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「生みの親」の作法
今日の話の全体の骨格としては、

戸建て住宅地づくりはいまどのよう
な流れに来ているかということから
お話しを始めたいと思います（図1）。

これは、「生みの親」は、いわゆ
る開発をして、戸建て住宅地をつく
る。今度はそこに実際に住まい手が
入って、そのまちを育てていく「育
ての親」。具体的には、自治会とか
組合とかいろいろな形で維持されま
すが、そこの問題の作法はどうある
べきか、ということです。

それから、これからの新しい住宅
づくりに向けた展望として、この言
い方が適当かどうかがわかりません
が、「熟成の親」というか、育て上
がったまちをどういうふうにさらに
育て続けるか。まさに、長く住み続
けるようなまちにしていくための作
法として、どうしたらいいのか、と
いうことが今日の非常に大事なテー

マだと思います。
まず、「生みの親」の作法として、

特徴的に言えることは、理念として
共同空間（コモンスペース）をつく
ろうということで、オープン外構、
ボンエルフ道路、コモンガーデンと
いう３つの手法があるのではないか
と考えています（図2）。

その具体的事例としては、私が少
しかかわってやって、住宅・都市整
備公団が道路と宅地をつくり、その
上に当財団傘下の人たちがかかわっ
てつくった関西研究学園都市光台で
は、道路との境界の塀を立てるので
はなくオープン外構にして、閉じた
いところは木製フェンスか緑にしま
した。自分の土地だけれども共同空
間のような使い方をすることで道路
の舗装まできれいにして一体化させ
てみました。
「ボンエルフ道路」というのは「都

市の庭」というか、もともとは敷地

の中の庭を自由に通り抜けができる
ように開放された道路のことを言う
らしいんですけれども、「青葉台ぼ
んえるふ」は、そういう手法を住宅
地に取り入れた事例です。これは、
区画整理でできた一部の土地を財団
が引き受けて、住宅を建て、外構を
したというものです（『家とまちな
み』参照）。

共同空間をどうしつらえるかとい
う場合、「コモンガーデン」として
積極的に中庭にしていく手法も行わ
れています。「アルカディア21」では、
ループ状の道路の真ん中を公園にし
て、少し雰囲気の違った住宅地が生
まれました（『家とまちなみ』参照）。

「育ての親」の作法
その次に、「育ての親」の作法の事

例を検証してみましょう（図3）。こ
れについては、住宅生産振興財団が
主催する「住まいのまちなみコンク
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ール」がまさにそのような住宅地を
表彰しています。緑のまちなみをし
っかり守り育てていこう、歴史的な
背景があるまちはそれを大事にして
まちを維持管理していこう。あるい
は、みんなの協働で自分たちの生活
の質を少しでも上げるといいますか、
潤いのある生活の工夫をしていこう
ということです（詳細は『私たちが
つくる住まいのまちなみ』参照）。

約1.1ヘクタールのところに39戸
の人が集まったコーポラティブハウ
ス「南大谷埴の丘団地」（東京都町
田市）は、ミサワホームが土地の手
当てと企画、事業化し、居住者と一
緒になってどうつくろうか相談しな
がらやられたもので注目されたまし
た。20数年経ってすばらしい緑を育
て上げました。地区計画や建築協定、
緑化協定を、ミサワホームの指導の

もと、ちゃんとつくって、居住者が、
管理規約や共同生活の細則までつく
って維持管理しています。普通の既
成市街地ではなかなかこんなところ
まで踏み込んではできませんけれど
も、これは最初から、「生みの親」
と「育ての親」がいっしょに取り組
んできたプロジェクトだからです
（写真1）。

真壁（茨城県桜川市）は、鎌倉時
代からの城下町で、400年前のまち
割りが現在も残り、そして現在104
の建物が登録文化財に指定されてい
るまちですが、「育ての親」とも言
うべき地域の住民の人たちが立ち上
がって昔のまちなみが残りながら変
化をしています（写真2）。

最初のきっかけは、茨城県建築士
会の桜川支部会員の働きかけです
が、地区計画も、「埴の丘」のよう

に建築協定も緑化協定もまだないん
ですが、ただ、商工会の女性の人た
ちの緑と花の運動と、塀をちゃんと
しようという運動が合体したまちな
みづくりが評価されて受賞になった
わけです。その後、自治体との協働
によって景観計画区域に指定され、
景観協定を結ぼうということで、こ
の賞をいただいた後の賞金をもと
に、その検討をしているとのことで
す。

そして最後に、生活の質の向上と
いうことでは、三輪緑山（東京都町
田市）を紹介します。ここでは具体
的には何かというと、テレビ共聴設
備の維持管理というのが非常に大事
な協働の仕事になり、そして道路の
脇にある延長20キロのグリーンベル
ト「さつき」を住民が共同の緑とし
て維持管理をして景観を育てていま
す（写真3）。

「熟成の親」の作法による
新しい生活創造事業

私自信がいま勉強中のところをご
紹介しましょう（図4）。

これは結局、何を言いたいかとい
うと、私もいま長崎や山口のまちに
多少関わっていますが、地方都市は、
どこも公共側も疲弊しているし、民
間が投資するような元気がある土地
柄が少なくなっています。昔ならば、
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まちの開発は、公にしろ、民にしろ、
事業が成立していましたが、これだ
け全体に落ち込んでくると地方都市
はそれどころじゃないということで
すね。そうすると、何か別のかたち
で再生しなきゃいけない、あるいは、
住み続けるためには何かの手当てを
しなきゃならない。しかし、それを
事業としてできる人がいなくなって
見えないんです。

それで、われわれは計画を立てて
も実現しないという悩みを抱えつ
つ、どうにかしようと思っています。
われわれはそれを「市民事業」と言
っています。地域の力で、地域の人
たちがいろいろな形で協働して、民
間でも専門家の間では有名な山形県
鶴岡市の取り組みがあります。公共
でもできないものを、市民事業主体
と言いますか、そういうものを立ち
上げて、事を起こそうということを
やっています。

住み続けていくためには、緑を手

入れしたりテレビの共聴をやったり
するぐらいではどうにもならなくな
っている。その一番大きい問題が、
高齢化への対応です。医療、看護、
介護というような福祉サービスが、
既成の市街地にしろ、昔つくったニ
ュータウンの中でも整備されていな
い。そういう生活を支える機能がな
いということですね。

それと同じような意味で、子育て
問題も非常に大事になっています
ね。夫婦で働くというのが普通にな
ってきて、子育ての問題をどうする
か。それから環境というのは、いわ
ゆる低炭素の社会をつくるというの
が大きな地域の課題になっているけ
れども、それにどう取り組んだらい
いのか。

この３つが、20世紀でつくり上げ
てきた住宅地を、さらに住み続けて
いくためには、こういうコミュニテ
ィサービスといいますか、そういう
ものが充実しないとできないだろう
ということです。

高齢化対応のための事業の例とし
ては、福岡県大牟田市の医療法人静
光園による複合型介護施設がありま
す。複合型介護施設というのは、グ
ループホーム、デイサービス、高齢
者ケアつき住宅をただバラバラにつ
くるのではなくて、地域で助け合っ
てやっていきましょうというもので

す（図5）。いわゆる有料老人ホーム
は、かなり大きくできているために、
非常に管理しているという感じがあ
りますが、このぐらいの規模だと何
か住宅の延長みたいな感じでいけま
すよね。

去年できたばかりで私はまだ見に
行っていませんが、愛知県東海市に

「生協のんびり村」というのがあり
ます（写真4）。

ここは生協運動が盛んで、生協が
事業主体になって投資しました。私
が考えている一種の市民事業の主体
の一つだと思うのですが、地域の住
民の協力を得ながら生協会員と事務
局で一緒になって３年か４年かけて
やっているんです。土地探し、資金
集めから、会員を増やすことまで。
それに対して、地主さんが非常に安
い価格で土地を提供してくださいま
した。それは地域の力で応援してい
るということで、おもしろいものが
できています。

子育て対応のための事業としては、
宮崎台桜坂（神奈川県川崎市）を紹
介します。これは、子育てを特に意
識してできたのではありませんが、大
変おもしろい企画で、一地主さんが
ミサワホームに土地を定借で提供し、
事業にして募って、個別の住宅を建
てたのです。これがなかなかすばら
しい雰囲気になっています（写真5）。

図5　医療法人による複合型介護施設「ひだまり」

図4  「熟成の親」の作法による新しい生活創造

写真4　生協のんびり村（愛知県東海市）
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９戸しかありませんが提供されの
がすばらしい土地で、大きな木がい
っぱい残っている。その木を残して
募集したら、たくさん集まっちゃっ
たんですね。９人に絞らなきゃなら
ない。それで結局、子育てをしてい
る家族に自分たちの家をつくらせて
あげたいということで、まちづくり
なり住まいづくりに協力をしている。
愛知の場合もそうですけれども、そ
ういうかたちで地権者の協力が欠か
せないんですね。

また、私はまだ見に行っていない
んですが、民間幼児教育機関BUDDY
というのが、保育を中心にしながら、
地域でスポーツを行うバディスポー
ツ幼児園という事業やっているとい
うことです。さきほどの生協運動で
はないですが、必要ならば地主の協
力、市民の協力を得て事業化する、
市民事業主体みたいなものができれ
ば、こういうのもぜひ、子育てのた
めにも、保育園とかそういうものも
含めてやれるんじゃないでしょうか。

地球環境ということでは、炭酸ガ
スをなるべく出さないような住宅を
つくろうということで、石原都知事
が、実証実験として、東京都の土地
を出すから、地元の東京の工務店で、
外材じゃなくて地域材を使って行え
と。私たちもそれに手を挙げました。

これは事業コンペみたいなものでし
たから、我々のその家を認められて、
建てたものです。

環境対応のための事業としては、
「東村山プロジェクト・木の香る家」
があります。これは、岩手県の遠野
から材木を安く出してもらって、東
京の大工さんに建ててもらうという
リレー方式でやる。だから伝統的な
構造ですが安くできている。自然素
材の、いわゆるシックハウスになら
ない住宅ということでやっています。

それから同じように、民間事業者
の中央住宅による「越谷ゆいまーる」

（埼玉県越谷市）は、小さな単位で
すがビオトープをつくったり、次世
代の省エネの基準に合った住宅をき
ちっとつくるとかそういう工夫をし
ています（『家とまちなみ』参照）。

最後に、住まいやまちを熟成させ
るための仕組みとして、地域住民が
主体になって、企業の協力、自治体
の協力を得ながら、市民事業という
ようなものをイメージできないかと
いう提案を示しておきます（図6）。

要は、地域の人がまず中心になっ
て、いろいろ企画をしていく。そこ
に医療機関や地主さんが協力して、
専門家が知恵を出してあげる。ある
種の利益があってもいいんですが、

それをまた地域に還元するというふ
うな仕組みが成り立つところに、新
しいディベロッパー像というのが生
まれないかということです。それに
対して、建設をしたり、いろいろ事
業を支援したりする民間開発事業者
というのが当然いないと、これは成
り立たないし、公共側の的確な支援
が必要になります。それにはやっぱ
り住宅、地域の人たちがいろいろな
ネットワークを組むことによって、
それが可能になるんじゃないかとい
うことです。　　　　（文責編集部）
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