


2015年3月7日（土） 13:00〜16:45
東京大学柏の葉キャンパス駅前サテライト108（1階大ホール）
97名
アーバンデザインセンターネットワーク

開会

基調講演 「都市デザインとマネジメントの狭間のフロンティア」
出口敦（UDCK・UDCT・UDCICセンター長，東京大学大学院新領域創成科学研究科教授）

各センターからの概要報告
柏の葉アーバンデザインセンター［UDCK］ 三牧浩也（UDCK副センター長）
田村地域デザインセンター［UDCT］ 田中大朗（UDCT副センター長）
郡山アーバンデザインセンター［UDCKo］

宗像剛（UDCKo理事，ラボット・プランナー㈱代表取締役）
アーバンデザインセンター横浜［UDCY］ 信時正人（横浜市環境未来都市推進担当理事）
アイランドシティ・アーバンデザインセンター［UDCIC］ 大谷直己（UDCIC副センター長）
UDCN並木ラボ 鈴木伸治（横浜市立大学国際総合科学部まちづくりコース教授）
松山アーバンデザインセンター［UDCM］

新階寛恭（UDCM副センター長，愛媛大学防災情報研究センター教授）
アーバンデザイン会議九大［UDCQ］

坂井猛（九州大学新キャンパス計画推進室教授・副室長）
柏アーバンデザインセンター［UDC2］

佐藤和裕（UDC2副センター長（予定），㈱三光建設一級建築士事務所）
芝浦アーバンデザインスクール

前田英寿（芝浦工業大学デザイン工学部デザイン工学科教授）

休憩

ディスカッション 「新たなまちづくり組織としてのUDCの本質とは？」
コーディネイト：野原卓（横浜国立大学大学院都市イノベーション研究院准教授）

会議総括 「今後のネットワーク活動に向けて」　　出口敦

全国各地で，「公・民・学」の連携によって都市の将来像を描き，まちづくりを推進する「アー
バンデザインセンター（UDC）」設立の動きが活発化しています。
活動を重ねてきた各 UDC の実務運営者並びに，近頃 UDC を立ち上げたり，これから立
ち上げようとする地域の関係者，まちづくりに係る専門家が集い，新たなまちづくり推進
モデルとしての UDC の本質や，その意義について議論を深めるべく，第 3 回目のアーバ
ンデザインセンター会議を開催しました。
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開催概要

進行プログラム
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開催報告書

基調講演「都市デザインとマネジメントの狭間のフロンティア」

本日は大勢の方にお集まりい

ただき，主催者を代表して御礼

申し上げたい。其々の活動報告

をし，お互いに意見交換できる

ことを私も楽しみにしている。

第 3 回 UDC 会議の開催にあた

り，これまでの経緯を振り返り

たい。第 1 回目は 2009 年 9 月に

開催し，国内外から専門家が集

まりアーバンデザインを進めるための組織のあり方について議論を

行った。第 2 回目は，2011 年 11 月に UDCK 五周年記念行事と合

わせて開催し，既に設立されていた各 UDC に活動報告いただき，

UDC の意義について議論するとともに，UDC のエッセンスとして

『UDC AGENDA 2011』を策定した。その後，社会・経済情勢も変化し，

各地で課題が顕在化してきているが，地域の課題に立ち向かってい

くため UDC 設立の動きも活発化している。本日はそうした新しい

タイプの UDC にもご報告いただく。

本日はこの柏の葉キャンパス地区を初めて訪れた方や，久し振り

にお越しになった方も多いと伺っている。そこで，まずは柏の葉キャ

ンパス地区の紹介から始めたい。

本地区は文字通り更地から都市をつくってきた。約 273ha の土

地区画整理事業が千葉県施行により進められており，2005 年 8 月

につくばエクスプレスが開通した。翌 2006 年，私の前任の北沢猛・

東京大学教授（故人）が千葉県・柏市・三井不動産㈱などの関係機

関に働きかけ，11 月に UDCK が開設された。当時はまだ駅前に学

生やこのまちで活動しようとする人の居場所も無い状況だったが，

北沢先生の「まちづくりはまず活動から」，「活動を集める場をつく

ろう」という思いから UDCK が創られたと聞いている。駅を中心

にインフラ整備を進め，土地利用を決めていくような開発初期段階

では，UDCK はプランニング・プロセスの中での調整役や，新たに

住み始めた方々の活動の場づくりを担ってきた。開発の進捗に伴い，

UDCK は 2010 年に第 2 期施設に移転したが，東日本大震災後には

“ スマートシティ ” などの新たなテーマにも取り組むこととなった。

国の政策である「環境未来都市」に柏市と共に申請し，選定された

のを契機に全国のモデルになる都市をこの地に創造していこうとい

う動きが活発化した。そのシンボルとなる施設や広場の整備に向け

た調整を担う一方で，駅西口の広場や道路の高質化整備を実施して

きた時期である。また，新たな居住者が増えたのを受け，「まちの

クラブ活動」といったソフトプログラムを通じてコミュニティ育成

に取り組み，UDCK が住民の活動の場や機会を提供してきた。昨年

には駅前街区にホテル・商業等複合施設がオープンし，東京大学柏

の葉キャンパス駅前サテライトが産学連携・社会連携の拠点とし

て整備された。昨年 4 月に UDCK はサテライト 1 階に移転し，第 3

期目の施設での運営を開始した。街が急速に整備される中，UDCK

の役割も変化してきており，施設・広場などの空間デザインや利活

用の提案，関係者間の調整や，時には組織やイベントの企画など，

様々な業務を横断しながら活動を行ってきている。UDC ＝アーバ

ンデザイン “ センター ” の，センターとしての意味を改めて見返す

と「情報」・「人」・「活動」が集まる場となることにある。そうした

要素が集まると「課題」も集まり，それをセンターで調整し，解決

していく。このように定義づけできるだろう。

UDC の機能としては「プラットフォーム」・「シンクタンク」・「プ

ロモーション」に整理できるが，それを支えるリソースとしては，

組織的な「支援体制」，「集まりやすい拠点施設」，都市計画やマネ

ジメントの「専門家の常駐」，ホームページやニュースなど「専用

メディア」が挙げられる。

都市を創り，育てるプロセスにおける UDC の役割を，UDCK の

経験から整理してみたい。柏の葉キャンパス地区では，道路・上下

水道などの都市基盤整備，その基盤の上での建物・公園などの環境・

景観・生活の場づくり，さらにはそこでの人の活動・仕組み・イベ

ントなど地域コミュニティ育成，そしてそれらを維持管理・向上す

るマネジメント，これらが同時並行で進んでおり，UDCK は「各プ

ロセスにおける横のデザイン調整」を行っている。例えば並木の植

え方を考えた場合でも，整備側と管理側とでは視点が異なり，その

間の調整が必要となる。他にも「マクロとミクロの調整」は重要な

役割だと考えている。北沢先生は「まちづくりでは予測し得ない問

題が必ず出てくる，その時に調整できる仕組みをつくっておく必要

がある，それが UDCK だ」と言っていた。例えば，土地区画整理

事業では全体の最適解となるよう道路網などのインフラをつくり，

各地権者の土地を換地し，それらを事前確定した上で実行していく。

インフラ整備が進むと，各地権者やデベロッパーが施設を計画し始

めるが，彼らはその土地でのミクロの最適解を追求することとなる。

マクロの最適解とミクロの最適解がフリクションを起こし，予測し

なかった問題も出てくるが，その間の調整を行うのも UDC の役割

である。また，起こった問題に「リアクティブ」に対応するだけで

なく，事前予測できる問題に対して「プロアクティブ」に対応する

ことも UDC の役割の一つである。更に，集まってきた情報を分析し，

発信する「シェアリング」も UDC の役割の一つであり，コミュニティ

や人材の育成といった「ヒューマンネットワーキング」も UDC の

役割に挙げられる。このような機能や役割を全般的に担う組織は行

政の中にはつくれないだろうし，まちづくりの現場に UDC が存在

する意義は大きいと言える。

都市計画の分野ではよく，平面的なネットワークをつくったり，

土地利用規制をかけたりする「プランニング」と，立体的な空間像

を考え複合的な建築物を計画したり，緑や景観をつくる「デザイン」

と，イベントを起こしたり，組織をつくって運営したり，管理を行

う「マネジメント」というように行為を分類しているが，それぞれ

の行為が都市をつくる時間軸の中では様々起こってくる。多様な行

為の狭間の調整役をするのが UDC である。UDCK は幅広い行為の

分野をカバーし，それぞれの間を行ったり来たりしているが，それ

が最先端の都市づくりにもつながっている。

出口敦（UDCK・UDCT・UDCIC センター長，東京大学大学院新領域創成科学研究科教授）

基調講演のようす

出口敦氏（東京大学）
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第３回アーバンデザインセンター会議

最近数十年の歴史の中で UDC を捉えてみると，UDC は第三世代

のアーバンデザインの組織と言えるのではないかと私は考えてい

る。第一世代は，1971 年にできた横浜市の「都市デザイン室」が

代表的事例だが，行政の縦割りの部局間の横の調整や企業・住民と

の調整を行う行政内のチームである。その後世田谷区をはじめ，全

国の主要自治体にそうした行政内部局ができていった。第二世代は，

1990 年代に登場してくる「まちづくりセンター（以下まちセン）」

である。世田谷区にいち早くできたものが有名だが，行政の外郭組

織として住民等の活動に対する金銭的支援や人的支援，活動場所の

提供が主な役割である。外郭組織なので，予算や人は自治体から

送り込まれる形である。全国で 150 箇所程度つくられたそうだが，

うまくいっているケースとそうでないケースもあり，廃止するセン

ターも出てきていると聞いている。行政の外郭組織としての限界で

はないかと思う。更に進んだ UDC のような公・民・学連携による

組織は第三世代だと考えられる。行政から独立した位置づけで，公・

民・学の各主体が人・資金・施設等を出し合い，持ち寄りで運営し

ていく形である。こうした新しいタイプのアーバンデザインの組織

として，UDCK はその先端を担っていると私は考えている。

一方で，近年「エリアマネジメント（以下エリマネ）」という言

葉をよく耳にするようになってきた。大丸有地区の取り組み等が有

名だが，最近では大阪市での BID 条例制定など，エリマネの仕組み

を条例化する動きも出てきた。私が長年いた福岡市でも「We Love

天神協議会」や「博多まちづくり推進協議会」のように，既成市街

地型のエリマネ協議会がつくられている。小林重敬先生や保井美樹

先生らが書籍を出版されたりし，エリマネの取り組みも非常にポ

ピュラーになってきた。このエリマネ組織は，住宅地を対象とした

ものも一部あるが，基本的には商業・業務地区向けの民間組織だと

私は捉えている。地権者や事業者，実際にそこで活動する「タウン

マネージャー」から構成される民間の会員組織である。その機能は，

地区固有のニーズに応え，公共的なサービスを行政に代わって担う。

アメリカの BID 制度をモデルに，理念としては自主財源によるボト

ムアップ的な地区マネジメントと言える。

それに対して我々「UDC」は，公・民・学が連携して都市を “ 都

市らしく ” していく「アーバニスト」の活躍の場であると私は位置

づけている。これは前述のタウンマネージャーとも，従来の「プラ

ンナー」とも異なる。プランナーはややエンジニアリング寄りのニュ

アンスが強いが，アーバニストは空間デザインにも関与し，ワーク

ショップをやり，イベントのコーディネートもやるというように，

ハード・ソフト両面からまちづくりに携わる職能を指す。このよう

なアーバニストが活躍する場が UDC であると定義したい。前述し

たセンター機能を持ち，第三世代としての自立的な都市デザイン・

マネジメントを理念とする。エリマネ組織と UDC との間に線引き

をしたい訳ではないが，元来，質の違うものだと私は捉えている。

一方で世界に目を向けると，アーバンデザインで有名になった都

市には首長直轄の行政組織があり，そこにいる高度なプランナー集

団が，まさにトップダウン的に都市開発を推進しているケースが少

なくない。クリチバ（IPPUCI），ボストン（BRA），シンガポール（URA），

ポートランド（PDC）などの例がある。日本にはこのような組織は

無い。かつて国直轄組織として日本住宅公団がその役割を担ってい

たが，その地方自治体版とも言える。今後日本でも，特に政令指定

都市や中核市などで，そういった組織をつくるべきかと思う。

本日の UDC 会議全体のテーマを「今求められる連携型まちづく

り拠点」としている。これには様々な意味を込めているが，端的に

言えば「民」の活力を “ 利用 ” するデザインから，今後はむしろ積

極的に “ 引き出す ” デザイン・マネジメントが必要になってきたの

ではないかと思う。都心部の密度を如何に上げて，そこで稼ぎ，税

収を上げるか。地域が本来持つポテンシャルから活力が落ち込んで

いる場所をどう引き上げるか。現政権の施策でも「地方創生」が目

玉に挙げられているが，衰退した地方都市をどう元気にしていくか。

こういった深刻な課題に対して，如何に「民」の力を引き出してい

くのか。行政の力だけでは限界があり，民間事業者や住民の力を引

き出し，あるいは外の「民」の力を引き込んでくる。そのためには，

連携のための場も必要になる。後半のディスカッションでは，昨今

の情勢も踏まえた議論ができればと思う。

本日会場にお越しの方々の中にもいらっしゃると思うが，「UDC

○」を創りたいと UDCK に相談にお越しになる方も多い。本日の会

議に参加して我が街にも創りたいという自治体や大学関係の方々が

増えてきてほしいと思うし，我々も協力していきたいと思っている。

地域が抱える課題が深刻化している反面，まちづくりに参加したい

という人も増えている。UDC が各地にできることで，そういった活

力をうまく活かして，まちを魅力的なものにしていく。そういった

活動組織の連合体に UDC ネットワークが成長していければと思う。

報告「柏の葉アーバンデザインセンター｜ UDCK」

UDCK の設立経緯等は，出口先

生の基調講演で触れられたので

その部分は割愛し，概要説明や

今後の課題について紹介する。

柏の葉キャンパス地区では大

規模な都市開発が進んでいるが，

大学が立地する地の利を最大限

活かして先進的なまちづくりを

していこう，という考え方がベー

スにある。開発主体である行政のみならず，民間企業・大学も連携

して新しいプロジェクトを生み出していくために，『柏の葉国際キャ

ンパスタウン構想』が 2008 年 3 月に策定されている。行政のつく

る将来構想を基に行政を中心に推進していく従来の形ではなく，公・

民・学の連携の中でビジョンを策定・共有し，それを推進していく

ための UDCK も公・民・学連携で設立・運営している。これが柏

の葉のスタイルである。

UDCK は非常に多岐に亘る活動を手がけており，「何をやってい

る組織か分からない」という声もよく聞くが，あくまでも UDCK

のやるべきことは『柏の葉国際キャンパスタウン構想』に記載され

た事項を一歩でも前に推進していくことが全ての根源である。行政

だけでは実現できない部分もあるため，公・民・学が連携してプロ

ジェクトを企画し推進する，さらにはエリマネにつながる体制をつ

くる。それを使命としながら諸々の活動を進めている。

UDCK の組織形態としては，公・民・学の各主体が共同運営する

任意団体が母体となっている。現在の第 3 期施設は，東大の建物を

使いながら，行政・大学・民間企業それぞれがスタッフや人件費を

三牧浩也（UDCK副センター長）

三牧浩也氏（UDCK）
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出し合っている。任意の集まりとしての良さもある一方で，UDCK

独自の予算をもって事業展開したいケースや，法令に即した法人指

定や特例措置を受けたい場合に法人格が必要となるため，2011 年

12 月に一般社団法人格を取得している。

スタッフ体制としては，現在常駐スタッフは 8 名いる。設立当初

は２〜３人であったものが，現在は倍以上になっている。

拠点施設としては恵まれており，第 1 期から第３期まで駅前とい

う好立地に立派な施設をもたせていただいている。任意団体として

のゆるい組織形態をベースにしているからこそ，明確な，シンボル

となる拠点施設を持つことは大事な要素だと考えている。

「UDCK」と一言で言っても，組織体系としては複層的な階層と

なっている。東大施設の一画を借りて拠点運営しているが，受付ス

タッフ人件費や光熱費などベーシックな運営経費は柏市まちづくり

公社に負担いただいている。日々の諸活動は持ち寄り型任意団体と

して進めている一方で，前述したように特定の事業を行ったり，制

度上の位置づけを活用する際には一般社団法人格を活用している。

役員・スタッフも任意団体と法人とを兼任しており，組織を使い分

けながら活動を進める仕組みとなっている。

UDCK の役割は，先端的な新たなプロジェクトの創出・推進と，

“ 地べたのまちづくり ” としての地域コミュニティ支援と，この両

者をつなぐことである。地に足ついた先進都市をつくっていくため

のつなぎ役となることが一番の役割であり，そのための活動として

は，①シンクタンク的な新たなまちづくりに係る調査・研究・提案，

②仕掛け役として次世代都市に向けたモデル的取り組みの推進コー

ディネート，③質の高い空間デザイン・マネジメント，④これらを

支えるコミュニティ育成である。

空間デザインに係る取り組みは地道に継続してきているが，すぐ

成果が出るものでもなく，なかなか情報発信しにくかった。デザイ

ン調整に関わった柏の葉キャンパス駅前広場・駅前線高質化もよう

やく整備が終わり，そのマネジメントを UDCK として担う形になっ

ている。コミュニティ育成の仕掛けとしては，「まちのクラブ活動」

や「まちづくりスクール」などのプログラムを通じて，皆で学び合

い，未来のまちづくりを自らのものとして理解し，参加を促進して

いくことを図っている。

今後の課題・重点取り組みとしては，まずは「①持続的なエリマ

ネ枠組みづくり」である。開発初期投資を活かして様々な活動が仕

掛けられたが，その投資を未来永劫続けるのは到底不可能である。

持続可能な仕組みにすべく，公共空間の維持管理活動やソフト事業

について，住民主導の形に継承していくことに力を入れていく。

次に「②高質で活力ある都市空間形成の周辺への展開」である。

駅前街区では施設整備が一段落したが，その一皮外はまだまだ開発

が進行中である。現在そのエリアを対象に，まちづくりビジョンや

街並み誘導策，推進体制づくりを検討しているが，出口先生の基調

講演にもあった「プランニング」・「デザイン」・「マネジメント」が

同時並行で進むフロンティアが，外側エリアに展開している。

また「③大学の地域連携機能の強化」も課題である。大学のある

まちとして「国際学術研究都市」をつくるというテーマがあるが，

継続的に活動展開していく上では，UDCK の存在価値を大学側にも

理解いただき，学生や研究者を広く巻き込んでいくことが必要であ

る。研究者が住むための居住環境・交通環境等を充実させていくこ

とも考えていきたい。

最後に「④教育・研修機能の強化」についてだが，現在多くの方々

に視察にお越しいただいており，視察ツアーも充実化を図ってきて

いるところである。これに加えて，まちづくりのフロンティアとし

ての諸研修プログラムを整備しながら，このまちで実験的に取り組

まれてきた事をより広く展開してくための活動を行いたい。

報告「田村地域デザインセンター｜ UDCT」

福島県田村市は，2005 年に 5 町村が合併して誕生した人口 4 万

人弱の，山に囲まれた緑豊かな高原都市である。市域の一部には，

東日本大震災後に避難指示がかかった地域も含まれている。

UDCT は，地方小都市版の UDC として 2008 年 8 月に設立された。

田村市が中心となり，委託事業として運営されている。組織体制と

しては，住民代表である田村市行政区長連合会，東京大学，田村市

の三者で構成している。市役所の内部にも若手職員を中心としたプ

ロジェクトチームを組織し，共に実務に当たっている。

当初は，市の中心部である船引中心市街地において，衰退した駅

前商店街の活性化に向けた検討から始まったが，合併した旧 5 町

村ごとに特徴も異なり，地域ごとに検討を進めるべく，船引地域・

滝根地域・大越地域・都路地域・常葉地域それぞれ順次検討着手し

てきている。まず 1 年目に住民ワークショップ等を行いながら「ま

ちづくり方針」を検討し，2 年目にその方針に基づいた社会実験を

田中大朗（UDCT 副センター長）

UDCK の組織・体制（報告スライド抜粋）

福島県田村市の位置（報告スライド抜粋）
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報告「郡山アーバンデザインセンター｜ UDCKo」

郡山駅から 2km ちょっとの郊

外部の並木地区に UDCKo を構え

ている。本日集まっている 9 つ

の UDC の中で最も「民」寄りの

組織だろうが，企業の中の 1 室

で，活動成果等の情報発信や打

合せを行っている。北沢先生に

も協力いただきながら，2008 年

11 月に設立された。

活動内容を検討していた当初，ちょうど新潟県山古志村の復興状

況を当時の村長から聞き，村民 3000 人を一つに束ねていくあり方

にまちづくりの原点を感じ，並木地区には 1800 世帯 4000 人がい

るが，そこを対象に「郊外の可能性」を考えていくことから始める

こととした。国土交通省の補助事業も活用しながら，並木地区でど

ういった郊外のまちづくりができるか提案コンペを開催した。最優

秀賞は慶応大学妹島研究室の方々の案で，「小さな森の停留所」と

いうコンセプトで緑のボックスを設置していく内容で，企業賛同も

得ながら整備検討を行っていた時期に，東日本大震災が起こった。

センター長の清家剛東京大学准教授とも相談し，UDCKo 内に「復

興支援室」を立ち上げたが，郡山市の隣の須賀川市で，旅館を含む

広大な敷地を対象に，福島の魅力を発信すべく「福島発・地域と共

に生きるデザイン」をテーマに，UDCKo として 2 回目の提案コン

ペを開催した。このときの入選者から，その後 UDCKo の復興支援

室の一員として活動に参画いただけるようになっている。例えば，

北塩原村の観光施設整備構想の提案を一緒に行ったり，会津美里町

の総合計画の策定支援に協力させていただいたりしている。

2011 年の震災以後，UDCKo の活動は復興支援に力を入れている。

例えば，海外から UDCKo に寄せられた支援物資が主に古着だった

が，被災地には古着を受け入れる体制が未整備だったので，我々の

施設の中でバザーをやり，その益金で炊き出しを行った。並木地区

には仮設住宅が多く建ち並び，富岡町・浪江町・川内村の方々が多

く避難されているが，施設に招いてパーティをやったり，子供達と

遊んだり，そういった活動を続けてきている。また，佐賀県の方々

にチャリティで有田焼・唐津焼のバザーもやっていただいたりし

た。来月 4 月にも復興庁・佐賀県・福島県・郡山市に後援を受け

た「佐賀は 3.11 を忘れない」という復興イベントが企画されている。

4 月 11 日〜 20 日まで UDCKo が入っている施設（LABOTTO）で開

催予定だが，佐賀県の方々からのご厚意を受けたチャリティ販売や，

我々の県内の仲間が製品化した物の情報発信を予定している。

今後は，各界各層の民間の方々と並木地区の次世代を考える勉強

会を開催したり，また，福島県として先端ロボット産業に力を入れ

ていきたいという方針もあるので，UDCKo の中にそういった担当

を置いたり，福島県内の地元企業の情報発信を支援したり，優秀な

人材が福島県に来てもらえるような活動をしていければと考えてい

る。周辺の市町村とも連携しながら一歩ずつ形にしていけたらと思

う。

宗像剛（UDCKo 理事，ラボット・プランナー㈱代表取締役）

住民と共に行い，3 年目にその取

り組みを住民主体の形に継承し

ていく。この「構想→社会実験

→地元継承」のサイクルを，1 年

ごとに各地域で取り組んできた。

商店街の空き店舗活用や，地域

の文化財の利活用，駅の利活用

促進など様々なプロジェクトが

行われてきた。

一連のプロセスは 5 地域一巡したが，その最中に東日本大震災が

起こった。市域東端の都路地域に避難指示が出て，住民の多くは市中

心部の船引地域に避難された。避難指示は段階的に解除され，昨年 4

月には完全に解除されたが，現状まだ半分程度しか住民が戻っていな

い。言わば急に人口が減った状況のなか，どう住環境を整えれば住

民が戻ってくるか検討するため「都路町住生活基本構想協議会」を

昨年度立ち上げた。同協議会は，住民を中心に行政と学識者がサポー

トする形で組織し，その事務局を UDCT が担っている。昨年 9 月に

『都路町住生活基本構想』をとりまとめ，市長に提言されたが，その

後もワークショップ等を行いながら，構想実現に向けた協議を進め

ている。提言内容としては，「豊かな自然に囲まれ，家族が一緒に安

心して，地域と共に暮らせる生活環境づくり」を基本理念に，生活

の基盤である住まいを整え，そこから地域や周りの自然へ波及させ

ていくことを意識して，27 の取り組みを提案した。いま動いている

プロジェクトとしては，都路地域の中心部に人が戻れるよう，公的

賃貸住宅の整備検討を進めている。12 戸程度の賃貸住宅を市が整備

予定だが，都路地域らしい暮らし方のモデルをつくるべく，建設位

置や住戸プランなどワークショップを行い検討を進めている。

また今年度からの取り組みとして，市域を縦断する JR 磐越東線

の 6 つの鉄道駅を中心としたコンパクトなまちづくりについて研究

し始めており，一番南側にある神俣駅を取り上げ，住民ワークショッ

プをしながら駅の改修・利活用等について検討を進めている。

今後の課題としては，それぞれの地域で住民主体の活動が動いて

おり，それに応じた支援を継続していくことがある。また来年度，

市役所内に「協働まちづくり課」が創設される予定だが，UDCT の

担ってきた機能の一部を同部署に分担していき，UDCT としては，

公的賃貸住宅の整備や，駅舎・駅前広場の整備，小学校跡地の活用

など，市の進める公共事業の技術支援を行う形にシフトしていけれ

ばと考えている。

復興支援室としての取り組み（報告スライド抜粋）

田中大朗氏（UDCT）

宗像剛氏（UDCKo）
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報告「アーバンデザインセンター横浜｜ UDCY」

UDCY は 2008 年４月に設立さ

れた。YCC（ヨコハマ創造都市セ

ンター）で開催した設立総会に

は，当時の市長・副市長も含め

約 120 名の方々が集まっている。

設立前の 2007 年の秋から冬に

か け て UDSY（ ア ー バ ン デ ザ イ

ンスタディ横浜）という勉強会

を BankART NYK で開催していた。

横浜の将来を構想すべく，毎週木曜 19 時に集まって講演と分科会

を行い，21 時からは少しお酒も飲みながら自由に意見交換してい

た。学生・民間・行政など様々な立場から参加いただいたが，会を

重ねるごとに参加者が増えていった稀有な勉強会で，最大参加者数

は 100 名を超えることもあった。「都心」・「郊外」・「移動」・「緑地」・

「環境エコ戦略」の 5 つの分科会で議論し，その成果として『未来

都市の設計』という書籍を出版したが，UDCY の設立総会はその出

版記念の会でもあった。

UDCY の基本理念は，他の UDC と同様に公・民・学連携だが，

拠点施設は無く，“ ネットワーク型シンクタンク ” を標榜して取り

組んでいる。実際の活動としては，「クロスプラットフォーム」と「研

究クラスター（分科会・コアスタディーズ）」を核としている。

クロスプラットフォームでは，「future café」という企画を通じて，

交流発信を行っている。2009 〜 2010 年には 20 回に亘り開催した

が，環境・交通・文化芸術など都市に係る様々なテーマについて，

ゲストを招いて公開で議論を行った。2012 年から 2013 年にかけ

ては「モビリティデザインカフェ」と題し，“ 移動 ” をテーマに開

催した。8 チームに分かれて開催したが，様々な方に関わってもらっ

た。私は「Deep 吉田班」に参加していたが，ディープな商店街：

吉田町商店街を手始めに市内の主な商店街でのそぞろ歩きや，商店

街間の移動をしながら議論をする，という活動をしていた。

研究クラスターでは，先の UDSY の成果を基に研究を進めていた

が，実際に横浜市の政策に位置づいたものもある。私は温暖化対策

に携わっているが，現在進めている「ヨコハマ・エコ・スクール

（YES）」は「環境市民大学」をつくるアイデアが基にあった。再生

可能エネルギーだけを売る電力会社をつくる「横浜電力構想」とい

うアイデアもあったが，市内で約 100MW の規模の再生可能エネル

ギーが作られることが見込まれ，その規模の電力会社を作る構想も

立てている。また，都市と農山村の新しい連携の模索として，山梨

県道志村にある水源林との連携についての提案も基にあったが，こ

れも実際に連携が進んでいる。

最近の動きとしては，分科会の活動が進んでいるが，特に「住ま

い・住まい方」班の活動が積極的に展開している。スマートな住ま

い・住まい方として「スマスマ編集会議」や「スマスマカフェ」を

開催したが，建築デザインのみならずエネルギー・防災・コミュニ

ティ・子育て・お金など，住まいに関わる多岐に亘るテーマのもと

ワークショップを行っている。これは横浜市の「環境未来都市」推

進に向けた取り組みの柱の一つになっているが，超高齢化も地球温

暖化も住まい・住まい方に帰結する，という考え方に基づいている。

UDCY は環境未来都市・横浜の推進主体の一つに位置づけているが，

トップランナーの企業等と一般の市民との，両方に共通するテーマ

を UDCY をベースに取り組んでいければと考えている。

今後の課題としては，分科会の充実化が必要だと考えている。ま

た，後で報告される UDCN や，東急電鉄と協働しているたまプラー

ザ，UR と協働している洋光台団地などで UDC 的な拠点をつくる

話も出てきているので，是非連携していければと考えている。研究

情報の蓄積やネットワーク強化などの課題もあるが，やはり UDCY

の位置づけを明確化するためにも，拠点施設が必要だろうと考えて

おり，検討していきたい。

信時正人（横浜市環境未来都市推進担当理事）

報告「アイランドシティ・アーバンデザインセンター｜ UDCIC」

福岡市では，「活力創造拠点」

として都心部以外に 3 つ重点取

り組みエリアを設定しており，

アイランドシティはそのうちの 1

つ，市域の東側にある人工埋立

島である。市の中心部に交通結

節点の博多駅と，商業・業務地

の天神地区があるが，それがすっ

ぽり納まる 3.1km × 1.7km の約

400ha の島である。埋立事業が始まって 20 年経つが，あと残り 15

年，計 35 年をかけて，約 200ha の港湾機能をもつ「みなとづくり

エリア」と約 200ha の高質な住環境形成を目標とする「まちづく

りエリア」を開発していく事業が進行中である。まちづくりエリア

に人が住み始めて約 10 年経つが，新規開発住宅地の典型的な人口

構成を現在示しており，約 1100 人の子供とその両親で 8 割以上を

占めている。毎年子供が増えており，6 年で 8 倍に増えている。現

在の居住人口は約 6000 人で，あと 15 年かけ 18000 人に，就業人

口も現在約 2000 人を 20 年後に 18000 人とする計画である。リー

マンショック後開発が塩漬け状態だった土地も動き出し，建築現場

だけでも現在 9 つ動いている。約 400ha のうちの約 200ha のまち

大谷直己（UDCIC 副センター長）

ネットワーク型シンクタンクとしての方向性の模索（報告スライド抜粋）

信時正人氏（UDCY）

大谷直己氏（UDCIC）
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づくりエリアを中心に UDCIC は活動をしているが，その南側半分

はあと 5 〜 7 年程度でほぼ開発が終わる見込みで，残り半分の約

100ha が更地で残っている状況である。

UDCIC は，まちづくりエリア南側に建つビルの 1 階にテナント

入居している。コンセプトは他の UDC と同じく公・民・学連携で，

ミッションを大きく 3 つに分類すると「情報発信・プロモーション」，

「魅力あるまちづくりの実践・研究」（ハード・ソフト），「センター

の拠点化」である。福岡市，住民団体，民間企業，福岡市内４大学

が構成団体として協議会を組織し，そのもとに活動を行っている。

スタッフ 7 名のうち 4 名が常勤で，異なる専門性をもったスタッ

フとして常駐している。施設としては，約 170㎡のギャラリースペー

スと 100 名収容のホールを持っている。

2012 年 10 月に設立され活動を始めたが，活動の “ 物差し ” が曖

昧な部分が多かったので，どういう取り組みを進めるべきか整理す

べく，2 年目に『アイランドシティにおける公・民・学連携のまち

づくり活動指針』を作成した。8 つの目標を立て，我々の活動がど

こに位置づくか，常に振り返りながら取り組みを進めている。

以下，取り組んできた活動概要を紹介する。

「まちづくり活動の企画・実施」としては，コミュニティの醸成

を目的に，誰もが教える側にも学ぶ側にもなれるという趣旨で「ま

ちの学校」というプログラムを実施している。最初は我々が主導し

ていたが，最近は地域の住民主体の活動に移行しつつある。他にも

「ブックカフェ」として，地域の母親達が本を展示をしてカフェス

ペースをつくる企画も実施している。大学との連携企画としては，

地区の夏祭りで 150 個の風鈴と風車をつくるワークショップを大

学研究室との連携で実施したり，あるいは夏休みの自由研究の成果

につながるような企画として，パスタで橋をつくったり，久留米絣

を体験してもらうワークショップを開催したりしている。構成団体

の中には芸術学部をもっている大学もあり，写真学科の先生にフォ

トコンテストに協力いただくなど様々な連携を行っている。また，

ガーデナーの石原和幸氏を招いて花・緑をテーマに講演会等を開い

たりもしている。地域の母親達が主体で，自分たちで製作した小物

など，自分が得意なことでショップを開く「ワンデイ・ショップ」

というイベントの支援も行った。

まちづくりのハードに関わる「まちのデザインの研究・提案」と

しては，大学の演習授業を誘致し，アイランドシティをフィールド

として課題抽出を行い，課題毎にテーマを決めて実施している。最

終発表の場では公・民・学の各メンバーにも参加をしてもらい，レ

ビューを行っている。また，住民との接点としては，まちづくりワー

クショップを通じて住民の方々と新しいまちづくりの方向性を共有

したり，あるいは少し引いた視点で，アイランドシティの外からア

イランドシティを考える企画を開催したりしている。最近のトピッ

クとしては，撤去・更新予定のまちのゲートサインについて，住民

の方々とワークショップを行いながら一緒に新たなデザインを検討

している。その他のデザインに関わる取り組みとしては，まちびら

き 10 周年にあたり，地域に住んでいるデザイナーや学校にも協力

いただきながら一緒に記念ロゴを製作しようと取り組んでおり，春

先までに完成させる予定である。

「情報発信・プロモーション」については，集客イベントを年 2

つ実施している。屋外型のイベントとしては，毎年秋にピクニック

イベントを開催している。アイランドシティは緑地空間も多く，ど

う使いこなすかを一緒に考える機会としている。屋内型イベントと

しては，生活文化に関わる企画を冬から春先にかけて実施しており，

2013 年度には「九州発 北欧展」として，様々な展示・ワークショッ

プ・レクチャーを行った。

今後の課題としては，開発が先行し概成しつつあり，これから

成熟に向かう 100ha に対してどう取り組んでいくか，また残りの

100ha の更地に対して，どう開発戦略を立てていくかが課題である。

また，UDCIC は組織の位置づけから含めて港湾事業と一体となっ

ており，行政が強力に事業推進されている部分も多く，如何にして

“ 自律・自立・持続 ” していけるかが最大の課題だと考えている。

報告「UDCN 並木ラボ」

UDCN は昨年 3 月に開設した

ばかりで，まだまだ試行錯誤して

いる段階である。金沢シーサイ

ドタウン（並木地区）のセンター

地区の空き店舗を活用し，横浜

市立大学が大学 COC 事業の一環

として，一部金沢区の補助も活

用しながら運営している。ミー

ティングスペースやミニキッチ

ンを備え，レクチャやイベントに活用している。郊外の人口減少・

超高齢社会に対処するための課題解決の拠点と捉えている。

金沢シーサイドタウンは，いわゆる 1980 年代のアーバンデザイ

ンの代表例・到達点だろう。槇文彦氏・大高正人氏・神谷宏治氏・

宮脇檀氏など錚々たる建築家が関わり，またアーバンデザイナーと

しても横浜市の西脇敏夫氏や，当時入庁したての北沢先生も関わっ

ていた。1970 年代末に入居が始まっているので，街開きから 30 数

年〜 40 年近く経っているが，今以て良好な環境を保っていると思っ

ていた。しかしながら，UDCN を通じて街に入っていったら，その

認識は大きく変わった。実は若い層の評価はあまり高くない，とい

うことが分かってきた。昼間行くと高齢者ばかりで，空き店舗も多

く，郊外ニュータウンの “ オールドタウン化 ” の典型例と言える。

UDCN の拠点施設は商店街の一画の約 80㎡，非常に小さな部屋

ではあるが，高齢の方々にミーティングに使っていただいたり，ミ

ニコンサートを開いたり，大学の授業や，学生による地元の方々へ

鈴木伸治（横浜市立大学国際総合科学部まちづくりコース教授）

アイランドシティにおける公・民・学連携のまちづくり活動指針（抜粋）

鈴木伸治氏（UDCN）
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のプレゼンテーションの場として使っている。

地域では，「これからの並木を創る会」として，連合町内会や社協，

その他関連組織が集まって会議体をつくっている。そうした会議

に我々も参加しながら，徐々に地域に入っていく場としての UDCN

と捉えている。

当初は地域の方々の提案を聞きながらリアクティブに動いてきた

が，昨年 11 月くらいからは積極的に将来を見据えて対処していく

ため，医学部の教員も巻き込んで健康相談会・健康講座を開催して

きている。並木地区は約 8000 戸，約 18000 人のコミュニティだが，

現在約 6000 人の高齢者がいる。高齢者対象のアンケートを実施し

ながら，身体がどれくらい動くかといった調査もセットで行い，長

期的にトレースしていく取り組みも始まっている。団塊世代が後

期高齢者に到達する「2025 年問題」と言われている問題があるが，

これに対応するための実験的な取り組みの一つとしての UDCN の

活動である。これまで「まちづくり」と言えば主に工学系の学科が

取り組んできたが，UDCN では医学部と文系のまちづくりのグルー

プが組んで，こうした調査を始めていることが特色だろう。

横浜市金沢区は，歴史があり，産業団地もあり，大学も 2 つ立地し，

海・山といった自然もあり，八景島シーパラダイスといった観光拠

点もある。市の中では一見非常に恵まれている区だが，市の南端に

あることもあって人口の自然減が第 1 位であり，社会減も多く，人

口減少・高齢化のモデルとなるような区である。その中でも並木地

区は，人口減少ゾーンとなっている。横浜市は今後，郊外部での人

口減少・高齢化が大きな問題となることが予想されており，既に一

部で顕在化している。駅から歩いて 20 〜 30 分以上かかるところ

にも多く人口が張り付いているが，まだらに人口減少・高齢化を起

こしている事が既に現象として表れている。2025 年問題では，横

浜市の 65 歳以上人口が 100 万人，75 歳位以上の人口が 61 万人と

予想されており，非常に大きな社会的インパクトを与えるだろう。

これに如何に備えるか，というのが UDCN を開設した理由である。

高齢者のなかでも高齢単身世帯の推移を見ていくと，平成 37 年

には約 20 万人の単身高齢者がうまれ，主に郊外の立地の悪いとこ

ろに集中することも大きな問題となるだろう。金沢シーサイドタウ

ンでも高齢化率が上がってきて，一番最初に街開きをした並木一丁

目は既に 35％近くに達しようとしている。人口動態で見ると，住

宅を購入した世代の子供世代の落ち込みが激しく，子供世代の街に

対する評価があまり高くない事が分かってきた。これからの課題と

して，若い世代を呼び込むためにはニュータウンのブランディング

が新たに必要だろう。また，ややネガティブな問題に対処すること

が話の中心であったが，今後は，信時氏が横浜市で推進されている

ような「環境未来都市」に対応した試みも徐々に増やしていきたい。

報告「松山アーバンデザインセンター｜ UDCM」

松山の抱える様々な課題に対

応するため公・民・学の連携の

核として昨年 4 月に UDCM を組

織設立した。「未来志向のまちづ

くり」と，「歴史・伝統・文化の

継承」を大きな柱に，松山中心

市街地を中心に，道後温泉地区

や JR 松山駅周辺を対象フィール

ドとしている。

運営体制としては，公・民・学連携の「松山市都市再生協議会」

を監理運営組織とし，その執行組織としての UDCM という位置づ

けとしている。羽藤英二東京大学教授をセンター長に，常駐スタッ

フ 4 名で活動を進めているが，愛媛大学に設立されたアーバンデザ

イン研究部門を中心に UDCM をつくっている。都市再生協議会は，

松山市や，伊予鉄道㈱・㈱まちづくり松山といった民間事業者，そ

して大学とで組織しているが，UDCM の運営費としては，松山市

と㈱まちづくり松山から負担金をいただいている。

取り組んでいるプロジェクトには 3 つの柱がある。

まずは，①政策・企画（研究・提案）として，市のつくった様々

な計画を横断的につなぎ，抜けている点を補完するようなビジョン

づくりをひとつの柱にしている。

次に②ハード関係（実証実験・事業創出，デザインマネジメント）

としては，「みんなのひろば」や UDCM の拠点施設を立ち上げたと

ころである。公共交通活性化もテーマであり，路面電車と自転車の

連携策を検討しているところである。また，道後温泉の本館が改築

120 周年を迎えたが，老朽化に伴い近々改修工事を控えており，観

光が主要産業の一つである松山にとって非常に大きな打撃となるこ

とが予想されている。そのため道後温泉地区の賑わいづくりに向け

た基本計画づくりに取り組んでいる。道後温泉地区を対象に「風景

づくり夏の学校」という都市デザインコンペ企画も開催しており，

多くの提案応募をいただいたが，そうした提案も参考にしながら基

新階寛恭（UDCM副センター長，愛媛大学防災情報研究センター教授）

並木一丁目の人口動態（報告スライド抜粋）

新階寛恭氏（UDCM）

公園・緑地の空白地帯への実験的な広場設置（報告スライド抜粋）
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報告「アーバンデザイン会議九大｜ UDCQ」

九州大学では，箱崎・六本松・

原町地区等の大学施設を，糸島

半島の新たな伊都キャンパスへ

移転を進めている最中である。

2018 年度には全体が完成する予

定になっており，他にも大学病

院や大橋キャンパス等もあるが，

他キャンパスとネットワークを

組みながらキャンパス計画を進

めているところである。

伊都キャンパスは，糸島半島の山のふもとに立地している。周辺

の良好なリゾート地に囲まれた環境の中で，大学を中心としたまち

づくりをどう進めるかという課題に対し，2001 年に『九州大学学

術研究都市構想』を策定した。この実行部隊として，10 人規模程

度の組織だが九州大学学術研究都市推進機構（OPACK）を産・官・

学の連携でつくり，それを支援する会議体として，設立当初の名称

だが「タウン・オン・キャンパスまちづくり推進協議会」をつくっ

た。キャンパス内の整備を進める一方で，その手前は地元で土地区

画整理事業をつかってまちづくりを進めよう，というタイミングで

あった。工学部が最初に移転し，その後，一般教養教育を行ってい

た六本松キャンパスの機能移転を控えていたので，学部 1 年生が生

活に困ることがないよう，活動開始したのが 2007 年 3 月であった。

活動拠点としては，新キャンパスの情報発信拠点施設 “ ビッグオレ

ンジ ”（施設名称はもともとミカン山だったことに由来する）を使っ

ている。議長は担当副学長が，副議長を OPACK の局長と新キャン

パス計画推進室の教員がそれぞれ担い，ディレクターも配しながら

様々な方に支援いただき，活動を進めている。フェローも少しずつ

増やしていこうと考えている。

具体的な活動としては，福岡地域戦略推進協議会と協働して，企

業（NEC）にも支援いただきながらワークショップを開催し，糸島

半島の今後のまちづくりについて 2030 年を睨んだ将来像を検討し

たりした。

また，糸島半島では空き家が増加しているが，糸島市も支援して

いる学生の空き家改修プロジェクトを我々も支援している。

九大には現在留学生が約 2600 人いて，これを 4000 人に増やそ

うと考えているが，伊都キャンパスの周辺はもともと農家の方が多

く，外国人と接したことのない方も多い。それで留学生と地元の方

とが馴染んでいただけるよう，一品持ち寄りパーティを去年 10 月

に実施した。

学生の住むための住宅整備も課題であり，当初は周りに全く無

かった。それをどんどん増やしていくために，民間事業者に対して

情報提供を行い，ワークショップを通じて情報共有したりしている。

また，お互いの活動情報を共有できるような場として，様々な活

動団体が発表する機会も設けており，学生も参加している「伊都祭

実行委員会」や，地域活性化に取り組む学生団体にも活動発表して

もらっている。

今後の展望としては，定期的に開催する会を通じて多様な主体の

交流・連携を強め，活気あるまちづくりをこれからも推進していこ

うと考えている。最初に学生が 1 人で来て「祭りをやりたい」と言っ

ていたものが「伊都祭」という大きなイベントになるなど，活動が

徐々に成長しているので，それを見守っていき，多様な主体が参加

するハブとしての役割を持続していきたい。事業費の確保も課題だ

が，まずはやれることをやっていく。当初から言い続けていること

だが，無理しないで進めるのが持続する秘訣かと思っている。

坂井猛（九州大学新キャンパス計画推進室教授・副室長）

本計画の検討を進めている。

そして③ソフト関係（交流・学習・情報発信）として，学習プロ

グラム「アーバンデザインスクール」を立ち上げ，開催し始めてい

る。予定 25 名のところ応募 35 名あり，学生を中心に市民の方も

参加いただいており，年 20 回の開催を予定している。

「みんなのひろば」と UDCM 拠点施設について少し詳しく紹介す

る。松山城の辺りから道後温泉地区にかけて中心市街地に観光資源

も集積しているが，公園・緑地の位置をプロットすると緑の空白地

帯になっていることが分かる。そこで，戦略的に広場をつくること

を企画し，またそれに面するように拠点施設を整備した。それが

UDCM の立地戦略であった。もともと駐車場であった土地をどう

整備するかワークショップを行いながら，広場と拠点施設とを区画

道路をはさんでデザインした。芝生なども植えたりしながら広場を

整備したが，幸いにして土日をはじめ利用者も多く，とりあえず順

調にスタートしている。ちょうど広場に面して壁があり，夜に映像

を投影する上映会も開催したりしている。拠点施設でも，飾りオー

ナメントをつくる工作ワークショップを行ったりしている。

「みんなのひろば」は土曜で約 300 人が利用され，拠点施設も徐々

に利用者が増えてきているが，まだまだ認知度も低い。アンケート

調査からは，拠点施設は 1 割程度，広場も 2 割程度の認知度であっ

た。認知度を高め活用促進していくことが今後の課題であり，その

ためのサービス向上や人材育成が必要だろう。また，広場周辺の地

域の方々との連携も検討していく必要がある。地域の人たちが中心

となって守り育てる「みんなのひろば」となるよう，UDCM とし

て後押ししていきたいと考えている。日常的な見守り等の維持管理，

協力金のような費用負担の仕組み，イベント等のアイデア，隣接建

物更新時に広場に対して開口部を設ける等の空間的参加など，地元

による広場の運営について考えていきたい。

坂井猛氏（UDCQ）

福岡地域戦略推進協議会との協働により検討した将来像（報告スライド抜粋）
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報告「柏アーバンデザインセンター｜ UDC2」

来月に UDC2 を設立する予定

であるが，まだ予定の部分も多い

ので，お話しする内容には個人

的な思いも含まれていることを

ご容赦いただきたい。なお，「UDC

“2”」に込めた意味だが，柏市内

に 2 つ目の UDC という意味もあ

るが，それだけではなく「Town 

With Oak」の頭文字をとったも

のでもある。これはセンター長に就任いただく予定の出口先生のア

イデアである。現在は，私と柏市・柏市まちづくり公社の職員とで

設立に向けた準備作業を進めているところである。

『柏市都市計画マスタープラン』の中には，北部・中央・南部と

まちセン的なものを 3 箇所つくり，それぞれ地域の課題解決を図ろ

う，という主旨のことが書かれている。北部地域の UDCK に続いて，

柏駅周辺の中心市街地エリアにようやく 2 つ目をつくろうとしてい

る状況にある。柏駅東口・西口あわせて約 100ha を主な対象フィー

ルドにしながらも，もう少し広いエリアまで何かの形でフォローし

ていきたいとは考えている。

柏中心市街地は，商業活性化の成功事例だと認知されており，

経済産業省などからも多大な評価をいただいている。駅周辺の商

業活性化・まちづくり的なソフト事業は既に多くあり，例えば

Something ELse やナオト・インティライミというミュージシャン

がいるが，彼らは柏のストリートから出ている。柏の街はそういう

人たちを育ててきた。今「アートラインかしわ」をはじめソフト事

業は多くあるが，ハード事業に対する意識は強くない。行政側が一

生懸命つくった計画もなかなか街に落ちてこず，街場の側も「よく

分からない」という状態である。UDC2 設立後は，我々が専門知識

を持って “ 翻訳者 ” や “ 編集者 ” になれるのではないかと思う。

活動資金調達としては，地元の方々に会員になっていただき，ま

ちづくり事業のための会費を集め，まちに返していきたいと考えて

いる。どれだけ賛同してもらえるかが大きな課題であり，当初 2 〜

3 年はそこに労力の大部分をとられるかもしれない。しかしながら，

そうやって地権者の方々にも賛同いただき，色々な思いを掘り起こ

すことで，行政側の道路計画や公共空間整備，あるいは再開発計画

などが行われる際に，我々が関与してうまく地権者の要望も組み入

れた新たな計画にしていけるだろうと思う。

このため我々も公・民・学連携の理念を引き継いで「UDC」を

名乗る決断をした。個人的には，「UDC」を名乗ることは結構ツラ

いと思った。「UDC」を名乗るということは，例えばこういう会議

に出て堂々と喋らないといけない。ただ逆に，名乗らなかった時も

ツラい。柏に視察に来られた方は「柏の葉は UDC があるのに，柏

中心部は別の名前なのは何故？」と必ず質問されるだろう。「UDC」

を名乗らない理由を語らなければいけなくなるが，それであれば

「UDC」を名乗って厳しい道を進む方が良いだろうと判断した。

2 月 15 日に公開ディスカッションを開催し，来週 3 月 12 日には

会員となっていただく方々を集めた発起人集会を予定している。ま

た，その後 4 月 16 日に設立総会を開く予定である。

具体的な取り組みとしては，柏駅周辺の『まちづくり憲章』の検

討と合わせて，プロモーション活動も重要になると考えている。既

にある様々なソフト事業をうまく同じ方向に連携させていきなが

ら，抜けて落ちている部分を新たにどう取り組むかが課題である。

また，柏の街場の皆さんに「シビックプライド」を発揮していただ

けるようにしていく活動がまず 1 年間の活動かと考えている。次回

こういう機会があれば，実際の取り組み進捗について報告させてい

ただきたい。

佐藤和裕（UDC2 副センター長（予定），㈱三光建設一級建築士事務所）

報告 「芝浦アーバンデザインスクール」

UDC の報告ではないが，2009

年度まで UDCK 副センター長を

務めた後に芝浦工業大学に移り，

UDCK で学んだことを活かして何

か仕掛けたいと思っていたもの

を，この 2 年間くらいで立ち上

げることができたので，報告の

時間を設けさせていただいた。

「芝浦アーバンデザインスクー

ル」という名で，UDCK の「まちづくりスクール」と「都市環境デ

ザインスタジオ」と拠点運営と，3 つを合わせたようなプロジェク

トである。芝浦工大の大学 COC 事業として実施しており，今ちょ

うど 2 年度目が終わろうとしているところである。

大学 COC 事業とは，正式名称は「地（知）の拠点整備事業」で，

地域と一緒になって教育・研究・社会貢献を全学的に取り組んでい

る大学を支援し，地域再生・活性化の核になる大学を形成するとい

う文部科学省の事業である。芝浦工大では初年度から手を上げて

2013 年 9 月に採択された。昨年度は 7 プロジェクトやり，今年度

は学内公募でプロジェクトを増やした。芝浦工大は機械・情報系と

建築・都市系の学科が強く，その強みを活かし「まちづくり・もの

づくりを通じた人材育成事業」という全体のタイトルで進めている。

全体統括は建築学科の志村秀明教授が務めているが，本事業のため

3 人のコーディネータも外部から採用している。

芝浦工大は，本体は豊洲にキャンパスを構えているが，私は芝浦

キャンパスに勤めており，東京都心部の若干海寄りに位置した場所

に，本日会場の東京大学柏の葉キャンパス駅前サテライトより若干

大きい規模の建物があり，そこを拠点に活動展開している。

芝浦工大は，学部教育に力を入れている大学であり，私のいるデ

ザイン工学科は，建築の学生の中でもデザインをやりたい学生が多

い。「芝浦アーバンデザインスクール」では，教育・研究・社会貢

献という大学 COC 事業の基本スキームに対して，建築を学ぶ学生

と，それを学術的に都市につないでいきたい我々研究者と，地域コ

ミュニティと，この 3 つを受け皿として展開することを考えている。

まず「教育」に係るプロジェクトとしては，もともとは港区役所

の担当者から利活用を検討したいと相談を受けていた，大学のすぐ

傍に残る木造建築物について，学生演習で取り上げることとし，中

前田英寿（芝浦工業大学デザイン工学部デザイン工学科教授）

佐藤和裕氏（UDC2）

前田英寿氏（芝浦工業大学）
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ディスカッション 「新たなまちづくり組織としての UDC の本質とは？」

三牧（UDCK）：ディスカッションに入る前に，各 UDC から報告い

ただいたものを簡単に整理する。

まちづくりのビジョンをつくり，プロジェクトを企画・提案して

いく「シンクタンク機能」から，各プロジェクトを実施するための

調整など「中間支援・連携ハブ機能」，そして地元に引き継ぎなが

らマネジメントしていく「エリマネ機能」まで，各 UDC の活動が様々

な領域に亘っていた。

対象区域で分類すれば，ある程度まとまった一つのエリアを対象

とした「特定地区型」，そういった地区を複合的に対象としている「複

数地区型」，あるいは市全域をみた「行政区域包括型」と様々ある。

またその対象区域の性格も，「新市街地」から「都心・中心市街地」，「郊

外既存住宅地」，「地方市街・集落」，「歴史・観光地区」まで多岐に

亘っている。

共通する理念としては，新たな視点による地域課題解決に向けて

公・民・学連携によるビジョンを打ち出し，その実現に向けてプロ

ジェクトの企画・コーディネートをし，空間デザインに軸足を置い

ていることかと思う。

さらに特徴的な活動テーマを見ると，未来志向で先端プロジェク

トを仕掛けていくこと，大学と連携しながら学園都市をつくってい

くこと，災害復興まちづくりに取り組むことなどがある。

ただ一言で「公・民・学連携」と言っても，その主体間バランス

を細かく見れば，比較的行政の関与が大きい UDC，大学が主導し

ている UDC，民間が主体的に活動している UDC など，多様なパタ

ンがある。

野原（横浜国大）：私自身 UDCY の活動に現在携わっているが，前

職の東京大学に所属していた当時，まさに UDCK が出来上がろう

としていた時だった。2006 年の 6 月頃に北沢先生が「UDC をつく

ろう」と言っていたが，ものすごいスピードで 11 月には完成とい

う，できあがっていく様を横から手伝っていたことを思い出すとと

もに，今 2015 年になってこれだけ UDC が全国的な広がりになっ

ていることが大変感慨深い。

本題に入るが，我々が「UDC」と呼んでいるものは，一体何なん

コーディネイト：野原卓（横浜国立大学大学院都市イノベーション研究院准教授）

を見学させていただいたり，利活用案を作成したりした。他にも，

都心ならではのテーマを設定して地域の中の建物をリアルに考える

課題として，実際の空き地を対象にオフィスを設計する課題も行っ

ている。

2 番目の「研究」としては，大学周辺の都心部は相対的には恵ま

れている場所であり，その魅力を地域の方や訪れる方にもわかって

いただこうと，魅力や課題を「見える化」することを目標としてい

る。オーソドックスな研究手法だが，まち歩き調査やエリア模型を

作ったりしながら研究を進めている。

3 番目の「社会貢献」だが，UDCK の「まちづくりスクール」は

割と市民向けだが，そこにもう少し学生も学べるような環境をつく

るべく，公開講座を開催している。参加者の 4 割くらいは学生，6

割くらいが一般の方だが，港区民のみならず，務めに来ている方や，

用事で来ている方が寄ってくれるという，都心ならではのメリット

が活かされている。また，模型やパネルなど研究成果等を地元のイ

ベントに出展していくことも行っている。また，以前は芝浦キャン

パス 1 階の玄関ホールで学生の演習成果の発表会も行っていたが，

地元の方々が都合を合わせづらいとのことで，今は展覧会を行う形

式にしており，細かな質問等のある場合には研究室まで問合せても

らっている。通りに面した 1 階のフリースペースで展覧会・発表会

等をするのは，建物の外からも見えるので非常に効果的だろう。

他にも芝浦工大として文科省の「スーパーグローバル大学等事

業」のスーパーグローバル大学に指定されたこともあり，国際ワー

クショップや海外建築都市調査も始めている。国際ワークショップ

では韓国中央大学校から学生に来てもらい，英語でデザインワーク

ショップを行った。地域の方も呼んで意見交換を行ったが，全て英

語を共通言語として実施した。海外建築都市調査では，東京と同じ

水辺大都市バンコクの調査に合わせて，現地の Urban Design and 

Development Center の方々と積極的に技術交流を図っている。

私立の単科大学で何ができるかというチャレンジではあるが，デ

ザイン系の建築学生をうまくアーバンデザインに導いていくなか

で，都心でやる強みを活かしていければと考えている。あまり手を

広げず「学ぶ」ということをキーワードに教育研究・公開講座・成

果開示等を展開していき，大学 COC 事業がきっかけではあったが，

意外と縦割りな大学内で，他の研究室・学科と連携して大学全体で

組み立てていき，また，チャンスがあれば学内外のプロジェクトと

アーバンデザインスクール等を連携させていければと考えている。

芝浦アーバンデザインスクールのコンセプト（報告スライド抜粋）

UDC のタイプ分類（進行用スライド抜粋）



13

開催報告書

だと，なかなか伝わりにくい部分

も多いと思っており，その辺を本

日は議論できればと思う。とは言

え，UDC の厳密な定義をすると

いうよりは，先ほど各 UDC の報

告にあったように，一定のゆるや

かな方向性を持ちながらも，地域

状況に応じて多種多様に取り組ま

れているのが実態だろうし，むし

ろ個性を際立たせながら，どう各々の UDC の活動が育まれていく

のかについて議論したい。また，先に結論を言えば，各 UDC のメ

ンバーが横につながりながら，新たな方向性を皆で継続的に考えて

いく機会を今後も持っていければ良いと思っている。

第 2 回 UDC 会議では『UDC アジェンダ 2011』を策定しているが，

そこには 8 項目が挙がっている。①公・民・学連携の拠点となる。

②明確な目標と戦略を打ち立て実行する。③常に具体のフィールド

で活動する。④都市空間のデザインを担う専門家が主導する。⑤新

しいアイデアに挑戦し続ける。⑥一人一人が活動をエンジョイする。

⑦最新の情報を広く公開し，共有する。⑧ UDC ネットワークを全

国へ，そして世界へ。アジェンダ策定から 4 年経ち，各 UDC のな

かで各項目がどう具体的に進んでいるか，今日は自己評価をする機

会としていただきたい。

その後 2012 年に，前田先生を中心にアーバンデザイン研究会編

著で『アーバンデザインセンター：開かれたまちづくりの場』が出

版された。この当時は，少しずつ UDC ができ始めていた胎動期で，

一方 UDCK は設立から 5 年経ち，これまでの取り組み評価ができ

るようになった時期だと解釈している。同書の提示する UDC の枠

組みは 3 点ある。1 点目は「連携による空間計画（組織論）」で，公・民・

学の連携に関する部分，フィジカルな計画に対して何が言えるのか

という部分である。2 点目は「専門家の主導（職能論）」で，北沢

先生もこだわっていたが，フラットな組織として活動していく上で，

都市デザインを担う専門家が大切なのではないかという点である。

3 点目が「拠点と見える化（空間論）」で，拠点を持たない UDC も

あるが，拠点施設とそこを通じた見える化も大切な要素だろう。こ

の 3 つの論点を中心に，各 UDC の活動を振り返っていただき，議

論を展開したい。ディスカッションの時間も限られるので，各論点

において各 UDC 関係者に挙手・発言いただく形で進行していく。

野原（横浜国大）：さて，1 つ目の論点は，主体間連携をどう行う

かという組織論についてである。どの UDC も公・民・学連携を理

念として掲げ，多様な立場の人がなるべくフラットに同じテーブル

で議論できるような活動組織を目指しているだろう。ただし細かく

見ると，主導する主体は少しずつ異なっている。これまでもフラッ

トな連携を目指して様々な組織が作られてきたが，図の周縁部に挙

げた 6 つの組織形態はその試行錯誤の過程だと捉えている。それぞ

れ特徴はありつつも，このスライドの図の真ん中に来るほどフラッ

トな連携までは至れなかったと思う。ここで 1 つ目の質問だが，現

在もしくは今後の UDC の活動において，公・民・学のどの主体が

これからキーポイントになってくるか，敢えて伺いたい。

→公：三牧

民：田中，宗像，信時，大谷， 鈴木，新階，坂井，佐藤

学：出口，前田

野原（横浜国大）：「公」が重要だという意見は，唯一三牧氏から上

がったが口火を切ってコメントいただきたい。

三牧（UDCK）：手前味噌ではあるが，UDCK は「公」も「民」も「学」

もバランス良く，協力的に活動を進めていると思う。柏市の場合は

北部・中央・南部の 3 拠点構想を掲げており，北部地域での UDCK

の活動を，柏市全体に広げながら各地域に落とし込んでいくことを

考えると，「民」や「学」の力も当然大事だが，地域に根付かせな

がらベーシックなまちづくりのスキームに落とし込んでいく上では

「公」の役割は大きいだろうと感じている。

「公」にも様々な主体がいるが，前述の通り UDCK では施設運営

の基礎的な部分は柏市まちづくり公社に支えていただいている。と

は言え行政以外にも，民間資金や大学の協力も実際あるため，割り

切って「公」に支えていただくところは「公」に委ねてしまい，そ

こから外れるような部分で「民」・「学」に協力いただいている。実

態として，各主体が “ 言い訳 ” のように「UDCK」の名を使ってい

るケースも少なくない。行政の立場で言いづらい事を UDCK の口

を借りて言う。民間企業として行政・地元に対して言いづらい事を

UDCK が間に入って言うなど，皆 UDCK をうまく活用していただい

ており，私も日々 “ 八方美人 ” に活動している。

「公」の関わりとして大きなトピックは，3 年前から柏市企画調

整課の職員 1 名が UDCK に常駐するようになった。当初から北沢

先生は「UDCK に行政職員を置け」と言っていたが，常駐以前と比

べると行政との関係がスムーズになり，その貢献は非常に大きい。

野原（横浜国大）：それでは，その柏市職員として UDCK に常駐す

るようになった染谷ディレクターにも一言コメントいただきたい。

染谷康則（UDCK）：三牧副セン

ター長が「公」が大事と言われ

た際，「もっと頑張れ」という意

味で言われたのではないかとも

思うが，行政との風通しが良く

なったと言っていただけると非

常に嬉しく思う。徐々に市役所

の中でも UDCK の認知度が上がっ

てきたので，私も常駐できるよ

うになったのだろう。どうしても行政は「これは難しい」，「それは

ダメ」と言いがちだが，市職員の自発的なアクションも UDCK が

できたことで動き出しており，市職員の意識も変わってきていると

感じる。今後も私の立場で頑張りたいと思う。

野原（横浜国大）：続けて，先ほど最も挙手の多かった「民」が重

要だという観点でどなたかコメントいただきたい。

信時（UDCY）：言い訳ではないが，先ほど「民」に挙手したものの，

「公」も「民」も「学」も，人が重要だと思っている。私は民間企業・

大学・行政と 3 つの立場を経験しているが，行政に来て驚いたの

ディスカッション論点 1「フラット性」（進行用スライド抜粋）

染谷康則氏（UDCK）

野原卓氏（横浜国立大学）
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は，公的な会議の場だと職員の発言が非常に限られる事だ。ところ

が UDSY の活動を始めたら，職員が皆非常によく喋る。これは組織

の弊害ではないかと思う。多様な立場の人がいるが，結局は人と人

とのつながりである。UDC は，リスクを取りながら新たな物事を

つくっていくインキュベーションの場になれば良いと思う。このた

めには「民」の人たちがネットワークできる場が非常に重要だろう。

野原（横浜国大）：私も UDCY の活動に携わる中で悩んでいるのが，

“ 秘密結社型 ” か “ 徹底公開型 ” かということだ。今おっしゃられ

たように，行政職員は公開の場になればなるほど発言が限定的に

なっていくため，水面下で地ならししてから表立って構築していく

プロセスを想定すると，あまり公的すぎる場だとそうはできない。

そういう秘密結社的なフラット性を目指すのか，それとも徹底公開

型のフラット性を目指していくのか，非常に悩ましい。結論から言

えば両方大事な視点だろうが，そういう観点で UDC のあり方をう

まく説明できないものかなと思案している。

佐藤（UDC2）：柏駅前のペデストリアンデッキは再開発の第 1 号

と言われているが，あの整備の功労者は当時の市長だけではなく，

柏商工会議所会頭も率先して動いていた。つまり「公」と「民」が

連携してできた成果が，40 年くらい前に既にあったのだ。それを

単に我々が忘れかけているだけなのだろう。柏中心市街地では「民」

がソフト事業を頑張っているが，この「民」は，そこの商業事業者

という色合いが強い。地権者をもう一回掘り起こして，同じ考え方

に立っていくよう努力をしていくことが今後の柏中心市街地では意

義があると考えている。そういう観点で「民」が大事と思う。

野原（横浜国大）：必ずしも公・民・学の連携が以前には存在しなかっ

た訳ではなく，色々な場面で行われていたが，それを見える化しな

がらどうフラットにそこに加わっていける仕組みにできるか。それ

が UDC の活動なのかなと思われる。

さて，「学」が重要だという立場について，コメントはいかがか。

前田（芝浦工大）：「学」が重要だと思う点を 2 つ申し上げたい。

先ほど信時氏の言われた “ 属人的 ” という部分を，私は若干否定

したく，またそれが「学」の役目だと思っている。「優秀な人がや

れば良い街ができる」という結論では，本日の UDC 会議は結論が

出ないのではないか。「UDC って何なの？」，「UDC ってどうやれ

ば良いの？」という問いに対して，「こういう手順を踏めば UDC は

上手くいく」というテキストを示すのが我々の使命ではないかと思

う。それは「学」がサポートすべき部分だろう。そう思ってあの書

籍『アーバンデザインセンター』を作ったが，もう少しシンプルな

テキストを作りたいと思っている。

もう 1 点は，「学」の役割は，「公」や「民」にできない隙間の

仕事をやることだと思う。例えばアメリカでよくある事例として，

あまり事業の進まない税収の低い地区に大学が乗り込んで行って，

サービスラーニングとして地区の課題解決に当たっている。公共事

業や民業も成立しない場所は，逆に言えば学生にとってこれほど格

好の教材はなく，そこに皆が WIN-WIN となり得るネタがある。

野原（横浜国大）：今回報告いただいた各 UDC では，それぞれ大学

が関与していて，“ かすがい ” として大きな役割を果たしていると

思う。私も官民連携プロジェクトに関わった際によく聞く声として，

その研究開発プロジェクトに対して企業としては「乗りたいが，乗

るためのお題目がないと乗れない」，「大きなお題目を示して欲しい」

と。ここで「学」の果たす役割は大きいだろうし，「学」がどうい

う形で関わるかは重要な鍵になるだろう。

野原（横浜国大）：2 つ目の論点は，専門家がどう関わるかである。

『UDC アジェンダ 2011』の中にも位置づけられているが，これま

での各種まちづくり組織と UDC の違いを敢えて言えば，フィジカ

ルに関わる課題が出た時に，フラットに地域の意見も反映しながら，

行政部局と調整し，官民連携を促進していく組織は明確には無かっ

たように思う。

北沢先生がよく言われていたのは「とにかく UDC という名前に

しろ」と。これがなかなか厳しく，地方に行くと「横文字はちょっ

ディスカッション論点 2「専門性」（進行用スライド抜粋）

ディスカッションのようす
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と…」と言われることも多い。期せずして北沢先生は「UDC を

100 個つくれ」とも言われていた。その意図を紐解くと，本日やっ

と 9 つの UDC が集まったが，そうすると，こういう会議が開け，ネッ

トワークが出来上がり得る。また，都市デザインやまちづくりに幅

広く専門で仕事にしていきたい人がいま入っていける器が非常に少

ない状況もあるが，UDC という一つの流れが出来上がることで入っ

てこれる人も増えるのではないか。専門性という観点では，シンク

タンク的に政策提言等を行うことも当然あるが，情報蓄積していく

ことも重要だと思う。場があることで，やってきた成果が積み上が

り，そこに行けばここ何年かの活動が分かる事は非常に重要である。

ここで 2 つ目の質問だが，出口先生の基調講演ではアーバンデ

ザインの組織として「オーソリティ型」・「UDC 型」・「エリマネ型」

の 3 タイプ示されていたが，これをミッションという単語に置き換

えて質問したい。まちの大きな方向性やビジョンを考えていくこと，

またはフィジカルなプランニングやデザインに関わっていくこと，

あるいは管理・運営・まちの使い方など地域のマネジメントに関わ

ること，UDC はどれが最重要ミッションと思うか，敢えて伺いたい。

→ビジョン：三牧

フィジカル：田中，大谷，坂井，佐藤，前田

マネジメント：宗像，信時，鈴木，新階

その他：出口

野原（横浜国大）：「ビジョン」が重要だという意見は，再び唯一三

牧氏から上がったのでコメントいただきたい。

三牧（UDCK）：若干「ビジョン」とは異なる観点かもしれないが，

UDCK の活動位置づけを整理・説明する際には「課題解決型」と言っ

ている。地域の課題に対して，従来の仕組みではうまくいかなくなっ

ているところに入り込んでいくのが，UDC の仕組みの面白いとこ

ろかなと思う。当然その上でフィジカルに係る課題を扱っていきた

い思いはあるが，仮に直接フィジカルに係わらないテーマであって

も，その仕組みの中でやるべき活動はやっていった方が良いと思い

ながら日々活動を進めている。

野原（横浜国大）：続けて「フィジカルプランニング」が重要だと

いう意見について，コメントいただきたい。

大谷（UDCIC）：今の質問はかなり難しい質問だと思う。UDC に求

められる機能から言えば，それぞれ比重の差こそあれ，いずれも重

要だろう。先ほど各 UDC の皆さんが挙手されている様子を見たと

きに，なんとなくその個々人の持っているプロフェッションに寄っ

ているのではないかと感じた。UDCIC の活動を進めるなかで，そ

こはすごくジレンマを感じている部分でもある。「オーソリティ型」

のアーバンデザインの組織だと，プロジェクトを動かすのに実現性

が高く，障害の起こる可能性も少ないだろうが，「UDC 型」の枠組

みの中で何かやりたいとなった場合に，例えば先ほど UDCIC でゲー

トサインの更新プロジェクトに取り組んでいると紹介させていただ

いたが，なかなかうまくいかないことも多い。逆に質問したいが，

UDC が専門性を活かしながらフィジカルプランニングに関与して

うまく実現化していっている事例があるのか伺いたい。

出口（東大）：野原先生の言われた 3 つの観点に敢えて 4 番目を

加えると，「人材育成」が大きなミッションだと私は考えている。

UDCK で副センター長をされ，現在は芝浦工業大学で教鞭をとられ

ている前田先生も一つのモデルだろう。専門家だけでなく，UDC

の活動を通じて住民組織が育ったり，あるいは住民の中にもキー

パーソンが育っている。行政の中にもまちづくりのノウハウが蓄積

された人材や，従来の行政の確認業務とは全然異なった発想を持つ

人材が育っていく。そういう人材育成の観点にも，もう少し意識を

おいたほうが良いだろう。大谷氏の質問に答えるとすれば，フィジ

カルなプロジェクトに関与する UDC でありたいのだが，それに関

わる人を育てるという観点でそういったプロジェクトに参画してい

くことが大切なのかなと思う。

野原（横浜国大）：まちづくりや都市デザインに憧れる学生に対して，

就職先は UDC があると言えるようになりたいとは私も思う。そう

なるように皆さんにも頑張っていただくのは非常に重要かと思う。

さて，「マネジメント」が重要だという観点からもコメントをい

ただきたい。

鈴木（UDCN）：私は建築学・都市工学・土木工学と工学系の学科

を渡り歩いてから，文系に所属してもう 8 年くらいになる。ある意

味では，建築や都市計画の産・官・学の “ ギルド ” の中に入ってい

ると，すごくプロテクトされているので居心地は良かったが，文系

にポツンと移った途端にすごくアウエーな環境になった。しかし一

方で，他が何をやっているかが非常に気になってきた。

並木地区で今後どう進めるか正直悩んでいる。30 〜 40 年くらい

前にできたまちだが，新耐震以後の建物なので建替はほとんどない。

密集市街地では更新の課題がよく出てくるので，フィジカルプラン

ニングとして「少しずつ変えていきましょう」と言えたが，そうい

うことは言えない。そうすると，今ある環境のマネジメントしかや

ることはない。一方で，住宅の中に引きこもっての孤独死の問題が

発生しており，そういうまちでは公共空間のマネジメントのような

テーマもなかなか出てこない。あまり夢のない話だが，逆に言うと，

このような状況において専門性をもう少し広げていくことをやるべ

きだろうと思っている。やはりフロンティア性は考えないといけな

いし，作る時代のマネジメントではなく，作らない時代のマネジメ

ントをどう考えていくかは，ある種 “ 未開の地 ” である。

公衆衛生の先生が考えているウォーカブルシティの概念と，アー

バンデザインの先生が考えている，例えばアメリカのニューアーバ

ニズムの原則はほぼ同じである。似たようなことを異なる分野で一

生懸命考えているところに，どう切り込んでいくかが大事だろう。

野原（横浜国大）：UDC に係る専門性としては，新たな領域拡大も

含めて考えていかなければならないだろう。

野原（横浜国大）：3 つ目の論点は非常にシンプルなテーマだが，

物理的な場としての UDC である。物理的にも集まる拠点施設が不

可欠か，あるいは違う形で代替して，例えばネットワーク型で新た

なアーバンデザインのあり方が切り開けるか。意見を伺いたい。

→拠点が重要：多数

代替は可能：鈴木，坂井

野原（横浜国大）：拠点施設が重要だという観点については，今年

ディスカッション論点 3「拠点性」（進行用スライド抜粋）
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度拠点施設を開設されて，活動を開始している UDCM についてコ

メントいただきたい。

新階（UDCM）：拠点施設を広場と向かい合わせて戦略的に整備し

たが，分かりやすく人が集まり，予期せぬ人と人とのつながりもで

きた。やはり拠点施設をつくって良かったと噛みしめている。

野原（横浜国大）：スライドの図に「都市再生拠点」と書いているのは，

例えばまちなかが荒廃していた場合に，敢えて人のいないところに

拠点施設を置き，活動を切り拓くことで活性化につなげる，という

目的の拠点施設である。UDCM の拠点施設位置は「歩いて楽しい」

という意味では一番重要な歩行動線に位置するが，多くの人は他の

方向に流れてしまっていた。ちょうどその隙間のような場所に拠点

施設が整備されている。そこで新しい流れが少しずつできつつある

のかなと思い，補足させていただいた。

一方，会議体として活動されている UDCQ としては，いかがか。

坂井（UDCQ）：もちろん UDCK のように分かりやすい拠点施設が

あると集まりやすく，専用の拠点施設は欲しいとは思うが，実際に

活動を進めていると，人が集まるのはどこでも可能ではある。九大

にはビッグオレンジという施設もあるので，それを使いながら活動

を続けている。UDCQ の場合は，もともと農業をやられていた方な

ど，まちづくりに縁のなかった方々とまちづくりを進めなければな

らない状態もあり，そういう意味では，専門家を育てることだけで

なく，市民の意識を向上していくことも重要だと思いながら活動を

続けているし，今後も続けていきたい。

野原：本日は UDC 関係者以外にもゲストをお呼びしており，1 人

目は村山顕人東京大学准教授。「UDC」を冠していないが，名古屋

で似たような活動をされていたり，アメリカの事例研究もされてい

る。UDC 以外の立場からご意見・ご感想いただければと思う。

村山（東大）：昨年 4 月から東京

大学にいるが，その前の 7 年半

に名古屋大学に属しているなか

で行っていた活動としては，一

つは「名古屋まちづくり公社 : 名

古屋都市センター」という財団

型シンクタンクで，名古屋市全

域及び名古屋都市圏に係る調査

研究や政策提言活動に関わって

いた。もう一つは地区スケールの取り組みで，錦 2 丁目地区の長

者町繊維問屋街を中心としたエリアの再生に関わっていた。先ほど

の分類で言えばエリマネ組織に位置づくだろうが，地権者や事業者

がつくった「錦 2 丁目まちづくり協議会」に NPO や大学研究室が

支援する形であった。活動が活発化するなかで様々な限界も感じ始

めていて，本日の UDC の報告をお聞きし，UDC 的なものがあれば，

そのいくつかの限界がかなり解消されるのではないか，またそこか

ら本日のディスカッションのテーマである「UDC の本質」が見え

てくるかなと思った。

1 点目は，錦 2 丁目まちづくり協議会の取り組みでは，地区の衰

退に対処するため，まずは勉強会をしよう，その後に計画をつくろ

う，そういうプロセスで進めてきたが，実際にプロジェクトを動か

す段階になると，やはり UDC のような組織が必要に思う。名古屋

都市センターの方は，調査研究や提言をやりっ放しになる傾向があ

り，それを実現することが自分たちではできない限界がある。

2 点目は，単発のプロジェクト・イベントを実施する段階を経て，

複数のプロジェクトが同時に動くようになると，一応ビジョンや構

想をつくって取り組んでいても，徐々に活動が複雑になってくる。

ちゃんと共有する場がないと，誰が何をやっているか全然わからな

いという問題が起こる。プロジェクトの状況を共有する場としての

UDC が欲しい。

3 点目は，建物や公共空間の再整備に関わるプロジェクトだと，

実際の空間として残っていくものなので，デザインのクオリティが

問われる。そのクオリティを一定レベルに保つためには UDC が必

要になるだろう。

4 点目は，かなりプラクティカルな話題だが，毎晩のように NPO

の事務所で会議が行われても，図面や資料がファイルに綴じ込まれ

るだけである。資料を持ち寄って展示・掲示して，インプットでき

るような場所をつくり，見える化していく必要があるだろう。また

それが蓄積されていくことも重要だと思う。

5 点目は，参加者が多様化してきており，特に錦 2 丁目地区は名

古屋市の低炭素モデル地区に認定され，環境技術をもった企業にど

んどん参加して欲しい段階になっている。そうなると活動をオープ

ンにして，企業が参画しやすいようにする必要がある。オープンに

やるためには，活動内容が見える UDC のような場が必要だろう。

この 5 つは，財団型シンクタンクや地区まちづくり協議会ではで

きていない部分であり，かなり UDC の本質に近いかなと思う。

野原（横浜国大）：続いては，杉崎和久法政大学教授。第 1 回 UDC

会議ではご登壇いただいたが，出口先生の基調講演の分類で言う「第

二世代」のまちセンで長年ご活躍された後，大学教員に転身されて

いる。その立場からご感想・ご意見いただければと思う。

杉崎（法政大）：最近まで「京都

市 景 観・ ま ち づ く り セ ン タ ー」

におり，その前は「練馬まちづ

く り セ ン タ ー」 と，2 つ の ま ち

センで仕事をさせていただいた。

近ごろ色々な地域の方から「UDC

をつくりたい」という声も聞き，

柏中心市街地も最初は「まちセ

ンをつくる」と言っていたが気

づいたら「UDC を名乗る予定だ」と。語感が良いことは結構大事

だなと最近思ったりするが，それはさて置き，UDC に限らず「ま

ちセンって何？」という質問もよく聞かれる。まちセンも定義は無

い。どちらかと言うと，自治体の出張所を市民活動拠点にするよう

な，札幌市・世田谷区・所沢市のようなタイプの施設を「まちづく

りセンター」と名付けるケースが多くなっているが，本日の議論の

中でも触れられているまちセンとは，組織形態は色々あるが，行政

の都市計画部局が公的財源を使いながらそのリソースを配分する，

例えば助成金を出したり，人的支援をしながらまちづくりを活性化

させるという目的で出来たセンターを指している。行政側も財政状

況が大変厳しくなってきていることもあり，まちセンは若干過去の

ものになりつつあり，閉じてしまったところもある。

そのようななか，いま私も含めてまちセンで育った者や，現役の

スタッフで研究会をやっている。世田谷区のまちセンの初代所長の

卯月盛夫早稲田大学教授にも参加いただいているが，まちセン育ち

の研究者も結構出てきていて，過去を振り返りながらも，少し先の

話も議論している。まちセンの問題は，運営母体が行政であり，配

分する資源がなくなってきており，これまで「支援」という枠組み

で動いてきたが，黒子役で顔が見えない，主体性がないところが問

題だろうと話し合っている。もう一つの論点としては，専門性を持っ

ているが故に，どれだけその課題に対して必要なステークホルダー

を集めることができるか，ということである。対話の場をセッティ

村山顕人氏（東京大学）

杉崎和久氏（法政大学）
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ングすることが，拠点施設も有し専門性もある組織の役割として大

事なのではないか。いわゆる「フューチャーセンター」のアーバン

デザイン版と言ってしまった方が良いかもしれないが，いろんな知

恵を集めてアイデアを作っていくにしても，そのコーディネートは

専門家の方が良いだろう。まちセンも UDC も「専門×拠点」の意

味，そこに人が集まることができる意味を考えるべきではないかと

思う。ちょうど別の場で議論している最中なので，ホットな話題と

して紹介させていただいた。

野原（横浜国大）：フューチャーセンターのアーバンデザイン版と

いう考え方が出たが，ひとつの方向性として捉えていければと思う。

最後に，本日会場には「UDC を今後つくっていきたい」という

地域の方も来ていると伺っている。感想も含め，目指している方向

性や抱負などを是非伺いたい。

澁谷（さいたま市）：横浜市の信

時氏や UDCK 岡本ディレクター

にも指導いただきながら，今年

度，埼玉スタジアム 2 ○○ 2 の

ある浦和美園地区における UDC

設立の基本構想を，日本 IBM に

協力いただき策定した。来年度

UDC を暫定ではあるが立ち上げ

ていく予定である。具体的な活

動内容は今まさに検討しているところだが，市も支援を行っていく

なかで，10 年くらいを目処に民間主導で自立できるような UDC と

していければと考えている。

また，同じく市内の大宮駅周辺でも UDC 設立が検討されている。

こちらは市都市局が主体となって，まちづくり団体等と連携し，将

来的な設置を検討している UDC の準備施設として，今年度「まち

ラボおおみや」を設置し，大宮駅周辺のまちづくりを検討している

ところである。

及川（立命館大）：現在キャンパ

ス計画に携わっているが，今後

はどこの大学キャンパスでも地

域連携が必要な機能として挙げ

られる。そこで立命館大学とし

ても UDC をつくろうと 2 年くら

い検討してきているが，なかな

かうまく進んでいない。立命館

大学でも，まちづくりに係るプ

ロジェクトは数多い。かつてはまちづくりと言うと，建築・都市計

画の分野が主だったが，現在は経営学・経済学・社会学・文学など

様々な分野の研究室が関わっている。出口先生の基調講演を引用す

れば，大学の中には「第一世代」すらできていない状態である。大

学内でどう横のつながりをつくるか，まずは大学の中を固めていこ

うと取り組んでいるところである。

立命館大学は，滋賀県と京都市と今度 4 月から大阪にもキャンパ

スができる。UDC を 100 個つくるのを目指すのであれば，立命館

大学で 3 つはつくれる計算になる。北沢先生が UDCK を設立しよ

うとしていた頃に私は東京大学で同じ職場であったが，私も北沢先

生の遺志を継いで UDC をつくっていければと思う。

作山（芝浦工大）：私は UDCK 設

立前からこの柏の葉キャンパス

地区のプランニングやデザイン

調整に関わっていた。UDCK 設立

の頃，私はまだ民間のアーバン

デザイナーであったが，当時の

議論を思い返すと，UDC はまさ

にフューチャーセンター的な役

割になるという議論も既に出て

いたりしたことを思い出す。この地区には『柏の葉国際キャンパス

タウン構想』という地域構想があるが，法的な位置づけのある計画

ではなく，先端的なまちづくりを進める上では従来の発想・位置づ

けでは難しい部分があった。最初に作った構想案は県と市に全部否

定された。したがって第三者的なところに位置づけたが，それが良

かったと思う。一方で，かつて第三セクターがつくられた時代には，

行政機関とは異なる立場なのに「公的機関なのにそんなことを言っ

て良いのか」と言われてしまう時代があった。そこに UDC との違

いがあるのかなと思う。

ここでは，私の関わるところで 4 カ所の UDC が今年または来年

できそうだ，という事例を紹介する。2 つは先ほど紹介のあったさ

いたま市内の 2 カ所だが，1 カ所は，芝浦工業大の大学 COC 事業

の一環で，前田先生の紹介されたのとは別のプロジェクトだが，上

尾市の原市団地において，鈴木先生と同じように空き店舗を借りて

去年から拠点施設を運営している。もう 1 カ所は震災復興に係るプ

ロジェクトで，大船渡市越喜来泊地区において杉本洋文東海大学教

授が仮設住宅用の応急公民館「どんぐりハウス」をつくったが，そ

れを移築再生する拠点づくりを進めており，今週・来週いっぱいで

工事を進めている。そこも，地方の漁村集落の小さな UDC 的に位

置づけたいと考えている。

一方で本日話を聞いていて思ったのは，報告のあった UDC はい

ずれも国公立大学が関わっている事例であった。北沢先生もそうは

言っていなかったが，結局私立大学は難しいのか，という印象を受

けなくもない。私は芝浦工業大の大宮キャンパスにいるが，いろい

ろ相談は受けているものの，市内には国公立大学の埼玉大学もあり，

なかなか位置づけが難しいのかなという気もする。

野原：私も UDC を 100 個できないと引退できないので（笑），皆

でつくっていければ良いと思う。

会議総括 「今後のネットワーク活動に向けて」

前半では 9 つの UDC について報告いただき，バラエティに富ん

だ活動が紹介された。多様性を内包しているのも UDC の特徴なの

で，私もあまり厳密に UDC を定義するつもりもなく，定義を厳密

にすることで外から見て分かりやすくなるかもしれないが，むしろ

活動しにくくなったりすることを危惧している。それぞれの地域で

UDC を定義していただければ良いかなと思う。

ただ，後半の議論を聞いていて思ったのは，「UDC とは何か？」

と聞かれた時に「アウトプットは人だ」と私は言いたい。今まで「デ

ザインセンター」と言われると，どうしても新しい空間・都市環境

を創出する場所と捉えられがちであった。UDC の場合は，インプッ

出口敦

澁谷信行氏（さいたま市環境未来都市推進課）

及川清昭氏（立命館大学教授）

作山康氏（芝浦工業大学教授）
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トは地域の課題で，主体性や専門性を持った様々な活動を通じて，

アウトプットは人になるだろう。それが共通した展開かなと思う。

また，本日はあまり議論されなかった観点としては，UDC の作

り方と同時に，どう継続していくのか，という点だろう。これは皆

苦労されている。UDC の持続性については，色々な考え方がある

だろうが，例えば 5 年置きに見直し，極端に言えば 5 年経ってや

ることなければ別の形に切り替えるような考え方も必要かと思う。

ある程度テーマを明確にして 3 年なり 5 年なり取り組む。やるこ

とを明確にして組織し，ある程度形作られて，人が育ってきたら次

のステップに移っていく。そういう意味ではタスクフォース型であ

りながら，インキュベーション型であるという組織のあり方であり，

これがひとつ UDC の定義かとも思う。

人の流動性はひとつの課題だと思う。私は先ほどの議論で「学」

の重要性について挙手をしたが，東京大学も UDCK 設立当初には

多くの学生が中心的な役割を担って活動に参加していた。駅前が更

地だった時には，学生が色々提案し，それを実際にイベント的に実

践できる余地が多かった部分もあっただろう。街が出来上がってく

るに連れて，UDCK の活動内容も高度に専門化し，学生たちが入り

にくいようにシフトしてしまったのかなと思う。学生が積極的に出

入りしていかないと，活力が生まれてこない。UDC の発展段階に

応じた学生による仕掛けも必要であり，そもそも学生は流動してい

くので，流動性にもつながる。ただし逆の意味で，行政職員や，民

間企業でも大手だと 2 〜 3 年で異動してしまう。そうした実務者

の取り組みの継続性・継承性がどのまちでも課題になっているだろ

うが，それをむしろ補足していく仕組みとして，部署が変わっても

関わりを持ち続けられることが UDC の良さだろうとも思う。

あと，収益性や事業性といった部分についても補足したい。今の

仕組みの中には明確な答えはないが，浅く広く会員制・会費のよう

な形で資金を集める方法もあるし，イベントごとに協賛金を集めて

活動を継続させていく方法もある。それは多角的に検討すべき課題

であり，公・民・学それぞれの組織が収益性・事業性を考えながら，

深く財政的なところにも関与していく方法が必要かと思う。

いずれにせよ，UDC はたいへんユニークな人の集まりである。

一般的な行政や民間，大学の組織と異なり，個性が見て取れる。私

も UDC のセンター長をいくつか務めているが，スタッフには個性

ある人が集まり，それが専門性・主体性にもつながってきている。

是非そういう個性ある UDC を皆さんつくっていただければと思う。

今回この UDC 会議の第 3 回を開いたが，第 4 回目も是非開催し

たいと考えている。次回は 2 年後か 3 年後になるだろうが，また

新しい仲間も増えているだろうし，次回は 1 日くらいかけて議論

しても良いのではないかと思う。各 UDC が地域の実情に合わせて

独自の考え方で活動を進めていくなか，この会議の役割としては，

日々忙しくなかなか振り返りの機会も無いと思うので，こうした会

議の場でを自分たちの過去数年間の活動を振り返り，あるいは他

の UDC との比較の中で自分たちの位置づけや役割をもう一度見直

してみることは非常に意義があると思う。そういった場としてこの

UDC 会議を活用していただけるよう，今後も継続して開催してい

きたい。

是非この UDC の活動に注目していっていただきたい。

本日はどうもありがとうございました。

（了）
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参考資料

構成団体
「公」：柏市（千葉県，柏市まちづくり公社，NPO支援センターちば

等も協力団体として参加）
「民」：三井不動産㈱，首都圏新都市鉄道㈱，田中地域ふるさと協議会
「学」：東京大学，千葉大学
組織形態
センター長：出口敦（東京大学教授）※法人の代表理事も兼務

副センター長：上野武（千葉大学教授）※法人の理事も兼務

清家剛（東京大学准教授）
岩崎克康（柏市企画部長）

その他，各構成団体の代表者で運営委員会を構成し，運営基本方
針を決議。ベースは任意団体だが，別途同名の一般社団法人を設
立し，直接的な事業を担ったり，法に基づく指定等を受ける。
実務体制
常駐スタッフ8名，受付１名，事務１名

（都市建築専門職2名，施設企画1名，エリマネ地域活動2名，市職
員1名，視察管理1名，健康まちづくり1名）

※人件費負担：公社5名，市職員1名，三井負担3名，直接雇用1名

施設概要
現施設（第三期）は，東京大学の社会連携拠点（柏の葉キャンパス
駅前サテライト）1階155㎡を利用。柏市まちづくり公社が東大と契
約し，UDCKの施設管理を行う。ラウンジスペース，受付スペース，
スタッフ事務スペースで構成。
問合せ先
〒277-0871千葉県柏市若柴178-4柏の葉キャンパス148-4
東京大学柏の葉キャンパス駅前サテライト103
TEL: 04-7140-9686　E-mail: info@udck.jp
http://www.udck.jp

活動エリアの状況と課題
つくばエクスプレス開通に伴い，沿線で大規模な土地区画整理事業が行われているエリ

ア。駅前では三井不動産が中心となって，住宅・商業・業務等の開発が進む。近接して，東京
大学や千葉大学，国の研究機関が多数立地。駅を拠点とする大規模開発をマネジメントし
ながら，知の資源や民間の活力を最大限に生かした次世代環境都市・国際学術研究都市を
実現することが，まちづくりの大きなテーマとなっている。
設立経緯

大学と連携したまちづくりが模索されるなか，北沢猛東京大学教授（故人）による「公・民・
学」の連携したまちづくり拠点の設置提案をきっかけに，行政・企業の協力体制が組まれ，提
案から約半年での施設オープンにこぎつけた。
センターの活動概要

当エリアの将来ビジョン『柏の葉国際キャンパスタウン構想』を，県・市・大学と共に作成
し，民間も参画して毎年フォローアップを実施。UDCKが全体の推進事務局となっている。

①教育・研究活動
・まちづくりにかかわる調査・研究・立案
・市民向けのまちづくり学習プログラムの企画・運営（まちづくりスクール）
・大学の地域連携教育の支援

②実証実験・事業創出
・新技術を活用した次世代型インフラやサービスの導入にかかわる地域連携支援
・モニター募集や登録受付業務

③空間デザインマネジメント
・アーバンデザイン戦略の作成
・公共空間・公共施設のデザインにかかわる調整，アドバイス
・民間建築物誘導にかかわる景観形成基準作成等の支援
・啓発活動

④エリアマネジメント
・駅前公共空間の管理運営
・地域コミュニティ活動の支援
・地域プロモーションイベントの企画，調整
・ポイントプログラムの運営事務

今後の活動の展望・課題
①概成した駅前街区の外側ブロックにおける開発戦略検討

（土地利用誘導・景観誘導による研究開発住宅複合ブロックの形成）
②地域参画による持続的なエリアマネジメントの枠組みの整備
③国際化推進と大学連携強化による，国際キャンパスタウンとしての環境の充実化

柏の葉アーバンデザインセンター［ＵＤＣＫ］
2006年10月18日設立，2006年11月20日拠点施設開設
千葉県柏市北部 柏の葉エリア

高質化整備を行った駅前線を活用したマルシェ

大学連携による都市デザイン演習（都市環境デザインスタジオ）

交通社会実験運営支援（かしわスマートサイクル）

施設外観（第三期施設）

施設内観（第三期施設）
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構成団体
「公」：田村市
「民」：田村市行政区長連合会
「学」：東京大学
組織形態
運営委員長：出口敦（東京大学教授）※センター長を兼務

運営委員：志村和俊（田村市副市長）
区長会長５名※田村市行政区長連合会の各町の代表者

運営委員会により運営の基本方針を決議。
実務体制
常勤スタッフ2名（都市建築担当1名，事務担当１名）
非常勤スタッフ４名（市都市計画課１名，都市建築担当３名）
このほか，市庁内に部課を横断する市まちづくりプロジェクトチー
ムを設置。都市計画課・企画課・商工観光課・各町の行政局職員で
構成。
施設概要
船引駅前商店街の中心に位置する空き店舗を活用して設置。個
人所有の店舗賃貸。2階建ての1階部分約90㎡。事務スペース，打
ち合わせ・展示・イベント等に使うスペース，倉庫・キッチン・トイ
レ。
問合せ先
〒963-4312福島県田村市船引町船引字五升車39-1
TEL: 0247-82-6110　E-mail: udct-info@abnet.or.jp
http://www.udct.jp

活動エリアの状況と課題
田村市は，阿武隈高原の中央に位置し，2005年3月1日に田村郡7町村の内，滝根町，大越

町，都路村，常葉町，船引町の旧5町村が合併し形成。福島県の中核的都市である郡山市ま
で約30kmの位置にあり，福島県の中通りにあって浜通りとの結節点となる地域。阿武隈高
原の変化に富む地形に抱かれ，コンパクトな都市形態を構成。農林業が維持されている一
方，中心市街地の空洞化が急速に進んでいる。2011年3月の東日本大震災後，市東部の都路
町の一部に避難指示が出されたが2014年4月に全面的に解除された。震災と原発事故によ
る避難指示を経た地域の復興，および少子化高齢化の進む中での地方小都市のコンパクト
なまちづくりに取り組んでいる。
設立経緯

田村市と東京大学（北沢猛教授（故人）＋空間計画研究室）の共同研究により地域密着型
のシンクタンク機能の設置が提案され，翌年，公・民・学が連携する地方小都市型のアーバ
ンデザインセンターとして設立された。
センターの活動概要

①各町での住民主体のまちづくり支援
旧５町村（滝根・大越・都路・常葉・船引）の地域単位で住民と共同で，まちづくりの方

針をつくり，次年度にそれに基づいた社会実験を実施，次々年度以降地元主体の取り
組みとして継承。

②都路復興支援
原発事故による避難指示が出された都路町において，持続的で創造的な暮らしを実

現することを目的に「住生活基本構想協議会」を住民・学識者・市職員で設置。市長への
提言を行い，構想に基づいた実践を進めている。

③鉄道駅を中心としたコンパクトなまちづくり
市内にある6駅についてそれぞれに駅を中心とした，歩いて暮らせるまちづくりを検

討。神俣駅をモデル地区として住民とのワークショップを通して，方針・取り組みを提案。
今後の活動の展望・課題

①これまでに旧町村を一巡し，住民主体の取り組みに継承されつつある住民協働のまち
づくり活動に対する，必要に応じた支援の継続。

②公的賃貸住宅整備，駅舎・駅前広場等拠点整備，文化施設整備，小学校跡地活用，都市
マスの見直し等の市が実施する事業実施支援。

③地域（市・住民）が中心となったUDC機能の継続。次年度，市に「協働まちづくり課」が新
設される予定でありUDCT担当もまちづくり課に移管予定。

田村地域デザインセンター［ＵＤＣＴ］
2008年8月設立
福島県田村市

社会実験（大越娯楽場の活用）

駅を中心としたコンパクトなまちづくり検討（神俣駅周辺ワークショップ）

施設外観

施設内館

『都路町住生活基本構想』に基づく公的住宅整備計画の検討
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参考資料

構成団体
「公」：並木町会
「民」：地元企業に所属する個人
「学」：東京大学
組織形態
理事長：清家剛（東京大学准教授）※センター長兼任

副理事長：田中大朗（田中大朗建築都市設計事務所）※副センター長兼任

理事：栁沼愑（並木町会長）
宗像剛（ラボット・プランナー㈱）

監事：園部好洋（八光建設㈱）
※特定非営利活動法人。
実務体制
地元企業スタッフ１名が事務局を務める。
プロジェクトごとに大学の専門家や建築家等とチームをつくり実
務にあたる。センターの窓口は企業ショールーム受付が兼任して
いる。
施設概要
郡山市並木にある地元企業ラボット・プランナー㈱の所有する住
関連ショールーム（LABOTTO）内のスペース26㎡を借用。
事務スペース，打ち合わせスペース，進行中プロジェクトのパネル
展示スペース。
問合せ先
〒963-8026福島県郡山市並木2-1-1（LABOTTO内）
TEL: 024-995-5855　E-mail: info@udcko.jp
http://www.udcko.jp

活動エリアの状況と課題
郡山市は，東北南部の福島県中通りのほぼ中央に位置する，東北地方では仙台に次ぐ経

済規模を有する地方中核都市。南北に東北新幹線・東北本線・東北自動車道が通り，磐越東
線，磐越西線，磐越自動車道が通る交通の結節点。面積757k㎡，人口約34万人の中核市。 江
戸期までは奥州街道の宿場町であったが，明治期に猪苗代湖を水源とする安積疎水が開削
され都市化が進んだが，近年中心市街地の衰退は著しい。郡山市並木地区は，JR郡山駅か
ら北西2kmに位置する面積約70haのエリア。住宅・農地・商業業務が混在する地方中核都市
の典型的な郊外エリアである。
設立経緯

以前より並木地区に立地する企業と町会で，並木地区をより魅力あるエリアにしていくこ
とを模索していた。地域側から北沢猛東京大学教授（故人）に協力を求め，大学の専門家が
加わり，「公・民・学」が連携する地方中核都市版・民間主導型のアーバンデザインセンター
が設立された。
センターの活動概要

①提案公募による地域づくり支援
提案公募により全国の専門家が地域に関わる機会づくりを行っている。第１回を郡

山市並木地区を対象に，第２回は須賀川市稲田地区を対象に，まちづくり提案を公募
した。最優秀に選ばれた専門家が地域まちづくりに参画している。

②行政計画づくりの支援
北塩原村では観光計画の策定，会津美里町では総合計画策定の業務に協力してい

る。
③復興支援活動

東日本大震災直後にセンター内に復興支援室を設置し，避難所への支援物資の搬入
や仮設入居者のためのイベント等，被災者への支援を行っている。本年４月にも支援
イベント｢佐賀は3.11を忘れない 佐賀の器と気持ち展｣を実施予定。

今後の活動の展望・課題
①民間と行政の協働

並木・稲田では民間中心の取り組みであり，北塩原・会津美里では行政中心の取り組
みとなっている。両者協働での取り組みを促進していく。

②恒常的なセンター機能
現状ではプロジェクトごとの委託費や補助金により，その都度専門家等とチームをつ

くり活動を行っているが，恒常的なセンター機能が求められる。そのため人材や資金の
確保が必要。

郡山アーバンデザインセンター［ＵＤＣＫｏ］
2008年11月設立
福島県郡山市およびその周辺

提案公募によるまちづくり支援（郡山市並木地区）

復興支援活動（ワンデーシェフイベント）

施設外観

施設内観

提案公募によるまちづくり支援（須賀川市稲田地区）
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第３回アーバンデザインセンター会議

構成団体
「公」：横浜市，横浜市芸術文化振興財団ほか
「民」：設計事務所，都市計画コンサルタント，各種企業・会社ほか
「学」：横浜市立大学，横浜国立大学ほか

※基本的には，各自個人の立場で参加しているが，構成メン
バーの所属は上記のような分野にわたっている。

組織形態
公・民・学連携を実現すべく，横浜アーバンデザイン研究機構（代
表役員：大江守之［慶應義塾大学教授］，阿部守一［元横浜副市
長］，北沢猛［故人・東京大学教授］，委員24名，顧問１名）およびそ
の事務局としてのUDCY（アーバンデザインセンター横浜）という
体制で発足した。
実務体制
2012年時点のメンバー23名
施設概要
常設施設はない。時期・状況に応じて，各種施設を利用。

（tvk会議室，tvk NEWS HARBOR，NTT東日本神奈川支店Green 
Terrace，さくらワークス<関内>［横浜市立大学COC関内拠点］，
宇徳ビル ヨンカイほかで活動）
問合せ先
https://www.facebook.com/UrbanDesignCenterYokohama

活動エリアの状況と課題
1965年の都市づくり構想，1971年のアーバンデザインチーム発足に端を発する中で，横浜

市では行政を中心とした都市デザイン活動が展開され，その後も歴史を生かしたまちづくり，
商店街，水と緑，住民参加，郊外まちづくりなどの展開，そして2000年代には芸術文化創造都
市・横浜を核とした様々な展開が行われていたが，社会・経済・産業構造の変革に伴い，これか
らの横浜が持続的に魅力を維持育成するための，長いレンジも視野に入れた実践的活動が必
要とされているとともに，公×民×学が連携して相乗効果を発揮する体制作りが必要である。
設立経緯

2007年，BankART Schoolで行われたUDSY（アーバンデザインスタディ横浜）研究会にお
いて100名の参加者によって検討された「未来社会の設計」（都心・郊外・緑・環境・移動に関
する諸提案）の実現に向けて北沢猛東京大学教授（故人）を中心に設立された。
センターの活動概要

横浜の魅力ある都市づくりを専門的個人の立場で考える有志の集まりによる「ネットワー
ク型シンクタンク」を目指して，「研究クラスター（コア・スタディーズ：分科会）」と「クロスプ
ラットフォーム（フューチャーカフェ）」を核とした活動を行っている。

【第1期】 2008年（設立前を含めると2007年）～2010年
UDSY研究会で検討された，横浜における将来提案とこれを実践する道筋を考えるべ

く活動を行った。UDSYで生まれた提案を基とした政策・プロジェクトの実施（ヨコハマ・
エコ・スクール［YES］，横浜グリーンパワー）や継続的な活動（郊外班・交通班など），お
よびフューチャーカフェにおけるクロスセッションを実施した。また，UDSYでの活動は，
大学まちづくりコンソーシアムによる『海都横浜構想2059』（インナーハーバー整備構
想）の提言，北仲スクール・YCCスクール（大学及び市創造都市部局の連携による創造
都市の担い手育成）の実施にも間接的に展開している。

【第2期】 2012年～2014年
モビリティデザインカフェ（フューチャーカフェ）の実施による「モビリティ」を契機と

した広い市民や多様な専門家を交えた議論の展開と活動の育成（team yokohama 
premium，DEEP吉田班，市電班，自転車班，水辺班，クリエイティブシティ班，健康班）を
行った。また，分科会活動（住まい・住まい方班，健康都市づくり班，インナーハーバー
班，ものづくり班，文化政策班等）の実施，特に「住まい・住まい方」班（スマスマ編集会
議，住まい・住まい方カフェなど）を積極的に展開している。

【第3期】 2014年～
より豊かな次なる発展的活動を図るために，体制・仕組みについて検討中である。

今後の活動の展望・課題
①コアスタディーズ（分科会）活動の充実化
②地域拠点との連携（UDCN・たまプラーザ拠点等）
③研究情報・地域情報・成果の蓄積（シンクタンク化）
④幅広い参加者の獲得・連携ネットワークの構築

アーバンデザインセンター横浜［ＵＤＣＹ］
2008年4月設立
神奈川県横浜市全域

tvk+UDCY futurecafe”mobility design cafe”

UDCY2013「すますま」編集会議

子安浜クルーズ

会議風景

会議風景
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参考資料

構成団体
「公」：福岡市
「民」：照葉校区各種団体協議会（13団体），立地企業等連絡協議会

（民間企業15社）
「学」：九州大学，九州産業大学，福岡女子大学，福岡工業大学
組織形態
センター長：出口敦（東京大学教授）
副センター長：坂井猛（九州大学教授）

伊藤裕司（福岡市港湾局アイランドシティ経営計画部長）
大谷直己（UDCIC）

その他，各構成団体の代表者で運営委員会を構成し，運営の基本
方針を決議。任意団体として活動しており，アイランドシティ・アー
バンデザイン協議会に属する。
実務体制
常駐スタッフ4名

（センターマネジメント・デザイン全般（建築・都市デザインを含
む）1名，地域連携1名，都市計画1名，広報1名）

※人件費負担：㈱産学連携機構九州（アーバンデザイン協議会から業務受託）

施設概要
アイランドシティ内の中心部，アイランドシティ中央公園横に立地
するシーマークビル（民間企業本社ビル）1階にテナント入居。ギャ
ラリーオフィススペース約170㎡，10名収容ホール（音響，調光照
明完備）を備える。（いずれも福岡市経済観光文化局所管の福岡
ビジネス創造センターと共用使用）
問合せ先
〒813-0017福岡県福岡市東区香椎照葉3-2-1シーマークビル1F 
TEL: 092-984-3144　E-mail: info@udcic.jp
http://www.udcic.jp

活動エリアの状況と課題
福岡市東区に位置し，陸海空の交通結節点が半径10km圏内にある立地特性を活かしな

がら，21世紀の先進的なモデル都市として新しい「みなとづくり・まちづくり」の推進を目的
に，1994年より総面積401.3haの埋立事業として開始された。その内191.8haを占めるまち
づくりエリアにおいては，2005年のまちびらきから9年を経て現在人口約5900名，約1900世
帯のまちに発展している。開発・土地分譲は2027年度まで続き，最終的には居住人口18000
人，就業人口18000人の都市に成長する計画である。

まちづくりエリアを中心に，UDCICは活動を開始し２年が経過したばかりだが，住民の自
律した新たなコミュニティ活動の萌芽や，多様な主体によるまちの愛称づくり及びサインデ
ザイン等への取り組みが始まるなど徐々にその成果が見え始めており，今年のまちびらき10
周年を期にその活動はより一層活発になる事が想定されている。一方で，まちづくりエリア
の中でも既に開発されまちとして今後成熟に向かうエリア（博多港開発工区97.2ha）と今後
新たに開発されるエリア（福岡市5工区94.6ha）の進展に伴う都市活動の変化に対応した取
り組みや活動が今後の課題として求められている。
設立経緯

福岡市が目指す先端モデル都市アイランドシティにおいて，出口敦東京大学教授による
「公・民・学」が連携したまちづくり拠点の設置の提案をきっかけに，行政・企業・大学の協力
体制が組まれ，センターの前身となる「アイランドシティまちづくり支援室」，「まちづくり情報
発信センター」設置後1年半で施設オープンにこぎつけた。
センターの活動概要

①魅力あるまちづくりの実践・研究
・まちづくり活動の実施・支援
・大学・企業による調査・研究等の実施・誘致
・まちづくりの進展を図るための調査・検討

②アイランドシティの情報発信・プロモーション
・現地集客イベントの実施・誘致
・各種媒体を活用した積極的な情報発信

③センターの拠点化の推進
・「情報提供の場」としての機能強化
・「連携・交流の場」としての利用促進

今後の活動の展望・課題
①概成した，まちづくりエリア博多港開発工区におけるコミュニティ醸成
②地域参画による持続的なエリアマネジメントの枠組みの整備
③今後新規開発が進む，まちづくりエリア福岡市5工区における開発戦略検討

アイランドシティ・アーバンデザインセンター［ＵＤＣＩＣ］
2012年10月28日設立
福岡県東区香椎照葉 アイランドシティ

公共空間の新しい使い方の提案（ピクノポリス福岡，おそとリビングinアイランドシティ）

コミュニティの創出と育成（まちの学校）

アイランドシティ遠景

施設外観

施設内観
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第３回アーバンデザインセンター会議

構成団体
「公」：
「民」：
「学」：横浜市立大学
組織形態
横浜市立大学COC事業の一環として運営。
COC事業責任者：鈴木伸治（国際総合科学部まちづくりコース教授）
運営責任者：三輪律江（国際総合科学部まちづくりコース准教授）
運営担当：中西正彦（国際総合科学部まちづくりコース准教授）
実務体制
横浜市立大学国際都市学系まちづくりコースの教員（三輪律江，
中西正彦），学生が中心となり運営がなされている。
施設概要
金沢シーサイドタウン・センター地区内に位置し，面積は約60㎡。
講義やワークショップ，ミーティングなどを行うスペースと小規模
なキッチンを備える。
問合せ先
〒236-0027神奈川県横浜市金沢区瀬戸22-2
横浜市立大学地域貢献センター
TEL: 045-787-2205　E-mail: coc@yokohama-cu.ac.jp 
https://www.facebook.com/namiki.ycu

活動エリアの状況と課題
1970年代末に入居の始まった金沢シーサイドタウンは6大事業の一つである金沢地先埋

立事業で計画されたニュータウンである。計画にあたっては，槇文彦，神谷宏治，藤本昌也，
内井昭蔵，宮脇檀といった著名建築家を起用し，西脇敏夫，北沢猛らが都市デザインを担当
した。しかし，現在は居住者の高齢化，空室の増加，建物の老朽化といった課題が顕在化し
つつある。

地区の人口は18714人，8178世帯（2014年）であるが，このうち65歳以上の高齢者のいる
世帯比率は39.１％と高く，５年間で約1170人の居住人口減少が見られる。また，センター地
区（商業地区）では空き店舗の増加やキーテナントであるスーパーマーケットの撤退などの
問題も抱えている。
設立経緯

2013年に横浜市立大学が地（知）の拠点整備事業（COC事業）に採択されたことをきっか
けとして，金沢シーサイドタウン内の並木センター地区の空き店舗を活用して，地域住民と
協働しながら，金沢シーサイドタウンの抱える諸課題について，調査研究を行うことを目標
に横浜市立大学により設立された。
センターの活動概要

2014年3月のオープン以来，以下のような活動を実施してきた。
①公開形式のレクチャー，セミナーなどの実施
②医学部教員による健康づくり講座，高齢者の健康・ライフスタイルについての大規模ア

ンケート調査
③ウォーキングポイント（市健康福祉局事業）登録ポイント
④市民グループとの協働によるイベント（屋外映画上映など）
また日常的には，住民間の交流の場として，場所を開放しており，子育て期の住民から高

齢者グループなどに気軽に利用していただいている。
今後の活動の展望・課題

これまでの活動に加えて，2015年度は超高齢社会対応として高齢者のライフスタイルに
ついての調査や，健康相談，健康づくり講座といった活動を医学部や看護学科の協力によっ
て実施する予定である。また，まちづくりの面では，環境まちづくりについての講座の開講
や，これからの並木をつくる会などの地域団体との協働による今後のまちのあり方の検討
などを継続していく。また，4月よりコミュニティカフェ事業を実験的に開始する予定である。
COC事業自体は2017年度までのプロジェクトであることから，今後は住民や地域団体との
協働による運営体制の確立が課題である。

ＵＤＣＮ 並木ラボ
2014年3月15日設立
神奈川県横浜市 金沢シーサイドタウン（並木1丁目〜3丁目）

身体機能測定・健康相談会

研究会の様子

オープニングイベント

施設外観

施設内観
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参考資料

構成団体
「公」：松山市
「民」：松山商工会議所，伊予鉄道㈱，㈱まちづくり松山
「学」：愛媛大学，松山大学，聖カタリナ大学，松山東雲女子大学
組織形態
各構成団体の代表者で構成される松山市都市再生協議会により，
運営の基本方針等を決議。
センター長：羽藤英二（東京大学教授）
副センター長：新階寛恭（愛媛大学防災情報研究センター教授）
副センター長：羽鳥剛史（愛媛大学大学院理工学研究科准教授）
シニアディレクター：松本啓治（愛媛大学防災情報研究センター教授）
ディレクター：片岡由香（愛媛大学防災情報研究センター助教）
ほかプロジェクトアドバイザー等で構成。
実務体制
常駐スタッフ3名，受付・事務1名，非常駐スタッフ6名

（総括・再開発担当1名，インフラ・道後温泉地区担当1名，景観・歴
史まちづくり担当1名）
施設概要
中心市街地内の区画道路に面した建物の1階・2階（市による賃
貸）約220㎡を使用。愛媛大学が市と契約して，施設管理を行う。
会議や打ち合わせにも使う多目的スペース，受付スペース（以上1
階），スタッフ事務スペース（2階）で構成。
問合せ先
〒790-0012愛媛県松山市湊町3-7-12
TEL: 089-968-2920,2921　E-mail: udcm.matsuyama@gmail.com
http://udcm.dmi.ehime-u.ac.jp

活動エリアの状況と課題
松山市（人口約52万人）の中心市街地，いわゆる街なかと呼ばれるエリア。JR松山駅から

伊予鉄松山市駅を経て，道後温泉まで至る範囲。人口減少・超高齢化やモータリゼーション
等に伴う，空洞化や賑わいの衰退等を克服し，歴史・文化を活かした持続可能な都市に再生
することが課題となっている。
設立経緯

まちづくりに取り組むにあたって行政・民間・大学といったあらゆる関係者の力を総結集
する手立てが模索されるなか，羽藤英二東京大学教授による「公・民・学」が連携したまちづ
くり拠点の設置の提案をきっかけに，2014年2月に松山市都市再生協議会という，行政・企
業・大学の協力体制が組まれ，同年4月にセンター設置，同年11月に拠点施設オープンにこ
ぎつけた。
センターの活動概要

①将来ビジョンの再構築
・松山のまちなかの将来ビジョンを，市民にも分かりやすいように再構築する。

②実証実験・事業創出
・まちなか広場及び拠点施設整備

③空間デザインマネジメント
・一番町大街道口（アーケードファサード等）景観整備
・道後温泉地区整備基本計画策定
・Ｌ字地区再開発構想策定支援

④教育・研究活動
・まちづくりにかかわる調査・研究・立案
・市民，学生向けのまちづくり学習プログラムの企画・運営
（松山アーバンデザインスクール，松山アーバンデザイン研究会）

今後の活動の展望・課題
①実証実験プロジェクト（ひろば・施設）を継続するための，地域参画によるエリアマネジ

メントの枠組みの整備
②未関与の他の重要拠点地区へのデザインマネジメント関与等による，松山のまちづく

り全体へのプレゼンスの発揮
③地域との協力関係の構築等，スクールの人材育成機能のさらなる強化・充実

松山アーバンデザインセンター［ＵＤＣＭ］
2014年4月1日設立，2014年11月1日拠点施設開設
愛媛県松山市 既成市街地エリア

日常的な「みんなのひろば」利用の風景

「風景づくり夏の学校」（アーバンデザインプレスクール）

イベント（アート・創作活動）

施設外観

施設内観
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第３回アーバンデザインセンター会議

構成団体
「公」：福岡市，糸島市，公益財団法人九州大学学術研究都市推進

機構（OPACK）
「民」：元岡町内会，桑原町内会，九大新町町内会，元岡商工連合会
「学」：九州大学
組織形態
議長：安浦寛人（九州大学理事･副学長）
副議長：猿渡稔（OPACK事務局長）
副議長：佐藤優（九州大学副理事）
ディレクター：坂井猛（九州大学教授）

吉田敬介（OPACK研究主幹･九州大学教授）
森茂（OPACK事務局次長）
鶴崎直樹（九州大学准教授）
横田雅紀（九州大学助教）
中平賢吾（九州大学助教）

ディレクター・事務局長：永野真（九州大学助教）
実務体制
専任スタッフは0名
施設概要
なし。会議の会場として，伊都キャンパスの情報発信拠点施設であ
るビッグオレンジを活用している。
問合せ先
〒812-8581福岡県福岡市東区箱崎6-10-1
九州大学新キャンパス計画推進室（助教 永野真）
TEL: 092-642-2232
E-mail: nagano.makoto.244@m.kyushu-u.ac.jp
http://suisin.jimu.kyushu-u.ac.jp/ （※九州大学伊都新キャンパスHP）

活動エリアの状況と課題
糸島半島では，九州大学が2005年10月の伊都キャンパス誕生から段階的な移転を進め

ており，2018年を目標とする移転完了時には約２万人の学生・教職員が活動する舞台とな
る。周辺地域では鉄道新駅の設置やアクセス道路などインフラが整備され，土地区画整理
による新市街地が形成されつつあり，今後とも多様な主体が連携・協同して伊都キャンパス
を核としたまちづくりを進める必要がある。
設立経緯

九州大学の糸島半島への移転と九州大学学術研究都市構想を進めるなかで，六本松地
区からの全学教育課程の移転を控え，まちづくりのスムースな展開が求められていたことか
ら，新キャンパス計画推進室の発意により発足した。
センターの活動概要

定期的（約2ヶ月に1回）にテーマを選定して会議を開催し，50名程度の参加者と意見交換
等を行い交流を図っている。2014年度の活動は以下の通りである。

・糸島空き家プロジェクト改修物件見学会（5/5）
・アーバンデザインセンターアイランドシティの取組紹介（7/7）
・外国人研究者･留学生の環境について（9/5）
・留学生と交流しよう一品持ち寄りパーティ（10/18）
・伊都地区賃貸住宅の現状と今後のまちづくり（12/4）
・春の新着情報と今後の展開（3/5）

今後の活動の展望・課題
引き続き定期的に会議を開催し，多様な主体の交流による連携・協同の体制を強化しつ

つ，移転完了・成熟期を見越し，国際化にも対応できるまちづくりを推進する。常設施設や事
業費の確保など，運営面の改善を目指す。

アーバンデザイン会議九大［ＵＤＣＱ］
2007年3月23日設立
糸島半島（福岡市西区・糸島市）

留学生と交流しよう一品持ち寄りパーティ

糸島空き家プロジェクト改修物件見学会

会議場所として使用しているビッグオレンジ

会議風景

伊都キャンパス周辺俯瞰
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参考資料

構成団体
「公」：柏市（NPO法人かしわインフォメーション協会も連携団体と

して参加）
「民」：柏駅周辺地区に所在する団体もしくは個人
「学」：東京大学
組織形態
センター長：出口敦（東京大学教授）
副センター長：佐藤和裕（協同組合柏駅東口中央商店街連合専務理事）
ディレクター数名
施設概要
柏市柏2-2-2
問合せ先

【設立まで】
準備委員会事務局（柏市まちづくり公社）
〒277-0005千葉県柏市柏5丁目9番6号
TEL: 04-7164-4141

【設立後】
〒277-0005千葉県柏市柏2丁目2番2号
柏エリアマネジメント協議会
TEL:04-7166-5000

活動エリアの状況と課題
柏駅周辺は，そごう柏店・髙島屋柏店などの大型商業施設の立地による集客力と17の商

店街の集積により，千葉県北西部・茨城県南部・埼玉県東部の広域商業拠点として形成され
ているエリア。

再開発が進む東京都心や横浜市と比べ，柏駅周辺では再開発から約40年間，街の機能更
新が進んでいない。
設立経緯

このエリアは「品格のあるエリアとするために多様な主体が活動をしている，魅力あるま
ち」であるが，今後の沿線の人口減少や周辺郊外の開発，鉄道の延伸等によるその魅力の
維持に危機感を覚えた行政と民間が「それぞれの良さを持ち寄り，共に考え，共に進めてい
くまちづくり」によりその魅力を持続する取り組みをするため，2014年8月から設置の検討を
始める。
センターの活動概要

①シビックプライド事業
②調査・研究事業
③美化事業
④賑わい創出・プロモーション事業
今後の活動の展望・課題

柏アーバンデザインセンター［ＵＤＣ２］
2015年4月16日設立（予定）
千葉県柏市 柏駅周辺エリア

設立検討会議風景

公開ディスカッション風景

施設外観

施設内観

柏中心市街地俯瞰




