
トークセッション２１ 

 

と  き  平成１４年３月３０日（土）午後１時３０分から午後３時３０分まで 

と こ ろ  ホテル国際２１ １階「藤」の間 

テ ー マ  市民参加のまちづくりは可能か 

基調講演  安藤忠雄氏（建築家） 

て い 談  安藤忠雄氏、浅田彰氏（京都大学経済研究所助教授）、田中康夫 

 

安藤忠雄氏により、６０枚ほどのスライドを活用した基調講演が行われ、瀬戸内海の島々での植樹活

動や大阪市での河川博覧会構想などを例に「市民がまちづくりに参加することが、自分のまちに対する

愛着につながる」と、市民参加によるまちづくりの重要性などについて指摘をいただいた後、安藤忠雄

氏、浅田彰氏、田中康夫によるてい談が行われました。 

 

【てい談】 

 

 

田中 今日はようこそお越しくださいました。 

先ほど安藤さんは「私は知事になるよりも建築家

の方が面白いから」とおっしゃいましたが、私は

作家よりは知事の方が面白い仕事だと思ってい

ます。また、お話しをお聞きしていて、浅田さん

と私が対談でお話ししていることと似通った点

があったとも思っています。 

過保護ではいけないということから始まりま

したが、自立あるいは自己判断の重要性、あるい

は前例などにこだわるのではなく、やはりブレー

クスルーする発想を柔軟に持たなくてはいけな

いということ。また、自分が思ったことを相手に

伝えるだけの表現力と言いますか、それも技巧的

な技術ではなくて、やはりそれを伝える本来の心

を持った上でないといけないのではないかとい

うようなことをお話しされたと思います。 

それから市民が参加をしていくということで

す。これは私たちの社会の中にも、例えば江戸時

代ですと寺子屋というものがあったわけでして、

これは地域の人が全て行政というか、当時は行政

という言葉ではなかったと思いますが、これに頼

るのではなく、できることは自分たちで行ったわ

けですし、自普請という言葉も昔からおそらくあ

ったわけでございまして、自分たちの地域が自ら

お金を出して普請をすることもありました。 

飯田市に黒田人形浄瑠璃というものがござい
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ますが、私、去年これを見に行きました時に、た

いへん感銘を受けたのは、当時の殿様からこうい

う享楽的なものはいかんと怒られて帰ってきた

後に、一念発起して皆でお金を出して、たぶんヒ

ノキだと思いますが、人形浄瑠璃をする舞台を皆

が大工をして作るということがあったそうです。 

つまりこれは、今言われてるようなＮＰＯであ

ったりボランティアという言葉のない頃の方が、

むしろ私達にはそうした気持ちがあったのかな

というようなことを感じました。 

浅田さんは、安藤さんと古くからの友人であっ

て、安藤さんの作品に関しても多くの批評をお書

きでいらっしゃいますが、先ほどのお話しをお聞

きになられて、あるいは浅田さんは私との対談も

あって長野に幾度か足をお運びいただいていま

すので、そうしたこともふまえて、まずお話しい

ただければと思います。 

 

浅田 最初に、先の安藤さんの講演について感想

を述べます。 

ご紹介でアメリカ建築家協会のゴールドメダ

ルを取られたというようなこともありましたし、

数年前には建築界のノーベル賞と言われている

プリツカー賞を取られているわけで、繰り返して

申し上げますけれど、皆さんの前にいるのは世界

的な大建築家だということをもう一度想起して

いただきたいと思います。 

建築家ですから、普通、我々は建築家というと

物を作る人だと思います。確かに安藤さんは物を

作る人です。ものすごい職人的完成度です。学生

が「模型を作りました」と持ってくると、じーっ

と見ていてバーンとたたき壊す。「すぐ、全部や

り直してこい」と。 

建築物はもちろん、最終的には打ち放しのコン

クリートの壁の、ツルツルでピカピカにできてい

るという風な完成度になるわけです。確かにそう

いう意味で安藤さんという方は素晴らしい物作

りの人です。けれども、安藤さんがなぜこんなに

面白い建築を作り、こんなに面白い都市に関する

提言ができるのかと言うと、それは物を作ること

を通じて、理念、あるいはある種のアイデアを作

っているからです。 

場合によっては、現実とアイデアの間にはもの

すごいギャップがあって、こんなものができるの

かなとも思えるのですが、ギャップが大きければ

大きいほど、それをチャレンジして乗り越えてい

くパワーが出てくる人です。 

先ほどの講演で拝見した７、８坪のところに建

つ垂直のギャラリーとか、ああいうものができて

くる。そういう意味で物作りの人であるからこそ、

それを通じて非常にラディカル（radical：過激

な）な、そして我々にとっても非常にチャレンジ

ングなアイデアを作る人でもある。その両面にお

いて安藤さんという人がいるのだということを

再確認しました。 

お話し自体も、結局まちづくりとは言うけども、

何か行政が、例えばインフラを作るとか、何か建

物を作るとかいう風にして、物を作るということ

が全てじゃない。むしろその前に人をつくるとい

うことがある。自立した個人だからこそネットワ

ークができるわけで、その人と人のネットワーク

でまちを活性化させていくということがあると

いうことであったと思います。つまり、まちづく

りの前に人づくりがあり、人のネットワークづく

りがあるのだと。 

むしろ、例えば行政なりなんなりがやるべきこ

とは、そうやって自分のまちに、あるいは自分の

地域に市民が積極的にコミット（commit：かかわ

りを持つこと、関係すること）していく、参加し

ていくためのある種の動機づけと言うのでしょ

うか、それは要するに「この博覧会に出資したら

儲かるらしいよ」というようなことでもいいので

すけれども、それだけでなくて、とにかく自分た

ちが住んでいる地域を、自分たちのネットワーク

で変えていきたい、そのために自分も「これこれ

の貢献をしたい」という風に、自立した個人とそ

のネットワークがいわば自発的にそこにインボ

ルブ（involve：かかわる）していく、かかわっ
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ていくというシステムをつくることが大事なこ

となのだと思います。 

だから単に道路や何やらを作る、立派な箱物を

作るということがまちづくりではなく、むしろ人

と人のネットワークをつくるということが大事

だという、これは今日のお話しのごく一部の確認

というか、エッセンスをまとめただけのことなの

ですけれども、それは本当に同感しました。 

最初の感想はそんなところです。 

 

田中 褒められることには、私と違ってずいぶん

慣れていると思いますが。 

 

浅田 あれだけ褒めると嫌味ですよね。 

 

安藤 私は建築の設計をしていますから、建築の

人達とお付き合いをしてますが、だいたい閉ざさ

れた社会の中で「安藤だけはいらんな」と言われ

ながらやってきています。 

 

田中 なぜ「安藤だけはいらんな」と言われてい

たのでしょう。 

 

安藤 結局は自分の考え方をしっかり言い過ぎ

るのではないか、自分で勝手にやり過ぎるのでは

ないかということもあると思います。 

また、日本は学歴社会ですから、この人は早稲

田大学の、この人は京都大学の、この人は大阪大

学の、この人は東京大学のという目に見えない、

しかし堅固なネットワークがありますので、「ど

こから出てきたのかわからない、あの人は」と最

初から相手にしてもらえない。始めからずっとそ

ういう中でやってきましたので、褒められること

もありますけれども、それがあまり本気に聞こえ

ませんし、いつも排除される側でいますと、意外

と排除されているうちに排除されることに慣れ

てきているのかなとも思っています。 

しかし、そのことで、自分のことを自分で客観

的に判断する能力ができてきたように思います。 

今、田中知事は、その活躍を外部から拝見してい

ますが、いろいろと問題を提起すると、内輪から

は反発が多いと思います。多いでしょうけれども、

それを乗り越えて行く、浅田さん仕込みの理念を

しっかり持っておられるから、理念とアイデアが

重なっているから、もう一つ前へ行く。もう一つ

前へ行くと、また反発する人もいるのでしょうけ

れども、時間が経ってくると、だんだんと対話に

なってくるのではないかと思います。 

やはり県民が本気で対話をすると、ひょっとし

たら、これまでの日本ではできなかったことがで

きるのではないかと思っています。その辺で、

我々のような他のまちの人間も、非常に期待をし

ています。またよその県でもそういう人が出てく

ると、地方から日本が変わるひとつの力になるの

ではないかと思ってます。 

 

田中 長野市の県庁舎に近い所でも褒められる

ことがあるのだと思いますけれども、県民と私は、

直接の利害関係がないから、県民の方が私の突拍

子もなく聞こえるかもしれないことを、聞いてく

ださっているのかなとは思います。 

逆に言えば、県民の方は税金を払ってくださっ

てるから、いろんな意味でお客様なのです。です

から、そのお客様の言うことを聞かねばなりませ

んし、また、お客様の言ってることが仮に理不尽

であると私が思ったならば、それを話し合わなく

てはいけないということです。 

税金は払ってくださっていますけれど、私は県

政一般に関しての直接の利害関係というものは、

たいへんによい意味で希薄だから、双方が耳を傾

け合う状況が最初からあったのかなという風に

思います。 

逆に利害関係がある方、県職員であったり県議

会の方というのは、私の言ってることは今までと

違う方向や、また違う理念に立脚しているから意

見があると思います。 

県職員であったり、あるいは審議会の委員であ

る方は、例えば審議会の場合、県民の税金から、

 - 3 - 



それが一回の費用が数千円の日当であっても、こ

れはもはやお客様ではないわけであって、これは

私が望んでいたり思っていたり、あるいは県民が

そうであるということに応えられる仕事を、県職

員だけでなくて、私も、あるいは審議会の方もし

なくてはいけないんだと思っています。 

 

浅田 具体的なまちづくりとか、あるいは建物作

りの話しで言いますと、やはりおっしゃったこと

で面白いのは、この近代の都市計画とか建築とい

うのは、だいたい一回さら地にして、ゼロから全

部計画し直すという、要するにタブラ・ラサから

再出発するということでやってきたわけです。と

にかく建築して、時が経ったらまた壊してまた建

築してと。これは大量生産、大量消費、大量廃棄

ということで、どんどん作っては壊し、作っては

壊しをしてきたわけです。 

ところが、それはもうだいたい限界が見えてき

たし、そろそろ方向転換しなくてはいけないわけ

です。すでにあるものをいかにうまく使いこなし

ていくとか、場合によってはいくつかの補助線を

引くことで今までつまらないと思っていたもの

がものすごく面白く見えてきたり、非常に魅力的

な空間になってきたりするという、そこを強調さ

れた点は同感ですし重要なことだと思います。 

私は京都という古いまちに住んでいまして、こ

こは京都府と京都市がそれぞれ無能であるが故、

無能であるばかりか喧嘩までしていて、ひどいこ

とになってるわけです。世界的に言えば、それこ

そフィレンツェとか、アビニヨンとか、そういう

素晴らしい都市ですよ。 

ヨーロッパでそういう都市だったら、だいたい

その辺のものをボンボン壊して１０階建てのマ

ンションを建てるなんていうことはもう問題外

です。絶対にそういうことはあり得ない。 

ところが京都では、「観光都市でございます。 

千何百年の都です」と言いながら、どんどん壊し

て、素晴らしい環境のところに、突然、巨大なマ

ンションが林立するというようなことが起こっ

ているわけです。 

そういうことから見ますと、長野は、それこそ

善光寺の周り、先ほど安藤さんのおっしゃったよ

うな所とか、とてもいい風情の所も残っていて、

もしかしたら長野の方にとっては当たり前で、あ

まり驚きはないかもしれませんが、外から来た人

にとっては、これは素晴らしい環境だ、風土だと

ていう風に再発見できるような富なのですから、

そこをつぶさないようにしなければと思います。 

逆にいくつかの補助線、例えばこういうお店だ

ったら面白いはず、こういうインフォメーション

があったらもっと人が来るはずという補助線に

よって、今ある財産を守りながら、もっと面白く

活用していくということが重要で、それは今日の

安藤さんのお話からもひとつ言えることだと思

います。 

それから、そういう古い物だけ残すということ

でもありません。例えばヨーロッパでもパリです

と、昔の物はルーブル美術館にあって、現代の物

はポンピドーセンターという所にあって、これは

昔の宮殿とそれから近代建築ですけれども、その

間、１９世紀ぐらいのところ、オルセー美術館と

いう物を作りました。オルセー美術館というのは

昔の駅、オルセー駅と言っていた駅舎を使ってい

ます。ですから、駅のプラットホームの長い場所

を、上手に、先ほどの講演にありました垂直のギ

ャラリーではないですが、水平のギャラリーにし

て使っています。 

あるいはロンドンで言いますと、ルーブルにあ

たるのがナショナルギャラリーと言って、それか

らオルセーにあたる１９世紀ぐらのものが、昔、

帝都ギャラリーと言っていた、今は帝都ブリテン

と言っているものですが、やはりポンピドーセン

ターにあたるような現代美術館があります。 

これなどは、新しくするためのお金がないので、

廃墟になった巨大な発電所を使おうということ

になりまして、国際コンペによってスイスのチー

ムが取りました。私は、安藤さんがその時に出さ

れた案の方がよかったと思いますけれど。 

 - 4 - 



良かれ悪しかれ、そのままにしておいたらただ

の産業資本主義の巨大な粗大ごみだったはずの

発電所が、テートモダンという名前の現代美術館

に生まれ変わり、そこへまた、よく日本で「サッ

チャー、レーガンのように小さな政府を」と言い、

今頃になって「国立の博物館、美術館を全部民営

化して」などと言っていますけれども、ロンドン

では、例えば今言ったナショナルギャラリー、帝

都ブリテン、テートモダンなどは全部無料で休み

なしでやっています。 

そのこともあっても、たくさんの人が、昔の廃

れてた発電所がリノベート（renovate：修復する）

された美術館に来ています。 

そういう風に、当然、善光寺周りみたいな、古

い伝統的なもので、でもどうしても造り直すこと

ができないようなものは重要で、これは守ってい

かなければならないでしょうが、同時に、近代資

本主義の粗大ごみと見えているようなものでも、

作り直し方によって、それは発電所の廃虚が美術

館としてよみがえって多くの人が集まるという

ようなことが起こるわけです。 

もちろん、ゼロから作ることも必要ですが、場

合によっては、あるものをいかに保存するか、あ

るいは、あるものをいかに作り替えて、いくつか

の補助線や反響板でもっと素晴らしいものに作

っていくかということが非常に大きなテーマだ

と思います。 

 

田中 今、浅田さんがおっしゃったような、英国、

ブリティッシュミュージアムの中にも図書室と

いうのは、先ほどの安藤さんの卵ほどの発想では

ないけれども、建物の中に建物の形を入れたわけ

です。 

浅田さんがおっしゃった、壊すだけではなくて、

リノベートすること。今まで日本では、それは石

の文化の国だからできたのであって、日本は木の

文化だったからそれができなかったのだという

ような言い訳がましいことがあったと思います。 

 

安藤 実際には、例えば、先程、善光寺の周辺を

通ってきたのですけれど、大切な石の建物をメン

テナンスしたり、補強したり、増改築することで、

充分に次の世代につながっていくと思います。 

先ほどの講演で説明しました大阪の中之島の

公会堂は、自分達の記憶の中にしっかりとあるも

のですから、その建物のデザインの価値は別にし

て、市民にとっては記憶の中にしっかりとある物

として大切だと思います。 

これはやはり、そこで生まれ育った人間にとっ

ては、目には見えないですけれども、生きる力に

なるだろうと思いますので、そういうものを手だ

てにしながら考え方を膨らましていかなければ

ならないと思います。 

実際、小布施の町に百何十万人もの観光客が来

るという話しを聞いて驚きました。かなり不便な

所なのに、そこへ百何十万人も来るということは、

やはり地元の人が自分たちの記憶の中に残って

るものを誇りにしているからだろうと思います。

やはり地元の人が誇りに思っていないような所

に人は来ませんよ。 

実際、善光寺も、そこに住んでいる人が自分た

ちのまちに誇りを持っているかどうかというこ

とが非常に重要ですし、それをどういう風に大切

に次の世代につなげていくかということをしっ

かり考えていくと、地方都市には、浅田さんが言

われたように、少し手を差し伸べていくと生かせ

るものが結構あると思っています。 

大阪でも、たくさんの川があって、残せる物は

たくさんあったのですけれども、埋め立てたり、

あるいは上に高速道路が乗ったりと、絶望的な状

態になってしまいました。今更になって、やはり

川は大切だと言っています。そして東京はじめ全

国に情報発信する時は「水の都・大阪」と言って

います。水の都でありながら、全然水の都ではな

いのですけれども、キャッチフレーズは「水の都」

です。それではだめだと思います。 

何か手だてをできないか、それも今までのよう

にここにダムを造ろう、こっちに何か作ろうとい
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うことではなくて、少しずつ手を加えていくこと

であの大きな河川が生き返っていくのであれば、

やはり手を加えていかなければならないと思い

ます。 

１９４５年の第二次世界大戦終了後、１９５０

年代から６０年代のように物がなかった時代に

作り上げてきたことは仕方がないとしても、すで

に全国に美術館や博物館など、何から何まで出来

上がったわけですから、次は、うまくそのまちの

状況を読んで物事を考えていくという、冷静な時

代になったのだと思います。 

 

冷静にものを見届けて伸ばしていく時代にな

ったということは、長野においても、自分たちが

新たなものを探し出していくということです。そ

の意味、県民は迫られていると思います。自分達

のまちを見て、自分達でいいものを探し出さなけ

ればいけないということですから。 

そのためには、人々にまちづくりに参加しても

らい、これは面白いというものを一度出してもら

うと、結構たくさんの物が出てきます。その中か

ら冷静に、どのように伸ばして行くかということ

を考えていくと、かなり面白い素材が、たぶん東

京と違ってたくさんあるのだろうと思います。東

京にはもうないですよ。この１０年ぐらいの間

「都心居住」と言いながら、ものすごい勢いであ

らゆる場所に超高層のマンションを建ててきま

した。あの状態を見ると、私は絶望的だなと思っ

てしまいますが、東京都はどんどんと都心居住が

多くなってよくなったと言っております。何か、

おかしいと気づかないでしょうか。 

田中 浅田さんは、いかがですか。 

 

浅田 先ほどから言っているように、古いまち並

みにせよ、あるいは産業資本主義時代の廃虚にせ

よ、あるものをどうやって生かせるかということ

は重要だということは、ひとつのポイントです。   

ただ、そのことをあまり強調しすぎると、また

逆に非常に保守的な現状維持主義と言う、建築で

はコンテクスチュアリズムと言いますけれど、そ

のまちのコンテクスト（context：状況、環境）

を大事にする、妙に目立つようなものは作っては

いけないという風に、とにかく守る方、守る方に

なっていくので、それは逆に、非常に物事を腐ら

せていく危険なわなだと思います。  

だからあるものを作り直す、しかし作り直す時

には大胆に作り直すということがあってもいい

わけです。例えば公会堂の中に球体のシアターを

入れる。いいかどうかは議論もありますけれども、

大胆な案です。そういう大胆な案がいくつか出て

きて、それを議論する中で、一見、死んでいた建

物がまたよみがえるというようなことがあると

思います。だから、必ずしも善光寺の周りだけは

きれいだから、きっちりあのまま残しましょう、

というだけではなくて、あそこに、例えばイタリ

アンレストランがあったら面白いはずだとか、と

にかく何か新しい切り口を入れることで、今まで

ぼんやりとしていたものが、もう一回よみがえっ

てくると思いますし、そうしたことが重要だと思

います。 

そのことで一つ言いますと、さっき安藤さんが

瀬戸内の豊島の話をなさいましたけれども、あの

西側にもう一つ直島という島がありまして、安藤

さんは、そこににきれいな美術館ホテルを造って

いらっしゃいます。 

 

田中 ベネッセコーポレーションの関係ですね。 

 

浅田 福武總一郎さんが音頭を取って、安藤さん

が今も第三期に向けて美術館ホテルを造ってい
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る非常に素晴らしいものです。 

面白いのは、それは単にきれいな場所に美術館

ホテルがあって、お金があって教養のある人がそ

こで楽しむというだけではなくて、その島に江戸

時代からの家が建ち並んでる場所にも出て行っ

て、アーティストがこの家をどのように作品とし

て生かせるかということをやっていることです。 

そうしますと、安藤さんが昔の焼きすぎ板で建

物を造って、ジェームスタレルがそこの中で作品

を作るというような、そういうものもありますけ

れど、それ以外にも、昔の民家で空屋になってい

るところに、例えば、宮島達男さんや内藤礼さん

など、世界的に活躍してる非常に若い現代美術の

人達が入って行って、島の人達が思いもよらなか

ったような形でそれをよみがえらせるというよ

うなことがあるわけです。 

最初は、島の集落の方々にすると、現代美術な

のか訳のわからない人がうろちょろしているな

という感じがするわけです。いわばストレンジャ

ー（stranger：よそ者、訪問客）がやって来ると

いうことで、嫌だということはあったように漏れ

聞きます。でも、その人たちが面白い作品を作る。

それを日本のみならず世界中から見に来る人が

いる。そうすると、その集落の人達も元気が出て

くる。なにか面白いことが起こっているらしいと。

更に、例えば、作品を作る中に自分達も参加して

いくかとかいうことも起こっていくわけです。 

ですから、古い集落は大事だから、いわば、は

く製の様にしてきっちり守りましょうというこ

とには全く反対です。そうではなくて、それを場

合によってはそういう外国人でもいい、ストレン

ジャーの目で見直して、普通、我々はそう思わな

かったここが、実は面白い所だという風に引き出

してもらうことが重要だと思います。 

まち並み保存というと、往々にして地元では事

なかれで、とにかく全て新しいことを止めて今ま

で通りにという風になっていく。あれをするとど

んどん地盤沈下して行くので、素晴らしい財産は

絶対に守りつつも、しかし、どこが素晴らしいの

かを外の人にもう一回見つけてもらう。そういう

外の人たちの力を借りてもう一回活性化してい

くということがすごく大切なことなのではない

かという気がします。 

一言だけ付け加えますと、直島っていうのはそ

ういうことで非常に面白い実験をしていますけ

れど、隣の豊島の産業廃棄物の処理場を受け入れ

ることを決定しました。そういう意味で、豊島の

方は中坊さんや安藤さんが声をかけてオリーブ

の植樹を進めようということになっています。そ

ういう活動全体が、安藤さんの広い意味での建築

であり、まちづくりであり、それは別に、安藤さ

んという特別アイデアに富んだ人が呼びかけて

いるからということではなくて、それは長野でも

どこででも、じゃあ自分のところで行うにはどの

ようにしたらできるのか、という風に考えられる

ヒントになるのではないかと思います。 

 

田中 音楽や文章というのは、聞きたくなかった

り読みたくなければ聞かなかったり読まなくて

も済むわけです。逆に、まちを歩いていると、大

きな音量で鳴っている場合は、これは耳に入るの

で騒音に関してある程度のルールというものが

あるわけですけれど、建物というものは目が不自

由な方以外は、先ほどの講演で安藤さんがおっし

ゃいましたが、家の中でお風呂に入るだけではな

くて、お茶を飲むだけではなくて、外にも行きま

しょうということになります。外へ行くと、いや

応なく建物が目に入るわけです。 

そうしますと、それは高い社会性が求められる

のだという風に、これは日本のみならず思うので

すが、えてして日本の場合には、高い社会性とい

う時には、例えば、それでは京都駅は高くてはい

けないというようになりまして、では、一番建物

の高さの低いものにしましょうというような意

見になるわけです。低くても横に威圧的とか、高

くてもあまり威圧感がないとか、数字の上で良い

か悪いかだけを判断していく社会では、もう、た

ぶんないのでしょう。 
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私は、最近、ブレーキとアクセルだけではなく

て、クラッチの効用というものが必要かと思って

います。日本とアメリカはオートマチックの車が

多いのですけれど、クラッチ付きの車ですと、運

転に慣れていない方は、ガックンガックンとして

しまうわけです。 

ヨーロッパや東南アジアはクラッチがある車

が多いので、クラッチでスピードを緩めたりギア

を変えたり方向を変えて行くということがあっ

て、それはどうも、先ほどおっしゃった作るか壊

すかということは、ブレーキとアクセルだと思う

のですが、中にその建物をどのように再生してい

くかということはクラッチの発想かと思います

し、あるいは高さとか面積という数字で表せるこ

とを超えたまちづくりというものも、クラッチを

どう使うかということと同じ発想かと思います。  

ところで、安藤さんは海外のまちづくりをずっ

とご覧になっていらっしゃいますが、なぜか日本

ですと、まちづくりが、駅前のまちづくりや、電

線の地中化など、隣のまちでも見たような既視感

のある景色になってしまうのでしょうか。 

 

安藤 結局、最初にお話ししましたように、日本

人には個人がないのではないかと思います。自分

の考えがあまりないわけで、例えば、ある時期に

ボーリングがブームになったら日本中がボーリ

ング場を作りますし、ある時期にゴルフがブーム

になったらゴルフ場がたくさんできるわけで、ゴ

ルフをしない人までゴルフの会員権を買ったり

します。しかも買った理由は、「そのうちに値上

がりするから」ということもあるのでしょうけれ

ど。個人に自分の考えがないように、日本の国全

体が島国ですから、自分の考えを持たなくてもい

いように育ってきたこともあると思います。 

その横並び的発想がまちづくりにもつながっ

ていて、東京が見本のまちづくりならば、東京の

ようにはできないけれども、東京的なものの少し

小型なものを長野にすればいいのではとなった

り、神戸にしたらいいだろう、広島にしたらいい

だろうということで、小さい東京をつくろうとし

てきたことが、基本的には考え方がないことだと

思います。個人レベルでも考え方がありませんの

で、長野なりのものをつくろうとすると、「なぜ

東京的なものをつくらないの」ということにもな

るわけです。 

流行に遅れるのではないか、ということもある

のでしょうが、個人がないということは、何をす

るにも誰か一人が「こういうことをやろう」とい

う風に考えて立ち上がらないと、なかなか動き出

さないのではないかと思います。 

私は以前からいくつかのまちづくりに参加を

して、個人レベルまで発想が画一化されていると

いうことを実感してきました。例えば、宇高連絡

船という宇野と高松を結ぶ連絡船が通る近くに

直島という小さい島があります。人口は現在３千

人ぐらいだと思いますが、その島で美術館、子供

のキャンプ場、ホテルなどをベネッセコーポレー

ションが造っているのですけれども、一方で、そ

こには古い民家があちらこちらにありまして、更

に２・３百年前の民家や、ほとんど廃村に近い所

がありますから、その中の物を補強して元に戻す

作業をしています。 

元へ戻した中に現代美術を展示をしたら、まち

づくりの一つのきっかけになるのではないかと

思ってやり始めたところ、結構うまくいっていま

す。それをやり始めた時には、町民の中には「島

の外から変わった人は来てもらっては困る」など

と言うわけです。あるいは、「こんな島のつぶれ

かけの民家を元へ戻してどないする」、「誰が見に

来るのか」と言う人もいました。いいものがわか

らないのです。「是非残しませんか」と言ったら、

「いや、もうつぶしてもらって、積水ハウスを建

てて欲しい」と言われた時にはガックリきました。

積水ハウスをはじめ、大和ハウスとかミサワホー

ムなど、島の人にとっては「ハウス」が文化のシ

ンボルなのです。 

ああ、なるほど、こういう風に考えているのか

と思いましたけれど、その古い建物の中に、宮島
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達男というネオンサインの作家が新しい作品を

入れると、島の人が見に来るようになりまして、

高齢者の方々を中心に「これ見たら生き返るわ」

と言いながら、結構、面白がるわけです。 

また評判を聞きつけた親せきが電話をかけて

きて「お宅の島に、民家を改修して現代美術を入

れた所があるらしいね」と言われて、お婆さんは

知らなかったようですが、「どうも住所を見ると

お宅と同じなんだけど」と言われたそうです。正

確には隣ですけれど、そのお婆さんが「刺激を受

けて若返った気持ちになる」と言うわけです。 

まちづくりというのは、私はそういうものだと

思います。そこへ行った時に若返ったとか、面白

かったということとか、日常の中で、突然、例え

ば外国人が来ているとか、いろいろな人が来るこ

とによって、刺激になってよかったなと感じるこ

と大切なのです。 

まちづくりというのは、私は、元気になること

だと思います。まちが沈滞すると元気のいい子供

が育ちませんし、高齢者の方も元気が出ませんか

ら、結果としてそのまち自体の元気が出なくなる

という悪循環に陥ります。まちづくりは建物作り

だけではなく、それが出来上がってくるまでの心

がわくわくすることも重要ではないのかと思い

ます。 

浅田さんが先ほど言われたように、ルーブルと

かオルセーの美術館はもともと古い物ですから、

古い物をそのまま放っておいてもどうしようも

ないわけですけれども、そこへ行ってみて「百年

前にオルセーは鉄道の駅として本当に国を挙げ

て作り上げたものだ」という気持ちと、「現在、

それを生まれ返らせようとした人たちがいるの

だ」という気持ちが起こることで元気が出るわけ

です。 

先ほどの現代美術についてもそうですが、現代

美術は私もあまりよくわからないので、例えば、

「大丈夫かな、これを考えた人は」というような

物もありますが、「これは何を考えて作ったのか

な」と考えること、つまり、この考える訓練とい

うことが重要だと思います。 

まちづくりというのは、まちの中に考えるもの

がたくさんできるということでもありますから、

まちづくりをきっかけに、いろいろなことが起こ

ることは、まちの力になると私は思っています。

そのためには、やはり個人個人が自分の考え方を

持っていなければならないと思います。 

 

浅田 補足しますと、宮島達男さんという現代美

術の方は、ネオンと言いいますか、いわゆるＬＥ

Ｄのチカチカする数字ですが、電光の数字を使っ

た作品を作る人です。 

直島では古い民家の床を取り払った上に全部

水を張りまして、１２５個の小さいデジタルカウ

ンターがチカチカ数字を刻んでいるようにしま

した。ゆっくりと数字が変わるものもあるし、素

早く変わるものもあります。 

最初の作品を設置する時に、島民を集めたとこ

ろ１２５人の方が来てくださって、それぞれの人

にその数字の光るペース、数字が変わっていく速

さを決めてもらったわけです。ゆっくり光るもの

を選んだ人もいるし、すごく速く変わるものを選

んだ人もいます。そうすると、島民の方が設置し

た場所へ行くと、あの数字は自分が決めたんだと

なるわけです。 

あそこにあるゆっくりのものは私が決めたも

のだとわかるのです。そうすると、あるお爺さん

は、「わしゃ死んだらもう墓なんかいらんから、

ここへ見に来てくれ」と言うわけです。またある

人は「あの四つ目のものがわしのや」と言います。 

これは、現代美術が、最初はストレンジャーと

して、つまりよそ者として少し敬遠されながら、

しかしその摩擦を乗り越えた後で、もうかなり廃

れていたその集落にとって、ある種の精神的なよ

りどころと言いますか、そこまでは言わなくても、

みんながあそこへ行って面白い気分になって、お

婆さんお爺さんが少し若返った気がするという

風な、そういう場所になったという希有な成功例

だと思います。 

 - 9 - 



ですからそういう意味で、まちづくりをするか

らと言って、なんとなくインフラを作る、建物を

作るというだけではなくて、あるものを利用しな

がら、場合によって例えば現代美術家とか、ある

いは文化人とか、その他いろいろな人を含み込み

ながらリノベーション（renovation：修復）をや

っていくことが重要なのではないかという気は

します。 

日本では、旧建設省、つまり国土交通省と、文

部科学省や文化庁とは全く別なものになってま

す。これは両方不毛にしてます。要するに国土交

通省は効率一本やりです。それから文部科学省と

か文化庁は、「文化は、実は女、子供の手遊び」

と思っているわけで、これでは両方ともよくない

です。 

 

そうではなくて、それが一緒にならなければい

けないわけで、つまり本当に国土を再開発する、

良い意味でまちづくりをするということは、まさ

に最も文化的な行為です。あるいは文化的な行為

というものも、美術館の中、博物館の中だけでの

囲われた所でやっていればいいということでは

なくて、本来は日々の暮らしの中で、先ほど田中

さんが言われたような意味での日々の環境、都市

の環境自体が人間の精神を変えていくという風

なところまで含めて、日々の暮らしに強くかかわ

っていくものでなければいけないという、そうい

う原理を痛感します。 

 

田中 たぶん今日は、建築関係の方だけではなく

て、県職員、あるいは各市町村の方もいらっしゃ

ると思うのですが、そうした方々は今までのまち

づくりとは違うものを、それぞれのポジションで

行いたいと思っているのではないかと思います。 

それは新しいものがいけないとか、古いものだ

けがいいとかいうゼロサムではなくて、まさにク

ラッチとして、先ほどの講演でも安藤さんがおっ

しゃった淡路の会場は、埋め立て地に空港をつく

るという国土交通省的なベクトル（vector：方向、

針路）のもとで、負の遺産になった場所をゴルフ

場にするのではなくて、クラッチの発想で対応し

たと思います。 

おそらく、今日来ていらっしゃる方が安藤さん

からお聞きしたいのは、安藤さんのポジションを

得たから言えて、県知事もあるいは企業も「なる

ほど」と思ったのではないのかということです。  

長野県の場合も、私が言ったのではまだ抵抗がた

くさんあるけれども、もし安藤さんに先に言って

いただき、「そうなんですよ」と私が上手に審議

会を使える人だったら、今頃は予算もどんどん通

っているかもしれないと思います。 

外国の場合も、オルセー駅を使ったり、あるい

は発電所であった帝都モダンができたりという

状況を、骨とうを大事にする文化があるからそう

なんだという人がいますけれど、私はそれだけで

はないと感じています。 

外国にも官僚的という言葉はあるわけで、なる

べく責任を自分では取りたくないという人がい

ます。クラッチがないアメリカであっても、欧米

においては都市の再生ができて、日本だと、建物

の高さが高いといけないとなると、例えば京都駅

はなるべく低いものにしましょうと言うものの、

横に威圧的な建物になりますし、一方で京都タワ

ーはいまだに高く立ち続けている現状もあるわ

けです。 

 

安藤 私が思うには、やはり市民があまりまちに

関心がないのでしょう。私は建築という仕事をし

ていますから、建築を通してまちづくりに対して

できることをしたいと思っています。もちろん建
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築のデザインもしなければなりませんし、それが

重要な仕事だと思っています。 

建物はまちの中に建ちますが、建物は一つだけ

で建つのではなくて、地域社会の中で存在するわ

けですから、そうしたことをしっかり踏まえてま

ちをつくりたいということになると、建築という

ものについて、社会の中で興味を持ってもらわな

いと困ることになります。 

まちづくりというものは、人間が生きていくた

めの大きな糧なんだ、力なんだということを知っ

てもらうために、私も可能な限りいろいろな所に

出て行ってやってきているわけですけれども、や

ればやるほど、自分たちが生きる糧として、まち

は大事なんだということを市民の意識レベルで

向上させていかなければいけないという思いが

強くなります。 

日本の場合、古い物を潰すというと、「ああそ

うですか」ということで終わってしまいます。議

論にならない。本当に潰すことがいいのか、ある

いは新しい物を作ることがいいのか、いろいろあ

ると思いますが、それを議論する場をつくらなけ

ればいけません。しかし議論をする場に市民が出

てこない。興味がないのです。 

一方で、出来上がった物に対してはいつも文句

を言う。文句言う前に、やはりもっとみんなで話

し合わないといけないと思います。それができて

いないから、いつまでたっても日本からモデルと

なるまちができてこない。アメリカでもあまりで

きているとは思いませんが、その点で、やはりヨ

ーロッパはしっかりしています。実に物を作るこ

とについて一生懸命で、建物は思想と表現力がう

まく一体になっている。そうならないと、いいも

のはできないと思います。 

 

田中 ロンドンのまち、パリのまちでも、そのよ

うな古い駅舎を使って美術館にしましょうとい

う時は、当然、反対があるかもしれません。ルー

ブルでピラミッドができるという時でも世論が

分かれたと聞いています。 

 

浅田 ああいうものは、良かれ悪しかれエリート

主義の産物です。例えばフランスは、ある種、日

本より中央集権的な国で、文化大臣それから文化

大臣から指名された誰それが、もう独断で決めら

れるのです。それは民主的に言えばよくないこと

だと思います。 

しかし、とにかくある人がポンピドーセンター

を造ると決める。そうするとあんなパリのきれい

な場所にできるのです。 

 

田中 パイプむき出しですよね。 

 

浅田 石油コンビナートのような、しかもケバケ

バしい色彩のものがそびえ立つ。これはある種、

いわばエリート主義的に上から決めたからでき

たことです。ただし、それがある種刺激になって

いろんな人が来て、もちろん未だにこれは賛否両

論ありますけれど、とにかくフランス文化、ある

いはパリというまちが活気づいたということは

事実ですし、それから独裁的にそれをやると決め

た人は任期が来たらその責めを問われるわけで

す。 

あなたのポリシーはここはよかったけれどこ

こには問題がある。だから、今回、バトンタッチ

してこの方に代わってもらう。そすると今度来た

人はまったく別のポリシーでやることになる。民

主主義とある種のエリート主義のきわどい部分

ではあります。 

 

田中 大統領制的なものということですか。 

 

浅田 フランスはもちろんそうですけれど、しか

し、どの国であっても、ある程度の大胆なイニシ

アチブ（initiative：主導権）というものは必要

で、それをあとでいかに民主的なプロセスで行き

過ぎを防いでいくかということになる。 

だから、それこそアクセルとブレーキがあった

としたら、その間でどうやってうまくクラッチを
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踏むかという、その辺は、田中さんの比喩のとお

りだと思います。 

 

田中 イギリスの場合も、大きな観覧車のある辺

りのところはあまり成功しないで、毀誉褒貶（き

よほうへん：ほめることとけなすこと）ですけれ

ども、海外の場合には、建築家の名前というのが

前面にきちんと出て、その建築家がその建物だけ

でなくて、その都市計画の部分まで行います。安

藤さんのなさった淡路島での取り組みも、ある意

味では一つの自然を再生する都市計画です。 

日本の行政が作る場合というのは、建築家が作

るのかもしれませんけれど、結果的に丸いような

芸術の産物になってしまったりすることが多い

ように思います。 

 

安藤 基本的に、建築家を含めて、建設に携わる

人達は「業者」になっています。日本の社会では

あまり認知されていません。しかし私はそれでは

いけないと思います。建築の設計をする人も、工

事をする人も、自分達のエネルギーをお金に換え

てもらったわけです。誇りをかけて大切な仕事を

したわけですから、業者という呼び方はまずいと

思います。 

例えば、地方自治体で仕事をした時のオープニ

ングセレモニーにしても、設計家とか建設業の方

はいません。並んでるのは議員さんばかりです。

なぜ県会議員ばかり並んでるのですかと思うわ

けです。 

 

浅田 まあ、並んでいてもいいですけれど。 

 

安藤 並んでいてもいいけれども。 

 

田中 私は何も言いません。 

 

安藤 建築家も建設会社の方々も同列で参加を

させて欲しいと思います。私は一つの建築が出来

たところで、その建築に参加した人の名前を全部

入れた銘板を建物に据え付けたらいいと思って

います。左官屋、大工、現場監督、全部入れるわ

けです。 

実際、近年の建物には金属製のプレートに職人

さん達を含め、建設にかかわった人達の名前を刻

んで、建物に取り付けてきました。 

「安藤さん、なぜ入れるんや」と言う方もいま

すが、亡くなられたサントリーの佐治敬三さんは、

「安藤さん、入れたらいいで」と言ってくれまし

た。「入れたらその全部の人達が家族を連れてく

る、お客になっていいな」と。発想が大阪的でし

ょう。たぶん冗談半分で言ったと思うのですが、

なかなかいいことだとおっしゃいました。 

左官屋は「これは俺が作った」、大工は「俺が

作った」、現場監督は「俺が作った」と、もちろ

ん我々設計家も「我々が設計した」と言いますけ

れども、つまり自分がつくったと思わない建築は、

いい建築にはならないと思うのです。 

建築の設計家はデザインを図面に書くだけで

すから、決してそれに命を与えるものではありま

せん。命を与えるのは、やはり現場の人ですから、

それを全部平等に並べて、今はステンレスの板に

明記しているのですけれど、そうすることで、そ

れぞれの人達が自分の職業に誇りを持ち、例えば、

お父さんがお婆さんを連れて来たり、孫を連れて

来たり、子供を連れて来たりするわけです。 

自分の仕事に誇りを持てない国はまずいだろ

うと思ったことをきっかけに、そういうことを始

めたわけです。そんなことをしながら、その場所

で生きている職業の人達を支えていくようにし

ないと、私は、まちづくりにはつながらないだろ

うと思っています。 

 

田中 今のことは、とても大事な指摘だと思いま

す。４月に善光寺の前にあたる場所でインフィオ

ラータという花で絵を書くイベントを行います。

それには老人ホームの方や、幼稚園や保育園の

方々にも一緒に花を並べてもらおうと思ってい

ます。先ほどもおっしゃっていた市民の参加です。 
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今度大阪でやられますことも、投資かもしれま

せんけれど、それは同時に、まちに関心を持つ方

が増えて市民が参加するきっかけになることで

す。また、今おっしゃった、物を実際に作る人を

社会が尊敬すること、あるいは「これはお父さん

が作ったのだ」言うことが、実はとても大事なこ

とだと思っています。 
逆に言うと、今お聞きしながら改めて私が自信

を深めたことは、建物に知事が「定礎」と書くこ

とは、私が知事に就任して以来していないのです

けれど、その代わりに、私は、トンネルや橋に関

して行いたいと思って桜井よしこさんにお話し

したら、「とてもそれはいいわね」と言われたこ

とがあります。 
それは、トンネルや橋を企画した人は２年くら

いで異動しますから、例えば課長以上の人の全員

の名前をそこに刻むことにするわけです。そして

今おっしゃったような芸術的な建造物だったら、

一緒に作った左官の人達も書くわけです。これは

誇りであると同時に責任も負う。私がこれを企画

してこの橋を造ったのですと。この発想が税金を

いただいて仕事をしている行政には大事だと思

っています。 
 
安藤 私が関わった「淡路夢舞台」とう国際会議

場、ホテル、温室、円形劇場等の複合施設がある

のですが、それはできてから３年半くらい経ちま

すが、現場監督をはじめ関係者が何百人もいます

から、その方々に、「あなた方が建てた物だから、

１０年間はみんなで見届けていかないといけな

い」と言っています。 
どういう風に建物がそのまちに定着していく

のか、人々にどういう風に愛されたりけなされた

りしていくかということを見届けないといけな

いと考えて、その場所で、毎年同窓会をしていま

す。そうすると、３００人、４００人と集まって

来るのです。集まって来る時には、自分の奥さん

を連れて来たり子供を連れて来たりするので、そ

れもおおいに結構ですよということにしていま

す。今年も、ホテルに人があまり集まらない２月

にやりました。 
建物の建設会社や誘致した人達の同窓会です

が、結構みんな元気がいいものです。自分達の仕

事に誇りを持っていますから、「あそこは汚れて

いるな」と言って、自分が工事をした所は直して

いきます。そういうことをしながら、同窓会を続

けているのですけれど、これも面白いのではない

かと思っています。 
 
田中 浅田さんは、海外の建築家ともずいぶん親

交があられるし、今おっしゃったような建造物を

ずいぶんご覧になってきていますが、私は、日本

の建造物がそれらと比べて劣ってることもない

と思っていますが、いかがですか。 
 
浅田 安藤さんはもちろん、磯崎新とか黒川紀章

とか、日本の建築家の名前は、海外ではスターで

す。 
それはいいことも悪いこともありまして、つま

り、海外の新聞では、コンペの段階から文化面１

ページまるまるぐらいの量でそれを取り上げる

し、下手なものが選ばれそうになったら、批判が

載ったりします。そのことでコンペの結果がひっ

くり返ったりもします。 
つまり建築物が建つ、あるいは都市計画が認め

られるということは、自分たちの環境を１０年、

２０年、いや、もっと言って１００年ぐらいにわ

たって規定することだから、これは、コンサート

評とか劇評どころではないわけです。大きな扱い

でジャーナリズムも扱うし、議論もするわけです。

議論し過ぎて素晴らしい案が流れたりもします

けれど、でも、それはそれでいいことです。 
文化と言うと、女、子供のものといった風に言

いますけれど、そういうことではなくて、物を作

るということは、社会的なことに直接関わってい

くことなので、だから、作る側は署名をするし、

そのことによってプライドと責任が生ずるとい

うことになるし、最終的には単に建築するだけで
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はなくて、まちをつくるということになれば、作

る側というのは、もちろん市民全部なのですから、

市民全部がデサインして、それにプライドを持つ

ようにしないといけないと思います。 
と同時に、何か問題が起こった時に、みんなで

責任が取れるようなまちをつくるということが、

最終的に一番いいことのような気がします。 
 
田中 そこは、とても大事なことだと思います。

安藤さんも講演の中で、繰り返し自立的な責任と

か判断というような、言葉は違ったかもしれませ

んが、趣旨のことをおっしゃっていたと思います。 
たぶん建築に関して、日本ではこの建築はだめ

だとか、このコンペの結果は違うということは、

ジャーナリズムからはまず出てきません。 
 
浅田 出ません。例えば京都駅のコンペがありま

して、仲間褒めはなんですけれども、安藤さんの

案が、私は一番よかったと思います。それは今の

駅よりも高いものですけれども、地上面のところ

で遮らないものです。南北の交通を遮らないよう

になっていて、それはよかった。しかもインプリ

シット（implicit：暗黙の）に言うと、駅ビルの

中に劇場とホテルとデパートを入れることは無

理ですという、それは、うまく入りきらないよう

な案だったと記憶していますが、裏を返せば、駅

ビルにそんな三つのものを詰め込むというバブ

ル的なことはやめなさいという提案でもあった

ように思います。 
京都の財界は、実は黒川紀章さんの１２０メー

ターぐらいの非常に高いビルの案を選びたかっ

たのです。それによって高さ制限を突破してどん

どん高いビルを建てていきたかったのです。とこ

ろが、非常に皮肉なことに、市民が、高さ制限は

重要だと言ったわけです。そんな高いものは建て

させないという声が起こる。そうすると行政では、

いいものを選ぶのではなくて、「一番低いものに

逃げろ」ということで、原広司さんの素晴らしい

デザインになったわけです。 

 
田中 原さんは、大阪ではずいぶん高いビルを建

てていますけれど。 
 
浅田 そうです。けれども、あのコンペではたま

たま一番低いところへ逃げろとなったわけです。

これは完全に、行政のいわば逃げです。そうする

と一番低いものが選ばれる。結果として、低いで

すから要求されたものを全部入れると、もう横長

の壁のようにそそり立って、京都の南北の流れは

まったく遮断されてしまっています。 
ですから、ある意味で民主的なコントロールは

絶対必要なのですけれども、行政側がそれを下手

に、いわば市民の圧力をいかに逃げるかという風

に、逃げの姿勢で受け止めた時に最悪のことが起

こるわけです。そうではなくて、作る側ももちろ

ん命がけでいろいろな提案をするのですけれど

も、市民の側も、単に低ければいいということで

はなくて、一つ一つのものについて、自分が評論

家になったくらいのつもりで考えて、それを行政

がうまくまとめていくという、これは言うは安く

行うは難いですが、しかしそういうことができれ

ば素晴らしいのではないかと思います。 
 
田中 三人とも、あるいは会場の方も同じ気持ち

だと思いますが、やはりバイネーム（by name：
個人名、署名記事）といいますか、名前を出して

責任の所在を明らかにして、その人が考えを述べ、

それに対してまさに多くの市民が、それを作る前

から、作っている最中、作り終わった後も発言し

続けられる社会でないと、良いまちにはならない

ということなのでしょう。あるいはそこにまだ、

もう少し必要な作業があるかもしれませんが。 
 
安藤 私は、やはり市民一人一人が、自分という

ものを記憶されたいと思っていると感じていま

す。 
 
田中 記憶されたいですね。 
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安藤 誰もが自分が働いたことを残したいと思

っています。また、そういう社会でないといけな

いと思います。小さくていいわけです。みんなが

大きいわけではないのですが、小さくても自分が

したことは残したいのです。 
それから、自分はこういうことをしたいという

ことを、やはり自分で語りたいと思っています。

語ってこなかったのは、やはり日本の国の特徴だ

と思います。しかし、実は語らしてほしいと国民

全部が思っています。語れないから元気がでない。

急激に国際化して、ほかに語る人がたくさん来て

しまったということもあると思います。 
 
浅田 昔の話になりますけれど、古代ギリシャで

は、素晴らしい建物があったり、素晴らしい彫刻

があったりしますが、人間の最高の作品というの

はポリス（古代ギリシアの都市国家）だという認

識でいます。都市国家、要するにまちです。 
人間の最高の作品はまちで、そのまちにはその

まちを彩る建築や彫刻やいろいろあるけれども、

まち自体が最高の作品だという原則があったと

思います。それは古代ギリシャだけのことではな

くて、本来人間は、そういう風に生きてきている

はずではないのかと感じます。 
まちというのは、もちろんこの世代だけではな

いのです。前の世代からこれから生まれる世代も

含めて、人々の最高の作品なんだという意識です。

自分はそれに署名するし、それにプライドを持つ

し、何か問題が起こった時は責任を持ってそこに

かかわっていくということ。そういうことが定着

していくと、非常に素晴らしいものになるのでは

ないかと、やや遠大すぎる話しですが、そう思い

ます。 
 
田中 長野市も、私が知事に就任する前ですけれ

ど、以前の長野駅の駅舎は善光寺の形をした木造

の物でした。ところが、新幹線が通るということ

をはじめ、それが私企業の持ち物であるというこ

ともあって、今の駅舎になりました。 
先日も、信州大学の工学部のある先生と話しを

していて、やはりその方も、個人として単に新し

いものがまちに必要ないということではなくて、

あれは長野のランドマークとして、つまり、ひと

つの象徴として残すべきではなかったのかと言

っていました。手続きが進んでしまっているから、

多くの市民が声を出しても後戻りできないのだ

ろういうことで今の駅舎になったわけですが、私

は、やはり市民の一人ひとりが望んでいることが、

それは後戻りではなくて、もし望んでいることが

あるならば、それはもう一度取り戻すような議論

があらゆる場所で必要だと思っています。 

 
今回の話しを皆さんがお聞きになって、それで

は何ができるのかとお感じでしょうか。安藤さん

が、とても面白いことおっしゃっていました。ド

ングリの実を小学生たちに埋めさせましょうと

言うと、それを実施する学校の校長さんとそうで

はない校長さんが、ジェンダー（gender：社会的・

文化的に形成される性別）で違うというようなこ

とであったと記憶しています。 
 
安藤 あちらこちらに「小学生にドングリを拾っ

ててもらい植えていきましょう」という話をした

ところ、淡路島に６０校の小学校があるのですけ

れども、１５校ぐらいから是非やりたいとおっし

ゃっていただきました。この、賛同いただいたほ

とんどの校長先生は、実は女性なのです。 
女性の校長先生は熱心で、まず自分が土の中に

入って作業をするわけです。一方で「そんなもの
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植えても仕方がない」と言う校長先生も結構いま

す。そんな中で、女性の校長先生が熱心なのは、

女性は男性に比べ、自分が生きてきたまちについ

て、すごく愛着があるからではないかと感じるわ

けです。そういうことを見ていると、今は女性の

時代かなと思います。男性も、もっとしっかりし

ないといけないと思うのですけれど、男性は「ま

た転勤になりますから」などと言うわけです。 
そういう活動を繰り返してやってきて、私達が

今一番困っているのは、あちこちから「安藤さん、

ドングリが発芽したから植えますので来てくだ

さい」と言われることです。からだは一つしかな

にので大変です。しかし、小さい運動でありなが

ら、順調に進んでいることはとてもうれしい。自

分の植えたものが育つということは、実は結構楽

しいものです。ですから、これはやはり田中知事

の働きかけで、長野でも「オリーブネット長野」

をしていただいて、私もまた、そういう人達と話

ができればと思いますし、それぞれのまちでそう

いうことをしていくと、日本の子供達の意識が変

わるのではないかと期待しています。 
その中から、百人に一人ぐらいは、やはり自分

が植えたドングリの木が大きくなっているから

長野に帰る、あるいは淡路島に帰るという子供が

出てくれば、そうしたことの積み重ねを通して、

地方都市にも子供が戻ってくるようになると思

っています。 
昨年の１２月、その話をしに小泉総理大臣の所

に行きましたところ、「面白い、感動した」と言

っていただきましたので「忘れずに来てくださ

い」と言っておきました。小泉さんに時間を割い

ていただき、淡路島に、あるいは長野に来ていた

だいたりすると、そういう小さいことにも政府が

配慮しているのかと国民も見直すのではないか

と思っています。ぜひ来ていただきたい。そうい

う意味で、長野でも運動をしていただくと面白い

と思います。 
 
浅田 まちづくりは人づくりだということで言

いますと、こうして話しをするだけでも大きなス

テップだと思います。今日、個人的にも安藤さん

の話を久しぶりに聞きましたが、やはり面白いと

思いますし、いろいろなヒントを感じます。参加

者の皆さんも、いろいろヒントを見つけて帰られ

ると思います。 
もちろん、安藤さんのような方が百人も千人も

いるわけではありませんが、しかし、それぞれの

地域にそれぞれ面白いことを考えている人、ある

いはその地域のことをよく知っている人がいる

はずで、そのような方と、まちづくりについて話

しをするところから何かが始まるはずだと思い

ます。 
漏れ聞きますと、このようなフォーラムに関す

る予算というものは、田中康夫の売名行為にすぎ

ないので、来年度からは削られるという風に県議

会諸氏は懸命な判断をなさったらしいのですが、

私はそれに対して、別に何か言う立場にはありま

せんけれども、その予算の有無にかかわらず、基

本的にはまちづくりについてざっくばらんに話

してみることが大切ではないかと思います。 
場合によっては安藤さんのようなストレンジ

ャーの突拍子もないアイデアでヒントを得なが

ら、最終的には自分たちの問題として話してみる

ということが、まちづくりの第一歩かなという気

がします。 
 
安藤 それならば来年はボランティアで来ます。

二人で無料でやりましょう。 
 
田中 実は、お二方とも、最初は自前で来るとお

っしゃってくださいました。ただ、それでは失礼

ではないかということで、今日は交通費と合わせ

て講演料を支払わせていただいております。しか

し、それとは別に、決して私のためではなくて、

やはり長野県の県民も、そして世の中を良く変え

ようという意識があるからおいでいただいたん

だと思っています。 
「ホスピタリティ研究会」や「賑わい創出研究会」
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という取り組みにつきましても、県外の方にずい

ぶんお越しいただきました。ただ話しをするだけ

の会合で何になるかというご意見もありました

が、例えば、山形あるは滋賀県から講師がお越し

になったことをきっかけにして自分達で会合が

始まったりもしています。 
それは、とても私はありがたいことだと思いま

すし、安藤さんは、実は「『脱ダム』宣言」を出

した直後に、突如知事室に電話がかかってきて、

関西弁で「ああ、元気やっとるか」、「だめだよ踏

ん張らな」っとおっしゃて、「ただで行くわ、俺」、

「ドングリ植えよう」ともおっしゃってくださっ

たのです。「早う講演会開け」とも言われていま

したが、こんな遅い時期になってしまったので、

予算を執行しなくていけないのじゃないかとい

うご意見になったのかもしれませんけれど、ただ

とても大事なことは、お二方はそれぞれ関西にい

らっしゃるかもしれません。でも長野を愛してい

らっしゃるし、一歩外にいらっしゃるから、これ

だけいい意味でしがらみがなくご意見をいただ

けるのだと思います。 
そしてまた考えてみますと、私は「どこでも知

事室」でいろいろな所へ伺って、例えば小布施町

も、はじめは一人、あるいは二人の方があのよう

に家の前の花を皆さんに見てもらうようにしよ

うと始めたわけで、その小さな取り組みをきっか

けに、家の庭を観光客の方に見てもらうようにし

ようするところまで地域の方が支えてきたのだ

ということを知りました。 
私はまた、山口村や南木曽町に「どこでも知事

室」で行った時にたいへん感銘を受けたことは、

あそこが、まさに「まちづくり」などという言葉

が使われる前から、あれだけの宿場町をきちんと

再生されていたことです。 
ご案内いただいた役場の方に、「どういう方が

こういうことをなさったのですか」と伺ったら、

南木曽町の、やはり一人の役人が「これを財産に

しよう」と言ったそうです。そしてその時に二つ

のことをおっしゃったそうです。 

一つは「理」を求めましょうです。 
その理を、この町を残すことが町の永続性なの

だということをわかってくれる人には、理論の

「理」。理にかなったことをするんだと説明をす

るわけです。 
そしてもう一つ、それよりももっと多くの車も

来て、駐車場も大きい方がいいとおっしゃった方

には、利益の「利」です。 
理にかなったことをすれば、必ず人々に理解さ

れて利益を得るのです、ということを理解するこ

とです。今、大阪では最初に安藤さんが投資する

かもしれないのですけれども、投資の意識で大阪

の市民が参加して誇りと自信を持つことで、永続

的な、逆にまた理論の「理」が戻ってくるという

ことではないでしょうか。 
実は私たちの足元でも、小さなまちでも、一人

ひとりでまちづくりについて思っていらっしゃ

ったことはあるのだと思います。それをまた、あ

るいは浅田さんもおっしゃったように、本日多く

のアイデアをいただいて、まずできることから取

り組んでくださり、私たちは、コンセントを結ん

でいく役目をしていくわけです。 
コンセントの位置まで指示すのではなくて、例

えば、この理論があるから小布施町と南木曽町が

一緒に勉強しようということがあれば、それをお

つなぎしていくことが、自立する社会の中での私

達の役目かなとも思います。 
安藤さんとお話できる機会はめったにござい

ません。最後に一言お願いいたします。 
 
安藤 こちらこそ大変楽しませてもらいました。

こういう会は、やはり一回や二回ではどうしよう

もありません。 
今、話をしましたように、会場は役所の中にも

あると思いますので、このように立派な場所でな

くってもいいわけで、ボランティアでおじゃまし

てお話をしたいと思います。 
 
田中 長野県は南北にも広いので、今度は松本や
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飯田といったような場所でも、ぜひドングリを植

える、あるいは森林整備を一緒にしていただきな

がら、お話しをしていただきたいと思います。 
安藤さんが声を掛けてくれれば私が言ってい

るのと違って、森林整備ももっと滑らかにいくよ

うになるかもしれません。 
 
浅田 それが政治というものです。 
 
田中 そうですか。 
 
安藤 皆さん方とともに日本のために頑張りた

いと思います。ありがとうございました。 

 
田中 本日は、安藤忠雄さん、浅田彰さんに大変

お忙しい中をお越しいただきました。ありがとう

ございました。 
おっしゃってくださったので、また近い機会に、

具体的な県民のアクションと同時に、安藤さんの

お話しを聞ける機会を設けられればと思ってい

ます。 
本日は土曜日の昼間という時間にもかかわら

ず、多くの方にお集まりいただいてうれしく思い

ます。どうも失礼いたしました。 
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