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キンセール（アイルランド）

From 1958, "Tidy Town" competition 
encouraged Irish towns to compete to see 
which could be the most colorful.



Light Environment としての町並み色彩g

●Heavy
・文字通り重くて、普通は動かさない、文字通り く 、普通 動 さな 、
簡単に変えない環境
■ファブリック（織り模様、都市構造）

●Light
・住民の自己表現や働きかけで変え・住民の自己表現や働きかけで変え
られる環境
■コミュニティの暮らしの重要な要素

Heavy Environment Light Environment
（Ｄ．アップルヤード）



環境の教育力と函館町並み色彩まちづくり環境の教育力と函館町並み色彩まちづくり

■地域の環境や空間の価値、まちづくり資源として
の可能性を言葉ではなく環境自体が発信する力
として市民が捉えうること、また地域社会の特徴
やまちづくり活動における伝統を波及力として地
域住民が認識し共有化しうることを応募者は「環
境の教育力」と定義し、まちづくりにおける重要な
概念として捉えている。

■函館市西部地区での町並み色彩まちづくりの取■函館市西部地区での町並み色彩まちづくりの取
り組みは、参加型で環境の現場にこだわり「環境
の教育力」を 大限に引き出した活動である。の教育力」を 大限に引き出した活動である。



町並み色彩こすりだし

ーまちの個性再発見による教育効果ー

函館市西部地区の洋風・和洋折衷様式の建築群



旧函館区公会堂の色彩

1982（昭和57）年の保存修理工事

創建（明治43年）当初の色彩に復原
「青灰色と黄色の鮮やかな色彩」

函館市民にとって事件
ともいえる出来事

「戦前の函館には、今では及びもつかないような
ハイカラな色彩の町並みがあったのではないか」「仮説の誕生」



「こすり出しこすり出し」

「時層色環」の発見時層色環」の発見

参加型のペンキ色彩「こすりだし」調査による参加型のペンキ色彩「こすりだし」調査による
市民の町並み学習への教育効果



大町郵便局の色彩変遷

1911 (明治44)年

1918 (大正7)年

創建

( )

1925 (大正14)年

1932 (昭和 7)年油性 1932 (昭和 7)年

1939(昭和14)年

1947(昭和22)年 「昭和22年頃黄色に塗り替え」

「昭和20年は灰色」３代局長夫人

油性
塗料

1947(昭和22)年

1953(昭和28)年

1959(昭和34)年

３代局長夫人談

「昭和28年当時は緑色」
郵便局主任

1959(昭和34)年

1964(昭和39)年

1970(昭和45)年1970(昭和45)年

1975(昭和50)年

1981(昭和56)年 「昭和56年に塗り替え」

アルキド

樹脂
塗料

1981(昭和56)年

1987(昭和62)年

「昭和56年に塗り替え」
局長西浜氏談

「昭和62年に塗り替え」
局長西浜氏談



建物所有者のペンキ色彩への関心と色彩選択の地域性の
再確認での教育効果

色彩の選択の要因は、
「港をイメージする明るい色として」、

「公会堂や学校などの有名な建物にあこがれ
て」など場所や建物のイメ ジや 「娘がいるて」など場所や建物のイメージや、「娘がいる
のでピンクのかわいらしい色を選んできた」、

「建物の輪郭を白くして建物を大きくみせた「建物の輪郭を白くして建物を大きくみせた
い」等、家のイメージを表現したものとか、

「塗り替えは向かいや隣と一緒にし、色も同じ
もの」、など隣近所との関係で選んだもの等、
様々な視点から環境との関わりのなかで色
彩を考えていることがわかる彩を考えていることがわかる。

一般の住宅地でよくいわれる、汚れが目立た
ない色、落ちついた色、飽きのこない色等のない色、落ちついた色、飽きのこない色等の
消去法的な発想で色が選ばれることがない。



建物所有者のペンキ色彩への関心と色彩選択の地域性の
再確認での教育効果

色彩の選択の要因は、

ピンクや青、緑、黄色など一般の住宅地であま
り使われない色彩も函館の歴史的建造物に塗
られると実際実に映えるし、楽しい街並みをつく
りだすりだす。

かっては塗装業者がペンキ缶を自転車に積ん
で街中を巡り、外壁の塗装が痛んでいる建物をで街中を巡り、外壁の塗装が痛んでいる建物を
見つけると塗り替えを進めて回っていたという。

函館の街の風景の中では、ペンキ色彩はささや
かだが、楽しい自己主張の表現となっている。

ある高齢の女性の「私はこの家に嫁入りした時
の建物の色をよく憶えている ２０年前 周辺の建物の色をよく憶えている。・・２０年前、周辺
にピンクの建物が多くあり、自分もピンクが良い
色だと思ったのでそれを塗ることにした。ピンク色だと思ったのでそれを塗ることにした。ピンク
の色は気に入っているので今後もピンクを塗ろ
うと思う。」という言葉に象徴的に表されている。



市民まちづくりを応援する仕組み

函館からトラ ト 市民まちづくり助成制度 教育効果ー函館からトラストの市民まちづくり助成制度の教育効果ー

研究からまちづくり基金創出へ

1991年4月

トヨタ財団の研究コンク ルで

1993年7月

函館色彩まちづくり基金トヨタ財団の研究コンクールで

最優秀賞を受賞

函館色彩まちづくり基金

（愛称：函館からトラスト）の誕生



函館の市民まちづくりの伝統を
増幅・発展させた教育効果





プ 「 ダ

函館の夜景景観研究

ライトアップから「ライトダウン」へ

路地の灯り

室内からもれ
る生活の灯りる生活の灯り



函館での多様な市民まちづくり活動誕生函館での多様な市民まち くり活動誕生
の触媒となった教育効果

５つの「から」にこだわりながら

函館からの発信

触媒としての「から」

目に見える成果から

辛口「からくち」のスタイル

触媒としての「から」

函館のからーにこだわる

辛口 からくち」のスタイル





地域の環境改善の取り組み

ーペンキ塗り替えボランティア隊による色彩まちづくりの教育の効果ーペンキ塗り替えボランティア隊による色彩まちづくりの教育の効果



建物所有者が若いボランティアの活動に刺激され、
もう一度、建物に愛着を取り戻し売却を考え直す契機となった

・1989年のこすり出し調査
「加藤家住宅」

・バブル末期のマンション業者の
攻勢で売却寸前

・一人暮らしの高齢の女性は、亡き
ご主人との思い出深いこの建物で
住み続けたい意向住み続けたい意向

・加藤さんを元気づける、励ます
「ペンキ塗りボランティア活動」

・売却はとりやめ
加藤さんは自分 屋根 ペ キを・加藤さんは自分で屋根のペンキを
塗り替え、元気に住み続ける



建物所有者の高齢化等により、長く手入れされず、ペンキ塗りも

されないまま、老朽化している町家も多い

ペンキ塗りボランティア隊による町家のペンキ塗り替え活動



活動の目的：西部地区に残る古い下見板張り町家のペンキ塗り替え活動の目的：西部地区に残る古い下見板張り町家のペンキ塗り替え
作業をとおして、老朽化する町並みを元気づけ、市民
の手の届く範囲でまちづくりを支援するの手の届く範囲でまちづくりを支援する

活動の担い手：当初から北海道大学の学生・大学院生、地元のまち
づくり市民グループ・元町倶楽部が主力。
その後、地元の函館工業高校、函館工業高等専門学
校、北海道教育大学函館校、はこだて未来大学の学
生、さらには小学生や一般市民の方々も参加。

2011年には参加者数73名、2日間で延べ125名

23年間の総計：参加者数882名、2日間で延べ1,220名



ペンキ塗り対象
建物の分布

歴史的景観地域内で、伝統的
建造物群保存地区外：19件

伝統的建造物群保存地区内：1件

歴史的景観地域のすぐ外側：7件

谷地頭商店街：17件

（地図外：1件）

合計：45件



1年間の活動スケジュール
1月／公益信託函館色彩まちづくり基金への助成申込（申請書の作成）

2月／運営委員会の審査による助成金の獲得決定

4月頃／現地調査によるペンキ塗り対象町家の選定、
「こすり出し」調査・「時層色環」の採集

5月～7月中旬／コンピュータ－グラフィックスによる町家の色彩シミュ
レーション、
建物所有者との塗り替える色の相談 決定建物所有者との塗り替える色の相談・決定、
ペンキ塗りボランティアの呼びかけ、
足場の手配足場の手配、
ペンキ塗料・刷毛等の用具の手配

7月末～9月末の週末の2日間／現地における町家の外壁のペンキ塗りの実施7月末 9月末の週末の2日間／現地における町家の外壁のペンキ塗りの実施

10月以降／活動報告書の作成

翌年の2月／最終報告会での運営委員及び市民に向けての翌年の2月／最終報告会での運営委員及び市民に向けての
プレゼンテーション（PPTと報告書）



ボランティア募集の呼びかけ







①新聞による報道：1997年から2004年
までのほぼ毎年と最後の2012年
北海道新聞と函館新聞の2紙－北海道新聞と函館新聞の2紙

②テレビによる報道： TVh・テレビ北海
道の道新ニュース、NHKテレビ・おは道の道新 ス、 テレ おは
よう北海道「ハイカラな町並みを守
る」、ほか



西部地区および住民のまちづくりへの教育効果

■建物所有者が若いボランティアの活動に刺激され、 建物に

西部地区および住民のまち くり の教育効果

愛着を取り戻す契機となった

■建物所有者が建物の売却を考え直し 地区に住み続けること■建物所有者が建物の売却を考え直し、地区に住み続けること
への応援

■地区への関心の高まりによる空き家の活用や再生への展開

■学生との協働による地元の市民グループのまちづくりの意欲
・刺激

■小学生達のペンキ塗り替え参加による地域学習としての函館
の町並み色彩の体験・理解の町並み色彩の体験 理解





教育活動としての周知の状況：

ペンキ塗りボランティア隊による、西部地区の住民に対するアンケート
調査の結果から（2008年5月17日と7月25日、全配布数170、全有効回答
数42、全有効回答率24.7％）

①ペンキ塗りボランティア活動に対する認知度は86％、
②関心度も83％と高く、
ペンキ塗りボランティア活動が西部地区住民に良く知られ 高い関心をペンキ塗りボランティア活動が西部地区住民に良く知られ、高い関心を
持って見られている

設問『町家ペンキ塗りボランティア活動に関心はおありですか』設問『町家ペンキ塗りボランティア活動をご存知ですか』

44.2%

2.3%

9.3% 2.3%

31.0%
11.9%

4.8%

設問『町家ペンキ塗りボランティア活動に関心はおありですか』設問『町家ペンキ塗りボランティア活動をご存知ですか』

41.9%

実際に見たこともあり、よく知っている 新聞等マスコミをつうじて知っている

どこかで聞いたことがある まったく知らない

無回答

52.4%

大いに関心がある 少し関心がある 無関心である 無回答



教育活動を通した社会への貢献の程度：
ペンキ塗りボランティア活動はペンキ塗りボランティア活動は、
①歴史的景観の改善について80％が貢献していると回答、
②また老朽化が進む町並みの再生についは、73％が貢献していると回答、
③古い下見板張り町家の価値の見直しや関心の高まりについては59％③古い下見板張り町家の価値の見直しや関心の高まりについては59％、
④西部地区の歴史的景観・町並みの価値の見直しや関心の高まりについては
64％が貢献していると回答、

ペンキ塗りボランティア活動の歴史的景観の改善への貢献度、老朽化が
進む町並みの再生への貢献度は高く、ペンキ塗りボランティア活動が西部地
区の古い下見板張り町家や歴史的景観・町並みに対する住民の価値の見直し区の古い下見板張り町家や歴史的景観・町並みに対する住民の価値の見直し
や関心を高めることに影響を与えた。

9 5%

設問『歴史的景観の改善」について、どのように思われますか』 設問『 「老朽化が進む町並みの再生」について、どのように思われますか』

52.4%
2.4%

7.1%

9.5%

47.6%4.8%

14.3%

7.1%

28.6%

歴史的景観の改善に大いに貢献している

26.2%

老朽化が進む町並みの再生に大いに貢献している

歴史的景観の改善に少しは貢献している

ほとんど貢献していない

わからない

無回答

町並みの再生に少しは貢献している

ほとんど貢献していない

わからない

無回答



大学生達への環境実践としての教育効果大学生達への環境実践としての教育効果

■学生に生きた建築教材として歴史的建造物を実際にふれ建
築特性、維持管理の問題を理解させる教育の効果

■学生にまちづくりで企画案を実現するために必要な諸事の
手配や交渉などの行う能力を高める教育の効果手配や交渉などの行う能力を高める教育の効果

■学生に大勢の参加者をまとめ上げるリーダーシップ養成、建
物所有者へのプレゼンテーション、他校の学生達や市民グ
ループとのコミュニケーション等、社会的活動で必要な能力を
身につける教育の効果身につける教育の効果

■学生達にとってペンキ塗り替えの前後で町並みが美しく改善■学生達にとってペンキ塗り替えの前後で町並みが美しく改善
されたことでの充実感、達成感による教育の効果


