにおいて、「万

人受け」を狙うものは、結局誰にも伝わりません。 
	 シンプルなメソッドでは、一定のボリュームで「まちのファンを創る」ことを事業の目標にします。その

ためには、どのような仕掛けが必要なのかを重視し企画を具体的に組み立てます。 
 
	 個別に組み立てる前に、まず誰がはじめに「まちのファン」になってほしいのかを決めます。 
	 そのことを「シーダーの設定」と呼びます。「シーダー」とは、「種をまく人」の意で、自分で情報を見つ

けて、まちの魅力を伝え、多くの人に拡散させる人は誰なのかを考えます。 
	 「シーダー」という、今は「ニッチ」かもしれない層を具体的に設定し、地域がもつリソース（ヒト・モ

ノ・カネ・時間）を、ニッチ層＝「まちのファン予備層」に合わせて、事業に集中させていきます。 
 
	 最初の新しいファンであるシーダー層の設定には、以下のことに心を留めて考えると、より具体的な像が

現われます。 
【ポイント１】	 

・まちに今ある魅力コンテンツを再評価する。 
・魅力要素はいろいろあっても、新しく誰が好きになってくれるのかをまずは考える。 
・切り取り方や魅せ方を変えるだけで、広がることが多い。 
【ポイント２】	 

・まちに少しだけ現われている新たな「兆し」に注目する。 
・魅力が埋もれているまちでは、それでも必ず誰かが 
	 何かに気づいて、何かをし始めている。 
・そこにどんな人が集まっているのかを見極めて、 
	 一定のボリュームに達しそうなら、シーダー層の設定に役立ち得る。 

 
	 ４）「まちのファン」層の拡大と【普及のＳ字カーブ】の関係を知る	 

 
	 シーダーを設定することを恐れる人が、本当に多い。 
	 このことについて、私達は複数の地区ですでに成功事例を持ち、この手法に再現性があることについて確

信しているが、半世紀以上前から語られている「普及のＳ字カーブ」（下欄注）の理論からも説明すること

ができます。 
 
	 実は、ファンは直線的に増えるのではなく、Ｓ字のカーブを描いて増えていき、やがて広く人々へ普及し

ます。この理論では、最初にファンになる層（＝イノベーター）は全体の 2.5%としています。この 2.5％は、
私達がまち再生において、地区エリアの新たな動きに注目する「兆し」に反応する層にあたります。 
 
	 そして、初動期（導入期～成長期）において約 16％（イノベーター＋アーリーアダプター）の層がファ
ンになれば、その後多くの人に普及していくとしています。つまり「シーダー」は少数派（16％）でよいの
だ。この層をしっかりファン化するということは、シーダーは「誰か」に絞ってよいことになります。ソー

シャルなネットワークやメディアの発達は、この動きを早めに加速させてくれでしょう。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注：普及の理論は、社会学者のエベレット・ロジャースが 1962 年の書籍『Diffusion	 of	 Innovation』で提唱。アイディア

が普及・拡散する過程の採用者を標準的な 5カテゴリに分け、これら採用者の数を時間軸にわたってプロットすると累

積度数分布の曲線がＳカーブとなることを発見した。各カテゴリは採用順に「イノベーター」「アーリーアダプター」

「アーリーマジョリティ」「レイトマジョリティ」「ラガード」と呼ばれている。（wikipedia）	 
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４．戦略的なまち再生のフレーム	 

	 １）積み上げ型から目的地設定型へ	 

 
	 まちを再生させていくために、何か１つか２つ、目立った「起爆剤事業」を行なうだけでは、好転する時

代ではありません。まちを再生させていくためには、少なくとも３年ほどかけて流れを創り、通常５～10
年ひと仕事で、まとまった取り組みが必要でしょう。 
国が中心市街地活性化法等を通じて、一定期間にまとまった政策ジャンルの計画・事業づくりを支援し、認

定活性化地区・エリア設定をしたことも同様の意味があったはずです。 
 
	 しかし、現実の結果は明らかで、もうビジョンや計画は不要とさえ思われてしまうほどです。 
まち再生をめぐる、現実の計画・プランニングは、ほぼ下記の３つに分けられます。 
１）いろんな問題の解決に、複数の政策ジャンルのメニューを散りばめた【網羅型計画】 
２）個別に効果があると思われる事業を掘り起こして集めた【積み上げ型計画】 
３）国などの補助金をもらうために必要な【特定補助金型計画】 
例えば、中心市街地活性化法での計画の要素は、この３つをまとめ、数値目標を設定・達成することで、再

生する目標です。しかし、結局、どんな人が集い、まちがどう変わるのかは、よくわかりません。そして、

行政が予算付け→執行する個別の取り組み以外には、実は何のビジョンにもシナリオにも設計図にも、なっ

ていないのです。 
 
	 シンプルなメソッドでは、もう少し簡単に、しかしどこに向かっていくのかを明確にするために、下記の

順序で再生プランをまとめます。 
	 １）まず、まちの「現在地」と「目的地」を定める。 
	 ２）次に「目的地」の到達するための「事業」を出し、組み合わせる。 
	 ３）「目的地」とは、人にフォーカスし、「どんな人が集めたいか」を先に決める。 
	 	 	 その人達が集まれば、まちはどう変わるのかが「ビジョン」になる。 
	 ４）「現在地」とは、他のまちや商業空間・観光地との比較で優位な部分を見つける作業である。 
	 ５）個別の事業は、「まちのファンづくり」を軸に、優先順位と目標設定を行なう。 
	 	 	 （具体的には、５章で記載します。） 
 

 
	 ２）人口減少時代の戦略フレーム	 

 
	 これまでは、開発すれば、施設や空間を作れば、その内容に見合う魅力コンテンツが自然と発生し、新た

なお客がやってくる、という具合でした。いま、多くの政策や補助金による事業実施フレームは、この流れ

で「もっと十分な事業ができるように」と考えられています。 
 
	 しかし、これは、「下りのエスカレーター」に乗って、上の階を目指しているようなものです。 
この順序で事業をやってもやっても状況は変わらず、気がつけば【市場】からは見放されていたという結果

になりがちです。 
 
	 シンプルなメソッドでは、事業戦略フレームを３つにまとめます。 
	 ①新しいマーケットづくり	 

	 ②新しい魅力コンテンツ（要素・素材）づくり	 

	 ③新しい（小さな）魅力空間づくり 
 
	 この３つのジャンルに当てはまる事業自体は、これまでも個別に行なわれていました。しかし、事業戦略

の優先順位が異なります。市場が縮んでいる時代だからこそ、誰と付き合うか決める⇒繰り返し、一定のボ

リュームで集まる⇒【新しいマーケットを創る・広げる】を第一優先にし、その延長戦上に【新しい魅力コ

ンテンツが生まれる】状況や環境を創り、【新しい魅力空間】を生み育てる取り組みを行ないます。 
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	 ３）限られたリソースの使い方	 

 
	 商店街や中心市街地・観光地など、かつて一定の市場規模があり、事業をしやすい環境だった場所ほど、

「かつての顧客」による市場が今も存在します。まちとして成立している以上、この層を取り込む・増やす

ための事業・取り組みが高い優先順位になることが一般的です。 
 
	 しかし、「かつての顧客＝これまでの顧客」は、いずれいなくなる or大きく減少するお客であるケースが
ほとんどです。また「今のお客」とは、＝激しい競争にさらされているお客です。取り込むことには、大変

な労力がかかることを覚悟しなければなりません。やりやすいと思っていることと、いざ実践して結果が出

ることとは、大きなギャップがあります。 
 
	 シンプルなメソッドでのフレームを使って事業を１つ１つ組み立てると「これからのお客」を育てること

になります。地域が持っている資源・リソース（ヒト・モノ・カネ・時間）には、今や限りがあります。シ

ーダーを育てる取り組みにどのくらい資源を配分できるか。ここが３年後に成果が出る・出ないの分かれ目

になることを知っておいてもらいたいです。 
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35%
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→

現在見えている量的なマーケット これから取り組む施策・事業量



 
 
５．まち再生戦略を組み立てる	 

	 １）現在地の押さえ方	 

 
	 再生・活性化させていこうという場合、現場では既に何らかの事業が思い浮かんでいるケースが多いです。

法定の行政計画や補助金事業なら、なおさら「目玉事業」などと称して「事業ありき」が通常です。しかし、

この手法が「トンデモ事業」や「回し車事業」を生む温床となっています。私達は一旦立ち止まり、「現在

地」と「目的地」を見つめ直すことから始めよう、と提案します。 
 
	 「現在地」を押えるのに、セオリー通り、定量・定性のデータ等で把握に勉めます。ただ、「目的地」を

見据えたシーダー層を仮に設定していますので、その動向を読むための基本的な統計データ分析とグループ

ヒアリング等の実態調査で、現状を把握します。 
 
	 次にまちの魅力要素を洗い出します。住民参加型で数をたくさん出し、グルーピングする手法が大流行で

すが、ここではもう一作業加えます。それは、シーダー層からみた魅力を考えてみる、ということです。行

政・一般市民・地元商業者からは魅力的と思われる魅力コンテンツが支持されず、埋もれていた全く別の魅

力が評価されるケースが多いのです。また、既存コンテンツも見方や切り口を変える or 変われば、再評価
されることになります。 
	 これらの魅力コンテンツをグループにまとめて、「キーワード化」しておきます。これを事業の企画で意

識すれば、成果は出やすくなります。 
 
	 このシーダーに支持されるであろう魅力コンテンツの整理を踏まえ、「まちのポジショニング」を考察し

ます。 
 
	 「まちのよいところ」「まちの魅力群・イメージ」を他の競争相手や広く同様の要素を持つエリア・まち

と比較することで、違いや目指すところを把握してきます。この際、タテヨコの座標軸の定め方がキーポイ

ントになりでしょう。 
 
※５章で用いている図表は、三重県伊賀市の法定中心市街地活性化計画（第二期・現在未認定）策定時に、	 

	 私達が商業部会で別途作成した戦略プランから引用しています。	 



 
 
 
	 ２）目的地を設定する	 

 
	 シンプルなメソッドの特徴は、目的地としてシーダーを定めることです。「誰にファンとなってもらうか」

まで落とし込んでシーダーを設定するため、次の２つについて、具体的に目的地を設定することで、取り組

みの効果を測ることができるようになります。 
 
	 １つは、定めたシーダーはどこに居て、どこから、どのようにして訪れるようになるのか、具体的に設計

することができることが求められます。一般的な計画の場合、行なう事業での集客目標数を積み上げて数値

目標とし、数年後に達成したか否かを問う方式です。しかし、シンプルなメソッドでは逆になります。母数

となる層を割り出し、シーダーを育てる各事業にどう集めてファンにするかを考えます。このことをそれぞ

れの事業で繰り返し行なうことで、数年で新たなマーケット（＝対象地区への年間集客可能数の 16%が目標）
を創ることができます。 
 
	 そして、シーダー層が一定のボリュームに達するには、まちが新たにどんな役割を担うのか、これを意識

したフレーズをビジョンとして定めます。「◯◯なまち」のようなモノカルチャーなコンテンツでは、市場

から見限られてしまいます。その際、「現在地」を分析するのに検討したデータやキーワード、ポジショニ

ング分析が大いに役立つはずです。 



 
 
 
	 ３）事業の優先順位を決める	 

 
	 シンプルなメソッドでは、事業を組み合わせて成果を求めるために、①シーダーを想定し、そこからみた

まちの評価、②地区・エリアをめぐる外部の環境、③事業・プログラムの優先順位を意識して組み立てます。

そのために右記のような図を使います。これは、いわゆるＳＷＯＴ分析をクロスにした「クロスＳＷＯＴ」

と呼ばれるフレームワークを参考に、まち再生や活性化の戦略計画に応用して利用するモノです。 
 
	 これまで洗い出した【地区の魅力・キーワード】を、「Ｓ：比較的強い魅力要素」なのか、一般的にはそ

れほど強く思われていないが、「シーダーから見たら魅力的な要素」「Ｗ：潜在的に大きな魅力要素」に整理

します。（マトリクスのタテ軸に関係） 
	 次いで、外部の環境から見たときに、整理した魅力それぞれが、比較的競合も少なくて事業を行なうこと

で「Ｏ：伸びしろ」がありそうなのか、それとも「Ｔ：競合が多い」ために、勝負に行くかある種の判断が

必要になるものかに分けていきます（マトリクスのヨコ軸に関係） 
 
	 これによりできる４つの領域について、簡単に解説します。 
 
【その１／左上の領域・守るプログラム群】	 

	 これを失うと、その地区らしさや差別化された優位なポジションを取り戻すことが難しくなるため、いち

早く取り組んで止血する事業。即効性はそれほどないため、後回しにしがちだが、早めに着手してコツコツ

行なう事業群 
 
【その２／右上の領域・攻めるプログラム群】	 

	 ライバル地・施設と競合する可能性があるものの、あえてチャレンジし、新しい魅力コンテンツを増やす

取り組み。競合が強い場合はリスクを伴うので、ある意味、勝負の取り組み。 
 
【その３／左下の領域・育てるプログラム群】	 

	 今は埋もれていたり、「きざし」が現われていたりするに過ぎないが、磨けば長年にわたって優位を保つ

ことができる本質的な事業群。弱すぎると、時間がかかって失速するリスクはある。 
 
【その４／右下の領域・止めるプログラム群】	 

	 地域性に関係の乏しい「空想の魅力」や既に役割を終えた「過去の魅力」、競合相手が強すぎて維持の見

通しが立たないもの。一般的に、事業開始まで長い時間がかかる、投資した事業費に対して回収と効果のリ

スクが過大なもの、同じことの繰り返しをする事業が多い。 
 
	 そして、これらの魅力を大きく伸ばし、地区の状況を変えていく重要なポイント（ブレイクスルーポイン

ト）を見据えて行なう事業のことを「リーディング事業」と呼び、各領域で１～２事業行なうことで、まち

が変わっていけるかの仮説を検証していきます。 

 
	 

	 

	 

Ｏ：伸びしろ	 

潜在的なファン層が反応して、伸

びていく可能性が高い	 

Ｔ：ライバルが多い	 

潜在的なファン層を獲得する際

に、困難が多い可能性あり	 

Ｓ	 

強い魅力要素	 

無いと、そのま

ちでは無くな

ってしまう要

素	 

守るプログラム（優先順位１）	 攻めるプログラム（優先順位２）	 

城下町のたたずまい・伝統（祭）  

公共公益施設  

歴史建築  

美味しい  

（伊賀牛・伊賀米・和菓子他）  

レトロ・かわいい  

（町家、銭湯、旅館宿泊、カフェ他）  

  

Ｗ	 

弱い魅力要素	 

潜在的なファ

ン層に伝わっ

ていない要素	 

育てるプログラム（優先順位２）	 止める・資源投下しない	 

手しごと  

（伊賀焼・組紐・地酒他）  

絵になる風景・場所  

（まちなみ、石垣、酒蔵、雲海他）  

渋い・隠れ里  

（忍者、芭蕉翁、天神祭、漬物他）  

  

シーダーの反応しないソフト事業  

活性化の方向性と整合性の無い

（戦略が組めない・調整できない）ハ

ード整備  


