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首都圏広域地方計画シンポジウム 

「日本における首都圏の役割を探る」 

２００８年３月５日 

 

 

【司会】  皆様、大変長らくお待たせをいたしました。これより、首都圏広域地方計画

シンポジウム「日本における首都圏の役割を探る」を開催いたします。申しおくれました

が、本日司会進行を務めます、私、今泉朋子と申します。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

 それでは、首都圏広域地方計画シンポジウムの開催に当たり、主催者を代表いたしまし

て、国土交通省関東運輸局長の安原敬裕より、皆様にごあいさつを申し上げます。それで

は安原局長、よろしくお願いいたします。 

【安原】  ただいまご紹介いただきました、国土交通省関東運輸局長の安原でございま

す。主催者を代表いたしまして、一言ごあいさつを申し上げたいと思います。 

 まずは、きょうの首都圏広域地方計画シンポジウムに、このように多数の方がご参加し

ていただきまして、心より感謝、そして御礼を申し上げたいと思います。本日のシンポジ

ウムの趣旨といいますものは、これから閣議決定をして 終的に確定いたします国土形成

計画、そしてそれをベースにこれから策定いたしますが首都圏広域地方計画、これについ

てご紹介、またご理解を賜りますとともに、これからの首都圏のあり方につきまして皆様

方とともに考えていこうという趣旨で開催させていただいたわけでございます。 

 この後、屋井先生のほうから国土形成計画の話についてご説明あろうかと思いますが、

私のほうで簡単に概略だけかいつまんで説明いたしたいと思います。国土形成計画という

と、聞き慣れないという方もおられるかもしれませんが、実はこれは従来の全国総合開発

計画、いわゆる全総、四全総とか五全総とかありましたけども、その全総計画の後釜とし

ての計画、まさにこれからの我が国の国土のあり方をここで決めていこうというものでご

ざいます。 

 その全国総合開発計画を、国土形成計画というふうに名称を改めておりますが、その一

番大きな理由は、我が国の経済社会の環境が大きく変わってきていることと、少子高齢化

の進展等が、その たるものであります。そういう中で従来の計画が、量的な拡大を基調

とする開発型の計画、交通、情報、そういったインフラをかなり前面に押し出した計画で
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あったわけであります。それに対しまして、これからは成熟型社会にふさわしい計画にし

ていこうと。もちろん経済面の国際競争力の強化というものは非常に重要であり、当然こ

の中に入っております。と同時に安全、安心、あるいは景観と環境、あるいは新たな公（こ

う）という、概念を持ち出しておりますけれども、これからいろいろな公共的な課題につ

きましては、行政だけではなくて市民、ＮＰＯ、企業、国民の方々が参画しながら、課題

に立ち向かっていこう、解決していこうと、そういうふうな内容になっているわけでござ

います。そういうことで、名称を開発計画から国土形成計画と変えたわけでございます。 

 ２点目は、従来の計画というのは、全国一本でございました。今回は全国計画と地方計

画、二層の計画となっております。国土形成計画というのは全国計画でございまして、こ

れは具体的なプロジェクトとかいったものはあまり書かずに、基本的な考え方、方針、方

向性、こういうものを中心に書いてございます。そして具体的にどういったプロジェクト

をやるのかとか、どういった施策を講ずるのか、どういった活動をしていくのかといった

点は地方計画、関東エリアでいいますと首都圏広域地方計画、ここで具体的に書いていく

ということになっております。そういう広域地方計画につきましては、全国を幾つかのブ

ロックに分けまして、ブロックごとに計画をしていく。その内容も、従来我が国の行政は

都道府県単位で行われておりましたが、都道府県の枠を超えて、その地域が自立できるよ

うな、戦略的な計画をつくっていこうというものでございます。 

 ３点目の特徴といいますものは、従来、計画は国が中心となっております。国土審議会

という場を使って、国が中心となって計画をつくってまいりましたが、これからは国と地

方公共団体、あるいは経済団体と協同してつくっていく。そしてさらには、国民、市民、

いろいろな方々からのご意見を十分踏まえながら、これをつくっていこうということにし

ているわけでございます。 

 そういう中で首都圏広域地方計画は、有識者の方々の意見を聞きながら、準備を進めて

おります。できたら秋ぐらいをめどに取りまとめられたらなという形で進めているところ

でございます。我々が住んでいる首都圏というものは人口が4,200万、経済規模もフランス

あるいはイタリアに匹敵するＧＤＰを持っている、非常に大きな圏域でございます。そう

いう中に東京、横浜といった大都市から、中核都市、地方の中小都市、農山漁村、さらに

は小笠原まで含めた離島と、かなり幅広いエリアがございます。そして、それぞれの地域

が大変な魅力を持つと同時に、非常に大きな課題、克服しなきゃいけない課題というもの

を持っているわけでございます。 
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 そういう中できょうは、「日本における首都圏の役割を探る」となっております。首都圏

ですから、やはり何といっても、日本全体を引っ張っていく成長エンジンとしての国際競

争力を持たなきゃいけないだろうと。首都直下型の地震、あるいは河川氾濫等に対して、

災害に対してどうしていくのかとか、景観あるいは環境をどうしていくのか、またこれか

らは国の内外、あるいは地域間の交流というものが非常に重要になってまいります。こう

いった点をどのように具体的に計画にまとめていくのかということをこれから考えていき

たいと考えております。 

 議論すべき話は交通、通信、あるいは自然、農業、産業、観光、まちづくり、地域づく

り、海洋等々非常に多岐にわたるわけでございます。そういう中で、きょう全部について

議論できませんので、パンフレットにございますように、「住んでよし、訪れてよしの首都

圏について考える」ということで、平野啓子様をコーディネーターにいたしまして、マリ・

クリスティーヌさん、屋井さん、安島さんにパネリストとして話をしていただき、そして

皆様方とともに考えていきたいということでございます。 

 きょうのシンポジウムが実りの多いものでありますことを期待いたしますとともに、先

ほど申し上げましたように、皆様方のご意見を幅広く聞かせていただきたいと思っており

ます。封筒の中にアンケート表と一緒に、いつでもアクセスして意見を言える、首都圏未

来ビジョン通信というもののパンフもございます。そういう意味で、きょうはアンケート

と、それ以降お気づきの点、ご意見ございましたら、どうかご遠慮なく寄せていただけれ

ばと思っております。 

 以上をもちまして、主催者としてのごあいさつにいたします。どうもありがとうござい

ます。 

【司会】  安原局長、まことにありがとうございました。それではここで、基調講演の

ため、少々準備にお時間をいただきます。皆様方はそのままお待ちになってください。 

 それではお待たせをいたしました。これより基調講演に入らせていただきます。ご講演

をいただきますのは、東京工業大学大学院総合理工学研究科教授の屋井鉄雄様です。屋井

様は１９８０年東京工業大学工学部土木工学科を卒業、１９８５年東京工業大学大学院博

士課程終了、京都大学助手、同助教授、マサチューセッツ工科大学客員準教授、東京工業

大学理工学研究科土木工学専攻教授を経て２００３年より現職、専門分野は国土都市計画

環境交通工学、関東地方交通審議会委員、国土審議会専門委員、社会資本整備審議会臨時

委員などを務められています。本日は、首都圏における国土形成計画をテーマとしてお話
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をいただけます。 

 それでは屋井様、よろしくお願いいたします。 

【屋井】  ただいまご紹介いただきました、東京工大の屋井でございます。１時間ほど

でございますが、おつき合いいただきたいと思います。 

 私のきょうの話は、既に安原局長さんからもお話ありましたように、国土形成計画、全

国計画の骨格が既に決まって閣議決定を待つばかりということですが、広域地方計画のほ

うが策定の途上ということですから、副題にありますように、新しい、これからの時代の

国土形成計画、特に広域地方計画の役割、あるいはそれを実現していくための道筋、こう

いうものについて多少なりともお話をしていきたいと考えているところです。 

 全国計画については特に戦略的な目標ということで、国際競争力のような観点から生活

の観点、あるいは災害に強いという安心安全の観点、それから国だけ、行政だけではなか

なか厳しいということもあって、新たな公という概念の中で取り組んでいこうと、こうい

ったことが文章として示されているところです。 

 これを受けて今度は、首都圏の広域地方計画であります。有識者懇談会というのがござ

いまして、私もそこのメンバーの１人に入っております。この間の１２月の時点の資料は

公開されていますので、皆さんもご興味あればぜひごらんいただきたいところであります

が、そこで示された、首都圏の果たすべき役割ということで３点出ております。世界・東

アジアのリーディング圏域としての役割をきっちりと果たすべきではないかということが

１点です。それから首都圏ですから、日本の首都機能を有する圏域としての役割もありま

す。それから、首都圏といっても非常に広い。都心から郊外、中山間地までいろいろあり

ますので、首都圏域の人々が暮らし、働く場としての役割と、こういう３点をきっちりと

明記しているわけです。 

 そして、さらに新たな首都圏の目指すべき方向ということで、５つです。日本全体を牽

引する首都圏の国際競争力は強化しなければいけないということ。一方で、世界でこれだ

け多くの人が住んでいる場所はないわけですから、暮らしやすく、美しい地域を実現した

い。安全安心、これは必ず今出てくるわけですが、日本の持っている固有な、これも個性

の１つでしょうけれども、非常に災害が多いという地域特性、これを踏まえた対応が必要

である。良好な環境の保全創出、そして先ほどの新たな公、多様な主体の交流連携がより

活発な圏域の実現と、こういうことが現状で示されているわけです。私は基本的に、大賛

成といえば大賛成です。 
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 ご存じのように、全国の人口は下がっている。首都圏についても早晩下がってくるし、

生産年齢人口については既に下がっている。こういうことがマクロ的には起こっていると

いうことです。一方で、地球温暖化問題と地球環境問題については、やはりこれだけ多く

の人が住んでいる地域ですから、日本が世界の中で占める割合もかなり多いということで、

世界でワースト４位の排出国である。それから広域首都圏についても、我が国の約３６％

を占めている。東京・千葉・神奈川と、都心部のほうは非常に多いんだということもデー

タからは言えているわけです。 

 それから、これも全国計画で既に示されているところですが、シームレスアジアとか日

帰りビジネス圏、こういったようなこともあって、物流も人流も行き来しやすい、そうい

う環境をつくっていこうではないかということもいわれているわけです。こういうことを

広域地方計画の中でも議論がされているということです。 

 一方でアジアに目を向けると、まだまだ環境の問題、地球環境問題ばかりではなくて大

都市の問題等、非常に顕在化していますので、そういう点でも日本の貢献とか、日本の経

験を生かして、あるいはその技術をトランスファーするようなことは従来にも増して必要

であるというふうにも言えるわけです。 

 こういう背景の中で、方向性としてはもちろん賛成ということですが、それに加えてよ

り議論を深めていきたいということです。１つは、先ほどの首都圏の果たすべき役割、こ

れは大変結構ですねということで、この３つはぜひ基本に据えていただきたいところだと

いうことです。よくスチュワードシップなんていうことを言います。ガバナンスというこ

とも言われますけれども、やはりこの広域地域というものをガバナンスしているんだと。

そういう責任を持って、きっちりとこの３点について、これを念頭に進めていただきたい

と思うわけです。 

 それに関連して、所論として幾つかの点がさらに議論としてできるのではないかという

ことです。 初の点ですが、特にこの地球環境については、4,200万人を超える人口を抱え、

排出も多いということですので、ぜひ広域地方計画をつくるというタイミングで、世界に

アピールできるような取り組みが欲しいと思うところです。 

 実は、広域地方計画という、地域単位の計画づくりは、日本としては国土形成計画の中

で制度としてつくられたわけですが、ほかの国、例えばイギリスであるとかアメリカであ

るとか、そういう州のような単位で計画をつくるというのは従来からずっと行われている

ところで、世界の中のメトロポリタンでも特に人口が多くて、経済性も高いけれども一方



 -6-

で排出も多いというところが連携をして何らか宣言をするというのは、大変時代に合った、

すてきなことではないかと思います。それをぜひ、言っているだけじゃなくて条例化して

いくとか、ローカルルールをつくるとか、そういう方向に持っていくことも目指すべきで

はないかと思います。 

 それから、緑と水のネットワークのようなものですね。こういうものをつくっていこう

という。ＣＯ２の削減を直接的ということではありませんが、生活に関係する環境をつく

っていくというのは大変重要なことですし、そういう点でも、こういうことはぜひ進めて

いただきたいということです。 

 一番下に書いてあるのは、東京都さんが国土計画の全国計画に対して提言をされている

ということで、世界で も環境負荷の少ない大都市の実現と、その成果の世界への発信、

これを全国計画としてもすべきだということですが、これが十分できているかどうかとい

うこともあるので、ぜひこの広域地方計画の中では、東京あるいは首都圏という大変大き

な環境負荷を持っている地域の責任というものを示していただきたいところです。 

 先ほどの河川・道・公園等を活用したネットワークということで、それにかかわるさま

ざまな計画が既に提案されているわけです。例えば東京都を見ますと、環境塾というもの

が既に提案されていて、緑の東京１０年プロジェクトというものもでき上がっています。

一方で、関東地方の長期ビジョンという中でも、エコロジカルネットワークというものが

提案されているわけです。 

 ボストンで１８００年代中ごろから、エメラルドネックレスという名前で、緑のネット

ワークづくりをずっと進めています。もう１５０年ぐらいたっていて、それは過去のこと

だなと思っていましたら、ほんの５年、１０年前に、ボストンで地下の高速道路をつくっ

て、それがチャールズリバーを渡る橋も必要で橋もかけかえというときになって、その公

園づくりの人たちが待ったをかけました。そのエメラルドネックレスという公園のネット

ワークを、長期にわたってまだまだつくる、その計画とぶつかるということで、計画変更

してくれと。 

 終的には、そういうことにも配慮した道路計画になったわけですが、それぐらい長い

期間をかけて緑のネットワークをつくっている町は世界中にもあるわけで、東京も、東京

都だけではなくて広域的な観点から、こういうものをつくるべき時代になっているのでは

ないかというふうに思います。そこにはもちろん街路空間とか河川空間、そして従来の公

園とか、そういうものをうまく使いながら。そして 近の時代なので、歩行者だけでなく
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て自転車なんかどうするかというのも非常に大きな課題になってくると思います。 

 それから、３つの方向で責任を果たすというのは大変重要な視点。それから５つの方向

性があったわけですが、ぜひその経済成長を求めていくんだと、国際競争力を高めるため

には経済をまだまだ発展させる必要があるんだという視点と、生活環境、我々の身近な視

点、その生活者の視点と両方が成立するような、高次の、より高い統合されたような計画

理念をぜひ示していただきたいと思います。社会基盤とか、 近はソーシャル・キャピタ

ルというのを盛んに言われるようになりましたけれども、そういうものをベースにしなが

ら、経済力、知識生産、環境や生活の質、こういうものが両方あって初めて国際競争力の

ようなものが確保向上できるとよく言われるわけですから、ぜひそういうものも含めたよ

うな計画が必要だと思います。 

 東アジアの新地域としての責任や、国際競争力の確保という点が、経済首都のような、

経済首都圏でもいいですが、こういう役割も担ってきたわけですけれども、これからはそ

れだけではなく、生活という点での首都圏や、あるいは文化の首都圏など、こういうもの

も目指すべき時期だと思います。 

 両方必要だということで、経済発展を支える基盤整備も不足しているところがまだある。

これはまた後でも話しますけれども。空港の機能の強化とか、それから環状道路網の整備

とか、よく言われることでありますけれども産業立地の促進とか、こういうことは一方で

必要と。ただそれだけではなくて、例えばアジアの創造階級、ＩＴ産業の方でもいいです

し、いろいろな技術を持っている方、こういう方が日本のこういうところだったら好んで

住んでみたいと思えるような、そういうすぐれた生活環境もつくっていかなきゃいけない

し。スマートグロウスなんていわれますけれども、首都圏でこういう言葉にどうやって対

応するような都市像を将来描くか。これはなかなか大変です。５０万人、２００万人ぐら

いの都市だったら、こういうこともやっているわけですけれども、4,200万人という中でど

うやってやるんだろうかということもあります。そういうことも考えていく必要があるわ

けですが、こういうことを踏まえて、国際競争力の獲得に必要な条件が整ってくるんでは

ないかと思います。 

 初の項の１つのエグザンプルですが、日本の通説ということでよく言われるのは、国

際競争力の 初のほうに対応しますが、羽田空港では旅客数は常に多く、なかなか容量が

十分にまかなえないから飛行機が大型化してきたんだと。大型化してきた結果、今度は発

着回数をそんなに増やせないので仕方がないんだと。でもそれはすべて、多くの人を運ぶ
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ためにやってきたんだと言われています。現実に、そういう経緯をたどってきたわけです。

しかし、ほかの大空港と比べて発着回数が少ないのは当然じゃないかと言われたら、そう

だって思うのが今の日本の通説でありますけれども、現実には、例えばヒースロー空港と

羽田空港を比べると、ヒースロー空港のほうが旅客数も多いんです。小型か大型かという

と、ヒースロー空港のほうが小型機が多く飛んでいます。そのかわり、多くの離着陸が可

能なんです。これは極めて技術的な問題ですが、そういうことも踏まえながら、首都圏の

空港の容量をどこまでほんとうに増やせるんだ、現在のインフラの中でどこまでできるん

だということもちゃんと考えた上で将来を見据えなければいけない。 

 ニューヨークの都市圏では１１５万回、これが空港の発着容量です。ロンドンは９７万

回、東京は４９万回なんです。人口規模は圧倒的にこっちが多いわけです。羽田空港の再

拡張を今やってますが、それができても、まだこれぐらいなんです。だから大型化するの

は当然だって言われたらそうですが、さっきのこういう例もありますから、使い方につい

ては、あるいは将来については、まだまだほんとうは検討すべきことがあるんです。小型

化しても輸送力を大きく減らさない方法だってあるかもしれない。 

 それでも、どうしても不足するなら、もっと先を見なければいけませんから、空域の問

題とか管制の方式、地上の整備、いろいろなものを考えていかなきゃいけないんです。そ

の中には騒音の問題とか、いろいろ出てきます。こういうことを実は考えていかないと、

次のこの部分の展開というのは難しいんです。ぜひ、広域地方計画のほうは、国と地方が

共同で策定する地域の計画ということですから、なかなか国だけでも言えないことまでも、

長期の戦略、空域の返還をしてくれというようなことを、ちょっとこれは言えないのかも

しれない、でもぜひそういうことがないと、あるいはその先をどう考えていくのか、どこ

までのサービスを求めていくのかというときには、第３空港の議論もほんとうはあるんで

す、こういうことも首都圏として考えなければいけないんです。これが１点目であります。 

 一方で、例えば製造物の出荷額推移は、これも国土交通省からいただいたデータですが、

もちろんこの広域首都圏の割合は高いわけです。そして実際にこの右側の図面にあるよう

に、出荷額というものは非常に広域で広がっています。環状道路なんかできると、その周

辺部にも新しい立地が広がっていきます。その一面で見ると大変よかったということなん

ですが、それと先ほどの生活環境というものをどう整合させていくかという大きな課題が

あります。これは小売店舗の立地状況です。当然ながら、どんどん郊外に行った。そして

その反省から法律も改正して、また中心市街地をどうするかって議論に戻ってきているわ
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けですが、いまだに、そんなすぐに大きく変わるということはないということです。 

 これからの都市とか地域をどうつくっていくかの視点として、これもよく言われること

ですが、やはり先ほど来の私が議論している中では、地方部は地方部としてのやり方もあ

る。地方の都市部だって、自動車ばっかりみんな使っている中で、公共交通は衰退してし

まってどうにもならない。どうしていくか。一方で、巨大都市東京みたいなところは、い

まだに鉄道が混んでいて、混雑率も高くてどうしようもないという、こんな状況がさまざ

まにあります。その中で、こういうそれぞれの視点、問題に照らして魅力をつくっていく。

住みやすさが、国際競争の大変大きな条件になってきているということを踏まえた改善が

求められているのではないかというふうに思います。 

 実はよく使うんですが、古い時代にシカゴの郊外にできた、ウォルムステッドさんが設

計したリバーサイドという住宅地。こんな裏道を馬車の時代につくったけども、道路はこ

んなに広かったんですね。この左下のようなところです。こんなような道ができてたりし

ます。それからフィンランドは第２次世界大戦で荒廃してしまいますが、我らの子供に家

かバラックかということで、立派なまちづくりをしていって、ヨーロッパにはよくありま

すが、この木の高さよりも高い住宅はつくらないというような、比較的低密度ですぐれた

環境の住宅地をつくっていった。今日住むところがないといったときにも、そういうこと

をきっちりと長い時間をかけながらつくっていった。こんなところが、いろいろなところ

にあるわけです。 

 そういうことで、特に生活者の視点というのは大変重要だという、きょうの「住んでよ

し、訪れてよし」の「住んでよし」のほうでありますが、そこにかなりスポットを当てて、

さらに話を進めていきたいと思います。 

 生活の視点から見た方向性というものは、今の脈絡で続くわけですが、多様な価値、さ

まざまな価値というのは当然あるということを前提に考えざるを得ないわけですが、生活

関連の環境整備を今非常に重視していくべき時期であろうということで、特にコンパクト

化のようなこと、これはさまざまな場面で今議論されます。これが一つ生活空間の魅力を

高めていく方法論だというふうにも言われているわけであります。それを別に否定するわ

けではございません。それから公共交通の維持の問題。それから、整備促進と書いてある

のは、一方で混雑の問題があるので、公共交通についても実は非常に大きな較差の問題が

起こっているというふうにも言えるかと思います。 

 それから、自動車中心で考えてきたこと、まちづくり、これをどういうふうに軌道修正
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し方向転換していくか。これもさまざまに迫られながら、転換を少しずつしてきている、

そういう実績もあるので、そういうものを踏まえて今後の計画という形に反映していく必

要があると思います。自転車配慮型道路、後でちょっと話が出てきますが、そんなのも出

てきました。道路空間の再構成、道路法改正なんていうのもありまして、この辺も変わり

つつあります。 

 これは図面でありまして、特に今後の高齢人口は、数としては地方部よりもやっぱり都

市部において多いんだと。人口が多いということもありますけれども、この赤くなってい

るところが特に高齢人口が多くなってくるところだということです。そういう将来のこと

も考えなければいけないわけですが、そういう中でコンパクトシティ、よくこういう図面

を目にしますね。この住み方をうまく変えていく、それに応じて公共交通あるいは自動車

等の使い方も変えていくということによって、エネルギー的にも効率の高い、環境負荷も

低い、そしてそれなりに便利に過ごせる、ある程度我慢しなければいけないところも出て

くるという、そういう街に変えていく必要があるだろうということです。 

 しかし、そうは言ったってまだまだ、皆さんにはいろいろな価値がありますので、「そん

なこと言ったって、やっぱり郊外のほうに立地させて新しいのをつくったほうがいいじゃ

ないか。便利だ。車で行けるんだし、いいだろう」っていう。あるいは、そこで新しく工

場ができれば雇用の機会にもなるんだし、いいに決まっているじゃないかっていうような

ことも同時にあるわけです。それは当然そうなんで、それをどう収めていくかというか、

空間的にも収めていくかというのが大変重要な観点です。 

 例えばアメリカのアトランタ、自動車中心の町ですが、比較的早い時期に環状道路をつ

くって公共交通で迎えに行く、パークアンドライドを進めていくようなシステム整備をし

ましたが、そういう町はいまだに環状道路整備の計画もありましたが、これがほんの１０

年ぐらい前にとまりました。要するに、そういう自動車の町でも、ただ環状道路をつくる

だけでは、その周りに工場だとか大型店舗が立地していって、またスプロールを助長する

ではないか、これはもうやめたほうがいいということなんです。そういうふうに、自動車

の町でも変わってきている。シアトルやポートランド、大変有名になりましたが、そうい

う町ばかりではないということを我々も理解しておく必要があるわけです。 

 一方で日本のほうは、場所によっては人口減少時代に入ってもスプロールが起こったり、

中心市街地はご存じのようにシャッター通りになったり、歩道もないような道が市街地の

中にもいっぱいあったり、区画整理なんかでも計画を見直して、縮小して進めなきゃいけ
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ないところも随分出てくる、こんな状況があるわけです。モビリティーマネジメントとい

うのを 近非常に盛んにやられます。大変重要な概念でありまして、我々もうまく自分自

身のモビリティー、行動を変えていく必要があるんだと。環境にも配慮しなきゃいけない

と。ガソリンが高いですからガソリンを減らすようにしなきゃいけないとか、いろいろあ

ります。 

 一方でモビリティーライトといって、移動とか、あるいはもっと言うと、住む権利にな

ります。自由に住んでいい。移動する権利があるんだ。両方が大変重要な概念なわけです

から、そこをうまく折り合いをつけてマネジメントもする。でも一方で、やはり移動する

権利があるということにも十分に配慮する。特に高齢者だったり、 近だと子育て世代と

か、いろいろあります。いろいろなことに配慮する必要が出てきているわけです。ただ一

方的に、環境の問題があるからマネジメントしていこうだけでも難しい、こういう時代に

なっているんだと思います。 

 そういう中で、公共交通の問題が先ほどから何度か出てきますが、簡単な漫画、図面を

書きましたが、公共交通の地域格差というのは首都圏が一番大きいのではないか。それは、

ともにサービス水準が低いんですが、どこで低いかというと、需要が少なくて維持するの

が困難な路線、地域、ここはサービス水準が低いです。頻度が低いとか、運賃が高いとか、

厳しいです。でも一方で、まだまだ人口が増えていくというところで、混雑率が２００％

あるとか、朝だけじゃなくて夜、帰宅の混雑もひどい。こんなところも実はまだあるんで

す。特に多摩田園都市なんてひどいです。そういうところもまだある。両者に対して、全

く異質な低サービスに対して、まだまだそれなりに対応していかなきゃいけないというの

が、この地域の特色だと思います。現に、多摩田園都市のあたりですと、将来的にまだ抜

本的な対策をしなければいけないんじゃないかという検討を会社なんかでやっているわけ

です。そういう実態もあるわけです。 

 一方でこちらのほうというと、「採算性が合わなきゃだめだ」なんて議論が随分ありまし

たけれども、この間の富山ＬＲＴあたりはそこら辺に対して風穴をあけてくれたんじゃな

いかと私なんかは思うんです。それは採算ばかりじゃなくて、一定の負担を地域として納

税者が認めて、そして運行していくということを是としていく。ヨーロッパやアメリカは

当然そういう形で、運営費に対する補助までやって、公共のサービスとして展開してきた

わけですが、そういうことが日本でも真剣にというか、実現に向かってきたという状況だ

と思います。 
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 駅をつくると２００億、３００億って、もっとかかるような状況がありますけど、この

越前鉄道ですか、駅２つで５,０００万円なんて駅をつくってますから、かなりオーダーが

違いますが、安くつくるつくり方だって当然地方部に行ったらまだまだあると思います。 

 それで関連してお見せしたかったのは、人口の推移として、この赤いところが増えると

ころなんです。広域人口推移１７年までと、それから３７年までという予測が書いてある

んですが、ここら辺のところがまだ赤いですというのが、先ほどから言っている、格差が

あるというところです。ここはかなり長いこと、生産年齢人口も増え続けるというふうに

予測されています。そういう地域もまだ、首都圏の中を見ていくとあるということであり

ます。 

 次に、自転車の問題。これも生活者の視点では大変重要な視点ですから、あえて各論で

はありますけど、きょうお持ちしました。自転車は歩道を走るものなんていうのが日本の

通説で、場合によっては人に聞きますと「え、自転車って車道を走っちゃいけないんでし

ょ」と真顔で答えられる方もいますので、ほんとうにそう信じている方も結構多いと思い

ます。そのぐらいルールも徹底はしていないんですが、一方で、車道なんか怖くて走れな

いという実態もあるんです。世界の常識はここに書きましたように、自転車を身勝手に歩

道走行させる国はないです。罰金とられたりする。 

 もう１つは、歩道走行は危険なんです。危険という意味は、歩行者にぶつかって歩行者

が危ないということだけではなくて、実はあまり知られてないのは、自転車にとっても歩

道が危険なんです。日本ではぎりぎりまで建物が建っていて、多車線の道路にぶつかって

くるところに歩道があるわけですね。こっちは多車線ですから歩道をつけますから。ここ

を自転車が右にも左にも走ります。こっちから出てきた車は、こっちに出ますから。車の

通行はこっちになりますので、こっちに出ます。だから、ここから来る車なんていうのは

一生懸命気をつけて出ていきます。しかし、こっちから逆走してくる自転車は発見がおく

れるんです。こういう事故が、比率として非常に高いんです。だから、歩道を走っていれ

ば安全かというと、歩道は必ずどこかで車道とまじわりますから、そういうところが非常

に盲点、危ないんです。 

 しかし、そうはいったって、ほかにどこを走るんだというのはどこにもない。これが日

本の問題点です。それなりに整備をしてきましたけれども、自転車道を整備するなんてい

うのはなかなか時間がかかり、できない。やっても、５００メートルできましたなんてい

うんじゃ、実際にはほとんど使えないということになります。今回は特に国土交通省、警
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察庁が一緒になって方針をまとめましたけれども、自転車レーンという、車道上を使う、

安心に走れるような、そういう工夫も選択肢の中に入れて、そして歩道上ではできるだけ

分離していく形です。色を塗っているのはあんまり望ましくないんですが、走行という空

間を、自動車が中心であった空間をもう一回再配分していこうじゃないか。歩行者だとか、

自転車だとか、環境にも優しい、いろいろな点でメリットのある乗り物にも使えるように

しようじゃないか。こういうことが議論が深まってきたということであります。 

 その方針でありましたけれども、それは特にこの二省庁ではっきりと宣言をしたのは、

まず走行空間を原則分離していきましょうと。歩道上でこんなグチャグチャになっている

国はほかにありませんと。「訪れてよし」のほうで言うと、外国人の方が来て歩道をプラプ

ラッと歩いていたら自転車にひかれちゃうなんていうと、これは国際問題ですということ

で、この分離を進めましょうというのが１点です。そのときに自転車レーン、これは金沢

で成功している例ですけれども、車道を走らせましょうということも当然視野の中に入れ

ますと。一方で駐輪対策もしなきゃいけない、マナーもちゃんとルールの徹底をしなきゃ

いけない。それから、言っているだけじゃだめで、速やかにできることをどんどん進めな

ければいけない。今、モデル地域を９７カ所かなんか決めて始めましたけれども、そうい

うこともやらなきゃいけない。 

 それからもう１つ重要なことは、場当たり的に何かをやったって意味がないので、ネッ

トワークの計画、将来の目標、整備水準、こういうものをきっちり定めていって、そして

ルールを守って走っていけば、安全に安心して目的地に着けるような、そういうネットワ

ークをきっちり行政が、あるいはこの地域や住民と協力しながら実現していく。こういう

形をつくらないとどうにもならないということです。それをぜひ、小さなことかもしれま

せんけれども、すごく生活の視点では重要なことでありますね。 

 数日前のニュースでやっていましたけども、警察署が教則本の改正したんです。私もコ

メントを何か出したりしましたけれども、その中で自転車の３人乗りの問題。子育て世代

が子供さん２人３人いるときに、移動する手段がないということで自転車に乗りますね。

今、２人乗りまでは幼児だったらいいんだけど、３人はだめだということで、違反になり

ます。取り締まります。どうやって託児所まで行けばいいんだ、どうやって買い物行けば

いいんだということを、その子育て世代の方々は言うものですから、安全な３人乗りの車

が開発されたら可能にしますよということを言われたわけで、そういうものを開発すると

いうことも可能性はないわけじゃないんですけれども、ただもともと３人とか、あるいは
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４人という場合もあるようですね。後ろに１人おぶって、前と後ろに乗せるという。 

 そういう乗り物というのはもともとすごく危ないものなので、先進国でありながら、そ

んな危ない乗り物に乗せて放置していること自体が私は問題だと思うんです。それはもっ

と違う支援がいろいろあるでしょう。送迎バスをつくればいいということがどうかわかり

ませんけども、あるいは住宅、住む場所の手当てだ、あるいはそういう場合には自動車を

使うことの、ある一定期間の共用システムじゃないけども、何かいろいろ工夫を総合的に

することによって子育て世代を支えないと、自転車で３人乗るのがもともと危なくて問題

だというところに立ち返らないと、道路交通行政というような問題が残るんじゃないかと

いうふうに思います。 

 カンボジアでは、バイクの後ろに三、四人乗って、モトドップっていってタクシーで運

行していますけど、これもしょうがないからなんです。日本とカンボジアと同じ、もう少

し考えなきゃいけないところだと思います。 近私、自転車のことをいろいろやっている

ものですから、この話をすると熱くなって終わらなくなるので、今日はここで終わります。 

 それから観光の視点がございまして、観光については専門の方々が後に控えておりまし

て、私は、観光については特に前座としての役割しかございませんので、ビジットジャパ

ン、１,０００万人間近というんでしょうか、よくぞここまで来たなということですね。し

かしながら、首都圏にはいっぱい来るけども、来る場所といったら東京周辺しかないじゃ

ないかということで、首都圏の近郊の県、北関東あたりはあんまり行ってないということ

です。埼玉なんかも全然行ってないということになります。千葉は成田空港があるし、デ

ィズニーランドがあるからですか、そういうことになりますけれども、そんな状態ですか

ら、これを何とかもう少し底上げしなきゃいけないとか。 

 それから温泉の分布です。こういうのもあると。それから国宝重要文化財指定件数、建

造物は５１６件、全国の２２％だそうです。それから美術工芸品は全国の４０％があると

いうことで、これが首都圏の状況ということです。これも、これだけのご紹介であります。 

 町並みの保存とか再生、これも一生懸命取り組んできました。これは単に私が訪ねたと

ころの観光写真なんですが、そういうのがこの首都圏の近郊にもいろいろあります。古く

からたまたま取り残されていたり、あるいはなくなろうとしているものを「ちょっと待て、

これは大変な資源なんだ」ということで再生したり、そういうものが代表的なこういう観

光地の１つになっていたりするわけです。 

 こういう建物はヨーロッパとかアメリカで大変高く評価されて、特に有名なのはこの鳳
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凰殿という。これはシカゴ博覧会、１８９３年に開催されたときの日本のパビリオンです。

手島精一さんという東工大の第２代の学長なんですが、うちの大学の宣伝をしているよう

で申しわけないんですが、その人が団長で、プロデューサーですね、ぜひ日本の文化・伝

統を欧米に伝えようではないかということで、パビリオンは宇治平等院のちょっとミニチ

ュアにしたものをつくろうじゃないかと、つくりました。これはすごく高く評価されまし

た。フランク・ロイド・ライトがこの空間構成をまねたというふうにいわれていますけれ

ども、この人がかけ合って、このパビリオンだけ、博覧会終了後残しました。あとはホワ

イトシティというんですが、周りにつくってきたような建物は壊します。１つだけ残した

んです。これは今でも博物館になって残っていますが。現状、日本庭園がありますが、こ

の場所にあったんです。ほかは全部壊します。博覧会終わりましたから。しかし、これだ

けは残しました。その後５０年間ずっとこの地にあったんです。そのくらい評価が高かっ

たということであります。そのくらいの資産というんですか、魅力というものを持ってい

たんだ、今も持っているんだということであります。 

 世界遺産、１件だけど暫定リスト５件、候補地９件、これが我が首都圏の近傍にあると

いうことであります。 

 きょうは行政の方も大変多いということもありまして、この広域計画を今後つくってい

って、さらにそれを実現していくという、広域計画に書かれた事柄を実現していくことま

でがやはり求められるわけですので、ちょっと地味な話というか、そういうことを話した

いと思います。 

 １つは、新たな公とその活動分野。ここはあんまり地味でもないんですけど。広域的で、

国やその地方の行政がきっちりと責任を持って、リーダーシップも発揮する努力をして、

こうやっていくべきことはいっぱいあります。一方で身近な問題については、やはり行政

だけでは「人だって少ないんだし、お金だってないんだし、いろいろな制約があって大変

忙しいし、そこまで手が回りません」という実情もあるわけですから、ぜひそこは住民の

方とか、ＮＰＯであるとか、新たな公といわれていますけれども、そういう方と一緒にな

ってつくっていくということが大変必要ですねという話であります。その代表になるのは

こういうサービスなんかもありますけれども、それだけではなくて、社会資本の分野だっ

て、その対象の１つになってきているわけです。 

 道路なんかでいうと、ボランティアサポートプログラム、全国で１,４００団体あるんで

す。関東地方整備局の管内で、１０３団体が一緒になって動いている。地元の道ですから、
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道の沿道なんかについてはきれいにしていこうとか、花壇に花を植えようとか、皆さんご

存じのように、そういう活動を一緒になってやっていくというようなことがいろいろと進

められているわけです。 

 それからもう１つ、道路法の改正がございました。これによって、ＮＰＯと民間の方も、

道路に対していろいろと関与できるようになってきたんです。まだまだ対象としては限ら

れていますが、道路法というのは公物管理法ですから、道路をだれが管理するかってこと

をきっちり定めて、それ以外はだめだみたいなことが前からあるわけですが、それを緩め

ていって、結果的にはよりよい空間をつくっていけるように。あるいは、その使い方を柔

軟にできるように変えようじゃないかということの改正がありました。私はこの中に、ほ

んとうは道路の沿道と一体となって、行政と沿道が一体となって、将来の計画のようなも

のを、この空間はどうあるべきかということを考えて、その計画を定めた上で、それに従

って沿道の方も、行政も支援をして進めていくという形が望ましいので、そういうふうに

してもらったらいいと思ったんですが、残念ながら、そこまでは法律の改正の中に盛り込

まれませんでした。しかし、民間を加えていくという意味での拡大はできたということで

あります。 

 これはＮＰＯはＮＰＯでも私の研究室でありまして、私の研究室では毎年浅草で人力車

を学生さんと一緒に引いているんです。環境に優しいフェスタというのがありまして、そ

ういうのでＮＰＯとタイアップして。大学だって今、タイアップしていくことをやるよう

な時期だということであります。これは全く蛇足ですね。 

 それから次にいきます。 後なんですが、計画の体系とか制度。ここはちょっとさっき

言った、渋いというか、地味な話になります。地味だけれども結構重要な話なんです。全

国計画があり、そして広域地方計画がある。今回はこれをつくっていくわけですが、実現

のためには、もちろん国も頑張るけれども、地方の自治体も一緒になって頑張らないと実

現できない。これは当たり前なんですね。それで、この下のレベルの計画というのはどう

なっているかというと、この間は切れているというか、法律上きっちりつながっているわ

けじゃないですから、うまく反映して一緒になってやっていかないといけないねというの

が基本構図だと思うんです。この図面の言いたいことではないかと思いますけれども。 

 もう１つ、従来から、関東交通プランとか関東地方長期ビジョンとか、行政もそれなり

の計画をつくっているんです。こういうものもあんまり知られていないし、その後どうな

ったんだって、よくわからないということがありますから、今回こういうものをつくる中
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で、これ自体も知らない人が大半だと思います。道を歩いている人に聞いたら、１００人

中９９人は広域地方計画って知らないんじゃないかと思います。それぐらいで今は仕方が

ないかもしれませんけれども、ぜひわかりやすい計画もつくっていかなきゃいけないし、

こういうさまざまな計画がある中で一番親玉になるような計画ですから、この親玉になる

計画にうまく整合するような形をとりつつ、今度は実現のための、こことのうまい連携を

考えてもらいたいと思います。 

 これは参考のためにということで、フランス、イギリス、アメリカの計画体系を書いて

みたんです。国のレベル、それから州みたいな広域のレベル、それから県というか都市圏

のレベルですね。これを見ていただくと、わかるように、フランスはもうちょっと複雑だ

ったんですが、 近だんだん、この体系だなというふうに収束してきましたので、一本こ

ういう形になってきました。その結果、この州のところが逆に抜けちゃう可能性が出てき

たんですが。しかし、英国とか米国を見ていただくと、このレベルの計画づくりを一生懸

命やっています。英国なんかは、 初のほうで申し上げたように、地域空間戦略という地

域単位の計画づくりを一生懸命やっています。そして今度は都市圏の中の計画と、うまく

これも整合させるということで進めています。 

 アメリカは、州の単位でやはり長期計画。これは交通だけなんですが、交通だけという

ところではかなり限界があります。特に開発とか土地利用とか、そういうところとどうう

まく連携するかというのが大変重要ですので、そういうものはさらに上位の計画によらな

きゃいけないところだと思いますけども、それでも交通というものを２０年間のような長

い期間、こちらも長いんですけど、こちらはもっと長い期間で、将来の計画を立てていく。

それを州のレベルでもやるし、そして都市圏という、人口が集中しているところでもきっ

ちりとつくっていくということで、長期の計画と短期のプログラム、こういうものを法律

として定めて。しかし、それも行政が勝手に定めて進めるだけじゃ問題が大きいので、パ

ブリックインボルブメントといって市民の参画を一生懸命促して、こちらもそうですけど、

こちらも進めていくということでありますので、日本の計画よりはもう少し認知度が高い

かもしれません。 

 日本の場合には、まさに今ここができたということで、大変結構なことなんですね。こ

こまではね。あとはこういうところ、都市圏のレベルとか、県の計画とか、こういうとこ

ろとうまく連携をとる工夫をぜひお願いしたいところであります。 

 これは先ほどのイギリスのＲＳＳという地域空間戦略というもの、今まさに、今年中ぐ
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らいに大体みんな出来上がってきますので、そういうものがこんな表紙だよということで

あります。 

 そして、イギリスに関してもう１つだけ。直接これは広域地方計画に関係するわけでは

ありませんが、ただ各国こういう制度については継続的にというか、不断の努力といった

ほうがいいんでしょうか、常に見直しをしながら、よりよい方向で進めているということ

がありますので、その１つの例であります。イギリスの場合には、日本語がこれでいいか

わかりませんが、シングル・コンセント・レジームといいまして、従来の何かを行政が決

めるときには省庁間の協議と決定をいっぱいやらなければいけない。ここで判をもらって、

こっちで判をもらってと。例えば、ヒースロー空港に新しいターミナルをつくったんです

が、ターミナル１個つくるのにその判が３０だか４０だか要る。決定行為をそれだけやら

ないとつくれない。これは行政の中でもものすごく効率が悪いという、そういうこともあ

りますね。それから、ものすごく決定まで長い時間がかかってくる。市民の参画も必要で

あって、なかなか 終的に決めるところまでいかない。 

 こういう問題が従来からありましたので、決定は早くしたい。そのためには、そういう

行政の中での非常に複雑な、外から見てもよくわからないような、そういう決め方という

ものを簡単化したい。それから市民参画とか、そういう利害関係者との協議等についても、

もっと短時間ではっきりするようにしたいということで、３つに分けるんです。今度の議

会というか、国会で出るようですが、１つは、政府は、ナショナルポリシーといって国の

方針をきっちりと決めましょうと。ＥＵの一員としても、イギリスとしても、将来に向か

ってまた人口が増えていきますし。ご存じのように、５０年ぐらいたったら日本の人口を

上回るって言っているわけですから、そのぐらいまだ成長していくんです。そういう中で、

国家的インフラストラクチャーについてまだまだ必要性が高いわけですが、そんなものつ

くろうと思ったって、すぐ反対だ何だでなかなか厳しいという状況があります。 

 ですから、まず国はそういう基本的な政策を決めます。決めるときには、いわゆるＰＩ、

これもちゃんとやります。今まで以上にやります。一方でそれを受けて今度は事業主体、

これは官だったり民だったりするわけですけれども、例えばヒースロー空港を持っている

ＢＡＡという会社は、ご存じだと思いますが、イギリスにありながらスペインの建設会社

が今持っているんです。そういう会社ですから、「じゃあ、おれ、スペインのためにやろう、

スペインの航空会社しか入れない」なんて、こんなことになったらたまらないです。そう

いうことのないようになっているわけですけれども、そういうさまざまな会社が出てきた
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ときにも、国の政策と整合するような計画なりを進めていくということになるわけです。 

 その事業主体が、今度は政策に合致したようなプロジェクトを進めていきます。ここは

いろいろな代替案を示すところです。戦略アセスなんて言葉もありますけども、いろいろ

な可能性を探求しながら、そこにも市民参画があって、計画案を定めていって、定まった

計画案を提出します。この提出する先が政府じゃないんです。従来は政府です。それが第

三者機関になる。非常に正統性の高い組織をつくり上げていて、そこに提出されたら、そ

の委員会は政府とは独立している委員会なんですけども、それが決定をしていく。このプ

ロジェクトはやるべきだ、あるいはこれはやらないべきだということを決めていくという、

そういう三者分離の決定手続きをつくろうと。 

 これは、多くの方が大賛成しています。そのほうが結果的に早くなるんだと。従来は、

その住民参画みたいなものを、パブリック・インクワイアリーというんですけれども、時

間をかけてやって、インスペクターという第三者的な人がその結果を全部取りまとめて、

それで大臣に提出します。そこまですごく時間かかるんです。受け取った大臣は今度は受

け取ったものを中でずっと吟味審査して 終的に決めていく。こういうのは時間がかかる

んです。それを、もうこれは全部省略して一発でここがやってしまうということになりま

す。 

 余談ですが、向こうに行って、これをつくっておられる方にお話をお伺いしたところ、

この第三者委員会というところが政府寄りの答えを出したらどうなるんですか、これは多

分住民が訴訟を起こしますと。政府寄りじゃないかというか、同じだったら訴訟を起こし

ます。それはそうでしょう、大変ですねと。一方で、この委員会は、政府のポリシーと違

う答えを出したらどうなんですか、それもできるんでしょうと言ったら「そうですね、そ

の場合は政府が訴えます」と言っていますので、この委員会というのはもう大変な、理念

的には訴えるといっていますけど、大変な委員会になると思いますけど、そういうことま

でをやろうとしていることであります。 

 そのぐらいダイナミックな制度改革を各国いろいろとやっているんだという中でありま

すから、まだまだ日本はやるべきことがあるのではないか。国土形成計画でしたので、こ

ういう図面を持ってきましたけども、従来私の理解では、こういう右向けというか、みん

なが 初から同じ方向を向いているときというのは、実は計画なんてなくたってわかって

いるんですね、方向は。成長の時代というのは。今はこういう時代ですから、いろいろな

向きをそれぞれ向いていますので、逆に計画というものを、皆さんが共有できるようなも
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のをつくっておかないと納得できないし、何も進められない。こういう時代に来てるから、

逆に計画は必須の時代じゃないかというふうに私は思っています。 

 従来の計画というと、１万4,200キロにしろ、整備新幹線にしろ、どちらかというとマス

タープランのようにして決めちゃったんです。将来決めた、あとはそれに向かうだけと。

しかし、きょう私が説明したような、広域地方計画もそうですけども、世界各国の長期計

画というのは、長期のことは考えます。考えなかったら、物事の方向は決められませんか

ら。しかし、一定期間が来たら見直しをします。ほんとうにこの方向でいいだろうか。時

代はいろいろ変わったからまた考えてみようや。それを短期に繰り返すんです。 終的に

３回繰り返したら元の方向に行くかもわからんけど、でもそういうチャンスが必ず途中に

あるんです。そういうことが、柔軟で、しかも戦略的な長期計画ということで各国が進め

ている計画でありますけれども、今回の広域地方計画というものも、各計画の上位にあっ

て、それぞれの計画の根拠になるような計画でありますけれども、またこれも将来にわた

っては、必要に応じて当然ながら改定されていく、そういう種類の計画だと思います。 

 社会資本をめぐる議論はさまざまな議論がございまして、批判も大変強いところもある

わけですけれども、それの構造というのは、よくＰＩなんかの場面で３つに分けたりしま

す。要するに、国民やいろいろな市民の方の関心事というのは、まさに実質的な関心事か、

あるいは心理面での関心事か、手続き面での関心事かと。こういうふうに３つに分けると

わかりやすいということもあるんですが、これは哲学者がもともと 初、こういうのを分

けたんです。計画内容がほんとうに重要かとか、そんなものをつくって意味があるかとい

うようなたぐいの関心ごとはここです。行政は信頼できないというたぐいのはここです。

あるいは、行政は何だかふんぞり返って偉そうにしていて、私のことを軽く見ているなん

ていうのはまさにこれです。それに対して、これはどうも手続きがはっきりしないとか、

どこでだれが決めたんだかわからないとか、我々にちゃんと教えてくれなかったじゃない

かと、こういうのはここですね。この３つに分離されるんです。それを間違って対応する

と、まさによく言われる、ボタンのかけ違いになるんだということで、相手がどこに関心

があるか、これにちゃんと真摯に対応しなきゃいけない。これがＰＩの基本になるわけで

す。 

 計画というシステムにおいては、こういうものを従来から、評価システムということと

計画システムということで対応してきました。評価システムはどっちかというと、事業の

必要性をきっちりと説明するようなものをつくっていくとか、あるいは効率的な行政をや
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っているという姿をきっちりと示すとか、あるいは評価手順というのを明確にしておくと

か。これはかなり一生懸命、この１０年間やってきました。これは十分というぐらい、つ

くってきたと思います。しかし、これだけではまだだめなんです。これはどっちかという

と、攻めに行ってないというのか。守りとしてはきっちりつくってきた。攻めというか、

もう１つ必要なのは計画システムというところでありまして、その目標をいかに地域社会

で共有していくか、重要性の認知というものを生み出していくための努力をどうするか。

あるいは透明性、これは手続きにかかりますけれども、誠実性というものを行政としてど

う確保していくか。計画システムというものを通してですね。計画の体系をどうきっちり

とつくっていくかとか、その手続きの正統性をどうやって確保しておくかとか。こういう

ところなんていうのは、実はまだ課題があるのかもしれないですね。こういうものを進め

ていくことは大変重要だということなんです。 

 ということでありまして、 後はちょっとかたい話になりましたけども、特にそういう

ものの１つの親玉にいるというか、１つの大変重要な計画をまさに今、行政を中心として

つくっていかれようとされていますので、ぜひその大きな理念のところに照らして進めて

いただきたいという。何だかお願いになって終わるのは変かもしれませんけど、そういう

ことできょうは、この７つの項目について、ざっと、濃淡ありましたけど話をさせていた

だきました。それでは一担、ここで話を終わりたいと思います。どうもご清聴ありがとう

ございました。（拍手） 

【司会】  屋井様、まことにありがとうございました。いかがでしたでしょうか。 

 それでは、ここでおよそ１５分間休憩をとらせていただきたいと思います。この後、３

時よりパネルディスカッションを開催いたしますので、どうぞ皆様、それまでにはお席に

お戻りいただきますようお願いいたします。 

（休   憩） 

【司会】  それでは皆様おそろいでしょうか。お待たせいたしました。これより、パネ

ルディスカッション「住んでよし、訪れてよしの首都圏について考える」に移らせていた

だきます。それではパネリストの皆様、どうぞお席にお願いいたします。 

 それではどうぞ、ご着席くださいませ。パネルディスカッションにおきまして本日お話

をいただきます、パネリストの皆様をご紹介させていただきます。 

 まず初めに、先ほど基調講演でお話をいただきました東京工業大学大学院総合理工学研

究課教授で環境交通工学などをご専攻されていらっしゃいます屋井鉄雄様です。どうぞよ
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ろしくお願いいたします。次に、異文化コミュニケーターであり、都市計画、まちづくり

などに造詣が深く、国連ハビタット親善大使も務めていらっしゃいます、マリ・クリステ

ィーヌ様です。どうぞよろしくお願いいたします。続きまして、立教大学観光学部観光学

科教授であり、観光リゾート計画などをご専攻されていらっしゃいます安島博幸様です。

どうぞよろしくお願いいたします。 

 そして本日のコーディネーターをお務めいただきますのは、語り部であり、日本の文化

や日本語の美しさを紹介していらっしゃいます平野恵子様です。どうぞよろしくお願いい

たします。なお、各出演者の皆様の詳しいプロフィールにつきましては、お手元のプログ

ラムのほうをあわせてごらんくださいませ。それでは、これより進行をコーディネーター

の平野様にお任せしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

【平野】  はい、ありがとうございます。本日のコーディネーターをいたします、ただ

いまご紹介いただきました平野啓子でございます。私自身本業は、源氏物語や竹取物語な

ど古典から現代作品まで、文芸作品を中心に全部暗記して、舞台でそれを皆様に声でお伝

えするという語り部の仕事を中心に取り組んできておりますけれども、語りの原点が、古

代 も重要なことを多くの人に知らしめるために、印刷物が当時なかったころ、語りとい

う手段がとても大事なことを伝えるのに大切なものであり、そういうことに語りという手

法が多く使われていたということを知ってから、私もさまざまな場面で勉強したことを多

くの方に伝えたいと思って、この１０年近く、そういった新たな取り組みも行っておりま

す。 

 そういう中できょうのコーディネーターをさせていただくので、私自身は、すばらしい

３人の先生方を前にして、もうほんとうに、先生方に比べればほんとうに素人同然なので

ございますけれども、逆にきょうは、先生方からお話を伺いながら私自身も一緒に考え、

そして語り伝えるべきことなどについて、この場を離れても語っていければ思っていると

ころでございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 ところで私は、国土審議会圏域部会の委員として国土形成計画にかかわってまいりまし

たけれども、これも語り部としてかかわらせていただいておりました。これまでの国土計

画が、国の主導により作成され、計画の内容も、冒頭の安原局長様のごあいさつの中にも

ありましたけれども、交通・情報の整備といった開発中心のものであったのに対して、新

しい国土形成計画というのは国と地方自治体が協働、ともに取り組むことによって国土ビ

ジョンを作成し、また計画の内容についても、成熟社会を迎えた現状を踏まえて、景観・
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環境も含めた国土の質的向上を盛り込んでいくという改革が現在なされています。 

 私たちが住んでいます、この首都圏域は、およそ４,２００万人が生活する場であり、そ

こに住み、働く人たちが安全でかつ安心して活動ができ、健全で恵み豊かな環境を享受で

きることが必要ではないかと思います。本日のパネルディスカッションでは、人と人との

交流にも焦点を当てながら、テーマにあります「住んでよし、訪れてよしの首都圏」につ

いて考えてまいりたいと思います。前半は「住んでよし」の首都圏についてお話をいただ

きまして、後半は「訪れてよし」の首都圏についてお話をいただくこととしたいと思いま

す。そして、そうしたお話の中から、およそ４,２００万人が暮らす首都圏として、持続的

な発展・成長が可能な新たなモデル圏域としてのあり方について、一つの方向性のような

ものが見えたらいいのではないかなと思います。 

 本日のパネルディスカッションのテーマ「住んでよし、訪れてよしの首都圏」となって

おりますが、 初にそれでは人々が日々の生活において幸せを実感できる「住んでよしの

首都圏」とは何か。住んでよしの首都圏を目指す上で、パネリストの皆様それぞれが、ど

ういうことを「住んでよし」として考えていらっしゃるか、そしてその住んでよしの首都

圏を目指す上でどのような点が重要であるか、お一人ずつお聞きしたいと思います。まず、

基調講演の直後でお疲れのことと思いますが、先ほどはすばらしい講演を私も拝聴させて

いただきました屋井さんから、少し重なっても結構でございますので、「住んでよしの首都

圏」についてお考えをお聞かせいただけますでしょうか。 

【屋井】  はい、どうもありがとうございました。申し上げたいことはかなりもう言っ

ておりますので、ちょっと楽屋で安島先生と話しているときに、これは言い忘れたなとい

うのが１点あったんですけど、そこから 初に話します。 

 優しい自転車の、自転車タクシーの運行って浅草はやっているって話をしましたけれど

も、あそこの写真に写ってる三輪自転車、あれは全部私の持ち物です。研究室に置いてあ

るんで、来られたらすぐわかるんですけども。お借りできないかということが発端で、今

は学生さんが一生懸命こいでいますけども、皆さんの中にも、もしあの自転車が使いたい

という方がおられたら、ぜひ私に言っていただいたらお貸ししますので。場合によっては

学生つきでお貸ししますので。 

 そんな話をしたのは、だから私ですらというのでしょうか、いろいろとお役に立てるこ

とがあれば、そういうＮＰＯの方であったり、地元の方であったり、一緒に何かしたいと

思う。そう思う方は随分増えているし、大変多いんだと思うんですね。ですから、そうい
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うことがやはり重要な１つかなと思いまして、先ほどの、今話すべきことは何かというの

を考えたんですけれども、将来のビジョンというんでしょうか、「計画なんていうのは行政

の行うものだ」みたいのがありましたけども、将来のビジョンを持つというのは行政だけ

が持つべきものだとか、行政の中だけで決めるべきものだとか、もうそういう時代はまっ

たくもって古いというのもそうですし、それを 終的には共有できることがベターですけ

ども、仮に共有できなくても、住民の方であったり地域の方は、それぞれ独自に将来のビ

ジョンなりを持って、その実現に近づけていく努力を皆さんで既に行っている地域もある

し。それから今後そういうふうに、みんな何か役に立ちたいとか協力したいという中で、

そういうものをつくって、それに照らして具体的なまちづくりとか、いろいろなものを進

めていくんだと思うんです。 

 ですから、ビジョンというものが行政だけのものじゃないということ。それから特に身

近な、先ほど申し上げたように身近な問題とさまざまな問題は、やはり地域の方が主体的

にそれを取り組めるようにしていかなきゃいけないので、そのための制度設計というか、

行政としても提供すべき仕組みのようなものは当然まだまだあるでしょうし、そういうこ

とも前提ですけれども、一方で、申し上げたような意味で、地域の方、住民の方がまさに

主体的に活躍できる、活動できるような、そういうことがあって、先ほどの、それぞれが

住みよいと感じられる町に近づいていくんじゃないかなと思います。先ほど来申し上げて

いるので、簡単に終わりたいと思います。どうもありがとうございました。 

【平野】  ありがとうございます。あくまでも、そこに住む住民が主体となっていくこ

とが、目指す上で も重要なことではないかというお話でしたけれども、続きましてマリ

さんは「住んでよしの首都圏」を目指す上で、どのような点が重要であるとお考えですか。 

【マリ】  皆様、こんにちは。よろしくお願いいたします。住んでよしという視点から

しますと、先ほどより屋井先生のお話を伺いながら、こういうことも大事なんだなという

視点をたくさん得ることができました。 

 私自身は東京、神奈川を行ったり来たりの生活、また地方にも出かけることが非常に多

いわけですが、私は各地域にとってそれぞれの「住んでよし」があっていいと思うんです。

ただ一生活者としては非常にわがままですから、そういう点では便利であってほしいし、

そしてなおかつ不便でもあってもらいたいという、両方の視点があると思います。おそら

くどなたもそうだと思いますけれども、自分が欲しい物が自分が欲しいときに手の届く距

離にあれば、それで「すごくいいところに私は住んでるんだわ」というふうに思うのだと
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思います。だからといって、それが魅力的な都市なのかどうかということは、またちょっ

と違う視点ではないかなと思うんです。 

 １つ例に挙げますと、例えばパリの街は大体１,２００万人ぐらいの人口で、年間３,０

００万人の外国からのお客様が訪れる非常にすばらしい都市でありますけれども、パリに

住んでみますと、非常に便利でありながらとっても不便な都市でもあるんです。例えば外

に出かけていきますと、気をつけて下をずっと見ながら歩かないと犬のふんを踏んでしま

ったりとか。または、日曜日になりますとパン屋さんがなかなか見つからない。今は、各

区にはお休みの日には必ずパン屋さんが１軒あいてないといけないという、条例というか

法律ができているんですが、日本みたいに２４時間のスーパーマーケットやレストランが

ずっとあいているかどうかというと、そうでもないのです。ですが、その不便さの中でも、

すばらしい美術館があったり、音楽を聞けたり、ファッションを見ることができたり、夜

になればレストランに行けたりということでの、大都市のすばらしいアメニティーという

ものもあるわけなんです。 

 その上に今度アメリカに行きますと、4,200万という数が先ほど出ましたけれども、4,200

万人が住んでいるような地域というと、グレーター・ロサンゼルスの地域などです。ロサ

ンゼルスは個人的にあまり好きではありません。なぜかといいますと、だだっ広過ぎて、

何がどこにあるのかわからない。私が個人的に選ぶのならば、やはりロサンゼルスよりは

サンフランシスコのほうが好きかなと。なぜかというと、文化がそこにあるというような

感覚があるからです。そして、ほどよい広さ、狭さと。 

 私はいろいろな地域に出かけて仕事をする中で、住んでみたいなと思う都市は幾つかあ

ります。私は神奈川県の葉山町に住んでいますが横浜によく出てきますので、横浜もすて

きだなと思ったり、東京もいいなと。あと名古屋というところも今すごくいいなと思いま

すのは、ほどよい広さ、先ほど発展が見えているときはみんな同じ方向にという話もあり

ましたけれども、やはりほどよい住み心地よさというか、自分にとってみんなスペースと

いうか、スパシアルな自分の気分のいい空間というのはみんな違うと思うのです。ですか

ら、それに合わせて自分の「住んでよし」というものを選ぶものだと思うのですが、もう

ちょっと掘り下げた話はまた後でさせていただきたいと思います。 

【平野】  ありがとうございます。きょうの３人の先生方は、マリさんはもちろんです

けれども、海外のことも大変よくご存じなので、いろいろなお話が、世界のレベルからの

話がお聞きできるかと思います。今マリさんのお話を伺っていて、私はわずかフランスに
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ちょこっと行ったことがあるんですけれども、そのときにある植え込みの近くを通ったら

すごい悪臭がして、どう考えてもこれは犬のふんだなと思って見たら、確かに犬のふんが

いっぱいあって、東京でもこういうところはあまりないだろうなと思ったんですが。でも

一方で、マリさんおっしゃるフランスのよさ、それは首都圏のどういうところに見つかる

かなと考えると、やっぱりもっともっと高いところを目指す何かがあるのかと今思いまし

た。また後で詳しいことを教えてください。 

 それでは、続きまして安島さんは「住んでよしの首都圏」を目指す上での重要な点、ど

のようにお考えか教えてください。 

【安島】  立教大学観光学部の安島でございます。私のいる観光学部というのは全国で

も珍しいところでございまして、学部全体で観光のことを勉強しておりますけれども、私

はその中でリゾートあるいは観光地の計画をつくるということを専門にしています。 近

のテーマは、長続きする、持続可能な、衰退しない観光地はつくれるかどうかということ

です。 

 今の「住んでよし」という部分でございますけれども、 近は観光も非常に大きく変わ

ってきています。今までやはり観光といいますとどうしても温泉とか物見遊山ということ

で、何かちょっと後ろめたいイメージがあったと思います。視察といいながら物見遊山の

観光をしたなんて書かれることもあって、何か悪いことをしているようなイメージを持た

れるところがありますけれど、 近の観光というのは随分変わってきていると思います。

やはり地域の生活文化とか、あるいは暮らしぶり、地域の文化を見るというようなことに

関心が移ってきていて、旅もそのように変わってきたのではないかと思っております。 

 近は、観光まちづくりという言葉が盛んに聞かれるようになりました。つまり、観光

地をつくるということはほとんどまちづくりと同じである、という意味だと私は理解して

おりまして、そういう意味では、住んでよい町は、訪れても良い町だと思います。 

 今さらかと思いますが、観光という言葉の語源なんですけども、中国の古典、易経（え

ききょう）という中にあるんですね。「国の光を観るは王の賓たるによろし」、いろいろな

解釈がございますが、そこの国の光、そこの国が栄えている、その地域が栄えているとこ

ろを見に来てくれる人は王様の賓客としてもてなされようというような意味でございまし

て、この地域が盛んな様子、光を放っているところを見に来るのが観光だということです。

そういう意味では、この易経の中に書かれた観光と、今の新しい観光のあり方というのは

だんだん近づいてきていると思っております。 
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 私は埼玉県川越市というところに住んでおります。蔵づくりの町並みが残っておりまし

て、 近は年間１００万人を超える人が来るような町でございます。私はもうそこに４０

年ほど住んでおりますけれども、昔は芋の産地だったので、川越というと川越芋のイメー

ジが強く、あまり住所を言いたくなかったんですけど、 近川越と言いますと、「私、行っ

たことあります」と言われます。九州の方でさえ、行ったことがあるという人が増えてき

まして、嬉しく思います。つまり、わざわざ人が訪ねてきてくれるような場所に住んでい

るということはやはり誇らしいということですね。この地域のプライドというのもいろい

ろあると思います。例えば、サッカーが強い地域とか。また、地域のプライドと似たよう

な言葉で地域のブランド化、地名のブランド化という言葉もあります。やはり、住んでい

る人が誇らしい町は住みやすいし、みんなも行ってみたいところに通じるのではないかと

思います。 

【平野】  ありがとうございます。今伺っていて、確かに不思議なことに、自分の今住

んでいる土地に、「あ、そこ行ったことありますよ」と、全く離れた県の方、遠くに住んで

いる方から言われたとき、何ともいえずうれしくなるのは、あれは何なんでしょうか。ほ

んと、うれしいものですよね。また後で詳しいことを教えてください。ありがとうござい

ました。 

 ここから先、少しずつテーマを絞りながら、皆さんのお話をお伺いしていきたいと思い

ます。住んでよしという中には、人々が安全かつ便利に移動ができることが重要であると

思います。それはそうですよね。移動中、「大丈夫かな、大丈夫かな」なんて思いながら、

わざわざそんなことまでして離れたところへ行きたくないですものね。やはり移動の安全

安心というのは、どこかに行きたいというときに、まただれかに来てもらうにも、ほんと

うに大事なことだと思います。また、そこに住む人にとってみれば、すぐ目の前にいつも

あるものですから、交通面での安全安心というのはとても大切だと思います。首都圏では、

先ほど屋井先生の基調講演の中で拝見させていただいた写真にもありました鉄道の混雑の

問題ですとか、それからユニバーサルデザインの考え方に基づくバリアフリー化が課題と

なっています。 

 さて屋井さん、また重なるかもしれませんけれども、つい熱くなってしまうという自転

車の話も重なっても結構でございます。ちょうど今の時間から参加された方もいらっしゃ

るかもしれませんので、住んでよしの首都圏を目指す上で、交通に求められるものについ

て、屋井さんのお考えをお聞かせいただけますか。 
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【屋井】  どうもありがとうございました。私の研究分野は自転車から航空までという

ことで、かなり広くカバーしているということもありまして、先ほど自転車についてちょ

っと熱くなるという話をしました。 

 交通の問題、まだまださまざまな課題を抱えていますし、特に首都圏はさらに課題の幅

が広いわけです。先ほど申し上げたように、格差という問題が首都圏にもあります。それ

からもう１つ格差という意味では、サービス水準が同じ低いけれどもという格差の問題で

す。一方は混雑で大変、一方は存続させるのが大変。それからもう１つ重要な点は、モビ

リティーという。今、環境に配慮して何とか車を使うのを減らそうじゃないかとか、うま

く交通を減らそうじゃないかというのがありますが、一方ではモビリティーのライトとい

う権利があるという話もしました。これもやはり両方をどう考えるかという問題ですね。 

 それから、そのモビリティーライトにかかわるところもありましたけれども、高齢ある

いは少子という問題がありますが、少子という問題とは別に、実は一生懸命お子さんを育

てられて２人も３人もいるという方を、どうやってモビリティー面で支えていくかという

のは、先ほどの発表の中で言いましたように、どうもまだ真剣に考えられてこなかったな

と。それは私の一部反省でもありますが、自転車問題にそれが行ってしまったのは、やは

り日本の自転車というものの今の通行方法の特殊性、歩道を走らせることの危険性、この

問題を解決するためにまず原点に置いているわけですが、一方で今申し上げたように、で

は果たしてその３人のお子さんをどうやって安全に、例えば託児所に届けるという問題に

対して、交通の面で十分に総合的に考えてとらえているかというと、多分とらえてないん

じゃないかなと、私自身そういうような思いが生まれたものですから、そういう点でもモ

ビリティーライトと同じ面というだけではなくて、どういう主体が交通の面で特にケアを

必要としているかというところについて問題があるというふうに３番目で言いました。 

 それからもう１つ重要だと申し上げたのですが、やはり制度面ですね。ちょっとこれは

専門的なところが若干入ってきますけれども、 近公共交通の活性化を支援する制度だと

か、いろいろ国のほうでも新しい仕組みをつくっていただいていますので、これは大変結

構なことで、さらに進めていただきたいところであります。一方で、ほかの国等と比べて

みると、やはりそれぞれの都市圏なら都市圏というものを単位にして、まさに総合的に計

画をつくり、その目標のために一方で支援があってという形で、その安定的で確固とした

制度というのは、ちょっとまだ日本は弱いところがある。先ほどスライドをお見せしまし

たけども、フランスのＰＤＵというシステム、イギリスのＬＴＰというシステム、それか
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らアメリカのロングレンジプランというシステム、ああいうものはみんな、かなり安定的

な、しかも法律としてきっちり定められた制度として、都市圏なら都市圏、市なら市とい

うエリアをカバーして進めていける制度になっていますので、そこら辺はまだまだ、ぜひ

制度化を進めていただきたいと思います。 

 後ですけど１つ、フランスのＰＤＵだけに関して言うと、フランスではもともと交通

権というか移動する権利を、法律の基本法の中で８０年代に定めましたが、９０年代の終

わりに今度は、都市圏の計画をつくるときに、そこから自動車交通量を減らすということ

を法律として位置づけた。ですから各都市圏がつくっている将来計画は、みんな自動車交

通を減らすというのが計画の目標になってつくっている。そういうこともあって、ご存じ

のようにフランスでは、道路空間をつぶして、そこのかわりにＬＲＴ、トラムを通してい

く。極端に言うとＬＲＴに１人も乗ってなくたって、空間をつぶして自動車が減ったとい

うことで目的を達せられる、それぐらい、いわば極端なと言ってもいいかもしれませんけ

ど、政策に行きました。 

 これは国によって、地域によって、いろいろな考え方があってもいいわけですが、いろ

いろな独自性を発揮できる仕組みづくりについては、この交通の問題、私ちょっと時間の

関係で都市の交通の話ばかりしてしまいましたけれども、それについてももう少し日本と

しては制度化を図っていくところについても課題があるというふうに思います。ちょっと

長くなりました。以上です。 

【平野】  屋井さん、ちょっと教えていただきたいんですが、もしかしたら会場の皆さ

んはＬＲＴってご存じなのかもしれないんですが、ＬＲＴって、子供のころ道路を走る電

車、都電だとか、そういったのがありましたけど、それとは……。 

【屋井】  基本的には同じで、昔から残っているものを、どっちかというとトラムとい

う名前で確かに呼びます。それに対してＬＲＶなんていう名前をつけまして、比較的性能

の高い車両を新たに開発して、自動車交通等々混在しても、例えば加速性能、ブレーキ性

能いろいろなものでも能力のあるようなものをそれぞれ開発して、今各国でつくっていま

す。それの名前をＬＲＴと呼んで区別したりしていますけれども、見た目は全く同じなも

のですし、そんなに区別なくて構わないとは思います。 

【平野】  ありがとうございます。ではマリさん、今屋井さんから、先ほどの基調講演

でも含めて、交通に関してかなり詳しいご提言をいただきましたが、マリさんご自身は交

通の面で絞ってお考えになると、どんなふうに思っていらっしゃいますでしょうか。 
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【マリ】  先ほど屋井先生からモビリティーライトというお話がありました。結局ある

意味では、車というものは環境問題につながるということの中で、これは環境の話になる

とまた長くなってしまうから、そこまで入りませんけど、もし今までのこの状況が続くと

なれば、いずれ配給制みたいな形で、私たちが排出することができるＣＯ２の量を年間個

人１人１人どのくらいまでと決められるようになってしまうのではないかと、恐ろしい事

態になったら嫌だなと思います。 

 私自身は環境問題に対して非常に興味があります。私は車がすごく好きなんです、私の

モビリティーライトとして私から車を奪ってほしくないわけで、それで私はハイブリッド

車に、出初めのころからずっと乗っています。または、なるべくならば夜遅い時間に電気

代またはあまり負荷かけないときに洗濯をしたりとか、そういうふうにいろいろと考えて

生活しています。 

交通ということに関してちょっと日本と欧米またヨーロッパと違うと思うのは、日本の

場合、公共交通網が非常に発達しているわけなんです。ですから、ある意味ではコンパク

トシティ構想というのが、ヨーロッパとかアメリカ、北米、特にバンクーバーでコンパク

トシティというのを打ち出していますけれども、それはある意味では日本をまねしている

ような部分があると思います。今までは１人に１台車があり、自分たちのモビリティーが

あったものが、日本のやり方、パブリックトランスポーテーションシステムがすばらしい

ということで、逆に模範になっているわけなんです。 

 先ほどのＬＲＴ、ライト・レール・トレインというのが 近富山市の中でも、非常に元

気に地域の活性化もしているような地域もあるわけです。 

ヨーロッパとか欧米は駅というものの概念が日本とはちょっと違っていて、もしかしたら

日本がもう少しそこで変われるんじゃないかなと思いますのは、駅周辺になぜすべてショ

ッピングがなくてはならないのかっていうと、公共交通システムは日本はそれを上手に育

ててきたわけなんです。 

 ですけど、そういうショッピングセンターがないような駅のところまでも今度新しく再

開発でつくろうとしなくても、逆にパークアンドライドを充実させて、自分の車がないと

生活できない地方の地域もあるわけですから、そうであるのならば、パーキングを駅の周

辺にきちっと充実させたりする。例えば函館空港ですと、今はどうかわかりませんけど以

前行ったときは、駐車料金は無料だったんです。ですから、車をとめて飛行機に乗って東

京、いろいろなところに行ける。そうすると人々が空港を使ったり、または駅を使ったり
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してくれる。 

 今まで岐阜の市内みたいに広く道をとられていたところで商店街がさびれてしまって、

ではもう１回車に道を戻してあげたっていい地域もあると思うんです。そうすれば、商店

街の目の前に車をとめられれば、車をおりて、そこからすぐショッピングしようとか、ま

たはバスがとまりやすいとか、電車、それこそ今のベロタクシーっていうんですか、自転

車も使って、そこへとめてショッピングしやすいとか。これからたくさんのチョイスがあ

ると思うのです。今まで一律化していたところが、公共の交通システムというものが、も

しかしたらうまくいったところもあるけれども、あったことによってうまくいかなかった

からこそ、もう１回組み直そうということも考えてもいいのではないかと思うのです。 

 例えばニューヨークシティは２４時間地下鉄に乗れます。東京のような、これだけ4,200

万人のある地域であるのならば、２４時間電車を、例えば１２時過ぎだったらば１時間に

１本ぐらい走らせてくれれば、バスに乗らなくてもつくばに帰れるような人たちとか、そ

ういうことも考えてもいいのではないかと思います。、そうすれば人々のモビリティーとい

うものがもっと育ってくれるのではないかなという感じがいたします。 

【平野】ありがとうございます。私、今お話を伺っていて大変勉強になりましたし、思い

当たる点とすれば、きょう客席は男性の方が多いんですが、男性はたくさんの買い物をし

ても結構手で持っていたりして、階段も平気で上ったりするんですけど、女性で、特に働

く女性は土日にまとめてたくさんお買い物をするんですが、これを持って歩くのは大変で、

やはり主婦の方が車でちょっと乗りつけて買うということが非常に多いと思うので、それ

で大型のスーパーなどにさっと行ってしまう傾向が多いんですが、今マリさんのお話を伺

っていて、駐車場の完備ということで、ちょっとしたお買い物ももっといろいろな商店街

に行けるのかなあなんて、非常にミクロな話をしてしまったかもしれませんが、ありがと

うございます。 

 非常に私など素人ですから、身近な自分の生活とどう結びつくかをついイメージしてし

まうんですね。それで非常に身近な話に持っていってしまいますが、申しわけありません。

それでは安島さんは、交通という点ではいかがでしょうか。 

【安島】  もちろん観光と交通は切っても切れないもので、観光というと名所旧跡を見

るという、観光資源を見る部分だけをお考えになる方もおられると思いますけど、旅とい

いますか、観光全体の楽しみとしては、旅をするという、移動している時間も楽しいとい

うことも含んで観光ではないかなと思っております。やはり移動時間も楽しめる、観光の
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中にそういうことをぜひ考えていっていただきたいと思います。屋井先生の自転車なんて

いうのは 高に楽しい、両方を兼ねているんだと思います。 

 実は私今、熱海の観光計画をお手伝いしていて熱海によく行くんですけど、時間のない

ときはしょうがないので新幹線で行きます。時間のあるときは必ず、急行券も買わなくて

済む、アクティという快速電車でまいります。どっちが楽しいかということですね。新幹

線で行くと、東京駅からは１時間もかからないで５０分ぐらいで着いてしまいまして、普

段の通勤とあまり変わらないぐらいです。トンネルばかりで、アッと思うともう駅に着い

てしまって、ほとんど海も見えないですね。でも、このアクティに乗っていきますと、だ

んだん緑が多くなって、大磯を過ぎたあたりから海が見えてきて、右手には山が迫ってき

て、そして小田原、川を渡って、真鶴とか湯河原の町の外側を巻くように電車が走って、

町の向こうに海が見えます。だんだん何か暖かくなってきたような感じもして、旅をして

いる気分がだんだん盛り上がってきます。 

 どっちが観光として楽しいかということだと思うんですね。実際に熱海に行くと、新幹

線のほうはあんまり乗ってらっしゃらないんですけど、アクティのほうは高齢者の方がた

くさん電車からおりて、駅前はちょうど午後の時間は高齢者の方でいっぱいです。熱海自

身もどんどん変わってきていると思いますけれども、そういう意味で非常に旅自身、交通

の関係というのをいろいろ考えていかないといけないと思っています。 

 少しショッキングな話ですが、温泉地のランキング調査というのを日経新聞の方々と前

にやりました。１位は実質的に草津ですね。２位が湯布院、３位が九州の黒川温泉とか、

あるいは関東ですと四万温泉とかいうようなところです。そしてワーストがどこかという

と、静岡県の舘山寺温泉、それから福島県の飯坂温泉、熱海もその次ぐらいに悪いですね。

その他、越後湯沢とか水上とか戸倉上山田とかいうようなところがワーストのほうに出て

きます。今申し上げたワーストに共通していることって、どんなことだと思われますか。

全部新幹線が通っているんです。残念なことに、新幹線が通っている温泉地はほとんどと

いうか、すべて非常に厳しい状況に置かれてしまいます。 

 これは明らかに相関関係があります。交通が便利になったから観光地がだめになるとい

う、因果関係はわかりません。どういう因果でそうなるのかはわからないんですけど、明

らかに相関関係があるんです。いろいろな言い方をする人がいます。交通さえ便利になれ

ば観光地はたくさん人が来るんだという、観光地自身の魅力を上げることを何もしないと

いう説もあります。それから、新幹線が来るから、お客が来るのでもっとたくさん投資し
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て大きいので儲けましょうよというので銀行がどんどんお金を貸しに来る結果、大きい建

物が建つんだけどそれほど人は来ないとか、いろいろ仮説が考えられます。 

 きょうは、その話はあんまりゆっくりできませんが、交通が便利になることは、必ずし

も観光にとってプラスではないこともあるんですね。このことは、私は今自身研究してい

るんですけど、このことはもっと深く研究すべきであるし、観光地の魅力とか楽しさとか、

そういうものをしっかりと理解していないと、思っていたのと反対の事態を招いてしまう

こともありえます。でも、私自身はやはり交通はぜひ便利になってほしいと思っておりま

す。私自身は川越ですから、海に遠いところに住んでいます。伊豆とか、あちらのほうに

ぜひ、いつも行きたいと思っているんですけど、これがなかなか大変です。 

 私が一番早くできてほしいと思っているのは圏央道です。もう２０年ぐらい待っている

んですけど、まだできません。また、圏央道ができたとしても、すべて解決というわけで

はありません。つまり、まず圏央道ができても、まず地域でインターチェンジに乗るまで

が大変です。 短距離で行きますと、私のところから海辺に出るには、八王子とか相模原

とか通って厚木に出てというようなルートが近いんですけど、全部混んでいます。しょう

がないので、私は今伊豆のほうに行くときはどうしているかというと、関越自動車道から

外環道路、大泉から外環に乗って、それから首都高に入って皇居の周りを通って、六本木

を通って、渋谷を通って、東名に入っていくんですね。都心を回っていくのが一番時間的

には早いんです。そういう意味では、何とか便利になってほしいと思っています。 

 ２５年ぐらい前からでしょうか、圏央道の計画とか知っておりました。１０年以内には

できるのかなと思っていたんですけど、なかなかできませんでした。中には、家を買った

りとか人生の計画もあるので、ぜひ計画した時にできるということがとても大事と思って

います。 

【平野】  ありがとうございます。快速アクティは言われてみれば、速く走るローカル

線みたいなところがあって、車窓の風景を楽しむことができますよね、そう言えば。速い

電車とゆっくりな電車、パッパッと好きなように乗りかえられたらなんて私は思ってしま

いますが。どうもありがとうございました。 

 ではマリさんに今度はお聞きしたいんですけれども、「住んでよし」のまちづくりという

観点から、景観の美しい町並み、それから地域資源を生かした町並みを目指すことにより、

住民の皆さんからも愛され、心豊かに暮らすことができるまちづくりができると思うんで

すけれども、この点についてマリさんはどのようにお考えでしょうか。 
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【マリ】  美しいことには越したことないと思うんですが、なかなか住民の方々みんな

十人十色といわれるぐらいに好みも違いますし、やはり町並みをつくっていこうとすると

厳しい条例があったりして、ほんとうに強い市民の意志がないとなかなかできないという

ことが確かだと思うんです。行政指導型というのはいいんですけれども、行政が指導して

いくということにおいても、今それこそ安島先生がお話ししましたように、すごい時間が

かかってしまったりするということもありますよね。 

 私は、地域というのは全部違うと思います。もののやり方とか、ものの見え方というも

のも。先ほど屋井先生のプレゼンテーションの中で、福島でしたかしら、すてきな民家の

町並みがあってすてきだなと思ったのですが、何かすごく人工的に感じ、安島先生に「先

生、あれはつくった町並みでしょう」と言うと「いや、あれは昔からあるんだ」とおっし

ゃったのでびっくりしたのです。ということは、昔の日本人はすごくセンスがあってすて

きな生活をしていたのが、近代になって、建築素材の豊かさとか、またはいろいろなもの

を見てくるとチョイスがたくさん増えてしまって、十人十色じゃなくて百人百色になって

しまっているところが、町並みが美しくできないということってあると思うんです。 

 やはりそういうところでは、コンセンサスもすごく大事なのと、あとマスタープランニ

ングというのがとっても重要で、私はいろいろな町があっていいと思うんです。ほんとう

に手をつけない、自然環境を美しくしておく風景もあれば。私、すごく好きな道が１つあ

るのです。よく走ります横浜横須賀道路で横浜新道のほうに出ますと、東名高速につなが

っていく、あれは国道５号線ですかね、何線ですか、相模原に行く……。保土ヶ谷バイパ

スですか、１６号ですか、ありがとうございます。あの１６号をずっと相模原のほうに走

っていきますと、右左の大型店舗がすごく楽しいんですね。そこにはアウトレットショッ

プからもう、いろいろなのがあるわけなんです。それは非常にひんしゅくを買っている部

分もあると思うんですけれども、逆にそういうものを生かすと、そこまでできているなら

ば、抵抗しないでもっとよくしていこうと。道をもっと、来られた方々が渡りやすくして、

両側の大型店舗に入れるような環境整備をするとか、そういうふうにしていきながら、こ

こはとにかく、聞こえは悪いんですけれども、アメリカ領土にしてしまえばいいんじゃな

いかと。そうすると、あの道はハイウェイとして非常に充実もしていますし、非常に混雑

があるわけですから、そこのところの整備をもうちょっとよくやっていただきたいなと思

うんですね。 

そこの道からちょっと離れると、ほんとうにすてきな日本の、アサノという町でしたかし
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ら、厚木のちょっと手前のところの、そこがすごくきれいな町と、あと市役所がすごくき

れいなんですね。畑の真ん中にあってという感じで。そういう特性を皆さん、無視してい

るような気がして。もっと東京や横浜みたいにとか、大都市みたいにと思っているところ

に、何か自分の地域が持つよさとかすばらしさというものにもうちょっと力を入れてくれ

れば、もっとすてきな、個性ある町になるのではないかと思います。 

 私は葉山に住んでいますが、横須賀によく行くんですね。ＪＲの終点が横須賀なんです

けど、私はそこの駅の周りに、もっときちっとした駐車場をつけて、パーキングだけの駅

にしてしまえば、横須賀中央まで行かなくても、ショッパーズのほうまで行けるんですね。

ショッパーズは元ダイエーだったのですが、土日になると駐車場がいつもいっぱいなんで

す。ですから、そこまで行って駐車するよりは、横須賀駅は商店街も何も置かずに、そこ

はパークアンドライドの駅にしてしまうということで徹底してくれればいいなと思うんで

す。そうすると、それが三浦半島の入り口のところになってくれるので、いろいろな方々

がそこから歩いて横須賀を堪能して、三浦岬のほうまで行けるんじゃないかと思うんです

が。やはりそういう、あるものをマイナスと考えずにプラスに持っていってくれると、交

通網ももっとよくなるんじゃないかなと思うんですね。 

【平野】  マリさんから、お勧め観光スポットをいっぱい教えていただき、私、どこも

行きたくなりましたね。今あるものをもっと磨いていくという、今あるものを否定するの

ではなく、現実にあるものをもっと磨いてよくしていくということが大切ということでし

ょうか。ありがとうございました。 

 屋井さんはいかがでしょうか。 

【屋井】  景観の美しい町なんていうのは、まさにマリさんからいろいろお話があった

ように、人によって評価も違う、大変難しいんですよね。私は景観の専門でないんですけ

ど、私もある町の景観計画づくりをお手伝いしていて、もう十何回も会合開いていますけ

ど、まとまっていく気配が全然ないです。うーん、これはほんとうに難しいです。 

 ただ申し上げたいのは、景観資源として優れたもの、みんなが認めるものがあったり、

あるいは昔ながらの伝統が根づいていてそれが復活できる要素があったり、方向性が決ま

っていたり、資源があるところはいいんですけれども、ただやっぱり日本の中はそんなに

特色もない、あるいは逆に言うとキラキラとあでやかなものがいっぱいいろいろなところ

に出てきている、取り除くべきものが多い町も大変ありますね。そういうところで景観問

題って考える、しかし人によってみんな価値も違うところになってくると、行政としては
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当然ながら、私も経験から今申し上げているんですけども、景観計画というものだけでは

なくて景観行政というものを体系的にどう進めるんだという全体像が、行政によってでし

ょうけども、十分に描けてないところもやっぱりあるんですね。そういうところは行政と

してきっちりと進めていく。多分そうすると、それはもうまちづくりそのものになってく

るかもしれないけども、それはやっていただかなきゃいけない。 

 一方で、そういうはっきりとした方向がないけども、でも取り除かなきゃいけない物は

あるよねというところについては、やはりさっきの話と同じですね。地元の方々や地区の

方々が、そういう物に対して 終的には合意を形成して一つの方向を見定められるような、

あるいはそれが定めたときに、確かにみんなで守ろうねって一定の効果があるような、そ

ういう仕組みなりをやっぱり期待するというのかな、仕組みだけ期待してもだめで、活動

自体を期待するということになってしまうのじゃないかと思っています。以上です。 

【平野】  ありがとうございます。安島さんはいかがですか。 

【安島】  私も欧米から帰ってくると、日本の町にちょっと絶望することが結構ありま

す。駅前とか見てみると、サラ金の看板とか居酒屋、それから牛丼屋さんとかファミレス

とか銀行とかの看板だけで、どこへ行っても同じなんですね。地域の風景がどこでも同じ

になり個性がなくなっていく、だからあまり旅行したくなくなるというのが、変な形で発

展した大温泉地にも共通することかと思っています。ほとんど温泉地の駅前に立って風景

をごらんになってください。愕然とされると思います。これがわざわざ時間とお金をとっ

て旅行してきた場所なのかというふうに思われると思いますね。 

 でも私、景観というものは大きく２つの面があるというふうに思っています。それは人

間の心と体に相当するものだと思いますけど、景観にも体に相当すること、つまり身体が

健康であるということですね。緑が多いとか、空気がきれいだとか、よい風が吹いてくる

とか、心じゃなくて体に相当する部分、これはどこでも同じ、そういうことは評価される

ことだと思います。もう１つは心に相当するものです。それは地域らしさとか歴史とか文

化ですね。そこにしかないもの、ほかには代え難いものですね。そういうものが、そこの

地域にいかに感じられるかということは非常に大事だと思いますし、そのことがあって初

めて、その地域への愛着とかふるさと感とかいうようなものが出てくるんではないかなと

思っておりましすし。 

【平野】  ありがとうございます。地域資源を磨いてのまちづくりということについて

も触れていただきましたが、時間の関係で今度は後半の「訪れてよしの首都圏」について
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テーマを絞っていきたいと思いますが、安島さんには引き続き、地域資源ということなど

もその中でお話ししていただけることがあったら触れていただければと思います。 

 では、「訪れてよし」の首都圏についてなんですけれども、首都圏は多くの人が訪れる地

域であり、日本の顔となれるような資源も数多くあります。「訪れてよし」の首都圏を目指

す上で、どのようなことが重要であるのか、先生方にお伺いしたいと思います。安島さん、

引き続き、お願いいたします。 

【安島】  首都圏、大変広いので先ほどお聞きしましたら、首都圏と言っているときは

１都７県、広域首都圏というと１２都県だそうで、大変広い範囲を含んでいる。その中に

は大変多種多様なものがございます。中でも一番の観光地、何だろうか、その中の 大の

観光地はどこだと思われますか。私はやはり東京だと思いますね。東京に代表されるのが

都市観光地、東京が日本 大の観光地だろうというふうに思っています。横浜のみなとみ

らいも来るたびに新しい建物が建って、ますます都市らしさといいますか、昔の港の個性

も生かしながら進められていると感じています。横浜のこのまちづくりはいろいろなとこ

ろで評価されていると思いますが、都市観光地というものについては、これも十分認識さ

れていませんけど非常に大事な部分だろうというふうに思っています。 

 ほかに代表的なところとしては、関東の周辺に大体あるんですね。伊豆・富士・箱根、

それから八ヶ岳とか秩父・多摩、軽井沢、日光、尾瀬、那須というように、日本を代表す

る国立公園なりがずっと取り巻いているというのがこの関東の特徴だろうというふうに思

っています。 

 そういうもので、なかなかこれというものに絞るのが難しいんですけれども、まずは「訪

れてよし」という、だれが訪れるのかという、それぞれだれに対してかというマーケティ

ングは大事だろうと思います。特に東南アジアからの人は、やはり東京とか人気なんでし

ょう。あと温泉とかもすごく人気ありますね。やはりそれぞれの国からの人の行く先とい

うものをしっかりとマーケティングしていく必要があるんではないかなというふうに思い

ます。 

 それと、観光というのはやはり、みんなが行ったことのないところへ行ってみたいとい

う希望が非常に強いですね。ですから 初に日本に来た人は代表的な東京に行って、それ

から京都に行って、富士山とか箱根とか泊まって、あるいは日光へ行ってということだと

思うんですが、その第２ラウンドに既に東南アジアの国は入っていると思います。そうし

たときに、またどういうようなところが新しく見直されるかということがとても大事だろ
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うと思います。 

 ちょっと前まで、実は東京の秋葉原というのは観光地ではなかったんですけど、今はし

っかり観光地として認知されています。どんどん変わっていきますね。今はスキー場とか

温泉なんか、九州の温泉なんかはほんとうに韓国・台湾の方がいらっしゃらないと成り立

っていかないというところがありますし、食べ物とかいうようなものでも日本は注目され

ていますし、そういう、いつも何が求められているのかというようなことを考えていく必

要があると思います。 

 それと、ものの見方といいますか、秋葉原が何で観光地なのか。秋葉原は既に観光地に

なってしまいましたのでわかると思いますが、先ほど屋井先生のスライドの中で世界遺産

がございました。富岡製糸場というのがあります。もう世界遺産の暫定リストになってい

ます。行くとレンガの建物が建っているだけで、これはよくわからない。何でこれが世界

遺産なのか。レンガの建物としてはちょっと大き目ですね。歴史も古い。でも、それだけ

で世界遺産なのか。日本の産業を近代化するのに大きな功績があった。それだけでも世界

遺産なのかなというふうに、多分思われると思います。なぜ世界遺産なのか。それは、富

岡製糸場というのは、ただフランスの技術を導入した工場だっただけではなくて、模範工

場といいますか、そこの技術が全国のいろいろな製糸工場に移転されて、日本は瞬く間に

世界の絹織物の生産地になったわけです。それによって日露戦争、ヨーロッパの強豪だっ

たロシアに戦争で勝つという、それが４０年もたたないうちに可能になったわけですね。

つまり、ヨーロッパの国々がルネッサンス以降３００年かかった近代化というものを３０

年で成し遂げた原動力になったという物語があると、それは世界遺産という価値になって

くるわけです。 

 今、新しい山だとか湖だとか、そんなものが新しく発見されるわけはないので、これか

ら観光資源になるものは、どういうストーリー、どういう物語が背景にあるのかというこ

とでしか観光資源というのは誕生しないんだと思っておりまして、そういうことをやはり

理解した上で、この観光地づくり、訪れて価値のある場所というのを探してつくっていく

必要があるのではないかと思っております。 

【平野】  はい、ありがとうございます。マリさんはいかがでしょうか。 

【マリ】  「住んでよし、訪れてよし」という言葉はたしか木村尚三郎先生がよく言わ

れていた言葉じゃないかと思います。私、２００５年愛知万博のときに広報プロデューサ

ーをやらせていただいて、ニューヨークにＰＲとして出かけていきました。そのときに聞
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いた話でびっくりしましたのが、その時点、３年前で、１７０カ国語がニューヨークの中

でしゃべられているという。それだけ大勢の、いろいろな国の方々が住んでいる。ですか

らやはり首都圏と考えるときに、国際的でなければいけないということがすごく大事だと

思うんです。もう１つは、住んでいる住民の３６％は海外で生まれてアメリカに移り住ん

できた人たちだというわけです。日本からすると非常に数が多いと思うので、ほんとうの

意味での国際都市に東京または首都圏がなっていくにおいても、いろいろな国の方々に住

んでもらうということはすごく大事だと思うんです。 

 もっとびっくりしましたのは、パリは３００カ国語話されているんです。私、３００カ

国語もあるって知らなかったんですけれども、すごいところだなと。 

首都圏として見せられるというのはそういうところじゃないかなと思うんですね。非常に

国際的な視点から見たときに、「これだけインターナショナルですよ」と言えるところもあ

りながら、自分の文化、そして自分の持っている国の特性も、混合で持っていなければい

けないんではないかなと思うんですね。 

東京の場合ですとほんとうに今安島先生がおっしゃったようにたくさんの顔を持っていて、

私がとっても残念に思っているのが、東京タワーの名前が、新東京タワーが今度出来ると

なると、どっちの東京タワーで待ち合わせすればいいのかがわからなかったりとか。せっ

かくですから新しいすてきな名前がつくといいなと思います。 

余談ですが、 近は東京タワーより森ビルの５１階のほうから見たほうが、関東平野がす

べて見ることができるわけですから、そういう点では首都を見るにはすばらしいんじゃな

いかなと思うんですね。 

 首都とは、広域的に考えたときにどういう位置づけを持っているかというと、私たちは

東京には住みたくない、東京に通える通勤圏の自然環境が豊かなところに住みたい。その

ほうが、クオリティオブライフが得られる。 

東京に行こうと思えば、１時間以内でバッと行けるわということが、私はすごく重要なこ

とではないかなと思います。 

 私は毎日葉山町から高速に乗って、東京まで１時間半ぐらい、交通の渋滞がそれほど悪

くないときはもうちょっと早く行けますけれども、東京まで行って毎日帰ってくる。東京

から帰ってくるときに、朝比奈を過ぎてフッと空気が変わるんですね、そこで湘南という

か、海の近くに来たんだなという感じがします。 

横浜のみなとみらいの風景が好きなのですが、 近地震が来るといけないと思って、ベイ
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ブリッジより中のほうの道を使っていますけれども、みんなが９月に地震が来るんじゃな

いかなんて、あくまでもうわさですけれども、何となく安心感というものも人間は必要だ

と思って、、、 

【平野】  地震対策も今後大いに必要かもしれませんね。さて屋井さんはいかがでしょ

うか。 

【屋井】  ビジネスの話もしたほうがいいと思います。日帰りビジネス圏というのはこ

の国土形成計画の中でいわれていますが、いろいろな方がいろいろな言葉を使います、私

は「日帰り国際交流圏」と言ったかな。観光が日帰りされたらたまらないという議論が出

てきまして。ビジネスなら日帰りでいいけど、観光で日帰りじゃ、お金を何にも落とさな

いなということで、それは明確にしようというような議論もあって、ビジネス圏というの

がありました。私はそれで結構だと思うんですけど、やはり首都圏、外国から来られる方

の利便性をやっぱりまだまだ上げていかなきゃいけないし、特に私の考えでは、ぜひどの

空港だって、アジアから来られてその日のうちに帰れるような、そういう路線を張れるん

だったらどの空港から張ったっていいじゃないかというように思います。 

 そういう意味でも、実は空は日本だけが持ってないので、ぜひ空も返してもらわなきゃ

いけない。空港を持っていながら、陸上を飛行機が飛ばずに海ばかり飛んでいるというの

は、この首都圏ぐらいのものでありまして。羽田です。成田は別ですけれども。大概の大

都市圏は陸上の上を飛んで滑走路におりている。そういうことを、ほんとうは厳しい議論

でありますが、できる限りのことをやった上で、外国からも来やすい、日本の中の移動も

しやすいという環境にしなければいけない。 

 そのときに、世界はもう完全に小型化の社会に入っていますから、ヨーロッパは五、六

万の年間需要があったら１日３往復、日帰り可能なサービスが常識的に提供されているん

です。小型機ですけど。羽田空港全部小型にするわけにはいきませんが、もう少し小型化

を進めていって、サービスを上げる。今ＭＲＪという日本の国産のジェット機を開発しよ

うじゃないかというのがあります。スペックどおりできますと、１００人未満の定員の小

型機ですが、７３７って今 も経済性の高いジェット機があります、あのクラスと全く変

わらないぐらいの経済性、経済性だけじゃなくて環境の負荷も達成できるわけです。小型

だから割高になるなんてこともなくなるので、騒音は少ないとか、さまざまな面で可能性

を秘めているのが、世界で進んできた小型ジェット機の世界。これは日本の中、特に東京

ではほとんどお目にかかることがないということに対して突破口を開いていくと。 
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 まだまだ外国からポンと来てすぐ帰ってもらえるなんていうのが、新潟だって、静岡だ

って、福島だって可能だし、もちろん東京の中の横田だって可能かもしれないし、さまざ

まな可能性があるんだと思うんです。そういうことは申し上げておきたいと思います。以

上です。 

【平野】  ありがとうございます。屋井さんから、外国から訪れた場合もというお言葉

を頂戴したので、実は残り１５分ぐらいが与えられたシンポジウムの時間ですので、まず

ここでマリさんに、海外の方に訪れてよかったと言ってもらえるような首都圏であるため

には、どのようなことが大切であるとお考えでしょうかとご質問させていただいてよろし

いでしょうか。 

【マリ】  今はもちろん欧米の方々、ヨーロッパの方々が来ていますけど、一番多いの

はアジアの国の方々なんですね。アジアの方々というのは、もちろん漢字は読めますけど、

ひらがなとかは読めないので、中国語とか韓国語、ほかのアジアの言葉での看板というの

がとっても大事で。私は会社が丸の内にあるんですけれども、大丸周辺は地図をつくって

いまして、そこには韓国語、中国語、そして英語と日本語、全部書いてあるんですね。そ

のマップを持ってお買い物している韓国の方とか中国の方とよく出会うんですけれども、

やっぱりこれは役に立っているんだなと。アジアの国々も非常に裕福になってきています

ので、日本に来る機会もとっても多いわけですし、もちろん観光名所というのはとっても

大事で、皆様方、京都とかいろいろなところに行かれますけれども、やはり 終的には東

京にショッピングに来たい、そして東京を見てみたいというところがあるわけですから、

そういう方々をどのようにして、いろいろなところに引っ張っていくか。 

 今度、静岡に空港ができますけれども、先ほど新幹線の話、富士山の話もありましたけ

れども、私はいつも新富士を通りながら思うのは、何でこんなに煙突がたくさんあるのか

なと。一番富士山が新幹線からきれいに、そういうピクチャーショットの場所なのに煙突

を何とかできないのかしらと思って、ついこの間、そこの辺の整備局の方々にお話を伺っ

たところ、結局煙突はほとんど機能していない。してないというと変ですけれども、ほん

とうはとろうと思えばとれるみたいですけど、とても高いと。そうであるのなら、昔風の

レンガの煙突がたくさんあれば風景に溶け込んですてきだなと思いますけれども、何かペ

ンキで塗ったような白いような煙突だけだったらば風景となじまないなと。それだったら

もうちょっと景観を考えて、すてきな富士山を新幹線に乗りながら見ていただくためにも、

もっとそこの景観をきれいにしてもいいんじゃないかなと思ったりするんです。 
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 それと、もう１つは外交問題だと思うんですけれども、海外の方々が日本に来やすい環

境をつくってあげるためには、入国管理の制度とか、または外国人が日本に入りやすいよ

うなビザの制度ってすごく大事だと思うんです。先ほど先生からビジネスの話もありまし

たけれども、結構アジアの方々で裕福な方々が増えてきています。アメリカでも、それほ

ど億万長者じゃなくても、アメリカのトップ企業では、自分のジェット機とか小型飛行機

というのを持っていて、それを利用していろいろなところに出かけビジネスを広げていま

す。 

 日本のトップの方々でさえも、お持ちにならない。それは持てないわけじゃなくて、持

たれるとひんしゅくを買ったりとか、日本の社会の中であんまり目立った行動をしてはい

けないということで持たれないんです。私の中国人のお友達で飛行機を持っている方は、

いつもそれでアメリカに行かれるのですが、「日本に今度来たら」と言うと、日本へは降り

られない嫌だって言うんですね。自分の自家用機で行けないから、自家用機で行けないと

ころへ行きたくないと。そういう方々は、税関または入国管理の方が飛行機の中に乗って

来てくれて、そこでパスポートを見て判を押して、そしてみんなをどうぞということで、

飛行機からおりて車に乗って行きたいところに行ける環境でないとだめなのです。日本は

そういう環境が整っていないのです。偉い、偉くないはともかくとして、一応偉い方が飛

行機からおりて、普通の人と並んで判を押されるのが嫌だっていうんですね。自分はビジ

ネスマンなのだから、そういうむだな時間を過ごしたくないので、だから日本に行きたく

ないって言われると、何で日本ではそれができないのかなって思ったりするんです。 

 もちろん、それは文化であったり、制度であったりいろいろあるので、そういう点では

多様な価値観、多様な文化、多様なビジネスの仕方、習慣というのももっと日本という国

自体が認識して、ここの地域だけではなくて、むしろ日本全国に海外からいろいろな方に

来てもらいたいのならば、そういうところに対して、迎合することではなく、来やすい環

境づくりをしてさしあげるというのも、ハードの面でもソフトの面でも両方すごく重要で

はないかなと思うんです。 

【平野】  ありがとうございます。安島さん、今、国内からの視点で見た「訪れてよし」、

そして海外から見た「訪れてよし」、両方のお話を伺いましたけれども、それに対して安島

さん、どのように思われましたでしょうか。お考えをお聞かせいただければと思います。

多少短めの時間でお願いできれば。 

【安島】  先ほどちょっとマリさんのお話の中で出てきた、私がちょっと思ったのは、
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災害ということなんですけど。もともと災害とリゾートってあんまり関係なさそうに思え

ますけど、湘南のリゾートはもともと別荘地として、マリさんが住んでおられる葉山とか、

あるいは鎌倉とか、始まっているんですね。それが今のような高級な住宅地になっていっ

たのは、関東大震災が一つの契機です。その後やっぱり第２次世界大戦のときの、東京で

両方とも焼け出された人とかが移り住んで住宅地化していったというような歴史もござい

ますし、そういうリゾートって普段はレジャーの場所なんですけれども、万が一のときに

そういうものが避難する場所として機能するという、そういう考え方は非常に大事なのか

なと思っています。今ちょっと時間がないのでお話しできませんけど、こういう例はたく

さんあります。 

 それから屋井先生のお話はビジネスのお話で、これもリゾートにちょっと変えますと、

昔大分リゾートオフィスなんていう実験をやりました。リゾートで働くということですね。

今、国交省の施策の中に二地域居住というのがございます。ほかにも総務省とかが交流居

住といっているものもほとんど同じようなコンセプトで、都市と地方に半々に住んで。い

ろいろなスタイルで住み方はあると思うんですけど、そういうようなことの中に、やはり

いい環境の中で仕事をするというようなことも含まれているのかなと思います。昔のとき

は、せいぜい貧弱なパソコン通信ぐらいしかなかったんですけど、今インターネットが大

変発達しておりまして、昔とは比べ物にならないぐらい、いろいろな住み方とかが可能に

なってきている。そういうこともやはりリゾートを考える上で非常に大事なところなのか

なというふうに思っております。あまり時間がないので。 

【平野】  すみません、ありがとうございます。予定の終了時間、間もなくになるんで

すけど、 後に本日のシンポジウムを通してのご感想や、今後の首都圏広域地方計画に対

して期待されること、きょうは行政関係者がたくさんいらっしゃっていますので、それか

らもう１つ、これだけはぜひ言っておきたいというような、あるいは言い忘れてこれだけ

はと思い残したことなどおありになりましたら、ぜひ 後のコメントでお話しいただけれ

ばと思います。初めに屋井さんからお願いいたします。 

【屋井】  自分で申し上げていながらもなんですが、長期という観点でものを考えたり、

あるいはその方向を共有するというのは、今まで以上に重要なんだろうなと思うんです。 

 確かに振り返ってみて、バブルの終わったころから今まで、もう２０年近くたつが、ア

ッという間に過ぎてしまったというか、ちょっと前だったなと。過ぎてみると意外に短い。

そういうときに、どういう方向をどう考えていくかというのが長期の事柄、こういうのが
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共有できていたかというと、僕は必ずしもそうじゃなかったなと。行政はいろいろ考えて

いただいたかもしれないけど、そうじゃないところも随分あったなと思うんです。今から

長い先のことも考えていくということの重要性は、改めて今回の計画づくりの中で確認で

きていると思いますので、続けていただきたいと思います。 

 それから、両立すべき事柄が幾つもあるというお話をしたつもりなんですが、もう１点、

観光と地球環境の両立です。もともと道路計画は１９２０年代に特にアメリカを中心に始

まり、当時の問題は休日の午後、家はまだ都心に近いところにありましたから、郊外に出

かけた車が帰ってくるときに大渋滞を起こす。これはたまらんということで、将来の交通

量を調べ、予測をし、適切なネットワークを考えました。これが道路計画の 初です。道

路計画はもともとは観光の、遊びのための道路としてつくったんです。 

 今これからの時代は、インバウンドもそうですけども、我々住んでいる人間だって、休

みの日ぐらい行きたい。もちろん車だって使いたい。一方で地球環境問題だから車やめろ

なんてばかり言われては、これもたまらない。だから、そのエコツーリズムだけじゃない

ですけども、やっぱり観光にもそれなりの環境という面を入れなきゃいけないけれども、

そこを環境に配慮してやめましょうというような雰囲気にどんどんなってしまうのも大変

残念なので、ぜひその環境、そして観光を両立していくような、そういう計画、政策にし

ていただきたいなと思います。以上です。 

【平野】  ありがとうございます。マリさん、お願いします。 

【マリ】  今、屋井先生からもお話しありましたように、短期的にも中長期的にも大事

だと思います。 

私は非常に期待しているのは、今度東海北陸自動車道がつながって、そして今度第２東名

が平成２２年、また２４年の間に完成し、北陸のほうまでつながる環境ができてきます。

ですので、そちらの周辺の開発というか、開発というのはビルドの開発ではなくて、育て

ていく上においての開発だと思うんですけど、そういうことも皆様も考えていただけると

いいんではないかなと思うんです。 

 やはり発展していくということは、必ずしもつくる発展ではなくて、よくしていく発展

というのがとっても大事だと思います。アメリカが今一番困っていることは何かといいま

すと、５０年前からつくってきた道路が老朽化して大変なんです。ルート６６なんていわ

れる、非常に皆様方の青春時代にテレビとかいろいろ歌もありましたけども、そこがほん

とうにボロボロになっているんです。ただ、その予算を政府が組むことができなくて、こ
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れからどうしようということになっているわけなんです。そういう点では、地域のハード、

そしてまたインフラというものを大切にしていきながら、センシブルなまちづくり、地域

づくりというものをぜひ目がけていきながら、周辺の発展もちゃんと横目で見ておきなが

らやっていくことによって、自分たちがむだなことをしなくても済むようになるんではな

いかと思いますので、そういった意味での広域的というのがとっても重要ではないかなと

思います。 

【平野】  後に、安島さんお願いします。 

【安島】  住んでよし、訪れてよしの地域を実現するには、地域資源を生かして、つま

りそこの歴史・文化、あるいは山とか川とか、そういうものを生かして、地域の個性とプ

ライドになるようなまちづくりを取り組む、そういう愛着を持って取り組む人を増やして

いくということが、非常に人の面で大事なのかなというふうに思っております。昨年から

団塊の世代が続々と定年になってまいりまして、皆さん元気でいろいろな活動をされてい

る方が増えてきております。さらに、私のところには社会人の大学院生として、私より年

上の人が２名勉強を学んでおられまして、そういう方は何か地域に役に立つようなことを

したいという、非常に熱意にあふれています。こういうパワーをぜひ地域づくりに活用し

ていったら、非常に力強いんではないかなというふうに思っています。 

 先ほどちょっと言い忘れてしまったんですけど、私、圏央道をぜひ早く開通してほしい

なと思っているんですけども、気になるのは、圏央道とかの効果とかいうのが出るとき、

圏央道ができると東京都内を通過している交通量が減って渋滞が減るというようなことを

よく聞くんですけど、これだと地域の人はあんまり納得しないんじゃないかなと。こっち

には車だけが流れてくるんじゃないかというような印象を与えるような気がするんですね。

一番効果があるのは、そこを通った人が、大渋滞している１６号線を通らなくて、多摩と

か神奈川の人が軽井沢方面とか東北とかいうところに行きやすくなるということです。私

のように埼玉県に住んでいるのが、開通すれば、湘南とか伊豆とか、そちらのほうに行き

やすくなる。そういうようなことを、もっとそちらのほうで宣伝されたほうがいいんじゃ

ないかなというふうにいつも思っておりますので、だれにとって、どういうメリットがあ

るのかということをしっかりと訴えられると、よりスムーズに事業も進むんじゃないかと

思いまして、 後のコメントとさせていただきます。 

【平野】  なるほど。ありがとうございました。今までのお話で、住んでよし、訪れて

よしの首都圏について、皆さんと一緒に考えてまいりました。屋井さんからは、交通の安
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全安心面を初めビジネスの面までさまざまな角度から、今後の計画を立てるということは

どういうことなのか、今までの計画の立て方と違うんだよということをはっきりと教えて

いただいたような気持ちがいたします。またマリさんからは、国内の身近な視点から、ま

た海外のすごく広い視点から、話題も身近なところから入国制度の問題や予算の面など、

厳しい切り込みをしていただいたんじゃないかなと思っております。また安島さんからは、

観光によるまちづくりという視点から、地域資源を生かして、そして持続可能な計画づく

りについて教えていただいたと思います。 

 今後、首都圏の広域地方計画策定、それも地域の人たちが納得する計画の策定に、少し

でも役に立てていただければ幸いです。では、長時間、 後までおつき合いいただきまし

たことを御礼申し上げまして、このシンポジウムを終わらせていただきたいと思います。

３人の先生方に盛大な拍手をお願いいたします。どうも屋井さん、マリさん、安島さん、

ありがとうございました。 

【司会】  それでは、以上をもちましてパネルディスカッションを終了させていただき

ます。それでは、改めましてパネリストの皆様にいま一度盛大な拍手をお送りください。

ありがとうございました。 

 いかがでしたでしょうか。さまざまな意見交換がなされまして、大変興味深いパネルデ

ィスカッションではなかったかなと思います。 

 以上をもちまして、首都圏広域地方計画シンポジウム、すべてのプログラムが終了いた

しました。ご来場の皆様におかれましては、お忙しい中、 後までおつき合いをいただき

まして、まことにありがとうございます。なお、受付でお配りしました配布資料の中に入

っておりますアンケート用紙は、おそれいりますが、ご記入の上、お帰りの際、会場出口、

スタッフが持っております箱にお入れいただけますようお願いいたします。会場を出られ

ましてロビー両サイド壁面に、アンケート記入用のテーブルもご用意させていただいてお

ります。もしよろしければ、そちらのテーブルもご利用いただければと思います。皆様の

アンケートへのご協力、よろしくお願いいたします。またお帰りの際は、お忘れ物、落し

物なさいませんよう、十分お気をつけてお帰りください。出口付近、大変込みあっており

ます。押し合わず、順序よく、お足元に気をつけてお帰りください。本日はまことにあり

がとうございました。 

 

―― 了 ―― 


