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近年，少子高齢化や若者の人口流出をはじめ，地域が抱える課題が深刻化する中，地域活性化に向けた

担い手をいかにして育成するかが喫緊の課題となっている．まちづくりの担い手を育成するためのプログ

ラムを実施する取り組みは増えつつあるものの，実際に参加者自身がまちづくり活動に参画する段階まで

組み込んだ実践的なプログラムは少ないのが実情である．愛媛県松山市では，2014年より，地域の課題を
解決しながらまちづくりの担い手を育成する実践的なプログラムとして，｢松山アーバンデザインスクー

ル」を開設した．本論文では，本スクールの取り組み内容を紹介すると共に，特にスクールでの活動をき

っかけとして，主体的・継続的なまちづくり活動に展開しつつある事例に着目し，その実践に至った経緯

や要因を検討する． 
 

     Key Words : regional learning process， training program for town management leader， urban de-
sign school, regional revitalization 

 
 

1.	 はじめに 
 
中心市街地の活性化をはじめ，地域社会が抱える諸課

題を解決する上で，市民の主体的な参画による「まちづ

くり」が重要な役割を担っている．まちづくり活動を推

進するための条件として，仲間づくり，活動資金の確保，

地元との関係形成，行政の支援等，様々な条件が挙げら

れるが，その中でもまちづくり活動を主体的に進めてい

く「人材」が最も根本的な条件と言っても過言ではない

であろう 1)．まちづくりを進める上では，まちの課題発

見やその解決に向けた企画構想，企画に取り組む熱意や

リーダシップ，関係者間の連携・調整をはじめ，様々な

資質が問われる．近年の地方消滅論をはじめ，地域衰退

に関する議論が真実味を帯びつつある中，地域社会の存

立を維持していく上では，こうした資質を備えたまちづ

くりの担い手をいかにして育成するかが重要な課題であ

る． 
こうした背景の下，現在，自治体，NPO 等の民間団
体，大学等の教育機関により，まちづくりの担い手の育

成を目指して，「まちづくり学習」を実施する事例が増

えつつある．例えば，自治体や大学等が中心となって，

一般市民を対象にまちづくりを牽引するリーダーやコー

ディネーターを養成するための市民講座を主催する取り

組みが進められている 2)3)．その一方で，現実のまちづ

くり活動の実践経験を重ねることが重要であると指摘さ

れている 4)ものの，既存の事例では，まちづくりの企画

立案に留まるものが多く，実際に参加者自身がまちづく

り活動に参画する段階まで組み込んだ実践的なプログラ

ムは少ないのが実情である．  
そうした中，愛媛県松山市では，2014 年より，地域
の課題を解決しながらまちづくりの担い手を育成する実

践的なプログラムとして，｢松山アーバンデザインスク
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ール」を開設した．本スクールは，大学生と一般市民が

一緒になって，地域の関係者と協力しながら，まちづく

りの企画・実践に取り組む中で，まちづくりの担い手に

必要な素養を身に付けると共に，松山市ならではの魅力

的なまちづくり活動に結実させていくことを目指してい

る．現在までの 4年間の中で，第 1期から第 3期までの
活動が終了し，計 18 個の企画が実施された．また，こ
れまでの企画の中には，地域ブランド化に向けた商品開

発を進めたり，商店街と連携してイベントを運営する組

織を立ち上げる等，スクールを卒業した後も，地域の中

でまちづくり活動に継続的に取り組むグループも見られ

る． 
本論文では，松山アーバンデザインスクールの取り組

み内容を紹介すると共に，特にスクールでの活動をきっ

かけとして，主体的・継続的なまちづくり活動に展開し

た事例に着目し，その実践に至った経緯や要因を検討す

る．その上で，まちづくりの担い手育成と地域活性化の

可能性について考察する． 
 
 
2.	 松山アーバンデザインスクールの取り組み 
	

	 愛媛県松山市では，2014年4月より，公民学連携のま
ちづくり推進組織として松山アーバンデザインセンタ

ー（Urban Design Center Matsuyama: 以下，UDCM）が発足
している．「松山アーバンデザインスクール（Urban 
Design School Matsuyama: 以下，UDSM）」は，本センタ
ーによるまちづくり担い手育成事業として開設された．

UDSMは，松山市内に在住する学生と一般市民が，関係
主体の協力を得ながら，まちの魅力創出や課題解決に

関するまちづくり活動を実践する中で，まちづくりの

進め方を学んでいく市民参加型・体験型の学習プログ

ラムである．松山市内の４大学（愛媛大学・松山大

学・聖カタリナ大学・松山東雲女子大学）の教員が運

営委員会を組織し，カリキュラムの設計や運営を担っ

ている．また，UDSMの活動を松山市が協力・支援する
と共に，地元店舗の商店主や自治会長，企業および

NPOの代表等が「スクールアドバイザー」として，
UDSM受講生へ協力・助言を与える体制を整えている．
UDSMの運営体制を図-1に示す．UDSMのカリキュラム
は約1年かけて実施される．UDSMの第1期は2014年11月
から2015年11月にかけて実施され，受講生は25名（社会
人4名，学生21名）であった．第2期は2015年12月から
2016年11月にかけて実施され，受講生は29名（社会人8
名，学生21名）であった．第3期は2017年5月から2017年
12月にかけて実施され，受講生は28名（社会人7名，学
生21名）であり，現在第3期生までの活動が終了してい
る． 

UDSM3 期生の授業スケジュールを表-1 に示す．本プ
ログラムの前半（第 1 回から第 9 回）において，受講
生は，市内中心エリアのまち歩き，まちづくりに関す

るレクチャーやワークショップへの参加を通じて，ま

ちづくりの基本的な進め方について理解を深めた．そ

の上で，松山市のまちの課題を取り上げ，その課題の

解決に向かうような企画を考え，自らが主体的に実践

することを基本とした「プロジェクト企画書」（自分

達でどのようなことが出来るのか）を作成した．その

後，それぞれの企画書の内容について受講生同士で発

表し合い，お互いに近いテーマや共感できるテーマ同

士がチームとなり，更に具体的な企画になるよう検討
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図-1	 UDSMの運営体制概念図 

 
表-1	 UDSM3期生授業スケジュール 

授業回／日程 授業内容 

第 1回 
(2017/11) 

ガイダンス 
・UDSM主旨説明 
・受講生自己紹介 

第 2回 
(2017/5) 

まちあるきワークショップ 
・グループにわかれて松山市内のまちあるき 

第 3回 
(2017/6) 

まちあるきワークショップ 
・まちあるきでの気づきの発表・共有 

第 4回 
(2017/6) 

まちづくりレクチャー 
・マーケティングの視点から見るまちづくり 
・都市計画について 

第 5回 
(2017/6) 

テーマ決めワークショップ 
・まちづくりプロジェクトのグループわけ，

企画立案 
第 6回 
(2017/6) 

まちづくりレクチャー 
・まちづくりの進め方 

第 7回 
(2017/7) 

まちづくりワークショップ 
・プロジェクトテーマに関する調査 

第 8,9回 
(2017/7,8) 

まちづくりプロジェクト企画 
・プロジェクトの企画立案 

第 10回 
(2017/9) 

中間発表 
・まちづくりプロジェクトの発表 

第 11~16回 
(2017/11) 

まちづくりプロジェクトの実践 
・まちづくりプロジェクトの具体化 
・実践準備 

第 17回 
(2017/12) 

活動報告会準備 
・活動報告会に向けた取りまとめ 

第 18回 
(2017/12) 

活動報告会 
・地域住民へ向けてまちづくりプロジェクト

の成果報告 
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を重ねた．第 10 回の｢中間発表｣では，教員と他グルー
プに対し，企画内容についてのプレゼンテーションを

行い，助言を得る機会をつくった． 
プログラムの後半（第11回から第16回）では，プログ
ラム企画書を基にして，実際に地域住民や商工団体，

NPO団体などのまちづくり団体，地元企業などの連
携・協力を得て，企画書のまちづくり活動について実

践へと結びつけていくことを目指した．その後プロジ

ェクトを実施し，第17回で実践内容を取りまとめた．
第18回の「活動報告会」にて，実施したプロジェクト
について，地域住民や関係者への活動報告を行い，

UDSMの第3期を終了した．第1期からプログラムに若干

の変更はあるものの，基本的な流れについては同様で

ある． 
UDSM1期生から3期生までに実施されたプロジェクト
を表-2に示す．これらの活動の中で，第1期生と第2期生
が取り組んだ「椿の香りでおもてなしプロジェクト」

と，第3期生が取り組んだ「かやまちクラブ」及び「公
園まちづくり＠松山」の3つのプロジェクトが，UDSM
終了後の現在も活動を継続し，地域の中で展開してい

る．以下では，各プロジェクトの代表者へのヒアリン

グ内容を基にして，それぞれの活動の経緯を記述する

と共に，その継続要因について考察する． 
 

表-2	 UDSM受講生が取り組んだプロジェクト 
期生 プロジェクト名 プロジェクト概要 

1 
期 
生 

道後源泉ウォーク 道後への愛着を持ってもらうことを目的に，道後温泉地区に点在する源泉を探し，歩いても

らい道後の魅力を発見・発掘するイベントの企画． 

椿の香りでおもてなしプロジェクト 
松山市花に制定されている「やぶ椿」や，世界的な観光地である道後地区に点在する椿の花

に着目し，椿の香りを活用した地域ブランディングを目指して，椿の香りの空間演出や体験

イベントの企画． 

まちなかの手づくりプールで遊ぼう 
子どもの外遊び環境の変化に着目し，中心市街地での子どもの遊び場創出を目指し，中心市

街地内に位置するひろばにおいて，土嚢やブルーシートを用いた手作りのプールで遊ぶイベ

ントの企画． 
次世代へ繋ぐ,ボクらの軌跡 
～アーバンデザインスクール活動記

録～ 

市民への周知とともに，アーバンデザインスクール受講生の活動記録の蓄積のために，ウェ

ブデザイナーからの支援を受けながら，ホームページを作成し，各プロジェクトを web 上に
アーカイブ化． 

道後のにぎわいをいつまでも 
～歩いて見つけるまちの魅力～ 

道後温泉地区における温泉以外の魅力創出を目指し，同地区内に点在する「湯玉」に着目

し，観光客と地域住民を対象にまちあるきイベントを開催し，参加者の感想等をふまえてマ

ップを制作・配布． 

愛媛の「食」 
地域に根づく松山市ならではの飲食店や菓子屋を取材し，その情報をラジオで発信し，その

情報をもとにオリジナルの瓦版を作成・掲示． 
これ,大街道総なめしてるってよ 
～ぼっち・つれてってマップ～ 

松山市中心市街地の大街道商店街とその周辺を対象に，1 人でも入りやすい店や友人・恋人
に連れて行ってもらいたい店を取り上げたマップ製作・配布． 

2 
期 
生 

ジモティ life松山 県外から松山に来ている移住者のコミュニティを作り，松山の魅力を知ってもらい，松山で

の暮らしを豊かにすることを目的に，移住者が交流できるワークショップを企画． 
椿の香りでおもてなしプロジェクト 1期生からの継続プロジェクト 

名もなき公園＠柳井町 
あまり手入れが行き届いていない公園を拠点に，地域住民の交流をうみだすことを目的に，

公園整備や地域イベントへの参加を通して，地域とのつながりを形成． 

Family’s Story プロジェクト 親子の思い出になる機会の提供と記録を目的に，親子が夢中になる瞬間を記録に残し，地域

での親子の思い出をつくってもらうために親子で映画監督になるイベントを企画． 

まつトラムラリー 
公共交通に乗るきっかけをつくり，楽しみながら松山のまちについて知ってもらう機会をつ

くることを目的に，路面電車を使ってクイズラリー形式でまちを巡り，松山の歴史や魅力を

再発見し，公共交通に慣れ親しんでもらうイベントを企画． 

三津けた！私のまちの写真館 
歴史的街並みと魅力的な風景を残す三津地域を対象に，三津の過去，現在を未来につなげる

ことを目的に，以前の三津の写真を地域の方々からお借りし，現在の三津地域を地域の方々

と一緒に撮影した写真を用いた写真展を企画． 

路地裏映画館 in柳井町商店街 まちなかの空き地や駐車場を市民にとって豊かな空間にすることを目的に，商店街をひとつ

の映画館として見立て，駐車場で映画を上映するイベントを企画． 

3 
期 
生 

伊予絣班 
松山固有の資源である「伊予絣」に着目し，伊予絣に興味を持ってもらうきっかけとして，

若い女性観光客を対象に，伊予絣を使ったアクセサリーを作成するワークショップを実施． 

かやまちクラブ 
萱町商店街のお店の魅力のひとつが，対面販売を通した店主との交流にあると考え，萱町商

店街をあまり利用しない地域住民を対象に，店舗の認知度向上と利用促進を目的としたイベ

ントを企画． 

休日プランナーズ 
松山市の中心市街の裏通りに着目し，若者向けに裏通りでしか過ごせない休日をテーマに，

裏通りの楽しみ方や使い方を提案するフリーペーパーを作成． 

公園まちづくり＠松山 
城山公園を対象地とし，公園を住民にとって暮らしの軸に，まちにとって賑わいの核とする

ことを目的に，季節ごとの公園の新しい使い方を提示するイベントを企画． 

Nexus 
消費者と生産者をつなぎ，人々が滞留する空間を花園町通りに創出し，賑わいづくりと生産

農家と地域住民をつなげることを目的としたイベントを企画． 
まつトラムラリー 2期生からの継続プロジェクト 
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3.	 まちづくり活動の継続事例 
	  
(1)	 椿の香りでおもてなしプロジェクト 
	 「椿の香りでおもてなしプロジェクト（以下，椿でお

もてなし）」の活動の経緯を表-3 に示す．UDSM1 期生
時は，社会人 3名と学生 4名で活動を行い，UDSM2期
生時は，社会人 4名と学生 3名で活動を行った．現在は，
1期生時から活動を行っている社会人 2名が活動を行っ
ている． 
	 本プロジェクトは，椿を用いた新たな松山のブランド

づくりをミッションに活動を行っている．UDSM1，2期
生の活動では，椿の香りを用いた商品（バスソルトやア

ロマオイル等）を自主製作し，主に松山市の道後地域を

対象にワークショップやイベントを実施した．また，地

域のイベント等で自主製作した商品を販売し，UDSM2
期では，地域のビジネスプランコンテストに応募し，最

優秀賞を受賞した．この経験を基に，UDSM 終了後，

2017 年 1 月から個人事業主として銀行から融資を受け，
椿の香りを用いた商品を製作している．2017 年 7 月よ
り，地元店舗での販売を開始し，現在松山市内 5店舗，
京都府 1店舗にて販売を行っている．また，本プロジェ
クトをきっかけのひとつとして，松山市は 2018 年より，
1 月 28 日を「いい，つばきの日」として制定した．現
在は，商品販売や地元イベントへの出店，新商品の開発

等の活動を行っている．図-2は UDSM2期生時に地域の
イベントにて自主製作商品販売の様子である． 
 
(2)	 かやまちクラブ 
	 「かやまちクラブ」の活動の経緯を表-4 に示す．
UDSM3期生時は，社会人 2名と学生 2名で活動を行い，
現在も同じメンバーで活動を行っている． 
	 本プロジェクトは，松山市内にある萱町商店街を対象

に，商店街活性化のきっかけづくりをミッションに活動

を行っている．本プロジェクトは，地元まちづくり協議

会が，萱町商店街の活性化について UDCM へ支援を要
請したことに端を発する．この背景のもと，受講生の関

心と合致し，本プロジェクトがうまれた．UDSM3 期生
の活動では，地元まちづくり協議会と商店街振興組合と

連携し，地域の子どもと保護者対象に，萱町商店街の八

百屋さんで野菜を購入し，ミックスジュースを作るイベ

ントを実施した．イベントは，地元まちづくり協議会の

予算のもと行われ，現在もその予算のもと活動を継続し

ている．UDSM 終了後，2018 年 5 月に第 2 回のイベン
トとして，地域の子どもと保護者対象に，萱町商店街に

ある花屋さんの花を使ったフラワーアレンジメント作り

を実施した．今年度中にあと 2回のイベント実施を予定
している．現在，プロジェクトのメンバーは，地元まち

づくり協議会事務局長，地元商店街振興組合会長，まち

づくり協議会が運営する商店街活性化拠点の代表者と連

携し，UDCM のスタッフの支援を受けながら活動を行

っている．大まかな役割分担として，イベントの企画立

案・運営をかやまちクラブ，集客や地域との調整を他連

携主体が担っている．図-3は第 1回かやまちクラブの様
子である． 

表-3	 椿の香りでおもてなしプロジェクトの活動経緯 
日程 概要 
【UDSM1期生での活動】 
2015/8 「道後温泉夏まつり 2015」へ出店 

椿を使った手作り体験ワークショップの実施 
2015/10 道後温泉本館にて椿の香りを使った空間演出 
2015/11 道後温泉本館，椿の湯にて椿の香りを使った空間演出 
【UDSM2期生での活動】 
2016/1 UDCM1階もぶるテラスにて椿の香りを使った空間演出 
2016/1 放生園にて椿の香りを使った空間演出 
2016/3 松山空港にて椿の香りを使った空間演出 
2016/6,7 土曜夜市にて自主製作した椿の商品の販売 
2016/7 「宝厳寺コンサート」へ出店 

自主製作した椿の商品の販売 
2016/8 「道後温泉夏まつり 2016」へ出店 

椿を使った手作り体験ワークショップの実施 
自主製作した椿の商品の販売 

2016/8 「円満ご長寿まつり」へ出店 
椿を使った手作り体験ワークショップの実施 
自主製作した椿の商品の販売 

2016/10 「未・来 Job まつやま主催ビジネスプランコンテス
ト」へ出場し，最優秀賞受賞 

【UDSM終了後の活動】 
2017/7 店舗販売開始 

2017/8 「道後温泉夏まつり 2017」へ出店 
椿を使った手作り体験ワークショップの実施 
椿の商品の販売 

2018/1 「いい，つばきの日」制定 
2018/2 「お城下マルシェ」へ出店 

椿を使った手作り体験ワークショップの実施 
椿の商品の販売 

2018/3 「椿香る手しごと展『香りと手しごと』」へ出展 
椿の商品の展示 

2018/3 「移動する建築お披露目会」へ出店 
椿を使った手作り体験ワークショップの実施 
椿の商品の販売 

 

 
図-2	 椿の香りでおもてなしプロジェクトの活動の様子 
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(3)	 公園まちづくり＠松山 
	 「公園まちづくり＠松山（以下，公園まちづくり）」

の活動の経緯を表-5 に示す．UDSM3 期生時は，社会人
1名と学生 5名で活動を行い，現在は，社会人 1名と学
生 1名で活動を行っている． 
	 本プロジェクトは，松山市内にある城山公園を対象に，

公園の魅力増進化をミッションに活動を行っている．

UDSM3 期生の活動では，城山公園において，地元飲食
店や地域で活動を行うヨガインストラクターや DJ 等を
招聘し，メンバーはピクニックグッズの貸し出しやこた

つの設置等を行い，手軽にピクニックをしてもらいなが

ら各種プログラムを体験できるイベントを実施した．イ

ベント時に使用したピクニックグッズの管理を，城山公

園内にある飲食店に依頼し，2018 年 3 月より，この飲
食店が管理，貸し出しを行っている．UDSM 終了後，

城山公園内で，2018 年 3 月に凧を貸し出し，凧揚げを
行うイベントを実施し，5 月にハンモック等を用いて城
山公園内で昼寝を楽しむイベントを実施した．本プロジ

ェクトは，イベントで提示した仕組みを今後も継続して

行ってくれる担い手を想定しながらイベントを実施して

きた．城山公園内の店舗等による，ピクニックグッズの

貸し出しがその仕組みに当たる．今後は，本プロジェク

トがイベントを主催する役割を担わず，城山公園を使っ

て何か取り組みを行いたい主体と城山公園をつなぐこと

やその仕組みづくりについての活動を行っていくことを

目指している．図-4はピクニックイベントの様子である． 
 

4.	 まちづくり活動の継続要因 
 
上述した 3 つのプロジェクトが UDSM 終了後も地域
の中で活動を継続・展開しつつある要因として，UDSM
における実践が 1)まちづくり活動の運営体制づくり，

及び 2)地域の学びを促進した点を上げることが出来る．		

	 まず，前者については，UDSM においてまちづくり

活動を実践することにより，まちづくり活動を自律的に

推進するための運営体制の組織化に寄与した点を指摘す

ることが出来る．田邉ら 5)は，継続的なまちづくり活動

に向けた組織運営の課題を 5つに分類している．その課
題とは「技術やノウハウ」「活動目的」「人や組織」

「情報発信」「収入や資金調達力」である．「技術やノ

ウハウ」における課題とは，組織活動において情報を共

有できる場がないこと等の課題である．「公園まちづく

り」では，メンバーと一緒に城山公園を訪れたり，周辺

店舗を尋ねたりするなど，対象地域に赴くことや，イベ

ントの企画の打ち合わせ等で情報を共有する場をつくっ

ていた．「活動目的」における課題とは，メンバー間や

団体間における活動目的の理解に差がある等の課題であ

る．「かやまちクラブ」では，当初イベント実施にむけ

た打ち合わせにおいて，地域関係者はイベントを実施す

ることに主眼があり，萱町商店街の店舗を活用すること

に対してはあまり関心が払われていなかったものの，メ

ンバーが地域関係者と議論を重ねることで，かやまちク

ラブが目指すものや，萱町商店街活性化に必要なことが

表-5	 公園まちづくり＠松山の活動経緯 
日程 概要 
【UDSM3期生での活動】 
2017/11 城山公園ピクニックの実施 
【UDSM終了後の活動】 
2018/3 凧あげまつりの実施 
2018/3 ピクニックグッズレンタル開始 
2018/5 お昼寝を楽しむ会の実施 
不定期 城山公園の使用手続きや城山公園近辺の店舗等の情報

発信 

 
 

図-4	 公園まちづくり＠松山の活動の様子 

 
図-3	 かやまちクラブの活動の様子 

表-4	 かやまちクラブの活動経緯 
日程 概要 
【UDSM3期生での活動】 
2017/11 第 1回かやまちクラブの実施 

～新鮮野菜・果物でミックスジュースをつくろう～ 
【UDSM終了後の活動】 
2018/5 第 2回かやまちクラブの実施 

～感謝の気持ちを込めてフラワーアレンジメントを贈

ろう～ 
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議論・共有され，萱町商店街を活かしたイベントを実施

するための議論がなされるようになった．また，この議

論を通して，メンバー内においても活動目的が共有され

ている．「人や組織」における課題とは，リーダーシッ

プが発揮されていないことや，メンバーの意欲が低い等

の課題である．「かやまちクラブ」では，まちづくり活

動を行った経験を有する代表者が，チームの雰囲気作り

を行いながら，他メンバーに役割や仕事を振ることで，

メンバーの意欲を維持するよう努めた．「情報発信」に

おける課題とは，地域に対して有効な情報発信ができて

いないという課題である．「公園まちづくり」ではホー

ムページや各種 SNS を使用してるが，第 1 回のイベン
トの際に最も効果的であった Facebook を，主に利用す
るようになった．「収入や資金調達」における課題とは，

独自に資金調達できる仕組みがない等の課題である．

「椿のおもてなし」では，自主製作した商品を販売する

際に，類似商品や販売価格等をリサーチし，ビジネスプ

ランコンテスト出場の際に資金調達の仕組みを具体化さ

せた．こうした UDSM 受講時の実践を経て，各プロジ

ェクトの運営体制づくりが促進されていったと考えられ

る． 
	 一方，後者については，UDSM での取り組みをきっ

かけとして，地域住民や関係者が当該地域の新たな可能

性や効果的なまちづくりの方法について学ぶことが出来

た点を指摘することが出来る．3 つのプロジェクトでは，
そうした地域の学びへの波及を通じて，UDSM のプロ

ジェクトが地域の中で受け入れられ，浸透しつつある．

実際に，「椿のおもてなし」では，道後地域や松山空港

でのイベント実施や UDSM の活動報告会等で，地域関

係者に本プロジェクトの活動が周知され，本プロジェク

トの活動がきっかけとなり．松山市において「いい，つ

ばきの日」が制定された．地域が本プロジェクトをきっ

かけに，椿を，新たな松山のブランドとして展開を試み

始めたと考えられる．また，「かやまちクラブ」では，

第 1回のイベントをきっかけに，連携主体である地元ま
ちづくり協議会と商店街振興組合が萱町商店街を活性化

するために，予算の確保や地元関係者の調整等を行い，

定期的に「かやまちクラブ」がイベントを実施する仕組

みづくりを行った．「公園まちづくり」では，城山公園

内の店舗が，本プロジェクトが第 1回のイベントで用い
たピクニックグッズを，イベント後管理することとなり，

営業時間内に来客者へ無料で貸し出す仕組みづくりを行

った． 
	 UDSM での実践がプロジェクトの運営体制づくりを

促進し，UDSM での実践をきっかけに地域の学びが促

進されプロジェクトが地域に浸透していくことが

UDSM 終了後も地域で継続・展開しつつある要因と考

えられる． 
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A TRAINING PROGRAM FOR TOWN MANAGEMENT LEADERS TOWARDS 

REGIONAL REVITALIZATION  
- A CASE OF MATSUYAMA URBAN DESIGN SCHOOL - 

 
Naofumi OGAWA, Tsuyoshi HATORI, Yuka KATAOKA and Shin OSAKI 

 
In recent years, the problem that an area has becomes serious by decreasing birthrate and aging people, 

population outflow of the youth and so on. Therefor it is an urgent matter how to train the town manage-
ment leader. The training program for town management leaders are increasing. On the other hand, it is 
really the fact that there are few practical programs that participants engage in town management. Since 
2014, in Matsuyama City, Ehime Prefecture, "Urban Design School Matsuyama" was established as a 
practical program to train town management leader while solving regional problems.In this paper, the 
content of this school were introduced, pay attention to the cases towards independent and continuous 
town management activities, especially with activities at school as a trigger, and consider the circum-
stances and factors leading to the practice. 


