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次世代へと、より良い「まち・むら」を残すために 21 世紀型のまちづくり・むらづくりをサポートします。

女もすなる都市計画

開催報告！
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1 2 月 1 7日、24日開催 ◆浜松市
第十二回
in 静 岡 / 浜松 ○農と食、文化を活かした特色のあるまちづくりを
「わが街を考えてみよう」
今回は静岡事務所、浜松事務所ともに今までの勉強会を踏まえ、

まちづくりに関わる話題をもとに「こうしたい！なぜこうなの？」
を本音で率直に語り合いました。

◆静岡市
○効果的な投資で効率的な都市へ (LRTとアセットマネージメント)
まずは、静岡駅周辺・新清水駅周辺に構想されているLRTについて、

街の顔である中心市街地を元気にするために様々な意見がでた。
実は、浜松市は農業生産額の市町村ランキング（H18）で全国4位であ
ることを知り、驚きの声があがった。これを活かした軽トラ市等を定
期的に活動を重ねることで、浜松市ならではの農業と都市が共存する
イメージ醸成に役立ち、食への関心の高まりを背景に、住む場所とし
ての中心部の魅力を打ち出す上で有効な方法だとの意見が出された。
また、松菱跡地の整備に対して、美術館の移転を強く望む声が出た

提示されている4つのルートを見ての第1声、「距離が短くて何のためか 他、ゆりの木通り万年橋パーキングでの個性的なイベントの紹介やそ
意図がわからない」「バスを無くすわけにはいかないから道が混むだけ れらを評価する声があがり、市民が自分たちの思い（価値観・こだわ
では？」等々、厳しい声が続いた。財政が厳しい状況に市民も大きな懸 り）を表現できる場や文化的機能の充実の重要性が指摘された。
これまでの勉強会において、住民組織の脆弱さが課題として話題に
念を抱くようになっている。LRT整備は多額の投資にである。LRT整備
推進には、郊外と中心部を結ぶことによる利便性の格段の向上等、明確 なっていたが、とりわけ防災時共助体制に対する懸念、特に浜松駅区
画整理区域等、新たな住民が多い地域において対応が遅れているとの
なメリットを示すことで、市民の理解を得ることが鍵となるようだ。

財政の厳しさへの懸念に関連して、市が進めているアセットマネージ 指摘があった。その対策として、アクトシティは立地も空間としても、
メントについて話題が及んだ。高度経済成長期以後活発に建設されてき 災害時の医療支援拠点として適しており、防災拠点としての活用を図
た多くの公共施設が更新時期を迎えている。建替え計画等、新聞などで るべきとのアイディアが出された。加えて、自治会を地域の課題を考
目にすることもあるが、住民には、知らない間に計画が進み、気づけば える組織に変えていく必要性が指摘された。（現在のイメージはお祭
場当たり的に施設の建設が進んでいると感じることも多いようだ。

りのための組織というイメージしかないという厳しい意見も出た。）

※アセットマネージメント：計画的に効率よく施設の整備や維持管理を行うことで施設の寿
命を延ばしたり、利活用促進や統廃合をすすめることで将来の軽減を図り、都市経営上の健
全性を維持していく手法。

地域の住民の組織としての核を再構築していくことを望む声があがっ

市民へときちんと説明しつつ、効率的で利便性の高い機能配置を施設の 志縁組織であるNPO等と地縁組織である自治会とが連携し、お互いの
更新を契機に戦略的に進めることが求められている。
得意な点を活かしあいながら、地域自治の力を高めていくことで、

第七回講演会予告③
スポーツを活用したまちづくり
～スポーツ振興の歴史～
今まで

た。

御礼
女もすなる都市計画勉強会を終えることができました！
〜全１２回

静岡会場・浜松会場にて〜

１２月の勉強会をもって、第一弾『女もすなる都市計画勉強会』を

日本でスポーツが文化として認知されはじめたのは明治時代に遡る。 終了した。１回平均１０名、中には全講義に出席頂いた方もいた。
その当時、軍事訓練の体操として伝わり、学校「教育」に取り入れられ なかなか触れる機会がない都市計画。ほど遠い世界にあるものと思
ていた。そして昭和時代になると学校のクラブとともにスポーツを牽引 われがちだが、街の様々の場面で影響をもつ、暮らしに密着した存在
したのは、「企業」であった。社員同士の結束を高め愛社精神を醸成さ である。「少しなじむだけでも、まちへの観方が拡がった」といった
感想をいただくことができた。
せることや、企業のイメージアップを図るツールとして活用されてきた。
参加者の方は、市議会議員や
しかし、近年のリーマンショックのような、急激な経済状況の変化に

より、輝かしい歴史・実績をもつチームであっても、ある日、休廃部さ 市役所職員、市民団体やNPOで
地道にまちづくり活動を重ねて
れ、消えてしまうといったことがくりかえされてきた。
競技レベルの向上やスポーツ環境の整備等、
社会的メリットがある反面、企業の事情で
左右される不安定さを内包している。

これから

この影響をうけ、持続的なクラブ経営に注目

が集まり2つの考え方が謳われるようになった。

それは、スポーツを産業化することと、「地域」が支えることだ。

今まで教育や企業スポーツに支えられてきたため、スポーツはアマチュ
アがするものだと認識されており、エンタテイメントビジネスとして成
立させる概念がなかった。特に企業がこの概念をもち、企業スポーツを
福利厚生ではなく、主要事業の1つに据えることができれば、その競技
リーグは大きく変わってくるだろう。

さらに地域でスポーツを産業として成立させれば、拡張性があるため

恩恵をうける業種も多い。このような経済効果だけではなく、地域の愛
着を育むといった効果も期待できるスポーツの可能性はまだまだ秘めら
れている。

きた方、活動をしていないがま
ちづくりに関心がある方など、

目的
オリエ
ンテー
ション

都市を
知る
調べる

様々な・バックグラウンドを

お持ちであったため、活発で多
面的な議論を交わすことができ
た。市民だからこその忌憚の

将来像
を
考える

ない意見は、時に核心をつくも
のであり、まちづくりを考える
際に忘れてはいけない重要な

視点でばかりであった。事務局
にとっても実り多い勉強会とな
りました。

わが街
を知る

内容
１月

都市計画ってなに？
地図を読む、計画図を読む、
ICT(GISなど)の活 用

２月

空間を把握する

３月

都市形成の歴史を知る

４月

人・組織を把握する

役割と関係

５月

分析する

都市構造
内部環境・外部環境

６月

都市の理想像を考える

理想像の歴 史
これからの都市像

７月

魅力的な都市を調べる

土地利用・環境

８月

魅力的な都市を調べる

協働・交通・文化

９月

まちを調べる

(静岡)まちの歴史 清水
(浜松)まちの歴史 動向

１０月

まちを調べる

(静岡)まちの歴史 東静岡
(浜松)まちの歴史 担い手・組
織

１１月

まちを調べる

(静岡)まちの歴史 静岡駅
(浜松)まちの歴史

１２月

現状を再確認

どうする？こうしたい！

▲1年間の年間スケジュール
様々な視点で「まち」について
皆様と考えることができました。

ご参加くださった皆さま

本当にありがとうございました
①
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文化活動のジャンル、世代、年齢構成、参加人数、組織形態、活動場

まちサポＦＵＪＩ理事コラム⑫

所、活動内容など、実に印象深く、感心させられる団体が多く、それ
らに優劣をつけることの難しさを感じる。その中でも、私自身は、活

当NPO理事長
静岡文化芸術大学名誉教授
川口

動内容の展開に年ごとに工夫の跡が見られる団体や、逆に地道な活動
内容ながらも根気強く長く継続している団体に、感心させられる。

宗敏

地域文化活動賞の審査は、提出書類だけで行われる。その方法で結論

を出すことに問題はないと思うが、私個人としては、できることなら
静岡県文化財団が主催している地域文化活動賞という表彰制度があり ば優れた活動を展開している幾つかの団体から、直接、色々な話しを
昭和62年度が第1回の表彰であるというから、約30年の歴史がある。
聞きたいと思った。運営資金確保の仕方、長期に団体を維持していく

私は、昨年度から審査員として参加している。その目的は、県民文化の 工夫、団体参加者なり賛同者の集め方など、NPO法人が組織を維持し
振興を通して生活の向上と活力あふれる郷土づくりに資することにあり ていくための素晴らしい多くのヒントが、そこにはあると感じている。
県内各地の地域活性化に貢献する優れた文化活動に取り組む文化団体を
表彰している。毎年、おおよそ50件程の応募がある。その内容は、音
楽、演劇、舞踊、伝統・民俗芸能、美術、文芸、映像文化、生活文化、
文化支援、文化交流とジャンルは多岐わたる。その中から、最優秀賞の
活動賞1点、奨励賞5点を選考する。
今年度の活動賞には、志太こどもミュージカル実行委員会と静岡昆虫同

〔プロフィール〕

ハーバード大学大学院デザイン学部 都市デザイン学科修了。都市計画、都市

好会の2団体が選ばれた。通常、活動賞は1団体しか受賞しない。ただ今 デザイン、建築デザイン、ランドスケープデザインを中心に国際的に活躍。
年度は、共に内容が優れており、ジャンルが大きく異なっているため、 ユネスコ世界青年建築家国際設計コンクール グランプリ受賞（1983年）等
デザイン賞多数。著書に「川口の空間美」（2012年）等。各地で「景観」

比較できないということで、2団体が受賞することとなった。
審査資料である各応募者の提出資料を閲覧しての感想であるが、静岡
県内だけでも、実に多くの団体が、多種多様で活発な文化活動を展開し
ていることに驚く。

講

演

会

多業種多分野の著名な方々をお招きし、それぞれの立場・視点か
らまちづくり・むらづくりの課題、将来像を語って頂く講演会・交
流会を開催しております。
2 0 1 6年

1 ,2 月予定

テーマ・内容
スポーツで拓くまちの魅力

第七回

場所
静岡市

○各回資料代：非会員 500 円／人（税込）
、正会員無料。
第七回講演会の講師
山谷拓志氏
㈱つくばスポーツエンターテインメント代表取締役社長
渡部 晋氏
静岡県中部地域スポーツ産業振興協議会会長

◆

ご

挨

拶

皆様のご支援お力添えのおかげで、当NPOにとって実り多い１年にす

ることができました。心より御礼申し上げます。また来年が、皆様にと
りまして幸多き１年になることをお祈り致します。

お申込み方法

集しております。まちづくり・むらづくりに関心のある、支援・参
加したい方々をお待ちしております。正会員には講演会レポートや
の割引/無料等の特典がございます。
○会

費：

入会金）正会員 3,000 円

賛助会員 1,000 円

年会費）正会員 6,000 円／一口

賛助会員 1,000 円／一口

○振込先：
静岡銀行清水中央支店（店番 144）普通

0950668

特定非営利活動法人まちづくりサポーターＦＵＪＩ
理事

川口宗敏

トクヒ）マチヅクリサポーターフジ

◆

本年もお世話になりました！

◇

【メッセージ】地域の人々が自信を持てるブランドづくり。

当ＮＰＯの趣旨にご賛同いただき、会員になってくださる方を募

◆

日時

ー 、静岡県住まいの文化賞審査委員長等の公職多数。

会員募集

今後の活動情報
◆

や「地域づくり」等の講演を行う。国土交通省中部地方整備局景観アドバイザ

◇

本誌右下の連絡先まで、FAX または Eｰmail にて、

○お申込み：
上記振込先にお振込み後、下記連絡先まで、ＦＡＸまたは、Eｰmail
にて、
をご連絡ください。ご連絡先は、お勤め先
でもご自宅でも結構です。後日、領収書と会員番号をお送りします。

連絡先

参加有無をご連絡ください。費用は当日受付にてお支払ください。
※最新情報は、当ＮＰＯのＨＰ（http://npofuji.jp）ご参照ください。
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