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“まち”への想い
～これからの都市づくり～

19

日本都市計画学会
関西支部だより
昨年の象徴語となった「災」は、国内に連続的な風水害と大震害、ス
マトラ沖地震による大津波の衝撃的な大被害をもたらした。各国の救援

（社）日本都市計画学会
への連携の動きが、せめてもの救いであり、早期の復旧・復興を祈りたい。
関西支部長 藤田健二

これら災害は、人命と財産、暮らし、地域や歴史を担う都市づくりへの
我々の取組み方に警鐘と自戒を求める一方、更に英知と高い志で営々と
都市づくりに挑む決意を促している。
既往の都市政策の諸制度が、都市の成熟と衰退の兆しの中で疲労破壊
し、抜本的変革が求められて久しいが、未だ人間中心の新しい社会資本
哲学は現れていない。都市づくりの基本は、生存、安全、生活の基盤を
包含する快適基盤づくりである。
変革の基底とすべきは、①パラダイムである自立、持続や共生のため
の

地域・風土・自然

フラと認識した
空間を含めた
化原理
( 財 ) 大阪府都市整備推進センター

の重視、②地域の人、歴史、文化を都市のイン

内発型都市づくり 、③環境共生、地域活性化や生活
公共領域概念の拡大 、④

経済原理

の導入、⑤社会工学的技術に支えられた

を超えた

地域主義

個性

実現の仕

組みづくり、⑥生活視点からの住民の計画発意や合意形成等に不可欠な
連携・協働のため

各制度間の隙間を繋ぐシステムと体制づくり

など

である。
当支部としても、時代と関西に相応しい
しい社会資本整備像

まちなか再生手法

や

新

を大胆に探求し、新しいパラダイムによる都市の

理念づくり、仕組みや制度の創設と改変の研究や提案が急がれる。また、
都市づくりの本質である

生活丸ごと対応

が可能な方法論を協働して

調査研究、開拓し、積極的に国や自治体及び民間団体に提言していく必
要がある。阪神淡路大震災の教訓は、ものづくりを超えた経済・社会・
文化環境の「際」からの総合的アプローチを求めている。産官学の会員
からなる当学会は、都市づくりにおいて実践の「術」が、時には理論の「学」
に先行することで、世のモデルたる成果を示せると考える。本年も会員
相互の研鑽と連携により、多くの都市課題を解決し、清新な風を世に送
りたい。
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地域まちづくりの交流と連携の現在

特集

バナンスとしての将来像を描くことも可能であろう。
編集・広報委員長 三輪康一 ( 神戸大学）

さて、こうした交流や連携は、関西ではどのように取り組ま
れ、どのような効果をあげているのだろうか。この特集では、

現在、まちづくりの現場では、地域内のさまざまなグループ

各地で進められている地域まちづくりの具体例を、交流と連携

や異なる地域の人々・組織が交流し、連携する例が数多くみら

という視点から捉えて、その状況と成果を紹介する。取り上げ

れる。それぞれ固有の目的をもち立場の異なる主体が出会い、

た事例はそれぞれ独自の動機や目的のもとでユニークな交流や

情報を交換し、共有と発信が行われ、相互に刺激を受けあう。

連携を行っているが、あえて、つぎのように３つの内容に区分

そこから、活動が充実し、新たなテーマが育ち、結果として個

している。

性的な環境やコミュニティ形成、地域文化や地域経済の活性が

まず、大学など教育研究機関が地域と連携することによって

持続するという循環が予想される。こうした交流や連携が盛行

相互にメリットをもたらしている例である。大阪大学と兵庫県

する背景には、地域まちづくりが一般化してきたこと、情報量

立大学・淡路景観園芸学校の試みは、特定の地域を舞台に地域

の増大によって交流のきっかけが増えたこと、まちづくりの進

の人材を巻き込んだ教育プログラムを実践する事例であり、尼

展に伴い自らの活動や地域をより多くの人々に知ってほしい、

崎三和地区の商学連携のまちづくりはＴＭＯ尼崎と関西の４大

あるいは他の活動を知りたいという自然な願望がでてきたこと

学の共同研究によって中心市街地の活性化に取り組む事例、ま

などが考えられる。さらにいえば、まちづくりのテーマがもの

た宝塚造形大学の事例はサテライト・キャンパスをブランド戦

づくりに留まらず、福祉、経済、文化、教育などさまざまな領

略として位置づけて地域連携をめざしている。

域に拡大し、多様な課題に取り組むために、地域内外から専門

二つ目は地域内外の連携・交流による活性化の事例である。

的な知識や技術や人的協力が必要となっていること、一方、Ｎ

夢前町宮置と加美町岩座神の試みは、農村と都市の交流によっ

ＰＯ、ボランティア、大学など研究教育機関では、自身の新た

て、農業体験あるいは棚田の景観保全など特色ある里づくりと

な目的遂行の舞台を求めて具体の地域での連携の機会を求めて

して効果をあげ、一方、新開発市街地の彩都ではこどもを対象

いることも要因として大きい。その結果、まちづくりに関与す

とした地域交流型の教育プログラムをまちづくりに組み込んで

る主体は、地域住民と行政に限らず、ＮＰＯ、ボランティア、

いる。まちづくり篠山は観光産業の活性化とまちなみ保全を住

企業、専門家など多様化し、数多くのアクターが、地域を舞台

民や事業者との連携によって一体的に行い、鉱石の道は近代産

として活躍する。

業遺産である鉱山施設の保全活用と体験型観光を生野、朝来、

交流と連携のプロセスやタイプも多様なものがある。まず基
本は＜人や組織の連携＞である。そもそもまちづくりは人と人

明延の３町が連携して構想するもので、いずれも地域の特性を
活かした交流・連携である。

との出会いから始まるが、ここで、活動が行われる地域そのも

三つ目は、交流や連携を育てるしくみやしかけに着目して

のに注目し、地域と地域が交流・連携すると捉えるのが＜地域

いる。醍醐コミュニティバスは市民共同方式によるわが国初の

の連携＞である。地域間の連携には、阪神大震災の復興まちづ

自立的公共交通システムであり、大宇陀まち歩きナビは歩行者

くり協議会が連絡会を組織したように、悩みを共有する同タイ

ITS を活用した観光・まちおこしの技術である。西脇市の日替

プの地域間交流もあれば、農村と都市の交流のように、異なる

わりシェフのレストランでは素人でも参加できるシェフと客の

特徴をもつ地域での相互の特色を補完しあう関係もある。さら

交流によって波及効果をあげ、わがまちを語る会はまちづくり

に人と組織、地域の連携が進むなかから、＜ことの連携＞が生

団体が相互に交流する機会をつくるイベントとして実施されて

まれる。まちづくりのテーマ、つまりことがらが次々に展開し

いる。

ていき、連鎖的に活動が持続し、あるいは、異なる地域で同時
に連携した活動が行われる。このように、これからのまちづく
りは、どのような形にせよ連携なくしては成り立たないといえ、
この延長上に、地域社会を共同で統治していくコミュニティガ
2
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これらの多彩な交流と連携の事例に学ぶところは大きく、そ
してより大きな可能性がそこにある。

現代 GP・大阪大学「リノベーションまちづくりデ

践的デザイン技術の養成
３ 地域社会における多様な人々の存在に対する理解とコミュ

ザイナーの養成」
新田保次

ニケーション力・まちづくり活動参加・参画意欲の向上

（大阪大学）
PBL(Project Based Learning) と融合教育
はじめに
「リノベーションまちづくりデザイナーの養成」は、文部科

本プログラムの進め方の特徴に、以下に示す PBL と融合教
育がある。

学省が募集した平成 16 年度現代的教育ニーズ取組支援プログ

１ 各地域固有の重要課題の抽出を行い、持続可能なまちづく

ラムの「地域活性化への貢献」分野において採択された。本稿

りを指向した地域デザインを、PBL 方式により実施する。

において、本プログラムの概要を紹介する。

２ 4 つの融合教育を実施する。受講生の融合（学生と社会人）、
講師陣の融合（教員と社会人技術者）、学問の融合（文系

ふたつの背景

と理系）、さらに受講生・講師陣と市民の融合 ( 学と市民 )。

現在、地域では活性化をめざした様々なまちづくりの取組が

そして、千里ニュータウンをケーススタディ地域として、

行われている。駅舎や道路などのバリアフリー化による福祉の

３つのプロジェクト (「福祉のまちづくり ( ﾘｰﾀﾞｰ：土木・

まちづくり、車からの排出ガスやエネルギーの削減を目指した

飯田助教授 )」「環境共生まちづくり ( ﾘｰﾀﾞｰ：環境・澤木

環境保全型まちづくり、商業活性化をねらった市街地活性のま

教授 )」「コミュニティ活性化プロジェクト ( ﾘｰﾀﾞｰ：建築・

ちづくりなど、多様である。しかし、地域においてはこのよう

吉村助教授 )」を立ち上げ、教育目標の達成を目指している。

な課題に総合的に取り組む必要があるにもかかわらず、個別に

各プロジェクトにおいては、「かたち」「こころ」「しくみ」

取り組まれているのが現状である。この原因の一つには、この

に関するデザインがセットで求められる。

ような総合的な課題にアプローチできる技術者が養成されてい
ないところにある。地域のまちづくり課題に総合的・統合的に
取り組める人材養成の必要性が一つの背景である。
もう一つの背景は、本教育プログラムの実践場所として千

来年度の予定
本プログラムは、平成 16 年度から 3 年間にわたり実施され
る。今年度は 11 月から試行授業としてスタートしたところ、

里ニュータウンを選んだことにある。大阪大学吹田キャンパス

当初予想の倍の 65 名 ( うち社会人 30 名 ) の受講があり、期待

は、日本で最初の大規模ニュータウンである「千里ニュータウ

の強さを感じている。来年度からは、工学研究科において大学

ン」に近接して立地している。すでに完成後 40 年近くが経過し、

院博士前期通年 4 単位科目として正式に発足する。工学研究科

今では ｢ 千里オールドタウン ｣ と揶揄されるように、様々な問

土木、建築、環境工学専攻の計画系の教員を主体に、人間科学

題が生じている。千里ニュータウンに近接する大阪大学として、

研究科、文学研究科、国際公共政策研究科の教員、社会人専門家、

地域の活性化に教育・研究を通じて貢献することは、｢ 地域に

市民当事者などの協力を得て講師陣を構成し、受講生 40 名程

生き、世界に伸びる ｣ 本学にとって意義深い、と感じた点がふ

度の規模で実施予定である。

たつ目の背景である。

三つのねらい
本授業では、大阪大学大学院学生と社会人を対象に、既成市
街地の活性化をめざしたまちづくりに総合的に貢献でき、市民
に信頼される人材の育成を目的に、本学教員に加え、地域社会
の人的資源（自治体職員・コンサルタントなどの専門家ならび
に市民団体の構成員、一般住民など）を活用した融合教育プロ
グラムを実施する。主な教育目標は、以下の通りである。
１ まちづくり 3 要素「かたち」「こころ」「しくみ」の理解と

バリアフリーチェック

デザイン技術の修得
２ 既成市街地を対象にした持続可能なまちづくりのための実
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選択により個性・特色として緩やかに展開される。

宝塚造形芸術大学のブランド戦略
李暎一
（宝塚造形芸術大学）

①世界的研究・教育拠点
②高度専門職業人養成
③幅広い職業人養成

宝塚造形芸術大学 大学院サテライトは、大阪の中心地

④総合的教養教育

梅田に 2003 年オープンした。梅田は JR、阪急、阪神、

⑤特定の専門的分野 ( 芸術、体育等 ) の教育・研究

地下鉄などが集中する交通の要所として JR 大阪駅改造

⑥地域の生涯学習機会の拠点

計画・西梅田・梅田北ヤードなど駅周辺の都市再開発が

⑦社会貢献機能（地域貢献、産学官連携等）

次々と行われ、大阪の将来を決定付ける重要な地域であ

現在、梅田サテライトはこれらの３つの内容から働き

る。このような利点を狙って他にも大学院サテライトと

ながら高度の専門的知識と技術を身につけようとする社

して梅田及びその近辺に進出した大学は数多くあるが、

会人を対象に社会人大学院と専門職大学院をメインにし

それらの大学はみんなビルの一部を借りている。なぜ、

ているが、今後の社会的状況によってはさらに新しい内

宝塚造形芸術大学だけが持ちビルとしていち早く梅田に

容が加わって変わっていくと予測される。宝塚造形芸術

サテライトを設けたのか。

大学は梅田にサテライトを建てることによって近郊型と
都心型の両方の大学を持つことになった。都心型のサテ
ライトの効果は様々な地域との交流を生み出し、情報を
発信するという意味で大きく期待されている。
すなわち、サテライトでは展示や催し、交流などを通
じて知のコミュニケーションを促すような様々な仕掛け
が施されている。それは都市研究や地域貢献につながり、
大学のブランドづくりに十分役立っている。たとえば、
大阪市立大学と連携して行っている「芸術都市キタを考
える」の連続シンポジウムは、サテライトなしでは考え
られなかったことである。このシンポジウムの特徴は、

それは、高等教育の将来像（グランドデザイン）を見
込み、宝塚造形芸術大学の強い個性と特色を出そうとす
1)

大学と都市は運命共同体という認識で

この地域が芸術

的・創造的な活動やビジネスが活発に行われる場所、才

るブランド戦略に基づいている。高等教育の将来像 に

能のある若者がこの地域に集まってくるような街にする

みられる主な内容は以下の３点である。

ための方策を探る

１ 大学全入時代
18 歳人口の減少に伴い入学者が漸減し、平成 19（2007）

ことが目的となっている。

最後に、大学院サテライトのブランド戦略において最
も重きを置いている建物のデザインは、持ちビルだから

年には大学・短大への進学希望者全員が入学できる「大学全

出来る個性的なものにしている。建築デザインのコンセ

入時代」に突入すると予想されている。そういう時代に備え

プトは 21 世紀を象徴するものとして建築と映像のコラ

て大学は社会のニーズや学問の発展に柔軟に対応していくこ

ボレーションを計ったものである。柔らかいガラスの包

とが要求される

まれた建築は、安藤忠雄の設計によるもので、LED（発

２ ユニバーサル・アクセス
高等教育についての量的側面での需要はほぼ充足されてき
てこれ以上進学率の大幅な拡大は見込めない状態である。そ

光ダイオード）を使った光のインスタレーションはアメ
リカのアーティストのジェームス・タレルによるもので
ある。建築のヴォリュームを表わしている

のために社会人等を含めた多様な学習者の需要に対して誰も

光のインスタレーションは様々に変化し、知のランド

がいつでも自らの選択により適切に学べる学習機会に着目し

マークとして情報を発信する都市のステーション的な意

た「ユニバーサル・アクセス」の実現が重要な課題である。

味を帯びている。

３ 大学の個性・特色の明確化
「知識基盤社会 knowledge-based society」の新時代におい
て高等教育は、個性や特色を一層明確にする必要があるが、
大学においては全体として以下の７つの機能が各大学ごとの
4
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1) 我が国の高等教育の将来像、 中央教育審議会 中間報告、 2004.12.20

淡路島の農漁村地域における地域連携演習の試み
斉藤庸平
（兵庫県立大学・兵庫県立淡路景観園芸学校）

取組みを始めて２年、沿川の住民の修景への関心が徐々に醸
成されて いることを受け、次のステップに進めることとした。
近所の高齢者の方のいこいの場となっている幅２ｍ程度の小さ
な橋（中道橋）を対象に、橋の両側に１ｍ程の空間を広げ緑化

地元に密着したプロジェクト型地域連携演習

と憩いのスペースを作る計画立案を始めた。自動車が通るたび

我が校では、モットーである「地域に即した実践的教育」に

に欄干にへばりつくような状態で危険であったためである。暫

沿って、地元淡路島の市町をフィールドに地域の課題について

定緑化での経験が活かされ、河川土木技術面では町役場建設課

住民と連携して解決策を考える演習を試みている。演習を通し

の職員が、デザイン面では学生と連携をとりながら計画立案を

て地域づくりに貢献するもので、現実性を帯びている。学生は、

進めた。またマネージメント面での検討もおこなった。もとも

この過程をとおして地域づくりにおいて人と自然との関係性を

と学生や若手職員の勝手連的な提案であり、この段階では直ぐ

取り戻すことの大切さや住民に伝え理解を得るプロセスの重要

に予算をつけてくれる雰囲気は、町の上層部や町議会には皆無

性を実感を持って体得することとなる。住民の前で成果発表す

だった。そこで資金面でも自分たちで確保との発想で、具体的

る機会を設けているので、「内容が甘ければ遠慮なく批判され

には整備助成賞金が付くデザインコンテスト（緑のデザイン賞）

るし、優れていれば関心を持って聞いてくれる」（卯月・都市

に応募してその入賞賞金により実施することとした。学生達は、

計画 212）という厳しい評価に晒される。農漁業を中心とする

夏休み徹夜して作業を進めた。幸い入賞することができ、具体

いわゆる地縁コミュニティが残る閉鎖的な地域が多い。こうし

的に整備する段階へ進めた。実際には資金的にコンぺの賞金だ

た地域では、地域に入りをつくること事態が大変であるが、一

けではやや不足という問題が生じたが、若手職員に加え課長ク

旦軌道にのれば意志疎通が早く事業実現の道も開かれることが

ラスの活躍で町長や議会の理解を得ることが出来き不足分を提

分かった。地元が切実に感じている課題や問題も理解できた。

供してくれることとなった。こうして中道橋の緑化空間が完成した。

演習の事例紹介

現在、茶間川橋の竹飾り活動は５回を数え先輩から後輩に受

身近な河川空間の環境整備をテーマとした演習事例を紹介

け継がれ、まちの恒例行事となっている。さらに続けたことか

する。人口約 7,000 人強の漁業の町、淡路町の中心を流れる茶

ら当初、計画に反対した中道橋近隣の住民有志が除々に理解し

間川（県管理２級河川）は、コンクリート３面張、汚く少ない

てくれ、今では緑化空間を主体的に管理してくれるまでに至っ

水、ゴミ捨場という状況であった。この茶間川を魅力的な空間

ている。

へ改善することがテーマとなった。町役場も住民も関心がなく、

この演習の教訓

町の施策としてあったわけではない。学生達が川の潜在的な魅

２年間にまたがる長期演習となったが、発想から計画展開、

力に気づき提起したものである。当初、発表会を開催したとき

事業の実施までのプロセスが体験できた手応えは大きかったと

の住民の反応は冷たいもので、そんなのにお金を使うのなら道

考える。参加した学生達は例外なくその地域が好きになる。地

路を直せが感想であった。これに対して好意的に反応してくれ

域づくりの原点であろう。また若者の流失が続く農漁村地域で

たのが町役場の若手職員だった。いきなり住民との連携ではな

は、外部の若者が熱心に自分達の地域のことを考えてくれるこ

く教員学生、若手職員による連携活動から始めた。

とが大いなる励みになり、まちづくりが活性化する。地域連携

現況調査、事例収集、古老ヒアリングなど勉強を進めるうち

演習の全てが今回のようにいくわけではないが、地元の方と共

に学生の一人から具体な活動をしようという提案があり、実現

に考え悩み、解決策を探ることは、地元にも学生にもよい影響

可能な「河川の要、橋を修景緑化する」方針を確認した。商店

を与えてくれるようである。新市への移行を契機にこれらの経

街に近い橋 ( 茶間川橋 ) を選び年末、年始の２週間の期間限定

験を活かし、本格的な地域連携を展開する方向で検討している。

で橋の欄干を竹で修景した。暫定修景の手法は、活動に無理が
なく比して啓発的な効果が高く大変有効であった。実際に修景
した結果を見せることの効果は大きく住民の関心を得た。さら
に自主的に修景活動を手伝ってくれた住民もいた。このように
住民にも概ね好評だったが、直ぐに次の段階に進めずもう１年
続けた。古いコミュニティが残る漁村集落では、新しい試みを
簡単に受け入れる素地はなくゆっくり進める必要があった。

【地元住民・若手行政職員と橋の修景を行う学生たち】
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ェネレーションギャップの解消」というおよそ学問とは思えない

尼崎の中心市街地における産学連携
北村

仁

（株式会社ティー・エム・オー尼崎）

次元からのスタートとなった。５月に「スタートアップ・キャン
ペーン 磨けば光る商店街」と題して「産学連携お掃除大会」と「懇
親会」を開催したが額に汗してシャッターやモニュメントの清掃

まちづくり機関の誕生

に勤しみ、汗をかいたあとのビールを飲み干す「我が子や孫世代」

平成 12 年度、「大規模小売店舗法 ( 大店法 )」が「大規模小売

の一挙手一投足にただただ感嘆するばかりの面々と、早くもうち

店舗立地法」に衣替えとなり ､ これに伴う措置として「中心市街

とける人たちと明暗がクッキリ描かれ、このコントラストが商業

地活性化法」が整備された。この法の趣旨に則り各自治体では各

団体ごと大学ごとに投影されたままに一年目が終わろうとしている。

市の中に中心市街地を定め、活性化方策を策定、その方策の実施

奇想天外なイベント

機関として「TMO( タウン・マネジメント・オーガニゼーション

４大学との共同研究を実施する上で、どうしても学生と商業

の略 )」を設置した。その数現在およそ 300 件。第三セクター方

者が集う「場」の必要性が議論され平成 16 年８月１日に三和本

式が約 100 社、残りが商工会議所内に機関設置されている。

通商店街に「交流ひろば・MiA ステイション」を商業団体の資金

尼崎市の場合は、平成 14、15 年の「阪神タイガースフィーバー」

負担でオープンした。空き店舗率が急速に増した商店街の一角に

で早々と自前の「優勝マジックナンバー」を勝手に点灯させてマ

約十坪ほどのスペースであるが、学生の成果発表や空き店舗実験

スコミの話題をさらい「阪神タスイガース地元商店街」の名を全

などの多目的活用がはかれるスペースとして有効に活用されるよ

国に轟かせた、あの阪神尼崎駅北側に広がる駅前商店街を中心と

うになった。

した約 80ha のエリアを「中心市街地」と定めた。駅北東に広が

日頃コンビニエンスストアやデパート、スーパーでの買物し

るシティーホテルを中心とした駅前再開発のモダンなスペースと

か知らない学生たちからの商店街・市場はいわばワンダーランド

駅西側に広がる 15 もの商業団体、約 600 の店舗を有する一大商

であり、「商店街・市場の個々店はそれだけでパビリオン」とい

業ゾーンからなる新旧二つの街が隣接して存在しているエリアで

う斬新な提案のもと、このスペースを活用し一週間にわたってイ

ある。このエリアのまちづくりを担う機関として、法施行以前か

ベントを繰り広げた。市場では「学生がご飯を空き店舗で炊いて、

ら地元の商業団体が独自に「尼崎中央・三和・出屋敷まちづくり

各店舗で丼の具を調理、ご飯の入った丼をお客さんが手に持って

株式会社」を設立していた経緯もあり、この会社に尼崎市、尼崎

お気に入りの店に具を買いにいき、空き店舗周辺に置かれたテー

商工会議所が出資することで平成 14 年度に「株式会社ティー・

ブルで召しあがっていただく」という奇想天外なイベントも出現

エム・オー尼崎」として改組、法に基づくまちづくり機関となった。

したが、商店主たちからは「丼持って歩いてくれるお客さんなん

関西４大学と地域活性化に関する共同研究

かいない」という猛反対があった。大激論の末、イベントは実施

しかしながらピーク時に人口 55 万人を擁し、まさに高度成長

され、成功に導くなど、コミュニケーションの密なるがゆえの成

を支えた「工都・尼崎」の衣食を賄い、その商圏を阪神間全域に

功事例といえる。

まで広げ、エリア内に一大歓楽街も抱えた街では「超広域商圏相

あと二年間への期待

手の大商い」体験をベースにした「過去の栄光シンドローム」か

従来、商業者は道行く人たちを「消費者」という概念でのみ

らの脱却は難しく、全国各地の商店街や市場が衰退するプロセ

捉え、地域住民は商店街、市場を「古臭い売場」として捉えると

スの中で ､ 高度成長期を終えて以降様々な模索を繰り広げてきた

いう非常に一元的な関係論のなかでしか捉えることのできなかっ

が、現実がなかなか直視できない状態が続いてきた。

たこの街が「学生」との関係を成立させていくプロセスの中で、

そうした中、平成 16 年度から三年計画で「当社と関西４大学

消費者ではなく「学生」「地域住民」「ボランティア」といった本

との地域活性化に関する共同研究」が尼崎市に提起された。参加

来多元的である人格を正しく認識し、多元的な関係の中で商業を

大学は、関西学院大学、関西大学、流通科学大学、甲南大学の関

論じることで「まちづくり」が進展し、結果として商業振興につ

西の４私学である。テーマとして取り上げたのは①「阪神タイガ

ながるのだという認識にいたりつつある。遅きに失した意識であ

ース地元商店街の地歩を一層強化するための阪神タイガースグッズ

るかも知れないが、この巨大なダウンタウン型商業地域が、本当

の製作」②急速に空き店舗率が増加した「三和地区 ( 三和本通商

の意味で「地域のなかで生存し、まちづくりのフィールドとして

店街・新三和商店街・三和市場 )＝約 230 店舗」
の活性化策の 2 つで、

機能し始める」ことができれば、まさに中心市街地として再生を

①を甲南大学に②を他の３大学に商業団体別に振り分けて 3 商業

果たすこととなる。このことが、学生との連携を端緒としてより

団体毎の特色の抽出と個別の活性化策の共同研究がスタートした。

大きなウネリとなってこの街を席巻し始めていることは、あとの

地域別のコントラスト

二年間への期待感として展望され始めている。

三年計画の初年度であることから、最初にすべきことは「ジ
6
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彩都で展開する「未来の学校」プロジェクト

「未来の学校」2004 及び 2005 について
彩都の周辺には大阪大学や国立循環器病センターあるいは

～まちづくりは人づくり～
森田正典
( 彩都建設推進協議会）

千里ライフサイエンスセンターといった機関が立地しており、
これらを背景にまちびらきした西部地区には、「いのちの科学・
人間が幸せになるためのサイエンス」の実現を目指して、ライ

新しい生命（いのち）の都市“彩都”の誕生！
平成 16 年春、新しく入居された人々の息吹が吹き込まれ、
茨木と箕面にまたがる緑豊かな地に、国際文化公園都市 彩都
が産声をあげました。
彩都は、西部・中部・東部の３地区からなり、計画全体の面

フサイエンスパークを整備しています。また、中部地区には自
然環境豊かな里山が残っています。
このような環境を活かし、2004「未来の学校」では、中部
の里山を主な舞台として、色彩体温（国際交流をテーマに６カ
国の教室を設けて言葉や文化を学ぶプログラム。色彩とは、肌、

積は甲子園球場の約 180 倍、約 743ha のスケールを誇るプロ

瞳、髪の色といった違いであり、体温とはその違いを大きく包

ジェクトです。自然と調和するアメニティ豊かな住環境を整備

み込む自然のぬくもりを意味します。）、The Piece（自然とＩ

するとともに、中央部に約 66ha の国際文化施設地区を配置し、

Ｔのコラボレーションをコンセプトに情報機器を野外学習の道

国際交流、学術文化、研究開発という都市の未来機能を組み込

具として使用する未来型オリエンテーリング）、環境造形ワー

んだ複合機能都市の実現を目指しています。

クショップ（アーティストと子どものコラボレーションによる

まちびらきしたエリアは、西部地区の一部ですが、４月 25

ものづくりの楽しさを探求）、といった３つのプログラムを夏

日には記念式典を実施し、住民代表として彩都西小学校の生徒

休みを主に実施し、千人を超える参加をいただくなど大変好評

達が高らかに「まちびらき宣言」を行い、大阪府知事ほかたく

のうちに終えました。この成功を継続発展させるべく、2005 は、

さんのご来賓の方々にテープカットをしていただきました。

西部地区の特性を活かした生命科学と中部地区を想定した地球
環境という２つのテーマを軸に企画中です。

彩都では提供されたハードをそのまま受け入れるだけでは
なく、住む人とともに創りこんでいく、住む人々が自分のまち
を自分でつくり、育てていく、そして、人とともに成長してい

彩都から全国へ～まちづくりが日本を再生～

くまち、そんなまちづくりを目指しています。そこでは、ハー

21 世紀は「知の世紀」と位置づけられ、軍事や経済といっ

ドとソフトを織り交ぜたまちづくり、グッド･ミックスが大切

た 力 ではなく、文化や歴史といった 魅力 が世の中を動

と考えています。

かすといわれています。特に資源のない日本では、その「知」
の基盤をつくる教育、次世代育成は最重要テーマであり、日本

教育をまちづくりの中枢に据える新たな取組み

の歴史や文化を知り、国際的な教養を身につけた魅力的な日本

彩都で展開しているのが、教育、次世代育成です。従前のハ

人を増やすときを迎えています。自分の故郷や好きになった地

ード整備に終始したまちづくりには、本来その主人公である住

域を豊かにするために学んだ知識や技術を生かす、というよう

民が地域コミュニティを育み、地域の魅力を形成していく仕組

な教育のあり方が意識されれば、地域社会は教育の重責を担う

みが用意されていませんでした。そうした反省に立ち、彩都で

１プレーヤーとなれるでしょう。そのトリガーとして、「未来

は、「まちづくりは人づくり」をキャッチフレーズの一つとし

の学校」を展開しながら、彩都という新しいまちを子ども達と

ています。教育とは伝達でなく感動を与えること、まちづくり

ともに成長させていきたいと考えています。そして、こうした

とは子どもに夢を与えること、子孫にまちの誇りを残すこと、

グッド・ミックスが各地で興れば、まちづくりが教育新生を、

ともいわれます。教育とまちづくりというこの２本の糸を糾い

ひいては日本再生の切り札となることも夢ではなくなるのでは

ながらまちづくりを進めていきます。言い換えれば、現住民で

ないでしょうか。

あり未来からの大使である子ども達に、夢や感動を与える教育
事業をまちづくりの一環として実施する、教育をまちづくりの
中枢に据えた新たな取組みに挑戦しているのです。
2005/2

関西支部だより

7

タログ販売事業を展開している。また、古くから栄え、

観光・産業と歴史・文化によるまちづくり
森口

壽昭

（篠山市産業経済部商工観光課）

発展してきた ｢ ものづくり ｣ の文化を中心市街地に集約
し、観光客等に効果的な PR・展示を行う新たな立ち寄
りスポットとして ｢ デカンショハウス ｣ を整備し、新し

篠山市は、兵庫県の中東部に位置し、京都府、大阪府

い篠山の情報発信基地となっている。

に接し、京阪神都市圏から 40 〜 50km の距離にあり、
｢ 都市に近い田舎 ｣ として魅力ある街である。観光につ
いては、従前より市、市民、観光団体等をあげて振興に
努めており、｢ デカンショ祭 ｣、｢ 丹波黒大豆 ｣、｢ 丹波
立杭焼 ｣ 等の全国ブランドと相まって順調に成果を上げ
ている。市は、｢ 観光振興と市民生活の両立 ｣ を観光振
興の基本方針としており、市民、観光協会、商工団体、
TMO 等と一体となって各種観光イベントを開催し、観
光客の誘致を積極的に進めている。

デカンショハウス整備事業「まちづくり工房風花

全国ブランドとして定着している ｢ デカンショ祭 ｣、｢

篠山の城下町は、慶長 14 年（1609）の篠山城築城と

丹波黒大豆 ｣、｢ 丹波立杭焼 ｣ の一層の浸透を図るため、

ともに整備された計画都市である。400 年近くを経た今

｢ デカンショ祭 ｣ のキャラクター作成や ｢ 丹波黒大豆 ｣

も、城を中心に武家屋敷群や妻入商家群が残され、歴史

を ｢ 黒大豆枝豆 ｣ としても販売し新たな味を創出してい

的な町並みを保存整備し地域の活性化を図るため、地域

る。また、｢ 丹波立杭焼 ｣ は、地域をあげて ｢ 陶器まつ

住民と保存手法について検討を重ねてきた。その結果、

り ｣ を開催し、｢ 日本六古窯 ｣ としての伝統のみならず、

篠山城跡（国指定史跡）を含めた約 40ha の範囲を篠山

新しい魅力の創出に努めている。

市篠山伝統的建造物群保存地区として都市計画決定する

一方で、｢ 篠山 ABC マラソン ｣、｢ 丹波焼陶器祭 ｣、｢

に至った。また、｢ 武家地や町人地の町割りなど近世城

篠山味まつり ｣ 等を市民と協力し開催するイベントは新

下町の基本構造をよく残していること、近世から近代に

しい ｢ 丹波篠山ブランド ｣ づくりとして定着しつつある。

かけての武家屋敷や商家、寺院など城下町の構成要素が

また、民間活力によるまちづくりとして、平成 14 年

よく保存されていること ｣ が評価され、2004 年 12 月

11 月に第三セクターとして、株式会社まちづくり篠山

10 日に国から重要伝統的建造物群保存地区（重伝建地区）

を設立し、平成 15 年１月に市が株式会社まちづくり篠

に選定された。

山を TMO 機関として認定した。

篠山市ではこの重伝建地区選定を受けて、今後保存地

現在の事業は、篠山市民

区住民と手を携えながら、歴史的建造物を中心に修理、

センターの管理受託・にぎ

修景事業を実施し、町並み景観の再生を図っていく予定

わい拠点施設整備事業・丹

である。そして、みんなが活き活きと暮らし、潤いと安

波篠山特産便事業・バーチ

らぎに満ちた地域を創出していきたいと考えている。

ャル商店街形成事業・特産
品カタログ販売事業・デカ
ンショハウス整備事業・ま
ちづくり通信の発行の事業
を行っている。
「丹波篠山まるごと産直市場」
カタログ創刊号

篠山は黒大豆を筆頭に特産品ブランドは全国的に名を
馳せているが、販売戦略がまちまちなことから、積極的
に売りに出るための仕組みとして、中小商店でも参加で
きる販売事業を確立させることで、地域の宝である特産
品を最大限に生かした地域活性化対策として、特産品カ
8
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河原町妻入商家群の町並み

また、「地域防災意識の高揚」も考えている。神戸か

地域に根ざした農業振興と地域づくり

ら震災の語り部を招いて学んだり、防災訓練と合わせて

―夢前町宮置地区での取組から―
衣笠

愛之

（( 有 ) 夢前夢工房）
地域農業の維持・活性化の取組

地元産物で炊き出しをするなど、なかなかほかではない
ユニークな、けれど重要な取組だと考えている。
交流による活性化に向けて

宮置地区は夢前町の南部にあり、赤松氏の本城として

農業、農空間という地元の特長を生かしながら、地元

国指定史跡となっている「置塩城跡」のある城山の麓の

の中はもとより外の多くの人たちと様々な交流活動をし

集落で、町村自治会と中村自治会の２つからなる静かで

てきた。地元から発意すれば行政も応えてくれる。また、

落ち着いた農村集落である。

活動を実施していると、地域の人もボランティアで手伝

しかし都市化の波、高齢化、後継者不足などのため、

ってくれるようになる。アンケートをとり成果を聞いた

農業従事者の高齢化、放棄田の増加などが徐々に問題と

りしていると、８割の人がきれいになったと言ってくれ

なってきていた。地域農業を維持するため、遊休農地や

ており、活動の輪が広がりつつある。また、外部の人と

放棄田を借り上げて集約農業を進めていく中で、平成６

の交流の中でお互いに改めて気づいたり考えさせられた

年には特定農業生産法人を立ち上げた。現在、地域から

り学ぶことがたくさんある。

借り上げている農地は約 30ha で、活動を始めた当初の
0.4ha から比べると 100 倍近くになっている。

こうした経験の積み重ねが、地域への愛着を育て、担
い手を育て、交流の輪を育ててくれる。新たなことに取

大規模水田農業とともに、白い花の咲くそば畑、春の

り組むのは勇気がいるし失敗は必ずあるが、それを次の

菜の花など、季節が感じられる景観農業にも取り組んで

取組に活かしていく姿勢が重要で、今後も地域づくりに

いる。また田圃を持っていない人にも収穫する喜びを味

チャレンジし続けたい。

わってもらうための「生き甲斐農園」、地元産の野菜を
売る場所として手作りでコンテナ販売所「夢市場」を設
置した。今では地域でのちょっとした交流の場所にもな
っている。
農業への理解を深める取組
農業への理解を深め、農業を通じて自然を大切にする
気持ちを育てるためには、子供たちを巻き込んだ取組が
必要と考え、６年前から小学校の２年生と５年生を対象
にした米作り体験に取り組んでいる。また、地元の全校
生徒が参加する収穫祭や幼稚園の子供たちの泥遊びなど
をしている。そのほか、環境を学ぶ学生の農業体験、無

毎年行う地元小学校（２年生、５年生）の米作り体験

農薬栽培などについての海外研修生の受け入れなど、農
業理解を深める取組も行っている。
地域づくりの取組
地域づくりの取り組みとして「花いっぱい活動」に取
り組んでいる。県道や町道、河川の土手などの草刈りを
して芝桜を植えるもので、ボランティアだけではなく地
元集落の自治会とも共同で、住民の手作りで花壇づくり
から植え付けまでを行った。河川土手の花壇でいっせい
に花が咲くととてもきれいである。材料などは県の補助
（花いっぱいモデル事業）を受けて実施しており、現在
２年目としてさらに花壇を広げていこうとしている。

集落自治会と共同で花壇の植え付け
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付けや里山管理に参加し、住民と交流を行っている。

加美町・岩座神の棚田・景観・交流
山崎寿一
（神戸大学）

地域外からの人が集落に入る場合、ある段階ではよそ
者がはいってくるということで、集落は排他的になる。
しかし外からの人を客として、友人として認識しだすと、

兵庫県の北播磨地域・加美町に岩座神（いさりがみ）

集落は人をもてなすようになる。都市から岩座神の美し

という２１戸の小集落がある。この集落は、千ヶ峰の山

い景観を求めて人がくるのだから、掃除でもして迎えよ

裾、標高 270 〜 400m の山腹に立地し、斜面に築かれ

う。お客さんがきたら、声をかけ、多少なりとももてな

た棚田の枚数は 334 枚 ( 約 11ha) に及ぶ。棚田の起源は

そう。このような岩座神の人々の優しさが都市交流を支

定かではないが、約 700 年前に地場産の石材を用いて作

えている。現在の岩座神では、伝統的な集落行事に加え、

られたとも伝えられ、「寺勾配」と呼ばれる石積みの反

田園生活と景観保全を柱とする交流行事が組み合わさっ

り返りの曲線が美しい。この小さな山間の集落では、棚

た新たな生活の暦が地域に根付きつつあり、棚田保全を

田集落の生活文化、景観を活かした多様な交流、地域活

柱とする総合的な里作りがさらに進められている。

性化の取り組みが展開され、高齢化が進む中、元気な地
域社会を維持している。
岩座神の里づくり、都市交流は、1970 年代後半から
段階的に発展し、現在に至っている。1975 年に集落の
若者を中心に結成された「仁王会」、「むらの名物・自慢
づくり運動」、さらに「棚田保存会」、都市からの「棚田
交流人」へと展開し、さらに 2002 年には「岩座神棚田
の里づくり協定」が締結され、滞在型市民農園「クライ
ンガルテン岩座神」もオープンしている。
岩座神の棚田は、1999 年 7 月に農水省の「日本の棚
田百選」に選ばれ、同年 12 月兵庫県で 12 番目の景観

村の中ほどからの棚田景観

形成地区 ( 農村としては初めて ) の指定を受けている。
岩座神では、人々の暮らしと棚田・里山の一体となった
景観を守ろうと、棚田オーナー制度を始め、さまざまな
取り組みが行われている。このように集落内部の内発的
な里作りが、町・県の農村整備・地域活性化の行政メニ
ューと連動し、さらに都市とも連携した交流のプログラ
ムと環境整備が進められている。
棚田景観の保全に繋がる地域起こしや都市農村交流、
農地整備、景観整備がこの数年の間に集約的に事業化し、
公共投資は数億円と言われている。いささか過剰とも思

棚田オーナー制度

えるが、さまざまな努力によって、この地域に元気がで
ていることは確かである。最大の成果は、高齢化が進む
集落の居住者が、農業を継続し、農地を守り、里山を維
持することの意義を再発見し、奮起しだした点にある。
棚田オーナーも、クラインガルテン居住者も棚田の維
持・保全、都市・農村交流の輪に参加し、大学も関わっ
ている。神戸大学名誉教授の津川兵衛先生は、ひと味違
う都市農村交流を実践してきた。津川教授は、棚田の地
盤保持の研究でこの地に入られ、研究室の院生が町の嘱
託としてこの地に住みついて万年草による棚田保全の研
究をしたり、大学院の授業・演習で学生が万年草の植え
10
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クラインガルテン岩座神

の明延、選鉱の神子畑、明治の本部施設をもった生野と

「鉱石の道」で結ばれる地域の連携

いうように異なる役割をもち、産業遺産においても互い

－産業遺産の保存と活用を考える－
足立裕司（神戸大学）

に補完する関係をもっている。観光化にとっても、かつ

中江

ては実際に行き来があったルートだけに、日本各地の鉱

研（神戸大学）

山で試みられている鉱山観光とはひと味違ったところが
神戸大学建築史研究室では数年前から鉱山の町、生野

アピールできそうである。

の調査を行っている。生野町は、古くは幕府直轄の銀山

一方、問題も山積している。ひとつは、これら３地区

の町として栄え、近代に入ってからは全国的な鉱山開発

を結びつけてきたトロッコ道が閉山とともに廃止され

の拠点として発展してきた。明治初年にはフランス人技

た結果、空間的な繋がりを失っていることである。特に

師が町を闊歩し、全国に先駆けて近代化がなされた地で

神子畑と明延は一般道だと１時間近くかかるが、一円

もある。この官営生野鉱山の開発は、明治 11 年（1878）

電車の愛称で親しまれてきた専用のトロッコ道だとわず

以降隣の朝来町神子畑へと調査・開発が進み、明治 29

か 20 分で行き来ができる。明延地区の住民にとっては、

年（1896）に三菱鉱山に払い下げられてからは、さら

生活の足であったトロッコが観光化を機に復活すること

にその奥に位置する大屋町明延（昨年から養父市）へと

を願っている。

開発が及んだ。これら３つの地域は「鉱石の道」によっ

二つめには、基幹となる産業を失った地域を観光だけ

て互いに結びつき、鉱石だけでなく人と人との繋がりを

で活性化していくことは並大抵のことではないというこ

も形成してきた。

とである。産業遺産の保存ということでさえ、地域の熱

戦後の高度成長期のピークを過ぎ、国際的な価格競争
が始まると全国的に閉山が相次ぐことになる。この３地

意にも自ずと温度差があり、委員会と住民、行政の足並
みが一致しないところがある。

区も昭和 62 年 (1987) には閉山に追い込まれ、行政区を

現在、閉山後 20 年を経て施設の老朽化は進んでいる。

越えた連携も途切れてしまった。何よりも地域そのもの

しかし、いま残されている産業遺産を壊してしまえば、

が鉱山に大きく依存してきただけに地域の存続にかかわ

なおのこと将来が見込めなくなることも事実である。一

る事態を引き起こした。閉山当時には様々な模索があっ

部、生野の社宅、神子畑の施設では保存・活用が進んで

たと聞くが、こうした鉱山町は立地条件だけみても沿海

いるが、大きな鉱山施設産を活用していくには、もう少

部の工業地帯のような産業構造の変換は容易ではない。

し大所高所からの援助が必要となる。

私たちの研究室では、当初生野町の町並み・産業遺産

佐渡や石見、足尾など全国の鉱山町はほとんど同じよ

調査と神子畑にある旧神子畑鉱山事務舎の修復（県指定・

うな過疎化という問題を抱えており、その多くが産業遺

生野鉱山から移設）を別個に行っていたが、緊密に結び

産を通じた町の活性化をめざしている。今は本当に我慢

ついて発展してきた３地区を再度連結し、そこに新たな

比べの時期といえそうである。

可能性を見いだそうという主旨で表記のような「鉱石の
道」産業遺産活用調査委員会を結成した。１市２町から
町長をはじめとする職員や町づくりの学識経験者を含む
メンバーに集まっていただき、残された産業遺産の活用
による地域の活性化の方策を検討してきた。昨年は地域
住民の意向や産業遺産についての基礎調査を行い、本年
度は観光化を含めた実際の事業化への道筋をつけること
をめざしている。すでに観光化にむけたモデルコースの
設定や１泊２日のモニタリング・ツアー、東京でのシン
ポジウム「地域から産業遺産を考える」などを行ってき
た。
こうした活動は一地区だけでも可能であろうが、地域

深い自然のなかに立地する明延鉱山

遠くの木造建造物は昨年取り壊された

が結びつくと説得力も増す。この「鉱石の道」が地域再
生計画に取り上げてもらうことができたのもそうした連
携が評価されてのことと思われる。これら３地区は採鉱
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醍醐コミュニティバスによる地域の連携

コミュニティバスと持続可能なコミュニティ
醍醐コミュニティバスは、地域の連携によって生まれ

－わが国初の市民共同方式による公共交通－
中川

大

（京都大学）

たものであるので、単なる交通機関としてではなく、環
境・福祉・医療・教育などの視点から住みやすく魅力の
ある持続可能なコミュニティを生み出していくことが

行政に頼らない自立した公共交通
京都市伏見区醍醐地域では、住宅街や団地の多くが山
沿いの坂の上などに立地している。高齢化も進んでいる
ため、通院や買い物のための足が必要とされているが、

目的であると考えており、需要と採算を評価の基準とす
るこれまでのバス事業とは目的も発想も異なるものであ
る。
重要な視点となっているのは、まず、地域コミュニテ

既存のバスは幹線道路を走るのみで、住宅街からはバス

ィの活性化である。これまでの路線バスが入らない住宅

停まで到達することが容易ではないという状況であっ

地域をきめ細かく運行することによって、高齢者などの

た。需要と採算のみが公共交通を評価する基準となって

公共交通の利用可能性を高めるもので、英国などではペ

きたわが国においては、このように公共交通を真に必要

ネトレーション ( 浸透 ) と呼ばれて、地域交通の重要な

としているにもかかわらず提供されていない地域は、大

目標の一つとなっている考え方に基づくものである。

都市内部においても少なくない。

また、住民の自治・参画が基礎となっていることも重

醍醐地域では、バスが欲しいとの強い声を受けて、自

要な点である。従来のバス事業では計画段階から利用

治町内会連絡協議会などが中心となった「醍醐地域にコ

者の意見を直接聞くことはほとんど行われてこなかった

ミュニティバスを走らせる市民の会」が 2001 年 9 月

が、コミュニティバスは、地域住民の幅広い参加、支援

に設立された。当初は、市や交通局への要望が中心であ

の輪の広がりこそが基礎であると考えて、ルートについ

ったが、財政難のなかで行政による実現は困難と判断し

ても原案の段階から発表し、住民が主体となって運行計

て、市民の会が主体となった自主運行をめざすことにな

画を企画立案した。バス停の位置も基本的に地元の町内

った。

会が協議して決定している。バス車体やバス停のデザイ

公共交通に関する市民の活動は多くの場合、陳情型に
留まっているのに対して、この地域の活動は自立的なも

ンも醍醐在住の芸術大学教授にボランティアでお願いし
たものである。

のへと変化し、さらに、ＮＰＯのメンバーや私たち大学

このように、住民が自ら決めたバスだからこそ住民で

の研究者なども参画して、新しい仕組みを考えていくこ

支えるという自治意識が高まっており、運行経費を負担

ととなった。

する「パートナーズ」の数が運行後も増加していること
や、地域をあげての利用促進の成果として当初の予想を

市民共同方式による新しい形態
行政もバス事業者も実現は困難であるとしてきた路線
であるので運賃収入による単独採算はもちろん難しい

上回る利用者数で推移してきていることなどから、まさ
に「市民による市民のためのバス」となってきていると
言える。

が、関係主体の間でねばり強い協議を重ねて、「コミュ
ニティバスは地域全体の福利を考えればプラスになる」
との共通認識を醸成し、このバスを実現するための新し
い仕組みに関する合意を形成した。すなわち、地域の病
院、寺院、大型商業施設を始めとする地域の様々な協力
施設（中小事業所・保育園・福祉施設・医院等も含む）
が「醍醐コミュニティバスパートナーズ」として、共同
で経費を負担する方式を確立した。この方法は、バスの
運行によって地域にもたらされる便益をバス事業に還元
する新しい交通運営モデルであり、これによって従来の
考え方では成立しない路線を実現させた。運行開始は、
市民の会の発足から約２年半が経過した平成 16 年 2 月
16 日で、まもなく１周年を迎える。
12
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醍醐寺門前を運行中の醍醐コミュニティバス

大宇陀まち歩きナビゲーション
―歩行者 ITS のまちおこしへの活用―
内田

敬

（大阪市立大学）
ＩＴのまちおこしへの活用は「地域ＩＴＳ」などと称
して期待されているものの、未だ答えが見出されたとは
言い難い。一方、携帯電話の飛躍的な普及と高機能化は、
個人が高機能情報処理機器を常時携帯するという社会を
もたらした。この環境を活かして徒歩を対象とすること
で、ＩＴＳとまちおこしの相乗的な伸展を狙った取り組

松山地区のまちなみと電子案内板を貼付した道標

みを紹介する。
対象地区：奈良県大宇陀町松山地区
大和高原の旧伊勢街道沿いに位置する松山地区は、近
世より薬種、宇陀紙、吉野葛を主産品とする商業で発展
し、「松山千軒」と呼ばれる活況を呈していた。明治以
降も行政、金融経済の中心として繁栄していたが、その
後モータリゼーションが逆風となって、経済的には衰微
してしまった。しかしそのお蔭 (?) で、歴史的まちなみ
が残っている。そこで「重要伝統的建造物群保存地区」
選定を目標として、
「街なみ環境整備事業」（H.11 年度〜）
などが実施されている。伝建予定地区は南北約 1.5km、
東西約 300m であり、保存対象候補（第 2 次大戦以前に
建築されたと推定される建築物）が約 200 軒（地区内建
築物の約半数）存在する。
大宇陀まち歩きナビゲーションシステム
松山地区での歩行者ＩＴＳ（大宇陀まち歩きナビ）導

大宇蛇まちナビ対象エリア（リーフレット抜粋）

入目的は、まちなみ散策を安心して（道に迷わない）、

とに 2 〜 4 枚）している。ＰＤＡは町の施設（まちづく

満喫してもらう（知的欲求に応える）ことにある。同じ

りセンター、道の駅）で無料貸出している（年中無休）。

目的を持つ取り組みには、道標・案内板の整備やボラン

施設案内などのコンテンツ作成にはボランティアガイド

ティアガイドによる案内が以前よりあるが、財政的な制

資料などを活用した。なお、ＩＴシステムが遊離しない

約も大きく十分ではない。従って大宇陀まち歩きナビは、

ように、勧誘・便覧のための印刷物（リーフレット）も

大宇陀町（人口９千人弱）の規模でも導入・維持可能で

作成・配布している。

あって、既存の取り組みと連携・補完するものとした。

取り組みの現状は、しかけとしてのまち歩きナビシス

2004 年 5 月より運用開始した現システムは、利用者

テムがそれなりに動くことを確認した段階にある。シス

が持ち歩く情報機器（ＰＤＡ）と、街角に設置した電子

テム面では、ＰＤＡに代えて携帯電話を利用者端末とす

案内板からなる。電子案内板には非接触 IC が内蔵されて

る改良を予定している。しかし、これを基盤としたまち

いて、これにＰＤＡをかざすと、道案内や施設案内のた

おこし活動の具体化はこれからの課題である。会員諸氏

めの情報がダウンロードできる。電子案内板は、美観を

に実体験していただき忌憚のないご意見をいただけると

損ねないことと、設置工事費を省くため既設構造物への

幸いである。

貼付を前提として小型（35mm × 138mm）とし、小さ

＜参考文献＞内田敬 ： 人を対象とする位置特定ベース情報サービスの動向と交

さゆえの視認性の低さを補うために多数設置（交差点ご

通工学への応用可能性， 交通工学 , Vol.39, No.6, pp.31-38, 2004.

2005/2

関西支部だより

13

梅吉亭の日替わりシェフについて

旧来住家住宅・梅吉亭・情報未来館の相乗効果
小谷

真理子

（西脇市理事付まちづくり推進室）

旧来住家住宅は、土地収入で財をなし、銀行を興し発展させ
た来住梅吉氏の邸宅で、当時の最高級の用材と最高の技術を用
いて建てられた大正時代の高級民家です。御遺族から「まちづ

西脇市は兵庫県のほぼ中央に位置し、東経 135 度と北緯 35

くりに活かしてほしい」と平成 13 年に市へ寄附され、平成 15

度が交差する日本の中心地、「日本のへそ」として広く内外に

年 5 月から一般公開し、見学（無料）や部屋の利用ができ、地

向けて自己主張を行い、ふるさとづくりを積極的に進めていま

域のサロン的存在としても定着しつつあります。梅吉亭は家主

す。

であった梅吉氏にちなんで名づけられました。

平成 15 年 3 月に西脇商工会議所を母体としたまちづくり組
織「西脇ＴＭＯ」が設立され、中心市街地の活性化を図るため、
「食」を切り口とした新しい試みのレストランの運営に取り組

梅吉亭のオープン後は旧来住家住宅の来訪者・利用者数も増
加しており、梅吉亭での食事に併せて住宅を見学したり、部屋
の利用時に梅吉亭でお茶をとるなど、相互に利用効果を高めて
います。

んでいます。
日替わりシェフシステムについて
中心市街地のほぼ中央に位置する国登録有形文化財・旧来

また、この敷地内には西脇市の基幹産業である播州織の振
興を目的とした「西脇情報未来館 21」も併設されています。

住家住宅の敷地内で、日替わりシェフのレストラン「梅吉亭」

200 年余りの伝統を誇る先染織物「播州織」の生地が色とりど

が平成 16 年６月にオープンしました。

りに店内に並んでおり、好みの生地を選びオリジナルのオーダ

西脇 TMO では、飲食店として収益だけを追求するのではな

ーシャツが作れることで地元はもとより阪神間のリピーターも

く、地域の人が個性を輝かせて活躍できる場や様々な場面で人

多く、集客の要因にもつながっています。

と人の関わりが生まれる場の提供、訪れるたびに違った楽しみ

■連携イメージ図

があり、多くの人に何度も来てもらえる店をコンセプトとし、
地域の人々が交流できる拠点をめざしています。
日替わりシェフシステムとは、調理担当者が日替わりで厨
房に立ち、自慢の腕をふるってランチやカフェを提供するシス
テムです。コーディネーターが常時、調理補助や衛生管理など
を行っているため、調理師免許等がない素人でもシェフとして
登録でき、自慢のメニューで提供することができます。主婦や
ＯＬ、仲良しグループはもちろん、男性でも活躍できる場とな
るのです。日本料理をはじめ、アジア料理、おふくろ料理や摘
菜料理など、バラエティーに富んだメニューの提供が可能とな
り、客層を広げる要素にもなっています。一般の来店者はもち
ろんのこと、シェフそれぞれの家族や友人に足を運んでもらう

中心市街地内の求心性・回遊性の向上に向け、プロが提案す

機会も増え、一人のオーナーシェフが店を切り盛りするよりも

る食の分野に素人が参入し、利益追求から少し距離をおいた新

幅広い層への波及が可能となりました。料理を提供する側もさ

たな道を切り開きました。魅力あるまちづくりという観点から、

れる側も共に楽しみ、人と人が関わるネットワークも構築され、

個性的なお店が求められていますが、既存の個店に依存するの

まちの活性化と賑わいの創出にもつながると見込んでいます。

ではなく、様々な人が関わり共感できる機会に着目し、新しい

■配置図

道へと TMO 独自で進み出したことは多くの注目を集めていま
す。今後は、生きがいをもって活躍できるシェフが地域からも
多く育ち、経験をもとに中心市街地内に独立店舗を構える人が
でてくれば、また新たな可能性へとつながっていくことでしょ
う。
＜ホームページアドレス＞
●梅吉亭 http://www.umekichi-tmo.jp/umekichitei/
●旧来住家住宅 http://www.city.nishiwaki.hyogo.jp/n_power/kishi/Toppage.htm ｌ
●西脇市中心市街地活性化事業http://www.city.nishiwaki.hyogo.jp/n_power/index.html
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「わがまちを語る会 ～こうべ楽座＆夜市～」について

議会、ふれあいのまちづくり協議会、自治会など 21 の

井垣昭人

地域団体とまちづくりの専門家や行政関係者など総勢約

( 神戸市市民参画推進局市民活動支援課 )

90 名が集まり、会は進行した。プログラムは以下のと
おりである。
１．挨拶・進行説明

＜ 10 分＞

２．参加団体紹介

＜ 30 分＞

活動が活発に行われてきた。先の阪神・淡路大震災にお

３．楽座（ワークショップ）

＜ 60 分＞

いても、救助活動、普及や復興に至る様々な段階で、ま

４．報告・意見交換・まとめ

＜ 50 分＞

ちづくり協議会など地域の活動団体の果たした役割は大

５．夜市

＜ 120 分＞

背景
これまで神戸では、様々な地域で、多彩なまちづくり

きく、改めて地域コミュニティの存在やその活動の活性

「わがまち」の地域づくりの悩みや解決方法について

化の必要性が認識された。このことは、先日相次いで発

語り合うワークショップ「楽座」、直産野菜やクラフト

生した、台風 23 号による水害、新潟中越震災においても、

製品などの地域の逸品の紹介・販売と参加された地域団

地域コミュニティの重要性がマスコミ等で繰り返し取り

体ゆかりのクイズを織り交ぜた懇親会「夜市」など盛沢

上げられていることはいうまでもない。

山の内容に時間があっという間に過ぎた。楽座では、
「ま

また、災害時のみならず、現在わが国で顕在化してい

ちづくりは難しい！人もお金も場所も足りない！」、「今

る少子高齢社会の進展や地球環境問題の深刻化などへの

まで、とにかくがんばってきたけど、ちょっと疲れてき

対応、多様化・輻輳化しつつある市民や地域のニーズへ

た･･･。」といった悩みの一方で「それでもやりがいのあ

のきめ細かな対応などの必要性が指摘されているが、行

る大切な活動！人の和を広げ、楽しく取り組んでいきた

政のみならず、地域コミュニティもまた、その新たな担

い！」といった頼もしい意見も交わされた。

い手となることが期待されている。
現在わが国の大きな課題となっている中央集権から地

まとめ

方分権への流れも、「小さな政府・大きな地域」といっ

神戸市内の様々な地域コミュニティの参加を広く呼び

た市民による主体的な地域づくりが可能となるような社

かけ、地域活動情報の受発信や意見交換を行い、これを

会システムの変革への序章といえるかもしれない。

契機に地域間の交流が促進されることを期待し、初めて
開催したこの会であったが、「楽しかった！」、「また、
参加したい！」との声が多く、手探りで準備をしてきた

目的
神戸市では、市民全体の総合的な地域「コンパクトタ
ウン」づくりの推進（http://www.city.kobe.jp/cityofﬁce/

いきいき下町推進協議会や神戸市のスタッフも元気付け
られることとなった。

15/050/compact/index.htm）に取り組んできた。この推

今後は、地域間交流の具体的な進展等その効果につい

進のためのケーススタディ地区のいくつかでは、情報交

ての検証が必要となっていくと考えているが、それは、

換や相互訪問などの「地域間交流」が始まっている。こ

中長期的な視点に立ちながら、見守っていくことが必要

れらの地区では、交流を通じた相互触発による自らの地

だとも考えている。まずは、こうした取り組みを継続し

域の取り組みの再認識やまちづくり活動の活性化などの

ながら、地域間の交流の契機となる場を提供していきた

効果がみられている。

いと考えており、今年度も 3 月に同様の会を企画・開催

こうした地域間交流の有用性に注目し、神戸市内の地

していきたいと準備に取り組んでいるところである。

域やまちの活性化を目指す「神戸・いきいき下町推進協
議会」と神戸市が共催し、市内の地域間での情報交換や
交流が促進される契機となることを願い、「こうべ楽座
＆夜市〜わがまちを語る会 2004 〜」を企画し、開催した。
内容
平成 16 年 3 月 27 日（土）、神戸市長田区のシューズ
プラザで、「交流で解決！？

まちの悩み、みんなで語

り合おう！」というテーマのもと、市内のまちづくり協
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支部活動
総務委員会 報告
2004 年度総会報告
日本都市計画学会関西支部の 2004 年度総会は、2004 年４
月 20 日（火）午後２〜３時に大阪市立難波市民学習センター
（ＯＣＡＴ４階）において開催された。支部正会員出席者 35 名、
委任状 289 名、計 324 名により、総会が成立した。
支部規程により金井萬造支部長を議長とし，下記の 5 議案に

ンタルして支部ホームページ環境を充実した。

● 2003 年度決算
１．収入の部
大科目
会費 3,853,800

予算額

決算額

3,853,800

事業収入

70,000

175,300

繰入収入

1,418,605

1,418,605

595

463

5,343,000

5,448,168

ついて審議し、1 から 4 号議案は議案書どおり議決された．5

その他収入

号議案については、榊原総務委員長から、支部規程による役員

収入合計

として支部長、副支部長、幹事、監事、顧問の提案がおこなわれ、

２．支出の部

提案どおり議決された。

大科目

予算額

決算額

(1) 第 1 号議案

管理費

1,989,000

1,831,740

事業費

2,453,000

2,229,257

0

0

2003 年度日本都市計画学会関西支部活動報告−報告：榊原
和彦総務委員長
(2) 第 2 号議案
2003 年度日本都市計画学会関西支部決算−議案説明：堀口
浩司会員・会計委員長

受託研究事務費
予備費

401,000

0

繰越金

500,000

1,387,171

5,343,000

5,448,168

支出合計

(3) 第 3 号議案
2004 年度日本都市計画学会関西支部活動方針−議案説明：
榊原和彦総務委員長

● 2004 年度活動方針
１）より円滑で活性化した支部活動
支部活動のさらなる円滑化、活性化のために、支部ＨＰの活用、

(4) 第 4 号議案
2004 年度日本都市計画学会関西支部予算−議案説明：堀口
浩司会員会計委員長

ＨＰサーバ・サービスの活用、事務局体制の整備、会員参加の推進、
会員デマンドの把握などに努める。
２）会員サービスの改善と財務内容の見直し

(5) 第 5 号議案
2004 年度日本都市計画学会関西支部役員選出について

新規会員の勧誘に勤めるとともに経費削減を進める。会員サービ
ス水準の向上のために、他委員会と連係し、インターネットやｅメ
ールによる情報提供についてアンケートを行う。

●支部活動報告
１）幹事会を７回開催した。
２）都市計画シンポジウムを２回開催した。
３）都市計画講演会を２回開催した。
４）公開都市計画事例研究会を１回開催し、まちあるきと意見交換を
２回行った。
５）支部だより No.18 を発行した。また、支部ホームページにより広
報活動を行った。
６）研究助成「都市計画研究会」について、支部研究助成３件を実施

３）都市計画シンポジウムの開催
２回開催する。特色あるまちづくりや時代性のあるテーマをとり
あげる。
４）都市計画講演会の開催
２回開催する。関西都市計画の歩みや新たな動向、周辺領域から
の視点などに着目する。
５）都市計画事例研究会の開催
都市の活性化、近畿の地位向上につながる都市計画先進事例の調
査・検証を行う。

した。
７）海外都市計画交流会をハワイ（ホノルル他）で実施した。また、
（国
際交流）講演会１回と留学生との交流会１回を開催した。
８）関西まちづくり賞の審査を行い、１件を授賞対象として決定した。
９）各種委員会の公募を行い、３名の参加を得た。
10）第１回関西支部研究発表会を開催した。２３件の発表があり、３
名に奨励賞を授賞した。
11）学生向けイベントとして、｢ 都市計画の実務を知る−学生と社会
人の交流会 ｣（都市計画講演会との共催）を開催した。
12）特別委員会（テーマ：｢ 都市計画の内容変化とその担い手の将来 ｣）
を設置した。
13）支部の独自ドメイン（cpij-kansai.jp）を取得し、ＨＰサーバをレ

６）広報について
支部だより No.1 ９を発行する。また、支部ホームページにより
情報発信を行う。
７）研究助成「都市計画研究会」について
新規・継続合わせて４件の支部研究助成（１件 10 万円／年）を
行う。少なくとも１件を若手研究者に優先的割り当てる。｢ 都市計
画シンポジウム ｣ を開催する。
８）国際交流の推進
都市計画国際交流会を１回開催する。さらに、東南アジアなどに
都市計画視察団を派遣する。また、人的ネットワーク形成を推進する。
９）関西まちづくり賞について
関西で実施された顕著なまちづくり事業ならびに活動の成果を表
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彰する。

● 2004 年度 役員
顧問

10）委員会への会員の公募参加について
各種委員会の委員を公募する。
11）学術研究論文発表会について
2004 年度（第２回）日本都市計画学会関西支部研究発表会を７
月１３日 ( 土 ) に開催する。
12）特別委員会について
｢ 都市計画の内容変化とその担い手 ｣ をテーマとする。委員は、

西村 昇

三輪 泰司

森

平峯 悠

土井 幸平

飯田 恭敬

青山 吉隆

浅野 誠

金井 萬造

支部長

藤田健二

副支部長

岩本康男

康男

安田丑作

藤田健二、石原憲一郎、石川貴之、堀口浩司、川崎雅史、金井萬造、

鳴海邦碩

難波健、梶木盛也、小浦久子、榊原和彦、土井幸平、増田 昇、三輪
康一、鳴海邦碩。公募・幹事推薦メンバーによる２ＷＧを設ける。

天野 光三

幹事

( 特別委員会委員長 )

榊原和彦 ( 総務委員長 )
中川 大 ( 企画・事業委員長 )

13）委員会への委員公募参加について

堀口浩司 ( 会員・会計委員長、特別委員会副委員長 )

各種委員会への委員を公募する。

三輪康一 ( 編集・広報委員長、特別委員会副委員長 )
梶山善弘 ( 事例研究委員長 )

● 2004 年度予算
１．収入の部
大科目
会費

上甫木昭治 ( 国際交流委員長 )
中科目

予算額

支部交付金

3,819,600

事業収入

参加費

154,000

繰入収入

繰入金

1,387,171

その他収入

利息等

収入合計

正木啓子 ( 研究発表委員長 )
日野泰夫（研究発表委員長）
神吉紀代子 ( 総務副委員長 )
小浦久子 ( 企画・事業副委員長）

-

澤木昌典 ( 企画・事業副委員長、特別委員会副委員長 )

5,361,000

小谷通泰（編集・広報副委員長）

２．支出の部
大科目

佐藤道彦（国際交流副委員長、特別委員会副委員長）
中科目

管理費

予算額
2,139,000

給与手当等

川崎雅史（研究発表副委員長）

465,000

会議費

-

旅費交通費

604,000

通信運搬費

190,000

消耗品費

100,000

事務局運営費

780,000

事業費

2,366,000

上原正裕（特別委員会副委員長）
塚本直幸 （特別委員会副委員長）
監事

増田 昇
塚口博司

議案の議決の後、藤田健二新支部長の挨拶が行われた。
さらに、その後、現在研究助成を受けている ｢ 都市計画研

支部だより作成費

362,000

究会 ｣ ３件の報告が行われた。

講演会等企画事業

530,000

○ＧＩＳと都市のサイン環境研究会−報告：池田順一氏

会員サービス事業

150,000

○大阪中心部における「みんなの場所」の現象学的考察−報

総会開催

240,000

事例研究会

40,000

国際事業

70,000

まちづくり賞

100,000

インターネット

180,000

研究発表会

244,000

研究助成

400,000

特別委員会

50,000

受託研究事務費

告：林田大作氏
○路面公共交通のための都市交通空間デザイン研究会−報
告：塚本直幸氏
続いて、関西まちづくり賞の授賞式と受賞者によるプレゼ
ンテーションが行われた。
○社会実験「リバーカフェ SUNSET37」 プレゼンテーショ
ン：都市大阪創世研究会 IKINA 水辺チーム
以上で、総会は閉会した。

0

予備費

予備費

356,000

繰越金

次年度繰越

500,000

支出合計

難波 健（関西まちづくり賞選考副委員長）

5,361,000
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会員会計委員会 報告
支部の会員数が近年、減少傾向にあります。1990 年に支部

・ 景観を守るというのは、ある時代の環境を時間をとめて残す
ことではない。日常の生活を楽しむ中で、生きつづけている、

が発足し、その後 2000 年頃まで正会員、賛助会員ともに順調

生活が継続している中にあるものである。住民を中心に、行

に増加し、ピーク時には正会員 850 人、賛助会員 111 法人、学生・

政・企業参加により、幅広い人々のつながり「縁」をもって

外国人会員を併せて 1002 会員になりました。その後、年々、

長期的な視点で取り組むことが望まれる。

正会員、賛助会員ともに減少傾向にあります。
近年の不況の影響もあって、企業や行政など賛助会員が減少
し、支部の財政状況に影響が出ています。

・ 行政は、単に規制だけでなく、本当にまちなみを残すために
は何をすべきかを提案・企画していく役割が期待される。
＜シンポジウムの趣旨＞

支部予算を有効に活用するため、郵送費や各種会議費の削減

景観は、目に見える生活環境の現れであり、必ずしも歴史的

などに取り組んでいます。活発な活動を進め、会員サービスの

価値や美的評価の高いもののみが景観形成の対象となるわけで

質を維持しながら、経費を削減するという厳しい状況にありま

はない。地域には固有の歴史と風土、暮らしの文化があり、個々

すが、郵便による印刷物の送付を e メールによるメールマガジ

の住まいとまちとのつながりの視点から、気持ちのよい生活風

ン化などにシフトする方向で取り組んでいます。経費削減と会

景づくりを考えていく必要がある。

員数の増加へのご協力をお願いします。

神戸市でのまちなみ保全･形成の具体的な取り組みを手がかり
に、景観法をまちづくりに活用する視点を探る。

企画事業委員会 報告

＜討議概要＞

本委員会では、まちづくりにおいて景観への社会的関心を高

・ 普通のまちの町並みは生活環境であり、個別の建築行為をと

めるうえで大きな追い風となった景観法の成立を機に、景観に

おして、地域で町並みを考えるプロセスが重要である。いえ

ついてひろく議論の場を提供するために、連続シンポジウムを

なみ基準は、一気にできあがったものでなく、現状を受け止

企画･開催した。

めつつ、少しずつ内容を補完しながら現在に至っている。

関西では、歴史文化的資源を活かしたまちづくりや生活風景

・ ダイナミックに動いているまちにおいては、安定した景観像

への取り組みと連動したまちづくりが進められており、このよ

やそのためのルールはつくりにくい。地域ごとの固有の課題

うな景観まちづくりに、景観法をどのように活かしていくこと

に対応するために条例がつくられてきた。景観法は、地域課

ができるのかを考えるきっかけとなるように、「歴史的たたずま

題を柔軟に受け入れる仕組みづくりにも配慮している。

いの保全へのアプローチ」と「まちづくりのなかでの景観」と

･ 規制の法的拘束力よりも、協議や調整など地域での手続きの

いう、関西の地域性を出したテーマを設定し議論を展開した。

作法を法的に位置づけていくほうが有効な場合がある。その

＜シンポジウムの趣旨＞

意味では、地域が自主的に景観形成に関わっていくことを支

景観の保全・活用は、そこに住む人達や企業（人）などの主

援する仕組みが重要である。

体的な取り組みが欠かせないほか、景観の保全・活用のとらえ

・ 建物だけでなく、いろんなものが集まって環境が形成されて

方やアプローチの仕方も様々である。「歴史的たたずまい保全へ

おり、その現れが景観であるという認識を持つことが必要で

のアプローチ」では、まちづくりや民間プロジェクトなど、具

ある。景観の物的な面だけを追求してもなかなか解決策は見

体的な取り組みを実施されてきた方々の経験を通して、景観保

えない。

全への思いや問題点・課題等を語っていただき、今後の景観計

シンポジウム１

画づくりの示唆を得ることを目的とした。

＜テーマ＞

＜討議概要＞

＜日時＞

2004 年 11 月 10 日（水）14:00 〜 16:00

・ 景観を残すことを目的としてスタートするのではなく、残し

＜場所＞

大阪市立大学交流センター

たい気持ちを引き出す「きっかけづくり」が大切である。映
像は、記録ではなく記憶として人々の心に止める意味で効果
的な手段である。
・ 景観は、風や空気など、五感で感じるものである。生活や人
とのふれあいの中にあるもので、決してビジュアルな面だけ
の問題ではない。
18
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歴史的たたずまい保全へのアプローチ

ホール（大阪駅前

第２ビル６階）
＜パネラー＞
奥村恵美子（クリエイティブハウスおくむら）
生野町井筒屋改修の映像記録について
安井隆廣（エス・エスコンサルグループ）
京都東山青龍苑の再整備について

川口良仁（平野の町づくりを考える会事務局）
大阪・平野の町づくり活動について
＜コーディネーター＞
増田

韓国農村の姿を保ち続ける楽安邑城民俗村を訪問し、伝統的な風景に
対する理解を深めた。

昇 （大阪府立大学大学院）

＜参加者＞

周辺域の典型的な文化景観として、高麗時代からの名刹である松廣寺、

３）麗水市での都市計画行政に関する意見交換など
麗水市の都市計画について、柳同秀（麗水市建設交通局長）

約５０名

シンポジウム２

をはじめとした行政職員および趙容準（朝鮮大學校建築学部教

＜テーマ＞

授）、南勝震（東亜人材大學建築家教授）などの研究者と意見交

まちづくりのなかでの景観

＜日時＞

2004 年 11 月 29 日（土）13：30 〜 15：30

換を行った。その後、市内の観光拠点、市場、漁港などを訪問

＜場所＞

ハートンホール

し、当該市の都市計画の現状と今後の交流のあり方についての

ハマナスの間（大阪心斎橋

日本生命御堂筋ビル 12 階）
＜パネラー＞

理解を深めた。
４）ソウルでの都市再生の視察

岸田里佳子（国土交通省都市・地域整備局都市計画課）
まちづくりの視点からの景観法
久保光弘（久保都市計画事務所）
新長田駅北地区のいえなみ基準を事例にまち
づくりとまちなみについて

高速道路を撤去し、その跡に清流を回復し、周辺部の再開発
を進めようとしている「cheonggyecheon Resotoration」のプロ
ジェクトを、金先生（ANYANG 大学）の案内で現地視察を行った。
なお、本年度の海外の都市計画家との交流会は、２月 25 日
に行う予定である。

＜コーディネーター＞
小浦久子（大阪大学大学院）
＜参加者＞

約４５名

事例研究委員会 報告
今年度は「都市のブランディング」をキーワードにして事例
研究を行っています。「○○のまち」と多くの人に認識されてい

国際交流委員会 報告
本年度の都市計画使節団は、韓国の済州島、光州市、麗水市、

る都市の多くは歴史や文化を背景にして特定のテーマや「こだ
わり」を持って街づくりが行われており、そのことが都市を活

ソウルを訪れた。期間は、平成１６年８月１９日（木）〜２２

性化するし都市の風格をも醸し出しています。都市のブランド

日（日）で、参加者は計１０名であった。各地での視察内容は

化が如何にしてなされるかを考えていこうという試みです。

以下のとおりである。
１）済州島における自然景観と居住景観

６月には今年で６回目の開催をした高槻ジャズストリート
（ＪＳ）を事例に公開事例研究会として始めての試みであるフ

済州島特有の自然景観である噴火口群、溶岩の海岸線や、済州島の

リードリンクの座談会形式で「イベントは街を変えるか」とい

生活文化を継承展示している民俗村を、自然科学の家庭管理学を専攻

うテーマで行いました。高槻ＪＳは毎年５月の連休中の２日間

されている金鳳愛（濟州大學校）とともに訪れた。済州島の住民の住

で朝から晩まで JR と阪急の両高槻駅周辺の 20 箇所以上の店

まい方に対する知見を金先生からヒアリングしながら、済州島におけ

やホールでジャズの演奏会が開催され日野皓正氏等の内外の一

る自然景観、居住景観の特性についての理解を深めた。

流のアーティストからアマチュアまで多数のミュージシャンの

２）光州市での都市計画行政に関する意見交換など

参加と全国から１０万人近い聴衆を集客するイベントにまで発

光州廣域市では、調査団と当該都市計画関連の行政、研究者との交

展して来ました。大阪と京都に挟まれて位置している住宅都市

流会を行った。まず、日本都市計画学会会長の鳴海邦碩氏が、現在、

の高槻市が最近では「ジャズの街」というイメージが定着しつ

都市計画に求められる視点（地方都市からの発想、アジアとの交流の

つあります。聴衆から一切の入場料も取らずＴシャツなどの売

活性化、社会ニーズの変化への対応）を言及しつつ挨拶し、それに続

上げや寄付金だけの収入と、若者からお年寄りまでの草の根の

いて、大阪市都市計画局長の岩本康男氏が「大阪市の都市計画の現状

ボランティアだけで支えられ開催されています。新しい City

と課題」と題して講演を行った。これをもとに、金應模（光州廣域市

Identity の形成、中心市街地の活性化、駅周辺再開発の促進へ

都市交通局長）、林東院（光州廣域市都市計画課）などをはじめとした

の波及効果など都市計画の視点についても含め、活動の火付け

約 30 名の行政職員および趙容準（朝鮮大學校建築学部教授）、南勝震（東

役である北川潤一郎氏と高槻市役所の平野重子さんをお招きし

亜人材大學建築家教授）、朴鍾澈（國立木浦大學地域開発部教授）など

て座談会を開催しました。

の研究者と都市計画行政に関する意見交換を行った。さらに、光州市

また２月 19 日（土）には「伝統と文化の源・灘五郷を廻る」とい
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うテーマで阪神淡路大震災後１０年を経て、有数の清酒生産地伝統の

●第３回関西支部研究発表会開催スケジュール

酒づくりのまちと文化が現在どのような状況にあり、またそれが

発表募集案内

4 月（総会案内の時期）

関西の都市文化に与えて来た意味あいについてともかく視て検

申込締め切り

5 月 10 日頃

証しようという企画を白鷹株式会社 辰馬朱満子氏をお招きして

原稿締め切り

6 月 10 日頃

行う予定です。詳しくはホームページで紹介します。

研究発表会

7 月 10 日頃

●奨励賞選考に関する基本事項
研究発表委員会

報告

研究発表委員会は、支部長年の懸案事項であった研究発表会
の実現に向けて 2002 年度に設置され、翌年度には第１回の研
究発表会を開催する運びとなりました。

１）原則として各セッションから１名を、座長が推薦する。
２）原則として若手研究者を対象とするが、年齢ではなく研究歴を
勘案する。
３）最終決定は、研究発表委員会と座長の合議とする。

2004 年度には委員会も第２次体制に移行し、2004 年７月 13 日
( 火 ) に大阪市立大学文化交流センター・ホールを会場として第２回

特別委員会

報告

の研究発表会を開催することができました。第１回と同様、大学・行

今後の都市計画教育と都市計画に関わる人材育成について検討する

政・企業の若手研究者からの投稿をいただき、最終的に 20 編の研究

委員会として発足した委員会です。鳴海邦碩委員長と６名の副委員長

発表論文集としてとりまとめました。詳しくは、支部ホームページ

で活動を開始し、数回の会合を開き、活動内容について検討してきま

(http://www.cpij-kansai.jp/) を参照下さい。また、第１回、第２回論文

した。その中から本部の「２１世紀学会ビジョン実現のための研究分

集は事務局で購入可能ですので、お問い合わせ下さい。

科会活動」第１期公募に応募した結果、今年度から３年間の助成を受

当日は、藤田健二支部長 ( 大阪府都市整備推進センター ) の挨拶の後、

けることになりました。

４つのセッションが組まれ、それぞれ座長 ( 梶山善弘氏 ( 大阪府 )、金

現在、関西の大学や行政、民間企業に在籍する学会員からの委員

澤成保氏 ( 大阪産業大学 )、吉田長裕氏 ( 大阪市立大学 )、堀口浩司氏 (

を公募・拡充中で、手始めに委員の属する組織の実態、すなわち大学

㈱地域計画建築研究所 )) の進行の下、活発な討論が行われました。

では教育の変化や学生の就職先など、行政や企業では都市計画分野の

発表会直後に開催された研究奨励賞の選考では、その内容の充実か

業務の変化や人材確保・育成の実態などについての情報交換や議論し

ら、座長並びに研究発表委員会委員が額を寄せ合っての喧々囂々の末

ながら、今後の都市計画分野の職能の拡充や人材育成の方向性につい

苦渋の決断を下すことになりました。

て検討していく予定です。

第２回発表会の奨励賞は次の方々です。

2005 年度以降には、これらの検討をもとにした全国の学会員向

○吉積巳貴さん ( 京都大学大学院 )「Sustainable Community の創造

け調査の実施や学会研究発表大会でのワークショップの開催、フォー

をめぐる実践と課題−神戸コンパクトタウン・エコタウン構想の

ラムやシンポジウムの開催を予定しています。これらに際しましては、

検証を通して−」

みなさまからの活発な意見や情報提供をお願いします。

○小林清美さん ( 兵庫大学 )「参画と協働の地域づくりと地域コミ
ュニティに関する考察」
○柳川 豪さん ( 大阪府立大学大学院 )「堺の金岡農村まちづくり
を事例とした初動期における組織化に関する研究」
発表会後の表彰式兼交流会には、会費制にもかかわらず鳴海会長は
じめ 30 名近くの参加をいただき、袖触れ合うほどに和気あいあいとし

2004 年度

関西まちづくり賞の募集

関西における都市計画の進歩・発展に貢献し、支部会員
が関与・推薦する「まちづくり活動（NPO 活動などを含む）」、
「調査研究」など、対象を幅広く募集。（締切りは平成 17
年 2 月 14 日 ( 月 )）

た雰囲気の中で表彰式を開催することができました。３名の受賞者の

詳細は、関西支部 Web ページで

方々からも感謝の言葉と併せて今後に向けた力強い抱負の弁をいただ

http://www.cpij-kansai.jp/commit/machisyo/

き、参加者の交流の輪の中心になって議論の花が咲きました。
今後、若手研究者の発表と議論の場として、また、都市計画に携わ
る多様な人々の交流サロンとして、さらに定着させたいと念願してい
ますので、会員各位には是非ともご支援をお願い致します。
以下に、2005 年度開催の予定スケジュールと奨励賞選考に関する
基本事項を示しておきますので、奮って応募下さい。
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