大田原日曜朝市

取組を行う際のポイント

特定非営利活動法人ナチュラル

加 減 』さかと思 います 。フットワークを軽く、スピー

約16年半に渡る長続きのコツは
『好い加減』
≒
『良い

大田原日曜朝市
◆開催場所 大田原市山の手ビル

ディーさを大事に、調整の簡素化も継続のカギです。
１
年を通して開催できるよう会場に屋根を設け、多くの方
が気軽に負担なく参加していただけるように、会場の
設営も行い、朝市の出店・出品料、電気代、水道代等全
て無料で実施しています。
また、無人販売の野菜も手数料無料で前日搬入・後

◆開催日

毎月第４日曜日

◆費

出店・出品等 無料
来場者 無料

用

駐車場

◆周知方法 ・LINE、Facebook等のSNSによる周知
・無料掲載の情報誌、新聞
・号外ネット
（地域ニュースサイト）
に掲載

日引取を可能にし、当日スタッフが朝市会場に陳列し
て、販売しています。
これからの活動について
今後規模を拡大し、中央通りに交通規制をかけ、会
場を道路反対側にも広げたいと考えています。中心市
街地活性化のためには、年に１回より、例え規模が10
分の１でも、月に１回継続的に開催する事に意義があ
ると考えます。一過性のイベントの開催では、一時的な
盛り上がりや意識の向上への効果があっても、継続性
が無ければ長期的な活性化への道のりを歩むことが
難しいと考えます。
中心市街地の本丸である中央通り沿いでの当イベン
トを、今後も引き続き、地域住民、他団体等を巻き込ん

SNSによる周知の様子

で、行政にも協力いただき、街全体の問題として取り組
み、
さらなる活性化効果を発揮していきたいと思います。
取組をはじめたきっかけは何ですか？

平成15年7月から令和2年2月、
コロナの影響で中止

中心市街地は歴史的に市町村の中心として発展し、

徒歩圏内に人・もの・情報が集積する拠点です。近年

きました。
令和3年5月に1年3か月ぶりに再開し、
感染対

は、中心市街地の空洞化が問題となっており、大田原

策として出店者間に野菜の無人販売スペースを設ける

市も同様で、平成元年から人口は横ばい、あるいは微

コロナ禍により人的接触が避けられる中、
改めて中心市街地の存在意義を見

など工夫し、開催しています。無人販売の野菜は、家庭

増にも関わらず、中心市街地の人口は約30％減少して

つめ直していますが、人が集まり居住し、商店が立ち並ぶ賑やかな街となるた

菜園のものや、
コロナ禍で生産過多になった農産物や

います。
「中心部が空洞化して発展した都市はない」
と

めに、定期的なイベントの開催の必要性を再認識しております。住民の高齢化

規格外のものを販売し、地域の農家さんの野菜を地域

も言われており、高齢化が進むことを考えると、移動を

を考えても、
徒歩圏内でリアルに人・もの・情報が循環できる場所が必要です。

住民に味わっていただく地産地消にも貢献しています。

前提とした郊外型ライフスタイルでは様々な問題が出

朝市出店者が街での出店を果たし、包括支援センターが高齢者の悩み相談

第203回の朝市では「大田原よさこい朝市」
と銘打

てきます。町おこしの面でも福祉の面でも、中心市街地

ブースを構え、
「大田原日曜朝市」がコミュニティビジネスの受け皿、一助にな

ち、県北だけでなく八溝山周辺地域定住自立圏（3県2

を活性化し、にぎわいを取り戻すことは避けて通れな

れれば幸いです。

市6町）に繋がる、県北4、県央2、茨城2、福島1の計9

い課題であり、
また課題解決のためには再開発等の

今後も地域のご協力を仰ぎ、withコロナの朝市を開催してまいります。

チームにて開催しました。朝市の規模・内容によって

ハードとともに中心市街地での定期的・持続的なイベ

は、観光協会、商工会議所、商店連盟等からの後援や、

ント等のソフトが重要だと考えていました。

荒町商店会、上町金燈籠商店会の応援もいただいて

大田原市に、
まずは住民である自分たちから何か恩

おり、
フリーマーケットやステージは、出店・出演する

返し出来ないかと、
月1回顔の見えるイベントを開催す

方々が自発的に仲間を誘って協力してくださり、衰退す

ることで、市民間の交流による地域力強化と、
より一層

る街のコミュニティを再構築してきました。

の賑わいの創出を目指し、少しでも定住に繋がればと

朝市には、県北を中心に400名前後の来場があり、

の思いで開催しています。

また住民同士の交流や出会いの場にもなり、理事の一

どんな取組を行っていますか？

人はこの朝市がきっかけで出会い、結婚しました。他に
も
「ここで毎回、お互いの元気な顔を見ることで、安否

『大田原日曜朝市』
は、中心市街地の中央通りに面し

確認が出来てるよ」
と冗談を言って、楽しみにしてくだ

た当法人入居ビル駐車場にて、高齢者等の移動制約

さる方もいて、再開・中止を繰り返した今では、住民の

者を含む地域住民のための同住民による
「朝市＆フ
リーマーケット＆ステージ」
を開催しています。

「大田原日曜朝市」
がコミュニティビジネスの受け皿、一助になれれば幸いです。
今後もwithコロナの朝市を開催してまいります。

するまでの約16年半（全203回）毎月欠かさず開催して

特定非営利活動法人ナチュラル

団体概要
法人名 |

特定非営利活動法人ナチュラル

所在地 ｜ 大田原市山の手1-6-2
代 表 ｜ 代表理事 高野 正希

評価のポイント

事業内容 ｜ 大田原日曜朝市を始めとした中心市街地の
まちづくり事業、介護サービス事業、
障害福祉サービス事業 等

現在、地域の様々な行事が制限されたり、少なくなっている中で、県北地域を中心に非常に多くの方が来場さ
れているほか、様々な関係団体等との連携や後援等により、平成15年から約17年間、200回以上という大変長き
にわたり継続していることが特に評価されました。

孤立化を防ぐ朝市の存在意義をより感じています。
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