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【関西支部設立 25 周年記念企画】支部長座談会「都市計画学

のこれまで・これから」 金井萬造×鳴海邦碩×榊原和彦×増田
昇×澤木昌典

支部委員会報告

歴代支部長：左上より反時計回りに鳴海邦碩（2005-2006）・増田昇（2011-2012）・榊原和彦（2007-2008）・金井萬造（2003）・澤木昌典（2016-）〜支部長座談会より〜

支部長挨拶
設立 25 周年を迎えた本年度は、大きな周年行事は行い

大阪大学

澤木 昌典

部設立への熱い思いとご苦労の様子、その後 10 年・20 年

ませんでしたが、研究・交流会「ウォーターフロント開発－

と時を重ねる中での関西まちづくり賞・研究発表会の創設と、

課題と提案～ 25 周年の軌跡と今後～」と本誌の関西支部

他の支部に先駆けた創造的工夫を積み重ねるとともに、幹

長座談会企画「関西支部設立 25 年をふりかえって」の２つ

事会の運営システムや規程の整備など、支部の持続的活動

の企画で 25 年間の歩みを検証しました。

を支える支部体制の根幹がどのような意図で構築されてきた

研究・交流会は 10 月 3 日という支部設立日に合わせて、

のかを再確認しました。中でも、10 周年・20 周年の過去 2

25 年前の第１回研究・交流会と同一テーマで開催し、低未

回の周年行事は、関西での都市計画の知恵の集大成や若手

利用地～企業誘致（パネルベイ・物流）～観光拠点（USJ 等）
・

ネットワークの構築など、支部活動の節目を刻むとともに出

研究拠点（医療産業等）・自然再生といった臨海部の変遷を

版物等が今日の大きな財産になっていることを改めて感じま

辿りながら、臨海部の役割と都市圏の今後を展望しました。

した。

支部長座談会企画では、金井（2003）
・鳴海（2005 ～ 6）
・

５年後の 30 周年に向け、今年度から周年事業資金の積

榊原（2007 ～ 8）・増田（2011 ～ 12）の４人の元支部長を

立を始めたところですが、本支部のさらなる発展に向けて、

招いて、天野初代支部長・紙野同副支部長（故人）らの支

みなさまの参画、支援、協力をよろしくお願い申し上げます。
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▪ 事例報告

超郊外のまち、 丹波市青垣町佐治での定住のカタチ
関西大学

岡 絵理子

昨年末も丹波市青垣町佐治では、関西大学佐治スタジオ
望年会（行く年を忘れるのではなく、くる年の佐治スタジオ
の未来を考える会にしようと考えたネーミング）が、関西大
学の学生、OB、地元の人たちなど総勢 70 人が集まり盛大
に開催された。今回は、いつもの佐治スタジオではなく、企
業者向けシェアオフィスやスモールビジネスの拠点として空き
家を改修して整備した「衣川会館（きぬがわかいかん）
」で
の実施である。この事業は、
「丹波市丹（まごごろ）の里創
生戦略」2015 年度事業に、
「大学と地域住民連携による空
き家再生活用モデル事業」として位置付けられたもので、関
西大学佐治スタジオと地域の任意団体である佐治倶楽部が

写真１

衣川会館での 2016 年佐治倶楽部望年会

その担い手となった。望年会のテーブルには、イノシシ肉や

にも受け入れていただき、多くの学生が丹波を体感してきた。

鹿肉に青垣産の野菜をふんだんに入れたちゃんこ鍋と丹波市

地域の方々と交わる機会を多く持つことにより、学生たちが

市島の地酒も添えられた。豊かな食材を楽しみ、地域の人々

卒業後も青垣町佐治を我が故郷のように感じ、卒業後数年

と関西大学の学生がともに過ごす 10 年目の年を越したので

経っても、しばしば佐治スタジオを訪れる。すると、地元の

ある。

方々も会いに来てくれる・・・という、学生と地域の人々との

丹波市は、兵庫県の北西部に位置する、人口 66,100 人、

交流が続けられている。これが、
「現代的教育ニーズ取組支

世帯数 25,453 世帯（2017 年 12 月住民基本台帳より）の内

援プログラム」のテーマとした、
「関わり続ける定住のカタチ」

陸市である。
「丹波」ブランドは、関西圏では美味しい食材

である。

の代名詞ではあるが、
「丹波篠山」、
「京丹波」など広域の地

関西大学環境都市工学部が授業フィールドとして丹波市青

域名であり、丹波市そのものも 2004 年に６町が合併してで

垣町佐治を選んだのは、日本建築学会創立 120 周年記念

きた市であるため、関西圏でもその知名度は高くない。

近畿支部主催事業である
「美しいまちをつくる，むらをつくる」

この丹波市と関西大学が連携協定を結んだのは、2007

設計競技部門のフィールドとして、丹波市が青垣町佐治での

年の文部科学省の「現代的教育ニーズ取組支援プログラム」

実施の名乗りをあげたことに始まる。関西大学建築学科は、

への応募がきっかけとなった。この採択により、関西大学と

「関わり続けるという定住のカタチ」を提案した〈SENARIO

丹波市は、教育プログラムの実施において実質的に連携し、

TAMBA〉で、市長賞を受賞した。関西大学と丹波市の出会

学部生を対象とした２つの授業を続けている。ひとつは、関

いはこんな偶然のような出来事であった。しかし、実際に連

西大学環境都市工学部の教員が学生たちとともに青垣町佐

携して授業を進めるにあたっては、私たちなりの思いがあっ

治に２泊 3 日滞在し、朝日から夕日までをともに体感し、丹

た。それは、関西大学がある大阪と青垣町佐治の距離感で

波市をフィールドとしてそれぞれの専門分野で集中ゼミを実

ある。高速道路ができ、高速バスが整備されたことによって、

施するもので、この宿泊ゼミ以外に、日帰りでの丹波での暮

大阪と青垣は２時間ほどで結ばれている。たが鉄道を使う

らし体験、たとえば田植えや稲刈り、秋祭りや地域イベント

と、丹波市内の JR 柏原駅までは大阪から１時間半で行ける

など、地域の行事に 2 回参加することによって、単位が取得

ものの、柏原駅から佐治までは 1 日２本しかない路線バスで

できる。実は、先述の望年会もこの単位認定プログラクに位

１時間近くかかるのである。大学と佐治を行き来するために

置付けられている。もうひとつは、丹波市や地域の全面協

は、貸切バスを走らせるか、あるいは時間を見計らって高速

力によって実施されている丹波の生業を知る授業で、学生が

バスに乗るか、いずれかの方法しか選べない。その距離感は、

１週間丹波市内の事業所で就業体験をする。これまで、農

私たち授業を実施する側にとっては好都合であった。自らも

業、酒造り、桧皮葺、製材、森林管理など、丹波市ならで

だが、学生たちも日帰りする選択肢がなくなり、宿泊を覚悟

はの生業（なりわい）から、デイサービス、宿泊施設など

してゆったりした時間の中で佐治のまちに居続けることにな
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るのである。宿泊しているから夜になると地域の人たちが訪
ねてきて、交流が深まる。だが、いざという時にはタクシー
を飛ばせば２時間で大阪まで帰ることができるということも、
また好都合であった。
このように、車で飛ばせ近いからと、大阪府下や神戸市
と丹波市を日常的に行き来している人を多く知っている。い
わゆる２地点居住をしている人たちだ。どちらに軸足がある
かは、家族の状況や仕事の都合による。子供が学齢期の間
は、家族は大阪や神戸に暮らし、父親は週末に家族のとこ
ろへ戻るという具合である。丹波に家や墓があり、平日は神

図１ 丹波市への転入元・転出先上位 10 地域（全体）
（出典：「丹波市人口ビジョン」, 平成 28 年３月 , 丹波市）

戸市や西宮市の自宅に暮らしているが、週末は丹波で過ごし、
地域の自治会活動にも参加しているという家族にもお目にか

篠山市からは、74 人転入と 18 人の転出超過。いずれも近

かっている。元はと言えば、丹波に家を構え、生業もあった

隣市は、出入りがある。しかし、東京都となると様子が違う、

家族であるが、子供の学齢期にはどうしても、丹波を離れざ

45 人が東京都に転出し、転入はゼロである。丹波市も全国

る得なくなる。

動向と同様、東京一極集中に悩んでいる。

丹波市柏原の市街地周辺の農地の中に、ハイツと呼ばれ

しかしこの様子を見ると、近隣市との人口の出入りには、

る民間賃貸住宅が多く並んでいる。そこに住んでいるのは高

丹波市の将来的に明るいものを感じることができる。という

校生とその母親だと言う。柏原には丹波市一の県立高校が

のも、この人の出入りは、何かの都合で逆転する可能性を秘

ある。そこに通うためには、毎日何キロも自転車をこいでい

めている。軸足がどちらにあるかである。学齢期の子供のい

かなければならない。大学受験を控えた子供の通学負担を

る期間は、家族にとってはそれほど長い訳ではない。人とし

少しでも軽くするため、母親と子供だけが高校まで歩いて通

て豊かな生活を過ごすことができること、丁寧な暮らしを実

える所に移住するのだと言う。全寮制の学校に入る高校生も

現できること、人とのつながりなど、生活の利便性だけでは

少なくない。スタジオのある青垣町では、さらに町民を悩ま

計ることのできない豊かな住環境に価値を見いだせば、人の

せる事柄が決定された。４校あった小学校が統合され、平

流れが変わる可能性があるのが超郊外と言われるゆえんで

成 29 年 4 月 1 日から新しい小学校として開校されるのであ

ある。佐治スタジオに通った学生たちは、墓も家もなくとも、

る。いずれも明治５年、６年に開校した小学校である。学

人と食のつながりで丹波をふるさとと感じている。暮らしの

制が発されたのが明治５年８月であるから、伝統校ばかりで、

場としての丹波を体験することにより新しい住環境価値を見

丹波の人たちが昔からいかに教育に熱心であったかがよくわ

いだす機会となっている。

かる。４月からは、通学距離が２km 以上の児童は、スクー

丹波市は平成 26 年 8 月に豪雨災害に見舞われた。山間

ルバス３台での通学が始まる。子供たちがのびのびと育つに

部の集落が流され大きな災害となった。それでも丹波市は、

はありがたい丹波での暮らしも、学齢期の子供たちの教育

コンパクトシティを目指す方向ではない。自然の中で暮らし

環境という面では難しいことが多い。

ながら、山や川を生業の場としてきた暮らしの歴史があるか

これに若年層の就職難から、どうしても丹波市は人口の減

らだ。平成 24 年 5 月、丹波市が全市を都市計画区域とし

少が進んでいく。実際、高度経済成長期の大幅な人口減少

たのはそのような中でも安全・安心なまちづくりをめざしたた

期から、人口横ばいの 25 年間をへて、1995 年から再び人

めであろう。選ばれる暮らしの場として、基盤づくりを進め

口は減少する一方で、2010 年から 2060 年の 50 年で半減

ている丹波市なのである。

すると予測されている。特に、15 歳未満人口は 1985 年か
ら一貫して減少しつづけている。2014 年一年間の丹波市の
転出入をみると、転出先として最も多いのが神戸市の 170 人
で、神戸市からの転入者は 132 人と 38 人転出超過である。

参考文献
「丹波市人口ビジョン」，平成 28 年３月，丹波市
「丹波市住生活基本計画」，平成 28 年３月，丹波市

ついで、大阪市の 130 人であるが、大阪市からの転入者は
105 人と 25 人の転出超過。ついで、92 人が転出している
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▪ 事例報告

農村を守りつつ変化も可能にしたい

～能勢町市街化調整区域における開発許可「提案基準」の試み～
京都大学

神吉 紀世子

■ほぼ全域市街化調整区域

■従来の開発許可制度の運用課題

は届いていないが国道 173 号線、477 号線等の幹線道路で

の不具合が度々聞かれるようになっていた。2010 ～ 11 年度

能勢町は大阪府最北に位置する農村地域である。鉄軌道

周辺市町と繋がっており車利用なら北摂または丹波の住宅市
街地等との時間距離も比較的近い立地にある（図１）。都市
計画上は「北大阪都市計画区域」の一部であり山林も含め
た町全域が都市計画区域である。バブル経済期前半には都
市計画区域に含まれず急斜面を造成する戸建て住宅開発（図
2 b））が発生し始めた。その後 1991 年に全町を都市計画
区域に、1995 年には町域の約 99％を市街化調整区域、残
り約１％を市街化区域として現在に至る（全域都計区域、小
面積のみが市街化区域であるのは隣の豊能町も同様）
。結
果、能勢町での斜面住宅開発は食い止められた。隣接する
京都府亀岡市域（都計区域外）では大規模に斜面住宅開発
が集積している（図１の灰色太破線部）。線引きにより能勢町
はバブル期の宅地開発を抑え込み（ゴルフ場も１か所のみで
ある）、土地利用的には豊かな農村地域の環境を維持した。
2007 年に圃場整備事業が完了し農振地域は約 3,500ha、
その約１／４が農用地区域である。山林の大半は自然公園や
保安林となっている。

しかし近年には、線引き廃止の意見を含め開発許可制度

の町総合計画策定時には、敷地境界が不確定であることが
多い農村地域では農家世帯の開発行為であっても前もって測
量が必須となるなど申請の準備的な段階での大きな負担に
ついて指摘がなされていた。2015 年度の地方創生関連の懇
談会においても、問い合わせが増えている移住や起業の希
望の中には住宅や作業所の建設可能性を見いだせず断念す
るケースが生じており、過疎高齢化のなか非常に残念である
等の報告がなされていた。線引き廃止の意見はこれらを背景
にしていた。
線引き廃止希望というと、
「北大阪都市計画区域」全体像
からみれば郊外開発促進への要求にもみえがちだが、上記
の種々の委員会で説明されるのは、上述のように個々の身近
で具体的な危機感である。当時採用可能な手段としてはガ
イドライン策定済みの市街化調整区域における地区計画が
あったが、町の一部地区が特別扱いになるよりも全町的に開
発案件への制度運用が地域ニーズにあうものに改められるよ
う求められていると解釈すべきだと筆者も考え、おそらく多

a) 農村集落

b) 急斜面造成の住宅地

c) 国天然記念
物の横で週末
営業する人気
のコーヒース
タンドには開
店が続く新た
図１ 能勢町の土地利用規制とその隣接市町（隣接市町の接する部分の区域区分：南丹市・亀岡市域は都市
な店のフライ
図 2 現況写真 ヤも置かれる
計画区域外、篠山市は未線引き都市計画区域、その他は市街化調整区域）
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くの人の実感であった。筆者は総合計画の際に土地利用問

店等の店舗や事務所の建築（自己業務用）／既存の住宅を

題も扱う部会の委員をつとめていたが、まだ具体的な解決

店舗等に用途を変更して利用（自己業務用）」が一定の用途・

策アイデアはなかったものの「開発許可制度運用の工夫」を

規模制限のもとで可能となる。
「自己」を重視している点が

盛り込むことを強く進言した。
「全町を１つの地区計画」は

不動産開発ではなく地域に根付く居住を受け入れようとする

あり得るのだろうか（北大阪都市計画の一部地区ではある）

意図を示している。地理的には既存集落の既設住宅・店舗

等と考えたこともあった。また並行して町都市計画審議会に

等から 50m 以内又は 2 車線以上の国道・府道沿道のみ可

おいても、疎住的で都市的インフラの集約化に当てはまりに

能とし、集落等のまとまりが拡散しないようにしている。イ

くいが、自立した自治地域としての土地利用バランスを保つ

ンフラの注意点、駐車場設置、さらに地元説明について規

ためにこそ、地域づくり的な、いきいきとした居住の「成長」

定しているほか、附則には町人口が 14000 人（1995 年に線

のための市街化調整区域のあり方を認識してもらいたいとの

引きを行った時の人口）に達するまでを運用期間としており、

意見は度々に出されてきた。

担当係による総量制限の工夫である（以上具体的には前出の

■大都市圏山間地農村の静かな変化

町の各農村はこれまで高い地域管理力をもち共有林も全国

状況に比べればよく管理され里山林も守られている。しかしそ

URL を確認されたい）。2016 年末までの３か月間で数件の
問い合わせがあり、１案件ずつ丁寧に担当係で相談にのって
いるところとのことであり、今後、許可実績が積み重なってく
れば、条例化も検討したいとされている。

れもあと 10 ～ 20 年もたてばどうなるだろうかという心配もき

これにより、既存の集落や住宅地の至近や幹線道路沿道

かれた。バブル期に造成された住宅地は数多くの空き地を残

には「自己」利用の低層建築物なら、農家用に限る等の制

したままとなり今後の展望は判然としない。一方、ここ３～４

限なく、開発可能となった。断念されたケースもあった移住・

年の間にも町内には少しずつ新しい小さな名所が現れている。

起業の希望に今後は合致して機能し、農的環境の維持には

例えば、国天然記念物「野間の大けやき」の大樹によりそっ

支障にならない新たな地域のあり方が多様に現れ得るよう期

て冬期以外の週末に出店する
「ありなし珈琲」
（図 2 c）
）はコー

待されている。

ヒースタンドだけではなく自家焙煎豆の販売やウォークイベン
トも行う。特段に目立とうとしない佇まいで良質の居場所をつ
くろうとする店も次第に増え、知られるようになってきた。農

■郊外拡大の歯止めのため、自立した疎住地域のため

かつては、ほとんど農家後継者によるものしか想定してい

家ではないが農的環境の維持に関心をもちなにがしかの貢献

なかった市街化調整区域内の開発・建築行為に対して、都市

ができればと考える移住や起業の力は地域のこれからには必

縮小の時代に先だって農村も縮小していることを認識し、開

要である。全国市町村と同様 2015 年度にはまち・ひと・しご

発制限を全面的に強化するのではなく、居住を減衰させずむ

と創生に関する懇談会が設立され、ここでも以前からの課題

しろ継続・強化する必要が切実になっていることは、指摘さ

と新しい動きとが話題になり、移住・起業の申し出への対応

れてきたところである。2010 年頃にあった国交省社会資本

の課題はより具体的に検討が要請されていた。筆者は委員長

整備審議会での都市計画全般の見直し再評価の中でもこの

職にありつつ、やはり開発許可制度のカスタマイズに言及し続

議論が含まれており、関西支部でも「都市計画法の改正を関

けていた。そこに、2015 年 12 月７日付け国土交通省都市局

西の視点で考える」研究会（2010 年 12 月 4 日，http://

長通知「都市計画運用指針及び開発許可制度運用指針の改正

www.cpij-kansai.jp/cmt_plan/top/2010/101204kouenkai.

について」が届いた。

pdf）が開催され、能勢町もケーススタディの１つになってい

■開発許可における能勢町独自の「提案基準」

た。それ以来関心を継続し、６年後に実現した今回の町の
開発許可提案基準の施行は、派手な改革にはみえないが、

開発 許可の権限は能勢町に移譲されていたものの、許

ほぼ全域調整区域である町にとっては大きな変化である。府

可基準は府に権限があった当時と同基準を準用してきてい

の許可基準から自立して町の独自性を実現し、地区計画では

た。上記の通知によれば町が「提案基 準」を新たに設定

なく町全体に施行でき、ようやくニーズにあう手段として実現

できる。早速基準をつくる作業が町地域整備課土木建築

した。

係において着手された。その 10 か月足らずの後に施行さ

市街化調整区域の制限内容の地域不適合は線引き廃止と

れ たの が 次の 基 準 である（http://www.town.nose.osaka.

いった大幅緩和の要望につながりやすい。細かな制度上の

jp/14/56/1721/1588/004744.html

困りどころの修正に見合うかたちで開発許可制度の運用の試

2016 年 10 月 1 日）。

新たな基準では「自己居住用の住宅／物品販売店・飲食

みが始まったことは重要な一歩である。
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▪ 事例報告

「マイホーム・タウン」（持ち家のまち ) から
「マイ・ホームタウン」（私のふるさと）へ

名張市都市 整 備 部 都市 計画室

深 井 克治

「このまちはいつ来ても変わらねぇな。」ひと昔前の映画や

その結果、市政発足当時から約 3 万で推移していた人口

小説の主人公が帰郷した際に吐き捨てる台詞。その眼下に

は、1980（S55） 年に約４万５千人、1990（H ２） 年に約

は高度成長期の波に乗ることもなく代わり映えしないまちが

６万９千人、2000（H12）年に約８万３千人と増加を続ける

広がり、その台詞まわしからは、賞賛ではなく冷笑の意を感

こととなるが、この要因として、名張都市計画区域が未線引

じていた。

きであったゆえ、既存市街地の周辺丘陵部において分散的

しかしながら、今後、その主人公を含め私たちが見るその
先にまちは無いのかもしれない。

に「すずらん台」
「梅が丘」
「つつじが丘」
「百合が丘」など
50ha を超える大規模住宅地が相次いで開発されたことが背

まちが消滅する。日本創成会議の人口減少問題検討分科

景にあることは論を俟たず、この間、人口急増率が全国 1 位

会が発表した調査結果によると、全国の 49.8％に当たる自

になるなど急激な都市化を迎える一方で、
「大阪の郊外」と

治体が消滅する可能性があるとし、東京一極の是正や魅力

揶揄されるほどに大阪都市圏のベッドタウンとしての色合い

ある地方拠点づくりが提言された。この警鐘は対岸の火事

を強めていく。

によるものではなく、消滅可能性都市とされた全国約 900
におよぶ自治体に、当市も含まれている。

■名張市の概要

当市は、三重県の北西部に位置し、北に伊賀市、東に津市、

しかしながら、2000（H12）年をピークに、転入者数の
減少と死亡者数の緩やかな増加も加わり総人口は減少傾向
にあり
（図１）、時を同じくして生産年齢人口
（15~64 歳）のピー
クであった 2000（H12）年を境に、主な通勤・通学先が大
阪市から隣接の伊賀市に変化している（図２）。

西と南は奈良県と接しており、近畿と中部の両圏域の結節に
位置している。
市域の面積は約 130 平方キロメートル、市域の約 40％近
くが国定公園等に指定され、
「室生赤目青山国定公園」にあ
る「赤目四十八滝」は「日本の滝百選」に選ばれるなど、豊
かな水と緑に恵まれた山紫水明の地であり、2015（H27）
年 の 国 勢 調 査 10 月 1 日 現 在、 人 口 78,795 人、 世 帯 数
30,595 世帯 となっている。

■大阪都市圏との関わりから見る人口推移

1954（S29）年の市政発足以 来、鉄 道 利用で大阪市へ

図２

通勤・通学先の状況（国勢調査 単位：人）

約 60 分、名古屋市へ約 90 分で結ばれる地の利を生かし、
1965（S40）年の「桔梗が丘」を皮切りに 10 万都市の建設

このことは、住宅地開発に伴って短期間に移住してきた多

を目指し、積極的に住宅開発を誘導する成長拡大政策を展

くの団塊世代の人々が直下型に高齢化を迎えることで、高

開した。

齢化が全国平均の 2、3 倍の速度で進むと予想されるなか、
人口構成の変化に伴う大阪都市圏との繋がりや生活様式な
どの変容胎動のひとつであると考察される。

■都市マスタープランの要説

2009（H21）年、名張市都市マスタープラン（以下、
「都

市マス」。）を改定し、持続可能な将来都市の姿として集約
連携型都市構造の形成を掲げている。現在の人口分布は６
つの DID 地区がバランスよく配置し人口重心はその中心にあ
図１ 総人口・年齢３区分別人口
（推移：国勢調査、推計：国立社会保障・人口問題研究所）
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る市役所付近となっており、公共交通の分担率は県内でも高
く比較的効率のよい都市構造であるとも言える。今後もこの

クラスター形状を維持するためには、大規模住宅地などの生

ルールの内容を地区計画として担保する方針を掲げている。

活文化拠点（都市マス：p22 参照）の質的向上による密度

現在、用途地域無指定の大規模住宅地を対象に、用途地

維持（空き家対策、子育て世代への支援など）と、土地区

域及び地区計画の指定を目指し東奔西走するなか筆者の浅

画整理事業等により市役所、消防署、警察署が立地する市

い経験ではあるが、定住意向を左右する要因は単にまちの

街地都市機能拠点（都市マス：p17 参照）の都市的機能向

利便性や基盤整備率ではなく、地域における自身の居場所、

上に合わせて公共交通網による連携の確保を大きな枠組み

地域とのつながりなど、社会関係資本により居心地が評価さ

として考えている。

れていると感じている。

なお、改定都市マスは、デフレ傾向にある社会趨勢に対

良質なコミュニティの形成。このことは、図３に示したよう

応すべく、これまでの成長志向や量的なスケールメリットを

に、負の循環から正の循環に転換していくためのトリガーと

生かした考え方から、ストックの活用、成熟志向や質の向上

して期待している。

への転換を念頭に置いている。この「まちを造る計画」から
「まちを使いこなす計画」への転換は、従来の都市マスター
プランの勘所であった「都市施設整備の方針」部分の節略

■まちづくりの主役

改定都市マスの第二部「実現に向けて」及び第三部「資料」

傾向からも見て取れるように、いわゆるフィジカルプランとし

にあるよう、
「新しい公（おおやけ）
」の推進を標榜する当市

ての役割よりも、暮らしのまちとして市民との協働により質

では、都市内分権、地域主権に向けた施策展開を図っている。

を高めていくことを主眼としている。

2001（H15）年から地区公民館単位（概ね小学校区）で
組織された「地域づくり委員会」を対象に使途自由で事業
限定がない「ゆめづくり地域交付金」を交付することにより、
住民主体の地域づくりを支援してきた。
都市マスの改定時期でもある 2009（H21）年には「名張
市地域づくり組織条例」に基づき地域づくり組織の再編を
行ったが、
「ゆめづくり地域交付金」制度は継続され、現在
は全 15 の地域において、総合計画の地区別計画の骨子とな
る地域ビジョンが策定されている。
この地域ビジョンの実現に向け 2013（H25）年には「ゆめ
づくり協働事業提案制度」を開始し、地域と市が協働で事
業を実施する体制を整えており、ゆめづくり協働事業等の一
例としては、高齢者をサポートする地域支え合い事業や、路

図３

転換期における都市づくり戦略（概念図）

図３に示すよう、計画の柱を、
「多様な居住」、
「連携の強

線バスの廃線や交通不便地域での取組みとして、地域づくり
組織が主体となったコミュニティバスが５路線運行されてい
るなど活動は多岐に渡る。

化」
「美しい都市」として、
、
質の高い暮らしの実現に向けては、

また、上記の地域づくり、生涯学習、地域福祉など幅広い

画一的な利便性や快適性を求めるのではなく、大規模住宅

活動の拠点とするため、社会教育法による各地区公民館を、

地、農山村、風情ある町屋、若年層のための集合住宅など、

2016（Ｈ 28）年から市民センター化し施設運営の幅を広げ

各ライフステージやスタイルに応じた暮らし方の選択肢が豊

社会関係資本の蓄積、地域主体のまちづくりを支援している。

富であること、言い換えれば、誰もが人生の舞台として、自
分らしく生きることができる環境を整えていくこととしてい
る。例えば、生活文化拠点については人口減少化や高齢化、

「このまちはいつ来ても変わりませんね。」
当市を訪れた来訪者が賞賛の意を込めて発する台詞。そ

生活様式の多様化などを踏まえ、これまでニュータウンのお

の眼下には、活気と笑顔に満ちた一人ひとりのふるさとが広

手本であった低層低密に専用住宅が建ち並ぶ姿だけではな

がっている。

く、地域の特性に応じて、都市的で機能的な居住を重視する

そうした姿を羅 針 盤として、当市が大 都市圏縁 辺部の

「都市型」と、スローライフやロハス志向など都市農村双方

ニュータウンから、魅力あるふるさとへの舵を握っているの

の魅力を享受できる「近郊型」の暮らしぶりを提案し、その

は、市民・事業者・行政など多様な主体の協働、参画によ

選択や詳細な地域デザインは地域が選択したうえで、必要な

るものと考えている。
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▪ 事例報告

明舞団地におけるまちづくりの取組

兵庫県住宅政策課

谷川 順彦

■はじめに

舞団地マンション再生アイデアコンペ」、明舞団地にふさわし

神戸市垂水区と明石市にまたがる丘陵地を開発し、昭和

い景観創造による団地再生を意図した「明舞団地景観デザイ

39 年４月にまちびらきした明舞（明石舞子）団地は、明石

ンコード」の策定、望ましい土地利用のあり方や施設・機能

海峡を見下ろすロケーション、ゾーニングによる用途の純化、

の再配置などのアイデアを全国から募った「明舞団地再生コ

歩車分離など当時最先端の都市計画を形にした「団地」で

ンペ」を実施し、これらの成果を踏まえ、平成 19 年３月に

あり、そこに住む人々は「団地族」と呼ばれ、人々の憧れの

再生計画を改定した。

的であった。
面積

約 197ha

入居開始時期

昭和 39 年４月

開発主体

世帯数（※ 1）
人口（※ 1）

高齢化率（※ 1）

兵庫県、兵庫県住宅供給公社
10,911 世帯
20,758 人

40.91％

それから半世紀が過ぎ、建物の老朽化、住民の高齢化、
人口減少、若者人口の減少等が課題となっている。

■明舞まちづくり委員会

以前から、住民による良好な環境の維持や地域の価値の

向上のための「明舞まちづくり推進協議会」や「神陵台ふれ
あいのまちづくり協議会」、県・市や公的住宅管理者等によ
る「明舞団地再生協議会」が存在していたが、各協議会間
の連携は不十分であった。
そこで、住民・事業主・地権者等による主体的な取組（エ
リアマネジメント）の実現に向け、平成 20 年度に明舞まち
づくり委員会（準備会）として、必要性や方向性を検討する
フォーラム等を開催、平成 21 年７月に「明舞まちづくり委員
会設立宣言」を採択し、再生への取組を検討する包括的な
組織を正式に設立した。
以降、年２回程度開催し、明舞団地における情報の共有
に努めている。近年、各参加団体の活動報告の時間が長く
なり、課題検討のための時間が確保できなくなっているため、
今後、分科会の設置など運営面での新たな取組が必要となっ
ている。

そこで、県は団地住民等とともに、いわゆるオールドニュー
タウンの再生モデルとして、団地の活性化に取り組んでいる。
今回、その取組の一部を紹介する。

■明舞団地再生計画

学識経験者等による明舞団地再生検討委員会やワーキン

ググループを設けるとともに、団地住民等によるまちの資源
や課題を把握するワークショップの成果を反映させて、平成
16 年３月に「明舞団地再生計画」
（以下「再生計画」という。）
を策定した。
再生計画では、明舞団地の現状を踏まえた団地再生の基

■まちづくり広場から交流拠点へ
(1) まちづくり広場

平成 16 年７月に、まちびらき 40 周年記念事業の一つとし

本方針「－元気な街であり続けるために－」を設定し、その

て、県、兵庫県住宅供給公社（以下「公社」という。）等が、

実現に向けた再生指針を「団地再生ビジョン」、今後おおむ

住民相互の交流・情報交換の場としてセンタービルの空き店

ね 10 年間に具体的に取り組む主要な事業計画及びそのシナ

舗に
「明舞まちづくり広場」
（以下
「広場」という。）を開設した。

リオを「団地再生アクションプログラム」として提示した。
その後、マンションの再生・長寿命化の仕組みを探る「明
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平成 17 年度以降は、運営経費を県（神戸県民局）が、運
営を「明舞まちづくりサポーター会議」( ※２) が担い、クリ

スマスフェスタ等の交流イベントの企画運営や住民による各
種クラブ活動及び合同作品展示会の開催など、活発に利用
された。
また、平成 19 年度に、住民有志等による「明舞お助け隊」

■明舞リノベーション企画

昭和 40 年代に分譲された集合住宅の所有者や住戸購入

を検討している若者等に向け、比較的安価なコストで内装・
機能を現代的に更新・最適化するアイデアを募集する「明舞

が広場を拠点として活動を開始。庭の手入れ、ゴミ出しなど

団地住宅リノベーション企画コンペ」を実施した。①学生の

高齢者の依頼に対応する有償ボランティア、ふれあいカフェ

DIY による安価で可能なリフォーム、②介護保険等を使っ

やほっとスペース等の運営を行っている。

た高齢者向けリフォーム、

こうした活動により、広場はまちづくり活動の場として住民

③ 住み続けるためのリノ

の間で広く認知されるものとなった。

ベーション、④孫へ引き継

(2) まちづくり交流拠点

ぐためのリノベーションの

広場が入居するセンタービルの建替えが決まったことを機

４案を採択し、実際に施

に、同ビルに入居していた「明舞まちなかラボ」( ※３) や「ま

工してモデルルームとして

ちを楽しむ研究所」( ※ 4) の機能を集約した拠点の開設に

公開した。

向け、地元住民や学生等によるワークショップ
（５回）を実施。

この取組は新聞やテレ

拠点の機能・設備等の検討、運営団体の募集を行った結果、

ビでも紹介され、429 名

平成 28 年３月に「明舞まちづくり交流拠点」として新たなス

がモデルルームに訪れた。

タートを切った。住民と大学生が同じ場所で活動することに
より、地域と大学がより緊密になり、明舞団地での実習や地
域イベントへの学生の参加（企画を含む。）など、域学連携
が一層進んでいる。

■終わりに

明舞団地の高齢化率は年々増加しているが、住民は団地

に愛着を感じ、終の棲家と考えている。
一方、就職等により団地を離れていた若者が、結婚・出産
等を機に、親世帯の住宅に近接する既存分譲集合住宅を購
入・リノベーションしＵターンするなど、新たな動きも見られる。
そこで、医療、福祉等に携わる地元事業者とも連携し、高
齢期に適した住宅への住み替えと若年世帯を呼び込むため
の住み替えシステムについての検討を始めている。

■「NPO ひまわり会」

平成 15 年度に、団地の活性化や居住者の利便性向上の

今後もオールドニュータウンの再生モデルとして明舞団地
の取組を支援するとともに、その取組を県内外に積極的に
発信していきたい。

ため、センタービルの空
き店舗を活用するモデル
事 業を募集。３団体を
選 定し２年間活 動 助成
を行った。
その 後、 ２団 体 は 活
動を終了したが、
「NPO
ひまわり会」は「食」を通したコミュニティづくりを目的とし
て今日まで活動している。昼の食堂運営や昼夕の高齢者へ
の安否確認を兼ねた配食サービスでは、地元食材を使用す
るとともに、刻み食やとろみ食などの個別要望にも対応し、
利用者からの評価も上々のようである。また、食に関するセ
ミナーや地域団体等と共同での餅つき大会、クリスマスフェ
スタなどのイベントも開催している。

※１ 住民基本台帳（H28.3.31 神戸市、H28.4.1 明石市）データ
※２ 地区の現状を協議し、共有し、明舞団地の活性化等に向けて
活動することを目的とする住民、商業者や地域活動団体の構
成員等で構成する団体
※３ 平成 21 年に兵庫県立大学が開設。地域の課題解決に向けた
研究、提案及び実践的な活動を行い、地域の活性化や人材育
成を行うまちのシンクタンクを目指す
※４ 平成 25 年度から実施している県事業。芸術文化等の知識を
持つ住民を地域の資源として掘り起こし、地域に還元できる
機会を提供することで、地域活動への動機付け、地域住民の
交流、連携の拡大を推進
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▪ 事例報告

活況を呈するけいはんな学研都市

（公 財） 関 西 文 化 学 術 研 究 都 市 推 進 機 構

瀬渡 比呂志

■都市建設の状況

京都、大阪、奈良の 3 府県

にまたがる「けいはんな学 研
都市」( 関西文化学 術研究都
市 )。1978 年の「関西学術研
究都市調査懇談会 ( 座長：奥
田東元京都大学総長 )」の提
言から始まり、1987 年に関西
文化学術研究都市建設促進法
が公布・施行され、
国家プロジェ

図１

学研都市の位置

クトとして本格的に建設がスタートした（図１・２）。
以来 30 年。
東の
「つくば」に対し西の
「けいはんな」と呼ばれる本都市は、

図３

つくばが国の主導で国の機関を集約的に配置しているのに対

人口の推移

し、
①産学官民が協力する体制で整備
②時代の状況や事業の熟度に合わせて順次進めるクラス
ター型開発
③文化学術研究施設と住宅地との複合型の開発
という特徴を持つ。
この 3 つの特徴が生かされ、人口も施設も着実に増加し、
活況を呈してきている（図３・４）。
道路、鉄道等のインフラの整備も進んでいる（図５）。
図４

図５
図２

開発状況

立地施設数と研究者数の推移

道路・鉄道の整備状況

■施設の状況

情報通信や脳情報科学、バイオサイエンスなど多様な分

野の先端的な研究機関や大学、大企業から中小企業、ベン
チャー企業など様々な形態の施設立地が進む。
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1986 年には同志社大学田辺校が開校し、1991 年には情
報・バイオ・物質創成および融合分野に積極的に取り組む
奈良先端科学技術大学院大学が開校。昨年は、京都大学
大学院農学研究科附属農場が開設。中核的な機関としては、
脳情報科学・ライフサポートロボット・無線通信の㈱国際電
気通信基礎技術研究所（ATR）や革新的なエネルギー・環

図７

境技術の研究などを行う ( 公財 ) 地球環境産業技術研究機

４つの取組み

構（RITE）
「
、人類は何を研究するべきかを研究」する（公財）
国際高等研究所、医療・産業応用も可能なレーザー研究の
( 国研 ) 量子科学研究開発機構（QST）関西光科学研究所、
多言語音声翻訳技術・コミュニケーション技術の研究などを
行う（国研）情報通信研究機構（NICT）、国立国会図書館関
西館が 1989 年から 2002 年にかけて順次開所。2000 年
以降は、研究とあわせてものづくりを行う「研究開発型産業
施設」の企業が次々と立地。さらには、初期のころに多かっ
た大手企業の研究所の立地も近年再び目立つようになった。

図８

新たな都市創造会議

■今後に向けて

昨今、新産業の創出やオープンイノベーションの重要性が

■「新たな都市創造プラン」

多くのところで語られている。これを実現するためには多様

昨 年 度、 この 30 年 間の

性と先進性が不可欠であるが、けいはんな学研都市は丁度

到達点を整理、評価し次の

そのタイミングで多様な施設立地が進みそれぞれの施設で

時 代をつくるべく学識経 験

は先進的な研究や事業化が進んでいる。まさにオープンイノ

者の先生方、国の関係省庁、

ベーションが進みやすい状況となってきた。2010 年に閉館

経済界、企業、大学、地元

した「私のしごと館」を国から譲り受けた京都府が、2015

公共団体などけいはんなに

年 4 月に国際的なオープンイノベーションの拠点とするべく

関係する多くの方々が参画す 写真１ 新たな都市創造委員会

「けいはんなオープンイノベーションセンター（KICK）」として

る「けいはんな学研都市新たな都市創造委員会」( 委員長：

活用を開始したこともこの地域の可能性を高めている。けい

山極寿一京都大学総長 ) が設置され（写真１）、
「新たな都市

はんな学研都市の中央部分に立地するけいはんなプラザで

創造プラン」が策定された（図６・７）。

は種々のイベントが頻繁に行われ、交流活動の場として重要

このプランでは現状を「多様な主体によるさまざまなネット

な役割を果たしている。これらの施設や各大学・企業が持つ

ワークが生まれ、新たな価値を創造する都市としていよいよ

施 設を活用し、いろい

花開こうとしている」と評価し、2016 年から概ね 10 年間の

ろな階層での交流活動

目指すべきビジョンおよび行動の指針を示すとともに、けい

が行われている。また、

はんな学研都市を新たに運営する組織の構築を目指して「都

オープンイノベーション

市創造委員会」を母体とした「けいはんな学研都市新たな

にむけた種々の仕組み

都市創造会議」を創設することとなった（図８）。

作りも始まっている（写
真２）。

写真２

イノベーション交流会

新たな都市創造のビジョン

人口減少が進む社会において、けいはんな地域について
は今後も当分の間、人口増加や施設立地が進むと予想され
る。新産業創出やイノベーションに向けた種々の取組みも行
われている。30 年かけて作られてきたけいはんな学研都市
が、関西圏の中での重要な圏域として地域が持つ価値がさ
図６

ビジョン

らに高まるよう引き続き努めたい。
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▪ 関西支部設立 25 周年記念企画

支部長座談会「都市計画学のこれまで・これから」
立命館大学客員教授

金井萬造 ／ 大 阪 大 学 名 誉 教 授

大阪産業大学名誉教授

鳴海邦碩

榊原和彦 ／ 大 阪 府 立 大 学 教 授
大阪大学教授

増田昇

澤木昌典

■関西支部設立のころ

ときです。三都以外にも、滋賀県、奈良県、和歌山などに

部支部長にお集まりいただきました。支部設立の経緯から、

鳴海

その後の展開、今後の展望などについて伺いたいと思いま

ことあるごとに言われた記憶があります。

司会

関西支部設立 25 周年ということで、歴代の関西支

す。まずは、関西支部設立の経緯をお伺いできますでしょ
うか。
鳴海

関西支部が設立されたのは 1991 年です。1991 年

広げました。
東京からは、関西支部は独立するのではないか、と

■ 関西まちづくり賞創設のころ
司会

関西支部の重要な実績として、「関西まちづくり賞」

度の第 15 回都市計画セミナーを関西で開催し、同時に支

があります。平成 10 年度（1998）が第 1 回です。

部設立総会を開催しました。学会そのものはもちろん前か

鳴海

らあって、都市計画セミナーも 14 回目になるくらい蓄積

はいかない。まちづくりの機運を高めるために、関西支部

がありましたが、それまでは東京と関西のつながりは十分

でも賞を設けるべきではないかということになったので

ではなかったと思います。研究者間に、組織立った連携が

す。金井さんがいつも学会賞に推薦、応募しないといけな

なかったという背景があります。

いと言っていたことを思い出します。

支部設立記念のセミナーのテーマをいろいろと議論し、関

増田

西の特徴を出そうという事で、「きまりとあそびのまちづ

帳の外にされてしまいます。積極的に推薦してもらったら

くり」になりました。「きまり」すなわち「制度」は東京、

受賞につながるのですが。

という気持ちがあったのだと思います。セミナーの講演の

金井

なかには、
「関西復権を卒業しよう」と主張したものもあ

私が理事の時は、なんとか関西を、と孤軍奮闘してやりま

りました。むしろ「関西が日本あるいは世界に何が出来る

した。しかしなんと言っても「関西まちづくり賞」ができ

か」を考えようということです。

たのが大きいです。地域の方々も賞をもらえれば盛り上が

設立時から意識していたのが、
「産・官・学」×「土木・建築・

るでしょう。背景には、大阪市とも連携ができてきたこと

造園」×「大阪・京都・神戸」という「３×３」の掛け合

なんかもあったわけですが、都市計画も基盤からまちづく

わせです。役員構成やイベント企画も３×３で考えました。

りへと時代が変わっていった頃でした。

土木系では天野光三先生（京都大）、建築系では紙野桂人

鳴海

先生（大阪大）、役所は仙石泰輔さん（大阪市）、辺りがリー

長のときに、「関西都市計画賞」というものをつくりたい

ダーシップをとって、色々議論して動いていきました。３

と本部に説明に行ったんです。そのときに、甲子園みたい

×３のその流れは未だにつながっています。

に各支部で候補を集めて、本部で決めたらいいんじゃない

関西支部を独立性の高い支部にするために、予算の確保も

か、という風に説明したら、本部の理事会で総スカンにあっ

重要でした。賛助会員が多いと予算が大きくなりますの

たようです。そんな経緯で支部での「関西まちづくり賞」

で、多くの自治体やシンクタンク、企業に賛助会員になっ

になったわけですが、こっちのほうがよかったよね。

てもらうよう働きかけました（補注：設立当初の賛助会員

増田

は 85）。

クトされたわけですが、「まちづくり」というやわらかい

増田

言葉になって、結果としては、関西の独自性がより発揮で

当時、支部活動費が 800 万円くらいありました。

学会賞は全国賞なので、毎年関西からというわけに

放っておくと全部、賞が東京に集中して、関西が蚊

東京勢だけで決めていこうとしていましたからね。

関西支部に賞を設けようとして、森康男先生が支部

そうですね。
「都市計画」という言葉で、東京でリジェ

だから支部として独立した動きが出来たというのが大きい

きてよかったと思います。

と思います。

金井

また、行政、特に、大阪市の都市計画部局が、学会活動の

クされてアウトですよ。関西では、都市計画に関わる関係

社会的意義を認めており、支援を頂きました。そこから大

者、みんなを元気にさせるために、すぐれた取り組みを取

阪府や兵庫県も積極的に関わるようになりました。さらに、

り上げました。これは競争を生む仕掛けにもなりました。

行政とのつながりをより広げようとしたのが、10 周年の

増田
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本部でやる賞は厳格なんですよ。全部細かくチェッ

産官学に「民」を加えて、産官学民の連携事業に対

して光をあてていけたのが大きかったと思います。
鳴海

増田

あまりにもマニュアル本が多すぎるという話だった

市民の事業にも光をあてているからね。東京ではな

と思います。「都市をつくる仕事」の方は、支部の中のオー

かなか市民の事業まで光をあてるのは難しいでしょう。関

プンスクール的な位置付けを考えました。若い人たちを集

西でも今も市民主体のものが多いですね。

めて、学生が誰にインタビューをしたいかとか、都市計画

榊原

に見えない都市計画をしている方々に、どうやって話を聞

研究発表会は 10 周年のときが最初でしたね。その

後から、毎年続いています。

くのかということをやっていただきました。20 周年のメ

増田

インのシンポジウムもそのプレゼンでした。

それも若手の人材育成が目的で、奨励賞も出しまし

た（補注：10 周年の際には大学の若手研究者、民間・行

十周年ごとに次の十周年をどうリードしていくのか、今ま

政の若手技術者から、研究・報告論文を募集して記念論文

での取り組みを評価して次にどう展開するのか。その辺り

集を刊行し、実務者と学生達の交流会も行われました）。

のことをしっかり考える事が、活動を充実させる上で重要

各支部の活動としては最初のものでしょう。

です。予算も大事で、事業企画をやって収入を得て支部に

澤木

発表論文数も関西支部が一番多いです。

還元する仕組みがあったのは関西支部だけでした。一般社

きっちりとした学術論文集にしたのも関西支部の特

団法人に変わるとき、積み立てが出来るようにもしました。

増田

徴です。

■ 関西支部の組織と人材育成
増田

20 周年の時、たまたま私が支部長をやっていたの

それに関しては本部とかなりやり合いました。
澤木

予算については、賛助会員も全国的に減少していま

すが、関西はピーク時の 33% しか残っていないんですよ。
増田

それは行政です。行政が学会活動に対する賛助金等

ですが、若い先生方で『いま、都市をつくる仕事』（次世

の出し方を変えたのです。そのあたりから学会活動費がか

代の「都市をつくる仕事」研究会）を出しました。あの辺

なりしんどいことになった。

りから、次の世代をどう確保していくのか、その人材の広

澤木

がりをどう確保したらよいのか、かなり危機感があったわ

社は入らないということもあります。賛助会員の減少は、

けです。従来型の都市計画の大学だけでは広がりが足らな

暗黒の２０年間の影響といった感じです。財政がどんどん

いということで、もっと違う専門分野の広がりを。という

緊縮化して。賛助会員を再びどう増やすかが課題ですね。

ことを考えての取り組みでした。

増田

澤木

10 年ごとの周年行事というのは、学会の意味を点

あと民間の会社だと、本社が入っているから関西支

賛助会員向けの CPD を強化しなければいけないと

いうことですが、都市計画学会の CPD はあまりうまくいっ

検したり、横のつながりをつくったりという役割も果たし

ていないように思います。造園学会はうまくいっている。

ています。最初の 10 周年はそれまでの関西の都市計画の

行政が事業者等の指名コンペ等をするときに、CPD の総

集大成のようなものですよね。今生きている人に聞いてお

得点をこれだけ持っていないとだめたというような取り決

かないとなくなってしまうものを収集し、各府県の都市計

めを国の主導でしたわけです。だから CPD の会員がうま

画史も作って記録していこうという趣旨でした。20 周年

くまわっているし、そこのお金を学会にも入れています。

の時には若い人を発掘して、次の世代にどうつなげるか、

都市計画領域では、入札とか事業プロポーザルのときにそ

がテーマでしたね。

の縛りをかけていない。これは造園系の国の OB の発言力

司会

人材育成をテーマにした鳴海先生が作った特別委員

があったから全国にそういう指令を出した。都市計画も同

会もありましたね（補注：都市計画教育と都市計画に関わ

様に CPD の点数をいくら持っていますかということをや

る人材教育に関わる研究特別委員会）。

れば良いと思います。

澤木

それは 20 周年よりちょっと前ですね。

司会

それを引き継いでやったわけです。だから 20 周年

会社が多いように思います。

増田

土木系の大手には割と頑張って CPD を貯めている

の取り組みは、教科書作りと、もう一つは「都市をつくる

増田

仕事」の出版です。教科書の方は、新しい都市計画教程の

いうか人材を増やしていく一つの方法です。造園学会な

研究会の活動がありました。人材育成の取り組みの継続と

んかも学会員そのものは 3,000 名を切り出していますが、

合わせていけばうまくいくし、ちょうど 20 周年につなが

CPD の会員は 8,000 から 9,000 名います。

ると考えられていました。

増田

司会

教科書というのは、哲学を教える教科書を目指した

ようですね。考え方というか、副読本のような。

そういうことだと思います。あれが一つの財源と

建築士だとかも CPD が効くのではないでしょうか。

アメリカは弁護士や教師にも CPD の制度があって、点数
を貯めないと免許の剥奪までいきます。
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▪ インタビュー
澤木

都市計画では、認定都市プランナーというのをはじ

なくても良い研究する研究者を育成するとかも考えないと

めたところですね。まだ二期目ですが。

いけないかもしれない。そんな学校、誰も進学しないかも

増田

しれないけれど。

一方で、CPD の問題は、地方で点数が稼げるか、

ということです。やはり東京にいかないと、という問題に

増田

なってしまいます。その意味では最初の問題に立ち戻るの

最適化を合計したら全体の最適化というのは否定されたは

ですが、支部活動で CPD の点数を稼げる企画を頻発しな

ずです。しかし、そうなっていないと思います。

いといけないということです。

鳴海

■ これからの都市計画
増田

今の状況はきちんと把握できていないのですが、行

都市計画は全体の最適化を目指していますが、個の

最近、コンパクトシティとか色々あるけれど「人口

の増える都市とは」などの研究テーマも必要かなと思いま
す。簡単に答えは得られないテーマであっても、根幹を探
るような研究を行う必要がある、この先、そのような研究

政の人が都市計画学会で本当に活動されているのかという

の蓄積がしばらくいるんじゃないかと思います。

ことが心配です。都市計画を軽んじる緩和とか、風潮が

増田

あって、本当の都市計画をきちんとやっている行政マンが

を見るから一歩も踏み出せないというのではなく、一歩踏

どれだけ育っているのかが心配です。産官学民という連携

み出しての中長期ですから。そのあたりがすごく短視眼的

の中で官が抜け落ちないかを危惧しています。もう一つは、

になっているように感じます。都市計画の枠組みから見る

2000 年代は成熟型社会や環境型社会、参画型社会だとか

と、ものすごくしんどい社会情勢になってきています。

がやっと定着したと思っていましたが、2010 年代はどう

澤木

も経済のキャッシュフローだけがものすごく厳しくなって

もあるので、自治体の人が将来どこを都市核として残して

しまって、そのあたりに押し流されてしまっているのでは

いこうかと考える機会にはなっています。真剣に考えてい

ないかということを心配しています。フローじゃなしにス

るところは都市計画マスタープランを考え直したりして、

トックを考えてやっていく中で、いろんな意味での産官学

いい傾向のところもありますけどね。

民の連携が必要なのに、そこで官が抜け落ちてしまうとま
ずい。学会としてどんな役割ができるかということが問わ
れているように思います。
鳴海

やはり中長期を睨んでいかないといけない。中長期

ただ立地適正化計画は、ある意味で第二の線引きで

■ これからの都市計画を担う支部会員への期待

増田 「地域」という名前のついた学部学科がかなり増え

お金がないから行政が「まちづくり」から腰が引け

ています。地方の国立大学もそうだし、私立大学も公立大

ているように見えます。お金がないとできないもののよう

学に移管されている。公立大学の数が国立大学を抜きまし

に考えてしまっている。

た。そういう意味でも本来の意味での「地域計画」の芽が

増田

でてきています。こういうときだからこそ、あえて本質論

本来ならお金じゃなくて長期的な視点を持って展開

することが大事ですが。

的な議論をしっかりすべきです。地域経済ばっかりになっ

金井

てしまってもよくない。今は若手の先生方が職を得る機会

やっぱり持続的なまちができていく仕組みを作るの

は都市計画にしかできない。全体の最適化は都市計画しか

は増えていると思います。

できないんです。都市計画が先手をうっていかないとどう

澤木

しようもない。資本も経済資本だけじゃなしに文化的な資

か、外の人達を入れていかないといけないですよね。

本が大事になってくるから、そういう視点からもう一度都

増田

市計画を見直さなければいけないですね。

方ではあります。和歌山や滋賀でそういう動きがでてきて

鳴海

います。

大学の研究者には、色々お役所と付き合っている人

大学も土木とか建築とかで閉じずに観光とか経済と
関西ではまだ領域が広がる動きはありませんが、地

が多いと思いますが、取り組み方が四つ相撲になっていな

金井

いんじゃないかと思います。何というか、手続きのお手伝

の経済で観光経済論という分野で大学行って 10 年になり

いをしているような気がします。研究者は研究者で、査読

ます。いろいろみると元気が出ている地域はあるんです

付き論文が書けるような研究には熱心ですが、お役所が期

よね。やっぱりそこの地域の資源を価値のあるものに変え

待するのはそうした関わり方ではない。一方、お役所は予

て、流通とか発信、交流、体験を行っている地域は元気が

算に振り回されるし、細かいことが山積しその対応に追わ

でています。お金が回っているし、人が動いていて、情報

れている。双方頑張る方向がかみ合っていないように思い

も回っているから。なんもやってないところはしぼんでい

ます。ギアチェンジが必要だと思います。査読論文になら

るね。そのへんの違いをはっきりさせてね。やっぱり「地

14
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僕は土木をやって、都市計画をやって、今は立命館

域が元気出る素（もと）」というのがね、そう簡単じゃな

どを対象として顕彰、表彰することを、都市計画学会、建

いですけどなにかあるように思います。結局、問題になっ

築学会、土木学会、造園学会その他の協働で行うことが考

てくるのは地域の経営だと思うんです。そこにはいらない

えられてよいと思います。

と都市計画って見えてこないんですよね。例えば中心市街

増田

地の活性化とか農村地域の活性化とか、農山村とか里山の

大学では完結しません。支部活動がオープンスクール的機

活性化とかも全部、経営問題なんですよね。地域をもう一

能をもち得るのかとか、それをどう継続するのかとかの話

回見て、組み替えて、事業にしてお金にして雇用にして元

が大事になると思います。誰でもが参画できて入っていけ

気にして健康にしてとかになってくると面白い財の配置が

るという広がりを持ったオープンスクールを継続していっ

できてくる。その中に税金、財政、法制度とかの支援制度

てほしいと思います。それともう一つはやはりもう一度原

をいれると仕組みができてきます。都市計画のところから

点に立ち戻って、本当に「公」とはいったい何なのかとい

考えていって、雇用はどうだとか産業はどうだとか、そこ

うことや、長期的視点の中での全体の最適化とか、ストッ

から流通、循環の話までいけると動いていきますよね。都

ク形成などにもう一度立ち戻る視点が必要だと思います。

市計画は空間全部かかえているからやらないといけないん

さらに、もう一つは、やはり新たな分野への展開というの

ですよ。だから研究分野も広がってやらなければいけませ

も大いにあります。さっき言った「公」や「経営」の可能

ん。１年とか２年じゃなしに 10 年とか 20 年の単位でや

性を見ていくべきでしょう。今後の可能性はかなりありま

ると見えてきます。ちょうど 25 周年ということで、この

すので、今の人にはこういった可能性に懸けてほしいし、

先の 10 年 20 年を考えるいい時期ですね。

今まで以上に活躍の場はあると思います。

鳴海

澤木

冒頭に紹介しました「きまりとあそびのまちづくり」

都市計画の分野というのは多岐にわたっていて、1

今の支部は作ってきていただいた、しっかりとした

というのはなかなか奥が深いタイトルだなと思います。普

仕組みの上にあるので、あまり何も考えなくてもまわって

通、自治体の人にとって都市計画というときまりのことば

いるのですけど、逆にそれがなぜできてきたのかというこ

かりですよね。しかし、まちづくりの研究者とか専門家は

とや原点の思い、ねらいを理解しながらやっていかないと

きまりだけじゃなく色々なことに関心を持たないといけな

いけないなとあらためて認識させていただきました。これ

い。まちづくりや都市計画の研究や仕事は自分の「生き方」

までの 10 周年、20 周年ともに学会活動を活発化させる

に関わってくる、と最近思っています。プランナーの仕事、

節目になってきているので、30 周年もそういうものにで

プランニングマインドは自分の「生き方」と密接に関わっ

きたら良いなと思いますね。まだ支部活動に参加できてい

ているから、単に「技術」として学んで、という風にはす

ない若い人たちも含めて、また、学の分野だけでなく民や

まなくなってきている、と最近より強く思うようになりま

官の方も参画しながらですね。鳴海先生がおっしゃったよ

した。仕事と暮らしが不可分の仕事なのではないかと。職

うにあそびとして学会活動・委員会活動に楽しく取り組

人さんもそうだと思います。支部の皆さんも自分の取り組

めるような場に支部がなっていったらよいなと思います。

んでいることを楽しんでほしい。都市計画は奥が深くて魅

色々な委員会に参加して、色々な人を巻き込みながら、こ

力のある分野だし、夢を持ってやれる仕事だと思います。

の学会が一つのホームタウンのようになる人を増やしてい

面白さをどんどん見つけて、きまりの部分じゃなく、あそ

けたらなと思いました。

びの部分に関心を持って、色々仲間を作ったりして頑張っ
てほしい。そういうのがまた健康に生きる道じゃないかな
とも思います。
榊原

最近の大学の先生方は、大学運営などの学務のため

に、どんどん忙しくなっている。研究活動の一貫である学
会活動も、選択と集中をうまく進めないと立ち行かない。
そのために、学会の方が連携した活動を展開することが必
要と思う。教育面を考えると、学生は、社会に連れ出し、

司会：坂井信行・水野優子・山口敬太（編集・広報委員）
記録：阿部まり・山口敬太（京都大学）
（2017 年 2 月 8 日 地域計画建築研究所会議室にて）
※より詳細な内容はウェブ版でご覧ください。日本都市計画学会
関西支部の HP（http://www.cpij-kansai.jp/）の「編集・広報
委員会」ページからアクセスできます。

他大学の学生とも交流させることで大きく成長するので、
学会がその仲立ちをしてくれると助かるだろうね。研究発
表会や卒研の表彰、学生と社会人の交流会の他に、都市・
デザイン・計画関連の分野の学生の演習や社会連携活動な
関西支部だより

2017/03

NO.31

15

支部委員会報告
総務委員会
2016 年度総会報告
2016 年 4 月 2 日（土）大阪市立総合生涯学習センター第
１研修室において開催され、下記の４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 2015 年度日本都市計画学会関西支部活
動報告について
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 2016 年度日本都市計画学会関西支部活
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程の改正
について
(4) 第４号議案 2016 年度日本都市計画学会関西支部役
員選出について
企画委員会
2016 年度は 1 回の講演会、1 回の研究・交流会，2 回の
フィールドワークを実施した。
講演会＋フィールドワーク：“観光” から学ぶまちづくり～
観光施策とユニバーサル・スタジオ・ジャパン～
大阪観光局 溝畑 宏氏、ユニバーサル・スタジオ・ジャ
パン 湯浅真介氏による講演ならびにフィールドワーク
を受け、“観光” 施策やまちの将来像について議論した。
研究・交流会：ウォーターフロント開発—課題と提案～ 25
年の軌跡と今後～
大阪市 田中利光氏、神戸市 若松謙一氏、兵庫県 小南
正雄氏・塚原 淳氏、大阪府立大学 上甫木昭春氏、大阪
大学名誉教授 鳴海邦碩氏による話題提供を受け、ウォー
ターフロント開発の課題と新たな方向について議論した。
フィールドワーク「コンパクトなまちづくり －富山市の取り組み－」
現地を歩き、まちづくりの課題や解決策などについて
意見交換を行った。
国際・交流委員会
今年度は海外都市計画交流会を実施する年で、10 月８日
から 11 日の３泊４日、13 人で中国大連・旅順に向かい、大
連民族大学及び大連市の方々と交流した。また、恒例の「都
市計画・アーバンデザインの仕事場を訪ねる」は、10 月 18
日に兵庫県庁とスタヂオ・カタリストに学生 14 名が、10 月
26 日竹中工務店開発計画本部とパシフィックコンサルタン
ツ株式会社に学生９名が訪問し、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。10 月 31 日には、
「都市
計画・アーバンデザイン・建築・土木を学ぶ留学生・学生・
非会員のための中之島フェスティバルタワー見学会」を実施
し、学生・非会員 20 名が参加した。フェスティバルシティ
プロジェクトの概要を説明していただいた。
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、表彰を行っている。
2016 年度は、下記の 2 件を関西まちづくり賞に選定した。
16
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天橋立地区まちなみ景観整備と
賑わいづくり － 官民協働での
景観整備・夜間景観整備・賑わ
いづくり活動（京都府宮津市）
受賞者：海の京都・天橋立地
区協議会

撮影：下村康典 photo by Yasunori Shimomura

地域協議会による地域価値を
高める北浜テラスの設置・運営
（大阪市）
受賞者：北浜水辺協議会、ＮＰ
Ｏ法人もうひとつの旅クラブ、Ｎ
ＰＯ法人水辺のまち再生プロ
ジェクト、omp 川床研究会
４月８日の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。
研究発表委員会
第 14 回研究発表会を 2016 年 7 月 30 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 38 編の研究発表があり、総数 94
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。
編集・広報委員会
「日本都市計画学会関西支部だより」No.31 を約 800 部発
行し、支部会員に発送した。特集のテーマは「大都市圏縁辺
部のゆくえ」とし、関連論文の執筆依頼を行うとともに、関
西支部設立 25 周年記念企画として関西支部長対談を実施し
て記録を掲載した。あわせて、支部だよりと連動させた記事
を支部ホームページに掲載した。
また、本部学会誌「都市計画」において、関西支部の活動
報告、都市計画情報の掲載ページ（Topics）に関する企画編
集と執筆依頼を行った。
まちづくり人材育成事業特別委員会
関西地域のまちづくりに関わる人材育成、まちづくりを
実践する人的ネットワーク形成について検討した。2017
年度に大学等で都市計画（まちづくり）を学んでいない者
（自治体、企業、NPO 等職員）を対象としたまちづくりの
原点となる「都市計画」のエッセンスを学ぶ入門セミナー、
大学等で都市計画（まちづくり）を学んだ者、都市計画（ま
ちづくり）に関わる分野で一定の経験を有する者を対象と
したまちづくりの先端を学ぶアドバンストセミナーを開催
する。

［編集・広報委員］坂井 信行（地域計画建築研究所）、水野 優子
（武庫川女子大学）、太田 裕通（京都大学）、川崎 修良（徳島大学）、
松田 洋祐（都市再生機構）、南 愛（生駒市）、山口 敬太（京都大学）

