
勝地半紙を使った天井の仕上げ。
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－“軍艦ビル”とは。
竹口　この建物は昭和42年に竣工
しました。建物の高さ、階数はバラ
バラですが、一番高いところで５
階建てで、鉄筋コンクリート造で
す。１階部分は15戸あり、今回は
その１戸の１階部分をリノベー
ションしています。

－軍艦ビルを再生させようとい
う動きは元々、江津駅という立地
にありながら、建物の老朽化とと
もに空き店舗が増えたこの建物を
再生させようと、株式会社石州あ
かがわらというまちづくり会社が
発端になっています。今回、ポリテ
クカレッジ島根がリノベーション
に取り組むことになった経緯を教
えてください。
竹口　株式会社あかがわらの今井
聖造社長から、軍艦ビルを何とかし
たい、という話があったのが最初の
キッカケです。そこでまず、2017
年に学生の卒業制作のテーマとし
て、軍艦ビルの建て替え後を設計課
題としました。そして2018年に
なって、実際の空き店舗をリノベー
ションすることになりました。

－“リノベーション” は、ただ改
修するだけでなく、新しく価値を
付け足すこと、という意味で使わ
れますが、現在改修中の建物では

どのような工夫や付加価値があり
ますか。
竹口　今井社長から、「江津らしい
デザインを」という依頼があった
ので、江津で手に入れることがで
きる素材をふんだんに使っていま
す。タイル、土壁、勝地半紙、流木、
柿渋、セラミックサンド、蜜蝋、え
ごま油、竹などですね。江津でとれ
る素材はたくさんありますよ。

－それだけの素材をどのように
して見つけたのですか。
竹口　私は今の学校に赴任して数
年経ちますが、その間に地元のい
ろいろな方とつながりました。市
内外の様々なイベントやプロジェ
クトに積極的に参加した結果、こ
れらの素材を見つけることができ
ました。学校だけに留まっていた
ら、見つけられなかったかもしれ
ないですね。

－今回リノベーションした物件
は、今後使われる予定があるので
しょうか。
竹口　地元の方々の物販のチャレ
ンジショップ※として使っていた
だく予定です。今回のプロジェク
トは、改修後の用途も事前に決まっ
ていたので、それを踏まえて設計、
施工しています。2019年２月に完
成予定です。

設計、施工は学生自らが手掛けている。

－今回のリノベーションプロ
ジェクトは、ポリテクカレッジ島
根の卒業実習という位置づけです
ね。この場所は４月以降にお店と
して使われる訳ですが、実際に人
に使ってもらう建物を改修する経
験というのは、学生のうちに経験
しがたいことだと思います。
土田　そうですね。学校で模擬家

ています。
－新築ではなく、改修、リノベー
ションすることの良さや面白さは
どんなところにありますか。
竹口　昔の雰囲気を残せるところ
ですね。長い年月が経ったことで
出てくる風合いなどは、新築で表
現することは難しいです。また、既
存の建物を改修する場合はいろん
な制約がありますが、その制約の
中で工夫するのもリノベーション
の面白さです。制約があるからこ
そ出てくる工夫が、デザイン的に
カッコ良くなったり、面白い使い
方に生まれ変わることもあります。

－軍艦ビルを建て替えようと
思ったキッカケは。
　平成12年に江津駅前商店街組合
を設立することになり、その中で
ビルの建て替えが必要、という議
論が元々ありました。当時は今ほ
ど建物が古くなかったものの、空
き店舗が目立つ状況でした。2015
年から江津市の中心市街地活性化
が本格的に動き出し、官民で取り
組めるこのタイミングで事業を進
めようと思ったのがキッカケです。

－軍艦ビルを建て替える意義は。
　ビルは国道９号に面して建って
おり、地震による倒壊などで主要
道路である国道を塞いでしまう可
能性もあり、いずれは建て替えが
必要だと思います。新しい建物は、
国の補助金などをうまく活用する
ことで建設費を抑え、テナント料
を安くし、新たに起業したい人の
スタートアップ施設にしていきた
いと思います。

屋を建てる実習はありますが、今
改修している場所を今後誰かが使
うとなると、やはり作業中は緊張
感があります。
安部　この店舗は今後人が使うの
で、失敗はできません。使い勝手も
考えながら作業します。当初の設
計どおりにいかないこともありま
すが、それはそれでよい経験になっ

木材は島根県産材を使用している

※チャレンジショップとは…商売を始めたいが経験もなく、最初から独立店舗で
始めることが困難な人に対し、家賃や管理費などを一定期間無償または低額で
店舗を貸し出す仕組みを指す。

取材・文・写真 ／ 盆子原照晶

古民家に使われていた土壁や、使われずに残っていた
タイルを使用。

■ 株式会社あかがわら
　 今井聖造社長 インタビュー

　現在の江津市本庁舎は、建設されてから50年が経過しています。市はこ
れまで行ってきた各種調査やそれに基づく検討結果を踏まえて、本庁舎を
シビックセンターゾーン内の江津警察署東側敷地に新築・移転することを
決定しています。市が取りまとめた基本設計には、耐震性の確保のほか、
防災拠点機能の確立や市民サービス機能の向上を目指すことが盛り込まれ
ています。
　市民サービス機能の向上に向けた取り組みには、庁舎施設の一部を市民
交流スペース（市民活動スペース、展示スペース、多目的ホール、展望ホー

「活性化」のモノサシ

中心市街地活性化・３つの目標指標 　官民協同で取り組んでいる江津市の中心市街地活性化。活性化の目安と
なる目標指標の進捗をお伝えします。

目標指標① 歩行者・自転車通行量
　2019年の調査結果は、基準年に近い水準にまで回復しました。江津ひと・まち
プラザ（パレットごうつ）の開館や、江津駅前エリアでの新規店舗出店による影響が
考えられます。

目標指標③ 居住人口
　中心市街地だけでなく、江津市全体の人口も減少しています。減少率をみると、基
準年と比較して、中心市街地は約７％の減少、市全体は３％の減少となっており、中
心市街地の人口の減少幅が大きいことが分かります。
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調査方法：毎年４月の平日に、中心市街地内の２地点において７～ 19時で計測
資料：江津市中心市街地通行量調査報告書
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資料：江津市住民基本台帳（毎年3月31日）
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目標指標② 新規店舗出店数
　2018年度時点で、目標値の１４店を上回りました。江津市ビジネスプランコンテ
ストの出場者による出店や、継続的な空き物件の情報収集と活用が背景にあります。

出典：江津市中心市街地活性化協議会調べ
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江津市新市庁舎建設
ル）として市民に開放する計画が含まれ、パレットごうつや総合市民セン
ターに加えて新たな選択肢が増えることで、中心市街地のにぎわい創出効
果が期待されます。
　なお、新しい本庁舎には、現在の本庁舎と分庁舎の機能が移転し、教育
委員会や水道課、下水道課、選挙管理委員会事務局などは配置されない方
針です。
　市は、実施設計を取りまとめた後、平成31年度中に建替え工事に着手し、
平成32年度末の完成を目指しています。

※基本設計時のイメージですので、実際と異なる可能性があります。

江津市中心市街地

活性化協議会 事務局紹介
　江津市中心市街地活性化協議会は、中心市街地活性化に関する
事業の総合調整や事業の推進、市が策定する基本計画の実効性に
寄与することなど、まちづくりを総合的に推進する組織です。江津
市では、江津商工会議所とNPO法人てごねっと石見が発起人とな
り、2014年に協議会を設立しました。事務局は、江津市、江津商工
会議所、NPO法人てごねっと石見が担っています。中心市街地へ
の出店や土地の利活用などのご相談、ご意見をお待ちしています。

■ 軍艦ビルリノベーションプロジェクト

https://gunkanbiru.amebaownd.com/

ポリテクカレッジの作業の様子は
専用ホームページでご覧になれます。

■ チャレンジショップ情報

http://52chu-katsu.com/archives/861

改装後のチャレンジショップの情報は
コチラからご覧になれます。


