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山形県鶴岡市にある東北公益文科大学大

学院に研究室を持ち、学生や市民とまちづ

くり活動を始めたのが 2005 年。気がつく

と、庄内地域が、私の主要フィールドとなっ

ている。

静かなたたずまいと地域社会に根差した

人々の暮らしが途切れることなく続くこの

地で「都市をデザインする」とは、歴史や

風土との連続性の中で「今あるもの」をう

まくいかしながら、これからの暮らしに必

要なものを豊かな構想力と繊細なディテー

ルで、丹念につくり込んでいくことである。

それは地域固有の風景にさらなる深みと「ら

しさ」を与えることでもあるだろう。

鶴岡まちなかキネマでは築 80 年を超えた

木造絹織物工場を 4 つのホールを持つ映画

館にリノベーションした。まちの中心部に

映画館を含む文化拠点を作るという荘内銀

行頭取（当時）の革新的なアイデアは、ま

ちの中の産業文化遺産で多くの人々が映画

を楽しむ風景となってたち表れた。

港町酒田で取り組んでいるのは、映画「お

くりびと」で廃墟的な魅力が描かれた旧割

烹小幡の再生である。大正期に名物女将が

増築した洋館は、映画に描かれた現在の姿

とは全く違い、当時流行したセセッション

風のしゃれた外観を持ち、内装には輸出品

であった和製マジョリカタイルが使用され

ていた。築地精養軒で修行したシェフたち

により本格的なフランス料理がふるまわれ、

今に名高い「酒田フレンチ」の元祖ともい

える店であった。

　朽ちた廃墟の味わいも悪くはないが、

次の時代につながる生き生きとした風景を

作りたい。私たちは「市民の記憶としての

外観保存」という定石にとらわれることな

く、映画ロケに使われた外観を一掃し女将

の思いのこもった大正建築を復活させるこ

とを提案した。現在実施設計中である。

城下町鶴岡の城址公園に建つ藤沢周平記

念館では雪国の風土が生んだ「さや堂」形

式をとりいれた。また主要な空間軸や共用

空間の配置を、内部からの論理ではなく歴

史的なまち割りなど周辺環境条件との応答

で決定するという設計方法を試みた。

庄内町ギャラリー温泉町湯では、この地

域に多く見られる土縁をもつ町家の形式を

採用し、奥に細長く延びるギャラリーを作

ることで、狭い敷地という不利な条件を逆

手にとった。

遣り残したこともある。鶴岡では町人地

のまち割りを活かした街区内部の空地を共

同使用する集住形式を提案したい。歴史的

な空間構造と個々の更新力をデザインの力

で統合する試みである。一つの手がかりは

1934 年築の RC 建築が木造町家と同じよう

に表通りから奥の空地に抜ける通り庭を内

包しているというところにある（私たちは

この建築を登録文化財に推薦した）。空き地

や空き家の目立つ中心部に人々が都市生活

をゆったりと愉しむ風景をつくりだしたい。

海に向かって下っていく港町特有の酒田

のまち割りにも大きな可能性を感じる。こ

こには酒田大火のあとの復興 RC 住宅（な

んと PC 造）がある。このストックをいか

しながら若い人たちが競って出店を望み、

住みたがる都市的な風景に変えていきたい。

私たち人間は環境や風景との応答の中で

自己形成を行う生物であり、環境や風景が

安定した姿を保てないときに、よりどころ

を失ってしまう。しかしその安定は不断の

代謝、更新から成り立っていることも忘れ

てはならない。地域の文化や風景にしっか

りアンカーされることを心掛けながら、時

代の新しい課題に答える自由な構想力を表

現したいというのが私の思いである。都市

をデザインする専門家としての、責任とや

りがいはここにある。

研究室の学生たちが、千里ニュータウン内の

公園で小さなカフェを始めて 3 年が経つ。初

めは私がふるまいコーヒーをやりたくて、移動

式のカフェスタンドを学生たちに作ってもらっ

た。ちょうどその頃、吹田市長が

千里南公園にカフェを誘致する事

業を公表した。この事業のプレ調

査のために、このカフェスタンドが活躍した。

学生たちがコーヒーをふるまいながら、アン

ケートやヒアリングを実施した。公園には様々

な人が行き交っている。そこにカフェスタンド

を出すと、人々が近づいてきて、コーヒーが入

るのを待ちながら会話が生まれる。そこに、通

りかかった人が加わる。そうやって思いもし

なかった人の出会いが始まる。そんな現場には

まってしまった学生たちが、それ以来カフェを

続けている。café au café ( カフェ・オカフェ )

という。私もなにかやりたい、と言ってきた人

が隣でアロマの店を出したり、手

作り品を売る人が現れたり。学生

たちが「お披露目マルシェ」と名

付けたにぎわいが、公園の日常の中に生まれつ
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私は、1965 年兵庫県西宮市に生まれ小学

校から高校までを父母の郷里に近い鹿児島

市で育ちました。大分大学で建築・都市計

画を学び、バブル期に一旦は大手建築設計

事務所に就職しましたが１年半で辞め、縁

あって都市環境研究所の東京事務所に入れ

ていただきました。その縁がその後の私の

人生を大きく左右することになりました。

2000 年に辞めて九州に戻るまでの都市環

境研究所の時代は随分と働きました。幸運

にも土田旭さんのチームの下っ端に加えて

いただき、幕張ベイタウンや中国の都市開

発プロジェクトなど事務所の中でも稀有な

仕事を連日連夜、泊まり込みでやっていま

した。今ではそんな 10 年間が懐かしく思

えます。

アーバンデザインに携わり約 30 年、最近

の仕事は随分と様変わりし、街のマネジメ

ントから入り、次にプランニングやデザイ

ンを考える、そんな風な仕事をやっていま

す。到来するであろう成熟社会が現実とな

編集後記 : 10 回という節目をどうにか乗り越え
て、ちょっと油断をしてしまったのか、今回は編
集のロジがしっかりと出来ず、慌てて〆切に間に
合わせるような編集内容になってしまいました。
しかし、高谷さんの格調高い「都市をデザインす
る」のエッセイが、その欠点を補って余りある
かと思います。引き続き、宜しくお願いします。

（JUDI 国際委員長：服部圭郎）

京都府八幡市男山地域では、平成 25 年

10 月に八幡市、独立行政法人都市再

生機構、関西大学の３者が、京都府知事立

会いのもと「男山地域まちづくり連携協定」

を締結し、様々な主体の恊働による地域再

編の実践が展開されている。筆者は、大学

院在籍時からプロジェクトに関わり、現在

もその協定の枠組みにおけるコーディネー

ターとして、男山地域の再編に向けた様々

な取組に参画している。

だんだんテラスは、〈気軽に集まれる場所〉

と〈団地の未来について考える場所〉の２

つを重ね合わせたような拠点を目指し「365

日オープンする」（盆や元旦も）ということ

を５年間に渡って継続してきた。

そして、ここに集まる人たちと一緒になっ

て、拠点の役割や運営について実践しなが

ら考えてきた。

朝 10 時のオープン時、団地や周辺の戸建

住宅地から高齢者が集まってラジオ体操を

する。家の外に出るきっかけとして、みな

自主的にその場をつくっている。その後、

散歩に出かける人々、喫茶店に入る人々、

しばらく立ち話をする人々など、三々五々

に別れていく。誰にも強要されない、気の

合う仲間で集まるということが長続きの秘

訣らしい。それでいて体操をしている時は、

なんとなくみんなでいる一体感も生まれて

いる。昼過ぎには、句会のメンバーが集まる。

この句会は、ラジオ体操に来ていた１人の

男性がチラシをつくって呼びかけたことが

きっかけで結成された。最初は２人、3 人

だったメンバーも徐々に増え、今では 10

名を超えるメンバーで句会を開催している。

句会の途中、ハープを担いだ男性が訪れ「団

地では音を出して練習ができないので、こ

こをお借りすることはできますか？」と尋

ねた。「BGM になるから演奏していいよ」と、

句会のメンバーの許可を得て、ハープの練

習を始めた。句会が終わる頃になるとこど

も達が集まってきた。大人が楽しんでいる

間は、外の椅子で暇をつぶし、いなくなる

と「自分たちの場所だ」といわんばかりに、

床に宿題やお菓子を広げてくつろいでいる。

夕方には、夜勤明けで子どもと散歩出てき

たお父さんが訪れ、仕事の愚痴や子育ての

楽しさについて話てくれる。様々な世代、

様々な立場の人が様々な想いを抱えて訪れ

る。ひとりもここに来なかったという日は、

未だない。

開設のきっかけはワークショップを通じ

て住民から寄せられた「地域に気軽に集ま

れる場所がほしい」という声である。これ

らの声を市や UR の担当者に届けると「団

地には集会所がある。」「地域には公民館が

ある。」という返答があった。確かにそれら

の施設は、ある決められた単位のもとに、

きちっと存在している。しかしながら、な

ぜ住民は「気軽に集まれる場所がほしい」

と声を上げたのだろうか。

５年間の取組を経た今、確かな答えが見

つかった訳ではないが、「気軽に集まれる場

所」という問いからうまれている偶然の「出

会い」は、着実に地域で広がり、つながり

はじめている。一見、場当たり的にもみえ

るが、小さくとも着実な成果を関係主体間

で共有しながら「段々（だんだん）」と進め

ていくがことがなによりも重要である。

辻村修太郎（男山地域コーディネーター）

尾辻信宣
   　おつじ　のぶひろ

り、その変化に驚いている昨今です。

JUDI では九州ブロック幹事、理事を務め

させていただき、今は服部さん、岡さんと

ともに国際委員会にて JUDI 通信の編集を

させていただいています。たゆまぬ挑戦と

実践の先に明るい未来があると心に秘めな

がら、新たな出会いを楽しみに JUDI の活

動を続けています。

（関西大学教授　岡絵理子）

都市をデザインする

高谷時彦：1952 年 香 川 県 生 ま

れ。東京大学都市工学科卒、槇総

合計画事務所をへて㈱設計計画高

谷時彦事務所。日本建築学会作品

選奨他。共著に『見えがくれする

都市』,City with a Hidden Past 他。

山形県都市計画審議会会長他。

合同会社 G 計画デザイン研究所

中層階段室型の住棟が 100 棟以上並ぶ男山地域。 日常の風景。「出会い」から様々な活動が生まれる。 こども食堂の風景。「出会い」から様々な活動が生まれ
ている。

つある。この２月、計画通り公園にカフェなら

ぬレストランがオープンした。café au café は

これからどうなるか、３月 17 日に平成 last au 

cafe を実施して様子見、私たちも次のステージ

に移りつつある

賑わうまちなかキネマ、エントランスホール


