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和多利：ダイヤモンドシティとの出会

いを語る時に、欠かせない出来事がキ

リンビール広島工場の撤退でございま

す。昭和13年からマツダ本社と並んで、

長きにわたって府中町❶の財政を支え

てきたキリンビールが一部販売部門

を残して撤退することに決まったのが

1997年❷です。なんと言っても企業と

共に成り立ってきた町ですから、町民

にとってはまさに断腸の思いでした。

鯛：本当にそうでしたね。当時、私は三

菱商事におりまして、当初からキリン

ビールさんのリストラクチャリング計

画に関わり、敷地の処分や有効活用を

お手伝いさせていただきました。その

ようなことがきっかけで、この府中町

と出会うことができました。

広島工場は、キリンビールの中でも全

国で4番目に操業した古い歴史をもつ

工場で、全盛期には生産量もトップク

ラスであったと聞いています。

そして何よりも大切だったことは、キ

リンビールという企業が府中町の皆さ

まに愛され、確固たる信頼を得ていた

ことです。生産部門の撤退で、そのよ

うな絆が断たれ、まちの皆さまに遺恨

になってはいけません。当時のキリン

ビールは、必死になってリストラを取

り進めており一時は広島工場の処分

までも検討せざるを得ない状況にも
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株式会社ダイヤモンドシティ 代表取締役社長

広島県安芸郡府中町 町長

❶府中町
広島県安芸郡府中町。面積は10.45平方

キロメートル。周囲を広島市に囲まれ、安

芸郡の飛び地という全国的にみても特徴

のある形の町。府中という名が示すよう

に、昔安芸の国府が置かれていたところ

といわれ、古代安芸国の政治文化の中心

地であった。

2007年3月末現在、人口は51,917人、世

帯数21,382世帯。「町」としては全国で3

番目に人口が多い。

企業とまちの 
真のパートナーシップから 
生まれたSC
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なったようでしたが、有

効活用するとの方針が強

く打ち出され、私としま

しても、なんとかキリン

ビールが残した有形無形

の財産をよい形でいかし

ていけないかと模索を始

めました。

和多利：広島工場の生産

ライン停止が翌年の1998年。私が町

長に就任しましたのが2000年ですが、

その年の末に大型商業施設、つまりダ

イヤモンドシティ・ソレイユの建設計画

を正式に発表することができました。

開業は2004年3月ですから、この6

年間の空白期間を町としてもなんとか

がんばらねばと、就任以来、事業計画

の見直し、経費の削減、民間委託など

の抜本的な行財政改革を推進し、まち

づくりの事業費を計画通り確保しなが

ら、財政健全化をめざして、景気の回

復と、ダイヤモンドシティの開業を期

待しておりました。

ご存知のように、地方経済の低迷は

ますます深刻さを増すなか、府中町に

とってもまさに正念場でありました。

キリンビールに

自ら申し入れ、

ショッピングセ

ンター（以下SC）

の進出に伴い再

開発地区計画を

決定し、積極的

に協力させてい

ただきました。ダイヤモンドシティ・ソ

レイユの最寄り駅となる、JR山陽本線

天神川駅の新設も私の方から提案さ

せていただきました。

鯛：JR天神川駅の件については、すぐ

にキリンビールの当時の不動産事業

部長の立石さんから相談がありました

（笑）。県とJRに掛け合って、すぐに検

討にのせていただくことができ、なん

とかSCオープンまでに駅の開業が間

に合いましたね。

和多利：SC建設で懸念される交通渋

滞については、他にもいろいろ対策を

立てていただきましたね。ダイヤモン

ドシティ・ソレイユを囲む1,300メート

ルの外周道路は、5箇所も入り口があ

り、ドライバーは右折しないでも、左

折だけで駐車できるようになっている

素晴らしい計画でした。周辺の道路は、

半分はキリンビールさん、半分は町の

土地でしたが、一致協力して整備させ

ていただきました。キリンビール広島

支社の前にも新しい道路を配して、見

違えるほどきれいに整備されましたね。

他にもコミュニティバスやシャトルバ

ス❸を乗り入れるなど、渋滞問題は見

事に対策ができたと思っております。

鯛：町長のおっ

しゃるとおりで

したね。アクセ

スや渋滞の問題

だけでなく、防

犯の問題、地元

商工会との問題

など、何もかも

がスムーズに進んでまいりました。私

どもダイヤモンドシティは全国に19の

SCをもっておりますが、正式発表から

わずか4年の間に処々の問題をまとめ

あげたSCは他にはございません。こ

のような短期間で開業を果たすことが

できたのは、やはり和多利町長をはじ

め、役場の皆さまの惜しみないご協力

のおかげです。本当に心から感謝して

おります。

❷DCソレイユ開発までの経緯
1938年3月 キリンビール広島工場操業

　　
↓
 全国4番目の工場として完成

1997年9月 広島工場生産部門撤退を発表

1998年8月 生産ライン停止

 （敷地面積140,265㎡・従業員数約300人）

1999年4月 工場跡地の一部に「キリンビアパーク広島」オープン

2000年12月 工場跡地の開発計画を発表

2004年3月13日 JR天神川駅開業

2004年3月19日 ふちゅう情報プラザ「つばき館」オープン

2004年3月24日 ダイヤモンドシティ・ソレイユ グランドオープン

❸バスでのアクセス
つばきバス（町コミュニティバス）

16便、無料シャトルバス（広島駅・往

復）89便、広島路線バス60便。SC

エントランスの目の前がバス停なの

で至便。
建設中のDCソレイユ

完成したDCソレイユ
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和多利：2004年3月7日には開業イベ

ントの植樹祭❹を町民と一緒に楽しみ、

いよいよ3月24日、グランドオープン

の日を迎えました。府中町にとっても

待ち望んでいた開業です。

鯛：そう言っていただけると本当にあ

りがたいです。そして、もうひとつ忘れ

てはならないのは、地元にはなくては

ならない企業であるキリンビールさん

が築かれていたまちの皆さまの信頼、

これを受け継ぐ形で開業❺ができたこ

とです。開発中も、まちの協力とキリン

ビールに根づいた信頼、その両方を活

用させていただいた上で、21世紀にふ

さわしいSCをつくり上げることに力を

注いでまいりました。

また、期待感の一方で、大きな緊張

感もありました。ダイヤモンドシティ・ 

ソレイユは、キリンビアパーク❻に併設

しておりますが、敷地・設備はすべてキ

リンビールさんの所有で、私どもが一

括借り上げという形で運営を行ってお

ります。当然ながら事業リスクがある

わけで、大きな賃料負担の上での採算

をとっていかなければなりません。東

京の六本木や日本橋にも、近年有名な

大規模商業施設が建っていますが、そ

れらと同じような条件で、事業を成功

させなければならない。それはもう大

変な危機感を覚えながらスタートした

わけでございます。

和多利：そうですね。私どもも防犯の

問題や地元商店の問題など懸念材料

もいくつかありましたが、結果としては

大きな問題は起こらず、胸をなでおろ

しました。そして何より喜ばしいのは、

開業以来、運営が非常に順調にいって

いるということです。

天神川駅はいまや列車が一日約270

本停車、平均乗降客数が約13,000

人という立派な駅になりました。若い

カップルが駅から歩いてダイヤモンド

シティを訪れ、ベンチに座ってデート

しています。そういう光景を見ると本

当によかったなあという気持ちでいっ

ぱいになります。

それにあわせて、まちに活力が感じら

れるようになりました。その活力の裏

にいったい何があるのか考えてみます

と、やっぱり正直なところ、税収なので

す。町の財政は、ダイヤモンドシティの

開業に加えて、マツダさんの業績好調

にも恵まれ、税収が大幅に増え、すっ

かり立て直しができました。昨今の中

央の景気回復の波は、まだまだ地方に

SCの成功が財政に貢献。
中央に依存しない町政が実現

❹イオン ふるさとの森・植樹祭
2004年3月7日、ダイヤモンドシティ・ソレイユ開業

に先がけて行われた植樹祭。2,000人以上の地域

住民が来場し、約9,000本の苗木を植えた。樹木の

種類は土地の生態系に適した種木に限定し、計画

的に植樹。当日は正しい植え方の指導を受けて本

格的な植樹を行っ

た。植樹祭および

2、3年目の育樹祭

は全国のDC恒例の

イベント。

❺ダイヤモンドシティ・ソレイユ
2004年3月、広島県安芸郡府

中町にグランドオープンした中

四国地方最大級の広域型SC。

出展店舗数約200店・敷地面

積約114,000㎡・4階建て。

駐車場台数約4,300台（うち

45台身障者専用）・駐輪台数約

2,800台。

従業員総数約3,700名（運営・

テナント従業員・パート）。

シネマコンプレックス：11スク

リーン約2,000席。
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まで及んでいないのが実情ですが、府

中町だけは景気に関係なく、2005年

度に町の財政収支がとれ、いよいよ

2007年度には国の補助金に依存しな

い不交付団体となります。

鯛：それはそれは、お見事でございま

した。ダイヤモンドシティ・ソレイユも、

おかげさまで、2004年度は、年間の

べ1,700万人の来場者を数え、この数

字は私どものSCでもトップです。

経営面もキリンビールさんとのニ人三

脚でやってまいりましたが、売上は現

在で400億円に届きました。2004年

秋には、府中町の皆さまとキリンビー

ルさんが広島工場時代になさっておら

れた祝祭「収穫祭」❼を開催することが

できました。町長にもご参加いただき、

地元農協の皆さん、地域住民の皆さん

が露店を出して、さんさんと降り注ぐ太

陽の下で、収穫祭限定ビールを楽しん

だ大変盛大なお祭りでした。本当に素

晴らしいイベントでしたので、このよ

い伝統を引き継げないかという思いで、

今後も地域と企業が一体となって楽し

み、交流しあえるイベントを企画して

いきたいと考えております。

和多利：開業による町民の生活の変化

も大きなものでした。まず、普段は家に

こもりがちな高齢者までもが、あそこ

にいくと歩きやすいし、涼しくて気持

ちがいいからと出向くようになったん

です。これには驚きました。家にこもっ

てばかりでは、どうしても心身ともに

弱くなりがちですから。町民の健康に

も貢献しておりますね（笑）。

鯛：SCの開発コンセプトは、「もっと

輝くふだんへ」でした。開業前に、府中

町周辺をマーケットリサーチしたとこ

ろ、この辺の方々は夕方5時を過ぎる

と家に帰ってしまって、なかなか外出

しないというのです（笑）。普段はご家

庭に帰られる方々を、ちょっと出かけ

てみようかなという気にさせるものは

何か、家で過ごすより少しだけ快適で

魅力的な過ごし方を提供できないかと

さまざまな創意工夫をしてSCをつくり

ました。

おかげさまで、先日、飲食フロアの従

業員に尋ねたところ、「夕刻は石鹸の

匂いのするお客さまが来られる」とい

う声が聞かれました。

つまり、仕事を終え、

お風呂に入られ、そ

れから家族でちょっ

と夕食に…というま

さに地域のお客さま

「もっと輝くふだんへ」
まちの人々が実感できる
豊かさを創出

❻キリンビアパーク広島
樽詰生ビールの製造・出荷状況が見学できるブ

ルワリー棟、ビール博物館、あらゆるビールの

魅力を体験していただけるビアレストランなど、

家族、グループで楽しめる施設。

❼キリン収穫祭
キリンビアパーク広島で行われる地産地消にこだわった収穫

祭。キリン広島ブルワリーでつくる収穫祭だけのビール「オク

トバーフェスト」を楽しめる。

子どもたちが寄せたたくさん
の鯉のぼりには、地元カープ
への応援メッセージが
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にお越しいただけているということで

す。まちの皆さまに可愛がっていただ

けるSCになれたことを、本当に嬉しく

思いました。

和多利：以前はこの辺では、夜開いて

いる店はコンビニだけだったので、ご

夫婦で働いてらっしゃる方は買い物

にも非常に困っておられたと思います。

いまはジャスコさんがあるから、仕事

がちょっと遅くなっても夜の11時まで

食材が何でも買えます。それも大きな

違いだと思います。府中町でも少子化

の進行を受け、次世代育成支援行動計

画を立案し、保育サービスの拡充など

育児と仕事が両立できる社会づくりに

注力していますが、SCのおかげで町民

の生活が便利になるということも非常

に重要です。

また、開業前には、商工会をはじめ地

元店への影響を心配する方もおられ

ましたが、実際に蓋を開けてみると、

影響がまったくないとは言えませんが、

人の流れが変わり、まちが活気を帯び

たことで、効果も出ているという声が

聞かれています。それが正直なところ

でしょう。

鯛：そう言っていただけると大変あり

がたいです。

2004年の開業ですから、当然大店法

に則った手続きを踏んで開業に至った

わけですが、まず、地元商店の皆さま

には、積極的に出店のお誘いをし、出

店までのお手伝いをさせていただきま

した。その結果、総数約200のテナン

トのうち20%は、地元商店さま❽にご

出店いただくことができました。また、

町の住民サービスコーナー❾をはじめ、

地域の皆さまに便利にご利用いただけ

る銀行ATMや医療機関などのサービ

スも拡充いたしました。

私どもは地元商店の皆さまを犠牲に

して、商売をしようという気持ちは毛

頭ございませんし、地元にすでにある

ものを重なって売っても仕方がないと

思っております。地域に足りない商品

はなにか、不便を感じられていること

はなにかと、いわゆる

商売の隙間をよく分析

して、地域の人々に「こ

んなものが欲しかった」

といってもらえるもの

を提供していく、それが

私どものSCです。

ですから、町長がおっ

しゃったように、SC開

業によって起こる変化

を地元への悪い影響と

せずに、できるだけよい

効果に変えていこうと

しているのです。

和多利：たしかに、社長のおっしゃる

とおりになっていると思います。

また、SC従業員約3,700名の雇用に

よる効果もとても大きなものです。そ

のうち約半数が私どもの町民10だと思

われますが、やはり雇用は景気のバロ

メーターです。雇用が安定しませんと

消費者経済はよくなりません。キリン

ビール時代にも、工場の雇用が戦争で

大黒柱を失った家族の生活基盤とな

るなど、戦後の復興に多大に貢献して

いただきましたが、現在も、ダイヤモン

ドシティにまちの原動力となる雇用を

支えていただけることに、合わせて感

謝しております。

「サンサンすまいる」地域の身
障者グループの合同ショップ

❽地元商店
地元クリーニング店も新しい装いでダイヤモンドシティ

に出店。

❾ふちゅう情報プラザ「つばき館」
住民サービス・地元物産展示など。

土日、祝日も含め午前10時から

午後8時まで営業。おもなサービ

スは、住民票の写し等の交付、物

産品展示および観光案内、ホーム

ページの閲覧、行政各種印刷物の

閲覧および配布など。
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和多利：ここで少し、まちの現状と将来

像について話をさせていただきたいと

思います。

府中町は、10.45平方キロメートルと

面積としては小さいのですが、そのうち

55%は住宅と商工地、45%が山林で、

住・商・工そして自然と非常にバランスの

とれた町であります。人口は2007年3

月末現在で51,917人。広島駅から車で

10分という利便性の高い地域ですか

ら、中国地方でも人口密度が最も高い

地区です。近頃は、ダイヤモンドシティ

効果で周辺に新しいマンションもいく

つか建設されていますから、人口も増

加傾向にあります。

また、府中町のある広島駅東側にあた

る地域は、広島市の環状線となる高速

2号線の整備、新球場建設と大規模な

都市計画が進んでおり、町の利便性は

ますます上がっていくでしょう。府中町

はあらゆる意味で、まだまだたくさんの

可能性があるまちです。

我々も、不交付団体になるからといっ

て、それで安閑としているわけには参

りません。これからは、企業や国の他

力本願でなく、自分たちの力でもっと魅

力あるまちづくりをしていくべきと感じ

ております。とくに、豊かな自然を残す

水
みくまりきょう

分峡11など、府中町が誇るべき景

勝地の保全と整備を行って、多くの方

に訪れていただきたいですね。いまは、

ダイヤモンドシティ

をお目当てに府中

町を訪れる人が多

いですが、逆に、水

分峡に行った帰りに

ダイヤモンドシティ

に寄っていく…そん

な人がたくさん訪れ

てくれるのが私の夢

ですね（笑）

鯛：“「愛するまち」を、あなたとつくる。”

というのが私どものブランド・ビジョン

でございますが、実はこれはおこがま

しいことで、愛するまちというのは、行

政が主体となって、真剣に取り組んで

こそ初めて実現するものに他なりませ

ん。そうした中で、私たちは商業者と

いう立場からできる限りのお手伝いを

させていただくということなのです。

そのためにまず、私どもがやるべきこ

とは、日々の地道な商売の積み重ねで

す。事業というものは先にお金の計算

だけをして、いつまでにいくら儲けよう

と計画したところで成功するものでは

ありません。日々店頭で、ごみは落ち

ていないか、ディスプレイは乱れてい

ないか、衛生面は大丈夫か、お客さま

に事故が起こらないよう安全が確保さ

れているか…。お客さまにつねに快適、

安心、安全を提供するために、3,700

名の従業員が今日やるべきことを間違

いなくきちんとこなしていくことが、事

業の目標到達につながっているのです。

そして、それがまちの皆さまへの貢献

の土台になるのです。

和多利：町も、企業も、互いに置かれ

た立場の役目をきちんと果たしていく

ことが重要なのですね。

我々行政の立場で言いますと、住民

が暮らしやすく、企業もますます事業

活動をしやすい、そんなまちづくりを

行っていきたいですね。今後とも、ご

協力のほどよろしくお願いします。

鯛：私どもの会社は、地域の皆さまの

利便性に供していく、真の意味で地域

に密着して一緒にやっていく企業をめ

ざしております。地域の夢や課題を共

有して、できることがあればいつでも

ご協力させていただきます。これから

もどうぞよろしくお願いいたします。

町、企業がそれぞれの役目を 
果たしていくことが
発展へつながる

11水分峡（みくまりきょう）
榎川の源、御

み そ お が わ

衣尾川にある渓谷。府中町北東部に広が

るこの一帯は緑豊かな自然を保っている。浅く明るい

渓谷で、自然にあふれ、四季を通じてたくさんの人が訪

れ散策やハイキング、夏にはキャンプや子供の水遊び

などで自然を満喫している。展望台からは広島市の街

並みや広島湾までも一望できる。

10従業員休憩室
従業員の半数以上が府中町民。バックヤー

ドではスタッフが昼食、休憩。


