「優しい傘」の心意気
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いま の代官山を語るのにふさわしいのが、今

NPO の活動が街を支える

代官山の魅力は新しい時代の観光資源として強く

こうした活動の基盤となった『CCD』は、東商渋

意識すべきものがある。

夏スタートした「おもてなしプロジェクト」だ。これ

谷支部と地元有志が協力して創った「代官山スタ

はこの街で事業をする女性たちの会「代官山ビア

イル研究会」の成果だ。同研究会は代官山に関

ンフェ」が呼びかけて始めた、街に来てくれるお客

係する事業者、団体、学識経験者から構成され、

企業の CIと同じように地域らし
さ、地域の目指すべき方向を示
すものとして地域のＣＩがある。
左記はＣＣＤのＣＩである。各要
素の組み合わせ方は柔軟性に
富んでいる。
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様へのおもてなし。街歩きやショッピングの途中で

2009 年から 3 年間にわたり来街者意識調査、有

急に必要にせまられたら、手洗所やおむつ交換に

識者による討議等を重ねてきた。さらにこの活動を

お店のトイレを無料提供する オープントイレ 、急

支えた背景に非営利特定活動法人「代官山ステ

代 官山 終わりと 始まり。

な雨の時にお客様に傘を提供する フリーアンブレ

キ総合研究所」の存在がある。本紙の発行もこの

商工会議所渋谷支部主導の「代官山スタイル研

ラ 、この 2 つのサービスが始められている。おもて

ステキ総研が行っている。ステキ総研では、街の

「供 創 す るまち 〜 Creative
究 会」が 終り、

なし参加店には、可愛らしいハート形のステッカー

魅力の開発・維持を目的に、代官山を愛する人々

Community DAIKANYAMA｣と云うコンセプト

が貼られている。必要に迫られた時、街のどこか

による街の活動研究を行っている。

がこの街に提案された。これからは街の側が主体

でこのマークを見かけられたら遠慮なくノックして欲

形としては小さな街、代官山。しかしここには街を

的に CCD を実践、具体化する番である。その意

しいとのことである。

愛する事業者と、街を静かに見守る住民がいて、

味で「代官山 終わりと 始まり」なのである。創

胎 動する CCD

-

。
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東急東横線・代官山駅。あなたが立ち寄った可愛らしい小さな駅。この駅を利用する
人の数は、1 日あたり約 2 万数千人。あなたもその 2 万数千人の 1 人だ。近い将来、東

代官山エリア（裏面 MAP 参照）に住む人々はおよそ 2 万人。お隣の大繁華街、渋谷
からわずか 1 キロの位置に、こんなに静かで瀟洒、端正で愛らしい街があることはまるで
奇跡だ。ぜひこの街のファンになって、優しい眼差しで代官山を発見していただきたい。

日本だけでなく世界中で期待される街づくりのキー

4 月には東急文化会館跡地に「渋谷ヒカリエ」が
おもてなしプロジェクトのシンボルマーク
左：フリーアンブレラ 右：トイレと授乳スペース

代官山はクリエイティブな街
「ビアンフェ」の活動は突然生まれたものではない。

急東横線の地下化と、それにともなう鉄道跡地の
レー
利活用だろう。東横線渋谷 1 号踏切がなくなり、
ルの跡がどう変わるか注目したい。これから夏に向
けて咲き誇る「ひまわりガーデン代官山坂」に合わ
せて、周辺の八幡通り、キャッスルストリート等との

行った「代官山ブランド・パワーアップ」事業によっ

整備や週遊路などが期待される。

の代表的な雰囲気があった。同潤会の跡地には

て 刊 行 さ れ た『 共 創 す る ま ち Creative

街の始まりは江戸時代の後期から。小高い台地に

いま、高層ビルの代官山アドレスがそびえて、日々

C o m m u n i t y DAIKANYAMA 』（以下略

森があり、玉川上水から分岐した小川が流れてい

新しくなる代官山を表している。八幡通り周辺には

記 CCD）の編集から誕生した。代官山の街づくり

た。その三田上水が三田用水となり、多くの水車を

ファッションのお店、それも流行に流されない品格と

とブランド形成を考える 21 人の事業者インタビュー

回し、精米所等の動力源となった。江戸末期から

個性を誇るお店が並んでいる。感性豊かなファッショ

をメインにしたこの出版物には、
「街に来る若いお

明治初頭には農家の他に武家の下屋敷や政府高

ン人口を支えるカフェやスイート、レストランにヘアサ

母さんに、ミルクのためのお湯、おむつ交換のトイレ

官の邸宅が増えて行った。この古い邸宅地の面影

ロン。八幡通りとその路地裏で確かな存在感を示

を提供できないかしら」というレストランMar の小高

が残るのが旧朝倉邸からヒルサイドテラス、西郷山

している。代官山を語るとき、なくてはならない魅力

悦子社長の提案が紹介された。これがきっかけと

公園へめぐるあたりだ。これらが並ぶ旧山手通りを

のスポットだ。

なり、ジュエリーデザイナーの野元愛子さん、歯科

右：自分で植えたヒマワリのネー
ムプレートにサインする桑 原 敏
武渋谷区長（ 5/3 ） 下： 8 月頃
には大輪の花を付けます。

いま我が国は「新成長戦略」という国家的計画に

いていたことを想像させる。現在でもこの通り沿い

『CCD』から生まれたのは他に 2グループあり、
「地

よって、観光立国を目指している。私たちの国の持

にはレストラン、カフェ、花屋、大使館、学校、教会

ラスと、昭和の市民社会を表す八幡通り。2 つの

域情報化を考える会」も今春、桜の季節に各店か

つ優れたおもてなしの心を、美しい景観と新しい感

が並び、上質な市民生活の奥深さを物語っている。

時代の時空間をつなぐように、2011 年 12 月に誕

ら見える桜 の 開 花 状 況をウェブサイトや 携 帯、

性によって観光客に体験して頂こうというもの。こ

生したもう1 つの新しい代官山がある。大型書店

SNS、渋谷 FM など地域メディアを複合して提供す

の政策に合わせて渋谷区も新たに「渋谷区観光

「代官山蔦屋書店」と「代官山 T-SITE GARDEN」

る、という街情報の共有化に着手した。もう1 つは

協会」
を2012 年 4 月からスタートさせた。情報発信、

だ。標榜するコンセプトは おとな代官山 。この

「代官山コンシェルジュ」で、街歩きのコース紹介、

観光案内、メディア演出、地域ブランド構築、などを

山駅からすぐ近い八幡通りだ。槍が崎から並木橋

街に来れば、若者も大人も心豊かな教養と知識、

ガイド付き案内、ガイド育成を目指すもの。 この

目指している。これに先立ち東京商工会議所渋谷

へ続く、昭和になって開けた代官山の象徴的道だ。

振り返って懐かしめる経験を持てる、という夢のよう

他にもいくつかの事業者グループが、誕生を目指し

支部では渋谷を「国際観光都市」を志向、様々な

かつては有名な同潤会アパートがあり、モダン東京

な夢を形にした場所だ。

て孵化活動中だ。

提案を行ってきた。他にない歴史と感性に溢れる

代官山の骨格を作るもう１つのストリートが、代官

余部が多少ございます。ご希望の方は東京
商 工 会 議 所・渋 谷 支 部（03-3406-8141）
担当・清水までご連絡下さい。
NPO 法人代官山ステキ総合研究所

1992 年にＮＰＯ法人になった。代官山の地域
シンクタンクを標榜している。
その活動目的は、広く一般市民を対象に、さ
まざまな視点から地域ブランド（地域価値）
を調査、研究し、地域の活性化・情報化に
資するコミュニティ・デザインの開発・提言等
を行う。

医の槙千津子先生などが中心となって「ビアンフェ」

そして、いまの代官山
お屋敷街の良質な伝統を引き継ぐヒルサイドテ

ちょっと前の代官山

小 冊 子 「共 創 す る ま ち 〜 Creative
Community DAIKANYAMA」

http://www.daikanyama.ne.jp/dsi/

（仏語で よいおこない ）が組織された。

南に富士山を望みながら、大きな明るい展望を描

ワードと云えるのではないだろうか。
（記：平松由美・岩橋謹次）

誕生した。今後予想される大きな変化としては、東

東京商工会議所渋谷支部が 2009 年から 3 年間

昔々の代官山は

歩くと、日本の近代史において豊かな市民が遠く西

造的な街を創造的に切り開いていくことは代官山や

い静かな佇まいが感じられるが、実は毎年のように
大小様々な新しい再生活動が行われている。今年

横線渋谷駅が新しくなると、代官山まで地下化されるので、地上を走る電車からの眺め
は今のうちにお楽しみください。

大きな心臓部となっている。この街を歩くと変わらな

1999 年に開設。代官山エリアのコミュニティ・
ポータル・サイト。事務局アスピ。PC、Mobile、
SNS、JPS、Map 等を組み合わせで地域情報
とWeb をつないでいる。
http://www.daikanyama.ne.jp/
モバイル版
http://www.daikanyama.ne.jp/
m/
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広域代官山
エリアマップ
半世紀前、 代官山 は東横線「代官山駅」
の周辺と云われることが多かった。
しかしその後、代官山の エリアイメージ は
驚くほど急速に拡大していった。少し前までは
渋谷、恵比寿、中目黒を結んだ三角形の範囲と
云われていた。今では広域代官山のエリアは、
概ね渋谷、恵比寿、中目黒、池尻大橋の周辺
拠点駅を結ぶ菱形の範囲内までは代官山エリ
アと許容されている。このエリアの周辺幹線道
路は明治通り、駒沢通り、山手通り、国道 246
号線で囲まれており、エリア内道路として八幡通
り、旧山手通りがある。旧山手通り沿いに目黒
区と渋谷区の区界が走っている。渋谷区側は
渋谷川までなだらかに下っている。目黒区側に
は目黒川が流れるが、その水面と旧山手通りま
での高低差は 20ｍという急峻な崖線を形成して
いる。渋谷川と目黒川に挟まれた台地（西渋
谷台地、白金台地とも云われる）が代官山であ
る。 代 官 山 は言 葉 通り 山 なのである。
この頂きを縫うように江戸時代中期から 320 年
間に渡り三田用水が流れ、時代とともに変質し
つつ多くの産業・文化・景観等の歴史的資産
をのこしている。

東急トランセ 代官山循環線
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東急バス（渋 72 系統）
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