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大阪市中心部を流れる４つの河川は正方形

遊歩道デザインや景観誘導、まちづくり支
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を形作りその底辺として道頓堀がある。道

援など JUDI 関西ブロックのメンバーが数

頓堀は南北に流れる東横堀川と西横堀川の

多く関わっている。平成 14 年度に大阪市

２つの川を東西に結ぶ水路として 1612 年

建設局からの依頼により関西ブロックの検

から開削に着手され、初代の新川奉行であ

討グループが行った遊歩道の基本計画、防

る安井道頓の名をとって道頓堀と名付けら

護柵や床材、照明、色彩コードなどの基本

れている。船場とよばれる大阪の商業中心

デザイン、更に同 15 年度の実施設計デザ
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都市をデザインする

が一気通貫していることが望ましい。
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■ 都市デザイン・プロジェクト 100 選 ■

普段暮らしている都市をどう使いこなしている

がなされ、できた後に運営者に引き継ぐ。縮退

だろうか。自分の自由にできる自宅や事務所は

による不確定要素の多い現在では、マスタープ

また、マーケティングやコミュニケーション

の南端となっており、江戸時代には、川の

イン監修を行い、当初の主要なデザイン方

カスタマイズして使うが、公共空間や他人の土

ランありきでは進みにくく、当初のビジョンが

の技術はさらに重要性を増している。都市のア

南側には歌舞伎小屋や人形浄瑠璃を公演す

針が長らく継承された。堤外商業施設と遊

地についてはどうしても現在の利用実態や規制

運営時に継承されにくいことなど、つくり手目

イデンティティとなる資源やチャレンジしがい

る浪速五座が立地し、川沿いには料亭や茶

歩道とのまたぎ段差の処理や防護柵のデザ

を前提で考えがちである。

線の進め方の課題が表面化している。

のある場所や人材のあるところに人は集まって

屋が並ぶ一大歓楽地を形成していた。しか

イン処理について、土木施設の設計者と

くるので、市場の評価にさらされる。今までは、

し戦後は水質の悪化に伴い親水性の高い商

JUDI メンバーとの間で相当な意識の差があ

業空間としての機能は忘れさられていた。

り、平面計画の決定だけでなく遊歩道の断

しかし近年、公共空間を地域で責任をもって

そして今は、マスタープラン主義からマネジ

使っている、建物オーナーに提案をして新たな

メント主義に移行している。都市デザインの中

公的な性格の強い中長期・地域社会・マスター

使い方をしている、など使い手が自分たちで空

で持続可能な経営の視点が重視され、エリアマ

プラン型の「まちづくり」と、短期・事業者・

道頓堀川水辺整備事業は、水都大阪プロ

面構成に多くの協議が重ねられた。また一

間をカスタマイズし、エリアの魅力を向上させ

ネジメント、DMO などが活発に議論されてい

事業性先行型の「観光」には壁があったが、マ

ジェクトの事業の一つとして平成７年に着

部のメンバーにより橋梁デザインも検討さ

利用者も喜んでいる取組みが増えており、筆者

る。誰かにつくってもらうのではなくつかい手

ネジメントが重要となるこれからは相互の長所

手された。水辺整備事業は①２カ所の水門

れ、多左衛門橋は木橋（構造体は既存の鉄橋）

もいくつかの水辺や広場のプロジェクトに関

が自ら都市を創っていく、つまり、空間のオー

やネットワークを取り入れていく時代だと感じ

整備による水位調整、②親水性の高い遊歩

として改修された。

わっていてそのチカラを実感している。

ナーより空間ができた後のマネジメントが実現

る。使い手目線での都市デザインがますます必

道の整備、③沿川の大規模開発との連携、

国外でもニューヨークやパリのセーヌ川沿い

性や質を左右する。それには、ハードのプラン

要な時代になっている。

④沿川施設との協調による利活用の促進を

道路側に入り口、河川側は裏手として利用

の社会実験を経た自動車道路の常時歩行者空間

よりまずアクティビティをイメージし時間軸を

同時に狙っている。換気扇や空調屋外機の

されている。そのため河川沿いには空調屋

化などの事例が話題を呼び、都市構造も変えて

組み込んだプロセスのデザインが求められる。

置場となり、景観面では裏側であった河川

外機や食堂の換気口が乱立しており、景観

いき、それを経験した市民の意識も変わり、旅

まちの資源を活用しそれを事業化する仮説を

沿いに遊歩道を整備するため、川沿いの景

面の改善が求められた。遊歩道の整備と並

人の目的地にもなっている。都市の縮退がはじ

ビジョンとして公民で掲げ、それを検証するた

観誘導や遊歩道利活用のための地元組織と

行して河川沿いの占用物撤去や河川上に突

まり公共空間や建物が余って管理ができなくな

めの社会実験を実践し事業性を検証したうえ

の連携など、直接に遊歩道整備を担う大阪

出した看板や障害物の撤去、更に水辺への

る、そのような時代だからこそ空間に人が主役

で、本格的なマネジメント主体の編成や事業計

市建設局だけでなく都市計画や経済部局と

視線誘導や出入り口の設置など既存店舗の

の多様なアクティビティを生む動きや、あまり

画づくりに移行する。公共性を評価し事業を成

も連携した多様な取り組みがなされている。

改修を促進するような建替モデルプラン提

お金をかけずに新たなコンテンツやマネジメン

立させるための行政計画へのオーソライズや制

泉英明：1971 年生まれ。高松、下関、豊田、大阪のま

道頓堀の中でも戎橋付近は大阪を象徴する

示や地元のルールづくりも JUDI メンバー

ト主体を導入する動きが加速するだろう。

度改変、そしてマネジメント主体の事業を反映

ちなか再生やプレイスメイキング、モノづくりのまち高井

シンボル空間の一つとして、遊歩道と沿川

により行われている。

したハードデザインなどはこのフェーズであ

田住工共生まちづくり、「OSAKA 旅めが

整備には大きな期待が寄せられた。

拡大する需要を背景に絵を書き空間を造れば使

る。この際、ビジョンづくりから社会実験の実

ね」、「北浜テラス」、水都大阪事業推進な

う人がいた。マスタープランに基づく空間整備

践、事業化、運営に至る最初から最後まで主体

どに関わる。㈲ハートビートプラン代表。

従来のまちづくりはマスタープラン主義で、

大阪土佐堀川に設置された北浜テラス
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川に向かって出入り口を改修

多左衛門橋と遊歩道

コンペで選ばれた浮き庭橋

一方、沿川敷地の多くは飲食店舗であり

（堀口浩司、( 株 ) 地域計画建築研究所）

事業主体、河川および遊歩道設計：大阪市建設局
関与した関西ブロックのメンバー ( 五十音順 )
(a) 戎橋 - 日本橋区間の基本計画：江川直樹、金澤成保、堤

肇、

土橋正彦、佐々木葉二、長町志穂、中村伸之、長谷川弘直、
堀口浩司、横山あおい、(b) 多左衛門橋デザイン：江川直樹、
堤

肇、中村伸之、堀口浩司、(c) 第一工区デザイン監修、長

谷川弘直、森重 , 和久、長町志穂、(d) 沿川建築物の景観誘導、
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（e）宗右衛門町協議会支援：
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大阪ミナミを代表する顔の一つとして、
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■ JUDI メンバーの紹介■
和歌山県御坊市営島団地の再生 (97-

秋、私自身の長年の思いであった、公的

私は鳥取県境港市の出身で、受験のため上京

01) は、ワークショップ・ハウジングと

賃貸住宅の住民が、住み慣れた住戸を自

し東京藝術大学・大学院環境造形デザイン専攻

して、コーポラティブ方式で進めた建て

分の費用でリノベーションできる（退去

を修了後、造園のコンサルタント会社に就職し

替えプロジェクトである。104 戸 (1 〜

時の原状復帰が不要）という試みが京都

5 期 ) の住宅を 5 年かけて少しずつ設計
していった。
同じものが単純に繰り返さ
れる形態を避け、すべての住

府八幡市のＵＲ男山団地で実現した。

四季雑感

平松早苗
ひらまつさなえ

株式会社 ars 設景研究所

ることがありません。JUDI の皆様が境港の計
画にご尽力いただいていること、感謝申し上げ
ます。

ました。10 年ほどの会社勤め後、フリーラン
御坊市営島団地（ワークショップ・ハウジング）

ココロミタウン

720 戸 の 街 区 で「 コ コ ロ

編集後記 :『JUDI 通信』という PDF メディアを JUDI 国際

スを経て、現在は、以前いた会社の子会社を引
き継ぎ、公共空間（主に公園）のデザイン・設

が、この心象的な距離感が江戸時代よりも縁遠

委員会からゲリラ的に年４回を目標に発行することにした

計の仕事をしています。

くなってしまった一因なのかとも思いました。

のはいいのですが、
これを継続させていくことは大変です。
よく、二年目のジンクスとか言いますが、一回目は緊張し、

今回、JUDI 全国大会で三国港を訪れるとい

造園という仕事柄、地域の自然環境の影響が

うことで参加しました。郷里と似た古い土壁の

大きいのですが、私自身はやはり海辺の風景が

それなりに集中力も出ますが、二回目は一回目がどうにか

戸を、その位置から内部まで、住民と協

ミタウン」と称する。既存の制度を生活

議しつつ進めていった。疲弊した公的賃

空間再編の仕組みとして見直し、専門家

残る風景に親近感を抱くと共に、港町として北

しっくりくるところがあります。改めて海辺の

できたという気の緩みが足を引っ張ります。そういうこと

貸住宅の住環境と生活の再生を、自分の

( 建築士会 ) の支援を得て、民 ( 費用 )・

前船でつながっていたという史実とは対照的

まちづくりへの興味を感じました。

を考えると二回目が無事、発行できて安堵してます。今後

家は自分でつくる、自分たちのまちは自

民 ( 工事 ) で改修できる画期的な試みで

に、現在の縁遠さを実感しました。輪島に住む

郷里を離れて早 30 年以上、実家も境港にあ

も何とぞ、宜しくお願い申し上げます。ちなみに JUDI と

分たちでつくる、専門家と協働してつく

ある。

友人が、この海の直線距離 400km で郷里の境

るので、年に 1,2 回は帰省していますが、諸事

は Japan Urban Design Institute の略です。日本語だと都

港であるという望郷の思いを書いていました

情等あり、なかなか地元のまちづくりに参加す

市環境デザイン会議です。（JUDI 国際委員長：服部圭郎）

るというのが目標であった。そしてこの

（江川直樹、関西大学教授）

リノベーションの進む男山団地住戸

ココロミタウン・モデル住戸

