
 

 

    

    

    

    

    

    

山形県鶴岡市温海地区山形県鶴岡市温海地区山形県鶴岡市温海地区山形県鶴岡市温海地区はははは、、、、山形県山形県山形県山形県のののの南西南西南西南西にににに位置位置位置位置しししし、、、、豊豊豊豊かなかなかなかな自然自然自然自然にににに恵恵恵恵まれまれまれまれ、、、、

特特特特にいでにいでにいでにいで湯湯湯湯豊富豊富豊富豊富なななな「「「「あつみあつみあつみあつみ温泉温泉温泉温泉」」」」のののの歴史歴史歴史歴史はははは古古古古くくくく鎌倉時代鎌倉時代鎌倉時代鎌倉時代にはにはにはには湯治場湯治場湯治場湯治場ができができができができ、、、、

昭和時代昭和時代昭和時代昭和時代にはにはにはには与謝野晶与謝野晶与謝野晶与謝野晶子子子子ななななどのどのどのどの文人文人文人文人がががが訪訪訪訪れるなどれるなどれるなどれるなど情緒情緒情緒情緒あふれるあふれるあふれるあふれる温泉街温泉街温泉街温泉街としとしとしとし

てててて賑賑賑賑わうようになりましたわうようになりましたわうようになりましたわうようになりました。。。。    

そんなそんなそんなそんな「「「「あつみあつみあつみあつみ温泉温泉温泉温泉」」」」のののの入湯客数入湯客数入湯客数入湯客数もももも１９９０１９９０１９９０１９９０年年年年のののの約約約約 35353535 万人万人万人万人をピークにをピークにをピークにをピークに減減減減

少少少少のののの一途一途一途一途をたどりますをたどりますをたどりますをたどります。。。。そこでそこでそこでそこで、、、、１９９９１９９９１９９９１９９９年年年年にににに当時当時当時当時のののの温海町温海町温海町温海町がががが共同浴場共同浴場共同浴場共同浴場やややや朝朝朝朝

市広場等市広場等市広場等市広場等のハードのハードのハードのハード整備整備整備整備をををを行行行行いいいい減少減少減少減少をををを何何何何とかとかとかとか食食食食いいいい止止止止めようとしましたがめようとしましたがめようとしましたがめようとしましたが、、、、減少減少減少減少

にににに歯止歯止歯止歯止めをかけることはできませんでしためをかけることはできませんでしためをかけることはできませんでしためをかけることはできませんでした。。。。    

    ここでここでここでここで危機感危機感危機感危機感をををを抱抱抱抱いたいたいたいた住民住民住民住民はははは、、、、２０００２０００２０００２０００年年年年にににに「「「「湯湯湯湯のまちのまちのまちのまち景観検討委員会景観検討委員会景観検討委員会景観検討委員会（（（（２００１２００１２００１２００１年年年年

にあつみにあつみにあつみにあつみ温泉魅力温泉魅力温泉魅力温泉魅力づくりづくりづくりづくり推進委員会推進委員会推進委員会推進委員会にににに改編改編改編改編）」）」）」）」をををを立立立立ちちちち上上上上げげげげ温泉街温泉街温泉街温泉街のののの魅力向上魅力向上魅力向上魅力向上にににに向向向向けけけけ検討検討検討検討をををを

始始始始めましためましためましためました。。。。    

    今回今回今回今回はははは「「「「あつみあつみあつみあつみ温泉温泉温泉温泉」」」」でででで行行行行われたわれたわれたわれた「「「「ひとひとひとひと中心中心中心中心のみちづくりのみちづくりのみちづくりのみちづくり」」」」のののの事例事例事例事例をををを紹介紹介紹介紹介しますしますしますします。。。。    
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車優先車優先車優先車優先だっただっただっただった道路道路道路道路をををを人優先人優先人優先人優先

とするためとするためとするためとするため、、、、歩道歩道歩道歩道とととと車道車道車道車道のののの

段差段差段差段差・・・・境界境界境界境界をををを無無無無くしくしくしくし、、、、道路道路道路道路

のののの真真真真んんんん中中中中にににに温泉情緒温泉情緒温泉情緒温泉情緒をををを演出演出演出演出
するするするする「「「「足湯足湯足湯足湯」」」」をををを整備整備整備整備。。。。    

整備後整備後整備後整備後    

    

 

 足湯足湯足湯足湯カフェカフェカフェカフェ    

「「「「チットモッシェチットモッシェチットモッシェチットモッシェ」」」」    

手書手書手書手書きききき看板看板看板看板やややや花花花花、、、、ベンチベンチベンチベンチ等等等等をををを地元地元地元地元がががが設置設置設置設置しししし    

訪訪訪訪れるれるれるれる人人人人へのへのへのへの｢｢｢｢おもてなしおもてなしおもてなしおもてなし｣｣｣｣をををを行行行行っているっているっているっている。。。。    

所所所所々々々々にににに休憩休憩休憩休憩スペースをスペースをスペースをスペースを設設設設けけけけ歩車一体型歩車一体型歩車一体型歩車一体型のののの道道道道づくりをづくりをづくりをづくりを

進進進進めめめめ、「、「、「、「自動車自動車自動車自動車がががが人人人人にににに遠慮遠慮遠慮遠慮しながらしながらしながらしながら走行走行走行走行するゾーンするゾーンするゾーンするゾーン」」」」
をををを創出創出創出創出。。。。    

「「「「かじかかじかかじかかじか通通通通りりりり」」」」    

温海川温海川温海川温海川 のののの護岸護岸護岸護岸 にはにはにはには 足湯足湯足湯足湯やウッドやウッドやウッドやウッド

ベンチによるベンチによるベンチによるベンチによる 休憩休憩休憩休憩 スペースがスペースがスペースがスペースが設設設設

けられけられけられけられ 絶好絶好絶好絶好のビューポイントとのビューポイントとのビューポイントとのビューポイントと
なっているなっているなっているなっている。。。。    

～～～～    おおおお客客客客さまをさまをさまをさまを大事大事大事大事にする・にする・にする・にする・迎迎迎迎ええええ入入入入れるれるれるれる気持気持気持気持ちをちをちをちを表現表現表現表現    ～～～～    
整備前整備前整備前整備前    

「「「「あんべあんべあんべあんべ湯湯湯湯」」」」    

    

足湯足湯足湯足湯にはにはにはには    

無料無料無料無料のﾀｵﾙのﾀｵﾙのﾀｵﾙのﾀｵﾙ    

今回今回今回今回はははは、、、、県外県外県外県外のまちづくりののまちづくりののまちづくりののまちづくりの事例事例事例事例をををを３３３３例紹介例紹介例紹介例紹介しますしますしますします。。。。    

通通通通りりりり沿沿沿沿いにいにいにいに食事食事食事食事のできるのできるのできるのできる楽楽楽楽しいしいしいしい空間空間空間空間ができができができができ

たことでたことでたことでたことで、、、、日帰日帰日帰日帰りりりり客客客客やややや新新新新たなたなたなたな客層客層客層客層がががが増加増加増加増加。。。。    

建物建物建物建物はははは町町町町がががが整備整備整備整備しししし第第第第 3333 セクターがセクターがセクターがセクターが運営運営運営運営。。。。    



    

    

    秋田県横手市増田町秋田県横手市増田町秋田県横手市増田町秋田県横手市増田町はははは、、、、県南部県南部県南部県南部、、、、旧羽州街道旧羽州街道旧羽州街道旧羽州街道とととと旧増田街道旧増田街道旧増田街道旧増田街道のののの交差部交差部交差部交差部にににに位位位位

置置置置しししし、、、、古古古古くからくからくからくから宮城宮城宮城宮城・・・・岩手岩手岩手岩手とのとのとのとの交通交通交通交通のののの要衝要衝要衝要衝でしたでしたでしたでした。。。。またまたまたまた水運水運水運水運のののの盛盛盛盛んだったんだったんだったんだった

雄物川雄物川雄物川雄物川へへへへ注注注注ぐぐぐぐ成瀬川成瀬川成瀬川成瀬川、、、、皆瀬川皆瀬川皆瀬川皆瀬川のののの合流地点合流地点合流地点合流地点でもあったためでもあったためでもあったためでもあったため、、、、交通交通交通交通・・・・物流物流物流物流のののの拠拠拠拠

点点点点としてとしてとしてとして商業商業商業商業がががが栄栄栄栄ええええ、、、、経済活動経済活動経済活動経済活動がががが盛盛盛盛んになりんになりんになりんになり商人地主商人地主商人地主商人地主がががが多多多多くくくく現現現現れましたれましたれましたれました。。。。    

    現在現在現在現在このこのこのこの地地地地ににににはははは少少少少なくともなくともなくともなくとも７０７０７０７０棟棟棟棟ほどのほどのほどのほどの蔵蔵蔵蔵がががが残残残残っておりっておりっておりっており、、、、そのそのそのその多多多多くはくはくはくは明明明明

治治治治からからからから昭和初期昭和初期昭和初期昭和初期にかけてにかけてにかけてにかけて建建建建ててててられたられたられたられた豪華絢爛豪華絢爛豪華絢爛豪華絢爛なものでなものでなものでなもので、、、、当時当時当時当時のののの増田増田増田増田のののの繁栄繁栄繁栄繁栄

をををを今今今今なおなおなおなお窺窺窺窺わせていますわせていますわせていますわせています。。。。 

 

 

  

 

  

増田町増田町増田町増田町のののの商人屋敷商人屋敷商人屋敷商人屋敷はははは、、、、間口間口間口間口がががが狭狭狭狭

くくくく奥行奥行奥行奥行きのきのきのきの深深深深いいいい短冊型短冊型短冊型短冊型になっになっになっになっ

ていてていてていてていて、、、、切妻屋根切妻屋根切妻屋根切妻屋根のののの古民家古民家古民家古民家がががが立立立立

ちちちち並並並並ぶぶぶぶ。。。。    

増田観光物産増田観光物産増田観光物産増田観光物産センターセンターセンターセンター「「「「蔵蔵蔵蔵のののの

駅駅駅駅」」」」でででで増田町増田町増田町増田町のののの歴史歴史歴史歴史やややや町内町内町内町内のののの蔵蔵蔵蔵

のののの案内案内案内案内をををを受受受受けられるけられるけられるけられる。。。。    

    またこのまたこのまたこのまたこの地地地地はははは、、、、秋田秋田秋田秋田のののの主要銀主要銀主要銀主要銀

行行行行のひとつのひとつのひとつのひとつ、、、、北都銀行北都銀行北都銀行北都銀行（（（（旧増田旧増田旧増田旧増田
銀行銀行銀行銀行））））のののの発祥地発祥地発祥地発祥地でもあるでもあるでもあるでもある。。。。    

増田増田増田増田のののの蔵蔵蔵蔵はははは「「「「内蔵内蔵内蔵内蔵
うちぐら

」」」」といってといってといってといって、「、「、「、「鞘鞘鞘鞘
さや

」」」」とととと呼呼呼呼ばれるばれるばれるばれる外囲外囲外囲外囲いによりいによりいによりいにより外外外外からはからはからはからは見見見見えないえないえないえない造造造造りになりになりになりにな

っているものがほとんどですっているものがほとんどですっているものがほとんどですっているものがほとんどです。。。。倉庫倉庫倉庫倉庫やややや住居住居住居住居としてとしてとしてとして使用使用使用使用されてされてされてされてきたためきたためきたためきたため、、、、これまでそのこれまでそのこれまでそのこれまでその存在存在存在存在

はあまりはあまりはあまりはあまり外外外外にににに知知知知られていませんでしたがられていませんでしたがられていませんでしたがられていませんでしたが、、、、住民住民住民住民のまちづくりののまちづくりののまちづくりののまちづくりの意識意識意識意識がががが徐徐徐徐々々々々にににに高高高高まりまりまりまり、、、、今年今年今年今年

7777 月月月月からはからはからはからは毎日数件毎日数件毎日数件毎日数件のののの蔵蔵蔵蔵をををを一般公開一般公開一般公開一般公開するようにするようにするようにするようになりましたなりましたなりましたなりました。。。。    

またまたまたまた、、、、毎年毎年毎年毎年１１１１回回回回、「、「、「、「蔵蔵蔵蔵のののの日日日日」」」」にはにはにはには町内町内町内町内のののの２０２０２０２０棟棟棟棟あまりのあまりのあまりのあまりの蔵蔵蔵蔵をををを一斉一斉一斉一斉にににに公開公開公開公開しておりしておりしておりしており、、、、毎年多毎年多毎年多毎年多

くのくのくのくの観光客観光客観光客観光客がががが訪訪訪訪れますれますれますれます。。。。（（（（今年今年今年今年はははは１０１０１０１０月月月月３３３３日日日日（（（（日日日日））））実施実施実施実施））））    

増田町増田町増田町増田町のののの「「「「内蔵内蔵内蔵内蔵」」」」をををを活用活用活用活用したまちづくりはしたまちづくりはしたまちづくりはしたまちづくりは、、、、まだまだまだまだ始始始始まったばかりまったばかりまったばかりまったばかり。。。。空空空空きききき店舗店舗店舗店舗のののの対策対策対策対策やややや、、、、

道路道路道路道路・・・・建物建物建物建物のののの修景修景修景修景などなどなどなど、、、、解決解決解決解決すべきすべきすべきすべき課題課題課題課題はははは少少少少なくないようになくないようになくないようになくないように思思思思いますいますいますいます。。。。    
全国的全国的全国的全国的にもにもにもにも稀稀稀稀なななな蔵蔵蔵蔵のののの密集地帯密集地帯密集地帯密集地帯、、、、増田町増田町増田町増田町のこれからののこれからののこれからののこれからの取組取組取組取組みにみにみにみに期待期待期待期待したいですしたいですしたいですしたいです。。。。    

国登 録有形文 化財国登 録有形文 化財国登 録有形文 化財国登 録有形文 化財 のののの 母 屋母 屋母 屋母 屋

はははは、、、、防災防災防災防災のためのためのためのため当初当初当初当初からからからから蔵蔵蔵蔵

造造造造りでりでりでりで建築建築建築建築されたされたされたされたものものものもの。。。。    

店舗部分店舗部分店舗部分店舗部分はははは改装改装改装改装されているされているされているされている

がががが、、、、座敷座敷座敷座敷・・・・居間居間居間居間はははは建築当初建築当初建築当初建築当初

のののの状態状態状態状態でででで使用使用使用使用されているされているされているされている。。。。    

元元元元 はははは 増田増田増田増田 をををを 代 表代 表代 表代 表

す るす るす るす る 商人 地主商人 地主商人 地主商人 地主 だだだだ

っ たっ たっ たっ た 小泉 家小泉 家小泉 家小泉 家 のののの 内内内内

蔵蔵蔵蔵。。。。現在現在現在現在はははは稲庭稲庭稲庭稲庭うううう

ど んど んど んど ん 製造 販売製造 販売製造 販売製造 販売 のののの

佐 藤 養助 商店 所佐 藤 養助 商店 所佐 藤 養助 商店 所佐 藤 養助 商店 所

有有有有。。。。資料館資料館資料館資料館・・・・御食御食御食御食

事 処事 処事 処事 処 とし てとし てとし てとし て 常 時常 時常 時常 時

一 般 公開一 般 公開一 般 公開一 般 公開 して いして いして いして い

るるるる。。。。    

母 屋母 屋母 屋母 屋 にににに 入入入入 ると すると すると すると す

ぐぐぐぐ、、、、漆塗漆塗漆塗漆塗りのりのりのりの巨大巨大巨大巨大

なななな内蔵内蔵内蔵内蔵がががが見見見見ええええ、、、、ささささ

ら に そのら に そのら に そのら に その 内部内部内部内部 はははは

貴 重貴 重貴 重貴 重 なななな 材 料材 料材 料材 料 をををを ふふふふ

んだんにんだんにんだんにんだんに使用使用使用使用しししし、、、、

職 人 技職 人 技職 人 技職 人 技 のののの 粋粋粋粋 をををを 尽尽尽尽

したしたしたした造造造造りのりのりのりの、、、、増田増田増田増田
をををを代表代表代表代表するするするする内蔵内蔵内蔵内蔵。。。。    

 

旧勇駒酒造旧勇駒酒造旧勇駒酒造旧勇駒酒造をををを利用利用利用利用したしたしたした観光観光観光観光

物産物産物産物産センターセンターセンターセンター「「「「蔵蔵蔵蔵のののの駅駅駅駅」」」」。。。。    

元元元元のののの酒蔵酒蔵酒蔵酒蔵「「「「宝暦蔵宝暦蔵宝暦蔵宝暦蔵」」」」はははは国登国登国登国登

録有形文化財録有形文化財録有形文化財録有形文化財でででで、、、、コンサーコンサーコンサーコンサー

トなどにトなどにトなどにトなどに利用利用利用利用されているされているされているされている。。。。    

漆蔵資料館漆蔵資料館漆蔵資料館漆蔵資料館    蔵蔵蔵蔵のののの駅駅駅駅    佐藤又六家住宅佐藤又六家住宅佐藤又六家住宅佐藤又六家住宅    

 



    

    

    秋田県秋田県秋田県秋田県仙北市角館町仙北市角館町仙北市角館町仙北市角館町はははは、、、、県県県県のののの東部中央東部中央東部中央東部中央にににに位置位置位置位置しししし、、、、元和元和元和元和６６６６年年年年（（（（1620162016201620 年年年年））））にににに

秋田藩秋田藩秋田藩秋田藩のののの支藩支藩支藩支藩としてこのとしてこのとしてこのとしてこの地地地地をををを治治治治めていためていためていためていた芦名氏芦名氏芦名氏芦名氏によってによってによってによって城下町城下町城下町城下町がががが造造造造られまられまられまられま

したしたしたした。。。。    

北側北側北側北側のののの城山城山城山城山にににに面面面面するするするする位置位置位置位置にににに武家町武家町武家町武家町（（（（内町内町内町内町
うちまち

）、）、）、）、南側南側南側南側にににに商人町商人町商人町商人町（（（（外町外町外町外町
と ま ち

））））をををを配置配置配置配置しししし、、、、

そのそのそのその境境境境をををを““““火除火除火除火除けけけけ””””とよばれるとよばれるとよばれるとよばれる土塁土塁土塁土塁でででで分断分断分断分断しししし、、、、武家町武家町武家町武家町をををを城郭城郭城郭城郭のののの一角一角一角一角とするとするとするとする構構構構

造造造造をををを作作作作っていましたっていましたっていましたっていました。。。。    

現在現在現在現在でもこのでもこのでもこのでもこの当時当時当時当時のののの街割街割街割街割はははは大大大大きくきくきくきく変変変変わっておらずわっておらずわっておらずわっておらず、、、、特特特特にににに内町内町内町内町はははは道路幅道路幅道路幅道路幅からからからから

曲曲曲曲がりがりがりがり角角角角ひとつまでそのままだそうですひとつまでそのままだそうですひとつまでそのままだそうですひとつまでそのままだそうです。。。。またまたまたまた火除火除火除火除けのけのけのけの跡跡跡跡にはにはにはには現在市役所庁舎現在市役所庁舎現在市役所庁舎現在市役所庁舎などがなどがなどがなどが建建建建

っていますっていますっていますっています。。。。    

内町内町内町内町にはにはにはには黒板塀黒板塀黒板塀黒板塀のののの向向向向こうにこうにこうにこうに広広広広々々々々としたとしたとしたとした敷地敷地敷地敷地のののの区割区割区割区割りになっておりりになっておりりになっておりりになっており、、、、築築築築２００２００２００２００年近年近年近年近いいいい武武武武

家屋敷家屋敷家屋敷家屋敷がそのままがそのままがそのままがそのまま保存保存保存保存されていますされていますされていますされています。。。。またまたまたまた通通通通りりりり沿沿沿沿いにはシダレザクラのいにはシダレザクラのいにはシダレザクラのいにはシダレザクラの巨木巨木巨木巨木がががが続続続続いていいていいていいてい

てててて、、、、緑緑緑緑にににに囲囲囲囲まれるまれるまれるまれる歴史街道歴史街道歴史街道歴史街道といったといったといったといった風景風景風景風景ですですですです。。。。このこのこのこの表通表通表通表通りがりがりがりが昭和昭和昭和昭和５１５１５１５１年年年年、、、、重要伝統的建重要伝統的建重要伝統的建重要伝統的建

造物群保存地区造物群保存地区造物群保存地区造物群保存地区にににに選定選定選定選定されされされされ、、、、文化財文化財文化財文化財としてとしてとしてとして保存保存保存保存されていますされていますされていますされています。。。。    

    またまたまたまた、、、、武家町武家町武家町武家町のそばをのそばをのそばをのそばを流流流流れるれるれるれる桧木内川沿桧木内川沿桧木内川沿桧木内川沿いにはいにはいにはいには、、、、約約約約２２２２ｋｍｋｍｋｍｋｍにわたりソメイヨシノがにわたりソメイヨシノがにわたりソメイヨシノがにわたりソメイヨシノが植植植植

樹樹樹樹されておりされておりされておりされており、、、、国国国国のののの名勝名勝名勝名勝にににに指定指定指定指定されていますされていますされていますされています。。。。    

桜桜桜桜のののの季節季節季節季節のののの角館角館角館角館にもにもにもにも訪訪訪訪れてみたいですねれてみたいですねれてみたいですねれてみたいですね。。。。    
 

 

 

 

  

 

 

伝建地区伝建地区伝建地区伝建地区のののの「「「「武家屋敷通武家屋敷通武家屋敷通武家屋敷通りりりり」」」」

にはにはにはには、、、、通通通通りりりり沿沿沿沿いにいにいにいに黒板塀黒板塀黒板塀黒板塀がががが続続続続きききき、、、、

歴史歴史歴史歴史あるあるあるある武家屋敷武家屋敷武家屋敷武家屋敷がががが建建建建ちちちち並並並並んでんでんでんで

いるいるいるいる。。。。    

多多多多くのくのくのくの観光客観光客観光客観光客がががが訪訪訪訪れておりれておりれておりれており、、、、

外国人旅行者外国人旅行者外国人旅行者外国人旅行者もももも多多多多かったかったかったかった。。。。    

    アスファルトアスファルトアスファルトアスファルト舗装舗装舗装舗装とととと、、、、車両車両車両車両のののの

通過通過通過通過がががが多多多多いのがいのがいのがいのが残念残念残念残念。。。。    

 

人 力 車人 力 車人 力 車人 力 車 で ので ので ので の 観観観観

光 案内光 案内光 案内光 案内 がががが 行行行行 われわれわれわれ

ているているているている。。。。    

車 夫車 夫車 夫車 夫 さん のさん のさん のさん の 案内案内案内案内

をををを受受受受けながらけながらけながらけながら、、、、徒徒徒徒

歩歩歩歩 とはとはとはとは 違違違違 ったったったった 目目目目

線線線線 でででで 眺眺眺眺 め ることめ ることめ ることめ ること

ができるができるができるができる。。。。    
 

通通通通 りにはりにはりにはりには 石張石張石張石張

りのりのりのりの 水路水路水路水路 がががが整備整備整備整備

されているがされているがされているがされているが、、、、水水水水

はははは 流流流流 れていなかれていなかれていなかれていなか

ったったったった。。。。    

常時流常時流常時流常時流 れていれていれていれてい

るとるとるとると、、、、さらにさらにさらにさらに風情風情風情風情
がががが出出出出るのではるのではるのではるのでは？？？？    

 

地区内地区内地区内地区内のののの武家屋敷武家屋敷武家屋敷武家屋敷はははは、、、、中級中級中級中級

～～～～上級武士上級武士上級武士上級武士のものでのものでのものでのもので、、、、緑緑緑緑にににに囲囲囲囲

まれたまれたまれたまれた趣趣趣趣あるあるあるある屋敷屋敷屋敷屋敷はははは、、、、江戸時江戸時江戸時江戸時

代代代代そのもののそのもののそのもののそのものの風情風情風情風情。。。。    

    

このこのこのこの地区地区地区地区ではではではでは、、、、そのそのそのその風情風情風情風情をををを

利用利用利用利用してしてしてして有名有名有名有名なななな時代劇映画時代劇映画時代劇映画時代劇映画のののの

撮影撮影撮影撮影もももも行行行行われているわれているわれているわれている。。。。    

岩橋岩橋岩橋岩橋家家家家    小田野小田野小田野小田野家家家家    



 

 

メールマガジン登録随時受付中!!! 

1.1.1.1. 団体団体団体団体・・・・会社名会社名会社名会社名    
2.2.2.2. 氏名氏名氏名氏名    

3.3.3.3. メールアドレスメールアドレスメールアドレスメールアドレス    

【【【【発行元発行元発行元発行元】】】】    福島県土木部福島県土木部福島県土木部福島県土木部まちづくりまちづくりまちづくりまちづくり推進課推進課推進課推進課    

〒〒〒〒９６０９６０９６０９６０－－－－８６７０８６７０８６７０８６７０（（（（住所記載不要住所記載不要住所記載不要住所記載不要ですですですです））））    

ＴＥＬＴＥＬＴＥＬＴＥＬ    024024024024----521521521521----7510751075107510    

ＦＡＸＦＡＸＦＡＸＦＡＸ    024024024024----521521521521----7956795679567956    

eeee----mailmailmailmail    machizukuri@pref.fukushima.jpmachizukuri@pref.fukushima.jpmachizukuri@pref.fukushima.jpmachizukuri@pref.fukushima.jp    

ＵＲＬＵＲＬＵＲＬＵＲＬ    http://www.pref.fukushima.jp/machi/http://www.pref.fukushima.jp/machi/http://www.pref.fukushima.jp/machi/http://www.pref.fukushima.jp/machi/    

登録登録登録登録されたされたされたされた方方方方にはにはにはには、、、、県内外県内外県内外県内外のまちづくりにのまちづくりにのまちづくりにのまちづくりに

関関関関するするするする情報情報情報情報のほかのほかのほかのほか、、、、イベントなどのおイベントなどのおイベントなどのおイベントなどのお役立役立役立役立ちちちち

情報情報情報情報をメールにておをメールにておをメールにておをメールにてお知知知知らせいたしますらせいたしますらせいたしますらせいたします。。。。 

メールマガジンメールマガジンメールマガジンメールマガジン（（（（無料無料無料無料））））の登録をご希望される方は 

１～３を記入の上、まちづくりまちづくりまちづくりまちづくり推進課推進課推進課推進課のメールメールメールメール
アドレスアドレスアドレスアドレス（machizukuri@pref.fukushima.jpmachizukuri@pref.fukushima.jpmachizukuri@pref.fukushima.jpmachizukuri@pref.fukushima.jp）
まで希望する旨ご連絡下さい。 

「編集後記」 

 「まちづくり瓦版～うつくしま、まちづくり推進レ

ポート～」（Vol.３６）はいかがでしたでしょうか？ 

今後とも各地のまちづくりの取組事例の他、街路・

公園等の事業紹介、イベント等の情報提供など、より

充実した内容にしていきたいと思います。 

取り上げてほしい事例や写真、ご意見・ご感想など

ございましたら、遠慮なく是非お寄せ下さい！ 

軽軽軽軽トラのトラのトラのトラの荷台荷台荷台荷台をををを店舗店舗店舗店舗にしてにしてにしてにして、、、、新鮮新鮮新鮮新鮮なななな農産物農産物農産物農産物やややや地場産品地場産品地場産品地場産品などをなどをなどをなどを販売販売販売販売するするするする「「「「軽軽軽軽トラトラトラトラ市市市市」。」。」。」。    

数年前数年前数年前数年前にににに岩手県岩手県岩手県岩手県やややや宮崎県宮崎県宮崎県宮崎県などでなどでなどでなどで始始始始まったこのまったこのまったこのまったこの取取取取りりりり組組組組みがみがみがみが、、、、福島県内福島県内福島県内福島県内のののの各地各地各地各地でもでもでもでも開催開催開催開催ささささ

れれれれ、、、、まちなかをまちなかをまちなかをまちなかを賑賑賑賑わせていますわせていますわせていますわせています。。。。    

県県県県ではではではでは、、、、各地各地各地各地のののの開催情報開催情報開催情報開催情報をををを一元化一元化一元化一元化してしてしてして PRPRPRPR することですることですることですることで、、、、来客者増加来客者増加来客者増加来客者増加、、、、開催地域間開催地域間開催地域間開催地域間のネのネのネのネ

ットワークットワークットワークットワーク化化化化のののの推進推進推進推進、、、、他地域他地域他地域他地域へのへのへのへの普及普及普及普及をををを図図図図るためるためるためるため、『、『、『、『ふくしまふくしまふくしまふくしま軽軽軽軽トラトラトラトラ市市市市まっぷまっぷまっぷまっぷ』』』』をををを作成作成作成作成

していますしていますしていますしています。。。。    

まっぷをまっぷをまっぷをまっぷを持持持持ってふくしまのってふくしまのってふくしまのってふくしまの「「「「軽軽軽軽トラトラトラトラ市市市市」」」」にににに行行行行ってみませんかってみませんかってみませんかってみませんか？？？？    

のごのごのごのご紹介紹介紹介紹介    

 

矢吹町軽矢吹町軽矢吹町軽矢吹町軽トラトラトラトラ市市市市にににに桑折町桑折町桑折町桑折町のののの

団体団体団体団体がががが出店出店出店出店しましたしましたしましたしました    

柳津町柳津町柳津町柳津町    

福島県福島県福島県福島県まちづくりまちづくりまちづくりまちづくり推進課推進課推進課推進課のホームページでのホームページでのホームページでのホームページで公開公開公開公開していますしていますしていますしています。。。。    
http://www.pref.fukushima.jp/machi/http://www.pref.fukushima.jp/machi/http://www.pref.fukushima.jp/machi/http://www.pref.fukushima.jp/machi/    

次次次次    回回回回    開開開開    催催催催    

9/199/199/199/19（（（（日日日日））））    

9/269/269/269/26（（（（日日日日））））    

    

10/610/610/610/6（（（（水水水水））））    

10/910/910/910/9（（（（土土土土））））        

10/1010/1010/1010/10（（（（日日日日））））    

10/2410/2410/2410/24（（（（日日日日））））    

矢吹町矢吹町矢吹町矢吹町    

桑折町桑折町桑折町桑折町    

石川町石川町石川町石川町    

いわきいわきいわきいわき市植田市植田市植田市植田    

猪苗代町猪苗代町猪苗代町猪苗代町    

大熊町大熊町大熊町大熊町    
柳津町柳津町柳津町柳津町    


