
78　2018年度　住まいとコミュティづくり活動助成  　一般財団法人ハウジングアンドコミュニティ財団　79

住まい活動助成

門司路地組合　福岡県北九州市
路地裏空間・空き家活用による交流人口増加、地域の賑わい創出

団体設立経緯
ɹߓਗ਼ୌ۠ɺ෩๛͔ͳ
ݐஙͱັྗతͳ࿏ۭ͕ؒΔҰ
ํͰɺۭ͖ՈԽͱྸߴԽʹ·͞Εͯ
͍·ͨ͠ɻͦ͏͠ ͨঢ়گΛԿͱ͔ͨ͠
͍ͱ͍͏ॅຽͷʹಉͨ͠ࣄݩ
ɺେֶɺࣗձͷ�ऀͰઃཱͨ͠ऀۀ
ͷ͕ɺͪͨࢲ࿏߹Ͱ ɻ͢
ɹ�����݄ ʮʹ࿏ʹ͗Θ͍ͮ
Γ࣮͘ߦҕһձʯͱ্ཱ͕ͯͪ͠Γɺ
ΑΓଓతͰൃలతͳ৫ͱ͘͢
ʮ࿏߹ʯͱվ໊͠·͠ ͨɻҎ
߱ɺগͣͭؒ͠Λ૿͠ͳ͕Β׆
ಈΛల։ͯ͠ ͍· ɻ͢

活動概要と活動対象範囲
ɹ׆ಈରͰ͋Δਗ਼ୌ۠ɺ͔ͭ
ͱ͠ߓқࡍࠃͯ ͯӫ͑ͨߓ۠
Λ͑ࢧΔՖ֗ͱ͠ ͯʹ͗Θͬͨ֗Ͱ ɻ͢
ɺ͜ͷ֗Ͱ૿͑ͭͭ͋Δۭ͖ͪͨࢲ
ՈΛ׆༻͠ɺߴ ྸԽ͕ਐΉίϛϡχςΟ
Λؾݩ͚ɺҬʹʹ͗Θ͍Λͭ Δ͘
ͱ͜Λతͱ͠ ಈͯ͠׆ͯ ͍· ɻ͢

ɹ۩ମతʹɺۭ͖ՈΛίϛϡχςΟ
ΩονϯͳͲͷ׆ಈڌͱ͠ ͯ
උ͢Δ͜ͱɺۭ͖ՈΛ׆༻༷ͨ͠ʑ
ͳΠϕϯτΛ࣮͢ࢪΔ͜ͱ͕׆ಈͷப
ͱͳͬͯ ͍· ɻ͢

活動に至った理由や背景
ɹਗ਼ୌ۠ʹɺྉݟ൪ͳͲͷ
ͷݐஙͱࣼ໘ʹೖΓΉ
࿏తͳ࿏ͱ͍͏ɺ͜͜ʹ͔͠ͳ͍ັ
ྗతͳۭ͕ؒݯࢿ Γ͋· ɻͦ͢ͷҰํ
Ͱɺ͓ళͳͲ͕গͳ ٬Λ͍·ͻޫ͘؍
ͱͭݺͼࠐΊ͍ͯ·ͤΜͰͨ͠ɻ
ɹۭ͖ՈΛ׆༻ͯ͠๚Εͨ͘ͳΔε
ϙοτΛ૿ͯ͠ ͍͚ɺདྷ๚ऀ͕๚
Εͨ ͳ͘Δऀॅډʹͱͬ ͯͷަྲྀ
׆༂ͷ͕ॆ࣮͠ɺҬͷίϛϡχ
ςΟΛؾݩ͚͍͚ͯΔͷͰͳ͍͔
ͱ͑ߟ·͠ ͨɻ

活動内容と成果
（1）さまざまな人々が関われる居場所
をつくる
ɹҬॅຽ٬ޫ؍ू͑ΔڌΛ
ͭ Δͨ͘Ίɺங���Λ͑Δۭ͖Ո
ͷϦϊϕʔγϣϯʹऔΓΈ·͠ ͨɻڌ
ͷػ�ͭɺʮͷͮ Γ͘ςϥεʯ
ͱʮίϛϡχςΟΩονϯʯͰ ɻ͢
ɹʮͷͮ Γ͘ςϥεʯɺٺԽͷ
ਐΜͩΛղମͯ͠උͨ͠࡞
Ͱۀ ɻ͢ΠϕϯτʹࢠͲ͚
ͷࣨڭ࡞ͳͲͷମݧͱ͠ ͑ͯ
Δ΄͔ɺීஈۭ͖Ողମʹ͏ഇ
ͳͲͷอͱɺଞͷۭ͖Ովमࡐ
ͱ͠ڌۀ࡞ͷͨΊͷࣄ ·͑ͯ ɻ͢
ՈΛվम͠Α͏͖ۭޙࠓ ͱ͢Δਓͨͪ
ͷަྲྀͷͱͳΓ· ɻ͢

ɹʮίϛϡχςΟΩονϯʯɺൺֱత
ঢ়ଶͷ͍͍ۭ͖ՈͷࣨΛվमͨ͠μ
ΠχϯάΩονϯͰ ɻ͢Πϕϯτʹ
ΧϑΣൢࡊചͷͱ͠ Ͱ͖༺׆ͯ
Δ΄͔ɺৗతʹ۠ͷྉཧڭ
ࣨͳͲʹ͑· ɻ͢·ͨɺ৽ͨʹ
۠Ͱҿ৯ళͳͲͷग़ళΛߟ Δ͑ਓͨ
ͪʹମݧγϣοϓͱ͠ ͯି͠ग़͢ ͱ͜
Ͱ͖· ɻ͢
ɹ͜ΕΒͷػʹΑͬ ͯɺࢠͲ͔Β
٬͞ޫ؍Ͱɺॅຽ·ऀྸߴ ·͟·
ͳਓʑ͕ؔΘΓΛͯΔڌͱ͢Δ͜
ͱΛࢦ ·͠͠ ͨɻ
（2）自分たちでつくっていく
ɹϦϊϕʔγϣϯֶੜΛத৺ͱ͠ ͨ
ࣗྗվमϫʔΫγϣοϓͰਐΊ·͠ ͨɻ
�ɺ�݄ʹલͷ׆ಈͷܧଓۀ࡞
ͱ͠ ͯɺʮͷͮ Γ͘ςϥεʯͷඋΛ

「ものづくりテラス」整備中の様子。老朽化の進ん
だ母屋を半解体して、作業拠点としての機能を持た
せました。

比較的状態のいい室内を改修して「コミュニティキッチン」に。限られた予算内に収めるため、ワーク
ショップ形式を取り入れるなど、できる限り自分たちの手でリノベーションを進めました。

事業を展開する
エリア

活動エリアの風景

ਐΊ·ͨ͠ɻ͜ΕҎ߱ͷվमࣄ
ͷڌۀ࡞ͱͳΔͷͰ͋ΔͨΊɺ
͍ͪૣ͘උ͢Δඞཁ͕ Γ͋·͠ ͨɻ
ɹओͳվमࣄচΛͭ Δ͘͜ͱͱɺ
Ӎ෩Λ͠ͷ͙ࠜΛͭ Δ͘͜ͱͰͨ͠ɻ
ΔͨΊɺσο͢༺׆ΔͷΛ͋ࠓྗۃ
Ωচʹղମͨ͠ͷபྊࡐΛ
༻͍ɺࠜΛࢧ Δ͑ϑϨʔϜطଘͷ
பྊΛͦͷ··ྲྀ༻͠·͠ ͨɻςϥε
ʹઃஔ͢ΔҜࢠͳͲͷՈ۩ྨɺഇ
ͯ͠༺׆Λࡐ ࡞ ·͠͠ ͨɻ
ɹςϥεͷඋ͕ͻͱஈམͨ͠�ʙ�݄
ʹɺίϛϡχςΟΩονϯͷվमܭ
ըΛܕͰݕ౼͠ɺݶΒΕͨ༧Ͱ
ࣗͨͪͷྗͰͭ Γ͋͛͘ΔܭըΛ·
ͱΊ·͠ ͨɻͦ͠ ͯ��݄ʹ͍Α͍Αί
ϛϡχςΟΩονϯͷվमʹணखɺ
·ͣচͱนͷԼͮ Γ͘ϫʔΫγϣο

7月に開催した夏祭り、学生団体のエイサーで盛り上がります
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●門司路地組合
設立年月  2017年4月 
メンバー数 8人
代表者名  三笠 友洋（みかさ・ともひろ）
住　所　  〒801-0833　福岡県北九州市門司区清滝4-4-16
  路地裏ギャラリー もじろじ内
Eメール　 mikasa0@yahoo.co.jp
ウェブサイト https://moji-loji-union.localinfo.jp/
FBページ  https://www.facebook.com/もじろじ-659095487555557/
【団体のミッション】私たちは、門司港清滝地区のコミュ二ティ課題を解決し、地区
ににぎわいを創出することを目的とし、路地空間と空き家の活用・再生に取り組ん
でいます。

ϓΛ࣮ࢪ ·͠͠ ͨɻ
ɹ��݄ʹচϑϩʔϦϯάషΓϫʔΫ
γϣϓɺ��݄ʹนͷ࣫ᷰృΓϫʔΫ
γϣοϓͳͲɺΑΓқͷ͍ߴվम
ઃձࣾͷݐऔΓΈɺҬͷʹࣄ
ํʹϘϥϯςΟΞͰࢦಋ͍͖ͯͨͩ͠
ͳ͕ΒਐΊ͍͖ͯ·͠ ͨɻ�ʙ�݄ʹɺ
ࣗྗͰࠔͳਫಓిؾͳͲͷ
ΛಘͳྗڠઃձࣾͷݐΛɺҬͷࣄ
͕ΒਐΊ͍͖ͯ·͠ ͨɻ
ɹ�݄ʹίϛϡχςΟΩονϯͷத৺
ͱͳΔɺϝΠϯͷΩονϯΧϯλʔͷ
ઃஔϫʔΫγϣοϓΛ࣮ࢪɻݧܦͷ
ֶ͍͠ੜओମͷࣗྗվमͰ͋ͬͨͨ
Ίۀ࡞ʹ্͕͔͔ؒͬͨʹɺ͞Β
ʹ߽ӍࡂͷӨڹʹΑΔऀۀࣄͷ
खՃΘΓɺܭըͷఆΑΓ
େ෯ʹ͕͔͔ؒͬͯ͠·͍·ͨ͠ɻ
ͦΕͰԿͱ͔վमΛऴ͑ɺڌ
ͱ͠ Ͱ༺׆ͯ Δ͖ঢ়ଶʹͰ͖·͠ ͨɻ
（3）つくりながらつかっていく
ɹϦϊϕʔγϣϯΛਐΊ͍ͯ Ұ͘ํͰɺ
ͷऔΓΈͱ۠ͷັྗΛͬͪͨࢲ
ͯΒ͏ ͨΊͷ�ͭͷΠϕϯτΛ։͠࠵
·͠ ͨɻ
ɹ�݄ʹɺ۠ͷෳͷۭ͖Ոͱ
ͷͮ Γ͘ςϥεΛձͱ͠ ͯɺ�ؒͷ

ʮय़ͷ࿏ཪϚʔέοτʯΛ։͠࠵·
ͨ͠ɻࡊͷൢചɺۭ͖Ոʹ
ΔௐͷϑϦʔϚʔέοτɺഇࡐΛ
ར༻ͨ͠ΦϦδφϧ՟ͷൢചɺഇ
ͳͲΛͦࣨڭݧମ࡞Λ͔ͭͬͨࡐ
ΕͧΕͷۭ͖ՈͰల։ɻͦΕΒΛ८Δ
ελϯϓϥϦʔΛซ࣮ͤͯ͢ࢪΔ͜ͱ
Ͱɺ๚ΕΔਓʹۭ͖Ոͷັྗͱ۠Λ
८Δָ͠͞ΛຯΘͬͯ ͍ͨͩ ·͖͠ ͨɻ
ɹ�݄ ʹۭ͖Ոͷ΄͔ɺ۠ͷެຽ
ؗΛͬ ʮͯ࿏ͷՆࡇΓʯΛ։
͠·͠࠵ ͨɻ�Λ௨ͯ͡ࢠͲ͔Βߴ
ྸऀ·Ͱɺ෯͍ͷਓͨͪʹָ
͠ΜͰΒ͏ ͨΊͷϓϩάϥϜͱ͢Δͨ
ΊɺΑΓଟ ͷ͘ՃऀͷྗڠΛืͬͯ
ࢪ࣮ ·͠͠ ͨɻ
ɹனؒࢠͲ͚ͷϓϩάϥϜͱ͠
ͯେֶੜʹΑΔͷͮ Γ͘क़Λ࣮͠ࢪɺ
Ҭͷֶಐʹ௨͏ࢠͲͨͪ��໊
Ճ͠ɺυʔϜ͕ͮ Γ͘ͱωʔϜϓϨʔ
τͮ Γ͘Λָ͠ΜͰΒ͍·͠ ͨɻ
ͷ͚ͷԑͷ΄͔ɺେਓ͚Ͳࢠ
ཁૉͱ͠ ͯɺҬͷՈ͞ΜʹΑΔ
ͷൢചɺҬͷञ͞ΜʹΑࡊ
Δञͷղઆൢചɺ۠ॴ৬һʹΑ
Δͷ·Ͷγϣʔɺԭೄग़ͷֶੜஂ
ମʹΑΔΤΠαʔͷԋͳͲɺଟذʹ
Θ Δͨग़͠Λָ͠ΜͰΒ͍·͠ ͨɻ
ɹ��݄ʹ�ؒͷʮळͷ࿏ཪϚʔ
έοτʯΛ։͠࠵·͠ ͨɻҬͷྉ
ͷঁকʹΑΔ͓ͰΜࡊɺఱ
વ߬ύϯͳͲͷൢചʹՃ͑ͯɺച
Γʹग़͞Ε͍ͯΔۭ͖ՈͷհϦϊ
ϕʔγϣϯྫࣄͷలࣔɺۭ͖Ովम
ͷ༷ࢠΛ࣮ͯݟʹࡍΒ͏ެ։%*:
ϫʔΫγϣοϓͳͲɺۭ͖Ո׆༻ʹؔ
৺ͷ͋Δํʑ͚ͷใൃ৴ΛڧԽ͠
·͠ ͨɻ
ɹ͜ΕΒͷΠϕϯτΛ௨ͯ͡Ҭͷॅ
ຽɺࢠͲͨͪɺళओͳͲ༷ʑͳํʑ
ʹؔ৺ΛͬͯΒ͏ ͜ͱ͕Ͱ͖·͠

ͨɻͦΕͱಉʹɺΠϕϯτʹ͠ྗڠ
ͯ͘ ΕΔαϙʔλʔͷωοτϫʔΫΛɺ
ΑΓॆ࣮͞ Δͤ ͱ͕͜Ͱ͖·͠ ͨɻ
（4）情報を発信し共有しする
ɹ�ճͷΠϕϯτɺͦΕࣗମ͕۠
ͷۭؒతັྗΛ͑Δใൃ৴ͷ
ׂΛͪ·͕͢ɺଞͷϝσΟΞΛ௨͡
ͨใൃ৴ʹऔΓΈ·͠ ͨɻ
ɹΠϕϯτ׆ಈͷ༷ࢠΛ4/4ϗʔ
ϜϖʔδɺҬใࢽͳͲʹ͠ࡌܝɺ
͞·͟·ͳʹใ͕ಧ Α͘͏ ʹΊ
·ͨ͠ɻ·ͨ୯ʹҰൠ͚ʹใൃ
৴͢Δ͚ͩͰͳ ɺͪͨ͘ࢲͷऔΓΈ
Λ Β͞ʹॆ࣮ͤ͞ΔՄੑΛݕ౼͢Δ
ͨΊɺभࢢͷྗڠΛಘͯɺେֶ
࿈ܞʹΑΔҬ࠶ੜϓϩδΣΫτͳͲ
ͷൃදձΛ۠Ͱ։࠵ ·͠͠ ͨɻ
ɹվमதͷۭ͖ՈΛઐՈͳͲʹࢹ
ͯ͠ Β͍ɺҙݟΛަ͢Δͱڞʹɺ
ଞ۠ͰͷऔΓΈΛ௨ͨ͡ΞυόΠ
εΛಘΔ ͱ͕͜Ͱ͖·͠ ͨɻ

課題と解決方策
ɹϦϊϕʔγϣϯʹؔͯ͠ɺࣗྗվ
मͰ͋ΔͨΊଟ ͷ͕͔͔ؒ͘Δ͜ͱ
͕ɺΓ՝ͱͳΓ·͠ ͨɻϑϧλ
ΠϜͰຖ͢ۀ࡞Δ͜ͱ͕Ͱ͖ͳ͍ͨ
ΊɺେֶͷڭҭϓϩάϥϜͱϦϯΫ͞
ͤɺଟͷֶੜʹΑΔूظதܕͷ

ϫʔΫγϣοϓΛෳճ࣮͢ࢪΔ ͱ͜ɺ
ྗڠઃձࣾͷݐಋʹҬͷࢦͷࣄ
ΛಘΔ͜ͱͰɺԿͱ͔ࣄΛऴ͑Δ͜
ͱ͕Ͱ͖·͠ ͕ͨɺΓ͕͔͔ؒ
Γա͗ͨ͜ ͱ൱Ί·ͤΜɻ
ɹޙࠓϦϊϕʔγϣϯΛଞͷۭ͖Ոʹ
ʹ͍ͯ͛͘ ɺΑΓޮՌతͳϫʔΫ
γϣοϓͷ࣮ࢪऀۀҕୗ͢ΔͨΊͷ
ௐୡํ๏Λɺॆ࣮ͤ͞Δඞཁ͕ۚࢿ
͋Δͱߟ Β͑Ε· ɻ͢
ɹҰํͰɺؒΛ͔͚ͯ͢͜͠ ۭͣͭ
͖Ո࠶ੜΛਐΊɺͦͷաఔΛެ։͠
Β͑ͨ͜ͱʹɺҰఆͷҙ͕ٛͯݟ
͋ͬͨΑ͏ ·͍ࢥʹ ɻ͢
ɹιϑτ໘Ͱ҆ఆతʹӡӦΛଓ
ͯ͠ ͍͘͜ ͱͱɺΠϕϯτͳͲͷϚϯω
ϦԽ͕ࢭ՝ͱͳ͖ͬͯ· ɻ͢͜ͷ
ʹ͍ͭͯ୲͍खΛଟ༷Խ͢Δ͜ͱ
ͰɺͦΕͧΕͷಘҙΛͪࠐΈ
ͭͭɺαϙʔτ͠ ߹͏ମ੍ΛΉ͜ͱ
ͰղܾͰ͖·ͨ͠ɻޙࠓɺ׆ಈओ
ମͷҰͷ֦େΛॏཁͯ͠ࢹ ͍͖͍ͨ
ͱ͍ࢥ· ɻ͢

今後の予定
ɹޙࠓɺίϛϡχςΟΩονϯͱͷ
ͮ Γ͘ςϥεΛଘʹ͔ͨ͠׆Πϕϯτ
Λల։ͯ͠ ͍͖· ɻͦ͢Ε͚ͩͰͳ
ɺ͘ʮ͜Μͳ෩ʹ͔ͭͬͯ Έ͍ͨʯͱ͍
͏ॅຽऀۀࣄΛ Β͞ʹืΓɺ୲͍ख
Λ͍͖͍ͨͯ͛ͱͯ͑ߟ ͍· ɻ͢
ɹ·ͨ۠ͷҰ෦ͷۭ͖Ոͷղମ
͕ਐΜͰ͠·ͬͨͨΊɺۭ͖Ո͚ͩͰ
ͳۭ͖͘ΛͲ͏ཧ׆༻͢Δ͔͕৽
ͨͳ՝ͱ͠ ·Խ͍ͯ͠ࡏݦͯ ɻ͢
ΓͳͲͷཧΛמ ·͏͘ Έͮ͘͏ߦ
Γͱɺۭ͖Λ׆༻͢Δ৽ֻ͍͚͠
ͷݕ౼ʹऔΓΜͰ͍͖͍ͨͱͯ͑ߟ
͍· ɻ͢

改修作業と並行して、2018年4月に開催し
た「春の路地裏マーケット」。周囲の空き家
と連動して、地場産の野菜の販売やフリー
マーケット、廃材を使った工作体験教室な
どを展開しました。

7月に開催した「門司路地の夏祭り」。1日を
通して、子どもも大人も楽しめる企画を提供。

10月、2日にわたり「秋の路地裏マーケット」を開催しました。展示や飲食に加えて、売りに出ている
物件の紹介まで手掛けて、空き家活用への興味を引き出しました。


