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従前

　「ワカミヤハイツ」は足立区西新井に建つ築 40
年の木造賃貸アパート（以下、木賃アパート）
である。敷地は路地のつきあたりにあり、建物
は東西で２棟に分かれており、各棟には各階に
２戸、計８戸の住戸がある。住戸内は６畳と 4.5
畳の和室が２間と、台所・食堂、風呂、便所、
ベランダで構成されており、全ての住戸が同じ
間取りである。建築当初から大きく改修された
跡はなく、屋内外とも劣化が進んでいた。また、
外構は全てコンクリートで舗装されており無機
質な雰囲気であった。なお、従前は８戸中、６
戸が空き室の状態であった。

従前の「ワカミヤハイツ」

　「ワカミヤハイツ」の改修は、８戸あった住戸
を７戸に減らし、１戸を共同キッチンとラウン
ジをもつコモンスペースに変え、外部に居住者
が共同で利用できる菜園と食べられる樹種で中
庭をつくり、農のある暮らしを軸としたコレク
ティブハウスに改修した。各住戸はさまざまな
価値観をもった暮らしが選択できるように、欄
間や床の間、建具など従前の特徴を活かしつつ、
住戸ごとに異なる間取りをつくった。１階はバ
ルコニーの腰壁を撤去し、直接出入りできるよ
う土間を設けたり、２階は天井を上げ、梁を表
しにして開放感を与えたり工夫している。その
ほか、効率よくかつコストを抑えるため、建物
の外周部を中心に既存の真壁の上から直接構造
用合板で補強した。

「ワカミヤハイツ」の改修

「ワカミヤハイツ」

　足立区に住む施主は、先代から受け継いだ資
産を地域のために活用したいと、2014 年 3 月に
相談を受けたのが始まりだった。受け継いだ資
産とは、西新井の木賃アパート「ワカミヤハイツ」
と同区伊興にある元花園の跡地であった。この
辺りはかつてから農耕が盛んであり、幼少期に
見ていた “まち” の風景はとても豊かな田園風景
だったが、後継者不足による農家の減少が年々
著しくなり、税制対策によって農地から宅地へ
と変わっていき、無地秩序なまち並みがつくら
れていくことに危機感を覚えたことがきっかけ
だという。そこで、かつては当たり前にあった
近所づきあいを取り戻すべく、施主と建築家で
ある私たちでチームをつくり、農的空間をいか
した地域コミュニティの再生プロジェクト「あ
だち農まちプロジェクト」を立ち上げることと
した。幾度となく議論を繰り返した結果、「ワカ
ミヤハイツ」は菜園付きアパートに改修し、伊
興は貸し農園「いこうファーム」として再生させ、
農を介したコミュニティを育む拠点づくりを行
うこととした。

「あだち農まちプロジェクト」の立ち上げ
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菜園とコモンルーム（共同キッチン・ラウンジ）

低利用だった屋外スペースを農的空間に最大限活用する
　「ワカミヤハイツ」が建つ敷地は都市計画上の建ぺい率では 50% に
指定されているが、現状では 40% ほどしか消化されていなかった。
ほとんどがコンクリートで舗装され、低利用の状態であった。そこで、
建築物以外の低利用のスペースを農的空間として最大限に活用するた
め、コンクリートを剥がし、土を表しにした。南面の隣地の建物から
幅４ｍほどの離れたスペースには居住者が利用できる共同菜園を設
け、東西２棟の間のアプローチ空間である中庭には果樹や葉物など全
て食べられる樹種で植栽した。

　専有部である１つの住戸をコモンルームとして共用部化する提案を
行った。具体的には、敷地の出入り口に最も近く、１階の畑に面した
住戸を選定した。設備は共用のキッチン、トイレを設置し、下足で利
用する土間スペースと、上足で利用するデッキスペースの２つを設け
た。同じ間取りをもつ木賃アパートの改修は付加価値がつくりにくい
なか、本計画では専有部を１住戸減らす代りに充実した共用部をつく
ることで他の専有部の価値を上げる試みを図った。

専有部を減らし共用部を増やす

中庭から路地を望む。外壁を黒く塗装した部分がコモンルームである . 

コモンルーム内を望む。土間とデッキスペースからなり、奥の開口の向こうに共同キッチンがある．

従前

従後

ワカミヤハイツの改修プロセス。

※

※
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裏庭

中庭

コモンルーム

菜園

まち住戸2-A

菜園：
居住者が共同で利用できる菜園．現在では居住者間で共
有し畝ごとに作物を別けて利用している．１階の住戸か
らは直接菜園に出られ、２階の住戸のバルコニーからは
菜園を眺めることができる．

裏庭：
各住戸の玄関の前庭部分．北側の隣地との
境界にあるブロック塀を下げ、ベンチを設
置したり、駐輪スペースや共有の器具庫が
置かれたり、居住者同士が顔を合わせるセ
ミプライベート空間である．

中庭：
東西の２棟の間にあるアプ
ローチ空間．住戸と “まち”
を出入りときに、居住者が
必ず通る庭である．コモン
ルームの壁面には全住戸の
郵便ポストや連絡につかう
掲示板、ベンチなどが置か
れている．

住戸 2-A：
約34㎡の住戸（専有）部分．居室やバルコニーのほかに、
浴室やトイレ、洗濯機置き場などの設備も充実してお
り、住戸として完結している．「ワカミヤハイツ」の
なかで最もプライベート性の高い場所である．

コモンルーム：
菜園や中庭で採れた野菜や果樹をつかって、みんなで調
理し食事ができる空間．業務用のキッチンや、大人数で
食事ができるテーブルや椅子がある．コモンルームは地
域にも貸出しており、地域の集会スペースとしての役割
も担っている．

まち：
最寄り駅から続く道路から１本内側に入った路地空間．敷地と
の境界はなく、路地からそのまま敷地内に入ることができる．
路地からは菜園とコモンルームが見え、「ワカミヤハイツ」の
居住者の賑わいが “まち” にあふれ出す．

※

※ ※

※



　コミュニティを育むためのアパートとはいえ、施主にとって
はどの集合住宅とも同じ事業物件であるため、収支のバランス
から改修にかけられる工事予算は限定された。従前建物に対す
る構造調査の結果でも、耐震性能は低く、地盤の影響による建
物の傾きがみられた。しかし、躯体自体の劣化はほとんどみら
れず、耐震性能を少しでも上げることを目標に構造補強を行う
計画とした。補強材には一般的に流通している 12mm の構造
用合板を使用した。最も壁量が求められる建物外周部を中心に、
押入れ内や裏側から構造用合板を施工し、一部に筋交いを入れ
て補強した。もともと真壁であったため、既存壁を撤去するこ
となく、そのまま施工できたためコストを抑えることができた
ほか、構造用合板で開口部の周囲を覆いかぶせるように施工す
ることで、歪んだ開口部がまっすぐに見えるよう視覚効果も利
用している。また、室内の一部に欄間や床の間の聚落壁や、押
入れや収納の襖などを活かすこともでき、新旧が入り交じる特
徴ある住空間が完成した。

構造用合板による構造補強

従前の住戸は全て真壁でつくられていた． 真壁の上から直接構造用合板を貼る補強方法を採用． 構造用合板の上に拭き取り塗装をし、他と馴染ませた．

従前の外構は全てコンクリートで覆われていた． コンクリートを削り取り、土を表しにした． 居住者が共同で利用できる菜園を設置．

従前の住戸のバルコニー前の開口部． バルコニーの腰壁を撤去し、出入りができるようにした． 住戸内にも土間を設け出入りがしやすいようにした．
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「あだち農まちプロジェクト」

農地が減少し、ベッドタウン化が進み、新旧さまざま
な人が住むこの足立区に今必要なもの、それは地域コ
ミュニティの再生である。かつて補っていたのが「農」
である。一方で、人口減少時代の今、新しい場所がつ
くられると同時に、遊休化していく場所が生まれてい
る現状は、足立区でも同じである。そこで、私たちは
遊休空間を活用し、「農」を活かした地域コミュニティ
の再生プロジェクト「あだち農まちプロジェクト」を
立ち上げた。

遊休空間を農的空間へ

2つの拠点
足立区の伊興と西新井の 2 つの場所で農的空間を活か
した拠点づくり「あだち農まちプロジェクト」を進め
ている。伊興では木造賃貸アパートを菜園付きコミュ
ニティアパート「ワカミヤハイツ」に改修し、西新井
では未利用地に貸し農園「いこうファーム」をつくっ
た。かつてからこの地に根付いていた「農」を介して
人と人がつながる暮らしを提案する。

築40年の木造賃貸アパートの遊休建物 かつて花園として利用されていた遊休地菜園付きコミュニティアパートへと改修 貸し農園として地域に開放

ワカミヤハイツ

いこうファーム
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■いこうファーム ■ワカミヤハイツ

プロジェクトのこれまでとこれからの動き

コラボレーションによる職能の拡大
　「あだち農まちプロジェクト」は「農」を介した新
たなコミュニティの創出、農的空間をつくりだすこと
を目的としている。建築空間の設計やデザインなどこ
れまでの建築士の職能では不十分なため、様々な専門
家を巻き込み、結果的にハードからソフトのデザイン
まで幅広く手がけることとなった。本プロジェクトに
おける建築士の役割は、プロジェクトを統括し、各専
門家と密に連携を図りながら、全体のデザインを監修
する立場にいる。

　当初は木造賃貸アパートの改修の相談を受けたが、
資産を活用し足立区のまちづくりへつなげたいという
オーナーの想いを受け、度重なる議論の末に、施主と
共同した地域プロジェクトという形でスタートした。
改めて時系列に並べてみると、ソフトとハードのデザ
インが入り交じりながら、非常に複雑なあゆみを遂げ
ている。それは多彩なメンバーと適材適所にコラボ
レーションした結果である。

ソフトのデザイン ハードのデザイン



収穫祭に合わせて「ワカミヤハイツ」でもマーケットを出展．

居住者がコモンルームに集まって共同で食事をするコモンミールの様子．

「ワカミヤハイツ」の居住者が初めて顔合わせを行う様子．

コモンルームで開催された地元の絵画教室の作品展．

「ワカミヤハイツ」のイベントの様子



「いこうファーム」がオープンして１年目の収穫祭の様子．

収穫祭では納屋を活用して、自然農法に関する講演が開催され、たくさんの参加者が集まった．

施主自ら改修した「いこうファーム」の納屋．利用者の共有の農機具置き場となっている． 

収穫祭では近郊の埼玉県の農家も出展．相乗効果を生んでいる． 「いこうファーム」の利用者には近隣の大型マンションの居住者が多い．「いこうファーム」で開催された風鈴絵付けた意見ワークショップの様子． ワークショップでは地元のこどもたちがたくさん参加した．

「いこうファーム」のイベントの様子


