
第４回 地域再生政策研究会

２１世紀をリードする社会交流欲と地域再生
ポ ド お る人と街と商 良好な ジ～ポートランドにおける人と街と商いの良好なリンケージ～

２００９年１１月６日

松本大地



ポートランドには
最先端のライフスタイル業態があり、

社会交流欲に適した持続的な街づくり社会交流欲に適した持続的な街づくり、
地域再生の仕組みがある
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ソーシャル・キャピタル

（社会関係資本）の充実（社会関係資本）の充実

活発な市民活動が活発な市民活動が

ポートランドスタイルをつくるポ ラ タイ を くる
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州都：セーラム州都：セ ラム
州全体の面積：約25万1,400平方キロメートル（全米第９位）
人口：３６４万人（全米２７位）

白人８３ ５％、ヒスパニック系８％、アジア系３％、アフリカ系白人８３．５％、ヒスパニック系８％、アジア系３％、アフリカ系
１．６％

※本州と四国を合わせた面積で、人口は横浜市（３６６万人）
と同等
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同等
富山県と姉妹提携
州知事：テッド・クロンゴスキ－



オレゴン州ポートランド市オレゴン州ポートランド市
人口：５６万人

（都市圏２２６万人）

農業、林業、ハイテクが３大産業。

１９８０年代中頃よりハイテク産業が
急成長し、現在ではシリコンバレー
に対してシリコンフォレストと呼ばれ
るＩＴ産業の集積地。

豊かな自然環境に恵まれ、世界的
なスポーツメーカーナイキやコロン
ビア・スポーツの本社、アディダス北
米本部など ウ ド ポ米本部など、アウトドア、スポーツ
メーカー企業も集中。

このような背景もあり、環境と経済
の両方が持続可能な開発の方向にの両方が持続可能な開発の方向に
動き、理想的な都市成長を続けてい
る街である。
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ポートランドらしい街づくりへの称賛

＜全米での数々の街づくりに関する受賞＞
全米一の住み心地の良い街全米 の住み心地の良い街
Ｂｅｓｔ Ｂｉｃｙｃｌｉｎｇ ｃｉｔｙ（全米で一番自転車に良い街）
Ｂｅｓｔ Ｗａｌｋｉｎｇ ｃｉｔｙ（全米で一番歩行者に良い街）Ｂｅｓｔ Ｗａｌｋｉｎｇ ｃｉｔｙ（全米で 番歩行者に良い街）
Ｓｕｓｔａｉｎａｂｌｅ Ｍｏｂｉｌｌｉｔｙ

Ｏｎｅ ｏｆ ｔｈｅ ｍｏｓｔ ａｔｔｒａｃｔｉｖｅ ｆｏｒ ｙｏｕｎｇ ｃｒｅａｔＯｎｅ ｏｆ ｔｈｅ ｍｏｓｔ ａｔｔｒａｃｔｉｖｅ ｆｏｒ ｙｏｕｎｇ ｃｒｅａｔ
ｉｖｅｓ（クリエイティブで意欲溢れる人が向かう街）
女性が起業しやすい街女性が起業しやすい街
Ｍｏｓｔ Ｖｅｇａｎ Ｆｒｉｅｎｄｌｙ
Ｍｏｓｔ ｓｕｓｔａｉｎａｂｌｅ ＰｏｌｉｃｙＭｏｓｔ ｓｕｓｔａｉｎａｂｌｅ Ｐｏｌｉｃｙ
・・・・・・・・・・

人口一人当たりのレストラン数が全米で一番多い人口 人当たりのレストラン数が全米で 番多い
市内にブリュワリーが３４か所と、面積比で一番多い
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人と街と商いがリンケージするポートランド

• 米国の変わり者と言われた環境共生都市

• 市民参加が活発な街でＳｏｃｉａｌ Ｃａｐｉｔａｌ（ソーシャルキャピ
タル：社会関係資本）が充実

• ポートランドに人がわざわざ来るのは、生活の質、環境、芸
術・文化、市民参加、住み良さそして生きやすさがあるから

• 特にパブリックミーティングの参加率の高さ、行政と市民、市
民と市民の信頼関係が強い

• 行政が上から引っ張っていくのではなく、市民が積極的に参
加するお膳立てをすることで、多くのボランティア、ＮＰＯや
街づくり組織ができ 人々が 緒にな て解決していく街づくり組織ができ、人々が一緒になって解決していく

• 欲望を刺激し拡大するラスベガスとは対極の都市の歩み
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ＭＡＸ（ＬＲＴ）＆ストリ トカＭＡＸ（ＬＲＴ）＆ストリートカー
バス、自転車で環境にバス、自転車で環境に
優しい公共交通整備

街づくりの要は公共交通機関の整備街づくりの要は公共交通機関の整備
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ＭＡＸ（Ｍｅｔｒｏｐｏｌｉｔａｎ Ａｒｅａ Ｅｘｐｒｅｓｓ）
路

Ｐａｒｋ ＆ Ｒｉｄｅ

マックス・ライトレール 路線長 ８０キロ

Ｐａｒｋ ＆ Ｒｉｄｅ

郊外は７０㎞で走行 １９８６年高速道路建設を取りやめ、その資郊外は で走行 年高速道路建設を取りやめ、その資
金でＬＲＴを建設。
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良い街を支える仕組み
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ＣＬＥＡＮ ＆ ＳＡＦＥ
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１９０７年 ロ ズ フェスティバル１９０７年 ローズ・フェスティバル

１３校の高校３年生より ローズク１３校の高校３年生より、ローズク
イーンを選出

容姿だけではなく、ボランティア

活動 学校の成績も評価の対象活動、学校の成績も評価の対象
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Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｒｏｓｅ
Ｔｅｓｔ Ｇａｒｄｅｎ

バラ園 １９１７年創設 ５６０種 １万株バラ園 １９１７年創設 ５６０種 １万株
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ＲｅｃｙｃｌｅＲｅｃｙｃｌｅ
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ポートランドの特質

人と人との信頼関係、絆（ソーシャルキャピタル）を繋げ人と人との信頼関係、絆（ソ シャルキャピタル）を繋げ

ていくことで、ソフトな問題解決の方向を導き出している

ハードウェアソリューション ソフトウェアソリューション

犯罪の対処 ・警察官を増員する
・セキュリティーシステム
を強化

・地域との連携を図る（市民
パトロール）
パブ ク グ 未を強化 ・パブリックミーティングで未
然に対策を協議する

ゴミの対処 ・燃焼する焼却場をたくさ ・ゴミを出さないよう心がける
んつくる ・リサイクル、リユースをする
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パブリックスペースはパブリックスペースは
人と人が出会う大切なステージ人と人が出会う大切なステ ジ
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Ｐｉｏｎｅｅｒ Ｃｏｕｒｔｈｏｕｓｅ ＳｑｕａｒｅＰｉｏｎｅｅｒ Ｃｏｕｒｔｈｏｕｓｅ Ｓｑｕａｒｅ

駐車場を70年代に広場に建て直して、ダウンタウン中心の市民の憩いの場。
工事にあたり 約6万人の市民がそれぞれ ず ブ クを買うという形
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工事にあたり、約6万人の市民がそれぞれ一つずつブロックを買うという形
で建設費を集め、各ブロックには買った人の名前が刻まれている。



Ｄｏｗｎｔｏｗｎ

オレゴン州 公共の建物やストリートには、建設費の１％をアートに使う
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遊歩が楽しめるダウンタウン商業遊歩が楽しめるダウンタウン商業

界隈性ができる作法界隈性ができる作法
楽しい商店街やイベント
創造的な若い人が集まる
美味しいものがある美味しいものがある

19



界隈の連続性がある Ｄｏｗｎｔｏｗｎ
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Ｂｒｉｄｇｅｐｏｒｔ Ｂｒｅｗ ＰｕｂＢｒｉｄｇｅｐｏｒｔ Ｂｒｅｗ Ｐｕｂ
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セプトが明快なイベ トコンセプトが明快なイベントで
街の魅力を創出街の魅力を創出
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Ｓａｔｕｒｄａｙ Ｍａｒｋｅｔ
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ポートランドファーマーズポ トランドファ マ ズ
マーケット

野菜や果物、生花や苗だけでなく、軽飲食や音楽
なども楽しめる。

１９９２年に１３店でスタ ト 現在は２５０店まで拡１９９２年に１３店でスタート、現在は２５０店まで拡
がり、売上は５００万ドル。

地産地消がコンセプトで、スーパーのニューシー
ズ ズ 銀 バ 新ズンズや銀行のウェストコーストバンク、新聞社の
オレゴニアンなどもスポンサーとして応援している。
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Ｎ Ｓ Ｍ ｋ ｔＮｅｗ Ｓｅａｓｏｎｓ Ｍａｒｋｅｔ
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＜持続可能なシーフード＞＜持続可能なシ フ ド＞

世界の６５％の漁場で魚の取り過ぎが起こ

っている。持続可能な漁業のために、あな

物 意 を わ さたの買い物で意思を現わして下さい。

（グリーンサイン）（ ）

最も良い選択です

（イエロ サイン）（イエローサイン）

養殖された魚なので、健康に問題がある可

能性があります

（レッドサイン）

この種は持続可能な方法で収穫される漁場この種は持続可能な方法で収穫される漁場

で採られていません。

どうぞ他の種類を検討してみて下さい
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ＳＣＨＯＯＬ ＦＲＵＩＴ

このサインのある地元で採れたリン

ゴは、売上げのすべてを地域の学

校に寄付します

昨年度実績：＄８８，８６２

２０００年からの累計：＄２３１，６６７
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環境共生のライフスタイル環境共生のライフ タイル
＝クール・トレンディ
毎週５００人の人口増
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ポートランドは、人と街と商いが良好にリンケージしている

( 街 の 理 念 )( )

人
クリエーティブで質の高い定住人口増

ポートランドスタイルを楽しむ流入人口増人
ソーシャルキャピタルの醸成

ロハス的ライフスタイルの提案ハス的ライフスタイルの提案

地域循環型の業種業態

手厚い起業支援や企業誘致策

街商い
持続可能な公共交通整備

開発と保存エリアの徹底

環境共生と経済発展の両立環境共生と経済発展の両立

34



小田原を環境共生と地域経済が相乗し、
来街者と地域住民がふれあう来街者と地域住民がふれあう
感動交流文化都市にできるか

『地域の活性化なくして地域の再生なし！』『地域の活性化なくして地域の再生なし！』
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全国商店街の課題

平成２年度 平成１５年度平成２年度 平成１５年度

１位 駐車場が無い ４１．４％ 後継者難 ６７．１％

２位 大型店舗に客足移動 ３８．５ 魅力ある店舗少ない ６６．３

３位 店舗規模が過小 ３８．５ 商店街活動参加意識薄 ５５．７

４位 業種構成に問題あり ２５．７ 核となる店舗が不在 ５１．８

５位 バラバラの断続的街区 ２１ ８ 店舗の老朽化・陳腐化 ４８ ２５位 バラバラの断続的街区 ２１．８ 店舗の老朽化・陳腐化 ４８．２

６位 商店の歯抜け状態 ２０．７ 駐車場の不足 ３７．２６位 商店 歯抜 状 駐車場 足

７位 後継者難 １８．３ 大型店舗との競合 ３６．９

平成１５年度 全国商店街からの「商店街が抱える問題は何か」アンケート 中小企業省 36



いかに顧客の期待を超えていくか

高高
顧客感動 顧客満足

高高

実
心の

実
際
の

状態
の
価
値

普通 不満足

低低

高高

低低

低低 高高低低
お客様の期待値
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ドメイ とは事業領域と う意味 明確な 言 自社

ダ
イ
ヤドメインとは事業領域という意味。明確な一言で自社の

進む方向を現わす言葉です。ダイヤ街ではお客様によ
り快適にお買い物頂くため 一店一店でドメインづくり

ヤ
街
は

り快適にお買い物頂くため、 店 店でドメインづくり
を進行中。

ド
メ
イ

ダイヤ街全体のドメインは、「人と環境にやさしい小さ
な感動の散歩道」。

ン
を
つ

ダイヤ街が誰もが過ごしやすく、環境に対しても配慮し
た街路であり そして人と人の交流が小さな感動の連

く
り
また街路であり、そして人と人の交流が小さな感動の連

鎖生み出す商店街であってほしい、という想いからつく
られました。

ま
し
た
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●ドメインワードが決定した店舗●

「地域の安心と健康そしておいしい暮らし」
「気軽で美味しいイタリア食堂」

ズが

１．魚国
２．ビアイタリアーノ

ダ 「履き心地の良い豊富なサイズが自慢です」
「犬の幸せがあなたの喜びになりますように」
「お寿司で四季の食卓を彩ります」
「美と健康のくらしを提案するドラ グストア

３．ダイアナ
４．チャーリー
５．茶月
６ プラム 「美と健康のくらしを提案するドラッグストア」

「価値ある買い物で 暮らしを豊かに」
「心を繋ぐ携帯電話のステーション」
「笑顔と喜びを共有するレストラン」

６．プラム
７．エポ
８．ドコモ
９ ふらんす亭 「笑顔と喜びを共有するレストラン」

「エコとお得をまごころで」
「心安らぐまったり空間ビル」
「笑顔と花の鮮度で地域No 1を目指します」

９．ふらんす亭
１０．とく市
１１．ポニービル
１２ 小林生花 「笑顔と花の鮮度で地域No.1を目指します」

「街なかで半歩先の生活トレンドを発信する
商業ビル」

「いやってほどタバコとお酒があるお店」

１２．小林生花
１３．アプリ

１４ 藤木屋 「いやってほどタバコとお酒があるお店」
「享保13年から日本の心、茶文化を
発信しています」

１４．藤木屋
１５．茶加藤
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成熟化、少子高齢化社会においては、
「顧客との間に商品やサービスを超越した情緒的な絆を築くこと」

街も商店街も、お客様との良好な関係性をどうつくっていける

のかのか。

価格や利便性だけではなく ライフスタイル提案や顧客感動づ価格や利便性だけではなく、ライフスタイル提案や顧客感動づ

くりで生涯顧客にしていく。

来店客来店客

来街者
ファン 顧客

ロイヤル

カスタマー
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