
  「あかり」をツールとした社会貢献活動の促進 
～コミュニティから化学反応を起こす～ 

例月政策会議（４班） 
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 三条市の現状 
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出典：総務省「国勢調査」（1980,1995,2010）国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成25年３月推計）」（2025,2040） 2 



 これからの三条市 

少子高齢・人口減少を受け入れながら適応して、持続可能なまちとなるため、
三条市は、これまでの価値観を転換させて、まちづくりを進めていく。 

今後の三条市のまちづくり 

地域の暮らしを維持するための価値観の転換 

■多極分散型のまちづくり  

 →住み慣れた地域に住み続けていくことを目指す 

■多様なコミュニティの形成 
 →地縁型コミュニティの維持・再構築 

 →テーマ型コミュニティの構築を推進 
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 これからの三条市 

■多様なコミュニティの形成 

下田地区 

○地縁型コミュニティが比較的残ってい
る。 

→地縁型コミュニティの維持に重きを置

きつつ、テーマ型コミュニティの構築も
進める必要 

まちなか 

○地縁型コミュニティの衰退が比較的目
立ち、孤立化 

→テーマ型コミュニティの構築に重き
を置いて交流を促しつつ、地縁型コ
ミュニティの再構築も必要 

三条市においても、テーマ型コミュニティは、構築されつつあるものの、確立して

いるとまでは言い難く、下田地区・まちなかそれぞれにおいて、
今後、テーマ型コミュニティの構築の推進が必要 

※テーマ型コミュニティとは、共通の関心や目的により結びついた集団 
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下田地区とまちなかをモデル地区として実施が検討されている。 



 提案の方向性 

モデル地区であるまちなかで 

平成27年度オープン予定の 「全天候型広場」 と 

連携した取組の検討を進める。 

三条の魅力を活かす ことができる活動で 

地域社会に貢献 できそうな、 

新たなテーマ型コミュニティの形成 を促すことに 

意識を置いて、提案内容の検討を進める。 

テーマ型コミュニティの構築 
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 提案の方向性（①三条の魅力を活かせる活動で社会貢献） 

三条らしさ、三条の魅力を活かすことができ、地域社会へ貢献できる活動 

既存の社会貢献活動の一例 

三条のアイデンティティ【ものづくり】を活かし、 

地域社会へ貢献できる活動 

地域の環境整備などが
中心 

ごみ拾い 
見守り 

防災、防犯活動 
ボランティア

活動 

公園の除草 
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 提案の方向性（②まちなかの地域環境を活かせる取組） 

活動の場の一例 
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提案の方向性①②を踏まえたコミュニティのテーマ 
三条のアイデンティティ【ものづくり】を軸とした、地域社会へ 
貢献でき、まちなかの魅力ある景観・環境を活かす取組み 

コミュニティ活動を行うことができそう 
＋ 

何かを作ったり、展示したりする場として上手に活用！ 

商店街 

全天候型 
広場 

燕三条シェア 
スペース＆ 
ライブラリー 

モデル地区（まちなか）における取組 



提案へ 
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コミュニティのテーマ 
三条のアイデンティティ【ものづくり】を軸として、地域社会へ 
貢献でき、まちなかの魅力ある景観・環境を活かす取組 

目指す方向性 
「ものづくり」でつながるテーマ型コミュニティの立ち上げを支援し、 
社会貢献ができる活動を仕掛ける。 

あかりをツールとした社会貢献活動の推進 



 三条でテーマ型コミュニティをつくる 
                 ツールとしてあかりを選んだ理由 
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• 使用する素材に三条産製品を利用できる。 
例：大谷地和紙、いからし和紙、金属板など 

• 製作の際は、切る、打ち付けるなどの工程を
取り入れることができ、三条産金物を利用、
体感できる。 

 

• 作り方によって、比較的手軽に市民の方が
参加できる。 

• 本寺小路あかり物語やキャンドルナイトな
ど、既存事業へ市民の方が参画できる可能
性がある。  

 

• あかりの手づくり感は、まちにあたたかみを
もたらす。  

• 製作者だけでなく、観に訪れる人もいるの
で、人の往来の増加が期待できる。 

 



 事業提案の柱 
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病院や 
福祉施設 

商店街・
まちなか 

市内 
あかり 
イベント 

全天候型 
広場 

コミュニティ 



 提案 まちなかと連携したものづくり場（バー）の立上げ 
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 燕三条シェアスペース＆ライブラリー トライクについて 

地域とクリエイタ―が交わる場。 
ものづくり活動を地域へ開く。 
様々なものづくりワークショップを行うことができる。 

10/13 旧外山虎松商店を改装しオープン 
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提案 ものづくり場（バー） 
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• 燕三条製品を使ったものづくりを通し、  
人と人がつながる場をつくる。 

概 要 

• 照明会議の開催 
※照明をまちづくりに活かすアイディアを出し合う場 

• 市民向けあかりづくりワークショップの開催 
内 容 

• ものづくり場（バー）実行委員会 実施主体 



 地域のコミュニティから、あかりをまちへ 
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 病院であかりプロジェクト 先進事例 

写真引用：照明塾 あかりバンクホームページ「病院deあかり展」 
ちばの耳より情報満載 千葉日報ウェブ 

ライトセラピーで光と色彩による心のケアを
取り入れている千葉県内での取組 
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（コミュニティの活動例）病院であかりプロジェクト in三条 

写真：照明塾 あかりバンクホームページ「病院deあかり展」より引用 
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• 病院や福祉施設などに手作りのあかりを
展示する。 

概 要 

• ものづくり場のワークショップで製作した 
あかりを、病院や福祉施設など心のケア
が必要な施設へ届けて展示、寄贈をす
る。 

内 容 

• 市内病院、福祉施設など。 
※モデルとして実施可能な病院 
             →済生会三条病院ギャラリー 

効 果 

• ものづくり場実行委員会あかりチーム 実施主体 



（コミュニティの活動例） 
手作りあかりで全天候型広場を憩いの場に 
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（コミュニティの活動例） 
手作りあかりで全天候型広場を憩いの場に 

• 手作りのあかりで全天候型広場をライト 
アップし、集いの場・憩いの場を提供する。 

概 要 

• 「あかりの日」にちなんだ、あかりの展示会
やあかりイベントなどの実施を想定。 

• クリエイターや照明塾の講師を招いた、 
あかりづくりワークショップの開催。 

内 容 

• 「縁側」＋あたたかみのある「あかり」＝ 
居心地の良さ。滞在時間の延長につなげ
る。 

• 人があつまることによるにぎわいの創出。 

効 果 
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（コミュニティの活動例）住民参加によるあかりの道づくり 
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県道331号線、神明町付近 

空間
認知 

対人
認知 

安心 
安全な
道づくり 



（コミュニティの活動例）住民参加によるあかりの道づくり 

イメージ①（横浜元町仲通） 

イメージ②（川越市） 

「街路空間における光環境の在り方に関する研究」 

角舘政英、日本大学理工学部建築学科関口研究
室、 

東京都市大学建築学科小林研究室の協同研究 
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（コミュニティの活動例）住民参加によるあかりの道づくり 

イメージ①（横浜元町仲通） 

イメージ②（川越市） 

「街路空間における光環境の在り方に関する研究」 

角舘政英、日本大学理工学部建築学科関口研究
室、 

東京都市大学建築学科小林研究室の協同研究 
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•あかりの日（10/21）に合わせて、まちなかの
店舗・住宅前等に手作りあかりを設置する。 

概 要 

•まちあるきを行い、まちなかの不安・危険箇
所等をピックアップした後、順次あかりを設
置する。 

内 容 

•あかりの設置が危険防止や防犯につなが
ることで、美しい景観だけでなく、歩きやす
さをも兼ね備えた道の整備。 
 

•住民が地域づくり活動に主体的に関わるこ
とにより、地域に対する愛着や関心が湧く。 

効 果 



 スケジュール（案） 

   H26年度  H27.4～5月 H27.6～7月 H27.8～9月 H27.10～12月 H28.1～3月 

ものづくり場Ｐ 

病院であかりＰ         

まちなか・ 
  道あかりＰ 

        

実行委員会 
立上げ 

モデル病院へ 
企画説明、 

展示スケジュール
確認 

商工会議所、 
各商店街等と 
あかり作品展示
イベントに 
関する打合せ 

照明会議 
開催 

ワーク
ショップ 
実施 

ワーク 
ショップ企画 

展示会 
準備、実施 

全天候型広場
オープン、 
広場であかり

展示 

次年度以降
の 

方向性検討 
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 提案 ものづくり場 初年度予算（案） 

内容 金額（円） 内訳 

消耗品費 176,000 

・ワークショップ使用物品購入費用 5,000円 
 （はさみ、金属トング等 計20本） 
 ※各企業から製品PRとして寄贈いただく方法も検討 
・材料費補助（大谷地和紙等2,000円×１0人） 
・チラシ、ポスターの用紙代等 50,000円  
・共同使用消耗品 （のり等）6,000円 

立上げ実行委員会
会議参加報酬 

100,000 
会議10回×5人×2,000円（商店街関係者、ものづくり
サークル活動者等） 

講師謝礼金 24,000 8,000円×3回×1人 

計 300,000 

支 出 
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※参加費は会場使用料（シェアスペース2時間4,000円×3回）÷10人＝約1,200円）、 
     材料費（電球等1,500円）、保険料300円 実費負担 計3,000円程度 

 



 提案 ものづくり場 2年目以降予算（案） 
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※参加費は会場使用料（シェアスペース2時間4,000円×3回）÷20人＝約600円）、 
     材料費（電球等1,500円）、保険料300円 実費負担 計2,400円程度 
 
※2年目以降は、ものづくり場の会場を全天候型広場等へ移す可能性も検討する。 

 

内容 金額（円） 内訳 

消耗品費 126,000 

材料費補助（大谷地和紙等2,000円×20人） 
チラシ、ポスター用紙代等 80,000円 
共同使用消耗品（のり等）6,000円 

実行委員会 
会議参加報酬 

50,000 会議5回×5人×2,000円=50,000円 

講師謝礼金 24,000 8,000円×3回×1人 

計 200,000 

支 出 



・あかりを通して人の 
往来や交流が生まれる。 
・まちへ出かけたくなる。 
・住む人の意識をまちへ
向けることができる。 病院や 

福祉施設 

商店街・
まちなか 

市内 
あかり 
イベント 

全天候型 
広場 

ものづくり場 

 あかりで社会貢献活動をするコミュニティ 

・あかり製作 
・作品展示など 

・参加者作成の 
 あかり展示など 

・あかりによる防犯活動など 

・入院されている方のケアなど 

・あかりによる社会貢献企画検討 
・ワークショップなど 
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 （おまけ）手作りあかりの一例 

均質なあかりも 
美しい…。 

手作りのあかりは人の心に 
あたたかい。 
このまちの人の手による 
あかりのあたたかみを 
もっと三条へ活かせそう…。 
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 （おまけ）地元産素材と製品を活かすあかり 
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燕三条産のはさみやトングを 
使い、ものづくり場のワーク
ショップであかりを作成。 

いからし和紙など、三条の素材を活
かしながら作ることができる和紙の
あかりを紹介します。 
※写真では市販の和紙を使用して
います。 
素材などは照明会議で検討予定。 
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 （おまけ）地元産素材と製品を活かすあかり 

製作工程で、 
燕三条産のはさみ、鋸、金属トングの機能性を実感できます。 
素材には大谷地和紙やいからし和紙、金属板など、 
市内製品が存分に活かせます。 



 （おまけ）地元産素材と製品を活かすあかり 

We will illuminate the future of Sanjo city. 

ご清聴ありがとうございました。 
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