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「人が集う “まちなか広場” のつくり方、つかい方」
山下裕子氏
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録

2007 年 9 月に誕生した「富山市まちなか賑わい広場」
（愛称：グランドプラザ）は、富山
の中心市街地の真ん中に作られたガラスの屋根で囲まれた広場空間です。この富山グラン
ドプラザは、「奇跡」とまで言われるほどに，都心の「賑わい」を創出した事例として全
国から着目されています。開発が進む柏の葉のまちでも、新しく様々な「広場」空間がつ
くられていますが、市民の皆さんにとって使いやすい、使いたくなる空間になるには、ま
だまだ工夫の余地がありそうです。富山での成功事例の「現場」で指揮をとられた山下裕
子さんから、「まちなか広場」の可能性やその運営のミソについて、熱く語っていただき、
柏市で、柏の葉でどんなことができそうか、語り合ってみませんか？

開催概要
日時

2016年4月17日
（日）13:30〜15:00

会場

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）

参加

40名

主催

柏の葉アーバンデザインセンター｜UDCK

進行プログラム
13：30

開会
第一部

基調講演「人が集う『まちなか広場』のつくり方、つかい方」

山下裕子氏（全国まちなか広場研究会、NPO法人GPネットワーク理事）
14：20

第二部

公開座談会

山下裕子氏
15：20

×

閉会のあいさつ

出口敦（UDCKセンター長
出口敦

東京大学教授）
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第一部

基調講演「人が集う『まちなか広場』のつくり方、つかい方」

山下裕子氏（全国まちなか広場研究会、NPO 法人 GP ネットワーク理事）

みなさんこんにちは。富山の

しやすい空間が寄り添っていて、素晴らしいと思う。

場合、今回のような地震がおこ

これが富山のグランドプラザの外観である。左に百貨店、右に駐

れば、みんなグランドプラザに

車場ビル。もともと再開発事業で出来たものである。大きな百貨店

逃げてくる。消防訓練の時には

の駐車場ビルを合わせた敷地の中にあった 3 本の市道を集約して

グランドプラザに逃げるという

広場化した。これは再開発前の「グランド通り」という通りの写真

ことになっている。今、私は福

である。右側の建物に注目すれば変わったのがよくわかると思う。

岡久留米に住んでいて、まだ自

これだけきれいになって、入口にはセントラムというＬＲＴの駅が

宅にも帰れていない状態である

できた。再開発事業で大きなビルを建て広場をつくるとすると、普

が、本日は、広場というものが

通に考えると、駐車場ビルと百貨店を寄せて、奥座敷のように広場

街に必要であって、広場があることでもっと街が豊かな場所に、
もっ

を作るのではないかと思うが、富山の場合はたまたま駐車場ビルと

と暮らしやすい場所になるということをお伝えできればと思う。

百貨店の間を広場化した。車で街まできたときに、駐車場に車をと

山下裕子氏

めて、街一番の目的地である百貨店に行く途中に広場がある。そし
最初に広場という場所の概念的なお話をする。広場は「まちらし

て、広場に楽しげな状況をつくることで、ちょっと寄ってみようと

さ」というものが現れ、感じられる場所だと思う。「まちらしさ」

か、期待感をもっていただけるようになったことが大きかったと思

というのは、「様々なものがあっていい」ということ。それによっ

う。私は今も広場という空間そのものには集客力は無いと思ってい

て楽しくなり、見る見られるという関係が生まれることだと思う。

る。

行きたくなる場所が広場で、行ける手段として公共交通がある。目
的がなくてもそこに行く人が増えると、
それは自然と賑わいになる。
街という場所では、様々な活動が行われている。今日もこれだけ
の方が建物の中に来られているが、建物の外を通っているだけでは
それがわからない。建物を介さずにそれが広場に集まると、お互い
の活動を感じあうことができる。

広場という場所を中心とすることで、自然といろんな物事が横に
つながる。柏の葉はパブリックスペースがたくさんある街であるが、
どの場所を核とするかはこれからだと思う。まずはこの場所が「真
ん中」だよねという共通認識をつくり、そこをもりあげることが大
切。まちなか広場の機能のひとつはポンプアップであり、それが心
臓となってそこから波及して、街全体が、市域全体が楽しくなる。
行きたくなる広場と行ける手段の公共交通がセットであるという
■グランドプラザの概要

ことが非常に重要で、その点でも柏の葉は恵まれている。グランド

今日は富山グランドプラザの話をする。富山の広場は 365 チー

プラザの前は、
「グランドプラザ前駅」という電停が広場が完成し

ムの市民グループがその場所で活動すると楽しくなるよね、という

た三年後に整備され、徒歩十五歩くらいで行けるようになった。

考え方で運営を開始し、今年で 9 年目となる。

グランドプラザは 1400 平米で車の入らない歩行者専用空間とし

もともと広場というものは、イベント会場と認識されることが多

て確立され認知されている、そこでは安心して居られるというのが

い。言い換えれば、イベントをしていないときは機能していないよ

非常に大きかった。その歩行者専用空間の人の居場所にいつでも座

うな広場が多い。そうではなく、憩い空間とイベント的会場が混ざ

れるテーブル・椅子が置いてあって、24 時間毎日、誰かが何かを

る状態、憩い空間の中にイベント的な要素がぽつぽつある状態がベ

しているという場所になっている。広場という場所で実際にどんな

ストだと思う。大がかりのイベントではなくて、少ない金額でも楽

ことをみんながしているのかというと、
一番は
「待ち合わせ」
である。

しさ・豊かさを目指せるのではないかと思う。そういう意味では、

待ち合わせの時間の 15 分前についちゃったとか、電停の近くなの

柏の葉の空間は憩い空間が前提であって、そこにイベントが生み出

で、バスをちょっと待つとか、というときにちょっと座れる。メー
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ルのチェックやカバンの整理、スケジュールの確認など、すること

場合は、隣の百貨店にも駐車場ビルにも良くしていただいている。

は様々。例え、バスを一本乗り過ごしたとしても次のを待てば良い

百貨店で買い物をしたあとに、北海道フェアで買ったカニのお弁当

か・・と感じられるような居心地の良さを大切にしている。

を広場で食べて、駐車場のゴミ箱に捨てられる。あるいは、駐車場

テーブルと椅子が置いてあるだけだが、おのおのの時間が過ごせ

ビルにカートがたまるというような状況もある。でも、賑わいを作

る場所になっている。こちらは、とある夏の水曜日の朝 9 時半の

るという目的を三者が一体となって共有しているので、何の契約が

状況。まだ百貨店もやっていない。平日である。大きなイベントも

なくても駐車場の方はゴミを処理しカートを百貨店に戻す。お互い

やっていない。でもテーブル椅子にこれだけの人が座って、それぞ

の線を越えるということが、賑わいをつくるには重要である。

れの時間を過ごす。過ごしている人の姿を見て街が賑わっていると
感じる。

富山の広場はオープンしたときに、賑わいの核となること、街歩
きの拠点となること、街の情報発信基地となること、の３つの目的
を示し、これは全部実現している。開業準備中にキャッチコピーを
スタッフや関係者一同で、この場所をどういう場所にしていくのか
4 時間以上もかけて話し合ったことが重要。年間 150 本以上イベン
トをやっていて、スタッフ同士がゆっくり話す時間もないが、この
場所をどういう場所にしていこうかということが共有されているの
で、判断基準はある程度統一できている。
広場は開かれている場なので、いろんな人が来られ話しかけられ
る。そのときに、私たちはそんなことは知りませんというのではな
くて、なるべくワンストップサービスを目指す。私がスタッフをし
ていたときはランチ情報までブログに書くぐらい、街の楽しい情報
を発信するという心持で運用していた。

グランドプラザのもう一つの特徴はお金を払って使っていただく

私は実は柏の葉に来るのはもう 6 回目くらいなのだが、いつも時

場所であるということ。使用料収入の目標額を設定していて、具体

間があれば、駅前の歩道上にあるソファのような椅子に座って日向

的には 1300 万くらいとしている。実は昨日富山に行っていたのだ

ぼっこをしたいと思っている。残念なのはあの椅子が床に固定され

が、使用料収入が 9 年目にしてまだ増えていて、去年は 1600 万に

てしまっていること。グランドプラザの椅子は自由に動かせるよう

なったと聞いて驚いた。市民、民間企業、行政、他県からも使って

になっていて、田舎のせいか盗まれることはそうない。テーブルや

くださっている。お金を払ってでも使いたくなる場所になったこと

椅子を毎日模様替えすることが大切。これによって空気が動く、新

が大きい。

鮮味を感じて居心地や楽しさの認識につながる。日本人は茶の間文

賑わいを創出するために、一般的にはイベントを仕掛けるという

化で変化を好む人たち。テーブル・椅子の配置が変わるだけでも変

ことをよくするが、富山市は賑わいを継続的に生み続けるために、

化に気づける感性があるのが日本人の素晴らしさ。テーブル椅子の

「イベントをしたくなる場所を整備し管理運営をしている」のであ

毎日の模様替えはお金がかからないので、お勧めしている。

る。富山市は中核都市で人口は 42 万だが、年間この事業に 4000

もともと富山はオープンスペースがまったくなかったので、オー

万くらいかかっている。その 3 分の 1 程度の収益を上げている。

プンスペースにテーブル・椅子があっても、当時は誰も座らなかっ

最初は道路であったが、道路のままであると非常にやりにくいこ

た。そこで、まず自分たちで椅子に座って仕事をしていた。ぜひス

とが多い。そこで、条例をつくって廃道をして広場にした。この条

タッフ自ら座っていただきたい。誰かが座っているとほかの人が座

例はほとんど何も書いておらず、「余白」の多い条例である。ネッ

るようになって好循環が生まれる。移動販売車が来るのも人がいる

トでも見られるのでぜひ見ていただきたいが、
第一条に目的として、

から。グランドプラザでは移動販売車が平日なら 4 時間 1200 円か

「賑わいを創出する」と決めている。これを管理運営のスタートに

ら出店可能で、2007 年当時から価格は変わっていない。この使用

しているのが特徴である。賑わいを創出するために使いたくなる雰

料でも人がいなければ移動販売車も出てこない。今は、一日最低 1

囲気づくりと使いやすい状況をつくる。そのために使用料をとっ

店舗は出ていて、多いときは 4 店舗出ている。その使用料収入は馬

て良いとしている。全面を土日終日使うと 20 万かかる。高いよう

鹿にならない。

に思うかもしれないが、一番使用料を払っているのは一個人の主婦
の方である。グランドプラザの全面終日利用を年間 5 回している。

東京からミュージシャンが来て投げ銭ライブをしている。もとも

100 万以上を支払って一主婦の方がイベントを仕掛けて、赤字をだ

と富山には投げ銭文化もなかったのだが、この日は 3 万円くらい投

さずに 8 年イベントを継続している。

げ銭が生まれたそうで、1200 円払って 3 万円稼げたと喜んでいた。
このように使用料を払って何かをしたいという人が増えれば、居場

■柔軟な運営

所としての認識も高まる。最近は「終活」の相談窓口を広場でやっ

広場の運営についてはいろいろ工夫があったが、ひとつ言えるの

ているようなこともある。広場は社会を映すの鏡のようで面白い。

は、賑わい創出につながるということに対しては、限りなく柔軟に
対応することだと思っている。組織対組織というのは、どうしても

そういった場所にするためにきっかけとして、最初二年間だけ

線を引きがち。線を引いてお互いの責任を明確にすることは大切で

マッチング事業というものをやっていた。お金を払えれば広場は使

はあるが、線を引いた後に線を超えることはもっと大事だと思う。

えると決めていても、それだけでは市民にはよくわからない。そこ

隣り合うところは仲が悪くなりやすいと聞くが、グランドプラザの

で特に若い人を対象にしたマッチング事業をやった。若い人からや
4
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りたいことを募集し、予算のある企業とのマッチングをすることで、

題は予想できたので、一番ぎりぎりの広場と道路の間で風の通ると

若い人のアイデアを生かして街を面白くするという事業である。な

ころでやってみたのだが、やはり煙がすごくて、もうやめようとい

かなか面白い事業がいっぱい生まれた。若い人にとっては夢がかな

うことなった。でもやってみないとわからないこともあるし、とに

う場所となり、企業にとっては社会貢献であり、若者の応援であり、

かくやってみるという気持ちや姿勢が大切。いろいろな経験をする

企業の広報にもつながる。若者にとっても企業にとっても、広場が

ことで選択肢が増えて、街の選択肢も増えると思っている。そうし

使える場所ということを認識してもらうことができた。3 年目以降

た結果、学生の方に、
「広場ってまるで生き物みたいですね」と言

は空き日がなくなったので必要なくなった。

われてうれしかった。まちなか広場とは、生きてるみたいにどんど

柏の葉はたくさん学生がいると思うが、富山はほとんど学生のい

ん変わっていく、楽しい場所である。

ない街だった。ところが、インターンを受け入れようと呼びかけた
ところ、全国から１6 人の応募があったので全員受け入れることに

■子どもの遊び場

した。4 人ずつ 4 チームに分けて 40 日間、学生に来てもらって普

日曜の午後にもかかわらず、またこの荒天のなかこれだけ集まっ

段できないいろんなことをしていただいた。街の映像をつくっても

ていただいた皆さんもそうだと思うが、街を大切に思っている方の

らったり、学生自らが学んだことを広場で発表してもらったりした。

共通点は、小さいときに街に楽しい思い出があるコトではないだろ

また、富山県庁が「14 歳の挑戦」という社会経験をする事業をやっ

うか。

ていて、広場スタッフとしても受け入れている。広場運営は一見華

2007 年当時、富山は街に人が少なかったので、まず子どもたち

やかに見えるが地味な作業の連続であるということを体験してもら

にたくさん来てもらうということをやった。賑わいづくりと子ども

う。広場とか街はこういった仕事で支えられていると知っていただ

たちの街の思い出作りである。子どもというのは元気の塊なのでそ

く機会として非常によかった。

こにいるだけで、街が元気になったような感じがする。広場の運営

富山大学が唯一まちなかの近くにある。学生から学祭のＰＲを広

のうち、賑わい創出のための予算は 200 万程度しかなかったので、

場でやりたいという話があったのだが、その日は富山県庁が県産材

お金がかからないような遊びをいっぱい考えた。お弁当を食べにき

をつかった遊具のお披露目をしたいということで全面使用してい

てもらうとか、広場で歌うとか。

た。通常は断らないといけない状況だったのが、基本的にＮＯは言

ルイスカーンは「都市とは・
・」という素敵な言葉を残しているが、

いたくない。そこでいろいろ考えて、仮装をして通行人として通過

子どもたちがこういったものと出会える街らしい広場づくりを目指

していただいた。通過しただけなのだが、これだけの恰好のためす

してきた。富山はものづくりの職人さんが多く残っているので、職

ごい人目を引いて県庁の人に怒られそうなほど皆が釘づけになっ

人さんの日頃の工房でやっている仕事を広場でやっていただいて、

た。私は断りたくないという気持ちだけだったのだが、今から考え

それがパフォーマンスになるような場面をつくった。子どもにとに

ると、空っぽの広場だと彼らがこれをやっても面白くない。そこに

かく遊びに来てもらうためには、幼稚園・保育園の先生の理解を得

人がいることで彼らのパフォーマンスがパフォーマンスとして成り

る必要がある。広場が安全であることを伝えるために、歩道の広さ

立った。いろんな人のアイデアや気持ちに対して、どれだけ柔軟に

や公共交通で安全に来られることなどの説明もした。結果、今では

取り組んでいけるかが大切である。

コンテンツを用意しなくても毎日のように散歩がてら多くの子ども
たちが広場に来ている。

子どもというのはどこでも楽しむ人なので、広場で遊ぶ子どもた
ちの姿を観察していると、
新たな遊び方を教えてもらうこともある。
グランドプラザでは、積木にしても一つの形の積木にして、創造性
をいざなうような遊びを大切にしている。
子どもの遊び場をつくるということは、子どもに街とかかわりを
フットサルイベントの使用申請があったこともあるが、広場はガ

持ってもらうことだとも思っている。冬にアイススケートリンク事

ラスで囲まれているので非常に危ない。
でも断りたくなかったので、

業を８年継続してやっているが、高校生の利用が急に増えた。これ

アンダー５のイベントならいいですよということにした。５歳以下

は、小さいときに遊びに来ていた子どもたちが高校生なったという

のフットサルイベントである。結果的に５歳以下の子供はひとりで

ことなのである。開業当時は高校生たちは街にいなかったが、9 年

これないので、お父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃん

もたつと小学生が高校生になるのだなということを実感している。

がついてきた。非常に集客力のあるイベントになって今も続いてい

お母さんからは、広場全体で歩行者空間として確立していること

る。人の気持ちを大切に、ＮＯを言わない運営を今も続けている。

で子どもの手を離せ、子どもたちをのびのびと遊ばせることができ

難しい制約条件はいろいろあるが、「まちなかに広場ができたか

ると言っていただける。身近なまちなか広場で子どもたちが遊べる

らできた」ということを増やすためにも、富山の場合は実験という

環境を継続的につくり、そこで毎日違う状況である楽しい場所に

言葉で一回はやってみる。さんまを焼いてみたこともある。煙の問

なっていれば、行動範囲が狭いベビーカーのお母さんたちが集まる
5
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場所になる。そうすると、子どもを眺めにシルバー世代もやってく

やっている。カレーやパンのイベントも同様。そういった「好き同

る。多世代が集まる環境づくりにつながっている。この写真は、友

士」が横につながることでネットワーク型のサードプレイスが生ま

達のお母さんどうしの写真と思いがちだが、全然知らなかったお母

れている。イベントの開催は目的ではなく手段。イベントによって、

さん同士。こうしたつながりがうまれることもまちなか広場の尊さ

好きな人どうし横につながる。イベント開催に向けて準備する日々

だと思っている。

さえも楽しい日々になっていると思う。

■人と人をつなぐサードプレイス

愛着を持たれている方が増えたせいか、ごみも減り続けていると思

広場という場所が自分の場所であるという認識が高まっている。
まちなかにピアノを置くイベントを何回もしているが、コンサー

う。広場を使うことでいろんなことを感じ考える人が増えている。

トホールならばクラシックを奏でるのがほとんどだろう。だが、広

最初は口だけの人も多いが、ともに体を動かすことで、文句だけを

場はニュートラルな場所で何色にも染まれるので、いろいろな音楽

いう人も減っている。広場が核となることで街の心臓になりうる。

を奏でられる。そこにいる人たちの目的がいろいろであっていい。

ポンプアップする。それを動かす人たち自身、行政や企業とかでな

イベントをしていてもしていなくても、それぞれの過ごし方をして

くて、そうした人もひっくるめた市民の「自治」という気持ちが育

いる、そういう状況を受け入れられる寛容性がまちなか広場の良さ

つことが大切。いろんな人にとって「自分事」が広がっていくとい

だと思う。いろんな人たちが特に目的もなく来ている場所、あいま

うことが大切だと思う。

いなもやもやした状況のなかで、たたずめれるスペースが広場。そ

これは一番若いグランドプラザの利用者。高校生の皆さんが授業

の場所が、居心地がよくて広々としていれば、そこからいいアイデ

で取り組まれたダンスの発表の場所としてグランドプラザを選ん

アや妄想が生まれるのではないだろうか、仲間も広がるのではない

でくれた。日曜日の 4 時間 8 万くらいかかるのだが、100 人くらい

だろうか。

で一人 800 円ずつくらい出して実施し、一年に一回継続している。

そうした横のつながりを広げていく機会として、月に一回、第二

高校生が踊るだけなのにたくさんの人が来てくれるという状況に

木曜の夜にカジュアルワイン会をやっている。どんなに寒くても暑

なっている。高校生であっても、子どもでも大人でも、いろいろな

くても、毎月第二木曜に行う。広場で飲んでいるだけである。ＧＰ

人がそこにいる全員が主体者になれるのが広場の良さである。

ネットワークというＮＰＯが主催でやっているのだが、非常におす
すめ。先日ＮＰＯの総会があったのだが、年間 40 万くらいの黒字
である。飲み物であるワインしか用意しないのがポイント。食べ物
を用意すると運営が途端に大変。ワインは開栓しなければ価値があ
るのでストックができる。
人数が増えれば開ける瓶を増やせばよい。
食べものはそれぞれ自由に、好きなチーズとかおかずとか、デパ地
下で惣菜などを持ち寄ったり、出前をとったりもしているが、それ
によって街ともつながれる。グラスといワインとキャンドルとテー
ブルクロスがあればできる。
定期的にやるので宣伝もしていないが、
最高 100 人以上が来たこともある。一つの交流の場になっている。

最後に自由ということが大切だと思う。
私自身自由を愛している。
鈴木大拙さんの本で、この言葉を紹介して私の話を終わりたいと思
う。ありがとうございました。

そうしたいろんな人が集まることによって、「ネットワーク型の
サードプレイス」が生まれている。
サードプレイスというのはカフェ
などを指すことが多いと思うが、広場では、いろいろな「好き」と
か「趣味が合う」とかの間柄を生み出せている。広場という場所は
特に会話をしなくても一緒にいられる場所。顕在と潜在が交わる空
間だと思う。そこから何かが生まれてもよいし生まれなくてもよい
というのが広場の良さである。
富山の広場の特徴は、好きな人が集まってやっているイベントが
多いこと。これは地ビールのイベントであるが、地ビールメーカー
がやるイベントではなく、地ビール好きが飲みたいビールを集めて
6
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山下裕子氏

×

出口敦（UDCK センター長
出口

東京大学教授）

大変分かり易く話してい

ちらでもよいので、とにかく賑わいづくりを、ということだった。

ただいたので、皆さんもよく理

ただ、9 月スタートで最初の一年目はあまり利用がなかった。その

解できたと思う。おそらく会場

ときに「グランドプラザであそぼう」という子供たちに使ってもら

からもご質問されたい方が多い

う事業をつくった。2008 年と 09 年はマッチング事業で若い人た

と思うので、そちらに時間を割

ちに使ってもらう機会を増やしたり、グランドプラザであそぼうの

きたいと思うが、その前に少し

延長をやったり、企業回りをしてイベントをやっていただくように

補足していただいた方が良いと

なった。2010 年からは、何もしなくてもある程度イベントが行わ

思うことが 2 点ある。

れるようになった。
「石の上にも三年」と言っているが、それまで

一つは、山下さんは実際、富

は地味に地味に頑張って、自分たちが座るなどもして、あそこに行

山グランドプラザの運営組織の代表をされていたが、その仕事の中

けば人がいるという状況を作ってきた。2010 年以降は年間 130 回

身や役割などを教えていただきたい。もう一つは、広場ができてか

くらいイベントをしており、そのペースは今も変わらない。2012

ら 9 年間のプロセスをお聞きできればと思う。最初はどのくらい

年くらいに一瞬経済状況が悪くなって、一番多い利用形態である車

の人が使っていたのかなど、時間軸で簡単に補足していただければ

を販売するイベントが年間一件もないような年もあった。広場は社

と思う。

会を映す鏡である。

出口敦氏（UDCK・東京大学）

山下

グランドプラザは 2007 年 9 月 17 日に開業している。開業

当時は、3 人しかスタッフがいなかった。一人庶務担当、二人が運
営担当をしていた。ただ、当初 2010 年までは富山市の直営だった
ので、人手がたくさんほしいときは富山市都市再生整備課から来
てくれるような状態だったので、3 人でも運営できていた。とはい
え、土日祝含めて 365 日運営している事務所だったので 3 人では
回らず、週末のイベントの多い日だけ来てもらうスタッフを雇用し
て 2008 年からは 3.5 人となった。2010 年までの直営期間は、私も
市役所から給料をもらっていたのだが、広場を管理する側のスタッ
フであったにも関わらず、一方で広場を使いたい人たちを育ている
任意団体もやっており、それを兼務できたのが大きかった。管理す
る側と面白く使いたい側の両面の顔を持つことで、管理者でしかわ
からない抜け道や利用のコツを、人に伝授しながら楽しいことを増

出口

やせた。2011 年からは第三セクター「まちづくりとやま」という

ワインのイベントをやっていたのが印象に残っている。

まちづくり会社の指定管理になったので、こちらに籍を移行して運

山下

営にかかわった。そのときにまちづくりとやまでは現場に新しく 3

ていたのですぐわかった（笑）
。ワインのイベントをやっていたの

人を雇用した。私は富山をやめて 2 年たつが、いきなりやめるので

はたまたまだったのだが、当初は人が集まるときにわざとイベント

はなく、人を育てる期間を設けられたのが大きかった。

をしかけるようなこともしていた。2008 年の開業当時、百貨店協

2010 年に富山で建築学会があったが、その際に晩に広場で
建築学会のみなさんは、いろんなディテールの写真を撮られ

会の方が視察に来られたとき、
何もしないと視察に来られた方に
「お
金かけたのに賑わい生まれてないじゃん」と言われてしまうので、
そうならないように、
子どもたち集めたイベントをやったりもした。
当時はそのような努力もたくさんしていた。
出口

会場の方からご意見や質問をいただいて、やりとりしたい。

■広場への帰属意識
来場者

まちなか広場をつくっていく中で、
「ここが自分の場所な

んだ」
と認識して集まってくる人が増えてきたという話であったが、
もっと人口規模の大きい都市だと誰のものだか明確にしづらい広場
もたくさんあると思う。JR 柏駅前もそうかもしれないが、新宿駅
のアルタ前とか、誰のものかわからないような広場をデザインしな
広場の稼働状況についてであるが、2007 年 9 月当時は商店街の

さいといわれたとき、どのようなことを意識して取り組んだらよい

空き店舗が多かったり通行人も多くなかったこともあり、利用は多

のか、お聞きしたい。

くなかった。富山市から言われていたのは、「土日祝の少しは人通

出口

りがあるときに、楽しげな雰囲気を作ってほしい」ということ。使

からできたということもあるかもしれない。人口規模が 100 万人

用料を払って使ってもらうイベントでも、自主的なイベントでもど

以上の都市や東京のような過密都市だと、まちなか広場のあり方は
7
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また変わるかもしれない。「まちなか広場」と呼ばれるものをつく

会場からのご質問は、隣接する百貨店や駐車場との関係に二面性

る上で適正な都市の規模などはあるのだろうか。

がある点の指摘であったと思う。広場に人をたくさん集めることを

適正な規模というのはあると思う。とはいえ、広場それぞれ

税金を使ってやると、それは広場に隣接する百貨店や駐車場の利益

に、個性があってもよいと思う。札幌駅前のチカホ（地下歩行者空

のためではないかという指摘があるかもしれない。その一方で、逆

間）を毎年見に行っているが、様々な人がいる。それぞれに「居方

に、広場でのイベントや飲食の出店が、隣接する百貨店のお店と競

（いかた）」が育っている。決められてない感じがある。いろんなこ

合するころも懸念される。このように、ある面は隣接する施設のた

とをしてよい状態。いろんな人がいられる状況をつくることが大事

めにやっていると言われかねず、ある面では隣接する施設と競合も

だと思う。そして、そこにいる人どうしが何か話をしはじめるとか

するかもしれず、そこには微妙な関係があるようにも思う。そこを

コミュニケーションがちょっとでも生まれる、そういうまちなか広

どのように調整しているのか教えていただきたい。

場というものを考えていきたいと思う。

山下

山下

市長の政治力が大きいと思う。街の真ん中が固定資産税で 4

どのような広場でも、まずは帰属意識を高めることが必要だと思

割を稼いているが、そこの地価を下げないことの大切さを市長自ら

う。帰属意識を高めるにはある程度のエリアを定めること、まずは

が 3 年かけて説明してきた。これにより、街に対して集中投資して

この辺の人たちにとって大事な場所ですよね、ということを意識す

いることに反対がないというのが富山の特徴である。

る必要がある。都市が大きければ大きいほど、多くの不特定多数の

周辺の皆さんとはお金のやり取りは全くない。一方で、コーヒー

人が来るようにはなるだろうが、まずは帰属意識を高めるために、

屋さんが広場に面しているがコーヒーイベントはやる。いい意味で

エリアを決めるといことがスタートなのかなと思う。

半ば無視してやっている。賑わい創出を目的としているので、ラー

ある程度、利用者層のターゲットを絞りつつ、その人たちに

メン屋さんが 3 店舗集まったら売り上げがあがった、というのと同

占用させるくらいの気持ちで広場の利用を想定するということだろ

じ発想で説明している。仮にそれで反対されても「やる」という信

うか。

念が必要。そんなことで負けていたら、やれないことばかりになっ

出口

都会では、まずは広場に面している周辺の施設や企業という

山下

てしまう。

ことだと思う。例えば、広場のブランド力を高めるには広報活動は

広場の運営者としてはイベントがちになっちゃいけないと心がけ

大事なのだが、広場の運営をしていると広報活動まではままならな

ている。例えば地ビールイベントも 18 時で終わるようにしている。

い。その広場に人が来ることで一番メリットのある人たちが広報を

そうすると二次会三次会は街に流れる。イベントに際して、普段地

頑張るべき。使いたくなる場所として広場のブランド力がつけば、

ビールを扱っていない店舗にもこの期間だけは扱ってみませんか？

自分たちがお金をかけたり、働かなくてもいろんな人たちがいろん

という働きかけをして波及効果を生みだすようなこともしている。

なことを起こす状況になる。まずは周辺の人たちが広場に対する帰

街にどうやったら還元していくか、
ということは常に意識している。

属意識を高めていくことが大事だと思う。

グランドプラザの打ち合わせは提案型と言われる。主催者だからと
いって、お金を払ってもらっても貸しっぱなしではなくて、どうし

■運営費の負担

隣接施設との関係

たらもっともっと街のエンジンとしていろんなところに波及効果が

グランドプラザの場合、そこに賑わいが生まれ、人が集ま

起こせるのかということは常に考えて、広場のスタッフに蓄積され

ることで、恩恵を受けるのは広場に隣接する百貨店と駐車場だと思

ているものをしっかりと無償でどんどん提供する。結果的に周辺の

うが、隣接する施設によるスタッフやお金の負担はないのか。逆に

お店は儲かっている。
そうなると皆さんは黙って何も言わなくなる。

それを求めてしまうと運営する側で受け入れられるものに制限が出

最初の 3 年は何やってもクレームだらけで電話がなりっぱなしだっ

てくるということもあるのだろうか。周辺の駐車場や百貨店との関

た。クレームに耐える体力もついた（笑）
。

わりあいについて伺いたい。

出口

それもスタッフの資質としては必要だということ？

山下

必要だと思う。

来場者

山下

富山市は行政が頑張っている街で、簡単に言うと広場運営に

係る人件費は行政が出しており、市が負担を継続するとおっしゃっ
ている。一番大変な人件費を行政が出し続けるという覚悟をしてい

■ＧＰネットワークスタッフの特性と役割

ることが大きい。行政施設でもっとお金をかけているものもあるが、

来場者

年間 3000 万程度でこれだけ賑わいを創出して、地価もさがってい

い。写真を撮るのが上手な人や、
司会が上手い人などが考えらえる。

ない。街に店も増えた。集まる場があることで富山の人はおしゃれ

そういう方々がどれくらいの頻度でかかわっているのかお聞きした

になった。昼間からビールを出すお店も出てきた。こうしたささや

い。

ＮＰＯの運営スタッフにどういう方がいるのかを伺いた

かかもしれないが様々な経済効果もあるはずで、結果的には安上が
りな投資だと思う。街に人が来ることの効果ははかりにくい。この
社会情勢のなかで、歩行者通行量や地価という数字だけでは、昔を
どうしても超えられない。人が集まることの価値について、最近富
山市では「健康」ということも言っている。多世代が出かけること
で健康につながっていると。数値を出しにくいのが街の特徴でもあ
るが、ささやかなことでもいろんなことがつながって、街の魅力は
高まっていると思う。
出口

まちなか広場の波及効果は様々あると思うが、今の技術で貨

幣換算でき、定量化できる効果は限られている。実際に、山下さん
のご経験の中で、数値化され難い効果があることをご説明いただい
た。

座談会の様子
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山下

ＧＰネットワークは、市役所職員の若手が 1/3 くらい。コン

いる。出しっぱなし、置きっぱなしはできない。積木広場などの自

サルの人もいれば、町の洋服屋さんもいれば、様々である。10 代

分たちのイベントでも毎日出し入れしている。
「新しい朝を迎える」

から 70 代までいてみな仲が良い。写真好きの人には写真撮ること

という表現をしているが、空間が腐ったミカンにならないようにす

をお願いするし、みんなの得意を生かして活動している。70 を超

ることが大切。富山でも「どっちかな」という業者が出てきたこと

えるそば打ち名人に、年末にそばうちしてもらってふるまうという

はある。強面のご主人にルールをお伝えしたら、その方はちゃんと

イベントもしていた。そば打ちイベントは特別だが、基本的には自

車を作られて毎日運んでくるという状況をつくられた。約束を守っ

分たちが主体的にやらないと決めており、中間支援をしている。何

ている以上私たちはとくに言うこともない。守るべき約束の後ろ盾

かをしたいという人がいたときに、開催支援としてＮＰＯが 3 万円

を作ったうえで、しっかり一様にお願いする、ということが必要だ

補助を出している。3 万円という額はグランドプラザの 1/5 使用を

と思う。

しても 1 万円くらい残る額。また、「まちなか物産展パック」とい

スケボーも当然あって、最初の頃は器物破損も起きた。そのとき

うのもやっている。県外で一番遠いのは石垣島の方が使っているが、

に条例では禁止していなかったので、警察にいっても取り締まれな

県外の人はイベントをやろうとしてもわからないことが多い。ごみ

いといわれた。話し合うしかないので、
私たち自身で夜も見張って、

の捨て方から、駐車場の問題、
打ち上げで使うおいしい店ひとつとっ

話をするということをした。
そんなに甘いものでもなかったのだが、

ても、聞きたいことだらけ。これは行政の立場だと答えられないの

たまたま器物破損をしたスケボー少年がそのあと万引きをして捕

だが、ほんとにいいものを提案するために、ＮＰＯとして支援の受

まった。それを市長が厳しく処罰した方が良いということで、大き

け皿をつくっている。勉強会も主催しており、イベントの少ない冬

く新聞に載った。ちょっとやんちゃな人たちにとっては、
「あそこ

の間に 5 週連続でやっている。5 回も毎週末あうと参加者側も横に

はしっかりした人たちがいるから、ちょっとやめとこうぜ」という

つながる。勉強をきっかけに横につながる機会をつくることを重視

状況をつくった。また排除だけでなく、広場でもちゃんとしたスト

している。これもどこからもお金が出ていないので、5000 円とい

リートカルチャーの大会をつくった。正式に滑ってよい日をつくっ

う参加費でやっているが、それでも 100 人以上の方に参加してい

て、そこはコアな人たちと仲良くなってルールを決めた。それとは

ただいている。横につながるとか、誰かが何かしたいというときに

別に市では専用の施設をつくった。日本で一番大きい恵まれた施設

できる状況をいかにつくるか、ということを大事に活動している。

である。滑る場所がないのに滑っちゃダメというのではなく、ここ

「フォロワー」という人が大切だと思う。つまり、一人が踊ってい

はだめだけどあそこはいい、そのタイヤはうるさいけどそのタイヤ

ると変な人と思われ、二人三人でもまだ怪しいけれども、四人にな

ならいいねとか、
日々違う広場の状況に合わせた誘導が必要である。

るとみんなが踊りだす。この三人目、
四人目が大事だと思う。カジュ

例えば、人がいないのに自転車の「押し歩き」をしろと言われても

アルワイン会もやりはじめた当時は、最初はまわりの 20 名くらい

単なる強制でしかない。小さな子供たちがいて、
これは「押し歩き」

でやっていた。最初の 3 年くらいは少ないと 5 人、多くても 30 人

しないとまずいなという状況をつくる、それでもやらない人に対し

くらいの規模でやっていたが、今では何もしなくても 60 人、100

ては注意していく。ルールはそのときどきで変わる。そのときに危

人も集まるようになった。
その余剰金から開催支援金を出している。

ない人がいるならば、すぐ、その場で注意することが大切。どんな

カジュアルワイン会から仲間が増えている。ＮＰＯは賛助会員も含

人でも相手は小学生と思ってその場で注意するようにしている。

めて現在 80 名くらいになった。何かをするときに動いてくれる仲

出口

間というよりは、まちなかのネタを広げてくれる仲間と思っている。

よろしければ是非ご購読いただければと思う。
（笑）

山下さんが書かれた本を読むと、そういう話が書いてある。

いろいろな面白いことを皆さんにメールをして口コミで広げてもら
う仲間、まちなかのファンクラブだと思っている。市役所の方は、

■学生を巻き込むノウハウ

担当を外れると入るというような状況である。

来場者

今日で山下さんのお話を聞くのは 3 回目だが、毎回深い発

三人目・四人目のフォロワーを意識する、など、継続的に活

見がある。現在、JR 柏駅周辺に住んでおり、新しくできたＵＤＣ

動を発展させるためのキーワードをいただいた。この柏の葉キャン

２でどういうエリアマネジメントをしようかという中で、19 日に

パス駅前でもマルシェを継続的に開催しているが、関係者は続ける

も富山まちづくり会社にお邪魔するので、事前勉強で参った。私も

ことの難しさを痛感している。お金を払って私も参加してみようと

富山出身であるが、富山は変わった人間が多いと思う。学生を巻き

いうフォロワーを意識するということの大切さには深く共感する。

込んできたことが秘訣だったのかと思う。また、屋根があることで

出口

天候に左右されないことも、とても大事なことであったと思う。柏
■望ましくない利用への対処
来場者

でどう展開していけば良いか。

JR 柏駅前では、駅前のダブルデッキの活用による賑わい

出口

屋根の問題や近くに大学があるということなど、グランドプ

づくりをしかけていきたいと考えている。先ほどマッチング事業の

ラザが成功したポイントをいくつか挙げていただいた。柏にも大学

話があったが、例えば、ご遠慮いただかなければならないような事

院、大学や高校がある。山下さん流の学生の巻き込み方があれば教

業者が出てきた時や、例えばスケボーをする高校生などができてて

えていただきたい。

危険な行為とみなしたときに、どのように対処されているのか。

山下

もともと富山のまちなかには学生はいない。富山市の事業だ

すごく大事なことだと思う。すべて排除してはいけないと

が、学生のたまり場である「マグネット」という施設の運営もまち

思っている。露天商に関しては、いろいろな意味で対策は必要だと

づくり会社が行っている。ただの場だけあっても人は来ない。そこ

思っているが、富山の場合は「車（車輪）がついていないと出して

にやさしいお姉さんがいる。こういうのが大事だと思う。人にいろ

はいけない」としていて、そこで一回線引きをしている。条例では

いろなものが蓄積される。そこにいる人の人件費は市が負担してい

なく内規で定めているのだが、その理由としては移動販売なので、

る。学生まちづくりコンペというのもやって、学生が街に行く機会

いつでもすぐに移動できる状況にしないといけないということ。加

をつくっている。街に来れば居場所があって、お姉さんがいて、い

えて、毎日出たとしても毎日持って帰ってもらうという約束にして

ろいろな人がいるという状況を最初の二年で頑張ってしかけた。

山下
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■柏の葉の街について

かもしれないが、あの斜面を生かした運動会というアイデアもある

本日は山下さんに折角、柏の葉を見ていただいたので、柏の

はず。周囲の階段の向こうが低い植栽になっているが、私だったら

葉についてのコメントをいただきたい。柏の葉もＴＸが開通したの

向こうにいきたくなる。車道が危ないなら、車道との間の植栽を立

が今から 10 年前。ゼロの状態から街をつくってきたが、既に駅前

派にしたらよい。いい距離感で個性のある空間がある。あとは通り

に広場がいくつもできている。マンションの中にもオープンスペー

に電気屋さんが面しているが、もうちょっと外とつながる工夫がで

スがある。山下さんから見た印象、あるいはご提案などをいただき

きたら良いと思う。

たい。

出口

出口

山下

まずこれだけ集客力のあるビル（ららぽーと）があるので、

目に見えて向こうに行きたいというときに、すぐに行ける状

況をつくるということが大切というご指摘かと思う。交通計画と広

駅前の通りが歩行者空間になることが大切。実際、みなさん鎖をま

場の配置みたいものがちゃんと連動したようなまちづくりというこ

たいで道路を渡っているという状況がある。鎖をなくしたらいいと

とを今後も働きかけていきたい。もちろん現場では過去にも議論し

思うし、あそこに横断歩道があれば良い。車は通れるまま、ドライ

ているがなかなか実現していかない。

バーの皆さんにここが歩行者優先であると意識してもらえば良いだ

昨年度から屋台プロジェクトを仕掛けており、10、11 月には実

け。それほど交通量も多くはないだろうから、鎖をはずしてどんど

験的に実施してみた。民間の事業者や一番街の住民の方が運営する

ん皆さんにわたってもらって、路面上がとにかく人が行き来するよ

屋台と組み合わせたりして、どれくらい人が集まるのかという実験

うな状況がもっと増えれば、駅前に滞在する人は自然と増えると思

をしたのだが、非常に好評だった。気候が良くなったらまた仕掛け

う。すぐ近くに芝生の広場もある。子供が走り回るのにサイズ感も

てみたい。広場の利活用法や街をつくるソフトウエアは模索中なの

よい。運動会をするにはトラックがいるとか平らじゃなきゃと思う

で、山下さんにも是非、この街にかかわっていただければと思う。

閉会のあいさつ
出口敦（UDCK センター長

東京大学教授）

山下さんには大変貴重な話をいただき、勉強になった。お話しを

最後に、山下さんのご著作を

うかがい感じたことを 3 点ほど最後に述べておきたい。

ご推薦したい。本日お話し頂い
た内容も一部含まれているが、

人類の広場の原型として、古代のアゴラがあるが、アゴラは未だ

グランドプラザの成果をまとめ

都市が成熟する前の時代、広いオープンスペースがあり、そこでは、

られている。私も予習する意味

未だ未確定の都市的なアクティビティを育てる場だった。さきほど

で拝読した。非常に分かり易い

スケボーの話があったが、施設化していないアクティビティを行う

内容である点もさることながら、

場所がなかったからそこで行われていたともいえる。ネガティブな

山下さんの素晴らしい人柄が感

行為ではあるが、そこでやったことがほかの施設を生み出す力に

じられる内容である。こういう

なったのかもしれない。本来の都市の広場とは、不確定なアクティ

大きなことをやり遂げた人は、

ビティを生み出し、育てる場だと思う。山下さんはその点を意識さ

自慢話や苦労話など、自分の思

れていて、基本的に断らない、ＮＯと言わないで、やりたいという

いを強く出されることが多いが、

ことがあればやらせてあげるということだったが、
これは、
ギリシャ

今日の山下さんの話を聞いてい

のアゴラの役割に通じるものと思う。ギリシャのアゴラで育ったア

ても分かるように、ドライで淡々と話をされ、自慢話もせず、大変

クティビティが確立し、施設化して、人類で初めての図書館や裁判

だったこともたくさんあったと思うが、そういう話も強調されてい

所などの建築の原型になった。未確定なアクティビティを育てると

ない。

いう意識は数千年の時を超えても変わらずに街なか広場の役割とし
て重要なのだと思う。

山下さんには今回のご講演を契機にして、柏の葉や JR 柏駅周辺
などのまちづくりに関わっていただければと思う。本当にありがと

建築家の故・黒川紀章氏が、
「東洋には広場がなく、西洋には道

うございました。

がない。」ということをおっしゃっていた。言い換えれば、西洋の
都市は広場の文化、日本を含む東洋の都市はストリートの文化とい
うことなのだが、山下さんがやろうとしていることは、日本に広場
文化を開花させようという動きなのかとも思う。そういう歴史的位
置づけをしていただければと思った。そうした歴史的な日本の都市
の進化の過程の中に柏の葉も組み込んで頂き、情報交換しながら日
本の広場文化が広まっていけばと思う。
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