桜町・花畑周辺地区まちづくりフォーラム

【記録】

日時：平成 29 年 2 月 12 日（日）
開演

15:00

終了

17:00

場所：熊本市役所別館駐輪場 8 階会議室
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第1部
現状報告

「桜町・花畑周辺地区のまちづくり」
熊本市長

大西

一史

桜町・花畑地区のまちづくりということ

からのまちを皆でどうやってつくっていく

で、皆さんにフォーラムのご案内をさせて

のかということも含めて、今日は 5 時過ぎ

いただきました。当初は花畑広場の方で、

までの時間ですけれど、よろしくお願いし

オープンなスペースの中で開催を予定して

たいと思います。

いたんですけど、どうも週末の天気が雪に

それでは、早速、前方のスライドを使い

なっている、非常に寒いということが数日

まして、パワーポイントの資料で進めさせ

前にわかりまして、急遽場所を変えて、こ

ていただきます。

の中ですることになりまして、会場変更等
で大変御迷惑をおかけいたしましたことを
お詫び申し上げます。ただ、天気の予報と
は別に、天気はずいぶんいい天気になりま
した。寒い日でありますけれども、こうい
う中、お集まりいただきましてありがとう
ございました。

写真 1 旧交通センター

私の方からは、皆様方にこの「桜町・花
畑周辺地区のまちづくり」ということで、

そもそもこの桜町・花畑周辺地区という

これまで熊本地震もありまして、ここの周

ところですが、今、花畑広場として使って

辺の地域の再開発の問題も含めて「どうな

いる場所、あそこは以前、産業文化会館が

っていくんだ」ということを、やはりまだ

あった場所であります。その前もずっと交

よくわからない、それから、情報、どうい

通センターを中心にしたまちだったわけで

うふうに変わっていくのか知りたいという

すよね。それが再開発をしようということ

ような、いろいろな方もたくさんいらっし

で、なぜそのようになっているのかという

ゃると思います。今日はちょっと限られた

ことなのですけれども、施設の老朽化、バ

人数、あるいはスペースということになり

リアフリー未対応ということで、皆さんご

ますが、今の段階のまちづくりの現状報告

承知のとおり、交通センターというエリア

をさせていただいて、その後、専門の先生

は一日 40,000 人以上の方が利用される交

方がゲストに来ていただきましてお話をす

通の拠点だったわけですが、ここが、今は

るということになっておりますので、これ

形もありませんが、写真１のように老朽化
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していた、バリアフリーにも対応していな
いところでありました。懐かしいですよね、
裏側のほうというか、自転車をきゅっきゅ
と入れて、狭かったですよね。ボウリング
場行くときも確かこの辺に自転車停めて行
っていたような気がしますけれども。まあ、
そういうエリアで、やはりかなり老朽化が
進んでおりました。と言いますのも、ここ

図1

桜町再開発事業 イメージパース

がそもそもできたときというのは昭和 44
年です。オープンがですね。地下 1 階、地

図１はイメージパースというものですが、

上 7 階、バスと商業施設。センタープラザ

この再開発部分と言うのはこの中がバスタ

が地下にありました。そして１階はバスタ

ーミナルですけれども、商業施設、それか

ーミナルでした。そして交通センターホテ

らホテルがあって、それからバンケットと

ルがあって、それからボウリング場があっ

言って、いろいろな宴会であるとか、結婚

たり、それから岩田屋伊勢丹ですね、その

式ができたりとか、そういうところです。

後は県民百貨店になりました。こういうと

ここで新たな再開発をしようということで、

ころが、ちょうど、私が２歳のときにオー

バスターミナル、それから商業施設、ホテ

プンをしてますね。昭和４４年と言うこと

ル、マンションもここに入ってくる。ホテ

で。ですから私が子どものころは交通セン

ルやマンションそれから奥に熊本城ホール

ターに行く、或いは岩田屋伊勢丹に行くと

という、これが熊本市で参画をする、コン

いうのが、家族みんなで出かける、下通り、

ベンション施設という、ものですが。MICE

上通り、新市街そして交通センター、こう

というのは、ミーティング、それからイン

いう街の拠点に行く、というのが一つあっ

センティブトラベル、コンベンション、そ

たんですが、これももう、３０年、４０年

してエグシビジョンというものの略称であ

近いなかで、やはり老朽化も進んでかなり

りますが、ここでいろんな会議であったり、

施設としてもダメージがあったということ

それからコンサートであったり、いろいろ

で、様々な再開発をしていこうということ

な催し物をやる拠点になるということで、

で、前市長のときからですけれども、再開

開発されるということになりました。

発に進んで行こうということになりました。

図2
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バスターミナル イメージパース

バスターミナルはどのようになるかという
ことですが、図 2 は１階の部分ですが、ち
ょうど、このバスターミナルの停車場、待
合スペースですね、ホームドアで仕切ると
いうことで安全性を確保するということで
やっている。今まではバスを待つ間も空調
施設も何も、当然のことながらありません

図4

1 階イベントスペース イメージパース

でしたので、そういったことを整備します。
図 4 は 1 階入ってすぐのところのイベン

バスのバース数も、系統のいろんな統一等
で若干シンプルになっていくということで、

トスペースのイメージということで、こう

非常に分かりやすく、今までだとこちらの

いう形で少し広々とした感じで、ここでは

バースから隣やその向こうに行くなど、も

ちょっとしたイベントが出来るのではない

のすごく、渡ることでも大変だったのです

かということで計画をされているようでご

よね。だけれども、そういうことがすごく

ざいます。地下 1 階から 3 階までが商業テ

スムーズになっていく、エスカレーターで

ナントが入るということですね。それから

あったり、バリアフリー化も相当進んでい

3 階 4 階に飲食店、それから 4 階にはシネ

くということです。

マコンプレックス、映画館ですね、こうい
ったものが入るということです。

図3

商業施設エントランス イメージパース

図 3 は商業施設のエントランス、これが

図5

4 階レストラン イメージパース

ちょうどさっきの図面の真ん中のところに
なると思いますが、これがイメージという

図 5 は 4 階のレストラン、こういうデザ

ことで、これからこういう形で皆様がバス

インで今考えられるということですけれど

ターミナルであるとか、商業施設、こっち

も、こういうイメージでレストランができ

がホテル、この奥に熊本城ホールであると

るということです。

かそういったものを造るということになり
ます。

（仮称）熊本城ホールといっているもの、
これも議会の手続きを経て、今着工に入っ
たわけでありますけど、まずこれ、どんな
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ことが出来るのかということでございます。

スタンディングのコンサートだったり、そ
ういったことも多分出来ると思いますし、
活用はかなりいろんなことが出来るのでは
ないかなというふうに思います。

図6

1 階イベント・展示ホール（展示会）
イメージパース
図7

1 階からですね、全部で 6 階までの高さ

2 階多目的ホール（コンサート）
イメージパース

があるのですが、1 階部分（図 6）というの
は、イベントや展示スペース、要は益城の

そして 2 階にですね、多目的ホールとい

方にグランメッセがありますよね。グラン

うことで、これをつくることになりました。

メッセほど大きいものではありません。だ

最初は 2 階は平土間のコンベンションの施

けれどもこれだけの展示であるとか、いろ

設をつくるということであったのですが、

んなイベントが出来るような、展示会が出

ここはやっぱり産業文化会館というのが、

来たりするようなスペースが、ここの 1 階

ちょうど 700 席くらいの中規模のホールが

にできあがります。それで、この広さが大

あって、これがすごく使い勝手が良かった

体どのくらいかといいますと、今の花畑広

ということで、もう壊した後だったんだけ

場がすっぽり入るくらいのスペースです。

れどいろんな方からいろんな要望が出てい

今、花畑広場で、屋外でいろんな、飲食を

たわけです。でも、なかなかそれを今から、

やったり、イベントやったりしている、あ

新しく別の場所に同じものをつくるという

の大きさがちょうど室内にあるということ

ことはなかなか難しいんですけど、私が市

ですから、ここで展示会であったり、フリ

長に就任してから皆様方にいろんなニーズ

ーマーケットだったり。ここにくまモンが

がある中で、だったら単なる平土間のスペ

いますけれども、ひごまるはどこに・・・

ースではなく、そういういろいろなコンサ

いない。まあ、人気のあるキャラクターが

ート（図 7）だったり、今まで産業文化会

来たり、あるいは、例えばここは展示会だ

館と全く同じようにはできないかもしれな

ったりもそうなんですが、いろんな会議も

いけれども、演劇ができたり、発表ができ

多分できるようになりますね。それから、

たり、それから会議ができたり、そういう

花畑広場と同じだけの広場、スペースがあ

ことができる場所を作った方がいいという

るということですから、いろんな集会だっ

ことで、ここは新たに付加をしてこういう

たりですとか、まあ、ここでやろうと思え

機能を入れたということでございます。

ば、当然コンサートだったり何だったり、
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図8

2 階多目的ホール（ファッションショー）

写真 2 虎ノ門ヒルズ 会議室

イメージパース

3 階に、今度は会議室ができます。これ
例えばファッションショーをやろうと思

は大きな会議室が、300 ㎡のものが 4 室で

えば、図 8 のような形でもできるというこ

きるということで、これが連結をして利用

とでありますし、講演会等やろうと思えば

ができますので、写真 2 はちょうど、虎ノ

できるということであります。東京の日本

門ヒルズの会議室のイメージですが、大体

橋の中に日本橋三井ホールというのがある

こういうようなイメージで会議室がつくれ

んですが、そこを非常に参考にさせていた

る。それから大会議室が 4 室で、大体各室

だいて、それよりもちょっと大きなスペー

240 席程度の大きな会議室が 4 室ですね。

スになります。大体 750 人位が入れるとい

それから中会議室ということで大体 70 ㎡

うことで、着席で、ロールバックチェアと

～90 ㎡が 9 室ということで、それぞれ各室

いう可動式の椅子でやるんですけれども、

60 席程度。それから小さな会議室ですね。

あれもあんまりギシギシいわないような設

皆さん方がいろんな会議やいろんな集まり

えのいいものを入れて、あれギシギシギシ

をやろうというところで 25～30 ㎡が 6 室、

ギシいうとなんだかなという感じになりま

各室これは 25 席程度、スクール形式の場合

す。それを入れるとこういうふうな会議ス

ということですけれども。これも多様な使

タイルにもできる。皆さんが今座っている

い方ができるのではないかということであ

ようなこともできるし、例えばそこで講演

ります。

会を前の方で 400 人位の人がやってて、後
ろの方は空けて次の懇親会の会場にできる
とか、いろいろな多様な使い方ができるよ
うにしようということで、ここは多目的ホ
ールということでやっております。

図9

4～6 階メインホール イメージパース

そして 4 階から 6 階の部分の、図 9 はス
テージ側から客席を見たイメージですけれ
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ども、メインホールといわれる、これが熊
本城ホールというふうに仮称で付けており

そしてメインホールのホワイエという、

ますけれども、ホールになります。大体こ

要は入り口のところですが、ちょうど庭と

の席が 2300 席あります。2300 席というの

つながるようになった奥に熊本城が見える

が大体どのくらいのホールかといいますと、

というようなことです。ここに立派なビル

熊本市民会館が 1590 席位、1600 席弱だと

があるんですね。この奥にちょうど熊本城

思います。あれよりももちろん広いホール

が見えるような大きなビルになる。それで、

になりますが、実はちょうど福岡サンパレ

ここの手前が屋上庭園というかたちになる

ス、この中でも行かれた方も多いと思いま

と思います。

すが、サンパレスと大体同じ規模のホール
ができるということです。

そして、熊本城ホール、何でここにつく

4 階から 6 階のメインホールだと、例え

るのっていう話ですよね。
「別にいいじゃん

ばいろんな学術会議をやる場合はこういう

再開発の中に入らなくても、高くなるんだ

ようなイメージで席があって、ここで講演

ったら。」というような意見が議会の方でも

をするとか、ということでありますし、コ

いろいろ出されました。

ンサートをしたり、それからいろんな催し
がかなりできる、式典等もできるというこ
とになります。おそらく、成人式、いつも
は水前寺の総合体育館でやっていました。
ほとんど中に皆入らないで、外にうじゃう
じゃしていますよね。式典に大体入ってい
く、今年の新成人が大体 7,000 人ちょっと
でしたけれども、ここだと半分入りますけ
れど、さっきの 2 階のホール、これで映す
こともできますし、1 階のイベントスペー

図 11

熊本からの時間距離図

スでも、要は併せて使うと相当いろんな人
たちが入れるスペースにもなるということ

まずですね、熊本でどうしてここにつく

で、そういうかたちもできるのではないか

るのかということで、JR の熊本駅、それか

とかですね、いろんな多様な使い方ができ

ら熊本空港などの周辺とのアクセスが非常

るように今工夫しているというところでご

にいいということがございます。図 11 は、

ざいます。

わざわざ今回ちょっと作ってと言って市の
職員に作ってもらった資料ですが、これで
すね、時間距離図ということで、JR の時刻
表とかを買いますとグーッとこう日本地図
がぐにゃーっと縮んでいるような図があり

図 10

ますよね。ああいうイメージで、大体熊本

4～6 階メインホール イメージパース
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と時間距離でいくと、例えばもう新幹線で

に行くということを考えると、オール九州

福岡－熊本というのは実際には福岡はここ

でも、全国レベルでも、熊本というのは非

なんですけど、時間距離でいくとこんなに

常に優位性が出てくるんではないかな。そ

近い。鹿児島もそういうことになります。

れから、福岡でいろんな学会がありますと

宮崎・・・ちょっと遠いですね。だけれど

か、コンサートがあります、もういっぱい

も、時間的には約 2 時間半で結ばれること

になりますっていう時にも、やってみれば

になります。だから福岡、熊本、鹿児島、

同じ役割分担をしても、これだけの距離感

要は九州エリアで縦軸は非常に立地条件が

でありますと、実はそういった、同時にい

良いということになります。佐賀、それか

ろいろな開催をすることもできるという、

ら佐世保、長崎もそうですが。広島がここ

そういう意味ではこれからのアクセスとい

にきています。大阪がここです、東京がこ

うのも考えてのことだということでござい

こですということで、博多までが約 35 分、

ます。

鹿児島まで 45 分、新幹線で行くと広島まで
2 時間、新大阪まで 3 時間というようなこ

それから次。これあの、九州各都市のホ

とで、相当時間的なアクセスが良くなって

ールツアー、いろんな、例えばタレントさ

いるということもありますので。そもそも

んであったりミュージシャンであったりい

今、新幹線や飛行機の便がだいぶあります

ろんな人が、例えば歌舞伎でもそうですし、

ので、東京からも約 2 時間、それから名古

いろんな公演がありますよね。その時に、

屋からも 85 分ということで、割といろんな

今、熊本が全部スルーされているという状

都市とも近く連携できるようなアクセス性

況は皆さんもある程度感じておられるんじ

の良さは非常にあると思います。そういう

ゃないかというふうに思います。なぜか？

ところに作るってことが、やっぱり多くの

北九州にはソレイユホールという、これが

いろんな方が来られる時に、催しをどこで

2,008 席の立派なホールがあります。それ

やろうかなと皆さんも考えられると思いま

から福岡サンパレス、これが 2,300 席、福

すけども、そういう時にやっぱりアクセス

岡市内には福岡サンパレス、それからアク

しやすさというのは、考えられるんじゃな

ロス福岡が 1,867 席、それから福岡市民会

いかと思います。特にこの交通センターか

館が約 1,800 席。長崎は長崎ブリックホー

らそのままっていう、バスに乗って来れば、

ル 2,000 席、それからアルカス佐世保が

これ県外のことばっかり書いてありますけ

2,000 席ある。で、大分県立の総合文化セ

ど、熊本県内のあらゆる都市、主要都市は

ンターが 2,000 席。まあ、だいたい各主要

バスで結ばれています。だから交通センタ

都市にはそういった 2,000 席ぐらいの大ホ

ーホテル、よく天草の会だったり阿蘇の会

ールがあります。熊本は今、市民会館シア

などいろんなところの会があるのは、あそ

ーズホーム夢ホールが 1,591 席の対応でき

こ、バスが集まりやすかったからなんです

るところで、今ほかに場所がないものです

よね。そういうアクセスの良さというのも、

から、熊本はもうハナッから入ってません

これからは公共交通を使っていろんな催し

ということで、熊本の人はもう福岡まで行
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くか、新幹線で行くと近いですから鹿児島

でいろいろな施設が連動して使えるという

まで行ってくださいというようなことにな

ことで、そんなに大きな移動をしなくても

ります。私の知り合いも「もう北九州まで

いい。ホテルも例えば熊本ホテルキャッス

行ってきた」とかですね、いろいろな話が

ルさんがあったり日航ホテルさんがあった

ありましたけれども、やっぱりそういうふ

り、いろんなことがありますので、宿泊だ

うに考えると、せっかく、さっき時間距離

けではなくそこは会議場だとかそういった

図で見ていただいたとおりアクセスが全体

ことにも使われますので、より大きな会議

的に良いのに、逆に言えば、こうやってパ

というのもできると。熊本のまちの良さ、

スしないようにするためにも、とにかく大

特徴でもありますが、中心にいろんなもの

きくあるというのは、複数あるというのは

が集中しているということは、非常にメリ

非常に重要だということであります。

ットでもあると思っております。

それから、学会とか大会とかいろんなコ

それから経済波及効果ということで、今、

ンベンションやるときの開催要件として、

この（仮称）熊本城ホールだけで経済効果

やはりバスターミナルと併設で交通の便が

を県域で算出すると約 170 億円くらいの経

良いというのが一つあります。それと、商

済波及効果があるということで、弾き出し

業施設が併設されて、この中心市街地の、

ていますけれども、これもですね、本当に

新市街や下通、上通、この一角の非常に飲

皮算用ではなくて、やっぱりできるだけで

食も含めて便が良いということですから、

すね、市の中心部でのホテルとか商業施設、

ここで何かをやると、例えばそういう催し

飲食の売上もありますし、市内や県内です

に参加しない人達は何をするかと言ったら、

ね、来訪者の皆さんの消費行動によってど

例えば、
「ちょっと観光に行こうかな」とい

のくらいのものができるのか、というのも

うことで、熊本城も近接していますから歩

あります。そういったある意味では、集客

いて行けます、それからホテルが併設され

をするこの装置はですね、こういう形でで

ていて宿泊施設もありますので、まあそう

きるというのは、やはりプラスになってい

いう中心地にあるというのは非常に大きな

く。だから私もこういうことを再開発の中

ことだと、いうことでこういうものができ

で位置づけるということは、ある意味では

ますと、いろんな催し物が熊本で開催され

熊本の復興という意味で、今、多くの方が

て、しかも、5,000 人規模の、例えば学会

熊本でいろんなイベントをやったり、それ

をやろうと思った時に、ここは約 2,300 席

からいろんなことをやりたいということで、

から 3,000 席ぐらいは入るホール、
（仮称）

たくさんの方に、今、来ていただこうとし

熊本城ホールがあるのですけれども、それ

ているんですけど、場所が無い。だから「玉

だけじゃなくて近隣の施設も利用した開催

名の方のホールでやりましょう」とか、
「も

ということで、熊本市民会館 1,600 席あり

う熊本でやる必要はないんじゃない」か、

ます。それから国際交流会館もあります。

ある意味では「もう復興の支援は東京でや

それからパレアがあったり、そういうこと

ってお金だけ持って行きましょう」、みたい
9

な話になるんじゃなくて、やっぱり熊本の
人としては、傷ついていても熊本城に是非、
見に来ていただきたいとか、やっぱり集ま
っていただきたいとか、もう金銭的な面も
含めてなんですけどやっぱり人の交流をき
ちんとそういう形で、市の中の賑わいを増
やすだけではなくて、皆さんのいろんな経
済にもつながっていくようなことにしてい
く施設にしたいなというふうに考えている
ところでございます。
オープンスペースの話が中心になってい

写真 4 利活用イメージ

きますが、オープンスペース、そもそも何

マルシェ・ドイツ（左上）
、みずあかり・熊本（右上）、

をするところなのっていうことです。

南池袋公園・東京（左中）
、ポップジェット・オランダ（右中）

イルミネーション・さいたま（左下）、ファンゾーン・イングランド（右下）

それから、要は海外や他都市でも同じぐ
らいの広場だとどうやって利活用（写真 4）
されるかといったら、オープンスペースか
らマルシェが、これはドイツのやつですけ
れど、マルシェがあったり、それから、熊
本でみずあかりがありますけど、オープン
スペースを使ってこれからもいろいろでき

写真 3 （仮称）花畑広場（H28.8 月夏まちランド）

るんじゃないか。これは南池袋公園という、
写真 3 は花畑広場、本来、今日はそこで、

東京の池袋のところにあるやつ、私も実際

外でやろうかと思ってましたけど、やらな

行って、ここにカフェがあってですね、元々

くて良かったかもしれませんね、寒かった

はここもですね、お世辞にもあまり上質な

ですもんね。実はこれ、去年の 8 月の夏ま

公園ではなく、ちょっと危険な感じの、ち

ちランドの様子ですけど、だいたい今広場

ょっと入り込んだ、ビルとか商店街の裏の

の、後ろはＮＨＫさんができあがりつつあ

入り込んだところだったんですけれども、

りますけど、広場の稼働率が休日で約 70％

私的に見ても、これは平日だと思いますが、

を超えている状態でございまして、広場が

土曜か日曜か、ものすごい人がいっぱいい

暫定的な供用、一昨年の 6 月から始めたん

てですね、このカフェでお茶を飲んだり、

ですけれども、休日では 70％を超えている

ここも入れませんでしたもん、私。そこで

ということで、かなりの稼働率になってい

500 円のレモネード買ってここに座って、

るということであります。

500 円ちょっと高かったのですけど、おい
10

しかったです。で、ここで佇んでちょっと

各国からいろんな人が来られて、見るとい

皆さんの様子を見ていたのですけど、広場

うことで、各開催都市には、そのスタジア

というものがあることによって、別にお金

ムに入れない人達がまちなかでこうやって

を使う、使わないに関係なく、人がそこに

ですね、このファンゾーンといって、いろ

集まったりゆっくりしたりするやっぱり憩

んな食べ物があったりいろんなアトラクシ

いのスペースができるということで、この

ョンがあったり、ライブをしてたりいろん

後もシンポジウムでいろいろ話が出るかと

なことをやりながらこの広場で試合を見た

思いますが、こういうことができてきたと

り、いろんなことをされていました。こう

いうことで。あと、これがですね、ここ（画

いうものを活用するということにも、たぶ

面）のこっち（手前）側には駐輪場が地下

んなるというふうに思います。例えばこれ

にありまして、そこに 1,000 台ぐらいの駐

もそうですね。こういう形で椅子に座って

輪ができるのかな、いうことができたり、

皆さんご覧になっていたり、いろいろな各

あと防災の方でいろんな設備がここに入っ

地でこういうのをやっておられました。

てましたので、いざ避難場所ってなった時
には実はここが活用されるのかなというふ
うに思います。ただ、池袋のあの人の多さ
からするとこれがどのくらい、というのは
ありますけれど、それでも相当憩いの場所
として使われるという例でした。
それから、これはポップジェットという、
水がピュンピュン出てくるというところで、
オランダのロッテルダムですけど、こうい

図 12

将来イメージ（デザイン初案）
～東側上空より望む～

う形での水盤といいますかね、水を使った、
熊本は地下水が豊富ですからこういうこと

では、どんな整備をしていくのか、とい

もできるのではないかと。これは埼玉の「け

うことです。図 12 がデザイン初案というこ

やきひろば」ということでイルミネーショ

とで、一昨日ですかね、我々も会議をやっ

ンが、夜は非常にきれいとかですね。これ

たところで、最初のイメージということで

はですね、3 年後、もう 2 年半後になりま

のデザイン初案であります。これは花畑地

す、熊本でもラグビーワールドカップが開

区を東側上空から見たイメージです。これ

催をされます。それで実は、ファンゾーン

が市民会館ですね。これが熊本城でござい

というのがあります。私も次回開催都市の

ますけれども、こういう形で再開発のエリ

首長として行ってきました。行って、実際

アがあって、ここがシンボルプロムナード。

に見てきましたけれど、これイギリスのフ

ここが花畑広場。これが花畑公園。これが

ァンゾーン、これは、えーっと、どこか

辛島公園ということになりますが、こうい

な・・・、こういう形でラグビーの試合や

う形でずっとお城につながっていく形でこ

ってて、やっぱりヨーロッパだけじゃなく、

こらへんのスペースはオープンスペースと

11

してできるということで、一体的な空間を

ただきたいなと思います。

形成したいということです。

図 15
図 13

将来イメージ（デザイン初案）

将来イメージ（デザイン初案）

～シンボルプロムナード、（仮称）花畑広場～

～南側上空より望む～

将来イメージデザイン初案ということで、
図 13 は辛島公園付近の上空から見たイ

図 15 は辛島公園から見た花畑広場ですけ

メージです。これが辛島公園、これが花畑

ど、サンクンガーデンといって地下に階段

広場ということになります。今バスが走っ

で下りていくような、少し空いた空間があ

ていますけど、もうここは完全に広場にな

ってもいいんじゃないかとか、ここに少し

っていきますので、お城に向かって、市民

透明になっていますけど屋根を作った方が

会館に向かってでもありますけど、ここは

いろんなイベントをするには良いんじゃな

もう歩行者空間ということになっていきま

いかとかですね、いろんなご意見ご提言が、

すが、ここをどうやって今から作っていく

各部会で専門家の皆さんからも含めていろ

か、良い空間にしていくのかということで

いろ出されていますので、是非皆さんの方

あります。

からもですね、どういう利活用ができるの
かということを、ご提起いただければと思
います。

図 14

将来イメージ（デザイン初案）
～デザインコンセプト～

図 14 はデザインコンセプトということ
で、
「熊本城と庭つづきでまちの大広間」と
いうことで広場を位置づけているというこ

図 16

とです。ここは後からまた資料等々ご覧い

将来イメージ（デザイン初案）
～花畑公園～
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れているのですけれども、ちょっと使い勝
図 16 が花畑公園のイメージ。楠がもう樹

手が良くなかったと。だからこの施設の老

齢 700 年、800 年というご神木なんですけ

朽化の対策も今から考えていかないといけ

ど、非常に今だと鳥の糞がいっぱいあるし、

ない。これ次の段階に入っていきます。せ

もううっそうとしすぎていてちょっと暗い、 っかくここの駐車場も、もし今から耐震化
というようなことがありますので、少しそ

だったりいろんなことをやりかえるんであ

の辺を整理して整備するとこのようになっ

れば、やっぱり利便性が悪いと。私ここよ

て、今ＮＨＫさんがここにありますけれど

く、交通センターホテルで会合があるとき

も、こういう形ですっきりとしたまちの緑

によくここで停めてたんですね。ところが、

のシンボルになるんじゃないかということ

どこに出ればどのへんに上がるかというの

も、今話し合いがされています。

が非常に難しくて、私、いつもですね、マ
クドナルドを目印にしてたんですね。地下
にマクドナルドがあったんです、交通セン
タープラザ。そこのところの横の入口から
出てくると、上から入った時も迷わずに車
のところまですぐに行けるということで、
「マクドナルドの前の扉」って勝手に自分
で決めてですね、そこに車をいつも置くよ

図 17

うにそれを目指してやっていましたが、そ

将来イメージ（デザイン初案）

ういうことじゃなくって、もっと普通の、

～辛島公園～

よそから来た人でもわかりやすくて、
「こっ
図 17 が辛島公園のイメージ。今のマウン

ちに行けば再開発の方のビルに行けます

ド状になっている辛島公園というのは緑も

よ」
、
「（仮称）熊本城ホールに雨に濡れずに

無くてなかなか日陰も無くてちょっと暑い

行けますよ」とか、
「新市街の商店街にもこ

とかですね、よくここで選挙の出陣式だっ

うやって抜けますよ」とかですね、それか

たりいうのをやりますけど、私もやったん

ら「銀座通りの出口あるいは市民会館の方

でちょっとあれですけど、ここはもうこう

の出口にこうやって行けますよ」とかって

いう形、子どもたちがここで遊んだりです

いう、もう少し使いやすいあり方、このへ

ね、マウンドであったり、いろんな空間と

んと一体的な開発、これがあえて言えば「再

して使えるのではないかっていうようなご

開発ビルとのつながりの強化」を今から考

提案をいただいているところであります。

えていかなければならないというふうに考
えていますし、駐車場の利便性の強化もし

それから辛島の地下駐車場と地下通路。

ていかなければいけない。これはもう今、

せっかくあるのに供用開始されて 23 年ぐ

地下にある、ある意味ではなかなか利活用

らい、ちょうどバブルの頃に、これができ

ができていない財産でもありますので、こ

ているんです。莫大なお金を投資して作ら

れもしっかりこの際ですね、やっていかな
13

ければならないと思っています。それで、
もちろん公共交通で行くっていうのは重要
なことなんですけれども、こういった過去
に莫大な投資をした資産を、少しやりかえ
ることによってさらに長く長寿命化をし、
使っていくということも非常に大事ではな
かろうかと思っています。
図 19

スケジュール

それで、いつできるのかと。スケジュー
ル（図 19）としてはですね、オープンスペ
ースということに関していえば、今日デザ
イン初案をお示ししたところであります。
今年の秋ぐらいまでにある程度の、さっき
図 18

ブラッシュアップをしていったデザインを

デザインのブラッシュアップイメージ

固めていきましょう、ということを専門家
それから、デザイン初案で決まりなのか

の皆さんとそれから市民の皆さんも含めて、

と、そんなことではございません。図 18 の

いろんなご意見をいただきながらやってい

ように、今日皆さんにお示ししたイメージ

こうということであります。それから設計

図というのはだいたいここですけれども、

に入っていって、工事をして、オープンス

平成 27 年度のデザイン素案ということで、

ペース自体はですね、途中でいろんなイベ

もうイメージでこういう形になって、今、

ントありますけれども、最終的な供用とい

例えばマウンドにしましょうとか、広場を

うのは平成 33 年度ぐらいまでになるんで

こうしましょうとかいう話が出てきて今の

はないかということでございます。

案ですけど、それを箇所ごとのイメージを

それで今、桜町の再開発事業が、着工し

しっかりもうちょっとつけていって、それ

ました。これが 1 月の中旬に着工して、2

から、全部の施設のデザインの具体化とき

月 1 日に起工式をやってまいりましたけれ

ちっと合わせていくということで、これは

ども、平成 31 年の夏には先ほどのようなバ

イメージがはめてあるだけなんですけども、

スターミナルであるとか商業施設そういっ

こういう形でどんどんどんどん皆さん方と

たものができあがってきますので、ちょう

ブラッシュアップして、やっていきましょ

どその秋にラグビーワールドカップ、それ

うということで、今やっているところでご

から世界女子ハンドボール選手権大会があ

ざいます。

ります。こういったものがあって、平成 32
年度はちょうど東京オリンピックの年にも
なってくるってことで、そういう流れにな
ってくるということでございます。
14

ということで、一応、今の現状報告とい
うことでさせていただきましたけれども、
このあとですね皆様方とパネルディスカッ
ションをする中で、また、より広場、オー
プンスペースをどういうふうに使ったらい
いのか、それから再開発や今までの熊本の
まちとのつながりをどうしたらいいのか、
っていうことを皆さんとお話をしていきた
いというふうに思います。まずは一旦ここ
までのご清聴ありがとうございました。

15

第２部

パネルディスカッション

（パネリスト）

（パネリスト）

一般社団法人

広場二スト／全国まち

エリア・イノベーション

なか広場研究会理事

（パネリスト）
熊本市長

（コーディネーター）
熊本大学工学部社会環境
工学科准教授

・アライアンス代表理事

木下

斉 氏

山下

裕子 氏

大西

一史

星野

裕司 氏

司会：皆様お待たせいたしました第 2 部の
パネルディスカッションに移らせていただ

山下氏：よろしくお願いします。

きたいと思います。はじめに本日のパネリ
スト、コーディネーターの方のご紹介をさ

司会：そして、大西一史熊本市長でござい

せていただきたいと思います。向かって右

ます。

側、パネリストの皆様からご紹介させてい
ただきます。一般社団法人エリア・イノベ

市長：よろしくお願いします。

ーション・アライアンス代表理事で、内閣
官房地域活性化伝道師、また熊本城東マネ

司会：最後に、コーディネーターをつとめ

ジメント代表取締役でもいらっしゃいます

ていただきますのは、熊本大学工学部社会

木下斉様でございます。

環境工学科准教授で、桜町・花畑周辺地区
まちづくりマネジメント検討委員会委員で

木下氏：どうもこんにちは、よろしくお願

もあります、星野裕司様でございます。

いします。

皆様方、どうぞよろしくお願いいたしま
す。それではここからの進行につきまして

司会：つづきまして、全国まちなか広場研

は、星野先生にお願いしたいと思いますの

究会理事で、広場二スト、また、ひと・ネ

で、星野先生どうぞよろしくお願いいたし

ットワーククリエイターとしてもご活躍の、

ます。

山下裕子様でございます。
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星野氏：改めまして熊本大学の星野と申し

～全国における稼ぐまちづくりの開発と推

ます、よろしくお願いいたします。なかな

進～

か僕でコーディネーター大丈夫かな、とい

ン・アライアンス

一般社団法人エリア・イノベーショ
木下

斉

う感じですけれども、本当にたくさん集ま
っていただいてですね、それだけでも私と

木下氏：どうもこんにちは。ただいまご紹

してはうれしいという気持ちですけれども、

介あずかりました、エリア・イノベーショ

パネルディスカッションもですね、せっか

ン・アライアンスという組織で全国各地で、

く集まっていただいているんで、皆様のご

不動産オーナーとの共同出資会社を作り、

意見やアイデアを聞く時間をできるだけと

建物管理や新規テナント募集を行い、エリ

るように進行したいと思いますので、よろ

ア価値向上に取り組んでいます。熊本も上

しくお願いします。先ほどご紹介がありま

通・下通エリアの商店街区の不動産オーナ

したけれども、今日は木下さんと山下さん

ーさんと一緒にもう 9 年前なんですけども、

という、全国的にも非常に活躍されていて、

「熊本城東マネジメント」という会社を作

だいぶ違ったご視点をもちつつも、おそら

りまして、中小ビルの不動産のゴミ処理な

くまちをどういきいきとさせるかっていう

どを、合同で契約するなどして、コストを

ことに関して、いろんな経験や知恵をお持

削減し、それをまちづくり財源として投資

ちのお二人だと思います。ですので、たく

する事業を取り組んでいます。さて、初め

さんアイデアやいろんなお話を聞きながら、

て熊本に来たのは、私が高校 3 年の夏でご

皆さんとここのまちづくり、桜町・花畑の

ざいまして、当時、全国リサイクル商店街

ですね、いい方向に向かうような一つのき

サミットというのが、東京の早稲田の商店

っかけというかステップが踏めればいいか

街で活動をやっておりました。それで熊本

なと思います。まずはですね、お二人とも

が初の地方開催の都市でなりまして、高校

いろんな事例、経験を踏まえたプレゼンテ

３年の夏にくることになったんですね。そ

ーションを作ってもらっていますので、そ

こで商店街のお兄さんたちに「これが馬刺

れをまずお聞きしたいなと思います。せっ

しだぞ。」とかいわれて、うまいものを食わ

かくですので、ご準備されたプレゼンの最

されてから、なんだかんだで１８年ぐらい

後に大西市長が紹介された話の率直な感想

こちらに来させていただいております。さ

というか、そんなこともちょっと付け加え

て、今日このシンポジウムの登壇者として

てもらえるといいかなと思います。じゃあ

私を呼ぶことは、熊本市さんの懐の深さを

まず木下さんからよろしくお願いします。

感じますよね。
「お前誰だ？」というかたも
いっぱいいらっしゃると思いますが、私は
どちらかというと、再開発を含めてかなり
慎重派の人間です。東洋経済とか、ウェッ
ジとかいろんな媒体で、九州の MICE 施設
の多発開発については、かなり慎重に見て
いかないと望むような結果を得られない可
17

能性もあります。しっかりと営業を先に行

の人は一人３０００円、修学旅行生は一人

って、それに応じた規模、やりかたを見て

１５００円いただいて、それで、コンテン

いきましょうということを発信している人

ツをつくっていくことで、原資を稼いでい

間です。そういう人は、野党には好まれる

くということを木下は担当しておりました。

のですが、与党には好まれないことが多い

地方の商店街をよく知らなかったので、

んですが(笑)、熊本市では市長をはじめとし

視察に来ていただいた商店街を「全国商店

て、執行部の人からも声を聞こうといって

街丁稚奉公の旅」という旅を、高校のとき

いただいているのは、ちゃんとフェアに今

から「木下行ってこい」と言われまして、

の現状をみながら、熊本で良い開発をして

夏休み、冬休み、春休み全国色んなところ

いこうという、そういうご姿勢なんだろう

をまわらせてもらいました。うちの親父は

なと思っているところです。私のやってい

魚屋をやっておりまして、それ以外の業態

る取組みなどを含めまして、まずはスライ

を知らないので、色んなところをまわらさ

ドでご紹介を。

せてもらいました。その１つが、熊本で、

冒頭話しましたとおり、早稲田の商店街

高校のとき、熊本では３週間ぐらい滞在し

で取組みを始めたのが最初でございますが、

ておりました。

なんせ、貧乏な商店街でございまして、熊

国内だけでなくて、海外を含めて見てこ

本市のような振興組合、商店街とかはない

ようということで、お金がなかったので調

んです。新宿区のどまんなかですが、全部

査研究のプロポーザルを勝手に書きまして、

任意団体です。年間の予算が６０万円の任

いろんな財団法人、研究機関に提案をして、

意団体で、全国からいろんな人が見に来て

「海外のマネジメントを見てきなさい。
」と

もらえるように、環境まちづくりとして取

いうことで、行かしていただきまして、ア

組みをやっておりました。ただ年間の予算

メリカ、ヨーロッパいろんなところを回っ

が６０万円の弱小任意団体なので、新宿区

てきたときに、まちを良くしていくために、

とかの支援はないんです。アマゾン奥地の

今回の話に通じるんですが、やはり不動産

原住民みたいなもので、
「いたの？」みたい

を持ってらっしゃるオーナーさんが、ちゃ

な話になっちゃうぐらいのそういう存在感

んとやらないといけないと。実は、熊本市

でございました。なので補助金をもらって

さんも膨大な不動産オーナーなんですね。

なんか事業をやろうということではなくて、

道路にしても、公園にしても、今度取得さ

自分たちで、まちを面白くするためには何

れますホールにしても、大きな不動産をも

が必要なのかということで、取組みをやら

っている。最近、国土交通省も公的不動産、

してもらったというのが、そもそも私の今

公共不動産という言い方をしてきました。

にわたる原点でございます。

パブリックリアルエステート(PRE)、なん

で、全国の地方の商店街の方々が年間６

でも横文字にすりゃいいってもんでもない

００団体、視察に来てもらっておりまして、

ですが。それが全国にいくらあると思いま

修学旅行生でピーク時に６０００人来ても

す？国と地方自治体が抱えている公的不動

らっておりました。すべて有料です。大人

産の総額が５７０兆円あります。この５７
18

０兆円を今までは、税金を使ってつくり、

おりまして、札幌と名古屋が一緒にずっと

税金を使って維持をするということが公共

やってきているところです。最近は、北九

不動産の普通だと、なんとなく戦後は言わ

州の中心部をここ５年ぐらいやってきてお

れてきちゃったんですが、実は、アメリカ

ります。政令市といっても非常に厳しい状

とかヨーロッパとか行くと、公園とかに魅

態になってきております。札幌市でも、再

力的なお店があったりとか、日本は遅れて

開発行政に関して、今、頓挫をしているわ

るのかなと、帰ってきて、東京農大の当時

けではないですが、どんどん住宅を上に乗

学長の進士先生に話しをしたら、
「木下君そ

せないといけない。いわゆるタワーマンシ

んなことないんだよ。日比谷公園に行って

ョンをいっぱい建てない。住宅は売れるけ

みなさい。」といわれまして、松本楼という

ど、商業、オフィスはなかなか買い手がつ

テナントがあるんですね。野音とか公会堂

かないということで、どんどん積み増して

とかいろんな設備があるんです。そこで稼

いくと、どんどんビルが建つわけですが、

いで、公園の維持管理をやっていくんだよ。

そのうち１００階建てのマンションを建て

実は明治時代とかになってくると、われわ

ないと改善できなくなるんじゃないかとい

れの先人たちは、税金がなかなか乏しい時

うことで、見直しを図っていくことを議論

代に、いかに社会に必要なものをつくるの

しています。実は、過去の延長線上に未来

かと知恵をしぼって、そういうことをやっ

があるのではなくて、各地域大きい都市で

てきたんだと。ということを聞きまして、

あっても、人口が増えている都市であって

海外をみて、国内を見て、今日本に必要な

も、やり方をかえていかなければならない

ことということで、

時代に来ているといえます。今日は時間も
無いんで、あまり細かくは話せないんです
が、われわれは、こういう事業をやっての
あがりをベースにしまして、調査事業をや
っているんですが、行政から委託をもらっ
て調査するのではなくて、自分たちで儲け
たお金をつかって調査事業をやっておりま
して、なので、禁断の書といわれている失
敗事例集というものを、ここ４年ぐらい毎

図 20

月発行していまして、その１つが再開発の

エリア・イノベーション・アライアンス

失敗事例をまとめた、墓標シリーズという

の取り組み

ものがありまして、まちが終わるときには、
国内で不動産をまわす会社をつくって、事

とてつもなくでかいものができて、それが

業をやっていくことを、９年前熊本とかで

ガラーンとしてしまうと。縁起でもないん

もやってまして、こういう取組み（図 20）

で、怒られるんですが。最初のころは、そ

を全国でやってきています。中核となるの

んなものを書いて大丈夫か。殺されるぞと

が、１５都市ほどで、政令市も仲間として

言われたんですが、あまり誰も気づいてく
19

れていない、愚痴になってきておりますが。

すが、こういうものもあると。こういうこ

昨今では、別に、熊本市さんもそうですが、

とをいえる人間を、こういう場所に呼んで

国も含めて無視をしようとみんな思ってい

くれるのは、すばらしい話だなと。フェア

るわけではなくて、行政機構側は失敗を上

に考えましょうと。

に報告をして出世するひとはいないので、

そういうことが判った人間たちで、未来、

誰もしないと。世の中にあるシンクタンク

発展的なやりかたを考えていきましょうと

はやるか、といったら、だいたい、行政受

いうことで、色んな事業を各地域でやって

託でやっているので、頼まれない仕事はや

きています。われわれは稼ぐインフラだと

らないということで、どこからも出てこな

か、稼ぐ公民連携という言い方をしており

いので、勝手に我々が作りましたら最近は、

まして、すばらしいものをつくっても、年

衆議院であったりとか、財務省の財政審議

間何億、何十億を垂れ流す、耐えられる自

会とかいろんなところで使われるようにな

治体は、今はなかなかないです。財政が左

ってきました。驚くことに、予算を作るこ

団扇というところはほとんどないので、そ

とに必死なんです。主計局もさばくのです

れだけ使うということは、別の予算をしぼ

が、国交省とかが、こういう再開発の予算

らないといけない。青森アウガの失敗は、

があります、ときたら、それに予算をつけ

だいたい開発してから、実質的な債務超過

るんです。何千億も。その後どうなったの

に第３セクターがなるまでに、費やした市

か、主計官も知らないんです。だいたいエ

税は２００億円を超えています。まぁ２０

リートなんです。エリートも知らないこと

０億円あれば、青森市内の中学生を結構な

は、判断できませんので、それが、地方に

数、短期留学させれたではないかと、色ん

とって大きな問題を生むということもある

な議論がでてくるわけです。どんないいも

ということを知りながら、予算のあり方を

のであっても、ちゃんと地元で支えられる

みましょうね、と言える時代になってきた

可能な範囲で、ちゃんとやっていきましょ

と。

うと。そのために不足するものはちゃんと

今日の広場利用とつながってきますが、

稼いでいくということを言っています。

過去大きな失敗がたくさんあります。失敗
から学んでいくことが、非常に重要です。
失敗だ、失敗だといって、溜飲を下げても
しょうがないんであって、なんでこうなっ
てしまったのかと、賢い人たちが、賢い計
画を立てて、ちゃんと官民が協力をして立
てて、しかしながら、経営が行き詰ってい
くと、当然シビアな時代でございます。左
側と右側が岡山と青森です。青森はまだ炎
上しておりますので、市長歴代２人がやめ

図 21

て、次になって、収めようとされておりま
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基本原則「逆算開発」

図 21 の開発も何かといいますと、さっき
失敗事例でだいたいあるのが計画を立てた
あとに運営をするのが誰で、運営がどれく
らいのコストがかかるのか、それがどれく
らい稼ぎがあるのかということを数字の話
がだいたい最後に考え始めるというのが失
敗を招く。そうですよね、皆さんが例えば
住宅を買われるときに自分の給料がいくら

写真 5 岩手県紫波町公民合築施設オガールプラザ

か分からないうちに住宅ローンの申請に行
かないですよね。収入が見合うなかで投資

で、我々がやっているプロジェクトの一

をして分割払いをしていくかたちになるわ

つが使い方から逆算なんですね。これは民

けですけども、公共投資の場合も、もちろ

間施設とかだけでなく、熊本市だけでなく、

ん全体の波及効果というのもあるのですが、

札幌市など政令市でも苦しくなってきてい

実は税収の問題とセットになって税収効果

るからこそ、開発方法の検討にお声がかか

を見なきゃいけないんですよね。つまり、

ります。しかし、もっと財政が悪いところ

建てたものから得られる新しい税収。商業

も当然あり、そういうところは公民連携で

施設とかいろいろなホテルが入ったところ

民間がリスクを負って、さらに逆算開発で

から得られる固定資産税の増加額とかをち

公共まで開発していたりします。それは岩

ゃんとみたうえで、こうするためにはこん

手県の紫波町（しわちょう）という、約３

な施設がいりますよね、こういう収入を生

万４千人のまちです。そういうところにな

むためにはこういう施設を優先しなければ

ると、要請があっても図書館１つ作れない

いけないですよね、こういう方に使ってい

んですね。財政力がないですから。ですが、

ただくにはこうしなければいけない、つま

実は公共施設というのはちゃんと作って公

り使いかたから作り方を考えなければいけ

共サービスを提供しても、ちゃんと利用者

ないのが、いつの間にか作り方の議論がず

の方が来てくださってます。

っといって気づいたらすごいコストがかか
ってしまった。でももう発注しちゃったか
ら止められないとなると、さっき言ったよ
うな話になります。

図 22
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公民連携のしくみ

一定数の利用者がいる公共施設と一体で

払いながら、実際もっとこうやっていこう、

あれば、お店が出店して商売することも可

こんなやり方ができたらいいねとかいう話

能になるわけです。結果、このオガールプ

を、実は使い方から逆算をしていくと、施

ラザという施設は図書館と民間のテナント

設も黒字、中で商売やられる方も黒字、利

を複合で入れておりまして、オガールプラ

用者の方もそれによって喜んで黒字がとれ

ザ株式会社という特定目的会社をつくって

るのではないかなと思います。今日はそん

公共施設と民間施設を一体化をして、この

な話でした。すみません、時間ちょうだい

会社が行政から補助金とか一切入らない状

しました。以上でございます。ありがとう

態で金融機関から融資を、融資可能な建物、

ございました。

建て方で建てるというかたちで構成（図
22）したんですね。そうすると、底地が町
有地だったので、その上に建物が建つと当

星野氏：ご感想みたいなのを。

然利用料・地代が入ります。上に民間の施
設が建つので固定資産税が入ってきます。

木下氏：まあ、このあと議論でより深めて

なおかつ、テナントとかその家賃金額で実

いければなあと思うんですが、やっぱり常

は図書館部分の施設の維持にかかる、さす

に使い方とそれにかかるコスト、収入って

がに司書さんの人件費までは払えないです

いう「数字の話」から始めないといかんの

けど、そこは行政として先の増加する税収

ですよ。数字ってやっぱりみんながみんな

と既存の財政力のなかで１人ぐらいはいけ

得意な話ではないんですが、何をやるにし

ますね、２人ぐらいはいけますね、みたい

ても当然コストがかかってきます。採算度

に長期財政計画とすりあわせてやっていく

外視ができるだけの余裕はもうどこの自治

わけです。公共施設部分に関しては新しく

体にもありません。当然夜間やるっていっ

開発した民間施設の家賃管理費で公共を支

て照明をつけるにしてもコストはかかるし、

えていくという仕掛けを作ったんですね。

昼間やるにしても清掃、ゴミを消費すると

実際、今までは民の稼ぎによって当然税収

かいろんな問題でてきます。実はそれを無

があって、その税収のうえに行政というも

視していくと、よくある観光振興とかでも

のが成立していくという、我々の社会の根

有館料８００円に年間何十万人を呼んでき

本となるところがいつの時代からかボタン

たときに、有館料しか入ってこないと初期

のかけ違いが進んできてしまって、行政を

の整備費がかかって、そこの施設で働く人

先に走らせて民間がおこぼれを頂戴するみ

の人件費はかかり、さらにそこに来るまで

たいな、非常に劣悪な民間の思想っていう

に観光客が道路は使って、来たら来たでト

ものが非常に大きな問題だと思っています。

イレは使われてゴミは増えて、でも商業機

行政を突き上げるだけではなくて民間側が

会が乏しくて結局入館料の８００円しかと

新しい提案していく時代で、実は今回の広

れないんでまったく地元にとっては来た人

場も、より良くしながらどういうかたちで

間が来た人数すごいですね、とかいいなが

民間につかって使った分に応じて使用料を

らも、賑わえば賑わうほどに地元の負担は
22

逆に増えていくということも当然あるわけ

～出会い、交流を育む、まちなか広場～

です。だから、単に入ってくる分だけをみ

広場ニスト／全国まちなか広場研究会

るんじゃなくて、かかるコスト分をみてト

山下

裕子

ータルで地元、熊本なら熊本にとってプラ
スになっていくというような議論ができれ

山下氏：はい。よろしくお願いします。

ばいいかなと思いました。

木下さんの話、２００９年に富山でお聞き
して以来で、ますます歯切れが良くて。私

星野氏：ありがとうございました。それで

はですね、ほんとうに今日はこの２人をこ

は続けてですね、山下さんのほうからもプ

ういうタイミングで呼ばれる熊本市さんは

レゼンとご感想みたいなのをいただければ

ほんとうにすばらしいなあと思っておりま

と思います。

して。私はほんとうに真逆といっても過言
でないくらいとっても素朴な話しかできな
いですけれども、広場ができたらこういっ
たことが生まれ育まれますってことをご紹
介できたらと思っております。どうぞよろ
しくお願いします。
まずですね、とにかく熊本市さんのプレ
ゼンを市長のほうからお聞きしまして、ひ
との居場所がいっぱいできるんだというこ
とにまず感動いたしました。

図 23

広場の役割

広場というところを少し概念的にご紹介
いたしますと、まちなかというところには
図 23 の左のようにたくさんの赤い丸のア
クティビティ、たくさんの人が今日もこの
場所に１００人以上もおられるのですかね、
正確に分かってない、１４０人ぐらいはい
らっしゃるということなんですけども、建
物の外にいる人はまったく知るよしがない
23

ってことなんですが、同じ面積の場所を広

おりますので、日陰なんかも必須ではない

場化すると、お互いに話したりしなくても

かなと思っております。一番、私が広場あ

こんなところでこんなことをやっている人

るといいなと思うのは、実は歩行速度が遅

たちがいるんだっていうことを認識するこ

くなるという効果がありまして、そうしま

とができる状態になることがひとつの役割

すと今の方って非常に忙しく動いるなかで

だと考えています。

自分の目的地に一直線で行こうとするわけ
ですが、広場的空間ができてちょっと気持
ちに余裕がある、時間的に余裕があるとき
に寄り道したりすると、歩行速度が緩んだ
りすることによって、視野が広くなったり、
座ったりするわけですね。その視野が広く
なるわけですね。その視野が広くなったと

図 24

きにいろんなことに気づいて、例えば、
「つ

広場の効果（横のつながり）

ぎの機会に行ってみよう」とか、
「あっ友だ
また、図 24 の左図のように楕円はそれぞ

ちがいた」とか、そういった気づきが増え

れのアクティビティを指すんですけど、そ

ること自体が、これから私たちが暮らして

れぞれがそれぞれの場所でやっているとな

いくなかで自分の人生がより豊かになる機

かなか横につながる機会はないのですけれ

会が増えていくのではないかなと思ってい

ども、まちなか広場的空間を皆さんにとっ

ます。

てここがまちの真ん中だよねという認識を
されるとですね。いろいろな活動が横につ
ながる機会や顔を合わせることが増えると
思っておりまして、例えばメイン会場に使
うもそうですし、広報活動に使うだけでも
いろんな情報を知る機会が増えるじゃない
かと思っています。
とにかく広場という場所は広い場所とい

写真 6 富山グランドプラザ

うこともあるかと思いますが、ひとがいて
初めてまちなか広場的空間になるのだと思

富山市グランドプラザという広場がござ

っておりまして、そのためにはテーブル・

いまして、開業に携わらせていただいたの

椅子が不可欠で、テーブル・椅子でなくて

ですが、そのときの様子（写真 6）なので

も芝生であったり、座りたくなる状況、座

すが、左上はテーブルいすがあるだけの平

りたくなるひとがいることが重要だと思っ

日なのですけど、スケッチ大会ではなく広

ております。また、さきほどお話でも出ま

場でご婦人たちが自由にスケッチを周囲で

した熊本市さんですと非常に天候が良くて、

してるご婦人たちが勝手に広場でスケッチ

すごく日差しが強い日も多いとお聞きして

をされている風景です。
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右上はコンベンションで来られた中国人

方、植栽のあり方やまさに備品の設え等々、

のお医者様たちが、広場に４店舗ぐらい飲

いろんなものが広場という景観をつくりま

食店が面しているんですが、それぞれの店

すし、もっというとそこで生まれるアクテ

からテイクアウトされてオリジナルカフェ

ィビティ、皆様の行為行動そのものが広場

をしておられます。さすが中国の方は広場

らしさを生みますので、いろんなアイテム

づかいがうまいなと思いまして写真を撮ら

とか壁面とかのあり方を今からでしたら、

せていただきました。

たくさんお話もできると思いますので、そ

また、左下はテーブル・椅子があるわけ

れができる熊本のこれからのプロジェクト

なのですが、本当に平らな広い場所がある

が楽しみだなと思っております。

と車いすの方にとっても行きやすい場所と

とにかく熊本市さんぐらいになるとほん

して施設ごとに遊びに来てくださったりし

とうにたくさんの方がおられるので、ここ

ます。このときにすごく記憶に残っており

まで生まれるかは分からないのですが、私

ますのが、高齢者施設のスタッフの方が非

は、よく中核市といわれる３０万人規模の

常に喜ばれていました。同じ施設で同じ利

都市に関わらせていただくことが多いので

用者の方々と、同じスタッフが長時間とい

すが、３０万人規模の良さとはですね、道

るとですね、いろいろあるわけですけれど

を歩いていると例えば下通りを歩いていた

も、こういう開放的な空間に来てみんなで

ら「あー山下さん」って遠くから声をかけ

いつもいるメンバーなんだけれども、空間

られることが１週間で何回かあるぐらいに

が変わってお茶を飲むだけなんだけれども、

顔見知りに会う機会が生まれてしまうんで

日頃とは違ういろいろなお話ができたりす

すね。それは人口規模にもよってくるのだ

るということで非常に喜ばれていたと記憶

とは思うのですが、やっぱり、今回熊本の

しております。

プロジェクトでいきますと、たくさんの広

右下は隠し撮りなんですが、テーブル・

場的空間ができてたくさん広場があるから

椅子だけなんですけれども、お金がない高

こそ、それぞれのお気に入りの広場ができ

校生は缶ジュースすら買わないんですが、

ると思います。そうしたときに自分のお気

もうね皆さん懐かしい、見つめあうだけの

に入りの広場で同じくその広場を気に入っ

ようなデートをされてまして、私は２階か

ていいる人同士だとなんとなく顔見知りに

ら非常にアップにしてこっそり撮らせてい

なったりすると、また一段と街がおもしろ

ただきました。

くなるんじゃないかなと思います。

とにかく私は広場と場所はからっぽなん

そのときに、とにかくひとがひとを眺め

ですが、ひとがいて初めて「場」が「場所」

る、ひとから眺められるということが非常

になるんじゃないかなと思っておりまして、

に重要かなと思っておりまして、富山なん

そういう活動を増やす仕掛けが非常に重要

かは非常に中心市街地がずいぶん衰退して

だと思います。

しまって２００７年に広場という空間が整

そのためにはとにかく広場との関係性が

備されたんですが、それから考えると本当

生まれる、広場に面した壁面、道路のあり

にまちゆく人がおしゃれになりました。そ
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れまではジャージ、スリッパで歩いている

歩いているかたがおられるのでいつも羨ま

ようなひとがいたぐらい、「ここがまちか」

しいなと思っています。

とドキドキしたのですけれども、いまでは

歩いて通りかかる場所であるまちなか広

ウォーキングするにでもおしゃれな格好を

場では、どんなことが行われているのかと

されたご婦人が増えていてすごく良かった

いうと、何てことない待ち合わせをするの

なと思いますし、１人暮らしの一日誰とも

が広場ですよと。

しゃべっていない暮らしをされているお年

そのときに何しているかというと大した

寄りの方が非常に増えていて、いま社会問

ことはしてないんですね。かばんの中の整

題だと思いますが、誰かと話さなかったと

理をしたり、買ったものを整理したり、携

しても誰かと一緒に過ごしたという時間が

帯をみたり。でもそういうことができる場

持てるということが広場の役割としてこれ

所があるということが大事かなと思います。

から大きくなると思っています。

そのときに、まさに茶室の床の間のよう

そのときにとにかく重要なのが、歩行を

な空間が、広場的空間になればいいかなと

含めた「行ける手段がある」、
「公共交通が

思っておりまして、要するにニュートラル

ある」ということですね。私も車に乗らな

でどんな色にも染まれるっていうのが広場

い生活を６年以上続けているのですが、公

だととても使い勝手がいいんじゃないかな

共交通さえ便利であれば、出かける不自由

と思っています。

はありませんし、そのときに行きたくなる

イベントっていうことではなくて、いろ

場所の一つとして広場ができれば非常にい

んな人がいろんな気持ちをモヤモヤしたま

いのかなと思います。そういう意味でも今

までも集まって語り合うシチュエーション

回熊本のプロジェクトはまさに九州の要で

が生まれるとまたいろんな出来事が増える

あるバスセンターのところにあるというこ

んじゃないかなと思っています。

とは非常に、個人的に５年前ぐらいから熊
本市さんのプロジェクトに関わらせていた
だいて、世界一の広場になるんじゃないか
と大げさに言いたいぐらいですね、楽しみ
にしております。
そのときに、
「ぜひ歩きたくなるまち」っ
てことが大切かなと思っておりますが、こ
れは熊本市さんで言ってもあまり効果ない

図 25

広場のイメージ

と思っておりまして、普通だいたい地方都
市って歩いてないんです。だから商店街が

広場という空間はとにかくいろんな人が

衰退している要因の一つにはなっているの

居れる、ということが大事だと思っており

ですけれども、熊本のまちは路面電車にも

まして、図 25 のように広場といってもロビ

バスにも乗っている方が、公共交通の利用

ーでもあるし、リビングでもあるし、イベ

者がたくさんおられ、商店街は山のように

ント会場でもありますよと。そのときに旅
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の人もいれば、住民のかたもいれば、小さ

がやってきて、お子さんをみて微笑ましい

なお子さんからいろんな人が居れる場所で

と思ってくださる方もまだまだ多いので、

あるべきだと思います。

多世代が出かける機会ができるんじゃない

例えば、広場にピアノがあるといろんな

かなと思っています。

音楽も奏でられると思います。ジャズライ

とにかくそのときに重要なのは、いろん

ブハウスっていえばジャズだし、クラシッ

な出来事を増やすためにはそこが使える場

クでしたらクラシックホールってことにな

所であるという整理をシステムとしてしっ

ってしまいますけど、広場という場所はい

かりされることと、そのシステムをいろん

ろんな色に染まれることが大切だと思いま

な人にちゃんと知っていただくということ

す。

を、最初の３年ぐらいはとにかく頑張る必

とにかくそのときにいろんなものが動か

要があるんじゃないかなと思っています。

しやすくて動かしたくなるような状況をつ

さきほどの高校生の写真はですね、高校生

くって生き生きとした空気感こそが重要だ

自らがみんなで６万円ぐらい払ってやって

と思っております。

います。そういった高校生であってもお金

学生さんたちがまちを使うようなことに

を払ってそこを使うというような人が増え

なるといいなと思いますし、子どもさんに

ると、そのまちはイベントの予算がなくな

とっても遊びたくなるような場所だといい

っても、たくさんのことが起こるという状

なと思っております。

況がつくれると思っております。

そのためにも、グランドプラザには開業

とにかく熊本のまちにはたくさんのひと

当初あまりひとが居なかったので、人がい

がいらっしゃるんですけど、いつもちょっ

る景色を定着化するためにこういったプロ

と残念なのがなんとなく居る、なんとなく

グラムをつくりました。

ぼんやりしているというような人のシーン

お子さんでも幼稚園に通っている子もい

を見受けられることが少ないので、そうい

れば、通ってない子もこうやって一緒に遊

った意味では、ど真ん中に大きな場所がで

べるような多世代の交流が生まれます。

きて、そこでなんとなく居る人が生まれる、

そのときに、伝統産業の職人の技をみせ

このプロジェクトが非常におもしろいんじ

ていただく機会をつくったりしました。

ゃないかなと思います。

私はもともと建築畑で、ルイス・カーン
という建築家がすごく好きなんですけれど
も、カーンが都市をこのように語っていま
して、非常に心に響いています。
「都市とは、
小さな子どもが歩いていくと、将来一生を
かけてやろうとするものを教えてくれる何
かに出会う、そんなところだ。
」と。
とにかくお子さんがいることで何が生ま
れるかというと、それを眺めにいろんな人

写真 7 富山グランドプラザ（ストリートライブ）
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写真 7 のようにとにかくストリートライ
ブとテーブルと椅子があるだけでも、なん
となく雰囲気つけることができるんじゃな
いかなと思います。ちなみにストリートラ
イブは３千円の使用料を払ってライブをや
っていらっしゃいます。だけど投げ銭はな
んと３万円入ったそうです。ですので、こ

写真 9 富山グランドプラザ（平日朝九時半の風景）

の投げ銭によって彼らは場所代も払ったう
えで、東京から来られた方だったんですけ

写真 9 は平日の朝九時半に百貨店がやっ

ど富山のおいしいものを食べて帰られたと

ていなくても、いまの富山では日常的に広

いう出来事が生まれました。

場に、これだけ人がいるという状況になっ

そのときにたくさんの人がいろんなこと

ているという紹介です。

をやると、これからとても大事だと感じて

ありがとうございました。

おります地域性、個別性、多様性というの
が充実するのではないかなと思っておりま
す。

星野氏：ご感想を。

とにかく広場っていう場所はニュートラ
ルです。
「なんでもやれる、なんでもやって

山下氏：これから都市の魅力というのは都

みよう。
」という運営の姿勢が重要だと思っ

市のど真ん中に歩行者専用空間をどのくら

ております。

いの割合で確保できるのかが私は「みそ」
だと思っておりますので、そういった意味
では非常に楽しみなプロジェクトだと思い
ます。
星野氏：はい。ありがとうございました。
それでは３名の方とディスカッションして

写真 8 広場の良さ（いつの間にか一緒に遊ぶ）

いきたいと思います。３０分くらいかな。
これを最後したいと思いますが、写真 8

で、最後１０分ぐらいを皆さんとのやりと

のように別々に遊んでいた人たちが、なん

りという感じになるといいなと思います。

といつの間にか一緒に遊んでいるといった

お二人ですね、仕組み派の木下さんと設え

ことが生まれるのが広場の良さなんじゃな

派の山下さんみたいな、そんな感じだった

いかなと思っております。

んですけど共通するのはお二人とも民とい
うか、在野目線というのはしっかり共通し
てたなあと思うし、まあ使うということが
大事だということが共通していたのかなと
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思います。話の順番どおりに議論のポイン

しい躯体をゼロから建てるよりも回収がは

トを展開していきたいと思いますが、まず

やくできるので。我々もだいたい３年から

は、仕組み派の木下さんのほうから、数字

５年の投資回収でリノベーションプロジェ

の話はどうなってるのという話がありまし

クトを仕掛けていくんですけども、先にや

たが、稼ぐというところでどんなことが大

って期待値を膨らましていくということが

事なのか。

すごく大切です。
もう一個は、まじめにやらないというこ

木下氏：先ほど市長にプレゼンしていただ

とです。誤解を恐れずに言うと、全国の都

いたのですけども、基本的に都市間で競争

市整備、駅前とかもそうなんですけども、

するときは、他がやっていることをそのま

都市土木の人達がやっていると、めちゃく

まやってもダメなんですね。従来型の行政

ちゃまじめにやります。これで失敗します。

は、他にあって、地元に無いもの、マイナ

何故かというと、人が集まるということは

スの部分を補完することをやっているんで

まじめな理屈ではないんです。目と目を見

すけども、これは血で血を洗う争いをみん

つめ合う行為ではないんですけど。

なでやってしまうことになってしまいます。

我々は仲間である HOME 総研所長の島

皆が同じものを提供しようとするからです

原さんが「センシュアスシティ」という都

ね。地域が稼ぐ基本は他でやっていないこ

市ランキングをやっているのですが、ヨー

とで、やっていないことです。我々が今や

ロッパのシティマネージャーとかみんな言

っているプロジェクトでも新規開発でやる

うんですけど、ここに来て、誰かが居て、

のは結構時間がかかるので、やっている間

出会いたいな、人と話をしたいなとか、い

の時間はすごくロスがあって、この間にあ

ろんなものの機会があるとか、色々な期待

そこの部分をどう使うのかというのがすご

値がどれだけあるのかという視点でまちを

く大切です。プラスアルファ、再開発施設

見て回る。何メートル道路を造ろうとかね、

の話をすると、ほとんどの地域は、再開発

歩道が何メーターでどうでというハード的

施設の敷地内の話しかしないです。隣接す

な思考で話をしていると、マニアみたいな

る不動産はいっぱいありますけど、何も無

ものですね。そんなものは一般市民や消費

いところでやっている訳ではないですから、

者にとっては、何にも関係ない話で。セン

周辺にある不動産ビルをリノベーション・

シュアスシティのランキングでは熊本は微

既存建築物活用で用途を変えていったりし

妙に低いんです。センシュアスシティのラ

て、これからできてくるところの期待値を

ンキングはホームズ総研のウェブでただで

上げていく為に周辺をどうやって活用して

閲覧できますので皆さん是非ダウンロード

いくのかということを面的にやっていくの

して下さい。新書も出ていますから、ぜひ

は他がなかなかやらないので。リノベーシ

よければ読んでみてください。そういうも

ョンのほうが新築より投資回収がすごく早

のの、他の都市がやらない、センシュアス

いです。熊本も上ノ裏通りを含めていろい

シティの指数を上げる為には、もしかした

ろやってらっしゃいますけども、やはり新

ら、さっきあった、河の利用、白川を含め
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てですね。もっと面的に再開発敷地外を含

話をすると、ここをどうするんだ、ここで

めて全体的でまちの挙動を高めていくとい

何やるんだという企画ばかり考えちゃうん

うのが大切で、再開発施設、広場、商店街、

だけど、人が来たらどこのお金をどっから

お城、川、こういうものを全体でいまやっ

落とすのか周辺の話を含めて全体で最適に

ているようなやり方を大きく転換していく

もっていくという、事業収入と

機会にどう繫げていくかが、他ではあまり

税収入と全体で見ていくという仕掛けが不

やらないことですね。再開発の話をすると、

可欠であると思います。

固定資産

担当の方と話をしても、再開発施設の話し
かない。意外と多くの方が再開発施設はど

星野氏：ありがとうございます。そういう

うなんだという議論しか出てこないという

視点から富山とかそこら辺でもいろんな工

ことは、脱却するべきかなと思います。

夫とか、あるいは経験とかから何かありま
すか。

星野氏：今日のテーマは再開発施設では無
く、その周りのオープンスペースをどうす

山下氏：富山の広場は一事業でして、主軸

るかというところは大きなきっかけになる

は公共交通です。路面電車ＬＲＴが新設し

と思うのですが。

たというところが一番素晴らしいと思いま
す。後は、富山の場合は後付けですけども

木下氏：それは大切だと思います。さっき

商業施設が増えました。私はまち会社に勤

ちょっと市長からもありましたが、駐車場

務していたんですけど、まちなかでお昼を

とか駐輪場は極めて大切です。海外でも人

食べられるお店が少ないため、まち会社が

を集める企画自体というのは先出しでお金

自ら「にぎわい横丁」というものを経営し

を出すということはあるのですけども、使

ていたくらい、お昼を食べるところが無か

ってしまうということもあるんですけども。

ったんですね。ですが、広場が直接関係し

それは使っちゃって、公共性があるから使

ているか調べていませんが、にぎわい横丁

いっぱなしにしていいんだということは基

の意味合いがなくなり閉店されまして、商

本的に許されないです。ドイツの広場のマ

店街に飲食店が増えました。

ネジメントをやっている団体もどこで回収

今、兵庫県の明石市というところの事業

するかというと、駐車場とか駐輪場の利用

にも関わっているのですが、明石も 1 月 27

が上がるので、そこでちゃんと回収できる

日に再開発施設がグランドオープンしたば

事業の仕掛けとかをやっていく。

かりなのですが、そのときに周辺の施設に

後は、周辺の不動産の価値が上がれば、

対して仕掛けをしたか、確認はしていない

固定資産税評価額の上昇が期待値を高めて

んですけれども、周辺の民間商店街のお店

いって、固定資産税収入が上がっていく税

が改装されたりしており、そういう機運を

収効果の範囲で、行政が投資をしていく。

生んだという意味では、良いスタートを切

いわゆる収入と支出の管理しながらやって

ったなと思っています。実際、商業施設に

いくためには、今みたいに、一個の敷地で

ついては 12 月 1 日から開業しているのです
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けども、魚の棚商店街の大晦日の売り上げ

ども。やっぱり安全なまちをどうやって作

が３割増したと聞いていまして、そういっ

るか。そういう意味では面的に考えること

た小さな効果ではありますけど、良いスタ

は、今の交通センターの再開発だけでなく、

ートを切った、ゴールではなく、スタート

これからどういうところと繋がっていくの

を切ったと思っています。

か。
その時に福岡が、博多ってものすごく便

星野氏：まちなかのパブリックスペースは、

利なまちだなと思うのが、空港から地下鉄

他がどう盛り上がったかが一番大事ですよ

から道路が、交通が整備されているという

ね。そこらへんで何か市長が考えられてい

ところが良いところですよね。こういう移

らっしゃることはありますか。

動のしやすさというのは今後考えなければ
いけない。再開発のエリアに人が来やすい

市長：私が中高生の頃、ここの近所で、皆

のはバスが集中しているからということも

でまちに行こうと言って。まちといったら、

だし、市電がそこに走っているということ。

上通り、下通り、新市街でして「上ブラす

また、駐車場をきれいに整備すればそこに

るばい、下ブラするばい」と言っていまし

人が集まる。そこを起点にして、じゃあ人

た。そのときにまちに対して魅力と、熊本

がどう動くか、ということを今からいろん

はまちが集中しているというのが非常に特

な分析をしながら考えていくことが大事か

徴的なところでして。それで中心市街地を

なと。それで、木下さんがおっしゃられて

お城と交通センターのエリアと、上通り、

いたけど、周辺の皆さんが再開発も含めて

下通り、新市街と水道町含めて面で繋がっ

これで刺激されて、こういう風に商店街を

ていくためにはどういう仕掛けをしたら良

変えていこうとか、隣のビルをもうちょっ

いんだろうかというのは、市長になる前か

ときれいにしようかとか

らずっと考えていました。その時に大事な

今まであったところも含めて外装を変え

のは公共交通。人がどう動いていくか、歩

てみようか、景観・街並みをもうちょっと

いていける範囲をどれだけつくるか。下ブ

変えてみようとか、皆が新しい発想をする

ラ、上ブラ、ぜんぜん歩けますよね。その

ようにならないと再開発する意味もないし、

時に、人が動きやすい、そして若い人もお

公共が投資する意味も無いのかなと思いま

年寄りの人も含めてですけども、歩きやす

す。

さとか周りの環境ですね。何かいやな感じ
のまちって、入った感じで避けようとする、

星野氏：面的にというか、例えば電車通り

危険な香りがする。ニューヨークの一本は

の街並みも、現在なんとなく、下通りが表

ずれたローワーイーストサイドとか行くと、

通りでこちらが裏通りになっていますが、

一本間違えると本当に殺されてしまうよう

ここもすごく表になりますよね。そうなる

なエリアがあり、今はだいぶ良くなりまし

と町全体のまち並みも変わってきて、それ

たけども、本当にあったんですよ。私ほん

がお金になってというのが理想ですかね。

とにやられそうになって怖かったんですけ
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市長：例えば、この広場に面しているとこ

る施設をつくるわけです。もともとここは

ろのビルで会議をやったほうが心地よいと

ものすごい金額で県から前々町長が決定し

か、泊まるんだったらそういうところに。

て買っちゃったんですけど、そうしたら、

例えば、ニューヨークのプラザホテルはセ

買った年が 1998 年でその年が税収のピー

ントラルパークの入口にある、そういった

クでした。土地を買ったら建物を建てるお

立地だからものすごく高いわけで、そうい

金がなくなってしまった。笑えない冗談み

う風に付加価値がついていくと木下さんが

たいな話で、雪捨て場としてずっと使って

言ったようにそこの価値が上がっていって

いたんですね。その代わりにテナント呼ん

自然に民間のいろんな収入で回っていける

でくると言ったんです。普通だったらどこ

そういう環境を作る。

も来ない、誰も投資しない。役所ですらや
らないところに民間でカフェ作れといって

木下氏：そうですね、重要なのは漠然と市

も乗ってこないのですが、年間 15 万人の人

民が集まるということになると議論が拡散

が来るという施設の、同じ建物内の場所だ

しすぎて訳がわからなくなるので、どうい

ったら店を出そうかなという、民間で投資

う人をどう積み上げていくという具体議論

しようかな、という人がいるのと同じで、

を進めなくてはなりません。周辺にテナン

今回の再開発施設内だけの話ではなくて、

トが来てくれたら良いなといっても来ない

ここにこれだけの人が来るってなったとき

です。どこに出店している、誰を狙いにい

に周辺の用途の問題とかにはオフィスビル

くんだと。例えば、2000 年以降に周辺を含

が中心だけれども、面白い人たちも集まる

めて熊本市ででも郊外区域に移転していっ

ので、高層はオフィスでも良いけど、低層

ている商業店舗があるわけで、僕はそうい

はもっと商業施設にしようかとか、じゃあ、

う具体的にターゲットを定めて周辺不動産

リノベーションに対して地元金融機関合同

オーナーが合同でテナントを取りにいくと

で融資をかけようとか、入る人が居ないと

いうことがあっても良いと思っていて、よ

融資もかけられないので、ビルも合同で営

うは交通結節点をもってくるということは、

業を仕掛けていくとか、一緒にやりますか、

車以外のアクセスできる人がこれだけ増え

といったことは非常に大切になってきます

るということで、その数字がすごく大切で

ので、それがエリアマネジメントなんです

す。その数字をもとにして、営業をかけな

よね。日本のエリアマネジメントでよくな

ければ、黙ってて来てくれるほど今の世の

いのは、金使ってエリアマネジメントやっ

中は甘くありません。これはテナントもコ

て全然入ってこないって、金儲けが下手な

ンベンションも全て同じです。

人達がやっているとそういうことになるん

さっきの紫波町という小さな町でも「図

です。

書館に年間１５万人の人が来るからこの施

富山も山下さんは苦労された側だと思う

設にカフェを入れませんか、テナント料は

んですけど、交通政策の専門化が都市交通

いくら払えますか?」ときいて、建設費まで

をやると、交通政策の観点ばかりで、本来

コントロールしてその支払家賃で黒字にな

はその交通利便性によって特定エリアの価
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値が改善して、固定資産税収入総額が拡大
し、それによって財政的に交通を支えると

木下氏：間に合います。間に合わせなきゃ

いう仕掛けがないといけないわけですが、

ならないと思います。できてからこのシン

そういう全く金が回る仕掛けは二の次にな

ポジウムをやってないことが素晴らしいこ

ってしまう。実際の投資をみても、公共施

とだと思います。全部できてから、全部投

設が多数で、再開発待ちの民間用地が多数

資してからこれからの使い方をやりましょ

そのままにあり、昨年開発された総曲輪の

うとなると、お通夜みたいな会になってし

商業施設の状況をみても従来型再開発の問

まうんですけど、まだまだこれからどう使

題の象徴だと思っています。だから僕は富

うかの議論をやっている段階でお邪魔でき

山は失敗事例の一つだと思っています。モ

たのは本当にこれ幸いなわけです。山下さ

デルというのは、あくまで政策的意図とし

んに聞くべきことで、他でやられているケ

てはモデルであって、自治体経営的に見本

ースで、失敗色々ありますし、
「まずい」っ

にできるかどうかは、ちゃんと決算数字も

てことを二度目に繰返さないということだ

みて判断したほうがよいと思います。さて、

と思うんですね。これは私たちも沢山失敗

熊本は路面電車がレガシーとしてあるのは

をしていますが、成功より失敗のほうが多

素晴らしいことだと思います。しかし、新

く、失敗からの学びのほうが他の地域にと

規で作るためにはどこを拠点に周辺不動産

っては価値があるんですよね。だから、や

がどう動くかという視点を持って駅とか作

る前にちゃんと相談して、他の失敗と同じ

らなきゃいけない。でも例えば再開発組合

ことはやらないようにするのが原則。こう

がとんでもない赤を掘っちゃって、でっか

すれば成功するはなくても、こうしたら絶

いビル建てて動かないところに駅なんか作

対に失敗する、は明確に分かるんですよね。

っちゃダメなんです。民間投資が誘導でき

おそらく山下さんのところに困ってから来

ないです。民間投資が誘導できるところに

ると思うんです。作って「人が来ない」と

交通の結節点を持ってこなければ、税金は

なってから、
「山下さん、どうやったら人を

突っ込んだまま帰ってこないという話にな

呼べるイベント仕込めるんですか」とか相

ってしまう。作るなって話ではなくて、作

談に行くのは大間違いです。病気になって

り方が非常に大事ということですね。それ

からお医者さんに行くのではなくて、病気

は交通や都市計画とかの予算を使う側ばか

になる前に相談に行くという今日のシンポ

りの専門家が考えるだけではなくて、ちゃ

ジウムは素晴らしいと思います。

んと日本の開発にも稼ぐ側を見ることが可
能な不動産の専門家も入らなきゃいけない。

星野氏：市長どうですか。

金融の専門家が入らなきゃいけない。ここ
ら辺が必要かなと思います。

市長：口が悪いなって思ってね。富山はい
ろいろやっているのに失敗だとか。

星野氏：聞いておきたいのは、そういう議
論はまだ間に合いますよね。

木下氏：(笑)
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いやいや、まぁわかりやすく

言わないと、すぐに成功事例だから真似よ

カレーターが見えるような、角度とか、設

うみたいな話になるじゃないですか。それ

えとか、私も含め様々な方が口すっぱく５

でうまくいくなら、日本全国の都市は既に

年以上言い続けた結果、平日でも２万人以

再生していますよね。もっと上手い仕掛け

上の人が通っているので明石は良いスター

になっていれば、山下さんがやった効果は

トが切れたと思っている。私は木下さんと

もっと大きなものになっていたわけですよ。

言っていることはそんなに違っていないよ

マイナスになっている誰も来ないようなと

うに感じています。確かに私は、結果が出

ころを来るように仕掛けてもらうことを山

てから頼まれることが多いので、そうなら

下さんに依頼していることが問題だという

ないように予防線をいっぱい張ってもらっ

話ですね。ハード整備の段階から、使うと

ているのが木下さんだとお見受けいたしま

かイベントを仕掛けるいろんな人を集めて

した。

くることができる人にどうしたら使いやす
くなるのかという視点で見ないといけない

木下氏：いやー口が悪くてすみません。が、

ので。僕らは、富山のグランドプラザに行

富山一つ見ても、いろんなプロジェクトの

って、資料もらって、あれと同じものと作

主体が関わっているので、一緒くたに考え

っちゃったところがある。いやーさっきで

てはいけないと思います。ＬＲＴの話もあ

た明石とかももう危ないんじゃないかと心

りますし、隈研吾事務所に頼んだ美術館と

配なんですけど。建ててから、皆思うほど

図書館の複合施設とかはワンフロアで１０

じゃない、どうしようとそういうのはたく

数億使ってＬＲＴでケチってやった意味が

さんあるので、事前に早めのパブロンが大

無いような公共投資もあるし、その他も

事。

様々な開発がそこにあるんです。そういう
ものが組み合わさって作られているので、

山下氏：本当に富山のグランドプラザと同

いっしょくたんにみてはいけないんです。

じような屋根だけをかけているだけのとこ

グランドプラザの山下さんのプログラムは、

ろがいくつかあるんです。私もドキドキし

プログラムで見なきゃならないし、他はほ

ています。それで何も生まれていないんで

か。コントラストを見なきゃいけない。こ

す。

れは、さっきの紫波町のプロジェクトもそ

そうではなくて、例えば明石のことです

うなんですけども、民間でやっているオガ

けが、あかし市民広場は駅前なのですが、

ールプラザ、オガールベースなどは良いけ

国道２号がありその向こうに魚の棚商店街

ど、ＰＦＩでやっている役場庁舎とかは、

がある。その国道２号を渡りたくなるため

やはり仕様設計とかが従来型で施設開発規

のポンプアップ機能として広場を整備され

模としてはやりすぎだと感じています。つ

たということでしたので、２階に広場があ

まり、
「◯◯が成功事例」といわれたら、な

って、とにかく２階に人は上がらないから、

んでもかんでも全てが成功しているなんて

２階に上がりたくなるような、要するにち

鵜呑みにしちゃいけない。解像度を高めて

ょっとしたことなんですけど、駅からエス

理解しないといかんわけです。成功事例集
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なんて補助金などで支援したものをどうと

がリーシングラインですから来ないでくだ

しても担当した省庁や自治体は事例として

さい」とかやってると、大きな広場に店は

載せたがるんですけど、ああいう事例集は

全然出てこないことになってしまう。経済

信用しないほうが良いですね。その後持続

インセンティブにセットにして市民の方を

的に活性化効果を維持できているところが

排除しないということは先ほどのスペース

どれだけあるか、冷静にみたほうがよいで

であれば十分にやっていけるのではないか

す。

と思います。紫波町なんて 20 坪ですよ。20
坪家賃１３万の店舗が広場に広げるだけで

山下氏：何をもって成功するかということ

月商 800 万円です。約３万４千人の町に、

なんですよ。このタイミングにこの話を聞

盛岡や花巻という隣接する大きなまちから

けているというのが素晴らしくて、例えば

もお客さんがくるようになるわけです。そ

ですけど、広場に滲む業態であることが大

ういうのが可能なわけですね。この経済的

事なわけです。関係者の方にはごめんなさ

な成功によって、そこの立地は商売をやり

い、広場に面した場所にＩＴ企業とか、銀

たい人があつまり、ちゃんと家賃が上昇基

行とかができても広場には何も滲まないわ

調になり、不動産価値も改善、固定資産税

けですよ。当然飲食店のほうが滲みます。

収入の拡大にまでつながって、結果として
公共サービスの充実に必要な財源確保にな

木下氏：それすごく大切なんですよ。広場

るわけです。そこは、排除ではなくいろん

は隣接している飲食店がさっきの話じゃな

なものに開放していくとちゃんとやれるよ

いですけど、スケール、いわゆる使えるよ

うな環境をつくることが実はすごく大切な

うにしていくことが大事。紫波町は貧乏な

んじゃないかなと思うわけです。最初から

自治体なんで民間でやるのは厳しい固定資

そういうのを想定しないとルール上、一番

産税でペイできないので、そこに隣接して

最悪なのは、条例とか作っちゃって、最初

いる店舗は、店舗自体の固定費は安いほう

から営業活動禁止となって、条例をもう一

が良いわけです。店舗が小さいということ

回改正しなきゃいけないなんてたいへんな

は受け入れられる客数が少ないということ

ことなんですよ。特定の誰にも使わせない

になるので、営業上の上限ってすごく小さ

となったら、結局誰も使えないから使われ

いものになってしまいます。そこを大きく

ない施設になる。先に述べたように「誰に

するために「広場をいつ使ってもいいです。

使ってもらえるようにするか」ということ

その代わりメンテナンスにお金がかかるん

を積み上げてこそ、利用者数は大きくなる

で、使用料をちゃんと払いましょう」とか、

わけですから、そこが重要なわけです。

「清掃をスタッフでちゃんとやりましょ
う」とか、
「トイレも最後閉めるときやって

山下氏：それは、なかなかできることでは

下さいね」というだけでビル管理上に掛か

ありません。

るコストってすごく変わるんですね。それ
を全部フルコストでやるとダメだし、
「ここ

木下氏：だからそういうのを早めに相談す
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るとへんなことが起きないので、関係者一

テナントに関して、最初からゾーニングと

同の方々の力がより生産的な発展的な方向

か、どういったお店をどういった位置にし

に。

て、広場とお店をどういった関係性でどう
いうふうな運用をしてもらうのかっていう

市長：たとえば、富山市って、森市長さん、

のも今からだったら議論もできます。そう

いろんな市長会でお会いしていろいろ話し

いったことで建物の中のテナントになると

て、すごくアクティブな方ですけど、富山

壁が出て、ある程度の空間サイズを区画し

市って熊本の人口の半分までいなかいです

てから、そうではなくて、先にお店を決め

けど、４１万人ぐらいです。うちが７４万

ておいて、その中でどうやってみんなでや

ですから。おそらく、LRT とか使っている

っていくか、そういった議論をちゃんと横

と思いますが、さっき、いろんな若い人か

浜市ではチャレンジされているので、そう

ら、高齢の方まで多様な方が集っていると

いったことが仕掛けられるとこれだけの人

いうことですが、ここでいうとどういう風

がいらっしゃる街ですから、いろんなこと

な工夫をするといろいろな方が来れるよう

が、いろんな出来事が生まれるんじゃない

になるかな、というアイデアをぜひお二人

かな。

にお聞きしたいと思っています。
木下氏：何事も先回り営業。この施設を利
山下氏：じゃ先に、そういう意味では非常

用する具体的な団体登録を一日も早くやっ

に広い面積だなと単純に思うので、静的空

たほうがいいと思いますね。つくって募集

間と動的空間をしっかり作ることが大事か

を始めるのはだめで、やはりいろんな団体

なと。

組織が熊本市はあると思うんですけど、そ
の方々が室内も屋外も含めてどれだけの

星野：くつろげる場所と活動できる場所。

方々がどうやって使うのかっていうのは、
ふた開けてからやるのではなく、事前にそ

山下氏：そうですね。そういうときに屋根

の方々の登録をちゃんと進めていくという

があればもちろん望ましいのかもしれない

ことが大切です。開業前に開業後 2-3 年の

ですけど、これは議論の余地もあると思い

予約が 7 割方埋まっているくらいになった

ますし、そういう意味では、大きな空間が

ら素晴らしいのではないでしょうか。スタ

ホールも面していらっしゃるので雨が降っ

ート時点から市民が積極的に使う施設にな

たときに屋根をかけておくというのは安全

るわけですから。あとは、特例とか減免と

パイですけれども、屋根がなかったとして

かあんまりしすぎないことですかね。結局

も雨が降ったら室内でやればいいと言った

多くの場合は稼働が低迷すると、安売りを

ような、選択肢があるというのが豊かさだ

して見かけの稼働を高めて「市民は使って

と思っています。そういう意味では、ラン

います」という言い訳にしたりする。それ

ドスケープ的観点では非常に重要ではない

では本当に市民に必要とされているわけで

かなと思いますし、それに対して、面した

はないわけですから。市長とか言いずらい
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でしょうけど、「チョー大切」です。

木下氏：そういうことやっていると、経営
が成立しなくなり、青森アウガではないで

山下氏：「チョー大切」です。

すが、結果として膨大なロスが積み上がっ
て、他に使ったらもっと素晴らしい公共サ

木下氏：ほんと「チョー大切」なのは、減

ービスができたはずの財源を失うことにな

免団体は自分たちの負担がないぶん、すぐ

ります。皆がちゃんとその空間や時間に必

に会議室とかを沢山抑えちゃうんですよ。

要なコストを正当に支払い、回していく。

ほとんど。それだと他の団体は使いにくい

この原則が歪んでいくと、せっかくつくっ

し、土壇場でキャンセルとかされると結局

た機会が、いろんな人たちに使ってもらお

稼働も低迷する。あとは予約とかに関して

うとした施設が、実質上本当に必要な人が、

もちゃんと飛行機とかと一緒で早割りとか、

必要な時に使えなくなっちゃうんですよ。

ただ早割りを適用した予約を直前にキャン

本末転倒ですよね。なにも排除するという

セルできないとかあるように、ちゃんとそ

のではなく、ちゃんと規律をもった形でや

ういったインセンティヴに沿ったルールを

っていかないといけないということです。

入れて行かないと事前にずっと押さえる団

どうせタダなら、押さえるだけ押さえちゃ

体はなくならないので要注意です。

えといって押さえといて、前日になって「あ
っ忘れてたな」とかなっちゃって電話がか

山下氏：よくあります。お金払わない人ほ

かってきて、使わないのでキャンセルでと

どそういうことをしますから。敵は身内に

かなると、稼働率なんかぜんぜん上がらな

いたりしますからね。市役所が市役所にそ

くなるので、そういうのちゃんとやってい

ういうことをよくしますからね。

かないと、ちゃんとお金払う。これは市が
どの部署が使ってもタダっていうのは絶対

市長：市役所が、
「これはなんかのシンポジ

あってはいけない。だらだらと長時間会議

ウムするから押さえとこう。
」と言って押さ

をやってもタダとなれば、放置される。会

えてた。

議室の問題だけではなくなるわけです。民
間の企業でそんな馬鹿なことやっている企

木下氏：それは、各部署がちゃんとコスト

業はありません。

払ってもらわないとですね。

そういうのも含めて、一個の施設の話で
はなく従来の慣習を変えていく大きな機会

市長：部署がはらう？キャンセル料を。払

として、いろんな人たち一番最大限利用し

わないでしょうねこの人たち。

ていただける条件を作るというのが、すご
く大切なので、事前に団体を集めて、それ

星野氏：今日もキャンセルなんですか。

を単に意見を聞けというわけではなくて、
「ちゃんと皆が使えるというのはこうです

市長：そうですね。

よね」というのをちゃんと合理的に説明を
していかないと。実はいろんな NPO セン
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ターとかが結構そういうことになっちゃう

市長：もちろん、いろんな主体が入ってこ

んですよ。

ないとダメだと思います。当然投資したく

だからそういうことにならないようにで

なるような街でないと人は絶対いきません。

きる前からする必要がある。

だからなんで投資するかなんですよ。そし
たら、利益がそこで生まれる。そしてまた、

星野氏：ありがとうございました。パネラ

新たな雇用につながっていく。そういうこ

ーがすばらしいので、僕はなんもしゃべら

ともつながらないといけない。だから、そ

ずに。いや、すばらしいと思いました。

ういう意味では、今、木下さんがおっしゃ

その勢いでですね、あと１０分ちょっと

っていたように、このまちを限定的に考え

になりましたが、ぜひみなさんからのご意

るのではなくて、やはり人の入って来方っ

見ですとか、ご質問、あるいはこんなこと

ていうのが、外部からの外貨を稼ぐという

したいとかいうのでも、ちょっと会場と３

とすこし、語弊があるかもしれませんが、

人のやりとりみたいにしたいなぁと思いま

いろんなイベントをすることは外貨を稼ぐ

す。挙手してくれれば、マイクが行くのか

ことでありますし、それは熊本の市民に還

な。

元されていきます。税収とかいろんな面で
そういう計算をシビアにやれよ、というの

市民：質疑応答を時間限定でやってくれま

が木下さんがおっしゃっていることで。そ

すか。いろんな人がいるから、それを司会

れと中の人たちがすごく使いやすい快適な

の人にお願いしたい。それとディスカッシ

空間を作っていく。だから、特にお金を落

ョンはいいんですけども、私個人はクエス

とす人たちだけの話ではない。お金を落と

チョンマークですけど、熊本をどうするか

す人はお金を落とすんでしょうけど、やは

ということを HIS が入ってくるということ、

り、そこにいて心地よい、そこにたたずん

それとどうやって人が熊本に集まるか、こ

でいたり、高校生が夕方になるとそこで見

れを市長と行政とか産学全体で。人が集ま

つめあったりね、昔私もやりましたよ。そ

らないと問題は解決しないし、ビジョンと

ういうことも含めて両面あるんだな、とい

夢をもって 5 年、10 年、30 年先のことを

うふうに思っています。

やってもらわないと、明日あさってのこと
じゃないですから、これはずっと続くこと

市民：誘致を進めているんですか？

でしょうから、その辺を司会の人、ぜひよ
ろしくお願いします。

市長：誘致というと？

星野氏：はい、ありがとうございます。

市民：企業誘致。

コメントという感じですかね。市長のプレ
ゼンにもあったように時間距離とか、すこ

市長：例えばですね、あと 2 年半後に出来

し広域にどう人が集まるか。

ますので、どういう企業があるか、どうい
う段階のプレゼンがあるか、それから、今
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後、2 年後、3 年後にあるイベントだとか、

次は周りの我々が、どういう活性化を引き

そういう仕掛けについては、水面下でどん

出すことが出来るのかが、今、相当話題に

どんトップセールスもやっていまして。

なっています。

私自身も、トップセールスということで、

電車通りの図でいうと、右側に証券会社

東京に行きますといろんな方にお会いして、

がたくさん並んでいて、私も個人的にその

「2 年後に、実はこういうものができるん

支店長さんかなんかにお声掛けして、
「次は

です。ぜひ使ってください」と。そうする

こちら側でしょう」と「こちらの協議会か

と、今まで熊本になかったようなものがあ

集まりみたいなものをつくられるタイミン

るとですね、
「熊本にそういうのが出来るの

グじゃないですか」なんて話を雑談レベル

か」ということで、皆さん今、具体的に考

でしています。

えていただいている。

そういう意味で、批判は批判、批評は批
評として、あるわけですけど、まわりとし

市民：ＨＩＳは、入ってくるのですか？

てこれをもっといいものにしていくかって
いうのを、次の段階に入ったと思うので、

市長：ＨＩＳは、そもそも再開発会社に入

ぜひまた、木下さん、山下さんには熊本に

っていらっしゃいますので。

来ていただいて、また市長とバトルをして、
この広場だけじゃなくて、全体を活性化す

市民：澤田さんという人は、相当なアイデ

る動きにつなげるシンポジウムをまた開い

アマンなのでしょ

ていただきたいと思います。

市長：そういういろんな方のアイデアをい

星野氏：はい、ありがとうございます。今

ただいて、そして投資をどんどん呼び込む

日の議論を受けて、という感じですよね。

のが大事だと思っている。

ぜひご一緒に、ということかなあと思いま
す。

星野氏：はい、ありがとうございます。そ
の他、はい、どうぞ。お名前と、最初にア

市長：今のご意見を、ちょっと質問風に変

ドバイスいただいたように、コンパクトに。

えますと、木下さん、例えばこっち側（電
車通）は、パチンコ屋さんや証券会社があ

市民：桜町の一地権者です。今回開発され

りますけれども、ここが開けると、こっち

るところは桜町の 3 丁目なんですけど、

（オープンスペースや再開発施設等）の景

我々、1 丁目、2 丁目で、10 年くらい前は、

色・景観とかがすばらしいので、もうちょ

1、2 丁目は都心活性推進課とまちづくりの

っといろんな建替えや、いろんなことがで

ワークショップ、勉強会をたくさんやって

きるのではないかなあと。せっかくだから、

て、実はこの 3 丁目の再開発が始まったこ

皆さんがここに投資していこうというふう

とによって、ぷつっと途切れていました。

になるにはどうしたらいい？例えば、この

で、もう着工されたので、我々としては、

辺ホテルありますけどね、絶好の立地にな
39

るはずなんですよ。

を商店街と連動しながら。そういうことが

そしたら、建替えるとき、ちょっといい

できたときに内装投資に関して、地元金融

の作ってよ、みたいな話をしたりしてもい

機関と行政側で周辺一体の価値を上げてい

いのではないかなっていう、これ僕もやろ

く、これに関しては、例えば、北九州の小

うと思うんだけど、民間の皆さんがやるに

倉とかでやっているのは、認定事業に関し

はどういう風にやればいいかなあって、開

ては、やっぱり元本返済能力はみなければ

発を刺激していくって言ったら変ですけど、

いけないのですけれども利子に関しては、

いいまちを作っていくためには、どうした

一部利子補給に市も協調してやっていくと

らいいかって、ちょっと聞かせてください。

か、を仕掛けたりとか、それを、しかも時
限を切るんですね、何年までだったらやり

木下氏：今日もご説明してらっしゃいまし

ますというと、民間はそれまでに準備をす

たけど、ここね、何が起きてどういう状況

る。

になるのかっていうのを周辺地権者の方が、

重要なのは、公共投資と民間投資をある

どの段階、どういう風になるのかが分から

程度の密度で打ち込むことがすごく大切な

ないと、民間は投資ができない。

ので、要は、
「いつか起きたらいいですね」

もうひとつ、我々がやっているプロジェ

とやっていたら、期限を切らないでやって

クトとかは、いきなりホテル建替えとかっ

いたら、民間側も「いつやるんだ、どうす

ていうのは、そうすぐには出来ないと思う。

るの？」という話になる。

長期的には資金の話とか、入っているテナ

その話を、地権者の方としっかり、会話

ントさんの話とかあるので、ちゃんと地権

しながら、ここに何人がくるのか？これか

者の方だけの会を組成して、そこで自分た

ら営業していくとこういうコンサートが来

ちのビルの経営状況もあるので、今の会社

る、何が来るとかが、分かったときに、そ

の状態で投資が出来る会社もあれば、今、

れをある程度、理屈にして、テナント営業

経営状況的にパンパンで投資ができないと

をしていくみたいなことが周辺に起きてく

いったこともありますし、さっき言ったと

ると、より、さっきじゃないですけど、3

おり、東京資本の会社は、本社側に掛け合

丁目だけじゃなくて、１、２丁目において

わなければならない。そこをまず、整理す

の影響をより、拡大していけると再開発の

るって言うのが大切。プラスアルファ、中

波及効果が大きくなる。

の内装投資とかをやって、1、2 階を商業用
途で需要があるかもね、となったら共同で

山下氏：先ほど、木下さんがおっしゃった

リーシングの営業をかけていく、いわゆる

真面目にやらない、ということだと思いま

話し合いをするだけじゃなくて、一緒にな

す。行政の方は情報に対する制約とか、あ

ってテナントさんをどう呼んでくるかって

る、とは思うのですけれど、実態的にやる

言うはなしは、やっていくのが必要。

とすると、2 年以上まえから、ＭＩＣＥな

できれば、新築施設には入れないけれど、
これから、ぐんと伸びていくようなところ

どはどんどん決まると思うので、そういっ
たことを共有していって、具体化するって
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いうことが大事だと思います。

いたというのは、警察の人に聞くと、こっ
ち（商店街）側に、あんま言っちゃいかん

木下氏：そうですね、おきたときには知ら

かなあ？悪いやつがいるんだと、要は、犯

なかったとか・・・そういうことがある。

罪は、あっち側でね、酒飲んだときにいろ
いろ起こるとか、そんな風な話で、花畑公

星野氏：はい、ありがとうございます。そ

園はあっち向いていると。むかしに説明を

ろそろ時間でもあるんですけど、最後にも

聞いたことがあるんです。

う一つ、もしあるのであれば。

ただ、これから街並みが変わっていくと、

はい、お願いします。

どういうふうに位置付けるかという、そし
てあそこも、たぶん老朽化していると思う

市民：ＰＴＡがらみから。中学校のＰＴＡ

ので、市、県、県警とかと連携しながら、

をやっています。あまり良く分かってない

そしてあと民間の皆さんのビルからもね、

かもしれないのですけど、人がすごく増え

防犯カメラとかいろいろなものがあるんで、

ると思うんですね。子供のことを考えると、

そういったことも考えていかないといけな

治安とかも大事になってくると思うのです

いな、と思います。

けど、花畑交番が大きな木の向こう側に隠

それは、たぶん全国各地の事例、失敗じ

れているんですが。

ゃない事例をいろいろ教えていただいて、

あの場所が移動したりとか、例えば、もう

こうしたほうがいいっていうのも、参考に

少しこっちにあると事件があったとき、お

しながらやっていきたいと思います。

まわりさんがすぐ来られるというと、そこ
に集まる人も安心していられるのではない

星野氏：はい、ありがとうございました。

かなあと思いました。

ちょうど時間になりました。まあ一応、コ
ーディネーターの仕事、ほとんどしていま

市長：そういうご心配もあると思って、県

せんけど、時間を守るくらいはちゃんと仕

警の方とも、これあんまり言っちゃいけな

事をしたいなあと思います。

いのかな？そういう話をしています。

ほんとに具体的なアイデアから理念的な

やっぱり、県警も予算があるから、建替

ことまで、いろんなポイントが出たと思い

えとか、大変なことだと思いますが、やっ

ますけれども、僕は何よりも、皆様がこう

ぱり、さっきも言ったように、まちは安全

集まっていただいて、さらに市長も含めて

性ですよね、これから特に。

ですね、毒舌含めて、フランクに話し合い

歩行者空間が非常に広くなるものですか

ながらやっていくんだという姿勢がですね、

ら、子供たちやお年寄りの方も含めて、幅

すごくクリアにでた会かなあ、と思います。

広い年代の方が安心して、朝から夜までい

何しろ、結局、いろんな使い手を発掘し

るためには、そういう防犯上の機能、特に

たりですとか、あるいはエリア全体で考え

花畑交番が、いまあっち（電車通り）側を

たりですとか、準備、段取りが一番だとい

向いています。もともとあっち側を向いて

うこと、おそらく時間もないと思いますん
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で、ほんとに頻繁に皆さん集まっていただ
いたり、意見交換の場に積極的に参加して
もらって、こういう会をどれだけ沢山積み
重ねられるか、というのがすごく大事なの
かなあというふうに思いました。
まとめ的なところは以上ですけれども、お
三人、皆さん含めてありがとうございまし
た。
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