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パネリスト
江川直樹（建築家、関西大学環境都市工学部 教授）

柴田　建（九州大学大学院人間環境学研究院 助教）

菅　孝能（都市デザイナー、山手総合計画研究所 代表取締役）

モデレーター
大野秀敏（東京大学大学院 教授、建築家、環境デザイナー）

大野　第２部のパネルディスカッシ
ョンでは、まず最初に、パネリスト
の方々に、御自身が取り組まれてい
ることについてお話ししていただき
たいと思います。江川さんからお願
いします。

小さく、混ぜて、再生する
江川　今日のテーマは「まちなみを
再生する」ですが、それは結局どう
いうことか。それを言い換えます
と、持続的な住環境をどうつくる
か。また、持続的な住環境にどう直
していくかということであり、その
時に重要なのは「場所の声を聞くこ
と」だと思っています。
　「場所の声を聞く」というのは、い
わゆる地域性とは違います。その場
所の問題です。「再生」ということで
考えてみますと、その場所が本来ど
うなりたがっていたか、あるいはこ
れからどうなりたがっているのか。
　まちなみはタウンスケープであるこ
とに変わりはないと思いますが、表
層の問題ではなく、その場所の持っ

ている環境的な構造、あるいは生活
が表出してくるものだと思います。
人が集まって住む環境には個別性が
あるわけで、それも含めた場所の問
題として取り組む必要があります。
　すでにあるものをどう考え直す
か、あるいはどうつくり直すかとい
うお話ですが、基調講演での大野先
生のお話にあったようなことを実現
する上でも、現実にそれぞれの場所
で姿が変わってきますから、再生の
視点は「小さく解く」ことが大切で
す。さらに、「混ぜて解く」という視

点も必要だと思っています。
　事例を交えながらポイントをいく
つかお話しますと、１つ目はコミュ
ニティです。20世紀郊外のサバーバ
ン・コミュニティは均質的です。そ
れに対して、まちなかのコミュニテ
ィは、人

ひと

気
け

の感じられるようなコミ
ュニティであることが大切です。
　兵庫県三田市ウッディタウンの「す
ずかけ台」（1986）は、25年前にまち
びらきした住宅地です。ちょうど１
週間前に見に行きましたが、幸いな
ことに住人のみなさんによる自然な

第23回　住生活月間協賛
まちなみシンポジウム in東京
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「まちなみを再生する」
〈第２部〉パネルディスカッション

期日：平成23年10月28日（金）
会場：独立行政法人住宅金融支援機構すまい・るホール
主催：（財）住宅生産振興財団、日本経済新聞社
後援：国土交通省、住宅金融支援機構、都市再生機構

兵庫県三田市「すずかけ台」のまちなみ
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震災復興としてまとめあげられた若宮地区の全体整備図

コミュニティができていました。
　後でも触れる兵庫県三田市フラワ
ータウンの「アルカディア21」（1989）
も22年前にできた住宅地で、持続的
な環境がつくられています。「アルカ
ディア21」の中央部にある公園は、
住民が自分たちで所有しているので
すが、地区計画といったものをあえ
てつくりませんでした。なぜなら、
こういったものを拠り所にしなが
ら、住民のみなさんに使い方や維持
管理などについて議論し考えてもら
う。そんなことをテーマにつくった
のです。
　この場所は通り抜けができます
が、もしかしたらこの団地のように、
通り抜けができないニュータウンを
通り抜けられる普通のまちに変えて

いくということが、これからは重要
なのかもしれません。
　兵庫県芦屋市の「若宮町住宅」

（1999）は、阪神・淡路大震災で被災
しました。全壊、半壊、一部損壊し
た結果、100％被災したまちです。
　被災前にあった路地空間は、住民
にしてみれば、ヒューマンスケール
でとても心地良かった空間です。し
かし、被災後に行政が提案した全面
建替え案の集合住宅は、ニュータウ
ンや団地によくある形のもので、当
然のことながら住民はノーと言いま
した。そのあとに提示された別案も
一般の人が街区を通り抜けるような
形にはなっていませんでした。
　これをきっかけに、専門家と住民
が一緒になってまちの再建について

協議する「まちづくり協議会」がこの
まちに誕生しました。
　みんなで議論し考えた結果、公営
住宅を小さな規模で織り込みなが
ら、道をまちなかのネットワークに
位置づけた。公共の路地は現在の道
路法ではできないのですが、建物の
中で路地をつくっていけばいい。そ
うすると接触機会が増えていきます。
　最終的には市長に提案して認めら
れ、みんなで一致団結してやるとい
う形になりました。
　このプロジェクトは、自分たちの
従前の住宅に近い形で住みたいとい
う人たちが自力復興をしながら、全
体として言えばとても少ないお金で
持続的な環境に改善していこうとい
うプロジェクトです。つまりこれは、
既成市街地をどのように再編するか
というような場合でも公営住宅をデ
ザインすることと同じことなのです。
　そういったことを目標にし、場所
の持っている特性を生かしながら、
できるところでやっていくことが必
要ではないでしょうか。
　最後に、人口過疎のあるまちの再
生プロジェクトをご紹介します。
　ここでは空き家の再編をしながら

第23回住生活月間協賛  まちなみシンポジウム in 東京
パネルディスカッション「まちなみを再生する」

震災前の路地を意識してつくった路地的な建築空間

人口過疎のまちで空き家を再編。学生たちが関わり続けることでまちが再生していく



30 家とまちなみ 65〈2012.3〉

取り組んでいます。その場所の持っ
ている特性を生かしながら、人々が
集まれる場所をつくったり、どちら
かというとまちの環境構造的な話か
ら議論しています。
　定住人口を増やしたいというのが
行政の意向なのですが、先ほどの大
野先生のお話にありましたように、
それは無理でしょう。
　そこで私たちは、「関わり続ける定
住」を考えたのです。学生が頻繁に
訪れることによって、第２、第３の
ふるさとをつくりながら交流できる
環境をつくっていこうとしています。
　話をまとめますと、環境構造と生
活の表出がまちなみであり、再生の
視点は「小さく解く」という視点を持
つことです。そして、人気の感じら
れるコミュニティをリ・デザインのテ
ーマにしてはどうでしょうか。
大野　どうもありがとうございまし
た。次に柴田先生お願いします。

誰が再生を担うのか
柴田　私は生まれも育ちもニュータ
ウンなのですが、私たちの世代は郊
外の退屈さを身に沁みて知っていま
す。ですから郊外に住まずに都心志
向が強いわけです。
　私は郊外の可能性を探りたいと思
って研究していますが、ニュータウ
ンの持続可能性を問われると、それ
はなかなか厳しいことです。

　所沢市内のニュータウンで、ある
街区の家族の変化を調べたことがあ
ります。入居当初は小さい子どもの
いる核家族だったのが、今は大半が
高齢夫婦・単身世帯でした。核家族
もありましたが、それは30〜40代の
子どもが「パラサイト・シングル」と
なっている家族です。
　まちがオールドタウン化し、周辺
店舗の撤退で、買い物難民となり困
っていますし、空き家や空き地が増
えて放置されています。もしかした
らスラム化するかもしれないという
危険性すらあります。でもこういっ
たことは特殊なことではなく、全国
の郊外住宅地で同じような状況が見
られます。
　では、再生に向けても全国で同じ
ようなアクションを起こせばいいの
でしょうか。
　たとえば大阪の「千里ニュータウ
ン」の戸建地区は、若い家族には買
えないほど地価が高額になっていま
す。まちなみの環境を守るためにル
ールを設けて土地の分割を禁止して
いるのですが、宅地分割ができない
ため価格は下がりません。ですから
空き家・空き地が残る。それを見る
と、住宅地を守るルールを再調整す
る必要が出てきていると言えます。
　一方、東北の青森市では近年、コ
ンパクトシティ政策を推進していま
す。インナー、ミッド、アウターとい

うかたちで、たとえば駅前にマンシ
ョンや高齢者向け公営住宅などを集
中して建てて、開発エリアとそうで
ないエリアとを分けて政策を進めて
います。
　しかし、駅前の新しい建物に住み
替えるにあたって、もとの郊外住宅
を売ろうと思っても値がつきませ
ん。もとの住宅を持ったまま家を買
える人は駅前に移るわけですが、そ
れができない人は移れない。共同作
業の雪かきも危機的な状況になって
います。果たしてそこに持続の可能
性はあるのでしょうか。
　今お話ししましたように、同じ郊
外型でも、大都市圏あるいは福岡な
どの都市圏と、地方都市圏では一見
すると同じオールドタウン化が進ん
でいるように見えますが、全くポテ
ンシャルが違います。そこで必要な
のは個別解です。
　では、一体誰が郊外再生の個別解
を担うのでしょうか。
　まず１つ目は、民間ディベロッパ
ーです。東急多摩田園都市では「ア・
ラ・イエ」という仕組みをつくり、販
売後も民間ディベロッパーがサポー
トしています。中古住宅を１度この
ディベロッパーが引き受けリフォーム
し、それを市場に出すという仕組み
です。そうすることで、きちんとし
た売り値がつく。このようなマネジ
メントをする理由は、沿線価値の維

江川直樹氏

「千里ニュータウン」の戸建て地区の空き家 大分市郊外の高台にあるニュータウンでは障がい
者施設と連携し朝市を開催
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持・向上が１番の目標なので、まち
なみや人口バランスの維持が民間企
業にとっても意味があるわけです。

「美しい売り方にこだわる」というキ
ャッチフレーズも掲げていて面白い。
　一方、公共は何をしているのかと
言いますと、たとえば福岡の宗像市
では、地元の小さな工務店、不動産
屋、設計事務所がチームワークを組
んで地域の面倒を見る「住マイむな
かた」という団体を設立し、ワンスト
ップサービスを実施しています。住
み替えや売り買いの要望、高齢者用
マンションに住みたいなどといった
要望をそこで引き受けています。
　しかし、公共のできることにも限
界があります。すると、やはり住民
が担い手なのでしょうか。言い換える
と、コミュニティは何が可能なのか。
　アメリカの郊外住宅地の場合、日
本のマンションに近い管理組合が住
宅地にあり、月1〜2万円という管理
費を徴収し、大きな予算のなかで活
動しています。
　日本の自治会費は500〜1,000円程
度が多いですから、お金がない中で
何がやれるかといった話になります。
　大分市郊外の高台にあるニュータ
ウンでは朝市を開き、近くの障がい
者施設がつくった農作物を販売して
もらっています。施設側も、一般の

人と障がい者が触れ合ういい機会に
なっています。
　そういった連携をするのは結局、

「弱者連合」で太刀打ちするしかない
と考えたからです。もともとは住宅
スゴロクの“上がり”として強い存在
でしたが、いつの間にか弱者になっ
てしまったのです。
　大分の朝市は１つの団地から始ま
りましたが、現在は市がその事業を
展開しています。国から若者就業目
的の補助金をもらって、農産物直販
グループが若者を雇い、若者が農村
に行って野菜を集めて、７カ所くら
いの戸建住宅地で朝市を開き野菜を
売る。「地方都市の若者の就労問
題」、「オールドタウンの買い物難民
化」、「農村の再生」という複数の問
題をまとめて解決策をつくっている
のです。
　最後に紹介しますのは、沖縄の住
宅地「港川ステイツサイドタウン」で
す。もともとは米軍の軍人向けにつ
くられた賃貸住宅地でしたが、そこ
に沖縄の人が住むようになり、築40
年を経て空き家が増えてきました。
　しかし、最近になって、センスの
良い若者がこの「外人住宅」に目をつ
け、カフェや雑貨店にコンバージョ
ンしはじめたのです。今では、半数
が転用されています。その結果、若
い女性たちが数多く訪れ、人気のあ
る場所となりました。建物は古いま
ま、お金はかけずに少し手を加えて
古さを価値につなげるようなかたち
で展開しています。江川先生のお話
で「小さく、混ぜる」というお話があ
りましたが、沖縄の場合は住宅以外
の用途を入れ込んでいるのです。
　誰が担うか――これは本当に個別
解です。そこでのポテンシャル、「場
所の声」を聞きながらやっていくしか
ありません。これからは、ベッドタ

ウンとしてつくられた郊外を「再定
義」することで、新たな可能性が考
えられないでしょうか。
大野　ありがとうございました。そ
れでは菅先生お願いします。

横浜３地区での取り組み
菅　私が横浜で関わっている３つの
地区での取り組みをお話しします。
　まず１つ目は、横浜では代表的な
良好な住宅地である山手地区での取
り組みです。150年前に外国人居留
地として開発されたまちで、洋館や
ミッションスクールも多く、緑豊かな
戸建て中心の文教住宅地です。
　この地区ではマンション開発を契
機に、「山手まちづくり推進会議」と
いう地元の住民団体が設立され、ま
ちづくりに取り組んでいます。
　もう少し詳しくお話しすると、昭
和40年代後半に接収解除になり、建
物が地元住民の手に返ってきたので
すが、マンション建設に関わる対立
がその時期に集中しました。そこ
で、「山手地区景観風致保全要綱」を
市がつくり、高さ制限などを定めて
戸建住宅地としての環境を担保して
いこうという取り組み、これがずっ
とある意味で効果を発揮してきたの
ですが、地区内のミッションスクー
ルが廃校になり、マンションになる
事件が起きました。
　その場所は第一種中高層住居専用

柴田　建氏

「住マイむなかた」のサービスの仕組み
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地域で高さ15m の制限があり、周辺
の戸建住宅地は第一種低層住居専用
地域で高さ10m の制限です。高さ15m
のマンション計画が出て地元が猛反
発したわけですが、合法的な開発で
すからそれを止める手だてがなかっ
た。
　結局、要綱だけで行政に任せても
環境を守れないとわかったわけで
す。そういう経緯で「山手まちづくり
推進会議」という、全体を包括する
ような１つの組織をつくり活動を始
めました。それには２つの町内会や
ミッションスクール、教会なども参
加しています。
　この地区で最初に取り組んだこと
が地区計画の策定です。マンション
については戸建て同様に10m に抑え
る。さらに、「山手まちづくり憲章」
という、行政や住民の役割を明らか
にする憲章をつくりました。
　その際問題になったのは、「地区計
画は住民の手を離れる」ということで
す。行政が地区計画を運用していき
ますから、たとえば、マンションの建
て替えがありそうだという情報が住
民側に事前に入ってこなくなります。
　事前に自分たちに情報が入ってく
るようにするにはどうしたらいい
か。そう考えた結果、2005年に「ま

ちづくり協定」という任意の協定をつ
くり、建築確認申請前に建築情報が
地元に入ってきて、地元がまちづく
り協定で審査できるようにするとい
う仕組みをつくりました。
　月２回協定の運営委員会があり、
審査をしていますが、そこの審査を
通していないものについては、行政
は確認申請を受け付けません。その
ように、行政と地元が二人三脚でま
ちづくりをしている地区です。
　次にご紹介する地区は、密集市街
地の滝頭・磯子地区です。この地区
では、「いえ・みち・まち改善事業」
を展開しています。狭隘道路の拡幅
や空き地の公園化など、小さな事業
をまち全体に散りばめていくことに
より、防災性を少しでも高めて安心
して住めるまちにしていこうというも
のです。
　ここでは地域住民と一緒に勉強会
をやって問題点を洗い出し、自分た
ちでやろうという主体的な意識が出
てきたところで「まちづくり協議会」
という形にしました。
　「防災まちづくりプラン」もつくり
ましたし、そうした活動を経てでき
あがったのが、１つの公園です。じ
つは都市計画道路の拡張用地だった
のですが、それほどの交通量がなく

緊急性もないということから、「ふれ
あい花広場」という小さな公園をつく
りました。都市計画で定められてい
る公共用地も自分たちの声を入れて
手づくりで整備したのです。
　現在は、「防災マップ」や「地域ま
ちづくりルール」もつくろうと活動に
取り組んでいます。
　３つ目の取り組みは栄区です。JR
根岸線が開通した前後に丘陵地にで
きた住宅地です。完成から40年ほど
が経って高齢化が進んでいます。現
在の高齢化率が24％、15歳未満が
13％。市の試算では40年後の2050

沖縄の住宅地「港川ステイツサイドタウン」。
もともとは米軍の軍人向けにつくられた住宅
であった。現在は、カフェや学童クラブなど
さまざまな用途にも使われている

滝頭・磯子地区の防災マップ
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年には65歳以上が45％、子どもが７
％ぐらいになり、人口も2/3ぐらいに
減ってしまうという予測です。
　鉄道が走っていますが駅は１つし
かないため、公共交通は意外と不便
な場所です。区外の駅前商業センタ
ーへ向かうバス路線もあるのです
が、そこに向かうバスも不便です。
丘陵地ですから、高齢者にとっては
不便この上ない。まさにフード・デ
ザートになりかねないまちです。
　現在、地元で考えていることは、
空き家と空き地対策です。ディベロ
ッパーも販売を終えて撤退していま
すから、地域住民の手で空き家や空
き地対策の事業をできるかどうか
を、行政と一緒になって研究してい
きたいと考えているところです。
　横浜のこれら３つの事例は、タウ
ンマネジメントとしてのさまざまな
課題を抱えています。
　これからは「新しい安定」と言いま
すか、そういったものが必要なのか
なと思っています。「安定した世帯と
コミュニティ」をもう一度どうやって
築き直すか。そのときに住民以外の
知恵をどうやって採り入れるか。
　それから、「安定した生活利便性」
も大切です。交通の問題、各種施設
……それに対してＩＴをどううまく活

用できるのか。
　また、空き地が増えて緑が増える
のは構わないけれども、緑の質の問
題が出てきます。放置された緑ばか
りが増えると逆に地域の評価が下が
ってしまいます。「安定した環境・空
間」をいかにつくるか。防災の問題も
一番の話題です。
　まちなみの再生は、そういったあ
る種の「安定」がキーワードになりな
がら、自分たちでどう取り組んでい
くのかが、これからの課題になって
くると思っています。

ディスカッション
まちなみ再生に向けて
大野　皆さんのお話を伺っていて思
ったのですが、日本の郊外住宅地
は、かつては憧れの生活として大衆
化していったのに、その行く末がど
うしてこんなにみじめになったので
しょうか。
江川　利便性といったものはそれほ
ど悪いとは思いませんが、背負うも
のをなくしちゃったのではないでし
ょうか。ニュータウンには背負うも
のがない。背負うものがないような
環境をつくって本当にいいんだろう
かと思います。
　たとえば1500年前から続いている

集住環境と比較しながら、次の時代
に向けたデザインをする時に、そう
いうことはとても重要なことの１つだ
という気がします。
大野　背負うものとは？
江川　歴史性みたいなものでしょう
か。連続性と言うかもしれません。
70年以降に増えた市街地が歴史を持
っていないから未来はないというこ
とではなくて、新しい歴史をつくる
ように頑張る視点を持ちながら、そ
の場所で住み続けるかどうかが重要
だと思います。
柴田　アメリカと日本はやはり違い
ますね。アメリカの郊外の戸建ては
５年ぐらいで住み替えていきます。
ですから一番大事なのは、いかに不
動産価値を維持するか、あるいは高
めるか。お金を出しあって、きれい
な公園を持ち、手入れもする。お金
をかけることで自宅の不動産価値に
つながる。
　むしろ、江川先生の「歴史をつく
って頑張る」というお話をお聞きし
て、まさにそれを実現している住宅
地として思いついたのが、沖縄にあ
る浦添ニュータウンです。
　そこは40周年を迎えるんですが、
当初からふるさとをつくろう、歴史
をつくろうとしていた。「ニュータウ

山手まちづくり協定に盛り込まれている「まちづくりの指針」 栄区バス交通マップ。現状を分析し、まちの再編に生かす

滝頭・磯子地区の防災マップ
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ン音頭」という歌があるのですが、
沖縄の民謡と同レベルで、振り付け
もあって、100年経てば民謡になる。
当初からそうやってきた結果、育ま
れたコミュニティの価値を、親とな
りはじめた子ども世代が実感して、
ぞくぞくと帰ってきています。ニュ
ータウンの空間は一概にダメだとは
言えない気がします。
大野　それは中心人物がおられたの
でしょうか。
柴田　中心人物は代々替わっていく
んです。そういう人間が生まれるの
は沖縄の地域力でしょうね。それと、
ニュータウンであっても地域の共同
性がなくては生きてはいけないとい
うことを意識して最初からつくり、
それが持続している。話を伺ってい
ると、それが当たり前な気がしてき
ます。なぜ本土のニュータウンはそ
ういうことをすべて捨て去ったの
か、逆に不思議ですよね。
大野　ひょっとしたら希望はゼロで
もないのかなと思うことが私にもあ
ります。
　JR 柏駅近くに、70年代から80年代
に整備された柏ビレジという戸建て住
宅地では、高齢になられた方々が結
束して、大学と協働しながらわれわ
れがまちについて考え始めています。
　菅さんが関わられている横浜山手
地区のように、もともと資産価値が
高く、歴史性もあるところはやりやす

い気もしますが、いかがでしょうか。
菅　郊外住宅地というのは共同の取
り組みをどうするかということが仕
組みとして一番欠けているんじゃな
いでしょうか。そこが大きな問題だ
と思います。マンションも将来の建
替えの仕組みは今のところ何もない
ですよね。
　日本の場合、住環境を自分たちで
どのように維持、あるいは持続性を
持たせるかという仕組みが、成長社
会のなかでは全く省みられてこなか
った。それは土地本位制にも繋がっ
ています。
　私有の権利は認めつつも、そこに
いろんな人が関わっていく仕組みを
つくっていかないと、地域は維持で
きないと思います。
　国がやるのではなく、地域がやっ
ていくしかないという時代だと思い
ます。
江川　小さなコミュニティ単位で共
同性をつくりながら活動をすること
で、身近な外部空間がコミュニティ
空間になりますから、それにより住
宅や福祉の問題もうまく連動してい
く。イギリスのマンチェスターのヒュ
ーム地区は、まさにその例だと思い
ます。日本の場合は、どちらかとい
うと公か民かという話になりますよ
ね。もしかしたらそこに次の可能性

があるのではないでしょうか。
　私がご紹介した「アルカディア21」
の公園は住民が所有しています。つ
まり、背負うものをつくったわけで
す。公共の道に植わっている木のメ
ンテナンスもやっています。でもそ
れは最初からそうしなさいと決めた
のではなく、時代のなかで住民の意
向と行政の意向が合い、自然に移行
したんです。
　戸建てや集合住宅といった枠にと
らわれずに、そのようなことはある
のではないかと思います。
大野　柴田先生と菅先生からも、そ
れぞれがお考えの将来の可能性につ
いてお話しいただけますか。
柴田　最近は、ストック住宅の「ブ
ランド化」について考えています。テ
ーマを設定してまちをつくる「テーマ

菅 孝能氏

「柏ビレジ」のまちなみ

『滝頭・磯子　住まい方・暮らし
方 BOOK 2010（案）』表紙



35家とまちなみ 65〈2012.3〉

タウン」という手法が新規開発の場
合にはあります。それで他と差別化
を図るわけですが、そういうことが
既存住宅地でもできないだろうか、
というわけです。
　現在調べているのは、福岡市の隣
の新宮町の海沿いの松林の中につく
られた住宅地です。そこに行ってみ
ますと、キャンピングカーや一風変
わったバイクが停めてあり、みなさ
んこだわりのライフスタイルを持っ
ておられる。当初からそうであった
わけではなく、そういう人が集まっ
てきた。やがてブランドと呼べるよ
うなイメージが広まっていき、より面
白い住宅地になり、面白い活動がで
きると思うんです。別の住宅地で
は、カフェや雑貨屋もできて、イン
ターネットで情報を得たお客さんが
遠方からはるばる訪れるそうです。
住宅地にそういうものができると、
雰囲気も少し変わって、人もまちも
活性化するのではないでしょうか。
　小さなことではありますが、そう
いったことをフィールドワークしな
がら可能性を考えているところです。
菅　3.11ではっきりしたと思います
が、顔が見える個人、顔の見える小
さな組織が大切だということです。
こういったものが、これからのまち
づくりだけではなく日本社会にとっ

て大切です。そういう仕組みをこれ
からみんなでつくっていく必要があ
りますね。
　そういう意味では可能性は十分に
あって、その方向に少しずつ動き始
めているように思います。
　僕はそこに大きな期待を持ってい
ますし、少しでもサポートしていき
たいと思っています。
大野　多様な場所と、その場所の小
さな動きが連なりながら、次第に大き
なうねりになっていくということを、
今日は具体的な事例やお話を通して
示していただけたのではないかと思
っております。これをもって、本日の
シンポジウムを終了したいと思いま
す。どうもありがとうございました。

柴田　建（しばた・けん）
九州大学大学院人間環境学研究院 助教
71年福岡市生まれ。2000年九州大学大学
院博士課程修了。博士（工学）。マスハウジ
ング期から現在まで世界各地（東京、福
岡、沖縄、カリフォルニア、上海、マニラ）
で開発された郊外住宅地を対象に、コミュ
ニティの形成と世代継承、時間の中での街
並みマネジメント、オールドタウンの再生
等をテーマとしてフィールドワークを行っ
ている。近年は学生と主にカフェ研究にも
取り組んでいる。

菅　孝能（すげ・たかよし）
（株）山手総合計画研究所 代表取締役
42年山口県生まれ。65年東京大学工学部
建築学科を卒業後、大高建築設計事務所、
和（やまと）設計事務所を経て83年（株）
山手総合計画研究所を設立。74〜2001
年横浜国立大学講師就任。横浜市山手地区
等の都市デザインや景観デザインを手掛け
る。日本建築家協会神奈川まちづくり委員
会委員長、関東甲信越支部保存問題委員な
ど委員歴任。著書に『日本の都市環境デザ
イン１・２・３／都市環境デザイン会議』

（共著、建築資料研究社）などがある。

江川直樹（えがわ・なおき）
建築家、関西大学環境都市工学部 教授
74年早稲田大学建築学科卒業、76年同大
学院修士課程修了。77年（株）現代計画研
究所入社。83年大阪事務所開設。集住環
境を中心とする建築設計と都市デザインに
携わる。日本建築士会連合会賞（作品賞）、
日本都市計画学会賞（計画設計賞）、都市
住宅学会賞（業績賞、著作賞）、土木学会
デザイン賞、日本都市計画学会関西まちづ
くり賞、他受賞多数。2004年より関西大
学教授。関西大学先端科学技術推進機構地
域再生センター長。

「アルカディア21」の街区図と、中央部に配置された公園。住民
が所有している公園だが、外部の人々の利用を容認している

雑貨屋として転用された沖縄の住宅
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