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まちづくり研究

都市計画家・水谷頴介のまちづくりを振り返る
水谷頴介×宮脇檀──六甲アイランドCITY、シーサイドももち

インタビュー：小林郁雄（非認証NPOきんもくせい代表、コー・プラン元代表）

水谷頴介と「水谷ゼミナール」
──本誌67号（2013）で「宮脇檀のまちなみ読本」という特集を

組みました。そのとき、宮脇さんの「盟友」であり、まちづくりのパー

トナーとして水谷頴介さんのお名前が何度か出ていました。

　水谷さんご自身は、都市計画家として関西では多くの実績があり

幅広く人材を育てた方ですが、今の若い人や東京方面の方々には、

あまり知られていないようです。そこで今回は、長年、水谷さんと

お仕事を共にして、その志を継承しているともいえる小林郁雄さん

に、水谷さんとその住宅地開発についてお話しをお伺いしたいと思

います。

　⽔谷頴介さんが亡くなったのが、1993年なので今年は
もう没後25年ということになります（享年58歳）。

　じつは⽔谷さんが亡くなる直前から「⽔谷ゼミナール」
というのを始めました。そこで亡くなった直後に「⽔谷頴
介先生追悼記念　神戸で育ったアーバンデザイナー達に
よる　都市と建築の提案」という冊子をまとめました。併
せて、パネル展⽰（創造博物館＝旧神戸郵船ビル）、シン
ポジウム（テーマ「⽔谷論文＝町住区をめぐって」）など
も開催しました。その冊子の巻頭挨拶文が「⽔谷ゼミナ
ール」についてわかりやすく紹介しています（資料1）。
　⽔谷ゼミナールは現在でも活動は続いていて、年6回や
って26年になりましたから累計で155回ですか。阪神・淡
路大震災直後の2月だけやらんかったんです。一昨年の6
回は全部、「⽔谷頴介シリーズ」をやったんですよ。既製

ご 挨 拶
　私達水谷ゼミナールは、神戸市及び阪神地域で主に都市計
画と建築の分野で活躍された故水谷頴介先生の弟子と自称す
る者とその関係者が集まって、「都市と建築」について勉強し、
議論しているグループです。
　去る1993年2月4日、その水谷先生が永眠され、同2月
25日に、水谷先生が尊敬されていた村野藤吾先生設計の西
山記念会館大ホールで「偲ぶ会」を催したところですが、こ
の度、神戸市においてアーキテクチュア・フェアKOBEが展
開されている機会に、関係深いテーマの集まりである私達水
谷ゼミナール生も、先生への追悼の意味も兼ね、先生の業績
の一端を示すパネルを中心に、私達がこれまでに取り組んで
きたプロジェクトなどをパネル化し、持ち寄り、この「都市
と建築の提案」展を開催することになりました。
　展示内容は、神戸市のアーバンリゾートフェア神戸'93に
ちなみ、各自、神戸市に関連するプロジェクトを選ぶことに

心がけました。メンバーによっては、「この機会に是非皆さん
に見ていただきたい」、また「これしかない」というプロジェ
クトを含め、神戸市以外のプロジェクトも含まれています。
この点については、「（水谷先生に教えられ）神戸で育ったア
ーバンデザイナ一達」が他地域でも頑張っているという視点
でご理解を願います。また、パネルのレパートリーが都市と
建築に関する基本調査、基本構想、基本計画、実施設計にわ
たる一方、計画対象が要素、建築、街区から、地区、地域、
都市群にわたり、さらに、数ヶ月の短期プロジェクトから、2
〜30年単位の長期プロジェクトにわたっておりますが、この
ような内容の多様性が私達水谷ゼミナール生の特徴でしょう。
　このパネル展は、私達水谷ゼミナール生の日頃の「都市と
建築」に関する研鑽の一里塚であるとともに、水谷先生の永
遠の旅立ちに対する心からの献花と考えています。
1993年6月
水谷ゼミナールを代表して 後藤祐介（ジーユー計画研究所）

資料1　「水谷ゼミナール」（『都市と建築の提案』より）
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インタビュー：小林郁雄（非認証NPOきんもくせい代表、コー・プラン元代表）

服団地、阪神間、住宅団地、個人住宅、臨海開発、私の
作品の6回。歴史的な保存活動などには触れられませんで
した。⽔谷さんの活動を一度振り返らないといかんという
話はもう3年前からしていて、いろいろ資料はまとめてい
るところです。
　最新版の話をしますと、年表をつくったり、「⽔谷頴介
と⽔谷ゼミ」の記録、雑誌発表記事などを大体PDFにし
てデジタルの記録集のようなものをまとめています。あと
はぼくがちょっと書かないといかんところは残っています
が、その一環として今年、⽔谷さんを直接知っている人
がまだ幾らかいらっしゃいますので、⽔谷さんとの「出会
い」、「重要と思われる（好きな）プロジェクト」、「もしも
⽔谷さんが生きて阪神・淡路大震災に遭遇したらどのよう
なことをしたか（して欲しかった）と想像されますか」を
尋ねるアンケートというかお手紙を30人ぐらいに差し上
げて、回収しているところです。藤本昌也さんからは、「こ
れはアンケートだけでなく、⽔谷さんのことはちゃんとし
なければならないから一遍インタビューに来い」と誘われ
て伺い、丁寧なメモをつくっていただきました。

　何が一番興味深いかというと、⽔谷さんは93年に亡く
なって95年に阪神・淡路大震災が起こっているのですが、
もし震災のときまだ生きていたらあのオジさんは何をしと
るだろうかという話ですね。ほんとに惜しい話です。

大学卒業と都市計画
──水谷さんが大学を卒業された頃は、まさに日本の経済成長の

波の中でさまざまな都市改造、計画が生まれた華々しい時代です

ね。その中でどのような都市計画のお仕事をスタートされたので

しょうか。

　いまではもう若い人は、⽔谷さんがどのような仕事をな
したのか、ご存じないと思います。追悼記念のとき、「⽔
谷頴介さんによる主な『都市と建築の提案』20選」とい
うのをリストアップしました（資料2）。都市計画と建築で10
個ずつ、これが弟子たちが選んだベスト10×2です。とい
うか、素性のわからん仕事もしていますけれども、一応ち
ゃんとわかる、間違いないものはこんなもんだろうという
ことで挙げています。
　追悼記念のときはこの20点以外に、先の「ご挨拶」に

年 テーマ・名称
都市設計

1961 大阪既製服縫製近代化協同組合枚方工場団地
基本計画・設計

1965 大阪湾総合開発——チャンネルシステムズ
1966 神戸のアーバンデザイン
1966 神戸市白川土地区画整理事業基本設計
1969 住友鈴蘭泉台団地開発基本計画
1970 神戸港ポートアイランド基本設計

1974 田園都市一阪神間／住吉・御影・芦屋・岡本・
夙川

1974 板宿地区未来像計画

1980 竹原市伝統的文化都市環境保存地区整備計画
調査

1987 福岡シーサイドももち市街地計画
建築設計

1965 西川造園設計事務所
1966 グインホーム
1967 太陽工業(株)枚方工場
1969 四国物産(株)本社
1971 中川木材店本社・寮
1971 新海浜別荘地開発・モデル住宅
1973 元町１・２丁目商店街レンガ舗装
1974 垂水の家［高田邸］
1976 塚口の家［木川田部］
1979 神港旭ビル［三宮東共同住宅］

資料2　水谷頴介による主な「都市と建築の提案」20選

水谷頴介氏（1935 ─1993）
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もあるように、弟子たちが各自のプロジェクトをパネル化
して持ち寄り、「都市と建築の提案」という展覧会を開催
しました。そのときは、真っ先にエントリーされた安藤忠
雄さんはじめ60点のパネルが集まりました。建築もあれ
ば、造園もあれば、お城つくったやつもおるし、そういう
展覧会でした。このパネル展は、実は合計3回やっていま
して、⽔谷ゼミナール10周年の2001年、それから⽔谷さ
んの13回忌である2005年にも開催しています。
　⽔谷さんの詳細な年表もつくってありますが、ここでは
プロフィールを簡単に紹介しておきましょう。
　1935年（昭和10年）に東京で生まれましたが芦屋へ引
っ越してきて、⼩学校から灘中へ行きますが、それから灘
高・東大に進学するのが普通なんですが、嫌やと⾔って
県立芦屋高校（1946年から８年間で６度の夏の甲子園出
場、1952年優勝）へ行って一生懸命に野球をやっていた。
その後、神戸大学工学部建築学科に進学してから、当時
川名吉エ門先生がいた大阪市立大学大学院修士課程（工
学研究科都市計画専攻）に進みました。その後卒業して
一旦東京の久米事務所に勤めますが、すぐに帰ってきて

1960年から大阪市大の助手となり、そのまま10年ほどず
っと助手で終わるのですが、そのあたりから、仲間を募っ
て関西方面で多くの都市計画の仕事を手がけるようになり
ます。
　今の人はほとんど知らないかもしれませんが、その頃都
市計画の泰斗といえば、東京は東大の高山英華先生で関
西は大阪市大の川名吉エ門先生。そこで、みんな大阪市
大へ行こうとしたんですが、ぼく（⼩林）も⽔谷さんと同
じルートで、神戸大から大阪市立大学工学研究科に進み
ました。
　⽔谷さんは川名吉エ門先生の門下として都市計画を学
んだので、神戸の須磨ニュータウンや、枚方の工場団地
の計画など、川名先生が全部、若造の⽔谷さんにやらせ
たものでしょう（図1）。川名先生はその後東京都立大学に
行かれて高見澤邦郎さんの先生になるわけですから大先
生、偉い先生なんです。⽔谷ゼミナールのぼくらはみんな
川名吉エ門先生の孫弟子ということになるんでしょうかね。
　それで1960年代後半から、⽔谷さんは芦屋が自宅です
から神戸・六甲台にアトリエをつくって、大阪市大の大学
院生の連中たちと一緒に神戸の仕事を始めます。そのこ
ろ、日本には都市計画のコンサルタント事務所はまだほと
んどなかった。役所の主導する都市計画の仕事を誰が担
っていたかと⾔えば、大学の研究室です。関西では、京
大の西山夘三先生の研究室もありましたが、神戸大には
都市計画はありませんでした。⽔谷さんは、64年には

「Team UR」（注1）というチームを結成して、そのような組
織体制で仕事をしていました。

都市・計画・設計研究所の設立
　しかしやがて、70年安保の前の年頃になると、ほとん
どの大学が学生に封鎖されて中には入れないし、先生も
おらん。大学の研究室で仕事するというのは「癒着や」い
うことで全部やめろという話になって、結局、役所も大学
に仕事を頼めないことになる。でも都市計画コンサルの仕
事はある訳ですから、会社をつくってそこでやってくれと
いうことになりました。それで、1969年には都市・計画・
設計研究所（UR institute of urban planning & design）
という株式会社を設立しました。同じことが当然東京でも
起こっているわけで、1970年に土田旭さんたちが都市環
境研究所を設立しています。
　ぼくは1966年神戸大3年生のおわり頃から、⽔谷さんの
神戸・六甲台のアトリエで仕事をしていて、そこから大阪

図1　大阪既製服縫製近代化協同組合枚方工場団地（1961〜65　大阪府
枚方市）
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六甲アイランドCITYプロジェクト
──水谷さんと宮脇さんがコンビで取り組んだビッグプロジェクト

として私たちがよく知っているのは、六甲アイランドCITYです。

　六甲アイランドCITYの仕事は、ちょうどそのコー・プ
ラン設立の1986年からスタートした事業なんです。
　神戸市東灘区の沖合を埋め立てて人工島をつくり、港
湾施設から、住宅、業務、レクリエーション機能を備えた

「多種機能型複合都市」を建設しようとするものです。そ
の中心ゾーンの計画をコンペで勝ち得たのが積⽔ハウス
を含む住友信託企業グループでした。
　積⽔ハウスは住宅メーカーとしては大企業ですが、六
甲アイランドのような大規模なまちづくり系のプロジェク
トをやったことはそれまでありませんでした。数十戸の戸
建住宅団地や、あとはマンションぐらいかな。そこをたま
たま六甲アイランドの開発では、昭和設計とアーバンライ
フ株式会社など住友信託銀行がつくったチームにディベ
ロッパーとして積⽔ハウスが加わりコンペに応募して当選
した。バブル経済の前で不景気な時期だったので「そん
なものつくったって売れへんで」という話で、どこも応募
しなかったわけです。これが通ってしまったわけですが、
積⽔ハウスもそれなら金だけ出して口は出さんとはいきま
せんから、顧問の宮脇さんに相談したんでしょう。「それ
なら、神戸には⽔谷がおるから、一緒にやろう」というこ
とになりました。
　積⽔ハウスにはいろいろな研究所があってそこに神戸
大出身のいろいろな分野のスタッフがいたので彼らを六甲
アイランドプロジェクトに集めてチームをつくってやりま
した。宮脇さんと⽔谷さん、そして私と都市・計画・設計

写真1　六甲アイランドCITYの打ち合わせ当時の水谷氏（右）・宮脇氏

市大の大学院へ通うはずでしたが封鎖で行けない状態で、
1969年3月に修士を修了して、都市・計画・設計研究所
が6月に株式会社になってそのまま取締役、どこにも行か
ずにTeam URから株式会社URに就職したわけです。そ
こからずっと17年間URで最後は代表取締役神戸事務所
⻑でした。74年までTeam UR以来10年経ったとき、10
周年記念として『UR PROJECT SHEET』という冊子を
まとめています。当時は、建築設計の仕事もいくつか入っ
ていますが、コンサルの需要があって多くの仕事をこなし
ました。
　その主なものをシートにして掲載したのですが、それが
10年で67プロジェクトありました。ほとんどが兵庫県、
神戸市で、そこから西日本は少しありますが、京都、奈良
はやってない、そのへんは地域的にものすごくはっきりし
てる。そういう意味では、ぼくらがやっていた仕事という
のは、70年代まで全国的に見るとマスコミや東京の人は
誰も知らなかったでしょうね。
　都市・計画・設計研究所では、仕事も順調にあったの
で70年代の後半には大会社になっていました。都市計画・
建築だけでなく、土木・造園系までありました。アルバイ
トを入れると総勢50人ぐらいスタッフがいて、神戸が本
社で、大阪と福岡に事務所がありました。しかし、会社は
大きくなっても、当時のメンバーにはプロジェクトを動か
せるチーフは結構いるのですが、企業としてのマネジメン
トを誰もやりたいと思わない。それじゃあ、会社を分社化
させようということになって、⽔谷さんも辞めてしまった。
⽔谷さんは、社会システム研究所というのを設立して所⻑
を務めたりもしていましたが、81年に「計画同人TUR・
⽔谷研究室」というのを主宰してそこを中心に活動を続け
ました。
　ぼくも86年株式会社コー・プランというプランナーの
協働事務所を設立して独立したわけです（注2）。それで、
⽔谷さんにそこの顧問みたいなかたち（アドバイザー）で
来てもらいました。ただ、⽔谷さんはちょうどその86年頃
から病に冒されることになり、手術や退院を繰り返しまし
た。その間には、講演やシンポジウムへの参加や海外旅
行も何度かしていますし、亡くなる93年頃までずっと仕
事を続けていました。
　株式会社コー・プランを設立した頃からちょうどバブル
景気になりました。私たちも死ぬほど忙しくなりましたが、
その間ずっと⽔谷さんは好きなことしていたのですが、何
の問題もなかった。
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研究所の太田尊靖さんの4人がセットで積⽔ハウスの顧問
団みたいな格好でやったのが、六甲アイランドCITYの住
宅まちづくりということになります（写真1）。
　六甲アイランドCITYの構想は、島の中央を緑の城壁で
囲んでその中を住宅地として開発しました。それで個々の
建物の設計者の選定、全体の景観のコードをつくり、屋
根はつけなきゃいけないとか、色の調和、角に広場つくれ

とか、いっぱいそういう条件つけてやりました（写真2）。
　細かい設計までやっていたのは最初の街区だけで、⽔
谷さんも宮脇さんも一生懸命やっていて、あとはそれと同
じにやったらいいからということで、進んだと思います。
設計基準とか、デザインコードだとか街路樹の植栽、街
角広場をどうつくるかとか、それから設備がどうだとか、
こういう基準はもともとは市がつくりますが、実際の設計

写真3　六甲アイランドCITY、イーストコート5番街のまちなみ（設計：宮脇檀　1992）

写真2　六甲アイランドCITY全景

に落とすときのすり合わせが難しい。
　実施設計は、積⽔ハウスが街区ごとに業者
に発注するわけです。市のコンペなどでは一
応条件はつけますが設計まで面倒見ないから、
景観にしても余り細かいところまでコントロー
ルできませんが、さすが積⽔ハウスで全部コ
ントロールしました。もちろん、横に控えてい
る宮脇さんや⽔谷さんが、うるさいからという
ところもあったと思いますが……。
　戸建住宅団地のウエストコート5番街、イー
ストコート5番街は、宮脇さんが設計しました
が、緑に溢れた美しい環境が生まれています
（写真3）。
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そして、福岡シーサイドももち
──シーサイドももちについては、いかがですか。

　六甲アイランドCITYが大体軌道に乗ってそれの延⻑線
上で、福岡市の「シーサイドももち」のプロジェクトが持
ち上がります。積⽔ハウスも六甲アイランドCITYで5年
ぐらいの経験を積んできたので、シーサイドももちではメ
イン開発のディベロッパーとして取り組むことになったの
でしょう。
　ぼくは1975年頃から3年か4年博多に都市・計画・設計
研究所の福岡事務所をつくりに行っていて、海の中道国営
公園計画や公団平尾山荘団地設計などしており、⽔谷さ

宮脇檀と水谷頴介
──宮脇さんと水谷さんの関係というか、仕事としてはどのような

コンビだったのでしょうか。以前、本誌の宮脇さんの特集号の取材

で、積水ハウス九州営業本部でシーサイドももちプロジェクトのま

とめ役だった吉𥔎道夫さんにお話しを聞く機会がありました。その

ときのお話しでは、「仕事となるとお互いの個性がぶつかり合い、

言っていることが違ってくる。そこで"食"に目のない二人を夜の街

に誘って、調整を図るのが私の仕事でした」ということでした。

　基本的にはやっぱり、宮脇さんは自分は建築家だと思っ
ているし、⽔谷さんは建築は設計したいけれども、自分は

図2　シーサイドももち市街地計画（福岡市早良区）

計画概要を記したものが
ありますが、そこには「街
角広場やねぐら型住宅だ
けでなく仕事場や趣味の
ためのアトリエハウスな
どを役割づけていくなど、
遊芸空間のふれあいを住
宅地構成の重要な要素と
している」との提案を掲
げています（図2）。
　シーサイドももちのと
きぼく自身は、神戸に帰
って来てしまっていたの
で、⽔谷さんは青木先生
の推薦で福岡で醇建築ま
ちづくり研究所を主宰し
ている牧敦司さんたちと
仕事をしていました。

んもそれらの仕事の関係で頻繁に博多に来ていました。そ
の後、⽔谷さんは九州大学の青木正夫先生のつてで、博
多湾の能古島に移り住んだのが80年頃です。ですから六
甲アイランドの頃も福岡からほとんど毎週のように神戸に
通っていたわけです。
　シーサイドももちについては、UR福岡事務所で、埋立
地の土地利用計画を決めたり、全体計画も手伝っていま
した。ちょうど89年、90年の頃は、バブル景気の最中で
すから、早くしないといけない。この当時の都市計画の仕
事は、認可を得るためのいろいろな手続の書類をつくった
りしなければなりませんが、普通のスピードの倍ぐらい速
さで仕事をこなしていった。1年分の仕事を半年で済むか
ら、逆に⾔うと年収が倍になった。
　⽔谷さんによる「『脱団地』をめざして」という簡単な 写真4　シーサイドももち中2街区のまちなみ（設計：宮脇檀　1993）

歴史

業務

アミューズメント
海浜健康住宅地

歴史

学芸副都心
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都市計画家だと思っていたと⾔うことでしょうか。⽔谷さ
んの建築作品はあまり評価されてないこともありますが、
私はやはり今でも日本一の都市計画家だと思っていますか
ら、宮脇さんも多分そこは評価されていたのではないでし
ょうか。
　宮脇さんにとっては戸建住宅地は俺の方が得意に決ま

ってるという話かもしれません（写真4）。しかし、都市計画
の本当の広域的なところから戸建住宅地に至る話だった
り、いろいろな法律的な話になると、そんなことは宮脇さ
んは興味がないわけです。⽔谷さんは都市計画は全部知
っているし、区画整理事業のこともよくわかっていますが、
建築にもうるさい。だから建築家と都市計画家ということ
でお互いに補い合って、コンビでまちをつくろうというの
がスタートなのでしょう。
　ただ、だんだん全体のデザインとの関わりが深くなるプ
ランニングのところになってくると、「道はフニャとこうな
ってないと」と宮脇さんが⾔うと、⽔谷さんが「アホか。
道路というのは平城京みたいにきちっとなってないと迷う
だけだ」という具合です。だからうち事務所の設計した住
宅団地は全部道路はまっすぐ。グニャグニャした道なんか

写真5　1987年、ヨーロッパ視察でフィレンツエを訪れたときのスナッ
プ。後列左から、天川氏、積水ハウス六甲開発事業部・山根氏、積水ハ
ウス・大橋会長、水谷氏、宮脇氏（撮影：小林郁雄）

図3　神戸市白川土地区画整理事業計画模型（1965〜69　神戸市須磨区  
photo : Taira）

図4　住友鈴蘭泉台団地開発完成図（1969〜76　神戸市北区）

1個もありません（図3、4）。
　そのへんでぶつかるわけでしょ
う。建築の話になると⽔谷さんも
色がどうだとか屋根がどうだとか
⾔い出すと、宮脇さんがカチンと
くる。お互い若い頃から仲よしだ
から遠慮しないで⾔いたいことは
⾔うわけです。⽕花が散るように
なってくると、吉𥔎さんがこれは
イカンということで連れ出す、と
いうのはよくわかります。食べる
ことだけは二人とも全てを投げ打
って食べますから。
　宮脇さんと⽔谷さんは二人でよ
く旅行にも行ったんですが、ぼく
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らも一緒に行ったことが何遍もあります（写真5）。海外に行
っても、国内でもまず「どこで何を食べるか」から始まる。
宮脇さんの手帳は有名ですが、二人で各地のうまいものや
その店の情報交換していました。

〈町住区〉という提案
──宮脇さんはとにかく手が先に動くような感じの方でしたが、水

谷さんはスケッチなどはよく描かれる方だったのですか。また、水

谷さんが唱える「町住区」という概念について、これはまとまった

かたちで発表されているのでしょうか。

　いや、スケッチはあんまり描かないですね。1969年に
発表した「播磨の未来像──環境開発都市への提⾔」で
は、バックミンスター・フラーのダイマクションマップの
上に日本からオーストラリアまでの東経135度軸とか、100
万分の1から1000分の1ぐらいまでのスケールで都市構造
パターン図をつくっていますが、⽔谷さんは、丸やら三角
を描いとるだけです（図5）。ぼくはこういうのをちゃんと描
くという仕事を大学生のころからずーっとやらされてまし
た（図6）。
　⽔谷さんは、89か90年に博士論文の準備を始めて、京
大に早くから論文の目次だけは送っていましたが、結局忙
しかったので、それがまとまったのは亡くなる3カ月前の
1992年の末でした。博士論文の発表のときは公聴会をし
なければなりませんが、一度は体調の悪化でキャンセルし
たりして、京大の巽和夫先生や高田光雄先生にご迷惑を
かけたのですが、形式的でもやはり一度は顔を出さなけれ

図6　大阪湾総合開発パターン—チャンネルシステムズ（1965）

ろしですが、第２部の「町住区の構造とその解析」と第３
部の「町住区計画・設計の事例と評価」はそれまで各地
でやってきた計画設計の集大成のようなもので、論文の大
半を占めています。大半の方は一緒にやってきたのでほと
んどよくわかるのですが、問題は第１部の薄っぺらな方な

図5　日本列島計画、水のメガロポリスと陸のメガロポリス

水のメガロポリス

陸
の
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ガ
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ばということで、ちょっ
と調子のいいときに福岡
の能古島から京都大学に
来てパッとやりました。
当時大阪大学に在職して
いた東孝光さんなども来
てくれて、12月の終わり
に1時間講演して、1993
年1月末頃に博士号をも
らって、それから1週間
後に亡くなったんですよ。
　その博士論文の題名は

「町住区と市街地再構成
計画の研究」といい、第
１部の「町住区論とその
展開」は苦労した書き下
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んです。
　そもそも、1974年に「まち住区素描」というとても役所
の報告書とは思われない名称のものが、神戸市企画局と
都市・計画・設計研究所の名前で出されています。これ
は⽔谷さんの指導のもとに神戸市とぼくたちが検討したも
のですが、その内容は「はじめに」（企画局⻑名になって
いますが、⽔谷さんが書いたものです）に端的に、こう書
かれています。
　「道路、公園、学校など公共的施設の整備は欠かせない
が、それだけではまちといえない」「そこに住む人たちの
まちづくりへの関心とか住民気質、あるいはそれを育んで
いる自然風土や歴史文化などは、まちを構成している大き
な要素であろう」とし、「“まち住区” は、こうしたまちを
基盤とした人間活動を支えるコミュニケーション空間とし
て発想されたものである。公共施設などの確保・整備が
まちづくりのタテ糸とすれば、さしずめまち住区の考え方
は、それを繋いでいくヨコ糸の役割を果たすものといえ
よう」。
　こうした考えで一時は神戸市総合基本計画の中に「ま
ち住区計画」が近隣住区計画の上位に位置づけられる時
期もあったのですが、生活文化圏という名称に転化したり
して、まち住区は次第に忘れ去られました。
　そして20年後、⽔谷さんはずっと温め続けてきた概念
を展開、発展させ「町住区」という論文にまとめたという
わけです。特に「町住区」を連合体として、星雲状に繋
ぎかつ包んでいく「遊芸空間」と、網目のように配置され
た基層としての「交通・情報生態系」とが加わって、「町
住区」と合わせてこの三つの要素で現代都市の〈全体〉
が構成されていく、といったあたりが主題なんですが、さ
っぱりわからない。本人に聞こうにも論文完成後あっとい
う間に死んでしまって。
　ということで、⽔谷ゼミナールで顔を合わせる機会やフ
ォーラムなどで何回もこの難解な「町住区」をテーマに弟
子たちが検討してみたのですが、結局よくわからない。⽔
谷ゼミナール第100回記念の勉強会で「四たび “町住区”
を論じる」というのを2009年6月にしたのが最後で、⽔谷
さんの町住区の考え方はもちろん基本的にはわかるが説明
がヘタすぎる、ということで幕となっています。
　ただ、ぼくは1995年の阪神・淡路大震災直後から、「⼩
規模分散自律生活圏の多重ネットワーク社会」が震災後
のこれから（21世紀以後）の社会・生活空間の基本であ

ると思い続けており、それは「まち住区」「町住区」の基
本とほとんど同じ文脈にあると考えています。

注1  UR：1964年にチームを結成したとき、イタリア語で都市計画家
たち（Urbanistico）を意味する「チーム・ウルバニスティコ」
と称し、頭文字をとって「チームUR」と略称した。URは、都
市を意味する英語Urban（アーバン）、仏語Urbain（ユルバン）
などの頭文字もあり、また、ユーフラテス川下流にあった古代
バビロニアの都市Ur（ウル）にも通じる。

注2  コー・プラン：コーポラティブ・プランナーズの略。1986年⼩
林氏が代表（現在は顧問）で設立された「まちづくり株式会社」。
現在は、阪神・淡路大震災で被害を受けた神戸市灘区楠丘町2丁
目に住宅市街地総合整備事業の一環として完成した「きんもく
せい通り協調住宅」（設計：宮脇檀）を拠点にしている。

  「計画・設計にたずさわるプランナーの共同体（パートナシップ
の事務所)です。私達の大部分は、神戸を中心に都市計画・環境
土木・建築設計に取り組んできた仲間で、故⽔谷頴介先生を共
通の師とする弟子たちです」（HPより）、として建築計画・設計
や都市計画・まちづくりに取り組んでいる。

協力：天川佳美（有限会社きんもくせい、株式会社コー・プラン）

（インタビュアー：編集部・江田修司　2018年9月21日）

小林郁雄（こばやし・いくお）
1944年名古屋市生まれ。1967年神戸大学
工学部建築学科卒業、1969年大阪市立大学
工学研究科工学修士（都市計画専攻）修了。
阪神大震災復興市民まちづくり支援ネット
ワーク結成、世話人（1995~）。NPO法人神
戸まちづくり研究所理事長（2006〜2015）、
神戸山手大学現代社会学部環境文化学科教
授（2003~2013）、人と防災未来センター
上級研究員（2002〜）、兵庫県立大学特任教
授（2009〜）




