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「コラボレーションによる

スキルアップ塾」
支部長 鳴海邦碩
大阪大学教授
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日本都市計画学会
関西支部だより
2007 年という新しい年を迎えました。今年も積極的に支部活動を展
開していきたいと考えていますので、会員の皆様のご協力よろしくお願
いいたします。
さて、特別委員会を設置して取り組んでいる「都市計画教育と都市計
画に関わる人材教育に関する調査研究」も大詰めになってきました。今
年は取りまとめに入りますが、これと併行して人材育成の具体的な事業
の実施に取り組む予定です。
本部の新事業として「支部連携行事助成」が行なわれることになり、
関西支部では、これを活用して「会員のコラボレーションによるスキル
アップ塾」を行うことにしています。特別委員会の問題意識にあるよう
に、都市計画の分野が益々拡大していくなかで、都市計画の仕事に就く
フレッシュマン、行政やコンサルタントではじめて都市計画の仕事に就
く人を想定していますが、その研修の機会が必ずしも整っていません。
そこで、経験を積んだ会員がプログラムを準備して、集中的に研修を行
おうとするものです。この事業は、賛助会員の皆様にも積極的に活用し
ていただけるものと思います。
都市計画が果たすべき役割の変化は、世界中で生じているようです。
特別委員会の委員の一人である金澤成保さんが、中国広州で開催された
都市計画に関する国際会議に出席し、そこで行なわれた講演の内容を研
究会で紹介してくれました。ポーランドの都市計画家の「変わりつつあ
る計画の職能」という講演で、私の興味を引いたのは次のようなフレー
ズです。
「プランナーたちは、コミュニケーションの新しい手法を開発しつつ
あり、新たに生み出される相互作用の迷路全体をナビゲートする能力が
強化されつつある。」
ナビゲートとは、航行する、舵取りする、操縦するという意味です。
従来同じような役割をファシリテートと呼んできましたが、ナビゲート
の方が、意味が鮮明です。先の研修では、このような技法にもチャレン
ジしていきたいと思います。
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特集
コンパクトなまちづくりとそれを支える交通システム

人口の増加やモータリゼーションの進展により、わが国においても都市域は急速に拡大
を続け、人々は都心部から自然環境に恵まれた、あるいはより地価の安い郊外地域で居
住するようになりました。こうした傾向に呼応して、商業施設、公共施設も都心部から郊
外部へと移転するとともに、大規模な駐車場を有する大型商業施設の新たな立地も相次
いでいます。この結果、都心部での商業・業務機能や居住機能の衰退が深刻な問題を
呈することとなりました。しかし、今日、急激な少子高齢化社会を迎え一転して人口が減
少局面に入ったこと、また環境問題への早急な取り組みが求められていることから自動車
依存型の都市は見直しを迫られることになり、コンパクトなまちづくりに注目が集っていま
す。これはこれまでの無秩序な都市の拡大を抑制し、主要な施設を徒歩や自転車、ある
いは公共交通機関を利用してアクセス可能な範囲に配置することによって自動車を使わな
くても生活できるようにしようというものです。
コンパクトなまちづくりについてはこれまでも盛んに議論されてきましたが、市町
村合併による行政区域の再編が一段落したことや、先般、まちづくり三法が改正され
たのを契機に新たな局面を迎えることになりました。また、交通計画の観点からは、
人と環境にやさしい交通システムをめざして様々な具体的な試みも行われており、ま
ちづくりと交通計画との連携、融合も重要な課題となっています。
この特集では「コンパクトなまちづくりとそれを支える交通システム」と題し、関
西圏におけるコンパクトなまちづくりと、それを支える交通システムの構築に向けた
取り組みや今後の展開について考えたいと思います。そこで今回は、以下の３つの視
点に着目することとしました。まず、(1)「郊外化した都市構造の是正」では、これか
らのまちづくりの視点とエリアマネジメントの重要性について論じて頂いた後、まち
づくり三法改正と広域都市圏での商業調整の課題、大都市圏における遠隔郊外住宅地
の抱える課題や既存ニュータウン再生に向けての方向性について述べて頂きます。次
いで、(2)「都心機能の再生と活性化」では、最近みられるようになった都心部での人
口回帰の動向と都心居住者の意識、協働による地域の商店街活性化の取り組みや歴史
的な町並みを活かしたまちづくり、そして鉄道新線を契機とした都心地区の再生計画
について解説して頂きます。最後に、(3)「クルマに依存しない交通システムの構築」
では、都心部で展開されている歩いて暮らせるまちづくり、都市内での公共交通機関
の利用促進と商業活性化との連携、さらに社会心理学的なアプローチによるクルマか
ら公共交通利用への自発的な転換促進の試み、地方都市での生活路線としての鉄道の
再生事例、について紹介して頂きます。
（編集・広報委員会委員長
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小谷通泰）

(1) 郊外化した都市構造の是正
新しいまちづくり - エリアマネジメントの奨め
村橋

正武

（立命館大学）

コンパクトなまちづくりのスタンス

をまちづくり等の投資に振り向け、より良き都市を整備
して次世代に引き継ぐ考え方に立つべきである。
そのため第 1 に、「総人口のピークアウトに対応した
国富の拡大を図ること」である。都市間競争が激化する

人口減少時代に突入したわが国社会は、市町村合併に

中で、明確なビジョンと戦略を持ち、雇用の拡大やアト

よる行政区域の再編とコンパクトなまちづくりを進めよ

ラクティブネス（人、モノ、資本を引き付ける魅力）を

うとしている。しかしこの取組みが都市の延命策として

備え、個性豊かなまちづくりを進める。第 2 に、「フロ

なされるなら多分成功しないだろう。行政区域の再編と

ー中心からストック重視のまちづくりを目指すこと」で

地方分権化は各都市が独航船として生きねばならないこ

ある。オーバーストック化する市街地や都市施設の質的

とを意味し、その結果、都市が発展・衰退するも、その

向上を目指すとともに、新しいストック形成については

都市自身の自助努力と自己責任による。またコンパクト

これまでの経済性、効率性、利便性に加えて文化性、歴

シティ化はこれまでの経済的フローの地域配分政策と異

史性にも配慮し、次世代に継承するに相応しい資産形成

なって、ストックの再配分を意味し、明らかに痛みが伴

に努める。第 3 に、「都市のダイナミズムに添ったまち

い、万人に歓迎されない政策である。このためこれから

づくりを民間活力により推進すること」である。都市間

のまちづくりは、より能動的な狙いの下に、人々により

競争を背景に民間主体の都市開発プロジェクトにより、

積極的な夢と希望を抱かせるシナリオとする必要がある。

都市の新陳代謝を促す。

まちづくりの視点

都市建設から都市建設・運営へ（エリアマネジメント）

まちづくりは長期に亘る造営行為であり、時代や社会

コンパクトなまちづくりを目指して都市構造の再編を

の変遷とともに、「不易流行」の精神の下で新陳代謝を

図るには様々な政策命題があるが、最も重要なテーマが

続ける永続的営みである。考えれば我々は先人が築いた

中心市街地の求心力、集客力の回復である。これを実行

都市（都市基盤や都市環境・文化）を財産として受け継ぎ、

するにはハード面、ソフト面の施策が必要であるが、加

当世代の努力によりさらに新しい基盤や環境を整備して

えて今後考慮すべき方策として、永続的なまちづくりを

生活・活動条件を整え、この結果を次世代に財産として

推進するための長期的な都市建設・運営管理の仕組みを

引き渡していく。このため、我々は経済活動で得られた

確立することである。

所得を全て自らのために消費するのではなく、その一部

都市再生機構提供
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大梅田地区でのエリアマネジメントの取組み

まちづくり三法の改正と商業調整

一般に都市の建設から運営管理までを総称してエリアマ
ネジメントというが、関西地域でこれに取組もうとしている

上原

正裕

（兵庫県県土整備部まちづくり局まちづくり課）

事例を紹介する。JR 大阪駅を中心とする各鉄道駅から半
径 500m のエリア（約 100ha で大梅田地区と称する）は

まちづくり三法の制定

一日 250 万人の乗降客がある巨大ターミナルであり、一般

大型店の店舗面積や開店時間の調整を行っていた大店

都市の中心市街地とは立地条件が異なるが、ここでのエリ

法が廃止され、大規模小売店舗立地法が制定された。こ

アマネジメントの取組み方は一考に価しよう。

れによって、店舗設置者が交通、騒音、廃棄物などの周

本地区には北ヤード開発（24ha）をはじめ JR 大阪駅北

辺生活環境に配慮すれば、出店は原則自由になり、規制

ビル、アクティ大阪増床、阪急百貨店建替え、茶屋町再開

が必要であれば改正された都市計画法の特別用途地区な

発等の都市開発が進行中の上、中央郵便局建替え、大淀

どの活用で行うものとされた。

地区再開発構想等が目白押しである。ここでのエリアマネ

大店立地法、改正都市計画法、中心市街地活性化法と

ジメントは、これらの単発的プロジェクトを連鎖的に展開さ

併せて「まちづくり三法」と呼ばれ、商業調整の新たな

せ相乗効果を発揮させるとともに、地区全体の構想を策定

枠組みが八年前につくられた。

しこれを実現するプロセスシステム（ガイドライン等）を示

まちづくり三法の改正

して、民間主体の新しい都市経営モデル（都市建設・運

商業調整が需給調整から立地調整へと考え方は大きく転

営ビジネスモデル）を構築し、関西経済の浮揚と国際競争

換されたが、その後の状況は、規制手段が有効に働かな

力の強化を図ることを目指している。

いまま郊外や工場跡地などへの出店が相次ぎ、中心市街

エリアマネジメントのテーマ

地の衰退化を招く要因となった。

具体的には、①駅と各開発地区、各地区相互を結ぶ地

こうしたことを背景にして、また、人口減少時代を迎

下、地表、地上（上空）の歩行者ネットワークの形成、

え、コンパクトなまちづくりを進めるため、本年、まち

②道路、駐車場等のインフラと自動車交通対策、③ユビ

づくり三法が改正された。

キタス等の先端情報技術を活用したまちづくり、④地域

都市計画法を改正し、大型店を含む大規模商業施設の

防災力の向上、⑤都市景観形成、及び⑥エリアマネジメ

立地制限を強化（ブレーキ）する一方、中心市街地の活

ント組織の立上げを検討テーマとしている。この中で特

性化を図る（アクセル）ため、市町が策定する活性化計画

にインフラと自動車対策は、駅を中心とした歩行者圏内

の国による認定制度の創設と、この認定を条件とする新た

での自動車交通の排除を念頭に、駅直近の建物について

な大型補助など「選択と集中」の考え方に基づく助成制度

付置義務駐車条件を再検討し、緊急車両を除いて自動車

の充実を図った。なお、大店立地法の改正は無いが、計

によるアクセスを極力抑制し、これを支えるゾーンシス

画認定地区での法手続きの緩和措置が盛り込まれた。

テムとフリンジパーキングシステム、さらに駐車場ネッ

兵庫県での取組

トワークシステムにより地表部での歩行者空間を大幅に
確保することを検討している。

兵庫県では、三法改正と前後して独自条例の制定と商
業ゾーニングを含む広域土地利用プログラムを策定し

巨大ターミナルでのエリアマネジメントの取組みは必

た。条例は、道路交通をはじめとする都市機能との調和

ずしも他の一般都市の事例とはならないが、ここでの考

を図るため、店舗などの集客施設について、計画変更の

え方は今後のコンパクトなまちづくりの参考となろう。

可能な早い段階で大店立地法と同様の簡易アセスメント
的な協議を行う手続条例である。一方、広域土地利用プ
ログラムは三区分（図１）の商業ゾーニングを定め、こ
れを県や市町の都市計画マスタープラン、あるいは特別
用途地区へ反映させていくプログラム（図２）である。
策定対象エリアは、大型店の立地が盛んで交通渋滞や生
活環境の悪化を及ぼしている阪神・播磨地域である。
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都市計画の課題

大都市圏遠隔郊外住宅地の危機

改正都市計画法では、１万㎡を超える大規模集客施設

濱田

の立地について、ゾーニング規制を強化し白地地域や用

学昭

（和歌山大学）

途地域での制限強化を行い、制限をさらに強化する従来
からの特別用途地区に加え、制限を緩和する新たな地区
計画（開発整備促進区）の制度がつくられた。

はじめに：構造の変貌と街・住宅の変化
20 世紀には特徴的な土地利用の形成、人口・産業等の

今回、準工業地域の扱いについては国内の商業団体の

増大・分散による都市・都市圏の郊外拡大が進行し、バ

意見が分かれたため、最終的にこの制限の対象外となっ

ージェス、ホイトの構造モデルように比較的明確な都市

たが、国としては、三大都市圏以外の中心市街地活性化

構造・都市圏構造が形成された。しかし、近年における

計画の認定に際し、特別用途地区制度の活用を条件とし

社会・経済等の変貌の下、新たな構造が形成されつつあ

た。なお、三大都市圏内では必要に応じて活用するとさ

る。

れ、義務化されていない。
この特別用途地区という都市計画手法はこれまであま
り活用されておらず、いくつかの課題が想定される。
都市計画の決定主体は市町で、建築制限を行うには建
築条例の制定が必要であり、中心市街地か郊外かの選択

都市圏の都心部では、業務･商業の集積促進と都心居
住の進行等が大きな磁石となり核的市街地形成を加速さ
せている。他方、外縁部では人口減少等による住宅減と
市場競争激化により商業・サービス施設等の撤退、市街
地の縮小・空洞化等が進行している。

に関して市民的合意を得た議決を要する。また、最近の大

市場経済の拡大化、人口の高齢化、生活の変貌等に関

型店は市町域を越えた商圏を有しており、一市町が制限を

連する大都市圏の街・住宅の主な変化として、①「都心

強化しても隣接市町も制限しないと、有効に働かない。

居住」（大都市都心部のタワーマンション等）、②「駅近

さらに、都道府県による広域調整をどのように行って

居住」（駅周辺地区居住：「お出かけ便利」スタイルと商

いくのかなど、今後実践的に解決していくべき課題が多

業等生活施設とマンション集積）、③「大都市圏遠隔郊

く、今後、先進事例をつくり上げていくなど早急な取組

外住宅地居住」( 注 1)、などがある。

が必要と思われる。

大都市圏遠隔郊外住宅地の危機
バブル期および同期以前の都心部の高地価等が形成し
た郊外住宅地では、都市圏構造の変化により、課題が発
生し、危機に瀕している。
典型的な住宅地である大阪府下 K 住宅地は、大阪府
北部地域開発を想定して、1982 年から 1988 年に開発

図１

商業ゾーニング

された面積 58.6ha の比較的新しい住宅地であるが、開
発は未完成であり、人口は 3700 人程度（計画人口約
5000 人）で減少傾向にある。調査によると（注 2）、宅
地総数に対する空地率は約 5.9％、宅地の非居住利用 (
駐車場・菜園 ) 率は約 2.5％、空き家率は約 2.2％であり
非居住率は約 10.6％である。
住民の評価については、住宅の広さ・設備・日当たり
等の総合的な住宅の評価は、満足 ( 大変とやや満足 ) 約
31％、不満 ( 多少と非常に不満 ) 約 22％であり、住宅へ
の満足は高いが、通勤・通学の利便性、日常的買い物の
商業施設、医療サービス等の総合的な住宅地の評価は、

図２

広域土地利用プログラムの都市計画への反映

満足 ( 大変とやや満足 ) 約 11％、不満 ( 多少と非常に不満
) 約 46％であり、不満足は大きい。
今後の人生設計については、ある約 51％、わからない
2007/2
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約 35％、ない約 14％である。今後の居住では、郊外住

既存ニュータウンの再生

宅地ならではの趣味を活かした暮らしなど現住宅での居

山本

茂

住継続約 36％、他への移住約 45％、わからない約 12％、

（大阪大学 )

移住希望あるが将来設計出来ない約 7％であり、移住が
非常に多い。なお、他への移住約 45％の中で、都心居
住約 19％、駅近居住約 7％である。

ニュータウンの再生とは？
千里ニュータウン（以下 NT と略す）は、今年まちび

将来における人口の激減への対応、継続居住の小規模

らきから 45 年を迎える。人間では中高年であり、住宅・

住宅地としての持続が課題となるが ( 注 3)、これはコン

施設の老朽化・陳腐化、人口の減少と高齢化など、様々

パクトなまちづくりに繋がるわけではない。

な面でオールドタウン化が進んでいる。このため約 10

おわりに：コンパクトなまちづくりと構造

年前から NT の再生や活性化の必要性が叫ばれてきた。

高度都市機能の集積、交通のハード･ソフト両面での発

しかし「NT の再生とは？」を改めて問うと、多くの人

達、人口の高齢化、非専業主婦世帯の主流化等より、交

が再生をいろいろな意味で捉え、「再生＝建替えが進む

通への意識・評価が変貌し、「歩く魅力・楽しみのある街」

こと」と考える人も多いことに気づかされる。千里を例

など、さらに新たな生活、街が形成されると考えられる。

に NT の再生の意味とシナリオについて考えたい。

都市圏遠隔郊外では 20 世紀に開発された小規模住宅地

千里ニュータウンの現在

は、多数の空地を抱えたより小規模住宅地として点在す

＜変貌する計画的新市街地＞
千里ＮＴでは、約 20 年前から、社宅、分譲集合住宅、

る。
社会的潮流の広域化下の集積による都市圏構造の明確

公的賃貸住宅の順に建替えが進んできた。都市基盤は法

化と、交通の発達を享受できない等潮流にのれない地域

的に担保されているが、 ゆったり

を特徴としたまち

での拡散化下の非集積という都市構造の不明確化、とい

なみは、等価交換方式等による集合住宅の大規模な建替

う２方向の都市（圏）構造の進行がコンパクトなまちづ

え等によって大きく変貌しつつある。地元行政は、土地

くりを取り巻いている。中小都市はこの渦にある。

利用に関する指針などによって緩やかな規制誘導を図り
つつ、住環境は住民の自発によるルールなどによって保

注 1）大都市圏に開発された郊外住宅地のうち住宅地の利便性からみた、
都心通勤圏で以前は良好な生活環境が保たれていたが人口減少な
どによって、公共交通機関の縮小や商業施設の撤退などの課題が
多く発生し、生活環境の良好さが失われている通勤限界住宅地。

全育成されるべきとの立場をとっている。
＜反対だけでは通用しなくなった街＞
千里 NT は

反対

で有名な街だった。緑地でのゴミ

焼却場建設への反対など過去 40 年間の主な反対運動は

注 2）櫻井健司 (2006)「大都市圏における遠隔郊外住宅地の実態と持続

36 に上る。反対運動には様々なものがあったが、千里

の可能性に関する研究―大阪府と兵庫県の 3 事例を対象とする研

NT の住環境はこれらの反対運動によってマネジメント

究−」（和歌山大学大学院研究修士論文）

されてきたのも事実である。

注 3）今後の住まいづくり・まちづくりとして以下が重要である。①高

近年見られる大規模な建替え等による住環境への影響

齢者が安心して住み続けられる。②若者世帯の定住及び転入者の

は、一般市街地と比較にならないぐらい大きい。反対運

増加を進める。③自然環境を活かした暮らしを楽しむ。

動も相変わらずあるが、単純な反対でないのは、自分の
住む住宅の建替えでは、加害者になるケースが出てきた
からだ。単なる反対では街がマネジメントできなくなっ
ているのである。
＜生活都市への再編が求められる街＞
千里 NT では、人口はピーク時の７割強、高齢化率は
20% を超えるなど、少子高齢化が進んでいる。毎日を自
分の家のまわりで過ごす高齢者が今後増大すると考えら
れる。千里ＮＴは、近隣住区理論に基づいて「歩いて暮
らせる街」としてつくられたが、近隣センターの衰退な

6
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どによって住みにくい街になりつつある。近隣センター

けでは十分でないことが分かってきた。高齢化や単身化に

の活用とともに、今後建替えられる公的賃貸住宅地への

よって、住み続けが困難になり、住み替えを希望しても住

多様な住宅や生活支援施設の導入などによって、住みや

替え住宅や方法が見つからない世帯が増えているからであ

すい街への再編が求められている。

る。このような中、住まいに関する相談、研修、調査研究、

千里ニュータウン再生のシナリオ

住まいづくりなどを通じて、高齢者の

住み続け と 住

千里 NT 再生には、住宅の約６割を占める公的賃貸住

み替え を支援する NPO「千里・住まいの学校」を仲間

宅の建替え等を活かして、多様な住宅や生活支援機能の

と立ち上げ、活動を開始したところである。安心して住み

導入を図れるかどうかが鍵となる。そのため、単なる反対

続けられる住まいと暮らしへのサポートを通じて、千里 NT

ではなく、どのような住環境像をどの範囲で描き、合意や

のマネジメントに参加したいと願っている。

ルールをどう形成するかが重要である。また、老朽化・陳
腐化による建替えは避けられないが、 計画
の知恵を結集して建設された千里 NT の

のもとに多く

文化財 として

の今日的性格も合わせて考える必要があろう。
シナリオ達成のためには、地元市（吹田市、豊中市）
と住民の連携が重要である。広域行政体としての大阪府、
専門的立場からの大学・専門家の参画も不可欠であり、
住宅管理者（府、公社、都市機構）、事業者の協力も必
要である。近年見られる吹田市・豊中市の連携、「千里
市民フォーラム」などを通じた市民のネットワーキング
活動、大阪府による再生指針づくり、大学と地域の交流
など、再生に向けた歩調は整いつつあるように見える。

建て替え等によって変貌する千里ニュータウン

安心して住み続けられる街へ
このように千里 NT 再生のシナリオが描けるが、これだ

(2) 都心機能の再生と活性化

居住の意義であるといえる。

都心回帰と都心居住
安枝

英俊

（京都大学）

筆者の所属する研究室では、 大阪市天王寺区・中央
区を中心とする上町台地界隈地区において 2001 年から
2004 年の間に建設された新設高層集合住宅の居住者を

近年、大都市都心部への人口回帰が活発化している。

対象とし、それらの居住者の地域資源・地域活動への関

一般的には、通勤・通学などの交通の利便性、買い物な

わりに関する調査を実施した（2005 年 12 月実施、配

どの日常生活の利便性などが都心居住の意義であると考

票総数 4311、回収数 244、回収率 5.66％）。回収率が

えられる。しかしながら、都心の魅力は、単なる交通の

低いため、新設高層住宅居住者全体の特性とは必ずしも

利便性や日常生活の利便性だけではない。都市は、産業、

言えないが、調査結果を踏まえながら、大阪都心部にお

文化、居住に関わる長い歴史を有しており、歴史的、文

ける新規居住者の実態を紹介したい。

化的な資源をはじめとした様々な資源が豊富に存在する
場所であり、こうした資源との関わりを持つことも都心
2007/2
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以上、近年建設された新設高層住宅の居住者の地域と
の関わりについて紹介した。今後、大都市都心部において
も少子高齢化が進行することが予測されるが、上町台地界
隈地区の魅力として「介護・福祉サービスの充実」や「子
育てサービスの充実」「近所付き合い」と回答する居住者
が少なかったことから、介護・福祉、子育てに関するサー
ビスの充実など、子供のいる世帯や介護高齢者のいる世
帯の居住支援ニーズを把握することが必要である。

図２

図1

上町台地の魅力

大阪市 中央区・天王寺区の町丁目別人口増加数（2000 年～ 2005 年）

まず、上町台地界隈地区の魅力としては「交通の利便」
が最も多く（87％）、次いで、
「歴史的建築物・史跡の集積」
が多くなっている（77％）。「食料品・日用品等の買い物
の利便」
（32%）や「衣料品・家具等の買い物の利便」
（13%）
は、それ程高くはなかった。この地区が単に交通の利便
性が高い都心であるだけでなく、地域資源が豊富に存在

図3

利用したことのある地域資源

する地区であることも認知されていることがわかる。ま
た、「介護・福祉サービスの充実」や「子育てサービス
の充実」「近所付き合い」はほとんどなかった。
現在参加している地域活動については「参加していない」
が 71％となっており、その理由としては、「仕事や家事で
忙しい」（65％）が最も多いが、「興味はあるがきっかけ
がない」
（50％）や「地域活動の情報が不足している」
（42
％）といった居住者がいることも明らかになった。
また、定住意識については、
「住み続けたい」が 50%、
「住

図4

参加したことのある地域活動

み続けたいがやむをえない理由で住み替えるかもしれな
い」が 30% と、上町台地界隈に住み続けたいと考えて

注 1）本調査は、「上町台地からまちを考える会」の協力を得て実施し

いる居住者が多いことがわかる。大阪市における居住年

た、大阪ガス株式会社エネルギー・文化研究所からの委託研究「上

数についても、2001 年から 2004 年までの 4 年間に建

町台地界隈におけるサスティナブル・都心居住に関する調査研究」

設された新設高層集合住宅の居住者のうち、64% が「5

の成果の一部である。

年以上」と回答していることから、大阪市内で住み替え
を行っている居住者が多いことがわかる。
8
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わっていくしかけをつくってきた。

茨木市における協働の中心市街地活性化の

そのさきがけとなったのは「まちづくりサロン」であ

取組み
久

隆浩

（近畿大学）

る。月に一回市民が都市計画課に集まって、まちづくり
の話をする場をつくった。また、平成 12 年からは「ま
ちづくり塾」が始まった。こうした市民参加のしかけの

やる気のある商業者はいるか？

延長上に、中心市街地活性化計画策定がある。サロン、

二十年近く各地でまちづくりを支援した経験から、ま

そして、塾で知り合いになった市民と行政職員を核とし

ちづくりの成否の鍵はどれだけ多くの人が自らの責任で

て、平成 13 年には計画策定につなげるワークショップ

活動を担えるかにあると考えている。

を行なった。

中心市街地活性化の一つの柱は商業の活性化にある

協働による中心市街地活性化の取り組み

が、商業の活性化にはまず商業者の意識の転換が必要で

ワークショップの中で、ただ話すだけでなく何か実践

ある。商業者自らがいかにして顧客のニーズを的確に捉

をしないと、という声が出て、まず最初に動いたのが商

え対応していくかが基本であるが、従来は、打開策をす

店街にある駐輪場の整理であった。乱雑に止められた自

ぐに行政の商業振興施策に求めることが多かったのでは

転車を、商業者ではなく市民が整理しよう、ということ

なかろうか。こうした商業者の姿勢を転換しないかぎり、

で動いたものである。ワークショップが終了しても、参

どんな施策を行なったとしても徒労に終わってしまう。

加者は「花咲かせ隊」「茨木元気隊」というグループを

舗装を美装化して、アーケードを設置して、どれだけ顧

つくって、活性化の一翼を担っている。花咲かせ隊は、

客が増加しただろうか。空間が美しくなって訪れる人が

名前のとおりプランターを各所に設置し、まちを花で飾

増えたとしても、その人が店舗に入ってもらわないと商

る活動を行なっている。また、茨木元気隊は、イベント

業は活性化しない。

によるまちの活性化をめざしており、ダンスコンテスト

責任ある行動ができる消費者はいるか？

や竹明かりによるライトアップなど、創意工夫を凝らし

商業者が自ら元気になろうとする気持ちがあってこそ

てまちを元気にしている。

の商業活性化なのである。筆者もまずは商業者の自覚を

さらに、市民同士の交流を促そうと空き店舗を活用し

促すことを柱として支援をおこなってきたが、経験の積

た「茨木交流倶楽部」を設置している。交流倶楽部がギ

み重ねの結果、商業者のやる気を引き出す方法はある程

ャラリーとして使われたり、ミニホールとしてコンサー

度わかってきた。しかし、それだけでは商業の活性化に

トが行なわれたりする。また、ここに人々が集うことに

むすびつかないことも見えてきた。商業者が頑張っても、

よって、元気な市民のネットワークが強化されている。

それが直接売り上げにつながらない。それはなぜか。消

こうした活動に関わってくれる市民の数はまだまだ多く

費者がその頑張りに答えてくれないからである。消費者

はないが、じっくりと時間をかけて確実な活性化に取り

に買物をしてもらわないかぎり、商業の活性化はできな

組んでいきたいと考えている。

い。まちづくりのワークショップである経営者がこんな
発言をした。「かつて私は、友人たちがこんなサロンの
ような喫茶店があれば絶対行くと言う話を受けて喫茶店
を開業したが半年でたたんでしまった。それは、開店し
てもみんなが来てくれなかったからだ。」ある意味、消
費者も無責任なところがある。

協働のまちづくりのしかけ
では、どうすればいいのか。冒頭に指摘したようにま
ちづくりの成功の秘訣は、みんなが自分の発言や行動に
責任を持ち、協力しながら実現していくことにある。こ
うした観点にたって、ここ十年ほど茨木市では、さまざ
まなかたちで多くの市民が責任をもってまちづくりに関
2007/2
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街における菖蒲・朝顔・風鈴を活用した季節感を感じる

歴史的市街地の活性化
池田

康政

（姫路市都市局計画部まちづくり指導課）

まちづくり、一般市民への町家の公開、かたりべの会の
開催、ミニコミ紙の発刊などに取り組んでいる。
今後の展開として、
「野里こだわりマップの作成」、
「野

姫路城周辺の市街地は、昭和２０年の空襲で大部分が

里町並み美術館・博物館」などを予定しており、これら

焼失したが、野里や龍野町などの一部の地区が幸いにも

の取り組みが町並みづくり、そして商店街の賑わいづく

戦災を免れ、歴史的な風情漂う町並みを残している。し

りや地域コミュニティの活性化につながっていくものと

かしながら、老朽化やライフスタイルの変化等から町家

期待される。

の建替えが進み、歴史の中で築かれてきた町並みは失わ
れようとしている。このような中、地元の有志により、
町家などの地域資源を生かしたまちづくりが動き始めて
いる。

野里地区の概要
本地区は、姫路城の北東に隣接し、豊臣秀吉・池田輝
政の城下町の町割以来、商業の町として、また、生野街
道の窓口として栄え、町家・神社仏閣等の歴史的・文化
的資源などにその名残が見られる。
特に、野里商店街は市内で最も多く町家が残っており、
歴史的な雰囲気が漂う独特の景観を形成している。しか

行政としての取り組み

し、昨今では郊外型店舗の立地などにより、商店街のか

本市においては、野里まちづくりの会などの市民団体

つての活気は失われ、町家の減少とともに、マンション

がより積極的に活動できるよう、姫路市都市景観条例に

や露天駐車場が増え、町並みも変容しつつある。

基づいて都市景観形成市民団体に認定し、活動助成など

姫路城周辺地区景観ガイドプラン

の支援を行っている。

本市では、平成元年３月に姫路城周辺地区景観ガイド

また、姫路城周辺の魅力と回遊性を高めるため、今年

プランを策定し、当地区の景観形成の方向を示し、施策

度より野里地区を含む姫路城周辺を対象に、町家の外観

を展開してきた。このプランにおいて、野里地区は、歴

調査や所有者等へのアンケート調査を実施し、地域の財

史的景観形成地区として位置付けられた。

産である町家等の利活用方策を検討している。町家を生

平成１７年３月には、社会情勢の変化に対応するため、

かしたまちづくりを進めるにあたっては、住民の理解や

本計画を改定した。その改定にあたっては、本計画に市

協力が不可欠であるため、野里まちづくりの会などの市

民意見を反映させるため、姫路城周辺地区の住民や市民

民団体と協働していくことが大切であると考えている。

団体で構成するワークショップを開催した。これを契機

景観と地域づくり

として、野里商店街を核に野里のまちづくりを行いたい

歴史的な町並みには、そのまちが歩んできた道程が刻

と考える有志が集まり、「野里まちづくりの会」が生ま

まれており、その町並みが失われていくことは、そのま

れた。

ちの記憶が失われることでもある。

野里まちづくりの会の活動
平成１７年度には、「野里まちづくりの会」と市が協
働のもと、明石工業高等専門学校の八木雅夫教授をコー

先人達が築いてきたものに真摯に目を向け、特性を生
かしたまちづくりを進めることは地域のアイデンティテ
ィを高め、地域力の向上につながる。

ディネーターにワークショップを開催し、地区の課題の

この意味において、野里での取り組みは、景観を発端

抽出や今後のまちづくりの方向性を検討した。ワークシ

とした地域づくりであり、景観が地域づくりといかに密

ョップには、地域住民だけでなく、地元の大学生や中学

接に関わっているかを示すものでもあると考えている。

生も参加し、活発な議論が交わされた。
今年度からは、具体的な行動を起こすべく、野里商店
10

2007/2

関西支部だより

この鉄道は、大阪の東西都心軸を形成するとともに、

中之島線と沿線開発について
野口

高宏

（大阪市計画調整局計画部都市計画課）

中之島地区にとっても、沿線プロジェクトの発展に寄与
することが期待されています。また、京阪本線からの乗
り入れにより、観光・文化都市である京都と結ばれるな
ど広域交通のネットワークの充実も見込まれます。

中之島地区の概要
中之島地区は、堂島川、土佐堀川に囲まれ、パリのシ
テ島にも似た水辺景観を有しています。（写真１）

＜回遊性の向上＞
中之島線の開通により、駅と民間ビル、駅と既成地下

大阪市役所、市立科学館や東洋陶磁美術館、中央公会

街等とが接続されることにより、駅周辺の歩行者の利便

堂などの文化施設、また関西電力などの民間企業が建ち

性の向上が図られるとともに、駅と一体的な拠点開発が

並び、中之島は景観、歴史・文化、都市活動のいずれに

進められることになります。更に、各拠点開発が鉄道に

おいても、大阪のシンボルに位置付けられています。

より有機的に結合されることにより、川に沿った東西の

近年では、都市再生緊急整備地域に指定されたほか、

流れが新たに加わり、中之島地区全体としての回遊性の

平成２０年度完成予定の中之島線の整備を契機として、

向上が図られることになります。また、文化ゾーンとし

関西電力の本社ビルの完成や堂島川対岸の阪大病院跡地

て地区の中核をなす 4 丁目周辺と阪大病院跡地におい

（福島一丁目）で文化・商業・住居の複合開発が着手さ

て、新駅を拠点とした新たな回遊が生み出されることに

れるなど、民間開発が積極的に進められています。

より、今後、川を挟んだ一体的なまちづくり・にぎわい
づくりを進めていく必要があります。

＜水都大阪の再生＞
中之島線整備に伴い、バラの名所として親しまれてい
る大阪市第１号の都市公園「中之島公園」や地区北側の
水辺の遊歩道（都市計画道路中之島歩行者専用道１号線）
等の復旧整備が予定されています。これら公共施設の復
旧に際しては、水都大阪のシンボルとして、水と緑が調
和したゆとりと風格のある快適な都市空間を創出すると
ともに、うるおいのある水辺景観を形成できるよう再整
写真１

東側から見た中之島の景観

備を進めていく予定です。また船着場等の水上交通の整
備も含め、中之島線の整備を契機として、中洲という利

中之島線
中之島線は、京阪天満橋駅から「なにわ橋駅」、「大江

点を生かしながら河川と一体となったまちづくりを進め

橋駅」、「渡辺橋駅」、「中之島駅」まで延伸される延長約

ていく必要があります。

2.9 ｋｍの鉄道です（図１）。平成 15 年 5 月に工事着手、

＜官民協働によるハード・ソフトが一体となった

平成 20 年度完成予定で、建設主体は中之島高速鉄道㈱、

まちづくり＞

運営本体は京阪電気鉄道㈱です。

今ではクリスマスのシーズンに合わせて、中之島の風
物詩ともいえるイベント「光のルネサンス」が官民協働
により開催されています。新線開通後も、新たな魅力づ
くりとしてそのような多種多様なイベントや情報発信等
が官民協働により展開されることにより、よりまちとし
ての一体感が創出されることとなります。街としての一
体性を形成していく上では、官民が協調し、ハードとソ
フトとが一体となったまちづくりを、今後どのように展
開していくかが重要であると考えられます。

図１

中之島線と沿線プロジェクト
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(3) クルマに依存しない交通システムの構築
13% が 19% に増加、一方、徒歩は 36% が 24% に減少

京都の歴史的都心地区における

という傾向を示している（パーソントリップ調査）。また、

「歩いて楽しいまちなか戦略」
北村

信幸

（京都市都市計画局交通政策室）

年間 4,700 万人を数える観光客の入洛交通手段は、鉄道
60.3%、乗用車 29.6% となっている（平成 17 年京都市
観光調査年報）。

京都の魅力を守るため

しかし、公共交通の発達した歴史的都心地区への来街

今、時代の大きな流れの中で、京都のまちが脈々と築

手段は、公共交通（鉄道と路線バス）が 8 割を占め、自

き上げてきた歴史的、文化的な価値が危機的状況に瀕し

動車はわずか 1 割に過ぎない。この 1 割がまちの魅力を

ており、京都市では、これを守り次代に引き継ぐため、
「景

低下させる大きな要因となっている。

観・文化・観光」をキーワードとする「京都創生策」を
最重要政策に位置付けている。

メインストリートである四条通の状況を見てみると、
車道部（各 2 車線）の幅員は 15 ｍ、歩道（北側・南側

その際、交通環境に目を向けると、まちなかには自動

合計）は 7 ｍ。一方、交通量（休日 12 時間）は、乗用

車が溢れ、歩行者は自動車やバイク、放置自転車を避け

車 10,892 台、歩行者は 40,214 人（平成 17 年道路交通

ながら歩かざるを得ない状況にあり、これをこのまま放

センサス）。乗用車の乗車人数を 2 人として、車道利用

置すれば、山紫水明の自然景観、千二百年を超える悠久

者と歩道利用者の比率は概ね 1 対 2 で、幅員は 2 対 1

の歴史、文化の薫るまちを台無しにしてしまう−これが

と逆転。つまり、密度は 4 倍の開きがあり、いかに自動

歴史的都心地区における「歩いて楽しいまちなか戦略」

車が非効率に道路空間を占拠しているかが見てとれる。

着手の動機である。

歩いて楽しいまちなか戦略
こうした空間配分のアンバランスを見直し、「歩いて楽し
いまち」を実現しようと、昨年 5 月、京都大学大学院・北
村隆一教授に議長をお願いして、地域住民や商業者、警
察などの関係者・団体 63 名からなる協議会を設立した。
協議会では、安心・安全、快適、賑わいをキーワード
に、「歩いて楽しいまち」を実現するための交通環境改
善策−自動車交通（とりわけ 50 〜 60% を占める通過交
通）の抑制、市バスなど公共交通の魅力向上、タクシー
や荷捌き車両への対応、自転車問題（走行マナーと放置
自転車）などについて侃侃諤諤の議論を進めており、ま

歴史的都心地区の位置図

対象地区は、四条通、河原町通、御池通、烏丸通に囲
まれた、東西 880 ｍ、南北 790 ｍの約 70ha。市内最大

ずは、平成 19 年 9 〜 10 月に、四条通でのトランジッ
トモールや歩道拡幅、細街路の通過交通抑制などの交通
社会実験を計画している。

の商業集積地として発展してきており、４つのデパート

しかし、市民生活や経済活動にすっかり溶け込んだ自

が集中するなど、数多くの商店が賑わいを高めると同時

動車利用の抑制には抵抗感も強く、地域の営業駐車場や

に、幹線沿いから細街路に一歩足を踏み入れると、寺社

旅館をはじめ、影響を心配する声が大きいのも事実であ

仏閣や史跡、京町家など、歴史と文化を体感できる、京

り、関係者の合意形成が本戦略の鍵を握っている。

都の魅力と活力が凝縮した地域である。
この地域を地域住民や買い物客、観光客がゆったりと
散策でき、定時性や利便性にすぐれた公共交通が行き交
う空間とすることを目指している。

京都市内の交通の現況
市内の交通分担率は、ここ 10 年間（平成 2 年と 12
年の比較）で、乗用車は 17% が 25% に激増、自転車は
12
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50 年後 100 年後の京都に思いを馳せ、歩行者が主役
のまちを実現することが、岐路に立つ我々の使命と確信
している。

エコモーション神戸の取り組みと公共交通利

＜エコショッピング制度＞
バス・地下鉄を使い提携店で買い物や食事をすると割

用型ライフスタイルの提案
土井

勉

（神戸国際大学）

引がある。これは公共交通を利用して来店する人々への
優遇策を店舗側で取り組むものである。

実験の結果
はじめに

実験の結果（表 -1）は、エコファミリー制度で 1% 程

エコモーションとは環境を重視した交通政策を考える

度の利用者の純増、エコショッピング制度も利用者が堅

ものという気持ちを込めて、エコロジー（環境）とロコ

調に推移している。また、実験期間中の 2005 年 7 月に

モーション（移動、動き）を合成した造語であり、エコ

市内 8 つの小学校でエコショッピングについて意識調査

モーション神戸はクルマ利用中心の生活から公共交通を

を行い、この制度を利用した人が 90%、この制度により

利用して都心を来訪し、まちを歩いて楽しむライフスタ

都心に行く場合にクルマ利用から公共交通利用に変えた

イルを市民に提案する取り組みである。

人が 76%、外出機会が増加したという回答が 61% にな

社会実験の取り組み

るなどの回答を得ている。

エコモーション神戸は国土交通省の「広域的な公共交
通利用転換に関する実証実験」制度を利用して神戸市
TDM 研究会（NPO、商業者、交通事業者、行政などで構成）
が中心となり 2003 年 10 月から実施されたが、それ以
前から市の公共交通問題や都心における交通問題につい
て議論がされていた。
すなわち、土日祝日における地下鉄・バス利用者の著し
い減少、三宮・元町など都心部への自動車の集中による渋
滞等の道路交通問題とまちの活力低下への危惧などである。
地下鉄利用の実態調査から、小学生の利用者割合が平
日で 0.2%、休日は 1.0% と極端に少ないことがわかった。

表 -1

ｴｺモーション神戸の結果

■実験期間：2003 年 10 月～ 05 年 9 月
○エコファミリー制度
①制度の利用者数
213 万人
（地下鉄・北神急行：111 万人，市バス 102 万人）
②休日の公共交通利用者数の変化
184,600/ 日→ 186,400 人 / 日（1,800 人 / 日の増加）
○エコショッピング制度
①制度の利用者数
13,020 人
②実施店舗数
延べ 396 店舗 (5 商店街 )
■本格実施後の実績：05 年 10 月～ 06 年 9 月末
○エコファミリー制度
利用者数
106 万人
○エコショッピング制度
①利用者数
5,200 人
②実施店舗数
15 店舗

TDM から EST へ

また商業施設に併設された駐車場利用調査からは、ク

上記のような成果を得て、2005 年 10 月からエコモーシ

ルマ利用の理由の 7 割が子供の同伴ということ、3,000

ョン神戸は交通社会実験段階から本格実施へと恒久的な取

円分の買い物で無料になる 120 分の駐車が 6 割であり、

り組みを行うことになった。

その 120 分間の多くが必ずしも当該商業施設の利用をし

こうした施策定着の背景には、検討段階における多様な

ている時間ではないことが把握された。駐車費用が無料

関係者が意見を出し合う場としての神戸市 TDM 研究会の

ということは、自動車以外で来店する人達もこの費用を

役割が重要であった。自動車交通の削減だけでなく、公共

負担していることであり、利用する交通手段によって不

交通の利用に関する社会的な意味などの議論を経て利用

公平が発生している。また、こうした優遇策を実施して

者側の気持ちに近づく施策構築が行われたからである。

いる割に自動車による来店者は必ずしも優良顧客ばかり
とは限らない。

神戸市の都心交通については、こうした成果に基づき、
都心に関わりのある多様な人々の参加を得て神戸市 EST

こうした問題認識を背景として、神戸市 TDM 研究会

（環境的に持続可能な交通体系）
推進協議会が設立された。

では利用者、交通事業者、商業者がそれぞれ利益を得る

都心における歩行回遊性向上策、ちょい乗り交通の導入、

施策について議論を重ねた結果、次の二つの施策につい

スルッと KANSAI（交通系 IC カード）をベースとした神

ての実験を実施することになった。この施策の総称が「エ

戸の地域活動団体などとも連携を図る決済インフラとし

コモーション神戸」である。

ての KOBEPiTaPa の活用策など、エコモーション神戸の

＜エコファミリー制度＞

成果を更に拡大するための検討が進められている。

土日祝日に大人 1 人につき小学生以下 2 名まで地下鉄・
バス無料。これは小学生の利用促進を意図した施策である。

エコモショーン神戸の HP
http://www.city.kobe.jp/cityoffice/54/eco-motion/top.htm
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通勤時専用の公共交通マップと、クルマ利用と環境・健

京都都市圏でのモビリティ・マネジメント
村尾

俊道

（京都府企画環境部交通対策課）

康・渋滞の関係を記した小冊子を添えています。
アンケートに答えていくことで、普段の交通行動を確
認し、クルマ以外で行くにはどうすればいいか、何時に

京都府では、まちづくり、くらし、地球温暖化防止の

駅に着けばいいか、なぜクルマ以外で行くことを考える

視点から都市圏における交通問題を改善する交通需要マ

必要があるかを順に確認してもらうことが出来るように

ネジメント（ＴＤＭ）に平成１６年度から積極的に取り

なっています。

組んでいます。

アンケート実施前後の交通量の変化を計測したとこ

これまでのＴＤＭは、どちらかというと動き出したク

ろ、朝の通勤時の定期券外の利用者が鉄道３駅 ( ＪＲ宇

ルマを空間的・時間的に平準化する、あるいはパーク＆

治、京阪宇治、近鉄大久保 ) で約３割増加し、事業所周

ライドのように途中で公共交通へ転換させるものが中心

辺の自動車交通量が減少し、徒歩や自転車が増加すると

でしたが、近年の自動車利用増大の主な要因が、私たち

いう効果が確認されました。

自身のライフスタイルや都市構造によるものであること
から、クルマが動き出す前にクルマ以外での移動方法を
考えてもらったり、歩いて暮らせる生活環境の構築を目
指した施策を展開しています。

モビリティ・マネジメント
半ば無意識にクルマを利用している人々にクルマ以外
で移動するにはどうすればいいか、クルマ利用による環
境・健康・事故・コストとの関係を伝え、自らの交通行
動を見つめ直し、自発的な変化を期待する心理学的アプ
ローチがモビリティ・マネジメントであり、京都都市圏
では平成１７年度からＥＳＴ（環境的に持続可能な交通）
モデル事業として、企業・地域・学校と共に積極的に施

鉄道：降車人数の比較（総計：7 ～ 9 時）

２年目の社会実験
平成１８年度には通勤者の交通行動の変化や寄せられ

策展開をしています。

た声に基づき地域の交通環境が改善（ダイヤ改正、駐輪

宇治地域通勤交通社会実験

場整備、防犯灯増設など）したことを伝え、再度コミュ

宇治市宇治地域は、ＪＲ・京阪・近鉄などの鉄道やバ

ニケーションアンケートを実施しました。

ス網が比較的充実しているにもかかわらず、マイカー通

このアンケートにより昨年の実験以降、新たに鉄道の

勤の比率が高い地域であったため、宇治商工会議所をは

定期券を買った人が何人もあり、自動車通勤者の約２割

じめ、事業所の協力を得て、平成１７年９月に、この地

に交通行動の変化が現れていることが確認されました。

域の通勤者（約 5000 名）を対象に簡単なコミュニケー

今回のモビリティ・マネジメントの手法が他の地域で

ションアンケートを実施しました。このアンケートには

もすぐに効果が上がるとは言えませんが、効果が期待さ
れる地域はいくらでもあります。
寄せられた声をもとに地域が一体となって交通環境の
改善を議論し、少しずつ改善していくことこそが最も大
切なことです。

かしこいクルマの使い方を考えるﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ京都
このほか京都都市圏では、女性団体や老人会、自治会
などと「お出かけマップづくり」や小学校でのバスに関
する授業、また企業の通勤交通マネジメントなど、京都
議定書の目標達成に向け様々な取組を「かしこいクルマ
の使い方を考えるﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ京都」として展開しています。
14
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貴志川線の再生と和歌山都市圏の

2.4 億円）の支出、市・町による運営費補助（10 年間で

交通まちづくり

8.2 億円が上限）、運営継承事業者の公募等を盛り込んだ
辻本

勝久

（和歌山大学）

はじめに
わが国の地方都市圏では、都市の拡散と社会の私的自

存続スキームで合意した。公募の結果、７企業・２個人
の中から岡山電気軌道が選定され、南海も廃止期日を半
年延長する等の協力をし、平成 18 年４月から同線は岡
電 100％出資の和歌山電鐵に継承された。

動車依存が同時に進行し、環境・社会・経済の３面に

貴志川線再生の要点は次の５点である。１）住民が「お

おいて様々な問題が発生している。人口約 37 万人の地

上依存」の従来型発想を脱して幅広い活動を展開し、マ

方中核都市・和歌山市を中心とする都市圏もその例外

スコミがこれらの活動を積極的に報じたこと、２）県・市・

ではないが、同都市圏では貴志川線（和歌山−貴志間

町と各議会が、一種の上下分離方式の導入や欠損補助等

14.3km の鉄道路線）の存廃問題をきっかけとして、自

の費用負担を決断し、民間運営事業者公募を行ったこと、

動車依存型まちづくりの問題点に対する認識が拡がり、

３）意欲ある継承候補事業者が存在し、その事業者に大

公共交通・自転車・徒歩と自動車を賢く使い分けるコン

きな失敗を懸念させない程度の輸送需要や行政・住民に

パクトな都市構造への志向が強まってきた。年間 200

よる支援があったこと、４）退出しようとする事業者が

万人弱の旅客数を有しながら毎年数億円の営業赤字を出

廃止時期の繰下げ等で協力したこと、５）全国の市民団

し、廃止の瀬戸際にあった貴志川線の再生事例は、一地

体からの支援があったこと。

方鉄道路線の華々しい復活劇であるのみならず、都市構

存続後の状況と今後の課題

造のあり方そのものの見直しを促す強力な起爆剤でもあ

貴志川線の平成 18 年４月から 10 月までの輸送人員は

ったと言える。

前年同期比 112.9% となっている。このまま推移すれば、

貴志川線存廃問題の経過

平成 17 年度に 192.2 万人（対平成７年度で約７割の水

南海電気鉄道が地元自治体に対し、貴志川線の廃止を

準）まで落ち込んでいた年間輸送人員が、今年度には同

含めた経営改善策検討開始を伝達したのは平成 15 年 10

210 万人越えまで急回復することになる。同線では、住

月のことであった。その後およそ 1 年間、沿線自治体の

民からの支援金約一千百万円を集めて著名デザイナーに

活動は、南海による存続を期待してのものにとどまり、

より内外装を一新した「いちご電車」１編成が８月から

この意味では従来型の範疇を越えるものではなかった。

走り始めたほか、市民・行政・経済界・沿線学校と和歌

また、住民の活動も、いわゆる「お上頼み」の従来型発

山電鐵からなる貴志川線運営委員会が毎月開催されるな

想を脱するには至らず、極めて低調であったと言わざる

ど、斬新かつ明るい話題に事欠かない。

を得ない。そのような中で南海は平成 16 年９月末に鉄

今回の貴志川線存廃問題を契機として、沿線地域では

道事業法に基づく事業廃止届を提出し、従来型存続モデ

都市圏のあり方そのものを交通面から見直そうとする考

ルの行き詰まりと新たなモデル形成の必要性がいよいよ

え方が浸透しつつある。その一例が民産官学連携による

明確になったのである。
情勢が大きく変化したのは平成 16 年の夏であった。

「和歌山 21 世紀型交通まちづくり協議会」の結成や、貴
志川線沿線住民や和歌山市中心部の事業所従業員を対象

まず住民側が従来型発想を捨てた。主に４つの市民団

としたモビリティ・マネジメント、そして和歌山都市圏

体が、会員募集活動や駅の美化、フォーラムの開催、貴

公共交通路線図

志川線存続の費用対効果分析等の活動を次々と実施し始

への様々な関わりを通じて、沿線自治体やそこに住まう

め、マスコミがこれらの活動を大々的に報じ、報道に触

住民自身が、自動車に依存した拡散型都市構造の問題点

発された住民が活動に加わるという好循環が生まれた。

に気づき、持続可能な都市構造への転換を志向し始めた

沿線の学校に通う学生や生徒が合同でイベントを開催す

のであり、この点で貴志川線存廃問題は和歌山都市圏の

るなど、若い力の盛り上がりも見られた。このような住

歴史上極めて重要な出来事であったとも言える。存続に

民運動に後押しされる形で、和歌山県・和歌山市・貴志

満足することなく、今後も持続可能型都市圏づくりに向

川町（現紀の川市）は、一種の上下分離方式の採用や、

け様々な交通まちづくり関連プロジェクトを民産官学連

県による用地取得費全額補助と大規模修繕費（累計上限

携のもとで戦略的に展開することが重要課題であろう。

ＷＡＰ

の作製である。貴志川線問題
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総務委員会

報告

支部活動

総務委員会 報告

● 2005 年度決算
１．収入の部

2006 年度総会報告
日本都市計画学会関西支部の 2006 年度総会は、2006 年

予算額

決算額

3,611,800

3,611,800

４月 25 日（火）13：30 〜 15：00 に大阪市立難波市民学

事業収入

180,000

164,800

習センター講堂（OCAT ビル４階）において開催された。支

繰入収入

1,631,968

1,631,968

部正会員出席者 25 名、委任状出席 310 名、合計 335 名に

その他収入

232

33

5,424,000

5,408,601

より、総会が成立した。
支部規定により鳴海邦碩支部長を議長とし、下記の５議案

収入合計
２．支出の部

について審議し、１から４号議案は議案書どおり議決された。

大科目

予算額

決算額

５号議案については、鳴海邦碩支部長から、支部規定による

管理費

2,129,000

1,924,317

役員として副支部長、幹事、監事、顧問の退任、選任の提案

事業費

2,254,000

2,205,619

がおこなわれ、提案どおり議決された。

受託研究事務費

0

0

(1) 第 1 号議案

予備費

541,000

0

繰越金

500,000

1,278,665

5,424,000

5,408,601

2005 年度日本都市計画学会関西支部活動報告−報告：
増田昇総務委員長
(2) 第 2 号議案
2005 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
(3) 第 3 号議案
2006 年度日本都市計画学会関西支部活動方針−議案説
明：増田昇総務委員長
(4) 第 4 号議案
2006 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
(5) 第 5 議案
2006 年度日本都市計画学会関西支部役員選出について
●支部活動報告
１）幹事会を６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。

支出合計
● 2006 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、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、会員特に賛助会員デマンドの把握、関西
の都市計画、まちづくりに関する情報収集・発信などに努
める。
２）賛助会員の募集活動と会員サービスの充実
支部活動の主たる財政基盤である賛助会員は近年減少傾
向にある。賛助会員拡大のため、賛助会員を対象とした支
部デマンドの把握、各種イベントへの参加機会の提供を検
討し、賛助会員の口数に応じて参加証の発行や案内の複数
送付などを実施する。
３）都市計画シンポジウムの開催
２回開催する。関西の持つ先進性や独自性のある発想に

４）公開都市計画事例研究会を２回開催した。

基づく特色あるまちづくりや時代性のあるテーマをとりあ

５）学生・社会人交流会を１回開催した。

げる。

６）支部だより No.20 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。
７）研究助成「都市計画研究会」について、支部研究助成３
件を実施した。
８）海外都市計画交流会をカンボジア、タイ（バンコク他）
で実施した。また、国際交流講演会、留学生との交流会
を各１回開催した。
９）関西まちづくり賞の審査を行い、４件を授賞対象として
決定した。
10）第３回関西支部研究発表会を開催した。19 件の発表が
あり、４名に研究奨励賞を授賞した。
11）支部 HP 等で各種委員会の公募を行った。
12）特別委員会（テーマ：「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」）において、海外事例講演会、
第 40 回学術研究論文発表会におけるワークショップを
各１回開催した。
16

大科目
会費
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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、関西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。
６）広報について
支部だより No.21 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に割
り当てる。「都市計画研究会シンポジウム」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

● 2006 年度役員

ーク形成を推進する。

顧

９）関西まちづくり賞について

問

11）委員会への会員公募参加について

三輪

泰司

森

康男

平峯

悠

土井

幸平

飯田

恭敬

誠

青山

吉隆

金井

萬造

藤田

健二

岩本

康男

安田

丑作

支部長

鳴海

邦碩

副支部長

榊原

和彦

正木

啓子

千葉

桂司

幹事

上原

正裕（特別委員会副委員長）

宇高

雄志（国際交流副委員長）

小谷

通泰（編集・広報委員長）

10）学術研究論文発表会について
2006 年度（第４回）日本都市計画学会関西支部研究発

光三

浅野

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
成果を表彰する。

表会を７月 22 日（土）に開催する。

天野

各種委員会の委員を公募する。
12）特別委員会について
テーマ：「今後の都市計画教育と都市計画に関わる人材

梶山

善弘（事例研究委員長）

育成について」の最終年度となるため、とりまとめに向け

川崎

雅史（研究発表副委員長）

ての活動を実施する。

川田

均（総務副委員長）

● 2006 年度予算

神吉紀代子（企画・事業副委員長）

１．収入の部

小浦

久子（関西まちづくり賞選考委員長）

大科目

中科目

予算額

佐藤

道彦（企画・事業委員長）

会費

支部交付金

3,363,600

澤木

昌典（研究発表委員長）

事業収入

事業参加費

200,000

篠原

繰入収入

繰入金

1,278,665

その他収入

利息等

33

田原

直樹（国際交流委員長）

4,842,298

塚本

直幸（特別委員会副委員長）

収入合計

田中みさ子（会員・会計委員長）

２．支出の部
大科目

中科目

管理費
給与手当等
会議費

予備費
支出合計

難波

健（関西まちづくり賞選考副委員長）

予算額

増田

昇（総務委員長）

2,052,000

松村

暢彦（編集・広報副委員長）

465,000

三輪

康一（特別委員会副委員長）

−

宮前

保子（企画・事業副委員長）

旅費交通費

698,000

通信運搬費

188,000

消耗品費

101,000

以上で、総会は閉会した。

事務局運営費

600,000

総会終了後、現在研究助成を受けている「都市計画研究会」

事業費

受託研究事務費

祥（会員・会計副委員長）

2,421,500

監事

中川

大

堀口

浩司

３件の報告が行われた。

支部だより作成費

363,000

講演会等企画事業

476,500

会員サービス事業

150,000

○歴史的まち資源を有する地方都市中心部の活性化に関する

総会開催

240,000

実践的研究〜和歌山市中心部をケーススタディとして−代

事例研究会

40,000

国際事業

70,000

まちづくり賞

74,000

○コラボレーションによる地域資産の発掘と価値の利活用に
関する研究会−代表：岡田昌彰氏

表：林田大作氏
○大津・志賀地域協働まちづくり研究会

代表：秦

憲志氏

インターネット

180,000

研究発表会

228,000

ンテーション４件が行われた。

研究助成

400,000

○紀伊湯浅における住民手づくりの活動から育った町並み再

特別委員会

200,000
−
368,798
4,842,298

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

生（湯浅町熊野古道研究会：和歌山県湯浅町）
○新門前通西之町における地区計画策定の取組
（西之町まちづくり協議会：京都市東山区新門前通西之町）
○庄屋屋敷を活用した平成の町衆によるまちづくり
（吹田歴史文化まちづくり協会：大阪府吹田市高濱町）
○関西まちづくり貢献賞：「まちづくりガーデナー」育成の
取り組みと修了者の活動（兵庫県立淡路景観園芸学校：兵
庫県淡路市野島常盤）
2007/2
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会員会計委員会 報告
会員獲得事業である「学生と社会人の交流会」を 2006 年
12 月 9 日（土）に行ないました。2004 年に最初の交流会を

以下に、実施された各事業の概要と開催の意図を示す主旨
を記載します。
1．
「人口減少・市街地縮小時代のまちづくりを考える」シンポジウム

催して以来、今回で 3 回目となります。彩都がテーマであった

・場所：大阪

ため交通の便が少々悪い上に小雨が時折降る悪条件でしたが、

・講師：中井教授（東京工大）、根本教授（静岡文化芸術大）、
若林教授（京大）、森山様（尼崎市）、木谷様（金沢市）

見学会に 29 名、まちづくり館での交流会に 33 名、懇親会に
18 名が参加しました。特に懇親会では会場の都合でノンアル

・参加人員：101 名

コールだったにも関わらず、学生、講演者、スタッフ共々和気

・主旨

あいあいと良い雰囲気の中で交流が図れたと思います。

多くの地方都市で都心の空洞化が進み、中心市街地の求心

また、近年の支部会員の減少傾向への対応策として、次の

性が失われているが、近い将来、全ての都市が少子高齢化、

2 点を実施しました。

人口減少局面を迎え、市街地の縮小が起こると予測されている。

１）賛助会員証の発行

欧米においては、人間・コミュニティ中心のエコロジカルで

近年の賛助会員の減少理由の一つに、賛助会員であるメ
リットが感じられないことがあるのではないかという考えか

文化的な都市づくりを基本としながら、経済的繁栄も確保する
持続可能な都市、コンパクトな市街地の形成が進められている。

ら、11 月に関西支部独自に賛助会員証を口数分作成し、賛

わが国では、そのような社会的課題に対応するため、今般ま

助会員宛に送付しました。この会員証を提示すれば、関西支

ちづくり三法（平成 10 年：大規模店舗立地法、中心市街地活

部の有料イベントに無料で参加できます。12 月 5 日開催の

性化法、改正都市計画法）が改正されようとしているところで

シンポジウム「国土形成計画の状況と今後の検討課題」では、

ある。また、いくつかの自治体では商業施設など大規模集客施

賛助会員証提示による参加者が多数見られたとのことで、有

設の立地誘導を目的とした条例や一体連携するまちづくりに関

効に活用されていることが確認されました。

わる条例策定、各種施策の実施が先進的に取組まれている。

２）実務経験者による都市計画スキルアップ塾（仮称）の企画

各地の先進事例の紹介や都市計画法の改正内容なども踏ま

支部連携行事企画募集に対し会員会計委員会として「実務

て、これからの地方都市に有効かつ適切な広域的土地利用の

経験者による都市計画スキルアップ塾（仮称）」を提案した

あり方やまちづくりの方向性などについて議論を深めながら、

ところ採用されることになりました。この企画は、都市計画

人口減少・市街地縮小時代のまちづくり・都市計画を展望する。

に携わる関係者のスキルアップを目指すと共に、新規会員の

2．「広域風景づくりの展望方向を考える」ワークショップ

獲得と現会員の満足度の向上を目的としています。具体的な

・場所：近江八幡市

企画を策定するために、賛助会員及び未入会企業・自治体を

・講師：川崎助教授（京大）、黒崎様（元滋賀県）、深尾様（近

対象に 11 月にアンケートを送付し、現在その結果を取りま

江八幡市）
・参加人員：29 人

とめ中です。

・主旨
企画事業委員会 報告
昨年度は「まちづくりのしくみ」をテーマに事業を企画し

先立ち、「ふるさと滋賀の風景を守り育てる条例」を制定し、琵

ましたが、今年度は幅広い視点で都市計画を考えることにし

琶湖とその周辺を「琵琶湖景観形成地域」に指定することで、

ております。

琵琶湖を中心とした広域風景づくりに取り組んできた。さらに、

まず 2006 年 9 月には、まちづくり 3 法をテーマに昨年度

この条例による風景づくりを一層進めるために、景観法の制定

から取り組んでいる 3 回シリーズの最終回、「人口減少・市

を契機として、県全体として琵琶湖を中心とした豊かな景観形

街地縮小時代のまちづくりを考える」シンポジウムを実施し

成に向けた取組みを進めるための「ふるさと滋賀の風景づくり

ました。自治体での取り組みを交え、深みのあるシンポとな

マスタープラン」をとりまとめたところである。

次に 10 月には、「広域風景づくりの展望方向

滋賀県の風景の特徴は、琵琶湖という雄大なオープンスペー

を考える」ワークショップを滋賀県で開催しました。ワーク

スを中心に、それを取り囲む湖岸、町並み、田園、丘陵・山

ショップに先立ってタウンウォッチングを実施した成果もあ

系が、琵琶湖と一体的かつ広域的な風景を構成する点にあり、

り、会場とのやり取りも活発で、中身の濃いものとなりまし

琵琶湖に向かいあう自治体が互いに景観形成、風景づくりにお

た。

いて連携、協調することが必要とされている。こうしたなか、近

りました。

更に、今年の 1 月には、「都市空間の福祉計画」と題し
た講演会を実施しました。
なお、3 月には「劇場を中心としたまちづくり」をテーマに、
大阪天満宮に開場された落語専門の劇場「繁昌亭」と周辺の
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自治体の景観づくりが進められているなか、滋賀県は全国に

江八幡市、大津市は双方とも景観計画を策定済みであり、滋賀
県の風景づくりに向けた取組みを検証しつつ、今後の広域的風
景づくりをどのように進めていくべきかについて展望する。
3．「都市空間の福祉計画」講演会

まちの変化を取り上げて、まち歩きを兼ねた講演会を企画し

・場所；大阪

ています。

・講師；田中教授（摂南大）
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・主旨

かの超大型 SC の出店計画が構想されている。

バリアフリーデザイン、ユニバーサルデザイン、安心・安全

これらは車でのアクセスの利便性はもとより３店のうち２店は

のまちづくり、交通バリアフリーなどの取り組みに見られるよう

主要な駅の前に、鶴見のケースでも２つの地下鉄駅の中間に

に、わが国の福祉のまちづくりは着実に発展してきた。また、

立地している。いずれもシネマコンプレックスと巨大な駐車場

従来はハードとソフトに分けて議論・実践されがちであった

が付いた巨大なショッピングセンターであり、いわばエンターテ

が、近年はその両面を考える必要がある。

イメント機能もある交通の結節点に立地した地域核である。人

このような中、「Society for All」を提唱し、「誰もが幸せ

の流れに大きく影響し、シネコン付きの大型 SC が無い都市か

になる社会」を目指す取り組みを研究・実践されている田中

らある都市に購買人口が流出する現象もみられ大型 SC の有無

直人氏を講師としてお迎えし、協働のあり方、地域コミュニ

が直接地域間の競争の優劣に繋がっている。

ティと支援体制、逆デイや小規模多機能サービス拠点の整備、

また都心でも 9 月に丸井難波店がオープンし、梅田では三

交通バリアフリーに関する展開などについて、都市計画の視

越の新規進出、阪急の増床工事、梅田北ヤードの開発計画の

点からご講演頂き、議論を深めていきたい。

着手など都心部での集客力の強化も予測される。御堂筋では、

以上、関西支部企画事業委員会では都市計画を様々な観点
から考える視点を提供しようと努めています。

坪単価 49 百万円でルイビトンが出店するなどバブリーな地
価高騰が起こりつつある地域も出てきた。
まちづくり３法が 07 年に施行されるが、郊外の大型 SC

国際交流委員会 報告

の立地と中心市街地の極度な衰退といった地方都市圏の状況

毎年恒例の事業である「海外都市計画交流会」は、2006

と大都市圏は条件が異なる。大阪の人口は 882 万人で人口

年 8 月 19 日 か ら 23 日 ま で の 5 日 間、 台 湾 を 訪 問 し た。

密度も DID 人口密度、40 人／ ha 程度の地方都市に比べ大

1994 年中国上海訪問から始まった当事業において、台湾訪

阪府の市街化区域での平均人口密度は 91 人／ ha であり人

問は 2 回目に当たる。当初は、台湾の風水都市の視察を企画

口規模も人口密度も大きな差がある。イオンの幹部の話では

し、大阪大学大学院にて風水都市研究で学位を取得した黄永

延床面積５万㎡程度の SC の商圏人口は 20 万から 30 万程度

融氏に案内・解説を依頼したが、むしろ中南部都市の視察を

ということであり地方都市では１つで地方都市全ての商業需

薦められたため、実質的には中南部都市の歴史的地区の訪問

要を満たすような規模であるが、大阪府全域では単純計算で

が中心になった。同時期台北で開催された日台韓国際都市計

40 店ほどが許容されることになる。

画シンポジウムと日程が重なったことから、交流より視察に

また鉄道整備も活発で、地下鉄井高野線が 12 月に開通し

重きをおいた、例年の交流会とは少し趣が異なるものになっ

たのをはじめ、京阪中ノ島新線、JR 外環状線、阪神西大阪線、

たが、黄氏の取引先家族との交流など例年にはない体験がで

大阪モノレール彩都線などが建設中である。鉄道駅を中心と

きたことなど概して好評であった。

した歩いて暮らせるまちづくりが可能な条件が強化されてい

交流会の実施に際しては、会員、非会員を問わず広く参加

るといえる。

者を募ることにしているが、どうしても委員会メンバーが主

しかしながら、既存のアーケード商店街は人口回帰の言わ

体とならざるをえず、参加者７名のうち４人が国際交流委員

れる大阪市内でもシャッターの降りた商店街が顕在化してき

会のメンバーであった。参加者数が多くなり過ぎると実施が

ている。大阪市内でも増加しているのは都心の北区や中央区

困難になる面はあるが、やはりもう少し交流の輪を広げたい

などであり、他は人口が減少している区もある状況である。

と思う。今後の課題である。
もう一つの恒例事業である「内外の専門家による講演会」

大阪府全体では今後 20 年間に 66 万人の人口減少が予測
されている。しかし一方で、空家戸数は増加し、市街化区域

および「留学生との交流会」については今年度末に開催を予

内には宅地化農地が存在し、事業途中の開発地やまだ供給さ

定して現在企画中である。またの機会に報告させていただき

れていない宅地が多数残る郊外 NT などもあり、人口フレー

たい。

ムで説明してきた住宅市街地の拡大につながるような「線引
き」の見直しは今後は困難な状況が予想される。当然調整区

事例研究委員会 報告
2006 年 12 月 4 日に近鉄八尾駅前の西武デパートの横の

域内での地区計画による開発もコントロールされるべきであ
ろう。

コクヨ工場の跡地にイトーヨーカ堂を核とした店舗面積約 4

一方供給過多になりつつある住宅・宅地については、郊外

万㎡の大型ショッピングセンター（SC）がオープンした。大

において、箕面森町（水と緑の健康都市）の区域内で里山の

阪府下では 9 月に守口市大日駅前のサンヨー工場跡地に店舗

利活用による里山と住宅地の環境共生を強く特徴付けようと

面積として府内最大の約 8 万㎡のイオン大日 SC が、11 月に

いう試みもなされつつある。

は鶴見緑地近くの椿本チェーン工場跡地にジャスコを核店舗

今は都市づくりの大きな転換期であり、様々な切り口があ

とした店舗面積約 4 万㎡のダイアモンドシティー・リーファ

るが今後、新たな発想につながるような事例を具体的に紹介

が大阪市内初のモール型 SC としてオープンした。さらに府

していきたい。

域でダイアモンドシティーやイトーヨーカドーなどのいくつ
2007/2

関西支部だより

19

特別委員会 報告

原稿締め切り

6 月 15 日頃

研究発表会

7 月 20 日頃

「都市計画教育と都市計画に関わる人材育成について検
討する委員会」として 3 年目の活動を展開してきました。

今年度の研究発表委員会の委員は以下の通りです。

2006 年 1 月には、インターネットを用いた会員向けのアン

澤木昌典（委員長：大阪大学）
・川崎雅史（副委員長：京都大学）
・

ケート調査を WEB 上で実施しました。学会の全国会員メー

下村泰彦（大阪府立大学）
・田中利光（大阪市）
・日野泰雄（大

リングリスト（以下ＭＬ）、同じく支部会員のＭＬ、JUDI（都

阪市立大学）・吉積巳貴（( 京都大学）

市環境デザイン会議）関西ブロックＭＬでの調査依頼を行い、

(2006 年 12 月末現在 )

有効回答数 228 票の回答が得られました。調査結果につい
ては WEB 上で公開予定です。
今年度は副委員長を含むワーキングメンバーにより検討を
すすめ、その結果をベースに大学関係者、行政、民間での分
科会で検討を行いつつあります。
上記のアンケート結果とワーキングメンバーによる検討を
踏まえ、11 月に琉球大学における学会研究発表大会ではワ
ークショップを開催し意見交換を行いました。この内容は学
会誌に掲載されますのでご参照ください。

奨励賞を受賞されたみなさんを囲んで

また、2007 年度の前半には、NPO や民間企業など外部の
方と一緒に新しい都市計画のあり方を議論するシンポジウム
を予定しており、これらの結果をまとめ、この秋には報告を
まとめる予定です。
研究発表委員会 報告
2006 年７月 22 日、大阪市立大学文化交流センター・ホ
ールにて第４回関西支部研究発表会を開催しました。表に示
す大学・企業の若手研究者を中心とした 23 編 ( 大学 17 編、
民間 6 編。1 編は欠席 ) の論文発表があり、活発な討論が行
われました。発表数は増え、とくに大学院生など若手研究者
の発表の場としては地歩を固めつつありますが、産・官、と
くに今年度は１編もなかった行政からの発表が望まれるとこ
ろです。
発表は全体を 4 つのセッションに分け、それぞれの座長［宮
前保子氏 ( ㈱スペースビジョン研究所 )、千葉桂司氏 ( ㈱ＵＲ
サポート )、上原正裕氏 ( 兵庫県 )、三輪康一氏 ( 神戸大学 )］
には、専門分野から適切なコメント・アドバイスをいただき
ました。質疑討論を通じましても、若手研究者や実務者によ
る研究交流の場として定着してきたことを実感します。
そして、研究内容の発展を期待して、恒例の研究奨励賞を
選考しました。今年度の受賞者は、表の☆印の４名の方々で
す。発表会後には表彰式兼交流会も開催し、奨励賞受賞者や
支部長を中心に参加者が和気あいあいとした雰囲気の中でさ
らに交流を深めることができました。
2007 年度も、以下のように、今年度とほぼ同様のスケジ
ュールで開催を予定していますので、奮ってご応募ください。
詳細が決定次第、支部ホームページでもご案内します。第１
回〜４回までの論文集は事務局で購入できます。
●第５回関西支部研究発表会開催スケジュール
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2 月頃（ホームページ等）

申込締め切り

5 月 20 日頃

関西支部だより

第４回研究発表会・発表論文一覧
城下町の都市形態に関する考察−膳所と長浜について
○山崎正史（立命館大学理工学部）
大阪平野における戦国時代の環濠自治都市に関する研究
2
石黒正俊（大阪工業大学工学部），赤松貴史，岩崎義一
『淀川両岸一覧』から捉えた近世の水辺空間の魅力の解明
3 ☆ 岩 﨑 雄 太 郎（ 大 阪 府 立 大 学 大 学 院 生 命 環 境 科 学 研 究 科 ），
加我宏之，下村泰彦，増田 昇
大阪市のアーケード街の空間的特徴と情景要素に関する研究
4
○西野奈那（関西大学大学院工学研究科），永井規男
屋外広告物の文字情報が景観に与える影響に関する研究
5
○高橋了平（立命館大学理工学部），小中良介，山崎正史
都市農村交流における二地域居住の可能性に関する研究
6
○森奥悠人（大阪大学大学院工学研究科），澤木昌典
伏見における地域インフラが酒造産業に果たした役割に関する研
7 究
○上原 学（大阪工業大学工学部），杉山大峰，岩崎義一
韓国釜山市の斜面密集市街地の住居環境改善事業地区における共
8 空間の特性とその役割に関する研究
☆曺 弼奎（大阪大学大学院工学研究科），澤木昌典，鳴海邦碩
奈良市三条通の沿道整備における専門家の役割
9
○坂内陽子（大阪市立大学大学院工学研究科），赤崎弘平
アーケード撤去商店街に関する実態分析
10
○飯田須奈緒（大阪大学大学院工学研究科）
岸和田市におけるレンタサイクルの都市回遊特性と利用実態に関
する研究
11
三 浦 慎 也（ ㈱ 成 学 社 ）， ○ 岡 田 昌 彰， 玉 井 明 子， 大 野 鶴 夫，
実森伸一，西岡數房
人口及び世帯数の推移から見た計画的住宅地の変遷についての一
12 考察
○坂井信行（㈱地域計画建築研究所），高田剛司
分譲マンション管理組合の耐震安全性に関する意識調査
13
○大塚祐治（神戸大学大学院自然科学研究科），大西一嘉
米国世界貿易センタービル同時多発テロ後の災害復興プロセス
−多様なステークホルダーによる都市の再生
14
☆近藤民代（( 財 ) ひょうご震災記念 21 世紀研究機構人と防災未
来センター）
都市災害に備えた給油所の地域防災力に関する研究
15
○上田恭平（神戸大学大学院自然科学研究科），大西一嘉
合併市町村における計画と事業運営のあり方
16
金井萬造，○小阪昌裕（㈱地域計画建築研究所），田口智弘
アゲハの産卵状況から捉えた都市域における生物生息空間整備に
関する研究
17
○ 中 博 志（ 大 阪 府 立 大 学 大 学 院 生 命 環 境 科 学 研 究 科 ），
上甫木昭春
関西圏における地域コミュニティ活性化に関する研究
18 ○ 大 森 淳 平（OM 環 境 計 画 研 究 所 ）， 永 冨 聡， 村 田 武 一 郎，
沢田裕美子
地 域 の 個 性 を 活 か し た ま ち づ く り に 関 す る 研 究
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