
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北海道開発局は、平成 27 年 11 月 11 日、札幌第１合同庁舎内において「発明の時代へよ

うこそ！～21 世紀の新しいまちづくり～」と題したフォーラムを開催しました。 

このフォーラムは、１１月１１日の「公共建築の日」にあわせた記念イベントで、公共建築

のあり方等に対して一層の関心を持っていただくため、平成１５年度から開催しています。 

今年度は、「２００９年グッドデザイン大賞」や「第 14 回公共建築賞」等を受賞した「岩

見沢複合駅舎」の設計者であるワークヴィジョンズ代表の西村 浩氏をお招きし、持続可能な

まちの再生へチャレンジするためのヒントや、岩見沢複合駅舎をはじめ、これまで手がけたま

ちづくりの経験について、講演していただきました。 
 

～講演～ 
はじめに 

皆さん、こんにちは。紹介いただきました西村です。 

岩見沢の複合駅舎は、2005 年にコンペがあり、１

年間かけて設計をして、2009 年３月に完成しまし

た。私が岩見沢にかかわり相当時間が経ちましたが、

岩見沢の仲間達と今もつながっていることが、岩見沢

複合駅舎を通じて築いた一番の財産と思っています。 

今日はそういった内容を中心に話したいと思ってい

るのですが、タイトルは「発明の時代へようこそ！」

です。今は、経済的に成長した 20 世紀とは 180 度

変わって今は、急激に人口が減っていく時代に突入しています。そのような時代の価値観が変

わった中で、今までと違う発想でいろんな工夫をしなければならないのが「発明の時代」です。 

 

地方創生の原点は「お宝」の編集 

「地方創生」という言葉は、全国各地どこに行ってもこの言葉を

使いますが、かかわる人によってこれに対するイメージが全く違い

ます。 

商売している人はお金儲けをすること、景観担当者は景観を良く

することと思っており、それぞれ全部が間違っている訳ではありま

せんが、複合的に地域を良くするための戦略としてきちんと組み立
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てていかない限り、うまくいかないと思っ

ています。 

地域資源を使って、例えば良い景観や良

い建築ができましたなんて、一つの物事し

か解決できないアイデアというのは、これ

からは全く役に立たないのではないかと思

っています。 

 まず、地域資源を発掘、あるいは見直し

て、もう一度それを再編集していくという

ことが原点にあると思います。いろんな課題を解決しながら、地域の中でお金を循環させ、

結果的に地域らしい暮らしというのを立て直していくというのが「地方創生」の原点だろうと、

私は思います。 

大事なことは、「地域固有の資源を使って地域の課題を一気に解決する」ということです。

まず、地域固有の資源を使って自分たちの課題を解決できるようなアイデアやコンテンツを探

すことが大切で、これを行わずに国の補助金をもらい、ビルをつくっても全く役には立たない

訳です。 

もっと簡単に言うと、お宝の編集です。お宝を探して、それをうまく組み合わせて、地方の

地域再生戦略をきちんと立てることです。やらなければいけないことは、まち全体をどうして

いくかという戦略づくりと、それに必要なコンテンツを探すことと、最終的に必要なハードを

洗い出すことだと思います。 

建築が必要だったら建築をつくればいいし、公園が必要だったら公園を整備すればいい、道

路整備が必要だったら道路を整備すればいい。それをやみくもに、建築の専門家だからといっ

て建築をつくるということにしか帰結できないということが一番の問題で、まち全体の戦略の

中で必要な戦略をきちんとつくれるという人間になっていかなければいけないと思っていま

す。 

日本の人口推計では、右肩上がりの時代から減少時代に転じています。戦後から７０年代は、

圧倒的なスピードで建物をつくり、住宅地を拡大し、物をつくってきた時代で、その間いろん

な仕組みとそれを支える制度がつくられましたが、もうそういう時代ではありません。人口減

という状況にフィットする新しいやり方やものづくりの方法を、チャレンジしながら発明しな

ければいけない時代が来ています。 

 

空き家が空き地になるのは当たり前 

国内の空き家総数は、約８２０万戸、空

き家率は１３．５％です。不動産オーナー

さんで空きビルを持っている方は、古くな

っていくと建物を壊します。壊すと何が増

えるかというと、空き地が増えます。です

から、空き家になっている１３．５％以外

に空き地が別途存在します。 

この空き地は地方都市でどうなっていく

か。中心市街地では駐車場、郊外では太陽

光パネルになります。不動産オーナーの立

場で経済原理に基づけば当たり前のことですが、これが中心市街地で増殖し、さらに寂れた風

景になっていくというのが地方都市の現状です。 

行政も、民地はアンタッチャブルとするのは、そろそろやめた方がよいと思います。このよ

うな土地利用にならないような仕組みや税制誘導、組合的な方法の活用など、新しい方法を発

明していかない限り、地方都市を救うことは難しいと思っています。なぜなら、お金儲けをし

ようと思ったらこれが当たり前だからです。 
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コンパクトシティは実現可能か 

郊外まで広がった都市をもう一回コンパクトなとこ

ろに集まって住みながら、にぎわいを集約しつつ、イン

フラの維持などをコンパクトに持続的に成り立つよう

なまちにしていこうよというのがコンパクトシティの

考え方だと思います。 

僕はやらなければいけないと思います。都市全体に広

がったインフラをこれから維持していくのは、財政的にも無理だと思います。自主財源比率が

２０％位の地方都市が山のようにある中で持続的にそれを維持できるかというと、到底無理だ

と思います。 

問題は、コンパクトシティが「実現可能か」ということが問われているのです。やらなけれ

ばいけないが、無理ではないかとみんな思っているのです。やらなければいけない。そこに、

やる方法を発明していくということが問われていて、その方法は、20 世紀には前例がないで

す。 

だからこそ新しい方法を探そうというチャレンジをすべきというのが、これからの公共の役

割であり、公民連携でやるべき話だろうと思っています。だから今までやったことのない発明

の必要があります。 

人口減少対策について、国内のどこかが増えても、どこかが減っている状況が統計上見えて

いるため、「人口が減っても幸せな方法は何だろう」ということを探す方が、これからのまち

づくりにとって正解だと思います。 

 

今までにないチャレンジをする実験都市 

ところが、人口減少時代を生きた人が殆どいないのです。いろんな施策をつくったり、まち

づくりの戦略を考えた人もいない。これからの時代のまちづくりの方法でやることが絶対に成

功すると自信を持って言える人は一人もいません。僕もそうです。しかし、新しい方法を探さ

なければいけない時代。 

そこで必要なのは、実験です。今までにないチャレンジをして、実験をしながら、新しい、

見たことのない時代にフィットするやり方を探していくということをやらなければいけない

時代が来ています。 

国に対して既存制度の補助金をもらうのではなく、国のメニューにはないものを自分たちで

見出し、行政はそのような新しい取り組みに対して補助できる制度の変更や、補助金よりも銀

行が金融支援をしてくれるようなサポートをすることが、これからの時代のやり方だと思いま

す。 

こういうことを怖がってはいけないと思いますが、怖がっていない人種がいます。それは、

平成以降に生まれた若者たちです。彼らは人口減の時代しか経験していないのです。彼らは人

口減の時代を普通に捉えていますから、彼らがやっているビジネスのやり方などを僕らおっさ

んから見ると、びっくりするようなやり方をしています。そんなアイデアがあるということを

彼らは堂々と平気で行っているのです。彼らの意見を聞きながら、まちの未来を考えた方が、

これからは正解なのではないかと思っています。 

 

最高の「質」を用意し、人の「密度」が高まるところへハードを 

観光という視点で大事なことは、リピーターです。人口が３分の１に減るなら、３回来ても

らえばいいのです。今までは、たくさん人が来る「量」ということを目指していました。これ

からは、人口が３分の１になるなら、３回来てもらうリピーターをきちんとつくる戦略をとら

ないと、観光地は滅びると思います。 

大事なことは、量ではなく、最高の「質」なのです。旅館やコンベンションホールがたくさ

んあるとか、そういうのではなく、最高の質が用意されたところにリピーターは来るのです。 

最高の質がないところには二度と行かないという人はたくさんいます。昔は人口が増えてい
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たので、最高の質がなくてもよかったのです。１回来ても

らって２回目来なくても、他の人がいましたから全く平気

だったのです。特に海外からの観光客は、日本の地方都市

らしい体験をしたくて日本に来ているわけです。東京と同

じようなことを用意しても、二度とその地方都市には来ま

せん。最高の質を用意することが大切です。 

このため、最高の質が用意されたところに自然に人が集

まり密度が高まります。そこに必要なものをつくればいいだけの話です。ハードは結果です。

質がないところにハードをつくっても人は来ません。質を用意して、最高の人やコンテンツを

用意して、そこにおもしろい人たちや、そこを楽しみたい人が集まってくるところに、最終的

にハードを用意してください。 

ただし、ハードは新築とは限りません。必要だったら新築をつくればいい。事業計画が成り

立つのだったら新築でやればいいと思います。そうでなければ、これだけ余っている既存のス

トックをコンバージョン（用途転換）、リノベーション（機能等の再生改修）しながらハード

を使っていくという時代がそろそろ考えられてもいいのではないかと思っています。 

 

コンテンツと仕組み、そして人づくりの時代 

そこで先に考えるべきことは、コンテンツと仕組みを考えることです。そして、人づくりを

考えることです。我々建築家も、いつまでも設計図を書いて、ものができて、「さようなら」

と言っている場合ではありません。日本の中では、我々もコンテンツを考え、人づくりをし、

さらにお金を稼ぎながら持続的に行っていける仕組みを一緒に考えながら、必要なハードを用

意してあげるということを建築家の職能としてやらなければいけないと思います。 

さらに申し上げたいことは、100 億円のプロジェク

トを一つ行うということではなく、同じ 100 億円な

らば、100 万円のプロジェクトを１万回行うという時

代が来ているということです。100 万円位の投資だっ

たら、少し失敗することもありますが、新しい実験の

要素だったら、必ずそこに成功するモデルがあるはず

です。その成功するお話を１万回積み上げて、新しい

地方都市の再生、マネジメントの仕方を発見していく

ことが、これからの 100 億円の使い方だと思います。 

これによって地方の個性を磨きながら、新しい地方ならではの地方創生のやり方を発見しつ

つ進めていくのですが、１万回のプロジェクトを行うことで、多くの市民の方々がまち再生の

プロジェクト、実験的な要素を体験しながら、みんなで共有し、このまちの良さや、新しいま

ちづくりを一緒に共有しつつ発明する時代です。１万個あれば、たくさんの市民の人がかかわ

れます。お金の使い方さえ20世紀と21世紀は大きく変わってきているのだろうと思います。 

 

まちづくりを次の世代へつなぐため、子供達を街なか居住へ 

行政は、街なか居住を宣言しながら、子育て世代のお母さんは「街なかは危なくて暮らせな

い」と言います。高齢者は街なかに住むかもしれませんが、高齢者だけですとまちづくりが途

絶えます。 

子供の頃、僕は、商店街で遊び、おもちゃを買ってもらった記憶、悪さもした記憶もありま

す。いろんな経験をした記憶があるからこそ、僕はこのまちを何とかしようと思って頑張って

います。今の子供達は街なかにいなく、住んでもいないのです。まちづくりは次の世代へとバ

トンタッチしながらつないでいくものですから、学校を街なかにきちんと残し、子供達が今か

らまちづくりにかかわることを考えないと、「街なかは危なくて暮らせない」と言われ続け、

まちは滅びます。 
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地方都市中心部では、５０％以上の空間を車が占拠 

また、問題は車です。地方都市で一人当たりの自動

車保有台数は子供含めて平均０．８台、佐賀では１．

２３台持っています。一台当たりの駐車場必要面積は、

１台当たり８畳は要ります。大体車は目的地と目的地

がありますから、両方合わせると１６畳を一台で占め

る訳です。そうすると地方都市中心部の駐車場面積割

合は必然的に２０％から３０％になっていきます。駐

車場にしたらニーズがあり儲かるからです。 

さらに公園の面積割合は、約３％しかなく、道路の面積割合は約２５％を占めています。と

いうことは、地方都市の中心市街地の５０％以上の空間を車が占拠している訳です。この状態

をほったらかしにしておいて、地方創生や街なか居住を掲げてはいけません。逆に言うとこの

空間をうまくマネジメントすれば地方都市再生の武器になるのです。これを一緒に扱いなが

ら、小さなリノベーションや、若い人のビジネスの支援などをあわせて行えば、まちづくりは

成功すると思います。 

道路で車が渋滞していて、この車の中には一人ずつ乗っている。この乗っている人だけを集

めると一台の路面電車に乗ることができる。これが公共交通です。公共交通をうまくみんなが

活用すれば、道路空間の使い方が広がります。歩道空間が広がって歩行者優先の空間になれば、

子育て世代や子供達が遊びに来るようになる。子供達が来るようになれば、沿道の建物やまち

の価値も変わります。 

だから道路・駐車場・公共交通は一緒に考えるべきです。これにより、セットで沿道の建物

や土地利用が考えられるようになるのです。道路、公園も不動産であり、公共も不動産オーナ

ーなのです。いかに不動産という意識を持って、そこで維持管理費を稼ぎつつ、どのように住

民のためになる使い方をするかをよく考える必要があると思います。 

 

岩見沢複合駅舎の整備から始まった「まちづくり」 

岩見沢複合駅舎のプロジェクトは、総事業費 25 億円です。100 億円のプロジェクトには

届きませんが、岩見沢の 10 万人を切る人口規模の中で 25 億円といったら相当なお金です。 

2005 年にコンペがありましたが、2004 年 12 月、コンペに挑むため、事前に現地を見に

行きました。僕は九州の人間で、東京で事務所をやっていますが、正直言って岩見沢がどこに

あるかさえ知らなかった。雪が多いところだということも余り知らなくて、まあ雪が多くてび

っくりしたのと、もう一つは、街なかを人が全然歩いていないことにびっくりしました。 

こういった状況の中で、25 億円かけて駅をつくった後、駅からまちづくりにどうやってバ

トンタッチできるか。まちづくりに歩む人たちをどれだけ育てられるかということがこの駅づ

くりの中でとても大事だろうと思いました。立派な駅舎だけつくっても何の役にも立たないと

思いました。駅をつくることで何か副産物が生まれることのほうが、よほどの価値だと思いな

がら駅の設計に臨んだのです。 

コンペの時のタイトルは、「まち再生－駅からまちづくりへ－」でした。駅舎の整備から、

その後のまちづくりに展開する。公共建築は、100 年、200 年残る建物であり、その間まち

を支える建築であり得るのかというところが問われています。それが公共建築の価値です。 

３代目の駅舎は、残念ながら２０００年１２月に

火事で燃えてしまいましたが、七十数年間岩見沢駅

としてあった建物ですので、市民のいろんな記憶、

思い出が詰まっているのです。いかに公共の財産を

長持ちさせて使っていくかということはとても大事

なことで、逆に新しくつくるのだったら、いかに市

民がかかわって、思い出を詰め込んでいただけるよ

うな使われ方をするコンテンツを用意するかという
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ことが求められています。お金を掛けて立派な建物をつく

ることではないのです。 

北海道はレンガの建物が多いイメージがしますが、実際

にはそうではないのです。雪の世界の中でレンガというの

がものすごく印象に残るから、レンガの建物が印象的なま

ちに映るのです。レンガという素材がとても雪とマッチン

グしていて、冷たい雪の中に何となく温かい風景を見せて

くれるというのが北海道のレンガという素材の特徴だろ

うと思います。このため、駅舎でもレンガを使って、温か

い雰囲気を出そうというコンセプトです。 

もう一つ、北海道は寒さ対策のため、窓を小さくするという傾向にありますが、わざわざ大

きいカーテンウォールを使った理由というのは、北海道は寒いところですから、街なかに人が

あまり歩いてなく、建物の中には人がいます。この駅舎は一工夫をして、中にいる人の姿がい

つも見える駅舎にしようというのが一番のコンセプトです。決して人口が増えている訳ではあ

りませんが、人がいて、動いている姿が見えると、何となく賑わっている感じがするのです。 

感じがするということが、まちづくりにとってはとても大事で、感じがすることから次のま

ちづくりに踏み出せるきっかけになるのではないかと思っています。 

岩見沢市は鉄道のまちですから、何とか線路側の風景が見える駅舎にしたかったので、駅舎

のうち、岩見沢市の施設部分の線路側に回廊をつくりました。ここで出迎えや見送りしたりす

る風景が見られるようになりました。 

また、線路の上空を渡る自由通路も、線路の風景が目の

前で見える空間が生まれました。とにかく線路を見せる。

鉄道のまちとしてのブランディングをするために、徹底的

に鉄路の開けた空間にしたいということで、交渉に交渉を

重ねて、やっとできたのがこの自由通路です。ある意味、

駅舎より大変でした。 

 

鉄道のまちの地域資源である「古レール」をサッシへ活用 

古レールを使ったサッシは簡単に見えますけれども、とても大変でした。サッシは精度と気

密性が一番要求される部位なのですが、この古レールは、余りにも錆びているのです。列車が

走っていた内側の方だけが削れていて、しかも曲がっているのです。こんな精度のないものを

サッシに使うのは最初やめようかと思いました。 

ただ、鉄道の歴史を伝えようというまちにとって、ぼろぼろになりつつも、歴史、時間がし

み込んでいる感じ。これをやはり使えないかなと思い、ゼネコンさんに頼み、サッシ屋さん、

鉄工場さんも巻き込んで、実験をしながらつくり上げたのが古レールのサッシなのです。とて

も大変でした。 

この古レールを使うための検討作業の中で、レールに製造年や製造社を表す刻印があるとい

うことに気付いたのです。ゼネコンさんに無理を言って、一つひとつ、歩行者が目に付きやす

いように歩く場所に近いところの刻印を白く塗って、さらに記録するよう、お願いしました。

刻印を記録しながら白く塗っていただいたのが岩見沢のカーテンウォールの姿なのです。 

岩見沢駅に行って、一つひとつ、近くで見てください。そして、無料配布している「古レー

ルガイド」というものをもらってください。駅舎のサッシ部分にどういう刻印があって、どう

いう歴史を背景に、どのようなところでつくられたという歴史を語るパンフレットです。サッ

シ屋さんが一個一個記録してくれたからできているのです。 

こういうことを情報発信すると、鉄道ファンの中でもレールが好きな方々がホームページ等

で情報発信し、岩見沢市に訪れるという観光の効果もあるのです。 

地元ならではの地域固有の資源が意外なところで役に立つことがあるので、いろいろなこと

に使っていただければよいと思います。 
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公共施設で稼ぐ「岩見沢レンガプロジェクト」 

もう一つ紹介します。岩見沢駅に行かれると分かりますが、駅

壁面のレンガが刻印で埋まっています。全長は 137 メートル。

これは、岩見沢レンガプロジェクト「らぶりっく！！いわみざわ」

というプロジェクトを、設計している時から市民の人と計画を立

てて行ってきたものです。世界中に情報を発信して、1,500 円

を払っていただくと出身地と名前を刻んだレンガで壁をつくる

というプロジェクトです。結果的に 4,777 個集まりました。

137 メートル全て埋まっています。 

仮に 5,000 個としたときに、一つ 1,500 円で 750 万円が集

まって、それを刻印レンガに全部使ったかというと、そうではあ

りません。きちんとお金のストックが残っていて、それをこれの

維持管理に使っていたり、次のまちづくりのための原資として使

っていたりということを行っています。 

簡単に言うと、公共施設で金を稼いだのです。そういうことを

これからは行う時代です。公共施設でお金を稼ぐかわりに、公共

の運営や維持管理、またはまちづくりのために再投資するという

流れをつくっていくべきだと思います。 

公共施設、公共建築も、どんどん市民の人たちにお金を稼いでいただいて、市民の人たちで

維持できる、管理できる状況にシフトしていくべきだと僕は思います。そういうモデルになる

かもしれない事例だと思います。 

レンガの刻印も、地元の石屋さん４社に分配して、ボランティアではなく、きちんとお金を

払って行っています。仕事につなげているのです。レンガプロジェクトへの参加は全国各地か

ら集まりました。海外からも集まって、4,777 個集まった訳です。是非行って見てください。 

この駅は、いろんな賞を頂きました。公共建築賞も昨年頂きました。いろんな賞を頂いたの

は、市民の人たちが頑張ったからです。駅舎のデザインだけでは勝てないです。間違いなく市

民のおかげです。 

 

おわりに 

岩見沢複合駅舎を通じてできた仲間達は、今でもまちづくりの仲間を増やしながら、「いわ

みざわ駅まる。」というチームをつくってプロジェクトを行っています。2015 年 10 月の

10 日、11 日に駅舎で「鉄道エキスポ」というイベントを開催し、鉄道をブランディングし

ようということを行っていました。こういう取り組みを未だに行ってくれていて、僕らも呼ん

でくれているということが、僕は、すばらしい財産だと思っています。 

僕の岩見沢で 25 億円かけた財産は、知り合いでもなかった人が結果的にみんな知り合いに

なって、未だにまちづくりに取り組みながら仲間を増やしているということです。やっていく

中で、いろんな難しい問題もあります。でも、未だに止めずに続けていてくれるということで

す。これこそが建築の結果的な財産であり、これがあるから、建物が竣工した後もずっと持続

的に使っていただけるし、できた時の価値をきちんと伝えてくれるということが起こり得る訳

です。 

建築はハードをつくるのですけれども、大事なのは人です。人がいれば、何があろうとうま

くいきます。そして、よいチームをつくることです。市民や行政だったり、ＪＲさんだったり、

あるいはいろんな専門家だったりがいいチームになって、きちんと大きなまちづくりの目標を

持ってやることだと思います。そして、持続的な街再生につなげていくというのがとても大事

かなと思っていて、「ひとつの建物から街は変われる！」、一つの建築からまちを変えるぐらい

の勢いで取り組んでいただきたいと思っています。 
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