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パネリスト

望月久美子（株式会社東急住生活研究所 代表取締役所長）
二瓶正史（有限会社アーバンセクション 代表）
前園百合子（株式会社アーツ＆クラフツ建築研究所 代表）
モデレーター

森野美徳（都市ジャーナリスト）

財団のまちなみ事業から
二瓶　住宅生産振興財団30周年に当
たる年ですが30年前の状況というの
は、皆さんもご承知のように、戦後
からの住宅供給が量的に行われてい
て、徐々に質的な供給に変換されて
きた時代に当たります。宅地造成と
いうものが、土木的な合理性に基づ
きながら計画されて、供給されてき
た時代だったと思います。どちらか
というと「長く住み継ぐ家とまちな
み」の入り込むような余地はなかな
かなかったとも言えます。
　建物にしても、もちろん日本の住
宅メーカーは非常に優秀で居住性だ
とか間取りの研究は進んでいました
けれども、それがたまたま道路沿い
に並んでいただけで、そこに共有す
る価値観だとか、まちとしての空間
をつくろうという考え方はあまりな
かったというような時代だと思いま
す。それに気がつきまして、初期の
ハウスメーカーですとかディベロッ
パー、もちろん財団も創設以来のテ
ーマだったんですが、このようなこ
とを考えました。すなわち、個々の
家が異なっても、せめて道路沿いの
外構を半公共的な位置づけにして、

先ほど藤本先生の講演にもありまし
たね、そのようなまち空間をつくる、
公共的な位置づけをして、まちで統
一的に考えることによって、まちづ
くり、まち空間を考えようというこ
とです。
　それによって最初にできたのが、
おそらく1980年の鹿児島の伊集院妙
円寺住宅祭です（写真1）。この統一
外構の方法は、建物を操作せずに、
比較的効率よくまちなみ空間をつく
ることができますので、あっという
間に日本全国に普及していきます。
財団でもさまざまな事例が研究さ
れ、実現されていきます。藤本先生
が一番最初に住宅生産振興財団のお

仕事をされたときの徳島の竜王団
地、これは地域の材料である青石を
ブロックに転用しまして、アーバン
スケールでの部材を地域性のあるも
のにしようとされました。ワレワラ
と四つ目垣による日本らしい風景を
つくろうとした松山の上野団地（宮
脇研究室1983年）、猪狩先生のグリ
ーンタウン高尾（1985年）は、門柱
や舗装材料などを工夫して魅力のあ
る都市空間をつくろうという、タウ
ンスケープという言葉を当時使って
いました。1985年の岐阜の団地で、
桜ヶ丘ハイツというところですが、
ここに至りましては、恵那石ですと
か、美濃焼タイルですとか、地元の
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写真1　伊集院妙円寺住宅地（鹿児島県伊集院町　1980）
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土でつくった乾式レンガですとか、
統一外構のかなり高度な試みになっ
てきます。
　さらに、せめてコモンという共有
地を導入して、まちをつくっていこ
うという動きが出てきます。住宅生
産振興財団としましては、1982年に、
コモンスペースを持つ戸建て住宅地
として高須ニュータウンが生まれま
す。以降、1990年の名古屋の桃花台
ニュータウン、1994年の青葉台ぼん
えるふ、ほかにも事例はございます
がつくば二の宮というところでは道
路全体がコモンとも言えるような住
宅地をつくってきました。
　これは最近分譲した沖縄のマリン
タウン・ラ・コスタでも住宅地のガ
イドラインのルールをつくってまち
なみ形成を図ってきています（図1）。
生みの親は何をしてきたのか、どう
いうところを苦労してきたのかとい
うお話にかえて、我々の分譲に携わ
る者というのは、我々建築家もそう
ですけれども、生みの親としての自
覚が必要で、責任のあるまちづくり
が非常に大切であると常々思ってお
ります。

住まい手がかかわる部分を残す
前園　私は大学で建築を学び、いわ
ゆる単体の建築をつくり続けてきた
わけなんですが、36歳ぐらいになり
まして、はたといろいろな疑問が頭
の中に浮かんできました。自宅の周
辺の雑木林が、いつの間にか全部切
られて造成地に変わっていくという
ことを毎日見ていたわけです。
　よく考えてみると、建築の敷地は
建築家ではなく土木屋さんがつくっ
ていたということでいろいろ考える
ところがあり、「まちなみ」という
仕事があるんだということを知って
遅まきながら、まちなみづくりの仕
事に入ったわけです。

　何をつくろうかなと思ったときに
頭に浮かんだのが、自分の小さいこ
ろの遊んだ風景でした。自宅の周り
はまだ立て込んだ場所ではなく、道
もアスファルトではない。空き地が
あったり、雑木林があったり、そう
いう場所が私の原風景なんだなとい
うことを認識したわけです。
　原風景になる住宅地って何かなと
考えたときに、やっぱりもっと、何
かほっとする、何か安心できるとい
う場所じゃないかなと思いました。
道路があって宅地があるのではなく
て、大きな敷地の中に宅地があって、
余りが道路というような。
　その考え方を、実現しようとした
のがこのハーモニーフォレスト（福
岡県前原市）です（図2）。
　しかし、ここで感じたのは、どん
な人が住むのかもわからない住宅地
を、どんなに頑張ったって目指すよ
うにはつくれないんだということ
で、住まい手と、プランナーとディ
ベロッパーと、住宅をつくる事業者、
この人たちが一緒になってつくらな
いとそういうものはつくれないんだ
ということでした。
　そこで、次に「ユアーズ倶楽部」
という企画を立案して実施しまし
た。これは、それぞれのライフスタ
イルに共鳴する人々が集まって、宅

図1　マリンタウン・ラ・コスタ（沖縄県与那原町　2008）
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図2　南風台ハーモニーフォレスト（福岡県前原市　1999）
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地も住宅もコミュニティもすべてオ
ーダーメイドで、コーポラティブで
つくることができるというものです
（写真2、3）。
　住まい手が建設ルールをつくると
言いましたが、私のほうで多少のル
ールの案はつくりました。ただ、そ
れを決めるのはすべて住民で何の統
一的なものはありません。住宅がス
ウェーデンハウスということが決ま
っているだけで、あとは自由な中で
皆さんが思い思いに楽しい生活をし
てくださいというものです。
　その次に、公団から、船橋美し学
園、坪井地区（千葉県船橋市）の設
計を手伝わせていただきました。こ
こでは、宅地も、道路も決まってい
てはじめ私は何をすればいいんだろ
うと正直思いました。そこで基盤は
決まっている中で、もっと感性的な
もの、女の人がよく言う、おしゃれ
ねとか、そういったもので、どんな
ものができるのかなということをや
ってみました。
　ここですばらしいなと思ったの
は、今回は複数の地権者なのですが、
まちなみというものへの理解を深め
ていただくためにバス見学会などを
するうち、地主さんの考えがどんど
ん変わっていって、おしゃれなまち
ができたことです。

　やっぱりいいまちやコミュニティ
を築いているまちは、行ったときに
絶対雰囲気が違う。それをどうつく
りだしていくか。それは、全部つく
り込むと窮屈になってしまうので、
住まい手の情熱を引き出すためにど
こかに住まい手が自由にできるとこ
ろ、それは、外構だったり、建物だ
ったり、いろいろなところでいいと
思うんですけれども、どう自由を残
していくのかというところにちょっ
としたヒントがあるのかなと思いま
す。

家とまちなみの文化的耐久性
望月  「長く住み継ぐ家とまちなみ」
について、私は、今の段階で長もち
する住まいというものの要件を、３
つの耐久性ということで考えてみま
した。
　１つは、物理的な耐久性で、もう
一つは、機能的耐久性というのもあ
るだろうと考えました。最後に一番
重要なのは、言葉として適切かどう
かわかりませんが、文化的耐久性、
これが今、一番重要ではないかなと
考えております。
　この文化的耐久性というのは、時
代の変化だとか社会の環境の変化、
そういったものに文化的に耐えられ
るか。ある種の普遍性を持つことが

できるかどうか。これが長もちの要
件として非常に重要ではないかなと
考えました。なぜそう考えるかとい
うと、結局は、物理的、機能的に幾
ら丈夫な家があったとしても、最終
的に住む人が住み継ぐという意思が
なければ、簡単に家は壊されてしま
うと思うんですね。「もういいよ、こ
んな家、みっともないし」とかとい
うことでも壊されてしまうと思うん
ですね。
　文化的耐久性というのは、人間関
係もそうだろうと思うんですけれど
も、壊されないということは、愛着
が生まれなければまずいけません。
それから、次につなげていく、残し
たいということになると、懐かしさ
とか自分の記憶といったものをつな
げたいとか、ある意味では、かけが
えがないということです。
　ところが、私たちが今の段階でず
っと長く住み続けてもらいたいなと
思うような家とかまちなみって、果
たしてそんなにあるのでしょうか。
　図３のグラフを見ていただくと、
左の円グラフは、平成20年度の住宅・
土地統計調査をもとに日本の住宅の
建築時期でグラフをつくったもので
す。上のほうのブルーで、４％と書
いてあるところがございますね。こ
れは昭和25年以前、私の生まれるち

写真2　ユアーズ倶楽部　たつのこ邑（茨城県竜ヶ崎市　2001） 写真3　ユアーズ倶楽部のミーティング
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ょっと前に建てられたもの、年齢的に
言えば59歳以上、これがわずか４％
ということなんですね。それを、欧
米と比較すると、その差は歴然です。
　こう言ってしまうと非常に悲観的
で、何も始まらないんですけれども、
文化的耐久性という文化みたいなも
のの手がかりを、私たちはどこに見
つけていったらいいのかということ
がここで出てくるかと思うんですね。
　私はそれを、何もないからできな
いということではなくて、非常に手
がかりはあると考えています。１つ
は、緑豊かな環境とかまちなみとい
うことに対しては、その言葉ですら
共感する一つの普遍的な思いという
のは持っていると思います。それは
多分、日本の風土、歴史というもの
を何となく背負ってきた、共有して
きた日本人の記憶というか、思い、
イメージというものが実は生きてい
るのではないかなと思います。
　それから、手がかりを見つけると
いうところでいくと、家とかまちと
いうのは非常にリアルなものですよ
ね、さわることもできる、香ること
もできる、感じることまで、まさに
リアルそのものだと思うんです。そ
のものがじつは人を非常に幸せにす
る力を持っているんだという、それ
を体現するのが私は家だと思ってい

ます。ですから、その家の力を思い
出す、家の与える力を実感するとい
う、このことが文化的耐久性という
ものにつながってくるんじゃないか
なと思います。
　図４のグラフは、私ども東急住生
活研究所が、毎年1,000人の方に、
住生活に関するいろいろな質問をし
て答えていただいているものです
が、その中で、住宅地を選ぶときの
重視度ということで、緑豊かな自然
環境とか、地域イメージ、まちなみ、
空間のゆとりといったところが、か
なり普遍的に高い重視度ということ
になっています。
　それからもう一つ図８で見ると、
この環境時代に求められる豊かさを

見つめ直すことによって、ある種、
住文化の原点に回帰できるというふ
うに考えられるのではないかなとい
うような感じがしております。
　ということで、今後、どう文化的
耐久性みたいなものを強めていく方
向性はどういうものかというと、今
までやってきた住まいづくりのベク
トルを変えていく必要があるだろう
なと思います。
　そんなときにこれは唐突ですけれ
ども、文化的なという意味でいくと、
日本の特技としてきた和魂洋才みた
いなところは、振り返ってみると非
常に使えるところじゃないかなとい
う感じがしています。今申し上げた
ように、長く住み継ぐ家ということ、

図3　日本の住宅の建築時期と欧米との比較
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図4　環境時代に求められる「豊かさ」
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単に100年もつ頑丈な家が並んでい
るよということではなく、言ってみ
れば無形のものとも言える。
　ここで２つ、非常に私が印象に残
っている言葉を紹介して終わりたい
と思うんですけれども、１つは、三
島由紀夫の『沈める瀧』という小説
の中の言葉なんですが、「集落は単
なる人間の集まりではなかった。そ
れは人間がつくった最も親しみやす
い一つの思想だった」という言葉で
す。これは、ダム建設に山に入って
いた若者が村におりてきたときの言
葉です。
　それからもう一つは、オギュスタ
ン・ベルクの言葉なんですけれども、

「風景は文化的アイデンティティの指
標であり、それを保障するものであ
る」。それが文化的耐久性というこ
とではないかなと思いまして、形に
ならないものですけれども、それを
議論していただきたいと思います。

情熱傾けて住み続けたい
という住宅
森野　どうもありがとうございまし
た。藤本先生の基調講演に続いて、
お三方からそれぞれお話をいただき
ました。最後の望月さんの問題提起
が、うまく全体の議論に絡んでいく
のかなと思います。
　二瓶さんは、今の望月さんの問題
提起を受ける形で、ちょっと補足的
にというか、ご発言いただけますか。
二瓶　代々住み続けて、愛着を持っ
て住むに耐える家みたいなものを議
論するのは、建築家としては非常に
大切なことです。私が言いたかった
ことは、戦後の住宅供給の造成のあ
り方、都市基盤のつくり方というの
が非常に画一的で、地域性ももちろ
んないですし、とりつく島がなかっ
たほどです。その中で、文化的な状

況も含めて答えを探しながら、まち
をつくっていかなければならなかっ
たところから始まりました。
　そこで、道路のあり方、コモンの
あり方、地域コミュニティも変わっ
てきた中で、昔の日本の暮らし方み
たいなものをそのままモデルにする
のではなく、新しい暮らしに答える
ような空間を用意するということで
まちなみの計画論・手法を模索して
きた、というのがわれわれの歩みで
はないでしょうか。
　では、われわれはどうすればいい
のか。縁側から何を学ぶのか、ひさ
しをもう一回つけるのか、自然材料
を工業材料に置きかえていくのか、
いろいろな宿題はあると思うんです
けれども、日常の仕事の中でそこら
辺のことをちゃんとシフトしていか
ないと、愛されるような家やまちな
みはなかなかつくられないんじゃな
いかと思っています。
前園　建築の場合は、他とどれだけ
違って個を出せるかということを求
められるんですね。ですが、まちな
みになると、個が集合して群として
美しさをいかに出せるかという非常
に難しい話になってきます。そうい
うことを訓練された建築家というの
が日本ではあまりいないので、屋根
は勾配屋根で、どっちへ向けましょ
うみたいなシンプルなルールが非常
にわかりやすいので、皆それでいい
ですねみたくなってしまうんです
が、それが果たして美しいまちなみ
をつくるのかどうか。そういうこと
をもう少し、専門家である建築家を
訓練するというような場があれば、
日本のまちなみの中でのいいデザイ
ンの建物というのが生まれてくるの
かなというのは、一つ考えます。
　もう一つ、やっぱり日本人なので、
日本の文化としての住宅の形をどう

まちなみの中で継承できるのかとい
うことを考えるんですが、それは売
れるのかという話になると、プロバ
ンス風が売れるとか、アメリカ風が
売れるとかということになり、いい
のはわかっているけれども、それは
売れないということで実現しないこ
とがいつも裏表にあります。
森野　望月さんが先ほど来おっしゃ
ったような、情熱傾けて住み続けた
いという住宅、住まい、家ってどう
いうものなのかについて、もう少し、
イメージで結構ですので、お話しい
ただけますか。
望月　つくり手側は、一つのマーケ
ットみたいなところで特色を出して
いかなければならない。本来、家に
何かトレンディなものをつける必要
はないはずなんですが、ついそうい
う差別化をする。多分、「商品」と
いうものに変わっていったところか
ら１つ足を踏み違えて、それがグル
グル回って、消費者のほうが「だっ
て、プロバンス風がいいと言われて
いるからつくるんだ」みたいな、本
質は何だということをわきまえない
でマーケットに迎合する。差別化と
いう言葉でつくり続けたがゆえに、
何かこう、はまってしまったという
ことなんだろうと思うんですね。も
しかしたら、ここに来ていらっしゃ
る方に対して非常に失礼なことをま
た言ってしまっているのかもしれま
せんけれど……。
　ということで、本来の長く住み続
けていく家をつくろうと言ったとき
にまず考えていかなければならない
のは、風土、土地なりに合うもので
あるということと、やはり日本の文
化というものを基本に据えたいよね
ということがあります。ただ、それ
をかたちだけで一生懸命考えると行
き詰まっちゃうんじゃないかなと思
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けている。共著書に『街並を創る』、『コ
モンで街をつくる』などがある。

前園百合子（まえその・ゆりこ）
（株）アーツ＆クラフツ建築研究所代表。
工学院大学建築学科を卒業。83年杉浦
伝宗氏とアーツ＆クラフツ建築研究所を
設立。以来、住宅から団地計画、再開
発ビルまでさまざまな建築設計に携わ
る。93年から個の建築に限界を感じ、
まちづくりの仕事に飛び込む。主に、行
政機関、公的セクター等からの戸建住宅
開発や地域開発のプロジェクト実績多
数。また、着物文化再生の仕事も始め
ている。

森野美徳（もりの・よしのり）
都市ジャーナリスト。
50年鎌倉市生まれ。早稲田大学政治経
済学部政治学科卒。99年東京工業大学
大学院博士課程（社会工学専攻）単位
取得満期退学。72年日本経済新聞社入
社、編集委員などを経て01年独立。都
市政策、地域経済、国土計画の専門ジャー
ナリストとして活動する。食料・農業・
農村政策審議会委員などを務める。著書
に『織部の精神』『都市の未来』、『地域
交通の未来』がある。

55家とまちなみ 61〈2010.3〉

って、たとえば日本の住宅の文化の
よさって、じつはどんなものなんで
しょうかね、そういうところからま
ず出発するのはいかがでしょうか。
　日本の家は夏を旨とした住まいづ
くりとよく言われますが、特に私が
思うには、西洋と違って、自然を一
体化して取り入れるという能力とい
うか、感性みたいなものが非常に強
いのですね。それで結局、中間領域
も含めて、親自然、親和性みたいな
ところを価値として重視していく。
だから、私は、変な話ですけれども、
プロバンス風でも何風でもいいと思
うんですよ。要はそういった自然と
の親和性みたいなところをちゃんと
考慮すべきだと思うのです。たとえ
ば室内から見る外の景色の見え方と
か、空気を入れることがどんなすば
らしいことかということが住まいに
きちっと埋め込められていれば、そ
れは住む人にとって、いいものだな、
壊したくないなと１つとってみても
思うんですね。そこに本質が何かあ
るような気がするんですよ。
森野　私も建築家ではないので抽象
的にしか言えませんが、私自身、工
業化住宅で自宅を建てたときに満足
度が高かったのは、そのときの体験
では、とにかくメーカーの人が「森
野さん、この住宅に何をお望みです
か」と尋ねるから、私が求めている
のは、通風、採光と、比較的近くに
大きな松があったものですから、そ
ういうものとの親和できるような住
宅にしてほしいということと、それ
から、ちょうど砂地の地面だったも
のですからそれに合わせた外壁の色
にしました。屋根は、そんなお金を
かけない普通のカラーベストですが
黒にして、あと天窓なんかつけたり
したんですが、近くに建った別の住
宅も、ほぼ同じようなデザインのも

第21回住生活月間協賛・まちなみシンポジウム
パネルディスカッション「長く住み継ぐ家とまちなみ」



56 家とまちなみ 61〈2010.3〉

のが建っていきました。ほんとうの
環境に優しいようなものを施主のほ
うが求めれば、おのずとつくり手の
側はきちっとかたちにしてくれる
し、それは近くに住んでいる人たち
にも共感できるのだな、ということ
を体験的に思っているんですけれど
も、その辺は、実際につくり手の側
でもある、二瓶さん、前園さんはい
かがなものですか。
二瓶　先ほどからの、機能的耐久性
と文化的耐久性の枠が入り組んでき
ましたが、確かにハウスメーカーの
家は機能的耐久性で住みやすいです
よ。今の分譲住宅地の中で、住みや
すい機能的耐久性があり、文化的耐
久性につながるような、新しい時代
の装置みたいなものができるとした
ら、それはやっぱりコモンとか、近
くに公園があるとか、そことのかか
わり合いの中でコミュニティが生ま
れるのではないでしょうか。
　あまりにも従前の日本の文化と機
能というものが戦後切れて、機能は
機能、文化は文化みたいになっちゃ
っているから複雑になって来ている
面もあるのではないでしょうか。現
在でうまくシフトできるような、わ
が国ならではの家とまちなみのあり
方みたいなものに結びついてくれば
一番いいかなという気がします。
森野　前園さんは、あまり難しく考
えずに何か両方包含しているように
聞いたんですけれども、望月さん、
今の二瓶さんの発言についてはどう
いうふうにお考えでしょうか。
望月　今おっしゃられたように、機
能的耐久性と文化的耐久性は、別に
対立するということではなくて、二
瓶さんがおっしゃられてほんとうに
そうだなと思いましたね。やっぱり
そういったものがうまく、だから、
物理的耐久性も含めてずっとつなが

るんですよね。
　つまり、壊すとかつくりかえると
いうことを恐れない柔軟さという
か、物は壊されていくけれども、さ
っき言った文化みたいなものは壊さ
れていないという自信があれば、実
際のリアルなものは、結構簡単に刷
新されていっても、何か続いていく
ものがあるでしょう。そういう軽さ
みたいなものを今後取り入れていく
というのも１つなのか。どうしても
私たちは西洋的な考え方で、100年
といったら100年もつ、もう形を変
えないみたいなことで、どうやって
住むかななんて言うけれども、よく
考えてみると、日本ってあまりそん
なことにこだわっていないところも
あるかもしれませんね。
前園　私は、少しもとの議論に戻り
たいんですが、全部刷新ということ
ももちろんあると思うんですが、た
とえば新しく建て替えるほうがずっ
と楽だけれども、どうしても、たと
えばこの柱だけは残したいとか、こ
の部分だけは残したいとか、住宅地
だったら全部さらにして、また新し
くきれいにつくったほうがよっぽど
コストも工期もかからないし、美し
いものができるけれど、あの大木だ
けはどうしても残したいということ
になる。それを残すことによって、
そこにいろいろな人の苦労とか工夫
があって、道路のちょっと横に大木
が残った住宅地を見たときに、これ
を残した人の何かがあるはずだとい
うことが、そこに新しく住む人たち
に必ず伝わるみたいなところを、私
は考えていきたい。刷新はもちろん
賛成しますが、残せるものは残した
上での刷新をするほうが、より日本
的かと思います。

まちなみの維持管理の知恵
森野　もう一つ、まちなみのつくり
方ということについて、まちなみも
どうやったら維持していくかという
ことは並大抵の苦労ではありません。
住まいのまちなみコンクールの審査
で現地をあちこち見ると、ほんとう
に皆さん、建築協定の改定とかそう
いうときに、自治会の会長さんが走
り回っているとか、苦労話をいっぱ
い聞いて大変だなと思っています。
　そういう意味で、つくり手の立場
である二瓶さんは、守っていく、維
持していく知恵というか、努力とい
うか、その辺はどういうふうにお考
えですか。
二瓶　30年ぐらい前にこの世界に入
るときに、建物というのはおそらく
30年から50年で建て替えられるかも
しれないが、道や宅地の配分みたい
なものはおそらく未来永劫残るから、
ものすごい責任の重い仕事だよとい
うようなことを言われました。
　僕が先ほどから言っているのは、
やはり骨組みがあって、そこに肉づ
けして、外構だとか家というので総
体の環境ができている、まちができ
ていると考えるならば、重要なもの
として、道路だとか、宅地だとか、
公園だとか、人間で言うと骨格がも
のすごく大切じゃないかなと思って
います。
　家に関しては、ハウスメーカーさ
んは性能もよくなって、個々の建物
は商品としてものすごい魅力的にな
ったんだけれども、まちなみという
ことになると、どこかの部分を共通
でオープン化していかないとその地
域に適合した家はつくれなくなると
いうのがあるような気がします。
森野　先ほどの藤本さんの話にもあ
りましたが、まちを支えていく地元
の側の意識、まちなみを、住み継ぐ、
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何かそれを進めていく、実行する母
体のようなものは、どういうふうに
つくり上げていくのか、というとこ
ろが一番悩ましいところかなと思い
ますが、それについてはいかがでし
ょうか。
前園　多分、今までもいろいろなこ
とでそれは試みられていましたが、
住まい手が全部つくりこんだ住宅地
ではやっぱり愛着がわかないので、
管理しなければしないほど楽なこと
はないということになりがちです。
でも、それではいいまちができない
ということで、いかに住まい手に自
分のまちに愛着を持ってもらうかと
いう工夫の中で、設計者、あるいは
販売するディベロッパーの工夫で道
路空間と宅地のあいまい性をつくっ
たり、道路というのも自分の庭の一
部だよ、玄関の一部だよみたいなこ
とをするためにコモンをつくった
り、外構をオープンにしたりして、
いかに公共部分の意識を高めていく
かという試みをハード面で行ってき
ました。
　あとは、シンボルツリーがよく手
法の中で取り入れられますが、よく
事業者が植えた木が邪魔だからと切
る人がいるらしいんですね。しかし、
自分で植えた木は切らないだろうと
いうことで、自分でまちをつくって
いく。お隣も一緒にその中で、初期
の段階から計画に携わっていれば、
コミュニティも後からよりもずっと
できやすい。
　そのようなことで、いろいろなプ
ロセスの中で住民を巻き込んでいく
ということをやりながら、要は、ま
ちをどう自分たちの意識で維持して
もらうか、そういう試みが今なされ
ています。
森野　私からの質問ですけれども、
望月さん、一つの家にずっと住み続

けなきゃいけないのか、ある程度年
をとったら、庭つきの家のほうは子
供の世代に譲って、もう少しお気楽
に都心のマンションに住みたい。そ
ういう需要もあるでしょうし、建物
だけ第三者に売るとか、それも含め
て、だれかに引き継げるように、き
ちっと毎年何十万円かけて、人に引
き継ぐということもあり得ると思う
んですね。そのときに重要なことは
何なんでしょうかね。
望月　それはもう、何というんでし
ょうか、住まいに愛着があれば、そ
れは多分、次に住まう方が受けてく
れるはずです。だから、愛着が持て
る暮らし方を自分もできるし、この
家はそれに応えてくれるようなもの
が大切です。
　それからあと１点、先ほどもご意
見がありましたが、生活する側のほ
うも、あまりにも、先ほど申し上げ
たような商品としての住宅になれて
しまって、行政サービスもそうだと
思うんですけれども、消費者然であ
ってはならないということ。そうい
うバランスがなければいけないとい
うことに、気づくべきだろうと思い
ました。
二瓶　住み換えの話は私も気になり
ますが、要するに、愛着がある家は
ちゃんと継続されて、住まい手がか
わりながら受け継がれていくという
のは、全部が全部そうじゃないけれ
ども、アメリカがそれに近いと思う
んですよ。転売社会、中古市場でも
価値のあるものをキープしながら、
しかも住宅地の価値もキープしなが
ら、ちゃんと住みかえられていく。
　ぼくは、日本はそうじゃないかも
しれないなと思いますが、先ほど藤
本先生の最後のほうに例が出ていた
けれども、同じまちの中で住みかえ
ていったり、機能が変わりながら、

まちが成長していくとか、変換して
いくというのが、近居だとか隣居と
いう言い方があるけれども、とくに
お年寄りにはまったく違うまちに行
くのはつらいですし、もう少し緩や
かなルールや、コミュニティの中で、
まちがやわらかく維持されていくと
いうのが大切かなという気がしまし
た。
望月　私は、95年という大地震の話
とサリンのとき、一挙に虚構の時代
であることがわかってしまった。そ
の次として出てくるのは、リアルな
時代だろうというふうに思ったんで
すね。このリアルな時代といったと
きに、先ほど申し上げましたが、住
まいとかまちなみというのはまさに
リアルなものなので、その辺の文化
的な衰えみたいなものを今後取り戻
すのは、ものすごく重要なことにな
るんじゃないかなというのを常々思
っていることを付け加えておきま
す。
森野　今日は、まちなかをどういう
ふうにするかという話をあまりでき
ませんでしたが、財団30年で得たい
ろいろな成果というのを、もう少し
まちなかの再生とかそういうところ
に生かしていただきたいと思いま
す。ぜひまた皆さん方の力で取り戻
していただきたいし、やはり住まい
手の人たちが愛着をもてるような住
宅地をつくっていっていただきた
い。それから、今後はさらに、まち
なみを積極的に維持していくような
活動をもう一度活性化させていただ
きたいというのが、今日私の結論で
ございます。どうもありがとうござ
いました。　　　　　（文責編集部）
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