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暮らしのカケラ ❼ 「はじめてという魔法」 角田光代

03

Special Interview 未来を照らす 

はじめてという魔法

千葉雄大

さん 俳優

学
生時代に属していたサークルの集まりがあった。何年かに一度

は集まっているので、すごく久しぶりというわけではないのだ

が、会うたびに、みんなが変わらなくて驚く。先輩も後輩もだ

れもが会ったときのままに見える。しかし、「会ったとき」の年齢を思うと、

十八歳から二十二、三歳だ。その年齢に見えるはずがなく、男女ともにし

わも白髪も増えているのだが、どうしても「会ったとき」のままなのだ。

それと同じことが町にもある、とこのあいだ気づいた。イベントの仕事

があってソウルを訪れたときだ。ソウルは、二十三年前、九十年代の半ば

と、二〇一五、六年に一度ずつ、計三回訪れていて、今回が四度目だった。

なぜか毎回冬。

今回も、かじかむように寒いソウルの町を歩きながら、自分が二十三年

前の面影を見ていることに気がついた。二年前や三年前のほうが記憶が鮮

明なのに、目の前の光景に重ねてしまうのは、はじめて訪れたソウルなの

だ。何屋さんなのかまったくわからないハングル語の看板や、洋服ばかり

売る市場の角、音が氾濫している繁華街、眼鏡屋さんの並ぶ地下街。九十

大島四丁目団地
「純喫茶ヤング」
（東京都）

年代半ばのソウルは、今よりちょっと野暮ったくて今よりだいぶ愛想がな

おいしい団地❷ 金杉台団地
「cafe de STELLA」
（千葉県）

かった。芯から冷えるような寒さは同じだ。

29

当は、二十三年前にどこを歩いて、どこに泊まって、どこでご

復興の
「今」
を見に来て！ 高台を結ぶ悲願の町道が完成 岩手県山田町

はんを食べたのか、まったく覚えていない。記憶は偽物かもし

27

本
れない。でも、その記憶が今の光景にきちんと重なる。

浦安マリナイースト21周辺
（千葉県）

バンコクでもそうだし、ニューヨークでも、ヤンゴンでもそうだ。二十

ＵＲのまち あのまち・このまち・歩いてみよう！ その

代のときに訪れた場所を、二〇年以上たって再訪しても、はじめて旅した

25

ときの光景が重なる。どの町もかつてのようではなく、進化し、発展し、

さっぽろ創世スクエア
（札幌市中央区）

垢抜け、きらびやかだが、その今の光景に、かつての、ちょっと暗かった

ここからさらに広がりを！ 札幌のまちのにぎわい拠点誕生

り古びていたり殺風景だったりした光景が、重なって見える。

ＵＲのまちづくり最前線

私はそれを、たんなる懐かしさ、旅の感傷だと思っていた。その感傷の

23

ままに、二十数年前に歩いた路地や店やホテルを再訪することもよくある。

花見川団地
（千葉市花見川区） 団地に生まれた
「LDK」
が、内外から人を呼ぶ

アスファルトに落ちる木々の陰、ホテルの塀、見上げた空の感じ、町は変

梅ノ木団地
（福岡県遠賀郡） 大学とコラボ、集会所を明るく変える！

わっても、そうしたものは、変わらないなあと思う。

楽しい団地

いや、実際は変わったのだ。老けた友人の顔が会ったときのままである

19

ように、町もまた、はじめて旅したときのままに見えるだけなのだ。

18 大火からの速やかな復興と、未来のまちづくりを支援
（新潟県糸魚川市）

れでもそうなわけではない、というのも同じ。会ったときの顔

13 日経 地方創生フォーラムより
17 沼津市で進むまちづくりを支援する基本協定を結びました
（静岡県沼津市）

が印象に残っていない友人や知人はきちんと老けていくし、再

大手通坂之上町地区第一種市街地再開発事業
（新潟県長岡市）

だ
訪しても、何ひとつ思い出せず、本当にここにきたことがあっ

地方都市での取り組み
09 中心市街地ににぎわいを！ 地域に寄り添うまちづくり

たっけ、と思う町もある。はじめての印象が強いのは、やっぱりその後親

URが進める

しくなったり、好きになったりした、人や町だ。

まちの再生に向けて、
お手伝いしています

いつかこの、はじめての魔法がとけて、先輩後輩がおじいさん、おばあ

特集

さんに見える日がくるのだろうか？ 知っているはずの町が、まったく知

07

らない近未来みたいに見える日がくるのだろうか？

30歳のいましかできないことを
敏感に切り取って、挑戦していく

所沢パークタウン駅前通り
「BAR MAGIC SMOKE」
（埼玉県）
31

ベランダで楽しむ 四季の寄せ植え❼ 黒田健太郎

かくた・みつよ

パンジーとビオラで初心者向けの春の寄せ植え
32

防災グッズの新常識❼ 高荷智也
防災をライフスタイルに 非常時こそ日常を確保

32

男子弁当のススメ！ 相田幸二 鶏から揚げネギ塩ソース弁当
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作家。1967年、神奈川
県生まれ。早稲田大学第
一文学部卒業。1990年
「幸福な遊戯」
で海燕新人
文学賞を受賞しデビュー。
『対岸の彼女』
（文藝春秋）
での直木賞をはじめ著
書・受賞多数。最新刊は
『源氏物語 中』
（訳・河出
書房新社）
。

それぞれの店先の
音や匂いも楽しみながら、
ゆっくり少しずつ
買い物するのは
良いリフレッシュに
なります。
イラストレーション

小林マキ
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未来を

ドラマや映画、舞台など、
活躍の場を広げている俳優の千葉雄大さんが、
昨年 月からUR賃貸住宅のCMに登場！
海外で刺激を受けた２０１８年を振り返りながら、
歳になる年の挑戦を伺いました。
30

12

ＵＲ賃貸住宅の
新キャラクターに就任
昨年の 月から、ＵＲ賃貸住
宅のＣＭイメージキャラクター
を務めさせていただいています。
ＵＲ賃貸住宅のＣＭといえば、
「ＵＲであ～る」というフレー

コミュニケーションの
大切さを海外で痛感
２０１８年はフランスやエジ
プト、アメリカ、中国など、海
外にたくさん行かせていただい
た１年でした。
印象的だった場所の一つが、
ドラマ『プリティが多すぎる』
のワールドプレミアで行ったフ
ランスのカンヌです。英語での
スピーチや質疑応答もあってち
ょっと緊張しましたが、とても
アットホームな雰囲気で、いい
経験になりました。
今回参加したのは「ＭＩＰＣ

がリメイクされていますが、逆

俳優

ＯＭ」という世界最大級の国際
映像コンテンツ見本市で、世界
各国の方がさまざまな映像を売
買する市場みたいなところです。
として拝見していたので、その

もまたしかりで、本当にたくさ

いま、日本でも多くの海外作品
世界に入れるのは、とてもうれ

んの日本作品が海外でリメイク

よく伝わるのか、現場で試行錯

あるので、どう表現したらより

なかに詰め込むものがたくさん

たと思いますので、ぜひ多くの

方にも楽しく伝わるＣＭになっ

えたい情報をマイルドに、若い

変えて言ってみたり（笑）
。伝

備が整っていて、歩いて回るの

映画祭などの祭典が行われる設

人気があるようでした。

特に少女マンガが原作のものは、
カンヌはとても小さなまちで、
誤しました。
「ハイッ！」とい

方に見ていただきたいです。

ＣＭの撮影は、 秒、 秒の
30

うセリフを、何回もパターンを

されていることにも驚きました。

しかったですね。

さん

歳のいましか
できないことを
敏感に切り取って、
挑戦していく
千葉雄大

照らす
19

Yuu d a i
Chiba

ズが印象的で、自分も一視聴者

15
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Special
I nt e r v i e w

30

12

すごく親切に聞いてくださいま

挨拶をすれば、あとは英語でも、

店などに行ってもフランス語で

なイメージがありましたが、お

なきゃ話してくれない、みたい

フランスの人はフランス語じゃ

南仏を少し観光してきました。

カンヌのあとは、ニースなど

白ワインを堪能してきました。

の食材もおいしくて、海の幸や

がとても楽しかったです。地元

切ですね（笑）
。

とは、なんといっても笑顔が大

している気がしました。あ、あ

ンの基本が日本よりもきちっと

外はそういうコミュニケーショ

と。当たり前のことですが、海

をかけることが大切だというこ

ードゥン（すみません）
」と 声

すること、
ぶつかったときは
「パ

ゃんと目を見て話すこと、挨拶

海外に行って感じたのは、ち

とか「ボンジュール」
「 ボンソ
た。いくつかアラビア語も覚え

だったエジプトに行ってきまし

月には、学生時代からの夢

ワール」とか、あとは、
「 メル
ました。

した。
「サリュー
（こんにちは）
」

シー」と言っていれば大丈夫で

ー作になった戦隊もの（
『 天装

すね。あえていうなら、デビュ

ので、一つに絞るのは難しいで

全部の作品に影響を受けている

きっちりと勉強期間をもうけて

と思いますが、やるからには、

督など、いろいろできたらいい

ありつつ、脚本を書いたり、監

しては、役者としてのベースが

文化がまったく違うところが

戦隊ゴセイジャー』
）かな。普
からと思っています。

したね（笑）
。

通の大学生から、特に演技の勉
強もせずにこの世界に入ったの
ります。平成元年生まれなので、

平成最後の年、僕は 歳にな

とか。僕もカフェに行ってチャ
イを頼んでみました。
「 砂糖を
入れますか」と聞かれたので、
普段は入れませんが、文化かな
ったら、大さじに３杯！（笑）
そこにミントを入れて、超甘か
ったです（笑）
。
海外に行く機会が多かったこ
ともあって、英会話を勉強した
いと真剣に考えています。海外
で会った人ともっと仲良くなり
たいのに、言葉ができなくて悔
しい思いをしたからです。学生
時代から英語は大好きでしたが、
英会話に関してはまだまだで。
ふだんから英語を話せる友達
や、英語を勉強中の人を見つけ
て、待ち時間やごはんを食べて
いるときに「ここから英語でし
ゃべろう」と言って、積極的に
英語を使うように心がけていま
す。

平成元年生まれとして
公私とも充実した１年に
今年でデビュー 年を迎えま
と聞かれることも多いんですが、

す。
「 転 機 に な っ た 作 品 は？」

そのあとは水タバコとチャイで
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チャレンジしたいですね。

す気持ちで、いろいろなことに

間も充実させたい。一歩踏み出

事を大切にしたいし、自分の時

は今まで以上に一つひとつの仕

っという間だと感じます。今年

があっという間だし、一年もあ

この仕事をしていると、一日

ってみたいです。

えられるような前衛的な役もや

る役、見た人に考える機会を与

な意外な役や、社会に何か訴え

が自分にくるのか」というよう

があると思いますが、
「 この役

ですね。どんな作品もやりがい

印象に残るようにできたらいい

自分の色をつけ、見た人の心や

のを演じるだけでなく、それに

役者としては、求められるも

場所です。

がいっぱいいる感覚。落ち着く

って、言われたり（笑）
。親 戚

まも帰ると、
「大きくなったね」

のイベントにも参加します。い

年に何回かは地元

も務めていますし、

「みやぎ絆大使」

城県の観光大使

いところです。宮

あって、とてもい

いしいし、温泉も

海の幸も野菜もお

跡が残っていて、

ますが、城跡や史

賀城市に住んでい

家族は宮城県多

ね。

ってあげたいです

たので、家族を旅行に連れてい

家族旅行をあまりしてこなかっ

があります。それと、いままで

アウトドアやキャンプにも興味

にホームステイしてみたいし、

ュに憧れがあるので、イギリス

ら？ クィーンズイングリッシ

も し、 自 由 な 時 間 が あ っ た

がいがあると思うんです。

るようにするのは、すごくやり

ですけど、できないことをでき

ージカル！ 歌は全然ダメなん

面白そうだなと。あとは、ミュ

メントしながら即興で話すのも

リスナーさんからのメールにコ

ラジオのパーソナリティーかな。

れます。仕事は３時に終わって、

拝の呼びかけのような放送が流

間になると、アザーンという礼

イスラム教なので、お祈りの時

面白かったですね。エジプトは

おしゃべりするのが娯楽なんだ

で、何もわからないところから
特に感慨深いです。年齢を重ね

ちば・ゆうだい

教えていただきました。いまも、
てできることも増えるけど、で

と思って「お願いします」と言

!!

１９８９年宮城県多賀城市生まれ。ファッション誌の専属モデルを経て、
２０１０年
『天装戦隊ゴセイジャー』
のゴセイレッド役で役者デビュー。
年映画
『殿、利息でござる！』
に出演し、
第 回日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞。
年はドラマ
『高嶺の花』
、
『プリティが多すぎる』
映画
『音量を上げろタコ！なに歌ってんのか全然わかんねぇんだよ 』
、
『スマホを落としただけなのに』
などに出演。
月には、ＵＲ賃貸住宅の新キャラクターに。
１月からドラマ
『家売るオンナの逆襲』
に出演。

毎回壁にぶち当たりながら演じ
で、いましかできないことは敏

きなくなることもあると思うの

もともとはものを書いたり、

感に切り取ってやっていきたい

ています。
映像を作るのに興味があって、

これから挑戦してみたいこと

です。

まも現場では作り手さんの動き

は……、まだやったことのない、

制作側を希望していました。い
を見るのが好きですね。理想と

16

40
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30

10

「UR PRESS」
オンライン
版で、パソコンやスマー
トフォンから千葉雄大さ
んのインタビュー動画が
ご覧いただけます。
（2019年4月末まで）
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URが進める
地方都市での取り組み
特集

まちの
再生に向けて、
お手伝いしています

人口が減り、少子高齢化が進む日本。
一つひとつの
「まち」
が抱える
悩みや課題は、
じつに多岐にわたります。
半世紀以上にわたるまちづくりの
実績とノウハウを持つURでは、
まちづくりの構想から施策の実施まで、
「まちづくりのパートナー」
として
地方都市再生に取り組んでいます。
歴史・文化・産業などの地域資源や、
交通の要衝のような
地域特性を活かした取り組みは、
まさにオーダーメイド。
地方創生・地方再生が
日本全体の大きなテーマとなった今、
URは培ってきた広い視野と、
公共性・中立性を活かし、
地域の課題に真摯に向き合いながら、
柔軟な発想で全体像を見据えた
まちづくりを共に考えていきます。

7
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さっそくその現場をご紹介しましょう。

上空から眺める新潟県
長岡市。中心市街地の
にぎわいを取り戻す取
り組みを、次のページ
で紹介しています。
写真提供／長岡市

初代長岡藩主、牧野忠成が城主になった元和4年
（1618）
年から、昨年400年を迎えた長岡のまち。
右写真は手前に位置するJR長岡駅側から駅の西
側の大手通りを望む風景。右手奥が
「大手通坂之
上町地区」
。

建設予定の米百俵棟の3階
「人づくり・学び・交
流エリア」
のイメージ図。施設内の各機能が、本
棚でつながる計画だ。

長岡藩の大参事・小林虎三郎は、

戊辰戦争で敗北後、窮乏に陥った長

ことなく資金に替えて、身分に関係

なく学べる国漢学校の設立資金に充

新潟県長岡市

てた。

「人づくり」の大切さを説いた虎三

大手通坂之上町地区第一種市街地再開発事業

新潟県のほぼ中央に位置し、
信濃川に沿って市街地が広がる長岡市。
その中心市街地である長岡駅前ににぎわいを取り戻そうと、
１００年後を見据えたまちづくりが進められている。
ＵＲは市に職員を派遣するとともに現地事務所を構え、

００年先の長岡のために」
はすでに終了している。こちらは

ス大手」などの４つの再開発事業

まちづくりを全面的にサポートしている。

そんな未来を見据えたスロ

地の再生に長岡市が取り組み始め

組む長岡市。長岡駅前の中心市街

ーガンのもと、まちづくりに取り

めとなる「大手通坂之上町地区第

進められたが、現在進行中の５つ

または「個人施行」という形態で

いずれも関係者による
「組合施行」

A-2街区の角にある
「米百俵之碑」
。

たのは、今から 年近く前のこと。

１

中心市街地ににぎわいを！
地域に寄り添うまちづくり

2015年から長岡市に出向している成田室長。
「長岡は昭和20年に空
襲を受けていて、市街地の建物の多くは戦後の同時期に建てられた
もので老朽化が進んでいます。8月の長岡まつり大花火大会は、犠
牲者への慰霊とまちの再建祈願で始まったのです」

岡藩に寄贈された百俵の米を、食す

市街地にあった老舗の大和百貨店

きて人の流れが変わったり、中心

施設やシネマコンプレックスがで

その後、信濃川の対岸に大型商業

行要請を受けた。

模も大きいこともあり、ＵＲが施

業、行政と多岐にわたり、事業規

者が個人、金融機関を含む民間企

一種市街地再開発事業」は、権利

ながらも、長岡の人たちはまちの
にぎわい再生を考え続けてきた。
その再生まちづくりの一環とし

ＵＲは２０１２（平成 ）年か

流施設「アオーレ長岡」や、子育

てきた市役所やアリーナが入る交

体となって、長岡のまちづくりを

ら長岡市に職員を派遣。行政と一

している。現在出向している成田
昌弘は、赴任当初は、それまで手
がけてきた都心の再開発との違い
に戸惑う面もあったと振り返るが、
今では長岡市中心市街地整備室長
として、地域の事情を踏まえなが
らまちづくりに関わっている。
の市町村が合併した長岡市の

に集中させるよう

高層にして１カ所

「ただし市役所を含め公共施設を

化の柱として展開している。

くっていくのも長岡のまちづくり

残し、必要なものを必要なだけつ

北越銀行の建物など使えるものは

く、まちのランドマークでもある

また、すべてを建て直すのではな

と成田室長は説明する。高層に

なことはせず、近
の回遊性を高める

ような人づくりの伝統があり、真

想』
（コラム参照）に代表される

「長岡には『米百俵』や『互尊思

誇りがもてるまち
帰ってきたくなるまち

共に考えながら進めているのだ。

この地に即したよりよいあり方を

況が異なり、予算も限られたなか、

入が得られる都心の再開発とは状

して床面積を増やせば高い家賃収

息づく大切な場所である。

工夫をしています。

の特徴です」

型公共サービス』を、まちの活性

を中心市街地に集める『まちなか

大。市内に分散している公的機能

23

くに分散させて人

再生まちづくりの一環でつくられた
「アオーレ長岡」
。設計は隈
研吾氏。

トータルかつきめ細かくサポート

24

て支援の拠点が入る「フェニック

て、ＵＲが関わる前から進められ

市にＵＲ職員を派遣し
きめ細かなニーズに対応

が閉店したりなど環境の変化を経

30

面積は東京 区の約１・４倍と広

11

郎の
「米百俵」
の精神は、小泉純一郎
元首相の所信表明演説で引用され注

目を集めた。今回の事業エリアであ

る大和百貨店があった場所は、国漢

学校の跡地であり、米百俵の精神が

9
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【長岡の心①】

人づくりの大切さを示す
「米百俵」

明治維新後、身分の格差が広がる

あり、互いの個性を認め合うことが

大切であると
「互尊思想」
を唱えた長
岡商人の野本恭八郎
（互尊翁）
。文化

都市の形成が市民生活の向上に、図

書館が市民の人間形成につながると

の思いで、恭八郎は私財を投じて互

尊文庫を寄附した。

いる公共施設ゾーンもベースは図

たくさんいます。今回計画されて

剣にまちのことを考えている人が

心市街地の回遊性を高めることが

プレイス（仮称）
」を形成し、中

道４０１号線に面して、
「 米百俵

西側のエリア。国道３５１号と市

目的だ。

書館で、学校と異なる体験ができ
る『子どもラボ』や『若者ラボ』

ョン』の構築も重要な計画のひと

場を創出する『長岡版イノベーシ

携し、若者が希望をもって働ける

生かして産業界と大学や高専が連

また機械産業が盛んな土地柄を

施設や事務所などの機能を持つ米

工会議所のほか、
「人づくり・学

跡地等の「Ａ ２
- 街区」および隣
接する「Ｂ街区」は北越銀行や商

業施設と集合住宅に。大和百貨店

「Ａ １
-街区」をにぎわいの創出と、
まちなか居住を促進するための商

具体的には、商店などが集まる

つ。すでに「 NaDeC BASE
」
（ナ
デックベース）で試験的にスター
百俵棟を整備。カフェ併設の「ま

が計画されているのも特徴的で

トしていて、その検証結果を新た
ちなか図書館」や「子どもラボ」
そして「Ｃ街区」は、まちなか

す」と成田室長。

な場に反映させる予定だ。
なども整備する予定だ。

誇りがもてること。そして鮭が遡
来訪者の利便性を高めるため、商

び・交流エリア」として公共公益

「地元を離れたとしても出身地に
上するように、いつか帰ってきた
業施設などを備えた複合型立体駐

人生をリスタートする
人たちに寄り添う

車場にする計画だ。

くなるまちづくりが理想です」
と語る成田室長。若い人たちに
そのように感じてもらえる環境や
施設をつくろうと、地元の大人た
ちは頑張っていると話す。

事業が本格的に動き出すにあた
り、２０１８年４月、ＵＲは現地

ＵＲが施行する今回の「大手通

に当たっている。その一人、ＵＲ

Ｒ職員等７名が再開発事業の推進

に長岡都市再生事務所を開設。Ｕ

坂之上町地区」は、上越新幹線と

の長谷川諒は「計画を事業化する

人の回遊を促す
にぎわい空間を創出

信越本線が行き交うＪＲ長岡駅の

のが我々のミッションであり、許
認可申請など重要な業務が続くこ
の１～２年が肝になる」と考えて
いる。事業が滞りなく進むように
力を尽くす一方で、権利者一人ひ

ーナーとなって貸すのか……など

うするのか、自分でやるのか、オ

移転するとしたら店舗の広さはど

れば、今後も商売を継続するのか、

「地区内で商売をしている方であ

いる。

ソフト面での支援も丁寧に行って

相談にのるなど、細かなフォロー、

再建策や補償などについて説明・

と語る長谷川。数年越しで地に

えながら業務にあたっています」

み・継続していく体制づくりを考

管 理 も 含 め、 自 走 し て い く 仕 組

「つくって終わりではなく、維持、

いう。

たちの期待をひしひしと感じると

俵プレイス（仮称）へのまちの人

バーとして参加しているが、米百

聞くワークショップにもオブザー

とりの意向を確かめながら、生活

大きな決断を迫られます。丁寧に

足をつけて取り組む仕事だと現地

アップする日々が続く。

創生の拠点づくりを全力でバック

ートナーとして、新たなにぎわい

ＵＲのメンバー。まちづくりのパ

い、堅実な人柄に触れ、心に刻む

大切にする長岡の人たちの熱い想

歴史と文化、そして人づくりを

ていくつもりだ。

も持ってまちづくりをサポートし

ートし、今後は子育て世代の目線

に来て実感し、昨年末には家族を

寄り添わなければなりません」

まちを歩いて好きな場所を
探したり、地元の人と食事
するなど、積極的に長岡の
土地になじむことを心がけ
ているというURの長谷川。

再開発事業がその方の人生をリ

1918
（ 大正7）年に開館した大正記念長岡
市立互尊文庫。

長岡へ呼び寄せた。これまで以上

担う。

スタートする場になっているのだ。

館は、これからも人づくりの一翼を

に長岡に根を張った暮らしがスタ

移転予定。互尊思想を受け継ぐ図書

ＵＲのメンバーは市民の意見を

の計画があり、互尊文庫をこちらに

今回の事業では
「まちなか図書館」

北越銀行
（B街区）
の並び、手前には
「ながおか市民センター」
があり、国際交流
センターやハローワークプラザなどが入居している。
左手が大和百貨店の跡地
「A-2街区」
。URが土地を一括購入して分割売却され
るのを防いだ。右手が取り壊さずに活用する白い大理石で覆われた北越銀行の
建物
（B街区）
。
施設の計画図。米百俵棟はA-2街区
（西館）とB街
区
（東館）
をパッサージュ棟で連結し、
低層階は
「人
づくり・学び・交流エリア」
となる予定。
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現在の市道401号
線とB街区を一体
化し、自動車の通
行機能を確保しな
がら、歩車共存の
コミュニティー空
間にすることを検
討している
（画像
はイメージ）
。

なか、人間はそれぞれ同等の価値が

【長岡の心②】

互いを認め合い
人間形成を促す
「互尊思想」

C街区
B街区
A-2街区
A-1街区

JR長岡駅

4街区からなる「米百俵プレイス（仮称）」

C

A-2

B
A-1

地域連携で実
「官民連携と
日に
と今年の1月22
かれました。
昨年12月14日
フォーラムが開
生
創
方
地
で
ル
ー
。
東京の日経ホ
ご紹介します
内容の一部を
の
そ
、
た
し
URも協賛

フォーラムより
日経 地方創生 現する地方創生」をテーマに、

坂井 文 氏 東京都市大学教授

をもとに新たに 年に５兆円の実
ます。
風力、太陽光など分散型の電源が

で変動性のある電源もつなげられ

のサ
しかし、ここに Society5.0
イバーレイヤーが入れば、不安定

目標達成のために Society5.0
の
農業・食品版を実現します。それ
入ってきて、それがサイバーレイ

現を目指すという目標を掲げてい

にはスマートフードチェーンの実
ヤーとともに一体になります。

Ｉ＋データ連携基盤」でスマート

チェーンすべてのプロセスを「Ａ

加工・流通、消費にわたるフード

共有し、コンピューター間で監視

コンピューターがすべての情報を

コンピューターをはじめ、複数の

風力や太陽光に内蔵されている

るようになります。大規模発電に

現が必要。つまり、育種、生産、

化し、生産性向上、無駄の排除、
してデータを検証する。それをチ
ェーン状につないで制御していく

コスト削減、高付加価値化を実現
します。
盤を整備、各プロセスのデータが
能エネルギーを主力電源化できま

こうすれば変動性のある再生可

かたちです。

自動的に収集され、人工知能で解
す。これからのエネルギーシステ

人工知能と農業データの連携基

析し、各プロセスにフィードバッ

農業・食品分野と
Society5.0

を活用、②スマート農業技術の１
本は脱炭素社会の先進国になると
思います。
大南信也 氏

１９５５年に２万１０００人い

徳島県神山町における
「創造的過疎」
の取り組み

停電になりました。これは風力を

た人口が、２０１５年には５３０
０人に減少した神山町。過疎の現

能性が感じられる状況が不可欠で

とを選択する背景には、地域に可

人が移住する、還る、留まるこ

「見える化」し相乗りする、
「相乗

動する車の空席をＩＣＴによって

が困難です。そこで、稚内市に移

交通機関がなく、交通弱者は生活

キロも離れており、直行する公共

す。働き方や働く場所の自由度を

り交通」を始めました。

ェクトが生まれています。

です。

主力電源化できていなかったから

以上稼働していましたが、稚内も

一体感が実証されてはじめて、日

ムはどんどんふくらんでいくので、

インターネットなど仮想の
「サイバー空間」
０００億円以上の市場獲得、③

あのとき稚内では風力発電が 基

で起こった全道ブラックアウト。

昨年９月の北海道胆振東部地震

Society5.0

再生エネルギーを生かす

柏木孝夫 氏

クする。それが農業・食品分野に

と、
私たちが暮らす現実の「フィジカル空間」
年までに農林水産物・食品の輸出

でにほぼすべての担い手がデータ

を高度に融合させ、経済発展と社会的課題の
額を１兆円に増大させ、その実績

（ソサエティー） 5.0
」です。第５期科学技術
基本計画で、わが国が目指すべき未来社会の
姿として初めて提唱されました。
これまで人類は狩猟社会
（
）
→農
Society1.0
耕社会
（２・０）
→工業社会
（３・０）
→情報社会
（４・０）
と進み、その先にあるのが Society5.0
で す。 ５・０ は Ａ Ｉ や Ｉ ｏ Ｔ（ Internet of

）
、ロボットといった先端技術によっ
Things
て、さまざまな地域のハンディや課題を解決
するだけでなく、多様な創造力を用いて価値
創造につなげていく「超スマート社会」とい
うことができます。

高め、地域に「高度な職」を呼び

ウェブサイト「イン神山」を構築。

５年には光ファイバー網を整備し、

から。芸術家を招へいし、２００

スタートは１９９９年のアート

シェアリングエコノミーを通じ

り組みです。

たちが進める「選択的過疎」の取

る自律的発展を図る。これが、私

取り込み、地域内経済の循環によ

るかというテーマ設定が重要です。

いるどのような社会課題を解決す

が結び付き、生活の利便性向上に

よって、現実空間とサイバー空間

たこと。デジタル化されることに

ここでポイントになるのは、こ

仕事を持っている人に移住しても

た社会課題解決のビジネス化に取

これらの手段を活用して社会課題

込むとともに、新たなサービスを

らってまちをデザインしようと考

り組んでいます。シェアリングエ

の解決を図るには、サイバー空間

れまで見えなかった「マイカーの

え、まちの将来に必要と考えられ

コノミーとは個人等が持つ利用可

で処理するために、いかにしてデ

生み出す。そして観光などとの連

●快適で活力に満ちた質の高い生活が送れる

る働き手、起業家を逆指名しまし

能な資産（スキルや空いている時

ータにするかが課題。そのときに

状を受け入れ、
「創造的過疎」を

ようになり、人間中心の社会が実現する。

た。その結果、商店街が再生。新

間などの無形のものも含む）を、

デジタル化、オープン化、ネット

●地域、年齢、性別や言語による格差がなく

は社会にさまざまな変化をもた
Society5.0
らし、企業活動も大きく変わるでしょう。デ

たな人の流れと、地域内の小さな

インターネット上のマッチングプ

ワーク化が鍵となるでしょう。シ

空席」がデータとして可視化され

ジタルテクノロジーがもたらす社会のさまざ

を始め、 年にはコワーキングス

ラットフォームを介して、他の個

ェアリングエコノミーやオープン

携によって域外から適度な外貨を

まな変化とその可能性。それをどうやってハ

ペースをつくり、現在は 社、

人も利用可能にする経済活性化活

目指して地域活性化に取り組んで

ンディの解決につなげ、新しい価値創造につ

名がサテライトオフィスとして利

動です。

会のわが国が直面するさまざまな

なり、多様で潜在的なニーズにきめ細かく対

さを競いあい、多様な

用しています。ここにはクリエイ

北海道天塩町の事例「相乗りプ

社会課題の、解決の糸口になると

においても寛容性の高

価値観を受け入れる寛容性の高さです。地方

重要なのは他者を排除せず、多様な文化や

●経済的発展と社会的課題の解決を両立した

人材をどれだけ備える

なげていくか、そこが問われています。

社会になる。

こ と が で き る か。

ティブな人材が集まり、クラフト

ロジェクト」を紹介します。天塩

経済循環が生まれました。
年からはサテライトオフィス

26

で解決する
Society5.0
まちづくりと地方創生

考えています。

データ、ＩｏＴは、超少子高齢社

ん。それよりも現実世界で起きて

トといった技術は手段に過ぎませ

の実現に必要なＩｏ
Society5.0
Ｔ、ビッグデータ、ＡＩ、ロボッ

つながったのです。

が地方創生
Society5.0
に大きな成果をもたら

ビールづくりや、間伐材を使った

町は病院などがある稚内市まで

15

13

岩坪慶哲 氏

す鍵は、そこにあると

商品開発など、いくつものプロジ

70

次は「ワーク イン レジデンス」
。

思っています。

きました。

19

応したモノやサービスの提供が可能になる。

では、次のような社会が実現す
Society5.0
ると考えられています。

30

農業分野では、①２０２５年ま

コーディネーター

おける Society5.0
です。

デジタルビジネス事業部
ソーシャルエコノミー推進室

で定義されたサイバー
Society5.0
レイヤーとフィジカルレイヤーの

久間和生 氏

久間和生 氏 農業・食品産業技術総合研究機構理事長
柏木孝夫 氏 東京工業大学特命教授・名誉教授
大南信也 氏 認定NPO法人グリーンバレー理事
岩坪慶哲 氏 富士通デジタルフロント事業本部

解決を両立する人間中心の社会が「 Society

氏 東京大学公共政策大学院客員教授

経済発展と社会的課題の
解決を両立する
新しい社会
「 Society5.0
」

「Society5.0」で
解決する
まちづくりと地方創生

増田寛也

パネルディスカッション
10
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2018年12月14日開催

パネルディスカッション
後藤健市 氏

スノーピーク地方創生コンサルティング会長兼社長

のは、自分が楽しく、他から見て

りが多いように思います。大事な

ジをしない、楽しくないまちづく

ん真面目すぎて、新しいチャレン

後藤 真面目すぎないこと。皆さ

課題はどこにあるでしょう。

坂井 これからの地方都市再生の

地域のよいものを最大限
利活用するカルチャー

いくと思います。

住民と行政を動かす時代になって

ある企業や団体がリーダーになり、

トとＣＳＶによって、メリットの

置しています。ローカルファース

ーションを市内に１０００台分設

がシェアサイクル用の自転車ステ

例えばポートランドでは、ナイキ

で社会貢献を目指す経営理念です。

で、企業が企業の利益と社
Value
会的課題の解決を両立させること

ＣＳＶは C r e a t i n g S h a r e d

店で買い物をします。

店よりローカルファーストの地縁

ートランドでは、人々はチェーン

ビス、環境づくりがあります。ポ

ローカルファーストな商品やサー

を第一に考えようということで、

ローカルファーストとは、地域

しながら活動しています。

をつなぎ、さまざまな分野と連携

アウトドアで、自然と人、人と人

テ ー マ は「 野 遊 び 」
。野遊び =

いうことになります。

私の活動をひと言でいえば、こう

価値を生み出すきっかけをつくる。

場所と人をつなぎ、地域に新たな

る。
「楽しい」と「おいしい」で

と出会い、連携してともに行動す

挑戦ができる仲間

し続ける。小さな

使った挑戦を実行

を見つけ、それを

「もったいない資源」
後藤 地域の

地域の宝を見つけ
野遊びで楽しむ

地方都市再生の
実現に向けて

もかっこいいことです。

たいない状態です。

レジャーとは違います。

いことをすることで、
ティ（持続可能で人にやさしい暮

ちのポリシーは、
「サスティナビリ

民が一体になってつくりあげたま

の成長につながります。

人間の心が育ち、地域

コンプレックスと対峙することで、

峙が、自我を拡大するからです。

再生不能といわれたまちが、今で

「 遊 び 」は 地 域 活 性 化
らし方）
」と「ウィアード
（個性や
個性を磨き仕掛ける

日 本 は い ま、
「物」

の軸になると思います。
自分らしさを大切にする）
」です。
ために、地域の方言、

ですが私は、場所のコンプレッ

また、景観を楽しむ
まちの中心はエコ・コンパクト
景観、料理や建物など

は全米のまちづくりの賞を総なめ

には、しつらえが大切
シティで、主役は人。車社会のア
も含めてどう生かすか。

から「コト」の経済へ

だと考えています。私
メリカで、中心部から車をなくし
重要なのは量ではなく

クスを意識してほしいと思います。

は「Ｓ級」にこだわり
て、歩きやすいまちをつくりまし
質です。

にし、世界中から注目されるまち

ます。地域の中にすごい鍵がある
た。加えて、ミクストユースによ
私はこれまで小麦畑

移行しているところで

んです。資源の宝庫です。それら
るまちづくりです。住む、学ぶ、
でワインとチーズのひ

なぜなら、コンプレックスとの対

をうまく仕掛けて、日本の地方を
働くがひとつになったまちには、
と時を過ごすしつらえ

になっています。民間、行政、住

グローバルトップリゾートにして
定住人口、交流人口とも増え、に
をつくったり、雪原に

す。
「 遊 び 」と は 楽 し

いきたいのです。
ぎわいが自然に生まれています。

で、極上の食を楽しむ

ローカルな景観のなか

Ｓ級のレストランをつ

ポートランドに学ぶ
エコ・コンパクトシティ
松本 生活を豊かにするライフス
タイルをどうつく

州ポートランドの研究を長く続け

アメリカ西海岸にあるオレゴン

しています。

かをテーマに活動

分たちの地域をマイナスにとらえ

レックス、劣等感があります。自

後藤 地方の人には場所のコンプ

の成功事例をご紹介ください。

坂井 手がけてこられた地方創生

「ＣＳＶ」は、地方創生の突破口

松本 「ローカルファースト」と

ことが重要です。

ではなく、
「～がある」と考える

さまが感動します。
「～しかない」

にいるみたい」とお客

場 で す。
「まるで海外

ています。１９５０年代から 年
ている。違いがあることは個性で

っていけばいいの

代にかけて、ポートランドは車社
になると思います。

中島正弘

ている。みんなが集まる場所がま

人々もそこで飲み、食べ、語らっ

０ ０ 店 も あ り、 も ち ろ ん 地 元 の

ます。旧市街の路地にはバルが１

食文化をつくってきた歴史があり

ピを教え合い、お互いが協力して

ろうと運動を始め、店同士でレシ

ち全体で新しいバスク料理をつく

ってくる世界一の美食のまち。ま

万人ですが、世界中から人々がや

松本 スペインのバスク地方のま

いいんです。

「成功をめざした」まちづくりで

ることです。
「成功する」
ではなく、

ョン） Ｄ
+Ｏ、考えて動く体質に
変えること。とりあえずやってみ

（インスパイア、インスピレーシ

生まれません。そうではなく、Ｉ

ンになってしまう。これでは何も

豊富です。地方都市再生のプラッ

者集団で、経験も

ＵＲは大きな技術

ーラムを共催する

最後に、このフォ

坂井 ありがとうございました。

りをつくりたい。

います。こういう人々が集まる通

力ある路地が１００カ所も残って

パリにはパサージュと呼ばれる魅

的でアットホームな集まりのこと。

たいですね。ギャザリングは社交

ングできる、心ときめく場所にし

松本 地方の商店街を、ギャザリ

ーバルバリューが生まれます。

を組み合わせることで、真のグロ

場所の価値、それに人。この３つ

物だけではなく、景観を含めた

考えてほしいと思いますね。

か、エッジがきいているかを常に

ーバルエッジ。世界で価値がある

後藤 グローバルバリュー、グロ

行ってきたプライドがあります。

応え、地域に求められる開発やまちづくりを

ウがあります。そして、いつも時代の要請に

そういった小さな工夫にも、いささかノウハ

ニティーづくりも進めてきました。私どもは

ークも活用するつもりです。団地ではコミュ

で団地の再生でかかわりのできた、ネットワ

ズに対しても向き合ってまいります。これま

のだけでなく、地方都市における多様なニー

っていますが、こういうスケール感のあるも

発にもＵＲは関わ

ある大手町の再開

この日経ビルの

気で取り組みます。

地方都市再生に本

ウハウを活かし、

今までの経験やノ

これからＵＲは、

り組んできました。

興事業に全力で取

災以降、東北の復

東日本大震災の発

私たちＵＲは、

ＵＲ都市機構 理事長

この根底にはカルチャーがあり

トフォームとして、コーディネー

世界との関わりと
これからの地方都市

いかと思っています。

のあり方が示されているのではな

すが、個性と認められない、もっ

ぼくは「ＩＤまちづくり」と言
っています。よくＰＤＣＡサイク
ルといいますが、まちづくりはＰ
ＰＰ……とずっと考えてしまい、

ます。どこかの模倣をするのでは

ト業務をどんどん進めていただき

ちの中心にあるのです。

ち、サン・セバスチャンは人口

なく、地域のよいものを最大限利

たいと思います。

気合を入れ直しているところです。

新しい挑戦に取り組みたい。今、私たちは
活用する。そこにこれからの地域

いつのまにか失敗しないアクショ

地方都市再生に取り組む
ＵＲにご期待ください

会の形成でダウンタウンは荒廃。

地域の宝を生かす
ローカルファースト

人々が集う空間に、すばらしいコ

商い創造研究所／賑わい創研代表取締役

くりました。圧倒的な

松本大地 氏

ミュニティーが育っています。

坂井 文 氏 東京都市大学教授
コーディネーター
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2019年1月22日開催

氏

中心市街地の回遊性が大幅に高ま

存ストック（公共空間）の活用が
の公共空間を実験的に活用して、

津市は鉄道によって市街地

これからの沼津のまちづくり
――鉄道高架を活かして

沼津市長

賴重秀一

日経 地方創生フォーラムより

沼津市で進むまちづくりを
支援する基本協定を結びました
静岡県沼津市

ＵＲは昨年８月、静岡県沼津市
が進める「人と環境を大切にする
県東部広域拠点都市」の実現に向
けたまちづくりを推進することを
今後、駅周辺に生まれる広大な
日常的なにぎわい空間の創出を目

あります。道路や公園、河川など

みが市域全体に広がりにくく、中
鉄道跡地は、公共利用や民間投資
指しています。同時に、リノベー

ると考えています。

心市街地の回遊性がよくないとい
の活用を図り、まちの活性化を促
ションによるまちづくりを推進。

が南北に分断され、市の強

ＵＲは❶まちづくり方針と整備
う問題を抱えています。そこで南
進。高架下スペースとして約４・
民間の既存ストックを使ったゲス

沼

計画の策定 ❷官民連携による都
北の一体化をめざして
７ヘクタールが利用可能となり、
トハウスやダンス＆カルチャース

目的として、沼津市と相互に連携

市機能の誘導と更
取り組んでいるのが、
新たなまちづくりが始まります。
クール開業なども始まっています。

づくり戦略会議」を設置。有識者
跡地の取得にもご協力いただきま

また、ＵＲには駅前の西武百貨店

広場の再整備など

する協定を締結しました。

新 ❸沼津駅駅前
沼津駅周辺総合整備事
昨年 月には「中心市街地まち

まず８路線の道路を
や事業者、市民、行政とＵＲに参

業です。

❹その他持続可能
立体交差化し、 カ所

11

なまちづくりを行

公共空間の再編

2018年8月に行われた締結式。

事項。以上につい

うにあたり必要な
地を キロ西へ移転。

を８キロ西へ、車両基

の踏切を除去。貨物駅
整と連携を進めています。

求め、関係者間での情報共有、調

加してもらい、さまざまな意見を

した。
空間化社会実験を 日間かけて行

本整備します。これ

道路や通路を、新たに

変え、駅の南北を結ぶ

て４車線の幹線街路に

３カ所のガードをすべ

都市機能を導入することなどが検

のスポンジ化に対応して、新たな

と、鉄道跡地等の利活用や、都市

間をヒト中心の空間に再編するこ

この会議では、駅周辺の公共空

「誇り高い、元気なまち沼津」を

心の質の高い空間整備を実現し、

これらの事業を通して、ヒト中

行いました。

津港の間でＥＶバスの試験運行も

い、現在分析中です。沼津駅と沼

つくっていきます。

に失われつつあった市街地のにぎ
わいを取り戻すことは今後の大き
なテーマで、まさにいま、仏に魂
を込める段階にあると思っていま
す。
にぎわいづくりに向けた柱は３
つです。❶リノベーションまちづ
くりでは、新しい発想で空き家や
スクールを開いて、面白い人たち

空き地を活用し、リノベーション
そこで私どもは火事の５日後に全

の化学変化に期待しています。❷

現在の取り組みとして、まず既

討のテーマとなっています。

れがスムーズになり、

氏

日経 地方創生フォーラムより

米田 徹

糸魚川市駅北大火の
復興の向こうへ

糸魚川市長

昨年 月には中心市街地で歩行

て連携を行ってい
ます。

に発生した糸魚川市駅北大火は、
被災者状況１４５世帯、２６０人、

員説明会を開き、それから毎月定

火まで約 時間。まるで戦
災を受けたようなまちの姿

にぎわい創出広場の整備では、全

ＵＲは国の要請にもとづき、被災

例の説明会を設けて、被災者への

けの場づくりを行っています。❸

を見て、どこから手をつければよ

をオープンにすることで、被災者

にぎわい拠点施設の整備は、子育

直後にいち早く現場に入り、早期

と市民が今後の対応を共有するこ

天候型の広場に市民が集うきっか

とを覚えています。
３日後の 月 日、
道路上のガレキが撤去

この３つの柱を連動させて進めて

消費に波及させることが目的です。
いた基礎部分の撤去と用地測量を

いきます。

年 月には、被災地に残って
能になり、２カ月後に

終え、大火から２年後の昨年 月

され、車両の通行が可

て支援施設などへの集客を周辺の

情報提供に努めてきました。計画

きました。
具体的には、❶
災害復興の経験を
活かした市の計画

は、建物基礎部を残し

には、市道の拡幅と 棟の住宅、

の中に、少しずつ明るい兆しが見

いま、大火から立ち上がるまち
て地上部分のガレキの

事業所と、耐震性大型防火水槽が
これほど短期間にまちづくりが

はじめ、若者を中心とした団体が

ーションや復興マルシェの開催を

えてきました。空き物件のリノベ
ＵＲのご支援を受け、

進められたのは、国、県、ＵＲか

生まれ、活動を開始したことも心

完成しました。
復興推進課を立ち上げ、

らの支援、それにたくさんのボラ

年２月１日、国交省、

８月 日には「糸魚川

12

策定支援 ❷事業

とができるようにするためです。

いのかと、不安にさいなまれたこ

消失面積約４万㎡にも及びました。

4

撤去が終わりました。

10

25

強い限りです。そしてこの被災地

40

経験に基づく最適
な事業スキームの
提案と技術的支援
❸被災前からの課
題であったにぎわ

17

12

ンティアや応援のおかげです。

17

いのあるまち ❸住み続けられる

は、❶災害に強いまち ❷にぎわ

糸魚川市の復興まちづくり計画

と考えています。

てることなどにつなげていきたい

広げ、地域内の連携や愛郷心を育

の復興の取り組みを、市内全体へ
計画」を策定すること
情報不足は一番被災

まちの３つの柱からなります。特

ができました。
者を不安にさせます。

市駅北復興まちづくり

22

い創出に向けた支
援。以上３つの役
割を担い、現在も
活動を続けていま
す。

2018年4月に開かれた復興マルシェ。

復興に向けた取り組みを支援して

鎮

11

13

により、南北の人の流

10

URは大火からの速やかな復興と、
未来のまちづくりを支援
新潟県糸魚川市

22

２０１６（平成 ）年 月 日
12

17
UR PRESS vol.56
UR PRESS vol.56

18

2

30

28

UMENOKI

福岡県遠賀郡

大学とコラボ、集会所を明るく変える！
学生たちを率いる九州女子大学家政学
明する。

ららかな秋の土曜日、梅ノ木団地

ピンク色のつなぎ姿の女子大生、それに
「ＵＲさんから集会所改修を一緒に、と

部人間生活学科の前田修吾教授がこう説

作業をサポートする業者さんたちが集ま
いうお話をいただき、学生たちに声をか

の集会所に、団地に住む人たちと、

ってきた。今日は、梅ノ木団地集会所で
けたところ、みんな“やりたい！”と積

う

ＤＩＹイベントが行われる。約 畳ある
極的に手を挙げてくれました」
ピンクのつなぎ姿の 年生、阿部桂子
「集会室の壁や天井の色をどうするか。

さんが、さらにこう話す。

ある九州女子大学と連携協定を締結。集
皆さんからいろいろ意見は出るんですが、
なかなか決めきれないので、まず私たち

生まれる場をつくるのが狙いだ。そして

修し、ここを拠点に幅広い世代の交流が

これを機会により使いやすい集会所に改

要望があり、ＵＲは集会所の改修を決定。

理ができる設備を作ってほしい」という

話していたところ、団地自治会から「調

ない。九州女子大学と連携内容について

が、火を使った調理のできるキッチンが

老人会や地域活動に頻繁に利用している

終的にこの色に決定

プレゼンを経て、最

見もあって。３回の

きるかも、という意

が、オレンジ色は飽

が候補になりました

が多く、オレンジ色

がいい”という意見

プレゼンしました。
“あたたかな雰囲気

さんにデザイン案を見ていただきながら

がいくつか候補を決め、団地に伺って皆

この日、団地の皆さんだけでなく、学生
しました」

学生さんたちとふれあえて、こちらも楽

その色とは、天井

はクリーム色、壁はパステルグリーン、

改修後の集会所は、調理ができるよう

しかったですよ」と笑顔で話す。

が明るく晴ればれするような色だ。さら

になり、子どもたちや子連れ世代など、
これまで以上に幅広い世代の人たちが利
用しやすくなる。団地自治会では、将来
「こども食堂」を開くことも考えている
「集会所が３カ月間閉まっているので、

そうだ。

さっそく作業開始。レクチャーの後、

みんなオープンを心待ちにしています。
ペンキを塗った学生さんたちもお呼びし

まずは新年会かしら。そのときは一緒に

団地の人々は、もちろんペンキ塗りは

て、みんなで新しくなった集会所の門出
ＵＲの団地マネージャー小川和朗も、

初めて。一方、前田教授とともに門司中
シャッター塗装を経験している大学生た

「使いやすくなった集会所を活用して、

をお祝いしたいですね」と中島さん。

ちは、慣れたものだ。団地の人々に声を

再び大学と連携でき

若い人たちの感性に刺激を受けながら、

「学生さんたちが行ったプレゼンでは、

方など新たな参加者

会所に縁がなかった

そして、これまで集

ればと考えています。

私たちも積極的に意見を言わせてもらい

を掘り起こし、幅広

れることだろう。

ざまな出会いが生ま

なく、そこからさま

がアップするだけで

くする。団地の魅力

修し、より使いやす

集会所を明るく改

すね」と話す。

い交流を促したいで

ました。日頃、めったに話す機会のない

団地に住む中島洋子さんは、

かけながら、和気藹々と作業は進んだ。

央市場のリノベーションプロジェクトで

塗り始める。

みんなで分担して壁や戸棚を水性塗料で

新しい集会所で
やりたいことがいっぱい

に改修する予定だという。

に集会室から続くテラスをウッドデッキ

床は木目調。そこに入るだけで、気持ち

ことになったのだ。

さんたちも一緒に集会室のＤＩＹを行う

現在の集会所は、団地に住む人たちが、

りることにした。

会所の改修にあたり、学生たちの力を借

ＵＲは昨年７月、北九州市八幡西区に

ちが決めた色に塗るのだ。

集会室の壁を、自分たちの手で、自分た

35
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3

梅ノ木団地は北九州市と隣接した遠賀郡にある。

自治会から団地近くの中学校にも声をかけ、美術部の生徒さん2名も参加した。団地の皆さん、九州女子大の皆さん、それに関係者で
「お
疲れさま！」
の記念撮影。
「ローラーは下から上へ、塗料を置いていく感じで」
との説明を真剣に聞く皆さん。塗ってみる
と、これが楽しい。

戸棚の建具も同じ色で
塗る。まずは養生テー
プを貼って……。
中学生、大学生と団地の皆さんとの共同作業
だ。集会所は2月上旬に完成した。

楽 しい
梅
ノ
木
団
地
団地
DANCHI
PICKS

梅ノ木団地の活性化に
力を注ぐUR職員、左
から杉田典夫、小川和
朗、古澤龍之。

「はなみがわLDK+」
の前に集合した、左から、LDK+の管理運営を担う㈱フォーシーカンパニーの大津真人さん、中屋フルーツの大澤幸治
さん、
「くまで舎」
の清水由香さんと母の由美子さん、URの宇内。

千葉市花見川区

本各地で進む少子高齢化。約７５
などと連携しながら、商店街の空き店舗

さっそく商店街振興組合、団地自治会

このくまで舎で出される人気スイーツ

日は「 花の子食堂 」
（ 子ども食堂 学
+習
支援活動）
、５日は団地に住む女性が店

ると、１日はクリスマスマーケット、２

の日々の運営管理にも協力している。

街振興組合の副理事長を務め、ＬＤＫ＋

われている。
「中屋フルーツ」のご主人、
代目になる大澤幸治さんは、団地商店

主の女性限定のリンパエステ、 ～ 日

という具合で、子どもの誕生日会といっ

はカフェと古道具の「くまで舎」が営業

ています。それが商店街に足を運ぶきっ

今日はどんな店かなと皆さん楽しみにし

「ＬＤＫ＋にはいろんな出店があるので、

客さんがうちの店にも寄ってくれるなど、
ＬＤＫ＋ができてから、商店街の回遊性
が高まったように思います」と、この取

利用者数は増加し、 月

には４００人近くに。これ

り組みを評価する。

人々に新たな刺激を与えはじめた。

花見川団地に生まれた小さなＬＤＫが、

をつくり、孤立を防ぐのが目的だ。

さとでつながろう会」
。同郷の知り合い

て、昨年ＬＤＫ＋で開いたのが、
「ふる

進めたいと考えている。そのひとつとし

の人々のコミュニティーづくりをもっと

ＬＤＫ＋の担当者である宇内は、団地

はレジを通した人数なので、
実際にはもっと多くの方が
足を運んでいる。年代も

～ 代を中心に高齢者まで
と幅広く、団地の外から訪
れる方もいた。
カフェ巡りのお客さんが
団地外からもやってくると
いう「くまで舎」の清水由

21
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楽 しい
花
見
川
団
地
団地
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下／メニューや催しをわかりやすく
お知らせできるように、壁面を黒板
塗料で仕上げた店内。

団地に生まれた
「ＬＤＫ」
が、内外から人を呼ぶ

００世帯、１万２０００人が暮ら
に、キッチン付きのレンタル・コミュニ

日
す花見川団地も、誕生から 年を経た現
ティースペースをつくることにした。企
Ｒの千葉エリアを担当していた７人の若

在、高齢化とともにひとり暮らしの世帯
ＵＲが地域医療福祉拠点化に取り組ん
手職員たち。打ち合わせを重ね、コンセ

画したのは、宇内をはじめとする当時Ｕ

でいる同団地は、多様な世代の方々に末
プトから内装などの細かな仕様までアイ

が多世代にわたって増えている。

永く住んでもらうことを目指しているが、
デアを出し合った。

プラス

年２月、商店街の中ほどに「はなみ

「今日は何の店かな」
と
団地の人々が楽しみに

そのためにも団地を活性化し、団地の価
値を向上させたい。そんな時、ＵＲと千
葉市が団地に住む 歳以上の方々に行っ
たアンケート調査などで、２つのキーワ
ードが浮かび上がる。それが「食」と「つ
がわＬＤＫ＋」
がオープンした。「ＬＤＫ」

う ない

なぐ」だ。ＵＲの宇内大樹が説明する。

スケルトン状態の１階店舗にキッチン

という名前には、
「みんなのリビングダ

お一人で食事をする孤食の増加も見えて
を整備し、正面の壁面は黒板塗料で仕上

「誰かと食事をする機会が多い人、友達

きました。一方で、共働きによる子ども
げ、子育てママにも優しい畳敷きの小上

イニング空間でありたい」という思いを

の孤食や、若者世代が地域とのつながり
がりもつくった。住居だった２階は床を

と会う頻度が高い人ほど、幸福度が高い

を持たなくなってきていることも課題で
フローリングに変え、さまざまな用途に

込めた。

す。それらを解消するために、誰もが必
使えるスペースに。１・２階あわせて約

という相関関係がわかりました。また、

要とする『食』と『つなぐ』をテーマに
１００㎡。ここを１時間５００円（水道
光熱費込）の利用料で貸し出し、毎日さ

した拠点整備を進め、多世代交流を図ろ
うと考えたのです」

香さん。母のつくるドライフラワーを千

介され、すぐに申し込んだという。

まざまな出店者に活用してもらう。子ど

よう支援している。

「いつか団地でお店を始めてみたいと思

葉県内の手作りマーケットに出店してい

「いきなり店を開くのはちょっと、とい

っていたので、願ってもないチャンスで

も食堂のような非営利の団地貢献活動は

う方が、トライアル出店できる場所も目

した。今は月のうち 日ほどここに出店

たが、知り合いのＵＲ職員からここを紹

指しています。ここでまず店のファンを

して、どういうお客さんが来てくれるの

利用料を無料とし、持続的な活動になる

つくり、やがて商店街に店を構えてもら
始めてみると、スペースの使われ方は

には、隣の「中屋フルーツ」の果物が使

かを見ています」と話す。

さまざま。昨年 月のスケジュールを見

うのが理想です」と宇内。

10

た個人利用もできる。これらの予約の受

3

かけにもなっている。
『くまで舎』のお

22
10
30

車が通らず、安心して買い物ができる
団地商店街。LDK+から発展して新た
な店が生まれる可能性は高い。
「花の子食堂」
の日は、2階で大
学生が宿題などの勉強を見てく
れる。こちらだけの利用も可能。

50

付など管理運営は、㈱フォーシーカンパ

18
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40

UR千葉エリアの担当で、LDK+を企画
した若手メンバー。左から峯友由季、
苫米地貴廣、瀬下純平、赤堀圭佑、宇
内大樹。ほか福田盛樹、北村沙織らが、
内装からPRイベントまで企画実施した。
民生委員でもあり、団地商店街
で定食屋を営む女性が仲間と始
めた
「花の子食堂」
。
「はなみが
わLDK+」
で月1回開かれ、毎回
たくさんの親子連れや子どもた
ち、高齢者でにぎわっている。

18

65

12

ニーの大津真人さんが担当する。

質のよい果物と野菜を扱う
「中屋フルーツ」
。商店街で
は自転車送迎サービスや御用聞きサービスなど、団地
に住む高齢者の買い物支援に乗り出している。

右／今日はカフェと古道具の
「くま
で舎」
が出店。店主の清水由香さん
は、月の半分は派遣社員として企業
に勤めているそうだ。店内ではお正
月飾りをつくるワークショップが開
かれていた。
「くまで舎」
人気のス
イーツには、お隣の
「中屋フルーツ」
の上
質な果物がふんだん
に使われている。牛
乳や卵を同じ商店街
のスーパーで調達す
ることもある。

9F

札幌文化芸術交流センター
札幌市図書・情報館

Parking Lot / Bicycle Parking

B2F

さっぽろ創世スクエア

10
District Heating and Cooling

B4F

地域冷暖房施設

札幌市中央区

せいさんく」と読む。大通東１丁

世１ １ １区」と書いて、
「 そう
なった』と言われたときは、うれしかっ

ろ創世スクエアができて、来たい場所に

文化芸術の発信、交流の拠点
「さっぽろ創世スクエア」
が誕生し、人が集まり始めた。

創

う３つの１丁目が集まる、札幌中心市街
の担当係長・松本智史さん。もともとこ

と話すのは、札幌市まちづくり政策局

たです」

地の基点であるエリアの名称だ。そして
レビ塔、また地下鉄３線が乗り入れる大

のエリアは、札幌市時計台やさっぽろテ

台である。
１丁目街区に大規模複合施設「さっぽろ
る場所ではなかったという。そのため札

車場と古いビルがあるのみで、人が訪れ

通駅にも近い好立地。にもかかわらず駐

創世スクエア」がグランドオープンし、
幌市が中心となり、中心地のにぎわいづ

が入り、高層棟には放送局やオフィスが

書・情報館といった公共施設や店舗など
いとの思いもあった。

のにぎわいを、創成川の東側にも広げた

新たなまちづくりを進めてきた。中心地

る建物で、公共施設エリアの随所に椅子
やベンチが置かれていて、読書やおしゃ
の夜も仕事帰りの人々でにぎわっている。

には、個人の地権者がいない。札幌市、明

さっぽろ創世スクエアのプロジェクト

べりを楽しむ人たちの姿が見える。平日
「市民から『以前はこのあたりはわざわ

治安田生命保険相互会社、パーク二四㈱、

北海道テレビ放送㈱、㈱札幌振興公社、
㈱朝日新聞社、㈱北海道熱供給公社の７

会のサポートをはじめ、その後の事業段

の事務局という重要な業務を担当。勉強

を受け、２００５年度からプロジェクト

ＵＲは札幌市からコーディネート要請

組合が施行者であり、札幌市も組合員だ。

中の人の様子が壁面のガラス越しに感じ

や店舗を１、２階に配置して、外からも

路を建物内につくったり、図書・情報館

さらに隣接街区からも通り抜けられる通

状空地や、３つの辻広場を設けている。

さっぽろ創世スクエアの周囲には歩道

組の権利者の集まりである市街地再開発

階に応じてさまざまな手続き、工事発注、

られるようにしたのは、ここを拠点に周
囲へにぎわいを広げたいという思いの表
ら全体をまとめるのは大変ですが、うま

の人々の重要な交通路である地下歩道へ

地下には駐車場や駐輪場があり、札幌

れだ。
く調整できたとき、期待に添えたときは

も館内からアクセスできるようになって

東京に本社がある法人組合員も多いなか、

事に加え、寒冷地特有の厳しい工事環境。

り停電時も電力供給が可能な体制を整え

ージェネレーションシステムの導入によ

また地域冷暖房プラントを整備し、コ

いる。

ＵＲの担当者たちは意見調整や円滑に工

た。昨年９月の北海道胆振東部地震で周

災拠点としての役目も果たした。

事を進めるための調整に尽力してきた。

谷 聡は振り返る。

「創世１ １ １区」のまちづくりのリー

囲が停電した際も、このビルは電力の供

「小さなことでも全員合意で進めてきま

ディング・プロジェクトとして進められ

「複雑な共用部分の構成となったため、

したので、調整役のＵＲさんは大変だっ

てきた「さっぽろ創世スクエア」
。文化

給が継続できたため、外国人観光客向け

たと思います。中立的な立場で、法人さ

芸術の発信地、人々の活動・交流の場が

その持ち分や管理区分の調整も多岐にわ

んと行政の間をうまくとりもっていただ

誕生したことで、今後の札幌都心におけ

の臨時避難所を設置するなど、地域の防

きました。皆さんのおかげでいいものが

るまちづくりへの地元の人たちの期待も

たりました」とＵＲの事業調整課長の大

複雑な構造の劇場部分を含む大規模工

ホッとし、やりがいを感じます」と話す。

は「組合員それぞれの要望を踏まえなが

ＵＲ札幌都市再生事務所長の金井潤一

契約業務などを行ってきた。

地震のときは地域の
防災拠点に

ざ来る場所ではなかったけれど、さっぽ

業態の異なる地権者の
要望を調整して

入居している。外光の入る開放感あふれ

20

27

低層棟には札幌文化芸術劇場や札幌市図

くり、魅力向上へ向けて 年以上前から

風景が激変した。地上 階、地下４階。

２０１８（平成 ）年 月に北１条西
10

ここが札幌中心市街地のまちづくりの舞

目、大通西１丁目、北１条西１丁目とい

「

最新鋭の環境性能・防災性能を備えたハイスペックビルとしても注目されるさっぽろ創世スクエア。

.
.

創成川が交差する
「創世1 1 1区」
と呼ばれるエリアが生まれ変わり始めている。

東西南北に直線道路がクロスする札幌の中心市街地。その基点である大通公園と

ここからさらに広がりを！
札幌のまちのにぎわい拠点誕生

ＵＲの
まちづくり
最前線

駐車場・駐輪場
Nishi 2-chome Underground Walkway

1F
Sapporo Cultural Arts Community Center
Sapporo Municipal Library and Information Center

1F

.

低層棟

.

Low-rise Section

30

できてよかったです」と札幌市の松本係
長は微笑む。

大いに高まっている。

.

Sapporo Cultural Arts Theater

7F

札幌市の職員として、
熱い思いをもって、こ
のプロジェクトに6年ほ
どかかわってきた松本
智史さん。
西2丁目地下歩道

事務局として調整に尽力してきた
UR札幌都市再生事務所長の金井
潤一
（上）と、課長の大谷 聡
（左）
。
さっぽろ創世スクエアは寒冷地仕
様で、敷地内も歩道もロードヒー
ティング設備を整えた。

Office

中央のさっぽろ創世ス
クエアをはさんで、左
手
（西側）
に札幌市時計
台などがある。右手の
創成川公園の先
（東側）
にもにぎわいが広がり
つつある。
オフィス

9F

幅広い年代に利用され
ている札幌市図書・情
報館。実用書中心の充
実したラインナップ。
市の運営による、貸出
はしない課題解決型図
書 館 だ。平 日 は21時
まで開館。
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UR PRESS vol.56

妹尾和子=文、青木 登=撮影
UR PRESS vol.56

24

.

東西方向の断面
イメージ図
High-rise Section

高層棟

26F

道内初の多面舞台、三層バルコニー付き観客席をもつ札幌文
化芸術劇場。
「文化芸術を発信する新しいホールをつくりた
い」
という市の思いが実現した。

札幌文化芸術劇場

Broadcasting Station

放送局

3F

26
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どうにかお正月に
間に合いました!

右／町道の完成を機に、交
流人口を増やしていきたい
と語る阿部幸榮商工会長。
下／まちの中心地に立つ陸
中山田駅。3月23日に三陸
鉄道リアス線として運行再
開する。

左／年内の完成は、町・UR・施工者が三位一体となって取り
組み実現した。左からUR岩手震災復興支援本部長の栗原徹、
佐藤信逸町長、UR山田復興支援事務所長の才田浩、山田町
震災復興事業共同企業体の西彰一所長。

地元の八幡大神楽の演舞にテープ
カットと続き、喜びにあふれる時
間となった。
この町道が重要なのは、①病院、
消防署、交番などの公共防災エリ
アや住宅地を整備した高台地区、
②駅や商店が集まる山田中心地区、
③町内外へアクセスできる「三陸
縦貫自動車道」山田インターチェ
ンジの３拠点をつなぐ役割をもつ
こと。この道路が整備されたこと
で、国道 号が通行不能になった
場合でも防災拠点から町内全地区
への救助・救援活動が可能となり、
低地部から高台へ避難するルート、
さらには町内外への物資輸送や災
害支援も可能となった。

「
一
瞬にして陸の孤島と化した
とのアクセスも絶たれ、状況を伝

支障をきたす状況に。同時に町外

年の時を経て
道路計画が実現

い込まれた。

えたくても伝えられない窮地に追

んです」

東日本大震災当日のことを、そ
しんいつ

う振り返るのは山田町の佐藤信逸
町長だ。あの日、地震発生の約

国道 号以外に迂回路のなかっ

し、通行不能にした。

な瓦礫は沿岸部の国道 号を寸断

の建物を呑み込んだ。そして膨大

防潮堤や河川堤防を破壊し、多く

分後に山田町に到達した津波は、

30

悲嘆にくれたその経験から、山
田町では復興計画に「高台住宅地
への集団移転」とあわせて、
「ア

た 山 田 町 は 各 地 区 が 孤 立 し、 救
通って町外ともつながる道路の建

げた。実は地区間を結び、高台を

クセスネットワークの整備」を掲

助・救援活動や物資の輸送活動に
設は 年前から計画さ

成 ）年 月 日に開

回実現。２０１８（平

尽力を経て、ついに今

れていて、さまざまな

40

12

23

に起こる。

もしいお言葉。

ていけたらと思っています」と頼

機感を抱く商店もあるが、山田町

「仕事の岐路に立ったときは『住

利便性を高めるだけでなく、新

厳しい生活を考えると一日でも早

この町民悲願の町道の整備を担

民の皆さんのためにいかに早く復

商工会の阿部幸榮会長からは「自

当したのはＵＲだ。
山田町から
「復

たな世界とつながり、まちに息を

タイムロスをなくすことを自身

興ができるかを最優先で判断すれ

わせて受託したＵＲ。事業を同時

にも仲間にも命じ、数々の困難を

福島市

興市街地整備事業 」
「 災害公営住

並行的に進めることで、迅速かつ

乗り越えてきた才田。開通式当日

福島県

吹き込む扉となる道が通ったのだ。

効率的に復興事業を進めてきた。

には佐藤町長から「目に見える変

仙台市

ば自ずと道は見えてくる』とメン

ＵＲ山田復興支援事務所長の才

化を年末年始に帰省する人たちに

宮城県

宅整備事業」に加え、防災機能強

田浩は、
「 復興事業は時間との闘

もぜひ見てもらいたかったので、

山田町

バーに伝えてきました」

くとの思いが募るが、事業を進め

町外へ人が流れるのではという危

市へアクセスしやすくなったため、

町道開通で近隣の宮古市や釜石

りがいを感じるという。

りがとう」と感謝されるたびにや

「安全なまちをつくってくれてあ

待を山田町で感じ続けてきた才田。

中でもとりわけ大きなＵＲへの期

をかけられ、これまでに経験した

早く安全なまちをつくって」と声

事の騒音やほこりは我慢するから、

いをしている町の方たちから「工

親族や友人を亡くしてつらい思

し上げます」と言葉をかけられた。

内完成を実現していただき感謝申

ＵＲさんには無理をお願いして年

に始まり、来賓祝辞、

は佐藤町長のあいさつ

浦・ 柳 沢 線 開 通 式 」

で 行 わ れ た「 町 道 細

桜山トンネルの入口

が全線開通した。

「 町道 細浦・柳沢線 」

約３キロメートルの

している区間とあわせ

たことで、すでに開通

ルを含む区間が開通し

この日、桜山トンネ

通式が行われた。

30

助努力でお互いがレベルアップし

山田中央団地 国道45号

るなかでは想定しない問題が次々

三陸鉄道リアス線
（2019年3月23日運行再開予定）

化に重要な「関連道路事業」もあ

一日でも早く
迅速かつ効率的に

陸中山田駅

いだ」と語る。被災された方々の

盛岡市
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妹尾和子=文、青木登=撮影

40

完成したばかりの桜山トンネル入口でテープカット。トンネル部の地質は硬い岩盤が多く、苦
労して施工した。

岩手県

肩書きは取材当時のものです。
UR PRESS vol.56
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岩手県

「UR PRESS」
オンライン版で、
パソコンやスマホからドローン
で撮影した山田町の動画がご覧
いただけます。

45

宮古➡
柳沢
山田中心地区
病院 交番
織笠

山田IC
消防署

➡大槌

役場
長崎

山田町

「町道 細浦・柳沢線 開通式」
には地元でおなじ
みの八幡大神楽も登場。子どもたちも参加して
盛り上げた。
WEB UR PRESS

45

三陸縦貫
自動車道
山田第1団地

山田
第3団地
桜山トンネル
細浦・柳沢線
今回
（2018年12月23日）
に開通
開通済み

第

15

回

高台を結ぶ
悲願の町道が完成
復興の
「今」
を
見に来て!
45

隠れた名店
見つけた！

ボリューム満点なナポリタン、ピザトー
ストやフレンチトースト、パンケーキな
ども人気だ。

cafe de STELLA

千葉県 金杉台団地

お

純喫茶ヤング

東京都 大島四丁目団地

近隣で働く人たちや
団地の人々が集う喫茶店

い

都営新宿線・西大島駅近く、大島四丁目団地の1階

にある
「純喫茶ヤング」
は、昭和を思い起こさせる喫茶
店だ。大島四丁目団地が完成した昭和44年にオープ

し

ンして以来、団地と共に半世紀、このまちの皆さんに
愛され続けている。
「オープン当時、この辺は工場が多くてね。モーニン
グの提供からはじまって、コーヒーやパフェ、軽食を

ん。時代の変化とともに、店のスタイルを少しずつ変
えてきたという。いまはランチメニューを充実させ、
ピラフやカレー、パスタ以外に、
団地の外からもお客さんがやってくる
人気を誇る名店がある。そんなお店を訪ねて、
団地に足を運んでみませんか？

しょうが焼きやチキンカツ、お
ろしハンバーグなどの定食と、
冬には温かいうどんも提供する。
なかでも人気なのは、オープ
ン当時から変わらないナポリタ
ン。
「シンプルですが、手を抜
かずに作ることがおいしさの秘
密」だと若井さん。なつかしく
オープン当時と変わらない店
内。ゲーム台のテーブルは、
なつかしい昭和の時代を感じ
させる。

埼玉県 所沢パークタウン駅前通り

「夢をかなえることができて、毎日とて
も楽しいです。気軽に立ち寄ってくださ
い」
と住田宏行さん。

ておいしい喫茶店を楽しみたい。
東京都江東区大島4-1-7-113
☎03-3637-7972
営 9～18時ぐらい ㊡不定

上／デニッシュパンにアイスクリー
ムをトッピングした人気のデザート、
クロッシュ
（410円）
。メープル、チ
ョコ、黒蜜きな粉味がある。
右／おかずパンから菓子パンまで種
類豊富な焼きたてパン。手ごろな値
段がうれしい。

近隣の団地に住むオーナーの若井新司郎
さん。店名の
「ヤング」
は、ずばり名字か
ら。

おいしいお酒と燻製料理が
自慢のショットバー

所沢パークタウン商店街にオープンした
「BAR MAGIC
SMOKE」
。
「お酒も料理も大好き！」
というオーナーで
バーテンダーの住田宏行さんが、夢だったショットバ
ーを開いた。所沢市内で物件を探していたところ、条
件にぴったりだったのがこの場所。重厚感のある大き
な扉を開けると、シックなインテリアで落ち着いた大
人の雰囲気のバーカウンター9席と、4人掛けテーブ

上／元気いっぱいのスタッフの皆さ
ん。
「働くことがとても楽しい！」
と
78歳の小山たつ子さん
（左）
。
右／コンフォートケアの代表・形山
昌樹さん
（右）
と近隣のグループホー
ム・みかんの樹を担当している今泉
尚也さん。

ルがひとつ。

地域の交流の場
焼きたてパンのおいしいカフェ

JR船橋駅からバスで20分ほど、金杉台団地の商店

街にあるベーカリーカフェ
「cafe de STELLA」
は開店
して2年目。毎朝9時のオープンと同時にお客さまが
やってくる。焼きたてパンの香り漂う店内では、サン
ドイッチやハンバーガー、パスタなどの軽食やスイー
ツも楽しめる。焼きたてパンは100～150円ほどで、
種類もたくさんあって選ぶのに迷ってしまう。

「ここは日常から離れた空間。カクテルやウイスキー、

「高齢の方でも毎日、気軽に通いたくなるような場所

焼酎など、
いろんなお酒を気軽に楽しんでほしいです」

をつくりたいと思いました。団地に住んでいる方や地

オープンして間もないが、団地の人々や仕事帰りの

域の方々の交流の場になればうれしいです」
と話して

人たちがふらりと訪れる。お酒のお供にぴったりなこ

くれたのは、このカフェの経営母体で、近隣でグルー

だわりの逸品は、チーズやベーコン、うずらの卵、魚
介類などの自家製の

埼玉県所沢市並木3-1 4-111
所沢パークタウン商店街
☎04-2968-7774
営 17時～深夜2時 ㊡日曜

2

BAR MAGIC SMOKE
昨年11月、西武新宿線・航空公園駅から徒歩3分、

燻製の盛り合わせの内容は季節によって
変わる。ほかにも自家製ソーセージや、
チキンとマカロニのグラタンなどオーブ
ン料理を提供している。

い 団地

食べに、夜遅くまでたくさんの人たちで賑わっていま
した」
となつかしそうに語るオーナーの若井新司郎さ

プホームなどの介護福祉サービスを展開する
「コンフ
ォートケア」
代表の形山昌樹さん。
「このカフェにはも

燻製。旨い酒とおい

う一つ役割があります。それは高齢者や認知症の方々

しい料理をいただき

の働く場にもしていくことです」
と形山さん。認知症

ながら、会話も弾む。

のグループホームを利用する78歳のおばあちゃまが、

ついつい長居したく

今日も朝から元気に出勤。地域の交流の輪が広がって

なってしまう店だ。

いる。

小さな看板しか出ていない
ので、大きなグレーの扉を
目印に。

千葉県船橋市金杉台1-1-5
☎047-404-9852
営 9～18時 ㊡土・日曜
ソファーが置かれ、ゆったりとしたカフェスペース。
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プロが指南！ 防 災 グッズ の 新 常 識 7
文・写真

ぬいぐるみ防災リュックで、日常の延長を

子どもの不安を取り除くには、普段と変わらぬ生活をさせることが重要です。写
真のぬいぐるみはリュックになっており、中に防災グッズを詰め込むことができ
ます。夜間の大地震で停電したときには、ライト・軍手・スリッパなどが必要で
すが、これら＋αのグッズを入れたぬいぐるみを、普段から子ども部屋や枕元に
置いておけば、非常時に日常を持ち込むことができます。いつも食べているおや
つ、好きなオモチャやゲームもこのリュックに詰めておきましょう。

高荷智也（ソナエルワークス代表）

vol.

防災をライフスタイルに
非常時こそ日常を確保

災 るからといって、特別扱いを受けるこ

たかにともや

害時に開設される避難所。子どもがい

とは難しいのが現実です。おなかがすけば不
機嫌になり、退屈すれば走り回り、盛り上が
ると大声を出す子どもたち（わが家も男児が
3名いるため、まさにこれです）
。避難所で
は周囲への気配りで、親子とも大変なストレ
スを抱えてしまいます。自宅で在宅避難がで

「備える.jp」
http://sonaeru.jp

7

文・写真

子どもを守る防災対策

「備え・防災は日本の
ライフスタイル」を
テーマに、自身が運
営 す るWebサ イ ト、
各種メディアやセミ
ナーを通じて防災を
解説するフリーのア
ドバイザー。

四季の寄せ植え

ベランダで
楽しむ

きるよう、環境や防災備蓄を見直しましょう。

Flower pot arrangement

黒田健太郎

パンジーとビオラで
初心者向けの
春の寄せ植え
春 寒性のあるパンジーやビオラの寄せ植えがおす

の遅霜の心配がなくなる4月中旬頃までは、耐

すめです。最近は、花弁が波打つフリル咲きの品種や、
花径が数ミリしかない極小輪咲きの品種など、数え上
げたらキリがないほど種類も豊富。11月下旬頃から、
園芸店には色とりどりのパンジー、ビオラが並びます。
今回は、ごく一般的なパンジーとビオラを使って、

「安全ゾーン」
を
つくって避難訓練

避難所では、食べ物に関しても特別な支援を受けることは難しいです。子どもに食物アレルギーがあったり、
薬の服用が欠かせない場合は、アレルギー対応の非常食や予備の薬を準備するなど、わが家だけの対応が欠
かせません。
また、非常食は好き嫌いのある子どもには食べづらいもの。備蓄品はふだんから家族みんなで試食をして、
おいしいと思えるものを選びましょう。子どものいる家庭では、非常時にこそ普段の生活が継続できるよう
な準備を心がけたいものです。

があります。主役はレモン色のパンジー、引き立て役
はアプリコットとイエローのビオラ、ライムイエロー
のヒューケラで明るさをプラスして、ワイヤープラン
ツで軽やかな動きをつけます。それぞれの生長後の姿
を思い描きながら植えていきましょう。

手順
作業を始める前に、鉢の前に苗を並べて
どう植えるか考える習慣をつけましょう

男子弁当

1

鶏から揚げ
ネギ塩ソース弁当

2

の

たくなってしまうので。

ススメ！

片栗粉をまぶして揚げる竜田

揚げた後の油切りには、魚
焼きグリルの網が活躍。キッ

めに塩分を加えると、浸透圧

揚げが大好きです。ただし、

チンペーパーを敷いておけば

で肉汁となる水分が抜けてか

鶏肉をしょうゆに漬け込まな

使用後に網をサッとふき取れ

は大の
“鶏から”
好き。

いのが私の鉄則。酒とおろし

30

私
特に鶏肉に下味をつけ、

しょうがに鶏肉を 分ほど漬

冷めてもおいしく食べられ

ばよく、位置的にも便利です。

るように、ネギ塩ソースをか

たまごサラダ

けてパンチを効かせました。

油から上げるタイミング
の見極めは、箸で持ち上
げたときに鶏肉の微振動
を箸に感じたら。そこで
油を切って3分ほど寝か
せると、余熱でちょうど
よく火が入る。

けた後に、しょうゆを混ぜま

鶏から揚げ
（竜田揚げ）

す。余分な水分を切り、揚げ

（塩をふって）

る直前に塩を少しふってから
片栗粉をまぶします。肉に早

パプリカの素揚げ

キャベツの
千切りと
きゅうり

す。使う株は4株と少ないですが、一つひとつに役割

耐震性能のしっかりした建物にお住まいであれ
ば、家具の固定を万全にすることで、室内におけ
る大地震の脅威をかなり減らすことができます。
子どもの成長に伴い増えていく家具……背の高
い机、本棚、二段ベッドなどを固定し、家の中に
「安全ゾーン」
をつくってください。そして
「緊急
地震速報」
が鳴り響いたら、揺れが来る前に安全
ゾーンへ走って逃げ込む。揺れが小さくすんだ場
合は、効果的な避難訓練になります。

「わが家ならでは」
の準備を優先的に

ロマネスコのだし浸し

小さなプランターで手軽に作れる寄せ植えを紹介しま

11

最初に、どこに何を
植え込むのか配置を
考えます。
配置を考えるときは、植え
る順番も考えるようにしま
しょう。

配置図

鉢穴をネットでふさ
ぎ、鉢の高さの1/5

B

まで鉢底石を入れ、
鉢の半分程度まで土
（草花用培養土）
を入
れる。

3

鉢底に入れるのは、大粒の赤
玉土でもOK。

ポットから苗を出し、根鉢を優しくほぐして右
図ＡＢＣＤの順で植え込んでいく。土の表面が、
鉢のふちから1～1.5㎝下になるように高さを

万能なネギ塩ソース

長ネギ…1/2本
（粗みじん切り）
にんにく・しょうが…各1片
（みじん切り）
鷹の爪…1/2本
（輪切り）
粉末鶏ガラスープの素…大さじ1
炒りゴマ…小さじ2
塩…小さじ1/2 サラダ油…1/2カップ
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材料をすべて合わせるだけ。
豆腐にのせたり、キャベツに
混ぜたり、鰹の刺身とあえた
り、チャーハンを味付けたり
……と大活躍。冷蔵庫で5日
ほど保存可能です。

1株ずつ植え
右から左に土を寄
せながら植え込む
と植えやすい。強
い力で土を押しこ
むと水はけが悪く
なるので、やさし
く押さえる程度で。

相田幸二

1975年、山形県米沢市生まれ。現在は
宮城県在住。
「幸せ料理研究家」
としてテ
レビや雑誌で活躍。
『こうちゃんの簡単
料理レシピ』
（宝島社）シリーズは230万
部を超えるダブルミリオンセラーに。
ブログ
「こうちゃんの簡単料理レシピ」
http://ameblo.jp/wanwan2005/

A

C

パンジー
A（プリムローズシェード）

ヒューケラ
C（フリンジレモン）

B ビオラ（コッパー）

ワイヤープランツ
D（スポッ
トライト）

調節しながら
込む。

文・写真

鉢のサイズ
横28㎝
奥行き16㎝
高さ12㎝

D

4

仕上げに、ワイヤープランツの長い枝を手前や
横に流して完成。

管理のポイント!
日当たりと風通しのよい場所で管
理します。パンジーやビオラは休
まず次々と開花するので、花がら
はこまめに取り除きます。固形肥
料なら月に1度、液肥なら10日～
2週間に1度施しましょう。

くろだけんたろう
埼玉県生まれ。園芸店
「フローラ黒田園芸」
勤務。自由な発想が生み出す洗練されたス
タイルの寄せ植えが熱く支持されている。
『12ヶ月の寄せ植えレシピ』
（グラフィック
社）
ほか著書多数。
フローラ黒田園芸 http://florakurodaengei.com/
UR PRESS vol.56
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UR都市機構からのお知らせ

プレゼント付きクロスワードパズル

ヨコのカギ

PHOTO&SKETCHING

Ｕ

Rは、東日本大震災からの
復興の歩みを広く発信する

とてもとても無理、という性格

ため、
「東日本大震災 復興の歩み
品を募集し、多数のご応募をいた
をご紹介します。
URのホームページにも、入賞

大賞（フォト）
「最盛期」

大賞（スケッチ）

有田勉さん
（撮影場所：岩手県宮古市）

「復興記念大祭～獅子舞と元気な祖母」
浅野健仁さん
（描いた場所：宮城県本吉郡南三陸町）

入賞作品・作品展示予定のご案内
https://www.ur-net.go.jp/fukkou-photosketch/
contest2018/result/index.html

作品や作品展の開催案内を掲載し
ています。ぜひご覧ください。

1
4
6
7

URの集合住宅歴史館で、小学生たちが
「団地の歴史」を体感！
京都八王子市にあるURの

や設備に触れたりして体感。関連

集合住宅歴史館は、昭和30

クイズやペーパークラフトを使っ

年代の公団住宅などが移築・復元

た団地ジオラマづくりなども行い

された
「団地の博物館」
です。ここ

盛り上がりました。参加者からは

で昨年12月26日、
「団地の歴史を

「ジオラマづくりが楽しかった」

体感しよう！」
と題して、小学生に

「団地の歴史を楽しみました」
など

団地の歴史に触れ親しんでいただ

の感想が寄せられました。

くイベントを開催しました。
団地ジオラマづくりに挑戦する
参加者たち。

当日は18組の親子が昔の公団
住宅の部屋に入ったり、古い建具

19
20 これがずらりと並ぶ屋根もあります
22 転ばぬ先の――

https://www.ur-net.go.jp/
rd/index.html

昭和30年代の公団住宅が移築・復元
されたURの集合住宅歴史館。事前予
約制で見学可能です。

次号のお知らせ

「UR PRESS」57号は
2019年4月末発行予定です。

で 検索

https://www.ur-net.go.jp/
aboutus/publication/web-urpress56/index.html

https://www.youtube.com/user/URTOSHIKIKO/

21
A

10

3

13

22

7

19
D

8

17

4

25

14

5

11

20

23
E

12

人の――がしたので振り返ったが誰もいなかった
まだ脱穀していない米
名前を間違えて呼ばないように、
――を振っておきました

A

9 おたがい第三者の助けを借りずに戦います
11 鍋物の――に雑炊を作った
13 インド伝来の健康法。ホット――、――マット
14 結婚式、新郎新婦が――の言葉を交わした
15 赤飯をこう呼ぶことも
17「下」の反対
18 地球上の約３割がこれです
19 同級生たちが集まって開きます
21 ――オーライ 見切り――
23 コウゾやミツマタなどの樹皮は、
――の原料になります

24 ――を並べてともに学んだ同級生
25 ベルのような形の白い花を並べてつけます

B

C

ヨ ウ コ ウ ダ イ

A

B

C

D

1

テ ダE ス ケ

2

ツ イ

6

7

3

ゴ ウD

13

21

17

28

ギ リ

10

マ ン ガ

25

サ カ

18

イ カ

11

ゴ

22

ツ ボ ミ

15

23

4

チ ズ

5

ヨ コ ナ ラ ビ

26

PRESENT

1

From 長岡

極上吉乃川 ３名様

16

19

12

ウB ミ

サ ク

27

29

ナ ナ イF ロ

20

3

From 札幌

よいとまけ ３名様

水に恵まれ、多くの蔵元が存在する新潟県
長岡市。その地で地元の米と井戸水を原料
に470年にわたって酒づくりを続ける蔵元
「吉乃川」
。伝統の技で生み出された吟醸酒
（720㎖）
は、さわやかな香りと口当たりの
よさが自慢です。

2

PRESENT

From 長岡

北海道特産のハス
カップのジャムを
挟んだロールカス
テラ。色鮮やかな
見た目と、爽やか
な甘酸っぱさが魅
力の北海道の定番
スイーツです。

PRESENT

4

From 札幌

じゃがポックル ３名様
北海道限定販売の人気スナ
ック菓子。道産のじゃがい
もを皮つきで使った旨みと、
サクサクの食感が特徴。お
やつにもビールのつまみに
も合います。小袋10個入り。

●応募方法
本誌付属の応募はがきに、クロスワードパズルの
答えと希望プレゼント番号、必要事項をご記入の
上、郵送してください。
※応募はがきに記載のQRコードからもご応募いただけます。

シ ヨA ト ウ

8

9

24

イ イ マ ワ シ

14

コ ウ コC ク

ツ

F

E

E

クロスワードパズルを解いて、プレゼントにご応募ください。

蔵元秘伝の製法で、銘酒「越乃景虎 龍」を
使ってつくられた梅酒
（720㎖）
。フレッシ
ュな梅の香りと酸味が調和した逸品です。
甘さ控えめでスッキリした味。

55号の解答

D

プレゼント＆応募方法

越乃景虎 梅酒 ３名様

YouTubeでもさまざまな動画がご覧いただけます
UR都市機構の公式YouTubeでは、UR賃貸住宅、都市再生、
ニュータウン、震災復興など、URのさまざまな事業や情報を
動画でお伝えしています。
『UR PRESS』
オンライン版でこれ
までに紹介した動画や、テレビCMなどもアップ
しています。ぜひご視聴ください。

24

B

「UR PRESS」オンライン版もお楽しみください！

UR PRESS

18

C

PRESENT

「UR PRESS」
はパソコンやスマートフォンでもご覧いただけます。
巻頭インタビューや記事のオリジナル動画なども掲載しています。
ぜひご覧ください。

15

16

菜っ葉をゆでて、しょうゆやだし汁をかけて作ります

From Editors
福岡、札幌、山田町……本誌の担当も３
年目になりましたが、北へ南へとこれほど
移動した取材はなかったかもしれません。
どの取材先でも、多くの方の笑顔に出会え
たのが印象的でした。
本誌で紹介しているように、URは、団
地の管理、都市再生、震災復興など、住ま
いやまちづくりに関する仕事を幅広く担っ
ています。そして、その仕事の舞台もまた、
全国各地に存在しています。
私も広報の担当として、これからも各地
を飛び回りながらURの「いま」をお伝えし
ていきたいと思います。

（UR都市機構・広報担当S）

9

タテのカギ

NEWS

東

紹介したのは――マリナイースト21周辺
食材に刺す棒

6

2

12 江戸時代が終わり日本が一新されました
14 西洋将棋とも呼ばれます
16 勇気を出して、好きな人に――をした
17 今号の「あのまち このまち 歩いてみよう！」で

フォト＆スケッチ展2018」の作
だきました。ここに大賞受賞作品

1

1 ラジコンカーを自分の――に動かせるなんてすごいね！
2 内緒だよ、みんなには――にしておいてよ
3 ジンジャー。ベニ――、――焼き
4 バンソウコウを貼ったり、包帯を巻いたり
5 落語家ともいいます
8 人や車が通ります
10 人さまに強く出るなんて、

東日本大震災 復興の歩みフォト＆スケッチ展2018
受賞作品発表

パズル制作 ニコリ

●応募締め切り
2019年4月30日火（当日消印有効）
当選者の発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。
※お酒のご応募は20歳以上の方に限らせていただきます。
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