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保井 今日は都市再生推進法人（※）の方々に

お集まりいただいていますが、そもそも都市再

生というのは、イコール再開発ではなく、再開

発なり公共空間の整備なりという整備事業とと

もにその後の空間マネジメントを通じて、将来

にわたって賑わいあるいは価値のあるまちづく

りを目指すことだと思います。そのためには、

今日のテーマである持続的なまちづくり活動が

重要で、時代の要請に応じて都市空間の使い方

を変えていったり、時には時代の先を読んだ使

い方を切り開いて、街を支える人の新陳代謝も

図り、その街のライフスタイルを創り出してい

く、そんな試みが求められます。そうしたこと

は民間団体ならできるというわけではなく、地

域の中の空間所有者・管理者の合意の上に共同

のアクションがないと進みません。

そうした認識に立つと、おそらく皆さんは単

なる民間団体ではなく、地域のセクターを超え

て、様々なステークホルダーといいますか関係

者の方々をつないで、単一の組織ではできない

ような活動を手がけておられる、ある意味、特

別な民間団体だと思います。そこでまずは、民

間ではあるけれども地域とつながりながらどん

な活動をされているのか、岩崎さんから自己紹

介を兼ねてお話しいただければと思います。

※都市再生特別措置法に基づき、地域のまちづくりを担う
法人として市町村が指定する。公的位置付けが付与される
ことにより、関係者調整が円滑に進むことが期待されてお
り、都市再生整備計画の市町村に対する提案や、都市利便
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増進協定、低未利用土地利用促進協定を結ぶことができる
などのメリットがある。

各団体が抱える地域課題と
まちづくり活動
（１）まちづくり福井株式会社

ともとの商業での賑わいを取り戻すのが非常に
厳しい状況になっています。それでも中心市街
地は地元の顔であるし、地方の都市経営という
ことを考えれば、きちんと固定資産税を稼ぎだ
してくれないといけない場所であり、いままで
福井市では中心市街地にいろいろな投資をして

議所からの出向で平成二八年四月に来ました。

ている三セクの会社です。私自身は福井商工会

二八年四月には再開発ビル「ハピリン」がオー

区画整理とあわせた再開発事業が行われ、平成

特にＪＲ福井駅の周辺では一〇年以上前から

きました。

実はその三年前に、いまの役職とは違う形で現

プンしました。その一階の屋根付き広場と三階

岩崎 まちづくり福井は福井市が五一％出資し

場を任されて六年ほど勤務していましたので、

も、まちの魅力や、新たな民間投資を呼び込む

にある能舞台を備えた多目的ホールを、まちづ

主催しているものばかりではないですが、ほぼ

ことにつながらないので、
地元の方々と一緒に、

その当時からのいろいろなつながりとか、やる

なか大変だなと改めて思っているところです。

毎週末イベントが続いて来街者を増やしていま

導入機能と配置を整理して再開発に取り組んで

くり福井が市から指定管理を受けて運営してい

福井の課題というか置かれている現状をちょ

す。そして、そこからもう少し商店街のほうに

いこうとしています。

べきこともそれとなくわかっていたという中

っとご紹介させていただくと、中心市街地は、

お客さんを流したいと、都市再生推進法人の指

木村 週末のイベントにはどのぐらいお客さん

ます。特に屋根付き広場は、まちづくり福井が

どうしても郊外のショッピングセンターやロー

定を受けて、歩道上に休憩施設とか、近所のカ

で、現場も持ちつつ、組織もまとめつつ、なか

ドサイドの大型店に押され、また近隣の金沢や

か、変わったことをやると来ますね。ゴールデ

が来るのですか。

そうした賑わいづくりとともに、福井の中心

ンウィークには地元の新聞社がやっているので

フェの方々と一緒に外にテーブルを出して、滞

市街地は戦後できたまちですので、多くの建物

すが、
「お肉マルシェ」といって、市内のお肉

京都へは一時間ぐらいで行けてしまうため、も

が五〇年、六〇年の寿命を迎える段階にあり、

を扱っている飲食店の方に集まっていただき、

岩崎 やっぱり多い少ないがありますし、来ら

いま再開発が立て続けに動こうとしています。

とにかく肉料理だけ出すとかですね。
それから、

在時間を延ばそう、回遊性を図っていこうと取

そういった中で、エリアマネジメント的な活動

今週末オープンなのですが、冬場はどうしても

れる方は非日常みたいなものを求めているの

として、再開発で同じような建物ばかりできて
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広がる官民連携のまちづくり

集
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再開発ビル「ハピリン」と
その１階屋根付き広場に
開設されたスケートリンク

り組んでいるところです。

岩崎 正夫 氏

めてで、地元商業者からも「うまくいったね」

だけたと思います。冬場にこれほどの集客は初

者で見ればその三倍、三万人ぐらいは来ていた

ばあちゃんと来るというパターンが多く、来場

が中心なので、親子で来る、おじいちゃん、お

がありました。だいたい中学生までのお子さん

外というか、一カ月間で一万人ぐらいの利用者

たのです。そうしたら、案の定というか思いの

てスケートリンクを去年初めて一カ月やってみ

心がけています。
会場代をいただく場所なので、

際には民間の団体と一緒にやることをなるべく

の予算で幾つかイベントをやるのですが、その

指定管理費を少しいただいているのですね。そ

岩崎 実は指定管理を受ける中で、福井市から

か、市民参加型のイベントにしようとか。

のですか。例えば、収益イベントを増やそうと

保井 イベントの持ち方に対する考え方はある

ながりは行政よりも強いと思っています。

たイベントも一緒にやっていますので、そのつ

やって、そこで顔合わせもします。道路を使っ

と言われた事業ができました。

指定事業として一緒にやれば会場代がかからず

人の流れが弱くなるので、屋根付き広場を使っ

木村 もう一つ、まちや建物の機能性の整理と

末でもたくさんのお客さんで賑わい、自由が丘

に済みますし、なるべくまちに関わってくれる
いる人とか、学生とか、そういったいろいろな

駅は一日平均で十五万人ぐらいの乗降客があり

いうか、その辺をもうちょっと具体的に。
ョンを建てて、一階部分には商業施設を入れて

方々と一緒にやって市民参加型を意識しています。

ます。まちの中に入って来られるのはその半分

人を増やすことが前提ですので、趣味でやって

と考えるのが基本パターンになってしまうので、

保井 わかりました。では、次は木村さんでよ

と言われていて、年間の商店街の売上が四五〇

岩崎 どうしても再開発事業というと、マンシ

それに何を組み合わせるか。実はいま、福井駅

ろしいですか。

まちづくり福井の出資者にも入っているのですか。

保井 地権者の方々とのつながりはどうですか。

の代表など地権者の方々と協議しています。

所になっているのかといったことを、各商店街

ます。それが本当に適当なのか、ふさわしい場

一階にクリニックを入れようという構想があり

ところはサービス機能付高齢者専用住宅にして、

しずつ店が増えはじめ、いまはファッションや

れた地主さんの先見の明もあり、戦後はまた少

が空襲で焼け、駅前の焼け跡を広場にと提供さ

まちでした。終戦直前に福井と規模は違います

きて、住宅街の人たちがそこを利用するという

初は住宅街で、そのうち駅のそばに商店街がで

町線ができて発展してきたのですけれども、当

木村 自由が丘は、昭和の初めに東横線や大井

東急電鉄と個人が出資しています。取締役は七

一％、目黒区が十五％、そのほか商工会議所や

組織形態は株式会社で、商店街振興組合が五

トの主な運営費となっています。

間六〇〇万円ぐらいが入り、ジェイ・スピリッ

ジャスパスという会社に委託して、そこから年

をジェイ・スピリットが受けています。それを

ードの売上が約一一〇億円で、そのカード事業

が契約しているクレジットカードやデビットカ

億円ぐらいあります。そのうち商店街振興組合

岩崎 はい、地元の商店街も出資者で入ってい

スイーツのまちとしても人気で、平日でも、週

（２）株式会社ジェイ・スピリット

ただいていますし、定期的にいろいろな会議を

ろはマンションだけで終わらせよう、また別な

の目の前はホテルを入れよう、もう一つのとこ

自由が丘はファッションや
スイーツのまちとして人気
のスポット
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意見を出し合って対応しています。

からの社外取締役がいます。それなりに自由に

〇代が一人という十一人で、その中に東急電鉄

〇代が三人、六〇代が三人、五〇代が四人、四

区も参加して、あと東急電鉄やまちづくりの専

もう十二年ぐらいやっています。
商業者と住民、

木村 まち運営会議というものを隔月に一回、

識を高める取り組みはされていますか。

どその街区の西に都市計画道路の補助一二七号

目指し、準備組合が設立されています。ちょう

み、駅前広場の北側では、市街地再開発事業を

現在、自由が丘のまちは駅周辺の老朽化が進

保井 さっき取締役十一名の方の年齢構成をし

ることなど様々な課題を検討してきました。

で、広告物や歩行環境、駅前広場の改修に関す

は三〇人から三五人ぐらいです。その会議の場

門家の人たちも何人か参加して、毎回集まるの

っかり説明してくださったのですけれども、そ

れは、若手にシフトさせていこうという思いが

あるからなのですか。わざわざ何十代が何人と

おっしゃったから、そう感じたのですけど。

ているところです。

り、勉強会を開いてその辺をどうするか検討し

と自分のお店がなくなってしまうケースもあ

とっては、実際に九メートルセットバックする

トはその相談・申請窓口となっています。例え

員会を立ち上げていまして、ジェイ・スピリッ

建築行為の確認や相談業務を行う街並み形成委

街並み形成指針」をとりまとめ、それをもとに

木村 一例ですが、約十年前に「自由が丘地区

もらっています。

ロモーション事業や広報活動を中心に活動して

に参加するのですけれども、その手配などのプ

ャラクター「ホイップるん」が各地のイベント

ところ若い人たちには、自由が丘のスイーツキ

ぞれ仕事を持っていて忙しいのですよ。いまの

木村 そうしたいのですが、やはり若手はそれ

保井 カード事業のお話がありましたが、その

ば看板や広告物の設置場所、その色やデザイン

（３） 一般社団法人柏の葉アーバンデザインセンター

お金でどんな活動をされているのですか。

どうしても緑が減ってしまいますので、
「駐車

三牧 お二人のまちとは様相が違って、まさに

保井 わかりました。では三牧さん、柏の葉の

場をコンクリートにしないで、ちょっと草が生

いま開発が進められているエリアで活動してい

の相談を受けたり、それから駐車場が欲しい、

えるようにしてください」とかそんな提案をし

レスという鉄道が二〇〇五年、いまから十二年

すると、秋葉原からつくばまでつくばエクスプ

るのですが、簡単に地区の概要だけまずお話し
割を担っています。

て、自由が丘らしい街並みづくりの調整的な役

お話を。

なっています。ただ、地権者や建物の権利者に

数年のうちにはある程度はっきりさせることに

メートルに広げたいという動きがあって、この

いるという危険な状態にあります。それを十五

いしかなく、バスが一方通行で入ってきて人が

線があるのですが、その幅員が六メートルぐら
産業能率大学とのコラボ
で、「セザンジュ」と呼ば
れる女子学生による防犯や
まち案内の活動

岩崎 そうした活動の中で、住民や商業者の意
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広がる官民連携のまちづくり
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自由が丘のスイーツキャラク
ター「ホイップるん」

それなりに快適な居住空間が欲しいとなると、

木村 常在 氏

前に開通して、ちょうど柏の葉というのはその
づくりはできないという状況がありました。

模地権者である三井不動産と連携しないとまち
そうした中で、県は区画整理、三井は開発、

真ん中ぐらい、秋葉原から三〇分ぐらいの場所
にあります。つくばエクスプレスは、鉄道の整

柏の葉でも二〇〇〇年から千葉県が中心とな

モデル都市を目指そうと、二〇〇六年にＵＤＣ

大学は調査研究あるいは教育を、それぞれがば

って区画整理事業をやっていますが、日本全体

）
Ｋ（ Urban Design Center Kashiwa-no-ha
という組織がつくられました。ＵＤＣＫ自体が

備と駅を中心とした沿線開発を一体で進めてい

でもう人口の減少が見えた中で、単なる郊外住

何か事業をやるということではなくて、共同の

らばらにやっていても仕方がないので、一緒に

宅をつくっても仕方がないという話はもう前提

プラットフォームというか、何か一緒にやると

て、ずっと帯状に巨大な開発エリアがあるとい

としてあるわけですね。では、どういうまちづ

きにＵＤＣＫという名前なり組織を使えるとい

コラボレーションすることで、まさに最先端の

くりをするのかということですが、
柏の葉では、

う曖昧な建て付けでスタートしています。

うような場所です。

近くに東京大学と千葉大学のキャンパスがある

ら議論されてきています。それから、駅周りの

なまちを目指そうということが二〇年ほど前か

詰め込んで、一つの実証実験をやっていくよう

開発機会を活かし、考えられることをたくさん

整備機構という法人の指定がありますけれど

うな組織にしようと。いま景観法に基づく景観

進むので、市と連動して景観の協議をやれるよ

うな景観の誘導ですね。やはりどんどん開発が

が、一つは、さっき木村さんがおっしゃったよ

ういう事業をやるのかという議論をしたのです

を取ったのが二〇一一年です。そのときに、ど

組織がないとやりづらいということで、法人格

いは何か新しい事業をやるときに法人というか

て、いろいろな公共空間ができてきたり、ある

すけれども、活動が五年目、六年目になってき

都市再生推進法人として、ＵＤＣＫが受け皿に

行政では全部を引き取れないという話の中で、

れを誰が管理するのかというときに、さすがに

投資で空間を高質化したのです。けれども、そ

うとか、おしゃれなベンチを置こうとか、民間

植えようとか、舗装を全部ブロック舗装にしよ

がプラスの投資をして、例えば高木をたくさん

やり切れなかったのですね。そこを三井不動産

行政もあまりお金がないという中で、実際には

ンナーがすばらしい絵を描いていました。ただ

でできていたのですが、当初はいろいろなプラ

もう一つ、駅前の広場はもうすでに区画整理

そういう意味で、当初は任意団体だったので

土地はもともと三井不動産がゴルフ場として持

も、それを取って、駅周辺の開発に際しては、

なることになりました。ですから、最初はエリ

ので、大学と連携しながら、これだけの規模の

っていたという経緯もあって、区画整理の大規

広告物も建築物も一度われわれが相談に乗ると

アマネジメント団体というか地域の管理運営を

高木やブロック舗装、野外
型ソファなどで高質化され
た柏の葉キャンパス駅の駅
前空間

いう形で運用しています。

三牧 浩也 氏
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やっていく組織として設立されたわけではなか

し、
管理費を少し稼ぎだせたらと思っています。

福井が利用者から使用料をいただいてお貸し

時、放置自転車があふれ、私たちは何回も警告

なかなか駐輪場がつくれなくて、駅前広場も一

もすごく多いのです。ところが、土地が高くて

たけれども、自転車の通勤・通学で駅に来る人

木村 先ほど自由が丘駅の乗降客数に触れまし

ったのですが、徐々に「当然これもＵＤＣＫで
受けてね」と、法人をつくったことで非常に便
利な受け皿になって、いまは結構マネジメント
的な業務も請け負うようになってきています。
木村 管理はどういう方がされるのですか。
三牧 例えば植栽の剪定などは専門業者に発注

います。清掃については、毎日落ち葉を清掃し

動産の負担金を合わせて業者にやってもらって

を支援し、新しい層をまちづくりに巻き込んで

こと、第四に街の中で人々が活動を起こすこと

施設や公共空間の管理・活用を行っておられる

それで東急電鉄の車庫の跡地を借りて、隣接す

があったりして、なかなか構造的にも難しい。

をつくりたかったのですが、そこには防火水槽

すね。目黒区としては駅前広場の地下に駐輪場

の札を張って区に撤去してもらったりしたので

ないといけないようなところは、三井不動産の

いくこと。これらの四つの活動は、全ての団体

しないとできないので、市からのお金と三井不

負担金の中で清掃業者にお願いしていますが、

さんが手がけられてますね。

団体が幾つかありますので、そういった方に花

清掃をやったり、地元の花壇活動をするような

できているので、月に三回程度ですが、一緒に

提案してできたり、行政と一緒になってつくっ

てみたいのですが、民間団体の立場から新しく

関心も高いと思いますので、もう少し深掘りし

このうち、公共空間の管理については読者の

ました。

皆さんからいろいろ意見を聞くなどして対応し

スピリットが中心となって、まち運営会議でも

です。この駐輪場整備にあたっては、ジェイ・

る世田谷区と協力して駐輪場を二つつくったの

ＵＤＣＫは地域の皆さんとも様々なつながりが

壇の手入れをお願いしたりしています。その辺

たりしたものは他に何かありますか。

三牧 先ほどは言わなかったのですが、駅前か

と柏の葉では調整池の話がありますね。

保井 ポケットパーク、駐輪場の話が出て、あ

は市や三井不動産が直接やると、全部が業者発
注になりかねないですけれども、地域とつなが
っているわれわれのような組織があることで、

保井 これまでのお三人の話をお伺いしている

と思います。

協力を得ながら管理できるというよさはあるか

ちづくり福井で受けていこうと考えています。

んで、そこと接続する市道とあわせて管理をま

すが、福井市と都市利便増進協定を年度内に結

岩崎 中心市街地にポケットパークがあるので

けの管理がされていました。ＵＤＣＫでは、せ

ェンスで囲って、年に二回ほどただ草を刈るだ

のですね。あくまで治水用の池なので、高いフ

時的にためておくための大きな調整池があった

をどうやっていこうかというときに、雨水を一

ら外側へと区画整理を進める中で、次のエリア

と、皆さんの団体が行っている活動には共通点

街灯や融雪装置など最低限のものは行政が費用

公共空間の管理運営を
めぐって

があることに気づきました。第一に街並み・景

を見てくれますが、春から秋ぐらいまでの利用

適材適所というか、臨機応変にいろいろな人の

観の形成を手がけておられること、第二に街の

については、利便協定を結ぶ中で、まちづくり

にあるので、それを親水公園にすれば周りの土

っかくの水辺が駅から徒歩五分ぐらいのところ

機能の整理を進めておられること、第三に公共
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保井 美樹 氏

整備が完了しました。ここの管理費が年間約六

いう交渉を二年ぐらいして、二〇一六年十一月

前提とした公園のような整備ができないか、と

た場合の管理責任もわれわれが負うので開放を

とあったのです。

のはさすがに管理しきれないよというのがずっ

していたのですが、市としては中に人を入れる

地の価値も高まるだろうという提案を以前から

は、エリアマネジメントの組織の方々が入った

付加価値をつけて調整池を開けられたというの

いくことだったと思うのですけれども、そこに

除いて、とにかく安心・安全な空間を実現して

保井 いままでの管理というと、リスクを取り

いただけるようになってきています。

を徐々に経験することで、大分前向きに考えて

いい空間をつくれば周りがよくなるということ

います。市もお金がないと言いながら、やはり

で管理費を負担する仕組みをつくって管理して

あとは商店街側の人たちです。

のもう二人も住民側の町会、
自治会から入って、

スピリットで活動しているのですね。メンバー

民会議というか、住民側の代表としてジェイ・

木村 そうです。私はどちらかというと住区住

進役でもあるのですね。

なって地域のことを考え、事業を行う。その推

興組合に代表される商業者たちの団体が一緒に

区住民会議などの住民による団体と、商店街振

ットの位置づけというのは、町会や自治会、住

保井 そういう意味で言うと、ジェイ・スピリ

そこで三井不動産と一緒に、仮に事故が起き

〇〇万円かかっているのですが、調整池機能の

大きな功績だと思いますね。

三牧 ネットワークの中心はジェイ・スピリッ

トになるのですか。

木村 いまのところ住民側のコミュニティづく

りは住区住民会議が、まちづくりという観点で

う面では比較的うまくいっているのではないか

学校の先生たちも協力してくださり、連携とい

になって、各町会や自治会、商店会、もちろん

訓練などでも、住区住民会議という組織が中心

子ども向けのいろいろなイベントや地域の防災

は密接な関係をつくってきています。
ですので、

〇年近い歴史があって、特に公立の小中学校と

全部と宮前小学校区の半分です。その住区も四

イ・スピリットの活動領域は緑ヶ丘小学校区の

自由が丘住区には小学校が二校あって、ジェ

木村 目黒区は小学校単位で住区があります。

三牧 ＵＤＣＫもいま十一年目ですが、当初は

だければ。

思うのですが、役割の整理も含めてお話しいた

があって、かなり認知度は高いのではないかと

保井 その点、ＵＤＣＫは駅前にどーんと拠点

人はなかなか知らないですね。

役員などはよく知っているはずですが、普通の

木村 住区住民会議や町会、自治会、商店会の

ですよね。
でも、
一般住民の認知度はどうですか。

ジェイ・スピリットのことを皆さんよくご存じ

保井 そうした住区住民会議の方々は、きっと

いったらいいのではないかと思っています。

は、ジェイ・スピリットが中心になってやって

と思います。

プレーヤーの調整と
役割分担

してはどう整理されていますか。

では次に、プレーヤーの調整、役割分担に関

維持管理に必要なものとして整理がつく半分強
は市に出してもらい、残りを池の周りに土地を
持っている地権者、三井不動産が多くを占めて
いますが、個人の地権者も含めて一〇名ぐらい
水辺のオープンスペースに生まれ変わった調整池
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う七〇〇〇人以上が駅前に住むようになって、

があることが大きかったと思います。いまはも

来るみたいな状況があって、それは駅前に拠点

たいという人は、とりあえずＵＤＣＫに相談に

新しく住み始めて何かコミュニティ活動を始め

りやるようになってきたのですね。

ですが、一般社団法人の法人格も取ってしっか

上がっています。
「エキマエモール」というの

促に取り組もうというグループが二年前に立ち

つのショッピングモールに見立てて、全体で販

な複合ビルがあるのですけれども、それらを一

思っています。

連携をとっており、いますごくいい傾向かなと

でてきているので、われわれも刺激を受けつつ

ういうおもしろいことをやっているグループが

ような、裏方的なことができればいいのではな

しいろいろなレベルのかかわりをつないでいく

というのは、それはそれで健全なので、もう少

的にいろいろなことをやっている人がいる状態

と存在感を発揮すべきなのか、それとも、自立

域の住民コミュニティの中で、ＵＤＣＫがもっ

考えないといけない時期に来ています。要は地

で存在感をどう発揮すべきなのか、という点は

いくのか、以前とは状況が変わってきている中

思います。

そういう人のほうがたぶん多いのではないかと

それ以外は何をやっているかよくわからない、

向けの大きなイベントには参加するけれども、

のは知っているし、年に一回やっている子ども

況になると、駅前にＵＤＣＫという場所がある

な活動をやっている人はたくさんいるという状

三牧 きっかけは。

岩崎 そう思います。

下手にしがらみがないというか。

三牧 それがよかったのかもしれないですね。

転業をやっている若い社長なんです。

のは、駅前にお店も何も持っていない、代行運

岩崎 おもしろいのは、その中心になっている

上げたのですか。

三牧 それはどういう方々が主体となって立ち

いうような動かし方をしているのです。

思ったときに、その分の負担をして参加すると

の事業は参加したほうがメリットがあるな」と

ールは事業ごとに参加費を取ってやるので、「こ

ことを言いだしてしまう。その点、エキマエモ

る人がどうしても「何で俺たちだけ」みたいな

もメリットが行ってしまって、会費を払ってい

業をすれば、商店街に加盟していないところに

従来の商店街の仕組みだと、会費を取って事

だなと。

われもすごくうれしいし、思ってくれているん

ょっと大きく取り上げてくれたりすると、われ

てくれたり、広報に異動して市政広報などでち

岩崎 本当に異動しても気になってまた見に来

すよね。

は、きっと異動されても出てきてくれたりしま

保井 そうやって一緒に汗をかいてくれた方

ごく大事だと思いますね。

だけではなくて、一緒に作業するというのはす

こうだとか、予算をつけるつけないとかという

かいてくれるのです。やはり机を挟んでああだ

イベントでは、市の職員も出てきて一緒に汗を

岩崎 さっきちょっと言った電車通りを使った

ください。

係が広がるとか、何かお考えがあればお聞かせ

たらうまくいくとか、ここが変わればもっと関

したいと思います。例えば、もう少しこうやっ

保井 次に、行政との連携進化の展望をお伺い

行政との連携にあたって

別にＵＤＣＫにかかわらなくたって、いろいろ

いかという思いもあります。

岩崎 もともとその社長が駅前で「街コン」を

今後、その辺でどういう関係を地域と築いて

保井 岩崎さんのところはどうですか。

ているのですけれども、それ以外の部署に行く

が可能になるとか、担当部署はしっかりわかっ

あとは、都市利便増進協定でこういったこと
企画して、そのときに商店街ともつながりがで
たのです。エキマエモール以外にも、幾つかそ

きる中で、まちづくり活動にのめり込んでいっ

岩崎 もともとの商店街がこの狭いエリアに六
つあるのですね。そういった中に、ハピリンや
西武、ＪＲの商業施設とか、駅の東側にも大き
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と、
「何なの、それ？」みたいな話があります。
もう少し横の連絡をとってくれると、われわれ
も動きやすくなるという気はします。
保井 そこは何かご提案がありますか。
岩崎 道路の占有許可を取るときは管理課に書
類を提出するのですけれども、例えばその道路
に隣接する公園だと公園課になって、その情報
が伝わっていないのです。ですから、定期的な
連絡会をできれば警察も交えてつくれるといい
と思いますね。幸い、福井は警察も非常に理解
があるほうで、以前は全部の交通をとめないと
イベントをやってはだめと言っていたのですが、
いまは電車を走らせながら、両サイドの車道で

者の横断する所には警備員を立てるようにと

すごく負担をかけていますし、警察からは歩行

岩崎 事故が起きないように、鉄道事業者にも

保井 それに近いですね。

ンジットモールと言うと大げさですけれども。

報をきちんと共有する仕組みを考えました。

署を全部集めた応援会議をつくって、庁内で情

すようにしたのです。その段階で、関連する部

ころで、
「マネジメント認定」というものを出

は、まちづくり団体が一定のレベルになったと

づくり支援のお手伝いをしている名古屋市で

イベントをすることも許可してくれます。トラ

か、いろいろな指導が来るのですが、今年四回

う少しきちんと検証する意味でも、横の連絡会

岩崎 そうですね。だから、そういうことをも

てきているということなのですね。

保井 着実に実績をつくられて、信頼も上がっ

やればいいよという方向で動いています。

ラス、課長クラスがかかわっているので、市全

ときから市の企画、都市、整備の部署の部長ク

組みだなと思っているのは、ＵＤＣＫの設立の

三牧 課題云々の前に、非常にうまくできた仕

が、何か課題はありますか。

なり密に連携されているような気はするのです

その辺はどうですか、三牧さん。柏市とはか

があればいいと思います。

体の施策に関係するようなことでも、すぐに横

やっておかげさまで事故もなく終わり、来年も

保井 おっしゃるとおりですね。私が地域まち

福井鉄道が走る駅前電車通りでのオープンカフェ

の連携が取れる体制が整っています。
ですので、

その点は困ってはいないのですが、さっき話し

たとおり、どこまで民間がやるべきで、どこま

で行政が投資すべきか、その線引きが難しい。

例えば街路樹をたくさん植えて、ベンチを置い

たことの投資効果というのは非常にわかりづら

くて、仮に人口や売上が増えたとしても、
「別

に高質化の効果ではなく、隣にマンションが建

ったからでしょう」みたいな話になってしまう

わけです。われわれからすれば、プラスアルフ

ァの投資をすることの正当な評価をいかにしな

がら、行政が投資しやすい環境をつくるかとい

うところは課題ですね。

保井 地価が上がるとか満足度が上がるとか、

何かがないと投資しにくいみたいなことはきっ

とあると思うので、データをきちんととって、

行政に限らずステークホルダーに見せて説明し

ていく、
それは非常に大事なことだと思います。

ただ一方で、それをやっても次の段階に行ける

とは限らない。そこで私は、さっき岩崎さんが

おっしゃられたような、事業ごとにやりたい人

が投資する仕組みというのが現実的なのかなと

いう気がします。そういう個別の成功体験を積

み重ねて、やりたいという人たちが出てくると

いうのが大事だと思いますね。

三牧 そうですね。一つのお財布に大きなお金

をどーんと集めてというやり方でなく、もっと

柔軟な組織がそれぞれの思いでやれることをや
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にも働きかけてそうした物件を増やす活動を進

の賃貸物件が非常に少ないので、地権者の方々

が丘には子育て世代にふさわしい六〇平米程度

いと思います。その中で住環境に関して、自由

由が丘らしい住環境、商業空間を育んでいきた

割前後の相談率なので、それをより高めて、自

街並み形成指針の運用にあたっては、まだ七

ちにしたいですね。

役立てるとともに、賑わいが衰えないようなま

ボードやオープンカフェを設置して活動資金に

足がちでして、道路の拡張が実現したら、広告

たいと思っています。それから活動費が少し不

ながら、よりよい整備のあり方を検討していき

ってくるので、その辺の理解や合意形成を図り

では道路の拡張や鉄道の連続立体化が課題にな

歩いて楽しいまちを目指すとなると、ハード面

づくりの大きなテーマとしています。
それには、

木村 自由が丘は住宅街と商店街の共存をまち

せいただいて締められればと思います。

保井 では最後に、今後の抱負や展望をお聞か

でしょうね。

って、緩くネットワークしていく状態がいいの

で、新しいビルがいっぱい建つだけではまちっ

岩崎 いま再開発が大きく動こうしている中

保井 ありがとうございます。では、
岩崎さん。

一番大きなテーマだと思っています。

というところをいかに進めていくか、私自身は

住民の方々と一緒に、まさに使いこなしていく

少し普段着でも楽しめるような環境をつくり、

けれども、人の住んでいるまちですから、もう

たまちを、ピカピカのよさももちろんあります

ということと、ある意味ピカピカにつくり上げ

のまちです。それをいかに外側に広げていくか

かいないような、実はまだ本当にできたばかり

なのですが、駅の乗降で言えば三万人ぐらいし

まちができているなとわれわれも勘違いしがち

三牧 柏の葉で駅前の写真とかが出ると、結構

す。では、三牧さん。

るためのポイントが示されていたように思いま

には、まちづくり団体が地域経営組織に昇華す

次々に出て大変ですね。でも、いまの展望の中

保井 ありがとうございます。やるべきことが

犯性の強化を図っていきたいと思います。

カメラの設置をさらに進めることで、まちの防

関しては、近隣の町会・自治会と協力して防犯

その対応も大事だと考えています。また防犯に

から運用を開始することになっていますので、

うに、実践の最前線にいらっしゃる方々が、こ

います。今日のこの場がこれだけ盛り上がるよ

したけれども、やはりまだ完成形ではないと思

ど、いろいろなご苦労も含めてたくさん伺いま

動を進めるための組織や財源、連携の仕組みな

開されていることが分かりました。そうした活

姿がまちの魅力になっていく。そんな活動を展

がどう使いこなしていくか、その使い手たちの

が、やはり空間づくりだけではなく、それを誰

推進法人の皆さまにお集まりいただきました

保井 ありがとうございます。今日は都市再生

いですね。

からもいいパートナーシップをつくっていきた

効果的にできるのかなと思っているので、これ

中で仕事を任せてもらえれば、もっと効率よく

一緒に汗をかくとか、きちんと信頼関係を築く

いう関係だけではなくて、
さっき言ったように、

というのですか、許認可をする側と求める側と

もう一つは、行政とのいいパートナーシップ

いけたらと思っています。

るので、そういったところをもっと目立たせて

ッコいい」と言われるものをつくってくれてい

ている若い人たちが、地元の同世代からも「カ

ですね。そうした中で、リノベーションをやっ

づかいが感じられるような部分を大事にしたい

今後の抱負と展望

めて、子育て世代も住みやすいまちを目指した

うやって情報交換をしながら何かヒントを得

も重要であると改めて感じました。

て、また現場で先に進めていく。このことが最

て面白くないと思うので、きっちりそれとバラ
もともとあるようなところとか、人の顔とか息

ンスのとれたまちらしい部分というのですか、

いと思っています。
災害関連では、地域ＢＷＡ（地域広帯域移動
無線アクセス）の導入を進めていて、この一月
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