都市再開発専門家￨

地球規模 で経済 ・社会の国際化 が進展 し、その成長 ・ 発展 にとって都市 の 役割 が飛躍的 に高 まっ
て い る現在、 どの よ うに して都市 を魅力 ある快適 な空間 に改造 してい くかが各国 で重要 な課題 とな
って い ます。
今般発足 した交流会議 は、互 いに隣接 する韓国、台湾 、中国及び 日本の 4つ の国 と各地域 の都 市
再開発 に携 わる専門家 と団体 が 定期的 に一堂 に会 して交流 し、相互理解 を深 め、 それぞ れの都市再
開発 に関する事業や制度の現状 と課題 につい て情報交換 を行 い、再開発の促進 に資 する こと を目的
と して い ます。今後 は 2年 に一度、各団体 の持 ち回 りで継続的 に開催 する こととな って い ます。
本号 では、昨年、平成17年 10月 20日 に開 催 された記念 すべ き第 1回 会議の報告 をい た します。

(会
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報委員会 )

開催挨拶

社団法人再開発 コーデ ィネーター協会
専務理事

佐藤啓二

本 日、 この建築会館 ホール にお いて 第 1回 都市

がひとつ の契機 とな り、 こ うした会議が今後 も継

再 開発専 門家 ・ASIA国 際交流会議 を開催 しまし

続 されれば、その意義はさらに高 まるこ とになる

た ところ、 内外 か らこの よ うに多数 の専 門家 の ご

で しよう。 こ うした思いもあ り、会議 のテーマ設

出席 をい ただ き、誠 にあ りが と うご ざい ます。

定に当たっては、その礎づ くりとしてお互いの全

この交流会議 は、①喜開発 コー デ ィネー ター協

般的な共通認識の形成 を目標 としました。そのた

会が設 立20周 年記念事業 として企 画 ・主催 し、韓

め、 まず この分野 の国際的な権威でもある当協会

国鑑定院、台湾 の0都 市更新研究発展基金会、 中

の伊藤滋会長による「 日本の再 開発 の流れ」 と題

国都市計画協会 の各団体 の協力 の もと実施す る も

した基調講演の後、各団体か らそれぞれの国 と地

のです。

域の再 開発 に関す る制度、具体 のプロジェク トの

3団 体 におかれ ま しては、本交流会議の趣 旨 に
快 くご賛同 い ただ き、開催 準備 に当 たって多大 な

進捗状況 と将来 に向けての課題 を報告 していただ
き、若干の意見交換 をす ることとしています。

ご協力 とともに大 勢 の代表団 を派遣 い ただ きまし

プ ログラムに入る前に一点お話をしてお きたい

た ことに対 し、主催 者 を代表 して改 めて心か らお

ことがあ ります。国際会議 では共通 の言語 として

ネL申 し上 げ ます。

は英語が一般的ですが、今回は敢 えてそれぞれの

さて、経済 ・社会情勢 の 国際化が進展 し、そ の

母国語で発表、質疑 していただ き、基本的には同

成長 に都 市 の役 割 が 飛躍 的 に高 まって い る現在、

時通訳によ り意思疎通 を図るとい う方式 にしまし

それぞれ の 国 と地域 が どの よ うに して都市 を魅力

た。これは長続 きする円滑な交流を目指 したとき、

ある空 間に改造 して い くか は大 変重要 となってお

で きるだけ参加者 に対す る言語 のバ リアを低 くす

り、建設分野 で都市再開発 プ ロジェ ク トの 占める

ることが大切であると考えたか らです。 このため、

ウエ イ トはます ます増大す ると思われ ます。

共通 のフォーマ ットによる事前 の資料準備等、発

21世 紀が アジアの世紀 と言 われる中、東 アジア

表者 の方 々に大 きな負担 をおかけしたか もしれ ま

の 隣人 である韓国、台湾、中国及 び 日本 の都市再

せんが、 当方 の趣 旨を汲み取っていただ きお許 し

開発 に携 わる専 門家 と団体が一 堂に会 して交流 し、

願 いたい と思います。

都市再 開発 に関す る事業や制度 の現状 と課題 につ

おわ りに、会議 の準備 に大変 お骨折 りをいただ

い て情報交換 し、相互理解 を深 め人的交流 を図 る

きました小原委員長 をは じめ とす る実行委員会 の

こ とは、国際的 またお互 いの組織 に も極 めて有意

みなさまのご努力 に感謝 申し上 げ、本 日の会議 の

義 な ことと考 えます。

成功 を祈って開会のご挨拶 とさせていただきます。

継続 は力 な りと申 します。今 回 の この交流会議
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演本
「 日

の再 開発 の流 薇」
社団法人再開発 コーデ ィネーター協会

会長 伊藤

滋

ん と定 め ました。 これは、今か ら60年 くらい前 の

はじめに

話です。

中国本土、韓国、それか ら台湾、3つ の国 と地

現在、第二次世界大戦 で負けた ドイツも軍隊を

域か らお集 ま りいただ きました専門家のみなさま

持 ってお り、そ うい う点 では画期的な平和宣言 を

方、 ここにお出でいただきあ りが とうござい ます。

したわけです。 これがその後、 日本 の60年 間の歩

厚 くお礼申 し上げます。

みに大 きい影響 を持ってお ります。 日本は平和国

21世 紀 は東 アジアを中心 に世 界 が動 く、そ うい

家であるとい う教育が徹底的に行われました。今、

う時代 ではない か と私 は思 ってお ります。20世 紀

日本が世界 の中で軍事力 で何 かをする ことは、 日

の100年 間 は、 ヨーロ ッパ の人たちが世界 を引っ張

本国民 のだれ も考えてい ない と思 い ます。そ うい

って きま した。21世 紀 は東 アジアのみなさま方 の

う民主国家にな りま した。 これが 1番 目です。

急速 な知識 の 向上 と富 の蓄積 で、世 界 に対 して地

それか ら 2番 目、 この 日本 の軍隊を支 えていた

球環境 を守 り、国民 の生 活 を豊か にす る発展 を促

大 きな財閥が完璧に解体 され ました。天皇に結 び

す と私 は確信 してお ります。 そ うい う点 で、 この

つ く親戚がお りますが、その親戚 も普通の市民 に

会議が有意義 な成果 を生 む と確信 してお ります。

な りました。です か ら、 日本 の社会制度 の中にあ
った特権的で富裕な偉階層がな くな りま した。 こ

敗戦 のあ と

れが 2番 目です。

まず は じめに、 日本 の社会 が ど うい う形 で変化

3番 目は私たちの仕事、つ まりまちづ くり、国

し、発展 して きたか につい て 申 し上 げた い と思 い

づ くりに大 きくかかわる変化です。 日本がアジア

ます。60年 前 に 日本 は敗戦 しま した。アメ リカ と

のみ なさま方に迷惑をかけた戦争 の後ろ側 にあっ

中国 に負 け ました。そ して、 日本 はアメ リカにお

たのは、経済を支 えてい る財閥だけではな く、大

お よそ 10年 間占領 され、そ の 間にア メ リカ軍 は 日

地主制度で した。 この点は、平和 になった 日本政

本 の それ まで の軍閥、 つ ま り、陸軍 を中心 に した

府 自らが強 く主張 しました。それまでの大地主 も

軍隊 を完全 に解体 しま した。そ の一番象徴 的なの

完璧 に解体 され、農村 の田畑 を持っている地主は、

が 日本 国憲法 です。 これ は、 多分 アメ リカが主導

1町 歩 といい ますか ら約 1ヘ クタール以上の土地

して作 られ ま したが、そ こで 日本 は「軍事力 を持

を持ってはならない と決 め られました。ですか ら

たない、戦争 は しませ ん」 と、憲法第 9条 に きち

大地主 もい な くなったわけです。
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新 しい地主の誕生

ヘ クタール の 中か ら、例 えば100平 方米、200平 方
米 な どの小 さい土地 を高 い値段 で、都市 に集 まっ

このことは 日本 を民主国家 にす る点 では良かっ

て来 る若 い夫婦 に売 り始 めたのです。賃貸住宅 の

たのですが、反面それか らあとの都市の発展 には

質 も少 しず つ 良 くなって増 えて い きます。そ こに

意外な障碍 になって くるわけです。 どうい うこと

も農地か ら入 って くる多 くの若者が住 む ことに な

か と言 い ます と、 そのことか ら土地の細分化が始

ります。そ して、それ を買 った人た ちも新 し く地

まったか らです。大地主がいた今か ら70年 くらい

主 になるわ けです。小 さい地主 とな ります。それ

前には大地主制度の下、多分地主の数 は200万 とか

が 日本 の都市発展 の 中で、 約30年 か ら40年 間続 き

300万 人 くらい しかいなかったのではないかと思 い

ま した。50年 と言 って もいいか もしれ ませ ん。

ます。それが大地主制度が解体 されて、大地主の
土地が小作人に渡 されました。多分、60年 前は小

小地主 は全 持 ちになる

作人が500万 人 くらいいたと思 い ますが、その小作

この よ う に して「小 さい けれ ど楽 しい我が家」

人が全部新 しい地主になった。そこまでは、民主

を手 に した若 い労働力 は、家庭 が安定 しますか ら

主義国家 日本にとって政治的に良いこ とであ った

もっ と一生 懸命働 くよ うにな り、大学 に も行 くよ

のです。その後 のわが 国の発展 は、基本的に安 い

うにな ります。 この動 きが、 日本の第 2次 産業 を

労働力に頼 ることにな ります。

発展 させ るために必要であった知識が増えた若者

その労働力 とは農村 に大勢 いた若者 です。賃金
の安 い労働力 を都会 に集 めて、軽工業を活発 にし
ました。その代表 は繊維 工 業 です。衣類、玩具、

を、都市 の 中に創 り出す重要な基礎 になったわけ
です。「小 さいけれども楽 しい我が家」がです。
土地の値段 はどんどん上がってい き、そ こで何

靴 などをつ くる軽工 業 の労働力 として、農村 にい

が起 きるか といい ます と、かつ て戦争前 に虐げ ら

る若 くて能力がある人たちを都会に集めて、安 い

れていた小作人が大金持 ちにな りました。新 しい

賃金 で働 いて もらう。 こうい う社会 と経済 の動 き

都市農家 とい う富裕階層が出て きました。それは

が、国の主導の もと急速に高 まって きました。 も

5、

600万 人 といわれた小作人です。それか ら、一

のす ごい勢 いで農村か ら都会に多 くの若者が集 ま

生懸命働 いて小 さい住宅 を手に入れた若夫婦 とい

って来ました。

う地主 の数が猛烈に増 えました。その結果、 日本

はじめこうい う若 い人たちは、小作人たちが作

の国土は高 々36万 平方キ ロメー トル しかないので

った木造 2階 建 ての小 さい借家に住 んでいました。

すが、その中で地主の数が3,600万 人にな りました。

しか し、若 い人たちがお金 を持ち、結婚 し子 ども

この3,600万 人 とい う小 さい地主か ら大 きい地主

がで きるようになると、家が ほし くな ります。そ

までの人たちは、 自分の財産の最後の拠 り所 は土

の家 は小 さく頑丈 でな くて もいいわけです。当時
の 日本 の庶民が よ く言っていた言葉に「小 さい け

地だ と確信 してお り、 この土地に対 しては、 日本
国政府 。地方政府 とい えども簡単 に手を出せ ませ

れど楽 しい我が家 を作 ろう」 とい うのがあ ります。

ん。道路や公園をつ くる公共的な仕事 をするとき

これが合言葉になって、小作人の土地を少 しで も

に、「その土地をよこせ」 と役所が言 って も、その

分けて くれないか とい うことにな りました。

土地 を彼 らは手放 さず、土地 を私的に所有す る。

新 しく地主になった小作人 も 1町 歩 くらいの農
地 を持ってお り、その土地の値段 はどんどん上が
ってい きます。そ うすると、 これ らの小地主は 1

その絶対性が憲法 で保障 されてい るか らです。
土地収用法 とい う法律 があ りますが、 これは中
国本土、韓国、台湾 もお持 ちだ と思 い ます。土地
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収用法 では国のため、あるい は地方の人たちのた

あった古 い道路 を拡幅 してつ くってい ます。

めに行 う仕事 については、政府が権力で民間の土

この状況 の中でまちをどのように良 くしてい く

地を正当な値段 で取得 で きる ことになってお りま

か といい ます と、建物 を主体 とす る再 開発 が大切

すが、ほとん ど土地収用法は機能 しません。政府
が土地収用 法 を使 って買 い に来るぞ とい うと、必

になって きます。再開発がで きれば、そ こに小 さ

ず猛烈 な反対運動が起 きます。それ は都市 の中だ

物 を主体 にした再開発 を役所がやると反対が起 こ

けではな くて、山村で も起 きました。

ります。お金儲けが できる再開発 をやろうとい う

くて もみんなが使 える空地がで きるか らです。建

山村で どうしてそ うい うことが起 きるか といい

動機 を持った地主 さんたちが集 まって、 まちの建

ます と、政府や電力会社 がダムをつ くるか らです。

物を木造 2階 建 てか ら 5階 、6階 建 て くらいのコ

日本 の電力 は今 か ら60年 ほど前 まではものす ご く

ンクリー トの建物 にす る。

足 りませんで した。お金がな くて石油 が買 えませ

この考 え方は日本経済が発展 して い る時には、

んで したか ら、 日本 の電力 を生み出す資源は水 し

特 に商店街 の地主にとっては魅 力 で した。そ こに

かなかったのです。 ダム をつ くって水力発電 をす

事務所 が入った りお店が入ると、家賃収入で儲か

るとい うことです。 ダム をつ くろうとして農村 の

る。こうい う動機 で民間の地主 同士が話 し合 って、

山奥 に役人が行 って、そ この土地を買お うとす る

建物 をつ くろう、再開発 をしようとな りました。

と、そ こで も農民が ものす ごい反対 をします。ダ

それに対 して国が少 し補助金 を出す ことが流行っ

ムをつ くるまで20年 、30年 とい う時間がかかるの

てきたのです。

です。 このように、土地 の私的所有 の絶対性が私
たちの生活の真 ん中に座 り込 んでい るのです。

火災に弱い木造都市の発生
しか し、そ うい うことが起 きる前か ら実は再開

大部会は公共投資の主体 ではなかつた
もうひ とつ例 を申し上げます。 日本が負けた60

和20年 、今か ら60年 前 の 日本 の都市 の状況に戻 り

年前 に、東京都庁が「東京 の まちを良 くしよう」

ます。当時、 日本 の都市 のほとんどがアメリカ軍

と理想的な図面 を描 きました。都市計画課 のみな

の空襲で燃 えました。 日本 の都市 の大部分 は木造

さんが一生懸命 になって図面 を描 き、そ こに道路

の建物 でで きていたか らです。アメリカ軍 の焼夷

もた くさんか き込みました。 しか し、土地所有 の

弾攻撃 で、主要な都市 はほとんど燃 えました。

絶対性 を信 じてい る地主たちか らその道路 を買お

戦後、その焼跡 に粗末な木造 の住宅が無数 に建

うとす ると、猛烈な反対が起 きて買 えませんで し

ったのです。 ところが、 日本 は季節風 が非常に強
い国で、 日本海側 の都市 ではシベ リアか ら来る風

た。
東京都 の市街地 に約900万 近い人たちが住んでい

16

発 の流れはあ りました。 もう一度 日本が負 けた昭

が吹 きます。当時は、粗末な木造 の家 の中で薪 を

ますが、その中で全 く新 しい道路がつ くれたのは

燃や して ご飯 を焚 きました。あるい は豆炭

2本 しかあ りません。旧国道 1号 線 のバ イパス と

の粗末なのを固めて)で 火 を燃や しました。その

なった、霞が関か ら港区を縦貫 して品川に過 ぎる

ようにしてご飯 を焚 いたのです。 そ うす ると煙突

桜 田通 りがその 1本 です。 もう 1本 は、東京 オリ

か ら火の粉が飛び散 り、粗末な木造建物 の軒先に

ンピ ックの時に急速につ くった道路である六本木

火がつ きす ぐに燃 えて しまい ます。 日本が負けて

通 りです。 ですか ら新 しい道路 は 2本 しかない、

か ら約15年 の間、1945年 か ら60年 くらい まで 日本

こ うい う状況 です。あ との道路 は明治 のころか ら

中の数多 くの都市 で大火があ りました。特 に地方
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都市で。せっか くつ くった木造の住宅も全部燃え

く日本中の都市が次の段階へ発展 してい きました。

てしまうことがあったのです。

当時、 日本経 済 はわ りあ い順調 に拡大 してお り、
対前年 の 国内総生産比率の増分が平均で 8%か

防火壁の建設

9%で した。今、中国本土、韓国、台湾がそれぞ

そ こで 日本国政府 は、せめて火事が起 きても市

れの国で実際に経験 されてい るような急速な経済

街地の半分 または 3分 の 1は 燃 えない ようにしよ

発展があ りました。そ うす ると生活 も豊かになっ

うと考え、当時 の中央政府がかな りの補助金を出

て きます。

して、 まちの真 ん中の中心市街地に 3階 建 て くら
いのコンクリー ト長屋 の商店街 をつ くりました。
店 の間国の広狭 も全部そのままで、3階 建て コン
クリー トの商店街 をつ くりました。長屋です。

しかし農村 への投資はつづ く
ここで、我が国の政治的体質について 申 し上 げ
なければな りません。今か ら40年 前、 日本の税金

それが実は都市の大火を遮る防火壁 になる、 と

は ものす ご く高 く、大金持 ちか らは儲けたお金の

い うことをや りました。都市 の大火 を防 ぐこの防

3分 の 2を 税金で取 り上げてい ました。貧 しい人

火壁は、結果 として中心商店街 を不燃化 し、木造

はほ とんど税金 を払わな くていい。実は、今で も

2階 の店 を 3階 、4・ 階建ての商店 に変 えました。

所得が年収300万 円

そ こで商売 をしてい る人たちは、 品物 を並べ る 1

たちは、ほとんど税金を払っていない と思い ます。

階のスペース も大 きくな り、 自分 の住宅 も大 きく

貧 しい人にはやさしく、儲けた人は悪い人だか ら、

な ります。場合によっては人に貸せるようにな り、

そ こか ら税金 をとることをやってい ました。

中心商店街が元気 になって、商業 の活性化 につ な
がったのです。

(米

ドルで約20,000ド ル)の 人

もうひとつ重要なことがあ ります。その税金 を
使 って、政府 は農村 に公共的な資金 をた くさん入

日本が負けて 5年 後 くらいか ら、 ようや くそう

れました。それは、 自民党 とい う政府 を支えてい

い うまちづ くりがで きるようにな りました。木造

る党 の代議士が、みんな農村か ら来ていたか らで

都市 の大火 を防 ぐための防火壁 をつ くる、これを

す。 日本国では農村 に行 くと立派な家があ ります。

そ この地主 さんたちが力 を合わせて実践する。そ

本当に信 じられない くらい立派な家があ り、立派

の努力 に少 し政府がお金を出す。 このような地主

な コ ミュニ テ ィーセ ンター、立派 な老人ホーム、

た ちの動 きか ら、再 開発 コーデイネー ター協会 の

立派 な市役所、立派な図書館 があ ります。

活動 の芽 が生 まれて きたのです。 日本政府の役人

農村 によくもこんなにお金 をやったなと私は思

は、法律 を作ってそ うなるように民間に奨励 した。

い ます。今で も行 ってお りその名 目は、お米をた

これが、今か ら55年 前 の「耐火建築促進法」 とい

くさん作 って、アメリカや タイか ら輸入 しないで

う法律 です。

済む ようにしよう、お米 だけは日本国の 中で作 ろ
う、そのためには田園を良 くし、農民 を豊かにし

オリンピックで大都市 の再開発 が始まる

よう とい う政治的 プロパ ガンダで した。そのため

オリンピ ックとい うのは世 の中を変えます。 で

にい くら高 い値段 のお米 で も、 日本国民はそれを

す か ら、中国本上の北京で今度開催 されるオリン

買 って食べ なければな りません。そのお米 を作 る

ピ ックも、全 く新 しい国づ くりを中国 につ くり出

のは農民 である。農民 の生活 を良 くしない限 りは

す大 きな原動力 になると思 い ます。東京オリンピ

日本国経済は良 くならない とい う、今か ら考える

ックが1964年 に行 われましたが、東京 だけではな

とず いぶん奇妙な理屈がそ こにあ りま した。
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そ うはいって も、 さすが に東京 オ リ ンピックの

韓国も中国本土 もそうだ と思 い ますが、鉄道 を中

時 は政府 のお金が東京 に もそれな りに入 り、高速
道路 もつ くりま した。 また、大阪 に もつ くりま し

心にした都市 は実は素晴 らしい都市 です。 アメリ
カの ように鉄道が廃れ て しまった都市 に比べ て、

た。 しか し、 一 番重要 な大都市 の住宅地 や商店街

ガソリンの使 い方が全然違 い ます。それか ら、鉄

な どには、 日本 国政府 のお金 はほ とん ど入 らなか

道 の駅前 にみなさんが集 まりますか ら、そ こに歩

ったのです。私 は、 日本が アメ リカに負 けてか ら

いて楽 しめる繁華街がで きました。100年 も200年

の半世紀 、依然 として農本主義国家 だ と言 って き
ま した。 一 見製造業 国家 の よ うに見 えるけれ ど、

も前か らあった街道筋 の古 い中心商店街 と、鉄道
の駅前 にで きた新 しい商店街 はそんなに離れてい

農本 主義 で あ り今 で も農家 のみなさんの貯金 は も

ないのです。ですか ら、 この新旧の商店街 を行 き

のす ごいお金です。

来す る新 しい人の流れが生 まれました。

政府 の銀行 もあ ります。そ の 中で、農民が手 に し

都市 の中心部 は文明の中心 で もあ りま した。20
世紀後半 のアメリカや ヨーロツパ がつ くり出 した

たお金 を預 け る農業協 同組合 の金庫 を、農林 中金

文明の匂 い を嗅 ぎ取れ る商店街が、 日本 の街中 に

と言 い ます。農業 と林業 の人たちが稼 いだお金 を

で きる ようにな りました。 中心市街地 の地主たち

預 け る銀行 で、 ここのお金 は一番 質 が良 いで す。

は、建物 を建て替えて大 きい建物 にし、その床 を

質 が良 い とは、変 な ところに貸 して い ない、非常

シ ョッピングセ ンター を経営する人たちに貸 して

に強力 な銀行 にな りま した。

しまえば、寝ていて も大 きいお金が どん どんポケ

日本 にはい ろ い ろな銀行があ り、私有 の銀行 も

ッ トに入 るわけです。 こんな うまい商売 はない。
駅前商店街 の再開発

こ うい う状況 の 中で農村 も豊か にな りました。

こうい った建 て替えや再開発 をやれる専門家 は
い ないのか とな り、民間で建築設計事務所 をやっ

一方 でまちの中の庶民、工場 に勤めてい る人、会
社勤 めのサラリーマ ンなどは、農村の人ほ ど貯蓄

てい る人たちが、再開発 の勉強 をする ことにな り

がで きませんで した。ただひとつ彼 らにとって重

しよう」。そ して、そうい う建物がいっぱい増える

要 な ことは、農村 よりも大都会が絶対面白かった
とい うことです。刺激 があ りま した。アメリカや

ようになった。 これが 第 2段 階です。特 に地方都
市 の駅前 には、新 しいシヨツピングセンター、 シ

イギリス など外国の文明が どんどん入って きて情

ョツピングビルがた くさんで きました。

報 が溢れていた。 だか ら、お金はあまりもらわな
くて も都会へ行 きたい とい うのは、若 い 日本人に

自動車 が郊外の商業開発を促進す る

とって必然で した。そ うい う人たちは、今 までの

しか し問題はその次 です。つ ま り現在 の再開発

古 い 日本 の中心商店街 で していた商売 よ り、 もっ

の問題です。今 で も日本 の鉄道はしっか りしてい

と新 しい商店街 に魅力 を感 じるようにな ります。
何 が起 きたか とい うと、 日本 の鉄道 の駅前 に大

ます。それでも自動車時代 の 日本 は、地方都市で

「それに応える設計を
ました。「これは儲かるぞ」、

は自動車 を持って暮 らす ことが 当た り前 になって

きな シヨッピングセ ンターができました。 このシ
ョッピングセ ンター は、当時 の都市 の若 い世代 に

きました。地方都市のほうが実 は自動車が増 える

とて も評判 で した。そ して、 ものす ご く利益 を上

解体 され民間の鉄道会社 にな りま した。民間の鉄
道会社 になる と、採算 を大事 にします。赤字 の路

げ ることがで きました。 これは鉄道が中心 になっ
て 日本 の都市 がつ くられていた特徴 です。台湾 も
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と鉄道が廃れます。それか ら、 日本 の国有鉄道が

線 を持 っていた ら、その会社 は潰れます。昔か ら

「 第 1回 都市再用分専用家・
ASI̲/1国 際交流会議」の

運行 されてい る地方 の鉄道が どんどんな くなった

段 階 の話題が現在起 きてい ます。第 4段 階 とは、

り、サービスが悪 くなった りしました。そ して列

今 まで ロー カルで小 さい再開発が多かったのです

車 の運行回数が減って しまい、鉄道駅の持ってい

が、だんだん大都市での大 きい再開発が必要 にな

た中心性が相対的に弱 くなってきました。それ と

って きてい ることです。それ らは大都会で数多 く

ともに自動車を地方 の人たちが持ちます。

み られます。大都会 とは東京 だけではな く大阪、

今、一世帯当た リー番 自動車 を持ってい る人た

横浜、名古屋、そ してその次の人口が100万 人クラ

ちはどこにいるか とい うと、山村 です。農村 よ り

スの都市で も起 きました。それ も商業だけではな

山村ですも例 えば、山村 で60歳 くらいのお年寄 り

くて、住宅の大規模再開発が新 しい傾向に見 られ

夫婦 2人 、若夫婦 2人 、子 ども 2人 で住 んでい る

るようにな りました。

と、 自家用車は最低 3台 は必要にな ります。 自動

昔、 まちの中で製造業で頑張っていた会社があ

車 を使わない と買 い物にも行けない、友達 とも会

ります。例 えば紡績工場 をやっていたとか機械金

えない。山奥 の人が一番 自動車 を持ってお ります。

属 の製品を作 っていた工場 とか、あるい はもっと

その次に農村の人が 自動車 を持っていて、都会 の

象徴的なのはガス会社です。 ガス会社 は今 まで大

真 ん中に住むお年寄 りは自動車を持 っていません。
・
そ うい うふ うになってきました。 これが、 日本の

きい タンクにガスを溜めて、それをまちの中へ 配

都市 の商業機能変化の第 3段 階です。鉄道重視の

っていました。最近のガス会社 は、液化天然 ガス
をサ ウジアラビアや 中近東 。東南ア ジアか ら持っ

日本 も自動車を中心 にしたアメリカの影響 を受け

て来て、都市か ら遠 く離れた ところにガスを溜め

て、完璧 にアメリカ化 されてきました。

るタンクをつ くり、そこか ら直接街中の私たちの

具体的 にこの変化が どう起 きてい るかを説明 し

ところ まで供給 します。 よ く日本 では駅のす ぐ後

ます。実は、田んぼの真 ん中 にアメリカと同 じよ

ろに大 きいガス タンクが あ りましたが、そのガス

うに、あるい は ヨーロ ッパ のよ うに3000台 、4000

タンクが要 らな くなって きます。そ こをどうしよ

台の駐車場 を持 つ 2万 平米、3万 平米 とい う床 を

うか とい う話が起 きてい ます。

持 ったシ ョッピングセ ンターが最近あちこちに出

このように都会 の中で、 日本が製造業時代 に頑

現 して きま した。 この傾 向 は地 方都市 ほ ど激 しい

張っていた工場 の跡地が空 いて きました。倉庫 も

です。そ れがで きる と、駅 前再 開発 でつ くられ た

空 いて きます。そ こを再 開発 しようとい う話 が民

商店街が廃業 に追 い込 まれ ます。

間の企業か ら出て、 この需要が実 は都市再開発 の

それ らの後始末 につい て、私 たち コー デ ィネー
ター協会 の エ キスパ ー トメ ンバ ー は ど うした らい
い か、 と苦労 して い ます。 しか しその衰退 につい

第 4段 階なのです。 この動 きが この10年 くらいの
間に出て きました。
しか し問題があ ります。そ うい う大企業が主導

て は、 昔駅前再 開発 は十分儲 け たので あ るか ら、

す る都市再開発が、果た して 日本国民全体のため

今 は「その罪滅 し」 でいいのではないか と思 い な

本当に役立 っているのか、幸福 なのか とい う疑問

が ら、専 門家 の私 た ちはそ の衰退現象 を見て い ま

です。大企業は儲けますが、必然的にあま り庶民

す。

のことは考 えません。人があま り住 まない田舎の
ことは考えないのです。そうす ると再び、地方都

大都市 の再開発 は活 発であ る
しか し、それだけでは私 たち コー デ ィネー ター
は仕事 が な くな ります。そ こで、都市 開発 の 第 4

市 の鉄道サ ービスがあま り良 くないために寂れて
きた、あるい は トヨタや 日産が 自動車を売 り過 ぎ
たために寂れて きた古 い まちを、 どうやって元気
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にさせ るか とい う話が残 って きます。
小 さくて軽い再開発のすすめ

人たちに高 い値段で売 りたいわけです。高 い値段
で売 りたいのは、土地の値段 を全部乗せ なければ
事業 のそろばん勘定が合わないか らです。

例 え￨ゴ 「夢 よもう一度」 で、 どこか地方都市 の

そうい う再開発 は、 もう小 さい地方都市では成

中心商店街 の横 にガス会社の空 き地があったとし

り立ちません。だか ら土地の値段 を表 に出さない

ましょう。そのまちをよくす るために、建物 の階

で仕事がで きる、3階 建て くらいの簡単な鉄骨で

数が 15階 ほどのマ ンションに 3階 くらい までの商

軽 い構造 の長屋 をまちの中につ くった方が良いの

業施設をつ くり、それで儲かるか といって もお客

です。それならば地主が建物 をつ くるために払 う

さんは来 ません。 これには非常に大 きい原因があ

お金 も少 な くてすむのです。 コンクリー トで15階

りまして、残念 なが らとい うよ り当然 ですが、 日

の建物 をつ くって、土地の所有者がその うちの10

本 の人口は減少 に転 じてい ます。 この ままずっと

階まで持ち、5階 部分 を売るといって も売れずに

減少が続 きます。

倒産 します。 こうい うリス クはもう負 えない。土

今 の 日本の人回は大体 1億 2500万 人ですが、 こ
のままい きます と50年 後 には 1億 人を切 ります。

地の値段 は勘定の中にもう入れない新 しい再開発
を考えるべ きです。

22世 紀 のは じめ、今か ら100年 後 に日本 の人口は
7000万 人にな ります。そうい う時代 に入って きた

地方の小都市の再開発方式

わけです。その「人口が減るところは どこか」 と

古 い商店街 に住 んでい る地主や昔か らの商店 の

い うと地方都市 です。 まず、東京 か ら一番離れた

経営者は、過去60年 間の 日本経 済の発展 の中で大

北海道や九州 の人口10万 人 くらいの地方都市か ら

変儲 けました。だか ら、建物 は古 くて もこれ らの

どんどん減 ってい き、街中に住んでいる人 も減 り

商店主は銀行に何億円 とい う預金を持ってい ます。

ます。そ うい うところで地主たちが一緒になって、

それが実態です。40年 か50年 働 くのはどうい うこ

これ までのように大 きな建物を建てる再 開発 をし、

とか とい うと、20歳 の若 いお嬢 さんが結婚 して一

ビジネス として利益 を出せ るか とい うと、利益 は

生懸命働 いて70歳 になる。旦那が死 んで 1人 にな

出ません。ですか ら、民間が再開発で利益 を生み

って、商売に困るか とい うと困 らない。銀行にい

出せ るのは大都市 しかな くなって きます。

っぱい貯 金があ ります。土地は空 いていて も駐車

地方都市はどうした らいいのか、これが実 は小

場 で貸せば、必ずお客 さんが来るか ら困 らないの

泉総理大臣に とって大 きな課題です。 5年 間 もこ

です。表向 き地方の年 を取 った地主たちは「なん

の総理大臣の 自民党政権が続 いていますが、その

とか して くれ」 と言 い ます。 しか し、生活には困

政権がまだ本気 になって取 り組 んでいない大 きな

っていません。そ うい うところで街中が空 いて し

国家的課題なのです。その解 き方は非常 に難 しい

まって、 ゴース トタウ ンの よ うになってい るので

です。実は、昨 日も小泉総理 と晩御飯 を食べ なが

す。

らお話 したのですけれ ど、総理に「地方都市 を元

そこを活性化すると言った ときは、その締 り屋

気にさせ るには、 もうこの権利変換方式はやめな

のおばあさんの地主で も少 しは自腹 をきって、新

さい、成 り立たない」 と申し上 げました。権利変

しい貸家経営 をやって もらいたいのです。少 しの

換方式 とは、土地 の所有者の権利を生か しなが ら、

お金 を出 して軽 い建物 で長屋 をつ くります。例 え

そ こへ新 しい人たちを入れる方法 です。そ こにつ

ば 3階 の長屋 にす ると、1階 は八百屋や魚屋、ア

くった床 の 3分 の 1か 半分 くらい は、新 しく来た

イスクリーム屋 などに貸せ ます。 2階 におばあち
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Al%4国際交流会議」の報告

ゃんが住み、3階 はどこか外か ら来た若者や若夫

まちの中の空 き地は、大 きい資金力 のあるデベロ

婦 に貸す。それで十分に自腹 をきったお金は利益

ッパーが上手にやればいい。大体 うまくい きます。

を生みます。平面 の駐車場経営 よりも、儲かると

地方都市は、私 たちが主張する低層長屋型 の再開

思 い ます。そ うい う長屋 づ くりをや りませんか、

発 を進めれば元気 になるで しょう。それで 日本全

と昨 日総理 と話 しをしました。

体 の まちが少 しは良 くなるのではないか と思 って

地方 の人たちは都会の人 よ りも政府 か らお金を

お ります。

引 き出す ことが上手です。政府 か らお金 を集める
ことに長けてtヽ ます。そ うい う人 たちに 自前 の金

日本 は清潔 さと美 しさを世界 に主張 しよう

を出 してまちづ くりをやるように言って も必ず し

最後に、 この私 の主張 の後ろに何があるかを申

もうまくい きません。やは り国か ら、例えば 4分

し上 げます。 日本は21世 紀 の経済発展 では率直に

の 1く らいの補助金 を出す ようにして、3階 建て

言 って中国、韓国、台湾に負けることになると思

長屋 をつ くることも考えたほうが いいのではない

い ます。世界 の中で 日本の存在 を何 で主張で きる

か と思ってお ります。

か とい うと、 日本の文化 です。文化 を表に出す と

役人の頭 を切 り替 えさせよう

いって も古 い千年 も前のお寺 とい うと、 中日本土
や韓国に負 けます。明治政府が明治維新で 日本 を

問題 は、 日本国政府 の役人の頭 の固さです。
「総

近代化 した時 の文化 と、江戸時代 の環境 を大事 に

理がなん と言お うとこの法律 は守 ります」 と思 い

したまちづ くり、そ してその文化 をアジアに発信

込んで、根本的に法律 を変 える ことをなかなか し

してゆ くべ きだ と思 ってお ります。 日本で も、江

ません。 日本の役人の頭の構造 を変 えることが、

戸や明治の時は長屋が多 かったのです。長屋建築

実は日本 の都市 を良 くする一番 いい方法です。国

をなるべ く街中へ広めて、1戸 建 ての汚 い建物が

の役人 だけではな く、地方 の市役所や区役所 の役

ごちゃごちゃ並んでい る場所 は全部壊 して しまい

人 も同 じです。

たいのです。

再開発 コーデイネー ター協会 は、民間の建築事

実 は、 日本人にはひとつ だけ特徴的な良いこと

務所や不動産鑑定士、法律家、そ して室内装飾事

があ ります。 日本人は「清潔」 にす ることが好 き

務所 の人たちが集 まって い る専 門組織 ですか ら、

です。建物では内部の仕上げをものす ご く気 にし

役人 とは関係あ りません。だか ら、そ うい う新 し

ます。真 っ直 ぐでない とぴ りぴ りし、清潔に した

い再開発 の方法 を主張す るには一番 いい団体なの

い。清潔にする日本人の特色 を活か して、美 しい

です。今 日みなさまをい ろいろお世話 してい る宮

まちづ くりを進めてい くべ きです。小 さい建物が

原 さんを中心に何人かの方 に、『軽量鉄骨で外側が

ごちゃごちゃある市街地はだめです。 日本国政府

燃 えない 3階 長屋 をまちの中につ くる案』を作 っ

もまちを美 しくする法律 を去年出しました。それ

て ください とお願 い しました。それをこの協会 は

に従 いなが らt地 方都市 の街中ではそれな りの商

パ ンフレッ トにし、あち こちに配 りま した。民間

売が可能な再開発のや り方 を考 えてい きたい と思

の人たちは面白い と言い、地方 の人たちも面白い

い ます。

と言 う。 しか し役人 は何 の反応 も示 して くれませ
ん。 これはとんで もないこ とです。
私 はぜ ひこれを全勢力 を傾けて、 日本 の地方都

以上、戦後60年 間の 日本 の都市再開発 の流れを
申し上 げました。 ご静聴 どうもあ りが とうござい
ました。

市 の中心市街地 に広めてい きたい。東京や大阪の

″
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会議 総
社団法人再開発 コーデ ィネーター協会

目
陰 長 伊丹

勝

③再開発 コーデイネー ター協会副会長 の伊丹 で

2002年 12月 に集約制定 された「都 市及 び居住環境

す。当協会 は今年で設立20年 を迎え、この国際交

整備法」 に基 づい て、各種 の再開発事業が活発 に

流会議 も20周 年記念事業 のひとつに企画 いた しま

推進 されて い ることが発表 され ました。 また、組

した。 このようにた くさんの方が参加 され、内容

合施行 の再 開発事業 の推進者 となる整備事業専 門

の充実 した会議にな り、私 も大変喜んでお ります。

管理業者 とい う特徴 的な制度概要 の発表 をい ただ

みなさま、長時間の会議本当にご苦労 さまで し

き、現在、全国で351の 業者 が登録 を受けて活躍 さ

た。それぞれの発表内容は、事前に周到な準備が

れて い ることか ら、大変活発 な活動 をされて いる

されたものであ り、 この会議に参加 された専門家

と理解 いた しました。

のみ なさまにも十分 に満足 のい く内容だった と思

また、商業密 集地域 における借家人対 策 につ い

い ます。各団体 の発表者 のみ なさまに改めてお礼

ての具体 的な事例紹介があ りましたが、 この事例

を申し上げます。

は川の再生 プ ロ ジェク トとして世界 的に注 目を集

このように豊富な内容 の会議 の総括は容易では

めてお ります。 また、今 月 は じめ に竣工 したばか

あ りませんが、以下、私の感 じた ことを述べ させ

りのチ ョンゲ ジ ョン周辺 の新 たな営業権補償 の あ

ていただ きます。

り方 に関す る問題提起 もあ りました。 二つ の 区域

今 日基調講演 をされ ました伊藤会長 のお話 は、

を比較 されて、通常 の補償以外 に営業権 を補償対

このような国際交流会議 でなければ聞 くことので

象 とした B地 区 のケ ース に学 ぶ ところ大 とい うお

きない、大変貴重なお話 で した。我々は今 までに

話があったの も興味深 い ところで あ りました。

20回 、30回 と会長のお話 を聞いてお りますが、今

台湾 の②都市更新研 究発展基金会か らは、 まず

日のようなお話は初めてであ ります。伊藤会長は

台湾 の都市 開発 の発展推進 の経験 と展望か ら、法

若 く見 えますが70歳 を越え られてい ます。戦後の

律 の時系列 な説明 をいただ き、最終 的には都市再

60年 のご経験 と50年 近 い都市計画、再開発 のご経

開発条例 として整備 されて、環境 を重視 して事業

験 とを、今 日は大局 の中の大局 としてまとめ られ

が推進 されて いる報告があ りました。 また、都市

た と感 じました。我 々にとって も大変貴重な話 を

再開発 の推進方針 の注 目す べ き点 は、民 間投資 を

お聞きしたと思 ってお ります。

いかに引 き出すか に力点があ りました。公有 の土

韓国鑑定院か らは二つの テーマ について発表が

地 との触媒 としての役割や、政府 と民 間の対等 な

ござい ました。ひ とつ は韓国 における都市整備事

パー トナー シップ、 これによるリスク分担 を図る。

業 の歴 史 と根拠法の沿革 につい てです。現在 は

また不動産証券化 な どさまざまな工夫 を してお ら
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ASI̲/1国際交流会議」の報告
,

れ ることに同感 いた しました。
また、都市更新研 究発展基金会 の役割 とこれ ま

議 を開催するその意義 と優位性 に確信 を持つ こと
がで きた ことで あ ります。私 どもは研究者 の方 と

での実績 の紹介 をい ただ きました。政府 へ の協力、

は違 って、必ず しもこ うい う国際会議 の運営に慣

震災復興 の推進、都 市再開発 の推進、それに都市

れているわけではあ りません。 しか し我 々は実務

再 開発 の理念 を広 め ることで あ りますが、 と りわ

を行 ってい る共通項があ りまして、実践的である

け99年 9月 に発生 した大地震の建物 の再建 にあた
って、大 きな貢 献 をされていることを実感 いた し

がゆえに言葉 の壁 さえ乗 り越 えれば、形式などで
多少 の不備や不統 二 はあっても、具体的なデー タ

ました。

や最新 の情報 のや り取 りか ら多 くのことを推 察 し

中国都市計画協会か らは、北 京 と揚 州それぞれ

て、お互いに価値 のある結果を引 き出せ るのでは

3000年 近 くと圧倒 的な歴史 を持 つ都市 に関連 い た

ない か と思 ってお ります。 これは今後 に向 け て

しまして、北京歴 史文化都市 の保護 と実践、揚 州

我 々が 自信 を持 っていいこ とだ と思います。

の持続可能 な旧市街地再開発 をテ ーマ に説明 をい

第 2に は、歴 史や制度 の異なる地域の再開発 の

ただ きました。大変 興味があ る ところで あ りまし

実務者同士が、今後 さらに相互理解 を深めるため

た。 さ らに質疑 の 中 では、大規模 な再 開発 プ ロ ジ

に再 開発 の二つの側面、ひとつ は再 開発固有 の制

ェク トや工 場跡地再 開発が展 開 されて い る とい う

度 と技術、 もうひとつ はその前提 となる都市 の改

報告 もあ りました。 この よ うな歴史的な遺産の保

造 と保全 に関する都市計画 の思想 ・考え方 につい

存 と再生 を図る ことで、持続可能 な個性 ある都市

て、お互いが知 り合 うことの大切 さを痛感 した こ

づ くりを展 開 しよ う とされている点 は、伊藤会長

とであ ります。

も最後 の展望で述 べ られ ましたが、我 々 も大 い に
参考 にすべ き再 開発 の手法 で あ ります。
日本 の再 開発 コー デ ィネ ー ター協会か らは、 日

これに続 きまして、 この交流会議 の継続に関 し
てみ なさまに ご報告 したい と思います。本 日の昼
休みに開催 された各団体代表者会議 にお きまして、

本 の再開発 の歴 史、実績、現状 を報告 い た しまし

今後 4つ の団体 の 間でこの国際交流会議 を継続的

たが、伊藤会長 の基調講演で も取 り上 げ られ まし

に開催することが合意 されました。

たように、高度成長下での保留床処分、 これは高

会議 の正式名称 は「都市再開発専門家 ・ASIA

度成長のころは問題なかったわけですが、現在 の

国際交流会議」 とし、これが 4団 体共通 の名称 と

低成長あ るいは高齢化、さらには人口減少等、 こ

決 まりました。 さらに、原則 として交流会議 を 2

れ らに直面する日本ではさらに新たな取 り組みが

年 に一度、秋 に各団体がそれぞれの所在地 で順番

必要になるとい う報告 をいたしました。なお、今

に開催す ることとし、次回第 2回 は2007年 に韓国

回の報告 は権利変換方式 の事例 を紹介 いたしまし

鑑定院が主催 と決 まりました。第 1回 会議 の主催

たが、 日本の再 開発 の例 でこれ とは別に土地、建

者 として大変 うれ しく思 ってお ります。

物 の買収 を前提 とした方式 の第 2種 市街地再開発

おわ りに、本会議 の成功 を支えて ください まし

事業がで きてお りまして、 これはほかの団体が説

た多 くの関係者 のみなさまの ご努力 に感謝 申 し上

明された方法 と似ているところでございます。

げ、今後 の交流会議 の ます ます の発展 を祈 り私 の

以上を踏 まえまして、今後につ ながる次 の二点
を述べ たい と思います。第 1は 、 この交流会議 を

総括 とさせていただ きます。 どうもあ りが とうご
ざい ました。

実行 させていただいて、再開発の実務者が国際会

再 開 発 コーデ ィネ ーター
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「 第 1口 都市再開発 専 Fl家・
ASIA国 際交流会 議」参 加記

韓国鑑定院

都市整備事業団

団長 郭

基石

韓 国、 日本、台湾、中国の 4カ 国か ら各団体 が

地区の視 察が行 われ ました。視 察地 までは、協会

参加 した「 第 1回 都 市再 開発専 門家 ・ASIA国 際

関係者 に案 内 していただ き、現地では現場 関係者

交流会議」が、 日本 の①再 開発 コー デ ィネー ター

か ら親切 な説明を受 け られて、 非常 によい勉 強 に

協会主催 で東京建築会館 にて 開催 され ました。韓

な りました。

国側 は、代表 団 の韓国鑑定 院 の15名 をは じめ建設

今 回の会議 は、ア ジア都市再 開発専 門家 間にお

交通部、 ソウル特別市、光州広域市公務 員 と整備

ける交流 をは じめる初段 階 とい う点 で、大 きな意

事業組合、 コンサ ル テ ィ ング会社 の 関係者 な ど総

義がある と考 えて い ます。 また、今 回の会議が 今

勢 50名 が参加 しました。

後 のアジア地域 間で の活発 な交流 及 び友好 関係 の

会議 開催 当 日の 10月 20日 、韓 国側 の参加者 は少
し早め に会 場 に到着 しましたが、 会場 はす でにセ

促進、そ して相互協力 を通 じた共 同の発展 と跳躍
の踏み台 になると信 じて い ます。

ッテ ィ ング も済み、各 団体 の参加者 を迎 える準備

今 回の会議 では各 国 の都市再 開発専 門家が参加

が完了 して い ました。特 に、各 国 の参加者 のため

し、生 き生 きとした意見交換が行われるとともに、

別途 の会議室 を設 け るな ど、主催側 に細か い配慮

それぞれ異 なる環境 の 中 で施行 されて い る再 開発

をいた だ きました。 この点 に関 しては、伊藤滋会

制度が抱 える共通 問題 を発見 し、その解決策 を模

長 をは じめ0再 開発 コー デ ィネ ー ター協会 関係者

索 したこと も大 きな意味がある と考 え られ ます。

のみ な さまに心 よ りお礼 を 申 し上 げ たい と思い ま

短 い期 間 で したが個人的には大変有益 な時 間 と

す。

な りました。特 に再 開発 と同時 に保存、そ して再

会議 は伊藤滋会長 の基調講演では じま り、各 国
体 の再 開発制度及 び代表的 な事例研究、 当面 の 問
題、対応策な どに関す る発表 と論議が行 われ まし

開発以前 の文化 と生活様式 を守 ろ う とす る努力 は、
「パ ル リパ ル リ (速 く速 く)」 に慣れて い る韓国人
には貴重 な教訓になる と思 われ ます。

た。特 に、伊藤滋会長 の戦後 の 日本 都市 60年 間に

改めて会議 の準備 にご尽力 された伊藤滋会長 を

おける成長過 程 に関す る講演 は、 同 じよ うな都市

は じめ、0再 開発 コー デ ィネ ー ター協会関係者 の

成長 を経験 して きた韓国に とっては大変意義深 い

みなさまに感謝 とお礼 を 申 し上 げ るとともに、 と

もので した。

もに参加 した 中国、台湾各 団体 の参加者 のみ なさ

10月 21日 は、六 本木 ヒルズ か らス ター トし晴海

アイラ ン ド、 豊洲 シエル タヮーの順 に再 開発事業

再 開 発 コーァィネーター
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まに も感謝 を 申 し上 げ た い と思い ます。

「 第 1回 都硼

発専門家

Al%4国際交流会議」の報告

良好 な始 まり、
蕩
にヽ｀

会議 所感

̀F'鷲

´財団法人都市更新研究発展基金会

理事長 張

中国都市計画協会

副会長 任

隆盛

私 たちの団体 が「 第 1回 都市再 開発専 門家 ・

ASIA国 際交流会議」 に参加 した ことは、非常 に
栄誉なことです。そ して、 参加者 のみなさまとの
議論 は大変有益なもの とな りま した。
・
私 たちは、中国、韓画、 日本、台湾 の 4カ 国間
で、方針規則 や所管官庁 のさまざまな重要問題 で
ある都市再開発 の違 い を比較で きた ことを、 この
会議を開催 して くださった方々に感謝 してい ます。
他方、限 られた時間や言語 の違 いといった制約

致逸

20、 21日 、東京 で 開催 された「都市再
・
開発専 門家 ASIA国 際交流会議」 に、中国都市

2005年 10月

計画協会 を代表 して幸運 にも参加 で きました。 各
団体 の代表者 の 関連研 究報告 を聞 き、学術 お よび
経験交流 を行 い ました。そ して、主催者 である①
再 開発 コー デ ィネー ター協会 の専 門家 の案 内 の も
と晴海、六本木、豊州 な ど旧市街 区の再 開発状況
を見学 しました。現実的対応、実情 との結合、内
容 の豊富 さ、徹底 したデ イス カ ッシ ョンによる真
実 を追及す る努力 には とて も感銘 を受け、 また啓

条件 がなければ、 もう少 し詳 しく議論 したい と思

発 され、大変大 きな収穫 を得 ることがで きました。

うテーマが い くつ かあ りま した。次国会議 ではこ
うした制約 を乗 り超え、 さらに素晴 らしい議論が

現在中国 は、改 革開放 の真 っ只中にあ り、経済
社会 と都市建設が大幅 に発展す る時期です。古 い

で きることを願ってい ます。

都市が再 開発 されつつ あ る中、成果 と問題 が混在

また、東京 の再開発事業 に関して有意義 で楽 し
い視察の提供 に感謝 してお ります。 ガヽさな地区か

して い ます。歴史文化 の保護 と生活条件 の改善 を

ら大規模 な再開発 まで、事業過程 で真剣 に可能な

ん。 また、隣国 の経験 と教訓 を汲み取 り、 自らの

限 り取 り組むみなさまの姿勢 に対 し、私たちは非

もの としなければな りませ ん。それによって科学

常 に感動 しました。

的発展 とい う見 地か ら、中国 の古 い都市 の健全 か

今回の訪 間 に際 し、貴重な時間を割 いて くださ
ったみなさまに感謝 を申し上げます。今後、私 た
ちの仕事 にお いて、新たな刺激 と活力 をもた らす
ことになるで しよう。
東京訪間 の歓待 に感謝 してお ります。2007年 、
ソウルで皆様 とお会 いす ることを楽 しみにしてい
ます。

どの よ うに行 って い くか調整 しなければな りませ

つ秩序 だった再 開発 を推進す る上で、本会議 は大
い なる参考 を得 る機会 とな りま した。
本会議 では、相 互理解、交流、学習 をし長所 を吸
収 し短所 を補 い、教訓 を受 け取 り、経験 を吸収 し、
古 い都市 の 良好 な発展 を促進す る上で大変 良好 な
ス ター トとな り、 また大変有意義 なもの とな りま
した。
主催者 の親切 なもてな しと真心 のこもった手配、
そ して周到 な気遣 い は私 に深 い印象 と忘れ難 い記
憶 を残 しました。 2年 後、韓 国 で また参加す るこ
とを期待 して い ます。
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