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（要 旨） 

全国の商店街は 疲弊の一途をたどっています。 

そして、今後は 全国的に 「少子高齢化」と経済の縮小が避けられない環境にありま

す。 

そんな中 平成 11 年の２月、行政から「お年寄りに優しい街づくり」による私たちの

松江天神町商店街の活性化の提案がありました。 

日本一の高齢者県の島根県の県庁所在地である松江市として、今後 日本は高齢化が進

むその先進県として、是非 全国に先駆けて 高齢者の方の住み良いモデル地区（生き生

きお年寄りさんを作る街）を作りたいという提案でした。 

正に 日本の一番の高齢者県を プラスに取る「発想の転換」。その行政の考え方に 私

たちは 感動し、「お年寄りに優しい街づくり」による天神町の活性化を 推進すること

に決めました。 

即、商店街の若手プロジェクトチーム「天神町街づくり委員会」が 発足。     

また 同時に 松江市から力強い協力を得て、松江市・商工会議所ＴＭＯ・天神町商店

街役員での官民一体の「ワーキング会議」も 活動が 開始されました。 

そして それらの会議・視察等をする内、「お年寄りにやさしいまちづくり」の３つの

重要ポイントを おさえ、そして 出来るところから実行していきました。 

（１）交流の場があること                        

（２）信仰の対象                            

（３）高齢者の皆さんが楽しみにショッピングが出来る町を作る。      

 

その後は 私たちの街づくりに 賛同する仲間たちが 自然に 集まるようになり、皆

さんの協力を得ながら、新たなる街づくりが さらに 展開されていきました。 

そして ハード面の取り組みも「発想の転換」を入れ込み、計画、進んでいきました。 

 （１）日本初の電線軒下化アーケード                    

（２）高齢者住宅を含めた再開発ビル                    

（３）社会福祉法人のビル（授産施設）                   

 

 正に 地域資源を生かした新たなる街づくりです。 

 その様子を ご報告させていただきます。 
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松江天神町商店街の「お年寄りに優しい街づくり」 

（地域資源の活用のすすめ＝発想の転換、新たなる街づくり） 

 

                           理事長 中村 寿男 

 

１．松江天神町商店街の位置と形状と特性 

私たちの松江天神町商店街は 島根県の県庁所在地 「松江市」の旧市内の南側に位置

し、北に大橋川、西には宍道湖（しんじこ）、東南にかけては JR の高架線に分断されて、

限定された狭い商圏立地にあります。 

 宍道湖側には、白潟公園（しらかたこうえん）や祖師公園（そでしこうえん）などの全

国でも有名な宍道湖の夕日スポットが徒歩圏であり、全国でも入館者が多い島根県立美術

館など、いくつかの松江の観光スポットも近くにあります。 

 私たちの松江天神町商店街は 町名の由来である白潟天満宮（しらかたてんまんぐう）

が南端に位置し、北端にはステックビル（元のテレコムプラザ）があり、その二つを繋ぐ

モールのような長細い商店街です。 

商店街の特性・性格としては 古くから天満宮の門前町として発達し、隣町に寺がたく

さん集まった「寺町」があり、商店街には 茶・和菓子などの老舗があり、ゆっくりと散

策を楽しむことが出来る古都のイメージを持つ町です。 

 

 

２．活性化以前の街の歴史 

 私たちの商店街の歴史は古く、慶長１６年（1611 年、豊臣秀吉没後 11 年後）堀尾吉晴

（ほりお・よしはる）公が 松江に城を築くと同時に 天満宮を建立、私たちの天神町は 

このころから出来たそうです。江戸時代は 天満宮近くに宍道湖の港があり、門前町とし

て栄え発達し、この頃から 現在も老舗と言われる歴史ある店舗が 存在しはじめ、明治

７年頃には 山陰ではじめて夜店市や芝居小屋、映画館の草分けでもある「ハイカラ館」

などがたてられ、松江随一の歓楽街として、明治末期には「松江銀座」と称されるほどの

賑わいを見せていました。 

 ところが 昭和５０年代後半から 市街地のドーナツ化現象や車社会に呼応した郊外

型大型店の進出、更には後継者問題などで、私たちの商店街も 衰退の一途をたどりはじ

めました。 

 唯一、私たち商店街が誇るべきことは 毎年の７月 24 日・25 日の夏の天満宮例大祭で 
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神輿がのべ 20 数台も出て この時だけは 夜遅くまでたくさんの人で賑わいます。 

 当時は この「祭り」を何とかきっかけに 商店街の活性化が出来ないかと、試行錯誤

をくりかえしましたが、結局は なすすべもなく、毎年少しずつ商店街は 寂れていくば

かりでした。  

 

 

３．新しい街づくりの提案と出発 

ところが 平成 11 年の２月頃でした。突然、松江市から新しいタイプの天神町の活性

化の提案がありました。それは「お年寄りにやさしい街づくり」でした。 

実は 島根県は 日本で一番の高齢者県です。その島根県の県庁所在地である「松江市」

の中では、この天神町を中心とした白潟（したかた）地区が 一番高齢者の住んでいる地

域だそうです。 新のデーターでも 私たちの白潟地区は 高齢者率 ２９％（つまり、

65 歳以上のお年寄りさんが、3 人に 1 人。）さらに 私たちにショックだったのは、独居

世帯（つまり、お一人で生活しておられる人が、）１５０世帯も あることでした。今後

2050 年頃まで 日本全体が 高齢化していきます。ひょっとすると、この 50 年間、島根

県が 日本で一番の高齢者県を トップで行くのかもしれません？  

 松江市としては その先進県？の県庁所在地として、是非 全国に先駆けて 高齢者の

方の住み良いモデル地区（お年寄りさんが生き生きと暮らし、ショッピングの出来る街）

を作りたい、それを 天神町で作りたいと、松江市が提案してきました。 

 私たちは 初めは ちょっと、呆然としました。なぜならば、いままでの街づくりのコ

ンサルタントは 街のハード面を整備し、結果的には 若い人が集まるモダンな街づくり

をする提案ばかりだったので、突然の真反対の発想の提案に 頭がついていきませんでし

た。 

しかしながら、商店街のメンバーは 日頃から今後の商店街の行く末に 危機感を持っ

ていたので、「お年寄りさん」という対象に 初は戸惑いつつも、日本の一番の高齢者

県をプラスに取る「発想の転換」の行政の考え方に感動を覚え、「お年寄りにやさしい街

づくり」による天神町の活性化を 推進することに決めました。 

50 年先を見据えた街づくりという発想から、前理事長からアドバイスをもらい 私は 

即、商店街の若手を集めたプロジェクトチーム「天神町街づくり委員会」を 発足させ、

毎週火曜日に 早朝ミーティングをはじめました。   

また 行政からの提案でもあったので、同時に 松江市・商工会議所ＴＭＯ・天神町商

店街役員での（官民一体のコミュニケーション会議）ワーキング会議も 毎週金曜日の午
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後（ＰＭ1：30 頃から約 1 時間）に 開始されました。 

 

 

４．「お年寄りにやさしい街づくり」の３つの重要ポイントと実現への行動 

そして それらの会議や視察（「おばあちゃんの原宿」といわれる巣鴨商店街などを視

察）等を重ねていく内、「お年寄りにやさしい街づくり」の３つの重要ポイントを 私た

ちなりに おさえることが出来、それを出来るところから実行していきました。 

以下がその 3 つのポイントです。 

 

お年寄りさんの安心条件 

 

（１）交流の場があること 

たとえば 病院の待合室には お年寄りが集まり、話の花が咲くようですが、このよう

な お年寄りが集まりやすい施設（溜まり場）を 商店街の一番目立つ大きな空き店舗を

利用して 設置することとなりました。これは 市の福祉課の施策として行われました。 

元来、私たち商店街が接する行政は 経済産業省関連の部署ですが、今回は 行政主導

（実は 市長のアイデアで、この街づくりは動いていたのです。当時の宮岡松江市長の考

えは 本当に革新的な発想でした。）でしたので、このように商店街のど真ん中に 私た

ちとあまり付き合いの無かった福祉の施設が オープンすることになりました。     

街づくりの相談のあったその年の平成 11年 7月の天神夏祭りには その施設２軒が（名

称：「まめな館」・「いっぷく亭」として）即、オープンしました。 

運営は 商店街の負担にならないよう、また この機会に お年寄りさんと商店街が 

対話できるように 老人会や社会福祉協議会などからなるメンバーで 「ふれあいプラザ

協議会」を作り、運営することになりました。  

 

（２）信仰の対象 

お年よりさんが 楽しくショッピングする街の先進例として、「おばあちゃんの原宿」

といわれる東京巣鴨の商店街を、その年の５月に 商店街メンバーで 視察に出かけまし

た。そして 東京巣鴨の商店街・高岩寺のとげ抜き地蔵を見学した時、お年寄りさんには 

信仰の対象が必要なことを 確信しました。お年寄りさんは 外出する時に「お墓参り」

や神社・仏閣への「お参り」を兼ねること、また 出る口実にも「お参り」は重要な理由

になることを知りました。 
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さて、では 私たちの商店街は・・と振り返って見ると、天神町には その信仰の対象

がありません。「天神町街づくり委員会」で 討議した結果、天神町の唯一の信仰の対象

である白潟天満宮に 何かその対象が出来ないか検討が はじまりました。 

そして ある若者の意見から「天神様」は「学問の神様」、それは「頭の神様」そして、

お年寄りさんには「いつも頭が冴える神様」つまり「ボケ封じの神様」という発想が 出

来上がりました。松江白潟天満宮の宮司様の絶大な協力を得て、とうとう全国に先駆けて

「天神様」に お年寄りさんのための「ボケ封じ」の神様「おかげ天神」を建立すること

になりました。（姿は 菅原道真公のご幼少をモデルに 巣鴨の高岩寺のあらい観音と同

じように、水をかけて自分の体の悪いところと同じところをなでて、願をかければ 良く

なるという その信仰の対象を作りました。） 

この年の８月２５日には「おかげ天神」を建立。その後 大変たくさんのお年寄りさん

が参るようになり、その話題は 全国の NHK のニュースでも流れました。 

 

（３）高齢者の皆さんが楽しみにショッピングが出来る町を作る。 

以上の２点が 実現化する見通しがついたので、いよいよ本来の目的である商店街の活

性化の検討に入りました。 

やはり 高齢者の皆さんが 楽しみにそして安全にショッピングをしていただけるよ

うにするには 歩行者天国です。商店街独自では 歩行者天国を 警察に申請しても な

かなか許可が降りないのだそうですが、ここは 官民一体のワーキング会議から 行政か

らの強力な働きかけをしてもらい、結果的には 警察・バス協同組合・タクシー組合の皆

さんの理解と協力をいただき、天神様の縁日「天神市」を毎月２５日に 歩行者天国で ス

タートさせることになりました。 

おかげ天神建立のその８月２５日に この天神様の縁日「天神市」も 同時にはじまり

ました。 

このようなことで 私たちは「お年寄りにやさしい街づくり」をスタートさせたわけで

す。平成 11 年の２月に行政から提案があり、正に その６ヶ月後には この「お年寄り

さんの安心条件」３つのポイントをおさえた街づくりが完成したのは、忙しかったですが、

実際 すばらしいスピードでした。 

この理由は まずは 天神町の若手メンバーが 日頃から 今後の商店街に 危機感

を持っていたので、即 一致団結して行動を起こしたこと、さらに 松江市・商工会議所

ＴＭＯ・天神町商店街役員とのワーキング会議を 毎週行ったことで、常に 官民一体の

「意思統一」と「共同作業」ができたことの結果だったと 私は 思っています。 
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５．その後の現象と進化 

さて、今年（平成 17 年度）で この「街づくり」は 6 年目になりました。現在も 順

調に「天神市」は お年寄りさんを中心に たくさんの人で 賑わっています。 

しかも この「天神市」が始まって以来、この街づくりは いろいろな各方面からの協

力・参加があり、さらなる進化をとげています。 

ここで その後の様子を 報告いたします。 

 

まず「天神市」自体 確実に 来店客数が（お年寄りさんに限らず、小さな子供たちや

家族連れの来店客数が）増えてきました。中には 少し離れた地区の老人会が バスチャ

ーターで お参りに来られるケースもありました。 

その「天神市」の賑やかな様子から、「天神市」の出店者が増え（私たちの商店街以外

からも出店参加をしてもらっています。）、その後 今までなかなか埋まらなかった空き店

舗にも 出店希望が 出てくるようにもなりました。 

平成 12 年には 島根大学の法文学部のゼミが 「チャレンジショップ」として大学生

の運営・体験する「おかげ庵」という実験店舗をオープンさせました。その後 これをき

っかけに 中小学校の体験学習が参加するようになり、毎月の天神市には 子供たちの賑

やかな声が 聞けるようになりました。 

平成 14 年には 天神様前のロータリーに きれいな公衆トイレが オープンしました。

これは 「天神市」に来られるたくさんのお年寄りさんの陳情（「天神市」に出かけても、

トイレが無くて不便だ。という声）により、行政が動かされ、実現したことでした。 

さらに 松江市環境課の「まつえエコショップ」も 天神町商店街の空き店舗に オー

プンしました。これにより「お年寄りに優しい街づくり」に続いて、「環境にやさしい街

づくり」も スタートすることになりました。 

 

 一方、街づくり 2 年目の平成 12 年あたりから 私たちの「天神市」が 次世代を見据

えた街づくりとして、しかも 一からの作り上げた新しい街づくりとして、大変注目され

るようになり、少しずつ 県内外からの視察が 増えてきました。 

現在では 一ヶ月に 平均 3 件の視察が 入ります。 

このような中、特に 印象的だったことは 平成 13 年 2 月に NHK「ひるどき日本列島」

で全国放送に取り上げられたことと、4 月には 経済産業省の中小企業長長官が 日帰り

で 視察にお出でになられたことでした。 

 

今年は いよいよ隣町（3 商店街）も取り込み、6 月、7 月と 実験的に 私たちの商

店街が核になり 協同イベントも試みてみました。結果は 大好評で、特に 7 月の天神

祭りの人出は 30 年前の人出が復活したと、お年寄りさんをはじめ皆さんから 言って

いただきました。 
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６．ハード面の取り組み 

 平成 13 年まで ソフト面のみで展開してきた「お年寄りに優しい街づくり」に 平成

14 年から 少しずつハード面の整備が はじまりました。そして 平成 15 年には 天神

町の大きなハード面（アーケード、バリアフリー、高齢者住宅を含めた再開発ビル）の整

備計画が スタートすることになりました。 

そこにさらに 社会福祉法人のビルまでが 天神町に進出・建設されることになりまし

た。 

もちろん、言うまでも無く、これらの現象は 私たちの「お年寄りに優しい街づくり」

活動の内外の皆さんからの評判や要望から 動き出した現象です。 

 そのハード面の中から、特筆すべき点を 以下に ご報告します。 

 

（１）日本初の電線軒下化アーケード 

天神町商店街の北側約 100 メートルの歩道に アーケードがあります。築 35 年も経

ち、実際 もう錆びて、いつ倒れてもおかしくない状態でした。 

行政から 声がかかり、この際 「お年寄りにやさしい」街として、バリアフリー化

をした新しいアーケードを作ることになりました。 

計画としては 明るく、歩道も少し広げ、電柱を取ってバリアフリーのアーケードを

作ることとなりました。 

ここで一つだけ 私たちに 大きな悩みが出来ました。それは「電柱を取る」件です。

行政からは「電線地中化による無電柱化」案を持ってこられたのです。しかし、私たち

は 周辺で 電線地中化でファサードをきれいにした商店街が 完成した頃には商店

街が半滅している実態を 多々見ていました。電線地中化は あまりにも 工事に時間

がかかり、工事のためにお客さんの買い物がしにくく、その間の商店の売上は がた落

ちして、完成するまで商店が持ちこたえれなくて、移転するか廃業をしてしまう場合が 

たいへん多いのです。 

特に お年寄りさんにとっては この工事は 足場が悪くなり、絶対に するべきで

はありません。しかし、行政からは これしか方法が 無いと言ってきました。 

私たちは この問題を 商店街の若手メンバーの会に持ち帰って、検討することとし

ました。そこで、また若手から おもしろい妙案が 出てきました。それは「せっかく

アーケードも建て直すのだから、ついでに 軒下に電線を這わせたらどうだろか？」と

いう案でした。   
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早速、メンバーの工務店に この案を検討させました。「可能である」と、結論がで

ました。さらに驚いたのは 私たちの試算では 「地中化」よりもはるかに 経費が安

くて済むことがわかりました。さっそく 県の土木課に話を持って行きましたところ、

びっくりされ、さらに 財政の厳しい中でのこの話を 大変喜んでくださりました。県

は さっそく、この工法の提案を 国土交通省に連絡したところ、この工法は はじめ

てのケースであると、いうことがわかりました。 

電線軒下化アーケードなどは 誰でも考えそうなのにと 私は思っていましたのに

全国で 前例がない。この電線軒下化アーケードが ほぼ完成するころ、三重県、松阪

市の行政・商店街の皆さんが 視察に来られました。そこで、このアーケードが 日本

ではじめてのケースである理由が わかりました。アーケードは 元来「経済産業省管

轄」です。そして 無電柱化は「国土交通省管轄」なのです。ですから、まだまだ縦割

り行政のなごりから 簡単に 話が 進まないのだそうです。その点、島根県は よく

実現されましたと、三重県、松阪市の行政・商店街の皆さんは 感心しておられました。 

結局、日本初の電線軒下化アーケードが 平成 17 年 3 月に 松江の天神町商店街に 

完成しました。その後、このアーケードについて、問い合わせや視察がたくさん来るよ

うになりました。 

国の財政の厳しい中、是非 商店街のアーケードのあるところならば この工法での

無電柱化をお勧めします。（同じ 1 メートルの費用を比較すると、電線軒下化アーケー

ドのもちろんアーケードを含めたすべての費用と電線の地中化の費用は約 1：10 になる

と 私たちの試算ではなりました。さらに 図面を見ていただくとわかるように キャ

ットウオークの下に電線が入りますので、メンテナンスも楽です。） 

 

（２）高齢者住宅を含めた再開発ビル 

たまたま天神町を横切る「駅前から宍道湖湖畔まで通じる南北主要幹線道路」の拡幅

事業が 進められていました。その天神町中心交差点の北西部に 古いビルがありまし

た。道路にかかることから、平成 16 年の取り壊しが 決まりました。  

そして この土地の再開発に当たって、平成 14 年 行政と地権者が相談して、高齢

者住宅を含めた再開発ビルが「建て替え事業構想」として 発表されました。 

これは 中心市街地に定住者を増やす施策の「中心市街地市営住宅」と私たちの街づ

くり活動により高齢者が 天神町周辺に住みたいという希望をかなえる「高齢者専用住

宅」を兼ねた複合施設です。一階には 店舗も入る計画です。 
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この建物は 平成 17 年 11 月に完成予定で、高齢者住宅は いろいろなセキュリティ

システムが 組まれています。 

これにより、松江天神町商店街周辺の人口がさらに増え、賑やかになることを期待し

ています。 

 

（３）社会福祉法人のビル 

 この件が 特に特筆すべきことです。 

 この「天神市」をスタートさせて ２年目ぐらいから 歩行者天国の出店メンバーの

中に いくつかの授産施設の売店が出るようになりました。 

 この売店で販売する障害者の皆さんが この「天神市」に参加を重ねるたびに、買い

に来るお年寄りさんたちの優しさに すこしづつ安心するようになり、「天神市」に出

店することを 楽しみにするようなったそうです。 

その中の一つの授産施設（精神障害の施設）の皆さんが 松江市内に第一作業施設を

建設するにあたり、是非、私たちの商店街の中に出たいと、寄付を集め土地を取得し、

ビルを建てることになりました。 

私は この出店の話を聞いて、涙が出るくらい、うれしかったです。 

ついに 私たちの街づくりは 「お年寄りさん」のみならず、「人に優しい街づくり」

に 進化したんだと、確信しました。人に喜んでもらえる商店街こそ、ほんとの商店街

です。私たちの商店街も ここまでやって来たのです。 

この授産施設のキャッチフレーズが また なんともたまりません。 

「商店街の人たちと一緒に 障害者も協力して  

疲弊した中心市街地を 活性化しましょう。」です。 

実際、私たちのような疲弊した商店街は 月一回の「天神市」でも いろいろと忙し

く手間を取られます。障害者の皆さんは なかなか社会で働く場所が無く、困っておら

れたそうです。ここに 私たち疲弊した中心市街地の商店街と障害者の皆さんが 良い

形で 結びつき、あたらしい活動が 出来そうな気がしています。 

この授産施設は 平成 17 年 4 月に オープンしました。クッキー工場を兼ねたレス

トランを 経営しています。昼時は、お年寄りさんを中心に ヘルシーでやや少なめの

ランチメニューで 大繁盛です。 
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７．まとめ 

私たちが 今まで 展開してきた「お年寄りに優しい街づくり」の体験をしてきたいろ

いろな話を とりとめもなく、書いてまいりました。 

 

おかげさまで この街づくりが ここまで来れたのは、一言集約すれば 

「地域資源の活用＝今の時代こそ 発想の転換が大切である」 

ということではないでしょうか？  

 

全国的に商店街は 衰退の一途をたどっています。そのような状況下で 私たち天神町

商店街が 幸い街づくりに成功したのは なんといっても 行政からの「お年寄りに優し

い街づくり」という提案でした。 

日本の一番の高齢者県を マイナスと取らず、プラスに取る行政の考え方は すばらし

い「発想の転換」であり、感動しました。 

 そこに 日頃から「今後の商店街への危機感」を持っていた商店街の若手メンバーが結

束（毎年７月 24 日・25 日の夏の天満宮例大祭で 商店街の若手メンバーを中心に 神輿

をのべ 20 台も出します。その祭りを通して、比較的若手メンバーのコミュニケーション

が 取れており、結束力がありました。）行政の提案後、早いうちに「天神町街づくり」

プロジェクトチームを 発足させることが 出来ました。さらに 松江市・商工会議所Ｔ

ＭＯ・天神町商店街役員とのワーキング会議で、「官民一体」の「問題意識の統一」と「共

同作業」も 迅速にできました。これにより このようなあたらしい街づくりが すばら

しいスピードで 実現したのではないかと思います。 

 そして、それに 共感する人たちの和が 少しずつ確実に 広がって、さらなる展開が 

生まれていったのです。「お年寄りに優しいまちづくり」は「人に優しいまちづくり」に 

変化して行きました。 

 人が集まり、人気が出て、評判が立つと、仲間が仲間を呼び、行政の協力のもとに ハ

ード面の整備も いろいろな方面から協力しやすくなります。 

 小さな問題は まだまだたくさんありますが、この「街づくり」は 確実に進化してい

くことを 私は 確信しています。 
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（付録） 

 

自分のリーダーシップ分析 

 

人を 決して引っ張って行ける力も 体力もありません。 

ただ「人」と「人」とを結び付け、触媒としての働くのは 天性のようです。 

つまり、メンバーを引っ張って行くタイプではなく、周りから かつぎ上げられるタ

イプなのかもしれません。 

新しいものには 絶えず 興味を示し、前向きに 検討します。 

結構、慎重で 石橋をたたいて渡る方ですが、「三方良し」と確認できれば 積極的

に動きます。 

「街づくり」も「企業経営」も オンリーワンを めざし、心掛ける。 

メンバーからは 動く広告塔としての存在であって欲しいと、希望されています。 

 

 

                            天神町商店街理事長 

                                中村 寿男 

 

 

経 過 

平成 11 年 2 月末     松江市から「お年寄りに優しい街づくり」の提案あり 

3 月から  

毎週火曜日 天神町の若者メンバーの早朝ミーティング スタート 

      毎週金曜日 午後  

松江市・商工会議所ＴＭＯ・天神町商店街役員のミーティング スタート 

     5 月       東京巣鴨商店街・とげぬき地蔵 視察 

     6 月       空き店舗を お年寄りが集まりやすい施設（溜まり場）に 改装開始 

     7 月 24 日（土）25 日（日） 

          お年寄りが集まりやすい施設（溜まり場） 

「まめな館」「いっぷく亭」 オープン 

     8 月 25 日 「おかげ天神」建立・「天神市」スタート 
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平成 12 年 7 月 24 日 島根大学 法文学部ゼミ 「おかげ庵」 オープン 

平成 13 年 2 月 15 日 ＮＨＫ「ひるどき日本列島」で 全国放送される 

     4 月 19 日 経済産業省、中小企業庁長官が 視察 

     7 月       「環境に優しい待ちづくり」の実験として 

                    空き缶回収機を設置する（1 ヶ月で終わる） 

8 月       中小企業総合事業団による「お年寄りさんネットワーク」の調査事業開始 

                    （平成 13 年から 15 年まで） 

平成 14 年 1 月       松江市環境課「まつえエコショップ」「エコ新聞事務局」 オープン 

                 （実質の「環境に優しい街づくり」が スタート） 

     3 月       天神ロータリーに 近代的な「公衆トイレ」 オープン 

     9 月       新しい水銀灯が 中・南町天神町に 設置 

     10 月       天神町中心部交差点地域の「建て替え事業構想」 発表 

平成 15 年 7 月       天神町北町のアーケードおよび歩道のバリアフリーの計画が動き出す 

     8 月       社会福祉法人「桑友（そうゆう）」 

               天神町に 第一作業所（授産施設）進出計画 発表 

                     （「人に優しい街づくり」のスタート） 

 

平成 16 年 上記の 3 つの事業が 同時進行する。天神町は 工事だらけの様相。 

平成 17 年 3 月       天神町北町に日本初の 

電線軒下化アーケードおよび歩道のバリアフリー 完成 

     4 月       社会福祉法人「桑友（そうゆう）」第一作業所（授産施設） オープン 

     11 月       天神町中心部交差点地域の「建て替え事業構想」 

                         「安心・安全ハウス」 オープン 
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名前  中村 寿男（なかむら ひさお） 

 

経歴 

 白潟幼稚園、白潟小学校、松江市立第三中学校卒業と 純粋な白潟っ子（しらかたっこ）とし

て育つ。 

 高校は 父のすすめで、全寮制の高校 岐阜県瑞浪市（ぎふけん みずなみし）の広池学園麗

澤瑞浪高校（ひろいけがくえん れいたくみずんなみこうこう）を受験、入学。ここで、学業と

共に 寮生活から 人との上下関係、身の回りを自分ですることを 体験勉強する。 

 この経験が 自信となって、高校３年の時 ロータリー交換学生としてアメリカ コロラド州

デンバーに留学。一年間 アメリカ人の家庭でくらし、真のアメリカの姿を見る。この時、それ

まで感じていなかった自分の生まれた「中村茶舗」の伝統の重みを アメリカの人々から教えら

れ、中村茶舗を継ぐ決心をする。 

帰国後、高校と同系の千葉県柏市（ちばけんかしわし）麗澤大学（れいたくだいがく）英語学

科に入学、この時のクラブ活動で ジャズにふれる。 

大学卒業後、お茶の修行を静岡・岡山でして、松江に帰る。 

平成11年度 島根県優秀専門技能者に お茶の部門で認定される。 

平成12年11月ジェトロの調査事業でインドの茶園を 松江ジェトロ所長と2人で 日本茶製

造の可能性を 調査視察。 

平成13年には オーストラリア・アメリカに お茶の輸出がスタート。 

貿易の難しさを 自ら体験、1 年の準備期間を置いて、平成 17 年 5 月に ＩＳＯ9001 の品質

管理の国際規格を 外資系コンサルタントの指導で取得、タイとの取引も スタートする予定。 

 

公的な活動として、松江ＪＣ、商工会議所青年部等の活動に参加、地元天神町でも 青年部部

長を経て、９８年より 天神町商店街理事長になる。 

平成 11 年はじめ 松江市の指導により「お年寄りにやさしい街つくり」という 松江天神町

商店街の立地の特性を生かした、全国に先駆けた構想をスタート。 

平成11年８月２５日には 「おかげ天神」も建立（こんりゅう）し、「天神市」もスタートす

る。１１月２９日のOECD松江シンポジュウムでは 松江の代表として 宮岡市長と二人で参加。 

平成 13年 4月には 中小企業庁長官も松江天神町商店街を視察。そのころから 視察・TV取

材等が 多くなる。 

平成 14 年、さらなる企画（環境にやさしい町づくり・お年寄りのＩＴ網計画）で 周辺を取

り込んだ「お年寄りにやさしい街つくり」の展開を 拡大スタート。 
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平成 16 年から天神町のハード面（アーケード、バリアフリー、高齢者住宅を含めた再開発ビ

ル、社会福祉法人のビル等）の整備計画がスタート。 

平成17年 3月 日本初の電線軒下化アーケード、バリアフリー化 完成、4月 社会福祉法人

のビル完成、11月 高齢者住宅を含めた再開発ビル完成。 

平成17年は お祝い続き！！ 

松江中金ユース会では 平成16年から代表を務める。 

 

公私共に活躍中！です。 

 

 

現在の役職 

 （有）中村茶舗 代表取締役    

 協同組合 松江天神町商店街 理事長 

 松江商店街連合会 副会長、イベント委員長 

 島根県中小企業団体中央会 監事 

 島根県中小企業団体中央会 青年部連合会 会長 

 島根県経済同友会 海外経済委員長 

 商工中金 ユース会 代表幹事 

協同組合 山陰茶商組合 青年部長 

松江市「暖談食フェスタ」実行委員長（松江市の冬の食のイベント） 

 

研究内容など 

自分なりの茶業に対する考え方から、日本茶のほかに「出雲の茶そば」・「ラフカディオコーヒ

ー」等の新商品を開発。 

松江のお茶文化に少しでも啓蒙になればと ＦＭ山陰で「ちょっと早めのお茶にしませんか」

という番組のパーソナリテーもしています。  

 

趣味 

旅行・音楽・コンピューター（主にゲーム）等 
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