
空き家所有者

コンペ優勝者

コンペ主催者
( 市、空き家再生活用組織などの団体 )

※市による景観保存補助金・産業振興費の提供

・空き家の一括借り上げ
・改修、維持管理
・建物管理状況の報告
・空き家活用企画説明

・空き家の貸与
・活用の委託

・空き家の使用権
・空き家改修の一部委託　
   費用の負担

・収益の一部を還元

空き家活用を活性化していくために
・空き家所有者の貸し渋り
・費用
この 2つの課題にアプローチした
活用システムを提案する。

■貸し渋り
所有者が空き家を貸し渋る原因として
・知らない人に利用されることに抵抗がある
・片付けが面倒
・お金に困っていない
がということを「まちの課題」で挙げたが

それに対し、
市がまとまった期間（10年で 600 万など）
で町家を買い取ってしまう。
所有者も公的機関が
相手ということで、安心して貸し出すことが
出来る。また、空き家・町家オーナーを集め
市の空き家活用の提案をプレゼンしたり、
コンペ参加者との交流会などを開催すること
で、今後の活用へのモチベーションを
高めてもらう。

費用に関しては、最初に空き家を買い取り、
コンペを行うため改修費用なども含めると
多くの支出が予想される。将来的に産業が
起こり、まちがにぎわい、利益として還元
されるとする。そこで、初期費用を
景観保存のための補助金に加え、
産業振興費から引き出すことを提案する。

■費用

　奈良県大和郡山市は、奈良県北部に位置する、人口 86,000 人を
抱える町である。安土桃山時代に郡山城主となった豊臣秀長が造っ
た旧城下町で、主産業である金魚の養殖のほか、奈良・大阪のベッ
ドタウンとして知られる。
　本提案の対象地、箱本十三町は市の中心エリアである。かつては
様々な商品の取引が行われる商人の町であった。現在は市役所等の
主要施設、商店街、住宅地が集積したコンパクトな地区である。市
が建築物の保全・修復に積極的なため、現在でも歴史的な町家が残
されている。

■伝統的なまちなみの保全 ■にぎわいへの取り組み

　道路の真ん中に水路が通る紺屋町通り
は、大和郡山市に残る歴史的な風景の一
つである。かつては藍染め職人たちが集
う通りで、水路で藍染め布を晒していた。
現在では通り沿いにある古い藍染め商の
町家を再生した箱本館「紺屋」で藍染め
体験を行うことが出来る。また、「紺屋町
通り沿道地区・街なみ環境整備事業計画」
による修景が進行している。

　大正時代から遊郭として使われていた
が、昭和 33 年以降年空き家となってい
た川本邸は、行政が保存活用のために平
成 11 年に買い取った。その後、市民や
学生のボランティアによって少しずつ掃
除や修繕が行われた。現在ではイベント
や芸術の展示会場として短期利用される
ようになっている。

　地域のにぎわいづくりの取り組みとし
て、柳町商店街 4 丁目は NPO によって
集中的に活性化された。写真はガソリン
スタンドをリノベーションしたコーヒー
ショップの「K coffee」。他にも畳屋をリ
ノベーションした本屋の「とほん」や、
大和郡山市唯一の銭湯である「大門湯」
などがあり、住民や観光客に親しまれる
場となっている。

　箱本十三町には伝統的なまち並みが現
在でも残されている。

　以上のことから、行政だけでなく市民
も伝統的なまちなみをまちの資源だと認
識しており、今後も積極的な保全活動が
行われていく必要がある。

　以上のような取り組みが観光資源や市
民の憩いとなりにぎわいを生み始めてい
る。しかしこれは局所的なものであり、
今後にぎわいを広げていく必要がある。

　江戸時代から金魚の養殖が盛んな大和
郡山市では、金魚を活かした観光まちづ
くりへの取り組みがなされている。写真
は「金魚が泳ぐ灯篭」であり、昔ながら
の古風なまち並みに合うように工夫され
たデザインが施されている。まちの各所
に設置されており、夜にはライトアップ
されるなど、人々の目を楽しませている。

■まちの歴史

■まちの特色■対象地概要

■まちの課題

京都大学大学院工学研究科社会基盤工学専攻 景観設計学研究室　木下優貴　黒島大樹　阿部まり　朱豊　川崎誠登　水野剛志

■コンペシステム■提案内容

■安土桃山～江戸時代
　1585 年に豊臣秀長が入城し、城下町「箱本十三町」を造った。「塩
町」「紺屋町」のように、通り毎で商工業種分離し、商人を誘致す
ることで繁栄していた。

■明治～大正時代
　明治時代は綿花栽培やメリヤス業の産業や金魚の養殖で繁栄して
いた。しかし開港以後、外綿輸入税の撤廃により、安価な輸入品の
出現で衰退していった。

■現在
　郊外型大型商業施設が登場し、柳町商店街の店舗数は 41 件と半
分未満に。呉服屋が数店営業してはいるが、もはやにぎわいは消滅
しかけている。また、少子高齢化や後継ぎ不足により中心市街地に
おける空き家問題が顕著に。町家が取り壊され駐車場になるなど、
歴史的なまち並みは崩れつつある。

■昭和時代
　柳町商店街には100件以上もの店舗があり繁栄していた。しかし、
モータリゼーションの進行に伴い、商店街の店舗は撤退し、以前の
ような活気やにぎわいは小さくなってしまった。

　「まちの歴史」でも挙げたように、空き
町家が取り壊され駐車場になるなど、歴史
的なまち並みは崩れつつある。
　一部の空き町家では、川本邸のように行
政が買い取り、利活用されているケースも
あるが、一方で
・片付けが面倒
・お金に困っていない
といった理由で貸し渋るケースも多くみ
られる。
　老朽化していく空き家はまちの景観や
治安の面において悪影響を及ぼすため、適
切な対応策が必要である。

　失われてしまったにぎわいを再生する
ために、新しい取り組みも行われている。

城下町再生計画
～よみがえる産業のまち大和郡山～

紺屋町通り K coffee

金魚が泳ぐ灯篭川本邸

老朽化が進む空き町家

駐車場

駐車場
商店

空き家

0 100m

柳町商店街

柳町商店街4丁目

紺屋町通り



PHASE2　金魚すくいの似合うまち

コンペ開催の費用

PHASE3　空き家への更なる出店

柳町　～呉服のまちの復活～紺屋町　～藍染めのまちの復活～
PHASE 1　コンペによる若手クリエイターの誘致

　紺屋町の藍染イメージの復活を目指して、新たな藍染
商品を開発・提案するコンペを開催する。
　プロダクトデザイナーや染物職人を中心に参加者を募
り、住民や観光客の投票によって優秀作品を選出する。
選出の際には通りの町屋の軒先に応募作品を展示し、藍
染のイメージを高める。優勝者は空き家に藍染の店を出
店し、箱本館とともに紺屋町を藍染の通りとしてブラン
ディングし直す。

　柳町では、和服のまちとしてのイメージ回復を目指し、既存の呉服店をプロデュースし、新商品を開発・提案
するコンペを開催する。若手のファッションデザイナーを対象とし、出来上がった作品を用いて通りでファッショ
ンショーを開催する。周辺住民・観光客・呉服店のスタッフが投票・採点し、優秀作品を選出する。受賞者は呉
服店と契約を結び、今後も新規商品の開発・販売を共同で行うことができる。また、柳町の町屋の一部を間借り
して、共同出資の自主ブランドを立ち上げることも出来る。

藍染コンペ

ファッションショー

デザイナー
店舗

居住スペース

通り庭

中庭

染物職人デザイナー

住民による投票

住民による投票

優秀作品を選出

優種作品の選出

コンペの流れ

コンペの流れ

ファッションショー

町屋 ”通り庭 ”を使った店（南家住宅）

藍染ブランドの立ち上げ

自主ブランド出店
自主ブランド出店

紺屋
箱本館

飲食店

お土産屋

新たに空き家を改装
既存町家の軒先
空き地
既存商店

大門湯

ク
和

新規呉服店
空地
既存店舗
既存呉服店

伝統×現代

伝統的資源
（町家/藍染め/呉服産業/
酒蔵/.....）

保全

具体的な提案のコンセプト
phase1

phase2

phase3

・利益が出ない
・現代において需要が無い
・保全費用などお金がかかる

資源がもつ歴史性を踏まえた上で、現代の需要とマッチ
するような活用法を考え、新たなビジネスを生みだす。

課題

まちの資源を活かした産業を
提案し、コンペを行う。
勝者に空き家で出店する権利
を与えることで
その地域産業のフラッグシップ
となるような人の誘致を行う

出店した店舗を中心ににぎわい
を波及させ、まちのイメージを
作っていく。
土日に周辺の空き家や空き地を
使ったイベントなどを同時開催
し、まちのイメージを更に高める

　　　出店した店舗を中心に新しい店が
周りに入ってくる。そのエリアが
新たな産業の集積地となる。
コンペを行う範囲を拡大していき
その他のまちの伝統的資源も
再産業化していくようなまちとなる

柳
町
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紺屋町

A

B

C

屋台のテーマ　　　　

　柳町商店街

　柳町商店街

既存呉服店（ほぼ休業中）

新規呉服店（コンペ優勝者）

①八幡神社

④：源九郎神社

旧川本邸
周辺神社・空き町家

⑥：旧川本邸
　  周辺神社・空き町家

⑤：報土寺
　  圓融寺

④

⑤

⑦

⑥

①：八幡神社

② 大門湯

元旅館（空き家）

呉服店で浴衣の販売やレンタルを行う。
コンペ優勝者によるデザインや、
デザイナーを募集し既存呉服店とのコラボ
デザインによる浴衣を作る。
様々なデザインの浴衣の購入やレンタルが
可能。
浴衣を借りて屋台や金魚すくいを楽しみ、
大門湯で汗を流すことができる。

③

源九郎神社

呉服屋
藍染め

ポケットパーク（駐車場を改修）や
商店の軒先を利用して
金魚すくいをはじめとする屋台を出す。

金魚すくい・屋台

屋台は各所において
テーマを決め、
三ヶ月間の売上を競う。
勝者は次の三ヶ月間、
賃料なしで出店する
権利を得る。

寺社×ショー

夜の明かり

町家×ライブ

　×デザイン浴衣

紺屋町と柳町商店街という
２つのエリアを結び、賑わいを面的に広げていく。

まちのイメージは、「金魚すくいの似合うまち」

・金魚の生産地という特色
・コンペによる呉服・藍染め産業の復活　　

・土日には観光客が訪れ、金魚すくいや屋台を
　楽しみながらまちを浴衣で歩いて回るようなまち
・また、提灯や灯籠などがそのにぎわいの様子とまちを
　ノスタルジックに演出するようなまち　　　

紺屋町

紺屋町

藍染めを使った浴衣や甚平の販売や
レンタルを行う。
箱本館にて、昼間に
白地の浴衣を使い
自分の好きな模様に
染め上げ、
夜に着て歩くことも
できる。

A: 湯上がり
　（コーヒー牛乳、ビールなど）
B:赤色
　（りんご飴、トマトジュース（名産品）
　　すいか、レアステーキなど）
C:昭和
　（ひやしあめ、カルメラ焼きなど）

外部を始め、近隣の商店や
飲食店からも参加を募る

金魚すくいは屋台の出る場所や
付近に配置し、その場所の
テーマに沿った金魚すくいを考える

を通して

を目指す

金魚の形をし
た赤提灯を
店や屋台の前に飾り、全体
を赤い明かりが通りを照ら
すノスタルジックで華やか
な雰囲気に統一する。

・金魚提灯 ・灯籠流し
紺屋町の水路に灯籠を流す。
全体的な照明も柳町とは
雰囲気を変えて、暗い夜の中
を足元を灯籠の光が照らす
ような静かで大人向けの
イメージを作る

・ファッションショー
コンペ参加者のデザイナーや
内部の呉服店経営者、外部から参加を
募る。・ミュージカル

着物のファッション
ショー 観光客も飛び
入りでモデルとして
参加することが出来る。
着付けなどは
③の元旅館で行う

藍染めを
使った洋服の
ファッション
ショー

ここでは歌舞伎の話に
登場する源九郎狐を
祀っている。
源九郎狐の話を元に
ミュージカルを上演する。

旧川本邸とその周辺神社・空き町家の
固まったエリアをライブイベント会場
にする。日によってクラシックやジャズ
などテーマごとのパフォーマーを誘致
する。
投票などで順位を決め、人気があるもの
は旧川本邸の中で演奏が出来る。

新規呉服店

近鉄郡山駅

藍染め店

報土寺・圓融寺

箱本館

矢田筋商店街

酒蔵ギャラリー
（旧中村酒造）

空き家、空地でレスト
ラン、屋台を出店

　酒蔵バー
（旧浅井邸酒造）

店店店 元酒造のコンバージ
ョン
空き家

パーキング・空地

酒蔵×デザイナー

旧酒蔵元々の用途や近年の活用方法を踏ま
え、デザイナに酒蔵コンバージョンの提案を
求める。酒蔵周辺にある空き家、空地でレス
トラン、屋台などを出店し、新しいにぎわいの
中心をつくる。

酒蔵ギャラリー

酒蔵バー

酒蔵焼杉板壁の伝統的形態を継承し、その魅力にふ
さわしい酒蔵空間のデザイン・改修をする。
改修したギャラリーでは、現存の酒造と提携し、酒蔵
に関する歴史資料、酒造りの工程を常設展示する。
ギャラリーの来場者は、試飲会の参加やこだわり酒
器選びなどさらに楽しむことができる。

江戸時代に建てられた酒蔵で、現在では芸術作品展
の会場として使われている。
芸術作品展を継続させる同時に、地元酒店の提供に
より、地酒を中心とした日本酒を揃える。古道具や古
家具を再生活用した什器やカウンターで歴史を感じ
る空間を創出し、バーとして開放感のある空間と魅せ
る照明を新設する。
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#

Phase1,2 により東西方向の紺屋町、
南北方向の柳町エリアでにぎわいの
軸を形成する。

Phase3 により本町、魚町、堺町エリ
アでもう一つのにぎわいの軸を形成す
る。

２つのにぎわいの軸より
地域全体に波及する。

改修・維持管理費用町家規模 一括借り上げ費用

大規模

5%

 10%100 万円 / 月

50 万円 / 月200 万円・10 年契約

600 万円・10 年契約 500 万円

200 万円小規模

支出 収入

利益徴収想定経営利益

1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目 7年目 8年目

収支

支出

収益を次のコンペ
に投入

収入

累計収入

表
通
り

コンペ開催にかかる費用は、その規模に分けて概算した。規模の判断材料と
しては、応募者を周辺地域で限定するのか、全国的に募集するか、優秀作品
に対してどの程度インセンティブを与えるのかが挙げられる。大規模なもの
の場合は費用負担を考慮して 2年に一度、小規模なものは年に一回程度開催
する。

コンペの規模と費用 費用の回収

夜のにぎわい


