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理事長あいさつ 

一般財団法人 森記念財団 理事長 小林 重敬 

 

 ただいまご紹介いただきました小林でございます。開

催にあたりひと言ご挨拶させていただきます。森記念財

団の都市ビジョン講演会はこれで第 6 回目になります。

昨年度の講演会は今年の 3 月に開きました。そのときは、

エリアマネジメントとエリアリノベーションというテー

マで講演会を開催させていただきました。本年は、ご案

内のとおり「社会実験」がテーマですが、エリアマネジ

メントに寄与するという副題がついております。森記念財団は近年、エリアマネジメント

というテーマに注目し、いろいろと調査研究活動をやっております。三つの調査研究委員

会に、いろいろなサイドからの研究者、実務者にご参加いただき、エリアマネジメント全

般についていろいろな方面から研究をしているところです。その関係もございまして、昨

年度と本年度のテーマの中にエリアマネジメントが入っています。 

 もう一つ、エリアマネジメントをテーマとして講演会を開いた理由は、昨年、全国エリ

アマネジメントネットワークという組織が生まれ、今日おいでいただいた方々の中にもそ

の関係者がたくさんいらっしゃるのではないかと思います。その事務局を大丸有エリアマ

ネジメント協会と分担して担っています。森記念財団はその中で、情報拠点としてアンケ

ートを採るなど、いろいろな情報を会員からその都度いただく立場です。 

 近年、全国エリアマネジメントネットワークの組織が活動している中で、特に際立った

言葉として社会実験という言葉が出てまいりました。エリアマネジメント活動を本格的に

進めるために、まず、社会実験をこなして、そのあと、活動を本格化していくことがしば

しば行われているようです。その社会実験をテーマに本日、このような講演会を開くとい

う運びになりました。今日は多くの、さらに遠方からの参加者もおいでいただき、議論さ

せていただきます。 

実際、今日のテーマの社会実験というのは、公共、民間、それぞれが公民連携でどのよ

うにエリアマネジメント活動を、今後わが国でしっかり展開していくか、手がかりになる

ものです。まず最初に、そういう活動についてたくさんの情報をお持ちであり、実際に実

践されている泉山さんから基調講演をいただきます。そのあと、全国エリアマネジメント
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ネットワークの中でも、特に社会実験を本格的に展開している四つのエリアマネジメント

組織にお話をいただきます。そのあと、パネルディスカッションをさせていただきたいと

思います。 

私から言うのもおかしいのですが、おそらくエリアマネジメント活動と社会実験という

テーマで、最も充実した話し合いができるのではないかと期待しています。ぜひ皆さん、

ご期待いただきたいと思います。 

 最後になりますが、先ほど申し上げたように、森記念財団はエリアマネジメントに関す

る調査研究をかなり本格的に進めておりますので、来年度、再来年度、2 か年ほどにわた

り著作を刊行したいと思っております。ぜひ、ご関心をお持ちいただければありがたいと

思います。簡単でございますが、私からの挨拶とさせていただきます。よろしくお願いい

たします。 
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基調講演 

「タクティカル・アーバニズムによるパブリックスペース利活用 

－利活用実験の先にあるプレイス・マネジメント－」 

東京大学先端科学技術研究センター助教 一般社団法人ソトノバ共同代表理事・編集長 

泉山 塁威 

 

 ご紹介にあずかりました、東京大学の泉山と申します。どうぞよろしくお願いいたしま

す。今回の講演会は公共空間の活用と社会実験ということで、本日はその二つの関連性に

ついてお話しさせていただければと思います。 

 まず、自己紹介をさせていただきたいと思います。所属が多いのでわかりにくいのです

が、基本的には大学の教員をしながらソトノバというウェブマガジンの編集長をやってい

ます。ほかにもこういった社会実験の実践や、最近ですとアクティビティ調査の研究をし

ています。専門は基本的にエリアマネジメントを研究していたのですが、私が博士課程に

入った 2012 年ぐらいから、エリアマネジメントの世界が公共空間の利活用について非常

に注目を浴びだしたというところもあり、公共空間の利活用、そういった制度や社会実験

を私自身も調査研究するようになったという形です。 
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 ソトノバについてはご存じの方もいらっしゃるかもしれません。2015 年から始めたパブ

リックスペースのウェブマガジンになっております。最近ではパブリックスペースの研究

やプロジェクトなども行っております。「ソト」なので、屋外なのですが、こういった公共

空間や、外に関しての情報というものがバラバラになっている。各エリマネ団体がレポー

トを上げていたり、行政がリリースを出していたりということはあったのですが、事例を

探すのにも非常に大変だったというところがあります。ソトノバというメディアに、屋外

やパブリックスペースの情報が集まってくると、いろいろな実践者の方も事例を探すのが

だいぶ楽になってきますし、利用者や読者の方は、どんどんこういう場所があるのだとい

うことを知ることができるということで、そういうことについて情報の課題があるという

ところから始めました。 

 私が今日、パブリックスペースということを多分何回も言うと思うのですが、よく「公

共空間」と言うと、行政の道路や公園、水辺といった公共空間をイメージされる方も多く、

それ以外の公開空地などは民間敷地と呼ぶと思います。利用者や使い手にとっては、誰が

持っているかということは特に関係ない話です。実際に所有している人や利活用していく

主催者側の人にとっては、いろいろ攻めていくときに重要なのですが、そういう使い手の

視点に立って考えていきたいということで、私が今日、パブリックスペースというのは基
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本的に屋外空間全般のことを指します。ウェブマガジンは sotonoba.place と URL を引い

ていただければ、このようなトップページがでてきます。もうすぐデザインをリニューア

ルしたいと思っていますが、日々情報発信をしています。 

 ここから、私が関わったプロジェクトについて利活用や社会実験のお話をしていきたい

と思います。これは私が学生のときから 6 年ほど関わった兵庫県姫路市の姫路駅前広場に

なります。日本の駅前広場の多くは、こういったバスやタクシー、また一般自動車が中心

にレイアウトされた広場です。日本の駅前広場のほぼ大半がこうだと思いますが、姫路が

すごかったのは、ほぼ四割のスペースに、芝生やサンクンガーデンのようなスペースを前

面に取りました。駅前の一等地で、子どもや高齢者、お母さん、いろいろな多世代の人が

自由に無料でくつろぐことができる場所があるということは、都市にとって非常に価値が

高いと思います。また、エリアマネジメントに繋げると、街のイメージというのはかなり

駅前のイメージに直結しているところがあり、駅前の価値やイメージが高まることは、そ

の街のイメージが高まることにかなりリンクしているのではないかと思っています。 

 いま姫路に行くと、この芝生を次にどうするかということを考えているようです。こう

いった芝生広場やサンクンガーデンを行政の標準的な管理だけではなく、そのプラスアル

ファの部分で市民の人や民間の人が議論しながら、エリアマネジメントまで議論をしてい

るという最中です。イベントも行われていたり、たくさん人が使ったりするので芝がはげ

ていくわけですが、そういった居心地のいい場所と、マネジメントをいかに両立していく

かということ、これは 2 年前に完成しているのですが、それについてはいまもまだ議論さ

れています。私は公共施設整備が、できたら終わりではなく、完成したあともマネジメン

トについて議論しながらやっているというのは素晴らしいことだと思います。完成がない

というか、関わり続けるということです。 

 これは 2 年ほど関わりました池袋駅東口グリーン大通りです。この話はわりとよくする

話なので今日は詳しく言いませんが、行政主導でオープンカフェの社会実験をしました。

当時、2014 年というと国家戦略特区が制度としてできた翌年で、豊島区が国家戦略特区に

どういうメニューで出していこうかを考えたときに、国家戦略道路占用事業があり、それ

を見越しながら 2 年間で 3 回の社会実験を実施しました。ほかにも南池袋公園など、いろ

いろなプロジェクトがありました。 
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 そのときに私が体験したのは、いろいろな方々との会議で、このグリーン大通りの将来

像などを議論していくのですが、資料や言葉だけではなかなかイメージできないものが、

実際にこういった社会実験を通じてその場を体験してもらうことにより、「そういうことだ

ったのだね」ということをイメージしてもらったことです。これは、私の中で非常にいい

経験でした。実際に人が使うということはどういうことなのかということをやってみせる

ということ。このあたりがタクティカル・アーバニズムにも通じると思います。 

 私は研究者ですが、こういった社会実験を行ったりすることで、実際に企画運営や警察

協議にも参加しました。研究調査としては、これまでオープンカフェなどの社会実験は十

数年やられてきました。しかし、大体効果測定で使われている手法はアンケートと交通量

調査だけで、これらの調査方法からはオープンカフェが人にどれぐらい利用されているか

というデータが全く出てこないのです。その中で、ここの研究でも出ているので明らかに

したのですが、歩行者交通量のグラフと、実際に座っている人を数えた滞在時間グラフと

いうものをつくりました。 

 そこで実際に起こっていたことは、ここが顕著だったのですが、保健所の関係などでお

昼時にオープンカフェでご飯はなかなか食べられていないということだったのです。つま

りカフェでスパゲティを出したりするのですが、それが屋外には持ち出せないということ
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があり、オープンカフェのお昼時の利用者というのはけっこう減っていたのです。いまま

での評価は、歩行者交通量が多ければオープンカフェを利用されていたという評価でした

たが、全然利用されていないではないかということです。実際に社会実験の中でアクティ

ビティ調査をしていくということが非常に重要だと感じました。つまりいままでは、「この

イベントに 1 万人来ました」という集客人数しか測っていなかったのですが、人がたくさ

ん来るから公共空間が使われるとは限らないということがわかりました。 

 これは 3 月にやった神奈川県厚木市の FLATPARK というサードプレイスの実験です。

これは、実際にこの公園をよくしようという話ではなく、将来的に再開発や広場整備の計

画があるので、それに向けての整備計画のコンセプトが、厚木らしいサードプレイスだっ

たわけです。ただ、関係者の方々は、言葉としてサードプレイスと言っているのですが、

具体的に実感していないので、実際に自分たちでもイメージができていませんでした。そ

ういった中で計画をつくっているのは非常に恐いと思いました。体験やイメージを持って

いないので、実際に 4 日間、こういう公園で場をつくってみて、厚木らしいサードプレイ

スというのはどういう人が使い、どういうことをしているのかということを試したのがこ

の実験です。 

 結果としては、実際に高齢者の方や子育て世代の方がたくさん利用していました。そう

いった方々が、わりと日常、平日の昼に利用している人たちなので、その人たちのために

どういう広場をつくっていったらいいかということを、この実験からフィードバックしま

した。これもアクティビティ調査ですが、これは４日間の合計なので、かなりデータの量

が多いのです。どういうところに、どういう人が、何をしているのか、どこに滞在時間が

多いのかを明らかにしています。 

 ヤン・ゲールさんはコペンハーゲンのパブリックスペースの専門家ですが、彼が言って

います。公共空間の質が高いということは、必要行動、つまり歩くとか食べるなどの最低

限必要な行動だけではなく、任意行動という任意で行う行動や社会行動、挨拶や眺めると

いうコミュニケーションするような活動が多いほうが、質が高いと言っています。厚木の

結果をそのように並べてみると、こちらがかなり多いことが明らかになりました。いま私

の関心は、アクティビティの調査をやっていくことで、どういうふうに評価していくのか

という評価軸について研究している最中です。 

 これは 7 月に大丸有エリアマネジメント協会にご協力いただいてやりました、利活用実

験祭です。これはどちらかというと、丸の内仲通りで何かしたいということではなく、タ
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クティカル・アーバニズムの人材育成プログラムの場として、ここを使わせていただきま

した。実際、27 名の学生と社会人が集まり、タクティカル・アーバニズムやパブリックス

ペースの利活用を学びながら、3 か月間で企画を考え実践し、データを採るというところ

までやりました。丸の内仲通りというのは都心なので、歩いたり座ったりというなかで、

居座るというアクティビティは気持ちがいい、そういう体験を私の中で発見したと思いま

す。また、こういった足水なども実際にやるとかなりいろいろ大変なこともあったのです

が、そういったことをどうやったら実現できるのかということを、この 27 人たちは企画、

協議の中で経験しました。 

 これは、私が UDCO というアーバンデザインセンター大宮のディレクターをやってお

り、先月やった大宮の社会実験を簡単にご紹介したものです。おそらく、都市計画道路の

暫定整備中の場所で社会実験をやったのは日本初ではないかと思います。このようにガー

ドレールや柵で普段囲われていた場所が、都市計画道路の整備段階で、かなりの時間、都

市空間にあるわけです。普通であればこのような形でずっと囲われている状態ですが、こ

の場所をどのように活用していこうかということを話し合いました。 

 これが前日の設営の段階です。こういった都市計画道路には、仮設のガードレールがあ
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りますが、それをバーカウンターにしたり、都市計画道路らしさを活かしたりしながら 10

日間の社会実験をしたのです。 

 今回おもしろかったのが、道路区域というのはこのエリアまでで、この土地は何かとい

うと、道路予定区域という行政が買収した土地になります。道路に関しては道路占用許可

に準じるという形で行政の許認可が必要ですが、警察に関しては、管轄外ということで道

路使用許可は不要でした。もちろん車があるので協議はさせていただいていますが、そう

いった形でやりました。 

 今回の主題ですが、公共空間利活用と社会実験について、分けてお話ししていきたいと

思います。改めて、今回言葉について調べてみました。利活用というのは、利用と活用と

いう意味ですが、活用というのは基本的に十分に活かして用いる、効果的に利用するとい

う意味があります。利用は、使って役に立てるということです。ですから、活用というと

ころで言うと、もう少し価値がないものについてどうやって価値を上げるかという意味合

いがあるのではないかと思いました。また、道路占用許可と道路使用許可で言われること

ですが、使用というのは、基本的に、単純に使うとか、占用というのは独占して使うとい

う意味があります。そういったことは意味を分けて考えていきたいと思います。ですから、

公共空間利活用とは何かというと、公共空間を効果的に利用する、使って役に立たせると
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いう意味があります。 

ここ数年、公共空間の利活用は非常に注目を浴びております。これはいつも出す資料で

すが、2003 年の東京のしゃれた街並みづくり推進条例がおそらく最初の公共空間の利活用

の規制緩和だったと思います。それから、河川、公園、道路という形で、特に 2011 年以

降、規制緩和が非常に多く、あるいは、エリアマネジメントを支援する制度がたくさん増

えてきています。何ができるようになってきているかというと、小泉政権以降、民間活動

やエリアマネジメント活動がしやすくなっているということが挙げられます。そういった

制度がかなり増えてきましたが、微妙に指定管理ができる、できない、あるいは、空間区

分によっては少し違う特徴がありますが、そういった特徴も踏まえながら、こういった利

活用制度をどんどん使っていくという形になってきています。 
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また、社会実験に関係しますが、社会実験自体は 2000 年ぐらいから非常に多く、続い

ている部分もあったのですが、やはりここには法制度上、道路空間などになかったことも

あり、社会実験で終わってしまったこともけっこう多かったかもしれません。ただ 2011

年からは規制緩和されて、常設化や日常的な利活用ということも踏まえて社会実験をして

いることが非常に多くなってきています。そういうことで時代の転換期になってきている

のではないかと思います。使えないパブリックスペースから使っていいパブリックスペー

スの時代に変わってきているのではないかと思っています。 

最近少し言葉が多くなってきているので、簡単にご紹介したいと思います。プレイスメ

イキング、これはスペースをプレイスに変えるというアメリカの手法です。それから今日

のタイトルにあるタクティカル・アーバニズム、これは小さなアクションから長期的な変

化を求める概念です。これを簡単にご紹介したいと思います。 

プレイスメイキングという言葉自体は、ジェイン・ジェイコブズさんという方が 1960

年ぐらいから語っていたのですが、1992 年にアメリカの NPO、Project for Public Spaces

（PPS）がアメリカのブライアント・パークの再生のプロジェクトを手掛け、プレイスメ

イキングを実践し手法化しました。プレイスメイキングというのは基本的にコミュニティ

主導なので、地域のステイクホルダーを集めて実際のスペース、ハード的な空間の課題や

問題を特定し、どういうプレイスになったらいいのかというビジョンを先につくります。
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そのビジョンをもとに社会実験、ここで言うと LQC（Lighter, Quicker, Cheaper）と言う

のですが、手軽に素早く安価にという手法を用いながら実験し、プレイスのあるスポット

や公園をつくっていくということをやっているのがプレイスメイキングです。ブライアン

ト・パークはこちらです。 

ここでプレイス（Place）と言っているのは、意味性のある場所、目的・やることのある

場所ということで、居場所とは少し意味が違うと思っています。つまり、そこの空間で花

を眺めるとか、挨拶をするということをやりたいか、やりたくないかというところですが、

人の目的が持てるような場所をつくっていくことが居場所とかプレイスだと思っています。

プレイスの効果は PPS がまとめていますが、ここでは省きます。プレイスメイキングとい

うのはスペースに目的を与えることと言えると思っています。 

 タクティカル・アーバニズムですが、駆け足でお話しします。プレイスメイキングは昔

からある概念ですが、タクティカル・アーバニズムは 2012 年頃からのまだ 5 年ぐらいの

概念です。ここにありますが、Short-term Action for Long-term Change、長期的変化の

ための短期的アクションというキャッチフレーズがわかりやすいです。短いアクションか

ら長期的な変化に変えていこうということです。いままでは日本もそうですが、いきなり、

ガッツリとハード整備を始めて、その空間のデザインや使われ方が検証されずにどんどん
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整備されていったわけです。そして 5 年から 50 年と、ものによりますが、また新しくつ

くり直すというやり方をしていました。 

 それに対して、いま起きている社会実験はこの辺ぐらいまでなのですが、1 日とか 1 か

月、あるいは 1 年という短期的な実験をすることで、使われ方などいろいろな検証をして

いきます。そういう検証をして、そこからだんだん少し暫定的なデザインや長期的なハー

ド整備に繋げていこうというのがタクティカル・アーバニズムです。いままでの都市デザ

インやまちづくりというものは、基本的にビジョンや計画をつくり、デザインをして、運

営していこうという戦略的な流れだったと思います。これを完全に否定しているわけでは

ないのですが、こういった流れの中で、地域で動かなくなってきたとき、つまり合意形成

が難しくなったときに、こういったタクティカル・アーバニズムという手法を取り入れる

こともありなのではないかと思っています。 

 ということで、いろいろな概念がありますが、共通するのは実験をしながら長期的な常

設整備や都市地域再生に繋げるということです。ビジョンをつくるところから始めるとか、

アクションから始めるとか、始め方は微妙にいろいろ違うので、そのあたりは専門的に使

い分けるようにしています。 

 少しアクティビティの話をしていきたいと思います。基本的には、都市空間の中では、
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歩くという通行行動と、滞留行動という二つの行動しか私はないと思っていまして、この

アクティビティということがいま、注目されています。 

 いままでは集客という、何人来たかということについて考えていただけだったのですが、

どれぐらいの滞在時間を利用したのかということとアクティビティの種類に注目していま

す。社会実験にも言えると思うのですが、その広場とか公共空間を整備すれば人が来ると

思われがちですが、私はそうではないと思っています。人が来る、人が滞留するのには必

ず理由があると思っています。これについては富山のグランドプラザを例にご紹介します。 

 ここは百貨店と駐車場ビルの間にガラスの屋根をかけた広場です。イベントなどのとき

には、こういったアクティビティが行われています。これがなぜ使われているかというこ

とについての私なりの分析なのですが、歩いているというデッキ空間と、広場空間がゾー

ニングとして完全に分かれているのが特徴で、もしこのデッキがなかったら、人はここを

歩くのです。そうすると、イベントや、テーブル、椅子に座っていると、わりと居心地が

悪くなってしまう。そういうことを考えているのが特徴的ではないかと思います。 

 ダンベル効果と言いますが、商業施設をつくるときの手法だと聞いています。基本的に、

たとえば商業施設だとユニクロとか無印といったキーテナントや駐車場を用意して、その

間に小さい店などを並べて、メイン動線のところに、その店に来てもらうというやり方を

しています。グランドプラザはこのダンベル効果にかなり当てはまると思っています。つ
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まり、ここに広場をつくったとしたら、この広場のためにわざわざ行かなければいけなく

なって、そんなに強い、大々的なイベントばかり行われるわけではないので、そういうと

ころが難しい。ここに広場があるということが大事なのではないかと思います。 

 エリアマネジメントに繋げると、こういうダンベル効果というのはエリアでも使えると

思っています。プレイスメイキングとか利活用の社会実験をしていくような場所を設定し

て、エリアの中で、どういうポイントで利活用実験をすればいいのかということを考えて

いくことが大事なのではないかと思います。 

 最後に社会実験の話をします。私が知り得る限りですが、1969 年の旭川市買物公園の歩

行者天国のときに社会実験という言葉が使われています。このときは西新宿の広場とかで

学生運動が行われた時代で、地方都市で歩行者のアクティビティを考えていた時代です。

1999 年に現在の国交省の道路局が社会実験に対する補助金を始めてから、毎年社会実験の

事例が増えてきています。 

 最近、社会実験という言葉が非常に増えてきたのですが、その社会実験というのはイベ

ントになっていないだろうかと自問自答する必要が出てきているのではないかと思ってい

ます。何を検証しなければいけないのかということを考えなければいけません。公共性・

社会性といった意味も問わなければいけないのではないかと思っています。これは国土交
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通省道路局の社会実験のパンフレットですが、そこに社会実験の流れが書かれていました。

実際に私が池袋で関わった、何をしたかというアクションをこれに並べてみたのですが、

企画、立案から、実施計画策定、実験の実施、結果公表という形があります。 

 最近私がすごく危惧しているのは、なぜここでやるのかということが設定されていない

ことが非常に多いことです。なぜかというと、行政の場合、前年度に予算を取って、翌年

プロポーザルを発注して、その社会実験をやることがコンサルとかに決められるという流

れになったときに、なぜこの道路空間で社会実験をしなければいけないのかという、きっ

ちりとした調査がされていないことが非常に多いのです。あるいは、社会実験をしたいと

いうことが頭に出て、何のためにやるのかということがないこともけっこうあります。本

当であれば、都市の中でウィークポイントを見つけ、その部分で社会実験をすることでハ

ード整備に繋げていくといった話が必要なのですが、そういう話が、いまかなり抜けてい

ることが多いのではないかと思っています。なので、こういった社会実験や利活用の実験

にアクティビティ調査を必ず加えて、その先に何をしていくのかということです。エリマ

ネやハード整備、公共空間の市民参加、制度化などに繋げていくことが大事なのではない

かと思っています。 

 私は、社会実験進化論というものがあると思っています。多分、最初にやりたかったこ
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とというのは 1 回目からなかなかできないのです。しかし、池袋のような形で複数回社会

実験をやっていくと、だんだん警察や行政との信頼関係もでき、一歩ずつやれることも増

えてくるわけです。そういうことで、1 回だけ社会実験をやるだけではなく、継続的に次

のステップに繋げていく視点が必要なのではないかと思っています。実際にやっていく中

で検証項目を増やしていく、また合意形成に繋げていく、あるいは運営や担い手の育成に

繋げる、将来のビジョンやハード整備に繋げる、こういった、次のステップを見据えた社

会実験をしないと、ただイベントをやっているだけになるのではないかと私は思っていま

す。 

 日常的なものに繋げていくために頻度を考えてみました。これは左側が社会実験の頻度

で、それに該当する頻度に日常的な行動を当てはめてみたのです。緑字の部分はかなり日

常的な感じがするのですが、やはり 1 日の社会実験や 1 週間の社会実験をやっても、それ

だけでは都市自体は変わらないわけです。いかにこの頻度の高い社会実験をやっていくの

かということがポイントではないかと思っています。 

 社会実験がかなり増えてきたことで、公共施設整備のやり方も変わってきていると考え

ています。いままでだと、ワークショップを取り入れて市民の意見を聞こうということだ

けだったのですが、そうではなく、実験をすることで自らやってみるとか、将来的な運営
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者の担い手を、ビジョンを語るときから実験として関わってもらい、それによって将来ビ

ジョンを一緒に語れるメンバーになるなどといったことがあります。まだこれはハード整

備まで行っているところはないのですが、いまハード整備のプロジェクトとして動いてい

るものでは、いくつかこういう事例も出てきていると思っています。 

 時間もないので飛ばしますが、あとは、社会実験の危惧です。二極化してきていると思

っています。お金のあるところはインスタ映えを狙った、非常に視覚的な社会実験があり

ます。一方でお金が少ないところは人工芝にテーブル、椅子のような、だいたい使ってい

るものが決まってきていると思います。ですので、写真から判断できない狙いとか仮説が

大事ではないかと考えます。 

 最後に、場の運営やプレイス・マネジメントの話をします。やはり、社会実験やイベン

トは仮設空間なので、期間限定、瞬間風速的だと思っています。1 年のうちに休日という

のは 120 日しかないのです。しかし、日常という平日の 245 日をいかに埋めるのかという

ことが大事だと考えています。そういう意味では、社会実験のあと、常設的な運営にどう

繋げていくのかが非常に重要です。みんな、そのチャレンジをいましているところだと思

っています。ただ、常設的運営や日常というのは非常に地道であって、やってしまえばけ

っこう当たり前の風景になっていくので、なかなか評価に結びつきにくいところもあると

思います。ただ、都市や地域を変えていく根本的なことに繋がっていくのは、日常的な利

活用ではないかと思います。それには、実際に毎日世話をしたり、管理したりする人が必

要で、その人のためには人件費や管理費を稼ぐための経済活動が重要です。 

 屋外空間は、もしかしたら儲からないかトントンなのかもしれません。しかし、屋外空

間の非常によい点は、地域やエリアの活動の魅力というものが建物の中だと見えにくいの

ですが、屋外空間に出てくるとそれが表出されることです。ですので、わかりやすく言え

ば、駅を降りたときの駅前広場で起きている行動というので地域の特徴がわかるかもしれ
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ない。それぐらい重要だと思っています。また、普段繋がりにくい市民や、来街者、就業

者の方と繋がる場としても使えるのではないかと思います。マルシェやマーケットがたく

さんありますが、そういうことも、ただやるのではなく、地域の出店者の方々と繋がる場

であったり、スタートアップの場として使っていたりするマルシェであれば評価できるの

ではないかと思います。これで発表を終わります。ありがとうございました。 
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パネルディスカッション 

「公的空間活用と社会実験の現在と展望」 

＜パネリスト＞ 

豊田まちづくり株式会社代表取締役、一般社団法人 TCCM代表理事：河木 照雄 

南海電気鉄道株式会社営業推進室なんば・まち創造部長：和田 真治 

特定非営利活動法人大丸有エリアマネジメント協会事務局長 

三菱地所株式会社開発推進部エリアマネジメント推進室長：藤井 宏章 

森ビル株式会社タウンマネジメント事業部運営部長：松本 栄二 

＜モデレーター＞ 

横浜国立大学名誉教授：小林 重敬 

 

（小林）それでは、これから約 2時間、四人のパネリストの方を中心にディスカッション

を進めさせていただきます。 

 最初に、私から今回、社会実験をテーマに議論しようと考えた大きな枠組みを簡単にお

話ししたいと思います。実は、社会実験という議論をしたとき、泉山さんから「社会実験

と利活用実験というのは立場によって違うのだ」というお話を伺いました。それは公が自

分の持っている道路、あるいは広場、公園、河川空間、そういうものを資源として提供し、

そこに規制緩和を図り、そういう空間を民間が活用した場合に何か問題があるのかという

ことを実験的に試すのが公共側から考える社会実験という言葉で、民間がそういう枠組み

を使ってエリアマネジメント活動にどう利活用できるかという議論、そこに民間の知恵を

生かす、その両者の関係で社会実験が成り立っているのだということです。それぞれの大

きな目的は、公共側はやはり都市再生とか、あるいは、これははっきり出てきていません

が、実は長い目で見るとそういう街を活性化し、税収増を図るという公の目的があります。

一方民間側は、そのエリアの再生、地域の再生を図り、地域価値を増加させるという思い

があると考えています。そういう二つの思いのもとに資源を使い、社会実験、利活用実験

をやっている。 

 そのときに問題になるのが、公共側には公益性、公共性、あるいは平等性という議論が

あります。なぜ、そこで民間にそういう活動について社会実験をやるのか。なぜ、その団

体、そのエリアだけにそういうことを許すのかという議論です。民間側は、それをやるこ

とによって、その参加者がお互いウィンウィンの関係に本当になるのかどうか。また、そ
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こで活動している組織がエリアの中で、本当に代表制を持っているのかという議論が大き

な問題として出てきます。それをある意味で繋ぐ議論として、特別措置や特区という制度

を国がつくり、この両者の関係を結びつけている、それが特別措置や特区を使って社会実

験をやるという世界を開いているのではないかと思います。さらに、さまざまな公の組織

があります、国、自治体、警察、保健、消防、そういう公の組織と民間のさまざまな組織

が、それぞれ違う立場で社会実験をし、エリアマネジメント活動をやる。それをつなぎ合

わせるために、組織としてのありよう、具体的には、たとえば国が用意している都市再生

特別措置法など、あるいはこれから、もしかすると生まれるかもしれない新しい法人組織

がその間に立って、実際の社会実験を通したエリアマネジメント活動が展開していくので

はないかという、全体の構造をまず考えた上で、皆様からエリアマネジメント活動と社会

実験のお話を伺いたいと思っております。 

 それでは、これから、先ほどご紹介させていただいた講演者から、それぞれ 15分ずつお

話しいただきます。最初は、大丸有の藤井さんからお話をいただきます。 
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＜藤井 宏章＞ 

「大手町・丸の内・有楽町地区における公的空間活用と社会実験」 

  

 大丸有については、まずはあらましを

ご説明します。東京駅前の約 120ha の地

区で、約 80 社の地権者とビルが 100 棟

ぐらいございます。これは 1995 年の、

丸ビル建替前の姿です。これが昨年、

2016 年で、この 20 年の間にずいぶん様

変わりしたというのがおわかりいただけ

るかと思います。 

 丸の内の再開発、再構築ですが、各建替が個別にバラバラと行われたわけではありませ

ん。まちづくりの地権者が集まる協議会、これは遡ると 1988 年、約 30 年前にできた組織

です。街の将来像をみんな

で考えていく、そしてビジ

ョンをつくるという協議会

と、地元の行政、千代田区、

東京都、そしてこのエリア

には欠かせない東京駅を管

理する JR 東日本という形

で懇談会を形成し、こちら

で再構築、再開発に向けた
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ビジョンを共有しました。それをまとめたガイドラインのもとに個別の開発が一つ一つ行

われ、いまの姿になっているということです。 

 このハードの整備、いろいろなビル

の建替と同時に、いわゆる街を育むと

いうことで、小林先生からもいろいろ

ご指導いただきながら、大丸有エリア

マネジメント協会を 2002 年に立ち上

げまして、今年はちょうど 15 年にな

ります。街の活性化ということで、ソ

フト面の活動をいろいろ行ってきまし

た。 

 今日は、公的空間の活用と社会実験

ということがテーマになっていますが、

公的空間の活用は、大丸有地区におい

ては、最近に始まったことではありま

せん。皆さん、ご記憶があると思うの

ですが、こちらの東京ミレナリオは、

1999 年からやっておりました。また、

2001 年には、イタリア年を祝しまして、

行幸通りを使って大規模な祝祭のイベ

ントを実施しました。それから、2007

年、当時は東京オリンピック誘致の機

運醸成ということで、こういったスポ

ーツイベントを、仲通りを閉鎖して行

っていました。 

 いまご紹介したものは、あくまで単

発的なもので、いかにこういった道路

の利用を平常的にできるような仕組み

づくりをするかということで、ここ 3

年ぐらい取り組んできております。そ
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のきっかけになりましたのが、2015 年 3 月の国家戦略特区の認定です。丸の内仲通りと

東京駅前の行幸通り、日本橋川沿いの川端緑道というところと、東京駅前の地下空間、こ

ういったところが認定され、それをいかに活用していくかということを、地元のエリアマ

ネジメント団体が中心となって、いろいろ関係者の皆様とともに検討を進めてきたという

ことです。 

 こちらが仲通りです。ハード的には、かつてはこういった車中心の通りであったわけで

すが、現在は車道を狭め、人間中心の空間に変わっています。この空間をどう活用するか

国家戦略特区制度 2015年 3月特区認定 
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と。また、行幸通りも、ずっといろいろな工事が行われてきましたが、今年 12 月には東

京駅前の JR の部分も改修が終わり、ハード的には完成するということで、ここの空間を

いかに使っていくかということがテーマになります。 

 こちらは東京駅前の行幸通りの地下です。実は、かつてはこのように丸の内駐車場とい

うことで、地下二層にわたって駐車場だったわけですが、地下一階の部分を歩行者の通路

に改修し、こちらを活用しています。また、こちらは大手町の連鎖型の開発によってでき

た、先ほどご紹介した川端緑道です。 

 このような活用を考えるときに、一つは平常時に使えなければいけないのです。特に仲

通りについては、従来は平日のお昼 1 時間だけ車両規制になっていました。それを 2015

年 7 月末から、平日は午前 11 時から午後 3 時まで、土日は午前 11 時から夕方 5 時まで車

を止めて歩行者専用の空間にするということに、当時の舛添都知事の決定でしていただい

たという経緯がございます。この空間をいかに活用していくかということで、2 年にわた

って道路空間の活用のモデル事業、社会実験を行ってきました。 
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 実は、2015 年の前、2014 年に IBA（国際法曹協会）の非常に大規模な国際会議が東京

国際フォーラムでありました。そのときに国際会議の来街者等に向けて、仲通りを開放し

てオープンカフェを実施しました。

この会議のときだけ仲通りを閉鎖し、

そこにテーブルを置いて、非常に短

い時間でしたが 1 回実験をしていま

す。実際に会議にいらした方々の声

とか就業者の声を拾い、前向きに進

めていったらいいですねということ

を布石にしながら、2015 年から本格

的な社会実験、モデル事業の推進に

至ったということです。 

 公的空間活用モデル事業というこ

とで実行委員会を形成しました。委

員長には小林先生になっていただき、

地元の千代田区、東京都、それと地

元のまちづくり協議会で、モデル事

業の実行委員会をつくり、どんどん

活用を推進していくということで、

進めております。 

 先ほど、泉山先生のご講演の中に

もありましたが、何を実験するのか

ということを最初の段階で明確に定

めております。一つ目は、道路空間

でのオープンカフェ・キオスク等の

店舗営業の実施です。二つ目は道路

空間でのイベントをどんどん実施し

ていくこと。三つ目は道路空間での

広告掲出。これは道路に面した工事

の仮囲いを活用した広告です。四つ
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目は道路閉鎖をしたことによる影響の確認。

最後は、道路管理のエリアマネジメント団

体による適切な実施ということで、実際わ

れわれエリマネ団体がしっかり運営管理で

きるかということの検証をしたということ

です。 

 このモデル事業推進にあたり、一方で実

行委員会においてどんどん進めるとともに、

そこから出てくる課題や結果を検証、分析

し、制度的にどうしていったらいいか、あ

るいはルールづくりといったことを進める

ということで、公的空間活用委員会を別途

並行して立ち上げました。座長には、岸井

先生、三友先生等の学識者にも入っていた

だきながら、道路空間活用に関わる東京都、

千代田区、それと警視庁、丸の内警察署に

も入っていただいたのが大きいところでは

ないかと思っています。 

 実際にどんな活動をしてきたかというこ

とですが、まず交通規制、車両規制をして

いる間に、このように椅子とテーブルを置

き、写真には写っていないのですが、キッ

チンカーを毎日配置することを、われわれ

エリマネ団体のオペレーションで行ってい

ます。さらに、季節のいいときには、昼休

みに周辺の就業者のためのいろいろなイベ

ントを行うということで、ラジオ体操や企

業間対抗の綱引き大会をやったりしていま

す。 

 利活用といったとき、われわれ運営者が
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自ら行うもののほかに、第三者でこの通り

を利用したい、活用したいという方々を受

け入れていくということが大きいと思いま

す。これは IKEA に通りを借りてもらい、

彼らがいろいろバルコニーなどを設置して、

通りを行き交う人に楽しんでいただいた例

です。こちらでは、相応の金額、まちづく

り協力金という形でお金を頂戴しておりま

す。 

 こちらは行幸通りで行った、日本の観光

庁、JNTO（日本政府観光局）、観光推進を

図るいろいろな団体が集結し、海外から旅

行代理店等の担当者を集めて、日本を PR

するトラベルウィークというのがあったの

ですが、そのオープニングレセプションで

見ていただいた演目です。行幸通りを使っ

てねぶた等を行ったものです。 

 これは昨年 9 月に、東京音大がバイエル

ン州の青少年オーケストラと一緒に東京駅

前の行幸通りを使って演奏したクラッシッ

クコンサートの模様です。 

 これはもうだいぶ通例になりましたが、

打ち水のイベント、その後の夏祭り、盆踊

りの風景です。 

 これは、天気が前半はイマイチでしたが、

先週の金土日に行った東京味わいフェスタ、

食の祭典です。東京都主催のイベントです。 

 これは行幸通りの地下空間です。 

 結果として、2015 年、2016 年で、イベ

ントの日数が大幅に伸びていることがご覧
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いただけると思います。 

 これを総括して、毎年イベントの実施実

績、就業者のアンケート、来街者のアンケ

ート、車両交通規制に係る交通量調査、ま

た、先ほど泉山先生からありましたが、実

際に、椅子、テーブルがどのように利用さ

れているかといったアクティビティ調査も

行っております。その結果をここでは詳細

に説明しませんが、公的空間活用委員会で

いろいろ議論していただきました。 

 そのまとめとして、2 年間のモデル事業

を経て、本格的に活用を実施していくとき

に、ある一定のルールが必要であるという

ことで、「道路空間活用のご案内」というル
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ールを定めました。これは私ども事務局というよりは、大丸有のまちづくり懇談会という

ところで定めていただいた方針です。こういった基本指針、それからいろいろなプロセス、

行政協議のプロセスなどを解説したものです。さらに、具体的な実施が決まったイベント

については、通りごとに細か

い、たとえば床荷重の問題と

いったものを書いたマニュア

ルも策定しております。 

 このようなツールとともに、

活用にあたっては、半年に一

度、道路活用に関わる関係者

の方に集まっていただき、そ

の実績をご報告させていただ

き、ご意見をいただくという

場を設けました。このような

形で 2017 年は本格的に活用

を実施するということになっ

ていますが、いくつか課題と

して残されていることがあり

ます。 

 私どもエリマネ団体が担い

手ということで、その評価を

いただいているのですが、や

はり法的、制度的な位置付け

が今ひとつ弱いということで、

いま、都市再生推進法人に指

定いただくといったことにつ

いて行政と協議中です。 

 また、先ほどの IKEA の話

で、まちづくり協力金という

ことを申しましたが、ここか
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ら上がってくる収益を次のまちづくり活動にいろいろ使わせていただくというところにつ

いても、まだ仕組みそのものが制度的にできていないことが課題として残っています。 
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＜河木 照雄＞ 

「豊田市中心市街地における公共空間活用の取組み」 

  

 皆さん、こんにちは。豊田市の

河木と申します。どうぞよろしく

お願いします。私は地方都市での

まちづくり、エリアマネジメント

の取組みについてお話させていた

だきたいと思います。 

 豊田市をあまりご存じない方も

おられると思いますが、平成 17

年の合併により豊田市は、人口は

愛知県で二番目、面積は愛知県一

番となりました。岐阜県、長野県に接するこのような大きな市になりましたが、ほとんど

が森林です。世界に名だたる企業がありますが、駅を降りると、自然豊かな景色がすごく

広がっている、あるいは工場が全く見えない所で、「全然イメージできないよね」といわれ

ます。その上に、殺伐とした駅前中心市街地ですので、そこを潤いあるような空間にしよ

うというのが私どものミッションです。 

 平成 12年に、豊田市にありました豊田そごうが閉店するということで、豊田市が急遽

TMO 法人を立ち上げました。それが私どもの会社の生い立ちです。一生懸命、中心市街地

の緊急活性化策を進めてきたわけです。中活法（中心市街地活性化法）の改正に伴い、豊

田市中心市街地活性化協議会設立

のメンバーになっています。資本

金も、借金がたくさんあったもの

ですから、4億 9,000 万円という

大きな資本金を持たされ、豊田市

からは 3億 1,200万円の出資と 48

億円という融資を受けて不動産を

全部持たされるという形でスター

トしました。ただ、いまになると、
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その資産を持っていることが私ど

もの大変な重荷になっているとい

う事実もあります。 

 私どもの会社の事業ですが、先

ほど申し上げた、床、不動産を管

理するということ、市営の駐車場、

あるいは私どもの持っている駐車

場を管理することが大きな収益の

中心になっております。郊外のシ

ョッピングセンターと勝負しなけ

ればならないということもあった

ため、私どもの豊田市内駅前周辺

の駐車場は、3時間、お客様に無

料で使っていただけるような仕組

み『フリーパーキング』をつくっ

ております。それは商業者、豊田

市の施設等と駐車場事業者でコス

トを按分しながら、お客様にはい

っさい負担をかけないような形で、

3時間無料でご利用いただけるような駐車場一体利用の仕組みです。今度、再開発ビルに

映画館（シネマコンプレックス）ができますので、映画館、シネマコンプレックスに来館

した人たちが街中をもう少し回遊していただけるように、プラス 2時間で 5時間のフリー

パーキングシステムをつくろうということで、いま動いています。しかし本当に 5時間い

るのだろうかということは、議論になっています。 

 もう一つは、いろいろな方々からご出資いただいたということで、地域の中でのいろい

ろなまちづくり事業を続けています。ところが、最近は、株式会社であるということで、

ここで稼いだお金が街中に再投資できない問題もありました。また他の三セク会社がある

中で、なぜあなたのところの会社だけがやっているのだという話もあったため、商工会議

所と一緒になり、一般社団法人 TCCM（豊田シティセンターマネジメント）という組織を立

ち上げました。その中で、少し公共性を持たせながら、いろいろな意味合いを付けながら
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まちづくりを展開していきたい、

中心市街地活性化計画の中の民間

事業を推進できるエンジンにした

いということで、この組織を立ち

上げたわけです。 

 株式会社ではなかなかやりにく

かったこと、たとえば豊田市との

交渉の中で「こういったものを使

う、こういったところに金を出し

てもらう」ということができないかということや、今日のテーマにもなっています公共空

間、公共広場をどのように使っていくか、その中心的な立場も目指そうとしています。 

 また、もう一つ、基盤整備については豊田市がお金を出していただいたわけですが、運

営の中では、私どもできちっとお金を稼ぎ、資産も持ちながら、先ほど申し上げたとおり、

街中に再投資できるような仕組みをつくる、ということを狙っております。稼げるまちづ

くりが本当にできるのだろうかというところについて、いまこの組織を立ち上げて一生懸

命やっているところです。これがだいたい、私どもがいま 3年間ぐらいで進めていこうと

思っているスケジュールです。詳細につきましては、あとでいろいろお話させていただき

たいと思います。 

 これが豊田市の鳥瞰図です。これは、いま J2に落ちてしまいました名古屋グランパスの

ホームグランド、豊田スタジアムです。ここが駅でして、これが旧そごうのビル。いまは

松坂屋が入っております。あとは、

いろいろな所に再開発ビルがあり

ますが、ここがちょうどいま再開

発をやっておりまして、11 月 25

日にオープンする予定です。ひと

まずこれで中心市街地の再開発整

備ができたということで、この辺

の広場を含めどのような形で再整

備し、使っていくのかを、いま進

めているところです。 



36 

 それを平面図に落としま

すと、このような公共施設

が展開されており、それぞ

れいろいろな広場もありま

す。そういう所をどうやっ

て有機的に活用しながら、

この街の魅力を高めていく

のかということが私どもの

仕事です。 

 特に最近、いろいろな方

にお話しさせていただいて

いるのが、この豊田市と私

どもが一緒に取り組んでいる公共広

場の活用実験事例「あそべるとよた

プロジェクト」です。これは一過性

のイベントではなく、その広場使い

が恒常的な仕組みにならないかとい

うことと、その周辺の魅力を高め、

どういう効果を生み出すかというこ

とで、一生懸命われわれが取り組ん

でいるものです。豊田市が持ってい

る土地や再開発ビルが持っている公

開空地がありますが、この中に、い

ろいろな市民の皆さん方が使いやす

いような仕組みをつくりたいという

ことで立ち上げた取組みです。 

 これは、豊田市の愛知環状鉄道と

名古屋鉄道の二つの駅を結ぶ歩行者

専用道路のペデストリアンデッキで

す。そのペデストリアンデッキの一
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部を歩道から広場に変えて、それを市

民の皆さん方に使っていただける仕組

みに変えた事例です。ちょうど、この

部分に赤い線がありますが、これが道

路と広場の境目です。グルッと囲まれ

ており、公安からは、こういうリボン

パーテーションで仕切れと言われまし

たが、プランターなどいろいろなもの

で、対応しながらやっています。この

ような中で、広場として使っているわけです。 

 ここではこのような形でカフェ、夜はビールなどを出していますが、広場の売上の 5％

をあそべるとよた推進協議会（以下、協議会という）に戻していただく仕組みにしており

ます。この広場は二つに分けられており、彼らが使う所と、市民の皆さん方にイベントと

して使っていただく所、イベントで使っていただく所で有償の事業をやられる場合は、そ

こから使用料を取るということです。まだ

まだ稼ぐところまでは至っていませんが、

この中で経費などを若干戻せる仕組みをつ

くっているところです。これは、豊田市に

大変頑張っていただき、こういう区分に変

えていただいたわけです。公安との協議も

うまく進んでいる事例です。 

 8 月 15日のお盆の頃、その広場を使い、

このような盆踊りをしました。周辺からは

かなりうるさいという苦情もありました。

しかし、賑わいができ、周辺のお店に波及

効果がでた事例であると承っています。 

 これは、いろいろな公開空地でイベント

を展開しているものです。ただし、日常的

な使い方にはなっていないことが問題です。

なかなか使いにくい、わかりにくいという
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ところもありますので、もっと使いやすくする仕組みづくりをきちっと構築していくこと

がわれわれに与えられた使命ではない

かと思っております。 

 これがその協議会のメンバーです。

再開発ビル、豊田市の都市整備課、公

園課、商業観光課、土木管理課、地域

の皆さん方に入っていただき、いろい

ろ議論をしながら、どのような形で運

営するか、皆さん方にどう使っていた

だくかということを協議して、進めて

いるところです。 

 ほかには、豊田市の都市公園を使い、

STREET＆PARK MARKETというマーケッ

トをやっています。ここにありますよ

うに、毎回約 50～100 店舗に出店して

いただき、1,200 人の方が来場すると

いう、かなりの商いができるイベント

になっています。出店した皆さん方か

らお金をいただき、豊田市からは無償

でお借りしているわけではなく、きち

っと占有料を取られておりますので、

それを払った上でも管理費が出せるよ

うな仕組みになりつつあります。いま

公園の中だけでやっておりますが、将

来的には道路まで延伸し歩道などを使

ってこの取組みをやってみたいと思っ

ております。 

 豊田市には、有名な谷口吉生先生が

設計した豊田市美術館がありますが、その美術館の前でも、このような形でマルシェやカ

フェが設営できるようになりました。これも、美術館に来場される方が時間を潰したりす
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る、待っていたりするときに使いやすいというお話をいただいておりまして、好評です。

暑い夏のときには、かなりの人に涼を求めて使っていただき、よかったと思っております。

ジブリ立体建造物、東山魁夷の展覧会でも、かなりの人がおみえになりました。 

 そうこうやっておりましたら、

再開発ビルの中の広場も、館内

のアトリウムもこのような形で

使ってくれないかというお話し

が私ども TCCMに転がってまい

りました。いま駅前の再開発ビ

ルのちょうど一階のアトリウム

ですが、皆さんに入っていただ

きながら、絵本の読み聞かせな

どもやっています。ちょうど図

書館があるものですから、それ

とも連動しながら事業を進めて

いるところです。これもけっこ

うな収益を上げられるようにな

ってきておりますので、こうい

った形でモデルを見せながら、

周辺の再開発ビルの中にもいろ

いろ仕掛けをまいていきたいと

思っているところです。 

 もう一つ、これは駅前に、こ

んな殺風景な広場があったわけですが、この 11月に KITARAという新しい再開発ビルの開

業に合わせて、ウェルカムセンターをつくろうと、いま動いております。コンテナの中で

カフェなど、いろいろなものを運営しながら、建物は豊田市がつくるわけですが、このラ

ンニングに関しては、われわれで運用できる仕組みにしたいというとことで、いま進めて

います。これは空き店舗にバスの待合所、トイレ、喫煙スペース等をつくっていくという

ことですが、「お金を持たない TCCMが、どうお金を稼ぐか」ということで、豊田市と一緒

に取り組んでいるところです。 
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 TCCM は、いろいろな広場やビルの中

を管理する取組みが生まれてきた中から、

いろいろ稼げる仕組みを皆様方にお示し

していくことが大きな仕事ではないかと

思っているわけです。先ほどもお話しし

たような、ウェルカムセンターの管理や、

バス待合所、喫煙所の管理、いろいろな

ことをしながら、事業の受け皿、推進役

として、私どもの仕事を果たしていきたいと思っています。 

 最近、豊田市が駅前について、12 年かけてハードの整備をしていただけるということで、

先ほどのペデストリアンデッキのリニューアル、バス停の移設、そして、駅前の広場をつ

くるとか、そういったところでいろいろなものを整備する予定です。私どもは、その中で

どう運営管理していくのか、新しい仕組みをつくり、その中から豊田市型のエリアマネジ

メントができるといいということで事業を進めています。ご清聴、ありがとうございまし

た。 
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＜和田 真治＞ 

「大阪ミナミの公共空間活用」 

  

 こんにちは、南海電鉄の和田と申します。よろしくお願いいたします。私からは、大阪

ミナミの公共空間活用を三つ、ご紹介します。 

 まず、これは大阪全体の地図です。こちらが大阪湾になっています。皆さん、ご案内か

もしれませんが、二大拠点、キタとミナミ、

この間に御堂筋があります。この辺が USJ 

で、大阪城、道頓堀、通天閣、この図の小

さい範囲に多くの観光施設があります。  

 ミナミを拡大しますと、こういった形にな

ります。道頓堀の遊歩道は運営管理という

形で、弊社、南海電鉄が受けています。ま

た御堂筋のここですが、緩速車線を歩行者

歩道に変えておりまして、自転車道も整備

された部分があります。この秋に社会実験

を行います。この広場は昨年の秋、社会実

験をやった所です。この三点が大阪ミナミ

で公共空間の活用が行われていますので、

この三点について、駆け足になりますがお

話ししたいと思います。  

 まずは「なんばひろば改造計画」と名を打

ちました社会実験からです。最初に記録映

像をつくりましたので、それをご覧くださ

い。 

〔なんばひろば改造計画

https://www.youtube.com/watch?v=b7lUbFW0wQM〕 

 ここから画面で説明していきます。これ

が御堂筋、これが南海電鉄難波駅、ここの

部分が今回広場化した部分です。 

https://www.youtube.com/watch?v=b7lUbFW0wQM〕
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  現状ですが、車のスペースが大部分を占め

ており、歩行者空間が狭い状態です。昨今、

インバウンドの方がたくさん来られているの

で、歩行者交通量は激増しており、魅力のあ

るエリアとは言いがたい状況です。 

 こういった社会実験を行った経緯ですが、

10 年前ぐらいに、この広場に繋がっているな

んさん通り商店街から、「歩行者天国にしたいね」という動きがあり、平成 23 年に地元の

町会、商店街、企業 27 団体が参画した「なんば安全安心にぎわいのまちづくり協議会」

という活動が始まり、自ら交通量調査を行って、警察と協議を始めたほか、並立して行政

にも参加を働きかけたという経緯があります。平成 27 年 4 月には、具現化案や要望書を

市長に提出するなどして、この協議会がまちづくりの認定団体になりまして、平成 28 年

11 月、社会実験まで持ってきたという経緯です。 
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 国際集客都市の大阪のおもてなし

玄関口をつくろうということで、世

界をひきつける観光拠点にしようと

いうコンセプトを挙げております。

こちらが将来の駅前広場のイメージ

の絵です。 

 実験の主催は「なんば駅周辺道路

空間再編社会実験実行委員会」とい

う名前で、先ほど申し上げた地元の

協議会と、大阪市、大阪府、大阪商

工会議所、四団体で構成され、昨年

11 月 11 日から金土日と 3 日間、実

験を行いました。 

 実験の目的ですが、一つは憩いと
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くつろぎの空間を創出すること、それか

ら、観光情報の発信などのインフォメー

ション機能を充実させることで心地よく

安心感のある、人中心空間への整備の検

証をしようというものです。 

 実験の内容です。先ほどもお話しした

ように、ここが御堂筋で、ここの南側を

一方通行にしました。ここからなんさん

通りの北側のタクシープールと高島屋の

前までの北側行きの道路を 4 日間、81 

時間、車を止めました。タクシープール

の空間を広場 A、道路にウッドデッキを

張り、テーブルと椅子を配置して、広場 

B として活用しました。さらに、地域密

着のインフォメーションを運営し、まち

歩きのガイドや体験プログラムを案内す

るなど、この広場を 3 日間、それぞれ

違った使い方をすることで、広場の可能

性を追求しました。また財源の確保とと

もに、関係者を広げることで広場にする

ことの認知度を上げたうえで、広場を実

現することを目的に実験を行いました。  

 こちらが通常の駅前広場、タクシープー

ルと道路です。それが社会実験のときに

は、先ほど映像を観ていただきましたよ

うに、このような風景になっています。

ここから 3 日間の様子を少しずつ見てい

ただきます。 
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 1 日目、芦原橋のアッ

プマーケットという、大

変上質なクラフト、手づ

くりをテイストとしたマ

ーケットの状況です。オ

ープンセレモニーには吉

村大阪市長も来ていただ

きました。マスコミにも

夕方のテレビの生放送で

たくさんこの状況を流し

ていただきました。 

 こちらは 2 日目です。

ステージイベントを中心

に、JCOM さんにお願い

して、地元のアーティス

トなどをお呼びいただき

ました。右上の写真は、

夜にシネマを行い、非常

にいい雰囲気になったか

と思っています。 

 こちらは 3 日目です。

企業 PR の日として、難

波に本社があるクボタさんに登場していただき、全国の新米のおにぎりや米粉でつくった
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パスタなどの販売のマル

シェをしていただきまし

た。 

 何しろお金がない、手

づくりの社会実験だった

ので、スタッフの活躍ぶ

りはこのような状態です。

タクシー乗り場の案内を

したり、毎日テーブルと

椅子を設置、撤去してい

る様子です。特に最終日、

交通規制の解除は夜中の

2 時になりましたが、地

元の商店街の会長たちと

一緒になって撤去したの

は、本当にいい体験とな

りました。 

 お越しいただいた方の

うち、日本人 630 名、外

国人 119名に聞き取りア

ンケートを採った結果で

す。一番うれしい、大事な結果だと

思っているのですが、歩行者空間に

ついては、日本人では 90.2%、外国

人では 89.1%の方が「とてもよい・

よい」という評価をいただき、絶対

的な支持をいただくことができまし

た。よかったプログラムについても

聞いています。毎日あれだけいろい

ろなイベントを組み込んだのですが、
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結局、休憩スペースがいいという結果になりました。仮にイベントが少なかった場合、も

っとイベントをすれば結果が違ったのではないかという声が聞こえてきそうですが、あれ

だけイベントをやりきっても休憩スペースがよいというのは、本当に社会実験の目的に照

らし合わせるといい回答を得られたと感じています。また、これまで難波に休憩する場が

なかったこと、飲食をしながらボーッとゆったりできる都会の空間を楽しみたい方が多か

ったこと、回りから見られている安心感などというお客様の声をいただき、実験をして改

めて再認識できた部分があったと思っています。 

 では、居心地のいい空間というのはどうなのか。先ほど泉山さんからも出ましたように、

ヤン・ゲールさんが提唱している歩行者景観に関する 12 の質的基準をイメージすると、

こういうイメージではないかと思っています。たとえば木陰で一休みする。待ち合わせを

する。ワーカーがお昼ご飯を食べる。人の行き交いをボーッと見る。ライトアップを楽し

む。都心の真ん中で昭和初期のビルに囲まれながら季節ごとの空気を感じて、空を眺めな

がらゆったりする。世界各国の方がここに集まってくるということは、本当に贅沢な素敵

な空間が難波の駅前にできるのではないかと期待していますし、ぜひ、実現したいシーン
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でもあります。 

 まとめです。この社会実験の意義を整理し

ます。まず一番は、10 年前に民間が発意し、

当時は行政に全く見向きもされないところか

ら地道に活動し、行政、警察のご協力をいた

だき実施できたこと。さらに、この実験をも

とに、行政と一緒になって広場化のビジョン、

基本計画をつくり上げたこと。また、全事業

費は 1,900 万円かかっている中で、行政から

の 250 万円以外は民間で集めることができ、

地元の商店街、企業の心意気を表現できたの

ではないかと思います。 

 次に、ここは都心の駅前の既成市街地であ

って、スクラップアンドビルトや更地の開発

ではなく、リノベーションによって活用する

ということも、他の多くのエリアのモデルに

なるのではないかと考えます。社会実験としては、大きな事故も渋滞もなく、結果として

3 日間で約 9 万人の人が広場に訪れ、その 9 割以上の方にこの空間がよいと言っていただ

いたことは、実験として大成功だったと思います。世界の中での大阪難波を発信できる機

会を得たと思います。 

 目指すべき方向として、今年 3 月に基本計画を官民協働でまとめております。そこで、

この空間広場に求められているのは憩いの空間で、それを実現するために上質の空間が整

備されるべきだと。ですから、イベントや店舗などは、それが目的ではなく、居心地をさ

らに向上させる仕掛けにしか過ぎないという位置付けにしています。 

 社会実験の進捗状況、今後の課題ですが、この社会実験を受けて、大阪市長が任期中に

絶対にやると言っていただいていますし、警察も大変協力的です。タクシー業界もほぼご

了解いただくことができました。あとは整備費用を行政と民間でどう負担していくのか、

維持管理スキーム、運営団体について、いま行政と対話しているところです。何よりもス

ピードが大事だと思っています。 

 スケジュールは、現在協議しています。私個人としては、2019 年度の完成と思っており
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ます。ラグビーのワールドカップがあり、難波の駅前周辺の新歌舞伎座や精華小学校跡の

開発が完了するのが 2019 年度になります。遅くともオリンピック開催の 2020 年 7 月ま

でには整備され、関西国際空港から訪れたお客様に、その玄関口の難波ターミナル前がタ

クシープールや喫煙場所ではなく、日本のおもてなし空間にふさわしい広場となり、皆さ

んにご覧いただけることが望ましい形だと思っています。これは地元の要請というより、

単なるミナミや大阪ではなく、ぜひ、国の観光戦略として位置付けていただいて、実現に

向けてしっかりやっていきたいと思っています。 

 では、次に、御堂筋の千日前以南のモデル区間の社会実験についてご説明します。ここ

についても御堂筋のなんば広場に直結している部分で、今年の 5 月 11 日に、御堂筋が 6m

から 44m の道路になって 80 周年を迎えています。この御堂筋のありようについて、昨年

なんば広場の社会実験に合わせて、難波駅前から千日前の 200m の区間をモデル空間とし

て、このように 6m の緩速車線を再編し、3m の自転車道を整備し、歩道を広げるという

整備を行っています。モデル区間という表現になっているのは、御堂筋全体の 4km をこ

うした形で整備していくかどうか。こちらでわかった課題を検証して、御堂筋全体として

将来像をどう描いていくかということを行うための区間ということで、 モデル区間になっ

ています。自転車道についても、このように、デザインにこだわって、非常にきれいな形
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になっています。しかし、現状はどうな

っているかというと、自転車道を、キャ

リーバッグを引いたインバウンドの方が

通っておりまして、ゆったりとして広が

った、走りやすくなった歩道を自転車が

滑走して、不法駐輪が増加しているとい

う、ちょっとわけのわからない状態にな

っているという課題があります。そこで、

来月、11 月 5 日～20 日まで社会実験を行い、官民で、あるべき御堂筋の姿を共有すると

ともに、歩いて楽しい街の象徴とした御堂筋を、市民自身が誇りを持てるようなライフス

タイルを見直すきっかけになるような事業をやりたいと。コンセプトは通行区間から魅力

ある滞在区間へ、ということを目的にしています。 

 道そのものについて少し考え直しますと、昔、道ができたところにお茶屋ができたり、

旅籠ができたり、道で子どもの頃遊んでいたり、立ち話をしたり、また家の縁側で行き交

う人とコミュニティが生まれていた時代があったのが、日本の高度経済成長の中で車優先
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の空間ができ、規制が増えてきたということかもしれません。御堂筋だけを考えますと、

40 年前から御堂筋の自動車交通量も 4 割減っておりまして、その代わり自転車と歩行者が

増えているという現状です。改めて 80 周年を迎えて、次の御堂筋を考えるというタイミ

ングに来たのではないかと思っています。 

その中で自転車道を 3m、これもちょっと贅沢かと思っていますので、実験の中ではプ

ランターで 2m に狭めてみて、自転車のマナーアップに努めるほか、歩道にはテーブルや

ベンチを配置して、キッチンカーでカフェをやってみたり、上質なマーケットや、音楽イ

ベントを計画したりしております。 
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社会実験の主催は、大阪市の御堂筋完成 80 周年記念事業推進委員会と地元の町会、商

店街、地権者の会、なんば広場の社会実験をやった地元の協議会、それからエリマネ団体

のミナミまち育てネットワークが入っています。この御堂筋沿道・千日前以南モデル区間

整備協議会は、ここで主催と書いていますが、大阪市との共催という形になります。当然、

駅前広場のコンセプトに合わせて連携した重要な社会実験だと思いますので、来月しっか

り頑張っていきたいと思います。 

最後にとんぼりリバーウォークの運営管理について少し触れます。ここは水都大阪 2009

などにおいて社会実験をすでにやったあと、民間への委託が始まりました。公共空間の活

用、特に河川における先行事例として実施しているものです。こちらの写真は、今年 1 月

のニューヨークタイムズで、2017 年行くべき世界の場所 52 に、大阪が選ばれたときの

ものです。お正月に、日本で唯一大阪が選ばれたと聞いていたのですが、調べたら沖縄列

島も入っておりました。大阪だけではなかったのですが、これに選ばれたこの写真が、大

阪城でもなく、USJ でもなく、通天閣でもなく、道頓堀だったと。本当にいま、たくさん

の外国の方がここに来られています。6 年前に運営管理を受けてから様変わりの状態で、

グリコの看板の前では、皆さん両手を挙げて、片足を挙げて写真を撮っており、深夜まで

ものすごいにぎわいを見せています。こちらにありますように、社会実験が終了後、平成

23 年に占用許可の準則が改正され、平成 24 年より 6 年間、南海電鉄が運営管理者として

業務を受けています。受託前と後では、年間のイベント数を 4 倍増やし、200 件超え、オ

ープンカフェも 6 倍増やして 32 件と、大変な営業努力を行い、地元と良好な関係を築い

て、にぎわいと活性化、さらには大阪のブランド構築の一端を担っているのではないかと

自負しております。 

いま感じていますのは、に

ぎわいと心地よさ、事業性と

公共性、御堂筋と道頓堀の広

域空間のありようなど、この

エリアそのものをどうしたい

のかということを、資産管理

者である大阪市がどう考えて

いるかという意思をお聞きし

ながら、運営管理者のわれわ
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れ民間としての提案をすること。もっとその辺の対話があってこそ、本来の官民協働の事

業になっていくのではないかと思います。 

最後に、三つの事例を紹介させていただきましたが、いずれもエリアの協議会を中心と

した管理運営になっています。ここからは私見ですが、それぞれ三つの運営協議会（団体）

のコンセプトや事業を相互に理解し、連携できることで街全体の雰囲気や空気感をよりよ

いものにしていけるでしょうし、街を訪れるお客様の回遊性も増えると思います。こうし

たプラットフォーム的な役割を、さらにエリアマネジメントとして構築できればと考えて

おります。ご清聴、ありがとうございました。 
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＜松本 栄二＞ 

「新虎通りエリアマネジメント 道路空間活用の取組み」 

  

 森ビルの松本です。よろしくお願いいたします。私からは、新虎通りでの道路空間の利

活用の取組みについてご説明させていただきます。 

 スライドの写真は、虎ノ門ヒルズから東側（汐留方面）を見た写真です。このあとご説

明しますが、新虎通りでは、オープンテラス、四つの道路内建築、イベントなど道路空間

の利活用に取り組んでいます。
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 スライドの左側の写真は、新虎通り（環状二号線）が整備される前の写真で、赤い破線

の所が新虎通りです。右側の写真は、虎ノ門ヒルズが竣工した後の写真です。 

 次のスライドの写真の左から二つ目が虎ノ門ヒルズで、2019 年度から 22 年度にかけて、

三棟の再開発ビルが竣工予定です。また、桜田通りの下に日比谷線の新駅が 2020 年のオ

リンピックの前に供用開始されます（全体完成は 2022 年度）。 

 ご紹介した虎ノ門ヒルズ周辺の再開発に加え、虎ノ門二丁目地区、ホテルオークラの建

替、先月オープンした赤坂インターシティ AIR など周辺では大型の再開発が進むエリアで

す。新虎通りは、外堀通りから分岐して第一京浜までの地上部分をさします。新虎通りエ

リアマネジメント協議会（以下「エリマネ協議会」という）では、主に虎ノ門ヒルズから

東側の高幅員歩道を中心に道路空間の利活用に取り組んでいます。 

 新虎通りは、虎ノ門ヒルズの前の愛宕下通りから第一京浜までで 760m あります。表参

道で言うと、明治通りから青山通りまでとほぼ同じ距離になります。新虎通りは道路幅員

40m のうち 3 分の 2 が歩道で、歩道幅員は片側 13m あります。歩道幅員が片側 10m の表

参道よりも広く、この歩道空間を活用していろいろな取組みをさせていただいているとこ

ろです。 
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 エリマネ協議会の設立経緯は、後ほどご説明しますが、都市再生整備計画の中で、広告

と食事施設、購買施設、オープンテラスなど歩道空間を利活用できる仕組みが位置付けら

れています。その位置付けに基づいて、

エリアマネジメント組織が実施主体に

なり、東京都、港区が連携してその活

動を支援するということが定められて

います。これを受けて、東京都の主導

のもと、道路が開通した 2014 年 3 月

に、エリマネ協議会が設立されました。

会員は、スライドにある範囲内の土地

建物の権利をお持ちの方が入会の対象

になっています。 

 エリマネ協議会の設立当初は東京都

に事務局を担っていただき、今後どう

いう活動をしていくのか、活動するに

あたり、どういう体制をつくっていけ

ばいいのか、について検討しました。

その後、エリマネ活動の実行組織とし
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て 2015 年 10 月に一般社団法人新虎通りエリアマネジメント（以下、「エリマネ法人」と

いう）を設立しました。現在は、エリマネ協議会とエリマネ法人の二つの組織が一体とな

って道路空間の利活用に係わる

様々な取組みを行っています。 

 エリマネ協議会の設立後の

2014 年から取り組んできたのが

清掃活動とオープンテラスです。

清掃活動は当初は月 1 回でしたが、

現在は月 2 回実施しています。オ

ープンテラスは、少しずつ拡大し

現在は 8 ヶ所で展開しています。 

 2015 年 10 月にエリマネ法人を

設立後には、エリアビジョンの策

定に着手しました。小林先生にも

ご参加いただき、地元の方とワー

クショップを 3 回開催し、エリマ

ネとは何かということから勉強し、

地域資源とは何か、どんな街を目

指したいか、ということを議論し、

地元の方と一

緒に目指すべ

き街の将来像

を描き、エリ

アビジョンを

とりまとめま

した。 

 

 

 



58 

 

 先ほどお話ししたエリアビジョン策定後に実施したのが、道路空間での初めてのイベン

ト「打ち水」です。2016 年 7 月に、エリマネ協議会とエリマネ法人の共催で実施し、全

国の打ち水の開幕としても位置付けていただきました。 

 二つ目は、「リオデジャネイロ・オリンピック・パラリンピックのメダリストパレード」

の開会式が新虎通りで開催されました。主催は公益財団法人日本オリンピック委員会、公

益財団法人日本障がい者スポーツ協会日本パラリンピック委員会、東京都、公益財団法人

東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会、内閣官房東京オリンピック競技

大会・東京パラリンピック競技大会推進本

部事務局、スポーツ庁からなる実行委員会

で、エリマネ法人としては、道路封鎖など

のお知らせを地元の方に周知する役割を担

わせていただきました。新虎通りを活用し

た初めての大型イベントとして、当日は 1

万 2,000 人の方にお集まりいただきました。 
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 三つ目は、2016 年 11 月に実施した「東京新虎まつり」です。これは東京都と実行委員

会の共催で、実行委員会にエリマネ法人が入って行いました。東北の復興と鎮魂、日本の

コンテンツの海外発信、また、東京が地方に貢献する、という主旨で、オールジャパン的

な催しとして開催させていただきました。 

 新虎通りでの東北六魂祭パレード、虎ノ門ヒルズと港区南桜公園での各種イベントを開

催し、エリア全体を使ったイベントとして実施しています。 
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 最後は、現在実施中の「旅する新虎

マーケット」です。主催は「2020 年東

京オリンピック・パラリンピックに向

けた地域活性化推進首長連合（以下「首

長連合」という）」という組織で、568

市町村（平成 30 年 1 月 30日現在時点）

が加盟している団体です。首長連合か

ら「オリンピックに向けた観光振興策

として、新虎通りの道路内建築を活用

し、自治体 PR を行いたい」というお

話しをいただき、ご一緒させていただ

いています。エリマネ法人としては、

道路内建築の建設・提供などの役割を

担っています。 

 具体的には、3 か月毎に四つの自治

体にご出展いただき、食文化や特産品

などを中心に自治体 PR を行う取組みです。四つの道路内建築（スタンド）に 1 市町村ず

つ出展いただき、出展自治体の食材を使った料理の提供と物産品の展示、ストアでは特産

品の販売、カフェでは出展自治体の食材を使った創作料理の提供などを行っています。 

 道路内建築は、冒頭で触れさせていただいた都市再生整備計画の中で位置付けられてい

ます。現在、道路内建築やオープンテラスを実施できるのは試行区域の範囲内になります。 

今後、都市再生整備計画の変更提案を行い、試行区域の範囲を拡大すべく、一昨日にエリ
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マネ法人を都市再生推進法人に指

定していただきました。 

 また、エリマネ法人として自主

景観ルールを策定し、沿道の景観

誘導に取り組んでいく予定です。

自主景観ルールには広告に関する

ルールも定め、道路内での広告も

展開できるようにしていきたいと

考えています。 

 最後になりますが、10 月 13～

14 日に新虎通りの歩道 150m に

15 のテントを出して「クラフト＆

ファーマーズマーケット」を開催

します。これは社会実験の一環と

して歩道を利活用する取組みです。

よろしければ、ぜひ、お越しくだ

さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（カフェ） 

 

（ストア） 
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＜ディスカッション＞ 

 

（小林） 四名の方に、それぞれの社会実験、公共空間活用についてお話しいただきまし

た。時間はあと 50 分ほどありますので、これからディスカッションに移らせていただき

ます。ディスカッションの内容について、私は前もって皆様から資料をいただき、泉山さ

んからもいろいろ情報をいただいておりますので、そういう資料を若干読み解き、三つの

テーマに絞って、これから、かなり実務的な議論をさせていただきたいと思います。 

 1 は、公共空間利活用における公民連携の実際について。2 は、一過性の活動から常時

の活動へ移行するための公共空間利活用について。3 は、公共空間の利活用の持続性のあ

る運営体制。それぞれ三点について順次議論させていただきたいと思います。 

 

・テーマ 1 

（小林） 最初です。公共空間利活用にお

ける公民連携の実際について、二つにテー

マを分けております。一つは道路空間のよ

うな公共空間の利活用について、もう一つ

は、道路・公園などの公共空間利活用のた

めの公共空間整備と利活用についてです。

それぞれ予め想定した組織・団体の名前が少し入っておりますが、議論させていただきた

いと思います。最初は、道路・公園などの公共空間利活用についてということで、若干専

門用語になりますが、占用許可と使用許可という言葉が出てきました。占用許可というの

は、一般的に公共空間を占用して活用する、これは、相対的にあまり問題は多くないと伺

っています。問題は使用許可で、公共空間を使うときに使用許可は得られるけれど、即日

設営、即日撤去、その日に設営してその日に撤収すること

が条件として付けられている点もあるとお聞きしておりま

す。その辺の課題、それに対してどう対応されているかと

いうことをお話し合いいただきたいと思います。最初に藤

井さんからお願いします。 

（藤井） 道路利活用における公民連携の実際ということ

ですが、いろいろ行政の方ともご相談させていただいてお
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ります。行政の中でもまちづくりサイドご担当の皆様は、いまのこの流れに大変前向きで、

積極的でいらしていただいていると思います。私どもは、先ほどご紹介した大丸有地区の

まちづくり懇談会という、エリマネ団体、地権者の集まりと、行政の皆さんと、一緒にビ

ジョンを共有するわけですが、そこには道路を積極的に活用していきましょうという、ま

ちづくりサイドの方々の応援があるというのは大変ありがたいことだと思います。 

 一方で、実際に道路を活用する場合、当然ですが道路法に基づく管理サイドご担当の方

がいらっしゃって、そちらの方と協議して占有許可をいただく。もう一つは、道交法の関

係で交通管理者である地元の警察と協議する、そこで使用許可をいただくということで、

許可関係でいうとその二つが大きな協議先になります。 

そのほか、飲食を伴う場合は保健所、それから飲食店が発電機を回すときには消防署の

許可を取る。また、行政との協議に合わせて、私たちはイベントをやるとき、必ず周辺の

地権者やテナントさんにもご説明して了解いただくというプロセスがあります。 

 いま、先生からありました使用許可が大変だという話は、皆さん、今日、警察の方がい

らっしゃっているかどうかわからないですが、大変ご苦労されていると思います。結局、

道交法に基づいて運用されていますが、その運用の部分で非常に厳しい指導があるという

ことです。たとえば丸の内で言うと、アルコール類の販売はいっさい駄目となると、なか

なかイベント、先日盆踊りをやりましたが、会場の中ではいっさい販売できず、周辺の店

舗から買ってくださいという形になっていました。ここの即日設営、即日撤去というのは、

連続してイベントを開催するときに、夜間にそのまま設置してはいけないというような指

導が多分あるのだと思うのです。丸の内も同じような指導がありました。夜間、そこに爆

発物とか、そういうものを仕掛けられたらどうしますかとか、そういういろいろな心配事

から、必ず 1 回撤去してくださいという指導があります。その辺が、実際の運用面でけっ

こうなコスト負担になり、その結果、なかなかやりたいようにできないことがあると思い

ます。 

（小林） ありがとうございます。これに関連して、何かご発言がほかの組織でございま

すか。 

（松本） 道路空間の利活用は、実績と信頼をつくっていくことが重要だと感じています。

道路内建築ができた当初、屋外に出来る限り多くの椅子、テーブルを出したかったのです

が、行政との協議の中では少しずつ増やしていきましょうということになりました。結果

的には時間をかけて実績と信頼をつくることもでき、今後の活動や行政協議にプラスに働
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くのではないかと感じています。 

 藤井さんがおっしゃったように、2 日間のイベントの時に、夜、設営したものを撤去し

なければいけないというのは、われわれとしても課題として認識していますが、今は一歩

一歩、実績と信頼を積み重ねていくことに注力しています。 

（小林） ありがとうございます。いろいろテーマがございますので、次に移ります。道

路・公園などの公共空間利活用のための公共空間整備と利活用についてということです。

これは先ほど、なんば広場とか、御堂筋再編のところで公共空間の整備を公共がやるとい

うお話がありました。一昨年、アメリカの BID の話を聞きに行ったときに、ミルウォーキ

ーやシカゴでお話を聞いた限りでは、先ほど泉山さんからタクティカルという話があって、

小さなところから上位があって、それが成果を生みつつ、実際の公共空間整備に行くとい

うプロセスを踏むことが重要だというご指摘がありました。たとえばシカゴで聞いた限り

は、行政は、たとえば道路空間の再編を行って歩道を拡幅する。拡幅した空間を、その地

域にあるエリアマネジメント組織、BID 組織がどう活用するかと協議をして、間違いなく

その BID 組織が、これをしっかり利活用するという絵姿を描ければ、そのときに公共が整

備するという関係になっている。勝手に行政が投資をして、税金を使って整備するのでは

なく、あくまでもその地域の活動団体がそれをしっかり活用するということが見えた場合

に整備するというお話を聞いて、なるほどと思いました。そういうことと絡んで、たしか

難波、御堂筋はそういう議論をやられたのではないかと思いますが、その辺のお話をいた

だきたいと思います。 

（和田） 先ほど申し上げたように、あの社会実験とい

うのが、地元だけではなく、大阪市、大阪府、一緒にな

ってやらせていただいたということがあります。現状も

その三者に大阪商工会議所も入り、引き続き協議をして

います。いま先生がおっしゃったように、整備するにあ

たっては受け皿となる運営団体がしっかりないと整備し

にくいという議論がもちろんあります。ただ、その運営団体をわれわれ地元が担っていき

たいという意思を持ちつつも、やったことがないので、どこまでできるのだろうという不

安感もあり、いま模索中なのです。 

 社会実験に関しても、珍しいことに前の日も、あとの日も雨が降ったのですが、当日は

3 日間晴れてしまいました。いい状態にはなったのですが、たとえば雨が降ったらどうな
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るのだろうというのは 3 日間で全く検証できないですし、実際、出ていただいた店には多

少売上は上がりましたが、広告も 3 日間ではなかなかつかないような状態で、いま来てい

ます。 

 行政とは、早くやったほうがいいので、整備を早くやっていきましょうかという話をし

ています。その中では、小さく生んで大きく育てていくという話をその協議会の中でもし

ていますので、早くやっても、あと 2 年ぐらいかかりますから、その間に運営体制なども

勉強させていただきながら、しっかりそれをつくりつつ、整備のほうも急いでいただいて、

オリンピックにはいい姿を見せられるようにしませんかという対話を、いましているとこ

ろです。 

 自由度というところで、先ほどの話になりますと、駅前の地下は地下街がありまして、

地下街の道路になっていますので、その上の空間を、これは行政が決めることだと思って

いるのですが、道路のままなのか、広場にするのか、公園にするのかという位置付けにつ

いて、いまご協議いただいています。自由度を持つためには、当然道路よりも広場にして

いただくほうが、自由度が高まるのではないかという視点と、もう一点、難波の駅前です

から、あそこの人通りはとても多かったり、暴走する自転車もたくさん通っていたりする

のが実態です。そこでの交通事故云々という話になると、運営管理会社としてやっていく

中では、そういう事故が起こったとき、広場の一部は道路のまま残すほうがいいのではな

いかという議論もしているのが現状で、いま、まさしくその議論をやっているところです。 

（小林） 先ほどお話いただいた御堂筋の再編は、全体としてやる、その第一歩としてや

っているという。 

（和田） そうですね。御堂筋も 4km ありますが、ミナミのほうはああいう形でインバ

ウンドの方もいて、非常に商業的なにぎわいがあるところ。真ん中の心斎橋あたりは、ご

案内かもしれませんが、ブランドショップがあってまた違う空気ですし、本町から淀屋橋

のあたりになると企業があるということなので、自転車の交通量についても違いますから、

この 3m という自転車道の幅がそのまま目玉で、前面に展開するというのは少し考えにく

い。モデル区間ということでの実験的なエリアになっています。 

（小林） ありがとうございます。次に、河木さんに、豊田のペデストリアンデッキと整

備の関係をお話しいただければと思います。 
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（河木） 豊田市の街は二つの駅があり、その間を結ぶ

ペデストリアンデッキ、これは歩道になっており、毎日

2 万人を超えるような方々がお通りになっているわけで

す。その人たちが全然街中に回遊することもなく、また

滞留することもなく、そのまま電車に乗って帰って行か

れるというところがあり、非常にもったいないという思

いがありました。また、このペデストリアンデッキは無

駄に広すぎる感もありまして、その中の一部を、豊田市が話をしながら、歩道から広場に

変えさせていただいたわけです。先ほどお話ししたとおり、赤い線で仕切って、いろいろ

公安調整しながら、例えば一般の人たちが簡単に入れないようにしろと言われるのですが、

そうしてしまったら全然広場にした意味がないわけですので、どうやって運営したらいい

かということで、いろいろな人たちと相談しながら、攻防しています。まず管理する人を

決めようと。その人は、店をやりながら、掃除をしたり、半分のエリアの中でいろいろイ

ベントを仕掛けてくれる人たちとの調整もしていただこうということで、お金も払っても

らいながらいろいろな活用をしようというところでつくり上げてきたわけです。 

 広場をつくったときに、いままで仕事の関係で通過してしまうだけという人たちが何ら

かの形で立ち寄って、滞留していただけるような仕掛け、仕組みをどうやってつくってい

くかということが大事だと思っていました。いままで歩道だったところが広場として使わ

れることによって、少しでも街中に人が残るようになる、滞留するような仕組みをつくれ

るということになればいいのではないかと思ってやり出しました。当然、イニシャルは非

常に大きなお金がかかりました。飲食、物販ができるような形にするため、それに対する

投資もあったのですが、その辺のイニシャルは、社会実験として、豊田市が負担しました。

われわれはそれをお借りして運用していくという仕組みの中で、その中でどうランニング

をつくり出していくかに留意しながら、いま進めているところです。 

 先ほどもお話したとおり、彼ら出店者が売っている売上の 5％をいただくということで

やっているわけです。その 5％が妥当かどうかわかりませんが、けっこうな商いにもなっ

ている部分があり、それで十分回るようになっています。当然、その中のイニシャルの部

分を全部われわれが負担するということになると、とてもできる話ではありませんので、

その辺は豊田市と話をしながら、イニシャルの部分での按分をどうするかという議論や、

そのあと、公安調整の中でどう豊田市が動くかというところを、われわれも一緒になりな
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がら、相談しながら、またお役に立てるとことをやりながら、役割を明確にしながらやっ

ています。 

 ただ、その中で、豊田市は公共空間を積極的に活用していくことに腹をくくったなとい

うことは感じましたので、それは大変ありがたく思っています。彼らが腹をくくったとい

うことで、われわれもしっかり、このあとの運営については責任を持ってやっていこうと

いうところで、良好な関係ができていると思っています。 

 結果について、どのような評価がなされていくかわかりませんが、やらなかったより、

やったほうがよかったという意見を地元の方々からもいただいていますので、いいのでは

ないかと思っています。電車待ちの人たちが、そこで暇が潰せて待っていられるようにな

った。店の予約をしても入れない人たちが、そこで少し集まるのに上手に使えるという事

例もありますので、何らかの形で役に立っていると思っています。その辺は、豊田市とう

まくやっている形の中から生まれてきたことだと思っております。 

（小林） ありがとうございます。道路と広場の関係は、札幌駅前通が有名です。今日、

関係者がお二人ほどみえているようですが、駅前通のエリアマネジメント組織は、株式会

社組織として、地下道の両側につくった広場空間をいろいろな形で使い、そこから一定の

収益を上げるということで、大変大きなエリアマネジメント活動に展開しているという事

例があります。豊田市や札幌駅前通の議論を、今後エリマネ組織として十分咀嚼して、ま

ちづくりとエリアマネジメント活動の関係性を考えた広い意味でのまちづくりをこれから

展開する。そのための、行政とエリマネ組織との関係が極めて重要だと認識しているとこ

ろです。では、時間も限られておりますので、次のテーマに移らせていただきます。 

 

・テーマ 2 

（小林） 次のテーマは、一過性の活動

から常時の活動へ移行するための公共空

間利活用について。その大きなテーマの

一つが公共空間利活用の制度化、二つ目

のテーマは公共空間活用のための空間装

備ということです。 

 最初の公共空間活用の制度化については、大丸有が社会実験絡みでいろいろ実績がある

ようですので、それについてお話をお願いします。 
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（藤井） 先ほどもご紹介させていただいたのですが、単発でいちいちゼロから協議をす

るということではなく、ある一定のルールの中であれば、細部の確認はともかく、大枠こ

ういったことができるといった環境まで整備できればいいと。そこまでの仕組みづくりを

何とかしたいということで、まだ道半ばですが、協議を進めております。大丸有エリアマ

ネジメント協会が道路活用の担い手として、ここ 2 年やってきた実績は評価していただい

ていると思っているのですが、たとえばリガーレ（大丸有エリアマネジメント協会）が担

い手になるということについて、なぜリガーレなのかと。ほかにもできる人がいるのでは

ないかといった指摘が理論上は出てきてしまいますので、何らかの法制度の中で代表制を

付与していただく位置付けが必要になってくる。それを確立したいということです。 

 それから、一定のルールのもとでということでは、先ほどご紹介させていただいた道路

活用のご案内というリーフレット、ルールづくりをさせていただいたということが一つの

実績です。あれで大枠については、だいたいこういう方向のものであれば警察も、道路管

理者も、これに則っていればということでご了解いただける大枠は築けたかと思っており

ます。 

 三つ目に、そこから上がる収益をまちづくり活動に活用していくことについて。基本的

に道路から上がった収益をまちづくりに使うことについては、それを使っていいと言って

いただける主体がどちらの部局なのかということが、正直、新しいテーマでもありまして、

決まっていないというところもあります。ですから、そういう仕組みをどこで位置付ける

かということです。いま考えているのは、都市再生整備計画の中で位置付けるというのも

一つではないかということです。これもいま、協議中です。 

 あとは、先ほど他の事例で出ていましたが、そのときの収益、たとえば値段の設定とか、

その辺の運用も私どもに一任させていただければありがたいということです。その辺をト

ータルに整備できれば、かなり利活用が進むのではないかと思っています。 

（小林） これに関連して、何かほかの組織でお話しいただくものはありますか。先ほど

実践と信頼というお話がありました。たとえばミナミのほうはいろいろな組織がいらっし

ゃいます。そういう組織を束ねて、実践と信頼ということはなかなか難しいテーマではな

いかと思いますが、その辺に関連していかがですか。 

（和田） 昨年、全国エリアマネジメントネットワークができ、ミナミのほうでは、ミナ

ミまち育てネットワークという団体が参加させていただいています。この団体はミナミに

ゆかりのあるところの企業や商店街などが中心の会員ですが、ゼネコンが入っていたり、



69 

インフラ会社に入っていただいております。まさしくミナミ全体の、何か事業をやってい

くというよりは、どちらかというと行政の窓口業務や事業のサポート的な役割が中心にな

ります。先ほど申し上げた広場の話でも、なんさん通りの商店街だけでは、「何を言ってい

るのか、議員を呼んで、こんなものはガンと、議会で要望してもらってやってもらったら

いい」という議論がある中で、まち育てネットワークが入って、「いや、いや、ちょっと待

ってください。こういうものはちゃんと交通量調査もわれわれが仕上げていって、行政、

警察を巻き込んでやっていくべきですね」というアドバイスをする。そのような役割がま

ち育てネットワークだったのですね。 

 今回の広場、御堂筋についても町会が中心となって協議会としてやっていますが、これ

も大変失礼ながら、町会やビルのオーナーの方だけでは全部まとめて提案書を書くとか、

企画書ができきれないところもあります。そこを、まち育てネットワークがフォローして

いるという形になります。プレゼンの最後でも申し上げましたように、地域のいろいろ起

こっている部分、部分、エリア、エリアのコーナーマネジメントといいますか、そういう

ものをちゃんと取りまとめ、ミナミをこういう街にしていったほうがいいですよね、とい

うのがエリマネ団体として一つ出来上がる。あるいは発展してゆくというのが望ましい形

だと思っています。 

（小林） 制度化の前提としては、組織の明確化というか、代表制のようなものが求めら

れるというお話に繋がっていると思います。どうもありがとうございます。 

 では、下のほうの議論に移らせていただきます。公共空間活用のための空間装備です。

先ほど、新虎通りについて道路内建築の議論がありました。豊田市のお話の中ではウェル

カムセンターのようなお話がありました。それぞれ、道路内あるいは公共空間に常設的な

建物、施設を置くということを試みられているわけです。そのことに関連してお話しいた

だきたいと思います。最初に新虎通りから。 

（松本） 新虎通りの道路内建築は、非常に画期的な仕組み

だと思っています。制度的にも道路占用ができますし、給排

水と電気が取れるようなインフラも予め用意していただいて

います。 

今回、うまくそれができた大きな要因としては、一つは首

長連合とご一緒できたことが大きかったと思います。道路内

建築というのは公益的なものに使うということになっており、



70 

首長連合という公的な団体とご一緒できたというのが大きかったと思います。もう一つは、

首長連合がオリンピックに向けて実施したいということで、長期にわたって借りていただ

けた点です。裏を返すと、10 坪に満たない小さな飲食施設の売上には限界があり、結果的

に投資回収が厳しいという事情もあったので、そういう意味では、首長連合との出会いが

うまく機能したと思っています。逆に、首長連合がいなくなった後や、道路内建築の新た

な建設については、今後の課題だと思っています。 

また、先ほど藤井さんからお話しがあった道路活用のご案内のリーフレットを新虎通り

でも用意していくこと、外部の方に道路空間を使っていただく際のフィーの考え方を整理

していくことが今後の課題です。 

（小林） ありがとうございます。では、河木さんから。 

（河木） 豊田市の場合は、本当にたくさんの土地があって、無駄な使い方になっている

所が多いということです。駅前にもちょっと広い所があるということで、そこにウェルカ

ムセンターをつくろうという話が進んでいます。駅を降りられた方に、街の魅力とか、い

ろいろな案内を発信できる場所がないというお話もあり、そういうものをつくろうという

ことでやっています。 

 もう一つ、豊田市の場合は、特に男性が多いということもありますが、女性に対して街

が全然優しくないのです。トイレは汚い、授乳する場所もない、子どものオムツを替える

場もないという話もあります。そういったものに対応できる場がいるよね、という話から、

ウェルカムセンターという呼び方をしていますが、いろいろな使い方ができるセンターに

したいという思いがあります。2019 年に、私ども豊田市もラグビーワールドカップの開催

地になります。先ほどもお話したスタジアムでラグビーが行われますが、そのとき、いろ

いろな方がおみえになったときに街の案内ができるのか。いまの交番だけでは対応できな

いだろうという話もあり、そういったものをつくりたいと思っていたということもありま

す。 

もう一つは、先ほどお話したように、豊田市は再開発事業がいろいろ済んで、駅前の広

場が整備されるようになっていく。今日もおみえになっていますが、大阪のグランフロン

トの真似をして、そこに大きな回廊をつくろうとか、いろいろ話をしているわけですが、

そういった中で、未来デザインセンターのようなものも豊田市でつくりたいというお考え

があるようです。そういったものの先行事例としてこういったものを先にスタートさせて、

将来的にいろいろな形でそういうものができるような、われわれがトレーニングする場を
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含めて進めさせていただいています。 

ですから、いろいろな所に、街中にうまく使われないという言い方はおかしいかもしれ

ませんが、うまく使われていない公共空地がたくさんあります。それを民間の力でどうや

って活かして使う仕組みをつくるのかということで、一つのトレーニングの事例としてウ

ェルカムセンターをやっていこうと思っています。また、そういったものをいろいろな方

に見せることによって、こういうふうにすればうまく活用できるという話になれば、参加

してくださる方々も増えてくるかもしれないと思っています。申し上げたとおり、この事

業に関してもイニシャルは豊田市に払っていただきますが、ランニングは全てわれわれで

稼ぐという仕組みで頑張っていきたいと思っています。ですから、中にカフェを入れたり、

若い人たちに参加していただいたりして、特に女性を中心にしようと思っていますが、そ

ういう人たちが中で稼げる仕組み、商売ができる仕組みを一緒になって考えてつくり上げ

ていきたいと思って、いま進めているところです。 

（小林） ありがとうございます。その下のところに、大丸有の移動式店舗とありますが、

これは、だいぶ前で、藤井さんが直接関わっていなかったので私のほうからお話します。

仲通りに、たしかクリスマスに関連してホットワインを出したり、クリスマスの飾りを出

す店舗を道路上に置いたりという企画がありました。そのときに、固定店舗は絶対駄目だ

というお話がありました。しかし、季節性のあるものであるから、店舗の下に車を付けて

移動できるという名目をつくって、移動建築、移動式店舗をつくりました。その時代はそ

ういう限界がありました。 

 近年、やっと新虎通りの道路内建築、あるいは豊田市のウェルカムセンターというよう

なものが公共空間内に建築物として設置できる状況が生まれてきています。ただ、その生

まれる背景には、先ほど新虎通りでお話があったように、地方活性化のために、地方の首

長連合、各都市がそれを活用するという公益性がそこにある。それから、豊田市の場合も、

先ほど説明があったような公益性があるという、そういうハードルを越えて建築物ができ

るということはしっかり確認しておいたほうがいいと思います。どうもありがとうござい

ました。 
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・テーマ 3 

（小林） 三番目のお話に移らせてい

ただきます。三番目は運営体制です。

先ほどから議論がありますように、公

共空間を利活用する、その持続性を高

める必要があり、そのための運営体制

について二つ議論をさせていただきます。一つは、公共空間活用推進協議会などさまざま

な組織をそれぞれつくっておられますので、そのお話を。それから、先ほどすでにいくつ

か出ておりますが、収益確保の議論があります。持続可能性のある運営体制には収益が必

要ですので、収益確保の業務です。それぞれ、別々に議論させていただきたいと思います。

最初は、公共空間活用推進協議会等の組織の議論です。それぞれの組織にそういう議論が

あり、実際に運用、活用されているようですので、お話しいただきたいと思います。最初

に河木さんからお願いします。 

（河木） 豊田市の持っている広場、あるいは再開発ビルが持っている公開空地、そうい

ったものをどういうふうに使っていくかということが一つの大きな鍵になっているという

ことで、それをどうやって使わせるかというところをみんなで考えようということで、あ

そべるとよた推進協議会はできました。一般市民の皆様に「使え、使え」と言うのですが、

誰に話したら貸してくれるのですか、その調整は誰がやっているのですかという話はわか

りにくいと思うのです。そのためにこの推進協議会をつくり、HP を立ち上げて、この広

場はどのような使い方がされているか、どのようなときが空いているか、いくらぐらいで

貸してくれるか、全て状況がわかるようになっています。そこに申し込みがあると、この

協議会とわれわれが、それぞれの持ち主の方と話をして調整するという仕事をしながら、

その広場を、先ほど申し上げたとおり、日常的にこの広場が使われていく仕組みをどうや

ってつくり上げていくのか。その仕組みをつくろうということでこの協議会を立ち上げま

した。基本的には、市民の皆さん方にわかりやすくする。外から来る人も、豊田市民でな

い方もいますので、いろいろな形でわかりやすくするということが一つの大きな仕事だと

思っています。 

 もう一つは、その広場を持っている人たちが一緒になって、エリアの価値をどうやった

ら高められるかということです。その辺の意識を統一しながら、何でもいいという話では

なく、一つのテーマの中で、一つの価値を上げるという共通の思いの中で、その広場を使
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う人、広場で何かをする人たちを選択しながら街の形をつくっていく。魅力を高めていく

という取組みをするためにも、こういう形で、みんなで話ができるようなところでないと。

みんな、バラバラな考え方で「何でもいいや」ということで、テキ屋のような形で仕事を

していくということでは、全くうまく使われている事例にはならないと思っています。申

し上げたとおり、エリアの価値を上げるためにどういうものを選んで、どういう人たちに

やってもらうかというところもきちっと話し合いができるような場になっているわけです。

この協議会をつくることによって、このエリアのステイクホルダーの皆さんと一緒にコン

センサスを取りながらエリアの価値を上げていくという部分で、この協議会をきちっと運

営しながらやっていきたいと思っています。 

（小林） ありがとうございます。では、次に、大丸有道路空間活用ボードという名前が

ありましたが、その実態についてお願いします。 

（藤井） まず、道路空間活用運用の担い手としてリガーレが、実態としては、認めてい

ただいています。たとえばどなたかが仲通りでイベントをしたいという話を、千代田区や

東京都に持っていくと、「リガーレに行って相談してください」という形に実際はなってい

ます。私どもが先ほどのご案内の方針に基づいていろいろ協議して、これは実現できそう

だというものについては、それぞれの許認可、窓口に行って許可を取るという形になって

います。 

 一方で、実際行ったイベントを、結局これは毎回協議をゼロからということになりがち

なので、やったものを蓄積して、いかに関係者で共有していくかということが非常に重要

だと思っています。その仕組みの一つとして、こちらの道路空間活用ボード、いま関係者

会と呼んでいますが、こちらにはまちづくりサイドの部局と、管理者サイドの部局、それ

と警察、警視庁も含めて入っていただいております。半年に 1 回、開催させていただき、

そこで半年の実績を振り返り、共有しています。皆様、ご担当も替わられますので、仕組

みとして、組織としてそれを継承していくということが大事だと思っています。 

 実は、われわれ、当初の狙いは、この場で、たとえば今後の大きな催事案件などについ

ては、ここで議論していただいてゴーサインを出していただけないかと。結局われわれも

一つの催事をするために、実に多くの部署にご相談に行かなければいけない。一つの局で

も、一つの部でも、さらに課が分かれていて、それぞれこちらにもご説明、こちらにもご

説明といったものをいろいろやっていかないとなかなかゴールにたどり着けないので、一

つまとめて議論いただく場として機能させていただけないかというふうに、当初は思って
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おりました。しかし、それはなかなか現実的には難しいということで。冒頭申し上げたよ

うに、蓄積して、それを共有していく。あるいは、先ほどのご案内のルールについても、

もう少し運用ルールを細分化して、この場でご了解いただくことによって、それに基づく

ものであれば OK ですという形に、少しずつ進化させていく。そのためにも、この組織を

活用していきたいと思っております。 

（小林） ありがとうございます。よく、行政側にワンストップの拠点をつくっていただ

くといいというお話があります。ほかの分野ではワンストップで受け止めて、行政側で、

民間側から出てきたいろいろな関係部局に関わるものを回って、最後、そこで結論を出し

て、民間側に「こうです」という説明をいただく、あるいは指導いただくということがで

きている部門もあります。大阪市はエリマネの行政組織のようなものをつくろうとしてい

るのですか、つくったのですか。まず、大阪市の話を聞いて、そのあと豊田市に。 

（和田） 大阪市の都市計画局の中に、本当に同じようなタイミングだったと思うのです

が、大阪エリアマネジメント活性化会議が立ち上がりました。大阪市内にあります各団体

が出てきて、たとえば御堂筋ですと 80周年に向かっては淀屋橋あたり、心斎橋あたり、難

波のあたりという三つのエリアマネジメント団体が御堂筋部会という形で協議を始めてい

ます。各団体があるというのは知っていたのですが、各団体となかなかそういうお話をす

る機会がなかったというところだったので、御堂筋全体をどういうふうに考えましょうか

というきっかけづくりをいただいているので、それはすごく素敵なことだと思います。各

エリアで団体のそのものも、全く質が違うという実態がわかってくるところもよかったと

思います。 

（小林） 行政側で、一括でまとめて情報提供を担う、あるいは、情報の交換の場所にも

なっているということですね。では、河木さん、お願いいたします。 

（河木） 豊田の場合は中活計画を二期やってきしたが、中活計画だけではどうしても進

まないということで、いま都市再生整備計画をつくり、都市再生推進法人の指定というと

ころで、動いているわけです。その中で、私どものつくりました豊田シティセンターマネ

ジメント（TCCM）という組織の中でエリアマネジメントをしたらどうだというお話をい

ただきながらやっています。先ほど来お話しているように、どう収益を上げながらその組

織を回していくかというところが一つの課題になっています。その取組みの中で、いま一

生懸命、都市再生推進法人の指定をいただこうというところで進めています。都市再生推

進法人の指定をいただくことで、エリアマネジメントの取組みはやりやすくなるのではな
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いかと理解しています。 

（小林） ありがとうございます。では、時間の関係もありますので、最後に移らせてい

ただきます。もうすでにいろいろお話をいただいていますが、収益確保です。大丸有は道

路活用のご案内を、一部そういう面を持ってつくられたということを伺っておりますので、

その辺をご紹介いただけますか。 

（藤井） 第三者の方に通りを使っていただいて、活性化と同時に、そこから収益もいた

だいて、いろいろ運用に使っていきたい。また、広く利用者を募るためにも、このご案内

をつくらせていただいたということです。ただ、実績としては、昨年一年間のまちづくり

協力金という形でいただいた収益が 1,000 万円ぐらいです。しかしながら、実際に毎日、

椅子、テーブルを、1 ブロック 100m あるのですが、5 ブロックに対して、出したり入れ

たりということや、あるイベントをやると、夜の設営の立会や、いろいろな指導、土日も

出るなど、そのために一部業務委託で人員を出すといったコストも当然かかってきます。

そういったものを勘案すると、年間 1,000 万円では全く足りないというのが現状です。も

うちょっと利用の幅を広げていかなければいけないと、いま思っております。 

（小林） 道路活用のご案内を作成するにあたって、先ほどの委員会がありましたが、警

察や行政は関わってつくられているのですか。 

（藤井） 活用のご案内は、まちづくり懇談会のほうで、地元の合意という形でつくり、

それを活用ボードのほうにもご説明しています。 

（小林） わかりました。ありがとうございます。それでは、もう一つ、旅する新虎マー

ケット、この運営について、先ほどすでに若干お話をいただいておりますが、改めてお話

しいただければと思います。 

（松本） 現在は道路空間の利活用の実績を積んでいる段階で、財源の確保はこれからの

課題というところです。繰り返しになりますが、首長連合の取組みが終わった後、どうい

う取組みをしていくのか、また、どんなイベントだったら新虎通りで実施できるのかにつ

いて、関係各所と協議、共有していくことも今後の課題です。皆さんのお話を聞いて思う

のは、実績を形に残し、道路管理者や交通管理者の担当の方が代わっても、新しい担当の

方に理解していただくことが大切だと感じました。大丸有で作られている利用のご案内は

その一つの形だと思いますし、外部の方が新虎通りでイベントを行う際にエリマネ法人と

してもらうべき適正なフィーについても整理していきたいと思います。 

 あとは、新虎通りでは広告塔が設置できる仕組みになっているのですが、投資に見合っ
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た収益がえられるかなどの検討も今後の課題です。 

（小林） ありがとうございます。予定通り終わりそうなので、この辺で締めたいと思い

ます。 

お話を簡単にまとめますと、社会実験は、実践と信頼。実践して、その実践の中からい

ろいろな関係者に信頼を持っていただくということがベースにある。さらに実践には公益

性、公共性が、そこに何らかの形である、というようなお話を、極めて抽象的なまとめで

すが、皆様からいただいたような気がいたします。 

このような機会を持って、いろいろな社会実験を通して実践されているということはよ

くご理解いただけたのではないかと思います。今後のエリアマネジメント活動の中で、こ

れからイベントを一過性のものではなくて、常時イベントを行う、それを公共的空間を使

って行う、そういうエリマネ活動ができることを、われわれとしては期待して、この会を

終わらせていただきたいと思います。改めて、今日ご参加いただいた四人の方に拍手をい

ただきたいと思います。 
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講師略歴 

小林 重敬（こばやし しげのり） 

【現職】一般財団法人 森記念財団 理事長、横浜国立大学 名誉教授、全国エリアマネジメ

ントネットワーク 会長、一般社団法人 新虎通りエリアマネジメント 顧問、特定非営利

活動法人 大丸有エリアマネジメント協会 理事長 

【略歴】東京大学大学院工学研究科都市工学専攻博士課程修了。工学博士。横浜国立大学大

学院教授、東京都市大学特任教授、日本女子大学講師、規制改革委員会参与、参議院国土

交通委員会客員研究員、日本都市計画学会会長などを歴任。これまで国土交通省等の多く

の審議会に参加し政策づくりに関与、また東京の都市ビジョン、住宅マスタープランづく

り、横浜の MM21 の開発、都心部のまちづくり方針、横浜駅周辺地区大改造計画、大阪

駅うめきた開発のまちづくり、名古屋駅前まちづくりなどに関わり、さらに地方都市の高

松市、長浜市、石巻市などの中心市街地活性化に参画。大阪版 BID 制度検討会委員長。

主な受賞に日本都市計画学会石川賞(2007 年、2010 年)。主な著書に『最新エリアマネジ

メント』(学芸出版社 2015)、『エリアマネジメント―地区組織による計画と管理運営』(学
芸出版社 2005)  

 

泉山 塁威（いずみやま るい） 

【現職】東京大学 先端科学技術研究センター 助教、一般社団法人ソトノバ共同代表理事・

編集長、UDCO｜アーバンデザインセンター大宮ディレクター、全国エリアマネジメントネ

ットワーク事務局、認定 NPO法人都市計画家協会理事、NPO法人まちづくりデザインサポ

ート事務局 

【略歴】1984 年、札幌市生まれ。明治大学大学院理工学研究科建築学専攻博士後期課程修

了。博士（工学）。（株）アルキメディア設計研究所、明治大学理工学部建築学科助手、同

大学助教を経て、現職。エリアマネジメントやパブリックスペース利活用及び規制緩和制

度、タクティカル・アーバニズムの研究及び実践に関わり、主な PJ として、池袋駅東口

グリーン大通りオープンカフェ社会実験、厚木 FLAT PARK（公園サードプレイス実験）

などを手がける。ほか、日本建築学会・戦略的パブリックスペース活用学【若手奨励】特

別研究委員会委員長ほか委員として研究や政策提言に関わる。主な受賞に、「黒石市こみ

せ再生提案競技・保存修理部門―現存する「こみせ」による歴史的町並みのストリート

マネジメント― 優秀賞」。著書に「 市民が関わるパブリックスペースデザイン-姫路市

における市民・行政・専門家の創造的連携-」(共著、エクスナレッジ、2015 年)がある。  
 

河木 照雄（かわき てるお） 
【現職】豊田まちづくり株式会社 代表取締役、豊田商工会議所 副会頭、豊田市駅前通り北

地区再開発組合 理事長、豊田市中心市街地活性化協議会 副会長・統括タウンマネージャ

ー、一般社団法人ＴＣＣＭ代表理事、あそべるとよた推進協議会 会長 

【略歴】愛知県豊田市生まれ。慶應義塾大学工学部卒。広域化する「クルマのまち豊田」で

長年まちづくり、商店街活動に携わっている。豊田市中心市街地活性化協議会のタウンマ

ネージャーとして、中活事業の推進機能を担うタウンマネジメント機関「TCCM（＝豊田

シティセンターマネジメント）」を設置し、大企業も巻き込んだ活発な活動を展開。本年

2 月法人化により、一般社団法人ＴＣＣＭとして豊田市駅周辺のエリアマネジメントをめ

ざす。 
 

 

和田 真治（わだ しんじ） 
【現職】南海電気鉄道株式会社 営業部推進室 なんば・まち創造部長、大阪市交通局 民

営化特別参与  

【略歴】1963 年 兵庫県姫路生まれ.。1987 年大阪市立大学商学部を卒業後、南海電気鉄

道株式会社入社。経理部、グループ事業室、経営企画部などの企画関係部門を経て、現

在は、昨年新設された「なんば・まち創造部」に在籍。道頓堀川の遊歩道（ﾘﾊﾞｰｳｫｰｸ）

を大阪市から指定管理を受けているほか、今年 80 周年を迎えた御堂筋の在り様につい

ても地域の方とともに、検討中。また昨年、南海なんば駅前ひろば化の社会実験を担当。

現在恒久化に向け、行政とともに協議中。大阪ミナミのエリアマネジメント団体「ミナ

ミまち育てネットワーク」の運営にも携わる。南海ホークスのファンだった。 
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藤井 宏章（ふじい ひろあき） 
【現職】三菱地所株式会社 開発推進部 エリアマネジメント推進室長、特定非営利活動法人 

大丸有エリアマネジメント協会 事務局長、全国エリアマネジメントネットワーク 事務局

長、DMO 東京丸の内 事務局長  

【略歴】1985 年、一橋大学法学部を卒業、三菱地所株式会社に入社。横浜みなとみらいラ

ンドマークタワー開発計画、丸の内再開発全体計画、丸の内仲通り改修計画、丸ビル建替

計画の他、地域情報サイト「MARUNOUCHI.COM」の開設やストリートを使ったガーデ

ニングショーの開催、地区就業者の交流を深める「倶楽部２１号館」の開設、若手アーテ

ィストを発掘する「アートアワード東京」の開催等、丸の内エリアの環境改善・魅力向上

を図る様々なソフト事業を企画・推進。その後、2008 年より 2013 年までロンドンに駐在

し、現地でオフィスビルの開発・管理・取得・売却に携わる。海外事業部門・不動産証券

化事業部門を経て 2016 年 4 月にビル事業部門に戻り、大丸有エリアマネジメント協会事

務局長に着任、現在に至る。 
 

松本 栄二（まつもと えいじ） 
【現職】森ビル株式会社 タウンマネジメント事業部 運営部長 

【略歴】1988 年に早稲田大学理工学部建築学科を卒業し、大手建設会社にて不動産開発の

企画業務に従事。1999 年 4 月に森ビルに入社し、オフィスビル、住宅のマーケットリサ

ーチ、商品企画業務などに従事。2009年 1月より営業本部マーケティング室部長として、

オフィスビル、住宅のマーケットリサーチ、商品企画業務などを統括。2013 年 7 月より

都市開発本部施設計画部担当部長として、都市再開発プロジェクトのプランニング業務

に従事。2015 年 4 月よりタウンマネジメント事業部部長として、2017 年 7 月よりタウ

ンマネジメント事業部 運営部長として六本木ヒルズ、アークヒルズ、虎ノ門ヒルズのタ

ウンマネジメント（街の運営）事業を統括。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 30 年 3月 発行 

一般財団法人 森記念財団 

 〒105-0001  

 東京都港区虎ノ門 3-5-1 虎ノ門 37森ビル 

 電話（03）6406-6800 

 http://www.mori-m-foundation.or.jp/ 

 

無断転載を禁ず 

 


	第6回 都市ビジョン講演会
	講　演　録
	公的空間活用と社会実験
	－エリアマネジメント活動に寄与する－
	平成29年10月12日（木）
	イイノカンファレンスセンターRoomA
	一般財団法人　森記念財団
	講師略歴
	小林 重敬（こばやし しげのり）

	【現職】一般財団法人 森記念財団 理事長、横浜国立大学 名誉教授、全国エリアマネジメントネットワーク 会長、一般社団法人 新虎通りエリアマネジメント 顧問、特定非営利活動法人 大丸有エリアマネジメント協会 理事長
	泉山 塁威（いずみやま るい）
	河木 照雄（かわき てるお）
	和田 真治（わだ しんじ）
	藤井 宏章（ふじい ひろあき）
	松本 栄二（まつもと えいじ）


