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Abstract : Ibaraki Airport opened in Omitama City in 2010 and 
there are more than 1.5 million visitors a year, but there are lack 
of facilities such as meals and souvenir sales around. So, Omitama 
City planed a cultural center of local "agriculture" and "food" in 
Omitama City, and reached the construction of the SORANOEKI 
"SOL-LA-LA" as a place to deliver the charm of the area.
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1. はじめに 
　小美玉市に 2010 年茨城空港が開港し、今や年間約 150 万
以上の来場者がいるが、周辺には食事処やお土産販売などの
おもてなし施設が不足している。そこで、小美玉市の「農」
と「食」が楽しめ、地域の魅力を発信する場所として、小美
玉市地域再生拠点施設　空のえき「そ・ら・ら」（以下「そ・
ら・ら」）の建設に至った。2011 年 7 月、市民と専門家の意
見を反映するための第 1 回建設検討部会発足され、2012 年
8 月まで 9 回開催。そ・ら・らの建設・運用方針、ハード面
のデザインなどが検討された。重要方針は、「地域再生」や

「市民が主役の施設」であり、その２つの柱をもとに、筆者は、
2012 年 4 月から小美玉市役所の空の駅準備室（空港対策課内）
の一員として、そ・ら・らソフト面の運用や建設後の利用イメー
ジについての市民参画の業務を任された。

2. 課題発見 
2-1. 現状把握 
　まず、市民参画にあたり、地域について知ることから始め、
市役所の担当職員とともに、地域の資源に関わるヒアリング
を開始した。その結果、卵生産量が日本一で、茨城 No.1 の
乳牛頭数（約 6,000 頭）であること、全国で 2 番目に大きい
湖である霞ヶ浦に面しており、水産物にも恵まれていること
などを知った。また、5・7 月に年 2 回見られる「ダイヤモ
ンド筑波（筑波山の男体山と女体山の真ん中に日が沈み、ま
るでダイヤモンドのように光る自然現象）」という絶景などが
あった。このような魅力を市民に発信してみると、反応は２
つに分かれた。一つは、知っているが、自慢するほどではな
いということ。もう一つは、全然知らなかったのでぜひ広め
たいということだった。他に小美玉市の魅力について聞くと、

「何もない」という答えになった。その背景を探ってみると、
2006 年「小川」「美野里」「玉里」の３つの村が合併し誕生
した「小美玉市」は、まだそれぞれの地区と小美玉市全体の
魅力が認識されておらず、地域に誇りを持っていないことが
分かった。そこで、小美玉市民の地域に対する愛着の欠如を
課題として、シビックプライドの醸成から始める「地域再生」
に向けての実践と参与観察の研究に取りかかった。

2-2. 着目点 　　
　「地域再生」とは、関わる人達が地域を知り、地域の眠って

いる魅力に気づくことから始まると考えた。地域の良さを多
面的に認識することで、地域に愛着を持った人々が増え、施
設にも自然と市内外から人々が集う可能性が高くなる。さら
に、地域の人々が集うようになれば、共感を生み、地域住民
は心から地域に誇りを持ち、地域のブランド価値も高めるこ
とにつながると考えた。　
　このような循環を生み出すために、まず着目したのは、地
域住民自らが地域の宝物を見つけ、語り合う場を設けること
だった。

2-3. 市民参画の取り組み 
　2012 年 4 回にかけて、「小美玉市」「そ・ら・ら」をテー
マに地域住民とのワークショップを開いた。手法はブレイン
ストーミングやマインドマップを利用し、約 60 名の方々に
参加していただいた。そこから見えてきた地域の魅力を楽し
む街歩きの企画につなげた。同年 11 月、「小美玉めぐり（玉
里地区編）」を開催した。市内外からの参加者が 22 名ほどおり、

「近くにこんなにいい場所があるなんて感動した」等ポジティ
ブな評価をいただいた。同時にフェイスブックでの情報発信
を通じたファンづくりにも力を入れた。
　他にも、同年 7 月、空の駅シンポジウムの開催（約 200 名
参加）、同年 8 月末〜 10 月末まで 10 回連続地域説明会を行い、
地域住民との交流の場を積極的に設けた。2013 年 3 月には、

「おみたま誕生祭」で、小美玉市の魅力を写真や紹介パネル
を通した展示会を行い、約 180 名の市民の方にアンケート
をとった。
　その結果、小美玉魅力再発見活動やその活動の大切さ、地
元の知らない魅力が発見できたと答えた人が約 90％いた。
サポーターについて約 70％の方から興味があるとの回答で
あった。

3. 地域再生デザイン 
3-1. 小美玉魅力再発見活動グループ「おみたま＠ Cafe」結成 
　前述した地域住民とのワークショップから、サポーター
を募り、小美玉魅力再発見活動グループとして、「おみたま
＠ Cafe」を発足した。定例メンバーは 10 名程度だが、ラン
ダムに参加してくれるサポーターを含めると 50 名以上となっ
た。参加者は 20 代から 70 代まで様々で、職業も公務員、起
業家、デザイナー、定年退職後の方、主婦まで多彩だった。
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As a  des igner,  the  author  have been making a  p lace 
for citizen participation from the preparation phase of 
construction. This report shows some local workshops 
wi th  about  1000 people  and about  100 people  for  2 
years ,  and some works to foster  Civic  Pride through 
rediscovery activities for community and local regeneration.



　「小美玉市の魅力を100個見つけよう！」という目標を掲げ、
市民参画の場として月 2 回街歩きや月 1 回の定例会を通じ情
報をまとめた。同時にランチ会という緩やかにつながる場を
毎週設けることで、地道に住民との交流の場を設定した。
　その結果、50 以上の魅力が発見でき、100 回以上の市民と
の交流の場・参画の場を通じ、1000 名以上の方へ、「そ・ら・
ら」開始前に「小美玉市の魅力」の発信と市民組織の場づく
りができた。

3-2. 小美玉市の魅力発信ツール「ひみつのおみたま」制作 
　2013 年冬、オープン半年前には、「そ・ら・ら」の施設建
設は進んでいたが、地域の情報発信基地としてのウェルカム
センターの運用指針と、地域の情報を発信するマップやウェ
ブで情報が不十分な状況であった。
　そこで、「おみたま＠ Cafe」は「ひみつのおみたま」という
知る人ぞ知る地域の魅力を発信するマップとウェブサイトの
制作を行った。要点は市民や外からの目線の調和がとれた点
である。通常の行政的なマップは、施設や史跡などを紹介す
るだけだが、「ひみつのおみたま」は、魅力の楽しみ方を提案
するツールとして、活動に焦点を絞り、「サイクリング」「ウォー
キング」「食楽」「工場見学」「歴史」などのテーマ別に情報を
まとめ、市民や外来者の興味ポイントになりやすいよう考案
した。「そ・ら・ら」がオープン後も 2 年間以上、「ひみつの
おみたま」を通じ情報発信を行っており、持ち帰る人が多く、
評判もよい。

3-3. リアルな魅力発信メディア「地域体験まつり」への展開 
　2014 年 7 月 31 日オープン以来、「そ・ら・ら」ウェルカ
ムセンターは、情報発信基地としての役割はもちろん、誘客
のためのイベント実施にも力を入れている。小美玉市の賑わ
いづくりの仕掛けのため、市は毎年 1000 万の予算を組み、
ステージイベントや自主イベントを毎週土日祝日に行ってい
る。その結果、2 年間 120 万の来場者があり、集客には成功
している。
　反面、「予算ありきで単発的な集客イベントを行うのは継続
性がない」という批判も出ている。そこで、なるべくお金を
かけず地域の魅力を知ってもらう、リアルな魅力発信媒体と
してのイベントを企画運営することは、地域への愛着とシビッ
クプライド醸成につながる有意義な手段ではないかと考えた。
小美玉市の主要な生産物である「卵」「牛乳」を生かしたイベ
ントとして、「玉子まつり」「牛乳まつり」などは、市内外か
らの集客と、経済的利益創出にも成功した。30 万〜 50 万以
内の予算で、4,000 名〜 5,500 名の集客、テナントの１日あ
たりの最高売上を更新などの成果があった。また来場者から
のアンケートによると、小美玉市の「卵」「牛乳」が有名なの
を初めて知り、再度参加したい等の高い満足度を示す結果が
でた。

4. 考察
４-1. 地域の魅力再発見活動の成果と課題
　地域のよさに気づくことから始めた課程の中で、前述の結
果からは、シビックプライド醸成に一定の寄与ができたと考
えている。しかし、地域住民が地域へ愛着や誇りを持つこと
が重要だが、それだけでは、充分な「地域再生」とはいえな
い。地域の魅力再発見をきっかけとして地域住民が活性化し
て、地域の新たな事業創出と雇用創出までつなげることがで
きれば、「地域再生」と言えると考える。その点で重要なのは、
継続性の視点である。継続のためには何らかの経済的・社会
的利益の創出が必要である。
　そこで、「地域の魅力」を存分に楽しめる「地域体験まつり」
へ展開は、人々が集い、経済的利益も生み出す仕組みが実現
したという点で、市民参画による地域の魅力再発見活動に意
味があったと考える。今後このような長期的経済的利益創出
の仕組みづくりを強化する必要があると考える。しかし、現
状の市民参画という概念は、単純なボランティア組織として
とられやすい。そのため、関わる住民のモチベーションの低
下や、主体性のある参画が望めず、継続性が乏しくなってし
まう傾向にある。このことから、かけた労力に対する慰労や
経済面への配慮など、バランスのとれた市民参画が望ましい
と考える。

4-2. デザインが地域にもたらす展望 
　「そ・ら・ら」は建設段階から、地域住民、専門家（デザイナー、
コンサルタント）、市の担当課の様々な立場から、協議しあい、
施設運営を開始した。その過程の中で、市の公的立場と民間
の発想とのぶつかりが多く、オープン時期が遅れるなど、市
の直営施設として「公共施設」と「商業施設」の共存を実現
することの難しさを実感した。一方で、公的機関だけで進めず、
準備段階から柔軟な発想ができる専門家やデザイナーを起用
したのは意味が大きい。地方の公的機関としては、誰にも平
等というのが重要なポイントとなるため、顧客をターゲティ
ングし、その目線での情報発信の限界がある。
　そこで、デザイナーのクリエティブな発想で、柔軟な市民
参画の場を設け、市民とともに未来を想像し作り上げるため
のステップを踏むことが重要である。地域住民による地域の
魅力再発見、長期的経済利益創出につなげる、それが、地域
再生におけるデザインの役割であると考える。
　現状、地域やまちづくりにおいて、「地域創生」がホットな
キーワードになっている。地方自治体が都内の大手企業に任
せるパターンも増えているようで、地域住民自らという点が
かけてしまうのではないかという心配の声も多い。地域住民
自らが作り上げるからこそ、意味がある。地域再生に寄与す
るデザインとは、それをサポートすることにあるのではない
かと考えている。困難な点も多いが、それを担う地方のデザ
イナーの役割は大きいと、展望を持っている。
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・おみたま誕生祭でも展示会
　（3 月）

・「おみたま＠ Cafe」結成（5 月）
　定例会（9 回）
　地域魅力発見の街歩き（31 回）
　市内人財とのランチ交流会
　（45 回）

・検討部会（８月：９回目）
・地域住民とのワークショップ
　（5・6・9・10 月）

・空の駅シンポジウム（7 月）
・地域説明会（8 〜 10 月末
　まで計１０回）

・街歩き「小美玉めぐり」
　（11 月）

・茨城空港での事業進歩
　展示会（12 月）

・空のえき「そ・ら・ら」
　オープン（2014.7.31）

・地域体験イベント開催
　円にち（2015.2 〜毎月開催）
　玉子まつり（2016.3.26）
　牛乳まつり（2016.11.13）

・（仮称）茨城空港「空の駅」
　整備構想ワーキング
　会議（2 月）

・（仮称）小美玉市「空の駅」
　整備事業建設検討部会
　開催（以下検討部会）
　：7 〜 11 月まで計 8 回
　開催

・（仮称）茨城空港
　「空の駅」整備
　構想ワーキング
　会議
　（7・9・11・12 月）


