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日本都市計画学会
関西支部だより
昨年の巻頭言で『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 2008 年の幕が開きました』と書いたのですが、2009
年は、そのような生易しい状況ではないようです。100 年に一度と言わ
れる世界的経済危機は、都市づくりの面でも影響を与えずにはおかない
でしょうが、単に都市開発の停滞というようなかたちではなく、そのあ
り方自体が変わるというようなことを寧ろ望みたいと思います。
100 年に一度と言えば、旧都市計画法制定後 100 年である 2019 年
の都市計画法改定に向けての議論が、昨年あたりから本格化してい
ます（「都市計画 272」『特集：都市計画制度を構想する』、「地域開発
vol.526」
『特集 都市計画法の抜本改正を考える』）。必要な改正であり、
学会として研究・取り組みをしなければならないのは当然です。けれど
も、法や制度は都市計画・まちづくりのための万能のマスターキーでは
なく、また、改正までに 10 年近くの時間があります。今は、改正の背
景にある状況の全般的、総合的な理解のもとに、個別的な事柄を読み解
き、解決するためのサブキーをつくって行くことも重要と思います。
支部では、そういうサブキーとなるものとして、都市計画に関わる情
報の創造・発信と社会連携・貢献のために、昨年度、2 つの特別委員会（「都
市計画教程研究」
「社会連携交流」）をつくりました。1 年程が経過して、
ある程度の方向性が見えてきております。詳しくは、この支部だよりの
委員会報告にあるので措くとして、期待を簡単に述べておきます。
「都市計画教程」の方では、「教科書」づくりを成果の一つと考えてお
りますが、その中では、グローバルに通用する原理的・原則的あるいは
普遍的知識（都市・都市計画のあり方や歴史など）を研究・創出すること、
一方で、ローカルな、関西の視点、経験を踏まえての実践的・実際的な
知識・知恵を提供することを目指していただきたいことです。
「社会連携交流」の方では、非学会員と目される、住民参加的まちづ
くりの主体同士および学会員との間の交流の仕組みづくりの一つとし
て、
「バーチャルまちづくりサロン」ができればと思います。インターネッ
ト上に、情報交流の場をつくり、情報提供をする会員に対する参加への
インセンティブとして、ＣＰＤ単位を与えるといったものです。このた
めに、さらには、ネットを活用した広報活動の推進、支部活動記録デー
タベース構築・活用などのために、たとえば「情報・ＷＥＢ委員会」を
常設委員会として新たに立ち上げる必要もあると考えております。
私の任期はこの 4 月で終わりますが、2011 年の支部創立 20 周年の時
点では、蒔いた種が結実し、収穫できることを祈ってやみません。
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特集/新たな公の時代における都市計画のあり方
総論

都市計画のパラダイムシフト
久
（編集・広報委員長

隆浩

近畿大学）

時代の転換点を迎えて
近年、「新たな公」といわれるように、さまざまな主体
が公を担う時代へと変化しつつある。従来、行政が一手

違いを見ておきたいと思う。
組織形態から見ると、鵜飼 (2000) が説明するように、

に引き受けてきた公共事業や公共サービスを、NPO や市

「官僚制モデルが発達した近代的企業の組織論から、よ

民グループ、民間事業者等のさまざまな主体が担うよう

り情報に焦点をあてたネットワーク組織論」への移行と

になってきた。こうした動きを大きな視野で捉えるなら

して捉えられる。官僚型の組織形態はツリー型あるいは

ば、近代からポスト近代への転換という時代の大きな転

ネットワーク型とよばれる。部の下に課が、課の下に係

換に呼応したものであると位置づけることができよう ｡

がぶら下がっている形が、枝が広がるようにみえるので

都市計画・まちづくりにおける主体論としてみれば、近

「ツリー型」、また、上が小さく、下が大きいので「ピラ

代は行政主導の時代であったといえる。フランス革命を

ミッド型」と名づけられた。部の下に課が、というよう

契機として市民社会が到来したといわれるが、都市計画

に、ここには上下関係が存在する。そのため、流れる情

分野においては法に位置づけられた権力や税制によって

報は上意下達となる。そして、命令－服従関係が生まれる。

担保された資力が国家を中心とした行政に集中し、それ

それに対し、ネットワーク型には上下関係がなく、つな

を用いて都市計画を行なってきたのである。それがよう

がる者同士が対等な関係となっている。そのため、情報

やく市民の手の届くものになりつつあるといえよう。し

の流れ方も水平の情報交換となる。また、だれとつなが

かしながら、まだまだ社会のシステムは従来型のままで

るかも一人ひとりの意思に委ねられた自発的なものであ

あり、今後いかにして新たな時代に対応した社会システ

る。

ムを構築できるのかが問われている。
ガタリ (1991) は遺稿である「エコゾフィーの実践と主
観的都市の復興」の中で、次のように述べている。「実

このように、近代を支えてきた官僚型の社会システム
とポスト近代に求められるネットワーク型の社会システ
ムは大きく形態を異にする。

際、生活を変え、新たな活動スタイルや新たな社会的価
値をつくりだす手段は、もうわれわれの手に届くところ
にある。欠けているのはそうした変化を引き受けようと
いう政治的な欲望と意志だけである。」つまり、これから
は政治的にいかに新たな社会システムを構築できるか、

協働のまちづくり
最近言われる「協働」もネットワーク型の活動として
位置づけることができる。
「きょうどう」という読みを用いる言葉に「共同」
「協同」

が大切であるということである。米国ではオバマ大統領

「協働」がある。違った漢字を用いるということは、その

が 就 任 し た。 彼 は、 シ カ ゴ で Developing Communities

意味するところが違うということである。『大辞林』によ

Project に従事した経験を持ち、NPO によるコミュニティ

れば、「共同」とは「あるものに対して複数の者が同じ立

開発にも造詣が深い。彼がどのように米国社会を Change

場に立つこと」、「協同」とは「複数の個人や団体が同じ

させるのかが注目されるところである。

目的のために事にあたること」、「協働」とは「同じ目的
のために、協力して働くこと」と解説されている。また、
『広

ネットワーク社会への対応

辞苑』によれば、「共同」とは「二人以上の者が同一の資

さて、新たな時代というのは、どのような方法に向かっ

格でかかわること」、「協同」とは「ともに心と力をあわ

ているのだろうか。一言で言えば、ネットワーク社会へ

せ助け合って仕事をすること」、「協働」とは「協力して

の移行ということになろう。

働くこと」となっている。

かねてよりネットワーク社会の到来といわれているが、

これらの定義の違いは微妙なものでわかりにくいもの

社会のしくみはまだまだ従来型のままである。そこで、

であるが、大辞林の「共同」の定義には「立場」、そして、

改めて従来型のシステムとネットワーク型のシステムの

広辞苑の「共同」の定義には「資格」ということがある
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ことから、ひとつの整理の軸として「立場」や「資格」

関係で進めていくまちづくりへの移行が求められる。

があることがわかる。また、もうひとつの整理の軸とし

「エリアマネジメント」もこうした背景を受けて求めら

て「活動」をたてると、3 つの言葉の違いが明確になる。

れるようになったものと位置づけられる。2008 年に国土

こうした立場と活動の同異を軸に整理すると、「共同」は

交通省がまとめた『エリアマネジメント推進マニュアル』

「立場も活動も同じくする」状態といえる。同じ組織に所

では、エリアマネジメントを「地域における良好な環境

属する人々が同じ作業を行う場合に「共同」という言葉

や地域の価値を維持・向上させるための、住民・事業主・

が使われると理解できる。それに対し、
「協同」は「異なっ

地権者等による主体的な取り組み」と定義している。多

た主体が同じ活動をする」状態といえる。ひとつの事例

様な主体が協働して環境整備に取り組むことが、エリア

を挙げれば、市民まつり実行委員会を、行政職員と事業者、

マネジメントである。マニュアルでも、エリアマネジメ

市民が一緒になって組織し、まつりを実施することがこ

ントを進めるためには「意識の共有」が必要であるとし

れに相当する。

ているが、これは先ほど述べた「協働」を成立させるた

一方、「協働」は、立場も活動も異にする状態である。
協同のように少なくとも活動を共にしていればわかりや

めの必要条件と重なる。
また、マニュアルでは、続いて「活動と仕組みづくり」

すいが、協働は同じ活動を担わないので何を共にしてい

が必要であるとしているが、これは、佐藤 (2000) が言う

るのかがわかりにくい。また、立場の違う人々が個々ば

「事前確定的な都市像ではなく、動態的なプログラムによ

らばらに異なった活動を行っている状況は「協働」とは

り漸進的に生み出される都市空間を都市像とする」といっ

言えない。じつは、ここには 3 つ目の要素があって、そ

た都市計画の転換に必要な事柄と捉えられる。従来、都

れが共有できているから協働が成立している。それは「課

市計画は少数の専門家が前もって描いたマスタープラン

題」や「目的」である。活動は異なるが「課題」や「目標」

にもとづいて進められてきたきらいがあるが、これから

を共有している状態が「協働」といえる。

はネットワークを形成した多主体が、組織やルールにも

たとえば、「地域に暮らす子どもの安全を守る」ことを
事例にこれを考えてみよう。子どもの安全を守るために、

とづいて協議を重ねながら進めていくスタイルに変わっ
ていくだろう。

警察は警ら活動を行なう、学校は子どもたちの注意を喚

このように、「新たな公」は、都市計画の「パラダイム

起する、PTA は子どもの送り迎えをする、地域は見守り

シフト」と呼べるような大きな転換の中の事象と位置づ

活動を行なう、みんなそれぞれがやれることを行なって

けられるのである。

いるが、こうしたそれぞれの活動が積み重なって子ども
参考文献
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新たな公における行政の役割
さて、もう一度「新たな公」に話を戻そう。「新たな公」
とは、従来行政の専売特許であった公の領域における活
動を、多様な主体が担っていくことである ｡ こうした公
の概念の転換は、当然のことながら行政の役割にも大き
な変化をもたらす。それを一言で表せば、
「推進」から「支
援」へということができる。
自らの責任で都市計画を牽引・推進してきた行政から、
多様な主体の活動を支援する立場へと舵を切ることが必
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( Ⅰ ) 多様な主体によるエリアマネジメント
バスタウンマッププロジェクトの取り組み
鎌田

徹・末岡

よるスタンプラリー、② 06 年 11 月：史跡編、お店編に
妙子

（ひらかた環境ネットワーク会議）

基づく「バスのってゲームラリー」、③「ぶらりバスの旅
－春・夏編」に基づく「バスのってスタンプラリー～日
置天だんじりと山田池の旅」

はじめに

毎回親子連れやお年寄りなど 150 人程度の参加を得て大

ひらかた環境ネットワーク会議は、枚方市の呼びかけ
で、市民、行政、事業者協働で、主に枚方市環境基本計
画の実現を目指して、2004 年 2 月に発足し、2006 年 4 月

変盛況に行われた。参加者アンケートの結果では、
「バス
にこれからもっと乗ってみようと思いましたか？」の問に、
「とても思った」と、
「思った」で 75% 以上を占めている。

に NPO 法人化した。
活動は 5 部会に分かれているが、その中の「公共交通
部会」の活動を紹介する。
環境基本計画では、「関係機関との連携のもと、公共交
通機関の利便性や快適性の向上を図り、自動車から公共
交通機関への転換を促進します。」と謳っているが、これ
は、市民、行政、事業者の協働なしには実現しないと考
えられる。そのプラットホームを当 NPO が担っている。

くずは・男山バスタウンマップ
くずは・男山地域は、くずはモデルといわれる理想的
な都市づくりであったが、最近の自動車交通の増大に
より、交通渋滞、バスの遅延をもたらしている。また、

写真 1 出発地点に集合し「バスとまちのお話」を聞く参加者

枚方バースデーバスタウンマップ
2007 年、枚方市制施行 60 周年にちなみ、市全域での

バスの利用客数も減少している。（樟葉駅バス乗降客数

バスタウンマッププロジェクトが行われた。これが「枚

1990 年 28,350 人→ 2002 年 17,003 人、「くずは地域公共

方バースデーバスタウンマップ」。

交通活性が総合プログラム」2005 年 3 月より )

A1 判の表にバス路線と枚方八景などの基本情報を記載

そのような中で考え出されたのが、くずは・男山バスタ

し、裏面には、電車・バスの環境面、福祉面、社会ルー

ウンマップ。見開きのクリアホルダーにバス路線と基本情

ルを学ぶ面などの啓発事項をわかりやすく記載した。ま

報からなるベースマップを印刷し、そこに、それぞれのジャ

た、バス路線図を使ってすごろくが出来るよう遊び方の

ンルごとのシートをクリアホルダに差し込んで使う。

説明と駒やサイコロもつけた。これに基づくイベントと

㐿߈㧭 ㅘࡈࠔࠗ࡞
㧔ၮᧄࡃࠬ࡞࠻࿑㧕
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図１

して、①公共交通でめぐる枚方八景 (07 年 11 月 )、② 08

バスタウンマップ概念図

③ 08 年 10 月「バスのってスタンプラリー 枚方東部 穂
谷を満喫」を行った。いずれも大盛況で、公共交通の優
位性を感じてもらえたとともに、
「穂谷を満喫」のように、
枚方の地域資源再発見にもつながった。

まちの情報は、「気に入っている場所は？」「交通など

今後、市への転入者向け資料にこのマップを加え、効

で気になることは？」の設問のアンケートを、自治会を

果検証も行っていきたい。また、公共交通システム側の

通じて、くずは・男山地域全域の 26,000 世帯に配布した。

サービス改善にも繋げたい。

回収率は 3.5% だが、回答項目数は 2,400 件に昇る。

おわりに

出来上がったマップは、○○編が出来るたびに、くずは・

これらのプロジェクトに、終始ご指導とご支援をいた

男山地域全世帯に配布した。

だいた、大阪大学大学院松村暢彦准教授をはじめ、常に

バスタウンマップを使ってのイベント

共同歩調をとっていただいた、枚方市、京阪電気鉄道

バスタウンマップを基に、
「バスのってスタンプラリー」
をシリーズで行っている。① 06 年 3 月、公園・史跡編に
4
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( 株 )、京阪バス ( 株 )、及びご協力いただいた皆様に深
く感謝する。

ニュータウン再生の向こうに何が見えるか
山本

話を聞きながら、少々憂鬱になった。
茂

（NPO 千里・住まいの学校）

街を再発見し、育てよう！
千里 NT は、我が国の NT 開発のモデルとなったが、ストッ
クは貧弱で、エレベーターもないのでは、建替えはやむを

年月を経て魅力を増すニュータウン

得ない。多くの人がそう思ってきたが、建替えによって千

年の瀬に思い立って、港北と多摩の２つのニュータウ

里の良さを失っては元も子もない。千里の良さを再発見し、

ン（NT）を訪れた。「せせらぎのある気持ちのいい道だか

それらを残し、活かす再生はできないか。そんな思いから、

ら、ぜひ歩いてごらんなさい」。初老の女性に薦められた

千里・住まいの学校では、まちあるきを続けている。また、

港北の公園では、人々がゆっくり散歩を楽しんでいた。
「自

住み手が街の成り立ちや良さとともに、建替え計画などを

分のつくった街が荒れてると、いやでね」。80 余歳の公

住区全体のまちづくり中で考え、提案できる場が必要であ

団 OB が公園の荒地を耕して菜の花の種を蒔いていた。
「こ

り、そのための支援ができないかと考えている。

れからの日本ではこんな街はできないから、大切に住み

“ニュータウン再生”の向こうに何が見えるか。千里

続けたい」。多摩では、公園の中にあるような集合住宅地

NT をより魅力的で住みやすい街に育てるために、地域の

を自慢された。

住民、大学、行政、事業者などとともに、焦らずに取り

2 つの NT を歩いて、NT は計画的につくられた道路や公

組んでいきたいと希っている。

園、歩行者道、住宅地などが年月をへて渋さを増し、そ
こに住み続けた人々の顔や活動が加わることによって、
より一層魅力を増すと実感した。

建替えが進む千里ニュータウン
千里 NT では、
集合住宅の建替えが急ピッチで進んでいる。
建替えは、90 年代に社宅から始まり、2000 年代から本格
化した分譲集合住宅の多くが建替えを完了又は建設中であ
り、全戸数の約 6 割を占める公的賃貸住宅の建替えが数年
前から始まっている。公社、府営ともに、敷地の約 1/2 を

写真１

緑と歩行者道のネットワーク（港北ニュータウン）

写真２

公園の中のような集合住宅地（多摩ニュータウン）

民間に売却した利益で賃貸住宅を建て替える方式であり、
さらに府営では PFI 方式が採用されている。UR ではストッ
ク活用型の再生がスタートしようとしている。
千里 NT では、住民の高齢化、住宅の老朽化、生活支援
施設等の不足などを背景に、この約 10 年間、再生の必要
性が叫ばれ、その方向が探られてきた。その集大成とも
言える「千里 NT 再生指針」
（2007 年）に基づく建替えでは、
エレベーター設置によって上り下りが容易になり、高齢
者等の支援施設が整備され、周辺のまちなみとの調和が
図られるはずである。しかし、次々に発表される、およ
そ千里とは思われない建替えのイメージ図からは、戸数
の確保や事業費を安く抑えることが優先されているよう
に見える。これまで我が国に蓄積されてきた住環境形成
の思想や手法は活かされているのか。親しんだ街並みや
思い出の場所も少なくなる中で、はたしてコミュニティ
が形成されるのか、と不安になる。
千里はこのままでいいのだろうか。20 年後には、千里
が千里でなくなるかもしれない。港北と多摩の NT を歩き、

写真３

建替えのイメージ図（千里ニュータウン）
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「明舞団地再生〜 NPO の試み」

現在も 3 つの団体が活動している。
野崎

（NPO 法人

隆一

神戸まちづくり研究所）

サポーター会議
個人の立場でまちづくりに汗をかける人ということで
公募したところ、自治会や商店会役員に混じって NPO や

取り組みの経緯
明 舞 団 地 は、 兵 庫 県 の 神 戸 市 と 明 石 市 に ま た が る

関心のある個人が数人加わり 20 名前後のグループが出来
上がった。毎月、事業委員会、役員会、全体会をそれぞ

10,800 戸の団地で、今年で入居から 45 年を迎える。千

れ 1 回ずつ行っている。

里ニュータウンと開発時期も設計者も同じで、当時の都

まちづくり広場

市計画理論のモデルとされた。建物の老朽化と居住者高

団地センター内の店舗を平成 16 年度からまちづくりの

齢化による地域コミュニティの衰退を受けて、平成 13 年

拠点として運営している。平成 18 年度から神戸まちづく

から兵庫県による団地再生への取り組みが始まった。か

り研究所が常駐体制をとり、ゴミ出しや家具移動や花緑

ねてより団地再生に関心を持っていたこともあり神戸ま

の手入れをする「お助け隊」、子育てママのたまり場「ほっ

ちづくり研究所は、兵庫県に協力を申し出て関わること

とスペース」、ふれあい喫茶「陽だまり」、分譲住宅管理

になった。行った事業は次のとおりである。

組合のネットワークなど新たな活動が生まれはじめてい

平成 15 年には、団地再生基本計画策定のため 4 回にわ
たるワークショップを行い、「明舞まちづくりサポーター

る。

これからの展望

会議」がスタート。平成 16 年には、明舞まち開き 40 周

エリアマネージメントの実現には、受動的要望型の従

年記念事業として、記念シンポジウムと 8 回のまちづく

来組織（自治会）の変革が不可欠である。団地というコミュ

り講座を開催。団地再生アイデアコンペを実施。平成 18

ニティ社会では、他地域では既に衰退している自治会組

年には、福祉系 NPO との共同で都市再生モデル事業の助

織がまだまだ健在で頑張っている。だから新たな社会的

成を受けて「郊外団地多世代共生システム構築事業」を

変化に対応しなければという切実感が薄い。5 年をかけ

実施。平成 19 年は、それを引き継ぐ形で、内閣府の助成

て撒いてきた種がやっと育ち始めたという段階かと思う。

を受けて「多世代共生ネットワーク構築事業」を実施。

今、来年度に向けて 3 つの事業が進んでいる。1 つは

平成 20 年度は、国交省のエリアマネージメント事業を

近隣の大学と連携し団地再生研究の拠点となる「まちな

行っている。

かラボ」が 1 月中にはオープンする。2 つ目は、スーパー

担い手の現状

マーケット跡の施設利用と運営を考えるワークショップ

神戸市側は周辺部を含む 5 つの小学校区に分断されて

を行っている。3 つ目は、住民側の組織と事業者である

おり、小学校区単位でのコミュニティの形成が困難だっ

公社や機構、行政である兵庫県、神戸市、明石市などが

た。平成 13 年になり県の取り組みに呼応するように、明

参加する意見交換の場として円卓会議を来年度から本格

石・神戸の団地内自治会が商店会と「明舞団地まちづく

スタートさせるべく準備会を重ねている。

り推進協議会」を結成したが、団地としての一体感はま
だ希薄だと言える。
団地が出来て以来、自治会が求心力を持ち続けている
ため、趣味的なサークルはあるものの、NPO やボランティ
アなどの自発的な活動はほとんど見られない。一方で自
治会は、団地再生のような事業に対しては受見の姿勢か
ら抜け出すことが困難な状況である。

担い手の育成
自発的な提案型の事業を公募する試みがいくつか行わ
れた。平成 15 年度には、3 つの空き店舗への NPO ボラン
ティアの誘致を行い、5 団体が活動を開始した。平成 17
年度には、特区制度を使い空き住戸の活用案を募集し、
6
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「あるくら京都」の取り組み

“まちなか”におけるまちづくり主体の形成
－京都の都心部における萌芽―

河野

泰

（歩いて暮らせるまちづくり推進会議：京都）

現在の「あるくら京都」の取組のなかで、最も広範で大規
模なものは、初年度から継続している「まちなかを歩く日」
という、参加会員共同の取組である。

「あるくら京都」の誕生
歩いて暮らせるまちづくり推進会議（略称：あるくら京都）は、

例年「まちなかを歩く日」は、11 月の第２週の週末（土・日）
を中心に開催され、会員や趣旨に賛同する会員以外の団体が、

2000 年に建設省（当時）のモデル事業に採択された「歩いて暮ら

それぞれが基盤とする地域や拠点施設において、それぞれ

せる街づくり構想」
（京都市）に係るワークショップやイベント開

の目的に応じたイベントを実施する。

催を契機として誕生した市民組織である。

例えば、染織職人が多い本能学区では「染のまち本能」と題

組織の対象エリアは、中京区の９つの元学区の範囲で、幹線

し工房めぐりツァーなどを実施、隣の明倫学区では、京都芸術セ

道路には銀行や商社、テナントビルが林立し、一歩入ると個人商

ンターとなった旧明倫小学校を拠点に「明倫文化祭」を開催。姉

店や商店街、小規模なビルや中～大規模なマンションが混在する。

小路界隈を考える会では、道路での行灯会、その近くの京都文化

最近は“町家レストラン”など新たな飲食店や物販店の進出

博物館ではアートフリーマやコンサートを実施するなどである。

が見られるが、もともと染織業や呉服商などが多く、店（仕事場）

「まちなかを歩く日」の取組は、今までお互いに情報交換

と居住空間が一体である
「職住一体」
の暮らしが続けられて来た。

が少なかった地域や団体が、
マンション問題など共通するテー

高度成長期には大きく人口が減少し、高齢化が進展したが、

マに取り組むための意見交換会の実施や、低迷していた地域

この 15 年ほどは大規模なマンションの建設が進み、職住一
体の暮らしと都心業務機能、新たなマンションが混在する多
様な顔を持つまちに変貌している。

団体（自治連合会など）の活性化をもたらしたりしている。
また、近年では、会員以外の教育・文化施設や企業が「ま
ちなかを歩く日」に注目する動きが見られる。

このエリアにおける基本課題は、職住共存や元学区組織と

その他の取組としては、
旅行代理店の教育旅行ブログラム
（修

いったまちの歴史的な枠組みを維持しつつ、いかにして新た

学旅行）の受入れも数年間実施したが、これは対象エリアの

な住民や事業者を含んだ新しいまちづくり主体を形成してい

会員や工房・商店などの協力により、少額ではあるが活動資

くかということであろう。

金の源となった。できれば独自のツアー受入れプログラムを開

「あるくら京都」の組織・運営形態

発し、コミュニティビジネスに育てることを目指す方針である。

「あるくら京都」が組織としてユニークなのは、「歩い

また、近年では、
「歩いて暮らせるまち」に向け、主に細街

て暮らせるまちづくり」という包括性のあるテーマに共

路における交通問題（通過交通や自転車の走行・駐輪問題）

感する、多様なまちづくり主体の“横断的”で“ゆるや

を中心とした取組を行っており、京都市の「まちかど駐輪場」

かな”結合によって成り立っている点である。

の社会実験・整備に結びつくとともに、
従来あまり活発でなかっ

会員は、「元学区」のまちづくり委員会、「通り」単位

た会員が「あるくら京都」を再認識する契機にもなっている。

のまちづくり団体、商店街（会）など、地域社会を基盤

新年度は、
“まちなか”におけるまちづくり主体の形成、
「歩

とする団体や個人を核としつつ、地球環境をテーマとす

いて暮らせるまち」の実現に向け、
「通り」を基盤とするまち

る市民団体や学校、文化施設などから構成されている。

づくり主体の形成を促進する活動を展開したいと考えている。

会員の中には組合組織やＮＰＯも含まれるが、「あるく
ら京都」自体は、設立から 10 年経った現在も敢えて任意
団体のままである。
各会員が、地域社会、環境、文化など、その存立基盤

「あるくら京都」の活動基盤
継続した取組が可能なのは、会員の継続意思や柔軟な運営形
態とともに、
活動を支える事務局スタッフ体制にもあると思われる。
当初２年間は、京都市が、コンサルタントとともに事務局ス

に応じた活動を展開することを前提に、「あるくら京都」

タッフを構成していたが、京都市の予算がつかなくなった３年

を通じていくつかの共通する（横断的な）活動テーマを

目以後は、一部の専門家の個人的ネットワークが、自主的に

見出し、そのテーマに共感する会員を中心として具体的

事務局スタッフの役割を分担し、活動を支えて来た。

な取組を進めるという、組織運営の柔軟さを保つために
は、任意団体の方が活動しやすいのである。

現在、
会費以外の財政基盤はなく、
今後は企業の協賛やコミュ
ニティビジネスの展開などにより収入増加を図り、ウェブサイト
の管理費や一部事務作業の費用に充当したいと考えている。
2009/3
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企業ぐるみの江坂地域のまちづくり

坂駅拡張整備・立体駐輪場の設置へむけて、行政当
橋本

徹也

（江坂企業協議会・江坂まちづくり協議会）

局に請願し、着工の運びとなりました。
9) 道路愛称づくり運動：

江坂地域以外から来られた

方に対して、地理の判りやすい地域にするため、又、
江坂企業協議会は、昭和 49 年 5 月に発足した、「地下

道路愛称を活かしたまちづくりが広がっていくこと

鉄江坂駅南改札口新設促進期成会」がその目的を完遂し、

を願って道路愛称づくりを提案。吹田市道路愛称づ

より発展的に結成された「西南吹田企業協議会」（昭和

くり市民会議として、江坂地域 5 路線を含む吹田市

53 年 8 月 10 日設立総会）が、平成 6 年 5 月に名称変更

24 路線の道路愛称がつきました。

によって生まれた会です。設立以来、地域における企業

10) 江坂ビジョン 21 提言書策定とその実施： 『江坂

団体として、自他共に認められ、活発な活動を展開して

21 世紀まちづくりビジョン』共創のまちづくりをテー

参りました。

マにビジョンを策定、1999 年 5 月総会において阪口

設立 20 周年の年、共創のまちづくりをテーマに『江坂

善雄吹田市長に提出。その後、新たにそのビジョン

21 世紀まちづくりビジョン』を策定しましたが、その後、

実現のための特別委員会を設置し、現在さまざまな

企業だけのまちづくりだけに止まるのではなく、自治会、

形で具体的行動を起こし，新生江坂に相応しい新し

小中学校、商店会、江坂駅などとともに「江坂まちづく

いまちづくりの実現に向けて一歩一歩あゆみを進め

り協議会」を設立、まちづくり情報ネットワークとして

ています。

共に協議し、更なるまちづくり運動を展開しています。
又、国の雇用促進事業に伴う人材を活用し、江坂駅周
辺の美化・都市機能促進業務を実施してきました。それ
を吹田市からの事業として引き継ぐため、「NPO 法人吹田

11) 江坂地域の浸水対策：

区画整理時のインフラの

現状と浸水状況等を調査し、都市型災害の浸水対策
を要望。雨水レベルアップ整備工事が着工しました。
12) 雇用促進事業の推進：

国の雇用促進事業に伴う

江坂ビジョン 21」を設立し、自転車等放置防止指導や美

人材を活用し、江坂駅周辺の美化・都市機能促進業

化清掃業務なども継続して行っています。今までの主な

務を実施。安全で住みよい町＝江坂＝にグレードアッ

活動としては、以下のものがあります。

プするため、様々な事業を展開しています。

1) コミュニティー道路の設置：

現在のエスコタウン

の設置を、行政と協力して行いました。
2) 緑化運動の推進：

力として活動して参りました。
新御堂筋高架下の立体駐車場

江坂駅周辺の駐輪場の増設の推進

に努力して参りました。
5) 迷惑駐車追放運動：

画。エスコタウンを中心に様々なアーティストが登
場して、若者の町＝江坂に相応しい恒例の行事に成
長しました。また年末には、クリスマスムードを盛
り上げるために、エスコタウンでコンサートを実施。

交通対策委員会を設置し、吹

2004 年 12 月には「江坂ウインターベル」と命名、

田警察署と協力して、江坂駅周辺の迷惑駐車追放運

ゴスペルや市民参加による「第９コーラス」を開催

動を続けています。

しました。

6) 地域との懇親・福祉活動：

吹田まつりにおける江

14) NPO 法人

吹田江坂ビジョン 21 の設立：

従来、

坂会場での企画・運営・警備、会員企業同士の親睦

江坂企業で行ってきた江坂駅周辺の自転車等放置防

活動、会員企業への研修会・見学会の実施、地域で

止指導や美化清掃業務などを行政と協力して、継続

の献血推進キャンペーンに取り組んでいます。

的に行っていくため、2006 年 1 月に NPO 法人を設立し、

7) クリーンデーの実施：

江坂駅周辺の美化活動とし

て、毎月 1 回のクリーンデーを吹田西ロータリーク
ラブと協同で行っております。
8) 江坂駅拡張整備・立体駐輪場の設置への運動：
8

て 2000 年秋に初めて開催。当協議会の呼びかけで、
商店会や地元のお店の協力を得て、手作りで毎年企

の設立について、行政と協力して推進してきました。
4) 駐輪場の増設：

町中に溢れ

る不法駐輪の排除と、ゴミゼロの街づくりを目指し

江坂地域の緑化推進運動の原動

3) 立体駐車場の設立：

13) 江坂音楽フェスティバル等の開催：
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様々な活動を実施しています。
また、江坂企業協議会がよびかけてできた「江坂
まちづくり協議会」は、平成 12 年 2 月に第 1 回目の

江

協議会を行い年 4 回のまちづくり協議会を開催、様々

な要望を吹田市に提出、実現しています。
15) アドプトロードＥＳＡＫＡ：

大阪府、吹田市と

アドプトロードＥＳＡＫＡの協定調印を行いました。
現在ミニアドプトとして新御堂筋及び内環状線沿い
の花壇 50 箇所フラワーポット 241 基を 42 社の企業
の皆様によってお世話を頂いています。
16）歩行喫煙防止条例の制定：

2004 年 8 月には「歩

行喫煙禁止条例」制定の要望書を提出。その効あって、
2005 年 4 月から江坂駅周辺を「喫煙禁止地区」に指定。
歩きタバコ禁止地区となりました。
17) 防災避難訓練実施：

クリーンデイ

現実の災害時を想定し、江

坂企業協議会と地元自治会及び行政が参加して防災
避難訓練を実施。
18)｢ 江坂エスコタウン再生」：

江坂まちづくり協議

会より江坂駅西地区交通環境改善協議会を設置し商
店会・企業・NPO・自治会・行政で創造する「江坂エ
スコタウン再生」社会実験を実施。当協議会設立当
初に開設したエスコタウンが時の経過と共に、ハー
ド・ソフト両面で衰退しつつある中、多様な主体と
の協働による道路空間を有効に使うための社会実験
を行いました。
19) 神崎川畔企業連絡会：

不法駐車パトロール

江坂まちづくり協議会が、

神崎川沿い企業に声がけをし、地元自治会に後援団
体として神崎川畔企業連絡会が平成 14 年に設立。現
在神崎川畔クリーンアップ作戦、神崎川畔さくらま
つりなど、『神崎川畔将来ビジョン』を策定し、活動
を展開しています。

このように、
「住みよい地域は連帯の輪から」というモッ
トーの下、地域企業・住民そして行政が一体となって、
地域の発展に努めております。

江坂音楽フェスティバル

防災訓練
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( Ⅱ ) まちづくりを担う新たな主体
環境再生 NPO あおぞら財団の取り組み

めている。 環境を良くしていくためには、ハード整備だ
藤江

（( 財 ) 公害地域再生センター

徹

あおぞら財団）

けでは限界があり、やはり自動車を使う「人」自身が変わっ
ていかなければならない。その一歩として、エコドライ
ブに取り組んでいる。

はじめに

また、身近な乗り物である自転車についても、高校生

今から約 30 年前、当時「日本一の大気汚染激甚地」と

による自転車マップづくり、自転車マナー教室（チャリ

言われた西淀川地域（大阪市）では、大阪臨海部に立地

ンコチャンピオン）の開催、NPO「自転車文化タウンづく

する大工場群からの排煙と国道 43 号などの幹線道路から

りの会」への協力などを進め、自転車を活かしたまちづ

の自動車排気ガスによる都市型複合汚染の法的責任を問

くりに取り組んでいる。交通問題は暮らしに直結するが

う西淀川大気汚染裁判が提訴（1978.4）された。訴訟は、

市民が関わりづらいテーマでもある。そうした中で、NPO

20 年に及ぶ公害患者らの粘り強い闘いの中で、1995 年 3

は、課題の掘り起こし役、多様な主体の橋渡し役、地道

月に企業らとの間で、1998 年 7 月には国・旧阪神高速道

な事業の推進役としての役割を担っていきたいと考えて

路公団との間で、それぞれ和解が成立し、和解金の一部

いる。

を元に、財団法人公害地域再生センター（愛称：あおぞ

地域連携で進める“環境学習”

ら財団）が設立 (1996.9、環境庁許可 ) される。

地域の環境再生を進める取り組みの一つが、身近な環

本財団活動としては、①公害のないまちづくり、②公

境に目を向け、自分の頭で考え、行動できる人を育む「環

害経験を伝える、③自然や環境について学ぶ、④公害患

境学習」である。地域の小・中・高・大といった教育機

者の生きがいづくり、⑤みんなとつながる、の５つを柱に、

関と連携しながら、子どもの成長に合わせた環境学習の

調査研究や提言づくり、事業展開、市民参加型の講座や

機会づくりを進めている。活動としては、菜の花プロジェ

イベント・シンポジウムの開催、関連資料の収集と情報

クト（菜の花栽培、菜種油の採取、廃食油の回収・精製、

提供、視察・研修の受け入れ、学校授業の支援、国際交

BDF として活用など）や自転車マップづくり、地域の歴

流などを行っており、以下にいくつかのプロジェクトを

史・自然資源の掘り起こしなどの具体的なプロジェクト

紹介する。

を進め、目に見える活動、顔の見える交流を続けることで、

多様な主体と進める“交通まちづくり”

参加の輪を拡げている。

2003 年度より、トラック事業者、大阪大学、機器メー
カー、行政と連携しながら、エコドライブに関する研究
と普及事業を行なってきている。エコドライブとは「環
境にやさしい運転」のことで、アイドリングストップ、
急発進・急加速・急ブレーキをやめる、経済速度での走
行などを心がけて自動車を運転すること。最近は、ドラ
イバーをサポートするエコドライブ支援機器も普及し始

写真 2：西淀川高校で菜の花満開です

NPO はネットワークが財産
当財団は、公害被害者らの「手渡したいのは青い空」
という願いを受けて設立され、その理念に共感する方々
に支えられている。お金も権限もない NPO の場合、理念
や活動に共感し、集う、多様な方々のネットワークが最
大の財産である。今後も、具体的な活動を続ける中で、
写真 1：只今、エコドライブ実施中
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新たなネットワークを拡げていきたい。

アメリカの NPO：進化する CBO 事情

財源の多くは、連邦政府による補助金によって賄われて
室田

信一

（同志社大学大学院／日本学術振興会）

いたが、1980 年代以降、政府からの補助金額は減少し、
CDC の収入源は、政府事業の外部委託が主流となった。
同じ政府から受け取るお金であっても、市場原理の中、

アメリカでコミュニティ・ブーム再来！？
アメリカでオバマ新政権が誕生した。オバマ大統領が、以

委託契約の対価として受け取るお金の性格はまったく異
なるものであった。CDC がその活動を継続するためには、

前コミュニティ・オーガナイザーであったこと、彼の選挙活

他の団体と競い、より多くの契約を勝ち取ることが求め

動が草の根のボランティア活動によって支えられていたこと

られた。その結果、CDC の中には、組織の規模を著しく

もあり、全米で「コミュニティ」に注目が集まっている。

拡大するものや活動内容を多様化するものが出現した。

古くはトクヴィルによって紹介された農村コミュニティ、

失われつつある CBO の垣根

ジェーン・ジェイコブスの考えた都市コミュニティ、近年で

主として住宅開発や地域開発を推進してきた CDC で

はパットナムによって示されたアメリカのコミュニティと、ア

あったが、近年その活動の幅を社会サービスの領域に広

メリカのコミュニティ像は多様な形態で日本に紹介されてき

げつつある。そもそも、就労訓練や、住宅相談、法的な

た。また、情報化社会においては、ヴァーチャル・コミュニ

支援など、福祉的なサービスを提供することは CDC の事

ティの存在も忘れてはならないだろう。オバマ大統領の選挙

業の一環であった。しかし、近年では、住民のニーズに

活動の勝因は、草の根におけるボランティア活動とインター

こたえるべく、移民向けの英語クラス（成人教育）や、

ネットを用いた広報活動にあったといわれている。このよう

高齢者向けのサービスなどを提供する CDC も増えてきて

に、アメリカのコミュニティ事情は常に変化に満ちているが、

いる。住宅開発に限らず、アメリカでは近年、社会サー

以下では、近年の動向の一側面を紹介することにする。

ビスの民間委託が急激に増加している。そうした事業の

コミュニティ・ベースト・オーガニゼーション（CBO）とは

受託団体として、地域を基盤として活動する非営利組織

今回紹介する CBO（Community-based Organizations、ち
なみに英語では、CBOs と表示されることが多い）とは、文

である CDC に白羽の矢があたったのである。
一方、CDC が社会サービスの提供に力を入れ始めたよ

字通りコミュニティを基盤に活動する団体のことである。

うに、これまで社会サービスの提供を主な活動としてき

CBO という呼称は、法的に位置づけられたものではなく、コ

た CBO が住宅開発に着手するようになったケースも少な

ミュニティを基盤に活動をおこなう民間組織の総称である。

くない。アメリカでは 100 年以上の歴史をもつ CBO とし

また、CBO は、政府の委託事業や補助事業に携わり、福祉

てセツルメントがあるが、そうしたセツルメントの中に

や都市開発など公共性の高い活動に従事しているが、必ず

も、低所得者向け住宅の指定管理を受けるものや、ア

しも非営利組織であるとは限らない。

フォーダブル住宅を開発するものも出てきた。

CBO という言葉が一般的に用いられるようになったの

民間委託時代の CBO

は 1960 年 代以降のことである。
「貧困との戦い（War on

近年の CBO の活動は、委託契約という文化によって特徴

Poverty）
」と呼ばれる法律のもと、連邦政府による政策とし

づけられている。その組織が掲げてきた理念や地域のニー

て、コミュニティ・アクション事業やモデル・シティ事業が

ズではなく、政府がその地域でどのような事業を外部委託

推進された。それらの事業により、低所得者やマイノリティ

しているかということが、CBO の活動内容を決定している。

が多く居住する地区を中心に、住民参加を通したまちづくり

CBO という言葉も、
「地域を基盤に活動する団体」という

がすすめられた。そうしたまちづくり事業に対して、連邦政

意味から、
「地域住民に対してサービスを公平に提供する

府の補助金が提供されたことも助け、1960 年代以降、特定

団体」というニュアンスへと変わりつつあるように思われ

の地理的コミュニティを基盤に、都市開発や、住宅開発、職

る。オバマ大統領は、選挙活動で草の根活動の可能性を

業訓練、雇用開発などに従事する組織が増加した。

示してくれたが、今日の CBO に草の根の活動を展開する余

コミュニティ・ディベロップメント・コーポレーション（CDC）の興隆

力は残っているのだろうか。実は、CBO の中には、政治的

そのようにして、まちづくりを推進するために新たに

な影響力を取り戻すべく新たな取り組みがすでに始まって

設立された団体の多くは、CDC（Community Development

いて、そこには、新たな技術も蓄積しつつある。今後も、

Corporation）という非営利組織にあたる。当初 CDC の

アメリカの CBO の動向から目が離せない。
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NPO の自立化は、まちづくりの推進につながる !!
増馬

優樹

（NPO 法人コミュニテイ事業支援ネット）

というようなイメージがあると思う。そこからビジネス
として考えることは、到底難しい。
その中で、私たちが取り組んでいることは、実にシン
プル。「まちづくりを“活動”から“事業”へと転換し、

NPO は情報の最先端
2008 年後半に訪れた景気の後退。国内外を問わず社会
問題としてニュースで連日報道されている。
私たちに突きつけられる課題は、ニュースになる数ヶ月、

結果を出す」こと、そして「働いた対価はちゃんといた
だく！」ということ。
従来からまちづくりや NPO は“活動”という意識が強く、
「できる人が、できるだけやる」世界だった。しかし、現

数年前に既に顕在化し、情報は日々蓄積され、社会問題と

在の社会情勢やライフスタイルの変化に伴い、継続的か

なるべくしてなり、メディアに取り上げられる。

つ安定的で効果的な支援や施策が必要になった。その中

例えば地域の商店街。年末から年始にかけて売上が極端

で“活動”として動くには限界がある。だからこそ、ま

に落ちている。また、撤退を余儀なくされる店舗もある。

ちづくりを“事業”として捉え、一つの生業として確立

現在の景気後退が進めば、商店街はシャッター通りへと突

することが必要になる。

き進む。現状の商店街活性化策はその特効薬にはなり得て
いない。おのずと、それが後に社会問題と化すであろう。

事業を展開するに当たり、「目的・役割の明確化」「現
状把握のための調査・分析」「事業効果の検証」「実現可

景気の後退による商店街への影響だけではなく、社会情

能な事業の創出」を行うことを盛り込み、課題解決のた

勢を反映した出来事がリアルに地域社会では進行中である。

めのニーズとすり合わせながら進める。また、WIN-WIN

NPO 設立や起業の相談に訪れる方は、子育て期を終え

の関係づくりをクライアントにも意識付けする。「人を変

た女性が多い。中小企業に就職したいと言う学生も来る。

えることはできないが、変われる環境をつくる」のである。

退職後の生き方を考える団塊世代の方も訪れる。まさに

ソフト事業にありがちな漠然としたものではなく、成果

現代社会の縮図である。それもニュースなどで大きく世

を「見える化」するのである。これぞ協働・協創のあり

間に知られる前に ･･･。そう、地域との強固なネットワー

方である。

クを保持している私たちの団体には最先端の情報が集
まってくる。

私たちは、コーディネーターとして中間領域に入るこ
とになる。様々なニーズを繋ぎ合わせて、ビジネスモデ

そのような人々の声を直接聞き、課題解決を共に考え
るのが、まちづくりに関わる NPO のあり方だと考える。

こみさぽって何だ !?
「なんか革新的にまちづくりを変えてみるような団体を
作ってみない？」
そんな言葉から、NPO 法人コミュニティ事業支援ネッ

ルを構築していく。
商店街の活性化事業や中小企業の活性化と若年者就業
支援の要素を持つ、若者と中小企業のネットワーク構築
事業（経済産業省採択事業）、ボランティアコーディネー
ト事業など多岐に渡る事業を展開しているが、根底にあ
るのはビジネスマインドである。だからこそ、私たちは

ト（通称、こみさぽ）はスタートした。2007 年 2 月に兵

存在し得る。

庫県の認証を受け、西宮市の官庁街にある西宮商工会館

私たちがめざすもの

に事務所を構えている。（詳細は、http://comisapo.com/

私たちの夢は、
「NPO から株式会社を生み出すこと」
。そんな
想いを持ちながら日々の取り組みを行っている。NPO をチャレ

を参照）
設立時に新聞に掲載され、
その時の記事表題は『
「稼いで」

ンジの場、実証の場として捉え、ビジネスモデルの構築を行う。

街を元気に』
であった。この時点で、
既に珍しい存在である。

まちづくりに関わっている多種多様な組織のみなさん、

「補助金や助成金に頼らず自立をしよう !!」との想い

みなさんが見ている「課題」や「事業」は、本当に地域

を持って団体を運営し、働く場として雇用保険・社会保

社会から生まれ出たものでしょうか？もうカタチだけの

険も完備されている。もちろん給料も出ている。普通の

分析・報告はやめませんか？そして、私たち「こみさぽ」

会社と何ら変わりはないのである。

と一緒に「まちづくり事業」をしませんか？きっと、ど

「NPO」でも「まちづくり」でも“ビジネス”を
「NPO」といえば、ボランティア、うさんくさい、安価
12
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きどきわくわくするプロジェクトになりますよ !!

公園運営を担う新たな公－兵庫県立有馬富士公園
藤本

真里

（兵庫県立人と自然の博物館）

自己革新
管理事務所のスタッフが事務所に頻繁に出入りする住
民と楽しくコミュニケーションができ、大学や社会教育
施設が地域に出かけるような状況は大きな変化である。

公園で活躍する 30 の住民グループ群
有馬富士公園では約 30 の住民グループが自らの得意技

このような変化も新たな公の担い手づくりには重要であ
る。行政 ･ 住民双方に自己革新が必要で関わり合いは学

を活かしたプログラムを都合の良い時期に来園者に向け

習の場であり、適切なしくみづくりのプロセスである。

て実施している。夢プログラムと呼んでいる。年間約 60

また、さまざまな関係団体にオープンである施設の職員

万人の来園者の内、約 1 割が夢プロを楽しんでいる。内

は住民も含めたさまざまな人々から育てられ励まされる。

容は、自然観察会、田植え、里山管理作業、クラフト、

県と市の壁のそばで葛藤している時間はもったいない。

合唱、ギター演奏、ハワイアンなどなど実に様々である。

公園と指定管理者制度

公園を管理する一部局では発想できなかっただろう。住

公園における新たな公の担い手というと、指定管理者

民グループの代表は自由に企画・実施できることに満足

にもなるような住民グループを期待しがちであるがいき

している。また、
管理事務所の職員に対する満足度も高い。

なりは難しい。これまで行政のものだと思われていた公

続けられるわけ

共施設である公園を自分たちの財産であると実感したり、

このような状況を視察した他地域の行政等はこのよう

施設の魅力を多くの人々に伝えたいと考え、行動するこ

なイベントの実施を決め、予算をつけてすぐに実施しよ

ともすばらしい。公共施設を行政にまかせきるのではな

うとする。有馬富士公園の夢プログラムのしくみが継続

く、自分たちも関わる方が楽しいと実感することこそ「住

している要因はイベントそのものに予算をつけたのでは

民主体のまちづくり」感覚のめざめといえる。そういう

なく、コーディネーターを配置したことにある。夢プロ

導入に公園という場所は最適である。このような認識を

グラムは行政が提供するサービスではなく、住民が気に

行政や政治家、専門家ははっきりともつべきである。そ

入った公園で来園者に楽しんでほしいと思って実施する

うでないと指定管理者制度運用は地域のためにならない。

ものなのである。県庁や市役所に帰属するグループでは

制度導入は経費削減もさることながら、地域を育てるし

ない。公園側はスムーズに実施できるようにコーディネー

くみを地域につくることも目的であるべきである。制度

トすることが役割である。住民グループとの関係は face

運用のありようはその自治体の地域づくりの基本に流れ

to face で気心もしれて高い評価につながっている。ま

る哲学を現しているように思われる。

た、このしくみを始める前にどのようなやり方がよいか
をコーディネーターとの間で議論するなど準備期間が 1
年以上あったことも大きい。若いスタッフだったので現
在は誰も残っていないが引き継がれており、しくみにな
れた住民が自然な形で教育もしてくれている。

関係機関のサポート
住民グループが主体で公園が支援するという役割分担
がぶれない要因として、公募住民、行政（三田市、兵庫
県）、学識、人と自然の博物館 ( 以降、博物館 ) 等による
協議会の存在がある。優秀なコーディネーターを雇用し
ても市や県などの関係機関がサポートしないと何とも動

年に 1 度行われる発表会「夢プロ 屋台村」
（キッピー棚田くらぶ） 今年度は 3 月 20 日

けない。また、博物館のように公園における支援活動が
地域貢献という形で自らの事業にも位置づけられるよう
な機関が準備期間から関わっていることも大きい。大学、
社会教育施設などの昨今の重要なキーワードのひとつは
地域貢献である。
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( Ⅲ ) 新たな公と行政の役割
「新たな公」における行政の役割

と個人の財産権への影響についてしっかりと考えた行政
荒木

和美

（寝屋川市まち政策部都市計画室）

の判断に基づく指導・助言がいると考えます。

行政の責任と市民参画のバランス
～第二京阪道路沿道のまちづくりから～

はじめに

現在、本市東部地域において京都と大阪を結ぶ広域幹

寝屋川市は大阪府の東北部北河内地域に位置する人口
約 24 万人の住宅都市です。

線道路である第二京阪道路の整備が進められています。
その沿道のまちづくりについては、住民参加の沿道まち

本市では 1999 年頃から市政運営や地域経営の方針とし

づくり協議会を立ち上げ、住民が計画段階からまちづく

て「市民参画」「協働」を位置づけ、様々な取り組みを展

りに関わる手法をとって進めています。地域のことは地

開してきました。2008 年 4 月に施行された「寝屋川市み

域で決める、地域の独自性を活かす、という地方分権時

んなのまち基本条例」－いわゆる自治基本条例－は、こ

代のまちづくりにおいて、住民と一緒にまちづくりを構

れまでの基本方針を条例という形で明確にしたという点

想していくことは大変有意義です。しかし、住民の意見

で、集大成的な取り組みと言えます。

を聞いて尊重するだけで、社会として必要な整備が行わ

筆者は、20008 年 4 月に施行された「寝屋川市みんな

れるとは限りません。一方で市域全体を考えて計画づく

のまち基本条例」の策定に関わり（当時は企画政策室に

りを行う視点も必要ですし、現在の住民だけでなく将来

所属）、その後、都市計画室に配属になりました。「市民

の住民の満足も考慮しなければなりません。

参画」や「協働」を条例規定として位置づける仕事から、

さらに、筆者が大変だと感じていることがもうひとつあ

現場でまちづくりに関わる部署への異動であり、法令や

ります。それは、
「市民参画」
「協働」のまちづくりを進め

制度、基本理念と、現場の実態をどのように調和させて

るにあたって、実際には都市計画法をはじめとしたさまざ

いくのか、難しさを実感する日々です。

まな法律による規制のなかにどうしても超えられない壁が

利害調整の難しさ～地区計画策定業務から～

あり、市民のアイディアや思いと、どのようにバランスを

地区計画とは、住民の合意形成を通して、地区の特性

取って実際の市民サービスにつないでいくかということで

にあった詳細なルールを都市計画として定めることがで

す。今後は、独自のまちづくり条例やルールづくりなどが、

きる制度で、地元住民の主体的な努力がなければ全く進

行政の重要な役割になるのではないでしょうか。

まないものです。

公共性の高い意見をどう生み出すか

本市では、15 番目となる地区計画策定の取り組みが進

「寝屋川市みんなのまち条例」策定過程では、最初、自

んでいました。出前講座などで地元の勉強会に参加し、

分の主張にこだわっていた市民委員の皆さんが、議論を

技術的な支援を行いながら準備を進めましたが、財産権

深めるうちに全体として一番よい結論を導き出そうと変

に規制をかける地区計画の設定については、地元の同意

化していく場面がありました。策定委員会のメンバーで

をどのように取り付け、確認するかが大きな課題です。

あった久隆浩教授（近畿大学）はその様子を「公共性の

今回もいくつかの反対があり、最終の同意率は 100％に

高い意見が生まれる」と表現されましたが、まさしく言

は至らなかったものの、適用除外等を設けて具体的な不

い得て妙でした。

利益については譲歩していくように規定を調整しつつ、

まちづくりにおいて住民が自治意識を持ち、行政と協

最終的に地区計画によって良好な住環境が維持・保全さ

働して地域戦略や地域政策を考えることは新たな地域づ

れるということで策定に至りました。

くりの実現につながります。そのためには、市民の徹底

まちづくりにおいては、様々な利害関係が生じてきま
すが、こうした問題をしっかり解決できるスキルを職員
は身につけないといけません。
都市計画法では、法 17 条に基づく縦覧や意見聴取など、

した議論と、専門家の知恵や多くの人の力、行政として
の責任を明確にしていくことが必要です。
現在、本市では次期都市計画マスタープラン策定に向
けての取り組みが始まっていますが、人口減少・地方分

手続きとして「市民参画」が規定されているものの、手

権が本格化する時代において、「市民参画」「協働」によ

続きを踏んだからよいということではなく、関係者が議

る「新しい公」を創出する契機となりうる取り組みにし

論し、理解し合える“場”の創出とともに、公共の福祉

たいと考えています。
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ＵＲ都市機構における都市再生事業の支援
青山

また、同年には当地区を含む大阪都心部が都市再生緊急
一麿

（独立行政法人都市再生機構）

整備地域に指定された。大阪市は、有識者による「大阪大
学病院跡地利用懇談会」を発足させ、
「水都・大阪」再生
を象徴する都市環境を創出し、拠点性を高める「核」を備
えた複合機能の街を目指すことを「提言」としてまとめた。

事業コンペの実施
ＵＲはこの提言を受け、計画地を大きくＡ・Ｂ街区に分
け、業務機能、にぎわい・文化集客及び居住機能を導入す
ることを開発条件として、事業企画提案方式により開発事
業者を募集した。Ａ街区は土地譲渡、Ｂ街区については複
合用途と、多様な住宅供給を目的とした民間供給支援型賃
貸住宅制度を導入するため、土地譲渡と定期借地を組み合
「ほたるまち」全景

特殊法人等整理合理化計画により、平成 16 年に前身の
都市基盤整備公団から独立行政法人都市再生機構（以下、
「ＵＲ」）への改組を境に、ＵＲが自ら施設整備までを行

わせた事業手法とした。募集の結果、Ａ街区は朝日放送㈱、
Ｂ街区はオリックス不動産㈱、㈱ビープラネッツが中心と
なるグループが事業者として選定された。

空間整備の誘導

う従来のフルセット型から民間の都市開発事業を支援す

複数の開発事業者が参画することから、一体的なまち

るバックアップ型へと移行した。これはいわゆる官から

づくりを図るため、開発事業者とＵＲにより「福島一丁

民への流れに則った、公的セクターの担う役割について

目地区開発協議会」を設置、環境整備ガイドラインの策定、

の大きな政策転換を意味する。この結果、ＵＲが実施す

水辺環境に配慮した広場、プロムナード等の公共的空間

べき業務は、市街地の整備改善に民間事業者の参画を促

の整備計画の誘導、事業完了後の公共的空間を担保する

進するための条件整備や支援を行うこととされた。その

維持管理協定の整備などを行った。

取り組み方針は次の通り（ＵＲ中期計画より）。
・民間の都市開発事業を支援するコーディネート
地方公共団体、民間事業者等との協力及び適切な役
割分担の下、関係権利者の合意形成、事業推進体制
の立ち上げ、事業計画の策定等のコーディネート業
務を実施する。
・民間投資を誘発する基盤整備
市街地再開発事業、土地区画整理事業、住宅市街地
総合整備事業等を活用し、民間投資を支援する基礎
的条件整備としての面的整備を行う。
以下に具体的事例におけるＵＲの役割を見てみる。

【福島一丁目地区】

共同整備による公共的空間（広場）

【機構の役割】
以上のように当地区におけるＵＲの役割としては、事業
コンペ実施、開発協議会運営等を通じた複合的な事業の組
み合わせによる一体的なまちづくりの実現が挙げられる。
同様の手法で事業完了した地区に、大阪・上本町地区

福島一丁目地区は大阪大学病院跡地に平成 20 年 5 月に

にある桃坂コンフォガーデンがある。また、大阪駅北地

まちびらきした「ほたるまち」の愛称で呼ばれるプロジェ

区先行開発区域でも、土地区画整理事業の施行者として

クトである。

基盤整備を行うとともに、事業用地を取得し同様の事業

事業の立ち上げ

を展開している。

ＵＲ（当時都市公団）は、平成 14 年 3 月に大阪都心部

以上のように、ＵＲは、民間活力の導入を促進するため、

の都市再生のトリガーとなるプロジェクトをプロデュー

公共施設等の基盤整備を含む事業全体のコーディネート

スすることを事業方針として、ＵＲ所有地との土地交換

を実施することで、都市再生事業における公的な役割を

により当地を取得した。

果たしている。
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支部活動
総務委員会 報告

● 2007 年度決算

2008 年度総会報告

１．収入の部

日本都市計画学会関西支部の 2008 年度総会は、2008

大科目

予算額

決算額

3,256,000

3,491,000

年４月 28 日（月）13：30 ～ 15：00 に大阪市立大学文化

会費

交流センター大ホール（大阪駅前第２ビル６階）におい

事業収入

200,000

265,200

て開催された。支部正会員出席者 34 名、委任状出席 278

繰入収入

1,455,942

1,455,942

名、合計 312 名により、総会が成立した。

その他収入

支部規定により榊原和彦支部長を議長とし、下記の５

収入合計

議案について審議し、１号から４号議案は議案書どおり

２．支出の部

1,683

5,993

4,913,625

5,218,135

議決された。５号議案については、榊原支部長から、支

大科目

予算額

決算額

部規定による役員として、副支部長、幹事、監事の退任・

管理費

1,921,000

1,329,652

選任の提案と、顧問の推薦提案が行われ，いずれも提案

事業費

2,296,580

1,813,237

どおり議決された。

受託研究事務費

(1) 第 1 号議案

予備費

2007 年度日本都市計画学会関西支部活

動報告－報告：三輪康一総務委員長
(2) 第 2 号議案

2007 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

2008 年度日本都市計画学会関西支部活

動方針－議案説明：三輪康一総務委員長
(4) 第 4 号議案

2008 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

2008 年度日本都市計画学会関西支部役

員選出について：榊原和彦支部長
●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１回開催した。

0

0

696,045

0

0

2,075,246

4,913,625

5,218,135

繰越金
支出合計
● 2008 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、継続教育（CPD 活動）に資するプログラム
（講演会等）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、
社会ニーズに根ざした教育プログラムの提案などに努
めるとともに、設立 20 周年記念事業に向けた準備を行
う。
２）会員サービスの充実と賛助会員の募集活動

３）都市計画講演会を３回開催した。

新規会員獲得を目的とする「学生と社会人の交流会」

４）公開事例研究会を２回開催した。

を実施し、賛助会員維持拡大のため「スキルアップ塾」

５）学生・社会人交流会を１回開催した。

を継続実施する。さらに賛助会員会員証の発行も引き

６）支部だより No.22 を発行し、本部機関紙「都市計画」

続き行う。

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。
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インドネシアで実施した。
９）関西まちづくり賞の審査を行い、２件を授賞対象と
して決定した。
10）第５回関西支部研究発表会を開催した。20 編の発表
があり、４名が研究奨励賞を受賞した。
11）支部 HP 等で各種委員会の公募を行った。
12）特別委員会（
「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」
）において研究活動を継続し、
シンポジウムを開催し、その結果をふまえた報告書
の作成を行った。
13）関西のまちづくりの活性化を目標とする特別委員会
（
「関西社会連携交流特別委員会」
）を設置した。
14）都市計画教育のあり方を再検討し、再構築する「
（仮
称）新しい都市計画教程研究会」を設置した。
15）支部連携事業「会員のコラボレーションによるスキ
ルアップ塾」の講義演習を７回実施した。

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
ある年間テーマを設定し、都市計画シンポジウムを実
施する。
４）都市計画講演会の開催
年間テーマを中心に関西都市計画の課題について他
領域とも連携し自由な議論の場を提供するため都市計
画講演会を開催する。
５）都市計画事例研究会の開催
観光という切り口から、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・検証を行い、公開事
例研究会を開催する。
６）広報について
支部だより No.23 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件以内の支部研究助成を行う。
８）国際交流の推進
東南アジアなどに都市計画視察団を派遣し交流を深
める海外都市計画交流会を１回開催する。さらに、国
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際的な人的ネットワーク形成を推進する。

● 2008 年度役員

９）関西まちづくり賞について

顧

問

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。
10）研究発表会について
発表会を７月 26 日（土）に開催する。

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

邦碩

正木

啓子

千葉

桂司

支部長

榊原

和彦

副支部長

上原

正裕

杉原

五郎

日野

泰雄（関西まちづくり賞委員長）

嘉名

光市（企画・事業副委員長）

各種委員会の委員を公募する。
12）「関西社会連携交流特別委員会」
「関西まちづくりフェスティバル 2011」開催に向けて

光三

鳴海

2008 年度（第６回）日本都市計画学会関西支部研究
11）委員会への会員公募参加について

天野

幹事

情報収集や「まちづくり交流サロン」を行う。

川田

13）「（仮称）新しい都市計画教程研究会」

均（総務副委員長）

神吉紀代子（関西まちづくり賞副委員長）

都市計画の教育システムの内容や仕組みを検討する

篠原

ため、事例収集、課題検討の研究会を開催する。
14）「（仮称）設立 20 周年記念事業実行委員会」
関西支部設立 20 周年記念事業の実施に向けて委員会

祥（会員・会計副委員長）

島田

昌寛（国際交流副委員長）

下村

泰彦（研究発表委員長）

高谷

基彦（関西まちづくり賞副委員長）

を設置する。

田谷

孝壽（事例研究副委員長）

● 2008 年度予算

田中

利光（研究発表副委員長）

１．収入の部

田中みさ子（会員・会計委員長）
中科目

予算額

田原

直樹（国際交流委員長）

会費

大科目

支部交付金

3,150,400

塚本

直幸（事例研究委員長）

難波

事業収入

事業参加費

220,000

繰入収入

繰入金

2,075,246

その他収入

利息等

収入合計		

隆浩（編集・広報委員長）

6,354

松村

暢彦（編集・広報副委員長）

5,452,000

宮前

保子（企画・事業副委員長）

三輪

康一（総務委員長）

２．支出の部
大科目

中科目

管理費		

健（企画・事業委員長）

久

予算額
1,818,000

監事

渡瀬

誠（社会連携交流特別委員長）

増田

昇

佐藤

道彦

給与手当等

400,000

旅費交通費

578,000

以上の審議の後、総会は終了した。その後、研究助成

通信運搬費

160,000

を受けている「都市計画研究会」２件の成果報告および

消耗品費

80,000

事務局運営費

600,000

事業費		
支部だより作成費

2,255,000

１件の中間報告が行われた。
○成果報告：都市近郊農地の保全・利活用に関する事例
研究会（代表：柴田

祐氏）

320,000

○成果報告：地方都市の総合的な活性化に資するまちな

講演会等企画事業

500,000

か居住モデル構築に関する研究～和歌山市中心市街地

会員サービス事業

150,000

におけるケーススタディ～（代表：林田大作氏）

総会開催

255,000

○中間報告：まちの色研究会（代表：栗山尚子氏）

事例研究会

60,000

総会に引き続き、第 10 回関西まちづくり賞の授賞式

国際事業

70,000

と受賞者によるプレゼンテーション２件が行われた。

まちづくり賞

90,000

○六甲道駅南地区震災復興第二種市街地再開発事業にお

インターネット

180,000

ける都市デザイン、そのプロセス（兵庫県神戸市：神

研究発表会

230,000

戸市、六甲道駅南地区まちづくり連合協議会、六甲道

研究助成

400,000

都市環境デザイン調整会議、㈱環境開発研究所、㈱アー

特別委員会

－

ル・アイ・エー、㈱安井建築設計事務所、㈱日本設計、

受託研究事務費		

－

㈱現代計画研究所大阪事務所、㈱ＧＫ設計大阪事務所、

予備費		

1,379,000

支出合計		

5,452,000

㈱ジオ・アカマツ、㈱ヘッズ）
○自治会組織を活用したまちづくり（大阪府堺市：中区
域まちづくり考房）
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会員会計委員会 報告

能性を探る」と設定し、第１回の講演会は、防災・防犯

毎年賛助会員及び正会員数が減少し続けており、本部

をテーマとして 8 月 6 日 ( 水 ) に、大阪市立大学文化交

から会員数に応じて配分される支部交付金が減少してい

流センターホールで紅谷委員（人と防災未来センター）

ます。近年特に目立つのが、本社が東京の企業が東京で

が担当して行った。タイトルは「市民が主導する平塚の

賛助会員になっているので関西支部の賛助会員を退会す

耐震まちづくり～三つの異変（大地・環境・心）との闘

るという動きと、財政上の理由による自治体の退会です。

い～」で、ＮＰＯ法人平塚・暮らしと耐震協議会理事長、

また、退会はしないものの口数を例えば 2 口から 1 口に

木谷正道氏を講師に迎えて関東の住宅耐震化に向けた住

減少させるという動きも出てきています。その結果、最

民参加の防災対策のお話をいただき、最後に木谷氏のギ

盛期の 1993 年から 1995 年には賛助会員数 119 を数えま

ターの弾き語りを聴かせていただいた。

したが、2007 年には 65 にまで減少してしまいました。

第２回は築城 400 年を迎える篠山市との共催により、

経済情勢が好転しない限りこの流れは当分続くと考えら

歴史都市のまちづくり・ヘリテージマネジメントをテー

れます。賛助会員の多くを占める企業や自治体には学生

マとして 10 月 5 日（日）、篠山市民センターで一宮委員（兵

や研究者とは異なるニーズがあり、支部活動がそのニー

庫県）の担当で開催した。タイトルを「これから１００

ズに十分応えることができていないのかもしれません。

年のまちづくりを考える～歴史と文化を活かすまちづく

今後はより一層会員の満足度の向上を図っていくのはも

り～」として、基調講演「歴史と文化を活かした都市創

ちろんのこと、学会の存在意義をアピールするためにも

造に向けて」を大阪市立大学、佐々木雅幸氏にお願いし、

社会に向けた新しい取り組みがますます求められていく

パネルディスカッションでは、兵庫県立大学、福島徹氏

と考えられます。

をコーディネーターとして、パネリストには地元の建築

会員会計委員会では、会員獲得と賛助会員の満足度の

家、才本謙二氏（才本建築事務所）、神戸でユニークなタ

向上を目的に前年度に実施した関西支部の支部連携行事

クシーツアーを企画する、森崎清登氏（近畿タクシー）、

企画「実務経験者による都市計画スキルアップ塾」を、

ヘリテージマネージメント生みの親でもある、村上裕道

今年度も７月下旬に実施しました。これは本部からの助

氏（兵庫県教育委員会）と篠山市副市長、金野幸雄氏に

成金を再度得ることが出来たことから、昨年度特に評価

佐々木氏を加え、熱く篠山の１００年が語られた。なお、

が高かった「都市調査・分析コース」と「ＧＩＳコース」

セミナーに先立ち、小雨の中、町歩きを開催した。

の 2 つのコースについて実施したものです。今回も参加

第３回の講演会は、「港湾の土地利用マネジメント」を

者アンケートでは、多くの参加者から「役に立った」「ま

テーマに 12 月 4 日 ( 木 )、大阪産業大学梅田サテライト

た参加したい」「同僚や部下に薦めたい」という回答を得

レクチャールームで臼田委員（大阪市）が担当して行った。

ることができました。また、受講を契機とした新規入会

タイトルを「臨海部の都市計画的意味を考える～土地利

者が４名あり、会員獲得と会員の満足度の向上という目

用マネジメントの課題とその魅力～」とし、講師に ( 財 )

的をある程度果たせたと言えます。

大阪港埠頭公社理事長、奥田剛章氏と当委員会委員でも

また、例年行なっている会員獲得事業である「学生と

ある武庫川女子大学、三宅正弘氏により大阪湾臨海部の

社会人の交流会」を 2008 年 11 月 15 日（土）に実施しま

土地利用の変遷とそこから描かれる都市像が議論され、

した。今年度は「まちづくりを『平野郷』から学べ

魅力ある水辺空間、観光への取り組みについて意見交換

～

100 年後も誇れるまちを目指して、進化するまち～」をテー
マに、大阪市平野区でまちづくり活動を行っている住民
や行政等の様々な活動について人形劇を交えつつ紹介し

を行った。
第４回の企画は「バスの魅力」をテーマとして年度末
開催をめざして企画調整中である。

討議していただきました。第 1 部の交流会には 31 名、第

昨年のテーマ設定の際に、都市計画が住民から乖離し

2 部の懇親会は 13 名が参加しましたが、同日に他のイベ

ているのではないかという意見があり「人にやさしい」

ントが重なったこともあり、例年と比較すると学生の参

というフレーズが生まれ、また各回の企画を進める議論

加が少ない結果となりました。次年度は内容や実施時期

の中で委員自身の興味の対象も広がった。今年度は防災、

等について再考する予定です。

歴史都市、港湾にバスという住民にみえるテーマにより、
いずれも予想を上回る会員等の参加とご意見をいただい

企画事業委員会 報告
企画事業委員会では、2007 年度は「人にやさしい都市
計画」の年間テーマのもとに、第４回の講演会を 2 月 12

たことについてお礼を申し上げます。2009 年度は、社会
連携交流特別委員会との連携を視野に、住民の都市計画
への対応に焦点をあてた委員会活動を検討していきたい。

日に宮前委員（スペースビジョン研究所）の企画により
「都市の縮退化とサスティナブルシティについて考える～
都市に perforation ＝穿穴（せんけつ）を～」と題して、

国際交流委員会 報告
毎年恒例の主要事業である「海外都市計画交流会」は、

千葉大学、岡部明子氏を迎えて開催し、欧米の最新の都

９月１日から５日までの５日間、ホンコンおよびマカオ

市情報をご紹介いただいた。

を訪問した。参加者は 10 人である。主な目的は、香港に

2008 年度は、年間テーマを「都市のマネジメントの可
18
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おける都市再開発の視察であるが、実は香港への渡航は

二度目であり、最初が返還前であったため返還後の姿を

働の取り組み］、［他の地域で参考となる提案］の４つの

見てみたいとの要望もあった。本会会員で香港の都市再

キーワードを提示し、募集しました。

開発の研究をされている岡絵理子氏（関西大学）の紹介

その結果、応募件数は 6 件と寂しい状況でしたが、応

で、香港都市再開発局を訪問し、香港における都市再開

募者に対するヒアリングでは、時間内では尽くせない程

発事情や事業の説明を受けた後、意見交換の時間をもっ

の活発な議論が行われ、追加資料の請求や追加ヒアリン

た。その後、実際に進行中の再開発の現場を案内しても

グも実施しました。

らい、さらに理解を深めることができた。

● 2007 年度の受賞団体

交流会の実施に際しては、会員、非会員を問わず広く
参加者を募ることにしているが、参加者が固定化する傾

幹事会での承認を受け、次の 2 件に関西まちづくり賞
が授与されました。

向があるのは事実である。参加者数が多くなり過ぎると

◇『六甲道駅南地区震災復興第二種市街地再開発事業

実施が困難になる面はあるが、やはりもう少し交流の輪

における都市デザイン、そのプロセスと成果 ( 神戸市 )』

を広げたいと思う。今後の課題である。

( 神戸市ほか 10 団体 )

もう一つの主要事業である「海外の専門家による講演

◇『自治会組織を活用したまちづくり ( 堺市 )』( 堺

会」については、今年度中の開催を期しているが、予算

市中区域まちづくり考房 )

等の関係から海外からゲストが来訪する機会等を生かす

●表彰式 ( 講評 ) とプレゼンテーション

ことを前提にしている事業であるため、現時点では適当

2008 年 4 月 28 日 ( 月 )、支部総会に引き続いて、表

な候補を探している段階である。情報があれば、ご提供

彰式と全体講評、プレゼンテーションとミニパネルディ

いただきますようお願いします。

スカッションが開催されました。

社会連携交流特別委員会 報告

地域と内容が多様で興味深い活動が多いと評価されまし

全体講評では、応募件数が少なかったにも関わらず、
社会連携交流特別委員会は、関西において着実に進め

た。そして、受賞に至らなかったものの、それぞれの問題

られている住民主体のまちづくり活動に焦点をあて、そ

点を克服して再度応募されることが強く推奨されました。

の一層の展開を図ることを目的とし、行政、学識者、ま

今年度受賞の六甲道駅南地区は、まさにその好例で、

ちづくり団体の担い手が一堂に会して情報発信と意見交

昨年度の議論を踏まえた内容には十分な説得力がありま

換を行う「関西まちづくり交流フェスティバル」を関西

した。とくに、「協働の建築デザイン手法の創出」、「新

支部 20 周年である 2011 年に開催することを最終的な目

たな都市空間の創造」、「市民、プランナー、建築家、行

標として、情報収集や、市民と学会員とが交流する「ま

政の協働の成果」という点が高く評価されました。

ちづくり交流サロン」の開催を行い、それらから得られ

一方、堺市中区域の活動は、「自治会によるまちづく

るまちづくり情報を整理分析して、まちづくり技術の向

りテーマの共有」、「協力・競争・支援によるネットワー

上、まちづくり活動の充実、活性化に役立てることを活

ク形成」、「自律的で継続的な活動の仕組み」によって、

動目的として、2008 年度から本格的に活動を開始した委

地域力を高めるものと高く評価されました。

員会です。

プレゼンテーションとミニシンポジウムでは、限られた

2008 年度は , 委員会の活動に対するニーズの把握のた

時間の中で言い尽くせないことも多く、より多くの意見交

めに篠山でのシンポジウムに参加した市民を対象にアン

換が図れるような場の必要性を痛感しました。その分、懇

ケートを、また、市民まちづくり活動やまちづくり活動

親会では数え切れないほどの議論の花が咲きました。

に対する行政の支援の実態を把握するために近畿の２府

● 2008 年度の応募状況と今後に向けて

４県およびその市町村を対象にアンケートを、それぞれ

2008 年度は新たな 10 年の第一歩として 7 件の応募を

実施し , 今後の委員会活動に対する知見を得ることがで

いただき、ヒアリング等の選考作業にかかっているとこ

きました。

ろです。まだまだ、応募件数が少ないという状況が続い

今後は、まちづくり団体に対し活動実態や委員会活動

ていますが、今後、次の世代に先人の遺志を継承し、関

に対するニーズ把握のためにアンケートを行い、得られ

西での多くの取り組みが、「まち賞」への応募という形

た結果等については順次インターネットを通じ公開して

で顕在化することを期待して止みません。

いくとともに、市民と学会員との交流に資する環境を整
えていきたいと考えています。
関西まちづくり賞委員会 報告
● 10 年の節目を迎えたまちづくり賞
「関西まちづくり賞」( 故仙石泰輔・田中孝男両元支
部長のご遺志とご寄付により 1998 年 11 月創設 ) も、10

六甲道駅南地区受賞者の方々

年目の節目を迎え、選考基準となる評価の視点をより明
確にするために、［新しい試み］、［継続的な活動］、［協

堺市区域の受賞者の方々
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研究発表委員会 報告

第６回研究発表会・発表論文一覧

関西支部では、2008 年 7 月 26 日 ( 土 )、大阪市立大学

1

文化交流センターにて、第 6 回研究発表会を開催しました。
表に示す大学・行政・企業の若手研究者を中心とした

2

24 編 ( 大学・専門学校 18、行政 1、民間 5) の研究発表

3

があり、総数 76 名の参加者を得て活発な質疑・討論が行
4

われました。
第 6 回目となる本年度は、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、昨年度から
の CPD プログラム認定が功を奏し、都市計画関連の民間

5
6

コンサルの方の出席も見受けられ、発表者・参加者とも

7

過去最高となりました。

8

9

10

11

12

奨励賞の受賞者（受賞者のうち１名は表彰式を欠席）

13

発表は全体を 4 セッションに分け実施しましたが、各
セッションの座長［高谷基彦氏 ( 京都市 )、川田均氏 ( 大

14

阪市 )、久隆浩氏 ( 近畿大学 )、田原直樹氏 ( 兵庫県立大
学 )］には、各発表に対して専門的立場から今後の研究

15

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
16

きました。
研究内容の一層の充実と発展を期待して、座長と研究
発表委員会とで 4 名の研究奨励賞を選考しました。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
を中心に参加者の交流を深めました。
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18

2009 年度も、今年度と同様のスケジュールでの開催を

19

予定していますので、奮ってご応募ください。詳細が決

20

定次第、支部ホームページでご案内します。なお、第 1
回～ 6 回までの論文集は事務局で購入できます。
●第 7 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 月中旬

原稿締め切り

6 月中旬

研究発表会

7 月中旬

今年度の研究発表委員会の委員は以下の通りです。
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22

23
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西国街道郡山宿の景観の現状と変化
○池田尚基 ( 神鋼電機（株）)、金澤成保
伝統的街並みの変遷
○塩田定俊（大阪工業大学）、吉川眞、田中一成
佐野町場における民家群の外観的特徴に関する研究
○近藤幸介（和歌山大学）、林田大作
姫路城の景観分析
○織野祥徳（大阪工業大学）、吉川眞、田中一成
大阪市指定保存樹を事例とした景観重要樹木選定のための評価の試み
★武田行剛（大阪府立大学）、加我宏之、下村泰彦、増田昇
超高層マンションが上町台地の地域イメージに与える影響
○藤田剛士（大阪大学）、黒崎知子、松村歩、松本邦彦、柴田祐
中心市街地活性化計画策定都市におけるまちなか居住推進の現状と課題
○大山侑子（和歌山大学）、林田大作
社会起業家のライフヒストリー分析による起業要因の考察
○羽田拓也（フリープランナー）、久 隆浩
地域ブランドの価値構造に関する研究
～滋賀県長浜市を事例にして～
★一岡翔太郎（西日本旅客鉄道（株））、鳴海邦碩，加賀有津子
都市ブランドの構築のための食環境デザインに関する研究
○中野久美子（都市ブランドデザイン研究所）、李暎一
生産環境・商業環境保全を目的とした特別用途地区の活用実態とそ
の課題 ～尼崎市における地区指定事例の分析を通じて～
○森山敏夫（尼崎市都市整備局）、佐々木伸司、林卓也
住工混在地域における特別用途地区の運用実態について
○遠藤祐希（兵庫県立大学）、福島徹
地方中核都市における駅舎構造と駅を中心としたまちづくりに関す
る研究 ～ JR 和歌山駅と JR 金沢駅の比較考察～
○十佐近侑里（和歌山大学）、林田大作
魚市場・卸小売空間と地域が一体となった内発的まちづくりに関する考察
～敦賀市舟溜り地区におけるＷＳによる任意の地区計画的取り組み
を事例として～
★高橋梢（福井工業大学）、内村雄二
伝統的な町なみの残る旧宿場町における社会的衰退の現状と地域再
生に対する住民意識 ～因幡街道大原宿を事例として～
○森田舞（明石工業高等専門学校）、八木雅夫
神戸市における専門家派遣制度によるまちづくりの実態に関する研究
○宮山泰明（大阪府立大学）、上甫木昭春
創造的活動の広がりによる都市の活性化に関する研究
～大阪市におけるアートを利用した活動を事例として～
○栃本真理乃、澤木昌典、柴田祐
観光統計指標に関する基礎的研究 ～兵庫県篠山市を事例に～
○岸野麻衣子（関西学院大学）、萬田剛史、角野幸博
泉北ニュータウンの緑環境の変化と居住者の評価に関する研究
○西川文香（大阪府立大学）、加我宏之、下村 泰彦、増田昇
工業系地域における集合住宅の外構緑地に関する研究
○山岸明日香（大阪大学）、梅田絵里子，松本邦彦、澤木昌典
京都における竹林景観の分析
○仙波拓也（大阪工業大学）、吉川眞、田中一成
都市ブランドの構築のための香りに関する研究
～場所と香りの関係に着目して～
○今井真理（都市ブランドデザイン研究所）、李暎一
外部空間における内部性とアメニティ ～音による空間把握～
○嶋田圭佑（大阪工業大学）、田中一成、吉川眞
建築ストックの集積状況とエネルギー消費の関係
～大阪市の業務建築を例として～
★山口容平（大阪大学）、有城丈博、東真太郎、下田吉之

＊注：○：発表者、★：奨励賞受賞者

下村泰彦（委員長：大阪府立大学）・田中利光（副委員
長：大阪市）・嘉名光市（大阪市立大学）・川口将武（大
阪産業大学）
・澤木昌典（大阪大学）
・吉積巳貴（京都大学）
（2008 年 12 月末現在）
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