
返し、実施期間を少しずつ延長しながら定着を

図った。さらに地元店主の中から事業主体にな

ることに手を挙げる有志グループが現れたこと

で徐々に反対意見は和らぎ、事業の継続を実現

することができた。

新栄テラスとの因果関係は明確ではないもの

の、新栄地区の空き店舗数は、事業開始前の

2014 年 7月時点では 35軒であったが、2018

年 2月時点では 16軒に減少している。

さらに前述の「公有地と民間駐車場との土地

の利用方法の交換」という手法は、2018 年度

に施行された低未利用地活用に関する新しい法

制度策定のモデルとなった。

以上のような取り組みを通して、もし再開発

事業にこだわり続けたり、当初から長期間での

実施を目指していたら、地元店主との合意形成

は難しく、駐車場のまま何も実現できなかった

ことが予想され、低未利用地の「暫定利用」や「土

地の所有と利用の切り離し」は、今後の人口減

少時代の都市再編を考える上で重要な手法の一

つであると考えられる。

	 （原田陽子：福井大学	准教授）
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私の「都市をデザインする」は、赤鉛

筆で地形図に「まちの拠点」と「交通の

軸」等を描き、「どこにまちの重心があ

るのか」「このまちはどこから形成され

て、これからどこに発展していくのか」

「どこがまちのシンボルになるのか」と

いったことを探りながら赤鉛筆を何重に

も重ねて描き、そして消しゴムで消し

て、また描くことから始まる。何度も何

度も同じところを描いては消し、また描

く、といった行為を繰り返し続けるのだ

が、毎回描く時の思いやイメージは違う。

最初の１〜２時間は、何も浮かばずた

だ「駅」「国道○○号」と都市要素を機

械的に、そして落書きのように描いてい

るのだが、徐々に個々の要素が有機的に

繋がり始める。赤鉛筆で何度も書き殴っ

ていると塗りつぶされて線が見えなくな

る。そこで今まで描いたものを消しゴム

で全部消す。すると、赤鉛筆の筆圧と消

しゴムの消し具合で、何かに導き出され

たようにして、都市構造図の線が浮かび

上がってくる。都市が持つ様々な情報・

機能、多くの要素、多彩な活動を、鉛筆

と消しゴムで地図上で格闘させ、削ぎ落

とし抽象化・概念化して抽出するといっ

たところだ。King	Gnu の常田大希が「構

築と破壊を繰り返す」の如く。

1990-2000 年の約 11 年を都市環境研

究所の土田旭さんの下で勤めさせていた

だいた。最初の２〜３年は 1/1,000 〜

2,000 の都市模型ばかりを作っていた。

それだけでは仕方がないので、1/1,000

〜 2,000 のサイトプランの清書係にな

る。当時は CAD ではなく２枚の三角定

規をスライドさせながら直角と並行を

駆使して A0サイズのトレーシングペー

パーに描き上げるのだ。その頃、発展ま

もない中国の都市開発プロジェクトを土

田さんがいくつも引き受けていて、私は

土田さんが色鉛筆で抽象絵画のごとく描

き殴ったスケッチを清書する仕事を仰せ

つかった。当時は本郷の薄暗いビルの薄

暗い土田さんのワークスペースの片隅に

席を与えられ、籠るようにして仕事に没

頭した。次から次にスケッチがやってく

る。土田さんの席には絶えず短くなった

色鉛筆が何本も転がっていて、周りには

消しゴムカスが沢山散らばっていた。最

初は、土田さんが描き殴るスケッチがど

れも同じように見えて、違いが全くわか

らなかった。しかし、徒弟制度の工房の

丁稚のように、１〜２年修行していると

何となく分かり始めて仕事が少しずつ捌

けてくる。私の「都市をデザインする」

術の赤鉛筆と消しゴムの妙技は、この経

験がベースとなっている。

現在はポンチ絵は Adobe イラストレー

タで、設計やデザインは CAD や BIMが

当たり前となり、手描きで絵や図面を描

く機会はほとんど無くなってしまった。

国交省も「まちづくりのデジタルトラン

スファー」に大きく乗り出している。私

も遅ればせながら、新たなアーバンデザ

インのツールを兼ねて（また仕事のタネ

となるよう）Autodesk 社の３Dソフト

と地理情報ソフト ArcGIS の習熟に励ん

でいる。しかし、都市を把握しデザイン

するには、赤鉛筆を手に取り地形図に向

かって消しゴムカスにまみれないと気が

済まない。昨年の夏に JUDI 通信で長崎

市を取材した。素晴らしい長崎のアーバ

ンデザインを紹介しようと自分の整理の

ためにスケッチを書いた。手で描いて脳

を刺激することで、都市を高次元に把握

するプロセスは今でも欠かせない。

桜の話しである。あるときソメイヨシノの林の

再生のお仕事が舞い込んだ。事

務所の実験農場にその苗木を

複数、異なる土壌のポットに

植え、経過を見る実験をした。

植物は根から養分を吸収し成長するが、自分

の好きな養分を摂取したい為にその養分を吸収

しやすくしてくれる分解能力を持つ微生物を集

めたい。で、根はこれらの微生物が好む、物質

をだしている。この微生物が創りだす領域あた

りを根圏という。大気圏がなければ、人間が生

きられないのとおなじで、根圏がないと植物は

生きられない。だから林はこの微生物だらけの

土になっている。

中でもソメイヨシノは、根圏の個

体差が強いと言われているので上記

の実験を行った。するとその林の土
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高校を卒業するまでの間、父親の転勤

に合わせて富山県内の８箇所（大沢野町、

滑川市、砺波市、氷見市、入善町、高岡

市、魚津市、富山市）を転々とし、大学

入学後は石川県に移り住み現在で４箇所

目（野々市町×２、金沢市×２）ですの

で 11 回の引越しを経験しております。

大学卒業後は建設コンサルタントに入社

し、かつて住んだことのある場所も含め

て北陸の色んな地域の業務に携わってき

ました。業務内容は、30 代後半までは

公園や道路の修景整備、河川の遊歩道等

の外部空間に関する計画、設計、工事監

理に携わり、40 代は都市計画関連の業

務に携わってきました。JUDI には 2013

年に入会し、北陸ブロックでのフォーラ

ムや公募型プロジェクトに参加させて頂

いてきました。全国大会は 2016 金沢、

2017 岐阜、2018 倉敷に参加し、全国

の会員の方々とお会いする機会も少しず

つ増えてきました。2020 年からは理事

編集後記 : コロナがなかなか収束しないですが、今
年こそは東京で二度目のオリンピックが開催されそ
うです。東京は一回目のオリンピックによって都市
の発展の契機としましたが、二回目のそれで成長に
楔を打つことになりそうです。別にこれは珍しいこ
とではなく、モントリオールもアテネもオリンピッ
クが都市衰退のきっかけとなりました。歴史は繰り
返すのでしょうか。（JUDI 国際委員長：服部圭郎）

福井県は世帯当たりの自家用車保有台数が全

国第 1位であり、歩いて 5分の距離でも自家

用車を利用するような過度に車に依存したライ

フスタイルが浸透している。

こうした中、福井市中心市街地では駐車場が

増殖し続けており、さらに新栄地区は JR 福井

駅から徒歩約 3分の商業の中心部に位置しつ

つも、老朽化した木造建築が路地に面して密集

する商店街で、2013 年当時、中心市街地の中

でも際立って空き店舗が多い状況であった。

このような状況のもと、2013 年度に福井市

と筆者の研究室との共同研究で新栄地区の地権

者などへ調査を行なった。その結果、新栄地区

は土地の権利関係が複雑で、これまでに再開発

を何度も試みたが全て頓挫し、この地区の改善

を諦めている人が多かった。こうした中、まず

は暫定的であっても、今すぐできるところから

改善していくのが現実的であると考えた。

そこで、まちなかの賑わいを創出し回遊性を

高めることを意図して、2014 年度の夏と秋の

約 2週間ずつ、新栄地区内のコインパーキン

グを借りて「新栄テラス」を実施した。実施の

結果、市民からの強い要望を受け、2015 年度

には秋の 1ヶ月間、2016 年度からは地元店主

らが運営主体となって継続されている。

一方、自律的に新栄テラスの継続を実現する

にあたって、大きく 2つの課題があった。一

つは月何十万という駐車場の賃料をどうするの

か、もう 1つは地元店主からの合意と主体的

協力を得ることである。

1つ目の課題については、「公有地と民間駐

車場との土地の利用方法の交換」という素晴ら

しい手法が提案され解決できる見通しとなった

が、この手法を実現するため福井市と駐車場会

社から出された条件は、新栄テラスの運営主体

は商店街組織など地元の公共的団体であること

と、設備投資の採算性から少なくとも 3年以

上テラスを継続することだった。

こうした提案に対し一部の店主からは、店の

前にあった駐車場が無くなることで客が減ると

いう不安や強い反対意見が出された。しかし駐

車場の利用実態調査や店主らとの意見交換など

根気強く合意形成を図り、また暫定利用を繰り

新田川　貴之
にったがわ　たかゆき

として活動をさせて頂くこととなり、現

在は広報委員会や 30周年記念事業実行

委員会にも参加しております。今後も

様々な活動をとおして JUDI 会員相互の

交流に繋げられるよう取り組んで参りま

すのでよろしくお願い申し上げます。

（株式会社背景計画研究所 井上洋司）

都市をデザインする

尾辻信宣（おつじのぶひろ）
1965 年生まれ。合同会社Ｇ計

画デザイン研究所代表。2012-

2015JUDI 理事。九州大学・九

州産業大学非常勤講師

株式会社　国土開発センター

だけを入れたポットのソメイヨシノはしばらく

して枯れた。同ソメイヨシノでも自分だけは違

うというわけだ。最近、東北で、桜の世代交代

プロジェクトに関わったが、苗木の周りのかな

りの土を入れ替えた事はいうまでもない。

周辺店舗と連携したピクニックイベント（2015 年） 地元店主の企画で毎年行われている新栄ビアパーク
（2019 年）

長崎市の空間の特徴を把握するためのスケッチした

赤鉛筆と消しゴムの妙技

福井市中心市街地の低未利用地の分布と新栄地区の位置
(2015 年時点 )

“ ソメイヨシノ ” はエゴイスト？！


