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各市から開港５都市景観まちづくり会議函館大会に

ご参加いただいた皆様，３日間本当にありがとうございました。

お陰様で，お天気にも恵まれ，

全てのプログラムが参加者の皆様の笑顔とともに，

とても熱心な意見交換のなか，滞りなく終えることができました。

そこには，新たな交流と友情の輪の広がりがあり，

大変有意義なものであったと感じております。

開港５都市景観まちづくり会議は，まもなく５巡目を迎えます。

地域におけるまちづくりの取り組みを進めるうえで，

本会議がこれまでの交流の歴史に培われた友情を礎に，

まちづくりの研鑽の場として果たす役割は一層増すものと思います。

　　

人口減少時代において，

地域を超えた人々の交流こそがまちを存続する力となります。

この会議が，地域のまちづくりにおける先駆的な役割を果たし，

それぞれの都市の魅力向上に貢献しながら，

新たな交流の歴史が積み重ねられ，

さらに友情が深められていくことを期待しております。

　　　　

　　　　　　　開港５都市景観まちづくり会議函館大会実行委員会

                          　　　　  実行委員長　佐々木　馨
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ウェルカムパーティー（五島軒）

本家『バル街』を体感！～食・まち・デザイン～

９月９日（月曜日）

　・現地視察　（トラピスト修道院，男爵資料館，七飯町の農園，農場など）

分科会３　「地域に広めるデザイン力」

　・事例発表，ワークショップ

　・現地視察　（西部地区における学生の研究拠点など）

事例体験

分科会１　「開港と文化とまちなみ」

　・事例発表，テーブルトーク

　・現地視察（函館奉行所，元町カトリック教会，日本基督教団函館教会など）

分科会２　「食とまちの個性（みりょく）」

　・事例発表，テーブルトーク

９月７日（土曜日）

全体会議Ⅰ（五島軒）

９月８日（日曜日）

分科会

■主催者挨拶・開催市挨拶等

■基調講演：公立はこだて未来大学学長　中島 秀之氏

　「ＩＴと大学とまちづくり」

■講師と開港５都市代表者による対談

　「新たなまちの魅力～楽しいが“ひと”と“まち”をつなげる～」

　「シェフ，渾身の一皿に込めた想い」

10:15

11:30

オプション企画「世界料理学会」

14:30

17:20

18:00

20:00

9:00

16:30

18:00

9:00

10:00

各都市代表者会議（函館市地域交流まちづくりセンター）

■次回開催都市・大会宣言の採択等

全体会議Ⅱ（函館市地域交流まちづくりセンター）

■分科会報告・代表者会議報告

■大会旗引き継ぎ・大会宣言等
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都市名 人数 計
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1
1
2
1
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1
4
4
2
2
1
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3
2
2
3
1
3
1
7
6
14
6
1
4
1
14
1
1
1
1
28

169

函館市 95

29

10

神戸元町商店街まちなみ委員会
新長田駅北地区東部いえなみ委員会
トアロード地区まちづくり協議会
南京町景観形成協議会
新長田駅北地区東部いえなみ委員会
神戸市都市計画総局計画部まちのデザイン室
大浦青年会
深堀地区まちづくり協議会
平和公園地域まちづくり協議会
三ツ山町犬継地区まちづくり協議会

ＮＰＯ法人横浜シティガイド協会
神奈川台場地域活性化推進協会
関内・馬車道エリアマネージメント連絡協議会
関内まちづくり振興会
公共の色彩を考える会
新・港区
横浜市都市整備局都市デザイン室
横浜市文化観光局創造都市推進課
美しい街岡本協議会
株式会社地域問題研究所
北野・山本地区をまもり、そだてる会
旧居留地連絡協議会

17

18

ＮＰＯ法人ボランティア亀田
サンクプロム石山商店街協同組合
新潟学の会
にいがた花絵プロジェクト実行委員会

十善寺まちづくり協議会
大浦青年会
平和公園地域まちづくり協議会
長崎市都市計画部まちづくり推進室
個人参加

箱館歴史散歩の会

東京工業大学大学院理工学研究科
はこだて外国人居留地研究会
函館観光ボランティア 愛
函館観光ボランティア一會の会
函館市西部地域振興協議会

団体名

函館市中心市街地街まちづくり協議会
函館市伝統的建造物群保存会
はこだてティーエムオー
函館の歴史的風土を守る会

ＮＰＯサポートはこだて
協同組合五稜郭
協同組合十字街商盛会
公立はこだて未来大学

ユニバーサルカラープランナー協会
歴史都市新潟研究会
協同組合新潟あきんど塾
新潟市都市政策部都市計画課まちづくり推進室
個人参加

ＮＩＩＧＡＴＡ光のページェント実行委員会

合計

元町倶楽部
五稜郭商店街振興組合
函館デザイン協議会
個人参加

横浜市

神戸市

長崎市

新潟市

日付 時間 人数
14:30～17:20 全体会議Ⅰ 148
18:00～20:00 ウェルカムパーティー 130
9:00～16:30 分科会１ 51

分科会２ 46
分科会３ 40

18:00～00:00 事例体験 105
09:00～10:00 各都市代表者会議 17
10:15～11:30 全体会議Ⅱ 83
(10:00～ ) オプション企画「世界料理学会」 8

９月７日

９月８日

９月９日

企画名

【各都市参加状況】

【各企画参加状況】
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 「ＩＴと大学とまちづくり」
　　公立はこだて未来大学
　　学長　中島　秀之

プロフィール

1983年　東京大学情報工学専門課程修了（工学博士）

2001年　産業技術総合研究所サイバーアシスト研究センター長

2004年　公立はこだて未来大学学長

2008年　公立はこだて未来大学理事長・学長

　研究分野は人工知能を基調としながら，論理型Ｐｒｏｌｏｇ

による知識表現を扱った研究から，協調アーキテクチャ時代の

マルチエージェント研究，サイバーアシスト研究時代のユビキ

タスコンピューティング研究と全て先魁の研究を行う。

日　　時　　2013 年 9 月 7 日（土）　14:30 ～ 16:30

会　　場　　五島軒本店　芙蓉の間

進　　行　　函館の歴史的風土を守る会　小山 直子

  これがうちの大学のキャンパスです（①）。ご

覧のように大きな巨大温室のようで，夏になると

非常に暑い。５階建なんですが１階と５階とでは

随分温度が違います。温度管理には苦労していま

すけれども，凄く巨大な空間のいいキャンパスだ

と思っています。

　今日は，大学がＩＴを道具に使ってまちづくり

をするということをお話しします。

　ＩＴというのは，大変パワフルな道具です。た

ぶん皆さんが思っている以上にパワフルです。ど

れくらいパワフルかという話しと，それを使って

大学がまちに出ていくというのは，どういうこと

か，我々のやっていることを含めてご紹介したい

と思っております。

　基本的に，函館に来て大きいと思っているのは，

大学が函館と共生関係にあるということ。まちに

出なければいけないから出るというのではなく，

お互い相手がないと駄目なのではないかというよ

うな関係にあると思います。大学の側からみると

まちというのは，研究や教育の課題の宝庫です。  

　水産，観光それから意外と病院が多いんですけ

れど病院のシステムなど題材が転がっている。

　まちの方からみると，色々問題を抱えています。

　順風満帆ということでなないと思いますが，た

だ手遅れではない。まちが寂れていくというのは，

ある点を超えるとどうしようもなくなるんですが，

函館はまだ間に合うと思っているので，大学がま

ちの活性化にかなり本質的に貢献できるのではな

いかと思っているところです。

  公立はこだて未来大学学長の中島です。

　今，大学院を出てからの略歴を紹介いただきま

したが，その前の話しを最初にさせていただきた

いと思います。

　私は生まれは兵庫県西宮，中学・高校と神戸に

通っておりました。そういう意味で神戸というの

は，ついこの間も実家に帰り，しょっちゅう行っ

ているんですが懐かしく思います。

　それからうちの家内は新潟出身で，新潟にも非

常にご縁がある。それ以上に色々な影響を受けて

いるかと思います。

　１つは，神戸というのは，山が北にあって海が

南にあって，港が東西にあるという，そういう環

境に育ったものですから，山は北にあると思って

しまうんですね。ここでは，函館山が南にあるの

で，感覚が狂っているような感じがします。

　あと西宮はご存じのように，灘の酒ですごく有

名で，西宮に生まれたからというわけではないと

思いますが，わたくし日本酒が大変好きです。

　日本酒というと実は大学時代，新潟の越乃寒梅

が非常に美味しくて，当時は灘の酒が全然だめ

だったんです。戦後，灘の酒というのは，いわゆ

る樽買いということで，量だけ出回っていて，

そのころに越乃寒梅という非常に美味しいのが出

ていました。

　東京にいたんですが，手に入らなくて。先ほど

申し上げましたように，当時はまだ家内ではな

かったんですけれども，新潟にはしょっちゅう

行っていて，親戚の人たちはそれを知ってて，向

こうから東京に一升瓶を掲げて帰るという，そう

ゆう生活をしておりました。

　そして今，函館にいる訳で，開港５都市のうち

の３つの都市とは今まで大変ご縁が深いと思って

います。

　横浜・長崎と今後行くのかもしれません。もし

そういうことになったらよろしくお願いしたいと

思います。

　では，本題に入ります。

①
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  リユースというのは，いわゆる日本という一般

的に資源のないところを今後活性化するための非

常に大きな道具。ほぼ唯一だと思いますが，そう

いう事を研究する大学がたまたま函館にできて，

これは函館にとっても大学にとっても喜ぶべきこ

とではないかということです。

　ＩＴによる解決というのが中心になりますが，

それ以外にもまちなかで，学生達がまちの人を含

めてワークショップをやってみたり，函館国際科

学祭というのを数年前からやってますが，これも

日本では一番進んでいるのではないかと思えるく

らいの事例です。

　まず３大話しです。ＩＴの話と大学の話とまち

の話。その後でその３つを掛け算するとどうなる

かという話をしたいと思います。

　情報技術，いわゆるコンピューター。これは本

当に大きな話だと思っていて，歴史上初めて人間

以外ものが情報を扱うようになった。もちろん動

物もある意味，情報を扱っている訳で，脳を持っ

ているものという意味ではなく，我々が使える形

で情報を扱う道具として，コンピューターが最初

です。

　ある種のものは人間より非常に速い。最近だと

皆さんもエクセルの表計算を使っていると思いま

すけれども，あれは非常にコンピューターが得意

とするところです。

　最近，コンピューター将棋でやっと名人に勝つ

ようになってきました。でも，あの手のゲームの

形勢判断というは，実は苦手です。人間は，特に

名人級の人たちはぱっとやってしまうんですけれ

ども，我々は色々な棋譜から学習してコンピュー

ターに苦労して覚えさせているという実情です。

　情報技術というのは，アルビン・トフラーの

「第３の波」という本の，世界を変える３つ目の

波。

　第１の波というのは，物質。衣食住という生活

の基本となるものがある。

　第２の波というのは，産業革命。これはエネル

ギーです。当時蒸気でしたけれど，電力，あるい

は問題になっている原子力。いろいろな意味のエ

ネルギーというのが世の中を変えていく。

　第３の波が情報。ですから，産業革命と同じ，

あるいはそれより大きな変革が世の中に起ころう

としている。起ころうとしているという表現を取

らさせていただいていますが，まだ完全に起こり

きっていないということです。

　インターネットが，いろんな意味で世の中を変

えました。例えば飛行機に乗ろうと思ったら，イ

ンターネットの予約とか，コンピューターがダウ

ンすると，チェックインもできなくなってしまう

というように変わってきています。これが全てで

はないし，数値化するのは変かもしれませんが，

私の感じでいうと“１０”まで変わることが出来

るとしたら，まだ“１”が始まっただけだと思っ

ています。今後“９”変わっていく。後で少しお

話ししたいんですが，この“９”というのは我々

が何を思い描くかということにかかっている。思

いつくかどうか。

　そういう意味で大学がまちに対して，いろいろ

できると思っているというのは，そこにあるんで

す。コンピューターの力を過剰に見積もっても困

るし，過小評価しても困る。正しく見積もってま

ちをどう変えていけるかというようにみていけば，

函館だけではなく世界中が大いに変わり得ると思

います。

　今，言いましたけれども，現在は通信なんです

ね。

　インターネットというのは基本的には通信のこ

と。遠くの人と瞬時にお話しができる。携帯電話

もそうですし，時々，話題になっているラインと

いうシステムも基本的には友達と即時通信ができ

る。

　通信とはどういうことかというと，両側に人が

いて間にコンピューター，あるいはネットワーク。

　ネットワークといっても，これもコンピュー

ターの塊ですが，そういうものがあるわけですね。

ここで大事なのは，両側が人間でコンピューター

は情報を変えない。

　例えば，インターネットでウェブを見るとき，

ある人はウェブに書いた事を検索します。けれど

も，基本的には，そのまま他の人に見せるという

のがネットワークの仕組みです。

　そう思うと，電話や放送，あるいはもっと昔だ

と戦争の時ののろしというのも基本的には通信な

んですね。それを速く大量にやるようになったと

いうことです。それも量は質を変えますから，速

く大量に世界中に同時にということは凄く大切な

ことですけれども，情報の中身は変わってないと

いうのが，ここでの１つ大事なポイントだと思い

ます。

　それに対して情報の処理。情報を変えるという

ことを考えると，扱う対象とコンピューターの間

だけで勝手にやるということができます。

　例えば，最近，車のブレーキの自動制御“ＡＢＳ”

というのは，コンピューターが勝手に仕事をして

いる。人はこれを知らなくてもいいということが

情報の処理です。もちろん処理した結果を人に伝

えるということもあります。

　ここで大事なのは，通信というのは両側が人

だったんですけれども，今度は右側は何か違うも

の。

　ロボットでも翻訳でも，ビックデータという

キーワードが流行っていますけれども，膨大な

データから役に立つデータを取り出すという話は，

生のデータを全部人間に見せても困るので，コン

ピューターが情報を処理し，その中から大事なも

のだけを選び出し，それを見るということです。

　先ほどの検索とは少し違って，情報の中身が変

わります。あるいは対象がなくてコンピューターと

人間だけでなにかやるということも考えることが



公立。

ているので，公立はこだて未来大学といいます。全国
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真で，今いる五島軒はたぶんこの下の方にありま

す（②）。右端の辺りが空港で，これを上からみ

ると函館駅と空港を結ぶ直線を底辺とする正三角

形の頂点くらいに未来大があります。要するに空

港からも函館駅からも一番遠いところに作ってく

れたという位置になっています。

　今回他の都市から来られた方で，明日以降時間

があれば是非見に来ていただきたいと思いますが，

こんな感じの建物です（③）。先ほど外をお見せ

しましたが，中を見ると５階建なんですが，ひな

壇のようになっています。ですから，これが斜面

に建っているので実際には各部分は２階建てとい

う非常に贅沢な作りの空間です。

　うちの大学のモットーは，オープンスペース・

オープンマインド。オープンスペースというのは，

見ていただければ分かるんですが，この中に入る

と本当に巨大な空間で，空間が大きいということ

は，やっぱり学生たちの，精神構造にも影響を与

えるようで，それを使ってオープンマインド，広

い心と訳してしまえば，それだけなんですけれど，

基本的に自分の専門以外のことに興味を持つ，広

く興味を持つ学生に育って欲しいと意味でオープ

ンスペース，オープンマインドというのがうちの

キーワード，モットーになっております。

　これが中の写真です（④）。こういう巨大空間

で，左の方に見えるのが教室です。教室もガラス

張りです。先生が講義していると廊下を通れば，

何をやっているかわかる。声も少し漏れてきます

から，他の先生の授業参観というのは部屋に入ら

なくてもできる。逆に言うと各先生の講義という

のは完全に自由にオープンになっている。学生が

内職したらそれも外から見えるのでおちおちやっ

ていられない。

　それから，下の方のオープンなスペースに机が

並んでますが，これが学生の居場所です。誰の机

というのが基本的になくて，どこでも空いている

ところを使っていいという形になっています。

　先ほど申し上げましたように，うちの大学とい

うのは，丘の上にあって交通の便は非常に悪いの

で，まちなかに大学があるのと，どっちがいいの

かわからない。まちなかに大学があると，我々の

場合にはよく雀荘に行ってましたが，講義の時間

だけいて，講義がない時は外に遊びに行くという

ようなことができるわけです。うちの大学に来る

と近くに雀荘がないということもありますが，と

にかく来たら帰るまでいなければならないという

のが基本なので，こういうオープンなスペースで

勉強をしていると学生同士も仲良くなれますし，

学生と教員の距離も非常に近いというのが，この

オープンスペースのいいところだと思います。

　これは，先ほど申し上げた教室。外から見ると

こう見える訳です（⑤）。何をやっているか一目

瞭然です。何故か学長室だけはガラス張りじゃな

いんです。どうも作った人が学長は秘密なことを

やると思ったらしく，そういう造りになっており

ます。

② ④

⑤③
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面白いかなと思います。

　函館の良さですけど，豊富な自然ですね。観光

資源としてもいいですし，海産物も温泉もいい。

　海産物に関して最近理解したことは，函館は凄

くいい素材を持っているのに，全然宣伝していな

い。宣伝しなくても売れるからなんですけれど。

　例えば，昆布。皇室に献上したり，あるいは東

京の高級料亭に函館の昆布が使われているんです

が，函館昆布という名前で売ってない。

　あまりにもいいからそのままで売れている。な

ので何もしてないというのが１つ函館の状況とし

てあると思います。

　九州に行って明太子を買おうとすると，「これ

函館のたらこだから美味しいよ」って言ってくれ

るんですが，博多まで行って函館のたらこを買っ

てこようという気にはなかなかならない。

　良い意味で素材をそのまま出すということで生

活が出来ている。これは恵まれているんですけれ

ども，逆に言うと付加価値をつけるということが

なかった。いらないというか，していない。

　昔，未来大の先生が漁師さんのところに行って，

「インターネットを使った直販をやると，今より

あなたの魚は高く売れますよ。」と言ったんです

けれど，「いや今のままでいいです。」と断られた

そうです。要するに，環境が良すぎるんですね。

あまり頑張らなくても生きていけるというところ

な訳です。

　極端に言うと，お金があまりなくても物々交換

で生きていけるという。この前もテレビで見まし

たが，定年退職をしてから北海道に移住するとい

うのが結構あるようです。あるご夫婦というのが，

月に生活費６万円で暮らしてますという。残りは

野菜とか魚を物々交換してもらってくると。それ

で暮らせちゃうんですよね。だから収入が少なく

ても大丈夫なまち函館という宣伝になるかしれま

せんけれど。そういう意味で非常にいいところで

す。うまくやると爆発的に発展するかもしれない

し，ほっといてもそうすぐには衰退しない。そん

な感じがしています。

　豊富な自然に本当にびっくりしました。例えば，

大沼の方にに行くと，セミナーハウスというのが

あるんですけれども，そこは鳥が鳴いてて凄くい

い環境なんですね。

　「このセミナーハウス，鳥が鳴いてて非常にい

いですね。」とそのハウスの人に言ったら，「鳥が

鳴いているのそんなに珍しいですか？」というよ

うな感じなんです。だから，東京から来た人間

にとっては，もの凄いことなんですけれども，地

元の人はそんなに思っていないという函館の良さ

と裏腹に問題かなという気がします。

　あと今日から食の祭典が始まってまして，明日

はバル街という日本中に広がっている食の祭りが

ありますが，食のレベルが函館は高いです。東京

よりいいのはもちろんですけれど，札幌よりいい

し。函館の海産物が美味しいというのは，当たり

　そこで，先ほど申し上げましたオープンスペー

ス・オープンマインドというキーワードが，情報

技術を教える大学の非常に大事なキーワードにな

ると思っています。

　先ほどから申し上げているように，情報技術と

いうものはいろいろなことができる。凄く極端な

ことを言いますと，ビル・建物のアーキテクチャ

というのは，物理法則で規定されます。

　例えば，高いビルを建てるとき，建物を高くす

ると当然重量は増え，もっと強度がいるという話

しになる。結局今の技術だといくら頑張っても

１００階建ぐらいが限度なのかな？ドバイのほう

に結構高いのがありますけれど，スカイツリー辺

りは普通に建てられる。何を建てたいかという思

いより，物理法則で限界がくるわけですね。

　それに対して情報というのは，物理法則は関係

ないですから，作りたいと思えば，もちろん作り

方を研究するということもありますが，基本的に

思いつけば何でもできると思っているので，思い

つくかどうかという方が大事。そういう意味でデ

ザインというのは，どういうものを作りたいかと

いうことを思いつく。それをものにしていくとい

うこと。そういう技術を身につけて出ていってほ

しい。

　ですから，入学式で学生には，社会の仕組みを

デザイン出来る人になってくださいという言い方

をしています。

　３番目は，まちづくりです。函館というのは開

港１５３年で，横浜や他の都市と同じでロシア，

アメリカ，中国，日本と様々な文化が混ざってい

ると思います。アメリカのペリーがやってきて，

開港しなさいと言った訳ですが，北にある関係で

ロシアの極東大学の函館校があります。中華会館

はありますが，何故か中華街がないですね。中華

屋さんがあまりないように思います。函館にはい

ろいろな食がありますが，中華は横浜と比べると

少ないなという気がしています。

　ただ，宗教的にいうと凄く面白いところで，カ

トリックとハリストスと聖ヨハネと東本願寺と

で敷地を並べて４つ仲良く混ざってるところだと

思います（⑥）。この辺は観光客が多いですけれ

ど，こういうところをうまく使って，何かやると

⑥
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前なんですが，長崎からやってくるアジも美味し

い。普通の生協のパックになっているアジの刺身

も東京と比べ物にならないくらいレベルが高い。

　だから地元だからいいというのではなくて，

やっぱり函館の求めているレベルそのものが高い

んだろうなと思ってます。

　次に問題の方。人口減少・高齢化・人口減少率

と皆さんおっしゃいます。そんなことを自慢して

もしょうがないですけれど，高齢化率もたぶん

トップクラスになります。それから，大都市から

遠い。これらは一般的には問題となっているんで

すが，ひょっとしたら問題じゃなく，武器なん

じゃないかと私は思ってる訳です。

　人口減少というのは，裏から見ると一人あたり

の土地面積が拡大するということですよね。私の

子供の頃は日本人が「ウサギ小屋に住んでいる。」

と言って非常に非難を受けた。当時アメリカの

「隣の家まで１キロ。」というのに憧れていたわけ

ですが，人口が減ったらできるじゃないか。ある

いは，高齢者が多くなるというのは，本当に困り

ものか。

　私もあと４年で前期高齢者，１０年経ったら本

当の高齢者。１０年後の高齢者は，ＩＴを使って

いるぞということで，いずれにしてもそういうこ

とを武器として捉えてみてはどうだろうと。

　「課題先進国日本」東大の前総長，小宮山宏さ

んが書かれた本です。これはどういう事かという

と，問題があるということは，普通は悪いことだ

けど，どうせ世界中に来る問題を先取りしている

としたらこれは武器だ。高齢化というのは，そう

なんですね。函館は高齢化してますけれども，要

するに日本中高齢化していく。それを先に経験し

てるということは，課題が先進的だと捉える事が

できるじゃないかというのが，小宮山さんの本で，

本当にそう捉えてみてはどうだろう。

　普通に土地面積が広くなったらインフラが高く

なります。ですから，普通はコンパクトシティと

いって広いところがあっても，できるだけぎゅっ

と縮こまって住もうということなんですが，それ

は今のインフラを考えるからですよね。だからＩ

Ｔということを本気でどうするか。今，答えが

あって言っている訳ではないですが，皆で考えた

ら実はインフラのコストは今のままで皆が広い家

に住めるかもしれない。

　実は後で紹介しますが，函館のバスやタクシー

のシステムをコンピューター制御し，今より効率

良く，安く乗れるというのをやろうと。それはほ

んのとっかかりですが，そういうことを皆で考え

始めると，これらが問題ではなくなるのではない

か。

　高齢者がいるというのも，最近では老人ホーム

と幼稚園をくっつけ，お互いに良くなるというよ

うな例も聞いてますし，いろいろ可能性があるん

じゃないと思います。そういう意味で，何ができ

るか。これから先できることは，たくさんあるん

ですが，先ほど申し上げたように，“１０”のう

ちの“１”として今我々未来大が，まちでどんな

ことをしているのかというのをお話ししたいと思

います。

　その前に，私は２００４年に学長としてきまし

た。普通，学長というのは，中にいる先生から選

ばれるんですが，私はそれまで産業技術総合研究

所という国の研究所にいました。落下傘学長とい

うらしいですけれど，要するに外から降ってきた

学長としてきた訳です。そういう意味で大学経営

の経験はもちろんなく，大学の客員教授や，併任

の教授をやって教授会に出たことはありますけれ

ども，基本的にずっと大学にいなかった訳です。

　けれども，やっているとやっぱりうちの大学は

何をするんだということになるんですね。その時

に思ったのが，これからは公立大学の時代だろう

と本当に思いました。

　どういうことかというと，ミッションが凄くき

れいに見える。要するに地域貢献ですね。地域が

欲しがって大学を作った訳ですから，地域の要求

に答えるのが大学の使命であろうというのが考え

るまでもなく出てきます。

　そう思ったら，今年公募が始まったんですが，

文部科学省が“ＣＯＣ，センター・オブコミュ二

ティー”というのを始めて，大学は全部コミュ二

ティーにならなければいけない。うちの大学なら

既にやっているぞという話です。ただ，文科省は

間違っていると思うのは，国立・公立・私立が一斉

にそうなるという。文科省の課題は，多様性とい

うのは認めないですね。中学・高校教育もそうで

すけれども，なにかやろうと思ったら一斉にやり

なさいという訳です。そうではなく，もっとやる

ところはあるし，別のことやるところもある。多

様性というのは大事だと思うんです。

　ですから，地域貢献は，公立大に任せておいて

国立はもっと別のことをやってほしいと本当は思

う訳です。いずれにしても，公立大はわかりやす

い。

　うちの大学は，地域貢献ということを本当に

トップの目標として掲げています。我々の言う地

域貢献というのは，地域の“知”のリーダーにな

る，あるいは“知”の中心になるという事です。

　教育や研究，それからもう１つ大きいと思うの

は，地域を世界に引っ張り出すことができるとい

うように思っています。

　こういう事が未来大の使命で，今言った地域貢

献がピラミッドの１番上にあって，地域貢献のた

めに教育をする（⑦）。いい教育をするために研

究をする。だから下の２つは道具な訳です。ピラ

ミッド型をしている普通のタワーではないという

のはどういう事か。地域貢献するためには，しっ

かりした教育をしていなくてはいけないし，いい

教育をするためにはそれよりさらにしっかりした

土台としての研究を持ってないといけないという

ことだと思います。
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が，気象観測用のアメダスという政府の作った高

価なものがありますが，あの廉価版というのを未

来大で作っていて，それを造船所が使うという共

同研究です。何に使うかちょっと思いつかないで

しょう。船にペンキを塗るときに，周囲の家にペ

ンキが流れないように，風向きを気にして塗りた

い。そうなるとピンポイントでいつ風がどう吹く

かというのを知りたい。これは研究者がいくら考

えても思いつかない応用だと思います。現場の人

と一緒にやるとこういうことが見えてくるので凄

く面白いなと思うんです。いろいろな事やってい

て，最近これらが北海道科学技術賞を頂きました。

　留萌という町があるんですが，札幌よりさらに

北です。ナマコの養殖をしていて，中国に高級素

材として輸出してるんですが，そこの漁協と組ん

で，ナマコの自然管理をアイパッドでやるという

システムを作って，漁師さんたちが使っています。

　それ以外にもいろいろなことやっているんです

が，漁業への応用，それからメディカル。これは，

病院システムですが，これも２００５年にグッド

デザイン賞を頂きました。グッドデザイン賞とい

うのは，工業製品，しかもその製品の形があるも

のに対して出るんですが，これは医療システムと

いう形がないものですよね。それに対してグッド

デザイン賞を貰った。

　それからモバイルＩＴ。これは，観光や人の移

動とか。

　上の３つはマリン・メディカル・モバイルと英

語で書くとＭで始まる。

　ご存じないかもしれませんが，我々の分野でい

うとＭＩＴといってボストンの近くにあるマサ

チューセッツ工科大学のほうが有名かもしれませ

ん。世界トップの大学がありますが，あれを目指

せということでＭＩＴを３つ並べてみたんです。

　それ以外に，先ほど申し上げましたデザインの

ワークショップ。まちなかで，まちの人・学生・

病院と一緒にまちをどうしていくかというのを考

える。

　それから，モバイルＩＴの一部なんですが，ス

マートシティ函館。スマートシティというのは，

最近いろいろなところで聞いていて，特に日立が

　ですから地域貢献がトップにあるからといって，

「地域貢献をしましょう。」と出来る訳ではないで

す。そこにお金をつぎ込むのだって表面的な地域

貢献でしかない。そうではなく，研究のところか

らトップの地域貢献を考え，しっかりやっていく。

　だからほとんどの予算は研究につぎ込む。けど，

目標は地域貢献だということでやっています。

　それともう１つは，世界戦略。右上，皆さんご

存じの五稜郭です（⑧）。五稜郭というのは世界

中にいくつかあるんですけど，カナダのハリファッ

クスにもあって，ハリファックスと函館は姉妹都

市になっているんですけれど，ここにある大学と

教育・研究の提携を結んできました。

　スケールフリー。専門用語になりますけども，

世界中をネットワークで繋ぐときに全部べたっと

繋ぐのではなく，各レベルにハブ。ハブという

のは車輪の中心部のことで，馬車の車輪のように

輪っかがあって，真ん中にハブ，スポークという

のが放射状にいっぱい出ている。そういう関係の

ネットワークを作るのがいい。このハブというの

を例えば函館にハブを１つ，札幌に１つ，東京に

１つ，世界に１つ，というような形でおくと世界

中がきれいなネットワークで繋がる訳です。

　ですから，札幌とまだ協定できてないんですけ

れども函館は未来大学でやりたい。

　世界戦略のもう１つ大学の利点。

　思い当たったのが，大学の先生には世界中に共

同研究者がいる人が多い。国際会議であちこち飛

び回っているということがあります。世界中に知

り合いがいる。特に大学関係では大学間でつなが

りがある人が，いろいろなところに多いので，手

を結ぶということが比較的簡単にできる。知らな

い人のところに行って，いきなり協定を結びま

しょうというのは難しいですが，何かで一緒に仕

事をした仲であればやり易いと思っています。

　だから地域貢献します，世界に引っ張り出しま

すということなんですけれども，地域に対して病

院・水産・気象・交通・観光・芸術・放送のよう

に，詳細は避けますがなんでもやっているじゃな

いかという感じになります。

　面白いなと思ったのは，私が来てすぐなんです

⑦ ⑧
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電力のスマート化というのに使っているようです。

　ひょっとしたらスマートシティというのは電力

管理のことかと思われるかも知れませんが，そう

ではなく，都市をスマートに，賢くすることはな

んでもスマートシティだと思っています。

　基本的に都市に神経系をつけるという言い方を

してます。今までは，都市があって，勝手に動い

ている。けれども，神経系というものをつけてや

ると効率よく動く。

　先ほど申し上げたように，人口が減ってもイン

フラにお金がかからない都市というのは，スマー

トシティという考え方でデザインできると思って

います。これぐらいいろいろなことを，特に大学

として重点化ということで，予算たくさんつけて

やっています。

　先ほど申し上げた大学のグローバル化もヨー

ロッパやカナダなど世界中の国でやっています。

　この地図も未来大の研究成果で，みかんグロー

ブという名前がついているんです（⑨）。みかん

の皮みたいに地図を自由に変形できるのがみそな

んです。この地図というのが面白い。今，地球儀

みたいに見えていますが，この地図がもっている

のは高さの情報だけなんです。それを高さ別に色

を変えると地球らしく見える。要するに海の高さ

を青く，ちょっと高いところを緑に，もっと高い

ところを茶色にするとそれらしく見えるというも

のなんです。面白いのは，高さ情報があるだけな

ので，海の高さを変えることができる（⑩）。右

側が同じ地球で，海面を下の方に持っていった時，

左は今ぐらいで少し縞模様が見えるかと思います。

右上がり４５度ぐらいの海の底にある。このよう

なシステムです。断層みたいものが走っているら

しいです。

　この画面が先ほど留萌でやっているといったマ

リンＩＴです。海の上に無線ランを張り，海の上

でアイパッドなどが使えるというのは，こういう

ことです。電話の電波は来ないですから，無線ラ

ンを沖合１０キロぐらいまで張って漁師さんたち

がアイパッドでお互い通信できるようにするとい

うこともやりました。

　無線ランというのは，たぶんいろいろなところ

に張ってあって，今やコーヒーハウスやデパート

に行ってもあったりします。けれど，室内用はわ

りと製品化してますが，こうして海の上で張ると

いうとやっぱり創らなければいけない。同じ技術

でも場所を海に変えただけで新たな問題がでてく

ることがあります。

　この少し前ですが，先ほど造船所の気象観測の

話しをしましたけれど，その海版で，ブイを浮か

べ，海の中で水温を測るということをやっている。

　これはホタテが温度に凄く敏感なので，海水温

がどう変わったか，海面の１０メートル下を測っ

て送ってくるというものを作っています。

　実は，これは，３．１１大津波の時にもあの辺

りに浮かんでいて，電話回線でデータを送ってく

るんですが，津波の前には当然送ってきていて，

津波直後データが途絶えている。これはあの瓦礫

の中に埋もれていたか，あるいは近くの基地局が，

落ちていたかはわからない。暫く落ちて，またそ

の何日か後にもう１回データが来ているんですが，

このブイがどこにいたのかは分からない。ＧＰＳ

を乗せてなかったんですね。ＧＰＳを乗せていれ

ば，その津波のときに海水がどう動いたか，すご

くいいデータになったんだなあと今思っている訳

です。そういう意外なことが時々海では起こりま

す。海だけでないかもしれませんが。

　これは，海産物のトレーサビリティ。牛の耳に

タグがついていて，どこの牛というのがわかるも

のです。そのタグを別の牛に付け替え，偽装して

売ったという話しが何年か前にあったと思います。

　これは，ヒラメにタグを貼って，付け替えられ

ないようにするにはどうするかという話で，この

場合はヒラメの重さを暗号化してタグに組み込ん

で一緒に付けると良いと思います。別のヒラメと

タグを取り替えると重さが変わるのでばれる。暗

号化してあるから読めますけど，中身は変更でき

ないというシステムです。

　割とすぐ思いつく観光支援。スマホを持って知

らない土地に行くといろいろ見えるというもの。

　少し観光とは離れますが，日本で１番は大体東

京にできています。開港都市というくらいですか

ら，函館図書館や函館博物館のように２番目くら

⑨ ⑩
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がありました。

　これは，イカ型ロボット（⑫）。今，１３号ぐ

らいまで出来てますが，未来大と函館高専との共

同作品。これは，第１号か２号。１号機と２号機

とは同じ格好をしていて，１つが未来大，１つが

高専にあります。もともと，ある市議会議員の人

が私のところにきて，「青森市は横型のねぶたで

すが，五所川原には２０メートルの立佞武多（た

ちねぶた）があって，あれに勝つものを作れない

か？」と。　だから２０メートルの高さでイカ型

のロボットを作れないかという話から始まったの

ですが，これはその１０分１で２メートルくらい

です。未だに２０メートルのものが作れてないん

ですが，８月にある港祭りでイカ踊りをやるんで

す。港祭りのパレードは市電の線路上でやるので，

市電の電線が高さ５メートくらいのところにあり，

２０メートルではとても歩けない。今の市長公約

で駅前の電線を全部地下に埋設すると言っていま

したから，実現できるとそこだけは歩けるのかな

と思います。

　イカ型ロボットも面白い話があって，これはご

存じですよね。イカール星人。１５０周年の時の

ページ（⑬）。これが画期的だと思うのは市役所

の観光課がお金をだした観光ビデオなんですね。

　これは全国に有名になって，まだ見たことがな

い人はユーチューブで「イカール星人」と検索し

ていただくと大変面白いものが見られます。ちな

みに，これまでいろいろなキャラクターが出てい

るんですが，五稜郭タワーやうちのロボット，五

稜郭自身が戦艦になっていたり，中空土偶がでて

きたり。我々のロボットは何故か悪の手先で，イ

カール星人が攻めてくる手先として使われている。

市役所を壊したりしていますが，未来大はまだ壊

しには来ないんです。

　話の筋は，イカール星人というイカ型の星人が

「函館はイカばかり食ってけしからん。だから滅

ぼしてやろう。」と攻めてくるわけです。そして

どうなるのかというと「函館が滅びる前に観光に

来てくださいね。」で終わるという。未だに滅び

てませんが。　

　これは最後の話題になりますが，スマートシ

ティ函館。これは私が中心になってやっていて，

いに函館にできたものがあって，函館図書館初代

館長というのが，いろいろなものを集める人だっ

たらしく，東京より保存状態がいい。例えば，当

時の包装紙やポスターなどが全部残っていて，昔

の写真も含めて，当時のデータが山ほどあります。

　それを大学でデジタル化・オンライン化して，

提供するというプロジェクトをやっているんです

が，その話を観光とくっつけると，どこかの街角

に行ってビルを見たときに，明治時代の写真をそ

のまま出してくれたり，時間をそのまま遡るとい

うようなこともできる。市電を見た時に，「昔の

市電はどうだった？」というようなこともできる。

　現在の観光だけではなく，いろいろなことがで

きると思います。

　これが電子百葉箱（⑪）。造船所で作ってくれ

たと言っていたものです。簡易型で安くて，降雨

量・日照・気温・風向き，全部測ってインター

ネットにデータを流しているんですが，これがな

んと日本の気象法に触れる。気象庁からクレーム

がきた。　素人が気象情報をネットに流してはい

けないということですね。最初は文句を言われた

んですが，今はなんと気象庁が持っている横津の

レーダーに置いてくれています。時代が変われば

変わるものだなと思いますが，法律というのはだ

いたいそうです。

　想定されていない新しいものができると，一瞬

法律違反。

　みなさんご存じかわかりませんが，インター

ネットが始まった頃も郵便法に触れると言って，

素人が他人の通信を仲介してはいけないというの

⑫

⑪

⑬
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スマートアクセスビークルという新しい交通シス

テムを考え，より便利にしましょうというもので

す。

　１つのターゲットは病院に行くお年寄り。バス

で行けばいいじゃないかとなりますが，バスだと

ダイヤが限られていますし，話を聞いてみると家

の人に送ってもらうという人が多いです。家の人，

あるいは自家用車に頼るのではなく，公共交通で

病院に行けるようにしましょうということを含ん

でいます。基本的に公共交通といえば，バス・タ

クシー・市電・ＪＲなどありますが，うちは，バ

スとタクシーを対象にしている。バスは安いけど，

タクシーに比べて不便。タクシーは便利だけど高

い。たまにタクシーを使うならいいけれど，毎日

病院に行くたびにタクシーというのは，結構な出

費になり，できれば避けたい。そう思った時に両

者のいいとこ取りをしようと思っている訳です。

　どういう事かというと，バスやタクシーを呼ぶ

のではなく，私は今ここにいて病院，あるいは駅，

買い物に行きたいという時に，現在地と目的地の

両方をセンターに伝える。そうするとセンターは

近くを走っていて，似たようなルートを通ってい

る車を回す。乗合なんですが，全然違うところに

行く車を回すと既に乗っている人が困るので，た

またま近くを同じ方向に走っている車を回す。と

いうことをやろうとしている。

　そんなにうまくたまたま近くを走っている車が

いるかということは，当然皆さん疑問に思う訳で。

　だいだいこんな話しをすると，そんなシステム

うまくいかないと言われるんですが，ここでコン

ピューターシュミレーションという，コンピュー

ターの上で走らせて計算するという技術がありま

す。これをやると都市が大きければ大きいほど効

率がいいという結果が出る訳です。

　今，フルデマンドバスというのが割と田舎で実

験されているんですが，実は我々の計算結果から

いうと東京・横浜・京都などでやるのが１番効率

がいい。ただ１つ問題なのは，東京や横浜は公共

交通が不便ではないので必要ないと思っているに

違いない。

　函館というのは，効率はいいはずだけど今のま

までは困るという丁度いい場所なんですね。だか

らここでやろうとしています。函館のバスシステ

ムというのは赤字で，このままだと困るというの

は，バスの車掌さんもおしゃっていますし，空港

には，ずらっとタクシーが並んでいます。運転手

さんからすると，１時間か２時間まで待って１人

くらい拾うという訳ですね。だから，このシステ

ムで解消しようと思っています。

　三方一両損という方法がございますが，市役所

も，いわるゆるバスやタクシー会社もみんな儲か

るという考えでいます。

　どういうことかというと，自家用車が減る。こ

のシステムを便利にすると，今まで持ちたくない

けどしょうがないから自家用車を持っていたとい

う人たちがこれを使ってくれると考えてるんです

ね。いわゆるタクシーの乗車率が２～３倍に上が

る。それからバスも空で走っている必要性がない。

　あるいは函館の場合でいうと，雪が降るとダイ

ヤが乱れる。そもそもダイヤがないので乱れない。

　半分ジョークですけれど，冬なら冬に応じた運

行ができるということで皆にとって非常に便利な

システムになると考えています。

　それで先ほどの話に戻って，その先にあるのは，

都市内の全部のサービスを移動ということの上で

統合してしまおうという試みです。

　ですから，病院・レストラン，バス・タクシー

もありますけれど，それが連携していない訳です

ね。だから病院に予約を入れ，そこにどうやって

行くか考えることになります。連携してしまうと

病院に予約を入れると，その時間にバスが迎えに

来る。レストランでお勘定と言うと，お迎えのバ

スの時間が分かる。我々でいうと，飲んでいる時

にそろそろかなと思うとタクシーが来るというよ

うなことを考えている。レストランだけではなく，

買い物もできますし，それから図書館，あるいは

バスの上で本を貸し出したっていい。いろいろな

ことができる。

　インターネットというのは，通信の距離をなく

しました。世界中どこに行っても誰でもアクセス

できます。でもこういう物の移動というのは，

まだ手つかずなのでここに情報技術を使おうとい

ういうのが次の目論み。

　これがうまくいくと過疎化しててもいいんじゃ

ないかということに。広いところに離れて住んで

いても，この交通機関で便利に動けるということ

を期待している訳です。そういう意味でいろいろ

な可能性の中で，他の人たちはもっと考えると思

いますが，我々は移動ということから攻めていく

のが１つの大きな道かなと思います。

　最後ですが，函館というのは，今までお話しし

たように研究教育課題の宝庫です。先ほどのマリ

ンＩＴというのはうちで研究してできた話題だし，

それで論文賞を貰ったり，北海道で賞を貰ったり

できる訳ですね。そういう意味で大学は凄く恩恵

を受けているし，逆に研究教育を通じてまちに貢

献できる。

　まちづくりに３０万の人口，それから大学の

テーマＩＴ。これらが本当に絶妙なマッチングだ

と思います。東京や横浜まで大きいと，こういう

連携はできない。うちの大学がＩＴでなければで

きない。そんな感じで函館にとっても大学にとっ

ても非常にラッキーだったなと思っています。

　以上で終わります。
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基調講演講師と各都市代表者による対談

「 新たなまちの魅力 ～ 楽しいが ひと と まち をつなげる ～ 」

　　コーディネーター
　　ＮＰＯサポートはこだて　丸藤 競氏（以下，〔丸藤〕）
　初めまして，みなさんこんにちは。今日は事前の打ち合わせは

あえてしていません。開港５都市ということで，それぞれ“開港”

という共通のキーワードがありますし，「“港町”だからこそでき

ること」，“港町”というキーワードがあるからこそ「こういう思

いがある。」だとか，「こういう魅力がある。」など共通点がある

と思います。それぞれのまちのいろいろな特色をお話しをされる

と思いますが，先ほど言いました，この港町ならではの共通点を

見ながら , お話しを聞いていただければと思います。

　その前に，先ほど基調講演で中島先生にお話ししていただいた

んですが，未来大学の学生さんが，今日このバナーをデザインされたということです。先ほど社会貢献とま

ちづくりという話しがありましたが，学生さんの力も活かされているということで皆さんにご紹介させてい

ただきます。

　では，この後１時間少々という短い時間ですが，皆さんにお付き合いいただき，いろいろなお話しをお聞

きできればと思います。まず，それぞれの地域の皆さんから，「こういう活動があります。」ということをご

紹介いただき，その後会場の皆さんからご質問・ご意見を伺いつつ進めていきたいと思います。順番ですが，

この開港５都市景観まちづくり会議の開催順で話をしていただきたいということで，横浜市さん・神戸市さん・

長崎市さん・新潟市さん・函館市の順番でご紹介いただきたいと思います。

　それでは，さっそくお話しを伺いたいのですが，～楽しいがひととまちをつなげる～これが対談のサブテー

マにもなっていますので，活動のご紹介をいただくと同時に「ここが楽しい。」という部分も付け加えてご

紹介していただければと思っております。

　それでは，まず最初に横浜市，ＮＰＯ法人横浜シティガイド協会の嶋田昌子さんから発表をお願いいたし

ます。

　　横浜市
　　ＮＰＯ法人横浜シティガイド協会　嶋田 昌子氏（以下，〔嶋田〕）
　創立 20 周年を迎えたボランティアガイド団体です。今日，函館のボランティアガイドさんのガイドを受

け大変感銘を受けました。その中でいろいろなまちの事を教えていただきましたが，私は横浜のまちの最近

の様子を，中島先生のお話しにかけて，大学との連携を中心に拾ってまいりましたのでご覧ください。

　１番最初は，まちの再生をアートでするという試みをしており，これをご紹介したいと思います。“黄金町”

この言葉でどこかおわかりの方もおありかと思いますが，大変危ない地域ということで有名だったところで

す。この再生をどういう観点でするかということで，アートで始

まったのが黄金町バザールです。まちという日常的な空間。その

中で，アーティスト・建築家・大学職の方たちが大きな展開をし

ております。大変特色があるのは，若手が多い。若手がそこで

育っている。まちを再生するのは「バカ者，若者」とよく言いま

すね。この若者が活動しているのが黄金町なんです。

　お隣にいきまして，“初黄日ノ出”初音町・黄金町・日ノ出町

というところでございます。これは，横浜市立大学とボランティア。

　実は先ほどの黄金町と重なる地域で，この地域の防犯活動，そ

してまちづくり活動を行っている。同じ地域にアートがあり，防

犯があるというところに，大学のセンターやサテライトキャンパ

スがあるので，その活動が注目されています。

　次は商店街の振興というところで２点ご紹介をいたします。横

浜国立大学が山の上にありまして，その足もとの商店街。空き店

舗といった問題を解決すべく，やはり学生さんの活動が見えると

ころです。お隣が，馬車道商店街のガスライトフェスティバル。

　この“灯”を支えるフェスティバルにも学生さんがたくさん参

加しています。そして私ども，ボランティアも 10 月 31 日に行わ

れているこのフェステバルで，ガス灯の列をガイドしながら歩き

ます。
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　そして，こうしたものを集大成する，省エネ技術でアートを作る

スマートイルミネーションでございます。横浜の都心部で臨海の活

性化を考え，横浜市は古くから夜景演出をやっておりました。これ

は新たなアーティストが何十団体も参加し，若手の大学職，あるい

は学生，そういった方々によって，まちを盛り上げる 10 月のイベ

ントです。非常に華やかでありながら，省エネという地球温暖化対

策の評価も得ているイベントをご紹介いたしました。これらは，大学・

商店街・市民が省エネとアートを通して結びつき，コラボした大変

楽しいフェスティバルでございます。

　大学がアート・建築，そういったところにばかり参加しているの

かというと，実はシェアオフィスにも入っていただいております。

　これは各地で行われていると思いますが。“さくらＷＯＲＫＳ”が

左側です。それから“ｍａｓｓ×ｍａｓｓ”という関内のオフィス。

こうした２つ以外にも“野毛Ｈａｎａ＊Ｈａｎａ”，“宇徳ビルヨン

カイ”などがあるように横浜の中心部にはシェアオフィスというの

がございます。そこから何が生まれるかは本当にその出会いから生

まれるもので，いろいろなシェアオフィスの構成団体によって変わ

るところがみそということで紹介いたしました。

　「子育て支援？」と思われるかも知れませんが，横浜は待機児童が

大変多いまちとして有名なまちです。これを挽回したのが今の市長

です。「たくさん保育園を作る。」「どこに作るの？」「もちろんまち

のなか。それからみなとみらい線の駅舎の中。大学に保育園を作

る。」当たり前だと思いませんか？ところが，これが今まで成されて

いなかったということは大変残念なことです。それを一気に挽回し

た慶応大学の例でございます。

　最近の横浜ということで“ＭＡＲＫＩＳ”というみなとみらいの

先進地区の中にオープンした商業施設です。特色は屋上と緑。緑と

いうとすぐに花かと思いますがここには農園があるんです。横浜に

は 18区あり，その郊外区には広大な農地を持っております。そこと

結びつける意味もあって農園を都心部に引っ張ってくる。“私たちの

庭”と言っております。

　大変熱い施設として今注目されている横浜を中心から郊外までご

案内してまいりました。

〔丸藤〕

　ありがとうございます。少しお聞きしたいんですが，学生さんの

力が凄い活用されているということで，そのきっかけなどがあれば

聞かせてください。

〔嶋田〕

　９８年に都市デザインフォーラムというのがありまして，ここで

学生さんが大変活動されました。実際にワークショップに引き込んで，そのあたりからだという印象が大変

強いです。

〔丸藤〕

フォーラムがきっかけということですね。そういうイベントやフォーラムをやって終わりではなく，その

後できちんと続いていくものがあるということは素晴らしいことですね。

　では次に神戸市，北野・山本地区をまもり、そだてる会の浅木隆子さんよろしくお願いします。

　　神戸市
　　北野・山本地区をまもり、そだてる会　浅木 隆子氏 （以下，〔浅木〕）
　神戸は，第１号の景観形成市民団体協議会です。今は 12団体になっております。これは 12団体のいろい

ろな写真でございますが，“灘５号”や“居留地ルミナリエ”で有名な居留地辺り，“異人館”元町の“ハー

バーランド”，こちらにはない“中華街”の南京町もございます。このハイヒールのところは，新長田で震

災のときに一番ダメージが大きかったところです。今は大きな鉄人 28 号がございます。次は平成 25年６月

の総会でございます。全 12 団体が集まり，灘５号でいたしました。美味しいお酒を飲みながら総会をして

おります。毎年いろいろな地域に研修旅行に行きまして，今年の３月には滋賀県彦根に参りました。

　これは北野・山本で皆で育むまちの魅力というアイデア募集をいたしました。賞金をつけ，全国からいろ
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いろな提案をいただきました。その中で３つほどいい提案がありましたので，それを実行に移すということ

にしております。

　今，北野町では環境の美化ということで，まちのシンボルにオリーブを選びました。このオリーブを選び

ましたのは，どういう訳かといいますと，神戸大学の中西名誉教授が，北野町の辺りに昔あったというオ

リーブ園のことを探されました。開港の５年後に今はもう住宅とホテルになっているトアロードの一画にオ

リーブ園があって，それが非常に評価されていました。このオリーブの実はフランスから来たそうですが，

それは東京でも最高のオリーブだと言われ，世界的に日本のオリーブが評価され，神戸ウォーターと同時に

神戸からオリーブも輸出されたということがありました。

　そして今，昔のようにオリーブをまちのなかに増やそうという運

動を設計の安藤忠雄先生も一緒にしてます。オリーブというのは１

種類では育たないんです。普通は雄と雌がありまして，同じ木だっ

たら実が付くんですが，人間と同じで違う人同士が結婚してできる

実なんです。それもあって，神戸はウェディングシティにもなって

おります。この北野町は，パリのモンマルトルと姉妹都市になって

おりまして，８年前から丘同士で姉妹提携しております。そういう

こともありまして，オリーブをこのまちのシンボルとしていこうと

思っています。

　北野町には，60 の人種，いろいろな国の人が住んでいます。そ

して 18 ～ 19 の宗教施設があるんですね。普通，国と国というの

は，１つの国同士でも戦いになるのに北野町というのは，イスラム

もあれば仏教もカトリックもありますが宗教戦争は起こりません。

みんな仲良く暮らしておりますので，これほど異文化と日本の文化

が融合したところはないと思います。特に外国人の方には，オリー

ブということで凄く協賛していただきまして，北野町にはミシュラ

ンに載っている１つ星から３つ星までのレストランが 20 件程ある

んです。そこでもオリーブオイルを使った料理をしていこうとコラ

ボしてますので，今日のテーマの“人・まち・食文化”全部がつな

がったまちでございます。

　今，北野町にはバラバラの看板が多いです。看板を出してはいけ

ない道に看板が出ますので，空中を使って何屋さんか一目瞭然でわ

かるような，おしゃれな看板を付けようというプロジェクトを今年

から組んでいます。ちょっと見て頂いたら，あれは香水屋さん，こ

れはカフェかなとか。枝のところにみなオリーブをあしらった共通

のものにして，いろいろな方にデザインを募集し，どのようなもの

がいいかアイディアをいただくようにしたいと思っています。

　そして居留地からの宣伝でございますが，居留地が 16 日に 30 周

年を迎えますので，こういうイベントがあるということを皆さんに

お知らせするものです。ありがとうございました。

〔丸藤〕

　ありがとうございました。神戸とオリーブというのは，全然結び

ついてなかったんですが，神戸の人たちにとっては昔から馴染みの

あるものだったんですか。

〔浅木〕

　中西先生に講演していただいて，初めてそれを知ったという方が

随分いらっしゃいました。私たちの地域に大きなオリーブ畑があっ

て，それが輸出されていたということは，知っていましたが，それ

ほど大きなものが，ここの土地にというのを断定し，発表していた

だいたのは今年初めてだったんです。

〔丸藤〕

　もともと地域にあったものをまさに再発見という感じで素晴らし

いですね。

〔浅木〕

　歴史的な地域なので，皆さん観光地のように感じている方が多い

かもしれないですが，元々は住宅地で，開港のときに開発が遅れて

仕事場として残った居留地に住まれる方は，みな北野の山から山手
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のほうに雑居地として住まれたんですね。日本に来てスパゲティが

欲しいとなったときに，菜種油ぐらいしかなかったんではないかと

思うんです。外国人たちが，オリーブオイルを使いたいということ

で苗を植えてオリーブ園としてできたんです。

〔丸藤〕

　開港と密接に結びついて凄いですね。また後で詳しい話聞かせて

ください。

　それでは，次に長崎市，大浦青年会さんの桐野耕一さんよろしく

お願いいたします。

　　長崎市
　　大浦青年会　桐野 耕一氏 （以下，〔桐野〕）
　今日は長崎が今取り組んでいる新しい事例をお話ししたいと思います。昨年，新潟大会の際に長崎の“ま

ちぶらプロジェクト”という話をさせていただきました。長崎は数年後に長崎県庁が長崎駅周辺に移転する

という問題と，長崎に新幹線が入ってくるということで，駅の再開発が始まっているんですね。それによっ

て本来長崎を支えていたまちなかの賑わいが薄れていく。事前に何か手を打っておかないとということで，

自分たちの長崎の軸である町の特性を活かしながら，それぞれのエリアにあるまちをつないでいくという事

業を昨年は紹介させていただきました。次の年にあたる今年度は何をやっているのかという話をしたいと思

います。

　これは“まち活かし・人活かし”ということで，“さるく”の時から標語のようになっているんですが，ご

覧になってわかるように市場を中心としている“新大工”という地区。“丸山・中島川”には和を中心とした

町家がたくさん残っているんですね。そして，いわゆる長崎の繁華街という“浜町・銅座”。そして，スバル

で有名な中華街は“新地”地区。そして私が住んでおります“山手”ですね。こういうまちの特色が歩いて

2.7 キロの中にずらりと並んでいるんです。そこで，その特色を活かして何かをやろうということが昨年の話

題だった訳です。

　そこで長崎ではシンプルなんですが，そのまちの特色を花で表そうということを考えました。例えば，実

際にもう始まっているんですが，居留地の山手地区はバラチャレン

ジ事業というのをやっております。今映っていますが，山手の洋館

やいろいろな景観を活かしながら居留地に何が似合うのかというこ

とを考えました。ただ漠然とですが，日本最古のバラ“モッコウバラ”

がグラバー園の中のオルト邸というところにあります。居留地のイ

メージはバラだという意見が多く，居留地域に入ってきたら「バラ

がたくさんあるよね。」そんなイメージのまちを作ろうということ

になりました。いわゆる観光地ですから，もともと花を植えていた

のですが，特に意識してバラを植えようということになった訳です。

一方的に行政がそれをやりましょうというのでは，まちづくりにな

りません。何をやっているかというと，地域の人が自分たちでバラ

を育てる。そして洋館や見られる所だけではなく，自分たちの家庭

の中に持ち帰ってバラを育てる。まさに“バラチャレンジ事業”と

いうのを始めたんですね。

　春先の話ですが，それぞれの苗をいただいて，コツコツと自分た

ちでかわいいバラを育てる。今年は３月９日にバラの育て方教室を

やりましたが，たくさんの人が集まりまして，皆さんに協力してい

ただいてます。今，少しずつですが私たちが住んでいる山手の洋館

にもバラが植えられ，殺風景なところもあったんですが，非常に彩

りがよく少しずつバラが咲き始めています。夏場，このように花も

少なかったんですが準備が進められている様子です。これは，山手

に住む人やそのまちに住む人たちが，自分たちで持ち帰り育てたバ

ラを写真に撮り，事務局に送ってもらったものを，“バラ通信”と

して皆さんにお知らせしたり“バラ新聞”というのを発行したりし

ているんですね。ということで今年度の“居留地地区・山手地区”

はバラづくりでいく。私たちの隣のまち“新地”中華街では，「“新地”

中華街にあう花がなんなのか？」「牡丹でいこうか。」とか，「ある

いはまちなかの賑わいのためにこういう花でいこう。」とか。“中島”

の周辺は紫陽花祭りで大変賑うんですが，紫陽花は長崎の市花でも
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あります。紫陽花で彩るまちを更に強化して，まちの人たちがそれ

ぞれの家庭でも紫陽花を育てていくという感じです。このように，

エリアごとにまちの特色を花で表すというチャレンジ事業が長崎で

は始まっています。

　それと，ワークショップできれいなトイレを作ろうと。トイレチャ

レンジと書いてますが，いろいろなワークショップもしながら，現

実に皆さんの思いのこもったお手洗いが出来たんですね。障がい者

の方々やお子さんに配慮し，景観的・美的・環境的にもいいお手洗

いが出来ました。本当にきれいなんです。使い易いお手洗いでおも

てなしということでチャレンジしている事業です。

　長崎では，昨年に引き続きエリアの特性を活かしてまちをつな

ぎ，未来を創出していくということで，市民と業者が一体となり事

業に取り組んでいるということです。

〔丸藤〕

　ありがとうございました。地域の方が凄く参加されているという

ことですね。地域の方が参加する，人を集めるというのは難しい気

がするんですが，長崎の場合どのような声がけをしてどのような方

が集まっているという感じですか。

〔桐野〕

　長い月日がかかることなんですが，人に集まってもらうには，各

地区でお祭りがあったりイベントがあったり，いろいろなことがあ

りますよね。地域のコミュニティーをそういったイベントやお祭り

によって結んでいく。顔が見えていますから「こういうことをやる

んでお願いします。」ということでネットワークは作りやすくなる

んですね。単発で「バラをやるから来てください。」では人は集ま

りません。他のことで人を集める手段を取ってるということです

ね。

〔丸藤〕

　ずっとやってきたことのつながりが活かされているということで

すね。どうもありがとうございます。

　次は，新潟市，ＮＩＩＧＡＴＡ光のページェント実行委員会の肥田野正明さん，よろしくお願いします。

　　新潟市
　　ＮＩＩＧＡＴＡ光のページェント実行委員会　肥田野 正明氏 （以下，〔肥田野〕）
　私は，この会議自体に入ってまだ３日くらいなんです。まだまちづくりというものを熟知してない部分が

多々あるかも知れませんが，新たな取り組みということで２つのキーワードの中から私なりに試行錯誤して

作ってみました。

　私どもの新たな取り組みということで，今回は光をテーマに持ってきてみました。今年で 26 年目となる

“ＮＩＩＧＡＴＡ光のページェント”といいまして，通りのケヤキをライトアップして飾る事業です。これを

通じて，まちづくりが人づくりにつながっていくというところを見ていただきたいなと思います。

　これが元祖，光の景観ということで今お話しさせてもらいました光のページェントでございます。この事

業テーマは“子供たちに夢を，冬の新潟を明るく”です。こちらの函館さんもそうですが，冬になると新潟

も結構雪が降ります。それでやっぱりちょと暗い。小学生も暗い通りを歩く。そういう夜道を明るくしたい。

　あと，新幹線で帰ってきたときに最終が 11 時くらいなんですが，12 時くらいまではライトアップしてお

こうと。帰ってきた時に，ちょっとほっこりした気持ちになってもらえたらなということでです。そんなこ

とでやり続けてもう 26 年経ちました。

　その時には，こういう事業テーマをあげていたんですが，そこか

ら発展していきまして，今申し上げましたこの景観が，市民や地域

を作る人たちへと変化してきているなと実感して分かるようになっ

てきました。と言いますのは，今まで小学校に「参加してくださ

い。なにかやってみませんか。」という投げかけをしていたんです

が，今では小学校からいろいろ企画があがってきます。そういった

部分で非常に自主的な形になってきたのかなと。

　それと，地域住民・商店街・企業が社会貢献できる場にもなって

いるということです。背景には近年のＣＳＲの推進もありますが，
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昔と違ってこちらから声をかけなくても集まってくるという状況が

作られております。

　そして，これが今年で４年目なんですが，バックが新潟駅でござ

います。私たち健常者だけでなくて，障がい者もまちづくりに参加

しています。このキャンドルは，約 3,000 個あるんですがこのキャ

ンドルを障がい者が作っています。そこに企業が協賛し，キャンド

ルにロゴマークをつけてＰＲする。今まで紙面・テレビ・新聞など

一瞬しかＰＲ出来なかったものも，「お父さんの会社が載ってた

ね。」というように具体的にＰＲできるところがウィンウィンの関係，

時間を共有できる場を作っている。景観が成り立っているという事

でございます。

　そして次ですが，今度は常設の景観という部分ではなく，人が引っ

張る景観に焦点を当ててみました。それは“人が作り出す景観！そ

れは世界にまで！鯛車復活プロジェクト”。なぜこの西浦地区でやる

かというと，江戸末期から昭和の中頃まで，お盆になると子供たち

が鯛車を引っ張って墓参りに行ってたという文化があったんですが，

時代とともにこのようは文化がなくなってしまった。そして，近年

それを復活させたプロデューサーは「これを小さいときに引っ張っ

ていたんだけど，引っ張っていた写真がたまたま出てきた。これを

もう一回興したい。自分たちの子供の世代に伝えたい。」という思い

から始めました。この１人の学生プロデューサーの研究から始まっ

たものが，世界にまで及んでしまったという内容なんです。

　2009年に地元で引っ張るということになり「この景観を東京に持っ

ていこうよ。」と表参道歩きというのをやりました。それが大成功し

まして，2011 年にティファニー財団賞を受賞しました。

　そこからさらに発展し，2013 年はファッションブランドのビーム

スで１体１万５千円で販売し，すぐにソールドアウトしてしまうと

いう状況でした。そして 2013 年今年の夏です。六本木ヒルズ下の写

真になりますが，子供から大人，異国の人，いろいろな人が引っ張っ

て六本木ヒルズを１周。そんな形で注目を浴びＰＲできました。　

　2013 年８月，今度はアメリカのガルベストン市というところから

依頼がきまして「この景観を世界に持っていくぞ。」と。

　そして今は，ガルベストン市もそうですが，ニューヨークのアー

ティストも学びにきています。そういう活動が地元に戻ると，まち

の子供からお年寄りまで共通のキーワード“鯛車商店街”という名

前が生まれました。のちに商店街も今お話しさせてもらいましたよ

うに変わりました。都市の景観の残存しているものをリノベーショ

ンし，そして世界に羽ばたいている。鯛車だけではなく，みんなで

何かをやる行為が大きな力になってきております。

　そして最後に，光のテーマ３つを私なりにまとめてみました。１

つ目，光のページェントは子供の未来の為に。２つ目，福祉の世界

も取り入れようと全ての人たちの未来の為に。そして３つ目，鯛車

は地区の未来の為に。

　まちづくりを考えると人と人との間にいつも共感というつながり

が存在する。私も光のページェントに関わって 20年くらい経つんで

すが，昔は「何とか参加してください。できれば来てください。」と，

どちらかというと共感というよりも共同しませんかという声掛けで

した。そういう義務感が今は存在せず，「自分たちがやりたい。自分

たちが表現したい。」という共感に変わった。そういった部分が実感

として非常にあります。

　そして改めて景観づくりは，みなさんもお話しありましたけれども，人という部分があります。

　最後に今回の楽しみながらという部分ですが，この大会テーマそのものが楽しいということだと改めて気

づかせられました。早口ですいませんが，発表を終わらせていただきます。

〔丸藤〕

　どうもありがとうございます。いろいろお聞きしたいことがあるんですが，特にＣＳＲや社会貢献に非常
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に関心がありまして，障がい者の方と積極的に一緒に，まさに共感ということにつなげてるということで，

そういった方をイベントに取りこんでいくことで地域が変わったといういような具体的な変化は何かありま

したか。

〔肥田野〕

　新潟駅の前でやったということが非常に大きく，今まで福祉の関係だと，細々とバザーやフリーマーケッ

トのような感じでやっていたんです。それを表にもっていくということはどうなのかと私たちも躊躇したん

ですが，駅前にもっていったことが巧を奏したようで，新潟駅の１日乗車率は３万７千人あるものですから，

広告を打たなくても人が通る。その人たちがＳＮＳやラジオ・テレビなどで広げ，共感してくれた。そうい

う人たちも一緒にまちづくりを行えたというのが非常に大きかったなということです。

〔丸藤〕

　ありがとうございました。

　それでは最後に函館市，函館の歴史的風土を守る会の清野恒夫さんよろしくお願いします。

　　函館市
　　函館の歴史的風土を守る会　清野 恒夫氏 （以下，〔清野〕）
　私は函館の歴史的風土を守る会という，通称“歴風会”に所属しておりますが，この会は現在 36年目を迎

えます。一市民団体の運動が 36年間続いているというのはなかなか素晴らしい事だと思います。長く続いて

いる原因は何かというと，楽しいんです。私は楽しいなと思って 36 年間過ごしてまいりました。

　何が楽しいかというと，この先に元町公園があります。その公園に北海道開拓庁がありました。北海道開

拓庁は正式には札幌にあるんですが，函館にその前身が残っております。明治 40年にその建物のある場所一

帯全部燃えました。本当に２・３件しか残っておらず，全部燃えたので，この辺の建物はほとんどが明治 41

年から大正初期にかけてできた建物になります。ここもたぶんそうだと思います。そこにある古い木造の建

物ですが，大変素晴らしい建物で今も残っています。それを札幌に移転させるということに決まりました。

決定したものを覆すのはなかなか大変でしたが，なんとか覆り，残りました。それが歴風会の最初です。　

その時に立ち上がったのが大学の教授たちでした。北海道大学・北海道教育大学・函館大学の教授たちが，「残

すべきだ。」ということで立ち上がり，大きながきっかけになりました。そして，歴風会自体は残り，さていっ

たい何をどうやってこのまちづくりに参加をすべきかといろいろ論議をしたり悩んだりしました。若者がい

る訳ではございません。新しい会員はほとんど中高年です。しかしながら細々と続いています。当時１万く

らいの会員があったんですが，今では 80人くらいです。それでも 80人くらいという大所帯で頑張っています。

　何をやっているかというと，“歴風文化賞”というのを作っております。“歴風文化賞”というのは，古建築，

つまり保存建築・再生保存・原風景，それから個人的に何か特別にまち並みに貢献した人・団体，さらに特

殊な例ですが３件ほど特別賞というのがありまして，賞状だけ差し上げるという。皆さん「ありがたい。」

と言って受け取ってくれます。我々も「私たちはお金は一切はあげませんけれども，本当に苦労しながら保

存していただいて町の為にありがとうございます。」と感謝状を差し上げています。現在の数は保存建築が74件，

再生保存が 32件，個人は５名，特別賞４名，原風景は 35。35も景色を探すのは結構大変なんですが，これは，

函館のまち並みの保存すべき景色だということで 35あります。そういった函館の代表するような景色も表

彰の対象にしております。

　このように歴風会が楽しいということがわかってきたかと思います。それで夜な夜なカフェバーに集まり

まして，「次なにする。」や「なんか面白いことないか。」，「そうしたら連絡船残すべや。」，「え連絡船って残

るの。」，「まあやってみようか。」と青森と協力し，青森も函館も残すということをやりました。最近赤字で

残した方もだいぶ困ってますが取りあえず残っています。その次に「古い電車あるみたいだから電車を走ら

せようか。」と言う人がいました。古い電車とは何かというと“ササラ電車”といって前のほうにブラシがつ

いた電車で冬に走ります。雪を全部飛ばします。それを人が乗れる客車に改造しました。この費用が 3,000

万かかったんです。我々頑張りましたが 500 万しか集まりませんでした。後 2,500 万どうしたかというと市

に泣きつきました。行政に刃向かった割には「何とかお願いしますと。」と。「いい。わかった。」と市から

70 周年記念に 3,000 万出していただきました。どうぞ明日から

乗ってください。ほんと小さいめんこい電車が走っています。あ

れが我々が作った“ちんちん電車”でございます。

　それらが私たちの活動であります。結論を言うと楽しい。そし

て今人口は 28 万です。いろんな活動をすると集まってくる人間

がほとんど同じで，我々は金太郎飴と言っております。同じなが

ら，あの人は向こうで，この人はこっちで活動する。そこにまた

活動する人が集まってくるということで，人と人がつながって続

いています。今日もたくさん我々の仲間が来ていますが，それは

本当に歴風会が出来てからずっと続いている仲間です。本当に人
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と人がつながると面白いまち，楽しいまちになるということで歴風会がいまだに細々と続いていることをお

知らせ申し上げて函館からのメッセージといたします。ありがとうございました。

〔丸藤〕

　ありがとうございました。質問したいところですが，遠隔地から来た方にもたくさんお話をしていただき

たいので清野さんには今度直接お伺いします。

　先ほど清野さんは凄く「楽しい。」と言われていたのですが，他の４つのまちから来られた方で，例えばま

ちを楽しむ時に「こういうところをポイントにすると楽しいよ。」とか，「こうゆう見方すると楽しいよ。」と

いうことが何かありましたら是非お聞きしたいんですが。

〔桐野〕　

　長崎の場合は，みなさんご存知のように７年前の 2006 年に“さるく博”というまち歩きの博覧会があった

んです。その時に自分たちのまちがどんなまちなのかということを市民がよくわかったんですね。まちを知

れば，まちに愛着がでるんです。これは特性なんですが，例えば，自分のまちを知ると，まちが自分たちの

ものになる。皆様の地区は観光地としても有名でいろんな人たちがやってくるんです。そういう観光地に住

んでいる人たちは意外とまちは観光客のものだと思っていることが多いんですね。実際には，まちを知ると，

まちは自分たちのものだということを再認識をする。その効果によって自分たちのまちで何を楽しむか，あ

るいはまちのことを知ったらそれに見合うことを考え始めるのです。そういうステージとしてまちをとらえ

始めるといろいろなイベントなどを仕掛けていくのに非常に役に立つ。そいったことを経験上考えることが

多いですね。

〔丸藤〕

　ありがとうございます。どのまちにも楽しいことがたくさんあると思いますし，いろいろな活動をされて

いると思います。

　そこで中島先生にお聞きしたいんですが，せっかく活動や楽しさがあっても，今日のテーマの１つである

“つなげる”だとか“共感”そういうものができないとまちは良くならないと思うんです。そういう意味で中

島先生が取り組んでいる活動やそれに近いものがあると思うんですが，今のいろいろな話を聞いての感想も

含めて，そのつなげ方などお話ししていただければなと思います。

　　公立はこだて未来大学　学長　中島 秀之氏 （以下，〔中島〕）
　先ほどから伺っていて，開港都市ということでいうと海外からの人というか，神戸でいうと異人さんです

かね。そういうのが１つのキーかなと思ってたんですね。

　今のつながりということで，長崎は自分たちのまちということをおっしゃった。「自分たちって誰だ？」っ

て気がしてきているんです。それは，私も函館生まれではないので函館に来て“よそ者”というか「最初の

うちはおとなしくしてようかな。」とお客さん気分のような遠慮があったんです。10年いると先ほどの金太郎

飴と同じで，私が会うのは，日銀の函館支局長だとか新聞社の支局長とか，みんな“よそ者”だったんです。

それで，その時から思っていたのは，実は“よそ”の方が函館をよく知っていて，生まれた人が意外と知らない。

そういうことを考えているうちに思い当たったのは“自分たち”とか“よそ者”と思っているのがいけない

んだろうかと。開港都市の１番のメリットはいろんな人が来て，いわゆるその人たちが仲間だということだ

と思うんです。ですから，そういうつながりも外からの人をいかにして取り込むか，あるいは外からの人が

いかにして自由に発言できるかというような目で見ていく。ある意味，最初に日本で海外と混ざったところ

ですから，混ぜるんだという仕組みをもっと作っていく。函館の人は，外からきた人に函館のよさを伝え合

うということがあんまりないですが，何かそういうのがいいかと思っています。

〔丸藤〕

　どうもありがとうございます。会場の方で何か聞きたいという方いらっしゃいますか。

　　会場からの質問
〔函館市〕

　お聞きしたいのですが，皆さんのまちでいろいろな事業を行う時にその事業の主体というのは，助成金を

使っているのか，あるいは自分たちの会費でやっているのかを聞きたいということ。それとまちの中に入っ

て活動しているときに実感することなんですが，函館の場合，まちづくりというものを自分たちの手でやっ

ていなかったという経緯があるんです。まちを作っているのは行政の人たちで「自分たちのまちをどのよう

にしようか。」と先に手をだしてしまうんですね。いざ行政がまちに手当出来なくなった瞬間にＮＰＯが入っ

ていくと市が「どこの人ですか？」と聞くんです。基本的にまちの中に入っていって継続するためにやろう

と思っているけれども，引きあげた瞬間に続いてない状況があったので，他のまちの人たちはまちの中に入っ

て事業をやって，それが違う形で継続されているのかということをお聞きしたいなと思います。

〔浅木〕

　私たちの会は，異人館基金という形で震災のあと募金をしまして今も継続してますが，ある程度まとまっ
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たお金がございます。それをいかに北野町の異人館，そして住環境，そういうものに使っていくかというこ

とをプロジェクトを組んで作っております。それと神戸市からは，今回から商業地区に関する補助金が出ま

すので，わずかなんですが，それも少し使い一部プロジェクトを組んでいくということです。

　ただ，オリーブに関しては，住んでいる住民の人や商業者の人が自分たちの手で小さな苗から大きく育て

るということで，先ほど長崎さんもバラのお話でおっしゃってましたが，住民と一緒になって育て，育んで

いくということをしております。

〔嶋田〕

　私が属しているのはＮＰＯで，ＮＰＯの中では自分のところで自前で全部やっているいうことですが，今

日ご紹介した事業の大変多くは行政のお金が基本に流れていると考えていいです。

〔桐野〕

　今，嶋田さんがおっしゃったように大きなプロジェクトになれば行政予算になると思うんです。自分たち

の限られたエリアの中で何か継続したイベントをやるというときは，基本的に行政の予算は当てにしないと

いうことですね。寄付金や協替金ということもありますが，それも含めてどうやってお金を生み出すかを考

えていることが多いです。実質的にたくさんの潤沢な資金がある中で，活動するということはあまりないです。

〔肥田野〕

　事業イベントですと，補助金だったり自前でやっているところだとか，いろいろなパターンがあると思い

ます。新潟市では今まで行政から共同事業や委託事業といったものがあったと思うんですが，今年から行政

の予算で市民主導をやるという新しいスタイルを始めました。それは，行政がまったく監査しないという訳

でなくて，監査役としてその組織上のピラミッドには入らない。あくまで事務局としてやるという形。日本

で始めているところがあるかどうか，私もわからないですが，そんな形のスタイルを取り始めてます。

〔丸藤〕

　ありがとうございます。今の答えでよろしいでしょうか。もう１問くらい質問があればお受けしたいと思

います。

〔神戸市〕

　昨年，新潟大会に行き，１番印象に残りましたのが鯛車のまちを訪れてなんですが，もう本当に見てびっ

くりだったんです。それぞれ，子供さんが自分の作品を作るというということで，展示しているところを見

せていただいたんですが，日本の非常にすぐれた庶民の工芸の文化ではないかなと思いました。外国でも取

り上げられるということは，そういうことだと思うんですね。ただ，日本の中では東京の表参道やビームス

でということでしたので，せっかくこの５都市がつながっておりますので，そういう素敵な工芸的な交流も

できればありがたいなと思ってます。

　浅木会長とはそういう話はしておりませんし，大変時間がかかるものだと思いますが，北野のほうにもそ

ういう講習会のようなことを是非お願いしていきたいなと思います。子供たちも夏の風物詩としてとても喜

ぶと思うんですね。日本の中で子供たちが日本の工芸という文化に触れたり，庶民もそういう活動の機会が

非常に少なくなっていますので，是非相談にのっていただきたいなと思います。

〔肥田野〕

　ありがとうございました。担当の者に伝えておきます。各地に鯛車はあるんです。青森の方だと鯛車では

なくて金魚ねぶたがあるんですが，日本海側の方にあるんですね。一説によると北前船の航路でそういった

つながりがあったのではないかと聞いておりました。ですから，そういった部分がつながって日本の中だけ

ではなく，伝統工芸を守って発信するとクールジャパン的な日本の政府事業なんかにもいけるのかなと。例

えばアニメやポップスだったり。そんな絡みでもいけるんじゃないかなと個人的には思っています。先ほど

アメリカのガルベストンを紹介させてもらいましたが，“鯛車を復活させたい”というキーワードに向こう

の方々は好意を示したということを言っていました。物自体でではなくて，そのストーリーの部分も興味が

あったと聞いてます。

〔丸藤〕

　まだまだお話しをお伺いしたいんですが，時間が経っておりまして，私も拙い進行で大変申し訳ないんで

すが，“共感”“復活”，肥田野さんからは今“ストーリー”といういろいろなキーワードがでましたし，オ

リーブの話のように全然知らなかった話が聞けて凄く良かったです。おそらく私たちがまだ知らない，でも

開港や港町ということで共通点を探せば，単に「情報共有しましょう。」とか「仲良くしましょう。」という

だけではなく，具体的に「これが実は共通点だったね。」というものが，まだまだあって，それを軸にもっ

と仲良しになれるんじゃないかなと思ってます。

　最後に参加された方から感想でも，思いでもいいので，発表していただいた順でお話しいただければと思

います。

〔嶋田〕

　今日は多くの方にご参加いただいて，その中でお話しができて，言い残したことは，開港５都市はどこも

非常に自由な風が吹くところという，そんな気がします。他都市からいらして横浜に住んだある女性の議員
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さんが「私は故郷にいたら議員にはならなかった。なれなかった。なろうともしなかった。」と。その横浜と

いう都市は他の４都市にも共通すると思います。非常に人々が自由に自分の意見，行動を表わすことができ

るそうゆう町ではないかと思います。以上です。

〔浅木〕

　小さな島国の日本ですが，この開港５都市は海につながって全部手をつないでおります。今度いろいろな

形で鯛車もそうですし，バラも研究したいと思いますし，光もみんないろいろなものをいただいて一緒に交

流していきたいと思います。北野町は全部の電柱を地中化にしましたので，中島先生のイカ型ロボットが 20

ｍでもＯＫです。来年のインフィオラータ北野坂は５月ですので是非参加してください。よかったらイカー

ル星人もお越しください。お待ちしております。

〔桐野〕

　開港５都市に参加して十数年になりまして，いろんな顔見知りの方もたくさんできました。その中で今回

はつなげるという話でしたが，お互いにそれぞれの活動の中で，数か月前にはうちのＮＰＯの事務局長が嶋

田さんにお世話になってガイドのご案内していただきました。今回私どもは帰ってすぐに長崎居留地まつり

を行うのですが，居留地まつりの中で神戸から山畑さんという方をお招きしてまちづくりのシンポジウムを

するんです。新潟市さんとも個人的に大変親しい方がたくさん増えました。函館も１度ＮＰＯでまち歩きの

手伝いをさせていただいたり，本当にご縁があることが増え，非常につながりが深くなってきたなと思って

おります。また，何かキーワードを１つ揃えながら一緒に楽しんでいけたらいいなと思っています。

〔肥田野〕

　貴重な時間本当にありがとうございました。今日で私は３日目なんですが，話を最初に戻すと１日目は，

フランス文化交流で横浜市さんに行きなさいと言われ，ほとんどワインの味しか覚えていません。そして２

日目には，普通の会議。３日目の今日がここ函館です。午前中は地ビールやどんぶりものいただきました。

　若い人たちにまちづくりというものをつなげていかなければ駄目だと非常に実感しております。皆さんと

こういう時間を共有することで，自分たちのまちに持ち帰ることができますし，私達新潟のことも伝えるこ

とができるのかなと思っていますのでこれから頑張ってまいります。ありがとうございました。

〔清野〕

　今つけているバッチは，2004 年のルミナリエのバッチです。神戸淡路大震災の年に開港５都市を１年延ば

しました。代表者会議だけやりました。その時の記念バッチです。止めようかという声もちらほら聞えるよ

うですが止めないでずっと続けましょう。

〔中島〕

　先ほど嶋田さんが自由ということをおっしゃって，それから浅木さんはイカール星人を北野でと。少し函

館というのにとらわれていたような気がするので，これから他へ持っていくというのも含めて考えたいなと

思ってます。１つだけ言い忘れていたことがありまして，最後に言わせていただきたいんですが，最初に私

は兵庫県西宮の生まれと言いました。近くにいっぱい酒蔵があるところで，戦後駄目になり一度潰れたんで

すが震災後に復興のため今の美味しい酒を作り始めた。実家に帰ると近くの酒屋に行って買ってくるんです

が，函館には地酒造りの蔵がないです。これだけ食材が豊かで海のものがあるのに地酒がないのはいけない

と思い，最近地酒を作ろうと言い始めました。誰かがスポンサーになってくれないと困るんですが，大学は

多分ＩＴによる酒造りということで，技術協力はできると思うのでやりたいなと思っています。そういうこ

とでもまた神戸などに提携できればいいなと思う次第です。もちろん新潟も良いお酒いっぱいありますから

よろしくお願いします。

〔丸藤〕

　どうもありがとうございました。もう終りになりますが，それぞれの皆さんのまちに行ったの何年前ぐら

い前かと今思い返していたんです。横浜市さんは去年仕事で行きました。神戸市さんは５・６年前になります。

申し訳ないですが，長崎市さんはまだ行った事がないんです。新潟市さんも十何年かくらい前なんですね。

皆さんの前で誓えるかわかりませんが，年内は難しいでしょうけれども，来年は少し時間の余裕ができそう

なので，１年くらいかけ皆さんのまちにお邪魔したいと思います。その時は暖かく迎え入れていただければ

と思いますので，よろしくお願いいたします。

　拙い司会で申し訳なかったんですが，丁度時間となりました。

　これで，「新たなまちの魅力～楽しいがひととまちをつなげる」と

いうことで開港５都市の皆さんお集まりいただいての対談を終わら

せていただきます。

　本日はどうもありがとうございました。
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会　　　場　　五島軒本店　王朝の間

進　　　行　　函館市西部地域振興協議会　柳谷 一美

次　第
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　　　　　　　　総料理長　佐々木 政則

　スピーチ　　　開港５都市景観まちづくり会議函館大会実行委員会

　　　　　　　　アドバイザー　深谷 宏治

　参加者へのプレゼント　イカの折り紙セット

　アトラクション　ヴィヴァーチェはこだて

　各都市参加者紹介・挨拶

　　　　　　　　横浜市　　関内まちづくり振興会　　　　宮川 眞壽美

　　　　　　　　神戸市　　美しい街岡本協議会　　　　　橋谷 惟子

　　　　　　　　長崎市　　深掘地区まちづくり協議会　　 西   清

　　　　　　　　新潟市　　協同組合新潟あきんど塾　　　本間 龍夫

　合　　唱　　　ウェルカム港町

　乾　　杯　　　開港５都市景観まちづくり会議函館大会実行委員会

　　　　　　　　副実行委員長　渡辺 譲治
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　ホテルネッツ函館の会議室に集合。

　オリエンテーションの後にはこだて外国人居留地研究会の清水さんから鎖
国時代からの函館とキリスト教の布教，長崎との関わりについてなど江戸時

代の絵図を用いた事例発表がありました。

　その後のテーブルトークでは，各都市の歴史研究や新たな魅力の発見な
どの活動状況について以下のような意見交換があり，５都市の歴史的繋が
りを再確認いたしました。
・横浜市：“ウェディングのまち”としての雰囲気づくりの取り組み
・神戸市：開港都市としての異文化の影響とその特徴（市民気質，文化など）
・長崎市：唐人屋敷と長崎くんちの蛇踊りについて
・新潟市：2019 年の開港 150 周年記念事業に向けた取り組み
・函館市：メルメ・カションについて， 五稜郭を世界遺産に・・の取り組み，
　　　　  フィリップ・グロード神父と野外劇についてなど

　その後，２班に分かれ，通りに設置してあるパブリックアートを見ていた
だきながら，視察先へ向かいます。

開港と文化とまちなみ　

　・事例発表　　　 「はこだてに住んだ外国人とキリスト教」
　・テーブルトーク　「最近の歴史研究から～新たな魅力発見～」

　函館の歴史的な町並みは，開港とともに受け入れた多くの異なる宗教施設が，現在も狭い地域に互

いに尊重しあいながら存在していることが特徴のひとつといえる。

　この特徴的な町並み形成の歴史を外国人居留地研究から紐解き，現在の町並みを検証する。

　さらに，それぞれの宗教施設に伝えられた文化と，現在も伝え残そうと努力している人々に触れる。
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　2010 年に復元された箱館奉行所では，奉行所スタッフの詳細な説明をい
ただきながら施設内外を見学しました。

　昼食後，今年開業 10 0 周年を迎えた市電に乗車し，車内では沿道の地
域の歴史などについての説明を受けながら西部地区へ移動しました。
　途中，函館で一番新しい全バリアフリーの電車とすれ 違い，古いものと
新しいものとを比較することができたと大変喜んでいただきました。

　カトリック元町教会では，信者の方の教会の歴史の説明と心洗われ るよ
うな聖歌の合唱でのおもてなしを受けました。

　次に日本基督教団函館教会では，松本神父様から教会の説明，パイプ
オルガンの演奏，そして参加者全員による聖歌の合唱と , とても感動的な
時間を過ごしました。

　最後に，大河ドラマで注目された新島襄の足跡を巡り，新たな史実など
について，コーディネーターから説明をいただきました。
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食とまちの個性（みりょく）　
　・事例発表　　　 「北斗市の食文化について」
                   「御手作場から七重官園へ～箱館港開港後のななえ～」

　・テーブルトーク　「わがまちの食文化を語りつくせ」

　近郊の豊かな食材に恵まれた函館の地。その食の歴史は開港と開墾とともに，厳しい北の大地の自

然に向き合って研究を重ねてきた歴史でもある。

　歴史を紐解きながら都市と近郊の食の関係と，今なお引き継がれる「農」へのチャレンジ精神（た

ましい）に触れる。

　集合場所は，函館駅。バスに乗車し車内でのオリエンテーションの後，
若手醸造家ご夫婦が経営するシティ・ワイナリー「農楽蔵」の紹介を兼ね
て元町エリアを経由し北斗市へ向かいました。

　移動中の車内では，北斗市職員のお二人から事例発表として北斗市の概
要と特産品や食文化について説明いただきました。

　最初の視察先，トラピスト修道院では，普段は信者の方以外入ることの
できない施設内を見学し，高橋神父様から教会の歴史と酪農の取り組みな
どについて説明をいただきました。
　さらに宮本修道士のパイプオルガン演奏と予想外のおもてなしに感動の
時間を過ごしました。

　次の視察先は，修道院のすぐそばにある男爵資料館。
　館のスタッフから男爵芋の生みの親である土佐出身の川田龍吉男爵の生
い立ちや北海道農業の近代化への取り組みなど説明をいただきながら施設
内を見学しました。 　昼食では，男爵資料館敷地内にあるレストランで男爵
芋のアレンジ料理や北斗市の海の幸などを堪能した後，次の視察先へ向か
います。
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　移動中の車内では，七飯町の職員から事例発表として，箱館港開港と七
重（現：七飯町）の農業の始まりである七重官園の歴史と七飯町の重要な
農産物である果樹園との関わりを説明いただきました。

　次の視察先，みやご果樹園では，オーナーの宮後さんから七飯町のりん
ご栽培を中心とした果樹栽培の特徴などの説明をいただき園内を見学した
後，園内で栽培された桃が提供され，オーナーの心づくしのおもてなしに
感動しました。

　休憩場所の昆布館を経由し，次の視察先山田農場へ向かいます。

　山田農場では，理想のチーズ作りを目指して七飯町の地に移住したご夫
婦から農場を自ら手作業で開墾したことや山羊を中心とした動物の飼育，
自然とともにある体に優しいチーズづくりについて説明をいただき，場内を
視察しました。

　最後は，七飯町営の城岱牧場を経由し展望台で記念撮影。
　帰路の車中では，テーブルトークとして，わがまちの食文化をテーマに
それぞれの都市の食の個性を語り合いました。
・横浜市：ビール（水がきれいでビール発祥の地となった）
・神戸市：ラムネ（レモネード転じたラムネ発祥の地）・神戸ビーフ
・長崎市：中華料理・少々甘めの調理法
・新潟市：洋梨“ルレクチェ”・里芋の郷土料理
・函館市：くじら汁など
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地域に広めるデザイン力　

　・事例発表　　　 「学生と市民の協創」

　・ワークショップ　 「まちの宝物　～視点を変えて見えるもの～」

　開港とともに伝えられた異文化を優れた創造性で独自の文化へと昇華させた開港都市。

　大学の研究室や学生が持つ新たな創造力（デザイン力）がまちに広まることで，地域の新たな魅力

を創り上げる

　メイン会場の大黒湯は，銭湯としての役割を終えた後，現在は未来大学
の研究室の活動の“基地”として活用されている建物です。

　集合後のオリエンテーションの後，未来大学の岡本教授から未来大学の
取り組みなどについての事例発表と同大学の原田教授から本日のワークョッ
プの活動内容について説明がありました。

　その後，未来大学生をリーダーとする 8 班のグループを編成し，視察先
へ出発。

　視察先のひとつ常盤坂の家では，オーナーの富樫さんから和洋折衷の古
民家を使われていた古釘も再利用するなどこだわりを持って自ら改修工事を
手がけている状況について説明いただきました。

　もうひとつの視察先，弥生町の長屋は未来大学の“基地”のひとつ。 原
田教授から古い建物を活用することの苦労と楽しさを説明していただきまし
た。

　視察後は，「まちの宝物」探しをテーマとしたワークショップです。
　この日のために地域のことを事前に学習してきた未来大学生がグループ
をリードし，それぞれ写真撮影をしたり，絵に描いたりなどします。
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　宝物を探し ながらの散策の後，入舟漁港 に集合し，函 館市漁業協同組
合の高谷専務理事からイカ釣り漁船について説明をいただきました。
　漁港内の生け簀でイカ釣り体験を楽しんだ後，昼食は，釣ったばかりの
イカを浜のお母さんたちがさばいた刺身定食をいただきました。

　昼食後，「まちの宝物」探しを再開し，会場の大黒湯を目指します。

　会場に戻り，さっそく発表に向けてグループワーク開始。
　一人３枚限定で写真・絵・ポエムなどにタイトルを付けてボードに貼り，
それぞれのグループでストーリー風にまとめ上げるという作業をみなさん和
気藹々と楽しそうに取り組んでいます。

　最後に，各グループがそれぞれまとめたものを発表しました。
　市章と社章の類似性，語る人と語られる人の存在，風除室と高齢者，公
園のブランコと港の風景など「個性的な視点から見える函館の宝物」を発
見した貴重な機会となりました。

　この分科会では，未来大学生の活躍が参加された皆様の関心を集めると
ともに，観光地函館とはまた違う一面を見られたとの感想をいただきました。
　また，お天気に恵まれたこの日は，地域内を探索中に地域の方々に声を
掛け ていただく など，参加者同士 はもち ろんのこと，地元住民との 触れあ
いの機会にもなりました。
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本家『バル街』を体感！ ～食・まち・デザイン～　

日　　　時　　2013 年 9月 8 日（日）　18:00 ～ 22:00

集 合 場 所　　函館市地域交流まちづくりセンター

オプション企画

世界料理学会
世界の料理人が函館と語らった、熱き２日間。　

日　　　時　　２０１３年９月９日（月）・１０日（火）

会　　　場　　函館市芸術ホール，函館国際ホテル

　５年前の函館大会では，オプショナルツアーとして「ミニバル街」を体験い

ただきましたが，今大会では，「創造性」と「デザイン力」が融合したまちづ

くりの事例「西部地区バル街」の体験に１０８名の参加をいただきました。　

　集合場所のまちづくりセンターでは，集合とともに実行委員会メンバー１７

名をリーダーとする班編成を行い，自己紹介の後，実行委員長のかけ声で夜の

西部地区へ一斉に出発。

　函館のリーダーが誘導し夜の西部地区を歩き，飲み，食べ，笑い，さらに見

知らぬ者同士の会話が弾む，本バルならではの「まちのにぎわい」を満喫いた

だいたようです。

　翌日には，赤く充血した目をされたお顔もちらほらと・・・・。

　国内外から気鋭の料理人たちが函館に集結。

　各自のシゴトを収めた映像の上映や自らの料理論・

哲学・手法などを披露しました。

　記念パーティーでは，料理人らのレシピによる様々

なピンチョーを提供。

　道南産食材の見本市なども合わせて開催されまし

た。
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日　　　時　　2013 年 9月 9 日（月）　9:00 ～ 10:00

会　　　場　　函館市地域交流まちづくりセンター　２階研修室Ａ

進　　　行　　函館市都市建設部都市デザイン課　笹原 俊江

次　第

　主催者挨拶　　開港５都市景観まちづくり会議函館大会実行委員会

　　　　　　　　実行委員長　佐々木 馨

　開催市挨拶　　函館市都市建設部

　　　　　　　　次長　内藤 敏男

　各都市出席者挨拶

　　　　　　　　横浜市　関内まちづくり振興会　宮川 眞壽美

　　　　　　　　　　　　関内・馬車通エリアマネイジメント連絡協議会　国吉 直行

　　　　　　　　　　　　横浜市都市整備局都市デザイン室　綱河 功

　　　　　　　　　　　　横浜市都市整備局都市デザイン室　小田嶋 鉄朗

　　　　　　　　　　　　横浜市都市整備局都市デザイン室　岩ケ谷 和則

　　　　　　　　神戸市　新長田駅北地区東部いえなみ委員会　小山 象平

　　　　　　　　　　　　神戸市都市計画総局計画部まちのデザイン室　池口 和雄

　　　　　　　　長崎市　大浦青年会　　桐野 耕一

　　　　　　　　　　　  長崎市都市計画部まちづくり推進室　田畑 丘

　　　　　　　　新潟市　ユニバーサルカラープランナー協会　高松 智子

　　　　　　　　　　　　新潟市都市政策部都市計画課まちづくり推進室　加藤 健二

　　　　　　　　函館市　函館市伝統的建造物群保存会　小林 敏夫

　課　題

　　　　　(1)　大会宣言文の採択

 　　　　　 (2)　次回開催都市の決定

　 　　　　 (3)　その他
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日　　　時　　2013 年 9月 9 日（月）　10:15 ～ 11:30

会　　　場　　函館市地域交流まちづくりセンター　２階フリースペース

進　　　行　　函館の歴史的風土を守る会　桜井 拓郎

次　第

　分科会報告

　　　　　　　　分科会１　函館観光ボランティア一會の会　佐藤 喜久恵

　　　　　　　　分科会２　元町倶楽部　村岡 武司

　　　　　　　　分科会３　ＮＰＯサポートはこだて　丸藤 競

　
　代表者会議報告　　函館市都市建設部都市デザイン課

　　　　　　　　　　課長　高橋 哲郎

　大会宣言の発表　　開港５都市景観まちづくり会議函館大会実行委員会

　　　　　　　　　　副実行委員長　小林 敏夫

　大会旗引き継ぎ　　函館大会実行委員長から横浜市代表へ

　次回開催都市挨拶　横浜市　関内まちづくり振興会　宮川 眞澄美　

　主催者謝辞  　　　開港５都市景観まちづくり会議函館大会実行委員会

　　　　　　　　　　　　実行委員長　佐々木 馨



P35

大 会 宣 言

空の高さに秋の気配を感じる函館の地に、

５つの開港都市の仲間が集結し、

「再発見“ひと”と“まち”をつなぐもの～開港と食とラボ～」

をテーマに、熱く議論を重ね、

まちづくりの未来を語り合い、互いの絆と友情を深めた。

第２の開国と呼ばれる状況が間近に迫っている中、

江戸末期の開国時にそれぞれの個性を生かしながら、

異文化を受け入れ、独自の文化へと昇華させた、

我々開港５都市が持つ知恵と創造性は、

今後の日本のまちづくりの力になり得るものだと確信した。

押し寄せるグローバリゼーションと共生するために、

もう一度、我々５都市のもつ開港の歴史に培われた優れた創造力を発揮し、

それぞれの都市の個性と資源に磨きをかけ、

市民主体によるコンパクトで機能性の高いまちづくりを、

我々自らの手で進めることが重要であることを改めて認識した。

この確信と認識のもとに、来るべき明日に向け、

自然環境や地域の絆を大切にした、

「持続可能で、こども達が誇れるまち」を目指し、

光り輝く未来を構築していこう。

本大会に参集した市民が、体験し、議論したものを糧として、

開港５都市が互いに魅力あふれるまちづくりに邁進し、

美しい都市景観の形成に資することを確認して、

ここに宣言する。

２０１３年９月９日

開港５都市景観まちづくり会議函館大会
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　（名　称）
第１条　本会議の名称は，「開港５都市景観まちづくり会議」（以下「景観まちづくり
　　　　会議」という）と称する。

　（目　的）
第２条　景観まちづくり会議は，安政５年に開港港に指定された函館，新潟，横浜，
　　　　神戸および長崎の５都市（以下「開港５都市」という）の市民が景観，歴史，
　　　　文化，環境などを大切に守り，愛着をもってそだて，個性豊かで魅力のある
　　　　まちづくりを行うため，相互に交流を深め，課題を協議し，開港５都市のま
　　　　ちづくりの推進に資することを目的とする。

　（活　動）
第３条　景観まちづくり会議は，前条の目的を達成するために次の活動を行う。
　　　　（ア）情報の交換
　　　　（イ）共通の課題に対する調査研究
　　　　（ウ）その他，前条の目的達成に必要な活動

　（組　織）
第４条　景観まちづくり会議は，開港５都市のまちづくりを実践する市民団体等で構
　　　　成する。
　　２　必要に応じ，関係緒機関，団体等の参加を求めることができる。

　（会　議）
第５条　景観まちづくり会議の会議は，定期大会および代表者会議とする。
　　２　定期大会は，原則として年１回会長が召集し開催するものとし，代表者会議
　　　　は，会長が必要に応じて召集することができる。

　（役　員）
第６条　景観まちづくり会議に会長を置く。
　　２　会長は，定期大会開催都市の実行委員会又はまちづくりを実践する市民団体
　　　　等の代表者をもって充てる。
　　３　会長は，本会議を代表し，会務を総理する。
　　４　役員の任期は，定期大会終了から次期定期大会終了までの間とする。

　（事務局）
第７条　景観まちづくり会議の事務局を会長都市の実行委員会またはまちづくりを実
　　　　践する市民団体等に置く。
　

（規約の改正）
第８条　本規約の改正は，景観まちづくり会議の代表者会議の議決によらなければな
　　　　らない。

　　附　則
本規約は，平成１１年１０月１１日から施行する。

〔 開港５都市景観まちづくり会議規約 〕
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1993 年（平成 5 年） 8 月　第 1 回　神戸大会

　　　　　　　　　　　　　「坂のまちと旧居留地」

1994 年（平成 6 年）10 月　第 2 回　長崎大会

　　　　　　　　　　　　　「市民主導のまちなみ・まちづくり」

1996 年（平成 8 年） 2 月　第 3 回　新潟大会

　　　　　　　　　　　　　「港といっしょになった都市，一体となった都市って何だろう」

1996 年（平成 8 年）10 月　第 4 回　函館大会

　　　　　　　　　　　　　「北の開港都市に民の系譜をさぐる」

1997 年（平成 9 年）10 月　第 5 回　横浜大会

　　　　　　　　　　　　　「開港都市の伝統・文化を活かした街づくり」

1998 年（平成 10年）　　　　神戸大会中断

1999 年（平成 11年）10 月　第 6 回　神戸大会

　　　　　　　　　　　　　「開港都市の未来（あした）を探る」

2000 年（平成 12年）10 月　第 7 回　長崎大会

　　　　　　　　　　　　　「開港都市の遺伝子を伝える」

2001 年（平成 13年） 8 月　第 8 回　新潟大会

　　　　　　　　　　　　　「水都にいがた夏！！ようこそ」

2002 年（平成 14年）10 月　第 9 回　函館大会

　　　　　　　　　　　　　「いいべや『港・まち並み』考えよう」

2004 年（平成 16年） 3 月　第 10 回　横浜大会

　　　　　　　　　　　　　「150 年の歴史とにぎわいづくり」

2005 年（平成 17年）10 月　第 11回　神戸大会　

　　　　　　　　　　　　　「開港都市のさらなる飛躍～明るく元気！！～」

2006 年（平成 18年） 9 月　第 12 回　長崎大会　

　　　　　　　　　　　　　「開港によってもたらされて文化と歴史の継承」

2007 年（平成 19年）10 月  第 13 回　新潟大会　

　　　　　　　　　　　　　「実りの秋　にいがたへ来なせや」

2008 年（平成 20年）10 月　第 14回　函館大会

　　　　　　　　　　　　　「新・函館探訪～呼吸（いき）づくまちを未来へ繋げ～」

2009 年（平成 21年） 9 月　第 15 回　横浜大会

　　　　　　　　　　　　　「150 年の贈り物～新たな旅立ちへ～」

2010 年（平成 22年）10 月　第 16回　神戸大会

　　　　　　　　　　　　　「共生のまちづくり～時間・空間・文化を超えて」

2011 年（平成 23年）11 月　第 17回　長崎大会

　　　　　　　　　　　　　「愛・絆・希望　5港の祈り～長崎から～」

2012 年（平成 24年）10 月　第 18回　新潟大会

　　　　　　　　　　　　　「新潟の『らしさ』を求めて～過去・現在・未来へのつながり～」

2013 年（平成 25年） 9 月　第 19 回　函館大会

　　　　　　　　　　　　　「再発見！“ひと”と“まち”をつなぐもの～開港と食とラボ～」

　開港５都市景観まちづくり会議は，当初，神戸市が平成５年に開催した「アーバンリ

ゾートフェア神戸９３」の開催主旨に賛同し，神戸景観形成市民団体連絡協議会の呼び

かけで，「アーバンリゾートフェア神戸９３」の関連行事の一環として開催され，開港

都市であり海と坂のまちである函館，横浜，神戸，長崎のまちづくり市民団体が集い，

まちづくり運動のあり方を共に語り，この会議を継続させ，さらに他の都市や地域にも

輪を広げていくことを確認した。

開港５都市景観まちづくり会議の開催経過

〔 開港５都市景観まちづくり会議沿革 〕
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　（名称）
第１条　本会の名称は，「開港５都市景観まちづくり会議函館大会実行委員会」（以下
　　　　「実行委員会」という）と称する。

　（目的および事業）
第２条　実行委員会は，安政５年に開港港に指定された函館，新潟，横浜，神戸およ
　　　　び長崎の５都市（以下「開港５都市」という）の市民が，景観，歴史，文化，
　　　　環境などを大切に守り，愛着をもってそだて，個性豊かで魅力のあるまちづ
　　　　くりを行うため，相互に交流を深め，課題を協議し，開港５都市のまちづく
　　　　りの推進に資するために，次に掲げる事業を行うものとする。
 　　 　(1) 開港５都市景観まちづくり会議函館大会の企画，運営
　　  　(2) その他目的達成に必要な事業

　（組織）
第３条　実行委員会は，まちづくりを実践する市民団体等の代表者等で構成する。
　　２　必要に応じ，関係諸機関，団体等の参加を求めることができる。

　（役員）
第４条　実行委員会に以下の役員を置く。
　　  　(1) 実行委員長　１名
      　(2) 副実行委員長　若干名
　　　　(3) 監事　１名
　　２　役員は，委員の互選によって定める。
　　３　実行委員長は，会務を総理し，実行委員会を代表する。
　　４　副実行委員長は，実行委員長を補佐し，実行委員長に事故あるときは，その
　　　　職務を代理する。
    ５　監事は，会計を監査する。

　（会議）
第５条　実行委員会の会議は，実行委員長が召集する。
　　２　実行委員会は，委員の２分の１以上が出席しなければ，会議を開くことがで
　　　　きない。
　　３　実行委員会の議事は，出席した委員の過半数をもって決し，可否同数のとき
　　　　は，実行委員長の決するところによる。

　（幹事会）
第６条　実行委員会に幹事会を置く。
    ２　幹事会は第３条の組織の中から推薦された者若干名をもって構成する。

　（事務局）
第７条　実行委員会の事務局を函館市都市建設部都市デザイン課に置く。

　（経費）
第８条　第２条の事業に要する経費は，負担金，協賛金，寄付金，参加費およびその
他の収入をもって充てる。

　（その他）
第９条　この規約に定めるもののほか，実行委員会の運営に関し必要な事項は，実行
委員長が実行委員会に諮って定める。

　　附　則
１　この規約は，平成２４年９月２７日から施行する。
２　この規約は，事業終了後４ヶ月をもって廃止する。

〔 開港５都市景観まちづくり会議函館大会実行委員会規約 〕
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〔 後援団体 〕
　函館市教育委員会

  函館商工会議所
  財団法人函館市文化・スポーツ振興財団

  一般社団法人北海道建築士会函館支部
　ＮＨＫ函館放送局

  ＨＢＣ函館放送局
  ＳＴＶ函館放送局

  ＨＴＢ函館支社
  ＵＨＢ

  ＴＶｈ
  函館山ロープウェイ株式会社ＦＭいるか
　北海道新聞函館支社
  朝日新聞函館支局

  読売新聞函館支局
  毎日新聞函館支局

  日本経済新聞社函館支局
  函館新聞社

  北海道旅客鉄道株式会社函館支社
  ＮＣＶ函館センター

〔 開港５都市景観まちづくり会議函館大会実行委員会構成団体 〕
　函館の歴史的風土を守る会
　元町倶楽部

　函館市伝統的建造物群保存会
　函館デザイン協議会

　函館都心商店街振興組合
　五稜郭商店街振興組合

　函館市中心街まちづくり協議会
　協同組合十字街商盛会

　㈱はこだてティーエムオー
　函館観光ボランティア　一會の会

　函館市西部地域振興協議会
　函館国際観光コンベンション協会
　函館青年会議所
　ＮＰＯサポートはこだて

　協同組合五稜郭
　函館観光ボランティア　愛

　はこだて外国人居留地研究会
　箱舘歴史散歩の会

　二十間坂友の会

　函館市

　〔 役 員 〕
　 実行委員長　　函館の歴史的風土を守る会　佐々木 馨

　 副実行委員長　函館の歴史的風土を守る会　吉村 冨士夫
　 　　　　　　　元町倶楽部　村岡 武司

　　 　　　　　　函館市伝統的建造物群保存会　小林 敏夫
　　 　　　　　　函館デザイン協議会　渡辺 譲治



【新聞記事】

2013（平成 25）年　8 月 31日
日本経済新聞

2013（平成 25）年　8 月 23日
北海道新聞

2013（平成 25）年 9 月 6 日
朝日新聞

2013（平成 25）年 9 月 6 日
北海道新聞
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2013（平成 25）年 9 月 8 日
北海道新聞

2013（平成 25）年　9 月 10日
函館新聞

2013（平成 25）年 9 月 8 日
函館新聞
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