◆◆ 略歴 ◆◆
1958 年高知県生まれ、大阪育ち。1986 年大阪大学大学院工学研究科博士後期課程（環境工学専攻）
修了。工学博士。財団法人 21 世紀ひょうご創造協会主任研究員、大阪大学工学部助手などを経て、
2005 年から現職。豊中駅前地区のまちづくり支援をきっかけに関西各地で住民主体のまちづくりの
支援活動を展開。近年では、商業まちづくり・福祉のまちづくりなど、様々な分野での市民活動、ま
ちづくりの応援を行っている。主な著書に『地方分権時代のまちづくり条例』
『都市デザインの手法』
などがある。

てのマンションが建つ。なんでこういうも
のが建つんですか？なんていう話がよくあ
ります。岸和田もマンションがどんどん増
えてきました。あるいは、もう一つの典型
的な話はパチンコ屋さんです。パチンコ屋
がなんでうちの近所に建つの？なんでうち
の隣に建つの？という話です。よくそうい
うときに市役所の都市計画課の窓口に行っ
て何とかならないの？という話があります
が、結論から言いますと、適法である限り
は何ともできません。皆さんも町を歩いて
いて突然警察に逮捕されると困りますよね。
法を犯してこそ逮捕されるわけですから、
合法である行為に対して、それ以上の権力
を行使するというのは許されないことなん
です。しかしながら、いろんな所でトラブ
ルが発生する。それは何でだろうか？とい
うことを考えてみると、今の都市計画が抱
えている現状、そして課題というものが見
えてきます。まずはそこから話をスタート
させたいと思っています。

今日は都市計画ということでお話をさせ
ていただきたいと思います。途中、何度も
何度も、もっと広い意味でのまちづくりの
話に変わっていきます。もともと都市計画
をやっていた人間が、なぜ福祉とか教育と
か様々な分野で仕事をするようになったの
かというのも、今日の話を聞いていただく
と若干ご理解いただけるかなと思っていま
す。

それでは、お手元のプリントに沿って進
めていきたいと思います。まず、今日皆さ
んにお話しをしたいのは、土地利用規制が
あるのになぜ問題が発生するのかというこ
とです。この岸和田に限らずいろんなとこ
ろでトラブルが発生します。例えば、２階
建てばかりの閑静な住宅地に突然 14 階建
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都市計画法とか建築基準法という法律が
あるのにいろんな問題やトラブルが発生し
ています。それはなぜかと言いますと、今
の土地利用の規制をかける一番大元の法律
の制度に用途地域というのがあります。皆
さん方の土地も、山手の方は別にして、こ
の平地の部分に住んでらっしゃる方は、何
らかの用途地域が自分の住んでる町にもか
かっているはずです。12 の用途地域があり
ますが、ちょっと皆さんにお聞きをします
が、私が住んでる町の用途地域は一体この
12 の用途地域の何なのかと言うことをご存
知の方、ちょっと手を上げていただけます
でしょうか。
パラパラですね、ありがとうございます。
まずここが問題だということなんですね。
なぜかと言いますと、この用途地域がかか
っていますとパチンコ屋ができる用途地域
と、パチンコ屋ができない用途地域が、お
のずと分かるんですね。ですので、家をお
買い求めになったり、あるいは家をお借り
になったりするときに、ちゃんと用途地域
を調べておくと、隣にパチンコ屋が建つの
か建たないのかというのは未然に分かるは
ずなんですね。
ちなみに私は、10 年ほど前に今のマンシ
ョンを求めましたが、私が今住んでいる用
途地域は準工業地域といいまして、何でも
建てられる、工場でもパチンコ屋でも何で
も建てられる用途地域にあえて住んでいま
す。なぜか。土地が安かったからというこ
とです。道を挟んで、たった 50ｍ行ったと
ころは第１種中高層住居専用地域という３
番目に厳しい規制がかかっている地域です。
同じ時期にマンションが売りに出されまし
た。同じ広さ、駅からの距離もほとんど変
わりません。ただ、一番重要なのが用途地
域、うちのが準工業地域といって隣に工場
が建っている用途地域ですし、それから 50
ｍ挟んで向こう側の第１種中高層専用地域
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というのは、住居以外は基本的にできない
という地域です。同じ時期にできて売りに
出されたマンションですが、当然うちのマ
ンションの方が数百万円安いということで
す。皆さんもお気をつけいただきたいのは、
安いものには何か裏があるということです
ね。今なかなか家が売れないということで
土曜日なんかたくさんの戸建住宅やマンシ
ョンのチラシが入っていますが、大きな文
字で書いていることはいいことばかりです。
閑静な住宅地で歩いて３分でスーパーがあ
ります、小学校中学校が近い、良いところ
は大きな字で書いてあるんですが、都合の
悪いことはどこに書いてあるかというと、
右下のほうの小さなところに小さな字で書
いてあるんですね。そこに用途地域が書い
てあるわけです。業者さんに文句を言うと
ちゃんと書いてあったでしょって言われま
すが、ほんとに小さい字で書いてあるだけ
の話でして、本来はこういう用途地域によ
って規制がかかっていることをちゃんとご
理解いただいて、お住まいを決めていただ
くと一番良いのにと思っていますが、でも
まだそうは、なかなかいかない。それと用
途地域によって土地利用規制がかかってい
るんですが、ここからが今日の一つのポイ
ントでして、これは必要最小限規制の規制
しかかけていない。これを法学の専門的な
言葉では必要最小限規制の原則と言います。
なぜ必要最小限の規制しかかかっていない
のかと言うのがこれから 10 分ぐらいの話
のポイントです。
この都市計画による規制の一方で土地と
いうのは個人の財産ですので、財産権とい
うものがありまして、財産権というのは自
分の財産、自分の土地なんだから自由に使
っても良いじゃないか、という憲法がある
んですね。ですから、財産権では自分の土
地だから自由に使っても良いよという土地
利用の自由というのが認められています。

しかしながら一方で規制がかかる。それは
どういう根拠で規制がかかるかというと、
公共の福祉の観点から規制がかかるという
わけなんですね。
この公共の福祉の観点から規制をかける
といいますけれど、公共の福祉というのは
一体何なのか。そして、どのようにこの公
共の福祉を決めていくのか、というところ
がはっきりしていない。このあいまいな部
分だからこそ、今はだれがみても公共の福
祉に反するということ、公共性が高いとい
うことだけに関してだけ最小限の範囲で規
制を行っていくということが、最小限規制
の原則になっている。もっと分りやすく言
えば、先ほどパチンコ屋という話をしまし
た。この中でもパチンコが好きな人おられ
るはずです。パチンコが大好きな人にとっ
ては、パチンコ屋は迷惑施設ではなくて利
便施設なんですね。歩いて１分くらいの所
にパチンコ屋があったら、土日ぶらっと行
ける。だからパチンコ屋が決して迷惑だと
思っている方ばかりじゃないんですね。こ
の辺りが難しいですね。一方で住宅地の真
ん中に原子力発電所があっても良いのか。
これはどう見てもダメだよ。だれが見ても
「ダメだよ」というものは規制をかけられ
るのですが、人によって意見が分かれるも
のに関しては、なかなか規制がかけられな
い、というのが必要最小限法則の裏側にあ
る話です。これをどうするかというのが都
市計画のなかではポイントです。
しかし、一方でこういう考え方がありま
す。事業主さんがよく言う言葉ですが、こ
れさえ守っていれば良いじゃないか、法律
を犯していなければ良いじゃないか、とい
う言葉がありますが、それもどうかなと思
うんですね。
ここのホワイトボードに簡単な図〔図１〕
で描かしていただきますが、この規制のレ
ベルというのがありますね。必要最小限が

この辺りで規制がかかっているとします。
ここは絶対に作ってはダメなゾーンすね。
こっちは法律上、作ってもいいんですが、
でも、ここは必要最小限のとこにかかって
いますから、人によったら、うちの地域は
この辺りが規制のレベルなんだと思ってい
る方がいます。だからこれさえ守っていれ
ば何でも OK だというわけでもないんです
ね。いわゆるここは、英語で言うとグレー
ゾーンなんですね。このグレーゾーンをど
うできるか。グレーンゾーンじゃなくした
らいいんですが、それはまた後ほどお話し
します。
〔図１〕

グレーゾーン

規制

都市計画の制度の中に、このグレーゾー
ンをグレーでなくす方法があります。また
後で出てくる地区計画というのがその一つ
の手法なんですが、しかしながら地区計画
がかからない限り、今、黒で引いた最小限
の規制しかかかっていない。ですからこの
グレーゾーンがあるということを考えれば、
事業者さんがよく言われる、
「うちはすべて
の法律を守っているんだから、何も文句を
言われる筋合いはない」というのも、ちょ
っと乱暴な言い方ではないかなと思うので
すね。そこに、どう新しい線引きができる
かというのが都市計画の分野では非常に重
要なことです。ちなみに先ほどからお話を
している内容は、実は憲法で定められてい
るのですね。憲法はなかなか普段生きてい
るときは見る機会がありませんが、改めて
憲法を読んでみますと、第 12 条に、今、私
が言った話が書いてあります。条文を一緒
に読んでみます。
「この憲法が国民に保障す
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る自由及び権利は、国民の不断の努力によ
って、これを保持しなければならない。又、
国民は、これを濫用してはならないのであ
って、常に公共の福祉のためにこれを利用
する責任を負う」ということです。ですか
ら、個人の財産であろうとも、個人の権利
であろうとも、あるいは自由であろうとも、
これを濫用してはいけないのであって、公
共の福祉のために、これを利用する責任が
国民すべてにあるとう文章です。さらに、
財産権を否定しているが憲法の 29 条です。
「財産権は、これを侵してはならない」と
いうことが第１項に書いてありますが、第
２項には「財産権の内容は、公共の福祉に
適合するように、法律でこれを定める」と
う条文があります。ここで先ほど言いまし
た財産権と公共の福祉という両輪で、世の
中を進めていこうという考え方が、この憲
法に位置付けられているのです。
ここまで説明させていただいて、ポイン
トはこの公共性という話ですが、公共性の
下に整理が可能になるんですが、それは何
をもって公共の福祉、公共性というのか、
と言うところをはっきりしないといけない。
この考え方の論拠はいくつかあるんですが、
今、私が注目しているし、私が期待をかけ
ているのは、熟議の民主政という考え方で
す。英語では deliberative democracy と言
います。deliberation というのは、話しあ
う、協議をすると言うことです。協議をし
て民主主義を運営していこうじゃないか、
という考え方です。この熟議の民主政は、
先ほど公共の福祉のところで公共性をどう
考えるのかというところが一つのポイント
なんですが、熟議というのはじっくりと議
論をするということですが、時間をかけて
議論をするだけでは熟議とはいいません。
意見の異なる人々が時間をかけて議論をす
るとならないと、熟議とはいいません。
例えば、分かりやすい話をすると、先日、
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テレビで、報道番組を見ていますと、
「崖の
上のポニョ」のモデルになった広島県福山
市の鞆の浦の開発の問題がでておりました。
国土交通省に 10 万人の署名を持って行っ
たと話がありました。この署名をされる方
にいつも私はお話をし、お願いするのです
が、これは 10 万人あっても、100 万人あっ
ても結局無力なんですね。なぜかと言いま
すと、同じ意見の持ち主、同じ意見の方々、
同じ立場の方々が集まって議論していても、
それはここで言うところの熟議にはならな
いのですね。昨日もテレビでご紹介されて
いたように、その開発を望む道路を拡げ、
橋を架けて欲しいという住民さんもおられ
るわけですね、その方々と開発は要らない
という方々がじっくりと時間をかけて話し
合って、ある一つの答えを出さない限り、
どちらも同じ立場の方々、同じ意見の方々
だけが集まって議論をしても、私はこう思
うということを言っても、それは熟議には
ならないし、そこでいくら頑張って答えを
出しても、それは公共性の高い答えじゃな
いんだという考え方です。逆に言いますと、
その意見の異なる方々が時間をかけて議論
をし、その末に出した結果、答えというの
に公共性が生まれるんだという考え方をと
るのが、先ほどの熟議の民主政の考え方で
す。
別の言い方をしますと、話し合う前に、
この答えが、公共性が高い、これが正しい
という答えがないということなんですね。
話し合ってこそ、それなりの答え、正しい
とは私言いません。それなりの答えが出せ
る。そうすると、話し合うメンバーが違っ
たら答えが違います。さらに同じメンバー
でも今話し合うのと、10 年後に話し合うの
と気持ちも時代も変わっていますから、答
えが違うかもしれない。けれども、それは
それとして認めていかざるを得ないという
考え方が、熟議の民主政なんですね。です

から民主主義だっていうけれども、どうい
う立場の民主主義で物事を考えるかによっ
て実は答えの出し方は違うわけなんですね。
私が行き着いたところは、熟議の民主政と
いうところで、これ以外はなかなか難しい
のではないかというような気がしています。
そうすると、この熟議の民主制で公共の福
祉あるいは公共性を考え、答えを出すため
には、地域の中で十分に議論、話し合って
すべての人が合意したものに公共性が生ま
れるということになるかもしれません。こ
の合意というのはそう簡単にはいきません。
この合意はどうやって生まれるかというと、
これは皆で生み出すように思いますが、実
は合意ができるかどうかというのは自分の
心の中に納得というものが生まれるかどう
かとことなんですね。だから、まずは自分
の心の問題なんですね。いつまでも自分の
意見に固執する人たちばかりであれば、合
意なんていうものは生まれません。まわり
の方の意見を聞き、何人もの方が自分の意
見を曲げてこそ、合意というものになるわ
けですね。それを無理やり曲げさせられる
んじゃなくて、自分の気持ちに納得して自
分よりも辛い立場の方がいるんだなとかで
すね、あるいは、そういう考え方の方がい
いんではないかというように、自分が自分
の気持ちで納得し、自分の意見が曲げられ
てこそ合意というのに至るんではないかと
思います。合意に時間がかかる、合意形成
に時間がかかると言いました。実はそこが
ポイントなんです。どういうことかといい
ますと、自分の気持ちを自分で納得させる
のに時間がかかるんですね。だから、物分
かりの良い人といういい方が妥当かどうか
分かりませんが、物分かりの良い人がたく
さんいれば、すぐ合意が得られます。でも、
こだわりを持っていらっしゃる方が多くい
ればいるほど、合意形成の時間がかかりま
す。それは、話し合いの時間がかかってい
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るんじゃなくて、自分の心の中で自分の意
見に対して自分の気持ちで納得できるかど
うかというのに時間がかかるんですね。そ
して、ここには書いておきませんでしたが、
私の基本的な考え方は、多数決というのは
最後の最後の手段だと思っています。でき
るだけ、５年かかろうと 10 年かかろうと時
間がかけられるうちは、話し合って話し合
って、そして、すべての人が自分の気持ち
で納得ができるまで頑張るというのが基本
的な姿勢だと私は思っていますから、話し
合いの中ですぐに「決まれへんかったら多
数決をとろう」と言う人がでると、私は、
ちょっと待ってください。多数決はすぐに
答えが出ますが、それじゃあ納得しない人
を置いたまま先に進むだけの話じゃないで
すか？ということで我慢していただいて、
時間をかけるようにしていることが多いで
す。けれども、やはり時間というのは限ら
れていますから、どこかで答えを出さない
といけないんですね。そのタイムリミット
という時間の制限の時期がきたときに初め
て多数決という最後の手段を、切り札を出
すのが多数決の使い方ではないかなと思っ
ております。けれども、そのときにその自
分の意見が通らなかった方が、その多数決
で決まったら、それはそれで仕方がないん
だというように思ってくださらない限り、
その多数決の決定というのは気持ちの中で
は有効ではない。その手続き上は有効かも
しれませんが、気持ちの中では有効ではな
いかもしれないと思います。
今日はたくさんの方がお集まりいただい
ていますが、いつもお付き合いをして相手
の腹の中まで分かっている方もおられると
思いますが、今日初めてお出会いの方もお
られると思います。ここでの皆さんのお役
目の一つは、まずはお互いがどういう立場
でどういうところにこだわりを持ってらっ
しゃるかということを確認しあうことなん

だろうと思います。そして、その違いを大
切にしながら、どうしたらお互い歩み寄る
ことができるんだろうかということを、時
間をかけて議論をしていくのが、この市民
会議の一つの重要なポイントかな、と思い
ます。おそらく今私はこういうことが言い
たい、こういうこと実現したいと思ったこ
とのすべてが最後に残るとは限りません。
ざっくり言えば半分残ったら良いほうでし
ょう。立場が違う、流れが違ったら、やっ
ぱり受入れられない。自分は少数だという
方もおられるかもしれません。そこを、何
とかお互いが話し合いの中で乗り越えてい
くということが重要だし、その話が一番典
型的に出てくるのが都市計画の分野だと思
います。なぜかというと、土地という極め
て重要な財産がかかっていますから、非常
に重たい感じになっちゃうんですね。そこ
を何とか乗り越えられないかなと思って、
私も頑張っております。ただ、そんなしん
どいことばかりしていられないので、ちょ
っと最近は違うやり方をしているというの
が最後のお話にでてまいります。

まち、その村でしか通用しないルールなん
ですね。ところが近代になってこういうも
のが集約をして日本全体で通用する大きな
法秩序になっていったんですが、もう一度
このローカルな法秩序をどう考えるかとい
うことで、法律の使い方を考え直してみよ
うよというのが、阿部先生の本の中に書か
れている内容です。
ちょっとまた話を述べさせていただきま
すが、この中に法学部出身の方がおられる
と思いますが、法学部はですね、皆さんが
思っているのは憲法とか、刑法とか、商法
とか、そういうそれぞれの法律を勉強する
こと、あるいは、どう運用・適用していく
ことを勉強するのが法学部だというふうに
思ってらっしゃるかもしれません。それは
当ってるんですが、阿部先生はですね、法
学部の中でも法社会学という分野を担当さ
れています。これはどういう分野かという
と、社会、つまり法律が社会の中でどう使
われているのか、社会が法律をどう受け止
めているのかということ、法と社会の関係
を分析をされているのが阿部先生の研究分
野ですね。
もう一つお話をしますと、法哲学という
部分もあります。これは法律の哲学。これ
はどういうことかと言いますと、一番根本
的な問いは「法とは何か」という問いです
ね。法律って一体何なの？私たちにとって
法律ってどういう意味があるの？という基
本的な問いなんですね。こういうものを問
うていくことが法哲学ですね。先ほどの話
も実は法哲学の先生はいつも考えていらっ
しゃることですね。公共とは何かとか、公
共性とは何か、だからその一つひとつの言
葉とか、一つひとつの意味をそのまま受入
れるんじゃなくて、一体それはどういうこ
となのということをもう一度問い直すとい
う分野が法哲学の分野なんですね。そして
その社会というものがどう受け止めている

それではちょっと話を変えまして、２番
目のお話「ローカルな法秩序」について、
大阪市立大学の阿部昌樹先生が同じ名前の
本を書いておられます。このローカルな法
秩序というのは、どういう意味かというと、
先ほどの日本国憲法というのは、日本国全
体で日本国民全員に適用される法律、法秩
序ですね。ところがローカルな法秩序とい
うのは名前のとおり、一部の地域で通用す
る法秩序、ルールですね。近世までは日本
の社会はこのローカルな保秩序だらけでし
た。例えば、「まちぶれ」とかですね、
「村
掟」というのがありました。
「まちぶれ」と
か「村掟」というのは名前のとおり、その
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のかというのが法社会の分野です。その法
社会学の先生である阿部先生が私たちは地
域の中で法秩序というのをどうつくりだし
ているのかということを分析して本にまと
めてくださっているのが「ローカルの法秩
序」です。
この阿部先生の本の中で今日のテーマに
関係するのが、まちづくり憲章というのが
あります。これは阿部先生がマンション建
設反対をきっかけに、まちづくり憲章をつ
くったまちが京都の辺りにいくつかあるん
ですが、そのまちづくり憲章を集められて
分析をしました。そうしますと、まちづく
り憲章というのはみんなで決めたまちづく
りの方針ですが、ここにはですね、私たち
という主語があるんだという分析をされて
います。
一つ、東山区の白川つつみ町まちづくり
憲章というのを阿部先生の本から抜き出し
てきました。一緒に読んでみますと、
『一、豊かな環境を守り育てることはわ
たくし達のつとめと権利です。
』
ここで「わたくしたち」という文章がで
てきます。
『一、地域の環境を破壊する四階建以上の
高層マンションは認めません。
一、自然を守り恵まれた環境の保存につ
とめます。
一、社会生活の秩序とルールを尊重して
相互の連帯と協調のもとに暮らし
と生活を守ります。
』
さあこの４つを見ていただくと、もうあ
からさまにわかる話があると思いますね。
２つ目がかなり異質ですね。地域の環境を
破壊する４階建以上の高層マンションは認
めません。本当はここが言いたいんですね。
要は業者さんにこれを言う限りは、そした
らおたくたちは今まで何をしてきたの？こ
れからどうするの？って問われたら、ちゃ
んと意見言おうじゃないか、私たちを主張

しようじゃないかということで、
「私たちは、
ここに暮らす人たちは、こういうように頑
張ってるんだ、こういうように頑張ろうと
思っているんだ、だから業者さんも守って
くれないといけない。
」というようにするた
めに、まず、まちづくり憲章をつくるんで
すね。
ここで何が分かるか、これまた後ほどお
話しますが、ちょっと２ページ目、一方で
最後の手段として使う地区計画とか建築協
定というルールには、
「わたしたち」という
主語がないんですね。で、何々してはいけ
ません、こういうものを建ててはいけませ
ん、こういうようにしないといけません。
いけません、いけませんというルールが地
区計画とか建築協定なんですね。
阿部先生も分析をされておりまして、私
もそういう立場に立つんですが、実はまち
づくり憲章が対象としている人間というの
が、良い人なんですね。一緒にまちをつく
りましょう、一緒に良く環境を守りましょ
うという、共に頑張れる人を対象に呼びか
けているのがまちづくり憲章ですね。いわ
ゆる性善説になっています。ところが地区
計画とか建築協定というのは、悪い人に悪
いことをさせないようにするためのルール
なんですね。つまり悪い人がいるだろう、
だからその悪い人に悪いことをさせないよ
うに、あるいは悪い人を懲らしめるように
つくるのが地区計画とか建築協定なんです
ね。いわゆる性悪説に立っているわけです
ね。また後ほどお話しますが、ルール、法
律のほとんどが性悪説なんですよ。悪いこ
とをする人が悪いことができないようにし
ているわけですね。逆に言いますと、良い
人ばっかりだったら法律なんかなくても何
とか世の中、回るんですね。これまた後ほ
どお話をします。私はできるだけ性善説に
立つようにしています。この話をいろんな
所ですると、あんたお人好し過ぎるって言
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われるんです。世の中そんなエエ人ばかり
ちゃうで、という話をされますが、私はそ
うではあっても、できるだけ相手を信用す
るようにしています。信用するという言葉
を使いましたが、相手と信頼関係、信用関
係をつくる上で、相手を信じないといけな
いです。相手を疑っている人と信頼関係な
んか築けるわけがないですね。ですから絆
とか信頼関係というのは、お互いに信じあ
ってこそつくれるわけですね。そういう意
味では私が信じないと相手も信じてくれま
せん。ということで、できるだけ性善説で
話をしようよ、いうようにしています。冗
談めいた話ですが、
「インドで無抵抗主義を
貫いたガンジーの境地です。
」と私冗談で言
うんです。ガンジーさんは最終的には暗殺
されました。私も暗殺されるかもしれませ
ん。これ冗談ですが。でも、人を信じると
いうことはそういうことに陥るかもしれな
いわけですね。でも、相手がそこまでする
んだったらもう、それは相手を変えること
はできないので、仕方がないかなという立
場で私は最後の最後まで、ぎりぎりのとこ
ろまで相手を信じるようにしています。そ
うすると実は世の中の秩序のつくり方とか、
まちづくりのやり方が変わってくる、これ
また後ほどお話をしたいと思います。

それではちょっと話題を変えまして、地
区のルールとか、建築の建て方のルールを
決めるときはどうしたらいいんだろうかと
いうことが、３番目の「まちの将来像」の
話になります。地区計画、建築協定という
のは先ほど言ったように、こういう建て方
をしますとか、ワンルームマンションは建
てないとか、あるいは敷地は何平米以上に
しましょう、とかいうようなルールを決め
ていくわけですね。これはですね、すべて
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あくまでも手段とか道具なんですね。この
手段とか道具というのは、目標とか目的を
実現するために存在するわけです。そうす
ると都市計画とかまちづくりの目標とはな
んだろかというと、どういうまちにしたい
のかという、まちの将来像ですね。さらに
は、私はもう少し突っ込んで将来の私たち
の暮らし方を実現するために、地区計画、
建築協定というルールがあるんだろうと思
っています。ここがこれから都市計画マス
タープランを考えていく上での非常に重要
なことになっていくだろうと思っています。
ちょっと難しい話をさせて頂ければ、資
料２ページの６行目、文章ばっかり持って
きました。平成 10 年 11 月、この当時はま
だ建設省だったんですが、建設省の建設経
済局長と都市局長の両名から都市計画法の
一部改正等についてという通達が来ました。
ちなみに都市計画法というのは、最近は社
会の変化も激しいので毎年毎年変わってい
ます。またこの前も変わりましたし、今度
も変わろうとしています。これもうちの学
生に言うんですが、今習ってる都市計画の
内容は５年後も同じか分からないので、常
に学び続けておかないとダメですよという
ようない言い方をしています。それほど世
の中のスピードが速くなってきているとい
うことですし、それから昔は都市計画とい
うのは百年の計だから、そう簡単に変えて
はいけないというのを国土交通省がいって
いましたが、最近は時代に応じて柔軟に対
応すること、というような通達がきますね。
だから百年後というのは、もう５年後の自
分の人生さえ分からない人間が都市計画な
んて分からないよ。という時代に入ってき
ていますから、そういう意味ではかなり柔
軟になったんですが。
話が飛びましたが、この内容はですね、
『特別用途地区は、用途地域の指定の目的
を基本とし、これを補完して定められるも

のであること』と書いてます。つまり先ほ
ど言ったように、用途地域というので土地
利用の制限がかけられますが、さらに厳し
い制限をかけたければ、この特別用途地区
というのをさらに上乗せして指定するんで
すね。
例えば皆さんは、言葉は聞いた方もおら
れると思いますが、特別用途地区の一つに
文教地区というのがあります。これ名前の
とおりです。小学校、中学校がたくさん集
まっている地域で、小中学校の文教の環境
に影響を及ぼす施設をより厳しく禁止しよ
うじゃないかというときにこの文教地区と
いうのを指定します。もう一つお話します
が、厚生地区というのがあります。厚生地
区というのは病院があって、その病院の環
境を守ろうということで、病院の環境に影
響を及ぼすものを規制しようじゃないかと
いうときにかけるのが、この厚生地区です。
このように、さらに規制を厳しくかけると
きに特別用途地区をかけるんですが、この
結果から注意して下さいという通達です。
もう一回最初から読み直しますと、
『特別
用途地区は、用途地域の指定の目的を基本
とし、これを補完して定められるものであ
ることを踏まえ、ベースとなる用途地域と
の関係を十分に考慮した上で、当該地区の
特性にふさわしい土地利用の増進、環境の
保護等、実現を図るべき特別の目的を明確
に設定して、適切な位置及び規模で定める
べきものであること。この場合、特定の建
築物の建築を禁止することのみを目的とす
る等、まちづくりについて積極的な目的を
有しない特別用途地区の指定は妥当ではな
く、目的の設定は、目指すべき市街地像を
実現する上で適切なものとなるよう、総合
的なまちづくりの観点から行われるべきも
のであること。
』という通達がきています。
下の４行が今日は重要でありまして、
「特定
の建築物の建築を禁止することのみを目的

とするのは、積極的でないからだめです。
」
という通達ですね。例えば、ラブホテルだ
けを禁止したいとか、あるいは先ほどのパ
チンコ屋だけを禁止したいとか、こういう
何かを特定して禁止をするようなものじゃ
困りますよ。もっと大きな目で、このまち
をどうしたいのか、どういう将来像をつく
りだしたいのかということを検討して、こ
の将来像を実現するためには、この用途は
だめです。これもだめです。というように、
かなり広い視点で物事を考え、そして規制
かけていかないといけないですよ、という
ことです。
目指すべき市街地像を実現する、それは
総合的なまちづくりの観点からというよう
に通達がきております。目指すべき市街地
像を、実現をどうするかというのは、実は
口で言うのは簡単ですが、そう簡単ではな
い。それが明らかに書かれているのが次の
文章です。美しい国づくり政策大綱という
のがあります。これは今、景観法というの
ができましたが、景観法の根拠、基になっ
ている政策大綱です。この平成 15 年ですね。
平成 17 年が、景観法ができた年ですので、
その２年前に国土交通省がだした美しい国
づくり政策大綱の中に、美しさに関するコ
ンセンサス、コンセンサスとは合意形成で
すね、コンセンサスの状況に応じた施策展
開という節がございます。その中に普通の
地域、コンセンサスがないところでの対応
という主張があります。美しさに関するコ
ンセンサスの中で、この３つの地域が書い
てあるのですね。
一つはだれが見ても守らないといけない
地域、景観がとっても良い、街並みがとっ
ても良いから、だれが見てもこの街並み、
景観を守らないといけない。これはだれが
見てもということですから、合意形成が図
られている。だからやるべきことも明解に
なっている。逆にだれが見ても美しくない
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という景観、これはだれが見てもですから、
排除したり改善したりしないといけない。
その中間にあるのが、今からのお話です。
普通の地域での対応、コンセンサスがない
ところでの対応。９割５分の市街地はこの
普通の地域だと思います。一緒に読んでみ
ますと、
『普通の住宅地や商店街、地方都市
の駅前、郊外バイパスの沿道、身近な水辺
など国民が日常的に接する普通の地域の大
部分では、歴史性、風土性、文化性など地
域の個性を規定するものがはっきりせず、
どのような地域としていくかという点につ
いて住民のコンセンサスが形成されにくい
というのが現状である。
』ということです。
『このような地域では、コンセンサスを形
成するプロセスを経る住民主体の地道な取
組が重要である。例えば、比較的目標とし
て分かりやすい水や緑を有効に活用した地
域づくりを一つのきっかけとするなども考
えられる。
』という文章があります。このと
おりだと思います。
つまり、このまちどうしたいのか、なか
なか個性がはっきりしないがために決めら
れない。話し合う機会もないという地域が
ほとんどだと思います。こういうところは、
住民さんが集まって、このまちどうする
の？ということを議論してコンセンサスを
生み出すことが重要なんですよ、という文
章なんですね。
しかし、それは、やはり難しいので、分
かりやすい緑や水を有効に活用した地域づ
くり、有効にしたいですね。緑がいらない
という人は極めて少ないです。いないとは
言いません。でも緑でイッパイにしようよ
というキャッチフレーズに反対する人は極
めて少ない。だからもう既にコンセンサス
が図りやすい材料とか内容とかあるでしょ
う。そこからまず始めて、ここを乗り越え
れば次は難しいコンセンサスも取れるんじ
ゃないかということで、水とか緑とかいう
10

ところから始めるのは分かりやすいじゃな
いでしょうか、と言うことです。
岸和田で一つ事例を申し上げますと、本
町地区の街並み、確かに素晴らしいと思い
ます。けれども私もこの十数年それの保全
に関わってきまして、やはり難しいなと思
うのは、外の人からみると守れという声が
多いんだけれど、実際に町屋にお住まいの
方が「こんな不便な古い家に住めっていう
んか」という意見もたくさんあるわけなん
ですね。
「お前ら近代的ないい住宅に住みな
がら、いっぺんここに住んでみろ」という
話がやっぱりでてくるわけですね。
「あんた
みたいに綺麗な家に住みたいで」という人
がいる限りは、なかなか街並み保全なんて
いうのはおこがましくていえないわけです
ね。ですので、本町の街並みが一つの典型
ですが、本当に本町にお住まいの方々が、
これを守ろうというふうに皆が思って下さ
って、動いてこそ初めて街並み保全という
ものができるわけですね。外の人がいくら
言ったって、まずはそこにお住まいの方々
が守ろう、このまま自分たちの財産として
きちんとしていこうと思っていただかない
限り、だめですね。
私たちは街並み保全をやるときは、そこ
に 10 年、15 年かけます。まず、そこにお
住まいの方々に、このままでいいでしょう
か？ということを言います。典型的な話は
ですね、奈良県の橿原市に今井町というと
ころがあるんですね。今井町も今、伝統的
建築物保存地区に指定をされて街並みが保
全されてるんですが、そこのまちづくり協
議会の事務局長さんですが、お若いころは
「徹底的に街並み保全なんていらない。
」と
おっしゃっていました。ところが、あると
きから気持ちがガラっと変わられて、この
前もお話聞いていると、なるほどなと思っ
たのは、まず、一つおっしゃるのは、
「この
町並みを将来の自分たちのまちづくりの特

徴として活かしていくんだ」とおっしゃい
ました。
「これ全部建て替わって普通のまち
になったら、今以上、特徴が何もないじゃ
ないか」と、
「他のまちと差別化をする、こ
の今井町の特徴というのを活かしてまちづ
くりするならば、先祖が残してくれたこの
財産を使うのが一番分かりやすくて、やり
やすい。これをまた新しい家に建替えて、
そこから、また一から、新しい個性、特徴
をだすほうが難しいじゃないか」というこ
とをおっしゃいました。ですから、今井町
の方は後ろ向きに守るんじゃなくて、将来
のまちづくりで自分たちの特徴を考えたと
きに、一番特徴のあるのは町屋、そしてそ
れが並んでいる町並みですから、これを活
かさんではない、と思いを切り替えられた
んですね。さらにすごいなと思ったのは、
事務局長さんの言葉を借りてお話しすると、
「これは街並みを残しているだけじゃない。
この木造家屋で住むという生活文化を守っ
ていくことなんだ。それが私たちの、ここ
で生まれ育った者の義務なんだ。
」とおっし
ゃいました。そこまで言ってくださると本
物ですね。
「不便かもしれない。冬は隙間風
が吹くかもしれない。でも、それを守って
次の世代に受け継いでいくことが自分たち
のこのまち、この家で生まれ育った私たち
の義務なんだ。
」とおっしゃいました。ここ
までいくにはやはり時間がかかるし、その
説得というよりも、自分の気持ちに納得を
していただいかないといけないだろなと思
っています。ですから、皆さんのお住まい
の自分の地域を考えるときに、皆がこうし
ようというコンセンサスはあるのか、ない
のか。ほとんどないと思います。私が住ん
でいる自分のまちでもないです。お隣さん
とどんなまちにしたいと話し合ったことも
ないですし、日ごろのトラブルとか、日ご
ろのまちづくりの話はしますが、10 年後、
20 年後、30 年後と 50 年後、100 年後、こ
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のまちを子孫にどう残していくのか、とい
うような話し合いというのはなかなか機会
がありそうでないですね。その辺のところ
を考えていくのが都市計画であり、都市計
画マスタープランではないかなと思ってい
ます。逆に言いますと、それがあいまいな
ままじゃどんな手を打っても、それは短絡
的な手段でしかないわけですね。もっと大
きな目で将来のまちをどうするのかという
ことを考えてこそ、軸がぶれないまちづく
りができるんだろうと思います。特徴のな
いまちほど難しい。特徴のあるまちの方が
簡単ですが、特徴がないというまちはない
と思います。どこか特徴があると思います。
私がいつも冗談めいて言うのは、普通の人
っていないでしょう。みんな特徴をもって
います。個性をもっています。個性のない
人なんて１人もいません。だから、まちも
同じで普通のまちってないはずです。それ
ぞれのまちにはそれぞれの個性、特徴とい
うのがあります。それが街並みだけじゃな
いです。そこの人の暮らし方、お人柄、コ
ミュニティみたいなものも特徴です。そう
いうものをいかに、いいところを大切にし
て、伸ばしていくことがまちづくりで重要
だと思います。その辺りがしっかりしてい
ないのに、個別具体の話だけで議論するこ
とがあまりにも多いなというとこが気にな
っているところです。
例えばですね、岸和田の山の方の開発、
ニュータウンを作ってこなかった。天神山
にはありますが、大阪の北側とかですね、
阪神間の宝塚とか川西とか北側ですね、か
なり郊外型住宅地がたくさん造られて、い
わゆる閑静な住宅地がたくさんあるんです
ね。今、何が問題になってるかというとで
すね、そこは高齢化が進んで元気がなくな
ってるんですね。にもかかわらず、例えば
今、一つのお屋敷が 200 ㎡、60 坪ほどあり
ますので、それを分割されたら資産価値が

減るじゃないかとか、街並みが崩れるじゃ
ないかということで、その 200 ㎡、60 坪を
最低敷地にしようという動きがあるんです
が、一部の人ですが、それだったらますま
す若い人たちが入ってこれなくなるから、
分割してもいいから若い人たちのいるよう
な住宅に変えていくということもあっても
いいじゃないの？という方、まだまだ少な
いですが、そういう方もではじめてきてい
ます。そうすると、このまま閑静な住宅地
でいいのか、敷地が分割されても若い人た
ちが入ってくる町がいいのか、どっちがい
いだろうかということをまず議論をして、
その議論の末に方向性が決まったらルール
がでてくるんですね。ところが最初から、
いわゆる最低敷地規模といいますが、この
最低敷地規模を何㎡にするのかという議論
から入っちゃうから、なかなか話もまとま
らないということなんですね。だから、も
っというと根本から議論していかないとい
けないと思います。だからこそ私はだんだ
ん、だんだんその根本へと引いて物事を考
えていると、何でもみんなで一緒に考えよ
うという立場になったし、さらには今、自
治会のコミュニティのつくり方も、一緒に
やっているのはなぜかというと、元々のそ
の近所付き合いがしっかりしてない地域で、
ここまで議論できるわけがないですわね。
だからまず、基本は近所付き合い、近所の
つながりがしっかりしてない限りコンセン
サスなんていうことまでいけないわけです
ね。それを分かっているからこそ、まずは
スタートラインにもう一度立ち戻ろうとい
うことで、私自身も一緒にやっています。
ちょっと私事になりますが、こういう仕
事をたくさんやってくると、この前もある
方に、
「久先生はもう都市計画あきらめたん
ですか。」って言われました。「いやいや、
あきらめてませんよ、でも最後の手段とし
ては都市計画デザインみたいなものをやり
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たいと思っているけれども、でもそこだけ
やっていも、なかなかそんなすぐに進みま
せんよね。もっと根本的なところからしっ
かりと考え直さないといけないんじゃない
でしょうか」って話をさせていただきまし
た。
実は今日ですね、昼間、岸和田の丘陵地
区の方々と議論させてもらいましたが、や
っと皆さんと一緒にですね、これからの村
づくり、まちづくり、それからそこに住ん
でらっしゃる生活づくりをどうするか、そ
の延長上に開発をどうするべきかという話
にもっていきませんか、っていう話までき
ました。これからその内容をつめていくの
にまた数年一緒に議論させてもらわないと
いけないんですが、皆さんにもご理解いた
だきたいのは、私は山の方の方々が農業で
しっかりと生計をたてていただくと、農地
も守れるし、一番いいかなと思いますが、
なかなか農業だけでは飯は食えないという
現状があるわけですね。そうすると他人事
で考えるんじゃなくて、このすべての岸和
田市民の方々が、その岸和田の農、農地、
農業を守るために、どういうことが皆でで
きるのかっていうことをスクラム組んでや
ってこそ、山の方の農地が守れていくわけ
ですね。そこを私も今入らしてもらって一
緒に考えようよっていうことを申し上げた
ところでございます。
そういう意味では、これからの話になり
ますが、ここの市民会議でもね、この生活
をどうするか、そして、その次にまちをど
うするかということがみえてこそ細部の細
かなルール、細かな方策っていうのがでて
くるんじゃないのかなと思います。それを
私は 10 年ほど前から生活マスタープラン
づくりと呼んでおります。これが４番目の
話になります。

た。人によって、①のような順番で考えら
れる方と、②のような順番で考えられる方
がいると思います。私が今お願いしている
私もそうですが、すぐに個別の要求、個
のは①の方ですね。こんな暮らしをしたい
別の事柄が頭に浮かぶんですね。ところが
のだというのがあって、それを実現するた
ちょっと深く考えてみると、その背景には
めに必要なことってなんですか？というよ
必ず実現したい生活とか、例えば、
「図書館
うに考える。また逆に、今までの考え方で
が欲しい」という要求があります。図書館
多かったと思いますが、
「こんな物が欲しい、
が欲しいというのは手段なんですね、この
こんな事が欲しい」というのがあります。
図書館が欲しいっておっしゃる方は、身近
そこを一歩引き下がって、これがあるとど
でたくさんの本が読みたいんですね。立派
んな暮らしが実現するのですか？というよ
な図書館があったら一番いいじゃないって
うに考えていただく。そうすると、①の順
いう話になっているんですね。だから立派
番に考えた方と②の順番に考えた方が、レ
な図書館が近所に欲しいっていうのは、こ
ベルスロープです。矢印の左側にあるのが
れは手段でありまして、実際に要求してい
いわゆるまちづくりの目的・目標でありま
るのは、思いとしてあるのは身近にたくさ
して、こんな暮らししたいね、という暮ら
んの本が読みたいんだと、これの生活の実
しの将来像なんですね。右側がそれを実現
現をするのが目的、目標なんですね。そう
するためにはどんな物が必要か、どんなこ
すると立派な図書館で無くていいのかもし
とが必要かという手段のレベルなんですね。
れません。今はインターネットで本はすぐ
こうやってすみ分けていただくと議論がか
に取り寄せられるようになっていますから、 なり整理できるのではないかと思います。
例えば、この岸和田にある図書館に、図書
いわゆる自分のライフスタイルを、生活
館の蔵書がですね、中身まで全部検索がで
様式を明らかにするということなんですが、
きて、この人の本おもしろいなっていって
この生活様式はですね、実は二つの軸で整
インターネットで、あるいは電話で注文す
理すると分かりやすくなるのですが、一つ
るとバイク便で２時間後に届けてもらえる。 は世代によって違いますね。30 代のときに
となるとですね、わざわざ図書館に行くよ
欲しい物と 50 代のときに欲しい物、70 代
りも自分の家で待っていたら見れますから、 のときに欲しい物みんな違いますね。1 人
そっちの方が便利かもしれない。という解
の人間であっても世代で考え方も違います
決方法もでてくるわけですね。
し、欲しいものも違います。さらには同じ
ですから手段だけを考えてしまうと、図
時代でも、働く場面、学ぶ場面、遊ぶ場面、
書館ができるかできないかっていう答えに
交わる場面いろんな場面、いわゆるライフ
なっちゃうんですが、そうじゃなくて身近
シーンがありますが、そういうので生活像
でたくさん本を読みたいんだっていうよう
が違います。そうすると、両方重ね合わせ
なものを実現するということであれば、手
てみると、表〔表１〕になります。
段がいっぱい出てくる。そうすると知恵も
例えば、縦に、働く、遊ぶ、ここがライ
いろいろ働かせるということになってくる
フシーンとなります。横に、20 代、30 代、
と思いますね。そこを皆さんと一緒にこれ
40 代となります。そうすると、20 代の人は
から考えていきたいなと思います。
20 代の欄から全部かけます。40 代の人は
２ページの下に①と②を書いておきまし
40 代の欄からスタートになります。
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⁝

なさいって言われたことないですよね。そ
〔表１〕
の設計者にいろんなニーズ、要求を渡して、
「私の家族はこういう家族で、土日には近
20 代
30 代
40 代 …
所の人が集まってパーティもするんです。
働く
だからパーティができるような場所があっ
遊ぶ
た方がいいですよね。」とか、「私の家族は
憩う
ご飯を食べたらみんなバラバラで、個室に
行くから個室の方を充実させてください。
」
とか、そういう生活の姿を言ってくれるか
そうなってくると、実はこれを重ね合わ
ら、それにあわせて設計士が設計して、
「イ
せると、20 代の人と 70 代の人の意見が合
メージが違うな、こう変えて欲しい」とい
うんですよ。なぜかというと、この値は 20
うやりとりになるんですね。まず、生活の
代特有ですが、20 代の人も自分の 70 代を
姿とかニーズを設計士に伝えているはずな
どう得られているかという話があって、そ
んです。私たち設計をする人間からすると、
れではそれが 50 年先なのか、10 年先なの
それを言っていただかないとその人のライ
かという違いだけであって、そのまちに暮
フスタイルに関係なく図面をひきます。そ
らすときに 70 代を向かえたときに何が必
んなことでは、本当のフォローなんてでき
要かということが、レベルそろってくるん
ないはずですよ。本当は、きちんとニーズ
ですね。こういうような話し合いもあるん
を聞き出して、それにあわせて設計をする
ではないかと思います。
というのが本来の設計士の役割ですが、そ
そして、２ページの最後ですが、これは
れをまちづくりにおいても同じことをやり
一人ひとりが多いです。ですから、これを
たいなということなんです。まず、どんな
話し合って調整していく。そして、共有し
生活をしたいか言って下さい。ということ
ていってこそ、まちづくりにつながってい
なんです。そうすると、こういうものが必
くのですね。ある人とある人は暮らし方で
要ですね。とか、こういうまちにした方が
ぶつかるかもしれません。そういうものを
いいですね。なんてことをお願いするわけ
調整していって、描いていくことがまちづ
ですね。
くりなんだと思います。
もっと具体的にいいますと、まちづくり
３ページ見ていただきまして、それを先
の中で一つ分かりやすい事例は、公園なん
程からいっております生活のマスタープラ
ですね。公園をみんなでデザインしようと
ンというように呼んでいます。これは、
「10
いう。いわゆる公園ワークショップを何度
年後、20 年後の暮らし方、生活を考えまし
もさせていただきましたが、公園ワークシ
ょう」ということなんですね。それがみえ
ョップをさせていただくと、まず公園は３
てくると、おのずとまちづくりのマスター
年後にできますよ。公園ができたら何した
プラン、10 年後、20 年後のまちの姿という
いと思いますか。というところからスター
のがみえてくるのでしょうということです。
トします。大半の人が、
「私は行かない」と
もっと違う言い方をしましたら、まちづ
いう人もいるわけですね。公園なんてこの
くり、総合計画というと分かりにくいので
10 年行ったことがないという人が公園でき
すが、皆さんこの中で戸建て住宅をお求め
たらどうしますか？と言われても興味ない
になったときに、設計の方と打合せをされ
です。でもそういう話だと公園デザインは
た方おられると思います。自分で図面ひき
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できないわけですね。やっぱりその公園は
できたらこう使いたいですよ。ということ
を伝えていただくと、その設計のプロが、
「それならこういう施設がいるね。こうい
う空間がいるね」というように一緒に考え
てくださるわけですね。そこがまちづくり
でも必要でないかなと思っています。
そうしますと、２段構えになっているん
ですね。３行目ですが、まず住民提案をし
てくださいということですね。それは、細
かな施策とか、細かな絵ではなくて、まず
市民として生活をどうするのか。「10 年後
20 年後、私は岸和田市民として、ここの市
域の住民としてこういう暮らし方をしよう
よね。
」という提案を頂きたいのですね。そ
うすると、それにあわせて、それを実現す
るために行政は何をしなければならないの
か。行政計画が自ずと見えてくるし、生ま
れてくるわけですね。
それを実際に私が一緒にさせていただい
たのが、茨木市の都市計画マスタープラン
でございます。今日は本文を持ってきませ
んでしたが、興味のある方は、下のホーム
ページのアドレス

だいて、自らが書いていただきました。そ
して、私たちはこういう暮らし方がしたい、
こういうまちづくりを望んでいるのだとい
うことを、まちづくりビジョンにまとめて
いただいて、それをうけて市役所都市計画
課はこういうことをしなければいけない、
とまとめたのが都市づくりプランという２
段構えになっています。これ、私もいろん
なところでやっていますが、初めて生活マ
スタープランからまちづくりマスタープラ
ンを位置付け、文章を書き、都市計画マス
タープランにまとめた事例でございます。
これに約３年かけています。1 年半ぐらい
市民レベルで話をしていただき、そして、1
年ちょっとかけてそれを都市計画マスター
プランに仕上げていくという作業を繰り返
しました。そのうちに、書くだけ書いたら
市民も無責任だということで、自分たちで
できるところから始めていこうという動き
がありまして、様々なイベントが生まれた
り、様々な地域活動が新たに生まれたりし
ています。そんなことを茨木ではやってき
ました。

茨木市都市計画マスタープラン
まちづくりビジョン／ 都市づくりプラン
ttp://www.city.ibaraki.osaka.jp/kiko
u/toshis/master/016300.html

少し話を変えたいと思います。今まで話
をしたことは、ある意味で重たいです。な
ぜかというと、合意形成、合意形成と言い
続けてきました。でも私の経験から言うと、
合意形成ばかりではしんどいと思っていま
す。先ほど事務局から紹介していただいた
ように、私が元々このようなまちづくりを
市民の皆様と始めたのは、豊中のまちづく
りだったんですが、豊中の方々もですね、
５年 10 年経ってくると、だんだんまちづく
りのリーダーさんが疲れてくるんですね。
何度議論をしても文句だけの人がでてくる
し、なかなか合意が図れない。自分たちは
頑張ろうとしているのに、結果が出ないと

を見ていただくと、本文を全部見れるよう
になっています。何が特徴的なのかという
と、２段構えになっています。第 1 部がま
ちづくりビジョンという章があります。第
２章が都市づくりプランです。従来の都市
計画マスタープランといわれるものは、こ
の都市づくりプランのほうなのですね。そ
の前に新たに１章設けました。まちづくり
ビジョンというのを設けました。これは、
皆さんのように市民の方々が集まっていた
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いうことで、焦燥感、疲労感がでてくると
いうことを何度も経験をしました。もっと
具体的に言いますと、豊中には、まちづく
り条例というのがありまして、そういうま
ちづくりを始めるときに、市役所は応援し
てくれるのですが、その応援を受けるため
に、まず、まちづくり協議会というものを
つくり、そこの地域の方の半分以上がまち
づくり協議会の会員でないと応援してくれ
ないんですね。これ署名だけでなく、お金
も会費も払って下さいということですから、
町会費すら払ってくれない人がいる時代に、
まちづくり協議会の会費を払って下さいな
んて、かなりハードルが高いですね。この
ような状況の中で、豊中市もたくさんのコ
ミュニティがあるんですが、20 年弱経ちま
すが、３つのまちづくり協議会が立ちあが
って、最後の構想づくりまでやって下さい
ました。あと、予備軍が 10 いくつ地区があ
るんですね。でもその 10 いくつは、一歩が、
第一歩がでない。気持ちはあるが第一歩が
踏み出せない。なぜか。リーダーさんが一
歩を踏み出したときに自分にかかってくる
負担がどれだけ大変かということが分かっ
ていますから、この一歩を踏み出す勇気が
なかなか持てないんですね。私はそれをか
たわらで見続けました、
「これハードルが高
いで」と思いました。これだけ思いのある
方が、合意形成という重荷をかぶったがた
めに、まちづくりの第一歩が踏み出せない
というのは非常にもったいないと思いまし
た。もっと気軽にできないだろうかという
ことで、私なりに考えさせてもらって、今、
岸和田でも、来週も来させていただく「ま
ちネット」につながっていく、この交流づ
くりというのを各地で呼びかけています。
で、地域の方々が、まちネットもそうです
が、月一回ぐらい定例的に集まっていただ
きまして、井戸端会議をしようではないか
ということですね。この井戸端会議の中か
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ら、いろんなつながりを生み、楽しい行事
も生み出していけたらいいね、ということ
ですね。この交流の場、まちづくりラウン
ドテーブルとか、コミュニティ会議とか、
いろんな呼び方をしていますが、合意形成、
意志決定をあえて念頭にしなくていいです
よ。本当に集まって、たわいのない話でも
いいから、意見交換をすればいいではない
ですか、というようなそんな場です。この
岸和田でもいろんなつながりが、そのよう
な場から生まれてきていると思います。そ
ういうことをやると、難しいところにも近
づけるのではないかと思っています。
これは、私、キャッチフレーズとして「気
軽に楽しくまちづくり」という言い方をし
ています。意志決定や合意形成よりもまず
は、仲間になるところから始めたらどうか
と思っています。これは、まちネットでの
1 回目のお話しとしてしました。まちネッ
トの今の世話人さんは、最初のころは理解
が難しかったかもしれません。でも今は十
分理解されていると思いますが、どうして
も今までの慣例にそいますと、組織をつく
りたがるんですよね。なぜかというと、組
織でものを動かしていきたがるんです。け
れども、組織じゃなくてもいいじゃないか
と。まず、きっかけの場所でいいじゃない
かという発想です。場所を予約したり設定
したりする世話役さんは最低限いりますが、
集まってくるメンバーは、肩肘外して場所
をつかわしてもらうということでいいので
はないか、ということなんですね。そうす
ると、そこから組織も生まれてきますよ、
という考え方です。これが最初、なかなか
理解していただけなかったのですが、よう
やく理解していただける方も増えてきまし
た。
ここの５番目のタイトルをもう一度確認
していただきたいのですが、
「交流の場から
はじまるまちづくり」とあります。はじめ

るんじゃない、はじめるというと何か意欲
を持ってということになるんですが、始ま
るというのはですね、集まってるうちに自
発的に問われているんですね。
「そんな気楽
で楽しいまちづくりをやりたいな」と思っ
ていまして、そこのきっかけが交流の場な
んだろうと思います。

つくってきました。その手段として取り締
まる。懲らしめる。という概念になったの
ではないかと思うんですね。悪い人を取り
締まる。懲らしめるという考え方だったん
ですね。たしかにそれで一時は収まると思
います。でも、それが本当にいいのかと言
うことですね。ルールさえ守らない人がた
くさん出てきました。今、安易な殺人事件
とういうのがたくさん増えてきていますよ
ね。この前も他の市のまちづくりに行って、
それをもう一度頭に入れて、先ほどの都
子育てのワークショップで、30 代、40 代の
市計画の話の締めくくりに持っていきたい
方と一緒に議論していたんですが、
「この前、
と思うのですが、冒頭に、性善説と性悪説
これでいいのかな？と子どもと話していて
という話をしました。そこをもう一回振り
思った」という意見がでてきました。何か
返りながら話を聞いていただければいいと
といいますと、子どもさんとニュースを見
思うんですが、まちづくり・都市計画とい
ていたらしいんですね。子どもさんが殺さ
う言葉を使う前に、地道なまちづくり活動
れたというニュースが流れたんですね。そ
の積み重ねが地域のコミュニティ、地域の
こで自分の子どもが言うことに、
「また親や
つながりを強くして、それが結果としてい
で」という話です。子どもはそんな感覚な
いまちを作っていくのではないかと思って
んですよね。「また親やでこれは」という。
いるんですね。こういう順番で物事を考え
「でもそれで本当にいいのかな。こういう
たいというのが私の思いでございます。そ
子どもの意識にさせた社会っていいのかな、
して、ここから先の話で言うと、ちょっと
と思いました。
」とその方はおっしゃってま
小難しい話になるかもしれませんが、制度
した。普通、今までは親が子どもを殺すな
の時代からコミュニケーションの時代とい
んて、逆に子どもが親を殺すなんてことは
う話をしながら、最後まとめに入りたいと
ほとんどなかったと思うんですよ。危なか
思います。
ったのが父親だったと思います。母親は大
今日のお題もですね、新しい時代のまち
丈夫だったと思います。今はもう母親でさ
づくり。新しい時代というお題をいただき
え危ない。これって、取り締まって直すこ
ました。５回目の冨野先生のお題も「新し
となんでしょうか？ということですよね。
い時代の総合計画の在り方」
。それでは新し
恐らく、他の先生方、あまりいう機会がな
い時代とはどのような時代なの？というこ
いかもしれませんが、実はアメリカを中心
となんですね。ここが、理解し共有してお
に、今、司法で、裁判の中でこういう考え
かないとだめなんですね。新しい時代とい
方がでてきているのですね。修復的司法と
うのは言葉で言うのは簡単ですが、新しい
いう考え方なんです。昔は、今もそうなん
時代というのはどんな時代なのか。という
ですが、
「悪いことをすれば刑務所へいれら
ことを理解しておかないといけないですね。 れるとか、つらい思いをして、もう二度と
それを私なりに、制度の時代からコミュ
するな。こんなつらい思いをするのならも
ニケーションの時代ではないかなと思って
う悪いことはするなよ。
」というように罰を
います。今までは、制度をつくって秩序を
与える。というのが今までの司法のやりか
17

たでしたね。
でもそれではだめだということで、今、
修復的司法というやりかたをとり始めてい
ます。これ何を修復するか、心を修復する
のですね。どのようにするか。加害者が被
害者と話しあうんです。あなたはどういう
つもりか分からないが、被害にあった私は
こんな思いになったよと、被害者の気持ち
を加害者に伝えるんですよ。そのことによ
って加害者が自分の気持ちを修復していこ
う、というやり方ですね。だから、つらい
思いをするから二度としない。罰を与える
から二度としないのではなくて、相手の気
持ちを分かって、そういうつらい思いをさ
せたのかということを理解して、二度と犯
罪を起こさせないようにさせる、というの
が、修復的司法の考え方ですね。実はそれ
がここからいっている、コミュニケーショ
ンの時代なんですね。
「心と心のコミュニケ
ーションを基本にもう一度社会を組み立て
なおそうという時代をつくりたいな。
」とい
うことです。
ですから、先ほどの性善説に立つという
ことは、
「お互いを思いやろう。そして、自
分たちでできることは積み立てていこう。
」
そうして、
「時間がかかるかもしれない。大
変なことが多いかもしれない。
」でもそれを
乗り越えて新しい社会の秩序のつくり方を
生みだしていこうという考え方ですね。で
すから、私とそういうお付き合いをした方
というのは分かると思いますが、私がなか
なか首を縦に振らないことは何かというと、
「市役所やってくれたらいいやん。
」という
方に対しては、首を縦に振らないと思いま
す。それ一番楽なんです。自分は何もしな
くて、他人にやらせるというのが一番楽な
のですね。でもそれでは、従来のままです。
世の中の仕組みというのはそのままです。
そうじゃなくて、私もかかわる。相手もか
かわる。という人間関係をつくりあげてい
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く。つくり直すことで、いい社会をつくっ
ていく。という努力を一緒にやりたいな。
と、私は思いますね。
私もこういう経験を何度もさせていただ
いて、世の中いい人ばかりなら、何も難し
いことではありません。今から言う二つの
気持ちを持っている人ばかりであれば、世
の中絶対にうまくいきます。それが次の二
行です。
まず、
「人のせいにしないこと。
」ですね。
自分でする。あるいは、相手が困っていた
ら自分は何をできるかということで、自ら
動くという人ばかりならうまくいきます。
それから、
「人を思いやる」これ当たり前の
ことですが。自分がこういう行いをすれば、
周りの人どう思うかな？どういうことが迷
惑かかるかな？ということを考えながらや
っていくと、迷惑なんか発生しません。こ
ういう人のせいにしないとか、人を思いや
るという、そういう二つの気持ちを大切に
するという人が増えてくれば、おのずとう
まくいくのですね。でも、世の中は逆の方
向に行っていると私は思っています。私が
ずっと地域の方々と頑張ってきて、世の中
の状況というのは、良くなるどころか徐々
に悪くなっているという感触を持ってます。
けれども、ここで頑張らなくてはいけない
と思います。そのためには、まずはせっか
く頑張っている元気な人がつながっていく
こと、そしてそれを確認して、どんどんそ
の輪を広げていくこと、が大事でないかと
思っています。さらにその輪の中には、同
じような人よりも、いろんな立場の人、い
ろんな技術を持った人がかかわってくれま
すと更にその幅が、深みが広がっていくと
思います。そういうことを考えていきたい
と思います。
最後の最後まとめに代えてですね、新し
い時代のまちづくり、都市計画という話を
私とずっと一緒に意見交換させていただい

ている早稲田大学の佐藤茂先生が、みごと
にまとめてくださっているので、それを手
がかりに最後の話をしたいと思います。
佐藤茂先生が 21 世紀型の新たな都市計
画システムということで、４つのまとめを
してくださっています。
一つ目は、
「地域性、場所性に対応して、
多様な主体の相互作用により都市空間の自
然な変容、生成プロセスの実現をする」と
いう、なかなか難しい言い方ですが、私な
りに思うことをゴシックで書いておきまし
た。まず多様な主体の相互作用ですね、い
ろんな方々がかかわっていただくというこ
とです。行政だけでない、市民の方も企業
の方もいろんな人がかかわっていただいて、
その相互作用によってまちをつくっていこ
うじゃないかということです。そして、そ
のつくり方も自然な変容、生成プロセスと
いうことで、自然な変容生成プロセスとは
どういうことかというと、自然でないとい
うことを考えていただいたほうが分かりや
すいかもしれません。
例えば、岸和田も駅前再開発をしました。
駅前再開発でまちはきれいになりました。
けれども、今まであったまちとまったく違
うまちに変わるんですね。また、東岸和田
も再開発をやります。今のまちと新しいま
ちと、その姿としてぜんぜん変わってしま
います。これがつながってないのですね。
つながりがきれてしまっている。こういう
のを佐藤先生は不自然と呼んでいるんです
ね。で、少しづつ、少しづつ変えていく、
ていうのが、自然な変容生成プロセスと呼
んでいるんですね。
二番目がそれにあたるんですが、
「事前確
定的な都市像ではなく、動態的なプログラ
ムにより、漸進的に生み出される都市空間
を都市像とする」ということですね。漸進
的、つまり、ゆっくりとゆっくりと、とい
うことですね。変えていくということです。
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ですから、50 年経てばどんなまちでもすべ
ての建物が入れ替わっているはずなんです
ね。でも、毎日毎日暮らしている私たちに
は変化が分かりません。でも 20 年ぶりに訪
れた友だちは、変わっているなというのが
分かるのですね。そういう変わり方という
のが、漸進的な変容ですね。それで生み出
していくのが、将来都市像ではないか。
その前にですね、事前確定的な都市像で
はなく、というのがありました。これは、
再開発なんかは典型的ですが、もう絵があ
るんです。この絵に従ってつくっていくん
ですね。だから事前確定的、もうすでにあ
る絵ということですね。そしてそれを手が
かりにまちをつくっていく。これが事前確
定的なまちづくりといい、これを私たち専
門用語では、マスタープランと呼んできた
んですね。でもそうではなくて、何ができ
るかというのは、すべての建物が入れ替わ
ってみなければ分からない。でもどうやっ
て建て替えていくのかというようなプログ
ラムをつくっておきましょう、ということ
です。これ勝手に建て替えられれば、今と
同じです。でもそうではなくて、こういう
ような建て替え方をしようよとか、せっか
く建て替えるのであればこうしようよ、と
みんなで決めておけばいいんです。そうす
るとそれに基づいてつくり変えられていけ
ば、そのとおりのまちになる。というのを
ここでは、
「動態的なプログラムより漸進的
にうみ出される都市空間を都市像とする」
という話です。ですので、佐藤先生もおっ
しゃってます。私も言っています。何を言
うかというと、うちの学生によく言うんで
すよね、うちの学生は都市計画をやりたい
と思って入ってくる学生が何割かいます。
でも、高校時代に習った都市計画というの
は、自分で図面を描いてそのとおりにする
のが都市計画ではないかと、それは、いわ
ゆる専門家のおごりだという話をします。

勝手に絵を描いて、そのとおりにやりなさ
いというのはおこがましい。そうじゃなく
って、どうやって変えていくのかというプ
ログラムを市民の方々であれば市民の方々
と一緒につくっていく。それをまわしてい
くことで、それなりのまちができあがって
いく。それは自分が書いた絵ではないかも
しれない。でも、それなりにまちは変わっ
ていくよ。そういうような都市像を実現し
たいなと思います。
こういうことを言ってたり、やってたり
すると、まわりの旧来型といったら怒られ
るかもしれませんが、絵を描いてきた専門
家の先生方からは、
「もう絵を描くことはや
めたんですか」ということを言われます。
都市計画家は絵を描くことが仕事だと、思
っていらっしゃる方がまだまだおられるの
ですね。でも、絵というのはお手伝いして
描くのはやぶさかでないですが、みんなで
一緒に描いていくことを私は思っています。
ですから今日もスライド映しません。よ
く都市計画の先生方のなかで、アムステル
ダムの絵はこんなんですよとか、ロンドン
はこうなっていますとか、こんなんつくり
ませんかという先生いますが、それは、岸
和田は岸和田流のやり方があるし、岸和田
の人と時間をかけて、私は岸和田のことを
知りたいし、お人柄もわからないと、どう
やって一緒につくっていくかというプログ
ラムもつくれないということで、時期がく
ればアドバイスで、他はこんなことやって
いますよ、こういう風に絵を描いたらどう
ですかというアドバイスはさせていただく
と思いますが、こちらが勝手に与えるとい
う時代は過ぎたのではないかと思います。
三番目ですが、
「多様性、複合性など、都
市空間の文化的な魅力を実現する」これは、
今までの話ではあまり触れておきませんで
した。始めてかもしれません。これは何か
といいますと、今までの都市計画というの
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は、分けることで問題を起こさないように
した都市計画なんです。これは都市計画だ
けではございません。分離をするという考
え方です。これが近代の考え方ですね。都
市計画の分野で言うと、先ほど住宅の話、
工場の話しましたね。住宅と工場は隣り合
わせてはいけない。ということで、住宅は
住宅だけ、工場は工場だけというふうに分
けていくことで問題が起こらないようにし
たのが従来型の都市計画ですね。ところが、
そうではなくて、今は世界中でもう一回混
ぜていこうよ、という概念が伝わってきて
いるわけです。同じ地域の中で、働く場所
もあるし遊ぶ場所もある、そして住む場所
もある、というようなまちをつくり出して
いこう、再生していこうよ、ということな
んですね。だから、岸和田のその辺りとい
うのは、将来理想的なまちです。ここに、
もうちょっと活気を入れて、もうちょっと
きれいにするという。これ未来都市なんで
すね。ということで、分けていくというこ
とでなくて、多様なものを混ぜていこう。
でも、少々我慢しなければいけないことも
あるかもしれない。昔は、私の小さいとき
もそうですし、皆さんの小さいときもそう
ですが、町の中に印刷屋さんありましたね。
印刷屋さんって音がしますよ。バタバタ音
がします。でも印刷っていうのはこうやっ
てするのだなということが子ども心にそれ
が入ってくるわけですね。それから鉄工所
もありました。子ども心に鉄工所のバーナ
ーなど炎というのはすごく感動的でしたね。
もっと違う事例をあげると、三輪車のコマ
外れたら、鉄工所に行ってバーナーで溶接
してもらった。という方もおられると思い
ます。そうやって、工場と私たちの住宅と
いうのは近かったんですね。そういうまち
でした。そのとんでもない危険物を扱うよ
うな工場が隣にあったら、そんなことは絶
対にできません。けれども、お互いちょっ

とずつ我慢しながらやりとりするというこ
とで、また新しいまちづくりの方向性がで
きるのではないか、ということです。けど
この逆ですね。いつも起こる問題は、保育
園とか小学校の隣の人が、
「練習の音がうる
さい。
」。おたく小学校の隣に家買ったんと
違いますの？という話ですね。そういうこ
とが現実には起こってしまっている。でも
それで嘆いているだけではだめで、やはり
もう少し包容力とか相手を認める力という
のを持って、それによって違うまちづくり
というのがみえてくるのではないか、そう
したいなと思っていますし、それが世界中
の動きになってきています。混ぜていくと
いう方向性に変わっていくんですね。
そして最後ですが、
「以上を誘導する多様
性な制度としくみを地域社会の自律性を基
盤に準備する」この多様な制度仕組みとい
うのは、だれかに言われてやるんじゃなく
て、地域社会の自主性、自分たちでこの仕
組みを生み出していこうじゃないか。こう
いう時代、これを住民主体のまちづくりと、
参加じゃなくて住民主体のまちづくり、と
呼ぶのだろうと思います。
この主体という言葉は、２ページの真ん
中からちょっと下の４章の生活マスタープ
ランづくりってありますね。この４章の生
活マスタープランづくりの３行上ですね。
「このような地域では、コンセンサスのプ
ロセスを得る住民主体の身近な取り組みが
重要である。
」ということですね。市役所は、
応援はします。けれども、話し合ったり物
事を決めたりするのは住民主体でやりまし
ょうっていうようなことを国土交通省も今、
言っているところでございます。
私の持ち時間すぎましたので、最後まと
めに変えてお話しますが、これから総合計
画そして都市計画マスタープランをつくる
ために、今日から集まって、勉強したり議
論したりするということになりましたが、
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そこでもう一度今日の話を振り返って何点
かに整合していこうと思います。
一つは、都市計画というと、すぐに道路
ひいたり公園つくったりということを思い
浮かべるんですが、そうではなくって、ま
ず基本にあるのは、私の暮らしをどうする
か。ということですね。５年後、10 年後 20
年後、私はこのまちでどういう暮らし方を
するのか、あるいは周りの方を含めて、ど
ういう暮らし方を実現するのか、というこ
とを考え、調整していくことで生活のマス
タープランをつくっていくということが大
切であり、それを受けるとおのずと行政の
計画もみえてくるだろうということですね。
というのが、まず一つ皆さんにお願いした
いことです。
そしてもう一つは、自分の思いをぶつけ
るんではなく、特に行政にぶつけるんでは
なく、まずはお互いに自分の思いを聞いて
もらって、あるいは逆に周りの人の話をよ
く聞いて、そして少なくてもこの 30 人の中
で、一つの共有できるものを生み出してい
ただければいいな、と思います。そのため
に先ほどから言っていたように、自分が自
分で納得をしなければいけないということ
がでてくるでしょうし、相手を理解すると
いうことも必要になってくるでしょうし、
そんなことを乗り越えていただいてやって
いただくと、この市民会議も分かりやすく
て、好感のあるものになっていくのではな
いかなと思っております。
私はいつも皆さんのかたわらで仕事をさ
せていただいていますので、今日は１時間
半だけお話をしましたが、またなにか困っ
たことがあったら、気軽に呼んでいただい
て、また一緒に話させていただいて、実現
に向かってがんばっていきたいと思います。
それでは私からの今日の講義は以上にさせ
ていただきたいと思います。今日はどうも
ありがとうございました。

