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都市づくり 不可能への挑戦

【主題解説】まちづくりの実現を阻む壁－公物管理・公物警察の原則－ 鳴海邦碩
【壁を越える現場から】水都大阪パートナーズの試み 忽那裕樹 (E-DESIGN) ／新しい公共空間が人を魅了する 植松宏之
( グランフロント大阪 TMO) ／京都市歴史的建築物の保存及び活用に関する条例 門川信一郎（京都市）／「歩いて楽し
いまちなか」を目指して 大井貴之 ( 京都市 ) ／民間力と地域の魅力を活かす市街地活性化の突破口 小西元昭 ( 大津市 )
【インタビュー】姫路駅前整備の軌跡 米谷啓和・小川陽平 ( ひとネットワークひめじ）・澤田勝也 ( 姫路市）・八木弘毅 ( ㈱日
建設計シビル )・インタビューアー：山口敬太 ( 京都大学 )
【編集・広報委員会取材】片寄俊秀と歩く千里ニュータウン 編集・広報委員会
【支部委員会報告】
写真：姫路駅サンクンガーデン / グランフロント大阪 / 祇園 / 中之島公園

支部長挨拶

堀口

浩司

㈱地域計画建築研究所

日本都市計画学会が公益社団法人に移行してから２年を過ぎました。公益社団法人となり、これまでの
関西支部での慣行や本部と支部との関係など、大きく様変わりしつつあります。本部では公認会計士の指導
の下で、各種の規約・要項の整備や会計方法の全国統一化など、組織運営のシステムが整いつつあります。
各支部から見ると、統一化により制約条件が多くなったように見受けられますが、一方では各地域の自治体
との協力関係の構築や、調査研究の受託成果の支部への還元など、各地域で独自に取り組みを活性化出来る
ようになりつつあります。
全国市長会とのシンポジウムの共催や、各地の都市計画審議会や審査会等への委員を紹介するといった
取り組みを開始しており、支部毎にそれぞれの地域で連携を強化しつつあります。また、これまで日台韓の
都市計画学会が持ち回りで開催している、国際都市計画シンポジウムには、2014 年度からベトナムも加わ
り、新たな展開を見せています。
関西や中部支部では研究発表会を開催していますが、関東には支部がないため、実務者の発表の機会が
ありませんでした。そのため今年から（一社）都市計画コンサルタント協会と共同して実務者の発表会を開
催する予定です。本学会では、会員数の減少など運営環境は厳しいものがありますが、国内外の関係する組
織との連携により、新たな活動領域を拡大しようと努力しています。
[ 編集発行 ] ( 社 ) 日本都市計画学会 関西支部・広報支部 [ 所在地 ] 〒 600-8007 京都市下京区立売西町 82( 四条通リ高倉西入ル )
築研究所内 TEL.(075)708-6191 FAX.(075)256-1764 Website : http://www.cpij-kansai.jp/ [ 表紙デザイン ] 大川雄三

京都恒和ビル６階
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主題解説

まちづくりの実現を阻む壁
－公物管理・公物警察の原則－

タクシー会社の理解もなければならない。その折衝のた
めの会議が開かれたのだが、関係者の否定的な意見に、
鳴海 邦碩

実験は頓挫しそうな雲行きであった。市長が挨拶して会
を閉じようとしたとき、70 歳を過ぎた平和通り振興組合

はじめに

理事長が次のような発言をしたのである。

最近、テレビや出版物で、まち起こしや起業、新ビジ

「かつて士農工商という言葉があった。そんな言葉が現在

ネスの展開などがよく取り上げられる。地域の活性化や

も生きているのだろうか。住民や商店街が、こうあるべきだ

産業再編が求められる社会潮流になっているからだ。そ

と願うことが、どうして理解することができないのか。

うした先行事例を収集・整理したアイディア集とかガイ

役所や警察は「士」、商店街や商店主は「商」というこ

ドラインなども数多く出版されている。しかしながらそ

とだ。この老人の発言に勇気づけられて、道路管理や交

れが実際に実現している例はごく少ない。

通取り締まり関係の役所への一層大がかりな陳情活動が

しばしば経験することだが、小さな村が活発な活動をしてい

展開された。それでも許可を得るのは難航し、ようやく

ることがある。
「皆が元気に取り組まないと村自体が無くなる」

許可が出たのは、実験実施の３日前のことであった。当

という危機感があるからだ。それに対して大きな町では人まか

時修士課程 2 年生だった筆者は、実験の調査に行き、実

せが普通で、人びとの一体感がなかなか醸成できない。また、

現に取り組んだ人たちから話を聞いたのである。同じ役

ある首長のもとで積極的な取り組みが展開する場合がある。

所のなかで意見が違う、上位の役所を説得しなければな

実現する場合とそうでない場合との間にどのような違いが
あるのだろうか。その具体は、一つ一つの事例で検証する必
要があるが、本稿では、制度の壁について述べることとする。

らない、などなど、まちづくりの難しさを知った。

努力はなされてきたがそれでも利用制限の厳しさは続く
旭川の買物公園の実験から 40 年経った。この間、道路

40 年前に国道が歩行者に開放された～旭川の買物

の活用などについてさまざまな努力が重ねられてきた。例え

公園の実験

ば、国土交通省が「人間重視の道路創造研究会」を設置し、

道路、公園、河川の利用には厳しい制限がある。イベ

2008 年から 2009 年にかけて、道路の新しい利用のあり方

ントなどでこれらの空間の利用を企画したことのある人

について検討が行なわれた。これに先立って、2005 年 3 月、

ならば、その厳しさを身に染みて感じたことがあると思

同省は「地域のニーズに応じて道路をより柔軟に活用し、継続

う。筆者が身近に大きな壁の存在を知った一番古い例は、

的・反復的な地域活動を推進する観点」から、
『道を活用し

旭川の買物公園の実験の時であった。

た地域活動の円滑化のためのガイドライン』を公表している。

1969 年の夏、北海道の旭川市で、日本で最初の買物

都市デザインの分野では、この課題に関する関心が元々

公園の実験が行なわれた。対象となった道路は、旭川市

あり、（財）都市づくりパブリックデザインセンターは、

を代表する商店街で、国道と道道がつながる延長 1 キロ

2002 年から 2004 年に行なった研究成果をとりまとめ、

メートルの道路（平和通り）から自動車が締め出された

2007 年に『公共空間の活用と賑わいのまちづくり：オー

のである。この実験を契機として、1972 年に恒久的な

プンカフェ／朝市／屋台／イベント』を出版している。

公園化がなされ、その後、1998 年度から 2002 年度に
かけてリニューアルが行われている。
この買物のできる公園の構想は、1963 年、37 歳で旭
川市長になった五十嵐広三さん（後に衆議院議員）の公

筆者も、
『都市の自由空間／道の生活史から』を 1982
年に出版し、その改定版『都市の自由空間／街路から広
がるまちづくり』を 2009 年に出版し、道的空間の自由
利用の重要性を説いてきた。

約であった。伸び悩む商店街の将来のためには平和通り

地域も市民も道路空間を賑わい空間として利用したい

の買物公園化が必要であると、無関心さらには反対意見

と思うが、そうしたミッションが交通を取り締まる警察

を持つ商店街の構成員たちを説得し、ともかく実験して

にはないため、話し合いは平行線をたどることが多い。

みようということで、青年会議所や商店街、市役所の人

道路管理者も同じで「交通に支障がないこと」「安全なこ

たちが一致団結して実験の実現に取り組んだ。

と」が金科玉条として主張される。

買物公園の実験を行うためには、道路管理者や警察な

まちの活性化のための道路活用で、最近道路管理者や警察

ど関係諸官庁の賛同をえる必要がある。またバス会社や

と交渉した経験のあるあるコンサルタントは、
「国が出した賑
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わいづくりのための規制緩和の方針についても地域の所轄の

すべきではないか、という考えである。
「アメニティー利用」

警察は知らないほどである。このような現状を打破するために

は「古くて新しい」道路利用のあり方であり、
「通常の使用」

は、道路の賑わい利用を公益性あるものとして条例などで明

と位置づけられるべきではないかというのである。

確に位置づけ、行政ミッションとする必要がある」と指摘する。

また、
「公物警察」とは、公物およびその周囲に存在す

公物としての道路・公園・河川の管理の法的な枠組み

る状況を継続するために行われる「現状維持的な行政」で

道路、公園、河川の空間は、公物とされ、法に基づい

あるのに対し、
「公物管理」は、公益の実現に向けた「創

てその利用の仕方が管理される。道路等の公物の利用に

造的行政」であるべきではないか、という考えである。そ

ついて、その利用が本来的な利用方法の場合が「自由使

の上で、道路のアメニティー利用は「公物管理」の範疇であ

用（一般使用）
」であり、それから外れる特別な利用方法

るべきであり、それがもっぱら警察署長による許可のみを

は「特許使用」ないし「特別使用」とされる。さらに、

もって決定される仕組みは疑問であるとしている。

道路などの公物に対する行政の種別として、「公物管理」
と「公物警察」の二区分が伝統的に行われてきた。
「自由使用（一般使用）」と「特許（特別）使用」

都市計画学会としてもこのような議論に取り組む必要
があると思う。

壁を乗り越えるには

公物の使用関係を考察する際には、その公物の利用

公物の一つである河川空間利用は河川法によって制限さ

方法として、最も標準的なあり方を中心に据えること

れており、商業的な利用は原則として禁じられている。この

となる。例えば、公園であれば散策などが主たる用途

ようななかで、京都の鴨川の納涼床は、河川の商業的な利

であり、公園敷地で店舗を設置し営業する行為などは、

用であるが、以下のような理由によって認められている。

特別な使用方法として捉えられる。道路の場合は、そ

①昔から続く伝統的な行いであること

の本来的な利用は、交通にある。道路における交通で、

②地元の人びとが地元のために組織化して取り組んで

現実に重視されているのは自動車交通である。そう位

いること

置づけたとき、道路における催事・祭礼、大道芸・出

③自らルールを定めそれに従って行っていること

店等は、特別なあるいは副次的な使用方法になる。

④それが公共的な利益にかなうものであると行政が認めたこと

「公物管理」と「公物警察」

大阪で活動する任意団体である都市大阪創生研究会の

公物管理とは、公物の効用を維持・増進せしめるた

若手メンバーが、2003 年にリバーカフェの自前社会実験を

めに行われる公物の機能管理であり、公物警察とは、

行った。様々な壁を乗り越えて実現にこぎつけたが、その

公物の上に行使される、危険防止等安全の確保・秩序

過程を整理してみると、納涼床を成立させている 4 つの条

維持のための警察作用である。このように考えるとき、

件のうち、②～④の条件がそろったことから実現したので

道路法の道路占用許可は「公物管理」的な性質を持ち、

あった。これら３つの条件が公物空間を活用する鍵である。

道路交通法による道路使用許可は、
「警察許可」であり、

公共空間の利用について、警察を含めて行政は「前例が

「公物警察」的な性質を持つ。

法律学者も問題意識を持ってきた
国の法令が規定する「義務付け・枠付け」によって、地

ある」とか「伝統的である」ということであれば対応が緩
やかになる。それによってリスクを想定できるからだと思わ
れる。例えば、毎年の祭りは路上で行われるが、祭りには

方公共団体の取組みが縛られているという事実がある。こ

長い年月をかけて蓄積してきた経験・ノウハウがあるため、

れを地方分権の流れのなかで見直す作業が進められてい

警察も安心する。岸和田のだんじりのように、時には亡くな

る。この一環として道路法の見直しがあり、これまで全国

る人がでるようなイベントを、あたらしく起こすことはほとん

一律に定められていた都道府県道・市町村道の車線の幅員

ど不可能だと思う。

などについて、条例によって地域の実情に応じた基準設定

取り組むべきことは、繰り返し実験的に取り組むことでは

が可能になった。しかし、道路法上の道路占用許可基準に

ないだろうか。それによって、リスクやそれが起きた時の対

ついては、見直しが行われなかった。

応が想定できるようになる。そうした取り組みを繰り返し行

このような状況において、法律学者のなかにも新しい認
識が生まれてきた。その一つが、アメニティー向上を目指し
た道路の利用は、
「特別使用」ではなく「一般使用」と見な

うためには、コミュニティの存在が不可欠だと思う。
（参考：鳴海邦碩「人間のための道路づくり－道路関連法
の見直しの必要性」
『都市問題』2012 年 12 月号）
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壁を越える現場から

水都大阪パートナーズの試み
忽那

裕樹（株式会社Ｅ - Ｄ ESIGN）

う、マネジメントを行っていくのである。それらをネットワー
クさせ、競争と協働を模索し続けることが肝要である。ま
ちに点在するオープンスペースを使いこなす魅力的な姿があ

大きなまちづくりと小さなまちづくり
まちの魅力はどのように育まれていくのだろうか。

り、それらがつながってくるときに、まちは再生の道を歩ん
でいける。

まちを歩いていて楽しく思えるのは、人々が生き生きとま
ちなかで活動している姿に出会ったときである。それぞれ
のライフスタイルに合わせて、まちを使いこなしている風景
が、その魅力の原点であろう。

水都再生に向けた新しい取り組み
これらを踏まえて具体的な活動を行っていくために、一
般社団法人水都大阪パートナーズを立ち上げて取り組みを

しかし、まちは産業の衰退などで地域に元気がないこと
や、複雑に絡み合った都市が、施設管理の視点でバラバラ

はじめている。水辺を中心としたまちづくりの新しい模索で
ある。設立経緯を含め、ここで紹介したい。

に構築されていて、人のための心地よい居場所を失ってい

「水の都」大阪は、まさに水と共にあり、災害とも戦いな

る。また、都市再生や魅力づくりについて知る機会がなかっ

がらその魅力を高めてきた。江戸時代に掘られた堀川に舟

たり、一方通行で提供されていて、まちに関心が持てない

運が発達し、水辺には遊興などの文化が花咲き、まさに、

こともある。こうした魅力的な活動が生み出されない状況

環境と共にある使いこなしの風景が広がっていた。近代に

では、まちの再生と魅力づくりはおぼつかない。施設づく

おいても経済発展とあわせて美しい都市づくりが行われて

り中心ではなく、持続的な環境づくりとコミュニティ活動を

いた。しかし、陸運への移行や河川の汚染になどにより、
徐々

バランスよく連携して、同時に進めていかなくてはいけない。

に川に背を向けた都市計画が推し進められてきた。また、

必要なのは、まち全体を一体的に捉えてつなぎとめる戦略

地下水のくみ上げによる地盤沈下などの影響もあり堤防が築

をもつ「大きなまちづくり」と、地域の魅力を市民みずから

かれ、川とまちはついに分断されたのである。
「水の都」大

が育んでいく「小さなまちづくり」を共有して、相互補完的

阪の河川に人は近づかなくなり、水辺の使いこなしもまた、

に展開することなのである。この二つは、行政の単年度予

見られなくなり、まちの魅力は失われてきたのである。

算編成や縦割りの弊害、市民コミュニティの意思決定のあ

このような状況から大阪を甦らせるために、2001 年 12 月、

いまいさなどから一体的に構築していくのは難しく、新たな

国の都市再生本部において、第 3 次都市再生プロジェクト

公共なるものが中々芽生えないジレンマを抱えている。
「大

として「水都大阪」再生が決定された。それを受け 2002

きなまちづくり」では、安心・安全をその基本に置きつつ、

年 10 月、水の都大阪再生協議会が設立され、大阪市域の

環境に対する意識の高まりから、都市づくりのあり方が改

約 1 割を占める河川を活用しながら、新たな景観づくりや

めて問われている。また、新たな成長戦略が議論される中、

にぎわいづくり、環境づくりに努め、水を活かした新たな都

観光をはじめとする地域独自の戦略をもち、都市間競争に

市魅力を創出し、大阪都心部の再生につなげていくことに

打ち勝っていくことも必要とされている。この産業構造の

なったのである。

変化を踏まえた再生のシナリオを担い、実感をもって育ん

先行するかたちで、道頓堀川、堂島川、土佐堀川、木津川、

でいく担い手は誰なのか。
「小さなまちづくり」を育んでい

東横堀川という、ロの字につながる水の回廊の船着き場や遊

く人々が、責任を持ちつつ、アイデアを結集して共に行動

歩道が計画、整備され、水辺に近づける都市づくりの取り組

する以外に方法はない。まちづくりの担い手が連携しなが

みが進められた。ハードの整備とともに、2009 年には水都

ら、そのプロセスに深く関わり、まちに愛着と誇りをもてる

大阪再生のシンボルとして「水都大阪 2009」というイベント

しくみもつくっていく。都市づくりの壁を超えるきっかけが

が開催された。ソフト面の充実を図るため、舟運の活性化や

ここにある。

アートを導入し様々なプログラムなどが企画実施され、河川、

実現していく場として、公園や河川、道路などの公共空間、

公園に目を向けるきっかけをつくったのである。また並行して、

すなわちオープンスペースへの関わり方を変えていくことが

水辺周辺地域の協議会がいくつか設立され、河川空間を利

有効であろう。自らが主体的に関わって公共の場所の魅力

用した「北浜テラス」という川床など、民間主導の活動も展

を高める。行政に管理を任せて陳情やクレームだけを言う

開され、河川占用許可準則の緩和など、水辺を利用するため

のではなく、その場所のあり方の提案、管理、経営、とい

の規制緩和への取り組みが実現されてきたのである。

4
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「水辺の使いこなし」からはじめるまちづくり
2011 年からは、
「水都大阪 2009」での経 験を活かし、

辺を生かした民間投資やビジネスモデルの構築、新たな観
光拠点の創出なども視野に入れた試みとしている。

日常生活ににぎわいを広げ、水辺や公園の使いこなしを多
様で魅力あるものにするための試みがはじまった。新たな
水辺の使いこなしを実現すべく、社会実験、規制緩和を試
みつつ、市民からの提案、活動をできる限り結集させた。
「水
都大阪フェス水辺のまちあそび」と銘打って、水辺を楽しく
使いこなすこと、その楽しみをお互いが共有すること、そし
て、まちに愛着と誇りをもつことをテーマに、水辺に大阪の
使いこなしを一堂に会したのである。

イベント（水都大阪フェス）の風景

水都大阪パートナーズの試み
これらの経緯を踏まえて、2013 年 5 月に一般社団法人
水都大阪パートナーズが設立され、都市デザインを含めて
まちづくりを具現化する次のステージへと進んでいる。
市長、知事、大阪商工会議所、関西経済連合会、関西
水辺を使いこなす子どもワークショップ

ヨガや演劇、子供とのワークショップなどの日常のまちづ
くりの活動、新たな水辺のプログラムとして様々なテーマの
ピクニックや水上散歩など、また、まちをつなぐ水辺バル

経済同友会を中心に組織されている、水と光の推進会議の
もとに、プロポーザルで選定されたパートナーズと府市関
係部局で構成されているオーソリティーズが連携して、一体
的な実施をめざしている。
ここで求められているのは、①まちに愛着と誇りを持つ、

やコミュニティサイクルなどなど、1 週間で 120 を超えるプ

シビックプライドキャンペーンを展開する強固な主体となる

ログラムが展開された。また、おおさかカンヴァス構想と

こと。②河川、公園都市等の管理権限を越えた一体的運

の連動により、アートによって新たな公園、河川へのアプ

用と規制緩和。③それらと関係付けられながら実感できる

ローチの姿を共有できることにもなったのである。のべ 30

都市空間の整備を迅速に行える事業主体となること。④エ

万人の人がそれぞれの楽しみ方を共有する中で、水辺を再

リアコミュニティによる BID 等のエリアマネジメントと連動

評価し、生活の舞台として認識してもらう出会いの場がう

した都市経営を遂行できる環境をつくることである。

みだせたのである。

現在、公園や河川の未利用地、また、船着き場の連携を

イベント実施にあたっては、イベントを含む都市をプロ

提案し、一体的な運営をめざして行動している。2015 年に

デュースする組織を将来的に展望するため、運営面でもコ

計画されているシンボルイヤーを一つの節目として、世界に

ミュニティーデザインを充実させ、サポーターとの協働、教

発信できるイベント、プロモーションを含めて展開する必要

育のシステムも構築している。より多くのステークホルダー

があり、より多くの地域や企業と連携したエリアマネジメン

が連携しながら運営するしくみ、
「大きなまちづくり」と「小

トの設立をめざしている。

さなまちづくり」を連動させる体制づくりの社会実験であり、

これらのまちづくりが、本来、公共空間が持つべき、時

連携をする新しいプラットフォームづくりを模索してきたの

代と共に変遷しながら人々の記憶と欲求を受け止める場に

である。大阪市、大阪府、経済界が一丸となって、
「水都大

なり、新たな人々がクリエイティブに関わりながら未来をイ

阪

メージできる場となることを願う。

光と水のまちづくり構想」をとりまとめ、そこにうたわ

れた目標である、まちに愛着と誇りを持つシビックプライド
の向上、滞在型観光集客、経済活性化も視野に入れて、水
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新しい公共空間が人を魅了する
植松宏之 （( 社 ) グランフロント大阪 TMO）

は、季節が良く毎日 30 万人を超える来場者があり、オー
プンカフェも賑わいを見せた。けやき並木（歩道幅員
11m）に並んだ 4 店舗のカフェには、沢山のお客様が

2013 年 4 月 26 日、JR 大阪駅北側に「うめきた」の

来店され、パリのシャンゼリゼやイタリアのミラノを思

先行開発事業として、
「グランフロント大阪」が誕生した。

わせるような景観を演出していた。夜には歩道内に設置

グランフロント大阪は、世界に開かれた最前線のまちと

したアッパーライト、広告板照明、多機能照明、店舗照

して、オフィス、商業、ホテル、ナレッジキャピタル、

明で魅力ある夜景を演出している。オープンカフェは夜

コンベンション、レジデンスなどの複合施設からなる。

12 時まで開業しており、都市の賑わいを形成している。

2004 年 7 月大阪市が「大阪駅北地区まちづくり基本

開業時に実施した来街者アンケート調査の結果から、賑

計画」の策定を行い、公民連携や賑わいの空間創出等を

わい・安心安全・景観形成の視点から高い評価を得てお

位置づけたことにより、新しい公共空間の利活用やまち

り、新しい公共空間が来街者を魅了していることが検証

全体を一体的にマネジメントすることが実現した。

できた。

最もインパクトのある新しい公共空間が、ＪＲ大阪駅

また、都市空間マネジメントの指針として、行政、学

に直結して約１ha からなる「うめきた広場」である。大

識者他とともに「グランフロント大阪・街並み景観ガイ

阪市の用地を開発事業者が借地をして、開発事業者が設

ドライン」を策定した。屋外広告物に関する TMO によ

立したエリアマネジメント組織「一般社団法人グランフ

る自主審査体制を構築し、統一感のあるデザインと賑わ

ロント大阪ＴＭＯ（以下、ＴＭＯ）」が広場の管理・運営

いのある街並みを形成するとともに、広告物から得られ

を図っている。都市計画にて、「大阪北口広場」として位

る収入を TMO の活動財源に充当する持続的なエリアマ

置づけられた人の交通広場である。中央に楕円形の広場

ネジメントの仕組みを実現し、日々運営を行っている。

スペースを配置し、周辺には水都大阪をイメージしたカ

このように、グランフロント大阪におけるエリアマネ

スケード等の水景施設、緑そして船の形をしたシンボリッ

ジメントでは、新しい仕組みや規制緩和の導入により、

クな「うめきたＳＨＩＰ」がある。開業からうめきた広

TMO が先進的に「新しい公共」の取り組みを行っている。

場では、プロジェクションマッピング、小学生運動会、

これらの事業を継続的・発展的に展開していく上には、

音楽イベント、盆踊り、商業展示など様々なイベントを

事業内容の改善努力とともに、組織体制や活動財源拡充

開催し、人と人の交流が進んでいる。また、夏場には水

の経営課題への取り組みも不可欠であると考える。

景施設に子供たちが水浴びをして、家族で楽しく過ごす

時を同じくして、2011 年度末に都市の持続的な発展

姿が微笑ましく、開発事業者が想定したシーンが現実の

を 考 え、 関 西 経 済 連 合 会 か ら「 関 西 版 BID（Business

ものとなっている。インターネットや携帯電話が進んだ

Improvement District ）」が提言され、現在大阪市が大阪

現代において、「同一空間に居る」という感情や安堵感の

版 BID 条例化の検討を行っている。公共空間を地区の民

共有が生まれてくることに広場利用の原点を感じる。

間組織がベーシックな管理ではなく、高質な管理を行う

もう一つの公共空間の利活用は、新設された歩道に質

ことにより、都市の魅力を高める制度である。大阪から

の高い公共空間を形成するために、開発事業者が追加費

発信する新しいエリアマネジメント制度の原動力を全国

用を負担して整備水準（舗装・植栽等）を高め、その施

のまちづくり組織が注目している。

設を TMO が維持管理している。すなわち、施設の維持
保全、美化清掃、放置自転車対策、防犯対策を行い、大
阪駅前に相応しいまちのブランド形成に努めている。更
に一昨年度、都市再生整備計画区域における道路占用許
可の特例措置が法改正され、2012 年 11 月に特例道路
占用区域の指定を受け、本年 4 月に特例道路占用許可を
取得した。開業時に歩道を活用したオープンカフェ及び
広告板・バナー広告を掲出し、華やかで賑わいのある歩
行者空間及び良好な都市景観の形成を行った。開業当初
6
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公道（けやき並木）を利用したオープンカフェ

京都市歴史的建築物の保存及び活用に関する条例

し、その後、法３条１項３号の規定に基づく法の適用

門川信一郎（京都市都市計画局建築指導部建築指導課担当係長）

除外の指定を行う。
なお、保存建築物の登録を行う際に建築審査会の意見

はじめに～法の適用除外規定を活用した京都市の条例による取組～
京都市内には，京町家や近代建築など歴史都市・京都の
景観を形成し、文化を伝える歴史的な価値を有する建築物
（以下「歴史的建築物」という。）が数多く存在している。
こうした歴史的建築物は、増築や用途変更等を行う際
に建築基準法（以下「法」という。
）への適合が求められ
るが、法の規定に適合させることが困難な場合が多く、
良好な状態で活用することを難しくしている。

聴取、法の適用除外の指定には建築審査会の同意が必要
となる。法の適用除外後の手続等
保存建築物は、条例に基づく現状変更許可を受け、
用途変更や増築等を行うこととなる。また、所有者は
保存建築物を適切に維持管理する義務が課せられ、定
期的に状態を調査点検し、市長に報告する。

条例の活用事例
条例適用第１号事例である龍谷大学深草町家キャンパス

本稿では、法の適用除外規定（法３条１項３号）を活

（写真参照）は、文久元年（1861 年）に建てられた町家を

用し、歴史的建築物への法の適用を除外することで増築

改修し、龍谷大学が学習の場・地域住民との交流の場とし

や用途変更等を可能とし、その保存及び活用を図る京都

て活用している。条例の適用に合わせ、景観法に基づく景

市の条例による取組を紹介する。

観重要建造物の指定も受けている。

法では、国宝や重要文化財への適用が除外されており

大学への「用途変更」
、屋根の全面葺き替え等の「大規模

（法３条１項１号）、この他にも文化財保護条例や「その

な修繕」
、便所の「増築」を行ており、現行法では外壁や軒

他の条例」により現状変更の規制等の措置が講じられて

裏、開口部の木製建具等に対する防火改修、道路に突出し

いる建築物を特定行政庁が建築審査会の同意を得て指定

た庇の撤去等が求められるが，法の適用は除外されている。

した場合、適用が除外される（法３条１項３号）。

その一方、耐震性の向上（耐震診断の実施、土壁の増

京都市では、法３条１項３号の「その他の条例」にあ

設等）、防火性の向上（消火器の設置等）、避難性能の向

たる「歴史的建築物の保存及び活用に関する条例」（以下

上（自動火災報知機の設置等）、維持管理体制の整備（管

「条例」という。）を施行している。

条例の概要
条例では、法の適用を除外する建築物への現状変更の
規制や保存のための措置等を定めている。歴史的建築物
であっても、その状態等を考慮しながら安全性等の維持・
向上を図ることとしている。
対象建築物

理マニュアルの整備等）といった安全性の維持・向上策
を実施している。

おわりに
歴史的建築物の活用は京都市の固有の課題ではなく、
近年、全国的に様々な議論が進められている。
歴史的建築物を活用する際、いかに安全性を確保する
かという課題に対し、それぞれの建築物ごとに解決策を

法の施行（昭和 25 年）前に建築された建築物で，景

見出す必要がある。建築物ごとに技術やコスト等の様々

観法の景観重要建造物や文化財保護法の登録有形文化財

な課題があるが，歴史的建築物の所有者や各分野の研究

等に指定又は登録を受けているものや、これらに準じる

者、実務者の方々の協力により課題が解決され、さらに、

もの（市長が個別に指定）を条例の対象建築物としている。

そうした解決策が全国規模で蓄積されることで、今後、

保存建築物の登録と法の適用除外

歴史的建築物の活用が推進されることを期待している。

条例を活用するには、所有者が対象建築物の現状を
調査して「保存活用計画」を立案し、市長に保存建築
物への登録を提案する。
「保存活用計画」には、現状調査結果（劣化状況，耐
震診断結果等）や増築や用途変更等の内容、安全性の
維持・向上策（耐震改修計画や火災対策）、維持管理計
画（定期点検の内容等）等を定める。
市長は適当であると認める場合に保存建築物に登録

建物外観

＜写真提供：龍谷大学＞
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「歩いて楽しいまちなか」を目指して
大井

貴之（京都市歩くまち京都推進室企画課長）

適に歩ける環境となっていません。そこで，幹線道路に
囲まれたエリアを「歩いて楽しいまちなかゾーン」とし
て，歩行者が安心安全で，快適に歩くことができるように，

「歩くまち・京都」総合交通戦略

路側帯の拡幅，自転車の通行箇所の明示等により，平成

京都市では，クルマ社会の進展による，観光地を中心

23 年度から整備を進めています。地元の皆さんにも，安

とした交通渋滞，まちの活力や魅力の低下，地球温暖化

心してゆっくり歩けるようになったとの高い評価をいた

や景観などの様々な問題を危機感を持って受け止め，ク

だいており，今後も順次拡大していきます。

ルマを重視したまちと暮らしを，「歩く」ことを中心とし
たまちと暮らしに力強く転換するため，「歩くまち・京都」
総合交通戦略を平成 22 年 1 月に策定しました。

「歩いて楽しい東大路」
また，四条通と同じ都心部に位置する東大路通の歩行

この戦略の柱の一つに，「歩く魅力を最大限に味わえる

空間も見直すこととしています。東大路通は，住民生活

よう歩行者優先のまちをつくる」ことを掲げ，なかでも

を支える主要な生活道路であるとともに，観光スポット

市内有数の繁華街，伝統的町並みなど，京都の活力と魅

が集中する東山地域に位置し，観光シーズンともなれば，

力に溢れたまちなかにおいて，安全で賑わいのある「人」

狭い歩道に人があふれ，交通混雑も発生しています。そ

が主役の歩いて楽しい通りの実現を目指しています。

のため，公共交通優先と利便性向上，道路空間の再構成
を検討することにより，安心・安全で快適な歩行空間を

四条通の歩道拡幅と公共交通優先化
このまちなかにある四条通は 12 時間交通量で，クル

創出し，併せて無電柱化により優れた景観を形成し，「歩
いて楽しい東大路」を目指していきます。

マ は 約 13,000 台 で す が， 歩 行 者 は 休 日 と も な る と 約
40,000 人で，分散したバス停にバス待ちの人が溢れ，歩

おわりに

道の通行にも支障をきたしています。また，路上駐停車

誰もが快適にゆったりと歩くことができ，賑わいと活

が多く，歩道側車線の通行がほとんど機能していないう

力に満ちた「歩いて楽しいまちなか」は，京都の未来に

えに，路線バスがバス停に正着できない状況となってい

なくてはならないものです。総合交通戦略では，「歩くま

ます。このため，四条通の歩道拡幅を戦略のシンボルプ

ち・京都」の未来のイメージを次のように描いています。

ロジェクトに位置づけ，交通結節機能の優れた四条通を

『…まちなかの道では人と人とがふれあい，賑わいと活

一つの大きなターミナルと捉え，人と公共交通を優先し

気に満ちています。…快適な歩行空間をそぞろ歩きする

た賑わいのある通りとし，都心部の活性化，引いては京

人たち，まちを行き交う市民，観光客，来訪者の歩く人

都全体の活性化につながる，そんなまちづくりとなるこ

たちの活気が伺えます。そして歩行者を最優先とする道

とを基本として検討してきました。

づくりは，歩くことで発見できる京都のまちの魅力を更

具体的な整備内容としては，道路幅員は 22 ｍのまま
で車道を 4 車線から 2 車線に，歩道を片側 3.5 ｍから約 1.5
倍に，また，分散しているバス停を集約し，歩道から少

に引き立てています。…』
こんな「歩いて楽しいまちなか」の実現を，市民の皆
さんとともに目指していきます。

し張り出したテラス型とします。また，四条通は市内随
一の繁華街でもあり，停車帯を設けるなど，商業活動等
に必要な沿道アクセス機能を確保します。全国的にも例
のない都心部の主要な幹線道路での車線減少による歩道
拡幅は，
「歩くまち・京都」実現への大きな一歩であり，近々
整備工事に着手します。

「歩いて楽しいまちなかゾーン」
一方，この四条通等の都心部の幹線道路を一歩入った
細街路も，クルマ，歩行者，自転車が多く，ゆっくり快
8
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「四条通の歩道拡幅と公共交通優先化」社会実験

民間力と地域の魅力を活かす市街地活性化の突破口
小西元昭（大津市総務部）

集を行い、事業を運営することで、中心市街地活性化に
取り組むことである。
民間企業のノウハウと決断力を最大限に生かすため、

大津市の中心市街地活性化に向け、行政は地域と協働し

事業主体はまちづくり会社とし、行政側は積極的に支援

企業と連携して、琵琶湖岸を活用したプロジェクトを仕掛け

した。魅力ある空間の創出には、公共と民間がタッグを

た。そのテーマは
「地域再生」と
「活性化」である。地域住民、

組み、すべての関係者が事業の全体像を常に意識した取

企業、行政が有機的に繋がり、中心市街地活性化協議会や、

り組みが必要であった。

まちづくり会社といった組織を生み出す中で、大津スタイル
の市街地活性化プロジェクトを進めた。

公共エリアでの工事施工で最も足かせになるのが法令
等の許認可である。公共施設を整備するにあたっては、
関係機関との連携は必要不可欠な要素である。手戻りし

連携する組織の構築
市街地活性化事業を推進するための組織として、地元

ないためにも、関係する公共機関が常に同じ情報を共有
するよう心がけた。

住民や企業が中心的に組織する中心市街地活性化協議会

本事業を推進する上で感じたのは、民間の持つ素晴し

の設立をはじめとし、企業・まちづくり会社・商工会議

いノウハウと決断力の早さである。行政ができる唯一の

所等の事業を担う主体とその関係者が、有機的に連携を

役割は、事業のフレームとスキームを描き、しっかりと

図り、活性化事業を推進するフレームを構築している。

理解し、行政内部も含め関係者全員に熱意を持って伝え

この協議会には、都市環境整備を主に担う自治体、商

協力してもらうことである。その上で、それぞれ担当者

業活性化に関係する諸機関に加え、自治会等に代表され

が完成イメージを共有し、事業全体をプロデュースし調

る地権者や地域住民も参画しており、活発な議論を交わ

整することがポイントとなる。

しつつ、それぞれが相互に連携し、主体的に取り組むこ
とが求められている。

行政の離れない支援
事業を進めるにあたっては、地域住民や企業が中心と

先導的プロジェクト

なり事業を推進したことと併せて、裏方である行政の先

大津スタイルとして、琵琶湖岸の魅力を生かすプロジェ

を見据えた調整も大きく影響し、実施期間を大幅に縮め

クトの一つが「なぎさ公園オープンカフェ事業」であり、

ることができた。行政マンと関係事業者が協議を重ね支

中心市街地活性化戦略の試金石となる先導的プロジェク

援しあい、法令を徹底的に調査し、解決のための方法を

トの実施であった。

調査研究した。

その事業地は琵琶湖岸の「なぎさ公園」である。琵琶

まちづくり会社は、市民・民間・行政の協力体制を基

湖岸を生かした、大津にしかない素晴しい景色は、地域

本として、公共事業では発揮することのできない民間活

の魅力コンテンツであり、活性化の拠点施設になる。「こ

力と即効性を持った事業展開ができる。今後のまちづく

こにしかないもの」
「そこに行かなければ見られないもの」

りを進める一つのスタイルである。

それこそがその地の魅力となり、活性化を進める上では
欠かせない視点と考え、なぎさ公園オープンカフェ事業
「なぎさのテラス」が計画された。そして、中心市街地活
性化といった大義のもとに、都市公園法第 5 条及び第 6
条の許可を得て、建築に関わる関係法令の許可取得を行っ
た。公の公園内に民の建物を登記するといった例は、行
政財産内の許可としては数少ないものといえる。

公共と民間の協働事業
本事業の特徴は、公園という公共性の高い空間（土地）
に民間会社（まちづくり会社）が建物を建てテナント募

なぎさのテラスから琵琶湖を望む
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インタビュー

変更にとりかかり、このときに参考図として示した市の

姫路駅前整備の軌跡
米谷啓和（ひとネットワークひめじ理事）

素案を公表したところ、多くの市民から批判が寄せられ

小川陽平（ひとネットワークひめじ）

ました。その後、計画案をもっていろんな方の話を聞い

澤田勝也（姫路市 姫路駅周辺整備室課長補佐、当時）

てまわりました。そのなかで、合意形成を図るためには

八木弘毅（（株）日建設計シビル）
インタビューアー：山口敬太（京都大学）

「情報を正しく発信し、議論し、衆知を集め、知恵を絞る」
という考えに至り、市民との協働での駅前広場づくりが
スタートすることになりました。

姫路駅北駅前広場の整備が、平成 23 年度から本格的
に始まり、旧駅ビルの跡地に整備されたサンクンガーデ
ン、姫路城が一望できる眺望デッキ、歩行者デッキなど
の整備が進められております。同駅前は完成すれば国内
最大級の面積（計約 2.6 万㎡）を持つトランジットモー
ル（歩行者と公共交通優先空間）の駅前広場になります。
地下庭園「サンクンガーデン」は水と緑の憩いの場とし
て、新駅ビルの地下階や駅地下商店街を結ぶ地下通路と
一体の広場として整備されました。また、この広場にお

竣工したサンクンガーデン

いては「チャレンジ駅前おもてなし」として、民間業者
らへの貸し出し、イベントや物販を催す社会実験が始め

米谷：2007 年１月に市の素案が示されたとき、ロータ

られており、オープンカフェやコンサートなどの多様な

リーに埋められた駅前空間や、商店街への動線のあり方

利用を実現するためのルールづくりが、官民協同で進め

など交通機能最優先のプランに疑問を感じた様々な団体

られています。この度は、姫路駅前整備に関わられた４

から「これではまずいのではないか」といった意見が出

名から話を伺います。事業主体である姫路市から澤田氏、

てきました。そして、商店街連合会、駅西地区まちづく

姫路駅北駅前整備に市民として参加され、その後も利活

り協議会、市議会の一部会派、商工会議所が独自に広場

用に取り組んでおられる現・ひとネットワークひめじの

計画の対案を示しました。その後、行政と市民、商店街、

米谷氏、小川氏、そして設計者の一人として関わられた

商工会議所などが協議を重ねて計画をつくっていくこと

八木氏です。この４名の方々に、1) 姫路駅北前広場整備

になります。

の経緯、2) 姫路駅北駅前広場設計の挑戦、3) 姫路駅前広
場整備における民間のかかわり、について伺います。

私は市民の立場から（当時は NPO 法人スローソサエ
ティ協会 理事長）姫路の顔作りを考える取り組みを始め
まして、2007 年 3 月に「姫路の顔づくりフォーラム」を、

姫路駅北前広場整備の経緯

2008 年 11 月と翌年 1 月に「姫路駅前の顔づくり」と題

澤田：姫路は世界遺産姫路城と駅周辺の 2 核を中心に、

して、学生と市民によるシャレットワークショップを開

オフィス・商業施設・歓楽街などが集積するコンパクト

催しました。このなかで乱立していた複数の案について、

な町でしたが、JR 軌道により南北のまちのつながりの分

様々な観点から比較検討を行い、案を整理していきまし

断されていたことが課題としてありました。そこで、連

た。また、このワークショップでは、学生さんからトラ

続立体交差化事業を皮切りに、周辺土地区画整理事業、

ンジットモールの提案が出されました。市も考えていた

南北交通と環状道路網計画が一体的に進められることに

ものの反発が予想されて出せなかったところを、学生の

なりました。私自身は 2006 年から姫路駅周辺整備の担

提案として出たことで、背中を押してもらった感じに

当になり、駅ビル移転や地下街の存廃など、様々な課題

なったのではないかと思います。さらに、このシャレッ

に向き合うことになりました。

トワークショップで学生達とともに「姫路の顔作りを考

駅前広場の計画は、1987 年に都市高速鉄道と土地区
画整理事業、関連道路がセットで都市計画決定された時
点で既にあったのですが、2007 年から都市計画決定の
10
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える 10 の提言」をまとめました。今振り返ればこのう
ち９割以上が実現しています（笑）。

②デザインコンセプトを具体化した設計内容
使い手の意見を反映した空間計画（インフラの仕込、
待ち合わせスペース）、姫路の象徴となる景観の創出（都
市軸）
この 2 点以外においても、実施設計段階での地上部デ
ザインの再検討・
「姫路スタイル」のバストランジットモー
ル実現のための検討やＣ交通量での車道石畳舗装などい
くつかの日本初の挑戦・多くの変更・様々な主体との調
姫路市による姫路駅北駅前整備の素案（2007）

「姫路の顔作りを考える 10 の提言」

整を行いました。
澤田：従来の設計では、諸条件をもとに設計コンサルと

1 安全性と利便性を備えた新たな交通ジャンクションの創出

行政で淡々と実務をするという流れが一般的であります。

2 シンボルである姫路城への眺望の確保

しかしながら姫路では、実務をおこなう中で、使い手と

3 歩行空間の連携による回遊性の向上

なる市民の意見やデザイン、色彩、動線計画などに関す

4 面的な広がりによる商業活動の振興
5 多様なイベントが可能な広場空間の創出
6 市民に親しまれる駅前空間の再構築

る専門家の意見を集約し、それぞれが同じ土俵で議論し
ながら設計に反映していったところが大きな特徴であり

7 既存地下街の再生による重層的な魅力空間の創造

ます。約３年間という多くの時間を要し、議論し合意形

8 観光客や来街者に対するきめ細やかな配慮

成を図りながらつくりあげた計画であります。設計コン

9 歴史を考慮した姫路らしい街並み景観の構成

サルの皆さんには、設計のやり直しを何度もお願いし、

10 場の環境を形成する「緑」の適切な配置

大変ご迷惑をおかけましたが、姫路らしさの演出にご協
力いただけたことに、心から感謝しています。

姫路市も 2008 年 11 月に「姫路駅北駅前広場整備推
進会議」を立ち上げ、広場の基本コンセプトを市民と共

民間のかかわり

有するところからはじめ、われわれは市民フォーラムを

澤田：姫路駅前の整備計画について衆知を集めるにあた

開催し、意見交換を続けました。2009 年 4 月には、姫

って、「市民の方々に、まちづくりの熱い想いを感じ、こ

路市商店街連合会から計画案の提案を行いました。結果

れをどのように発掘して、連携するか」ということを考

的には姫路市商店街連合会の案が姫路市にほぼ受け入れ

えました。姫路駅前広場の整備計画をめぐってさまざま

られて設計に反映されることになりました。その過程で、

な取り組みが始まっていました。市民勉強会、専門家会議、

計画案は３案（交通機能優先案、公共空間優先案、折衷案）

市民ワークショップ、姫路駅北駅前広場整備推進会議な

に絞られ、市長の決断を待つなか、2009 年 7 月に専門

どです。これらをうまくつなげて、市民の意見を集約し

家の意見を聴くための公開専門家ワークショップを行い、

ていくこと、そして、まちづくりに参加してもらうこと

姫路市でとりまとめた複数案に対して専門家が比較・検

が重要であると考えました。

討し、その結果が提言書としてまとめられました。この

姫路の駅前広場計画では、議論の結果、交通結節機能

提言を受けて市長が案を決定しました。この公開ワーク

を十分に確保した上で、動線を阻害することなく憩いや

ショップで基本レイアウトが決まったといえるでしょう。

賑わいの環境空間を配置しています。本来、駅前広場は、
交通結節や交通という役割を担う公共性を有する施設で

設計の挑戦

ありますが、姫路では、まちなかの賑わいや回遊性など

八木：姫路駅前広場の実施設計は、以下の 2 点が特徴と

に資する利用ができる空間づくりへと議論が進んでいき

して挙げられると考えています。

ました。

①デザインプロセス
使い手である市民の意見の反映（ユーザビリティの

米谷：広場の整備にあたっては、いきなりつくっても使
われなかったりすることがよくあるので、「皆でつくって

反映）、専門家意見の反映（知の結集）、各関係主体と

いく」というプロセスで行うことが大事だと考えていま

の合意形成（対話のプラットフォームづくり）

した。逆にいうと、「当事者はいったい誰？」という状態
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だとうまくいきません。関係者を明確にすること、プロ

２つ目は、参加のデザインについてです。一言で言うと、

セスを共有することが大事で、さらにプログラムをデザ

まちに関わる「きっかけ」づくりです。関わり方を増殖

インすることを意識しました。声が大きい人が当事者、

させることを目的に、関わりたいと思ったら誰でも関わ

という形にならないように気をつけ、対等性、公開性、

れるように、企画ごとに部会をつくり自由に出入りする

透明性、時限性に配慮しました。

ことが可能になっています。

駅前広場の基本レイアウトが決まってからは、公共空

３つ目は、姫路駅前空間だからできることをコンセプ

間をどう使うかの様々な課題について、勉強会やセミ

トに、
「姫路駅前と広域とをつなぐ」、
「人と人とをつなぐ」、

ナー、フォーラムのなかで、専門家を招いて議論してい

「過去と未来をつなぐ」など一過性のイベントではなく、

きました。2011 年 10 月には、地元の協議会、NPO、交

「つながる」ということをテーマに企画を考えています。

通事業者、駅ビル、警察署、メディアなどの関係者を集め、

具体的に、2013 年 4 月、「はじまりの庭」というサ

姫路駅前広場活用連絡会を開催し、その後も連絡会が発

ンクンガーデンのオープニングを企画しました。オープ

展した姫路駅前広場活用協議会で議論を重ね、2012 年

ニングといえば関係者が神事やテープカットなどを行う

10 月には任意団体の協議会の運営をサポートする「一般

のが恒例ですが、私達は整備構想段階からたくさんの市

社団法人ひとネットワークひめじ」を設立しました。活

民や利用者が関わってきた経緯から、誰でも参加できる

動の中では、「駅前空間の将来像づくり」を行いました。

オープニングを企画しました。前例もなくいろいろな規

その際、将来ビジョンを文字と写真で表現することに留

制の中で取った手法が「フラッシュ・モブ」です。神事

意しました。現在、活用管理、にぎわい創出、回遊性の

からテープカットの間の移動のわずかな時間に、通りか

仕掛け、広場文化醸成等の実現に取り組んでおり、課題

かった人が突然、歌い踊り出すというものです。参加者

ごとにワーキンググループが立ち上がっています。

は Facebook などで呼びかけ、練習は YouTube で配信し

私の経験から、駅前プロジェクトの３つの秘訣を挙げ

ました。当日は平日の朝、しかも雨降りにもかかわらず

るとすると、１）ビジョニング、２）協働のデザイン、３）

1 ～ 87 歳まで約 100 名以上が集まり姫路の新しいはじ

当事者意識（批評するだけではない）、であるといえます。

まりを祝うことができました。

このビジョニングについては、駅前広場活用協議会のメ

その後、駅前広場各工区の竣工時期がずれていますの

ンバーのなかに、分かりやすく見せることができる人（絵

で、6 月には眺望デッキのオープンにあわせて、フラッ

が描かれる人）がいたというのは大きいです。

シュ ･ モブをもじって、
「フラッシュ ･ モップ」という「美

小川：私は、「姫路駅前広場活用協議会」で、企画・運営

しい場所だからこそ、これからも美しく」をテーマに突

ワーキンググループを担当しています。京都造形芸術大

然モップを持った参加者が集まり、踊りながら掃除を行

学で地域デザインを学び卒業後、催事企画の仕事をして

うオープニングを行いました。このほか、地元の高校生

からイタリアへ移住し貿易関係の仕事をしました。今は

達の作品をショーケースに展示する「サンクンガーデン

農業をしています。この企画メンバーは約 20 名で、農

ショーケース展示」、ジャコウアゲハの放蝶など、を行っ

家から経営者、メディア関係、市会議員、学生などいろ

ています。

んな方がいます。中でも、駅前整備を監修したデザイナ

また、2013 年の 8 月には「姫路杉活」という企画を

ーや設計者、施工者までが企画メンバーに参加している

行いました。姫路駅北側の「眺望デッキ」「連絡デッキ」

のが姫路ならではだと思っています。整備ができれば終

には姫路市安富町の「トミス杉」が使われています。姫

わりではなく、活用まで一緒に考えていくスタイルは、

路の杉を知ろう、姫路の山や林業、自然環境の現状を学

これからのまちづくりに必要だと実感しています。

びつつ、姫路の中心部と山村部をつなぐことをテーマし

それでは、私たちが企画をするなかでの、重要として
いるポイントを紹介します。

た企画で、1 日目は、バスを利用し伐採現場や製材所を
訪れて現場を学び、2 日目は、サンクンガーデンで木工

１つ目が、まちを面白くしたい人の集まりであり続け

ワークショップを開催し、トミス杉の木箱づくりや眺望

ること。メンバーの肩書きなどは関係なく、まちを利用

デッキの端材を使った椅子づくりでは、駅整備に関わら

者する立場から、面白いと思ったことをみんなで企画し

れた宮大工の方や森林組合の方などに参加頂き、職人の

実行するようにしています。

技術や工事のことを聞くことができました。参加者の中
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には大工になりたいとの声もありました。
姫路駅北駅前整備についていえば、駅前空間のすべて
の場所について、細かく、物語（ストーリー）をつくる

られます。まちなかのハード整備は整いつつあるなかで、
今後はソフト整備が重要となります。
実施中の官民連携による社会実験「チャレンジ駅前お

というのが大事だと思います。時には、出来る前から、

もてなし」では、駅前広場本来の目的である「公共性（交

使う前からストーリーを文章や絵で表現しあてはめてい

通結節、通行）」を確保しながら、
「公益性（まちの活性化）」

きます。あらゆる可能性を想定して、それをデザインに

につながるしくみ（公共空間における収益事業を認めな

反映させて欲しいと要望する、という駅前整備のあり方

がらまちづくりに還元する）、すなわち、活用のルール

が重要だと考えます。

づくりをおこなっていきます。計画づくりもそうでした

みんなの思いの詰まった魅力ある空間では、魅力ある

が、活用方法についても、議論するだけでなく実践しな

企画が生まれると確信しています。それには、みんなの

がら考える。これが姫路スタイルのまちづくりかもしれ

思いを美しく形にしてくれる専門家と情熱を持った行政

ません。

担当者があってのことです。ハード＝ソフトだというこ

これまでのまちづくりを振り返ると、駅前広場公共空

とをよく理解して整備や活用をし続けることが、まちに

間を議論していた最初の頃、「まち全体のまちづくりのビ

とって重要なことですし、姫路はそれが叶いつつあると

ジョンがないのに、駅前広場をどう使うのかなんて、考

実感しています。これからも、世界に誇れる広場を育て

えられない。行政がしっかりとビジョンを示せ」とうよ

ていきたいと思います。

うな厳しいお言葉をよくいただきました。また、議論の

米谷：現在「チャレンジ駅前おもてなし」という公共空

なかで、「市民も観光客も、まちを歩き、美味い物を食べ

間活用の社会実験を行っています。杉活は中央地下通路

て、文化を感じ堪能し、ゆっくりと楽しめるまちにしたい」

で行いましたが、2013 年 9 月には温泉町などとコラボ

というシンプルなことが、今から思えば、みんなで話し

レーションした獅子舞祭りをサンクンガーデンで開催、

合ったまちづくりビジョンのような気もしました。

さらには結婚式、スローハンモックというくつろぎイベ

今、ひとネットワークひめじでは、駅前広場の公共空

ントをやりました。（注．その後も数多くのイベント・企

間活用と共に、まちなかとの連携をめざし、活動範囲を

画を実施）。10 月には、サンクンガーデンでオープンカ

まちなかへと拡大しながら、若手の担い手を発掘してい

フェの社会実験が行われました。

る。また、まちなかに留まらず、農村・漁村部との連携
事業も企画している。新しく生まれ変わる２核（姫路城

愛着のある広場を目指して

と駅周辺）のダンベル効果を活かすためには、まちなか

澤田：私は、2006 年に姫路駅前広場計画の担当者とな

にマグネット的空間と人が必要となる。既に、まちなか

った際、最初に思ったことがありました。それは、「市民

には、マグネット機能を持つ空間は何か所かあるが、もっ

の皆さんに、誇りや愛着を感じていただき、大切に使っ

ともっと多い方がいい、姫路にはまだまだ発掘されてい

てもらえる駅前広場をつくりたい。そのためには、利便

ない面白い空間、美味しい物、美しい景色、そして面白

性の向上や美しい景観を作り出すこと以上に、計画づく

い人がいる。それらをつなげていけばいいのでは・・・

りから使い手に参加してもらおう」というものでした。

駅前づくりが始まって 7 年、まちづくりのビジョンを、

駅前広場では、衆知を集め、知恵をいただき、洗練さ

住民自らが考え、活動する機運が生まれ、それらの活動

れたデザインの公共空間が完成しつつあります。そして、

を行政がサポートするという雰囲気になりそうな気がし

まちづくりのネットワークを担う組織（ひとネットワー

ています。

クひめじ）も誕生しました。
2015 春には、姫路城大改修と駅周辺整備という２核
のハード整備は完了し、祝いのイベントとして、来年 2

＊詳細記事（多数図版有り）は WEB 版に掲載
都市計画学会関西支部

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

月 22 日には世界遺産姫路城マラソンも実施されます。
駅東に広がる鉄道跡地（コアゾーン）では、都市型ホテル、
シネコンなどの建設がおこなわれ、駅とお城をつなぐ大
手前通り（十二所前線以北）の道路再配分の計画も進め
関西支部だより 2014/03
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編集・広報委員会取材

片寄俊秀先生と歩く千里ニュータウン
編集・広報委員会

泣く泣くつないだ（？）クルドサック
前述の片寄論文に、千里ニュータウンの街区設計に取り

編集・広報委員会では、2012 年（平成 24 年）にまちびら

入れられたクルドサックについての記述があります。私た

き 50 周年を迎えた千里ニュータウンにスポットを当て、50

ちが関心を持ったのは、
「基本設計において最も重視され

年前のフロンティアの現場を再訪しました。当時、大阪府技

た計画のパターンが建設過程においてなしくずし的に変更

師として開発の現場に関与された片寄俊秀先生に四方山話

されていった事例」があったという事実が紹介されていた

をお聞きすることとし、案内役として自称「千里ニュータウン

部分でした。先生に現場を案内していただきました。

おたく」で千里市民フォーラムでも活動されている奥居武さ
んにお願いするという、非常に「濃い」内容となりました。

基本設計の段階では住区内へのサービスは全て外周の
幹線街路からクルドサック方式で行うことになっていた
ものが、いつの間にか住区のまん中に通り抜けのサービ

子どもの頃に見た模型

ス道路ができてしまったのです。現地にはよく見ると、

はじめに訪れたのは平成 24 年 9 月に阪急千里線南千
里山駅前に開館した千里ニュータウン情報館です。施設

確かに道路が不自然な形になっている箇所がありました。
「理想の街づくり」に燃える当時の担当者にとっては、ま

内には年表や航空写真のほか、4,000 枚近くの写真、動画、

さに「泣く泣くつないだ」のではなかったかと思います。

そして、片寄先生の論文「ニュータウンの建設過程に関

その経緯においてはいろいろと事情があったようですが、

する研究」をはじめとする歴史的にも価値のある各種の

案外「通り抜けられる方が便利」というシンプルなニー

書籍などがあり、千里ニュータウンの開発経緯やまちの

ズだったのではないでしょうか。

ようすを知ることができます。展示には市民の皆さんも
協力されたそうです。

佐竹台など初期に開発された住区では地形に合わせて
厳密なクルドサックの道路パターンになっているのです

展示のハイライトは 1964 年に制作されたニュータウ

が、その後、しだいに通常の通り抜け型に変わっていっ

ンの模型です。長年、大阪府の倉庫に眠っていたものが

たそうです。「あなた達のように、後年になってこの点に

「発掘」され、情報館の開館に合わせて展示されることに

注目する人が出てきたという点では、論文に記載を残し

なりました。実はこの模型、ニュータウン住民にとって

ておいて良かった」という先生の言葉が印象的でした。

は「子どもの頃に見た模型」と、多くの人が懐かしむ思

展望台にて

い出の逸品だそうです。後年、計画変更等に合わせて修
正されたところはありますが、計画と模型とできあがっ
たまちには大きな差がないとのことで、このことは当時
の担当者の「理想の街づくり」に対する熱い思いを物語っ
ているのではないでしょうか。ただ、片寄先生や奥居さ
んにとっては、細かな違いを見つけることの方が楽しそ
うでもありました。

クルドサックをつないだ道路

一行は、千里中央公園内にある千里中央公園の展望台
へ。千里ニュータウンの中の最高峰にあって、周囲を一
望できるこの展望台は、昭和 41（1966）年、日本初の
大規模ニュータウンと４年後に計画されていた万博の会
場予定地の視察のために昭和天皇・皇后両陛下が来訪さ
れた際に急遽建設されたものです。
風景を見ながら片寄先生からは、ピアノ池（元々は藤
模型を前に説明を聞く
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白公園にある「藤白池」と呼ばれていましたが、形がピ

アノに似ていることから「ピアノ池」という呼び名が定
着した人工池）をはじめ、次々と地名や施設の名前が出
てきます。それに応えて解説する奥居さん。私達は、マッ
プを片手に懸命に目で追いかけます。

コの字の中庭は駐車場になっている

ニュータウンを飲み込んだ上新田
千里中央の南側にニュータウンの穴抜きエリアがあり
ます。上新田集落のエリアです。片寄先生は正月に「千
展望台からの眺望

里の天神さん」とも呼ばれる上新田天神社を訪れた際、

建替による建物の高層化に驚嘆しながら、神社や墓地

千里ニュータウンの住民達が行列をつくって参拝してい

の話になりました。千里ニュータウン内には墓地があり

る姿を見て驚き、「上新田がついにニュータウンを飲み込

ません。当初の計画では現在の国立循環器センターの敷

んだ」と思ったそうです。

地が候補地であったのが、最終的には箕面の北摂霊園で
対応することになったのです。

移動の車中での先生のお話。「上新田があるから千里は
救われた、千里ニュータウンの重要なスポットだ」と。

千里ニュータウンの開発途中に工事中止の指示が出さ

ニュータウンに囲まれた中にあってニュータウンのルー

れたことがあったそうです。当時はニュータウン工事と

ルが適用されないエリア。だからこそニュータウン内に

万博会場の用地買収が並行して行われていました。万博

立地できなかった神社やゴルフ練習場が存在し、ニュー

会場の用地買収が行き詰まった時、地権者に対して「売

タウンが成立しているのです。

らないと万博会場は千里ニュータウンになる」と “脅し”

戸建住宅は芦屋風を目指したのか

をかけるために工事の中止が指示されたのです。こんな

千里ニュータウンめぐりを終えた後、小野原の春日神

背景があったことは当時一介の技師であった片寄先生は

社の隣にある喫茶店でお茶を飲みながら、戸建分譲住宅

知る由もなかったとのこと。千里ニュータウンと万博と

の話題になりました。

いう２つの壮大な “国家的” プロジェクトがいかに関係

建売り、土地のみなどいくつかの販売方式がありまし

深いものであったかがうかがえるエピソードでした。

たが、建売りの場合の販売価格は現在の感覚でいうと

想定外だった集合住宅の配置

3,000 万円程度になるようです。また、販売時に張芝で

千里ニュータウンの集合住宅の配置には囲み配置と並

あった法面部分には、売却後、芦屋の住宅風の石積擁壁

行配置があります。住棟がコの字型に配置される囲み配

がこぞって築造されました。今でこそ石積み擁壁はニュー

置は、コミュニケーションの醸成をねらったものでした。

タウンの街並みの特徴ですが、こんな経緯があったこと

ところが、いざ建物が完成すると向かい合う住棟間での

に驚きました。近年は敷地の分割の可否について、様々

視線が気になることや、中庭の緊張感が高く思ったよう

な地区で議論となっていますが、当時は土地の価値がこ

な効果が十分に発揮できなかったそうです。

れほどまで上昇するとは想像できませんでした。

また、南面居室と西面居室の温度差についての議論が
沸き起こりました。西面居室は南面居室よりも寒く、暖

計画通り実現したこと、実現の過程で変化していった

房費用がかさむということがわかったのです。これも想

こと、開発後に予期できぬ事態が生じたことなど、世紀

定外のことでした。ちなみに、西向きの窓に設置されて

の計画的住宅地をめぐるいろんなエピソードをお聞きす

いる緑色の日除けは「窓幌（まどほろ）」というそうです。

ることができました。当時の都市計画のフロンティアだっ

こうした “想定外” の経緯もあって、後年に開発され

た千里ニュータウンは今も「実験都市」。常にフロンティ

た住区では平行配置も増えていったということです。

アであり続けることを宿命づけられているようです。
関西支部だより 2014/03
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支部委員会報告
きっかけとした南あわじ市福良地区津波防災まちづくり

総務委員会
2013 年度総会が 2013 年 4 月 7 日（日）13:00 から

の取り組み～津波防災日本一のまちをめざして～（兵庫

大阪府立大学 I-site なんばにおいて開催され、下記の４

県南あわじ市）」
「ひがっしょ路地のまちづくり計画（駒ヶ

議案について審議し、すべて議案書通り決議された。

林町１丁目南部地区近隣住環境整備計画（神戸市）」「時

(1) 第１号議案

宜を得た連鎖型再開発事業による生駒駅周辺まちづくり

日本都市計画学会関西支部活動報告に

ついて

の実現（生駒市）」の 3 件が受賞が確定し、4 月 5 日の

報告事項：日本都市計画学会関西支部決算について
(2) 第２号議案

2013 年度日本都市計画学会関西支部

関西支部総会に引き続いて、表彰式及びプレゼンテー
ションを予定している。

活動方針について
報告事項：日本都市計画学会関西支部予算について
(3) 第３号議案
日本都市計画学会関西支部規定の改正について
(4) 第４号議案
日本都市計画学会関西支部役員選出について

研究発表委員会
第 11 回研究発表会を 2013 年 7 月 27 日 ( 土 ) に大阪
市立大学文化交流センターにて開催した。大学・行政・
企業の若手研究者を中心とした 35 編の研究発表があり、
総数 91 名の参加者を得て活発な質疑・討論が行われた。
研究内容の一層の充実と発展を期待して、座長と研究発

企画委員会
2013 年度は、関西の特色あるまちづくりの展開に資
するよう、計画分野に関わる課題や新たな動向をとら

表委員会とで７名の研究奨励賞を選考した。今後、行政
機関や民間からの参加を促進し、多様な視点からの都市
計画、まちづくりの研究や特色ある実践につなげる。

え，多角的に考える機会の提供に努めた。都市計画シン
ポジウム 2 回（「事例に学ぶ手法論から都市づくりへ」
「人口減少時代のプランニング ? 持続可能な都市への再
編」）、震災復興都市づくり特別委員会共催シンポジウム
「東日本大震災被災地の復興まちづくり支援の現状と課
題?

今後の復興まちづくり支援のあり方を考える」お

編集・広報委員会
「日本都市計画学会関西支部だより」の創刊号からの
バックナンバーを web ページに掲載した。
No.28 を約 900 部発行し、支部会員に発送した。本
号からは全体の構成を 16 ページに削減するとともに、

よび都市計画フィールドワーク 2 回（京都市「身近な

表紙及び紙面のデザインを見直し、表紙ページをカラー

歴史的資産から地域の魅力が見えてくる」・五條市「商

印刷とした。また紙面と連動した記事を支部 WEB ペー

家町の再生に学ぶ」）を開催した。

ジに掲載した。
本部機関紙「都市計画」において、関西支部の活動報

国際・交流委員会
6 月 17 日（月） に、2013 年度の活動内容を検討し

告、都市計画情報の掲載ページ（支部だより）に関する
企画編集を行った。

ました。今年度は、都市計画視察団の派遣を行なわなかっ
たが、11 月 30 日（土）留学生と学会員との交流と大
阪の紹介をあわせて、グランフロント大阪見学会とワー

東日本復興都市づくり特別委員会
東日本復興都市づくり特別委員会は、関西支部の特別

クショップを行なった。1 月 16 日（木）、17 日（金）は、

委員会として 2011 年 5 月 31 日に発足し、約 3 年の活

非会員学生と会員の交流を就職活動の支援として、「都

動を経て本年 3 月をもって、その活動を終えた。

市計画・アーバンデザインの仕事場をたずねる」（神戸
編）（大阪編）を行なった。

本委員会では、関西の特殊性を鑑み自治体等の人的支
援や ｢ 関西での備え ｣ について研究した。
この期間中には、人的支援の実態把握のためのヒアリ

関西まちづくり賞委員会
「関西まちづくり賞」は、関西で実施された都市計画・
まちづくりに関する調査、計画、設計、事業及びまちづ
くり活動における顕著な成果・実績・新しい取り組み、
継続的な取り組みについて、広く募集・推薦を求め、表

ングやアンケートの実施、公開報告会・セミナー（全 7
回）、都市計画学会・研究論文発表会でのワークショッ
プなどを開催した。
本年中にこれらの成果を取りまとめ支部 WEB ページ
で公開する予定である。

彰を行っている。
2012 年度は、
「寝屋川市駅東地区第二種駅前再開事業
（寝屋川市）」「修徳まちづくり憲章（京都市）」「大阪駅
が‘まち’になる「大阪ステーションティ」の開発（大阪市）」
の 3 件のほか、「さまざまな地域資源を活用した都市農
村交流事業による村づくり（兵庫県多可町）」がまちお
こし賞を受賞した。
2013 年度は、
「福良港津波防災ステーションの整備を

＊詳細記事は WEB 版に掲載
都市計画学会関西支部

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

