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都市の抱える大問題の一つ。典型的なモ

クミツ（木造密集市街地）の防災安全策を

考えようという大阪市職（大阪市職員労働

組合）の自治研究グループに誘われて、「七

曲り」と呼ばれる、曲がりながら細く長く

続く路地を、毎回迷いながら何度も歩いた。

掃除の行き届いた路地の両側には背の低い

木造の家々が並び、玄関前に防火バケツ、

横には植え込みや鉢植えなどの緑と花があ

る。クルマが来ないから子どもたちは伸び

伸びと走りまわり、行きあうお年寄りが長々

と立ち話をする。なんとも平和で、居心地

のいい空間である。七曲りには横道もたく

さんあって、煩わしい出会いは上手に避け

ることができる。

土地の人から、ここは「道は狭いが、人

情は厚いよ」といわれて納得。人間には、

こういう魅力的な都市空間を作り出す能力

があるのだ。上から目線の「モクミツ撲滅」

で全面不燃団地化ではなく、こういう居心

地の良さを生かしつつ、いかに防災安全度

を高めていくかがポイントだと思った。で

は、その具体的な姿とは・・・

その昔、千里ニュータウンの開発事業に

1962 年から 70 年までの 8 年間、下っ端

の技術者として従事した。じつはその頃内

部ではすでに都市デザインを熱心に追求し

ていた。当時われわれ若手は仕事の合間に

海外の雑誌をめくっては、使えそうなアイ

ディアやデザインを片端から頂戴したもの

だ。職場にはフランスのドジュルジュイ

（L'Architecture d'aujourd'hui）やイタリア

のウルバニスティカ（Urbanistica）など、

最先端のデザインやアイディア満載の新刊

雑誌が積んであり、建物配置や景観デザイ

ンのバイブルとされた大判のタウンデザイ

ン（Town Design、F.Gibberd 著 1953 年初版）

は座右の書だった。丘陵地での建物配置の

コツは、地形の高いところにはドラマティッ

クに背の高い建物を、低いところには落ち

着いた戸建て住宅をとか、中層住宅の「囲

み型配置」など、千里 NT の特徴的な都市

景観にはこの本がかなりの影響を与えたよ

うに思う。千里 NT のモデルとされたロン

ドンの Harlow NT は、訪れてもいないのに

隣町のように詳しくなっていた。

こうしてニュータウンづくりの現場で鍛

えられたあと、縁あって長崎で研究者の

世界に飛び込んだのが 1970 年の春。着任

早々、まだ学生運動全盛期の熱気を引きつ

いでいた当時の元気

な学生たちに、市内

で動き出していた都

市再開発に反対する

「住民運動」の現場に

連 れ て い か れ た。8

年間、山あれば削り

谷あれば埋めるという大規模な宅地造成と

遊水池ダムの実施設計、そして住宅、商業

施設、官公庁、駅舎、道路、上下水道など

のあらゆる計画と設計、災害出動などを現

場で経験して、自分は建築・都市計画の専

門家だと思い上がっていたのだが、現実の

まちの現場はまさにカオス。つくる側の論

理の通じない世界に踏み込んで、自分の無

力さに愕然とした。と同時に、生きている

まちの問題こそ、面白くてやりがいがある

と知った。

これは現場で学ぶべしと、高度成長の大

波が寄せてきていた九州各地で、自然や歴

史的環境の破壊、高速道路、大規模河川改修、

大干拓、海浜埋立て、大規模再開発などに

抵抗する住民運動の現場に飛びこんだ。彼

らに反対の理由を尋ねると、異口同音に「次

の世代への責任」を口にされたのに感銘を

受けた。私は「対案なくして反対なし」の

姿勢を持ち込んで、運動には方向性と展望

がいると力説し、若干の信頼を得た。

民衆の知恵が造り出した「七曲り」の魅

力を今後のまちづくりにどう活かすか。こ

れは外国からの借りものではない、われら

が目指すべき具体的な都市デザインへの試

金石になるという気がしているのだが、正

直とても難しい課題だ。

妻籠（重伝建地区昭和 51 年指定）の

街並みが揺れている。保存活用建物の旅

館群が経営難らしいが、要は後継者が

いないらしい。宿場町が歯

抜けになると、両側町の景

観特性が失われる恐れがあ

る。インバウンド客を頼み

とする地方のまちづくりに大きな転機が

訪れているようだ。

一方、京都の町家旅館は引く手数多で、

町家が次々に旅館化されている。大阪都

心の民家民泊も盛んで、谷町や上町筋あ

たりでは消防車の入れない路地奥に古び

た民泊施設が散在し、スマホを頼りにイ

ンバウンド客が闊歩する。火事や地震が

きたらどうするのか、それは杞憂か。

尾 道 市 の U2（ 倉 庫 保 存

活用事例）を訪れたが、こ

こでは海外からの自転車ツ

アーを呼び込む集客に成功
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私は、1967 年に大阪で生まれ、幼少期は大阪・

熊本・西宮を行き来し、小学校から高校までを

奈良で過ごしました。高校卒業後、東北大学に

入学し、同大学院に進学しました。最初は東北

の言葉がよくわからず、一人暮らしと冬の寒さ

は堪えましたが、国内留学のような異文化体験

ができました。大学 3 年生の時、「日本の都市

空間（都市デザイン共同体）」「都市の景観（G・

カレン）」と出会い、一方で心理学に関心のあっ

た私は、「都市・建築は人間が生きていくため

の場所」と思うようになり、修士論文「認知心

理学的手法を用いた河川景観評価構造の解明」

をまとめました。大学院卒業後、大林組設計部

に入社し、主に関東の建築設計・都市開発に従

事しましたが、北は札幌、南は鹿児島まで、全

国の案件にも従事し、ここでも日本各地の文化

を知ることができました。次第に、「都市・建

築の計画の意義は人びとの生活の質を向上させ

ること」と思うようになり、大林組設計部を退

職し、大阪大学にて博士論文「都市生活におい

てオフィスワーカーが構築する『場所』に関す

編集後記 : 最近、若手の都市デザイナーに執筆を
依頼していたが、今回は大ベテランの片寄先生、
そして加藤先生にお願いした。若手とベテランの
都市デザイナーがフラットに発言できるプラット
フォームとして、「JUDI 通信」の意義もあるかな
とも考えている。引き続き、よろしくお願い申し
上げます。（JUDI 国際委員長：服部圭郎）

江戸から明治にかけて、大阪から瀬戸内海・

東北・北海道を行き来し交易した帆船で

ある『北前船』。その寄港地の一つが毛利藩の

軍港・参勤交代の出港地であった山口県防府市

の「三田尻」。ここでつくられた塩を北前船に

積んで、北陸・東北地方の海産物と交易してい

た寄港地の痕跡を辿ろうと徘徊したが、残念な

がら住吉神社境内に建つ「石造灯台」と毛利家

「御舟倉跡」に見るぐらいで、周囲はどこにで

もある住宅街が広がっていた。

防府市について少し掻い摘んで紹介してみよ

う。防府市は、山口県の中南部、周防灘に面し、

面積 189㎢、人口 11.5 万人、総生産額 6,027

億円で、県央の中堅的な都市である。南の沿岸

には、マツダの基幹工場をはじめ、ブリヂスト

ン、協和発酵バイオなど自動車関連の工場が立

地する工業地帯が広がる。かつては塩田が行わ

れていた遠浅の海辺や干拓地だったが明治以降

の近代化で変貌したのだ。歴史を紐解いてみる

と、7 世紀には現在の山口県南部に周防国（す

おうのくに）の政庁（国衙）が置かれ、大和朝

廷と太宰府を結ぶ山陽道が通っていた。江戸時

代には、萩から三田尻を結ぶ萩往還が通り、北

前船の寄港地でもあったことから交通の要衝地

として発展する。明治維新には、高杉晋作や坂

本龍馬、桂小五郎など勤皇の志士が行き交った

という。また中心市街地の北には、菅原道真を

祀った防府天満宮があり、この天満宮の門前町

として街が形成され、正月の初詣、２月の牛替

神事、10 月の御神幸祭など多くの祭事が執り

行われ、期間中は多くの人で賑わう。防府天満

宮は防府市民の心の拠り所になっているのだ。

地政学的に古くから重要な位置にある防府市だ

が、その中心市街地は空洞化・衰退の真っ只中

にある。

件の防府天満宮門前の旧山陽道の通りは電線

類地中化と美装化が行われ、通り沿いに山頭火

博物館が 2017 年秋にオープンし、観光スポッ

トとして賑わっている。一方、南側の商店街は

シャッター街で閑散とし空き家・空地が増え続

けている。駅北口に中活の起爆剤として、市庁

舎の移転建替え構想が浮上していたが、現地建

替えの方針が政治的判断で確定され、移転候補

地だった広大な空地が中心市街地のスポンジ化

を尚一層助長している。

時代の趨勢とは言え、歴史文化、基幹産業、

10 万人を超える人口を擁する防府市でさえ、

その中心市街地は疲弊し続けている。如何とも

しがたい。この間、まちづくりを司る行政は看

過していたわけではなく、1980 年代のマツダ

工場誘致を契機に 1990 年代の鉄道高架化、そ

の後の駅南北の区画整理事業、2006 年の駅前

再開発ビル（現ルルサス防府）のオープンといっ

た大型の市街地整備を漸次進めてきた。都市計

画も線引き導入、都市マス・景観計画などや

るべき施策は講じてきた。にもかかわらず、防

府市の中心市街地の空洞化・疲弊は他の地方都

市と同様に、今後も進行していくであろう。一

方で中活法をはじめまちづくり三法等の施策も

あったが、その効果は「言わずもがな」である。

そうした容態を鑑みるにつけ、日本の都市計画

の根本の何かが間違っているのではないか、そ

の疑いは拭い去れない。防府が、地方の中心市

街地が抱える “ 答えの見えない難題 ” と（疲労

骨折と言えば良いか）日本の都市計画の歪みを

教えてくれた。（文責：尾辻信宣）

林田 大作
　はやしだ　だいさく

る環境行動論的研究」をまとめました。その後、

和歌山大学を経て、現在、大阪工業大学にて建

築計画・設計の研究・実践、環境行動論的視点

に基づいた「居場所づくり（プレイスメイキン

グ）」に取り組んでいます。JUDI での活動を通

して、地域固有の文化の発掘・継承、これから

の都市環境デザインのあり方を考えていきます

のでよろしくお願いします。

（関西学院大学名誉教授　加藤晃規）

都市をデザインする

片寄 俊秀：1938 年生まれ。京都大
学工学部建築学科卒、同大学院修了。
学生時代は京大ラグビー部 FW。西
山夘三氏に師事。大阪府企業局技師、
長崎造船大学、関西学院大学教授を
経て現在 NPO みつや交流亭・亭主。
著書に『ブワナトシの歌』『千里ニュー
タウンの研究』『ながさき巡歴』『ま
ちづくり道場へ、ようこそ』など

大阪工業大学建築学科

北前船の寄港地の面影を残す「石造灯台」と住吉神社 銀座商店街のアーケードを上から見る。商店街は萩往還沿
いに発展したが、往時の賑わいは今はない。

防府市民の心の拠り所となっている「防府天満宮」の大石
段

していた。地元市の支援も手厚いが、若

者の貢献がすこぶる印象的だった。地方

都市の文化的景観を持続するためにこう

した若者のデザイン力や事業力が鍵であ

る。

「道は狭いが、人情は厚い」魅惑の都市空間


