
 

 

 

 

第１７回 「まちの活性化・都市デザイン競技」 

飯田市長特別賞表彰式・記念シンポジウム 
 

～リニア時代に輝く、丘の上の都市デザインとは？～ 
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日時 平成２７年７月１１日(土) １３：３０～１６：００ 

会場 飯田市公民館（飯田市吾妻町１３９） 

主催 飯田市 

後援 公益財団法人 都市づくりパブリックデザインセンター 

参加者 ２６２人 

 

 

プログラム 

◆開会行事・飯田市長特別賞表彰式 

◆基調講演「リニア時代の中心市街地像」 

講師 小澤一郎氏 

公益財団法人 都市づくりパブリックデザインセンター理事長 

(飯田市)リニア駅周辺整備基本構想検討会議会長 

◆パネルディスカッション 

「都市デザインから考える、リニアを見据えた小さな世界都市とは？」 

コーディネーター 小澤一郎氏 

パネリスト 

松下重雄氏(有限会社みすゞ設計／飯田市長特別賞) 

石田 武氏(大成建設株式会社／国土交通大臣賞) 

水谷祐司氏(株式会社森本組／まちづくり月間全国的行事実行委員会会長賞) 

中畑昌之氏(東京理科大学／(公財)都市づくり・パブリックデザインセンター理事長賞) 

  



飯田市長挨拶 

 

 

皆様こんにちは。本日は、第 17 回「まちの活

性化・都市デザイン競技」飯田市長特別賞表彰式

並びにその記念シンポジウムを開催させていた

だきましたところ、このように大勢の皆様にお集

まりをいただき、主催者として感謝申し上げる次

第でございます。また、それぞれのお立場で、市

政に対し大変なご理解とご協力、ご尽力いただい

ておりますことに対しまして、あらためて御礼申

し上げます。 

さて、ご存じの通り、私たちのこの地域は、12

年後にリニアが通る街になるわけで、三遠南信自

動車道も着々と整備が進められ、大きな変化が私

たちの地域に訪れると予想されます。そうした大

きな変化に対してしっかりと対応し、リニア・三

遠南信道を見据えた地域づくりをどう進めてい

くか、これが目下の課題となりますが、南信州広

域連合では、平成 22 年に策定しました「リニア

将来ビジョン」をベースにして、基本構想、基本

計画をたて、小さな世界都市、多機能高付加価値

都市圏の将来像の実現を目指した施策に取り組

んできております。 

また、飯田市におきましても、第 5 次基本構想

の後期基本計画を進めてきておりますが、この基

本構想・基本計画も 9 年目に入っておりまして、

今振り返りを行いながら、次の総合計画に向けて

の準備を進めてきています。 

そんな中、飯田市としては、土地利用の方針を

拠点集約連携型都市構造と位置付け、人口減少、

少子高齢化という時代に備えながら、この高速交

通網の時代を迎えようと考えています。特にこの

拠点集約連携型の中で、中心市街地は、中心拠点

の位置付けをさせていただいておりますし、また、

リニア駅周辺は、広域交通拠点として位置付けて

います。それぞれの地区の拠点も含め、どのよう

な形でそれら拠点間を連携させていくかという

ことが非常に大きな課題になるわけです。 

広域交通拠点として位置づけられますリニア

駅周辺につきましては、本日講師をお務めいただ

きます（公財）都市づくりパブリックデザインセ

ンターの小澤一郎理事長に、駅周辺基本構想の検

討会議の座長を務めていただいております。この

基本構想が策定できましたのも、小澤一郎座長を

はじめとする関係の皆様方のご尽力の賜とあら

ためて感謝申し上げる次第です。基本構想を策定

しました暁には、いよいよ基本計画、更には詳細

な計画に入っていく段階になっていますが、一方、

この中心拠点であります中心市街地におきまし

て、これをどのような形で進めていくかというこ

と、これはその機能や役割、あるいは広域交通拠

点でありますリニア駅周辺との連携をどういう

ふうにしていくか、こうしたことを考えていく必

要があるわけでございます。当然飯田市のみなら

ず、南信州、飯田下伊那の顔としてのこれまでの

役割を維持しながら、この地域に居住する人にと

りましても、来訪する人にとりましても、魅力的

な街としてあり続ける、そういったことが大事で

はないか思うわけであります。 

今回、（公財）都市づくりパブリックデザイン

センター主催の「まちの活性化・都市デザイン競

技」の対象地区として飯田市を選んでいただき、

ＪＲ飯田駅周辺をはじめとする中心市街地に必

要な機能、役割、都市デザインにつきまして、全

国からご提案をいただくことができました。中に

は、私たちが気付かなかった飯田の魅力や可能性

についても、多くのご提案をいただいているとこ

ろです。是非こうした提案も、これからの地域づ

くりに何らかの形で活かしていくことができれ

ばと思います。 

本日は、この提案の中でも、特に優れた提案を

していただきました各賞受賞者の皆様にこの場

に来ていただきまして、パネラーとして参加して

いただくことになりました。この皆様と意見交換

をさせていただけることは、大変ありがたいこと

だと思っております。 

今、国を挙げて地方創生が叫ばれているのは、

ご案内の通りです。全国それぞれの地域におきま

して、人口減少時代に如何に持続可能な地域をつ

くっていくか、大変難しい取り組みが進められて

いるところです。私どもは、リニア・三遠南信と

いう非常に大きなメリットを持った地域といえ

るのではないかと思いますが、こうした中、特殊

なシナリオをどう描いていくか、まさにリニア・

三遠南信を見据えてどのような地をつくってい

くか、本日のシンポジウムがひとつの契機になっ

て、こうしたそれぞれの取組を進めていくことが

できればとご期待申し上げるところです。 

今日お集まりの皆様にあらためて感謝申し上

げ、これから私たちの街がリニア・三遠南信にふ

さわしい街になっていくことを祈念しつつ主催

者の挨拶とさせていただきます。どうぞよろしく

お願いいたします。 

 



 

第 17 回「まちの活性化・都市デザイン競技」 飯田市長特別賞 表彰式 

 

受賞者 

有限会社 みすゞ設計 

「丘のまちは緑でつながる」 

松下重雄、宮澤正輝、宮戸洸一、岩崎遊、山田隆、中家博之 

 

 

 

  



 

 

 

基調講演「リニア時代の中心市街地像」 

講師 小澤一郎氏 

(公財)都市づくりパブリックデザインセンター理事長 

(飯田市)リニア駅周辺整備基本構想検討会議会長 

 

 

 

 

 

ご紹介いただきました小澤です。これから３０

分お時間をいただきまして、これからの中心市街

地像につきましてお話しさせていただく機会を

いただきました。誠にありがとうございます。 

これからお話しさせていただきますが、本日の

お話の手順といたしまして、先日、国土交通省の

方から、地方創生ということも含めまして、これ

からの国土全体のあり方、その中での地方都市及

び地方都市圏、地域のあり方、グランドデザイン

と呼んでおりますが、こういうものが提示されま

した。これらを受けながら国の方でも関係省庁と

連携をして、地方創生を重点にしながらこれから

の国づくり・地域づくりを進めていくと思います

し、それぞれの地方公共団体においても、グラン

ドデザインの考え方も参考にしながら、それぞれ

の地域の実情も踏まえて独自の地域づくりをこ

れから具体化していくという流れになっていく

と思います。今日は、初めての方もおられるでし

ょうし、グランドデザインを見たことないという

方もおられると思いますので、冒頭にどのような

内容がグランドデザインとしてまとめられたの

かということをご紹介した上で、その考え方に基

づいて、特に地方圏、中央都市、そして中心市街

地、こういうものを考える際にどういったことを

考えていったらいいかということについて、少し

私見を含めた分類・分析をしてみたいと思います。

その上で、最終的にはリニア時代を迎える飯田が、

どういった地域づくり、まちづくりを進めていっ

たらいいかということについて、一つの考え方を

お話しさせていただければと思います。 

国土のグランドデザインにつきましては、去年

の７月にまとめられ、また今も改訂されておりま

すが、色々と細かいことも書かれていますけれど

も、ポイントは、この三つになっています。コン

パクト化とネットワーク化、連携・連合・分担に

よる広域高次機能の整備、それからリニアを軸と

したスーパーメガリージョンの形成、こういった

ことがこのグランドデザインの中に書き込まれ

ています。コンパクト化ということに関しては、

これまでもコンパクトシティづくりということ

がいわれてきておりますけれども、このコンパク

トシティづくりというのは、何が何でも中心市街

地に全ての機能なり行政投資を持ってくるとい

うことではなくて、それぞれの周辺地域のそれぞ

れの集落拠点も含めて、広域的にそれぞれのサイ

ズの拠点を地域に育成しながら、それをネットワ

ーク化していくという考え方です。それからもう

一つは、このグランドデザインの中で、「攻めの

コンパクト化」という言葉で書かれていますが、

これについても後で触れたいと思います。 

そして、なんといっても飯田の場合は、リニア

がこれから来るわけですから、スーパーメガリー

ジョンを形成するということに対して関心があ

るのではと思いますが、ここにある四つの内二つ

が関係してくるだろうと。まずはリニア中間駅の

活用による新しいライフスタイルの実現という

項目が上がっております。ただ、これは国の答申

の文章では、あまり詳しく書かれていない。だけ

れども、この中間駅を活用する新しいライフスタ

イルの実現ということについては、非常に重要な

事項であるという認識はされていて、これをこれ

から地域の方でも独自に考えてもらうし、国の方

でもそれを支援していくという中間駅の重要性

が書かれている。いずれにしても、このリニアプ

ロジェクトというのは、東京、名古屋をとりあえ

ず結び、大阪まで伸ばしていくということで、こ

ういう広域で超高速の交通軸を整備するという

のは世界で初めてというわけでありますから、そ

の効果を最大限発揮するということに関して、国

と地方でそれぞれ知恵を出していくという内容

が盛り込まれています。ホームページに上がって

いますので、是非一度見ていただければと思いま

す。 

その上で、具体的に記述がされているわけです

が、まず、国土の姿という章では、地方と大都市

がそれぞれ相互にイノベーションをし、対流・還

流するという方向でこれからの地域づくりを考

えていきたいということと、もう一つは、それぞ

れが世界につながるということ、全てが東京、名

古屋、大阪を介して世界につながるということで

はなくて、それぞれが世界につながるということ

で、まさに飯田市は小さな世界都市を造るという



ことがリニア将来ビジョンであがっております

が、そういう意味では、飯田市は以前から先駆的

な考え方を持っているということだと思います。

ちなみに、ここに来る前に「小さな世界都市」と

いうのをインターネットで検索してみましたら、

最初に飯田市が出てきまして、２番目に兵庫の豊

岡市が出てくる。今「小さな世界都市」を標榜し

てこれからの地域づくりをやっていこうとして

いるのはこの２都市。これからは、このグランド

デザインに基づいて世界を相手に地域づくりを

していくということも重要な点かなと思うとこ

ろです。 

また、地方圏についても色々と書かれていまし

て、最近でいいますと、特に農林水産業のイノベ

ーションとして、若者と女性の就業機会を増やす、

それから、様々なイノベーションを産み出す先導

的社会システムを積極的に導入してもらう。これ

は何を言っているかというと、高齢社会に向けた

医療・福祉の話もありますし、農林業の６次産業

化の問題もありますし、次世代型の産業育成の話

もあるわけではありますが、地方都市のこれから

のまちづくりのなかで、この先導的社会システム

というのをどう考えるかというがここで定義さ

れているのだと思います。 

それから、地方でこそ実現可能と思われること

がエネルギーの地産地消、域産域消です。大都市

ではなかなか難しいわけでありますけれど、地方

都市において地域に存する資源を地域で使いこ

なすということに関して、これからの地域づくり

の中で考えていけないかということです。 

そういったことを併せて、先程のコンパクトシ

ティの話や中心市街地と周辺の拠点を結ぶ連携

の話、そういったことが地方圏での記述内容にな

っています。いずれにしましても、地方でこそベ

ンチャーを興すといったことが期待されており

ますし、食糧問題、エネルギー問題がこれからの

重要なテーマになるわけですが、先程のエネルギ

ーの域産域消の話、自立化に向けた動きは地方都

市からスタートするということが期待されてお

り、食料の話についても同じで、まさに地方都市

におけるこれからの取り組みが、国の重要なテー

マの可否を左右するということでございます。 

これまでご説明しところがグランドデザイン

に書かれているわけですが、それと併せてキーワ

ードが２つあると思いますのでここでご紹介を

させていただきます。 

まず一つ目は、「連携革命」ということがこの

グランドデザインの中で出てくるわけですが、こ

の連携革命の中に書かれている言い回しで、「交

流人口」や「滞在人口」は、たとえば観光交流で

夜間人口だけでなく交流人口や滞在人口にも目

を向けなければといったようにこれまでも言わ

れてきたところですが、さらにここでは「協働人

口」ということも言っております。これについて

は後ほどの内容と関係してくると思われますが、

要は、様々なテーマや視点、課題解決のために、

色々な地域が連携していくということを考えて

いきたいというものです。 

そして二つ目が「深い固有性」というものです。

多様性という言葉はよく言われますが、個性のあ

る、特性を活かした多様な地域づくりのためには、

まず個々の地域が深い固有性を持っていなけれ

ばならないということです。その深い固有性を構

築する、あるいは再構築するということの必要性

をこの中で述べられています。この「連携革命」

と「深い固有性」という２つの言葉がキーワード

になるかと思います。 

これらのことを踏まえながら、これからの地域

づくりを考えるということになるかと思います

が、その入り口として、これは言わずもがなだと

思いますが、人口が成長してきた昭和３０～５０

年代は、無計画でも地域はそれなりに発展してき

たわけです。全国の自治体どこでもそうでした。

個人が努力しなくても、全体が成長していたから

個々の生業も何となくなっていた。 

ところが、縮小の時期には局面が全く変わって

しまい、無計画都市は衰退すると、何も考えてい

ない所はダメになるよと、成長時代のように黙っ

ていても人口や産業が周りでどんどん増えてい

き、何もしなくてもその増えた分が少しずつでも

入ってきたが、これからのベクトルが逆向きにな

っている時代にあっては、まさに先程の深い固有

性という言葉がありましたが、自分たちは何を糧

にしていくのかといったことを根に据えて計

画・理念を持った地域づくりをしないとどんどん

置いていかれてしまう。計画無ければ持続・成長

なしという時代になりました。 

ならばこれから何か考えようというときには、

成長時代とは違うわけですから、これまではグリ

ーンフィールドに手をつけながらブラウンフィ

ールドの拡大をという方向だったものを、これか

らはグリーンフィールドには手をつけず、ブラウ

ンフィールドの有効活用、既成市街地の有効活用

ということが、世界的にも共通でどこでもそれを

標榜した地域づくり・都市づくりをしています。

また、その地域、都市にとって新たな価値を具現

化するコアテーマをちゃんと認識し、それを打ち

立ててそれに則ったシナリオで地域づくり、都市

づくりを進めている、これが共通かなと思います。 

そういったコアテーマがしっかりしており、ま

た、外から見える化していたり、また、たとえば

飯田市はこういったものをコアテーマとして具

体的に地域づくり、都市づくりがされて具体的に

実現されたものが体験できたり見えたりという

状態になってくると、そのコアテーマに関心を持

つところが飯田市に関心を持ち、場合によっては



飯田市と協働したりといったことに発展するわ

けです。要は、コアテーマをしっかり打ち立てて、

それが外からもしっかり見える状態になるとい

うことが、先ほどの深い固有性を打ち立てて、そ

れによって新しい連携が始まるという、そこへ持

って行くようなテーマづくりを明確にしなけれ

ばならないということです。 

それで、わたしなりに連携革命、深い固有性に

よるという話を考えてみますと、若干短絡的にな

りますけれども、じゃあ具体的に深い固有性って

何があるのかと言われたときに、これからの地方

都市づくりで考えられるのは、建物空間デザイン

の固有性、社会的課題解決に向けたイノベーショ

ンということで、医療･福祉、環境･エネルギー、

文化･教育･芸術、防犯･防災という社会的課題に

関して独自の地域に立脚して取り組みをしてい

るということが重要になってくると思います。 

もう一つは、農業･産業･観光･ビジネスにおけ

るイノベーションという、言葉としてはよくあり

ますが、この中で特に観光に関して言いますと、

都市観光に関してこれから深く考えていくこと

が、これからの中心市街地の将来像を具体的にし

ていく上で影響していくテーマになるかと思い

ます。 

次の連携による集積をどう築くかということ

ですが、上記の３つのテーマがコアテーマになる

かと思います。いずれにしましてもコアテーマを

きちっと据えた上で、小さな世界都市を目指す、

あるいは世界都市になれなくても国内の拠点都

市を目指すという、そういったシナリオをきちっ

と打ち立てる必要があると思います。 

そしてコアテーマを決めた上で、それをこれか

らの地域づくりや中心市街地、丘の上のまちづく

りを進める際に、ただ単に粛々とやっていくとい

うのでは、なかなか世界都市にも全国の拠点都市

にもならないわけでありまして、ここはある種の

運動と発信と、それから連携のネットワークを打

ち立てるためのアクションを起こさなければな

らなりません。そういう面でいきますと、たとえ

ばコアテーマとして環境･エネルギーを考えたと

して、環境･エネルギーに関して全国どこでもや

っていない、次世代の市街地の環境、市街地のエ

ネルギーシステムを装備したまちづくりにして

いくんだというテーマを据え、そういった仕組み

を計画に組み込んだ場合に、それを粛々とやると

いうことと併せて、そのことを都市のブランドと

しての旗立てをきちっとすることも重要ですし、

それぞれの街区でそのテーマに照らし合わせた

まちづくりを進めるとともに、拠点としての認知

をさせないといけない、全国的にも飯田は環境首

都だということを認知させなければいけない。と

なりますと、粛々と実績づくりをしていくのと併

せて、少なくとも同時並行的に全国に呼びかけて

毎年こういったテーマの交流会議をやるとかコ

ンベンションをやるとかのいわゆる MICE 的な

運動をするなど拠点化の認知をさせるためのア

クションをやる、そういったことを同時並行的に

取り組むことにより、結果として小さな世界都市

なり全国の拠点として認知されると思います。こ

のことをこれから考えていく必要があると思い

ます。 

コアテーマの具体的な内容として、①生活・市

街地空間の質的な改革、②社会・経済のイノベー

ションでこれが環境・エネルギーのモデル、③モ

ビリティイノベーション、リニアと地域交通、④

農林業イノベーションがありますが、この中の①、

②、④は全国どこでも地方創生のテーマとなりう

るものですが、飯田下伊那地域は、さらに③のテ

ーマが加わりますので、コアテーマとしてはエネ

ルギーの大きな地域となると思います。それぞれ

の具体的な内容は、資料をご覧いただければと思

いますが、１つだけ、リニアと地域交通という面

でいきますと、やはりリニアが来るというと非常

にインパクトが大きいのですが、それと同じくら

いインパクトのある地域の交通システムという

ものを考えるということも必要かと、たとえば飯

田の丘の上の交通空間・交通体型が、次世代型と

して日本の地方都市の次の時代を示せるような

新しいものにする。それは乗り物そのもののデザ

インや機能もですが、たとえば道路の車道と歩道

の既存の空間構成ではない新しい空間デザイン

も含め、市街地の交通システムが新しく再構築さ

れるといったこともテーマになるかと思います。 

最後にですが、リニア時代に向けてこれからの

まちづくりを飯田でどのように進めていったら

いいのかということですが、この点は後ほどのパ

ネルディスカッションでも、パネリストの皆さん

からそれぞれ発言していただければと思います

が、私の考えをこの場で提示させていただきます。 

まず一つ目に、①飯田市、②南信州広域、③伊

那地域、三遠南信、④東京・名古屋・全国連携の

それぞれにシナリオを考え、４つのプロジェクト

を構築して同時並行的に連携して進めていく必

要があると思います。この４つのプロジェクトを

これからの地域づくり構想としてそれぞれに視

野に入れていく必要があると思います。 

二番目に、色々なアイデアをもらった方がいい

かと思います。今回もまちづくりに関するデザイ

ンコンペで３０以上のグループから多様なアイ

デアをいただきましたが、これは地域にとっての

財産となります。これからいただいたアイデアを

参考に取り組みを進めることになると思います。

すでに飯田市では学輪ＩＩＤＡ、マスタープロデ

ューサー、学会、経済界にチャネルを持っており、

今回の公募チャネルを加えたそれぞれのチャネ

ルを活用して、色々な情報やアイデアを取ってい



けばと思います。 

では、これからどう進めていったらいいのかと

いうことですが、私の意見としては、コアテーマ

として環境エネルギー先進都市を目指すという

ことを是非やっていくべきだと思います。創エ

ネ・省エネ・活エネの先進的システムを組み込ん

だ市街地づくりと MICE 推進と書きましたが、

この「ＭＩＣＥ推進」は、先程少し話しましたが、

全国・世界に向けて飯田が拠点だということを発

信しながら、全国からみんなを集めてやっている

ことを見てもらうということを市街地づくりと

同時並行的に進める。集まってもらう以上、飯田

市がそれをやっていなければなりませんから。実

践を見てもらうというのは、物理的にやられてい

るものもそうですが、その状態でまちづくりが進

んでいる背景の取り組み方、行政や市民、専門家

との連携によって今の動きがあるという取り組

み方も踏まえた現状を知ってもらうということ

がブランドにつながっていくことだと思います。 

それから、環境エネルギーが大きな軸になるわ

けですが、生活空間・文化空間・観光空間として、

また、豊かな歩行者空間と新しい公共交通体系を

備えた次世代型の市街地、難しいのですが、これ

をこれからのまちづくりに是非活かしてほしい

と思います。その際の重点エリアとしては、なん

といっても丘の上の中心市街地、もう一つはリニ

ア駅周辺、この２つが重点エリアになろうかと思

います。 

丘の上についてですが、今回コンペで色々なア

イデアが出されました。これらの材料をうまく編

集し、内部化して１つの中心市街地像としてまと

め、それを行政も市民も共有化するというところ

までどうやって持って行くかということが大事

です。この作業をしばらくやっていくことが必要

だと思います。丘の上の将来像をこういう考えに

しよう、テーマはこれでというところまでまず行

くことが必要だろうと、その際に、言葉尻だけ書

いた「将来構想」のような文章をまとめることが

目的ではないので、それが実際に仕事として結び

つく、アクションとしてつながっていくものなの

で、市街地空間の機能だとか、空間構成だとか、

交通システムだとか、緑のネットワークの話だと

か、こういったものをできるだけ具体的に盛り込

んで、イメージをそれぞれが共有化するという意

味の将来像をぜひまとめていただきたいと思い

ます。 

その際に、やはり全体と個が重要ですから、丘

の上全体が良くなり全国に先駆けて次世代型に

ならないと個も次のステップに進めないわけで

すから、そういった原則を踏まえながらこの将来

像をまとめてもらい、その上で将来像を支える骨

格プロジェクトと戦略テーマ、先程３つあげまし

たが、その中からコアテーマを選び、それをテー

マとして地域づくりを進めるといった場合の、そ

のテーマに沿った戦略プロジェクトについて、具

体的に何をするのかということをまとめなけれ

ばいけないということになります。そして、こう

いうことをまとめていくには、かなりの時間とエ

ネルギーがいる、要するに合意形成をしていかな

ければならないですね。丘の上といっても、丘の

上全体の将来像もありますし、それを踏まえたそ

れぞれの通り、自治会、町会等エリアごとの将来

像といったように、段々小さなエリアまで分類さ

れてくるようになるわけですが、そういうことに

ついて共有化し、合意形成を図っていくための仕

事の仕方として、ここで一つの提案ですが、「コ

ミュニティプランニングオフィス・コミュニティ

プランナー」というものを行政が認定して、そこ

の皆さんが地域に入り、地域の皆さんと一緒に将

来像の策定、共有化に向けた議論をしていくとい

うことも考えられるかなと思います。 

もう一つ、リニアフロントに関しては、移転す

る家屋が出てくるだろうと、その場合の移転家屋

がバラバラにならないように、その人たちが一つ

の街としてまとまり、その街が次世代型として全

国に発信できるようなまちづくりをしていく重

点エリアになると思います。 

骨格プロジェクトとしては、競技に応募した３

２チームの提案を見てみますと、そこに共通する

ものがあって、それは公共空間を緑化するという

ものです。中央公園の緑化、中央公園と交わる通

り、街路空間の緑化。そして駐車場や広場、ポケ

ットパークなどの再活用と裏界線とのネットワ

ーク化、これは歩行系のネットワークをつくる際

のポイントになるものです。このあたりのものが

材料として提示されていることを踏まえ、今後の

議論につなげたいと思います。 

戦略プロジェクトとしては、繰り返しになりま

すが、環境・エネルギーの問題、交通を含めた次

世代型の市街地づくりを軸として考えるという

ことですが、その際にもう一つ、都市型観光に先

程触れましたが、特に丘の上のまちづくりを考え

低未利用な空間を新たに利活用し、それをネット

ワーク化していくというまちづくりを進める際

に、そこを訪れる人たちにとって良い時間、良い

雰囲気を享受できる空間、ここでは伝統・文化に

触れる空間だとか、そこで時間を過ごせるプログ

ラムがあるだとか、これまでの観光メニューとは

違った、まちづくりの成果を見てもらうといった

ような、新しいタイプの観光をこれからは考えて

いかなければならないと思います。 

以上が私からのお話になります。ありがとうご

ざいました。 
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（小澤氏） 

それではこれから４時までの予定でパネルデ

ィスカッションに入ります。今回の競技には３２

作品が寄せられ、多様な提案が多数ありました。

ここにおいでの４人の皆さんは、その中でも特に

優れている提案として各賞を贈らせていただい

た皆さんですので、提案内容をまずご説明いただ

きながらこのパネルディスカッションを始めさ

せていただきます。１０分ずつプレゼンをしてい

ただき、その後に牧野市長から質問、コメントを

いただくようにお願いをしてあります。 

それが終わった後に討議に入らせていただき

ますが、提案内容を踏まえ、中心市街地の将来像

をどう考えていくのかということとあわせて、飯

田市の中心市街地の将来像の具体化に向けて、ま

ず何から始めていけば良いのか、誰がやるのか、

とても重要な部分だと思いますので、その部分に

ついて４人の方からご発言をいただき、市長と私

も入りながら意見のやりとりをさせていただき、

その上で２番目のテーマとして、次にそれぞれの

主体、行政だけでなく市民、地権者、その間で専

門的な役割を担う専門家や大学等、それらがどの

ように連携するのかということについても討議

をしていきたいと考えております。時間の関係も

ありますので、その二つのテーマに絞って討議を

させていただきます。その後に会場の皆さんから

ご質問、ご意見をいただければと思いますので、

積極的にご発言いただければと思います。 

それではまず石田さんからお願いします。 

 

（石田氏） 

皆さんこんにちは。大成建設の石田と申します。

今日はこのような発表の機会をいただきまして、

ありがとうございます。是非盛り上がるシンポジ

ウムにしていきたいと思いますのでよろしくお

願いします。 

まず冒頭に飯田についての印象をというリク

エストをいただいたので、それについて述べさせ

ていただきます。 

良い面悪い面ありますが、悪い面については、

提案の中の「ヨソモノ」「ワカモノ」という形で

辛口のコメントを載せてありますのでそちらを

ご覧いただければと思います。良い面としては、

自分で歩いてみた個人的な感想ですが、信州らし

いまじめな創意工夫に富んだまちづくりをして

いると感じました。特にりんご並木とその周辺の

エリアで強く感じました。実は私の母が諏訪出身

で、私も松本と長野に住んでいたことがあり、信

州とは縁が深いのですが、この飯田の中心市街地

とは今まで縁が無かったのです。けれども、今回

歩いてみて、とても良い街だと実感しましたので、

そういう熱意も込めて提案させていただきまし

た。そういった背景も踏まえて提案をご紹介させ

ていただきます。 

タイトルは「飯田再興物語 ～人とまちを繋ぐ

りんごの輪～」としました。パネルを見ていただ

くと登場人物の設定がありまして、まちづくりを

おこなう「ヨソモノ」「ワカモノ」「バカモノ」ち

ょっと言葉は悪いのですが、こういった人たちが

熱心にきっかけをつくったことでその輪が広が



って、特に地元の人たちでまちの魅力に目覚める

人が増え、新しく訪ねてきた人が定着する、新し

くまちづくりをする人たちが育っていく、あるい

は魅力に目覚めて丘の上に住む人が増えてくる、

そういうことをストーリーとして構築したいと

考え、わかりやすく整理をさせていただきました。 

作品に対する評価をいただいた際に、既存のま

ちづくりの活動の実績に対する評価が取り込め

ていないとありましたが、我々の勉強不足で、こ

れまでの活動実績とこの新たなまちづくりの活

動がマッチングできるかの見極めができなかっ

たので、この中では、新たな人が入りつつ、地元

の人も頑張るという形で提案しています。 

再興のストーリーとしては、段階ごとにまちづ

くりのフェーズが変わってくるだろうというこ

とで、最初の５年間は初動期として色々な課題を

抽出してプロジェクトのきっかけ作りから始め

ていき、その次にリニアが開通するまでの８年間

で施策の展開で実を結び始めて、リニア開通後は、

その果実が継続して実るというように再興して

いけばという思いを込めています。 

具体的な提案の内容を説明させていただきま

す。 

今回のコンペの募集要項をいただいたとき、リ

ニア開通の効果をどう中心市街地に活かすべき

かという点を最初にチーム内でかなり議論しま

した。その結論として、リニア開通で生まれる活

力をうまく中心市街地に持ってくる仕組みをつ

くらなくてはいけない、それはハードの提案とし

ては、交通のネットワークとして郊外にできるリ

ニア駅と飯田駅の間を円滑に人が移動できるよ

うなシステムが大切です。具体的には、今の飯田

駅前の交通利便性を高くするため、リニア駅との

アクセス、高速バスの利便だけでなく、車や自転

車での利用も含め、乗り継ぎの利便を高めるため

の駅前プランにしました。駅構内においても、高

架橋で渡っていたものをホームの端を活用し、で

きるだけ平面移動できるようなバリアフリーの

形でプランを検討しました。駅舎の位置も通り町

側に移動させていただいています。そうすること

で広場もつくることができますし、通り町とのつ

ながりが良くなります。 

さらに、駐車場の確保については、駅が丘の上

に上がっていたので、地下駐車場をその下につく

り、そしてピアゴなどとつながったり、駅の西側

と連絡通路でつながったりという提案をさせて

いただきました。駅舎の建て替えの可否について

は、チーム内でも議論がありましたが、せっかく

コンペの機会なので、木々を使った新しい雰囲気

の駅舎にしてみてはどうかと提案をさせていた

だいております。 

次に、駅に呼んだ人をどのように活動してもら

うか、そこには駅前の空間の整備が重要だろうと

いうことで、その一つの柱として市民サービスの

提供を入れさせていただきました。今、お店だけ

でなく様々なコミュニティの活動の場所は地域

全体に分散していると思いますが、飯田下伊那で

唯一集まるとしたらここが一番と思えるような

場所を作れればと提案をしております。イメージ

としては、駅舎の前から飯田病院に向かう方面の

場所に元々公共・公益性のある雰囲気がありまし

たので、そちらがふさわしいと思い、空間の提案

をしてあります。民家風の建物を配置してあり、

交流スペース、体育館のような場所もあります。 

もう一つの柱として産業振興の場所もつくっ

ていくべきではと提案させていただいています。

場所は駅から中央公園に向かう方面に設定しま

した。ここで新たに起業する人の支援や起業した

人の活躍の場を設け、飯田の新しい活力を生み出

せないかと考えました。 

駅前が賑わう中で次にすべきこととして都市

骨格づくりを提案させていただきました。飯田は

中世からの町並みがしっかり引き継がれている

市街地です。時代の変遷でりんご並木、中央公園

等少しずつ変わってきていますが、実際に歩いて

みて、もう少し都市としての明確な骨格があって

も良いのではと感じ、我々の提案としてりんご並

木、中央公園、それから通り町、そして線路沿い

の通り町から中央公園を結ぶライン、ここを新し

いグリーンの輪としてつくっていくことを提案

させていただいています。これによって、より飯

田らしい街になると感じました。提案の中では全

てりんご並木でイメージしましたが、実際はそれ

ぞれの通りごとに工夫があって良いと思います

し、樹種も必ずしもりんごにこだわらなくて良い

と思います。 

こうして駅前が変わり、都市の構造もしっかり

してきた中で、まちなかの更新をどのようにして

いくかです。実際に歩いてみて大改造は難しいと

感じましたが、通りごとに個性的な姿をしている

ことにも気付きました。そういった通りごとの個

性を活かしながら、少しずつまちづくりを進めら

れればと提案させていただいています。空き家や

空き地を更新しながら、敷地内にオープンスペー

ス的なものができれば良いのではと思います。ま

た、建物も、郊外とは違う形の環境配慮型のもの

ができればとイメージしました。 

どのように実現していくかについて、駅前では

区画整理を考えておられるようですが、ＪＲの敷

地が多いようですので、それをうまく公有地化し、

ＪＲではなく公共の事業としてまちの構造を変

えていければと考えています。まちなかにつきま

しては、すでにりんご並木周辺で様々な工夫が行

われていますので、それをうまく発展させていく

方法が良いのではないかと思い、少しずつの改造

を提案させていただいています。ペーヴの修景や



水系を取り入れる、建物の化粧程度で表情をつく

る、生け垣や塀を工夫して開放性を高める、その

ようなことから始めていけばと提案させていた

だいています。また、それよりも少し発展するま

ちづくりができる場合は、駐車場となっている場

所を活用できればと提案させていただきました。 

そういった駅前整備、都市の骨格づくり、既成

市街地の少しずつの改造がうまく組み合わさり、

新しい姿になって活力が戻ってくればと提案さ

せていただきました。私からの提案は以上です。 

（小澤氏） 

どうもありがとうございました。引き続き水谷

さんからお願いします。 

（水谷氏） 

皆様初めまして、森本組の水谷と申します。本

日はお招きいただきありがとうございました。森

本組という会社は、皆さんあまり馴染みがないと

思いますが、２０年ほど前に大鹿村の落合トンネ

ルの工事をさせていただいたことがあります。少

しですが、飯田にも縁のある会社として聞いてい

ただければ幸いです。 

私はこのコンペに応募させていただくにあた

り、昨年１０月に初めて飯田市に来ました。飯田

駅前から飯田城趾まで歩いて回ってみましたが、

歩いてみて、風越山に抱かれたまちの佇まいがし

っかりしているといいますか、風格のようなもの

を感じました。これはひとえに住んでいられる方

に歴史とか愛着が息づいているからだと思いま

した。こうした味わいのあるまちのために何かで

きないかと思い、今回提案させていただきました。

それでは説明させていただきます。 

駅前の観光案内所のガイドマップにもありま

したが、ほんの数十年前までは、飯田の街へ行く

ということが、周辺の女性たちが買い物に行くと

きの合い言葉だったそうです。ショッピングの楽

しみが丘の上にあり、飯田線に乗って買い物に行

くというのが娯楽だった時代がありました。しか

し、近年は中央道の開通やバイパスができたため、

幹線道路沿いに大型店舗が増えたことで、丘の上

に来る方が減少してきたのはご存じのことと思

います。 

そのような中でリニアが着工となるわけです

が、リニア駅は郊外にできるため、リニア駅の利

用客が丘の上に来ないのではという心配は皆さ

んも感じていると思います。そこで私の提案は、

丘の上へのアクセスとして、ＬＲＴを導入すれば

どうかというものです。ＬＲＴというのは、バリ

アフリーを考えて床を低くした現代の路面電車

です。このＬＲＴを街中に整備します。飯田駅か

ら中央通り、銀座を経て飯田城趾までいき、飯田

動物園、市役所、飯田病院を経て飯田駅に戻りま

す。そこからＪＲ線に乗り入れて、リニア駅まで

直通させられればと思います。そうすれば丘の上

からＬＲＴ一本でリニアに乗れますし、リニアの

利用者だけでなく、たとえばお年寄りの方が病院

に行くのに便利になったり、天竜峡や伊那市方面

に直通させることもできます。ＬＲＴだとお金が

かかるので、バスの方が現実的かもしれませんが、

あえて今回ＬＲＴで提案したのは、鉄道は渋滞等

の影響を受けないので時間が正確であるという

ことと、初めて飯田を訪れる人にとっては電車が

直通しているとわかりやすいので、そのことで丘

の上に来るきっかけになればと期待しています。

ＬＲＴにはバッテリー式のものもあり、そのタイ

プにすることで飯田線に乗り入れたときは架線

から電気を取り入れて走行と充電に充て、市街地

はバッテリーで走行するという形にすれば、市街

地の架線等の設備も不要になりメンテナンス費

用も下げられるのでその形で提案させていただ

きました。丘の上の東側に美術博物館や飯田城趾、

人形美術館、映画館などの文化施設がありますの

で、ＬＲＴがそちらを回ることによって来訪者を

呼び込めればと考えました。 

ここまではリニア駅との連携についての提案

ですが、これからは市街地のまちづくりについて

申し上げます。 

飯田駅からりんご並木にかけて何本か通りが

ありますが、交通量はそれほど多くありません。

そこで、車の幹線と歩行者道路に分けて通りごと

の個性を出してみたらというのが提案です。通り

町、三州街道、飯田駅前通を自動車の幹線にし、

本町、松尾町、中央通りは生活車両のみの通行に

限定した歩行者用道路とすることで、歩行者が歩

きやすいようにします。そうすることでショッピ

ングや観光客にとって良い道路になるし、子ども

たちを安心して遊ばせられます。それにより丘の

上の来訪者や定住者が増やせればと思います。 

次に、それぞれの通りについて、こういうもの

にしてはという提案です。 

まず中央通りは店舗の多いメインストリート

ですので、歩行者中心の通りにして道路上にもオ

ープンカフェや出店を出せば、飯田駅からりんご

並木までの街歩きが楽しくなると思います。 

次に本町です。ここは飯田城趾まで伸びていて、

所々城下町の風情が残っていますので、石畳を敷

いた道にして、歴史を感じながら散策できればと

思います。これは夢ですが、もしも飯田城を復元

できれば、全国からリニアで観光客が集まると思

います。 

続いて松尾町ですが、ここは飯田駅や金融機関

に近い所ですので、ベンチャー企業などのオフィ

スを誘致できればおもしろいと思います。ここ飯

田を拠点にしてリニアで東京や名古屋に商談に

行き、休日を飯田の自然の中でのんびり過ごすと

いったライフスタイルが実現できると思います。 

続いて知久町です。ここも昔からの商店街です



が、空店舗が多い現状があります。そういった空

店舗の地権者さんに協力してもらって安価で貸

してもらい、地元の方の創作雑貨のショップやギ

ャラリー等に活用できれば、中央通りや銀座とは

また違った目的で訪れられる個性的な通りにな

ると思います。 

続いてユニー通りですが、飯田駅側に飲食店が

多いので、中央通りの飲食店と連携して今流行の

バル街や街コンなどのイベントを定期的に開い

たり、駐車場を活用した野外ライブなどを開催し

たりすれば、若者が集まる場所になると思います。

こういう場所も必要だと思い提案しました。 

続いて飯田駅前ですが、こちらはリニアが開業

すれば乗り換え拠点として重要な場所になって

くるので、ＪＲ、ＬＲＴ、路線バスの乗り換えが

スムーズにできるようにし、駅前駐車場も整備し

ながら、駅前を起点にショッピングや散策ができ

るような環境を整えればと思います。近年は大型

ショッピングモールが車で簡単に行けて何でも

あるという便利さで人気ですが、丘の上を一つの

ショッピングモールのようにして、ここに来れば

いろんなものが詰まっているというわくわく感

の演出ができればと思いますし、車でももっと来

やすいようになればと思います。ちなみに、駅前

のデッキウォークなどのデザインには、飯田の水

引の結びをモチーフとさせていただきました。 

続きまして裏界線の活用についてです。防火用

の通路としてとても有効で、先人のまちづくりに

対する思いを感じられるものですが、２ｍの幅は

生活用道路として活用するにはいささか狭いの

ではと思います。また、裏界線のみに接した建物

はこのままでは建て替えができないので、行政主

導で裏界線を幅員２．７ｍの位置指定道路にして、

壁面も４ｍのセットバックをするなど条件を整

えれば建て替えが促されるのではと思います。建

て替えの促進には時間がかかると思いますが、裏

界線の良さをうまく残しながら路地として活用

していく方法として提案しました。 

丘の上を活気のある街にするためには、生涯を

通じて学びや創作、文化活動を通じて交流できる

場所が必要かと思います。また、飯田市には周辺

に４年制の総合大学がなく、これも若者が地域か

ら出てしまう原因の一つだと思いますので、「り

んご並木市民大学」というような施設をつくり、

市民の学びの場にできればと思います。飯田ゆか

りの方の講演だとか、伝統工芸を伝えたり、リニ

アを活かして東京や名古屋の大学のサテライト

で講義をできればということが考えられます。 

最後に、実施に向けてですが、土地の権利調整

は時間がかかりますし、ＬＲＴもコスト面のハー

ドルが高いのが現状です。ただ、たとえば道路の

交通規制のような行政の運用で可能なものはや

りやすいかなと思いますし、１１月に開催されて

いる丘のまちフェスティバルのようなイベント

を増やしていくことでまちづくりの意識向上に

つながればと思います。裏界線の活用も行政の都

市計画部局でできそうですし、市民大学のような

ものも飯田市公民館などの既存施設の活用で実

施可能ですので、そういったソフト面の活動から

初めて、少しずつ丘の上のまちが盛り上がってく

ればと思います。今後この丘の上の街が発展して

いくことを祈りまして、発表を終わらせていただ

きます。 

（小澤氏） 

どうもありがとうございました。それでは３番

目になりますが、中畑さんからお願いします。 

（中畑氏） 

こんにちは。東京理科大学の中畑と申します。

私の飯田市の印象ですが、大学のメンバーと初め

て飯田に来た際、りんご並木に行ったとき中学生

がちょうどりんご並木の手入れをしているとこ

ろで、その姿に非常に感動しまして、りんご並木

の発祥とか伝統をそこで勉強させていただきま

した。聞く所によりますと、りんご並木を始めら

れた方々が、今では飯田市の重鎮になられている

方々だと思うんですが、私は大学に勤める傍らで、

浜松市で設計とまちづくりの会社を経営してお

りまして、市民の皆さんの公共心がまちづくりに

一番必要だと思っているのですが、その矢先にこ

のりんご並木に出会いまして、飯田市はものすご

いポテンシャルを持っていると感じたのが飯田

市の第一印象です。 

それでは私たちの提案を説明させていただき

ます。「足を止める駅・ゆっくり行く道」です。 

リニアが開通しますが、飯田市の中心市街地は、

現状、又は今の計画の中では、リニアが開通した

後も「遅い交通」「狭い圏域」「待つ時間」と一見

ネガティブな要素が考えられますが、私たちはこ

れを豊かさに変えてくような提案をしていきた

いと思います。具体的には３つありまして、１つ

目は駅。「足を止める駅」と名付けていますが、

これは駅複合施設とプラザ、広場を中心とした場

とします。駅というのは単なる交通の結節点とい

うだけでなく、そこに学びとか出会いの機能を付

加することで待つ時間を楽しむことができる場

所としたいと思います。続いてこちら、駅とりん

ご並木を結ぶ縦の通りですが、ここを歩行者優先

もしくは歩行者専用道路としたいと思います。３

つ目は中央公園ですが、ここは民間、市民管理の

公園として、新たに性格付けをするという提案に

なっています。それぞれ詳しく説明させていただ

きます。 

「足を止める駅」ですが、現在駅周辺はＪＲ関

係の施設が点在していてまとまりが無い状態な

ので、これらを複合して一体的に建て替えること

で外部空間を囲い取り、それで豊かな公共空間を



つくる。そして当然のことながら、交通の結節点

としての機能をさらに強化する。これはコミュニ

ティバスの導入、リニア駅との行き来など、現状

もありますがそういった部分を強化する。そして

先程も述べさせていただきましたが、待ち時間や

所用の狭間に立ち止まって、人やことに出会う場

所をつくります。駅は飯田の街に向かって大きく

腕を広げた様な格好になっています。当然駅の中

には改札、事務機能は入っていますが、それ以外

にもカフェスペース、自習スペース、ライブラリ

ー等が入っており、また２４時間南北に通れる自

由通路もあります。 

また、駅の南東部、ラーニングステーションと

呼んでいますが、ここはライブラリーとカフェを

揃えたスペースです。乗り換えの時間や電車の待

ち時間が意外と長いという現状がありますので、

その時間をいかに豊かに過ごすかということで

す。仕事の打ち合わせですとか、中高生は下校途

中におしゃべりや自習ができるような場所とな

っています。 

駅前プラザですが、駅前から自動車を排除し、

人のための空間とします。歩行者空間は、駅前プ

ラザから松尾町の歩行者用街路へと連続してい

ます。列柱で縁取られた半屋外空間で、駅複合施

設と一体で使われます。 

駅裏側については、敷地内のオープンスペース

と一体的に再整備をします。カフェや小規模サー

ビスを入れ、賑わいを呼べるようにします。「谷

を眺める展望台」と「山を眺める展望デッキ」と

いうものを考えたのですが、これは丘のまち飯田

の地理的な特徴を活かしたもので、これを駅の中

に設置します。 

続いて交通再編です。駅から松尾町通りにスム

ーズな移動が可能になるように、左右の交通を振

り分けます。右側は自家用車とタクシーのロータ

リー、左側に路面バス、高速バス、コミュニティ

バス等各種バスのバスターミナルとします。 

続いて「ゆっくり行く道」について説明します。 

「ゆっくり行く道」は、歩行者優先の道とする

ため、本町と松尾町の縦通りに設定します。本町

は歩行者と自動車が共存するシェアドスペース、

松尾町は歩行者専用街路として整備します。その

ようなことを実現するために、４つのアイディア

を入れています。 

「抜け道原っぱ」は、裏界線へと抜けるルート

確保のため、街区にひとつ以上の抜け道原っぱを

設けます。続いて「表徳広場」。「表徳」とは各街

に残っている雅な呼び名で、その名前を冠した広

場を設け、そこを普段は住民の憩いの場となりま

すが、縁日や祭りの場としても使えます。そして

「駐車場」です。シェアドスペースの本町通りで

は、一定量の駐車場を設けます。また、松尾町利

用者の駐車場は、同街区の隣接道路に設け、裏界

線を歩いて通って松尾町へアクセスします。それ

から「建築促進」。その他の空地には、新規建築

もしくは改修を促します。自発的な建て替えを誘

導しますが、一部は，ホテルやカフェなどの観光

拠点、また、居住するための場所としての高齢者

施設や若者のためのシェアハウスなどの居住施

設として整備します。 

具体的に見ていきます。 

抜け道原っぱは、裏界線と通りを繋ぐ場所でも

ありますが、広場として様々な憩い方のできる場

所にもなっています。また、裏界線は、松尾町を

歩行者専用街路にするために欠かせない存在で

す。通り町から松尾町へアクセスする場合、通り

町沿いの駐車場に停め、そこから抜け道原っぱや

表徳広場を横の抜け道兼広場として使い、裏界線

の縦道で移動するなど、縦横をあみだくじのよう

に街区内を移動できます。これは街の回遊性にと

っては非常に重要で、浸透性が高い街でどこもか

しこも歩けるし、歩いて色々な発見がある街にな

る可能性があると考えています。 

本町のシェアドスペースは、すでにりんご並木

がそうなっていますが、歩車共存の道で、りんご

並木のＤＮＡを受け継ぎます。 

松尾町の歩行者専用道路は、道にデッキと植栽

を設け、歩きながら時には立ち止まったりできる

場所です。緊急車両の通行可能なスペースも確保

します。 

最後に中央公園ですが、３区画に分けてその全

てに民間のアイデアや民間が管理に乗り出せる

ような提案をさせていただきます。１つ目は、「ス

テージのある公園」です。たとえばですが、シル

クホテルさんのような中心市街地の企業が公園

のマネジメントを担うとして、公園に芝生とデッ

キでフラットな場所を造ったとすると、そこで結

婚式ができたりという場所になります。 

続いて「みんなの食卓公園」。これは飲食業の

組織が中心となってマネジメントします。テーブ

ルや椅子を用意し、更には、飯田名物の焼肉セッ

トのデリバリーができたりと、食のデリバリー、

テイクアウト、キッチンカー等による販売が手軽

にできると、店の中だけでなく街の中で「食」を

中心に人が集まるという文化を根付かせたいと

考えています。 

そして「すり鉢公園」。一番川下側になります

が、一段下に掘り込むことができるので、ここは

住民組織や少年スポーツチームが中心となって

マネジメントします。劇場にもフットサル場にも

なります。 

事業計画を表にしましたが、各事業を進めてい

く上で、当然ながら行政、ＪＲ、民間、まちづく

りカンパニー、町会それぞれが一体となって力を

発揮することが重要だとは思いますが、何よりも

市民が色々なアイデアを出せて、管理・運営に乗



り出せるという体制にすることが、先程から提案

させていただいているような細かいアイデアを

実現させていく為の重要なポイントになると考

えています。 

ありがとうございました。 

（小澤氏） 

どうもありがとうございました。それでは最後

になりますが、松下さんからお願いします。 

（松下氏） 

有限会社みすゞ設計の松下です。日頃は地元の

皆様に大変お世話になっております。今回私たち

は、地元飯田市に住む者として何か提案しなけれ

ばという思いに駆られ、参加いたしました。 

「丘のまちは緑でつながる」という森構想です。

街中に多くの木々を植えることにより、快適で豊

かな都市環境を造り、居住者はもとより、リニア

等で訪れる観光客の皆さんも歩いて楽しい街を

造ろうというものです。 

先程来からお話がありました通り、飯田市では、

次のような姿が描かれています。「小さな世界都

市の実現」、「高付加価値多機能都市の実現」、「環

境文化都市から環境首都を目指す」、「多世代が集

まる、持続可能な都市の実現」というものです。

また、新しいリニア駅は、広域交通拠点・南信州

の玄関口の役割。中心市街地については、歴史あ

る文化と経済の集積交流拠点であり、同時に観光

拠点としての役割が位置づけられています。しか

し、リニアが来たら中心市街地は今以上に寂れて

しまうのではという不安と危機感を感じている

人は少なくありません。そこで、私たちは思い切

った提案をさせていただきました。 

私どもは、地元の利を活かしまして何度も飯田

の街を歩いて調査をし、それらを重ね合わせて考

えてみました。そのうちの４つだけ紹介させてい

ただきます。まずは「緑の調査マップ」です。飯

田市動物園、美術博物館、それからりんご並木、

桜並木、後は周辺に少しですが、この程度しか大

きな緑の集積はありません。いかに中心市街地の

緑が少ないかがおわかりいただけると思います。

それから防火帯ですが、通り町、りんご並木、桜

並木、中央公園、それから幾筋もある裏界線です。

次に商業集積について見てみました。業種で色分

けをしてありますが、中央通り、知久町、銀座通

り、桜町通りといった所が集積している所です。

そして最後に空き家、店舗についてマップをつく

ってみました。この青い部分が駐車場です。そし

て黒い転々とあるのが空き家・空店舗です。大変

ショッキングな結果がわかりました。先程の緑の

マップと重ねてみますと、今後中心市街地のヒー

トアイランド現象が大変心配です。今、飯田の街

中は、緑化率が大変低く、家の前にかろうじて緑

があるという程度です。これでは小さな世界都市、

環境首都というにはほど遠い景観だと言わざる

を得ません。 

これらの調査結果から導き出された私共の答

えは、「街を緑化し、訪れる人を迎え入れる環境

をつくる」これ以外にないと思いました。そして

それを後世に受け継ぐ、美しい遺産を残すという

責任を感じております。そのためには、先程もあ

りましたが回遊性のある街、今までは縦の通りだ

けでしたが、横糸を織るような回遊性のある街を

つくる。そしてその実現のためには、所有形式を

変えて都市を更新する必要があります。そういっ

た場合に、まずは今沢山ある空き家や不適格建築

物から手をつけていけばいいと思います。また、

所有形態が変更される場合には、飯田市固有の

「裏界線」の定義の見直しも視野に入れる必要が

あるかもしれません。こうして様々な手法を使い

つつ、市民が主体的に関わりながら、緑地と建築

を同時に一体で造っていくことが必要だと思い

ます。緑の広場、緑のテラス、緑のカーテン、外

壁緑化など、様々な手法を取り入れていけばと思

います。そして、これまでのリサーチに基づき、

緑被率の回復のイメージを描いてみました。環境

首都となるためには、大型の再開発手法ではなく、

太陽光や太陽熱、それから木々と広場を通り抜け

るそよ風や木陰といった微気候、そして小鳥や虫

など生態系保全まで含めた有機的なまちづくり

を目指すというものです。 

それから今回２つのテーマが与えられていて、

まず駅周辺の面的整備、次にりんご並木までの動

線をどうするかというこの２つについてです。 

まず駅周辺の面的整備につきましては、全体的

に手を加えていく必要があると思います。たとえ

ば駅前に 500 人規模のホールがあってもいいと

思いますし、カフェやアンテナショップ、カルチ

ャースクールを集積していく必要が出てくると

思います。そしてここが緑道の入り口になってい

きます。リニアで飯田市を訪れる人を迎え入れる

緑豊かな玄関口になります。ここにはイベント広

場も必要になるかもしれません。また、駅周辺が

多機能になり、カルチャースクール、図書館、産

直市場や体験工房などもあるといいと思います。 

そして２つ目のりんご並木への動線の選択と

修景ということですが、私共は通り町をその動線

に選びました。ここは防火帯として設けられたた

め、広くて左右の街が分断されてしまっています。

ここを先程申し上げました回遊性のある街をつ

くることで、開かれた、横糸を織るような街にし

ていく、そしてりんご並木との緑道の結節点につ

いては、緑の交差点として少しインパクトのある

提案をしてみました。 

それと緑道・緑の軸は、こんなイメージにしよ

うと思っています。こちらは上から見たところで

すが、緑地と一体で造る、横糸を織りながら行け

るようにすることで、光が差し込み、風が通り抜



け、歩いて楽しい街ができます。そして建物の内

と外の関係が非常に良くなってきます。こういっ

た緑地と一体的に利用できる町屋とライフスタ

イルを提案していきたいと思っています。 

それから先程の結束点にあたる緑の交差点で

すが、この場所にはやや高いランドマーク的なも

のを造りまして、その上から飯田の街中を見下ろ

せるといった場所が１箇所くらいあってもいい

と思います。たとえば、そこに展望レストランの

ようなものがあってもいいのではと考えました。 

最後に、実現するための事業フローですが、大

雑把にですけれど行政とまちづくりカンパニー、

商工会議所、それから民間・個人のお店、オフィ

スなど様々な主体（産・官・民）が一体となって

推し進めなければなりません。ここをスタートと

して５年、１０年、１５年ですが、１２年にはリ

ニアが開業予定です。そんなに時間がありません。

ですから、様々なプロジェクトは、できるところ

から手をつけていくということが必要だと思い

ます。それを時間軸を考慮した柔軟性のあるまち

づくりとして捉えてみました。上から見た絵です

が、最初の５年はそれほどでもないですが、１０

年後になると横軸も含めてしっかりと緑が見え

てきます。そして１５年もすると、街中がかなり

緑で覆われるようになる、これが私の提案してい

る森構想です。リニア開通の頃にも相当緑が多く

なってくると思われますし、そうなれば環境首都

も黙っていても転がり込んでくるのではと思い

ます。そして、小さな世界都市飯田も、この頃に

は実現するのではないかと思います。こういった

森構想によってそれらが可能になると思います。 

実は、今までお話ししてきた点から線、線から

面というお話ですが、点として民間レベルで始ま

ってきています。その実例を紹介します。いとう

やさんという和菓子屋さんですが、その隣に空地

ができました。いとうやさんのご主人のご理解を

いただき、そこに東屋を建てたりイベント広場を

造ったりと憩いの場ができそうです。単なる駐車

場ではなく、景観に配慮するとともに、民を公に

開くという新しい試みをやろうとしています。こ

れが完成の姿です。外観の修景、東屋、そして緑

の広場、さらに後ろの壁面緑化、このような空間

ですがこの秋の完成を目指しています。市役所に

ほど近い街中の好立地に飯田の未来のモデルが

できつつあるということです。 

このような形でお話しさせていただきました

が、この夢と思われる森構想ですけれども、牧野

市長には是非頑張っていただき、小澤理事長にも

バックアップをいただきながら、リニアと並行し

て進んでいくことを祈念申し上げ、発表を終わら

せていただきます。ありがとうございました。 

（小澤氏） 

４人の方どうもありがとうございました。こう

なったらいいなという具体的イメージを示した

提案がいっぱいあったかと思います。これをどう

やって造っていくかということがこれからの課

題になるわけですけれども、その前に牧野市長か

ら聞いてみてのご発言をお願いします。 

（牧野市長） 

それでは私の方からご発表いただいた４人の

方々にお礼も含めて少し感想を述べさせていた

だきます。 

まずはこのデザイン競技を小澤先生からご提

案いただき、実際に競技を実施して、今日この提

言の発表を市民の皆様にも聞いていただけたこ

とは大変意義のあることだと思っております。私

ども行政でもこの都市デザインを考えていくわ

けですが、その際に、専門家の皆様にもアドバイ

スをいただくことが多いわけですけれども、その

場合に一方向から聞いているだけでいいのだろ

うかという思いを持つことがあるのですが、今日

のように様々な方から様々な観点で飯田の街中

をどうしてったらいいかというお話を伺うこと

ができ、それぞれを比較検討できる形でご提案を

いただけたことは、これから中身の濃い検討がで

きるようになるとあらためて思ったところです。

そういった意味で、今日ご提案いただいた皆様に

あらためて感謝申し上げます。本当にありがとう

ございました。 

私の個人的な感想を述べさせていただきます

と、まず、１番目の飯田再興物語という提案は、

国土交通大臣賞を受賞されていまして、それだけ

地域の特性を的確に捉えていただいて、この地域

ならではのものをどうやったらつくれるかとい

うことを、外からの目も交えて提案していただい

たところです。一つ一つのご提案は、こういった

ものがあればいいのではというものをうまく有

機的に組み合わせていただいて、全体に調和のと

れたご提案をいただいたと思います。どれだけお

時間をかけられたのかわかりませんが、よくこれ

だけ飯田の特徴を捉えていただいて、また、飯田

の体力も考慮いただきながらこのご提案をいた

だいたのではということで、そのきめの細かさと

全体の調和がとれていることが今回の評価につ

ながったのではと思います。本当にありがとうご

ざいました。 

それから森本組の水谷さんのご提案ですが、地

域公共交通をかなり意識された提案で、かなり尖

った部分もあって、私自身そういう考え方もある

んだなと感じたところです。このＬＲＴのご提案

は、おそらくドイツのカールスルーエを意識され

ているのではと思いました。あそこはまさに街中

の路面電車が鉄道に乗り入れている街でして、非

常に利便性に富んでいて、ＬＲＴをまちづくりに

活かしている例だと思います。これが飯田に合う

のではということで、バスの方が遙かにコストが



かからないのは承知の上で、あえて提案いただい

たのだと思いました。私は、実現できるかどうか

は別にしまして、こういった特徴が出る地域交通

はアリだと思いますし、まさに富山市はそこ（カ

ールスルーエ）を見た上でまちづくりに取り入れ、

今ではＯＥＣＤにも認められる世界都市になっ

たわけですから、飯田も学ぶところが多いのでは

ないかと思いました。 

そして、東京理科大学の中畑さんのご提案は、

住んでいる人や訪れる人の行動をかなり意識し

てご提案いただいたと思っていまして、待ち時間

をどのように有効に過ごすかとか、街中で子ども

たちが自由に遊べる空間であるとか、単なる賑わ

い云々ではなく、どんなことがこの街の中ででき

るのかといった新しいご提案をいただいたと思

っています。また、中央公園につきましても、色々

な楽しみ方があるというご提案をいただき、今後

検討していく上での参考になるものだと感じま

した。 

最後に松下さんのご提案です。先程飯田市長特

別賞を授与させていただきましたが、そもそもこ

の飯田市長特別賞は誰が決めているかというと、

私が決めています。ただ、作品選考の際は、誰が

この作品を提案したかは公表されていません。審

査の時にこの作品を選ばせていただき、後から地

元の松下さんですという話を聞いて驚きました。

ただ、市長特別賞として選ばせていただいたのは、

一番は飯田市の自主自立の精神「ムトスの精神」

をよくわかっておられて、それぞれの役割を考え

ていただいて、個人であってもそこに住んでいれ

ばまちづくりに参加できるということ、それも重

要な役割を果たせるということをしっかりご提

案いただいたところが、さすがだと思いました。

この地域は、自分たちの地域は自分たちが造って

いくという自主自立の精神が強い地域。その中で、

地域の住民の皆さんを受け身の客体と捉えるの

ではなくて、むしろ主体的に地域づくりに関わる

プレーヤーとしてしっかり捉えていただいてい

たことに一番感じ入ったところです。そうしたま

ちづくりであれば、少しずつではありますが変わ

っていくことができる、まさに松下さんの森の街

構想により、小さな世界都市の実現も決して夢で

はないと思います。以上、私からの感想です。あ

りがとうございました。 

（小澤氏） 

ありがとうございました。それでは、残された

時間が１５分ほどになりましたので、冒頭でお話

しした二つのテーマに分けてご意見をいただこ

うかと思いましたが、二つ合わせて残された時間

の中で意見交換をしていきたいと思います。先程

来皆さんも感じておられると思いますが、ビジュ

アルで、イメージのわくような具体的提案がたく

さん入ってきましたので、これを活かさない手は

ないと思います。この提案をどうしていくのか、

この提案がうまくできるような体制ができて、提

案内容が実現されていくようになれば、標榜して

いる「小さな世界都市」を多くの人がリニアを使

って訪れる、それも１度や２度ではなく、何度も

足を運ぶという状況が確実に起こると思います

けれど、これらをどのように進めていくかと、そ

の際行政は、コーディネーターでありメインプレ

ーヤーとして中軸となるような役割を期待され

るわけですけれども、やはり個々の地権者の皆さ

んや市民の皆さんがこの様なことについての将

来像を共有するということと、これらの提案にあ

るように中心市街地全体を良くしていくため、場

合によっては個人の敷地や建物について関係す

る取り組みをしていかなければならないわけで

すから、その部分について公と全体との協働がき

ちっととれていくようにならないとです。 

そうしたときに、どういう枠組みを作ってどう

いうふうにやっていくんだということは、これは

なかなか大変なことですけれども、それをこれか

ら考えないといけないという問題と、それからリ

ニアに向けてですが、開業まであと１２年しかな

い。東京オリンピックまではあと５年で、それが

終わるとオリンピックが終わったなーと思って

いるその７年後にはリニアが開業すると考える

と、１２年はあっという間です。先程の松下さん

の事業スケジュールを見ても、すぐにアクション

を起こさなければならないという状況かと思い

ます。 

それではこれを今後どう進めるのか、何がポイ

ントなのかというところを、まず４人の方から補

足のアイデアなりコメント、市に対する要望もあ

ると思いますがそれも含めて２～３分でコメン

トをいただき、その後に決意表明も含めて市長か

らコメントをいただきたいと思います。 

それでは石田さんからお願いします。 

（石田氏） 

私たちが提案させていただいた駅前をどう変

えていくか、そしてグリーンベルトという都市構

造をどう造っていくか、それからまちなかをどう

更新していくかということは、他の３人の方も共

通した認識ということで、今日聞かせていただい

て共感したところがとても多かったです。その上

で何から始めたらいいのかということですが、私

たちがコンペに関わっている中では、駅前につい

てあれだけ空地、使える土地があるのに活かさな

いのはもったいないと強く感じまして、飯田では、

駅前をどうしていくかという議論がすぐ始めら

れたらいいと思いました。 

２つ目のグリーンベルトは色々な案が示され

ていますので、これから飯田のグリーンベルトを

どうしていくのか、りんご並木を守っていくだけ

でなく、次の世代のグリーンベルトをどう造って



いくのか、そういう議論を始めていければいいと

思いますし、その中でも通り町は欠かせないと思

いますので、そういった議論をしていただければ

と思います。 

そしてまちなかの更新ですが、これまでの先行

事例は空間として大変良い事例ですが、私が歩い

た感じでは、かなり公共主導で動いているのでは

という印象を受けました。今回松下さんからご報

告があった和菓子いとうやさんの事例は、公共主

導ではなく民間で進められている良い事例だと

思いました。要は、公共が仕掛けた先行のモデル

を、民間の人々の力でうまく広げられるというの

が次に繋げていけるフェーズかなと思います。 

それと、どのように個から共へということも問

題提起されていますが、私たちは外部から来て提

案させていただいている立場ですが、やはり外か

ら何か興すのではなくて、中から種を作っていた

だくきっかけが必要かと思います。そういった意

味で、今日ご参加いただいている皆様それぞれで

きることを地元でしていただくことが一番大切

かなと感じました。その上で私たちのような外部

の人間をどう使うかということですが、通常です

と、中畑先生のような大学の先生とか専門のコン

サルタントの方とかいらっしゃいますけれども、

こういうまちづくりに関わっているゼネコンに

所属している者も大きな関心を持っていますの

で、特に所属にこだわらず、飯田のまちづくりに

関心を持っている人々をうまく引っ張り込んで

もらえればと思います。私からは以上です。 

（水谷氏） 

私が感じたのは、一つはソフトの問題ともう一

つはまちづくりの意識の浸透ということと、もう

一つリニアとの関連ということだと思います。や

はり土地の変更には権利調整に時間がかかりま

すし、インフラ工事は予算の関係もあると思いま

すが、皆さんの提案にもありましたけれど、たと

えば道路の通行ですとか緑化など、ある程度行政

の地区計画とか運用で変えられるものは比較的

やりやすいのかなと思いますので、ソフトの部分

から始めていけばいいと思います。あと、飯田の

街は丘のまちフェスティバルや音楽祭、人形劇な

どイベントが豊かなところだと思いますので、そ

ういったものを通じてまちづくりの啓蒙などに

つながればと思います。 

それから意識の浸透ということですけれども、

ここに来ていただいている皆さんは高い関心を

持たれていると思いますが、住んでいる皆さんや

その周りの皆さんなど多くの市民の皆さんは、こ

のデザイン競技そのものを知らない方が多くい

ると思います。そこで、市民の皆さんが多く集ま

る場所、たとえば商店街のようなところに今回の

提案内容を展示して見ていただければ、皆さんの

意見を集約しやすいのかなと思いました。 

あと、官民協働的なところで、たとえばですが、

市役所で各通りに１箇所くらい空きテナントを

借り上げていただき、そこを起業を目指す人のた

めのチャレンジショップにしたり、まちづくりの

拠点にしていただいたりと、そのようなものをつ

くればそこから情報発信もできるのではと思い

ます。 

それからリニアのアクセスですが、私の方では

ＬＲＴで提案しましたけれど、当然コストもかか

りますが、少なくともリニア駅とＪＲ飯田駅を往

復できるシャトル便ですとか、リニアの駅がＪＲ

線から少し離れてしまっていますので、リニア駅

のプラットホームの真横までアクセスできるよ

うな環境整備など、そういったものを整えていた

だくことで、丘の上に人が来やすくなりますし、

発展の礎になるのではと思っています。私からは

以上です。 

（中畑氏） 

まず何から始めるかというところで、具体的な

話になりますが、提案した中の中央公園について、

ここは公共の場であるというのと、形状が長いの

でりんご並木に匹敵する場になり得ると思いま

す。そこについて提案させていただいたのが、ま

ずはホテルが外部の空間として何かに使うとか、

周辺の飲食業者がバーベキュー場のようにして

しまうとか、そういった提案をさせていただきま

したが、まずはこういう公共の場を民間の提案を

行政も柔軟に受け入れて、実験的に運用・活用し

ていく、そこがきっかけになって街の中にこうい

った場所ができてくると、住民の皆さんの意識も

変わってくると思います。外をみんなで共有する

というのは意外と使えるという意識をもつこと

が重要です。この使えるというのは、敷地や建物

単体を指して、使える使えないと判断するのでは

なく、エリアとしてみた時に、どう使えるかとい

う視点が重要です。ですから、最初は取りかかり

として公共空間をみんなで使ってみる、そしてそ

こから派生して民間の土地や建物も含めて使い

方を考えることで内部・外部をひっくるめたエリ

ア全体を活用するスキームが徐々に生まれ、結果

としてそれぞれの敷地や建物に再び価値が出て

くるということが起こるかなと思います。そうい

う点で中央公園はとても魅力のある場所だと思

います。 

それから、今後どういった形でどういうプレー

ヤーが動いてまちづくりを進めていくかという

ことですが、私は松下さんのお話を聞いていて非

常にすばらしいなと思いました。建築家の皆さん

は色々なアイデアを持っています。特に地元の方

は尚更で、先程小澤先生のお話の中でコミュニテ

ィープランナーというお話がありましたが、建築

のビジョンを持っている方、その他に不動産オー

ナーの方やまちなかで事業をやりたいという方



やすでに営んでいる方、そういった方たちでチー

ムを組んで、現にいとうやさんでやられているの

はそういった形だと思いますが、行政主導のライ

ンとは別に民間が自分たちでアイデアを出して

実現していく形として、そういった組織をそれぞ

れでつくっていく、そのときの行政の役割はバッ

クアップ程度でいいと思うんですね。たとえば不

動産オーナーの方々に挨拶に行く場合などに行

政のお墨付きがあれば多少の安心感があるかも

しれない、そのくらいのサポートでもいいと思い

ます。そういった主体が増えれば、連鎖的にどん

どん広がっていくのではと思います。 

私からは以上です。 

（松下氏） 

先程は市長さんからありがたいお言葉をいた

だきまして、感動しました。ムトスの精神は、わ

たしのモットーとするところでございまして、実

は、今も若者達が、たとえば「次世代会議」とい

うような動きを起こしつつあるんですね。そうい

う皆さんが、まず危機感の共有、そして気運づく

り、それから共有意識をつくる場づくりをすぐス

タートしていただきたいと思います。議論の場が

欲しいと思うんです。それから、わたしは建築の

世界にいますが、今日この中にも CPD 獲得のた

めに同業者の方が建築士会の関係でたくさんい

らっしゃっていると思いますが、これを仕事に絡

めて考えないで、ムトスの精神、犠牲的精神で、

先ほど石田さんが、「バカモノ」が必要というお

話をされていましたが、わたしはまさしくバカモ

ノの１人ですから、この指とまれで、ぜひたくさ

んのバカモノに集まって欲しいんです。そんなこ

とが必要かと思いました。それから、今回こんな

にすばらしいきっかけをつくってくださった小

沢さんはじめ参加してくださった皆さんも、これ

で終わってしまうのは何かもったいなと感じま

して、先ほどもありました、外部の方のお知恵な

りご支援という点では、これをご縁にして、ぜひ

ここで解散しないでまた一つよろしくお願いし

たいと思います。 

（小澤氏） 

ありがとうございました。 

それでは、時間も迫っていますので、まとめも

含めて市長からお願いします。 

（牧野市長） 

なかなかまとまらないところではありますが、

本当にありがとうございました。 

こうした街づくりは、先ほどから「バカモノ」

という話もありましたが、地域の中だけの議論で

はなかなか煮詰まってしまうことが多くて、専門

家の皆様のお知恵をお借りしなければならない

ことも多々あるかと思っています。そして、飯田

市ではそういう皆さんのご提案を大事に考えて

いまして、今日終わったからそれでこの提案がお

蔵入りで明日から何でしたっけということには

ならないということを申し上げます。その一つの

事例ですが、このスライドはウルム市の都市計画

を専門にされているペーターさんという方がい

らっしゃるんですけれども、８年前にウルム市と

飯田市で職員の交流事業をやりまして、その時に

わたしがウルム市に頼みまして、ぜひこれからの

まちづくりをドイツに学びたいので、都市計画の

専門家を半年ほど派遣して欲しいとお願いした

んですね。それでその方にこちらに来ていただき、

実際に住んでもらって、それで特に街中をみても

らいまして提案をしていただいたときに、８年前

ですので「小さな世界都市」ということはまだ計

画になかったのですが、飯田市は世界のどんな都

市と似ているか、私から言うとここだとおっしゃ

っていたのがイタリアのロンバルディア州ベル

ガモ、この丘の上に街がある、この街のイメージ

が非常にあるということで、見ていただくと森の

中に街があるという形で、これはまさに松下さん

の森の街構想なんですけれども、そのイメージを

頭に置いていただいて次のスライドをご覧いた

だければと思いますが、実は彼がこの飯田の街中

で提案してくれたのが「緑のネットワーク構想」

なんですね。専門家の方に今回のように街づくり

の提案をいただいたのは、今回が初めてではなく

て８年前にもあったんですね。そして私ども飯田

市職員はこれを学ばせていただいて、今の中央公

園の整備にも繋げています。ですので、今回のご



提案につきましても、私ども行政としても大事に

してこれからに繋げていきたいと考えています。 

それから、先ほどの、色々な皆さんが主体的に

なってという中で、こうした試みがもう始まって

いるという、いとうやさんの例でもありました。

今市政懇談会をやっていますが、東野地区の市政

懇談会におきましては、桜並木の再整備をするん

だというお話をいただき、また、東野の将来のま

ちづくりをどうしていくかという基本構想も考

えていきたいというお話もいただきました。また、

橋北地区におきましては、まるごと博物館構想と

いうことで、今年３月末に橋北地区の皆さんの熱

心な活動により春草公園がオープンし、新たに愛

する会を組織して公園の管理・活用をしていただ

いていますが、様々な形で今まちづくりへの主体

的な動きができてきています。まさにそういった

地域の皆さんの主体的な活動を行政としてもし

っかりとバックアップして、今日ご提案のあった

ものも参考にさせていただきながら、リニア時代

にふさわしい飯田の街、中心市街地をつくってい

ければと思っています。 

今日も何度も出ましたが、リニアが来るとまち

なかが寂れてしまうのではという危機感は、誰し

もがお持ちになると思いますが、そこを乗り越え

て、そうならないためにどんな街づくりをしてい

くのかという議論を、今日を契機に深めていけれ

ばと思います。その議論をしっかりして、それぞ

れの皆さんがまちづくりに関わっていくことが

できれば、きっと、今日ご提案のあった街、その

提案に負けないすばらしい街が、このリニア・三

遠南信時代に実現することは可能だと思います。

本日おいでいただいた皆様と一緒になって頑張

れればと思いますので、それをお願い申し上げ、

私からのコメントにさせていただきます。本日は

ありがとうございました。 

（小澤氏） 

どうもありがとうございました。是非この出さ

れた提案を元に実現に向けて、外からの刺激と、

松下さんのおっしゃるムトスのまちづくりを興

すということを繋げていっていただきたいと思

います。ご清聴ありがとうございました。 


