
｢新し い公共｣実践の土地､京都
多様な主体で､地域が求める公共を実践

（ 京都市会議員）隠塚 功

2009 年 8 月 30 日の衆議院選挙において、民

主党が第一党となり、政権交代が実現しました。

そして誕生したのが鳩山政権であり、その所信

表明演説で打ち出されたのが「新しい公共」で

した。この「新しい公共」には、政府・行政や

市場を通じての企業活動に加えて、当事者の一

人ひとりがそれぞれの役割で関わることで課題

を解決する「コミュニティ・ソリューション」

が重要であることが謳われています。この実現

は、たんなるボランティア活動や社会貢献活動

というだけではなく、地域の雇用を創出し、新

しい市場を生み、公正でコストが低く、満足度

が高い社会が実現する、とされています。

この「新しい公共」の根本的な考え方は、決

して今に始まったものではなく、これまでから、

NPO 法人や市民団体など、さまざまな団体で取

り組まれてきたものだと考えています。それを

行政運営上より明確に位置付けることにより、

一部の人で行われてきた国や自治体運営に、多

くの国民が関われる、いや関わる状況をつくり

だし、多様化している市民ニーズへの対応のみ

ならず、コスト削減や地域雇用につなげていこ

うというものであると考えています。

私は 3 年前まで、NPO 法人アートテックまち

なみ協議会の理事長を務めさていました。私が

理事長時代に、アートテックまちなみ協議会が

取り組んできた事業に （1）祇園町南側地区の、

道路石畳化と電線地中化 （2）地下鉄連絡エレ、

ベーター案内タイルプレート設置、などが挙げ

られます。いずれの事業も行政がこれまで行政

責任において実施してきたはずのものですが、

地域住民や市民団体が住人や使用者の立場から

考え、私たちが協力（一部の雇用にもつながり

ました）して、行政コストが少ないなかで、市

民満足度が高まる取り組みができたと考えてい

ます。つまり、国の言う「新しい公共」の身近

な例ではないかと考えており、ここで事業内容

を紹介させていただくことにより 「新しい公、

共」への認識を多くの方に深めていただければ

と考えています。

祇園町南側地区の

道路石畳化と、電線地中化

この事業は、八坂神社の西側で、建仁寺の北

側、四条通りの南側に当たる祇園町南側地区に

おいて、シンボルロードである花見小路の石畳

化と電線地中化を、京都市が地域の要望を受け

て実施したものです。通常は行政主導のもとで

設計も施工も行われるところ、地元主導で設計

を行い、その設計と施工監理を私たちが協力し

て完成させました。その経緯と効果は、以下の

とおりです。

１．祇園町南側地区とは？

ここは八坂神社の門前町として鎌倉時代に発

生したとされていますが、江戸寛文年間頃に島

原地区を圧倒する遊興の地になり、1872（明治
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、5）年の「都をどり」誕生以降ますます繁栄し

京都五花街（祇園甲部、宮川町、先斗町、上七

軒、祇園東）の中心的存在として発展してきま

した。しかし、戦後復興の柱でもあり、京都経

済の柱でもあった糸偏産業が衰退していくのに

ともない、旦那衆と呼ばれる人たちが激減した

ことから顧客も減少し、社会的環境の変化も加

わり、五花街の中心的存在であった祇園町です

ら衰退しはじめたのです。祇園でもこの南側地

区にはシンボルである一力茶屋を始めとして、

お茶屋さんもまだまだ残り、そこに住まう人も

いたことから、東京ナイズされていくことには

かなりの抵抗感と、それにともなう危機意識が

芽生えていました。

また観光や景観行政を推進していく京都市も、

京町家の保存や歴史的景観保全修景地区指定に

よる良好なまちなみ景観形成に取り組んでおり、

この地区の景観を何とかして保存し、形成して

いきたいと考えていたのです。

２．祇園町南側地区協議会

祇園町南側地区には、京都の生活文化である

「かど掃き」を始めとする相互協力、相互扶助

などが日常生活の中に生き続けていました。そ

して、その上で自治活動を活性化させる目的で、

祇園町南側地区協議会が 1996（平成 8）年 8月

に設立されました。この時期に協議会が設立さ

れたのには訳があります。その一つが、1995

（平成 7）年に「京都市市街地景観整備条例」

が改正されたことです。この条例改正により、

市長が整備計画を立てることになり、その計画

には建築物等の位置、規模、形態、意匠および

修景を定めることとなっていたのです。つまり、

地区指定される時には、その地区がどんな町と

して残されていくのかが決まってしまう状況に

あったのです。そのため、地域住民の意向が反

映された計画とするために、組織的かつ積極的

に地域が発言する機会をもつ必要があると判断

して設立されました。

その後、本協議会では、1999（平成 11）年

に、京都市が「祇園町南歴史的景観保全修景地

区における歴史的景観保全修景計画」案を告示

したのにともない、さらに踏み込んだ「祇園町

南側地区景観協定」を協議会の総会で議決しま

した。

そして、2001（平成 13）年には同協議会が

母体となって、NPO 法人祇園町南側地区まちづ

くり協議会を設立。2002（平成 14）年 4 月に

は「祇園町南側地区にふさわしくない業種とし

て参入を規制している業種（2006 年 5 月に一

部改正 」を定め、2004（平成 16）年 12 月に）

は「祇園町南側地区町式目」を制定して、町内

の各人が取るべき行動の規範を定めることで、

まちなみ景観や祇園情緒を維持する取り組みを

いっそう進めることになりました。

京都市も、こうした地域の動きと連動して、

2002（平成 14）年 11 月に「祇園町南側地区地

区計画」を決定し、その後 2006（平成 18）年

3月に計画変更を行いました。

３．地元が主役

さて、このように、祇園町の風情を今後も残

していくためにさまざまな取り組みを進めてき

た祇園町南側地区ではありますが、祇園町南側

地区協議会の会長でもあり、ＮＰＯ法人祇園町

南側地区まちづくり協議会の理事長でもある杉

浦貴久造さんは、まちなみのグランドデザイン

を作るなど専門分野は、専門家に任せるべきだ

と考えておられました。ところが、京都市から

提案された花見小路通のデザインは、地域性を

十分に理解したものとはいえず、地元の方によ

れば「あのコンサルは数回、現地を訪れただけ

であり、祇園町がどんな町か分かっていない」

「花見小路通をどこかの地方都市にある○○銀

座と同じ通りにするつもりか」などと口にされ

るようなデザインであったようです。そのため
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に「自分たちの希望するデザインを自分たちで

作りたい」と強く考えるようになり、私たち

「アートテックまちなみ協議会」にお声が掛か

ることとなりました。それが 1999（平成 11）

年のことでした。

私たちは「地域のことを一番よく知っている

地域の人が、主体的に関わり、そして責任をも

って取り組んでこそ、まちづくりは成功する」

と考えていました。そのため、祇園町南側地区

協議会の皆さんと、過去の思い出から皆さんが

考える祇園の風情など、まちなみのヒントにな

るご意見を多数おうかがいし、膝を突き合わせ

て何度も意見交換を繰り返すなかで、地元の方

々のイメージに沿った地元案を作りだすことが

できました。さらに意識を高めてもらうために、

試験施工をして車道用石種の選定や歩車道の石

貼パターンを検討する機会を設け、地元合意を

図り、最終案を決めていただきました。

また、電線類の地中化によって、単独の街路

灯の設置が必要となります。ここ祇園町南側地

区では、4 月に「都をどり」が祇園甲部歌舞練

場で開催されます。その時期には、四条通りか

らの入口部分に桜色の大きな鳥居状の看板が上

がります。また花見小路通の両脇には「ぼんぼ

り行燈」や「提灯」が掛けられます。街路灯の

照明は、こうした昔からの明かりや造作物を邪

魔するのではなく、映える照明でなくてはなり

ません。そのため「ぼんぼり行燈」や「提灯」

が掛かっている時に、原寸モデル試験を現地で

行い、点灯試験も実施しました。

そのような試験施工などを行いつつ、2001

（平成 13）年 12 月に工事が完成し、翌年 1 月

の完成披露にこぎつけたのです。完成してから

というもの、この祇園町南側地区の花見小路通

は“祇園花見小路”として、観光雑誌などに多

く取り上げられ、もっとも京都らしい風情を残

している地域として評価を受けました。また、

大変多くの観光客が訪れるようになり、工事前

の十倍と言っていいほどの人たちで賑わうよう

になりました。工事中にクレームをつけていた

店主も、今となっては、大変、喜んでおられま

す。完成した祇園花見小路は、17 ページの写

真を参照してください。

４．コスト削減につながる市民参加

“まちづくり”は一日にしてなるものではな

く、またいったん完成したものでも、維持、発

展させる取り組みが必要となってきます。じつ

は、今までの行政や地域の発想は、まちづくり

に取り組むところまでだけであり、ましてや公

共工事によるまちづくりを実施した場合には、

完成するまでの協力についても、行政への支援

的発想であり、また維持管理するのも行政だと

の意識が大変、強かった現実があります。

ところが、この祇園町南側地区では、町式目

を設けて自ら縛りをかけながら、自らが主体的

に取り組み、行政はその支援者であるという発

想で取り組まれています。

そのため 「店舗や自宅の改修時に、道路を、

いじる際には、石の切断は認めず、同じ場所に

同じ石を復元させる 。また「観光バスが通る」

こともあり、石の下の地盤面の強度も通常より

高いものを設定しており、それの復旧を必ずさ

せることにする」など、電線類が地中化され、

石畳となった花見小路通に、日頃から愛着を持

ち、そして大事にする気持ちを生みだす努力を

することで、新設されたアスファルト舗装の道

路であっても、数年も経たない内に継ぎ接ぎに

なってしまうような状況をつくらない努力がさ

れているのです。

このことは、当然のことながら、道路の延命

化につながり、外観上も、再工事の要望が上が

りにくい状況を生みだすことになっています。

つまり、将来にわたって新規工事の必要性が少

ないわけで、結果、道路維持や改修コストが掛

からない道路建設になっていると言えます。
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５．この事業の意義

この事業は、通常の道路改修と本来的には何

も変わりがないものを、道路工事の主体者が行

政なのか、それとも住民なのかというところで、

住民の方々が自分たちであることを意識したと

ころに大きな意義があると考えています。その

結果として、道路改修に企画段階から携わるだ

けでなく、維持するためにどのように関わるの

か、またどのような負担を自分たちが続けてい

けるのかを考えることとなり、そしてそれを実

行しているのです。つまり、他人から与えられ

たものを使っているのではなく、自分たちで負

担して作り出したものを、自分たちで大事に使

う意識を生みだしているのです。だからこそ、

今までのような、行政に頼り放しの地域づくり

ではなく、住民も応分の負担をする、つまり行

政コストが軽減されるまちづくりが進むことに

なったのだと思っています。

地下鉄連絡エレベーター

案内タイルプレートの設置

この事業は、もともと KBS 京都ラジオの「ふ

らっと夢小路」キャンペーンの一つの企画とし

て、KBS 京都ラジオ、国際ソロプチミスト京都

－葵さん、そして私たちが連携して取り組んだ

ものでした。具体的には、障害者にも優しいま

ちづくりを実現するための一つとして、京都市

営地下鉄のエレベーター設置場所を、容易に特

定できるプレートを、歩道上に埋め込み、誰に

とっても地下鉄が使いやすくなるようにするた

めの取り組みでした。

１ 「ふらっと夢小路」とは．

KBS 京都主催のチャリティーキャンペーンと

して有名なものに「かたつむり大作戦」という

ものがありました。このキャンペーンは、交通

遺児に奨学金を贈呈して勇気を与えようという

趣旨で 1976 年にスタートし、2005 年の第 30

回記念大会を以て終了しましたが、30 年間で 3

億 6000 万円を上回る募金が集まるといった、

京都市民にも広く認知された事業でした。

そして、KBS 京都ラジオが 2001 年の開局 50

周年を機にスタートしたキャンペーンが、この

「ふらっと夢小路」なのです。これはバリアフ

リー社会の実現をめざしたもので、まちの中や

心の中のさまざまな障壁（バリア）をなくして

フラットにし、誰もがふらっと気軽に出かけら

れる夢のあるまち、みんなに思いやりのある

「夢小路」を作ることを目的に展開したキャン

ペーンです。KBS 京都ラジオでは、まち中に潜

むバリアの検証や、バリアフリーに関する問題

提起、そしてイベントを実施しながら、バリア

フリーという考え方を広く周知してもらえるよ

うに取り組まれていました。また、バリアを具

体的に減らす取り組みの資金を集めるために、

チャリティー基金も創設されました。このよう

に、年間事業としてはいくつも取り組まれてお

り、私たちと国際ソロプチミスト京都－葵さん

は、そのなかの具体的な取り組みである「地下

鉄連絡エレベーター案内タイルプレート設置」

に協力することになったのです。

２．タイルプレート設置の事業化の経緯

この事業は、キャンペーンと同時にスタート

しましたので、2001 年から実施することにな

りました。しかし、地下鉄連絡エレベーター案

内タイルプレート設置事業の先駆けとなる取り

組みは、もう少し遡ることになります。それは、

私たちの会員が「まちなかのバリアフリー化」

をめざした取り組みをしているなかで 「地下、

鉄連絡エレベーターの位置がわかりにくい」と

いう声が多いことに気付き、地下鉄連絡エレベ

ーターの案内図を作成して、地下鉄連絡階段の

入り口の壁に貼るという取り組みを、学生とと

もに行っていたのです。さらに、WEB と案内図
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を連動させて、インターネットで事前検索して

いただいた方には、エレベーターの設置位置が

わかるような取り組みも行っていました。しか

し、これが高齢者や障害者など弱者と言われる

利用者にとって、ベストやベターのものではな

いことはわかっていました。ボランティア活動

の一環としての市民活動では、お金が掛けられ

ないこともあり、お金の掛からない取り組みの

なかでの一歩として進めていたのです。そのよ

うな折に、KBS 京都ラジオのキャンペーンで、

それもバリアフリー社会の実現をめざす目的の

もとでの取り組みがなされることを、私たちが

知るとともに、KBS 側も私たちの取り組みを知

っていたため、高齢者や車いす利用者にとって、

より負担の少ない地下鉄利用を実現する手法を

考えることが「ふらっと夢小路」事業の一つと

して捉えられると判断され、事業化をめざした

調整が行われるようになりました。

この案内プレートは、形状、設置位置などに

配慮し、高齢者やハンディを持った人はもちろ

ん、すべての市民に愛され、しかもまちなみに

違和感なく溶け込めるものでなくてはなりませ

ん。こうした基本的な考え方に基づいたデザイ

ン検討をすすめることとなり、これまでの活動

実績から、私たちアートテックまちなみ協議会

が参画させていただくことになったのです。

また、このキャンペーンに協賛されていたの

が国際ソロプチミスト京都－葵さんであり、事

業費については、KBS 京都ラジオのチャリティ

ー基金と国際ソロプチミスト京都－葵さんの支

援金によって賄われることとなり、私たちを含

めた 3社の協力のもとで「ふらっと夢小路」キ

ャンペーンにおける地下鉄連絡エレベーター案

内タイルプレート設置が、5 年間進められるこ

ととなりました。

３．タイルプレートと設置場所

このように体制がつくられ、私たちが企画し

て皆さんで検討いただき、決定したのが緑地に

白抜きの矢印で方向を示すタイル、そして白地

に緑の文字や図でエレベーターを表記したタイ

ル、この 2枚を１セットとしたタイルプレート

でした（18 ページの写真参照 。サイズはいず）

れも 30cm 角で、地下鉄駅のある交差点の 4 隅

（歩道部分）に付けることで、どこの交差点に

立ってもエレベーターまでの誘導ができること

となりました。初年度は、企画や設計、道路管

理者である京都市建設局との協議、そしてタイ

ルプレートの作成などに多くの時間が割かれ、

記念すべき第 1回を迎えるのに約 1年を費やす

こととなりました。その第 1回目は KBS 京都に

もほど近い、地下鉄丸太町駅で実施。丸太町駅

周辺の交差点に 10 カ所、プレートを設置しま

した。その後、翌年に第 2回目を実施。地下鉄

「二条城前駅」周辺の交差点 11 カ所にプレー

トを設置しました。第 3回目は山科駅。ここで

は 12 カ所に設置しました。そして丸 5 年を迎

えようとする第 4 回では、四条駅で実施し、8

カ所にプレートを設置したのです。

このように、毎年 1カ所ずつ、順次、設置を

進めていきました。今では、市民にプレートの

存在が少しずつ浸透し 「地面にあるから、車、

いすの低い位置からも見落とすことがない」な

どといった好評を得ています。しかし、景気後

退という局面も原因であったのか、KBS 京都ラ

ジオの「ふらっと夢小路」キャンペーンは、

「かたつむり大作戦」のようには広がりを見せ

ることなく、当初の予定であった 5年で終了す

ることになってしまいました。

しかし、地下鉄連絡エレベーター案内タイル

プレートが認知される状況になったことから、

「ふらっと夢小路」キャンペーンは終了するも

のの、国際ソロプチミスト京都－葵さんの単独

事業として継続することになり、私たちも引き

続き、設計と施工監理に協力しています。その

後は、ひと駅のプレート設置個所を減少させな
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がら、京都市役所前駅、北山駅、烏丸御池駅と

続き、今年の 6 月には国際会館駅で設置し、合

計 8駅で、このタイルプレートによって地下鉄

接続エレベーターへの誘導がされています。

４．この事業の意義

この事業は、KBS 京都ラジオのキャンペーン

ではありましたが、個別の施設支援や、個人支

援とは違い、公共施設の利便性を高める取り組

みであったことが特筆されると思っています。

つまり、今までのキャンペーンというのは、行

政の手の届かないところに民間人の、いや市民

の発想により、支援することが目的とされてい

ました。しかし 「ふらっと夢小路」キャンペ、

ーンは、バリアフリー社会の実現が目的とされ

ていたことから、まずは身の回りに存在する障

害（バリア）がどこにあるのかを確認したとこ

ろ、地下鉄の全駅に設置されているはずのエレ

ベーターが十分に利用されていない現実と向き

合うことになったのです。

エレベーターに辿り着くのに、大変、遠回り

した経験を耳にした時に、そもそもエレベータ

ーがどこにあるのかわからないことに原因があ

ることもわかりました。通常は、ここで、行政

に対してエレベーターの設置場所をわかりやく

表示することを求めたり、新たなエレベーター

設置を求める運動となって終わるのですが、財

政の厳しい京都市に求めたところで、いずれも

実現性が低い現状と、利用者の立場で事業化が

見込めないことから、今までの発想では自治体

の担うべきものを、新たな枠組みのなかで企

業・市民団体・NPO で実現することになったの

です。

また、残念ながら企業協力が得られなくなっ

た後も、市民団体と NPO で事業が継続され、近

い将来、京都市のユニバーサルデザインと認識

される可能性をもっていることにも、大変、大

きな意義があると感じています。

最後に

以上、私が関わらせていただいた 2つの事業

を紹介させていただきました。これらはいずれ

も公共に該当するものであり、以前で言えば

「官 、つまり自治体が自らの責任のもとで企」

画し実行するだけの事業でしかありませんでし

た。しかし、これらの事例のように、地域性や

特異性を考慮し、市民ニーズに即した形で事業

実施を求められると、残念ながら十分に満足の

得られる事業に仕立て上げることができないの

が、今日の自治体です。その原因の一つには、

財政的な問題もあります。しかし、それ以上に

大きな要因と思われるのは、市民ニーズが多様

化し、公共として担う範囲がどんどん広がって

いるにも関わらず、前例主義にもとづく硬直的

な体質から、その変化についていけない自治体

の現状があると思われます。それだけに、公共

をすべて自治体が賄うというこれまでの発想を

捨てて、さまざまな担い手づくりを考え、その

担い手に公共を委ねていくことが必要だと思い

ます。そうすることにより、住民や生活者とし

て課題を抱えている市民が、知恵を持ち寄り、

責任の一端を担いつつ、実現に向けた取り組み

を行うようになるものと考えます。私はこの流

れで取り組まれている活動が、今、言われてい

る「新しい公共」の原点ではないかと考えます。

京都にはそうした自らが公共を担う意識が根

付いていますし、また小さくとも広がりつつあ

ります。そんな京都だからこそ 「新しい公、

共」を難しく捉える必要はなく、今一度、竈金

（かまどきん）の精神を持って自分の周りを見

つめ直し、必要と思われる事業を、自らの力で

取り組み始めていただきたいのです。そうする

ことによって、京都が「新しい公共」の実践地

となっていくものと確信しています。
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祇園町南側地区の道路石畳化と電線地中化

工事前の花見小路

花見小路石畳化竣工式

街路灯の点灯試験

工事完了後の花見小路
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地下鉄連絡エレベーター案内タイルプレート設置

タイルプレート 四条駅での竣工式

18

市役所前での竣工式


