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都市は生き物であり、都市を導く答えは、そ

の場所や時間、そこに関わる人たちによってい

つも異なっている。他の学問と異なり、近代都

市計画は 100 年強、都市デザインも 50 年強と

その蓄積も浅く、都市に触れれば触れるほど、

その答えがわからなくなる。しかし、それこそ

が、やりがいのある、自分たちで次のあり方を

考え続けられる面白い分野だと思っている。

　都市という言葉を分解すると「都」と「市」

になる。「都（みやこ）」は、「宮処」、つまり、

都市全体を統括しつつ、再配分するための象徴

である。一方、「市（いち）」は、人同士が互い

の余剰物を「交換」するのための場である。つ

まり、都市をデザインするということは、競争

するよりも共に「分配」をすることで生き抜く

人類の生存戦略を生みだす場づくりにほかなら

ない。そして、次に問われるのが、「都」と「市」

の調停、つまり、全体の大きな（マクロの）最

適解と、現場で生まれる小さな（ミクロの）最

適解の調整であり、都市を豊かに導くためには

双方が必要になる。マスタープラン型の都市づ

くりは、マクロ型に特化しがちであり、現場ま

で届かない。一方で、イベント型のまちづくり

は、ともすれば、その場だけで終わってしまう

ことになる。都市デザインは正にこの両者を結

びつける知恵だと思う。

自身としても、この両者を結びつけるための

方法論構築を試みてきた。岩手県旧大野村（現

洋野町）では、道の駅やホテル、産業育成拠点

などを併設した観光拠点（おおのキャンパス）

を核に、既存の各集落を結びつける「キャンパ

スビレッジ構想」の共有と、「地域調査→社会

実験→プロジェクト実装」を 3 年計画で導く

マネジメントシステムを検討した。喜多方市で

は、蔵と地域の魅力を活かしたまちづくり（「ま

ちなかプラン」）を地域の様々な人たち（蔵の

まちづくり協議会）とともに共有しつつ、現場

で生まれる各事業を緩やかに導くマネジメント

の実施、石巻市では、東日本大震災後の復興の

中で必要となった拡幅街路に対して、地域、ま

ちづくり会社、行政、大学の想いを緩やかに編

み込んだストリートマネジメントを行った（石

巻市市街地では、様々な活動や事業が多数進み

つつ、緩やかに一つの方向性を導きつつある）。

大田区では、暮らすという概念に、単に「住

む」だけでなく、「営む」「つくる」「学ぶ」と

いう行為も重視すべく、地域の特徴である「モ

ノづくり」を核とした「クリエイティブタウン

構想」を掲げ、これらを具体的に進めるための

スモールスタートプロジェクト（工場一斉無料

公開イベント「おおたオープンファクトリー」,

拠点である「くりらぼ多摩川」など）を編み込

むまちづくりを進めている。近年では、「アー

バンデザインセンター」と呼ばれる、公（行政

や NPO など公共公益的な役割を持つ組織）、民

（民間企業及び地域住民）、学（大学や学生、専

門家など）がフラットな立場で関わり合うため

の拠点形成による仕組みづくりにも関わってき

た。

我が恩師である故北沢猛氏（東京大学教授・

都市デザイナー）には、都市デザインとは、『都

市に「空間・時間・人間」の３つを入れる作業

である』と教わった。現在の都市空間を時間軸

の文脈の中で位置づけ、過去からの文脈を未来

にどう接続してゆけるか、その都市空間という

舞台に立つ人間の豊かさはどうあるべきか、そ

して、この二つを「空間」にどう結びつけるか

（やっぱり人の心を踊らせる、わくわくする空

間デザインもとても大切だと思う）、常に変わ

りゆく都市のダイナミズムの中で考え続けてい

きたい。

ひょんなことから丹波の森公苑という施設の公

苑長を引き受けて 1 年が経った。丹波市柏原町

にある、少しばかりのシンクタンク機能ももつ

兵庫県立の複合文化施設である。名前から想像

いただけるように敷地内には 30ha

ほどの山林があって、里山としての

再生や国蝶オオムラサキの育成など

も行っている。

　本館のデザインは城下町柏原の陣屋の長屋門

をモチーフにしていて、ちょうどこれが里山へ

のゲートになっている。ゲートを抜けると三方

を建物に囲まれた芝生広場が、里山に向かい合

う。最近この芝生広場に、ニューヨークのブラ

イアントパークよろしく、自由に移動できるイ

スとテーブルを置いた。イスに座って里山を眺

め、里山の帰りにはここでくつろぐこともでき

る。若い世代には使いこなしていただけるのだ

が、高齢の方はまだ遠慮がちである。そこで自

ら率先して、行くたびに座って

みる。周りからはよっぽどヒマ

なおじさんと思われているかも

しれないけれど。

 四季雑感 　

■ 都市デザイン・プロジェクト 100 選 ■Selected PROJECTS  008 金沢のリノベーションまちづくり 

■ JUDI メンバーの紹介■

私は、石川県の能登半島の小さな城下町に生ま

れました。大学を卒業し、現在の会社に入社し

てからは、主に都市計画関連の仕事に従事しま

した。土地区画整理の調査や計画にはじまり、

自治体の都市計画や地域計画、景観計画、自転

車交通計画などの策定、そして、市街地開発や

ＰＩなど合意形成に関わるファシリテーターな

どをしてきました。最近は、自治体の地域づく

りコーディネーターやまちづくりアドバイザー

に任命されて、市民主体のまちづくりの現場で

地元の方々と一緒に汗をかいています。また、

仕事以外でも都市と交通やまちづくりに関する

様々な市民団体の事務局をしております。

JUDI 北陸ブロックでは、2004 年から事務局を

させて頂いています。当時のメンバーは 32 名

でしたが、現在では 51 名となりました。これも、

歴代のブロック幹事やメンバーの皆さんのおか

げと感謝しています。私自身、「仕事も活動も

楽しく」がモットーですので、北陸の各地域が

元気になる活動や参加するメンバーにとって興

味深い旬なテーマを企画し、共に楽しみながら

編集後記 : JUDI には若手会員がなかなか入って
くれません。しかし、日本には素晴らしい若手の
都市デザイナーの方々がいて大活躍をされていま
す。今回の野原卓さんも、まさにそのような都市
デザイナーの代表格です。そのような有望な若手
都市デザイナーと JUDI を結ぶハブとして、今後
も JUDI 通信が機能できればと思います。
　　　　　　　　　（JUDI 国際委員長：服部圭郎）

北陸新幹線が 2015 年 3 月 14 日に開業し、金

沢には多くの観光客が訪れ、バブル期のように

賑わっている。また、新幹線効果により外部資

本のホテルやマンションの建設が続いている。

都心軸沿いは、それでも仕方ないと思うが、そ

の背後の市街地では、町家等が取り壊されて、

安易にコインパーキングなどへと変わっていく

ことに寂しさを感じている。そうした金沢にお

いて、リノベーションまちづくりが行われてい

るので、いくつか紹介したい。

まず、2016 年 3 月に開業したシェア型複合ホ

テル「HATCHi 金沢」である。コンセプトは、「北

陸ツーリズムの発地」。ここから、旅人をディー

プな北陸へ誘いたいとしている。１Ｆにはレス

トラント＆カフェが入り、観光客で賑わってい

る。立地する場所は、橋場町で観光スポットの

ひがし茶屋街にも近く、国道 159 号沿道にあ

る。かつては、仏壇屋であった建物である。以

前、ここの事業者に話を伺う機会を得たが、そ

の事業者が金沢でリノベーションを行うのであ

れば、住居ではなくホテルという結論になった

そうである。また、同じ事業者がビジネス街の

上堤町に、オフィスビルをリノベーションして、

2017 年 8 月にシェア型複合ホテル「ＫＵＭＵ」

を開業させている。コンセプトは、「金沢の伝

統を汲む場所」。金沢の文化を汲み、未来につ

なぐサロンとしてのホテルとしている。いずれ

も、新幹線の効果を見込んでの開業である。

次に、2015 年 3 月に OPEN したのが「八百萬

本舗（やおよろずほんぽ）」である。コンセプ

トは「ヒト・モノ・コトが集うパブリックな

町家」。100 坪超の町家で、1 Ｆには、カフェ、

セレクトショップ、土産物店、保存食の専門店、

台所用品店などの小さなショップが複数入居し

ており、一つの店舗では家賃の負担が大きいが、

うまくシェアしている。２Ｆには、レンタルス

ペースがあり、お茶会などイベントに活用され

ている。立地する場所は、尾張町で国道を挟み

「HATCHi 金沢」の向い側で主計町の近くである。

かつては、金物屋であった建物である。この建

物を入り奥に進むと、小さな窓があり、その向

こうには石垣が見える。これは、「惣構堀」と

いわれ、かつての城下町の遺構である。この用

水路が、建物の下を流れているのである。

さらに、2011 年 3 月に完成したリノベーショ

ンアパート「鞍月舎（くらつきしゃ）」である。

築 40 年の老朽化した木賃アパートを、店舗と

住宅の複合アパートに再生させている。１Ｆは

店舗として、ギャラリーショップ、ヘアサロン、

カフェ、２Ｆは住居＋ SOHO として、ネイルサ

ロン、オフィスなどが入居している。9室あるが、

全て利用されている。立地する場所は、茨木町

で金沢 21 世紀美術館やタテマチストリートな

どに近い。目の前には、鞍月用水が流れ、建物

自体は、近くの新竪町小学校の旧校舎の木材が

使用され、穏やかな表情を見せている。

リノベーションまちづくりが進む一方で、金沢

には約 7000 棟の町家があるが、毎年 140 棟ず

つ減少している。金沢の歴史資産でもある町家

を保存するだけでなく、活用も含めてリノベー

ションしていくことが求められる。リノベー

ションされた町家の点が、町並みの線に、そし

て面へと広がり、金沢らしいエリアリノベー

ションへとつながっていくことに期待したい。

（文・写真：埒正浩、㈱日本海コンサルタント

専務取締役）

埒 正浩
   らち　まさひろ

活動してまいりたいと思います。

　また、以前、代表幹事を 4 年間務め、2016

年から理事に就いておりますが、これまでのＪ

ＵＤＩの諸課題は解決していないのが実態で

す。私自身は微力ではありますが、本会議が活

性化し、組織の存在価値を高め、会員の増加が

図れますように、努力したいと思います。
（関西学院教授　角野幸博）

都市をデザインする 野原卓：1975 年生まれ。横浜国立大学大学院准教授。

2000 年に東京大学で修士課程を修了後、設計事務所、東

京大学助手・助教を経て現職。喜多方市、大田区、横浜市

などで都市デザインの実践・研究活動を展開している。

丹波の森公苑 石巻市での取り組み
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