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阪 神・ 淡 路 大 震 災 20 年

阪神・淡路大震災２０年

座談会１

学

震災から生まれたもの】

震災直後に神戸市役所がどう動いたか

田丑作（当時：神戸大学教授）／座談会２

支部長堀口浩司＋垂水英司（当時：神戸市住宅局参与）＋安

震災直後に学会関西支部はどう動いたか

小林郁雄（㈱コープラン）／インタビュー：震災から生まれたもの

小浦久子（大阪大学）＋

コミュニティ放送局「FM わぃわぃ」

【読者参加企画】
探訪「都市計画トマソン」第一回
支部委員会報告

阪神・淡路大震災・被災状況図：北淡町富島／ 神戸市長田／西宮市香櫨園／宝塚市

支部長挨拶

堀口

浩司

㈱地域計画建築研究所

人口減少下において都市構造の再編や中心市街地の機能強化を通じて、コンパクトな都市構造や都市機
能の立地適正化が進められようとしています。成長期に拡大しすぎた都市圏をスマートに縮小するべく、さ
まざまな取組が求められています。個別の都市圏は規模の見直しや再配置を進める一方、グローバルな地域
間競争の中で、広域的地域連携（メガリージョン）の強化が、港湾・空港などの広域インフラや広域観光戦
略などの面で進められています。今年は阪神淡路大震災から 20 年を経て、さまざまな検証作業や記念事業
が開催されました。この間に国内では中越地震や東日本大震災の津波被害など国内外の大規模災害の経験か
ら、各地で地域レベルの防災活動や災害につよい都市づくりが進められています。また、３月には国連防災
国際会議が仙台で開催され、我が国の防災や復興都市づくりに関する経験や技術が国際貢献にも期待されて
います。日本都市計画学会では関西支部、中国四国支部、九州支部と３つの支部が連携し、南海トラフ巨大
地震への備えとして、各地でシンポジウムなどを開催してきました。津波被害は沿岸地域に限定されるため、
関西の都市部より四国や九州の沿岸各都市において、強い危機感をもって対策が進められていました。
先に述べたような人口や都市規模の縮小再編と同時進行で、災害に強い都市づくりを進める難しいテー
マが与えられています。都市計画学会の会員の皆さんには、都市づくりの専門家として、これまで以上に理
想の都市・地域づくりを先導する役割が期待されていると実感しています。
[ 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
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特集：阪神・淡路大震災２０年

1995 年 1 月 17 日から 20 年がたち、数多くの研究会や議論の場が設けられている。もちろんそこには、1995 年以降
にもあいついだ各地での災害に関連した議論もある。日本都市計画学会・関西支部では、20 年前の地震発生直後に法定都
市計画に関わる緊急の動きがどのようであったか、その当事者の方々に今一度その経過を伺うこととした。学会会員には
実務に直接関わる人が多いことを考え、当時の実務の現場の状況を振り返る。＜１＞は神戸市役所内部の最前線から、当
時神戸市住宅局参与であった垂水英司氏と神戸大学教授で都市計画部門を指導しておられた安田丑作氏に、当時地域計画
建築研究所の所員として実務の現場の至近にもいた支部長がきく座談会。当時被害をうけた自治体は複数あるが今回は神
戸市役所の動きについて着目した。事実関係は各所で取りまとめがされてきているとも言えることから、その当時の現場
での考え方や工夫といった担当者の直面する状況を伺おうと努めた。＜２＞は学会が直後にどう動いたかを神戸・兵庫の
コンサルタントの連携の結び目におられたコープランの小林郁雄氏と若手大学教員として各所間の連絡の結び目におられ
た大阪大学の小浦久子氏の対談。＜１＞と＜２＞では同一事象について少し異なる立場からのコメントを伺うことになっ
た部分もある。20 年目にもう一度ふりかえる意味づけも含め、緊急時の都市計画実務者が要請されることを考える際の参
考に読んでいただければ幸いである。

座談会１

震災直後に神戸市役所がどう動いたか
安田丑作 （当時：神戸大学教授）
垂水英司 （当時：神戸市住宅局参与）
堀口浩司 （日本都市計画学会関西支部長）

■直後の神戸市役所

国交省（当時建設省）から連絡が入りその対応に追われ

支部長： 発災直後の最初の１ヶ月どうされていたかを

ました。

伺っていいですか。僕は、震災直後三宮のビルに対策室

一方都市計画局はすでに復興計画づくりをはじめており、

ができて、そこで都市計画局から委託されて、もう一つ

〈建築基準法〉84 条の区域設定についての相談が持ちか

他の会社の人たちと、事業の成立可能性調査のようなこ

けられていました。「住宅復興をじっくり考えるチームを

とに従事していたんです。

つくらないと…」と住宅局長と相談したのが震災１週間

安田：家族と家は何とか安泰だったので、直後は、まず

後でした。20 人くらいの係長クラスの若い優秀な人を集

大学関係者の安否や学内で負傷している学生がいないか

め、住宅復興検討チームを作り、別室に閉じ込めて作業

等の確認。その確認と対応ができてはじめて、市役所の

に当たってもらったのです。

ほうに顔を出すようになった。私は、行政の実務そのも

安田：１週間後くらいから、僕もそこと都市計画部門、

のにかかわってはおらず、それを横から見ていた立場に

それに企画部門に顔を出すようにしていました。

すぎない。時間経過としては、最初の１週間、１月末まで、
３月 17 日の都市計画決定、計画が走りはじめた半年後、

■住宅復興を考えるチームの条例と３か年計画

１年後、くらいに節目となる区切りがある。最初の１か

垂水：住宅復興検討チームは発足後ものすごい密度で働

月間は、混乱を極めた緊急対応期であるけれども、その

きました。そもそも住宅が何戸滅失したかがわからな

後の復興施策を担う行政主体の立場からみると既に計画

い。警察発表等の資料を根拠になんとか無理に計算して

初動期に入っていたと思う。

82000 戸と推定した。国や県と協議して、滅失した住宅

〈神戸市における復興まちづくりの経過については、例えば：

を 3 年以内で再建に着手することをめざし、復興住宅整

http://www.city.kobe.lg.jp/information/project/urban/

備緊急３か年計画をつくることにしました。

adjustment/img/4hukkoumatidukuri.pdf〉

それから、緊急条例をつくることを提案しました。（神戸

垂水：当時私は住宅局参与で建築部長でした。住宅局は、

市震災復興緊急整備条例、２月 16 日制定）。当時この条

市営住宅が 2500 戸くらい壊れてその対応で管理部門は

例はあまり効果を発揮できなかったのですが、私は今後

大混乱でした。その上、建築部は危険で立ち入り禁止と

の大規模災害の住宅や市街地の復興にとって、面白い内

する建物に２～３日かけて黒紙をやっと貼った時に、応

容を含んでいると思っています。

急危険度判定の「３色貼り紙をする、人も送りこむ」と

他にも様々ありますが住宅局はその２つを柱にした住宅
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復興方針をたった１週間ほどでつくったのです。そして

によって重点地域を先に決めて、そのあとに整備手法を

都市計画局の市街地整備方針の記者発表に合わせて公表

決めるのが趣旨です。だが、当時は 84 条が先行せざる

しました。狭い部屋に大勢の記者が集まり騒然とした会

を得なかった。現在のように２年間話あう時間がある被

場に、市長や都市計画局長と一緒に出席しました。ここ

災市街地復興推進地域のフレームを前提にすれば、あの

へ至る震災後の２週間のあいだに半年分くらいの仕事を

条例も意味が違ったと思います。

したという感覚が今も残っています。
〈神戸の復興都市計画事業については、例えば：http://

■制度の壁・地元行政のイニシアティブ

www.bousai.go.jp/kyoiku/kyokun/hanshin_awaji/

垂水：兵庫県（貝原知事）は震災直後には都市計画権限

download/pdf/3-3-3.pdf〉

を知事にあつめる特別法を模索していた。これとは別に

安田：「震災復興市街地・住宅緊急整備の基本方針につい

私たちは、神戸市の全体の復興枠組みを市独自の条例で

て」の A4 一枚の資料で、震災復興促進区域、それから

示し、その上で地区ごとに決めていくことを想定してい

重点復興地域のコアとなる事業〈区画整理と市街地再開

た。神戸では震災以前から条例をつくって様々な施策を

発〉とそれ以外〈住宅市街地総合整備事業など〉によって、

展開してきた経緯があり、神戸の復興の特徴をやはり条

市街地復興を進めるという基本方針が示された。しかし、

例で打ち出そうとしたのです。

新聞などでは十分にその内容はつたわらなかったし、残

安田：被災自治体がどれだけイニシアティブがとれるか

念ながら住民には唐突感をもって受け止められたと思い

はとても重要で、とりわけ密集市街地での大規模な災害

ますね。その後、復興基本計画の動きなどとともに市街

の場合はそうです。その頃は 1976 年の酒田大火の国主

地復興と住宅整備の枠組みを学会で説明したのは３月 31

導の成功体験が国にあるから、自治体のイニシアティブ

日の大阪での報告会でした。

がとれるようにする制度的対応が必要でした。それと、

〈神戸市震災復興緊急整備条例を含め住宅復興の取り組み

被災地域の黒地・灰地・白地地域のうち、白地地域をど

については、例えば：http://www.city.kobe.lg.jp/safety/

うするかがむしろ気になっていました。これには都市計

hanshinawaji/revival/promote/img/07.pdf〉

画でなくて住宅政策が柱となる事業となりますが、出来
ることが少ない。原型復旧の壁（後藤田ドクトリン〈国
費を使えるのは復旧まで〉）、個人補償の壁、経済の８割
復興の壁〈特区の壁、当時は１国２制度（特区）の考え
はありえなかった〉。特に最初の２つの壁が足かせになり
ます。だから特別法をつくるという話もでていました。
垂水：当時の復興を今振り返ると、住宅では３か年計画
に基づく公共住宅の大量供給、都市計画では復興事業と
いうハードな計画を、きわめて早期に決定したというの
が特徴だったといえますね。

安田丑作氏

■まちづくり系住宅復興

支部長：私どもの会社も 24 日くらいに市役所によばれ

安田：あれだけの規模で復興を考えるというのは、国も

ました。もう１社と共同で西と東から調査して、事業化

戦災復興の経験しか参考にならなかったのではないで

ができるか、必要かといった基礎資料のようなものをつ

しょうか。事実、国の復興施策と対応には戦災復興のイ

くりました。その記者発表直前の作業ですね。ところで

メージが強くあったように思います。たとえば、昭和 21

条例が含んでいる面白い内容とは何ですか？

年の罹災都市借地借家臨時処理法の適用などは、時代に

垂水：神戸にはまちづくり条例がありますが、大災害が

あわなくてかえって賃貸住宅の再建の足枷になるとも言

あった時は、まず行政が枠組みを示すこと、行政として

われていました。また、仮設と本設とのあいだの準住居

の意思表示や問題提起をすることが必要と思います。緊

（下河辺委員会）という話も一時あったと聞きますが、そ

急整備条例はそういう意味があったと思う。本来は条例

れは固定化するのが見えているので実際には地元として
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は受け入れがたいでしょう。

問題になっていますが、正直言って当時 20 年後のこと

支部長：借家人の権利は継承されているから、大家さん

を十分考えるのは難しかったですね。無責任に聞こえる

が新しい建物を再建すると借家人の権利も復活します。

かもしれませんが、20 年後はその時の状況で考えてもら

家賃のこと等諸々決まっていないと大家さんは建てられ

いたいというのが本音でした。

ません。民間借家には自力更新の足枷があった。白地に

神戸市内でいえば、最終的にこうした家賃減額した公的

おける自主再建の方法がないまま実際は進んでいきまし

住宅を約 28000 戸供給しました。これは再建した被災者

た。

のうちの３分の１は公的住宅に入居したことになります。

安田：被災マンションもよく状況が似ていました。「ま

こうした早期、大量の公的住宅の供給がなかったら復興

ちづくり系住宅復興」と言ってよいと思います。神戸市

そのものが出来なかっただろうと思うのですが、一方で

全体で 6000 戸を超える共同化・協調化事業が実施され、

いろいろな副作用を伴ったことも事実です。

約半数が白地でもできました。被災戸数全体からみると

支部長：今から思えば、かなりのスピード再建ですね。

一部ですが、平時では考えられない実績であったと思い

垂水：復興には早くする面とゆっくりする面と両方必要

ます。阪神・淡路大震災復興基金の立ち上がりは少し遅

と、今は思っています。「ゆっくり、かつ早く」ですね。

れますが、復興事業から漏れがちな小規模な共同化など

安田：震災直後から、これで復興が遅れたら神戸から人

住宅まちづくりを支援することに役立ちました。

や産業がどんどん市外に出ていくという危機感が行政内

〈阪神・淡路大震災復興基金については、例えば：http://

部に強くあったのは事実です。

www.sinsaikikin.jp/kikin/index.htm〉
垂水：日本の復興の枠組みとしては、公的住宅を建てる

■震災前からの事業必要性の認識と重点地区

方式はある程度確立していましたが、自力再建の支援は

安田：神戸の街を知っている人がみれば、被害の大きい

個人資産には税金を使えないということで手薄でした。

地域は、もともと「密集市街地だ」
「課題地区だ」
「インナー

現金支給は２年半後にやっと所得に応じ最大 100 万円が

シティ問題だ」と弱点があると行政も我々研究者も言っ

実現し、しばらくしてから 300 万円に引き上げられます

てきたところ。それだけに、どこが酷くやられてしまっ

が、当初はありませんでした。建築確認のピークは震災

たかというのが直感的に分かる状況で、もともと問題解

の年の８月で、条件のいい人はかなり早く再建に着手し

決のための都市計画の可能性を考えていた場所でもあっ

ましたが、条件の悪い人は何も動けないわけで、次第に

たので、何か復興のためには法的事業の導入が必要だろ

復興格差の問題が出てきました。結局自力再建が難しい

うと、やっぱり考えます。

人は公営住宅への入居を選択するということになったの

支部長：重点事業区域を決めるときの決め手はなんだっ

です。

たのでしょう。それまでの調査研究である程度問題がわ

安田：新たに土地開発せずとも、開発途中のニュータウ

かっていたので、その結果を反映した地区の指定だった

ンなど、すぐにでも住宅建設できる地域もあったからね。

のか。まちづくり協議会の有無も関係したのか？

垂水：しかし、従前の家賃は１万円以下だったという被

阪神・淡路は、まちづくり協議会が非常時に有効という

災者が多く、公営住宅といっても３万円ぐらいになって
しまう。震災１年後誕生した橋本内閣のとき、神戸を訪
れた首相に家賃補助を陳情した結果、最低月額 6000 円
まで家賃減額する国庫補助が可能になりました。これは
被災地で大きなニュースになりました。
さらに、公営住宅の建設戸数も増やすことにしたのです。
すでに震災後 1 年半がたっており、新たに土地を買って
建設することは難しい。さらに被災した市街地近くに供
給したいということもあり、住都公団（当時）や民間か
ら 20 年間借りる借上げ公営住宅を採用することにしま
した。今 20 年が経って契約終了を控え、退去が大きな
4
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堀口支部長

ことがわかったことはとてもエポックメイキングだった

は再開発事業と、性格を変えながらもそういう事業ノウ

と思います。

ハウを持った組織・職員がいろいろな分野で層を作って

安田：都市計画決定をして、現地相談所を開設、まちづ

いました。難しい状況でも人と話をして交渉を進めてい

くり協議会を立ち上げてもらうように働きかけて、専門

けるタフな人材がいた時代ですかね。

家派遣をする、この３点セットで動かそうとしました。

時代が下り事業は次第に先細りしてきました。とはいえ

垂水：昭和 40 年代、板宿や東灘山手の都市改造事業、

まだそうした組織・人材が残っていたときに震災があっ

高速道路事業などで反対運動があり、また、丸山や真野

たのです。

でまちづくり運動が起こり、それらを背景に 1981 年ま

安田：計画から事業へと進むなかで、行政として何をす

ちづくり条例をつくりました。その後事業化するときに

ればいいのか。当時の笹山市長はそれを誰よりもよく分

は事前に地域住民と協議することが前提となり、地域で

かっていた人でもありました。

協議会、提案づくり、それに基づく決定という流れが定

支部長：どんな地域でも役所のなかに技量あるスタッフ

着していました。しかし、震災の時は、84 条の制限をい

を確保しておくのが大切ということですね。

きなり決めることになってしまった。でも震災前の経験

垂水：地域とのコミュニケーションは、緊急のときに新

があったから、その後「二段階都市計画」という形の中で、

たに名刺交換から始めるなんてできない。日常から地域

話し合いが進んでいったといえます。

と繋がっている人でないと動けないんですね。

安田：平時と非常時の問題、平時の経験と蓄積があるか
らなんとかできます。いざというときどう動くかも平時
の取り組みにヒントがあります。それと、住民の間のし
がらみ、特に複雑な権利関係があるなかで民民の調整は
大変。事業をかけると、権利関係を法的に揉みほぐせる
という側面もあります。

■戦後の都市計画の余韻とまちづくり協議会
安田：まち協の住民の中には、市が言っている間にやら
ないと財源がなくなったら大変という人もいるし、そう
でないこのまま放っておいてほしいという人も。印象的

垂水英司氏

なのは、２年ほど後にこうべまちづくり会館で、まち協

安田：震災前から地元に入っていた専門家たちの存在。

の会長さんが集まった会でのこと。まち協相互の横のつ

特に日頃からコンサル派遣などいろいろな形でほそぼそ

ながりは案外それまでなかったのです。行政と地区との

とでもやっていることがものすごく大事。でも、一部の

個別の対立についても、まち協の間の全体でのやりとり

週刊誌に談合とか書かれたけどね。

のなかで、なんとか行政と協調的にやっていく知恵が確

支部長：コンサル派遣をしていたから重点地区にしたわ

認されたこともありました。

けではないですよね。神戸は事前にまちづくり条例のし

支部長：地元の人には、どこが地区指定されるか、どの

くみがあって非常に有効に機能しました。事前復興を今

ような条件や制限があるのかに関心と不安がありました。

さかんに言うけれども「復興への予備学習」が必要なの

そのような現地相談所の担当になって赴く行政の職員は

では。役所の人と地元の人が事前に「復興とは何か」を

大変な重圧だと思いますが、タフな人材が居たのでしょ

念頭にもっておければよかったのでは。そういう学習を

うか？

住民の間でしておくのは大切ですね。

垂水：戦後の都市計画を大きく見れば事業を軸に展開し

安田：私がいまお手伝いしている「まちづくり学校」は、

てきたと思います。戦後まもなく 2000ha という広大な

そのためでもあります。

戦災復興事業に取り掛かり、複雑な地域のなかで土地建

垂水：必ずしも防災や復興ということでなくてもいい。

物に関わる事業をする組織が生まれ、それを担う職員も

日常的に何かで繋がっていることが、いざという時に役

育っていきました。そして戦災復興から区画整理さらに

に立つと思います。
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安田：その通りです。いざとなるとバタバタするのは当

いうことにならざるを得なかったのです。

たり前。あらかじめシナリオを想定してかかるのは無理。

支部長：もともと総合計画で副都心の計画等があって、

最前線に立つ人に大切なのは、そういうときに意見の合

そういう位置付けを整理しないまま事業地区を指定でき

わない人とどう話せるのか、というコミュニケーション

るでしょうか。３月 17 日の都市計画審議会では区域の

力ではないでしょうか。

指定だけで、道路は入っていなかった？

垂水：復興の都市計画にとって、「復旧するのか、復興を

安田：区域と幹線道路や大規模公園などの主要都市施設

目指すのか」は永遠の課題のように思います。地域の住

のみで、細かな区画道路は入っていません。当時、都市

民はまず元にもどす復旧を望む傾向が強い。でも、この

計画の最終決定の場は、神戸市ではなく兵庫県の地方都

際こういう町にという夢は、住民の方にもあるのではな

市計画審議会でした。その後使われる「二段階」という

いでしょうか。行政の一方的な進め方でない、夢の描き

言葉は、県・市両方とも都市計画審議会の場ではでてい

方があっていいと思います。

ません。住民の意見をよく聞いて弾力的に運営するとい

安田：そうした提案とも関連しますが、市街地復興全体

う付帯意見があるだけでした。

の計画がないという問題がありました。個々の事業につ
いては予算がついて動く、住宅供給も計画をつくる、し

■住宅復興と復興都市計画の時間差

かし市街地全体としての都市計画は結局つくられません

支部長：東日本の場合のように空き地をそのまま空き地

でした。東日本大震災では、70 億円かけてほぼ１年調査

に換地するよりは住宅を建てるという目的があるのは明

構想の時間をとりましたが、阪神・淡路では慌てて進め

らかでした。

たから、整合性に欠けるところがありました。しかし、

垂水：住宅復興と都市復興についていうと、もっと両方

今後もっと慌てる場合もあり得ることは考えておいた方

を融合したやり方が今後の課題だと思います。住宅復興

がいいのではないでしょうか。まちづくり条例が議論さ

は早く進める必要がありますが、都市計画のほうは時間

れはじめる 70 年代頃までは、土木中心の都市計画行政

がかかります。それを融合させる必要があるのです。面

だったといえますが、まちづくり条例以降、建築の仕事

的整備のなかで再開発住宅制度、あるいは先行買収とか、

としてもその役割が明らかになったように思います。神

集合換地や短冊換地などを駆使して住宅建設と面整備を

戸市では早くから、企画、都市計画、住宅の３部局で真野、

もっと緊密に連携できないものでしょうか。

丸山や板宿などのまちづくりをやっていました。そうし

支部長：二段階でやる中では、公営住宅の用地も道路・

たなかで、地元はもちろん行政でも、まちづくりにかか

公園よりも先に土地を確保する方法もあったかもしれな

わるマンパワーの育成が根付いてきていたように思いま

い。

す。東日本では、地元のマンパワーでなく外の人材でやっ

安田：災害対応の応急仮設は短い期間しか想定していま

ていてそこに難しさを感じます。

せんが、都市計画事業用仮設は、事業の進捗に合わせて

支部長：非常時に力を出せる、という頼もしい人材がど

ある程度の期間を確保できます。事業決定をしないとい

の役所にもいる必要がある。

けませんが、これを計画決定の段階でもやれるように弾

安田：震災発生時、神戸市の企画部門は第４次マスター

力化するとか。新長田再開発では、仮設店舗をあとから

プランの審議会から答申を受ける段階でした。そのスタッ

事業用仮設として扱う工夫をした事例もあります。

フが残っていたので、そのまま復興計画の策定に着手で

支部長：阪神・淡路の場合は人口が震災前まで戻りました。

きました。３月にガイドラインによる骨子を作成して、

仮の生活と思っていても２年くらいたつとそれが本格的

その後審議会での議論を経て半年後には復興計画が策定

な生活になっていきます。何らかのかたちで早く人が帰っ

されました。復興マスタープランには、もちろん被災地

てきて住むようになれば人口回復も見込めます。

から内外に向けた復興メッセージという意味合いがあり

安田：震災前から東よりの方は大阪への通勤者が多く人

ますが、当時の全省庁の各局各課に向けて神戸市として

気もありましたが、西よりの方は産業のテコ入れをしな

どう考えていますということを示す必要があり、そちら

ければいけないのは皆分かっていました。大型プロジェ

への要求の裏付けといった意味合いもありました。その

クトもいろいろ評価がありますが、やらないと神戸が他

ため総花的という批判もありましたが、全方位の対応と

から２周３周、あるいは 10 年は遅れてしまうという心
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配もありました。市民アンケートの結果をみると、震災

■都市計画はもっと発言を

後５年では住まいの問題が最重要課題としてあがってい

垂水：1970 年代前後、都市計画やまちづくりについて

ますが、10 年ではそれよりも経済の問題が重要となって

自信満々といったところがあって、私も神戸市の職員と

きます。しかし、産業・経済の問題は震災の影響だけか

して先頭を走っているような感覚でした。少々自信過剰

というとそうではない。さらに、小売商業の場合は難しい。

だったかもしれませんね。住民参加と言いつつも自分ら

時間の経過とともに課題は複雑化するが、困難な時にあっ

が引っ張っていかなあかん、という。それが震災の時「オ

ても新しくチャレンジする精神は大切と感じました。

レらがやらなあかん」という思いにつながったのかもし
れません。

■「出来たこと」と「こうあるべきこと」は違う

ただ現状の都市計画は、逆に自信がなさすぎるように見

垂水：東日本大震災との比較で、東北の復興は遅いとい

えます。成長トレンドから全く別のトレンドに変わる今

われていますが、阪神・淡路は事業計画があまりにも早

だからこそ、都市計画は出番があるし、もっと主張して

すぎたといわれています。東北では、1 年ほどかけて被

ほしいと思いますね。

災自治体ごとに復興計画づくりをしましたが、あの復興

支部長：阪神・淡路のときは大学の先生方等、関西・関東、

計画づくりが果たした役割はどのようなものですか。縮

第三者的な立場の人も含めて提言する人が多かった印象

小社会と言われる中で、適切な計画が描かれたのでしょ

があります。その一方で現場の混乱をつくったりした側

うか。

面もありますが、活発な提言が後になって有効なものも

支部長：東日本では災害公営住宅が完成しつつあるが、

ありました。東日本については三者的立場なのか静かで

人口が減少すれば再利用はおこりません。公営住宅でも

あると思います。

一代限りなら、最初から払い下げを考えることも必要で

安田：神戸の場合は、それまでの蓄積や経験からみて期

す。都市計画の人は市民参画やボランティアの立場だけ

待もあって、叩いても大丈夫と思われたのでしょうか？

でなく、都市のマスタープランも順次見直す必要があり

いずれにせよ、被災自治体が中心となって都市計画なり

ます。

住宅政策を進めるためのマンパワーの育成は欠かせませ

安田：公営住宅そのものでなくても、公営住宅の役割を

ん。東日本の場合も、今からでも遅くはないと思ってい

果たすものをつくればいいわけで。

ます。

支部長：阪神・淡路の時には、居住環境が不十分な地区

編集・広報委：阪神・淡路のときの最若手世代はその様

の改善や、マンション居住者の 2 重ローン問題など住宅

子を間近にみて、言ったなら責任もって実務に従事する

福祉の側面が強かった。今から振り返ると改善できたの

べきと思うようになったかもしれません。

でしょうか？

支部長：都市計画の専門家も言うならちゃんと行動しよ

安田：はじめにも言いましたが、震災前からいろいろな

う、都市のビジョンを持ち意見をいうのに遠慮しすぎて

課題が指摘されていて有効な手立てを打てずにいたとこ

はいけないということでしょう。

ろが大変なダメージを受けてしまったというのが、それ

（記録：編集・広報委員会）

まで神戸の都市計画にかかわってきたものにとって一番
ショックだったし、自らの無力感を味わったね。だから、
行政も都市計画や住宅政策の既存制度や財源などをフル
に使って、前に進むために出来ることをやるといった気
持ちだったわけで。個人的には、「こうあるべきだった」

内閣府：防災情報のページ

阪神・淡路大震災教訓情報資料集

http://www.bousai.go.jp/kyoiku/kyokun/hanshin_awaji/
download/index.html
神戸市：阪神・淡路大震災の記録：神戸市の復興：被災状況及

という視点からのその後の論調にはやや抵抗があります。

び復興への取り組み状況

結果についてはいろいろ批判も出来るでしょうが、当時

http://www.city.kobe.lg.jp/safety/hanshinawaji/revival/index.

は「憂鬱な選択」をせざるを得なかったことも多々あっ

html

たのですから。

※文中〈

〉は編集・広報委員会で補足した部分です。最小

限ではありますが、制度関係や復興経過記録として参照可
能な URL 等を編集・広報委で補足しています。
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座談会２

震災直後に学会関西支部はどう動いたか
小浦久子 （大阪大学）
小林郁雄 （㈱コープラン）

阪神・淡路大震災における日本都市計画学会の活動と

にした土木構造物の被害調査。全壊、半壊、一部損壊を

しては、震災復興都市づくり特別委員会（日本都市計画

現地調査し、1：2500 地図に建物単位で色を塗ったもの

学会関西支部と日本建築学会近畿支部都市計画部会が

で写真も撮影している。 1/18 には予備調査を始め 1/29

合同で 1/27 に設立）が行った被災度別建物分布状況図

には第 1 次調査完了。主要な地区で道路等に沿って帯状

の作成が知られている（http://www.cpij-kansai.jp/cmt_

に調査されたもので、それだと市街地の把握にならない。

general/top/browse_pub/anzentoshi/00.pdf）
。広範囲に

④ 都市計画学会関西支部有志の街区被災概況図

市街地が被災した中で、発災直後からその実態の把握の

鳴海（阪大）、小浦（阪大）、井口（竹中工務店）、佐々木

ための調査活動が、被災地のただ中に居住し都市計画の

（鳳コンサルタント）らによって 1/20 撮影の航空写真か

仕事をしていたメンバーによってすぐに始められた。座

ら街区の被災状況を、全壊（80％以上の建物が壊れてい

談会１に登場する行政の動きもある程度聞こえつつ、し

る街区）、半壊（50％程度）、小壊（20％程度）に分けて、1：

かしその庁舎の外側にいる民間の都市計画技術者や研究

10,000 地図に街区別に色塗りしたもの。1/24 より作業

者が、自らのネットワークを用いて、前代未聞の大調査

を始めて、1/28 に完成、1/29 に兵庫県・神戸市の復興

を短期間で行ったのがこの時でもあった。しかしそこに

計画策定部局に提供している。

は当然ながら様々な負担や不具合も生じた。

⑤ 国土地理院の災害現況図
1/17 ～ 1/20 の 航 空 写 真 を 判 読して 1：10,000 及び 1：

小浦：私は芦屋で被災してました。コープラン（民間）

25,000 地図に、倒壊、火災、液状化などが彩色記入され

の動きと学会はちょっと違うと思います。

た中間報告。途中階の損壊状況は航空写真では判読不可能

小林：事務所は全壊。その頃、〈日本〉都市計画学会の関

なこともあり、被災の 3 割程度しか記載されていなかった。

西支部と〈日本〉建築学会の近畿支部の神戸界隈の都市

①はまだ捜索や救出等も続いている中での調査だから批

計画のメンバーはほとんど同一。やるぞ、と言ったのは

判もあったが、しかしその後の動きに必要だったもの。

民間、そこに学会メンバーも来た。

いずれにしても、広域的に被災の全体像がわからない。
やはり「やらないと」ということになり、その後の震災

■皆が地図をつくろうとしたが

復興都市づくり特別委員会につながる。

小林：直後の 1 月末までに出された地図はたくさんある
が、主なものに次の５つがある。

小浦：被災地は非常時の動きだが、大阪は平時で非常時

① 神戸市の被災概要図

対応を理解されにくい。このギャップの間を往来して調

いち早く作成された神戸市職員による被災概要図。1：
20,000 の都市計画図に、消失・倒壊家屋を彩色したもの
で、地震直後の 1/18 ～ 19 に土木建築担当の地元関係職
員が被災地を回って調べた。芦屋や西宮など、ほかの行
政エリアでも同様の地図がつくられた。
② 大阪ガスの被害調査図
断層の影響を把握することに重点を置いた調査で、1/20
の航空写真の判読によって倒壊・火災・液状化状況を調
査し、1：10,000 の地図を作成（地図作業は国際航業が
担当）。1/29 にはできていた。
③ 神戸大学土木系教室の建築被害分布図
神戸大学建設学科土木系教室の高田・沖村研究室を中心
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「座談会開催風景（こうべまちづくり会館

3 月 10 日）

整仕事するのはとてもしんどいことだった。

が暮れたら寒い作業場で 1：2,500 地図に色を塗ってい

小林：現場は非常時の力もあって、まず「やる」。どうやっ

くという繰り返しが、延べ 1,000 人にわたる学生ボラン

ては必要に応じて考える。予算も資料も連絡方法も・・・。

ティアによって 1 週間行われた。もちろん人件費や交通
費、写真現像やコピー代、食費等の支度はない。当時は、

■広大な全域を悉皆調査するにはどうするのか

今のデジタルと違って、写真はフィルムを現像しなけれ

一部地区では既に神戸大等が被災調査を始めていたが、

ばならなかったがその金がない。後に費用補助等が得ら

1/29 に倒壊を免れたコー・プランの別棟建物（神戸市灘

れたものもあるが、一部に留まっている。人員配置や情

区）に連絡のついた関係者が集まった。そのときの写真

報整理、苦情処理などの後方支援ハブ（連絡センター）は、

が残っている（こういう記録をミスしないのはさすがコ

大阪大学（小浦）が一手に担った。

ンサルタントだ：編集・広報委）。都市計画学会、建築学

後に宝塚・尼崎・伊丹・淡路・豊中・大阪の各地を第 2

会、造園学会などの関係者、神戸市職員、民間都市計画

期調査として 2/10 頃から拡大した。被災建物の密度が

プランナーなど約 20 名。都市計画学会は東京から高見

違うと被災度判定の捉え方もゆれる。１期と２期では苦

沢邦夫学術委員長も駆けつけた。

情の出方も違う。しかし、ほぼ同じ調査方法で全域をカ

小浦：高見沢先生が、関西支部のイニシアティブに任せ

バーすることが重要だった。

る、後方支援をする、と言ってくれたことは大きい。関
西の中でも連絡は困難。出席していたうちの若手だった

小浦：当時はネットやメールは一般化してない時代。連

のもあって…。連絡調整は大変だったけど、当時大学教

絡は FAX。連絡センターでは毎日 FAX 用紙が部屋中にあ

員になったばかりで、先生方をよく知らないことが良かっ

ふれ、蛇のようにトグロを巻いている。それを読み解か

たかも。

ないといけない。何人どこへ行く、どこから何人をとリ

小林：灘区を神戸大が既に着手している、西宮は後藤さ

クエスト、バラバラに来る。正確な指示はほぼ無理。自

んが行ける、大阪芸大は 100 人規模のボランティア可能

力対応を要請するしかないが、「場所がわからない」等と

と。まだ鉄道は西宮北口までしか復旧していなかったの

怒られる。西から来るグループが西から来るかというと

で、西のほうは行くことができないし、西は、神戸芸工

伊丹空港経由で東から入るとか、予測できないことばか

大しかない、齊木さんに頼もう、といったように。

り。外からは平時の要請が来るが中は非常時で ･･･。
小林：被災地はずっとハイテンション。まずやろうと物
事が進んでいく。 2/9 ～ 2/13 にかけて、全体の調査の
集約・とりまとめが行われ、2/17 に仕上げが完了。その
後、大阪のキャノン販売㈱の協力が獲得できて、カラー
コピーを作成した（当時は大判のカラーコピーを取れる
場所も限られていた）。このコピーは各行政関係者と調査
担当責任者に配布された。その後、3/25 には図集として
発行される。

■色鉛筆でぬる原図とカラーコピーという調査方法
1 月 29 日コー・プラン別棟での緊急会議の様子（写真：小林郁雄）

小浦：赤・緑・黄色の三菱色鉛筆の指定色番 3 本で塗り
分け作業をした。

■調査の実行の舞台裏から

小林：調査途中で方法の論議が出てくるときがある。集

2/1 より調査が実施された。西宮・東灘は大阪芸大（後

合住宅の種別も記録すべきとか、３つの判定の基準とか。

藤＋石東、樋口＋長嶋）、芦屋は大阪大（小浦）、灘は神

しかし災害時は、全壊でも一部損壊でも、数日後にはす

戸大（塩崎）、中央は神戸大（三輪）、兵庫・長田・須磨

べて撤去されたりもするし、その瞬間を誰かが記録しな

は神戸芸工大（齊木）という分担でスタート。朝早くか

いと。なくなる前に素早く調査することが重要、後から

ら現地で被災建物を虱潰しに住宅地図にチェックし、日

わかることはしなくていいと。でも通じないことも。共
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阪神・淡路大震災・被災状況図（神戸市長田区）全壊を示す赤い色が塗られた部分がほとんどであった
参考：http://www.cpij-kansai.jp/cmt_general/top/browse_pub/anzentoshi/00.pdf

通部分のやることはやる。調査班によって丁寧に塗って

が後方支援に回ってくれたことで、関西で、震災前から

いるのと、そうでないのがあった。カラーコピーの効果

何らかの形で関わりのあった被災地をもう一度自らの手

がでる塗り方になっているといい。

で復興させたいという思いを持つコンサルタント、プラ

小浦：印刷の話もたいへんだった。

ンナー ､ 研究者等が集まり、いろいろな場面で協力先を

小林：大判カラーコピーもできる場所が限られている時代。

開拓した。今から思えば、東京での調整、関西での調整等、

印刷出版については、いろいろ相談したが結局、都市計画

人の配置が恵まれたフォーメーションだったことから調

学会で 500 部限定印刷製本。何万部も刷って世界中に配

査を行うことができた。

るべき大事なものだったのではという意見もあった。

小林：調査の実施や、編集・印刷のプロセスの中で、役

小浦：調査といっても、まずベースとなる白地図や住宅地図

所や大学研究者とコンサルタントが集まるのはもちろん

が揃わない。
主に神戸のコンサル事務所のストックで対応した。

だが、それまでは、日頃交流の少なかった医療・福祉な

小林：今では GIS など情報のデジタル化が進んでいるの

どの多様な人々と繋がることができたのは、その後財

で、また違った調査方法があるだろうが、

産になっている。「きんもくせい」（pdf 版アーカイブ：

当時は色塗り図がそのまま原図となっている。アナログ

http://www.gakugei-pub.jp/kobe/）も大きかった。

な手法だが、調査員の汗と涙の結晶ともいえる地図をス

小浦：アナログ型の調査データの処理には時間がかかる。

ピーディに作成した意義は大きい。

被災地ではその時間がない。まず全体を把握する調査に
学会は必要だった。

■さまざまな協力関係を必要にせまられて開拓する

小林：何より、あの現場経験を踏んだ人が当時の学生含

小浦：最初、建築学会近畿支部の連絡先は材野博司先生

めて数千人規模でいることは大きい。

（当時・京都工繊大）で、よくやりとりはしていた。あの

小浦：学校って、記録することが大切な役割。私は当時

ときはいろいろなところから要請がきて、他の学会から

コンサルから研究者になったばかりで、現場がとても気

塗られた図面が欲しいとか、デジタル化はどうするのか

になったが、誰かが記録を残さないとすぐ消えてしまう

とか、みな自分の関心事を言ってくる。東京の学会本部

ということを学んだ。

10
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■学会の活動はいかされたか？

小浦：たくさんありすぎてどれを見れば ･･･。

小林：まずは、全容がみえた。８割くらいは神戸市等行

小林：凡例をこうして地図つくろう、と流すだけでもで

政の出しているものともあっていた。この地図ができて、

きるように思えるのに。

復興計画案をみなおすところがあってもいいのでは、と

小浦：首都圏で被災調査を実行するだけでも、将来への練

いう話を５月くらいに自主的にはしていた。しかし、当

習になるのに。全体像を把握するよりも、どこか特定の場所

時あれだけ行政の都市計画決定が強引と批判されている

で何かをしたい、という動き方が先行しているように見えた。

ところで、行政の事業対応の範囲拡大等は実際難しかっ
た。阪神高速の地下化、酒蔵地区救済ルート案とか計画

阪神・淡路大震災では、直後から地域内の専門家とその

案を自主的につくってみていた。違うかたちの整備等を

ネットワークが素早く動いて、全体の基調をつくったと

実装できていたらもっと助かる人があったとも推測でき

もいえる。たいへんだが、被災地の内側でさっとリード

るが、そういう復興計画そのものに役立ったかというと、

できる体制が組めるのが、混乱のなかでもある程度の遂

そうではない。しかし８割合っていて安心したようなと

行力を再構成した。

ころはあった。２月頃には夜になると行政の職員やコン
サルも、だいたい市役所 EV ホールとか行けばいるから、

■さいごに：緊急時対応も思い出しておこう

公園や道路などのまちの姿の話、どうするんやと心配に

小浦：東日本の地震のとき東京の学会にいた。意外にも皆

なって議論して、自主的な案を描いてみたりもした。学

どうしていいかわからない。まず腹ごしらえは必要と思い、

会ってそういう「集まり方」をしないね。

まだ店はやっていたのでごはんを食べに行った。電話は大

小浦：業績を気にするのかな。想像力の問題かな。コン

きな大学なら局番が専用だから、携帯ではなく有線でかけ

サルは街のために、で集まれる。

るとつながりやすい。そういうことも知らない人が多い。

小林：コンサルは費用がないと動けないけど「自分がこ
うしたい」よりも、「地域の人がこうしたい」が優先。

まずは、自分自身のサバイバル能力もまた必要なのだ。

小浦：でも神戸はこれまでの蓄積があってのこと。皆、
行政に対してだけではなく、地域に対してもクールで、
必ずしも住民の声なら全部聞くというのではない。そこ
は少し違って伝わっているのではないか。そういうふう
にプロとしてコンサル陣が動けるかというと、全国どこ
でもいつでもそうではない。

■東日本大震災にこの経験は活かされたのか？
阪神・淡路大震災の際の地図づくりの経験は、2011 年
の東日本大震災では十分に活かされているとは言えない。
被災地があまりにも広範に及ぶせいもあるだろうが、エ
リアを限った調査が目立ち、都市計画的に災害の全体を
見る調査が行われていない。
小浦：東日本で震災が起きて、学会が何をすべきかとい
うときに、阪神・淡路の経験が十分伝えられていなかっ
たかなと。首都圏もあれだけ被害がでていて、なぜ全貌
を捉えようとする動きがないのかと。全体をみる視点を
出すのは学会の役割の１つ。
小林：全体をみたいというと、今はネット上のアーカイ
ブやポータルサイト。

今後の神戸都心再生などについて、神戸市と支援ネットワークなどで三
宮都心まちの計画について話し合った際の地図とスケッチ

（記録：編集・広報委員会）
補注１：参考文献 小林郁雄「被災地図の主観的概要と GIS」、
日本建築学会・兵庫県南部地震特別研究委員会特別研究課題６
「復旧・復興計画のあり方」連続シンポジウム「事前復興と被
災地復興」1997 年 11 月 21 日資料
補注２：震災後 10 日目に「阪神大震災復興市民まちづくり支
援ネットワーク」が結成された。その事務局である小林を中心
に自主的なメディア「きんもくせい」が 2/10 に発刊された。
2 年半にわたり 50 号まで継続した後、
「きんもくせい」は、論集、
報告、月刊と形を変えながらも、復興の状況や神戸のまちづく
りを伝える媒体として 2006 年まで発行されてきた。
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インタビュー

震災から生まれたもの
コミュニティ放送局 「FM わぃわぃ」

阪神・淡路大震災直後の神戸市長田区で、被災した在
日韓国人やベトナム人に向けて母国語で情報提供してき
たラジオをもとに立ち上げられた「FM わぃわぃ」。代表
理事の吉富志津代さんに、多様な連携で地域コミュニティ
をつないできた放送局の役割とこれからについて、編集・
広報委員が伺いインタビューをさせて戴いた。

のネットワーク拠点である「たかとりコミュニティセン
ター」がある。外国人住民が 10％を占めるこの地域で、
「ゆるゆる多文化、いとをかし」というコンセプトでまち
づくりに取り組んでいる。
FM わぃわぃは、このネットワークの広告塔として、
放送活動だけでなく、まちの人々が集えるサロンとして
の役割を果たしている。特に、民族・生活条件の違いな
どを超えた、様々な市民の社会活動への参加と住民同士
の対話を促す、重要な役割だ。
しかしながら、ラジオ放送事業が継続できているのは、
グループによる運営体制による。たかとりコミュニティ
センターに所属する団体である「多言語センター FACIL」
は、翻訳・通訳サービスを提供するコミュニティビジネ
スを展開しているが、財政面で FM わぃわぃをサポート
している。このように互いの役割を補完しながら、スケー
ルメリットを発揮した運営がなされている。

■各地の震災支援
東日本大震災では、ローカルなラジオの有効性が注目
され、臨時災害放送局が 30 局近く開設された。臨時災
害放送局とは、災害が発生した場合に、その被害を軽減
するために、地方公共団体等が開設する臨時かつ一時の
目的のための FM ラジオ放送局だ。
FM わぃわぃは、多言語センター FACIL と連携し、震
事務所の様子

災直後から多言語による震災情報提供、現地の臨時災害
放送局への機材支援、データの提供など、様々な支援活
動を行った。その後も継続的に、番組制作などを通し、

■コンセプトは「ゆるゆる多文化」

移民コミュニティの自立支援を行っている。

FM わぃわぃは、被災した在日韓国人やベトナム人に

FM わぃわぃの活動は日本に留まらない。インド洋津波

向けて母語で発信するなど情報提供してきたラジオをも

大地震の際のアチェ、メラピ山噴火など、度重なる災害

とに立ち上げられた。20 年にわたり、多くのボランティ

に襲われてきたインドネシアにおいても、災害時に地域

アによってつくられてきており、現在 10 言語で放送する、

コミュニケーション支援を展開する団体が活躍してきた。

多文化・多言語コミュニティ放送局だ。

そうした団体と相互交流を続けていて、2012 年 10 月か

震災から 8 年を経たときに経営危機を迎えるが、再建

らはコミュニティラジオを活用した防災活動のサポート

を支援したのは、「たかとりコミュニティセンター」を起

も行っている。インドネシアでは「ゴトンロヨン」とい

点とする地域コミュニティであった。

う地域の助け合いの習慣が根付いており、政府をあてに

震災直後、大きな被害を受け、地域内外のボランティ
アの活動拠点となったカトリックたかとり教会。現在、
そこには、FM わぃわぃほか、10 の地縁まちづくり団体
12
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しなくても復興が早い。日本も見習うべきところがあり
そうだ。

■ 20 年を経て、訪れた危機
これまで、多文化共生をテーマに地域に根ざして活動

20 年を経て、活動の領域を広げ、深化してきた FM わぃ
わぃだが、まだまだ発展途上だという。ゴールではなく、

してきた FM わぃわぃだが、再び存続の危機が訪れる。2

調整のプロセスこそが大事であり、その輪は広い方がよ

度にわたり地上波放送が停止され、老朽化した放送機器

い。どんな人も参加しやすい場をラジオの公共性を通し

が限界を超えていることが発覚したのだ。資金もないの

て、今後ますます、人と地域と世界をつなぐメディアで

で寄付を募ったところ、目標の 311 万円を大きく超える

あり続けることだろう。

寄付が寄せられた。
みんなの放送局として、継続を望む意志の表れであり、
これからの活動への期待が込められているのがわかる。

■まちづくりにゴールはない
災害時に生死を分けるのは「人のつながり」
。ここに集
う人々は、経済を第一に考えず、人間として豊かに生き
ること、人のつながりを大事にしている。外国人支援が
目的ではなく「お互いさま」の意識で多様性を認め、許
しあい、ともに前へ進む関係性こそが目指されている。
「多
様性の重視」と「少数者の視点」は、住民自治の意識に

参考文献
①『グローバル社会のコミュニティ防災ー多文化共生のさき
にー』吉富志津代著 大阪大学出版会 2013.3
②「マイノリティの社会参加を促すコミュニティラジオ－ FM
わぃわぃを持続可能にする仕組み」松浦さと子・川島隆編
著『コミュニティメディアの未来－新しい声を伝える経路
－』晃洋書房 2010.3
③ 2014 年海外フィールドスタディプログラム活動報告書『「コ
ミュニティ防災」－命を守るためのつながりを学ぶ－（イ
ンドネシア／ジョグジャカルタ）』大阪大学グローバルコラ
ボレーションセンター 2015.3
④「神戸＆インドネシア ラジオが高める防災録」mundi
2013（10 月）No.1 国際協力機構（JICA）

必須の要素である。

＜会員募集中＞
日本都市計画学会では随時会員を募集して
います。入会をご希望の方は、下記の URL
にあります手続きで本部までお申込みくだ
さい。
入会には紹介者（正会員 1 名）の署名・捺
印が必要です。
なお、博士後期課程の方も学生会員を希望
することが出来ます。
詳しくは：
ht tp: //w w w.cpij.or.jp/summar y/post /
admission.html
本部住所
〒 102-0082
東京都千代田区一番町 10
一番町ウエストビル 6F
公益社団法人日本都市計画学会
会員係

FM わいわいが発行するニュースレター
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読者参加企画

探訪「都市計画トマソン」第一回
編集広報委員会
「不動産に付着していて美しく保存されている無用の長物」をトマソンと呼び、まちのなかに芸術をこえた芸術性を探求した
のは赤瀬川原平らであった（赤瀬川原平『超芸術トマソン』）。無用ではあるけれども、なぜか愛さずにはいられない不思議な
魅力をもつトマソン。都市計画に関しても「なぜこれがここに？」と不思議な魅力を感じる場所が数多くあるに違いない。都市
計画学会関西支部の「支部だより」編集チームは、そういった都市計画が生んだトマソンを「都市計画トマソン」と呼び、会員
からも情報をいただいて紹介するという企画を立てました。
単に紹介するだけでは終わらず、なぜその都市計画トマソンが生まれたのか、それを探ろうじゃないか。そうすればひょっ
とすると都市計画の「夢」を感じ、都市をより深く愛することが出来るかもしれない。都市計画トマソンは何気ない日常
の風景をドラマに変える力をもっているのではないか。第一回は、関西支部編集・広報委員会のメンバーが知る都市計画
トマソンをご紹介します。

【都市計画トマソン No.1】

換地処分が完了している。終戦後すぐの米軍航空写真に

幻の大和川公園道路

も認められるが、戦前には現在とほぼ同等の幅員をもつ
道路が認められる。しかし、なぜ幅員が大きく並木があり、
カーブを描いているのか。その背景には、昭和初期の総
合大阪都市計画の公園系統計画が存在する。土地区画整
理の直前に幅員 20m 乃至 12m の「大和川公園道路」と
して都市計画決定されていた。木方の研究によれば、こ
の公園道路の東隣は当初計画では商科大学の敷地であっ
た（木方十根『「大学町」出現』河出書房新社、2010 年）。
昭和初期に企図された大学キャンパスと一体の緑地、そ
して大和川の右岸を走る公園道路の理念は、ここにひそ
かに息づいている。（山口敬太）

【都市計画トマソン No.2】
戦災復興が生んだ帯状緑地

写真：大和川公園道路計画の名残と思われる並木道（筆者撮影）、一部は
夏の様子（Google Street view)
図：大阪市：平成 26 年度の都市計画決定・変更 説明図「大和川公園」、
大阪市 HP より転載

大阪市立大学杉本キャンパスの西、大阪市住吉区山之

写真：Bing 地図

図：『戦災復興誌 第十巻』

神戸市中央区、JR 灘駅の西に帯状の空地帯が存在する。

内 3-5 丁目に緩やかにカーブを描いた 1km 強の並木道が

王子南公園と脇浜公園、さらに数校の学校敷地が帯状に

ある。都市計画公園「大和川公園」として計画決定され

連なり空地帯を形成している。これは戦災復興土地区画整

ていたが、平成 26 年度に大部分が削除された。ここは

理によって、公園敷地を集中的に配置することによって生み

大阪市立大学の前身である大阪商科大学のキャンパス整

出されたものだ。葺合地区の事業決定が 1947 年、換地処

備にあたって昭和 10 年に設立された「商大附近土地区

分の完了まで 52 年の歳月がかかっている。神戸市の戦災

画整理組合」の事業区域である。同事業は昭和 18 年に

復興都市計画においては、1938 年の阪神大水害の教訓か
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ら「河川沿緑地」をもって防災を企図し、あわせて火災延
焼防止のために河川沿緑地の間に 500m-1500m 間隔で
「帯

【都市計画トマソン No.5】
夕陽丘：社寺地にかかっていた都市計画公園

状緑地」を設けようとした（「土地区画整理事業実施設計認
可申請書」）。この帯状空地帯は生田川と都賀川のまさに中
間地点にある。この隠れた延焼遮断帯は 1995 年の神戸市
復興計画において「灘文化軸」に位置づけられた。そして
現在では文化をテーマにした特色のあるまちづくりが行われ
ている。
（山口敬太）

【都市計画トマソン No.3】
桂坂：近郊緑地のなかの計画的住宅地

図：Bing 地図

大阪の夕陽丘の寺町の社寺地や敷地内の緑地が都市計
画公園（夕陽丘公園）として決定されていました（図：
Bing 地図）。実現性を現実的に判断して（？）
、平成 26
年度に都市計画決定変更され、実態に合わせて一部の公
園敷地を残して大幅に面積が縮小されることになりまし
た。（坂井信行）

「都市計画トマソン」を募集します！
図：近郊緑地保全区域図

学会員のみつけた「都市計画トマソン」
（関西支部エ

京都市西京区、緑多い計画的住宅地として知られる桂

リア内のもの）を募集します。みなさんがご存じの都

坂の西半分くらいは実は「近郊緑地保全区域」の中にあ

市計画トマソンを是非、教えていただきますようお願

ります（図：近郊緑地保全区域図）。桂坂をふくむこの丘

い致します。以下の事項を記入・添付して下記アドレ

陵地の開発許可にはかなり長く時間がかかったとされて

スまでメールでお送り下さい。投稿頂いた物件はこち

いますが、おそらくそのスケジュールと近郊緑地の決定
の時期とが微妙に前後するためとみられています。（神吉
紀世子）

らで拝見して、逐次ウェブにアップ致します。
(1) お名前・所属（掲載時に使用します、非掲載の場
合は「匿名」とご記入下さい）
(2) 物件の場所（google の緯度・経度をお教え下さい）

【都市計画トマソン No.4】
醍醐寺北の住宅開発地

(3) コメント（なぜトマソンなのか簡潔に説明して下
さい）
(4) 可能であれば物件の写真
送付先：
cmt_public@cpij-kansai.jp
ウェブはこちら：
Facebook

https://www.facebook.com/
groups/924161010942304/

ツイッター

@cp_thomason

図：都市計画図 (Google map)

世界遺産バッファゾーンに隣接する京都市山科区醍醐北
端山の山裾に宅地開発途上の更地があります。開発業者と
環境保全のぶつかり合いの痕跡といえます。
（川崎修良）
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支部委員会報告
受賞者：先斗町まちづくり協議会

総務委員会
2014 年 4 月 5 日（土）13:00 から大阪市立大学文化
交流センター大ホールにおいて開催され、下記の３議案
について審議し、すべて議案書通り決議された。
(1) 第１号議案 2013 年度日本都市計画学会関西支部

・全国初の２市にまたがる香里園駅東地区市街地再開
発事業の取り組み（大阪府寝屋川市、枚方市）
受賞者：香里園駅東地区市街地再開発組合、株式会

活動報告について

社竹中工務店、寝屋川市、枚方市

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 2014 年度日本都市計画学会関西支部

・関西大学佐治スタジオと佐治倶楽部によるまちづく

活動方針について

り活動

報告事項：日本都市計画学会関西支部予算について

農山村集落の地域再生－（兵庫県

(3) 第３号議案 2014 年度日本都市計画学会関西支部

－関わり続けるという定住のカタチによる
丹波市）

受賞者：関西大学、丹波市、関西大学佐治スタジオ、

役員選出について

佐治倶楽部、関西大学建築環境デザイン研
究室

企画委員会
2014 年度は 2 回のシンポジウムと１回のフィールド
ワークを実施した。

なお、下記の成果・実績に対し、特別賞として、都市
再生賞を贈ることとした。

シンポジウム１：都市における局地的な大雨への備え
石垣泰輔（関西大学）による基調講演「市街地の内水
氾濫と地下空間浸水」と上塚哲彦（大阪市）による「大

・あべのハルカス（阿部野橋ターミナルビル）（大阪
府

大阪市）

受賞者：近畿日本鉄道株式会社

阪市の浸水対策と局地的集中豪雨への備え」の報告を受
け、都市計画の観点から議論した。

研究発表委員会

シンポジウム２：地域におけるストック・マネジメン
トによる持続可能な地域づくり

第 12 回研究発表会を 2014 年 8 月 2 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・

北真夫（国土交通省）による基調報告「空き家の実態

企業の若手研究者を中心とした 37 編の研究発表があり、

と縮退時代の建築ストック活用に関する政策動向」に続

総数 94 名の参加者を得て活発な質疑・討論が行われた。

き、山本寛（近畿日本鉄道）
・末村巧（みんなの不動産）
・

研究内容の一層の充実と発展を期待して、座長と研究発

中原信（神戸市）からの事例紹介を受け、今後の課題に

表委員会とで６名の研究奨励賞を選考した。今後、行政

ついて議論した。

機関や民間からの参加を促進し、多様な視点からの都市

フィールドワーク：姫路駅前広場・周辺地区

計画、まちづくりの研究や特色ある実践につなげる。

「人のための駅前広場：公共空間がつくる都市イメー
ジ」をテーマに現地を歩き、姫路駅前広場活用協議会の

編集・広報委員会

取り組みやコミュニティスペースの運用を通じた市民か

「日本都市計画学会関西支部だより」No.29 を約 900

らの意見を交え、公共空間のあり方つかい方について意

部発行し、支部会員に発送した。特集のテーマは「阪神・

見交換した。

淡路大震災 20 年」とし、関係者等による座談会を開催
し、その記録を掲載した。また、読者参加企画として
「都市計画トマソン」の募集を企画し、Facebook ページ

国際・交流委員会
2014 年８月 16 日〜 22 日、海外都市計画交流会をス

を立ち上げた。集まったものの一部は記事として掲載し

リランカで実施した。参加者は９名で、キャンディ、コ

た。あわせて、支部だよりと連動させた記事を支部ホー

ロンボ、ゴール等の都市を訪問し、ペラディニア大学、

ムページに掲載した。

モラトウア大学、コロンボの都市開発局で情報交換、役
人や研究者と交流を深め、都市計画の現場視察も行っ

本部学会誌「都市計画」に関する企画編集

た。また、非会員学生と会員の交流の一環として、昨年

本部学会誌「都市計画」において、関西支部の活動報

に引き続き「都市計画・アーバンデザインの仕事場を訪

告、都市計画情報の掲載ページ（支部だより）に関する

ねる」を実施した。10 月７日、学生７名が、大阪市役

企画編集を行った。

所と株式会社 E-DESIGN を訪問し、若手の実務家と仕事
のこと、暮らしのことなど幅広く話を伺った。
関西まちづくり賞委員会
下記の事業を 2014 年度関西まちづくり賞に選定した。
・花街・先斗町での町並み景観の維持保全・再生に向
けたまちづくりの取り組み（京都府
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京都市）

