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長崎市が行う公共事業全体のデザイン監

修を行う非常勤特別職「長崎市景観専門監」

になって八年目を迎えている。週に１～ 2

日、福岡から長崎に通いながら、これまで

１００を超える事業について、部局を問わ

ず、全庁横断的にデザイン調整と指導を行

なっている。

COVID-19 による自粛要請の影響で、散歩

する道、ゆっくり過ごす公園、心地よい風

が抜ける河川敷等、身近な環境が提供する

価値があらためて見直され、問われるよう

になった。ひとつひとつの都市空間が、人

のために、自由で、魅力的に作られている

か、空間が持つ愛や包容力は、利用者にとっ

ての都市の価値を決めていくだろう。

私たち専門家は、行政からの依頼によっ

て、そうした公共空間の整備に関わる。計

画や設計の業務が発注され、検討委員会が

設置されて、初めて土俵にあがることがで

きる。一方で、そうした土俵にはあがらな

いけれど、都市空間の質を左右する大事な

検討が役所内にあることを、景観専門監を

務めて知ることになった。

１つ目は、検討をどのような前提条件で、

どのような体制・プロセスで行うのか、と

いう企画段階の議論である。長崎駅周辺整

備や新市庁舎建設、出島表門橋・公園整備

等において、計画設計条件、検討委員会の

構成、プロポーザルの審査内容、ワーク

ショップやシンポジウム等の市民参加プロ

セス等について庁内で熱心に議論、設定し、

実行してきた。計画や設計行為の枠を規定

し、実現に向けた社会的合意を形成してい

く、いわゆる「デザインマネジメント」を

事業主体側が意思を持って進めることが、

できあがりの空間の質に大きく影響するこ

とは言うまでもない。

２つ目は、そもそも外部委託をせず、職

員自身が設計し、単年度で設計から施工

まで完了する「あっという間にできあが

る」事業が、役所には多く存在する点であ

る。この場合は職員自身の意識と力量がス

トレートにできあがりの空間に影響する。

景観専門監は、こうした事業が、事業対象

地にふさわしい内容となるように指導を行

なっている。都市全体の価値を維持、向上

していくためには、そうした「デザインディ

レクション」機能が、庁内に必要不可欠で

ある。

３つ目は、整備後の維持管理や利活用で

ある。価値創造的な「整備」「利活用」とリ

スク回避的な「維持管理」は、異なったマ

インドを持っているが、どちらかが正しい

ということではなく、この双方を実現する

ための維持管理における「デザインマネジ

メント」が必要である。長崎市では、例え

ば出島表門橋公園の整備後、サインの設置、

ランタンフェスティバル時の飾り付け等、

小さな手入れが行われているが、公園整備

の考えを踏襲して慎重に検討を行なってい

る。

私は、長崎市景観専門監のように、役所

の内部（インハウス）に設置され、専門的

な観点から役所全体の事業を監修（スーパー

バイズ）する職を「インハウス・スーパー

バイザー（ISV）」と呼んでいる。ISV は、

広報や起業誘致、公共施設マネジメント、

コミュニティデザイン等、様々な分野です

でに事例が存在する。

前述した「デザインマネジメント」「デザ

インディレクション」に、我々専門家がよ

り主体的に関わり、都市全体の魅力を高め

ていくため、都市デザインの領域でも ISV

の導入事例が増えることが有効だと考え、

2017 年に「ISV 協会」を立ち上げ、その普

及啓発に努めている。この記事をきっかけ

にさらに多くの方に知っていただけたら幸

いである。

拡大するコロナウイルス感染の影響をわが

JUDI の活動も受けている。そのような中で今

年の関西のフォーラムが 5月 16 日にWeb 会

議で行なわれ盛況であった。

こうした動きはしばらく続き、

やがてはテレワークなどが社

会状況として定着するのでは

ないかと思う。

そうした大きな流れと併行して、コロナと共

生するための暮らし方や都市環境のあり方が模

索されていくと思う。その兆しを専門家として

見据えるために早い機会に研究会を立ち上げた

いと考えている。

話は変わるが、私として一番残念に思ってい

ることは、しばらくの間、簡単には海外に行け

ないのではないかということだ。これまで巡り

歩いた世界のさまざまな街角が、コ

ロナ禍にあることを思うにつけ、い

たたまれなくなる。

これまでに巡り歩いた街々で、二
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コンピュータを応用した環境設計手法

の開発をテーマとして、大学で教育・研

究に従事しています。都市・建築分野を

対象として、VR・AR・MR（人工・拡張・

複合現実）、AI（人工知能）、BIMなどの

デジタル技術を扱っています。

AR・MRを使えば、計画対象地で景観

シミュレーションができます。一方、現

実空間と 3次元 CGモデル（設計中の建

物など）との前後関係を常に正しく表現

することは課題です。私たちは、深層学

習（AI の一種）を AR・MR に統合する

ことで、都市要素をリアルタイムに分類

しながら、前後関係を表現するシステム

開発を進めています。研究蓄積は、VR

安土城、水木しげるロード・リニューア

ル VRなどの実プロジェクトに活かされ

ています。

5月、第 28 回 都市環境デザイン会議

フォーラム関西 2020「建築・都市をつ

くるデジタル技術のいま：2020 年代に

編集後記 : 今号は 16 号ということで、はたと気
づいたのですが、もう 4 年間もこの JUDI 通信は
続いていることになります。継続は力 ?。とはい
え、来期からは JUDI も広報誌を発行することに
なったそうなので、そろそろ潮時かなとも思った
りもします。コロナで、疲れていますし。とはい
え、来期も予算申請していますので、通ったら続
けます。（JUDI 国際委員長：服部圭郎）

山口県長門市の音信川沿いに広がる長門湯

本温泉は、ピーク時の約半分に宿泊者が減り

活力を失っていた。創業 150 年の老舗ホテ

ルの廃業を機に、その危機感から長門市は建

物を公費で解体し土地取得を決意、跡地へ星

野リゾートの誘致に乗り出す。さらに星野リ

ゾートと連携し、2016 年 8月に再生計画を

策定。投資事業者が核となりマスタープラン

を提案し、行政が見合う事業投資を検討する

という逆転の発想である。策定された「長門

湯本温泉観光まちづくり計画」には、圧倒的

なランドスケープとそぞろ歩きのできる温泉

地の考え方の提案、全国トップ 10入りとい

う明確な目標が明記された。

長門市は公共投資主導で始めるのではな

く、公民での事業推進体制として、プロジェ

クト司令塔や建築・ランドスケープ・夜間景

観・交通・観光・金融・広報の専門家人材と

地元有志で構成される立案・実務検討を担う

「デザイン会議」と、決定を担う「推進会議

（議長は市長）」を組成し、2017 年に「長門

湯本温泉観光まちづくり事業」をスタートさ

せる。

本事業では、①公共空間を使いこなす②コ

ア事業（恩湯）を民間事業で成功させる③既

存地域事業者の活性化（リノベ支援）④新規

事業者誘致の 4つの柱を設定。その柱の成立

基盤となるランドスケープデザイン、夜間景

観デザイン、景観ガイドライン、ファイナン

ス等を並行して整えていった。まさに「つか

う」目線先行でスタートし、最終的にハード

デザイン「つくる」や運営主体・仕組み「育

む」に反映させるプロセスである。　　　　

7回にわたる社会実験を通じて、川床の設

置や安全運用、交通ルールや道路活用、夜間

照明などを検証していくことで、地域のメン

バーが主体的に参加し価値と課題を共有した

後、常設で実装するとともに、事業者誘致に

もつなげていった。また、41 回に及ぶ住民

WS によって､「景観ガイドライン」の策定

やおそろいの湯本提灯の設置なども行われて

いる。経済が持続する温泉地を目指す KPI を

設定し、そのため DMOとエリマネの両方を

担うエリア経営主体「長門湯本温泉まち株式

会社」を設立、入湯税と基金を活用した地域

再投資の財源、外部評価の枠組みを整えた。

また、道路河川活用団体として地元事業者と

住民による「オソト活用協議会」も設立し、

恒久的なパブリック空間の活用とメンテナン

スにも取り組み始めている。

約 20ha にわたる温泉地では、「絵になる風

景の創出」として、「竹林の大階段」「ゆずき

ち坂」など新たなランドスケープがデザイン

され、温泉街の固有の魅力として河川内常設

の「川床テラス」が設置された。すべての公

共照明は年間スケジュールにより明るさや点

滅を自動制御しており、川の景観を活かした

美しい夜景と省エネルギーを同時に実現して

いる。

また、コア事業である公衆浴場「恩湯」と

レストラン、星野リゾート「界」長門の新規

開業とともに、萩焼のギャラリーカフェ、シェ

アハウス、土産物店などリノベーションに

よる開業も 5店舗にいたる。2020 年 4月リ

ニューアルが完了し「オソト天国」をキーワー

ドにした公民連携の温泉街は、関係者の熱い

想いと共にいよいよ本格的に始動した。

（LEM空間工房　長町志穂、ハートビート

プラン　泉 英明）

福田 知弘
  ふ く だ　      と も ひ ろ

向けて」を開催しました。昨秋より準備

をはじめたものの、新型コロナの影響が

どんどんひどくなり、開催自体迷いまし

た。フォーラム委員と話し合い、オンラ

イン開催への切り替えを考えました。講

師の先生方にも快く対応して頂き、無事

に終えることができました。ありがとう

ございました。

（大阪大学名誉教授　鳴海邦碩）

都市をデザインする
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度と見ることがないだろう写真を、万という数、

撮ったのではないかと思う。画像、動画が氾濫

する今日、自分が撮影した写真がどのような意

味をもっているのか、新しいメディア論を考え

るために見直してみようと思っている。

デザインマネジメント

恩湯広場 社会実験の様子 竹林の階段

出島表門橋・表門橋公園の設計者選定にあたっては、国指
定史跡・出島にふさわしい橋梁と公園のデザインを実現す
るために、長崎市役所の関係職員で半年間かけて設計条件
や設計者選定プロセスについて企画を行った


