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本稿は、アーバンスタディ３６号の続きであ

る。２１世紀に向けた様々な街づくりのコンセ

プトについて、既存のものや筆者独自のもの

などを交えて、街づくりの今後の方向性を論

じているものである。前回は、２０世紀から２１

世紀に移行したその街づくりにおける相違点

と２１世紀の街づくりコンセプトとして①持続

可能性のある街づくり、②人口減少・高齢化

に係る街づくりを述べてきた。今回は、③魅

力、個性、開かれた街づくり及び④多様なラ

イフスタイルの街づくりについて、そのあり方

や方向性を述べる。 

 

③魅力、個性、開かれた街づくり 

 

次のキーワードとしては、「魅力、個性、開

かれた」というすでに言い古されている感じは

あるが、これも 21 世紀型街づくりとしてきわめ

て重要であるので、改めて整理する。「魅力」

はその街に住んでいる人だけでなく、ほかの

所に住んでいる人を惹きつけるものを持つこ

とであり、これは、他にないことが人をひきつ

けるという意味で「個性」とも共通する。しかし、

街づくりに関しては、魅力は必ずしも個性的

である必要はない。他にいくつかあってもい

いが、その街にもいきたいと思う心を起こさせ

る何物かが在るだけでいいのである。その意

味では、個性ほどの強い存在を要求されな

い。個性は魅力の一つの形であるが、何が

何でも個性がないと魅力がないかというと、も

っと気楽に街づくりを考えていいと思われる。

しかし、最低限その街に行きたい何物かは必

要である。それは、ハードのものだけではない。

例えば、その地域に住む人たちや風習、ふ

れあいなどの日常的なソフトである場合もあ

ろう。訪れる人におもしろさ、やすらぎ、癒し、

にぎわいなどさまざまなものをもたらすもので

あればいい。 

また、このような他の人々をひきつけるよう

なものがあっても、その街が対外的に開かれ

ていなければならない。訪れる人を暖かく迎

える仕組みや装置は必要である。また、他に

向かってその街の情報を発信する仕組みや

装置も必要である。このようにして、魅力、個

性及び開かれたというキーワードは共通する

部分を有するのである。 

ここでは、何が魅力かとか個性的か、又は、

開かれたなどを説明するつもりはない。その

内容よりはそれを支える街づくりのシステムと

して例示してみる。これを街づくりのシステム

に落とし込むと急に面白くなくなるが、これら

のキーワードを支える街づくりのベースのシス

テムは最低限必要であろう。その意味で従来

型の街づくりから、次のようなコンセプトの街

づくりへの移行がありうるのである。 

 

ア.平面的土地利用計画型から立体的土地

利用計画型へ 

 従来の用途地域では、平面的な用途地域

が主流であった。その地域は住宅地域であ

れば、下から上まで住宅の用途を前提として、

土地利用計画は考えられる。仮に下駄履き



住宅などがありえても、それは、原則住宅の

用途の地域であり、この範囲での住宅に必

要な施設としての店舗等が許される意味で、

やはり住宅用途の土地利用計画であった。

今後は、そのような地域単位の都市計画から、

その三次元の空間単位の都市計画が必要

になるであろう。その空間での土地利用の組

み合わせが、魅力や個性などを醸成すること

につながる。現在でも地下街とその上の地上

ではまったく町並み形成が異なることが多く、

地下街の土地利用に魅力があることもある。

立体的に土地利用をすることはすでに相当

進行はしているのである。しかし、地下という

隔絶された土地利用ではなく、地下を含めた

三次元的な土地利用をどのような形でまとめ

ていくかである。都市施設については、立体

道路制度などが設けられたり、２０００年の都

市計画法の改正でこれを支える都市施設の

立体的な都市計画決定ができるようになって

いるのはこの現れである。また、都市計画のう

ちの土地利用に係る計画では、高層住居誘

導地区や一部の地区計画などで、そのような

立体的な土地利用計画が可能となるシステ

ムとして、住居の用途とその他の用途の適正

な配分などを考慮するようなシステムがあるが、

立体的な土地利用計画がこれにより完全に

サポートされているとみることは、少し無理が

あるように思われる。しかし、計画の定め方に

よっては、地区計画などにより、これに対応で

きないというわけではない。しかし発想はまだ

そこまでは一般化していない。 

 現在、特に都市施設では、都市計画の施

設どうしを重ねて都市計画を定めるか、又は、

都市施設と一般の民有地の利用を重ねて矛

盾せず成立する都市計画が認められたので

問題はない。しかし、街の民間セクターの土

地利用計画では、三次元的なものは今後の

課題である。例えば、地表面の利用とその上

空の利用を別に考える、すなわち、一階の利

用計画とその上や地下の土地利用計画を別

のものに考え、それぞれに応じた都市計画が

あるなどである。これは、市街地再開発にお

ける土地利用計画などにも必要であり、また、

さらに大規模に地区に人工地盤を設けた場

合その上の土地利用とその下の土地利用、

地下での土地利用とその地上での土地利用、

さらにはコンパクトシティや従前の各種高層

大規模都市づくり構想や地下都市構想など

にも関係してくるのである。 

 

イ.安心安全型のまちづくり 

 都市としての魅力や個性、開かれた街を考

える場合に、安心安全はその最も基盤をな

すものである。これが維持されないと、魅力や

個性も吹き飛んでしまう。また、開かれた街は

開かれないまちに変わってしまう。わざわざ危

険を犯してその街を訪れる人は例外的にな

る。治安の維持の必要性はもとより、地震な

どの自然災害、犯罪、交通事故等危機の時

の対応が求められる。 

 今後の街づくりに関して、地震などの自然

災害、犯罪、交通事故等の危機対応をあら

かじめ組み込んだ街づくりが必要である。時

には無駄であるかのような施設が求められる

ことが多い。例えば、江戸時代に火災の延焼

を防止するために江戸の街に設けられた広

小路がこれに当たる。このような初歩的な安

心安全は、他にも河川の氾濫を予防するた

めにダムや堤防などがある。しかし、しばしば

これらの施設は、何年かに一度しかその本領

を発揮できないため、極めて基本的な必要

性があるにも係わらず、また、生命や財産に



対する脅威から守る必要性は他の行政価値

よりははるかに重要であるにも係わらず、観

念的な又は情緒的な論争の材料にされ、ま

た、可能性の確率論的な議論が先行し、正

当な位置付けがなされない。今後は、これら

の施設が別の意味での日常的な施設として

機能するような仕組みを備えるようにして、日

常生活での機能を創設又は向上することが

必要である。 

 すなわち、例えばダムは治水のみならず日

常的に生活用水などを提供する多目的なダ

ムとして作られることがすでに行われている。

しかし、この場合もむしろ２１世紀型としては

余裕を持った施設としての必要性が高い。や

やもするとぎりぎりの需要に対する供給である

かどうかが議論にされてしまう。余分なものは

一切作らないという議論になってしまう。今後

の人口の減少がこれを追い討ちし、人口増

を前提とした施設容量は無効であるとされる。

もちろん、過大すぎるものは排除されるべき

は当然であり、限界をどこにするかは冷静に

判断すべきであることはいうまでもない。しか

し、それと安全性にとっての必要な余裕とを

履き違えてはいけない。阪神淡路大震災当

時の神戸市の防災計画の前提は、震度 5 で

あったと聞いたことがある。この場合、震度 7

対応の強固な施設を整備しようとすると、震

災以前では無駄だとかそんなものより他にも

っとするべきことがあるなどという議論が出た

かもしれない。しかし、活断層による何千年に

一度の地震災害で多数の死者が出たことも

事実である。何千年に一度であるから、これ

に対応した施設は要らないという判断を冷静

に長期的な見通しを前提にして行うべしとい

う人もありうるかもしれないが、あの地震災害

を目の当たりにした地元の人はこのような議

論をするであろうか。河川の氾濫にしても同

じである。 

 要は、長期的な視点をもってどこに線を引

くかを議論した上で計画的に整備すべきで

あるといえる。ここまでは２０世紀型の議論で

ある。21 世紀には、過大な無駄という部分を

排するためにも政策評価をきちんと行うべき

であるのは当然としても、短期的にこの施設

の災害向けの容量を十分有効に活用できる

ような仕組みや利用方法を併せて考えること

が必要ではないかと考える。この例としては、

従前から洪水対策として行われてきた河川

の河道の拡幅による高水敷を都市公園とし

て活用している例が日常化していることや一

部で地域に開かれたダム及びダム湖の活用

などが行われていることであるが、さらに利水

の量を普段の住宅地や公園の流水や環境

用水、ヒートアイランド対策や小河川の浄化

用水などとして安価に利用してもらい、渇水

時にはこの利用を取りやめ、飲料水の利用

に限定するなどである。また、広小路に相当

するような広幅員の道路では十分な街路樹

を植えて都市の潤いとゆとりの空間を提供し、

併せて災害時の延焼遮断効果を狙うこと、

自転車走行の専用空間を設けて日常の都

市交通手段としての利用を促進するとともに、

災害時には麻痺する自動車に代えて阪神

淡路大震災でも有効であった自転車の走行

空間ができるようにしておくことなどが考えら

れる。現時点でのアイディアには限界がある

が、発想を拡大して絶えず利用が可能な側

面を考慮に入れて、これを組み込んだ街づく

りを検討すべきである。要は、日常の街づくり

と災害や危機対応のまちづくりはセットであり、

日常的な利用とリンクして存在することが、災

害時のみの利用時にほこりをかぶっていない



ことが可能となり、また、価値も増加する。 

なお、安全安心のまちづくりは、このような

側面だけではなく、刻々と変化する街の状況

を把握して、適切な情報提供を行うシステム

などを用意することで、街の安全性や安心度

を向上させることができる。さらに日常のセキ

テムも、高度の IC 化などにより、次の図のよう

なことも考えられ、安全度の向上の実現可能

性は高い。
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国土交通省「国づくりの１００年デザインの提案」より 

ウ . ネッ トワ

ーク型まち

づくり 

 街の存在

意義は、そ

ぞれの地域がそれぞれの機能を分担して、

体として有機的に作用し、利用されて、より

かな活動や生活が可能となる。これを結び

けるために、ネットワークが適正に組まれて

ることが必要である。ネットワークは、緑であ

ば緑が体系的にまちに配置されていること

意味する場合と、異なるもの(公園と道路、

なわち点と線、水と緑の線と線など)が組み

わさって適切に配置され、有効な結合が

されて、機能が適切に果たされている状態

ネットワークであるといいうる。 

道路であれば、道路の体系が環状道路と

市中心部へのアクセスが道路のみで構成

れている場合や環状道路とその内側は遮

され、他のアクセス手段により人や物の移

が体系化されている場合とがある。 



 

国土交通省「国づくりの１００年デザインの提案」より 

上の絵は、都市内と都市間広域緑道ネッ

トワークである。街と街、主要施設や歴史文

化の見所を公園、街路、河川敷、民有地等

を活用して有機的につなぐものである。このよ

うに異なる都市の施設を総合的に組み合わ

せて、ネットワークを主体に形成することが、

まさに 21 世紀型のまちづくりにふさわしいも

のである。これにより、クルマの幹線系の移動

と自転車や歩行者等の移動がそれぞれネッ

トワークで二重に存在することになり、防災上

も意義がある。 

まちづくりのなかではじめから結節点をもっ

て有機的に異なる手段のネットワークを形成

することがすでに行われている。都市の入り

口に大規模な駐車場を設け、ここまではクル

マで来るが中心市街地にはクルマは入れな

いか、又は入るのを抑制され、他の交通手段

(トラムや自転車など)でつながるという街づく

りもドイツの都市では見られる。これは平面上

を異なる手段でかつネットワークを使って移

動するものである。ネットワークは、同じ手段

での移動のみならず、異なる手段や空間の

分担関係を明確にして、そのつなぎを提供

することにより、形成される。例としては、米国

では最寄り駅まで自転車で行き、そこで電車

に乗り換えるトランジット施策を連邦が重視し

ていることである。このために、他の一般の交

通補助金の補助率(80%)から 95%にまで引き

上げて、駅前自転車駐車場の整備を推進し

ていることからもわかる。また、英国でも同様

である(地方の自転車戦略では駅前自転車

駐車場の整備で自転車の利用可能区域は



10 倍に拡大とするとしている) 。このように地

域特性に応じて、役割分担をもってネットワ

ークを形成することが、一つの方向性である。

しかし、わが国では、特にこの鉄道と自転車

のネットワークは郊外への拡散した市街地の

通勤方法としては、その行き過ぎが問題にさ

れる。しかし、この問題は駅までの交通手段

として自転車と徒歩や自動車、バスなどの分

担関係の適正化が図られていないことや結

節点になる場所での自転車駐車場が適切な

位置にないこと(欧米では駅のホームのすぐ

間近で駐輪場が提供されるなど鉄道事業者

の敷地内の場所が提供されている)なども大

きな原因である。すなわち、自転車を必要し

ない近距離の者が駅に乗りつけたり、バスで

行くべ距離などについて自転車を利用したり

して、過度に自転車に依存し、また、直接通

勤等が可能である距離にもかかわらず、そこ

までの安全なルートがない又は分からないた

めに、自転車及び鉄道の両方を近距離で利

用する者、さらに遠距離通勤を余儀なくする

ほど都心に機能を集中させたことなど、悪い

要因が重なってわが国特有の現象を生じて

いるものである。一概に自転車を放置する個

人の責任に帰することはできない。都市機能

の適切な分散と自転車走行空間の的確な

確保、交通手段の分担のための必要な方策

が求められる(例えば、自転車通勤手当の支

給は、自転車による通勤を確実に増加させる

ことがわかっているが、都市研究センターで

の調査によると福島市及び静岡市の企業の

8 割以上の企業が自転車通勤手当を支給し

ていない。この支給促進策と駅を中心とした

自転車走行空間整備ではなく、近隣のまち

相互間での自転車走行空間の整備を併せ

て推進することで、通常はその主たる通勤交

通手段として利用することが盛んになり、近

距離の通勤者は駅を経由せずに職場まで直

接に行くことになる。この分は比較的大きな

割合である(東京圏や大阪圏の通勤者の半

数以上は 30 分以内の通勤者であるとする報

告があり、この通勤距離は推測では 5 から 7

キロ程度である。5 キロ程度の距離であれば、

半数弱の人は自転車で通勤できるとしている

ので、自転車の駅前駐車圧力は減少するこ

とになる)。 

さらに、ネットワーク型まちづくりは都市内

での水や緑の空間的なネットワークとして機

能するのみならず、空気の循環の流れを確

保する役割を演じる。いわゆる「風の道」であ

る。都市内での微気象は時としてスポット的

に豪雨をもたらしたり、特に暑い地域を形成

する(ヒートアイランド現象)。これを緩和するた

めには、空気の垂直移動ではなく、平面の移

動を都市内全体に行き渡らせ、スポット的な

異常な気象をなくすとともに、都市内でのエ

ネルギーの消費を自然の摂理を利用して少

なくすることが考えられる。例えば、東京湾の

中心部と東京の都心部の温度差は時に 10

度程度になるという。温度差は必然的に暑い

部分での上昇気流を生じ、これに周りから冷

たい風が流れ込むという自然の空気の移動

を生じる。この場合、東京湾から風が流れ込

むということになる。しかし、ウオーターフロント

では、風の流れをさえぎる建築物が海岸線に

なるべく並行して建てられており、完全にこの

自然の流れをさえぎる。また、このような空気

の通り道(風の道)は、幅員が相当程度(例え

ば 50 メートル以上)で、みどりで覆われている

(例えば二列の街路樹など)ことが必要である。

このような海からの空気の移動を意識してネ

ットワークは形成されていない。21世紀には、



このようなネットワークを意識した特に環境共

生や自然的な現象を活用した壮大な街づく

りが求められるのである。このようになると、都

市施設だけのネットワークではとても対応でき

ない。公民あげての街づくりの参加、しかも、

土地利用の適正化が求められるのである。 

 

エ.特定テーマでの街づくり 

 このテーマ型のまちづくりとしては、テーマ

パークが小型まちづくりとしてその典型である

が、都市が多様化すればするほど、特定のテ

ーマとして絞り込むことが困難になってきてい

る。このような中で、特定のテーマでの街づく

りを無理に決定し、進めることは、かえってま

ちの魅力を減じることがあるかもしれない。外

界と隔絶された空間のテーマパークとは質的

に異なる。しかし、まちの大小を問わず、ある

側面だけでも何か共通点を持てばよい。必

ずしも、全ての面で統一されたテーマである

必要はないのである。例えば、それは形を持

つものでなくと、特定のシンボルカラーや音、

香であってもよいのである。まちの中で、なる

べく多くの場所や物にそのカラーなどが統一

して使用されている。又は、シンボルとなる植

物や動物が統一して配置されているとよいの

である。どこかに何らかのテーマ性を持った

統一や分担関係があればよい。そして、この

ために住民はこれを意識の上での共通の感

覚や考えをもって街づくりに参加すればよい

のである。喜多方のようにラーメンをテーマに

するのもよいが、これには相当の蓄積と環境

が必要である。これだけラーメン屋があれば、

市民の共通の意識になる。しかし、このような

蓄積や環境、歴史がないとテーマは作れな

いということはない。いたるところにラーメン屋

が存在するというのはなかなか実現には時間

と技とこれを支える市民(いわゆるラーメン好

き)が必要である。もちろんテーマによる街づ

くりは、このように蓄積され、そのままにしてお

くと、消滅してしまうものを対象にすることは大

いにありうる。当然住民はそのような歴史や

伝統を後世に残すとともに、これを街起こし

の手段としてのテーマとして利用することはで

きる。大多数の街はそのようなものがない。し

かし、その地域の風土や景観などで共通の

意識に上るものを捉えるだけでいいのである。

21世紀は、平凡ではあるが、昔からの共通の

意識に捉えられるものを、逆に生かす、すな

わち、必ずしも独創性だけがたよりではなく、

あるいは大きな仕掛けや経験、蓄積、技がな

くとも、地域のちょっとした特性を生かすこと

は可能である。要は、この地域特性を見出す

努力とこれをテーマとして設定する過程が重

要なのである。 

このテーマ型の街づくりで一つだけ提案し

たいのは、従来の特徴ある施設を街づくりで

公共か又は民間が作り上げるというものでは

なく、街に住む住民がそれぞれの持つ特徴

を出し合い、これを街じゅうに展示する、街じ

ゅう博物館のようなものである。京都の祇園

祭では、街じゅうの家々がそれぞれの自慢の

品を玄関先に展示し、訪れる人々に見てもら

うものであるが、これはとりもなおさず、住民参

加型の博物館である。このようなものは何も

家宝である必要はない。それぞれが得意とし

ている生け花であってもよいし、短歌俳句の

類や日本画などの絵画でもよいが、これらを

各家に展示して、参加意識と諸芸の上達の

一つの励みとするのも一つの町全体博物館

である。 

 新たな町並みを形成するときに、例えばデ

ィベロッパーが、統一した種類の生垣を植え



るのも、一つのテーマであり、又は、それぞれ

各戸に四季おりおり交代で花をつけ、又は

芳香を発する植物にし、かつ、これを守ろうと

いう緑化協定を結ぶのも一つのテーマによる

街づくりである。 

 

④多様なライフスタイルに対応した街づくり 

 

この街づくりは、むしろその街に住む人々

の行き方が先導役であり、これに対応する街

づくりであると思われがちである。ライフスタイ

ルは本来極めて個人的なものである。しかし、

このライフスタイルが共通する多くの人々の

生き方になってくると、できる範囲でこれらに

対応して街が作られるということも必要になっ

てくる。そこで、次のような街づくりが多様なラ

イフスタイルに対応していると言えるかもしれ

ない。ただし、これらの街づくりは必ずしもライ

フスタイルだけに応じたものではなく、たまた

まライフスタイルに応じた街づくりにも貢献す

るという程度に理解することが必要である。 

 

ア五感享受型のまちづくり 

街づくりの全ての要素がこの街づくりに集

約される。五感すなわち、視覚、聴覚、触覚、

味覚及び嗅覚である。人々はこの五感で自

然を感じ、人生を楽しみ、豊かにしている。従

来街づくりは、この五感という極めて感覚的

なものを重視するものは存在しなかった。せ

いぜい視覚であり、街のデザイン、色などが

重要視され、都市景観などとして、ようやく最

近の都市計画で制度化の動きが生じている。

もちろん、部分的に美観地区や風致地区な

どが存在し、この中では、色や形、緑地など

が重要視されてきたので極めて歴史は古い。

しかし、これは特定の価値のある地域であり、

一般の地域まで、都市景観などが入り込む

余地はなかった。２１世紀型には、このように

特定地区ではなく、一般の地区で、かつ、都

市景観以外の視覚の部分と他の四感を頭に

おいた街づくりが求められるのである。これら

をどのようにして街づくりに実現していくかは、

これから街づくりを考える人々の知恵の見せ

所であり、もちろん、このような街づくりは意味

がないという人もいるであろう。しかし、少なく

ともこの五感は人が豊かに生活していくため

に、自らの住居だけで豊かに体験できること

をもってよしとする時代は終わった、すなわち、

街の中で体験すべものでないかと考えるもの

である。これからは、自らの住まいだけでなく、

公共的な場でこれらが体感できることが、街

を居心地よくものである。この居心地は街づく

りにとっては、極めて重要であり、これをどの

ように体感できるかが、その街の値打ちを今

後は決めていくことになるのではないかと筆

者は信じる。 

さて、この五感の例であるが、例えば、嗅

覚の一つは香りであるが、これは例えば金木

犀による秋の嗅覚を豊かにすることが街を歩

いている時に感じるなどである。公園として、

例えばハーブ園などでその香を体感する施

設も存在する。香りは、このようなものだけで

はなく、色々な方法により、街の中で感じるこ

とができる。それは必ずしも公共施設からで

はない。個人の庭でもある。もちろん、ラーメ

ン屋やレストラン、焼肉屋などからもありうるの

である。また、必ずしも心地よいものばかりで

はない。これらの組み合わせが、街の特徴や

感覚として伝わってくるのである。これらは街

の中でのみならず、農村では緑のにおいが

存在し、これらがその地域特性として生かさ

れている。これをもう少し、街づくりとしての位



置付けに加えるのである。その方法は、今後

の検討課題であり、また、詳細は検討の上別

の機会に譲るものである。 

なお、他の「感」の具体例として考えられる

ものを示しておくので、参考にしていただきた

い。聴覚としての音は、例えばよく言われるが、

α波のでるといわれる川のせせらぎの音、

木々の葉の触れ合う音、鳥のさえずり、風の

音など、庭造りにも生かせるような音感が存

在する。これらが街の中で組み合わさって、

なるべく心地がよい音が適度の音量で存在

することである。工場や建設現場、道路の騒

音も街の音感の構成要素であり、特別な場

合を除いてこれらをできるだけ排除して、より

人の感覚に心地よい形での街づくりが求めら

れる(騒音に対する対策はすでに相当以前

から講じられているが、逆に心地よい音源に

ついては、あまり考慮されない)。なお、必要

な音は提供されている(視覚障害者用の信

号音や駅などの音)が、これからは居心地の

よい音が街に必要とされるのである。触覚で

あるが、これはすでに点字ブロックなどで街の

構成要素になっているが、視覚障害者でな

い一般の人のために、何か街の構成要素と

して提供できるものとしては、風や水の流れ

(暑いときに子供が小川に入ってジャブジャブ

をするようなもの)など肌で心地よく感じるもの、

ストリートファニチャーなどで触ることができる

もの、日差しでもやわらかく又は強く感じるも

のもこれに含まれると思われる。これらは工夫

次第である。味覚は、やはり食べ物である。

先ほどのラーメンの街は味覚の街づくりとい

える。さらに、例えば、喜多方の街じゅうに湧

水があり、これを味わうことができるように提供

されていることなどがもう少しある。このような

総合的な五感の総合的な提供方策を街づく

りに生かすというのは今後のキーワードであり、

検討課題としたい。 

 

イ.スローライフサポート型まちづくり 

スローライフは、高齢化社会の到来を待つ

までもなく、一般化してきている。これにスロ

ーフードなどが加わり、スローという言葉は街

づくりでもキーワードとなっている。高度成長

時代はもちろんのこと現在でも時間を切り売

りする状況ではスローライフは生かせない。

要するに、自分の時間を極めて贅沢に使用

することができることが、このポイントである。

短い時間でもよいが、それぞれの人に応じた

時間の贅沢な使い方がある。これを生かせる

ような街づくりが求められる。例えば、散歩で

あってもよい。極めて多忙な人が、ゆったりと

した時間をこの散歩を楽しむことに費やす。

これにより、今まで使っている脳みその違う部

分を使い、今まで使用していた部位を休める

ことにより、より一層の磨きをかけることになる。

発想も転換される。このような生き方はすでに

週末に別荘に出かけるという人々ではある意

味では実現していたし、週末の過ごし方の一

つの方法としては、趣味その他で実現はして

いる。だが、これらは残念ながら、個人の趣

味や好みの域を出ていない。リゾート法など

ができて、レクレーション活動に支援する体

制はあったが、それは地域の施設や土地利

用計画をこれに向けて樹立するものである。

しかし、ややもするとスローではなく、観光地

としてのあわだしさだけを提供するものになる

のかもしれない。スローライフでは、特に名所

旧跡の類は必要はないし、特別の施設も要

しない。ただ、そのような時間の使い方を可

能にする要素が存在すればよいのである。そ

の意味で、前の五感による街づくりや癒しの



街づくりとも共通する。ゆったりとした眺めでも

よいし、小道でもよい、小川の流れでもよい、

人が心地よく過ごせる材料が提供されていれ

ばよい。田舎暮らしをサポートするなどが盛ん

になってきているが、このようなものもトータル

としてスローライフを提供するシステムではあ

る。ただし、その生活は何かと大変な、スロー

とは逆のものになる可能性はある。これをサ

ポートする方策は今後の課題である。 

 

ウ.癒し型まちづくり 

 人は、様々な困難に癒しを求める。この癒

しという言葉が最近特に生活で求められる。

これを受け止める街づくりが今後の課題の一

つになろう。自分の住まいに癒しを求めたり、

特定の場所にそれを求めることはあるが、街

のトータルとしてこれを受け止めるような仕組

みやデザインがあるのではないかという発想

である。これは、例えば心地よい五感が様々

なものにより提供されたり、スローなものにより

提供されたりするものでもある。その意味では、

共通する。従来、街はこの人の様々な側面を

受け止めることができず、かえって、この困難

な状態を助長したりするものであるともいえる。

これからは、このような癒しの材料を提供でき

るような方策が必要であろう。それは、心落ち

着くオルゴール(仕掛け時計など)であるかも

しれないし、気持ちのいい風であることもある。

意識して提供することを考え、この癒しの側

面を色彩や形その他にこめることが必要であ

る。このような音などの専門家の街づくりへの

参画が求められるのである。 

 

エ.居心地良好型の街づくり 

 これは街が上の五感やスロー、癒しなどの

要素を満たした場合に居心地がよくなること

を通じて得られるものである。これが人の集ま

る賑わい(喧騒といういみではない)を持つこと

ができる究極の街づくりにつながる。街の居

心地が良いということは、その街に住みたい、

行きたいなど魅力が存在する。そこに住めば

又は行けば、なにか気持ちのいい環境が提

供されている。上の五感やスローなどとはもう

少し都市環境の要素も重視されるものである

かもしれない。居心地のよい街づくりは、いわ

ば、街づくりのコンセプトで述べてきた要素が

総合化されて、人の心身によいと感じるもの

である。その意味で総合的な環境が優れた

街づくりになるのである。このように２１世紀型

の街づくりは、様々な切り口から従来個々の

住まいなどの内側で提供されてきた要素が、

住居などの外側の街でも提供されるという側

面を持っており、この街にきて居心地がよい

ことが、住居での居心地のよさ以上に提供さ

れると住居などから外へ出る人が増えて、街

の賑わいが増すのではないかと思われるが、

このような方策は絶えず、そのことを意識した

街づくりが進められることにより、地域に応じ

た工夫と要素が提供される必要があるのであ

る。 

 なお、これらの街づくりの例としては、次のよ

うなものが提案されているので、参考として掲

載しておく。これらは先述の提案とともに、国

土交通省「国づくりの１００年デザインの提

案」において提案されているものの一部であ

る。第一は、大都市近郊での芸術村づくりで

ある。芸術家にとって芸術活動に必要な空

間や仲間との交流の場が必要であり、大都

市近郊での虫食い状態の農地や住居などを

これらに当てるという考えであるが、そのような

芸術村は訪れる人も多くなり、また、一般にと

ってもさまざま街の活力のもとになるともに、



地域の文化の向上や一般の芸術への関心

と学習の場の提供にも寄与する。場合によっ

ては、スローライフや居心地のよい街づくりに

寄与する。 

第二は、新田舎暮らしのイメージであり、農

村に住み、そこにあるスモールオフィスでの

勤務をしながら、都会の様々な情報や学習

の機会を得、いわば田舎のスローな生活を

楽しむというものである。農村での一定の時

期を過ごした後都会での集合住宅の生活に

帰るものである。いわばスローな五感が十分

感得できる時期に田舎暮らしをして、リタイア

後は都会の利便性を享受するといういままで

とは逆の発想の生活であるが、その時々で居

心地がどこが一番いい場所かを考え、そこを

選んで生活するものと理解される。 

第三は農と係わる生活を通じて、人間らしさ

を取り戻すという仕組みである。都会に住む

住民が農村を訪れてさまざまな農村の体験

をして、スローライフを満喫し、また、農村の

五感(野菜などの味覚を含めて)を体験できる

ような村づくりである。 

以上のように、従来とは発想を転換し、取り

立てて個性があるわけではないが、訪れるこ

とによる、又は居住することによる居心地のよ

さが追求できる街づくりの今後の方向性の一

端がうかがえるものである。(次回は、21 世紀

のまちづくりの方法等である。) 

(以下の図は国土交通省「国づくりの１００年

デザインの提案」の一部である。)

 



 

 


