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嘉名：冒頭、平先生からもお話があ
りましたが、まちに求められるもの
が多様化しています。逆に言うと、
地域で抱えている課題がたくさんあ
るということです。今回はハウスメ
ーカーの実際にまちをつくる仕事を
されている方が多いと思いますが、
そのような立場からしても非常に難
しい時代に入ってきたのではないで
しょうか。そのようないろいろな立
場を踏まえながら、『これからの「ま
ちづくりに求められるもの」』とい
うテーマをディスカッションしてい
きたいと思います。
　それでは大橋さんから、現在どの
ような活動をされているのかという

ご紹介しながら、まずは口火を切っ
ていただきたいと思います。

「船場HOPEゾーン」の活動
大橋：「船場 HOPE ゾーン」といた
しましては、「近世・近代の佇まい
が光る花なりしたまちなみづくりを
めざして、大阪市 HOPE ゾーン事業
を活用した船場でのまちづくり・ま
ちなみづくりについて」をテーマに
お話しさせていただきます。「HOPE
ゾーン事業」の「事業の視点」その「具
体的手法」および「事業の目的」は
図１のようなものです。
　大阪市における HOPE ゾーン事業
の展開は、最初に平成11年の平野郷

地区から始まり、続いて平成12年に
住吉大社周辺地区が始まりました。
３番目が平成16年からの空掘地区、
４番目は平成18年から始まったマイ
ルド HOPE ゾーン事業して上町台地
地区があります。平成20年には、と
りあえず田辺と天満と船場地区の３
地区が同時スタートしています。
　船場地区の事業エリアは図２のよ
うなものです。最初は平成19年度よ
り 大 阪 市 と 地 域 と が 協 力 し て、
HOPE ゾーン事業の活用について
検討が開かれました。20年に入り、
まず中央大通りの北側のエリアから
具体的なまちなみづくりに取り組む
ということで意見がまとまりまし
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た。地元協議会は、地区内の居住者、
自営業者、企業、船場に関するまち
づくり活動団体等によって設立され
ました。この地区の特徴としては、
近代建築など魅力的な建物が多いこ
とが挙げられます。また、都心回帰
で居住者が増加傾向になっており、
まちづくり活動が盛んです。
　協議会の目的は、大阪市 HOPE ゾ
ーン事業を活用し、協議会会員をは
じめ、船場に関わりその魅力を知り、
守り、伝えようとする多種多様な人・
企業・団体・行政の方々と一緒に近
代建築などの船場地区の文化的・歴
史的な資産を活かした、より魅力的
なまちなみづくりを進めることです。
　具体的な活動内容といたしまして
は、まちなみ形成に関するルールづ
くり、ガイドラインの作成、広報・
啓発事業、調査・研究活動、さらに
情報交換・交流としてイベントや意
見交換会の開催など行っておりま
す。会員数は今のところ約80名です。
　建物修景では、近代建築等の修景
２件と「道修町の個性を活かす修景」
１件が昨年度実績としてあります。
芝川ビルでは玄関上部の３つのレリ
ーフを復元し、生駒ビルヂングでは
時計塔の文字盤と針の夜間装飾が復
元され、ビル全体を大きな古時計に
見立てたデザインを活かしたユニー
クな演出が加わりました。
嘉名：HOPE ゾーン事業は、まち
なみの修景のための大阪市の事業で
すが、船場 HOPE 事業は基本的に
は住民で全部考えてもらうというや
り方をしているのが特徴です。
　続きまして、加茂さんの方から少
しまたお話を頂きたいというふうに
思います。よろしくお願いします。

実験集合住宅NEXT21
加茂：私の方からは大きく２つのお

話をさせていただきたいと思いま
す。１つ目は私が仕事として携わっ
ております大阪ガスが建てました実
験集合住宅「実験集合住宅 NEXT21」
のご紹介です。社員が５年ごとに入
れ替わりながら居住実験を続け、今
時の住まい方を分析したり、もしく
は建築システムの有効性を実証する
ためにリフォーム実験を行っていま
す。テーマしては、環境保全への対
応と少子高齢社会への対応というこ
とがあげられます。
　大きな特徴はスケルトン・インフ
ィル方式で建築されているというこ
とです。柱とか梁といったような構
造躯体をスケルトンと呼んで100年
ぐらいもつようにしっかりと建て
る。その代わり、内装部分について
は居住者が変わるたびに、もしくは
居住者のライフスタイルが変わるご
とに軽やかに変わるようにするとい
う考え方にもとづいて建てられた建
物です。そういったことで、18件全
て間取りが違う集合住宅です。そう
いった建築システムの軽やかさを実
証するために、外壁を動かしてみる
リフォーム実験であるとか、大きな
１軒の家を２軒に分けてみるような
実験も行っています。
　もう一つの特徴は「立体街路」と
いう概念で、共用廊下が生活の場と
なり、コミュニケーションの場とも
なるような設計ができないかという
ことで回遊性を持たせて開放感のあ
る設計にしています。こういった建
築的な実験だけではなくて、本業と
してもガスで発電をした時に出てく
る排熱を給湯・暖房に利用する、い
わゆるコージェネレーションシステ
ムも入っており、しかもそれを燃料
電池でやるといったような実験も設
備的には行っています。
　さらに、もう一つの特徴は建物緑

化です。緑地は都市部の温熱環境を
向上させ、環境教育的効果もありま
す。屋上にも大きな木も植えてどの
程度温熱環境が改善されているかを
熱画像の写真を実際に撮って検証し
ています。
　２つ目のお話は私が住んでいる京
都市中京区鯉山町の新旧住民による
祇園祭への取り組みです。
　京都は職住一体の「まちなか居住」
が定着していますが、近代化に伴っ
て「職」と「住」がどんどんと分断
化されて山鉾の存続も非常に危機的
な状況になってきたのです。一方で、
京都の都心部にどんどんマンション
が建って、私のような新住民が増え
てきています。このような状況に伴
う課題としては、地域住民と新規住
民のコミュニティ構築が難しいとい
う一般的な問題もありますが、京都
の場合には伝統的な建物である町屋
とマンションが混在するという景観
上の不調和も起こります。平成７年、
６世帯21人まで減り山鉾の存続が危
機的な状況になる一方で、世帯数
136の私たちのマンションが建ちま
す。そのとき、旧住民の方々はいか
に新規住民を受け入れるべきか大い
に議論されます。とりあえず「友の
会」をつくり、議決権はないけれど
も祭りには参加してもらうようにし
ますが、祭りの好きな方もやっぱり
おられまして、徐々に祭りをお手伝

大橋達夫氏
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いする友の会の方が増えて保存会の
負担も軽減されていきました。町内
に住んでる子供の数がゼロから40〜
50人に増えたので、子どもたちによ
るローソク売りも復活しました。
　「歩こう会」ができ、婦人会が活
性化し、地蔵盆が復活するなど、祇
園祭だけではなくて町内会も活性化
していきます。そのうち新たな気運
が起こって「もう保存会や友の会や
って言わんと、町内に住んでる人全
員で祇園祭やりましょう」というこ
とになり、「鯉山町衆かわら版」と
いうのが発行されます。これによっ
て、お手伝いの募集も祇園祭に関わ
る情報は全部住んでる人全員に流れ
るようになりました。
　たった６軒の家しかなくなった鯉
山なんですが、平成17年には172名
がマンションの前で鉾山と一緒に巡
行の記念写真を撮ることができまし
た。そして平成20年には、保存会か
らマンションの全住居に対し保存会
への参加を募るチラシが配布され、
６軒程が保存会の会員になったとい
うことです。
　「都心的まちなか居住の可能性」
ということでいえば、鯉山町のこの
10年はちょうど、分担化していた

「住」と「余暇」が一体化するプロ
セスでした。「余暇」の共有化から、

パーソナルネットワーク、１人１人
の繋がりが構築されるプロセスがこ
の10年間であったのではないか。都
心であるからこそ、非常に多様な余
暇を共有化するようなネットワーク
が重層的にできたのではないかとい
うのが、私の住んでいる場所からの
ご紹介です。

コミュニティ育成のプログラム
嘉名：私もメンバーに入っている
NPO パブリックスタイル研究所は、
ハウスメーカーや大学、それから自
治体と協力して、住宅団地の提供公
園の活性化プロジェクトを行ってい
ます。具体的な活動事例としては、
リフレ岬（大阪府泉南郡岬町）と、
コモンステージ彦根東（滋賀県彦根
市大東町）があります。住民のニー
ズに対応したさまざまイベントを実
現しながら、さらにそこからほかの
プログラムを生み出していってコミ
ュニティの育成にかかわってきまし
た。
　そういう経験からわかってきたこ
とは、当たり前のことですが、地元
住民が実際にやりたいと思っている
ことを実現させれば、動員されて来
るのではなく本当に自分の楽しみで
来てくれるということです。われわ
れの NPO は、もともとは公共空間

の使いこなしに関心があったのです
が、それに加えて徐々に自治会を活
性化させるためのプログラムを開発
していくことになっていきます。火
気禁止だった公園でバーベキューを
やるためには自治体の理解が必要で
すが、そのためには自治会がある種
の責任を担うようなしくみをつくら
なければなりません。
　それからもう一つは、大阪の北摂
のニュータウン、彩都の例ですが、
コモンスペースを中心にゆとりのあ
る、景観の美しい住宅地の計画はも
ちろんですが、じつはそれだけでは
なく、コミュニティ形成を非常に重
視しました。一般社団法人の「コミ
ュニティ彩都」という組織がつくら
れて、近所の農家と連携した棚田の
運営、共用施設の運営など行ってい
ますが、それだけではなく、「彩都
スタイルクラブ」というクラブ組織

加茂みどり氏
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や、ネット掲示板、それからカーシ
ェアリングの導入など、ハードだけ
ではなく暮らし方に魅力を感じてい
ただくことを重視して、新しい実験・
取り組みをしています。
　私の専門は都市計画なのでこれま
でハード中心に考えていましたが、
これからはでき上がってからどうし
ていくか、まちの姿を描いていかな
ければなりません。ハードはでき上
がった時が１番価値が高く、それか
らどんどん陳腐化していくかもしれ
ませんが、まちは時間軸でどんどん
成熟していく。価格に置き換えるこ
とはできないかもしれませんが、時
間が経てば経つほど価値が上がって
いくようなまちをどうつくっていく
か。そのためにはどんなことをして
いけばいいのかというのが、今問わ
れていることでしょう。
　平先生のお話の中で、割れ窓理論
の成功の秘訣とか、地域力というよ
うなキーワードも出てきましたが、
住まい手自身の意識がどんどん変わ
っていくようなプログラム、コミュ
ニティの変化というところで事例を
ご紹介いただけませんか。
平：犯罪抑止効果があるということ
で全国各地で青色防犯灯の設置が進
んでいます。何か青色防犯灯に変え
るだけで防犯効果が出るらしいぞと
いうことで設置が進んでいますが、
なぜ青色が効果的なのかがわからな
い。しかし調べていくと、防犯灯を
付けただけでなくその後にさまざま
な取り組みが始まっているというこ
とがわかりました。要するに、複合
的な施策がそこで展開された結果な
のです。
　今大阪府と一緒に防犯の取り組み
を行っていますが、防犯の色として
青が認知され、省エネ効果の高い
LED 照明を使うことも可能になっ

てきました。青色・白色複合 LED
防犯灯を設置した地域では、ジョギ
ングをしたり、犬を散歩させたりす
る人が増え、さらにそのストリート
だけではなく町全体や川も皆できれ
いにしていこうという具合になって
きました。その年に大阪府から美観
地区として表彰されたりもしまし
た。
　ひとつの活動から、住民たちの上
手な利用が生まれ、さらに集まって
展開していく。それが上手く回りだ
すと、住民の相互連携が進んでくる
という例です。
加茂：NEXT21では、当初は大阪ガ
スが緑地を管理していました。しか
し、住んで３年経ったら、こんなは
ずじゃなかったというぐらい緑が増
えて落ち葉や虫が出てきて大きなク
レームになりました。しかし、われ
われはそれでクレームになるという
のはおかしいんじゃないかと考えま
した。そこで、第２フェーズでは緑
地管理は居住者がすることを条件に
募集しました。そうすると何がわか
ったかというと、コミュニティの質
がものすごく変わりました。第１フ
ェーズの入居者のコミュニティは、
子供を持ってるお母さん中心のコミ
ュニティでした。お父さんや単身女
性も単身男性もコミュニティからは
スピンアウトしていました。しかし、
緑地の管理をすることになると、高
木の剪定のように共同作業や全員の
合意形成が必要になり、全員参加の
コミュニティが構築されてきます。
景観とかまちなみというのは、やは
りハードをつくるだけでなく、暮ら
しの営みが表出してこそのものだと
思いますね。外的な強制要因があり
ましたが、そういうことが NEXT21
の実験を通じて感じられました。
嘉名：大橋さんは、地域コミュニテ

ィの１番ベーシックなものである自
治会の会長さんをやっておられた。
その自治会活動だけでも大変なのに
たくさんの新しい活動にもかかわっ
ていらっしゃる。都心っていうのは
一般的には、新しい住民と、昔から
住んでる人がいっしょになってまち
づくりをやっていくのはとても難し
い場所でもあると思うんですが、ど
うやって活動を活発化させてきたの
ですか。
大橋：船場 HOPE ゾーン協議会の
設立に当たっては、船場の中にある
各種団体、地域振興町会を始め、船
場元気の会、堺筋、御堂筋、三休橋
筋、東横堀川、北浜水辺協議会等、
各協議会の皆様に協議会のメンバー
に入っていただくことにより地域内
のネットワークが確立されました。
船場の歴史と文化を楽しむ企画をさ
れている各団体のイベント、まち歩
き、清掃などについて情報発信する
ことにより、今まで関心がなかった
地域住民および企業、船場で働いて
いる人たちが少しずつですが協議会
に参加していただくようになってき
ました。
　その中には、タワーマンションの
住民も多数おられます。これにより、
タワーマンションの管理組合との繋
がりもでき、管理組合全体が地域振
興町会に入会した事例もあります。
船場のまちの中にも町会があるとい
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うことを認知していただき、ありが
たいことと思います。
嘉名：なるほど。都心の場合、タワ
ーマンションなどはロックが掛かっ
ていてゲーテッドなものが多いの
で、近所付き合いするのは現実には
難しいですが、じつは協議会活動を
やっていく中で接点ができるという
ことですね。
　コミュニティを核に何か地域の活
性化、あるいはいろいろなテーマに
向けて活動を推進していくというよ
うなことがある訳ですが、その中で、
ハウスメーカー、ディベロッパーは
そのような地域づくりにどのように
貢献ができるのでしょうか。

地域づくりへの関わり方
加茂：鯉山の場合は、抜けるのも自
由、参加も自由、そういったプチコ
ミュニティというのが重層的にあっ

たというところが、成功の秘訣だっ
たと思います。一つのテーマで集っ
たプチコミュニティの人たちの個人
的な繋がりが広がっていった。「皆で
集まりましょう」「さあ、コミュニテ
ィをつくりましょう」というのはじ
つは１度もありません。あるテーマ
に沿ったプチコミュニティがいくつ
もいくつも重層的にあることで、結
果としてそのコミュニティが相対と
して非常に緊密な気がします。
嘉名：私がご紹介したリフレ岬も強
制参加ではなく、出来るだけ皆さん
が参加していただけるように知恵は
絞りますが、義務感からではなく、
今の加茂さんのお話のように自由な
コミュニティがあること、つまり、
どんどんアクティビティの場が生ま
れるような仕掛けをまちが備えてお
くといいですね。それがコミュニテ
ィの結束にも繋がります。
大橋：私たちの場合は、バブル後に
建築されたワンルームマンションは
地域住民との接触もなく、オーナー
もわからない状態でしたが、近年タ
ワーマンションが増加するにあたり
下層部分に商業施設が入居し、その
結果住民が増えてきたことは地域と
して大変喜んでいます。しかし、タ
ワーマンションの新住民には地域・
町会のことはあまり知らされていな

いので、町会の存在すら知らない人
がいました。われわれ旧住民は新住
民と仲良くやっていこうと思ってい
ますので、タワーマンションなどで
管理組合が立ち上がった時点で機会
をつくっていただきたい。先程も申
し上げましたが、町会ではふれあい
のあるコミュニティづくりのため
に、地元コミュニティ事業の他、子
供会、女性会、老人会等との共同、
区を挙げての区民祭り、文化活動の
参加協力、放置自転車の対策や防犯
防災など地域課題の取り組みなどの
活動を行なっていますから、この機
会にちょっと申し上げておきたいと
思います。
平：３人の方々のお話を聞かせてい
ただくと、最終的にはその地域にい
る人たちの結束力というか、人間力
ということが大切だということです
ね。ヨーロッパでは今「地域主権型
社会」ということがいわれています
が、われわれ自身、行政もそうです
が、住民自身が地域主権型社会を考
えていかなければならないと思うん
ですね。やはり自分たちでできるこ
とはまず自分たちでやっていく。そ
れでできなければ家族や友人、近所
の人たちに頼む。それができなけれ
ば、そういう技術を持った NPO の
人たちに頼んでいく。さらにできな

嘉名光市氏



加茂みどり（かも・みどり）
大阪ガス（株）エネルギー・文化研究所主
任研究員。
京都大学大学院工学研究科修了。工学博
士。神戸芸術工科大学非常勤講師。一級建
築士。少子高齢化に対応した住宅や京都都
心部の地域コミュニティ等について研究。
大阪ガス実験集合住宅NEXT21での居住
実験を担当。

嘉名光市（かな・こういち）
大阪市立大学大学院工学研究科准教授。
東京工業大学大学院社会理工学研究科修
了。株式会社UFJ総合研究所（現：三菱
UFJリサーチ&コンサルティング株式会社）
を経て、現職。京阪神を中心として都市の
再生に向けた都市デザイン、参加型まちづ
くり、空間デザインに取り組む。

大橋達夫（おおはし・たつお）
船場地区HOPEゾーン協議会会長。
1951年大阪船場・北浜生まれ。大阪工業
大学建築学科卒業。家業を引き継ぎ現在に
至る。集英連合振興町会会長、北浜水辺
協議会会長等地域と行政が連携、協働し
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いる。
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ければ、基礎自治体である市町村へ
頼んだり、あるいは県とか国のレベ
ルへ上がっていく。そういう構図が
あって、はじめて地域主権型社会が
できると思います。この補完性の原
理が大事ですね。
　今日、紹介されたお話は、それが
上手く展開している事例だったと思
います。専門的には「ソーシャルキ
ャピタル」（社会関係資本）といって、
その社会で地域の人たちがいかによ
く協働しているか、この質が高けれ
ば政策的にもうまくいき、犯罪の発
生率も少なくなるといわれていま
す。昔の日本の社会も良いコミュニ
ティを持っていましたが、それはボ
ンディング型といって、結束力は強
いんですけども他者を入れないとい
うような結束でした。それが今はブ
リッジング型といって、いろいろな
知識を持っている人、技術を持って
いる人、体力を持っている人などを
どんどん受け入れて、相互に良いも
のはシェアをしていくということを
やらなくてはいけないと皆気づき始
めました。
　行政には多くの情報が集まります
が、それを良い意味で皆がシェアで
きるように情報発信していって、何
かの事が始まるきっかけを上手くつ
くってあげたり、それを継続するシ
ステムをつくってあげるということ
が重要です。ハウスメーカーにとっ
ても同様で、ただつくって売るだけ
ではなしに、その後もこんな関わり
方がありますよということ情報発信
し、かつ提供し続けてあげることが
重要ではないかと考えます。

おわりに
嘉名：ありがとうございます。最後
にパネラーの皆さんにまちの宣伝で
も結構ですが、まとめのコメントを
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パネルディスカッション  これからの“まちづくりに求められるもの”

お願いします。
大橋：私は北浜水辺協議会などさま
ざまな活動で大阪のまちの魅力発信
に努めています。北浜の水辺につく
られた川床では当初３軒からスター
トして現在５軒のお店ができまし
た。景観もよく、都会の時間をゆっ
くりと楽しんでいただけるところで
す。元々は府の土地ですが今回、北
浜水辺協議会のもとで許可されたも
のです。その代わりルールはしっか
りしています。そのほか、船場の粋
な老舗巡り、など多彩なイベントを
開催しています。時間のある方はぜ
ひ来てください。
加茂：鯉山町には後日談がありまし
て、われわれのマンションと地域に
よる祇園祭の共同運営は NHK の「ご
近所の底力」でも取り上げられまし
た。地域でも有名になってその後い
ろいろなお話しが生まれて今、マン
ションネットワーク活動というのが
始まっています。町内とマンション
の関係で困ってるところがいっぱい
ありますが、そのマンション自身に
も問題があるので、そのマンション
ネットワークをつくって共通の課題
として情報交換していこうとするも
のです。まだ始まったばかりですが、
また何かお役に立つことがわかれば
ご報告できる機会もあろうかと思い
ます。
平：先程も挙げた大阪府の LED 化
の事業のことですが、はじめは防犯
灯に LED を使うところからスター
トしました。その後徐々に考えが広
まっていって、ソーラーパネルを付
けておくと停電になっても独自電源
で明かりが確保できるので、防災と
防犯が合体していくわけですね。消
費電力を抑えて CO2削減にも繋がる
ので環境問題にもこれはいい。そし
て爽やかなイメージで光を創出する

ことができ景観的にも映えるという
ことで、新しい発想が結びついてま
すます広がっていきました。さらに
それらを組み合わせてうまくバラン
スを取っていくと素晴らしいプロジ
ェクトに繋がる可能性が非常に高い
のではないでしょうか。
嘉名：問題解決というとちょっと後
ろ向きかもしれませんが、もっとプ
ラスアルファで、お互いに刺激を受
け合いながらその地域を活性化して
いくのがたいせつですね。

（文責編集部）




