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会議録  

 

件名 第 5 回 軽井沢未来構想会議 

日時 平成 25年 10月 9日（水） 13:30～15:30 

場所 軽井沢タリアセン 睡鳩荘 

 

事務局（udc）: 

それでは時間になりましので、軽井沢未来構想会議を開催させて頂きます。議事次第には「第 4回」

と記載しておりますが、前回の現地視察の際に浅野先生のプレゼンを頂きましたので、実質的には今日

は「第 5回」となります。宜しくお願い致します。皆様、お忙しい中、ご出席を賜りまして誠に有難う

ございました。本日は浅野先生と進士先生、横島参与がご都合によりご欠席です。また安島先生は 30

分程遅れてご出席する事になっておりますが、先に初めさせて頂きたいと思います。 

資料は、議事次第、委員名簿、配席表、後程、事務局から説明をさせて頂きますが資料-1 議事要旨、

森山先生、黒須先生のプレゼン資料、資料-4スケジュール表となっています。最後に町長から頂いた資

料が 2種類配布させて頂いております。こちらにつきましては、後程、町長から内容について触れて頂

けるのではないかと思っております。 

それでは毎回でございますが、これ以降、中村委員長に進行をお願いしたいと思います。宜しくお願

い致します。 

 

中村委員長:挨拶 

皆様、有難うございました。本日は、また台風の影響を受けるかと思いましたが、幸い免れる事が出

来ました。前回は 2 日かけて現地を詳しく見せて頂き、1 日目には浅野先生のお話も拝聴させて頂きま

した。交通にしても土地利用にしても、今までの様に縦割りや機能的に純化するのではなく、なるべく

融合させシェアしていこうという思想のお話を伺いました。非常に応用範囲が広い思想だと思います。 

本日は、デザインやアート等、人間の感性に基づいたクリエイションについてのお話を森山先生に、

間の身体の新しいあり方、健康の問題についてのお話を黒須先生からお聴きしたいと思います。お二人

の先生の話を楽しみにしておりました。これまでの先生方のご意見を聴いてイメージが固まっているな

かで、今日のお二方のお話を聴いて、全体のストーリーを完結させていきたいと思っています。 

本日の会場である朝吹さんの別荘は、移設する前に見せて頂いた事があります。先程、森山先生とお

話していたのですが、テキスタイルまでオリジナルが保たれています。また、机も長年使用した手擦れ

の感覚まで残っており、この様な空間を身近に感じる事ができるのは楽しいことです。今日はこの会場

に来ることを楽しみにしておりました。良い場所を用意して頂いて有難うございました。あらためて町

長さんにお礼申し上げます。 

それでは早速ですが、前回の復習を 10分程行って、それから本題に入ろうかと思っています。宜しく

お願い致します。 
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事務局（udc／アトリエ T-plus）:前回会議の要旨 

それでは事務局の方から前回会議の議論のポイントについて簡単にご説明させて頂きます。資料 1に

なります。8月 19日に開催された第 3回目の会議では、安島先生から「アジアのヒルステーション」「軽

井沢の持続的発展に関する理論的考察」についてご発表頂きました。細かな概要につきましては資料を

ご覧ください。時間の関係もございますので、4 頁目に整理した 3 回会議のポイントのみご説明させて

頂きます。安島先生から、軽井沢の価値を失わず、新たな価値を蓄積する新たな形の「創造都市」のキ

ーワードを頂きました。交流、広い意味でのコミュニティの重要性についてお話頂きました。パブリッ

クコメントにつきましては、事務局で一旦整理した資料を提示させて頂きました。次回にはパブリック

コメントを頂いた皆様から意見を聴く機会を設けさせて頂きたいと考えております。 

9月 18日には、現地視察終了後に浅野先生から「都市づくりとシェアする視点」について、ご発表を

頂いきました。環境と開発、土地利用、都市空間の様々な面でショアする兆しが表れてきている事、軽

井沢の未来を拓くためにシェアの兆しを取り入れていく事が大事になるというお話し頂き、その中でも

自然と景観をシェアする地域の再構築、町民と別荘民が織りなす新たな連携、地域と空間価値を共有す

る都市づくりという事で浅野先生からも「新たな都市創造」というキーワードを頂きました。 

意見交換の中では、コモンズ、シェアドというキーワードが出てきました。今後、軽井沢の中でも活

用していくきっかけを作る事が重要であるとの意見を頂きました。 

また、現地を視察する中で、黒須先生の方から「自然に身体を動かしたくなる空間づくり」重要にな

るというご意見を頂きました。本日のご発表で詳しいお話しが聞ける事を楽しみにしている所でござい

ます。 

最後に町長の方から「多世代同居の勧め」として、進みつつある高齢化に対して、在宅ケア等、家族

で支え合っていく事の必要性についてご提案を頂きました。こちらに関しても、町長から参考資料をい

ただいております。後程、詳しいお話を頂ければと思っています。 

簡単ではございますが、第 3 回目、4 回目の会議ポイントをご説明させて頂きました。後程、資料を

ご覧頂き、誤字脱字等を含めて、内容についてご意見がございましたらご連絡頂ければと思います。宜

しくお願いします。 

中村委員長： 

有難うございました。安島先生が遅れておりますが、本題に入らせて頂きたいと思います。事務局が

用意した次第の順番に従って、森山先生、黒須先生の順でお願いしたいと思います。それぞれご説明 20

分、意見交換を 20分の形となります。 

それでは、森山先生からのレジメ「資料 2」を見ながら、お話しをお伺いしたいと思います。よろし

くお願い致します。 

 

森山委員：プレゼンテーション 

前回会議、現地視察を所用で欠席しましたので、皆様の

議論がどの様な方向にまとまっているのか分かっておりま

せん。本日のレジメは初回の時にメモがわりに書いたもの

をまとめたものです。的外れな事も書いているのではない

かと思いますが、ご了承下さい。代わりに、私が最近関わ

っている展覧会の招待券をお渡ししたいと思います。 
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私は都市情報学科の美術大学におりますが、もともとはデザインジャーナリストであり学者ではあり

ません。「日経デザイン」という雑誌の編集に携わっておりました。その前は、現在割と脚光を浴びてい

ますが、最も地味な役所だった頃に、「知的財産権、工業所有権に関する審査業務に携わっておりました。

ですので、デザインの話をして、少しでも役に立てればと思っています。日経 BP 社では、デザインに

おついて書く事は当然であるが、デザインのためになる記事なら何でも掲載して良いというスタンスで

した。私は軽井沢についてあまりにも知識がないので、その他の事をメモ代わりに作成させて頂きまし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この「1）未来構想にとっての日本と地域のデザイン」は、最近、私が関わってきた 2つの事に沿って

記載しております。 

一つは、今年 9月「日本・地域・デザイン史」という書籍を芸術工学会が発刊しました。私自身が執

筆しているわけではございませんが、編集委員会のメンバーとして企画に携わりました。それと同様に

「カラー版日本デザイン史」を監修しました。驚くべきことに、この間の 2002 年～2013 年までに「日

本デザイン史」というタイトルの本は 1冊たりとも発刊されていませんでした。「日本美術史」は、1900

年、パリ万博のために作成されたものです。日本は、物は出すが、それがどの様な歴史的文脈の中で価

値づけられている物なのか分からないと、そのもの一つ一つは正しい価値を持たないという事で、岡倉

天心が企画をし、作成されました。最終的には岡倉天心は関与しなかったのですが、それが 1900年の事

になります。これから 100 年も経過しているのですが、未だに日本のデザイン史がなかったので、ハン

ディで絵本の様なものですが、発刊しました。 

その後、近代日本デザイン史については、重要な事を記載した書籍は出ているのですが、通史と呼べ

るものは実はありません。それは、デザインの触発感情を促すために通産省が出したもの等、様々なも

のがあります。同様に「地域のデザイン」を掘り起こす事についての書籍も実はありません。ですので、

学会にて少し手がけてみる事になり「日本・地域・デザイン史」を発刊しました。Ⅰでは旭川、山形、

静岡、浜松、金沢、神戸になります。西日本があまりないのですが、視察に行きました。日本は資源が

少ない国のため、デザインは、明治以来からの産業のための技術振興が深く関係しており、ストックと

して残すものではないという通念があったのではないかと思います。 
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もう一つの資料「日本のデザインアイデンティティー」は、その事と深く関係するのですが、先進国

や東アジアの韓国等を含めて、デザイン界からはデザインミュージアムが待望されています。1951年の

イギリスロンドン万博に関係してできたビクトリアアルバートミュージアムを模範にして、1912年頃か

ら答申が行われていたのですが、日本デザイン史が無い事と理由を全く同じにして、デザインミュージ

アムについても、ついに今日までない状況です。昨年、文化勲章を受章した三宅一生さんと文化庁長官

になられた青柳正則さんの二人で、「国立デザイン美術館」設立を呼び掛ける会を立ち上げました。それ

に近い意図で 10月 25日から東京ミッドタウンの 21_21design sightにて「日本のデザインミュージアム

実現に向けて」という展覧会を開催します。チケットが必要な方はお取り下さい。「21_21design sight」

は人気がある施設です。7年間の 23回の展覧会を再構築して「デザインミュージアムに向けて」何が見

えるか、という試みになります。その中で日本デザインアイデンティティーという 3ｍ程のパネルを作

成しました。これは私が手がけました。日本のデザインはどの様に自己規定されてきたか、軽井沢に無
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理矢理関連づければ、この 50 のキーワードの中から、1972 年のローマクラブの成長の限界以降の主な

ものを 7つ挙げております。語られてきたキーワードが、軽井沢にヒットするものがあるのかどうか、

参考にチェックリストとして眺めて頂ければと思います。また、私はデザインジャーナリズム新聞を出

しております。そこでもデザインミュージアム特集について掲載しております。現在 2045年問題が話題

になっておりますが、もともとは 1972年の成長の限界があり、コンピューターシュミレーションによっ

て世界の将来を描く事が行われておりました。このキーワードの流れを見てみますと、日本のデザイン

が海外に文化として進出するのが、1972年以降になります。「1）包む・日本の伝統パッケージ展」が 1978

年からで「7）WA：現代日本のデザインと調和の精神」が 2008 年からになります。一昨年、東京展と

して武蔵野美術大学で開催しました。 

最後はキュート、心配り等を挙げております。青字で記載している言葉は主なもので、黒字は他とだ

ぶっている言葉になり、パネルでは青字のみを拡大して記載しております。これはデザイナーも関与し

ていますが、必ずしもデザイナーが考えたものではありません。私が調べた限りでは、日本のデザイン

を定義づけたの人は、建築家の磯崎新さん、グラフィックデザイナーの田中一光さんが日本デザインの

海外展に最も深く、繰り返し関与していました。このお二人が海外に向けて日本のデザインを定義づけ

た筆頭であろうと思っています。 

注目すべきは、海外で最も開催されてリピート率、開催頻度が多く、入場者数の塗り替えに貢献して

いるのは、意外にも「包む日本伝統パッケージ」です。1975年以降 26ヶ国、99回、開催美術館の入場

者数を塗り替えています。1979年から国際交流基金が長らくサポートしているのですが、企画者の岡秀

行さんの評伝を書いた事がありますのではっきり分かっているのですが、国際交流基金での文句なしの

ベストセラー企画は「包む日本伝統パッケージ」だと断言しておりました。その事は、文化、芸術、造

形のあらゆる交流基金に関わる人、今となっては誰も記憶にしておらず、再認識さえされていない状況

です。岡秀行さんは 1995年まで生きていらしておりましたが、お会いした事はないのですが、素晴らし

い方だったと思います。アメリカ展は、建築家・インダストリアルデザイナーとして有名なジョージネ

ルソンが展覧会に先だって「一つの時代の記念碑」書籍の序文を書いています。彼が言うには、成長の

限界はありましたが、巨大文明の中で息詰まるアメリカ人だからこそ、日本の藁、竹、布で包んだ伝統

パッケージに惹かれると、それは現実を変える具体的な大きな力、ビジネスの処方箋と考えるべきでは

ないが、日本人でなければ、誰がこの様なパッケージを扱う事があろうか、恐らくこれらの包みを作っ

ている人達は神と同じ心構えで作ったのであろうと、いう様な言い方をされていました。その 1975年は、

時代の変わり目になったのであろうと思います。 

その他、3）マツダ・カルチャーブック・シリーズはイレギュラーですが、3）と 4）はコンセプトが

極めて似ているので入れております。巡回もございましたがパリ、ロンドン、バンコク、フィラデルフ

ィア等、7）はパリ発になりますが、様々な国で開催されています。 

調べながら思ったのですが、海外での展覧会は 1980 年前後に集中しており、オイルショックを乗り切

った日本に関心があったのだと思います。バブル経済崩壊後、自発的に誘われるまで 15年程の空白がご

ざいます。デザインはストックと言いつつも、産業文化、生活と密接に関わっていますので、その空白

も改めて再認識する事ができました。 

それが未来構想にとっての日本と地域デザイン文化に参考になればと思っていますが、この「日本・

地域・デザイン史」は地域毎に様々な文化的デザイン的資産を掘り起こしており、どの地域も一様に語

る事はできません。例えば、金沢であれば江戸時代の職人百姓を抜きにして現代のデザインを語る事は
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できませんし、神戸であれば開港した明治以降の事は欠かせませんし、静岡、浜松は本田宗一郎さんの

影響が大きく反映しているかと思います。この様に地域によって事情は違います。短期的に将来像を出

そうという事は簡単な事ではなく、地域にとっては難しいと思います。また、オリンピックの影響であ

まりにも「もてなし」流行ですが、いらっしゃる方をもてなすという事ではなく、地域の生活や文化自

体が「おもてなし」になる様な事が大事になると思います。 

なお、創造都市の話が前回出た様ですが、1990年以降、デザインやアートのみならず、サイエンス等

も含めて「クリエイティブシティ」の理論は世界中でおこっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「2）高原文化形成の地に対して」は、中村先生からデザインのイベントについてのお話をという事で

したので、入れています。アスペンの国際デザイン会議は長く続いており、デザイン界で会議と言えば、

この会議が一番印象に残っています。私も日本で数度開催された時には関与していました。 

現在最も話題になっている芸術関係では、2000年の新潟十日町の妻有を先例として、地域型の芸術祭

が開催されています。参照に挙げておりますが、つい先日、日経新聞の文化欄に出ていたものであり、

現在開催中の芸術祭の一覧になります。現在開催中のものだけでも、数多く存在します。内容は各地域

によってバラエティに富んでいますが、考え得る事については手を付けている状況です。大きくは二つ

のタイプがあり、一つは地域型、極端に言えば、過疎地での開催、もう一つはアーチと言った大都市型

のものになります。もともとの始まりであった新潟妻有での特徴は、万博の様なミニ博覧会ではなく、

作品が一部残って地域に根付いる事と、海外の有名アーティストを呼ぶだけでなく、その土地の廃校に

なった小学校を活用する等、サイトスペースティックな趣向があって、かつ、イベント自身にアートや

デザインに関係ない地元の人達が、布を織ったり、旗を作成したりと参加した事だと思います。結果と

して、前回にもお話しましたが、アートなのか自然物なのか、役目が終わった廃墟なのか、今建てたの

かが混然一体となって分からない状況となり、ここにある価値は何なのかと、訪れた人達だけでなく、

地元の人達も不思議な思いにとらわれるという事となり、この芸術祭の最大の功績となったのではない

かと思っています。 
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「3）宣教師居住をはじめとする国際性に対して」については、良く分かっていないのですが、宣教師

の居住が軽井沢に非常に大きいという話から、宣教師がずっと住んでいた文化に対して、宗教に代わり

得るものは何があるのかを考えました。やはり教育や医療の様なものではないかと思ったりしています。

地元での評判は分かりませんが、日経 BP 社の日経ビジネスオンライン主催の「Change Makers of the 

Year2013」にて小林りんの「スクール・オブ・アジア」が受賞し、話題になっています。テレビ番組で

もサマースクールの様子は放映されています。宗教に代わる国際性とは何かの一つとして考えられるの

ではないかいう感じがしています。内容は良く分かりませんが、何か参考になればと思い記載しました。 

 

 

 

 

 

 

「4）サナトリウムをはじめとする病者の住処に対して」は、サナトリウムの歴史を活かして高度医療

または最適医療にとってのモデル地域になる道はないものか、という気がしています。1980年代、井上

ひさしさん「吉里吉里人」の近未来ビジョンは、圧倒的に医療でした。タックスヘイブン、吉里吉里語、

国語、自衛軍等があります。 

井上靖さんの生前最後の本が「ボローニャ紀行」ですが、歴史ある町で新しく人々が生きていくには

どうしたら良いのか、世界最古の大学都市についての話になります。「吉里吉里人」に引き続いて井上さ

んの思想を表した本だと思います。とても読みやすい本です。 

これは、参考にはならないと思いますが、ピッツバーグという鉄の町が、デトロイトより先に医療の

町として画策しており、5 万人の雇用を創出したアメリカ有数の研究治療都市になります。ピッツバー

グにとって医療関係の収入等は恐るべき数字になっているそうです。その中に子ども病院があるのです

が、とてもカラフルな色使いで見ただけでも元気がでそうな感じになっており、美術の教科書で紹介さ

れたり、竹中工務店「アプローチ」という機関誌に取り上げられたりしています。 

 

 

 

 

 

「5）「産出」するイメージの希薄さに対して」は、軽井沢には別荘地としてのサービス産業はあるの

でしょうが、「産出」というイメージがほとんどありません。ものづくりでなくても構わないのですが、

人が何か生産、産出する事を、地域住民が誇りに出来る様な事を町の基盤の一角に加える事の方が町と
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して健康になるのではないかと思います。この業界では、オランダのワーゲニンゲン「フードバレー」

の様な農業の研究や産出等、第 6次産業の発展が話題になっています。この様に軽井沢という極めて高

いブランドが何か産出する方策はないものかと思っています。 

創造都市はアートやデザインの事とは限らないので、このタイプがまさに世界的にクリエイティブシ

ティの一角を担うものになるのではないかと思います。 

 

 

 

 

 

 

それらと関係するのですが、「農産地修景」をどこかで実現して欲しいという想いがあります。最初に

訪れた際に雨宮さんの「住宅地付き農地」を分譲したあとを見せて頂きました。5）の産出というテーマ

に農村修景を重ねる事ができれば嬉しいなと思っています。実現したかどうかは不明ですが、以前、小

布施に取材した際に、道路計画と一緒に農産地修景というものを計画した事があると聞きました。また、

東京では 2020年までに電柱を地中化する方針がでています。私の個人的な意見では、大都市は寄せ集め

なので、ある程度の猥雑な景観は仕方ないと思っています。しかし海外を訪れて痛切に感じる事は、日

本の農産地の景観があまりにも豊かさを欠いており、デザイン的な乱脈が目立っているという事です。

軽井沢で農産地修景が実現できれば、日本のモデルとなり得るのではないかと思います。 

 

 

 

 

 

 

これは何度も出ている様ですが、「7）アウトレット以上のシンボリックな集客装置の不足に対して」

テンポラリーではなく、ある程度継続的でイメージの核となる軽井沢らしい出来事が必要ではないかと

思っています。静岡で 20年続く「ワールド大道芸フェスティバル」があります。これは私の友人が仕掛

けているのですが、ポピュラリティとアーティスティックを両立すべく世界的レベルの大道芸が集まっ

ています。世界のトップアーティストからの申し込みがあり、振るい落している状況だと聞きました。 

私のイメージでは、軽井沢は極めて文学に対して神話性が高いと思います。出来事に関しては、アー

トで行う事もできますが、「歴史ある文学系」で何か出来ないかと思っています。日本中の文学館が集客

等で苦境に陥っており閉館に追いやられている状況です。東京では最近、国際文学フェスティバルを開

催しておりました。元締めになれとは言っておりませんが、各地の文学に関する事を一堂に会して、自

治体や文学館の方がセミナーやシンポジウムを開催したり、コミケまでとは言いませんが、その様な事

が実現できないかと思っています。目に見える景観とは別に、目ではないものに訴えかける言語的なイ

ベントが成り立つと良いのではないかと思っています。 

この会議に相応しいかどうか、相当的外れな事を言っているかと思いますが、この会議に加わる前に

考えていた事について話をさせて頂きました。失礼しました。 
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中村委員長： 

有難うございました。毎回、先生方には 20分という短い時間でお話頂くという無理なお願いをしてい

ます。初めの約束ですので、次第通り、後 20分程度ですが意見交換を行いたいと思います。ご自由にご

発言をして頂きたいと思います。 

「ボローニャ紀行」は大変興味深いものでした。あれは井上靖の遺作になったのですかね。 

森山委員： 

生きている間の最後の作品になりました。 

中村委員長： 

地域計画、地域デザインという事の目が開かれたと思います。 

森山委員： 

その前に「吉里吉里人」が気になります。 

中村委員長： 

あの作品は、彼の情念の最後の花なのだろうと思います。 

芸術やアートに関する事と地域デザインの事と 2つテーマがありましたが、銀座で行った街路灯プロ

ジェクトの際に「クールジャパン」が話題にあがっていましたが、あれはどの様な事を意味するのです

か？和のデザインが関係しているのでしょうか？ 

森山委員： 

マスカルチャーとしての日本的なものを示したものだと思います。パリの郊外で毎年開催されている

大イベントが話題をよんでいるのですが、日本の漫画やアニメ、食事等は、アジアや欧米でも人気があ

り、経産省がクールジャパン室を作ったようです。その様な動きはあります。銀座のプロジェクトの際

は、クールジャパンというよりはクリエイティブシティ（創造都市）が適切ではないかと思います。日

本の代表的な場所「銀座」と地域で行う事は自ずと形が違うのでしょうが、その流れを銀座で当てはめ

てはどうかと提案しました。しかし様々な事情があり、取りやめになりました。 

中村委員長： 

日本のアートやデザインも様々な側面があり一概には言えませんが、特にクールジャパン等の動きを

見てみますと、カウンターカルチャーという言い方が正しいかどうか分かりませんが、大衆文化に一つ

の特徴があると理解しました。 

森山さんのパッケージのお話等が出てくる事は想像していませんでしたが、これはどういう現象なの

でしょうか？なぜ日本のパッケージが世界中にアピールする力を持っているのでしょうか？ 

森山委員： 

時代状況もありますが、自然の素材を活かすとか、折り目正しさとか、小技とか、工業化された一次

産業とは違う視点が受けたのではないかと思います。海外から日本に求めるものは、モダンデザインで

はなく、パッケージや琳派に代表される江戸の伝統的なものと、キオスクやペコちゃん等のマスカルチ

ャー的な 2極に関心を持っています。磯崎さんがどう思ったかは分かりませんが、海外で話題になった

日本展を見ると、必ずこの 2つが併存するオーダーが出される事が圧倒的に多いと思います。 

安島委員： 

「2)高原文化形成の地に対して」では、テーマを美術ではなく歴史ある文学系で何か提案してはどう

かという事ですが、美術をどう評価すれば良いのでしょうか？軽井沢には美術もストックがあるのでは

ないかと思っています。特にセゾン美術館は、コレクションした段階で中断した様な感じで、宝の持ち
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腐れになっている気がします。 

森山委員： 

セゾンの現館長の難波さんは、大学のクラスメイトです。過疎でもなければ大都市でもない軽井沢で

は、単独のアート作品ではなく、サイトスペース的に景観と一体となった事を行うか、セゾンが行って

いる様な常に先端的な展覧会を開催するかだと思います。セゾン美術館は、大都市以外で現代美術、現

代アートを持ってきた美術館です。ポピュラリティを捨て、非常に尖ったものを行うかのどちらかだと

思います。この 2つしかないと思っています。目に見えるアートではなく、文学系のイベントはどこも

実施されていません。文学館が存亡の危機に立たされています。文学なので行かなくても本を読めば良

い事ですし、賞等を出しているイベントはごまんとあります。それらが迎合する方法が一つあるのでは

ないかと思います。私がアートに近いからかもしれませんが、言語的なものが再び注目されるのではな

いかという予感がします。 

花里委員 

文学館やこの場所でも行われていた朗読や読み聞かせ等の試みは、非常に刺激的で面白かったと思い

ます。それを各別荘等で開催できたら面白いのではないかと思っています。一度、朗読の方に頼んでみ

た事があるのですが、そう簡単にはできるものではありませんでした。朗読とはいえ、その場その場に

あったものに仕上げるために、1ヶ月ほどかけてシナリオを書き直すそうです。 

森山委員： 

実はリタイヤをした朗読をボランティアにしたいと思っています。首都圏では、朗読ボランティアを

するために朗読者としての研修を受けなければいけないのですが、その研修を待っている方が沢山いま

す。私はプロでなくても構わいと思っているのですが、朗読の研修を終えた人達に、軽井沢での朗読を

依頼すれば、舞い上がってやって来てくれると思います。現在は資格がとれない程、朗読は人気があり

ます。朗読する事の可能性はあると思います。 

中村委員長： 

朗読の人気がある理由は何ですか？ 

森山委員： 

今までは点字ではなく朗読図書としての長い歴史がありましたが、現在は高齢者への朗読の要望が多

く、高齢者施設で行う事が多いようです。それをやりたいと思っていますが、研修までにたどり着けな

い状況です。 

藤巻委員： 

軽井沢町立図書館長（元 NHKアナウンサー）の青木裕子さんは、朗読の専門家です。 

花里委員： 

朗読の聖地になる可能性もあるのですね。 

森山委員： 

あると思います。 

中村委員長： 

私なりに森山さんが文学の方が良いとおっしゃった意味を解釈すると、いわゆる美術館と言われるも

のは、絵画は額縁に入ったものを持ってくるので、サイトティックなものではないと思います。しかし

「風立ちぬ」もそうですが文学の場合は、軽井沢の風土性を持っているのではないかと思います。その

点で面白いと思います。  
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安島委員： 

文学が軽井沢にマッチし、文学を勧める事については理解しましたが、美術や音楽については如何で

しょうか？特に音楽に関しては大賀ホールが出来てから、音楽を楽しむために軽井沢に来訪したり、ま

たは音楽環境を求めて住む人も出てくるのではないかと思っています。もう少し多面的に文化を振興す

る事が大事なのではないと思います。美術に関してもストックがありますし、特にセゾンはある時期ま

で最先端ものが多く、普通の方は理解し難い点はございましたが、ごく一部の人しか理解できない所も

良かったのではないかと思っています。 

森山委員： 

「風立ちぬ」人気で軽井沢がテレビ番組の特番になっており、セゾンが取り上げられていたので見て

思ったのですが、今となっては、セゾンはもはや古典だと思います。セゾンは 1990年代までのものを集

めていますので、現代美術の古典、クラシックになっています。これはこれで良いと思います。 

安島委員： 

そうかもしれません。 

中村委員長： 

確かに、セゾン美術館は古典ですね。 

安島委員： 

現代美術の古典という感覚も面白いですね。 

森山委員： 

音楽に関しては、文学より圧倒的にお金がかかるため推していません。 

中村委員長： 

大賀ホールを活用すればどうですか？ 

森山委員： 

朗読を大賀ホールで出来れば良いと思います。 

中村委員長： 

声が良く通る丁度良い大きさではないかと思います。 

森山委員： 

そうですね。朗読の後ろにピアノやバイオリンの音楽を組み合わせる事も可能だと思います。 

安島委員： 

良いと思います。 

中村委員長： 

森山先生の話を聴いていると、越後妻有の話もそうですが、アートとはそもそも何かを考えながら、

全て動いているように思います。そうだとすると、朗読は文学なのか、アートなのか、境目が分からな

くなっているような気がします。 

森山委員： 

朗読は、パフォーミングアートになると思います。 

中村委員長： 

その領域に入ってくるのですね。それならば、越境性はあるかもしれません。 

もっと詳しくお話を聴き、しつこく議論したい所ですが、第一ラウンドはここで終わりにして、後半

の意見交換でまたお話をお伺いできたらと思います。 
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藤巻委員： 

スクール・オブ・アジアの小林りんさんは、軽井沢でもインターナショナルスクールを来年開校しま

す。本日、役場にお見えになり軽井沢の住民になられました。 

中村委員長： 

この前の現地視察で見せて頂いた学校の代表が小林りんさんなんですね。このインターナショナルス

クール・オブ・アジアは、軽井沢に立地する事が決まっているのですね。 

藤巻委員： 

来年の 9月に開校予定です。 

中村委員長： 

この学校に対して、森山さんが「宗教に代わるもの」として書きだしたのは、どの様な理由からですか？ 

森山委員： 

軽井沢の国際性は宣教師から来ていると思うのですが、国際性を維持するための「宗教」に代わるも

のという意味です。 

中村委員長： 

宗教の新しい形という事ではないのですね。 

森山委員： 

違います。書き方が悪くて失礼しました。 

中村委員長： 

しかし、考えようによっては、その様な捉え方もできると思います。森山さんは現場をご覧になられ

ましたか？是非、機会があれば見て頂ければと思います。 

森山委員： 

放映されたものは、少し見せて頂きました。 

藤巻委員： 

話題になっていました。 

中村委員長： 

私も、あの様な学校はある事を初めて知った時は驚きました。周辺に何もない山の中で合宿をすると

いう事を聞きましたが、言ってみれば、修道院みたいな所だなと思いました。 

森山委員： 

そうですね。宿舎等はほとんどサナトリウム状態だと思います。 

中村委員長： 

小林りんさんは、軽井沢とどの様な関係があるのですか？別荘をお持ちなのでしょうか？ 

藤巻委員： 

そういう訳ではなく、自然の中での環境を求めて、群馬県一体を視野に入れ探しておられたようです。

一度は北軽井沢に決まりかけたのですが、医療環境が心配だという事になり、最終的には軽井沢を選ん

で頂いた経緯がございます。 

中村委員長： 

本当に成功するかどうという危惧がないわけではないのですが、面白いプロジェクトだと思います。

新しい物語、テクスチャーになると思います。 

どうも有難うございました。それでは、10分間休憩をとりたいと思います。 
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中村委員長： 

それでは、そろそろ始めたいと思います。 

黒須先生よろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

黒須委員：プレゼンテーション 

それでは、スライドを使って 15時過ぎ

まで、お時間を頂き、発表をさせて頂き

ます。 

プロフィールのところで、私の研究対

象についてお話させて頂きます。 

著者の箇所で「総合型地域スポーツク

ラブ」と言う聞きなれない言葉が出てき

ておりますが、スポーツの発展が地域の

発展と密接な関わりがある事を研究の中

で行っています。 

お手元に読売新聞の記事があるかと思

いますが、私の現在の立ち位置について

簡単にお話したいと思います。下から 2

段目、「東京五輪の開催が決定し、阿部首

相は市民スポーツ振興をしっかりと図り

たいと明言した。私は五輪により東京だ

けが活気づくのではなく、震災の被災地

で今なお不自由な生活を強いられている

人々が安心してスポーツを楽しめる、ご

く当たり前の生活を取り戻す事が真の意

味での市民スポーツ振興ではないか。」そ

の様な事を含めて、マスコミをはじめ多

くの人々の関心は、おそらくメダルの獲

得やトップレベルの選手、チームの強化

に集まりがちですが、私が大切に思う事

は、広く国民、市民の人達が日常生活の

中にスポーツを取り入れて継続的にスポ

ーツに親しむ事ができる成熟社会を実現

していく事ではないかと思っています。 
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それでは、早速スポーツの話をさせて

頂きたいと思います。 

スポーツはラテン語のデポルターレか

ら派生して14世紀にイギリス人がディス

ポートとして使用し、16 世紀にスポーツ

と省略され、これまで使用させるように

なったと言われています。 

「ディスポート」港から離れるという

意味からスポーツは日常生活から一時的

に離れて気晴らしするとか、休養すると

か、自由に楽しむ、遊ぶ、といった意味

を表します。 

 

有名な格言ですが、「健全なる精神は健

全なる肉体に宿る」は、正しくは健全な

精神は健全な肉体に宿れば良いなという、

平たく言えば「体ばかり鍛えないで、少

しは心も磨きなさい」といった意味が正

しいようです。我思うゆえに我あり、心

と体は別物であるというデカルト的心身

二元論の影響から我々人間は、歴史的に

精神を高く評価して、身体を精神よりも

簡易に属するものとして軽視し続けてき

た帰来があると思います。 

 

私が近所の方と話をしている時に、「何をされているのですか？」と聞かれ「大学で教員をしていま

す。」次に「何を教えられているのですか？」と聞かれ、「スポーツです。」と答えると、「はぁ」と疑問

を持たれます。まだまだ感覚のなかに「スポーツ」は、文化として評価が得られていない部分があるの

かなと感じています。 

しかし、人間は身体を伴わなければ、この世に存在する事はできません。身体を用いなければ、物事

を考えることも、何事かを行うこともできません。つまり、身体とは、我々人間の最も身近にある「自

然」であり、スポーツとは、人間の身体に依拠した「文化」として捉える事が必要であろうと考えてい

ます。蛇足ですが、「健全なる精神に・・・」の格言の頭文字を社名にした企業がアシックスになりま

す。 
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内閣府が本年 1 月に調査した体力・ス

ポーツに関する世論調査によると、「成人

の週 1 回以上のスポーツ実施率」は、全

体で 47.5％と増加傾向にあるものの、諸

外国と比較してみると、フィンランドが

88％、カナダが 83％、オーストラリア

69.7%、ドイツ 61%と、必ずしも我が国が

高いとは言えないという状況です。 

 

 

 

 

もう一つ、「子どもの運動習慣の現状」

に関しても、もっと深刻であり、データ

から読み取って頂ければと思います。 

文科省による小学校 5 年生と中学 2 年

生を対象に行われた全国体力、運動能力、

調査では、1 週間の総運動時間が 60 分未

満と答えた小学生女子が 24％、中学校の

女子は 31％もいる事が分かりました。こ

れは体育の時間を除く運動時間が 1 日 60

分未満ではなく、1 週間で 60 分未満とい

う結果となっています。コンビニへ行く

等の最低限の行動以外に自発的に身体を

動かす事が無くなっている事が二極化を

含めて指摘されています。 

 

なぜスポーツ離れが成人、子どもに広

がっているのかという事に関して、内閣

府の調査をはじめ、様々な調査が行われ

ています。スポーツをしない理由の大抵

は、「時間がない」「場所がない」「お金が

ない」の 3 つが挙げられます。しかし、

フォーカスインタビュー、グループイン

タビューで本音に迫ってみると、わざわ

ざウェアや道具を揃える事や出かける事

が「面倒くさい」「億劫である」「疲れる」

や体育の時間にからかわれたり、笑われ 
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たりした事がトラウマになって、「スポーツが苦手」になったという事もあります。または、ゲーム機

やスマートフォンに接する時間が増えて、「スポーツ以外の娯楽が多様化している」等の回答が多く寄

せられている状況です。 

何故、スポーツが面倒くさいと感じるのかという事では、これまでの日本のスポーツの捉え方が体育

的で一方的で強制的な面があったのではないかと思います。その反動で身体を動かす事が「しんどい」

「面倒くさい」という意識が植え付けられてしまった事も指摘できるかと思います。 

 

こうした価値観の多様化に対して、週 1

回以上運動、スポーツを行う人が 47.5%

という数字を逆から見ると、半数・50％

以上の潜在的なスポーツ参加者を定期的

にスポーツに参加する様に変身させる事

が可能であり、そのためにどうすれば良

いのかについては、大きく 2 つの事が考

えられると思います。 

一つは、施設や指導者やプログラムを

増加させ、より多くのスポーツ参加機会

を提供する事があります。これは行政等

が行っている事ですが、これだけで問題

を解決する事は難しいと思っています。 

もう一つはスポーツの解釈を広げて、散歩やガーデニング、盆踊りや祭礼等の伝統芸能も生涯スポー

ツの中に取り入れていく発想になります。スポーツに対する敷居を低くし、体力や技術のレベルに関係

なく、気軽に参加する事ができる様にスポーツを少し広めに解釈すると、スポーツと地域の接点が数多

くなるのではないかと思っています。また、その様な生涯スポーツ社会を「アクティブな生活が楽しめ

る社会」だと再定義する事によって、人々の生活の中にスポーツが自然に溶け込んでいくのではないか

という想いを持っています。 

 

これは、二日間の視察で様々な場所を

案内して頂いた時に撮った写真です。身

体を動かす事を考えた時に、必ずしも大

がかりなスポーツ施設が必要なわけでは

なく、一人でできる種目も人々の間では

人気が高まっています。その様な意味か

らしても、公園、広場、空地や川沿いの

道路や土手等に設置されている遊歩道、

近くにある集会所等をもっと活用する事

が必要ではないかと思っています。 
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これまでの我が国のスポーツは、学校

や企業、行政に過度に依存してきたと言

われています。しかし、そのシステムが

様々な場面でほころびを見せ始めていま

す。例えば学校現場では、生徒数の減少、

指導者の不足から運動部の活動存続が困

難になるケースも見られてきています。

企業スポーツにおいても、休廃部が後を

絶たない状況であり、行政によるスポー

ツでも人員削減、財源不足によって住民

の多様なニーズには応える事ができない

という事が起こっています。 

そこで、スポーツの中心を地域にシフトする動きが活発になっています。「総合型地域スポーツクラ

ブ」は行政用語ですので、なかなか浸透していないワードですが、現在、全国各地においてスポーツ振

興の新たな担い手として期待されるようになってきています。この総合型スポーツクラブは、地域住民

の人達が自主的、主体的に運営し、全ての世代の人々が生涯に渡ってスポーツに親しむことができる環

境を創っていく事を目指した非営利的な組織と定義することが出来るかと思います。 

学校や行政のスリム化の動きは見方を変えると、地域社会を豊かにするチャンスと捉える事が出来る

のではないかと思います。突き詰めると、地域スポーツを広めていこうとする動きは、「自治あるいは

シティズンシップの形成」自分の町のスポーツ環境は自分達でなんとかしていこう、いつまでも御上に

頼るのではなく、自分の地域は自分で守っていこう、という自助公助の考えに繋がると思います。自分

達ができる事は自分達が、一人では出来ない事は仲間で解決し、それでもなお出来ないことは公に、と

いう様な意味での自立した組織を作っていこうという動きが広がっています。 

 

現在、文科省の調査によると、この様

な新しいタイプの組織が1362市区町村の

約 79％に設置されており、約 3500の総合

型クラブが育成されている状況になって

います。 
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軽井沢町でも 2004年に「スポーツコミ

ュニティ軽井沢クラブ」が設立されてい

ます。視察の際に訪れた「アイスパーク」

の指定管理者業務や各種教室、イベント

開催等を含めて活発な活動を行っていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

先程の話と重なるのですが、これまで

の日本のスポーツは、学校や企業、行政、

体育協会等を含めた組織が中心に発展し

ており、どちらかと言うと、上からの組

織化の過程をとってきました。 

しかし、少子高齢化、住民ニーズの高

度化、多様化等の社会変化に伴って、従

来の選手、競技会型の組織から、やはり

誰もがスポーツを享受することができる

市民スポーツ参加型にイノベートする事

が求められています。この様な事に関心

をもって研究をしています。 

図についての説明をさせて頂きます。これは一つのネットワーク理論と言われているのですが、これ

までの我が国のスポーツ集団は、閉鎖的で封建的、かつ権威主義的（体育的）な体質でした。スポーツ

界のガラパゴス化の様なイメージが持たれていました。（左図）これからは、新しい可能性を描きだし

たいと思っています。（右図）命令服従といった上位下達型の結びつきだけでなく、それぞれが自立し

て互いに他を尊重する様な対等に関わり合うパートナーシップ型の結びつきが重要になってくるだろ

うと思います。言い換えると、先輩後輩等、同じ職場の仲間の様な強いネットワークよりも、粒違いの

人材が横に繋がるような弱いネットワークの方が力を発揮する「strength of weak ties、弱い絆の強さ」と

いう事が大事になり、左側の組織から右側の様な組織体制にスポーツも変えていく事が求められている

と感じています。 
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地域に根差した広域的な活動にスポー

ツ組織が取り組んでいく場合には、自分

達だけで完結するのではなく、他団体と

ネットワークを組んでいく事が重要にな

ると思います。これも一つのモデル図と

なりますが、総合型地域スポーツクラブ

の住民主体の組織が地域の様々な組織や

団体とネットワークを作りながら、ソー

シャルキャピタル、社会的な資本を形成

していく事もスポーツの役割ではないか

と思っています。市民の技能能力を活か

しながら、自発的に地域コミュニティ活 

動を行う事の一つとして、スポーツは非常に有効なツールになるのではないかと思っています。 

 

先程の先生のお話と重なるのですが、

スポーツ政策については、様々な分野が

融合していく事が求められているのでは

ないかと思っています。つまり、スポー

ツ以外の領域とスポーツがスポーツプラ

スワンという形でどう連携、融合するの

かという事と、スポーツ政策についても

文部科学省や地方の教育委員会の枠組み

だけで捉えるのではなく、健康政策、経

済政策、コミュニティ政策として、もう

少し総合的に見ていく「ポリシーミック

ス」が問われてくると思います。 

この様な意味でも、現代スポーツは社会政策的にも極めて重要なポジションを占めるようになってい

ます。スポーツとその他の分野、異分野が有機的に連携し、それぞれの経営資源を有効に組み合わせる

事で新たな価値を創造していく考え方も必要ではないかと思います。 

 

最後にまとめの図を載せました。「スポーツの光景があふれている町は犯罪が少ない」や「スポーツ

を実施する頻度が高い人程、地域コミュニティ活動に積極的である」といった研究成果が出されていま

す。つまり「動きたくなる場所をつくる」その結果「住民が健康になる、生活の質の向上、クオリティ

オブライフができる、地域に対する愛情やアイデンティティを獲得する、地域の絆やつながりを強化す

る」となり、結果的には、「不動産か価値が向上」に繋がり、「軽井沢町の自立的発展、持続的発展」に

繋がるのではないかと思います。 
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この様にスポーツ文化、身体を核とし

た文化を活用する事が、多様な分野に利

益（ベネフィット）をもたらし、同時に

医療費の削減等も含まれますが、社会的

なコストを削減していくという新しい公

共を担う地域スポーツ組織の自立を促す

事が、これからのスポーツの発展だけで

はなく、地域社会の自立的発展に繋がる

のではないかと思っています。 

ハードウェアを整備する考え方よりも、

市民活動を促進するソフトウェア、さら

に、地域の人材を活用するヒューマンウ

ェアの整備がこれからの軽井沢町のスポ

ーツの発展には欠かせない事を述べて、

まとめとさせて頂きたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中村委員長： 

有難うございました。黒須先生から現在のスポーツの状況、新しい身体論についてお話を頂きました。

これをベースに軽井沢の将来像を具体化していかなければならないと思っています。それでは 20分程、

質疑および関連のアイディア等について意見交換したいと思います。 

安島委員： 

ピラミッド型モデルとウェブ・ネットワーク型モデルの話を大変面白く聞かせ頂きました。ウェブ・

ネットワーク型モデルの具体的な形がソーシャルキャピタルを中心としたネットワーク図に当てはまる

のでしょうか？ 

黒須委員： 

例えば地域の住民を主体としたクラブが軽井沢に複数あったとする場合、横の繋がりを強化する形が

ウェブ・ネットワーク型になります。例えば、現在ある軽井沢の総合型クラブが医療や介護、福祉等の

他分野と繋がる事もネットワーク型になるとと思います。異質な組織や人々が繋がる事の方が、ここで

言う「弱い絆の強さ」になると思います。普段は接点がない組織や人々がある共通の目的で繋がる事に
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よって、新たな価値である絆の強さを発揮すると思います。従来のピラミッド型の場合は、密接な濃い

人間関係があり望ましい面もあるのですが、逆の見方をすると、「強い絆の弱さ」になると思います。こ

れは、様々なコンプライアンスを含めて組織がどう地域に貢献していくのかを考えた時には、自分達だ

けよければという所に留まってしまい、社会を変えていく力にはなり得ないと思います。下図の様なク

ラブを拠点として他団体と横に繋がる事もネットワークだという考え方をしています。もう一つは、ス

ポーツプラスワンの「異分野とスポーツ」例えばスポーツと観光をどう繋げるかという考え方も、どち

らかと言うと右側のネットワークの代表的な例だと思います。 

安島委員： 

もう少し具体的に考えると、ソーシャルキャピタルと記載されている組織、分野が違うものと繋がっ

ていくとか、あるいは他地区のその様な組織等に繋がっているというイメージでしょうか？ 

黒須委員： 

まさに、そうですね。軽井沢に一つのみではなく、各地区にその様な組織があり、目標を共有しなが

ら、自分達の地域は自分達で守っていく事の中にスポーツを介したネットワークが活かせるのではない

かと考えています。 

安島委員： 

良く分かりました。有難うございました。 

森山委員： 

「スポーツ立国戦略」は、国が打ち出した政策ですか？この様な言い方が安易だと思います。各省庁

が何でも立国を付けますが、これこそが縄張り意識の最たるものなのではないかと思います。 

安島委員： 

観光の分野も観光立国と言っていますね。 

黒須委員： 

これは、韓国が使用していた言葉を、さも目新しい言葉の様に文科省が政策として打ち出したという

経緯もあります。 

先程のピラミッド型の組織の限界が国の政策の中にも反映されている事になるかと思います。 

ただ最近は、スポーツを取り巻く動きは目まぐるしい状況です。2010年にスポーツ立国戦略が策定さ

れ、その翌年にスポーツ基本法が制定され、2012年には基本法を実現させていくためのスポーツ基本計

画が立案され、今年 2013年に東京オリンピックの開催が決定したという流れとなっています。ここ数年

間でスポーツを取り巻く動きは大きく変わろうとしています。しかし、国主導のやり方ではなく、住民

を主人公として捉え、地域に住んでいる社会的動物として身体の事を考えていく事が大事になると思い

ます。 

森山委員： 

その事については十分に理解できるのですが、そもそも「スポーツコミュニティ」と言っているのに、

「スポーツ立国」になるのか、このタイトルになぜコミュニティと立国という言葉が併存するのかが理

解できません。黒須先生が悪いわけではないです。申し訳ございません。軽井沢は是非、その様な矛盾

がないようにして欲しいです。 

花里委員： 

少し話題が変わるのですが、資料内の写真は、私にとってはスポーツと関係ない気がするのですが、

スポーツと関係してくるのでしょうか？ 
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黒須委員： 

私は逆に、この写真に写っている様な所の方が、住民の人達にとっては身体を動かしたくなる場所だ

と思っています。体育館は敷居が高い様に思います。 

花里委員： 

例えば、どういう事になるのでしょうか？ 

黒須委員： 

例えば、風越地区のスポーツゾーンは、スポーツをメインキャラクターとしたゾーンとして考えてい

く事が、軽井沢にとってはランドタワー的な意味合いが出てくると思います。しかし、そこだけで住民

全てのスポーツ振興を担うには向いていないではないかと思います。住民からすると、身近な場所で散

歩をしたり、子ども連れて景色を見にいったり、友達が来た時に案内したり等、日常生活の一コマの中

に身体を動かす事やスポーツを組み入れていく事が大事になると思います。スポーツ＝種目である前に、

スポーツ＝文化という事を具体的にしていきたいと思っています。多くの人にとっては、スポーツと言

った時に、陸上やバスケ、サッカー等の近代スポーツを考えますが、それだけでなく、もっと自然に自

分の身体を動かす気持ちにさせる場所を提供する事、なお、場所だけではなく誘導させるソフトを充実

させる事が重要になると思います。ソフトとは先程申しました様な、市民団体やコンセルジェの様な人

達がウォーキング、イベント等の活動について提案、運営する事が考えられます。軽井沢では可能性を

秘めていると思います。ソフト担うスポーツを核として活動をしている様な市民団体を育てていくヒュ

ーマンウェアも必要になってくると思います。軽井沢には様々な専門的な知識を持った方が多く居ると

思いますので、その方達を横に繋げていくネットワーク事が重要になると思います。直接スポーツに関

わらない事でもスポーツが介在しながら、人々を繋ぎ、地域の絆を作り出す事が、この様な場所とうま

くマッチングさせる事によって可能なるのではないかと思います。 

中村委員長： 

黒須先生のお話を聴いて、様々なアイディアが思いつきます。交通と関係してくるのですが、この委

員会でいずれ考えなければならない一つに、「自転車」の問題があります。国道 18号のバイパス間で自

転車専用レーンがありますが、使用されていない状況です。移動システムをこれから考えていく際に、

自転車やウォーキングのどういう所に着目し、それを具体的にアレンジしていくのかという事について、

アイディアを出す必要があると思っています。何か念頭に置いておくべき事はありますか？ 

黒須委員： 

まずは、人に優しい社会をつくるという意味では、自転車を活用したまちづくりは必要だと思います。

現在、スポーツの中では、対人的に人やチームに勝利する目的よりも、アドベンチャー的な自分へのチ

ャレンジや、自然と相対しながら身体的な能力を上げていく事に興味を持つ人が増えてきていますので、

アドベンチャースポーツに着目することも考えられると思います。 

中村委員長： 

例えば、軽井沢の自転車道は国道沿いになるのですが、大型の自動車道から離れた形で自転車道だけ

整備する形はあるのでしょうか？ 

黒須委員： 

文化的な場所や施設を自転車道やウォーキングの道として繋ぐ等は考えられると思います。 
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中村委員長： 

自転車道だけでなく、ウォーキングも歩道では

なく、自動車と分離した形が出来ればと思ってい

ます。海外でよくある様に、私有地の田んぼを突

っ切っていく様な「フットパス」の形は良いアイ

ディアだと思います。我々が子どもの頃はフット

パスがあったと思います。この様な形をもっと出

来ないかなと思っています。 

黒須委員： 

まさに別荘でガーデニングをしている所を周る

等は良いと思います。道に迷わずに、時間通りに

目的地に達する事ができるルートやナビが開発で

きれば安心だと思います。見知らぬ土地だと迷っ

たらどうしようという心配があるですが、上手く

活用すれば可能性はあると思います。 

中村委員長： 

我々が持っている空間のシステムは縦割りになっており、黒須先生がお考えになっているコミュニテ

ィ形成、柔軟なネットワークの中からスポーツを捉えるという観点から見ると、まだ合っていないと思

います。それを空間の言葉に翻訳できるかどうかが重要になってきます。今の行政が対応できるかどう

かの問題もありますが、幸いこの委員会では 100年先の将来像で良い事になっているので、大胆な提案

を提示して頂いても構いません。是非、空間に翻訳した時のアイディアをこれから少し議論していきた

いと思います。 

黒須委員： 

住民からすると、同じ運動場があったとしても、文部科学省の財源で作ったものなのか、厚生労働省

なのか、国土交通省なのかは、関係ありません。行政に全てを任せるのではなく、自分達でアクティブ

な環境を創る意識を育てていく事が大事になると思います。日本では自治やシティズンシップは遅れて

いる部分はありますが、ヨーロッパでは定着し、スポーツが発展した経緯があります。自治組織の中で

スポーツをしっかり位置づけ、次の世代の子ども達に繋げていく事が大事になると思います。運動不足

の問題も解決するだけでなく、家族を含めた地域が責任を持つ、自分達（一人ではなく仲間を含めて）

の健康に関しても自分達で責任を持つ、という様な組織をしっかり育てていく必要があると思います。 

中村委員長： 

そうですね。今日は原則を頂きましたので、今後の議論の中でコミュニティの絆に結びつく様な形で

の空間構成に関してアイディアを頂けると、作業班が手を動かしやすくなると思います。例えば、アイ

スパークは立派なシステムが備わっていたので驚きました。しかし、ある特定のスポーツに関しては、

非常に高いレベルで行っており素晴らしいと思うのですが、コミュニティ形成の点から見てどうかとい

うと別の議論になると思います。何かもう一つアイスパークに加える事が出来れば、もっと素晴らしい

ものになるのではないかと思っています。空間の再編、編集を行うだけなので、金額は大して変わらな

いと思います。 
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黒須委員： 

アイデンティティや愛着を感じるという意味では、アイスパークの様な施設や有名選手、チームの存

在はとても大きいと思います。その人達を支えるためにも、ただ見て楽しむだけでなく、自分達も身体

を動かす楽しみを知っている人が多い方が、この関係はスムーズに進むのではないかと思います。この

辺りをきっちり描いていく必要があるのではないかと思います。 

安島委員： 

スポーツの光景があふれている町として、動きたくなる様々な場所があり、それが軽井沢の発展に繋

がっていくストーリーは素晴らしいと思います。このストーリーにぴったり合っているのは、軽井沢に

住んでいる町民だと思います。町民に向けたメッセージと捉えると良く分かるのですが、短期間滞在す

る別荘民がスポーツや地域活動、または町民とどう関わっていくのか、二つの側面から良く考える必要

があると思います。これまでは主に別荘地としての軽井沢を対象として話をしてきたのかなと思ってい

ます。スポーツのみだけでなく、文学や音楽も同じで、訪れてくる人達だけでなく町民がどう受け止め、

レベルを高めていくのかという問題はあるかと思います。その辺りについてお考えはありますでしょう

か？ 

黒須委員： 

別荘に住んでいる方を含めて短期的に滞在する人達は、贅沢な時間を過ごす事への価値を高く持って

いると思っています。例えば、その方達が家族と 1 日公園で過ごす場合、公園に誰もいないよりも、芝

生の中で子ども達がボールを蹴っていたり、家族で何か行っていたりと身体を動かしている光景がある

事の方が豊かさを感じると思います。その光景を演出するのは、住民かもしれませんし、別荘に来てい

る人達なのかもしれません。住民の方だけでなく、短期に滞在する人も行動する事で、この様な贅沢な

光景が当たり前の様に作れるのではないかと思います。 

安島委員： 

短期に滞在としている人達のみでは出来ないと思います。住民の人を巻き込んで、一緒にやる必要は

あるのだと思います。 

花里委員： 

話が飛ぶかもしれませんが、以前の会議内で森さん（軽井沢町）から、人口が 1万 9千人と聞きまし

た。平成 20年から 12％程増加している様です。一方でピーク時には 10万人程の来訪客が訪れるとの話

ですが、これは正しい数字でしょうか？黒須先生の話は、来訪客の 10万人を対象とするのか、別荘民約

2 万人かを対象とするのか、どうなのでしょうか？軽井沢では、その配分が難しくなるのではないかと

思います。 

依田課長： 

別荘は 1万 5千軒程度があります。それプラス夏場には相当数が滞在しております。ホテル、旅館、

民宿、ペンションが満館になるくらいの収容力はあります。 

軽井沢アイスパークが出来た歴史は、スケート文化、氷の文化から来ています。それが上手く合致し

たのではないかと思います。他地域では大会はできるが宿泊施設がない状況です。昔から冬はお客さん

が少ないのですが、宿泊施設＋スケート文化からスケート競技等が発展した事が実態としてあります。

夏場にはゴルフやテニス等で訪れた方が宿泊されるので満室になります。しかし、やはり冬場には宿泊

は少ない事が実態としてあります。この渋沢湖も昔はスケートリンクになっていました。 
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中村委員長： 

今は凍らないのですか？ 

依田課長： 

今は凍りません。 

事務局（小野寺氏）： 

日常風景やレジャー等までスポーツの概念として広げていく事は、軽井沢町にとっては価値ある事で

はないかと思い聞いておりました。「散策したくなる」「身体を動かしたくなる」風景は、確かに良い事

ですが、現状では「歩いて買い物したいが、車が入り、豊かな感じにならない」や「歩き周ろうと思っ

ても、車を避けながら通らざるを得ない」「自転車で森の中に走っている人も車に気を付けないといけな

い」等、様々な活動はあるのですが、それがスムースに繋がっていない様な気がします。これが上手く

繋がると、商業活動や地域活動に響いたりする可能性がでてくるのではないかと思います。 

黒須委員： 

「健康」という言葉は、「病気ではない」事ではありません。対極的に健康は病気ではないと捉えがち

ですが、社会的な健康、地域的な健康も含めたポジティブな健康社会をどう作るかという事も、突き詰

めていくと問題が出てくるのではないかと思います。 

中村委員長： 

有難うございました。時間になりましたのでこの辺りで意見交換を切り上げたいと思います。私から

総括というよりも感想を述べさえて頂きたいと思います。 

アートという言葉自身が、言葉として古いというか、適当でない印象を受けました。スポーツも同じ

であり、言葉自身を再定義しなければならない大きな曲がり角に来ていると感じました。 

前回も申し上げましたが、現代の都市を特長づけている鉄道駅やデパート、劇場、公園等の都市施設

は 19世紀半ばに出てきた発明品であり、150年経って概念の定義そのものが、そろそろ時代遅れになっ

てきています。公園についても、新しいタイプのものを検討する必要がある時代になってまいりました。

縦割りの概念構成に揺さぶりをかけるためには、アートは有効だと思います。アートはもともと反体制

的なものであるため、適当であると思います。また、スポーツについても「身体」は概念的な規定に対

して反発するのであると思います。お二人の先生のお話は、19世紀以降の都市の概念、生活空間の概念

を破壊して新しいものを創るという点で、効果的な爆薬ではないかと思います。これを具体的な提案に

結びつける事が難しい問題となりますが、黒須先生がお話した様に、日常生活の中で我々の身体にして

も芸術にしても見える様にしなければならないと思います。 

前回視察したトマト農園のすぐそばに乗馬クラブがあったと思いますが、馬に乗っている人影は見え

ず、どう運営しているのか全く分かりませんでした。この様に全ての活動が閉じ込められており、外か

ら見えない状況が多くなってきております。アイススケートも昔はオープンであったと思います。それ

が果たして進歩なのかという問題があります。私の希望では乗馬している人の姿が、野道を散歩してい

る時に見える事が理想ではないかと思います。 

この様に考えていけば、何か具体的な提案が出るのではないかという予感がしました。これから具体

化してく課程で、また先生方にご意見を聴きながら進めて参りたいと思いますので、宜しくお願い致し

ます。 

最後に今後のスケジュールについて皆様のご意見をお伺したいと思います。初めに予定していたスケ

ジュールから変更してきていますので、事務局から説明して頂きたいと思います。 
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事務局（udc／アトリエ T-plus）:今後のスケジュールについて 

次回以降の会議内容が変更になりましので、簡単にご説明させて頂きたいと思います。 

本日が第 4回目になりますが、次回 11月の第 5回会議に中村委員長の総括となっておりましたが、パ

ブリックコメントを頂いた（26 名）の中から 2～3 名を選抜して意見聴取を行う回を、次回の 11 月 11

日に設けさせて頂きたいと思います。 

ですので、12月の第 6回会議に中村委員長の総括、それに加えて、中村委員長から年内にこれまでの

作業が進めて参りました作業内容の「中間報告」をとのご意見を頂きましたので、12月に委員長総括と

併せて中間のご報告させて頂きたいと思います。 

そして、年度明けて 1月に藤巻町長と横島参与からプレゼンをして頂き、2月、3月はまだ検討中です

が、外部識者の意見聴取および、未来デザイン像のまとめにさせて頂きたいと思います。 

次回の意見聴取する方、この場での聴取方法につきましては、この後の幹事会で決定させて頂きます。

あらかじめ委員の皆様に御伝えする内容がございましたら、事前にご連絡させて頂きますので、宜しく

お願い致します。 

 

中村委員長： 

有難うございました。来月は私が総括する事になっておりましたが、大変面白いパブリックコメント

を頂いておりますので、選抜した代表者の意見を聴いた後に、総括の報告をさせて頂きたいと思います。 

総括報告は、基本的には言葉でまとめますが、最終的にはビジュアルなプレゼンテーションを行う予

定です。まだそこまでの準備はできておりませんが、そこへ行くためのいくつかの中間的なものを提示

したいと思います。 

事務局（小野寺氏）： 

最終的には 100年未来像をとりまとめる事になりますが、その 100年未来像に絡んで、50年先を見据

えた地域のより具体的なプランニングも並行してまとめていく形になります。100 年未来像は、まず今

年、言葉中心でまとめ、来年度に一つの大きな絵として仕上げる予定で考えております。並行して行う

地域デザインについては、未来デザイン像の言葉による概念像と併行して、具体的な検討を進めていく

予定です。最終的には 100 年未来像の絵に繋げていきたいと考えています。 

中村委員長： 

12 月の私の総括は、地域毎の話という訳ではなく、皆さんからの意見を聞いた概念的な整理をさせて

頂きます。それに伴って最終的には絵を描くことになりますが、次回には作業班から場所ごとの概念等

を提示して頂けるのではないかと思います。 

事務局（小野寺氏）： 

ゾーン毎の方針が出せればと思います。 

中村委員長： 

次回は少し具体性があるものを提示し、皆さんからのご意見を伺いたいと思います。 

年明けに町長さんと来月から復帰される横島さんからプレゼンを頂き、2 月は未定ですが、軽井沢に

関連する企業の方の意見を聴く事も検討しています。これに関しては来月辺りに相談させて頂くかもし

れません。 

事務局（小野寺氏）： 

事務局の予定としては、来年度に具体的な絵を中心に展開していく予定でありますが、今年度中にも、
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年明けになるかと思いますが、たたき台となるものを少しづけ提示していきたいと思います。 

藤巻委員： 

私が用意した資料について、簡単に説明させ頂きたいと思います。2 種類ございますが、一つは前回

お話し申し上げた「多世代同居のすすめ（信州○○）」についての内容が詳しく記載されていますので、

ご覧頂ければと思います。 

もう一つは、長野経済研究所の会報誌に掲載された記事になります。昨年になりますが、対談形式で

「わが町、わが村を語る」テーマについてインタビューされ、回答したものです。この資料の内容は、

委員会でもお話させて頂いております。軽井沢は観光立町である事に間違いはないのですが、観光は文

化の後追い現象だろうと思っています。パリやローマにしても観光客を呼ぶために都市づくりを行って

きたわけではないのですが、結果的に時間経過よって生み出された「歴史と文化」が観光客を呼び、観

光地となっています。そう考えますと、観光は刈り入れ、収穫になります。収穫のみにうつつを抜かし

ているばかりでなく、「新しい文化をどう作っていくのか」という次の時代への種まきが重要だと思って

います。 

旧三笠ホテルは重要文化財に指定されていますが、これに関しても将来、観光客が呼び寄せる施設と

して建てようと思って出来たものではありませんが、時間経過によって軽井沢の一つの建物文化として

根付き、観光客が押し寄せる結果に繋がっております。パリと横浜と軽井沢は比較材料として挙げられ

ます。パリは芸術を中心とした花の都として世界中から芸術が集まり多くの美術館が集積しており、世

界の中でも有数の都市の一つとして位置づけられています。しかし、現在は美術館が新しく立地する状

況ではなく、過去形になりつつあるのではないかと思います。横浜にしても、文明を取り入れた日本の

窓口として機能していた時代は良かったのですが、海から空の時代への変化に伴い、横浜も過去形にな

りつつあると思います。軽井沢も 127年の別荘地としての歴史がありますが、今後、50年 100年先も別

荘地文化のみだけで良いのかについては検討する必要があると思います。ベースとなるものは現在まで

に培われた別荘地の文化が重要となりますが、新たなものを創造する必要があるのではないかと思って

います。その様な事を対談の中で発言しました。 

また、つい先日、軽井沢にて高齢者スポーツ祭とユニバーサルスポーツ祭を合同で開催しました。以

前は別々でしたが、3 年前程前から合同で開催するようになりました。子ども達からおじいさんおばぁ

さんの世代、障害者がスポーツや遊びを通じて交流する事について、とても効果があると感じています。

これから会を重ねる事で、もっと新しい何かを生み出す事が出来るのではないかという期待があります。 

軽井沢を観光という視点から見ると、あまり広がらないのではないかと思います。しかし、「軽井沢の

交流人口をどう増加させるのか」という視点から見ると、様々な発想が広がってくると思います。観光

は交流人口の中に包括されていると思いますが、「観光をどうしよう」という捉え方では発想が貧弱にな

ってしまうので、視点を変える事も大事なのではないかと感じました。 

 

事務局：（udc） 

長時間に渡り有難うございました。次回は 11 月 11 日になります。詳細は追ってご連絡させて頂きま

す。場所は大賀ホールにてパブリックコメントの意見聴取となります。宜しくお願い致します。 

それでは、本日はこれで終わりにしたいと思います。有難うございました。 

 

（以上） 


