
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新建兵庫 2021.9（№238） 

● 黒崎 羊二さん：松本創『軌道』紹介 

● 谷守 正康氏：新建賞 2021 ＮＵＡＥ ＡＷＡＲＤ 2021”応募 

● 編集後記 

画 宇都宮隆夫（故） 油絵 



  

●黒崎 羊二さん：松本創『軌道』紹介 

 

 

 

From: Member-ml.shinken-zenkoku.org <member-ml.shinken-zenkoku.org-bounces@ml.shinken-

zenkoku.org> On Behalf Of 黒崎羊二 

Sent: Friday, May 21, 2021 3:55 PM 

To: member-ml.shinken-zenkoku.org@ml.shinken-zenkoku.org 

Subject: Member-00652 「軌道」紹介 

  

みなさん 

ことし４月１日、「軌道」（新潮文庫）が発刊されました。松本創著のこの作品は２０１８年４月東洋経済新

報社より刊行され、翌年講談社本田靖春ノンフィクション賞、井植文化賞を受賞、これに補章を加筆し、文庫化し

たもの、 

浅野弥三一さんの「福知山線脱線事故 JR 西日本を変えた闘い」の記録です。 

 「書評」ともいえない「紹介」です。新建運動にとって考えねばならない基本的な課題と思い、 

 みなさんのご意見を期待して・・・ 

  

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

黒崎 羊二 

JDP07513@nifty.com 

phone・fax:045-951-2121 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

_______________________________________________ 

新建全国会員ＭＬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

2021.05.19 

黒崎 羊二 

“被害者目線”の対話から異例の共同検証 

「安全優先」の「組織変革」を追求——「軌道」の主題 

ことし４月１日、「軌道」（新潮文庫）が発刊されました。この作品は２０１８年４月東洋経済新報社より刊行され、

翌年講談社本田靖春ノンフィクション賞、井植文化賞を受賞、これに補章を加筆し、文庫化したものです。 

２００５年４月２５日９時過ぎ、JR福知山線尼崎駅手前のカーブで上り快速電車（７両編成）が脱線事故を起こし

ます。先頭車両２両が線路東側のマンションに激突、原型をとどめぬまでに破壊され、この２両を中心に死亡者１

０７名、負傷者５６２名におよぶ大惨事となりました。 

この事故で浅野弥三一さんの妻・陽子さんと妹の阪本ちづ子さんが亡くなり、次女奈穂さんは重傷を負います。 

著者は「プロローグ」で、本書の主題に絡んだ浅野さんの視点と著者の立ち位置を語ります。（p20） 

――彼の発言や行動は、これまで‥‥見聞きした事故や災害の遺族とは何かが決定的に違っていた。家族を

失い、傷つけられた無念とやりきれなさ、加害企業への憤り、原因究明と責任追及への思い、そして二度と繰り返

してほしくないという願いは、いずれの被害者にもあるはずだ。だが、浅野の視点と方法論は独特で‥‥JR西に

対する姿勢は鋭く峻烈でありながら、柔軟で融和的に見えるところもあった。‥‥ 

浅野は自らのやり方を貫き、JR西に粘り強く働きかけ、とうとう対話の回路を開かせた。そして、「官僚組織以上

に官僚的」と言われた巨大企業を動かし、自己検証と組織変革に向かわせた。‥‥ 

人の命を預かる公共交通機関にとって、「安全」に優る価値観などない。‥‥利便性や快適性や経済合理性

の前に忘れてしまいそうになる原理原則。それをただの理念やスローガンではなく、どうやって具体化し、実効性

あるものにしていくのか。 

遺族としての痛みに耐え、自らの感情すら封印し、愚直なまでに一つの目的を追い続けてきた浅野弥三一の十余年

にわたる「軌道」を本書に記録しておきたい。―― 

「事故の社会化」を求める共同検証——問われる「検討会議」の視点 

事故後に、浅野さんは記者たちの質問に答えます。 

――JR西日本は自分たちが起こした事故に本気で向き合い、原因を検証しなければならない。その結果を遺

族・被害者にきちんと説明する責任がある。それを求めていくことが遺族の使命、社会的責務だと思う（p75）−− 

こうして、浅野さんが望み続けたJR西との対話、「福知山線列車脱線事故の課題検討会」 が始まり、０９年１２

月から1１年４月まで１６回開催されます。 

異例の共同検証の過程を振り返ってJR西側の出席者は、「被害者の目線に立つ大切さを知った（p316）」とい

います。しかし遺族たちは、「経営の論理」から見た“被害者目線”には違和感を持ちます。JR西役員の発言・説

明を咎めた遺族たちの、なぜ？何が？という問いかけによって、改めて「被害者目線」の本質を知る実習が行わ

れたのです。 

「第７章 対話」で、検討会の遺族たちの姿勢を伝えます。−−遺族たちは、なぜ？ 何が？ の思いを揺るがせにしな

かった。専門的な話だからと諦めてしまわず、「なんとなくわかった」で済まさなかった。疑問や気づいた点を率直に、

何度もぶつけた。責任を追及するためではない。事実を解明し、原因を追求するためだ（p321）―― 

「住民主体」「生活者目線」など、住民や被害者の立場を尊重し寄り添う姿勢は、今では当然視されています。しかし

「軌道―福知山線脱線事故 JR 西日本を変えた闘い」（松本 創 著）を読む 



  

それが上記の“被害者目線”のように、住民や被害者の真の認識からズレる場合が数多くあります。住まいまちづくり

の技術者・専門家の自己の職能に対する熱心さが、かえって「つくり手の提案」を先行させる場合もあります。 

それらのズレは、住民が「疑問や気づいた点を率直に、何度もぶつけ」、それにつくり手が誠実に応える交換のなか

で是正されます。住民・被害者の「生活要求」が捉えられて「ものつくり」や「被害者対応」についての認識が深まります。

つまり、技術・事業サイドからの一方的な提案ではなく、対話を繰り返すなかで現実性のある「生活要求に基づく対応・

計画」を共有するようになるのです（この「ものつくりの作法」は、「住まいの技術者」の日常にあるのですが、その自覚は

薄いようです）。 

組織の可視化、「人はミスをする」——安全フォローアップ会議 

課題検討会議の報告書は、事故６年後の11年4月に完成します。浅野さんはさらに、「JR西日本安全フォロー

アップ会議」の開催を提案し、１年の準備期間を経て立ち上げます。著者はその間の模様を伝えます。 

――課題検討会議では、事故の要因となった事象や組織判断をほりさげ、JR西の組織風土や安全認識の問

題点をそれぞれ列挙するにとどまったが、今度は、それらが互いにどう連関・影響し合ったか、あるいは、連携が

不足・断絶していたかを検証し、組織事故の構造を明らかにすることが一つ、そのうえで、今後へ向けた安全対策

を提案することが、もう一つの目的だった（p329）―― 

この会議は有識者を迎えます。その一人、機械工学の西川栄一（神戸商船大学名誉教授）は、――科学技術

の社会との関わりや社会的責任‥‥を浅野さんは考えていた。それも、被害者や影響を受ける側の目線でね。

‥‥科学技術は社会のためにあり、われわれ技術者は一人一人の人間の暮らしや生命を守るために仕事をする

んだという彼の信念でしょうね（p330）――と述べています。 

１年11ヵ月、11回に及ぶフォローアップ会議は14年４月に終了しました。会議の報告をメインテーマとする集い

で、浅野さんは締め括りのスピーチをします。 

――現場のミスだけが原因ではない。会社の経営理念、経営陣の安全思想、指示系統やマネジメントの手法、

社員教育や一人一人の責任感。さまざまな要因が絡むのが組織事故なのだ‥‥「これがモデルケースだとは思

っておりません。一つのレアケースとして提示されればいい。この報告書には、科学的な視点と論理があり、そし

て倫理がある」‥‥「安全を追求することが、結果として経営効率を高める‥‥その二つを両立させることが鉄道

事業者の使命であり。今後、経営幹部になっていく人の最大のテーマになるのでは」（p346）―― 

著者はいいます。「科学技術の使命。遺族の責務。問題を社会化する視点。確率論への異議。安全と経営の

両立。浅野弥三一という人間の哲学が、このスピーチに凝縮されていた」 

浅野さんの理念、対話と合意形成の「来歴」 

浅野さんは、１９６１年神戸大学工学部建築学科入学。６７年同大学院建築学専攻終了。翌年地域計画建築研

究所（アルパック）に入所。この前後から建築運動や国土問題にかかわります。７０年新建築家技術者集団の創

立に加わり、７５年には地域環境計画研究所を設立。ホームページで同所の視点と理念を述べています。 

――成長こそがすべてだった時代に「住民の暮らし方」や「地域と人との関係性」に注目‥‥自治体や関係団

体からの調査研究や計画策定にかかわる受託業務のかたわら、ライフワークとして水害や土石流、大気汚染、大

地震といった地域の再生に取り組んできました。 

そうした経験を通じて得た次の三つの視点が当社の理念のベースになっています。 

地域の自然や歴史や文化を大切にする。行政と住民の間に立って橋渡しをする。住民が地域にかかわる仕組

みをつくる（p51）―― 

調整役のキャリア形成、「住民主体」の原則・運動論 

先に述べた「事故の社会化」や「行政と住民の橋渡し」「住民が地域にかかわる仕組みをつくる」ことを基本的な



  

視点とし、それを日常的に実践している専門家は、現在でも数少ない存在です。著者はそれを「国土問題研究会」

の活動で身につけたとみています。 

――「国土問題研究会」（国土研）というグループに参加する。土木、建築、防災、気象、地質、環境、エネルギ

ー、交通、農林漁業‥‥さまざまな分野から若手の研究者や技術者が集まった有志の勉強会。そこでは活発な

議論や共同研究が行われていた。仕事の休みを利用し、チームを組んで地方の山間部や農漁村を回る調査活

動に、浅野も積極的に関わるようになってゆく。 

浅野が専門とする都市計画は、設計や調査など、純粋に「技術職」の部分もあるが、仕事の多くを占めるのは

マネジメントやコンサルティングの業務である。提案・調整・交渉・説得・意見の取りまとめ‥‥。専門分野と一般の

人をつなぐ「通訳」、あるいは、異なる分野の専門家の間に立つ「調整役」の役割が求められ‥‥関係者をまとめ

る。このオーガナイザーの手腕によって、事業の進捗と成否が左右される。 

国土研の活動は基本的にボランティアだったが、浅野はそこでの経験を通じて、科学や技術と社会や地域住

民を出会わせ、合意形成をしていく能力と視点を身に着けていった（p８２）―― 

著者は浅野さんの運動論を要約します。 

――地域の復興や開発は住民主体でなければならない。“やられる側”に耳を傾け、彼らの権利や要望を事業

計画に最大限反映させるように求める。しかし、白紙撤回要求や糾弾ばかりの運動に陥ってはいけない。行政や

企業と反目し、対話のチャンネルを閉ざしてしまってはならない。粘り強くテーブルに着き、交渉と説得を続け、味

方を作る。そして合意形成を探る。でないと、住民は社会から孤立し、疲弊するばかりだ。運動は、交渉相手だけ

ではなく社会に広く訴えかけ、理解を得られるものでなければならない。これは‥‥浅野の基本姿勢となってゆく

（p８７）―― 

「安全優先」と「経営の効率化」の両立を保障する建築人の職能 

以上、私が自分の経験とあわせ強く共感した箇所を抜書きしました。一般の「書評」とは異なった紹介となった

かもしれません。最後に私が「軌道」の焦点と考えた課題を挙げ、それらについて今後、さらに掘り下げたいと思

います。 

浅野さんが遺族の立場から専門家としての理念・経験を生かし、大企業の自己検証と組織変革を促す実践を、

「レアケースとして提示できれば」としています。この成果を一般化し共有するのは、浅野さんの理念に共感す

る建築人たちの大きな宿題ではないでしょうか。 

「住民主体」「住まい手の立場」に立脚するとしながら、つくり手の考え・提案が先行する傾向が数多く見受けられ、

この現状をどう変えるかが問題です。それは、――遺族としての痛みに耐え、自らの感情すら封印し、愚直なま

でに一つの目的を追い続けてきた――姿から求められ、「住まい手の立場」と一体化した技術者をみることがで

きます。 

「個々の人びとの暮らしや生命を守ることは、建築人の基本的な責務」を日常的課題とするには、前項の「つくり手

の立場」からの脱却が問われます。 

「経営効率化」は「資本の利潤第一主義」の絶対命題です。「効率化優先」の根を断つのは、住民パワーによる民

主的規制、それが「安全優先」の保障となります。――住民が計画や事業、つくり手を批判する力を身につけ

るよう、半専門家として育てることも建築人の役割――と山本学治さんは言いました。浅野さんの場合、住民・

遺族とその批判力を育てる技術者が「一体」であったことは有利な条件でした。しかしそれを生かすことができ

たのは、浅野さんが前項、前々項の「住民主体」、「住民を支える技術者」の役割・力を熟知しわきまえていた

からだと思います。 

浅野さんが発揮した優れた特質、一人ひとりの声を聴き、その生活要求を包含する計画・事業について合意を形

成する。それは「すべて国民は、個人として尊重される」「多様性のなかの統一」の実践・実態化であり、また住

まいづくりの技術者の日常に潜在していることでもあります。このような認識が共有され広がるならば、人びとの

安全・安定の住生活を支える活動は、大きく豊かに発展するでしょう。 



  

● 谷守 正康氏：新建賞2021 ＮＵＡＥ ＡＷＡＲＤ 2021”応募 

 

新建賞 2021 応募用紙 

---ＮＵＡＥ ＡＷＡＲＤ 2021--- 
      

代
表
者 

ふりがな たにもり まさやす 連絡先（自宅／勤務先）いずれかに○ 

氏名 
谷守 正康 

勤務先 
会員（兵庫）支部 

勤務先等 株式会社 谷守建築設計事務所 
tel 078-252-2296 fax  078-252-1186 

e-mail    tanimori@aioros.ocn.ne.jp 

      
グループ名 淡路島学研究会 

協
同
者 

ふりがな にしぐち なおき 
勤務先等 

極東興和(株)広島本社 

（淡路島学会員） 
氏名 西口 直樹 

会員 ・読者・〇その他 （いずれかに○） 

ふりがな あまの ほしこ 
勤務先等 関西学院大学／法学部生 

氏名 天野 星児 
会員・読者・○その他 （いずれかに○） 

ふりがな ひがしやま としゆき 
勤務先等 （株）谷守建築設計事務所 

氏名 東山 俊之 
会員・読者・○その他 （いずれかに○） 

    
    

部門 

（いずれかに○） 
（1）建築設計       ○（2）まちづくり等建築に関わる全般 

タイトル 淡路島一周サイクリング道改善の実現活動 

報告主旨 

（400 字以内） 

 （目的） 社会課題解決の方法として、議会への請願方法を採る。 

 （請願題目） 淡路島一周サイクリング道における危険箇所の改善、及び利用者の為の改善提案 

 （具体的な内容） １、 兵庫県道である淡路島一周サイクリング道（略称アワイチ）において、ガードレ

ールが設置されていない箇所について、ガードレール設置を求める。 ２、サイクリング道には、絶景の

箇所が多数、存在する。絶景の箇所に、展望デッキを設置し、利用者の休憩の場所ともし、利用者の

用に供する事を提案する。 

 （結果） 兵庫県議会に陳情したが、審議案件とされなかった。 

 （総括） 兵庫県議会には、議員による紹介がない陳情ではなく、議員紹介を得た請願で無ければ、

審議対象としては、アピール力が弱い、と言う事であろうか？ 

 （今後） 

 危険箇所は改善されなければ成らないし、アワイチの利用が更に促進される為の展望デッキの必要

性はあると考えるので、陳情内容を更に深めて、新たな陳情を目指したい。 



  

  

陳 情 書 
                              令和 3年 3 月 22 日 

兵庫県議会議長  原 テツアキ 様 

（陳情者） 

住所 兵庫県神戸市中央区布引町 2丁目 3－17 

                     氏名 株式会社 谷守建築設計事務所 

代表取締役 谷守 正康 

 

１ 件 名 

 

兵庫県淡路島におけるサイクリング道の（洲本～灘間）の危険箇所改善に関する件 

 

２ 請願の要旨 

 

 現在淡路島全体で、観光客に向け、サイクリングで淡路島を一周する「アワイチ」という事業が取り

組まれています。しかしそのコースには、坂道でありながらガードレール等がなく、下りカーブで減速

しきれずに自転車ごと道路の外へ飛んでしまった人もいます。 

 今回、県道 76 号線の洲本市から灘方面へ向かう峠を調査したところ、上記のような場所も含め、危

険だと思われる箇所が複数見つかりました。 

 これからより一層、観光事業が重要になる今、危険箇所があることは、観光関係の集客に支障をきた

すと考えております。 

 また、景観がとても良い点を生かすために、写真撮影が気軽に出来る箇所を作れば、さらなる観光客

の増加が見込めると考えております。 

  

 よって、下記事項を要望します。 

 

記 

① 添付資料２「改善及び提案場所」にある箇所（特に資料内写真①・②の箇所）へ、ガードレール等

の道路を踏み外さないようにするための安全対策の実施。 

② 添付資料２「改善及び提案場所」（黄色ひし形印  ）にあたる箇所は、眺めがよく開放感があるた

め、記念撮影できるステージ（添付資料４「展望デッキ（案）」参照）を設置すること。 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

＜添付資料リスト＞ 

 

陳情資料１「改善場所図」：淡路島全体の白地図 

 

陳情資料２「改善及び提案場所」：拡大した白地図に該当箇所の写真を貼り、記念撮影が 

               可能だと考えられる箇所を黄色ひし形印 で示したもの 

 

陳情資料３「改善場所写真」：改善が必要であると考えられる写真を整理し、状況をまと   

             めたもの 

 

陳情資料４「展望デッキ（案）」：陳情資料２における黄色ひし形印 の箇所における、記 

               念撮影ができるオブジェのイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

（20210219 西口氏：アワイチ愛好者へのヒアリングメモ） 

 

・アワイチ全体に関して 

全体課題 

・淡路島は「アワイチ」を推すが、アップダウンの激しいアワイチ 150ｋｍはきつい（中級者～向け、…しまなみ

は最短で 70 ㎞、堪能すると 100～140 ㎞くらい（アップダウンはアワイチのほうが上）、三浦半島は 43

㎞） 

・島への交通手段が自車を除いて、船のみ（車を持っていない場合、時間が決められている） 

・サイクリング順路がまだわかりにくい（標識は増えてきている、アワイチ開催の際はガイドがついている） 

・コンビニや一般食堂にサイクルラックが少ない（休憩しにくい） 

・サイクリングを楽しむためのシンボル（インスタ映え）が少ない or 地味（北部にはあるが南部にはない

かも？＝北部まわりしか走らない？） 

・島でサイクリングロードとしての認知度が低い（住民の車と衝突する可能性あり） 

・スタートエイド＝サイクリングステーションがない or 小さい（出発地点としての目印がない or 分かりにく

い） 

・北部まわりはサイクリング発達中？…中部～南部はあまり浸透していない 

・片道（島半周、1/4 週）のみ走ることが難しい（自転車同伴での南部へのアクセスが困難、レンタルサイ

クルの乗り捨てが容易にできない（かも）） 

・スポーツバイクを取り扱う自転車専門店が少ない and 分かりにくい 

 

・自転車との乗り入れや自転車が使用しやすい施設に関して 

施設＝きれいなサイクルステーション（；サイクリングするための準備場所） 

つまり、自転車屋（レンタルサイクルやスポーツ自転車屋）＋何か が併設された施設 

何か＝カフェ（腹ごしらえ）、レンタルサイクル、空気入れ、コンビニ（携帯食など）、トイレ 

      インスタ映え、記念になるようなオブジェや景色、美味しい、面白い有名ご当地グルメ（スイーツ、海

鮮、   

肉）がある（インスタ映えは春夏秋で変わる景色があれば、年に 3 回来島できる。海は綺麗だが何

回もとはならない） 

・自転車とともに入れる施設（宿泊施設などで盗難防止、雨風を防ぐ） 

乗り捨て可能（＝乗り捨てポイントが多くある）なレンタルサイクル 

・e バイク、マウンテン、クロス、ロードなど多種多様かつ乗り捨て可能（乗り捨て場がある）だと利用しや

すい 

 

その他設備 

・サイクルラック（止めやすい、ロードバイクはスタンドがないため） 

・屋根付き駐輪所（雨防止、自転車乗りは自転車が汚れることを極端に嫌う） 

・自転車が見えやすい施設（盗難防止） 

 

・淡路島外周のサイクリング道の整備に関して 

・洲本～灘に続く道が少しわかりにくい、休憩ポイント等が少ない（ベンチとか？） 

・洲本～灘にある峠にフェンスがない部分あり。危険（過去アワイチで減速できずに飛んだ人を見た） 

・福良～慶野松原への道の山越えでは休憩ポイント等が少ない（ベンチとか？ちょっと広い場所とか？） 



  

・福良からの大鳴門付近の峠を越えた後田んぼ道のあたりから道が分かりにくい 

 

・他の都市の参考事例に関して 

しまなみ海道 

・道案内や道路標識が秀逸（何種類かの「○○まであと何キロ」という表示が多く、道路の白線の横に青線で

道案内がある（羽根式よりも分かりやすい） 

※アワイチ用として、「岩屋まで○○/150ｋｍ」という標識があるが、アワイチ（150ｋｍ）は正直長く、初心者に

は厳しい距離（短距離目標もほしい？） 

・橋からの風景やサイクリストの聖地碑城など、インスタ映えポイントが豊富 

・うどん、塩ソフト、海鮮といったグルメが豊富 

・島～島を自転車で渡れる＆船の行き来、自転車バスがあり進みやすい 

・サイクルラック付きの店が多く、自転車乗り入れ可の施設も多い。 

・レンタルサイクルが豊富、乗り捨てポイントも多い。 

霞ヶ浦 

・スタートとなる土浦駅がサイクルステーションとして秀逸（自転車で移動しやすく、屋内に自転車屋と併設した

カフェ（サイクルラック付き）がある 

 （弱虫ペダルとのコラボもあり）） 

・土浦駅から旧街道は自転車専用の道であり、走りやすい 

・旧街道の休憩ポイｊントや近辺の店にはサイクルラックが多い 

・土浦をスタートとして、サイクリングルートが豊富（初心者～上級者の分類分けもキッチリある＝大会が開き

やすい） 

三浦半島 

・三崎港の海鮮、スイーツ、海水浴海岸が有名 

・インスタ映えポイント（オブジェが多数あり） 

 

 

 

 



  

 

 

 

 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（陳情資料３） 改善場所写真   撮影日：2021/3/1 

 



  

 

 
 

 
 

 
 

 

 

1 

下り坂のカーブ： 

加速が付き、曲がり切れな

いことがある。 

ガー ドレール の設 置と共

に、ガードレールにクッシ

ョンを設置する。 

２ 

下り坂のカーブ： 

加速が付き、曲がり切れな

いことがある。 

ガー ドレール の設 置と共

に、ガードレールにクッシ

ョンを設置する。 

３ 

崖： 

深い谷底である。 

ガードレールの設置が必要

である。 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

● 編集後記 

 新建兵庫関係の淺野弥三一（あさのやさかず）さんから、松本創『軌道 福知山線脱線事故 JR 西日

本を変えた闘い』（新潮文庫、令和三年四月一日発行）をいただきました。これに対して、東京支部の黒

崎羊二さんが紹介文を書かれました。淺野さん、黒崎さんは、新建創立時の会員です。 

 新建賞 2021 応募資料を掲載します。淡路島一周サイクリング道の改善を、兵庫県議会に陳情した件で

す。日本国憲法「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、」と言う行動指針

を実践しました。この憲法前文の第一文は、敗戦の教訓による戦後日本国憲法の神髄です。（この応募報

告書には、英文報告書がありません。これから概要の英訳をして、出来次第、追記します。）（谷守 2021/8/13） 
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