
東京都小金井市における地域ブランド戦略の可能性

─価値共創型イノベーションを目指して

浦 野 慶 子

はじめに

東京都のほぼ中心に位置する小金井市は、武蔵野の豊かな自然が息づく

まちである。東京駅から 40 分程度というアクセスのよさもあり、通勤・通

学にも便利なまちのひとつとしても知られている。また市内には学芸大

学、東京農工大学（小金井キャンパス）、法政大学（小金井キャンパス）も

あり、若い活気のあふれる街でもある。本論文では、東京都小金井市に焦

点を当てて、地域資源や観光資源の点からみた小金井市の地域ブランド構

築戦略の可能性について考察することを目的とする。最初に、地域ブラン

ドの定義について説明し、次に小金井市の地理、歴史、人口動態を概観す

る。そのうえで地域資源や観光資源について検討する。その際には所謂 B

級グルメやマスコットキャラクターなどにも目配りしたい。最後に小金井

市の地域ブランド構築戦略の可能性について論じたい。

地域ブランドの定義と価値共創

経済産業省知的財産戦略本部・コンテンツ専門調査会によると、地域ブ

ランド化とは、「（Ⅰ）地域発の商品・サービスのブランド化と（Ⅱ）地域

イメージのブランド化を結びつけ、好循環を生み出し、地域外の資金・人

材を呼び込むという持続的な地域経済の活性化を図ること」と定義される

（経済産業省，2004）。地域ブランドの構築には、地域の商品・サービスと

地域イメージが結びつきながら、人・モノ・カネ・情報を呼び込む好循環

を持続的に生み出す仕組みづくりをすることで、地域全体の活性化を図る
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ことが必須であると言える（経済産業省，2004）。

わが国では、農村部の人口流出と都市部への人口集中が顕著となった

1960 年代以降、農村部の各地で地域振興、地域活性化、地域（町・村）お

こしが取り組まれてきた。近年では、観光意欲や地域産品の購入意欲、さ

らには居住意欲をも高めてもらおうとする取り組みが各地で行われてい

る。その一方で、産品の製造年月日誤表記問題などによって地域産品の購

入意欲を低下させるだけでなく、地域のイメージや信頼を低下させるよう

なケースも発生している。こうしたことは、商品やサービスの地域ブラン

ド構築の戦略において信頼を核に据えることの重要性を示している。信頼

を構築するうえで鍵となるのは「価値共創」である。企業や地域側が消費

者や住民に一方的に地域イメージや商品・サービスを押しつけるのではな

く、対等なパートナーとして双方向的な対話と経験を重ね、情報を共有し

て結びつき（ソーシャル・キャピタル）を深めながら新しい地域ブランド

の構築に向けた価値を創発的に生みだす価値共創が重要であると考えられ

る。

− 46 −

図� 地域ブランド化のイメージ

地域ブランド化

商品・サービスのブランド化 地域イメージのブランド化

地域と地域住民との対話企業と消費者との対話

信頼・安全・安心



小金井市の地理、歴史、人口動態

小金井市は、多摩地域にある市町村のひとつで東京都のほぼ中央に位置

する自治体である。多摩地域は、23区部と島嶼部を除いた 26市 3町 1村、

計 30 の自治体からなり、そのなかでも小金井市は北多摩地域の市町村の

ひとつと言われる。現在、多摩地区の圏域面積は 1,169.49km2で、そのうち

小金井市の面積は 11.33km2である。市の東部は三鷹市と武蔵野市、西部

は国分寺市、南部は府中市と調布市、北部は西東京市と小平市と隣接して

いる。

市の中心部分には JR中央線の武蔵小金井駅があり、駅を起点に東西に

は JR中央線が横断、南北には小金井街道と新小金井街道が縦断している。

市の南部には武蔵野公園、野川公園、多磨霊園、北部には桜の名所として

知られる都立小金井公園があり、豊かな自然が広がっている。

小金井は江戸時代に玉川上水が完成して以降、人口増加が進んだ（小金

井市，2011）。明治維新後は廃藩置県によって神奈川県に属し、新宿と立川

を結ぶ甲武鉄道が開通した明治 22 年には市制・町村制が施行されること

によって現在の市域に相当する小金井村が発足した（小金井市，2011）。明

治 26年には神奈川県から南多摩郡・北多摩郡・西多摩郡の三多摩が東京府

に移管されたことによって東京府北多摩郡小金井村となり、さらに昭和 12

年には町制の施行により小金井村から小金井町になった。戦後、ベットタ

ウン化が進み、昭和 30 年代には町の総人口が 4万人に達していたが、折し

も昭和 33 年に施行された「地方自治法の一部を改正する法律」によって、

市になる要件が人口 5万人以上から 3万人以上に緩和された結果、同年 10

月 1 日に小金井町から小金井市となった（小金井市，2011）。

人口（推計）は、2011 年 8月 1 日現在、119,604 人である（東京都，2011）。

国勢調査をもとに 1970 年代から現在までの人口の推移をみてみると、昭

和 45（1970）年は 94,448人、昭和 50（1975）年は 102,714 人、昭和 55（1980）

年は 102,456人、昭和 60（1985）年は 104,642 人、平成 2（1990）年は 105,

899人、平成 7（1995）年は 109,279人、平成 12（2000）年は 111,825 人、

平成 17（2005）年は 114,112 人、平成 22（2010）年は 118,888人と順調に増
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加を続けてきた（総務省，2011）。年齢層別人口のデータ（平成 17 年）をみ

てみると、15歳未満人口は 13,049人、15〜64歳の労働人口は 78,374 人、

65歳以上の高齢者人口は 19,610 人となっており、高齢化率は 17.18％であ

る（総務省，2011）。高齢化率の推移を全国平均と比較しながらみてみると、

昭和 55（1980）年から現在に至るまで小金井市の高齢化率は常に全国平均

を下回ってきた。しかし、昭和 55 年には 6.9％（全国平均 9.1％）だった高

齢化率は上昇し続け、平成 17 年には 17.2％（全国平均 19.6％）となり、高

齢者人口が 25 年間で 3倍近くも増加したことになる。その一方で、15歳

未満人口は減少しつづけ、昭和 55 年には 2万人以上いたがその後 25 年間

で半分近く減少して、1990 年代後半から 15歳未満人口よりも高齢者人口

が多くなっている（総務省，2011）。全国的にみれば、高齢者が比較的少な

い若年層の多く住むまちといえるかもしれないが、急速に高齢化が進む市

区町村の一つであることは間違いないだろう。平成 17 年に厚生労働省が

発表した「市区町村別生命表の概況」をみてみると、小金井市における男

性の平均寿命は 81.0歳（全国平均 78.8歳）で全国 8位になっている。一方、

女性の平均寿命は 86.9歳（全国平均 85.8歳）で全国 10位以内にこそ入っ

ていないものの、全国平均を上回る長寿の市であることが分かる（厚生労

働省，2005）。

合計特殊出生率の推移をみてみると、1990 年代からすでに全国平均を大

幅に下回っていたものの、東京都全体平均を上回ってきた。しかし、平成

17 年には東京都の平均を下回るようになり、近年では回復傾向が見られ

る。都心へのアクセスがよいのと同時に自然にも恵まれ、子育てには快適

な生活環境があるようにもみえる小金井市であるが、減少し続ける 15歳

未満人口や合計特殊出生率の低さからみると、その魅力が十分にアピール

できているとはいえないだろう。

地域資源と観光資源

地域資源としては、東京都立小金井公園、武蔵野公園、玉川上水、中村

研一美術館、金井原古戦場、旧浴恩館などがある。小金井公園は、ＪＲ中
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図� 小金井市における人口の推移
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央線・東小金井駅、武蔵小金井駅または西武新宿線・花小金井駅からバス

に乗り、玉川上水沿いに向かったところに位置する広大な公園である。面

積 79ha で、日比谷公園の約 5倍、上野公園の約 1.5倍の広さを誇っている

（東京都公園協会，2011）。公園は、雑木林、草地、梅林、桜の園、ドック

ラン、バーベキュー広場、子どもの広場、弓道場、野球場 1面、テニスコー

ト（人工芝）16面、サイクリング場など自然と触れ合える施設のほかに SL

展示場や江戸東京たてもの園などの文化的な施設もある充実した内容を

誇っている（東京都公園協会，2011）。江戸東京たてもの園は、平成 5 年の

春に開園した野外博物館で、近世から昭和初期までの復元建造物が建ち並

んでいる。古民家や農家のほか、江戸幕府三代将軍徳川家光の側室を供養

するために建立した旧自証院霊屋、東京の銭湯を代表する子宝湯、2・26事

件の現場となった高橋是清邸、三井八郎右衞門邸など、実に多様な建築物

が移築・復元してある（江戸東京たてもの園，2011）。子宝湯は、宮崎駿監

督「千と千尋の神隠し」の湯屋「油屋」のモデルにもなったといわれるこ

ともあって、宮崎アニメのファンが多数訪れている（江戸東京たてもの園，

2011）。

小金井市にある主な神社としては、小金井神社、八重垣稲荷神社、山王

稲穂神社、貫井神社、稲穂神社、八幡神社、上宮大澤神社などがある。小
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図� 合計特殊出生率の推移
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金井神社の歴史は古く、鎌倉時代の元久二（1205）年に建立され、その後、

小金井の総鎮守として小金井神社となり、現在に至っている。山王稲穂神

社は、東京都赤坂にある日枝神社の御分霊を祭った神社で、江戸時代の承

応 3（1654）年に建立された。小金井の新田開発に際し、一粒万倍の願いを

込めて稲穂神社と名付けられたといわれる（山王稲穂神社，2011）。早稲田

大学系属早稲田実業学校高等部硬式野球部ナインが試合時にこの山王稲穂

神社の「幸福守」を身に着け、平成 18年夏に開催された第 88回全国高等

学校野球選手権大会と同年秋に開催された第 61回国民体育大会「のじぎ

く兵庫国体」と二度の日本一に輝いたこと、投手の斎藤佑樹選手が「ハン

カチ王子」と呼ばれて話題となったことからファンが山王稲穂神社にも殺

到し、お守りが売り切れるなど全国から注目が集まるようになった（スポー

ツニッポン，2006）。また、早稲田の校章は「稲穂」であることから、山王

稲穂神社は、早稲田各校を受験する児童・生徒やその保護者が合格祈願に

訪れる神社としても知られている。

観光資源としては、小金井公園ではさまざまなイベントが開催されてい

る。1月に行われる新春たこ揚げ大会、4月に行われる桜祭り、8月に行わ

れる小金井薪能、9月に行われるお月見のつどい、10月に行われる小金井

なかよし市民祭りなどがある（東京都公園協会，2011）。夏には武蔵小金井

駅周辺で小金井阿波踊り大会が開催され、夏の風物詩となっている。阿波

踊りは徳島県を発祥とする盆踊りであるが、お盆の時期になると徳島県に

限らず全国各地で開催されていている。東京都でも各地で開催されてい

て、特に高円寺の阿波踊りは 50 年を超える歴史があるが、小金井阿波踊り

も今年で 33回を迎え、地元のイベントとして受け継がれている（小金井阿

波踊り実行委員会・小金井阿波おどり振興協議会，2011）。

緑豊かな小金井市では、都市農業も行われている。平成 22 年現在、小金

井市の総農家数は 169戸で、小松菜やトマトなどさまざまな野菜を作って

いる（小金井の市民、農商学連携 交流サロン，2011）。平成 22 年度には

農林水産省広域連携共生・対流等推進交付金（都市農業振興促進事業）を

受けて、都市農地の保全、都市農業の発展、さらに地産地消の促進を目指
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して「小金井の市民、農商学連携 交流サロン」を設置した。そこでは、

農家の紹介、農商学連携によるさまざまな取り組みや交流サロンなどを実

施している（小金井の市民、農商学連携 交流サロン，2011）。

B級グルメとマスコットキャラクター

小金井市を南北に横断する新小金井街道のなかでも学芸大学角の交差点

周辺から中央大学附属中学校高等学校につながる 100ｍの街道部分は近年

「小金井ラーメン街道」と呼ばれ、10数件のラーメン店がしのぎを削って

出店している。「ラーメン二郎」（本店：東京都港区三田）や「大勝軒」（本

店：東京都豊島区南池袋）など都心に本店がある人気ラーメン店がのれん

分けなどで小金井に出店しているケースもあるが、多摩地域発祥の店もあ

る。ラーメンは外食産業のなかでも規模の大きい市場であるため、イン

ターネット上でも小金井ラーメン街道で食べたラーメンについてさまざま

な感想が投稿されているのを確かめることができる。例えば、カカクコム

グループが運営する口コミ投稿型グルメサイト「食べログ」で「小金井」

と「ラーメン」をキーワードに検索してみると、平成 23 年 9月 10 日現在、

2,520 の口コミが投稿されている（食べログ東京，2011）。その中でも、「ラー

メン二郎 新小金井街道店」は 81件、「ラーメンショップ椿」は 50件、「大

勝軒 小金井」は 46 件もの口コミが投稿され、ほかにも新小金井ラーメン

街道に出店しているラーメン店舗の感想が投稿されている（食べログ東京，

2011）。また、ラーメン以外の所謂Ｂ級グルメの飲食店から老舗フランス

料理店についての投稿もあり、グルメをきっかけに市外からも小金井に訪

問している人が少なくないことが分かる。

近年、「せんとくん」（奈良県のマスコットキャラクター）や「ひこにゃ

ん」（滋賀県彦根市のマスコットキャラクター）など、地域の歴史や伝統を

モチーフに創作されたマスコットキャラクターが地域おこしの一躍を担う

ものとして注目されている。小金井市は、平成 20 年に市制施行 50 周年を

記念して名誉市民であるアニメ作家・映画監督の宮崎駿氏が制作したキャ

ラクター「こきんちゃん」を小金井市のイメージキャラクターとして採用
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している（小金井市，2011）。「こきんちゃん」の“こきん”は小金井の“小金”

を音読みさせたものと推察されるが、「こきんちゃん」は、頭に数本の髪の

毛を生やし、丸に「金」の文字の入った赤い金太郎腹掛けをした愛らしい

赤ちゃん姿のマスコットキャラクターである。小金井市では市が主催、共

催、後援又は協賛するイベントまたは市内の団体等によるイベントに対し

て「着ぐるみ」を貸し出すほか、ぬいぐるみ、ランチバック、リュックサッ

ク、クッキーなどに「こきんちゃん」をあしらったグッズも販売している

（小金井市，2011）。さらに、小金井市が実施している「こがねいし安全・

安心あいさつ運動」の愛称を平成 21 年 9月から「こきんちゃんあいさつ運

動」とした。この地域防犯運動では、小金井警察署のパトロール、小金井

市地域安全課による夜間パトロール、市民による見守り活動、横断幕の掲

示、イベントの実施などさまざまな取り組みを展開している（小金井市，

2011）。

東京都小金井市の地域ブランド構築の可能性─価値共創型イノベーション

を目指して

本稿では、東京都小金井市に焦点を当て、小金井市の地域資源や観光資

源について検討してきた。小金井市は、都心へのアクセスも良好ながら豊

かな自然をはじめさまざまな地域・観光資源に恵まれたまちである。「小

金井ラーメン街道」の人気からも分かるように、小金井のグルメをきっか

けに遠方から訪問している人も少なくないことが分かる。しかし、減少し

続ける 15歳未満人口や合計特殊出生率の低さからみると、その魅力が十

分にアピールできているとはいえないだろう。実際、ブランド総合研究所

による地域ブランド調査 2011 の上位 100 市区町村別魅力度ランキングに

小金井市はランクインしていない（ブランド総合研究所，2011）。小金井市

と同様に都心へのアクセスが良好な浦安市が 41位（前年は 24位）ランク

インしているのをみると（ブランド総合研究所，2011）、地域ブランド化を

めぐるさらなる議論と実践が必要であると考えられる。

最後に小金井市の地域ブランド構築戦略の可能性についてふれたい。こ
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こでは、「こきんちゃん」を有効活用した子育て支援プロジェクトの推進と

地域ブランドの構築可能性について論じることにする。小金井市の人口動

態でみたように、小金井市の合計特殊出生率は、1990 年代からすでに全国

平均を大幅に下回り、さらに 2005 年から東京都全体平均を下回り、近年で

は若干回復傾向がみられるのが現状である（総務省，2011）。小金井市では、

乳幼児医療費助成や義務教育就学児医療費助成によって 0〜15歳の児童の

医療費助成を実施したり育児支援ヘルパー派遣を行ったりしている（小金

井市，2011）。駅前に認可保育所や認証保育所を積極的に開設し、さらに「定

員の弾力化」によって届出定員より若干多く受け入れている（小金井市，

2011）。しかし、依然として、待機児童問題は解消していない。これをうけ

て小金井市では同年、「のびゆくこどもプラン 小金井」（小金井市次世代

育成支援後期行動計画）を策定し、子育て支援政策のさらなる充実を目指

している（小金井市，2011）。また、子どもたちが安全・安心して生活でき

るように「こきんちゃんあいさつ運動」を実施するなど、子どもにやさし

いまちづくりを推進していることも分かる（小金井市，2011）。

小金井市子育て支援課のホームページをみてみると現時点で子育て中の

地域住民に対する情報提供を前提としていて、（1）将来、子育て世代にな

る可能性のある市内在住の独身世帯、（2）まだ子どものいない市内在住の

既婚世帯に対する情報提供を想定していない。しかし、現時点で独身で

あったとしても、将来、子育て世代に突入した折にも小金井に住み続けた

いと動機づけることは重要である。また、まだ子どものいない既婚世帯に

対しても、安心して子育てできることを動機づけるような情報提供は必須

であると考えられる。さらに、（3）将来、子育て世代になる可能性のある

市外在住の独身世帯、（4）まだ子どものいない市外在住の既婚世帯に対す

る情報提供も充実させることによって、小金井市への転入を誘致する可能

性が大きくなると考えられる。こうした子育て支援プロジェクトを推進し

ていく際に「こきんちゃん」を有効活用することができると考えられる。

「こきんちゃん」は愛らしい赤ちゃんのマスコットキャラクターでダイレ

クトに子育て支援のメッセージを込めることができる。小金井市では子育

− 54 −



て支援など地域活性化に関連したイベントに対して「着ぐるみ」を貸し出

しているようだが、今後、より積極的に子育て支援関連イベントに「着ぐ

るみ」を貸し出すことも有効だろう。また、「こきんちゃん」グッズの販売

についても「こきんちゃん」の描かれた子育てに関連したグッズの開発に

ついても市民との対話・交流を通じて検討することは有意義であると考え

られる。また、小金井市には 169戸もの農家がいるが、地域でとれた野菜

を使ったベビーフード用レシピの情報提供や離乳食など商品の開発をすす

めたり、市内の飲食店に地域でとれた野菜をつかった子ども用メニューの

開発をしたりすることも検討可能であろう。先述したように「小金井の市

民、農商学連携 交流サロン」ではさまざまなイベントが企画されている

が、子育て支援に関連したイベントをより積極的に増やすことも可能では

ないかと思われる。

ここでは子育て支援をキーワードに行政、地域の各種産業、地域住民が

対等なパートナーとして対話と経験を重ね、情報を共有しながら新しい地

域ブランドを創発的に生み出す価値共創型イノベーションの可能性を述べ

てきた。地域ブランド化を推進する際には“強み”を生かした戦略を立てる

ことが重要であるが、それは小金井市がかかえているさまざまな地域問題

を棚上げにしてよいということを意味しない。たとえば、小金井市がかか

える喫緊の問題にごみ問題がある。平成 19年度に二枚橋焼却場が閉鎖さ

れ、現在、年間 19000 トンにのぼる可燃ごみの焼却を近隣の自治体などに

支援要請しており、逼迫した状況が続いている（小金井市，2011）。こうし

た問題については稿を改めたいが、問題解決のプロセスにおいても信頼を

核にした価値共創型イノベーションを進めることは重要であり、地域ブラ

ンド化とかかわってくると考えられる。行政、地域の各種産業、地域住民

が対等なパートナーとして対話と経験を重ね、情報を共有しながら新しい

地域ブランドを創発的に生み出す必要があることを最後に指摘しておきた

い。
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