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諏訪森がめざすまち
私達が住んでいるまちは、将来どんなまち
になったら良いのだろうか。
多くの人は、このまちは住みよいところだ
と思っています。衣料品店や洋菓子屋がな
いとか、スーパーの駐輪場が不便だというよ
うな声はありますが、買い物の不便は感じ
られません。街並みは整然とはしていませ
んが、ごみごみしている訳ではありません。
公立学校の教育にも大きな問題がない
し、高等教育へ
の進学も不自由はありませ
ん。しかし、ここは文教のまちだといえる様
なことにはなっていません。色々と見て行く
と、何事もそこそこのまちというように感
じられます。
農村だった船尾村の浜辺に電車が通り、
駅が出来て、諏訪森のまちが出来ました。
そこには、事業家や商店主、学校の先生、
お役人などさまざまな人たちが集まって、
諏訪森のコミュニティーを作りました。それ
が住みよいまちだったのです。
最近商店街に空き店舗が目立ってきまし
た。空き巣に入られた話も聞こえてきま
す。そこそこでなくなると、まちは住みにく
くなります。みんなで、そこそこを維持して
一歩一歩まちを前に進めたいと思います。

「
遊」
のようなお店があと二軒ぐらいある
と、そこそこ満足できるのではないでしょ
うか。

とはどんなまちなのでしょうか。

うわけではありません。出生地は堺市三条通

ました。私自身は諏訪森で生まれ育ったとい

諏訪森のまちづくりに関わって３年目になり

た。様々な地方出身者が集うと、とんでもな

たこともない地方の出身者が集まっていまし

した。下宿には、北海道、東北、四国と接し

大阪のものとはちがって異質な印象がありま

ありました。初めての東京では、空気さえも

住みよいまち

り、育ったのは津久野小学校区です。諏訪森

い問題が起こります。思い出深いものでは、

大学進学で、東京で下宿生活をしたことが

との関わりは子どもが浜寺中央保育所に預

「すき焼き」をつくるとき、過激な議論が起

岸村伸一

かっていただいたことがあり、入学も浜寺小

こりました。地方により、食材を入れる順が

諏訪森西３丁

学校に！という希望がありましたので、それ

です。

みよいまちづくりにつながることだと思うの

心をもつことが重要と思います。それが、住

とだと思います。つまり、隣人を大切に思う

していく中で、人の和（輪）ができていくこ

大切なことは、人が集まり、同じことを経験

方、がそれぞれ違っているのが当然です。

な人たちがまちにはいます。考え方、とらえ

人、若い人、高齢者、男性、女性など、色々

います。その地で育った人、他の出身地の

まちづくりでも、同じことではないかと思

おなががすいていたからです。

のときで、ゆずりあって、作りました。全員

今では思います。結果として、そのとき、そ

育った地方の文化を主張したかったのだと、

地方では、と一歩もゆずりません。自分の

糖を入れる、入れないでも、自分の家では、

が最初と言い、で言い争いになりました。砂

した。私は肉が最初と言い、下宿人Ａは白菜

る食材さえも入れる入れないで議論になりま

違うのです。それどころか、当然と思ってい

以来のこととなります。
浜寺（諏訪森）のイメージといえば、小学
校時代に海水浴にきたことがあり、海の印象
がとても強く残っています。また、当時は、
浜寺公園のフェンスの中に、アメリカの進駐
軍の家族が住んでいて、憧れとともに劣等意
識を感じたことが昭和３０年代の私自身の思
い出です。
諏訪森に転居して、浜寺公園の松林にとて
も感激したことがありました。日本で初めて
の公園、与謝野晶子、与謝野鉄幹の関わりの
ある浜寺公園。公園の象徴としての松林は、
歴史的、文学的な意味でのインパクトのある
ものとして、とても印象深いものでした。今
現在も、公園に行けば、感慨深いものがあり
ます。
浜寺諏訪森は、多くの他地域と同じく地域
の活性化、また、南海電鉄の高架工事と、ま
ちの変容をせまられていると思います。まち
のとらえ方は、人により微妙に違うと思いま
すが、住みよいまちを願うのは、誰しも同じ
ではないでしょうか。では、住みよいまち、
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新しい諏訪ノ森駅を語る集い
「新しい諏訪ノ森駅を語る集い」総括
１、はじめに

た。
3回目では、新たに電車の騒音やプライバシー等線
路沿いの課題、さらに便利で利用者も多い現駅の長
いベンチと改札外のベンチ機能の存続、今の置き型
ベンチの再利用、ホーム売店の復活、ガラス張りで
保存駅舎が見える新駅コンコース、壁は腰板で現駅
の雰囲気を出すといった具体案が出されました。特
にガラス張りのホームは近隣プライバシーや暑さ眩
しさなど課題がありますが、ガラス張りのコンコー
スは最近の高架駅ではよく見られます。

本会では平成22年度に堺市と南海電鉄に対し、新
しい駅舎と周辺のイメージを視覚的デザインと機能
的デザインに分類した提案要望書（第1次）を提出致
しました。これは平成18年の自治会を中心とした
ワークショップに始まる現駅舎の保存活用の動き
と、その後の本会の方向性の総括でした。平成25年
度実施のデザインコンペに向けて、当部会では再度
地域に呼び掛け、より多くの住民の声を反映させる
必要性を感じ、平成24年9月から3度にわたり「新し
子どもたちからは、働く女性やお年寄りのためと
い諏訪森駅を語る集い」を実施しました。
いうコンセプト、トイレに町の歴史がわかる工夫、
駅舎の壁に松を描く、「ようこそ松とステンドグラ
２、経過
スの浜寺諏訪ノ森へ」の表示など新鮮な提案が出さ
第1回目は駅舎保存活動の経過説明から意見を出し れました。さらに長いベンチとステンドグラスに加
合い、2回目はそれら意見を元に「白砂青松」「町と え公衆電話と郵便ポストの設置など、盲点が指摘さ
のつながり」「防災」「新旧駅舎の調和」「高架下 れたとてもよい発表でした。町の歴史と大切さを知
利用」の5つのテーマでグループワークを実施しまし り諏訪森のよいものを残したいと思ったそうです。
た。3回目はすべての意見を視覚的デザインと機能的
デザインに分類し、方向性を示して22年度の提案要
望（第1次）の充実を目的に協議し、堺市のデザイン
コンペ準備会合に再提案するため、意見の集約をめ
ざしました。この回では総合的な学習で諏訪ノ森駅
舎を取り上げた浜寺小学校6年生の児童が自分たちの
思いを発表し、会を盛り上げて頂きました。

(子ども達の意見)
今回、例えば駅舎壁面のガラス利用など是非の判断
に迷う場面もありました。しかし施工場所や面積の
工夫、すりガラス採用など皆さんの知恵で課題は解
決できます。予算の一部を地元枠とする意見もあ
り、今後は地域にも課題を解決できる組織力とマネ
ジメント力が必要とされます。大正ロマンや高度成
(浜寺小学校児童の発表)
長期に手放した白砂青松の再認識を諏訪森の平成ロ
３、まとめと成果
マンと捉え、ステンドグラスなどを活用しながら未
参加者数は3回で37名、のべ72名でした。頂いた意 来に継承していくことが我々の課題です。完成した
見の多くは、諏訪森らしさ、大正ロマン、文化、ス 新駅舎が地元住民の議論の積み重ねの結果であれ
テンドグラス、白砂青松、新旧駅舎の調和などが ば、それが最大の成果ではないでしょうか。
キーワードで、方向性はまとまりつつあります。機
末吉正典
能では利便性とともに環境に配慮した人にやさしい
（浜寺諏訪森を考える会 新駅・周辺部会）
諏訪森独自の駅をめざした提案が多く出されまし
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主人が、諏訪森風景の絵はがき集を発行されてい
浜寺諏訪森を考える会

ました。」３軒のお店が１棟になり、棟ごとにう

ホームページから

だつのあがった写真です！そこには着物姿のご婦
人、高島屋の看板、舗装されてない道路、無骨な

諏訪森の商店街を歩く
移りゆくまちを記録しておきたい、そう思って
写真を撮り、ブログを書いています。

自転車・・・タイムスリップした瞬間でした。
今も残る建物は、昔と今をつないでくれます。
一度、目を向けてみてはいかがでしょうか。
山口美恵子

今は商店街のお店を順番に撮っています。これ
までは、売っておられる商品やお店の人のことに
ばかり目が行っていました。
最 近 気 づ い た の は「商 店 街 の 建 物、エ エ や
ん！」ということです。閉店されてはいますが、
柳原時計店さんと鈴屋酒店さんの「うだつ」と軒
下に貼った銅板は、昔の趣をよく残しています。
ステキな建物だったんだ・・・と気付きました。
そう思って見上げると、あの店もこの店も、程
度 の 差 は あ り ま す が、う だ つ が あ っ た り 銅 板 が
通 る 場 所 な の に、建 物 に 全 然 注 目 し て な か っ た
な、と気付きました。
そしてそんな時、Ａさんが商店街の古い写真を
ブログにＵＰして下さいました。その記事により
ますと「昭和初期に、いまセイビカメラさんがあ

今と昔を見比べて

残っていたり２階の窓が昔のままだったり。日々

るところに、八木電気工業所があって、そこのご

連続立体交差事業の状況

用地買収は順調に進行しているようです。東側の
地域では、近江眼科の新しい建物が出来て、その両
隣では線路沿いに空き地が出来ました。
西側では、11月からベル･メゾンの取り壊しが始ま
りました。大きい建物ですから全部終わるのは来年
になるようです。この工事が終わると、駅前広場の
様相が見えて来ます。ここには、まず仮駅の建設が
予定されています。大まかな工事予定では、平成25
年度が仮駅の建設、平成26年度が現駅舎の移転とい
うことになります。そうして、平成27年度になると
旧駅舎の保存活用事業が開始されます。
2頁に報告されているように、平成25年度には新駅
のデザイン･コンペも行われる予定です。

（近江眼科の移転） （ベル メ･ゾン解体開始）

用地の取得が進み、仮駅の建設へ
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平野郷まち歩き
諏訪森西3丁

「まちのえき」へのご招待

岸村伸一

近畿大学の久先生より、平野のまちづくりのお話を聞き、
いつか訪問してみたいと考えていました。今回、思わぬこと
から平野郷のまちづくりの様子を参観する機会を得、また、
平野の中心として活躍されている松村さんから、1980年から
のまちづくりのお話を聞くことができ、とても感謝していま

平野郷は、多くの方が知っての通り、堺と並び称される中
世における自治都市としての歴史があります。そのようなま
ちで、どのようなまちづくりをしているのでしょうか。
特筆されるのは、諏訪森と同じく、駅舎保存の運動からス
タートしたことです。残念ながら、平野の駅舎は、保存する
ことができませんでしたが、駅舎のお葬式を真面目に取り組

している公共広場です。NPO法人の「はまでら
四つの『や』図書館」の開催場所を提供した
り、読書会、英会話の会、囲碁の会などを定期
的に開催しています。

平野郷の「おも路地」

す。

「まちのえき」は浜寺諏訪森を考える会が運営

んだことから、「おもろい」ことをする伝統ができたという
ことです。
リーダーは、いません。毎月第三金曜日の夜、お葬式の言
い出しっぺの和尚さんのお寺に人が集まり、わいわいと「お
もろい」ことを言い合ってきました。
具体的な取り組みの提案者が、その時のリーダーになり、自

駅前のクリスマス

分にできることを俺も俺もと人が集います。それで、３０年

イルミネーション

を超すまちづくりの歴史ができたとのことです。また、まち
の人々も、できることで参加していました。「まちの博物

12月14日(金) ･ 12月15日(土)

館」として、毎日、週に一回、あるいは毎月第４日曜日と、

19:00～21：00

通りかかる人に我が家（店）を開放しています。感激したこ
とには、まちの博物館に登録していなくても、まちの人たち
が気軽にお話に応じていただいたことでした。平野のまちが
（住んでいる人たちが）訪問者をあたたかく受け入れてくれ
ているのです。
平野郷が大切にしていることのひとつに、意識して子ども
たちを受け入れる取り組みを考えていることがあります。子
どもが参加すれば、親も参加してくれます。人が多く集うと

クリスマス･コンサート
ステンドグラス作品展など・・・と
幼稚園児の作品展
協力：諏訪森幼稚園･浜寺太陽幼稚園
船尾幼稚園･あいあい浜寺中央保育園
昔の諏訪森風景の映写を見ながら、お茶の
サービスをお楽しみ下さい。

いうことです。また、まちの未来を託す子どもも育っていき
ます。子どもとまちづくりとのつながりが、大切なことだと
思いました。
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