
第 78 回全国都市問題会議報告～ひとがめぐるまちづくり～ 
作成者：梅村均（創政会） 

 
【日 程】平成 28 年 10 月 6 日（木）～7 日（金） 
【場 所】岡山国際ホテル 
【参加者】梅村均 関戸郁文 黒川武 須藤智子 
【内 容】 
（１０月６日） 
１．「まちの見方、見つけ方」基調講演  

講師：池内紀 氏（ドイツ文学者・エッセイスト） 
《ドイツ文学者としての考え》 
・現代史においてドイツと日本はよく似ている。共に敗戦国である。 
・戦後復興も似ている。状況はドイツの方が過酷。東西に分裂・難民 1000 万人など。 
・難民 700 万人が主に西ドイツに住み着いた。 
・吉田茂とアデナアウアもよく似ている。米ソ対立から援助をかちとる。奇跡の復興

を遂げる。 
・63 年―65 年 アオシビッツ裁判があった（ドイツ）。これまでドイツ人のほとんど

がアオシビッツを知らなかった。ナチスは強制収容所を隠していた。ナチスドイツ

の悪行は外に出さなかった。 
・復興第一、過去は問わない。ナチスが普通に一般人として西で暮らすことに。 
・ホロコースト（ユダヤ人虐待）でドイツ人が逮捕して、ドイツ人が裁いた。63 年

―65 年これがアオシビッツ裁判。この事で、ひどい状況等を初めて知った。 
・復興の起動に乗ってきたところで、なぜこんなことをやるのか。検察批判があった。 
・20 人が逮捕された。 
・自分たちの過去を知る。過去と対決する。知らぬふりでナチスを許していた。 
・ドイツとポーランドが仲良くなるのはこれ以降である。 
・歴史の教科書は現代からつくる。（日本は逆になっている。） 
・「過去に目をつむる者は現代も見えなくなる」有名なフレーズあり。小学校の教科

書に記載されている。 
・メルケル首相：強制収容所の過去を忘れない。忘れることは許されない。 
・日本とドイツの唯一の違いは、ドイツのこの裁判があるかないか。ドイツはここか

ら始まった。 
・経済発展をとげたが、ドイツにはこういった裁判があったことを伝えたい。 
 
・ドイツ人は倫理で判断する。これは日本人と違う点。 
・福島原発事故のドイツの対応は、メルケルはこれまで原発推進派であったが、事故

方向後、全原発停止、技術検討する委員会、再開してよいかの検討委員会 20 人（専

門家）を立ち上げた。 
 もう一つ、倫理委員会を立ち上げた。専門家はいない。 
・40 年経過したものはその時点で廃炉に・・技術的委員会の見解 
・倫理委員会は、一時的な経済性のみで、原発を運転することは倫理的に許されない。 
 現在の利便のために利用するのはダメという見解あり。 
・二つの見解が出たが、メルケルは倫理をとって、技術を退けた。電光石火に決めた。 
・2020 年以降原発なしにした。 



・ドイツのどの村にも再生エネルギーを考えるようお金を出した。 
・ドイツのどの町でも、再生エネルギーに向けてのプロジェクトが進行している。 
・発電システムは、変革しなければ避けて通れない。見るに見かねて、日本は後れを

取るのではないかと外国（ドイツ）の環境省が指摘した。 
・日本は世界 3 位の地熱国。イタリアは地熱発電量においては日本の 20 倍発電して

いる。地熱は日本の方が多い。 
 
《エッセイストとしての考え》 
・ドイツは、まち自体が記憶するようにできている。ビル、道路など人の名称がつい

ている。その人が何かをした、事件があったなどから。 
・記憶がなくなると歴史が消える。 
・外観を変えずに、中身を変えている。復元するという考え。 
・都市全体が記憶装置として出来ている。 
・1 か月の休暇（バカンス）を法律が決めている。記憶都市から外に出るために。記

憶都市にずっといると苦しい。往復しないと生理的にやりきれないため。 
・ヨーロッパの町は統一されていてきれいである。ドイツは木材が豊富。木組みの町

がドイツ中央部のスタイルである。木組みの違いがそれぞれのまちにある。木組み

のまちで統一している。 
・木造ではなく、コンクリート建築をしたいという人は当然いるし、作り始めた人も

いるが、話し合うことで、町を守ることが大きな利点である。話し合いは、「あな

たもその享受をしている。」「権利だけ主張しているのは倫理てきにおかしい。」「権

利のうらには義務がある。」「義務とは我慢すること、多少の不便は我慢すること。」

そうやって説得する。 
・社会は、協働、権利と義務、倫理があって成り立っている。 
・日本人は、義務に対して鈍感である。卑怯である。 
・我慢をすることが市民生活には非常に重要である。 
・権利があれば、義務がある。義務があれば権利がある。 
 
・郡の中に、２００人規模の小さな村がたくさんある。よほど理由がないと合併しな

い。 
・合併しても名前は消さない。ハイフンでつないでいく。 
・名前が消えるのは歴史がなくなること。 
・群全体が予算権をもっていて、配分するため小さい村も財政的に成り立つ。 
・学校はここ、ホールはここ、町の歴史に応じて、郡が施設を配置する。 
・日本のように小さな町がそれぞれ体育館を持つようなことはあり得ない。 
・群会議の建物はとても美しい。 
・日本（明治政府）には中央集権の考えで、郡（県）には予算をつけなかったのが不

幸であった。 
・群に予算権があれば、政府と対等に話ができたのでは。 
・以上のようなことをドイツで学んだ。 
 
《日本に帰ってきてから》 
・次の５つのルールを設け、行動することに。 



ルール１ 

・街に行くと、役所に行き、広報誌をもらうのをルールにしている。役所の建物、職

員の働きぶり、机の向き、庁舎の規模などを観ている。 
・広報誌をもらうことは、自分の町を知る基準としている。 
・+ルール１）次に図書館に行く。母、中高生など誰でも行ける。一人になれる場所。

図書館が一番便利なところにある。時にサークルができる。出会いのきっかけにも。

こういった機能がまちを大きくする。 
・人は本を読んでいると、顔つきが変わる。 
・北海道では、元の役場を図書館にしたところもある。 
・広報誌：表彰した時の写真撮影は、市長が真ん中はおかしい。 

ルール２ 

・街に行ったら、バスに乗ろう。待合室でおばさんに話を聞こう。タクシーに乗った

ら運転手に話を聞こう 
・タクシーの運転手は、町の情報屋。運転手はあまり町の悪口は言わない。悪い情報

は口ごもりをするのでだいたいわかる。 

ルール３ 

・古い街並みをどのように活かしているかを見る。 
・高度成長、所得倍増の時は、古いものは依頼の考え。スクラップ＆ビルド。壊して

つくる。 
・新しいものがよい。これは安っぽいまちになった。美しくない。これが 30 年続い

た。 
・日本は伝統的な街並みを失った（30 年間） 
・90 年代、古いもの大切にしようとなってきた。 
・古いものをどういう扱いにしているかをみることを、町を見る基準としている。 
・人工的なものより、歴史的なものは人を引き付ける。 
・それをするには知恵がいる。専門家だけに任せないこと。 

ルール４ 

・言葉遣いを見る。町の計画などに用いられる文言やタイトルを。 
 「生活空間の最高構築」ではなく、「暮らしやすいまちを作りましょう」 
 「歴史的基盤の再生」ではなく、「古さを活かして、新しいまちにしよう」 
 で良いのではないか。この方が住民の心に届くのではないか。  
 専門家の言葉は、人を動かさない。人々で暮らしている街をどうしようか知恵を出

して作った言葉が住民を動かす。 
・情報公開は、計画が定まったら、実物の一部でも展示すると良い。紙だけでなく、

現物をしめさなければ市民にはわからない。それを見て、意見を言ってくれる。ベ

ンチ、街路灯、樹木など。このベンチには座れない、弱者にはむり、など意見が聴

ける。また、そうすれば作った後で、文句が出て、直さなくてよくなる。 

ルール５ 

・その地域のスーパーに行く。その土地の取り立ての食物が並び、生産者の顔が出て



いる。お土産品はどこでつくっているかわからない。 
・スーパーは、町のにおい、暮らしの体臭がわかる所。 
 
『そういったことをファイルにして、まちのファイルをつくっている。』 
・日本の風土は類をみないほど多様。今は山なか、いまは・・・・の歌。 
 四季がはっきりしている。外国の鉄道に乗ると、3，4 日同じ風景の時も。 
 水道の水が飲めるのも珍しい。 
・日本は、恵まれている。あまりに恵まれていて、ありがたさを忘れているのでは。 

 
《所感》 
 ドイツにおけるまちづくりのあり方を学ぶことができた。歴史を大切にしているま

ちづくりで、記憶がなくなると歴史が無くなると捉え、道路等に、名称をつけて、記

憶に残るような様な取り組みをしている。その名称は、功績のある人名や、事件に関

連して付けられているとのことである。市町村が合併する際も、これまでの名称を消

すことはなく、ハイフンでつないでいく名称とするなどしている。まち全体が記憶装

置となっており、建物が古くなった際も、外壁はそのままで、中を改築、修復するよ

うにしている。 
 景観が統一され、とても美しいまちの印象がある。こうした取り組みは、居住者に

とっては不便なことも出てくるが、町全体の利益をみんなが考え成り立っているもの

である。権利の裏には必ず義務があり、人は権利（個人の主張）を主張するばかりで

なく、時には義務（まち全体をよくしていくこと）を負わなければならないことを、

改めて確認することができた。住民ひとりひとりがそのような考えを持たなければ、

確かにまちの再開発は進まないのであろう。 
まちづくりの説明には、紙媒体だけでなく、ドイツでは、実物を展示し（ベンチ、

街路灯など）、住民が実際に目で見て、使用して意見をもらうこともあるようだ。創

った後に、苦情等で修正することがないようにという意味も含め、まちづくりには、

丁寧な説明をしながら進めていく必要がやはりある。また、計画のタイトルは「歴史

的基盤の再生」といったまとまった言葉よりも、「古いまちを活かし、新しいまちを

つくりましょう」といった表現を使うなどわかりやすく、人の共感を得られるような

表現が望ましいことを学んだ。専門家よりも、その土地で暮らす人々が知恵を絞って

だした言葉が人を動かすとのことであった。 
 普段からまちを訪れる際は、市役所に行き、広報誌も見たり、バスに乗り、またタ

クシーに乗る時には、運転手さんに情報を聞くこと、スーパーでその土地のものを感

じること等を勧められた。 
最後にまちづくりにおいては、権利と義務の精神を伝えながら、歴史を大切にした、

新たな街を考えていきたい。 
 
 
 
 
 
 
 
 



２．主報告「人口減少社会における都市の活力創出」講師：大森雅夫氏（岡山市長） 
・観光とは、光を観る。光とは、そのうちの歴史であり、文化である。それらを観る

ことを観光という。（中国の言葉にある） 
・造山古墳 吉備王国の・・・。周辺の倍塚に天草にしかない岩がある。何かしら天

草とのつながりがあったのでは。日本書紀にはない。敗者の歴史だから？ 
・岡山城は宇喜多秀家。全国的に黒い城は秀吉方、白い城は家康方。 
・干拓の歴史があった。 
・医療産業が発達している。ヘルスケア産業の発展に力を。連携協議会がある。 
・岡山型ヘルスツーリズム拠点化事業の実施。 
  歴史、資源を活用した広域での観光ルートをつくり、あさのあつこ氏にストーリ

づくりを依頼している。 
・一つの市で持っている資源を一つの市でＰＲしていくのは難しい。県との協働もあ

るが、県は平等に行う必要があるので、やりにくい面もあり。 
そこで、広島、岡山、高松、松山の 4 市で実施。クアラルンプール（マレーシア）

でイオンの場所を借りて、プレゼン、販売を実施した。 
・すごく良かった。高松がウドン、広島がお好み焼き、岡山が桃、松山がポンジュー

スを同時に売っている。 
・（回遊性向上社会実験）中心市街地の回遊性向上・にぎわい創出。西側緑道公園筋

を歩行者天国にして、歩いてもらうようにした。駐車場、車利用の人に話もして解

決していった。人が歩かなかったが定着してきた。 
・市はあまり表に出ない方がよい。ＮＰＯがコーディネイトした。発想が行政とは違

う。→ハンモッグあり、ワインあり、居眠りができるというこで人が溢れた。 
・県庁通りを 1 車線化して、自転車道を広くとっている。これで、岡山駅エリアと表

エリア（旧市街地）の 2 点を行き来する人の流れができてくるのでは。 
 
（移住定住の促進について） 
・企業の移転戦線に期待していたが、1 年で６，７件しかない。国のレベルで取り組

んでほしいもの。 
・岡山市は活断層がない。直下型はない。台風、大雨の影響も少ない。 
・路面電車乗り入れ計画で岡山駅広場へのイメージ鳥海図をみせながら、真摯に説明

をしている。 
・吉備線のＬＲＴ化。課題は、運行主体やどういう配分になるか。 
 沿線に人が住まなければ、効果がない。土地利用をどうするかがカギ、市街化調整

区域が多い状況もある。 
・自転車先進都市として「ももちゃりの設置」 ポート数３５ 自転車台数３３２ 
  ももちゃりなのに、マスカット色である。それは、桃色が恥ずかしいという男性

の意見あったため。名称は募集した。 
  1 日３．２５回利用されている。１回通常 100 円。スイカ、パスモ等も使える。 
  市民は回数券で１回 60 円で使える。 
  旅行客よりも、市民が使っている。平日の利用の方が多い。駅から、職場に乗っ

ていくようだ。 
職場の近くにある設置場所から、駅に車で戻しているのにお金がかかっているの

が悩みである。 
・歴史と文化が薫り、誇りと一体感のもてるまちづくり。 



  開発＝それぞれがもつ特性を花開かせる意味がある。 
  子供が本物に触れ、成長していく。など 
・岡山芸術交流２０１６や、岡山マラソンの開催。 
・岡山城は市の管理、後楽園は県の管理。開催時間の違いや、イベントは別々にやっ

ていたが、一つの組織にして一緒にやることにした。結果、入場者数が増えた。 

・待機児童数がずっと 0人が平成２７年では 134 人、平成２８年は、７２９人となっ

た。中心部の子が市街地に通うことは生活実態に合っていないことからそういっ

たケースもカウントした。（カウントの仕方を変更した。） 

・イクボス宣言（ワークライフバランス） 

  男性の育児休暇１００％、システムを作り実施している。 

・健幸ポイントプロジェクトでは、１日約２３００歩増加した。健康寿命の増になっ

ていくのでは。 

 

《所感》 

 岡山市の地域資源を活かした様々な取り組み事例をお聞きすることができた。 

観光においては、岡山市、高松市、松山市、広島市の４市で協力して行っており、ク

アラルンプールでのＰＲ販売は、盛況であったとのこと。桃、ミカンジュース、うど

ん、お好み焼きと種類が豊富となり、会場が盛り上がる雰囲気はよくわかる。観光施

策は、広域での取組が有効であることを改めて感じた。 

 県との無駄な施設の見直し事例を聞くことが出来たが、本市にそのまま転用できる

ものはなさそうなので、本市においては、担当部署が違うが同じようで無駄な取組が

ないかをしっかりとチェックをしていきたい。 

  



３．一般報告「人を引き付ける都市空間と文化力」 
講師：陣内秀信（法政大学デザイン工学部教授） 

・ベネチアへ行った。７０年代前半。まちを観た。７０年代から発想の転換がある。 
・１９８０年代から日本の良さ、文化を世界に発信するようになった。 
・日本とイタリアは似ているのでヒントになる。 
① 都市のあり方・思想の転換 

・７０年代発想の転換 
・６０年代はイタリアとそっくりの日本。外へ外へと人が出た。 

② ヴェネチア 
・１周遅れのトップランナーに。みんなが見に来る。 
・水上都市、迷宮都市を否定してきたが、今は人気ある。 
・機能的、合理的な都市よりも五感の都市が良いのである。 

③ 歴史的空間の再評価 
・文化財保存から文化を活かした街づくりへ。 
・１１２か所まで増えている。街づくりやろうとなった。 
・日本は、地形、歴史、風景に恵まれている。多様である。 
７０年代以降に気づいてくる。イタリアも同じ。 

  ・８０年代後半から、東京 谷中 根津 佃島 などが注目される。 
  ・金沢市は世界に誇るまち。地形を活かした都市である。 
  ・町並み保存地区として川越の経験として、蔵造りや近代建築、酒蔵、アーティ

ストのコラボがある。 
  ・古い建物をレストランにして、交流施設にした。ＮＰＯが運営（川越）。 
  ・石見銀山 大森町の事例もある。 
  ・何かやってみたい若者が、個性ある都市には集まる。 
④ 異なる価値の共存・併存 

・各地で違うが、日本らしいという共通点はある。 
・日本の特徴：和と洋（音楽、歌舞伎、建築） 静と動 表と裏（奥） 聖と俗

（ハレとケ）お祭り ＝これら大切にすべきこと。 
・竹下通り８０年代に盛える。一歩入ると神社は静かである。（昔からあった） 
＝静と動の例 

⑤ 南イタリア都市の近年の文化状況 
・南は出遅れたが、はるかに資源は多かった。日本には参考になる。 
・近代都市空間が良く、歴史的町並みは駄目になっていたが、１０年前から 
逆転してきた。＝人々の価値基準が変わったからである。 

・２００１年チッタスロー協会。スローフードは個人で入るが、こちらは自治体

で入っている。 
・古いまちに多く人が集まるようになる。歴史のある地区が人気を集める。 

・食事ができる。散歩するコースがたくさんある。→歩行者空間化をする。 

・南イタリアの町は日本の参考になる。 
⑥ 水辺空間の発見、再生 

・目黒川、品川、大阪の北浜テラス。ロンドン、アムステルダムなど。 
・ミズベリング 日本の公共空間は水辺にあった。それを取り戻すのが良いが、 
規制があったり、治水があったりとしてその気持は離れていった。 



・目黒川（東京）が今、おしゃれな空間である。以前は町工場、ある時期だけ賑 
わうなどであったが今は、若者も集まってくる。 

・お台場が良くなっている。ビーチバレー、イベント、おみこしを水上に入れる 
パフォーマンスもあり 

・品川の水辺は、倉庫街をレストランにした。 
・デベロッパー的には、早く回収できるマンション建設良いが、街づくり的には 
好ましくない。 

・北浜テラス＝今、日本の最先端。 
河川法が改正され、地元の合意があれば、堤防と民地の間の微妙なゾーンの 
活用ができるようになった。 

  ・ニューヨークが生まれ変わった。以前桟橋で、人が自由に入れなかった。船が 
移った。道路整備、ベンチ、テニスコートなど作った。倉庫街がファッション 
発信基地になった。 

  ・線路を残し、今、ウォーターフロントをつなぐものになっている。 
  ・ミズベリングを全国展開しよう。 
  ・オスロ、シドニーも 
⑦ 屋外空間の活用 

・日本は雨が多いが、昔は屋外を活用していた。今もやれると良いのでは。 
・広場でのコンサートは、日本ではクレームが来るので、みんなが認めるように 

ならないと無理。 
・ミラノでは、対岸にスクリーンを建てて、一定の幅がある対岸に椅子を置く、 
映画鑑賞が開催されている。日本でも参考に。 

・アマルフィは、歴史的空間を市民が楽しんでいる。 
・水上ジャズコンサート：東京外堀にて。水上テラスにデッキがある。ボートに 
乗る若者減ったので、お客さんはボートに乗って聞くスタイルをとっていた。 
今は、デッキで聞くのがメインとなっている。 

・隅田公園オープンカフェ：オープンするのに大変だった。マンション住民が反 
対した。丁寧に説明し、ルールをつくりながら進めていった。浅草に静けさを 
求められたことには疑問を感じた。 

・１番目広島、２番目に名古屋堀川にもある。 
⑧ 凹凸地形の再評価 坂のあるまちの人気 

・６０年代坂のある町は発展しないと言われた。歩くのが面倒であるなど。 
・８０年代、「坂ですれ違うあなたは美しい」渋谷パルコの宣伝がよかった。 
坂に名前つけた＝スペイン坂。個性的な魅力あるまちへと変貌。 

・森ビルの開発。でこぼこの地形に建っている。 
・タモリの影響あり２００５年 
・東京スリバッチ学会 
・神楽坂：迷宮 階段は車が入ってこれない。 

⑨ 小さなスケールが連動する顔の見える街 
・６０年代新宿型で大衆サラリーマンが対象 
・８０年代渋谷・原宿型おしゃれは女性が対象 
・現在、高円寺など地元のまちで 小さなスケールの店、路地の集合体が人気に 
なっている。西荻窪 快速が止まらなかったまちがである。大久保、下北沢も  
大資本の入らない手作りのまちが成功している。行政も関与しない。 



⑩ 田園の風景 地産地消の魅力 
・「スローフード」、「スローシティ」、「食文化を守ろう」、「環境保護を」 
・放って置くとこれらは、開発でなくなってしまう。 
・東京でも国立市でやっている。谷保の農業ゾーン「くにたちはたけんぼ」 
 →婚活、新入社員の研修、会員制でたんぼをやったりしている。 

⑪ 地域資産を活かした固有性の高いまち・地域づくり 
・自然遺産+歴史文化資産+食文化 （エノガストロノミア ワイン食文化）３つ 
を組み合わせるのが重要。 

・街中でワインまつりが行われている。エノトゥリズモ、エノテカの都市再生。 
・掘り起こすと外から人が来てくれる。 
・日本でもできるのでは。日本文化にも役立ててほしい。  

 
《所感》 
 様々な視点から、人を惹き付けるまちについての事例を知る機会となった。住民一

人ひとり、それぞれに感性が違い、何か特徴的なまちづくりを始めると賛否の声が上

がるのであろうが、だからといって何もしなければ、何も変わらず、衰退の道をたど

ることもあるのであろう。湧き上がってきたまちづくりの声には耳を傾け、損得では

なく、そのまちの特徴で自分は何ができるかを考えながら、個と公のバランスをとり、

広がりの輪ができていくと良いと思う。今回の事例から、差し当たっては、本市にあ

る五条川を活かし、岩倉市の魅力的な水辺空間ができると良いのではないかと考える。 
  



４．一般報告「交流とにぎわいのまちづくり」講師：森下豊氏（奈良県橿原市長） 
・「飛鳥シティリージョンの元気創造」 
・新しい交通システムなどの導入を検討。＝二人乗り。雨がかかる。 
 自家用車で来てもらい、無料で市の駐車場に駐めて、この車を貸し出すシステム。 
 この車で行くと、サービスがある。細い道にも入れる。 
 良い季節の時に来てもらうとよい。 
・大学が来るので、道を拡げるが、神武天皇等の御料であり、宮内庁に断られていた 
がようやくなんとかなりそうである。 

・庁舎の上にホテルを建てる計画：縦割り行政においては横ぐしを入れるのに大変だ 
ったができた。（大和八木駅周辺の拠点整備） 修学旅行の需要もある。薬と取り 
に来る薬屋さんの需要もある。→民業圧迫とたたかれたが、橿原市の玄関口にした 
い。新たな賑わいの拠点としたい。 

・庁舎とホテルの合体、ＰＦＩで行う。 
 はじめゼネコンにいってホテル建設をＰＲしたが、ホテルが少ないことは必要な 

い（＝需要がない）として断られた。その後まちのＰＲをホテル業界にしたら、共 
感してくれてこの計画は進んだ。 

・１００億円かかるものを市は２０億円の負担になった。（毎年５億円） 
・宿泊施設が全国最下位になった。これは既得権で外からくる宿泊業者を入れなか 

ったのが要因ではないかと推測する。 
・県との関係、「奈良モデル」を参考にしてほしい。 
  県と市町村は、対等な関係であり、協働に努めるパートナーである。県は市町村 

を支援する。資源を県全体で有効活用することが必要である。 
・伊勢大雨災害２０１１年の後 大広域の消防体制に。人口９０万規模。 
・４０の市町村で話し合い、サミットを開催した。多いときで毎月開催であった。 
  →県が応分の負担をしてくれていることが大きい。 
・地域交通の確保も県と協力：これだけは残すというバス路線を協力して残している。 
・ごみ処理体制の協力：大きいところは１０市町村で実施。 
・水道事業：水道料金が高いので、市町村が協力して、年間の量を県と交渉すること 

が必要。 
・医療・介護：医療のことは県と進めている。大きな病院を造った。 
 箱をつくっても大阪に出てしまい、マンパワー不足で、箱を作るのはどうかと思っ 
たが、良いものをつくれば、魅力ある職場をつくれば人は残ってくれることを感じ 
た。 

・県と１６の市町村が包括協定結んでいる。魅力ある事業だから、県が半分負担する 
などしている。 

・京奈和自動車道の開通を求めている：京都までの区間「平城京遺跡」があり、地下 
を掘らなければならない。橿原市から伊丹空港まで１時間かからないかになる。 

・外国人旅行者数の推移がここ２年間で２倍増（以前に比べ１０倍増） 
・県との関係は重要であることを最後に言いたい。奈良モデル進めていきたい。 
 
《所感》 
 橿原市の取組事例を知る機会となった。庁舎の上にホテル建設といった発想が印象

的であった。特徴的なまちづくりには、市長の粘り強い姿勢が必要であることも感じ

た。県や広域での協力体制のもとで進められている事例は参考にしていきたい。 



５．一般報告「革新的サイバニックシステムによる社会変革・ 
未来開拓への取り組み  」講師：山海嘉之氏（筑波大学大学院・・） 

・重介護ゼロ社会への挑戦 
・狩猟から農耕から工業社会から情報社会になっている。広い範囲でのビジネス展開。 
・人に体する情報的インタラクションと物理的インタラクションの整備。 
・情報社会で人が楽になる社会が次の社会。新たなサービス製品を生み出す研究を進

める。 
・世界の時価総額のトップ５にベンチャー企業が入っている時代。昔は重化学工業等。 
・介護、要支援の問題、解決策がない。そこでサイバニックシステム ロボットを。 
・脳神経整理系身体系情報の技術。 
・日本は世界から機器を買う側になっている。世界の大きなマーケットとなっている。

自動車より大きい。そこへ、日本の医療産業も参入することができるとよい。 
・ロボティクス デジタルヘルス ＡＩ バイタル ＩＯＴ ビッグデーター等を活用。 
・サイバニック治療：アイバー型ロボットＨＡＬ。 
・情報を与えると、自分は動かなくても、ロボットは動く。 
・サイバーダインという会社を作り進める。何の基準もなく、国際規格も自分でもつ 

くる。今は保険適用になった。 
・ＮＯをＮＥＷに変える。 
・ＨＡＬで脳神経系を整理し、過活動でわけわからなくなって動かない状況を改善し、

適所だけ働き動くようになる。 
・ポリオの患者、脊髄の緊縮症で４年間寝たきりの人でも、動かせるようになった。 
・自分で何とか歩けるようになれば、常時介護から巡回介護に変わり、負担が減る。 
短関節用もあり。 

・ボトックスという薬を使うのも一つ。美容にも使われているもの。腱を切るのはだ

らっとなるが、元に戻らないので注意。 
・再生医療（ＩＰＳ細胞）とのコラボであらたな技術へ。  
・重量物を運ぶ時の負担軽減の器具もできた。 
・動脈硬化を計る計測器が、手のひらに乗るサイズになった。予防できる。 
・心電図が服の上から図ることができる。スマホサイズにして、常にポケットに入れ

て測れるようにしたい。 
・ａｉの搭載。両足切断の人も、歩けるようになっている。 
・サイバニクスクの町をつくる。実験のために。 
・歩道がなんとかなれば技術を送れる。（横断歩道は道路で歩道にはならなかった） 
 →実験を行うのも難しい現代の規制がある。 
・ショーケースでは意味がない。技術がどんどん進み実用化されるものを。 
・自分の家に買物したものが届く。ほしいもの等、買い物に行かなくてもよくなり、

楽になる。 
 
《所感》 
  ＡＩなど、最先端の技術の状況を知る機会となり、衝撃も受けた。想像もできな

かったことが、研究され実用化されようとしている。高齢化社会の到来に向け、移

動手段（交通）や介護問題において、このような技術が活かされることで、また一

つ、人間の生活は進化する。助かる人がいることには違いない。行政サービスにお

いてもこうした最先端技術に関心を寄せていかなければならないと感じた。 



（１０月７日） 
パネルディスカッション「 人が集い、ひとがめぐるまち 」 
コーディネーター 西村幸夫氏 東京大学大学院工学系研究科教授 
パネラー 工藤裕子氏 中央大学法学部教授 

      木村正明氏 ㈱ファジアーノ 岡山スポーツクラブ代表取締役 
      木下 斉氏 一般社団法人ｴﾘｱ・ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ・ｱﾗｲｱﾝｽ代表理事 
      本間源基氏 茨城県ひたちなか市長 
      末松則子氏 三重県鈴鹿市長 
 
西村：魅力とは、既にあるものやスポーツイベントなど新しく創っていくものがある。 

人に来てもらう、来やすいインフラ整備において、人が集うのには共通のベー

スもあるし違いももある。 
末松：挨拶、鈴鹿市概要説明あり。 

２５万人都市。四日市、津に続く県内３番目の都市である。 
・「モータースポーツで地域活性化」している。 

・「交通問題解消対策」（渋滞があり）→スマホで情報提供開始した。 

交通安全パレードは国内最大である。「ばいくであいたい」 
・「子育て支援の充実」による活力創造に取り組む。 
→子育て支援の窓口をワンストップ化。 
子育て支援センターを保育園内につくる（ハーモニー）。 
子育て応援館はぐはぐを開設 

・「特色ある教育」 
 市内４０ある全ての小中学校をコミュニティスクールに。 
 小規模小学校をつくる。特色あるグローバル人材育成（英語教育）ＩＣＴ教

育モデル校に 市内希望者で転入も可能。復学年学級の解消を目論んでいる。 
・「市民の積極的な地域づくりによる活力創造」 
 外国人市民への対策 
 市内全域に「地域づくり協議会」を設立できるよう取り組んでいる。＝自治

会を中心とした地域団体のネットワークづくりを２００６年より始めている。

資金、人材の有効活用にむけて実施 
 龍谷大学と事業会社と鈴鹿市で連携している。 

→地域貢献型メガソーラー発電所で地域活動支援：売電収入を市民活動資

金としている。補助金制度創設予定は平成２９年。 
・「新たな産業の創造と雇用拡大による活力創造」 
 HONDA を中心としたもの。燃料自動車を公用車で採用。水素ステーション

の設置 
 三重ライフイノベーション総合特区（地域活性化総合特区） 
 鈴鹿ロボケアセンター㈱でＨＡＬの取り組み 
 住友電装、丸協食産 富士電機など既存の事業による研究拠点 
 新たな企業誘致も 
 “県外への流出が課題”（学生・雇用）市内の県立学校への工業課開設を目指

す。 
まち・ひと・しごとの好循環を みんなに愛され、選ばれるまちづくりを。 



 まちづくり基本条例の制定 
西村：ものづくりなど都市を海外にも開いていくというこれからの都市の課題でもあ

るが、何か工夫されていることは？ 
末松：先生を加配するなどでしている。外国語教育の充実。地域の防災訓練などにも

外国人含めている。 
   定着しつつある。難民も受け入れる考えもある。 
西村：モータースポーツという大きいイベントがあることはよいが、その日だけのこ

と。交通渋滞など問題もある。イベントに関係ない人にとっては迷惑を感じる

人もいると思う。シンボルと思っている人との対立等はどうか？ 
末松：イベントは年中あるが、大きなイベントは年２回。大きなレースが隔年開催に

なったことで、経済不安になることに気づいた市民が。ホテル地域運営団体な

どあらゆる団体の協議会もつくり、時間をずらすなど工夫をして開催し、課題

解決に取り組んでいる。交通パレードは、市民に理解してもらうためや全国へ

の発信も兼ねている。市民の方も徐々に理解してきてもらい、前日に掃除をす

るなど協力してもらっている。 
 
本間：挨拶。市の概要説明あり。 
   日立 エレベーター、建設機械などの産業がある。 
   ビデオ、携帯関連の部品会社が以前あったが、今はない。 

水運のまちもある。タコりんピックに参加（全国８団体） 
土地利用に課題（立川市と同じ悩み）。大型店の進出。平坦な土地が大きくある

ので活かさなければならないと考えている。 
ひたちなか港  
国営公園には、市民ボランティアも２００人以上関わっている 
ローカル鉄道廃線問題：吉田社長を引っ張る。再生のため。 

先ずは定期券の期間をのばす。 
 周囲に一定集客できる施設にあっての廃線はおかしいといわれた。 
セットにして再生取り組めばの考え導入。乗客数７０万が１００万になった。 

 海浜公園まで伸ばそうとしている。（３．１ｋｍ）平成３６年開業目指す。 
まちづくり会社を民間出資だけでつくった。役所が係ると決定が遅れるため。 

西村：なぜ民間の支援者が多いのか？ 
本間：原子力も東海村にある。会社が会社を呼んだのでは。 
   よそ者が来た。やはり、まちづくりはよそ者・若者・ばか者である。 
西村：ローカル鉄道の課題 社長を公募したのが有効だったか？ 
本間：それもあるが、応援団の活動があった。存続してからの活動がすごい。３００

日ぐらいは活動している。廃線の危機のりこえた。民間の力がやはり必要。 
 
工藤：瀬戸内国際芸術祭２０１６：こえび隊という地域団体が活動している。 
   ・住民も行政に積極的に関わり、楽しんでいくことが重要。 
   ・行政情報は拡散がカギ。HP に載ってますだけではだめ。 
   『なぜ自治体がアートを支えなければならないのか？』→ 
   ・いろんな種類のフェスティバルがある。サイエンス、経済、建築、哲学など 
    ２０００年代に始まった。まちの振興に役立っている。人が集まるから。 
    海外の有名人が気に入り定住することも。ある時期だけ住み続ける等も。 



    大地の芸術祭：新潟 
    中之条ビエンナーレ 
    →住民も制作活動やスタッフ、出演などで参加している。 
   ・「浮橋」：水面すれすれにある＝モーゼ効果、水面を歩くような感覚を味わう 

桟橋をかける＝サンパオロ島（イタリア モンテイゾラ）。２年間で制作、

雇用が生まれた。 
     ３１か国 １２０万人が訪れる。 経済効果もあった。７６．５倍増 
    建設費はアーティストが作品を売って補う。 
    地元は、路線が１線だけだったので拡幅した。 

サイトの運営、掃除、ごみ処理を実施。 
   ３キロ炎天下を歩くので、途中棄権用の対応ボート、警備など          

８００万ユーロの公費負担と残る８００万は住民負担であった。 
迷惑、交通渋滞など含めるともっと費用は膨らむ。入場料はとらない精神。 

   ・一過性のアートイベントはメリットもデメリットもある。 
   ・効果測定がむずかしい。通常時とは大きく異なるパターンのため。 
   ・初期投資が大きく回収リスク高い 
   ・住民、環境への負荷がかかる。同意が得られにくい。評価二分する。 
   ・スポーツイベントはさらに０００が三つ多い費用 
   ・定期イベントの方が、課題をクリアしやすい。 
   ・規模と種類によってマネジメントが必要。 
西村：ヨーロッパの桟橋一カ所に来るので大変。日本では、複数で分散するのではな

いか？それが日本の特徴にもなっているのでは？ 
工藤：回遊性を重視しているので、１点集中はないが、交通手段が不足している気が

する。 
   日本では、それほど大勢の人が訪れるものになっていない。 
   瀬戸内は、中はバイクで回れる。ＩＯＴの活用。 
   日本のイベントはスマートなやり方であるとは思う。集中はしない。 
西村：日本でも、今後、都市の中で、プレゼンすることもできるのか？ 
工藤：会場が問題であり、日本でも科学イベントに興味ある人は多い。ただ博物館、

美術館の中でやってしまう。町中のいたるところでゲリラ的にやるとよい。 
まち全体を会場にするのである。提供者が住民であることがやりやすい。 

西村：浮き橋に手すりがなかったが？ 
工藤：日本では安全上できないかな。イタリアでも難しかった。このような桟橋を東

京湾でも試みたが思うようなものができないということで断った。 
 
木村：プロスポーツはエンターテイメント産業。他に、映画、芸能などある。 
  芸能は日本は有能。ジャニーズは世界一の芸能事務所。１９０万人のファンが

いる嵐は８０億がジャニーズ事務所に入る。以前はよしもとが１位。 
   嵐ひとつで、ファジアーノの４倍 
  ・お金のあるところが強くなるし人気が高くなる。オファーがあるところに選手

は行く。 
   お金が低いチームは、町に出てお話をしていくしかない。町内会、学校、企業

を回っている。 
   無料のサッカー教室を開催している。 



   プロチームの名前につて、日本には地域の名前がついていない。海外ではつい

ている。野球の巨人も「読売」という企業の名前である。地域の力が重要なの

ではないか。 
西村：強さだけでなく、親しみでというが、いつも負けると離れるのではないか？ 
木村：２０数チームで優勝は１チームである。そこを目指すのですが、強さだけでな

く愛されることが大事と考える。 
西村：今の仕事であるが、どういう決断で地元に戻ったのか？外資系企業から。 
木村：同級生から、経営が傾いてきて声をかけられた。頑張らなければいけない。 
 
木下：入りたいのに入れない状態が不動産価値を高める 
  ・再開発で増やしてはだめ。少量をコントロールするのがよい。 
  ・儲かる場所であればお店は来る。 
  ・春日井ＴＡＮＥＹＡ 北九州でも実践している。 
  ・公共施設維持について、面積縮小だけでは、またいずれ縮小しなければならな

い時がくるのでは。 
  ・いかに公共資産を活用していくか。稼いでいくかの考えが必要。 

「稼ぐインフラを」港とか大きいものではない。 
→札幌市 公園の積極的な利活用 ビアガーデン開催などある。 

  ・税金が公園につかない時代の日比谷公園の開発では、元々、テナント、公会堂

など複合収入で稼いでいた。 
  ・周辺道路など公園を含め一体で整備していくことが必要。公共インフラとして。 
  ・尾道：廃墟倉庫を利用して専門ホテルを開業している。 
  ・オガールプロジェクト：資金は地元の金融機関にある。公共から民にお金が流

れるのではなく、民間が頑張り、公共に払うことで行政サービスが充実する考

え。参考本：公民連携プロフェッショナルスクール。 
     参考本：地方創生大全 
西村：どうやって企業を選ぶのか？ どうやって人を選ぶのか？ 
木下：知りえる内で、一番優秀なのはこの人だといったら治まった。 
西村：劣悪な民間。変な民間はこないか？ 
木下：必ず地域にいる。市役所に営業している民間は、ほぼ対象にならない。まとも

な民間は民間同士てうまく経営している。役場においしさを求めてくるのは劣

悪。地元に魅力的な会社やお店はある。 
西村：高校時代から関心もっていた。なぜ関心を？ 
木下：友達いない高校生と言われた。商店街が友達になった。 
   今の時代、能動的に動く中高生が多いと思う。下手な大人よりいいのでは。 
 
西村：一巡して他の人の意見をきいてどうか？ 
末松：住民、地域主導の行事が長年続く。民間力が大事。ソーランまつりなど。 
   子育てにおいても、地元に一度出ても帰ってくる、地元のために頑張る人を育

てていく必要ある。戻ってくるネットワークもつくりたい。 
本間：マラソンは参加料が安い。民間からもっと上げろ。グッズを売る。それにあっ

たやり方があることを民間から指導受けている。 
   空き店舗活用、公民館で絵の展示・講演やっている。民間活用している。 
   施設整備の維持で、スポーツ団体で芝はりしてくださいと言われ、実際やりま



した 10ha も。そういった民間の力がある。 
工藤：イタリアのイベントは、行政の補助を使っていない。政府を敵対視している。

不信感の上に立っている。地元の銀行が熱心である。地元の会社がコミットメ

ントしている。 
   行政といかに独立するか市民意識が課題。自治会町内会など結の発想だが、創

出に関わることがないのかもしれない。 
   人材育成は、大人に少し手を加えてできるものではない。 

社会教育で学ぶ能力の付け方が大事。活動の中で人材をつくっていく。子供を

いかに関わらせるか、取り込むかも大事である。 
木村：地元で頑張る、行政で頑張る、一人一人の活動をクローズアップしていくこと

が大事なのでは。一生懸命の人、苦労している人たくさんいると思う。 
木下：自治体間でノウハウの取引をお金とってはどうか？下手なシンクタンクにお金

払うよりも、先進事例の人に来てもらってやってもらった方が良い。その分頑

張った職員のボーナスを加算してほしい。 
   シンクタンクは受注してから先進地に聞いてやっていくところもある。そんな

くらいならと考える。 
西村：優秀な職員はどこも手放さないかもしれませんね。 
 
西村：最後に 
末松：自治体間同士、歩調しながら助け合いながらできるとよい。国の一時的な交付

金に頼らずに。出すなら持続的なものを求める。 
   市役所のロビーで弁当を売る。サイクルシステムつくる。国がお金出して。 
本間：知恵は現場で出てくる。現場の実態を重視で。国の法律が遅れることもある。

自治体間の連携しながら進めたい。 
西村：地元に知恵がある。それを活用できるかどうか 見出だせるかどうかである。 

国に頼るだけではく、地元企業も役所に頼るだけでなく、足元から始めよう。 

そこから発展があり、人が集まる巡るに繋がるのではないか。 
 
《所感》 
 スポーツ団体の活用、アートの活用、身近な商店街の活用、地域にある資源の活用

など、様々なまちづくりの事例を知る機会となった。鈴鹿市の小規模小学校やグロー

バル人材育成（英語教育）の取組が、本市にも活かせるのではないかと感じた。また、

イタリアの桟橋のイベントから、五条川の親水事業にも役立たせることができないも

のかとアイデアを巡らせたとことである。コンサルに任せて終わるのではなく、自分

のまちのことは、やはり自分たちで知恵をだし、考え、創っていかなければならない

ことを改めて感じた。粘り強く、地元の知恵を見逃さないように努め、人が集まる、

巡るまちを考えていきたい。 


