
市民まちづくりは、都市計画や地域整備の手法の一つとして機能してきた感があるが、その背景には

まちづくりの担い手である市民や、その活動を支援する行政、そしてこれら主体に対し知恵を出したり

実際に活動を行ったりする専門家のそれぞれが役割を確実に果たしてきていることが挙げられる。一方

で、市民まちづくりは、活動が経年するごとに活動のモチベーションの維持が課題となっており、さら

に財政難などを原因とする行政の市民まちづくりへの支援の低下などから、市民まちづくりに閉塞感が

出てきているのも現実である。

そこで、日本都市計画学会関西支部では、まちづくりの主体である市民、行政、専門家の連携・交流

について様々な角度から見つめなおし、関西の各都市において展開してきた市民まちづくりの今後につ

いて考えていく
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【開会にあたって】

渡瀬 誠（（社）日本都市計画学会関西支部 関西社会連携交流特別委員会 委員長）

本日は、年末のお忙しい中、当シンポジウムをお越しい

ただきありがとうございます。

私ども、日本都市計画学会関西支部ではこれまで、学会

員に対し様々な活動を行ってきたところでございますが、

関西支部が設立して 20 周年を迎えようとしているこの時

期、大学の先生や行政、コンサルタントといった学会員だ

け議論するのではなく、まちづくりの重要な担い手である

市民の皆さんと一緒になってこれからのまちづくりを考

えていこう、という発想から本日のシンポジウムの開催となった次第でございます。

本日のシンポジウムを契機として、これから、市民の皆さんと大学や行政、コンサルタントの皆さん

が連携、交流し、市民まちづくりを進めていくにはどうしたらいいのか議論を行っていく予定でござい

ますので、今日の参加をきっかけに引き続き継続して当学会の活動にご参加いただきますようお願いい

たします。



（配布資料）新しい公共の時代のまちづくりのあり方

基調講演 久 隆浩 氏（近畿大学理工学部社会環境工学科 教授）

０．都市計画のもっと手前から

１．合意の意味を問う

２．議論から対話へ

３．交流の場づくり

４．ネットワーク社会への対応

０．都市計画のもっと手前から

「時代」が、あるいは「行政の役割」が大きく変わってきていますが、進め方は従来型のままとなっ

ていることが多いのではないかということで、本日はこれからのまちづくりの参考になりそうなお話を

させていただこうと思います。

最近、枚方のコミュニティ協議会の連絡会の会長さんと仲良くなりまして、この 3 年間ほどはこのコ

ミュニティの連絡会の研修なんかを一緒にさせていただいて、どうやったら地域の活動がより活発にな

るか、というお手伝いをさせていただいております。また、吹田市では「コミュニティ推進計画」を策

定しまして、このコミュニティ行政をどういう形で再編をすれば地域の方々とより密接に関係が作れる

か、などという計画のお手伝いをさせていただいております。八尾では、１０年前に一緒に組み立てて

動かしてきた「まちづくりラウンドテーブル」というものを、最近はさらにバージョンアップするとい

うか、地域分権ということで地域の方々に権限とか資金を委譲するあり方みたいなものを一緒に考えさ

せていただいたりしております。ということで、半分ぐらいは地域の方のお手伝いをさせていただいて

おり、都市計画の仕事よりも非常に大きなウエイトを占めるようになりました。

なぜその話から入っているかといいますと、もともと私も都市計画の分野で仕事をしてきましたが、

地域の方々とまちづくりを考えていくときに、都市計画だけでは十分にやっていけない、都市計画とい

うのはある意味でまちづくりの一つの道具でありまして、もっとストレートにいいますと、一つの道具

でしかありえないわけで、この一部分を携えて行政の方々が地域の方と一緒にやっていったとしてもな

かなかそれだけでは十分に対応できないということです。

後ほど山本さんから千里ニュータウンのお話があるかと思いますが、つい先日も奈良県の住宅政策の

担当の方が訪ねてこられて、「奈良県にはたくさんの郊外ニュータウンがあるが、ここ 5 年、10 年、空
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き家が発生したり、地域の高齢化が進んだりということで、住宅政策として県や奈良県下の市町村がど

ういうことができるのかを一緒に考えてもらえませんか」というお話でした。

その時に私が申し上げたのは、「おそらく地域の活性化なんていうのは住宅政策だけで成り立ってい

るのではなくて、特に近々の問題でいうと地域福祉の問題とかの方が非常に大きくて、土木建築の分野

以外の所から入り込んだ方がいいのではないか、あるいは建築分野、都市計画分野が表に立ったとして

も、地域の中での連携をどのようにとれるか、つまり県庁としての総合的な横の連携がないとおそらく

地域の活性化のお手伝いできませんよ」ということでした。

県の方は、最初は困惑された顔で、「本当に庁内で連携がとれるのか」と話されていましたけれど、

やはりこれからはそうでないといけないな、ということをご理解いただいたと思いますので、これから

また奈良県の中でもいくつかニュータウンでお手伝いすることがあるのかなと思っています。

そういうことを考えていきますと、地域の方とお付き合いをする場合は、総合的にお付き合いをしな

いといけないわけです。私自身ももともとは都市計画の専門でしたけれども、今は社会福祉とか社会教

育とかいろんな分野で仕事をさせていただいております。

大阪市では社会教育委員をさせていただいておりまして、どんな役割を担っているかといいますと、

一つは、大阪市は、公民館はありませんが、そのかわりに、場所としては小学校の教室を使って各小学

校区に一つずつ生涯学習ルームを作っておりまして、その生涯学習ルームの運営を「生涯学習推進員」

という地域の方が担っており、この「生涯学習推進員」の研修なんかもこの 5 年ほどずっと一緒にさせ

ていただいておりますし、さらには大阪市では「はぐくみネット」という愛称で呼んでいる、地域教育

協議会というのがございますが、この「はぐくみネット」も通常他の市町村では中学校区ごとで作られ

ておりますけれども、大阪市は小学校区ごとに 100 名地域教育協議会をつくっておりまして、この地域

教育協議会の応援をさせていただいております。今「はぐくみネット」絡みで７つぐらい入り込んで、

一緒に講師の方とともに組み立てをさせていただいております。

それから兵庫県川西市では、地域福祉のお手伝いをしていまして、社会福祉審議会の委員でもござい

ます。関西学院大学の社会福祉学部に牧里先生なんかとも一緒にいろんな所で仕事をさせていただいて

おりますが、先生がこの前私に「久先生の事を私の周りの人間はみんな福祉の専門の先生と思っていま

すよ」っておっしゃっていました。何の専門でもいいんですが社会教育でも社会福祉でも地域の方々を

支えるお手伝いをするわけですから、いろんな事を一緒に考えていく専門家もいてもいいのかなと思っ

ています。

ということで、私のスタンスは「都市計画のもっともっと手前からまちづくりを始めないといけない」

なのです。都市計画というのは土地や個人の財産に絡む問題が非常に多く、合意形成なんていうものは

簡単にまとまるわけございません。こういうシビアな仕事ですから、「大変なところからまちづくりが

始まるのではなくて、もっと手前から近所づきあいを楽しくやっていけば、難しい問題が出てきたとき

も膝を付け合わせて喧嘩腰にならなくて済むのに」と思ってきました。だからこそ問題がおこる前から

仲良くしようよ、一緒に地域のつきあいを深めようよ、ということが原点となっております。

１．合意の意味を問う

都市計画の分野では常に「合意形成、合意形成」と言います。私も元々は「合意形成しましょう」と

いってきましたが、合意形成なんていうのはそう簡単にはできません。だとした時にもう一度合意形成

って本当に必要なのか、ということを改めて考えてみました。合意形成がいらないとは申し上げません。

必要です。けれどもなんでもかんでも合意形成でもないだろうと思っているんですね。人生の中で重大

な合意形成を図る、全員一致が必要だってことは本当に限られたことしかないはずなんです。

少し冗談めいた話をさせてもらいますが、今日は土曜日の昼間ですね。来週からまた一週間が始まり



ます。ご家族のおられる方、一週間の夕食の献立を家族会議で合意形成をはかって決めておられる方、

いらっしゃいますでしょうか。いないんですね。うちの家もそうです。作る人がその日に考えて、食べ

る人がしゃあないな、今日はこれ食べたくないんやけどと妥協しながら、人生というのは、家族という

のは成り立っているかも知れないですね。これは極論ですけれども、そういう意味では合意形成なんて

いうのは私たちが生きている中でそんなにたくさんおこる話ではないです。

けれども都市計画はそれが頻繁におこる分野です。先ほど、控え室でパネラーの方と打ち合わせをし

ている時にも申し上げたのですが、都市計画の担当者がたくさんいて、地域を混ぜ返してしまう場合が

ある。再開発とか区画整理とか、そういった事業を持ち込まなければ楽しく地域で暮らしていた方々が、

事業の話を持ち込んだがために喧嘩をしたり対立したりする。だからこそ都市計画だけでいくと大変に

なる、都市計画が表に立たない方がよいと思っているんです。

合意形成について考えるときに参考になりそうな本がございまして、「カオス時代の合意学」という

本ですが、その中で東京大学法学部の井上達夫先生が「合意を疑う」という論文を書かれています。井

上先生は法学部の中では法哲学、法律とは何かとか、法律の意味を考える専門の先生ですが、その論文

で、「法律の中でも合意、合意というけれども、合意ってほんとに何なの」ということを哲学的に解釈

し直されています。

今から読み上げさせていただきますが、哲学的で、一度聞いたくらいではなかなかわからない文章と

なっておりますが、少し解説を加えながらお話したいと思います。

世界解釈図式を異にする人々の間の対立の深刻さにも拘わらず、人々がともかくも共に生き続けてい

るという事実、合意形成の困難さが人間の共生と両立可能であるという事実を前にした驚きである。

はたして合意はどこまで可能なのか。そもそも、なぜ合意がなくてはならないのか。合意形成は言う

は易く行うは難きものであり、可能だとしてもその追求には膨大なコストが伴うだけでなく、失敗すれ

ば幻滅による反動で相互不信と敵意がかえって深まるというリスクも伴うとしたら、しかも他方で、合

意の不在を相互認容しつつ共生することが我々人間にとって不可能でないとしたら、なぜ我々は合意形

成に固執する必要があるのか

つまり、「合意、合意というけれども合意がなくてもなんとかやっているじゃないか」ということで

すよね。先ほどお話した「地域をかき混ぜてしまうのではないか」という話は、失敗すれば幻滅による

反動で相互不信と敵意がかえて深まるってことですね。寝ていた子を起こして事業やりませんか、って

いわれて、喧嘩もしたくない隣人と喧嘩になって、もう一生、二度と顔も見たくないという関係になっ

たりするわけですよね。にもかかわらず本当に合意が必要なの、合意がなくてもなんとかやっているん

じゃないの、という文章です。それでは次の文章を、こっちの方がさらに難しいですが、

探求の成功にとって、本当に合意は不可欠なのだろうか。むしろ、対立の存続こそが、探求の生産性

の条件であるとは言えないだろうか。

自己と異質な経験基盤が他者の視点を構成していることを知ったとき、我々は自己の経験基盤の局所

性・有限性を自覚せざるをえない。さらに、自他の経験基盤の完全な融合と同一化は不可能だとしても、

「もし私があなただったら」という反実仮想の慣用が示すように、他者の経験基盤の一部への仮設的同

一性を想像力によって遂行することは可能である。自己の経験基盤の有限性の自覚と他者のそれへの部

分的・仮設的同一化は、他者の視点への共感や合意はもたらさなくとも理解と寛容は可能にし、さらに

自己の経験基盤と視点の再編をも促さずにはおかない。

非常に難しい文章ですが、どういう事かというと対立を残しておく方がいろんなものが生まれてくる

んじゃないか。そして人と話し合い違う考え方があるということがわかれば自分の経験がいかに偏って

いるか、いかに限界があるか、自分が全てではないんだということを自覚できるのではないか、という



ことです。それが局所性・有限性を自覚せざるをえない、自分が正しいと思い込んできたけれども、他

の人の意見を聞いたらそうでもない、自分は自分の狭い範囲の中で判断していたんだ、ということに気

がつくんじゃないかということですね。さらにもし私があなただったらという文章でいうと、その相手

のことを思ったり、相手の気持ちを考えたらいろんな事が見えてきますよ、ということですよね。なぜ

この人はこういう言い方をするんだろうか、なぜこの人はこういう事にこだわるんだろうか、なんてい

うことを考えていくと、最後の文章ですが、共感や合意はもたらさなくとも理解と寛容は可能にすると

いうことです。だから違うということに共感も合意もできないけれど、なぜこの人はこうなのかという

事の理解は進む。どうしてこういう言い方をするんだろうか、私と意見が合わないんだろうか、と。そ

うすると共感や合意がなくても、こういう考え方も認めて良いだろう、こういう方と一緒に暮らしても

良いだろうという寛容というものが出てくる、ということなんです。

私の意見と重なるところでしたので、本日ご紹介させていただきました。

午前中、「西宮まちづくり塾」でシンポジウムをしてきたんですが、私がシンポジウムの最後にお話

したことは「合意形成よりも共感の方が重要ではないですか」ということでした。特に今まで 100％合

意というのが都市計画の前提だったのですが、100％の合意というのは理想であって、現実には難しい。

それよりも共感者を増やしていく方がよっぽどやりやすいんじゃないかという意味でございます。まず

私が動いてみる、私達が動いてみる、そうすると共感をしてくれる人がでてくる。その共感者をじわじ

わっと増やしていくようなそんな動き方もあるのではないかと。すごく乱暴ないい方をすれば、最初少

数でも動いてみるうちに共感者が増え多数になっていく、ということも考えられるだろうと思います。

逆に今までは合意がなかったら一歩もできなかったという動き方が都市計画の上では多かったのです

が、そうではなくてもっとフットワーク軽くできるのではないか、というのが私の思いでございます。

２．議論から対話へ

二つ目の話は、「議論から対話へ」というお話です。先ほど合意について少し問い直してみようとい

う話をしましたけれども、合意に至るためには議論をするわけです。議論が本当にどれだけ必要かとい

うことも改めて考えてみたいと思います。デビット・ボームという方、ご存じの方もおられると思いま

すが、物理学者、原子物理学の大家です。このボームが物理学とは全く違う分野で本を書いております。

英語のタイトルがダイアローグ、まさしく対話ですね、という本です。日本語の副題は「対立から共生

へ、議論から対話へ」という副題がついております。この副題の「議論から対話へ」という部分をこの

タイトルにさせていただきました。

ボームは、インドの思想家でもあるクリシュナムルティの影響を受け、晩年いろんな思想を掲げてい

ます。インドの哲学というのは、仏教がインドから発祥した事もありますけれども、理屈で考えるより

ももっと根本的なことを考えていこうというとこがあると思いますが、クリシュナムルティの言葉でい

うと「あるがままの生」といういい方になります。生とは生きるという意味で、「あるがままの生」と

はクリシュナムルティの根本的な考え方で、あるがまま、つまり自然体でいろんな物を受け止めていこ

う、というのがクリシュナムルティの考え方でございます。本日は必要だと思った文章を３つ持ってま

いりました。１つ目の文章です。

対話においてはいかなる課題も設定せず、いかなる有益な事柄も達成しようとすべきではない、とい

うことである。有益な目的やゴールを達成しようとするなり、何が有益なものかという想定が生まれる。

そうした想定が対話を狭めてしまう。

これは都市計画をやっている私達にとっては、ある意味で再考させられる内容です。課題を解決する

ための道具として都市計画というものをやってきました。地域に課題がある、だからその課題をなんと



か解決しないといけないというのが都市計画の考え方なんです。ところがボームの話は課題を設定する

とそれで対話の幅を狭めてしまう、あるいはこれが有効かどうか、有益かどうかということを考えてい

くと邪魔な発想が出てくる、だから課題とか有益なものという考え方を外して対話をした方がいいので

はないか、ということなんです。

今立命館大学におられるリムボン先生が、かなり前ですがこんな話をされていました。「都市計画は

課題、課題と言い過ぎる。地域の方が課題と思っていないにもかかわらず、課題、課題、問題、問題と

言い過ぎるんじゃないか。」繰り返しになりますが、機嫌よく生きている人、機嫌よく暮らしている人

はたくさんいるわけです。専門家から見ると問題ですよ、なんてちょっと言い過ぎじゃないかなと感じ

ます。こういう事も含めてもう一度考え直していただくきっかけにできたらな、と思っています。さて

２つ目の文章です。

対話の目的は、物事の分析ではなく、議論に勝つことでも意見を交換することでもない。いわば、あ

なたの意見を目の前に掲げて、それを見ることなのである。

「話す」というのは自分の考え方、自分の意見をもう一回自分で見つめ直すそういうきっかけなんだ、

っていうことなんです。だから相手をたたきのめす、議論に勝つなんてことを考えない。都市計画をや

ってきた人間には再考させられる言葉ですけれども、「話す」というのは物事の分析ではなく再考する

ことではないかなと思います。それでは最後の文章です。

一種の空のスペース、時間や場所から自由な空間を持ちたい。そこでは人の脳を占めるものは何もな

い。まずは、気をそらされるものが最小限しかない場所で、自然を見ることから始めるといいだろう。

その後、互いを信用し合い、正しい仲間意識の精神を持ったグループであれば、対話の中に何かしら価

値のあるものが現れてくるかもしれない。もしこのようなことを本当に理解できる人が多数いるなら、

大勢に影響を及ぼすだろう。どれほどの衝撃を与えるかはわからないが、可能性は確かにある。

仏教的な考え方に近いですね。つまり無の境地、空にしていろんなものをあるがままに受け止めてみ

よう。そうすると、いろんなものが見えてきたり、お互いの絆も深まるのではないか、そしてそういう

ことができる人たちが手をつなげば、何か大きなものが動いてくるのではないか、こういう考え方なん

ですね。私はある意味それを実践させていただいているのかなと思います。

３．交流の場づくり

都市計画の分野で仕事をしていると本当に大変な事がたくさんある。でももっと気軽に楽しくまちづ

くりができないだろうか、という事を話してきました。

実は、私がこういう地域の人とまちづくりをするようになった一つのきっかけは、豊中駅前のまちづ

くり協議会の人達と一緒にまちづくりをさせていただいたところにあります。今、豊中で、まちづくり

協議会を立ち上げ、構想づくりをして頑張っている所が、豊中駅前、岡町駅前、曽根西地区の３地区あ

ります。ところが、４番目というのが、ここ１０年間出てきていません。ところが常に十数地区は協議

会を立ち上げたいと思い準備をされているんですね。４番目が出てこない一つの原因は、構想を３年間

でまとめなければいけない、ということです。中心メンバーにどれだけ負担がかかるのか、１０００人、

１０００軒近い方々をまとめ、そして合意の上で構想を作るというのは本当に大変な作業です。それが

見えてるがゆえにその一歩を踏み出せない、ということだろうと思います。だから、十数地区の方々が

もっと気軽にその一歩を踏み出せるような、そんなまちづくりの仕掛けを応援できないだろうか、とい

うことをずっと思ってきました。その１つの答えが「交流の場づくり」というのにつながっております。

何をやっているかというと、先程の対話のやり方と極めてよく似ています。地域で月１回程度ですが

定例的に集まって語り合う場所を作っていこうと、八尾市で初めて作らせていただきましたが、八尾市



では「まちづくりラウンドテーブル」という名前で呼んでおりますし、箕面市では「コミュニティ会議」

という総称で呼んでおります。それから最近よく私が使わせていただいているのは「まちづくり井戸端

会議」です。本日も川西市のメンバーが来られていますが、川西市では「つながりカフェ」といういい

方をさせていただいております。また交野市の方も早い段階でラウンドテーブルという形でやっていた

だいております。

今、私が関わっているだけでも３０ぐらいの交流の場を立ち上げさせていただいております。この中

で見えてきた話を少しさせていただいきたいと思いますが、これは何をしているかというと、先程の話

のつながりでいうと、合意形成とか意思決定を前提としない情報交換の場所、対話の場所だということ

です。今から１０年前、八尾で「まちづくりラウンドテーブル」を立ち上げさせてもらった時の仕掛け

の仕方、これは今の八尾の総合計画という本の中に書かれているのですが、一緒に組み立てた元職員の

方と「元々は今の思いと違いましたね」と最近話をしてます。それは何かというと、始める時は合意形

成の場と書いていたんですね。今からすると合意形成の場じゃないとやっとわかってきたんです。けれ

ども最初はやはり合意形成に向かって頑張ろう、と思っていたことは事実です。でも、それじゃいかん

ということに途中で気がついた、だから今は合意形成、合意形成といわないようにしています。こうい

う自由な楽しい会合というのはワークショップとも違います。ワークショップとは、今日はこれしまし

ょう、あれしましょうというテーマとかプログラムがありますね。でも、この交流の場にはテーマもプ

ログラムもありません。本当に月１回集まって、その場で話を持ち出して、意見交換して２時間経った

ら終わる、これだけの話ですね。これだけの話なんですが、すごくいろんな面白いものがここから生ま

れてきています。本当にこんなものが役に立つのという疑問が出てくるのは、おそらく従来型の課題解

決といった目指すことを念頭にしたような場合、こうした交流の場を見たらさっぱりわからん、という

話になるんですね。百聞は一見にしかず、です。私に連絡をいただいたり、私の研究室のホームページ

にどこでやってるか、を掲載していますので、また、ブラッと行っていただけたらと思います。

兵庫県の阪神北県民局という組織がございますが、この数ヶ月、阪神北県民局でもこの交流会をやっ

てくださっていて、そこの担当の方が入れ替わり立ち替わり来てくれています。課長さん来られて楽し

く２時間過ごされて、次の日に朝出勤をされて周りの人に「昨日の晩は良かったわ」とおっしゃるんで

すね。周りの職員さんが「課長何が良かったんですか？」と聞いたら、「ようわからんわ」というんで

すね。今度はまた別の方が来られます。その次の日、朝出勤されて、「昨日の晩は良かったわ」「何が良

かったんですか？」「ようわからんわ」っていうんですね。で、ある方がもうみんな同じ答えになるの

で、「本当に何が面白いのかを確かめにきました」とおっしゃいました。で、２時間過ごして私が感想

をふりました。「どうでしたか？」「楽しかったです」「説明できますか」「いやあ、わかりませんわ」っ

ていうんですね。本当にそんな感じです。何か元気になったり、刺激を受けて帰れる非常に不思議な場

所です。そんな感じですので、これを理屈で説明せよ、というとなかなか難しいんですね。

今日は都市計画学会のシンポジウムですが、都市計画学会の論文にはなりそうもありません。理屈で

この楽しさとか意味を説明するのは非常に難しいですね。うちの学生でそれを論文にしたいというので、

この前東成区の井戸端会議の参加者に「何で来てるんですか、どういう目的で来てるんですか」とヒア

リングをしました。その学生がゼミで発表してくれたんですが、「人の話を聞きに来た」「この人に会い

に来た」「自分の話をしに来た」と、みんな違うことをいう。「違うことをいわれたら困るから、ちゃん

と説明してもっと人数も増やした方が良いんじゃないですか」とその学生がいうので、「みんなが違う

目的で集まってくることこそがこの交流会の魅力じゃないの、それを一緒にしましょう、なんていうこ

とをしたら交流会の魅力がなくなるよ」と話ました。今までは目的を一つにしてそれを集約しようとし

ていたわけです。今はそんな人はいません。みんなが機嫌良く集まって議論ができたらいいだけの話で

す。そこから何を見るのか、何を楽しさとして感じ取るのかというのはみんな違っていて良いんです。



大切なのはその人が決めた目的、感じた楽しさで毎回来てくださることです、といったことを今、各地

でやっております。

交流の場には、もう一つの仕掛けがあることに最近気がつきました。人任せの人あるいは文句だけい

う人がたくさんいます。これが社会を混乱させているのですが、実はこの交流の場は文句がいえない仕

掛けにしています。話題はみんなで持ち寄って、そしてみんなで意見交換していきましょう、という仕

掛けです。最初立ち上げて５回くらい経つと文句をいう人が出てきます。どんな文句かというと、「こ

んな会、５回続けてるけど、何も面白い話題がないやないか」ってことなんです。その言葉はその人に

返ってきます。「すいません、面白い話題がなかったらおたくが出してもらえませんか」って話になる

わけです。ここが１つのポイントなんですね。今日は私がお話した後３人のパネリストと一緒にパネル

ディスカッションするわけですが、企画者の渡瀬さんはじめスタッフは文句がいえません。呼んできた

のは彼らですから。でも皆さんは「久先生のしょうもない話聞かされて」と文句がいえるわけです。文

句言いの人は大体責任逃れをされますが、交流の場は責任逃れができない仕組みになっています。私が

進行役をさせていただく事もあるのですが、私以外の方が進行役をされている時にうまく進行される方

とそうでない方というのが見えてまいりました。これは些細なことなんですが、指名をされる方ってい

うのは雰囲気が悪くなります。誰々さんどうですか、と振っていくとですね、みんな指名を待つように

なるんですね。指名をしてから発言をするという雰囲気を作り出すわけです。そうすると進行役が段々

しんどくなっていきます。自分が回さないといけなくなるわけです。そうではなくて、進行役は指名を

しない、みんなで、自分達で回していくということができれば、誰でも進行役になれるわけです。ここ

がポイントですね。

前段で大阪市の「生涯学習推進員」の研修をしているとお話しましたが、ここではワークショップ形

式で８人ぐらいで意見交換をしています。そうすると毎年何人か元気な推進員さんがおられます。元気

な推進員さんはほとんど同じ事をおっしゃります。「私達の最大の仕事は次の推進員さんに私達よりも

楽させてあげることなんだ」と。つまり自分の時代に、自分の任期の時にいかに推進員さんの仕事の量

を減らせるか、そして次の代の人に引き渡せせるかというのが自分達の最大の仕事なんだ、とおっしゃ

います。つまり今までは一部の方が頑張り過ぎたんですね。そうではなく、みんなで役割分担していく

ことができれば良いのにな、と思っています。これは些細なことですが、文句をいわせないぞ、という

仕掛けになっています。

それから人集めも口コミです。みんなも誘ってくださいってことです。「いつまでたっても同じメン

バーやんか、人増えへんやんか」っておっしゃる方がおられます。その言葉はその人にも当てはまりま

す。「すみません、おたくいつも一人ですね、おたくも呼んでないでしょう」って話になります。これ

も同じですね。みんなで盛り立てていくという別の意味での秘訣です。

だから一人一人が動いてこそ、この場が盛り上がっていくんだということです。これが結構役に立つ

んですが、元々はこれを広めようと思って私も構えて説明し続けてました。でも最近はそうしないでお

こうと思ってまして、「課題なんて解決できるかわかりませんよ。課題が解決できたら儲けものぐらい

でいきませんか。」って申し上げています。こういう気楽なノリで進めています。

それと、自治会長さんからいつも抵抗されるというか、危機感をもたれるのは、自分達のやり方を変

えられてしまうんじゃないか、と思われるようです。安心していただくために、「変革じゃないですよ。

今までのやり方を変えていくんじゃなくて、今までは今までの仕組みが必要なので、そこに＋α別の集

まり方、別の話の仕方をしませんか。そうするとまた元気が増してくるんじゃないですか」と話してい

ます。

それから、最近は「漢方薬のようなもんですわ。」といいます。「早くて６ヶ月、遅ければ１年２年で

やっと効いてくる、それぐらいののんびりした気持ちでやりませんか」ということです。私の経験では



だいたい６ヶ月から９ヶ月で何かが生まれてきますね。そうでないと何か構えてとらえられるんですね。

３ヶ月ぐらい経つと「何にも起こってこないやないか、何にも動かへんやないか」と怒られるんですね。

それが段々わかってきましたから、最初から「３ヶ月では答えはでませんよ。６ヶ月、１年、２年かか

るかわかりませんよ」ということで、こんな呼びかけ方をさせていただいております。

４．ネットワーク社会への対応

本日は１つ典型的な話題をご紹介しようと思って持ってまいりました。

大阪市鶴見区の榎本小学校区は、地域の方々が自主的に立ち上げて動かしていて、行政の方は全く関

与していません。まぁ、実はほんの若干、大阪市、特に都市整備局の方が関係していますが。何かとい

うと榎本小学校区は放出の北側にあるのですが、放出の駅前で土地区画整理事業がされていまして、こ

の事業の地権者が事業終盤にさしかかって協議会がなくなるという時に、協議会の総会で私を呼んでい

ただきました。その時に本日のような話をしたんです。そうすると何人かの方が共感していただいて、

そこからスタートしました。立ち上げから運営まで行政とは関わりなく自分達でやってくださっていま

す。月１回、もう３年以上になりますが、そこから生まれてきた新しい行事として「はなてん音楽サロ

ン」がございます。これは２ヶ月に１度の定例行事になっています。この「はなてん音楽サロン」は何

のきっかけで生まれたかといいますと、交流会をやって３、４回目ぐらいでしたか、ある方が「放出の

町を音楽でいっぱいにしたいんや」とつぶやきのような発言をされたんですね。５月の連休に毎年市民

イベントとしてやっておられる「高槻ジャズストリート」を見に行かれて、放出でもこんなことをやっ

てみたいという話が出ました。そうしたら、何人かが「面白いやないか、一緒にやろう」という話にな

って次の週には音楽サロンの準備委員会、実行委員会が立ち上がって、１ヶ月後に第１回目の「はなて

ん音楽サロン」というのが催されました。そこから２ヶ月に１度の定例行事になったわけです。本当に

きっかけはつぶやきです。つぶやきが共感者を見つけてきて、それで動きが出てきたということなんで

すね。

今までは自分の思いを実現するために組織を動かしていたんですね。組織がないとものが動かないっ

ていう思いがあったわけです。けれども「はなてん音楽サロン」を見ていますと、組織は後からついて

くるということなんです。まず誰かの呼びかけで共感者が出てくればそれはすぐに組織化されるという

ことなんです。それが実は今日の新しい時代の話とも関わっていまして、ネットワーク社会と最近いわ

れていますが、「一人の人間の力は弱いけれども、それがたくさん集まればそれなりの力になる」、それ

がネットワークの醍醐味なんです。このネットワークとかつながりを作ろうと思えば、先ほどの音楽サ

ロンのように呼びかけをすると生まれてくるわけですね。「こんなことしたいなあ、こんな人いないか

なあ」というように呼びかけをするからそれに呼応してくれた、対応してくれた人がつながっていくわ

けですね。ですからこれからネットワーク社会をさらに充実するためには、この呼びかける場所とか機

会というのが極めて重要になってきます。もっと乱暴に開き直っていえば、この呼びかける場所、機会

がありさえすればいろんなものが動いてくると私は思っています。

この典型的なのがインターネットです。市民活動が元気になっている一つの大きな要因はインターネ

ットが普及をしてきたことなんだろうと思います。自分のつぶやき、自分の思いを世界中に発信できる

道具を人類史上、初めて手に入れたんです。今までは一部の人達が発信をしてきた情報をインターネッ

トというものができたおかげで、一人の市民でも世界中に自分の思いを伝えることができるようになっ

た、この事が世の中を変えていっています。

ちょっと話が脱線しますが、コンサルタントの方、あるいは大学の先生、困ったことになっているわ

けです。何が困ったかというと、今までは「こんな事知らんでしょう」という情報を握って、それを出

して飯食うてたんですね。ところが最近はインターネットで調べてみんな知っています。学生に偉そう



に「ドイツではこんな事やってますよ」と言えば、「先生それインターネットのパクリと違いますか」

といわれてしまうわけですね。だから、自分がさも見てきたようにいうことができなくなったわけです。

これは冗談めいた話ですけれども、専門家もそこに気がつかないといけないわけですよ。情報を自分だ

けが握っていて、それを小出しにしてお金を儲けるという時代ではなくなってきました。そうなると別

の生き方、仕事の仕方をしていかないといけない。インターネットというかネットワーク社会が進展す

ればするほど、世の中全体の中で都市計画の専門家の位置づけとか役割が変わっていくんだろう、と思

っています。

その中で、私が今呼びかける場所として地域の中で作っているのが交流の場です。ただしこの交流の

場も、うまくいっている所とちょっと苦戦している所があるんですね。同じように月１回集まっている

にもかかわらず、うまくいっている所と苦戦している所が出てくるというのは、これは場所の作り方で

はないな、というのが見えてきました。実は集まっている方の顔ぶれです。配布資料には主体性の高い

人と書いてありますけれども、自分で動ける人、動こうという気持ちの高い人が集まってこそつながり、

ネットワークというのができるんですね。すごくわかりやすくいえば、５０人集まってもその５０人が

全部文句言いだと何にも生まれません。文句だけ言ってわしゃ知らんぞ、みたいな人だと何にも生まれ

ていきません。ですから逆に前向きに取り組める人、前向きに取り組もうとしている人が集まってこそ

世の中うまくいく、つながりが生まれてくると思います。実は、これが私の最近の一つの悩みの種でご

ざいまして、何かというと、まだまだこの主体性の高い方っていうのが限られている、ということです。

人口の１％いるかいないかじゃないかと私は思っています。1000 人いたらまだそれでも 10 人いるかい

ないかだと思うんですね。頼まれたら動いたろうという人はいっぱいいます。でも自分で企画をし、自

分で旗をあげて動かしていくという主体性の高い人というのはまだまだ少ないけれど、何とか増やして

いければと思っております。

都市計画の話でいいますと、この前、堺の南区の交流会で話をした中で、南区というのは泉北ニュー

タウンが大半を占めていますが、その周辺に昔ながらの集落がありまして、昔ながらの集落の方とニュ

ータウンの住民のいい方が違うということに気がつきました。村の方は行政に文句をいう前に自分達で

動きます。消防団も自分達で持っておられますし、何かあったらすぐに自分達で問題解決する。ところ

がこれはあまりいい過ぎるとちょっと語弊があるけれども、ざっくりいわせていただくと、ニュータウ

ンの方はすぐに区役所に電話をかける、ということですね。これは何が違うのか。これは都市計画に責

任あるんじゃないかな、と私は思いました。何かというと、村というのは自分達の先祖から自分達で作

ってきているんです。だから責任も自分達にあります。なので今でも自分達で村を良くしていこうとさ

れるんですね。ところがニュータウンの方、千里はまたは後で山本さんがお話していただきますけれど、

千里や泉北は大阪府という公共団体が作りましたから文句をいいやすいんですね。ということで雰囲気

がちょっと村とは違うんですけれども、何で文句をいうかということですが、町とか環境を買ってるん

ですね。自分達で作ってきてるんじゃないんですね。専門家が作ってくださった町とか環境を買ってる

という事なんです。そこから始まっているのが村とは違うんだろうなと思うんです。また後ほどご紹介

いただく千里の場合は少しずつ「そうじゃないんだ」という方が手を組み合っていろんな動きになって

るというご紹介があると思いますが、千里ニュータウン 40 年のシンポジウムだったかな、ある方が質

問されて、「大阪府が環境が良いといってたから買ったのに、今どんどん斜面地にもマンションが建つ

ようになって大阪府がうそをついた、詐欺をした」という質問があったんですね。その時に当時まだご

存命でした紙野先生が、「そんな約束、大阪府はしましたか」っておっしゃいました。それと京都女子

大の槇村先生がもう一言付け加えて援護射撃をされたのは、「大阪府が環境を作ってくれたかもしれな

いけれども、今後環境を守るのは住民さんの手にあるんじゃないんですか」っていってくださったんで

すね。「いつまで大阪府が動け、吹田市が動け、豊中市が動けという話なんでしょうかね」ということ



ですね。これはもともとまちという環境、それも良好な環境を買ったという意識が根底にあるんじゃな

いかな、というのが私の分析です。

なぜその話を今日は強調させていただいているかといいますと、自分が動かないで問題を解決しても

らおうとする方は、制度とかお金を使うんですよね。何かトラブルあったらお金で解決しようとする。

サービスを買うという考え方ですね。それからお金で解決できなかったら市役所、区役所に電話をかけ

る、これ制度で解決するわけですね。だから他人を動かして問題を解決するという手段を取るんですけ

れど、実はそれは私達が生きている近代社会の特徴でもあるんですね。お金で問題を解決することによ

って資本主義社会が回っているというところがありまして、最近 12 月になったら大掃除まで業者がお

金でやってくれるようになりましたね。お金は回って自分は楽になるんだけれども、今まではお金でや

らなかったことまでお金でしていくというやり方になっていまして、本当にそれでいいのかな、と思っ

ています。でもこれは私がいう限りではなかなか暖簾に腕押しっていうところがありまして、それは何

かというと、私を含めて人間っていうのは楽好きですから楽ができるんだったらそっちに流れようとす

るわけですね。「それでいいんですか、自分達が動かないといけないんですよ」というのはしんどさを

要求するわけですね。この楽からしんどさへ振り向いてもらうことは相当難しいです。けれどもそれは

やっていかないといけないと思っています。

東成区の中本小学校区で、地域福祉をやってらっしゃる女性の方がこんな話をされていました。「Ｐ

ＴＡのお母さん方お父さん方にも、子育てをお金でしないでほしい、といってるんですけど」っていっ

ているんですね。それはどういうことかというと、例えばテレビゲームを買い与えておけば自分にやっ

かいなこといわれずに１、２時間勝手に子供は遊んでくれるわけですよね。これお金で子育てしてるん

じゃないですか。あるいは今日弁当作られへんかったから、500 円渡してコンビニで弁当買っておいで。

これもお金で子育てやってるんじゃないですか。そのつけは 40 年後あなたにきますよ、ということを

いっているんです。それはどういうことかというと、「そういうお金で育てられた子供は、自分の親を

介護する時もお金で解決しようとしますよ」っていう話ですよね。「業者に頼むとか老人ホームに入れ

るとか、お金で解決する親は自分に今度は返ってきますよ、っていう話をしているんだ」という話をそ

の女性はされました。だから楽で良ければそれでいいんですけど、それじゃいかんと思ってますから、

私も非常に最近声を大にしていうようにしています。でもなかなか難しいなと思っています。

最後に今日皆さんにお持ち帰りいただきたいのは、今、河内長野市でまちづくり交流会をすべての小

学校区で立ち上げようということで、もう３分の２できたんですが、これと同時にまちづくり協議会を

作ろうという動きがあるんですよね。この交流会と協議会が同時並行で動いていくもんですから、地域

で混乱を起こしています。まちづくり協議会というのは地域を横串する連携組織として作ってほしいと

いうわけですね。ところが交流会というのは先ほどいいましたように集まってワイワイガヤガヤするだ

けの会なんですね。これは率直に申し上げますが、まちづくり協議会は市長の公約です。交流会は私と

一緒に地域コミュニティの担当者が作ったものですね。でも市長は協議会を作りたいんですね。4 年間

のうちにすべての小学校区で立ち上げたいんですね。交流会を立ち上げた事務局の人は抵抗ができない

んですね。だから両方両輪で進んでいってしまっているので、地域によってはすごく問題になっていま

す。

何を今日皆さんにお伝えしたいのかというと、交流会というのはあくまでも情報交換の場所、場なん

ですね。ところがまちづくり協議会というのはしっかりとした組織なんですね。この組織と場がきちん

と整理ができないといけないと思っているんです。今日は都市計画学会のシンポジウムということでい

うと、各地でまちづくり協議会と称した組織を作ってきました。これと、例えば市議会という組織との

関係はどう整理したんでしょうか、という話もあるわけですよね。組織、組織といい過ぎると困るんで

すよね。地域はとっても迷惑してるんですよね。そうじゃなくて私は組織を作らないほうがいいんだろ



うと思って、最近は協議会じゃなくて交流会といってるんだけれども、でも組織作れといわれてしまう

ので、このあたりの混乱が生じていると思います。

この場所と組織の使い分けがこれから重要ではないかなと思っておりまして、今日いわれる交流の場

というのはあくまでも場ですから、組織論をここに持ち込んでしまうととってもややこしくなってきま

す。もう一言だけ付け加えておきますと、場所と組織、場と組織は何が違うか。今日は場です。また他

のシンポジウムをしたら、出席する人はこれみんな違います。だから今日出席をとっても次回、今日の

出席は何の意味もないですね。ところが組織というのは出ようと出まいと組織のメンバー決まっていま

す。だから出欠が必要であったりするわけですね。だから場所というのはあくまでも、そこで出会った

人達が 2 時間なり３時間なり協議をする、そういう所なんですね。ところが組織というのは脈々と永続

性があるものです。そこが違うんですね。ということを最後にかいつまんでお話をして、また後ほど、

パネルディスカッションの中でも同じような話が出てくるかもしれませんので、今いい足りなかったと

ころは、そこでまた補足をさせていただきたいと思います。私からの問題提起は以上にさせていただき

たいと思います。どうもありがとうございました。



久）引き続きまして第２部の進行をさせていただきたいと思います。

先ほどいろいろお話をしましたけれども、私の言葉の中で難しいなと思われたのは横の連携の話では

ないかと思います。つまり総合的にまちづくりをしようとされている地域の住民さんと、専門分野との

溝みたいなものがうまく乗り越えていけない。

本日３人のパネリストの方々からはそれぞれ違う立場、山本さんは地域住民側の立場で、広瀬さんは

行政側として、宮本さんはコンサルタントとしてのお話いただけると思います。

先程、控え室で「宮本さんのボヤキが多い」と話していたのですが、地域住民と行政との狭間を埋め

ようとするところにボヤキが多くなると思っておりまして、これ結論めいた話なんですが、地域の住民

はまちづくりの現場から一生逃げられません。死ぬまで関わっていかないといけないんですね。ところ

が行政職員というのは仕事の間だけまちづくりを応援したら良いんです。３年、５年、７年ぐらいかな。

行政職員が去った後、フォローするのがコンサルタントの方で、ボランティアでお付き合いして逃げら

れなくなってしまう。そこにボヤキが生まれるのではと私は勘ぐっています。

このあたりについても山本さんから順にお話いただければと思います。

事例紹介① 山本 茂 氏（ＮＰＯ法人千里・すまいの学校 代表理事）

『千里ニュータウン ～市民まちづくりの今から考える～』

千里ニュータウンの高齢化や住宅の維持・管理、住み替えなどの問題に対し、専門家や住民、

大学教員などが連携して活動してきた実績から事例紹介していただきました。

事例紹介② 広瀬 幸平 氏（箕面市みどりまちづくり部 副部長）

『かやの中央（箕面新都心）のまちづくり ～官民協働のまちづくり～』

ハード整備である区画整理事業後のまちづくりのあり方について、公民の新たな役割を模索し

続けている現状から事例紹介していただきました。

事例紹介③ 宮本 三恵子 氏（（株）関西総合研究所 取締役）

『コンサルタントの立場から ～市民・行政・専門家の連携のあるべき姿について考える～』

専門家として行政・市民の中間に立ち、様々な地域で市民まちづくり活動に携わってきた経験

から事例紹介していただきました。

パネルディスカッション

＜パネラー＞

山本 茂 氏（ＮＰＯ法人千里・すまいの学校 代表理事）

広瀬 幸平 氏（箕面市みどりまちづくり部 副部長）

宮本 三恵子 氏（（株）関西総合研究所 取締役）

＜コーディネーター＞

久隆 浩 氏（近畿大学理工学部社会環境工学科 教授）

第２部 パネルディスカッション 市民まちづくりの今から考える

～市民まちづくりの現状から市民・行政・専門家の連携・交流のあるべき姿について考える～



ＮＰＯ法人千里・住まいの学校の山本です。私が今日お話す

るのは多分、一般的なまちづくり協議会という形のまちづくり

ではありません。いま、1,116 ヘクタールに９万人が住んでい

る千里ニュータウンが激しく変わっていっています。その千里

のまちが変にならないように、自分達のまちがより元気で魅力

的になるように、まともな心や土壌を育てていこうという、住

民、行政、専門家、大学、ＮＰＯの協働の取り組みの一端をお

話しすることになると思います。

簡単に自己紹介をさせていただきます。万博が終わって６年

たった 1976 年、万博と同じ年に千里ニュータウンの開発が終

っているので、千里のまちができ上がって６年後のオイルショ

ックまっただ中、行く所がなくて泣く泣く千里ニュータウン内

の建築設計＆都市計画事務所に入りました。なんでこんなにつまらない街に行かないといけないのかと

思いながら、1 年ぐらいで千里を離れるつもりで参りました。ところが、気がついてみるとすでに 33年

が経って、今に至っています。都市計画・まちづくりコンサルタントとして、50 歳過ぎまで、北大阪を

中心に仕事をしてきました。しかし、事務所もなかなかうまくいかないこともあり、いろいろと考える

ところもあり、50 過ぎたらガツガツしないで地域に何か貢献できないかと思い、どんなことがあっても

頑張ろうと思っていた組織を思い切って辞めました。

そして、もう一度学び直そうというか、自分がやってきたこと、考えてきたことを少しまとめようと

思い、大阪大学の鳴海先生、澤木先生のところで学位論文をまとめさせていただき、55歳を過ぎてから

学位を取得しました。ちょうど同じころ、先程いいましたように、地域に何か貢献できないだろうかと

考えました。それまでは、どちらかというと、データでまちを眺めていたのですが、そのまちで住民の

方々と一緒に活動したり、生の声を聞くようになりました。そ

うすると、高齢者の皆さんもけっこう元気に地域で活動してい

たり、今まで課題と思っていたことがあまり課題ではなかった

りする。でも、やはり住み続けることに漠然とした不安を持っ

ていることに対し、何かできないかと思うようになりました。

それで、千里の仲間に声をかけ、千里・住まいの学校を立ち上

げ、その後ＮＰＯ法人化して、現在に至っています。

今日は専門家の方もたくさんいらっしゃるのですが、千里ニ

ュータウンがどんな所か、一応見ていただきたいと思います。

１．千里ニュータウンのプロフィール

この写真（スライド１）は、再生・建替えが進む今の千里ニ

ューダウンです。千里ニュータウンの特徴をいくつか挙げてみ

ますと（スライド２）、まず非常に利便性に富んだ場所にあると

いうことです。大阪都心から 15ｋｍしかありませんからね。こ

事例紹介 ① 千里ニュータウン

～市民まちづくりの今から考える～

山本 茂 氏（ＮＰＯ法人千里・すまいの学校 代表理事）

(スライド１)

(スライド２)



のあたりが多摩ニュー

タウンと違う所です。そ

れから都市基盤が非常

に充実した、整然とした

まちなみに仕上げられ

ています（スライド３）。

公園だけでなく道路も

緑が多く、また、緑あふ

れる歩行者専用道路もあります。有名な近隣住区理論ですけれ

ども（スライド４）、明確に用途の純化された土地利用が行われ

ています。こういう風景はあまりご存じでないと思うのですが、

まちを歩くなかで発見した青山台のすばらしい眺望ポイントで

す。

安全性やコミュニティに配慮して施設、空間をデザインした、

歩車分離、囲み型配置による安全な遊び場です（スライド５）。

コミュニティミックスの考えに基づき、住区（小学校区）ごと

にいろいろな住宅がミックスされています（スライド６）。ただ

私自身は、かなり粗いミックスだと思っています。それから公

的賃貸住宅が非常に多いのも千里の特徴です（スライド７）。黄

色っぽいところが公的賃貸住宅で、約６割を占めます。この公

的賃貸住宅の建て替えが今どんどん進んでいて、千里は大きく

変わろうとしています。

住宅は、ここにみられるような一般には狭小で画一的なサイ

ズが供給されたといわ

れていますが（スライ

ド８）、この当時、一生

懸命考え抜いた上での

すばらしいプランだと

私は思います。それか

ら約 10年間という短期

間に事業を完了し、そ

こにどっと人が入ってきましたので、同一層のファミリーを中

心に、集中的な人口流入がありました（スライド９）。そして、

その人達が住み続けるとともに、若い層が出ていったことによ

って高齢化が急激に進展したのです。リザーブ用地もなかった

ですし、高齢化への配慮がなかった。ニュータウンの建設に関

わった人から聞いた話ですが、居住者が年を取って高齢化する

ということは、まったく考えていなかったそうです。しかし、

まちびらきが（1962 年）から約 48年が経過して、いろいろな問

題が出てきました。

(スライド３) (スライド４)

(スライド５)

(スライド６)

(スライド７)

(スライド８)

(スライド９)



２．約 45年経って出てきた問題、課題

？？？□は、テーマを考えてもらうためのものです。見てい

ただいたらおわかりですけど（スライド 10）、人口は 1975 年

の約 13 万人（計画人口は 15 万人）をピークに、その後減り続

けています。世帯数は横ばいですから、世帯人員が減っている

ということです。高齢化率（スライド 11）は、すでに大阪府

や全国の平均を超えています。2005 年の 26.1％から毎年１ポ

イントずつ上がっていると言われていますから、現在は 30％

を超え、戸建住宅地では 35％を超えているところもあるよう

です。１学年１学級はあたりまえですから、都会の中の過疎地

です。それを地方へ行って話すと、「本当ですか」といわれま

すが、本当です。ただ、建替えられた集合住宅などに若い層が

入居しているので、最近やや状況が変わってきました。

高齢化を象徴するこういう風景（スライド 12）も時々見ら

れます。ただ、奥さんがご主人の腰に手をそえ、笑いながら歩

いていたのが救いというか、良いなあと思いました。人口の減

少や高齢化にこれからどう対応していくかということは、高齢

者が住み続けられる、若い人に魅力あるまちを作っていかなく

てはいけないということです。これ（スライド 13）は使われ

なくなった住宅ですが、老朽化しているだけでなく、他の集合

住宅と同様にエレベーターがない。ですから高齢者が５階まで

上がるのは非常に難しい。多世代が住める、高齢者が安心して若い世代も魅力ある住宅が必要になって

きたということです。これ（スライド 14）は、私達のＮＰＯの事務所や「ひがしまち街角広場」がある

「新千里東町近隣センター」です。空き店舗が多いことの背景にはいろいろあるのですが、歩いて暮ら

せる生活圏づくりが必要になってきた。これまで、千里の住民は働きに出るばかりでしたけれども、高

齢化して地域で一日の大半を過ごす人たちが多くなってきたので、身近な所にいろんなサービスを提供

する施設が必要にな

ってきたということ

です。

これ（スライド 15）

は、どこか千里らし

くないのは、敷地分

割されているからで

す。分割されても 50

坪ぐらいあれば、一

般の市街地では優良

住宅と言われるのだ

から、別にいいんじ

ゃないのと思われる

でしょうが、千里で

はやや違和感があり

ます。これ（スライ

(スライド 15)(スライド 14)

(スライド 11)

(スライド 13)(スライド 12)

(スライド 10)



ド 16）は建て替わった佐竹台の公社住宅ですが、やっぱり高い

なという感じがあります。建て替わるのは良いんだけれども、

建て替わった後のまちがどうなるのか、まち並みといいますか、

住環境をどうしていくのかも大きな課題です。

３．千里ニュータウンの再生（まちつくり）の方向

千里ニュータウンの再生まちづくりの方向、と見出しを付け

ましたが、これまで作られたまちが「住宅都市」であるならば、

これからめざすまちは「生活都市」だと思います（スライド 17）。その中の基本的な精神は、計画的に

作られたまちの良さをなくしてしまっては身も蓋もないということ、これが大事だと思います。ハード

だけ建て替えるだけが再生じゃないよ、しっかりした人々の交

流というかコミュニティがつくられていくようなまちづくり

の主体的な取り組みが必要だ、ということです。

それから、「まちに多様性をつくる」ことも大切です。いろ

んな意味でこれから「住宅都市」から「生活都市」に移行して

いくためには、いろいろな多様性を加えていくことが重要であ

ると思っています。次に「多主体の参画」です。最初に大阪府

がまちをドンと作ったわけですけれども、作られて住み始めた

途端にそれぞれの人々の暮らしが始まり、地権も発生してきま

す。その中でまちの再生をやっていこうというわけですから、

やはり合意とまではいかなくても、まちの方向はこれが良いね、

というような土壌をつくって、そこへみんなが参画していくこ

とが重要だということです。そのためには、７つのことが必要

だろうと、まとめてみました（スライド 18）。その中から、今

日のテーマである市民参加に関わるあたりをいくつか見てみ

たいと思います。

４．多様性の協働のまちづくり

まずは「ニュータウン再生の方策（スライド 18）」の中から、「①多様な市民活動を展開する」です。

なぜそのようなことが必要なのかというと、私自身、人々の意識や活動が地域を支えるのだろう、と思

っているからです。これは、千里ニュータウンの「千里タイム

ズ」というコミュニティ誌の中で、どんな反対運動があったの

かを調べたものです（スライド 19）。一言でいうと、千里ニュー

タウンは、反対が得意なまち、なんでもかんでも反対するまち

でした。でもこれからは、反対だけではまちは育たない。これ

からは自分が住んでいる団地などが建て替わっていくわけです

から、被害者だけではなく加害者にもなっていく可能性もある

と思っているわけです。

(スライド 18)

(スライド 17)

(スライド 16)

(スライド 19)



■千里ニュータウンにおける主な市民活動の流れ
～’00 ‘00 ‘01 ‘02 ‘03 ‘04 ‘05 ‘06 ‘07 ‘08

主な出来事 ★民間集合
住宅建替え
ｽﾀｰﾄ（K-A
団地, 98年）

●千里センタ
ーのあり方調
査

★桜ヶ丘住
宅建替え決
議有効の最
高裁判決

●千里NTま
ちびらき40周
年

●都市再生緊
急整備地域
指定（千里中
央駅周辺）

★千里中央
地区再開発
★公社住宅
建替えｽﾀｰﾄ

●千里ｾﾝﾀｰ
解散（ﾀｳﾝ管
理財団発足）

★千里ＮＴ
再生指針

★ＵＲｽﾄｯｸ
再生・再編
方針

★府営住宅
再生ｽﾀｰﾄ
（佐竹台）

市民・

事業者

吹田市

豊中市

大阪府・

千里ｾﾝ

ﾀｰ

各

主

体

の

活

動

大学

※ ：組織 ：出来事や仕組み

千里NT 再
生ビジョン

歩いて暮ら
せる街づく
り事業

友-友（86~）

BG みなみ
（90 頃~）

千里 NT 再生
関連の各種
調査（96 頃
～）

ひがしまち
街角広場

吹 田 市 ・ 豊

中市千里 NT

連絡会議

千里 NT100
人委員会

千里 NT40 周
年国際シンポ

千里NTまち
づくり市民フ
ォーラム

千里 NT 土地
利用の考え方

千里井
戸端ネ
ット

千里ｺﾐｭﾆ
ﾃｨ・ﾋﾞｼﾞﾈ
ｽ研究会

千里ま
ちづくり
ネット

千里

竹の会

千里
グッズの会

千里市民

ﾌｫｰﾗﾑ

千里 NT まち
づくり指針

千里・住ま
いの学校

千里すまいを
助けたい！

公社住宅建
替えスタート

ＦＭ千里
開局

住まいと暮
らしのﾏｯﾁﾝ
ｸﾞｼｽﾃﾑ

北千里公民
館市民大学
講座

映画「ＮＴ物
語」上映会

全国都市再

生ﾓﾃﾞﾙ調査

千里文化ｾ
ﾝﾀｰ市民運
営会議

千里ニュータ

ウン展 (吹田

市・豊中市)

新千里図書
館・公民館
創造会議

大阪大学リノベーションまちづくりデザイナー
養成

これ（スライド 20）は、千里における市民活動の流れをざっと一覧表にしたものです。一番大事なこと

は、まちびらき 40周年にあたる 2002 年に、豊中市と吹田市の呼びかけによって「千里ニュータウンま

ちづくり市民フォーラム」が開催されたことです。そのために 40 名の市民が集まって、企画と準備を

行い、市民による手づくりのフォーラムを開催したのです。それまでのフォーラムなどは、市民は大学

の先生方のお話を黙って聞くだけだったんですね。このフォーラムは、市民の手で開催したほぼ初めて

のフォーラムだったという点で非常に意義があったと思います。そして、千里にこんな人がいるんだ、

こんな活動してるんだということが参加者にわかってきた。そういう人達がまた集まって「千里市民フ

ォーラム」という組織をつくり、そこで交流することでその後、

いろんな組織が生まれていきました。「千里コミュニティ・ビジ

ネス研究会」は、豊中市と吹田市がつくりました。私もここに

参加することになり、その結果ＮＰＯを立ち上げてしまうとい

うことになりました。もう一つは、空き店舗を活用した、いろ

んな人が集まれるコミュニティカフェ「ひがしまち街角広場」

です。これらが千里の再生のために重要な役割を果たしました。

こうした活動が 2002 年を中心に行われていることから、1962

年が「まちびらき」ならば、40年経った 2002 年が「まちづくり

元年」だと思っています。これ（スライド 21 上）が、千里で活

動する 21名の市民が壇上で発表した「千里ニュータウンまちづ

くり市民フォーラム」です。これ（スライド 21 下）は、「ひが

しまち街角広場」で打ち合わせをしているところです。これ（ス

ライド 22 上）は、「千里竹の会」というグループです。千里は

竹で有名ですけれども、地区公園の中の竹林がジャングルみた

(スライド 21)

(スライド 20)

(スライド 22)



いになっていたんです。それで市民が「これ何とかできるんじゃないか」と立ち上がり、「傘をさして

も歩けるような竹林にしよう」と頑張って、こんなにきれいな

竹林になりました。これ（スライド 22下）は、私達の「千里・

住まいの学校」のまち歩きの風景です。他にも、「千里グッズの

会」や「ＮＰＯ法人千里すまいを助けたい！」などといったグ

ループもあります。

次に、「ニュータウン再生の方策（スライド 18）」の中の「④

住民の活動・交流拠点をつくる」です。これはいろんな世代の

交流とともに、地域の情報が共有されるという意味で大事だと

思っています。

住民にヒアリングなどを行いました（スライド 23）ら、「デイ

ケアに行くほどじゃないけど、元気な人達の癒しや情報交流の

場がほしい」、「子育て世代もおしゃべりのできる場所がほしい」

という声がありました。「ひがしまち街角広場」の責任者の赤井

さんをはじめ、地域の方たちと一緒に、いつ行ってもお茶を飲

みながら話ができる場所（スライド 24）を設けました。これ（ス

ライド 25）は「まちかど土曜ブランチ」と言いますが、大阪大

学などの留学生を招いて、自国のまちや住まい、家族の事など

について話してもらいながらブランチをする、私達と「ひがし

まち街角広場」共催の事業です。ここは、いつ行っても誰かと

話せるし、いろんな人の作品も並べられているから、ちょっと

した社会参加の場にもなっている。それから、あそこでこんな

事が起きているとか、今度こうなるのよとか、まちの情報がゆ

るやかに共有される。あるいは、まちの将来像もぼんやりでは

あるけれども共有される。それから、夜などは、市民グループ

の打ち合わせや交流の場にもなっている。久先生が先程おっし

ゃいましたが、こういう場所が地域のコミュニティ形成やまち

づくりには、本当に一番効果的だな、と思っています。だから、

住宅地の中に住宅を活用する形で、例えば単身の高齢者がポツ

ンと住んでいる所を地域のコミュニティの場に活用できないか

と、真剣に思っています。これ（スライド 26）は本屋さんです。

子育て中のお母さん達に来てもらい、子ども遊ばせながらお茶

を飲んでもらう場にしようとオーナーがリフォームして、月に

１回読み聞かせなども行われています。

次に、先程の「ニュータウン再生の方策（スライド 18）」の中

の「⑦協議調整と協働の場を整備する」は、千里では建て替え

が絡んできますので、非常に重要です

これ（スライド 27）は、今から 25年前に実施された「千里ニ

ュータウンの総合評価に関する調査」の報告書において、延藤

安弘先生が中心になって提案された「千里ＲＡＨＣ」という場

です。いわゆる「プラットホーム」のようなものだろう思うの

(スライド 23)

(スライド 24)

(スライド 26)

(スライド 27)

(スライド 25)



ですが、当時は早すぎたのか実現しませんでした。しかし、これに近いものが始まっています。佐竹台

のリーダーの一人である谷川さんを中心に、住宅地の建替え計画づくりに際して、地域の住民、公的住

宅管理者、吹田市の三者が同じテーブルについて意見を出しあい、プランをまとめていきました (スラ

イド 28)。団地の問題を住区（校区）レベルで考えるところがミソだと思います。地域の関係主体によ

る意見交換が行われる「ラウンドテーブル」は、吹田市では「佐竹台方式」と呼ばれてモデル化され、

他の地域でも採用され

ています。もう１つニュ

ータウンレベルで協議

する場がいるんじゃな

いかと考えて、こんな図

（スライド 29）を描いて

みました。しかし、どう

もこんなものは非現実

的なような気がしてき

た、というのが実感です。

最後に、先程の「ニュータウン再生の方策（スライド 18）」の中の「⑤住まいと街の再生を支援する」

です。居住者のいろんな声が出てきました（スライド 30）ので、千里で安心して楽しく住み続けるため

にと、「ＮＰＯ法人千里・住まいの学校」を立ち上げました（スライド 31）。大きくは住まいのサポート

とニュータウンの再生の支援、そのための調査研究などをやろ

うとしています（スライド 32）。最初は住まいのサポートを考え

ておりましたので、ケアハウス、シルバーハウジングなどの高

齢者住宅・施設の見学会（スライド 33）をまず行いました。住

まいのセミナーも開催しました（スライド 34）。キャラバン相談

会といって、地域に出かけていっての住まいの相談も行いまし

た（スライド 35）。そのためにデータベースをつくったり、協力

していただける工務店の方も募集したり、いろいろやりました

（スライド 36）。先程いいましたが、これ（スライド 37）が「ま

ちかど土曜ブランチ」で

す。住まいの相談がたく

さんあると思い、できれ

ばそれで飯を食ってい

けないか（ビジネス化し

たい）と思っていたので

すが、かなり非現実的で

あることがすぐにわか
(スライド 31) (スライド 32)

(スライド 35)(スライド 34)(スライド 33)

(スライド 30)

(スライド 28) (スライド 29)



りました。その一方で、建替えによってまちがどんどん変わっていきますので、そのまちに対する不安

といいますか、いろんな問題がやっぱり起こってきていると思いました（スライド 38）。

それで、街が変わっていく中で千里の良い所をもっと再発見

して残すなり、建て替えにも活かしていこうと、この１年半ま

ち歩きを行ってきました（スライド 39）。先日、「全 12住区完歩

記念大スライド会」を行ったところです。そして最近、千里ニ

ュータウンに関する話し、まちあるきの案内、ワークショップ

の支援など、千里のまちに関係する活動が増えてきました。こ

れ（スライド 40）は、いろいろなグループで行ったお話しやま

ちあるきです。環境グループのワークショップでは、千里の話

しをしたのちにまちを歩いて、まちの印象やまちづくりについ

て発表しました（左上）。また、近くの小学校からの依頼で２年

生と一緒にまちを歩き、その後千里ニュータウンの話しをしま

した（右上）。話しが伝わるかなとやや不安でしたが、敏感に反

応し、よく理解してくれました。この経験から、まちを理解し

たり楽しむのは、年齢に無関係だと分かりました。新設の有料

老人ホームからも依頼があり、入居を考えている高齢者の方々

に千里を知ってもらおうと、施設の周辺を一緒に歩きました（左

下）。先日は、千里図書館との協働事業「まるかじり千里ニュー

タウン」を実施し、千里ニュータウンの成り立ちや特徴、これ

からのまちづくりといった話をしました。とてもよくわかりや

すくておもしろかった、女房にも話したいから来週またやって

くださいなどの声があり、好評でした。

「千里・住まいの学校」は、当初「小さな住まい（住宅）」の

サポート（相談）を目めざしました（スライド 41）。しかし、住

まいの相談はあまり多くない。その一方で、再生事業によって

「大きな住まい（街）」が大きく変化しているので、こちらのニ

ーズが拡大しています。これからは、戸建住宅を活用した集ま

れる場づくり、千里の魅力を再発見できる冊子やマップづくり、

住民の意向を反映した再生のまちづくり、近くにある阪大との

協働による住宅再生のようなことをやっていきたいと考えてい

ます。

久）どうもありがとうございました。

本日はニュータウンを抱えた地域からもたくさんの方が来ら

れていますので、ニュータウンの元気アップになるような情報

(スライド 41)

(スライド 37)(スライド 36)

(スライド 38)

(スライド 39)

(スライド 40)



提供をしていただいたのかな、と思っております。

本日は「連携」ということでお話をいただきますが、先程の私の話で、元気者がどれだけいるかとい

うことで名前が挙がりました「赤井さん」とか「谷川さん」とか、すごく元気な方々がようやく山本さ

んのところのプラットホームに乗っかっていただいてうまく連携が始まっているのかな、というように

思います。

私も少し知っているメンバーですので、事例を紹介させていただきますが、佐竹台の連合自治会長の

谷川さん、すごくフットワークの軽い方で、ラウンドテーブルも声をかけたらすぐに参加してくれまし

た。ある時、団地にお住まいなので息子さん娘さんが帰ってきても泊まる場所がないと話されていたの

で、「近くのホテルでは、近隣の大学に対しては大学割引というのがありましてね、７掛ぐらいで泊ま

らしてもらえるんです。自治会割引みたいなものを持ちかけたらどうですか」と冗談まじりでいったん

ですよ。それから１週間後に谷川さんにお会いしたら、「先生、話は言うてみるもんですね」、とおっし

ゃるんです。何かと思えば、ホテルと交渉して、佐竹台連合自治会といえば割引してもらえることにな

ったと。こういった行動力のすごさが、まちづくりで重要だなと思いました。

それでは続いて行政側の立場から、広瀬さんにご紹介いただきましょう。



箕面市のみどりまちづくり部、広瀬と申します。どうぞよろし

くお願いいたします。

今日は、箕面市で今から６年前の平成 15 年にまち開きをした

「かやの中央」のまちづくりの事例紹介をしてほしい、というこ

とでうかがったのですが、いま、前半の久先生の話を聞いていて

どんどん居心地が悪くなっています。といいますのは、後でまた

話をしますけれども、この事業はどちらかというと、市が抱えて

いた大きな課題があって、その課題を解消するために市が事業を

起こし、その合意形成をどのようにしたかという話でして、ダメ

出しをされたストーリーの最たるものなんです。それでもその中

で、従来にはないやり方をいろいろ久先生と相談しながらやって

きた事例だ、ということで紹介したいと思います。

ただ「救い」は最後に１枚だけ出てくるのですが、交流会というのを今やっていまして、その活動と

いうのはひょっとしたら久先生がいわれた部分に通じるのではないかと思いますので、聞いていただき

たいと思います。

それでは今日の話の流れを簡単に説明させていただきます

（スライド１）。

１番目に「事業の背景と目的」、それこそ課題とかどういう

ことがあったのかということをサラッと話をします。その後、

２番目で「ゾーニングとまちづくりのテーマ」ということで、

どういうまちを目指したのかということを先に知っておいて

いただくために話をします。その次３番目、４番目で「どのよ

うに進めたか」、あるいはその「事業の概要と役割分担」をど

のようにしてきたのかということを話します。最後に５番目で「まちづくりからまち育てへ」というこ

とで、先程いいましたが、今の状態、「まち育て交流会」というのができているのですが、そこのご紹

介を少しだけさせていただきます。

１．事業の目的

まず、はじめに事業の背景と目的ですが、箕面市の特性を書

いています（スライド２）。

箕面市は、大阪府の北部の方にあり、市域の約３分の２が山

だということです。大阪の近郊にある緑豊かな住宅都市という

ことで、結構評価はあるのではないかと思っています。それは

非常にありがたいことでありますが、一方で、昔からよく、ま

ちに活気がないとか、賑わいがない、不足しているといわれ、よくベッドタウンといいますけれども「ほ

んまに寝るだけのまちや」というようなことをよくいわれていました。ですので、まちの核が必要だと

事例紹介 ② 箕面市

かやの中央（箕面市新都心）のまちづくり ～官民協働のまちづくり～

広瀬 幸平 氏（箕面市みどりまちづくり部 副部長）

(スライド１)

(スライド２)



か、へそづくりをしたいという状況がありました。

次に「萱野中央地区」ですが（スライド３）、箕面市の中で

も一番真ん中に位置し、しかも東西に国道 171 号、南北には国

道 423 号（新御堂）が通っていて、交通の利便性が非常に高い

という状況にありました。しかしそれにもかかわらず、現況は

農地が広がっていて、要はミニ開発のターゲットになりそうな

開発圧力の非常に高い所で、右の写真にもありますが、当時す

でに道路沿いには資材置き場や倉庫などがかなりできていて、

その裏には入れないような農地が広がっているという状況が

進みつつありました。

そこで事業のねらいですが（スライド４）、一言でいえば、将

来の箕面市の中心となりうるような新しいまちを作りたい、へ

そづくりをしたい、右の絵にありますように、ちょうどおへそ

の部分にあたるということで、それまで箕面市に不足していた

まちの活気や賑わいを創出するために、この地区を「箕面新都

心」と位置づけてまちづくりを進める。この新都心については

人や物や情報などが交わる新しい交流拠点としてやっていき、

将来的には鉄道延伸という思いが市としてありましたので、それにも対応できるようなまちづくりをし

ていきたいということです。しっかりとした基盤整備を行ってスプロール化を未然に防止して、それと

共に新都心にふさわしい土地利用を実現する、ということで単なる基盤整備ではなく、また従来型区画

整理だけではなく、整備後の土地利用のあり方を実現していくことを同時に検討していくという非常に

難しい命題が与えられたのです。

２．ゾーニングとまちづくりのテーマ

次に２番目のゾーニングとまちづくりのテーマですが、まず

ゾーニングを見ていただきます（スライド５）。まず真ん中の

赤い部分は、「都心ゾーン」ということで、ここには多機能型

の商業施設ショッピングセンターを誘致することにしました。

「エントランスゾーン」は、将来、北大阪急行が来た時の交通

広場用地として１万㎡ほど確保しているのですが、暫定活用と

いうことでイベントのできる空間、千里川と一体となったやす

らぎの空間を作ろうということにしました。その外側のピンク

色の部分は、「沿道ゾーン」で賑わいのある通りを作ろうという

ことに、柿色の部分は「複合居住ゾーン」で中高層の住宅地に、

黄色の部分は「低層居住ゾーン」として戸建て住宅地に、最後

に「農地ゾーン」というのはいわゆる集合農地区で農業を続け

ることができるゾーン、というふうに、大きくはこういうゾー

ニングをしました。

次にまちづくりテーマですが（スライド６）、これは「山にい

だかれ、流れを大事にする、人が活きる街・かやの」というこ

とに決めました。これは相当な議論の結果としてできたものですが、そのことについての説明は今日は

割愛します。テーマに込められた思いというのは、「山にいだかれ」というのはやはり箕面の山並みに

(スライド４)

(スライド３)

(スライド６)

(スライド５)



なじんだ街並みや自然に調和した街の環境を大事にしたいということ。それから「流れ」を大事にする

というのは、単に「水」だけではなく「風」や「情報の流れ」、「物事を起こすこと」など、「流れ」と

いうのをキーワードとしてまちを育てたいということ。それから「人が活きる」というのは、やはり主

役は人ですので、人がいきいきと活動していけるようなまちにしたいということす。「山」や「流れ」

や「人」に視点をあてることでこのまちを育てていきたい、「まちを育てる」というのが最後につなが

るのですが、そういうテーマをもって動かしました。

３．どのように進めたか（市民・地権者・事業者・行政）

次にどのように進めたかということです（スライド７）。

先程もいいましたが、単なる基盤整備ではなくて、整備後の

土地利用について核となるトリガー施設と多機能型商業施設

の誘致をしていくこと、これを同時に進めるということでした

ので、普通の区画整理事業で組織化するものと別に３つの組織

を作りました。

１つ目は、「箕面新都心まちづくり協議会」、地権者約 180 名からなる組織で、これは区画整理全域が

対象です。地権者の立場からまちのあるべき姿を検討していただいて、先程申し上げたゾーニングや、

ゾーンごとのまちづくりルールということを検討していただきました。アウトプットとしましては、地

権者版まちづくり基本計画というもの作っていただき、市へ提案していただきました。繰り返しになり

ますが、まちのゾーニングとか導入すべき機能とか、新都心の骨格となる考え方を整理していただきま

した。ゾーンごとのまちづくりルールについては後々地区計画として都市計画決定までいきました。

２つ目は、「箕面新都心生活デザイン検討委員会」（スライド

８）。これは久先生にも関わっていただいたものです。これは

まちが栄えるためには単に地権者の意見だけではなく、利用者

の声を聞かないといけない、どんなまちだったら行ってみたい

かとか住んでみたいか、などということを色々盛り込む必要が

あるだろうということで、地権者の一部に加えて公募市民や専

門家の皆さんに入っていただき、実現したい生活像を色々議論

してもらいました。

具体的にはまちづくりコンクールやフォーラムを開催して、

色んな形でキーワードを募集しています。それを検討委員会で

議論して、最終的に先程申し上げたようなまちづくりのテーマ

に仕立て上げていきました。そのテーマのほかにアウトプット

としては「デザイン計画」や「みんなが得するまちづくり作法

集」というものを作っていただきました。市は、この２つの組

織から出てきた検討結果をもとに、まちづくりのコンセプトや

デザインなどを取りまとめた市の基本計画というものを作り

ました（スライド９）。これがいわゆる行政計画として位置づ

けた計画で、その後のあらゆる場面でこの基本計画をバイブル

として使っていきました。この基本計画の内容は、先程いった

まちづくりのテーマやそれを少しブレークダウンした７つの

目標、さらにそれをもっと細かくしたようなことも書いています。ゾーニングや各ゾーンの整備イメー

ジなどを集大成としてまとめたものです。

(スライド７)

(スライド９)

(スライド８)



組織の話にもどります。３つ目の組織は、「都心ゾーンの共

同事業準備組織」です（スライド 10）。都心ゾーンの中で地権

者が 50 名ほどおられるのですが、そこに企業を誘致してくる

必要がある、ということで、これは法律的な裏付けもなにもな

くて、共同で土地を利用してくださいというお願いごとでしか

なくて、それをやるためにいろいろな形でアプローチしたので

すが、そのための準備組織を段階ごとに作っていきました。内

容は結構ギラギラした話で、土地の貸し方や地代の配分、収益

事業について議論をしました。現在はこれを株式会社化し、地

権者法人となって運営されています。また、ここでは都心ゾーンへの進出企業を選考するために、先程

の基本計画を与件として示して、公募型のプロポーザルを実施しました。結果として基本計画の「思い」

を最も忠実に形にした企業ということで、東急不動産が選定されました。

これ（スライド 11）は、今いった市とデザイン検討委員会と地権者の組織とどういう形で関わったか

というフロー図です。説明は割愛させていただきます。

４．事業の概要と官民の役割分担

次に事業の概要、官民の役割分担ということで、新都心の整

備というのは区画整理事業が基本だったのですが、色々事業を

組み合わせたので、そこをご紹介したいと思います。（スライ

ド 12）

色んな事業として、まずは区画整理事業。これは市施行の事

業で面積は 22.6ha です。そして、千里川の移設で、親水河川

を作りました。次に多機能型商業施設の誘致。整備自体は進出

(スライド 12)

(スライド 10)

(スライド 11)



企業です。それからペデストリアンデッキの整備。エリアがちょうど広い道路（国道 423 号）とその横

の川で３つに分断されているため、人の動線を確保する必要があるということで、２階レベルで幅 10

メートルの歩行者の空間を作りました。これは進出企業と役割分担をして、一部は商業施設のカルフー

ルの２階を24時間開放してもらって一体的に提供してもらうということをやりました。それから道路、

公園などのグレードアップということで、通常の区画整理より

もやはりデザインを重視するということでグレードアップを

しました。それから交通広場の整備というのは、将来、駅前広

場になる所を暫定活用として、公共駐車場やバス・タクシーバ

ース、市民広場などを作りました。最後に市民活動センターと

いうのは商業施設の中に作らせていただきました。

これ（スライド 13）が実際の状況がわかる航空写真です。左

側が整備前、右側が整備後です。千里川を移設しています。真

ん中の部分は商業施設、「ヴィソラ」です。行かれた方もいら

っしゃると思います。ヴィソラというまちがあって、その中に

核店舗のカルフールがあります。

次に各パーツを見ていただきますけれども、まずウォークキ

ング道路（スライド 14）。国道 423 号の上をまたぐ形のペデス

トリアンデッキとして「かやのさんぺい橋」、こういう橋を作

っています。それから商業施設の床の一部を借りて市民活動セ

ンターを作っています。

これ（スライド 15）は千里川の上のペデストリアンデッキ、

「かやのさくら橋」というやつです。そしてエル通り。もとも

とは区画整理事業でいうと 12ｍの区画道路で当然車も通れる

ような通りだったのですが、歩行者専用道路に変更し商業施設

と一体的なデザインにし、現地で見ると全く道路という感じが

しないと思ますが、広場的に整備をました。

これは「せせらぎ公園」(スライド 16)。まちづくりのテーマ

の中で「流れ」という

ものがありますが、全

体を通じて水をモチ

ーフにしようという

ことで、こういった公園をつくっています。

それから交通広場というかエントランスゾーン（スライド

17）。「かやの広場」というのですが、イメージとしては青空版

の市民会館というこ

とで、公園ではなかな

か使い難いところがあるので、お金を払ってもらえば独占的に

利用でき、バザーなどもできるようなものを作ろうということ

で、条例を作って公の施設として作りました。それから下にあ

りますのが「かやの中央駐車場」です。千里川はこの広場の横

のあたりです。

これ（スライド 18）は｢木戸ヶ池緑地｣。もともと農業用のた

(スライド 13)

(スライド 16)

(スライド 15)

(スライド 14)

(スライド 17)



め池だったのですが、それを少し大きくして調整池機能を持た

せています。単なる調整池ではおもしろくないので、できるだ

けこういう自然に配慮した形にしました。この下の写真は、近

くの小学校の児童が巣箱をつけてくれたところです。冬になる

と鳥も来るので、途中で急遽設計変更をして、バードウォッチ

ングができるようなデッキも作っています。「古井戸公園」は、

もともと井戸があったということで、水をモチーフとしてポン

プを残しています。ポンプについては例えば災害が起きた時、

震災などの時には急場の水として使えるよう水が出るように

なっています。

これ（スライド 19）が最後のシートになります。平成 15 年

10 月にまち開きをしたわけですが、今の状態を少し報告いたし

ますと、まず来街者数は、当初は年間 800 万人ぐらいといわれ

ていましたが、いろいろ心配もありましたが、６年経って今 900

万人で少し増えています。売り上げは、昨日ショッピングセン

ターに聞いたところによると、年間 200 億円ぐらいとのことだ

そうです。さらに市として興味深い地域の雇用ということにつ

いては、1000 人以上が働いているということです。

このようにある意味、順調にやっているのですが、最初にいいましたように、現在ではまちづくりに

関わった地権者や公募市民など、先程お話した「まちづくり協議会」や「デザイン検討委員会」のこと

ですね、それと、それまでは関わったことのなかった周辺地域の住民の方や、あるいは新たにここに進

出してきた企業等が参加をして「まち育て交流会」というものを作っています。月に１回定例会を市民

活動センターで行い、年数回イベントも開催しています。それとこの区域の中の公園や河川のアドプト

活動もやっています。このイベントの中で一番大きなのが「まんどろ火祭り」というもので、山からタ

イマツを持って歩いてくる、というような行事がこの地域に昔からあったらしいのですが、交流会のメ

ンバーがこの新しいまちで是非とも復活させよう、といわれてやり始めまして、毎年１回お盆の頃にや

っています。今年もやりましたが、毎年どんどん人が増えてきているという状況になっています。

今後の話ですが、市が行政として関わる、というのは今の段階では正直申しましてほとんどありませ

ん。まちを作る時は何とか動かさないといけないことで、かなり行政が地元に入っていったのですが、

まち開き後は敢えて行政としては後ろに退いて、自立してもらうということで今の状態になっている。

ただし、仕事としてではなくて個人的な立場で参加をしている行政職員は何人かおります。

以上、１つの事例として、いい事例か悪い事例かわかりませんが、ご報告とさせていただきます。

久）どうもありがとうございました。

先程、都心ゾーンの 50 人の地権者の話がありましたが、５社の提案の中から１社を選び、最終的に

はカルフールを連れてくるということをやる東急不動産を地権者さんが選んだということですよね。そ

の時にまちづくり協議会の会長であった阪本さんって方が私の所に来て、「どうも先生方に洗脳されて

しまったみたいですわ」とおっしゃるのですね。どういうことですかと聞いたら「これだけみんなが熱

心にまちづくりを語ってくれたおかげで、地権者が地代だけで土地利用を判断しませんでした」といわ

れました。５社の提案で、例えば㎡単価でいくらで借りてくれるのか、っていうのが出てくるわけです

が、当初は「なんぼで貸せるんだ」という地権者が多かったのですが、私達が一緒にまちづくりをやっ

てきたことによって、良いまちにしようということで最終的に地権者が地代以外のことも考えて判断で

(スライド 19)

(スライド 18)



きました、っておっしゃっていただきました。そのあたりの仕掛けを作ってくださったのが広瀬さんで

すので、今日は、行政がどうしたのかという話はなかったのですけれども、やっぱりそのあたりの意識

高めてきたというのも１つの行政的な役割かな、と思います。

それでは最後になりましたけれども、事例報告ということで宮本さんの方から、よろしくお願いしま

す。



私の方からは、コンサルタントの立場から、「市民まちづくり」の

事例を紹介していきたいと思います。私の会社は建設コンサルタン

トとして登録していますが、近年は計画づくりから派生した「市民

まちづくり」の支援という仕事がとっても多くなっています。今日

お持ちした事例は３つですが、２つはそういうもの、１つは今やっ

ている最中の公園づくりというものです。先にお断りしておきます

が、事例そのものは、参加されている市民の方々がとても頑張って

らっしゃいますので、「頑張ってる事例」ですが、私は、あえてその

暗の部分を紹介します。暗の部分におちいっているコンサルタント

のぼやきをみなさん聞いていただければと思います。

１．コンサルタントとして関わる局面

コンサルタントして「市民まちづくり」に関わる局面の１つ

は、Ａの各種行政計画の策定に市民参加をしてもらうというも

のです（スライド１）。計画策定後は、市民のみなさんが独自に

活動を続けていかれることも期待されています。特に環境とか

福祉という分野は、行政だけでは、計画を実現することが困難

ですので、行政は、住民さんが頑張って主体的な取組みをして

くれることを期待して、私たちに住民さんの活動を支援してほ

しいという仕事につながっていきます。

「Ｂ」は「まちづくり協議会」などが端的な例で、市民さんが主体的に自分のまちを考え、活動する

ことに対して、支援するために派遣される仕事です。その活動が進展していきますと、行政と一緒にな

ってなんかやりましょうっていうことが増えてきます。「Ｃ」の部分には、コーディネータという形で

入ります。ただ、この「Ｃ」の部分のコーディネータというのが曲者で、そういう立場が明確にあるわ

けではないため、私のぼやきが出て来るというわけです。

２．市民・行政・専門家の関わり方の事例

長岡京市には「長岡京市民活動サポートセンター」が設立さ

れています（スライド２）。1997 年にまず「長岡京市まちづくり

市民懇談会」というものが立ち上がりました。立ち上げ時期は

総合計画の策定時期にあたっていたのですが、市政 25周年とい

うことで企画部局ではなくて総務部局がまちづくり市民懇談会

という組織を立ち上げました。そこでいろいろ協議がなされ、

まちづくりセンターが必要だということになり、それが総合計

画に位置づけされていきました。さらに「市民活動サポートセ

ンター」の構想を策定し、そのセンターを運営する組織として

「ＮＰＯ法人長岡京市民活動サポートセンター」を設立しました。今では「市民活動サポートセンター」

事例紹介 コンサルタントの立場から

宮本三恵子 氏（関西総合研究所 取締役）

(スライド２)

(スライド１)



の業務をそのＮＰＯ法人が受託して管理を行うようになっているという事例です。ここでどのようなこ

とが起こったかというのは、また後ほどご紹介します。

次に２つ目の事例です（スライド３）。大阪市では、「大阪市

○○区未来わがまち会議」が 24 区すべてで組織化されました。

この会議は、行政が市全体の総合計画を策定するのに並行して、

市民側から「区ごとのまちづくりビジョン」を作る、というこ

とで取組まれたと理解していたのですが、「市民主体のまちづく

りビジョン」を並行して作りなさいという形になりました。「市

民主体のまちづくり」のステージが行政主導でつくられたので

すが、参加した市民の皆さんは文句もいわずに、委員を引き受

け、会議に出席して議論をし、ビジョンを作られました。ところが、ビジョンができても、実際に実施

する主体が誰なのか、ということが全然位置づけられないままになってしまってしまいました。ビジョ

ン作りに参加した方々が「これはいかん、せっかく作ったビジョンだから何とかしよう」といって立ち

上がり、今も実現するための活動が続いている事例です。

「仮称木津川右岸運動公園・再生の森づくり」（スライド４）は、今も私が関わっている事例です。

公園づくりはだいぶ前から進められており、造成工事と並行して、市民参加をどんどん進めているとい

う事例です。計画づくりへの市民参加の王道どおり、デザインワークショップから始め、「どんな公園

にしたいですか、こういうことはやりましょうね」ということ

を議論していきました。この公園は砂利採取をした跡地を公園

にするというコンセプトの事業で、なくなった山を再生したい

という思いがとっても強かったということもあり、また、砂利

採集法との関係で緑に戻さなければならないということがあり

ます。このデザインワークショップに先駆けて、京都府が研究

者などの専門家で組織した委員会によって「提言」がなされ、

これをベースにして市民に呼びかけ、ワークショップをし、「森

づくりグループ」が組織され、活動しているという状況です。

しかし、公園の計画を作りながら、造成しながら、市民の活動

もある、とあらゆることが並行しているので、とても複雑なステージになっています。スライド４にあ

るように「行政主導の部分」と「市民主導の部分」、「協働の部分」が行ったり来たりしており、それぞ

れ主体の役割の仕分けや、今この議論はどのステージに関わることなのかについての理解を共有するこ

とが常に必要になっており、議論の整理も困難になってしまっている、という事例です。

３．事例ごとの役割分担の現状と問題点

それでは事例ごとに、各主体の役割と今日特に強調しておきたい部分をご紹介していきます。

まず「長岡京市民活動サポートセンター」ですが（スライド

５）、最初に「長岡京市まちづくり市民懇談会」が設立され、提

案がなされました。そこがそのまま運営を考える主体になった

かというとそうではなく、運営組織を考える段に、行政が主導

して、青年会議所と地域で活動している人がメンバーとして加

わりました、このような組織を作るというと、大抵、地域で既

存の町会活動をしているタイプの人というよりは、新しい市民

(スライド４)

(スライド３)

(スライド５)



といわれているタイプの人がたくさん集まってきます。この長岡京市の事例は、最初の議論が 2002 年

ぐらいに始まっており、一昔前のことですので、新しいタイプの人達と地域活動をしている人との軋轢

というのがとっても激しい時代だったといえます。この運営を考える組織で、両方の人達が一緒になっ

て議論をするという状態になりました。しかもここにまた議員さんが個人資格で入りたいと言われまし

た。当時は、個人資格だといっても議員さんが協議に参加することに拒否反応を示される方がおられ、

運営組織を考える組織自体がバラバラという状況でした。しかし、まあ何とか「サポートセンターみた

いなのはいるよ」という一致点だけで、運営組織の中身を作っていきました。

この事例をなぜ出したか、といいますと、実はこのバラバラというのが功を奏した部分があるからで

す。最初、行政がこのサポートセンターをすんなり位置づけられたのは、公設市民運営であるとタダで、

あるいは安価で運営できると行政が思ったふしがあるからでした。でも、青年会議所のメンバーも地域

活動をしている人も、市民活動している人も共通して、「年 300 日ぐらい朝から晩まで誰か人を配置せ

なあかんということになると、ボランティアだけでは限界がある。」ということになり、それぞれ関係

のある市議会議員に「困ってんねん」と相談しに行くことになりました。そうすると、保守から市民派

まで、市議会のほぼ全会派の人達が議会で「どないするねん、市民にタダでやらせるわけにはいかんや

ろ」と質問され、うまくお金がつくことになりました。

それでも運営自体はそんなに楽になったのではなかったので、独自の資金を確保していくということ

も考えました。「市民活動サポートセンター」というすごい名前がついているのですが、実際に何を行

っているかというと、専門的な支援というよりは、「何かしたいねんけど」という人達の相談に乗った

り、小さなグループが「自分達のやっていることがもう少し広がらないかな」というようなことに対応

したり、それぞれバラバラに活動しているＮＰＯをまとめ、それこそ交流会をみたいなものを持ったり

というものですから、資金を獲得するところがないのが現状です。まちづくり組織の支援を行いながら、

その支援している団体からお金を取るというのはできませんでした。そこで何とか行政にお金を出して

もらおう、あらゆる立場の人が動いたというところでうまくいった例です。

次に、「大阪市○○区未来わがまち会議」ですが（スライド６）、こちらの方は先程申し上げたように、

作ったビジョンをどう実行していくのか、という点について位置

づけがないままビジョンが作られてしまったというところから

始まるお話です。

大阪市の区ですと 10 万人ぐらい市民がいるのでちょっとした

市のサイズ、もしくはちょっとした市よりも大きなサイズですね。

そこで集まった市民が市民のビジョンを作り、「それじゃあ実際

にそれを実現していきましょう」となった時に、誰がやってくれ

るのかというと、地域活動をしている人達は、「ほ～、ええこと

書いてあるやん。」という程度のリアクションなんです。行政主

導で市民のビジョンをつくっても、その過程でいろいろ情報提供をしたり、話を聴いたりしても、やは

り他人ごとになってしまいます。それでは困るということで、メンバーは一生懸命地域に入っていって、

「私達こういう思いでやっていきたいんです」ということをＰＲしていきました。その一方で、ビジョ

ンを具体化する活動としては、例えば第九の演奏会や緑化活動、青少年のよさこいのグループ作りとい

うようなことをされています。

それは進みつつあるのですが、今度は行政との関わりが少し問題になってきているのではないかと私

は思っています。行政は今のところイベントの実施について支援はしてくれているのですが、その一方

で行政は、「この組織は自立すべきだ」とおっしゃっています。実はこの組織自体、各地域に行って、

(スライド６)



あるいは企業や他の団体、大学、他のＮＰＯなどを巻き込んでイベントを行うために実行委員会を作る

という活動もされているのですが、こういう形でイベントを企画運営していくことは、行政としては「自

立した活動ではない」という判定になってしまっているのです。地域の問題を少しでもみんなで顕在化

していくような活動をはじめ、実際にまちの中で様々な人を巻き込んで、課題解決とまではいかなくて

も、なんとか解決するような方向を目指す活動をやっているのですが、この活動に行政が支援をするに

あたって、行政が望んでいる「自立」という面からの行政の評価は、必ずしもプラスの評価にはなって

ないということです。

このような市民の活動を支援することが役割の私自身は、何度も行政に「これは行政も含めた様々な

主体が協働してやっている事業なのだから、市民に自立、自立と言わないでほしい」と主張しましたが、

私の主張は理解してもらえていません。私には、行政が期待する市民の「自立」した活動というのはい

ったいどのレベルなのかがわからない状態となりました。これについては、今日、他の方のお話をお聞

きしていると、ビジョン作りからズルズル関係を続けて行くよりも、一旦は行政側も市民側もリセット

して、新しい関係を構築した方がよいのかと思いました。

同じ「未来わがまち会議」でも、ある区はビジョンを作った段階で、そのビジョンを行政と市民の協

働事業で実現する、と位置づけた区もあります。そこについてはこのような問題が出ていない。区役所

と「未来わがまち会議」の皆さんが行う協働事業だと位置づけてくれているので、いちいち「自立して

ない」とか「事務局機能を担うのは変だ」というような議論にならないんです。こうした位置づけを行

わなかった区では、関係の切り替えが難しい状況になってしまっているという事例もあるということで

す。

最後の事例は、「（仮称）木津川右岸運動公園・再生の森づくり」です（スライド７）。すでに５年ぐ

らい活動をしているのですが、私はスライドにあるＮＰＯの立場で参加しています。コンサルタントば

かりでは食べていけないからＮＰＯをやっているのではなく、

もっと楽しく活動したいな、と思ってＮＰＯをやったのに、本

業と同じような立場になっていて、「いったい何なんだろう」と

思っているのですが。

それはさておき、この事例では、「地域産の苗木づくり」をや

っています。再生の森づくりは、尼崎などでもやっていますが、

ここでは、地域の遺伝子を引き継いだ樹木を植えたい、という

思いから「地域産の苗木づくり」に取組んでいます。でも、そ

んなに簡単にできるわけではなく、100 年の計とはいいませんが

10 年ぐらいはやり続けないとだめだ、ということで組織づくり

をしました。先程の久先生の交流会と協議会の違いのお話で、「継続的に同じ顔ぶれが活動できるか」

ということがありましたが、ここではとにかく「10 年間この活動を続けなあかん」ということで基盤に

なる「森づくりグループ」を作りました（スライド８）。

しかし、この「森づくりグループ」の位置づけもとても難し

いことになってきました。「森づくりグループ」はワークショッ

プから移行した人が組織された団体です。ワークショップとは

違って、参加している人が行政に提案するというステージでは

ないので、いろいろな参加のあり方があってもいいはずなので

すが、現在のところ個人での参加に限定されています。団体と

して参加したい、という声が出ています。

(スライド７)

(スライド８)



事業については、まだ造成を行っており、基本計画が部分的にしかできていない一方で、市民による

森づくり活動が進んでいる状況です。そのため目標像が共有できていないということがあり、「都市計

画の手法として少し問題があるのではないかしら」、と思うような進行の仕方になっています。

また、この組織には、このスライド（スライド８）に出しているような大学などの専門家グループと

いわれる人達が入っていません。そういった専門家はどこにいるのかというと、行政がもう一つ別の公

園づくりの検討会をもっており、そこに入っています。私たちのＮＰＯは専門家とのネットワークがあ

りますが、「森づくりグループ」と別の公園づくりの検討会での議論とが、あまりリンクしないまま、

バラバラとした対応でやっているという形です。ですから、森づくりに関わる課題だけでなく、将来像

や今後の活用を踏まえた「今のあり方」などあらゆる課題が「森づくりグループ」の活動ステージの中

に入り込んできています。私はここでコーディネータをやっているのですが、「どのようにして整理し

たらいいのだろうか」と困っている状態です。ちなみに「森づくり」の活動自体が目指しているのが「ア

サザプロジェクト」なものですから、苗木の里親とか環境教育のグループといった方々とのネットワー

クがどんどん張られています。関係する主体があまりにも多くなっていて、どの主体が、誰が、どこで

どのようなことを決定していけるのかっていうのを仕分けするのがとても難しい状態になってしまい

ました。

京都府の方は、「皆さんからいただいた提案のうち、府がダメといわなかった部分は皆さんで決めて

いただいて結構です」という回答が時々出てきます。この「皆さん」というのは誰を指しているのかと

いうことが少し問題になることがあります。

「来年度ぐらいからは、もう少し関係性を整理した形で展開していかなくては」とようやく府も言っ

てくれるようになってきました。府民「参画」とか「協働」という言葉が先行して事業が進められてし

まったがために、関係者だけはたくさん増え、とても混乱した状態になっていて、でも誰が責任を持つ

べきなのか、きっと京都府が持つべきなんですが、京都府も一部局だけではなかなか調整ができなくな

ってしまって、ちょっと今困った状態になっているという事例です。そのような中でも、地域産苗木づ

くり、公園での植樹は進みつつあります。

４．「市民まちづくり」の喜怒哀楽

今日のお話をまちづくりの「喜怒哀楽」という形で少し整理しようかなと思います（スライド９）。

白紙から議論を積み上げてまとめられた経験や成果自体に対しては、皆さん「良かったなあ」といって

いただいていますが、その後にいろいろな「怒り」とか「哀愁」

があります。

「怒り」というのは、例えば、ビジョンは大まかに作られて

いますので、立場の違いなどにより、それぞれが思い入れる点

や展開イメージが違っています。ビジョンに過剰な期待があれ

ばあるほど、個々の思い込みの差が拡大してしまい、それを具

体化する時に差が拡大化してしまい、また、１から議論をしな

いといけない、というように、「実践の中で再燃する不況和音」

が出てくることがあります。

それから「哀愁」の「哀」は、例えば、行政に集められた市

民の方々が地域へ戻った時の地域団体との関係というのがやはり難しいな、というようなことを痛感し、

市民側に調整疲れが出てきます。

また、行政の支援を受けるためには、「課題を解決している」という成果が求められ、これが重圧感

になります。

(スライド９)



さらに、市民の方々が頑張ってまちづくりをやっていくと、「新規参入の敷居の高さ」が出てきてし

まいます。積み上げれば積み上げるほど長年やってるメンバーはある意味でツーカーになっていきます。

しかし、そのメンバーだけでは目標を実現できないのでなんとかメンバーを広げていこうとするのです

が、新たなメンバーは元々のメンバーとは同じ土俵の上にはなかなか立てず、人材確保が困難になり、

閉そく感がでます。市民まちづくりでも、市民同士のネットワークをどう作っていくのか、という戦略

が少し課題になっており、ここが重要なことだと思います。



久）それでは、事例紹介が終わりましたので議論に入りたい

と思います。

ただ今、宮本さんからたくさんの話題を投げかけていただ

きました。ここでお話したいことがたくさんありますが、本

日の目的は「市民、行政、専門家の連携」を考えることです

ので、このあたりの関係のあり方、あるいは今どういう状況

なのか、ということの確認も含めた話を今日はしていきたい

と思います。

山本さんのお話の中でも、「ＮＰＯを立ち上げたけれど、

飯が食えない」って話がありました。それから宮本さんも、

「行政は大変なこと要求されているのではないかな」という

ことがあったのですが、今日の主旨文の中でもですね、財政難による支援の低下というところが地域の

まちづくりの疲れにつながっているのではないかというところがあります。

ちょっと私の方から前振りも兼ねてお話をさせていただきたいと思いますが、実は私もＮＰＯの理事

長なのです。今日は事務局長も来られていますが、お金が大変や、ということはＮＰＯで働いたらわか

ります。具体的な話でいうと、毎年お金が足らなくなって、今月も私個人が理事長である私に借入金を

渡すのですね。「何やねんこれは」という話です。何でそんな話になるかというと、「行政は出来高払い、

精算払い」だからです。ですから今年１年の資金を自ら持っておかないと、人件費が足らなくなって誰

かからお金を借りないといけない、という状況になるのです。その状況をおそらく行政側の職員はわか

っていらっしゃらない方が多いのだろうと思うのです。

都市計画コンサルタントの場合は間接経費が一定額、取れるんですよ。例えば 500 万円の直接経費が

かかったら、間接経費として 500 万円を上乗せして 1000 万円請求できるんです。ところがＮＰＯの場

合は、直接経費しかもらえない。それじゃ事務所経費とか人件費はどうやって払うの、って話になるん

ですね。なぜその話をしているのかというと、圧倒的に行政の力の方が強いんですよ、今。それはなぜ

かというと、牽引力を持っていますね。権限を持っていますね。さらには資力、資金、それから人のス

タッフの厚さ、圧倒的に行政の方が強いんですね。それをおわかりかどうか、ということなんです。

それと同等の仕事を地域の方にやっていただく、ということになるから、宮本さんのボヤキが出てく

ると思うんです。それを地域の方ができないから、コンサルタントがボランティアで助けていかないと

回っていかないこの状況をどう考えるか。これはかなり根本から世の中の仕組みを変えていかないと解

決できない問題だろうと私は思っています。

具体的に１ついいますと、アメリカに「ＢＩＤ」という制度があります。Business Improvement

District。Business Improvement ですから業務地ですね、ビジネスエリア、Improvement 改良する、

District 地区指定、業務地の改善をする地区指定が「ＢＩＤ」という制度です。日本でいうと「中心市

街地活性化」と同じようなスキーム、考え方ですね。この「ＢＩＤ」の制度の何がすごいかというと、

ＮＰＯが事務局を担うのですが、このＮＰＯに負担金を取る権限があるんです。事業を営んでいる事業

者から負担金という形でお金をいただく権利を持っています。これはいわゆる徴税権といったらいいと

思います。税金をいただく権利を持ってるんですね。それを元手に各事業ができるわけです。日本の場

合は、公共的な仕事をする時にお金いただけないところを相手に仕事をするわけですね。それから宮本

パネルディスカッション 市民まちづくりの今から考える

～市民まちづくりの現状から市民・行政・専門家の連携・交流のあるべき姿について考える～



さんのボヤキにもあった「自立せえといって

もどこからお金を持ってくるの」って話です

よ。相手がお金を払えないのに公共的なサー

ビスを提供せよ、といわれた時に、行政だけ

が無理矢理お金をふんだくる徴税権という

ものを持っているんですね。ところがＮＰＯ

はお金をふんだくれません。だから公共的に

使うお金は一端全部、行政に上がるのですね。

そのお金の一部を補助金という形で雀の涙

ほどといえば失礼になるかもしれませんが、

それをいただきながら細々とやっていると

いうのが今の市民活動であり、まちづくり活動なんです。それが「ＢＩＤ」のように世の中の仕組みを

全部変えて、徴税権まで持たせていただけたらそれなりの仕事ができる。でも日本はそのあたりが中途

半端なんですね。まだまだ行政の力が強すぎる。それで対等になってくださいといわれても、「え、そ

れってどうなの」というのが地域側の話であったりＮＰＯ側の話であるというのが、どうも今日のお三

方のお話を聞いていて根底にある話かな、と思いました。ただこれを深めていくとかなり深刻な問題が

あるので、今日はそこに深入りはしないですが、根底にはそういう社会の仕組みのまずさというものが

あるんだ、ということをちょっと頭の隅っこに置いておいていただきたいと思います。

その中でできることを考えないといけないので、私は「交流の場」という気楽な呼びかけをしました。

そこで私の方からお三方にお話を聞きたいと思いますが、山本さんのお話の中で、特に行政ですね、行

政がどのように動いてくれたのか、特に私も一緒にやった部分が多いので、40 周年のまちづくり市民フ

ォーラムの立ち上げの時っていうのは、行政側の仕掛けもかなりあったのではないかな、と思うんです

が、この動きが 2002 年のまちづくり元年へ繋がって、さらにそこから先の行政側の関わり方とか、も

う少し皆さんにお伝えできたらな、と思うんですが、そのあたりフォローで山本さん、お話いただけま

すでしょうか。

山本）千里のまちづくりは、まちびらき 40 周年あたりから

本格的に始まったと話しましたが、実際そうだろうと思い

ます。千里ニュータウンは大阪府が開発したまちですから、

千里には「開発者（大阪府）責任論」というのがあって、

問題が起こるたびに豊中市も吹田市も大阪府に解決を求め

る傾向が強かった。15 年ぐらい前にヒアリングに豊中市に

行った時も、「うちは庄内がありますから、千里だけ特別扱

いできません」といわれるし、吹田市に行くと、「都市基盤

が整った立派なまちだけれども、これからは下水道などの

メンテナンスに膨大な費用がかかる。立派なまちも良し悪

しだ」と、被害者みたいなことを言われました。大阪府も千里センターがなくなったことにみられるよ

うに、どんどん撤退の傾向を強めました。それで、ある時点から吹田市と豊中市が真剣に千里のことを

考えるようになりました。大阪府がいなくなった時に「千里をどうすんねん」ということを真剣に考え

始めたんですね。たしかに既成市街地の基盤整備が遅れているという問題はあるけれども、千里は千里

の課題があるでしょう、ということで一緒に考え始めたんだと思います。

それで 2002 年のまちづくり 40 周年を前にして、吹田市と豊中市が手を結んで、「吹田市・豊中市千



里ニュータウン連絡会議」を設置したという経緯があります。実力が伯仲するライバル同士のような関

係にあったのですが、千里の再生のためには手を組まないといけない、市民の参加も不可欠だと考え、

一緒になって市民を巻き込む動きを始めました。それが先程お話した「千里ニュータウンまちづくり市

民フォーラム」や「千里コミュニティ・ビジネス研究会」です。

組織としての両市がタイアップしたんでしょうが、実際には当時の中堅どころの非常に元気のいい職

員が頑張ったから今があるんだと、私は思っています。昨日も「千里コミュニティ・ビジネス研究会」

の忘年会があり、両市から職員が２人ずつ来られて一緒に飲みました。行政として関わりながら、一般

市民でもあるような形で飲んで、しゃべって、そこで情報も交流される。また「千里市民フォーラム」

にも、市民のような形で出て来られて、半分行政の立場で意見を言われる。だから、いろいろ意見調整

もできるし、ゆるやかな合意みたいなものもできるのかな、と思っています。大阪府は一歩引く結果に

なってしまいました。一歩引いたのは、有名無実である「開発者責任論」を解消するためにも良かった

と言えます。ただ、広域行政体である大阪府は、「千里は大阪府の大事なところだ」だと、もっと大き

な視野で捉えて、これからも千里のまちづくりをリードしていただきたいと思っています。

久）もうちょっと具体的に教えていただきます。吹田市は「千里ニュータウン再生室」がありますよね。

豊中市にはそれに対してそういう室みたいなものはあるんですか。

山本）あります。担当課をつくったのは豊中市の方が早かったんです。「千里ニュータウン再生推進課」

というすごい名前ですけれども。

久）その方々は本業として関わっていらっしゃいますよね。

山本）はい。

久）地元での会議へは、今の担当者以外の方も来られていますか。

山本）どちらも再生室、再生推進課の人ですね。

久）何でそんな話聞いているかといいますと、ＯＢさんとかちょっと担当から離れると会に来られるよ

うになるのか、ならないのか。

山本）大事な場には時々来られます。市民もその担当者が頑張ってくれたことを覚えていますから、

「誰々さんが来たよ」って歓迎して、一緒に酒も飲みます。そういう関係がとても大事だと思います。

久）広瀬さんは先ほど同じ話されましたよね。「まち育て交流会」に今度は市の職員ではなくて、個人

的な関わりで参加されているということですが、その方々が直接市の方へ仕事を持って帰られるという

ことはあまりないのでしょうか。



広瀬）「かやの中央」でいうと、現在そこを所管する課という

もの自体が存在しませんので、各パーツごとに、例えば公園

などのアドプトについては、「まち育て交流会」として公園課

にいくとか、道路課にいくとか、イベントをやる時にＮＰＯ

に対する助成制度を獲得する時には市民活動促進課にいくと

か、そういう関わりになってきていて、継続的に「まち育て

交流会」に参加している元「新都心整備課」のメンバーは職

場の仕事というのではなく、当然役所の中であれば顔見知り

ですから、会議の時に、「こんな補助金使えないかとか、こん

なアドプトで支援してもらえないか」といったことを市の担

当課の耳に入れておこうというような感じで繋ぎをしている

という程度です、今のところは。

久）今のお話を聞くと２点ぐらいポイントがあったと思うんですが、別に正規の仕事じゃなくても、顔

を出しておけば地域の状況というのはわかりますから、それを次の日に、自分の知り合いの担当の人に

届けていくことができる。大きな仕組みが取れなくてもそれぐらいのことはできるのかな、というのが

１つ。

２つ目は、山本さんと広瀬さんに敢えてふらせていただいたのは、吹田市も豊中市も千里ニュータウ

ンの再生というのが一大プロジェクトなので、今は「千里ニュータウン再生室」とか「千里ニュータウ

ン再生推進課」といったものがちゃんとあるのですが、ところが土地区画整理事業の場合は「新都心整

備課」というのは事業が終わるとなくなってしまうわけですよね。なくなった後どうするのか、という

問題がいつも都市計画の部署では起きてくる。そこをどうフォローしていくのか、というところも都市

計画の分野としては考えておかないといけないのかな、という感じがあります。今日はフロアーに岸和

田市の「丘陵地区整備課」の職員の方が来られていますが、「丘陵地区整備課」も全く同じで、丘陵地

区整備というのが進んでいる時は「丘陵地区整備課」があるのですが、その事業を一旦たたんでしまう

と、組織がなくなってしまうんですね。具体的には土地区画整理事業も絡めた事業で土地は動かしてい

きますが、その上にまちを作ったり、地域の方が生計を営むのはずっとじゃないですか。それをトータ

ルに継続して支援するということが、都市計画部隊の場合はできなくなってしまうのです。そこをどう

いう形でうまく繋いでいけるのか、そのあたりを考えていかないといけないと思っています。

それから広瀬さんにもう一つお聞きしたいのは、「生活デザイン検討委員会」と「まちづくり協議会」

と２つの組織を作られましたよね。先程のご説明では、「利用者も含めた委員会があった方が良い」と

いうことで「生活デザイン検討委員会」の話が出たのですが、裏にもう一つの仕掛けがあったのではな

いかな、と私は思っています。つまり 180 人の地権者というのは、足並みとしてはなかなか揃いづらい。

一方でどこの組織もそうですが、元気者というのはごくごく少数ですよね。その元気者の方々のフォロ

ーという意味でも、「生活デザイン検討委員会」があったのではないか、と私は推測しています。その

あたりコメントをいただければと思います。

広瀬）「まちづくり協議会」というのは、180 人のいわゆる区画整理の区域内の地権者全員に入ってもら

う、どちらかといえばもろに財産権を握っている人達に、合意というか納得していただくために作った

組織で、全員が同じレベルの意識を持っている方といえばとんでもない話というのが事実で、でもそう

いう組織もいるということでやっていました。「まちづくり協議会」の中身は、というと、やはり積極

的に動く人は 10 人程度だったと思います。そういう人達を市が、言葉が適切かどうかわかりませんが、



１本釣りみたいなことをして、世話人さんという位置づけにして世話人会というものを作り、実質は世

話人会が週に１、２回ぐらい夜中に事務所に集まって話をする、都合 100 回ぐらい会議があったと思う

んですが、その人達の議論の中で「外の意見を入れないと誰もまちに来てくれない、せっかく区画整理

ができても流行らない、そんなことになってしまうと結局それは自分たち地権者の不利益になるから何

か方法がないか」とかいう話になり、「それだったら外の意見を取り入れたような別の組織を作ろう」

ということで、世話人＋公募市民＋久先生達専門家という別の組織を作った。その人数が 14、15 人ぐ

らいだったと思うんですが、それだけでもやはりなかなか意見の吸い上げが難しいだろうということで、

コンクールをやって一般市民の意見を聞いたという作りをした、ということです。

久）ありがとうございました。

なぜそれを確認させていただいたかというと、ちょっとまずくなるパターンというのは、まちづくり

協議会という組織を作ったら何でもかんでもそこでやってしまおうとするパターン。そうではなくて、

行政と市民とが一緒に重たい問題を担っていく部分と、もうちょっとフットワーク軽く思いの熱い人達

が身軽に動けるような仕掛けの２つを役割分担させ、それを行政側のオーソライズした組織として作り

上げた、ということですよね。だから思いが強い人達や好きものが集まってやっているだけではなく、

行政のオーソライズした組織の中で動いている、そこに私も含めた地権者以外の市民さんも含めた応援

団が付いた、そこのあたりをうまく仕掛けをするというのが行政職員さんの役割ではないかな、と思い

ます。

それでは宮本さんですけれども、最後の方でまちづくりの「喜怒哀楽」についてお話されましたが、

そのあたりに宮本さんの思いというのがこめられているというか、これからこうあった方がいいな、と

いう、そのあたり追加の説明をお願いできたらと思います。

宮本）市民さん個人がこういう閉塞感の中でどういう形で

それをブレイクされるか、ということでいえば、「胃袋で

説得していく」手法、割と上手く皆さんの共感を勝ち得る

方法になっているかなと思っています。飲み会をやるとか

いうだけでなく、まちづくり活動に直結しやすいパターン

として、資金確保のためのバザーのかわりにカフェを開催

するとか、例えば木津川の例では、オープンヤードで作業

を体験していただく機会を提供するだけでなく、そこでち

ょっとだけ一緒に何かを食べながら作業するということ

をしています。一人暮らしの方が多くなってきて、みんな

でご飯作って食べるのが楽しいから、準備は手間だけど継続してやっている、というような例もありま

す。ある意味、「胃袋を共に満たす時間」というのがネットワークを拡大していく、それも楽しく拡大

していける１つの手法となっているな、と思っています。

それからお金の話でいいますと、京都府では市民活動団体と協働して「京都地域創造基金」を作って

くれました。私も当初一万円寄付しましたが、市民の皆さんが拠出して基金を作りました。実際この基

金ができたことで、市民団体が資金をもらう機会が拡大しました。また、その基金の仕組みを利用して、

私達自身が資金を集めることができました。木津川の公園に隣接して「城陽カントリー倶楽部」があり

ます。そこで石川遼選手が参加するパナソニックオープンが開催されました。「城陽カントリー倶楽部」

も公園の森が自分達の倶楽部の森と連続していくということもあり、協力してくださり、石川遼選手の

写真入りの缶バッチを 500 円で買ってもらい、それを緑の再生基金にする、という取組みが実現しまし



た。これはやはり自分達だけでそこまで調整できなかったと思いますが、受け皿となる「京都地域創造

基金」があり、広告塔になるような人がいたので、かなりうまくいったと思いますが、資金も決して自

分たちで集められないことはないと思っています。ただ、問題はせっかくの基金の資金をいかにうまく

使うかということでして、今回募集を締め切ったばかりなのですが、あまりうまく活用していただけて

いないような情報を得ています。

それからもう１つ、組織としては先程、久先生が、「テーマとか目標とかあまり絞らないように」と

おっしゃっていたのですが、やはりある程度は目標を絞りこんで何年間でここまでいくよ、という共通

意識を持って活動を展開させていかないと、「市民まちづくり」はすぐにバラけてしまうと思います。

例えば３年間の目標をきっちりと共有することで、その間にある軋轢とか意見の違いとかをなんとか乗

り越えていくことができているかな、と思っています。さらにもっと長期的な目標、例えば木津川のこ

とであれば、「100 年後に森にするんだ」というような壮大で長期的なテーマとうまく組み合わせること

で、先ほど紹介したような利害の違いみたいなものをなんとか乗り越えていけるのかな、ということも

経験上思っていまして、最後に「喜怒哀楽」の「楽」に向けてはそういう工夫をしています、というの

をお話しようと思っていました。

久）ありがとうございます。宮本さんが先程お話されたように、私も色々とお付き合いさせていただい

てなかなかテーマが定まらない、方向性が一本にならないとうまくいかない、という部分があるのです

が、特にテーマ型で動いている方はそういう傾向にあるのかな、という感じがするんですね。地域活動

をしている方、いわゆる自治会活動をしている方というのは地域というベースがありますので、それだ

けでまとまっていけるんでしょうが、テーマ型の方々というのは思いも非常に強いものがあるので、な

かなか繋がっていくのは難しいな、という感じはしているんです。

それでは折角の機会ですので、フロアーの方から何

かご質問がございましたら承りながら進めていきたい

と思います、いかがでしょうか。

会場から）宮本さんのお話の中で「未来わがまち会議」

の話が出ましたが、行政の方も気がついて、大阪市は

今年ガイドラインを審議会で策定しているということ

と、区役所の係長研修の共同テーマで議論したという

ことを聞いているんですが、一年遅い。それを先に作

ってから「未来わがまち会議」をしないのか、という

気持ちなのです。

久）私も「未来わがまち会議」の立ち上げ時に一緒にさせてもらいましたので、責任の一端は私にもあ

るんですが、最初 24 区で一斉に立ち上げるなんてことは考えていませんでした。元気のいい所でやろ

う、ということで 24 区それぞれ呼びかけ方が違うんです。それから今後の展開の仕方もそれぞれ区に

よって違いますね。一番典型的でおもしろくやっているのが住之江区ですね。住之江区は全て公募委員

でした。それから後も楽しく協働が進んでいるんですが、まだこなれてない区で様々なトラブルが発生

をしたということも事実です。ただトラブルは起こったけれども、先程一年遅かったのではというご指

摘もありますが、様々なトラブルがきっかけとなって色々な協働の仕組みが充実の方向に向かっている

のかな、というのが１つ。あと、おもしろいというと怒られますが、わがまち会議を当時、ぶち上げた

担当課長は、今は区長になって責任を取っておられるというところもあります。ちょっとこれはオフレ



コ的な話なのですが、24区で一斉に立ち上げるつもりはなかったのですが、立ち上げざるを得なかった

のは、１つはやはり議員からのプレッシャーです。モデル事業として動かす、というのが極めてやりに

くい市です。「なんでうちの区はやってくれへんのや」というようなことになってしまう。なせかとい

うと、大阪市会というのは区選出の議員ばかりでできているからです。これが政令市でない市の議会と

違うところです。どうしても区への利益誘導型になってしまい、「うちの区もやってくれ」ということ

にならざるを得ない、というのが政令市の議員達の立場かな。私達も「24区一斉にできない」というこ

とを最後まで申し上げていたのですが、そのあたりが押し通せなかった背景の１つです。

会場から）奈良県庁から来ました。久先生と広瀬

さんにお聞きします。久先生は常日頃、「交流の場」

とおっしゃられています。私共も進めてみようと

思っていますが、例を挙げると、「分譲マンション

を対象とした管理の適正化」ということをやって

いる中で、どうしても権利を持つ人達の意見とい

うのはなかなかまとまりにくい状況でして、これ

から「交流の場」というのを設けていければ、と

考えています。その「交流の場」というのは「自

由にテーマを定めず」ということですが、例えば

席の配置とか、ひな壇を作ってそこで説明者が説明するような配置とか、「交流の場」というのはどう

いった空間づくりをしていったらいいのかというのを教えてほしい。それと、最初はどうしても呼びか

け人が中心となって話を進めないといけないというプレッシャーがあるのですが、この点について「交

流の場」づくりの取っ掛かりのテクニックとして教えていただきたいと思います。

久）私からお答えしますね。あまり行政から呼びかけない

方が良いです。これ一言です。なぜかというと、行政が呼

びかけると「おまえらが呼びかけたから来たってるんや」

という雰囲気になってしまうんですね。だから「やってみ

ませんか」というお勧めはしても、後は「住民が自ら立ち

上げてくださる」という雰囲気に持っていく、というのが

最大の秘訣かなという気がします。これが１点目。

それと先程も申し上げたように、組織とかはうますみ分

けていかないといけなくて、例えば、「管理組合」というの

はしっかりした組織ですよね。先程の広瀬さんのお話の中

でも、「まちづくり協議会」というのは地権者の非常にシビアな話をする場所なので、そこはそこでし

っかりと議論してもらって、そこにプラスα、もっと自由活発な議論ができるような場所を設定する。

やっぱりすみ分けて両輪でやっていかないと、交流会から何か生み出していこうとすればするほど交流

会の雰囲気を崩してしまうところがあるので、そこを運営の点では注意しなければいけないのかな、と

いうのが２点目ですね。

テーブルの設定というのは当たり前の話で、ロの字型、丸くなってやっていくのが原則なんですが、

これが３点目。

もっとざっくばらんにいうと、女性が多い方が良いです。というのは、女性のフットワークの軽さ、

肩書きを出さない、理屈をいわない、ということで女性は本質を見抜いて発言できます。だから女性の



数を増やしてくださると良いんです。男性ばかり集まると、理屈が多くなってくるし、立場が出てくる

し、算盤勘定が出てくるし、ということで大変になりますんで、わかりやすい秘訣として女性の数を半

分以上にしてもらうことだと思います。特に当初はそうですね。

具体的にいいますと、大阪市平野区の喜連東小学校で「交流会やりませんか」ということで、はぐく

みネットのコーディネーターに呼びかけていただいたのですけが、交流会に３人の自治会長、男性２人、

女性１人が来られました。１回目、お試しで交流会をしたのですが、２人の男性の自治会長の反応はほ

とんど一緒で「こんなしょうもない会議にもう寄らん」といわれましたね。「忙しいのに、またくだら

ん話に２時間付き合わすのか」というのが男性２人の自治会長の反応でした。もう１人の女性の自治会

長は「何でもっと声かけへんの」という反応でした。同じ２時間を共有しただけで、スタンスが全く違

うというのが明らかになりました。そういう意味で、女性の方が本質を突いていてすごく元気なので、

女性と一緒にやりませんか、というのが私の思いです。

それではもう時間となりましたので、パネラーの方に一言ずつ、メッセージをいただければと思いま

す。まずは宮本さんからお願いします。

宮本）今日は都市計画学会のシンポジウムだということで、コンサルタントの方々もたくさん来られて

いると思うのですが、コンサルタントがうまく研究者の

皆さんと連携がとれていければいいな、と思っています。

先程申し上げましたようにいろいろな局面、ステージ

で悩むことがあるのですが、会社の中でそれを共有して

も、それだけで答えが出るわけではなく、いろいろな視

点から、また多様な経験されている皆さんからご意見を

いただけることがありがたいと思っています。そういう

議論をあまり硬くない場で、それこそ「ラウンドテーブ

ル」でやれれば、よいと思っています。私は、関西社会

連携交流特別委員会の委員でもありまして、改めて自分

自身を振り返って見たときにそういう場作りをしてい

けたらと思いました。

久）ありがとうございます。これは渡瀬さんへのお願いになるかもしれないですが、今日はたくさん住

民やＮＰＯの皆さんが来られていますので、2011 年シンポジウム以降もこういう交流の場を、シンポジ

ウムみたいな硬い形をとらずに、意見交換の場をプラットホーム的にどんどん作っていただくとありが

たいと思います。

それでは広瀬さん、よろしくお願いします。

広瀬）正直いいまして、今日の議論は私がやってきたことと一致しないというか、難しいなと思ってい

ます。「ラウンドテーブル」の話はすごくよくわかるし、箕面市でも別の部署が既成市街地で久先生に

もご協力いただきながらやっているのでわかるのですが、例えばそれを私がやってきた「かやの」でで

きるかといえば、そういう目的のない「交流の場」づくりからまちづくりをしようよ、といってもそこ

から話が発展するかといえば、まず、ないなと思っています。たぶん対象によってやり方を変えていか

ないといけないのかな、と考えていたのですが、例えば、私が今日お話した中でも、活動して最終的に

はどちらかというと「ラウンドテーブル」的な活動に繋がってるところもありますので、そこはケース



バイケースでやっていったらいいのか、と勝手に解釈してい

るところです。都市計画という土俵のどの局面で使えるかと

いえば、敢えていうなら地区レベルの地区計画とか建築協定

とか景観地区といった議論では「ラウンドテーブルからルー

ルを作ろうよ」みたいな話になっていく可能性があると思う

のですが、区画整理でそれこそ新都心のような都市の核を作

ろうという力業をやるときに使えるのかわからないのが正

直なところです。

久）おそらくは直接は関係ないのでしょうね。けれども「ラ

ウンドテーブル」は人間関係を作っていくという点ではすごく役に立つ場だし、日頃から住民のニーズ

を聞くという場としてもすごく重要なんです。都市計画も含め何か事業をする時、計画作りをする時に

改めてアンケートをしたり、いろんな会を開いて意見を聞くのですが、そんなことをわざわざしなくて

も、普段から声が聞けるような場所に出かけて、どこの地区の人はどんな話をしてるのか、ということ

がわかれば、自分の仕事に必ず役に立ってくるんです。ただお互い構えないでフランクに話せる場所が

今まで全然設定できていなかったので、そこを作っていきたいという、これは行政が作らない方が私は

良いと思っているんですが、そんなことを今日は皆さんに投げかけてみました。

最後山本さんの方からよろしくお願いします。

山本）２つお話をしようと思います。

１つ目は、今日、「ＮＰＯの経営はどうなっていますか」と聞かれたら大変だな、と思っていたんで

す。質問がなかったので良かったのですが、実は大変

です。ただ、私は「千里コミュニティ・ビジネス研究

会」というところからスタートしたのですが、実はあ

まりビジネスをしなくてもいいのではないか、と思っ

ているんです。元々、まちづくりコンサルタントの経

営が非常に厳しくなってきたこともあって辞めまし

た。その後、ＮＰＯを立ち上げることになったとき、

ある中間支援組織の方から、「ポケットはできるだけ

いっぱい持って、もらえるものはいろいろもらいなさ

い」と言われました。その言葉どおり、小銭でも貰え

るものは貰い、個人的に受けた報酬も一部を組織に回

し、家で不要になったものを組織で使うことなどによ

って、ＮＰＯの活動はあまりビジネスと考えないで、楽しみながらやるのが良い。ミッションは楽しい

ことを基本としながら、どんどん変わっていっても良い。実際、私達のミッションは当初からだいぶ変

わっていますし、今は「漂流しながら行こう」と思っています。そうすることは遠回りだけど、最終的

に組織をうまく軌道に乗せていけるのではないかという、かすかな期待があります。

２つ目は、集合住宅（分譲、公的賃貸）の建替え、センター地区の再整備などに見られるように、こ

こ数年の間に千里ニュータウンの再生が進んでいます。これらによって、若年層の流入が見られ始め、

高齢化率の伸びもやや鈍化しています。また、新しく千里に住み始めた中高年世代の方もいらっしゃい

ます。このように千里のまちが変わってきているので、これからのまちづくりは、少し軌道を変えない

といけないんじゃないか。千里のまちづくりが新しいステージに入っているのではないかと思っていま



す。例として、千里中央地区に公民館・図書館・老人センターなどが入った複合施設「豊中市千里文化

センター（愛称：コラボ）」があり、市民による多様な交流プログラムの企画・運営をめざした「コラ

ボひろば」があります。私はその実行委員会に入っているのですが、同じ実行委員やサポーターに 50

～60 代の方が、カフェでの喫茶サービス、各種の企画・運営企画（住まいの相談、コラボ大学校、哲学

カフェなど）に多数参加して、楽しそうに活動しています。これまで千里のまちづくりを担ってきた人

もいますが、これまでとは違う元気なリタイアー層、なかでも地域に参加することが少なかった男性が

多く見られるのです。このことを通じて思ったのですが、これまでは「まちづくり」に関心の高い人々

が千里の再生をリードしてきました。これからのまちづくりには、この人たちに加えて、「まちづくり」

にあまり関心はないけど、千里のことをもっと知りたい、いろいろな人と仲良くなりたいと思っている

人などが参加できるいろいろなプログラムを準備する必要があるのではないか。そういう人たちが参加

しやすい“開かれた場”をつっていくことを通じて、まちを再発見し、楽しみながら、交流が広がって

いくという、「広い意味でのまちづくり」につながっていくのではないかと思っています。

久）ありがとうございます。

「まちづくりをやってます」といっている人と違う人と付き合いたい、という話があったのですが、

全く同じ話をもう十数年前になりますが、末石冨太郎先生という環境問題の大御所の先生ですが、先生

が大学を退職されてからある所で飲む機会があって、先生が私にボソッと「久君な、最近普通の市民と

付き合いたいんや」といわれたんです。「それ、どういうことなんですか」と聞いたら、「環境、環境っ

ていう人、普通の市民とちゃうやろ」っていうんですよ。「普通の市民に環境問題をわかってもらわれ

へんかったら環境問題は解決でけへんけど、なかなか普通の市民は呼びかけても来てくれないんや」、

とボヤキに似た話を聞いたことがあります。それと同じ話だと思うのです。「まちづくり、まちづくり」

といってしまうと、まちづくりに熱心な方は来られるけれども、本当にたくさんの方に話の輪の中に入

ってもらうためには、ちょっと違う仕掛けをしていかなければいけないのかな、という感じがしました。

最後に私の方から少しだけお話をさせていただいて終わりたいと思います。

これは宮本さんのお話の中にたくさん出てきましたが、行政の方には非常にシビアなしゃべり方にな

りますが、どうも行政の皆さんは地域の人達に自分の仕事をさせたがっているのではないかな、という

感じがするんです。「まちづくりやりませんか」とか、「一緒にやりませんか」という時に、行政の方々

が自分でやらないといけない仕事を持ち込んで、地域の人達にやってもらうことになってしまっていな

いのかな、という感じがします。そのことをもう一度、再検討していただければ、うまく支援とか連携

というのができるのではないか、と思います。

特に都市計画の仕事というのは、本当は地域の人達ができる代物ではないことが多いのですね。そこ

を本当にどこまで地域の方に担っていただけるのか、というの

をもう一度きちんと考えて再整理をしていかないといけない

のではないのか、と思います。都市計画というのは、８割ぐら

いは行政主導でやってもらった方が良いのではないか、と私は

思っています。それ以外のところで住民主体を作りたいな、と

いうのが今日の私の呼びかけでした。

さらに今、八尾市で地域分権のための研究会をやっています。

そこで、「分権って本当に誰がしたがってるんですか。地域の

人達は分権なんて思ってないんと違いますか。行政が分権した

いだけでしょ。」って私はいわせてもらいました。そのときに



整理させてもらったのは、「分権」と「協働」と「支援」、この３つをきちんと仕分けをして、行政は地

域のパートナーになってもらえませんか、といったのです。

「分権」と「協働」と「支援」ですが、「分権」とは「今まで市役所でやってきた仕事を地域の人に

担ってもらう」のが分権ですよね。「協働」というのは「市民の方や地域の方にも汗かいてもらうけれ

ども、行政もやりますよ」というのが「協働」ですよね。それから「支援」というのは「完全に市民側

に重きをおいて動いていただく、それに対して行政は支援をしていく」というのが「支援」ですよね。

この３つはそれぞれ行政と地域の関係性が違うんです。それが整理できてないというのが宮本さんのお

話の中でも出てきたと思います。「これは一体何なんですか。委託なんですか。自立せえっていわれて

も、行政の仕事を肩代わりしてるんやったら、これって自立じゃないでしょ」というのが、宮本さんの

お話の中にも端々あったと思うのですが、そのあたり整理をしてもらわないといけない。

さらにお金の問題というのはやっぱりつきまとう、あるいは労力の問題もつきまとうのですが、この

前、吹田市の阪口市長とお会いする機会があって、阪口市長も地域分権をおっしゃっているので、私は

こう申し上げました。「今、大阪府の橋下知事が市町村に分権っていうてますよね。これは注意しとか

ないと、吹田市に仕事だけ来て、人もつかない、金もつかないということになったら吹田市職員はしん

どいですよね。これ市長やったら怒るでしょう。この前みたいに市長が知事を泣かすかもしれませんよ

ね。それと同じことを市長、地域の方に求めていませんか」ということをいいました。「権限を地域に

渡すというけれども、権限を渡すというのはきれいごとで、ほんとは仕事を渡してるんですよ。仕事を

渡すんやったら、それなりの人と金っていうのがついてこないと地域は仕事ができませんよ」というこ

とを申し上げました。具体的には、「人を雇えるだけの人件費を地域に差し上げないと、例えば協議会

や自治会、何でもいいんですが、地域をマネージメントする組織にきちんとお金もらって仕事をする専

属の事務員さんっというのがいないと、ボランティアの方だけでそんな大変な仕事できますか」という

話をさせていただいたことがあります。市長にどれだけ伝わったかわかりません。市長は、「そうやな、

ようわかったわ、今日の話は」とおっしゃっていただけたのですが、何か、国から都道府県、都道府県

から市町村、市町村から地域へと仕事の押し付け合いを今、してるのではないかな、という気がします。

もう一度ここで改めてお互いの関係がこれからどうあるべきか、ということを根本に整理し直して、仕

切り直してやっていく方が良いのではないかな、と思います。宮本さんもお話の中で「もう一度リセッ

トをして」という言葉がありましたが、まさしくその通りだと思います。特に行政側の職員のみなさん

にはお願いをしておきたいと思います。それでは以上で終わらせていただきます。

３人のパネリストの方に最後に感謝の気持ちを、どうもありがとうございました。



【閉会にあたって】

宮前 保子 （（社）日本都市計画学会関西支部 企画事業委員会 委員長）

久先生並びに３人のパネリストの皆さん、大変熱の入ったパネルディスカッションができたことに御

礼を申し上げます。また土曜日にもかかわりませずたくさんの方にご参加いただきまして、ありがとう

ございました。今日はまさにちょっと段がある会場での議論でしたが、本来は輪になってお話ができれ

ばよかったかな、と思いました。

私共は今、市民と行政と専門家がどのように連携ができるのか、あるいは交流ができるのかというこ

とを考えつつあります。今日はその第一弾で、第二弾、第三弾と考えていきたいと思いますので、是非

今日ご参加いただきました皆さんには、これからも行いますこうした議論に参加しながら私達が楽しく

生きていけるまちとはどうあるべきか、ということを是非ご一緒に考えて頂ければと思います。今日は

どうもありがとうございました。


