JSURP News
今週の News
1．JSURP 7 月後半の動き
2. 研究会紹介―ものづくりまちづくり研究会
3. 全まち 2021 厚真分科会の報告

■JSURP 7 月後半の動き
１.190 回理事会(7/20)
7 月 20 日に第 190 回理事会がウエブにて開催さ
れ、委任を含め 30 名が出席し会は成立しました。
主要な議事は、今期の課題でもある協会のビジョン
作成と会員制度改革、及びこれに関連の深い HP を含
めた広報情報体制改善に向けたプログラム提案につい
ての検討と承認がなされました。合わせて協会事業執
行時における責任体制の確立などが承認されました。
次いで、JANPIA 休眠預金活用事業、官民連携まち
なか再生推進事業、全国まちづくり会議 2021、寄付
者懇談会の結果などに関する報告が行われました。
次回理事会は 8 月 24 日に行われます。
2.地域デザイン研究会(7/21)
地域デザイン研究会が 7 月 21 日にウエブ上で開催
されました。研究会では会員の高山さん等による 6
月 5 日（土）に開催された「北区王子地区のまち歩
き」の報告と、ぼんぼり光環境計画の角館さんによる
景観とあかりに関する事例紹介を含めたレクチャーが
行われました。
3.全まち北海道厚真分科会(7/24)
全まち 2020-2021 分科会の第５弾、北海道厚真分
科会が 7 月 24 日に WEB で行われました。当日は約
６０人の方がウエビナーに参加されました。分科会の
開催内容など詳細は後半の「全まち 2021 厚真分科会
の報告」に詳述します。
4.事業戦略委員会(7/27)
事業戦略委員会では、JSURP と都市・まちをフィー
ルドとする様々な民間企業・団体との連携の可能性を探
るべく、５月より「Jsurp Open-Source」のタイトルの
もとで試行的なセッションを積み重ねています。7 月
27 日には、6 月の総会後のシンポジウムのゲストスピ
ーカーの一人でもあったボーダレスハウス（株）の李さ
んなど２名の方とセッションを行いました。ゲストの
方々からは、都市におけるビジネス展開を図る上で
JSURP のような専門家集団への期待と連携の可能性な
どが語られました。
5.研究会協議会(7/29)
2021 年度第 1 回の研究会協議会が 7 月 29 日に開催
され、昨年来検討協議が重ねられてきた「研究会規約」
の改訂最終案を協議作成しました。今後、欠席した協議
会メンバーに周知の上、次回理事会に図って承認を得て
施行する予定です。

‘210802

発行：Jsurp 日本都市計画家協会
https://www.jsurp.jp/

■研究会紹介―ものづくりまちづくり研究会（渡会）
研究会活動は JSURP の設立初期以来の主要な会員活
動です。現在、７つの研究会が活動を行なっています。
JSURP News では順次各研究会の活動状況を紹介して
いきます。第１弾はものづくりまちづくり研究会です。
１．ものづくりまちづくり研究会とは
産業と都市・まちとの関係を再認識し、相補的な関
係をいかに構築していくか、産業・ものづくりをまち
なか再生の重要なパーツとしていかに組み込むのかと
いう視点に立って、これからの産業と都市について、
ものづくりとまちづくりについて協働的な検討を行う
ことを目的としています。
２．研究会の概要
①設立：平成 21(2009)年 5 月
②主な活動メンバー：土井幸平、伊藤清武、久保
亨、内山征、渡会清治、千葉葉子等
③主な活動内容
・月例会：数か月に 1 回、参加者 10 名程度
・現地の視察、行政等関係者との意見交換
・全国まちづくり会議でのセッション
３．近年の活動概要
①2020 年度
コロナ禍、全まち非開催などの条件下であったが、10
月に川崎市の京浜臨海工業地帯発祥エリアを視察、昼は
陸域を歩いて、夜は海から工場夜景を楽しんだ。
12 月に、大田区のおおたクリエイティブタウンプロジ
ェクトへの協力要請を受け、観光 ものづくりの視点か
ら現地調査、意向把握調査、ヒアリング等を行なった。
②〜2019 年度
ものまち研は毎年、全まち開催都市に関連する「産業
とまちづくり」をメインテーマとして事前の現地調査・
文献調査とヒアリングを重ね、それらを集約して全まち
当日のセッションを行うことを継続してきた。
★全まちにおけるものまち研セッションの履歴
ものまち研のこれまで
・全国まちづくり大会２００９ in 川崎
大都市工業集積地の再生 〜東大阪市高井田地区、板橋区舟渡３丁目地区、他〜
・全国まちづくり大会２０１０ in 熊本
大牟田・荒尾の産業都市計画 〜団琢磨の構想力〜
・全国まちづくり大会２０１１ in 埼玉
ものづくりとまちづくりの関係をアートが変える 〜岩槻人形と川口鋳物〜
・全国まちづくり大会２０１２ in 神戸
産業復興のデザイン ～“くつのまち長田”復興物語に東北産業復興のヒントを探す～
・全国まちづくり大会２０１３ in 長岡
「工業都市の底力」 ～地域に深く根を張る技術がまちを磨き魅力化する～
・全国まちづくり大会２０１４ in 北上
北上発 ものづくりコミュニティ
・全国まちづくり大会２０１５ in 東京
川から見る産業立地 〜石神井川、古川、目黒川、小名木川、他〜
・全国まちづくり大会２０１６ in 高岡
産業都市・高岡の戦略 〜イノベーションをまちから創発する〜
・全国まちづくり大会２０１７ in 横浜
鶴見川中流域工場街の未来型を考える

2019 年は 9 月に江東区で開催された全まちにおいて
「江東デルタの産業とまちづくり〜まち場からのイノベ
ーション〜」をテーマとしてセッションを開催した。

■全まち 2021 厚真分科会の報告（宮崎汐里）
全まち 2020-2021 の第５回厚真分科会を 7 月 24 日
（土）に zoom ウェビナーにて開催しました。
1.開催の趣旨
厚真町は、2018 年 9 月に発生した平成 30 年北海道
胆振東部地震により甚大な被害を受けています。
本分科会では、多様な災害の在り様から今後の地域再
生支援を検討する一環として、タイトルを「胆振東部地
震による被害と地域再生の現在地に学ぶ」とし、協会と
しては初めて、厚真町の被災状況と再生のプロセス、こ
れからの地域づくりの展望を学ぶ機会としました。

のクロストーク
・プログラムオーガナイザー
宮崎汐里（NPO 日本都市計画家協会）
4.主な論点
全体を３部構成で実施し、第１部は、厚真町役場の江
川充典氏から胆振東部地震の被害概要と、土地利用の観
点からの地域再生支援について、東北大学災害科学国際
研究所の定池祐季氏から、厚真町できめ細やかに行われ
た個々の暮らし再建へのサポートについて解説いただき
ました。第２部では、コミュニティづくりや町民主体の
まちづくりに向けて活動される４人の方から、現在の活
動や今後の展望についてお話を伺いました。第３部では
これらの結果を踏まえて、厚真の被災と復興の特質、特
にコミュニティ再生や民間（NPO、企業）と公的セク
ターとの連携による復興活動の進展などについて、厚真
側のパネリストと JSURP 側参加者との間で意見交換が
されました。

2.被災の概要と被災後の多様な取り組み

厚真町の人口は約 4,400 人、被害が特に甚大だった
町北部は農業従事者の多い地域です。6,000 か所以上の
斜面崩落が起き、37 名の尊い命が失われました。
昨年災害公営住宅が完成、住まいや生業の再生も徐々
に進み、現在では、住宅移転再建による通い農への転換
など、震災前の暮らしからの変化も見られています。
変化しゆくコミュニティのなかで、LSA（生活支援相
談員）を軸とした丁寧なフォロー、町のローカルベンチ
ャー推進事業を活用したプレイヤーによるスペース運
営・モビリティ事業を通じたコミュニティビルディング
など、多様な活動が展開されています。
3.分科会のプログラム
第 1 部:胆振東部地震の特性と地域再生支援
江川充典氏（厚真町役場 都市計画グループ）
定池祐季氏（東北大学災害科学国際研究所）
第 2 部:“災害”と“再生”にまつわるそれぞれの活動とこ
れから
山口純子氏（厚真町社会福祉協議会）
吉田文至氏（厚真町社会福祉協議会）
村上朋子氏（住民活動団体つむぎ）
成田智哉氏（マドラー株式会社）
聴き手：定池氏
第 3 部:トークセッション「今後の地域づくりに向け
て」
厚真町からの参加者と日本都市計画家協会メンバー

5.おわりに
復興とは「そこに住んでいる人たちが安心・健康にま
たここで暮らせると思えるようになること」という言葉
が印象的でした。厚真の皆さんの実践からは、被災地と
いうキーワード抜きに多くのことが学べると感じていま
す。ご登壇・ご視聴いただいた皆様、誠にありがとうご
ざいました。
■会員向けアンケート調査ご協力のお願い
協会活動の基礎となる会員各位の情報は、多くの場合
入会時情報のまま更新が十分されておりません。
そのため、皆様の現状と併せて協会活動への参加意向や
協会への期待などを伺いたいと考えており。以下のアン
ケートへご回答いただきますようお願い致します。

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNGK
Dg7VqUfuyIUXoemgSvwDVZsLC9UpduVuio3O5XJS
kYTg/viewform
※個々の回答内容（個人情報を含む）は公開しません。
※アンケート画面にアクセスできない場合は協会本部ま
でご連絡ください。
■８月の予定
①8 月 2 日（土） 全まち特別部会
②8 月 24 日（火） 第 191 回理事会
③8 月 28 日（土） 全まち 2021 岡山真備分科会
※夏季休暇は 8/9（月）〜8/13（金）です

