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講演会

「まちなかの再生と広場のデザイン－日本都市における広場論－」
香川大学経済学部准教授

講師

西成

今、ご紹介いただきました香川大学の西

典久

氏

というともう少し意味が変わってきて、私

成と申します。

自身は日本よりも、ヨーロッパ諸都市にみ

高松でこういった講演会をすると多くて

られる「広場」が頭に浮かびます。

も５０人程度の参加者ですが、今回会場を
見ますと満員で、かなり面食らっています。
かなり皆様意識が高いのだろうと、ひしひ
しと感じております。
今回のテーマは「広場」です。日本の都
市にとって「広場」とは何なのか。あるい
はまちなかの再生と「広場」というものは
どのような関係があるのか。そのあたりを
講演会を通じてお伝えできればと考えてお

写真 1 スペイン広場（イタリア）

ります。
私自身は大学時代に「広場」というもの

写真 1 は映画でも有名になったローマに

に関心を持ち、特に東京の事例を中心に歴

ある『スペイン広場』です。私が大学に入

史的な視点で研究してまいりました。東京

って、初めてイタリアに行ったときに、こ

でつくられた「広場」が現在どうなってい

の広場と出会うのですが、ただただ驚くば

るかというあたりから、現代の都市「広場」

かりでした。その後、帰国してから私自身

のあり方を説明していきたいと思います。

がまちづくり分野を目指す過程の中で、こ
の広場がずっと頭の片隅にありました。な

早速、お話しに入っていきたいと思いま

ぜ、そんなにも強烈に残ったかというと、

す。まずは、そもそも「広場」とは何なの

このような場所というか空間が日本には無

かということです。
「広場」の字の意味を調

かったからだと思います。特に『スペイン

べてみると、もともとは単なる広い場所で、

広場』のように諸外国の人々が集って、滞

昔は広い庭「広庭」と書いて「ひろば」と

在する、このような場所は日本にないので

呼んでいました。
「広場」の言葉自体のもと

はないかと感じました。

もとの意味は、単なる広い空間や場所を示

観光ガイドブックなどをみますと夜のロ

していたわけです。しかし、都市の「広場」
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ーマは危険だから外を歩いては駄目と書い

てあります。でも、実際歩いてみて驚いた

と、ほとんどが建物のある敷地で覆われて

のが、夜 12 時頃でも皆が広場に集まって、

おり、余る場所がほとんど無いという都市

広場の片隅から反対の片隅に向かって会話

構造になっています。

するような感じで話をしていました。広場

なぜ、そうなるかというと、一つは気候

中がここに集まった人々の話し声や笑い声

の違いといわれています。屋外生活がやり

で満載になっています。それを大学時代に

やすいか、やりにくいかということだと思

体験して、こんなに楽しい空間があるのだ

います。それと、これだけ明確な空間領域

ということを知りました。

が出るためには、石で造っていく建築物な

また、パリのモンマルトルの脇にある広

のか、それとも木で造っていく建築物なの

場では、油絵が売られています。ここでは、

かということで変わってくるのだと思いま

広場があると同時に、この広場で油絵を描

す。

く人々が技術を競い合って、芸術の都・パ

また、ヨーロッパと日本では、人々の空

リの歴史をつくってきたのだと感じました。

間領域に対する認識が違っているといわれ
ています。具体的に言うと、イタリアでは

それでは、こういった「広場」というも

靴を履いたまま部屋に入りますが、日本で

のが、はたして日本にあるのだろうかとい

は必ず靴を脱いで家に入ります。つまり、

うことを問いたいわけです。そもそも、都

日本では家の外と中では、空間の意味が異

市の構造が違うので、まったく同じものは

なってくるわけです。イタリアでは、建築

無いのですが、似たようなものがあるのか

物に入っていく時に土足で入っていきます。

ということを考えていきたいと思います。

部屋が狭いので、皆が部屋を出て外でくつ
ろぐという暮らしをしていると言われてい
ます。
今、エジプトやシリアでは、広場に集ま
って皆がデモをすることが問題になってい
ます。つまり広場があることは、治める側
にすれば極めて危険なものになるというこ

図 1 イタリア（左）と江戸（右）の地図

とです。
これまでの学術研究の中で言われている

開国以前、日本は封建社会であり、広場

のが、開国前の日本には西洋の広場のよう

というものが危険視されていた可能性があ

に明確な空間形態をもつ広場を持たなかっ

ります。このようなことから、日本ではヨ

たと言われています。図１はイタリアの地

ーロッパに見られるような「広場」がなか

図と江戸の地図ですが、イタリアは建物以

ったと言われています。

外の空地をネットワークで繋ぐように街路

しかし、一方で、人々の日常的な交歓の

が通っており、明確に建物と広場というも

場、コミュニケーションの場を、日本では

のが分かれていますが、江戸の地図をみる

“道”が補完してきたという意見もありま
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す。
江戸時代の日本橋周辺の絵（図 2）をみ
ると、明確な広場という形態はありません
が、
“道”で人々がコミュニケーション、あ
るいは交歓をしていたということがわかり
ます。このように考えていくと、日本では
ヨーロッパ諸都市にみられるような「広場」
がないとしつつも、利用という側面からみ
れば似たような使われ方をしている場所が
あったのではないかと指摘できます。
写真 2 渋谷駅前広場(左上)、自由が丘(右上)、
新宿駅東南口周辺(左下)、新宿サザンテラス(右下)

なお、日本における広場の歴史をみてい
くうえで、1960 年代後半に起こった新宿西
口広場での出来事は大変興味深いものがあ
ります。西口広場では反戦フォーク集会が
行われ、当時の新聞には 3000 人が集まった
と報道されています。当時は学生運動がも
っとも盛んな時期で、ここに反体制派が集
図 2 近世江戸の河辺（日本橋）

まって集会をするということから、警察側
が「西口広場」という名前を「西口通路」

ここで、
「広場」というものを“形”と“使

と名称を変更することで、集会を規制した

われ方”という２つの側面から捉えていく

のです。

必要性がでてきました。明治以降に、コン

つまりここは“広場”ではなく“通路”

クリートが使われ始め、日本にも中高層の

だから、集まってはいけないと規制するわ

建築物が建ち並ぶようになるわけですが、

けです。当初、
「広場」の字義は、単なる広

そうなってくるとヨーロッパの広場の形に

い場所という意味だけだったのが、戦後の

よく似た空地が、日本の都市にも創出され

この時点では、人々が自由に集まるという

るようになってきました。

意味合いも「広場」という言葉に込められ

東京の事例（写真 2）としましては、渋

おり、それが嫌で警察は通路と名称を変え

谷の駅前や新宿など、あるいは、大阪の三

ることで規制をしました。
「広場」という言

角公園や高松の商店街内のドーム型の広場

葉に人々が多様な意味を込めてきたという

のようなものもあります。こういった、形

わけです。

の上ではヨーロッパの広場に似たような
「広場」が造られていることがみてとれま

次に、都市計画の中での「広場」につい

す。

て少しみていきます。日本では 1919 年に都
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市計画法が成立しますが、そこでは、明確

時に、石川栄耀は「広場」に何を求めてい

に道路、公園、広場、河川、港湾というよ

たのかということをみていきたいと思いま

うに、都市施設の一つとして「広場」が位

す。

置付けられています。それは、その後の改
定でも変わらず「広場」は、
「道路」や「公

今、ご紹介した石川栄耀、本名は“いし

園」と同様の都市施設として現在でも位置

かわひであき”
、通称“いしかわえいよう”

づけられています。しかし、道路や公園は、

と呼ばれています。1893 年から 1955 年の

それぞれ道路法や都市公園法といった管理

間に活躍した人物で、日本に都市計画法が

法が定められていますが、
「広場」にはそう

できて、内務省に都市計画の専門技師を雇

した管理法がありません。このため、行政

うようになり、その第一期生として内務省

が「広場」を造ったとしても「広場」を扱

に入ります。後世の都市計画学会からの評

うための管理法が無く、また「広場」を管

価をみると、都市計画の成立期を支えた人

理する部局も無いことから、行政的には「広

物として、
“戦前戦後を通じた都市計画界の

場」という都市施設はあっても使いきれな

イデオローグ”であるとか、
“ロマンチスト

いという状況になっています。また、これ

でユニークな都市計画家”と少し揶揄され

まで都市計画事業で○○広場をつくります

ることもありますが、都市計画学会に石川

と言ったとき、そのほとんどが駅前広場で

賞というものが残るぐらい著名な人物です。

した。駅前広場で都市計画事業をやる時に

都市計画技官としての華々しい業績の一方

は、その「広場」は道路法によって管理さ

で、こういった言葉があります。「『都市計

れることが一般的なようです。すなわち、

画』と云う華々しい名前を有ちながら自分

「広場」は「道路」という位置付けで解釈

達の仕事がどうも此の現実の『都市』とド

されるのです。このように、都市計画の中

コか縁が切れている様な気がしてならな

で「広場」は明確に定義されていないとい

い」というように、都市計画技官としての

う状況が続いているということです。

本務を自ら否定しながらも、都市計画とは
何なのかということを彼自身ずっと求めて

ここまで、都市計画での「広場」の位置

いきます。ちょうど、都市計画法ができて

付けについてお話しましたが、ここからは

第一期生でもあり、自分達で日本の都市計

おそらく都市計画の分野で、最も有名な人

画というものを考えていかなければならな

物の一人である『石川栄耀』という都市計

い立場でした。そのような人物が物凄く「広

画技師についてお話ししたいと思います。

場」に執着するわけです。

近代日本の都市計画を語る上で欠かせない
『石川栄耀』という人物が、実は多様な意

では、その「広場」にどのような意味が

味を込めて「広場」をつくっていました。

あったのかということをみていきたいと思

しかし、日本に「広場」をつくろうとして、

います。

そうした試みが挫折していくわけです。な

石川栄耀の生涯で一番有名な仕事は東京

ぜ挫折したのか、その過程をみていくと同

都の戦災復興です。そんな彼の仕事の一つ
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に、これまであまり着目されていなかった

当時、東京都の都市計画課長であった石

「広場」をつくるという仕事がありました。

川栄耀が、鈴木喜兵衛から相談を受けて、

その一つとして新宿歌舞伎町にある「広場」

数ヶ月の期間を費やして復興計画を検討し

を計画しました。

たということが『歌舞伎町』という本に書

新宿歌舞伎町の「広場」をみてみますと、

かれています。

繁華街の中心にあって、四周を建物に囲ま

石川栄耀は広場を中心に芸能施設を集め、

れています。これは、ヨーロッパの広場空

新東京の最健全な家庭センターにするとい

間に似ており、日本には珍しい空間になっ

う案をまとめました。図３の上側が区画整

ています。ここが、石川栄耀によって、計

理前、下側が区画整理後の地図です。区画

画的につくられていきます。ではなぜ、日

整理後には「広場」があり、その周囲に映

本には無いような「広場」をつくったのか

画館が計画されていますが、従前には「広

ということが疑問になってきます。

場」になるような場所は確認できません。

石川栄耀が「広場」に込めた意味を手繰

また、従前はグリッドといって格子状につ

っていく前に、歌舞伎町がどうやって生ま

くられた道だったのですが、区画整理後、

れたのかをみていきたいと思います。

わざわざＴ字路をたくさんつくっています。
これも非常に重要な意味があります。従前

1945 年 4 月にこの地区は焼け野原となり

の都市の街路と違って、新たな意図を持っ

ます。そこで、町会長である鈴木喜兵衛が

て街路パターンが整備されました。

中心となり、道義的な繁華街をつくろうと
自主的な復興事業を始めます。

では、竣工後の様子をみていきたいと思
います。竣工当時（写真 4）をみるとＭＩ
ＲＡＮＯＺＡという映画館ができています。

0ｍ

100ｍ

1950 年代には、テレビも家庭にあまり無い
時代であり、映画館ができることは、きわ
めて都市生活において重要な場所であった
と想像できます。真ん中に小公園のような
ものが築かれています。

0ｍ

100ｍ

図 3 歌舞伎町の区画整理前(上)と区画整理後(下)

写真 4 歌舞伎町の広場（竣工当時 1956～1957 年）
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また、同時期の夜は、ネオン街のような

石川栄耀が生前、メモ帳に書きためてい

空間になっていました。実際にここに当時

たものを親族の方々が本としてまとめられ

の若者が集まって遊ぶわけです。

ました。そこに、
「広場」に関する重要な考

1970 年代には周囲も高層化し、たくさん

え方が載っていました。マチュピチュの遺

の人が集まるような場所でした。

跡をみながら石川栄耀はこういった言葉を

2004 年になると、現在の状況（写真 5）

いいます。
「独自の文明を以って発展してい

に近づいてきますが、早稲田と慶応の早慶

たという国の首都に、広場があったという

戦の際に早稲田の学生が噴水に飛び込むと

事である。我々は都市計画史おいて、都市

いうことが問題になったらしく、それが危

生活が高度な段階に入り、市民生活が民主

険だということで、噴水が撤去され、真ん

的に社会的に高揚されてきた時、必ずその

中の小公園もなくなったという経緯があり

媒体として広場を見る事になっている。い

ます。

わば広場は、その都市の文化度の表象のよ
うなものになっている事を知っている。」、
あるいは「インカにさえあった、この社会
的に経済的に効用の高い広場がナゼ日本の
都市に無かったか。結局何となく日本人に
は本質的に都市をつくる社会感覚が欠けて
いるので、広場を持っていないのであるよ
うな気がして淋しいのである。」ですとか、
「友愛のあるところに広場があり、広場は
民主社会のレッテルであるように思える。
日本にそれがないことは淋しすぎる。
」とい

写真 5 歌舞伎町の広場（2004 年）

うような言葉を残しています。
また、現在は、中央部に波型の島状のも

すなわち、
「広場」は民主社会の表現であ

のをつくり、その外側に柵をしていますが、

り、文化の進んだ都市が持っている、
「広場」

本当に心地よいのかわからない空間になっ

のない日本は諸外国に比べ遅れていると、

ています。これは車を止めさせないために

少し驚くような言葉を残しています。

設けられたもので、空間のデザインとして

日本が諸外国に対して遅れていることは、

は必ずしも心地よい空間にはなっていない

「日本には西洋都市計画のベースともなる

状況といえます。

べき『広場と都市美の時代』約 2,500 年が
抜けている」というようなことも言うわけ

これまで、歌舞伎町の広場の経緯につい

です。東京で彼は「広場」をつくるように

て話してきましたが、ここからは、石川栄

動くわけですが、
「我々の狙いは東京を友愛

耀が「広場」にどういう意味を込めて何を

の都市にしたい事である。自分は都市計画

考えていたのかということをみていきたい

20 年、その間常に此の広場を提唱して止ま

と思います。

なかった。」ということも言っています。石
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川は「広場」を今後の都市計画における第
一の問題点と捉えています。一方で、
「日本
で広場をつくっても、果たして育つんだろ
うか」という疑念も同時期の本から読み取
れます。
ではここで、石川栄耀のいう「広場」と
いうものは何なのかということをもう少し
みていきます。
「パリに端を発したベルサイ
ユ風の緑と彫刻の広場は、単なる都市の創

図 4 名古屋の盛り場配置（1920 年代）

植物に過ぎない」ですとか、
「日本の駅前広
場は交通連絡施設であって、真の社会的な

はなく、徒歩が中心でした。そのような中

民主的な広場ではない」というようなこと

で、名古屋の盛り場（図 4）の配置（1920

も言っています。

年代）からもわかるように、駅の近くに商

つまり、
「広場」に、人と人とがコミュニ

店街があるという配置ではなく、それぞれ

ケーションするような場所である社会交歓

のまち（コミュニティ）の中心に商店街が

の要素があって初めて石川栄耀のいうとこ

あるというような構造であったようです。

ろの「広場」を意味するということです。

現在の社会ではそれは崩れてしまったよ

ですから、
「広場」をつくる時に人が集まる

うですが、当時はこういった徒歩圏内、生

「広場」をどうつくればいいかということ

活圏内に一箇所は商店街があったというこ

を考えていました。

とです。
一方で、ヨーロッパ中世の頃にあった「広

先ほど、講演会の冒頭で「広場」は“形”

場」は、徒歩圏内、生活圏内、あるいはコ

と“使われ方”の二つの捉え方でみていか

ミュニティの中に一つ一つ「広場」があり

なければならないというお話をしましたが、

ました。石川栄耀がこのようなことを言っ

その“使われ方”に関して、石川は以下の

ています。
「日本の商店街は、ただの商品売

ような言葉を残しています。

場ではない。広場のない都市に育った日本

「ある時夜の街を歩いて見てそこに、商店

人が、タクマズして造り上げていた社会中

という盛り場が一定の距離で燦然と明るく

心が、盛り場であったのである。」
、つまり、

輝いている事に気がついた。市民はおあつ

空間の“形”ではなく、
“使われ方”におい

らえ向きにその盛り場に集まって、何とい

ては、西洋の「広場」と日本の「商店街」

う特別の目的もなく交歓している。これな

は似ている、あるいは補完し合える関係に

ら広場がなくとも一応許せる。」なお、ここ

あるということです。

でいう「盛り場」は、ほぼ「商店街」と同

それでは、そのような考えを石川栄耀は

等の意味で石川栄耀は使っていますが、当

どのように設計に反映していったかお話し

時は車や鉄道による交通というのが盛んで

をしたいと思います。石川栄耀はターミナ
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ルビスタ（図 5）というものが大事だと言
っていますが、ターミナルビスタを形成し
ていない場合は、ある道路から見たときに、
必ず視線が突き抜けてしまうという状態で
す。

図 6 計画図（1947）

図 5 ターミナルビスタを形成

ターミナルビスタが形成されるためには、

図 7 実施図（1954）

道路が貫通するのではなく、視線が突き当
たる状態であり、中にいる人は包まれた感

の広場は、石川栄耀の設計意図が少々排除

じに思えるということで、これが「広場」

された形で竣工しています。そこがどこな

にとって大事であると言っています。

のかということをみていきたいと思います。

また、広場周辺の計画ですが、広場に繋

計画図では、道路から見たときにターミ

がるような街路については、曲がっている

ナルビスタが意識されていますが、実施図

道路やくい違いになっている道路など、こ

では広場への道路が貫通しています。また

うした街路のデザインが盛り場で人が集ま

当初、火災が起きた際に使用できる噴水が

る空間をつくる上で大事だということを言

考えられていましたが、実施図では、アイ

っています。

ランド状に変更されました。石川栄耀もこ
のような変更がその後に大きな影をもって

ここで、歌舞伎町の計画図（図 6）と実

いるというようなことを述べています。Ｇ

施図（図 7）をみていきたいと思います。

ＨＱによる建築統制が原因となって、こう

計画図は石川栄耀が作成したと言われてい

した変更が進んでいくわけですが、石川栄

ますが、この計画図に石川栄耀は様々な意

耀自身も変更点をマイナスに評価していま

味を込めていました。ただ、この計画図が

した。

事業化される段階では、一見大きな変更は

計画図から実施図のように変わり、道路

ないように見えますが、実は広場周辺で大

が貫通するため、車が入りやすくなります。

きな変更がなされました。現在の歌舞伎町

また、噴水がアイランド状になることで「道
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路」として管理しやすい場所になっていま

ことになります。交通安全のためというこ

す。図面上は非常に微細な変更に見えるか

とになれば、景観上の理由よりも説得力が

もしれませんが、そこでの使われ方、ある

強くなってしまい、田の字型の街が多くな

いは意味は、大きく違ってしまいました。

ります。

一言で言うと「広場」から「道路」に変わ

しかし、この歌舞伎町では、わざわざ、T

ってしまったわけです。実際、80 年代には

字路を計画しています。つまり、もともと

車の進入が常態化し、昼の広場は駐車場の

グリッド状であった街区も、わざわざ T 字

ように使われていました。

路を増やすことで、一つの盛り場として包

実は、ヨーロッパでも中世につくられた

まれた感じを与えるような設計となってい

「広場」が現代になって駐車場化して問題

ました。
「街形封鎖」といいますが、そのよ

になったことがありますが、それと似てい

うな工夫がなされていました。この T 字路

ます。

等は、実施図でも変わっていないので、現
在、歌舞伎町に行くと非常に T 字路が多く、
何か街の中に入り込んでいくような感覚が

それでは、歌舞伎町自体がどのようにつ
くられたかを少しみてみたいと思います。

得られます

石川栄耀は、盛り場計画の条件として、
「盛

また、土地利用という面も重要視してお

り場の目的はこの他にもっと重大な事があ

り、
「広場」の周りには映画館をもってきて、

る。それは、市民にとって、愉快な楽しい

その周囲に飲食店、物販店というようなゾ

市民クラブになる事である。この為には今

ーニングを考えていました。このようにし

申し上げた広場がある事なんか非常に有効

て、総合的にこの商店街あるいは盛り場を

なのですがその他に大切な条件としては街

計画していたということがわかります。

の形が「包まれた感じ」になってなければ
ならない。例えて言えば街路なら直線街路

では、何故石川はヨーロッパにみられる

よりはＴ字路Ｌ字路乃至は曲線道路がよろ

ような「広場」の空間形態を歌舞伎町につ

しい。」というようなことを書いています。

くろうとしたのでしょうか。盛り場とか商

つまり、街の形としてこの「広場」、程よく

店街があれば、ヨーロッパのような「広場」

曲がった道、突き抜けでない道といったも

をつくらなくても構わないと言っていたに

のが大事だということです。

もかかわらず、彼は「広場」にこだわるわ

実際に、彼が描いたとされる歌舞伎町の

けです。その一つの答えとして、
「将来的に

計画図をみていくと、まず、歌舞伎町の中

社会交歓の要素は「広場」や小公園のよう

に「広場」が計画されていて、その周囲に

なものに移っていくだろう」というような

非常に多くの T 字路がつくられています。

ことも言っていました。

現在の都市計画で区画整理等をやる時に、T

ただ、もっと大事なことがあります。石

字路はできればつくりたくないと思われて

川は日本の江戸時代までにつくられてきた

います。交通事故が起こりやすいので、90

盛り場の空間構成を研究し、
「広場」という

度で交差する道路をつくってほしいという

空間が重要だと彼自身は言っています。そ

-9-

れは何かというと、
「江戸盛り場はよく広小

の「広場」だけではなくて、
「広場」に繋が

路に出来ています。上野然り、両国然り、

るように、幅員 15ｍ以上の街路を貫通させ

浅草然り、筋違橋にしたとこで付近一帯は

ずにわざわざ曲げるようなことをやってい

広小路形になっています。
」ということを言

ます。これは、日本のどこかの広小路を意

っていて、
「考えて見れば浅草の観音様にし

識したものではないかということが図面か

ても名古屋の大須の観音様乃至は伊勢の津

ら読み取れます。

の観音様にしても、結局その境内が夜店を

もちろん、石川栄耀は、ヨーロッパの「広

入れて、一種の広場としての働きをやる。
」

場」から物凄く感銘を受けるわけですが、

というように、近代以前、江戸時代までに

それだけではなくて、日本の商店街、ある

形作られてきた境内や広小路といった空地

いは盛り場を育てるということが、日本の

があることが、盛り場を構成する上で、極

都市計画の使命だということを彼自身都市

めて重要な要素であることを指摘していま

計画人生の中で見つけ、その盛り場をつく

す。

っていくためには、空間設計として何が大

そこで、彼は、日本全国の伝統的な盛り

事かといったときに、日本の伝統的な盛り

場を歩き、
『盛り場風土記』としてスケッチ

場の空間構成から、現代の「広場」をつく

を残していきます。そのような中でも、広

っていったといえるでしょう。

小路があるような盛り場は、宇都宮、水戸、
高崎、甲府、柳ヶ瀬、広島、松本、富山、

石川栄耀の最後の締めくくりですが、日

松江、別府などの都市で見られます。そこ

本に「広場」が無いことを嘆いていました

に、人々が集まって社会交歓をするような

が、ヨーロッパの「広場」と日本の商店街

場所が生まれていくというようなことを述

とは機能的に一致しているということを見

べています。

つけました。これなら、
「広場」がなくても

こういった、日本における伝統的な盛り

一応許せるとしながらも、石川栄耀は形と

場で築かれてきたような空間構成を石川栄

しての「広場」にこだわりました。そこで

耀はかなり参考にしていて、名古屋の大須

は、日本の伝統的な盛り場というものを下

の街の構造で見られるような T 字路や、観

地にしきながら、ヨーロッパで行われてい

音様がある神社境内におけるターミナルビ

るような設計手法と空間構成を互いにミッ

スタなど、石川は西欧広場だけの影響を受

クスさせ、商業地の中に「広場」をつくっ

けているわけではなく、むしろ、日本の伝

ていったということが、石川栄耀の仕事の

統的な盛り場の空間構成から強い影響を受

中にみえてきました。

けて、それを歌舞伎町の計画図で再現した

ただ、このような「広場」の意味を研究

のではないかということが考察としてみえ

してきましたが、石川栄耀のこの思いがそ

てきました。実際、石川栄耀は都市計画技

の後挫折していくわけです。歌舞伎町の「広

師として名古屋に居て、最も身近な盛り場

場」も結局、駐車場として使われるなど、

として大須によく行っていました。歌舞伎

何を意図しているのかよくわからない場所

町の計画図をもっと読み解いていくと、こ

になってしまっています。石川栄耀が「広
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場」に様々な意味を込めてあらゆる考察を

とんどが集中しています。1949 年以降に事

していきましたが、それを現在の車社会や

業認可された事業は全てグリッド状で、あ

法律の中で、もう 1 度解釈し直して、ある

る意味でいうと標準的な設計で区画整理が

1 つの空間をつくっていくということが大

なされます。
具体的に 6 地区をみていきますと、写真

事であると思います。
石川栄耀が歌舞伎町でつくったような

6 の錦糸町では、わざとくい違いにして「広

「広場」は他にもあります。焼け野原にな

場」のようなものをつくりますが、現在は、

った東京をどうやってつくり直していくか

道路が突き抜け、無意味に横断歩道が長く

という時に、東京の戦災復興計画で小さい

設けられています。道路として管理するた

ながらも実施された「広場」として、変わ

め、こういった場所をつくっても、道路と

った小さい「広場」
（図 8）がつくられてい

しても変であるし、この空間をつくった意

きます。先ほど話したターミナルビスタが

図も活かされていないというような状況で

形成されているわけですが、こういった広

す。五反田も同様で、
「広場」のような空地

場状空地が歌舞伎町も含め、麻布十番、錦

を設けるが、その後の管理の仕方で、上手

糸町、五反田、大森、池袋の 6 地区で抽出

く活かされていません。

できました。

写真 6 錦糸町の広場状空地

当時の東京都の区画整理課が「広場」を

図 8 交通という観点からだけでは説明できない空地

つくることの意味を本に書いています。そ
これらの「広場」が計画された地区以外

れは、社会広場というものなのですが、主

の区画整理設計をみてみると、幹線道路が

要駅前の雑踏を緩和するための“駅前広場”

通って、そこに平行するような形でグリッ

と人間生活の社会化と協同化を考えた“社

ド状に街区がつくられていますが、これが

会広場”の 2 種類の「広場」があるとして、

一般的な区画整理の設計です。それとは少

この“社会広場”というものを東京都の戦

し逸脱するような設計が、先ほど挙げた 6

災復興計画の中で実現させていくというこ

地区で行われましたが、これは時期の早い

とを書いています。東京都区画整理課の課

1948 年 9 月までに事業認可された事業にほ

長は石川栄耀ですから、おそらく石川栄耀
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が深く係わっていることは間違いありませ

現代に生きているのであれば、間違いなく

ん。

ここは歩行者空間化したのではないかと思

ここで、注目していただきたいのは、こ

います。結果的に全ての空地が道路法によ

のような空地を区画整理の中でつくってい

り管理されてしまったということも一つ限

くのですが、大きく歩道を確保したとして

界だったのかと思われます。

も、そこには不法駐輪が目立ったり、ある

また、形をつくるまではいいのですが、

いは通常の四つ角の交差点と同じようにし

形の意味については、使っている人たちに

て扱われるなど、上手く使われていないと

理解されていないので、何に使ったらいい

いう状況が出てきており、むしろ四つ角で

のかわからなかったということも限界であ

はないから使いづらいと考えられています。

ったと思います。

このような状況がどのようにして生まれ

一方で、石川栄耀がやったことから可能

たかを考察すると、まず、一般的な「道路」

性も色々とみえてきまして、例えば、石川

として管理してしまっているから、こうい

栄耀が盛り場や商店街に注目したというこ

ったことが起こります。また、多様な意味

とが非常に大きいと思われます。関東大震

を込めて人々が集まるような場所とし、街

災の後に、小学校の近くに小公園をつくっ

の魅力の中心にしたいということを考えて

ていくのですが、ここで何をすべきかが書

いたわけですが、しかし、それが 50、60

かれており、運動、遊戯、集会ということ

年経った今はほぼ忘れられているというこ

が書かれていて、極めて理念的な人間像で

とです。

都市計画が構想されていったわけですが、

したがって、管理が「道路」でされたこ

石川栄耀はもっと人間の根源的な部分に根

とと、何故つくられたかということが地元

ざしており、通俗的とみなされた盛り場に

でもまったく理解されていないという 2 点

こそ「広場」あるいは公園をつくっていく

により失敗したということが言えると思い

ことを考えていきました。

ます。
それでは、もう少し公園という観点から
これらからどのようなことが言えるか考

考察を進めていくと、白幡洋三郎氏は「現

えますと、まず、石川栄耀の限界として一

在における都市の「公園」は果たして人と

つ考えた時に、区画整理設計として「広場」

人が自然と集まる場所たりえているか」と

のような場所をつくるのですが、その後、

いうことを指摘しています。現在の公園の

周囲の建築物を含めたマネジメントの体制

共通なイメージとしては、公園の周囲に道

というものがつくれなかったということで

路をつくって、周囲とは隔絶して、その周

す。

囲に柵をつくる、また、土や砂や草木等で

1955 年に石川栄耀が亡くなってしまい、

自然物を構成し、周囲の人工的都市と対比

その後代替わりが上手くなされなかった。

させ、夜は場所によっては閉鎖する公園も

さらに、モータリゼーションがはじまり、

あり、基本的には商業は禁止しますといっ

車社会になっていきます。もし石川栄耀が

たものが、一般的な公園のイメージです。
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しかし、石川栄耀はもう少し違う公園を

くると思います。

イメージしおり、例えば、現在の円山公園
では、以前はお庭の中に料亭があって、料

ここで、是非見ていただきたい映像があ

亭でお酒を飲んだ後にお庭で楽しんでいる

ります。イギリスのブラッドフォードとい

ような光景が描かれています。

う人口 46 万人程のまちでつくられたもの

つまり、日本国内の屋外における社会交

です。繊維産業が失速して、多くの移民が

歓の楽しみ方は、公園にしても、完全に自

流入し、その移民の第二世代の子供達が教

然であふれさせて、商業禁止ということで

育を受けられなくなり、スラム化してしま

はなく、多様な行動が起こるような公園、

いました。そして、暴動のまち、人種対立

あるいは空間を想像しており、かつて我が

のまちといったイメージが強くなったとこ

国にあった飲み食いを主体とした屋外の楽

ろです。まちの再生をかけてマスタープラ

しみ方が、石川栄耀が求めていた「広場」

ンを描いていくわけですが、それを解りや

とどこか似ているように思われます。

すく市民に伝えるために作成された映像を

また、公園は公園の部局、商店街は商店

見ていただきたいと思います。

街の部局で考えるということではなく、公
園と商店街をもう少しミックスして問題を

～～ブラッドフォードの映像視聴～～

解決していくというところに石川栄耀の面
白い視点があるのではないかと思います。
「広場」という意図をもってつくられた
場所が「道路」として管理されたため、人々
が集う場所ではなく、交通あるいは交通安
全のための場所になってしまいました。
また、
「広場」の理念を受け継ぐ主体、つ
まり誰がその広場をつくり上げていくかと
いう「主体」がいなかったというところに
有効利用できる「広場」が創出できなかっ
図 9 ブラッドフォード（イギリス）の
都市マスタープランイメージ

た原因があると思います。
しかし、
「広場」をつくっても、市役所の
中の一部局だけが管理し、そこの管理の論
理だけで動くと、つまらない空間になって
しまいます。では、どうすればいいかとい
うと、商業と「広場」という関係を考え直
すことと、
「広場」はコミュニティの表れで
もあるので、空間を形つくる「主体」をど
うするかという観点も非常に大事になって

実際にこの場所を訪れると、非常に浅い
水盤をつくる等、まちが変わっています。
このような映像をつくることによって、ブ
ラッドフォードがこのように変わるのなら
投資してもいいという周囲の投資家たちが
どんどん増え、実際にまちは建設ラッシュ
となっています。この映像にあったものは
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夢みたいなものですが、この夢を上手く見

最後になりますが、公共空間には街を変

せることによって、実際にまちが変わって

えるようなパワーがあると思います。これ

いくという状況がブラッドフォードには見

まで、道路法による道路がまちの魅力を削

られました。

いできた部分がありますが、商業と公園と
いうものをプラスしながら「日本型広場」

ここで、国内外の写真等をみていただき
たいと思いますが、現在のヨーロッパ諸都

をつくっていくとよりおもしろい街ができ
るのではないかと考えています。

市の事例からまちなかの再生のポイントを

そこで、大事になってくるのが機能分化

探ってみたいと思います。結論から申し上

する敷地をつなぐ空間デザインです。また、

げると、一番重要なコンセプトは“歩いて

「広場」は単につくったとしても、真に利

楽しいまち”をどうつくるか、だと感じて

用される「広場」をつくることは難しいと

います。

いうことは、先ほどご紹介した東京の「広

イタリアのサレルノ（写真 7）では、お

場」の事例からもわかります。

祭りでないのに日常から多くの人が歩いて

そこで、公平性の論理というものは無視

いますし、スペインのバルセロナ（写真 8）

していいのではないかと思います。つまり

では車道部分も歩行者空間化することによ

利用する側と規制する側で、誰かの利用を

り、人が歩いて周りのまちがよみがえって

認めたら他の人も認めないといけないから、

きたという事例もあります。また、国内で

禁止するという役所に多い論理ではいい

も横浜ですとか、金沢といった場所でもみ

「広場」はできません。また、利用する側、

られます。

規制する側という関係だけではいい「広場」
はできないと思います。規制だけではなく、
一緒に魅力をつくっていく運営主体という
ものが必要となります。さらに、魅力をつ
くる活動とそれらを受け止める空間デザイ
ンというものが重要となります。これらが、
現代の「広場」に求められている条件だと
考えています。
以上、私のお話は終わらせていただきま

写真 7 サレルノ（イタリア）

す。ご清聴ありがとうございました。

写真 8 バルセロナ（スペイン）
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第２部

トークセッション

講演を受けてのトークセッション

香川大学経済学部准教授

西成

蓑茂氏

典久 氏

熊本県立大学客員教授

蓑茂

熊本市長

壽太郎 氏

幸山

政史

めるかということを考えている最中です。

みなさんこんにちは。西成先生あ

りがとうございました。今、お話を伺い、

まずは広場に強い関心を持っていただき、

「広場」の基礎知識を授かったのが一つあ

ステークホルダーになっていただきたいと

りました。また、
「広場」が街の魅力をつく

いう気持ちを込めてお話しいただいたので

るということも実感いたしました。そして、

はないかと思いました。

何よりも先生の研究研鑽の成果としてご報

では、まず、冒頭の挨拶の中でも「広場」

告いただいたことが私としては非常に勉強

に強い関心をもった市長の一人ということ

になりました。今日ここにお集まりの方が、

を言われていましたので、幸山市長に講演

市民の方、研究をしている学生、それから

をお聴きになってのご感想をいただけたら

行政に携わっている方だということをよく

と思います。

お考えいただいて、限られた時間の中でプ
レゼンしていただいたことに感謝を申し上

幸山市長

蓑茂先生がまとめられたように、

げたいと思います。

基礎知識であったり街の魅力そのものであ

色んな話を聞く中で、若い学生の皆さん

ったり、
「広場」という誰もが知っている言

には、
「広場研究のススメ」を投げかけてい

葉ではあるのですが、その言葉の意味であ

ただいたような気もします。それから、行

りますとか歴史的な背景も含めまして、幅

政の方にはマニュアル行政でなく、考えな

広くご紹介いただき、大変ありがたく思い

がら新しいものを生み出す、そのような行

ました。それを常に、桜町・花畑地区に照

政をやらなければならいということを考え

らし合わせながら聞かせていただきました。

させていただいたような気がします。

聴いておりまして関心を持ちました点は、

それから市民の皆様には、今熊本ではこ

後半の課題の中で、管理運営の話でありま

の「広場」というものをどのように受けと

すとか、直接は「広場」と関係ないと思い

15

ますが、ブラッドフォードの映像の紹介も

りがたいと思いますが、いかがでしょうか。

大変興味がありました。桜町・花畑地区に
ついては、おそらくここにお集まりの方々

西成氏

日本の都市計画の中で交通広場し

は、これまで取り組んでいること等をある

かつくってこなかったという言い方には少

程度ご理解いただいているものと思います

し語弊があるかもしれませんが、一言で言

が、73 万市民など、もっと広域的な方々が、

うと近代都市計画が進めてきたのは、効率

桜町・花畑地区で進めようとしていること

化であったり、安全安心であったりだと思

についてどれだけ知っていただいているか

います。道路をまっすぐ通して幅員も変え

ということを考えた時には、まだまだなと

ずに街区を突き抜けるように通すのが一般

ころは否めません。今日の講演会も一環で

的な設計として考えられています。それは、

もありますし、これから様々な取組みを進

現在の自動車交通を円滑に進めるためとい

めていこうとしているわけではありますが、

う意味では、極めて論理的だと思います。

ブラッドフォードの映像での紹介といった

一方で、人が集まるための場所をどうつく

ようなものは非常に参考になると思いまし

るかという時に基本的な枠組みとしては、

た。そこに、いかに理念を込めることがで

ある敷地の中において、再開発事業等で大

きるのかということがポイントだというこ

きな敷地内に「広場」をつくり、人を集め

とも思いながら聴かせていただきました。

るということは日本でもやってきました。
しかし、道路においては、人が集まる道路

蓑茂氏

ありがとうございました。次に西

をどうつくるかという時に、どうしても道

成先生にお伺いしたいのですが、お話しを

路法で管理することが定められていて、そ

伺っていて、日本には交通広場といいます

の定めはすごく強く、それを解除するのは

か、そのようなものをこの現代の都市計画

なかなか大変だと思います。今後、熊本市

の中で造ってきたけど、交流・交歓広場は

では桜町・花畑地区のところを道路でない

あまり育ててこなかったと言いきってもお

形でやろうということを少し伺っています

かしくないでしょうか？熊本でも駅前に

が、今、日本で管理されている道路という

「広場」ができました。たぶん、交通広場

やり方では難しいのではないかと思います。

という発想だと思います。それから、辛島

また、イオンのショッピングモールの中に、

公園の前にも昔ロータリーがあり、これも

「広場」があります。イオンもそうですが

交通広場でした。しかし、なぜか人々の交

アメリカのショッピングセンターでは、別

流の場となる交歓広場というものが出てこ

の位置に核となるようなテナントを入れて、

なかった。石川栄耀の業績を聴いています

そこを繋ぐようにモールをつくります。そ

と、交歓広場の意図でやったものが、その

こを歩くときは冷暖房完備でまさに安全で、

後、全部交通広場に変わっていったという

さらに快適にショッピングもできます。そ

状況もありました。その辺りについて、も

こで、つくられている「広場」も気持ちは

う少しご指摘やなぜそうなったとお考えか

いいと思います。とはいえ、夜間は営業停

をいただけたら、この後の議論にとってあ

止となるなど、イオンという経営主体の意
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志のなかで広場の管理運営がなされます。

心市街地の活性化、回遊性の向上のために、

これでは、真の意味での市民広場とはなか

核をもっと核として、ただ単なる中心部の

なか言えません。例えば、イオンの「広場」

核に留まることなく、熊本の顔として位置

でデモが起こるようなことは想定できない

付けたいという思いもあります。さらに 2

わけです。したがって、一敷地、あるいは

核 3 モールというものを熊本城も含めたと

一管理者による「広場」は現代においても

ころでもっと広い回遊性向上を目指してい

たくさんできていますが、それでは石川栄

きたいという中で、桜町・花畑地区での取

耀が想定したような「広場」はつくれない

り組みは、中心市街地活性化を目指すとい

と思います。

うことだけでなく、熊本の顔づくりという
意味におきまして大変重要な事業であると

蓑茂氏

ありがとうございました。再び幸

思っています。

山市長にご質問しますが、
「広場」は桜町・
花畑地区に限らず、熊本市全体の再デザイ

蓑茂氏

現在、富山や長岡など全国で「広

ンの中で何か可能性があるなと感じていま

場」つくりが行われています。そのような

す。熊本市もコンパクトシティであるとか、

「広場」をみてみますと、公園とは違うテ

防災など色々と課題をお持ちだと思います

イストがあるということを感じます。雪国

が、その辺りついてはどのようにお考えで

だからかもしれませんが、最近は屋根がか

すか。

かっている「広場」が多く見られます。桜
町・花畑地区には、花畑公園があって、辛

幸山市長

桜町・花畑地区のことになって

島公園もあるではないか。だから、もうオ

しまうかもしれませんが、2 核 3 モールの

ープンスペースは十分だという疑問が熊本

話をさせていただきたいと思います。熊本

市民の間ではあると思います。公園は、都

市の場合、中心部を 2 核 3 モールと呼ぶの

市公園法という法律で管理されています。

は皆様ご承知の通りだと思います。通町筋

道路は道路法で管理されています。都市公

と桜町・花畑を 2 つの核とし、それを上通、

園法では屋根付き広場を想定した場合、最

下通、新市街の 3 つのモールで結んでいま

大で 12％までの建蔽率までしか許されな

す。これを中心部の賑わいのゾーンとして

いということになりますので、花畑公園や

私たちは表現しています。確かに、それぞ

辛島公園に十分な大きさの屋根をかけると

れには商業施設があったり、片方には交通

いうことは出来ない状況です。昨今では、

センターがあったり、人が集まりやすいエ

ゲリラ豪雨が非常に多くなり、イベントを

リアであることは間違いないのですが、そ

企画する側はそれに対する対応を考えなけ

れが本当に核と呼べるゾーンなのかどうか、

ればなりません。本当の核となり、熊本の

本当に人が集うゾーンになっているのか、

顔になるためには、やはりそのような「広

ただ単に買物をする場になってしまってい

場」が必要なのかなと感じています。そう

るのではないかというようなところを再認

いったことが今回の講演の中で聴けたなと

識する必要があると思います。そして、中

いうのが強い印象ですし、また、最後のブ
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ラッドフォードの例からは、そのような空

先生には熊本市内もみていただいたという

間そのものが、外部経済価値を生んで周辺

ことですが、そのような可能性について少

市街地の更新を誘発しているというのは、

しお話いただけませんでしょうか。

少し先の話になるでしょうが、想定してお
7～8 年前に熊本を訪れまして、そ

かなければいけないと感じながら聴かせて

西成氏

いただきました。

の時は本丸御殿もできていなかったと思い

さて、西成先生に質問をしたいのですが、

ますが、ちょうどその頃はまちづくり三法

石川栄耀が全国の盛り場をスケッチしたと

の議論があり、中心市街地とは、守るべき

ありましたが、あの中に熊本は入っていま

か、もしくは経済活動の効率化を優先する

せんか。

べきかという議論が全国であった頃です。
私自身も東京に居まして仕事で各地に行く

西成氏

おそらく入っていると思います。

ことが多くあったのですが、熊本を訪れて
中心市街地の問題に対する認識が一つ変わ

そのように、伝統的な空間に学ぶ

りました。何かといいますと、ものすごく

ということは非常に大事だと思いますし、

中心市街地が人で賑わっていることです。

そのような歴史的空間を内在しているのが

モールをつくるような商店街の構造はわり

熊本市だと思います。先生の話にもありま

と西日本に多いのですが、どうしても核が

したが、社寺境内などそういった場所に広

潰れていってしまい、モールが形成されな

場があり、また橋詰広場といって橋の横に

くなってしまう地方都市が多いです。熊本

必ず広場をとり、架け替えの時のための機

市の中心市街地は非常に多くの人が居て、

能をもっていました。また、日本の公園も、

しかもモールも非常に歩きやすい印象です。

上野公園も寛永寺の境内で、芝公園は増上

その際に、ちょっと用事で郊外に車でいく

寺の境内です。だけども、戦後の GHQ の

機会があったのですが、車道に代行の列が

指導のもとで政教分離ということから、境

できていました。こういった光景は熊本で

内の広場を公園から外しなさいということ

しか見たことがなくて、皆中心市街地で飲

になって、人の憩いの広場であった肝心な

んで、代行で帰るのだなと思い、これは私

部分が消えていったという経緯があります。

のいる高松市では絶対ありえません。中心

ですから、石川栄耀がやった伝統的な盛り

市街地で飲む人はいるが、数も熊本より少

場に学ぶようなことを、もう一度やってい

ないし、代行で帰るという文化があまりあ

くことも非常に興味があると思いました。

りません。ですから、熊本の人々は、市街

先ほど、
「広場研究のススメ」と言いました

地で仕事仲間と飲むという文化があるのだ

が、もしここに学生の皆さんがいましたら、

と思いました。熊本市の中心市街地がなぜ

是非熊本で研究をやっていただきたいと思

元気なのかということは都市計画的な話題

います。そのような研究活動が起きている

としては面白いと思います。他都市と比較

街というものが、新しいものを生み出す可

してもおそらく賑わいがあると思います。

能性をもっていると思います。今日、西成

市街地に人々がいることは熊本市の一つの

蓑茂氏
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特徴でもありますし、今後どういった価値

その土地の記憶を大事にした「広場」つく

付けをしていくかが重要であると思います。

りをやっていきたいと思っています。それ

これから、桜町・花畑地区での取り組みを

から、あの場所は、常にお城が見える場所、

うまくやっていけば、まちなかのトップラ

“借景”といいますか、熊本城の景観が常

ンナーになっていくと思います。

に望める場所でもありますので、そこで
人々が集う、あるいは熊本内外からこられ

蓑茂氏

今、先生にそのような発言を求め

た方々が熊本を感じながらゆっくりと過ご

たのは、是非熊本の研究をやっていただき

していただく場所として相応しい場所だと

たいと思っています。私は熊本市の都市政

思っていまして、そのような思いも込めて

策研究所の所長をやっていますので、客員

今から進めてまいりたいと思っていますの

研究員という仕組みをつくれますから、研

で、先ほど蓑茂先生からお誘いがありまし

究をする時に、熊本の学生さんにも手伝っ

たけれども、私の方からも是非熊本で研究

てもらって取組めるような仕組みもできま

をより深めていただいて、トップランナー

すので、現代の石川栄耀になって是非よろ

なりオンリーワンなりのお手伝いをしてい

しくお願いいたします。
（会場から笑い）

ただければ大変ありがたいと思いますので、

市長から西成先生に何か質問等ありませ

是非お力添えをお願いいたします。

んでしょうか。
西成氏
幸山市長

お世辞も少し含まれているのか

もしれませんが、先ほど西成先生からトッ

私自身も何かお力添えできるので

あれば、都市づくりに是非参加させていた
だければと思います。

プランナーにもなりうると言っていただき
ました。トップという表現がどうかという

蓑茂氏

こともありますし、オンリーワンという言

したが、実はこの方が日本都市計画学会の

い方もありますが、やはり私たちも目指し

設立にも関係していまして、一昨年でした

ていきたいと思っています。私たちにとっ

か、60 周年の記念シンポジウムを東大の安

て桜町・花畑地区は大事なところでなんで

田講堂でやりまして、私が実行委員長をや

す。よく歴史の記憶とか蓑茂先生がおっし

りましたが、その時に天草のご出身で『お

ゃいますが、以前は熊本城が栄えていた頃、

くりびと』の小山薫堂さんにお越しいただ

花畑屋敷として庭つづきのまちの大広間の

きました。その際に、まちづくりというも

ような空間であったということもあります

のを生活者の視点で考えないでよくここま

し、近現代もずっと核であったことは間違

でやってきましたねというような感じのこ

いありません。そこを、いかにして未来に

とを言われました。ですから、今日の話の

向けて残していくかという中で、土地の記

中で、
「広場」は、道路や公園よりもずっと

憶というものは大事にしていかないといけ

生活者の視点でやれるのではないかと思っ

ないと思っています。花畑屋敷を再現する

ています。そのような可能性を秘めている

のは現実的ではないのかもしれませんが、

のではないかと思いますので、その辺りの
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先ほど石川栄耀のお話しがありま

ことをこれからは市民の皆様と一緒に考え

違った可能性を秘めているということを、

ていければいいのではないかと思います。

皆さんで共有していただけたのではないか

先ほど西成先生のスライドの中に、現在円

と思います。これまでの既定のものだけで

山公園となっているところの絵がありまし

新しいまちづくりができるものではないと

た。食べたり、飲んだり、温泉につかった

思います。我々が高校時代は、オールナイ

りといったことが公園と一体になっている

トニッポンというラジオを聴きながら勉強

という話です。実は、そういった処が熊本

して（いたふりをして）いました。しかし、

にもあったということを皆様には知ってお

今、我々はラジオ深夜便で何か癒されてい

いていただきたいと思います。ご存知の方

る時代なのです。私流に言いますと、経済

もおられるかもしれませんが『下河原公園』

大国に向かう時代と生活大国に向かう時代

です。熊本最初の公園として白川の河川敷

といったときに、20 番目の政令市熊本がフ

にありました。ここにはクアハウスのよう

ロントランナーで走れる何かがあるとする

な人造温泉がありました。それから、そこ

ならば、その一つに「広場」の位置づけと

では昼食も出して、それで公園の経営をす

活用を考えてもいいのではないかというこ

るというやり方でした。昔そのようなもの

とを最後にご提案させていただき終わりに

があったのですが、行政が全部管理すると

したいと思います。西成先生、それから幸

いうことになり、また、河川の改修もあり

山市長、大変ありがとうございました。そ

無くなりました。今、改めてもう一度その

して、会場の皆様、ご協力ありがとうござ

ようなことを見直さなければならないとい

いました。

う“パークマネジメント”の動きが起きて
います。西成先生がおっしゃった熊本のト

※会場からの質疑もありましたが、ここで

ップランナーという部分をそのようなこと

は割愛させていただいております。

でやれたらいいのではないかということを
今回のトークセッションを通じて感じまし
た。
蓑茂氏

そろそろ時間のようでありますの

で終わりにしたいと思います。
「広場」とい
うものを真剣に考えることによって、いく
つか新しいまちづくりの兆しがあるのでは
ないかと感じました。たぶん、
「広場」と公
園は同じようなものではないかという認識
もあろうかと思います。道路がちょっと広
がったものが「広場」ではないかという実
態もあったかと思います。しかし、確かに
そのような延長上のものではあるが、また
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