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趣旨説明 

 

 

宇杉和夫（特別研究委員会委員長） 

 

本特別研究において「サスティナブル」とは当然、次世代に継承・持続するもの、すべきも

のについての研究ある。そして、その可能性を基本的に考えれば、新たな発想より、現在まで

に継承・持続するものを評価する立場にある。新たな発想はもちろん重要な課題であるが、そ

の評価が証明されるのは当然ながら将来となる。この場合、重大な提案ほど、長い将来となる。

振り返ってみれば 30 年前には生活空間計画の基準・王道であったもので、現在、それを主張す

る計画者も自治体も少ないものも多い。20 世紀は計画的開発の全盛の時代と位置づけられ、地

域に継承してきた空間と環境のシステムを大幅に変革してきた過程であった。その中で様々な

意見と各地域のご努力等によって、日本の各地域に空間文化・体験空間として継承され、持続

してきたものも多い。  

特に 1960 年代以降、これらに関する議論および地域での試みは少なくなかったものと考える。

そこで、本特別研究としては、これまでに継承されてきた体験空間の持続プロセスの把握にあ

わせて、その価値を現在、改めて評価するプロセスから始めることが重要と考えた。本特別研

究の発起は、本報告提案募集の発案と一体的なものとして始まっている。 

本特別研究は、より地域固有で多様な継承コモンスペースを持続できる地域空間デザイン手

法を目指すことを次世代への第１の課題としている。第 2 の課題は地方のまちの活性化である。

本特別研究はその限定された論理的な議論とあわせて、地方の次世代につながる活性化に寄与

できるものでなければ意味をなさないものと考える。 

 

公募は以下の内容について、目標とさせていただき、その活動報告、および提案の募集とな

った。 

１．「全国各地で実践的に行われてきた、また行われている「地域の環境・空間・文化システム

を継承するデザイン」（SAD）」 

２．「日本における都市計画や公共空間・公共施設に関する計画の制度や職能の課題」 

３．「日本型あるいはその地域に相応しい「担い手」（CA）のあり方」 

先ずここに 52 編の玉稿を賜り、その熱意に謝意と敬意を表します。しかし 1960 年代以降と

いう最初の目標からみれば、その初期の記憶には風化もみられ、改めて現在、報告する意味も

理解しにくかった側面も感じられる。従って現在の状況の把握・理解・整理とあわせて、今後

も継続して、経過を総括するご意見をいただきながら進める必要があると考えられる。 
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活動報告および提案の募集とは別に、本研究委員会では本年 8 月に、委員の意見をまとめた

「日本のサスティナブルエリアデザインとコミュニティアーキテクト 提起報告書」によって

関係諸氏諸機関にご相談ご指導を賜ることにしている。これには本特別研究に至った経過と、

目的、そしてその提起時点における SAD と CA に対する特別研究委員会各委員の意見・展望をま

とめている。当報告書は 7 月のシンポジウムの成果をもとに、8 月 25 日のシンポジウム資料と

して作成されている。本特別研究の概要が示されているので、ホームページまたは学会資料を

ご覧いただき、ご講評ご指導を広くお願いしたい。 

 

2009 年 7 月 11 日 建築会館会議室 

『日本のサスティナブルエリアデザインとコミュニティアーキテクト』 

21 世紀：新たな環境・都市・建築・まちづくりの計画枠組・方法とその担い手 

 

2009 年 8 月 25 日 仙台市市民活動サポートセンター 

『東北地域でコミュニティアーキテクト（CA）を語る 

～持続可能なまちづくりとその担い手像～』 

 

本特別研究の趣旨によれば、現在と将来を、どのように考え、どう方向と指針を創設してい

くかの前に、これまでに本研究の趣旨にそったどのような SAD と CA があったかを確認・評価す

ることがより重要ということになる。新たな方向が見えた場合、必ずその先駆的な事例がある

はずである。もし、すでにその理念と問題提出と方法が提出されていたとすれば、なぜそれが

実現できなかったのかを検討することが重要と考える。 

本報告書「私の考える日本のサスティナブルエリアデザインとコミュニティアーキテクト 

提案報告書」は本特別研究前半において欠かすことのできない最大のテーマとなっている。 

本報告書は提案応募論文とあわせてその「講評」を第 1 のテーマにしている。また提案応募

の主旨を資料とした提案者と委員の「議論」が第 2 のテーマになっている。各 52 編報告はこれ

までの各地域における空間と社会の歴史文化の基盤の上にあるものと考える。今後は第 1 のテ

ーマ「講評」と第 2 のテーマ「議論」の双方が本日のシンポジウムの成果の上に、より広く関

係諸機関も含めた展開になっていくことを深く望んでいる。 

また、ここに提示できた SAD と CA の以外の問題にお気づきの方は、同様な形式での報告提案

論文をお寄せいただき、順次、本特別研究報告書に掲載し、一層の多様な枠組みの整理にご協

力ご指導をお願いしたい。 
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しかし何といっても本特別研究では各地域において、ここに提起・報告された主題について

議論できる枠組みを構築することに目的がある。従って、ここに全国一律の今回の提案報告の

まとめはその入口である。しかし地域での活動の位置づけには、その基本となる立場と方向が

整理されなければならない。ご承知のように建築基準法は全国一律の法律で、その中に場所と

地域（地域空間文化・地域建築・地域コミュニティ）についての概念がない。地域に関する建

築の基本が示されていないのである。今後は建築に関する基本の法や公共空間（形成）に関す

る基本の法を「地域」という概念のもとに考えていく姿勢、およびその教育体制についての検

討も同時に必要になってくることも考えられる。 

今後、本特別委員会としては仙台でのシンポジウムに倣って、地域での提案報告をもとに課

題設定をしていき、地域が選択・参考にできる計画枠組みのモデルと指針形成を試みていきた

い。 

 

本特別研究と応募報告が対応する空間は公共空間に関する領域が多い。地域コミュニティに

とって最も重要な空間である。私的空間の利用活用の結果は先ず第 1 に個人・各関係諸機関の

利益につながっているが、それがそのまま地域づくり、まちづくり、および景観と空間の持続

的な形成につながっているとはいえない状況がある。いわばコミュニティにとって最も重要な

課題がボランティアによって継承・持続してきた経過がここに報告されている。このように最

も重要な課題が将来の仕事・職能につながらないとしたら、建築学の学生は何を目標に学習し

ていけばいいのか。この点についても、教育の現場以上に地域コミュニティが答えを準備する

方向性を示めさなければ、日本の環境と景観は計画的にまちづくりの中に組み入れることはで

きず、これまで同様、非計画の中の善意によって持続・継承していく道しかないことになると

考える。 

改めて建築学とは何かが社会的に問われているのである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特別研究ホームページ http://news-sv.aij.or.jp/tokubetsu/s15/index.html
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時田芳文（株式会社 アルボックス時田）  

43 地域のまちなみガイドライン作成のための＜気づきツール＞作成  

5 つの着眼点（レイヤー）とキーワード 193 

稲葉修（三井ホームデザイン研究所）  

44 千坪の庭から見えたこと（ローカル駅型エリアマネジメント 10 年目の実感） 197 

下田祥裕（NPO 法人 KAO の会 理事･事務局長） 

原拓也（NPO 法人 KAO の会 事務局長補佐／株式会社 シグマ開発計画研究所 取締役） 

45 市民と一体となった「府中建築文化フォーラムのまちづくり活動」 201 

安部貞司（日本設計／府中建築文化フォーラム）  

46 まちづくりに都市計的感覚を持つ建築家の果たす、重要な役割  

住まいの身近な環境づくりから→ 都市に向けて 205 

鈴木清史（鈴木清史計画設計室／こうぬま・水と緑を楽しむ会）  

47 サスティナブルエリアデザインとまちづくりアーカイブ 209 

青木義脩（さいたまの森アーカイブ）・松田完司（さいたまの森アーカイブ）  

48 まちの生活文化の継承・発展にむけて、歴史的建物を核にしたとりくみ  

東京、谷中の事例から 211 

椎原晶子（NPO 法人 たいとう歴史都市研究会）  

 

ⅸ



 

49 バラといえば青井、青井といえばバラのまちづくり 215 

牧野桂子（株式会社 タム地域環境研究所） 

足立区 みどりと公園推進室みどり推進課  

50 小規模分散自律生活圏の多重ネットワーク社会 219 

小林郁雄（阪神大震災復興市民まちづくり支援ネットワーク）  

51 日本建築学会関東支部埼玉支所の活動について 221 

市川毅（日本建築学会関東支部 埼玉支所長）  

52 多摩ＮＴでのオルタナティブ住宅整備の実験  

アフォーダブル住宅の整備手法の提案と実践 223 

秋元孝夫（有限会社 秋元建築研究所 代表取締役／ 

NPO 法人 多摩ニュータウン・まちづくり専門家会議 理事長）  
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・提案報告 概要    227 

・提案報告 リスト（52 編） 240 
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特別研究：提案報告募集 

募集課題 

「私の考える日本のサスティナブルエリアデザインとコミュニティアーキテクト」 
地域の未来を育む、まちづくりの仕組み・手法とその担い手像 

主催：サスティナブルエリアデザインとコミュニティアーキテクト特別研究委員会 

共催：まちづくり支援建築会議・都市計画委員会・建築計画委員会・農村計画委員会 

課題趣旨： 

サスティナブルエリアデザインを仮に歴史・景観・生態・社会環境も含めた「地域の環境・

空間・文化システムを継承するデザイン」と定義すれば、日本での議論の始まりは 1960 年代後

半からの日本のコミュニティや景観の問題にまで遡り、1970 年代からの地球環境保全やエコロ

ジーの問題へと広く拡大し、1990 年代からは様々なＮＰＯ活動も加わっている。そして現在、

環境や地域のマネジメントの手法と具体的な制度が学際的な課題になると同時に、地域におい

ては、地域の環境・空間・文化システムを継承した様々な「まちづくり活動」や「まちづくり

行政」、「地域再生・活性化活動」、「コミュニティ・ビジネス」などが展開されている。 

このような背景を踏まえ、この度、本特別研究委員会では、日本における都市計画や公共空

間・公共施設に関する計画の制度や職能の課題も視野にいれながら、日本型あるいはその地域

に相応しい「担い手」（コミュニティアーキテクト）のあり方を考えるにあたって、全国各地で

実践的に行われてきた、また行なわれている「地域の環境・空間・文化システムを継承するデ

ザイン」（サスティナブルエリアデザイン）活動の事例・報告、提案を様々な立場から広く募集

し、その内容を尊重し、研究の概念・方法とその担い手の職能等について検討していく。地域

の環境・空間・文化システムを継承した様々な実践活動においての、地域空間システムの形成

やその担い手についての多くの示唆・知識・成果を集積し、また担い手の教育・育成手法や活

動・職能についての提案を期待したい。 

提出された報告、提案については、「講評委員会」による講評を行い、報告集に掲載すると共

に、優れた報告、提案については 11 月開催のシンポジウムにて報告する。 

 

応募原稿：Ａ４版 2～4 ページ（2 段組） 

＊体裁については特別研究ホームページからダウンロード  http://news-sv.aij.or.jp/tokubetsu/s15/ 

表記内容：タイトル、氏名（所属）、本文、図版、出典、参考資料等 

＊上記ホームページの執筆要領厳守 

期限  ：9 月 30 日（水）午後 5 時必着 

報告シンポジウム：2009 年 11 月 28 日（土）13 時 30 分～17 時 30 分 建築会館ホール 

講評委員：宇杉和夫（日本大学 本特別研究委員会委員長） 

     木多道宏（大阪大学 都市計画委員会地域文脈形成・計画史小委員会主査） 

     小林英嗣（北海道大学 都市計画委員会委員長） 

     西村幸夫（東京大学 まちづくり支援建築会議運営委員長） 

     樋口和男（埼玉県庁 本特別研究委員会委員） 

     布野修司（滋賀県立大学 建築計画委員会委員長） 

     三橋伸夫（宇都宮大学 農村計画委員会委員長） 

参考資料：「日本のサスティナブルエリアデザインとコミュニティアーキテクト」2009 年 7 月 

問合せ、提出先：日本大学理工学部建築学科 宇杉研究室  電話：03-3259-0462 

         提出方法：メールで（PDF 形式） usugi@arch.cst.nihon-u.ac.jp まで 

         郵送で 〒101-8308 東京都千代田区神田駿河台 1-8-14 宇杉研究室まで 

 
1



特別研究：提案報告講評会 

「私の考える日本のサスティナブルエリアデザインとコミュニティアーキテクト」 
地域の未来を育む、まちづくりの仕組み・手法とその担い手像 

主催：サスティナブルエリアデザインとコミュニティアーキテクト特別研究委員会 

共催：まちづくり支援建築会議・都市計画委員会・建築計画委員会・農村計画委員会 

日時：2009年11月28日（土）13時00分～17時30分 

会場：建築会館ホール（東京都港区芝5-26-20） 

 

【プログラム】 

総合司会：山崎寿一（神戸大学）     鵜飼 修（滋賀県立大学） 

記録  ：中野茂夫（京都工芸繊維大学） 北野幸樹（日本大学） 

開会 

開会挨拶：佐藤 滋（まちづくり支援建築会議会長 日本建築学会会長） 

趣旨説明：宇杉和夫（特別研究委員会委員長） 

第１部 基調講演 

基調講演１ 

「地域再生と建築の計画･設計:コミュニティ・アーキテクトの目標」 

布野修司（滋賀県立大学 建築計画委員会委員長） 

基調講演２ 

「まちづくりとサスティナブルエリアデザイン、その担い手制度」 

西村幸夫（東京大学 まちづくり支援建築会議運営委員長） 

第２部 提案報告講評 

講評者： 

三橋伸夫（宇都宮大学 農村計画委員会委員長） 

木多道宏（大阪大学 特別研究委員会幹事） 

樋口和男（埼玉県 特別研究委員会委員） 

休憩 

第３部 パネルディスカッション 

パネリスト： 

布野修司（滋賀県立大学 建築計画委員会委員長） 

西村幸夫（東京大学 まちづくり支援建築会議運営委員長） 

提案報告参加者 椎原晶子（NPO法人たいとう歴史都市研究会） 

同上      宮定 章（阪神・淡路大震災まち支援グループ 

まち・コミュニケーション） 

同上      前田 眞（NPO法人まちづくり支援えひめ） 

同上      三浦清史（日本建築家協会埼玉地域会） 

コメンテーター： 

糸長浩司（日本大学） 

高村雅彦（法政大学 地域文脈形成・計画史小委員会） 

岡部明子（千葉大学 同上） 

まとめ 

加藤仁美（東海大学 地域文脈形成・計画史小委員会） 

■定員：100名 

■参加費：会員4,000円、会員外5,000円、登録メンバー4,500円、学生2,500円（資料代含む） 

■シンポジウム申込方法：E-mailまたはFAXで、催し物名称、氏名、所属、連絡先（住所、メール

アドレス、電話・FAX番号）を明記のうえ、下記宛にお申し込みください。 

申込先：日本建築学会研究事業グループ 浜田 

TEL:03-3456-2057  FAX:03-3456-2058  E-mail:hamada@aij.or.jp 
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サスティナブルエリアデザインとコミュニティアーキテクト特別研究委員会 

委員 

委員長  宇杉和夫 （日本大学） 

幹事   鵜飼 修 （滋賀県立大学） 

幹事   木多道宏 （大阪大学） 

幹事   中島直人 （東京大学） 

幹事   中野茂夫 （京都工芸繊維大学） 

委員   小林英嗣 （北海道大学、都市計画委員会委員長） 

布野修司 （滋賀県立大学、建築計画委員会委員長） 

三橋伸夫 （宇都宮大学、農村計画委員会委員長） 

西村幸夫 （東京大学、まちづくり支援建築会議運営委員長） 

青木 仁 （東京電力） 

荒牧澄多 （川越市） 

阿部大輔 （東京大学） 

宇野健一 （アトリエＵ都市・地域空間計画室、NPOヒュージョン） 

江川直樹 （関西大学） 

海老塚良吉（都市再生機構、法政大学現代福祉学部兼任講師） 

太田安則 （佐藤総合計画） 

岡本哲志 （岡本哲志都市建築研究所） 

笠原 隆 （文化庁文化財部伝統文化課） 

風見正三 （宮城大学） 

川岸梅和 （日本大学） 

川越 晃 （埼玉県都市整備部） 

清水安治 （滋賀県総務部） 

塚部 彰 （アトリエ空間組織、夢見隊） 

土田 寛 （都市環境研究所） 

並木孝之 （埼玉県都市整備部） 

藤本信義 （とちぎボランティアNPOセンター） 

町田 誠 （さいたま市） 

樋口和男 （埼玉県企業局） 

松田完司 （東日本住宅評価センター） 

山崎寿一 （神戸大学） 

 

編集   北野幸樹 （日本大学） 

猿渡 俊 （日本大学） 
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基調講演 主旨 

 

 

 

 



 

 

 

 



「地域再生と建築の計画・設計：コミュニティ・アーキテクトの目標」 

 

 

布野修司（滋賀県立大学 建築計画委員会委員長） 

 

 ０ コミュニティ・アーキテクトとは？ 

『裸の建築家―タウンアーキテクト論序説―』（建築資料研究社、2000 年）まで 

・まちの「建築家」 まちづくりに持続的に関わる建築家・コミュニティ・アーキテク

ト 地域社会を第一に考える建築家・自治体と地域社会を媒介する職能・誰もがタウンア

ーキテクトでありうる コンサルタント、プランナー、建築士、・まちづくりの仕掛け人 組

織者 主唱者 調整者 代弁者・地域社会の診断  コミュニティ・ドクター ハウス・

ドクター  耐震診断 

 

   ・「建築家」という職能への懐疑 都市計画という幻想 

     フリーランス？ 請負（設計施工）業の肥大化 高度官僚制社会・・・ 

     日本建築家協会のサロン化 公取問題 業務独占  

   ・アーキテクトビルダー論 地域住宅生産システムの再構築 （vs 住宅生産の工業化） 

     『群居』で考え続けたこと・・・ 

            建築家は二級建築士と連帯せよ（大谷幸夫） 設計施工一貫の問題 

   ・カンポン・インプルーブメント・プログラム KIP のインパクト 

      Community Based Development の真髄 

   ・建築文化・景観問題研究会 1991 年～  

      建築指導行政 取締りから誘導へ 景観規制 

      アーバン･アーキテクト制へ  そして挫折 

   ・設計者選定 公開ヒヤリング方式の経験 

   ・阪神淡路大震災   防災 安心･安全 

      コミュニティの力 ヴォランティアの力 第三者検査機関？？？ 

 

１ 何故、コミュニティ・アーキテクトか？ 

• 地域社会の高齢化 町内会の弱体化：地域再生・都市再生 

• 景観問題：町の画一化：町のアイデンティティが失われつつある 

• 防災 地域診断の必要性：安全で安心できる地域社会  違反建築 

• 裸の建築家：日本の建築家の行方：日本の建築家は半減してもおかしくない：新たな存

在根拠を見据えない建築家に明日はない：日本の建築界は再編されざるをえない←日本

の社会編成 産業構造の転換→単純化していうと日本の建築家はいらなくなる 

• 街区組織と住居型：建築家には、新たな空間の形式（基礎空間単位）を提出する役割が

ある。 
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  移行期・過渡期の三つの方向 

• ① 維持管理，改修，改築、診断 ②まちづくり（タウンアーキテクト）③ 海外 発展

途上地域 

 

２ コミュニティ・アーキテクト制は可能か？ 

    景観法の可能性と限界 審議会ステムの活性化 建築市長  

 

   ・京都 CDL の経験 2000-2005 年 広原盛明京都市長選 

 

   ・近江環人（Community Architect）地域再生学座の試行 2005 年～ 

 

   ・宇治市都市計画審議会での攻防と景観法 

    

   ・「（仮称）建築・まちなみ景観形成ガイドライン」検討委員会 CAVE? 

 

   ・CA 研究会（鯨の会） 

３ コミュニティ･アーキテクトの仕事とは？ 

  コミュニティ・アーキテクトの原型  

 ａ 建築市長 

ｂ 建築主事 

 ｃ デザイン・コーディネーター 

 ｄ コミッショナー・システム マスター・アーキテクト 

 ｅ Community Architect ：Stadt Architect Advocate Enabler 

 ｆ タウン・マネージャー 

ｇ 再開発コーディネーター 

ｈ 地域フォーラム 

 

コミュニティ・アーキテクトの仕事 

 ａ 情報公開  

 ｂ コンペ・・・公開ヒヤリング方式 

 ｃ タウン・デザイン・コミッティ・・・公共建築建設委員会 

 ｄ 百年計画委員会 

 ｅ タウン・ウオッチング---地区アーキテクト 

 ｆ 

  以上は、建築、都市計画の分野に偏りすぎ・・・・誰でもコミュニティ・アーキテクトで

ある。 
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４ コミュニティ･アーキテクトの目標？ 

 

  コミュニティ・アーキテクトが生きていける社会システムの構築 

   自律的地域社会のネットワーク構築： 

   すべての町、すべての地区が美しいこと 

    安全安心に暮らせること 

   ・地域住宅生産システムの再構築：年間新築住宅戸数 70 万戸体制における 

 古民家再生ネットワーク コンヴァージョン リニューアル・・・組織の整備 

    

   ・地域社会を主体とする防災計画システムの確立：防災街区モデルの提示 

：コミュニティ・ベースト・ディザスター・マネージメント 

：防災地域情報ネットワークの構築 

 

   地域再生と国際連帯 

・国際まちづくりヴォランティア組織 
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まちづくりとサステイナブルエリアデザイン、その担い手制度 

 

西村幸夫 （東京大学先端科学技術研究センター教授・まちづくり支援建築会議運営委員長） 

 

１． まちづくりとサステイナブルエリアデザイン（SAD）とはどう違うのか 

 そもそもまちづくりと本特別研究委員会が強調する SAD とは、どこがどう異なるのか、――

おそらくこれまでも委員会の議論の中で繰り返されてきた議論ではあると思うが、議論の輪の

中に加わっていなかったものにとってはやはりまず 初に引っかかる点である。 

 まちづくりにもいろいろな定義があり得るが、筆者なりに考えると、少なくとも居住者の視

点から周辺環境と関わろうとしている点では共通していると思う。居住者の視点とは、住み続

ける視点である。つまり、継続性―サステイナビリティが基本にある。SAD も持続可能性を標

榜しているのであるから、両者は居住者の視点に立つという点では同じスタンスである。 

 では、エリアデザインはどうか。まちづくりは居住することに関わる全般を対象にすること

になるので、福祉や防犯、子育て支援なども対象になる。おそらく、エリアデザインという物

的環境に限定した論の立て方は、広範にひろがるまちづくりの一部になることになる。つまり、

SAD とはまちづくりの物的環境への関与の部分を中心とした領域を指す、ということになるの

だろう。 

 

２． SAD の担い手とは 

 物的環境への関与を中心に据えると、まちづくりをとらえる視点も他とは様相を異にする点

がある、ということに気づく。ひとつには、物的環境への関与は居住者だけの視点では困難な

ことが多いという点である。専門家の支援が必要となる。もうひとつは、物的な空間には所有

の見えない縄ばりがあり、すべてパブリック･ドメインと考えるわけにはいかない点というであ

る。所有権に関わる論理や手続きが必要となる。 

 第一の点からは、専門家の関与の方法に関する議論がでてくる。実際、本日の 52 編におよぶ

分厚い報告集の多くはいかに専門家として地域の建築家やプランナーがある特定のプロジェク

トに関わっていったか、という点に多くの記述が割かれている。 

しかしこのことは専門家の関与の方法の論議にとどまらない。どのような形でいわゆるプロ

ジェクトが提起され、住民と専門家の関与が始まるのかというプロセスを振り返ると、報告さ

れたケース･スタディのほとんどは行政側のイニシアティブによるものである。エリアデザイン

というものの性格上、これは避けられないことであるが、このことによってもたらされるある

種のバイアスも考慮する必要がある。たとえば、SAD にかかわるコストを誰がどのように負担

するのか――という問題である。現時点では、ほとんどの場合、地方自治体の独自予算（ある

いは若干の国庫補助を伴う）による事業として行われている。このこと自体を否定するわけで

はないが、そうであるとするならば、どのような形で予算がつけられているのか、その段階で

の決定プロセスを問題にしなければならないことになろう。担い手論はここまで踏み込む必要
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があるということになる。 

第二の点からは、プランやルールの決定プロセス、そこへ至る合意形成のあり方が問題にな

ることになる。そして諒解達成に至るまでにデザインの果たす役割というものがあるはずで、

そこを深掘りすることが重要になる。なぜなら、デザインは地区理解と将来計画を一目瞭然の

うちに人々の前に示すことができるからである。 

こうしたことを担う人材とは、どのような専門家なのであろうか。 

ここまで見たことでいえることは、居住者のセンスと行政組織の論理をいずれも体得してお

り、それらをもとに、具体的な現場で形をもとに議論できる人材である。そして、議論の経過

を民主的にまとめあげ、ひとつの諒解に持って行く構想力を持った専門家である。 

しかし、はたしてそのようなスーパーマンのような専門家がいるというのだろうか。 

52 編の報告が語っていることは、そうした専門家たるべく努力を惜しまない方々が日本の各

地のおられるという事実である。しかし、別稿（「サステイナブルエリアデザインとコミュニテ

ィアーキテクトに関する論考を読んで」）にも述べたように、これで十分というわけではない。

SAD の個別事象の蓄積から、その構造化・組織化へ向かうことが要請されているのである。そ

の中で各地の活動の相対化が進められていくことが全体として必要だというのが、筆者の主張

である。このことが、まさしく SAD の担い手制度論へとつながっていく。 

 

３． SAD の担い手制度とそこにおける建築家･プランナーの果たすべき役割 

 これまでも SAD の担い手を引き受けるような仕組みがなかったわけではない。たとえば、全

国レベルでは、日本建築士会連合会の地域貢献活動推進センターを中心とした活動、日本建築

学会のまちづくり支援建築会議の活動などを挙げることができるほか、国土交通省都市･地域整

備局でもエリアマネジメントを推進するために 2006 年 6 月に「新たな担い手による地域管理の

あり方検討会」（委員長:小林重敬横浜国立大学教授（当時））を立ち上げ、2007 年 2 月に報告

書をまとめている。これをもとに、2007 年度から「まちづくり計画策定担い手事業」が立ち上

げられ、現在 3 年目を迎えている。同住宅局も建築士会の制度などをもとに担い手としての建

築家像を模索中である。 

また、制度としても NPO や中間法人のみならず、2005 年の新法制定によってスタートした有

限責任事業組合（LLP）の仕組みや同じく 2005 年の会社法改正によって新たに導入された法人

格を持つ合同会社（LLC）などによって担い手のあり方も事業の目的に応じて戦略的に選択でき

る時代へとさしかかっている。 

地方自治体においては、さらに充実したまちづくり専門家の派遣制度やアドバイザー制度な

どを持っているところがあるほか、特定の事業推進にあたって住民参加を保証するためにこう

した手続きを重視する姿勢はほぼ常識的なものになりつつある。また、公共施設等の維持管理

コスト軽減のため、アドプト制度や指定管理者制度、NPO への事業委託等によって新たな担い

手とのパートナーシップを築こうという姿勢は年々強くなっている。 

また、地区レベルにおいても、従来の建築協定や緑地協定、景観協定は言うに及ばず、団地

管理組合によるエリアマネジメント的な規約の制定、中心市街地における地域イメージの維持
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向上のための企業による BID 的なエリアマネジメントの実践なども現実に動き出している。さ

らにより身近には、周囲の空き地や空き家を管理し、活かしていくための空き家バンク的な仕

組みを模索している地域や自治体も少なくない。 

 とりわけ地域の安全･安心への関心の高まりと自治体の財政状況の悪化は、これまで傍観者の

立場に安住しがちであった地域住民をして、自ら関与する市民へと変身することへと向かわせ

ている。 

 こうした現状の中で、日本建築学会として、もしくは建築や都市計画の専門家として、どの

ようなかかわりが今後望まれるのか。 

 ひとつは、地域での議論をもとに具体的な地域像や都市像、居住者像を物理的な空間の上に

描いてみせること、それによって議論の活性化と集約をはかるような役割を担うことであろう。

合意形成、諒解達成の手段として物理的空間が持つ力は無視できない。そしてそのための担い

手を位置づける仕組み、たとえばコミュニティアーキテクト、コミュニティプランナーの制度

化や専門家派遣制度とそのための応援団としての専門家群を行政上プールしておく仕組みづく

りであろう。 

 もうひとつは、すでに各地で現実のものとなりつつある担い手づくりの動きをバランスよく

見極め、対象地区に的確に適用するためのスキルを磨くための仕組みづくりではなかろうか。 

 もちろんこれらのことは、52 編の報告が示唆しているように、すでに各地で試みられている。

問題なのは、各人の個人的なあるいは地域的な努力や創意工夫を土台としつつも、これらの努

力をさらにひろく糾合し、SAD のための共有化された情報として専門家間で血肉化していくた

めの工夫である。 

 政権が交代し、地域主権がとりわけ喧伝される時代にあって、権限の上でも資金の上でも今

後、かつてより多くのフリーハンドが地方自治体のもとにおりてくるであろう。その時に、物

理的空間に関わる専門家としてどのような地域像と担い手像を持ち、どのような提案ができる

のか、それを居住者側にも行政側にも説得力を持って語れるのか、が問われている。道具立て

は整いつつある。あとは専門家側にどのような構想力があるかである。 
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第１部 

 

研究概要（経過報告） 

 

 

 

 



 

 

 



 

サステナブルエリアデザイン(SAD）と担い手コミュニティアーキテクト（CA）

制度の推進について 

 

宇杉和夫(建築学会特別研究委員会委員長/日本大学/西安交通大学客員教授) 

 

１．目的：次世代に持続継承する地域固有の

空間形成計画 

日本建築学会では本年度から２年間、「サス

テナブルエリアデザイン(SAD)とコミュニテ

ィアーキテクト(CA)特別研究委員会」を設置

している。７月に特別研究開始シンポジウム

を開催し、8 月には委員会の課題提起「提起

報告書」をまとめ、建築学会大会のあった仙

台では初の「地域シンポジウム」も開催して

いる。21 世紀に入って持続的な環境形成・社

会形成を目指した都市と建築の計画・形成手

法とそれを可能とする担い手と制度が日本で

各方面から問われ始めている。建築学会でも

この課題に対して、地域固有の空間を継承創

生する立場からその実現方策の検討に至って

いる。 

サステナブル・デベロップメントとサステ

ナブル・デザインについては地球環境保全継

承の立場からヨーロッパにおいて提唱が始ま

り、欧米を中心とした様々な試みの経過もあ

り、日本でも今世紀に入って建築も含めて環

境持続的デザインがようやくにして社会的合

意形成となった。サスティナブルは常に地域

という問題と重なる。CO2問題他、市民生活に

も次世代にむけた持続継承のガバナンスとア

ジェンタが広がりつつある。建築都市での取

り組みも始まりつつあるが、その効果は将来

に至って証明される。従って本特別研究では、

持続的環境形成には新提案以上に現在の地域

継承空間システムの意味と価値の評価をする。

欧米にならった方法とは別に、「地域に継承さ

れてきた固有の空間のしくみ」「地域継承空間

システム」を尊重する都市・地域空間形成計

画手法の再構築」を基本的な目的としている。 

 

２．経過：「都市形成・計画史」「近代の空間

システム・日本の空間システム」の総合的省

察 

日本の近代化は日本の社会・空間システム

を欧米型に取り替える計画から始まった。こ

の意味で、地域に継承されてきた固有の環境

と景観を尊重する方法とは対極的な方法であ

った。ヨーロッパ以外の世界各地域は 18 世紀

以来の世界の近代化によって大きく変革し、

地球環境と地域環境の持続の課題に至ってい

る。現在の世界のグローバル化とは別に、よ

り根本的に世界各地域での空間形成手法のあ

り方を問う姿勢も必要なっている。 

建築学会都市計画委員会都市形成・計画史

小委員会(宇杉主査)は連続的に「都市形成・

計画史公開研究会」を開催し、「都市形成・計

画史」や「地域の原風景」は今日の基本的「計

画課題」の１つであると確認してきた。制度

史とは別に、空間システムの変化の経過の理

解・合意、都市形成の理解は空間計画と一体

化的・総合的な課題であるとし、建築学会計

画系委員会の協力を得て共同提案によって始

まった。地域継承空間システムを尊重した空

間形成手法を構築するために2007年度から 2

年間「近代の空間システム・日本の空間シス

テム特別研究」(鳴海邦碩委員長、宇杉副委員

長)を建築学会に設立し、総合的に実施した。

本特別研究もその総合性を継承し、計画系委

員会の協力を得て共同提案で、その延長上に
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ある。 

 

３．意義：日本の都市・空間計画の経過と意

味 

 日本とヨーロッパの近代の空間計画の違い

について、前特別研究においての評価を紹介

する。ヨーロッパの近代の空間計画の方法は、

理念として中世的世界観と空間形成手法とは

基本的な連続性があったが、日本では地域に

継承されてきた空間システムと新しくヨーロ

ッパから移植された空間形成手法には相当な

断絶があった。ヨーロッパでは建築行為と都

市形成の連続的延長関係があったが、日本で

は地域景観や環境形成は全く評価されず、全

く異なるヨーロッパの建築・公共空間が導入

された。 

 ヨーロッパでは旧市街地空間システムが明

確に保全されている。新市街地は旧市街地に

隣接して連続的である。近代都市計画でのこ

のモデルは T.ガルニエが工業都市計画にお

いて示している。これに対して東京では、江

戸という空間を全面的に取り替える都市建築

を計画方針とした。旧市街も全て新秩序に取

り替えることを計画的正とし、東京には江戸

期の武家屋敷も蔵造りも、近代の蔵造りも１

つも残っていない。これらを次世代に空間継

承する「サステナブルエリアデザイン」の立

場からどう説明・批評するかも重要課題であ

る。 

 本特別研究では地域継承空間システムと近

代化空間システムの関係を把握し、地域継承

空間システムを尊重した空間形成計画を構築

する「サステナブルエリアデザイン」という

概念を提示している。また都市形成・計画史

公開研究会の成果を踏襲し、あらゆる都市に

おいて「ムラの原風景」「マチの原風景」の継

承を必要として提起している。そしてそれを

実現する担い手と制度的枠組みを検討する必

要があるとしている。担い手としては地域継

承空間システムについて学習し、その再生再

編成を提案できる日本型コミュニティアーキ

テクトの育成の必要性を検討課題としている。 

 ル・コルビュジエは近代の新しい公共空間

のあり方、ユルバニズムを示し、旧市街を新

空間システムで取り替えようと考えた。ヨー

ロッパではそれは可能ではなく、敷地空間内

においてしかその理念の実現ができなかった

が、インドではチャンデーガルが実現した。

全体構成型西欧近代都市デザインはアメリカ

合衆国をはじめ、旧植民地においてヨーロッ

パ人によって進展した。日本の都市はその形

式を自らの手で導入し環境を転換してきた。

これらを地域空間システムの面からも再検討

する必要がある。地球・地域環境資源問題に

は、16 世紀の大航海時代からの植民地都市の

人類史的考察も必要になっている。アジアも

含めた世界各地域継承の自然(地球)崇拝と建

築・都市の関係について、地域次世代に継承

すべきものが 編成される必要がある。 

 

４．提案から地域シンポジウムへ： 

本特別研究は都市計画委員会(小林英嗣委

員長)、建築計画委員会(布野修司委員長)、農

村計画委員会(三橋伸夫委員長)との共同提案

で都市形成・計画史小委員会主査宇杉が起案

した。 

研究内容： 

（１）サステナブルエリアデザインの事例と

定義 

（２）サステナブルエリアデザインにおける

コミュニティアーキテクトの役割の事例と定

義 

（３）現在の地域空間計画体制の把握 

（４）日本の公共空間計画制度・体制の経過
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の把握 

（５）コア地域事例調査（案）首都圏 

（６）コア地域事例調査（案）近畿圏 

（７）アジア地域におけるサステナブルエリ

アデザインとコミュニティアーキテクトの役

割の事例と定義 

（８）欧米地域のサステナブルエリアデザイ

ンとコミュニティアーキテクトの役割の事例

と定義 

（９）地域に対応したコミュニティアーキテ

クト制度の枠組みの提案 

（10）コミュニティアーキテクト制度の形

成・育成プログラムの検討 

予想される成果： 

（１）職能として行政計画・地域計画に位置

づける 

（２）地域育成・社会人技術教育として位置

づける 

（３）NPO その他の地域諸活動の中に位置づ

ける 

（４）地域環境マネジメント、コミュニティ

ビジネスの仕組みの中に取り入れる 

（５）景観計画を含める地域資源活用・地域

資源教育のプログラムの中に組み入れる 

（６）団地再生・居住地再生の仕組みの中に

組み入れる 

（７）地域の建設業・設計管理事業者・事業

グループの地域業務を洗練する 

（８）都市建築計画・事業と環境所計画の調

整・パートナーシップ機能を持たせる 

（９）大都市のまちづくり・生活共生再編諸

活動に多様に組み入れられるものとする 

（10）町・村おこし、町・村環境共生再編に

寄与できるものとする 

(以上は企画書で提案してあるもの) 

実施にあたってはまちづくり支援建築会議

(西村幸夫運営委員長)が共同でシンポジウム、

報告提案募集等を開催していただくことにな

った。上記 7 月シンポジウム開催では西村幸

夫まちづくり支援建築会議運営委員長が 後

に「現在は、社会全体がそうした動きに結び

つきつつある。というのも中央による公的管

理ではコストがかかるので難しいので、なる

べく地方分権、民営化の動きにつながってい

る。NPO をまちづくり活動の中で法的にオー

ソライズしていく仕組みができつつある。歴

史まちづくり法、景観法、都市緑地法などで

はそうした機構・法人の存在を支援する仕組

みができてきている。こうした中で建築家も

担い手の中心にいるべきである。ただし、建

築家だけでなく、中心市街地活性化の場合の

ように小売業者たちとも関係してくることに

なる。コミュニティのビジネス化が広がって

きつつあり、その全体像をとらえるなかで、

まちや都市や村のサスティナビリティを考え

る必要がある。」とまとめていただいた。 

8 月仙台での地域シンポジウムでは「地域

コーディネーター型」「都市農村共生再編型」

「公共空間提案型」「風土再生ゲリラ型」「地

域デザインリーグ型」「地域再生学習型」等の

具体的な事例が示された。 

 

５．「提起報告書」：「地域建築学」「環境建築

学」 

 本特別研究の中では、明治以来の「近代建

築学」とは別に、「地域建築学」が重要である

と課題提起をしている。ヨーロッパ以外の地

域では、建築学の中に地域に継承されてきた

固有の空間システムについて教育学習する枠

組みが必要であった。地球環境保全と次世代

に継承できる環境づくりを目指して、新しい

地域空間形成の理念と方法を構築することが

人類緊急の課題なっている。現在、従来の建

築学での展望に限界がみえ「都市建築デザイ
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ン」を名称とする大学学部学科や大学院専攻

も増えている。日本の都市建築デザインの再

構築の時期に至っているのであるが、その基

盤を近代建築学・近代都市計画、欧米事例の

移植に価値をおいたものと、「地域(エリア、

コミュニティ)建築学(デザイン)」においたも

の等について、その役割が相当に異なること

はこれまで述べてきたとおりである。建築学

はこれまでのクライアントに対して奉仕する

立場だけではなく、地域と市民生活に貢献す

る学術であることを地域と市民に明示する必

要がある。あわせて「提起報告書」には国際

的に共通の基準標準を設定してきた近代建築

学は、同様に国際的な基準標準を設定する「環

境建築学」に移行する方向性があることを提

起している。建築学の「地域」と「環境」と

「情報」に対する再考については 1960 年代以

降、問題と課題が社会的にも提出され、1970

年代にはそれなりの成果もあった。その後も

含めて、「サスティナブルデザイン」概念と現

在の学術・制度・社会との関係を、明治以来

の計画理念、計画制度の展開と同様に省察し、

今後の計画枠組みを検討する必要がある。こ

れらの枠組みは関連諸領域と総合的に検討さ

れ、新たな方向に現在転換される時期にきて

いると考える。 

 

６．提起報告書：教育と制度の議論・協議の

場 

 現在「日本のサステナブルエリアデザイン

とコミュニティアーキテクト」の報告提案を

公募している。これまでの諸氏諸組織の成果

を基礎とし、新たな世紀に継承できる教育体

系・職能体系と、現在の日本の都市の地域継

承空間システムの継承・創生の枠組みの再編

成が求められていると考える。市民に提示す

る方法を重視したい。また、世界と日本とで

様々な立場から提示されているサステナブ

ル・ザインと、コミュニティアーキテクトに

ついての理念・成果と試みについて相互交流

させて議論・協議していくべきと考えている。

(北スペインにて) 

 

７．SAD と CA の概念と目標 

 上記はある機構から「SAD と CA 制度の推進

について」と題して報告を求められての原稿

である。しかし、内容は「検討の推進」を「目

標にしている段階」である。この段階では

「SAD」と「CA」の概念と目標を幅広い見地か

ら議論して合意をつくっていく必要がある。

しかし、地球環境、アジアの環境、日本の環

境を考えれば、議論を深める以上に重要なも

のとして、転換していく方向とその段階性の

指標の合意形成のもとに早急に動き出すこと

が重要と考える。 

 図１、図２は委員会「提案報告書」の中で

出発時の課題確認として提起した認識のモデ

ルである。現在、SAD に関する議論が も重

要な課題になっている。今後も広く提案意見

を求めると共に、都市計画委員会、建築計画

委員会、農村計画委員会ほか、日本建築学界

計画系委員会と協議していくテーマとなって

いる。これらにあってはこの課題は建築（学）

とはなにかという基本的問題に関連している

ことを認識しておくことも必要である。 
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図２ 建築・都市デザインの方向 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
図 1 近代の空間システム・日本の空間システム研究からサスティナブルデザインへ 

（地域の歴史・環境とまちづくり） 
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■シンポジウム（特別研究公開研究会） 

東北地域でコミュニティアーキテクト（CA）を語る 

持続可能なまちづくりとその担い手像 

 

記録（文責）：中島直人 

 

・日時：平成 21 年 8 月 25 日（火曜） 

18：30－20:30 

・場所：仙台市市民活動サポートセンター  

・プログラム： 

趣旨説明： 

宇杉和夫（日本大学）特別研究委員会委員長 

司会・コーディネート：風見正三（宮城大学） 

副司会・記録：中島直人（東京大学） 

話題提供： 

永松 栄 （宮城大学） 都市計画、建築、まちづくりの担い手 

増田 聡 （東北大学学研究科教授） 中心市街地の再生とまちづくりの担い手 

温井 亨 （東北芸術工科大学）まちの建築家、山形の事例から 

大沼正寛 （東北文化学園大学） 風土建築デザインによる地域再生 

竹内 泰（宮城大学） 京都コミュニティ・デザインリーグの取り組み 

鵜飼 修（滋賀県立大学） コミュニティ・アーキテクト／近江環人の育成 

ディスカッション：  

まとめ： 

  三橋伸夫（宇都宮大学） 

 

趣旨説明 

 

■宇杉 

・「地域」という概念が重要。日本社会、国際

社会において、「地域」に関する課題は大きく

なってきている。「地域」づくりを持続的な環

境形成の中で捉える中で、建築、都市計画は

どのような役割を果たしているのか、各所で

検討が始まっている。 

・都市計画委員会の中に都市形成・計画史小

委員会があったが、都市形成という概念の中

に環境形成、持続性が入ってきた。つまり、

制度史だけでない、空間の仕組みがどう変わ

ってきたのかが重要で、都市形成・計画史は

歴史研究ではなく計画研究である、基礎的な

計画概念としての都市形成という考え方に至

るようになった。 

・そうした経緯で、近代の空間システム・日

本の空間システム委員会を提起した。諸委員

会と協働する中で、様々な議論があったが、
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特に重要な議論は以下の二つであったと思う。 

１．欧州では技術革新があっても理念（まち

のつくり方の仕組み）は継続した。一方で、

日本、アジアは明治以降入ってきた仕組み

とそれ以前とは異なる。従って、地域に継

承された仕組みの継承という視点、仕組み

が必要である。 

２．欧州から日本に入ってきたものも、新し

いモデルのとりかえとりかえで蓄積され

ていない。 

・こうした議論結果をどうするかという観点

から、日本のコミュニティのアーキテクトを

考える必要があると考え、本 SAD と CA 特別研

究委員会を立ち上げた。 

・今回は、SAD は別として、CA についての意

見を集めたい。 

 

■風見 

・新しい概念の背景は多岐にわたる。 

・今回のパネラーの中には、地域に入って地

域づくりをされている方も多い。 

・10 分以内で各自の活動、特に CA の育成に

ついて発表してもらいたい。 

・今回のシンポジウムの目的は以下の３つで

ある。 

 1.CA の役割は何かについての理解を深め

る 

 2.東北の特殊性について理解を深める（た

だ、地元にいると見えないこともある） 

 3.CA をキーワードにして、地域づくりの新

たな連携を広げていく 

 

話題提供 

 

■永松  

・現在、国を中心とする行政がコモンズを管

理しているが、これからどうなるかに関心を

持っている。この関係は、近代以前以後で変

わった。地域による管理に対して、近代国家

誕生以降、国家が介入してくる。しかし、そ

れも戦後の高度経済成長期までで、1985 年プ

ラザ合意以降変わり始めた。それ以前は民間

開発が全面には出てきていなかったが、大都

市部で容積率の緩和によって表に出てきた。

また、郵貯や年金の資金によるリゾート開発

が地方で実施された。2002 年の骨太の方針、

行財政改革で、国庫補助負担金廃止、税財源、

地方交付財源見直しがあり、コモンズの管理

が地方自治体に戻ってきた。しかし、財源が

見つからない、という状況である。とはいえ、

国民の所得が高く、国民の力が頼りになる。

関心の高まり、自助活動は評価できるのでは

ないか。 

（事例紹介） 

・用賀 S プロムナード（1994－2001）は、駅

前 100 人余の商店街振興組合による事業。行

政が保有、管理する道路と企業者が保有、管

理する供給施設を整備した。商店街振興組合

はコモンズの管理者として、道路表層と街路

灯などを整備し、これに行政と企業者が同調

した。 

・N コーポラティヴハウス（2003－2005）は

都市住宅とまちづくり研究会のコーディネー

トによるもので、東京都から補助金をもらっ

ている。７～8 名の地権者グループに対して、

組合方式のミニ再開発を提案。新規組合員を

公募で補填しながら住み続けているのが特徴。 

・全農が保有する酒田市山居倉庫は観光資源

でもあり、行政側が、景観阻害要素が増えな

いように住民をまきこんでルールつくりたい

と考えた。国土交通省の派遣制度で東京のプ

ランナーがコーディネーターとして参加した。

行政が持っていくと、「何でもやってくれる」

と住民が思ってしまうが、第三者が入ること
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によりうまくまとまった。 

・金山町による町並み形成助成は 1000 件、総

額 2 億円を超えている。コンクールも行った。

東京から芸大 OB の専門家を呼びながら、25

年以上続いている。 

・ふよう病院のグループホームでは、認知症

の高齢者のために中庭をつくった。管理運営

について、庭仕事をしたいがマンションだか

ら無理という人にボランティア組織に入って

もらい、協力してもらうことになった。 

 （まとめ） 

・必要知識はプランニング、建築、合意形成、

意志決定プロセス。必要能力は事業者と関係

者の調整能力である。 

 

・コモンズの管理については、基礎自治体の

役割は残る。しかし、今より大きな政府には

ならない。民間で肩代わりする必要がある。

それを支援する専門人材が必要。 

・建築家と都市計画家の両方の知識を持って

いるということが重要である。また、地方自

治体側で CA 育成を訴えていくことも重要で

ある。 

 

■増田 

・中心市街地でのコミュニティ再生とまちづ

くりの担い手という題名で話をしたい。まち

づくり政策フォーラムを 10 数年やっている。

10 万人、5 万人、3 万人といった都市の再生

をどうするか、という議論を前提としている。 

・コミュニティ再生の計画過程には、課題共

有（多くの場合は商店街を中心、一方で歴史

的景観、水辺維持などいろいろなテーマ）か

ら始まる内発的な動き、行政担当者・外部専

門家からの動きがある。 

・後者について、民間のプランナーやコミュ

ニティにコミットした建築家は、調査発注が

絞られたこともあり、NPO、大学等が動き始め

ている 

・コミュニティ能力が拡大してきている。そ

れは、第一に都市の中心部にある地域コミュ

ニティとしての再生であり、第二にかつて中

心市街地で楽しんだといったようなシンボル

としてのシンボリックコミュニティの復活と

いう側面がある。 

・空洞化のプロセスは、国土構造の変化、都

市と農村の変化によって、安定していた生活

圏が変わった。都市計画 MP は人口フレームを

設定し、郊外開発とコンパクトシティの両立

を目指した。しかし、まちなかの人口構成は

かわった。選択的流出が起き、都心は高齢者

＋都心を目指した単身世帯が主となり、家族

持ちは郊外へ移った。地方商圏の希薄化、中

心市街地の主機能不振で業務も撤退した。 

・宮城県白石市でワークショップを行ってき

たが、残念ながら、うまくいっていない。10

年、20 年はすぐ過ぎていく。 

 

■温井 

・上山の中心部は城下の町人地であり、羽州

街道の宿場町であった。その後、中心商店街

となり現在に至っている。しかし今、ここで

の活性化の担い手が誰だかはっきりしない。

かつて中心商店街には旦那衆がいたが、今は

自分の店で手一杯である。昨年、空地・空店

舗対策を一緒に考えようと商店街若手の未来

会に呼び掛けたが、うまくいかなかった。む

しろ、呼びかけに応じたのは地元の建築家だ

った。 

・商店街が衰退し、商店街の将来像を描こう

という人が今やいない。これは大問題である。

しかしながらそうした中で、今一番可能性の

あるまちづくりの担い手は、ひょっとすると

地域に住んでいる建築家ではないだろうか、
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と思った。 

・そうしてみると、地元の建築家、酒井さん

は、まちづくりの担い手としての役割をずい

ぶん前から実践していることに気付いた。ま

ず、温泉組合を中心として寄付を集め、ブロ

ック塀を黒板塀で覆う武家屋敷通りの修景を

平成 17 年から続けている。また、城下町、宿

場町としての面影を伝える町家などを調査し、

巧みなスケッチと分かりやすい解説を施して

「月刊かみのやま」という地元誌に連載し、

市民への啓蒙活動を行っている。 

・一方で、有名建築家はまちづくりの役に立

つのか、疑問を感じざるを得ない事例が目に

つく。銀山温泉は川を挟んで木造 3、4 階建て

の旅館が建ち並び、その窓にお客の顔が覗く

様子は、歌舞伎座かオペラハウスの桟敷のよ

うで魅力的なのだが、最近、ある有名建築家

が一軒の旅館を改築し、ファサード全面を格

子で覆ってしまった。京格子に明らかなよう

に、格子は中から外を監視するための装置で

ある。そのため、ここだけ、人気のない空間

が出来てしまった。また、宿泊料金も倍にな

り、リーマン・ショック以来閑散としている。

今までの常連も行きにくくなる。建築家と言

う存在、金がかかる方向でしか関われないと

いうのは貧困ではないか。 

・最近、山形市にできた屋台村も問題である。

都市の賑わいをつくるための屋台村のはずな

のに、通りに対して壁をつくり、まるで遊園

地のお化け屋敷みたいだ。工事が終わったら、

あの壁は取れるのかと思っていたという学生

評もあった。自己完結した作品づくりに傾き、

都市的なセンスを欠いている。また、ゾーニ

ングの問題も出ている。この場所はもともと

飲み屋街ではなかった。そのため、夜うるさ

い、眠れないという苦情が出ている。 

・私はあまり設計はしないのだが、たまにす

る設計は作品と呼べるようなものではなく、

発表することもなかった。しかし、昨年思い

立って、これらを「隙間をうめるデザイン」

と題して造園学会東北支部大会で披露した。

日本の建築は敷地主義でそれぞれ勝手に建て

られるし、土木は土木で立地する場のランド

スケープを理解せずつくるから環境を壊す構

造物ができあがる。そうした状況下で全体の

ランドスケープを志すと、それらの隙間をう

めて行く作業とならざるを得ない。しばしば、

頼まれないのに行うという事にもなる。頼む

側が、何を頼んだら良いか理解していないか

らだ。もちろん報酬もない。これが日本の現

状である。大学教員ならともかく、酒井さん

達のようなコミュニティ・アーキテクトをこ

れから育てるには、考えて行かなければなら

ない問題である。 

 

■大沼 

・「風土の耕醸（造語）」を共通テーマとして

実践研究を続けてきた。自分はまだ活動を総

括できる立場ではないが、必然的に地域に深

く関わって創造、調査研究をしてきた側面は

あると思う。 

・1996 年に東北大伊藤邦明教授のもと、金ヶ

崎町の伝建地区で住みこみ調査を行い、地

割・水系マップの作成や、樹木調査を行った。

建物だけよりは周辺環境との一体性に特徴が

あることから、屋外空間にも関心を持った。 

・ 建物の保存再生・活用を住み手の立場にた

って考えた結果、資産の経年変化、時間と

ともに深まる経年醸成価値ということを考

えるようになった。 

・ その後は民家調査や、複数地域の住宅経年

マップ、ヴォーリズ設計の久慈幼稚園など

近代建築の調査に携わった。いずれも史実

の解明よりは、それらをどう活かすか、活
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・ 最近の設計実務としては、民家架構の 300

年域内継承と題した民家再生を進め、国交

省の超長期住宅先導的モデル事業の採択を

受けて、一関市から金ヶ崎町に移築再生し

た。 

・ 一方、経年醸成価値に関する市民共同研究

として、旧農林中金ビル（解体）をきっか

けに、まち遺産ネット仙台を立ち上げた。

仙台は、端的にいって新しさを求める傾向

が強い。2008 年には昭和 11 年築の仙台政

府倉庫の保存運動を行ったが解体。ほぼ同

時期の新屋政府倉庫は、秋田公立美術工芸

短大のキャンパスとして再生されており、

意識の違いが顕著である。 

・ 最近は仙台市内でまちなか農園プロジェ

クトにも取り組んでいる。都市計画道路の

未利用地を畑にする試みである。さらに同

地区では現代郷土史「平成風土記」の編集

も行い、「コミュニティを耕す」ことに力を

注いでいる。 

・ 建築家としてのリアリティを求めて創作、

研究を続けているうち、木の建築、それら

の群、それらをとりまく人とコミュニティ

に関わることになった。やはりきっかけは

金ヶ崎との出会いであり、風土性への関心

が、価値を醸成する保存再生、伝統技法へ

の関心をもたらした。 

・ 「耕す」とは試行と改善の反復、「醸す」

は風土性、らしさが深まるという意味で、

後者は生活者に委ねられた工程である。だ

から生活者、コミュニティへの参与が必然

となる。 

・ その反復を繰り返しながら、右ねじの法則

のように最終的に質の高いものづくりを創

れればと思い、再生修復を中心とした活動

を続けてきた。その持続のためには、多様

な職能との連携やホームグランドとしての

地域・人脈が欠かせないと感じている。 

 

■竹内 

・京都コミュニティ・デザインリーグは、布

野先生が「裸の建築家」で提唱した「コミュ

ニティアーキテクト」の実践であった。2001

年 4 月に発足した。その特徴は、1）京都とは？ 

地域の本当の姿を問う姿勢、2）研究室の連携 

定点としての研究室、3）各研究室が特定の地

区を担当、4）情報の共有 リーグの開催・フ

ィールドワークであった。 

・具体的な活動としては、1）年 2 回のリーグ、

2）京都断面調査（計 5 回）、3）京都地区ビデ

オコンテスト（研究室は建築だけではない。

映像はインパクト大きい。）、4）『京都ゲノム』

発行である。その他、即日設計 WS（地域への

提案力）も実施した。 

・2006 年に活動停止した。反省点は、目指す

べき CA 像（TA 育成シミュレーションとして

の CDL）が明確ではなかったこと、持続・継

続を前提とした組織構成ではなかったこと

（人材育成）、地域への還元が明確でなく、行

政サポートも一切なかったこと（サークル的

との批判）である。 

・この経験から考案する CA 像の中でのアーキ

テクトのポジションは、縦軸に職能、視野の

広さ、横軸に地域での役割をとると見えてく

るのではいか。建築家が一人で背負うのでは

ない。 

 

■鵜飼 

・滋賀県立大学の CA 育成プログラム「近江環

人」について紹介したい。滋賀県は人口は約

140 万人、4,000 平方キロメートル、琵琶湖が

6 分の１を占め、400 の大小河川が流入してい
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る。県立大学のモットーは「キャンパスは琵

琶湖・テキストは人間」である。サスティナ

ビリティを学ぶ環境に恵まれている。地域と

の連携も深く、環境フィールドワークや学生

の地域支援活動「近江楽座」が実践されてい

る。 

・近江環人地域再生学座は近江楽座から発展

したものである。発案されたのは布野先生と

うかがっているが、京都 CDL の経験が反映さ

れていると思う。 

・近江環人のプログラム修了者には「コミュ

ニティ・アーキテクト」の称号が与えられる。 

・卒業生による OB 会である「環人会」も組織

され活動がフォローされている。 

・SAD の取り組みには、地域を知る力、地域

とつながる力（地域に対するリスペクト）、地

域を動かす力（実践力、人を動かす、お金を

とってくる）が重要である。ベースには、人

間がどうあるべきかという地域環境への倫理

観がある。共感の増殖とネットワーキングが

鍵である。 

 

ディスカッション 

 

■風見 

・永松先生は行政依存型を超えて、どう地域

の役割を高めていくのか、建築家はコーディ

ネーター、ファシリテーターが重要だとおっ

しゃった。増田先生は地域経営の大切さ、温

井先生は建築家の役割と警鐘、地域のコンテ

クストへの入り方、大沼先生は経年、風土を

どう育てていくのか、竹内先生は CDL の反省

点、地域とのつながりをどうつくっていくの

か、鵜飼先生は担い手育成は地域に入って実

践的に提案、実践していくというお話をされ

た。 

・そこで、ディスカッションでは、1）CA を

育てていくための問題提起・・・コミュニテ

ィの内発性をどう高めていくのか、そのため

に CA はどうしていけばいいのか、何が期待さ

れるのか、2）東北の風土的なものの特徴、特

性の 2 点について更にお話を伺っていきたい。 

 

■永松 

・１）の内発性についてだが、それにどう CA

が関わるのか、まだ答えはない。20 年前、ド

イツにいたころ、ドイツは人口が減り始めて

いた。過疎化していくところでは首長に立候

補する人がいないので、州政府の若い役人が

はいってきてマネジメントした。そのやりか

たは日本でもありえる。民間人でもいいと思

う。若い人とか、建設業界の人とかでもいい。 

・２）の東北の特性についてだが、地域にこ

だわりはじめたのは沖縄の仕事が最初だった。

ゼロエミッション的な環境共生を環境庁の補

助金を使って提案した。調べてみると、島に

過剰な人口がはりつき、化石エネルギーに依

存した人工的な島になっていることがわかっ

た。インフラがそういう感じでないとまわら

ない。東北はパッシブでまわせるような構造

がありそう。車でしばらく走ると、まちがし

っかりと終わる。このまとまり感のある空間

では、エコロジーサイクルがつくりやすいの

ではないか。 

 

■増田 

・一つの地域に長く入る、作業していく、と

いうことはできていない。反省している。経

済学研究科は地域イノベーションの研究セン

ターを立ち上げた。ベンチャー企業の立ち上

げ、コミュニティビジネスとの連携が立ちあ

がっている。しかし滋賀県立大学のようには

ならない。一人では動けない。他の大学と一

緒にしかけたいと思っている。経済学部では、
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東京に向かって就職していく学生が殆どで、

行政の中に入って残っていく人が 1 割である。

彼らに大学院もいかして、横のネットワーク

を使っていけば何かあるかもしれない。CA は

どう食っていくのか、プロジェクトにお金が

流れる仕組みができていない。 

 

■温井 

・地域に住むことが大事だと思う。そして、

地域の魅力を見出してあげること。地域の魅

力となる資源はまだまだたくさんあり、隠れ

ている。たとえば、東北の町家は、研究者も

まだ十分調べていない。農村でいうと、東北

には生活や生業の結果としての里の風景がよ

く残っている。東海道新幹線と比べると、東

北新幹線の車窓からの風景はずっときれいだ。

農の風景に関しては、建築や造園は、歴史学

や民俗学ともっと連携すべきだと思う。中世

の荘園史などが、文書資料だけでなく景観を

資料として使って行った研究成果は興味深い。

ただし、それらはやはり絵画資料や文書と比

較する結果西日本中心だが、現実の風景が良

く残っている東北では、我々の分野からこそ

魅力的な研究ができるのではと思っている。 

 

■大沼 

・コミュニティの内発性に関して、先に話し

た畑づくりが展開していったのは、農的活動

に素地性がある＝誰もが想像できる行為だか

らである。そこに集まる構造ができ、そこか

ら展開していく。なるべく単純な活動をみつ

けられるか、が鍵だと思う。 

・東北での CA 的活動実践とその役割に関して、

「大学」といえば社会的活動だと理解してく

れるが、CA といっても理解されないだろう。

そもそも地方、農村では、建築家という存在

さえ認知されているか怪しいからだ。つなぐ

人材、コミュニケーションが必要なのに、口

下手で新しい概念にはやや疎い。しかし与え

られた責務はこなす。この東北の独特のリズ

ムを踏まえて地道に活動できる主体でなくて

はならない。 

・東北で心配なのは、今は美しい風景を保っ

ていても、風土をまさに耕してきた世代が急

速に減少することである。地域のくらしと生

産の技を、堂々と後世へ伝える場が少ない。

地域が孤立せず、互いに得意技を共有し合う

ようなネットワークを探らないと危ういと感

じている。 

 

■竹内 

・今後は不動産屋の設計事務所ではないか。

CA が食うためには、バリューアップ、土地の

価値をあげる。住民自身が考えている「住み

やすい、住みにくい」という問題点も一緒に

解決できるような発見をすることが食いぶち

となる。 

・東北については外部の目で、内発を促す事

が必要。 

 

■鵜飼 

・まちづくりはその場所に住むことが一番。

住めないのであれば、その土地の人材を活用

できるかがポイント。 

・地域を知るには診断法の手法が良い。建築

の方には是非実践してもらいたい。 

・地域の人が誇りを持つことが大切。誇りを

持つことで地域の将来像がつくられる。 

・大学はコミュニティの経営や地域をファシ

リテートしていくことが可能な存在だと思う。 

・東北のまちはコンパクト、歴史が残ってい

る。巨大な開発に壊滅させられていない点を

大切にしてほしい。 
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まとめ 

 

■三橋 

・かつての農村であればこうした CA について

の議論は必要なかった。定住者のコミュニテ

ィが顕在で、分相応の建物をつくっていく、

自治的な環境形成があった。そこからの落差

が時代背景なんだろう。まず、家の永続性を

別のかたちで議論していかねばならない。定

住をベースとしたコミュニティを基盤としつ

つ、建築や都市計画でつくりあげてきたアソ

シエーション的なものが加わる。ガバメント

ではないガバナンス。CA の役割もそこにある。 
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コミュニティアーキテクトのタイプ：8 月 25 日シンポジウムの提言 

 

 

宇杉和夫（特別委員会委員長、日本大学、西安交通大学客員教授） 

 

 本特別研究への提言としては『私の考える日本のサスティナブルエリアデザインとコミュニ

ティアーキテクト～地域の未来を育む、まちづくりの仕組み・手法とその担い手像～』に先立

って、8 月の『東北地域でコミュニティアーキテクト（CA）を語る～持続可能なまちづくりと

その担い手像～』におけるパネラーの提言がある。その全体的なディスカッションの記録は、

副司会で記録の中島先生からいただけるとして、そこでの提言は先ず、本特別研究によせる

初の報告であるので、私なりに整理して皆様にお伝えする。 

本提言はそれぞれが個人の経歴を基礎にして正面から真に踏み込んで論じたものであって、

本特別研究において特別の意味を持ち続けると考える。本報告の講評に向うにあたっての整理

とする。ただし、当シンポジウムの主旨説明、議論に参加した宇杉の個人的な整理であって、

パネラーの先生方の意を汲み取れていないものも多いと考える。各人それぞれの講評を期待し

たい。パネラーの先生には全体的文脈形成のための１モデル作成のための判断として、ご寛容

のほどをお願いしたい。 

 

・日時：平成 21 年 8 月 25 日    ・場所：仙台市市民活動サポートセンター 

・対象：これからまちづくりに携わろうとされている方、既に実践されている方、 

まちづくりＮＰＯ、自治体職員、都市計画プランナー、建築家、建築士、学生など 

・プログラム： 

司会：風見正三（宮城大学、委員会委員）副司会・記録：中島直人（東京大学、委員会幹事） 

パネリスト              （テーマ） 

永松 栄 （宮城大学）         都市計画、建築、まちづくりの担い手 

増田 聡 （東北大学学研究科教授）   中心市街地の再生とまちづくりの担い手 

温井 亨 （東北芸術工科大学）     歴史的地区とまちづくりの担い手 

大沼正寛 （東北文化学園大学）    風土建築デザインによる地域再生 

竹内 泰（宮城大学）          京都コミュニティ・デザインリーグの取り組み 

鵜飼 修（滋賀県立大学、委員会幹事） コミュニティアーキテクト／近江環人の育成 

 

・ 資料：「日本のサスティナブルエリアデザインとコミュニティアーキテクト 提起報告書」 

 

Ⅰ コーディネーター型 CA                 

（提言者：研究者(大学教員)、都市コンサルタント） 

「地域のプランを住民に説明し、また、住民の意思を汲み取り行政的課題とする「コーディネ

ーター」としての役割が社会的に求められている。」 
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デザイン対象 コモンズ(共有の環境基盤) 

可能性 民間でカバーする方向、まちづくり支援 

C
A 
像 CA 像 住民の気持ちや目線でみた環境のことが解る都市計画家、 

敷地の外に広がるコモンズやこれを管理する地域コミュニティの仕組みが解る
建築家 

経過認識 19 世紀の国家介入、オイルショックで失速、85 年円高不況、 
00 年国地方の財政逼迫 

方向と課題 国から地方へ、資金問題 

住民の目標 物質供給から生活の質、生活の目的・生活スタイル 

背
景 

地方自治体の条
件 

小さい政府、CA の育成 

必要知識 個別空間計画のオーバーラップ 

必要能力 事業体利益とコミュニティ利益の考量能力 

需要予測 住民行政間コーディネーター、住民や組合員の意見をまとめるファシリネータ、
すぐきてくれる、まちづくりマネージャー、プロジェクト事務局、戦略国家的
プロジェクトマネージャー 

社会要請 ビジョン形成が得意で啓発能力のあるモデレータ、プロジェクトモデルを持っ
た専門家の指導、③建築関連問題の相談役 

C
A 
役
割 

チーム編成 大学関係 

 

Ⅰ-2 パートナーシップ形成型 CA 

（コーディネーターとしての能力に、更に発展的に、新たな目標構成能力とあわせれば、パー

トナーショップ形成方 CA に発展する。都市計画コンサルタント技量が活かせる） 

「様々な地域関係者が共通の目標をもって参加できるようなプレゼンテーション能力とコミュ

ニケーション能力が必要である。」 

 

Ⅱ 中心市街地再構築型 CA                  

（提言者：研究者(大学教員)、経済学）        

「中心市街地の地域シンボル性の合意を広め、中心市街地再形成に導くには、はまちの旦那に

代わる能力を備え、地域をまとめていく能力が必要である」 

デザイン対象 コミュニティ再生 

可能性 中心市街地(地域コミュニティ、シンボリックコミュニティ) 

C
A 
像 CA 像 建造環境：建築・土木・都市計画系物的計画に限らない、 

特定のコミュニティのために、コミュニティのメンバーとして、コミュニティ
の組織化・形成支援者 

経過認識 全国的に、大都市から地方都市、都市近郊農村、中山間地域まで、コミュニテ
ィの崩壊・衰退を懸念する様々な問題 
再生すべき「コミュニティ」とは何か、その担い手は誰か 

方向と課題 「都市の真ん中にあるべき・あるはずの場所」コミュニティの中心再生 

住民の目標 費用(金銭、時間、地域資源)を払っても守る対象か、個人的不安・懸念、喪失
感を中心市街地内個人では解決できない 

背
景 

地方自治体の条
件 

支持・参加・協働のパートナー(あるいは動因対象)としてのコミュニティ組織
化・形成 

必要知識 中心市街地空洞化のメカニズム 

必要能力 中心市街地への再投資戦略 

コミュニティ参
加 

現地での多様な住民層、立地企業、地元組織 
目標を共有する城外の市民・組織 
メンバー個人や構成組織のニーズや希望自体の実現可能性を高める 

社会要請 「共通の目標＝コミュニティ再生」を目指すコアなネットワーク型組織化を「コ
ミュニティ＝計画主体」へと拡大させる必要 

C
A 
役
割 

組織化編成 コミュニティ内外の再生目標・評価(コミュニティの代表性・正統性) 
緊急対応等「走りながら考える」フレーム 
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Ⅱ-2 都市農村再編共生型 CA 

（地域プランナー、産業活性コンサルタント、農業コンサルタントの能力が必要である） 

「中心市街地の再構築には、都市とその周辺農村の関係を再構築することが必要である。崩れ

ている都市周辺の農村・農業環境を都市の計画とあわせて再構築することが条件になる。」 

 

Ⅲ すきま空間提案型 CA              

（提言者：研究者(大学教員)） 

「個々の計画・設計は個別案件であり、隣接する空間相互に関連が検討されない場合が多い。

地域のデザインにおいてはこの相互間の空間デザインこそが重要な骨格となる。この相互間の

デザインは地域地区の全体的な文脈形成からなり、その秩序を持続継承する。」 

デザイン対象 有名建築家は役にたたない(デザインの問題、改築の目的) 

可能性 これからのまちづくりの担い手として有望なのは地域の建築家ではないか 

C
A 
像 CA 像 地域の人達を導いてまちづくりを行う担い手 

城下町再生志士隊(ボランティア組織) 

経過認識 中心市街地の診断・助言、かっては商店街の将来を考えるのは旦那衆の仕事、
旦那衆はいなくなり商店街衰退 
日本には全体性を担保するシステムがない 

方向と課題 十日街商店街若手「未来会」会合、空地・空店舗への提案、今後のまちづくり
の担い手は誰か 

住民の目標 人様の空地・空店舗への提案→自分の店提案希望、 

背
景 

地方自治体の条
件 

上山市指定文化財(４軒の武家屋敷)、登録文化財 

必要知識 建築探偵レポート「かみのやま」、イラスト付き紹介 

必要能力 歴史的建築の市民への解説 

需要と問題 個立旅館と和風旅館街 

社会要請 デザイン・都市的な視点、隙間を埋めるデザイン、黒板塀修景 
①たのまれないのに行うという性格、②ほぼ無報酬、③個々の業務を超えた総
合的な結果を志す姿勢(敷地単位の個々バラバラな建築行為を越えて都市全体
を考えようという姿勢)、④個々の建築の隙間をうめるデザイン・作業をはたそ
うとする努力 

C
A 
役
割 

チーム編成 建築探偵団、まちづくりは様々な人々の協働作業である 
大学教員はともかく、地域の建築家には報酬が支払われるよう仕組みを整える
ことが望まれる 

 

Ⅲ-2 公共空間提案型 CA 

（地域生活者の立場、地域の環境・景観・景観の課題の理解者、地域コンサルタントの能力） 

「民間敷地については、経済活動にあわせて、民間・企業・建設関係者が企画をするが、採算

とは別の公共空間については提案者がいない。公共空間に関する法体系の知識を必要とするが、

基本的に地域に継承されてきたコモンズに対する認識・評価が第１である。（1）行政は縦割り

行政の中で、個別に公共空間を整備する、（2）住民要求は自己に身近な空間の価値がにしか注

文をつけない」 

 

Ⅳ 風土ゲリラ型 CA                    

（提言者：研究者(大学教員)、設計事務所・教育委員会） 

「現在まで、地域の風土的要素・空間・風景は、刻々となくなっている。これらについては、

逐次、できる方法で何らかの公表・提案が必要である。市民・生活者の目にあわせて、歴史的
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建築空間および景観等に関する評価の目が必要である。」 

 

デザイン対象 作品性の強調に批判 

可能性 建築家の専門的能力を「地域・まち」に還元する 

C
A 
像 CA 像 地域のゲリラ再生建築家 

経過認識 地域に山積する問題 

方向と課題 「東北の住まいの完成型」、木の家 

住民の目標 伝建制度と住民の生活の問題 

背
景 

地方自治体の条
件 

コミュニティ・アーキテクトが誇りを持てる＝食べて行けるような社会的認知
の必要性 

必要知識 様々な住環境の比較観察 

必要能力 フィールド研究の知財化(考現学、建築歴史地理学)、文化財から知財を得る手
法 

需要予測 地域資源を知財化し、まちづくりに活かす、情報編集 

社会要請 市民が選ぶ「30 年後に残したいまち遺産マップ」、郷土史「平成風土記」 

C
A 
役
割 

チーム編成 「まち遺産ネット仙台」「まちなか農園藤坂」 

 

Ⅳ-2 地域空間文化継承型 CA 

（地域についての学術知識を要し、それを運営･持続するための環境マネジメントの計画提案が

重要、また地域文化についての透察力が必要） 

「地域空間文化の立場からサスティナブルエリアデザインを企画、運営する。景観計画、歴史

まちづくりの立案・運営を実施。」 

 

Ⅴ デザインリーグ型 CA 

（提言者：大学教員。個人ではなく、共通の立場の方々がネットワーク形成して地域デザイン

について活動する提案力、批評力、共同力を要する） 

「地域について多様な視点、批評的な視点から新たなデザインの方向を調査・議論・提案する。

以上を目的と方向を共有するメンバーによる提案をコンペティション方式等により競い、講評

する」 

デザイン対象 京都に拠点を置く・専門学校などの建築、都市計画、デザイン系の研究室 

可能性 参加する学生それぞれが、地域の見方、かかわり方を短期的に学んでいく活動
の場 

C
A 
像 

CA 像 京都について共通の作業をする、活動成果の発信 

経過認識 現在日本の都市や地域で見ることのできる空間の現状に対する反省、明治以降
築きあげられた建築家像に対する反省、『裸の建築家』(布野修司) 

方向と課題 京都コミュニティ・デザイン・リーグの取り組み 

住民の目標 「住民」「市民」の不在・受動性 

背
景 

地方自治体の条
件 

京都という都市について展開されてきた議論や視線が固定化されていることの
再認識、コミュニティ・アーキテクト(タウン・アーキテクト)に値する人材不
足 

必要知識 背景そのものも疑いつつ、京都全体を継続的に精緻にくまなく観察・記録・提
案・報告・共有すること(固定化されない京都への視線) 

必要能力 主体(学生)がお互いに競い合う、企画・編集・広報・記録、 

予測成果 「京都断面調査」「京都地区ビデオコンテスト」「京都げのむ」、即日設計形式の
ワークショップ 

運営組織 運営委員会 

C
A 
役
割 

展望されるもの
チーム編成 

アーキテクト・タイプ(大工・建築家・主事・コンサルティング) 
「コミュニティ・アーキテクツ」 
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Ⅵ まちシステム創生・再生型 CA 

（地域に継承するシステム、固有のシステムを認識・発掘する能力。近代の空間システムの形

成について評価する学術的蓄積） 

「これまでの地域に関する空間システムの分析・解析をもとに、新たな時代の要請に向けた地

域空間システムを再編成するしくみを提案する。地域コミュニティのビジネスへの展開を図る） 

 以上の経過から、１０タイプのコミュニティアーキテクト像を構築することができた。 

 

 Ⅰ系：合意形成系 

 Ⅱ系：まち再編系 

         Ⅲ系：公共デザイン系 

         Ⅳ系：景観環境デザイン系 

         Ⅴ系：デザイン学習系 

 

１０タイプのコミュニティアーキテクト像 

  CA  能力 職務 

1 コーディネーター型 元都市コンサルタント、学
術知識 

地域のプランを住民説明、住民の意思を汲み
取り行政的課題とする役割 

Ⅰ 

2 パートナーシップ形
成型 

コーディネーターとして
の能力、新目標構成能力、
都市計画コンサルタント
技量 

様々な地域関係者が共通の目標をもって参
加できるようなプレゼンテーション能力と
コミュニケーション能力 

1 中心市街地再構築型 学術知識、経済学関係、コ
ンサルタント技量 

地域シンボル性の合意を広める、まちの旦那
に代わる能力、地域をまとめていく能力 

Ⅱ 

2 都市農村再編共生型 地域プランナー、産業活性
コンサルタント、農業コン
サルタントの能力 

都市と周辺農村の関係を再構築、崩れている
都市周辺の農村・農業環境の再構築 

1 すきま空間提案型 
 
問題把握能力、提案力 隣接する空間計画相互関連の検討、地域のデ

ザインの相互間空間デザインの重視、相互間
デザインは地域地区の全体的文脈形成から
なり、その秩序を持続継承する 

Ⅲ 

2 公共空間提案型 地域生活者の立場、地域の
環境・景観・景観の課題の
理解、地域コンサルタント
の能力 

別の公共空間については提案者がいない、公
共空間に関する法体系の知識を必要、地域に
継承されてきたコモンズに対する認識・評価

1 風土ゲリラ型 建設マネジメント、デザイ
ン力、学術知識 

地域の風土的要素・空間・風景は、刻々とな
くなっている、できる方法で公表・提案、市
民・生活者の目、歴史的建築空間・景観等の
評価 

Ⅳ 

2 地域空間文化継承型 学術知識、環境マネジメン
ト、文化透察力 

地域空間文化の立場からサスティナブルエ
リアデザインを企画、運営、景観計画、歴史
まちづくりの立案・運営を実施 

1 教育デザインリーグ
型 

提案力、批評力、共同力 地域を多様な視点、批評的な視点からデザイ
ンの方向を調査・議論・提案、メンバーによ
る提案、コンペティション方式等の講評 

Ⅴ 

2 まちシステム創生再
生型 

地域システム認識・発掘、
再編生する能力、学術的知
識 

「これまでの地域に関する空間システムの
分析・解析、新たな時代の要請に向けた地域
空間システムを再編成の提案、地域コミュニ
ティのビジネスへの展開、 
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地域の課題と SAD、CA 

 

以上は東北でのシンポジウムでの CA 像の探求であった。ここではこれらを網羅的にタイプ

としてまとめたが、個々に地域の課題に対しての回答の出し方の試みとして CA 像を描いている。

しかしこれで東北地域の空間的諸課題に対処できるという出発から始まっているものではない

ことは多分全員が共有している問題である。 

以上の議論の中で「東北の景観がなくなる」という表現も出てきた。東北は日本列島の原郷

である。また一般に、「日本の「村」がなくなる」という表現も社会制度を対象にした議論には

出てきつつある。「民家が消滅する」「集落が消滅する」といった表現は 1960 年代以降のことで

あった。「山(林)なくなる」「田んぼがなくなる」も同様である。 

その中心たる都市とその建築はどのような持続継承のシステムを選択し、次世代のための方

法とイデアを創生しているか。東北においては改めて「市民も含めて共有できる地域の課題」

の何を再編生するための SAD と CA かについて、奥まった議論を期待させていただきたい。 

 

この地域の課題に取り組む方法が SAD である。 

その取り組む方法を、標準基準的なものを世界中に広めるという 20 世紀の方法とは異なる

方法を、早急に合意、確立しなければならない。言葉を変えていえば、現在の要求に対してよ

りも次世代に何を継承するかと問いかける方法で、これが 21 世紀の方法の課題である。これを

SAD と呼ぶ考えから本特別研究は出発している。 

以下の概念は本委員会ではなく、社会的に学術的に整理されるものであるが、本委員会のサ

スティナブル・エリア・デザイン(「サスティナブルエリアデザイン」SAD)との関係において今

後、重ねて検討されていくものと考える。 

 

・「サスティナブル」とは、地域に持続継承されてきた系であることが重要である。次に、次世

代が継承・再生してもらえると考えられる系である。 

・SAD は「サスティナブル・デザイン」をエリア「地域、日本」で考えるものである。(従って

本特別研究の立場からすれば、「サスティナブル・デザイン」と「サスティナブルエリアデ

ザイン」SAD は基本的に同じである。) 

・「エリア・デザイン」の、エリア(地域およびそれよりも小さな領域)を全く新しくデザインす

るとは考えない。「場所」と「領域」には必ず形成され、継承されてきた空間の秩序と成果・

跡があり、ゼロからのスタートは存在しない。そしてエリアに持続継承してきた系は尊重す

るべきである。(従って本特別研究の立場からすれば、「エリア・デザイン」と「サスティナ

ブルエリアデザイン」SAD は基本的に同じである。) 

・「エリア・マネジメント」は「エリア・デザイン」の基礎となるシステムの調和と持続である。

エリアにある持続性、エリアの将来に向けての持続性がテーマとなれば SAD と同義である。 

 

 このような出発から展開していきたい。 
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 次に CA である。この場合、20 世紀の公共建築のつくられ方の理解と、今後の展望が重要で

ある。 

20 世紀の公共建築・公共空間のつくられ方を下記に示す。 

 

 国・制度・基準・補助金 

 

     標準・規格 

 

 地方自治体・運用・条例 

 

     建築 

 

 住民(生活)・市民 

 

上記の枠組みとは異なる公共空間の計画的枠組みを必要とする段階にある、という認識がコ

ミュニティアーキテクトの機能を考える場合、重要である。 

下記はその発展のための下書きノートである。 

 

 

 地域、地域継承空間システム 

 地域資源の発掘・合意 

        

         

    地域環境マネジメント 

    コミュニティデザイン 

        

         

＜従来の公共空間計画＞ 

＜SAD と CA の計画＞ 

市民生活活動・地域福祉 

 地球環境(・ボランティア) 
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第２部 

 

提案報告 講評 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



‘大きな政府’に代わる‘大きな社会’におけるサスティナブルエリアデザインの 

新たな担い手論 

― コミュニティアーキテクト／コミュニティプランナー ― 

 小林英嗣（都市計画委員会委員長） 

 

１．特別研究委員会の胎動の意味 

「文化に支えられた共生の世紀」はグローバルなコンセンサスとなりつつある。２１世紀における共生

環境の計画・設計では、地球環境問題や文化的相違性、地域間格差などを踏まえ、環境の持続

性や都市地域のシュリンキングを前提とする地域共生の実現が重要な目標となろう。このとき、

その計画・設計の新たな担い手としての「コミュニティアーキテクト／コミュニティプランナ

ー」の社会的確立への議論が重要である。 

振り返って、日本建築学会の状況を見るならば、「司法支援建築会議」の設置を発端とし、

すでに「まちづくり支援建築会議」と「住まいづくり支援建築会議」を設置し、学会の社会貢

献を強く意識した「地域のまちづくり」と「市民の皆様の住まいづくり」を支援する体制と行

動を開始している。このような中、「サスティナブルエリアデザインとコミュニティアーキテクト特別研

究」の申請の折、筆者は（都市計画委員長として）、都市計画委員会はこの特別研究を支援協力す

べきであり、加えいわゆる計画系委員会（建築、都市、農村）が連携しての研究活動が望まし

く、その実行に当たっては既存の‘まちづくり支援建築会議’も加わるべきであると判断し、

設置方針をご提案した。 

というのは、空間的ばかりでなく研究的にも乗り入れが必要となってきている計画・設計の

新領域を‘サスティナブルエリアデザイン’と理解するのならば、‘サスティナブルエリアデザイ

ン’を担う地域（再生）の計画理論、計画制度・手法、研究・職能領域、人材教育システムなどが依然、

未成熟であることを建築学会として認識し、議論し、コンセンサスを形成する必要性に加えて、これから

の重要な研究・提言そして行動への提起が重要であると考えたからであった。 

また都市計画本委員会では、すでに、小委員会での議論や、研究協議会やＰＤなどにおいて、都

市計画や地域まちづくりにおける第三の公としての新たな担い手論についての大きな方向性について

のコンセンサスが構築されつつあったからからでもあった。 

 

２．特別研究への期待 

これからの学会での議論としては、地域建築まちづくり関連（都市・建築・農村）領域で共有的に認

識しつつ、多様性のある地域文化の再生と地域空間の再生・維持・管理システムを２１世紀の社会資

本（ソーシャルキャピタル）として創出し、その実現化を担うプロフェッションの必要性を認識・役割を強

く認識し、その具体化の方策をアクションプランとともに社会的に提起・行動することを目的とすべきで

あり、建築学会の計画系委員会（建築計画、都市計画、農村計画）が連携して推進することとなるなら

ば、日本建築学会ではこれまでにない特徴をもった社会貢献活動と理解したからでもある。 

現代のまちづくりや都市地域再生にあっては、多様な価値を持つ個人やまちづくり組織、NPO

などが存在し、それぞれのテーマや目標に従って活動し、共存している。これらが自立して活
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動し、相互に共鳴しあいながら個性的な結果を生み出している。地方主権社会における、協創

のまちづくりプロセスの萌芽である。しかし協創の道筋は容易ではない。特に地域共生都市の

実現にあたっては、行政・専門家そして民間企業も加わり、地域マネジメントの布陣を整える

ことが大切である。多様な目的と役割を持った連携体制が生まれており、これらをうまく組み

立て、地域運営を行う重層的で持続的な体制をつくり、地域を動かす社会資本とすることが肝

要である。 

戦後の枠組み中では，公共性を行政が担う仕組みでやってきたが，民も公共性を担わねばな

らない時代を迎えている。市民が自分たちの地域，守り育て経営していく場合，その意思が明

確でないと動き始めることはできないが，その動きを発展させるには，支える資本参加など仕

組み，ノウハウなどなど具体的支援が要る。その支援を公からサポートされる仕組みによって，

資源と経済が，都会から農山村まで広く循環できることが求められていている。「‘大きい政府’

に代わる‘大きな社会’」による、「‘任せる地域づくり’から‘引き受ける地域づくり’への移

行」である。全国的にみれば，戦略的な発想は，小さな地域ほど，全国レベルで横断的な情報

交換するなど，行政に頼れない現実に対し開き直って臨んでいる。エリアのデザインやマネジ

メントができる人材が地域にいるか？いないか？が，成否のカギを握る側面が多く，人材育成

の仕組みづくりが重要になる。 

これが、小委員会での議論や、研究協議会やＰＤなどを通じて、都市計画本委員会で構築されつ

つあったコンセンサスであると筆者は理解している。 

 

３．シンポジウム（20091128）への期待と視点 

このような認識で投稿論文を興味深く読ませていただいた。主催者からは「応募論文の講評」

というリクエストであったが、シンポジウムの全体の枠組みの議論への期待を述べつつ、関連

する少数の論文を位置づけることとしたい。 

① まずこれからの地域主権社会では「‘大きい政府’に代わる‘大きな社会’」の構築への

議論を前提に行なう必要があると考えるべきであろう。その時の地域都市の再生・再編

計画設計にあって‘地域継承空間システムを尊重する都市･地域空間形成’が不可欠となると

理解している。 

では、今回のシンポジウムでは、どのような社会像の構築を目標・目的としながら、サスティナブ

ルエリアデザインとコミュニティアーキテクト／コミュニティプランナーを議論するのか？ 

この視点を含んでの興味深い論文として、小林郁雄の「小規模分散自立生活圏の多重ネットワ

ーク社会」と江川直樹の「三つの地域再生デザイン」がある。 

② 続いて期待する議論の視点として「‘任せる地域づくり’から‘引き受ける地域づくり’へ

の移行」がある。この視点を含む論文として、武田美代子の「行き続けてゆく命ある全

体とコミュニティアーキテクト」と青木仁の「サスティナブルエリアデザインとコミュ

ニティアーキテクトの時代的意義とそれぞれが備えるべき要件に関する試論」がある。 

20091128 のシンポジウムでは、上記の二つの視点を基礎的な視点としつつ、刺激的かつ発展的な

議論と特別研究でのアウトカムを巡る議論を期待したい。 
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コミュニティ・アーキテクト像の展望 ～52 編の提案報告から～ 

 

布野修司（滋賀県立大学 建築計画委員会委員長） 

 

京都 CDL でのタウン・アーキテクトの実践を踏まえて、それを包含する概念であるコミュニ

ティ・アーキテクトは地域の生活環境の全体を対象とするものと考えるようになった。その人

材育成の実践が滋賀県立大学での近江環人（コミュニティ・アーキテクト）地域再生学座であ

るが、この学座の授業においてもコミュニティ・アーキテクトに対するとらえ方は議論され進

化しつつある。 

 これに時を同じくして建築学会が特別研究委員会を設置しコミュニティ・アーキテクトにつ

いて議論を深めようとすることは、社会的情勢を見れば必然であろう。開発拡大路線は終焉し

つつあり、大量生産・大量消費の社会構造が見直され、公共空間も民間建築もフローからスト

ックへと価値が移りつつある。建築家や都市計画家の役割も、設計や計画技術も大きな転換期

なのである。 

今回 52 編の提案報告を拝読し、想定していたとおり地域それぞれに数多くのテーマがあり、

携わる人間の立場も様々であることが確認できた。しかしこれは氷山の一角であり、無数のコ

ミュニティ活動がまず先行して行われ、多様な仕組み、多様な組織が存在する状況から、イス

ラームの都市空間のように近隣相互のソーシャル・キャピタルが連鎖的に形成され全体を形づ

くることが、これからの成熟社会の空間像なのだと思う。市民社会が未発達な日本では、地域

の生活環境全体に携わり、それをあるべき方向へ誘うコミュニティ・アーキテクトのような人

材が必要である。 

このようにコミュニティ・アーキテクト像を展望しつつ、コミュニティ・アーキテクトの活

動の評価軸として 3 つの視点を挙げ、提案報告を見ていくことにする。ひとつ目は、地域社会

（コミュニティ）とコミュニティ・アーキテクトの関係は、どうあるべきか、という点、ふた

つ目は、まちづくりの財源はどう確保するのかという点、三つ目は、コミュニティ・アーキテ

クトの権限は何か、権限が生まれるのか、という点である。なお、提案報告の解釈は報告者の

意にそぐわないものもあるかもしれないがご容赦いただきたい。 

 

（１）地域社会（コミュニティ）とコミュニティ・アーキテクトの関係 

ひとつ目は、地域社会（コミュニティ）とコミュニティ・アーキテクトの関係はどうあるべ

きか、という点である。「土の人」なのか、「風の人」なのか、「火の人」なのか、あるいは全て

なのか。  

土の人、風の人という切り口は滋賀県立大学の同僚でもある No.29 森川が問題提起しており、

土の人としてのコミュニティ・アーキテクトの必要性を述べている。土の人に類似の概念とし

ては No.31 熊沢による「ホームドクター」も挙げられよう。土の人としての実践的な活動とし

ては No.1 嶋村、No.7 手島、No.18 酒井、No.22 永吉、No.44 下田・原などが挙げられ、No.5 田
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邊、No.7 手島、No.8 青木、No.25 矢作、No.29 森川、No.32 黒崎、No.33 高田、No.42 時田らの

報告でも生活者の立場に立つべきとの意見が多くみられた。 

一方、風の人としては、No.41 宮定の経験が風の人たる苦悩を如実に表している。No.9 市川・

小林などコンサルタント業務的な関わりも風の人の立場であるが、「一定期間地域に入り込み、

地域住民と一緒になってビジョンを共有すること」と指摘し、風の人は地域への浸透、生活者

の立場に近づくことが必要としている。 

この動きの延長線上には風と土の両面を持った「火の人」の存在が挙げられよう。No.4 鈴木

が指摘するように土の人であるなしに係わらず専門的な知見と技術を持っての風の人的な側面

と、地域に愛着を抱いて時には熱く語る土の人的側面も有する地域愛を持った風の人である。

No.32 黒崎、No.48 椎原、No.26 前田などの地域密着の活動はまさに地域愛を有した結果であろ

う。 

このような取り組みを見ると、地域社会・生活者と共に歩むコミュニティ・アーキテクト像

が見えてくる。そして、その延長線上に全てのコミュニティ･アーキテクトが自らの拠点を持つ

ことも想像に難しくない。そういう展開が各地で制度的になされれば、No.6 田邊の指摘する持

続可能な地域社会が構築されることも夢ではないであろう。 

 

（２）まちづくりの財源 

ふたつ目は、まちづくりの財源はどう確保するのかという点である。これは国や自治体から

の助成や支援、あるいは不動産事業やコミュニティ・ビジネスなどの自主的な財源確保が考え

られる。 

再開発事業の計画策定のようにコンサルタント業務として糧を得る仕組みもあるが、もっと

継続的でミクロな生活環境の改善などはどこに財源を求めるかが難しいところである。国や自

治体の各種助成金の活用が考えられるがこれもサスティナブルではない。No.4 鈴木が提案する

ように税による持続性の担保や No.39 足立のコミュニティ・ビジネスの実践、No.44 下田・原

のエリアマネジメント事業、前々回に海老塚が紹介したハウジング事業などによる自主的な財

源確保の割合を高めた活動が必要であろう。 

 

（３）コミュニティ・アーキテクトの権限 

三つ目は、コミュニティ・アーキテクトの権限は何か、権限が生まれるのか、という点であ

る。コミュニティ・アーキテクトが生活環境の改善・創造を担うのであれば、当然ながら、そ

の地域の歴史文化、風土、自然環境、そして社会システムや制度との関係を絶つことはできな

い。そうであれば、理想はコミュニティ・アーキテクトが、地域社会と生活環境に対して相当

な権限を持つことである。近江環人地域再生学座でもこの点を議論し、「建築市長」的な存在が

必要であろうという見解が得られている。 

報告では地域住民が主体であることが多く語られていたが、その責任と権限のベースとなる

制度としては、No.14 鶴崎による「埼玉県・建街企画士」制度や前出の No.31 熊澤の「ホーム

ドクター制度」、No.45 安部の「まちなみアーキテクト」が提案されており、その動きが注目さ
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れるところである。 

一方で、No.8 青木の「都市計画の領域を目指して公権力の末端に位置する者となることがな

いよう、コミュニティ・アーキテクトは、民主社会の主体者であり、地域の当事者である個々

の市民の側に立ち続ける者でなければならない」という指摘をとらえれば、コミュニティ・ア

ーキテクトの権限の確立には、まず日本における本来的な市民社会のシステムを構築すること

が必要となるであろう。 

 

今回の提案報告ではコミュニティ・アーキテクトの多様な活動状況と多くの課題点が確認で

きた。現時点でその存在は各自の思いにより支えられているもの、既存制度の展開で行われて

いるものであるが、よりよい生活環境を創造するコミュニティ・アーキテクトが生業として社

会に位置づけられるために、今後次の点について、さらなる議論がなされることを望む。 

 

１）目的・理念：主体（性）・・・コミュニティ・アーキテクトは何を目指すのか 

２）組織とネットワーク・・・コミュニティ・アーキテクトの拠って立つ場所 

３）財源：自立性・・・コミュニティ・アーキテクトは単に自治体の下請けか、ビジネスか 

４）権限：自律性・・・コミュニティ・アーキテクトは単にコンサルタントとして食べるだ

けか 

５）持続性・・・一過性のイヴェントではないか、制度化が必要か 

 

52 編に代表されるコミュニティ・アーキテクト的活動の実践者、支援者は、全国に数多く存

在すると思われる。その数は景観法が生まれるきっかけとなった 500 程の地域制度をはるかに

超える数であろう。小学校区（22,000）や集落単位で多様なコミュニティ・アーキテクトが活

躍することが、生活環境の改善・醸成、地域の活性化や景観保全・形成に寄与するのだと思う。 

それぞれの地域で活動する人々の地域を思い、愛する熱意が、楽しさとして継続されるコミ

ュニティ・アーキテクト制度として昇華されることを期待したい。 
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エリアデザインの可能性と建築家の役割 

 

三橋伸夫（農村計画委員会委員長） 

 

１．はじめに 

 「サステイナブルエリアデザインとコミュニティアーキテクト」特別研究委員会の応募提案

報告全５２編を拝読し、わが国における当該テーマをめぐる活動の多様な拡がり、深まりを改

めて実感している。参考になった報告も多い。講評とのことであるが、私がこの機会に多少な

りとも考えるきっかけを与えていただいた報告を中心に、印象記的にコメントすることで講評

に代えたい。 

 

２．エリアデザインの諸相と可能性 

 サステイナブル・エリアデザインという理念型を掲げ、それに照らして各報告の位置づけを

論じるような蓄積、概念整理ができていないこともあり、ここではエリアデザインというニュ

ートラルな概念の検討にとどめる。 

 まず、エリアの拡がり、スケール、性格づけなどの観点で見て議論には大きな幅がある。興

味深かったのは、土地区画整理という都市計画事業を扱った論文である。武田論文（No.２）で

は、既成市街地に事業が適用されることへのとまどい、場所性を考慮しない既成の都市計画的

手法への疑問と新たな手法によるエリアデザインへの期待が述べられている。飯田論文（No.

２１）は、これに対して、多摩丘陵という郊外エリアにおいて、自然保護団体と協働して自然

保護に配慮し、保留地ではなく持続性をもつ「里山コモンズ」を確保して農的環境が共存する

質の高い住宅地を理念としてめざす取組が報告されている。きわめて高い減歩率ながら、付加

価値を高めた宅地供給により事業採算性をはかろうとすること、言い換えれば、土地区画整理

の新たな可能性を追求するところに、エリアデザインの実質を見て取ることができる。また、

下田・原論文（No.４４）では、狭域エリア（1000 坪）である駅前広場とこれを囲む４棟の住

棟から成る市街地空間の、不動産事業としてのエリアマネージメントの取組が報告されている。

地権者を中心として設立されたＮＰＯ法人が事業を運営し、建物完成後は「景観維持費」拠出

によりエリアの保全管理を行う。この２つの論文で提示されたエリアデザインのサステナビリ

ティの根拠を、ハード事業およびその後の維持管理についての経済的採算性にひとつ置くこと

ができるかもしれない。しかし、こうした単一の指標で評価することは、継承すべき環境・空

間・文化システムを経済システムに従属させる結果を招く恐れなしとしない。 

 一方、事業ベースではない相対的に広域なエリアマネージメントに関する報告も多い。井原

論文（No.５）は、ため池の多い文化的景観をもつ地域の産業、社会および自然の統合的再生を

担保するエリアデザインへの期待を述べ、また、藤島論文（No.３６）は、同じく農村地域を対

象に古代・中世の「牧」を起源とする文化的景観の保全・再生を軸とする地域再生の取組を報

告している。これらは地域の景観に着目したエリアデザインを指向するが、他方、エリアマネ
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ージメントを担う諸主体のネットワークデザインの指向もある。市川論文（No.１０）における

まちづくり諸主体のネットワークデザインの取組、古川論文（No.３８）における国土形成計画

に絡んだ地域コンソーシアムの構想などである。このような広域を対象とするエリアデザイン

は、成立の前提条件である諸主体間のパートナーシップ、エリア全体のガバナンスに関心が向

かわざるを得ない。社会的方向づけという意味でのエリアデザインと言い得る。 

さらに、産業遺産の保全継承の取組（No.２２・永吉論文）、歴史的建造物を中心とする歴史

文化の普及啓発活動の取組（No.２３・三ツ江論文）、フィールドミュージアム構想を下敷きに

した住民活動の支援（No.２６・前田論文）、臨海工業地域の自然・産業・社会再生をめざす運

動（No.３７・絹原論文）などが、都市を単位とするエリアデザインの追求と言える。これらは

当該エリアの持続性を歴史的な文脈に求めようとするテーマ型エリアデザインと呼べるかもし

れない。なお、その倣いで言えば、要素型のエリアデザインとも呼べる報告も多い。古民家再

生（No.１３・亀山論文）、サイクリング道路ネットワーク（No.２８・前田論文）、市民農園（No.

３９・足立論文）、歴史・生活文化（No.４８・椎原論文）、バラ植栽（No.４９・牧野論文）、高

齢者対象コレクティブハウジング（No.５２・秋元論文）などである。このように、地域内の歴

史・文化・環境・景観的なテーマや要素をとりだし、その保全や創造、地域内への展開の調整

を行うことがエリアデザインであるとする共通の認識が読みとれる。こうした認識にもとづく

取組は、テーマあるいは要素を継続的に追求することで、自ずとさまざまな波及効果をもたら

し、エリアデザインへ展開することが期待される。 

 さらには、エリアデザインの方向性を検討する手法として、まちなみガイドライン作成のた

めの「気づきツール」作成報告（No.４３・稲葉論文）、大学間連携プログラムの実践報告（No.

４５・安部論文）、デザイナー養成のための実地教育報告（No.１７・川窪論文）、継承すべきエ

リアデザインのアーカイブ構築（No.４７・青木／松田論文）などが参考になる。エリアデザイ

ンを担う建築家の活動環境の改善、建築家の相互連携を生む契機にもつながることが期待され

る。 

 

３．エリアデザインにおける建築家の役割と課題 

 エリアデザインを担うプロフェッショナルとして期待される建築家に関して、おおまかに２

つの定義が浮き彫りになっているように思う。コミュニティ・アーキテクトというキーワード

が提示されているため、どちらもコミュニティという比較的狭域なエリアを対象とする想定で

ある。ひとつはコミュニティに根付いた建築家という像であり、もうひとつはコミュニティの

形成・再生に関わる建築家という像である。 

 前者では、エリアとして都道府県域くらいまでの拡がりが想定される。まず、森川論文（No.

２９）が、地域に強い関係をもたず一時的に仕事でつながる建築家・コンサルタント（「風の人」）

に対比される「土の人」というシンボリックな表現で、コミュニティに根付いた建築家像を明

確に提示している。コミュニティに根付くべきことの根拠として、その地に暮らし、その土地

の人々と時間、空間、そして文化を共有することで初めて見えてくるものがあるのではないか

という前提がある。また、熊沢論文（No.３１）のホームドクターという表現も印象に残る。英
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国ウエールズでの実例を参照しつつ、特定の建築（またはエリア）を対象として、そのデザイ

ンに継続的に関わるデザイン・コミッションの試行的実践が報告されている。この場合は、個

人としてではなく、複数の専門家集団がエリアデザインを担うのである。集団によって、また、

多方面にわたる専門性によって個人の偏りを是正することに公共的なデザインの正統性を据え

ようということであろう。 

 後者では、市川／小林論文（No.９）が「まちづくり市民事業」と呼ぶ、地域の経営資源、人

的資源を組織化して地方都市商店街の中での共同建て替え事業を行う実践を報告している。こ

の論文とは直接関係ないが、歴史あるコミュニティのしがらみ（負のソーシャル・キャピタル）

を解きほぐす役割が、地域に関係をもたないが故に期待されるという側面が、ひょっとしたら

あるのかもしれないことを想起する。裏返せば、「地の人」の弱点となり得る。建物ではないが、

足立論文（No.３９）では、耕作放棄された都市近郊の農地を活用して農ある暮らしを提案し、

食育を推進するための農園づくりが報告される。農地を媒介して地域社会に新たな関係性を付

与していく取組である。 

 一方、これら二つの分類に含まれない議論として、エリアデザインに関わる建築家は、専門

分野としての建築と都市計画、空間スケールとしての建築と地区（街区）とを橋渡しする一般

的な役割をもつべきであるとする言及は多い。相対的に狭域なエリアが想定されている。「都市

計画的感覚をもった建築家」（No.４６・鈴木論文）という表現にその典型が示されている。こ

の側面から、奥村論文（No.１９）は、建築士会支部の活動として都市計画審議会や都市計画マ

スタープラン策定委員会などへの支部としての関与という、職能集団としての役割が現実の姿

としてあることを報告する。これをふまえて建築設計とは異なる職能の必要性を提起し、専門

的職能としての経済的な成立基盤に言及している。そして、この延長上に、鶴崎論文（No.１４）

で具体的に報告される「埼玉県建築物・街づくりプランナー制度」の構想があるように見える。

こうした専門的職能が従来の建築家とは別に必要かどうか、にわかに判断はつきかねるが、今

後における各地での取組の拡がりと深まりがここで構想されるような制度が社会的に必要であ

るという認識、気運をいっそう高めていくに違いない。 

 なお、建築・都市計画に関する専門性を直接はもたないが、まちづくり活動を担い、専門家

の活動を下支えする役割をもった人々を広い意味でのコミュニティ・アーキテクトと位置づけ

る見解も少なからずある（No.１・嶋村論文、No.１０・青木／松田論文など）。 

 

４．おわりに 

エリアデザインにウエイトをもつ議論・報告、エリアデザインにおける建築家の役割に関す

る議論・報告に便宜的に分けて概観した。両者を絡めたものでは、青木論文（No.８）がエリア

デザインとそれに関わる建築家の時代的な意義に言及している。建築家は「公権力の末端に位

置するのではなく市民の側に立つべき」との理念の指摘が印象に残る。何がサステナブルなデ

ザインであるかはなかなかに困難な議論であるが、山下論文（No.３０）が報告する「動態的保

全」で言及するように、その土地で暮らす人々と彼らが身につけた文化ということに、ひとつ

の核心があるのではないかという漠然とした印象を述べて、雑駁なコメントを閉じたい。 
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ご関係の方々にこのような貴重な機会をいただいたことに感謝したい。私事によりシンポジ

ウムには参加できないが、盛会を確信し議論の深まりに期待する。 
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サステイナブルエリアデザインとコミュニティアーキテクトに関する 

論考を読んで 

 

西村幸夫（東京大学先端科学技術研究センター教授・まちづくり支援建築会議運営委員長） 

 

１．応募論文の全体の印象について－52 編の論文を読んで考えたこと 

 まずなによりも、様々な現場で多くの専門家が情熱を込めてまちづくりに打ち込んでおられ

る姿に心を打たれた。その対象も多様で、都市部の伝統的空間の保全再活性化から農村そのも

のの再生まで、伝統産業や近代産業の現場から過疎地の空き家、自然再生まで広がりがある。

また、仕組みの上でも行政が仕掛けた協議会的なものやファンド的なものから、大学の地域貢

献によるものやプランナーとして実際に現場に入り込んでいる実体験の報告まで、多様である。 

 全国各地で、多様な努力がこの現在の時点でも、続けられているという強い実感を持った。 

 書き手については、専業の都市計画プランナーや設計事務所を経営している建築家が大勢を

占めており、これにＮＰＯなどのボランティア組織のメンバー、さらにその後に行政や大学に

所属する専門家が続くという構図が見える。 

 おそらくこうした様相が、現代のまちづくりをとりまく現状なのであろう。それは私自身、

各地のまちづくりにかかわっているなかで持つ実感と一致している。 

 こうした背景を持った多くの論文を通読して、まず持つ印象は、おそらく誰でも同じだと思

うが、それぞれの論者が抱く対象地域（地元といったほうが適切かもしれないが）に対する強

い愛着である。それが様々な仕掛けや工夫を生み、新しい形での地域の関わりを生み出してい

る。学会の論文集に散見される単なる事例調査報告ではない、熱を感じさせてくれる。 

 しかし同時に、課題も見えてくる。 

 それはまず第一に、ここで紹介されているような工夫や努力、得られた知恵や確立されつつ

ある手法が構造化されていないことである。それぞれの現場で共通な想いを持ちながらも、そ

れぞれ個別に試行錯誤を続け、新しい実績が個別に生み出され、それらを見通せる共通のプラ

ットフォームが未整備なのである。 

 第二に、こうした現場を持つ人々、それをここでいうところのコミュニティ・アーキテクト

もしくはコミュニティ・プランナーというとすると、そうした方々を組織化する努力が求めら

れているという点である。 

 本特別研究委員会が目指すこともこの二点にあるのだろう。その意味で、事態はようやく、

個別事象の蓄積からその構造化・組織化へという第二段階に至ったといえるのではないだろう

か。 

 

２．いくつかの論文について考えたこと 

 コミュニティ・アーキテクトに関しては、ボトムアップとトップダウン双方向のまとめ役と

してのコミュニティ・アーキテクト像の模索（武田実代子）、集合住宅団地再生に際しての重層

的設計（江川直樹）、社会性の回復（青木仁）、ファンクラブとしての役割（永吉守）、「風の人」

 
45



ではなく「土の人」として（森川稔）、自己変革を求められるものとして（黒崎晋司）、内外の

カタリストによる動態的かかわり（藤島祥枝）、など、それぞれの実践の現場での感懐が伝わっ

てくる論考が多かった。 

 これに対してサステイナブルエリアデザインに関しては、伝統的空間の継承のための課題整

理（鈴木俊治）、開発から持続へ向かう計画パラダイム転換のあらわれ（青木仁）、その持続性

を空き家活用に見いだしたもの（亀山芳香）、動態的界隈保全として（山下馨）、地元企業コミ

ュニティの関与（高田剛司）、産官学民 NPO らによる地域づくりコンソーシアム（古川隆）、「人

の力」に帰結するもの（宮定章）、小規模エリアマネジメントの可能性（下田祥裕・原拓也）、

サステイナブルアートとしてのゆっくりとした持続発展（椎原晶子）、小規模分散自立生活圏の

多重的ネットワーク（小林郁雄）など、計画論そのもののあり方を問う射程の長い論考が多か

ったように感じた。 

 これまでの各地でのやや個別的な努力を人（コミュニティ・アーキテクト）と方法論（サス

テイナブルエリアデザイン）に関して命名し、定義を煮詰めていく中で、思想の深化とまちづ

くり活動の相対化が進んでいくのだという実感を深くした。 

 これはひとつの始まりなのである。 
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講評：SAD と CA の関係をどのように設定するか 

－CA 像 ６軸、18 タイプの抽出－ 

 

宇杉和夫（特別研究委員会委員長） 

 

 「サスティナブルエリアデザイン」と「コミュニティアーキテクト」について、諸氏の体験

に基づいた展望をうかがう主旨であるが、 初に SAD と CA の関係についての問題があり、それ

についての感想を申し上げたい。 

「SAD デザイナー」が「CA」であるかどうかである。 

SAD ＞ CA 

SAD ＝ CA 

SAD ＜ CA 

 このうち、今回の応募報告事例は、 

SAD ＜ CA 

の関係になってくると想定していた。つまり、CA については SAD の主旨に関係なく、様々な可

能性を論じることができる。まちづくり開発を主とする CA 像からは、それにあった SAD 像を導

くことができる。多様な CA の可能性は SAD と関係なく広げることもできる。 

 この問題では、予想に反して、SAD が重視されているのか、CA の範囲に、積極的に都市開発

まで含める人があまり見られなかったといえよう。(そう考える人は応募しなかったと考えるこ

とができる。) 

また、次に、サスティナブルエリアデザインには、コミュニティアーキテクトが欠かせない

か、という問題もある。また SAD の中の一部が CA の領域にあたるという位置づけもある。 

SAD ＞ CA 

 これもまだ、今回の応募報告事例からもみえるように、コミュニティアーキテクトの実態は

まだ明確でないので、このようなスタンスとなる場合もある。 

 ここで、サスティナブルエリアデザインと「エリア・環境マネジメント」「エリアデザイン」

との関係はどうかという問題も関連的になる。 

ここで本特別研究の応募からみれば、課題を整理すると、 

・CA を「都市開発プランナー」そのものと考えている人は少ない 

・また、単純に「地域で設計活動をしている建築家」と考えている人は少ない 

ということが合意できたことになる。 

しかし、地域で都市の計画活動をしている建築設計計画関係の人は CA 像の近いところにあ

りそうだと感じることができる。 

この２つの領域が重なっているかいないかの感覚が、微妙で重要な気がする。そして現在の

ところ、「設計活動を仕事にしているが、ボランティアにおいて都市関係、まちづくり関係、環

境保全関係のことに取り組んでいる」ことが重要なことになっているように考えられる。 

応募者は CA には概念と職能に疑問はあっても、応募してきた内容は SAD の中に充分入るも
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のであるという確信をもっている人が多い現状が見られた。 

そこで講評にあたり、本研究の設定では、まず SAD の設定が CA の設定の前に必要となって

いると考える。 

 また CA は SAD の目的と遂行する担い手と考えるのが基本である。 

 しかし SAD も多様である。更に、その目標と実現の関係と関係者も多様である。 

また、地域には地域の特性があるので、その環境とコミュニティの特性にあわせて、関係を

選択できる枠組みが望ましい、を基本としている。 

 

ここで 初ですので基本的な条件を指摘しておきたい。地域環境・地域景観の問題は 1960

年代後半からの経過がある。それは主に建築専門領域からの問題提起ではなく、生活者からの

提起であったことを忘れてはならない。そして今回の公募が主に建築学会会員が対象になって

いることもあって、その経過がみえるものは少ない。すなわち 1960 年代ー1980 年代が風化し

ていることである。次に、現在、サスティナビリティの社会的な合意が先にあり、建築学会が

このようなテーマを組んで、自治体関係者、建築関係者も取り組む必要を感じていることであ

る。すなわち、経過をみれば、道路や住宅や、社会に「ハコモノ」といわれるものを建設する

仕事が大幅に縮小する方向に向かって進行していることが先にある。「建築」の理念から起こっ

てきたものではないことである。しかし、いずれにしても、次世代のために「建築学」と「日

本のまちづくり」を、社会のめざす仕組みに対応するものに転換しなければ、学としても方法

としても持続できるもの、次世代に伝えられるものとは思われない。また何よりも建築学科を

卒業した、卒業する次世代の活路を切り開かねばならない。今回の応募とシンポジウムにして

も、多分、20 才代・30 才代の興味が心配である。つまり、この課題が 50 才代・60 才代のテー

マでは、展開が持続できるものとは思われない。課題を重要とは思っても、それを実現できる

将来の道をこれまでの世代が築いてくれることを彼らには信じられないのであると考えたら偏

見であろうか。彼たちが地域に持続するものとして何を選択するのかは、これまでの世代が再

生してみせる選択と意志の幅にかかっているように思う。 

このような思いをもって拝見した応募論文ではあるが、52 論文の熱意をいただき、これまで

の、量的に国民に足ることを目標にしてきた「建設する建築(学)」の蓄積が、その内容を批評・

省察して、地域生活と生活者の文化・体験を「持続する建築(学)」の下敷きになれることを信

じることができる。諸氏に謝意を捧げながらの講評となる。 

 

１．「SAD-SD」系からの報告 

先ず SAD への着目から講評作業を開始した。 

「SAD」に注目してそこに論点・報告をしぼっている案を６点選抜した。07 番手島氏報告論

文、以下「07 手島」とする。及び「36 藤島」「49 牧野」は自然・歴史的なモチーフで、「18 酒

井」「22 永吉」「23 三ツ江」は人工的な遺産を対象にしている。「20 小幡」は精神的システムを

対象としている点で特徴がある。ここの特徴とすれば、「まちファンクラブ」「建築探偵団」と

いう活動形式であろう。 
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また「サスティナブルデザイン」の事例報告が「34 杉本」「35 川岸」と 2 例あった。 

ちなみに、各報告を「報告の基盤、SAD か CA か」「報告の場所」「そのテーマ」に区分して講

評の資料とした。 

２．「文化伝承」系からの報告 

次に「文化伝承」から報告している事例として５例を選抜した。「06 田邊」街並み、「11 安

田」取水樋門、「13 亀山」民家空き家まで、地域遺産、産業遺産の活用・再生である。「42 時田」

は生活者の目の重要性を説き、「47 青木」はアーカイブス資料のまちづくりにおける重要性と

説いている。 

３．「支援」系からの報告 

ここで「支援」として先ず選抜したのは、「17 川窪」「40 高木」「45 阿部」であり、共に大学

学生の協力・教育が含まれている。「40 高木」報告は埼玉県における NPO 団体等の交流・発表

の場になっている．これに対し、「41 宮定」「50 小林」の２つは阪神・淡路大震災における復興

がテーマであるが、共に単なる物的復興ではなく、まちのコミュニケーションとネットワーク

という社会システムに重きを置いている。 

４．「エリアマネジメント」系からの報告 

他にも多いが、ここに明確にエリアマネジメントに言及した代表的な 3 点「15 東海林」「21

飯田」「44 下田」を選抜した。1 点は生態系に対応する活動、１件は広場づくりと目的は異なる

が、共に土地区画整理事業と関連してところに特徴がある。「15 東海林」はまちなかの居場所

として映画館を活用したものである。 

 

以上、１―４までが、全体的にみれば、サスティナブルエリアデザインに立脚した報告であ

るが、震災復興２例に見られるように、サスティナブルエリアデザインは必ずしも空間的問題

ではなく、人間と社会のしくみが重要と報告していることが多い結果となっている。 
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SAD 側からの報告として選抜させていただいた論文報告 ４グループ 

テーマ 報告者 場所 内容   CA 系：人と組織 

SAD 重視 →    

自然  07 手島 宮代町竹のアート 里山・竹林保全 アート実行委員会 

景観 36 藤島 嶺岡牧（加茂川市） 自然・暮し再生  地域マネージメント 

花 49 牧野 足立区、青井地域 バラのまちづくり 

青井ガーデン 

バラのまち青井をつくる

会 

修景 18 酒井 上山建築探偵団 黒塀 建築探偵団 

風景 22 永吉 大牟田、荒尾炭鉱 世間遺産  まちファンクラブ 

歴史 23 三ツ江 小樽都市文化研究

会 

啓蒙・普及 まちファンクラブ  

持続 20 小幡 江戸、日本 フィロソフィー継承・永

続性 

教育  

SD 重視 →    

環境共生 34 杉本 ウランバルトール 自然に負荷をかけない 遊牧民、近隣 

環境共生 35 川岸 アメリカ 協同・リサイクル コウハウジング 

文化伝承 →    

景観 06 田辺 葛飾区柴又 住民の夢の具現化 まちなみ協議会 

地域資源 11 安田 倉敷高梁川・水島臨

海工業地帯 

近代産業遺産、取水樋門 デザイン・サーベイ 

都市地方交

流 

13 亀山 滋賀県湖北 農家町家空き家活用 

教育 

戸民家再生ネットワーク 

滋賀県立大学 

日常 42 時田 熊谷 まちを見続ける生活者の

目 

「内の外」ネットワーク 

地域史料 47 青木 さいたま アーカイブ蓄積、システ

ム構築 

さいたまの森アーカイブ 

支援 →    

教育 17 川窪 空堀、西表島、尾道 地域デザイン解決手法 大手前大学 

交流 40 高木 埼玉県 県内グループの展示・交

流 

住まい・まちづくり交流展

提案コンペ 45 安部 府中市 まちづくり提案コンペ 府中建築文化フォーラム 

インターユニバーシティ 

復興まちづ

くり 

41 宮定 阪神・淡路大震災 繋がりづくり、御菅カル

タ 

まち・コミュニケーション

震災復興 

サスティナ

ブル社会 

50 小林 神戸市 まち住区、小規模分散自

律生活圏、コンパクトシ

ティ、連鎖多重ネットワ

ーク 

市民まちづくり支援ネッ

トワーク、 

神戸市企画局＋都市・計

画・設計研究所 

交流 51 市川 埼玉県 すまい・まちづくり交流

展、講演会・セミナー 

建築学会埼玉支所 

 

ｴﾘｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ →    

市民参加 

地域マネジ

メント 

15 東海林 

 

 

川越市 

 

 

まち中の居場所 

コミュニティシアター 

カルチャースクール 

NPO プレイグランド 

エリアマネ

ンジメント 

21 飯田 

 

稲城・南山 

 

区画整理、里山コモンズ

ECO ライフフェア 

南山の自然を守る会 

 

市民参加 

エリアマネ

ンジメント 

44 下田 鎌ヶ谷市、鎌ヶ谷市

駅 

駅前広場市民の庭、不動

産事業、イルミネーショ

ンイベント 

まちづくり懇談会(区画整

理事業地権者) 

NPO 法人 KAO の会 
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CA タイプ側からの選抜 ７グループ 

              コーディネーター 

課題解決 

 

02 武田 

 

田端、公共工事、路

地 

啓蒙講座、情報公開、ス

タディ模型 

全体・部分・詳細をまとめ

る 

マネジメン

ト・支援 

25 矢作 

 

川口市、見沼代用水

 

地域の大切なものを維持

管理 

マネジメント組織・住民 

調整、まち

づくりサロ

ン 

 

29 森川 

 

 

 

加古川市、池田池、

大津の町家 

 

 

「風の人」「土の人」 

市民活動センター開設 

 

 

ため池協議会、市民参加推

進研究会 

専門的知識を有する「土の

人」 

地域資産 30 山下 神楽坂、 界隈の動態的保全 

出来ることの実践 

粋なまちづくり倶楽部 

ファシリテ

ーター 

46 鈴木 さいたま市、高沼地

域 

高沼用水河童の森 

 

こうぬま・水と緑を楽しむ

会 

             ← 協議会 

生活景 

 

19 奥村 

 

練馬、都市計画マス

タープラン 

Nerima 景観まちづくり会

議、景観計画検討委員会

練馬地域会 

まちづくり区民懇談会 

まち文化継

承 

 

48 椎原 

 

 

谷中、地域資源 

 

 

安心居住、手作り文化・

産業、伝統木造建造物保

存 

谷中コミュニティ委員会 

谷中学校、NPO 法人たいと

う歴史都市研究会 

             ← パートナーシップ 

環境保全、

周辺まちづ

くり 

01 嶋村 品川区、浸水護岸運

河、品川区民公園 

花海道プロジェクト、ポ

ンプ場移転跡地利用、 

勝島運河倶楽部（多種倶楽

部構成員） 

勝島・浜川・鮫洲運河ルネ

ッサンス協議会 

地域協同 

 

 

 

10 市川 

 

 

 

秩父地域 

 

 

 

パートナーシップ型まち

づくり、観光ボランティ

アガイド、まちなか観光

探検隊 

ちちぶまちづくり工房 

 

 

 

地域資源 32 黒崎 小金井市、商店街 ６地蔵 大学学生コンペ方式 

パートナー

シップ 

38 古川 東北圏地域 つなぎ機能、地域づくり

計画 

地域づくりコンソーシア

ム、 

             ← まちおこし 

市民事業 

 

09 市川 

 

花巻市土澤地区 

 

商店街協同建替え事業 

合同会社土澤長屋暮らし

まちづくり会社 

 

地域固有性 12 朽木 行田市 行田らしさ、「足袋蔵」(見

世蔵)、足袋蔵まちづくり

ミュージアム 

NROぎょうだ足袋蔵ネット

ワーク(建築士等) 

地域事業 

 

26 前田 

 

 

松山市、事業支援 

 

 

坂の上の雲のまちづくり

市全体「屋根のない博物

館」 

フィールドミュージアム

サポート委員会 

 

地域活動 

 

27 前田 

 

 

松山市垣生地区 

 

 

コミュニティスペース、

托老所、心のテーブル、

ワークショップ 

縁側プロジェクト 

 

 

協働事業 

 

28 前田 

 

 

愛媛県、しまなみ地

区 

 

サイクリングツアー推進

事業 

モデルコース、サイクリ

ングマップ 

サイクルツアー推進協議

会 

 

都市農村交

流 

39 足立 

 

仙台、市民農園 

 

栽培サポート農園、体験

型農園、教育ファーム 

プチファーム 

コミュニティビジネス 
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             ← 再生働きかけ 

ナレッジ・

マネジメン

ト 

 

 

05 井原 

 

 

 

 

兵庫県東播磨、公の

空間 

 

 

 

ため池群文化的景観事業

コミュニティ創生支援モ

デル事業、コミュニテ

ィ・ビジネス起業、いな

み野ため池ミュージアム

ものづくりネットワー

ク、 

企業コミュニティ、地域

空間再生検討チーム 

 

地域環境空

間文化シス

テム継承 

33 高田 

 

 

明石市 

 

 

企業訪問、ものづくりネ

ットワーク 

 

市とコンサルタント、 

 

 

協働事業 

 

 

37 絹原 

 

 

尼崎、臨海地域 

 

 

尼崎 21 世紀の森づくり 

ガイド付きクルージング

 

NPO 法人尼崎 21 世紀の

森、尼崎 21 世紀の森づ

くり協議会 

団地再生、

ストック改

善、エリア

マネジメン

ト 

52 秋元 多摩ニュータウン、

永山地区（永山ハウ

ス）空き家賃貸住宅

オルタナティブ住宅整備

実験、多世代共生マンシ

ョン、コーポラティブ住

宅、ストック活用、コレ

クティブ、空き店舗コン

バージョン 

NPO 多摩ニュータウン・

まちづくり専門家会議、

有限責任事業組合 

             ← デザイン 

地域的再生

デザイン 

 

03 江川 

 

 

浜甲子園、若宮地

区、 

御坊市営島団地 

景観形成の原理化、設計

に重層性、原っぱ創出、

路地 

マスターアーキテクト 

 

伝統的空間

継承 

 

04 鈴木 

 

 

神楽坂 

 

 

路地界隈、環境税、デザ

イン・プレゼンテーショ

ン能力 

アーバンデザイナー 

 

 

官民協働 

 

14 鶴崎 

 

埼玉県 埼玉県建築物・街づくり

プランナー制度 

埼玉県街づくり懇話会 

 

デザインコ

ミッション 

31 熊澤 

 

 

岡山県総社市防災

公園 

ホームドクター、デザイ

ンコミッション、ワーク

ショップ 

地域デザインコミッシ

ョン 

 

まちなみ形

成 

 

43 稲葉 まちなみ、まち歩き

 

気づきルール、まちなみ

ガイドライン、キャラク

ターサーべイシート 

まちなみ形成者から選

定 

             ← 制度をこえるデザイン 

まちづくり

協議会 

 

 

08 青木 

 

 

 

従来の都市計画規

範の時代的役割の

終焉 

建築デザインにお

ける社会性 

地域デザインレビュー制

度、建築デザインにおけ

る社会性 

地域の固有性に対する

感受性・デザイン資質 

 

行政プラン

ナー、コン

サルタント

の限界 

16 中野 

 

 

 

まちづくり交付金

制度、京都、都市再

生整備計画 

 

主旨を行政の施策におい

て都合よく読み替える作

業、 低限の配慮の抜け

落ち 

住民たちの感覚を取り

入れながら計画を練り

上げる、地域に根付いて

地道に活動 

近代和風継

承 

 

24 三浦 千歳烏山本覚寺妙

壽寺、蓮池藩鍋島家

邸宅和風住宅移築、

区指定有形文化財 

建築基準法「増築」「防火

処置」、市街地建築物法木

造基準 

 

建築家に向かない職業、

様式と生産関係のギャ

ップ 
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５．「コーディネーター」系からの報告 

 先ずコーディネーター型としてここで選抜したのは 5 点である。「02 武田」「46 鈴木」は問題

解決調整を基礎能力としたのもである。「25 矢作」と「46 鈴木」は共に用水環境の報告で、「見

沼代用水」と「高沼用水」は共に井沢弥惣兵衛が一緒に開発した用排水分離方式である。「46

鈴木」は「高沼用水かっぱの森」保存活用を具体化している。「29 森川」のため池もそれに準

じている。地域に根ざした活動を「土の人」と森川は呼んでいる。また「30 山下」のように、

路地の街の界隈形成についても調整役が必要としている。 

６．「協議会型」系からの報告 

 ここには懇談会も含め２つ程選抜されたが、他にも懇談会、協議会が何らかの形で関連して

きたものはいくつかある。地域の課題は地域で懇談・協議するのが基本である。しかしまちづ

くりの内容は「19 奥村」のように景観計画・景観まちづくりの企画検討部隊が別にあることに

なる。また「48 椎原」の谷中学校、谷中コミュニティ委員会等のように多角的に関連する組織

が機能しあうことも方法である。 

７．「パートナーシッップ」系からの報告 

 ここでは「パートナーシップ」からの報告として「01 嶋村」「10 市川」「32 黒崎」「38 古川」

の 4 例を選抜した。全てまちおこしにもなっている。「01 嶋村」は身近な環境保全のグループ

が周辺まちづくり協議会と共同提案している。「10 市川」は観光まちおこし型である。「32 黒崎」

は学生パートナーシップ型コンペである。「38 古川」は「つなぎ機能」こそ地域づくりの重要

課題としている。 

８．「まちおこし」系からの報告 

 これまでの報告もほぼまちおこしの意図を持っている。ここであらためて「まちおこし」と

したのは、「09 市川」「12 朽木」「26 前田」「27 前田」「28 前田」を選んだ。「09 市川」は事業化

までのコミュニティビジネスの活性化に取り組み、「12 朽木」は建築士グループが正面にたっ

て建築知識をまちづくりに展開している。「26 前田」「27 前田」「28 前田」は地域活性化のあら

ゆる問題、可能性に取り組む CA の１つの姿を示している。 

９．「再生働きかけ」系からの報告 

「05 井原」「33 高田」「37 絹原」「52 秋元」をこのグループとした。「05 井原」は「ため池ミ

ュージアム」、「33 高田」は「ものづくりネットワーク」、「37 絹原」は「森づくり」、「52 秋元」

は「コーポラティブ住宅、コンバージョン」と、とにかく「地域再生」に必要なものに取り組

むといった、CA の姿勢である。おそらく各氏はそれぞれ、また地域の異なる要素のプロジェク

トにもご尽力されていることが容易に想像される。この多方面の知識知力とそれらを関係づけ

効果的なものの順序を決定する、また総合的に機能させるという、特殊で優れた能力が求めら

れる仕事である。 

10．「デザイン」系からの報告 

 「03 江川」「04 鈴木」「14 鶴崎」「31 熊澤」「43 稲葉」をデザイン系とした。これらは建築デ

ザインの単純なクライアントと設計者の関係に身をおいたものではない。「03 江川」は生活空

間の体験の輻輳するものをそのままデザイン化するしくみを報告している。「04 鈴木」は界隈
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のしくみというデザイン形成について報告している。「14 鶴崎」「31 熊澤」はこれらのしくみの

制度化を報告している。「43 稲葉」は「気づく」といった、浮かんで消えていくものをデザイ

ンシステムに組み立てようとしている。 

11「制度をこえるデザイン」系からの報告 

 「08 青木」「16 中野」「24 三浦」はまちをデザインする制度を対象とし、そこに内在する問

題と、それを乗り越える展望について報告している。「08 青木」は SAD と CA を「社会性」と「固

有性を感受する資質」といった対称性の共存にもとめ、「16 中野」は「国行政」に対する「地

域行政」の意図とは別の適用や、住民意識を取り入れて根付かせる複雑系システムの重要さを

報告している。「24 三浦」は「法令」と「実態」のギャップ、「様式」と「生産」との間のギャ

ップにリアリティをもたらす仕事を CA に投影している。 

 

以上の報告論文についての講評の枠組みは、今回の講評手順によったもので、客観性を主張

するものではない。読者各人の講評とその多様な文脈こそ、本委員会の乞いたいものである。

この私的１作業ではあったが、そこに通底するものも見えてくる。私の感想を含めて述べる。 

 

SAD をどう設定するか 

・ SAD とは、地域に体験的に内在し、持続する自然・環境・歴史・文化をその基礎にもつ

ものである。 

・ SAD とは、物的なものというより、むしろ人間との関係におけるシステムといえるもの

である。 

 

この 2 点は全体的合意に至っていると考えられる。 

 

・ SAD は、生活のしくみの中の持続するもののうち、次世代に継承すべきもの、あるいは

次世代が継承する可能性のあるものについての方法・デザイン論である。 

・ 次世代に継承すべきテーマのものが、現在までの公共空間計画の中では正当に対象にな

っておらず、関係する職能および市民の批評・ボランティアにおいて持続してきた。 

 

この 2 点もほぼ合意となっていると考えられる。 

 

・ SAD は地域の CA のあり方に関係して運営される地域の目標、デザイン決定のための枠組

みのようなものである。 

・ SAD は、現在のところ目標となるシステムには至らず、次世代が 22 世紀の目標となるシ

ステムを構築するためのプロセスの段階になる可変的で地域的に多様な枠組みと考え

ることができる。 

 

以上の内容は合意となるであろうか。今回のシンポジウムに問われる。つまり、新たなシステ
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ムへの転換の必要性が合意されているのに対して、全体的な枠組みが 8 月 25 日のシンポジウム

にしても今回の報告にしても全く見えていない。それほど 20 世紀の計画の負の遺産は大きいと

考えるのか。いずれにしても、20 世紀の空間供給計画と SAD は相当に距離のあるものであるこ

とが理解できる。 

 では現在の計画的枠組みにおける、SAD あるいは将来の空間目標に向かっての成果はどのよ

うな状況と考えることができるか。 

 

 ７．ここに報告していただいた 52 報告論文にみられるように、地域で努力して活動されてい

る方々及び団体は多い。 

 ８．住民・市民参加、伝建地区、地区計画、環境基本法、登録文化財、景観法、まちづくり

条例、歴史まちづくり法等の法整備も進んで、市民の理解も広まっている。 

 

このような成果があっても将来の全体的な枠組みが描けないのはなぜか。この問題を列記する。 

 

 ９．「地域」について、地域主権・地域主体、および空間計画理論における地域文化の意味・

位置がどのようなものか整理されていない。  

 10．「建築」について、地域との関係におけるその基本的法が整理されていない。「建築学」

「建築教育」も同様である。明治以来の建築学と、1970 年代に議論された建築(教育)

学と、現在における「地域建築学」の必要性についての議論が必要である。 

11．「公共空間」について、地域主体の公共空間の内容が大きく転換している時期である。

国家の公共空間から「市民の公共空間」に変化するべき時代、1970 年代に十分な転換が

できなかった。現在は更に「次世代に継承・再生すべき公共空間」の時代に入っている。 

 12．「環境」について、「地球環境」の理解・合意は進んでいるが、それと「地域環境」の課

題との関係が整理されていない。 

 13．「制度」がタテ割りで疲弊退化している。公共空間は複合的で、その複合的なものについ

ての対処方法が不充分である。また「地域公共空間」の議論は地域で複合的統合的に議

論される必要がある。 

 14．「地域コミュニティ」が変化し、「共有(コモン)」する価値が弱まっている。 

 

等がある。これらは現在始まった議論ではなく、すでに全て 1970 年代から各地域の中で萌芽も

実践も始まっている。この議論と批評がなぜ展開できずに今日に至ったは、本研究がこれまで

に持続してきた系を尊重する研究であることからして、 も重要な研究課題であることになる。

これらの中に地域環境と空間文化、地域の景観や市民参加等の実績がある。本報告論文応募を

みれば、初期の実績の風化を甚だしく感じるが、全体的な傾向からすれば、 

 

15．個別課題への住民参加から、エリア・デザインに至る市民参加の実績は増えている。40

年の成果がある。 
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16．まちづくり、環境に関する活動としての NPO も増えている。10 年の成果がある。 

17．様々な市民生活に関係する協議会があるが、まちづくり協議会の実績も増えている。 

 

これらの実績の報告が今回の主となる論文であるが、今後の展開を考えれば、次の目標構築が

必要である。 

 

 18．20 世紀の空間計画のテーマは「新しいものに変えるビジョン」であったが、21 世紀のビ

ジョンは「持続するためのビジョン」「持続するものを継承するビジョン」であり、そ

のイデアの合意を広める。その目標とするものを仮に「サスティナブル・コミュニティ・

デザイン（SCD）」とする。SAD は各地域の SCD に至る道筋論、文脈論とする。 

 19．新たな制度構築の議論のためのガイドレールとして「コミュニティアーキテクト」につ

いて議論し、地域的制度の中で実現し、その活動・運動の中で地域文脈のあらゆる空間

的再構築を図る必要がある。 

20．「コミュニティアーキテクト」を「日本のまち・持続再生システム」「地域コミュニティ

再構築再編成のデザインシステム」と考える。 

 

 

 

以下の CA タイプについて、次のように考える。 

 

・各系の中で、A 段階は現在、市民・NPO・建築家によって現在実施されている。これを制度化

する。 

・当面の CA の目標を B 段階とした。 

・日本の「まちボランティア」の歴史と経過の学習が必要である。欧米のしくみとアジアのし

くみについても研究が必要である。しかし基本的には、地域にとって 重要な公共空間のあ

り方の問題と実践はボランティアで対処すべきでない。地域の多様なコモンスペース再編成

のための制度化、職能化すべきものをモデル化し、また実践し、地域で選択できるものとす

る必要がある。 

・建築と都市の教育と社会制度の転換のための、関係機構との議論を含めた準備のためのテー

ブルが必要である。 

・「建築」と「建築学」の意味を地域生活者が判断・支援できる枠組みとなることを目標とする。 

・日本のまちづくりとその手法の発展形となるが、近代化現代化の中での「日本」と「地域」

の持続的システムを次世代に継承・再生するという側面(SAD)を確保する。 
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コミュニティアーキテクト CA の 18 タイプと６系 

０８２５の系・タイプを基準にして、１１２８の応募論文の内容を加味すれば、以下の６

系列１８タイプを提示することができる。 

                    (NPO は全てに入ってくる) 

Ⅰ．合意形成系 

A 協議会型 CA           市民参加型、調停・合意形成       

B コーディネーター型 CA      CA 参加型、調停・合意形成・提案        

C パートナーシップ形成型 CA    CA 参加型、調停・合意形成・提案・事業 

Ⅱ．まち再編系 

A 中心市街地再構築型 CA      コンサルタント・まちの旦那参加型、商店街再生   

B コミュニティビジネス型 CA    コンサルタント・CA 参加型、コミュニティ内ビジ

ネス創生 

C 都市農村共生再編成型 CA     研究者・CA 参加型、農林業と都市関係再構築   

Ⅲ．公共デザイン系 

A すきま空間提案型 CA       建築家参加型、個々プロジェクト隙間提案 

B コモンスペース提案型 CA     CA・市民参加型、地域のコモンズシステム再生        

C デザインコミッション型 CA    CA・市民参加型、コミュニティ DC 構築 

Ⅳ 景観環境系 

A 風土ゲリラ型 CA         市民・建築家・記者参加型、気がついた人が提示 

B 景観空間文化持続継承型 CA    CA・市民・研究者参加型、学術理論と生活的価値 

C 地域環境マネジメント型 CA    CA・研究者・コンサルタント参加型、総合的文脈 

Ⅴ 学習教育系 

A 学生コンペ方式 CA        学生・教育者参加型、新テーマ発掘創生 

B デザイン学習リーグ型 CA     建築家・CA 参加型、相互学習交流、提案         

C まちシステム再生創生型 CA    CA・研究者・市民参加型、日本のまち再生 

Ⅵ 情報編集系 

A まちファン・探偵型 CA      市民・建築家参加型、発見・展覧 

B アーカイブ収集活用型 CA     CA・研究者・行政者・市民参加型、計画行政運用 

C アーカイブミュージアム型 CA   CA・研究者・行政者・市民参加型、まち博物館 
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 52 編から読みとれるコミュニティアーキテクトの役割 

 

木多道宏（大阪大学 特別研究委員会幹事） 

 

今回 52 編もの論文を読ませていただき、改めてサスティナブルとは何か、コミュニティアー

キテクトとは何か、アーキテクトがエリアデザインを担うしくみとは何かについて再考する機

会をいただいた。私なりの見方も組み合わせながら再編集すると、次のような論点に整理する

ことができる。これらの論点が、シンポジウムでの議論に役立てば幸いである。 

 

◆サスティナブルとは何か 

52 編の論文に記述された持続可能性に関するコンセプトを整理すると次の通りとなる。 

①生態系の持続性：里山、農村、自然環境の再生・改善に関する取り組み 

②居住・生活の持続性：コミュニティや人のつながりの充実に関する取り組み 

③人・組織・活動の持続性：担い手やその組織の継続、人材の育成 

④空間文化の持続性：景観、場所の継承と、それにまつわる記憶の掘り起こしと継承 

 

ここで、①～④は並列ではなく、④空間文化の持続性は他の①～③のすべてに内包されるも

のである。なぜなら、①生態系や②居住・生活の持続とは、人々による生態や生活環境へのた

ゆまぬ働きかけの行為であり、ここで生じる環境の認識のしかたや記憶こそが空間文化である

と定義し得る。また、③人・組織・活動の持続で本質的に も重要なのは、次世代や後進の担

い手に対する生活環境構築やデザインの相違工夫・考え方の受け継ぎであり、まさに空間文化

の伝承と言える。地域や組織の後進に伝えることができるかどうかである。この考え方の中に

も空間文化が存在し、人や世代を超えて継承され、改善・進化していくものと考える。 

 

◆サスティナブル・エリアデザイン（ＳＡ）の類型と、コミュニティアーキテクト（ＣＡ）の

役割 

サスティナブル・エリアデザインとは、エリアの空間文化を持続させる行為でなくてはなら

ない。その類型を試みるとまず、建築デザインの積み重ねから地域の景観をつくりあげていこ

うとするものがある。「03 江川」に代表される。地域の空間文化に対する深い理解を団地のデ

ザインに体現し、時代に対応した新しいしいコンテクストを生み出すことにも成功している。

また、「04 鈴木」は公共空間と建築との関係性のルールを守る都市デザイナーとしての役割を

期待している。「13 亀山」の古民家再生も、建築の改善・補修というデザインを通して、地域

の空間文化を継承する好例である。 

 

また、都市開発事業として地域コンテクストをデザインするものもある。「02 武田」は土地

区画整理事業の在り方を問い、「21 飯田」は、里山コモンズを持つ住宅地開発に向けて画期的
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なチャレンジをしている。「44 下田・原」は、駅前広場を囲む建築物についてデザインのルー

ルの覚書を交わし、広場空間に新しいコンテクストを生み出そうとしている。以上のふたつの

分類は、従来の建築家、都市プランナーの高度な職能が直接地域に反映される、 も‘コンサ

バティブ’な活動によるＳＡと言える。しかし、これらは 52 編の中では比較的少数であり、む

しろＳＡのかたちは多様なひろがりを見せている。 

 

私自身、地域文脈形成・計画史小委員会の立場で も感銘を受けたものは「48 椎原」、「30

山下」の論述である。これらの事例は、地域におけるデザインルールの形成や古い建築物の保

全・活用などが活動の主軸であるかもしれないが、むしろ、活動の目標を地域の総体的な生活

（空間）文化の継承に置いており、環境資源の掘り起こし、啓発、イベント、アーカイブなど

多様な活動が有機的にリンケージされている点が特筆される。「小さな動きがやがて全体を動か

す」、「ある時、総体として活動の成果が浮かび上がる」（30 山下）という言葉の通り、ソーシ

ャルキャピタルの形成が一定の段階に至ると、地域の課題解決のための組織化や活動が連鎖的

に良い‘循環’生み出すのであろう。ＣＡの体制についても、パートナーシップ型、ネットワ

ーク型へとインタラクティブに再編されていく。ＳＡのひとつの理想的なモデルであると考え

たい。 

これに関連する取り組みをあげると、「10 市川」、「23 三ツ江」、「25 矢作」などは、地域の環

境資源の再生・再構築に期待を寄せている点で本質的に同じであるが、活動の内容は環境資源

の発見と啓発、担い手のネットワークづくりなどソフトの活動に重心が置かれている。このソ

ーシャルキャピタルの‘充電’がやがて力となり、コミュニティの成熟とともに、環境資源の

保全やデザインルールの形成などに取り組みのステージが進んでいくのだと解釈されよう。 

 

また、「05 井原」による農村や「36 藤島」による自然環境の文化景観再生は、耕作地や山を

維持管理するための暮らしとコミュニティの再構築でもあり、活動の内容は生活（空間）文化

と環境資産の解読、啓発、新旧住民の環境像の共有のサポートなど、ソフト面の活動展開の重

要性が一段と増している。 

 

ここで、「04 鈴木」は、「日本では、地権者調整、法制度の困難・複雑さが主因となって、ハ

ード（基盤施設、建築等）についてのルールづくりが相当難しいため、本来それをすべき都市

デザイナー等の活動がソフトに向かっている」とやや批判的に受け止めている。これをどう考

えればよいのか。冒頭に述べた も‘コンサバティブ’なＣＡのかたちは、今後も継続し、発

展させていかなければならない。一方、従来の日本の都市・集落形成のかたちは、建築や敷地

どうしのミクロな相隣関係を大切にすることで、地域全体の秩序や住環境の質を維持・発展さ

せることであった。谷中のようなコミュニティの重層やソーシャルキャピタルの蓄積がもたら

す‘（制度にたよらない）自己形成的’なＳＡのかたちは、現代なりの日本の地域形成のモデル

であると解釈したい。 
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◆コミュニティアーキテクトの再定義 

以上の考察をもとに、ＣＡを再定義してみる。 

ＣＡとは、建築デザインにかかわる建築家のみを指すのではなく、人・組織系、空間・施設、

出来事・記憶の関係性を理解し結びつけながら、コミュニティとその生活環境を再構築する人

材である。建築デザインや都市デザインによって空間文化を継承・発展させる立場もまた、こ

の定義に包含される。そして、コミュニティが‘自己形成的’に自らの個性や魅力を継承・発

展させるよう導いていくことこそが、 も大切な役割ではないかと考えたい。 

 

◆コミュニティアーキテクトの制度化は本当に必要か 

「44 下田・原」による「景観維持費」の取り組みや、「10 市川」によるファンドの構想は秀

逸であるが、多くの事例では、担い手や組織の「経済基盤」が安定せず、行政からの断続的な

助成金やボランタリーな活動に頼らなければならないという状況を改めて認識した。一方、こ

れらの担い手の活躍により、明らかにコミュニティは充実され、環境や景観の価値は継承・育

成されているのであり、制度化へ向けた検討を始めるのに余りある実績が全国各地に展開され

ている。 

ここで注意すべき点として、制度化が担い手の自由な発想や立場を固定化することがあって

はならないと考える。地域を深く理解し、愛着を持っているからこそ、地域に相応しいテーマ

設定や方策に思い至り、自ら発意したアイデアを実行していくことに強いモチベーションがあ

ると思われる。完全な制度化と、自由な活動、両者の中庸に目指すべきかたちがあると考えら

れる。「19 奥村」ら練馬地域会による都市計画審議会への継続的な参画は、既存の行政システ

ムを活用するという観点から重要な示唆を与えている。 

 

◆外と内の人の関係について 

「29 森川」が「風の人」と「土の人」という概念を用いて両者の関係性や、「土の人」の重

要性について貴重な論考を書いている。一方、「36 藤島」は「外部カタリスト」と「内部カタ

リスト」という概念を用いて、両者の有機的な関係の重要性や、両者のコンフリクトがコミュ

ニティの再構築をもたらすのだと論述している。両者の‘闘争’の先にあるものこそ重要だと

いう考えは他の論文にも見られた。 

「41 宮定」は新しい自治会との関係についてその苦労を紹介している。ＣＡとは、コミュニ

ティに‘自己形成的’なしくみを導くことが役割であるとすれば、まさに協議会やまち・コミ

の成果の反映であるとも言える。「49 牧野」は短期間で地域にバラづくりを定着させるという

成果を導いたが、コンサルタント業務での参画のため、今後の活動へのかかわりが保障されて

いない。「風の人」の引き際とは何か、考えさせられる事例でもある 

また、もう一点、闘争や議論の経験が、地域やＣＡの組織の中にどのように継承されるかも

大変重要である。今回の論文に類似例はなかったが、兵庫県芦屋市の景観アドバイザー会議で

は、当該地域に特段の知見のある専門家による建築デザインの議論がされ、内容が公開・蓄積

されるしくみができている。学校区や街区などの小さなスケールでも環境像の共有をはかるこ
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とが可能であり、ＳＡのしくみの一つのモデルとして注目される。 
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５２編の「重い」思いの詰まっている応募提案報告書を手にして 

 

 

樋口 和男 （埼玉県公営企業管理者 特別研究委員会委員） 

      

１．応募提案報告書を手にして 

講評は表題にあるとおり、このような皆さんの多様な努力を知らされたうえでは、結果とし

て、講評というよりも提案論文の梗概・見出し・ガイドみたいになってしまった。お許しをい

ただきたい。 

なお当然ながら、ここで取りあげる応募報告書は優劣には関係ないことをお断りしておく。 

 ここに集まった応募提案報告書は、学会の論文梗概集にときどきみかけるような単なるデザ

インサーベイや調査事例の報告ではない。また、注意深く言葉を選び論考した硬い論文ではな

かった。 

それだけに、具体の地域の実情と関係者の努力が読み取れ、現場体験から得られる具体の風

景や、そこで生活している住民とともに辛抱強く活動している情熱を持った筆者の姿がうかが

える。 

しかし、その姿からは、コミユニテイ・アーキテクト（ＣＡ）と称号して賛辞を送るだけで

は、継承する空間を守り育てていくための活動環境は用意できていないことに気づく。先ずは、

この方々の地位は確保されるのか。報酬はどうするか。それは、今日までの、まちづくりコン

サルタントや建築士の社会的地位から見ても、それよりも心許ない。 

 

そこで「ＣＡ」の資質・制度を論じているものをみた。＜論４＞は伝統空間継承の担い手と

して育成する必要性と、業務内容、受益者と負担者を明らかにすることをもとめている。＜論

５＞は担い手にリタイヤした学識経験者等をあてて、コミュニテイビジネスとして成立させる

ことを提案している。＜論２９＞は、ＣＡを先行する「近江環人」であり、優れた論考である。

「土の人・風の人」（自らの地域に根を張っている人・外の知識等をもたらす人）を説明し、コ

ミユニテイ・アーキテクトが「土の人」として活躍できる制度の確立を望んでいる。＜論３２

＞はＣＡの土地への愛着など、資質を述べている。＜論３８＞はＣＡの職能や社会的役割の基

盤をなす地域づくりコンソーシアムの提案をしている。 

「ＣＡ」の資質・制度の確立は、技術士、建築士等の職能の趨勢にも関連し、重要である。 

 

 次に、特定の地域や場所を指摘せずに「理念」を扱ったものに＜論８＞をとりあげる。これ

は、この特別研究をすすめるうえで、サステナブル・エリア・デザイン（ＳＡＤ）とＣＡの用

語の中にある背景や都市づくりの反省、及びＳＡＤ・ＣＤの定義、理念を確認する上で重要で

ある。なお、地方公共団体に身をおいて住宅建設計画や都市開発を担当してきた私にとっては、

思いあたる節があり、反省をもって拝読させていただいた。 

 もうひとつは、「谷根千」等に続く東京の典型的下町の具体的「場所」で起こった問題を取り
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上げた＜論２＞をあげたい。上記の＜論８＞と併置すれば、本研究の理念の構築には重要で参

考になる。長引く区画整理事業等が与えた街並への影響を扱ったものであるが、他にも、進ま

ない区画整理の問題を扱い、よく整理されている＜論２１＞がある。これには、ビジネスモデ

ルとしてのエリアマネジメント等が紹介し、基盤整備とともに持続的な街づくりを推進する仕

組みであるエリアマネジメントの取り組み課題を考察している。 

 

２．埼玉地域を扱った提案報告書について 

私は長く埼玉に住み、埼玉で働いている。従って埼玉の各地域に愛着がある。直ちに、埼玉

に関する提案報告書を取り出して、予備知識と土地感を頼りに読ませていただいた。 

 

 ＜論７＞は、宮代町で「竹のアート」作りを通して、里山の豊かさを遊び楽しみながら竹林

を保全していく取り組みを紹介している。 

 宮代町には象設計集団が設計した有名な公共建築や、木造の町庁舎があり、また、都市型農

業の盛んなところである。この町にはコミュニテイ活動を動かせる専門家や町職員がいるとこ

ろである。 

 

＜論１０＞は、秩父盆地に位置する歴史のある秩父市で「地域協働」の街づくりを目指し、

実践されている「ちちぶまちづくり工房」の立ち上げから今日までの活動を紹介している。 

街並みの持続を、まち歩きによる観光資源を使い、商業の活性化をファンドで支えようとす

る発想がある。 

 

＜論１２＞は、埼玉県名発祥地でさきたま古墳がある行田市で、近代遺産の足袋蔵の再利用

を中心にまちの再生に取り組む「ぎょうだ足袋蔵ネットワーク」の活動である。５０年以上経

た建築物のマップをつくるなど、市民が町へ愛着を持ってもらうきっかけを作っている。この

ような、点在する資産をもとに、コニュニテイデザインエリアとして面に広げる努力が大切で

あることを教えてくれる。 

 

＜論１４＞は「埼玉県街づくり懇話会」が発足し、２０の回を重ねている。行政と民間の実

務家が話し合い、連携する意義を述べている。その実務家の中には、建築・建設・不動産関連

団体があげられている。建築士会、建築家協会、建築事務所協会、建設業協会、等々、関連団

体の連携や協働活動状況を伺ってみたい。ボランテア的活動を継続していく困難さが伝わって

くる。 

 

＜論１５＞は、まちの文化拠点として「川越スカラ座」の継続を願い、コミュニテイシアタ

ーとして再生させた。この運営を担うＮＰＯの、コミュニテイアーキテクト（ＣＡ）の役割に

ついて考察している。この論では、「ＣＡ」は、オールマイテイのマネージメント能力が要求さ

れているが、それに適応される職能があるのか心配である。 
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 ＜論２５＞は、川口市に残る赤山陣屋址を拠点とした伊奈氏による新田開発に関わる地域づ

くりの史実を元に、江戸時代から現在に引き継がれる広がりをもった地域空間を概観し、地域

固有の空間形成、まちづくりの仕組み・手法とそに担い手について提案している。地域の固有

空間は確固たる特別な空間として存在するものではなく、地域づくりを伝える魅力ある痕跡を

発見し、地域の人々の手によって継続的に根気よく守り育てていく活動の中から形成されてく

る空間であると筆者は考えている。 

ところで、この伊奈氏と関係する地域には、川口から約４０キロメートル北の行田市から南

北流れる見沼代用水沿線地がある。サステナブルエリアは、一般的には狭いエリアを想定する

が、この地域のように広がりをもって設定し理解すべきところもある。エリアの設定には知性

と注意がいる。このような広大な地域をサステナブルエリアとして考えてみる意味は、大いに

ありそうである。 

 

＜論４０＞と＜論５１＞は建築学会の埼玉支所が開催している「埼玉すまいまちづくり交流

展」等の活動を紹介し、参加団体の活動やシンポジューム等の成果から本特別委員会の研究テ

ーマとの関連を探っている。平成１８年に支所が主催したシンポジュームには、「ＳＡＤ」「Ｃ

Ｄ」の提案がなされていた。交流展には多様な職域の人々が参加しており、地域を支える人が

見えてくる。 

 

＜論４２＞は地域生活の持続論。首都圏に住む多くの人は、居住地域と都心を往復する。そ

して徐々に居住地域に住みこむ。筆者は建築家であり熊谷市に住み働く建築会社の経営者でも

ある。活動拠点を東京から移し、熊谷を原域とする地域生活者の資格を取得し、地域に生き続

ける意義と意味を獲得したのだろう。 

そのためには、生活者として地域を見つづけ、地縁技術を正しく評価し活用し、伝承する努

力をするなど日常的な行為をおろそかにしないよう意識を持続してきたのだ。「理念」として受

け止めたい。 

 

 ＜論４６＞の筆者は「こうぬま・水と緑を楽しむ会」をとおして、さいたま市（元与野市）

を流れる高沼川（鴻沼川ともいう）の環境に関っているが、そのなかでの経験あろう。行政と

住民の間の深くて暗い溝を指摘し、その間を埋め、総合的判断ができ、調整力と実行力のある、

都市計画制度など都市的感覚を持った建築家の果たす役割に期待している。私ももとは行政側

にいたので、つらいが、その論には、いささか賛成できる。しかし一般の建築家への期待では

重すぎないか。 

 

＜論４７＞サステナブルエリアデザインとまちづくりアーカイブは、きわめて重要な提案で

ある。 

設立された「さいたまの森アーカイブ」の活動をとおして、アーカイブの構築は、これから
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のまちづくりにとって都市と地域の原風景、あるいは都市の原型を再確認する上で重要であり、

その構築はコミュニテイアーキテクトが中心的役割を担うべきであると考察している。 
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実践事例を通しての建築家の役割の考察 実践事例を通しての建築家の役割の考察 

 勝島運河倶楽部での活動について  勝島運河倶楽部での活動について 

嶋村泰輝（一級建築士事務所 アトリエBau） 嶋村泰輝（一級建築士事務所 アトリエBau） 

  

１．はじめに １．はじめに 

勝島運河倶楽部は、平成17 年12 月より品川区の

勝島運河周辺を中心フィールドとして活動している

団体である。活動は「遊ぶ」「学ぶ」「育てる」「語

る」をテーマに、東京湾の水辺の環境保全と周辺ま

ちづくりに関わるボランティア活動を行っており、

構成員は地元商店街、水辺漁業等関係者、地域住民

や議員それからデザイナーなど水辺環境に関心のあ

る様々な方々が参加している。ここでは、この活動

における建築家の役割について実例をあげて考察す

る。 

勝島運河倶楽部は、平成17 年12 月より品川区の

勝島運河周辺を中心フィールドとして活動している

団体である。活動は「遊ぶ」「学ぶ」「育てる」「語

る」をテーマに、東京湾の水辺の環境保全と周辺ま

ちづくりに関わるボランティア活動を行っており、

構成員は地元商店街、水辺漁業等関係者、地域住民

や議員それからデザイナーなど水辺環境に関心のあ

る様々な方々が参加している。ここでは、この活動

における建築家の役割について実例をあげて考察す

る。 

図-1：勝島運河の位置 1：勝島運河の位置 

  

２．活動地域 ２．活動地域 

勝島運河は東京都品川区の京浜急行鮫洲駅および

立会川駅より歩いて5 分のところに位置する親水護

岸の運河である。護岸は、約７年前より「花海道プ

ロジェクト」により、春は菜の花、秋はコスモスが

一面に咲く場所となっている。 

勝島運河は東京都品川区の京浜急行鮫洲駅および

立会川駅より歩いて5 分のところに位置する親水護

岸の運河である。護岸は、約７年前より「花海道プ

ロジェクト」により、春は菜の花、秋はコスモスが

一面に咲く場所となっている。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

３．発足と主な活動 ３．発足と主な活動 

勝島運河の「花海道プロジェクト」には、様々な 勝島運河の「花海道プロジェクト」には、様々な 

主体が関わり様々な思いが存在した。「水辺として

の都会の運河を利用したまちづくりがおこないた

い」という地元商店街の意向、「水質浄化対策等の

環境問題を考えたまちづくりを行いたい」という周

辺住民、さらに、菜の花やコスモスを育て、人の手

が入って景観上美しくなったが、ここに生息してい

たジャコウアゲハなどの昆虫の生息が脅かされ、ト

ータルにとらえた環境保全を行いたいという各主体

の思いが混在している状況であった。 

主体が関わり様々な思いが存在した。「水辺として

の都会の運河を利用したまちづくりがおこないた

い」という地元商店街の意向、「水質浄化対策等の

環境問題を考えたまちづくりを行いたい」という周

辺住民、さらに、菜の花やコスモスを育て、人の手

が入って景観上美しくなったが、ここに生息してい

たジャコウアゲハなどの昆虫の生息が脅かされ、ト

ータルにとらえた環境保全を行いたいという各主体

の思いが混在している状況であった。 

そこでこれらの思いを実現させるため、 そこでこれらの思いを実現させるため、 

①  遊ぶ⇒水辺で遊ぶ、作って遊ぶ ①  遊ぶ⇒水辺で遊ぶ、作って遊ぶ 

②  学ぶ⇒子どもと一緒に環境について学ぶ ②  学ぶ⇒子どもと一緒に環境について学ぶ 

③  育てる⇒環境や景観の育成保護。人材の育成。 ③  育てる⇒環境や景観の育成保護。人材の育成。 

④  語る⇒水辺を利用したまちづくり、環境形成に ④  語る⇒水辺を利用したまちづくり、環境形成に 

ついて語る ついて語る 

をスローガンとしたボランティア団体「勝島運河

倶楽部」が発足した。 

をスローガンとしたボランティア団体「勝島運河

倶楽部」が発足した。 

主な活動内容としては 主な活動内容としては 

① イベント等にあわせてカヌーやE ボートなどを

水辺に出し、水から眺める風景を様々な人に味わっ

てもらう。（図－２） 

① イベント等にあわせてカヌーやE ボートなどを

水辺に出し、水から眺める風景を様々な人に味わっ

てもらう。（図－２） 

② 東京都港湾局の運河ルネサンス協議会に登録参

加し、シンポジウムや交流会を催す③ 勝島運河の護

岸に自然保護区域を設け、その管理と運営を行う。 

② 東京都港湾局の運河ルネサンス協議会に登録参

加し、シンポジウムや交流会を催す③ 勝島運河の護

岸に自然保護区域を設け、その管理と運営を行う。 

（図－３） （図－３） 

③勝島運河の護岸に自然保護区域を設け、その管理

と運営を行う。（図－３） 

③勝島運河の護岸に自然保護区域を設け、その管理

と運営を行う。（図－３） 

④ ルネサンス協議会の事務局として様々な団体や

住民意見を整理し、シンポジウム等を通して、品川

区や東京都に対して住民の考えや提案を行ってゆく。

を実施している。 

④ ルネサンス協議会の事務局として様々な団体や

住民意見を整理し、シンポジウム等を通して、品川

区や東京都に対して住民の考えや提案を行ってゆく。

を実施している。 

ここでは、④の住民提案を中心に行ってきた活動

事例を紹介する。 

ここでは、④の住民提案を中心に行ってきた活動

事例を紹介する。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  図-２：勝島運河での活動 
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４．提案書の作成 

勝島運河に流れ込んでいる立会川は、過去幾度と

なく氾濫し、下水も流れている影響から、その水質

浄化が、運河そのものの環境改善につながると考え

られている。そのため、立会川河口にあるポンプ場

の移転と処理施設の建設が現在進められており、移

転後の施設跡地利用については、住民にとっても関

心事項となっていた。 

一方、立会川の河口付近は旧東海道が通り、歴史

的には、土佐藩下屋敷の砲台が設置された場所で、

その砲台の台座石が最近発見された。また、近くに

は大井競馬場や区民公園など、環境、レジャー等の

近接都市観光としての資源がいろいろと眠っている

土地でもある。 

すなわち、「土地の歴史的資源の利用」「水辺の

環境保全利用」「公園を含めた運河全体の回遊動線

確保」「大井競馬場と立会川商店街の連結」がこの

場所に必要という想いは、以前より共通の考えであ

り、倶楽部の会合を繰り返すなかで言葉として断片

的に現れるようになった。そこで、目標となるよう

なまちづくりの絵を倶楽部として作成したらどうか

ということで、図-５に示す提案書（勝島運河マスタ

ープラン」を作成した。 

提案内容は以下の通りである。 

・砲台跡を観光資源として認識させる「まちのへ

そ」の提案 

・ 公園̶運河の回遊動線としての橋の設置 

・ 立会川商店街への延伸動線の確保 

・ 浜川ポンプ場跡地の環境保全型公園の提案 

・ 水辺利用拠点としての整備 

この提案書を作成によって、近隣商店街や近隣住

民および行政へ、地域の向かうべき目標を提示した。

さらにこの成果を踏まえ、提案書の内容を反映させ

た南側区民公園（しながわ区民公園）の環境整備提

案を策定（図-６「しながわ区民公園改造計画（案）」

した。そして、この提案は、2009 年の「勝島・浜川・

鮫洲運河ルネサンス協議会」において、住民提案と

して品川区や東京都に提示された。 

 

５．コミュニティアーキテクトの意義と課題 

近年においてはNPO 法人等に関わる建築家が、

様々な提案や活動を行っている。勝島運河倶楽部の

場合も、それと同様、目標となるまちの到達点を一

枚の提案書にまとめ関係各所へプレゼンテーション

した。 

 しかしながら、今回の提案は、倶楽部の完全ボラ

ンティア（手弁当）で行なわれている。また、これ

は住民からの提案で、必ずしも行政の意向を反映し

ているものではない。そこに、選定や費用、あるい

は考えの遊離等の課題点があると感じている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図-３：勝島運河での環境活
 

しかし、このように、地域に暮らす人々の言葉や

伝達したい想いを捉え、一つの形として未来の姿を

描くことは、建築家の職能を活かした社会貢献のひ

とつではないかと考える。 

勝島運河倶楽部は、地域資源を共有し次世代に継

承する活動であるが、その社会的位置づけと継続性

の担保が大きな課題である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図-４：勝島運河の現状 
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図－５：勝島運河のマスタープラン（勝島運河倶楽部作成） 
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図-６：しながわ区民公園改造計画（案）（勝島運河倶楽部作成） 
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生き続けていく命ある全体とコミュニティアーキテクト 

地域の過去と未来をつなぐ、公共工事と地域のまちづくりの為に 

武田実代子 （環境構造センター＋環境建築研究室 微笑み空間工房） 

 

・はじめに 

間違いなく地域の変革となる公共工事により一斉さ

れて、知らない町とならないために、公共工事を活か

して地域のまちづくりと景観形成のために、建築が出

来ることとは何か。土地区画整理事業・都市計画道路

事業を総合的に長期的により良い全体（「The Nature 

of Order」でC. Alexander が意味する）へと導く為に、

公共工事の範囲と民間工事の範囲に加えて、それらを

つなぎ、また拡幅道路により分断される町をつなぎ、

過去と未来をつなぐには、どうするべきか。既存の個々

の関係性を弱めるのではなく、より強く豊かな相関性

を持って、個々が各々より良く強化されて、地域全体

に貢献できるようにするためにはどうすべきか。又は、

密集市街地改善、インフラ整備後の治癒として補完す

る意味でも、建築は何をすることが出来るのだろうか。

東京都北区田端2 丁目周辺地域の変化を例に取り上げ

て考えたい。 

 

１．背景 

まず、昭和 21 年の戦災復興計画から、平成 16 年 3 

月に都の「第三次事業化計画」優先整備路線として平

成 16 年から 27 年に実施される内、広域的課題を資

する路線として環状 4号線（荒川区西日暮里 4 丁目）

と補助 184 号線（北区中里 3 丁目）をつなぐ、見直

し候補区間付きの補助 92 号線が、当該田端二丁目周

辺を通り抜けることが発端であった。注１）その道路

計画線は、谷中から続く江戸 古の七福神福禄寿のあ

る東覚寺山門前脇の「赤札仁王尊」の一つを真二つに

していた。平成 10 年北区指定の有形民俗文化財の石

造金剛力士立像は、身体の悪い人が疾患のある部分に

赤い紙を貼って祈願すれば、病気が回復すると信じら

仏分離から別当寺の東覚寺境内に移され、戦災にも耐

えたがその火で脆くなっていた。都内で現存する比較

的古い時代の石造の仁王像として広く知られている。

注２） 

 

写真-1 東覚寺前 赤札仁王尊 

 

加えて、田端地区(7.5ha)は、都の既成市街地再整備

土地区画整理事業、密集市街地におけるまちづくりが、

JR 山手線の田端駅から南西へ約 500ｍの地域におい

て、防災性の向上と住環境の改善を目指して、進めら

れている

れ、全身に赤紙が貼られていることからの通称である。

現在も祈願する人が絶えず普遍的価値を感じさせるも

のである。寛永 18 年（1641 年）東覚寺に宗海という

僧侶が願主となり江戸市中に流行していた疫病を鎮め

るために造立されたと伝えられる。その両側に草鞋掛

けがあり、祈願して病気の回復したとする人々によっ

て供えられたものであった。寺の隣、田端村の鎮守で

ある八幡神社の前に江戸末期まであり、明治維新の神

地区である。 

域

図-1 都市計画道路補助92 号と田端二丁目周辺既 

 

２．地域住民の声からの課題と現状の問題 

（１）地域住民の声からの課題 

当該公共工事と地域のまちづくりについての「中

間・事後アンケート」（継続中）から、ここでは直接の

公共工事利害関係者は取り上げていないが、長年地
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で暮らし見守っている住民の声から、いくつかの課題

が見えて来ている。 

第一に、実際、どのように変化するのか解からなか

ったので、より地域の人々にとって解かり易い説明が

あったら、意志の疎通も進み速く進んだのではないの

か。公共工事の話を聞いてからこれまでの 50 年間は、

長過ぎたとの声であった。 

第二に、車の排気ガスの問題が、地球環境問題も加

わり社会意識も変化し技術的改良が進み、以前よりも

論点に 、

ことから、戦災に耐えたが移動すると崩れる危険の

も建替わ

も含めて他との有機

的

ではなく、帝政的都市計画の進

め

ということである。土地

区

（

るところとなっていた。その拡幅工事と、更に、都市

 号線（幅員 20 メートル）が真っ直ぐに、

田

のつながりや、自然地形に沿って歩き

易

年 供も安心安全に歩ける路地すらも、区画整

理により各街区内で消滅し、車が通れる道路のみとな

っ り、真に個々の建物に

と

公共投資活用の

果が、更なる大きな犠牲を生じさせることと成る。

みではなく、

建

ならなくなったが 一方で、補修技術が高まっ

た

あった赤札仁王尊の移動が実現化され、お堂

り、古いからこその価値や、細部

関係性から長年の位置に在ってこその意味、尊厳が

蔑ろにされることに対する反発が伺えた。進む技術で

出来ることと、それでも、守られるべき価値があると

いうことである。その文化財が国のか地域社会のかと

いうレベルを問う問題

方、既存を無視して真っ直ぐにすることが真に経済

的なのか、この 50 年間という時間が疑問を呈してい

る。 

第三に、実際、４割近くも店舗が激減し、まちを壊

したという感を抱かれている

画整理事業のあった駅前商店通り沿いで、建物入り

口・階段・車庫・駐車場・道路が続く街並みで、店舗

ウインドウは消えた。地方行政の指導が、各課裁量で

判断し実際の全体を見ない縦割りである結果ではなか

ろうか。 

第四に、地球環境問題や、都市のヒートアイランド

現象と今日的課題から、都市計画道路や土地区画整理

事業の在り方、道路構造そのものを検討すべきという

声があった。 

総じて、一斉する再開発ではなく、地域の歴史的遺

産や路地という良いシステムは残して、密集して緊急

車両が入れない地域の改善としての修復が求められて

いた。 

 

２）公共工事起因の問題 

①路地が消えて地域の生活や人間関係が変る田端駅

前通り（補助 25 号幅員 15 メートル）に赤札通りが

繋がるのであるが、幅員 6 メートル以上はあり、生活

道路としては安全と考えられるが、本駒込に向かう先

の方は見通しが悪く、車はスピードを落とす必要のあ

計画道路 92

端駅前商店通りを貫く事業決定された計画である。3

ｍ近い歩道が確保されるとしても、車両交通は増える

ことが明らかである。その結果、八幡神社への参道と

考えられる路地

い路地で構成される、谷中から続く江戸 古の七福

神地域の一体感が分断され破壊されている。また、建

物の間にあって人の目や手が行き届いていた路地、お

寄りも子

た。各敷地では角地でない限

って災害避難時の備えとしての、二方向避難ルート

の確保は不可能となった。以前は、表に前面道路があ

り裏には路地があり、実際の二方向避難ルートが確保

できていたが、路地は無くなった。更に、ビルからの

避難階段から続く避難ルートとして考えられていたピ

ロティが、耐震のために不可欠な構造基準見直しから

難しく事業計画にも影響している。 

 

②空回りする実際のまちづくり支援体制 

まちづくり協議会や地区計画制度が在っても詳細が

解かる専門家が入るずっと以前に終了し、同一区画内

で公共事業年度も異なった。公開空地と民間からの空

きスペースを加えれば、避難路にもなる路地、民地内

細街路確保の可能性もあったが、同一区画内で異なる

公共工事事業年度で関係者が（補償契約後専門家参加

という）同じレベルで話し合い策定する素地がなく、

安全上のみではなく、業務側とサービス・地域生活側

の分離と景観上の良い条件を整える可能性が軽視され

ていた。担当地方行政官が説明しても一般住民にとっ

ては解かり難く、実際の敷地で比較できるシュミレー

ションが必要でも、それをこなすエネルギーは、まち

づくり推進役の地方行政側にも利害関係者や業者側に

も住民側にもない。こうして、都市計画、事業の進め

方、建築と各々のギャップが、莫大な

結

事業が長期化することにより経済的側面の

築関係法規、消防や安全条例や建築計画まで配慮し

ない都市計画と現実のギャップが拡大し、従前の街が

壊されているという感はぬぐえない。一気に、マンシ

ョンのための街区、車両通行のために、地域の一体感

は破壊され、長く地域構造の中心である寺社が相対的

に小さく感じられ、地域が更新されることにより、歴

史的な地域の宝が大切に尊重されるような方向とは逆 
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写真-2 区画整理事業後の駅前商店街通りの片側 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行していると住民は感じ取っている。 

更に、地域のアイデンティティを壊しているという

声もあった。行政区画を超えて、在り続けた七福神め

ぐりの地域、谷中・根津・千駄木と続くというアイデ

ンティティのある街の危機である。更新された地区の

各敷地にとっては大き過ぎる道路、そのアンバランス

街並みに影響し、又はマンション入口・階段・ガレ

ジ・道路・自動販売機の繰り返しで散歩する気にな

ず足早になり商店街も成り立たなくなり、長年愛さ

てきた店でも仕舞いとなった。密集は否定するも、

た車両交通には適していなかったが、地形斜面の上

下、自然地形に沿った江戸からの段階的スケール構

、店子と大家、寺と門前、神社と氏子といった関係

ら構成されてきた基本的骨格が単に崩され、スケー

の断絶から地域の一体感が破壊され、荒廃が明らか

なる

ト 

とされて

る。事業決定という市民社会の確固たる政治的意志

し遂げら

れ

全

となる尊い平和を守る

た

 

が

ー

ら

れ

ま

と

成

か

ル

に 前に修復することが必要とされる。 

 

３． 課題解決とコミュニティアーキテク

まず、長年、地域の人達は実際どのように変化する

のか解からなかったという事実から、公共事業を民主

的に進めるには、コミュニケーションが大切で、その

為、正しく知識を得て考える為の啓蒙（まちづくり）

講座、情報公開、予め事前と事後の変化が解かる実質

的地域でのスタディ模型や絵を地域センター（地区事

務所）に常設して、積極的に意見交換をできるような

素地をつくり、実際に地域を巻き込んだ「地域のまち

づくり」としても公共工事を進める為に、こうしたソ

フト面へ事業予算をまわすことが、解決の糸口である。 

そして、その５０年間に経済的、技術的変化、情報

社会化、少子高齢化とも絡む個人事業主の後継者問題

や、都市気候問題、地球環境問題が加わり、そのソフ

ト面には多方面から時間経過にともなう変化に対応し、

法改正など絡み合う複雑な課題の検討が必要

い

決定を尊重し、しかも民主的に進めてこそ成

る今日の公共事業である。多方面の関係者や専門家

の連携を調整することが出来て、変化する状況の中で

健全なコミュニティを形成し維持する意志を軸とした

動的平衡感覚が求められる。 

更に、都市計画（行政とコンサルタント）からトッ

プダウンの一方通行ではなく、地域の人々と直接的に

係わる建築計画からのボトムアップとの両方向で健全

な全体が形成される。街区内路地と消防法や構造と関

係する各敷地内建築計画の問題が一例であり、それは

景観へも反映する。故に、都市計画事業策定時から、

体・部分・詳細をまとめるコミュニティー・アーキ

テトの参加が求められ、実際の地域生活が成り立ち、

そこから生まれる美しい街並み、景観形成を促してい

くのに、特有の基本的骨格を尊重する感受性と忍耐力

を持って中立・独立の立場で、地域を地域行政と支援

していけるその体制づくりが公共工事絡みの地域のま

ちづくりに求められている。 

後に、歴史的変遷の中、基本的骨格が崩された地

域で、正の社会資産となる公共投資の為に、地域の有

機的基本的骨格の蘇生を促すことが求められている時

代であり、そうしたことが可能

め、公共事業の価値は損なわれないのではなかろう

か。先人の尽力を生かし続けることで、そうした地域

のまち自体の命（「The Nature of Order」でC. Alexander 

が意味する）が続いていくことができる。そこにコミ

ュニティアーキテクトが求められている。 

 

参考文献 

１）C. Alexander : THE NATURE OF ORDER BOOK1-4 

注 

注１）「区部における都市計画道路の整備方針」H16 年 

3 月、東京都・特別区 

注2）「北区の歴史と文化財」東京都北区2004 年_ 
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三つの地域的再生デザイン 

浜甲子園・芦屋若宮・御坊（事例・報告） 

江川直樹（関西大学、現代計画研究所） 

 

１．工学と景観－持続的な地域再生への指標－ 

 科学・機械技術の発展、産業構造の変化、生活様

式の変化等に起因して進行した生活景観の乱れとい

う課題の解決のために、社会資本形成工学の研究者、

実践者にとって、良好な生活景観形成原理の追求は

欠かせない。景観というのは見える環境のこと、生

活景観の乱れとは、暮らしの環境の不調和である。

社会資本の再整備を含む地域の再生の問題は、環境

の調和を取り戻すことにほかならず、見える暮らし

の環境、つまり美しい生活景観形成の視点が地域再

生に際しての一定の指標になり得るのではないか。

そして、美しい生活景観形成の原理化のための視点

とは、ローカルな視点、ミクロな視点ではないか。 

 

２．景観形成上の新しい視点 

「地域環境の変化を観察すると、人間の手になるも

のが以外と大きい。人間が変える環境変化が望まし

い方向に進まなければ、環境の不調和がどんどん進

んでいくのではないか。」（1） 不調和をもたらす環

境の変化は、人間の手になるもの、つまり、社会基

盤工学、いわゆる建設産業のもたらす影響が大きい。

環境共生も、環境の調和を扱う問題であり、環境の

共生も、「人間と人間」「人間と技術」「人間と自然」

との共生が期待されている（注 1）が、もう少し、ロ

ーカルな視点、ミクロな視点が必要なのではないか。

すなわち、それぞれの場所に着目して小さく解く視

点（2）が必要ではないのか。 「おもむきの欠落現

象で一番わかりやすいのは、地域開発がもたらす「地

域空間の文脈の変化」である。例えばこれまでの低

層市街地の中に高層マンションが建つとか、田園風

景の中にリゾートマンションが建つことによって、

それまでの空間的な文脈が変化してしまう。・・・視

点を変えると、造る技術の進歩や工業化による材料

の変化がもたらしている現象もある。・・・特に土木

や建築の事業においては、画一的な工法、構法、形

式、材料が、地域を問わず用いられがちである。・・・

新しく造られるもの自体、あるいはそれとすでに存

在する周囲の環境とのあり方が重要なのである。」（1） 

「昔の景観の形やその模倣をすることではない。ま

して冷ややかな幾何図形を描くような無駄のないモ

ダニストの好むフォルムでもない。それは、できる

限りもとの文脈を大切にしながら、今日ある日常の

複雑さを辛抱強く織り込めるようなフォルムであ

る。」（3） 

現在、さまざまな社会基盤、社会資本が修復再整

備、即ち再生の時期を迎えている。これらの再生に

際しての目標は、第一に美しい景観の形成、再整備

でなくてはいけない。そして、美しい景観形成の原

理化が必須である。 

 

３．集住環境再生のための重層的設計システム 

集住環境の再生には、特に、複数の建築群で構成

される大規模な集合住宅団地の再生の場合等には、

マチをつくる視点が極めて重要だ。そういった視点

で、デザインを進めていくシステムを考えることが、

重要なのである。マチをつくるには、一気に、一人

で設計するのではなく、時間を重ねながら、あるい

は、大勢の協働でパッチワーク・コラージュのよう

に「デザインの差異」を積み重ねていく視点が重要

だ。そのためには、従来のようなマスタープランで

はなく、もっと柔軟な骨格形成の視点、グランドプ

ランの発想が要る。そのうえで、何期にも分けて、

住民とも議論を交わし、同意を得ながら、あるいは

議論の中から発見しながら、段階的に設計を進める

という発想も効果的だ。期毎に担当者を変えるとか、

マスターアーキテクト＆ブロックアーキテクトとか、

ともかく、設計に重層性を持ち込むという視点が重

要である。 

 

４．浜甲子園さくら街（建て替え１期）（4） 

キーワード： 中層住棟と塔状高層住棟の混在、沿道型集合住宅

配置、住宅市街地景観を形成するペントハウス型分節デザイン、

２ウェィアクセス型専用庭付き１階住戸（沿道からの直接アクセ

スが可能）、既存の環境財産を生かした“原っぱ”／マスターアー

キテクト方式／タウンスケープをつくる団地再生 

 

（旧・日本住宅公団）浜甲子園団地は、阪神電鉄

鳴尾駅と甲子園駅の南に位置する敷地面積 31 万㎡、
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150 棟、4,613 戸の住宅に約 1万人が暮らす関西でも

有数の大規模団地で、昭和 37 年から 39 年にかけて

建設され、都市部への急速な人口移動に伴う住宅不

足解消に大きく貢献したとされる。 

浜甲子園さくら街は、この浜甲子園団地の第１期

建て替えで、ヒューマンで人間性の高い生活環境、

親密な生活環境の実現を目的とし、住宅とマチの親

密な関係、親しげな関係、安心安全感のある関係性

の具現化を図るべく、マスターアーキテクト方式に

よって、住宅市街地の町並みを形成する集合住宅団

地の実現を目指した。 

他と隔絶される巨大な団地形状を見直し、一般市

街地のような街区に分割し、用途も混在することが

目標とされ、2005 年 10 月 29 日に第Ⅰ期（その 1－

658 戸）の戻り入居が開始され、2007 年春に第Ⅰ期

（その２－219 戸）が着工している。 

ここでは、浜甲子園の街にふさわしい、大きすぎ

ないボリュームの実現を目指し、高層棟を細い搭状

のものとして中層棟と混在させ、浜甲子園の気持ち

の良い、広い青空が感じられるように提案した。（親

空性） さらに、市街地からの道が団地で分断され

ていたものを新しく再編し、鳴尾川（新しく河岸プ

ロムナードとして再整備される予定）まで延びる公

共の道として整備し、その道に沿って建築が建ちな

らぶ沿道型、街区型の配置とし、団地から住宅市街

地への転換を目指した。沿道型の中層住宅は、ペン

トハウスを持ちながら４層程度で建ちならぶイメー

ジに工夫している。 

街区内部は、昔から地区にあった桜などの樹木を

残し、いわゆる市場主義のマンションではなかなか

実現できない「原っぱ」の風景を創出した。さらに、

アプローチ空間のまわりは、できるだけ小さなスケ

ールの低層建築物を設け、ヒューマンスケールの界

隈性の実現に努めた。街区道路沿いはもちろん、街

区内部の中庭に面するところも含めて、すべての１

階住戸に外部から出入りできる専用庭を設け、沿道

や街区のアプローチ空間、中庭界隈を歩く人々にと

って、生活感が表出された安心安全で気持ちの良い

ヒューマンな風景が実現している。沿道は、将来は

住戸だけに留まらず、街に開いた様々な用途に展開

できるように考えている。ここでは、建物を道路か

らセットバックさせ、そのあいだを緑化するという

一般的な考え方ではなく、むしろ、道路沿いに低層 

の壁面を設けても良いから、むしろ、そういったコ

ートハウス的な手法を採用して、道路からアクセス

できる専用庭を１階住戸に設けることとし、住宅と

道路との密接な関係性を築こうとした。結果は、生

活感や人気（ひとけ）が好ましい形態で表出し、と

もすれば空虚になる集合住宅の足元をヒューマンな

ものにするのに成功している。セットバックし、緑

を植えるだけの公共性の向上ではなく、むしろ低層

の住宅を近づけるという発想によって、より、安心

安全な住宅地環境を作り出しているのである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 1－4：空と親しむ、道に親しい、浜風が気持ちよい 
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５．若宮地区震災復興住環境整備（5） 

キーワード： 修復的再生、戸建と公営住宅の混在、分節分棟分

散配置、通り抜け路地／住民参加、まちづくり協議会／新しいが

懐かしいまちなみ、人間サイズのまちの再生 

 

若宮地区は、芦屋市のほぼ中央に位置しており、

人口は、261 世帯、約 550 人、約 2.3ha の小さなエリ

アだが、震災前から密集市街地で、阪神・淡路大震

災により、甚大な被害を受けた。芦屋市は、いち早

く若宮地区を復興事業地区に位置づけ、再生案を住

民に提示した。地震から４ヵ月後の５月に市が提示

した案は、震災で壊れたすべての家を撤去し、地区

のすべてを集合住宅にしてしまうという案。さらに

２ヶ月後の７月の案は、地区にある４つの街区のう

ち、２つの街区を集合住宅の街区に、1つをタウンハ

ウス（庭付きの集合住宅）に、もう 1 つの街区を独

立住宅の街区に再生しようというものだった。これ

では、自分達が今まで暮らしてきた街の再生にはな

らないと、住民は「まちづくり協議会」を設立し、

専門家の支援を得て、自分たちが納得できる案をつ

くり、芦屋市の賛同を得て、行政・まちづくり協議

会・専門家の協働によって具体の計画を推進するこ

とになった。もともとの街は、密集市街地で、安全

上も環境上も問題があったが、「路地」などもあり、

雰囲気の良い部分もあった。新しく再生する街は、

もともとの街の問題点を解決しながら、その雰囲気

の良さをさらに高めていこうという提案である。つ

まり、自力復興する独立住宅の間に、小規模な公営

集合住宅を分散して配置し、独立住宅と小さな集合

住宅が混在する街に再生しようという提案で、建築

の中に、「路地」のような雰囲気の良い小さなフット

パスを挟み込み、街の公共的な空間、つまり道路や

広場と連続させようという案である。新しくつくる

街には、制度上、狭い幅員の道路はできないが、こ

うすることによって、「路地」のような気持ちの良い

狭い通路ができる。こうすれば、建築の中に「すき

間」をつくることになって、街の中を気持ちの良い

風が吹き抜けていく。また、「すき間」からは、地区

の北方にある六甲山を見ることができる。六甲山を

見るということは、昔からこの地区に住んでいる住

民にとっては、大切なことであり、そういった地域

性をなくしてはいけない。地区の中に分散して配置

される小規模な集合住宅も、できるだけ、地区内の

独立住宅と馴染むように、ボリュームのスケールを

小さくした。色や、素材も、小さなスケールに分割

し、すき間の「路地」や「開放的な階段」には、木

陰を作り出す樹木を植えている。駐車場や広場も、

できるだけ緑で仕上げ、昔あった「原っぱ」のよう

な仕上げにした。街の中には、自分達で花を植え、

育てることが出来るようなスペースを沢山ちりばめ

て、いつも人気（ひとけ＝人のいる気配）が感じら

れるようにした。その結果、安心感のある「まちな

み」が実現している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1：公営住宅が分散配置された若宮地区 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 5－7 集合住宅が町に溶け込む若宮地区 

 

６．御坊市営島団地の再生（１－５期）（6） 

キーワード： 分節・分棟、南廊下型立体街路、増殖増築型、立

体集落＝立体集住街区、積層接地型／住民参加、ワークショップ・

ハウジング／生活と風景のリノベーション 

 和歌山県御坊市、島団地は、日高川沿いにある総

戸数 226 戸の市内ではもっとも大規模の団地で、2
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階建ての木造住宅群に囲まれた環境の中で、4階建て

のいわゆる羊羹型のＲＣ造の集合住宅が荒廃してい

た。1990 年に実態調査を委託された平山洋介（神戸

大学）は、この環境を良好なものに再生するために

は、建築的な建て替えだけではなく、周辺のまちな

みと連続しながら、周辺も含めた環境を良くすると

共に、住民の生活意欲の回復、再生が重要であると

指摘し、団地の問題に専念する「現地立地行政」の

組織設置が必要なこと、そこに住民参加を積極的に

巻き込む「アクション・ユニット」を構築すべきこ

とを提案、1992 年 4 月に「島団地対策室」が現地立

地の課クラスの行政組織として発足した。 

1993 年に参加した我々の提案は、周辺地域との融合

性を意図したボリューム計画、住棟の分節化、地域

性に配慮した景観計画、コミュニティ形成に配慮し

た閉じつつ開く囲み型配置、共用空間の豊富化、ワ

ークショップ方式の導入等、島団地の問題を解決し

ながら、地域の環境形成を図るというものである。 

 既存の島団地は、かなりの高密度（289 戸/ha）で、

それゆえ差別のシンボル化とされてきたわけでもあ

る。そこで、100 戸／ha 程度の低密度とすることと

して、住棟は２～４階、囲み型配置とし、形態的に

はまちに閉じつつ開き、地域の環境的構造となる広

場空間を内在する形態を提案した。住宅は二戸一の

単位に分節してあいだに路地をとり、勾配屋根の小

さな単位が丘状に寄り集まった、周辺住宅になじむ

スケールの立体的なマス構成で、住戸も水周りを除

いてフリーなプラン構成の可能な形状として提案し

た。我々の建築的提案は、すきまやあいまいな領域

をできるだけ多く創り出し、それを環境の骨格とし

て、住民の生活が表出する立体的な環境が形成され

ることを狙ったものである。分節された住棟間や廊

下、バルコニーはすべて不整形として、異なる場所

を創出させ、さらに良好な下町的環境を立体的に実

現した、いわば”立体集落”を創り出すために、南

廊下タイプの立体路地を設けている。立体路地は曲

がりくねった道のように連続し、回遊していく。 

  住民とのワークショップは、模型を前にして仮想

空間を体験し、議論を重ね、将来の生活を思い描き

ながら、場所と生活にあった独自の住戸プラン、南

廊下型立体路地への緊張、対話、同意などに発展し

ていった。平山は、ワークショップは矛盾、対立、

反発を引き起こし、人々の求める相反する両義性、

両面性、二重性を”可視化”させ、しかし、それら

は対決的な関係ではなく、説明不能の中間領域の空

間を形成させることに効果的で、それゆえに意味が 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2：島団地配置 

 

 

 

 

 

 

写真 8－12：立体路地のある島団地 

 

あると、理論化している。 

 従来の平等・標準の観点からは想像しにくいこの

建て替えプロジェクトであるが、予想されたように、

生き生きとした生活の表出が親しみのある新しい都

市景観を形成している。 
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伝統的空間を継承するデザインの課題と実現方策 

サステイナブルエリアデザインとコミュニティアーキテクトについての一考察 

鈴木俊治（有限会社ハーツ環境デザイン代表、早稲田大学芸術学校／東京大学講師） 

 

１．はじめに ３．実現方策 

 サステイナブルエリアデザインの定義として、「地

域の環境・空間・文化システムを継承するデザイン」 

とするのは良いが、建築、都市計画の分野で議論す

るにはより詳細な定義と焦点の明確化が必要である。

ここでは「伝統的空間を継承するデザイン」、すなわ

ち過去から未来に至るまで持続的に継承されるべき、

伝統的な空間構成を有する都市や建築のデザインに

ついて、課題と実現方策を論じる。 

 ①法的規制誘導 

 

 

 

 

 

 

 

 写真-1 東京・神楽坂の伝統的路地界隈 

２．伝統的空間を継承するデザインが困難な理由  

①容積率と経済性 伝統的空間が継承されている欧米の都市空間では、

様々な法的規制誘導が実施されている。伝統的建築

や空間の保全に関する法規や、拘束力のある都市マ

スタープラン（ドイツＢプランなど）、きめ細かなゾ

ーニングや形態規制（アメリカの諸都市）等がある。 

伝統的な都市空間はせいぜい２～３階建てであり、

多くの場合法定容積率を下回る。地価が高く投資意

欲がある地域では、多くの地権者やディベロッパー

は容積率 高限度まで建築して短期的な経済性を追

求しようとするため、地権者の合意形成が難しい。

総じて地価が高すぎるとともに、土地所有権が非常

に強いことが問題である。 

②法律や法的計画の見直し 

一方で、法律の柔軟な運用や見直しも随時行われ

ている。日本では高度成長期以前に決定された都市

計画道路等がそのままの形で未着手であったり、「ま

ち壊し」しながら実施されている場合もある。都市

計画に年限規定を設けることは日本でも議論されて

いるが実現には至っていない。土地権利の限定化な

ども検討が必要である。 

②都市計画のステイクホルダーが地権者等限定 

近年都市計画への市民参加が拡大しつつあるが、

都市計画の決定においては地権者等が重視され、実

際にまちを継承しながら使う人たちと一致していな

い場合がある。 

③都市計画制度運用の硬直化と既得権化 ③経済インセンティブ 

都市計画は長期的視野に立って決めるべきもので

あるが、時代に合わないことが明白でもその変更は

容易ではない。また変更があり得るはずの都市計画

が既得権化され、ダウンゾーニングなどは現状では

困難である。 

保全や継承に対する各種補助金、税の減免、開発

権移転(TDR）などが、きめ細かく、かつ複合的に実

施されている。 

日本では法的規制誘導、経済インセンティブの両

方とも不十分で、経済原理に任せてあまりに野放し

状態である。このことに対し、行政（国家、自治体

とも）が責任を負っていない。 

④道路接道条件等の法規的問題 

伝統的空間では道路が狭く、接道条件から、従前

の形態を維持した建て替えができないことも多い。

また伝統的建築は現在の建築や消防などの法規に合

致しないものが多く、更新や、別用途での利用がし

にくい。 

国の法律か、権限委譲して自治体条例で規制する

かが必要である。さらに、プラスして経済インセン

ティブも、地域の特徴を活かし自治体が決められる

よう、権限と財源の移譲が必要である。 

つまり、経済的問題と法律的問題の両方が、サステ

イナブルエリアデザインの障壁になっている。 

 

４．担い手の問題 

 ①コミュニティアーキテクトとは何か 

4　－　1

79



地域に個性的なデザインを施す「コミュニティア

ーキテクト」は有意義と思われるが、まだ概念の段

階である。主に敷地内を扱う建築家か、公共空間を

扱う都市デザイナーか（未成熟）、それとも文化など

ソフトの担い手か。 

写真-2 変質しつつある神楽坂の路地界隈

日本では、地権者調整、法制度の困難・複雑さが

主因となって、ハード（基盤施設、建築等）につい

てのルールづくりが相当に難しいため、本来それを

すべき都市デザイナー等の活動がソフトに向かって

いる。欧米諸国はそうではなく、都市デザイナー等

の職能や社会的地位が確立されているか、比較的高

い。英国のインスペクターや公認プランナーが代表

例である。アメリカには AICP（米国都市計画協会 

による認定プランナー）制度がある。 

 ②アーバンデザイナーの役割が重要 

コミュニティアーキテクトとしては、公共空間と

建築との間のルールを決めるアーバンデザイナーが

重要と考えられる。地区計画など法定計画は現時点

では限界があり、それを補足するデザインガイドラ

イン等と、その運営方式確立が必要である。 

 ③誰がコミュニティアーキテクトとなるか 

プロとして職能を持ったコミュニティアーキテク

ト（アーバンデザイナー）を確立し、社会として育

成する必要がある。コミュニティアーキテクトの業

務内容、受益者と負担者を明らかにする必要がある。 

担い手としてまず地方自治体、大学が考えられる。

税によって運営し地域の将来を築く立場と、研究教

育の立場から、地域の伝統的空間の継承に携わるこ

とになる。民間デザイナーが活躍するためには、ク

ライアント、受益者、報酬の関係整理と明示が必要

である。民間デザイナーが行政の仕事としてデザイ

ンガイドライン作成等に携わることがあるが、民間

デザイナーの社会的立場、責任や成果が明らかにさ

れる必要がある。 

現在及び将来の不特定多数の市民のために行われ

るコミュニティアーキテクトの仕事に対しては、持

続可能な社会をつくるという意味で環境税などと同

様、税の投入が適切と考える。 

ＮＰＯや市民の役割については、ＮＰＯは日本で

はボランティア的な立場というのが社会的にほぼ定

着してしまった。彼らの参加は重要であり推進すべ

きだが、コミュニティアーキテクトを職能を有する

プロと考えた場合、ボランティア市民では責任の取

り方が難しい。ＮＰＯ等も民間デザイナーと同様プ

ロとしての立場を取ることになろう。その意味でコ

ミュニティアーキテクトは、市民らの自主的活動と

は異なる。 

そこに求められる職能としては、まずその空間特

性を活かしたデザイン能力、次に説得力、プレゼン

テーション能力である。市民参加まちづくりにおい

ては、専門家は良いデザイン（専門家の独善ではな

く、伝統的空間の特質を継承し、皆に使われるもの）

を提示し、合意形成を図ることが重要である。合意

形成には人格的なことが重要だが、職能の議論では

専門的能力の明確化が必要である。現在その点が混

乱しており、プロがプロとしての職能を発揮してい

ない、立場が不明瞭という問題がある。 

なお独仏などでは、都市計画やまちづくりが日常

的に政治マターとして市民や議員の間で議論され、

選挙の際の論点になっていると聞く。市民参加によ

る地域デザインを実現する上で、そのような政治的

運動が、今後は日本でもより重要になってこよう。 

 

５．終わりに 

2009 年 9 月、イコモス世界委員長に神楽坂をご案

内した。路地界隈の保全継承について何の開発規制

や保護政策もないなかで、これだけ伝統的空間が残

っているのは驚きであり、イコモスとしても何らか

応援をしたいとのことであった。神楽坂をはじめ、

日本の都市にはまだ多くの資産が残っている。しか

し今手を打たないと、世界中どこの近代都市にでも

ある薄っぺらな街になってしまうのではないか。 
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農村地域の空間形成検討の実例と地域空間再生に向けた担い手の職能に関する 

実務者としての立場からの提言 

井原 友建（特定非営利活動法人地域再生研究センター、株式会社ウエスコ） 

 

１．はじめに  

 筆者は現在、建設コンサルタント技術者として都

市や農村に関する各種計画・構想策定に携わる傍ら、

まちづくりＮＰＯの研究員としてコミュニティレベ

ルのまちづくり、むらづくりに対する技術支援を行

っている。ここでは、筆者が関わった兵庫県におけ

る農村地域の空間形成方策検討事業の実例を紹介し、

その実務の中から得られた実務者の職能の必要性と、

実務者の限界を整理しつつ、この限界を打破する可

能性が期待される新たな試みについて紹介するとと

もに、我が国における地域空間形成とその担い手の

今後について提案するものである。 

 

流溝・小河川 

上流のため池や分水所 

ため池群 

田畑 

集落 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 -1 ため池群と景観構成要素による農村空間の繋がり 1) 

 

 (2)西播磨地域「新たな公による地域空間再生」事業 

２．兵庫県での地域空間形成に関する実例 本事業は、国土交通省「新たな公」によるコミュ

ニティ創生支援モデル事業の選定を受け、地域の新

たな担い手を育成し、新たな仕組みのもとで地域空

間再生を進める取り組みである。本事業の対象地域

は、周囲に多くの農地が見られ、古くからの農村風

景も残す地域にあって、その中心部的な地区であり、

区画整理で整備された都市基盤を背景に、地域内外

から様々な事業者が出店し、沿道型商業集積が進み

つつある。そして、この都市化の影響を受け、耕作

放棄地の増加や農地の減少が進み、ふるさとの風景

が失われつつある。 

(1)東播磨地域「ため池群を中心とする文化的景観の

あり方検討」事業 

本事業は、景観法制定等を受けて制度化された「重

要文化的景観」の選定に向けた地域空間、文化的景

観の保存及びその活用方策の検討事業である。本事

業の対象地域では、古くから干ばつとの厳しい戦い

を強いられる中で、先人たちが、ため池や水路を築

造し農耕社会を営んできた。 

このような地域にあって、明治期の疏水事業と連

動して大小無数のため池が築かれ、その結果として、

この地域の「ため池が多い」という特徴的な景観に

至った。また、これら多くのため池は、それぞれが

独立した存在ではなく、相互に補完し、用水を何度

も利用するための樹枝状の連鎖的な水利形態を形成

しており、これが独特の景観となっている。 

このような状況の中で、地域に出店する事業者が

中心となって、地域空間の再生と持続的な発展に貢

献するという理念のもと、地域住民等との協働によ

り、農地を活用した地産地消や地域の環境づくりを

進め、耕作放棄地増加の抑制によるふるさとの風景

の維持・保全や、地域の環境と経済の融合による自

立した持続性のある環境づくりの仕組みの構築を目

標に取り組んでいる。現在は、耕作放棄地を活用し

たコミュニティ・ビジネス起業により農村空間再生

及び、その事業資金確保をめざした検討を進めてい

るところである。 

近年、都市的土地利用が進みつつあるが、多くの

ため池とそれらを繋ぐ水路を中心に、田畑、点在す

る農村集落（景観構成要素）が、歴史的な背景の中

で、依然として生活空間として繋がりのある一体的

な農村文化的景観を醸し出している。そして、この

直接的な受益者である農家だけでなく、非農家も含

めた地域全体で保存し、活用するという試みが本事

業の目的である。現在は、「いなみ野ため池ミュージ

アム」事業に引き継がれ実践されている。 

また将来的には、区画整理地内への都市住民の移

住の促進等にも発展させ、新たな地域空間再生の担

い手確保に繋げることも検討している。 
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３．地域空間形成における実務者の必要性と限界 

(1)最前線での経験から培われる実務者のノウハウ

とその必要性 

筆者を含め実務者の多くは、全国各地の現場（集

落コミュニティ）に通い、専門家として日々住民と

向き合い、地域にとって最適な空間形成のあり方と、

その事業検討を積み重ねている。多い時は年間 50 日

以上にも及ぶ。そして、この多種多様な経験の中か

ら合意形成手法、持続可能なまちづくりへと導く能

力、ノウハウを『職能』として培ってきている。 

この職能は、簡単にはルーチン化できない。研究

機関では、この暗黙知的な『職能』を、ナレッジ・

マネジメントとして、パターン化、形式知化し、担

い手育成に役立てようとする試みがあると聞いてい

る。しかし、臨機応変な対応が求められる現場では、

例えパターン化、マニュアル化できたとしても、そ

れをどう組み合わせ、時々刻々と変化する地域、住

民との間で、どう実践するかが問われる。これは個々

の能力（人柄や人格をも含めて）に大きく委ねられ

る。その意味では、公共事業削減が叫ばれる今日に

あっても、この実務者の『職能』は決して無くなる

ことはないと確信している。 

 

(2)実務者としての理想と公共事業との狭間で生ま

れる限界 

先の２つの空間形成検討事例にも見られるように、

我々実務者は、多くが公共事業としての限られた時

間と事業費の中で、地域空間形成の最適な提案を求

められる。しかし、このような短時間と低予算では

十分な調査や空間分析・評価、そして具体的な方策

の提案には限界があることも事実である。実務者と

しては消化不良、心残りがあることもしばしば。 

この実務者としての限界を打破するものとして期

待される試みが、今年度より兵庫県でスタートした。 

 

４．兵庫県「地域空間再生検討チーム」の試み 

本年 6月より始動するこの試みは、「地域空間の再

生」という一つの大きな方向性、県下の課題に対し

て、新たに、地域の自立につながる地域空間の再生

に包括的に取り組むチームを立ち上げたものである。

このチームは、農山漁村地域における各種事業の展

開と並行して、実際の取り組みの中から新しい制度

や仕組みを検討していくことを目的としており、学

識経験者、研究機関だけでなく、筆者をはじめコン

サルタント、ＮＰＯ等の実務者も含めた多彩な分野

の専門家で構成されている。 

筆者が、期待する取り組みとしたのは、先に述べ

た実務者の限界に対して、大学等の教育・研究機関

が参画することで、研究室・学生のマンパワーを最

大限活用し、精緻な調査・分析、検討が可能になる

とともに、持続性も担保される可能性が高いと考え

るところによる。その意味で、理論と実践を両輪と

する先駆的な取り組みとして期待している。 

 

５．地域空間形成のあり方とその担い手の職能 

筆者は、実務者として多くの地域に関わる中で、

空間を形成する、継承するためには、地域・住民の

中に『共通の価値観』を導き出すことが最も重要で

あると実感している。そして、我が国の土地への考

え方に代表される「私権」に対するある種の制約を

地域が自ら発動する機運を高めることが重要である。

これには、『公の空間』としての認識、ある意味、地

域への誇りを再認識させることでもある。 

“当たり前”の空間を再認識し、継承する（させ

る）難しさは、実務者でなければなかなか実感でき

ない。可能であれば、この難しさを実感する実務者

が、地域それぞれに存在することが望ましい。その

意味では、今後、地域空間形成に関わる新たな担い

手として、①コンサルタントや行政職員のリタイヤ

組、②ポストドクター等の人材、③教育を受け、一

定の知識を持った人材（地域公共人材等）が期待さ

れる。 

このようにリソースの確保は可能と思われるが、

そこでさらに必要となるのは、これら人材が動いて

いくための仕組み、すなわちビジネスとして成立さ

せることである。兵庫県大の中瀬教授は近年、この

打開策の一つとして丹波の森研究所のような“地域

シンクタンク”の設立を強く提言されている。 

これらの諸問題が少しでも解消されれば、近年の

中心市街地空洞化や先の事例の農村空間の都市化、

限界集落問題等の空間喪失の危機は軽減されるので

はないだろうか。 

 
参考文献 

1) 文化的景観「稲美のため池群」保存活用計画，稲美町,2006.3 
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事例報告  葛飾柴又帝釈天参道周辺の景観まちづくり 

 

田邊寛子（まちひとこと総合計画室） 

 

 柴又神明会を母体とした NPO 法人柴又まちなみ協議

会は、柴又独自の新しい観光・地域活性化をめざし、

平成 16 年から民間主導の景観まちづくり活動とまち

なみ整備を行っている。 

 

 

 

 その活動をコミュニティアーキテクトとして支援し

ている著者が報告することをもって、自身が考える「サ

スティナブルエリアデザインとコミュニティアーキテ

クト」の仕組み・手法とその担い手の職能の提案とす

る。 

 

 

 

 

 本プロジェクトで必要とされたコミュニティアーキ

テクトとしての職能は、住民の夢を具現化する「絵」

を書き、具現化する手立てづくりを支援すること。複

数の事業主体(協議会・区・都)と複数の施主(各店舗・

帝釈天)や利用者、生活の場としての利害関係者である

住民も含めた、合意形成等であった。 

 

 

 

 

 

 また、景観まちづくりの要である帝釈天題経寺は葛

飾区・東京都による建物の価値評価がされておらず、

地域全体としての景観まちづくりの中長期的な方向性

が定まっていない。さらに参道沿道の木造の店舗は、

徐々に建て替えが進んでおり、現時点で維持が困難で

あるとの理由から、撤去や建替などを検討している店

舗が数軒ある。 

 

 

 

 

 

 

 その課題を解決する糸口として、著者は、今年度グ

ッドデザイン賞に応募した。  

 理由は、賞の取得することで、住民組織である協議

会の方々の誇りと自信につながり、更なる景観まちづ

くりの推進力になると考えた。 

 

 

 形だけではなくプロセスを含んだデザインの評価が

され、柴又のまちなみの注目度、知名度が向上するこ

とにより、景観まちづくりに対する周辺住民の更なる

意識が啓発されると期待した。 

 

 

 

 住民のモチベーションを保つこともコミュニティア

ーキテクトに必要な職能であると考えたからである。  
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 以上が葛飾柴又のまちなみ景観づくりの流れである。 

 その活動の一番の課題は、継続した景観まちづくり

の推進である。  

 活動の継続には人材・予算が不可欠である。また、 

「コミュニティアーキテクト」が「仕事」として職能

を発揮出来る「場づくり」も必要である。 

 

 

 現在、本プロジェクトの活動資金は、国土交通省な

どの補助金などであるが、住民達の負担は大きい。  

 「自立したコミュニティアーキテクト」の職能づく

りには、国・地方自治体のさらなる 「継続した活動」

を支援する支援制度づくりが必要であると考える。 

 

 

 しかし、「住民の身を切る」ことなくして、まちづく

りは成功しないことも著者は承知している。建築教育

を受けている若者達が、地域資源を活用し、自分たち

の街は自分たちでよくする、エリアマネジメントの重

要性と意義を感じ、「コミュニティアーキテクト」を志

したならば、行政職員・研究者・民間・住民などなど

様々な立場でその職能を発揮してもらいたいと思う。 

 

 

 

 

 

 

 そして、まちのビジョンづくりからデザインまで合

意形成しつつおこなうプロセスデザインを行ってほし

いと思う。 

 

 

 著者は地域資源を活用した住民のエリアマネジメン

トによる環境改善は持続可能な社会の実現に寄与する

と信じている。 

 

 

 若者達がそれに力を発揮出来る社会の実現を願って

いる。  
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里山を楽しみながら竹林の保全 

 

 手島 亙 （宮代町竹のアート実行委員会事務局） 

 

１． はじめに  

 埼玉県東部、関東平野のほぼ中央にある小さな町、

「宮代」は都心からほぼ１時間の位置にありながら、

田圃の広がった良好な自然環境に恵まれた町である。

この自然は、町のリーダーや町民の意思により、むし

ろ意識的に残された自然といえる。昭和４０年代に東

京のベッドタウンとして構想された都市計画を大筋で

拒み、コンパクトな市街地として、独自の理念で歩ん

できた。町のテーマは「農のあるまちづくり」あるい

は「水面に映える文化都市」という言葉で代表される。

発展を指向し、効率などを追い求める昨今、このよう

な一見消極的な理念は的外れとも取れるが、良好な自

然面擁護という意味では新鮮な気さえする。 

 この町に、「山崎」というもっとも宮代らしい地区が

ある。平坦な場所の多いこの地域では古くから雑木林

のことを「ヤマ」と呼んでいるが、このヤマの端を水

路が流れ、続いて田圃がひろがる景色は宮代に多く見

られる原風景といえる。田圃はそれほど広大ではない

が、湿地を田圃として活用するために掘られた「ほっ

つけ」という窪地の土を両側に揚げて狭いながらも田

圃とした「ほっつけ田」も点在し、独特の眺めを醸し

出している。そこに公園を造ろうという構想が１９９

８年ごろからあり、１０年余を経た今は「新しい村」

として、地元の農地活用や地元農産物の直売などで活

気ある場所となっている。 

 造成当初、地元の建築設計者数人が集まって、この

場所を多くの人に意識してもらう楽しい催し物はない

かと企画されたのが「竹のアート」である。 

 

２． 構想から実行へ 

 話の始まりは飲んだ席で、むしろ軽快な話題からだ

った。地元の田圃で竹のアートを作ってみたら、とい

う話が出てきたのは、先進地である愛知の小牧市、お

おくさ地域の例を見た一人からであった。そういえば

地元にはたくさんの竹林が点在する。人手不足で手入

れも行き届かない竹林から竹をもらうことは出来そう

な気がした。稲刈り後の田圃は、以前から子供の遊び

場だった。そこを短期間借りることも出来るかもしれ

ないという思いが膨らんできた。さて、一方の問題は、

そのような遊びを私たちがやることで、この宮代らし

い地域を皆に知ってもらうことが出来たとして、自然

を傷つけることにはならないのか、ということである。

この点は、この地域が古くから雑木林や田圃という、

人とのかかわりを常の持ち続けてきた場所であること。

放置されるよりは意識して大事に手を入れていったほ

うがよいだろうという見解に基づき、気持ちの整理を

つけスタートすることとした。 竹林の保全、里山の

意識を同時に遊びの中でやってしまおうという欲張り

な企画である。地元の方々に竹の供給や田圃の短期借

用をお願いすると、面白そうだね、といって快く了解

してくれた。地域住民の気持ちの奥行きを感じた。 

 条件もそろって1999 年（平成 19年）秋に「第1回

竹のアート展」としてスタートした。「田圃が美術館」

のサブタイトルのもと初回出品は11点。初回を飾るに

ふさわしい力作ぞろいであった。 

 

 

    写真１ 竹のアートの１作品（2005年） 

 

 

３． 竹の切り出しから作品作り 

 毎年のスケジュールは、6 月ごろの実行委員会を皮

切りに進行する。実行委員は原則として前年度参加し

た全チームから代表が集まってこれに当たる。まだ暑

さの残る 9 月中旬、材料となる竹の切り出しである。

地元の数件の竹林から、皆で使う竹を切り出す作業は、

大変な重労働である。太いものでは直径20cm、高さは

15m におよぶ孟宗竹もある。やぶ蚊との格闘の末、何

とかその年に皆が使う竹を２、３日で切り出す。保全 
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  写真２ 竹の切り出し風景 

  

を重視するため、古い竹で密生しているものを中心に

採り、枯れた竹や竹林の掃除も行うようにしている。 

 

 

 切り出す中、所有者との交流も出来て嬉しい気分に

なる。いよいよ作品作りに向かって構想が膨らむ。 

 

 

 １０月に入ると、新しい村の各地に竹の作品がぽつ

ぽつと姿を現しはじめる。自分の作品作りにも力が入

る。一人で参加するもの、２０人以上も集まって参加

するもの、参加者の年齢もいろいろだが、皆共通して

創造の心や遊びの心を持った人たちである。 

 

 

 

写真３ 竹のドーム夕景 

 
 出来上がった作品は、１０月末に毎年行われる村祭

りにあわせて展示開始。作品を巡るスタンプラリーは、

子供たちをはじめ多くの人々で賑わう。そして、最も

楽しい自作の発表会。皆それぞれの作品のスライドを

見ながら作品に込めた思いや苦労話に花が咲く。その

年の作品は、作品集として編集発行し、参加者や関係

者に配布される。 

の町民の興味を惹き、１１年目を迎える今では、秋の

恒例イベントとして意識され、深秋の里山を肌で感じ

る機会となっていると自負する。遊びのなかにも小さ

な循環サイクルがあり、ていねいに手を掛けていけば

楽しみながら同化していくことが可能である。 

 今後は、もう少しこの輪を広げて参加者の拡大をは

かり、無尽蔵とも思える竹林の保全を進めて行きたい

と考える。 

 

４． みんなでつくる楽しさ 

 第５回を記念する２００３年の作品展では、共同で

大きな作品を作ろうということで高さ１２ｍの竹のド

ームを作った。竹林から自己主張の強い２４本の巨竹

を集めて円形に建て、上部でまとめて３週間にわたり

皆で組み上げた。１１月３日にはこの中で野外夜間映

画上映を行い、観覧者を楽しませた。 

 

５． 遊びから保全へ 

 遊びとしては大掛かりな、真剣なものであるが、自

分たちが思っていた以上に周囲の反響は大きかった。

地元の竹をいただき、農閑期であるとはいえ、大事な

生産のフィールドである田圃を借用し、創造を楽しみ、

利用後の竹を竹炭にして再利用する。このことが多く 
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サスティナブルエリアデザイン（SAD）とコミュニティアーキテクト（CA） 

の時代的意義とそれぞれが備えるべき要件に関する試論 

青木仁（東京電力株式会社技術開発研究所 aoki.hitoshi@tepco.co.jp） 

 

１．はじめに 

 以下の論考は、SADと CAそれぞれの時代的意義と

基本要件に関して理念的整理を試みたものである。 

 

２．時代認識 開発の20世紀から持続の21世紀へ 

 20世紀のわが国では、殖産工業・国土開発の実現

に向け、それ以前19世紀までの安定持続を基盤とす

る江戸近世的秩序の否定が広範に行われた。中央集

権的政府の国家近代化政策によって、地域の固有文

化は近世の旧弊を背負ったもの、遅れたものとみな

され、それを解体し、近代的なものへと改造するこ

とが国是となった。この中、都市計画制度は国土開

発促進のため、近世都市構造の旧弊を除去し、道路

をはじめとする近代的施設を積極導入する役割を担

った。開発促進のための都市計画制度にとって、近

世的都市構造、農地や里山、水辺等の自然環境は、

改造すべき対象として認知されることとなった。 

そして改造のための都市計画規範は、効率性を追

求して画一的な基準として制定され、中央集権的強

制と財政資金配分のくびきによって、日本全国に適

用されていった。このように、近代都市計画規範と

は、その出自において強権的集権国家によって採用

され、近世的な地域それぞれのもつ固有性を押しつ

ぶそうと企図されたものであった。 

 一方、建築設計は、この近代化を至上命題とする

都市計画規範の枠組みに依存しつつ、やはり近世的

な建築物、家並み、まちなみを清算し、近代的なも

のへと改造する役割を負った。 

 しかし、今や開発の20世紀は終焉し、わが国は、

高度経済成長の終焉、総人口の減少と高齢化の進行、

さらに地球環境問題の顕在化等によって、持続の21

世紀への転換が求められるに至っている。その中で、

旧来の都市計画規範とそれに依存した建築設計態度

という、ともに改造志向型すなわち既存資産否定型

の計画・設計体系は、反省され、止揚されなければ

ならない対象となったと理解すべきである。 

 建築物・インフラの物理的老朽化と居住者の高齢

化の急進が同時進行するニュータウン、道路整備が

進展するほど衰退の進む地方都市中心市街地など、

旧来の開発志向型の都市計画規範の瑕疵の顕在化は、

今や覆い隠しようもない。これに依存し、追随した

建築設計態度についても、大いなる反省が求められ

ていることも否定できない。であるからこそ、建築

計画学の側から、真摯な反省の上に立って、今、SAD

と CAの構想が発せられたのだと考えたい。 

 

３．SADの要件 従来型都市計画規範からの脱却 

SAD 中のエリアデザインという言葉に引きずられ

ると、個別敷地の中に閉じこもっていた建築デザイ

ンを、都市全体を版図とする都市計画マスタープラ

ンの側に拡張することのように理解されかねないが、

それではSADの本旨が損なわれてしまう。なぜなら、

個であるものを利己的ととらえ、この利己性を取り

除くためには、個を集団に糾合し、あるいは個別敷

地の単位を脱して街区等の面的な広がりをもった単

位へと統合することによらなければならないと考え

ることは根本的に誤っているからである。その端的

な証左こそが、近代都市計画規範に基づくニュータ

ウンや再開発事業等の集団的かつ大規模なプロジェ

クトの失敗事例である。この意味でSADを、まちづ

くり協議会や地域のデザインレビュー制度等として

捉え、その善性の根拠を、個を超越した集団性との

関わりの中に求めることも大きな誤りであると言わ

ざるをえない。 

SAD の本旨と意義は、近代都市計画規範の無効性

確認の上に立って、建築デザインを、より社会的な

もの、社会貢献的なものへと誘うために、個別デザ

インのあり様を、その一つ一つの現場において、相

隣関係に思いを致すもの、まちなみに思いを馳せる

もの、地域固有の価値を見出し、即地性の文脈を読

み取るリテラシーを有するものへと転換するプラッ

トフォームとなることにある。このための機能は、

地域の固有性等を否定し続けてきた近代都市計画規

範からもたらされることはありえない。したがって、

建築デザインの領域に都市計画規範の領域の一部を

取り込むことでは SAD とは言えない。SAD の思想と

近代都市計画の本質そのものである改造志向と画一

性とは根本的に相容れないものであることを確認す
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る必要がある。 

国土計画・都市計画を、それぞれ、よりミクロな

空間的広がりの中での固有性、即地性、独自性のま

とまりによって分解することによって画定されるの

が、SAD が関心を寄せるべき地域でありエリアであ

りコミュニティである。上意下達による全体的、集

権的枠組みを否定し、固有の命運や価値観を共有す

る当事者の単位での個別的枠組みに分解することが

SAD の歴史的役割であり、個を集団や面に糾合する

ことではない。したがって、SAD が具備すべき個別

規範としては、個や分権的エリアの集権的再統合に

与しないこと、公権力に依存し上意下達によって当

事者の意思や欲求を否定しないこと、画一的規範に

追従し地域の固有性を奪わないこと、実情を捨象し

て机上で計画しないこと等が考えられる。 

SAD は従来の都市計画規範がもつ開発志向、改造

志向、そのプロセスにおける効率性重視からくる規

範内容の画一性 成長拡大志向からくる反持続性を

徹底的に反省し、従来の都市計画規範に、時代的役

割の終焉（開発の20世紀から持続の21世紀へ）を

言い渡し、それが失わせた自然、近世日本の固有価

値への鎮魂を表し、その失われたものの復興への決

意を示すものでなければならない。 

 

４．CAの要件 個別デザインの現場に立ち続ける者 

以上のような SAD 理解に立つ CA の役割とは、建

築デザインにおける、外部への関心と社会への貢献

性を高めることにある。この場合の外部には地域固

有の環境、文化、地球環境等が含まれ、これら外部

への社会的関心を高めた CA によるデザインの結果

の自生的集積がSADになる。この場合に自生的とい

うのは、個々の建築デザインに先立って、その集積

の結果形成されるエリアデザインに関する上位計画

が前置されていてはならないからである。そのよう

な上位計画の存在は、個別敷地や固有のエリアの置

かれた状態に対する CA の最適解抽出努力を拘束し

否定する。個別デザイン成果の最適性を確保するに

は自生的集積こそが尊重されなければならない。事

前にエリアデザインの計画を定めることに正当性を

認めるという発想は、それなしには個別デザインの

適切性とその集積結果の妥当性が確保される保証が

ないと考えることに他ならない。これでは、従来の

画一的都市計画規範の発想そのものでしかない。そ

うではなく、個別デザインの最適性とその集積結果

としてのSADの適切性を確保するためには、個々の

アーキテクトにおける、地域の固有性に対する感受

性と、それに適切に応えるデザイン資質・能力の涵

養こそが重要であると考える発想こそが CA 議論の

根底となるべきではないか。CAの役割は、個々の場

所の持つ固有の価値と可能性を見出し、同時に、個々

の市民、個々のクライアントの側に内在する社会性

への希求を、現実の個々のデザインとして実現する

ことにある。また、その前提としてCAは、近代都市

計画、近代建築計画のもつ、地域固有性の否定と集

権的画一性という大いなる誤りに気付き、地域の固

有性、ミクロな相隣関係等の文脈に関心と共感を寄

せることのできる資質・能力をもった者でなければ

ならない。この点を錯誤し、CAを個別建築デザイン

の現場から出て、都市計画マスタープランの領域へ

と踏み出す者と考えると、CAは集権的都市計画制度

の末端官吏としての役割を担わされる存在へと矮小

化される危険がある。CAは、従来の都市計画規範の

枠組みに依存する建築設計態度への限定と没入とい

う歴史的事実を反省し、その関心の個別建築敷地へ

の限定、その外部への関心・関係性構築努力の欠如、

この意味での社会性・社会貢献姿勢の希薄化という

傾向を反転し、個々の建築デザインの現場において

社会性を取り戻そうとする者でなければならない。

都市計画の領域を目指して公権力の末端に位置する

者となることのないよう、CAは、民主社会の主体者

であり、地域の当事者である個々の市民の側に立ち

続ける者でなければならないと考える。 

 

５．おわりに 

SAD と CAは相補的・相乗的なものである。そのど

ちらか一方が欠けても、従来の開発･改造志向型都市

計画規範の完全な否定に向けたシナリオは無力化さ

れかねない。私たちが魅力的で持続的な環境と空間

を手に入れるため、力の結集が求められている。 

8　－　2

90



 

地方都市におけるまちづくり市民事業のかたち 

共同建替え事業こっぽら土澤 

市川 均（アーキネットデザイン／早稲田大学都市・地域研究所）小林愛佳（アーキネットデザイン） 

 

１．はじめに 

 まちづくりは今、新しい可能性を持ってきた。こ

れまでの市民参加による課題解決型まちづくりに対

し、協働のまちづくりが地域運営（エリアマネジメ

ント）を中心的に担う可能性がある。これまでの市

民参加による公共事業と企業による民間事業に加え、

市民が主体となる事業、つまり「まちづくり市民事

業」が生まれてきた。 

 まちづくり市民事業は、特に市場経済基盤が低迷

している地方都市において、それに変わる新しいま

ちづくり事業として、地域再生の牽引力として期待

されている。 

 ここでは、我々が建築専門家として参加している、

岩手県の地方都市において取り組んでいる「まちづ

くり市民事業」で試みてきた地域運営の布陣につい

て紹介したい。 

 中心市街地の再生を中心に添え、地域を如何に再

生するか、前例のない市民事業に取り組む市民たち

の姿、そこに動員された専門家に求められる能力、

支援する行政。熱い思いと重い責任を背負い、取り

組む事業から、多くの課題と可能性が見え隠れする。 

 

２．土澤地区におけるまちづくり会社の存在 

 本稿で紹介する土澤地区は、岩手県花巻市東和町

（人口約１万人）の中心市街地である。土澤商店街

を核とするこのまちは、宮沢賢治の詩集「春と修羅」

の中にある「冬と銀河ステーション」に賑わいある

市日として登場しているように、かつては活気にあ

ふれていたが、近年他地区同様、商店の担い手不足

や公共施設の移転等による衰退化、空洞化という悩

みを抱えている。 

 そんな悩みを抱える中で、中心市街地活性化に向

けた取り組みを、自ら企画・実施できる第３セクタ

ーを立ち上げる事とした。一株単位（一万円）で地

域住民から広く公募し、102 名（うち６団体・法人）

の住民から 500 万円集め、東和町（花巻市との合併

前の旧東和町）が同額の 500 万円を出資し、資本金

1000 万円で「株式会社土澤まちづくり会社」が設立

された。 

３．これまでの実験的取組がもたらしたもの 

 土澤まちづくり会社はこれまで、実験的なものを

含めさまざまな取り組みを行ってきた。それらを通

して、まちづくり会社が地域のまちづくりを担う、

信頼できる中心的存在としての立場を確立し、また

委託事業を通して行政とつきあい、経験を積んでき

た。その中から主な取り組みを２つ紹介する。 

 

１）道路の社会実験 

 土澤商店街の道路は、幅員７メートル、歩道のな

い昔ながらの街道であり、約半分は街路拡幅事業が

実施され歩道が完備されたものの、残りの半分は都

市計画決定されたままになっている。（幅員 14 メー

トルの都市計画道路） 

 そこで、歩道の設置や拡幅の検討をするために平

成 15 年、16 年の２年続けて、国土交通省の社会実

験を受託した。一年目は「遊びの歩道」をテーマに

仮設で歩道を設置し、店舗の為のスペースをとった

り子供の為の遊具を置くなどの実験をした。２年目

は「にぎわいのみち・暮らしの歩道」というテーマ

で、オープンカフェイベントを実施した。 

 これらにより、行政主導の街路拡幅事業の枠から

抜け出し、住民主体で自分たちが生活する地域に合

った道路を考え出し、道路整備のみならず、地域活

性化のための道づかいを実験できたことは、以降の

まちづくり事業を住民主体により展開していく上で、

大きな一歩となった。 

 

２）街かど美術館アート＠つちざわ＜土澤＞ 

 土澤は近代洋画の先駆者、萬鉄五郎の生地であり、

土澤商店街に隣接して「萬鉄五郎記念美術館」があ

る。この美術館は作品や資料の展示のみならず、25

年にわたって独自の企画展やワークショップを展開

し、多くの人をまちに呼び寄せてきた。しかし、来

館者が商店街を回遊することはほとんどなく、また

地域住民もなかなか美術館に足を運ぶ機会が少ない

のが現状で、同じ地域にありながら美術館と商店街

は近くて遠い存在であった。 

 そのような中、美術館の企画展に合わせ、美術館
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職員から商店街へ来訪者を回遊させる取り組みをや

ってみないかという提案を持ち込まれた。そこで、

商店街側の受け皿である土澤まちづくり会社と美術

館が中心となって実行委員会を結成し、「街かど美術

館アート＠つちざわ＜土澤＞」を開催した。 

 これまで平成 17 年から 3 年連続して開催し、既存

の商店や空き店舗、空き地を活用し、絵画や彫刻、

インスタレーション等の現代美術を展示した。毎年

秋の一ヶ月間開催し、その間に 1 万人から 1 万５千

人が街を訪れた。ちなみに今年平成 21 年も開催して

いる。 

 年々、活力が失われていく地域にとって、かつて

の賑わいある商店街を再体験できたことは大きな喜

びであり、多くの人の心を動かした。期間中、地域

住民が主体となってリメイク古着のファッションシ

ョーを企画したり、これまで家の中に保管していた

絵画をお店に展示するようになったことは、その喜

びのあらわれでもある。ここに街かど美術館の大き

な成果があると言える。 

 ただし、良い取り組みを

持続可能なものにしていく

ためには、市町村の補助金

に左右されず、自立し形で

事業を運営できるようにな

ることが必要であり、それ

が大きな課題となっている。 

  

 

４．市民事業である共同建

替え「こっぽら土澤」 

 土澤商店街における共同

化の始まりは、一人の地権

者の「健康に、そして歳を

とっても支え合いながら、

住み慣れた地域で暮らし続

けたい」という想いであっ

たと言える。この気持ちが、

まちづくり会社のコアスタ

ッフの心をつかみ、また前

述のようにいろいろな取り

組みが一定の成果を上げて

きた自信も後押しして、な

んとかこの共同建替え事業

を支援できないかというこ

とになった。そして TMO 構想の一つとして位置づけ、

単に共同建替えを実現させるだけでなく、その実現

によってまちの活性化につなげていこうと考えた。 

 一般の共同建替えとの違いはここにある。まちづ

くり会社は、外からアドバイザーとして支援するに

とどまらず、自ら事業主体となって共同化を実現し

ようとしたのである。結局、第３セクターという性

格上、市ではリスクを回避したい考えから、まちづ

くり会社自体が事業主体となることには賛同が得ら

れず、代わりにまちづくり会社の役員が中心となっ

て「合同会社土澤長屋暮らし（LLC）」を設立し、事

業を担うこととなった。一方で、まちづくり会社は

資金計画の作成や事務局コーディネートといった実

質的な業務を受託し、リスクを背負わない形で関わ

っている。（図１ 土澤共同化の事業スキーム） 

 この共同化は、現在 5 敷地で進んでいる。（内容に

ついては後述する） 

 

図１ 土澤共同化の事業スキーム 
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５．明確なビジョンとまちづくりの体制 

 共同化は現在実施設計の 中であるが、ここまで

いろいろな困難があったものの無事進んで来ること

ができた要因として、まず明確なビジョンを住民代

表であるまちづくり会社が持っていることとその体

制が上げられる。 

 一人の地権者の想いは、まちに暮らす人々みんな

の想いでもあり、その想いの実現に向けて、さらに

中心市街地活性化に向けて地域をどうしていったら

良いのか、というビジョンを明確にしてきた。具体

的には、住まい方や、介護事業などの勉強会の開催

や、地域住民へのアンケート調査によるニーズ調査、

また、何度も繰り返し自分たちの街に関する議論を

重ねてきた。 

 また、これらを地道に進めてくることはなかなか

片手間にできることではないが、土澤まちづくり会

社にはプロパーの職員が存在する。やはり強い想い

や明確なビジョンがあるだけでなく、それを現実の

ものに近づけていくために、事務的な作業や行政と

のつながりなど、専門で動ける人材がいるというそ

の体制も、重要なポイントであったと言える。 

 

６．各分野の専門家のサポート 

 前述の明確なビジョンとまちづくりの体制に、さ

らに適材適所に必要な専門家達が加わったことも事

業をうまく進める要因となっていると言える。 

 今回この共同化事業には、早稲田大学都市・地域

研究所の都市計画・まちづくり、建築、起業支援に

関する専門家が関わっている。時に同時に、時に別々

に地域に入り込んで、悩み事相談のような小さな物

から、将来の住まい方に関わる大きな物までそのビ

ジョンに付き合い、共有し、その実現に向けた想い

を一つにしながらこれまで進んできており、実際に

は、今後の暮らしをイメージするワークショップや

住まい方セミナー、コミュニティビジネス構築の為

の組織化、事業組み立て等の支援を行っている。 

  

７．「こっぽら土澤」と土澤のまちの将来像 

 以上のような布陣により進められている共同建替

えは、「こっぽら土澤（コーポラティブの土澤風語呂

訛り）」と命名されている。「こっぽら土澤」は、東

西に伸びる約１キロの土澤商店街の東よりに位置し、

その敷地に高低差があるため半分は用水側（商店街

と反対側）から利用できる地下１階と地上３階の計

４層からなる。（図２ こっぽら土澤の概要） 

 地下１階と１階には主にテナントが入り、地権者

の店舗の他に、コミュニティレストランや総菜屋な

ど、前述したアンケート等からニーズの高かった物

をあらかじめ計画に入れ、その運営方法も一緒に検

討しながら設計を進めている。２階は、高齢者向け

の賃貸住宅、３階は主に地権者の住宅となっている。 

 計画においては、「土澤のまちとの関係」と「快適

に長屋暮らしをすること」にとくに配慮をおこなっ

ている。ここでは簡単に紹介する。 

 

１）土澤のまちとの関係への配慮 

○ボリューム関する配慮 

 戸建て住宅が建ち並ぶ周囲へのボリュームに配

慮した計画とする為に、積み木の模型を用いたス

タディを重ね、平面的に４つに分割した形とした。 

○商店街の連なりへの配慮 

 商店街の建替えでは、その連なりを切らないこ

とが重要である。しかしセットバックが必要なた

め、庇や植栽、ベンチ等で賑わいが切れないよう

にしている。 

○人の流れに広がりをつくる 

 人の流れを商店街沿いのみの直線的なものだけ

でなく、周辺にも積極的に広げて回遊してもらえ

るように、水路側に抜ける自由通路を設けている。 

○街のメインスポットの機能 

 セットバック部分を利用して、いろいろなイベ

ントに使える広場を計画している。 

 

２）快適に長屋暮らしをするための配慮 

○共用スペースの充実 

 外部のみならず、各階ごとに広い共用スペース

を設けている。使い方も話し合いにより検討した。 

○テナントを利用した暮らし 

 地権者店舗の他にニーズの高かったテナントを

入れることで、商店街の機能の補完や多くの人の

利用により活性化の起爆剤になることが期待され

る。それだけでなく、各住戸の住民が、テナント

を日々利用しながら生活する住まい方のモデルと

なりうる。 

○採光・通風に配慮したバラエティ豊かなプラン 

 ４分割にした建物の形状から、より多くの住戸

に採光・通風が確保され、またその複雑な全体形

状から、住戸プランも同じ物がほとんどないバラ
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エティに富んだものとなっている。 ビジョンを共有することができ、目標に向かって

徐々に形にしていけることが求められる。広くとら

えると、コミュニティアーキテクトとはこの一人一

人の専門家のことをさすとも考えられるのではない

だろうか。 このような布陣づくりは、中心市街地

活性化を含めた持続可能な地域経営につながり、今

後中心市街地においても、このような取り組みがみ

られるようになることを期待する。 

 

８．地域運営に求められる布陣 

 以上見てきたように、今回の土沢のまちづくり市 

民事業がこれまで無事進んで来たのは、明確なビジ 

ョンとそれを取り巻くスタッフ、引き付けられた専 

門家という布陣によるところが大きいと考える。 

 この専門家の職能は、課題を抱える地域に出向い

て行ってそれを解決するだけにとどまらず、一定期

間地域に入り込み、地域住民と一緒になって将来の 

参考文献 

1)季刊まちづくり 21 号 、学芸出版社、2009 年 

2)早稲田大学まちづくりシンポジウム 2009 講演資料集 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図２ 「こっぽら土澤」の概要 
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地域協働による地域運営の基盤づくり 

ちちぶまちづくり工房の取り組み 

市川 均（アーキネットデザイン／ちちぶまちづくり工房） 

 

１．はじめに 

 「地域協働」とは、地域において多様な主体がよ

り組織化の進んだパートナーシップの体制を整えて

いることを指す。そして、それらの主体が協働して

地域運営を担う事こそが、サスティナブルエリアデ

ザインであると考える。 

 ここでは、歴史的都市である埼玉県秩父市におい

て、地域協働のまちづくりを目指し、新たな市民組

織を立ち上げ、様々な社会実験やプロジェクトを実

践しながら地域運営の基盤づくりを進めている「ち

ちぶまちづくり工房」の活動を紹介する。 

 以下、秩父とは旧秩父市のこと、秩父地域とは合

併後の新秩父市に、小鹿野町、横瀬町、皆野町、長

瀞町、東秩父村の５つの町村を加えた地域とする。 

  

２．多様なまちづくりの担い手と活かされていない

ネットワーク 

 秩父は市民のまちづくり活動が盛んな地域である。

特に夜の商店街でバザーを開催する通称「ナイトバ

ザール」の発祥の地であるみやのかわ商店街は、イ

ベント開催の他にも街路整備事業に合わせて商店の

シャッターに地元写真家の写真を描いたり、統一さ

れたデザインの店看板を整備するなど、まちづくり

活動が盛んである。また、旧秩父往還の宿場町の縁

側で芸術展を行う「贄川宿縁側展」や、イギリスで

100 年以上前から上演されているオペラ「みかど」

の舞台は秩父ではないかと考え、そのオペラを秩父

市民の手で上演するなど、文化的な活動に熱心な市

民も多い。他にも、自然環境の保全と活用を進める

団体や、秩父の近代繊維産業の代表である「秩父銘

仙」の研究と活用を考える団体等、多様な主体が地

域活動を展開している。 

 一方、秩父には「秩父夜祭り」という日本三大曳

き山祭にも数えられる盛大な祭りがある。これは「屋

台」と「笠鉾」という絢爛豪華な山車を曳く祭りだ

が、山車の維持管理と運行は町会が担っており、行

事と呼ばれる実行担当者の下、住民が一丸となって

祭りを盛り上げている。その他にも秩父には多くの

祭りが残されており、それらはみな伝統的な地縁組

織である町会によって継承されている。 

 このように秩父には、伝統的行事を担っている町

会組織と新しいまちづくり活動を展開する市民組織

があるが、それらの連携はほとんどないと言える。

もちろん、同じ人間が双方の活動をしている場合は

あるのだが、それぞれの組織体制はまったく異なっ

たものとなっている。さらに、新しいまちづくり活

動の多様な主体同士の間にも、適度に協力しあう等

のネットワークは成立していなかった。まちづくり

を担うべき人的資源がとても豊富であるにもかかわ

らず、その資源が充分に活かされていなかったので

ある。また、行政にもその資源を活用しようとする

経験がなかった。 

 

３．まちの資源の再発見と協働の場の構築〜ちちぶ

まちづくり工房の立ち上げ〜 

 2000 年 4 月、秩父でのパートナーシップ型まちづ

くりの基盤づくりが始まった。これは、埼玉県の第

3 セクターである㈱秩父開発機構が、秩父市からの

委託を受けて「秩父魅力発見・中心市街地活性化事

業」を進めるのに際し、早稲田大学に協力を依頼し

たことから始まったものである。これにより筆者は、

早稲田大学都市・地域研究所の一員として秩父のま

ちづくりの支援に携わることとなった 

 まず我々は、市民・行政・民間団体など多様なま

ちづくりの担い手たちが集い、協議と実践を行う場

として「ちちぶまちづくり工房」を設立した。“まち

づくり工房”という名前が、会議ではなく工房と付

いているのは、皆で知恵を出し、議論をし、手も動

かし、足腰も使って、自主的にまちづくりを進めて

いこうという意味を込めている。 

 ちちぶまちづくり工房の設立当初のメンバーは、

市報、ポスターなどにより広く公募すると共に、既

存の市民活動団体や個人に参加を呼びかけて組織さ

れた。メンバーは主に秩父市在住で、年齢は 20 歳代

から 60 歳代までと幅広く、比較的商店主は多いもの

の、文化活動や織物の関係者から郷土史家まで多様

な人材が集まった。 

 こうして、まちづくりの協議の場「フォーラム」
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が出来上がった。 

 １年目の活動としては、市街地に残る物的資源や

人的資源の調査を進めた。そのなかで、まち歩きや

ワークショップを重ね、一定の共通認識を持ち、ま

ちの目標イメージに向けてのまちづくりプランの作

成を行った。秩父の将来像を提言する以下の６つの

まちづくりプランである。 

1. 歴史を継承する美しい町並みづくり 

2. 歩いて伝える普段着の観光地づくり 

3. まちづくりを支える情報基盤づくり 

4. 自然と共に暮らすまちづくり 

5. まちなかを自由に楽しむ遊動空間づくり 

6. 楽しみ、続ける協働のまちづくり 

 このように１年目の段階で、「フォーラム」から合

意形成を伴う「アリーナ」としての場に展開した。 

 

４．プロジェクトを実践し体制を整える 

 2 年目の 2001 年度に入ると、ちちぶまちづくり工

房の活動は、当初の 40 名のメンバーのうちの 15 名

前後がコアとなって進められた。 

 また、これまでの活動を振り返って早稲田大学都

市 地 域 研 究 所 が PPP （ PPP ： Public-Private 

Partnership）分析を行ったところ、秩父地区には自

立した地域構造が存在し、行政と市民の間には個人

的なレベルにおいては比較的な密接な関係性が成立

していることがわかった。しかし、政策や事業を実

施する際に行政と市民の協働が実現されないのは、

これまでに双方がコミュニケーションをとる経験や

習慣がほとんどなかったことに大きな原因があるこ

とがわかった。 

 そこで、パートナーシップの小さな経験を積むこ

とでこの障害を取り除き、体制を整えて行こうと、

社会実験として以下のようないくつかの事業に取り

組むこととした。 

 

1）パートナーシップの基盤としての「観光ボランテ

ィアガイド」の養成 

 2001 年度は、前述のまちづくりプランのひとつ

「歩いて伝える普段着の観光地づくり」に基づき、

秩父市役所の協力の下ちちぶまちづくり工房のメン

バーによる企画・運営で、市内外からの参加者を迎

えたまち歩きイベント「まちなか観光探検隊」を行

った。これはまちに残された地場産業や自然、風習

を、秩父に暮らす人たちの生活と共に来訪者にみて

もらう、普段着の観光地づくりを目指したものであ

った。結果は全 6 回の開催で延べ 236 人の参加があ

り、たいへん好評であった。 

 2002 年度は、秩父市と協力し市民から公募した

「観光ボランティアガイド」の養成を開始した。養

成されるボランティアを、まち歩きのテーマに応じ

て適切な説明ができる「語り部」と、まち歩きコー

スを案内する「ガイド」の 2 つに明確に役割分担し

たところに特徴がある。ここに集まった市民は、地

域に対して愛着を持っていたり、まちづくり活動に

関心のある人たちであり、その後のちちぶまちづく

り工房の活動を支えてくれる基盤となった。特に、

一部の人は工房のメンバーに加わり、現在では中心

になって活動している。 

 

2）まち歩きから生まれる小さなプロジェクトパート

ナーシップ 

 「まちなか観光探検隊」を繰り返し行うことは、

外部からの訪問者と地域の人が交流し、地域の人が

自分たちのまちに対する愛着を高め、価値ある資源

に気付くことにつながる。さらに、「観光ボランティ

アガイド」養成は、資源活動の基盤となる人材が担

保されることにつながる。これにより、ちちぶまち

づくり工房は、「普段着の観光からまちづくりへ」を

テーマに、「まちなか観光探検隊」のコースにおける

小さなまちづくりプロジェクトの実践を始めた。 

 妙見七ツ井戸コースは「探検隊」では最も人気の

あるコースのひとつであった。妙見七ツ井戸とは、

秩父市宮地地区にあったとされる妙見宮が秩父神社

に合祀される際の足跡として言い伝えられている伝

説の井戸である。しかしこれまでは、市民の関心が

高い割には史跡としての調査や整備もなく、7 つの

井戸のうち 3 つは現存しておらず、訪れる人もほと

んどなかった。それがまち歩きを続けた 3 年間に、

地域から井戸の修復・復元に向けた意向が生まれ、3

つの現存しない井戸のうち 2 つは（完全な形とまで

はいかなかったが）所有者が自費により再現してく

れた。そこで、ちちぶまちづくり工房では、観光ボ

ランティアガイドで語り部をお願いしている地元の

人を中心に、今後の七ツ井戸の活用や整備を考える

協議会をつくることとした。これに市役所が賛同し、

観光事業としてプロジェクトが始まった。はじめて

のプロジェクトパートナーシップの誕生であった。

これにより初年度は、残された現存しない最後の井
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戸の再現と、散策ルートの観光パンフレットの作成、

案内板の整備が実現した。 

 

 

  

 数年の活動を経たことで、ちちぶまちづくり工房

では全体で合意形成すべき課題や目標が共有化され、

メンバーの専門性や関心に基づく個別のプロジェク

トも生み出され、適切なパートナーと協力して企画

を進める組織として機能し始めてきた。当初まちづ

くりの協議の場（フォーラム）としてスタートした

ちちぶまちづくり工房は、すでに 6 つのまちづくり

プランを提言するアリーナ機能を有するようになっ

ていたが、さらにまちづくりを実践するプラットフ

ォーム機能を備えた組織へと展開するため NPO とし

て法人格を得ようという方針が出され、2003 年 4 月

に「NPO 法人ちちぶまちづくり工房」が誕生した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

５．NPO が繋ぐ多様な主体の連携〜秩父路魅力ｱｯﾌﾟ

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑの活動〜 

 

 

 前述のような観光政策におけるちちぶまちづくり

工房の活動によって、行政・市民それぞれが一定の

プロジェクトパートナーシップの経験を積むことが

できた。その後も市役所に働きかけを続け、秩父銘

仙活用プロジェクトを初め多様なテーマのプロジェ

クトを行い、パートナーシップが習慣的なものにな

ってきている。 

 

 

 

 

 

 

 

 さらに、それまで主に秩父市の中心地区で展開し

ていた活動も、合併による市域の拡大に伴い、又周

辺への自然な波及も見られ、広く秩父地域における

市民組織のネットワークの構築も望まれてきた。 

 

 

 

 

 そんな中、現在、NPO ちちぶまちづくり工房が代

表となり、「秩父路魅力アッププロジェクトチーム」

が組織されている。この団体は、多くの観光客が訪

れる秩父地方について、地域の魅力をさらに向上さ

せる為、秩父地域の観光地に至る一般国道 140 号と

それらの沿道について、美しい景観づくり、観光地

域の魅力づくり、豊かな環境の保全に取り組む事を

目的としたチームである。 

 

 

 

 

 

 図１ 秩父市でのパートナーシップの流れ 

 

した。 

 この「秩父路魅力アッププロジェクトチーム」で

は、これまでに、森林環境の保全を目的として活動

する「NPO 森」との協力による景観間伐や、自然環

境と歴史文化の研究と啓蒙を目的としている団体

「NPO 秩父の環境を考える会」との協力によるまち

歩きツアー、また各主体と協力をして「五感で感じ

る秩父路風景づくり」と題したシンポジウムを開催 

 これまでこのような異種の活動テーマを持つ団体

同士が連携して何かに取り組む事は全くといって良

いほどなかったため、大きな成果と言える。 

 このようにちちぶまちづくり工房は、プロジェク

トの企画や、主体間の調整などを行う、地域連携や

多主体連携を推進するための、地域をマネジメント

する組織としての役割を担いつつある。しかしまだ
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組織としては人材が不足している事は否めない。今

後さらなる人材の参入や、養成、組織の安定化が必

要である。 

また、一定期間ではあるが県内３カ所に「魅力ア

ップ情報館」を設け、出前講座やパネル展示など秩

父の魅力の PR を行ってきた。 

 今後は、これらそれぞれの社会実験がベースとな

って、ファンドを中心とした基盤づくりを目指した

い。 

６．ファンドによる地域運営の基盤づくり 

協働まちづくりの将来像のモデルを図２に示す。

地域通貨の流通が持続的なまちづくり活動（魅力ア

ップイベント等）につながり、それらをファンドが

支える。また、地元企業のみでなく、県内各地の「魅

力アップ情報館」ではまちの魅力の情報発信を行い、

秩父ファンによる応援団をつくり、ファンドの出資

を募る、という仕組みである。 

安定した基盤づくりに向けた課題 

 図２のような仕組みを実際に運用して行く為に、

現在秩父地域において足らない物は人材、ノウハウ 

である。そのため、行政のきちんとしたサポートや、

NPO をバックアップする、中間支援組織的な存在が

重要になってくる。さらに、ファンドに関する専門

家も必要である。 これまで、地域通貨「べい」と地域に既に導入さ

れていた「コイン型商品券」を組み合わせて流通さ

せる社会実験により、この仕組みが持続的な活動を

支えうるという一定の可能性が見えてきた。労働の

対価としてもらえる地域通貨を、商品券に交換して

地域で使えるようになる仕組みである。 

 秩父のように狭い地域においてはそのような新し

い中間支援組織を作るのは難しく、現状ではちちぶ

まちづくり工房が担っている。これらの役割をサポ

ートする専門的な人材が重要である。 

 
参考文献  
1)佐藤滋、早田宰編著、地域協働の科学、成文堂、2005 年 

 2)NPO ちちぶまちづくり工房 平成 18 年度委託業務報告所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図２ 協働のまちづくりのモデル 
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地域産業遺産とコミュニティアーキテクト 
 

安田孝（摂南大学） 

１．はじめに 

 本稿では, 低成長経済, 人口減少, 地球環境問題

などの社会経済状況のもとでの地域社会における建

築・都市計画関係者のあり方を再考してみたいと考

えている. それが, 提案として広く受け取れるもの

であれば幸いである. 

  

２．遺産としての場所と記録 

 情報化社会, 国際化社会の進展した今日では, 多

くの情報の流れに取り巻かれて個々人でも地域社会

としても, 場所の記憶が確かでないと思われる. そ

れが, 最も顕著に再認識されるのは, 日本に多い災

害の時であろう. 

 日本の近代化の過程は, 近代産業の育成の過程で

あると同時に, 災害対策, 防災空間の形成過程でも

あった. 1960 年代以降に歴史的空間として再評価さ

れたのも, その過程で残された, あるいは保存と維

持の継続された伝統的空間であった. それをデザイ

ン・サーベイとして記録し, 再認識する作業は, 近代

化の過程で失われつつあった人間的スケールの確認

であり、その後のコミュニティアーキテクトのあり

方を示していたとも言えよう. 

 しかし, 東京大地震の対策はなされていたものの, 

日本全体としての大災害の一時的減少により, 地域

社会としての脆弱性は強まりつつあったかもしれな

い. また, その頃に顕著であった公害問題も環境保

全技術の進歩により, 目覚しい改善が実現したため

に記憶から薄れつつあった. 

 それが改めて顕在化したのが, 阪神淡路大震災な

どの被害によるものであり, 国際的な環境問題や新

たな自然災害の出現などによってであろう. 

このような問題を地域社会の次元で取り組むには, 

改めて場所の形成過程と記録の確認が必要とされて

いる. 近年は市町村再編や企業合併などにより, 多

くの重要な記録類が消失の危機にあると考えられる. 

本稿ではとくに, 近代産業の発展と防災空間の形成

を支えてきた仕組みとしてのソフトとハードの遺産

の確認と継承の必要性を強調したい. そのことを, 

倉敷市を事例として紹介してみたい. 

３．倉敷市の産業遺産と都市形成 

 1960 年代以降のデザイン・サーベイと歴史的景観

保全地区で注目された倉敷の町は一方で, 第二次世

界大戦後の産業開発で著しい変容をとげていた. 日

本の他の臨海工業地区と同様に, それは臨海部の埋

立てによるものであり, その条件整備は明治初期に

まで遡るといえよう. 

 倉敷では明治中頃に高梁川の改修工事の提案があ

り, 明治末から大正期にかけて大改修工事が下流で

実施された. それは明治期に何回かあった水害防御

を目的とするものであり, 同時に流域での用水制御

のためであった. そのために建設されたのが酒津取

水樋門, 北配水樋門, 南配水樋門, 高梁川東西用水

組合事務所などであり, 周辺景観も含めて貴重な産

業遺産となっている. そして戦後すぐに風致地区に

指定されている. 

 この改修工事の完成により, 高梁川下流の広大な

地区が防災対策のなされた産業地域, 農業地域, 居

住地域として利用可能になり, 東高梁川の下流部分

が三菱航空機水島工場の建設地や臨海鉄道の建設用

地, その後の水島臨海工業地帯の開発用地となった. 

 一方, 倉敷市の中心部は江戸期からの街並みと倉

敷紡績などの多くの工場の立地する, 貴重な歴史的

景観をのこす地区として第二次大戦後すぐから保存

活動が展開されてきた. 上記のデザイン・サーベイ

もこの地区で注目された活動である. 

しかし, 1990年代には倉敷駅北側に立地していた, 

倉敷紡績萬寿工場と社宅の跡地に, チボリ公園の誘

致がなされ, 観光開発に重点がおかれた. 21 世紀に

入り, 必ずしも経営状況のよくないチボリ公園の閉

鎖が決まり, 一方での水島臨海工業地帯での産業活

動の衰退もあり, 倉敷地域全体としても都市再生の

方向が模索されつつある. 

 

４．歴史を伝え, 歴史を創る 

 倉敷を事例として, 近代の地域空間整備, 歴史的

街並保全, 工業開発と観光開発の展開と衰退につい

て概観してきた. 

 そこで, いま必要とされているのはなんであろう
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か. 一言で言えば, これらのすべてを解りやすく関

係者に伝え, 総合的な対策を検討する場を設けるこ

とであろう. チボリ公園の跡地には, すでに複合商

業施設の立地が決定されていると言われる. 

 一方, 水島臨海工業地帯での再生方策として産業

観光などの試みもなされている. さらに, 酒津地区

などでは工場跡地が残されたままである. 

 このような多くの地域資源としての産業遺産を関

連付けて再生方向を検討し, 提案する機会の設定が

必要とされている. それは市議会や自治体行政の重

要な課題であることは言うまでもない. しかし, そ

れだけでは具体的な活動になりにくいため, 広義の

コミュニティアーキテクトの活動が期待されるので

ある. 

 自治体の総合計画・基本構想や行政の都市計画マ

スタープランは比較的長期にわたる都市像・地域像

をまとめ, 地域形成の方向を共有するための方針で

あり, 広く関係者の意見を聴取することが重要であ

る. 

 このような活動により関係者だけでなく, だれに

でも公開された地域形成の歴史を伝え, 将来を創出

する方向を示すシステム整備が必要である. 

 

５．まとめ 

 倉敷市を事例としての考察では, 中央行政や企業

などの主導によるまちづくりの成果と限界が明らか

になりつつある. そこで広範な市民や関係機関によ

る再生方針の検討と共有が必要と考えている. 

 そのためには中央政府主導であっても防災対策や

産業開発を主とするこれまでの地域形成の歴史と遺

産を再確認し, その継承のもとで将来の方向を検討

し, 共有する場の設定の必要を感じる. 居住者を始

めとして関係市民の多様化, 多元化と地域空間その

ものの多様化により, 情報提示や意見聴取の手段や

方法も多元化せざるを得ない. 

 すでに多くの自治体や関係機関で試みられている

だろうが, イギリスの事例でも計画策定システムの

変更は多いが, 計画の内容そのものには長期的一貫

性が保持されていると思われる. 近年の制度変更も、

社会の変化の多様化に対応して, 基本的枠組みと付

加的計画事項を区分して示す試みと考えられる. コ

ミュニティアーキテクトに期待される役割は多様化

しつつあると思う. 

 日本もすでに停滞に直面している先進国として,

各地域での内発的発展を模索すべき段階にあるだろ

う. 各種のNGO, NPO活動に参加しつつ自由で大胆

な提案を試みることが, 今日ほど必要とされたこと

はないかもしれない. 

 

（おわりに） 

本稿作成のための資料収集には岡山県都市計画課の方々と倉敷

市役所の横畑文博氏にお世話になっております. 記して謝意を表

します. 
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１）安田孝, 倉敷市酒津地区の産業遺産と風致地区指定, 産業考

古学会 2009 年度全国大会発表要旨（2009 年１1月 7 日予定） 

２）特集・倉敷遡行, 都市住宅 7408 

３）倉敷都市美協会編, 実録倉敷町並物語, 1990 年 10 月, 手帖
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近代化遺産を活用したまちづくり 

足袋づくりが盛んだった行田の一例 

朽木 宏（クチキ建築設計事務所 一級建築士ものつくり大学客員教授） 

 

１．行田 

例え町が歴史的文化財に恵まれていたとしても、

個々の単体に着目し文化遺産を観光資源として取込も

うという発想では限界が在る様です。ここ行田市は、

埼玉県名発祥の地として知られる埼玉（さきたま）に

古墳公園が在り、江戸時代は城下町として存在し、江

戸末期から続いた足袋づくりが昭和に最盛期を迎え日

本一の生産量を誇り栄えました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．今までは 

 古代から近代まで、まちの歴史遺産が数多く残るに

も関わらず、人が安らぐ「公園」としてのみ着目し、

観光資源化を計り外来者を増やす為のまちづくりに繋

げようと考えて来たようです。 単にレジャーとして

楽しみ、一時の時間を費やす観光は、多くの人に受入

れやすいかも知れませんが、テーマパーク的な投資が

必要で、また「人にウケる」事を考え投資に見合うリ

ターンを追求めがちになります。 まちの文脈を読み

とり、それに沿ったまちづくりを進めるには多方面の

協力を得る事と共に、的確に文脈を読みとれる人材が

必要です。 

 

３．ぎょうだ足袋蔵ネットワーク 

 ぎょうだ足袋蔵ネットワークのメンバー構成は、会

社員・商店主・元教員・公務員、最も多いのが建築士

の資格を持つ設計者です。 我々設計者は商習慣で言

う訪問しての「営業」を殆ど行わず、人づてに設計を

依頼されるのを待つ状態です。しかしこれからは単に

「待つ」だけではなく、我々がどの様な職能を持った

者なのか？何が出来る人なのかを自ら踏みだし、市民

の前で活躍してみせる事で、我々を理解して貰い、自

分達の職能環境をより良くしてゆこうと、建築士会の

地元「分会」で勉強会を行っていた仲間に呼びかけ参

加を呼掛けた事が切っ掛けで７名在席しています。

（全４５名） 

 

４．まちづくり？ 

 それまでの多くの「まちづくり」は商店主が中心と

なり、自分の店の前に如何に多くの人達が足を運んで

くれるかが主眼でした。その為即効性のあるイベント

が中心となり「まちづくり」と言えども一過性で、イ

ベントが終れば・・・補助金が終れば終了してしまう

ものでした。 

 

５．これから 

 我々は行田の近代化遺産を活用し行田市民が町への

愛着を持って貰う切っ掛けをつくる事を目指していま

す。結果としては多くの人がまちを訪れ「観光都市」

を目指すかの様に受取られるかもしれませんが、商業

的に成功した観光都市よりも、市民がまちの歴史に興

味を抱き愛着を育み、行田らしさがにじみ出たまちは、

外来者からも魅力的な町に映り、結果的に外来者が増

え賑わいを取戻してゆく・・・。 同じ賑わいのある

町を取戻すとしてもプロセスが異なれば、その後の熟

成の仕方が変ってくると考えています。自分のまちに

愛着を持つのは「商店主」ではなく市民全体ですから、

例えビジネスに直結しなくてもまちは「らしさ」を取

戻します。 

 

６．行田らしさ 

 行田の近代化遺産である蔵に着目しました。最初に

手がけた小川忠次郎商店（現、忠次郎蔵）は土蔵造を

取入れた「見世蔵」で行田市内には６棟のみの存在で

す。 
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今後多くの皆さんに行田の蔵を知って頂くキャッチ

コピーとして「足袋蔵」と命名。まちの中心部に存在

する７０棟余の蔵を取込んでゆく事で将来に繋げよう

と考えました。 

中心部に存在した中規模の足袋工場を「足袋とくら

しの博物館」に改装し見学出来る足袋工場として稼働

させています。 

 

 まちづくりとして近代化遺産を改修、活用してみせ

る事により多くの人に「古い建物→不良資産」ではな

く「まちの歴史を背負ってきた文化財」と認識して貰

おうと実践してみました。が、時が経つに連れ徐々に

「まちづくり」の印象が薄らいだ為、「足袋蔵まちづ

くりミュージアム」を開館。町の中心にひっそり残っ

た足袋蔵を改装した建物です。何れも行田市民が９０

年近く前から目にしていた建物を再利用し新たな発見

を願ったものです。 

 

 

７．考えられる人が中心に 

 この何れもが「建築」で、足袋蔵ネットワークがま

ちづくりを踏まえた「改装工事」を行っています。 ま

ちは人と建築の集合であり、建築を理解した人間が軸

となりその根幹を作り上げて行く事が最善の方法だと

考えています、事の発端の最初の発想こそが一番重要

で、その時に立会う事が必要です。アドバイザーとし

て外部にいる建築家より、建築家自身が自らが率先し

ていかなければ、出来ない事ではないでしょうか。 

 

８．その他の仕掛 

メンバー全員に本業があり、楽しみで訪ねて頂いた

外来者全員をご案内することは不可能です。しかし、

折角訪ねて頂いた機会を無意味にしない為に主要な建

物に説明板を設置、同時にマップも作成しました。 既

に行政が作成したマップはありましたが、飲食店・観

光資源全てが網羅され何処を重点的に訪ねたら良いか

判りにくい。我々は築５０年以上（登録有形文化財の

必要条件）の行田の歴史を象徴する建物に搾りマップ

化しました。歩きながら見やすい事、見てみたくなる

想像を掻立てるイラストと製作にあたっても、デザイ

ナーとしての設計者が大いに関わっています。 

 

９．楽しむ為には 

 現代社会は「高度に発達した文明」との事で非常に

安直に物事を楽しめる様に成りました。本来「楽しむ」

と言う事は自発的な行為で、そのプロセスも楽しむ為

の重要な要素の筈でした。 まち歩きは“案内表示が

無いと判らない”“トイレの場所が判らない”と、通

常我々が大都市でショッピングを楽しむ事より「大変

な事」？の様で、多くのイベント開催者は苦労するよ

うです。我々はあくまで「普段の行田」を楽しんでい

ただく様、一切その様な便宜は図っていません。銀座

で買物をする時、店が判らなければ人に聞き、トイレ

に行きたくなれば、それが昼時で在ればレストランへ、

一休みしたい時間で在ればカフェに行く訳です。そう

して町は成立って居る筈なのに「まち歩き」の時だけ

臨時の対応はまちづくりでは無いと感じます。それを

繰返す事により、市民も外来者への対応に成れ、コミ

ュニケーションも育まれると、楽しむ為には準備と学

習が重要です。我々はその楽しむきっかけを創りたい

と考えています。 
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滋賀県湖北地域における空き家を活用したサスティナブルエリアデザイン 

 

亀山 芳香（滋賀県立大学大学院 コミュニティアーキテクト（近江環人）） 

 

１． はじめに 

滋賀県湖北地域には、永く受け継がれてきた独特

の様式の民家が多数現存する。その外観、内部はと

もに特徴的であり、文化財的価値も高い。しかし、

湖北地域では、中山間地域だけでなく、中心市街地

においても過疎化や高齢化が進行し、コミュニティ

機能の低下が課題となっている。中でも、住民の不

在により、農家や町家などの民家が空き家となった

り、取り壊されたりすることが大きな課題となって

いる。民家を含めた農山村や町なみの景観、コミュ

ニティ機能を維持していくためにも、空き家となっ

ている民家を活用する必要性がある。 

一方、心の豊かさを重視するライフスタイルを求

めて、地方都市や農山村への移住や二地域居住に関

心を示す都市住民が増えている。｢地方に移り住みた

い｣、｢地方で暮らしながら都市で仕事を続けたい｣と

いう都市住民のニーズと、｢移住者を受け入れ、地域

を活性化させたい｣という地域住民のニーズを、空き

家となっている民家を媒体としてうまくつなぎ合わ

せることにより、湖北地域にとって新たな地域活力

を創出できる可能性が存在する。 

本稿では、滋賀県湖北地域において古民家を活用

した地域活性化を進める活動をおこなっている湖北

古民家再生ネットワークの取り組みを報告するとと

もに、地域資源の一つである空き家の活用、都市と

地方の交流や移住などを通じた、サスティナブルエ

リアデザインを提案したい。 

 

２． 湖北古民家再生ネットワークの取り組み 

湖北古民家再生ネットワークは、地域の人々に古

民家の価値を再発見してもらうため、古民家の再生

を促進し、古民家の消失に歯止めをかけようと、古

民家再生のコーディネートに取り組んでいる団体で

ある。地域のなりわいや文化を色濃く反映し継承し

ているのが古民家であると、価値観を同じくする地

域の建築士や工務店、行政職員、学生、大学教員、

一般市民などが、古民家再生から、古民家を活用し

たい人々のサポートまで、活動の幅を広げている。 

平成 19 年度から滋賀県が実施している「都市と地

方の交流居住・移住促進事業」において、伊香郡木

之本町木之本の北国街道沿いにある空き町家の活用

が検討されてきた。滋賀県と滋賀県立大学の学生が、

都市住民を対象に北国街道の町家暮らしの見学や町

家の修繕体験をおこない、地元住民との意見交流を

通じて町家再生の可能性を模索する体験プログラム

を実施したところ、参加者の空き家への移住に対す

る関心の高さがうかがえ、さらに踏み込んだ町家の

修繕体験を希望する声があった。このような結果を

受けて、体験プログラムに協力していた湖北古民家

再生ネットワークが、町家の修繕体験を実施した。 

報告者もスタッフとしてこれに携わった。実践者

の立場から、以下にその活動内容を報告する。 

 

(1)まちあるきワークショップの開催 

まずは、地元住民および関係者と湖北古民家再生

ネットワークのメンバーの意見交換および合意形成

を目的として、まちあるきワークショップを実施し

た。北国街道木之本宿の町なみを歩き、３棟の町家

の内部を見学し、修繕体験をおこなう空き町家で意

見交換をおこなった。町歩きを踏まえ、地域の現状

と課題を確認するとともに、今後、空き町家をどの

ように活用していくとよいかについて議論した。 

そして、個人の所有物である建物を、所有者だけ

でなく、地元住民や外部の組織が利用することで、

共有しながら維持管理をめざす合意が得られた。ま

た、部分的であれ修繕できれば、今後も建物の維持

管理が可能であることも明らかとなった。 

 

(2) 空き町家の修繕体験の実施 

「北国街道木之本宿町家再生塾」と題してチラシ

を作成し、近畿圏および中京圏の公共施設を中心に

配布し、参加者を募集した。募集期間は１ヶ月であ

ったが締め切りを過ぎてからも問い合わせが数件あ

り、修繕体験に対する関心の高さがうかがえた。 

修繕箇所については、建物の状態から優先的に修

繕の必要がある箇所（屋根、壁）を選定した。さら

に、所有者の要望もあり、空き家を改修する際の共

通の課題でもある下水道への接続を組み込んだ。 
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修繕体験は、集まった参加者 18 名を屋根・大工・

左官・設備の４つの班に分けて、交替しながら５回

実施した。屋根班では瓦のずれているところや傷ん

でいるところをふき直し、大工班では柱の仕口を加

工したり、板をかんなで削ったり、壁に板を張った

りした。左官班では漆喰壁の下地、中塗り、仕上げ

など、傷んだ壁を補修し、設備班ではトイレから下

水道への配管をおこなった。地元工務店の協力を得

て、講師の職人が指導しながら、ネットワークのメ

ンバーが参加者をサポートした。 

修繕体験を終えた参加者からは、修繕作業だけで

なく、講師の先生方の話もおもしろかったという声

が多く聞かれた。湖北古民家再生ネットワークにと

っても、職人の技や腕の見せ所ができ、職人技に興

味を持つような話をしたり、技術を見せたりするこ

とができたことは大変魅力的であった。また、工務

店からも、職人もいい勉強になり、原点に戻れたと

いう言葉をいただいた。 

そして何より大きな成果は、参加者が町家を修繕

しただけでなく、木之本のファンとしてリピーター

になったことである。参加者同士や職人とのコミュ

ニケーションが築かれ、この修繕体験で生まれた人

間関係が今後の空き家活用の発展につながることが

期待される。 

 

(3) 空き家の活用を考えるフォーラムの開催 

地元住民や移住を希望する都市住民を対象に、ま

ちあるきワークショップや修繕体験の成果を報告す

るとともに、修繕した空き町家の見学会を開催した。

フォーラムでは、空き家の所有者だけでなく、地元

住民、修繕に携わった者、外部の利用者が、20 年、

30 年使いながら手を加えていけば、100 年、200 年空

き家を生かすことにつながるという可能性を提示す

ることができた。すなわち、北国街道の町なみとい

う地域資源をもつ地元自治会や行政に対しても、町

なみ景観を継承する手法を提言することができた。 

修繕した空き家の活用について、将来的には住居

として利用されることを期待しているが、当面は生

活体験施設として活用しながら、その運営のしくみ

と維持管理の方法を検討していくこととなった。町

家再生塾参加者には３泊４日まで無料で宿泊できる

特典を付与し、利用期間の過ごし方、必要な設備、

妥当な宿泊料などを問うアンケートを実施している。 

 

３． 空き家を活用したサスティナブルエリアデザイ

ン 

空き家は、下水道に未接続であったり、仏壇が残

っていたり、物置になっていたりと、今すぐ借りる、

あるいは購入するにはいくつかの課題があるものが

ほとんどである。仮に物件が見つかっても、地域が

移住者の受け入れに難色を示す場合も少なくない。 

そこで、湖北古民家再生ネットワークでは、都市

住民を募って空き家を修繕するとともに、都市住民

が地域に通い、地域住民との交流を働きかけるきっ

かけの場としての活用を試みている。こうした取り

組みを継続することにより、地域において質の高い

住宅を長期にわたり使用することの意識を高め、世

代を超えた住まいが地域の資源になると考えられる。 

空き家の修繕により、景観が保たれ、地域の資源

が継承されるだけでなく、修繕体験の参加者が自ら

民家を修繕できるようになる。また、参加者や空き

家の利用者が地域に通うことで、都市住民と地域住

民の交流が生まれ、都市住民が地域への移住や二地

域居住を考えるきっかけや、民家の修繕や都市住民

の受け入れなどに対する地域住民の理解を深めるこ

とにもつながる。都市住民が空き家に移り住むこと

により、地域の活力が呼び戻され、コミュニティ機

能が受け継がれていくことへの期待は大きい。 

民家を長期にわたり使用する社会的な仕組みをつ

くることは、廃棄物の発生を抑制し、循環型社会の

モデルとして二酸化炭素が固定されることにつなが

り、低炭素社会の実現の一端を担う先導性がある。

また、民家を含む景観やコミュニティ機能を維持し

ていくための活動は、同じ課題を抱える全国の地域

でも応用することができ、汎用性がある。 

報告者が滋賀県立大学から付与された称号「コミ

ュニティアーキテクト（近江環人）」は、まさにこの

ように地域の環境・空間・文化を未来に引き継ぐサ

スティナブルエリアデザインの担い手である。報告

者はこれからも、地域資源の一つである空き家を実

証的に活用することにより、過疎化・高齢化が進ん

だ中山間地域の集落再生や、活力を失いつつある中

心市街地の活性化などに貢献していきたい。 

 

参考文献 

1)湖北古民家再生ネットワーク：200 年住まい・まちづくり担い

手事業活動報告書，2009 
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官と民の実務家の協働による街づくり制度の提案 

 

鶴﨑健一（有限会社ツルサキ設計） 

 

１．現状とその認識 

既存の街を見渡すと、様々な思いの中、個々が自

由気ままに家を建て、その家が集合し、なんとも言

えないちぐはぐな景観を見せている。その景観を野

放しにするならば、今後、益々我が街、故郷として、

誇りをもてないまま、心の貧しい暮らしをせざるを

得ない状況となるだろう。 

そして、都市部は勿論の事、小規模な街までもそ

の状況は変わらない。 

１９８１年（昭和５６年）６月１日建築基準法施

行令改正（新耐震基準）施行された。新築の為に見

直され改正されたが、新築だけではなく、既存の建

物も新耐震基準に見合う設計法で見直さなければな

らない現状にあった。その後、阪神・淡路大震災１

９９５年（平成７年）を始めとした新潟中越地震、

能登半島地震等多くの大地震が発生をしている。地

震が比較的多発する関東でも、地震対策は急務であ

る。だが、耐震強度が無く倒壊の危険があっても、

経済的な理由等、それぞれに生活があり事情がある

ので、耐震基準に満たすような改修は思うようには

進まないだろう。 

その中、建築に携わる我々としても残念な姉歯耐

震偽装事件をきっかけとして、国は建築の実務家で

ある建築士の性悪説を唱え、建築基準法及び建築士

法の厳格化をした。これにより、平成 17 年 6月 1日

に改正された既存不適格の規定がより現実のものと

なり、特に新耐震基準の施行前に施行された建築物

にとっては保存するには、厳しい環境となった。よ

って、増築、改築は儘ならず、壊されなければいけ

ない運命にある建物も数多くなると考えられる。 

道路事情も人、自転車、車のそれぞれの通行を考

慮した事情になっていない状況で、災害時の避難経

路に大きく支障をきたしかねない。又、災害時は建

築基準法等関連法令の違反による被災物障害もでて

くると思われ、問題は、さらに深刻化する可能性が

ある。 

耐震化と同時に進めなければいけないのが、前述

したが、街全体の景観を考慮、住み続けたいと思え

る質の高い街づくりでもある。 

次に新しい街づくりで、ミニ開発、区画整理を含

む大規模開発の問題がある。又、既存の街と新しい

街をどのように繋げていくかも課題となろう。 

ミニ開発は企業が事業主体な為、営利性が重要な

基準となる。敷地を開発し、道路及び建物を造るの

だが、経済的余裕は無く、既存を含めた町並み形成

として景観を見るならば、お粗末と言わざるを得な

いものも今後、数多く出るだろう。 

又、国の補助事業の区画整理法による大規模開発

も区画して、道路を造れば良いというものではなく、

住む人の豊かな暮らしを目標にしっかりとした、街

としてのコンセプトを表に出し、そのコンセプトが

将来にわたり、維持管理され、発展して、継続的な

街の活性を狙える計画としなければならない。 

 

２．官・民の「埼玉県街づくり懇話会」発足 

 今までの、官と民の関係は、大きく分け、行政指

導される立場とされる立場である。その他、公共事

業では発注者と受注者の関係でもあり、双方は常に

相手方として存在する。この関係は原則維持の必要

はあるが、状況によりけりである。 

建築・街づくりついては地震対策、欠陥住宅対策、

地球環境、景観、福祉、エネルギー等、種々の考慮

を必要とする課題があると考えられる。 

そして、２年程前の平成 19 年 9月 5日に「官と民

が建築とまちづくりについて本質論を語り合い、官

は民を助け、民は官に協力し、よりよい埼玉の財産

形成に貢献し、県民の豊かな生活に寄与すること」

を目的とする。「埼玉県街づくり懇話会」（以下：懇

話会）を発足した。官と民との非公式な枠を超えた

忌憚の無い意見交換の懇話が始まったのである。懇

話会を開催するきっかけが建築基準法の改正に伴う

厳格化で、その影響を懸念するというものであった

ので、官である埼玉県には、建築指導課に役所間の

連絡係りをお願いし、民では、私鶴﨑が担当した。

又、開催の責任者も兼ねた。その後、官ではさいた

ま市の職員を招き、官として３人がはいり、民の方

では、４人の建築家が参加し、現在２０回を数える

に至った。 
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そして、現在、懇話会設立時の目的は変更され「県

民に対し、良い街づくり・質の高い建築が出来るこ

とを支援する目的で、行政と民間の実務者が非公式

に話し合う場とし、この懇話会の話題が将来、埼玉

の質の高い財産形成に貢献し、県民の豊かな生活に

寄与する。」とした。 

懇話を重ねるうち、前述の現状とその認識にも似

たような発言をしていますが、「既存の建築と街づく

り」「新しい建築と街づくり」の二つの課題としなけ

ればならない柱があるということになった。二つの

課題の具体的な話としては、 

① 建築基準法及び建築関係法令について 

・ 既存の街並の保存と不良宅地の整備 

・ 法の実務的利活用 

② 具体的事例の検討 

・ 既存の街の調査・研究・そして残し方の提

案 

・ 埼玉県本庄市の市民まちづくり活動 

・ 埼玉高速鉄道延伸計画にかかる街づくり 

を話し合っている。 

そこで、これらを具体的な活動として定着させる

には、官と民がそれぞれの職能をもって参加できる

制度「埼玉県建築物・街づくりプランナー制度」（以

下仮称：県・建街企画士制度）の成立に向け話し合

っている。 

 

３．県・建街企画士制度の紹介（案） 

「埼玉県建築物・街づくりプランナー制度」   

（以下：県・建街企画士制度） 

       「埼玉県街づくり懇話会」は街づくりを話し合う

場として２年程続けて来たが、これまで、様々な貴

重な意見交換がなされてきた。 （目的） 

県民に、「良い街づくり・質の高い建築」をすること

への支援することにより、埼玉の質の高い財産形成

に貢献し、県民の豊かな生活に寄与する。 

（取り組む街づくりの内容） 

(ア) 既存の街並み保存 

(イ) 新しい街づくり 

（構成団体） 

構成「団体」は公益団体を中心に建築分野だけでは

なくその他の街づくりに関わる業種も参加を促進、

又、研究機関、民間企業の賛同を得、推進団体及び

協力団体として参加してもらう 

推進団体ｲﾒｰｼﾞ（街づくり関連団体） 

(ウ) 行政：埼玉県、さいたま市  

(エ) 民間：（社団法人）日本建築家協会 JIA 埼

玉地域会、その他 

(オ) 研究機関 

① 協力団体 

(カ) 行政：県内 市町村 

(キ) 民間：（社団法人）埼玉県建築士会等建築専

門団体、NPO 法人、不動産関連協会、弁護

士、税理士、商工会議所、金融、教育・研

究機関 など 

（建街企画士と関係協力者） 

建街企画士の資格：建築士でありある一定の資

質を備えた者 

各専門分野の関係協力者の位置付け 

行政各分野と建街企画者代表者会議：建街企画

士代表を定めその代表と行政の該当責任者で構

成 

建街企画士の具体的事業と仕事 

１） 自治会等を中心にした公益団体に講

師派遣をし、会の目的の周知 

２） 既存密集市街地（不良宅地を含）調

査・研究・整備に向けた相談  

３） 建築・街並み保存に関する調査・研

究・保存に向けた事業活動 

４） 歴史的文化遺産の発掘（評価）と利活

用 

５） 集団規定を問題とする建築の相談 

 

４．今後の展開 

官・民の枠を越え忌憚の無い意見の交換とその話

し合いの内容の濃さに個人的スキルアップも図れた。

そして、何よりも大切なものは、建築仲間として、

建築及び街づくりを誇りとするものとして協働でき

ることである。 

県・建街企画士制度を発足させ、建築と街づくり

について、さらに話し合い実務的な行動で、発展で

きることを今後期待したい。 
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老舗映画館の閉館とコミュニティシアターとしての再生 

 

東海林伸篤（世田谷区） 

 

１．はじめに 

 地球規模の環境問題、少子高齢・人口減少社会の

到来、地域社会へのグローバル経済の各種影響の増

大、地域コミュニティの希薄化など、様々なレベル

での課題が顕在化するなか、身近な生活基盤を確固

たるものにすることが、持続可能な安心感ある生活

環境構築のために必要と考える。また、そのために

は地域環境を再認識し地域に眠る固有の資源（人材、

物資、土地建物等）を有効に活かしていくことが一

つの鍵となるのではないか。サスティナブルエリア

デザインとは、こうした地域の資源に着目し、人々

の生活の質（QOL）が高まるよう、これらを継続的に

活かしていく、地域マネジメント（運営）に関する

デザインであり、また、コミュニティアーキテクト

とは、まさにこの地域マネジメントを担う人材（あ

るいは事業体）であると考える。本稿では、筆者が

関わっている、コミュニティシアター「川越スカラ

座」と、この運営を担う NPO プレイグラウンドの活

動をもとに、サスティナブルエリアデザインおよび

コミュニティアーキテクトの役割について考察する。 

図‐１ 事業推進体制 

 

２．活動の概要 

埼玉県の川越市は人口約 34 万人。都心から 30km

圏内に位置する。蔵造りや川越祭りなどの歴史的な

資源が多く残り、年間約 600 万人の観光客が訪れる。

一方で、日帰り客が多く、商店経営者の高齢化等も

進み、蔵の街並みが残る中心市街地は、生活の場と

して必ずしも従来の活気があるとは言い難い。市内

には、かつて 10 ヶ所もの芝居小屋や映画館があり、

人々に娯楽の場を提供していたが、テレビが普及し

始めた昭和 30 年代には、次々と閉館に追い込まれ、

数年前からは映画館「川越スカラ座」が、市内唯一

の“劇場”として興業を続けてきた。しかし、この

スカラ座も、経営難に加え、高齢となった支配人の

体力的な限界により、平成 19 年 5 月に閉館した。こ

うした中、市内に住む 20～30 代のメンバー（地元人

形店・呉服店、デザイナー、建築士等）が NPO プレ

イグラウンドを立ち上げ、「川越スカラ座」を町なか

の遊び場（居場所）とするべく、市民参加型のコミ

ュニティシアターとして再生した。再生後は賛助会

費を募り、従来の映画上映に加え、各種イベントの

開催や貸館事業を実施。運営は有給スタッフとボラ

ンティア等の協力を得ている。映画選定や映画館の

企画・運営に関しては、来館者アンケートやボラン

ティア会議等によるニーズ把握等を行っていること

も、従来の映画館とは異なる点である。 

 

３．事業推進体制と役割 

（1）事業推進体制 

NPO プレイグラウンドの事業の柱は、①まちなか

の遊び場・居場所づくり～みんなの映画館『川越ス

カラ座』～、②川越オリジナル商品の製作・販売。

の２つである。 

映画館の運営については、NPO プレイグラウンド

の役員７名と映画館運営スタッフ（有給常勤スタッ

フ２名、アルバイト 3 名）がコアとなり企画・運営

を担い、これにボランティア（平成 21 年度 9 月現在

34 名）によるサポート体制がある。また、賛助会員

（平成20年度380名程度）による資金面での支援(賛

助会費一口１万円～)がある（図‐１）。事業規模は、

平成 20 年度約 1900 万円となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）関係者と役割 

コミュニティシアターの運営においては、多方面

での能力と役割が必要となる。「企画・運営（ホール

空間等を活用したイベント企画）」、「広報（E-mail・HP

等の IT 技術の活用、町なか立て看板の映画ポスター

貼り等）」、「デザイン（チラシ、ポスター、HP 作成

15　－　1

107



など）」、「会計・経理」、「施設設備等の改修・修繕」、

これらを統括するマネジメント力、そして人的労働

力である。役員、スタッフ、賛助会員等関係者の主

な役割分担は、表‐１の通り整理される。 

５．コミュニティシアターの利用状況 

 閉館前の入場者数に関する明確な記録がないが、

コミュニティシアターとして再生され、映画上映数

は 3 倍程度に増え、新たなイベント等も加わり、明

らかに利用者数は増加している（表‐2）。  

表‐１ 関係者と役割  
統
括
・
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト

企
画
・
運
営

広
報
・
デ
ザ
イ
ン
等

映
画
館
運
営
業
務

会
計
・
経
理

施
設
・
設
備
修
繕
等

各
種
労
働
力
の
提
供

資
金
提
供

報
酬

N
P
O
運
営
議
決
権

そ
の
他

NPO役員 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ― ○ ―

スタッフ ― ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ― ―

ボランティア ― △
注１ ― ○ ― ○ ○ ―

特典
注５ ― ―

来館者 ― △注２ ― ― ― ― ― ○注４ ― ― ―

近隣商店等 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ○注７

行政 市役所 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ○注８

N
P
O

（
運
営
主
体

）

市民

賛助会員等

企業等

― ― ― ― ― ― ― ― ―
特典
注６○注３

 

表‐２ 閉館前と NPO 再生後（コミュニティシアター）の比較 

映
画
上
映
数

映
画
会
員
数

一
作
品
平
均

入
場
者
数

イ
ベ
ン
ト
数

キ
ャ

ン
ペ
ー

ン
数

貸
し
ホ
ー

ル
数

従来型映画館 2006年度 9作品 0名 ―注９ 0回 0回 0回
2007年度 31作品 311名 277名 12回 2回 13回
2008年度 28作品 299名 325名 9回 10回 14回

コミュニティシアター
 

 

６．課題と展望 

 活動初年度から２年間は、NPO 代表者が映画館ス

タッフも兼ね、NPO と映画館全体の管理運営を行っ

ていた。しかし、3 年目以降は、NPO 役員の事業担当

制に切り替わり、今後の運営が試されている。 

４．地域資源の発掘と活用 

 地域資源の発掘と活用については、地域の人々と

運営側のニーズが双方にうまくマッチングすること

が必要である。ここでは３つの地域資源活用事例を

紹介する。 

経営面ではまだまだ厳しく、映画上映以外の収益

事業の柱を作る必要がある。観光、文化振興、福祉

等の様々な角度からホール空間を活かした事業の可

能性を模索している。 

（1）事例１：映画関連設備の導入 

「スピーカーが無い、提供者求む！」そうした情報を、

HP 等で呼びかけたところ、賛助会員である地元音響メ

ーカー社員からスピーカー貸出しの申し出を頂いた。自

宅の一室で趣味で鳴らしていた自作スピーカーを、映

画館という大空間で試してみたい（夢をかなえたい）とい

うニーズがうまくマッチングした事例である。 

 

７．コミュニティアーキテクトに求められる資質・能力 

「川越スカラ座」を舞台にしたサスティナブルエ

リアデザインにおいては、事業体である NPO がコミ

ュニティアーキテクトの役割を担っているといえる。 

サスティナブルエリアデザインの推進には、「3．

（2）関係者と役割」で述べた、企画・運営、IT 技

術、デザイン、会計・経理等の実務能力は欠かせな

い。そして何よりも求められる資質・能力として重

要なことは、地域の潜在的ニーズの把握と的確な企

画力、地域に対する幅広くきめ細やかな呼びかけ、

人々の心をつなぎ止める対応と共感の創出、活動を

持続させるマネジメント力などであると言える。 

（2）事例２：欲しいものリストの掲示 

映画館外壁に「欲しいものリスト」を掲示。壁掛け時計

や、掃除機、（ポスター貼りのための）糊に、ペンキなど、

映画館の運営に必要となるものを掲示し、市民への呼

びかけを行い、これを見た市民や賛助会員より、提供可

能なものを善意で提供頂いた。 

（3）事例３：カルチャースクール 

映画上映時間外の、ホール空間および大画面を活

用したカルチャースクールを試行的に実施している。

定年退職した団塊世代や主婦の方々をはじめ、地域

に眠る一芸をもつ人材の発表の場として、ホール空

間（大型スクリーン）を活用することで、地域の人

的交流と生きがいづくりにも繋がることが期待され

る。将来的に、講師希望者の登録制度を設け、“市民

による市民のためのカルチャーセンター”として機

能させていく方向性も視野にいれている。 

 

注） 

注１）ボランティア会議への参加。注２）来館者アンケートへの回答等。注３）

会費。注４）チケット購入費。注５）映画鑑賞が無料になる特典。注６）無料招

待券の進呈、名前入り木札の館内掲示、貸館割引。注７）割引連携等。注８）市

営駐車場利用者の映画鑑賞チケット割引。注９）閉館以前の入場者数は不明 
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持続可能な社会の実現に向けたまちづくりの課題とコミュニティアーキテクト 

京都市のまちづくり交付事業を事例とした一考察 

中野 茂夫（京都工芸繊維大学） 

 

１．はじめに 

近年、「サスティナブル」がまちづくりのキーワード

になってきている。これだけ脚光を浴びるようになっ

たのは、1990 年代になってからである。その背景にあ

るのは、長年にわたるスクラップ・アンド・ビルドの

開発行為によって環境破壊が進行し、持続可能な社会

が危ぶまれているからにほかならない。 

さて、持続可能な社会の実現という目標を掲げたと

き、歴史的建造物を保存するということが一つの方向

としてあげられよう。古い建物を使い続けることは、

安全性やメンテナンスにおいてコストがかかることが

多いが、環境負荷ということを考えた場合、建て替え

よりも社会的コストは低いといえる。だが、文化財行

政が目指してきたのは、歴史的建造物の保存であり、

重要的建造物群保存地区制度のように町並み保存にか

かわる制度もあるが、都市の保存という点では、十分

な成果を上げてこなかった。重伝建地区に選定された

都道府県庁所在都市も限られていて、そのうちの神戸

や長崎は近代の洋風の町並みである。都市を保存する

ということにおいては、都市計画が果たす役割が大き

いといえるだろう。 

近年、景観法、歴史まちづくり法の制定にともなっ

て、都市計画行政でも歴史を生かすということが計画

のプロセスとして当たり前になりつつある。また都市

計画のほかの制度でも、「歴史を生かす」ことがキーワ

ードのように使われている。だが、「歴史を生かす」こ

とを大義名分としつつも、実態として都市開発に荷担

している都市計画行為も少なくない。ここでは、まち

づくり交付金による都市計画の事例をみながらその課

題について考えてみたい。 

まちづくり交付金制度とは、地域の歴史・文化・自

然環境等の特性を活かした地域主導の個性あふれるま

ちづくりを実施し、全国の都市の再生を効率的に推進

することにより、地域住民の生活の質の向上と地域経

済・社会の活性化を図ることを目的とした制度である。

まず市町村が都市再生整備計画を作成し、国が都市再

生基本方針に適合しているかどうか審査し、採択され

た場合には年度ごとに地区単位で一括交付されること

になる。事業の実施後には、その達成度について事後

評価を受ける必要がある。 

 

２．京都市のまちづくり交付金事業 

京都市はいうまでもなく歴史的景観にもっとも恵ま

れている都市であり、それを生かしたまちづくりも、

近年の景観条例にみるように先進的な自治体といって

よい。京都市では、平成17年からまちづくり交付金に

よって 6 地区（洛中地区、伏見西部第五地区、洛北西

部地区、伏見中心市街地区、京都都心部地区、東山清

水地区）において事業が行われている。 

洛中地区では、「新世紀によみがえれ「京（みやこ）

の堀川」をキャッチフレーズにまちづくりの核となる

べき水辺空間の創造による中心市街地の活性化」を大

目標とし、鴨川から上京小川（歴史的景観保全修景地

区）、西陣を経て、二条城にいたる水辺空間と遊歩道の

整備が進められている（図1）。古い町家が多く現存す

るこの地区に旧来の堀川の歴史的景観を復原しつつ水

害対策にもつながるこの事業は、本来のまちづくり交

付金の制度に沿った好例といえる。 

つぎに、京都都心部地区の都市再生整備計画をみて

みたい。この地区では、「放置自転車対策を充実し、伝

統的町並みなどの京都の活力、魅力を歩いて味わう「歩

いて楽しいまち」の実現」を大目標に掲げて事業を行

っている。だが、その具体的内容についてみてみると、

公園地下自転車等駐車場整備、自転車の撤去・啓発活

動、自転車等駐車場整備となっている。こうなってく

ると、交付金によって駐輪場を建設することが目的化

しており、まちづくり交付金の本来の主旨から少し離

れているといわざるを得ない。 

図1 洛中地区の都市再生整備計画（京都市HPより引用） 
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一方、東山清水地区では、「日本の歴史や文化の象徴

である京都を国家財産として守り活かす「京都創成」

の実現」を大目標とした整備計画が立てられている。

その具体的内容についてみてみると、消防隊用消火栓

設置事業、文化財延焼防水システム設置事業、送水ポ

ンプ設置事業、地域防災施設整備事業等になっている。

これも防災や消防の設備を設置するために、まちづく

り交付金を受けているのである。おそらく予算さえつ

けば、別の事業で実施しても問題ないのである。 

これらの例をみてみると、歴史的なまちにおいて自

転車駐輪場や消防、防災の設備が必要なのは理解でき

る。だが、ここで疑問に思えるのは、なぜ、まちづく

り交付金でこうした事業を実施するのかというところ

なのである。ここに共通しているのは、本来のまちづ

くり交付金の主旨を、行政の施策において都合よく読

み替える作業がなされているということである。たし

かに、お役所の説明書を読む限りでは、本来の主旨か

ら逸脱していないといえなくもないが、一般的な感覚

でいえば、やはり適切とはいえないだろう。もちろん

国の審査を経ているので、交付する側にも問題がある

ことは間違いない。ここに潜んでいるのは、都市計画

にかかわる事業の大きな問題点といってよく、審査の

要件さえ満たすことができれば、具体的な内容が本来

の目的とすり替わっていても事業化できるのである。

民間企業が制度を読み替えつつ事業化の道を探るのな

らまだわかるが、行政が抜け道のような事業化手法を

選択することが常習化していることに問題の深刻さが

ある。 

後に、洛北西部地区をみてみよう（図2）。ここで

は「自然と歴史的景観の保全に配慮した安心・快適・

緑豊かなまちづくり」を大目標に掲げ、土地区画整理

事業、公園6ヶ所の整備、都市基盤河川改修事業が計画

されている。土地区画整理事業では、「歴史と自然環

境に恵まれた良好な住宅市街地を形成する」とされて

いるが、歴史的景観の保全に配慮するという点におい

て、具体的な試みは一切みられない。この区域は、比

叡山の借景で有名な庭園を持つ円通寺と隣接している

にもかかわらず、一般的な区画整理事業と全く見分け

がつかない。まちづくり交付金の交付を得て事業を行

うのであれば、少なくとも電線の地中化や円通寺の庭

園の景観を構成している柿やつつじといった植物を植

えるといった配慮がなされる必要があるのではないか。

また住宅地の幹線道路が円通寺の前を通ることになっ

ているが、景観へ配慮したというもののその効果は見

受けられない。また自動車の通過交通はサウンドスケ

ープという点でも大きな課題があるのではないか。こ

のように、まちづくり交付金の本来の主旨に沿って整

備計画を立てるならば、 低限検討すべき事項につい

て抜け落ちている項目があまりにも多い。 

一方、まちづくり交付金事業の実施にあたって国交

省は事後評価が義務づけており、京都市では事業に関

するアンケート調査を実施している。ところが、その

効果に関する質問項目に「自然と歴史的景観の保全に

配慮した」点が省かれているのである。それでは、ま

ちづくり交付金事業としての評価項目を、一般的な土

地区画整理事業に対する評価項目へとすり替えている

と見なされても仕方がないだろう。 

 

３．おわりに 

ここまで、京都市のまちづくり交付金事業を例にと

って、歴史を生かしたまちづくりにおける都市計画的

課題をみてきた。ここで指摘しておきたいのは、同じ

まちづくりの制度であっても、その運用次第で事業内

容が全く異なっているということである。市町村が運

用する場合、国から事業費を得るために制度を読み替

えつつ、本来の目的を達成するよりも事業の実施を目

的化している例も少なくない。こうした本末転倒の事

業に対し、市民の側にも住民説明会等を通して意見を

述べたり、適切に運用されているのかどうか監視する

責務がある。その場合、営利に惑わされるのではなく、

美しい景色、楽しい施設、取り壊すのは勿体ないとい

った「普通」の感覚を大切にして欲しいと筆者は考え

ている。そして住民たちの感覚を取り入れながら計画

を練り上げることができるのは、行政のプランナーで

も、“ヨソ”から来た専門家でもなく、地域に根付い

て地道に活動するコミュニティアーキテクトなので

はないだろうか
図2 洛北西部地区の都市再生整備計画（京都市HPより引用） 

。 
 

16　－　2

110



 

サスティナブルエリアデザインを学ぶ実地教育方法について 

大手前大学において実施した３事例 

川窪広明（大手前大学 メディア・芸術学部） 

 

１．はじめに 

 近年、大学教育に求められる内容として、キャリア

教育、地域貢献、社会人基礎力の強化など、従来には

見られなかったものが盛り込まれるようになり、現場

の教員や職員はその実施に試行錯誤を繰り返している。 

このような新しい教育内容に関して、平成20年の中

央教育審議会答申では、その目的を「第２節 教育課

程編成・実施の方針について」の中で「目的意識の希

薄化，学習意欲の低下等，学生の多様化により，大学

側の対応の困難性は増している。学生に目的意識を持

たせ，学習意欲を喚起する観点から，地域や産業界と

の連携を深め，外部人材の積極的な参画を得たり，質

の高い体験活動の機会を積極的に設けたりするなど，

開かれた教育活動を推進することも有意義である。」

とし、大学に期待する取り組みついて、 

●キャリア教育を，生涯を通じた持続的な就業力の育

成を目指すものとして，教育課程の中に適切に位置付

ける。豊かな人間形成と人生設計に資するものであり，

単に卒業時点の就職を目指すものではないことに留意

する。アウトソーシングに偏ることなく，教員が参画

して学生のキャリア形成支援に当たる。 

●地方公共団体をはじめとする地域の諸団体との連

携・協力を推進し，地域の教育資源や教育力を活用す

る。といったことを提案している。 

 また経済産業省では、平成18年の「社会人基礎力に

関する研究会中間取りまとめ」の中で、「社会人基礎

力を構成する主要な能力」を①前に踏み出す力（アク

ション）、②考え抜く力（シンキング）、③チームで

働く力（チームワーク）と定義している。 

 一方、サスティナブルエリアデザインには、地域ご

とに特色あるデザイン手法や、社会情勢の変化に対す

る柔軟な対応が求められるため、建築計画や都市計画

などの大学の講義のみによる教育は難しいと考える。

そこで大手前大学（所在地：兵庫県伊丹市、西宮市）

の建築系学科（社会文化学部人間環境学科（2000 年～ 

2005 年）、メディア・芸術学部メディア・芸術学科（2006 

年～））では、休日や長期休暇を利用して教員と学生

が現地へ赴き、地域の団体や住民と協働しながらサス

ティナブルエリアデザインを学ぶ実地教育を行ってい

る。この方法は、前記の新しい大学教育に求められる

内容にも合致するものである。本報告では、大手前大

学において実施した3 つの事例を紹介する。 

 

２．事例報告 

事例１：からほりまちアートへの参加 

 筆者の研究室では、2002年から大阪市中央区空堀地

区において、町屋や祠の残存状態、路地空間の利用状

態、町屋改装店舗の計画手法、まちなみ保存活動など

について調査を行っている。この地区では、まちなみ

保存活動を行っているからほり倶楽部という団体が知

られているが、その会員からの「空堀地区の町歩きを

楽しみながら、この地区の魅力をより多くの人に知っ

てもらうために町屋や路地にアート作品を展示するイ

ベントを行ってはどうか。」という提案によって、2001 

年から毎年10 月末に「からほりまちアート」が開催さ

れている（写真1）。 

筆者は、空堀地区の調査を開始した2002 年より、こ

のイベントに学生を参加させてきた。当初は、調査内

容を卒論としてまとめる学生に対する興味と意識高揚

を目的として計画したもので、イベント直前の準備や

当日の受付などの「手伝い程度」の参加であった。し

かし、卒業後もこのイベントの運営スタッフとして活

(写真１)まちアート当日の展示 (写真２)運営スタッフのミーティング (写真３)イベント当日のボランティア 
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動を続けるＯＢが現れ、現在では実行委員会副委員長

として後輩を勧誘するようになった。したがって2005 

年からは、毎年５名程度の学生がイベントの企画段階

から運営スタッフとして参加するようになった。 

積極的な参加」という伝統を築く場となりつつあるこ

とに意義を感じる。 

事例２：西表島の住民に対する雨漏り修繕工事指導 

 西表島は、沖縄県の八重山諸島の竹富町に所属する

島であり、沖縄県では沖縄本島に次ぐ面積を持つ。国

勢調査によると、竹富町は沖縄県の市町村の中で平成

７年から平成17 年の10 年間における世帯数増加率

（表1）が も高く、また人口増加率（表2）も３番目

に高いものとなっている（沖縄県の離島の中では も

高い）。特に西表島は、島を取り囲む珊瑚礁や島の大

半を覆う亜熱帯

彼らの活動は３月から始まり、まずイベントまでの

大まかな活動予定を決める。そして６月頃からその年

に行う企画についてスタッフがアイデアを出し合い、

役割分担を決める。スタッフの全体ミーティング（写

真2）は２週間に１回程度であるが、役割ごとの打ち合

わせはかなり密に行われるとのことである。９月に入

ると、出展者募集、スポンサー募集、作品展示場所提

供についての地元住民との交渉、イベントの広報など

運営スタッフの活動はイベント開催に向けて佳境に入

る。 

林などの自然の魅力に惹かれて内地か

の

ら移住する人たちも多く、1 0 年間で1,113 人の人口

増加をみた。 

 筆者の研究室では、2004 年、2006 年、2008 年に内

地から西表島に移住した人たちの居住状況について調

査を行った。調査には学生を1 名ずつ参加させ、日々(表２)竹富町の人口変化 

(表２)竹富町の人口変化 

イベント当日に

現地を歩くと、運

営スタッフとして

参加している学生

以外にもスタッフ

のT シャツを着た

学生を見かける

（写真3）。これは

運営スタッフの学

生から、当日のボ

ランティアとして

誘われた同級生や

後輩である。また

学生時代にスタッ

フとして参加して

いた卒業生に出会

うこともある。からほりまちアートへは、本学の学生

達にとって実地教育の場となるとともに、「活動への

仕事を手伝うことを条件に、カヌーツアー業を営む

筆者の知人方に約1ヶ月間滞在させていただいた。 

そして2 0 0 4 年と2006 年の調査により、調査に協

力いただいた人の多くが施工状態の悪い中古住宅に居

住しており、台風や塩害、シロアリといった西表島の

厳しい自然条件による住宅の被害に悩んでいることが

わかった。特に台風による雨漏りは深刻な問題であり、

複数の住民から、「修繕を依頼できる業者がほとんど

いない西表島で、何とか自分たちの手で解決できる手

段はないものか。」という相談を受けた。そこで2008

年には、本学の設計製図演習の非常勤講師を依頼して

いる方で、多くのマンション改装工事を手がけている

建築士にも同行願い、住民に対し、学生の滞在先の住

宅において変性シリコンコーキング剤を用いた雨漏り

修繕工事の指導を行った（写真4,写真5）。この工事指

導には学生も参加し、調査終了後に「住民自身で可能

な雨漏り対策」というマニュアルを作成した。この学

(写真４)住民によってなされた補修。パテを使用して (写真５)変性シリコンコーキング剤を用いた屋根の
雨水が溜まり逆効果となっている。 

漏水箇所
修繕指導 

17　－　2

112



生は、工事とマニュアル作成を通して雨漏りの修繕を

行う材料や必要機材、工事 

方法を知るとともに、「沖縄の離島に生活する人は、

自分自身の手で厳しい自然から住宅を守り続けなくて

はならない。」という内地では考えられない一種の離

島苦を体験できたと考える。 

事例３：ＮＰＯ法人尾道空き家再生プロジェクトとの

協働 

 広島県尾道市では、ＮＰＯ法人尾道空き家再生プロ

ジェクトが市内の空き家再生運動を行っている。この

ＮＰＯは、「空き家の再生や空き家バンクの活性化事

業などを通して、古い町並みや景観の保全、移住者・

定住者の促進による町の活性化、そして、新たな文化・

ネットワーク・コミュニティの構築を目的とする。（特

定非営利活動法人 尾道空き家再生プロジェクト定款

より）」として、2008 年に豊田雅子氏を代表理事とし

て設立された。 

 筆者は、本学で設計製図演習の非常勤講師を依頼し

ている建築士を通して、ＮＰＯの理事の一人を紹介さ

れた。この方は、事例２で紹介したからほり倶楽部の

理事を務めており、「住宅の再生」という点で尾道空

き家再生プロジェクトとの接点を持っていた。尾道空

き家再生プロジェクトは、空き家再生工事を数多く手

がけており、その工事には建築の専門家以外にも他の

地域から尾道に移住し、再生された空き家に住み始め

た人なども参加している。筆者は、この活動への参加

が学生の実地教育のよい機会となると考え、2009年6

月より尾道空き家再生プロジェクトとの協働を計画し

た。 

現在、本学からは、教員３名（常勤教員２名、非常

勤講師１名）と学生３名が参加しているが、参加学生

については、３年生の中から大学院進学を目指す、あ

るいは建築設計業務への就職を希望するといった具体

的ビジョンを持つ者を選抜した。本年度は、月１回、

尾道空き家再生プロジェクトが手がけている工事に参

加すること、９月に行われる「尾道建築塾夏合宿」と

いうイベントに参加すること、2010年3月に行われる

「尾道まちづくり発表会」で学生に成果発表を行わせ

ることを計画した。なお、毎月の尾道行きは、先方と

日程を調整の上、金曜日授業終了後に神戸発の高速バ

スで尾道に向かい、土曜日と日曜日に作業を行った後、

日曜日の夕方に再び高速バスで神戸に戻るというスケ

ジュールである。宿泊については、尾道空き家再生プ

ロジェクトから再生した空き家を宿舎として提供して

いただいている。 

 後に本年夏に行われた尾道建築塾夏合宿について

簡単に紹介したい。このイベントは、2009 年9 月13 日

から20日まで開催され、全国から学生10 名、社会人４

名（１名はアメリカからの参加）があった。合宿では、

空き家再生現場作業の他、夜のレクチャー、尾道市内

の見学などが実施された。空き家再生現場作業では、

参加者を３班に分け、尾道市の斜面地にある築52 年の

木造平屋建て住宅の改装を行った。作業内容は、①洋

間の天井張り替え（写真6）とベランダのデッキ製作、

②和室の壁漆喰塗り替え、③露天風呂の製作（写真7、

庭に五右衛門風呂を作る）であった。今回の現場作業

では、左官や大工といった職人も参加して各班の実習

指導を行ったため、６日間、延べ30時間の作業で当初

の目標を達成することができた。また夜のレクチャー

は、地元の寺のホールを借りて開催され、本学の３名

の教員も１回ずつ講義を担当した（写真8）。このレク

チャーには、建築塾に参加しているメンバー以外に多

くの地元住民が参加し、活発な討論が行われた。 

 

３．まとめ 

 サスティナブルエリアデザインを学ぶ教育方法とし

て、大手前大学で行った実地教育の３事例を紹介した。

このような実地教育の実施におけるポイントとして、

次の３点をあげることができる。 

①機会の創設・・・他の団体や地域住民と協働すると

いう教育方法は、大学のカリキュラムに割り当てられ

た授業とは異質のものである。したがってこのような

実地教育を計画する場合、教員が調査・研究などで培

った人的ネットワークを活用して機会を創設すること

が重要である。また相手方がこちらに何を期待してい

るのか、こちらが相手方にどのような貢献ができるの

かを明確にしておく必要がある。事例１のようなまち

なみ保存活動とアートのコラボレーションは、現在、

全国各地で開催されており、ボランティア募集も行わ

れているため、実地教育のよい機会になると思われる。 

②大学の実地教育に対する理解・・・大手前大学には

特別研究という制度がある。この制度は、通常の授業

以外に主として学生の社会人基礎力向上やキャリア教

育を目的として教員が計画した授業に対し、大学の審

査を経て予算が与えられるとともに、学生を「単位を

与える」という形で評価するものである。この制度は

実地教育実施にとって大変にありがたいものであり、

ここで紹介した事例２と事例３はこの制度を利用して
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実施された。（事例１については、学生の単位取得の

みが認められた。） 

③実地教育の永続性・・・筆者は、サスティナブルエ

リアデザインを学ぶ実地教育自体にサスティナビリテ

ィが求められると考えている。近年、特に小規模な大

学においては、研究費が大きく削られる傾向にあり、

実地教育を継続するには困難な状況となっている。事

例１は、本学の近場で活動が行われること、さらに卒

業生が後輩達を毎年勧誘し、リードするまでに成長し

ていることもあり、永続性については比較的「安心」

している。しかし、事例２、事例３のような遠隔地に

おける実地教育ついては、協働先との関係や実施のペ

ースを守りつつ、大学へのアピール（成果報告、広報

活動など）を行って理解と支援を受け続けること、さ

らに可能であれば外部からの補助金を得るような試み

な

、若者）ととも

に「渦をつくる」もの考えている。 

どが必要である。 

2009年7月28 日の朝日新聞の「ニッポン人脈記 ふ

るさと元気通信」というコラムに「まちおこしは人に

尽きる。渦をつくるのは、ヨソ者、バカ者、若者。」

という一文があった。大手前大学で行っているサステ

ィナブルエリアデザインを学ぶ実地教育は、まさに教

員（ヨソ者、バカ者）が学生（ヨソ者

(写真8)夏合宿夜間レクチャーのチラシ 

(写真７)五右衛門風呂の作製。参加者が、職人(右 (写真６)洋間天井の張替え工事作業 

端)から指導を受けている。 
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この街の修景について 
 

酒井信一郎（有限会社 パオ 主宰  ） 

 

１．中心市街地の景観の保全の為の序章  

(建築探偵を始めて)  

市の総合政策の景観の検討の会議に参加したメンバ

ー数名が、この街の歴史を見直そう、この街の中心

市街地の建物に入り、内部とその家屋、街の歴史に

関わるものも聞き込みをしようということになった。

その活動グループ名を上山建築探偵団とし活動を続

けている。その趣旨としては、地方の中心市街地は、

郊外店舗に客を奪われ、活気を失いつつある。しか

し、この街の歴史を伝え、趣のある景観を担ってき

た建物は数多く存在する。そのモノたちに光を当て、

その歴史を皆で共有し、この市の誇りとして蘇生さ

せることはできないかと企んだ。象徴的な公共の建

築物は官費等の予算づけで保全や保存されるもの、

実際には一つ一つの民間の小建築群こそが街の歴史

を刻んできた。しかし、それらは所有者自らの意思

と誇りをもってでしか保全と保存は成り難い。その

道筋をつくることはできないが。それが第二の目的

であった。そして、この地域にすでにあった情報誌

「月刊かみのやま」に｢建築探偵レポート｣にスケッ

チと文章も添えてして寄稿することから始まった。9

つの事例がそろった時期に、公共の施設のロビーに、

それまでの成果をパネルにし展示巡回を行い、事例

の各施設にも現在まで継続展示をしていただいてい

る。すでに 16 事例のレポートの寄稿を終えた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その事例の内訳  

・ 製造販売（醤油）２展  理髪業    １展  

・ 荒物店     ２展  旅館     ５展  

・ 元歯科医院   １展  元呉服店   １展  

・ 蔵を含む家屋  ２展  武家家屋   １展  

・ 著名建築家の自宅１展  

その内容は、蔵座敷、穀物蔵を含むこの地区の特徴

的な家屋の配置と町屋家屋の仕組、商いの作法と家

屋の造作、洋風建物とその時代の息吹、蔵の構造、 

 

 

 

町屋の土地の区割りの基準やこの町の象徴的な出来

事や歴史にまでも及んだ。 近は｢読んでいますよ｣

と声をかけられることが多くなった。少しずつ認知

されるようなったと思われる。取り上げた家屋の所

有者の顔にも自信めいたものが感じられる。市行政 
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側の自覚とそれへの指標が定まり始め、県からの中

心市街地の景観を含めたアプローチも出てきている。

それらは、一概に私たちの活動の成せる業ではなく、

ここ２年間、東北芸術工科大学の温井准教授がこの

上山に入り、学生の課題と研究室のテーマとして、

中心地市街のことを取り上げて下さったこと、私た

ちのこれまでの活動も拾い上げて下さったことにも

よる。むしろ、その方が商店街当事者、行政に対し

ては効果があったと思われる。 

Ⅰ．石井伊惣治商店 

電話五十七番の木札の番号を見ながら店に入る。

石タタミの店の土間から、その先の南に面した掃き

だしの硝子戸越しに雪が残る庭が見える。早速、通

りニワに面した茶の間に案内され、当代で十九代に

なる、主、石井茂吉氏に話を伺う。その歴史は 上

義光と上杉軍の決戦場、慶長五年（1600 年）の長谷

堂合戦、東の関ヶ原、と言われたこの時期に移り住

み、上山の地で商いを始めたのだという。当初は漆

器の取り扱いを行ない、現在の商売となる。確かに

安政二年に発行の「東講商人鑑」という 旅の地図本

に漆屋伊惣治が記述されている。 さて、建物を含

む全体の配置は、母屋の道路手に店があり、たたき

の通りニワから茶の間、ニワ奥に順に土壁の味噌蔵、

塩蔵、奥南側に２階建ての座敷棟、離れの穀物蔵の

構成。明治の後半に造られたとのこと。 ・・・・・ 

店の内部は、天井は梁に尺五寸間隔に根太を掛け、

杉板の荒床を見せた剛天井、壁は漆喰と板張りで、

気持ちのよい力強い空間が拡がる。五寸角の柱が一

間おきに並ぶ店先には、蔀戸（しとみと）と呼ばれ

る仕掛けがしてあり、商い時に仕切りのない店と土 

Ⅱ．長谷川理容所 

明治時代に入ると県内でも、大土木事業や、地場

産業の殖産活動、近代化が急速に進み、公共建築を

中心にいっきに洋風建築、擬洋風建築が建ち始める。

役場、病院、学校や警察署、郵便局などである。し

かし、一部を除き、民間で洋館や擬洋風建築が建ち

始めるのは、それより数段遅く、大正の後半から昭

和初めまでの好景気に集中する。それらは、時代の

新たな幕開けを、新しい時代の職業の建築に、モダ

ーンな表情として登場してくる。醫院、喫茶・洋菓

子店、洋食店・写真館・映画館・洋服店・そして美

容室、理容所など。・・・・ 

Ⅲ．旅館長谷屋 

「東講商人鑑」という 旅の地図本の復刻版が書店

に並んだのはつい 近のこと。旅館長谷屋にあった

原本を元にしたものである。今から一五〇年前の幕

末、安政２年に出されたのであった。さて、この旅

館の奥の蔵座敷の宴会場は圧巻である。間口が三間、

奥行が六間の二階建のもの。明治６年、お城に生い

茂っていたであろうケヤキの木を譲り受け、その材

を使い、組み上げていったものと聞いたが、お城が

解体されるにあたり、使われていた欅材が手ばらし

ではずされ、それらを譲り受けたという説もある。

何れにしてもお城からで出た材には間違いなさそう

である。さて、それらを使って組上げられた構造材、

仕上げ材がほとんど、欅なのである。柱、梁、桁、

差鴨居は勿論のこと、１階天井の鏡板、板戸、など

など、まさに「シンジラレナーイ」の一言に尽きる。

特に１階は、当時のままと思われ、生成りの黄赤褐

色のツヤが 

いたことがあり、その強烈な印象を呼び起こし、

わくわくしながら訪れた。挨拶を済ませ、向かった

のは、感動の場所、便所と洗面所。ここは、モザイ

クタイルと模様タイルが織りなすパラダイス。およ

そ木造和風の風情の旅館のイメージを一新するモダ

ーンな空間に、息をのむ。ブルーと白のコントラス

トの鮮やかな空間は大正というエポックメイキング

な時代の表れか、異国の風情を誘おうとしているに

か。その後、こちらも落ち着きを取り戻し、女将、

高橋りくさんの話に耳を傾ける。この建物は、大正

十一年に建てられた。その建設に情熱を注いだのは、

結婚し養子に入られた歌人斉藤茂吉の弟の高橋直吉

さんである、ということ。なるほど、・・・・・・・・・・・

もう一つの感動は、２階の和室の客室の前にある廊

下にある。東側十軒、北側五軒のガラスの戸は、全

て戸袋に仕舞いこめるだけでなく、そのガラス框戸

の格子模様は、十字に切られた格子の間を、透明、

くもり、カラーガラス（ステンドガラス）に分け納

められ、幻想的な世界へ誘う。・・・・・ 

Ⅳ．温泉旅館しまづ・島津酒店 

ここに商いを行なう島津家は、武家の出身である。

見学をお願いし、女将千賀子さんに「家の歴史 島

津家 」の冊子を集った探偵団の皆に頂き、話を伺

った。そこには、１１８０年頃からの鎌倉時代、戦

国時代、そして秀吉、徳川時代へと、信濃島津家の

武家としての関りの記述が克明に記されている。島

津家は、信濃島津家を先祖にし、江戸時代には米沢

上杉藩に仕えた。故里は高畠町二井宿にある。明治
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２年に、江戸時代から、参勤交代の本陣にも使用さ

れた三階建て蔵造りのこの宿屋を買い求め、本家高

畠の在所の地名をとり、温泉を｢筋の湯」とした。当

時は松の木をくり貫いた湯樋で湯元から湯をひいて

きたそうである。それと同時に高畠親戚筋の酒本、

島津五衛門家の酒の卸販売も行なった。現在の蔵造

の店は明治１６年に建てられたということであ

る。・・・・さて、建物は表道路に桁入り蔵造りの酒

店と正面奥の旅館の棟とが繋がる。何れも漆喰仕上

げの厚い壁の左官仕事が目に付く。二階建になった

旅館の棟は、一階の座敷の天井にも現れる大梁が、

る。・・・・・ 

 

 

 

 

 

 

３．もうひとつの景観の作業 

  (城下町再生志士隊の活動) 

この市の都市の構成の特徴として、城の東側に羽州

街道が位置し、それに沿って商店街と温泉街が混在

し栄え、現在の温泉街はお城を囲むように発展し、 

且つ、城の西側に江戸後期の武士の家屋郡が 4件そ

のままの姿で残る。通称武家屋敷通りと呼ばれ、こ

の都市の歴史を刻む重要なゾーンになっている。数

年前にこの地区の下水道の整備と共に石張りを部分

的に配置した舗装と堰を生かす土木工事が行われた

が、武家屋敷が連なるゾーン以外は必ずしも歴史の

風情をかもし出す景観ではなかった。この土木整備

を追うように、市がこの地区の景観整備のためのボ

ランティアを募集し、城下町再生志士隊の名のもと

に、誘われるままに応募し活動することから始まっ

た。集まったのは、市職員、地区会長、地区の保存

会会長、地区民有志、観光ボランティアガイド、旅

館経営者、造園業、左官業、後に塗装業を営む人々。 

Ⅴ．清 水 屋  

清水屋は、当主中村順治さんで、分家して八代目。

ここで創業して約二四〇年という。本家は、かつて

眼鏡橋の袂で、伏流水の清水を利用して、造り酒屋

を営んでいて、屋号を清水屋と呼んだ。分家したこ

こは、元々はセト屋で、当時、セトモノ屋は数が少

なく、下のセト屋は大力、上のセト屋は清水屋を指

したという。 

 

２. 中心市街地の活性化の為に 

現在、国、県の施策として、明確なプランを示す中

心地市街地の活性化の施策等に対して、助成補助事

業を取り付ける幾つかがすでに始まっており、それ

に対し、景観も含め総合的な視点からの計画が望ま

れる。現在、中心地商店街の次の世代の担い手が 

 丁度その時期、市南部の本庄小学校体育館の建て

替えとのこと。解体される旧体育館の外壁の板材を

その地区の人たちも手伝い、手ばらしの解体作業か

ら始まった。その後、志士隊メンバーの旅館の目隠

しの塀の材料として再利用することが決まった。そ

この小学 6年生の卒業制作として加わることも決ま

った、羽州街道沿いに位置する本庄地区と街道の歴

史を織り交ぜて、張る板の抜き絵の図柄に取り込み 

「十日町未来会」を結成してから約 2年、活性化の

活動を積極的に始めた。それは、広場と各商店を使

った市であり、先の学生たちの活性化のアイディア

を各商店に飾ったギャラリー期間の実施であった。

それから一緒に蔵の分布図を用途別につくったりも

した。その先には、具体的な自らの商店街のイメー

ジアップを図る作戦も必要になってくる。もうひと

つ私たちにでき得ることは、建築探偵の先に、登録

文化財指定の検討作業があると思われる。この市に

は重要有形文化財の建物があり、市の指定建造物が

あるもの、登録文化財の建造物は未だない。行政側、

アドバイスをいただく方々を含め、複数の同時エン

トリーの方向で推し進めていきたいと思っている。

今までのレポートを書籍にする話も沸いてきている。

今ある財産の認識を深め、商業と一体となったまち

づくりが求められている 

完成に至った。その後の 3年間はブロック塀の修景

作業に追われた。毎年 10 月はじめからの約２ヶ月間、

手弁当の休日の作業となった。日本の伝統的な図柄

をモチーフに入れたり、四季の植物を描いたり、あ

る種の物語性と手作業の味わいを残したりの工夫も

こらした。街のどこにもあるブロックは得てして無

表情でブザイクであり、それに対し、その上の杉材

で覆う板塀は風景のイメージを閉鎖的なものから懐

かしさをおびた板塀にすることは経済的な事も含め

て効果的なものであった。本当にこれで良かったの

かの評価は後に委ねることにして、この地域に新た

な歴史を刻む思いで活動を行っている。本年度にお 
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いてもこの活動を行う予定である。 

4．点と点を結ぶ景観の先に見えてくるもの 

こうしたブロック塀を杉板で包む修景の作業のもう 

一つの目的は周辺の家屋、施設の、歴史ある景観に

対する配慮しての整備を促すことにあり、板塀が全

てではない。できれば、その他の歴史ある地域の景

観に対して積極的な対応を期待するものである。羽

州街道沿いの中心市街地や沢庵堰があった地区まで

延長していきたい。そうすることによって、柔らか

なループとなり連続した心地よい歴史的景観の様相

が見えてくる。 

 

  

平成１９年度巽波黒塀 平成１７年度土門黒塀 

平成１８年度巽波黒塀 平成２０年度藩校扇黒塀 

平成１９年度羽板黒塀 
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私の考える日本のサスティナブルエリアデザインとコミュニティアーキテクト 

地域固有の空間形成、まちづくりの仕組み・手法とその担い手像 

東京建築士会・練馬支部 奥村 隆史（建築学会会員番号 7007831） 

 

標記の題の下に、日ごろの活動について一文を寄せ

るように要請を受けたが、何分にも「サステイナブル

エリアデザイン」と言う耳慣れない言葉がテーマであ

るので些かにも心許無い。課題趣旨にある『歴史・景

観・生態・社会環境も含めた「地域の環境・空間・文

化システムを継承するデザイン」』もなかなか捉えど

ころがなく、的確な文章が書けるか不安である。  

 

さて、私たちのグループの紹介と今までに私たちが

してきた事例紹介から先ずは着手する事とする。  

建築士の社会的な地位向上を図る一環として、身の

回りの人々に先ず自分たちの存在を認識してもらい、

役立つ存在として認めて貰う事が大切であるとの共通

の認識が根底にあった。そのためには建築士が働く或

いは居住する場の近隣の住民たちに積極的に働きかけ

て、我々建築士の存在とその有用性を認識してもらう

事が大切であると考えられた。そんな中、藤本昌也氏

を中心とする練馬区内在住・在勤の東京建築士会会員

の有志が藤本氏の活動拠点である練馬区において、藤

本氏の地域貢献への熱意に賛同し、地元に密着した活

動を展開すべく、平成13年(2001年)7月に東京建築士会

の練馬支部を立ち上げた。東京建築士会では港、目黒

に続いて三番目の支部立ち上げであった。地域に密着

した活動を進めて行くと言う事で、当初から「練馬地

域会」というネーミングが冠せられた。(以降「練馬地

域会」の名称を用いる)  

練馬区では都市計画マスタープランの策定するにあ

たり、住民参加を積極的に取り入れた。練馬区では都

市計画マスタープラン全体構想の策定を始める前に助

走期間を設け、1998年4月から3回のワークショップを

間に挟んで「区民まちづくり連続講座」を約1年半の期

間に14回開催した。その修了者の中から一定の出席数

を超えた区民により「まちづくり区民懇談会(33名)」

を設置し、「都市計画マスタープラン」策定において

住民の意見を聴取する場とした。別途、区内在住の専

門家4名や公募区民4名、区関係部長4名で構成された

「21世紀のまちづくり懇談会」が検討機関として設置

され、上記の区民懇談会と両輪で、更に1年半討議を重

ねて平成13年(2001年)3月に都市計画マスタープラン

全体構想が策定された。この過程では、区民懇談会の

議論を補足するために、懇談会会員の有志が呼び掛け

て「自主懇談会」を(12回)開催し、住民の参加意識が

大変に高まった。藤本氏は「21世紀のまちづくり懇談

会」に学識経験者として参画し、「まちづくり区民懇

談会」の方には建築士会のメンバーが10名以上参加し

た。  

「全体構想」に引き続き、その後約2年を掛けて「地

域別指針」の策定作業が進められたが、住民の活発な

参加意識は一層の高まりを見せ、「練馬区都市計画マ

スタープランブロック懇談会」の会員数は総人数で133

名に達した。この住民参加の盛り上がりとそこで得ら

れた成果、住民間の人脈形成がその後の練馬区に於け

る住民参加の「まちづくり」の基礎になっている。  

「練馬地域会」はこのような背景を背負って設立さ

れた。「練馬地域会」は建築分野の専門家集団が、そ

の専門性を発揮し『練馬』という地域にしっかりと根

づいた、住まいづくり・まちづくりの実現を目指して、

多角的で継続的な貢献活動を展開することをその活動

目的としている。  

「ブロック懇談会」参加者に対する学習機会を提供

するために平成13年(2001年)10月から新たに「まちづ

くり講座」を始める事となったが、｢練馬地域会｣はま

ちづくり懇談会有志、まちづくりNPO、都市整備公社、

練馬区都市計画課と共に当講座の共催者となり、現在

に至るまで企画・運営に参画してきている。  

練馬区では、平成15年6月に「都市計画マスタープラ

ン地域別指針」を決定した後、「都市計画マスタープ

ラン」で目指す「まちづくり」の実現を担保して行く

ために、そのための仕組みや制度などを「まちづくり

条例」としてまとめあげ、平成18年(2006年)に施行し

たが、「練馬地域会」はその過程で、「練馬区まちづ

くり条例区民懇談会」に7名が参加し、更に、条例案を

区長に答申する「練馬区まちづくり条例検討委員会」

の方にも2名が参画するなど、市民並びに専門家集団と

して一定の役割を果たした。住民参加のまちづくりを

円滑に進めるために、「まちづくり条例」の施行と共

に「まちづくりセンター」が都市整備公社に事務局を

置く形で設置されたが、「練馬地域会」は「まちづく
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りセンター」とも協働し、いろいろな形でその活動を

応援し、協働している。  

このように行政と区民と我々専門家集団との協働を

約10年、「練馬地域会」を立ち上げてから約8年続けて

きた成果として、相互の信頼関係が確立し、夫々との

協働による活動が円滑に行われるようになっている。  

「練馬地域会」では「都市計画審議会」の学識経験

者枠で藤本氏が継続的に参画する他に、公募委員枠に

応募する形で毎期1～2名、この6年間委員を送り出し、

都市計画行政の最新情報に接すると共に、その方向性

についても意見を陳述してきた。更に「都市計画審議

会」の事前検討のワーキングを行う（担当）部会の特

別委員としても多数の人材が委嘱を受けて活動し、都

市計画行政そのものにも直接助力してきた。例えば、

「都市計画における建築物の敷地面積の最低限度およ

び高さの最高限度の指定方針」の諮問に対しては、専

門性を活かしたボリュームのケース・スタディなど具

体的な作業を行い、担当コンサルタントに技術的助言

を行ってその特命任務を果たした。また、「まちづく

り条例」に基づく（担当）部会（まちづくり・提案担

当部会、開発調整担当部会）の設置にあたり、5名が特

別委員としての委嘱を受けている。  

一方、住民との協働についても「区民懇談会」で形

成された人脈などを通じて地元の協議会などと協働し、

複数の具体的案件で「練馬地域会」のメンバーが専門

家としての助言・提案を行い、そのような「まちづく

り」提案が具体的成果につながりつつある。都市計画

道路（都道）の拡幅や延長に絡んで道路開通後の「ま

ちの暮らし」や「隣接する緑地」との関係調整、その

実現化方策の提案などを行い、事業者（東京都、練馬

区、東京メトロ）とも折衝を重ねて二地区において実

施設計に盛り込むところまで進めた。  

練馬区では現在、景観法がらみで景観計画をつくり、

景観行政団体を東京都から引き継ぐ準備を進めている。

それに先立って「練馬地域会」の景観部会では、練馬

区が毎年一回開催してきた「景観ウォッチング」（区

民参加のまち歩き）のプロデュースを2006年以来引き

受けて実施し、それと関連して、「連続まちづくり講

座」のうちの一回の講座を引き受けて、区民や行政関

係者の入った円卓会議を実施、練馬の景観についての

イメージの共有化を図ってきた。今年で4回目を迎える。  

更に昨年度（平成20年度）「練馬区まちづくり条例」

の「テーマ型まちづくり（第34条～第39条）」の制度

を初めて活用し、「Nerima景観まちづくり会議」とい

う名称の認定協議会を立ち上げ、1年半掛けて提案をま

とめ、「都市計画審議会部会」の意見聴取に付する段

階まできた。  

今年度からは景観計画策定の作業が始まり、「景観

計画検討委員会」での検討が進んでいるが、この委員

会にも、公募で参加した委員を含めて3人が参加し

「Nerima景観まちづくり会議」の区民2名を含めて関係

者5名が参加するなど練馬区の景観行政でも連携を図

っている。 

さて、表題の「サステイナブルエリアデザイン」に

ついてであるが、能動的なものとしての「エリアデザ

イン」なるものが日本に存在するのかどうか？ 今のと

ころ私は、ごく一般的なエリアについては極めて否定

的に思う。日本の場合、余程の大規模開発とか、大規

模地主の地所とか、江戸期以前からの残存する街並み

でもない限り意図的な「エリアデザイン」が存在して

いるとは残念ながら思えない。「デザインサーベイ」

的な感覚で、受動的にあるものをそのまま受け入れる

と言うのであれば確かにどこにでも「エリアデザイン」

は存在する。しかし、この場合、我々デザイナーが何

らかの意図をもった「デザイン」を仕掛けるには極め

て道のりが長く、成果が曖昧とならざるを得ない。強

いて言えば景観法に基づく景観条例を活用した市民運

動のようなものの中から幾許かの成果が得られる地区

が生まれれば僥倖と考えている。景観にも「エリアデ

ザイン」と同じような状況がある。後者の「エリアデ

ザイン」と同じような考えとしては、「生活景」とい

うソフトを含んだ景観像がある。文化レベルの高い生

活を住民がするようになれば自ずと周辺の景観は良く

なる。「生活」は過去・現在・未来と続く事を前提と

しているので、その場所での生活が続く限り自ずと「サ

ステイナブル」である。そのような視点に立つと「サ

ステイナブルエリアデザイン」はごくごく「生活景」

に近いもののように感じられる。「エリアデザイン」

に辿り着く前に私は街路景観という日常私たちが直接

「まち」と接する空間を「景観」の視点から詰める事

が「エリアデザイン」への直截的な攻め口になるので

はないかと考える。「地域固有の空間形成」の前に「Ａ

街路固有の景観形成」を考えるべきだと考える。「Ａ

街路」としたのは、普遍的な概念での「街路」では固

有の景観は生まれない。「Ａ」という名前のついた街

路という閉鎖された空間領域を設定してはじめて固有

の景観をつくる下地ができる。「領域」に「景観」が

宿るのである。現在私は練馬区の道路（街路）に、で
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きれば全て近隣住民の手で名称をつけて貰いたいと考

えている。例えば都道213号線、一般区道14-216号線と

言った囚人番号みたいな名称のままでは愛着も湧かな

いし景観を考える気にもならない。住民からすると現

在の道路は番地のない番外地であり、その他の土地な

のである。従って、タバコの吸い殻を捨てようが何と

も思わない。公共建物に係わった数少ない経験からす

ると、民間建物に比べて、どういう建物にしたいと言

う強い欲求やこだわりに欠けるのが公共事業である。

多目的即ち無目的、公平性を考慮して皆に合うように

考えて誰にも合わないものをつくる結果になっている。

この轍から考えると、対象をより小さく絞り込んで顔

が見える関係にまで落とすことがより良い景観、延い

てはより良いエリアを創出する端緒となるのではない

かと感じている。「Nerima景観まちづくり会議」の区

民メンバーである要さんが「貸し景」という造語を提

案した。「借景」の裏返しの概念で、街路に対してそ

れに接する住民が景色、景観を提供し、街路を歩く人

がそれを「借景」をする。この考えを街路の景観づく

りの原点に据えたらどうかという提案である。皆がそ

のように心掛ければ自ずと街路景観は良くなって行く

という、担い手を住民一人一人までに落した傾聴に値

する提案である。だが、ただ単に対象を細分化して行

けば済むという話にはならない。隣との調和、そのま

た隣との調和、お向かいとの調和、一定の領域が何ら

かのバッファーで途切れるまでの間、シークエンスと

しての調和が街路景観としてはどうしても必要になる。

こう言った空間感覚の問題になると「コミュニティア

ーキテクト」のような空間にセンスのある専門家の参

加が有効であり、必須とも言える。  

問題はそのような専門家の参画に対する対価（フィ

ー）が設定できるかどうかである。私たち「練馬地域

会」もコミュニティビジネスではないが、専門知識の

提供に伴い何らかの対価の支払いを期待しているし、

そのための道も探っている。長年ボランティア活動と

して続けてきてはいるが、責任の曖昧さと縛りの無さ

から、活動そのものが甘くなる要素を多々含んでいる

ので気がかりだ。ましてこの厳しい世の中になるとど

うしても収入の伴う日常業務が優先になり、社会貢献

への力が削がれがちになる。  

「サステイナブル」について考えると、「歴史・景

観・生態・社会環境を含めた地域の環境・空間・文化

システムの継承」以前にそれを支える「生活」そのも

のの「サステイナビリティ」が問題になる。即ち、経

済的にきちんと回る方法を考えないと「サステイナブ

ル」にはなり得ないと考える。従って、専門知識の提

供に伴う対価（フィー）が何らかの形で伴って来ない

と専門家参加の仕組み自体が「サステイナブル」には

なり得ないと言うのが基本的な思いである。  

経済については、対価の支払いがはっきりと存在す

る業務をベースとした貨幣経済と、貨幣経済的な対価

が曖昧な家計経済とが併存して世の中が成り立ってい

る。言ってみれば二重構造である。全てが貨幣経済に

より仕切られている訳ではない。この辺をよく理解し

て考えを進める必要がある。どちらかと言うと都心と

呼ばれる業務・商業を主体とする経済圏では、デザイ

ンに対価を支払っても採算に乗り、それ以上の見返り

が期待できる世界がある。丸の内界隈など大手デベロ

ッパーの仕切る地域では、景観への投資は賃料に敏感

に反映する重要な投資である。これと練馬区のような

住宅地とを同列に話はできない。住宅地は家計経済の

中心地であり、家事などのように労働に対する直接的

な対価のない経済環境が主流である。貨幣経済で考え

れば、住環境への投資、景観への投資は地価に当然反

映されるべきである。私も是非そうあって欲しいと考

える一員であるが、家計経済では地価の値上がりは直

接的なリターンにつながらない。逆に固定資産税・都

市計画税や相続税などの負担増加と言うマイナスの結

果すらもたらす。このような家計経済の牙城の中で、

貨幣経済的な労働対価、知識対価を求め成立させるこ

とは尋常なことではない。ではどうするか？ 残念なが

ら未だ解決策を見出せてはいない。一つの考え方とし

ては公共事業として税金の投入に頼る案で、皆がそれ

による恩恵を感じて税金を使う事に賛同してくれさえ

すれば成立する。それにはかなりインパクトのある成

功事例を現物で示す必要がありそうだ。ただし、財源

が細る今日この頃、優先度が高い福祉とか教育とか、

少子化対策などと競り合って予算確保ができるかにつ

いては些か心許無い。税金使用のもう一つの考え方と

しては、都心の貨幣経済の考え方に倣って、税金を投

資して公共事業を興し、その結果の産業連関を通じて

税金として回収するシナリオである。練馬区の場合は

特別区という特殊な立場がこのシナリオでは不利に働

く。付加価値が反映する固定資産税・都市計画税など

の租税が都税であり、別の会計に召し上げられてしま

う。取り巻く家計経済もマイナスだ。  

商店街とか貨幣経済に幾分かでも近いところで、

丸々おんぶに抱っこにならなくて済みそうな場合は助
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成金を加えるなどの方法で「サステイナブル」に近づ

けられるかもしれない。  

以上が報告であるが、我々の身近の現実は、依然と

してボランティア頼みであり「サステイナブル」とは

言えない状況である。「すまいづくり部会」のメンバ

ーも含めて「コミュニティアーキテクト」を標榜し、

「サステイナブル」を目指してはいるものの道はまだ

尚遠い。 

 

参考文献  

・「練馬区都市計画マスタープラン地域別指針」  

・「練馬区まちづくり条例のあらまし」  

・「練馬区都市計画審議会・記録」（個人記録）  

・「練馬地域会」内部記録 
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永続性を持つことの意味 

 

小幡 敏信 Ｐｈ．Ｄ．（東京大学）・本田技研工業（株） obataceo@yahoo.co.jp 

 
永続性とは、フィロソフィーの継承性があるかどうかによって決まる。フィロソフィーがあって、建築の文

化は生まれる。フィロソフィフィー・エデュケーションが正しく展開されることによって、サスティナブルな

都市や建築空間に繋げることが可能になる。方法として、和風スペースの利点の見直しと森を創造する緑化ア

ーバンデザインシステムを推進することを挙げている。日本の悠久な都市歴史文脈を正しく認識して、日本人

独自のフィロソフィーを持つ必要がある。これからどうあるべきか、学究へ向かうためのフィロソフィー・エ

デュケーションをより推進して、過去を見つめながら、現在を通して、未来へのソサエティ構築力を鍛える必

要がある。そのような鳥瞰的統括思考を持つ人間が、ガバーナー・指導者として、リーダーシップをとってい

くことが好ましいと考える。このことが、真の永続性を持つことの意味を顕す活動である。  

フィロソフィー・エデュケーション，歴史都市文脈，緑化アーバンデザインシステム， 

永続性，ジャパニース・スタイル，ガバーナー 

 

１．プロローグ  

永続性とは、フィロソフィーの継承性があるかどうか

によって決まる。フィロソフィーがあるからこそ、建築

の文化は生まれる。フィロソフィー・エデュケーション

が正しく展開されることによって、サスティナブルな都

市や建築空間に繋げることが可能になる。日本に不足し

ているものは何であるのかという切り口から論述する。  

 

２．サスティナブルとは 

地球温暖化という環境の課題として、二酸化炭素を減

らさないと地球全体が暑くなって、北極や南極の氷が溶

け出し、海抜が上がり、気候まで影響を及ぼし、生活に

差し障るというステップがあって、これ以上、二酸化炭

素を増やさないために、なるべく建築を永く使おうとい

う考えが高まってきた。このことが、西欧感覚で言うサ

スティナブルデザイン思想なのである。  

西洋の考え自体が絶対正しいとは限らない。東洋のほ

うが、西洋よりも遥か昔から、自然を大事にするという

奥ゆかしい思想があった。西洋の場合、幾何学的・人工

的なデザインが長く好まれてきた反動として、ナチュラ

ルなデザインを否定してきた結果、最近、サスティナブ

ルと意気軒昂と叫んでいるのである。日本は、西洋の言

いなりになっているのではないか？ もともと日本にお

いて、江戸時代に、再活用を含む永続性思想を、西洋よ

りも素晴らしく持っていたのである。建築史学に詳しい

人達であればよく判明することだが、ファシリテイーが

導入される前の江戸時代までの和風建築や寺院建造物こ

そ、西洋よりも素晴らしい究極のサスティナブルな建築

と認識する自信を持つべきことを、日本人（東洋人）自

体が忘れているのではと考える。  

明治時代に入って、文明開化が始まり、どんどん西洋

文化を受容してきた。その結果、オーソドックスな和と

しての文化がだんだん消えてしまった。現在の感覚から

みれば、結局、江戸時代の再活用という方法のサスティ

ナブルな思想がまた見直されてきたのではと考える。例

えば、畳を使った和室が急減して、洋室が広がっている。

しかし、畳について、畳表を変えれば、何度も永久に使

えて、和室においても多機能であり、湿度や温度調節に

ついて、欄間のない洋室よりも、遥かにサスティナブル

性を持つ機能として、優れていたのである。これから、

建築のトレンドとして、よく耐震化された躯体に、仕上

げ部分は、漆喰、すのこ、障子、襖、雨戸、床の間、箱

庭などを含む全部和風様式になるのでは予測する。ファ

シリテイーをなるべく導入させないで自然エネルギーを

活用するほうが、一番、エコロジカルで、サスティナブ

ルな建築であると考える。 

 

３．アーバンデザインからの考察 

ここまで、建築個体を見てきたが、面としてのアーバ

ンデザインも考える必要がある。緑化を進めることが、

地球温暖化対策にも繋がる。  

緑のスペースを増やすというフィロソフィーも同時に

必要である。  

イングランドでは、もともと公園発祥の地であり、緑

の空間活用に関して、積極性を持って推進してきた。ニ

ュータウンのグリーンベルトも同じである。  
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現在、二酸化炭素を発生させないための環境データは、

建築や機械そのもの個体だけの評価が多いことについて

も、課題があると考える。  

建築を取り囲む外部緑地空間においても、評価の対象

とすべきである。緑地を有効活用デザインしたアーバン

全体として、建築個々の評価をトータルにより上昇する

ことが可能と考える。よって、庭園を増やす建築がより

サスティナブルである。ということは、同時に、階数を

少なくして、日光を十分に採り入れるような室内・屋外

空間を創造することにある。結局、江戸時代のときの江

戸のほうが、至るところからも富士山が見えて、清冽な

水や空気をお互いに、共有していたのである。今更、江

戸時代へ戻れとは言っていない。スペースの有効活用に

ついてのみ再考を促しているのである。江戸政権よりも

現在の政権のほうがはるかに洗練されていて、ガヴァー

ンメント自体は悪くはない。ただ、欠けていたのは、日

本古来の文化、自然思想を慈しむこと、その奥ゆかしさ

を日本人自身が忘れていようとしていることに、ちょっ

と憤りを感じるのである。  

日本には、日本の歴史文脈があって、美しい日本庭園

が、江戸時代までに、現在の東京において、離宮や大名

屋敷内や神社・寺院境内などにたくさんあった。高度経

済成長期に、その価値を否定して、敷地面積全部を建築

面積として使ったことに、反省すべきである。これから

は、もっと緑の空間を増やすために、豊かな庭園の中の

建築空間を創造していく必要がある。建築の集合体とし

て、全体として、森を創造していくための緑化アーバン

デザインシステムをこれからもっと推進していくことが、

これからのサスティナブル都市空間へ繋ぐ成功の鍵であ

る。 

 

４．フィロソフィー・エデュケーションの重要性 

このように、今まで、日本は、西洋思想に振り回され

てきたことがよく判明できた。西洋には西洋のメリット

がある。日本にも、日本なりのメリットを持つ自信を、

もっと日本人自身が気づく必要があると考える。よって、

日本独自の価値観や評価軸があってもよいと考える。  

日本人は、昭和時代になってから、とりわけ、高度経

済成長期の経済優先という目先の利益のことを満たすた

めに、その結果だけを追求しすぎたのである。日本古来

のベースにあるフィロソフィー、悠久な歴史を考えた上

で、そのルーツを正しく認識して、そのプロセスを重要

と考えて、日本なりの日本の素晴らしいスピリットを継

承することが、真のサスティナブルな活動であると考え

る。利益や結果だけではなく、人類全体が幸せになるた

めのプロセスを最優先にすべきである。  

よって、日本人個々がもつポリシーを育むためのフィ

ロソフィー・エデュケーションが必要となるのである。

日本人がお互いに、個々の考えを尊重し合いながら、多

様な価値観を形成していくことが、これから、グローバ

ルになるための必要条件であり、また、画一性という村

八分の集団主義から個人主義へ変換することによって、

日本文化を守りつつも、西洋文化のメリットを吸収する

ことが可能になると考える。  

江戸時代の和の文化を否定して、西洋文化だけがよい

という価値基準を反省して、江戸時代の和の文化を守り

つつも、西洋文化のよい面を吸収しながら、日本独自の

価値観やポリシーを育むフィロソフィー・エデュケーシ

ョンがまして必要である。 

 

５．エピローグ 

経済や法律や技術だけでは、ソサエティは成り立たな

いのである。都市歴史の文脈をもつ優れた多様なフィロ

ソフィーを日本人自身がよく認識して、これからどうあ

るべきか、学究へ向かうためのフィロソフィー・エデュ

ケーションをより推進して、過去を見つめながら、現在

を通して、未来へのソサエティ構築力を鍛える必要があ

る。そのような鳥瞰的統括思考を持つ人間が、ガバーナ

ー・指導者として、リーダーシップをとっていくことが

好ましいと考える。このことが、真の永続性を持つこと

の意味を顕す活動である。 
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稲城・南山における区画整理とエリアマネジメントによる次世代型街づくり 

少子・高齢・人口減少時代の新住宅市街地の形成 

飯田太郎（TALO 都市企画） 

 

 １．はじめに  

東京都稲城市で施行面積約88haの南山東部土地区画

整理事業（以下「南山の区画整理」）が行われている。

施行地は京王相模線のよみうりランド駅と稲城駅間に

横たわる丘陵地で、地権者も２４０人を超える組合施

行としては他に例をみないほど大規模な事業である。  

地球規模での温暖化等の環境問題と、少子・高齢・

人口減少による社会経済構造の変化という、２つの大

きな課題を背景に、10年後には計画戸数2,550戸、計画

人口7,600人の新しい住宅市街地が誕生する。  
施工面積      86.8ha 

   計画人口      7,600人 

     世帯数     2,550世帯 

   施  宅地     59.8ha 

   工  保留地    33.4ha 

   後  公園緑地   12.7ha 

      道路     13.4ha 

   減歩率       68.2％ 

   総事業費      402億円 

   事業終了予定    平成31年度

この街を豊かで快適な暮らしの場として発展させる

ために、区画整理事業によるハードの基盤整備ととも

に、持続的な街づくりを推進するソフトの仕組みであ

るエリアマネジメントへの取り組みが進んでいる。以

下、南山の現状と課題を報告する。 

 

２．南山の区画整理事業  

南山の地権者たちが区画整理の検討を始めたのは約

40年前、この地域一帯が市街化区域とされたときから

である。かつて地域の農民たちが入会地として利用し

てきた里山が、都市化の進行と農業技術の変化によっ

て放置されるようになり、乱開発のおそれも大きくな

った。地権者たちが選択したのが区画整理事業による

計画的な土地利用転換である。  

事業の構想は、その後の社会経済情勢の変化ととも

に二転三転し、大手不動産会社による土地買収や住宅

公団の関与を求める動きもあったが、バブル崩壊によ

って挫折した。  

多くの曲折を経て事業が認可され、区画整理組合が

正式に発足したのは平成18年のことである。事業環境

は40年前とは様変わりし、日本経済はバブル崩壊後の

低迷から脱することができず、人口も減少に転じてい

た。  

事業完了予定の平成31年には、東京都の人口が減少

をはじめ、65歳以上の高齢者が占める割合も28％程度

に達すると予想されている。世界第２の経済大みられ

ている。 

昨秋、南山の区画整理事業が認可され準備工事に着

手したとき、リーマンショックに端を発する世界的な

経済危機が発生した。経済危機の影響で、数年前から

ミニバブルの様相を呈していた住宅・不動産市場が急

速に冷え込み、地価も下落した。保留地の不動産会社

への売却はまだ２年先のことだが、事業計画が予定し

ている価格で保留地を売却できるかどうか、事業の先

行きについての不透明感も漂いはじめている。 

 

 表：南山東部土地区画整理事業の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

組合施行による区画整理事業が予定通り終了できる

かどうかは、極端に言えば保留地の売却にかかってい

る。保留地の売却価格が予定を下回ると、組合員であ

る地権者は追加減歩や清算金を負担しなければならな

い。  

南山の区画整理の平均減歩率は、丘陵地という地形

的な条件もあり68％に達している。追加の減歩や清算

金を組合員に求めることは難しい。事業の採算性を確

保するために造成工事の仕様を低下させれば、住宅地

の品質が低下し、保留地の売却価格をさらに引き下げ

る結果になる。  

地価が下落傾向にあるなかで、質の高い住宅地市街

地の形成と事業の採算性を両立させるためには、造成

工事によるハード面の整備を補完するソフトを充実し

て付加価値を高め、保留地売却価格の低下を防ぐ必要

がある。  

これまでの常識的な視点では明るい未来を描きにく

い時代だが、社会経済構造の大転換が進むなかでユー

ザーの意識も変わる。すべての経済活動と同様に、南
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山の区画整理も変化する時代を見据えた新たな発想に

よるビジネスモデルの創出を迫られている。 

 

３．組合施行の区画整理の常識を超えて  

組合施行の区画整理事業の場合、事業の成功・不成

功を判定する最も分かりやすいバロメーターは、区画

整理によって形成された街と、そこに建てられる住宅

がエンドユーザーに支持され、順調に売れるかどうか

である。  

区画整理事業の仕組みとしては、保留地や換地にど

のような住宅が建つか？ 住宅の売れ行きが好調かど

うか？ どのような生活が営まれるか？ といったこと

は組合が関知することではない。  

区画整理事業の目的は、宅地として利用しにくい形

状の土地の区画形質を変更し、道路や公園等を設ける

ことで、使いやすい宅地をつくることである。  

公団（ＵＲ）等が施行する区画整理では、デベロッ

パーとしての公団が基盤整備だけでなく、住宅建設や

生活利便施設までいわばフルセットで用意することが

多い。しかし、組合施行の場合は基盤整備をした時点

で事業が終了するのが普通である。区画整理された土

地を、どのように使うかは保留地を取得する不動産業

者や宅地の購入者に委ねられている。  

今、南山ではこうした組合施行の区画整理の常識を

超えた動きがはじまっている。  

それは、これからの時代は、住宅を購入し居住する

生活者から居住環境と資産性を備えた街として評価さ

れなければ、事業の成功がおぼつかないし、生活者の

心を引きつける見込みがなければ、保留地が順調に売

却できず、組合員（地権者）が追加負担を求められる

可能性が大きいことを、組合が理解しはじめたからで

ある。  

建前論や観念論としてではなく、事業を成功に導く

ために、基盤整備された後の街の未来についての展望

を描く必要に迫られていることが、従来の常識を超え

る動きの原動力になっている。  

少子・高齢・人口減少という時代環境のなかで、す

でにはじまっている地域間競争は、今度ますます激し

さを増すことが予想される。  

南山で新たに誕生する住宅市街地が新住民を確保す

るためには、道路、公園等の公共施設を整備し宅地を

造成すればよいわけではない。南山が魅力ある居住環

境を備え、30年後、50年後も劣化せず資産価値が維持

向上することを、エンドユーザーである生活者が実感

できなければ住宅は売れず、他の地域からの移住は進

まない。  

区画整理された南山が、組合が解散した後も優れた環

境の住宅市街地として発展するためのシナリオを、区

画整理事業の過程で用意し、住宅購入や移住を検討す

るユーザーに示し、理解を求めることが必要になって

いる。このシナリオの中心となるのは、基盤整備され

た街の骨格に生命を吹き込み、快適な生活環境を維持

することで、街の価値を高めるエリアマネジメントの

仕組みである。  

区画整理等によって新たに誕生する街のエリアマネ

ジメントの重要な役割は、マクロな経済成長や地価上

昇に頼ることが難しいなかで、街の居住環境と資産価

値を高めるための戦略をつくり、新住民が自分たちの

努力で実現する道筋を示すことである。 

 

４．エリアマネジメントへの胎動  

南山の区画整理の場合は、幸いなことに事業の準備

段階から地域にねざしたエリアマネジメントの萌芽が

生まれていた。  

その中心は区画整理組合と自然保護団体との連携で

ある。かつて入会地だった南山は地権者が多いことも

あり境界を示す柵や標識がなく、地域の住民が日頃か

ら散策や自然観察などのため入山していた。自然保護

団体である「南山の自然を守る会」（以下「守る会」）

も、地権者である農家への援農活動をするとともに、

南山をフィールドに生物調査などを長年にわたって続

けてきた。  

区画整理の構想について「守る会」は一定の理解を

示したうえで、野生生物への配慮を求めることなどを

市民に訴え、多くの署名を集めて市議会に陳情し、趣

旨採択された実績もある。事業認可に必要な生物調査

を組合準備会とともに行い、オオタカの営巣や東京サ

ンショウオの生息も確認している。  

こうした協働を通じて地権者との信頼関係を深めた

「守る会」は「里山コモンズ」構想を提唱し、その実

現に努めることで組合準備会と合意した。 

「里山コモンズ」構想は、区画整理のなかで自然植

生を生かした公園・緑地をできるだけ多く作るととも

に、里山を共有地とする住宅を供給しようというもの

である。  

この構想は各方面から注目され、日本不動産学会の

環境資産形成研究会の研究テーマとしても取り上げら

れ、地権者を含めた研究会が組合事務所を使用して1
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年間にわたって続けられた。日本不動産学会の平成18

年度大会でも南山の事例をテーマにシンポジウムが開

催された。  

平成19年に行われた稲城市長選では現市長が「里山

コモンズの実現」をマニフェストに掲げ有権者の支持

を集めた。  

「里山コモンズ」の実現にむけて、組合と「守る会」

の協働が進んだことにより、区画整理によって確保さ

れる公園・緑地面積は当初の予定よりも大幅に増加し、

施行面積の14％を占めることになった。  

ＮＰＯ法人に改組・発展した「守る会」は、保留地の

一部を取得して環境活動のフィールドとする意向も示

している。  

「里山コモンズ」をキーワードに区画整理組合と自

然保護団体及び稲城市の連携が成立したため、公園づ

くりのためのワークショップなどが、造成工事を担当

するゼネコンも参加して行われている。住宅づくりに

ついても、区画整理後の換地等に農園付の住宅をコー

ポラティブ方式で建設する組織の設立準備が進んでい

る。  

稲城では梨や葡萄などの果実を中心に生産性の高い

都市農業が営まれ、区画整理後も農業を永続して営む

ことを希望する地権者もいる。ＪＡ、生協、市民団体

などがこうした農家を支援し、新しい街で生活をはじ

める人たちに新鮮な農産物を提供しようという動きも

生まれている。 

  

５．ＥＣＯライフフェアの開催  

地域住民の自発的な動きを受けて、稲城市と区画整

理組合は、区画整理施行地を中心とする地域を、次世

代を見据えたサスティナブルでエコロジカルな街とし

て整備・発展させるため、平成21年度に創設された国

の都市環境改善支援事業（エリアマネジメント支援事

業）に応募し採択された。  

この事業は、国と市と組合が事業費の各３分の１を

負担して、自分たちの街を自分たちで責任をもって守

り育てるエリアマネジメントの具体化に取り組むもの

で、社会実験・実証事業として区画整理の街びらき（住

宅の入居開始）に先行して、平成24年度に（仮称）「Ｅ

ＣＯライフフェア」を開催することを予定している。  

新たに誕生する街がＥＣＯタウン（環境共生の街）

を目指すことを、保留地の売却や土地の使用収益開始

に先立って広く情報発信することにより、ユーザーの

関心を集め、住宅購入等につなげることも視野に入れ

ている。また、環境に関連する技術・ノウハウ・商品

をもつ企業等の協力を得て、次のような事業を実施す

ることも予定している。  

①複数世帯で車を共有するカーシェアリングの実証  

実験  

②太陽光発電システムの導入  

③雨水利用システムの導入  

④生ゴミを堆肥にするコンポストの推奨  

⑤伐採木や間伐材の木炭や薪としての再利用  

⑥緑化の推進による自然環境の再生  

⑦農協や生協との提携による野菜等の地産地消シス  

テムの導入  

⑧コミュニティ活動の拠点としてのクラブライフハ  

ウスの整備 等  

平成21年度からＥＣＯライフフェアの開催に向けて、

エリアマネジメントの基本的ありかたの検討、既往の

先進事例の調査、公園緑地の管理運営方策の検討、街

づくりの協働体制の検討、街づくりの広報戦略の検討

等を順次行うことになっている。 

 

６．ビジネスモデルとしてのエリアマネジメント  

現在の住宅市場の冷え込みは景気循環によるもので

はなく、少子・高齢・人口減少等による社会構造の変

化に起因している。  

住宅建設計画法が廃止され住生活基本法が制定され

たことが示すように、住宅政策は良好なストック形成

にむけて大きく舵を切ったが、不動産会社の多くは従

来のビジネスモデルから転換できていない。市場に供

給される住宅や不動産広告を見ても、時代の変化を感

じさせるものは少ない。  

これまでの組合施行の区画整理事業では、多くの場

合、住宅の供給は保留地を購入した不動産会社の企画

力や販売力に委ねられてきたが、この方式に頼るだけ

では良好な街づくりが実現できないおそれもある。社

会経済構造と不動産市場の変化は区画整理組合に事業

主としての自覚を求めている。  

前述したように組合施行の区画整理事業は基盤整備

を目的とするもので、ソフト面での「まちづくり」は

建前として語られることが多かった。しかし、新しい

事業環境のなかで、エンドユーザーである生活者が豊

かで快適な生活を続けるための条件を、ハードとソフ

トの両面にわたって、区画整理事業の過程で組合が用

意することが必要になっている。  

だが、こうしたエリアマネジメントにかかわる業務
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は、長期間継続して行われるものであり、区画整理が

終了をすれば解散する区画整理組合の業務の枠を超え

るところがある。  

区画整理組合や行政と密接に協力しながら、長期的

な視野にたってエリアマネジメントの仕組みや業務を

検討し実践するための組織を、区画整理事業の早い段

階から立ち上げることが必要になっている。  

南山の区画整理によって誕生する街のエリアマネジ

メントのあり方は、今後具体的に検討されることにな

るが、筆者は次のような内容が含まれるのではないか

と考えている。  

①自分たちの街を自分たちで責任をもって守り育て  

るための「街づくり憲章」の制定  

②地区計画を補完する建築協定、緑地協定等の締結  

③街全体をカバーするタウンセキュリティシステム  

の導入  

④街のインフラを管理運営する団体の設立  

⑤住宅街区ごとの共有の緑地等の設定と団地管理組  

合の組成  

⑥ＥＣＯライフの担い手となる地域の人材育成  

⑦公園緑地の維持管理業務の指定管理者として受託  

できる住民組織の設立  

⑧エリアマネジメントによって創出される業務のコ  

ミュニティビジネス化  

 

７．分かりやすいエリアマネジメントをめざして  

エリアマネジメントという考え方は、まだ十分に知

られているわけではないが、日本を代表する高級住宅

地である田園調布（大田区）、成城（成城）、六麓荘

町（芦屋市）は、大正から昭和初期の時代に、今日の

エリアマネジメントと同様の考え方を内包して誕生し

た。理想主義者の手によってつくられた中流階層を対

象とする街が、超高級住宅地に成長した最大の要因は、

将来を見据えたハードとソフトの両面にわたる計画と

マネジメントの仕組みがあったことである。エリアマ

ネジメントの考え方を普及するために、こうした過去

の実績や経験を広く伝えることも必要である。  

エリアマネジメントの仕組みが用意された街という

と、規制が多く面倒だというイメージを抱くユーザー

もいるかもしれないが、参考になるのは分譲マンショ

ンの管理組合である。  

特に近年供給されている超高層マンションのなかに

は1棟で3000戸程度が居住するものもあり、管理組合の

事業のなかにはタウンマネジメントの要素が多く含ま

れている。マンションの管理組合については都市生活

者の間では広く知られ、居住環境と資産価値を維持向

上するための欠かせない仕組みとして理解されている。  

戸建て住宅を中心に誕生する南山の住宅市街地にお

いて、団地管理組合を参考にした仕組みのある街づく

りを行うことは、その趣旨と効用を分かりやすく説明

することができれば、住宅購入者等の理解が得られる

であろう。  

サスティナブルなエリアマネジメントを構想するこ

とは、今後のマクロな社会経済状況についての適切な

認識が前提となる。エリアマネジメントという、自分

たちの地域のことは、できるだけ自分たちの手で行う

という考え方が提唱されたのも、マクロな経済力の低

下と財政悪化に備える面がある。別の角度からみれば、

日本が豊かになり、どんなものでもお金で買えると錯

覚されるなかで失われた、協働や助け合いの仕組みを

回復しようということでもある。  

南山の区画整理とエリアマネジメントへの取り組み

は現在進行中である。今後どのような展開をするか不

確実なところも多いが、新しい時代の街づくりのビジ

ネスモデルとなる可能性を秘めた事業であることは間

違いない。  

参考文献  
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「炭都」の風景・心象を次世代に 

NPO法人大牟田・荒尾炭鉱のまちファンクラブ 

永吉 守（NPO法人大牟田・荒尾炭鉱のまちファンクラブ、大学等非常勤講師） 

 

１．はじめに 

 筆者は、旧三井三池炭鉱が存在した大牟田市に生

まれ育ち、現在も在住しており、1990 年代半ばに福

岡市内の大学の学部学生として文化人類学等を学ん

でいた折に、炭鉱のまちとそこに働く人々の研究を

始め、卒業論文と修士論文を作成した。修士課程修

了後には自宅近郊の某企業博物館で学芸員職に就い

たが、しばらく後に三池炭鉱は閉山した。その前後

から、三池炭鉱関連の施設や炭鉱の面影が消失して

いくことに危機感を覚えた筆者は、様々な人々の協

力を得ながら(NPO 法人)「大牟田・荒尾炭鉱のまち

ファンクラブ」(以下「ファンクラブ」と略記)を組

織してそれらを近代化産業遺産と認識しながら保存

活用活動を進めている。本稿では、ファンクラブの

活動を概観するとともに、それらの活動が地域社会

とどのように関わっているかを明らかにし、地域社

会を運営していく主役は、行政でも企業でもなく、

市民であることを確固たるものとして位置づけるこ

とを試みたい。 

 

２．ファンクラブ設立経緯 

筆者は、1997 年の三池炭鉱閉山に際して一人の地

域住民として直面し、「炭鉱のまち」の衰退や工場・

坑口施設の解体、商店やデパートの閉店など、まち

の景観の変化をある種の残念さを感じつつも、「仕

方のないこと」と感じていた。そのような中で筆者

は三池炭鉱が閉山した 1997～1998 年頃、失われつつ

ある坑口施設の写真、三池争議時の写真や証言など

が満載された「異風者(いひゅうもん)からの通信」

というサイト( http://www.miike-coalmine.org/ 、

1997 年開設)に目がとまった。その制作者は、大牟

田市に隣接する荒尾市で幼少時代を炭鉱労働者の息

子として過ごした滋賀県在住のA氏(1954年生まれ)

であった。彼は、2000 年 3 月、ウェブサイトの閲覧

者およびウェブサイト併設の BBS(電子掲示板)参加

者を中心に、メーリングリスト、および「オフ会」(実

際の親睦会、年に 1～2 回)を兼ねた、「net 大牟田・

荒尾がんばろう会」を結成した。彼は、三池炭鉱に

関するノスタルジアを前面に表現するとともに、多

くの三池炭鉱関連施設を近代化産業遺産だと認識し

ており、保存していこうという志向を持っていた。 

筆者は、それまで勤務していた企業を退職したこ

ともあり、2000 年 10 月に A 氏の組織に入会した。

ほどなくして、筆者は A 氏のウェブサイト上でこの

地を再活性化させたいと望む数人の人々とであった。

とりわけ、B 氏は、東京のある大手建設会社の都市

計画設計者であった。彼は特に大牟田・荒尾の縁故

者ではなかったが、職業柄、海外の近代化産業遺産

保存活用の取り組みなどを見聞しており、さらに仕

事の傍ら、東京で市民活動としての NPO やコミュニ

ティ・ビジネスの先駆的実践者でもあり、それらの

ノウハウやワークショップ的手法にも長けていた。

筆者は、その頃には炭鉱や関連施設が破壊され、街

が妙に「きれい」になっていくジェントリフィケー

ション的状況は、この地の「顔」を消去し、人々の

記憶から「炭鉱」という存在を消去し、この地の歴

史やその文化まで消去・破壊しているのではないか

と確信するようになり、自身の博物館学芸員の経験

と、現地在住の市民の一人として「この地全体が博

物館である」というエコミュージアムの認識を持っ

ていたので、B 氏のヴィジョンにすぐに共鳴した。

こうした中で、A 氏の「がんばろう会」の活動では

なく、現地の NPO として 2001 年 10 月、「大牟田・

荒尾炭鉱のまちファンクラブ」として筆者が代表と

なり設立した。2003 年 4 月より NPO 法人として運営

している。 

 

３．ファンクラブのコンセプト 

ファンクラブの目的(ミッション)は、「炭鉱のま

ちの風景・心象を次世代へ継承すること」である。

このことを、設立趣旨および活動の基本理念として、

NPO 法人定款の第三条の「目的」にも掲げている。

この文言の中には、B 氏、D 氏、F 氏(いずれも都市

計画の研究者)による、サスティナブルエリアデザイ

ンのアイデアが含まれている。なお、「炭鉱のまち

の風景・心象を次世代へ継承する」ことを具体的に

イメージする際に、筆者は、大牟田・荒尾の空間全

体を博物館(エコミュージアム)とみなし、それぞれ

22　－　1

129



の近代化産業遺産はその博物館の展示物だと考えた。

それは、三池炭鉱とその関連産業の近代化産業遺産

群が、「まち」全体、つまり面的に及んでおり、ひ

とつの「産業景観」をなすものであるからである。

また、同時に、大牟田・荒尾の地が「近代」の学習

の場となると考えたからである。この考えは、「目

指すは、まち丸ごと博物館！」というキャッチフレ

ーズに生かされている。会員は正会員(NPO 法人社

員)、賛助会員、サポーター会員の種別があり、正会

員の主要メンバーが理事や運営委員をつとめる。 

 

４．ファンクラブの活動概要 

 炭鉱のまちファンクラブでは、旧三池炭鉱関連の

近代化産業遺産を活用しながら保存するための様々

な活動を実施している。以下、具体的に述べる。 

(１) 「TantoTanto まち探検」とマップづくり 

 「TantoTanto まち探検」では炭鉱のまちファンク

ラブのメンバーや一般参加者も交え、近代化産業遺

産のある場所まで実際に歩き、ゴール地点では、KJ

法やブレインストーミングを応用し、付箋紙を地図

上に貼っていく形式のワークショップを開催してい

る(写真-1)。近代化産業遺産はもとより、その道中

の新たな発見や気づいた点を発表しあいながら、ウ 

 

ォーキングルートを検討し、ルートマップを作成す

る。これまでに、「ヤマめぐり編」「海めぐり編」

「ルーツめぐり編」「廃線めぐり編」の 4 種のルー

トマップを発行している。 

(２) 「TantoTanto ウォーク」 

 「TantoTanto まち探検」をもとに作成したルート

マップを生かしながら、年に 2 回、「炭鉱のまち」

をウォーキングで歩きながら近代化産業遺産を探訪

するイベント。歩くことにより、それぞれの近代化

産業遺産間の経路(ルート)に存在する風景や心象を

五感で自然に感じることが出来ることも目論んでい

る。「TantoTanto ウォーク」(写真-2)では、いくつ

かの趣向をこらしている。例えば、坑口施設内を見

学する際に、実際に使用されたヘルメットとキャッ

プランプを参加者に着用させて炭鉱労働者の雰囲気

を味わってもらったり 、坑口施設の解説を元炭鉱労

働者に思い出を交えて語ってもらったり、与論島出

身者の集会場を経路上に組み込み、与論島出身者に

三味線と唄の演奏を披露してもらったり、昼食・休

憩時間の最後に、炭鉱にまつわるクイズ大会を催し

たり、といった仕掛けを設置した実績がある。この

ようなさまざまな仕掛けは、かつてこの地に炭鉱と

関連工場が存在し、そこには文化的マイノリティを

含むさまざまな人々が存在し、彼らの文化が交錯し、

この地特有の風景と心象を再想像させる事を目論ん

でいる。また、この仕掛け自体が、人間味あふれる

生活文化、喧騒、活気－つまり、「炭鉱のまちの風

景・心象」を日常性と非日常性が混在する現在の大

牟田・荒尾にとりもどす実践ではないかと考えてい

る。なお、充分に事業化できていないのが欠点であ

るが、TantoTanto ウォークの応用として、修学旅行

や研修旅行などバスツアー客向けに、「炭鉱のまち」

をバスに乗り込んで案内するガイドも散発的に有料

で実施している。 

(３) 資料館等の指定管理者・業務委託受託とガイ

ド事業 

 平成 18 年度より、荒尾市万田炭鉱館の指定管理者

受託のほか、大牟田市石炭産業科学館にて企画・学

芸業務を受託。万田炭鉱館の指定管理業務の一環と

して元炭鉱 OB や万田坑周辺住民で組織する市民団

体「万田坑ファン倶楽部」と協働で万田坑跡施設を

ガイドする「万田坑市民ガイド」を実施し、好評を

得ている(ただし、平成 20 年末より 22 年 3 月にかけ

て万田坑施設改修予定のためガイド事業一時休止)。 

写真-1 ワークショップ 写真-2 TantoTanto ウォー

ク(背景は万田坑) 

(４) 近代化産業遺産を保存・活用するための署

名・清掃・修復・シンポジウムなどの各種イベント 

 年 1 回の「万田坑市民まつり」企画・運営ほか、

子ども向けワークショップや各種シンポジウムの企

画および他団体主催のシンポジウム等への登壇、学

習会などを実施。また、遺産の保存活動として、署

名活動や遺産の草刈清掃活動を実施し、一部の草刈

活動は他のボランティア団体や周辺住民と協働で実

施している。さらに、近代化産業遺産について話し

合うシンポジウムや学習会も適宜実施している。ま

た、民間・政府問わず各種助成団体からの助成金を

積極的に活用してイベントを開催しており、財団法
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人トヨタ財団から 2 回の助成を受託したほか、さわ

やか福祉財団、労働金庫、福岡県、大牟田市、文化

庁建造物課などからの受託実績があり、万田坑にて

コンサートや宮原坑での地域住民を対象としたワー

クショップなどを開催した実績がある。 

(５) 情報の発信と連携 

 会報発行、メーリングリスト運営、およびウェブ

サイト運営( http://www.omuta-arao.net/ )、ブロ

グ、月一回の定例会も行っている。イベント開催時

には、大牟田市や荒尾市の広報なども活用するほか、

いわゆる「クチコミ」も重要な広報手段として活用

している。 

(６) 「炭都」グッズの開発・販売 

 

 ご飯の中のミニ海苔巻や蒟蒻を岩盤の中の石炭に

みたて、それを竹細工のツルハシとシャベルで「掘

り出して」食べるというオリジナルコンセプト弁当

「炭都物語」(写真-3)を開発・販売しているほか、

地域の一般の市民から句を募集し、それに地域の美

術協会員が絵をつけてかつての「炭都の風景・心象」

うオリジナ

遺産ネットワークのメンバーZ 氏か

る

みが喧伝 本における「世

そが真の「遺産」

あると信じ、活動を行っている。 

を再現した「石炭今昔三池かるた」とい

ルカルタなどを開発し、販売している。 

(７) 他団体との連携と「世間遺産」 

 上記のような活動の中で、同様の取り組みを行っ

ている他地域の活動を知るようになった。特に、産

炭地であり、特徴的な産業景観を遺す端島(軍艦島)

の保存活動にとりくむ「NPO 法人軍艦島を世界遺産

にする会」などは、他地域との連携を積極的に行っ

ており、彼らの九州単位での連携をめざすネットワ

ーク構想に筆者も賛同した。そこで、2006 年 2 月、

九州の遺産を伝承する市民活動団体、産業考古学会、

学識経験者、九州内のシンクタンクなどの協同で「九

州伝承遺産ネットワーク」を組織し、筆者が副会長

として活動している。折しも、産業遺産・産業観光

の普及活動に携わっている実業家や近代化遺産を所

有する自治体が連合し、「九州・山口近代化産業遺

産群」を世界遺産の国内暫定リストに登録すべく活

動を始めており、九州伝承遺産ネットワークはその

後方支援を行うことにもなった。しかしながら、九

州伝承遺産ネットワークは「世界遺産」に認定され

るかどうかにかかわらず、地域の人々が活用し、伝

承していく遺産こそが「遺産」であると考え、活動

を行っている。そして、そのことを端的に示す遺産

概念が九州伝承

ら発せられた。それが「世界遺産」ならぬ「世間遺

産」である。 

 その「世間遺産」概念とは、「先人の知恵や技術

など、次世代に伝承すべき遺産の中で、地域の人々

(市民)が自ら発見し、地域の宝物として価値付け

遺産。「世界遺産」と対等な価値を持つ」(Z 氏の概

念を筆者がまとめたもの) というものである。 

 「世間遺産」という概念・価値観は、ユネスコ世

界遺産の価値観を補完するものとしてもとらえられ

るのだが、同時にオルタナティヴな価値観であると

も考えられる。それは、ユネスコ世界遺産を「あり

がたがり」、「観光活用やそれによる経済活性化の

界遺産

ブーム」に警鐘を鳴らすものでもある。地域住民が

置き去りにされた日本のユネスコ世界遺産の現状と

その弊害は、複数の研究者が指摘しているところで

あるが、我々はユネスコ世界遺産として認定される

かどうかにかかわらず、「世間遺産」として、「地

域」の人々が伝承していく遺産こ

される」という、日写真-3 「炭都物語」 

で

 

５．危機的な「炭都の風景」 

 明治後期に設立された旧三池炭鉱の坑口施設、宮

原坑跡と万田坑跡に関しては、それらの建造物が

1998 年に国の重要文化財として、敷地が 2000 年に

国の史跡として指定され、2009 年 1 月には「九州・

山口の近代化産業遺産群」としてユネスコ世界文化

遺産暫定リストに記載されている。また、宮浦坑跡

煙突と旧三川電鉄変電所、および大牟田市役所本庁

舎旧館は国の登録有形文化財となっており、旧三池

集治監外塀・石垣は福岡県指定文化財、旧三井港倶

楽部に関しては、大牟田市指定文化財となっている。
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つまり上記 7 件については、行政や所有者によって

解体

去が始まってもおかしくない状況にある。 

６

合させることで市民にアピールする

アマチュア写

駅

事前ミニウォーク付き

シ

 

で

遺産」の意識を醸成してい

く

ミュニティア

ー テクトとしてとらえられよう。 

掲載予定原稿を大幅に加筆修正したもの

である。 

「文化財」として保護の対象となっている。 

 ところが、筆者や炭鉱のまちファンクラブで「近

代化産業遺産」と認識しているものは決して 7 件の

みではない。特に、1908 年に三井鉱山の團琢磨の陣

頭指揮によって竣工した三池港と、「炭鉱のまち」

の景観・風景の決定的構成要素として、大牟田・荒

尾市内を半円状に結んだ三池鉄道敷は重要なもので

あると認識している。しかし、三池港も三池鉄道敷

も、企業が所有していることにより明日にでも

撤

 

．学生がみつけた「炭都の風景」 

三池港と三池鉄道敷を保存活用するためには、両

方の所有者である旧三井鉱山や三池港の一部を所有

する福岡県などの協力は不可欠であるが、同時に地

域住民にとって「我々の遺産」(＝世間遺産)である

という認識をより広めていく必要がある。そこで、

「三池港と炭鉱のまちのこれからの 100 年を考え

るまちづくりワークショップとシンポジウム」と

いうタイトルで財団法人トヨタ財団より「2007 年度

地域社会プログラム：助成番号 D-07-L-146」(2008

年 4 月～2009 年 3 月)として助成を受け、いくつか

のイベントを複

ことにした。 

 まず、筆者の知人である熊本大学の教官に相談し、

2008 年 7 月に熊本大学、福岡大学の土木や都市計画

のゼミを中心とした大学の学生に三池港と三池鉄道

敷を「学生の視点」で見てもらい、その過程でブレ

インストーミング形式のワークショップも交えて大

牟田・荒尾の近代化産業遺産の魅力について整理し

た。翌 8 月には、学生の視点でとらえた三池港と三

池鉄道敷、その他大牟田・荒尾の近代化産業遺産を

中心とした「炭都の風景」を写真という形で切り取

る(本イベントではこれを「切り撮る」と表現した)

という写真撮影会を実施した。9 月には、同様のコ

ンセプトで、炭鉱の遺産に興味がある

真家による写真撮影会を実施した。 

 そして、撮影された写真群は、ワークショップに

よってまとめた遺産の魅力や個人の撮影意図にした

がって工夫したタイトルがつけられ、「ヒストリカ

ルランドアート」という作品群に仕立て上げた。そ

れらを 10 月 25 日から 11 月 3 日まで、三池鉄道敷の

変電所跡である旧三川電鉄変電所(現：サンデン、国

登録文化財)で写真展という形で 100 点ほど展示す

るとともに、完成度が高い入賞作品 8 点を JR 大牟田

のコンコースおよび１番ホームにも展示した。 

さらに、11 月 2 日には、三池港と三池鉄道敷をテ

ーマとし、学生によるヒストリカルランドアートの

プレゼンテーションや景観まちづくり有識者の講演

および九州伝承遺産ネットワークメンバーによるパ

ネルディスカッションを含む

ンポジウムを開催した。 

なお、入賞作品は特に地域住民にとって見慣れた

風景を学生やアマチュア写真家の視点によって「再

発見」ないし「発掘」された風景や景観だといえよ

う。例えば、グランプリを獲得した作品「三池港数

写真-4 「三池港数え唄」 写真-5 「最近電車来ないよね」 

 

え唄」(写真-4、福岡大生 NA さん)は、三池港に発見

きる「数字」を撮影し組写真にしたものである。 

また、優秀賞を獲得した作品「最近電車来ないよ

ね」(写真-5 アマチュアカメラマン FY さん)は、三

池鉄道敷の廃線踏切跡に生えたキノコを撮影し、家

族に見立てたキノコにタイトルで「語らせる」とい

うものである。このような視点は、写真展の来場者

アンケートからもうかがえるが、地域住民の目に新

鮮にうつったものと思われる。このような新たな視

点による再発見・発掘とその提示による地域住民の

視点の共有が世界遺産や文化財指定という「お墨付

き」に頼らない、「世間

ものと考えている。 

以上のような活動から、ファンクラブは、サステ

ィナブルエリアデザインを実施するコ

キ

 

※本稿は永吉守「地域の記憶を文化遺産として活用 

する－大牟田・荒尾の事例より－」として『九州民

俗学』6 号
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サスティナブルエリアデザインに向けた啓発・普及について 

小樽都市文化研究会の活動 

三ツ江匡弘（三ツ江環境意匠研究所） 

 

１．はじめに 

 サスティナブルエリアデザイン(地域の環境･空

間･文化システムを継承するデザイン注 1))を実践す

るためには、専門家による知識・知恵だけでなく、

広く一般にも地域の継承すべき対象の認知と共に、

市民の視点で継承すべき対象を探求してもらう必要

性がある。専門家と一般市民とのやり取りは、地域

の環境･空間･文化に対する眼差しの醸成を促し、質

の高い空間を生み出す素地をもたらす可能性がある。

加えて、それらによって、建築家や都市計画家等と

いった専門家の職能も今以上に認識される事であろ

う。もとより、専門家とて一般市民であり、専門家

以外との交流は、自らの職能を考える契機ともなろ

う。こうした専門家と一般市民との交流関係を構築

するには、専門家から一般市民への啓発・普及とい

うアプローチが重要なのではないかと思われる。そ

こで、本稿では、その重要性を考える礎として、筆

者が参加する「小樽都市文化研究会」で、筆者が主

体的に関わった活動を、サスティナブルエリアデザ

インに向けた啓発・普及活動の一事例として報告す

る。報告の構成は、まず団体の特徴を概括的に記し、

次に具体的活動を複数例報告した後、一連の活動の

意義を記し、まとめとする。 

 

２．「小樽都市文化研究会」について 

３．小樽都市文化研究会の「活動」について 

筆者が、同会で主体的に関わった活動、三例につ

いて記す。 

 (1)「夢のまち」〜 

小樽をつくった土木技術者・造園家・建築家 展 

拙著「小樽の歴史的建造物の集積について注 2)」を

素材として、小樽市博物館との協働で行った企画展

である。小樽で歴史的建造物となっている構築物の

多くは、創建当時、時代の最先端を行く計画技術、

建設技術によってつくられていたため、当時、そう

した最新技術を持って産み落とされた、夢の様なま

ちであった。また、その中で夢となって頓挫した計

画や、焼失・解体で今となっては夢と消えた構築物

もあり、それらを勘案して「夢のまち」という名称

となっている。展示物は、夢のまちを形作った構築

物の図面や、建設風景を撮影した古写真などである。

開催場所は、小樽市博物館・運河館で、期間は 2005

年 2 月 8日から同月 

28 日。一般市民はも 

とより、場所柄や時 

節柄、観光客に対し 

ても、北海道では歴 

史ある小樽という都 

市の環境的、空間的 

特徴を理解してもら 

 ２００２年に設立した同会は、都市におけるすべ

ての活動や営みを「都市文化」と捉え、それにまつ

わるテーマに関して調査研究を行っている市民団体

である。構成員は都市・建築の専門家や美術家など。

活動については、構成員が各自で行った調査や研究

を持ち寄り、それを下敷きとして議論し、考究する

とともに、専門家以外にもその調査研究を提示し、

一般社会への都市文化に関する啓発・普及や交流を

行う事を目的としている。現在、構成員が都市や建

築に関わる専門家が多いため、都市や建築をテーマ

とした活動が主となっており、都市・建築に関する

啓発・普及活動の呈を成している。 

う格好の機会であっ 

た。開催前の告知は、 
図 1.夢のまち展・展示風景

市博物館による広報 

のほか、新聞紙上に上記拙著を企画展開催の告知を

含めて投稿し、開催の機運向上に努め、開催後は、

来場者と積極的に交流を図り、展示では、来場者に

対して、まちの諸情報や資料の提供を呼びかけた。

期間中、テレビや複数の新聞社(Web 新聞含む)による

取材、地元 FM 局に至っては、生放送による中継と、

各種報道媒体に取り上げられ、高い関心を得た。な

お、本 2009 年 10 月 10 日より、同様の趣旨による第

二弾企画「憧れのまち夢のまち-小樽の町並みが語る

歴史と未来」展を開催し、一般市民への都市･建築へ

の喚起と深い認識の醸成を促したいと考えている。 

 

 

23　－　1

133



(2)「日の出」観察会 

拙著「小樽みち案内」で明らかにした都市情報 注

3)下敷きとして、広く一般市民の参加を呼びかけた

企画。小樽は、日本海側にあり、方角で言えば西側

に位置する都市だが、市街地は石狩湾を形成する西

端にあるため、海が東側に位置する事となっている。

つまり、対岸の山々から、日の出を見られる日本海

側の都市なのである。ただし、水蒸気の発生によっ 

て、対岸の山々がそれ 

に隠れ、あたかも水面 

から日の出が上るかの 

ように見える。また、 

季節によっては、水面 

にうつる太陽の光の筋 

が、市街地の道の軸方 

向と重なり、海と陸を 

結ぶ一本の道が現れる。 

こうした全国でも稀な 

風景を見学する事は、 

まちの立地条件や地勢を認識させ、ひいては都市建

設の歴史を感じてもらう上で都合が良いと思われる。

実際、テレビや新聞、地域 FM など、各種報道媒体に

取り上げられ、地元小樽はもとより、道民に高い関

心と、小樽という都市への強い好奇心が寄せられた。

開催は、2005 年、2006 年。以後、小樽都市文化研究

会・構成員が毎年観察しており、次の企画を検討し

ている。 

 

(3)「歴史的建造物」模型 

 

 

歴史的建造物の再利用や解体、調査研究において、

実測調査を行い図面化するが、デザインや報告書作

成に使った後は、図面庫にしまわれ、日の目を見る 

ことが無い。折角の実測図面をそのまま 

眠らせるのではなく、地域や一般への建築や都市環

境に対する啓発や普及に役立たせるため、二次利用

できないかと考えたのが、この実測図面を利用した

模型化である。小樽都市文化研究会では、地元小樽

はもとより、道内各地から小樽へ研修旅行でやって

くる小・中学生に、建築家という仕事や建築物の仕

組みを紹介するための一つとして、そして、ものづ

くり体験の一つとして 2006 年から始めている。NPO

法人北海道職人義塾大学校の「製作体験」や市総合

博物館での「科学の祭典」などが主な開催場所で、

年間百人程度を指導している。小樽という歴史的建

造物を売りとした観光地では、実測図面をこの様な

体験型観光に利用する呈があっても良いのではない

かと思われる。 

 

４．「活動」の意義 

小樽都市文化研究会の活動は、都市や建築を調

査・研究するという専門性を持ちながら、得られた

情報を一般市民が認識しやすい形態へと情報を変形

させ、それを数多くの一般市民を取り込むことの出

来る組織(社会教育施設・NPO など)と連携し、啓発・

普及につなげている。また活動が、一般市民が目に

し、耳にする各種報道媒体に、ニュース記事として

流される事で、それに参加できなくても、その存在

や活動を認識されるという状況を生み出している。 

こうした活動方法は、継承すべき地域の環境･空

間･文化システムを認識させるという、サスティナブ

ルエリアデザインを実践するための素地を形成して

いると言えるのではないかと思われる。 

図 2.日本海越しに見る 

小樽の日の出 

 
注 

注1) 本報告募集要項 - わたしの考える日本のサスティナブルエ

リアデザインとコミュニティーアーキテクト「課題趣旨」に

おける“サスティナブルデザイン”の定義を踏襲した。 

注2) 小樽の歴史的建造物の集積について〜歴史的建造物設計者

の各地に現存する作品の数的調査を切り口として,日本建築

学会講演梗集 F-2, p411～412, 2004.7 小樽の歴史的建造

物には歴史に名を残すアーキテクト(土木技術者・造園家・

建築家)が多いことを立脚点として、彼らの全国各地に残存

する歴史的建造物を調査し、小樽に残るかれらの作品の集積

について論及し、歴史都市・小樽の特徴を位置づけた。 

 注3) 小樽みち案内, 2005.5,小樽の道の名前の由来を探りながら、 

地域の歴史や空間的・機能的特徴を記したもの。タイトル“小

樽みち案内”は、小樽の道を道案内(紹介)し、小樽という都

市を道案内すると共に、小樽の未知の情報を紹介(道案内)

するという意図の下に名づけた。この中で、小樽の立地環境 

や得意な風景の存在を明らかにした。         

図 3.歴史的建造物の模型 図 4.製作風景
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許認可を通して旧鍋島家住宅が教えてくれたこと 

 

三浦清史（こうだ建築設計事務所） 

 

１．はじめに 

 世田谷区千歳烏山の寺町通り沿いには多くの寺院

が集まっているが、そのもっとも奥深いところに本

覺山妙壽寺がある。その山門前には世田谷区教育委

員会が作成した次のような表示板がこの客殿を説明

している。 

「本覺山妙壽寺は、寛永８年（１６３１）、江戸谷中

清水町に開基された法華宗本門流の寺院です。寛文

２年（１６６２）には深川猿江村に移りました。後

に猿江村鎮守稲荷社別当となり、元禄４年（１６９

１）にはこれを合併し、以降明治期・大正期を通じ

隆昌しました。 

 その後大正１２年（１９２３）の関東大震災で諸

堂宇が焼失し、当地へ移転することとなり、かつて

東京市麻布区飯倉狸穴町（現、港区麻布台２丁目）

の蓮池藩鍋島家邸宅にあった二階建ての和風住宅

（明治３７年築）を昭和２年（１９２７）に移築し

庫裡としました。平成７年（１９９５）には庫裡（第

一庫裡−筆者註）を別棟で新築し、以後これまでの庫

裡は客殿として利用されております。 

 移築の際、二階建ての和風住宅に式台のある平屋

の棟を足したようで、それぞれ屋根の形状や使われ

ている木材の材質が異なります。二階建て部分は主

に栂材を使った贅沢な普請で、内部は一階に座敷や

台所を配し、二階には二十四畳の大広間と十二畳の

次の間が配されています。二階大広間は一間半幅の

床の間と、天袋、違い棚の付く床脇、付書院が備え

られ、天井は折り上げ格天井、壁には蟻壁長押をま

わす書院で、この住宅の上座敷となっています。 

 かつて鍋島家では天井の高い大広間に椅子とテー

ブルを置き、和室でありながら洋風の接客をしてい

ました。明治中期以降の華族や上流階級の生活様式

を、建物を通しうかがい知ることができます。客殿

は移築当時の姿を良く残しており、意匠や技法にも

優れ、烏山寺町の初期形成期の歴史を知る上でも重

要な建物です。今日このような明治期の遺構は都内

では少なくなり、建築史学上貴重な建築であること

から、区指定有形文化財に指定されました」 

 指定年月日は平成２０年１２月２５日、なぜこの

客殿を世田谷区の指定文化財にしなければならなか

ったか、その経緯をメモランダムに残し、歴史的な

文化遺産の保存の一事例として紹介したいと思う。 

 

写真-1 昭和２年千歳烏山へ移築時の客殿（鍋島家住宅） 

 

２．文化財指定までの経緯 

 きっかけは第二庫裡の建築だった。 

 住職がお住まいになる第一庫裡を建築したあとも、

客殿に附属して台所や食堂そして水場まわりなどが

残っていた。許認可のうえではこれらの部屋は第一

庫裡が完成した時点で取り壊すべき建物である。し

かしお寺としては不可欠な機能なので、これらの部

屋を実情に即した形で新築しようという事業が第二

庫裡の建築である。 

 隣接する客殿、旧鍋島家住宅は周知のごとく文化

財としての価値がある近代和風の木造建築、常識的

な設計ならばこの建物から防火上充分に離して配置

するように計画するべきだろう。しかし妙壽寺では、

この客殿を通って本堂へ入堂するのが慣例である。

だからその大玄関の脇の部屋が事務室に当てられて

使われていた。もし第二庫裡を離隔して建てるとな

ると、事務や受付けなどはそこに残らざるを得ない。

人が働けば火気などの心配が残る。一方建物は使わ

れなくなると老朽化が進む。ご住職も奥さんもこの

建物を客殿として多いに活用したい。そうすると、

この建物を見守る機能をできるだけ近くに配置した

い。第二庫裡の設計の基本計画は檀家の内田祥哉ご

総代。年齢を感じさせぬ柔軟な発想で、大胆な計画

を提案された。事務機能を含めた第二庫裡を鉄筋コ

ンクリート造で客殿にほとんど接するくらいの距離
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で建てようというのだ。防火上安全な第二庫裡から

火がでなければ、その建物自体が客殿への延焼を防

ぐはずである。本来ならば客殿に増築できればよい

のだが、そこで立ちはだかるのが建築基準法（以下

基準法）だ。増築するとその基の建物も現在の基準

法に適合するように直さなければならないという規

定がある。そうして古い建物を現行法規に適応した

ものにしてゆこうという建設行政の意志ではあるが、

この基準法、ことあるごとに改正されてきたので、

昭和初期の建物を現行法規に合わせようとすれば、

その面影はほとんど失われることになる。そこでわ

ずかに離して別棟として増築するのだが、こうすれ

ば両建物の一定の範囲の外壁と開口部そして軒裏の

防火処理ができていれば、客殿の内部などを改変す

る必要がない。 

 しかし防火処理をしなくてはならない範囲は妻側

にまで及ぶ。すると象徴的な千鳥破風の狐格子や垂

木の表情が失われることになる。 

 

 

上：写真-2 妙壽寺客殿外観 下：写真-3 二階大広間 

 

 ではどうすればよいか。南面の景色は変えたくな

いが北面はあきらめよう。重要なのは千鳥破風の意

匠である。防火壁を設けてその防火処置を逃れる方

法がある。大屋根の千鳥破風は防火処置をしなけれ

ばならない範囲から外れている。処置が必要な千鳥

破風があるのは東側に突きでた和室八畳の東妻で、

この八畳はもしかするとこの地に移築された時に増

築された部屋かもしれない。下階との構造的な整合

性も希薄である。それならばその部分を撤去してし

まうのが第二の方法である。しかし防火壁は大仰だ

し、小屋根を取り払ってしまうと長年見なれてきた

千鳥破風が重なる妻側の景色を失うことになる。妻

が重なる意匠は伝統的な和風の表現の一つでもある。 

 これらは現行の基準法のなかで解決しようとする

態度だが、この客殿を文化財の指定を受け、基準法

の適用除外を受けるというもう一つの手段がある。

ただしそれには持ち主の妙壽寺側にもそれなりの覚

悟がいる。建物は使われつづけ、そのときの使い勝

手に合わせて増改築し、あるいは傷んだところを直

しながら次代に伝承される。したがってその時代そ

の時代の技術の手が入り伝統となる。文化財の指定

を受けるということは、世間で思われているように

建物の使い勝手を悪くすることはないが、技術とそ

の表現は持ち主の自由にはならない。例えば構造的

な観点から屋根を軽くするために金属板葺きにした

くてもそれはあきらめねばならないだろう。総代会

の回も重ね議論した結果、妙壽寺ではその覚悟をし

た。そして客殿は世田谷区の有形文化財に指定され、

現在の姿のまま次代に継承されることになった。 

 しかし文化財の指定には時間がかかる。その折衝

と議論で第二庫裡の竣工は一年延ばさざるをえなく

なった。もし指定を待ってから確認申請を出して建

築を始めるとなるとさらにもう一年延ばすことにな

る。そこで客殿は文化財ではないものとして確認申

請をだした。 

 

３．確認申請を通してわかった客殿の構造的な特長 

 この客殿は活用したい。とくにガラス戸が入った

縁側をめぐらした二階の大広間は次の間とともに広

く活用の道を考えてゆきたい。現在でも行事の控室

としては使っている。そして檀家の高齢化が進む現

状をかんがみれば、万一の災害時にここからの避難

の道を確保しておくべきだろう。そこで客殿の二階

から新築する第二庫裡へ逃げられるような廊下を客

殿に増築する計画もたてて第二庫裡と同時に確認の

申請を行った。わずかな面積なので客殿が建築時の

基準法に適合していれば、現行法規に合わせた改修

は不要なはずだ。そして客殿のこの地への移築は基

準法制定の二タ昔も前である。しかし世田谷区もさ

るもの、当時、市街地建築物法（以下物法）があっ
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たはずだ、それに構造的に適合していることを証明

しろというのだ。そのおかげでこの建物、延いては

近代和風の建築の構造的な面白さを知ることができ

た。 

 物法で木構造の規定はわずかである。それは施行

規則の中にある。主要な継手仕口でのボルト締め、

掘立柱の禁止、土台または足固め使用または柱と基

礎の緊著、土台及敷桁の隅角に火打の使用、横架材

間の距離に対する柱の小径の規定、柱断面積１／３

以上の欠損した部分の補強、適当に筋違または方杖

を設置などで、昨今の法規と異なり、技術者へのレ

スペクトがうかがえるおおらかな規制である。とは

いえ昭和二十五年に制定される建築基準法施行令の

木造の条項に受け継がれた規定で、したがっていわ

ゆる在来木造構法を基本とした木造への視点である

はずだ。対して旧鍋島家住宅は伝統木造だろう、だ

からおそらく物法に適合していることは絶望的では

ないかという予測で床下に潜り柱の小径を測り客殿

の調査を行った。 

 目視での調査なので筋違の存在は確認できなかっ

たが、意外なことにこの建物は概ね物法の木造基準

を満たしていたのである。 

 土台の隅部には火打があり、今日の建物のように

ボルトで土台と緊結されていた。その土台の上で、

梁間方向に、柱および床束を六寸角の半割りくらい

の木材で両側から挟み、柱や束のところでボルトで

縫っている。その端部は帯鉄をコの字型に加工して

上下二段に鼻先から挟みボルトで締めていた。 

  

左：写真-4 挟み梁方式の足固め 右：写真 5 その鼻先 

 

 稲山正弘さんが強化ガラスを利用してこの建物に

耐震補強を施した時の調査の野帳をみると、どうや

ら二階床組廻りの横架材（胴差など）にもこのよう

な柱を両側から挟んで緊結する、いわゆる挟み梁方

式が取り入れられているようだ。 

 和風建築では千葉県佐倉の旧堀田邸（明治二十三

年）、洋風建築では群馬県の富岡製紙場東繭倉庫（明

治五年）にこの挟み梁方式が使われていて、その後

明治二十四年の濃尾地震を契機に普及した工法だと

いう。西欧から導入された建築技術として説明され

ることが多いが、柱を挟む割土台の技法は江戸時代

からあり、長押は貫の導入によって構造要素として

の役割から意匠的な建築部位になっていたが、柱を

挟んで固めるという技術は、江戸時代の初め頃から

改めて足固めなどで見直されるようになる。挟み梁

方式もその流れの技術だろうと推測することもでき

る。 

 ある日、客殿二階の縁側の障子を閉めて帰ろうと

すると、障子の召し合わせが合わないことに気がつ

いた。重なりすぎるのだ。大広間の南側の両隅の柱

は他の柱より太く五寸角である。もしこの障子が狸

穴からの移築時に持ってきたものならば、そのとき

柱を太いもの入れ替えたとすればつじつまが合う。

後に世田谷区文化財保護審議会委員の稲葉和也先生

が他の柱とは樹種が違うようだと指摘された柱であ

る。じつは物法の基準にしたがって横架材間の距離

から柱の径を割り出すと、四寸角では辛うじて基準

を満たしていることになる。だから移築時に通し柱

などを少し太いものに取り替えて建物の耐震性を高

めたのではないだろうか。 

 挟み梁方式の採用がこの建物の創建時か移築時か

は定かではないが、もし移築時だとすると、この柱

の差し替えといい移築時に物法も熟知した学士建築

家の関与が想像できる。 

 内田祥三博士の調査研究の結果立案された物法の

施行は大正八年だが妙壽寺のある烏山の地域に適用

されるのは昭和三年である。田中文男さんはこの移

築時に内田博士の指導があったと推測されている。

物法の適用以前であるにもかかわらず、多くの要点

で同法に適合して移築されたということは田中氏の

論考を裏づける状況証拠になるだろう。 

 これまで近代和風は近世からの伝統木造の技術の

延長にあると考えていた。しかし上記の技術的な特

徴をみると、今日の在来軸組木造の祖型として注目

すべき構造様式を持っていることを、あらためてこ

の客殿が訴えている。巻頭に挙げた表示板には指定

理由に「建築史学上貴重な建物」とあるが、じつは

構法のうえからも貴重な建物なのである。近代和風

の建物が建て替えられてゆく現在の風潮は、文化的

視点からのみならず、技術的側面からも憂うべき事

態で、この客殿が文化財として保存されることにな

ったことは、木造住宅技術の検証のうえでも大いに

意義のあることだろう。世田谷区の配慮と決断、妙
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壽寺の覚悟には技術者として盛大な拍手を送りたい。  おそらくこの時の佐藤さんの姿勢がこれからのコ

ミュニティアーキテクトに求められるのではないか。

渡辺保忠が近世までの建築家像としてイメージした、

造る対象である様式とその時代の生産関係のギャッ

プを埋める職掌に近い。対象に即物的に接し、その

時代その地域での生産関係で解決する。時を超えた

絶対的な真理あるいはイデアを前提に形態を設計す

る欧米の建築家像からはかなり遠いところにいて、

いかにもエコロジーである（注２）。したがってもっ

とも「建築家には向かない職業」がコミュニティア

ーキテクツなのだろうが、それでも女探偵のコーデ

リアがＰ．Ｄ．ジェームスのミステリーのなかで活

躍できたように、ヘリテージや街並みへの拘りに建

築家による色づけの場もあるのではないだろうか。

古色仕上げが筋だとしても冬目が光るステイン仕上

げや拭き漆にも捨てがたい魅力があり、それを評価

することも地域の色気をひきだす一法ではないかと

思うからだ。 

 

４．内玄関の改装 

 後にこの客殿が文化財に指定されるにあたり、

内玄関を改装したことを附け加えておくべきだろう。 

 繰り返すことになるが、建物が次代に受け継がれ

るには使い続けられねばならない。それには応じた

使い勝手が備わっていなければならない。今回のプ

ロジェクトでは、あるいは狸穴時代には附属してい

なかったかもしれない平屋の部分を第二庫裡へ導く

機能として、外観はそのままに内部のみを受附けと

して改装し、使い続けられる条件を整え、その上で

指定をするという、格別な配慮をいただいた。それ

に答えようと、施工した広・佐藤工務店では、古材

の利用、熱処理着色木材の利用、バーナー焼きし着

色する下見板の色づけなどの技術を駆使し、そこに

立ったとしてもどこが新しくなったかわからないよ

うな内装に仕立て上げた。 
  ここでその努力を少し補足しておこう。上記の技

術はいずれも建物に古味をつけるエイジングでいわ

ゆる色づけとは一線を画する（注１）。色づけは近代

では堀口捨己や大隈喜英らが好み、古くは利休にま

で遡る空間表現である。透き漆や着色ステインを拭

き取って仕上げると春から夏にかけての成長が早く

粗い木目には濃く色がしみ込み、成長が遅く硬い冬

目には色がのらず白く光り美しいコントラストが表

われる。一方自然の木目は硬い冬目の色が強く軟ら

かい春目は色が薄くそのまま経年する。したがって

色づけと古色では木目がネガとポジなのである。 
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注 

注１)熱処理による着色はもともと西欧で広葉樹の床材の色づけ

の技術でそれを針葉樹に応用したものだと思うが、スーパーサー

モ、エスティックウッド、ヒートウッドなどの名前でいくつかの

改質木材のプラントが実用化されている。いずれも冬目に色がつ

き古色仕上げに相応しい。焼き杉の仕上げはあとで水洗いをしな

がらウヅクリをかけるので冬目の墨色だけが残り、そこに着色す

るので春目に色が入っても自然な古色の表情になる。 

   

注２)ダーウインが「種の起源」を発表するまでの欧米での世界

観は完全体としての神への連鎖、階梯のイメージと理想像への視

線をもつことで成り立つ。したがって建築においても、建築家が

神と契約することによって全体を構成するという概念をその職

能の背景に持っている。エコロジーについては「ダーウインの進

化論に端を発し、自然科学による観察眼から導き出された世界

観」と捉えるシカゴ建築研究所高山正實さんの論考（新構法開発

研究会講演記録 1999 年度など）を参考にした。 

左：写真-6 ステイン塗の木目 右：写真 7 素木の木目 

 伝統建築を保存しようとする時や、街並みにかつ

ての面影を残そうとする時などに、その古色づけを

ステインで着色しただけですましただけの表情が妙

にしらじらしく見えるのはおそらくこの木目の反転

によるものだろう。佐藤さんはそのことを承知のう

えで手間をかけて妙壽寺客殿の改装にあたった。そ

の仕事をみながら思ったことを結語としたい。 
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市街地に今も活きる江戸時代のまちづくり成果からの提案 

 

矢作 武信（川口市役所 都市計画部都市計画課） 

 

１．はじめに 

 私は、江戸時代が始まる頃からの赤山陣屋敷址（赤

山城跡）を拠点とした伊奈氏による新田開発に関わ

るまちづくりの史実を基に、課題が求める要点を出

来うる限りの範囲で取りまとめ提案を行うこととす

る。このような事例はどこのまちにもあるものと思

う。またこのことが、現在のそしてこれからの「地

域の環境・空間・文化システムを継承するデザイン」

であり、日本型あるいはその地域にふさわしい「担

い手」のあり方を言い当てるものとなっているかは、

少々難しいものがあると思っている。しかし、過去

からのまちづくり活動によって整備されてきた成果

が、現在のまちのデザインとして今も市街地に存在

する状況を見ると、この事例は課題の糸口を探り当

てる上で大いに参考になるものと考えている。 

なお、川口市は東京都心から約 20km 圏にあり、面

積約 5575ha、人口 51 万人（平成 21 年 9 月 1日現在）

を超える都市である。また、首都圏整備法の既成市

街地及び近郊整備地帯に含まれる都市である。その

ことから、この事例は大都市の中にある都市、若し

くは大都市近郊にある都市のまちづくり活動を紹介

するものであることをご承知いただきたい。 

 

２．関東郡代伊奈氏によるまちづくり活動 

西暦 1600 年代の江戸時代初期、幕府は経済基盤を

強固なものとするため新田開発を急いだ。そして新

田開発は関東郡代伊奈氏の下で行なわれた。赤山陣

屋敷址は、この関東郡代の陣屋を構成する行政組織

の跡である。伊奈氏は、利根川や荒川の改修、用水

や新田の開発、用水沿川地域の村づくりなど、農業

基盤の骨格となるハードな整備を進めると共に、幕

府が求めるコメ作りだけでなく、畑や田圃で作るウ

ルシ、シブ、クワイ、レンコン、ショウガ等の生産

活動を奨励し、併せて、地域の産物を江戸に出荷す

る流通システムなども整え、村人の生活や村の経営

等に関わるソフト施策にも尽力した。このような伊

奈氏による多くの関連施策は、伊奈氏の代官として

の監督不行届きや家督騒動、全国的な賄賂問題対策

として幕府が行なった代官統制等によるものとの諸

説はあるが、1792 年の伊奈氏の改易、1806 年の関東

郡代の廃止まで続いた。 

関東郡代の基盤整備を基としたまちづくりは関東

一円に及んだ。その中で、川口市のまちづくりに現

在も深く関わるものとしては、稲作や水運を担った

見沼代用水の整備がある。 

以下、川口市のまちづくりに関わる事項について

記述する。 

この用水は、大消費都市江戸の拡大に伴い、更な

る新田開発を行なうため、それまで水源として水を

溜め稲作に利用していた見沼溜井（現在のさいたま

市中央南部から川口市北部一帯に広がり首都圏の貴

重な空間となっている見沼田圃。）を干拓したことか

ら、その水源の代わりに、利根川の利根大堰から騎

西、蓮田、大宮を通り川口、足立へと繋ぐ、深さ約

３ｍ、幅約 10ｍの農業用水路を整備したものである。

この伊奈氏によって整備された用水は、コメ作りが

盛んな昭和 40 年の中頃まで、沿川の多くの人々の生

活の糧、日々の生活に利用する水源、子供たちの水

遊びの場などとして地域の活動を支え、人々の生活

に強く関わり、豊作を祝う祭りなどの地域の風習文

化を育んだ。一方この用水については、土手の除草、

用水の残土浚渫、通水の管理など、用水を利用する

多くの人々や地域組織によって維持管理され、沿川

地域の人々の生活に密着した機能・環境を保ちなが

ら大切に引き継がれていた。 

 

３．現在に引継がれるまちづくり空間 

その後、この用水を含め、地域の人々が延々と育

んできたコメ作りを基本とする機能、環境、生活、

風習文化は、経済活動等の国際化の進展と供に産業

構造が大きく変化していく中で、次第に変わってい

く。コメ作りは、米価安定化等へ向けた農業政策に

より、減反、コメの生産調整などが行なわれた。ま

た都市づくりは、都市の健全な発展と秩序ある整備

を図るべく、都市計画法の改正による区域区分（都

市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に区分）

が実施（昭和 45 年）された。都市化が進むこのよう

な状況の中で、当地域の用水や農地（多くは田圃）
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を多く含む市街化区域では、それまでの農業を中心

とする機能、環境、生活、風習文化を伴う空間が次

第に消滅し、あるものは活かされ現在に至っている。 

また、市街化区域に存在する多くの田圃は、減反

政策、税制、都市化の進行、水利環境の悪化、農業

収入の低迷、耕作者の減少、耕作者の高齢化等によ

り急激に減少し宅地化が進行した。それまで田圃を

中心に稲作農業の活動を支えた協働組織は徐々に消

えつつある。残った田圃の多くは畑として利用され、

市街化区域内農地としているもの、生産緑地として

いるもの、市民農園などとして人々に提供している

ものなど、農地所有者個人の経営意向が反映される

中で、市街地における農地、緑のオープンスペース、

レクリェーション農園などの空間となっている。 

市街地における当時の農業用水は、水田への排水

機能の役割を残しつつ、緑地や水辺や散歩道等の公

共施設として、生活者に潤いと安らぎを与えるオー

プンな生活空間となって地域に提供されている。 

 

特に川口市内では、大宮台地（安行台地）が落ち

込む縁辺部に水路が築造され、この水路から配水路

を通じ、農業用水が田圃に供給されていたが、現在

の市街地には、この台地と畑等との高低差によって

生ずる斜面林と水路で形成する豊かな景観が作られ

つつある。この斜面林と用水で形成する空間は、景

観法に基づく川口市景観計画（平成 19 年公表）にお

いても、本市の特徴ある台地外縁部の緑の軸線景観

として取り扱っている。 

新田開発の拠点であった赤山陣屋敷址とその周辺

は地域に溶け込み、地域の人々によって延々と植木

の生産地としての環境が守られてきている。そして、

陣屋跡の多くは、都市計画法により市街化調整区域

となり市街地開発の圧力からは免れた状態にある。

また全国的に、歴史・文化・景観などへの人々の関

心が高まってくる中で、市による赤山陣屋の復元作

業が始まり、用地取得や土地所有者の協力などによ

り少しずつ緑豊かな歴史的空間が再現されてきてい

る。しかし、当跡地の近くには東京外かく環状道路、

首都高速道路、東北自動車縦貫道が開通し、平成 13

年には赤山陣屋敷址付近の市街化区域に地下鉄の駅

が開設され、陣屋跡周辺の市街化調整区域では、都

市化、少子高齢化、経済活動の低迷等の社会的動向

とも重なり、植木畑から資材置き場や墓地などへの

土地利用の転換が行なわれつつあり、当地域を取巻

く環境は、植木生産を中心とする緑豊かなものから

それ以外のものへと変化してきている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
写真-1 市街地の中に水辺と緑地と散策路空間を提供する

見沼代用水（川口市柳崎地内の市街地） 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
図-1 川口市景観計画で取り扱っている斜面林と用水で形成する特徴ある景観（川口市景観計画） 
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４．これまでのまちづくりに学ぶもの 

これまで、関東郡代伊奈氏による新田開発に関わ

るまちづくり活動について述べてきた。そしてこの

事例のまちづくりが目指すものは、見方は数々ある

ものの、一言でいえば、国を豊かにするためのコメ

作りであり、これは地域を豊かにし、人々の生活を

豊かにするものであった。すなわちこのことは、こ

のまちづくりに関わるステークホルダーの誰もが、

それぞれが自らの豊かさの実現を目指し、役所も、

地域も、人々も、正に協働体制で、陣屋を整え、用

水を整備し、田圃を開発し、田圃を耕作し維持して

きたということである。 

全国に今もある、それぞれの都市や地域のまちづ

くりによって整備された地域の特徴ある固有な空間

は、例えばこの事例のように、地域の農業、工業、

商業等の産業基盤を整えるため、全てのセクターが

力強く積極的に関わり形成してきたものが多い。一

方、現在においても同様の産業基盤を整えることを

目的に作られた空間も多く存在するが、過去に作ら

れ現在に至るものと、現在新たに作られたものとを

比較した場合、現在のものには、地域固有の空間と

なっているものはあまり見られない。 

私は、今までの記述を基に、求められている課題

の「地域固有の空間形成、まちづくりの仕組み・手

法とその担い手像」について次のような提案を行な

うこととする。 

(1) 地域のまちづくりを物語る痕跡の発見 

 地域のまちづくりの歴史の痕跡となるもの、すな

わち、森・建物・川・道や言伝え等のまちづくりの

史実に基づく歴史的資源が、地域におけるまちづく

り活動の中に現在も存在し、それが他の地域と同様

のものであったとしても、それが他愛のない痕跡で

あったとしても、まちづくり活動の歴史的事実とし

てその地域でつくられ現在にまで引継がれてきたも

のである限り、地域にとっては身近で分かりやすい

ものであり、地域固有の空間形成には大切な資源と

なる可能性を持っている。そして、この可能性を探

るための痕跡発見作業は地域の人々と共に行なうこ

とが大切である。加えてこの痕跡は、再現しやすく、

分かりやすく、扱いやすい、具体的で容易に共通認

識を持つことのできるものであることが大切である。 

(2) 地域のまちづくりへの痕跡の活用 

 発見し利用する痕跡は、地域の誰もが納得してま

ちづくりに使えるものであり、息長く無理なく持続

的に活用していけるものであることが大切である。

そのためには、地域の多くの人々の参加により多く

のまちづくりの痕跡を持ち寄り、それぞれの痕跡の

まちづくりにおける役割を十分に把握し、関連情報

を繋ぎ合わせながら地域のまちづくりの歴史を明ら

かにし、利用しようとする痕跡の持つ魅力を見出し

ていく作業を続けていく必要がある。その積重ねの

中から、痕跡が持っている歴史的魅力を現在に生か

し、地域共通の利益とし、地域の生活を豊かなもの

としていくための使い方を、地域の人々が中心にな

ってまとめ、具体的に活用していくことである。 

(3) 痕跡を守り育てる地域コミュニティの形成 

 地域の人々が、主体的に、地域のまちづくりに利

用する魅力ある痕跡を発見し、活用していく中で、

人々が生活の豊かさを実感する。そした、この痕跡

の存在が人々の日常生活に自然に当たり前のように

溶け込んだ状態となったとき、そこに形成される空

間は地域固有のものとなる。 

そのためには、この痕跡が形成する地域の空間を、

地域に富を与える空間となるように維持管理し活用

していく地域住民を中心としたマネージメント組織

を形成し、その組織を地域コミュニティの活動の中

に取り込むことである。そしてこの組織は、地域固

有の空間の存在意義を確認し、地域社会の変化に柔

軟に対応し、地域固有の空間の活用をマネージメン

トできる体制を整えておかねばならない。 

(4) マネージメント組織を支えるセクター 

 地域固有の空間を形成する主体は地域住民を中心

とする地域のコミュニティ活動であり、具体的に行

動するのは地域のコミュニティを母体とするマネー

ジメント組織である。しかしこのマネージメント組

織が、まちづくりの歴史的痕跡を発見し活用してい

くために必要な情報・分析・手法等のノウハウ、社

会的変化への柔軟な対応を図るための技術的専門的

知識などを有していなければ、地域固有の空間は魅

力あるものとはなっていかない。 

この地域住民によるマネージメント組織の活動を

充実し目的の達成を図れるようにするためには、こ

の活動を支える支援制度を行政や支援団体が整備し、

多くの専門家の協力支援を可能とすることが必要で

ある。これにより、地域、専門家、行政等の協働体

制が実現し、地域の利益と豊かさを持続的に再生す

る作業が積重ねられ、地域固有の空間は形成される。 

すなわちこの事例で提案するコミュニティアーキ
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テクト（地域が大切にしているものを活かし維持管

理していく者）とは、マネージメント組織を有する

地域の住民達でなければならず、専門家と行政等は

このアーキテクトを支えるプロテクター（活動を保

護し支援する者）であり、コミュニティアーキテク

トはこの両者によって成立する。 

またサスティナブルエリアデザイン（人々と地域

の生活を豊かにする空間）とは、地域コミュニティ

を構成する自治会や町会などを単位とする区域で、

地域の利益と豊かさの向上を目指し持続的に活動す

る人々と、地域が必要とする専門的要請（文化・歴

史・経営・福祉・建築・都市・法律等）に応え支援

する専門家と行政等が、協働して作り上げる地域固

有の空間である。 

 

５．おわりに 

 地域固有の空間は特別な空間として存在するもの

ではなく、地域のまちづくりを伝える魅力的な痕跡

を発見し、地域の人々の生活を時と共に豊かなもの

とするため、地域の人々の手によって継続的に根気

よく守り育てていく活動の中から形成されてくるも

のであり、どこの地域にも存在しうる空間であると

考えている。 

また、全く新たに造られるまちにおいても、その

まちづくりの中にある魅力的な基軸を育てながら、

まちづくりの歴史をつくりまちの痕跡を創出してい

く活動が、地域固有の空間づくりとなっていくもの

と考えている。 

逆に、地域の人々が共通して魅力を感じている痕

跡そのものの消滅や、魅力的痕跡に培われたまちづ

くりの歴史を分断するようなまちづくりが行なわれ

たとき、その地域に関わる人々のまちづくり活動は

停滞若しくは衰退し、その地域の空間はその地域の

人々の手から一時的に離れ、徐々に、地域固有の空

間を失って行き、金太郎飴のような空間が形成され

てきているように見える。 

地域固有の空間が豊かであることは、地域が大切

にしているものにより人々がつながり、地域の利益

と人々の豊かさが持続的に再生されていることであ

り、地域コミュニティによって地域の安全性と快適

性が保たれていることの証となっているのだと思う。 

 
参考文献 
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松山市における多面的な共生まちづくり 

坂の上の雲のまちづくりを通して 

前田 眞 （特定非営利活動法人まちづくり支援えひめ代表理事） 

 

１． 坂の上の雲のまちづくりとは 

まち全体を屋根のない博物館を作り上げることであ

り、そのために地域の魅力を地域主体の取り組みで磨

き上げ、「松山らしいまち」を形成するまちづくり運動

のことである。これらの理念に基づいて、新しいもの

をつくる・うみだす「創造」の姿勢としての基本的な

展開方向は次の５つである 

図１ フィールドミュージアムの概念 

① 豊かな地域づくり 

② 地域に学び地域を知る 

③ 坂の上の雲の志を継承する事業の展開 

④ まちづくりの独創性と先進性の追求 

⑤ 市民の主体的参画と官民の協力体制の確立 

以上のような観点から住民が主体の地域事業の展開

を進めていっている。「みんなでつくろう みんなの松

山」をスローガンにしてさまざまな地域資源を市民参

加で掘り起こし、「地域の誇り」として磨き、連携させ

ることによってまち全体を屋根のない博物館として整

備しようとするものである。 

また、市民の力で掘り起こされ、磨かれた地域資源

を、松山城があるセンターゾーン、道後、三津浜、松

山総合公園、久谷、忽那諸島、風早の６つのサブセン

ターゾーンや市内各所に存するサテライト群に位置づ

けるとともに他の地域資源と連携させ、ネットワーク

の形成を図り、松山ならではの文化性、物語性のある

都市回遊を構築することである。 

さらにそこに参加する市民には、一人一人が「住み

たい街、訪れたい街」についての思いや価値観をもち、

自立していることを求めるとともに、これらの個人の

思いが、共感を得る多くの人たちとネットワークをつ

くりながら、持続可能な活動になることを求めている。 

 

２．活動の概要 

松山市内全体を｢屋根のない博物館｣と見立て､魅力あ

るまちづくりを目指す｢『坂の上の雲』フィールドミュ

ージアム構想｣の具現化活動として､官民の役割を理解

し､実効性のある公共施設をはじめ地域資源の利活用

に主体的に取り組もうとする NPO や市民団体に対し､

松山市が設置するフィールドミュージアムサポート委

員会が決定した支援方法等に即し､予算の範囲内にお

いて松山市が負担することで、官民の協働による新し

いかたちのまちづくりを進めることを目的としてフィ

ールドミュージアム支援事業として展開している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支援を行う活動団体では､市内各地において、点在す

る地域資源の有効活用､再発見が行われ､地域の魅力を

高めていく取り組みが行われている。当該事業におい

ては、学識経験者から構成されるフィールドミュージ

アムサポート委員会が組織され、松山市内をセンター

ゾーンと６つのサブセンターゾーンに分け、公募によ

る地域資源を活用した地域事業の掘り起こしや育成支

援を進めている。公募は、以下の要領で行っている。 

＜支援対象団体＞ 

① まちづくりに関心があり、団体として活動している

こと 

② 団体の構成員は5 人以上、半数以上が市内在住 

③ ２０歳以上の役員を置き、事業の遂行、会計等の管

理能力があること 

④ 営利、政治、宗教活動を目的としない 

⑤ 規約等が制定され、年度事業計画を有すること 

＜支援年度＞ 

１団体に対して、原則として当該年度のみとするが、

継続が望ましいと判断された場合は、原則として３年

間を限度に支援を延長する。さらに、４年目以降の支
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援については、委員会の決定による。  これらの活動は、７年目を迎え、当初の個別の地域

資源の掘り起こしの支援から掘り起こされた地域資源

の連携の支援へと変化していること。さらには、回遊

型観光資源として持続的な活動に向けてのサポートの

在り方、フィールドミュージアムとしてマネジメント

の必要性が顕在化してきたことなど変化してきている。

支援の実効性を高めるためにサロン活動を展開し、団

体間の情報交流や連携の促進を図っている。 

＜テーマ等＞ 

① 坂の上の雲のまちづくりに対する啓蒙普及事業 

② 坂の上の雲のまちづくりに関する人材の養成、研修

事業 

③ 坂の上の雲のまちづくりに関する環境等の整備事

業 

④ その他 

＜審査項目＞  

① フィールドミュージアムの具現化に資すること ３．今後の展開に向けての課題 

② 事業内容が創意と工夫にあふれていること 今後の支援活動における課題は次のとおりである。 

③ 事業が事業期間内に完了する見込みがあること ① 活動全体をマネジメントする発想 

④ 活動が継続される展望があること 様々な活動団体が生まれてきており、フィールドミ

ュージアムづくりに向けては、各団体の連携や活動内

容の調整を行ったりするような全体をマネジメントす

る組織をつくっていく必要がある。 

⑤ 地域住民や他の団体との連携が図れるものになっ

ていること 

それぞれのゾーンでは、今まで２５団体の住民グル

ープを支援してきている。支援内容は、資金、広報、

活動に関するノウハウやスキルのサポートなどで、「倉

庫をアートの拠点に」「古民家を鯛めし屋」「短大生

が古民家でカフェ」「伊予弁で語る昔話」「お遍路宿

を復活、お接待」「古酒蔵を芝居小屋に」などの活動 

② 活動のアウトプットのイメージづくり 

今後支援団体が増えていくことが想定され、それ自

体は望ましいことであるが、フィールドミュージアム

づくりに向けてのアウトプットが見えている、あるい

は見えそうな団体を選定して育成していくことが求め

られる。 が展開されている。 

 ③ フィールドミュージアムづくりに寄与していると

いう意識づけ  

 一方で、本事業の目的であるフィールドミュージア

ムづくりといことに対する支援団体の取り組みについ

ては、自分たちの活動がフィールドミュージアムづく

りにつながるという事業の組み方と目指すべきアウト

プットを共有していくことが求められる。今回の助成

を受けることにおいて果たすべき役割（義務）の一つ

は、そのプロセスを共有することにあるのではないか。 

 

 

 

 

 

 

 ④ 事業の評価の視点の再構築 

 事業の評価については、フィールドミュージアムの構

築に向けた活動になっているのか、たとえば地域資源

の維持の体制（ビジネス・社会起業モデル）ができて

いるのか、その可能性はどうなのか等が評価のポイン

トになる必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ フィールドミュージアムサポート事業の概要  
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コミュニティワークの実践 

縁側プロジェクトを通して 

前田 眞 （特定非営利活動法人まちづくり支援えひめ代表理事） 

 

はじめに 

縁側プロジェクトは、これまでお年寄りになっても認

知症になっても生まれ育った地域で自分らしく暮らした

い（死んでいきたい）」という地域住民の願いを実現す

るため、またその願いが実現できる地域を創造していく

ために、地域に根ざしたさまざまな活動のことである。 

縁側プロジェクトが活動の拠点としている松山市西垣

生地区にある「託老所あんき」が耐震の問題から移転す

ることになり、移転先として新設する施設の一角に私た

ち縁側プロジェクトや地域住民が自由に使用することの

できる一室を準備してくれることになった。 

本稿は、その準備される一室（以下、コミュニティス

ペースと呼ぶ）が、地域住民にとって利用しやすい、身

近な場所となるよう、コミュニティスペースの活用の仕

方等ついて住民参加型のワークショップの手法を用いて、

地域の人たちと話し合いを重ねながら、準備を進め、実

際のコミュニティスペースの運用についてもより多くの

地域住民に主体的に関わってもらうことができるよう展

開してきたものをまとめたものである。 

 

１．事業の経緯 

（１） 垣生地区の概要 

今回の事業が展開されている松山市垣生地区は、松山

空港の南、重信川河口の北に位置する港町である。一帯

は通称『今出（いまづ）』と呼ばれている住宅地である。

松山市とはいえ、漁師町で、人情に厚い面、良くも悪く

も古くからの慣習が守られている地区でもある。現在の

人口は約10,000 人。（平成20 年12 月）１世帯当たりの

平均人員は2.71 人と高齢者の一人暮らしの進む松山市

の中心部（東雲地区の１世帯当たりの平均人員 :1.66人）

と比べると比較的世帯人員が多い。 

（２）託老所「あんき」の概要 

託老所「あんき」は、「どんなお年寄りも、当たり前

に自分らしく、普通の生活を続けられる場所。そして自

分もここなら入りたい、ここなら安心して死ねるという

場所をつくろう」という想いからつくられた託老所であ

る。 

（３）地域とのつながり 

託老所あんきでは、お年寄りの暮らしを家族や介護者

だけで担うのではなく、どうやって地域とつなげていく

かということをテーマとしており、年を取り介護が必要

になったからといって、たちまち病院や遠く離れた施設

に入所し、最期を迎えるのではなく、たとえ認知症にな

っても、寝たきりになっても住み慣れた家にできるだけ

長く居て、馴染みの関係の人たちの間で、その人らしい

普通の暮らしをどうやったら続けていけるかということ。

そのためには地域は必要不可欠な存在と認識している。 

 

２．縁側プロジェクトの活動理念 

平成１５年に、あんきに集まったボランティアグルー

プで、日常の活動の中で地域の大切さを実感し、それら

を実現しようと縁側プロジェクトが結成された。縁側プ

ロジェクトの活動の理念は、以下のとおりである。 

①資産 

社会の真の資産は人である。地域にはいろいろな特技

をもった人がいる。私たちの指す特技とは日常の暮らし

を継続していく上で必要な技術のことをいう。縁側プロ

ジェクトは地域の中に暮らす一人ひとりが持つ特技に価

値を見出す活動である。 

②能力の再定義 

健康な子供を育てる、家族を守る、地域の活性化や安

全に尽くす、弱くて傷つきやすい人々を思いやるなど、

市場経済での基準では評価しにくい人の能力を再評価す

る。 

 

③相互扶助 

一方的なほどこしでなく、お互いが助け合う仕組みを

構築する。縁側プロジェクトは地域の中でもたれあうの

ではなく、お互いに支え合う関係をつくるために、さま

ざまな活動を評価する。 

④ソーシャル･キャピタル 

お互いの信頼や相互扶助、市民としての責任などが生
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■第 1 回ワークショップ み出す社会的な関係性、ネットワークの構築を社会的イ

ンフラとして位置づけ、それらの関係づくりを評価する。 （第１回ワークショップのねらい） 

地域に住む人それぞれが抱える困りごとや心配ごとを

お互いに知ることで、みんな同じようなことを心配して

いたり、自らがちょっと手を貸すことで解決できること

があることを気付いてもらう。 

 

３．縁側プロジェクトの活動 

縁側プロジェクトでは、次のような事業を地域に向け

て行ってきた。 

（第２回ワークショップのまとめ） 2001 年（平成13）●いっしょに学ぼう地域の歴史 

①困りごと、心配ごとがあるのはお年寄りだけじゃない

こと。 

異世代で手づくりの自分史を創る 

2002 年（平成14）●むかし地図作成プログラム 

②暮らしの中（地域の中）に隠れている困りごと（課題）

を顕在化させる必要があること。 

地域づくりサポート隊事業. 

2003 年（平成15）●地域の縁側づくり事業 

③それら困りごとを地域に伝えていく必要があること。 ミニミニチャレンジクラブ（小学生のボランティアグ

ループ）のいっしょに学ぼう地域の歴史、地域のお年寄

りと一緒に地域探検事業 

④解決に向けて動いていく必要があること。 

■第 2 回ワークショップ 

（第２回ワークショップのねらい） 2004 年（平成16 年）●えんがわの日開催 

新しい交流拠点のイメージを参加者それぞれに持って

もらい、完成後の主体的な関わりを触発すること。また、

いろいろな意見を組み合わせ新しい使い方やプログラム

を創出すること。 

2005 年（平成17 年）●コミュニティレストラン 

実験事業、「心のテーブル」として継続中 

 

４.現状の課題 

（第２回ワークショップのまとめ） 活動をつづける中で、縁側プロジェクトとしては次の

ような課題があった。 地域の交流拠点のイメージを共有できた。 

◇楽しむ （１）活動が地域の人たちに広まっていかない。 

食事会をする・外で食事をする・心のテーブル事業・

庭で夕涼み会・花見、月見・話し合う・出し合う（悩み

など）・子どもがいることが大切・寄り添う安心感がも

てる・お年寄りが楽しそう・大道芸大会をする 

「心のテーブル」をはじめとする縁側プロジェクトの

活動に参加する人の顔ぶれが固定化し、新たらしく地域

の人たちに伝わっていかない。 

（２）活動内容が陳腐化している。 

◇地域の宝ものを活かす 縁側の活動は年に数回開催する「心のテーブル」が中

心であるため、どうしてもイベント的な傾向が強まり、

本来の目的である支え合って暮らすことのできる地域づ

くりといった点にまで到達しきれない。 

学校の総合学習の延長・戦争体験を聞く・紙芝居、い

ちぢく蒸しパン・ボランティア 

◇共有する 

特技を知らせる・昔話や写真を集める・新しい人と出

会う・ワクワクする時間を共有する 

（３）活動に主体的に関わる地域住民が現れない 

イベントには大勢の地域住民が参加してくれるが、そ

れはあくまでもゲストであって、スタッフとして、現ス

タッフと一緒になって汗をながしてくれるような主体的

な関わりを持つメンバーが現れない。 

◇練習する・訓練する 

メダカや草木を育てる・育てたものを売る・高次脳機

能障害の人たちが地域で暮らす体験をする・生活の場で

訓練する・活躍できる場をつくる （４）地域の子どもとの関係が希薄になってきた 

◇子育てをする 子どもたちが大きくなり、学校での活動等、忙しくな

っていることから、なかなか縁側の活動に参加できてい

ない。また、縁側プロジェクトとしても、地域の子ども

たちとつながるためのチャンネルがない。 

子どもやお母さんのたまり場になる・泥遊びができ

る・宿題をする・自己確認できる場を提供 

 

  

 ５．課題解決に向けて 

 上記の課題解決に向けて、コミュニティスペースで実

施されるプログラムの企画・立案を目的とした住民参加

型ワーク ショップを開催した。 
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◇伝える 

おいしい料理教室・安心できる食材を使った・伊予絣

の織り方・織機は小中学校にある・地域の達人に教えて

もらう・ラオスに行って伊予絣とのつながりを勉強した

い・タコ飯・タコ釣り・本物の稲づくり、野菜づくり学

生が関わる・食育にもなる・縦の関係をつくるため・友

だちづくりに役立つ・昔の遊びを伝える 

◇交流する 

身体を動かす・ゲームをする・異世代交流・競争する

と楽しい 

◇考える・学習する 

人生を考える・別の世界の人と話をする（３世代）・

介護について・認知症について・地域で体験ゲームをす

る・後期高齢者医療制度について・メタボについて・医

療保険について・裁判員制度について・結婚について・

朝まで語ろう 

■第 3 回ワークショップ 

（第３回ワークショップのねらい） 

拠点を運営するに当たって必要な要素をピックアップ

することで、拠点（特に事務局機能）に必要な人や資金

や情報について具体的にイメージし、今後の運営をどの

ように行っていくかを検討すること。 

（第３回ワークショップのまとめ） 

地域の交流拠点の運営に必要な要素は次の内容を共有

した。 

(1)名称 (2)立地条件 (3)運営基盤 (4)運営の担い手 

(事務局 ) (5)利用者の属性 (6)基本方針 (7)プログ

ラム (8)プログラムの担い手 (9)空間について (10)

設立までの経緯 (11)ネットワーク (他の機関との協

働 ) (12)運営資金 (13)今後の見通し 

■第４回ワークショップ 

開催日時 : 平成20 年10 月19 日（日） 

平成 17 年より継続して実施してきた地域交流イベン

ト「心のテーブル」を新しく完成したコミュニティスペ

ースを舞台に拡大版として実施した。本イベントを通じ

て、コミュニティスペースの機能やそこで行われるプロ

グラムについて広く地域に伝え、今後の活用の促進を図

った。また、この日は地域（町内会主催）の防災訓練の

日で、この防災訓練に参加した人たちは男性が中心で、

従来、実施している「心のテーブル」にはあまり集まる

ことのなかった人たちであったため、拠点の存在をピー

アールするのにはよい機会となった。今後は、防災訓練

だけではなく、さまざまな町内会の会合や行事などにも、

新しい拠点が活用できることを伝えた。 

（第４回ワークショップのねらい） 

縁側プロジェクトの「心のテーブル」を防災訓練に合

わせて拡大版として開催。共に作り、共に食べることで

地域の人同士が知り合いになっていくこと。「食べる」

ことは暮らしそのものであり、高齢者にとっても子ども

にとっても、若い人たちにとっても重要なこと。特に年

配の女性においては、古くから地元に伝わる素材や料理

方法を今後の拠点のプログラムに反映させていくための

きっかけとすること。 

■ミニシンポの開催 

今回の事業を地域のみなさんに広く伝えると共に拠点

の活用をピーアールすることを目的にミニシンポを開催。

会は 2 部構成とし、はじめ、松山市内を中心に公演を行

う劇団☆くすの二人芝居『いつか来た道』を上演。スト

ーリーの中に込められている「あなたはどこで、どんな

風に自らの人生を終えますか?」というメッセージを問題

提起として、次につづく第 2 部のシンポへと展開した。 

できるだけ多くの地域の人に来てもらうためにはじめ

にお芝居を設定した。第 2 部のシンポでは、これからの

自分の暮らし、そして地域の在り方について意見交換を

行った。 

（ミニシンポでの議論の内容） 

地域での人間関係が希薄になって孤独死が増えている。

心のテーブルを継続して開設しているように、地域の人

が知り合う場が必要。 

今後ますます認知症のお年寄りが増えていく中、認知

症になっても、地域で支えることが重要。そのためには

地域の力、なじみの関係をどれだけつくることができる

かがポイントである。 

もたれあう関係ではなく、支え合う関係の中で地域を

つくっていくことが大切。 

 

６．情報発信 

事業経過を地域へ伝えるためにニュースレターの作成及

びブログの開設、パンフレットの作成、ビデオの作成を

行った。 

今回の事業は、新しく開設される地域の交流拠点の設

立経過を地域の人たちと共有しながら、開設に向けた準

備をしていくことが重要な位置づけとなる。このため、
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コミュニティスペースの良好な運営をするためには、

その運営に係るスタッフの存在が重要である。当スペー

スが立ち上がっていく経緯を、ワークショップ等を通じ

て地域住民と一緒に経験することで、今後の運営に主体

的に関わることのできる地域のメンバーを１０名程度発

掘することができた。 

実際にワークショップに参加する人は限られることから、

それ以外の地域の人たちにも進捗状況を伝達し、その経

過を見守ってもらうためのツールとしてニュースレター

の発行とブログ開設を行った。また、ブログについては

コミュニティスペースの開設後もその活動内容を広報し

ていくことと、広く地域・市民の意見を聴取するための

ツールとして継続して活用することとしている。 （３） コミュニティスペースの基本理念の作成 

今後、コミュニティスペースを運営していくうえでは、

地域の状況にあわせた柔軟な運営が求められる。スペー

ス活用の申し込みをしても、使うときのマナー、使った

あとの片づけ、使用目的の確認など安全側を考えるとさ

まざまな規制をつけたくなる。しかしながら、地域に定

着し、一定のモラルハザードをクリアできる方々であれ

ば誰でも使えるスペースを目指すとすれば、あまりルー

ルを作らない方が望ましい。今後、この理念を大きく掲

げて、コミュニティスペースを活用する人たちをはじめ

地域住民に向けて伝えていく準備ができたことは大きな

成果であるといえる。 

■ニュースレター『いまづに縁側ができるまで』の作成

（７号まで作成） 

発行部数 : 各号 1000 枚 

配布先 : ワークショップ参加者、縁側プロジェクト関係

者、地域のクリニック、スーパー、公民館等 

■ブログ『地域に縁側ができるまで』開設 

http://blog.goo.ne.jp/engawa_2008 

■拠点紹介リーフレット『つどい場・いまづのご案内』

作成 

作 成:報告書 A4 サイズ・カラー 

制作部数 : 1000 枚 

（４） コミュニティスペースのＰＲ 配布先 : ニュースレターと同じ 

本事業の場合は、ミニシンポの開催等を通じて、将来

の自分自身や家族の老後を考えた時に、地域の関わりが

重要であることを広く訴え、新しくできたコミュニティ

スペースの活用を地域住民に投げ掛けることができた。 

■本事業のスタートからオープニングまでの様子をまと

めたビデオ制作 

 

７．活動の評価と今後の課題 

（５） 専門家との連携 （１） コミュニティスペースの創設 

今回の事業では協力者として、同じ地域内にある障害

者施設の相談員や大学で住居学を専門に指導している先

生、また家庭看護の専門家など多くのプロにもワークシ

ョップやその他の行事に積極的に参加してもらい、多方

面で支援してくれるサポーターを創ることにつながった。 

コミュニティスペースについては、次のような観点で

評価する必要がある。 

① 住民の生活に定着したものになっているかどうか。 

② 様々な人が集う場になっているかどうか。 

③ 使いやす仕組みになっているかどうか。 

④ 居心地のよいスペースになっているかどうか。 

⑤ 自分たちの将来について考える場となっているかど

うか。 

本事業において、地域住民を交えたワークシッョプを

通して、地域の課題抽出を行い、今後地域として解決し

ていかないといけない課題を共有したこと、それらの課

題解決に向けて自分たちでできることについて議論を行

い、行動計画への取り込みに資することができ、そこで

行われるさまざまなプログラム等の検討を行うことがで

きたことは評価できることであろう。また、新しく開設

されるコミュニティスペースのイメージがより明確にな

った。 

（６） 新しい地域住民のかかわり 

今回の事業を通して、１００名近い新しい住民とのか

かわりができた。本コミュニティスペースの運営におい

ても、有効な事業展開の可能性が開けてきてたことは評

価できる。今後ともこれらの地域住民とのネットワーク

形成を図り、継続的な活動としていく必要がある。 

① 施設くささがない場 

② 落ち着きがある場（床座を重視） 

③ しつらえのある場 

（２） 人材の発掘 
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しまなみ３島における住民参加型自転車モデルコースづくり事業と住民活動 

 

前田 眞 （特定非営利活動法人まちづくり支援えひめ） 

 

１．サイクルツアー推進事業とは？ 

国の補助を受け、愛媛県が実施する｢サイクルツアー

推進事業｣は、世界で誇ることができる自転車道｢しま

なみ海道｣と各島の自転車道を活かし、地域活性化を目

指すものである。サイクリングを楽しみながら、地域

にある｢観光資源｣、｢川の親水施設｣、｢港湾施設｣など、

地域の魅力をゆっくりと味わう新しいツーリズムを普

及させようとするもので、国、愛媛県、本四高速株式

会社などが連携して取り組みをはじめた事業である。 

 

 図２ モデルコースづくり事業のスキーム 

 

  

３．モデルコースづくり  

しまなみ海道でつながる３つの島、大島・伯方島・

大三島の各島でモデルコースづくりを進めてきた。平

成１７年度は伯方島で、平成１８年度は大三島で、今

年度は大島で事業を行っている。更に、３島をつなぐ

連携コースの提案も検討し、島外者への情報発信につ

なげている。 

 

 

 

 

 

 

 コース設定にあたっては、住民の皆さんから自分た

ちの地域のココを見て欲しい、体感して欲しい、この

人の話を聞いて欲しいといったポイントや要素を引き

出すとともに、サイクリストの視点から、風を感じる

スポット、路地裏を感じる地域などのポイントを盛り

込み、モデルコースとしてまとめた。スタッフからの

助言などもあったが、島の住民の力で提案を行うこと

ができた。 

 図１ サイクルツアー推進事業 

 

 

２．住民参加に向けた取り組みへ 

事業を進めるにあたって、国、愛媛県、今治市、学

識経験者、プロサイクリスト、など多様な方で構成す

る｢しまなみ地区サイクルツアー推進協議会｣を設置し、

しまなみ地域にあるサイクリングロードを活用してサ

イクルツアーを推進するための方向性を議論した結果、

住民自ら考え、提案してもらうことが有意義であると

の方向でまとまった。これを受けて、公募形式で決定

した受託者である｢ＮＰＯ法人まちづくり支援えひめ｣

が地元で市民 

 

４．コースを活用するための基盤整備 

ここで抽出したモデルコースについて、伯方島、大

三島、大島の住民の皆さんから、｢ここから見る景色が

ポイント｣「ここに休憩所があればいい」といった立ち

寄りポイントの情報だけでなく、実際にコースを自転

車で走行し、｢コース上の道路が凹凸で危険だ｣、「交

通量が多くて注意する必要がある」、「道がわかりに

くい」といった指摘を、コースの提案とあわせて行っ

た。愛媛県は、それを受けコース上の東屋やベンチの

ある｢休憩所｣の整備、道路の修繕、｢距離標｣の設置な

活動の支援をミッションとしている今治ＮＰＯサポー

トセンターとジョイントし、サイクルツアー推進協議

会と島の住民や地元密着のＮＰＯ法人等との協働によ

る、住民に魅力ある資源をつないだモデルコースをつ

くる事業を実施した。 
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どを実施し、住民からの提言をできるところから実施

している。 

 

５．行政、地縁組織、ＮＰＯとの協働事業としての展

開へ 

この事業は、事業に係わる地域住民、行政及びＮＰ

Ｏが関わる協働事業である。地域の活性化に意欲を持

つとともに地域の実情に詳しい住民、資金力とオーソ

ライズの手法を得意とする行政、住民の意見を引き出

し、合意形成に持ち込み行政に伝えることを得意とす

る中間支援型のＮＰＯ、これらの３者がそれぞれの得

意技を使って、サイクリングという切り口から、島の

活性化に向けて取り組んだ協働事業である。 

 

＜住民参加の動機づけ＞ 

現在、１万人余りいた人口が約８千人に減少してお

り、衰退していく島をなんとか元気にしたいと考えて

いたとき、事業参加の呼びかけを行った。住民の意識

としては｢おもしろいな｣という思いと、｢しんどいな｣

という思いが半々くらいだったとのことである。また、

これまで自治会活動などを経験する中で、行政の限界

のようなものを感じており、今回の事業もどこまで実

現できるか半信半疑だった。ただ、島外の人に取り組

もうとしている時に、島に暮らす住民が目を向けない

手はないと感じている住民がいて、リーダーとなって

もらった。ある意味では、行政やＮＰＯといった島外

の人たちの思い島の人たちに試されていたのである。

島の住民の方々の地域を憂える思いと我々「まちづく

り支援えひめ」と「今治NPO サポートセンター」の精

力的な地元対応によって、この事業に係わる人たちの

事業を進めようとするモチベーションを高めることが

できた。 

＜この協働事業の特徴＞ 

地域に愛着を持つ地域住民がいたということ。これ

らの住民の意見を取りまとめる上で、中間支援型のＮ

ＰＯ法人のスキルがあったこと。住民の意見に答えよ

うとする行政の誠意がみられたこと。 

住民の意見が、しまなみサイクルツアー推進協議会

にかけられ、プランの修正提言が住民側に伝えられ、

それらも住民の協議を経て修正されるなど、オーソラ

イズのために手間をかけ、県が行う事業にすぐ反映さ

れたことなどがあげられる。これらの意見が住民と行

政間でキャッチボールされたことが、官民の信頼関係

を作り出し、さらに地域住民のモチベーションをあげ 

ることにつながるなど、理念や思いを共有し、コミュ

ニケーションのスキルを活用しながら事業の展開をし

てきたことがあげられる。 

 

図３ ワークショップの様子と作成したサイクリング

コース 

図4 作成したサイクリングマップ 

 

６．地域資源活用型まちづくり活動への発展 

これらの活動を得て、もっと自分たちの島を知って

もらいたい、来てもらいたいという思いが芽生え始め

たこと、それらを活かすための社会的背景に対する認

識が深まったことなどから、サイクルツアーから一歩
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図

踏み出し、各島にある地域資源を活用した新しい地域

ツーリズム（地域を体験することに主眼をおいて良好

の形態）という考え方を導入し、しまなみ３島の住民

の交流・連携を進め、ネットワーク型組織を形成や地

域活性化を進めていくための手段として、滞在型観光

交流モデルの創出を目標と、これらの可能性を立証す

る活動へと展開し始めた。 

 

 

 

 

 

 

 

具体的には、サイクリスト向けのマップ作成を行っ

たり、今治NPO サポートセンターが主体となって、国

道交通省の助成金を受け、しまなみ資源活用プロジェ

クトを始動させ、地域をゆっくり自転車で体験をする

旅を総称した「スローサイクリング」という新しい概

念を打ち出し、モニターツアーやWEB アンケートによ

り、これらの市場性を検討してきた。 

 

 

 

 6 しまなみ地域におけるスローサイクリングの市場性

 

 

７．今後の課題 

ＷＥＢアンケートの結果を見ると、地域を体験する

スルーサイクリングという市場に対する関心は、健康

ブーム、環境対策に対する意識向上等、地域を体験す

るツーリズムの盛り上がり等から一般市民の関心が高

く、これらの市場性は高いと認識される。またモニタ

ーツアーを通して、しまなみ地域では、世界有数の資

源があり、従来の早く走り抜けるサイクルツアーでは

感じることのできない地域の魅力が多数存在している

ことは、本事業でも明白である。このように、しまな

み地域におけるスローサイクリングとう市場性は高い

ものがあるといえる。しかしながら、しまなみ地域の

自転車を切り口とした市場性の現状は、競技系や一般

の観光客相手のレンタサイクルを利用したサイクルツ

アーの展開が主となっており、サイクリスト向けのゆ

っくり地域を体験すると言うスローサイクリング系の

市場への対応は遅れているのが現状である。このため、

これらに関する情報発信やサイクリストの受け入れ等

を充実し、スローサイクリングのメッカとして展開し

ていくことが求められる。 

このような新しい展開は、総合的な係わりが求めら

れ、当初の自転車モデルコースづくり事業といった愛

媛県土木部局の事業の範疇をはずれてきている。いま

までの協働関係から発展をしていく必要がある。その

ような状況になっている時に、他の担当課が主体とし

て係わる必要性が出てきている。しまなみ地域の活性

化を図る上では、今までと同じような協働関係を続け

ていくことが求められ、今後ともいままでのような協

働関係を続けていけるのかという課題を抱えている。

これは中間支縁型ＮＰＯである我々としても同じで、

いつまでしまなみ地域と関わり続けることができるの

かといった難しい判断をしないといけない時期がくる

のではという課題を抱えている。 

これらに対応するためには、行政として住民参加型、

あるいは住民主体型事業へのスタンスを意義づけ、こ

のような事業へのかかわりを一定の水準で維持してい

くための条例や指針で原則としての対応を設定するこ

とが望まれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図７ スローサイクリングのイメージ 図5 標識の整備の様子 
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「土の人」としてのコミュニティアーキテクトへの期待 

 

森川 稔（滋賀県立大学） 

 

１．「風の人」と「土の人」 

本稿では、地域の歴史・景観・建築に限らず、生活

環境の向上や地域の振興なども含む、コミュニティに

よるまちづくりの取り組みを対象に、とくに「土の人」

としてのコミュニティアーキテクトへの期待と課題に

ついて、私自身のこれまでの取り組みを踏まえて述べ

てみたいと思う。 

 「風の人・土の人」という言い方がある。「土の人」

とは、その土地（地域）に根を張り、自らの地域に何

らかの責任を負って、継続的にまちづくりに取り組む

人を指す。一方、「風の人」は、その土地に風のように

やってきて、新たな知識や知恵や技をもたらし、「土の

人」を覚醒させ、元気づける。「土の人」がいなければ、

まちづくりは一歩として進まないが、「土の人」だけで

は視野や活動が狭くなり、閉じた取り組みになってし

まう危険がある。「風の人」が関わることにより、取り

組みは新たな視点や知恵や技などを得、その活動は外

へと広がっていく。もちろん、ここでいう「土地（地

域）」の広がりは明確なものでない。自治会や集落とい

う単位から、小学校区、さらには市町域など、活動の

内容によって、その広がりは異なってくる。また、「風

の人」と「土の人」とを明快に区分できるわけではな

い。しかし、「風の人・土の人」という概念は、まちづ

くりの担い手を考える時、わかりやすい比喩であるし、

「土の人」ということばは、自らの地域に、何らかの

責任を負って、継続して関わっていくことの重要性を

示唆してくれる。 

 地方分権の流れのなかで、「地域の自治・自立」や「住

民主役のまちづくり」が重要な地域課題となっている。

そうした時代の流れのなかで、その担い手である「土

の人」の役割が極めて重要になってきている。特に、

その土地に根をはった「土の人」としてのコミュニテ

ィアーキテクトは、地域のコーディネーター、まちづ

くりの専門家として、その役割が大きく期待される、

と考える。 

 

２．「風の人」としての取り組み 

 私自身についていうと、２年半前に滋賀県立大学に

赴任し、まちづくりのリーダー・コーディネーターを

養成する「近江環人地域再生学座」を担当している。

この学座は、大学院生と社会人を対象とした１年間の

コースで、所定の単位を取得し検定試験に合格すれば、

「コミュニティアーキテクト」という称号を取得する

ことができるプログラムである。１） 

 滋賀県立大学に着任するまでは、都市計画のコンサ

ルタントに勤務し、30年弱にわたって、おもに自治体

からの委託を中心に仕事をこなしてきた。いわゆる「都

市計画・まちづくり系」のコンサルタントとして、都

市計画、地域計画、総合計画、マスタープラン、景観

計画、街並み環境整備、地域振興・商店街振興、まち

づくり協議会の支援など、多様な業務に携わってきた。 

今、コンサルタントとしての仕事を振り返ってみる

と、90年代半ばごろから、地域と直接かかわる仕事が

多くなっていることに気づく。「住民参加」がまちづく

り推進の大きな潮流になってきたことと呼応している。 

私が関わったそうした仕事のひとつとして、「ため池

協議会」の取り組みをあげることができる。兵庫県に

はおよそ44,000ヵ所のため池が存在し、農業用水施設

として大きな役割を果たしてきている。しかし、ため

池は農業用水の供給だけでなく、自然、景観、レクリ

エレーション、防災など、多面的な役割を担っている

存在である。脆弱になった堤体の改修を契機に、農業

者だけでなく、地域の住民やさまざまな団体などが参

画する「地域ぐるみ」で、ため池の多面的な機能を生

かした保全と維持管理を進め、地域の環境資源として

生かしていこうとする取り組みが始まっている。その

中心的な組織として「ため池協議会」を設立し、それ

ぞれの協議会で自立した取り組みを進めてもらおうと

するものである。私自身は、1997年ごろから「兵庫県

ため池整備基本構想」の策定に関わり、その後、兵庫

県東播磨地域のいくつかのため池の協議会設立とその

後の協議会運営の支援に携わった。そのなかのひとつ

である加古川市の「寺田池ため池協議会」のサポート

には、５年近くにわたって関わった。 

この寺田池に関する取り組みは、私としてはかなり

思い入れのある仕事であったが、それは「仕事」とし

て担ったものであり、「風の人」としての関わりであっ

た２）。寺田池の改修を契機に、池周辺の利活用を進め、
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自然と景観に恵まれた地域の環境資産として保全・活

用と維持・管理を進めるものであり、池周辺の利用内

容やデザインを練り上げるとともに、周辺住民の関心

を高め、周辺住民が参加する維持・管理の仕組みを確

立する必要があった。このため、協議会では、ワーク

ショップやイベントを開催するとともに、維持・管理

の仕組みや組織について検討を行った。私は協議会そ

のものの進行、ワークショップやイベントの企画・実

施の支援、機関誌発行などの広報支援を行った。寺田

池協議会は、水利組合や財産区のメンバーが中心にな

っており、イベント等の開催の経験は有していたが、

協議会の運営やワークショップの開催などには不慣れ

であった。幸い、協議会のなかに、こうした取り組み

の経験を有する加古川市の中堅職員が住民のひとりと

してメンバーに加わっていた。協議会の取り組みにお

いて、この職員の存在は大きく、彼はひとりの住民、

つまり「土の人」として協議会活動を担っており、私

は「風の人」として、協議会運営に携わったといえよ

う。 

 

３．「土の人」としての取り組み 

コンサルタントとして仕事を始めたころは、「住民参

加」ということが大きな話題になることもなく、地域

に入って直接、住民と関わるということも少なかった。

やや極端にいえば、現場に関わることなく報告書を作

成し、その後の取り組みは行政に任せるというのが通

常であったように思う。それはあくまで「風の人」（地

域に関わることもないので、「霞の人」であったかもし

れない）としての関わりであった。 

そうした仕事に、当時、何か物足りなさを感じてい

た。もう少し、地域と直接関わりたいと感じていた。

さらには、自らもまちづくりに汗を流したい、自らの

住むまちに何かできないか、そんなことを感じていた。 

1993年６月に、滋賀県市町村職員の有志による、地

域や職域を超えたネットワーク組織としての勉強会

（「滋賀まちづくり研究所」）の立ち上げの記事を、た

またま新聞で目にし、その活動に参加することにした。

仕事としてではなく、一市民としてフリーな立場で、

まちづくりに関わることになった３）。 

それがきっかけとなって活動の輪が広がり、1998年

の「大津市市制百周年記念事業」での市民提案イベン

トには、地元である大津で一緒に活動していた仲間と

ともにワークショップ「みんなで・大津まちなか・ま

ちづくり」に取り組んだ。その後、大津商工会議所が

実施した、まちなか（中心市街地）を会場にした市民

提案イベントにも応募し、空き店舗を会場に「まちな

か・まちづくりサロン」を開催した。 

こうした取り組みのなかから、いくつかの市民活動

に関わることになったが、ここでは私にとってウエー

トの大きい「大津の町家を考える会」の取り組みと、

「大津市市民活動センター」開設の取り組みについて

述べてみたい。どちらも、私が住まいする地元大津で

の取り組みである４）５）。 

(1)「大津の町家を考える会」の取り組み 

 「大津の町家を考える会」は1997年７月に設立され

た市民活動団体である。大津の中心市街地（まちなか）

の町家や町並みの保全・再生や、まちなかの活性化に

取り組むことを目的としている。設立当初は、会社員、

ＯＬ、公務員、自由業、大学教員、都市プランナー、

大工、学生など多彩な市民80名ほどが参加した。主な

活動は、シンポジウムやフォーラム、町家見学会の開

催、書籍「大津百町物語」や町家マップ「大津百町お

もしろ発見地図」の発行などである。こうした取り組

みを進めるなかで、当時の会長は「私たちは考えてい

るばかりの会です。こうした取り組みをしている間に

も町家はどんどん潰れている・・・」と、機会のある

ごとに口にされ、こういう活動でいいのかという疑問

が会員からも出てくるようになった。町家保全のため

に我々も汗を流そうという雰囲気が生まれた。また、

活動の拠点になる場が欲しいと探していたところ、商

店街の真ん中で空家になっていた町家を見つけた。会

としてこの町家を借用し、2001年６月に「まちづくり

大津百町館」として再生させた。広く一般に開放する

とともに、百町館を会場に、交流イベントやセミナー

などを活発に開催した。2008年の末には、家主が百町

館を売却したい意向を表明し、一時は閉館、取り壊し

の危機となったが、志ある方の申し出によって財団所

有の建物となり、継続して「大津の町家を考える会」

が運営にあたるとともに、さらなる活用について、検

討を進めることになった。 

 こうした一連の取り組みのなかで、私は当初より百

町館運営委員長として、百町館の改修やイベント等の

開催の企画・立案や、助成金を獲得するための申請書

作成などにあたった。建築やまちづくりについての知

識を有し、企画書や申請書の作成に慣れた人材が周り

にいないなかで、私がそうした役割を担うことになっ

た。 

 百町館を中心としたこれまでの取り組みをふりかえ
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ると、次のような課題をあげることができる。 (2)大津市市民活動センター開設の取り組み 

①町家の保全や町並み形成への戦略と具体的取り組み  これからは市民自治の時代、市民まちづくりの時代

といわれ、市民と行政が協働して、地域を支えていく

ことが必要になっている。ＮＰＯ活動も盛んになって

きているが、それをさらにもう一段高めていくために

は、まちづくりの担い手である市民の意識改革が必要

であろう。一部の市民ががんばっても息切れしてしま

う。市民活動の裾野を広げる必要があり、そのための

拠点となるセンターが必要になってくる。 

 町家の会ではイベントの開催などにがんばって取り

組んできたが、イベントの先に何があるのかを考える

必要がある。イベントを通じて百町館や町家の存在を

ＰＲできたことは大きいが、それが具体の町家の保全

や再生、活用につながったかとなると、必ずしも明ら

かではない。町家の保全や再生に向けての、具体的な

次なる取り組みを検討する必要がある。 

②地元自治会や商店街との連携  大津市では2001年７月に「市民参加推進研究会」が

設置され、研究会から市長に提言書を提出した６）。提

言書では、「重点的な取り組みが望まれる」４つの施策

の中のひとつに、「総合的な市民活動拠点の設置」を掲

げた。この研究会に私は副座長として参画したが、当

時の大津市行政は市民活動に対する理解が低く、提言

書の内容が行政に反映されることはほとんどないだろ

うと危惧された。そこで、「市民活動センターの開設を

考える会」を立ち上げ、市民の側からセンターの必要

性について声を上げることにした。市民に対するアン

ケート調査や他都市の調査をふまえて、センター開設

に関する提言書を、2004 年７月に大津市に提出した。

大津市とのかなりのやりとりののち、我々の活動もあ

ってのことと思うが、2006年４月に市民活動センター

がオープンした。センターが開設される前に、「市民活

動交流サロン」の運営実験を、大津市と市民グループ

との協働で行った。そうした実績を重ねていくうちに、

大津市の考え方も変わり、現在では「市民と行政の協

働」が大津市行政の大きな課題のひとつとなっている。

センターは指定管理者制度で運営されており、現在２

期目に入っている。 

百町館が位置する自治会や商店街との連携が十分に

とれていない。周囲は古くからのまちであり、新参者

である我々が、自治会や商店街と連携してまちづくり

に取り組むことは容易ではない。このことは、テーマ

型ＮＰＯと地縁型組織との連携という、市民活動にと

っての大きな課題のひとつでもある。 

③行政との協働 

現状では、行政との協働も十分に図れていない。市

民活動団体と行政との協働はこれからの地方行政の大

きな課題であり、行政との関係をどのように築いてい

くかも、大きな課題である。 

 こうした課題に対処していくためには、専門的な知

識を有するコミュニティアーキテクトの存在が必要で

あろう。とくに、人間関係の構築（信頼関係）が基本

となることから、その土地に根付いた「土の人」とし

てのコミュニティアーキテクトとして活動することが

望まれる。私自身は、他の活動に時間をとられ、百町

館の運営に十分に関われない状況になっている。 

 

 

このセンター開設に至る一連の取り組みで、私は「市

民活動センターの開設を考える会」の代表として、会

の運営や提言書のとりまとめなどにあたった。また、

指定管理者である「ＮＰＯ法人おおつ市民協働ネット」

の理事長として、センターの管理・運営にあたってい

る。市民活動センター開設への取り組みは、ひとりの

市民として、大津の市民活動を前進させるために行っ

たものであり、ボランティアとして取り組んだもので

ある。 

 

 ４．「土の人」としてのコミュニティアーキテクトの役

割と課題  

 

写真－１ 「百町館十一の夜話会 その弐 まちなか

の魅力を語る」 2001年７月５日  

於：まちづくり大津百町館  住民主体のまちづくりが大きな課題となるなかで、

まちづくりの専門家としてのコミュニティアーキテク 

29　－　3

155



 

 

トの役割が重要になってきている。その役割は、まち

づくりについての専門知識を生かしてまちづくりの取

り組みを組み立てるとともに、様々な関係者の意見や

活動を調整し、地域住民の参画を高めながらまちづく

りを推進していくことであろう。とくに、日頃のつき

合いをベースにした信頼関係によって進むまちづくり

においては、その土地に根付いた「土の人」としての

コミュニティアーキテクトの役割が重要になってこよ

う。 

 こうしたコミュニティアーキテクトは、様々な職種

の人が担えると考えられるが、とくにまちづくり系の

コンサルタントや建築家が期待される。温井亨氏は、

「まちづくりにとって、今後地域に住まい、活動する

建築家は重要な存在と成り得るのではないか。それは

商店街に旦那衆がいなくなり、担い手となる人材が不

足しているからであるし、彼らにそれに相応しい技と

能力があり、地域の人々をリードできる資質があるか

らである」と述べている７）。  

私が現在担当している、滋賀県立大学近江環人地域

再生学座への社会人入学者についてみると、平成21年

秋までの入学者 26 名のうち、建築士・建設関係が 11

名（42％）、次いで自治体職員が７名（27％）となって

いる。建築関係者が４割と多くなっており、建築士に

対する期待は大きい。また、「寺田池協議会」でみたよ

うに、自治体職員もコミュニティアーキテクトとして

期待される。 

こうした「土の人」としてのコミュニティアーキテ

クトの活動については、現状ではその多くがボランテ

ィアでの取り組みではないかと思われる。地域に根づ

いた、「土の人」が取り組むまちづくり活動が、仕事と

して社会的に認識されておらず、制度的にもまだま不

十分な状況にあるのではないか。また、「まちづくりの

仕事に共通するのは、①頼まれないのに行うという性

格である。・・・次に、②ほぼ無報酬ということがある。

そしてこれらは、③個々の業務を越えた総合的な結果

を志す姿勢に端を発している。」８）とあるように、市

民活動としてのまちづくりは自発的なものであり、そ

れに対して報酬を受けるのはいかがなものか、という

社会的雰囲気もある。 

 私自身についていうと、コンサルタントとして活動

していたときには、地元の外で「風の人」として稼ぎ、

地元では「土の人」としてボランティアで活動する、

という状況であった。しかし、地域で活動するコミュ

ニティアーキテクトにとって、無報酬での取り組みに

は限界があろうし、十分な活動を期待することもでき

ない。 

 やや個人史的な論考になってしまったが、これから

のまちづくりを考えるとき、コミュニティアーキテク

トが、「土の人」として、その専門的能力を「本業」と

して発揮できるような、社会的認識や制度が確立され

ることを望みたい。 
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１）森川稔「近江楽座と近江環人～滋賀県立大学における学生による 
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資料 日本建築学会 農村計画委員会 都市計画委員会 

２）森川稔「環境資源としてのため池の地域ぐるみによる保全・管理・ 

運営の取り組み－兵庫県加古川市の寺田池協議会の活動事例から」 

2006 年度日本都市計画学会学術研究論文集 日本都市計画学会 
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４）森川稔「中心市街地活性化における市民活動団体の取り組みと課

題に関する考察－「大津の町家を考える会」の活動事例から－」2002

年度日本都市計画学会学術研究発表会 日本都市計画学会 

５）森川稔「大津における市民まちづくりの取り組み」『大津の町家・

まちなか～市民によるまちづくり活動 現状・課題と可能性』 2009

年３月 2009年度第３回都市環境デザインセミナー記録（都市環境

デザイン会議関西ブロック）

http://www.gakugei-pub.jp/judi/semina/s0903/index.htmに所収   

６）「風の音・土の音からの８つの提言～市民と行政の協働による住

み良い大津を目指して～」 2003 年 3 月 大津市市民参加推進研究

会 

７）「温井亨は、「これからのまちづくりの担い手として有望なのは、

ひょっとすると地域で活動する建築家なのではないか」、「知識といい、

技といい、建築家は地域の人達を導いてまちづくりを行う担い手とな

り得るのではないかという思いを強く持った」とも、記している。温

井亨「まちの建築家、山形の事例から」『日本のサスティナブルエリ

アデザインとコミュニティアーキテクト提起報告書』 2009 年８月 

社団法人日本建築学会サスティナブルエリアデザインとコミュニテ

ィアーキテクト特別研究委員会  
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神楽坂の動態的界隈保全と持続可能なまちづくり 

 

山下 馨（有限会社山下馨建築アトリエ主宰、粋なまちづくり倶楽部事務局長） 

 

 1.はじめに 

 坂と路地、花柳界ある江戸の街まちとして知られる

神楽残界隈は、旧江戸城の外濠に面した、新宿区の東

北端の、歴史の旧い地域である。このまちは、中世か

ら次第に街の形を整え始め、江戸時代になって武家屋

敷や神社の集積した地区として形がほぼ定まって以来、

現在までほとんど街区割りが変わることなく発展して

きた。明治以降、神楽坂は商業地としての力をつけ、

関東大震災の際にもほとんど被害を受けなかったこと

から、一時は山の手一の繁華街として繁栄を謳歌した。

しかし、東京大空襲を境に状況は変わり、新宿や池袋

などのターミナル駅周辺が素早い戦災復興を遂げるの

に対して、マイペースな独自の展開を遂げて現在に至

る。バブル経済崩壊後、しばらく元気がなくなった神

楽坂だが、数年前から、再びマスコミ等の喧伝で知名

度がアップし、来街客が倍増、また、まちの人気の上

昇とともにマンションブームが神楽坂界隈にも訪れ夜

間人口も大きく増加するなど、東京の中でも珍しく活

気を帯びた地区として注目を集めている。 

 

 

 

この変化の陰には、長年にわたりこのまちのまちづ

くりに尽力してきた神楽坂通り商店会や町内会の役員

を含む地元有志のたゆまぬ働きがある。 

２００３年に設立したＮＰＯ法人粋なまちづくり倶

楽部（以下、粋まち）は、建築家や都市計画家を含む

専門家を多く擁し、過去のまちの人々の業績を糧とし

つつ、地元との信頼関係を背景として、神楽坂ならで

はのまちづくりをテーマとして、年間数十に及ぶ界隈

支援活動を実践している。 

以下に、粋まちの考えるサスティナブルな神楽坂の

まちづくりコンセプトや、活動内容の一端を紹介する。 

 

２．動態的界隈保全 

神楽坂についてマスコミ等で、歴史的建物の集積し

た昔ながらの街として紹介されることがあるが、正し

くは、神楽坂は、絶えず変化し続ける街である。しか

し、このまちの不思議なところは、誰もが、原風的に、

まちの個性やアイデンティティを強く感じる独自性を

有することである。その独自性は、ある意味で、神楽

坂の普遍的なものを暗示しており、それ故、この街を 

 写真-1 神楽坂のまちあるき、能のワークショッ

統芸能ウィークポスター  プ、伝

 

愛する多くの人々は、「神楽坂らしさ」がいつまでも存

続するよう期待するのである。 

すなわち、「神楽坂らしさ」の持続を願うまちの担い

手にとってのまちづくりテーマは、「変化しつつ変化し

ない神楽坂をどう維持・発展させていくか」というこ

ととなる。 

これは、専門用語でいうと、「界隈の動態的保全」と

いうことにあたる。ニューヨークの歴史的界隈地区の

保全制度に見られる「界隈の動態的保全」はまさに、

神楽坂の将来を考えていく重要なキーワードである。 

それでは、なぜ、街とか界隈の保全が必要なのか。

界隈は、街に関わった、いろいろな多くの人たちの活

動や記憶が長年をかけて集積した場所である。界隈保

全は歴史的価値から保存すべき遺産というためではな

く、そこで暮らし、その土地で活躍していた先達すべ

てのひとの人生というものを尊重して、その成果を受

け継ぎ、次代にその豊かな蓄積を伝えていく場として

大切なのである。 

では、神楽坂の動態的界隈保全をどう実現するか。

この生きている文化資産を保全継承しようとする活動

が取り扱うべきものとは何なのであろうか。欧米の現

代都市論では、建築やインフラなどのハードなものだ

けの集積の度合いからではなく、そこで行われている

活動の量や、活発さをもって都市度のバロメーターと

しようとする考え方が定着している。神楽坂において

も、神楽坂らしさの本質を、この界隈で行われている

様々な活動に結びつけながら、総体としてまちをとら

えた上で、ハードやソフトなど、さまざまな要因を有

機的に体系づけながら、この地域のアイデンティ、つ

まり神楽坂の変わらない部分を保全していくことが大

切となる。 
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３．神楽坂の多様な地域資産 

ここで神楽坂の地域資産について紹介する。 

神楽坂といえば、まず、料亭と芸者衆の活躍する花

柳界がイメージされる。次に、江戸時代からの老舗も

残る神楽坂通り商店街と新たに参入してくる新しい店

舗。歴史的資産としては、点在する寺社や江戸時代か

ら変わらない街区割と路地横丁や坂道、外濠空間。伝

統的文化拠点としての矢来能楽堂、宮城道雄記念館。

新たな文化拠点としてのダンススタジオや小劇場、数

多くのギャラリー。ソフトな資産としては、数多くの

歴史上の出来事や文芸、演劇史等を彩る人々のエピソ

ード。 

以上に混ざって、個性豊かで魅力的な住人や街に仕

掛けられるイベントの数々が付け加わり、神楽坂は実

に多彩で多様な大小様々のコンテンツに充ち満ちてい

る界隈なのである。 

 

４．小さな事、ささいなことが、全体を動かす 

ホロニックな考え方に従えば、小さな動きがやがて

全体を動かす。部分は全体を構成し、全体は部分と調

和する。まさに、部分と全体の調和こそ、まちの世界

である。大開発地区における「全体しかない都市開発」

と対照的に、神楽坂は多様性のまちであり、カオスで

ある。 

このカオスからまちの方向性を定めて具体的に実践

していくことができるかが、まちづくりの大テーマで

ある。 

では、どうするか？ 

まちづくりはシナジー効果（相乗効果）の世界であ

り、ひとつのきっかけが他の事柄に影響していく。よ

い効果は、良い効果をよび、それらが互いに有機的に

ネットワークしていくと、突然、まちの進むべき方向

が見えてくる。部分に相当するものにはいろいろあり、

ひと、もの、こと、多様である。 

まちづくりでは、大上段な戦略よりも、出来ること

からきちんと実戦を開始し、できるだけ、その活動を

継続し、成果を着実に積み上げていくことが有機性を

構築する上で、功を奏する。小さな事をこつこつと持

続的に続ける。実は、このことが、忘れてならない、

成功の秘訣である。 

これから紹介する神楽坂の活動は、大きな展望を描

いた上で行う小さな事、ささいなことが、全体を動か

すことのひとつの事例である。 

 

(1)神楽坂まちづくり住まいづくり塾 

神楽坂まちづくり住まいづくり塾は粋まち設立準備

イベントの一つとして１９９９年から始めた活動で、

今は、毎月第１金曜日に定例として開催して公開市民

講座であり、開催回数は１００回になろうとしている。 

当初、この市民講座は、まちづくりの初歩的な学習

のために始めたものであったが、今は、まちの住人や

関係者から神楽坂に直接関わる話を聞く「よもやま話

シリーズ」へと重点が移った。今まで話をお聞きした

まちの方々は既に６０名以上。街の長老、まちづくり

のキーマン、まちの研究者、店主など幅広く、話手も、

その内容も多岐にわたっている。このよもやま話講座

の効果は、ＮＰＯと街との距離を縮め、話し手のほと

んどが、次々とまちづくりに共感・賛同し、心強いま

ちづくり応援団が形成されていくことである。 

まちづくりＮＰＯは、ややもすると地元とよそよそ

しくなりがちであるが、まちに顔見知りが増えること

は、ＮＰＯにとっては大きな追い風を得ることと同じ

こと。まちづくりはひととの繋がり無くして前進する

ことはない。小さな毎月２時間の積み上げは、とても

重要な活動だといえる。 

 

(2)まちあるきガイド 

もうひとつの小さな活動はまちあるきガイド活動で

ある。 

まちの歴史を理解するために地元郷土史家の指導で

始めたまちあるきは、回数を重ねるうちに多くのボラ

ンティアガイド育成し、そのガイドたちが、それぞれ

の興味事を案内内容に付け足していくことで、神楽坂

に関する様々な情報収集が可能となってきた。それら

は、歴史にまつわる史跡はもとより、文学演劇に関す

る情報、老舗や新しく開店したばかりの店舗に関する

情報、桜の咲く場所、フレンチレストランやフランス

に関係のあるいくつかの施設のこと、魅力ある路地や

景観スポットなど様々である。 

このまちあるき活動は、今では神楽坂にある他の地

域資源と組み合わされ、いろいろな展開を遂げ始めた。

夏の神楽坂の夏祭り「ほおずき市」と連携し、浴衣を

着てまちを散策する「浴衣でコンシェルジェ」、春と秋

は、着物イベントと絡みながらの、「着物でコンシェル

ジェ」などである。また、このガイド活動が東京商工

会議所の目にとまり、新宿タウンガイド事業の立ち上

げにも一役買うこととなった。 
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５．まちの文化的資産を活かす 

神楽坂の歴史を調査する中で、神楽坂にとって重要

な地域の柱立てが、このまちならではの文化蓄積を活

かした事業が作り上げられることとなった。花柳界が

守ってきた和の文化、かつて神楽坂に花開いた寄席や

演劇などの文化活動である。 

 

(1)花柳界入門 

神楽坂のまちづくりにとって、花柳界の存在意義は

大きい。神楽坂のシンボル空間である粋なもてなしの

路地空間や、魅力的な料亭建築群は、彼らの造り上げ

てきたものであり、彼らとの連携無くしては、神楽坂

の景観やまちなみ問題に踏み込むことは出来ない。一

方で、そんなハードの問題を考えつつ、粋まちでは、

花柳界と連携し、花柳界の文化を広める事業を展開し

ている。花柳界とまちは、一体どのような繋がりを持

っていたのか。縮小続ける花柳界は、将来的にどのよ

うな役割をまちの中で担うことができるのか。それを

今の時代に改めて考え直して、神楽坂に関心のある人

たちとその意義を共有しようという試みである。その

代表的なイベントが、「花柳界入門講座」であり、既に

５回開催済みである。花柳界、料亭というと公益団体

としての NPO とどう繋がるのかとよく質問されるが、

花柳界のもつ文化は奥が深く、面白いのである。花柳

界入門講座では、東京神楽坂組合（料亭、芸者衆の組

合）の理事長、料亭の女将、芸者衆、花柳界に関わり

のあるいろいろな職業の方々に、料亭の仕組みや成り

立ち、料亭あるいは芸者衆のもてなしの作法やしつら

え、芸のことなど様々な角度から、まちなかの身近な

場所で披露されている日本らしい文化について話を聞

いている。身近な話題では、女将から着物の粋な着方

をちょっと教わるなどもある。着崩れせず、粋に着こ

なす着物の着方一つをとってもそこには、ノウハウが

あり、話は興味深い。日本の昔ながらの暮らし方とか

いろいろな良いものについて、芸者衆は日常的に実践

しているわけであり、それらを伝えてくれる人たちと

いう意味からも花柳界の人たちは神楽坂にとってはと

ても重要なキーマンということと考えられる。日本文

化を日常にまちにつなぐ重要なチャンネルとして役割

を担うわけである。 

花柳界入門では、参加者を交えて、花柳界や料亭の

話に加えて、芸者衆の芸、料亭遊びの披露、小唄や清

元等の三味線や歌のこと、鳴り物道具類の話など内容

を吟味して企画を立て開催している、これらの企画は

毎回大変好評であり、最近の日本文化回帰の流れを表

しているように思われる。料亭のしつらえ文化につい

ても面白い。しつらえの文化は、なかなか奥が深く、

そのもてなしの気持ちとか仕組みっていうのはちょっ

と我々の日常的な感覚を超えている。料亭では、客の

好みや、宴席の目的などに応じて、箇々個別にしつら

えを変える。床の間の飾りや、器も変え、料理も変え

るのである。そういう意味で完全に客本位のもてなし

が料亭の本領であり、主人、女将の心意気といえよう。

マニュアルによらず、主人あるいは女将の、もてなし

の気持ちがどこまでも際限なく続く。見方を変えれば、

それだけのもてなしをするためには、客と料亭との信

頼関係が基盤になくてはならず、一見客断りのルール

もさほど不思議な話とはならない。 

 

(2)伝統芸能、庶民演芸 

花柳界に加え、神楽坂のソフト部分のもうひとつに

伝統芸能や伝統文化に関するものがある。神楽坂界隈

には、矢来能楽堂や、宮城道雄記念館、茶道家元など

があり、この街にとって文化が如何に大切な柱立てで

有るかが分かる。まちづくりでも文化は重要なテーマ

であり、関連したイベントを機会をとらえては開催し

ている。 

例えば、能楽関連では、矢来能楽堂で修行されてい

た、観世流シテ方の長山耕三氏にプロデュースを依頼

し、能楽の入り口部分、入門編をお願いしている。能

楽入門では、例えば、面と衣装の話、謡の話、鳴り物

道具の話などをワークショップ形式で紹介している。

これらの話は通常の能の勉強とは異なり、能文化の背

景となっている裏話も聞くことが出来るため、楽しく、

参加者には好評である。例えば、装束や面がどういう

意味をもっていて、これをつけるとどうなっていくの

か。参加者に源氏武者の装束をつけていくと、だんだ

ん、新しい人格の人が現れてくる様子とか、面をつけ

ると視野はとても狭くなるため、舞台では勘で舞って

いる事が多いなど、色々な発見をすることができる。

謡についても工夫し、舞無しの謡いだけのワークショ

ップを企画。謡のおさらいをして、そのあと能役者は

障子の奥に入ってしまい、謡の音だけが響いていると

いうものであったが、これは空間と文化の織りなす、

ある意味でとても興味深いものとなった。 

また、神楽坂には昔から有名な寄席小屋が有ったが、

今では無くなっており、それを復活したいという願い

が街にはある。そのため、箱づくりよりもまずは中身
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作りからという意味で、毎月、神楽坂毘沙門寄席とし

て、立川志らく四季の会、古今亭菊之丞の会、三遊亭

白鳥・入船亭扇辰二人会を交互に開催している。 

その他いろいろ神楽坂には、文化関連のソフトが多

く、それらを如何に街の中に引き出し、まちの活性化

に役立てていくことが出来るかが重要な活動となって

いる。 

 

６．景観保全、地区計画、登録文化財 

まちづくりにはソフトなものを守ることはなにより

大切だが、景観や街並みなどの風情や雰囲気を保全継

承していくことも重要である。街のハードの部分は、

街を訪れる人々の目に最初に飛び込んでくるものであ

り、街の第一印象を形作ってしまう。 

神楽坂の路地や横丁の風情、料亭等の和の佇まいの

保全などは、神楽坂らしさを守っていく上で極めて重

要な事である。 

特に界隈空間の保全は最重要課題であり、このため

に粋まちは、シンポジウム、勉強会、出版など継続的

に続けるとともに、地区計画の導入、街のデザインガ

イドラインづくり、まちづくりキーワード集の編纂、

重要建築物等の文化財登録など、多様な支援策を実践

している。これらには、複数の建築家、都市計画家、

デザイナー、研究者、学生等がそれぞれの持ち場を固

めながら、地元関係者と一丸となって積極的な取り組

んでいる。 

 

７．包括的なまちづくりへの取り組み 

神楽坂は、商業と住宅の混在地区である。そのため、

まちの中身と外見の両面からまちづくりを考えなけれ

ばならず、課題の多さと相互に密接に絡み合った関連

性のために、地区計画のような一つの網掛けだけでは

まちの方向をマネジメントしていくことは難しい。 

まちの中身は、経済市場の原則によって変化し、当

然、その器であるまちや建築も変容する。神楽坂のま

ちづくり計画は、地区計画であれ、景観計画であれ、

ハードとソフトを同時に見据えた上でなければ地域に

根付いたものとはならない。 

多くの街に当てはまるように、神楽坂のまちには、

経済、社会、文化に関する都市の全ての要素がある。

特に路地界隈には、まちの奥行き、文化、コミュニテ

ィを育てる基盤がある。裏返せば、神楽坂のまちづく

りに関わるということは、まちの抱えている問題の全

てに関わることを意味し、活動は、包括的とならざる

を得ない。活きている生身のまちは、日々変化し、活

動に終わりはない。まちの課題は曼荼羅的に広がる世

界であり、当然、まちづくりのプログラムは、点とし

ての各課題をひとつひとつ解決しながら、それぞれが

次第に有機的にネットワークし、ある時、総体として

活動の成果が浮かび上がってくるという現れ方をする。

小さな事、ささいなこと、例えば、挨拶をする、互い

を気遣う、まちで買い物をする、家の前を掃除す

る･･････といったことから、まちの将来像や戦略、景

観などを皆で考えるといったことも、全てがまちには

欠かせないことであって、それらに優先順位はない。

上意下達的、コンセプト主義のまちづくりが頓挫する

のは、まちのこのような仕組みに無頓着である場合が

多い。コミュニティよりも開発を優先し、作法よりも

利益主義を導入すれば、必ずまちは崩壊し、単なる”

都市のスプロール”に呑み込まれる。 

神楽坂のまちづくり活動は、路地界隈の保全も含め、次々

に広がりを見せている。粋まちの活動内容も拡大の一途を辿

っているが、その活動の中から、神楽坂のまちづくりの大方

針が見え始めている。 

大きく捉えれば、神楽坂のまちづくりは、住民自治の幕開

けと、地区マネジメントの時代の到来の先駆けと言って良い。

神楽坂らしい地区計画はそのうちのひとつのアイテムである。

都市計画的に言えば、路地界隈の復権と、その意義を考える

という命題を抱えている。持続的で、ホロニックなまちづく

りとは、中身の詰まったエリアマネジメントプログラムを実

践することであり、いろいろな有効な手だてを講じて、地域

の底上げを相乗的に仕組んでいくことであると考えられる。 
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合意形成に基づく包括的都市建築デザインマネジメントシステム 

 

熊澤貴之（岡山県立大学） 

 

１．はじめに 

 公共空間のデザインは，設計段階に想定された利

用方法が時間の経過とともに異なっていくことがあ

るため，軌道の修正が行われる場合があるが，軌道

を修正する方向は長期的な視点を持つことはほとん

どない．その理由の一つに，軌道を修正する意思決

定機関の判断材料として，地域に根差した都市建築

のホームドクターの視点が加味されていないことが

ある．ホームドクターが公共施設の構想及び設計段

階から利用段階に渡って，地域の市民にとって現在

から未来に向かって如何に有益であるかという長期

的な視点に基づいて，市民と合意形成を図りながら

都市建築デザインデザインをマネジメントする仕掛

けが必要ではないだろうか． 

 本報では，地域に根差したホームドクターを制度

化するための包括的都市建築デザインマネジメント

システムを提案する． 

 

２. ホームドクターと組織体 

 ホームドクターは地域に根差した建築設計活動を

行っている建築家，地域に根差した建築教育活動を

行っている大学教員，建築行政に詳しい方などから

構成される．また，事務局が置かれる組織体は，本

報では，デザインコミッションとする． 

 

３．デザインコミッションが行う包括的都市建築デ

ザインマネジメント 

まず，デザインコミッションは合意形成に基づく

包括的都市建築デザインマネジメントシステムを持

つ（図 1）．これは，デザインコミッションを構成す

る専門家集団による「デザインレビュー」の段階，

デザインレビューやデザインの事情，デザイン教育

などを含めた「情報公開」の段階，デザインコミッ

ションの見解を市民と分かり合う「合意形成」を図

る段階を持ち，プロジェクトの企画構想段階から基

本設計，詳細設計，運営管理計に至るまで螺旋状に

繰り返すように実施するものである． 

 具体的には，デザインレビューが，デザインコ

ミッションのメンバー（6 人～10 人）と施主及びそ

の建築家の間で，公共空間のデザインの建築確認を

申請する前に行われる．デザインコミッションは施

主及び建築家から提案されたプレゼンテーションに

対し，意見交換をしながら地域にとって最適と思わ

れる考えを伝える．それらの内容はウエブサイトに

よって情報公開され，市民の反応を確認することが

できる．一定のレベルに達するまで何度も協議を繰

り返し，情報公開，合意形成の段階を繰り返す．こ

の仕掛けは，平成 21 年 8 月に行った英国のウエール

ズ州におけるデザインコミッション 1）の視察に基づ

いて，我が国に導入できそうなプロセスとして提案

するものである． 

情報公開を行うものには，デザインレビューの中

身を公開するもの，デザイン的な教育を行うもの，

ワークショップの内容や成果，教育支援のための映

像，デザインガイドラインなどが含まれる．それら

を公開することで市民は反応することができる． 

 

 

 

 

 

 

 

図-1 包括的都市建築デザインマネジメントシステム 
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４．現在の仕組みにおけるデザインコミッションの

関わり方 

デザインコミッションは自治体とは独立した位置

づけにおかれ，公共空間を含む都市建築デザインを

構想，設計，運用する時において施主及び建築家と

協議及び相談させる仕組みを現行の法規の中に取り

入れる．すなわち，エリアデザインや建築デザイン

の施主及び建築家は建築確認を申請する前に「地域

デザインコミッション」と協議するようにする．協

議が必要な物件は，公共建築，一定規模以上のエリ

アデザインや建築デザイン，伝統的建造物群保存地

区などの規制の厳しい保存地区における申請物件な

どが考えられる．デザインコミッションとの協議結

果は押しつけになるのではなく，あくまでもデザイ

ンコミッションと施主及び建築家が納得の上，協議

されるべきである． 

 

５．中央と地域のデザインコミッション 

デザインコミッションは，地域レベルで活動する

「地域デザインコミッション」とデータベースなど

情報の共有化によって個々の「地域デザインコミッ

ション」をつなぎ技術的支援を行う「中央デザイン

コミッション」からなる．実際に活動母体となると

ころとそれらを連携し，後方から技術支援によって

つなぐところが必要であると考える． 

 

６．岡山県総社市防災公園「ときわ公園」整備計画

における実践 

現在，平成 22 年 3 月竣工予定の岡山県総社市の防

災公園「ときわ公園」整備計画において，包括的都

市建築デザインマネジメントシステムを実践してい

る．ここでは，デザインコミッションは岡山県立大

学デザイン学部の複数の教員とし，建築設計監理は

岡山県立大学デザイン学部熊澤研究室が担当した． 

まず，平成 19 年よりこのプロジェクトの計画段階

から市民とともにワーショップ 2）を行い，その中で，

災害時と日常時の活用について市民が持つ意見を集

約しながらデザイン案を構築し，デザインレビュー

と情報公開を行いながら，市民との合意形成を図り

ながら公園のデザイン案を決めていった． 

 次に，ワークショップで成果物として得られたデ

ザイン案や市民の思いをもとに詳細設計を行い，施

工時には現場見学会やミーティングを行い，情報公

開を行った．さらに，情報公開を進めるため，市民

が楽しみながら公園の完成を迎えられるように竣工

時までの建設現場の施工過程を画像で中継し，ウエ

ブサイト（http://www.soja-tokiwa-park.org/）で

公開している 3）．これは市民が公共施設の施工を見

守る情報公開の仕掛けである． 

さらに情報公開の仕掛けとして，デザインプロセ

スの振り返り情報を公開している．これは，これま

で実施してきた公園デザインワークショップのプロ

セスの内容，すなわち，公園の活用，コンセプトの

策定，公園デザイン，子供との関わりなどの情報を

振り返って把握することができるものである． 

 教育のための情報公開としては，ＣＧキャラクタ

ーと映像による学習交流プログラム 4）を作成してい

る。これは，防災公園の施設を整備しながら，有効

的に活用していくには日常時と非日常時の使い方を

学習してコミュニティ力を高めていく必要があるた

め，ＤＶＤによる自主防災組織づくりに向けた防災

学習プログラムを展開している。 

 合意形成を把握する仕組みとしては，この取り組

みや情報公開された内容に対する評価アンケートと

意見投書欄を設けている。 

 この実践は，進行中であるが，評価アンケートや

意見投書欄からの内容を考察すると市民から支持を

受けていると考えられる。 

平成 21 年度からはこの施設の運用をマネジメン

トシステムに基づいて考えていく予定である。 

現在，実験的に行っているが，今後，どのように

して持続的に継続していくかが課題であると考えら

れる。今後，さらに包括的都市建築デザインマネジ

メントシステムの有効性を検証していく予定である。 
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商業者（商店街）による地域コミュニティ形成に向けた取組 
 

黒崎晋司（株式会社 地域計画建築研究所［アルパック］東京事務所） 

 

１．はじめに 

地域に相応しいコミュニティアーキテクトとして、

東京都小金井市で取り組まれている商業者（商店街）

を中心とする活動事例を報告し、地域の文化を継承・

創造する担い手に求められる資質やデザインのあり方

について提案したい。 

写真－１ 六地蔵敷地での市民交流 

写真－２ 出迎え地蔵 写真－３ いきかえり地蔵 

 

２．小金井市を取り巻く状況 

東京都小金井市は、新宿駅からJＲ中央線で約３０分

に位置し、多摩地域の自然や風景が色濃く残る閑静な

住宅地である。市の中央をJＲ中央線が東西方向に走り、

市の南端には都立武蔵野公園（通称 野川公園）、北端

には都立小金井公園が立地しており、農地等も含めて

みどり豊かな景観を形成している。 

こうした「小金井らしさ」にこだわり、広く市民等

が交流する取組として、四季をつうじたイベント（春：

桜まつり、夏：阿波踊り、秋：お月見のつどい、冬：

たこあげ大会等）が活発に催されている地域である。 

 

３．商業者による地域資源の活用 

駅前の再開発事業を契機に、地元商店街の人たちが、

地域資源を活用し、商店街の活性化とコミュニティの

形成を目指した取組をおこなっている。 

駅前から続く商店街とその後背に広がる住宅地の間

の路地に祭られている六地蔵さんの敷地内に、深さ約

１００ｍの井戸を掘り、湧き出た井戸水を市民や店舗

等に提供している。この六地蔵敷地は、商店街の人た

ちにとって子どもの頃に遊んだ懐かしい場所であり、

地球環境や地域の住環境を意識して、安全で安心な水

を提供しようとの想いも込められている。 

同時に、「六地蔵さんの敷地を近隣の住民が交流し、

憩える場として活用しよう」ということで、井戸水の

名称を広く市民から募集するとともに、敷地の整備に

あたっては、市内の大学（東京学芸大学、法政大学工

学部）の学生たちに、敷地整備案のイメージパースや

模型の制作を依頼し、コンペ方式で整備案を決めた。 

井戸水の名称は、１０００を超える応募のなかから、

“六地蔵の恵み 黄金の水”に決定。コーヒーや水割り、

料理や炊飯に適しているだけでなく、顔を洗うと肌が

つるつるになった等と大好評で、近隣市からも井戸水

を汲みに来る人が絶えない。商店街の和菓子屋さんや

パン屋さん、蕎麦屋さん等では、この井戸水を使った

新商品も開発されている。 

敷地内に花壇を設け、障害者の団体等の協力を得て

花の手入れ等をおこない、子どもたちが遊んでいる傍

で高齢者どうしが会話している光景も見られ、地域の

住民に愛される大切な場へと育ちつつある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、六地蔵にちなんで、商店街の歩道には石彫り

の可愛いお地蔵さんを６体設置し、道行く人を温かく

出迎え、見守るといった商業者の気持ちを表現すると

ともに、毎年、お地蔵さんの絵のコンテストを開催し、

各店舗に貼り出すこと等をつうじて、利用者や来街者

等とのコミュニケーションが図られている。 

 

４．商業者による新たな価値の創造 

平成２０年１１月、小金井市市制５０周年を記念し、

“黄金井１１万人のキャンドルナイト”が開催された。

雑木林に囲まれた野川公園内約２ｋｍに、ろうそくを 
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５０００本以上並べ、同時に市内全域にライトダウ

ンを呼びかけた。当日は、キャンドルを見ながら静か

に語り合っている若いカップルや老夫婦、子ども連れ

等、世代を超えて、２５０００人以上の来場者があっ

た。自然の闇の静けさの中、キャンドルの灯りと過ご

したひと時は、幻想的で自省的な空間を生み出した。 

 

 

写真－４ キャンドルナイト（野川公園の会場）の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

この企画と運営を担ったのも若手を中心とする市内

の商業者である。 

市制５０周年に際して、これからの５０年に想いを

馳せよう、環境への配慮など自らのライフスタイルを

捉え返してみよう、といったメッセージを全面に打ち

出したキャンドルナイトでは、不必要な装飾を排し、

音楽や屋台といった、通常のイベントに付物の要素を

すべて取り去り、自然との一体感を大切にした。その

成果は、来場者数だけでなく、終了後、会場にゴミが

一切落ちていなかったことにも顕れている。 

地域や仲間、環境や自然、生活や人生、時間や場所

等々に対する各自の気づきを促したキャンドルナイト

は、新たな価値の創造へと向かう第一歩として小金井

市民の胸に刻印された。 

 

５．地域文化の継承と創造に向けて 

以上のような取組に関った経験からいえることは、

コミュニティアーキテクトに求められる資質として、

①地域への愛着心、②コミュニケーション力、③自己

変革性、といった内容が重要だということである。 

地域への愛着心がなくては、地域資源を掘り起こし、

それに光を当てることはできない。他の地域の事例を

真似ることに終始するばかりで、その地域ならではの

オリジナルな活動展開は期待できないだろう。地域が

有する文脈をていねいに読み解き、デザインするため

には、地域への愛着心は不可欠である。 

デザインし表現する行為は、他人を巻き込んで協力

を得つつ、検討を重ねていくプロセスの連続である。

こうしたなか、実践的な解や方法を生み出すためには

コミュニケーション能力が問われる。伝える力や聴く

力が不足していては、一人よがりのデザインに陥って

しまう危険がある。判断し選択し続けて前に進めなく

てはならない実施主体にとって、評論家的立場からの

外在的な内実とは一線を画する、他者との真の対話に

よって持続性のあるデザインが可能になると考える。 

お互いの考えをぶつけ合い、新たな提案等が次々と

出され自らの変革を迫られるなか、担い手（商業者）

は、個人の店舗経営のことから環境問題や５０年後の

将来のことへと意識が広がっていった。そうした地点

から身近な地域を再度見つめ直し、大切に育んでいく

視座が獲得されたように思われる。 

地域の課題を解決するための愛着心を持ち、困難な

状況でも笑いを絶やさず対話を繰り返し、そして最も

自己変革したのが、実施主体の商業者であった。彼ら

のこうした実践のなかに、コミュニティアーキテクト

に求められる資質が内包されていると考える。 
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サステイナブルエリアデザインにおける企業コミュニティの役割 

 

高田剛司（株式会社地域計画建築研究所） 

 

１．はじめに 

 産業の衰退は、都市や地域の土地利用において大

きな影響を及ぼす。農業の衰退が耕作放棄地の発生

や農地の宅地化を促し、商業の衰退が中心市街地の

空洞化の一因となり、製造業の衰退が工場跡地の発

生や住宅・ショッピングセンターへの転換とそれに

伴う周辺事業所の操業環境悪化等に結びつくケース

がある。また、都市経営の観点から見れば、近年、

どこの自治体も財政が逼迫している事情もあり、企

業の税収の重要性は高まる傾向にある。さらには、

住民の就業機会の確保の点からも、産業振興の必要

性は高まっているといえる。 

このように考えると、「地域の環境・空間・文化シ

ステムを継承するデザイン」としてのサステイナブ

ルエリアデザインを考える上で、産業分野が担う役

割は決して小さくはない。これまでも、特に、農業

従事者や商業者による都市や地域との関わりは、土

地利用や一般住民の生活に直結してわかりやすい部

分があり、比較的地域社会との接点も多かった。 

一方で製造業になると、総じてあまり地域社会と

の関わりが強くなく、「住む」というまちの機能から

は相容れない存在とみなされる面が少なくない。他

方で、阪神淡路大震災においては、地元中小企業が

被災住民の支援を担う活躍があり、また、子どもた

ちに職業体験の機会を提供する取り組みも行われつ

つあり、新たな役割が期待されてきている。 

本稿では、主に製造業に焦点を当て、兵庫県明石

市において、地元中小企業が企業コミュニティをつ

くってきた経緯とその後の活動事例を紹介し、コミ

ュニティアーキテクトの考え方及びサステイナブル

エリアデザインのあり方について提案する。 

 

２．ものづくりネットワーク明石の発足経緯 

 兵庫県明石市は、神戸市の西隣に位置する人口 29

万人の都市である。歴史的には城下町として栄えて

きたが、神戸市のベッドタウンとして住宅都市的な

要素が強い。その一方で、タコや鯛などの漁業や近

郊野菜栽培による農業等の盛んなまちでもある。ま

た、平成 17年の工業統計調査によると、製造業事業

所数は 625 事業所（全ての事業所）があり、県内有

数の工業のまちでもある。 

(1)工業実態調査から明らかになった連携ニーズ 

明石市では、市内全ての製造業を対象とする市独

自の工業実態調査を平成 17 年度に実施した。実態調

査は、企業へのアンケートと企業や産業支援機関へ

のヒアリング調査で構成され、企業の現状やニーズ

に対する把握とともに、その対応策を検討した。 

本調査において、アンケート結果では、回答事業

所の約４割（152 社）が他の企業との新たな連携に「関

心がある」という回答を得た。このことは、当初に

想定していた連携の必要性を裏付けることになった。

また、必要とされている連携内容としては、「情報交

流」、「技術開発」、「製品開発」などが多かった。こ

うした背景には、近年の製造業を取り巻く環境とし

て、「親企業やグループ企業との取引関係だけの経営

環境では十分とはいえなくなってきた」、「付加価値

のある製品づくりを進めないと競争に勝ち残れな

い」といったビジネス環境の変化が反映されている

ものと思われる。 

(2)ネットワークの機会設定と組織の設立 

上記の結果を受けて、特に関心の高い企業に対し

て明石市とコンサルタントが一緒に企業訪問を行っ

て、各社の意向を確認し、その後、ヒアリング企業

の 10 社程度が同じテーブルに着く機会を設定した。 

また、企業だけでなく、市内にある国立明石工業

高等専門学校、(財)明石市産業支援財団、NPO 法人技

術者集団 ACT135（明石高専 OB の組織）なども一緒に

集まった。 

ここでは、同じ市内にありながら業種の違い等で

これまで付き合いの薄かった企業同士の本音の意見

交換が交わされるようになり、こうした取り組みを

経て、平成 19 年５月、市内中小企業 11 社が設立メ

ンバーとなって、「ものづくりネットワーク明石」（愛

称：タコテクネット）が発足することとなった。 

 

３．ものづくりネットワーク明石の活動内容 

ものづくりネットワーク明石では、企業間での仕

事のやりとりや困りごとの相談関係を作り出すこと
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に一つの主眼が置かれている。中小企業ゆえ、製品

づくりに関する自社の得意分野以外の注文や相談が

業務上で発生したときに、フェイス・トゥ・フェイ

スで知り合えている関係は、強みを発揮する。今回

集まったメンバーには、このような人的ネットワー

クを市内で構築したいというニーズがあった。企業

という性格上、まずはビジネスに活きるネットワー

クが基本である。今後は、さらに参加企業を増やし

てネットワークを広げていくことが期待される。 

 まずは、働きかけをするコミュニティアーキテク

トがいなければ、きっかけが生まれない。その意味

で自治体あるいは外部者であるコンサルタントの役

割がある。次に、組織化された企業コミュニティで

は、メンバーの中からリーダーや事務局が選出され、

運営の担い手となる。ものづくりネットワーク明石

では、組織化された１年目から企業コミュニティ中

心の運営が行われている。また、設立当初から NPO

所属の高専名誉教授がアドバイザーの役割を果たし

てきたことも大きい。  高等専門学校

 

 

 

 

図-1 企業コミュニティ内における連携 

 

また、今回のメンバーは、「地域に役立つことに取

り組みたい」という郷土愛を持っている企業人が集

まっていて、そのような中で、自治会や子ども会な

ど地域社会との協力の可能性について模索を始めて

いる。平成 20 年度から始まった地域の子ども向けの

ものづくり教室などは、その取り組みの一つであり、

また、地域社会の課題解決につながる製品の試作・

開発などにも挑戦しようと取り組んでいる。 

目に見えるものを作り出し、開発力や技術力を有

する「ものづくり」を中心とした組織だからこそ、

地域社会との接点があれば、そのチカラを形にする

ことが期待できる。 

 

 

 

 

 

図-2 企業コミュニティと地域社会との連携 

 

４．今回のケースにおけるコミュニティアーキテク

トの考え方 

 今回のケースを見ると、「コミュニティアーキテク

ト」には２つの役割が考えられる。すなわち、①企

業コミュニティ形成の働きかけの存在と、②企業コ

ミュニティ運営の担い手であり、それは、まちづく

り活動のステージ（段階）によって「コミュニティ

アーキテクト」が移っていくと言い換えることがで

きる。 

 

【萌芽段階】 

企業コミュニティ 関係グループ  働きかけ 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ ･･ ･･ 高

専 

NPO 財

団 

 市 CS

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ● ●

 

【成熟・発展段階】 

企業コミュニティ 関係グループ 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ ･･ ･･ 高

専 

NPO 財

団 

市 

● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ 

凡例：●＝コミュニティアーキテクト 注：CS=コンサルタント 

図-3 コミュニティアーキテクトの変遷 

 

５．サステイナブルエリアデザインに関する提案 

 最後に、サステイナブルエリアデザインの担い手

について、次のことを指摘しておきたい。 

 これまで見てきたように、地元企業のコミュニテ

ィがサステイナブルエリアデザインに大いに寄与す

ることは間違いない。 

また、図-3 で示しているように、成熟・発展段階

になってからは、企業コミュニティだけではなく、

関係グループの存在が極めて重要である。今回のケ

ースでは、高専や NPO、財団、市が該当する。地域内

にいる関係機関も含んだプラットフォームを形成す

ることで、地域社会との接点が生まれ、また、地域

の特色や強みとつながるまちづくり活動が期待でき

るからである。 

 
参考文献 

1) 高田剛司：ものづくりネットワーク明石がスタート！，アルパ

ックニュースレター，VOL144，pp.2～3，2007.7 

支援財団 

企業 A 

企業 B NPO 

企業 E 

企業 D 市 企業 C 

企業 A 

企業 B 

地域社会

（住民）

企業 E 

企業 D 
企業 C 
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モンゴルにおける集住と生活・居住環境づくり 

 

杉本弘文（日本大学）・川岸梅和（日本大学） 

 

１．はじめに 

モンゴルは 1921 年より 1980 年代まで旧ソ連の指

導の下で社会主義国として発展したが、1990 年の民

主化により社会主義体制から民主主義体制に移行し

た。近年、ゾド（雪害）やガン（干害）等の自然災

害により大量の家畜を失い、遊牧を棄てた遊牧民や

地方からウランバートルに職を求めて流入する人々

により、ウランバートルの人口増加は顕著であり注1）、

2007 年現在、国土の 0.3％に過ぎないウランバート

ルに、全人口の約 39％にあたる 103.1 万人が居住し

ている。モンゴルでは性急な民主化・市場経済化を

行った結果、未だ政治・経済のシステムが不安定で

あり、規制や取り締まり能力が欠如して無秩序・無

計画な開発が容認されている。そのような状況は、

遊牧民の現金収入を求めての過放牧による牧草地の

荒廃、金鉱山等の開発に伴う河川水・地下水の汚染

などの自然環境の破壊や、遊牧民の都市への流入、

人口過密によるウランバートルの環境汚染、市街地

内のコモンスペースやオープンスペースで行われる

建設ラッシュなどによる都市環境の汚染と社会的混

乱の拡大を進行させている。これらは市場経済のマ

イナス面の現象として捉えられ、今なお悪化してい

る。 

 

２．ウランバートル郊外に暮らす遊牧民の生活・コ

ミュニティ意識と生活環境 

 モンゴルでは、2007 年現在、モンゴルの全世帯数

（632,500 世帯）の約 27％に当たる 170,755 世帯

（364,350 人）が遊牧民世帯である。 

近年では、市場経済化により、遊牧民は種々の畜

産品の出荷に関して、自力で市場に流通させなけれ

ばならなくなったため、多くの遊牧民が市場に近い

都市近郊や定住地域の周辺、幹線道路の近くなどに

宿営する傾向が見られるようになってきている。注2） 

そこで、本稿ではウランバートル近郊に暮らす遊

牧民を対象として、2006年8月に遊牧民の生活意識、

生活・コミュニティ活動等に関するアンケート・ヒ

アリング調査を行った結果を考察し、報告する。 

尚、遊牧民に対する調査を行った地点はウランバ

ートルから約 50 ㎞及び 80 ㎞圏域に位置している 2

地点であり、アンケートは調査地周辺の全世帯（57

世帯）に直接配布し、回収した。（回収率 100％） 

加えて、調査対象世帯は、31 グループ注 3）に分類

することができ、1 グループは 1 世帯から 4 世帯で

構成していることが判明した。1 世帯で 1 グループ

を構成している事例（以下、1F1G）は 14 事例、2 世

帯で 1 グループを構成している事例（以下、2F1G）

は 10 事例、3 世帯で 1 グループを構成している事例

（以下、3F1G）は 5 事例、4 世帯で 1 グループを構

成している事例（以下、4F1G）は 2 事例である 

 

３．遊牧民を対象としたアンケート調査 

1）近隣世帯同士での協同（働）について 

①近隣世帯との付き合いの状況 

近隣世帯との付き合いの状況に関しては、全ての

グループにおいて「④ほとんど近隣の世帯を知らな

い」の割合は 0％であり、「①親しくお付き合いをし

ている世帯がある」「②生活していく上で協力し合っ

ている世帯がある」が高い割合を占めている。この

ことから遊牧民世帯は単独の世帯のみで生活してい

るのではなく、他の世帯と関わり合いを持ちながら

遊牧生活を営んでいると言えよう。 

②協同・協働活動の内容 

アンケート調査において「近隣世帯同士での協同

（働）活動の内容」を自由回答により回答を得たう

えで、個々の意見を抽出した。 

近隣世帯同士での協同（働）活動の内容に関して

は、家畜の世話（生殖・飼養、哺乳・搾乳管理）、草

原の手入れ（草原地の管理、家畜の飼料となる草刈

42.9%

35.7%

7.1%

0.0%

7.1%

7.1%

20.0%

35.0%

25.0%

0.0%

0.0%

20.0%

46.7%

26.7%

6.7%

0.0%

6.7%

13.3%

100.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

①親しくお付き合いをしている世帯がある

②生活していく上で協力し合っている

世帯がある

③顔見知り程度の世帯はある

④ほとんど近隣の世帯を知らない

⑤その他

⑥無回答

1F1G (N=14 【14G】)

2F1G (N=20 【10G】)

3F1G (N=15 【5G】)

4F1G (N=8 【2G】)

図 1 近隣世帯との付き合いの状況 
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等）、フェルト作り、井戸の管理等、広範囲に及ぶ。 

また、より親しく付き合いをしている世帯では家

事（病気の時の助け合い、子育ての協同等）や宿営

地の移動の協力も行っている。加えて、日常生活の

中での余暇活動（「テレビを見る」「酒を飲む」「子ど

もの遊び」等）においても近隣の世帯同士で互いの

ゲルを行き来しながら、密接な関わり合いを有して

いる。 

2）自然・周辺環境に対する意識 

アンケート調査において「自然に負荷をかけない

ように生活の中で配慮している点」を個々の意見よ

り抽出すると、先ず「伝統意識」として、「昔からの

伝統を守って自然を汚す行為はしない」「周辺（自然）

をきれいに保つことは我々の義務である」「遊牧民は

昔からの伝統を守り、自然保護の目的で家畜の糞を

暖房の燃料として使うので灰だけは多く出るが、灰

の処理は気をつける」など、モンゴル遊牧民が伝統

的な遊牧社会の中で育んできた環境と共生したライ

フスタイルを受け継ぎ、保持していく高い意識を有

している。加えて、「自然・土地への意識」として「移

動するときに元の場所をきれいにし、土地を元に戻

す」「牧草地・水場（川）・井戸などを汚さないよう

に各人が気をつけている」など、土地（自然）への

負荷を低減し、良好な環境を維持しようとする高い

意識が窺える。 

 更に、「資源・材料（使わなくなったフェルト、衣

類等）の再活用・処理方法」を個々の意見より抽出

すると、着ることができなくなった衣類は家畜用の

腹巻やロープ、ゲルや家畜小屋の被覆・修繕、手袋・

敷布団などへの転用をほとんどの世帯で行っており、

「使えなくなるまで徹底的に使い、使えなくなった

ら燃やす」「再使用できるものは再使用する」「使え

るものは全て再使用し、使えなくなったもの（衣類・

机・椅子など）は薪代わりに使用している」といっ

た意見が挙げられた。モンゴルの遊牧民においては

３Ｒ（リデュース・リユース・リサイクル）の観点

からみると、多くの世帯でリユースを行っており、

使えなくなったものは異なった用途で再活用（転用）

を行い、使い切ったものはストーブの燃料としてい

る。こうした一連のサイクルは伝統的に環境負荷の

低減に寄与していると言えよう。 

 

４．集住における生活・居住環境づくり 

モンゴルにおいては、急激な都市化・定住化が進

む中で、都市部（特にウランバートル）の人口増加

は顕著であり、全人口の約 61％が都市部に居住して

いる。その一方で、遊牧民世帯も全世帯数の約 27％

となっており、モンゴルは世界にも類例のない遊牧

社会と都市社会が共存している国であると言え、「遊

牧」と「（都市）定住」という異なる生活形態がみら

れる中で、如何にして良好なモンゴルの地域特性に

立脚した「集住」と生活・居住環境づくりを行って

いくか明らかにしていくことが重要であると言える。 

遊牧民は、生活環境と自然環境とが極めて近い関

係性を持つ中で日々の暮らしを展開している。同時

に、家畜や自然との日常的な関わりを通じて、高い

伝統意識や「循環」「共生」に結び付く自然への意識

を持ち、近隣世帯と協同・協働することで互いに自

然への意識を高め、良好なコミュニティと環境負荷

の少ない暮らしを構築している。 

このように、遊牧民にみられるような集住によっ

て生まれるコミュニティや集住することで必要にな

ったり可能になったりする共用空間・施設や種々の

生活・余暇活動は、個と他者との結び付きや一連の

循環プロセスを含みこんだ「人と人の共生」「人と活

動の共生」「人と空間の共生」「人と自然の共生」に

大きく寄与し得ると言えよう。 

このような原理的な情況は、我が国の「集住」環

境・空間に少なからず見られるが、都市空間におけ

る集住生活空間において、人・活動・空間・自然の

相互浸透関係や他者と結び合うことができる情況や

しつらえを創生する「生活環境デザイン（生活空間

デザイン＋コミュニティデザイン）」の確立が極めて

重要であると言えよう。 
 

参考文献 

1) MONGOLIAN STATISTICAL YEARBOOK 2008, National Statistical 

Office of Mongolia 

2）小長谷有紀編著：「アジア読本モンゴル」河出書房新社 2002年5月 

注 

注 1)人口増加率は1990年～2004年の約15年間で約161％である。 

注 2) 遊牧民と都市定住生活者との関係性において、第一に遊牧

民が都市に近づくパターン、第二に都市定住生活者が都市から離

脱し遊牧に回帰するパターン、第三に都市と草原の間を往来する

パターンがみられ、市場経済化によって従来からの遊牧民と都市

定住生活者の生活関係に新たなパターンが構築されつつあるこ

とが、近年の動向として報告されている。（ボルジギン・ブレン

サイン：モンゴル・遊牧と都会のあいだを彷徨う人々－ウランバ

ートル周辺に暮らす遊牧民の実態調査報告－（BIO-City 

2001/No.20, P.P.104～107〔発行：株式会社ビオシティ〕）） 

注 3) モンゴルの遊牧民は白いフェルトで覆われた天幕（ゲル）

に各世帯が暮らしており、この世帯をアイルという。遊牧民は通

常、数家族が連なって遊牧生活を行っており、このグループをホ

ト・アイルという。 
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アメリカにおけるエコビレッジ型コウハウジングの取り組み 

 

川岸梅和（日本大学）・北野幸樹（日本大学） 

 

１．はじめに 

アメリカのサスティナビリティ運動の主唱者であ

り、 Cobb Hill Cohousing の実践者であった故

Dr.Donella H. Meadows 女史は、著書である「限界を

超えて」の中で『人間が必要不可欠な資源を消費し、

汚染物質を産出する速度は、多くの場合すでに物理

的に持続可能な速度を超えてしまった。』と警告する

と共に、『しかし、持続可能な社会は、技術的にも経

済的にもまだ実現可能である。』と述べ、『持続可能

な社会は、絶えず拡大することによって種々の問題

を解決しようとする社会よりも、はるかに望ましい

社会かもしれない。（資源や物質は）産出量の多少よ

りも、十分さや公平さ、生活の質などのバランスを

重視しなければならない。生産性や技術以上のもの、

つまり成熟、憐れみの心、知慧といった要素が要求

される。』と述べている。 

また、2007 年ノーベル平和賞を受賞した Al Gore

は著書である「不都合な真実」の中で『買う物を減

らし、使い捨てではなく長持ちするものを選び、捨

てずに修理し、不要になったものは使ってくれる人

にあげることでゴミと CO2 排出量を減らそうという

動きが広がっている。そのモットーは「３R」である。』

と述べ、近年、深刻化する環境問題（世界では工業

化や人口増大などによって空気、水、緑等の汚染や

破壊が進んでいる。その資源の消費は幾何級数的で

ある。）の背景を受けて、地球の環境破壊を減少させ

ることや地球に負荷をかけないことを志向する生活

や活動が顕著である。 

そのような生活や活動と自然環境や社会環境とが

相互に調和・浸透しあい社会的・経済的・生態学的 

に持続可能であるように計画された活動やプロジェ

クトは、Donella H. Meadows 女史が 1996 年に設立し

たサスティナビリティ研究所の活動の一環である

Cobb Hill Cohousing 注１）のようなエコビレッジ型（以

下、EV 型と記述）コウハウジング等にみられ、世界

各国でも実践され始めている。そして、その活動に

おいては資源やエネルギー、生物といった全ての環

境との共生が重要視されている。 

 

２．アメリカにおけるエコビレッジ型コウハウジング 

EV 型コウハウジングの特徴に関する基礎的情報

を参考文献・論文・ウェブサイトを用いて得ると共

に、「Cohousing Association」、「Intentional Community」、

「Global Ecovillage Network」等に記載されているコ

ミュニティの中から、EV 型コウハウジングを 40 事

例抽出し、各事例の管理組合に対し、E メールと手

紙によるアンケート調査を 2006～2009 年に実施し、

有効回答を 12 事例から得た（表 1）。尚、Cobb Hill 

Cohousing は 2005 年 8 月に現地に赴き、種々の調査

を行った。アンケート調査等から得られた土地利用

状況、居住者の属性及び住居、共用空間・施設、生

活・余暇活動、環境共生手法・活動等の実態・情況

を整理し、比較・分析することで各々の傾向と特性

を見い出すことを試みた。 

 

３．コモンハウスの傾向と特性 

先ず、調査対象事例を概観すると共に、コミュニ

ティ規模（世帯数）別に「19 世帯以下」「20～30 世

帯」「31 世帯以上」に分類し、種々の活動の受け皿

となっているコモンハウスの傾向と特性を得た。 

全ての事例のコモンハウスには台所と食堂が設け

られており、EV 型コウハウジングにおいて、「コモ

表 1 エコビレッジ型コウハウジング（調査対象事例） 

敷地面積
（㎡） 大人(16歳以上) 子供(15歳以下) 合計

1 Catoctin Creek Village 2005 VA Ln Lovettsville Rural 1,874,729 9 10 22 4 26 42％:58％ 288 2.5 17.5 無回答 可 無
2 EcoVillage of Loudoun County 2001 VA Taylorstown Rural 364,231 12 12 19 6 25 48％:52％ 464 5 30 1～5％ 可 無
3 Hundredfold Farm 2006 PA Gettysburg area Rural 1,082,182 14 14 18 3 21 62％:38％ 111 3 15 6～20％ 可 無
4 Dancing Rabbit Ecovillage 1995 MO Rutledge Rural 1,133,119 15 14 28 8 36 47％:53％ 195 2 30 6～20％ 可 無
5 Songaia Cohousing Community 2000 WA Bothell Suburban 42,895 12 15 26 13 39 50％:50％ 287 5 33 6～20％ 可 無
6 Ten Stones 2002 VT Charlotte Rural 343,996 16 17 27 18 45 48％:52％ 93 1 30 6～20％ 無回答 無
7 Cobb Hill Cohousing 2002 VT Hartland Rural 1,052,220 24 24 42 18 60 40％:60％ 909 2 22.5 6～20％ 可 無
8 Two Echo Cohousing 1998 ME Brunswick Rural 372,700 27 27 47 31 78 45％:55％ 250 2 43.5 1～5％ 可 無
9 Milagro Cohousing 2002 AZ Tucson Rural 206,397 28 28 44 9 53 33％:67％ 278 2 10 1～5％ 可 無
10 Bellingham Cohousing 2000 WA Bellingham Suburban 24,388 33 33 56 14 70 41％:59％ 613 2.5 30 1～5% 可 無
11 Solterra 1998 N.C Durham Suburban 485,626 34 34 60 7 67 40％:60％ 93 1 30 1～5％ 可 無
12 Oak Creek Commons 2004 CA Paso Robles Suburban 56,658 36 36 50 13 63 37％:63％ 372 3 30 1～5％ 可 無

Av. 586,595.1 21.7 22.0 37.1 12.0 49.1 329.4 2.6 26.8

居住者数
都市

エ
コ

ビ
レ

ッ
ジ

EC D
男女比
(男/女)

番号 名称 竣工年 住戸数 世帯数 FA B州 立地

Ａ：コモンハウスの延床面積(㎡) Ｂ：コモンミールの頻度(回/週) Ｃ：コモンミールの参加人数(人) Ｄ：食糧自給率 Ｅ：同性愛・両性愛者の参加 Ｆ：宗教的差別
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ンミール」がコミュニティの醸成に向けて最も重要

視されている活動であり、それが居住者のライフス

タイルであることが裏付けられた。また、子供室や

洗濯室、リビングルーム、客室、浴室、物置を設け

ている事例が多くみられ、食事以外の日常生活も協

同化されている部分もみられ、個人の住居の延長と

してコモンハウスが位置付けられていると言えよう。

加えて、複数室ある諸室の多くは、客室、トイレ、

浴室・シャワールームであり、多くの居住者や訪問

者が利用するコモンハウスならではの空間的しつら

えが備えられていると考えられる。また、半数近く

の事例において、食堂を中心とした諸室の併用がみ

られる。食堂を会議室や図書室、シアタールームと

して利用しており、食堂は食事をする場だけでなく

居住者の生活活動や余暇活動の受け皿として機能し

ていることが分かる。 

 

４．環境共生手法・活動の特性 

調査対象事例をコミュニティの規模（世帯数）別

に同様に分類し、各々の事例で行われている環境共

生手法・活動を「土」「水」「花・緑」「太陽」「エネ

ルギー」「活動」「設備・手法」「建築材料」の 8 類型

50 項目に分類することにより各々の特性を得た。 

全事例で行われている手法・活動は「リサイクル」、

「ゴミの分別」、11事例では「パッシブソーラー」、10

事例では「コミュニティ・ガーデン」、9事例では「有

機農業」「エナジー・スター」、8 事例では「汚水浄化

システム」「プライベート・ガーデン」「アクティブ・

ソーラー」「歩車分離」、7事例では「共同井戸の利用」

「低流量システム」「再生森林（再植林）」「環境に配

慮した洗剤の開発と使用」「暖炉」「高密度の断熱材の

使用」が行われている。全ての事例で行われている「リ

サイクル」活動は、使用済み製品や製品の製造に伴い

発生した副産物を回収し、原材料として使用すると共

に焼却熱のエネルギーとしての利用を図るなどの活

動を指しており、EV型コウハウジングでは、循環型社

会の構築に向けて積極的に取り組んでいることがわ

かる。同時に、Cobb Hill Cohousing のように環境共生

手法・活動の活性化は、自然・社会環境に対する居住

者の意識の高さが窺えると共に、居住者達が環境共生

手法・活動に「参加」し「協同」「協働」することが、

各事例においてもコミュニティの醸成に寄与してい

ると考えられる。 

 

５．まとめ 

EV型コウハウジングのコモンハウスにおいては、

一般型及びエコロジー型のコウハウジングに比べ、

1 住戸あたりの延床面積が広く確保されていると

共に、多様な諸室を有している。このことから居

住者が個々の専有住戸以外に、他の居住者や地域

の人々と触れ合うことのできる豊かな共有・共用

空間を有しており、様々な活動を容易に行うこと

が可能であり、良好な居住者間の関係づくりやコ

ミュニティの醸成、加えて、自然環境との共生を

図ることができる生活・居住環境づくりが実践さ

れていると言えよう。 

EV 型コウハウジングにおける環境共生手法・活

動は、居住者の多くの人々の参加と協同・協働で

行う項目から、個人単位で行うものまで多岐にわ

たっている。それは、居住者の参加と理解の基、

持続可能な社会の構築に向けた積極的な取り組み

の現れであると同時に、居住者間のコミュニティ

形成にも寄与し、次世代を担う子供達の環境教育

の場としても機能している。 

環境負荷を低減し、エネルギー消費を最小とし、

自然環境と共生する持続可能な生活・居住環境づ

くりと低炭素社会への実践が求められている現在

において、EV型コウハウジングにみられるように、

協同・協働生活・活動を通じて居住者間のコミュ

ニティと環境意識を育み、資源・エネルギーの協

同消費と循環のシステムを確立し、それらに立脚

した生活・居住環境の創生を図っていくことが重

要と言え、日本におけるコーポラティブ住宅での

居住・生活環境づくりや、エコロジー型コウハウ

ジングの取り組みは、地域の環境・空間・文化シ

ステムの継承と創生への展開が期待されると言え

よう。 
注 

注１）Cobb Hill Cohousing は、バーモント州ハートランドに

位置し、敷地面積 1,052,220 ㎡の敷地の中の住居区域に、24

世帯 60 人（1 歳から 70 歳）が生活している。 

既往研究論文 

1）川岸梅和、北野幸樹、杉本弘文、澤田勇太、小谷雅紀、広

田直行：STUDY ON THE LIVING SPACE PLANNING VIEWING FROM 

COMMUNITY ACTIVITIES BY COLLECTIVE LIVING AND LEISURE 

ACTIVITY PART 7 －Living and Residential Environments and 

Coexistence at Cobb Hill Cohousing－ 日本建築学会技術

報告集 第 13 巻 第 26 号 pp.815-820、2007 年 12 月        

他 

参考文献 

1）ドネラ・H・メドウズ/カブ・ヒル・コーハウジング、神谷

宏治、鈴木幸子、鈴木哲喜：「「成長の限界」からカブ・ヒル

村へ ドネラ・H・メドウズと持続可能なコミュニティ」 生

活書院 2007 年 
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嶺岡牧におけるカルチュラルネイチャー・スチュアードによるグローカルな地域再生 

 

藤島祥枝（環境アート計画協同組合代表理事） 

 

 明治政府は、嶺岡牧を民間企業に売り渡し、馬牧 １．問題の所在 

から酪農の牧場となった。嶺岡牧は、搾乳を目的と ⑴ カルチュラルネイチャー：嶺岡山 

した近代酪農の発祥地でもある（写真-4）。  嶺岡牧は、千葉県鴨川市に所在する標高 200〜

300m の嶺岡山につくられた牧であり、その起源は古

代の珠師牧に遡り、中世の里見氏の牧を経て、徳川

幕府の直轄４牧のひとつとなった。嶺岡牧は、古代

から近世まで一貫して牧として利用されていること、

嶺岡牧が現在の鴨川の原型を創り出していること、

徳川４牧の中で唯一牧の全景をみることができるこ

とに、嶺岡牧の特徴を見いだすことができる（写真

-1・2・3）。 

 これらを歴史文化的資源としてまちづくりに活か

してゆく取り組みが重要と考えられる。 

 現在、発電用大型風車建設申請や、牧の歴史性と

合わない桜の植樹による遺跡および文化的景観破壊

問題等が起こっている。 

⑵ 崩壊が進む嶺岡山 

1）自然の多様性の崩壊 

 牧として用いられてきた嶺岡山も、戦後の経済造

林により山林へと変貌した。しかし、輸入材との競

争に勝てなかったことと、材の過半が不良材であっ

たことから、その大半が放棄林となり、密植の下で

倒木が多い荒れた山となっている（写真-5）。また里

山もエネルギー革命で薪炭林が放棄林となり、スダ

ジイの極相林化が進展している。これらによって、

樹木の葉の下は暗くジメジメし、下草も少なく動植

物の単純な地域となっている。こうしたなかで爆発

的増加を続けているのは、シカとヤマビルであり、

住民の生活を脅かす要因となっている。 

 さらに嶺岡山付近は、中世の遺跡が多いことに加

え、中世に遡る暮しが現存している希有な所である。 

 

 

 

 

 

 

 

 
写真-1 嶺岡山野絵図 享保 10 年（1725） 

  

  

  

  

  

  

  
写真-2 海からの嶺岡丘陵   

  

  

  

  

  

  

  

  

写真-3 長狭平野からの嶺岡丘陵   
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  牧という文化化された自然を軸として自然再生を図る。

③地域での生活者がカルチュラルネイチャー・スチュワ

ードとして自然再生および地域再生の担い手となる。④

地域で生活ができるよう所得源の確保と地域資源を活

用した暮らし方とを一体とした暮し再生を行う。これらを、

研究者も地域マネージメントの観察者でなく、自らマネ

ージャーとして活動する地域マネージメント実証法によ

りアプローチすることとした。 

 

 

 

 

 写真-5 密植の下で倒木 写真-4 酪農の里

 

2）暮し（生業）の崩壊 

 嶺岡牧周辺地域は、中山間地であったため、大型

酪農に乗り遅れたため酪農家が激減した。また、機

械作業が困難な棚田地域で、稲の反収が平坦地の半

分に過ぎなかったため、農業・農村が衰退し、耕作

放棄地が農地面積の一割を超える状況になっている。

収入が無く、家に若者がおらず、車の運転もできな

いため病院にも行けない老人が多数いるなど、暮し

が困難になっている。 

 

３．ケーススタディ：嶺岡山再生 

⑴ 嶺岡山の文化的自然 

 老年期地形である嶺岡山は、地滑りによる崖が多

く、馬を閉じ込め易く、平坦な丘頂部は馬の食べる

草地として適していた。現在は殆どが荒れた山林と

なっているが、野馬土手や馬の水飲み場、野馬を捕

る馬取り場、牧を管理する拠点である陣屋、牧士の

住宅など、牧の装置は良く保存されている（写真-6・

7・8・9）。これら「牧の装置」の下に、薪炭林や棚

田が形成された（図-2）。嶺岡牧の管理は、鴨川市全

域に相当する地域の農民があたった。 

3）集落の崩壊 

 離農・離村の進展により、現在は江戸時代に比べ

て世帯数が半分になっている。そして、小学校の廃

校や JA の合併・移転など社会資源が衰退してきてい

る。  

 4）地域の崩壊 

 以上でみてきたように、嶺岡牧地域は、近代化と

ともに自然。文化、社会が崩れ、地域崩壊の危機に

直面している。 

 

 

  

 ２．課題 

  現在生じている嶺岡山地域の問題を解決し、持続的

な地域再生を実現するための方法を検討する上での視

座を以下のように設定した（図-1）。 

 

 

 ①地域の個性を生かした地域再生とし、CO2 問題等

グローバルの問題も地域個性を活かした対応を積み上

げ、全体と調整するグローカルな方法を基本とする。②

嶺岡 

 図-2 嶺岡丘陵においての「牧の装置」 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 
写真-6 捕馬風景図    写真-7 捕馬風景図

図-1 再生の構図  
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 写真-8 野馬土手跡 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-9 馬の水飲み場跡 写真-10 鴨川歴史の小道リーフレット 

  

⑵ 別荘開発と過疎化の進展 ⑤2008 年-2010 年 国交省の「新たな公」コミュニ

ティ創生支援モデル事業による自立的地域管理を行

うコミュニティの創造活動（写真-11） 

 嶺岡牧を串刺しにする形で林道が造られ、これを

利用して別荘開発や工場建設が行われている。21 世

紀に入り、一時下火になっていた別荘開発が 2007

年頃から再び活発化してきている。こうした、自然、

遺跡、文化的景観を破壊する開発が進展する一方で、

農林業は後退し、過疎化が進み、農村集落が消滅し

つつある。これにより、自然の管理者は不在となり、

牧の多くは荒れた山林になった。 

⑥2009 年 日本考古学協会埋蔵文化財保護対策委

員会による嶺岡牧の考古学的意義の検討（写真-12） 

 

  

⑶ 自立的地域管理を行うコミュニティの創出 

 過疎化により、まちのマネージャーが不在化して

いく一方で、新しい住人を交えてのまちづくりの仕

組みづくりが始まっている。その主な活動は以下の

通りである。 写真-11 人材確認 WS の様子  写真-12 住民との勉強会 

 ①1999 年 NPO 法人大山千枚田保存会による棚田オ

ーナー制を基本とした都市農村交流の開始 ⑷カタリスト（社会的触媒）の役割 

 カルチュラルネイチャー・スチュワードによる自

然再生、および自然・文化・社会の再生を一体とし

て進めるコミュニティの形成は、疲弊した村での内

的発展は困難であり、外的刺激によって進められて

きた。鴨川自然王国を始めた藤本氏をはじめ多くの

②2000 年 農業法人鴨川自然王国の帰農塾開始 

③2005 年-2007 年 千葉県観光モデル事業…歴史文

化を生かした新しい観光開発（写真-10） 

④2006 年-2008 年 千葉県エコツーリズム推進モデ

ル事業による自然・暮しの一体再生システムの開発 
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移住者がカタリストとなり、地域に新しい風を吹き

込んでいる。また、地域マネージメント実証法によ

る外部カタリストが内部カタリストを養成し、内部

カタリストが地域住民に働きかけることによる発

展がみられる。新旧住民間のコンフリクトを前提と

し、問題解決型ワークショップにより自立的地域管

理を行う新たなコミュニティを創り出している。 

 

 

４．考察 

⑴ まちづくりはグローカルに展開を 

①文化的自然は地域の個性 

 グローカルに展開することによって、人々の記憶

を結びつけ、地域の管理者が登場する。記憶を呼び

覚ます文化的自然は個性あるまちづくりとなる。 

② 自然環境と主体活動の相互的関係の展開が重要 

 鴨川市の、嶺岡丘陵の自然は、牧と結びついた

人々の活動によって形成された自然である。文化的

景観として評価されている大山千枚田も、嶺岡牧の

文化景観の一部である（写真-13）。幽玄の世界も残

っていることから、心ない開発を食い止め、自然と

歴史資源との共生を目指すことが地域再生の基本

となる。 

③自立的地域マネージャーの重要性 

 そこに暮す住人は地域のことに目が行き届くが、

行政が作る管理システムでは地域が破綻すること

が往々にしてある。自立型地域マネージャーとして、

NPO 大山千枚田保存会の実績は良く知られている。 

 大山千枚田の様に大きな地域管理と、牧の管理の

様に目的別管理を行う主体をシステム化したコミ

ュニケーションシステムの整備が重要になる。 

④暮しづくり 

 環境保護団体の様に地域の暮しから切り離され

た主体によるのではなく、生活者が地域再生の主体

となる。そのためには、住民が地域で生活ができる

仕掛けづくりが重要である。そのことは住民も指摘

しており、それに基づいて事実上地域計画であるホ

リスティックツーリズムの基本計画が作成され、実

施計画が予定されている（写真-14）。 

⑵残された課題 

① 基礎調査による地域個性の導出 

 歴史的資源活用の前提となる嶺岡牧と関連遺構

について詳細な分布調査や文献調査が必要である。 

②地域再生に繋がる人々の暮し 

 牧と人々の暮しとの係わりを一体でとらえ、地域

再生につなげていく。 

③ 牧を活用した暮しづくりの方法の開発 

暮し再生のネックになっているヤマビル対策の

ためにも、極相林化した木々の間伐を進めることが

重要である。牧は、より姿を現し、視点場としての

景観も美しく、里山再生の進展が望める。 

④ノーマルアクシデント 

 新たな活動を行う際に、呼びかける組織によって

色がついて理解され、参加者も限定される。このノ

ーマルアクシデントを前提として、まちづくり活動

を進めることが求められる。 

⑤ファンドシステム 

 プラットフォーム方式等、自主管理の資金を、広

く、提供できる金額に従って薄く調達する方法を開

発すること。 

 

謝辞：日暮晃一氏、および NPO 法人大山千枚田保存

会の皆様にデータの提供等でご協力を頂きました。

末筆ながら深謝申し上げます。 
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環境共生のまちづくりによる臨海地域の再生 

尼崎 21 世紀の森づくり 

絹原一寛（株式会社地域計画建築研究所） 

 

１．はじめに 

「尼崎 21 世紀の森づくり」とは、兵庫県尼崎市の

臨海地域（約 1,000ha）の工場地帯を、環境共生の

まちとして 100 年の時間軸の中で再生しようという

壮大なプロジェクトである。このような前例の無い

取り組みにあって、新しい価値を見いだし主体間を

つないでいくサスティナブルエリアデザイン及びそ

れを支えるコミュニティアーキテクトのあり方につ

いて、現場での活動を紹介しながら考察したい。 

 

２．尼崎 21 世紀の森づくりの概要 

(1)尼崎 21 世紀の森構想の策定 

兵庫県尼崎市は人口約 46 万人の中核市であり、大

阪市と隣接し、阪神工業地帯の一角を担う工業都市

として発展した。臨海地域の埋め立てにより高度経

済成長期に工場立地が進んだが、その一方で公害問

題が深刻化するなど市民生活に与えたダメージは大

きく、またバブル経済崩壊後は工場の海外移転によ

り低・未利用地が多く発生するなど、都市の活力が

減退し、その再生が急務となっていた。 

こうした尼崎の「負のイメージ」を払拭すべく、

20 世紀に壊してきた環境を再びよみがえらせ、環境

の世紀に相応しい臨海地域を創り上げていくことを

めざし、その再生のシンボルを「森」というキーワ

ードとした「尼崎 21 世紀の森構想」（以下、森構想）

が平成 14 年 3 月に策定された。 

(2)尼崎 21 世紀の森づくり協議会の設置と活動の展

開 

この森構想の推進母体として市民、企業、各種団

体、学識経験者、行政を構成員とした「尼崎 21 世紀

の森づくり協議会」（以下、協議会）が設置された。

協議会は森構想推進の行動計画を策定し、その計画

に従って取り組みの推進を図るほか、市内・市外等

との連携による森づくりの輪の拡大を図る、いわゆ

る森構想のマネジメントを担っている。 

協議会には４つの部会（森、まちづくり、産業、

発信）の他、各種取り組みを協議・調整する企画運

営推進委員会を設置し、学識経験者等の支援のもと、

運営を図っている。また森づくりを応援するサポー

ターを広く募集し、部会・イベントへの参加などの

情報提供を行っている。行政は兵庫県・尼崎市が協

働により取り組みの推進及び支援を行っている（図

-1）。 

 

図-1 尼崎 21 世紀の森づくり協議会の体制図 

（出典：兵庫県ホームページ） 

 

各部会では森構想に基づき活動のテーマを設定、

関係する市民や企業、各種団体の方々の参加のもと、

取り組みを推進している（表-1）。 

 

表-1 尼崎 21 世紀の森づくりの部会活動（概要） 

部会名 目指すべき方向 活動内容（主なもの） 

森部会 環境の回復・創

造と美しい風景

の創出 

中央緑地の森づくり 

臨海地域の緑化の推進 

環境学習の実施 

まちづく

り部会 

活力ある都市の

再生 

臨海地域の資源(運河)を活

用したにぎわいづくり 

産業部会 既存産業の育

成・高度化と新

産業の創造 

産業振興に向けた基盤づく

り（企業間連携）と環境ビジ

ネスの検討 

発信部会 気運の醸成 森づくりの PR、イベント・フ

ォーラム等の実施 

 

３．森づくりにおける地域のマネジメント 

(1)臨海地域の持つ特徴 

この尼崎 21 世紀の森づくりにおけるマネジメン

トに触れる前に、この地域が持つ特徴を簡単に述べ

ておきたい。 

約 1,000ha の臨海地域のうち、約 700ha が工業専

用地域であり、かつてより重化学工業を中心に発展

した経緯から素材型が中心の構成である。そのため、
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臨海地域は「市民からは遠いものづくりの場」とい

う印象を持たれていると感じる。 

そうしたこともあって、この森づくりの主な担い

手は、森構想の理念に共感し何か次の世代に誇れる

ものを残していきたいという思いを持った市民・企

業の方々である。いわゆる地元住民による地域の問

題解決型のまちづくりではない点に特徴がある。 

 

(2)臨海地域におけるサスティナブルエリアデザイ

ンの方向性 

その上で、臨海地域におけるサスティナブルエリ

アデザインの方向性について考察してみたい。 

①市民や各種団体との協働 

臨海地域は、森づくりの拠点として尼崎の森中央

緑地が一部供用開始され、植樹の取り組みが行われ

ているものの、地域全体は生産拠点としての機能を

持っており、交通アクセス面での課題もあることか

ら、臨海地域をフィールドとした目に見える活動へ

の展開が求められている。 

そのような中、臨海地域の物流を支えてきた運河

に着目し、その魅力を発信する取り組みが進められ

ている。かつてより尼崎の魅力を多角的に発信・プ

ロデュースしてきた市民団体、尼崎南部再生研究室

と協働し、運河でのガイド付きクルージングを中心

とした「うんぱく～尼崎運河博覧会～」は今年で３

回目を数え、臨海地域の魅力発信の新たなソフトと

なりつつある（図-2）。またこの動きと平行して、運

河沿いの空間整備も検討が進んでいる。 

 

図-2 うんぱく～尼崎運河博覧会～ 

 

臨海地域に何か新しい価値を見いだし、様々な市

民団体と協働して市民が興味を引くようなソフトへ

と昇華させながら、活動の場を創り上げていくアプ

ローチが積み重ねられてきた。今後は、市民が主体

となって継続していくためのしくみや、具体的な空

間整備等への展開方策がポイントとなっている。 

②企業との協働 

企業にとっても環境問題への関心が高まりつつあ

り、企業担当者は CO2 の削減策や CSR（企業の社会

的責任）の展開策などについて、いろいろと頭を悩

ませておられるようである。そこで、うまく企業に

とってのメリットを創出しつつ、森づくりに貢献す

る社会的価値のある活動へと結びつけていく知恵が

求められている。 

一例を挙げれば、昨年度より協議会では臨海地域

内外の企業と連携して、子どもたちに環境の取り組

みを学習してもらうフォーラムを開催している。こ

れは各企業の CSR 担当者に大変好評であり、今年度

は電気自動車・自転車などのエコな乗り物をテーマ

に拡大していく予定である。 

また、臨海地域にある鉄工団地協同組合と連携し

て、敷地内緑化の提案を行う取り組みも続けている。

さらに、森づくりに共感して、工場の塀を取り払っ

て緑化した企業も現れるなど、企業の取り組みは

徐々に広がりつつある。この森づくりを新たな産

業・ビジネスチャンスとして拡大できる価値創造が

できるかどうか、今後の取り組みが注目される。 

 

(3)臨海地域におけるコミュニティアーキテクト 

この尼崎 21 世紀の森づくりに携わる担い手とし

て、先に述べたように理念に共感したものが集まっ

ている状況にある。誤解を恐れず言うならば「よそ

者」であるかもしれない。しかし、広い視野で新た

な価値を提案し、いろんな主体をつないでいく担い

手がこの森づくりの取り組みを牽引してきた。 

森づくりを推進する市民団体「NPO 法人尼崎 21 世

紀の森」の事務局長は、臨海地域に立地する企業を

退職した後、この森づくりの活動に参加することと

なった。企業側とのネットワークを活かしつつ、地

元住民を含めた市民側とのネットワークも強め、多

方面に活躍されているところである。 

まだまだ地域にはそうした人材が眠っているよう

に思われる。この活動に携わることの価値も上手く

伝えて輪を広げていくことが必要である。 
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地域づくりコンソーシアム構築に関するモデル研究 

 

古川 隆（宮城大学地域連携センター地域振興事業部） 

 

１．はじめに 

 本格的な人口減少時代の到来は、基礎的条件が

不利な地域においてはコミュニティ機能維持の限

界や集落の消滅、都市においては市街地のスプロ

ール化や新興住宅地のオールドタウン化など、深

刻な社会問題を引き起こすことが懸念される。こ

うした地域を取り巻く負のダイナミズムともいえ

る状況に対して本研究は、パートナーシップの成

熟と恒常的で安定的な支援体制の確立に寄与する

観点から、その基盤となる地域づくりコンソーシ

アム構築のコンセプトと実現の方向性を明らかに

する。 

 

２．地域コミュニティの社会変化への適応課題 

(1)コミュニティの近代化・再編 

地域コミュニティは、変化にどう適応していく

かが問われているが、従来の手法や体制、仕組を

時代に適合するように仕組みを転換できず、地域

の資源、価値、強みといったものを客観的に見つ

める知のネットワークが弱い。地方・地域の再生

に寄与する「環境・空間・文化システムを継承す

るデザイン」を実質化するには、コミュニティの

近代化・再編を多様な主体の協働で支援する新た

なコンソーシアム（事業共同体）の構築が有効と

考えている。 

①コミュニティ戦略の必要性 

基礎的条件が厳しい中山間地域や漁村では、集

落消滅の危機感が高まっているが、コミュニティ

政策・戦略が十分に練られていない。 

②地域と行政の協働の重荷の軽減 

参加型行政が進展するなか、様々な仕事・役職

が町内会・自治会をはじめとる固定メンバーに集

中し、コミュニティの負担が強まっている。 

③専門性・経営性を備えた活動 

地域福祉や産業振興、交流課題などの総合的な

取組みや、活動を事業（起業）に発展させるなど、

組織の専門性・経営性が求められている。 

④経営資源の相互補完とネットワーク 

地域づくりに必要な人材、資金、情報、ノウハ

ウ等を広域で補い合い、知恵を結集して取組む支

援ネットワークが求められる。 

(2)中間組織の必要性と形成課題 

市町村合併後の体制づくりの特徴として市民活

動を支援する中間組織のほかに、地域共同施設を

運営管理するコミュニティ経営型の中間組織（Ｎ

ＰＯ等）を形成する動きが活発化し、そのマネジ

メントが課題となっている。 

①中間組織の定義 

中間組織とは、市町村・県・国等の範域にとら

われず、地域住民が主体的に取り組む地域づくり

を既存団体や大学・研究機関、金融機関、行政等

の多様な主体間の仲立ちをし、保有する資源と能

力を活用して支援する組織である。 

②中間組織の必要性 

中間組織に求められる主な役割には、地域住民

の主体的な地域づくりに立会い、問題や活動の行

き詰まりを打開するための情報提供など、コミュ

ニティの手助けをすること。二つ目は、活動を持

続、発展させるための地域計画策定等において、

人材育成のための研修や住民参加の運営、実行性

ある計画立案等を支援すること。三つ目は、先駆

的な地域づくりの取り組み事例や課題解決策等の

成果について、広く社会に公表し、中間支援組織

への社会的な関心を喚起すること。があげられる。 

③中間組織の形成課題 

近年、集会所、公民館、及びコミュニティセン

ター等の公共施設の運営において、指定管理者制

度を活用した運営委託を前提に、新たな中間組織

を立ち上げる事例が多くみられるようになった。

また、中間組織は、特定非営利活動法人（ＮＰＯ

法人）の認証を受けて、法人経営する事例が多い

が、活動の場所や資金の手当ての限界から、本来

の専門性や地域づくりのノウハウを十分に発揮し

た支援活動ができないという問題も指摘される。

中間組織の形成では、その必要性や有効性につい

て社会的な関心を高めるとともに、既存組織の問

題・課題を丁寧に検証し、モデルを構築していく

ことが重要である。また、中間組織が継続的に活
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動を行えるような制度的な枠組みづくりの提案に、

産学官民の多様な主体が連携して取り組むことも

基盤強化につながる。 

住民 企業

NPO 団体

行政

図-1 「新たな公」のイメージ 

３．パートナーシップによるエリアデザイン 

(1)「新たな公」によるつなぎ機能の強化 

国では、行政だけでなく多様な民間主体を地域

づくりの担い手ととらえ、これら多様な民間主体

と行政の協働によって、従来の公の領域に加え、

公と私との中間的な領域にその活動を広げること

できめ細かなサービスを提供するという考え方の

もとに、多様な主体を基軸とした地域経営や地域

課題解決のための「新たな公」を提起している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、「新たな公」に期待されるものは、持続困

難な地縁組織の再編や中間組織の創造など、多様

な主体の「つなぎの機能」を強化し、地域価値造

を可能とするような体制と仕組みづくりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)エリアデザインの重層的な圏設定 

英国では 1990 年代以降、多者協議型のパートナ

ーシップが急速に制度化されるなか、業務の重複

やスタッフの仕事量の増加といった問題が顕在化

する。そしてこれらの問題に対処する仕組みとし

て地域戦略パートナーシップ（Local Strategic 

Partnership：LSP）を立ち上げ、テーマ別の取組

みを合理化し、地域の諸政策を戦略的に進める方

向性が打ち出された。 

 我が国ではこれまで行政と市民活動の 2 者間の

協働に関心が寄せられたが、今後は地域コミュニ

ティを含む多様な主体による課題ベースのパート

ナーシップが重層的且つ有機的につながり、エリ

アデザインに関与していく仕組みが必要と考える。 
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図-3 重層的な圏域設定 

 

(3)パートナーシップの意識啓発 

多くの地域では、町内会・自治会等の地縁型コ

ミュニティを中心に、清掃・美化や防災・防犯、

広報誌の配布、地域行事の継承、集会所等の管理

などを担っているが、一方で、こうした自治活動

が一部の人にしか関心をもたれず、縦割りで多様

な主体の参画が難しい状況もある。このため、行

政内部の横断的な展開とワンストップサービス機

能の強化、地域戦略パートナーシップ構築に向け

た動機づけなどを行い、多様な主体が労力や資源

を提供し合い、意識の転換や内発的な活動が進む

よう促し、支援基盤を整えていくことが期待され

る。 

地域コミュニティ 行政

[課題]
・リーダーへの
負担集中

・助け合い精神
の薄れ

・世代間の分断
・きっかけ作り

協働の
地域づくり

(4)コミュニティ戦略の明確化 

地方分権・地域内分権の動きをとらえて、協働

推進の専門部署の設置や生涯学習と地域づくりの

連携に取り組む市町村が増えている。また、条例

や指針等の協働のルールを作り、住民参加や協働

推進における各主体の役割を明確化し、コミュニ

ティ戦略を行政施策として展開している。エリア

デザインによる地域活性化では、基礎自治体が地

域のニーズを踏まえた、コミュニティ支援戦略を

明らかにし、組織改革や次世代リーダーの育成等

に取組み、課題解決型コミュニティへの転換を図

るなど、エリアのなかでの戦略の積み上げが期待

市民活動団体 大学・研究機関等

企業

「つなぎの機能」
◇人材の掘り起こしと育成
◇大学と地域の連携
◇地域づくり協働体の構築
◇中間支援組織の形成

協働への
理解不足

→後退

行政依存
→地域力

の減退

[課題]
・縦割り
・人的な限界
・財政的制約

・・
・

・・・

図-2 多様な主体の「つなぎ機能」のイメージ 
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される。 基礎自治体内で身近に存在する農協や商工会、

企業、公益法人、ＮＰＯ等の専門性や財政力、コ

ーディネート能力等を活かして、多様な主体の協

働による地域づくりを支援し、地域の総意をまと

めあげる地域自治組織としての機能を発揮する。

また、まちづくりセンターは、公民館やコミュニ

ティセンターの指定管理者への委託を契機に設置

するケースや、既存組織の統合等による基盤強化、

新たなＮＰＯの育成等を地域の実情に応じて選択

するなど、エリアマネジメントの中核機能を発揮

していくことが期待される。 

(5)熟度に応じた支援システム 

地域の課題が多様化・複雑化するなかで、基礎

的条件の厳しい地域とそうでない都市地域との間

に、コミュニティ間格差が広がる状況もみられる。

多くの条件不利地域では、「地域のやる気が薄れて

いる」「何をしていいか分からない」「活動がマン

ネリ化している」など、取り組みの段階（熟度）

で課題も様々である。このため、地域が自ら考え、

行動し、自助努力で地域課題の解決していく取り

組みを誘引し、多様な主体の相互理解を促す、中

間織の育成等を支援していくことが期待される。  

(6)地域と大学の連携による課題解決  ４．地域づくりコンソーシアムのモデル化 

地域の多様な主体の協働の観点を行政の政策に

反映させることが重要になり、専門知識の供給源

としての大学への期待が高まっている。また、東

北には国・公・私立を含めて 62 校の大学があり、

10 万人余の学生が学び、地方の人口ダムを形成し

ていることから、東北圏の地域づくり、地域活性

化では、こうした大学を核とした知的資源を活用

し、多様な課題に対応していくことが期待される。

大学には研究者や研究成果といった知的資源、多

数の学生という人的資源、土地・建物という物的

資源が存在し、これらの大学が保有する資源を活

かした政策形成力の向上に取組む事例も増えてい

る。大学と地域の連携の目標や方向性を明確にし、

戦略性をもった連携に発展させることにより、課

題克服のための新たな切り口を見出すなどの効果

が期待できる。 

(1)コンセプト 

地域づくりコンソーシアムは、大学・研究機関・

企業・経済団体・金融機関・ＮＰＯ・行政等、地

域づくりに関わる多様な主体の知恵や能力、ノウ

ハウが協働するシステムを機能させながら、地域

の課題解決によるコミュニティの再生・自立を支

援するとともに、それが継続的に行えるよう支援

ネットワークを構築し、地域づくりの変革と推進

に寄与するものである。 

(2) 体制モデル 

地域づくりコンソーシアムは、高度な専門性を

もった大学や研究機関、資金力や経営ノウハウを

もった企業・金融機関、市民活動団体・ＮＰＯ、

市町村・県・国等がそれぞれの強みを活かし、連

携・協働して地域の課題解決に貢献する仕組みで

ある。 

(7)中間組織によるエリアマネジメント  また、多様な主体の会費や寄付・協賛金等の協

力で、新たな「地域づくりファンド」を創設する

ことにより、コンソーシアムの持続的で安定的な 

まちづくり支援センターは、住民自治組織やま

ちづくり委員会などの地域づくり協働体の取り組

みを支援する包括的・専門的な組織である。  

  

・人材育成の支援
・地域づくり計画策定の支援
・協働プロジェクトの推進
・利害関係者との調整

まちづくり
センター行政 農協

商工会

企業

公益法人
相談 助言

○○地区
まちづくり委員会

事務局

ＮＰＯ

相談

提案

支援

支援

町内会 自治会 行政区

・老人会、婦人会
・青年会
・ＰＴＡ
・消防団
・市民活動 など

○○ 住民自治組織

・地域づくりの情報交換
・相談、助言の窓口

地域づくりコンソーシアム（仮称）

○○地区
まちづくり委員会

基礎自治体
地域づくり協議会

地域づくりファンド

・人材育成の支援
・地域づくり計画策定の支援
・協働プロジェクトの推進
・利害関係者との調整

まちづくり支援
センター

住民自治組織 住民自治組織
住民自治組織

地域づくり協働体

大学・研究機関

企業・金融機関

NPO等団体

国

県

市町村

図-

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  図-4 まちづくりセンターモデル 5 東北圏地域づくりコンソーシアムモデル
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地域づくりの支援活動を推進できるよう、段階

的に組織基盤の強化を図る体制イメージとする。

このコンソーシアムは、東北圏域という広域性や

参加組織の多様性、大学と地域の密着性、及び民

間主体による経営性等の複合的な要素を包含して

いる仕組みという面で、全国に先駆けた新しい地

域づくりの支援システムといえるものであり、今

後、積極的に東北圏モデルとして確立していくこ

とが期待される。 

 

５．支援コンテンツ開発と実現方向 

(1)支援コンテンツ開発 

東北圏地域づくりコンソーシアムは、コミュニ

ティの再生・自立に関わる政策、施策、事業の推

進支援と実践のコーディネート支援、評価・改善

のための分析支援等を行うための支援コンテンツ

を開発し、地域支援システムを整備する。 

①研究開発 

コミュニティ支援に関する政策・戦略研究によ

り、地域の取組みへの理論的な裏づけや評価によ

る支援、行政への政策提案を積極的に行う。 

②人材育成 

コミュニティの再生・自立に取組む地域組織、

ＮＰＯ、及び行政等の人材育成において、研修プ

ログラム企画や情報提供、講師派遣等を行う。 

③計画策定 

地域づくり計画（コミュニティプラン）策定に

取組む地域組織、ＮＰＯ、及び行政等の体制と仕

組み構築、組織運営のコーディネート等の支援を

行う。 

④組織化・再編 

地域の主体的な地域づくりの担い手となる町内

会・自治会、農協、商工会、市民活動団体、まち

づくり組織等の協働による組織化活動の活性化や

再編、経営体制の強化等の支援を行う。 

⑤交流ネットワーク 

地域づくりの行き詰りの際に、多様な主体の知

恵や能力、ノウハウが相互に活かされ補い合える

交流ネットワークの形成を行う。 

⑥情報発信 

前記の①から⑤の推進支援の過程で得られた

知恵や能力、ノウハウを広く地域社会に還元し、

新たな会員拡大や体制強化につなげるための情報発信

（メディア戦略）を行う。 

(2)コンソーシアム構築の方向性 

地域づくりコンソーシアム構築に向けては、この必要

性や意義について地域づくりに関わる多様な主体の理

解を深めるとともに、設置推進への官民の気運を高めて

いくことが必要である。 

①支援スタッフの拡充 

東北圏地域づくりコンソーシアム推進協議会を母体

としながら、知恵や能力、ノウハウを有する大学・研究

機関、企業、ＮＰＯ、行政等の支援スタッフの拡充を図

る。同時に、現場の多様なコミュニティ支援の先行モデ

ル（キーパーソン）とスクラムを組んで、支援ネットワ

ークを構築する。 

②多様な資金源の確保と法人化 

協議会の持続的な組織運営のための資金源として、会

費・出資・寄付・事業（受託・起業など）・助成金・補

助金等を確保する。そのためには、早い段階で社会的な

信用を獲得する必要があり、特定非営利活動法人または

財団法人等、協議会の法人化を目指す。 

③シンクタンク機能の発揮 

コミュニティ政策、支援を先導する観点から、新たな

社会的な課題への対応策や手法を研究開発するために、

大学・研究機関・コンサルタント等の連携による政策・

戦略の実証研究や提案等、シンクタンク機能を発揮する。 

 

６．おわりに 

衰退地域では、セーフティーネットの機能を果たして

いた地域力が低下し、経済不況が過疎化に追い討ちをか

けている。また、環境や福祉、子育て支援など社会課題

を受け止め、コミュニティガバナンスをどう発揮してい

くかが重要となっている。本研究では、新たな公や地域

戦略パートナーシップの有効性に着目し、経営資源を多

様な主体で相互補完し、地域組織の再編・強化につなげ

る地域づくりコンソーシアムのモデルを提案した。しか

し、組織ありきは、これまでにも創られ、フェードアウ

トしてきたネットワーク組織の失敗を繰り返すことに

もなり、コミュニティアーキテクトの社会的な役割を明

確にし、職能開発と連動させて、地域支援のすそ野を拡

大していくことが重要となろう。 

 
参考文献（ＭＳゴシック8pt） 

1)白石克孝編著：英国における地域戦略パートナーシップへの挑戦、公

人の友社、2008.2、PP2 
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農のある暮らしを目指して 

仙台ならではのアグリライフ実現のために 

足立 千佳子 (特定非営利活動法人せんだいプチファーム)  

1.はじめに 

「特定非営利活動法人せんだいプチファーム

（以下 SPF）」の前身は、「特定非営利活動法人ま

ちづくり政策フォーラム（以下まちフォ注 1)）・

アースワークス研究会」であり、平成 11 年から

中山間地域の耕作放棄地の有効利用や農村地域

の新たな可能性を発掘するために、都市と農村の

資源交流による相互補完システムの整備の検討

をしている。平成 12 年に、実際に市民農園のコ

ーディネートをすることが必要と考え、仙台市太

白区坪沼地区の転作農地において、市民農園活動

の展開を始めた。NPO など第３者による仲介型ユ

ニットが地域に貢献出来ることを、仙台市太白区

坪沼地域において地域活動として指導型市民農

園を地元農業青年たちが展開するようになった

ことにより実証した成果をもって、まちフォとし

ての調査・検証は一区切りを示したことをうけ、

平成 18 年に新たに農のある暮らしづくりに特化

した NPO 法人を設立することとし、平成 19 年 8

月にＮＰＯ法人に認証された。 

SPF では以下の 5 つを活動の目的としている。 

（1）宮城県仙台市を中心とした地域において「野

菜を作りたい」「農業を体験してみたい」「土に触

れあいたい」と思っている人と「土地を持ってい

るが活用に困っている」人や「自分の土地を有効

に使って欲しい」と望む人たちとをつなぎ、地域

に密着した新しいコミュニケーションを構築し

ていく。 

（2）都市部と農村部の交流と農業地域の望まし

い環境の保全・形成に取り組む。 

（3）忘れ去られつつある仙台や宮城の風土を活

かした食文化・農歳時記を「畑」を通じて掘り起

こし、それぞれの地域での資源として次の世代へ

継承していく。 

（4）都市住民が農作業を体験することにより農

業について理解を深め、安心安全な食材を生産す

る農家への理解を深める。 

（5）中山間地の耕作放棄地や未・低利用地およ

び市街地・住宅地にある空き地を「畑」として利

用することにより土地の有効利用および周辺の

環境保全に貢献する。 

 

2.活動の概要 

（1）耕作放棄地、低未利用地の有効活用にかか

る事業 

 仙台圏に開設している「プチファーム」におい

て円滑な農園運営支援を実施している。 

 

表－1 プチファームの種類 

農場名 形態 会員数 

坪沼第１農場 

（平成 20 年度まで）

栽培サポート農園 １０組 

坪沼第２農場 

（平成 15 年から）

栽培サポート農園 ６組 

富田農場 

（平成 19 年から）

栽培指導型農園 ２０組 

岩切第１農場 

（平成 20 年から）

栽培サポート農園 ６組 

岩沼農場 

（平成 20 年度のみ）

オーナー制農園 １０組 

  

栽培サポート農園では、普段の作業については

メーリングリストを活用し会員からの質問に事

務局が答え、また四季折々必要に応じて実地にお

いて作業のアドバイスを行っている、 

 栽培指導型農園では、土づくり畝づくりを事務

局で行い、苗を用意し、初心者のために畑仕事を

指導している。 

 ともに、「畑で一服」と称した栽培指導日を設

けるなど、利用者同士の交流もスムーズに図れる

よう工夫をしている。 

 オーナー制農園は農園、平成 20 年度に蕎麦倶

楽部を発足させ、会費を募って、蕎麦を栽培した。

日常の管理は SPF の役員である中鉢氏に依頼。氏が

経営する建築会社のスタッフが農作業を担当した。 
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（2）都市と農村の交流を図る事業 平成 17 年からは地元農業青年の組織である「や

るっちゃツボヌマ」が主催する収穫祭において、郷

土料理の「ツボヌマ汁」を SPF が担当し、地元のお

祭りを支える一役を担った。また、オプショナルイ

ベントとして、収穫祭に来たお客さまを農場にご案

内し、日頃の畑作業の様子などを説明した。（写真

3） 

坪沼では平成 20 年度まで農園利用者（はたけ会

員と呼んでいる）の主催でイベントを実施し、都市

住民に坪沼に足を運んでもらった。 

 表－2 会員の種別 

 

写真 1 里探訪（平成 15 年） 

 仙台のまちなかに居住する 20 名ほどの参加者が坪沼農場や、

その周辺の坪沼の自然とふれあった。 

 

写真 2 里探訪ふり返りの発表（平成 15 年） 

 午前中に坪沼を訪れた参加者がそのレポートをまとめて「お

いしいくらし～身近にある桃源郷～」として報告。 

 

写真 3 収穫祭（平成 17 年） 

 説明しているのはプチファーマーさん。 

 

このような外部者による活動が何年間も継続さ

れるのを見て、地元も地域資源としての「農のある

暮らし」に着目し、平成 19 年に栽培指導型市民農

園を開設するに至った。 

また、県内各地で「農のある暮らし」の交流を通

して農村地域への理解を深める機会を提供してい

る。   

プチファーム直営としては、栗原市の農家民宿と

の連携で蕎麦打ち体験やみそづくり体験講座を開

催して、グリーン・ツーリズムの推進を図っている。

ほか、理事である三浦氏や原田氏がそれぞれ自宅を

会場に農の体験ワークショップを開催している。 

 

（3）食育の推進を図る事業 

 農作業体験を通じて、食に関する知識を習得し、

自らの食を自分で選択する判断力を身に付けるた

めのさまざまな取組みを実施するとともに、地産地

消の実践を行っている。 

平成 19 年度には「食育人形劇と鍋の会」、「切り

干し大根を作ろう会」を実施。平成 20 年度には「月

いちはっしん」というトークランチショーを 10 月

から 12 月まで 3 回実施した。 

今年度は、農林水産省の平成 21 年度にっぽん食

育推進事業「教育ファーム推進事業」の認定を受け、

名取市下余田地区において「ふるさとの味伝承倶楽

部」を展開。仙台地方の郷土料理であるずんだ餅と

長なす漬けを、それぞれ仙台茶豆と仙台長なすの栽

培から収穫・調理までを体験する場を提供している。 

 

3.成果・考察 

種別 役割 人数 

正会員（社員） 理事・役員 １０名

賛助会員 趣旨に賛同し会費納入  ３名

各農場の利用者 ５２組はたけ会員 

教育ファーム参加者   ２０名 
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～富田農場での取り組みから～ 

富田農場では、20 組、約 60 名がはたけ会員（プ

チファーマー）として参加している。開設当初は、

今まで畑作業をしたことのない人たちの関心を

引くために、いい朝みやぎ（「早寝・早起き・朝

ごはん」実行委員会 in 宮城／事務局：ベガルタ

仙台）と連携し、収穫した作物をベガルタ仙台宿

舎の選手に贈呈することを謳い、参加者を募った。

ベガルタ仙台のサポーターが自分の知人を畑会

員に誘い、結果として今まで畑とは縁遠い人たち

も参加者として呼び込むことが出来た。 

平成 19 年度には「畑で一服（栽培指導教室）」

のほか、「食育人形劇と鍋の会」や「切り干し大

根を作ろう会」を実施するなど、活動の輪を広げ、

新たなつながりが出来た。 

「食育人形劇と鍋の会」では、はたけ管理とし

て宮城大学食産学部サークル「大地くん」が農作

業に関わっていたことがきっかけで、同じ大学の

食育人形劇団「おにぎり」にもつながり、人形劇

の上演となった。 

ベジフルマイスターの参加で、作った野菜をど

のように使うかレシピが考案されたのがきっか

けで、翌、平成 20 年度には「月いちはっしん」

として旬の野菜を使ったランチとプチファーム

ゆかりの生産者とベジフルマイスターとのトー

クイベントを３ヶ月連続で開催した。このランチ

トークイベントには、同じく富田農場プチファー

マーである料理店経営者もスピーカーとして参

加し、安心安全な食材を確保し安定して店で提供

することの難しさと、信用出来る何軒かの農家と

連携し生産者の顔の見える食材を使うことの戦

略的強みの可能性を述べた。この料理店経営者は、

富田農場での経験をもとにし、今年度から、生産

者の顔の見える安全な野菜を使ったカジュアル

和食店を新たに開店させている。 

今年度は、個人利用者のほかに、団体の利用に

も門戸を広げたところ、２団体の利用があった。

ひとつはＮＰＯ法人水環境ネット東北という環

境団体である。もともと河川清掃などの活動をし

ており、名取川河川敷にある富田農場の立地に着

目し、清掃活動をしながら、農業体験をしている。

もうひとつは任意団体「はちのす会・芋部」。は

ちのす会は地元の女子高校の同窓生たちの有志

の集まりで、主に３０才代のＯＬなどが中心メン

バーである。いくつかの活動のうち芋部は仙台商

工会議所と連携し、仙台の秋の風物詩である芋煮

会をその原料である里芋を育てるところから体

験するイベントを実施しており、この活動には地

元テレビ局が年間を通じて取材に入り、適宜、歳

時記ニュースとして放送されている。 

今までは、プチファームの活動がニュースに取

り上げられることがあったが、今年度は芋部の活

動の場としてプチファームが紹介され、新たな畑

利用の形として着目されている。また、水環境ネ

ット東北の参加で、河川清掃のために立ち寄った

ＮＰＯ関係者が、畑作業へも関心を示すなど、農

のある暮らしがより身近なものになっている。 

 

写真 4 芋部、里芋植え付けの様子（5 月） 

 

4.活動の課題・解決策 

現在は、収益事業は行っておらず、事務局の活

動もほぼボランティアでまかなっている。単なる

「畑貸し」では収益が見込めないため、プラスα

の要素を持たせた「プチファーム」を企画、運営

していきたいと考えている。 

 

（1）オーナー制農園から体験型農園へ 

活動をはじめた当初は単に区画を準備して、あ

との作業はそれぞれの利用者に任せていたが、近

年のガーデニングブームや安全な食に対する関

心が高まったことから、一度も畑作業をしたこと

のない人からの問い合わせが多くなった。平成

19 年からは栽培指導型で市民農園を運営してい

るが、会費を高く設定しているものの毎年キャン

セル待ちが出るほどの人気となっている。 

さらに、年間を通して畑に通えないがそれでも

何か野菜づくりに携わってみたいというニーズ

が事務局に多く寄せられるようになり、平成 20

年度に、普段の作業は事務局が行い、種まきや草
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刈り、収穫のときだけに畑に来るというオーナー

制蕎麦畑を開設したところ、予定の 10 組にあっ

という間に達した。今年はオーナー制農園をさら

に教育的見地から展開させるべく、「教育ファー

ム推進事業」の認定を受け、名取市下余田地区に

おいて「ふるさとの味伝承倶楽部」として教育フ

ァームを展開している。こちらは年間会員を募っ

たところ５組の申込みがあり、さらに、体験ごと

にゲスト会員を募っているが毎回３～４組の申

込みがある。参加者からは、安心安全な食には関

心があるので、四季折々の体験を通して、旬の畑

の様子を知ることがとても良いという声が聞か

れる。畑作業を自分でするのは自信がないが、農

のある暮らしを実践している専業農家の暮らし

を通して、自分が食べる野菜やお米について見識

を深めたいというニーズがある。 

今後は自らが生産する市民農園のほかに、農家

の暮らしを理解し買い支える市民を育てる体験

農園のあり方についても事業展開を考えていき

たい。 

 

写真 5 教育ファームイベント（8 月） 

「ずんだもちと仙台長なす漬けを作ろう会」 

 講師は平成 19 年度の富田プチファームに参加したマクロ

ビオティック料理教室主宰者。 

 

（2）農の勉強会 

食の安全、農地法改正、農地水環境保全活動な

どについての学習会を開催し、これからの市民農

園のあり方を検討し、付加価値をつけた市民農園

を運営していきたい。 

特に、生ゴミをどう捨てるか？が、仙台市民の

切実な問題となっている昨今、生ゴミリサイクル

のあり方を、検討、実践する場として、「プチフ

ァームコンポスト」の実現に向けて、活動を開始

してはどうかとの意見も出ている。コンポストに

ついては、東北大学農学研究科附属複合生態フィ

ールド教育研究センター長である中井先生にご

指導を仰ぐ予定である。 

 

（３）コミュニティビジネスとして 

 「プチファーム」で栽培した野菜を販売する。

「プチファーム」で栽培した野菜を使ったコミュ

ニティレストランを開設する。実際には、足立が

個人の立場として仙台市内の繁華街で野菜中心

のワンコインランチを週に３回営業している。こ

れはプチファームの活動を通して知り合った宮

城県内の農家の生産物を食材として利用してい

る。日替わりのメニューは毎回生産者の情報も記

してお品書きを作り提供しているが、サラリーマ

ンやＯＬなどのお客さまに大変好評である。今後、

野菜の安定的な仕入れ方法を確立したあとは、プ

チファームの収益事業としての展開が図れるの

ではないかと考えている。 

そのほか、畑管理のシステムを構築し、オンラ

インで管理出来るようなソフトを開発、販売する。

など、さまざまなアイデアは出てくる。現在は、

ＩＴ関連企業の経営者と宮城大学の学生とで、野

菜と花の組み合わせたギフト商品を中心とした

ビジネスプランを構築中である。今後、学生の起

業を支援しながら、SPF としても、収益事業を展

開出来るようさらなる体制づくりを推進してい

きたいと考えている。 

  
 

注 1) 関係諸団体とのパートナーシップを基に、まちづくり

に関わる調査研究、政策提言及び情報の受発信活動を推進す

ることにより、創造的で個性あふれる豊かな地域社会の形成

に貢献する事を目指している。認証は平成 11 年 11 月だが、

その前身は宮城大学前副学長山田晴義氏の研究サロン「むら

とまち研究会（平成元年から）」など活動は 20 年近い。 
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埼玉・住まい・まちづくり交流展 

 

高木 章（建築学会関東支部埼玉支所事務局） 

 

デザインを研究しまた実際に活動方針にするＮＰＯ

団体、建築家集団の参加につながり多数の参加を得

ている。 木材を中心とした埼玉県産の建材普及団

体も継続して参加し、伝統工法、木造建築を設計す

る建築家団体と交流を深めている。 

１．はじめに 

埼玉・住まい・まちづくり交流展（以下交流展と

略す）は、埼玉県内を中心に住まいづくりや、まち

づくりの分野で活躍している人たちが参加して、日

頃の活動の成果を報告発表し研修の場としている。

西暦２０００年から始まり年１回開催しているこの

催しの中に地域の現場におけるまちづくり活動の事

例が報告される。 

 

３．交流展の運営 

参加団体の合議による自主運営を目指す。事前準

備の自主運営会議をまとめるコーディネーターにも

選出された役員は存在せず、過去に催しを経験した

参加者のなかでリーダーシップに秀でた数人が自然

にリードして会議運営が進行する。但し対外的な事

務責任団体として、建築学会関東支部埼玉支所が事

務局を代理し後援や会場借用、予算運営費用の会計

処理などを担当する。 

 

２．参加団体、参加者 

参加団体の活動する地域は、埼玉及び其の周辺で、

対象は行政、建築家、都市計画家などの専門家。ま

ちづくりを学ぶまたはまちづくりに関連した活動を

している学生、研究者。まちづくりに携わるＮＰＯ

や任意の団体。住民の立場で再開発や集合住宅の保

守をする自治会の関係者など多岐に亘る参加者で運

営される、それが交流展の特色でもある。子供向け

の催しも多数企画された。 

参加者の調整や催しの立案、講演会の企画対外広

報などは参加団体による会議で運営されてゆく。半

年ほどの準備会議で企画立案実施という催しを作り

上げる過程において交流展の主要目的のひとつであ

る、まちづくりのネットワークを構築する団体相互

の理解が生まれることもある。 

一例として、社会科学系の学部で駅前商店街の空

家を利用して商品企画から販売を体験しながら研究

する学生達の活動事例及び効果の分析報告。或いは、

蛍の生息する住環境づくりを目指す高校生達の活動

報告が、参加者の活発な論議の対象となった例があ

り、必ずしもまちづくりを都市計画学という一義的

な分野に解釈していないのが特色である。 

 

４．交流展の催し 

基本的に参加者の活動紹介は展示により表現され

る。広くまちづくりを論じたいということで、展示

の説明にもいろいろな変遷を経てきた。 このような運営状況がさらに福祉・ユニバーサル 

  

写真 1 滋賀県から招いた棟梁の伝統工法の模型を

組み立て伝統的な仕口、継ぎ手を学ぶワークショップ。

写真２ お見合い会、高校生の発表にメモを取る参加者 
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当初会場展示物の前で展示者が説明し質疑応答と

いう形式で議論がされた。この方法は時間を合わせ

るために参加者が長時間会場に居なければならず、

また議論が長引いたり、展示者が居なくなったりし

て説明できない展示物があったり問題点があった。

そこで展示物を撤収する前に一部の展示物を持ち込

んで説明質疑を行う説明会形式に移行された。さら

にこの場所をこれから街づくりをしてゆく住民と専

門家の出会いの場所にしたいという意図でお見合い

会という名称にして開催されている。 

れるが、その議論を集中してできるよう宿泊討論会

を実施できたのもこのときである。 

 前川 國男氏設計の県立博物館はこれまで常設企

画展示とも管理者の企画による展示だけが行われて

いたが、この場所で博物館外部任意団体としては初

めて２００５年に特設展示を交流展が実施した（写

真４）。施設そのものが歴史的建造物で当然テーマも

歴史伝統というものになった。また博物館のボラン

ティアや友の会会員も積極参加して議論に加わった

ことが常連の交流会参加者にも良い刺激となった。 

 交流展も今更なる転換期にきている。今年から数

年の予定で今までとは異なる会場での開催を企画中

である。深谷市に古い酒造会社が営業を終了し新た

な用途を模索している建物がある。一部は映画館と

しての模様替えが決定し残りの建物について再開発

企画がもとめられている。この廃屋を会場としての

開催準備中である。まちづくり現場での交流展はい

ったいなにをもたらすのであろうか。 

交流展は毎年の催しなので主要な催しにはテーマ

性を持たせることもあった。福祉をテーマにして高

齢者や障害を持つ人のためのまちづくり、歴史伝統

工法をテーマにしたまちづくりなどである。ただし

交流展の趣旨からテーマが強くなりすぎると広く参

加者を募ることに支障をきたすことから、催しの統

一化を図るほどの強いテーマは設けていない。 

 

いままでの参加団体リスト ５．交流展開催場所の変遷 
（過去の広報資料から、現在変更になった団体名も含む） 

交流展では開催場所についても、固定の開催地や

概念は無い。２００２年２００３年頃は県の新都心

再開発で事務所として設置された施設を利用した。

展示に対する制約も少なく、展示方法の試行錯誤も

十分にできた。当時県内の再開発では先進の地でも

あり発足したばかりの交流展には適していたようだ。 

日本建築学会関東支部埼玉支所、埼玉県、さいたま市 

日本工業大学 伊藤研究室、芝浦工業大学 桑田研究室 

芝浦工業大学 堤研究室、共栄短期大学 六反田研究室 

まちづくり市民活動を支援する学生ＮＰＯ（ばすけっと） 

ものつくり大学 中村隆夫研究室、日本大学 宇杉研究室 

日本建築家協会（ＪＩＡ）埼玉事務局、埼玉建築設計監理協会 

埼玉県建築士事務所協会、埼玉建築士会、さいたま住まいの会 

２００４年交流展は、より広範囲の参加者を求め

伊那町にある県民活動センターのエントランスホー

ルに場所を移した。県民活動センターは宿泊設備を

備えた研修施設で、各種の講座が開かれている。こ

こでの展示は通常展示室が用意されているが広いエ 

高齢者住宅相談ネット、聖学院ＮＰＯ 

都市づくりＮＰＯさいたま、上尾まちづくりの会 

彩のくに豊かな住まいまちづくり推進協議会 

埼玉県県土づくり企画課、住宅課 

さいたま市北部拠点宮原地区まち協 

埼玉大学 深堀チーム、埼玉県内 工業高校（建築・設備系） 

富士見市、ＮＰＯ木の家大好きの会 ントランスホールをあえて使用することでセンタ

ーの講座に通う一般市民も閲覧でき、更にセンター

で開設している講座の参加でまちづくりを学ぶ参加

者との交流ができた。 

文教学院大学 櫻澤研究室、いずみ高校 

高齢者住宅改修相談ネットワーク、秩父町屋倶楽部 

ＮＰＯ深谷にぎわい工房、ＮＰＯ木の家づくり座談会 

ＮＰＯ水のフォルム、ＮＰＯコミュニティー活動支援センター 

都留文科大学 前田研究室、東洋大学 内田研究室 交流展では、準備の会議を含め開催期間すべてに 
埼玉県マンション居住支援ネットワーク 

おいてまちづくりに関するさまざまな論議が交わさ 
彩コミュニティーＣＳＯネットワーク 

 
日本伝統建築技術保存会、埼玉住まい・まちＷｅｂ相談室 

 埼玉グリーンツーリズム協議会、こうぬま水と緑の会 

ものつくり大学 八代研究室、芝浦工業大学 衣袋研究室  
芝浦工業大学 伊藤研究室、聖学院大学 平研究室 

 
ＮＰＯ法人ぎょうだ足袋蔵ネットワーク 

 
ＮＰＯ法人秩父まちづくり工房、ＮＰＯ法人かわごえ蔵の会 

 ＮＰＯ法人木屑、本庄まちづくりネットワーク 

木造耐震研究会、ＮＰＯ法人埼玉住まいの会  写真４ 埼玉歴史民族

博物館での展示 での宿泊討論会 

写真３ 県民活動セン 

ター 埼玉県木材利用推進室、歴史と民族の博物館友の会 
 

40　－　2

186



 

阪神・淡路大震災から 15 年 復興まちづくりに関わって学んだこと 

 

宮定章（阪神・淡路大震災まち支援グループ  まち・コミュニケーション） 

 

１．はじめに 

まち・コミュニケーション（以下まち・コミ）

は、阪神・淡路大震災で甚大な被害を受けた長田

区御蔵通５・６丁目（以下御蔵地区）の復興まち

づくりを「住民と共に取り組む」ため設立された。 

 震災前の御蔵地区は、まち工場や多くの木造長

屋が存在し、職住近接で住民が暮らす、いわゆる

下町であった。震災直後の火災で地区の８割が焼

失し、約 300 世帯の内７割は、その日から住む場

所働く場所を失った。離散した住民が皆で話し合

う場も持てないまま 1995 年 3 月 17 日に復興土地

区画整理事業地区に指定された。 

 

２．地域に人が戻ってこられるように 

 震災直後の御蔵地区の課題は「まちに人を戻す

こと」だった。全国から集まったボランティアの

多くが郊外仮設住宅の支援に向かう中、「まちの再

生なくしては、復興はありえない」と注目した東

京から来たボランティア２名と地元企業社長がま

ち・コミを創設し、スタッフが常駐する体制を作

ることで、御蔵通 5・6 丁目町づくり協議会（以下

協議会）の事務局的役割を担った。 

御蔵地区では当初から、避難所や仮設住宅で暮

らす人々を少しの間でもまちに戻って集える場を

つくるために、盆踊りや餅つき、慰霊法要といっ

た各種イベントを開催している。まち・コミはこ

のようなイベント等も、汗を流して支援すること

で、徐々に住民との信頼関係を築いていった。 

 しかしながら協議会およびまち・コミは、一度

地域外に出てしまった人が戻ることの難しさを

徐々に知ることになる。このような課題に対応す

るため、御蔵地区に共同再建住宅の話を提案した。

協議会は大学教授でもある建築家に共同再建案を

提示してもらい、何度も勉強会を開いた。まち・

コミは、建築や法律の専門家と、協議会の間を取

り持った。またアンケートの資料などを元にして

権利関係等を整理するのと並行して、大学の研究

室との連携で 50 軒近くの意向の聞き取り調査を

実施し、共同再建の現実化を模索した。残念なが

ら計画は徐々に縮小し、9 世帯の権利者からなる

小規模な共同再建住宅「みくら 5」が完成するに

とどまった。しかしながら「みくら 5」はボラン

ティアがコーディネートを請け負って完成した神

戸で唯一の事例として、ある程度の評価を得てい

る。コーディネーターの役割は権利者と設計者、

工務店との調整等、建設工事に関することだけで

なく、権利者にはご高齢の方が多かったため、住

宅建設中の仮住居の確保や引っ越し等、生活再建

そのものも支援した。2) 

 1999 年、地区内にはようやく 95 戸の市営住宅

が完成した。これは本来、震災前に御蔵地区で居

住していた人々を優先的に入居させる性格をもつ

ものであった。だが、完成するのが震災から 4 年

を経てからと非常に遅く、入居資格のある者でも、

完成を知らない者が多かった。そこでまち・コミ

は、連絡先を調査し、御蔵の地元に建った市営住

宅に入れるよう支援した。協議会とまち・コミは

何とかして地域に人を戻そうとできるかぎり奮闘

したが、結果的にこの市営住宅に入居することで

御蔵地区に戻ってこられた住民は、23 世帯しかい

なかった。 

 10 年を経た現在、御蔵地区の人口は震災前の

2/3 にとどまる。さらに被災前から御蔵地区に住

んでいた人々で計算すれば、地域に戻ってくるこ

とができたのは 1/3 しかいない。 

 

３．地域組織設立支援 

 区画整理事業により建物や道路等は完成する。し

かしまちの人々は言う。「“仏つくって魂いれず”で

は、人々が集い響き合わなくては、なんのための復

興まちづくりかわからない」と。この考えをもとに、

季節の行事等人が集いやすいイベントを行うため、

地元のご婦人方が主体となって“我が街の会“を設

立した。御蔵地区ではこの会を中心として、「非常時

に も頼りになるのは隣人である」という被災時の

教訓をもとに、コミュニティ強化を図り、「人と人の

繋がり」を大切にした活動が行われていった。だが、

我が街の会は行政上位置づけられた協議会と違い、
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任意団体に過ぎない。資金調達のための助成金の申

し込みや、組織運営の補助をまち・コミが支援した。 

 

４．日常的な繋がりづくりの支援 

 元住んでいた地域住民に少しでも御蔵地区に集

ってもらうため、先述のように慰霊法要や夏祭り

等のイベントを定期的に行ってきた。しかし日常

的なまちづくりの支援は、住民が気軽に寄れる場

がないとできるものではない。2000 年 4 月、まち・

コミは地域住民とともに、共同住宅「みくら５」

の１階にコミュニティスペース「プラザ５」を設

立し、地域住民自らが高齢者や子供のケアを行え

る体制づくりを支援した。地元の人だけでは、時

間的、技術的にできないところを、外部のボラン

ティアが補うことでふれあい喫茶・ふれあい食事

会・パソコン教室・絵手紙教室等の交流事業が企

画・開催されている。パソコン教室の卒業生らが

つくるパソコンクラブでは、お互いが講師となり、

それぞれの知識や技術を教え合いながら、思い出

のアルバムづくりを行っている。住民同士、住民

と外部ボランティアが切磋琢磨しながら、地域の

魅力を生み出す場となっている。 

 

写真-1 古民家集会所の前で工事に関わる住民 

 

５．地域の拠点「集会所」づくり 

御蔵地区では、新しいまちの創造のため、公園

の花壇づくり、芝張り、慰霊碑のコンクリート打

ち、コミュニティ道路のブロック張りに、住民と

ボランティアが共に汗を流している。それもまた、

震災で一度崩れたコミュニティを強固にするため

に役立つものであった。 

2001 年 10 月ごろ、集会所の建設に関する議論

がはじまった。会議を何度も重ね、他地域の集会

所の見学会も開催された。土地区画整理事業の進

むまちは、どちらかというと工期と価格を優先し

たプレハブ住宅が目立ち、かつて下町であったこ

となども気付かせない新興住宅街のようになって

しまった。せめて人の集まる場ぐらいは、長屋の

ような人の気配、木のぬくもりを感じられるよう

な建物にしたいと、古民家を移築した集会所の建

設が決定された。また、それにはもう一つのねら

いもあった。現在ではほとんどの人が、家は買う

ものであると認識しているだろう。しかしながら、

昔の民家は「結（ゆい）」という組織をつくり、地

域の皆が集い協力して建てるものであった。その

建設過程でお金では買えない人のありがたさ等を

知ったものだ。震災で地域のコミュニティが失わ

れたこのまちで、それを再現することが試みられ

た。 

取り壊す予定のあった兵庫県香住町安木村の民

家を譲り受け、2002年の夏、解体工事が行われた。

建築を勉強する学生ボランティアが、村の体育館

を借りて２週間の合宿を行い、解体作業に従事す

る。御蔵地区のご婦人方が食事面等のサポートを

行った。はじめはいぶかしげに見ていた村の住民

の方々も、学生のがんばりを見ることで共感し、

応援してくれるまでになった。解体した 15t トラ

ック 4 台分の資材の運搬から、木舞の竹や、追加

の木材の伐採まで、御蔵地区の住民とボランティ

アが協力して行った。 

2003 年の７月から開始された建設工事では、構

造部分こそ工務店が行ったが、その後は大工や左

官屋の指導の下、多くの地域住民が参加した。特

に小舞編みや壁土塗りといった作業には、小学生

から 80 歳のお年寄りまでが出てきて行った。 

皆で出せる力を出し合い、できあがってみれば、

建設費も見積価格の 2/3 までおさえられた。行政

からの集会所建設に関する補助金だけでは足りな

い分は、地元と全国からの募金を頂いた。また行

政の補助金は完成後の支払いだったので、それま

での運転資金の不足は、地域住民から基金を募る

ことで乗り越えた。 

身体を動かせる者は工具をもち、工事に携わる

人に食事を用意できる者はそれを作り、生活の都

合で日中手伝うのが難しいものは応援しながら、

募金を集めた。皆が一つのものをつくるために汗

をかく中で、日頃は見えにくい人の良さを感じた。

総勢 2000 人を超える人が関わり「この建物は建設

工事の段階から、集会所になっているのではない

か」との声もあった。被災から 9年目にあたる 2004

年 1 月に、地域のシンボルとして、古民家移築に
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よる集会所が完成した。 

 2003 年 9 月には、これまでの住民とボランティ

アによる復興まちづくりの成果が評価され、防災

功労者内閣総理大臣賞を受賞した。 

 

６．地域カルタづくり 

 2002 年から 2003 年にかけての半年で、地域カ

ルタ「御菅カルタ」の作成を行った。「御菅のまち」

をテーマに、句を集め、それに合う絵を依頼した。

作成に当たって、 初は参加者が少なかったが、

口コミでこの取り組みが広がり、予想以上の人数

が参加した。 終的に句と絵の作成に関わったの

は総勢 133 人。作成に関わった全員の作品を、

低１点ずつ採用した結果、カルタとしては枚数が

多い、65 組の札が完成した。 

 カルタには、震災前の路地やお地蔵さんがある

町並み、震災当時目にした光景、現在の行事、出

合いと別れ、決意など、あらゆる思いがつづられ

ている。素人の手作りであるため、統一感はない

ものの、作成者個人の思いが詰まったものに仕上

がった。結果的に、防災を語るカルタとしての役

割も果たしているようだ。3) 

 

７．修学旅行生の震災体験学習受入 

阪神・淡路大震災での経験や思いを、人に伝え

る機会を得た被災者は数少ない。けれども一人一

人の経験は異なり、一般化できるものではない。

御蔵地区では個人の経験を、教訓として今後に生

かすために、広く伝え、共有する機会を作ってき

た。 

 2001 年から、全国から神戸にやってくる修学旅

行生を受け入れ、震災体験学習を行っている。中

学生を中心に、現在は年間 2000 人程度の生徒がや

ってくる。 

スライドを見て御蔵地区の被災状況を学び、震

災の語り部たちの話に耳を傾ける。そして、語り

部と共に町を歩き、焼け残った楠や電柱、震災で

亡くなった方を弔う慰霊碑などを見学する。炊き

出し体験として、カレーライスを作ることもある。 

 生徒たちは学習の中で、震災が起こった瞬間考

えたこと、今後の災害に備えて何をしておいたら

いいか、何に困ったのかなど、事前学習ではわか

らなかった疑問を、語り部に尋ねる。語り部たち

は、自分の体験を自分の言葉で、生徒たちの反応

を見ながら丁寧に話をする。 

生徒たちは語り部の生の声に、深く感銘を受け

ているようだ。後日届くお礼の手紙からは「人を

思いやる心」「支えあいの大切さ」「命を大切にす

ること」が伝わっていることが感じ取れる。教科

書で学ぶ防災に、人の思いが重なり、現実味を増

しているのだろう。 

 御蔵地区から全国へ。被災経験の発信は、これ

からも続けていく。 

 

８．阪神・淡路大震災 10 年他の被災地へ活動を展

開 

 兵庫県豊岡市出石町鳥居地区で、やすらぎ市民

農園を活かした地域活性化活動に取り組んでいる。 

 当地区は 2004 年 10 月台風 23 号により、出石

川の堤防が決壊。地区内全域に濁流が流れ込むと

いう被害にあった。 

 まち・コミは、阪神・淡路大震災の復興まちづ

くりで得た教訓を活かし、短期復旧救援ではなく、

復興まちづくり、そして日常のまちづくりに活か

す支援をする団体として、都市と農村の交流を行

いながらコミュニティの再建活性化を目指し、活

動を続けている。4) 

 

９．自治会と協議会の併存・理解の難しさ 

 2001 年 6 月新自治会が再開した。協議会とは違

う、新しい住民組織ができることで、世代交代を

計った。 

 震災後住民には急に組織した協議会は、各種事業

を困難な中も復興に向けて、継続して取り組んで

きたが、旧来の自治会との役割の違いをなかなか

全住民には周知できずにいた。協議会、まち・コ

ミに対する価値を疑う旧来の自治会の方からの声

が大きくなり、組織の担保が難しく、2006 年 12

月に協議会は解散になったが、その後もまち・コ

ミと住民有志によって、まちづくりの取り組みが

続けられている。5) 

 

１０．台湾への古民家移築 

御蔵地区への古民家移築集会所づくりは有意義

な時間だった。台湾被災地とまちづくり交流をし

ていたまち・コミは、もう一度、プロセスを通じ

復興まちづくりの力を共有する場にしようと、

2004 年（作家水上勉氏の父覚治氏が大工で建てた
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古民家を解体。その後、台湾でも建築しようと土

地探しに難航したが、2009年夏に移築に成功した。

台湾と日本の学生等ボランティアが約 5000 人参

加した。6) 

 

１１．おわりに 外部支援者として 

 まちづくりに も必要なのは、“人の力”であ

る。震災当初の御蔵地区は、家屋が焼失して住民

が離散した状況のため、ボランティアが緊急的に

“人の力”を補った。その後も多くのボランティ

ア・学生・専門家等が、地域に人・知恵・資金を

投入している。住民は自分自身の生活再建のため

にしなければいけないことも多く、また専門用語

が飛び交うまちづくりをイメージしにくいこと

等、フォローを必要とする部分が多くあった。そ

こでまち・コミが、支援者と住民の間の翻訳機能

を持ったいつでも気軽に相談できる常駐の事務

局的役割を担った。また震災当初、行政やコンサ

ルタントは、土地区画整理事業のボタンのかけ違

いでなかなか住民とおりが合わない場面もあっ

た。その時、住民の横でその気持ちに共感し、共

に悩み考えられるのが、まちづくり支援をするボ

ランティア、まち・コミであった。ある住民は「専

門家で何であれ、まずは住民の横にいて一緒に考

えて欲しい。それだけで心強く、将来のことを考

える気になる」と言った。 

コミ2008年8月号）

 震災から 5 年を経た頃、自治会が再設立された。

もう戻れない人が自力では戻れないと決まった

頃である。道路と公園も整備され、空き地は多く

残るものの、協議会や（まちづくり）ボランティ

アが必要なのかということが自治会で話題にな

った。今後の活性化のために必要としながらも、

復興のための組織なのだから地区が（ハードの）

復興ができれば解散するのが、ほんとうではない

かと。「協議会やまち・コミがいると、私たちの

まちづくりができない」という意見も出、協議会

は解散した。 

 復興まちづくりの中で、思い当たるところもあ

った。復興が進む中で、「私には関係ない」と思

い当事者性を失っていた人がいる。それを防ごう

と、誰でも参加できるイベントの開催や、共同再

建住宅や地域内の市営住宅の入居支援等を行っ

た。常駐し、いつでも相談に乗れ、イベントに参

加して欲しいと思い、条件を考えた。しかし、条

件が合わず参加できない人がいる。その状況でも、

復興まちづくりは進むし、待ったなしで進めざる

得ないところがある。復興まちづくりの中で自立

し、連携が必要であるのに、外部者まち・コミと

住民で参加できる人が、当事者にならざるを得な

いし、（また住民が当事者になるまちづくりの術

がない。勢いそのまま突き進んでしまう。）それ

で、外部者と住民に依存関係ができてしまう。当

初、専門家や行政と（当事者性の残る）住民の間

に立った素人外部支援者まち・コミが、努力を重

ねる上で、専門家かじりになってしまい、まちづ

くり事業が始まってしまうと、当組織自体も住民

と一緒に汗を流すことが多く、その事業にかかり

っきりになってしまう。その時に、組織として地

域全体を見る目を失ない、当事者住民を受け止め

る事ができないことがあった。 

 また 10 年もすると、まちづくりは地域の政治

力に左右され、停滞せざるを得なくなることもあ

る。特に若い人たちはそのようなしがらみの中に

は入りたがらない。また人間関係により、まちづ

くりの執行部が受益者のことを考えられなくな

る場合がある。そのような時に、直接利害関係の

ない継続的に支援できる外部支援者は、地域の政

治と距離をとることで、会議の場で目的を明確に

することや新しい視点を入れることができる。 

復興まちづくりでいろいろ場づくりができた。

それが皆が地域に愛着を持てる唯一の方法か対

案を出し、どうか考える必要がある。外部者の役

割はその案を出すプロセスの Step をしっかりつ

くることである。その Step が民主的であれば、

参加者は増えるだろ。当団体は、震災から 15 年

をむかえ復興まちづくりの場の中身の作り方を

振り返っている。 
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地域に生き続けると言う論と思想 

 

時田芳文 (株式会社 アルボックス時田) 

 

１．はじめに 

 コミュニティー・アーキテクトと言う言葉を聞き、

地域に拘りながら出身地熊谷で建築を続けて来た我

が本意とは何だったのだろうかと、改めて思うので

ある。私が直接経験して来た地域論、或いは持続の

為の思想を、今日再考する事は、あながち無駄では

無いと思い、ペンを持つ事にした。 

 

２．地域論の 3 つの波 

私の経験した地域論のうねりは、3 つの波に分け

られると考えている。 

60 年代後半から 70 年代にかけて、様々な形で地

域論が議論され始めた。当時旧国鉄のディスカバー

ジャパンという大キャンペーンがあり、モダンな女

性が田舎の駅に降り立ちモンペ姿のおばさんを見て

「これが日本だ」と言うテレビ CM に象徴されたのが

第 1 波。日本が高度成長を遂げながら、中央集権の

強化と工業化社会の成熟を推し進める中で 都市の

内部に作られたエントロピーを地方に排出しなけれ

ばならず、そのための地方の再整備、つまり都市の

強化のための中央で作られた地域主義である。地域

主義と言われながらも地域に主体がなかった時代、

あくまでも中央で作られた地方の時代である。 

この様な中で少しずつ地域論が充実成長し、次の

第２波が起きる。1980 年代、過度な中央集権に対し

て、分権が発想され、行動に移された。スポットラ

イトの位置は中央なのだが、中央から地域そのもの

が照らし出される時代が第２波だと思っている。各

地方自治体の首長と地域は、眩しいスポットライト

を浴びせられ、ある種の眩暈を感じていたに違いな

い。この状況の中で地域の自立とアイデンティティ

ーはイヴェント開催で表現された。第 1 波の地域は

「モノ」、第 2 波は地域に主体性を持たせた「コト」

のレベルである。地域を活性化させるためのイベン

ト主義は一番取り合戦であり、一番を取られたら次

は何を探し出すかという残り物発見競争が第 2 波で

ある。とは言えイベントでまちを興すことは難しい

と各首長が意識をして来て、1990 年代から新たなム

ーヴメント、第 3 波が起きたと思っている。イベン

トから脱却し、生活者が地域に対して日常的に何が

出来るかと考え出し始めたのである。つまり第 3 の

波は｢イミ｣ということがテーマになって来た。単な

る「事」ではなく、「手応えのある意味」が合言葉に

なった。生活者としての固有な行動を通して直接的

な地域貢献を行いながら自分たちのアイデンティテ

ィーを獲得する時代になって行った。 

当然ながら第 1 波から第 3 波までの地域の成熟が

あった事は言うまでも無い。が、それではその後は

どうなったのか。第 3 波まで私自身も直接このうね

りの中に居たが、改めて第 4 波を考えてみる。マー

ケティングでいう｢モノ｣｢コト｣｢イミ｣の次は何か。

私は一つに｢ココロ｣であろうかと思っているが、｢ア

イ｣あるいは「カミ」に成るかもしれない。このシー

クエンスが地域論の第 4 波として具現化されている

かと考えると、なかなかそうはなっていない。 

今日、中央の無力化は地域を支えきれず、地方に

問題を丸投げしてしまう地方分権論が盛んである。

この様な情況の中で、地域論の停滞が始まっている。

まさに国家のレベル、自治体のレベル、そして地域

生活者のレベルと続いて来た論が、ストレートに個

人に向かっている。今日、私達の多くが自信を喪失

している。｢下層階級｣と言う格差があらわに出てく

る中で、個の疲弊と共に地域論も力を失っている。

だからこそ、サスティナブルがキーワードに成り、

コミュニティー・アーキテクトの必要性が叫ばれて

いるのではないか。地域人によるコミュニティー・

デザインの必要性は、至極当然で、好ましい。地域

生活者としてのアイデンティティー、住み込む事の

思想は如何なるものであったか、私は何故に熊谷に

居続ける事が出来たのだろうか。 

 

３．「原域」 

東京から戻った私は、熊谷へ帰って来た事の意味

を言葉としてどうしても欲しかった。そこで作った

造語が｢原域｣、｢原点としての地域｣である。それま

での発想は中央である東京が座標の中心にあった。

この座標軸の原点を自分のいる場所に移動して、も

う一度地域を見直すと言うパラダイムシフトを試み
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たのである。その結果、東京は私にとって座標軸上

の一点でしかないという認識になる。｢原点として地

域｣、｢原域｣と言う言葉の獲得により、私は自由にな

り、力を得た。 

この様に私は、何時でも言葉に拘泥する事で生き

て来た。 

 

４．「内と外」 

そして、地域論を実践する中で私は、｢内と外｣と

言いう言葉を獲得した。私の住宅設計のデザインメ

ソッドなのだが、住宅を｢内｣と｢外｣と言う２つの空

間に分けて考えると分かりやすい。この２つを組み

合わせると 4 つのヒエラルキーが出来る。｢内の内｣

｢内の外｣｢外の内｣｢外の外｣。この 4 つがうまく連続

性を持つと住み易い住宅になることを、学生時代に

意識した。｢外の外｣は道路から庭や玄関までのアプ

ローチ、｢外の内｣はリビングルーム、家庭の中にお

けるパブリックスペースです。｢内の外｣はキッチン

とかダイニングルーム、｢内の内｣はベッドルーム、

トイレ、バスルームなどのプライベートな空間であ

る。これが外から内までうまく続く事で動線の混乱

が無くなり、住み易い住宅が出来る。 

地域論を実践する中で、機会を頂き多くの地方に

御邪魔すると、まちを作るシステムにおいても「内

と外」の論は十分使える事を理解した。地域を考え

た場合、｢内の内｣はそこの生活者、その地域から出

なくても生活できる地の人間、｢内の外｣は熊谷人の

場合、熊谷にしっかりと生活の場を持ちながら外の

人たちとネットワークを持つ人間、｢外の内｣は熊谷

人である私と知り合いで、外の人ではあるが熊谷に

非常に強い興味を持ってくれる人たち、｢外の外｣は

圧倒的な専門家である。これがうまく繋がった時に、

効率的な地域の改革が出来るということに気が付い

たのである。 

私という個人が、｢内の内｣から｢内の外｣、｢外の内｣

から｢外の外｣まで居られる事にも気がついた。私自

身の努力次第で、どのポジションにも私は存在出来

るのである。地域人として生きる立脚点、熊谷があ

るからこそ、「内の内」から「外の外」までリアルに

存在出来たのである。 

 

５．「閉じつつ開く」 

また、｢閉じつつ開く｣という言葉を教えられ、大

いに曲解をして、私は愛と理解した。 

熊谷は極めて伝統のあるまちだから、外から見

ると非常に閉鎖的だと言う。が、どこへ行っても自

分たちのまちは非常に閉鎖的で融通が利かないとい

う言い方をする。歴史を持ち、伝統を持ち、地域と

してエスタブリッシュしているまちは皆、ある種の

保守性と閉鎖性を持っている。正しくは「閉じっぱ

なし｣も、「開きっぱなし｣もいけないのである。｢閉

じつつ開く｣という地域への感性を持たなくてはな

らない。この振る舞いを理解した地域人が、地域の

革新を正しく行える資格者だと思っている。 

 

６．終りに 

この様に、地域に生き続ける意味と意義を獲得し

て３０余年、熊谷で建築を業として遣って来た。少

なくとも、生活者の目を通して、このまちを見続け

ている。多くの出会いを頂き、仕事を通して地域に

育まれた有能な職人達に会う事も出来た。私はその

技能を地縁技術と呼び、正しく活かし、かつその技

術を伝承させる努力を続けている。 

この日常的な行為とそれを支える意識の持続

無くして、サスティナブル・エリア・デザインもコ

ミュニティー・アーキテクトも成立しないと思うの

である。 

すでに漂白し始めた地域に暮らすための我が稚拙

な論と思想を、改めて意識するチャンスを賜った事

に、有難い事と感謝している。 
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（図１）

 

地域のまちなみガイドライン作成のための＜気づきツール＞作成 

5 つの着眼点(レイヤー)とキーワード 

三井ホームデザイン研究所  稲葉 修 

1.はじめに                    

 都市の均質化、地域性を感じる景観の脆弱化が進

んで久しい。近代建築計画の理念、手法の普及・浸

透に加え、地方における中央への憧れ、＜東京らし

さ＞を標榜し続けた結果、かつて＜其処＞に存在し

ていたモノ・コト・空間が喪失されていった。景観

法(Ｈ１６)、歴史まちづくり法(Ｈ２０)が施工され、

行政団体による景観条例が定められてはいるものの、

一般的な内容が多く、地域性を反映、醸造できる内

容はわずかな事例にとどまっている。このような状

況において、誇りを持って其処に住み続け、暮し継

いでいけるまちづくりは、担い手にとって大きな課

題となっている。サスティナビリティを基軸とする、

すなわち地域の環境・空間・文化システムについて

の成り立ち、現状から、これからのプログラムを展

開し継続、運営していくこと、ストック型の住まい、

まちづくりを、そこに暮らす住民とともに発想し育

んで(創生)いくことはまさに大きな課題、目標なの

である。これらの課題に対し、予定されたまちづく

りへと導く道しるべ(ガイドライン)の作成では時代

の変化に対し継続的にそれを維持することは難しい。

担い手が、地域のクォリティとキャラクター(チャー

ム)を共有、創生し、維持運営していける、あらまほ

しいと思える複数の方向性を構想できるまちなみガ

（図２）

イドライン作成のための＜気づきツール(以下、＜気

づきツール＞)＞が必要と考えた。 

 

２.活動の全体像および研究方法         

＜気づきツール＞の開発は、9 回に及ぶ公開セミ

ナー、先進事例を持つ景観行政団体へのヒアリング、

そして文献から全体構想を作成し成果としてまとめ

た。(図１)  

 

３．＜気づきツール＞作成のポイント         

＜気づきツール＞はそのまちに暮らし、まちなみ

形成に実際に携わっている住民や団体等が主体とな

って作成できるものとした。まちづくりの担い手が

お互いに問題意識を共有し、生活者の視点でまちの

文化、魅力、課題を掘り起こし、自分たちの言葉で 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ガイドラインを作り上げることを目指した。そのた

めには、わかりやすく取り組みやすいこと、エリア

や時間の経過に対しても対応できる柔軟さも備えて

いること、地域性を加味できること、等汎用性のあ

るものとした。 

 

４、気づきツール＜成果物＞           

１）＜キーワード＞  

選定した文献、セミナーの記録をキーワード化し、

ガイドラインの可能性があると思われるものを抽出

し、１００に集約した。(図２：現在、さらに精査中) 
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２）キーワードの性格・関連付け 

＜着眼点別レイヤーシート＞

(図５)

（図３）

 

横軸を＜影響度の規模、広さ(域)＞、縦軸を＜実

現度＞とする事で、具体的なアクションと担い手と

の関係を明確にした。前項で選出したキーワードは

このシートの横軸上に配される。縦軸の＜実現度＞

では、｢時間｣、「費用」「投資効果」「地域にとって

の重要度」等、地域毎の多様な要因によって度合い

が異なるためにガイドライン作成の実施において

の評価とした。 （図３） 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

＜５つの(着眼点別)レイヤーシート＞

 

（

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(図４)

 

住まいとまちを将来にわたって維持、継続してい

くための５つの着目点(レイヤー)を設け、相互の関

係性が認識しやすいよう整理した。    (図４) 

■ＬＴ－１ コミュニティ 

そこに暮らす人々の、相互の良好な関係が育まれ

て初めてまちは魅力的な暮らしの場となる。 

■ＬＴ－２ エイジング 

現在、人々が生活することは過去の時間から未

来にわたる長い歴史のひとコマである。エイジン

グ(時を経て味わいを増す)することでそのつなが

りを感じさせ、サスティナブルな意識、住まいと

まちに対する愛着をより深めていくことが出来る。 

■ＬＴ－３ 環境(エコ・サスティナビリティ) 

ＣＯ２削減にかかわるトータルな省エネルギー

が豊かさにつながる。 

■ＬＴ－４ 調和(今迄とこれからの物語) 

既存のまちなみに対する景観的な配慮の基本姿

勢。調和とそうでない方法の両方の策がありうる。

時間的物語の編集的意識がこれからのまちづくり

の可能性を生む。 

■ＬＴ－５ 安全・安心・快適 

日常生活が成立するための基本原則。 

３）＜取組スタンスマップ＞ 

担い手のどのような人(組織)が何を行いやすい

のか、それはどのような方向性と関係するのか。ま

たその達成難度を共有できるマップ。   (図５) 
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（図８）

(図６)

(図７)

（図９） 

(図１０)

４）＜キャラクター サーベイシート＞ 

担い手の各人がまち歩きを行う際に気付き

を書き込めるシート        (図６) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５）＜マスターシート＞ 

各人のサーベイシートを資料にポジティブ

な事象とネガティブな事象の両方について協

議を重ね、ガイドラインの構築を助け、まとめ

るためのシート。  

                 (図７) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６)＜まちなみガイドライン制作シート＞ 

構築された言葉やスケッチ(写真)を整理し、ま

ちなみガイドライン制作のためのシ－ト。（図８） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５、＜気づきツール＞によるまちなみガイドライ

ン制作のフロー  

以下のプロセスで進めることとした。  (図 9) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ＳｔｅｐⅠ 担い手の選定 

ガイドライン作成のためのメンバーは、そのまちに暮らし、

まちなみ形成に直接かかわっている住民、ＮＰＯ、行政団体、

まちづくり専門家(在住していない人の方がよい場合もある)、

学識者、企業(まちなみアーキテクトの資格設立？)等、問題

を共有でき異なる視点からまちづくりに積極的に提言が出来

る人たちを選定する。このキャスティングは最も重要な作業

の一つである。 

■ＳｔｅｐⅡ・Ⅲ 気づきの共有・整理 

５つの＜着眼点別レイヤーシート＞について、横軸に沿っ

て配されたキーワードを縦軸の難易度・実現度(－２～＋２の

5 段階)を加味し各人が考察し記入し協議する。       

(図１０) 

 

歴史についても担い手のメンバーは共通認識を持ち、キ 

ーワード化する。協議によって整理されたキーワードを 

マッピングすることで全体像を再確認する。    

■ＳｔｅｐⅣ 取組の仮設定

   

 

 

 

 

 

 

 

 

さらに、現在 可視的でない地域の空間(構造)、文化、 

 

5 枚の＜着眼点別レイヤーシート＞から選択した取組グル

ープに該当するキーワードを抽出し、まち歩きのためのキャ

ラクターサーベイシート(まち歩き帖)を完成させる。 
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■ＳｔｅｐⅤ 意識の定着化 

複数の対象エリアを設定し、各メンバーがキャラクターサ

ーベイシート(まち歩き帖)を持って実施にまちを歩き、キー

ワードに関係する事象と関係性を意識して調査し、コメント、

画像として記録する。ポジティブだけでなくネガティブな事

象も収集する。 

■ＳｔｅｐⅥ 成果の共有 

ＳｔｅｐⅣ で作成した＜キャラクターサーベイシート＞

をマスターシートに集計する。ここには全員のコメント・画

像を記載し、徹底的に協議を重ねていく。 このステップも重

要なポイントの一つである。 

■ＳｔｅｐⅦ ビジョンの創出(ガイドラインの構成・物語づ

くり） 

ここにおける専門家の役割は大きく、整理された条件から

複数の＜物語＞を作り上げていく高度な編集力が求められる。 

■ＳｔｅｐⅧ 変化に対する即応性 

単一のストーリーだけではなく将来の様々な状況の変化に

対して順応できる複数の物語を用意し、これらをもオープン

にすることで様相の変化への即応性が容易になり、まちなみ

づくりに関するモチベーション維持、向上へとつながる。 

 

６、研究結果・考察               

 このようにしてつくられたまちなみガイドラインは、成果

として表出された方針、ポリシーがなぜ必要か、どのように

してここに至ったのかその論拠を論理的にたどることができ、

見直し、再検討の要請ついても柔軟に対応できる。時代の変

遷に即して長く活用出来るまちなみづくりの指針はまちの歴

史資料としても重要な役割を果たしていける。 

 

７、今後の課題・おわりに             

今後の課題として、 

１、キーワードのさらなる精査⇒５０程度 

２、公～私の散布状態の平均化 

３、担い手の育成・選定の方法論の確立 

４、対象エリアのとらえ方方法論の確立 

５、デザイン(形態)への落とし込みプロセスのガイド、標準

化   

などがあげられる。特に＜まちなみアーキテクト＞という概 

念は、多くの比率を占める既成市街地等の1戸建て計画にお 

いて、担い手となる地域住民や住居計画に関わる組織、担当 

者等にとって＜個(私)的思考＞から＜生活・社会圏＞への思 

考の広がり、コミュニケーションに大きな役割を果たす可能 

性が大きい。実際の現場での検証を重ね、より多くの地域で 

使用されることを目指していきたい。 

※ 本編は、２００年住まい・まちづくり担い手事 

業活動報告書 : (社)住宅生産団体連合会「まち 

な・み力創出研究会」の一部に本年度の活動内容等を加

えたものである。 
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千坪の庭から見えたこと（ローカル駅型エリアマネジメント 10 年目の実感） 

下田 祥裕（NPO 法人 KAO の会理事･事務局長） 

原 拓也（NPO 法人 KAO の会事務局長補佐、㈱ｼｸﾞﾏ開発計画研究所取締役、建築学会正会員） 

 

１．はじめに 

 当会は千葉県鎌ケ谷市の東武野田線鎌ケ谷駅周辺

地区を中心に活動しているまちづくり NPO 法人であ

る。本稿では、これまで公民連携で行ってきた実績

について概略の紹介の後に、私どもが現在考えてい

る、まちづくり手法について提言する。 

 

 

写真-1 現在の鎌ケ谷駅東口の様子 

 

２．これまでの取り組み概要 

(1)当会設立の経緯 

当会は 2000 年 11 月に千葉県より NPO 法人の認証

を受けた。市施行の土地区画整理事業によって「鎌

ヶ谷駅東口駅前広場」が完成し、同駅前街区に地権

者建物「カーラシティ鎌ケ谷」が竣工したのとほぼ

同時に設立された法人である。 

当会設立のきっかけは、同区画整理事業の地権者

が集った「まちづくり懇談会」である。97 年に始ま

った同勉強会の名称が「鎌ケ谷･アメニティ･オーガ

ニゼーション：略称 KAO の会」であり、現在の当会

は同名を継承している。 

区画整理事業で整備した新たな駅前広場は約千坪。

この千坪の広場を“市民の庭”として認識し、行政

に対する一方的要望ではなく、市民参画型で良質な

空間形成と管理・利活用を図りたい。まちづくり懇

談会では、地権者と行政職員とが膝をつき合わせ、

まさに“街の顔”づくりを目的として、熱心な議論

を繰り返し、「良いまちをつくろう」という“共通

の思い”をつむいでいった。 

(2)空間形成の基本方針  

空間形成の面において、まちづくり懇談会が最も

重視したのは「全体的な統一感」である。同規模の

駅を視察する度に、それらの多くが“ちぐはぐ”な

景観となっていることに気付き、地権者の意識は高

まった。また同時に、公共施設と民間建物とのデザ

イン協調も極めて重要であることを認識し、議論の

結果、以下のような基本方針をまとめた。 

①アースカラーをベースとした建物デザイン協調 

②街区内と歩道共にレンガを採用し統一感を形成 

③アメニティ性の高い緑地・植栽空間の形成 

④利活用性の高いウッドデッキ広場の整備 

⑤可能な限り建物下層階に商業テナントを誘致 

 

 

図-1 鎌ケ谷駅周辺地区で実現した主なプロジェクト 

 

(3)実現に向けた担保 

それらを実現する担保性についても多いに議論を

行った。本件の場合、結果的には、地区計画や建築

協定等は結んでいない。それまで築いてきた公民の

信頼関係が強固であり特段の必要性を感じなかった

こと、むしろ大げさにすることで疑心暗鬼が生じる
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ことを恐れたことが主な理由である。 

但し、当時議論した内容を「覚書」としてまとめ、

地権者押印を経て共有した。法的効力はほとんどな

いものの、実際に押印した地権者の自覚と意識を高

め、互いに確認するには十分な効果があったと思え

る。加えて、議論結果を「空間整備指針へのご提案」

としてまとめ、市に提出した。市が同提案を真摯に

受け止め、その実現に向け最大限の努力をしたこと

は、本件成功の大きな要因である。 

(4)管理･利活用の体制づくり 

 空間形成について議論する以上に意見を交わした

のは「真に有益な管理･利活用を行うための体制づく

り」についてであった。「単に整備するだけではだ

めだ」という意識は比較的早期から地権者らに根付

き、エリアマネジメントの中核組織を設立し、活動

の継続性を担保することが地権者らの目標のひとつ

となった。と同時にそのためには経済的裏付けが必

須であり、現在自分達が進めている不動産事業と密

接な関係にあることに気付いた。 

①不動産事業の成功 

 駅前街区に最初に竣工した地権者建物「カーラ

シティ鎌ケ谷」は、実は不動産特定共同事業法にも

とづき、地権者らが出資した匿名組合が主体となっ

た事業である。加えて等価交換方式を併用しており、

1･2 階がテナントフロア（地権者権利床）、3～9階

が分譲マンションとなっている。 

当初は一般の等価交換方式で検討していたが、当

時のデベロッパーの立地評価は厳しく、地権者が主

張する「2階まで商業店舗に」「高品質・高機能の

住宅を整備」などに応じるデベロッパーは見つから

なかった。地権者はいずれも一般市民であり、事業

リスクを可能な限り低減させることは必須条件であ

ったが、「短期的な判断で 10 年先に後悔することは

避けるべき」との考え方が述べられ、全地権者が賛

同。自ら事業者となる手法への挑戦を選択した。そ

の結果、プロジェクトファイナンスを実行してくれ

た地元信用金庫をはじめ、設計施工担当社、販売担

当社等の尽力もあり、決して順風とは言えない当時

の不動産市況を掻い潜るように竣工前に全戸完売。

地権者らは権利床と不動産事業利益を得た。 

②地権者建物の管理業務受託（経済基盤の確立） 

 地権者建物の事業計画と同時に検討していたエリ

アマネジメント組織は、当時施行されたばかりのNPO

法を学び、NPO 法人として設立したが、活動の継続

性を担保するために、経済基盤を確立する必要性が

あることに変わりはない。幸い、前述したように不

動産事業の成功に恵まれたため、地権者らはその権

利床の「管理業務」を NPO 法人 KAO の会に委託し、

賃貸収入の 10%（年間約 350 万円：当時）を委託料

として支払う手法を取り決めた。加えて当会は、NPO

法人認証直後に彼らから 500 万円の寄付金を受領し

た。これらにより当会は、スタート時から継続的業

務遂行能力を持ち、その後実績を重ねることができ

たと考えている。 

 なお、その後 2006 年には、隣接街区に「カーラシ

ティ鎌ケ谷弐番館」が一般等価交換手法により竣工

したが、この地権者建物でも「カーラシティ鎌ケ谷」

と同様に、1～2階を地権者権利床（テナントフロア）

として、当会が管理業務を受託している。 

本地区の地権者らが、自身の事業の成功だけを考

えるのではなく、地区全体の価値向上を目的として

おり、そのために、経済基盤を確立した組織が必要

であると理解したことは、現在の成功の礎である。 

 

 

写真-2 カーラシティ鎌ケ谷と建設中の弐番館 

 

③公民連携による駅前広場管理（市民参画型手法） 

 地権者らが当会に権利床管理業務を委託すること

を決定したように、鎌ケ谷市も、公民連携型の駅前

広場管理手法について検討を重ねていた。結果、駅

前広場の植栽管理と歩道清掃について、NPO 法人 KAO

の会に業務委託することを決定。駅前広場の供用開

始に合わせ、2001 年度から実行された。 

 一方、まちづくり懇談会では「いかにしてこの駅

前広場を“庭”として市民に愛してもらうか」とい

う点についても議論した。結果、「当事者となって

いただくこと」が有効であると結論付け、「景観維

持費負担」という手法を考案した。これは、マンシ
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ョン共益費や自治会費とは別に、駅前広場の景観維

持活動への協力金をお願いする手法である。 

３．まちづくり手法に関する提言 

以上、これまで当会が取り組んできた実績の概略

を紹介した。東武野田線鎌ヶ谷駅は 1日乗降客数 2

万数千人のローカル駅であり、当会がホームベース

とする東口駅前広場は、約千坪のこじんまりとした

空間であるが、その“庭”を取り囲む地権者や住民

等と共に、小規模ながら、エリアマネジメントを実

践してきたと自負している。 

当初難航が予想されたが、先行整備した「カーラ

シティ鎌ケ谷」のマンション分譲に際して、販売担

当社の協力のもと、販売時の重要事項説明に加えて

もらい、その実現を果たした。現在は「カーラシテ

ィ鎌ケ谷」（総戸数 58 戸及びテナント）に加え、そ

の後竣工した「カーラシティ鎌ケ谷弐番館」（同 29

戸及びテナント）、「サンクタス鎌ヶ谷ステーショ

ンファースト」（同 61 戸）の全戸及びテナントに、

各管理組合を通して景観維持費（月々約 250 円：住

戸の場合）を拠出してもらっている。同景観維持費

年間約 60 万円に、市からの管理委託費年間約 180 万

円を加えた、合計 240 万円（民 25%、公 75%）を用い、

当会が駅前広場の歩道清掃、植栽管理等を実施して

いる。まさに公民連携の管理である。 

後段は設立 10 年目を迎えるにあたり、これまでの

経験から見出した、まちづくりに関する「4つの思

い」と「5つの手順」について論じ、当会の提言と

する。 

(1)4 つの思い 

当会が最も大切にしてきたことは“他者との信頼

関係”である。結局のところ、人の心を動かすこと

ができなければ何もはじまらない。以下は、そのた

めに心がけている“思い”をまとめたものである。 (5)イベント展開 

 地権者建物や駅前広場の管理業務を行う一方、「賑

わいの創出」についても当会設立当初より、積極的

に実施してきた。 

①他者の尊重と共通項における協力 

様々な取組みを行うために“他者”との連携は必

須である。その際最も重要なことは他者（の主張）

を尊重することである。そして、双方の目的の中に

「共通項」を見出し、その部分において協力関係を

構築することである。それ以上踏み込みすぎないこ

とは、永続的活動に必要な“作法”と考えている。 

 まずはじめに着手したのは、整備された駅前広場

を舞台とした新事業「イルミネーションイベント」

である。市の助成を受けて実施したこの事業は現在

も市の恒例事業として継続しており、2009 年 12 月

に第 10 回を開催する。また、地元自治会や商店街振

興組合と連携した夏祭りの実施や、市の多目的ホー

ルを舞台としたコンサートの実施、市の若手職員の

企画による「寄席」の実施（同事業はその収益を市

の文化資産の保全活動に循環させる仕組みをとって

いる）など、様々な展開を行っている。 

②存在の分かり易さをつくる 

優れた仕組みには細かい説明を要さない。当会は

そういう存在をめざしてきた。当会の主目的は「街

（駅前）の顔づくり」であるが、分かるように、そ

れは法人名に表現している。また、当会の事務所は

「カーラシティ鎌ケ谷」の 1階に設置し、常にオー

プンにしている。収益性の高い事業床を奢っている

点は地権者らの支援策のひとつであるが、エリアマ

ネジメントの事務所は、誰の目にも触れる存在であ

るべき、というのが当会の持論である。 

 

③まず権利を持つ者が自らの責任で夢に賭ける 

まちづくりには大なり小なり投資を伴う。エリア

マネジメントと表現する場合はなおさら、というの

が当会の認識である。既に述べた通り、鎌ケ谷の場

合、当初の「まちづくり懇談会」は極めてクローズ

ドな存在であった。彼らはまさに「まちづくり」を

構想していたが、そのことを世間に周知する前に、

自らの責任で投資を実行した。まちづくりを議論に

終わらせないためには、まず権利を持つ者が全体の

価値向上について真剣に議論し、自らの責任でその

写真-3 ウッドデッキ広場における夏祭り 
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夢に賭けること。この点を当会は極めて重要な要素

を考えている。 

④見える範囲の目標、成果を大切にする 

まちづくりは“山頂のない山登り”のようなもの

である。登り続けることでこそ発展し、立ち止まれ

ば抜かされる、寝てしまえば転げ落ちる世界である。

また、その道のりは大抵霧につつまれており、実は

リーダーもハッキリと道順を分かってはいない。だ

からこそ、リーダーは目的に向かって歩み続ける“強

い信念”を持つ必要がある。同時に重要なことは、

同道してくれる人たちに、“見える範囲の目標を提

示”し、その“成果や満足感を提供し続けること”

である。霧の奥のおぼろげな目的を声高に叫んでみ

ても、人の心は動かせないというのが当会の認識で

ある。 

(2)5 つの手順 

 以上述べた「4つの思い」を大切にしながら、当

会はこれまで歩んできた。以下は、当会のこれまで

の実績が一定の評価を受け得るものであると仮定し

て提言する、まちづくりの“手順”である。 

①永続的生存の確立 

手順の第一は、中核的組織の永続的生存を確立す

ることである。当会の場合は既に述べた通り、当会

の主メンバーである地権者らが自ら投資した不動産

事業をバックボーンとし、当会初期の経済基盤を確

立した。また更に、その後開発された街区の地権者

建物においても、同地権者の賛同を得て、その管理

業務を当会の収益事業とすることができた。 

“山頂のない山登り”であるまちづくりにおいて、

中核的組織は理論上、永続的存在でなければならな

い。そのために可能な限り安定した収益事業を位置

づけること。これが手順の第一となる。 

②当事者を増やす 

 手順の第二は、当事者を増やす仕組みである。鎌

ケ谷の場合は既に述べた通り、「景観維持費の負担」

という手法で当事者を増やした。その後は各種イベ

ントを通して“強力な助っ人”を見出し、現在は、

当事者意識の高い人的ネットワークを有している。

しかし、これをはじめから無理に行おうとすると、

逆にブレーキとなってしまったり、方針にブレが生

じる場合があると考えている。 

③小さくとも着実な行動･成果を示す（示し続ける） 

 手順の第三は、着実な行動、成果を示すことであ

る。鎌ケ谷の場合は初年度からはじめた「イルミネ

ーションイベント」に端を発し、その後はコンサー

ト事業やライブイベント等のオリジナル新規事業を

展開してきた。当会のプロジェクト遂行力について

一定の信頼を得ることに繋がり、何よりも行動･成果

を着実に示すことは、人の心を動かすために必須で

ある。事業の規模は関係ない。重要なことは、それ

を“示し続ける”ことである。 

④他組織との連携 

 手順の第四は、他組織との連携である。取組みを

更に展開させるためにも、地域に根差すためにも、

既存団体をはじめとした他組織との連携は必須であ

る。  

それに際しては前述した通り一定の“作法”が必

要であるが、必ず共通項は見つかる。多くの組織は

課題点を抱えているが、共通の目的に向かって連携

することで、それらの課題が解決することも少なく

ない。そしてこれは自身についても言える。手順の

第四は、互いの相乗効果をめざし、一定の作法をも

って連携すること、である。 

⑤事業を任せる 

 手順の第五は、新たな担い手づくりである。まち

づくりで成功しているケースの多くには、比較的個

性の強い“リーダー”がいるはずである。完全な協

調型でリーダーレスの成功例を当会は知らない。し

かし一方で大きな課題と思うことは、まちづくり活

動の経験値の大半は、（本人が望まなくても）リー

ダーが獲得してしまうということである。つまり、

次世代を担うためのリーダーを養成するためには、

リーダー席に就かせるしかない。 

そこで当会では少しずつ、業務を切り分けて、一

部メンバーに任せて始めようとしている。まずは既

存事業の「検証」や一部イベントの「企画」などか

らはじめているが、近い将来は小さくとも一つのプ

ロジェクト全体を任せてみたいと考えている。 

当会が考える対象者の要件は「現リーダーに対す

る依存意識がないこと」である。自分自身の感性や

着眼点を持ち、行動力と牽引力がある人材であれば、

例え学生であっても任せてみたいと考えている。 

担い手づくりはどの組織にとっても大きな課題で

あるが、手順の第一から第四を踏まえずに第五を行

うことは困難というのが当会の認識である。（下田、

原） 
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市民と一体となった「府中建築文化フォーラムのまちづくり活動」 

 

安部貞司 （日本設計 / 府中建築文化フォーラム） 

 

１．はじめに 

 東京の府中市で、まちづくり活動をおこなってい

る団体「府中建築文化フォーラム」は府中在住、在

勤の建築家、都市計画家、環境デザイナーなど街づ

くり分野の専門家の集まりである。自分たちが住ん

でいる町の街づくりに、専門家であり住民という立

場で一緒に地域資産を活かした街づくりや景観につ

いて考えてきた、その活動は１２年になる。 
その間、人口減少社会が本格的に到来し、都市計

画やまちづくりの方向も急速に変化しつつある。開

発基調から空間の質向上、自然環境保全（環境共生）、

既存施設の維持管理・再利用などの重視、効率性と

スピードから、人が主体となった持続的で地域の文

脈や歴史を重視した、市民が実感できる都市づくり

へのパラダイムシフトなど、確実に新たな展開がお

きていることは日常の中で感じていることである。 

2005 年には、いわゆる「まちづくり三法」が改正

された。改正の柱は都市計画法の改正であるが、将

来ビジョン、住民参加や情報開示のあり方など都市

計画の原点の議論が行なわれていないのは残念であ

る。しかし、都市のにぎわいを促すように制度を整

備して高齢社会を視野に入れたコンパクトなまちづ

くり、住みやすい都市の姿を模索することは重要で

あろう。 

５年前には景観法が制定され、景観を創造するこ

とに対する自由度を法的な手段でどこまで保障でき

るかという課題は残るが、景観という価値を市民が

大事にして美しい景観や街並みをまもり、魅力的な

都市を創ろうといった自分達の住んでいるまちの景

観向上や街づくりへの成熟した社会での意識も高ま

ってきたといえる。醜い景観がようやく認識され「美

しい」景観の再生、文化的固有の風景が消失してい

る危機認識を暗に示している証しとも言える。 

特に歴史資源を多く有する府中においては、それら

を活用した街づくりは重要課題である。 

 

２．府中インターユニバーシティ２００７ 

そのような時に、「府中建築文化フォーラム」が主

催して多摩地域・東京西部の大学と連携して府中の

まちづくりや景観整備を考える「府中インターユニ

バーシティ２００７」が開催された。「府中インター

ユニバーシティ２００７」は、公大連携の事例とは

異なり、市民団体と大学が連携して実施したもので

ある。東京農工大、明治大、日本大、多摩大、工学

院大、東京電機大、女子美術大、武蔵野美術大、文

化女子大、の学生や研究室が参加して府中の歴史遺

産のまちづくりへの活用策、中心市街地の活性化策

など府中の魅力的なまちづくりに寄与する提案が出

された。 

「＊指導教員： 千賀裕太郎（農工大） 山本俊哉（明治大）

宇杉和夫（日本大） 望月照彦（多摩大） 倉田直道（工学院大） 

柴田滝也（電機大） 中嶋猛夫（女子美大） 井上搖子（武蔵美

大） 谷口久美子（文化女子大）」 

府中市は、馬場大門のけやき並木沿道の街並み景

観づくり、駅直近の市街地再開発事業、旧甲州街道

の街並み整備、各種公共施設の整備、用水・水と緑

のネットワーク、文化資産を活かしたまちづくり、

景観計画の見直しなどの市域全体の景観整備等々、

中長期のまちづくりの課題も少なくない。とくに、

府中市の今後の課題は空間の質的向上が何より大切

である。そこで、府中市の外から見た時、どのよう

な可能性あるいは検討すべき課題があるのか、専門

家の先生や学生と意見交換を行なうなかから新鮮な

指摘と提案がされることを期待して多摩地域・東京

西部の大学間連携プログラムによる、府中のスタデ

ィと意見交換によるまちづくりセッション「府中イ

ンターユニバーシティ２００７」を実施した。 

建築、都市計画の学科に限らず社会学系の研究室

にも参加を頂き、大学での教育プログラムあるいは

大学院での計画研究として「府中の快適空間、魅力

の発見とパワーアップの提案」を設計授業や研究の

共通課題として取り組んで提案していただいた。そ

の前段で、４月２２日には参加大学の学生約１５０

人と先生達が一緒になって府中の課題見つけと、ま

ち探検を行った。それらを基に検討・スタディが行

われ各大学より選ばれた３２の提案作品が提出され

た。７月１６日から一週間、市のギャラリーで市民

に展示公開とアンケートを行ってきた（アンケート結
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果の詳細は報告書を参照）。 

７月２１日に、その提案の発表会とシンポジュー

ムを開催した。発表は各大学が２作品を選考し、計

２１の提案の発表が行われた。その後、コメンテー

ターとして東京農工大学教授（府中市景観審議会）

亀山章先生と各大学で指導した教員と市民によるパ

ネルディスカッション形式の意見交換と講評・審査

会を行い最優秀賞、優秀賞、奨励賞が決定した。  

また、展示会場での市民アンケートで評価の高か

った提案には特別賞が授与された。聴衆の多くは市

民であるが意見交換では、建築やまちづくりを志望

する学生や会場に参加した多くの専門家も交えて大

変面白い議論があった。 

①「大国魂神社前の馬場大門ケヤキ並木の街並みの

魅力向上策」（最優秀賞・明治大 院生） 

②「競馬場やその周辺の整備・活性化策」（優秀賞・

文化女子大） 

③「携帯電話を活用したナビゲーションシステムの

提案」（優秀賞・武蔵野美大） 

④「国際通りの活性化・魅力向上策」（優秀賞・東京

農工大） 

③「国府と用水を活用したエコミュージアム構想」

（特別賞・日本大 ） 

府中の大学間連携プログラムの場合は、府中市の

市民提案型市民活動支援事業として「府中建築文化

フォーラム」が主催して、建築、都市計画に限らず

社会学系も含めた全大学が連携して教育プログラム

に位置づけて共通の設計課題、計画研究として「府

中の快適空間、魅力の発見とパワーアップの提案」

について検討して、大学間で競争的に提案を行うこ

とが特徴である。 

地域を知る人達は、難しい問題や課題があること

を知っているだけに具体的に成り難い場合があるが、

実務社会と距離を置いた学生の提案は、「あると良い

街の姿を描き」しかもその仕組みまでも提案してい

る独自性にある。 

今回の経験から、大学と地域社会との関係は、あ

まり互いが補完しあうのではなく緊張感をもって協

働するところに大きな飛躍があるように思えた。 

指導の先生と取り組んだ学生には大変な作業とな

ったが、地域の大学の「現場生成型教育」といって

も良い今回の成果を、学生が直接市長や市民の前で

提案するという非常に刺激的で重要な企画であった

と思われる。何よりこの３ヶ月間に延べ１０００人

以上の学生が府中を知ろうと市内を踏査したことは、

府中市にとっても素晴らしい出来事であった。少子

高齢化で若者の姿が見えにくくなった中での貴重な

若者発見の場となった。 

 

３．「府中建築文化フォーラム」のまちづくり活動   

(1) 市民提案「府中市民が考える、景観・まちづくり」 

府中市は、武蔵野の 丘陵と平野のｴｯｼﾞにあり、 穏

やかな自然に育まれた住みやすい環境の中で首都近

郊の中核都市として発展してきた。首都圏の一角に

ありながらまだ自立性を保持し、恵まれた地勢・歴

史的伝統のあるまちである。これは武蔵国府、大国

魂神社、旧甲州街道、多摩川や自然、それらが府中

のアイデンティティをつくっている。市民に呼びか

けて、府中の景観・まちづくりについて考える市民

ワークショップを行なってきた。身近な府中の地域

を調べ地域的特色や課題を発見し、掘り起こした地

域の誇りを再評価し景観向上や街づくりに活かす方

策を検討しようというものであった。府中建築文フ

ォーラムの１２年間の一貫したテーマ「まちづく

り・景観」について、市民と共に知恵を絞って、市

民がまとめた景観・まちづくり計画案を完成させた。

その成果をシンポジュームで市民に公開し、報告書

「市民が考える、府中の景観とまちづくり」として

発刊、２００６年１月に「市民提案書」として府中

市長に提出しプレゼンテーションを行った。市民の

ワークショップでは府中の資産である、ケヤキ並

木・旧甲州街道の街並み、多摩川・崖線の景観、用

水を活かした街づくりの３つのテーマについて自主

的に検討したものである。 

①ケヤキ並木、旧甲州街道の、賑わいのある美しい

街並み形成について 

府中の街の伝統的品位、おだやかで秩序ある街の

雰囲気、はるかな往時を偲ぶ歴史的佇まいや宿場の

街並みなどを今に伝える街である、旧甲州街道沿線

は宿駅の歴史を引き継ぐ府中らしい都市景観に、ケ

ヤキ並木と一体となった美しい街並み景観を形成す

る。高齢者が歩いて買い物できる歩行者天国として

中心市街地の商機能を高め生活しやすい環境を整え

たい。 

②多摩川や崖線の景観を大切にしたまちづくりにつ

いて 

崖線や多摩川の景観を大事にするためにどのよう

なことができるか。府中の重要な都市骨格である多
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摩川や崖線の再生は緑地の確保となる。多摩川沿い

には、かつて民家が立ち並び、民家の正面は多摩川

の方を向いていた、そのハケの道（イカダ道）を両

市堺まで歴史資源を活かした身近な散歩道として整

備し、景観や地域発見を楽しみながら体力をつくり、

そしてまちの活性化につなげたい。 

③用水を街づくりに活かす方策について 

江戸時代からの穀倉地帯であった多摩地区の産業

遺産である用水は、多摩川の崖線と一体となって多

摩川低地の原風景を形つくってきたが、近年の社会

状況中で様々な課題を抱えている。その保全・修復

を図ることにより府中らしい風景を創出し、生活の

中に活かしていきたい。用水路を活かしたまちづく

りや用水を今後に活かしていくための市民組織づく

りを提案する。 

府中のように、まだ自立性を持っているまちでは、

市民がまちに抱く愛着心やまちづくりへの希望が市

民力となって大きな力となる。市民にとってのまち

づくりは教育・文化や福祉を含む市民生活全般の快

適性であり、住みやすさや心地よさ、郷土の誇り、

愛着の持てるまちづくりといった「質」が重要とな

る。人口減少社会に転じていく中で、数量を計画し

数字のコードによるヒエラルキー誘導から、文字の

コードによる感性の計画も求められている。「創る・

開発する」から今ある資源やストックを活用する「環

境をマネージメントし編集する」地域づくり、社会

資本の整備と同様に文化資本としての環境形成整備

も期待されているように思われる。 

 

(2) 府中建築文化フォーラムの１２年の活動 

府中建築文化フォーラム」は、自分たちが住んで

いる町の街づくりについて、専門家であり住民とい

う立場で考えて、その活動は 1２年を越す。 

➤１９９８年から１９９９年に、府中の良さを発見

し街づくりに活かしたいとの主旨で、市民と「街づ

くり探検隊」を結成し府中らしさ発見ウオークを実

施した。３年がかりでその良さをまとめた「府中ら

しさ発見マップ」全 5 編を完成した。自分のまちを

知るマップづくりや総合学習が始まった年で、学校

の先生、自治体からの問い合わせも多い。 

➤２０００年から２００２年は、まちづくり分野を

専門とするメンバーが講師となって「街づくり市民

塾」を 1１回開講。 併せて各方面の専門家を講師

に連続「市民シンポジューム」を 3 回開催し、２年

間にわたり地域資産を活かした街づくりや景観に

ついて市民と共に考えてきた。 まちづくりの勉強

塾は、当時はまだ貴重な事例であり、市民が主催し

ていることはさらに注目される。 

市民塾講師： 土田旭 安部貞司 青山直幸 稲田信之  

落窪一人 高谷時彦 湯浅栄理子 岡田雅代 秋元優子 大島

光博 佐藤浩美 

市民ｼﾝﾎﾟｼﾞｭｰﾑ講師：中野恒明 田代勇生 亀山章 田口敦子 

吉田慎吾 近田玲子 倉田直道 望月照彦 

➤２００１年から、周辺地域とのネットワークの必

要性から「多摩川まちづくりネットワーク」の設立

に中心的に参画し、「多摩川街づくり会議」を毎年

開催している。 「多摩川まちづくりネットワーク」は、

多摩川を軸とした地域で、地理的、歴史的に関わりが深く、生

活環境が似ている中流域の 7 市（日野、国立、府中、多摩、稲

城、調布、狛江）で活動している団体のネットワーク 

➤２００３年に、これまでの活動や成果をまとめた

冊子 2 冊を発刊した。 

（VOL1・府中の歴史と自然を活かして/ VOL・２府中

のまちのデザインに向けて） 

➤２００４年 第一回「府中市都市景観賞」のまち

づくり活動部門を受賞 

➤２００５年 日本建築学会主催の「都市建築の発

展と制御に関する設計競技」に府中建築文化ﾌｫｰﾗﾑ

のﾒﾝﾊﾞｰで応募。斜面緑地と屋敷林を内包する都市

建築の再構築、都市緑地のあり方をﾃｰﾏとした「府

中崖線・はけの道の再生」が入賞。 

➤2004 年から 2005 年は市民を募り、3 つのテーマ

で「市民が考える、府中のまちデザイン」の市民ワ

ークショップ行なってきた。府中の資産である多摩

川、崖線、ケヤキ並木、旧甲州街道の街並み、用水、

を活かした街づくりについて検討した。  

➤２００５年３月に、ワークショップの成果を「府

中の景観とまちづくりを考えるシンポジューム」で

発表。その報告書「市民が考える、府中の景観・ま

ちづくり」を発刊、市民が主体的に街づくりを考え

る市民力を示す。 

➤２００６年 1 月,野口忠直府中市長に 「市民が

考える、府中の景観・まちづくり」について市民提

案を行う。その後に、府中市が景観行政団体となっ

て積極的に景観行政を推進する助力となる。 

➤２００７年は、多摩地域・東京西部の大学と連携

した「府中インターユニバーシティ２００７」を開

催した。 
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11 大学の学生から「府中の快適空間、魅力の発見と

パワーアップの提案」が行われた。７月に府中の魅

力を発掘する３２の提案を市民に展示・発表と、パ

ネルディスカッションを開催し優秀提案、他を選考。 

➤２００８年３月に、学生からの「府中の快適空間、

魅力の発見とパワーアップの提案」をまとめた報告

書を、野口忠直府中市長にプレゼを行う、「大国魂

神社、馬場大門けやき並木周辺の魅力向上」や「公

共 空間の活用策」などについて、今後の府中市景

観計画などへの検討が期待される。 

➤２００８年 6 月 「府中建築文化フォーラムの、

市民と一体となった一連のまちづくり活動」に対し

て、第 6 回（2008 年）日本都市計画家協会賞の審

査員特別賞が授与された。  

➤そして今年から来年には、社会実験『蘇る街 武

蔵府中の夜景プロジェクト』・『景観施策を活かした

地域の新しいまちづくりー府中へ』のシンポジュー

ム開催を２０１０年に予定している。府中市には

様々な歴史的資産がある。一方、景観法の制定に合

わせていち早く景観行政団体となり景観行政に取り

組んでいる。わが町の地域の資産に注目し、夜の景

観を通してまちの美しい景観整備の重要性を認識す

ると同時に歩いて楽しい街のあかり、あかりからの

景観・まちづくりを市民皆で考える。併せて、映画

『降りてゆく生き方』の特別上映を行い、経済的な

豊かさの先に見えてきたもの、まちづくりを中心に

自然・共生・そしてその先に見えてきた新たな希望

とは何かを考える機会としたい。 

 

４．ますます重要になる、まちづくりの担い手 

 都市計画法の提案制度や都市マスなどの市民参加

を機会に全国的に建築家やまちづくり分野の専門家

が地域づくりに関わる機会が多くなった。 

地方分権や景観法の制定によってますます地域政

策が重要となってきた。景観法の制定は全国のまち

づくりの現場では大きな景観議論の出発点となった。 

建築や都市計画の法制度などあらゆる社会基盤は

高度成長の右肩あがりを前提としてきました、それ

は効率よく事を運ぶ分業でもある。人口減少社会に

転じた今、景観・環境重視型のまちづくりへの社会

の価値変化に伴い、まちづくりの担い手にも変化の

証があらわれている。市民、企業、地域の専門家、

NPO などの多様な担い手がさまざまな形でかかわる

ようになってきた。市民参加の拡大で参加のまちづ

くり・参加のデザインも根付いてきた。 

しかし、景観という価値をコミュニティーが大事

にしたい、美しい都市・魅力的な都市を創ろう、歴

史的建造物・資源、産業遺産をまちづくりに活かし

たいといった問題には建築、都市、造園・ランドス

ケープ、土木といった専門分野を超えた横の連携、

長期的視野が重要となる、行政も高度な専門性を持

って計画を推進しなければならない。 

景観整備や都市計画に対する自治体の取り組みも

活発化してきたが、まちづくりはガイドラインや条

例でことが済むわけではない。将来の見通しがこれ

まで以上に不透明で複雑化してゆく現代社会にあっ

た専門的対応が迫られている。計画内容もさること

ながら、市民の幅広い理解と協力を得られるきめ細

かな努力が求められ、市民が納得のいく進め方が期

待されている。今後は行政の縮小も裂けられない状

況の中で建築の計画や街づくりを進めてゆかねばな

らないということは、地域における専門家の関わり

や役割、まちづくりでの地域の大学との連携がます

ます重要となってきた。特に基礎自治体においては、

建築・まちづくり・都市計画では地域の専門家の参

加が不可欠であり、専門家がその役割を果すための

条件整備が急がれる。 
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まちづくりに都市計的感覚を持つ建築家の果たす、重要な役割 

（住まいの身近な環境づくりから→ 都市に向けて） 

鈴木清史 （鈴木清史計画設計室） 

 

２．行政と市民、住民の間には深くて、暗い溝が在る １．重要な二極の視点 

１．に述べた状況から住民活動は行政に対して以下

のような要求をすることが多い。 

住民の身近な環境を良くしていきたいとの想いで行

う市民活動は、傾向として仲間意識に支えられた 

＊ 単純な部分的要求を突きつける。 自己完結的な少し閉鎖的な、傾向に陥り易い。市の市

民活動センターで活躍する同僚は、｛行政も縦割りだが、

市民活動も縦割りだ！｝と少々嘆いている。事実私ど

もの活動ＰＲで同ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ催しに参加して、市民相互

の活動の連携への関心は決して高いとは言い難い。 

また自分たちの活動地域の既存の都市的諸条件（用途

地域、都市計画道路の有無、区画土地整理事業、緑の

基本計画、等々）、歴史、自然、商業などの現状を事前

にﾁｴｯｸすることを、忘れがちである。つまり町を読む

ことを怠りがちで、想いだけが先行する傾向にあるよ

うに思う。 

＊ 身の回りの悪い状況は行政の責任としてｸﾚｰﾑをつける。 

＊ 他の団体と似たような要求を行政にﾊﾞﾗﾊﾞﾗにして、連携がない。 

＊ 行政の現行制度を無視して要求しがちなので、行

政の消極的で不親切な対応に苛立ちと不満が募る。 

一方行政側は 

＊ 市民からのｸﾚｰﾑを出来る限り少なくする方向で 

仕事をしがちになる。（受身の仕事） 

＊ 住民の要求は部局を跨ぐ事が多いので、他の部局

のことまで口を出せない。（＝たらいまわし） 

＊ 部局相互の関係が希薄なので柔軟な、豊かな発想

が生まれない。（結果的に消極的対応） 一方都市計画側（ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄを含め）では都市全体から、

つまり上からの視点で線引き、計画がなされ、足元の

住民の生活観が乏しく、生活道路と都市計画道路との

有機的関係は時に失はれることが多い。また街路樹や

小さな地区公園や屋敷林、斜面林との関連性を計算し

た、緑系の計画を見ることも少ないように思う。つま

り鳥や虫たちの渡り道、また人の散歩や通勤、通学路

等の心の中のﾈｯﾄﾜｰｸと云った有機的つながり。 

＊ 新しい制度的提言は、作成に当たるｺﾝｻﾙﾀﾝﾄが発注

側の立場となり易いので柔軟な部局横断的ｱｲﾃﾞｲｱ

は出難い。 
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関係を作る 
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図１ 大きな視点からのまちづくりへ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 要求ではなく提案参画型の市民活動へ 
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 ３．パラレルな立場で、議論をし、多様な要素を取り

入れたアイデイア（案）を抽出する。 
ﾌｲｰﾄﾞﾊﾞｯｸ 

ﾌｲｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

人が集まった時、有効な議論をし、創造的な提案を

くみ上げることが一般的に不得手である。ある協議事

項について議事を進める場合、多くは説明型の会議に

なり易く、既に提示された内容の是非か、修正の議論

となり易い。 参加者全員の平衡な立場での議論と、

創造的ｱｲﾃﾞｲｱを生み出すことが参加者の意思の反映と、

活き活きした活動意識につながる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ フアシリテーターの必要性 

 

多くの人の意見を分かり易く、表示、適宜整頓しな

がら、議事を進めるには、図形や表また文字の表情の

変化による意味づけなど、フアシリテーターの高い能

力が要求される。誰にでも出来る作業ではなく、建築

家、都市ﾃﾞｻﾞｲﾅｰが果たすべき役割ではないだろうか。 

 

４．沢山の不確定要素、諸々の条件を踏まえて、意見 

を聞き、調整、立案、最終的に実現する。それは通常 

建築家が行っている業務。 

まちづりは多岐にわたる問題と多種多様な人々が参

加して進められるものであり、これで無ければならな

い。では無く、このあたりが一番良いのではないか、

と言う、時にいわばアバウトな幅のある解決が望まし

いのではないか。緻密な専門性よりも幅広い大きな視 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４ 総合的幅広い判断を必要とし人と人との関係を大切に

した実行性のある行動力がもとめられる。 

 

野で物事を捉えることが必要である。つまり、それは

通常建築家が業務として行っていることの延長線上の

ことなのである。しかしながらその解決案は、出来る

限り創造性豊かで、活き活きしたものであり、参加者

がまちづくりへの夢を抱き参加する喜びを感ずるもの

でなくてはならない。まちづくりは住民一人一人が、

自分の存在を確認できる場でもあるのだから。建築家

は単に機能的な建物を設計するのではない。その町に

暮らす人々に対し、永く存在するであろう建物が愉し

さや心地よさを提供できる環境の一つで在るべきなの

だと言う意識が必要なのは云うまでも無い。 

１．から４．までに述べたように、まちづくりを続

けてきて、建築家、が如何にこの分野に必要であるか

を実感してきた 12 年であったと言って過言ではない

と思う。 

以下に現在進めている「こうぬま・水と緑を楽しむ

会」の活動の主旨、経緯などを記し、今後益々市民参

加のまちづくりが盛んになってゆくなかで、ぜひとも 

建築家諸兄の積極的な関与を期待するものである。 
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写真 1．灯籠流し 

図５．項沼川・高沼用水流

写真 2．通り 

写真 3．用水水遊び 01 図７．河童の森 案内図 

写真 4．用水水遊び 02 

市民・行政・企業の協働による手づくりの森 
 こうぬま・水と緑を楽しむ会と地元自治会、都市づくり NPO

さいたまの三者が、さいたま(都市公園課)と協定を結び、JR 埼

京線・新幹線の環境空間を、市民の手で高沼用水と一体になっ

た森にしていく活動が 2004 年より始まっている。それは、埼

京線とほぼ平行して流れる水路、高沼用水を活かした環境づく

りへの提案であり、都会の中にありまがら素堀りのまま残され

ている貴重な水辺と、その周辺にわずかに残された屋敷林や田

畑など、都市開発により失われつつある自然環境を守り育てて

いく事が主な活動である。 図６．高沼用水流域と河童の森 
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サスティナブルエリアデザインとまちづくりアーカイブ 

 

青木 義脩  松田 完司（さいたまの森アーカイブ） 

 

１．はじめに 

平成１９年７月、さいたま市及び埼玉県のまちづ

くりを都市と環境・景観のアーカイブについて収

集・展示・解析・交流する等の活動によって促進し、

もって豊かな環境と優れた景観に抱かれた埼玉づく

りに貢献することを目的として「さいたまの森アー

カイブ」が有志によって設立され、これまで数回の

イベントを実施してきた。 

「さいたまの森アーカイブ」は、新たな生活空間

や都市空間形成を進めようとするこれからのまちづ

くりにとって都市と地域の原風景、あるいは都市の

原形を再確認することが極めて重要な課題であると

考えている。 

都市や地域には、それぞれの変遷過程を経た固有

の歴史を有しているが、その継承すべき歴史的な場

所や歴史を育んできた建造物の多くは近代化の過程

で消滅していった。 

また、地域の中には近代以前から、また近代化の

中で継承・形成されてきた都市空間や田園空間も少

なくない。 

これら地域における歴史的な空間や象徴的な空間

に係わるハード、ソフト両面にわたる多様な資料を

アーカイブとして構築する必要性を認識し、この「さ

いたまの森アーカイブ」が誕生した。 

 「さいたまの森アーカイブ」は、誕生したばかり

であり、活動実績は少なく、アーカイブの蓄積もこ

れからの課題である。アーカイブは単に専門家集団

が利活用する専門的で難解な記録を留めるのではな

く、広く市民に情報発信することに大きな意義があ

り、市民との情報共有を図ることによって地域のア

イデンティティが醸成され、まちづくりの協力者や

理解者、そして指導者が育っていくことを期待した

いと考えている。 

もちろん、「さいたまの森アーカイブ」は、地域で

活動する建築家やまちづくりプランナーなどの方々

が「地域の環境・空間・文化システムを継承するデ

ザイン」を考える上で、有用な資料となるようにし

たいと考えている。 

 

２．まちづくりに関するアーカイブの蓄積 

 地方自治体における住まいやまちづくりの記録に

限れば、統計的な記録、事業実績等の数値データ、

法令等で定められた定量的・定性的な資料、マクロ

的な地図情報などが多く、歴史、景観、社会環境な

どを網羅する記録は少ないといえる。しかし、教育

関係部局においては古文書、史料、地図を始め、文

化財関連の資料なども蓄積されており、有用かつ貴

重な記録が相当量存在していると思われる。 

 これら広範な分野にわたる資料を収集し、解析し、

整理していくには膨大なエネルギーを必要とするが

「地域の環境・空間・文化システムを継承するデザ

イン」を創出していくためには必要不可欠であると

思われる。 

アーカイブのイメージについては、前述したよう

に、一般市民にも容易に理解できる内容にすること

が重要であるとともに、児童、生徒などが地域の歴

史、文化などを学習する際の参考になるものを目指

すべきであると考える。そして、いうまでもなく建

築家やプランナーが構想や企画・計画を立案する段

階で十分な示唆を与えることができるよう記録や資

料を予め解析しておく必要もあると思われる。その

場合、地域の自治体のまちづくりに関する方向性や

まちづくりの具体的な計画等を十分斟酌した上で、

記録を整理しておくべきである。 

 

３．アーカイブの活用による「地域の環境・空間・

文化システムを継承するデザイン」の展開 

「地域の環境・空間・文化システムを継承するデ

ザイン」とは、地域における建築行為やまちづくり

に関する様々な活動が、このアーカイブを活用しな

がら、あるいは参考にしながら進められ、具体化し、

積重ねていくことによって、地域におけるデザイン

として定着し、多くの人々に認知されていくものと

思われる。 

近代化以前に地域で育まれてきた住まいやまちづ

くりに関する普遍的なルールは、地域の気候や風土、

産業を含む様々な社会システムなどと係わりながら

長い時間をかけて認知されてきたからこそ、地域の
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人々の間に根付いてきた。 

「地域の環境・空間・文化システムを継承するデ

ザイン」を確立していくためには、相当な時間と幅

広い活動が求められるが、これからの社会は、高い

経済成長やそれに伴う大規模な都市開発、人の移動

が減少傾向になり、いわゆる成熟、安定、回帰とい

ったキーワードで表象される社会環境下に置かれる

のではないかと考える。 

その意味では、「地域の環境・空間・文化システム

を継承するデザイン」は、時期を得たテーマである

とともに次世代そして次次世代へ継承していくべき

息の長い非常に遠大なテーマになると考える。 

 

４．アーカイブの構築に関する考察 

「地域の環境・空間・文化システムを継承するデザ

イン」にとって、前述の「まちづくりに関するアー

カイブ」は、デザインを考える際の基本的データに

なり得るのではないかと考える。 

このようなデータが蓄積され、その有用性が高く

評価されれば、ある意味では、「サスティナブルエリ

アデザイン」における最も重要で難しい部分が解決

できるのではないだろうか？ 

「さいたまの森アーカイブ」は、都市と環境と景

観に関するアーカイブの収集・展示・解析・交流を

行うことによって、さいたまの豊かな環境と優れた

景観づくりに貢献することを目的としているが、こ

れまで述べてきたようなアーカイブとするためには

「さいたまの森アーカイブ」の組織や活動の有り様

について再構築をしなければならないと思われる。 

特に、組織的な広がりと奥行きが大きな課題であ

り、少なくとも NPO 組織まで格上げしなければなら

ないと考えている。 

また、組織の事務局が専担的に業務を行えること

が最も好ましい組織運営のあり方だと思われるが、

その場合、住まいやまちづくりを実践している既存

の財団法人や公的機関の支援や協力を期待したいと

ころである。そのためには「サスティナブルエリア

デザイン」に公共的使命が付与できるか、さらには

地域住民や関係機関との間で政策的なコンセンサス

が得られるか否かが課題である。 

地域性などを重視することが「サスティナブルエ

リアデザイン」であるとすれば「さいたまの森アー

カイブ」は、県全域で展開する必要がある。 

しかし、現組織はあまりにも非力であり、類似す

る組織や団体と協力、連携を図りながら段階的にア

ーカイブを拡充していけばよいと考えている。 

最後にアーカイブ構築の実務であるが、これはそ

れぞれの地域において活動する「コミュニティアー

キテクト」が、最初に取り組むべき業務であると思

われる。 

それは「地域の環境・空間・文化システムを継承

するデザイン」を実践していく主体が「コミュニテ

ィアーキテクト」であるからに他ならない。 

継承すべきデザインがどのようなもので、その普

遍的価値が何であるかなどを自らがリサーチすると

ころから設計行為や企画構想が出発するとすれば、

アーカイブの構築はまさに「コミュニティアーキテ

クト」が中心的役割を担うべきであると考える。 

 

５．まとめに代えて 

「さいたまの森アーカイブ」は平成１９年８月に

「場所の原風景―埼玉会館・県立浦和図書館―」と

題する展示会を行った。 

埼玉会館と県立浦和図書館のある場所は、浦和市

にとって市街地形成の上で象徴的な場所であり、多

くの人々が共有できる体験空間の場であるとともに

その背景に歴史的経過とその反映があり、それを若

い世代に伝えようと開催したところである。 

 

 

写真-1 県立師範学校として建設された『鳳翔閣』   

後に埼玉県初の県立図書館となった 

 
写真-２ Ｊリーグ浦和レッズのエンブレム頂部に輝く

県立師範学校(埼玉サッカー発祥の地) 

継承すべきデザインは、歴史性や象徴性、地域性

や親和性なども適切に評価し、多くの市民から共感

が得られるよう広く、深く検討する必要がある。 
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まちの生活文化の継承・発展にむけて、歴史的建物を核にしたとりくみ 

東京、谷中の事例から 

椎原晶子（NPO 法人たいとう歴史都市研究会） 

 

１．はじめに 

 人の社会が持続的に展開するために、何が必要か、

有り体に言えば、「仕事・住まい・パートナー（仲間・

伴侶等）」が安心・安定した形で保てることではない

だろうか。しかし、都市部への業務集中、核家族化

社会、安定雇用体制の崩壊、地方の経済的疲弊等の

中で、個々の事業所、家庭の努力だけで、安心・安

定した生活を維持することが難しくなっている。改

めて、地域社会や各種のネットワークを通して仕事、

住まい、仲間を維持・発展できる方法が模索されて

いる。 

 ここでは、江戸時代以来四百年余、生活文化や生

業、町並みをゆっくりと変化させつつ継承する町、

東京、台東区谷中地区を事例に、持続する地域社会

の基盤を把握し、歴史的建造物をその再生・発展の

核として保全活用するとりくみを報告する。 

 

２．谷中のゆっくりした持続発展を支える基盤 

 今後の地域社会を考える方法として、現状と課題

の把握に留まらず、その土地の気候、風土、歴史、

産業、地域の文化・産業資源等、「まちづくりの種」

を発掘・共有し、持続発展の基盤と捉える。 

（１）気候風土と歴史〜安心して住める土地の条件 

 谷中は武蔵野台地東端の上野台地にあり、東京湾

に近く、石器時代から人が住んできた。台地の地盤

は堅く高燥で、1923 年の関東大地震でもほとんどの

家は倒壊しなかった。安定した台地は江戸時代前期

より寺町となり、現在も７０を越える寺院が残る。

空が広く、緑の多いのびやかな景観が続き、安定し

た居住地として続いている。第二次大戦での焼失を

免れた所が多く、区画整理が行われなかったので、

江戸明治以来の土地利用と道筋、町割、路地、建物

と暮らしが引き継がれている。 

 低地は明治中頃までは農地であったが、その後住

宅が建て込み密集住宅市街地として安全性の向上が

課題である。主な道筋には庶民的な商店街が賑わう。 

（２）寺院・芸術文化と生業〜安定した仕事のある

町 

 寺とその門前町の土地利用は江戸時代とほぼ変わ

らない。門前の店舗や作業所を兼ねた住宅には、大

工、板金、石屋、彫金、表具師、和菓子屋など、寺

院関連の職人や、細工師が多く住む。 

 明治になって隣接する寛永寺の大部分が上野公園

となり、美術館、博物館、美術・音楽学校（現東京

芸大）などが出来ると、町には美術家や音楽家が住

み、美術品設営・運送、絵画修復、筆、画材店など、

芸術制作支援業も増えた。 

 寺院や芸術拠点など、安定した地域独特の施設が、

それらを支える生業と一体になり、持続性のある地

域経済、産業文化を生んでいる。 

 また、都心に近く、交通至便で自然が多く静かな

ため、都心周縁部の住宅地としての需要も高い。 

（３）コミュニティの重層と人の和 

 谷中の地域社会の持続性を高めている大きな要素

は、地域の人々のコミュニティ、各種団体の連携と、

さりげなく助け合う生活文化である。近年、それぞ

れの団体が、互いに協力・カバーしあい、地域の総

合的な力を高めようとしている。 

①コミュニケーションでプライバシーを守る 

 谷中は古いまちだが、江戸の寺町形成、明治の住

宅地開発、震災戦災後の人の移動、近年の都心居住

指向などにより、様々な地域地方から人が集まって

住む都市である。地縁血縁に依らず、様々な出自の

人が近しく住み合うため、プライバシーに踏み込ま

ず、お互い様で助け合う都市部なりのコミュニティ

文化が生まれた。互いの出自や職業、家族のことは

詳しく聞かず、コミュニケーションをよくとり、日

頃の生活パタンを相互に理解して尊重しあう、家の

前は隣の玄関まで掃く、留守する時は声をかけ見守

り合う、子どもやお年寄りは近所で見守る、などの

不文律がまだ生きている。玄関が直接道に面する家

が多く、植木棚の手入れは、道端で気軽なコミュニ

ケーションをとる手だてである。多くの家が玄関先

を花や緑で飾り、苗や種を分け合い、会話を交わす。 

②町会と神社氏子、行政とのつながり 

 谷中地区の主な自治組織は、町会である。谷中地

区には江戸時代の土地利用、明治以来の旧町名の単

位で１４の町内会があり、日頃の防犯、防災や地域
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福祉にあたる。町会は神社の氏子圏と重なる。夏の

大祭には、新旧住民や転出した子ども世帯も参加し

て地域の結束を高める大事な機会になっている。 

戸をひろげ、谷中らしいまちづくりの持続発展にむ

けて、連携が少しずつ進みはじめた。 

 

 町会は、行政施策を町に伝え、地域の意志を代表

して行政に伝えるパイプになる。しかし、町会長は

高齢者が多く、各町会は近隣生活圏の単位で運営さ

れるため、横断的まちづくりの提案は難しかった。 

３．まちづくり推進の転機：外圧と内部の力 

 人の和と、坂と緑、江戸東京が続く寺町の景観、

自然、芸術文化等に恵まれた谷中は、住む人にとっ

てはそれがあたりまえの、普通の町である。15 年ほ

ど前までは、発展から取り残された町、古くて恥ず

かしいという声も聞かれたが、近年、地域の内外で

「谷中は歴史文化の豊かな町」としての意識が高ま

ってきた。その背景には、外部からの経済的・物理

的な圧力と、それをプラスに転換させる地域内部の

力をうまく合わせた段階的な転機があった。 

③青少年育成委員会、コミュニティ委員会 

 地区には青少年育成委員会や谷中コミュニティ

委員会があり、町会の青年部層の役員などと重なる

人が多い。子どもの育成行事や敬老会、祭、防災活

動などを通して、地域活動の実務を担い、谷中地区

全体の横断的なコミュニティを支えている。 

④テーマ型活動グループ ①オイルショックから、地域性の発揮へ 

 商店街、仏教会など、職種ごとの団体の他、歴史、

文化、緑、建築、芸術など、テーマ別の地域団体の

活動も活発である。江戸のある町会、不忍自然観察

会(1975〜)、地域雑誌「谷中根津千駄木」(1984〜)

や谷中学校(1989〜)、谷中芸工展(1993〜)、

art-Link 上野谷中（1997〜）、不忍ブックストリー

トと一箱古本市など、地域特性を活かす様々な活動

が生まれている。 

 地域性をまちの人が意識して打ち出した早い例

は、オイルショック後の商店街立て直しだった。高

度経済成長期後の不況が続き、また地下鉄の整備で

商圏が分断されると客足がすっかり減った。商店街

ごとに特徴を出さなくては生き残れなない。1970

年代から、谷中銀座商店街は谷中めぐりのイベント

をはじめ、都市計画道路の拡幅を取りやめてヒュー

マンスケールの下町的商店街整備を行った。谷中三

崎坂商店街では、1984 年に明治期の菊人形の賑わ

いに因んで「谷中菊祭り」を始め、谷中の代表的な

季節行事の草分けとなった。 

⑤子ども関連団体と環境へのとりくみ 

 谷中の未来の環境を積極的に考える立場にある

のは、小中学校や学童保育、保育園幼稚園などの

PTA、父母のネットワークである。食育などをテー

マにした子育てグループもある。子どもの成長に伴

い、毎年新たなメンバーを迎え、まちづくり活動に

資する人々を引き継ぎ、生み出している。 

②バブル期の開発 vs まちの文化の掘り起こし 

 ー地域雑誌「谷根千」創刊、「谷中学校」誕生 

 1980 年代、日本がバブル経済に向う頃には、大

通り沿いでは古い建物が次々にマンションに建替

えられ、昔を知る人が減っていた。その頃、地域の

主婦たちが地域雑誌「谷中・根津・千駄木」（通称

谷根千）を創刊し、身近な地域の豊かさを発見、共

有するメディアになった。1989 年には芸大卒業生

と地域の人々が、谷中に学んだことを谷中に還す

「谷中学校」を立ち上げ、町発見イベント、町並み

デザインの提案、歴史的建物の保全、新旧住民の交

流などの実践活動を行う。その頃から、地域の文化

を再発見する活動のネットワークが広がり、まちの

人々が自分のまちに誇りを持つようになる。また地

域外にも「谷根千」地区の価値がひろまり、今日の

町歩きブームにもつながっている。 

⑥まちづくり団体のネットワークと協議会 

 10 年ほど前までは、上記の各団体はそれぞれ別

個に活動していたが。2000 年のマンション見直し

運動を機に、町会を中心に仏教会や商店会、コミュ

ニティ委員会と連携した谷中地区まちづくり協議

会ができた。2009 年には、さらに若手の層にも門 

 

 

 

 

 

 

 ③地域資源の顕在化と手作り文化・産業の活性化 

  1993 年、谷中学校では、まずは地域の人々同士

でまちの価値を共有するため、谷中界隈の手作りの図-1 谷中地区まちづくり主体の連携プロセス 
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店やアトリエを巡るまちじゅう展覧会、「谷中芸工

展」をはじめた。1997 年からは上野と谷中の現代

のアート活動を結びつけ、発信する「art-Link 上

野—谷中」もはじまった。この 15 年余で、谷中は

手作り文化や現代アートの発信地としての特徴が

明らかになり、老舗の店舗や手作り工芸・和菓子の

店が活性化するとともに、若い世代のものつくりた

ちが町に入ってきた。手作りの服や帽子、オーダー

メードの靴、木工家具、ガラス工芸、革細工などの

店、個性的な個人ギャラリーやカフェ等が年々増え

ている。1994 年と 2007 年の芸工展参加企画を比べ

ると、工房が 18,ギャラリーが 13,カフェが 20、増

加した。 

④マンション紛争からまちづくりルール明文化へ 

 しかし、歴史文化の町としての「谷根千」のイメ

ージが高まると、並行してマンション等の開発需要

も高まる。不忍通り沿いは 1980 年代以降ほとんど

マンション化したが、1998 年、寺町谷中三崎坂に

も９階建てのマンション計画が起きた。地域雑誌

「谷根千」や芸工展等、長年の地域資源再発見活動

と日頃の人の和を活かして、町会や仏教会、コミュ

ニティ委員会など地域の人々が結束し、谷中学校も

参加して、「谷中にあったマンション計画の見直し」

を行った。その過程で 2000 年には地域で「谷中地

区まちづくり憲章」、「谷中地区まちづくり協議会」

をつくり、当該マンションも含んで「谷中三崎坂建

築協定」を締結することができた。 

 平和な時には、新たな組織づくりやルールの明文

化は行いにくい。この外圧を梃子にし、内部の人の

和と専門家・行政の協力を得て、まちのヴィジョン

やルールが明文化され、谷中まちづくりの公的な組

織をつくることができた。 

⑤都市計画・制度と「谷中らしさ」の矛盾解決へ 

 2000 年頃より、寺や町家等の木造建築や路地文化、

人のつながり豊かな「谷中らしさ」が地域の人の意

識にのぼるようになる。台東区も、谷中の安全性を

高め、景観・生活文化を守るまちづくりに向けて、

2001 年からは密集市街地整備促進事業調査を行い

2003 年から事業実施、2002 年から谷中地区全体のま

ちづくり調査計画を行い、2005 年より都市再生整備

事業を開始した。しかし、現在の密集事業のメニュ

ーでは、路地をひろげ建物の不燃化共同化を促進す

る整備支援が中心になる。消火栓等の設備拡充やコ

ミュニティ力で路地文化や安全を守ろうという地元

とは方向性が異なる。地区の将来像の設定やまちづ

くりルールにむけては、８０年ほど前からの都市計

画道路の見直しが求められている。谷中の景観計画

は、台東区全体の景観計画と並行してあと数年がか

りでつくられる予定である。 

 面的な都市計画制度は、まちづくりの方向性を公

的に位置づけ、法的にもバックアップするが、各種

法制度が地域の合意形成と行政手続きを経て実際に

使えるまで通常、時間がかかる。その間にも、まち

は刻々と変化する。人が入れ替わり、高いマンショ

ンや町とつながりのない家も増えてしまう。そこで、

2005 年より、まちづくり協議会に NPO や大学が協力

し、「谷中らしさ」を活かすまちづくりに向け、環境、

防災、交通の分野から提案活動をしている。 

 

４．歴史的建物を核にしたまちの文化の継承・発展 

（１）谷中らしいまちづくりにむけた伝統木造活用 

 面的なまちづくりを進めるにも、具体的な整備・

活用例がないと、町の人々が方向性を議論し共有す

る機運が高まらない。中でも町家や長屋、屋敷等の

日本家屋は、木造と路地の文化を継承する舞台とな

る。これを活かす都市計画ができれば、新築も含め

て「谷中らしさ」を活かすまちづくりが推進できる

と考え、1980 年代より、地域の人と NPO、大学、民

間の協力で保全活用を進めている。 

（２）伝統木造建造物の保存・解体状況 

 伝統木造の建物は、適切な維持管理が為されない

と老朽化する。しかも現在の法制度に合わないため、

居住者の高齢化等による改装、転居、相続などをき

っかけに建替や売却が進み、谷中地区界隈の伝統木

造建造物は年々減少している。 

 東京芸大とまちづくりグループの調査を元に台東

区に報告した谷中界隈の伝統木造建造物調査では、

1986 年に 537 棟確認された伝統建物が 2001 年には

168 棟となり、約 31.3%の伝統木造が失われていた。 

（３）持続的観点から見た伝統木造の保全活用パタ

ン 

 持続性の観点から見て、谷中の伝統木造活用の所

有・運用のパタンを整理する。 

①持ち主による保全活用 

 土地建物の所有者が、自らその家を保全活用する

例。住宅や、花屋、酒屋などの老舗の存続、ギャラ

リー等への転換活用例がある。生活文化の継承の面

で意義深いが、代替わり等を越えて続く保証がない。 
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②公共団体による保全活用  これらの建物は、上野公園と谷中、上野桜木、根

岸をつなぐ拠点にある、まちのランドマークである。

町家、屋敷、喫茶店、アトリエ等、地域の特徴ある

様々なタイプの家を人が訪れ、交流する場に再生す

ることで、町並みと生活文化のモデル拠点とする。

子どもたちが生活文化を体験する「寺子屋」プロジ

ェクトも行う。伝統木造の保存活用が今後のまちづ

くりの方向性を考える場となり、谷中にあった都市

計画制度や、持続性ある地域の民間事業、コミュニ

ティビジネスを考える舞台となることを願っている。 

 持ち主が歴史的建物を行政に寄贈し、公共施設と

して保全活用する例。谷中では、彫刻家の自邸・ア

トリエを活かした「朝倉彫塑館」（国登録文化財、国

指定名勝）や、明治の町家を移築し下町風俗資料館

とした「吉田屋酒店」（台東区指定有形民俗文化財）

等がある。これらは区の委託により（財）台東区芸

術文化財団が運営する。 も安定した保全活用だが、

今後増える見通しは低い。町の文化行事の場として

活性化したが、生活・生業の場とはならない。 

③民間事業による活用  

 持ち主が自ら使えない時、民間に貸出し、または

売却し、店やギャラリー、貸住宅等として使う例が

ある。元銭湯の現代美術ギャラリー、元炭屋・氷屋

の工房・ギャラリー、映画等のロケ用ハウスなどが

ある。まちの生業活性化の面では効果的だが、存続

は所有者、借主の意志や状況に左右される。 

５．まとめ：サスティナブルアートとしてのまちづ

くり：負から正へ、価値への転換から 

 谷中地区では、地域社会の生活文化を継承・発展

させる方法として、地域全体の方向性の確認と、建

物の活用、地域産業の活性化などを総合的に絡み合

わせて進めている。その過程で、いままで意識され

ていなかった、または負の資産と捉えられていた地

域資源を、まちの歴史的文脈の中で再評価し、現代

的な価値を見いだし転換活用することで、新たなま

ちづくりの原動力としている。 

④NPO、大学等による保全活用支援例 

 高齢者の独居や空き家の伝統木造も多く、これら

は建替えられやすい。そのうち、谷中らしいまちづ

くりのモデルになる建物について、NPO や大学等が

連携して、保全活用を支援協力している。  谷中地区では、これら一連の動きを、住民、行政、

まちづくりに関わる人々が主体的に連携し、進めて

いくサスティナブルアート（持続的な社会技術・芸

術）としてさらに確立していこうとしている。 

 谷中学校では、元酒屋の町家の保全とまちづくり

拠点化を行い(1989 年)、NPO たいとう歴史都市研究

会は、東京芸大大学院保存修復建造物研究室と協力

し、明治の布問屋の屋敷「市田邸」(2003 年〜)、大

正町家の間間間（さんけんま）(2004 年〜)を借受け、

学生や若手住人を募って日常の維持管理し、座敷・

店の活用者も迎えて、住みながら家をまちに開く取

り組みを行う。 

 

 

 

 

 

 旧平櫛田中邸（大正築の彫刻家のアトリエ兼住居）

は、岡山県井原市の所有だが、遠方で維持管理が難

しい市に協力し、2OO3 年より、東京芸大、NPO たい

とう歴史都市研究会と地域が連携し「修繕・維持管

理活動をしてから勉強会・展示・演奏会等活用を行

う」仕組みで、傷んだ建物を５年余かけて徐々に蘇

らせている。 

 

 

 写真-1「寺子屋」で市田邸の障子張り体験する子供たち 
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バラといえば青井、青井といえばバラのまちづくり 

 

 牧野 桂子（株式会社 タム地域環境研究所）・足立区みどりと公園推進室みどり推進課 

 

２．バラのまちづくりにおける課題と問題点 １．「バラのまち青井」とは 

 取り組みを進めるにあたり、課題及び問題点とし

て以下の 4 点があった。 

(1)青井地域の特徴 

 青井地域は、東京都足立区の南東部に位置し、か

つては田畑の広がる農村地帯でしたが、昭和 30 年代

以降大規模な住宅団地が造成され、住宅地として発

展してきた。まちの中心部には中層の都営アパート

が建ち並び、その周りに戸建ての住宅地、北部に商

店街がある。また、昭和 50 年代の都営アパートの建

て替え時に、青井地域に 3 つの公園が整備され、そ

のうちの 1 つに、約 100 種 750 株のバラが植えられ

ている「青和ばら公園」が誕生した。 

(1)バラの育成ノウハウを身につける 

 バラは一般的に他の植物に比べて手入れの難しい

植物と言われており、季節毎に適切な病虫害対策、

剪定等を行う必要がある。そのため、バラを育てる

知識なしにバラのまちづくりは語れない。しかしバ

ラの会の活動が始まった当初は、バラの育成ノウハ

ウを持つメンバーは、ほとんどいなかった。 

(2)バラのまちのイメージを定着させる 

 青井地域の顔となる駅前周辺が、基盤整備が終わ

ったばかりで無機質な印象となっていることや、ま

ちなかで青和ばら公園以外でバラがほとんど見られ

ないなど、「バラといえば青井」の実現のためには、

バラをまちじゅうに増やしていくことが必要である。

しかしながら、中層の集合住宅による日陰地や建築

廃材のガラ埋まっている痩せた土地など、バラの植

栽地に適さない土地が多いことや、公共空間には管

理上、棘のあるバラの植栽が難しいことなどの問題

があった。 

(2)バラのまち青井をつくる会の発足  

 つくばエクスプレスの開通に伴い、平成 7 年頃よ

り、住民と足立区による青井地域のまちづくりに関

する話し合いが行われてきた。平成 17 年 8 月、青井

駅開通を契機に、さらにまちづくりの気運が高まり、

11 月には地域資源である青和ばら公園をシンボル

として、まち中をバラいっぱいにしようと、住民に

よる「バラのまち青井構想」が提案され、地域活動

としてこれをふまえ、平成 18 年 7 月に「バラのまち

青井をつくる会」（以下バラの会）が発足した。これ

が「バラのまち青井」の取り組みの始まりである。

発足して半年後の平成 19 年 2 月には、青井保育園の

沿道にバラを植栽する活動が始まった。 

(3)バラに対する関心を高める 

 関心を持つことからまちづくりが始まる。しかし、

青井の地域資源である青和ばら公園は、つくばエク

スプレス開通以前は利用が少なかったことなど、ま

ちに住む人々の中で、バラを楽しむ暮らしが定着し

ていなかった。 

 平成 19 年 4 月より、バラの会、足立区、コンサル

タントによる協働事務局を設置し、足立区とコンサ

ルタントが協力しながら、バラの会の自立的な組織

化へのコーディネートを行った。 (4)持続できる住民組織をつくる 

 バラのまちとしてイメージを定着させるには、ま

ず何より、バラを毎年咲かせることが重要である。

そのためには行政やコンサルタントに頼ることなく、

住民組織が持続して活動できる体制づくりが必要で

ある。バラの会は、6 つの町会・自治会と商店街が

集まった連合体で組織され、それぞれの団体の代表

が役員を担っている。これにより組織力のある取り

組みができるが、それぞれの団体の意見を合意形成

する必要があった。 

 なお、本報告は、委託業務として携わったコンサ

ルタントの立場からとりまとめたものである。 

 

 

 

 

 図-1 協働事務局による取り組みの体制 
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３．バラのまち青井の主な取り組みの流れ (2)第２年度「未経験のことをチャレンジ」 

 平成 19 年 4 月より 2 年間に亘り、講習会の開催、

イベントの開催、助成金の活用など、地域住民とと

もに実戦活動を行いながら、様々な取り組みを進め

ました。主な取り組みを以下にまとめる。 

 初年度の取り組みをふまえ、第 2 年度は、月１回

バラの会の皆が集まる「バラそだて隊」を設置した。

日常の水やりや病害虫防除は、それぞれの町会・自

治会が担当の青井ガーデンで行うが、剪定や施肥な

ど、皆が協力して作業を行う取り組みである。この

運営をバラの会が行うこととした。 

(1)初年度「年間の手入れ方法の習得」 

 初年度は、年間を通じてバラの手入れ方法を学ぶ

こととし、協働事務局が主体となって、講習会や教

室、バラの植栽などの取り組みを進めた。 

 さらに、これまで未経験のことにチャレンジする

年度と位置づけ、バラの会が主体となって、青和ば

ら公園が誕生して初めてのイベント「青井バラまつ

り」を開催した。内容は、園内のバラの紹介、プリ

ザーブドフラワー講座、まちなかの青井ガーデンを

巡るラリー（写真-3）、お茶のサービス等を行い、午

前中のみのイベントにもかかわらず、非常に多くの

人で賑わった。 

 まず、平成 19 年 2 月に既に会のメンバーが設置し

た青井保育園の沿道のバラの植栽地をフィールドに、

バラ育成のノウハウを持つ専門家を講師に招き、年

間を通じた実践的な講習会（写真-1）を行った。 

 また、バラの会が設置し、手入れをする花壇やプ

ランターを「青井ガーデン」と名付け、集合住宅の

入口や駅前ロータリーなどに青井ガーデンを増やし

ました。（写真-2）冬はバラの大苗を植え付ける適期

になるため、夏のうちからバラの植栽箇所を皆で探

し、実現可能な箇所を検討した。 

 また、青井ガーデン設置とイベント開催を目的と

した 2 種類の助成金の応募にチャレンジし、企画書

の書き方から、会計報告や事務手続きなど、一連の

流れを体験できるよう、バラの会と話し合いを重ね、

取り組んだ。  さらに、町会・自治会の枠を越えた、会のメンバ

ー同士の交流と、バラへの関心を高めることを目的

に、見学会や他のボランティア団体との交流、また、

バラの押し花教室、挿し木教室などを行った。 

 青井ガーデンを更に充実させ、青井小学校や成和

信用金庫など、他団体と連携による設置を進めた。

（写真-4） 

  

  

写真-2 青井駅前ロータリーでの青井ガーデンづくり

  

  

  

  

写真-3 青井バラまつり クイズラリー 写真-1 バラの手入れ講習会 

写真-4 青井小学校で子どもたちと植付け
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４．取り組みの工夫と成果 

 前項の課題・問題点を踏まえ、2 年間の取り組み

の成果を以下にまとめる。 

写真-6 植栽箇所の検討の様

子 

図-2 バラの回遊路計画 

(1)気軽にバラを手入れするノウハウと体制の確立 

青井バラのまちづくりでは、見事な作品としての

バラの育成ではなく、コミュニティの中で気軽に親

しみながら育むためのバラの手入れノウハウの確立

が必要だと考え、初心者でも気軽に手入れできる剪

定方法やバラの種類の選び方などを設定した。これ

に基づき、初年度の講習会、第２年度のバラそだて

隊を運営し、その結果、専門家に頼らず、住民同士

で教え合う構図が生まれるなど、短い期間で基本的

なノウハウが定着していった。なお、このノウハウ

は、青井オリジナル活動マニュアル（写真-5）とし

てとりまとめ、会のメンバー一人ひとりが所持して

いる。 

また、バラの育成のノウハウを持つ専門家は、同

じ足立区内で活動している NPO 法人に講師を依頼す

ることで、コンサルタントがいなくても、手入れ方

法に対する疑問に気軽に聞ける関係づくりを進めた。 

 

写真-5 活動マニュアル 

 

(2)皆が楽しめるバラの回遊路計画と青井ガーデン 

 青井ガーデンを各町会・自治会に 1 箇所以上設置

した。これは、それぞれの町会・自治会が自分の青

井ガーデンを大切にし、それぞれのバラのほめあい、

競い合いができればと考えたためである。 

 また、青井を訪れる多くの人がバラを楽しみなが

ら回遊できるよう、バラの会の皆とワークショップ

形式で青井ガーデンの設置箇所を検討し、必ず沿道

から見える場所に設置するとともに、青井駅を中心

に青井ガーデンを巡るコースを設定し、「バラの回遊

路計画」（写真-6・図-2）を作成した。 

 また青井ガーデンの設置場所の検討においては、

バラのよりよい生育環境を考慮し、どうしても日陰

になる箇所では日陰に強い樹種を選び、土の悪い箇

所では手作業によりガラを除去して土壌改善をした。

バラにはトゲがあるため、公園等での植栽が困難で

したが、まちの玄関口となる駅前広場や集合住宅の

入口、沿道部では通行する人にケガがないよう、直

立性、トゲの少ない樹種を選ぶほか、枝落としや誘

引を行うなど、香りや色を楽しむだけでなく、きめ

細やかな樹種選定や手入れを行うことで青井ガーデ

ンを増やしていった。 

 その結果、平成 21 年 3 月には、青井ガーデンが合

計 15 箇所、148 株を植栽し、まち中にバラを増やす

ことができた。 
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(3)バラを楽しむ暮らしの広がり 

 バラは高貴で育成が難しいもの、ではなく、身近

で親しめるものと感じられるよう、他のバラ園への

見学会や、集合住宅でも楽しめるよう鉢植え講座を

開催した。また、各戸で自分のバラの挿し木を育て

ることで、バラへの愛着を深めた。また、小学校の

子どもたちや企業の協力を得て、バラの会と地域の

団体が協力しながら青井ガーデンをつくるなど、そ

の取り組みは着実に広がりをみせている。 

 さらに、「青井バラまつり」を通じて、青和ばら公

園だけでなく、青井地域全体を楽しんでもらえるよ

う、青井地域内外の人にバラのまち青井を知っても

らう機会をつった。特にプリザーブドフラワー講座

（写真-7）は人気で、定員を超える応募があった。 

図-3 バラのまち青井の 5 つの作戦 

 

５．おわりに 

 青井地域には、人と人が笑顔でふれ合う、下町の

よさが今なお残っている。だからこそ、複数の地縁

コミュニティが一体となった、テーマ型コミュニテ

ィ活動として、特色ある取り組みを実現することが

できた。 

 

 

 

 

 
今後、継続的な活動を実現していくためには、町

会・自治会に加入していない人や青井地域外の人も

入りやすい雰囲気づくりが必要である。もちろん現

在も外の人が入れる仕組みとなっていますが、町

会・自治会の枠組みを取り払い、より積極的に PR

し、迎入れることで、活動に新たな風が生まれ、活

性化することだろう。 

 

 

 

写真-7 プリザーブドフラワー講座  

(4)活動の定着化と次の活動の指標 

 それぞれの団体が同じ方向に向かって取り組みを

進めるためには、まちづくり活動方針を明確にする

必要があると考え、マスタープラン「バラのまち青

井の 5 つの作戦」（図-3）として、①まごころで育て

る、②まちじゅうに増やす、③向上心を大切にする、

④様々な人とふれあう、⑤とりくみを継続する、の

5 つを柱としてとりまとめた。 

また、この 2 年間という短い期間の中で、バラの

会の皆とともに様々な取り組みを行ったが、3 年目

以降は、着実に活動を継続できるよう、ゆとりをも

ってできることを計画立てることが必要である。 

 今後、このまちの魅力を多くの人が体験し、「バラ」

を通じて、「このまちに住み続けたい」と誇りに思う

住民が増えていくよう、派手でなくとも、いつまで

も青井のバラを咲かせ続け、「バラといえば青井、青

井といえばバラ」の標語が多くの人に定着していく

ことを期待する。 

 一般的な花壇づくりの取り組みでは、1 つの町

会・自治会毎の活動になりがちだが、ここでは、情

報交換や互いの花壇での交流の場としてバラそだて

隊や、役員会を定例的に設けるとともに、イベント

の開催や講座、見学会など、会の皆で楽しみ、充実

した活動ができる取り組みを会の定例活動として位

置づけることで、活動が確実に定着した。 

 

 また、今回、これまでやったことのなかった、青

井バラまつりの開催や助成金の申請など、様々な経

験によって、自分たちの活動の可能性を知ることが

でき、次の自立的活動を考える上での指標となった

といえる。 

 

49　－　4

218



 

小規模分散自律生活圏の多重ネットワーク社会 

 

小林郁雄（阪神大震災復興市民まちづくり支援ネットワーク） 

 

１．阪神大震災 

 1995 年の阪神大震災の教訓は、身に染みて私の

すべての生活態度、業務活動、都市思想などに及ん

でいる。ささいな断片的アイディアから世界観に至

るまで、これまでへの自省とこれからの活動の基本

に、未整理ながら大震災・危機管理が大きく影響し

ている。しかし、それらは漠然と考えていた基本技

術・地域主義・まち住区といったことが、生活・経

済・都市における重要性の再確認ともなった。とい

うより、どうもそうではないかと思い始めていると

いったところである。 

 巨大なものへの不信は、巨大技術や過度集中のも

ろさからくる。サバイバルというか個人の自らが生

き抜いていくための腕力と判断、そのための基本的

な生活技術と基本装備がまず重要であり、すべてか

もしれない。さらに、地方分権というよりも地域自

律に基づく地方主権が正当であり、地域においては

「まち住区」の実効性・童要性が確認されたといっ

ていいだろう。 

 

２．まち住区 

 まち住区とは 1974 年「まち住区素描」（神戸市企

画局十都市・計画・設計研究所）として検討が始ま

り、1992 年に我師水谷頴介の博士論文「町住区と

市街地構成計画の研究」としてまとめられた概念で

ある。 

 近隣住区を超えたまち住区単位の＜小規模分散

自律生活圏＞の確立こそが、住民主体のまちづくり

のゴールであり、災害に強い（うたれ強い）市街地

の基本と考える。そして、そうした自らの生き方を

自らで決定できる、小規模で分散した自律的な生活

圏が多重にネットワークされていることが重要で

ある。施設面でも情報面でも、人間関係や行政組織

も。国際・広域のネットワークが地域・個人と直結

する形で生活圏の多重ネットワークとして形成さ

れていること、それが地方自治体であり、国家であ

るという構図である。 

 

 

３．コンパクトシティ／小規模分散自律生活圏 

 「小規模分散自律生活圏の多重ネットワーク社

会」という都市生活の将来像に対し、震災当時の笹

山神戸市長はそれを「コンパクトシティ」と称し、

貝原兵庫県知事はそれを「人間サイズのまちづく

り」とよんで府県レベルでは初めて「まちづくり基

本条例」を定めた。大震災中心被災地の両首長が共

に、それぞれの復興からの想いを込めた全国へのメ

ッセージと、受け止めることができる。 

神戸市は1998年度調査の「『コンパクトシティ』

構想−持続可能な都市づくり、地域発意のまちづく

り−」において、以下のような検討を、重ねてきて

いる。 

すなわち、災害に強く（打たれ強く）、安全（防

災的）で安心（福祉的）なまちは、住民の日々の暮

らしを支える都市基盤・経済基盤を備え、コンパク

ト（小規模で分散した）で、自律した生活圏を基本

とする。 

さらに、さまざまな都市活動・地域生活が環境

的（エコロジカル）にも経済的（エコノミカル）に

も循環して、自律した生活（コミュニティ）を支え

る。空間的にも時間的にもそれらがコンパクトに決

定できる形・仕組みが、地方分権・地域主権の新し

い時代の都市づくりの根幹である。 

そうした都市構造としての「コンパクトシティ」

をつくっていくとともに、良好な環境を適切に持続

する（サスティナブルな）都市成長管理を、さまざ

まな主体間の協働（パートナーシップ）のまちづく

りによって創成維持していく。そのためには、コン

パクトで自律した生活圏「コンパクトタウン」が連

帯（ネットワーク）するまちづくりをすすめる。と

いうのが、神戸市のコンパクトシティ構想の主題で

ある。 

それは、環境（エコロジー）と生活（コミュニ

ティ）と経済（エコノミー）から構成される地域社

会の骨組みの中で、 

 ●環境との共生をめざした身近なまちづくり（サ

スティナブル社会） 

 ●コミュニティを大切にする協働によるまちづ
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くり（ＮＰＯ社会） 

 ●地域に密着したコミュニティ産業を育むまち

づくり（コミュニティ経済社会） 

といったまちづくり（社会目標）をすすめ、相互に

ネットワーク化をはかることが、目標となる。それ

によって、それぞれの自律生活圏（コンパクトタウ

ン）がもつ固有の価値（自然・歴史・文化・景観・

特色など）を高めることが、「コンパクトシティ」

づくりであり、それこそが、震災都市神戸が復旧復

興を超えて、生まれ変わるべき都市像と考える。 

「まち住区」として発想されて27年、阪神大震災を

経て再び、「コンパクトタウン」として蘇り、＜自

律生活圏＞として21世紀の市民活動社会の中核都

市像と考えられる。 

 

４．市民活動社会／多重ネットワーク社会 

(1) 企業活動社会から市民活動社会へ 

 １０年から１５年後の都市の将来像を、阪神大震

災は教えてくれた。もちろん、少子高齢社会や電脳

情報社会といった当然予測される社会状態ではな

く、地方分権・情報公開（今や、地域主権・情報共

有と言うべき時期と思うが）を条件とした「市民活

動社会」である。国家やグローバル経済といった「国

際・企業」時代から、個人や地域ネットワークによ

る「民際・市民」世界がその基本像である。２０世

紀の都市を支配していた企業活動中心社会から、市

民活動中心の社会への準備対応が、この 10 年の日

本の都市計画・まちづくりの最重要課題である。 

「自律と連帯」を合言葉とする「市民活動社会」

が21世紀の社会像である。市民活動社会の基本は、

コミュニティ（地域社会）を基礎単位として、その

ネットワーク化された状態も含めての維持・運営・

発展である。そこで繰り広げられる活動の総体が

「市民まちづくり」である。すなわち、市民まちづ

くりとは「地域における、市民による、自律的継続

的な、環境改善運動」と定義される。 

 近隣住区を超え、環境的にも地域経済としても自

律循環をめざすコミュニティを「自律生活圏（まち

住区、コンパクトタウン）」とし、広域や国家より

もそれらの多重なネットワークした状態が優先す

る市民社会という方向である。 

神戸を中心とする震災復興まちづくりは、緊急

期（〜1995 年夏までの半年）、事業期（〜1997 年夏

までの２年）、総括期（〜2000 年夏までの３年）を

経て、5 年目の中間検証をおえ６年目以降の展開期

を迎え、震災 10 年総括検証もすんだ。 

 まちづくりのプランニング、プログラミングから、

重点をマネージメントに置く転進時期が来て、次第

に明らかになった 21 世紀初頭の都市問題を、突然

一気に集中集約的に迎えた震災被災地における否

応無しの対応の経緯である。それはやがて、すべて

の都市におけるまちづくりの中心課題となるであ

ろう。 

 

（2）小規模分散化と連鎖多重ネットワーク化 

その環境・経済・社区が自律循環する生活圏は、

小規模で分散化しなければならない。それは、同時

に連鎖し多重ネットワーク化されていなければな

らない。 

 スーパーコンピュータのメインフレームではな

くパソコンのネットワークであり、原子力発電所で

はなく中小発電所・市民発電所の連鎖であり、集中

情報センターではなく個別ホームページのインタ

ーネット検索であるように。 

 小規模であることは連鎖化しなければ成り立ち

行かないし、連鎖するためには小規模でなければつ

ながらない。分散化することは多重なネットワーク

でつながっていなければ単なる散在に過ぎなく、多

重なネットは分散していなければ作り得ない。 

 個別の自律生活圏が独自であればあるほど、ネッ

トワーク化の効力は大きく、多重である必要性が高

い。逆に同じようなもの（生活圏）ならネットワー

クすることもない。自律なき連帯は無意味である。 

 自律生活圏のネットワークには、大きくは交通、

情報、生態の系が重要で、具体的な内容としては、

次のようなものが挙げられる。 

●交通ネットワーク 

   道路・鉄道網、航空網・水路網 

●情報ネットワーク 

  電話通信・TV網、インターネット 

●生態ネットワーク 

  水と緑のネットワーク、風水土木 

 それにも増して、重要なネットワークは人のつな

がり、人間のネットワークである。職・住・遊（遊

芸）を限定せず、時間的空間的バリアをものともし

ない。多重ネットワーク社会の根幹である。 
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日本建築学会関東支部埼玉支所の活動について 

 

市川 毅（埼玉支所長） 

 

１．関東支部の中の埼玉支所 

我が埼玉支所は、首都東京に隣接していることか

ら、中央の情報を基に行動する機会が多く、埼玉の

ローカリテイを主題にした活動をする機会が少なか

った。また、当埼玉支所を含む建築学会の活動が専

門的であったため、一般の県民からは遠い存在で、

親しみのない組織であった。 

そこで、建築学会は会員のため専門性の高い学問

の場とともに、一般県民にとって身近な存在である

べきと考え、建築以外の職域にある方や一般人にも

参加がいただける「開かれた学会」を目指し、活動

することにしている。 

 県内には、約１、５００人の建築学会員がおり、

この方々の埼玉地域での活動を期待しており、情報

の発受信、学術交流、研究発表の場を提供しようと

している。 

 

２．埼玉の地域づくりに向けた埼玉支所の活動 

（支所の活動内容はインターネットホームペー

ジでご覧いただけますので、簡略します。） 

支部活動で、もっとも長く続けているものに「埼

玉・住まいまちづくり交流展」がある。平成１２年

度に第１回を立ち上げ、今年で１０回目の開催とな

る。 

多種多様な団体・個人が参加され、埼玉の地域に

根づいた活動の成果を発表していただいている。 

なお、この交流展の内容は高木章氏（埼玉支所事

務局）が「論４０」で、「埼玉・住まいまちづくり交

流展」を紹介しているが、その中に参加団体のリス

トを掲載している。 

参加団体の発表題材は、埼玉県内地域の住民と共

同で取り組んだ、まちづくり運動が多くを占める。

その中には、特定の地形や、地域に残る古い建造物

の保全活動が多く見られる。 

本特別委員会のテーマと関係する交流展の主な

活動実績をいくつか上げれば、次のものがある。 

＜平成１８年開催＞ 

 ①「自慢の保全活用デイテール」と称して、日ご

ろの活動で工夫した建築物の保全活用に関するデ               

① それぞれの地域の風景は、その土地に住む

人々が生存した証であり、生活基盤としてつ

くりあげた結果である。風景は暮らしの座標

軸であり、ふるさと景観として継承する価値

がある。 

ータを持ち寄り、公開勉強会を開催した。 

②「景観資源、集めて磨いて情報発信意見交換」 

 埼玉の景観資源データベースの構築に向け、デ

ータベースの活用を含めた意見交換会の開催。 

③「地域に息づく歴史的建造物の保全と利活用

シンポジューム」  

 表題のとおり行田足袋蔵、秩父町屋、川越蔵造

り等、埼玉地域の歴史を伝える建造物を引き継

いでいくためのシンポジュームである。 

 ＜平成２１年開催＞ 

 ①「世間遺産と地域資産を活用した街づくりの

これからを考えるシンポジューム」 

  副題に「深谷から中心市街地の街づくりを考

える」として、元酒造工場の建物を使って開

催し、富岡製糸場、行田足袋蔵、深谷の古い

町並みを題材にし、意見交換を行った。 

 ②「ワークショップ・地域で活動する建築家の

役割と今後の展開を語る」 

  この交流展を長年コーデネートしてきた若

林氏（埼玉県職員）と、地元の建築家の大島

氏、戸谷氏がプロデユースした、地域資源を

扱ったワークショップ。 

以上のような交流展の各年のイベントは、本特別

研究の参考材料になるものと思い紹介した。 

 

３．本特別委員会のテーマと関連する活動 

 埼玉支所の、活動には「交流展」とは別に、次の

取り組みがあった。 

（１）さいたまの都市空間と水と緑の将来像を語る

シンポジウム（平成１６年） 

 このシンポジウムは埼玉を知る４人の学者等がそ

れぞれ基調講演をし、相互に意見交換をした。 

 そのときの記憶に残った発言要旨は次のとおりで

あった。 

51　－　1

221



 ②「見沼田んぼの景観学―龍のいる原風景の保

全・再生」というテキストをもとに講演。風景

は生活者の心象風景である。景観計画・景観制

度は原風景の地域形成プロセスを継承・活用し

て有効になる。埼玉東部の原風景は大地と低地、

水路と斜面林のセットである。 

 ③都市の発展で失ったものは大きい。港北ニュー

タウンで身近な緑、水辺を作り、地縁コミュニ

テイの再生により、新しいふるさと作りを紹介。 

 ④平成１６年成立の景観法の有効性とまちづくり

交付金による景観整備を紹介。 

（２）講演会「前川國男の建築と埼玉の地域空間」 

  と見学会（平成１８年） 

 日本の近代建築は、その理念の基盤となっていた

モダニズムは何か。前川國男の建築はモダニズムの

文脈でどうとらえてきたか。そこには地域に配慮し

た反モダニズムの文脈の視点と空間はなかったのか。

また地方の地域環境をどのように見てコモンスペー

スを考えたのか。等々を建築家前川の考えや建築空

間と、埼玉の地域性との関係を検証すべく４人の学

者等に講演をしていただいた。 

 そのとき講演者から提出されたテキストがある。

それは、「コミュニテイ・アーキテクト」の育成の必

要性で、副題を「モダン・アーキテクトとコミュニ

テイ・アーキテクト」とし、埼玉でコミュニテイ・

アーキテクトが形成される仕組みをつくる必要を説

いている。またコミュニテイ・アーキテクトを単純

に埼玉の建築家とせずに、埼玉の地域空間を構築す

る姿勢と知力を持つ建築家としている。 

モダン・アーキテクトは地域の環境と景観を含む

生活空間を理解して、新たな提案を建築することが

できたのかと、問いかけている。 

また、「拡大する近代都市からサステナブル・シテ

イへ」というタイトルで、次のような記述がある。 

 「近代建築と近代都市は深い関係がある。新しい

近代都市、郊外に都市の発展拡大を目指して、近代

建築の機能をつくること、配分することが地域の生

活空間を建築することであった。しかし、サステナ

ビリテイとエコロジーと景観、持続・継承・循環を

めざす現在はどのようにその都市空間の目標が変わ

っているのか。市民参加も重要なテーマになってい

る・・・」 

 「コンパクトシテイ、都市美と・・また欧米の模

倣に帰している。また近代の失敗を繰り返さないよ

う注意が必要である。」 

 「日本の都市はその内部に自然が多く含まれてい

た。城壁はないが村のはずれに鎮守の森があった。

この相違をとり除き、まだ欧米空間を無批判に輸入

し、それができないから市民の意識が低いといって

きた建築と都市計画が現在も続いている。」 

 「サステナブルシテイとは夫々の地域に形成され、

継承されてきたシステムを大切にすることが一番で

ある。誰が地域の空間システム、固有のコモンスペ

ースのあり方を決定するのか。」とあった。本特別研

究に関連するところを複写し、参考に供したい。 

 

４．埼玉「地域」支所とコミュニテイアーキテクト 

建築学会が地域に開かれていくためには、これま

での支部という単位による活動にとどまらず、支所

の受け持つ空間単位の活動がより重要な時代である

と思う。 

本特別研究のサステナブルエリヤデザインもコミ

ユニテイアーキテクトも、具体の地域、具体の場所

を強く意識した議論をする上に構築されていくもの

と思っている。埼玉支所の活動も、同じ方向を志向

してまいりたい。 

最後に、埼玉建築設計監理協会が主催し、埼玉支

所等が共同開催している「卒業設計コンクール」で

の感想を述べて終わりとしたい。 

このコンクールは、埼玉県内（又は埼玉にかかわ

りがある）各大学の優れた卒業設計作品をエントリ

ーしていただき、優秀作品を顕彰している。 

結果は、選ばれる優秀作品には、当然優れてはい

るが、計画地としてのこだわりが薄い傾向にあった。 

そこで、審査員である当支所役員の発案で、「埼玉

賞」を設けることを提案した。 

この埼玉賞は、計画地に、埼玉の特定な「場所」

を設定し、その土地が持つ特徴を設計に反映し、表

現したものの中から選ぶことにした。 

将来の建築士、建築家の卵が成長し、埼玉の個性

ある地域づくりに貢献してもらえるために。 

地域の環境・空間システムを継承するアーキテク

トとなるために。 

加えて、モダニズムが地域に住む方々が見守って

きた常住景を軽視したり、開発・建設の名のもとに

壊したようなことがないように。             
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多摩ＮＴでのオルタナティブ住宅整備の実験 

ｱﾌｫｰﾀﾞﾌﾞﾙ住宅の整備手法の提案と実践 

秋元孝夫 （有）秋元建築研究所 代表取締役、NPO 多摩ﾆｭｰﾀｳﾝ・まちづくり専門家会議 理事長 

 

１．はじめに  ３．永山ハウスの実験 

 多摩ﾆｭｰﾀｳﾝでは公共主導の住まい作りが 2000 年を

境に民間にシフトした結果、公的賃貸住宅の供給は制

限され、住宅整備は民間ﾏﾝｼｮﾝ供給が主導になったこと

で住宅供給に弊害が発生していることは周知の通りで

ある。開発条件である戸数密度の制限から 100 ㎡を越

える住宅供給が主流となり、ﾌｧﾐﾘｰ限定、住宅ﾛｰﾝ優先

のﾏﾝｼｮﾝ供給が続いている。こうした中では高齢者世帯

の居住などを前提にした良質な住宅整備などは皆無と

なった。 

2004年から永山駅にほど近い敷地で、多世代が共生

するﾏﾝｼｮﾝ整備に着手した。それはｺｰﾎﾟﾗﾃｨﾌﾞ住宅方式

を用いた分譲ﾏﾝｼｮﾝ供給であるが、参加者世帯のﾆｰｽﾞ

によって住戸規模を柔軟に対応する仕組みで募集し、

結果として43㎡から105㎡、平均61㎡という23戸の

ﾊﾞﾘｴｰｼｮﾝが生まれた。中高齢の単身世帯から幼児を抱

えたﾌｧﾐﾘｰ世帯まで、多様な世代の同居するｺﾐｭﾆﾃｨが

2009年 7月に誕生した。 

6階建て外断熱SI工法の建物の1階は、購入者の共

有の資産としてﾃﾅﾝﾄに賃貸し、その家賃で管理費と修

繕積立金を賄うという仕組みだ。集会所を共有する他、

資金確保を前提とした有限責任事業組合(LLP)により

運営するﾃﾅﾝﾄ事業をｺｰﾎﾟﾗﾃｨﾌﾞ住宅事業に取り入れた。

これにより、マンション内での経済循環とさらに濃厚

なｺﾐｭﾆﾃｨが生まれている。 

 

２．高齢者の抱えている課題 

 管理できなくなった戸建て住宅を売却して、有料老

人ホームへ入居する選択肢が通常のことに思われ、高

齢者居住の流れとなっているが、身体の変化に伴わな

い過剰サービスは高齢者の経済力を奪い、自立の意欲

を失わせていく。健康で永く過ごし幅広い世代の中で

ｺﾐｭﾆﾃｨを形成して生きること。こうした普通の希望を

実現することが高齢者の生活を支えることになる。 

 

４．テナント誘致の方策 

永山ハウスのﾃﾅﾝﾄ誘致は、基本的にﾏﾝｼｮﾝ購入者にメ

リットがあり、さらに地域に取ってニーズのある経済 とりわけ多摩ﾆｭｰﾀｳﾝ開発初期の多摩市諏訪・永山地

区では高齢者世帯の集中が顕著で、公的な機関も集中

に対する弊害に気づき、その対策に余念がない。しか

し、実際のｽﾄｯｸは住宅不足の時代に応急的に一律の企

画で揃えられた住宅団地であり、バリアフリーが必要

な高齢者の居住に適したｽﾄｯｸにはなっていない。それ

でも高齢者の集中が進む理由は、高齢者にとって50㎡

未満の家賃が高齢者の経済状況に適合していることに

他ならない。 

 

多摩市ＮＴエリアの単身高齢者数
(平成１４年１０月１日現在)
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活動として成立するものでなければならない。これは

ｺｰﾎﾟﾗﾃｨﾌﾞ住宅参加者が共通の命題としているもので、

結果として健康食材にこだわったﾚｽﾄﾗﾝと在宅医療を

行うｸﾘﾆｯｸが入所した。すでに永山ハウスの居住者は日

頃ﾚｽﾄﾗﾝで食事をとり、ｸﾘﾆｯｸの患者になった。 

５．地域ストックの改善課題 

地域にとって永山ハウスは一石である。波風立たず

淀んでいる水面に小さな波紋を与えたに過ぎない。波

紋が広がり波動が成果を出すのはこれからである。 

地域には大量の公的賃貸住宅という平穏無事なスト

ックがある。空き住戸が少ないことから住宅管理者は

変化を求めない。家賃の確保できる住宅は経営的には

優良住宅で、あえて住戸の改善をしないでも入居者は

あるのだから、維持管理して定期的に家賃を確保した

方が得策と考えるのもあたりまえ。入居者自身も他に

選択の余地がないことから我慢を強いられていても無

口である。 

年々、転入による高齢者の増加が顕著であるにもか

かわらず、居住者も家主も疑問を感じないでいる。1500

戸にもなる都営住宅には 60 歳を過ぎた単身世帯が押

し寄せ、UR賃貸には後期高齢で地方に住ませている親

を呼び寄せる高齢者入居も多く、65歳からの転入が増

加する。明らかに単身高齢者は増加し、ここ５年間で

も倍増している。 

 

６．ストック活用での地域再生 

分譲団地では 50 年も経ない段階で建替を進めてい

て今年度に建替決議を予定している。640戸を1200戸

への全面建替を計画しており、既存居住者と新たな購

入世帯との共生を模索しつつ計画づくりを進めている。

現状の仕組みでは既存住宅を残しての改善は不経済で

制度的に困難で、全面建替という大事業に住民が取り

組んでいる。 

しかし、公的賃貸住宅は家主にとっては危機感がな

い。危機感を感じなければならないのは、本来、そこ

に市民のいる多摩市であり地域住民であるはずだ。当

然の支援施策として高齢者に対する対策をと市では多

様な取り組みを進めている。認知症の高齢者に対する

対策は国のモデル事業にもなり、居住者を巻き込んで

進めている。また、地域の NPO も高齢者への支援活動

に余念がない。このように実際的な対応として生活支

援の取り組みはあるが、住宅のあり方はそのままであ

る。本来、ストックが変わらなければ居住の選択もで

きず、結局、住まいに関しては自由がないのである。 

 

７．空き店舗の高齢者住宅へのコンバージョン 

高齢者のみの世帯が集中すれば消費意欲も削がれ、

結果として商店街は疲弊する。鉄の扉で閉じられた住

宅に孤立する高齢者には消費意欲も芽生えず、地域の

商業活動は停滞する。開発当初からの商店街もすでに

シャッターを閉め、やがて２軒あったｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄも閉

鎖しね借り手のいない状況が続いている。細々と続け

ていた肉屋も閉店になり、諏訪商店街で生鮮食料品を

扱う店は無くなった。今は、隣接する永山商店街に残

るｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄが命の綱となっている。 

高齢者が集中することは、言うまでもなく高齢者の
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責任でない。何とか自らの力でｱﾌｫｰﾀﾞﾌﾞﾙな住宅を確保

しようとした結果に過ぎない。だから少ない選択肢の

中から居住可能な住まいを確保しようと、高倍率の都

営住宅に応募をし続ける。運良く当たれば家賃も１万

円台と安い。隣接するＵＲ賃貸と比較しても５万円の

差があるので、UR賃貸から都営住宅への入居希望も多

い。年金を生活のベースにしている高齢者には選択の

余地などないのだ。 

とりわけ多摩ﾆｭｰﾀｳﾝの初期開発地区の諏訪永山地区

には大量の住宅ストックがある。これらを活かした地

域再生の動きが望まれているし事業化可能である。居

住者支援のソフトの改善を進めていくことも必要だが、

ハードの改善が進まなければバランスの取れたｺﾐｭﾆﾃｨ

は形成できない。高齢者が集中するから高齢者住宅を

確保しようとするのではなく、若い世代を導入して健

全なｺﾐｭﾆﾃｨを確保することに努めなければならない。 

そこで、高齢者が孤立せずｺﾚｸﾃｨﾌﾞに住み続けられる

住まいを空きｽｰﾊﾟｰで確保しようと言うのが小生の提

案である。大屋根をくり抜いて中庭で採光を確保する

ことで空きｽｰﾊﾟｰは蘇る。新たなｺﾐｭﾆﾃｨの始まりである。 

その為には、孤立した高齢者を共生させ、空いた住

宅をｺﾝﾊﾞｰｼﾞｮﾝしてﾌｧﾐﾘｰ向けの住宅にすることで、ｺﾐ

ｭﾆﾃｨﾊﾞﾗﾝｽを保つことができる。高齢化に対しては若い

世代の居住支援を誘導することこそが地域再生の秘訣

である。一つ又一つと実績を重ねていくことこそ多摩

ニュータウン再生の切り札だと思っている。 

 

８．課題解決型の取り組み 

 地域に求められることは課題の発見ではない。課題

の解決が求められていて、実践こそが重要である。評

論家やｺﾝｻﾙﾀﾝﾄが如何に提案しようとも実践すべき主

体が無ければ何も進まないのが地域である。地域に求

められる課題は明確である。だからこそすぐに実践す

るという行動力が必要で、住民自らが提案と共に責任

を取っていくことが欠かせない。 

 

 

 

 

 

 

 

 かつて、小生もエリアマネジメントの必要性を説い

てみた。しかし、行政も地権者も同調はするものの自

ら汗を流そうとしない。そこで反省した。自らが出来

ることを進めていこうと・・・。まずは「永山ハウス」

を押し進めて、ようやく完成を見た。次なるものは孤

立する高齢者世帯の救済である。地域にあるストック

を活用した住宅づくりは十分可能である。 
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多摩ﾆｭｰﾀｳﾝ初期開発の諏訪永山地区の住宅ストック状況 

 まずは、空き家が増加して困っている民間賃貸住宅

の改善に取り組もう。高齢者などが集まって居住出来

るｺﾚｸﾃｨﾌﾞな住宅づくりを始めよう。また、永山ハウス

の定期借地バージョンを進めよう。賃貸判の永山ハウ

スも手がけよう。公的賃貸住宅のストック改善が進ま

ない状況では、まず民間から始めて公的賃貸住宅改善

のモデルとしよう。とにかく今ある問題に取り組むこ

とから始めよう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

９．まとめ  

かつて公営住宅の建替計画などを通じて良質な民間

賃貸住宅の供給を促す計画づくりを職能としてきた。

しかし、結果は公的住宅の整備理念が民間に伝搬する

ことなく、公的賃貸住宅は閉鎖的な住まい作りを繰り

返してきた。時代はすでに住宅余剰の時代。新たに整

備するだけではなく、既存ストックとのバランスある

開発が必要になった。 

 

 

 

 

 ｽｰﾊﾟｰ空き家の高齢者などのｺﾚｸﾃｨﾌﾞへのｺﾝﾊﾞｰｼﾞｮﾝ 
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提案報告 概要（52 編） 

作成：北野幸樹（日本大学） 

1 実践事例を通しての建築家の役割の考察 

勝島運河倶楽部での活動について 

嶋村泰輝（一級建築士事務所 アトリエ Bau） 
 

品川区の勝島運河周辺を中心フィールドとして活動している勝島運河倶楽部の活動について

整理している。活動テーマは「遊ぶ」「学ぶ」「育てる」「語る」であり、地元商店街、水辺漁業

等関係者、地域住民、議員、デザイナーなど水辺環境に関心を持つ様々な参加者により構成さ

れている。この活動の実践事例を通して建築家の役割について考察している。 

 

2 生き続けていく命ある全体とコミュニティアーキテクト 

地域の過去と未来をつなぐ、公共工事と地域のまちづくりの為に 

武田実代子（環境構造センター＋環境建築研究室 微笑み空間工房） 
 

東京都北区田端 2 丁目周辺地域を対象として、地域の過去と未来をつなぐ、公共工事のあり

方と地域との関係性について、地域の生活や人間関係の観点から現状と問題点を抽出し考察し

ている。それらの課題を解決するためのコミュニティアーキテクトの役割や参加について論じ

ている。 

 

3 三つの地域的再生デザイン －浜甲子園・芦屋若宮・御坊－（事例・報告） 

江川直樹（関西大学／現代計画研究所） 
 

地域の再生の問題は、環境の調和を取り戻すことであり、美しい生活景観形成の視点が地域

再生の一定の指標になり得るのではないかとの観点から、美しい景観形成の原理化の必要性を

述べている。加えて、集住環境の再生のためには、設計に重層性（重層的設計システム）を持

ち込むという視点が重要であることを論じている。これらの視座に基づき、「浜甲子園さくら街

（建て替え 1 期）」「若宮地区震災復興住環境整備」「御坊市営島団地の再生」の地域再生デザイ

ンについて概説している。 

 

4 伝統的空間を継承するデザインの課題と実現方策 

サスティナブルエリアデザインとコミュニティアーキテクトについての一考察 

鈴木俊治（有限会社 ハーツ環境デザイン 代表／早稲田大学芸術学校・東京大学講師） 
 

過去から未来に至るまで持続的に継承されるべき、伝統的な空間構成を有する都市や建築の

デザイン「伝統的空間を継承するデザイン」に焦点を当て、伝統的空間を継承するデザインが

困難な理由を整理すると共に、その実現方策として、法的規制誘導、法律や法的計画の見直し、

経済インセンティブを挙げている。加えて、その担い手としてのコミュニティアーキテクトに

ついて論じている。 
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5 農村地域の空間形成検討の実例と地域空間再生に向けた担い手の職能に関する 

実務者としての立場からの提言 

井原友建（特定非営利活動法人 地域再生研究センター／株式会社ウエスコ） 
 

兵庫県における農村地域の空間形成方策検討事業の実例（東播磨地域、西播磨地域）を紹介

し、実務者の職能の必要性と、実務者の限界を整理すると共に、この限界を打破する可能性が

期待される新たな試みとして「地域空間再生検討チーム（兵庫県）」について紹介し、我が国に

おける地域空間形成のあり方とその担い手の職能について提案している。 

 

6 事例報告 葛飾柴又帝釈天参道周辺の景観まちづくり 

田邊寛子（まちひとこと総合計画室） 
 

柴又独自の新しい観光・地域活性化を目指し、民間主導の景観まちづくり活動とまちなみ整

備を行っている NPO 法人柴又まちなみ協議会の活動を支援しているコミュニティアーキテクト

の観点から、葛飾柴又帝釈天参道周辺の景観まちづくりの事例を通して、「サスティナブルエリ

アデザインとコミュニティアーキテクト」の仕組み・手法とその担い手の職能について提案し

ている。 

 

7 里山を楽しみながら竹林の保全 

手島亙（宮代町竹のアート実行委員会事務局） 
 

埼玉県の宮代町で実践されている「竹のアート」の活動を通して、里山を楽しみながら竹林

を保全していく取り組みについて、「竹のアート展」の構想から実行へのプロセス、遊びから生

まれる保全への意識などの観点から紹介している。 

 

8 サスティナブルエリアデザイン（SAD）とコミュニティアーキテクト（CA）の 

時代的意義とそれぞれが備えるべき要件に関する試論 

青木仁（東京電力株式会社技術開発研究所） 
 

時代認識に基づき、従来型都市計画規範の脱却の観点からサスティナブルエリアデザインの

要件を整理すると共に、個別デザインの現場に立ち続ける者の観点からコミュニティアーキテ

クトの要件を整理することにより、サスティナブルエリアデザインとコミュニティアーキテク

トの時代的意義とそれぞれが備えるべき基本的要件について論じている。 

 

9 地方都市におけるまちづくり市民事業のかたち 

共同建替え事業こっぽら土澤 

市川均（アーキネットデザイン／早稲田大学都市・地域研究所） 

小林愛佳（アーキネットデザイン） 
 

 
 

228



岩手県の地方都市（土澤地区）で取り組んでいる「まちづくり市民事業」における地域運営

の布陣について紹介している。「土澤まちづくり会社」の取り組み、『共同建替え「こっぽら土

澤』の事例を通して、市民事業に取り組む市民のかたち、専門家に求められる能力、行政の支

援など、その課題や可能性について考察している。 

 

10 地域協働による地域運営の基盤づくり 

ちちぶまちづくり工房の取り組み 

市川均（アーキネットデザイン／ちちぶまちづくり工房） 
 

歴史的都市である埼玉県秩父市において、「地域協働」のまちづくりを目指して実践されてい

る「ちちぶまちづくり工房」の活動を紹介している。多様なまちづくりの担い手と活かされて

いないネットワークの現状から、「ちちぶまちづくり工房」への展開、多様な主体の連携（パー

トナーシップ）、ファンドによる地域運営の基盤づくりなどを整理し、「協働のまちづくりモデ

ル」の将来像を提示している。 

 

11 地域産業遺産とコミュニティアーキテクト 

安田孝（摂南大学） 
 

近代産業の発展と防災空間の形成を支えてきた仕組みとしてのソフトとハードの遺産の確認

と継承の必要性の視座から、倉敷市の産業遺産と都市形成を概観し、低成長経済、人口減少、

地球環境問題などの現在の社会経済状況のもとでの地域社会における建築・都市計画関係者の

あり方を再考し、コミュニティアーキテクトの役割について論じている。 

 

12 近代化遺産を活用したまちづくり 

足袋づくりが盛んだった行田の一例 

朽木宏（クチキ建築設計事務所／ものつくり大学客員教授） 
 

近代化遺産である蔵の再利用などを実践している「ぎょうだ足袋蔵ネットワーク」（埼玉県行

田市）の活動を通して、「楽しむ」切っ掛け創りを重要な要素として取り組んでいる行田のまち

づくりの考え方や仕掛けなどについて紹介している。 

 

13 滋賀県湖北地域における空き家を活用したサスティナブルエリアデザイン 

亀山芳香（滋賀県立大学大学院／コミュニティ・アーキテクト（近江環人）） 
 

滋賀県湖北地域において古民家を活用した地域活性化を進める活動を行っている「湖北古民

家再生ネットワーク」の取り組み（まちあるきワークショップ、空き町屋の修繕体験、空き家

の活用を考えるフォーラム）を報告すると共に、地域資源の一つである空き家の活用、都市と

地方の交流や移住などを通じた、サスティナブルエリアデザインを提案している。 
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14 官と民の実務家の協働による街づくり制度の提案 

鶴﨑健一（有限会社 ツルサキ設計） 
 

「官と民が建築とまちづくりについて本質論を語り合い、官は民を助け、民は官に協力し、

よりよい埼玉の財産形成に貢献し、県民の豊かな生活を寄与すること」を目的に発足した「埼

玉県街づくり懇話会」が成立に向けて取り組んでいる、官と民の実務家の協働による街づくり

制度となる「埼玉県建築物・街づくりプランナー制度」について提案している。 

 

15 老舗映画館の閉館とコミュニティシアターとしての再生 

東海林伸篤（世田谷区） 
 

地域に眠る固有の資源（人材、物資、土地建物等）の有効活用の観点の基、コミュニティシ

アター「川越スカラ座」（埼玉県川越市）並びに、この運営を担う「NPO プレイグラウンド」の

活動を通して、サスティナブルエリアデザイン及びコミュニティアーキテクトの役割について

考察している。 

 

16 持続可能な社会の実現に向けたまちづくりの課題とコミュニティアーキテクト 

京都市のまちづくり交付事業を事例とした一考察 

中野茂夫（京都工芸繊維大学） 
 

歴史的景観にもっとも恵まれている都市であり、それを生かしたまちづくりを展開している

先進的な自治体である京都市において実践されているまちづくり交付金事業を概観し、歴史を

生かしたまちづくりにおける都市計画的課題を整理すると共に、持続可能な社会の実現に向け

たまちづくりの課題とコミュニティアーキテクトの位置付けについて考察している。 

 

17 サスティナブルエリアデザインを学ぶ実地教育方法について 

大手前大学において実施した３事例 

川窪広明（大手前大学 メディア・芸術学部） 
 

大学の講義のみによる教育では困難と考えられるサスティナブルエリアデザインにおいて、

教員と学生が現地へ赴き、地域の団体や住民と協働しながら実地教育を実践している大手前大

学の 3 事例（事例 1：からほりまちアートへの参加、事例 2：西表島の住民に対する雨漏り修繕

工事指導、事例 3：NPO 法人尾道空き家再生プロジェクトとの協働）を紹介し、実地教育の実施

における 3 点のポイントを整理している。 

 

18 この街の修景について 

酒井信一郎（有限会社 パオ 主宰） 
 

中心市街地の景観の保全を目的に、中心市街地の建物、街の歴史などの聞き込みを行ってい

る「上山建築探偵団」の取り組み、中心市街地の活性化を目指して、景観を含めた総合的な視
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点からの計画を模索している「十日町未来会」の実践、城下町の景観整備のためのボランティ

アに参加している「城下町再生志士隊」の活動を紹介し、歴史を有する地域の修景について述

べている。 

 

19 私の考える日本のサスティナブルエリアデザインとコミュニティアーキテクト 

地域固有の空間形成、まちづくりの仕組み・手法とその担い手像 

奥村隆史（東京建築士会・練馬支部） 
 

東京建築士会（練馬支部）のメンバーが中心となって構成した「練馬建築会」の取り組みを

紹介し、サスティナブルエリアデザインは「生活景」に近いと考察している。一方で市民の公

共空間への欲求の欠如を指摘している。行政・市民・専門家の協働による活動を通して、コミ

ュニティアーキテクトの役割と職能の可能性について考察している。 

 

20 永続性を持つことの意味 

小幡敏信 Ph.D.（東京大学）・本田技研工業（株） 
 

和風スペースの利点の見直しと森を創造する緑化アーバンデザインシステムを推進すること

など、日本の悠久な都市歴史文脈を正しく認識して、日本人独自のフィロソフィーを持つ必要

があり、フィロソフィー・エデュケーションをより推進して、未来へのソサエティ構築力を鍛

える必要がある。フィロソフィカル・エデュケーションが正しく展開されることによって、サ

スティナブルな都市や建築空間に繋げることが可能になると述べている。 

 

21 稲城・南山における区画整理とエリアマネジメントによる次世代型街づくり 

少子・高齢・人口減少時代の新住宅市街地の形成 

飯田太郎（TALO 都市企画） 
 

稲城・南山における組合施行の区画整理事業を越えた取り組み、区画整理組合と自然保護団

体との連携による地域にねざしたエリアマネジメント、ビジネスモデルとしてのエリアマネジ

メントなどを紹介し、豊かで快適な暮らしの場として発展させるために、区画整理事業による

ハードの基盤整備と共に、持続的な街づくりを推進するソフトの仕組みであるエリアマネジメ

ントへの取り組みの現状と課題を考察している。 

 

22 「炭都」の風景・心象を次世代に 

NPO 法人大牟田・荒尾炭鉱のまちファンクラブ 

永吉守（NPO 法人 大牟田・荒尾炭鉱のまちファンクラブ／大学等非常勤講師） 
 

炭鉱のまち（三池炭鉱関連の施設や炭鉱）を近代化産業遺産と認識しながら保存活用活動を

進めている NPO 法人「大牟田・荒尾炭鉱のまちファンクラブ」の活動を紹介し、それらの活動

が地域社会とどのように関わっているか整理し、行政でも企業でもなく市民が地域社会を運営
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していく主役であり、コミュニティアーキテクトとして位置づけられることを考察している。 

 

23 サスティナブルエリアデザインに向けた啓発・普及について 

小樽都市文化研究会の活動 

三ツ江匡弘（三ツ江環境意匠研究所） 
 

「小樽都市文化研究会」における、専門性を有する得られた情報を一般市民が認識しやすい

形態へと情報を変形させ、それを数多くの一般市民を取り込むことの出来る組織（社会教育施

設・NPO など）と連携し、啓発・普及につなげている活動を紹介し、サスティナブルエリアデ

ザインを実践するためには、専門家から一般市民への啓発・普及というアプローチが重要であ

ることを述べている。 

 

24 許認可を通して旧鍋島家住宅が教えてくれたこと 

三浦清史（こうだ建築設計事務所） 
 

文化遺産の保存事例を振り返ることにより、コミュニティアーキテクトに求められる素養を

指摘し、対象に即物的に接し、その時代その地域での生産関係で解決する職能を有することが

求められるコミュニティアーキテクトは、もっとも「建築家には向かない職業」として考察し

ている。 

 

25 市街地に今も活きる江戸時代のまちづくり成果からの提案 

矢作武信（川口市役所 都市計画部都市計画課） 
 

江戸時代が始まる頃からの赤山陣屋敷址（赤山城跡）を拠点としたまちづくりの史実を基に、

川口市において現在に引継がれるまちづくり空間を概観し、「地域固有の空間形成、まちづくり

の仕組み・手法とその担い手像」について、(1)地域のまちづくりを物語る痕跡の発見、(2)地

域のまちづくりへの痕跡の活用、(3)痕跡を守り育てる地域コミュニティの形成、(4)マネージ

メント組織を支えるセクターの観点から、サスティナブルエリアデザイン、コミュニティアー

キテクトについて考察している。 

 

26 松山市における多面的な共生まちづくり 

坂の上の雲のまちづくりを通して 

前田眞（特定非営利活動法人 まちづくり支援えひめ 代表理事） 
 

松山市内全体を｢屋根のない博物館｣と見立て､魅力あるまちづくりを目指す｢『坂の上の雲』

フィールドミュージアム構想｣を具現するために、官民（実効性のある公共施設をはじめ地域資

源の利活用に主体的に取り組もうとする NPO や市民団体）の協働による新しいかたちのまちづ

くりを進めることを目的としているフィールドミュージアム支援事業を紹介し、今後の課題を

考察している。 
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27 コミュニティワークの実践 

縁側プロジェクトを通して 

前田眞（特定非営利活動法人 まちづくり支援えひめ 代表理事） 
 

松山市内の縁側プロジェクトの活動を概観し、地域住民にとって利用しやく身近な場所とな

るようなコミュニティスペースの活用の仕方、より多くの地域住民が主体的に関わることので

きる運用方法などについて、住民参加型のワークショップにより、地域の人たちと話し合いを

重ねながら展開してきたコミュニティワークの実践事例を紹介し、活動の評価、実態、課題な

どを考察している。 

 

28 しまなみ３島における住民参加型自転車モデルコースづくり事業と住民活動 

前田眞（特定非営利活動法人 まちづくり支援えひめ 代表理事） 
 

しまなみ３島における住民参加型自転車モデルコースづくり事業を通して、行政・地縁組織・

NPO との協働への展開、住民参加に向けた取り組みなどの協働事業の特徴を整理し、地域資源

活用型まちづくり活動の必要性と住民参加型・住民主体型事業の意義と課題について考察して

いる。 

 

29 「土の人」としてのコミュニティ・アーキテクトへの期待 

森川稔（滋賀県立大学） 
 

地域の歴史・景観・建築に限らず、生活環境の向上や地域の振興なども含む、コミュニティ

によるまちづくりの取り組みについて、自らが実践している「風の人」としての取り組みから、

「土の人」としての取り組みへの展開の状況を具体的に解説し、「土の人」としてのコミュニテ

ィアーキテクトの必要性や役割と課題について論述している。 

 

30 神楽坂の動態的界隈保全と持続可能なまちづくり 

山下馨（有限会社 山下馨建築アトリエ 主宰／粋なまちづくり倶楽部 事務局長） 
 

NPO 法人粋なまちづくり倶楽部は、建築家や都市計画家を含む専門家を多く擁し、過去のま

ちの人々の業績を糧としつつ、地元との信頼関係を背景として、神楽坂ならではのまちづくり

をテーマとして界隈支援活動を実践している。神楽座における住民自治の萌芽をまちづくりの

アナロジーとして紹介し、まちの課題は曼荼羅的に広がる世界であり、それに対する有機的な

対応、エリアマネジメントプログラムの実践の必要性を論じている。 

 

31 合意形成に基づく包括的都市建築デザインマネジメントシステム 

熊澤貴之（岡山県立大学） 
 

ホームドクターが公共施設の構想及び設計段階から利用段階に渡って，地域の市民にとって
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現在から未来に向かって如何に有益であるかという長期的な視点に基づいて，市民と合意形成

を図りながら都市建築デザインデザインをマネジメントする仕掛けが必要との観点の基、地域

に根差したホームドクターを制度化するための包括的都市建築デザインマネジメントシステム

を提案している。 

 

32 商業者（商店街）による地域コミュニティ形成に向けた取組 

黒崎晋司（株式会社 地域計画建築研究所［アルパック］東京事務所） 
 

東京都小金井市で取り組まれている商業者（商店街）を中心とする活動事例を通して、地域

の文化を継承・創造する担い手に求められる資質やデザインのあり方など、地域に相応しいコ

ミュニティアーキテクトとして資質について整理し、①地域への愛着心、②コミュニケーショ

ン力、③自己変革性などの重要性を指摘している。 

 

33 サスティナブルエリアデザインにおける企業コミュニティの役割 

高田剛司（株式会社 地域計画建築研究所） 
 

兵庫県明石市において、地元中小企業が企業コミュニティをつくってきた経緯とその後の活

動事例を紹介し、「地域の環境・空間・文化システムを継承するデザイン」としてのサステイナ

ブルエリアデザインを考える上で、産業分野が担う役割は決して小さくはないことを指摘しな

がら、企業コミュニティがサステイナブルエリアデザインの担い手として寄与出来得る可能性

を提示している。 

 

34 モンゴルにおける集住と生活・居住環境づくり 

杉本弘文（日本大学）・川岸梅和（日本大学） 
 

遊牧社会と都市社会が共存しているモンゴルにおいて、遊牧と（都市）定住の生活形態がみ

られる中で、良好なモンゴルの地域特性に立脚した「集住」と生活・居住環境づくりの必要性

を指摘し、都市空間における集住生活空間において、人・活動・空間・自然の相互浸透関係の

創生など、サステイナブルエリアデザインの基盤として、「生活環境デザイン」の重要性を述べ

ている。 

 

35 アメリカにおけるエコビレッジ型コウハウジングの取り組み 

川岸梅和（日本大学）・北野幸樹（日本大学） 
 

エコビレッジ型コウハウジングの事例分析を通して、居住者間のコミュニティと環境意識を

育み、資源・エネルギーの協同消費と循環のシステムを確立し、生活・居住環境の創生を図っ

ていくことの重要性を指摘し、コーポラティブ住宅やコウハウジングの居住・生活環境づくり

や活動への積極的な取り組みは、地域の環境・空間・文化システムの継承と創生への可能性を

有していることを指摘している。 
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36 嶺岡牧におけるカルチュラルネイチャー・スチュアードによるグローカルな地域再生 

藤島祥枝（環境アート計画協同組合 代表理事） 
 

嶺岡牧におけるカルチュラルネイチャー・スチュワードによる自然再生、自然・文化・社会

のグローカルな地域再生を一体として進めるコミュニティの形成は、外的刺激によって進めら

れ、外部カタリストが内部カタリストを養成し、内部カタリストが地域住民に働きかけること

による発展がみられると共に、問題解決型ワークショップにより自立的地域管理を行う新たな

コミュニティを創り出している実践事例を紹介している。 

 

37 環境共生のまちづくりによる臨海地域の再生 

尼崎 21 世紀の森づくり 

絹原一寛（株式会社 地域計画建築研究所） 
 

兵庫県尼崎市の臨海地域の工場地帯を環境共生のまちとして 100 年の時間軸の中で再生しよ

うする「尼崎 21 世紀の森づくり」の事例を通して、新しい価値を見いだし主体間を 

つないでいくサスティナブルエリアデザイン及びそれを支えるコミュニティアーキテクトのあ

り方について、実践現場での活動を紹介し考察している。 

 

38 地域づくりコンソーシアム構築に関するモデル研究 

古川隆（宮城大学地域連携センター地域振興事業部） 
 

地域コミュニティの社会変化への適応していくための方策として、パートナーシップの成熟

と恒常的で安定的な支援体制の確立に寄与する観点から、その基盤となる多様な主体の協働で

支援する新たな地域づくりコンソーシアム構築の有効性を指摘し、コミュニティアーキテクト

の職能や社会的役割の基盤をなす地域づくりコンソーシアムモデルを提示している。 

 

39 農のある暮らしを目指して 

仙台ならではのアグリライフ実現のために 

足立千佳子（特定非営利活動法人 せんだいプチファーム） 
 

「特定非営利活動法人せんだいプチファーム」の活動として、耕作地・低未利用地の有効活

用、都市の農村の交流、食育の推進などの実践事業を概観し、その成果として農のある暮らし

への展開を紹介している。加えて、今後の企画・運営の方向性として、オーナー制農園から体

験型農園へ、農の勉強会、コミュニティビジネスについて考察している。 

 

40 埼玉・住まい・まちづくり交流展 

高木章（日本建築学会関東支部 埼玉支所事務局） 
 

行政、建築家、都市計画家などの専門家、まちづくりを学ぶまたはまちづくりに関連した活
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動をしている学生、研究者、まちづくりに携わる NPO や任意の団体、住民の立場で再開発や集

合住宅の保守をする自治会の関係者など多岐にわたる参加者で運営される「埼玉・住まい・ま

ちづくり交流展」の事例を通して、まちづくり現場での交流展の意義を模索している。 

 

41 阪神・淡路大震災から 15 年 復興まちづくりに関わって学んだこと 

宮定章（阪神・淡路大震災まち支援グループ まち・コミュニケーション） 
 

阪神・淡路大震災の復興まちづくりにおける、人と人の関係づくり、地域組織づくり、地域

の拠点づくり、復興まちづくりの課題などを通して、まちづくりにおける住民と外部支援者の

関係の本質的な側面を指摘すると共に、時間の流れの中で培われた、まちづくりにおける外部

支援者の役割について考察している。 

 

42 地域に生き続けると言う論と思想 

時田芳文（株式会社 アルボックス時田） 
 

建築家としての活動を通して直接経験して来た地域論、持続の為の思想に基づき、生活者の

目を通してまちを見続けて、地縁技術を正しく活かし、伝承させる努力を続けていることの意

義を示し、この日常的な行為とそれを支える意識の持続無くして、サスティナブルエリアデザ

インもコミュニティーアーキテクトも成立しないことを主張している。 

 

43 地域のまちなみガイドライン作成のための＜気づきツール＞作成 

5 つの着眼点（レイヤー）とキーワード 

稲葉修（三井ホームデザイン研究所） 
 

地域のまちづくりガイドラインの作成において、担い手が、地域のクォリティとキャラクタ

ー(チャーム)を共有、創生し、維持運営していける、複数の方向性を構想できるまちなみガイ

ドライン作成のための＜気づきツール＞を紹介すると共に、＜まちなみアーキテクト＞という

概念は、＜個(私)的思考＞から＜生活・社会圏＞への思考の広がり、コミュニケーションに大

きな役割を果たす可能性が大きいことを指摘している。 

 

44 千坪の庭から見えたこと（ローカル駅型エリアマネジメント 10 年目の実感） 

下田祥裕（NPO 法人 KAO の会 理事･事務局長） 

原拓也（NPO 法人 KAO の会 事務局長補佐／株式会社 シグマ開発計画研究所 取締役） 
 

東武野田線鎌ケ谷駅周辺地区を中心に活動しているまちづくり NPO 法人 KAO が実践してきた

公民連携（市民参画型手法）によるローカル駅型エリアマネジメントについて概説し、10 年の

経験に基づいて、まちづくりに関する「4 つの思い」と「5 つの手順」について提言している。 
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45 市民と一体となった「府中建築文化フォーラムのまちづくり活動」 

安部貞司（日本設計／府中建築文化フォーラム） 
 

府中在住、在勤の建築家、都市計画家、環境デザイナーなど街づくり分野の専門家が参加し、

市民と一体となって活動している「府中建築文化フォーラムのまちづくり活動」を通して、地

域における市民と専門家の関わりや役割、地域の大学との連携の重要性と共に、基礎自治体に

おいては、建築・まちづくり・都市計画では地域の専門家の参加が不可欠であり、専門家がそ

の役割を果すための条件整備が急がれることを指摘している。 

 

46 まちづくりに都市計的感覚を持つ建築家の果たす、重要な役割 

住まいの身近な環境づくりから→ 都市に向けて 

鈴木清史（鈴木清史計画設計室） 
 

市民参加のまちづくりが盛んになってゆくなかで、まちづくりに都市計的感覚を持つ建築家

の果たす役割が重要であることを指摘すると共に、以下の観点を提示している。①要求ではな

く提案参画型の市民活動へ、②パラレルな立場で議論をし、多様な要素を取り入れたアイデイ

ア（案）を抽出する、③ファシリテーターの必要性、④総合的幅広い判断を必要とし人と人と

の関係を大切にした実行性のある行動力がもとめられる。 

 

47 サスティナブルエリアデザインとまちづくりアーカイブ 

青木義脩（さいたまの森アーカイブ）・松田完司（さいたまの森アーカイブ） 
 

まちづくりを都市と環境・景観のアーカイブについて収集・展示・解析・交流する等の活動

によって促進し、豊かな環境と優れた景観に抱かれた埼玉づくりに貢献することを目的として

設立された「さいたまの森アーカイブ」の活動を通して、アーカイブの構築は、これからのま

ちづくりにとって都市と地域の原風景、あるいは都市の原形を再確認するうえで重要であり、

コミュニティアーキテクトが中心的役割を担うべきであると考察している。 

 

48 まちの生活文化の継承・発展にむけて、歴史的建物を核にしたとりくみ 

東京、谷中の事例から 

椎原晶子（NPO 法人 たいとう歴史都市研究会） 
 

江戸時代以来四百年余、生活文化や生業、町並みをゆっくりと変化させつつ継承する町、東

京、台東区谷中地区を事例に、持続する地域社会の基盤を把握し、歴史的建造物をその再生・

発展の核として保全活用するとりくみを報告している。負の資産と捉えられていた地域資源を、

まちの歴史的文脈の中で再評価し、現代的な価値を見いだし転換活用し、住民、行政、まちづ

くりに関わる人々が主体的に連携し、進めていくサスティナブルアート（持続的な社会技術・

芸術）の必要性を指摘している。 
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49 バラといえば青井、青井といえばバラのまちづくり 

牧野桂子（株式会社 タム地域環境研究所） 

足立区 みどりと公園推進室みどり推進課 
 

青井地域における地域資源を活かした、市民・行政・専門家の協働による「バラのまち青井」

の活動を概観し、その課題と問題点を整理すると共に、バラのまち青井の主な取り組みとその

取り組みの工夫と成果から、活動の定着化と次の活動の指標について考察し、複数の地縁コミ

ュニティが一体となった、特色あるテーマ型コミュニティ活動の必要性について指摘している。 

 

50 小規模分散自律生活圏の多重ネットワーク社会 

小林郁雄（阪神大震災復興市民まちづくり支援ネットワーク） 
 

阪神大震災を教訓から、地域において実効性・重要性の再確認がなされた「まち住区」を取

り上げ、都市活動・地域生活が環境的にも経済的にも循環して、自律した生活を支える「小規

模分散自律生活圏の多重ネットワーク社会」の概念について提示すると共に、コンパクトシテ

ィづくり、市民活動社会への転換、職・住・遊に限定されない人のつながりの重要性について

言及している。 

 

51 日本建築学会関東支部埼玉支所の活動について 

市川毅（日本建築学会関東支部 埼玉支所長） 
 

日本建築学会と一般市民の関係について「開かれた学会」の観点から、日本建築学会関東支

部埼玉支所の活動で も成果が上がっている「埼玉すまい・まちづくり交流展」紹介し、埼玉

の持つ優れたものを建築学会が持つ優位性を十分に生かしながら市民に提供していく活動につ

いて解説している。 

 

52 多摩ＮＴでのオルタナティブ住宅整備の実験 

アフォーダブル住宅の整備手法の提案と実践 

秋元孝夫（有限会社 秋元建築研究所 代表取締役／ 

NPO 法人 多摩ニュータウン・まちづくり専門家会議 理事長） 
 

永山ハウスの実験を通して地域再生について考察している。地域に求められることは課題の

発見ではなく課題の解決であり、実践こそが重要であり、行動力と住民自らが提案し責任を取

っていく姿勢が欠かせない。諏訪永山地区の大量の住宅ストックを活かし、孤立した高齢者の

共生、空いた住宅をコンバージョンしてファミリー向けの住宅に更新、若い世代への居住支援

の誘導が地域再生の秘訣であり、実績を重ねていくことが必要不可欠であると言及している。 
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作成：北野幸樹、猿渡俊（日本大学）
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提案報告リスト（52 編） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO. 氏名 題名

1 嶋村泰輝 実践事例を通しての建築家の役割の考察　勝島運河倶楽部での活動について

2 武田実代子 生き続けていく命ある全体とコミュニティアーキテクト　地域の過去と未来をつなぐ、公共工事と地域のまちづくりの為に

3 江川直樹 三つの地域的再生デザイン　浜甲子園・芦屋若宮・御坊　（事例・報告） 

4 鈴木俊治 伝統的空間を継承するデザインの課題と実現方策　サスティナブルエリアデザインとコミュニティアーキテクトについての一考察

5 井原友建 農村地域の空間形成検討の実例と地域空間再生に向けた担い手の職能に関する実務者としての立場からの提言

6 田邊寛子 事例報告　葛飾柴又帝釈天参道周辺の景観まちづくり

7 手島瓦 里山を楽しみながら竹林の保全

8 青木仁 サスティナブル・エリア・デザイン（SAD）とコミュニティ・アーキテクト（CA）の時代的意義とそれぞれが備えるべき要件に関する試論

9 市川均・小林愛佳 地方都市におけるまちづくり市民事業のかたち　共同建替え事業こっぽら土澤

10 市川均 地域協働による地域運営の基盤づくり 　ちちぶまちづくり工房の取り組み

11 安田孝 地域産業遺産とコミュニティアーキテクト

12 朽木宏 近代化遺産を活用したまちづくり　足袋づくりが盛んだった行田の一例

13 亀山芳香 滋賀県湖北地域における空き家を活用したサスティナブルエリアデザイン

14 鶴崎健一 官と民の実務家の協働による街づくり制度の提案

15 東海林伸篤 老舗映画館の閉館とコミュニティシアターとしての再生

16 中野茂夫 持続可能な社会の実現に向けたまちづくりの課題とコミュニティ・アーキテクト　京都市のまちづくり交付事業を事例とした一考察

17 川窪広明 サスティナブルエリアデザインを学ぶ実地教育方法について　大手前大学において実施した３事例

18 酒井信一郎 この街の修景について

19 奥村隆史 私の考える日本のサスティナブルエリアデザインとコミュニティアーキテクト　地域固有の空間形成、まちづくりの仕組み・手法とその担い手像

20 小幡敏信 永続性を持つことの意味

21 飯田太郎 稲城・南山における区画整理とエリアマネジメントによる次世代型街づくり　少子・高齢・人口減少時代の新住宅市街地の形成

22 永吉守 「炭都」の風景・心象を次世代に　NPO法人大牟田・荒尾炭鉱のまちファンクラブ

23 三ツ江匡弘 サスティナブルエリアデザインに向けた啓発・普及について　小樽都市文化研究会の活動

24 三浦清史 許認可を通して旧鍋島家住宅が教えてくれたこと

25 矢作武信 市街地に今も活きる江戸時代のまちづくり成果からの提案

26 前田眞 松山市における多面的な共生まちづくり　坂の上の雲のまちづくりを通して

27 前田眞 コミュニティワークの実践　縁側プロジェクトを通して

28 前田眞 しまなみ３島における住民参加型自転車モデルコースづくり事業と住民活動

29 森川稔 「土の人」としてのコミュニティ・アーキテクトへの期待

30 山下馨 神楽坂の動態的界隈保全と持続可能なまちづくり

31 熊澤貴之 合意形成に基づく包括的都市建築デザインマネジメントシステム

32 黒崎晋司 商業者（商店街）による地域コミュニティ形成に向けた取組

33 高田剛司 サスティナブルエリアデザインにおける企業コミュニティの役割

34 杉本弘文・川岸梅和 モンゴルにおける集住と生活・居住環境づくり

35 川岸梅和・北野幸樹 アメリカにおけるエコビレッジ型コウハウジングの取り組み

36 藤島祥枝 嶺岡牧におけるカルチュラルネイチャー・スチュアードによるグローカルな地域再生

37 絹原一寛 環境共生のまちづくりによる臨海地域の再生　尼崎21世紀の森づくり

38 古川隆 地域づくりコンソーシアム構築に関するモデル研究

39 足立千佳子 農のある暮らしを目指して　仙台ならではのアグリライフ実現のために

40 高木章 埼玉・住まい・まちづくり交流展

41 宮定章 阪神・淡路大震災から15年　復興まちづくりに関わって学んだこと

42 時田芳文 地域に生き続けると言う論と思想

43 稲葉修 地域のまちなみガイドライン作成のための＜気づきツール＞作成　5つの着眼点（レイヤー）とキーワード

44 下田祥裕・原拓也 千坪の庭から見えたこと（ローカル駅型エリアマネジメント10年目の実感）

45 安部貞司 市民と一体となった「府中建築文化フォーラムのまちづくり活動」

46 鈴木清史 まちづくりに都市計的感覚を持つ建築家の果たす、重要な役割　住まいの身近な環境づくりから→ 都市に向けて

47 青木義脩・松田完司 サスティナブルエリアデザインとまちづくりアーカイブ

48 椎原晶子 まちの生活文化の継承・発展にむけて、歴史的建物を核にしたとりくみ　東京、谷中の事例から

49 牧野桂子 バラといえば青井、青井といえばバラのまちづくり

50 小林郁雄 小規模分散自律生活圏の多重ネットワーク社会

51 市川毅 日本建築学会関東支部埼玉支所の活動について

52 秋元孝夫 多摩ＮＴでのオルタナティブ住宅整備の実験　アフォーダブル住宅の整備手法の提案と実践
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応募提案報告集 

私の考える日本のサスティナブルエリアデザインとコミュニティアーキテクト 

地域固有の空間形成、まちづくりの仕組み・手法とその担い手像 

―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

2009 年 11 月 

編 集 

著作人 

〒108-8414 東京都港区芝 5 丁目 26 番 20 号 

TEL  03-3456-2051 

FAX  03-3456-2058 

http://www.aij.or.jp/ 

―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

社団法人 日 本 建 築 学 会 
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