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りぼんシティオ那珂川

アートのまちづくり

橋梁ワークショップ
１.第１回アート・ワークショップ みんなで橋を渡そう
２.橋の名称の公募
３.第２回アート・ワークショップ 橋の名称と親柱のデザインを考える
４.公開検討会 橋の名称と親柱のデザインの決定
５.親柱の完成

開通ワークショップ

新しいまちづくりに向けて

報告書
2002年
（株）環境デザイン機構

彫刻のあるまちづくりから

アートのまちづくり

へ

天神

りぼんシティオ那珂川での
アートのまちづくりの試み

博多駅

りぼんシティオ那珂川
那珂川

福岡市では、昭和57年度より「ゆとりとうるおい
アサヒビール

のあるまちづくり」の一環として、「彫刻のあるま
ちづくり事業」を進めてきた。都市景観の向上と、

りぼんシティオ那珂川地区

都市空間やまちづくりに対する市民意識の高揚を図
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アーベイン清水

開始から17年が経過しており、都市の中に芸術作品
を取り入れるという先導的な役割を概ね達成していた。

清水橋

雪印乳業
新しい
橋

九州大日本印刷

フジカラーフォトプラザ

美野島小

そして、まちづくりへの市民意識の変化から市民ニ

住吉中

南警察署

ーズも変化し、さらに社会状況の変化から公共事業

九州芸術工科大

のあり方にも変化が求められており、事業の見直し
が問われるに至った。
「彫刻のあるまちづくり事業」第1号作品「風のプリズム」

「りぼんシティオ那珂川」地区は、福岡市の中心市街

平成10年、「彫刻のあるまちづくりに関する市民

地を貫流する那珂川をはさみ、博多区・南区の2区、5つ

意識調査」を行ったところ、屋外彫刻に関心を持つ

の小学校区にまたがった83.9haのエリアである。エリア

市民は７割に達し、「感じの良い街並みづくり」や「芸

の大部分は工業・準工業地域に指定されており、古くか

術を身近に感じる」などの効果が評価されたことが

ら「水」に関連する企業・工場が数多く立地している。

わかった。しかし、一方では、作品の設置効果やま

この「りぼんシティオ那珂川」地区において、平成５

ちづくりの中での彫刻の役割、市民との関わり方な

年より住宅市街地整備総合支援事業やふるさとの川整備

どについての問題が明らかとなった。
その後、幅広い分野の専門家による「芸術を活用

Ｓ57

「福岡市彫刻のあるまちづくり事業」開始

事業によって、工場の移転跡地の住宅整備をはじめ、道

Ｈ5

那珂川リバーサイド地区
住宅市街地整備総合支援事業開始

路、公園、河川などの整備が進められ、新しいまちづく

したまちづくり計画検討委員会」を発足し、「アー

りぼんシティオ那珂川景観形成基本方針策定

トのまちづくりに関する提言」を受け、この提言を
もとに、「アートのまちづくり基本計画（案）」を
作成した。計画では、単に屋外彫刻を設置するので
はなく、アートの持つ働きを活用して、周辺の都市
初の市民参加作品「長浜4899」

Ｈ11.3

「アートのまちづくり基本計画」策定

Ｈ12.3

「川とアートのまちづくり構想」策定
（りぼんシティオ那珂川ＰＲ実行委員会）

Ｈ12.5

（王子不動産）

空間全体の魅力を高め、市民の参加を積極的に取り
入れながら事業を展開していく、「アートを媒介に

グラインダーストーンを用いたアート作品の設置

Ｈ12.6.10
6.11

した市民主体のまちづくり」を目指すこととした。

りぼんシティオふれあいフェスタ開催
（りぼんシティオ那珂川ＰＲ実行委員会）

「アートのまちづくり」を意識した街角広場
などの整備

そして、彫刻のあるまちづくり事業も、「市民参加」、

（都市基盤整備公団）

平成8年度には、「りぼんシティオ那珂川」のイメー
ジアップをはじめPRを円滑に実施するために、「りぼん
シティオ那珂川PR実行委員会（福岡市、都市基盤整備公
団、王子不動産）」が組織され、景観形成基本方針の策
定やPRイベント事業を実施してきた。
しかし、住宅整備をはじめ様々な公共空間の整備が進
むのにともない、新たな居住者が増加し、まちの景観や
イメージも大きく変化してきた。そこで、「ものづくり

「市民との協働」による作品設置への方向転換を図

Ｈ12.10.21

まちあるき、アート・ワークショップ開催

の場」としての新しい地域のまちづくりコンセプトを実

っている。平成11年度には福岡市立心身障害福祉セ

Ｈ12.11.18

まちあるき、アート・ワークショップ報告会開催

現し、認知の拡大とイメージアップを図りながら、これ

ンター前のアート作品「長浜4899」の制作に市民が

Ｈ13.4

「大気の羽状2001」作品設置

まで分断要素となっていた那珂川をはさんだ地域の人々

（りぼんシティオ那珂川ＰＲ実行委員会）

参加したり、平成12年度の姪浜駅前広場のモニュメ
ント「Dragon

King

Rabbits」の選考では、地元住

を結びつけ、今後、地域における自発的なまちづくり活

橋の名称などに関するアート・ワークショップ
（橋梁ワークショップ）開催

動の定着を目指すことが必要となった。

そして、平成

民の意見を採り入れ、小学生との共同作業などを行

Ｈ13.12.2

第１回 橋梁ワークショップ開催

11年3月、りぼんシティオ那珂川PR実行委員会により「川

っている。

Ｈ14.1.27

第２回 橋梁ワークショップ開催

とアートのまちづくり構想」が策定され、「アートのま

Ｈ14.3.3

第３回 橋梁ワークショップ開催

ちづくり」への取り組みが始まった。

市民との協働で設置した作品「Dragon King Rabbits」
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りが取り組まれている。
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グ ラ イ ン ダ ー ス ト ー ン を 用 い た ア ー ト 作 品 の 設 置
2000.5

り ぼ ん シ テ ィ オ ふ れ あ い フ ェ ス タ の 開 催
2000.6 りぼんシティオ那珂川PR実行委員会
りぼんシティオ那珂川PR実行委員会

王子不動産

「川とアートのまちづくり構想」を
受けて、那珂川の自然を生かし、道路、
公園、河川などの公共空間整備が進め
られていることの認知を図るとともに、
地元住民がフェスタを通じて様々な「人、
自然、まち」とふれあい、自分たちの
まちを新たな視点で見つめ直すことが
できるような機会をつくりだすことを
目的に、平成12年６月10日、11日に、

地域の歴史を伝える
アート作品

アートを活用した「りぼんシティオふ
れあいフェスタ」が、りぼんシティオ
那珂川PR実行委員会によって開催された。
「りぼんシティオふれあいフェスタ」
では、アーティストと地元住民が出店

住宅開発を進める王子不動産によって、

するフリーマーケット「アート青空市」、

歴史を伝えるオブジェが制作され、平

アーティストと一緒に子どもたちがア

成12年5月に「パロス・リバーコート

ートづくりを体験する「アート・ワー

博多」内の公園に設置された。オブジ

クショップ」、アートのまちづくりに

ェの材料となったのは、かつてこの地

関する「アート・セミナー」、那珂川

で操業していた製紙工場で木材をチッ

周辺の企業・工場に設置したアート作

プにするために使われていた「グライ

品などをめぐり歩く「ファクトリー＆

ンダーストーン」と呼ばれる石で、住

ア

宅建設の掘削の際に発見された。この

ー

ト

青

空

市

アート・ツアー」などが行われた。

石を地域の歴史を伝えるものとして用
いて、オーストリアの彫刻家カロリーヌ・

6月10日（土）は、地元一般応募者21グ

ラーメルスドルファー氏によって、親

ループ、招聘アーティスト28グループの合

しみのあるオブジェが制作された。子

計49グループが出店。6月11日（日）は、

どもたちの遊具としても利用できるよ

地元一般応募者25グループ、招聘アーティ

うになっている。

スト25グループの合計50グループが出店。
太鼓や音楽を奏でたり、即興のパフォー
マンスを繰り広げたり、アーティストたち
の手によって、ふだんとは違う人々の「ふ

「アートのまちづくり」を意識した街角広場などの整備
2000.7

アーティストが
コミュニケーションを
生み出す

れあい」の場面が生み出された。

都市基盤整備公団

「川とアートのまちづくり構
想」推進のための先導プロジェ
クトとして、都市基盤整備公団
によって、「アーベインリビエ
清水」の一角に、地名の「清水」
にちなんだ噴水のある街角広場
「アクアガーデン」が整備され
た。噴水を出すエネルギーは太
陽光エネルギーを利用し、水も
循環させている。
また、受水槽も水のしずくを
イメージしてデザインされてい
る。
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アート・ワークショップ
天候不十分で、那珂川両岸からカイトをあげ

ファクトリー＆アート・ツアーは、那珂川とい

ることはできなかったが、レジ袋でできたカイ

う豊かな水に恵まれ、培われた「ものづくりの場」

トをもって、子どもたちは走り回っていた。

というまちの歴史や特徴を体験することを目的に

また、ペットボトルを使って、カヌーやイス、
テーブルなどをつくるワークショップを開催。
子どもたちが一生懸命に制作した。
屋内では、パロス・リバーコート博多管理セ

アートを媒介に
まちを巡る

ファクトリー＆アート・ツアー

開催された。

ルート・サイン
＜TUNDRA+Studio farm lab.＞

地域の企業や工場の協力のもと、アーティスト
が作品を設置し、それらを見てまわるツアーを行
った。

ンターの集会室において、ビニール袋を使った

見慣れたまちの風景や気にも止めなかった場所

クラフト教室を開催。親子で参加していただいた。

が、アーティストの作品によって、日常とは異な
った場面をつくり出した。

■ポリクラフト・ワークショップ
＜artist：Ｙｙ club＞
ビニール袋などで、袋やマットなどを制作。
■カイトフェスタ・ワークショップ
＜artist：Katuo＞
買い物のビニール袋でカイト（凧）を制作。

２ 九州松下電器

１ 王子不動産

４ 中村石材工業
＜藤浩志＞

３ 九州大日本印刷
＜鎌田恵務＞

■ペットボトルクラフト・ワークショップ
＜artist：TUNDRA＞
ペットボトルでカヌーなどを制作。

アートを媒介に
自然とふれあう
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■基調講演
後小路雅弘（福岡アジア美術館）
テーマ：「まちとアートの謎」

５ 木下染色工場
＜江上計太+inch＞

６ 都市基盤整備公団
＜江上計太+inch＞

７ ひよ子製あん工場
＜耘野善之＞

８ 中尾酒造
＜村上勝＞

９ JR竹下駅前広場
＜日本キチ学会＞

10 JR竹下駅前広場
＜うちの夢魚＞

11 JR竹下駅ほか
＜鈴木淳＞

12 アサヒビール

■パネルディスカッション
進行役：森田昌嗣（九州芸術工科大教授）
パネラー：
藤浩志（アーティスト）
水落啓介（福岡市都市整備局都市景観室）
米倉治美（南区在住、「ぶるーじゅ」編集人）
古川ひろ子（博多区在住、タウン誌ふれあい編集部）

「まちとアートの謎」と題して、講演会を開催。普段まち
の中にある銅像や彫刻はアートであるのか、アートと呼べる
ものはどういったものか、スライドを交えて講演していただ
いた。
その後、りぼんシティオ那珂川の「川とアートのまちづく
り」について、パネルディスカッションを開催。まちづくり
の中でアートをうまく活用し、場所や人々とのコミュニケー
ションをとるひとつの手段として、アートやアーティストの
可能性が議論された。
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「風景をつくろう」アートのまちづくり・ワークショップの実施
2000.10

福岡市

美野島小学校区におけるアート・ワークショップ

都市景観室

平成12年10月21日、アートを活用して住民参加のまちづ
くりに取り組む「アートのまちづくり」の実践として、地域
の方々がまちづくりを考えるきっかけとなるようなプロジェ
クトを実施した。現在、りぼんシティオ那珂川で進められて
いる公園整備や河川整備、駅前広場の整備などをテーマとし
て、３つの校区で、アーティストとともに「風景をつくろう」
と題したワークショップを開催し、実際にまちの環境を変え
てみるインスタレーションを地域住民の方々に体験してもら
った。
ワークショップは、美野島、塩原、那珂の３つの小学校区
において、それぞれ約50名程度の小学生や保護者の参加を
得て行われた。最初に、りぼんシティオ那珂川地区の自然環
境や景観、雰囲気を再認識するためのまちあるきを行った。
まちあるきでは、「企業や工場が多い」といった地域の特徴
や「ゴミが多い」という問題点などがあげられ、変化する街
並みを地域の人とともにゆっくりと見つめ直すことができ、
那珂川やまちへの関心を高めることができた。
その後、美野島南公園（河川敷）、ＪＲ竹下駅川側駐車場、
塩原北公園の３つのポイントにおいて、アーティストととも

アーティストと
まちの環境を変えてみる

に、ワークショップを行った。

制作した「赤い羽根」を思い思いに河川敷に並べ、風景を変えてみた。

artist

村上 勝

まちあるきマップ（美野島編）

アートのまちづくり

美野島小学校区では、アーティストの村上

まちあるき＆ワークショップの地図

勝氏に参加していただき、護岸工事が終了し
た那珂川の河川敷という自然の中に、現代美

各ポイントにはリボンがあります。ぜんぶで7色のリボンを集めてみよう。

術を投げ込むことで、環境を息づかせ、情熱
的な開放感を与えて、異空間を作り上げると
いったテーマに取り組んだ。

アサヒビール

美野島南公園
【アート作品】

（集合場所）

不思議なアート作品があります。

ワークショップでは、アーティストのイメ

ＪＲ竹下駅

【公園整備】
公園ができています。

ージする「赤い羽根」を、参加者とともに制

【西口広場、人道橋】
将来、広場や橋ができます。

パロス
リバーコート
博多

作し、それらを那珂川の河川敷に並べるとい
うインスタレーションを行った。

宮竹
中学校

九州松下

アーティストの指導のもと「赤い羽根」を制作。

塩原
小学校
アーベイン
リビエ清水

美野島小学校区

ふだん見慣れた日常的な河川敷の風景の中

【架橋】
橋がもうすぐできます。

に「赤い羽根」というアート作品を持ち込む
那珂川

美野島
小学校

ワークショップ
ポイント

住吉
中学校

【河畔整備】
河畔に桜が植えられています。

新しい噴水ができました。

ことによって、子どもたちをはじめ、地域住
民の方々が、自らの手で、新しい景観をつく

【アクアガーデン（水の街角）】
九州芸術
工科大学

りだすことを体験することができた。そして、
新しく整備された河川敷の空間をアート作品
によって特徴づけることができた。

集合場所
まずは集合してください。
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ワークショップポイント
羽のオブジェを作ります。

説明ポイント
まちの説明をします。

まちあるきコース
みんなで歩きます。

りぼんシティオ那珂川
エリア
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那 珂 小 学 校 区 に お け る ア ー ト ・ ワ ー ク シ ョ ッ プ

塩 原 小 学 校 区 に お け る ア ー ト ・ ワ ー ク シ ョ ッ プ

後日、アーティストによって完成された築山

完成した作品「影から記憶と記録」

artist

鎌田 恵務

artist

藤 浩志（プラント・デモンストレーション）

塩原小学校区では、アーティストの藤浩志（プラント・デ
那珂小学校区では、アーティストの鎌田恵務
氏に参加していただき、将来、竹下駅西口の広
場が計画されている駐車場において、変わりゆ
くまちやみんな無関心になっているまちに対し
て「どうしたらみんなでまちをつくれるのかぁ？」

モンストレーション）氏に参加していただき、「公園の作り
方のプロセスの提案」というコンセプトのもと、「色を塗る
＝手を加える」ことで、自分たちの手で公園やまちの環境を
改善することが可能であることを実感してもらうワークショ
ップを行った。

ということを考えた。まちづくりの第一歩とし
て、みんなで楽しい思い出をつくろうと、小学
生や保護者の方々と一緒に「影から記憶と記録」
という作品づくりを行った。

ワークショップでは、アーティストの準備したペンキで、
色が落ち、落書きがされていた塩原北公園の築山の塗り替え
を行った。ペンキ塗りの後、子どもたちには「どんな公園が
あったらいいか」というテーマで、自由に画用紙に絵を描い

参加者は、二人一組で、黄色と青色の二枚の
布に自分たちの影を落とし、それらをクレヨン

てもらった。後日、アーティストがペンキ塗りの仕上げを行
い、作品が完成した。

で描き、ハサミで切り抜いて、アート作品を制
作した。

子どもたちの描いた公園の絵には、ブランコや滑り台、砂
場といった普通の公園の遊具が多かったが、水を意識した噴

「影をつかまえる」という不思議なアートづ
くりに、子どもたちも楽しんで参加し、アート

水や水族館といったアイデアもあり、これからの公園づくり
を考えていく上での材料となることが期待される。

作品の制作への参加を通じて、将来のまちづく
りへの関心が高まった。また、後日、アーティ
ストから参加者へ手紙が送られ、その返事には、
バリアフリーの広場や楽しく遊べる広場など、
将来の駅や広場への期待が多数よせられた。
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「 大 気 の 羽 状 2 0 0 1 」 モ ニ ュ メ ン ト 設 置
2001.4

2001年度

主催：福岡市都市景観室
協力：建築局住環境整備課
下水道局河川建設課
土木局南部建設課
南区役所
博多区役所

りぼんシティオ那珂川
アートのまちづくり

りぼんシティオ那珂川PR実行委員会

橋梁ワークショップ

平成13年４月、りぼんシティオ那珂
川地区の北の玄関口として、「景観形
成基本方針」に位置づけられている場

アートを用いた住民主体のまちづくりの実践

所に、地区のシンボルとなるモニュメ
ント「大気の羽状2001」が設置された。
制作は、これまでりぼんシティオ那
珂川地区において、アートを活用した

目的

ワークショップなどに参加していた村

今回の取り組みは、那珂川に架かる新しい2つの橋の名称とそ

上勝氏に依頼された。

の一つである人道橋の親柱のデザインを考えるものである。そし

地域への説明会や制作の過程をお知

@人道橋および都市計画道路美野島塩原線の
広報
新たに那珂川を結ぶこととなる人道橋お

て、この橋の名前を考えたり、公共施設である橋のデザインの一

よび都市計画道路美野島塩原線を周辺住民

の子どもたちが参加するワークショッ

部を考えるということをきっかけとして、地域の方々の主体的な

をはじめ、広く市民に知らせるための広報

プの開催、制作されている工場への見

まちづくりを進めていくことを意識している。

らせするニューズレターの発行、地域

を目的とする。

学など、地域住民の関心を高め、設置

本来、このような地域の中の「公」的施設は誰が考えるべきも

後も親しまれるような取り組みを行った。

空間を息づかせる
アート作品

のであろうか。日本では、「公＝パブリック」と「官＝官僚・行
政」の区別が曖昧であるといわれる。現在、公園や道路、小学校

A人道橋および都市計画道路美野島塩原線に
架かる橋の名称の公募
人道橋および都市計画道路美野島塩原線
の名称の決定にあたって、周辺住民をはじめ、
広く市民から名称を募集する。そのために、

や公民館などの地域の「公」的施設は、「官」の責任のもとで建

アーティストの参加するワークショップを

設・管理されているが、本来、それらを日常的に利用する地域社

開催し、市民の応募意識の向上と啓発を図る。

会、つまり「公」の手によって考える必要性が指摘されている。

B人道橋親柱意匠の検討

建設自体は「官」によって進められても、その計画・設計・デザ
インなどの面では、地域住民の意見や考え、その土地の歴史など

人道橋親柱の意匠決定を行うにあたって、
周辺住民をはじめ、広く市民の意見を取り
入れるために、アーティストの参加するワ

を取り入れながら、地域の「公」が主体となって考えをまとめ、

ークショップを開催し、親柱意匠案を提案

「官」はそれを支援し、本当の意味での「地域住民が主体となっ

する。

たまちづくり」を目指していくことにつながる取り組みだと考え

C人道橋および都市計画道路美野島塩原線に
架かる橋の名称ならびに親柱意匠の決定

ている。

人道橋および都市計画道路美野島塩原線

今回、このようなまちづくりにつながる実践と位置づけ、アー
ティストの協力を得ながら、ワークショップを行った。

の名称ならびに、人道橋の親柱意匠を決定
するためのワークショップを開催し、公募
された名称案およびアーティストの親柱意
匠案の中から、地域住民の意見を採り入れ、
決定を行う。

JR竹下駅

テーマ

博多区

これまでのりぼんシティオ那珂川エリア
における「川とアートのまちづくり」の一
環として、今回、人道橋および都市計画道
路美野島塩原線に架かる橋の整備にあわせて、
建設される橋が那珂川の両地域（那珂小学

都市計画道路
美野島塩原線に
架かる橋

那珂川

人道橋

校区、塩原小学校区）の人々にとって親し
みのわくものとなり、今後、これを契機に
まちづくり活動が活性化するとともに、地
域の交流などを生み出すために、下水道局、

南区

（現在工事中）

土木局、建築局、都市整備局の連携のもと、
市民の参加を得て進めていく。

風景については参考イメージ
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１

ワークショップのながれ
今回の取り組みは、3回のワークショッ

りぼんシティオ那珂川

景観形成ガイドライン

プの実施と公募によるアイデア募集であ
った。その流れは、次のような考えによ
って構成された。

那珂川人道橋
デザイン・コンセプト

美野島塩原線の橋
デザイン・コンセプト

知る・体験する
地域の方々、市民にりぼんシティオ那

認識を高める

第１回 アート・ワークショップ

みんなで
橋を渡そう

住民の意見の汲み上げ

デザイン・制作への参加

決定への参加

管理・運営・利用面への参加

珂川地区に人道橋および都市計画道路美

都市計画道路
美野島塩原線建設

人道橋建設

野島塩原線に架かる橋が建設されること
を知っていただく。また、どこに、どの
ような橋がかかるのかを実際に体験でき
るように、参加者がつくった模型を人道
橋建設現場に実際に架けるイベントを行

artist

った。

徳永 昭夫・年永 剛・おがた たかひろ

那珂・塩原両校区の児童やその保護者

名称の検討

などを中心に約100名が参加した。

人道橋親柱の
デザインの検討

公募する

合体エンヂン

art produce

山野 真悟

地域の方だけでなく、広く市民の意見
をうかがうために、市政だより等で名称

ワークショップの概要

の公募を行った。市内外から111件の案

日時：2001年12月2日（日）13：00〜16：30

が寄せられた。

場所：塩原北公園〜建設現場〜塩原公民館
参加者：合計

りぼんシティオ那珂川地区に、新たに人道
考える

今回の市民参加のプロセス

第1回目のワークショップの際のアン
ケートや公募により集まった名称案を参

平成13年12月2日

従来の
決定方法

体験

那珂川河川敷で、参加型のアー
ト・イベントを開催

考としながら、地域の特性などを考え、
アーティストとともに模型やスケッチを
作成しながら、二つの橋の名称と人道橋
の親柱のデザインを考えるワークショッ
プを行った。

公募

平成14年1月10日まで
新しい２つの橋の名称を募
集（アート通信・市政だより）

那珂・塩原両校区の児童やその保護者
などを中心に約60名が参加した。

第1回目、第2回目のワークショップを
踏まえ、有識者（アドバイザー）、地元

考える

橋の名前と人道橋の親柱の
デザインを考えるワークショッ
プ開催

橋と（都）美野島塩原線に架かる橋が建設さ

那珂・塩原校区自治会関係者など

れることを、広く地域の方に知ってもらうた

こども劇場

めのアート・イベントを開催した。
当日は、塩原北公園に集合後、人道橋およ
び（都）美野島塩原線に架かる橋の建設現場
において、それぞれ計画の概要説明を行った。
塩原公民館へ移動後、どのような場所に、
どのくらいの長さの橋がかかるのかなど、イ
メージをふくらませ、アーティストとともに「川
を渡る人」や「動物」などをイメージして、
模型を制作した。

決定する

平成14年1月下旬

約100名
那珂・塩原校区の児童および保護者

代表者、市職員をメンバーとする公開の
検討会を開催した。検討会では、メンバ
ーに限らず、一般参加者との活発な意見

制作した作品は、実際に人道橋の架かる現
場において、ロープを渡し、それに吊り下げ、
橋を渡るイメージを広げた。
また、参加者には、ワークショップの感想
と2つの橋の名称についてのアンケートに答え
ていただいた。

交換を行い、二つの橋の名称と人道橋親
柱のデザイン案を決定した。

決定

13

平成14年3月
橋の名前と人道橋の親柱の
デザインを決定するワーク
ショップ（公開検討会）開
催

那珂・塩原両校区の児童やその保護者
などを中心に約50名が参加した。
ビニール製の段ボール（180cm×
90cm）に人の形や動物など、「橋
を渡ると楽しいもの」を描き、
切り抜く。これらを実際に人道
橋の架かる現場において、ロー
プからぶら下げ、できあがる橋
の大きさを創造し、将来の橋の
イメージをふくらませた。

14

なぜ、アートが関わるのか
「アートのまちづくり」における「アート」とは、単なる

そして、この地域で暮らす人々の生活と那珂川という恵ま

彫刻作品の設置や建築物の意匠的側面だけでは考えていない。

れた自然環境を結びつけることによって、より豊かな生活環

りぼんシティオ那珂川地区でのアートの役割は、地域の歴

境を作り上げ、利便性や安全性といったもの以上の「住みや

史といった時間をつなぐ媒介として、また、新旧住民をつな

すさ」を生み出し、地域の新たなイメージを形づくっていく

ぐコミュニケーションのための媒介として、そして、恵まれ

ことができる。

た自然環境を生活につなぐための媒介としての役割である。

近年、多様化してきたアート・アーティストの中には、こ

再開発の進むこの地区には、那珂川の水に関係して、多く

のような地域の歴史や自然環境、そして、人々とのコミュニ

のものづくりの工場が立地していた。そこに、新たなまちが

ケーションに着目しながら、創作活動・表現活動を進めるも

形づくられている。河畔公園などの整備が進み、工場跡地に

のも多く、新たなまちづくりの手法としての活用が各地で試

集合住宅が建設される中で、ここに住み続ける人は、その地

みられている。

域の歴史を物語るものが失われるということと、新たに利便
性や快適性を伴った新しいまちの姿が立ち現れてくるという
状況の中にいる。つまり、そこに住み続ける人と新たに住む
人とがいる。
このような地域における「地域住民参加」のまちづくりに
は、まず、その地域の時間をつないでいく手法が重要である。
つまり、地域の歴史やその土地の履歴といったものを継承す
ることは、同時に、数年の後に現れる新しいまちをその延長
線上でとらえていくことであり、「慣れ親しんだまち」と「新
しいまち」に愛着を抱くために必要不可欠なステップである。
さらに、地域住民が主体となったまちづくりを進めていく
ためには、地域に古くから住み続ける人と新しく住み始めた
人などの地域住民のコミュニケーションが重要である。世代
間の価値観の違いなどの課題はあるものの、地域住民が主体
となったまちづくりには、地域の自治会などを積極的に運営
する人々にとどまらず、子育て世代や次の世代を担うその子
参加者には、最初に、橋の架かる現場を見ていただき、アー
ティストの指導のもと、インスタレーション作品の制作に参
加していただいた。

どもたちなど幅広い世代が、積極的にまちづくりに参加でき
る土壌が必要である。

行政の横断的取り組み
ある場所やもの（施設）を「公＝地域社会」が考える場合、
関わりのない分野はほとんどないといえる。橋のことひとつ
を考えるにしても、「利便性」だけではなく、「安全性」や
「福祉」、「デザイン性」、「おもしろさ」、「快適性」な
どが考慮されなければならない。従来の縦割型の「官」の組

04

織では対応できない側面も大きい。
今回は、行政の横断的な取り組みがあってはじめて実現で
きている。りぼんシティオ那珂川全体のまちづくりを考える
建築局、「アートのまちづくり」を進める都市整備局の都市
景観室、実際に橋や道路をつくる下水道局、土木局の連携で
ある。
子どもおよび保護
者の方々約100名ほ
どの参加があった。
子どもたちは大人
が見守るなか、思
い思いに絵を描く。

15

今後、さらに地域に根ざしたまちづくりとして浸透してい
くためには、区役所なども交え、さらなる大きな連携が必要
となる。
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２

認識を高める

住民の意見の汲み上げ

橋の名称の
公募

デザイン・制作への参加

管理・運営・利用面への参加

この公募案の結果は、第２回目のワークショップ参加者
の検討のための資料として配付された。参加者は、応募さ

聞、アート通信（那珂川両岸の2小学校区に全戸配布してい

れた案を見て、「人々がどのような考えで橋の名前を考え

る）によって、一般公募された。

ているのか」を考える。つまり、公募案の中から「一番数
が多いものに決定」というわけではない。橋の名称を考え
るのに、数だけで決めることはできない。
できあがる橋は地域に住む人以外にも多くの人々が通る

からの応募があった。

地名にちなんだもの
両方の地名をくっつけたもの
塩竹橋
塩那珂人道橋
塩(しお)なか橋
しおなかま橋
塩美ふれあい橋

111件
50件

竹塩歩道橋
竹原橋
那珂美架橋
美塩橋
美野塩新橋
美野原橋

竹下の地名

その他

竹下人道橋
竹下人道
竹下歩橋
竹下りぼん橋
TAKESHITA
メモリーブリッジ

なか川橋
那珂川遊歩橋
那珂塩りぼん橋
珂橋
野島橋
博南小橋
りぼん橋

例えば、きよみ立体橋

「清水」の「清(きよ)」と「美野
島」の「美(み)」から名付けられ
ている。

※重複はのぞいています。

今回の人道橋および都市計画道路美野島塩原線に架かる

111件の応募があり、両岸の校区に限らず、広く市内・県内

一般応募総数
第１回ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟｱﾝｹｰﾄ

決定への参加

橋の2つの橋の名称は、市政だより（南区・博多区版）、新

公募は平成13年12月中旬から翌年1月10日までで、総数

人 道 橋 の
名
称
の
応
募
案

限られた情報の中で、さまざまな名称が寄せられた。応

だろう。住民参加といった場合、どの範囲の人をどのよう

募された名称を概ねグループに分けてみると、橋の架かる

に参加してもらうかということが、非常に難しい。今回は、

両岸の地名にちなんだものや地域の歴史や史跡にちなんだ

広く考えを集め、地域の人でもう一度検討するというなが

もの、将来できる橋のイメージや夢・希望を託したもの、

れで進められている。

橋のイメージにちなんだもの
みんなで使うイメージ
ふれあい橋
塩原ふれあい橋
竹下ふれあい橋
博南ふれあい橋
那珂よし橋
なかよし橋
仲良し橋
那珂美(よし)橋
フレンドリー橋
プロミナード出会い橋
出合橋
結友橋
みんなの橋
こんにちは橋
語来橋
手取り橋
那珂・塩原綴り橋

楽しいイメージ

歩くイメージ
散歩橋
あゆみばし
のこのこ橋
あるこう(歩こう)橋
那珂川ウォーキングブリッジ
さんさく橋
ひといき橋
いこい(憩い)橋

自然のイメージ
朝焼けの橋
涼風橋
キララばし
にじの橋
レインボー橋
緑川橋
緑河橋
みどり(美土里)橋
桂木橋

にこにこ橋
笑顔橋
しあわせ橋
ハッピー橋
幸運のはし
たのしか橋
開運橋

地域の歴史など

人道橋のイメージ

例えば、博多ことぶき橋

あやすぎ橋
八里橋
ハリマオー橋
れきし橋

自人はし
人道ばっスィー
セーフティー橋
二本橋
はしりばし
ピープルブリッジ
ピープルリバー
人転橋
人と自転車橋
両人橋
駅前人道橋
電車橋
リバーサイド・ブリッジ

かつてあった「寿橋」にちなんで、
名付けられている。

その他

夢☆1番☆歩道橋
夢追い橋
ゆめかけ橋
夢来渡橋
夢の橋
夢見橋
例えば、福博であい橋
こいみばし

最近の出来事など

その他

御誕生橋
新生橋
(雅子様の子どもの名)橋
愛々(あいあい)橋
愛廻橋
那珂川愛情橋
プリンセス橋
雅橋
ラッキー21橋

福岡と博多が出会う場所としての
願いが込められている。

来た道橋
キラリ橋
熊野橋
人徳橋
スクールブリッジ
ハルジオン橋
ろんどんばし
若竹橋
一休ばし
おはし

時事の出来事にちなんだものなどが見られた。

市政だより

博多区版（2001年12月15日号）

市政だより南区版（2001年12月15日号）

美野島塩原線
に架かる橋の
名称の応募案
一般応募総数
第１回ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟｱﾝｹｰﾄ

111件
38件

※重複はのぞいています。

地名にちなんだもの
両方の地名をくっつけたもの
塩竹大橋
塩竹橋
塩那珂橋
塩美橋
塩美新橋
塩美野橋
竹塩(たけしお)橋
竹下・塩原大橋
竹原橋
大橋竹下橋

塩原の地名

橋のイメージにちなんだもの
みんなで使うイメージ 自然のイメージ 幸せや希望のイメージ
ふれあい大橋
ふれあい那珂川橋
ふれあい橋

西日本新聞（2001年12月12日朝刊）

なかよく橋
なかよし橋
那珂良し橋

日の出橋
あけぼの橋
夕焼けの橋
にじの橋
光美橋
十六夜橋
風見橋
さざなみ橋
菜の花橋
森盛橋
おさかな橋

つながり橋
塩原であいばし
竹下であい大橋
おたすけ橋
ゆうじょうの橋
駅前のイメージ
みんなのかけ橋
駅前大橋
みなあそ橋
えきまえ橋
みんな橋（手取り橋）
駅前ばし
結美橋
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その他

夢合い橋
思い出橋
夢想橋
便利ばし(橋)
きぼうのはし
歩み橋
あすなろ橋
南博とおり橋
きらめき橋
パズル橋/ロード
こよし橋
事故！０(ゼロ)大橋
栄橋
新色博南橋
しあわせ橋
幸せ橋
Luck Bridge
(ラック・ブリッジ) 例えば、香椎かもめ大橋
すえひろ橋
なごみ橋
すまいる橋
ほほえみ橋
郁之橋

カモメが翼を広げたような橋の形
からイメージされている。

その他

那珂(川)の地名

野原線橋
NEW塩原橋
野原橋
南塩原橋
美野塩橋
塩原新橋
美野原橋
塩原那珂川橋
しもばる橋
NEW CITY 美塩橋
新塩原橋
美塩(みしお)橋
うつしお橋
美塩原(うつくしおばら)橋
竹下の地名
ﾋﾞｭｰﾃｨﾌﾙ･ｿﾙﾄ･ﾌﾞﾘｯｼﾞ
竹下大橋
竹下新橋
竹下橋
竹南橋

那珂川大橋
みなみ橋
南美橋
シティオ那珂川大橋
福南橋
那珂新橋
大橋橋
那珂南博橋
りぼん橋
那珂りぼん橋
りぼん那珂橋
例えば、五十川塩原大橋
なかなか橋
那橋

美野島の地名
美のちゃん
みのちゃん橋
美野島橋

「五十川」と「塩原」の地名から
名付けられている。

地域の歴史
など
番托大橋
ばんたく橋
谷豊橋
九十九橋

例えば、よかトピア橋

「よかトピア」の開催にちなんで
名付けられている。

その他
最近の出来事など
21世紀橋
オーライ21橋
平成橋
ミレニアム橋
ミレニアムブリッジ
敬愛橋
愛なか橋
コウノトリ橋
新生橋

その他
行く道橋
命橋
おばけ
おばけばし
れいばし
ゴースト橋
わりばし
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３

住民参加型のまちづくりには、よく「ワ

認識を高める

第２回 アート・ワークショップ

ークショップ」という場が設けられる。

橋の名称と
親柱のデザインを
考える

「ワークショップ」とは、本来、「共同

住民の意見の汲み上げ

作業場」や「工房」を意味するものであ

アーティストによる
ワークショップ

るが、現在はまちづくりだけでなく、様々

デザイン・制作への参加

な教育現場などで参加型・体験型のグル
ープ学習法として広く行われるようにな
っている。

決定への参加

このワークショップは、一方的に意見
を述べたり、話を聞くような場ではなく、

管理・運営・利用面への参加

参加者が一緒になって物事をつくり出す
創造的な場である。しかし、日本での歴
史はまだ浅く、まちづくりにおいては、
このような場が単なる個人意見の発言の
場になることも多い。そこに、感性豊か

ワークショップの概要
第１回ワークショップ参加者へのアン

日時：2002年１月27日（日）

ケートや市政だより等で公募した名称案

場所：塩原公民館

をもとに、現在、那珂川や御笠川に架か

参加者：合計

なアーティストによって、参加者のコミ

13：00〜16：30

ュニケーションをうまく高め、より創造
的な場づくりを目指して、今回、「合体

約60名

っている橋の名称や親柱の写真を参考に

那珂・塩原校区の児童および保護者

しながら、２つの橋の名称と親柱のデザ

那珂・塩原校区自治会関係者など

エンヂン」の3人に参加してもらっている。

インを考えた。
まず、第１回目のワークショップの様
子をビデオで紹介し、アンケートや公募案、
参考資料などを説明した。その後、公民
館の１階と２階に分かれ、１階では、小
学生などの児童を中心にアーティスト・
グループ「合体エンヂン」の指導のもと、
模型や絵をつくりながら、親柱のデザイ
ンと名前を考えた。２階では、地域の特
性や橋の名前の付け方を議論しながら２
つの橋の名前を考えた。

都市デザインへの市民参加

１階でのワークショップでは、「おし
ゃべりをしながら渡れるといいな」、「橋
ができることで那珂川の両岸の人たちが

今回のワークショップは、「人道橋の

仲良くできたらいいな」といった橋のイ

親柱のデザインを検討するグループ」と

メージが出され、主に「コミュニケーシ

「二つの橋の名称を検討するグループ」

ョン」や「結ぶ」といったテーマで親柱

の2グループに分かれて作業が進められた。

のデザインが考えられた。最終的に18の

まず最初に、公募によって集まった名称

案が紙粘土の模型やスケッチなどで提案

案を見ながら、たくさんの人々がどのよ

された。

うな思いで名前を考えているのか、考え

また、２階では「呼びやすい名前がいい」、

てみる。

「地名をつけた方がわかりやすい」、「地

都市デザインへの市民の参加プロセス

名をつけるとどちらが先にするかでもめる」

にはいくつかの段階があり、最終的にこ

といった議論が交わされ、最終的に２つ

のようなデザインへの参加の「成果」が、

の橋に、それぞれ４つの名称案が提案さ

全てそのまま反映されることは、現実と

れた。

してはなかなかない。

最後には、１、２階のそれぞれのワー

しかし、市民がこの都市デザインとい

クショップでの提案や議論を発表したあと、

う領域に参加するということは、非常に

人気投票を行った。
子どもおよび保護者の方々約60名の参加が
あった。参加者は、アーティストの合体エ
ンヂンの３人からアドバイスをもらいなが
ら、親柱のデザインを考えていった。
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大きな意味を持っている。
アーティスト・グループ「合体エンヂン」の３人と一
緒に親柱のデザインを考える参加者。スケッチや紙粘
土で表現してもらった。
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参考資料

参考資料

那珂川に架かる橋の親柱

那珂川・御笠川の主な橋

11

15

12

16

千鳥橋
恵比須橋
石堂大橋
那の津大橋

１
石堂橋

東大橋
西門橋

須崎橋
大黒橋 博多ことぶき橋
緑橋
東中島橋
御笠新橋
弁天橋
御笠橋
博多大橋
作手橋 堅粕橋
明治橋
西中島橋
博多橋
西大橋
水車橋
天神橋
東光橋
中洲新橋
公園通橋
中洲懸橋
南新橋
福博であい橋
春吉橋
JR博多駅
清流橋
三光橋
西鉄福岡駅
雷橋
灘の川橋

２

姿見橋
城東橋
ほがらか橋
原吉橋
露切橋

西鉄薬院駅
ひがし
はらよしばし

新川橋

２ 住吉橋

福岡空港

比恵大橋

新川橋
新開橋

３ 柳橋
４ 稲荷橋

比恵橋
住吉橋
山王橋
柳橋
稲荷橋

３

平成大橋

５ 清住橋

７

清住橋

百年橋 ７

百年橋

那珂川筑肥橋
南大橋
ふれあい橋
清美大橋
天代橋
宮田橋
扇橋

住吉中

日吉橋

那珂川筑肥橋
８９
南大橋 10 11 清美大橋
ふれあい橋
12 きよみ立体橋

東光寺橋

13 清水橋

きよみ立体橋
那珂大橋
那珂沼口橋

清水橋

４

上那珂橋

塩原橋
玉橋

西鉄高宮駅

６ 簑島橋

金島橋

簑島橋

西鉄平尾駅
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１ 灘の川橋

比恵新橋

JR竹下駅

人道橋

那珂小 那珂下原橋

14 塩原橋

人道橋
美野島塩原線

新宿橋

板付大橋
板付橋

那珂中 那珂歩道橋

美野島塩原線に架かる橋

新弥生橋

塩原小
五十川塩原大橋

８

宮竹中

高木橋

五十川塩原大橋15

諸岡歩道橋
新諸岡橋
諸岡橋

５

９

13

高木橋 16

五反田橋

西鉄大橋駅

無給人道橋
板付新橋
西田橋

17 井尻橋

井尻橋

６
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２つの橋の名称の議論

参加者の作成した親柱のデザイン案

橋の名称の議論では、一人ひとりから自分

親柱のデザインの検討では、アーテ

の考えた名称案をカードに記入してもらい、

ィスト・グループ「合体エンヂン」の

その理由を発表し、参加者との議論を行いな

協力のもと、まず「どのような橋の名

がら、数案に絞っていった。ます、第１回目

前がいいか」、「その理由」を考えた

のアンケートや公募によって集められた案を

りしながら、画用紙にスケッチを描い

グループ分けし、「地名」や「橋のイメージ」、

たり、紙粘土で模型の制作を行った。

「地域の歴史」などのテーマで考えられたも

地名にちなんだ「塩」や「竹」をモチ

のが多いといったことを確認した。

ーフにする子どももいれば、「ふれあい」

議論の中では、「地名がついていた方がわ

や「しあわせ」といった形にするのが

かりやすい」という意見もあれば、「地名を

難しいコンセプトを何とか表現しよう

つけるとどちらが先に来るかでもめる」とい

とがんばっている子どもたちもいた。

った意見もあった。また、子どもたちにとっ

最終的には18の案が提案され、それ

てもわかりやすい名前や呼びやすさを考えて、

ぞれの制作者が、参加者の前で発表を

あまり長くない名前の方がいいなどの意見も

行った。

出された。最終的には、人道橋、（都）美野

１.わりばし（10）

７.ピース橋（5）

13.竹川歩道橋（1）

２.おしゃべり橋（12）

８.のこのこ橋（8）

14.たけとり橋（2）

３.はなし橋（7）

９.七色橋（12）

15.うさぎが通る道橋（4）

４.みんなの便利橋（1）

10.ふれあい橋（5）

16.名物橋（1）

５.ハッピー橋（3）

11.こいみばし（3）

17.未来橋（15）

６.心見橋（7）

12.思い出橋（1）

18.塩竹橋（5）

島塩原線に架かる橋、それぞれ４つの名称案
が提案された。

一人ひとりの考えた橋の名称を、まず3枚カードに書き、ディ
スカッションを行う。みんなとの議論の結果を踏まえて、
自分の案を一つのカードに絞っていく。みんなの意見を聞
くことで、自分の考えを再度確認しながら名称案を絞り込
んでいく。

人 道 橋

都市計画道路美野島
塩原線に架かる橋

○りぼん橋（8）

○ばんたく橋（17）

○那珂川りぼん橋（10）

○番托大橋（7）

○塩竹ふれあい橋（10）

○塩竹大橋（5）

（ふれあい橋）
○にこにこ橋（12）

（塩竹橋）

）内の数字は人気投票の結果

○にじの橋（12）
（
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（

）内の数字は人気投票の結果
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４

認識を高める

公開検討会

橋の名称と
親柱のデザインの
決定

子どもたちの考えをかたちに・・・

住民の意見の汲み上げ

デザイン・制作への参加

決定への参加

１.コミュニケーション案 ２.歩くイメージの案
はなし橋やおしゃべり橋などコミュ
ニケーションをテーマに耳や口をモ
チーフにデザインを行った。

のこのこ橋など「歩く」といったイ
メージや音の響きから感じられる親
しみやすさを表現している。

管理・運営・利用面への参加

公に開かれた場での議論と決定

５.手をつなぐ案
ふれあい橋などで提案された握手な
どの手をつないだかたちをモチーフ
としている。

４.音を聞く装置の案
６.りぼん案

「音」や「光」を感じられる装
置として、集音機のような柔ら
かいかたちを表現している。

名称案で提案されていたりぼん橋を
イメージしながら「結ぶ」といった
テーマをりぼんで表現している。

７.異なる二つの
ものをつなぐ案

平成13年1月27日に行われた
第２回目のワークショップにお

「塩」や「波」、「竹」など両岸を
イメージする異なるものをレリーフ
として、むすびつける表現。

いて、子どもたちが考えた親柱
のデザインをもとに、アーティ

公開の選考検討会では、専門家のアドバイザーと地域の
代表の方々、行政職員がテーブルを囲み、地域からの参
加者とともに議論を行った。

ストの合体エンヂンがスケッチ

平成14年3月3日の公開の選考検討会では、参加者を交えて活

を作成した。彼らは、前回のワー

発な議論が展開された。会の進行は、森田昌嗣氏（九州芸術

クショップで子どもたちと一緒

工科大学教授）、山野真悟氏（ミュージアム・シティ・プロ

日時：2002年３月３日（日）

13：00〜16：00

今回のワークショップに関わる行政が席に着いた。

参加者：合計

橋の名称の検討では、発音がしやすいといった音の響きや呼

約50名
那珂・塩原校区の児童および保護者

びやすさを考慮するとともに、地名を入れるのか、橋のイメ

那珂・塩原校区自治会関係者など

ージでつけるのか、といった議論が行われた。

公開検討会メンバー
アドバイザー
森田昌嗣（九州芸術工科大学教授）
山野真悟（ミュージアム・シティ・プロジェクト運営委員長）
下水道局河川建設課長
土木局南部建設課長
都市整備局都市景観室長

地域代表
那珂・塩原両校区より3名ずつ
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那珂川両岸の塩原校区、那珂校区から地域の代表者が3名ずつ、

場所：塩原公民館

行政

に作業を行い、その過程での子

ジェクト運営委員長）の2人のアドバイザーが行った。そして、

ワークショップの概要

地名を取り入れるとなるとどうしてもどちらが先かといった
話になる。また、橋のイメージや将来の橋のもつ意味合いか
ら「ふれあい」や「にこにこ」という名前にすると、果たし
て本当にこの場所にそのような名前がふさわしいのかという
ことになる。
約50名の参加者による2時間半の議論は、真剣に地域のまちづ
くりに取り組む人々のこれからの新しい形を示している。川
を挟んで両地域の人々が一同に集まって話をする意味はとて

８.にじ案
七色橋やにじの橋をモチーフに両岸
をつなぐにじのイメージを表現して
いる。

３.風景を見る装置の案
七色橋や心見橋などで提案されてい
た「音」や「光」を体で感じられる
ような装置として親柱を表現した。

どもたちの考えやイメージを考
慮しながら、「かたち」をつくっ
ていった。
選考検討会では、「音」や
「光」を感じられるような新し
い発想の親柱がいいとの意見で
まとまり、サウンドスケープを
生み出すような装置としての親
柱の方向性が見いだされた。
今後、第３案を基本的な方向
としながら、安全性や施工性を
考慮して、実際の親柱デザイン
を完成させていく。

も重要である。
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選考検討会は、森田
昌嗣氏（九州芸術工
科大教授）と山野真
悟氏（アート・ディ
レクター）の二人の
専門家にアドバイザー
として舵取りを行っ
ていただいた。

りぼん橋

親柱

最終デザインイメージ
親柱のコンセプト
今回の住民参加のワークショップにおいて、
参加者の考えは、那珂川両岸の地域を「結ぶ」「つ
なげる」ということを大切にしたいということ
が中心であった。名称の応募案にも「なかよし」
や「ふれあい」といった人とのつながり、また、
「りぼん」や「にじ」といったつながることを

決定した橋の名称

イメージさせるものが数多くあげられた。
そして、親柱については、「りぼん」や「にじ」
といった具体的なかたちよりも抽象的なかたちで、

おやばしら‑A
人道橋名称

都市計画道路美野島塩原線に架かる橋の名称
ば

りぼん橋

ん

た

見る人一人ひとりがイメージをふくらませられ
るようなものがいいという考えが強かった。

く

番托橋

そして、親柱をとおして、光や音を感じられ
るような装置としての親柱という考えが、他に
あまり例がなく、斬新なアイデアであるという

塩原、竹下地域をはじめ那珂川沿い一帯で進めら

那珂川にある「番托井堰」にもある「番托」とは、

れている再開発事業の名称で使われている「りぼん

地名ではない。昔、那珂川の水の番を託されたとい

シティオ那珂川」の名称は、一般公募で寄せられ、

うことからつけられたものであるようだ。

公開検討会で示された第3案をベースに考えてい

両岸をつなぐ、結ぶという意味と新しく生まれ変わ

今回、この「番托」という言葉を地域の歴史のひと

る。

るという「リ・ボーン」をかけているという。

つとして、これからも忘れずに残していきたいとい

今回、人道橋の名称として、この「りぼん」とい

意見が出された。
今回の人道橋の親柱のデザインについては、

う思いが強かった。
親柱のデザイン

う言葉を採用した。新しい橋によって塩原と竹下の

また、その昔、私財をなげうってこの番托井堰を

両地域を結ぶというイメージや、呼びやすく子ども

つくった豊田徳作のまちづくりの精神のようなもの

多くの参加者や子どもたちが抱いていた親柱

にもわかりやすいといった点が評価された。

を少しでも感じてほしいという意見があげられた。

に「つなぐ」というイメージを持ち込むために、

おやばしら‑B

4つの親柱の上下の凹凸によって、連続したひと
つのかたちが永遠につながるようなイメージを
基本に考えた。したがって、4つの親柱は全て異
なるかたちをしている。

アーティストの果たす役割

それぞれの親柱は、見る角度や向きによって、
様々な表情を見せることとなる。ある時は動物
が歩いて橋を渡っているように見えるかもしれ

今回の橋の名称と親柱のデザ

ない。リボンや虹といった両岸をつなぐものが

インを決定するワークショップに

見えるかもしれない。橋を渡る人、それぞれが

は、アーティストに参加してもら
っている。彼らは単に自らの好き

思い、感じられるものを大切にしたいと考えて

おやばしら‑C

いる。

なかたちや言葉を並べるだけでは

そして、光や音を感じるための装置として、

ない。ワークショップの中で子ど

その凹凸の中に、不規則に、のぞいたり、音が

もたちをはじめ参加者の考えを引

聞ける穴を開けている。

き出し、一緒に考え、心の中のイ
メージをみんなで共有していくた
めにかたちや言葉をつくり出して

安全面、施工面

いく。ともすれば合意を形成する
安全性を考慮して、石の角は面取りし、足が

ために切り捨てられがちな楽しさ

かりとなる高さの段差は設けない。（1ｍの高さ

やものの質を大切に拾い上げる。

の石に別の石が組み上げられる。）また、穴の

市民参加のまちづくりにおけるア
ーティストの果たす役割はひとつ
の専門的職能として、非常に重要
選考検討会とあわせて、子どもたちは橋の中に埋め込むタイムカプセルづ
くりを行った。橋がつくられる今の想いを、数十年後に伝えるために。
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であると考えられる。

口の大きさを中の径よりも大きくすると施工性

おやばしら‑Ｄ

もよい。
［イメージ模型写真］
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［パース］
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おやばしら‑A
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375
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625
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2002年10月12日（土）、ついにりぼん橋は開通を迎えた。

10月12日には、開通式のワークショップとして、参加者

４つの親柱も、製作過程の中でわずかにかたちを修正しな

がいろいろな色のプラスチックのプレートに想いや願いを

がら完成した。

書き、橋の手すりを飾っていった。

また、このような住民参加のプロセスを後世に伝えると

そして、開通を祝うカラフルで鮮やかな橋が表現されると、

ともに、子どもたちの記念として、橋の中には、ワークショッ

橋の上で那珂川両岸の校区の方々が握手を交わし、りぼん

プ過程での模型や成果が埋め込まれ、中央に小さなプレー

シティオ那珂川のまちづくりは、大きく前に進み出した。

1000

トがつけられた。

おやばしら‑B
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125
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1000
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おやばしら‑C
125250 375

500

250

250 125

1000

375

125

おやばしら‑Ｄ
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新しいまちづくりにむけて
アートのまちづくり
現在、りぼんシティオ那珂川エリアでは、河川敷の整備をはじめ、工場跡地への住宅の整備、道路、公園など
公共空間の再整備が進んでいる。この再開発が進められているエリアにおける「アートのまちづくり」の試みの
ひとつが、今回の3回にわたるワークショップである。今回の取り組みでは、「橋の名前を決める」、「親柱の
デザインを決める」という小さな成果を生み出したが、これまで閉ざされたシステムの中で決まっていたものを、
地域をはじめ市民の参加によって、公の場で決定できたことは非常に大きな成果である。
今回のように公の場でまちづくりを議論することは非常に重要であるが、地域と地域、地域と行政、また、地
域と小学校など性質の異なる主体が一同に地域のことを考えるということは非常に難しい。互いの利益や目標と
するところが食い違うこともある。
そこにアーティストが参加する。
ここでのアーティストの役割は、単に彫刻作品を制作したり、壁に絵を描くというものではない。最終的なか
たちとして、そのようなシンボリックなものが必要な場合もあるが、最も重要な点は、彼らの生み出すプロセス
である。
「パブリック・アート」から、さらに「コミュニティ・アート」と呼ばれる新しいアートの領域では、単にモ
ノとしての作品をつくるのではなく、アーティストの働きかけによって生まれた活動やある種の市民運動のよう
なものまでを「作品」と呼ぶ。その作品を生み出す過程で、アーティストは、考えの異なる人々のコミュニケー
ションをつくり出したり、互いに関係性のなかった閉じた社会やシステムを開き、新しい関係性をつくり出す。
パブリックな空間やもの、施設というものの多くは、現在、行政が建設し、維持管理を行っている。ここに市
民参加という本来の意味でのパブリックな空間・施設づくりへの取り組みが積極的に行われはじめた。しかし、
現実として、これまでパブリックなものを考える教育や方法に接していない住民と、行政の考える公共空間・公
共施設の考え方の隔たりは大きい。
まちづくりにおいて、利便性や安全性、効率性は、多くの人々が関心を示す。特に公共空間を維持管理する行
政の立場からは、そのような評価軸は強い。しかし、そのような利便性や安全性、効率性だけで「まち」や「社
会」をつくることはできない。まちの中には、デザインの質やおもしろさ、楽しさ、時には遊び心といったこと
も必要で、パブリックが共感できることが重要である。そして、このような個人の嗜好に左右されがちな領域を、
単純な市民参加型のワークショップで決めていくのは難しい。多くの場合、地域住民の考えがそのまま使用され、
参加していない人にとっては、理解できないものも多い。
「アートのまちづくり」では、地域のまちづくりにアーティストが関わることによって、これまでとは違った
新しい「市民参加」の方向性を示しつつある。パブリックな空間やもの、システムを考えるアートが「市民参加」
のまちづくりを新しい方向に展開する可能性は非常に大きい。
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