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■「全まち 2020-2021in 大船渡」の報告
全国まちづくり会議 2020-2021 in 大船渡が、11 月
27 日（土）に、大船渡市で開催されました。コロナ禍
により昨年は大会の開催を断念し、その代替措置として
昨年 12 月から今年の 9 月までの 10 ヶ月間をかけて、
全国７カ所で分科会（ウエビナー形式）を開催し、その
集大成として「2 年がかりの全まち大船渡大会」を開催
しました。
◆開催場所の概要
開催場所である大船渡市中心部に位置するキャッセン
大船渡エリアは、震災で壊滅した中心部で土地区画整理
事業（33.8ha）が行われ、そのうち JR（BRT）大船渡
駅周辺に市有地約 10.4ha を集約して津波復興拠点整備
事業を行い、
「キャッセン大船渡」と命名して商業系街
区群として整備されたものです。この街区群の整備・マ
ネジメントにわたる一連の事業は、2017 年度の日本都
市計画家協会賞まちづくり大賞を受賞しています。
◆開会/挨拶、オープニングトーク（10:00‒10:30）
開会予定の 10 時より、JSURP 小林会長の開会の挨
拶が行われ、続いて臂理事、神谷理事、渡会専務理事の
3 名によるオープニングトークでは、この一年間の分科
会活動を振り返りつつ、その成果を受け継ぐこの全まち
への期待などが語られ、全まち大船渡大会がスタートし
ました。

◆セッション A（10:30‒12:00）
セッション A では、キャッセン大船渡と熊本、真
備、厚真をウエブで繋いで、石巻分科会の苅谷智大さ
ん、大槌分科会の及川一輝さんの二人が進行役となっ
て、石巻、大槌、気仙沼、熊本、真備、厚真、糸魚川
の７分科会での議論の紹介、それぞれの地区の災害と
被災の状況、地域コミュニティの状況、復興の状況な
どを語り合いました。
◆全まち特別賞（12:45 ‒13:05）
この賞は、今回の全まちのために設けた震災復興を
テーマとする特別賞で、大船渡市越喜来地区の、浦
浜・泊連絡協議会まちづくり委員会、甫嶺まちづくり
委員会、気仙沼市大谷地区振興会連絡協議会・大谷里
海づくり検討委員会の３団体が受賞しました。
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◆セッション B（13:10‒14:40）
セッション B では、進行役の内山理事より、JSURP
の復興支援 10 年間の活動の紹介の後、①復興事業によ
る成果＝アセットの活かし方について、②地域にとって
価値あるモノゴトが生まれ続けていくために、地域住
民、プランナー、行政はどうしていくべきか？今後のま
ちづくりの体制について、の二つのテーマでディスカッ
ションが行われました。
◆ゲストスピーチ（15:00-15:30）
15 時からのゲストスピーチは、大船渡市をはじめとし
て多くの被災都市・被災地区の復興に関わってきた北原
啓司弘前大学教授の「―これからの 10 年、今後の被災
地のためにーポスト復興をあずましい未来へ」。そして
intergrowing（相互成長）からさらに、intercreating
（相互創造）へと、新たな概念提起がなされました。
◆セッション C（15:30‒17:00）
セッション C では「これからの 10 年、今後の被災地
のために」をテーマとして、北原教授のスピーチを受け
て「あずましい復興と intergrowing」についてディス
カッションがされました。

◆被災地まちづくりトーク（15:30 ‒17:00）
サブ会場のキャッセン大船渡では、神谷理事のコーデ
ィネイトによって、被災地に関わる方々などによるトー
クセッションが行われました。
◆クロージング
クロージングでは、戸田公明大船渡市長からの講評を
含む挨拶があり、最後に本大会の実行委員長である臂理
事の全体講評ののち、本大会の各セッション等の結果報
告が行われて大会を閉じました。
■194 回理事会(11/17)の報告
11 月 17 日に第 194 回理事会が協会事務所/ウエブ
のハイブリッド方式にて開催され、委任を含め 32 名
が出席し会は成立しました。
主要な議事は、ビジョン・会員制度検討の中間報
告、2021 全まち開催及び次年度について、事業戦略
委員会、JANPIA 事業などの審議・報告が行われまし
た。次回理事会は 12 月 15 日に行われます。
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①12 月 4 日（土）日本都市計画家協会賞審査会
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（佐谷和江）
②12 月 15 日（水）195 回理事会
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