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大学時代、「都市」という言葉の広が
りに惹かれて、都市デザインを専門に選
んだ。当時、専門外の友人に、都市デザ
インの具体例を問われ、幕張やみなとみ
らいを挙げていた。私は無意識のうちに、
経済成長を象徴する新たな開発を都市デ
ザインと捉えていたのだろう。
大学院に入り、北沢猛先生が研究室に

持ち込んだ「京浜臨海部再生プロジェク
ト」を考えるなかで、工業都市や工場跡
地に出会った。工場跡地の再生の研究を
続けるなかで、米国の工場跡地を手当り
次第に訪れていると、旧工場の正門前に
広がる荒廃した商業地や住宅地の存在に
気づいた。工場跡地だけ再開発しても、
まわりの街は簡単には変わらない。跡地
だけでなく、人口減少の進む工業都市の
将来像に興味が広がった。
工場の海外移転のような、外的な要因

による都市の変化に、都市デザインだけ
で対応することは難しい。しかし、その
外的な要因により、都市は環境問題や人
口減少といった困難に直面する。衰退す
る工業都市には、これまで都市デザイン
が、計画の実現や形態の誘導に用いてき
た「新規開発」や「巨大な再開発」の需

要は存在しない。成長しない街において、
都市デザインは無力なのか。
工場跡地には、ときに再開発の利益を

超える規模の汚染が存在する。この課題
を米国は環境保護と都市計画の協力に
よって乗り越えてきた。環境基準と土地
利用規制の連携によって土壌汚染を管理
し、土地の再生を進めている。都市の
産業の主役も入れ代わるが、工業都市
の有形・無形の遺産が再生を牽引して
いる。ボストン郊外の街ローウェルで
は、繊維産業に代わって街を支えるのは、
19 世紀末に設立された Lowell Textile 
School を母体とする州立大学だ。ダウ
ンタウンと工場や運河が残る地区は米国
の産業革命を伝える都市型の国立公園に
指定され、汚染を抱えていた工場建物群
は大学の寮や研究施設に転用された ( 写
真 1)。
人口がピークの 1/3 となったデトロイ

ト市の住宅地では、地区の単位で住宅地
の再生が進められている。「再生」と言っ
ても戸建住宅が立ち並ぶ以前の状態を目
指すわけではない。自治体が取得した税
滞納差押物件を活用して、空き地を隣地
居住者に 100 ドルで売却したり、グリー

ンインフラや農地、公園に転用したりし
ながら、成長を前提としない低密度な住
宅地として「安定すること」を将来像に
掲げる。誰のものでもなくなった空き地
や空き家を、もう一度、地域住民や町内
会が気にかける場所に変えていくプロセ
スをデザインしている ( 写真 2)。
工場跡地でも住宅地においても、荒廃

を防ぐマネジメントを考えると、土地の
「所有」よりも「利用」の主体を重視し
た将来像が浮かび上がる。巨大な負債を
一気に解消できなくても、汚染や荒廃を
着実に取り除き、土地所有を再整理しな
がら、低密度を魅力に変える使い方を試
行する。「変化を支える仕組み」として
都市デザインにできることは、まだあり
そうだ。

数十年前の構想計画や都市環境デザイ
ンを再考する機会が多い。絵に描いた餅
が紆余曲折して具体化しているからだ。
大阪湾ベイエリアのシンボル

「テクノポート大阪」は 2025
年開催の関西万博や IR へ。関
空対岸の「りんくうタウン」
は業務系の土地利用がほぼ完成した（借
地もあるが）。40 年来の「彩都」は、安
威川ダムや新名神に支えられて区画整理
が進み、広大な裸地が出現。その南方で
は、御堂筋線の延伸に合わせて千里中央
地区や箕面船場地区の再・再開発事業が

進む。
大阪都心ではグランフロント２期開発

の事業者が決まり、４ha の中央緑地も
実現しそうだ。これに中之
島の超高層群が加わればキ
タのブランド景観が完成す
る。ミナミではトンボリ・
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私は、愛媛県伊予市の稲荷神社近くの
瀬戸内海が見渡せる所で生まれ、高校を
卒業し東京の建築設計事務所に就職し、
その後家業の事などで地元に帰り建築設
計の仕事をしている時に、ＪＵＤＩの会
員であった白石高啓さんに入会を勧めら
れて入会し現在に至っています。入会後
ＪＵＤＩ四国ブロックで行っていた四国
環境デザイン紀行で訪れた「瀬戸内海の
島々の集落」、「阿南の島の集落」、「別子
山の集落」、「祖谷の集落」、等それぞれ
の地域における生活から生まれた環境の
大切さを現地で見てあらためて感じまし

た。
私たち地方の田舎で生活している者は

これから深刻化してくる過疎等から生じ
てくる地域環境の乱れに対してどのよう
に対応するのか又先人が残してくれた地
域環境を守り発展に繋げて次の世代の人
にバトンタッチをする事を考えていま
す。

編集後記 : 最近、あまり仕事に熱が入らず、新し
い仕事も来ないので、大学時代以来ともいうべき
趣味にうつつを抜かしています。そういうことも
あって、都市デザインへのアンテナも鈍りつつあ
りますが、都市デザインの若手のホープである黒
瀬先生の原稿、大御所である加藤さんのエッセイ
を読み、年の暮れに来年はしっかりと仕事をしよ
うと思った次第です（JUDI 国際委員長：服部圭郎）

くまもとアートポリス、へぇ～まだやってる

んだ。これは 7 年前、熊本に異動した後、アー

トポリスが話題となったときに思わず言ってし

まったことである。熊本にこられた方にアート

ポリスを紹介すると、多くの方が同じような反

応をされる。1990 年代に話題となり、建築系

の関係者、学生なら誰でも知っているプロジェ

クトであったが、確かにその後は、熊本以外で

はほとんど話題にはならなかったのではないだ

ろうか。

そもそもくまもとアートポリスとは、細川護

煕知事の時代、1988 年に熊本県の事業として

はじめられたものである。環境デザイン全般に

対する関心、都市文化・建築文化の向上を図る

ことを目的として始められ、30 年の歴史の中

で発展、形を変えながら継続しており、2019

年 3 月までに 112 の事業がくまもとアートポ

リスに位置付けられている。そこで、30 年の

歴史を振り返りながら、くまもとアートポリス

の今を紹介したい。

くまもとアートポリスの 112 の事業を概観す

ると、1995 年ごろまでは公共施設と公営住宅

が圧倒的に多い。アートポリス第一号の熊本北

警察署（現熊本中央警察署）（1990 年竣工）は、

当時は斬新なデザインが話題であったが、今で

はすっかり街並みになじんでいる。また、公営

住宅第一号の県営保田窪第一団地（1991 年竣

工）は、従来のいわゆる団地型の配置ではなく、

3 棟の RC 造 5 階建ての住棟が中央広場を囲ん

で建てられている。竣工から 30 年近くが経過

し、中央広場の緑は豊かに成長し、そこかしこ

にある住民の手による花壇には色とりどりの花

が咲き、広場に面したテラスには洗濯物が風に

なびいている。住宅建築としては色々と論争を

呼びもした団地であるが、中央広場が住民によ

り使いこなされ、住民のふれあいの場となって

いる様子が見て取れる。当初と違うのは、住棟

全体がバリアフリー改修され、それに伴い各棟

にエレベータが追加されたことで、リズム感の

あった外廊下側のデザインとしては残念な感も

あるが、致し方ない。

その後、2000 年代に入ると事業数は大幅に

減少し、その内容は山間の市町村の比較的小規

模な公共施設、学校施設が多い。このような状

況が、外から見るとアートポリスはもうやって

いないのかなと思わせたのであろう。

それが 2016 年の熊本地震の発生により大き

く変わる。仮設団地ごとに整備した木造の集会

所「みんなの家」がアートポリスに位置づけら

れることが多くなり、近年では災害公営住宅の

集会所としてもみんなの家が建設されている。

2016 年以降のプロジェクトは全て熊本地震か

らの復興に関するもので、20 事業を数える。

例えば、西原村の小森仮設団地内にある小森第

2 のみんなの家は、住民との意見交換会を通じ

て「鍵をかけなくてもいい、いつでも使えるみ

んなの家がよい」という意見でまとまり、ガラ

ス張りの開放的なデザインとなっている。熊本

県は、「みんなの家」を仮設団地の閉鎖後も地

域活動やコミュニティー維持に活用してもらお

うと、無償で自治体に譲渡し、移築を促してい

る。すでに地域の集会所や学童保育施設などと

して移築、活用する話も挙がっており、今後が

期待される。

熊本県のホームページには、アートポリスの

事業一覧やそれぞれのプロジェクト概要、マッ

プも公開されている。熊本にお越しの際には

アートポリス巡りもオススメである。

　　　　柴田 祐（熊本県立大学教授）

本田 壽
   ほんだ　ひさし

この事について地元建築士会支部の青
年委員会も地域環境について活動を行う
予定なので私もＪＵＤＩの会員として参
加をし、地域環境の大切さをそれぞれの
人達に理解をしていただきたいと思って
います。これからもＪＵＤＩの発展に微
力ですが尽力をしていきたいと思いま
す。

（関西学院大学名誉教授　加藤晃規）

都市をデザインする

黒瀬武史：1981 年生まれ、熊本

県八代市（工業都市）で育つ。九

州大学大学院 人間環境学研究院准

教授。東京大学工学部都市工学科

卒業、同大学院修了、（株）日建設

計都市デザイン室、東京大学助教

を経て現職。

本田壽建築設計事務所

ウォークが大阪観光のシンボルになり、
百舌古市古墳群の世界文化遺産登録が実
現。そろそろポスト万博 15 年、つまり
2040 年頃の大阪都市像が気になってき
たところだ。

写真 1 州立大学の施設に転用された歴史的工場
（ローウェル市 North Canal 地区）

写真２ 複数の空き地を除却して生まれた公園
と緑道（デトロイト市 Fitzgerald 地区）

成長しない街の都市デザイン

県営保田窪第一団地の中央広場と住棟 ガラス張りの小森第 2 のみんなの家：利用率は非常に高い アートポリスの事業数の推移 : 2000 年代にいったん減少
したが熊本地震以降増加傾向にある




