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我が国の建築教育が抱える問題

我が国の建築教育は明治以来、良くも悪くも「敷地主義」

２１世紀に入り、地球温暖化の問題、グリーンエネルギー問題など

地域や世界を単位に考えなくてはいけない問題が続出

建築教育は追随できていない

さらに、景観改善やまちづくりを担う人材の育成

JABEEとUNESCO-UIAにより認定される国際相互認定

ASEAN内の単位互換制度

もはや、建物の敷地、研究領域の境界、大学の境界、国籍を超え、

新たな枠組み（パラダイム）の中で、

従来型のホーリスティックな教育＋実践的建築教育が必要



シャレットワークショップとは何か

専門家・大学・学生が街の人々と連携し、新しいビジョンやその
実現のためのシナリオを考え、議論のきっかけを作る手法。

↓

・現地に短期間滞在し、集中して調査・提案を行う
・計画論だけでなく、空間論、実践論まで具体的に踏み込む
・街の人々の行政に具体的な形の提案をし、フィードバックを得る

* : 「シャレット」は仏ボザール時代の貨車の意
* : 欧米のまちづくりにおける合意形成方法の一つ



シャレットワークショップにより期待できる効果と影響

■直接的教育効果

包括的なまちづくりデザインの実践教育により、都市計画や
建築のジャンルにとらわれない総合的な視野を養い、地域に
根ざした街づくりや設計の専門家を育成する。
（地域で活躍するプロフェッショナルの養成）

■間接的教育効果■間接的教育効果

大学教育における研究と実践のシナジー効果
行政や街の人々の意識の啓発
（関係者の意識啓発）

■まちづくりへの影響

第三者からの具体的なビジョンによる議論の活性化
（触媒効果によるまちづくりへのフィードバック）
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専門家による「シャレットワークショップ」の考え方を学

生の実践的教育プログラムに実験的に応用し、長期間

教育上の創意工夫点

にわたって継続することでその教育効果を検証し、また

フィールドの対象とした地方都市における実際の効果を

測定することで、常に教育の質向上のためのフィード

バックを行う教育プロセス



① 環境観察力
初めて訪れる場所の雰囲気、特徴などを鋭く観察し、その形成理由や変
化のプロセスを洞察し、地域の特徴のありかたを多角的に観察し評価し
得る視点を養う。

②課題抽出力
地域が抱える問題点を観察データ、市民へのヒヤリングなどから抽出し、
地域が持っている利点と共に整理することで、解決すべき課題を明確に
する能力を養う。

③将来ビジョンおよび空間デザインの構成力
地域が長期的にどのような将来像を描くべきかを考察し、具体的に課題
を解決するためのアイデアを出すと共に、それを実際の空間に翻訳する
技術を養う。建築設計の基本的素養が具体的なケースで求められるため、技術を養う。建築設計の基本的素養が具体的なケースで求められるため、
即効性、応用性が強く鍛えられる。

④コミュニケーション能力
老若男女の市民や行政関係者と十分なコミュニケーションを取ると共に、
グループ作業を通じて、学生間のディスカッションに集中することで、
徹底的にコミュニケーション能力を鍛える。

⑤プレゼンテーション能力
自分たちが考えてきたアイデアやデザインをいかに普通の市民や行政関
係者に分かりやすく説明し、理解を得るかを実践の中で体験させる。建
築的な営為が単に机上の考えではなく、社会の中で重要な責任を伴う仕
事であることを実感させ、意識の向上を図る。



シャレットワークショップの基本プロセス



明治大学小林研究室の
高梁市における20年の取組み高梁市における20年の取組み



高梁市の景観





基礎調査（街並み、住民・観光客の意識調査など）

シャレット・ワークショップ（集中ワークショップ）の実践

分析による課題の拾い出し
＋

市民との話し合い

具体的な解決方法の提案

４～５日の
集中的作業



西暦
（年）

提案内容

1993
・住民・観光客に対するアンケート調査
・今後の「まちづくり」（面的整備、線的整備、点的整備）の提案

1994
・住民・観光客に対するアンケート調査
・マトリックスレーダーチャートの地域診断
・歴史をテーマとしたMUSEUM（コンペ形式）

1995
・アンケート調査
・町並み調査
・栄町商店街の活性化計画

1996

・本町の町並み調査
・界隈調査
・界隈の核となる要素の調査
【講演会】「魅力ある都市景観の再生について」
【要望書】紺屋町倉庫保存活用について高梁市へ提出

1997

・本町を対象とした重点的調査・分析
・尾藤邸 格子戸風の『門』のデザイン
・『蔵』の実測調査と再生計画
【講演会】「まちなみの変遷史とこれからの展望」

1998

・町の『遺伝子』について
・観光ルート景観整備
・歴史人物記念館の計画
【竣工】「小池邸」、「尾藤邸『門』」
【策定】歴史的町並み保存地区整備計画

1999

・観光客を対象としたアンケート調査
・観光ルートの景観整備
・紺屋川の整備
・観光マップの作成
・備中高梁駅の提案
・「大田邸」のデザイン
【竣工】「伊達邸」、『蔵』（観光物産館・「紺屋川」）
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・観光客を対象としたアンケート調査
・観光ルートの景観整備

■小林ゼミの活動 ２０年

1999

・観光ルートの景観整備
・紺屋川の整備
・観光マップの作成
・備中高梁駅の提案
・「大田邸」のデザイン
【竣工】「伊達邸」、『蔵』（観光物産館・「紺屋川」）

2000

・紺屋川／観光ルートの町並み調査
・紺屋川大学構想
・ふうてん（寅さん記念館）計画
【竣工】「大田邸」
【たかはし町並みデザイン賞】「観光物産館」、「伊達邸」、小池邸、尾藤邸『門』

2001
・子供達によるまちづくりゲーム
・栄町商店街再生計画

2002
・紺屋川景観整備計画
・小高下谷川の水を利用したまちづくり

2003 ・街角インフィルによる活性化計画

2004 ・高梁市合併構想

2005 ・吹屋往来景観整備計画

2008
・「伊吹邸」再生計画
・ユビキタス実証実験

2009

・順正寮再生計画
・武家屋敷通り景観シミュレーション
・中州公園再生計画
・町並み印象調査
・データベース作成



■小林ゼミの活動 ２０年
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■街並み・意識調査

■街並みの分析と修復計画

■小林ゼミの活動 ２０年

1999

・観光ルートの景観整備
・紺屋川の整備
・観光マップの作成
・備中高梁駅の提案
・「大田邸」のデザイン
【竣工】「伊達邸」、『蔵』（観光物産館・「紺屋川」）

2000

・紺屋川／観光ルートの町並み調査
・紺屋川大学構想
・ふうてん（寅さん記念館）計画
【竣工】「大田邸」
【たかはし町並みデザイン賞】「観光物産館」、「伊達邸」、小池邸、尾藤邸『門』

2001
・子供達によるまちづくりゲーム
・栄町商店街再生計画

2002
・紺屋川景観整備計画
・小高下谷川の水を利用したまちづくり

2003 ・街角インフィルによる活性化計画

2004 ・高梁市合併構想

2005 ・吹屋往来景観整備計画

2008
・「伊吹邸」再生計画
・ユビキタス実証実験

2009

・順正寮再生計画
・武家屋敷通り景観シミュレーション
・中州公園再生計画
・町並み印象調査
・データベース作成



西暦
（年）

提案内容

1993
・住民・観光客に対するアンケート調査
・今後の「まちづくり」（面的整備、線的整備、点的整備）の提案

1994
・住民・観光客に対するアンケート調査
・マトリックスレーダーチャートの地域診断
・歴史をテーマとしたMUSEUM（コンペ形式）

1995
・アンケート調査
・町並み調査
・栄町商店街の活性化計画

1996

・本町の町並み調査
・界隈調査
・界隈の核となる要素の調査
【講演会】「魅力ある都市景観の再生について」
【要望書】紺屋町倉庫保存活用について高梁市へ提出

1997

・本町を対象とした重点的調査・分析
・尾藤邸 格子戸風の『門』のデザイン
・『蔵』の実測調査と再生計画
【講演会】「まちなみの変遷史とこれからの展望」

1998

・町の『遺伝子』について
・観光ルート景観整備
・歴史人物記念館の計画
【竣工】「小池邸」、「尾藤邸『門』」
【策定】歴史的町並み保存地区整備計画

・観光客を対象としたアンケート調査
・観光ルートの景観整備

■実現した修復事例

■街並み・意識調査

■街並みの分析と修復計画

■子供達によるまちづくりゲーム（2001）

■小林ゼミの活動 ２０年

1999

・観光ルートの景観整備
・紺屋川の整備
・観光マップの作成
・備中高梁駅の提案
・「大田邸」のデザイン
【竣工】「伊達邸」、『蔵』（観光物産館・「紺屋川」）

2000

・紺屋川／観光ルートの町並み調査
・紺屋川大学構想
・ふうてん（寅さん記念館）計画
【竣工】「大田邸」
【たかはし町並みデザイン賞】「観光物産館」、「伊達邸」、小池邸、尾藤邸『門』

2001
・子供達によるまちづくりゲーム
・栄町商店街再生計画

2002
・紺屋川景観整備計画
・小高下谷川の水を利用したまちづくり

2003 ・街角インフィルによる活性化計画

2004 ・高梁市合併構想

2005 ・吹屋往来景観整備計画

2008
・「伊吹邸」再生計画
・ユビキタス実証実験

2009

・順正寮再生計画
・武家屋敷通り景観シミュレーション
・中州公園再生計画
・町並み印象調査
・データベース作成

駐車場の門 観光物産館



西暦
（年）

提案内容

1993
・住民・観光客に対するアンケート調査
・今後の「まちづくり」（面的整備、線的整備、点的整備）の提案

1994
・住民・観光客に対するアンケート調査
・マトリックスレーダーチャートの地域診断
・歴史をテーマとしたMUSEUM（コンペ形式）

1995
・アンケート調査
・町並み調査
・栄町商店街の活性化計画

1996

・本町の町並み調査
・界隈調査
・界隈の核となる要素の調査
【講演会】「魅力ある都市景観の再生について」
【要望書】紺屋町倉庫保存活用について高梁市へ提出

1997

・本町を対象とした重点的調査・分析
・尾藤邸 格子戸風の『門』のデザイン
・『蔵』の実測調査と再生計画
【講演会】「まちなみの変遷史とこれからの展望」

1998

・町の『遺伝子』について
・観光ルート景観整備
・歴史人物記念館の計画
【竣工】「小池邸」、「尾藤邸『門』」
【策定】歴史的町並み保存地区整備計画

・観光客を対象としたアンケート調査
・観光ルートの景観整備

■ユビキタス実証実験
■実現した修復事例

■街並み・意識調査

■街並みの分析と修復計画

■子供達によるまちづくりゲーム（2001）

■小林ゼミの活動 ２０年

1999

・観光ルートの景観整備
・紺屋川の整備
・観光マップの作成
・備中高梁駅の提案
・「大田邸」のデザイン
【竣工】「伊達邸」、『蔵』（観光物産館・「紺屋川」）

2000

・紺屋川／観光ルートの町並み調査
・紺屋川大学構想
・ふうてん（寅さん記念館）計画
【竣工】「大田邸」
【たかはし町並みデザイン賞】「観光物産館」、「伊達邸」、小池邸、尾藤邸『門』

2001
・子供達によるまちづくりゲーム
・栄町商店街再生計画

2002
・紺屋川景観整備計画
・小高下谷川の水を利用したまちづくり

2003 ・街角インフィルによる活性化計画

2004 ・高梁市合併構想

2005 ・吹屋往来景観整備計画

2008
・「伊吹邸」再生計画
・ユビキタス実証実験

2009

・順正寮再生計画
・武家屋敷通り景観シミュレーション
・中州公園再生計画
・町並み印象調査
・データベース作成



高梁市歴史的町並み保存地区整備事業 （１９９８年制定）

①伝統的建築物の保存修理修景には工事費の3/4（限度額なし）
②伝統的建築物以外(新築を含む)の修景には工事費の3/4 （150万円限度額）
③付帯工作物（主に看板）の整備

に対して高梁市が助成する制度である。

３／４
助成

町並み保存に当たり条例は制定せず、「補助金交付要綱」と「高梁市
歴史的町並み保存地区整備計画」を定め、整備事業を始めた。補助
対象地区は本町地区で、これまで３１件が町家の保存・修復を行った。

具体的な基準として

本町のデザインガイドライン （１９９９年策定）



従前写真 デザインガイドライン適用後





約３０軒が修景によって町並みを揃えた。



尾藤邸「門」



尾藤邸「門」



「蔵」の再生プロジェクト



観光物産館「紺屋川」



■研究室活動から展開した国内・海外に向けた
「シャレットワークショップ」の教育効果

高梁市における継続的なシャレットワークショップ

1993 2012



■研究室活動から展開した国内・海外に向けた
「シャレットワークショップ」の教育効果

高梁市における継続的なシャレットワークショップ

1993 2012

国内各地におけるシャレットワークショップ
(建築学会都市計画・デザイン教育小委員会＋NPO）

2005 2012



これまでの国内シャレットワークショップ



三重県松阪市における国内ワークショップ



■研究室活動から展開した国内・海外に向けた
「シャレットワークショップ」の教育効果

高梁市における継続的なシャレットワークショップ

1993 2012

国内各地におけるシャレットワークショップ
(建築学会都市計画・デザイン教育小委員会＋NPO）

2005 2012

国内各地における国際シャレットワークショップ
（建築学会まちづくり支援建築会議＋NPO)

2010 2012



これまでの国際建築都市デザインワークショップ



佐賀県唐津市における国際建築都市デザインワークショップ


