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もともと今回のシンポジウム

プライムライフテクノロジーズ（株）

所は神奈川県の藤沢駅よりバスで 15

のテーマを設定したのはここまで新

（略称：PLT）という会社を立ち上げ

分のところで、戸建住宅に約 2,000

型コロナウイルスの感染が広がる前

ました。これは、今後さまざまなモ

名の方がお住まいです（図 1 ）。まち

で、コロナと関係なく郊外居住の未

ビリティーや 技 術が 革 新していく

全体の敷地面積は約 19ha で、戸建

来像を考える機会にしたいと考えて

と、まちづくりの在り方も変わって

住宅、集会場、高齢者施設、商業施

おりました。

いくだろうということで、想像を超

設、次世代型の物流センター等を備

一方で、コロナウイルスの感染拡

えたくらしの実現に向けて、トヨタ

えた複合的な開発事業です。

大により、郊外居住への影響や状況

やパナソニックの技術を基に各社が

まちづくりのプロセスは、まず基

が大きく動いた部分もあると思いま

さまざまな取り組みをしていき、最

本方針を定め、それに合うコンセプ

すので、それも踏まえて少し長期的

終的には生活空間すべてにおける “く

トを立てていきます。そして、まち

な観点でディスカッションができた

らしサポート事業者” へ変革していく

の全体目標を具体的な数値として掲

らと思っております。

ということがミッションの 会 社 で

げ、ガイドラインやまちの仕組み、

す。傘下には住宅メーカー 3 社とゼ

サービスを考えていきます。最終的

ネコン2 社がおります。

にはまちに関わるすべての人の行動

まずはじめに、熊谷さんから発表
をお願いします。

パナソニック ホームズの
取り組み
熊谷

本日は 3 つの取り組みをご紹

次に、パナソニックが進めるサス

の変容と、コミュニティの醸成をめざ

ティナブル・スマートタウンの紹介

して、まちづくりを進めております。

をさせていただきます。

まちのコンセプトは、エネルギー、

「FujisawaSST（サスティナブル・

コミュニティー、ウェルネス、セキュ

スマートタウン）
」は 2014 年にまちび

リティー、モビリティーを軸に展開し

まずはじめに、今年（2020 年）1 月

らきを行い、開 発 の進 捗としては

ております。戸建住宅には 50 インチ

に、パナソニックとトヨタ自動車が

80% ぐらいが終わっております。場

のテレビモニターを最初から搭載し

介します。
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図1 Fujisawa SST のロケーション

図2 Fujisawa SST のコミュニティサービス

図3 Fujisawa SST の取り組み事例①：まとめて配送オンデマンド
配送サービス

図4 Fujisawa SST のまち親プロジェクト

ております。これはタウンポータル

ポートするアプリの開発等を行うな

ス等の検 討も開始しています。ま

サイトとなり、まちのすべての情報

ど、事業化等に寄与しております。

た、近くに大型ショッピングモール

の見える化をしております。また、

さらに、一人ひとりがこのまちを

の計画がありますので、そのサテラ

住民相互のコミュニケーションツー

育てていこうという「まち親プロジェ

イト店舗として次世代型スマート店

ルとして、災害アラートが鳴る防災

（図 4 ）も進めており、日々更新
クト」

舗構想を立ち上げております。2022

プッシュテレビの役割も果たしてお

していくまちづくりとなっております。

年 4 月のまちびきをめざし協議会を

ります（図 2 ）。

サスティナブル・スマートタウン

立ち上げて推進しております。

取り組みの具体的な事例としまし

の実 践は、2018 年に横浜の綱島で

まちのコンセプトは「UP DATE

ては、まず、タウン内での二次配送

TsunashimaSST、そして大阪の吹

CITY」です（図 5 ）。全世代が生涯活

の一元化を実現しております（図3 ）
。

田で 2022 年のまちびらきをめざして

躍のまちをめざして、まちを支え維

各宅配業者がヤマト運輸のネクスト

いる SuitaSST と実践しております。

持する仕組みや、仕組みを支える技

デリバリースクエアに一度荷物を運

次に、福島県伊達市でのアップデー

術などさまざまなものを日々メン

び、そこからヤマト運輸が自転車や

トシティ（up DATE city：UDC）協

バーとともに検討し、さまざまな仕

電気自動車等で各住宅に荷物を運ぶ

議会・設立準備会についてご紹介し

組みを日々アップデートしていくこと

という取り組みです。荷物が届いた

ます。

を目標に掲げております。

ときにはテレビにアラートが発信さ

まち全体の敷地は 14ha ぐらいで、

準備会の参画団体は 28 団体（令和

れるなど、社会課題 解決の一助に

敷地南側に阿武隈急行の高子駅があ

2 年 10 月現在）です。伊達市を筆頭

なっているのではと思います。

り、その駅前開発です。戸建住宅が

に、ほとんどが地元の企業・団体で

エアコン見守りサービスは、戸建

217 戸あり、伊達市が中心に進めて

す。自らの思いを込めてまちづくり

住宅でモニターを募りまして、エア

いる生涯活躍の街構想も進めており

をしていくという画期的な取り組み

コンのセンサーを使い、住民の方の

ます。交 流 施 設や、移 住関係の施

になっているかと思います。

睡眠データを取り、快眠 環 境をサ

設、高齢者施設も備え、シェアオフィ

44

家とまちなみ 83〈2021.5〉

まちの仕組みづくりのための、3 つ

■第32回 住生活月間協賛・まちなみシンポジウム

図5 UDC：コンセプト

の重点的な取り組み事項としまして

屋根貸し太陽光発電を行ったり、タ

は、
「健幸（ウェルネス）
」
「モビリティ

ウンポータルサイトの作成、ビック

加速するテレワーク
──コロナで何が変わったか

イノベーション」
「サービスプラット

データを活用した都市 OS の導入等

田宮 日本の大きな社会課題としま

フォーム」の 3 つです（図 6 ）。

も検討していきたいと思っています。

しては、人口減少・少子高齢化、東

「健幸（ウェルネス）
」は、健康活動

伊達市から地方創生のモデルにし

京一極集中と地方の疲弊、経済成長

を通じて、地域・拠点のつながりを

ていくべく、今、協 議を重 ねなが

の低下、新産業の創出、といったも

アップデートしていきましょうという

ら、実現に向けて取り組んでいます。

のがあります。一方、コロナを起点

ものです。近くの総合病院や、伊達

中西

に、企業の経営課題として BCP（事

市生涯活躍まち構想の施設などを活

に田宮さんの発表をお願いします。

ありがとうございました。次

業継続計画：Business Continuity

用しながら、健康に対してのポイン
ト化や、未病への取り組み、オンラ
イン診療施設をつくるなど検討して
おります。
「モビリティイノベーション」は、
高齢者が多く周りに住んでおります
ので、デマンドタクシーの拡充や、
シャトルバスの活用、大型ショッピ
ングモールのサテライト店舗に物流
の拠点としての機能を持たせていく
ようなさまざまな取り組みを考えて
います。
「サービスプラットフォーム」は、

図6 UDC：まちの仕組みづくりのための、３つの重点取組事項
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図7 経営課題、社会課題を解決するテレワーク

Plan）対応が課題となっております。

フ・バランスの実現と向上、育児・

ミュニケーションに変わってきまし

こういった大きな社会課題や経営

介護中の就業の継続、在宅勤務によ

た。当然、そこに関わるマネジメント

課題を解決するために、働き方を改

る通勤時間の削減と時間の有効活用

や業務プロセスの進捗確認、評価指

革する一つの手段として、ICT（情

です。

標といったところも変わってきます。

報通信技術：Information and Com-

こういったものが、テレワークを

何よりも大きなのは、働き方の多

munication Technology）を利用し

導入したときの社会、企業、就業者

様化、つまり時間と場所の多様化・

て、時間と場所にとらわれない働き

それぞれにおける効果と定義をして

最適化です。今までは通勤時間をか

方としてのテレワークをどう進めて

おります（図 8 ）。

けていたけれども、場所と時間にと

今回、コロナを起点にテレワーク

らわれない最適な働き方に変わりつ

導入の緊急性が高まりました。いわ

つあるのが今の状況であり、コロナ

テレワーク導入による効果は一体

ゆる３密を回避したソーシャルディ

以降、地方に居住場所を移される若

どういうものかと言いますと、社会

スタンスを確保し、在宅勤務を中心

い方々が 増えているという情 報も

にとっては、労 働力人口減 少の緩

としたテレワークの普及が一気に加

入ってきております。

和、あるいは高齢者・障がい者・地

速してきた状況です。

活用していくか、それがテレワーク
を進める大きな意義です（図 7 ）。

一方、そうした状況の中で、在宅

方居住者の方々の雇用創出、地方の

ウイズコロナ、テレワーク、在宅

でなかなか仕事ができないという声

活性化といった効果をもたらします。

勤務により、働き方が大きく変わっ

もあります。それに 対 応 するため

企業においては、生産性の向上と

てきています（図 9 ）
。まず、会議の仕

に、たとえば、家の近くや駅の近く

ダイバーシティ経営、少子高齢化の

方がウェブ会議になってきました。出

にサテライトオフィスサービスを提

中での優秀な人材確保・人材活用で

張がなくなってきて、在宅でも仕事

供する事業者が出てきたり、空港や

す。また育児や介護の局面を迎えた

ができるように業務プロセスそのも

駅ナカにサテライトオフィススペー

ときの雇用継続、といった効果をも

のを見直していこうという動きにな

スが提供される動きが出てきており

たらします。

りました。コミュニケーションの在り

ます。

就業者においては、ワーク・ライ
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方も、ウェブ あるいは 遠 隔でのコ

さらに、菅総理大臣が当時官房長

■第32回 住生活月間協賛・まちなみシンポジウム

図8 テレワーク導入の効果

図9 新型コロナウイルス対策 with コロナ／ after コロナでの働き方

図10 ワーケーションの分類

図11 場所にとらわれない働き方／地方居住の広がり

官時代に、ワーケーション（図 10 ）と

くであろうという認識を私たちは感

に比べて速いです（図 12 ）。計画的に

いう発信をされました。郊外の建物

じております（図 11 ）。

つくった基盤がよいところこそ高齢

あるいは古民家などを利用して、地

中西 どうもありがとうございました。

化の進み方が速いという、とても皮

方型のサテライトオフィス、コワー
キングスペースといったものが今、
拡 大してきております。ワーケー

肉な現象が生じております。郊外住

既成住宅地への
新技術導入の道筋と要件

宅地あるいは住宅団地に共通してい
ることですが、人口減少と高齢化が

ションは、テレワークをうまく活用し

中西

私は大学で横浜市の金沢シー

一気に進む構造がこの地区でも現れ

て、ワーク＋バケーションのテレワー

サイドタウンの再生・活性化支援を

てきています。こうした問題の解決

ク型です。かなり浸透し、認知され

やっております。そこは埋め立てに

をすべく団地再生あるいは住宅地の

てきております。

よってつくられた住宅団地群で、横

活性化という取り組みが、昨今起き

また、企業が地域の環境や文化に

浜市が先導しながらアーバンデザイ

ております。

触れて地域と関わり、そこで新しい

ンの手法が適用された、じつは非常

金沢シーサイドタウンでは具体的

事業の創出や地域の課題解決に取り

に先駆的な事例です（写真 1 ）。ところ

にどういうことをやっているかご紹

組むという、ワーク＋コラボレーショ

が、開発から40 年ぐらい経ちまし

介しますと、住所が並木という名前

ンやワーク＋イノーベーションといっ

て、人とモノが老朽化し、さまざま

であることから並木ラボというもの

た地域課題対応型のワーケーション

な課題が出てきております。

を設けまして、コミュニティ活性化

の動きが特に今年（2020 年）に入り

横浜市も人口減少に入っています

支援の取り組みをしたり、大学の医

が、この金沢区はその先進区で、そ

学部の教員に協力してもらい、健康

こういったものを含めますと、テ

の中でもさらに人口の減り方が激し

に暮らせるまちづくりの推進をめざ

レワークを活 用して、自分 のワー

いのが金沢シーサイドタウンです。

してさまざまな体験や講座を実施し

ク・ライフ・バランスを重視した場

計画的につくった先駆的な場所なの

ております（図 13 ）。

所の選定と、場所にとらわれない働

に人口が減ってしまっているわけで

こうした経験から、既存住宅地の

き方がますますこれから拡大してい

す。しかも、高齢化の進み方もほか

課題を実感的にまとめてみました。

盛んになってきております。
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写真１ 金沢シーサイドタウン

図13 並木ラボでの具体的活動

図12 金沢区の高齢率増減（2004～2014年）

図14 とある既成住宅地でのシェアオフィス導入の議論

まず、高齢者の生活支援は切実な問

こうした一つひとつは当たり前の

題になりつつあります。一方で、若

ことではあるのですが、これらがま

い世代に住んでもらいたいので、特

とまって課題としてやってくるところ

ただ、そういったことに意 識を

に子育て世代の支援が課題としてあ

が、大きな問題なのかもしれません。

持った住民の方もおられます。とあ

ただ、これらのことに取り組もう

る既成住宅地では、住民グループの

住まいに関しては、子どもがいな

としても難しさがあります。今まで

方々から、若い方を呼び込むために

くなり持て余している住まいをどう

安定的に暮らしてきた方がいて、む

テレワーク拠点を置けないだろうか

するか。上階から下階への住み替え

しろ何が問題なのか差し迫って感じ

というお話がありました（図 14 ）。空

のニーズも結構あります。そういっ

てはいないという面もあります。そ

き店舗もあるので、コロナの状況下

た住まいのマネジメントも大きな問

ういう状況ですので、一部の先進的

で素早くそういうことを考えたこと

題として存在しています。

な取り組みが広がりを得にくいとい

に感動しました。しかし実際に議論

公共空間である公園、広場、緑地

うことも残念ながらあります。新技

をしてみますと、数々のハードルが

の管理をどうするかという問題もあ

術を導入するというときも、饗庭先

あります。広いお宅にお 住まいの

ります。さらに言えば、そうしたよ

生のおっしゃるような保守的なにじ

方 々ば かりなので、そもそもテレ

い環境を外に知らしめなければ、新

み出しのような導入をより進めよう

ワーク拠点を置く必要があるのか、

規住民が来てくれません。地域外へ

と思うと、それを促進するビジネス

地域の人たちにはニーズがないので

の広報やブランディングもやりたい

的側面が必要ではないかと思ってお

はないか、コストの負担は誰がする

こととしてあります。

りまして、そこを何とかできないだ

のかなどです。また高齢者の方がオ

ります。
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んでおります。
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図15 あしたタウンプロジェクト相関図

ンライン環 境に馴染みがうすいの

た饗庭さんの「賢い都市計画」という

やってにじみ出させればいいのか。

で、こういったことがテレワークの

お話はとてもいいなと思いました。

にじみ出しのために介在すべき触媒

普及を実際に郊外住宅地に入れると

今回は Twitter で一般の方からご質

みたいなものは何か。もう少し具体

きのひとつのハードルなのかなと感

問を受け付けているのですが、饗庭

的なところをお話しいただけますで

じているところです。

さんへ次のような質問が届いていま

しょうか。

す。

饗庭

金沢シーサイドタウンにはさまざ

言葉遊びみたいになってしま

まな主体がおりますので、それなら

「保守的な住宅地開拓については、

うかもしれませんが、
「賢い都市計

ばと連携してのエリアマネジメント導

スマートフォンや三種の神器との融

画」という言葉はすごく慎重に言葉

入の取り組みをしております（図15 ）
。

合は具体的にどのように進めること

を選んで使いました。

任意でエリアマネジメント協議会を

が可能なのでしょうか」

P D C A（P l a n・D o・C h e c k・

名のっての活動を2 年前ごろから始

「人との接触や密を避ける新常態下

Act）という言い方もあったりします

めました。今は大学が徐々に手を引

では、刷新される各点がつながり、

が、データを取り、集めて、分析し

きつつ、地域の主体がつくる法人に

線から面となるイメージと解釈しま

て、誰かが方向性を決めて実際の

譲り渡していこうという動きをして

した。点と点とのつながりには刷新

サービスに結びつけていく。そのサ

いるところです。

されるものが、周りへのにじみ出し

イクルみたいなものがあるわけで、

みたいな機能を持たなくてはいけな

都市計画も非常にゆっくりとしたサ

いということでしょうか」

イクルでそれをやっているので、と

パネルディスカッション

私も思ったのですが、賢い都市計

にかくそれをやりましょうということ

中西 後半のディスカッションでは、

画を戦略的にやろうと思うと、誰か

皆さんにお話しいただいたことを深

が積極的にやってもいいんじゃない

たとえば、地域の町会長さんがき

めていきたいと思います。

かという気もするんですが、それを

ちんと個人情報を扱えて方向性を見

どのように進めるのか。また、どう

いだすことができる人でしたら、そ

まず、基調講演でお話しいただい

です。
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図16 UDC：サービスプラットフォーム

の人が使いやすいようにデータを集

くって結びつけるという、その辺り

ポートしていこうと考えております。

めて、その人の判断がうまくその先

の仕組みは、かなり丁寧にデザイン

情報のプラットフォームというお

のサービスに生きていくように組ん

しなければいけないのかなと思って

話については、会津若松はスマート

でいく。都市計画にはプランナーみ

おります。

シティで都市 OS というものを取り入

たいな人が必要ですけど、そのプラ

中西 熊谷さんにも Twitter でご質

れています。それは個人情報のデー

ンナーが地域にいて、その人と組み

問をいただきました。

タを吸い上げていきますが、共通の

合わせていくというイメージです。

「新規住宅地開発は、複数棟の住

プラットフォームを全部オープンに

そして、それを技術的にどう担保

宅や集会場、情報技術、インフラ整

していって、必ずその方にとって有

するかということですが、面という

備の機会となりますが、周辺地域へ

益になるように全体で考えて戻して

のは予 期せぬものを拾います。ま

の波及効果として何が特に期待され

いくという仕 組 みで す。これ がま

た、広がりがある中の人たちに等し

ますか」

た、いろいろな自治体にどんどん広

くものを伝えることができます。そこ

FujisawaSST や伊達市でのプロ

がっていきます。自分に対して有益

からも情報が上がってきます。です

ジェクトといったものにおいて、どう

な情報であれば、住民の方々もデー

から、面を意識して集めていくこと

いった影響を周りに与えようと思わ

タを使ってほしいとなっていくと思

がまず大事なのかなと思っています。

れているのでしょうか。

います（図 16 ）。

熊谷

中西

おそらくメーカーさん同士が違う

私たちはまち全体、市全域を

一方で、大変な手間が増えま

形でデータを取っておられて、でも

デザインしながら、まず開発地で先

すが、企業のメリットはどういった

それは個人情報の壁もあって共有で

行実証をしていこうと取り組んでお

ところにあるのでしょうか。

きない。だ から結 局わからないと

ります。タウンマネジメント、エリア

熊谷

いったことが起きているのかなと思

マネジメントを中心に考えておりまし

名分 がござ いますが、我々として

います。

て、地元の方たちに最初から入って

は、まずは伊達市で取り組む内容を

たとえば、メーカーさん同士が情

いただき、そこでの本当の課題の解

横に展開していき全国に波及させて

報のプラットフォームをきっちりとつ

決にあたって、企業の力や技術でサ

いく。それが地方創生のモデルにな
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図17 新たなサテライトオフィスサービスの拡大（家近・駅近のテレワーク拠点）

るのではないかと考えております。1

時間弱ぐらいかけて通勤をされてい

は、郊外住宅地ならではの状況なの

人でやるよりも、2 人や 3 人で組んで

る方はすごく多いですけど、在宅勤

かなと思います。でも、これが地方

やったほうが、じつは解決できる問

務によるメリットや、時間の有効活

都市のように広い場所ですと、また

題が多いのではないか。そういう思

用を皆さん体験されてきています。

状況が変わってくるかと思います。

いを持って今、活動しております。

自治体からは、どのようにそこを対

そういったものを求めて地方都市に

中西 次に田宮さんにも Twitter で

応していったらよろしいでしょうか

移住するような方々は出てきそうで

ご質問をいただいております。

というご相談をいただいております。

しょうか。
田宮

「在宅ワークが進むと、IT 企業の

民間では郊 外 型のサテライトオ

地方移住の動きをさらに高めることに

フィス、シェアオフィスをつくってい

と思います。今現在はコロナがなか

なり、東京一極集中も緩和されるの

るところもありますので（図 17 ）、た

なか終息しないものですから、一時

ではないかと思いますが、東京圏で

とえば自治体と民間が連携をして、

待避的にという考え方もあると思い

働く方々の住宅地としての在り方に

役所や出張所など家や駅に近いとこ

ます。

ついて、お考えをお聞かせください」

ろに立ち寄って仕事ができるための

ただ、すでに住居を持たれている

在 宅ワーク、テレワークも含 め

環境整備を進めていただくのはどう

方というのは、駅や家の近くで働く

て、住む場所が東京に限られないと

でしょうかといったお 話もありま

スペースのニーズが高いかもしれま

いう考え方というのは、実感として

す。いくつかの企業にお声掛けをし

せん。これから住居を構えようとさ

正しいでしょうか。あるいは、正し

て、参画をいただける企業が集まっ

れている世代の方々は、今回の在宅

いとしたときにどういった動きで緩

た中で情報を共有しながら、どのよ

勤務、テレワークを体験することに

和されたり、翻って郊外住宅地で暮

うにマッチングをしていただける

よって、働く場 所という概 念 が 変

らす人が減ることになるのではない

か。今、そういった動きがあります。

わっていると思います。ですから、

かという気もしますが、いか が で

中西

家族がいる中では仕事がしに

ご家族の環境を考慮した場所の選択

しょうか。

くいので、家に近くて便利なところ

などに変わりつつあるかと思いま

田宮

に働ける場所が欲しいというニーズ

す。月に 1 ～ 2 回出社が必要であれば

私もそうですが、1 時間とか 2

移住は、多分最終的な手段だ
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移動できる距離に、という考え方が

いらっしゃいます。けれども災害と

のではと考えております。

結構あります。

違うのは、たとえば地震災害はある

中西

熊谷

私は先ほどご紹介した伊達市

限られたエリアの人たちが非常に苦

形態の働く場所がもっと増えてくる

でのプロジェクトをやるために、今

しい状態に陥ってしまい、その人た

と、逆にそれが働き方の形を変える

年（2020 年）6 月から福島に住んでお

ちは非常に限られた選択肢しかなく

後押しをするのかもしれませんよね。

ります。打合せも基本はウェブにな

て、家を再建するか出ていくか、仕

田宮

りましたので、仕事をする場所を選

事はどうするか、常に厳しい選択を

で創造的な仕事をするワーケーショ

ばなくなりましたので、私自身抵抗

しなければいけません。でも今回の

ンを政府が発信しておられ、働く場

はありませんでした。ただ家族は、

コロナウイルスの場合は、困った人

所の選択肢がかなり今、広がってき

そこは悩んだところです。

もたくさんおられますが、何となく

ております（図 18 ）。さらに推進する

被災したと思われている方もおられ

ためには、そこをサポートする制度

ると思います。

を企業にどうつくっていただくかが

生活必需品とかはネットで買える
時代になってきていますし、今後、

会社と家以外の、第 3 の中間

地域に触れながら新しい発想

自動運転技術が進んでいきますと、

コロナウイルスの根絶まで時間が

キーになっていくのではと思います。

勝手に運んでくれるようになります

かかりそうですから、私たちには選

もちろん行政においても、ルール

ので、場所という概念が変わり、大

択の余地があるわけです。ですから

を見直していただかなければいけな

きくはまちという概念が変わってく

一人ひとりがどのように自分の暮ら

いところはあります。そういったとこ

ると思 って います。そうし たとき

しや仕事を組み立てていくか見極め

ろを官と民が一緒になって進めていく

に、今後の住まいはますます特徴の

ていくということになっていくと思い

必要があるのかなと思っております。

ある場所に人気が集まってくると思

ます。

中西

います。

中西

その流れで田宮さんに伺いた

官と民が一緒にというのが、

結構重要なキーワードなのではと私

教育や医療についても、オンライ

いのですが、今の変化は定着しそう

ン診療やウェブを活用した教育が進

でしょうか。あるいは、よい動きと

既存住宅地ということを考えます

んでいきますと、場所を選ばない生

して定着させるためにはどういった

と、新しい動きや概念を入れていく

活に加速度的に変わっていくのでは

ことが必要でしょうか。

ときに、最後の最後ですごく難しく

ないかと個人的に考えております。

田宮

なってきますよね。それはなかなか

中西

フレキシビリティを持ってい

ワークを体験されているので、それ

たり、会社として柔軟な働き方のシ

ほど後戻りはしないのではと思って

その点について、特に、郊外に作

ステムをつくったところに今のコロ

おります。大手企業もオフィスの在

られた計画的な住宅地を考えた場合

ナの状況が来たので、多分そういっ

り方とかを改めて考え直し、いろい

において、こんな感じで広めていけ

た方々が今いろいろ動いていると思

ろな取り組みをされていますので、

ないかというアイデアレベルでもあ

います。そして、そういう方々を定

ある程度テレワークの利活用は継続

れば伺いたいです。

着させるためのキーワードの一つと

していくように思います。

饗庭

多くの方が 在宅 勤務やテレ

も思っています。

もったいないと思っております。

私が今日一番伝えたかった方

して、医療や教育など生活のベース

テレワークの方式というのは在宅

は、ハウスメーカーの方々や民間企

の部分がそこにあるということなの

勤務以外に、モバイルワークであっ

業の方々なんです。また、住民の合

かなと思いました。

たり、シェアオフィスを使ったサテ

意を取り付けるとか、そういうとこ

今アフターコロナなどと言われて

ライト型であったりもします。今後

ろに行政の役割があると思います。

おりますが、住宅地の住まい方とか

は、わざわざ会社に行って仕事をし

2000 年代ぐらいから、大きな開発

をイメージしたときに、饗庭さんは

なければいけない業務はどのぐらい

をするときに広場をつくるなど、い

どういう影響が残るとお考えでしょ

なのか、対面でなければ成立しない

わゆる “公共貢献” することで容積率

うか。

事業はどのくらいなのか、そういっ

を割増ししますよといったような仕

私は感染症の専門家ではない

たものを含めて考えながら、1 週間の

組みがなされてきました。

のでという前置きがありますが、今

中での出社の日数や在宅の日数など

それと似ていて、新しい仕組みを

の状態を災害に例えている人が結構

のバランスをとって継続をしていく

採り入れると補助金が出たり、何ら

饗庭
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る方々のためのコワーキングスペー
ス、サテライトオフィスとして提供
したところ、1 年先まで予約で埋まっ
たそうです。ですので、そういう施
設の需要があるのだということを改
めて認識しているところです。
中西

お三方のお話をお聞きして

思ったのが、ある種の社会的な戦略
性みたいなものとか地域の主体性が
一つのキーワードであると同時に、
それをきちんとマネジメントできるよ
うなノウハウやスキームがかなり求
められるだろうということです。

図18 ワーケーションスペースの拡大

情報と技術というのはツールの話
であって、それを使うために、どう
かの規制が緩むといった政策を組み

提条件になるというわけですよね。

いう生活像を求めるのかということ

田宮さんは、既 存 住宅地にテレ

がある。それを地域の側が意識して

ワークや、あるいは情報で変わるも

声を上げていかないと、マッチング

きっと自治体の判断と、そこのま

のをもっと入れ込んでいくためにど

になかなか結びつかないと思います。

ちで仕事をされている民間の方々の

ういったことが課題であるとお考え

熊谷さんはアップデートシティを

判断ということにはなると思います

でしょうか。

準備中ですが、それは我々が言うと

が、ともかく民間でできるのではな

田宮

在宅勤務で一番問題になった

ころのエリアマネジメントに近い動

いかと思っています。

のは個人 使 用のネットワークのセ

きだと思います。そういったものを

熊谷

既存の住宅地の場合、そのま

キュリティです。ですので、サテラ

既存住宅地で形成するときに、どう

ちに魅力があるから、建て替えて住

イトオフィスやコワーキングスペース

いったハードルを越えなければいけ

もうとするのが普通の考え方だった

のような環 境整 備がすごく重要に

ないのでしょうか。

と思うのですが、これからは変わっ

なってくると思っております。

熊谷 アップデートシティ（図 19 ）で

立てることが考えられるのではない
だろうかと思います。

てくるのではないかと思っています。

実際に、町村合併をした東北のあ

考えている内容というのは、じつは

たとえば買い物や交通が不便な既存

るところでは、旧町 役 場を共 有ス

新しいことは一つもございません。

の住宅地において、伊達市でやって

ペースとして、主要都市に通勤され

それぞれマッチングをどうさせてい

いるような極めて公共的な、物流の
拠点のような店舗を持ってきたら、
そこが魅力的なまちに変わるのでは
ないでしょうか。自動運転で拠点同
士をつないでいけば、既存のまちが
再生するのではないかという気持ち
があって、それは技術がどんどん進
化していっているからこそ、可能な
ことなのではないかと思っています。
中西

技 術が先行しているのだか

ら、あとは自治体とか地域の主体性
というか、やる気といったものが、
技術を引っ張り込むときの重要な前

図19 UDC：
「新しい街」を起点とし、
「地方創生モデル」へアップデート
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図20 エリアマネジメントの必要性

くかによって、大きな変化が出てく

として出てくるような、そういった活

そうすると、新しい技術を導入して

るかと思います。

動が今後、必要になってくるかだろ

付加価値を上げていこうとした際

そうした時に、各企業が持ってい

うと思います。その方たちが自発的

に、そういう領域に対応できる人、

る技術をつないでいく方が必要であ

に動いていくと、加速度的に進んで

得意な人が出てきてくれて、さらに

ろうと思います。我々も28 社と打合

いくのではないかと思います。

その先へつながっていくんじゃない

せをしていく中で、
「そんなことはも

饗庭 行政の方は住民と1 対 1でしゃ

かと思うところです。地域に潜んで

うとっくにやっているよ」
「これを使

べることはすごく長けているけれど

いるさまざまなリソースを、地域の

えば、すぐできるよ」という話が出て

も、これは皆さんの生活をどうしま

ほうで見える化しておいて、新しい

きました。そういった成功事例をい

しょうかというお話ですので、多分

技術を導入するような場面につなげ

くつかつくっていく必要があると思

行政の方にあまりリソースがない気

ていく、マッチングしていく。たとえ

いますし、まちをつくっていくのは

がします。そういうことが得意な人

ば、住宅地の町内会長さんが、そう

地方の自治体だと思っています。た

がうまく調整していくと、プラスの

いうものを得意な人を見つけておこ

だ、新しいことに取り組むのは極め

ほうへ動くんじゃないかという気は

うと思 って い た だ け たりすると、

て苦手ではないかと思いますので、

します。

ぐっと住宅地への導入が高まるので

民間としてできることは、事例とし

中西

はないかと感じているところです。

ていくつか示していく。幸い日本全

なものがあって、2 つが上手に組みな

一方で、饗庭さんがおっしゃられ

国の自治体には優秀な方が非常に多

がら地元を調整していくことが必要

たように、社会的な規制や誘導とい

いと思 いますので、コーディネー

ということなのでしょうね。

う手 段が 必要になるかもしれませ

得意領域、不得意領域みたい

ター的な役割の方たちがどんどん増

私が金沢シーサイドタウンでやろ

ん。今 後の話だと思いますが、変

えていけば、郊外型のまちというの

うとしていることと通じるところがた

わっていく意思があるところを育て

はど んど ん 変わっていくだろうと

くさんあって、いろいろなノウハウを

ていけるか、それはたとえば住宅生

思っております。

持っている人がいて、それを少しつ

産振興財団の役割の一つになるのか

一方で、地域の方々とも話をしな

なげるだけで相乗効果的に上がるの

もしれないと思いました。

がら、地元の方たちから自らの意見

ではないかと思っています（図 20 ）。
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お話しいただければと思います。
熊谷

今取り組んでいることが全部

うまくいけばいいと思いますが、うま
くいかなくても、事例をつくっていく
ことによって、次に同じことをやろう
と思った方たちとつながっていける
と思います。全力で臨んで結果が出
なかったとしてもそれが次の成功へ
つながっていくと思いますので、地
元の方たちを中心に、一緒になって
取り組んでいきたいと思います。

饗庭 伸（あいば・しん）

田宮一夫（たみや・かずお）

東京都立大学都市環境科学研究科都
市政策科学域教授。1971年兵庫県生
まれ。早稲田大学理工学部建築学科
卒業。博士（工学）
。同大学助手等を

（一社）
日本テレワーク協会専務理事。
1986年富士ゼロックス（株）入社。
国内販売本部での事業計画、チャネル
ビジネス戦略、資本戦略、販売会社統

経て現職。専門は都市計画、都市デ
ザイン。また、そのための市民参加手

合、新会社設立等を担当、2010年首
都圏支社営業計画部長、2014年富士

高齢化が起きているところは結構あ

法、市民自治の制度、NPO 等につい
て研究を行っている。著書に『都市を
たたむ～人口減少時代をデザインする
都市計画』
『津波のあいだ、生きられ

ゼロックスサービスリンク（株）執行
役員管理本部長、2017年富士ゼロッ
クス地域パートナー事業部長を歴任
後、2019年6月より一般社団法人日

ると思います。その人たちが、どう

た村』がある。

本テレワーク協会専務理事。

田宮

我々としましては、いろいろ

な形で自治体と民間の連携を含めて
情報発信を継続していこうと思って
おります。ぜひ今後ともよろしくお
願いいたします。
饗庭

郊外住宅地にお住まいの方の

やって地域で暮らして、その後どう
するかというところを今、考える時
期にいるのは間違いがないと思って
おります。
そこですごくいいソリューション
が生まれてくると、わりとハッピーな
未来が待っているかと思います。で
すから自分も頑張らなければと思っ
ているところです。
中西

情報と技術については、失敗

してもいいのでトライしてみること
が、普及のための大前提かと思いま
す。Zoom 会議もあっという間に慣
れ たりしますよね。コロナが その
ハードルを下げてくれた面もありま
すので、それは前向きに捉えて挑戦
して、小さな課題でも解決できるよ
うな方向で導入できたらいいなと感
じたところです。今日のシンポジウ
ムが、そういったことを考えるきっ
かけになればと思います。今日は皆
さんどうもありがとうございました。

中西正彦（なかにし・まさひこ）

熊谷一義（くまがい・かずよし）

横浜市立大学大学院都市社会文化研
究科教授。2000年東京工業大学大学
院博士課程修了、日本学術振興会特
別研究員、東京工業大学大学院社会
理工学研究科助教等を経て、2013年
4月から現職。博士（工学）
。専門分野
は都市計画・土地利用計画。制度論・

パナソニックホームズ㈱街づくり事業
部複合プロジェクト推進部伊達プロ
ジェクト推進室室長。一級建築士、宅
地建物取引士。戸建分譲・マンション
分譲・アセット（商業・ホテル等施設）
の設計・監理に携わる。2010年から
神奈川県藤沢市の街づくり「Fujisawa

計画論研究、自治体の都市計画審議
会委員等の他、近年は郊外住宅地の
活性化に取り組む。主な著書に『都市
縮小時代の土地利用計画：多様な都
市空間創出へ向けた課題と対応策』
（共著、学芸出版社、2017）
。

SST」プロジェクトに参加。東北復興
関連の様々なプロジェクトにも参加。
現在、福島県伊達市において、
「想像
をこえたくらし」
「健幸と生涯活躍の
街」の実現をめざした新たな街を地方
創生のモデルとすべく、アップデート
シティ協議会・設立準備会にプロジェ
クトマネジャーとして参加。

家とまちなみ 83〈2021.5〉

55

