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日本都市計画学会
関西支部だより
経済や社会の、必ずしも望ましくない方向での激動を予感させる中で

支部創立 20 周年を視野に入れ 2008 年の幕が開きました。２年の任期で支部長に就任してから８ヶ月
が経ちますが、引き続き本年も皆様のご協力をお願い申し上げます。
た支部活動への取り組みを
支部長

榊原

和彦

大阪産業大学教授

本部では、各支部長の回り持ちとなっている学会副会長を引き受ける
ことになり、研究交流特別委員会の幹事長となりました。この特別委員
会は、
「日本都市計画学会・21 世紀ビジョン」
の
「４つの重点的取り組み」
の内、
「1. 社会的発言・提言・発信機能の強化」、「2. 社会的連携の推進」の
ために新設され、研究交流および社会連携交流活動（組織）に対して助
成を行うものです。そこで、これに関連して、支部の新しい活動の方向
と２つの具体的な取り組みを考えております。
方向というのは次にあげる５つです。①鳴海前支部長時代からの「都
市計画教育と都市計画に関わる人材教育に関わる特別委員会」（去る
11 月に報告書が完成）およびこれに関連する新事業「会員のコラボレ
ーションによるスキルアップ塾」を継承すること。これらは、上記「４
つの重点的取り組み」の残る２つ、「3. 人材育成・教育と職能の確立」、
「4. 会員サービスと学会運営の充実」を踏まえたものであり、引き続き
取り組むべきと考えます。②「４つの重点的取り組み」の「1.」のため
に、発言・提言・発信されるべき情報の「収集」と特に「創造」を重視
すること。③ 21 世紀ビジョンの基本理念にある「総合的で実践的であ
る都市計画を学問として追求」を実践すること。④昨今、「都市計画の
時代」から「まちづくりの時代」に移り変わりつつあることを考慮し、
「民」に焦点を当てること。⑤以上に基づく取り組みが、新時代の支部
活動として、2011 年の支部創立 20 周年に一応の結実を見ること。
具体的取り組みの一つは、前特別委員会の成果を踏まえて新たな特別
委員会を組織し、上に挙げた方向の①、②、③そして⑤を目指すことで
す。今一つは、支部として応募、採用された社会連携交流組織「関西ま
ちづくりサロン＆フェスティバル in 2011」です（詳しくは、この支部
だよりの社会連携交流特別委員会記事をご覧下さい）。これは、方向の
②、④、⑤に関わります。
どの取り組みも、支部（会員）として相当のエネルギーを割く必要が
あります。活動へのインセンティブとなるものを探し、モティベーショ
ンを高く保つ工夫をしなければならないでしょう。いずれにしても、支
部としての取り組みがあってこそ実現できる、意義の大きい活動と考え
ておりますので、重ねて、皆様のご協力・ご支援を賜りますようお願い
申し上げます。
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特集/観光とまちづくり
今、観光が脚光を浴びています。昨年施行された「観光立国推進基本法」では、観光を 21 世紀におけるわが国の重要
な政策の柱として据えることが謳われています。また最近では、観光を冠した大学や学部の新設、改組も相次いでおり、
研究への取り組みも従来の枠組みを越えた総合的な視点から進められています。こうした中で、まちづくりにおいて、
観光は地域の振興、活性化の目玉としてその貢献に大きな期待が寄せられています。地域密着型の観光の重要性が指摘
されるなど、新たな観光の在り方が模索されていますが、一方で単なる観光地化してしまうことによる弊害も深刻であ
り、いわば観光は両刃の剣ともいえます。今こそ、観光の意義が問われています。
本特集号では、「観光とまちづくり」と題して、関西圏における各地の事例を取り上げながら今後の展望について考え
たいと思います。以下では、まず、(1) 総論として、まちづくりにおける観光の意義、都市における観光のあり方、交通
行動からみた観光まちづくりの捉え方を論じます。次いで、(2) こうした観光まちづくりを支えるのは基本的には人であり、住
民を主体とした組織の形態、活動の現状や課題を述べます。
また、(3) 地域に残された貴重な文化、歴史、自然といった資源を発
掘しそれを観光に活かすための知恵について解説します。最後に、(4) 公共交通・自転車による環境に優しい観光交通、観光地
での自動車交通対策、
さらに移動を支援する情報システム構築の試みを紹介します。

小谷

通泰（編集・広報委員会委員長）

( Ⅰ ) 観光まちづくりの現状と課題
新しい観光が問いかけるコト

きた「原風景」に気付き、営まれる素朴な暮らしと文化
千葉

桂司

（副支部長・㈱ＵＲサポート）

はじめに

に感動する。
帰国後、私たちはある会でブータンの印象を報告し
た。その席で、以下の興味深い指摘が投げかけられた。

観光という視点からまちづくりや都市計画を眺めてみ

「観光前夜のブータンは将来、次の３つのシナリオのう

ると、これまでに気付かなかったいくつかの事柄に触れ

ち、どの方向へ向かうのであろうか。①普通の国になっ

ることができそうだ。新しい観光と呼べる観光が始ま

てしまう、②観光立国としてスイスのような国になる、

り、まちづくりがこれと重なり、まちづくりにも新しい

③文明の逆流がここから始まる」と（＊−１）。

局面が生まれるかも知れない。その時、都市計画はどん

つまり、「近代化から遅れるだけで、いずれ先進国か

な役割を担えばいいのか。それはともかく、まずは国づ

らの情報と観光客がどっと流入し、現文明は滅び、変わ

くりと観光について、ブータンから話を始めたい。

り映えのしないアジアのただの国になってしまうのか、

ブータンの試練

あるいはその素晴らしい自然と伝統を活かした明確で強

2005 年９月 21 日、私たちを乗せたドゥルックエア機

い観光政策を前面に出し、東洋のスイスといわれる国に

は、標高 2400 ｍ、ヒマラヤ山岳地の小さな国「ブータ

なるか。はた又、それらを越えて、退歩するかに思える

ン」のパロ国際空港に降り立った。

文明に抗い、人類の明日に希望を繋ぐ文明の逆流が、ヒ

ブータンは九州程の面積に、約９0 万人の人口が住む、農

マラヤの辺境の国から起きるか」。現にブータンは世界

業のほかにさしたる産業もない小国である。
しかし、
この国

でも稀な森林面積が今でも増加している国である。この

は 1970 年まで鎖国をし、GNP より GNH（国民総幸福量・ハ

第 3 の指摘が実に興味をそそられるではないか。観光化

ピネス）を国是として、国民は伝統的衣服を身に着け、誇り

はその国、その地域の将来を左右する極めて重要なポリ

高い歴史的伝統や文化を大切に守る。一方で子どもたちの

シーなのである。

教育は全て英語によって行われる稀有な国の 1 つである。

まちづくりと新しい観光

まだ開発されずにあるがままといっていい、この国の緑

観光化が１国を左右するほどではないにしても、「ま

に包まれた急峻な山川の風景は、素晴らしい建築や織物

ちづくり」にとっても観光は１つの方途かもしれない。

の伝統デザインと見事に馴染んでいた。

ただ、この時の観光とは従来型の商業化された観光とは

年間観光客はほぼ国民の数ほどに制限されいるが、訪
れる人たちは間違いなくこの国に、先進国が既に忘れて
2
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全く違う発想から生まれる観光でもある。

（１）観光が変わる

の歴史・風景・暮らしや文化などを観て貰い、案内する

一般的な観光の多くは、いわゆる観光産業として名所

人もされる人も新鮮な魅力発見に驚き楽しむ。それが結

旧跡や大自然などの物見遊山をパッケージ化した、集団

果として市民の『わが街自慢』となり、誇りと愛着を再

的ツアーを主流として行われてきた。ところが、近年こ

発見する効果をもたらしたという。もちろん減少気味の

の観光のスタイルが大きく変わろうとしている（＊−

観光客を増やしたことは言うまでも無い。まち歩きから

２）。それは例えば、集団中心から個人や小グループ化

始まった新しい観光は、まちづくりの新しい展開を切り

へ、又、名所旧跡見物中心から、歴史・文化資源などの

開くかも知れない。

新しい魅力を発掘し創出した普通の街や村などが目的地

守る都市計画へ

となり、お仕着せ観光ではなく自主企画や手づくりを重

一方で地域固有の歴史や文化・資源を守り、地域を元

視し、更に発見・学習・体験・参加・交流などを目的とし、

気にするまちづくりは、これからも新しい観光スタイル

そして商業的な観光化を必ずしも最終の目標としていな

を生み出す可能性を秘めている。では、まちづくりに凌

い、など多様なスタイルを持つ展開に特徴がある。

駕された今の都市計画は、まちづくりと観光という分野

これを「新しい観光」と呼ぶとすれば、「地域の住民

で、どういう役割を担うことができるであろうか。

や市民を主体として、自らの居住地や街を、自分達の手

都市の「部分」である地域や街が元気になれば、都市

で協働して磨き、育て、守り、それを『わが街自慢』と

「全体」にそれは良い連鎖を及ぼすだろう。これからの

して発信することで、訪れる人たちと触れ合い交流し、

都市計画はこの「部分」である地域や街をこそ大事にし、

一緒に楽しみ喜びを分かちあう形」と定義つけることが

これを守らなければならない。行政の担う都市計画は、

できるだろう。

もはや大規模都市開発でもなければ公共施設づくりでも

（２）まちづくりがもつ観光的要素

なく、必要なのは「守る都市計画」であろうと考える。

「まちづくり」が従来の都市計画からは異なった発想から

守るものは、地域であり環境・景観・コミュニティーで

生まれた動きであり言葉であるように、
「新しい観光」
も従来

あり、何よりも市民の安心と安全でなくてはならない。

型観光とは殆ど異なる地平から発する。
こうして
「新しい観光」

このために行政には「強い政治的意思」が求められる。

を眺めてくると、
まちづくりの担い手といい方法といい、活動

今ある市民的価値を守る意思が、将来へ価値をつなぐ最

する場所やその多様な内容まで、
「まちづくり」そのものと多

も積極的な行為といえる。例えば、07 年の京都市によ

くが似通っていることに気付く。

る「新景観政策」は、京都が「ただの街」になることを

無論まちづくり活動の目標・目的は観光ではない。ま

避けた、行政が発する久々の「強い政治的意思」であっ

ちづくりが観光になると聞けば抵抗を感ずる人は多いは

た。筆者は京都市のこの英断を大いに評価するものであ

ず。しかし、「私たちはこんな面白いことをやっている、

り、これを単なる行政の観光政策としての断面で見るの

こんな楽しい街があることを知って欲しい」というまち

は誤りで、関連して京都市民と文化を守る施策が順次統

づくりに関わるウチ・ソトの人たちが、「見に来て欲し

合化され総合化される、その端緒と理解したい。

い、一緒に考えて楽しもう」となると、それはまさに新

無論、都市計画は地域を守る市民の力と連携しなけれ

しい観光、暮らしの観光の芽と重なり、多様な動きへと

ば事は進まない。地域のまちづくり活動と新しい観光活

広がり展開されることになる。

動を、強い意志をもって支援し守ることが今後の都市計

（３）「長崎さるく」から学ぶこと

画に求められよう。もちろん「強い政治的意思」の発露

さて、まちづくりの原点は「まち歩き」にあるだろう。
そのまち歩きを観光にしたのが「長崎さるく博」である。
これは、長崎市の観光政策を問い直すことから始まり、

が、将来のありたい都市や街の姿にそぐわない間違った
方向へ向かわないよう見定める必要はあるが。
ブータンの旅は終ったが、さてブータンの行く末は、

新しい観光のあり方を提起した。博覧会とはいえ、企画

どのようなシナリオを選択するのだろうか。

段階から多数の市民が参加し、手作りで案内したい市内
７０数コースを設定した。個人が自由に歩くもよし、ガ

＊−１：2005 年 12 月の都市環境デザイン会議（JUDI）セミナーにおけ
る「ブータン訪問報告会」で、関西大学の丸茂先生からの問題
提起。詳しくは JUDI のホームページを参照。

イドに案内されるもよし、地元や参加した人たちとの交

＊−２：第１６回都市環境デザインフォーラム（2007 年 11 月）の冊子

流を図るもよし。「観光都市・長崎」にある、普通の街

「都市観光の新しい形〜暮らす・歩く・楽しむ・招く」を参照。
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都市観光の新しい形

来街者や「同好の士」との出会いや交流の喜び、地元の
金澤

成保

人々や来街者とイベント・行事で、同じ「時」と「場」

（大阪産業大学）

を共有する連帯感や楽しさが、地元の人々には報酬とな
ることが期待される。

都市観光と２１世紀都市
都市観光の形は多様である。あえてまとめれば、固有
の都市性、都会性との触れあい、都市に集積されたエン
ターテイメントやサービス、さらに生活情報の享受、そ
の都市独特の景観、環境、文化、ライフスタイルの発見、
その地の人々との交流・連帯、あるいはコミュニティへ
の擬似的参加を求めたレクレーションをあげることがで
きるだろう。
20 世紀の都市は、「住」「働」「遊」の機能を分離配
置し、それらを交通でむすぶことを基本原理としてつく
られてきたといえる。21 世紀の都市は、しかし、「住」

「暮らす」「歩く」「楽しむ」「招く」都市観光

「働」「遊」の機能が再び融合・一体化する傾向を示し

「下から」「内から」の都市観光には、「暮らす」「歩

ている。都市観光は、これら機能の再融合に大きな役割

く」「楽しむ」「招く」がキーワードになると想われる。

を果たすと期待される。

「暮らす」とは、住む、働く、つくる、商う、遊ぶなど、
生活全般の行為を表している。暮らしを見せる観光に
は、手工業や商売、さらに行事・イベントなども含まれ
る。名所・旧跡観光が「昔」、止まった時間を体験する
のに対し、暮らしを見せる観光は、「今」、そして生き
ている時間を体験できることだ。
この観光には、また「歩く」ことが鍵となる。一定の
地区そのものを観光対象として見て歩く、楽しんでもら
うことが、この観光のベースとなる。「歩く」ことによ

「下から」「内から」の都市観光
集客施設の誘致や観光ビジネスの振興、旅行業者によ
るパッケージ・ツアーなど、従来の、いわば「上から」

り、暮らしや街並みのディテールが見え、道すがらそこ
の暮らしが体感できる。地元の人々と会話をし、交流す
る機会もできる。

「外から」の観光開発とは大きく異なり、地元の人々が

「楽しむ」のは、訪れる観光客だけではない。観光を

自らのまちや暮らしを誇りに思い、他者を招き入れとも

通じて様々な人々と触れあい、交流できる楽しさ、地元

に楽しむ「観光」が、いま広がりつつある。こうした、

の良さや魅力を伝える喜び、ともにイベントや行事に参

いわば「下から」「内から」の観光振興、地元による地

加する楽しさ、さらに、まちづくりを担う「生きがい」

元のための新しい「観光」を通じて、地域に対する愛着、

など、地元の人々も楽しめることが、この観光の鍵とな

アイデンティティがはぐくまれ、まちの活性化と新たな

るだろう。

都市文化の創造がはかられるのではないか。

観光客を「招く」ことにより、他の地域の人々との交

「上から」「外から」の観光振興が、利益や経済的発

流を拡げることができる。一時の観光客として訪れても

展を主な目的や動機とするのに対し、「下から」「内か

らうだけではなく、繰り返し訪れてもらうことにより、

ら」の「観光まちづくり」は、地域の活性化や持続的発

地元になじみをもってもらう、それが観光の究極の姿だ

展が主たる目的や動機となることが、考えられる。地元

ろう。さらに客人を迎え入れ、もてなすことから新たな

にもたらされる利益よりもむしろ、「観光まちづくり」

都市文化が生まれることが期待される。

に主体的に加わることの「やりがい」や満足感・充実感、
4
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交通行動から見た観光

による接近法が必須であり，Activity-based なモデルフ
流通科学大学情報学部
西

井

和

夫

レームの適用が有効と考えられる．具体的な最近のテー
マとしては，ツーリストの周遊行動（トリップチェイン）
形成のメカニズムの把握・検証のために目的地（観光ス

まず，交通行動から観光を捉えることの意義について
考えてみよう．１つには，観光という非日常的な活動に
おいて交通（移動）行動の果たす役割が大きく，結果と

ポット）選択肢集合モデル分析あるいは滞在時間特性と
の関連性分析等がある．
② 需要管理・創出型計画手法 ( 戦略 ) への転換

して観光活動の諸特性を決定づけることが挙げられる．
例えば，ミクロな個人単位のレベルで個々のツーリスト

地域計画

観光

は，自らの活動・行動上の社会経済的な予算制約と物理

観光地交通計画

的時空間制約を満足させる形で観光周遊行動のパターン
を意思決定するが，その際交通システムの提供するサー

交通

ビス水準が大きな規定力を有することは明らかである．
以上の観点は観光（活動）あるいはそれに関与する観光
交通（行動）といった，現象としての観光をどのように
捉えていくかについてのものだが，さらにまた別の観点
として，『観光』と『交通』に加えて，『まちづくり』
という３つ目のキーワードを想定する場合の意義を指摘

都市交通計画
都市

都市計画

観光・交通・まちづくりの新たな枠組み

できる．すなわち，以下の図に示すように，交通行動を

ツーリストの都市観光に対するニーズやウォンツは多

介して従来の観光地交通計画（観光地における観光客の

様であり，その結果顕在化した観光活動・交通行動に関

交通行動を対象）と都市交通計画（豊かな都市生活実現

する意思決定構造も多様で複雑な性質を有する．そのた

に向け都市生活者の交通行動を対象）を包含する新たな

め都市観光の需要管理・創出のために有効な観光戦略が

まちづくりの枠組みを考えることを意味する．この枠組

まちづくりの一環として展開されることが重要であり，

みでは，従来の計画手法の要素技術的な接近法（都市計

その意味で『都市観光のマーケティング』手法の開発が

画，交通計画，観光学（観光資源論，観光文化論）等の

必要である．この場合，都市観光マーケティング戦略は，

個別要素的対応）からより一体的な計画論の展開を特徴

ツーリスト（消費者）戦略から始まり，商品（コア商品

としている．

としての都市観光資源，交通，宿泊等の支援商品）戦略，

さて，交通行動から見た観光まちづくりの基本的課

価格戦略，流通戦略，そしてプロモーション戦略に至ま

題は何か？最近の観光研究あるいは都市圏の休日観光

での混合戦略となるため，行動論的接近法からの調査

交 通 研 究 の 高 ま り の 中 で， と く に『 都 市 観 光 (Urban

（リサーチ）手法の開発が課題といえる．

Tourism)』に関連した諸議論を踏まえながら整理してい

③ 観光まちづくり施策体系・評価手法の確立

くことにする．
①観光活動・交通行動の再現・予測手法確立
これは，交通行動分析手法の精緻化に向けた基本的課
題で，観光活動・交通行動に関する有効な調査手法の開

発と併せて検討すべきである．とくに，マイクロレベル
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( Ⅱ ) 観光まちづくりを支えるしくみ
町民が支えるまちづくりのしくみ

増資を決定し、資本 9800 万円に増額することにした。
上坂

卓雄

公社が借用している建物、土地、集合貸店舗「出石びっ

（㈱出石まちづくり公社）

蔵」の土地など、町有地一切を買い取るためである。さ

はじめに

らに金融機関からの借入金により、隣接する大手前駐車

昭和 40 年頃、出石には観光客はほとんどなかったが、

場も取得し、これが公社の収入財源の大きな柱となっ

今では年間 100 万人近くが訪れる町になった。その背景

た。この 4800 万円の増資においても新たに 170 人近く

には、地域住民が中心となって取り組んできた町の活性

の出資を受け、330 名にも及ぶ町民会社に生まれ変わっ

化への努力と、歴史、伝統、文化を伝承し故郷と自然を

た。近年の株主総会の株主提案でも今後のまちづくりの

守り次世代へ繋ぐという熱い思いがある。

中核として公社が支援体制をとるべきとの声もあがって

出石の町民主体のまちづくりは、昭和 43 年に出石城

いる。

隅櫓の復元費用全額を町民の寄付金で賄ったことに始ま

平成 18 年には、観光協会、商工会、農業者等と連携

る。この取り組みは、その後の登城門や登城橋の建設、

し、青年や女性たちにも参加を呼びかけ、これからの出

町並保存等、町民主体でまちづくりを進める原点となっ

石を考える「いずし未来委員会」を立ち上げた。協議を

た。当時の出石町観光協会は、観光関連業者のみによる

重ねる中で、平成 19 年に夏まつりを開催し、地元から

小さな組織であったが、隅櫓復元をきっかけに昭和 48

も継続を期待されるまでの成果をあげることができた。

年に改組した。一般町民にも呼びかけ、300 人余の町民

今後目指す方向

参加による町民会員の新組織を作り、町あげての出石観

しかし、まだまだ課題も難しさもある。

光の第一歩を踏み出した。新しくなった観光協会は、特

食の文化として観光客動員の要素である「出石皿そ

産店や観光案内所を設置し、城跡でそば店を開店するな

ば」に対する味やサービス、衛生面などへの苦情の扱い

どの活動を行った。その結果、そば店が増加するなど相

もその一つである。そば店それぞれがその伝統の技法や

乗効果が重なって、徐々に観光客が増えてきた。

味にこだわりを持ち、日々研鑽しているお店が大部分で

出石まちづくり公社設立と事業

ある。しかし、一部に規範意識に乏しい姿勢のお店に対

任意組織であった観光協会は発足当時から法人化の議
論があり、財団法人格などを検討していたが諸事情で実

する苦情と不安が少なくない。そのことが出石全体のイ
メージと信用の失墜に発展し致命傷になりかねない。

現しなかった。この問題が平成 8 年頃再浮上し、出石町

平成 18 年、出石まちづくり公社では、旅行者へのサ

商工会、観光協会、出石町などで発起人会を立ち上げ、

ービス提供、観光や教育学習の誘致促進手段として、地

協議を重ねた。その結果、観光協会の事業部門を第三セ

域初の旅行代理業「いずしトラベルサービス」をオープ

クターで法人化することを目指し、平成 10 年に㈱出石

ンした。当社の目的や事業効果が評価されるようになる

まちづくり公社を設立した。これまで地域をあげて観光

までには今後の課題も多い。また、公社自身、物産店等

とまちづくりに取り組んできた経緯があることから、全

による一定の自主財源確保を維持しなければならない。

町民に出資を呼びかけたところ、一般公募による出資者

ただ、その為に事業を拡大することは民間の競合店の経

160 人（440 株 2200 万円）が集まった。それに出石町

営を圧迫しかねず、このことに配慮しながら、地元から

が 500 株 2500 万円、商工会 60 株 300 万円をあわせて、

期待される事業の推進を目指さなければならない。

5000 万円の資本金で始まった。
同時期、中心市街地活性化法が制定され、出石まちづ

出石には、明治期建築で近畿最古の芝居小屋と云われ
る「永楽館」がある。豊岡市が進めてきたこの復元が平

くり公社は平成 11 年、TMO に認定された。早速、町有

成 20 年に完成し、

空き地を活用し、集合貸店舗「出石びっ蔵」を建設した。

再び世間の眼にふ

出石まちづくり公社は、前述のように観光協会の事業

れることは大きな

部門を継承してスタートしたが、本来、民間では行えな

財産となる。地元で

いような事業で地域の活性化を目指すべきであると考え

永楽館を守り、往時

ていた。そこで、豊岡市とその周辺 5 町の合併を控えた

の栄華を復活させ

平成 16 年、出石まちづくり公社の体質強化を図るため

るため観光資源として躍動させていく必要があろう。
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「語り部」と熊野古道の文化的景観
神吉

関わらず古道沿道の各地で、語り部の養成や語り部団体
紀世子

の設立が続いた。現在、県内 30 以上の市町村に語り部

（京都大学）

の会が存在するという。語るべき話を地域の古老や郷土
史家に学びながら、ガイドとしてのスキルを習得する研

熊野古道を歩くイベントでは「語り部と歩く」と銘打

修が各地で続けられている。そうした動きから見えるの

たれているものが目立つ。イベントにおける語り部の役

は、語り部養成という取り組みは、実は、地域資源の掘

割は、危険な箇所もある古道を、来訪者が安全に一団と

り起こしに繋がっているということである（写真１）。

なって歩くよう留意しつつ、古道の各所にある特色ある

上記のようなベテラン語り部諸氏は、郷土史や自然環境

自然環境、歴史的遺構や風景の意味を解説し、訪問者が

についての高い見識に加え、地域で生まれ育ち熊野の昭

古道のシークエンス景観を体感できるよう導くガイド役

和時代を地域住民として生き抜いてきた者として、古道

である。

沿道の集落の日々の暮らしをも語っている。地域住民が

「文化的景観」である「紀伊山地の霊場と参詣道」

いかに過疎の波のなかで暮らしを築き今にいたるか、そ

は、外見では容易にはわからない意味ある場所の連続で

の営みの結果として眼前にある現在の景観の意味を、地

ある。2001 年に開催された UNESCO の「アジア・太平

域住民だからこその体験に即して語っている。そしてこ

洋地域における信仰の山の文化的景観に関する専門家会

の、年月を経てきた集落の暮らしの風景と、参詣者の目

議」では、聖地とそこにむかう巡礼路を含む文化的景観

から見た風景の間の「重なり」こそが、熊野古道の文化

を特徴づけるものとして、①文化遺産としての有形の痕

的景観を構成する主たる骨組である（写真２）。その「重

跡−橋梁 ､ 洞窟、門、歴史的巡礼路、彫刻、埋葬所、社

なり」の両方を語ることができる「語り部」の存在と「文

寺、眺望地点等、②文化遺産としての無形の痕跡−継続

化的景観」の理解は不可分のものである。

性（口承・伝統・祭礼等）、知名度（今も信者がいる）、
アイデンティティ（社会集団の象徴）、慣習等、③自然
遺産としての特性−（生物多様性（森、木々）、気候、
勾配標高、水源地、希少種等）、等のように例示してい
る。外観から認知しやすそうな①でさえ熊野古道沿いに
は見落としやすい小さな痕跡も多く、②や③は古道を歩
いていてもガイダンスがなければ容易にはわからない。
初訪問者でも、そうした種々の特性に気づくよう手助け
してくれるのが語り部である。自然観察活動における

写真１

富田坂クラブ（白浜町富田）の語り部は、世界遺産範囲外だが
草堂寺の門前になる富田地区で、地域資源の掘り起こしに活躍
する。図は昔あった塀を含めた古民家のファサードを復原した
例（作図：大石聖華）。

写真２

箸折峠（旧中辺路町）では、花山上皇の逸話、宝篋印塔、石仏
等に関する解説と同時に、1960 年代頃には至近まで棚田があ
ったことや、峠は地区の境界であり、知人を送り迎えた思い出
の場であること等の地域の話を知ることがこの地点のもつ意味
への理解を深める。

「インタープリター」の文化的景観版とでも言おうか。
和歌山県において
「紀州語り部」の制度が公式に導入され
たのは 1986 年で、1990 年「ふれあい紀州路歴史の道キャ
ンペーン」1999 年「南紀熊野体験博」
と、語り部が導く熊野
古道歩きがイベントとして認知される時代に繋がった。
「紀
州語り部」発足まもなくから語り部に登録し、その語りの高い
質をつくった人々が、
現在のベテラン語り部の諸氏に当たる。
例えば、旧本宮町で長く教職にあり郷土史研究にも携わって
きた坂本勲生氏や、有償ボランティアの体制を早くに整えた
ことで知られる旧中辺路町の NPO 法人「漂探古道」の代表・
木下幸文氏は、1970 年代当時荒れている場所も多かった
熊野古道の再生や郷土史研究の活動にも携わってきた人物
である。
世界遺産登録の前後から、世界遺産登録地域の内外に
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舞鶴赤レンガ倉庫街活用の取り組み

10 月には舞鶴市主催で観光イベント「赤れんがフェス
宗田好史

タ」があり、舞鶴が発祥といわれる肉じゃがと海軍料理

( 京都府立大学 )

の復興が全国的な人気を集め、魚介類や煉瓦アートでの
集客も企画された。

舞鶴赤レンガ倉庫群とは、舞鶴市東舞鶴北吸の旧海軍

しかし、短期的、単発的な集客では観光振興にならな

施設 12 棟の倉庫である。1901 年創設の舞鶴鎮守府の

い。そこで、今回 8 棟全体を活用した活性化策が求めら

建築で 1901 〜 03 年に 9 棟、1918 〜 21 年に 3 棟が建

れた。倉庫群と海港を一体的に再生する水辺の観光空間

てられた。魚雷庫が 1993 年に市立赤れんが博物館、雑

整備が求められ、「ハーバー構想」、「芸術文化拠点」

品庫・損兵器庫が 1994 年に舞鶴市政記念館、その隣の

「子供博物館」「食文化の中心」等の機能を盛込んだ「赤

棟は 2007 年「まいづる智恵蔵」に活用され、年間 10

れんがアートスクール構想」が提案された。しかし、ど

万人の観光客と市民が訪れる。これら 3 棟に加え、市は

れもその具体化には財源、運営主体が未解決である。検

近く民間所有 2 棟を取得し、近畿財務局から文部科学省

討委には民間の参加もある。飲食・物販店が市政記念館

に移管する 3 棟をあわせ、8 棟の保存活用計画が現在、

の一画ですでに営業し、これ以上の店舗経営は伸び悩む

委員会によって検討されている。

観光客だけでなく、一定数の市民を集客しないと難しい

市政記念館 1 棟は国登録文化財、魚雷庫 1 棟が市指定
文化財になっている。むしろ、関連施設の鎮守府水道施
設（北吸浄水場）が国重要文化財、軍港引込線北吸隧道
が国登録文化財である。

と指摘された。人口 8 万 5 千人で、西と東に分かれた街
では、それも難しい。
舞鶴は、主要観光地からも周遊ルートからも離れてお
り一定規模の観光集客は容易ではない。倉庫の取得と修

倉庫群と一体の旧軍施設は棟数が多く、全体配置もよ

復事業のハード面の資金を国・府・市が支えても、ソフ

く分かり、個々の保存状態もいい。近代化遺産、特に軍

ト部門の充実で観光が地域経済を再生するまでに育てる

事遺産としても全国的に貴重なものである。ただ、1950

ことは難しい。

年の旧軍港市転換法により、平和産業港湾都市に転換す

倉庫群の保存運動からイベントでの活用、指定管理者と

るため、旧軍財産が市の医療・社会事業・学校等に時価

しても NPO 法人赤煉瓦倶楽部はこれまで実によくやった。

の 5 割以内で譲渡された。そのため海と倉庫が繋がった

全国的に優れた実績である。イベントの集客性は高く、市民

景観は、戦後の建物と駐車場で分断された。また、軍用

も倉庫を訪れるようになった。しかし、より親しまれるため

地は引上げ支援施設にもなり、軍港中心に発達した東舞

にはレンガ倉庫だけでなく水辺が、そして軍港の歴史が固

鶴の海岸線は、海上自衛隊と海上保安庁、旧海軍工廠の

有の文化遺産として魅力を発揮する必要がある。

ユニバーサル（日立）造船が占めており、寂れた外れの
官庁街とでもいう雰囲気である。

レンガ倉庫は軍事遺産である。市民自身がその複雑な
戦後政治史を紐解くことなく、美しさだけで観光を考え

同時に、軍港と引上げの歴史は、戦後から今日まで反

ることは難しい。レンガ倉庫でジャズが人気だからとい

戦運動の場でもあり、市民から親しまれる施設ではなか

って、横浜の成功例をこの小さな街でなぞることは難し

った。保存状態がいいため、「バルトの楽園（2006 年

いだろう。労働・反戦運動もあったが、この街で、自衛隊・

公開）」、「男たちの大和 /YAMATO（2005 年）」な

保安庁・造船所勤務で海の男・女として生涯を送った人

どの映画や TV ドラマに使われた。また、地元と市役所

は多い。しかし、一般市民とは独特の距離感がある存在

職員有志の「NPO 法人赤煉瓦倶楽部」が中心となり、

である。軍港跡に市役所や体育館を建て、魚雷庫をアー

1991 年から毎年 8 月に「赤煉瓦サマー・ジャズ in 舞鶴」

トで活用することで、過去を消すのではなく、歴史を乗

を倉庫群の野外舞台で 2 日間開催され、プロ・アマの演

り越えるべき時期にきている。退役した海の男たちが港

奏が行われる。第 1 回は山下洋輔、以後も日野皓正、ケ

を輝かせるかもしれない。

ニー・バレル、ジャッキー・マクリーンなど錚々たるミ

国内の観光市場は急速に成熟化している。また各地で

ュージシャンが出演、大成功している。そのため、戦争

女性の比率も高くなった。観光は文化的行動であり、

遺産を文化拠点に、できれば観光拠点にもしたいという

人々の感動を呼ぶコンテクストなくして成功はありえな

市と市民、NPO の意欲が高まった。

い。その意味で、支える人々の輪を広げる課題がある。

8
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( Ⅲ ) 観光資源の発掘
神戸の景観まちづくりと観光

評価され、観光客が急増しました。
仲井

昌之

観光客への対応と共に、伝統的な地区の景観をまも

( 神戸市都市計画総局計画部地域支援室）

り、そだてるために、地区内の自治会や商業者組織等が
により、「北野・山本地区をまもり、そだてる会」が昭

神戸市では、昭和 53 年に全国に先駆けて神戸市都市

和 56 年に結成されました。

景観条例を制定し、神戸らしい都市景観をまもり、そだ

会では、悪いところをなくし、良いところを伸ばすと

て、つくるための施策を推進しています。この条例は、

いう視点から景観まちづくりを実践しており、マイナス

神戸の恵まれた自然と海・坂・山という変化に富んだ地

面をなくす取り組みでは、クリーン作戦や迷惑看板・自

形を活かしながら、美しい街並みの形成を図り、すべて

動販売機をなくす運動などを、プラス面を伸ばす取り組

の人が住み続けたい、また訪れてみたくなる魅力あふれ

みでは、チューリップの花びらを道路一面に敷き詰める

る都市の実現を目指したものです。

インフィオラータ、まちの記憶を引き継ぐ運動、パリの

この条例に基づき、旧居留地や北野町山本通、三宮中
央通りなどの 11 の地域のまちづくり団体を、「景観形
成市民団体」として認定し、市民や事業者と行政との協

モンマルト地区との国際交流事業などを行っています。

三宮中央通り地区のまちづくり
三宮中央通りは、地下鉄海岸線の整備に合わせて、広

働による景観まちづくりを推進しています。

幅員の歩道をもった通りとして生まれ変わりました。道

旧居留地地区のまちづくり

路の幅員構成の検討において、計画段階から沿道の商業

旧居留地は、1868 年の神戸港開港以来、神戸のビジ
ネス街の中心地として発展してきました。
昭和 58 年には、条例に基づく都市景観形成地域に指

者などと話し合いを進める中で、協働のまちづくりの機
運が芽生え、平成 13 年に、「三宮中央通りまちづくり
協議会」が結成されました。

定されたことを契機に、企業間の親睦を主目的としてい

協議会では、神戸の目抜き通りとしてオープンカフェ

た「旧居留地連絡協議会」は、景観まちづくりにも積極

の似合う街並み形成を目標として掲げ、2 カ年の社会実

的に取り組む団体としての性格を合わせ持つようになり

験を経て、平成 18 年より日本ではじめて地域主体によ

ました。

る公道上でのオープンカフェを本格実施しています。観

昭和 60 年頃より、大正から昭和初期に建てられた近

光シーズンに実施されるオープンカフェは、春と秋の風

代洋風建築のもつ価値が見直され、これらを活用して、

物詩として来街者からも高く評価されており、都心の賑

多くのブティックなどが新たにビルの低層部に立地する

わいづくりや都市景観の向上に大きく寄与しています。

など、歴史ある建築物を生かした洗練されたクラッシッ

新たな魅力の創造を目指して

クの雰囲気を持った都心ゾーンとして賑わっています。

神戸市では、今、新たな都市戦略として神戸の持つす

阪神・淡路大震災後の復興まちづくりでは、壁面位置

ばらしい資源や魅力である「神戸らしさ」をデザインと

の制限や用途を規制する地区計画の決定や、自主ルール

いう視点で磨きをかける「デザイン都市」の実現を目指

である都心（まち）づくりガイドラインを策定し、これ

しています。地域資源を活用した景観まちづくりを市民

らのルールに基づく、賑わいと風格のあるまちづくりを

と協働で推進することにより、神戸ブランドを高め、観

地元と協働で進めることで、高質な街並み形成に取り組

光交流の促進につなげていきたいと考えています。

んでいます。
これまでの熱心なまちづくり活動により、現在では、
神戸の業務・商業の中枢機能に加え、美しい街並みを楽
しむために市内外から多くの来街者が訪れる、神戸でも
屈指の成熟した気品あふれる観光地としても高く評価さ
れています。

北野町山本通地区のまちづくり
北野町山本地区は、約 30 年前のＮＨＫの朝の連続ド
ラマ「風見鶏」の放映を契機に、異人館のある街並みが

家族連れやお年寄にも大好評のオープンカフェ（三宮中央通り）
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LRT 整備を契機とした都市観光振興−大阪府堺市
塚本

直幸

（大阪産業大学）

ると考えられがちな堺の観光スポットを有機的につなぐ
整備により、堺を都市観光面でも魅力的なまちとするこ
とは可能であろう。
「まちのにぎわい」とは、都市に活力があり、しかも

堺の都市としての魅力とまちの活性化の課題

旅行者にとって必要充分にして快適な都市サービスをえ

堺市では、平成 22 年度中の開業を目指して東西鉄軌

ることができる利便性が備わっているということであ

道（LRT）整備計画が進められている。その必要性のひ

り、宿泊、食事、買い物、娯楽、交通、用足し、医療・

とつとして、中心市街地活性化の促進が図られている。

健康などの都市的サービスを快適かつ容易に得ることが

LRT 整備を契機とした都市観光振興が地域整備課題とな

できるまちは魅力的である。同時にこのことは、他の地

る所以である。

域にも誇れる歴史的遺産と日々の人々の暮らしが支える

堺市中心部には、「若者向き」「女性向き」「外来者
向き」の施設や店舗が相対的に少ない。このことは、実

町並み保存ともあいまって、その地に暮らす人々にとっ
ても心地よい魅力的なまちであるに違いない。

際にまちを歩いてみると実感できるし、そのことが堺の
まちとしての魅力度を低下させていることが窺われる。
観光振興により外来者のための店舗の増大が活性化の端
緒として期待される。

環濠都市堺
堺の観光資源としては、現在世界遺産登録を目指す伝
仁徳天皇陵古墳を代表とする百舌鳥古墳群や、千利休、
与謝野晶子など歴史上の人物の関連の施設・遺跡、神社
仏閣、和菓子・香などの伝統産業の他、鉄砲、刃物、旧
堺灯台、自転車、ダイセル化学のレンガ建物などの産業
遺跡も多い。ただ、これらの観光スポットは散在してお

写真１

堺市航空写真（堺市教育委員会、「堺環濠都市遺跡」より）

り、集積的に堺を観光地ととらえる人は少ない。
しかし、堺市の航空写真を見てみると（写真１）、堺
はまわりを濠で囲まれた環濠都市であることがわかる。
東側は埋め立てられて阪神高速道路堺線になってしまっ
ているが、西は南海堺駅前を流れる内川や親水公園（写
真２）、南は土居川となって、その名残を残している。
中世の自由都市であった時代の名残である環濠都市の
姿を、今に伝える美しく町割りされた旧市街地の様子は
写真１からも読み取れる。この古い町には、写真３に示

写真２

環濠を親水公園として整備

されるような古いがほっとする建物が多く残っている。
堺の観光振興を考える場合、保存された町並みの活用が
重要である。

町のにぎわいと暮らしやすさの両立
写真１の上側が北であるが、市街地の真ん中を南北に
走る大道筋（旧紀州街道）には阪堺電車が、中央部を東
西に走る大小路には LRT と、中世・近世の時代の２本の
骨格道路には、21 世紀のこの時代、いずれも路面電車
が走る街路として活躍しようとしているのは興味深い。
これら、都市内公共交通の有効活用により、散在してい
10
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写真３

旧市街地に残る建物

住民が楽しみ、盛り上げる『花と観音の里』

事業ができたものだと思われますが、そのカギは、おそ

づくり

らく NPO や商工会に集う多くの人々がみんな本当に「お

－滋賀県高月町－
松本

明

もしろがって」取り組んでいることにありそうです。住

（㈱地域計画建築研究所）

民自身が楽しみながら、借り物の「コンセプト」ではな

はじめに

いまちおこし観光の取り組みが展開されています。

高月町は滋賀県湖北地域に位置する人口約 1 万人のま

また、これらの取り組みを自己満足に終わらせないた

ちです。農業をベースとしながら、北陸自動車道等の交

めの仕掛けが、継続的な学習活動や情報発信にありそう

通条件を生かした大規模な工場や商業・物流企業が立地

です。頻繁に行われる各地の視察旅行で貪欲に生の情

しています。また、「北国街道」沿いの歴史あるまちで、

報を吸収し、NPO のホームページでは臨場感あふれる

井上靖が「東洋のビーナス」と呼んだ国宝十一面観音を

活動を逐一紹介しています（http://www.hana-kannon.

はじめとする数多くの観音像が町内各地に点在するな

net）。これらによって、中心市街地活性化を軸としたま

ど、歴史資源に恵まれています。

ちおこしの意義が共有され、取り組みの一貫性が担保さ

一方、平成 18 年 10 月に北陸本線が直流化し、京阪神
方面への直通の新快速電車が走るようになり、それにあ

れていると思います。

最大の地域資源－「人」を活かす観光戦略

わせて JR 高月駅周辺の新しい駅舎や周辺整備が進めら

地方都市の観光振興に定石はないものの、基本は「地

れるなど、まちは大きく変化し始めています。こうした

域資源の活用」です。その場合、モノ探し、コト探しか

なか、高月町商工会を中心に、中心市街地活性化の推進

らでなく、ヒト探しから始める観光振興のアプローチが

母体として、平成 17 年 12 月に「NPO 花と観音の里」

求められる時代になっているかと思います。いかに多

が設立され、翌年 3 月には知事による NPO 認証及び町

くの人々が楽しみ、「陽エネルギー」を発揮できる仕掛

長による旧中活法に基づく TMO 認証を受けました。

けをつくれるかが、持続可能な観光振興のカギといえる

住民が盛り上げる手づくりの地域観光

かもしれません。高月町ではその実践が続けられていま

NPO の活動は中心市街地活性化の全般にわたります
が、住民手づくりのまちおこし観光の推進はその主要な
柱の一つです。
例えば、整備された駅前の魅力化と空閑地の有効活用
をかねた花づくりや「コスモスフェスタ」の実施、住民
自身による町のイメージアップをねらった「認定花壇」
制度の創設、「住民や子どもたちが楽しむ体験・イベン
ト型の「ホリデー農園」、蕎麦栽培から蕎麦打ちまで新
しい名物づくりをめざした「門前蕎麦プロジェクト」、

す。
家庭、集落、企業等の花壇の認定制度「認定花壇」

素晴らしい観音さまをより深く知っていただくための
「観音検定」の実施や「観音まつり」への協力、高月町
出身の儒学者で江戸期の朝鮮交流に尽力した雨森芳洲に
ちなみ 2007 年からスタートした「日韓交流こども通信
使」の取り組み、北陸本線直流化開業を記念した「ミュ
ージカル銀河鉄道の夜」（わらび座）の公演実施、住民
が楽しめる「近江高月観音寄席」の開催、空き店舗を活
用した自主運営のコミュニティショップ「二代目萬屋仁
王門」のオープンへの関わりなどなど、多種多様、多芸

「高月屋台村事業」の提案をもとに製作された移動式簡易屋台
写真出典：ＮＰＯ花と観音の里ＨＰ（http://www.hana-kannon.net/）

多才、老若男女、百花繚乱、色とりどりです。

持続のカギは「おもしろがり」
NPO を立ち上げてたった 2 年の間に、よくこれだけの
2008/2
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( Ⅳ ) 観光と交通・情報システム
観光交通における公共交通の利用促進

ポスター掲出、列車先頭のヘッドマーク掲出等車両を媒
木内

徹

体とする PR、ホームページやメールマガジンでの情報

（阪急電鉄株式会社）

提供などの PR を行っているほか、新聞広告や FM・AM
ラジオ局とのタイアップキャンペーン等マス媒体も活用

はじめに

している。これらの PR は当社が単体で行っているだけ

行楽シーズンには、観光地周辺の道路が大渋滞してい

ではなく、他事業者や各種施設、行政とも連携して実施

る光景がよく見かけられる。観光交通は特定の季節等に

している。

集中することもあり、その需要を満たす道路整備・駐車

(3) 公共交通の利便性向上とインセンティブ付与

場整備は困難なケースも多い。 また、集中する自動車の

観光目的での移動の場合、不慣れな交通機関・駅を利

環境負荷も地球環境問題が重要さを増す中で大きな問題

用することの煩わしさや、複数の交通機関の乗継利用や

であるといえる。一方、鉄道事業者から見ると、少子高

乗降を繰返すことによる運賃負担等の問題が生じがちで

齢化により通勤通学需要が減少する中で、余暇時間の長

ある。これらの問題点をクリアするため、複数事業者が

い高齢者の増加する今後、観光目的での利用は需要拡大

連携し、さまざまな企画乗車券を販売している。これら

が見込まれる注目分野とも考えられる。

の企画乗車券では、特定の路線・区間において乗降が自

本稿では、観光客の公共交通利用を促進するために、

由で割安な価格設定がされている他、施設との連携によ

鉄道事業者が実施している施策について、当社の取組み

り観光地の割引クーポン等の特典付与がされているケー

を中心に紹介する。

スも多い。また、インバウンドに対しても、関西の公共

鉄道事業者の取組み

交通事業者で組織しているスルッと KANSAI 協議会が、

(1) 観光目的の移動需要の創出

加盟各社局の全線のフリー乗車券の販売促進活動を海外

沿線での集客施設運営やイベント開催により、移動需
要を創出する施策は、民営鉄道各社が創業時から手がけ

の旅行代理店に対して実施しており、その販売枚数が増
加している。

てきた取組みの一つである。代表的な例としては、当社

最近の新しい取組みとしては、近年普及の進む IC カー

の宝塚歌劇や、阪神電気鉄道の甲子園球場・阪神タイガ

ドを活用し、鉄道を利用して商店街・商業施設等を訪れ、

ース等が挙げられる。また、当社や阪神電気鉄道の梅田

買い物をしたお客様にポイント還元等をする社会実験等

ターミナル開発等も都市型観光の移動需要創出施策の一

が実施されており、 今後、観光の観点でも、さまざまな

つと考えることができる。

施設等と連携した同種の取組みが期待される。

(2)PR による観光移動の誘発

おわりに

大半の鉄道路線沿線には、観光スポットやイベントが

今まで述べた以外にも、IC カードの導入・活用やレンタサ

多数あり、各事業者はこれらをさまざまな媒体で PR し、

イクル等の端末交通手段整備等、
さまざまな利便性向上施

観光移動を誘発している。

策が実施されている。これらは特に観光交通を対象とし

例えば、当社の場合、月 2 回発行しているフリーペー
パー“TOKK”や駅周辺のマップの配付、駅や車内での

図１

12
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たものではないが、これらによっても、観光交通におけ
る公共交通の利用促進が図られていると考えられる。

図２

企画乗車券例

自転車を活用した観光

－サイクルネット奈良
三井田

康記

（畿央大学・特定非営利活動法人さんが俥座）

課題
しかし本格実施し、次の問題点が明らかとなった。
①使用自転車は、社会実験に使用したものを奈良国道
事務所より無償貸与されたもの (150 台 ) と奈良市から

はじめに

無償提供された放置自転車 (50 台 ) を使用しているが、

奈良市を訪れる観光客は、年間 1300 万人にのぼる。特に

新しい自転車に更新する費用が無い。

春、秋の観光シーズンは車での来訪者も多く、道路の渋滞が

②当初は 10 個所のポートを設置し、貸出ポート以外

問題となっている。
対策として道路整備も行われているが、車

にも返却できる乗り捨て方式を採用していたが、返却が

の利用がそれを上回る勢いで増加しているため、道路整備だ

駅前のポートに集中し、貯まった自転車を貸出ポートへ

けでは交通渋滞は緩和できない。
そこで、平成 11 年夏、奈良

回収する費用と手間がかかる。利用者には好評だが運営

国道事務所とＮＰＯが中心となり、住民 100 人を集めて ｢

者の負担が重い。

奈良にふさわしい交通を考える市民座談会 ｣ が開催された。
現在住民が困っている問題を列挙し、
解決策を検討した結果、
車に頼らない観光スタイルを推進するためのレンタサイクル
｢ サイクルネット奈良 ｣ が誕生した。
従来より奈良国道事務所、奈良県、奈良市は、渋滞対策とし
てパークアンドライドを実施してきた。
これは奈良市中心部

③既存レンタサイクル事業者との連携は自転車の管
理、料金設定が統一しにくい。
④利用者からの問合せ、クレームを受けつける常勤職
員及び、貸出途上で故障したり、鍵を紛失した場合に対
応する職員を雇う費用が賄えない。

現況と今後の展望

へ流入する観光客のマイカーを、
郊外に用意した駐車場へ誘

現在、上記の課題をふまえて乗り捨て方式や一括管理

導し、駐車場から観光目的地へは公共交通機関を利用しても

はやめ、レンタサイクル事業者 3 社が、駅前でそれぞれ

らう施策である。
これに加え、駅前や商店、ホテルで自転車を

の方式で貸出を行っている。また、ホテル・旅館、奈良

貸し出すことによって、市中心部を周遊する観光客のマイカ

町の観光案内所でも奈良国道事務所の自転車を各自管理

ーを抑制することを狙ったのがサイクルネットである。
実施に

して貸出を続けている。さんが俥座では、春と秋の連休

先立ち、実施の可能性と方法を検証するため、
さんが俥座と

中に県庁前に臨時ポートを設け、ボランティアスタッフ

奈良国道事務所が協働して、平成 12 年と 13 年にサイクル

が中心となって貸し出し (1 日 500 円 ) を行っている。

ポート ( 自転車貸出返却所 ) の設置場所や料金等貸出条件

また、パークアンドライド駐車場でも駐車場利用者に無

を変えて、4 回の社会実験を行った。
（社会実験の結果はさん

料で自転車を貸し出している。

が俥座のホームページ参照 http://www.sanga-kurumaza.

以上述べてきたように、サイクルネットの運営は経済
的に困難ではあるが、環境に負荷を与えない点や住民も

com）
実験結果を基に、
平成 14 年春から利用料金 1 日 1,000 円、

参加できる点で渋滞対策として有望である。また、2010

乗り捨て方式 ( 借りたポート以外でも返却可能 ) を採用して

年の平城遷都 1300 年祭には観光客がさらに増加すると

本格実施を開始し、現在にいたっている。当初は、
さんが俥座

思われるので、今後も事業を継続して行くために以下の

が事務局となり、ホテル・旅館、商業者、既存レンタサイクル

提案をしたい。

事業者、社寺の参加を得て実行委員会を組織して運営にあ

①みやげ物店、ホテル・旅館、観光案内所等が、数台
づつ各自の自転車を用意し、管理する。

たった。

②借りたポートへ返す ｢ シャトル方式 ｣ とする。
③貸出システム、利用時間、料金等は統一する。
④観光施設や商店の店先に駐輪設備を設ける。
⑤観光施設周辺へのマイカーの乗り入れを規制し、安
全に自転車に乗れる環境づくりをすすめる。
⑥広報・マップ作成は行政の支援を求める。
以上の改革案に沿って今後も古都奈良の観光と渋滞対策
自転車の貸し出し風景

に貢献していきたいと願っている。
2008/2
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観光集中期におけるＴＤＭ（交通需要管理 )

知、一般道の看板設置、民間店舗（ファーストフード・

施策

コンビニ）での案内、また、乗換の利便性向上を図る最

－京都嵐山・東山の観光地交通対策－
林

裕之

寄り駅までの無料シャトルタクシーの運行等により、一

（京都市都市計画局交通政策室）

昨年（1,353 台）及び昨年（1,615 台）を上回る 1,997
台（前年比 1.24 倍）の利用があった。

嵐山地区の交通対策

京都市は、国内外から年間約５千万人の観光客が訪れ
る、日本を代表する国際文化観光都市である。世界遺産

嵐山地区では、長辻通や三条通の一部区間に道路の容

「古都京都の文化財」の天龍寺、清水寺がある嵐山地区

量を上回る歩行者、自動車が集中し、著しい交通混雑と

と東山地区においては、特に秋の紅葉シーズンに観光客

安全性の低下を招いている。このため、①渋滞の原因で

が集中し、著しい交通混雑が発生している。

ある市営嵐山観光駐車場前の入庫待ち観光バスをなくす

京都市では、この観光集中期におけるＴＤＭ施策の一

ための駐車場の観光バス予約制、②歩行者の安全性確保

環として、平成 14 年度からパーク＆ライド施策を実施

と自動車交通の円滑化のための長辻通の北行き一方通行

し、併せて、嵐山地区・東山地区の交通対策について

規制、③長辻通への歩行者の過度の集中を緩和するため

学識経験者、地元、関係機関等で構成する交通対策研究

の歩行者分散誘導等を実施した。

会（事務局：京都市）で検討を重ね、嵐山地区では平成

東山地区の交通対策
東山地区の中心である清水寺には直接アクセスする鉄

13 年度から、東山地区では平成 16 年度から、それぞれ

道がなく、観光客の自家用車が、地元の業務活動や生活

取り組んできた。

活動を担う国道 1 号（五条通）と東大路通の混雑を増長

京都市におけるＴＤＭ施策では、地元住民の生活を守

させている。

るとともに快適な観光を楽しんでいただけるように、①
「自宅から公共交通機関で京都に来てもらう」、②「京

このような幹線道路の混雑を緩和するため、①清水地

都の観光地の周辺部で自家用車から公共交通機関に乗り

区以外の市営駐車場への誘導、②五条坂、茶わん坂内の

換えてもらう」、③「観光地内では円滑・安全を確保す

駐車場の観光バス・タクシー専用化、③東大路通南行車

るためのルールに従ってもらう」といった段階的な対策

両の五条坂への左折禁止等により、五条坂への車両流入

を行っている。

抑制を実施するとともに、④京都駅〜東山五条、京阪電

本稿では、②に対応するパーク＆ライド施策及び③に

鉄五条駅・七条駅〜市営清水坂観光駐車場を連絡するシ

対応する嵐山地区・東山地区における交通対策の平成

ャトルバスを運行し、公共交通機関の利用促進と五条坂

19 年度の実施内容について紹介する。

の歩行者交通量の削減を図った。

パーク＆ライド施策

まとめ

パーク＆ライド施策は、観光地への自動車の流入抑制

平成 19 年度は天候に恵まれ、両地区には昨年度を上

策として重要な取組であり、11 月の５日間（17 日〜 25

回る観光客に来訪いただいたが、予定した施策メニュー

日の土・日・休日）、京都市内の 4 エリアにある 6 つの

をすべて実施したことにより、両地区の交通環境の改善

駐車場において、民間企業等の協力を得て開設した。平

に大きな成果を挙げることができたと考えている。

成 19 年度の利用実績は、高速道路のＳＡやＩＣでの周

今後は、「歩くまち京都」の推進に向けて、地域に
必要とされるＴＤＭ施策を地
域のルールとして定着させ、
両地区が「歩いて楽しい観光
地」として更に魅力を高めて
いくため取組を進める必要が
あると考えている。

図1
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図2

東山地区位置図

奈良自律移動支援プロジェクトへの取り組み
北峯

博司

支援システムの実用化に向け、PDCA サイクルを活用し
ながら、段階的に検討を進めていく予定である。

（奈良県土木部道路維持課）

はじめに
自律移動支援プロジェクトは、国土交通省が平成 16
年度から着手している世界初のプロジェクトである。す
べての人が持てる力を発揮し、支え合って構築する「ユ
ニバーサル社会」の実現に向けて、社会参画や就労など
にあたって必要となる「移動経路」、「交通手段」、「目
的地」などの情報について、「いつでも、どこでも、だ

写真１

使用した携帯端末

れでも」がアクセスできる環境をつくっていくための検
討を行うことを目的している。国内では、奈良を含めて
８地区で実験が行われている。
奈良県では、西暦 2010 年には平城京が誕生して、
1300 年を迎え、平城遷都 1300 年記念事業が行われる
予定である。奈良を訪問する観光客へのもてなしを向上
させる取り組みの一環として、点在する観光拠点間を効
率的に移動することによって、奈良の観光を堪能する時

写真２

実証実験の状況

間を実質的に増大させることを意図して、平成 18 年度
から着手している。

平成 18 年度の取り組み
秋の観光シーズンである平成 18 年 10 月、11 月の日
曜・祝日に、あらかじめ募集した実験モニターが近鉄奈
良駅または奈良市役所から東大寺大仏殿に至るまでの区
間を、携帯端末（写真１）を持って徒歩で移動するとい
う実証実験（写真２）を実施した。
その結果、実験モニターとして 526 人の協力が得ら
れ、自律移動支援システム全体の印象については、“大変
便利”と“やや便利”と答えた人は 64.0％であった。（図１）
自律移動支援システム導入による効果については、

図１

システム全体の印象

「観光施設間の移動が便利になる」と答えた人が、45.3
％であった。（図２）
以上のように、奈良における自律移動支援システムの
適用は有効であるとの結果が得られたと考えている。

平成 19 年度以降の取り組み
平成 19 年度も、昨年度のエリアに加え、ならまちや
春日大社や JR 奈良駅も対象エリアとして、実証実験を
実施した。
現在、その結果を分析しているところである。
平成 20 年度には、西ノ京地区も含め、平成 22 年度に
は平城宮跡地区にまで、順次エリアを拡大し、自律移動

図２

システムの効果
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支部活動
● 2006 年度決算
総務委員会 報告

１．収入の部

2007 年度総会報告

大科目

日本都市計画学会関西支部の 2007 年度総会は、2007 年

予算額

決算額

3,363,600

3,363,600

４月 24 日（火）13：30 〜 15：00 に大阪市立大学文化交

事業収入

200,000

321,400

流センター大ホール（大阪駅前第２ビル６階）において開催

繰入収入

1,278,665

1,278,665

された。支部正会員出席者 32 名、委任状出席 291 名、合計

その他収入

33

1,723

323 名により、総会が成立した。

収入合計

4,842,298

4,965,388

予算額

決算額

支部規定により鳴海邦碩支部長を議長とし、下記の６議案

２．支出の部

について審議し、１号から５号議案は議案書どおり議決され

大科目

た。６号議案については、鳴海邦碩支部長から、支部規定に

管理費

2,052,000

1,345,875

よる役員として支部長、副支部長、幹事、監事の退任、選任

事業費

2,421,500

2,163,571

の提案が行われ、さらに榊原和彦副支部長（新支部長）より

受託研究事務費

0

0

顧問の推薦提案が行われ，いずれも提案どおり議決された。

予備費

368,798

0

(1) 第 1 号議案

繰越金

0

1,455,942

4,842,298

4,965,388

2006 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

2006 年度日本都市計画学会関西支部決算

−議案説明：田中みさ子会員・会計委員長
(3) 第 3 号議案

2007 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

2007 年度日本都市計画学会関西支部予算

−議案説明：田中みさ子会員・会計委員長
(5) 第 5 号議案

日本都市計画学会関西支部規定改正につい

て−議案説明：増田昇総務委員長
(6) 第 6 号議案

2007 年度日本都市計画学会関西支部役員

選出について：鳴海邦碩支部長
(7) 追加議案

日本都市計画学会関西支部顧問選出について：

榊原和彦副支部長
●支部活動報告

支出合計

● 2007 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
やメーリング・リストの活用、継続教育（CPD 活動）に資
するプログラム（講演会など）の開催、委員会活動への会
員の参加促進、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）会員サービスの充実と賛助会員の募集活動
賛助会員拡大のため、会員証の発行とその提示により支
部事業への参加費無料とする事業を継続し、さらに支部連
携行事として「スキルアップ塾」を企画実施する。
３）都市計画シンポジウムの開催
関西の持つ先進性や独自性のある発想に基づく特色あ

１）幹事会を６回開催した。

るテーマをとりあげ、都市計画シンポジウムを１回実施す

２）都市計画シンポジウムを１回開催した。

る。

３）都市計画講演会、ワークショップを３回開催した。
４）学生・社会人交流会を１回開催した。
５）支部だより No.21 を発行し、本部機関紙「都市計画」の
企画編集を行った。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
件を実施した。
７）海外都市計画交流会を台湾で実施した。また、国際交流
会の報告会を開催した。
８）関西まちづくり賞の審査を行い、３件を授賞対象として
決定した。
９）第４回関西支部研究発表会を開催した。23 編の発表が
あり、４名が研究奨励賞を受賞した。

４）都市計画講演会の開催
関西都市計画の歩みや課題をとりあげ、他領域とも連
携し自由な議論の場を提供するため、講演会を３回開催す
る。
５）都市計画事例研究会の開催
公開事例研究会を実施し、都市の活性化、関西の地位向
上につながる先進事例の調査・検証を行う。
６）広報について
支部だより No.22 を発行し、本部機関誌「都市計画」
の支部たよりの企画編集を行う。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

10）支部 HP 等で各種委員会の公募を行った。

／年）を行う。少なくとも１件を若手研究者に優先的に割

11）特別委員会（「今後の都市計画教育と都市計画に関わる

り当てる。「都市計画研究会シンポジウム」を開催する。

人材育成について」）において研究活動を継続し、その
結果をふまえたワークショップを第 40 回学術研究論文
発表会において開催した。
16
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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

● 2007 年度役員
顧

成果を表彰する。

問

10）研究発表会について
2007 年度（第５回）日本都市計画学会関西支部研究発
表会を７月 28 日（土）に開催する。

天野

光三

三輪

泰司

森

康男

平峯

悠

土井

幸平

飯田

恭敬

浅野

誠

青山

吉隆

金井

萬造

藤田

健二

岩本

康男

安田

丑作

正木

啓子

鳴海

邦碩

支部長

榊原

和彦

副支部長

千葉

桂司

「今後の都市計画教育と都市計画に関わる人材育成につ

上原

正裕

いて」の活動期間を 2007 年 9 月まで延長し、最終年度と

日野

泰雄（関西まちづくり賞選考委員長）

宇高

雄志（国際交流副委員長）

を実施する。

小谷

通泰（編集・広報委員長）

● 2007 年度予算

梶山

善弘（事例研究委員長）

川崎

雅史（研究発表副委員長）

11）委員会への会員公募参加について
各種委員会の委員を公募する。
12）特別委員会について

なるため、とりまとめに向けてシンポジウム開催等の活動

幹事

１．収入の部
中科目

予算額

川田

会費

支部交付金

3,256,000

嘉名

事業収入

事業参加費

200,000

繰入収入

繰入金

1,455,942

その他収入

利息等

1,683

澤木

4,913,625

篠原

大科目

収入合計

神吉紀代子（関西まちづくり賞選考副委員

高谷
中科目

予算額

祥（会員・会計副委員長）
基彦
（関西まちづく
り賞選考副委員長）

田中みさ子（会員・会計委員長）
田原

直樹（国際交流委員長）

給与手当等

450,000

塚本

直幸（事例研究副委員長）

旅費交通費

582,000

難波

健（企画・事業委員長）

通信運搬費

188,000

松村

暢彦（編集・広報副委員長）

消耗品費

101,000

宮前

保子（企画・事業副委員長）

600,000

三輪

康一（総務委員長）

事務局運営費
事業費

2,296,580

監事

増田

昇

中川

大

堀口

浩司

支部だより作成費

308,000

講演会等企画事業

476,500

以上の審議終了後、鳴海前支部長より退任挨拶があり、榊

会員サービス事業

150,000

原新支部長より就任挨拶として、次期の抱負が述べられた。

総会開催

255,000

その後、研究助成を受けている「都市計画研究会」２件の報

事例研究会

40,000

告が行われ、総会は閉会した。
○都市近郊農地の保全・利活用に関する事例研究会（代表：

国際事業

70,000

まちづくり賞

100,000

インターネット

180,000

○地方都市の総合的な活性化に資するまちなか居住モデル構

研究発表会

228,000

築に関する研究〜和歌山市中心市街地におけるケーススタ

研究助成

400,000

ディ〜（代表：林田大作氏）

特別委員会

89,080

受託研究事務費

支出合計

昌典（研究発表委員長）

1,921,000

管理費

予備費

光市（企画・事業副委員長）

長）

２．支出の部
大科目

均（総務副委員長）

−

柴田

祐氏）

総会に引き続き、第９回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３件が行われた。

696,045

○浜甲子園さくら街 ( 第 1 期建替）タウンスケープをつくる

4,913,625

団地再生デザイン（兵庫県西宮市：独立行政法人都市再生

●日本都市計画学会関西支部規定改正について
事務局住所の変更に伴い、支部規定第２条の事務局の所在
地を改正した。また同規定細則第３条委員会の構成及び委嘱
を改正し、副委員長の職務と委嘱を明確化した。

機構西日本支社、㈱現代計画研究所大阪事務所、㈱ＵＲサ
ポート、㈱昭和設計、㈱空間創研）
○レガッタによる兵庫運河の再生とまちづくり（神戸市兵庫
区：キャナルレガッタ神戸実行委員会）
2008/2

関西支部だより

17

会員会計委員会 報告

画の中心となり、長らくブラジルの環境都市クリチバを中心

前年度より企画し事前準備を行なっていた関西支部の支部

に公園行政、環境行政に携わられた中村ひとし氏をお迎えし

連携行事企画「実務経験者による都市計画スキルアップ塾」

「人間都市・クリチバの挑戦」と題して講演会を開催しまし

を、6 月末から 7 月初旬にかけて実施しました。

た。道路空間を車から人に解放する試み、連接バスとチュー

事前に賛助会員アンケートを実施しある程度のニーズの把

ブ型バス停による大量輸送システムを実現し、その沿線の土

握を行っていたこともあり、Ａ．まちづくりコース（2 回）、

地利用を高度化したこと、さらに公園を増やし、スラム対策

Ｂ．都市調査・分析コース（3 回）、Ｃ．ＧＩＳコース（2 回）

としてゴミを減らす取り組みなど、100 人を超える聴衆にと

の 3 コース（各定員 15 名）を設定、大阪産業大学梅田サテ

って印象的な講演会となりました。

ライトキャンパスの教室において 6 日間計 7 回の講義や演習

１０月２３日の第２回講演会は林田大作委員（和歌山大

が行われました。その結果Ａコースは申し込み１４名であっ

学）が中心となり、大阪大学の新田保次教授に講師をお願い

たものの、Ｂ・Ｃコースは各１６名の申し込みがあり、都市

して「参加型福祉の交通まちづくり」と題し、バリアフリー

計画スキルの取得に対する一定のニーズがあることが確認で

新法の背景と展開について、基礎から応用までをカバーする

きました。

幅広いお話をいただき、都市計画の福祉性について改めて考

参加者アンケートでは、多くの参加者が「役に立った」「ま
た参加したい」「同僚や部下に薦めたい」と回答しているほ

える機会となりました。当日は、会場からその場で答えきれ
ないほどの質問を頂き、関心の高さがうかがえました。

か、新規入会が１名あり、学会の人的資源を活用して都市計

１１月２８日の第３回シンポジウムは、交通をテーマとし

画の技術の向上を図る機会を設けたことで学会員であるメリ

て嘉名光市委員（大阪市立大学）が中心となり「持続可能な

ットを感じていただくことができたと考えています。

都市像の構築を目指して

また、例年行なっている会員獲得事業である「学生と社会
人の交流会」を 2007 年 12 月 8 日（土）に行ないました。

関西の挑戦」と題して人にやさし

い交通にそれぞれ違ったかたちで取り組んでいる京都・神戸・
堺の試みを取り上げました。

前回の第 3 回までは新規開発事例をテーマにしていました

基調講演とパネルディスカッションのコーディネートを土

が、都市計画業務にはソフト的な業務も多いことから、今年

井勉教授（神戸国際大学）にお願いし、京都のトランジット

度は「大阪水辺の未来をつくる」をテーマに行政や様々な立

モール（山田政継氏）、神戸の KOBEST2007（橋田之宏氏）、

場の民間の人々の水辺に関わる様々な活動について紹介する

堺の LRT（石塚昌志氏）からの報告とパネルディスカッショ

ことになりました。第 1 部の大阪船巡りには 18 名が、水辺

ンでは、消費型の交通から環境への配慮への視点の移行が明

のカフェで実施した第 2 部の交流会には 36 名、第 3 部の懇

確に示されました。

親会に 31 名が参加し、最後まで熱心な交流風景が見られま
した。

都市の拠点開発から郊外、さらに田園地帯をも対象とする
都市計画が求められている今日、その役割を果たすために、
交通、公園、土地利用などのさまざまな試みから「人にやさ

企画事業委員会 報告

しい都市づくり」を考える機会となったことと思います。現

企画事業委員会は、会員の方々のニーズに即したテーマの

在、当委員会では縮小都市についての議論をはじめておりま

講演会やシンポジウムを企画し、タイムリーな話題と情報を

す。人口減少時代の都市のあり方についての今後の企画にご

提供することにより会員の技術力の向上を図る事業を実施す

期待ください。

ることを目的として設置されております。
2007 年度は「ひとにやさしい都市計画」をテーマに企画
を進めてきました。本来、人が住み、憩い、働き、学ぶ場を

「都市計画教育と都市計画に関わる人材育成について検

扱う都市計画についての「新聞報道に都市計画が取り上げら

討する委員会」として最終の４年目の活動を展開してきまし

れる時に暗いイメージがつきまとう」という話題を契機とし

た。おもな活動内容は、最終報告書の作成ですが、2007 年

て、規制と誘導による都市づくりに対して、安全で安心して

6 月 30 日には下記のＮＰＯ・法律家・ジャーナリストなど

暮らせる「人にやさしい都市づくり」に資する都市計画の話

会員以外の専門家を交えたシンポジウムを開催するなどし

題の展開をめざしております。

て、多くの方々の意見を報告書に反映することにも努めてき

７月１２日の第１回講演会は村尾俊道委員（京都府）が企
18
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ました。

報告書はＰＤＦの形で支部ホームページからダウンロード

い景観施策について、京都市都市計画局都市景観部景観政策

できますので、ご参照ください。また、冊子体の報告書（内

課長の高谷基彦氏により、また地域からのまちづくりについ

容は同じ）を入手されたい方は、数に限りがございますが、

て明倫まちづくり委員会の河野泰氏による講演会を予定して

支部事務局までお問い合わせください。

います。

○シンポジウム「これからのまちづくりに求められる人材と
は？」
・パネラー：戎正晴氏（弁護士）、木原勝彬氏（ローカル・

なお、関西支部全体での取り組みである「関西社会連携交
流特別委員会」へも、事例研究委員会として参加することと
なっています。

ガバナンス研究所）、西栄一氏（神戸新聞社）、松原永季
氏（スタヂオ・カタリスト）
・参加人員：56 名
・場所：大阪産業大学梅田サテライト・レクチャールーム

関西社会連携交流特別委員会 報告
2007 年度に日本都市計画学会では、「多くの都市計画に
関わる人達や組織が連携して推進する活動を行う組織で、活
動の成果が実際の都市計画やまちづくりに関わり、もって学

事例研究委員会 報告

会の社会的発言の強化に資すること」を目的として「社会連

昨年度までの活動テーマ「都市のブランディング」につい

携交流組織」への助成の公募が行われました。そこで、関西

てまとめを行うと同時に、次のテーマを「観光という切り口

支部から、関西における住民主体のまちづくり活動の展開を

から都市を考える」と定め、事例研究委員会を３回、公開事

目的としてこれに応募し、( 社 ) 日本都市計画学会社会連携

例研究委員会を１回開催しました。

交流組織（種別Ｃ）「関西まちづくり交流サロン＆フェステ

まず、これまでのテーマであった「都市のブランディン

ィバル in2011」という名称で採用されました。

グ」については、2003 年以来の計 9 回のまち歩きをふまえ

この企画は、2010 年度までの間にまちづくり活動に関し

て、委員会メンバーからのレポートを整理し、事例研究委員

てテーマ別に共通の問題意識を持つ会員、会員外の方々が意

会のホームページに掲載しました（http://www.cp-n.com/k/

見交換を行う場（サロン）を設け、数回のサロンの開催の結

j/jirei.htm）。

果をまちづくりの発展に向けてまとめあげ、2011 年の関西

続いて、次のテーマ「観光という切り口から都市を考え
る」への以降段階での取り組みとして、10 月 21 日の「堺祭

支部の 20 周年にフェスティバルを開催するという取り組み
です。

り」にあわせて「都市のブランディングを探る in 堺」と称

プロジェクトの実施に向けて、この社会連携組織の支部に

して、公開事例研を実施しました。この公開事例研（まち歩

おける位置づけを明確にするために、本組織のメンバーを構

き）では、刃物ミュージアムで堺の伝統産業でありブランド

成メンバーとする特別委員会の設置が 2007 年 12 月 6 日の

でもある堺刃物産業の現況や伝統産業維持のための課題等に

幹事会で決定されました。現在、本特別委員会のメンバーは、

ついて講演を聴き、質疑応答などを行いました。続いて、堺

企画事業・事例研究・まちづくり賞の各委員会委員の一部で

市旧市街地北西部を中心に、環濠都市堺の名残としての旧市

構成されていますが、本年度中に公募により正式に委員会構

街地、鉄砲鍛冶屋敷や旧山口邸などの歴史的建物の見学を行

成を決定する予定をしております。

いました。この公開事例研でのまとめも、上記事例研究委員
会ホームページに掲載しています。
今年度以降は、「観光」という切り口から都市を見直す

まちづくりを進めておられる方、まちづくりを研究対象と
されている方などの委員会活動及びサロンへの積極的なご参
加をお待ちしております。

ことをテーマとして、歴史の軸に沿い、都市計画関連法制の
変化等と照らし合わせながら考えていくことを予定していま
す。特に京都を始めとし、公共交通の使いにくさが観光客の
伸びを抑える状況となっていることを考え、地域内交通の整
備、近年見られる住民の活動により観光スポットが生まれて
いく現象について焦点をあてたいと考えています。
この線に沿って、来る 2008 年 2 月 11 日には、「京都ら
しい景観の『保全・再生・創造』」と題して、京都市の新し
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第５回研究発表会・発表論文一覧

研究発表委員会 報告
2007 年 7 月 28 日 ( 土 )、大阪市立大学文化交流センター
にて、第５回研究発表会を開催しました。表に示す大学・企

1
2

業の若手研究者を中心とした 20 編 ( 大学 14、公的機関 2、
民間 1、ＮＰＯ 2、個人 1) の研究発表があり、総数 71 名の

3

参加者を得て活発な質疑・討論が行われました。５回目を迎
え、関西の若手研究者や実務者による研究交流の場としての
定着とともに、今回の特徴としてＣＰＤプログラムに認定さ

4

5

れていることが周知され非会員 ( ＣＰＤ会員 ) の参加が増え
てきたことが挙げられます。

6

発表は全体を４セッションに分け、それぞれの座長［神吉
紀世子氏 ( 京都大学 )、佐藤道彦氏 ( 大阪市 )、川口将武氏 (
大阪産業大学 )、塚本直幸氏 ( 大阪産業大学 )］には、専門的
立場から今後の研究の進展につながる的確なコメントとアド
バイスをいただきました。
研究内容のより発展を期待して、座長と研究発表委員会と
で４名の研究奨励賞（表中★印）を選考しました。そして、
発表会後には恒例の表彰式・交流会を開催し、奨励賞受賞者

7

11

ルでの開催を予定していますので、奮ってご応募ください。

12

詳細が決定次第、支部ホームペー（http://www.cpij-kansai.

13

jp/）でご案内します。なお、第１回〜５回までの論文集は
14

事務局で購入できます。
●第６回関西支部研究発表会開催スケジュール
発表募集案内

2 月頃（ホームページ等）

申込締め切り

5 月 19 日頃

原稿締め切り

6 月 20 日頃

研究発表会

7 月 19 日頃

今年度の研究発表委員会の委員は以下の通りです。
澤木昌典（委員長：大阪大学）・川崎雅史（副委員長：京
都大学）・嘉名光市（大阪市立大学）・下村泰彦（大阪府立
大学）・田中利光（大阪市）・吉積巳貴（京都大学）

（2007 年 12 月末現在）
奨励賞を受賞されたみなさん

20
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○上澤美鈴 ( 大阪府立大学），下村泰彦，加我宏之，増田昇
イベントに着目したパークマネジメントの可能性に関する研究
○田辺稔規 ( 大阪大学），鳴海邦碩，加賀有津子
流域におけるため池の変化とその存続に影響する要因について
－武庫川流域のため池を事例に－
○客野尚志（兵庫県立人と自然の博物館），外間正浩
企業のＣＳＲ（社会的責務）から捉えた地域の自然環境保全と企
業活動に関する研究
★水島環（大阪府立大学），加我宏之，下村泰彦，増田昇
多自然居住・二地域居住の実現に向けた空き家ストック再生・活
用に関する一考察
○小林弘嗣（ＮＰＯ地域再生研究センター），井原友建，門上保雄
香港における集合住宅改善事業の都市再開発事業における位置
付けに関する考察
○森田裕貴（関西大学），藤井崇史，岡絵理子，鳴海邦碩
阪急神戸線３駅 ( 園田 ､ 塚口 ､ 武庫之荘 ) における駅前商店街の
事例研究

○松崎至道（近畿大学），久隆浩
大阪・野田地区における住民と来訪者にとっての魅力資源とその
8 共有化に関する研究―協働によるまちづくりを展望して
★西江幸久（社団法人システム科学研究所），中村仁，赤崎弘平
大津市の大規模開発団地における近年の動向 ｢ 生活行動とまちづ
9 くり課題 ｣
○秦憲志（滋賀県立大学），浅野智子，末富孝也，森大顕，戸谷秀子
ニュータウンと旧集落の交流、資源活用による地域の活性化
－大津市仰木地域をケーススタディとして－
10
森大顕，○浅野智子（ＮＰＯコミュニティ・デザインセンター），

を中心に参加者の交流を深めることができました。
2008 年度も、以下のように、今年度と同様のスケジュー

屋上緑化推進に関わる行政施策と維持管理に関する研究

15

秦憲志，末富孝也
キャンパス空間における暗闇空間の創出に関する研究
○宮本雄太（近畿大学），岡田昌彰
古写真に基づく日本の街路景観の評価
★黒崎知子（大阪大学），澤木昌典，柴田祐
和歌山城への眺望景観保全計画に関する研究
○八野豊徳（和歌山大学），日下正基
歴史的景観保全に関する研究～和歌浦東面景観を事例として
○大江良太（和歌山大学），日下正基
街路空間の造形計画に関する基礎的研究

○金應周（京都造形芸術大学），上林研二，三輪泰司
米国ハリケーン・カトリーナ災害後のニューオリンズ市の復興計
16 画の現状と今後の課題
○近藤民代（( 財 ) ひょうご震災記念 21 世紀研究機構）
地方鉄道と沿線住民の良好な関係性の構築に関する研究
17 ～地域資源としての鉄道に対する好意的な感情に着目して
★當麻俊介（大阪大学），加賀有津子，鳴海邦碩
内発型発展効果の計量化に関する研究
18
○吉岡禎（和歌山大学），日下正基
中古分譲マンションにおける築年数の評価について
19 ～ヴィンテージマンションの経済価値に関する考察から～
○中平英莉
都市構造のコンパクトシティとしての評価に関する研究
20
○箱崎幸佑（近畿大学），久隆浩

注：○：発表者、★：奨励賞受賞者

