特集

新たな魅力あるまちづくりを目指して

〜アーバンデザインとエリアマネジメント

今、多くの市民・団体が前橋のまちなかを活性化させるために様々な活動を
行っている。まちづくりは地域住民の力と行政の支援が不可欠だが、持続可能
なまちづくりを成功させるためには、
「まちなかのあるべき将来像（ビジョン）
」
を共有し、コーディネートする民間主体の組織の存在が重要であろう。
本特集では、人口減少時代を迎え、これからのまちづくりは「つくること」
から「育てること」へシフトする必要があり、そのために必要なアーバンデザ
インとエリアマネジメントの重要性を考えたい。
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文化等の様々な要素が凝縮されている。

をもたらす。地方創生には不可欠なこと。かつて、

さを向上させ、企業活動を活発にし、定住人口増

ある。その活性化は、都市の魅力度や暮らしやす

中心市街地はその都市の「顔」
、ハレの場所で

や活気がない。今まで行政や会議所は補助金等で

残念なことに今の中心市街地は昔のような賑わい

なかではないと体感出来ない交流拠点。しかし、

ツ前橋や文学館、大竹レンガ蔵等、これらはまち

マーケット等や昔懐かしい味の店。さらに、アー

まちづくりは、単に街並みや施設を揃えれば良

て効率的に推進することで一致した。

等の情報共有を図り、今後の活性化事業を連携し

した情報交換会を開催。各団体の活動主旨や計画

活性化に携わってきた様々な民間団体が一堂に会

そうした流れを踏まえ、当所では中心市街地の

あるべき姿をいかに共有し、推進するか

流行品や日用品を求める人々で賑わった中心市街

様々な支援を試みるとともに、多様な個人・組織

いというものではない。
「こんなまちにしたい」

例えば、広瀬川の風情や美術館、レトロな呑龍

地も郊外型ショッピングセンターの出現やネット

も活性化の糸口を探ってきたが、日常的な賑わい

というコンセンサスに基づき、まちづくりの指針

前橋のまちが目指すべき姿とは？

ショップの普及によって魅力が薄れている。

につながらない現状があった。

となっている。充実した時間を過ごせるまち、つ

の欲求は変化し、商品ではなく、時間を買う時代

ているのだろうか。現在、モノからコトへと人々

ながるはずだ。これまでの行政頼みのまちづくり

を活用して、新しい発想で仕掛ければ賑わいにつ

かけに新しい動きが出始めている。既にある要素

そうした中、前橋ビジョン「めぶく。
」をきっ

（開発・出店・景観形成等）がこの方向性に沿っ

共有されることが必要だ。今後の計画や取り組み

としての「アーバンデザイン（方向性）
」を描き、

では、人々はこれからの中心市街地に何を求め

まりそこにいるだけで楽しく、いつまでもそこに

から脱却し、民間主導で連携によるまちづくりの

そして、まちなかをいくつかのエリアで区切っ

て進められる組織・仕組みが必要である。

いたい、そんなエンターテイメントの世界ではな

たゾーニングの中で、ハード・ソフト事業を展開

する「エリアマネジメント」が求められる。それ

によりコンパクトな商店街の形成、遊び・文化歴

史・学び・居住・広瀬川・交通を始め清掃等の公

共活動や情報発信等、多様な要素が織り交ぜられ、

まちなかの回遊性が生まれ、目指す姿が浮かび上

がり、経済が活発になるのではないだろうか。

明確なまちづくりの方向性が存在すれば、トッ

プが変わっても方向性がぶれることなく、継続・

持続可能性を保つことが出来るはずだ。

自分たちのまちを、行政・民間・市民が確固と

したコンセプトにより作り上げ、継続している都

市がある。それが「住みたいまち全米№１」
「環

境に優しいまち全米№１」等数々の高い評価を得

ている、アメリカ合衆国の「ポートランド市」で
ある。
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胎動を感じるようになった。
※最下段左の写真は木暮伸也 氏撮影

いだろうか。前橋の中心市街地には歴史や芸術・

多様な要素で構成される前橋のまち

ポートランドのまちづくりのコンセプトと街並み（資料提供：ZGF アーキテクツ（ZGF Architects））
○ ZGF アーキテクツとは…80 年代からポートランドで“環境 + 賑わい”の両立を提案し、市の発展の力となり、全米で非常に優れた設計事務所

から注目を集めている。

率的で『全米で最も住みたい街』として、世界中

減らし続けている。都市計画もコンパクトかつ効

経済の成長を遂げながら、二酸化炭素の排出量を

年代から市民主体の環境政策に力を入れ、人口と

は約 万人。緯度は北海道の稚内ほど。１９７０

ポートランド市はアメリカ西海岸に位置し人口

ポートランドの『デザイン・ガイドライン』

等の機能を据

住居やホテル

ス、高層階は

階はオフィ

に商業、中層

ンドでは１階

「ポートラ

前橋にも求められるアーバンデザイン

い。ポートランドはこの『デザイン・ガイドライ

部分的・断続的なまちづくりに留まるケースが多

ントロールする。日本ではこの整備が遅れており、

観形成基準）が整備されており、建物の設計をコ

は、石井設計

た」と話すの

しており驚い

ース』が徹底

『ミクストユ

え る 考 え 方、

ン』をいち早く整備し、全体的・継続的な視点に

グループ代表

の石井繁紀氏
だ。

人口減少が進む中、コンパクトな都市形成は必

の住むまちをもっといいまちにしたい」という気

が協力してつくってきた歴史がある。
「自分たち

の『デザイン・ガイドライン』も行政と民間委員

職と住が近接する昼夜人口バランスの取れた整備

市機能を集積させ、公共交通網を充実させる等、

アーバンデザインに基づいて複合的・立体的に都

まちなかへ、ポートランドのように一定の考え方、

要という認識に立つ。そうなると、利便性が高い

持ちがとても強く、市民や企業が積極的にまちづ

が必要だと石井氏は考える。

自身も、県庁前通りの街区に対する提案を前橋

されながらも、流行に乗らず、市民の判断でまち

ランドも 年代は、高速道路等の近代化の波に押

できた」という面もあるかもしれないが、ポート

「ポートランドのまちづくりはアメリカだから

ていくという考え方である。

図られることで地域経済が循環し、まちが発展し

まちづくりにも地域の企業力が鍵であり、投資が

る気概を地元企業も持つことが大切」と強調する。

と、未来の前橋を見据えて、自分たちがまちを創

工科大学と連携して検討している。
「次世代のこ

を創ってきたところが大きい。

であろう。

『全米で最も住みたい街』になった、一番の理由

くりに参加する。この意識こそ、ポートランドが

まちづくりの目線が「使用者重視」であり、先

市民や企業が参加するポートランドの街づくり

よるまちづくりの結果が、今に至る。

ポートランドは『デザイン・ガイドライン』
（景

60
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昨年、本年とポートランド市を訪問した石井繁紀 氏
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る場の下地を作ることも範囲に入る。
ニティ。それらをつなぐハブとして、民間

各々の取り組みはいわば一つのコミュ

その点を踏まえると、昨年発表された前橋ビジ
主体のまちづくりの潤滑油として役割を果

本質的な意味でのデザインによるまちづくりを

ョン「めぶく。
」を発端とした動きが出始めた今
たすことを目的に活動を展開する。

主体のプラットフォームが不在で、取り組みの継

彼らの問題意識には、まちづくりに関する民間

タチについて考えてみる。まち全体を俯瞰

え方を踏まえ前橋のまちづくりを進めるカ

このような都市開発、デザインという考

前橋でのまちづくりのカタチとは

続性が不安定なことがある。それに対して、
「ま

すると、
『駅前～ケヤキ並木～中央前橋駅

けが必要であろう。

いこと」も含め

た、
「目に見えな

つながりといっ

人々や組織等の

県道、広瀬川に囲まれた区域は、まちづくりを行

必要があろう。特に、国道 号、国道 号、赤城

いうように、ゾーニングをして特色付けして行く

商店街のあるエリアであれば、まちの顔としてと

であれば、まちの玄関口としての位置づけ、

■前橋の周囲のものが集まって展開されること。

それらの集合体が存在すること。

■食や建物等他にはない前橋ならではのモノ・コ

ト・バショがあること。

ちなかにある要素につながりを持たせ、住む人や

前橋のまち全体のゾーニング例

がチャンスである。その推進において鍵となる存
在が、ＭＭＡ（前橋まちなかエージェンシー）で
ある。彼らのミッションは、まちなかに特化して

ちなかに関わるイベントや組織と、ニュートラル

～広瀬川・文学館～広瀬川美術館～神明宮

ビジョンを体現する取り組みを行うことだ。

な立場からアライアンスを組み、コーディネート

～臨江閣～るなぱあく～前橋公園～県庁前
』という範囲において、各区域の方向付

通り～テルサ～まちなか～馬場川～元気

すること」がＭＭＡのスタンスだ。
そこで重視するのは、
「デザインのある街づく
り」
。それは、建物といった目に見える表面的な
意味だけでなく、

た本質的意味で

ううえで、最も重要な区域である。その上で、例

■駅や駐車場を起点にして歩きやすい、または域

例えば下図にあるように、前橋駅・駅前

のデザインをす

えば次のような考え方がまちづくりに求められる

内の公共交通があること。

がつなぎ合わさること。

る こ と で あ る。

のではないだろうか。
えれば、ハード

■ライフスタイルや自己実現の場の一つとなり、

もっと大きく捉

この考えのもと、次ページの図にあるようにま

とソフトが一体
となったまちづ

働く人、買い物やイベントに来る人、取り組みを

せて回遊性を向上させるべきであろう。

■建物を建築する、通りを整備する際のデザイン
■既存の施設や取り組み、コミュニティ（仲間）

くりの仕組みを

17

支える人等、まちに関わる人を増やし、行き交わ

50

コードや開発内容を協議可能な場があること。

になる場であること。

■商店街との関わりがある等、ビジネスチャンス

その裏側にある

21

デザインし、ビ
ジネスを展開す
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MMA はデザインのある街づくりを重視する

ネジメント」という概念だ。
それは単なるゾーニングで
はなく、その地域の価値を高め
るため、様々な事業主体が一体
となって取り組む手法である。
すなわち、投資するに足る仕組
みを作り上げて、そのエリアで

の経済活動を活発にし、
「稼ぐ

まちづくり」をする手法である。
人口減少社会を迎える中、新

しいものをつくるだけでなく、

その後の維持・管理までを考え
た開発が求められている。その
ためには、地域特性に応じた魅
民、民間が主体となった運営組

向上という効果も生まれ、市民の所得向上や税収

力が高まることによって、地域の資産価値の維持・

力づくりが必要とされ、地域住
織により、効率的にまちづくり

の増加が実現するという好循環が確立される。そ

が活発になっている。しかし、取り組み同士での

が動き出しハード・ソフト両面で官民の取り組み

市市街地総合再生計画」が策定され、再開発事業

新しいカタチのイベントが行われる一方、
「前橋

近年、
「 ＤＡＹＳ」
「めぶくフェス」といった

関わることが重要になってくるものと思われる。

うに知識やノウハウを持つ組織が、まちづくりに

その観点から考えるとポートランドのＺＧＦのよ

図りながら、賑わい創出を図ることが重要である。

公共空間の利活用や地域貢献を含めた連携関係を

のマネジメント組織が中核となり、行政との間で

点から、様々な取り組みを行うためにも民間主体

り、情報発信等が考えられる。こうした総合的視

でなければこれまでと何ら変わらない。

者側も参加者側も得をするＷｉｎ ーＷｉｎの事業

まちづくりに参画できる環境づくり、さらに主催

くっていく」という自負と責任を持ち、積極的に

た。これからは市民が「自分たちがこのまちをつ

誰かに負担がかかって長く続かないことが多かっ

これまでのまちづくりは、地域貢献の名の下、

おわりに

れこそが、
「稼ぐ力」のあるまちづくりである。

を推進することが求められる。
具体的な事業内容は、地域特
性や季節に応じたイベントの仕
掛け、地域の防災・環境維持活

情報共有が乏しく、日常の回遊性向上につながっ

こうした組織運営が存在し、取り組みが進むこ

動や清掃活動、景観形成、コミュニティの場づく

ていない。一過性ではなく、広がりを見せていく

とで、快適で質の高い地域となり、地域全体の魅

ない。
「住みたいまち日本一」はすぐそこだ。

ポートランドが出来て、前橋が出来ない理由は

には、これらをコーディネート・マネジメントす

エリアマネジメントによるまちづくり

前橋のまちなかのゾーニング例

る組織が必要であろう。それこそが、
「エリアマ

45

まちづくり運営組織のイメージ
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