
にぎわい忍者回廊プロジェクト
事業コンセプトブック

不易流行

「旧上野市庁舎」 出典：伊賀上野城史

当該書は、著作権法第30 条の3 に定める「検討の過程における利用に供す
ること」を目的としていくつかの参照・引用を用いている箇所があります。
よって検討目的における参照以外の利用・配布等はできませんのでご注意
下さい。

当該書は、本事業の理想像を分かりやすく伝えるための考え方や参考とな
る事例を示す参考資料です。公募に係る仕様を示すものではありませんの
で、当該書に沿った事業を企画立案すればよいというものではありません。
あらかじめご了承ください。

参考資料



旅住包摂

出典：総務省 関係人口ポータルサイト
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心

しのび、にん、しの（ぶ）

いっしん：心をひとつに。集中力。

あそびごころ：遊び心・Wit。創造力
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忍者回廊プロジェクト：伊賀市に求められる、地域活性化の戦略とは。

中心市街地のにぎわい創出とアフターコロナ時代の観光まちづくり

“にぎわう”けど ”分散”もする＝にぎわいがエリアで循環する。

ヒトがヒトを
呼ぶ

賑わいが
賑わいを

呼ぶ

グループ単位で
距離をとって賑わう

リアルと
バーチャルで

賑わう

循環

循環

循環

循環

循環トリガー

憩える

学べる伸ばせる

循環トリガー

出会える

地域刺激を
創る人達

事業従事者

旅行者

地域魅力を
求める人達

地域刺激を
創る人達

市民

まちの人々

地域魅力を
求める人達

地域資源
地域資源

楽しく過ごせる

伸ばせる
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中心市街地
エリア



忍者回廊プロジェクト：これからの時代のにぎわい。

市民×まちの人々×事業従事者×観光客、この組み合わせで創造するにぎわいとは

ハコづくりだけでなく、ヒトづくり。＝“共鳴”を中心にしたにぎわいづくり。

交流人口の増加と言うは易し

“感度”人口 “外出”人口の増加が大事

ポジティブな表情をしている人を見て

自分もああなりたいと思う＝気持ちの共鳴

”脱”敷地主義
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共鳴し合う＝賑わいの本質

中心市街地
エリア

回遊市民

市外の人

リアル

オン
ライン

リアル

オン
ライン

ザワザワ

ああなりたい

ああなりたい

相互受発信

相互受発信

集まる人の感度・発信力が成長。
＝ヒトづくり、求心力づくり。



消費活動を目的としない訪
問者も含めて増やすこと。
感度の高い人にたくさん来
てもらうこと。

人が集まれば、自然とカ
フェ、居酒屋、ギャラ
リー、ショップなどの関
連または付帯サービス産
業が発生。もしくは、
サービスを提供したい人
が集まってくる。

感度の高い人や訪問者
がますます増え、関
連・付帯サービスが始
まっていけば、エリア
に活気が生まれる。発
信できる人も繋がって
いく。

エリアに実質的
な活気が生まれ
れば、高い不動
産でも購入して
くれる層も注目、
または集まって
くれる。

忍者回廊プロジェクト：にぎわい創出がもたらす未来。

何のためのプロジェクトか。～基本的な視点～

人や地域の“成長を育む”ことで、様々な地域課題の解決につなげる

“感性” ハグクム “才能” ハグクム “仲間” ハグクム “家族” ハグクム

回遊人口

経済循環

空き家対策

人口対策

伊賀らしさの向上
機能自体も成長

プロジェクトの役割→

地域課題の解決

にぎわい創出がもたらす波及効果
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忍者回廊プロジェクト：求められる機能（情緒軸）

感性ハグクム

才能ハグクム

仲間ハグクム

市民が憩い、まちを学べ、誇りが成長できる機能

感度を高め、創造力が成長できる機能

・歴史／文化を学び、郷土愛を育む
・伊賀らしいお忍びサードプレイス
・一人でも“独り”にならないコミュニティ
・世代同士が共鳴し合う、伊賀流仲間意識が

芽生える
・次世代を担う若者の育成

・忍者の技能、俳句、伊賀焼、伊賀組紐など
伊賀のクリエイティブな土壌に触れることで
自らの感性と才能を育む

・伊賀の魅力や様々な情報に触れることの化学反応で
新しいアイディアが生まれる

人とつながり、魅力とつながる機能

・過去から現在まで重層的な歴史・文化や
市民の生活文化との出会える機会を育む

・新しい“非日常”との出会い
伊賀流コミュニケーション
伊賀流バケーション
伊賀流ワーケーション
伊賀流エンターテイメント

アクティブな自分を発見し、仲間と出会える機能

・好きな自分になれる
・新しい自分を発見できる
・自分が主役になれる
・そんな人同士が仲間になれる

家族ハグクム

機能は
固定ではなく

機能そのものも
成長しなければ
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プロジェクトが担う機能

地域資源をモチーフ（テーマ・題材）に、人と地域を成長させる



憩える

学べる

伸ばせる

楽しく過ごせる

伸ばせる出会える

事業従事者 旅行者

地域魅力を
求める人達

市民
まちの人々

地域魅力を
求める人達

地域資源＝循環トリガー

ハグクミの連鎖

旅

共鳴の連鎖

「不易流行」の視点で育む「共鳴」の連鎖と「旅住包摂」のまちづくり

忍者回廊プロジェクト：事業イメージ

才能 仲間

地域資源＝循環トリガー

住

感性
ああなりたい！
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人と地域の成長



『さすが、伊賀。』 未来が繋がるプロジェクト

MIRAIGA
仮

忍者回廊プロジェクト：コンセプトロゴ（仮）

プロジェクトのコンセプトをロゴマーク化し共通の未来シンボルに。
あらゆる接点で展開・共有。
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個別事業➀
旧上野市庁舎改修整備事業

MIRAIGA project:1



市指定文化財 旧上野市庁舎のポテンシャル

空間デザインは非常に大切。坂倉準三モダニズム建築の思想を活かす。

『日本の20世紀遺産20選』の空間がもたらす機能的かつ多様的な場所。

建物そのものが芸術・文化・歴史建物そのものが文化財

≠図書館、≒図書館＋美術館＋博物館＋交流拠点
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直線的で機能的。
だからこそ、使う
人の想いや使い方に
多様性や創造性を
もたらすという

モダニズム建築の在り様を
これからも活かす
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「新しい施設」が目指すもの：Rally
【1.～を集める,再集結させる 2.（元気を）取り戻す,回復させる】

新しい図書館は“Library”はもちろんのこと、
“Live₋Rally” または “Able-Rally” であるべき

利用者（図書利用カード登録者）が２万人しかいない現状から。

発想の転換

もっと多くの市民に
“図書館”に来てもらう

すべての市民が利用したい
と思う“場所”となる

２万人→何万人？ 最初から９万人が対象

利用したことがない7万人にとっての「新しい施設」とは？

9万人すべての市民の生活において必要とされる“場所”



個別事業① 旧上野市庁舎改修整備事業 コンセプトイメージ
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「旧上野市庁舎」 出典：伊賀上野城史

先人の知恵から未来の夢まで。

MIRAIGA  CONNECTING

この場所が「学び、創造、憩いの広場」
として生まれ変わり、そしてつながっていく。

かつて市役所として地域の暮らしを支えてきた旧上野市庁舎は、
知の拠点、交流の拠点、地域の情報の拠点とし て可能性を拡げてく。

先人たちが
育んできた
伊賀の知恵
や創造力

旧市庁舎として
地域課題と

向き合ってきた
機能

未来を担う
子供達や

地域のこれから
の成長

CONNECT CONNECT CONNECT

過去 現在 MIRAI



市民が求める図書館とは：市民ワークショップを受け、あるべき姿

“あったらいいな”を提供し続けることができる場所

「学び、創造、憩いの広場」

GROWING
“成長“

SHARING
“共有”

TALKING
“交流”

MESSAGING
“発信”

自身の成長
才能・感性育む

子供の成長

憩い合える
共鳴し合える

共有し合える

対話が生まれる 世代がつながる

未来に残せる 世界に誇れる

GLOCAL

自分を表現できる
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MIRAIGA  CONNECTING

市民のニーズ＝地域の課題

多様性・包摂性

地域への愛着・誇り

DIVERSITY＆INCLUSION

CIVIC PRIDE
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「学び、創造、憩いの広場」

MIRAIGA  CONNECTING

市民が求める図書館とは：参考アイディア

例：施設前は駐車場ではなく、「たまり場」

観光客も市民と交流

過ごし方も自由

イベントスペースにも

子供達が
自由に遊べる

空想にふける



MIRAIGA GROWING
”成長”

例：一人でも独りじゃない、オープンな個人学習スペース

学習スペース×ネットカフェ×
図書カフェ×ワーキングスペース

市民は自由に利用できる

例：KIDS LAB例：オープンな音楽室

ピアノや楽器が自由に。
バンド練習、BGMカフェ

などなどまちに音楽を。

市民が求める図書館とは：参考アイディア

MIRAIGA TALKING
“交流”

例：“プロジェクト“マルシェ機能

例：
ある時は、地域産品の物産展、ある
時は特定農家の朝市、またある時は
芸大生の作品ギャラリー展、またま
たある時は、若者の主張プレゼンス
テージとして、

など自由なプロジェクトをマルシェ
する。市民なら自由に予約できる。
（むしろ常設がNG）
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小さい子供が、のびのびと遊べる
空間。子育て中の親同士も対話し
ながら見守れる。



例：男女共同参画センター機能

例：地域の飲食店が自由にシェアキッチン

例：地域の飲食店が、自由に予約し
て使えるシェアキッチン。ある週末
はイタリアンと和食、ある週末は、
婦人会とラーメン店が出店。

市民はいつきても違うものが食べら
れる。

例：「一人ひとりの人権と個性が尊重
され、男女が共に輝く社会」を目指し
て、男女共同参画の推進に向けたさま
ざまなセミナーやプログラムを実施。
相談窓口も設置し、仕事の悩み、ここ
ろのなやみ等相談できる相談会の実施。
ここから出てきた課題を市民とシェア
しながらプロジェクト化して解決して
いく。
・育メン相談、女性のお仕事相談、男
女共同子育てセミナー、などなど

市民が求める図書館とは：参考アイディア

MIRAIGA  SHARING
“共有”

MIRAIGA MESSAGING
“発信”

例：ライブ配信も自由に行えるオンライン発信スタジオ

施設の公式チャンネルからは、週一
回はライブ配信が行われる。時々エ
リアに出向いてライブ配信を行うな
ど。ライブ配信映像は勿論館内のサ
イネージで放映される。

個人でも、企業でも、行政でも、
個人アカウントでも、施設の公式ア
カウントからでも

例：WORLD NINJA（HAIKUでもよい） MUSEUM
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観光客も市民も
「さすが、忍者の中心。伊賀。」
と唸る

世界の忍者に関する文献、グッズ、
情報が一同に集結し博物館として観
覧できるコーナー。
伊賀市としての忍者の歴史展示も。



旧上野市庁舎機能①【図書館機能】：参考事例
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全国の交流型図書館にみる参考となる機能

●その地域を代表する観光資源や歴史上の人物の書物を集めた
「ご当地名物文庫コーナー」

●読書や勉強、さらには同世代の交流も図れる
「世代別コーナー」

●借りた本が記録できたり子供にとってはうれしい
通帳記入体験にもなる「読書通帳」

●イベント（ステージ）スペース、コンセプト展示コーナー、
美術品や芸術品を展示する博物館コーナー等

イメージ

イメージ

イメージ

イメージ

イメージ

イメージ

イメージ



旧上野市庁舎機能②【観光案内機能】：参考事例

出展・画像引用：https://www.centraltokyo-tourism.com/about_us

東京中央区観光情報センター
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旧上野市庁舎機能③【観光地域づくり拠点機能】 ：参考事例

先進事例から学ぶこれからの時代に必要なプロジェクト空間。
様々な地域プロジェクトに応じたレイアウト／活動を行うことのできる自由度の高い空間。
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● 利用目的（ミーティング、商談、情報発信 etc.）に応じて、自由に空間を区切ったり違うプロジェクトを同時に行える。
● 観光地域づくり法人（ＤＭＯ）を核とした市の観光まちづくりの中心拠点として位置づけ。

イメージ

イメージ

イメージ

イメージ
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個別事業➁
忍者体験施設整備事業について

MIRAIGA project:2
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“忍者主観”を感じろ。

MIRAIGA  PLAYING

忍者PLAY。伊賀上野城下町。

五感を超える、忍者主観体験

個別事業➁ 忍者体験施設整備事業コンセプトイメージ



これからの時代の観光集客装置×伊賀市らしさ

来る通信時代のコミュニケーションも踏まえ、未来とつながる忍者観光体験。

PLAYING（PLAYする）主人公感覚へ。
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観る

これからの観光は

体験する PLAY
する

まさに立体的な存在である忍者をPLAYINGする必然性・面白さ・遊び心が伊賀市にはある

本物だからこその、歴史・文化性、権威性、オリジナリティ―が生まれる

２D ３D・VIRTUAL ５G・５KAN

ウィズコロナ
アフターコロナ

この視点を取り入れることで、全てのまち体験が、本物っぽく見え暗示にかかる
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忍者体験施設整備事業：施設活用 参考アイディア例

忍法を唱えると様々なことが起こる

現代のセンシング技術、映像技術を駆使した、ゲストの動作に反応して
いろんな仕掛けが動き、自分の忍法の凄さを体感できるリアル×ヴァーチャル

空間。（施設じゃなくてゾーンに仕込んでも）

本家本元だからこそ、世界の忍者グッズがそろう

WORLD NINJA MARKET

忍者の本家本元だからこそ、世界の忍者グッズが手に入る、忍者のビームス的
存在。勿論地元産品も取り揃え。忍者に関連する文献も気軽に読めるカフェ併設。



24

忍者体験施設整備事業：施設活用 参考アイディア例

伊賀市の新食べ歩きスタイル おしゃれな兵糧丸だけ集めました

伊賀流スタイル 兵糧丸スタンド くノ一専用パウダールーム＆撮影スタジオ

忍者が常備していただろう兵糧丸も伊賀市で食べると
本物感覚。現代風にカラフルアレンジすることでむしろ話題に。

忍者の本家本元はだれでも主人公なれる変身どころも完備。
女性においては専用の更衣室があるとうれしい。
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忍者体験施設整備事業：施設活用 参考アイディア例

現代の忍者育成：アクティブ忍術養成所 忍者の子供職業訓練所

感覚だけでなく、本当の体の使い方を学べたり、強化できたり。
市民から観光客まで、強く健康な体づくりを。

忍者になるためには、子供のころからの訓練が必要。
忍者の職業訓練と題したキッズアトラクション的機能。
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忍者体験施設整備事業：施設活用 参考アイディア例

忍びーズ ワーケーション
本家だからこそできる、主人公発信！

こちら伊賀流忍者放送局

コミュニティ（ミニ）FM＋忍者YouTubeチャンネルスタジオ＋地域コミュニ
ティサロン＋クリエイティブオフィス＋サイト制作～SNS運営局が一体になった
情報発信局。地元の発信力の高い人材を育てるためのオープンな発信局を目指す。
開局までを忍者発信イベントスペースにしながら地域プロジェクトとして展開等
も視野。

忍者ともなれば、お忍び（バケーションやワ―ケーション）もスマートに。
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さすが、伊賀。
と呼ばれる使命感がある。

プロジェクト推進：インナースローガン

古来より、脈々と受け継がれてきた技と創造力がある。
それがあるときは忍術を駆使した技能・情報戦略に活かされ、

あるときは、組紐や伊賀焼、詠のクリエイティブとなって人々を魅了してきた。
それらすべての中心に、伊賀ものの魂に根付く「正心」がある。

正しき心で本質を見抜き、正しき心で時流と遊ぶ。
世界が大きな課題解決を必要とするこれからの時代、今こそ伊賀ものの「正心」が役立つ時。

伊賀には、そのポテンシャルがある。


