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私が大学生活を送った 1950 年代後半

は、現在と全く異なる社会・経済状況で

した。経済高度成長期で中間所得層が分

厚く若年層が多い時代でした。

1960 年の世界デザイン会議 in 東京の

前後には欧米都市デザイン・ネットワー

クとの接触が始まり、横浜・町田など革

新自治体では市民参加の都市デザインが

登場しました。

1970 年代には東京の区制改革により

区長公選制が実現し、世田谷区在住の私

は区の基本構想・基本計画作成に参加し

ました。区民参加の仕組みとして「まち

づくり」が位置付けられ、市民・行政は

“ 開かれたまち・くらし ” への連携をめ

ざしました。1990 年代に至る “ 世田谷

のまちづくり ” への展開はすでに広く知

られており、ここでは省略して現時点の

課題に焦点を合わせましょう。

2017 年時点にいたる 20 年間、日本は

米国型新自由主義経済政策の結果、所得

格差は急拡大し , 低所得者層が急増しま

した。分厚い中間所得層は高齢化し，租

税負担力は減少、高齢者福祉・医療制度

の財源は相対的に縮減したのです。日本

社会は , 先進諸国で最下位の生活保護制

度のもと , 母子家庭など子供の貧困は深

刻化し , 少子化による総人口 減少等、構

造的な悪循環に巻き込まれています。

　この問題状況から脱出するには、政

治・経済・社会システムの適切な選択に

よる大転換が必要な状況です。まちづく

りの現場では、社会的資金循環の拡大に

よる泥沼からの脱出が最重要課題となっ

ているのです。

さて話が、抽象的になってしまいまし

た。具体例として「自立支援センターふ

るさとの会」 の注目すべき社会的循環の

創出にふれたいと思います。地名が消し

去られた “ 東京台東区山谷 ” での活動で

あり、個人としても 20 年近く関わり続

けている活動です。

この会の創始者水田恵は、1960 年代

の島根大学の学園闘争から、釜ヶ崎・山

谷での日雇い労働者支援、80 年代後半

以降は墨田川沿いのテント生活者支援な

ど現場の現実を直視して、当事者とまち

の再生を見据えて半生の意思を貫いてい

ます。

1,200 人を超える高齢の当事者は、今

はふるさとの会の生活支援により “ 共同

＋協働 ” のくらしの主体として地域の仲

間になっています。ハローワークから就

職した 200 人を超える若者たちは、達

意の実践家のもとで実務体験を重ね , 当

事者との協働の日々から発見・学習して

います。多様なケースから読み取る詳細

なデーター蓄積を共有した若者たちの実

技が , 当事者の生活支援を通して自立連

携の地域生成を支えています。加えて ,

会の活動にはこの活動に伴走し制度改革

に取組む中央官庁の働きがリンクしてい

ます。

ふるさとの会と当事者 + 支援者などが

連携し、生活保護費などの社会的資金を

最高に有効に循環させる仕組みを創出・

運営し , 見事に “ くらしとまち生成 ” を

実現しているのです。 

この事例は、今日の都市のデザインが、

現場の実態・状況をも含めた包括的活動・

事業としてソフトな循環構造を展開して

いることを示しています。

2016 年、やっと日本全国訪問を達成。

最後の訪問地山口県で、有名な夏みかん

色のガードレールを見た時には、思わず

ガッツポーズしました。1990 ～ 92 年

に会社で全国県庁所在地調査

をし、資料をまとめましたが、

個人としても実際に見たいと

考えていました。

　転勤族の子として小さい頃から転々と

し、方言はもちろん、まちの様子や街道、

地形に興味がありましたし、色彩の仕事

について、「見て比較」をすると色使い、

デザイン、文化の違いがわかりやすいと

実感したからです。でも、ずいぶん時間

がかかってしまいましたし、もっときち

んと調査しておけばよかったと反省して

います。それは最近、地域固有の生活文

化を示していた色使いが減少してきてい

るのに気づかされたからで

す。

　色程度で大袈裟ですが、

風土の中で使い続けてきた

色にはその地域の心や大切にしてきたも

のが込められています。2 巡目には、余

計なお世話ながら「皆様の地域の色はこ

んな色」と伝えたいと思うこの頃です。

 四季雑感 　

■ 都市デザイン・プロジェクト 100 選 ■Selected PROJECTS  005　池袋駅東口グリーン大通り

オープンカフェ社会実験＆ GREEN BLVD MARKET(2014-2015))

■ JUDI メンバーの紹介■

私は、鳥取県岩美町出身で、1974 年、神戸大

学建築学科を卒業後、すぐに上京し都市計画業

務に携わりました。当初は中央から、全国の総

合計画、市街地整備、商業近代化、再開発など

のプランニングを経験してきましたが、３７歳

のときに仙台市に居を移し、地域に密着した都

市づくり及び商業活性化等の幅広なまちづくり

実務を経験させていただき、㈱都市創造研究所

を立ち上げました。

　中央と地方の両面から経験を積んだことは、

プランナーとして貴重だったと思います。仙台

市は、中枢都市としての側面を持つと同時に、

地方都市としての側面が強かったこともあり、

現代社会の諸課題 ( 商業活性化、都市改造、環

境問題、福祉 ･ 文化等の市民活動など ) と直面

しており、市街地全体をマネジメントするよう

な実務を経験することとなりました。

　５５歳のときに、故郷鳥取に戻ることとし、

現在は、中小企業基盤整備機構の中心市街地サ

ポートマネージャーとして、中国地方の中心市

街地活性化の取り組みをサポートしています

編集後記 : 『JUDI 通信』。無いよいよ二年目に突入
しました。二年目からは、多少予算もいただくこ
とができました。ということで、クオリティが高
まることが期待できますし、あと 1 年は続きます
ので、もうしばらくお付き合い下さい。さて、今
回は、「まちづくり」という住民参加を日本に定
着させることに努力された林泰義氏に、住民参加
の半世紀の進展を振り返ってもらいました。海外
の都市計画関係者の集いに参加すると、「まちづ
くり」という言葉が英語で行き来しています。そ
して、この「まちづくり」が英語で通じるように
発信してきた一人が林氏です。そして、多くの海
外の専門家がその事実を知っています。あまり知
られていない事実ですが、凄いことだと思います。

（JUDI 国際委員長：服部圭郎）

近年、パブリックスペースの利活用に注目が集

まっている。法制度の規制緩和もあり、各地で、

常設化を見据えた社会実験が全国的に多発して

いる。こういった状況を先導したであろう、池

袋駅東口グリーン大通りの社会実験プロジェク

トを紹介しよう。現在（2017 年以降）は、豊

島区の運営者公募により、別の運営者が南池袋

公園とともに運営をしているが、私が関わった

国家戦略特区認定前の３回の社会実験（2014

− 2015）を中心に紹介する。

　私が関わり始めた、2014 年夏の時点では、

豊島区が消滅可能性自治体に指定された直後

で、豊島区庁舎の移転に伴い、池袋駅東口の都

市再生が動き始める時期だった。南池袋公園の

ほか、区役所跡の再開発、少し遠い将来には、

池袋駅再生など。その中で、最も即効的かつ効

果的に動きそうな、「グリーン大通りオープン

カフェ」プロジェクトが始まった。

　2014 年 秋、2015 年 春、2015 年 秋 と、3

回の社会実験を経て、国家戦略特区の認定を

2016 年春に受けた。第 1 回は、沿道店舗交渉

を経て、３週間の歩道上のオープンカフェの

試行、2 回目は２ヶ月間のオープンカフェと物

販マーケットの試行、3 回目は、１週間のオー

プンカフェと飲食特化型マーケットに展開し

た。これは「社会実験進化論」ともいえる、実

施内容だけではなく、許可範囲も警察協議の中

で、微妙にステップアップしている。例えば、

2015 年春には、アルコールが解禁されたり、

オープンカフェの実施時間の延長、2015 年秋

には、飲食の展開、アルコールの夜間への延長、

マーケットの夜間への延長、平日のマーケット

及びパークレット空間（仮設）の展開運営団体

が行政主導から民間主導、資金調達、出店料徴

収などが可能となった。最初から提案したこと

全てができたわけではなく、協議の末、安全性

や公共性のチェックの元、落ち着くところで実

施している。その先が重要で、１回目を無事に

問題なく実施した後に、どんどん提案して、や

れる範囲（許可範囲）を広げていくことで、管

理者との信頼関係もでき、管理者も許可できる

許容度も上がっていく。街によって、これが異

なるのは、公共空間活用の経験と頻度の違いで

あろう。

　そして、３回目に行政主導から民間運営への

組織体制の移行したことで、現場での意思決定

が素早く、機動力が増したことやデザインや広

報に注力したり、効果的な出店者募集なども可

能となった。。

　ただ、課題もあり、オープンカフェの参加は

テナント店舗であり、沿道のビルオーナー・企

業などは活動を歓迎するもエリアマネジメント

への参加には限定的である。オープンカフェを

持続的な体制にするには、エリマネが活動を支

え、店舗自身が運営できる体制にする必要があ

る。

　海外のオープンカフェに多い地先型（店舗前

の歩道に椅子テーブル設置）が日本では難しく、

日本では、独立型（店舗とは離れて、車道側に

椅子テーブルを設置）が多く、日々の設置撤収

が大変なのと、サーブ（給仕）ができないため、

フリー席となり、出店料徴収をしにくい状況に

ある。これは、バリアフリー点字ブロックの敷

設が建物側に誘導されていること、日本では、

闇市撤廃など公共空間の私権の制限をした歴史

もあり、店舗などがエリマネなどの大義名分や

道路占用許可の特例がないと許可が難しく、許

可も店舗直接ではなく、商店街やエリマネなど

が間に入るサブリース方式になっている。この

辺りの課題は今後、道路構造令や道路占用許可・

道路使用許可の根本的な法的部分を再編する必

要がある。

泉山塁威（東京大学先端科学技術研究セン

ター助教／ソトノバ編集長）

山﨑 洋二
     やまさき　　　ようじ

都市創造研究所　所長

が、この経験が大いに役立っていると感じてい

ます。今後、地域の活性化は、ますます JUDI

の皆様の力をお借りして取り組むことが必要と

考えています

（杉山朗子　日本カラーデザイン研究所　）

GREEN BLVD MARKET（リヤカーマーケット）

都市をデザインする 林泰義：生涯第 1 期 (1936 ～ 60 年頃 ) 大学建築学科・博士課程終了。

第 2 期 (1961 ～ 90 年頃 ) 都市計画コンサルタント業務開始。都市地

区計画制度調査・都市デザインへの市民参加活動等の実践。第3期(1992

～ 2015 年 )90 年代の市民主導の NPO 法立法活動 , 法制定後の NPO 活

動実践。NPO 玉川まちづくりハウス設立。第 4 期 (2016 ～？ )　“ く

らしのコミュニティ ” を地域連携で支え合う現場でのまちづくり。
パークレット（Parklet）実験

自宅の庭で大学生に講義をする林氏


