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支部長就任挨拶
- 都市計画とまちづくりの今後 支部長

上原

正裕

（社）兵庫県建築士事務所協会
事務局長
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日本都市計画学会
関西支部だより
昨年 4 月の総会で支部長に選出され、早や 1 年になります。この
間、支部三役、幹事、そして会員の皆様のご努力により、各委員会
活動が活発に続けられておりますことに、誌面を借りてお礼申しあ
げます。
さて、今年は震災から 15 年になりました。わずか 15 秒の揺れで
近代都市が崩壊するということなど、当時は誰も想像していません
でした。私は、昨年 3 月まで兵庫県職員として、主に法定の都市計
画やまちづくり政策を担当してきましたが、とりわけ震災復興のま
ちづくりに永く関わってきた中で、「都市計画とまちづくり」とい
うテーマについて深く考えさせられました。
幸い、関西支部の特別委員会「今後の都市計画教育と都市計画に
関わる人材教育について」に参加する機会を得、再びこのテーマを
見つめ直すことができました。その中で、「まちづくりに資する都
市計画」はどうあるべきか、「都市計画の人材教育に何が求められ
ているか」など、多くの会員を巻き込んだ議論に加わることができ
ました。この成果を引き継いだ特別委員会「新しい都市計画教程研
究会」では、「都市計画」と「まちづくり」の関係をさらに深める
議論がなされており、今後の展開に大いに期待しています。
一方、（社）日本都市計画学会は、昨年の全国大会で発表されま
したとおり、公益法人への移行に向けて今年から本格的準備に入っ
ており、それにあわせて支部においても、支部規約の改正、支部会
計の運用見直しを進めています。新法人移行後の活動イメージは、
会員向けだけではない、より開かれた活動が求められていくことに
なります。なお、これに伴い支部交付金は廃止され、本部会計の中
に組み込まれ、支部活動上限額という性格のものになります。ただ
し、賛助会員の減少などによりこの間漸減を続けてきた支部交付金
を、支部創設など活発化する支部活動を支える観点で増額すること
となりました。
今年 8 月開催の「国際シンポジウム 2010 奈良」に続き、来年は
支部創立 20 周年が予定されています。今年が飛躍の年になります
よう支部の皆様のご協力をお願いします。
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特集/低炭素化時代の都市・地域づくり
低炭素時代の都市・地域づくり

で都心の近くに公園などのオープンスペースを整備す
下田

吉之

ること。コンパクト化はもちろん公共交通機関の利便

( 大阪大学 )

性を高め、運輸部門のエネルギー消費削減に対しても

昨年は、春の政府によるパブリックコメントから暮れの

有効な施策となりうる。

COP15 に至るまで、2020 年までの温室効果ガス削減目標を定

など、都市構造のあり方や、都市内の建築のあり方に

める中期計画の議論が世間をにぎわせた。特に、政権交代

大胆に踏み込んでいくことが重要な課題となる。現在建

後鳩山首相による 1990 年比 25% 削減という大胆な目標のア

設・計画中の建物や都市開発は 2050 年にもそのまま残っ

ナウンスは、その実現可能性はともかくとして、一般の市民

ているであろうことを考えれば、これは長期的課題であ

に温室効果ガス削減の重要性を改めて認識させたこと、これ

るとともに緊急の課題でもある。

までの国際交渉の経緯の中ではじめて日本がイニシアティブ

さて、私は現在「都市エネルギーシステム」という名

をとることで、太陽光発電や省エネ家電、低燃費自動車など

前の研究室に所属しているが、もともとは建築設備やエ

の分野で技術的に優位な状況にある我が国の環境産業を更

ネルギーシステムを専門としている。我々の分野の単純

に発展させる契機となりうることの二点について見れば、評価

な延長線上で「低炭素まちづくり」を論じる

されることと言える。

都市や地域を単なる類型化された建築物の集合体として

しかし、10 年ごとに 10 年後の温室効果ガス削減量の

※ 2,※3

) と、

捉えて、太陽光発電や高効率給湯システム、地域冷暖房

目標値を定めてそこへ向かっていくアプローチは、国際

など装置的な議論や数字の積み上げに終始してしまい、

交渉の舞台で発展途上国などの参加を促していく目的で

そこに住まう人の姿や地域の文脈を無視してしまうきら

は有効であるが、最終的な目標は、あくまで 2050 年まで

いがある。以前、講演の後にある方から、「あなたの議

に世界全体の温室効果ガス排出量を現在の半分以下にす

論を聞いていると、レストランでカロリー表だけ見てメ

ることであり、世界全体の人口で排出権を均等に分担す

ニューを決めろと言われているようですね」と言われた

れば日本においては現在の 70 ～ 80％の温室効果ガス排

ことは、まさに言い得て妙である。逆に、私が都市計画

出削減に相当する。中期計画はこの非常に困難な最終目

の分野での低炭素都市に関する研究論文を見ると、コン

標を達成するための中間チェック点にすぎず、現在の技

セプトやシンボリックなエネルギー設備の計画の議論が

術の積み上げのみでは到底達成できるとは思えない最終

主であり、定量的な検証の足りなさを感じてしまう。

目標を達成するためには、効果の発現まで時間がかかる

同様のことが行政など実務の場でも見られる。自治体

が大きな効果の期待できる対策、すなわち革新的な基礎

の立案する「低炭素まちづくり」の中では、民生部門と

研究の開発および都市・地域構造の見直しを同時に進め

旅客に関する運輸部門の対策、すなわち先に述べたよう

ていくことが重要である。特に我が国の民生部門におい

な、良好な建築ストックの形成と都市構造の見直しが重

ては、短期的な効果の期待できる家電機器の効率向上に

要な課題と考えられ、それは環境基本計画や温暖化対策

関しては世界の中でもトップクラスの実績を挙げており

ビジョンの枠組みを超えて総合計画に織り込むべき事項

もはや追加的削減の余地が少なく、今後の二酸化炭素排

になるのだが、低炭素化を担当する環境関連部局と都市

出量削減のためには

計画部局のコラボレーションがうまくいっている事例は

①建築ストック全体の省エネルギー化、すなわち都市・

それほど多くなく、機器への補助事業や省エネライフス

地域内に存在する建築全体が、超寿命で省エネルギー

タイルの啓蒙に止まりがちなのが実情である。これでは、

性能が高く、かつ太陽光発電のような再生可能エネル

今温暖化問題に強い関心を持つようになっている市民に

ギーを利用しやすい形態に作り替えられていくこと、

対して、何が重要かという適切な情報が発信できていな

またそのための仕組み作り。

い。結果として低炭素化政策は家計に多大な負担を与え

②コンパクトシティなど都市の構造を低炭素化に適した

るだけとか、生活を窮屈にするのではないか等のミスリー

)。これは、中心市街地に

ディングを与え、科学の世界では少数派である「温暖化

おいてはある程度の規模の建物が適度な高密性を保っ

懐疑論」が幅をきかせる原因になっている。本当は低炭

て存在し、また排熱の供給先となりうるような清掃工

素まちづくりは、それを通じて生活上・健康上・防災上

場などの供給処理施設がある程度近接すること、一方

好ましい建築ストックの形成にも寄与するはずであるし、

構造に作り替えていくこと
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快適な交通インフラの形成にもつながるはずである。ま

『低炭素都市』づくりの動向と実践
畑中

た、地域冷暖房や太陽光発電・太陽熱温水器の整備は景

直樹

（( 株 ) 地域計画建築研究所）

観上新しいまちの姿を生み出す可能性も秘めている。し
かし、このような Non-energy Benefit について現在定量

化石エネルギーへの依存率を低め、低炭素化すること

的な温室効果削減効果と併せて提案できるプランナーは

が、気候変動対策及びエネルギーセキュリティの両面か

それほど多くないのではないかと推察される。

ら、都市のサスティナビリティを左右するキーポイント

今、都市計画の専門家に要求されるのは、都市計画・

になっている。

地域計画と低炭素化にむけた実行計画の本当の意味での

環境都市づくりについて、国内のこれまでの主な取組

一体化だとおもう。「低炭素化」や「環境調和型」という

を少し振り返ると、『アメニティタウン』（1984 ～ 86 環

言葉から離れ、「都市のサステイナビリティ」という観

境庁、60 市町）、『エコポリス』（1989 環境庁、神戸市、

点から都市の抱える長期的な問題を俯瞰的に眺めれば、

滋賀県２地域）、『エコシティ』（1992 ～建設省）、『エコ

2050 年までにそれぞれの都市が向かうべき方向性はより

ビレッジ』（1992 ～環境庁）、「新エネルギービジョン」

明確に見えてくるのではないかと思う。「低炭素で、かつ

（1995 ～経産省）、
『エコタウン』（1998 ～経産省・環境省）、

魅力のあるまちづくり」という複雑なパズルを解くため

「省エネルギービジョン」（2000 ～経産省）、「環境と経済

には、研究者・実務者を含めて、これまでの専門範囲か

の好循環のまちづくりモデル事業（まほろば事業）」
（2004

ら大幅に逸脱した研究や政策立案が求められる。景観デ

～ 08 環境省、26 都市）、『バイオマスタウン』（2006 ～農

ザインの専門家が太陽光発電や地域冷暖房のメカニズム

水省）･･･ と、アメニティ、物質循環、エネルギー、環

を学んだり、エネルギーシステムの専門家が市民参加型

境と経済など、その時々の社会的課題に対応する多種多

のまちづくりに関与していったりするような、他流試合

様なモデル事業等が国の各省庁から提唱され、今日の低

に果敢に臨んでいくことがなければ、低炭素時代に生き

炭素都市づくりに至っている。

残っていける都市や地域の実現は難しい。

従前から地球温暖化対策に関する都市レベルの計画と

都市計画は、都市全体で温室効果ガス○○％削減と言っ

しては地球温暖化対策地域推進計画（実行計画区域施策

た面的な目標達成の姿を具体的に描くことができるとい

編に改称）（2005 ～）がある。『低炭素都市』という言葉

う意味で重要かつ魅力的な分野だと言える。しかし、今

が広く用いられるようになったのは、福田内閣のもとで

のところ低炭素まちづくりに対する社会の期待の高まり

洞爺湖サミットが開催された 2008 年で、都市・地域レ

に比べ、このテーマの研究が十分活性化しているとは言

ベルで具体化に関するものとしては、「環境モデル都市」

えないように感じている。特に上で述べたような、新し

（2008 ～内閣官房）、「地区低炭素地域づくり面的対策推

い融合的な研究分野が現れてくることを今後期待したい。

進事業」（2008 ～環境省・国土交通省）などがある。

※ 1 鳴海編著、下田 ( 分担執筆）：都市のリ・デザイン

環境モデル都市

持続と再生のまちづくり

第５章

エネルギー＆リ

サイクル，学芸出版社，(1999-3), 224p

「環境モデル都市」は、低炭素社会の姿を具体的にわか
りやすく示すため、国が温室効果ガスの大幅削減など高

※ 2 浅井，山口，下田，水野：既存建物群の更新を考慮

い目標を掲げて先駆的な取組にチャレンジする都市を「環

した都市業務部門の省エネルギーポテンシャル評

境モデル都市」として選定し、その実現について様々な

価，都市計画論文集，No.40-3(2005)，pp.19-24

支援をするもので、現在、当初６都市、追加７都市の計

※ 3 下田，山口，浅井，水野：地区を基本単位とした都

13 都市が選定されている。関西では、京都市（歩行者主役、

市エネルギー需要のモデル化と将来シナリオに関す

地域力活用）、堺市（低炭素型コンビナート、低炭素型ラ

る研究，都市計画論文集，41-3(2006-10)，pp.833-

イフスタイル）が追加選定されている。
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地区低炭素地域づくり面的対策推進事業
これは、自動車交通需要の抑制、公共交通の利便性の
向上、未利用エネルギーや自然資本の活用により、低炭
素社会のモデルとなる地域づくりを実現することを目的
に、官民協働の地域協議会を対象に CO2 排出量の把握、
2010/3
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社会実験、削減シミュレーションを経た計画づくりや事

の無人管理システムについて社会実験を経た事業化が進

業化を支援するもので、2008 年度 25 地域、2009 年度 15

められている。

地域、計 40 地域が採択されている。関西では、京都市都

低炭素都市づくりのこれから

市圏、堺市都心、大阪彩都、摂津、尼崎（以上 2008）、池田、

2050 年に－ 60 ～ 80％、2020 年に－ 25％という水準を精

大阪中之島、門真市幸福町 ･ 垣内町 ･ 中町、神戸西部（2009）

神論ではなく現実的に達成するためには、特に民生部門にお

の９地域が採択されている。

ける建築物及び設備の性能向上、運輸部門におけるモーダル
シフト、さらにはコンパクトシティ等都市構造そのものの転換
といった定量的効果を認識した取組を、更新期等のタイミン

この他、けいはんな学研都市では、京都府が独自に「け

グを逃さず選択することが必要となる。

いはんなエコシティ・プラン (2009)」を策定し、低炭素

関西各地で『低炭素都市』づくりの多種多様なモデルが生

化の取組の全面展開を進められている。

彩都地域での取組

まれ、社会の大きな転換に結び付くことを期待します。

筆者が事務局長として関わっている彩都（西部地区、
計画人口約 20,000 人、現人口約 6,000 人超）を例に少し
紹介すると、彩都は居住水準が高いにも関わらず、住宅
の断熱性能やエネルギー機器の効率の高さなどから民生
家庭部門（住宅）からの一人あたり CO2 排出量は大阪府
（≒全国）平均より約 30％少なく、これは世帯人数によ
る補正を勘案しても 1990 年比でも約 10％少ない水準と
なっている。一方、運輸部門（交通）は、マイカー利用
に起因する自動車からの排出量が相対的に多く、住宅で
の低炭素効果を相殺している状態となっている。新世代
型ニュータウンとして成長半ばである彩都では、新規住
宅も含め家庭部門の低炭素水準のさらなる向上、自動車
からの排出量の削減を主眼に計画づくりが進められてい
る。特に後者については、坂の街であるため電動自転車
の普及率が高い特性を活かして、コミュニティサイクル
●地域概要 彩都西部地区（大阪府茨木市・箕面市）
・計画人口：西部20,000人（平成20年
〔対象地域〕
12月末現在 6,237人、2,142世帯）
・面積：313ha(西部地区）

低炭素地域づくり面的対策推進事業
（大阪府彩都地域）

排出量 ﾍﾞｰｽﾗｲﾝが 低い新世 代型ﾆｭ ｰﾀｳﾝにおい て、地球 温暖化 対策の 先駆的 モデル として2050 年長期における 温室効 果ガス
半減に向け、民生 家庭・民生 業務・運輸 部門の 取組に関 し、シミュレ ーショ ン と社会実験によ り効果 的な方策を 検討する 。

彩都＝新世代型ﾆ ｭｰ ﾀｳ ﾝ 、環境配慮まちづくりの推進、ﾗｲ ﾌｻ ｲ ｴ ﾝ ｽ 研究機関・企業の集積
Ｈ 2 0年 現在（ 資料提 供：阪 急不動 産 (株） ）

〔 ｽｹｼﾞｭｰﾙ〕
事業 ２ 運輸部門対策導入調査

平成20年度

（ﾓｰﾀﾞﾙｼﾌﾄ）
●電動補 助付き 自転車 のレン タサイ
クル社会実 験（10台、40名）
●乗合自 動車の 社会実 験（100名）

7月～1月末

事業 １ ＣＯ２排出構造の詳細把握
＆排出量算定 と目標の検討
●住民、企 業への ｱﾝｹｰﾄ（民生
部門、交通 部門）とＣＯ２排出構
造の詳細 把握
●目標の 検討
市民一人あたり温室
効果ガス総排出量

需要量ライン

ケースＡ：無対
策時の排出量

全国

100％
-5％

-20％

対策

対策

彩都？

需要抑制

-20?％以上の
対策のﾓﾃﾞﾙとし
て全国に反映

Bau

対策

対策１

-40％

対策
削減目標ライン（対策導入後の排出量）

対策２

-70％
2050年度温室効果ガス削減目標
2050年度温室効果ガス削減目標：市民一人あたり1990年度比70％削減

事業 ３ 民生部門対策導入調査
（ｴｺﾎﾟｲﾝﾄ）
●省エネ機 器の導 入促進（ｴｺ ﾎﾟｲﾝﾄ の
社会実験）
●新規住 宅購入 者向け方策 検討（ﾊｳｽ
ﾒｰｶ連携 ｴｺﾎﾟｲﾝ ﾄの可 能性調 査）
〔対象地域の位置〕
●その 他事業 可能性 検討

：市民一人あたり1990年度比60～80％削減

基準年度
(1990)

2005

2010

2020

2030

2050

エコポイント
●低炭素化を 進める きっかけとしてのしくみづく り
12月～2月末

事業 ４ 事業効果のシミュレーション

●独自の モデルを 使って20 50年長 期における 温室効果 ガス5 0％以 上を 削減する ための シミュレー ショ ン

平成21年度

ｼ ﾐｭﾚ ｰ ｼ ｮﾝ へ
ﾌｨｰ ﾄﾞﾊ ﾞｯｸ

実証事業の実施
運輸部門
（ﾚﾝﾀｻｲｸﾙ、乗合自動車、
ＥＶ 等）

運営体制づくり
（エリアマネジメント等）

民生部門
（省エネ機器導入促進、
LED、ｴｺﾎﾟｲﾝﾄ 等）

計画へ
ﾌｨｰ ﾄﾞﾊ ﾞｯｸ

計画とりまとめ、事業化の検討

2050年半 減 に向けた先駆的（全 国ベ ース概 ね 2020年以降 相当）取組 のモデル 提案
実施主体：彩 都低炭 素タウン推進 協議会

（問い合わせ先：事務局（株式会社地域計画建築研究所（ｱﾙﾊﾟｯｸ））：電話06-6942-5732）

大阪府、茨木市、箕面市、彩都（国際文化公園都市）建設推進協議会、独立行政法人都市再生機構、彩都スタイルクラブ、有限責任中間法人彩都ヒルズ倶楽部、
大阪大学、大阪ガス株式会社、大阪高速鉄道株式会社、関西電力株式会社、三洋電機株式会社、株式会社地域計画建築研究所(ｱﾙﾊﾟｯｸ)、阪急不動産株式会社、株式会社ヤマダ電機
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出所：環境省 HP

交通まちづくりにおける低炭素化と福祉の増進
新田

町村などの行政区域を対象に考えてみた。同一地域内で

保次

は、移動困難者に対して、公共的福祉的交通サービス（コ

( 大阪大学 )

ミュ二ティバス、乗合タクシー、移送サービスなど）を

運輸における低炭素化は自動車対策
わが国においては、運輸部門からの二酸化炭素の排出

提供することによりアクセシビリティの増進を図り、ひ
いては地域におけるアクセシビリティ格差の是正を図る、

は全体の約 2 割を占めている。しかもその 9 割が化石燃

と同時に、上記により発生する二酸化炭素の増加に対し

料を使用する自動車からの排出となっており、運輸部門

ては、マイカーからの二酸化炭素発生量の減少により（低

における低炭素化は自動車対策といっても過言ではない。

排出車両や自転車への転換などによる）、増加分を相殺す

この自動車対策には、主に発生源対策としての機関の改

る。あるいは二酸化炭素増加分を緑の増加による吸収量、

良（これは低燃費車、ハイブリッド車、電気自動車、水

再生可能エネルギーや新エネルギーの活用による二酸化

素自動車など）や自動車から低炭素型交通手段（徒歩、

炭素の削減など、交通以外の分野も含め、地域全体で相

自転車、公共交通など）への転換、さらには移動距離を

殺する。この場合、産業分野で行われているキャップ ･

減らすといったことが考えられる。

アンド ･ トレードの方法をイメージできる。地域間では、

低炭素化と福祉の増進の両立

一つの地域内で二酸化炭素の発生量を相殺することが困

ただ、ここで留意する必要があるのは、移動は人々が

難な場合は、複数の地域間で相殺する。たとえば A 地域

様々な生活の機能 ( 通院、買物、銀行 ･ 役所などでの用事、

では二酸化炭素の増加が避けられない場合、B 地域でそ

通勤 ･ 通学、レジャー、社交など ) を達成するために不

の増加分を相殺してもらうような方法である、二酸化炭

可欠なものとなっている、つまり福祉の増進の基礎にあ

素排出量取引や CDM( クリーン開発メカニズム ) などの制

るため、低炭素化が、この福祉の増進を妨げることがあっ

度が参考になる。

てはならないということである。たとえば、都市 ･ 地方

福祉の増進とエネルギー消費

部を問わず、バスや鉄道などの公共交通において路線廃

低炭素化は必要であるが、同時に消費エネルギーの削

止や本数の削減などにより市民に提供する交通サービス

減も必要であろうか？エネルギーが化石燃料やウランな

の低下が起こり、マイカーを利用できない人々を中心に、

どの枯渇性資源に依存している限りにおいてはエネル

モビリティの低下が起こり、通院にも買物にも行けない

ギー削減も必要であるといえるが、これらに代わる再生

といった、福祉の低下が生じている。これらの人々が移

可能エネルギーを使用できるのであれば、エネルギー消

動を取りやめるということにおいては低炭素化に貢献し

費の増大も是といえる。福祉の増進を図るためには、エ

ていることになるが、福祉のレベルを下げることにより、

ネルギー消費の拡大が必要とされるケースが多いためで

低炭素化に寄与するといった点は避けるべきである。

ある。

福祉とモビリティ、そして交通まちづくり

交通まちづくりにおけるエネルギー消費

モビリティは、WHO の ICF( 生活機能分類 ) の言葉を借

交通まちづくりにおいては、生活機能の達成における

りれば、個人の活動 ･ 参加機能の達成状況に影響を及ぼ

格差是正と一層の福祉の向上をめざすに当り、潜在化し

す、個人を取り巻く背景、とりわけ環境因子により影響

ている、あるいは抑圧されている移動の顕在化が必要で

を受けるとしている。この因子には、公共交通や道路な

あり、それは回数と移動距離という形で現れる。それを

どのインフラ ･ サービスやマイカーの利用可能性などの

担保するのが交通手段であり、この点において徒歩や自

要素がある。よって交通まちづくりにおいて個人の生活

転車といった人力に依存した移動場面を増やしつつ、公

機能の増進を図るには、環境因子である交通サービスと

共交通や自動車といった、枯渇性資源エネルギーに依存

移動の先にある各施設のアクセス条件を整備することが

している乗り物を再生可能エネルギー消費型に転換して

求められることになる。これらの条件整備は、低炭素化

いくことが必須となる。当面、家庭でのソーラー発電な

どころか炭素の排出の増加につながる危険性がある。

どの分散型発電によるエネルギーをベースに、移動エネ

低炭素化とモビリティ増進の両立

ルギー消費のマネジメントを自主的に行うのもおもしろ

では、どのようにして、低炭素化と福祉の増進を両立
するのかについて、一つのまとまった地域、たとえば市

いかもしれない。ここに健康面におけるカロリー消費も
入れて。
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低炭素型社会を実現するための交通政策について
仲尾

謙二

（京都府建設交通部交通政策課）

はじめに

でみると走行距離が約 27％減少しているとの結果であっ
た。また、加入前後の公共交通の利用頻度を尋ねたところ、
加入後、鉄道、バス等の利用が増える傾向にあることが
確認できた。CO2 削減効果については、今後さらに詳し

低炭素型の都市・地域を実現するためには、便利で使

く検証する必要があるが、このアンケート結果は、カー

いやすく、環境に負荷の少ない公共交通を軸とした交通

シェアリングと公共交通との組み合わせによる、環境負

政策が、これまで以上にその重要性を増している。

荷の少ない交通システム構築の可能性を示唆するものと

京都府ではこれまでから、交通渋滞の解消や CO2 削減
を目的として、モビリティ・マネジメント（ＭＭ）など

考えられる。

学校に対する取組

の交通需要管理施策などに幅広く取り組んできた。2008

学校に対する取組としては、これまでから協議会委員

年度からは環境省と国土交通省による低炭素地域づくり

である大阪大学の松村暢彦准教授の御協力を得て、府域

面的対策推進事業の採択を受け、「低炭素社会を実現する

の小学校においてバスをテーマとした授業や、コミュニ

交通のあり方を考える協議会（会長：京都大学大学院 藤

ティバスの乗車体験などを実施している。2009 年度は、

井聡教授）」を立ち上げ、低炭素型社会の実現を目指した

11 月の土日祝（11 日間）に、保護者 1 名につき小学生 2

施策を産学公の体制で進めている。

名までが無料となる ｢ バス・エコファミリー」をバス事

カーシェアリングの取組

業者各社の協力のもと実施した。府南部地域の 11 の市町

この協議会では、2008 年度から、普及に当たっての課
題把握や CO2 の削減効果の検証を目的として、カーシェ

の小学校 91 校の生徒にバス利用を呼びかけるチラシを配
布したところ、期間中２千組以上の利用があった。

アリング関連施策に取り組んでいる。まず、2008 年 11
月 27 日から 09 年 2 月 16 日まで、軽自動車（ガソリン車）
3 台を京都府庁近隣の２カ所に設置し、公募した府庁周
辺の住民等 68 名と京都府職員 32 名の計 100 名による運
用社会実験を実施した。3 台とも周辺住民と府職員のど
ちらも 24 時間自由に利用可能としたため、当初は上手に
棲み分けられるか危惧されたが、特に問題なく利用する
ことができた。2009 年度は実験の成果を踏まえ、企業向
けのＰＲなどを実施している。

写真２

コミュニティバスの乗車体験の様子

これらの取組は、小学生の時期から公共交通や環境問
題についての意識を育むとともに、家庭でもそうしたこ
とを話し合う機会を提供することを狙いとしており、中
長期的に高い効果が期待できる施策であると考えられる。
京都府としては今後とも、低炭素型社会の実現に向け
た効果的な交通政策を進めていきたいと考えており、引
き続いての各方面からの御指導、御支援をよろしくお願
いしたい。
写真１

設置されたカーシェアリング車両

また、CO2 削減効果などについて明らかにするために、
京都市内の既存のカーシェアリング会員向けのアンケー
ト調査を実施した（有効回答 101 名）。カーシェアリング
加入前後の自動車走行距離を尋ねたところ、回答者全体
6
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低炭素化時代と公共交通

14kg が削減できることになる。このように鉄道へのモー
木内

徹

（阪急電鉄株式会社）

はじめに

ダルシフトを促進することは社会全体の CO2 排出量削減
に寄与する効果がある。当社では、上記の観点にたち、
以下のような施策に取組んでいく。

低炭素化時代を迎え、公共交通事業者は２つの側面で

①鉄道を中心にしたコンパクトなまちづくり：当社は創

環境に対する取組みを求められている。１つは自らの

業以来、鉄道と不動産等の事業を組合わせた小林一三

CO2 排出量を低減していくこと、そしてもう１つは自動

モデルにより事業を営んできた。このモデルは結果的

車や飛行機に比べ CO2 排出量の少ない交通手段として公

に今日求められるコンパクトシティを実現していたと

共交通の利用を促すことで社会全体の CO2 排出量低減に

考えられ、今後も、鉄道を中心にしたコンパクトなま

寄与することである。本稿では、上記の２つの側面での

ちづくりを推進していく。

当社の取組みを紹介する。

鉄道事業としての CO2 排出量低減の取組み

②ネットワーク整備・端末整備：西梅田・十三連絡線等
の新線や新駅設置により、鉄道ネットワークをより充

鉄道事業では、一般に消費エネルギーの 70 ～ 80％を

実させていく。あわせて、駐輪場やレンタサイクルも

列車の運転電力が占めている。したがって、CO2 排出量

含め、端末交通を充実させることで、出発地から目的

削減には、車両の省エネルギー化の効果が大きく、当社

地までの利便性向上を図る。

でも省エネ性能の高い車両への置換えを順次進めている

③ソフト施策：IC カードを活用した土休日の鉄道バス乗

ところである。また、省エネ施策だけではなく、2001 年

継ぎ利用に対するポイント付与や、行政と連携したＭ

に西宮北口駅の屋上に太陽光発電装置を設置し、
“創エネ”

Ｍ施策等のソフト施策に引き続き取組んでいく。また、

施策にも取組んでいる。なお、駅での消費電力については、

直接的に鉄道利用のみを促進するものではないが、環

信号等灯具の LED 化等の施策にも取組んでいるが、バリ

境メッセージ列車の運行等により環境問題全般の啓発

アフリー設備の充実等により消費電力が増加する傾向に

にも継続して取組む。

あるのが実状である。
当社が今年 3 月に開業する京都線の新駅摂津市駅は、

おわりに
新駅設置や優等列車の停車駅増による利便性向上は、

駅周辺で行政と民間ディベロッパーが進める環境配慮型

モーダルシフトを促進する効果もあると考えられるが、

まちづくりに協力し、日本初のカーボン ･ ニュートラル

列車の運転電力の増加要因となり、鉄道事業者単体では

･ ステーションとする。この駅では、太陽光発電や LED

排出量増となる。一方、列車本数削減は事業者の CO2 排

照明、雨水利用等の環境施策を実施することで、CO2 排

出量削減に直結するが、公共交通のサービス水準低下は

出量を通常の駅の半分程度に抑え、残りは排出枠購入に

自動車利用の増加を招き、社会全体では CO2 排出量が増

よりオフセットし、CO2 排出量ゼロの駅を実現する。

加する可能性がある。事業者単体の CO2 排出量だけでは

鉄道の利用増を通じた社会の環境負荷低減

なく、社会全体の CO2 排出量を考慮した政策が今後進め

鉄道の CO2 排出量は人キロ当りで比較すると、車の約

られることを期待する。

1/9 である。当社線を例にとると、大阪梅田～京都河原
町の１往復を 1 人の人が自動車から鉄道利用に切り替え
ると、杉の木 1 本が 1 年間に吸収する CO2 に相当する約

図２ 環境メッセージ列車 エコトレイン 未来のゆめ・まち号
（'08.12 ～ '09.7 運行）
図 1 日本初のカーボン ･ ニュートラル ･ ステーション 摂津市駅
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低炭素化時代の建築

湯が全体の４割となる。これらの対策としては、
岩前

篤

（近畿大学）

建築における CO2 排出の全体像
地球環境保全・温暖化対策における低炭素化の要請は、

Ⅰ 建物自体のシェルター性能の向上
Ⅱ 設備機器の高効率化
Ⅲ 再生可能エネルギー利用拡大
の３つがある。欧米では、この順で対策のロジックが

地球上の全ての社会とこれを構成する生活ならびに産業

構成されているが、日本の場合、様々な理由で、この３

に今後、より一層の影響を与えることは論を俟たないが、

つが並列になっており、このことが建築物自体の低炭素

我が国の「建築」分野では、これの現状の CO2 の排出量

化のロジカルな進展を妨げている。全てにおいて戦略の

からすると、非常な努力を要求されることを意味する。

ない国の特徴である。

図１は、国内の部門別の CO2 排出割合を示したもので

運用以外の炭素排出を抑制するために、住宅で平均寿

あるが、建設段階での排出を含めると、全体の４割が住

命が 30 年、一般建築においても同様で、欧米の 3 分の１

宅と一般建築で占めていることになる。残りの産業・輸

以下である現状を踏まえ、建築の耐用長期化が図られて

送部門は、持続的効率経営の概念から、利益追求のために、

いる。これについては、耐震性能などのハードウェア的

より一層の低炭素化が自発的に進められることが予想さ

な取り組みも重要であるが、改修容易性、履歴保全など

れるに対し、特に生活に密接にかかわる住宅では、“目に

のソフトウェア的な取り組みがより重要であろう。何よ

見えない”CO2 排出の抑制を進めることは困難とされる。

りも、その建築を維持させようという、唯一性、魅力を

建築の低炭素化には、以下の３つの課題がある。

醸成することが最も重要と考えられる。

②低炭素化された建築の普及
温熱や音環境と同様、炭素排出は、日常運用では直接
的には目に見えない。こういった対象への建設段階での
コストの投下は住宅・一般建築、ともに困難である。一
般建築においては、建設時における省エネルギー計画の
届け出義務対象が増加し、住宅においてはエコポイント
の付与などの行政的な支援・ルールが徐々に拡大しつつ
あるが、一方ではこの流れにより、建築供給者に対して、
直接的な利益につながらない業務の増加をもたらしてい
る。建築物の資産評価のシステムに低炭素能力を位置づ
図１

国内分野別 CO2 排出の実績

①建築自体の低炭素化技術の確立
②低炭素化された建築の普及

けるなどの措置を連動させることが有用と考えられる。

③建築の低炭素化状態の維持・管理
数十年の長きに亘る使用期間において、その性能を維

③建築の低炭素化状態の維持・管理

持するためには、適切な運用、メンテナンスが不可欠で

当然のごとく、これらの３つが組み合わさらないと、

あるが、これを行える人的資源が十分とは言えない。最

目的の達成は不可能である。

①建築自体の低炭素化技術

も大きな課題となるかもしれない。

低炭素化は建築が新たに面した大きな課題であるが、

建築における炭素排出は、(1) 建材生産段階、(2) 建設

これまでの問題を解決する機会でもある。行政・産業・

施工段階、(3) 日常運用段階、(4) 改修・解体段階からな

市民、それぞれに課題があるが、従来の枠を超えた協業

り、最も大きいのは、(3) 日常運用段階である。

が解決の糸口になると考える。

住宅と一般建築で大きく異なるが、暖冷房空調用途、
給湯用途、照明用途、電化製品その他用途に大別される。
住宅では、エネルギーの排出割合では、暖冷房：給湯：
その他で、１：１：２程度になるが、CO2 排出では、給
8
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低炭素化時代の住宅・街づくり
柴垣

保平

（大和ハウス工業株式会社）

最近の住宅業界
平成 18 年に住生活基本法が制定され、平成 20 年には
長期優良住宅の普及の促進に関する法律が国会を通過し
21 年度には実施されました。いよいよ日本の住宅は「フ
ローからストックの時代」に入ったと言えるのではない
でしょうか。個としての住宅は耐久性や断熱性の水準が
高まり低炭素化に寄与しつつあります。また、平成 21 年

図１

完成予想図

度には太陽光発電に対する国や自治体の助成金制度が実

戸建住宅街区
マンション街区

132 戸
500 戸

施され、11 月に電力会社の買取単価（住宅）が倍増し
約 10 年でイニシャルコストの元が取れる計算となりまし
た。それらにより戸建住宅の太陽光発電装着率は飛躍的
に向上しています。国の政策が追い風となって戸建住宅
の建物性能や設備によるアクティブな低炭素化は加速し

図２

夏季日中におけるキャナル周辺の
空気の流れ（概念図）

たと言えるでしょう。これらの政策が短期で終わらず継
続して行われることを望んでいます。
当社では、戸建住宅受注実績平成 21 年７～ 9 月での太
陽光発電装着率は、ほぼ 50％となり当社の環境行動計画
2010 での目標 30％を大きく超えています。また、当社分
譲地（北九州市）で太陽光発電の装着率を 75％に目標設
定、CO2 を 44％以上の削減（1990 年比、当社計算）を目
指しています。

写真１

自然と調和した街づくり

冬の北西風から街区を守る高垣

環境影響評価・認定制度による街の格付け

次に、自然の力を活かしたパッシブデザインによる環

戸建住宅街区「美環の杜」では、各戸の住宅で環境共

境への取り組みを紹介します。ＵＲ都市機構「越谷レイ

生住宅の認定を取得し、街区全体での環境共生住宅団地

クタウン」での街づくりです。[ 図１]

認定を取得、また、CASBEE まちづくり（評価

Ｓランク）

ここでは街区内に調整池（レイク）と水辺（キャナル）

の第 1 号として総合環境性能評価が的確であると認証さ

を配し、高性能な省エネ機器ばかりに頼るのではなく、

れました。また、環境省の補助制度「街区まるごと CO2

「風 ･ 水・太陽」といった自然の力を活かした CO2 の削減
を試みました。戸建住宅エリアでは「風と水」に着目し、

20% 削減事業」に採択されております。

「生態系の環」をコンセプトに

最新の風況シミュレーション技術により街全体の風の流

2010 年は生物多様性締約国会議（ＣＯＰ１０）が名古

れを研究。冬場の冷たい北風を街に入れないように高垣

屋で開催されます。生物多様性とは、地球上の様々な生

[ 写真１] を配置したり、夏はキャナルを渡る涼風を街に

命とそのつながりのこと。絶滅危惧種だけでなく、この

入れてクーリングに役立てています。[ 図２]

また、各

条約ではありふれた生き物も含めた多様な生態系とその

住居においては窓の形状や植栽の配置を工夫して屋内に

生態系を取り巻く人々の暮らしや文化の保全を目指して

風を取り込み、その風の流れをコントロールして排熱に

います。たとえば、北米中心にハチが集団でいなくなる

役立てるなど、自然風を活かした住居プランを提案して

現象が起こり食糧生産に影響を与えたと聞いています。

います。マンションエリアでは「日照」の良さに注目し、

地球レベルの環境を考えるとき低炭素化と合わせて生態

各住戸への給湯 ･ 暖房用に集合住宅としては日本最大規

系のバランスも大きなテーマになると思います。

模の太陽熱利用システムを導入しました。

越谷レイクタウンの戸建住宅街区「美環の杜」では、
2010/3
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植栽は地域の風土に適した在来種を選定したり、庭や街
区に小鳥や蝶などの小動物が集まる樹木を植えるなど「生

総合社会学部環境系専攻のめざすもの

態系の環」をコンセプトに地域の生態系の保全に努めて
います。[ 図３]

久

隆浩

また、住まい手自身によって自然豊か

( 近畿大学 )

な街が継続して育まれていくように、１年を通して「庭

特集冒頭の下田論文で「「低炭素で、かつ魅力のあるまちづく

木のお手入れセミナー」を実施しております。

り」という複雑なパズルを解くためには、研究者・実務者を含

さらに「美環の杜」での自然の力を活かしたパッシブ

めて、これまでの専門範囲から大幅に逸脱した研究や政策立案

デザインに対して、入居者の方々にアンケートを実施し、

が求められる。景観デザインの専門家が太陽光発電や地域冷暖

エアコン稼働時間や住居内の風の流れを計測しておりま

房のメカニズムを学んだり、エネルギーシステムの専門家が市民

す。また、「美環の杜

ライフスタイルブック」を入居者

参加型のまちづくりに関与していったりするような、他流試合に

の方々にお配りし、「自然と調和した街づくり」の考えを

果敢に臨んでいくことがなければ、低炭素時代に生き残ってい

生活に活かしていただけるようにその想いを伝えていま

ける都市や地域の実現は難しい。」との指摘はまさしくそのとお

す。今後はこれらの研究成果を活用し、自然を活かした

りである。これは、下田氏と同じく大阪大学工学部環境工学科

街づくりを様々な地域で「つくり・はぐくむ」ことがで

に学んだ私にとっては、下田氏と同様に自分の問題として捉え

きればと考えています

なければならない問題でもある。
日本で初めての環境工学科としてつくられた大阪大学の環
境工学科では、都市計画・都市設計、熱・エネルギー、大気環境、
水環境、環境システム等々、環境に関わる事項を多面的に学
習し、環境問題に対し総合的に対応できる人材の養成を行っ
てきた。現在都市計画・都市設計を専門領域としている私も、
学生時代には熱・エネルギー分野の学習もしたし、逆に、熱・

図３

生態系の環（概念図）

エネルギーを専門領域としている下田氏も、学生時代には都
市計画・都市設計を学習してきたのである。では、現状で、
それらの多様な知識を統合して提案ができているかと問われ
ると、心許ない部分があることも否めない事実である。しかし、
できるだけ総合的に考えていきたいという姿勢はつねに持ち
続けているつもりである。
さて、話は変わるが大学人として次代を担う人材を養成する立
場として、近畿大学では、この 4 月に 17 年ぶりの新学部として
「総
合社会学部」を立ち上げる。その中に設置される「環境系専攻」

写真２

バードバスを各戸の庭に設置

には
「地球環境コース」と
「都市・まちづくりコース」が設けられる。
下田氏が指摘する「景観デザインの専門家が太陽光発電や地域
冷暖房のメカニズムを学んだり、エネルギーシステムの専門家が
市民参加型のまちづくりに関与していったりする」といった相互
乗り入れができる教育をめざしている。理想は高く掲げている
が、どこまで実践できるかはこれからの私たちのがんばりにか
かっていると思っている。環境工学科で学び、今は教える立場
に立つひとりとして、これからも総合的に環境に対応できる人材
を社会に送っていきたいと考えている。そして、
「他流試合」で
はなく、同じ「環境」に取り組む仲間としてより多くの仕事がで
きるようにしていきたいものである。

10
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低炭素型の都市における緑地や農地のあり方
柴田

農地もかなり残存している。さらに人口減少社会におい
祐

（大阪大学）

はじめに

ては床需要もそれほど見込めず、集約型都市構造を目指
すとしても、選択的、部分的にしか実現は困難であろう。
また、集約型の都市の方が低炭素社会にふさわしいとし

低炭素社会において期待される緑地や農地の新たな価

ても、低密な郊外や地方都市の人口を全て集約型都市に

値としては大きく２つ、CO2 の排出を抑制する効果と、

移すことは不可能であり、国土保全や地域の歴史や文化

CO2 を吸収する能力だと考えられる。環境モデル都市の

という観点からも問題が多い。

取り組みが 13 都市において進められているが、公表され

では、どうするべきか。何かと批判される現在の伸び

ている各都市のアクションプランでは、これらの新たな

きった市街地と緑地や農地が混在することをむしろメ

価値に着目し、緑化や農地・森林の保全等に関する記述

リットとしてとらえ、現状で存在する緑地や農地を保全

が数多くされている。しかし、様々なメニューが並べら

しながら、低炭素型の都市を目指すことが唯一の方法で

れてはいるが、都市構造の中でそれらを具体的にどう配

はないだろうか。

置するべきか、あるいはどう実現していくのか、実はあ

分散型混在型の都市における緑地や農地

まり議論されておらず、とにかくどこにでも緑を増やし

そのような発想に立つと、集約型ではなく分散型混在

ておけば何とかなるのではないかという考えも見え隠れ

型の都市となる。スマートシュリンクといわれる宅地か

する。

ら緑地や農地への計画的な土地利用転換を誘導する必要

集約型都市における緑地や農地

もあるだろうが、いずれにしろ相当量の緑地や農地が都

平成 21 年 6 月にとりまとめられた「都市政策の基本的
な課題と方向検討小委員会報告」ではエコ・コンパクト

市内や周辺に存在する都市構造であり、その維持管理や
マネージメントが大きな課題となる。

シティの概念が提示され、『コンパクトで効率的な集約型

例えば、農地付きの住宅や、緑地付きのショッピング

都市構造を持つ都市は、低炭素型のエコロジカルな都市

センターなど、CO2 の排出量に応じた緑地や農地の維持

である』としている。『コンパクトで効率的な集約型都市

管理をセットとした土地利用を図り、CO2 の吸収量を確

構造』をどの程度のスケールで実現するかは議論のある

保することが考えられる。これらの緑地や農地の低炭素

ところだが、そこでは公園や街路樹、水辺を整備し、屋

に対する効果への過剰な期待は危険であるが、分散型混

上緑化や壁面緑化を積極的にすることで、ヒートアイラ

在型の都市で懸念される低未利用地の荒地化を避けるこ

ンド現象を緩和し、その結果として CO2 の排出を抑制す

とができる。また、緑のネットワークを確保することで、

ることが期待されている。しかし、その効果は夏に限ら

潤いや生物多様性の確保にもつながることはいうまでも

れるし、建物が高層になれば、壁面や屋上を緑化するよ

なく、コミュニティ形成や新たなビジネスの可能性もあ

りも太陽電池パネルを設置した方が CO2 の排出の抑制と

る。

いう観点から有利な場合もありうる。

おわりに

京都議定書目標達成計画では、都市緑化による CO2 吸

繰り返しになるが、低炭素社会において緑地や農地の

収量を約 79 万 t-CO2、ヒートアイランド現象緩和による

新たな価値に期待するところは大きいが、「みどり」であ

排 出 削 減 量 を 0.7 ～ 3.2 万 t-CO2（ い ず れ も 2012 年 ）、

れば何でもよいということではない。また、適正に維持

あわせて 1990 年排出量比約 0.06％が見積もられている

管理されなければ、CO2 の吸収や排出量の抑制の効果は

に過ぎない。低炭素という観点に限れば、都心部におけ

期待できないことも改めて押さえておく必要がある。

る緑化の効果はそれほど大きくない点をまず押さえてお

低炭素という言葉に振り回されることなく、冷静な、

きたい。もちろん潤いや生物多様性の確保などは大いに

地に足のついた議論のもとで、低炭素型の都市における

期待されるので、直ちに都心部の緑化は不要という議論

緑地や農地のあり方を模索する必要があり、その際には、

とはならないことはいうまでもない。

白いキャンバスに理想の都市を描くのではなく、今ある

集約型都市の周辺における緑地や農地

都市の緑地や農地から発想することが、生き物である「み

一方で、集約型都市の周辺の郊外や地方都市では、既

どり」を考える上では、最も近道ではないだろうか。

に市街地の空洞化が進んでいる場合も多く、市街地内に
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低炭素社会への道筋の計画手法「戦略的ニッチマ

取り組みを「ニッチ」と呼ばれる場所においてスタート

ネジメント」の紹介

し、そこでの成功を拡大して構造的転換につなげるボト

山口

容平 / 木村

道徳 / 熊澤

輝一

ムアップ型のアプローチにある。

( 大阪大学 )

戦略的ニッチマネジメントの最初のプロセスは問題構

「低炭素社会の構築」＝「構造的転換」を前提として

造分析である。検討の対象とする既存のシステムを定義

近年，低炭素都市づくり、持続可能なまち・都市への

し、これらを構造転換するためにどのような「もの・し

転換が重要な課題として認識されており，地域交通シス

くみ・ひとの新しい構造」で置き換えようとしているの

テムの社会実験をはじめ、政府による環境モデル都市の

か考察する。前述の構造変動を抑制する力として作用す

計画的支援といった多様な取組が、政府・自治体・市民

る要件（公的なルールからユーザーの期待まで）や、要

の連携によりなされている。しかし、これらの取り組み

素の変化のしやすさ・変化の周期など、静的特性・動的

の成功事例は必ずしも多くない。多くの対象事例におい

特性を分析する。ここではシステムが提供する社会的機

て持続可能性に疑問がもたれ、問題構造や望ましい将来

能を満足するために形成されている幅広い要素を考慮す

像についてある程度の共有がなされているのにもかかわ

る必要がある。多くの場合、既存の構造が形成されてき

らず、である。

た経緯のレビューが有効である。

成功への最も大きな阻害要因は、過去に蓄積されてき
た「もの（建物や都市基盤など）」・「しくみ（制度、意思
※1

この分析結果に基づき、新しい構造が満たさなければ
ならない要件に比較的適した地域やスポットを探索する。

」
・
「ひと（人的資源・ネットワー

このような地域やスポットが「ニッチ」であり、人的資

ク、慣習など）」 である。新しい取り組みで置き換えよう

源のコーディネート、予算配分の工夫、特区の認定など

としているシステムは、数十年単位の年月をかけて構築

により自治体がある程度意図的に創出することも可能で

されてきたものであることが多く、われわれはこれらを

ある。通常、新しい取り組みはシステムの成立要件を十

前提として行動する。この結果、システムが硬直化し（均

分に満たすことができない（競争力が低い）。そのため、

衡状態が保たれ）、システムの改善につながる変化は生じ

選択肢から排除されないように保護し、要件に対して「選

やすい一方で、システム全体の構造的な転換につながる

択的に曝露する」ようにする必要がある。この保護策が

新しい取り組みの成立、普及は抑制される。ただし、一

戦略的ニッチマネジメントの重要な仕事である。

決定機構、規範など )

度構造を変動へと導こうとする力が均衡を上回った場合、
つぎつぎに変動への力が増幅され、共進化的に構造変動
※2

次に、ニッチにおける社会実験を計画する。すでに取り
組みが始まっている場合はその支援策を計画する。システ

。

ムの性能、需要、運用方法などに関する仮説の検証を目的

低炭素社会の構築が既存のシステムの改善ではなしえ

とする従来の社会的学習に加えて、新しい構造（もの・し

ない、つまり、「低炭素社会の構築」＝「構造的転換」な

くみ・ひとのパッケージ）の成立を確認するほか、前提と

のであれば、このような性質を考慮した転換方策を採る

してきたルールや構造の成立要件の見直し、ニッチの保護

ことが有効であろう。しかし日本においては、構造的な

策の調整により取り組みの拡大の可能性を検討する。

が生じるといわれている

転換をいかに導き、望ましい将来像につなげていくのか、

最後に、新しい構造の普及拡大の道筋を構想する。追加

その過程を取り扱う実践的な方法論は確立されていない。

的な社会実験の実施のほか、新しい構造が継続し、拡大で

そこで、以下では、欧州において発展した構造的転換の

きるように、より上位のシステムにおいて新しい構造の「埋

マネジメント手法の一つである戦略的ニッチマネジメン

め込み」を検討する。具体的には継続的な予算措置や制度

※3

ト（Strategic Niche Management ）を紹介したい。

戦略的ニッチマネジメント
戦略的ニッチマネジメントは前述した構造変動の性質

化、技術の標準化など多様な方法が考えられる。
具体的な事例を対象としたその有効性の確認を今後の
課題としたい。

に基づいて考案されたものである。その特徴は、新しい
※1

村松暢彦：「もの・しくみ・ひと」という表現，口頭でのコミュニケーション，2009 年

※2

社会学者の富永健一は、行為と社会システムの理論：構造－機能－変動理論を目指して（東京大学出版会，1995 年）の中で、「社会変動」を「社会システムが、外部環境また

※3

Remco Hoogma et al.: Experimenting for Sustainable Transport: The Approach of Strategic Niche Management, Spon Press, London, 2002

は内部の変化のインパクトによって自らの構造をつくりかえ、新しい社会構造のもとでより高次の機能的達成を実現すること」と定義し、そのメカニズムを説明している。

12

2010/3

関西支部だより

低炭素社会の交通に向けた経済的手法の役割
兒山

る都心部に施設や人口を集中させることが重要である。
真也

（兵庫県立大学）

旅客輸送機関分担率の動向

そのため環境省地球環境局『地球温暖化対策とまちづく
りに関する検討会 報告書』
（2007 年）では、
「固定資産税・
住民税のグリーン化」が提案されている。撤退すべき地

環境問題をはじめとした自動車依存社会の弊害を緩和

域に対してこれらの税率を高くし、再結集を図るべき地

する観点から、輸送手段を自動車から鉄道、バス、船舶

域には低く設定するというものである。ユニークな発想

などへ転換するという、モーダルシフトの必要性が唱え

であるが、「撤退すべき地域」の指定をはじめ、実現には

られてきた。日本政府はモーダルシフトという用語を貨

大変な困難を伴うだろう。

物輸送についてのみ使用してきたが、一般的には旅客輸

同じ考え方に立脚しつつもより穏健な方法として、都

送についても用いられる用語である。理念としてのモー

市計画税の廃止が考えられる。都市計画税は固定資産税

ダルシフトは広く知られるようになってきたが、現実に

と同じく、土地・家屋等の所有者を納税義務者とし、固

起きてきた現象はその逆であり、自動車の分担率が依然

定資産の価値に応じて課税する市町村税である。しかし

として上昇を続けている・・・といったストーリーが間

市街化区域内の土地・家屋に課税する都市計画税は、上

違いないか、昨年データを確認してみてようやく気付い

記提案とは逆に「再結集を図るべき地域」の固定資産に

たのであるが、2003 年度以降、国内旅客輸送（人キロベー

限定して課税するようなものである。そこで都市計画税

ス）に占める鉄道のシェアがわずかずつではあるが上昇

の廃止によって、税制のグリーン化とまでは行かずとも

に転じ、自動車のシェアが低下に転じている。意外にも

中立化が可能である。都市計画税（制限税率 0.3%）廃止

モーダルシフトは成功しつつあるようにも見える。

に伴う税収減を補填する手法として、固定資産税の超過

モーダルシフトの要因

課税が考えられる。固定資産税は標準税率が 1.4% である

人々の意識転換が始まり、移動手段としてマイカーで
はなく環境にやさしい公共交通機関が選好されるように
なってきたのだろうか。残念ながらおそらくそのような

が、制限税率はなく自治体が自由に設定できる。

豊岡市の税制改正
兵庫県豊岡市は 2005 年に旧 1 市 5 町（豊岡市、城崎町、

要因の影響はごく小さい。1990 年度から 2004 年度の間に、

竹野町、日高町、出石町、但東町）が合併して発足した

国内旅客輸送の自動車分担率の上昇は 1.1 ポイントに過

が、2009 年度から、旧豊岡市のみで課されていた都市計

ぎなかった。しかし国土交通省『国土交通白書 2008』
（2008

画税（0.3%）を廃止し、固定資産税（1.4% → 1.5%）と個

年）によれば、同じ時期に東北・中国・四国・九州のす

人市民税所得割（6.0% → 6.1%）の超過課税を実施してい

べての都道府県で、旅客輸送による一人当たり CO2 排出

る。これには立地選択に対するインセンティブという意

量が 50% 以上増加している。それ以外の地域でも減少し

図はなく、合併後に住民税率、使用料・手数料などを統

ている都道府県はない。つまり、モーダルシフトやそれ

一する中で、不公平を是正するという観点で行ったもの

に伴う CO2 排出量減少は、各地域における自動車依存度

である。とはいえ事実上、固定資産税のグリーン化に先

の低下がもたらしたものではない。公共交通の分担率が

鞭をつけるものと考えられる。

相対的に高い地域の人口割合が上昇し、低い地域の人口

おわりに

割合が低下したことが主な要因であろう。
景気低迷により 2009 年は鈍化したが、地方圏から三大

高速道路無料化やガソリン税等の暫定税率廃止といっ
た懸念される動向があるが、低炭素社会に向けて、自動

都市圏への人口移動が続いている。公共交通中心の旅客

車の利用段階で適切に税・料金を課すことが重要である。

輸送体系構築という点では望ましい傾向であり、居住地

これらは間接的に立地選択にも影響を及ぼし得るが、よ

の選択が交通手段に大きな影響を及ぼすことを物語って

り直接的に立地選択にインセンティブを与える税制・料

いる。ただしこれは地方圏の衰退と裏腹の関係にある。

金制度についても検討を深める必要がある。上述のよう

固定資産税・都市計画税と経済的インセンティブ

な手法のほか、例えば固定資産税の一部を面積比例とす

人口減少・高齢社会に突入し、地方圏のさらなる人口
減少は避けがたい。放置すると公共交通の存立はいっそ

ることや、社会資本に対する受益者負担金制度の拡充も
考えられよう。

う難しくなる。地方都市では公共交通や徒歩で生活でき
2010/3
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ストックと自然の力を活用した「住」の省エネ
濱

惠介

（エコ住宅研究所）

せる。温度変化が少なく、冬を暖かくすごせる。夏の涼
しさは、夜間の積極換気と昼間の日射遮蔽と窓閉めで得
られる。手間はかかるが１階は冷房不要である。

地球温暖化を招いた資源・エネルギーの大量消費の責

その他の日射遮蔽策としては、東妻壁のツタによる緑

任は、最終利用者である消費者・生活者にもある。生活

化、窓外部のブラインド、付設温室屋根の遮光スクリーン、

の基盤である住宅は、他の建築と同様に建設段階から居

南面窓のオーニングがある。

住・維持を経て廃棄に至る過程でエネルギーを消費し、
環境へ負荷を与える。

再生可能エネルギーは、太陽光発電、太陽熱給湯、そ
れに薪ストーブの利用である。太陽光発電の成果が数値

住宅はその所有者又は利用者の判断で、作り方・使い

で確認できるのに対し、太陽熱利用は省エネ効果がはっ

方を自主的に決定でき、劇的な省エネ化・CO2 排出量削

きりしない。わが家では 160 ℓの真空管式温水器で長期計

減の可能性を持つ。

測を行い、年間温水需要の約 7 割を太陽熱が、3 割を都

まず、新たな資源の消費と廃棄物の発生を抑えるには、

市ガスが温めたことを確認した。夏はほぼ 100％太陽熱

既築住宅（ストック）の活用が有益だ。その際に、建築

で間に合い、春・秋は貯湯槽の温度を見て浴槽に湯を張

の断熱や日射遮蔽の性能を改善することで、冷暖房エネ

るか、シャワーで済ませるかを判断したりもする。

ルギーが削減できる。設備の交換に当っては、当然効率
の高いものを選ぶ。

季節と時間帯、天候など自然条件の変化に寄り添うよ
うなライフスタイルは意外と面白い。思い通りにならな

これらの対策だけの省エネ効果は限られるから、敷地
内で獲得できる再生可能（自然）エネルギーを積極的に

くても自然の恵みへの感謝の気持ちが湧き、かえって満
足感が高まる。

利用することが必須となる。

他から強制された省エネ行動では楽しくない。自らの

太陽エネルギーを獲得するには日射を阻害されない屋
根が重要だ。戸当たり屋根面積は床面積を階数で割った

判断で設備投資を行い、進んで節約型の生活を実践でき
るかどうかがポイントだろう。

値に比例し、低層系の有利さは明瞭である。また隣接建

過去 9 年間の CO2 排出量の推移を図２に示す。建築と

物の日影が重大で、都市計画的には高さ制限が新たな意

設備とライフスタイルが力を合わせた結果だ。電力の排

味を持つことになる。

出評価は、全電源平均での評価と太陽光発電による逆潮

上記のハード対策を実施し、居住期間の環境負荷を最

流電力が火力発電を抑制した分、その係数（0.69kg-CO2/

小化するには、住まい手の生活態度が鍵となる。その根

kWh）で差引く方法を併記する。後者の前提では、CO2 排

底にあるものは環境意識であろう。

出が「カーボン・ニュートラル」の水準に達している。

私事で恐縮だが、筆者は 10 年ほど前に築 27 年の鉄筋

4000

コンクリート住宅を省エネ・エコ改修し自宅とした。

屋根・外壁の外断熱は、コンクリートの蓄熱性を生か
付設温室（中庭のアトリウム化、遮熱シート）
太陽熱温水器
屋根の外断熱化
薪ストーブ煙突
換気塔

太陽光発電モジュール
雨水タンク
屋上テラス・緑化

外壁の外断熱化

kg-CO2/年・世帯

3000

外観に表せる改修概要を図１に示す。

太陽光発電モジュール

3500

全電源平均
火力平均併用

2500
2000
1500
1000
500
0
-500

標準 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
年 度
図２ 再生エコハウス、年度別 CO2 排出量の推移

「エネルギーは買って使うもの」という感覚の受身的な
消費者から、自前でエネルギーを獲得し、賢く利用し、

窓の二重化

余剰電力を売って収益を上げるなど、生産者も兼ねる能

茶室
ソーラー集熱壁

動的な生活者を育てることが、住まいにおける CO2 排出
大幅削減への近道ではないか、と思うこのごろである。

図１ 自宅「再生エコハウス」、省エネ改修の概要
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環境に配慮した生活の実践―フードマイレージ―
林

美帆

（財団法人公害地域再生センター（あおぞら財団））

フードマイレージを知っていますか？

の産地が遠くなったこと、輸送手段も鉄道からトラック
に切り替わったこと、輸入品の増加などの要因があるか
らだ。しかし、旬と地産地消を意識すると現在と 1970 年
の星の数は同程度になる。産地が近ければ二酸化炭素が

「マイレージ」は航空会社のポイントサービスで聞きな

少ないと考えればわかるが、買物の優先順位が一般的に

じみがあることから、フードマイレージとは食品を買う

は「値段」
「おいしさ」
「安全」であり、
「環境」というフー

とたまるポイントサービスかと勘違いする人が多いが、

ドマイレージの物差しがないために、産地が目に入って

フードマイレージとは食品の生産地から消費地からの距

こない。概念を知っていても実行できないのは意志が弱

離×重さで、産地が遠く大量に輸送すると値が大きくな

いのではなく、生活とのつながりが見えて納得しなけれ

り、環境に付加がかかることを表す概念である。食料自

ば、実践につなげることが難しいことを示していると思

給率が 40％前後の日本は、当然ながらフードマイレージ

う。

の値は大きく、各国比較で世界一である。国民 1 人当た

社会の矛盾点に気づく

りでは約 4,000t･km になり、韓国の約 1.2 倍、米国の約

ゲームの最後に買物の交通手段の二酸化炭素が加算さ

8 倍になる。フードマイレージは食料問題と環境問題を

れる。車で買物に行けば加算され、徒歩・自転車で買物

結びつけるキーワードであるが、メタボリックシンドロー

に行けば加算されないというわけだ。

ムほど国民的に周知している概念にはなっていないのが

ゲームの答えは近いものを買う、車に乗らないことと

現状だ。

いえるかもしれない。しかし、大阪の場合は自家用車が

ゲームを通じて学習

なくとも生活が可能だが、府内の食料自給率が２％しか

フードマイレージがどのように日常生活と結びついて

なく、自給自足は不可能だ。反対に、地方であれば地産

いるかを想像して生活で実践するのは難しく、ゲームを

地消の可能性が高まるが、車のない生活は成り立たない

通じて日常生活と概念をつなげられるのではと、大阪大

場面が多くなる。これらの現実を変革させていく解決策

学の松村暢彦氏と大阪府立三島高校の松井克行氏、あお

として、近いものを買い続けて地元の農家を応援し、売

ぞら財団が「フードマイレージ教材化研究会」を立ち上げ、

り場を拡大させるという個人でできることもあるが、流

メンバーを募ってフードマイレージ買物ゲームを開発し

通の変化など社会的合意によらなければ社会の矛盾点を

た。

解決できないことも同時に見えてくる。モヤモヤは物事

ゲームキットは、1970 年と現代のカードセットと地

と社会とのつながりが見えるから生じるもので、モヤモ

図からなっており、1970 年と現代の比較を行うことで、

ヤが見えてくると苦しくなるが、視野が広がる。このゲー

1970 年から何が変化したかを知る構成となっている。食

ムは全てのつながりを解明しているわけではないが、社

材カードには、産地と値段が記され、1970 年は旬に限定

会のつながりを考えるきっかけになればと願っている。

されたカードのみであるが、現代は輸入自由化、高速道

ゲームキット貸し出ししています

路網の整備や冷蔵技術の発展など、さまざまな要因によっ
て食材も産地も変化してカードが豊富になる。

2007 ～ 2009 年 ま で に 約 350 箇 所 に 貸 し 出 し し、 約
15,000 人が体験した。子どもから大人まで楽しめること

遊び方は、１グループが家族になって、お店と交通手

や他地域（徳島、福島など）への拡がりが評価され、環

段を選択し、決まった予算のなかで食材カードを選び、

境省「一村一品ストップ温暖化大作戦 2009」で特別賞

夕食の絵を描くというものである。

環境教育賞を受賞した。現在は小学生バージョンや展

多くの人は予算内にいかに多くの品数を作り栄養バラ
ンスがよい食事を作るかということに心血を注ぐのであ
るが、このゲームは食材ごとに輸送にかかった二酸化炭

示パネル等も作成しているが、さらに進化を続けたい。
（ 貸 出 は あ お ぞ ら 財 団 ま で http://www.aozora.or.jp/
foodmileage）

素が★印（＝ 20g）で表示されているところに特徴がある。
グループごとに献立を発表したあとに★印を見るのだが、
会場内は「エー」「キャー」と歓声が響く。星の数は当然
現在のほうが多くなる。なぜなら、1970 年に比べて食料
2010/3
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支部活動
● 2008 年度決算
総務委員会 報告

１．収入の部

2009 年度総会報告
日本都市計画学会関西支部の 2009 年度総会は、2009

大科目
会費

算額

決算額

3,150,400

3,150,400

年４月 27 日（月）13：00 から大阪市立大学文化交流セ

事業収入

220,000

293,390

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

2,075,246

2,075,246

された。支部正会員出席者 30 名、委任状出席 303 名、

その他収入

合計 333 名により、総会が成立した。

収入合計

支部規定により榊原和彦支部長を議長とし、下記の５

6,354

5,612

5,452,000

5,524,648

２．支出の部

議案について審議し、すべて議案書どおり議決された。

大科目

予算額

決算額

なお、第５号議案により、新たな支部長として上原正裕

管理費

1,818,000

1,382,787

氏の就任が承認された。

事業費

2,255,000

1,512,528

(1) 第 1 号議案

受託研究事務費

2008 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

2008 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

2009 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

2009 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

2009 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

予備費
繰越金
支出合計

0

0

1,379,000

0

0

2,629,333

5,452,000

5,524,648

● 2009 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、関西
の都市計画・まちづくりに関する情報収集・発信、情報・
ウェブ委員会の新設と支部 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、都市

●支部活動報告

計画教育プログラムの提案、委員会活動への会員の参

１）幹事会を６回開催した。

加促進などに努めるとともに、支部創立 20 周年記念事

２）都市計画シンポジウムを１回開催した。
３）都市計画講演会を３回開催した。
４）公開事例研究会を１回開催した。
５）学生・社会人交流会を１回開催した。
６）支部だより No.23 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。
７）研究助成「都市計画研究会」について、支部研究助
成１件を実施した。
８）海外都市計画交流会を中国で実施した。
９）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。
10）第６回関西支部研究発表会を開催した。24 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）特別委員会活動として、
「関西社会連携交流特別委
員会」と「新しい都市計画教程研究会」を実施した。
「関西社会連携交流特別委員会」では篠山での市民向
けアンケート並びに近畿２府４県及びその市町村へ
のアンケートを実施した。
「新しい都市計画教程研究
会」ではワーキング・グループを設置し、７回のワー
キングを開催した。

業実行特別委員会を設置する。
２）会員サービスの充実と賛助会員の募集活動
会員拡大のため「学生と社会人の交流会」
、
「スキル
アップ塾」
、
「賛助会員会員証の発行」を行う。また、
支部主催イベント等の有料化も視野にいれる。
３）都市計画シンポジウム及び講演会の開催
関西の持つ先進性や独自性のある発想に基づく年間
テーマを設定し都市計画シンポジウムを実施する。ま
た、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講演会を開催する。
４）都市計画事例研究会の開催
引き続き、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・分析・検
証等を行い、公開事例研究会を開催する。
５）広報について
支部だより No.24 を発行し、本部機関誌「都市計画」
2010 年２月号及び支部たよりの企画編集を担う。また、
支部ホームページにより情報発信を行う。
６）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。
うち１件は若手研究者に優先的に割り当てる。
７）国際交流の推進

13）支部連携事業「会員のコラボレーションによるスキ

東南アジアなどに都市計画視察団を派遣し交流を深

ルアップ塾」として、都市調査・分析コースとＧＩ

める海外都市計画交流会を１回開催する。さらに、国

Ｓコースの講義演習を５日間で計５回実施し、18 名
の参加を得た。

際的な人的ネットワーク形成を推進する。
８）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
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動の成果を表彰する。

● 2009 年度役員

９）研究発表会について

顧

問

2009 年度（第７回）日本都市計画学会関西支部研究
発表会を７月 25 日（土）に開催する。
10）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。
11）情報・ウェブ委員会の設置・活動について
支部のウェブサイトの整備と活用を担当する「情報・
ウェブ委員会」を設置する。

支部長

光三

三輪

泰司

森

康男

平峯
浅野

悠

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

鳴海

邦碩

正木

啓子

千葉

桂司

榊原

和彦

上原

正裕（2010 年国際シンポ委員長）

副支部長 杉原

五郎

福島

徹

12）特別委員会「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
て情報収集やアンケート、講演会などを行う。

天野

増田
幹事

13）特別委員会「新しい都市計画教程研究会」
ワーキング・グループにて、都市計画の教育システ
ムの内容や仕組み等について検討を進める。

昇（創立 20 周年委員長）

一宮

大祐（企画事業副委員長）

加我

宏之（総務副委員長）

嘉名

光市（企画事業副委員長）

久保

光弘（関西まちづくり賞副委員長）

14）特別委員会「創立 20 周年記念事業実行特別委員会」

小浦

久子（創立 20 周年副委員長）

関西支部創立 20 周年記念事業の円滑な実施に向けて

篠原

祥（会員会計副委員長）

柴田

祐（国際交流委員長、教程副委員長、

下村

泰彦（研究発表委員長、
2010 年副委員長）

特別委員会を設置する。
● 2009 年度予算

2010 年副委員長）

１．収入の部
大科目

中科目

予算額

会費

支部交付金

2,871,800

髙谷

基彦（関西まちづくり賞副委員長）

事業収入

事業参加費

200,000

田谷

孝壽（事例研究委員長）

繰入収入

繰入金

2,629,333

田中

利光（研究発表副委員長）

その他収入

利息等

収入合計

壽崎かすみ（事例研究副委員長）

5,867

田中みさ子（会員会計委員長）

5,707,000

２．支出の部
大科目

中科目

管理費

予算額

塚本

直幸（情報ウェブ委員長）

久

隆浩（編集広報委員長、教程委員長）

平田富士男（関西まちづくり賞委員長）

1,906,000

堀口

浩司（総務委員長）

給与手当等

400,000

松村

暢彦（編集広報副委員長）

旅費交通費

666,000

三谷

哲雄（情報ウェブ副委員長）

通信運搬費

160,000

宮前

保子（企画事業委員長、
2010 年副委員長）

消耗品費

80,000

山崎

義人（国際交流副委員長）

事務局運営費

600,000

渡瀬

誠（社連交委員長、20 周年副委員長）

佐藤

道彦

事業費

2,316,000

監事

澤木

昌典

支部だより作成費

320,000

講演会等企画事業

500,000

会員サービス事業

150,000

けている「都市計画研究会」１件の報告が行われた。
○報告：まちの色研究会（代表：栗山尚子氏）

総会開催

255,000

事例研究会

60,000

以上をもって総会は終了した。その後，研究助成を受

総会に引き続き、第 11 回関西まちづくり賞の授賞式

国際事業

31,000

と受賞者によるプレゼンテーション３件が行われた。

まちづくり賞

80,000

○大阪市北区豊崎における長屋スポットの保全・再生プ

インターネット

200,000

研究発表会

230,000

○「加古川市田園まちづくり制度」を活用した高畑地区、

研究助成

400,000

薬栗地区のまちづくり ( 加古川市 )、( 加古川市他３団

社会連携交流

90,000

記念事業基金への繰入れ

ロジェクト ( 大阪市 )、( 大阪市立大学豊崎プラザ )

体)

－

○歴史的景観を保全する国際作業キャンプによるまちお

予備費

1,485,000

こし ( 明日香村 )、( 景観ボランティア明日香・あすか

支出合計

5,707,000

夢公社 )
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会員会計委員会 報告
昨年度から引き続いて賛助会員及び正会員数の減少
に歯止めがかからない状況が続いています。会員数の

さらにＣＡＰ

ＨＯＵＳＥ改修工事の間ＣＡＰが本拠地

とした、Ｑ２を見学した。
その他、1 月中旬に、特別企画として

減少特に賛助会員の減少は本部から会員数に応じて配

「地球温暖化対策における都市づくりの目指すべき方

分される支部交付金の減少に直結しており、将来的に

向」～「低炭素都市づくりのための都市計画とは何か？」

は支部活動への影響も懸念されるところです。2007 年

を考える～をシンポジウム形式で開催予定。

度、2008 年度は本部からの助成を受けたスキルアップ

また、第 2 回公開事例研究会‘城下町きしわだ’今昔

塾を開催することで、特に賛助会員の満足度の向上を

のまちあるき『観光とともに息づく賑わいの岸和田』を

図ろうとする試みを実施し、わずかではありますが、

２月初旬に実施予定。

新規会員の獲得にも貢献することができました。しか
しながら、業務内容が都市計画に直結しない賛助会員
に対する根本的な対策を見いだせないのが現状です。
会員会計委員会が実施している賛助会員対策の一つに

関西社会連携交流特別委員会報告
関西社会連携交流特別委員会は、関西において着実に
進められている住民主体のまちづくり活動に焦点をあ

「賛助会員カード」があります。近年、支部行事として実施

て、その一層の展開を図ることを目的とし、行政、学識者、

するシンポジウムや講演会については、収益事業として会

まちづくり団体の担い手が一堂に会して情報発信と意見

費を徴収するようになってきましたが、会員会計委員会では

交換を行う「関西まちづくり交流フェスティバル」を関

2007 年度から独自に賛助会員の口数分の「賛助会員カード」

西支部 20 周年である 2011 年に開催することを最終的な

を発行しており、このカードを提示した参加者の会費を無

目標として、情報収集や、市民と学会員とが交流する「ま

料にしています。各委員会の事業報告の中でも賛助会員証

ちづくり交流サロン」の開催を行い、それらから得られ

の提示件数が増加しつつあり、年々利用率が向上している

るまちづくり情報を整理分析して、まちづくり技術の向

と考えています。

上、まちづくり活動の充実、活性化に役立てることを活

また、例年行なっている新規会員獲得事業である「学生
と社会人の交流会」を 2009 年 12 月 5 日
（土）に開催しました。

動目的として、2008 年度から本格的に活動を開始した委
員会です。

今年度は「おおさかの顔をつくる～大阪駅開発プロジェクト

2009 年度は、企画事業委員会との共催により市民まち

～」をテーマとし、大阪駅開発プロジェクトを中心に、大

づくりに関するシンポジウム「まちづくりにおける市民・

阪駅周辺のまちづくり、開発プロジェクトの全貌、駅のデザ

行政・専門家の連携・交流を考える～セクション１市民

イン、コンコースのトータルデザイン、人の流れ予測、広場

まちづくりの今から考える～」を開催するとともに学会

演出、駅前広場の景観について各話題提供者からお話をい

の活動に対するニーズの把握のためにシンポジウムの参

ただきました。第 1 部の交流会には計 33 名、第 2 部の懇

加者を対象にアンケートを行い、今後の委員会活動に対

親会は学生 18 名社会人 2 名が参加し、質疑応答も活発に

する知見を得ることができました。

行われるなど大阪駅開発プロジェクトに対する関心の高さ
が伺えました。

今後は、まちづくり団体に対し活動実態や委員会活動
に対するニーズ把握のためにアンケートを行い、得られ

会員会計委員会としては、新規会員獲得や賛助会員

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

の退会に歯止めをかける意味でも、今後は賛助会員を

いくとともに、市民まちづくりについて考える講演会等

意識した企画の実施を呼びかけるなど他の委員会と連

を行いながら、市民と学会員との交流に資する環境を整

携を深めていくことも必要と考えています。

えていきたいと考えています。

事例研究委員会報告

国際交流委員会報告

今年度は昨年度に引き続き、
「観光による地域活性化」
をテーマに活動を続けている。
8 月末に、事例研究会委員のみの現地視察を行った。

１）都市計画国際交流会
インドネシア・ガジャマダ大学の T. Yoyok 先生をお招
きし、6 月 19 日に開催した。古都ジョグジャカルタのコ

視察先は、宇治茶の産地、和束町の、「和束」ブランド

スモロジーを踏まえた都市デザインの可能性についてお

による地域おこしの様子を、現地の茶畑等を見学したあ

話を伺うとともに、街並みの規制・誘導の可能性などに

と、和束町の町長、各担当者の話を伺った。そのあと、

ついて意見交換を行った。

町長を交え、車座で和束茶を材料にしたお菓子とお茶を

２）海外都市計画交流会

いただきながら、フリーディスカションをした。

1994 年より継続して実施している海外都市計画交流会

第 1 会公開事例研究会として 10 月に、神戸のＣＡＰ

は、8 月 30 日から 9 月 2 日にかけて都市国家シンガポー

ＨＯＵＳＥ（現在は移民博物館とで利用、昨年度、講

ルを訪問した。参加者は 7 名であった。主な目的は、限

演を伺い、現地視察を計画していた企画）の視察を行い、

られた国土における都市のあり方と人々の暮らしについ

ＣＡＰ代表からお話を伺った。そののち、ポートターミ

て視察することとした。

ナルに向かい、和束茶を扱うチャレンジショップを訪問、
18
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シンガポールの都市開発・再開発の広範な領域に関与

している URA（Urban Redevelopment Authority、 都市再
開発庁）を訪問し、都市開発・再開発の基本的な考え方

平成 22 年 8 月 30 日（月）
：大極殿他
・テクニカルツアー

や現状等についてヒアリングした。大阪市のシンガポー
ル事務所では、大阪市の取り組みや現地での暮らしにつ

関西まちづくり賞委員会報告

いて話を伺ったほか、シニア・コンサルタントの Ms. Ng

●関西まちづくり賞

Leng Leng さんのご自宅の HDB（Housing & Development

「関西まちづくり賞」( 故仙石泰輔・田中孝男両元支部

Board、住宅開発庁）住宅を見学させていただく機会も

長のご遺志とご寄付により 1998 年 11 月創設 ) は、都市

得た。また、チャイナタウン、リトル・インディア、ア

計画・まちづくり分野において行われた調査・研究・設計・

ラブ・ストリートといった旧市街地、シティ・ホール周

事業及びまちづくり活動のうち、特に都市計画の発展に

辺やオーチャード・ロードなどの新市街地では、シンガ

資する特色ある成果のあるものに授与されるものです。

ポール国立大学（NUS）建築学科の中島一裕先生と学生 3
名にご案内いただき、交流を深めることができた。
帰国後、意見交換会を開催し、意見交換を行った。参
加者と関西支部国際交流委員会の委員のみで開催した

［新しい試み］
、
［継続的な活動］
、
［協働の取り組み］
、
［他
の地域で参考となる提案］の４つを評価の視点として審
査が行われています。
● 2008 年度（第 11 回）関西まちづくり賞

が、それには収まらない刺激的な論点が多く含まれてい

＜ 2008 年度の受賞団体＞

たことから、来年度以降、広く公開した報告会を開催す

応募件数は７件であり、そのうち次の 3 件の受賞が決

ることとした。なお、意見交換会の詳細は関西支部国際

定しました。

交流委員会ホームページに公開している。

◇『大阪市北区豊崎における長屋スポットの保全・再生プ

2010 年国際シンポジウム実行特別委員会

◇『
「加古川市田園まちづくり制度」を活用した高畑地

ロジェクト( 大阪市 ) 』
、( 大阪市立大学豊崎プラザ )
「平城遷都 1300 年祭」が古都奈良で始まっています。
これにあわせるよう、日本都市計画学会では日本・韓国・

区、薬栗地区のまちづくり ( 加古川市 ) 』
、( 加古
川市他３団体 )

台湾の三カ国が持ちまわりで開催している国際シンポジ

◇『歴史的景観を保全する国際作業キャンプによるま

ウムを、今年は奈良で開催することを決定し、その実行

ちおこし ( 明日香村 ) 』
、( 景観ボランティア明日

委員会を関西支部で引き受けるよう、昨年度本部から支
部に要請がありました。
このため、今年度の支部総会で特別委員会を設置し、

香・あすか夢公社 )
＜表彰式 ( 講評 ) とプレゼンテーション＞
2009 年 4 月 27 日 ( 月 )( 大阪市立大学文化交流セン

2010 年の夏に奈良で開催される「国際シンポジウム 2010

ター・ホール )、支部総会に引き続いて、表彰式と全体

奈良」の開催に向け、準備を進めています。これまでに、

講評、プレゼンテーションとミニパネルディスカッショ

1 回の準備会と 3 回の実行委員会を開き、検討を進めて

ンを開催しました。

います。準備段階では鳴海顧問と支部三役からアドバイ

大阪市立大学豊崎プラザの活動は、大阪市の都心部の

スをいただき、現在、実行委員会の主力メンバーは、国

長屋を補強・改修し、店舗等への転用ではなく「住宅と

際委員会と企画・事業委員会が担っており、これに地元

しての再生」の可能性を示した点が高く評価されました。

の奈良県、奈良市、奈良女子大学が加わり、全体の企画

加古川市の活動は、市街化調整区域の地域のまちづくり

がまとまりつつあります。

協議会が主体となって、まちづくり方針や土地利用計画

テーマは、開催地にふさわしく「歴史遺産と都市計画」

を策定する仕組みと、開発許可制度の弾力的運用を行う

とし、
最終日のテクニカルツアーは、
「平城遷都 1300 年祭」

もので、市街化調整区域の持続性のあり方の１つとして

の会場でもある平城京跡に再建された大極殿をコースに

評価されました。明日香村での取り組みは、農村景観の

組み入れる予定です。平城京は、そのモデルが中国の長

保全のために必要な草刈りや間伐などを大人数のボラン

安といわれ、朝鮮半島を経由してもたらされた都市計画

ティアが集まる「国際ワークキャンプ」の形式で毎年活

により建設された日本の首都です。歴史時代に東アジア

動場所を変えながら長年続けてこられたもので、ボラン

の交流が活発に行われた地で、しかもその節目の年に国

ティア活動の独特の方式と、地域コミュニティとボラン

際シンポジウムが開催されることは、意義深いものと考

ティアをつなぐ公社の役割が評価されました。

えています。具体的な日程と行事は次のとおりです。

● 2009 年度の応募状況と選考作業

平成 22 年 8 月 28 日（土）
：奈良県新公会堂
・ウエルカムパーティ
平成 22 年 8 月 29 日（日）
：奈良女子大学

2009 年度は、６件の応募をいただき、ヒアリング等の
選考作業にかかっているところです。最近の動向として
は、応募件数は多いとはいえませんが、応募者の活動実

・オープニングセレモニー

績は、それぞれ特色があり実践的なもので、印象的なも

・論文発表会

のが多くあります。これらの都市計画・まちづくりの新

・パネルディスカッション

しい動向に対して「関西まちづくり賞」は、顕在化させ

・フェアウエルパーティ

る役割を担っています。
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●第８回関西支部研究発表会開催スケジュール
発表募集案内

大阪市立大学豊崎プラザ
受賞者の方々

高畑地区、薬栗地区、加古川市
受賞者の方々

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。
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）
・栗山尚子（神戸大学）
・徳勢貴彦（
（株）スペー
スビジョン研究所）
・吉積巳貴（京都大学）
（2009 年 12 月末現在）

景観ボランティア明日香 ､ あすか夢公社
受賞者の方々

第７回研究発表会・発表論文一覧
公開空地における滞留行動～大阪市の中心業務地区を対象として～
○嶋田圭佑 ( 大阪工業大学 )，田中一成，吉川 眞
大阪駅周辺地区における立体的回遊性の評価に関する研究
2
○中務良太（（株）石橋清志建築設計事務所），下村泰彦，加我宏之，増田 昇
生活道路の多面的価値に関する研究
3
○福田惇一（近畿大学），久 隆浩
橋本市旧大和街道沿いの歴史的町並みに関する研究
4 ～建築物の現状と所有者の意識に関する考察～
○植木慎哉（和歌山大学），林田大作
都市景観形成のための建築物の色彩誘導基準に対する設計者の評価
に関する研究
5
1

研究発表委員会 報告
関西支部では、2009 年 7 月 25 日( 土 )、大阪市立大学文
化交流センターにて、第 7 回研究発表会を開催しました。
右表に示す大学・行政・企業の若手研究者を中心とし
た 23 編 ( 大学・専門学校 17、行政 1、民間 4、他 1) の
研究発表があり、総数 65 名の参加者を得て活発な質疑・
討論が行われました。
本研究発表会は、本年度で第 7 回目となりますが、2007
年度より CPD プログラムとして認定されていることもあって、
都市計画関連の民間コンサルタントの方の発表数も定着しつ
つあり、関西の若手研究者や実務者による研究交流の場とし
ての認識が高まりつつあるといえます。
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
［渡瀬誠氏 ( 大阪市 )、
久保光弘氏
（( 株 )
久保都市計画事務所 )、一宮大祐氏 ( 兵庫県 )、柴田祐
氏 ( 大阪大学 )］には、各発表に対して専門的立場から
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、参加者の交流
を深めることができました。
今年度の奨励賞受賞者は、瀧澤重志さん（京都大学）
、
湯川誠太郎さん（京都大学）
、鈴木康友さん（関西大学）
、
渥美貴之さん（近畿大学）でした（右表参照）
。
今後も若手研究者には研究成果の発表や議論の場とし
て活用いただき、行政機関や民間からのさらなる発表会
への参画をいただきながら、都市計画関連の多様な人々
の交流サロンとして、より一層の充実・活性化が図られ
ることを願っております。
なお、第１回から第７回までの研究発表会概要集は支
部事務局で購入できます。
2010 年度も今年度と同様のスケジュールでの開催を予
定していますので、奮ってご応募ください。詳細が決定
次第、支部 HP（http://www.cpij-kansai.jp/）にて、ご
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○栗山尚子（神戸大学），三輪康一，末包伸吾，北村 侑
ＣＡＥＰを用いた京都市郊外におけるひったくりの空間分析
★瀧澤重志（京都大学），具 源龍，加藤直樹
中心市街地活性化型まちづくりを支えるイベント活動の成立要件に
7 関する研究 ―堺東駅前地区「そや堺 ええ街つくり隊」を事例として―
○家本 智（（株）空間創研），加我宏之，下村泰彦，増田 昇
8．歴史的市街地における子どもまちづくり手法の考察
8 －「空堀子どもまちづくりの会」の活動を事例にして－
○森本純一（近畿大学），脇田祥尚
歴史的環境の保存・活用における市民協働活動に関する考察
9 ―集落遺跡における竪穴建物の自立的復元と継続的保存管理について―
○楢原郁美（明石工業高等専門学校），八木雅夫
JR 福知山線事故の現場を考えるワークショップ参加者の意見の特徴
10 に関する考察
○坂井信行（（株）地域計画建築研究所）
郊外ニュータウンにおけるまちづくりの主体に関する研究
11 ―宝塚市と名張市を事例に―
○幸松孝太郎（関西学院大学），角野幸博，定藤繁樹
知縁コミュニティにおける防災まちづくりに関する一考察
12
★湯川誠太郎（京都大学），畑山満則，吉川耕司
大阪府「将来ビジョン・大阪」についての一考察
13
○大野木忠男
ネットワーク解析にもとづいた大阪の都市構造
14
○深堂暢之（大阪工業大学）田中一成，吉川 眞
人口減少下の地方都市における DID 指標改善の方向性に関する研究
15
★鈴木康友（関西大学），北詰恵一
近畿圏における都市近郊農地の保全・利活用に関する研究
16
○柴田 祐（大阪大学），松本邦彦，川口将武，山内美陽子
大都市間都市域の住宅地における街区再整備のための指標分析
17
○山村隆太（関西大学），北詰恵一
住工混在地域における特別工業地区制度の土地利用規制・誘導のあ
18 り方 ～特別工業地区の建築条例の建築物制限・構造物制限に着目して～
○遠藤祐希（尼崎市都市整備局），福島 徹
堺市大美野住宅地を事例とした接道部の緑の継承と新たな蓄積に関
19 する研究
○田川圭佑（大阪府立大学），加我 宏之，下村 泰彦，増田 昇
大阪における緑環境の把握
20 ○荒木実穂（大阪工業大学），吉川 眞，田中一成
6

住宅デザインにみる日本らしさの研究
★渥美貴之（近畿大学），久 隆浩
既存集合住宅の居室・ベランダにおけるヒートアイランド対策効果
22 に関する研究
○川合史朗（株式会社創建），所 功治，曽根真理
都市アメニティ要素としてのパブリックアート
23
○松村隆範（大阪工業大学），吉川 眞，田中一成
21

＊注：○：発表者、★：奨励賞受賞者

案内します。

20

－芦屋市・伊丹市における色彩誘導基準適用事例の設計者の意識分析を通して―
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