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〈集落〉との出会い
──まず最初に、齊木さんはどのよう
な経緯で住宅地に興味を持たれ、研究
されるようになったのですか。
齊木　そのようなご質問をいただく
と、私にとっても自分を捉え直すチ
ャンスになりますね。
　私のそもそもの背景は、広島工業
大学の2年生のとき、早稲田大学の
吉阪隆正先生のお弟子さんであった
地井昭夫先生が赴任されてきたのが
大きな転機でした。教壇に立たれた
その日から、集落空間についての地
井先生の熱い思いを聞かされて、そ

ガーデンシティ舞多聞の試みから
自立した持続可能な地域コミュニティの実現をめざして

今だからこそ、時を経た住まいとまちなみの実践の検証を。
そこから、未来に継承できる価値が見出される

のうちに一緒にフィールドワークに
参加し、瀬戸内海や山陰、隠岐島の
漁村集落の調査や研究論文をまとめ
ることになりました。
　20代は地井先生の下で、広島、山
陰、瀬戸内海の集落調査三昧をした
わけです。そのときに地形的立地条
件からみた集落空間の構成原理の解
明がこれからのデザインの大きな課
題だと思いました。また、調査研究
だけでなく、集落空間を環境デザイ
ンにどう生かせるか、集落空間から
学んだものを環境デザインにもっと
生かさなければいけないと考えるよ
うになりました。

　そうしてもう一度デザインを学び
たいと考え、東京大学の芦原・香山
研究室の大学院を受けたのですが難
しく、その年は、研究生で東大に行
きました。その直後、現代計画研究
所の藤本昌也さんから「集落にそん
なに関心を強く持っているのか、そ
れはおもしろい」と言われ、ちょう
ど国土庁ができた年で若い課長だっ
た鎌田宜夫さんにチャンスをいただ
き、関西から中部や関東の集落空間
の実態を調査しました。リュックを
背負い近畿地方から中部、関東の集
落をめぐりました。
　その集落の調査は、雑誌『SD』で、
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「集落は何を語るか」現代の展開を求
めて、という特集を組んでいただき
ました（1978年2月号p28〜68）。
　調査した集落のひとつに和歌山県
の塩津集落という漁村があり、それ
を『家とまちなみ』の表紙写真に取
り上げていただき解説文を書いたの
が、『家とまちなみ』とおつきあいし
た始まりです。
　それは住宅生産振興財団（財団）
が創設されて2年目、1981年8月号

（No.5）でしたが、「日本土人会」を
主催されていた蓑原敬さん、藤本昌
也さん、陣内秀信さんら8人による

「街並みを考える」という座談会にも
出席させていただきました。そこで、

「集落がいかに今の都市と対比してた
くさんの知恵を持っていて、私たち
はそこからもっと学ぶ必要がある」
ということをかなり熱い気持ちで議
論した記憶があります。
　その後、博士論文のまとめを始め、
その途中、筑波大学に就職しました。

つくば・神戸・レッチワース
──筑波大学から神戸芸術工科大学、
そして1997年から1年間、レッチワー
スに行かれましたね。ご自身で航空写
真を撮ったり、精力的に調査研究をさ
れて雑誌等に発表されましたが、それ
はどのような経緯から行かれることに
なったのですか。
齊木　筑波大学では、助手の制度が
なくて文部技官という立場で就職し
まして、その後、専任の講師になり
ます。そのときに博士論文を「農村
集落の地形的立地条件からみた集落
空間の構成原理」の研究でまとめま
した。それと同時に、つくばでアト
リエ「聚文化研究所」という組織を
設立し、集落の研究と同時に建築の
実施設計やまちづくりを行い、つく
ばの公共施設、保育園、児童館や幼

稚園などの設計をしました。建築の
実際設計をすることと集落研究する
ことの両輪を動かしていました。
　ちょうどその頃、1985年に茨城県
でつくば万博が開かれることになり
ます。つくば万博協会から筑波大学
大学院環境科学研究科へ要請があ
り、「もし、つくばで万博を開催する
としたら、どのような万博を開くべき
か」と題した、基本計画を立てるた
めの基礎調査の要請を受けて、茨城
県の県南、県西域の全集落を調べた
わけです。それで茨城県の多様な集
落空間と伝統的なコミュニティの価
値を示し、もしつくばで万博を開く
としたらこういうふうに開かなけれ
ばならないという報告書を提出しま
した。
　ですから初めに地井先生とのフィ
ールドワーク、それからあとは芦原・
香山研に行ったときのフィールドワ
ーク、「日本土人会」のメンバーであ
った蓑原敬さんや藤本昌也さん、鎌
田宣夫さんからチャンスをいただい
たのも全てフィールドワークです。

そこでは単なるフィールドワークだ
けではなく、それをデザインにいか
に生かすかという課題を常に思って
いましたね。東京大学に博士論文を
提出したときの審査員が原広司さん
と槇文彦さん、それから渡辺定夫さ
ん、それに鈴木成文さん、香山壽夫
さんという、そのときの時代を動か
す大きなエネルギーをお持ちの方々
との出会いと直接指導を受けました。
　その次の年、37歳でしたが、博士
論文と一連の集落研究の内容が評価
されて建築学会賞をいただき、集落
の空間研究を韓国・台湾・中国・ベ
トナム・インドネシア・スイスの集落
へとさらに発展させることができる
ようになりました。
　その後、40代に入ると吉武泰水・
鈴木成文両先生とともに神戸芸術工
科大学を創設するために神戸に来ま
した。
　着任と同時に神戸の集落計画を開
始しました。神戸の北区、西区に167
集落の農村集落がありますが、神戸
市の先導した都市開発の影響を受け

写真1　レッチワース。田園都市のビレッジグリーン、ウエストホルム。ロンドンの北方55km（ハ
ートフォードシャー）に、1903年第一田園都市会社設立によって開発が始まる。設計：レーモンド・
アンウィン、バリー・パーカーほか（撮影：齊木研究室）
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てそれらの集落がだんだん疲弊して
きていました。それで、里づくりの
提案をしました。神戸市に「里づく
り条例」をつくって、「人と自然の共
生ゾーン」を設定して集落ごとに土
地利用計画や景観整備計画を立てる
というプロジェクトを展開しました。
　それを進めている途中の1995年に
阪神淡路大震災が起きました。
　それによって、今度は里づくりの
ノウハウを神戸のまちづくりに提供
することになりました。フィールドワ
ークに関しては、神戸の中央区まで
の東の部分の震災被災地調査を神戸
大学が担当し、西半分は神戸芸術工
科大学で担当して延べ約2,000人の
ボランティアが大学に寝泊まりして
作業をしました。それによって神戸
市の全体の被災状況の実態に合わせ
て神戸の都市形成史がわかるように
なったというのが40代ですね。
　その後、じつはかなり疲れました。
震災後の復興計画にもかかわりまし
たが、少し気分を切り替えないとい
けないと思っていたところで、初代
学長である吉武泰水先生が声をかけ
てくださり、イギリスの田園都市レッ
チワースに「レイモンド・アンウイン」

の研究のため1年間行かせていただく
ことができたわけです（写真1）。
　当時、イギリスに行く前から『造景』
という雑誌の編集者からレッチワー
スの特集号を組みましょうと言って
いただいて、ちょうどインターネット
で原稿を送ることができるようにな
ったころで、夜昼なく編集作業と執
筆作業を行いイギリスにいる間に発
行することができましたが、それが
かなり反響を得まして、帰国してか
らも田園都市のお話をする機会が多
くなりました。
　田園調布はもちろん、阪神間の住
宅地が誕生した背景には「田園都市
レッチワース」があり、現代のニュ
ータウンの再生を考えたとき、100年
の盛衰を経験して来たレッチワース
に学ぶ新しいアイデアがあるという
お話しをしています。

新田園都市国際会議の開催
──レッチワース建設開始（1903）か
ら100周年を目前に控えた2001年、
つくば市と神戸市において「新・田園
都市国際会議2001」が開催されました。
レッチワース財団、ウエストミンスター
大学、神戸芸工大が中心となり、現在

の日本の居住環境の改善を目的に、「田
園都市思想」と「レッチワースの100
年の経験」に着目した国際会議でした。
財団も協賛して『家とまちなみ』でも
特集させていただきましたが（No45　
特集：新田園都市構想　2002）、この
会議の実現はなんと言っても齊木さん
の尽力が大きかった。
齊木　初めは、蓑原敬さんにまずは
お話をして、当時の財団の大川陸専
務をご紹介いただいて相談し、それ
から国交省からUR（当時、都市基盤
整備公団）に行かれていた小沢一郎
さんにお会いしたら、もうこれはも
のすごくいいからやろうということで
話が進みました。そうしているうち
に、JA（全国農協中央会）、公団、
そして財団も支援していただけるこ
とになりましたし、科学研究費と神
戸芸術工科大学の共同研究費も得て
1,200万円ほど準備し、開催に漕ぎ着
けることができました（写真2）。
　それまでの建築学会や震災復興、
里づくりのメンバーや、海外のガー
デンシティ研究の仲間たちも含めて
協力していただきました。ちょうど
その前年財団の海外研修でアメリカ
の住宅地視察に行きますが、私も同

写真2　「新・田園都市国際会議 2001」（つくば会場）にて
図1　ガーデンシティ舞多聞の位置。神戸市垂水区のかつてゴルフ場だっ
た108haの計画地
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行してニューアーバニズムのデュア
ーニさんやプラターザイバーグさん
たちにも会いに行きました。結局彼
らは都合がつかず参加できませんで
したが、レッチワース財団理事長ス
チュワート・ケニーさんやガーデン
シティ研究の第一人者マービン・ミ
ラーやステファン・ウオードさんもイ
ギリスから招聘することができまし
たし、アジアからの仲間も多く参加
してくれて、13カ国から延べ1,563名
が集まりました。言ってみればガー
デンシティの世界中の英知が集まっ
てくださいました。もちろん、国内
からも多く専門家が参加しています。
　さらに、意図したものではないの
ですが、ここに集まって議論をした
ことについて海外からの反応がかな
りあって、その後、ヘルシンキの国
際会議、それからロンドンのIPHS国
際会議、杭州華人国際会議、ハノイ
の国際会議と続いていきます。
　さらに、当時神戸市垂水区でUR
が事業主体となり「神戸学園南地区

（現在のガーデンシティ舞多聞）」の
開発が進行中でしたが、新田園都市
国際会議2001の成果に着目した公団
より、それまでの計画を見直し、あ
らためて地区全体のマスタープラン
の提案策定を2001年末に依頼されま
した（図1）。

ガーデンシティ舞多聞　
みついけプロジェクト
──神戸市西区の「神戸学園南地区」は、
神戸芸工大からもすぐ近くで、かつて
旧舞子ゴルフ場だった約108ヘクター
ルの敷地ですね。
齊木　はじめに地形模型をつくりま
して、水系や地形の尾根線、谷線の
分析、それから周辺に立地する古い
集落のコミュニティがどういう場所
にできたかということを現地のフィ
ールドワークで分析しました（図2、3）。
そして新しいマスタープランの原理
を、①既存集落の尾根線と谷線の空
間分析、②コミュニティを形成する
50戸から60戸の空間構成、③質の高
い場所を共有する歩行者ネットワー
ク、④宅地と住宅デザインを一体で
計画する、などとして提案しました。
加えて、⑤土地を所有せず定期借地
権で住宅を建てるという、当時では

図4　1996年に旧・都市基盤整備公団によって作成されたマスタープラン

図2　水系（河川、溜め池）を読む 図3　尾根線と谷線を読む

図5　都市再生機構により修正されたマスタープラン（2003）

かなり無謀なことを提案しましたが、
それらも認められて、ニューガーデ
ンシティのデザイン実験に入ってい
くわけです。
　一応それまで計画されていたプラ
ンがありますが、私は地形をできる
だけ生かそうという提案を了解いた
だいて、プランの変更ができました（図
4、5）。
　それまでの計画のままでは、この
敷地の周囲にある多聞台とか神陵台
とか周りにある県や国や公団が実施
した既存のニュータウンとのつなが
りが絶たれ、それらの既存のニュー
タウンが抱えている空き家、空き地、
そしてコミュニティの崩壊、犯罪の
増加などの問題がすべて出てきます。
人が住まなくなった土地と公共空間
を行政が管理するのは大変です。そ
うではなく、住む人たちがみずから
コミュニティをつくって管理できるよ
うな空間をつくりましょうということ
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で、先ほどの定期借地権も利用しな
がら別のプランを提案することにな
りました（図6）。
　じつは初めに提案し評価されたの
は、一番西側の「てらいけのゾーン」
の計画でした。しかし、このゾーン
は2010年以降に実施する予定のゾー
ンでした。そこで、初めに実施を予
定している東側の中高層の建築ゾー
ンの用途を低層ゾーンに変えて実施
しようということで「みついけゾー
ン」が最初の計画地となりました。
いろいろ模型をつくったり、プラン
を立て、未来の住民とのワークショ

ップを行いながら展開し、それから6
年後の2007年に入居が始まります（図
7〜9）。
　この計画では、新田園都市国際会
議でまとめられた「新・田園都市構想」
の内容に基づき、「自立した持続可能
な地域コミュニティの実現」をめざ
しました（写真3、4）。
　具体的には、なだらかな起伏のあ
る地形や微地形を生かす道路計画を
行うため、尾根線を主幹線とする部
分ではクルッドサック型の住宅群を
提案しました。また尾根の中腹や主
要な谷線においてはそのラインを描

くようなかたちでループ型道路を入
れて宅地内を循環させています。ま
た、地区内外のネットワークを生み
出すためのフットパッスも計画され
ました。
　宅地割りについても、曲線を描く

図7　「みついけプロジェクト」の模型（作成：齊木研究室）

図8　「みついけプロジェクト」の空間イメージ（作成：齊木研究室　2001）

図9　歴史的経験に基づいた宅地割りと住宅の
配置（作成：齊木研究室　2003）

表1　「新・田園都市構想2001」のコンセプト・マトリックス

New 
Design

New 
Community 地域 集住とコミュニティ 家族と家

Region + Town Human Settlement / Community Homes + Houses

自然 Nature 
Ecology

①自然生態と豊かな緑を生かす

②歴史的経験を尊重し
　新しい計画に取り込む

⑤土地に敬意を払う
　土地利用計画と道路づくり
⑥共有する豊かな緑地と眺望を
　優先的に確保する

⑬健康な生活を保障する
　自然豊かな環境
⑭一体的な敷地計画により広い
　敷地に緑と庭のある暮らし

営み Sustainable 
Management

③持続可能な成長と発展を
　プログラムする
④適正規模のコミュニティ形成

⑦個人よりコミュニティの
　共有利益を評価する
⑧コミュニティの共有財産の活用と

マネージメント手法の確立

⑮優しい表情の安全・安心な
　コミュニティづくり
⑯経済的で持続的な生活の
　安定的確保

人間 Human 
Society

⑨既存コミュニティとの新しい連携
（ディベロッパー／行政／ NPO）

⑩地域社会像の目標やテーマを
　共有化する

⑪地域コミュニティの独自の
　ルール形成
⑫人的資源の発掘と人材教育により

次世代を育成する

⑰多様な規模の敷地に多様な家と
　家族の共存
⑱住まいづくりの目標を共有化する

図6　齊木研究室によるガーデンシティ舞多聞のマスタープラン（2001）
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宅地内道路のラインに沿って、従来
のグリッド型ではない、有機的なリ
ズム感のある配置となっています。
　道路と宅地割りを一体で計画する
ことにより、造成による平坦地の確
保も必要最小限にとどめています。
北側の保全林に面する部分では斜面
地住宅で対応するようにしました。
これができたときに勝負はあった、
何とかできたと喜びましたが、敷地
も道路も全て緩やかなスロープがつ
いてフラットではありませんから、こ
れは住宅メーカーにとっては多少建
てにくい状況ではあったかもしれま
せん。
　全68画地を、道路を挟んだ6〜10
世帯をひとつの単位とした「向こう

三軒両隣」による7つのコミュニティ
からなっています。これをひとつの
単位として、各住宅のバランスを遮
光や視線、住宅同士が構成する建物
と前庭の視覚的なリズム感などを検
討して個々の住宅の配置計画を構築
しています（図10）。

新しいコミュニティづくりの
試み
──みついけプロジェクトでは、コミュ
ニティづくりのため、どのような試みが
なされたのですか。

　まず2003年、舞多聞の計画地周辺
の約45,000世帯に「新しい住まい方」
を提案したアンケートを神戸芸工大
から配布しました。約480世帯から

回答があり、みついけプロジェクト
への需要が把握できたので、そのア
ンケート回答者を主な構成員とした

「舞多聞倶楽部」を結成しました。そ
れをURと私の大学とで協力して支
えるということで組織ができました。
　さらに神戸芸工大による「ガーデ
ンシティ舞多聞」公開講座や開発中
の現地で下草刈りや樹木の移植など
のワークショップを継続的に開催し
ていくことになります。ここでは、舞
多聞倶楽部会員の居住環境に対する
価値観の共有や、参加者同士のコミ
ュニケーションの促進を目的としま
した（写真5）。
　みついけプロジェクトでは、先の7
つの各コミュニティのうち計40画地

写真3　「みついけエリア」のまちなみ（撮影：齊木研究室　2010） 写真4　「みついけエリア」のまちなみ（撮影：齊木研究室　2010）

図10　住宅参考プランヒアリングにより完成した配置図
（作成：齊木研究室）

図11　「みついけプロジェクト」のグループ図（作成：齊
木研究室　2004）
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はグループ単位で応募する「グルー
プ向け募集」を採用、残りを従来通
りの個人向け募集が行われました。
それらのグループが7つのコミュニテ
ィをつくって仲間を見つけて、どの
ような住まい方をするかというルー
ルを検討してもらったわけです。こ
れを住む前につくらせたわけです。
それが建築協定や緑地協定につなが
っていきます（図11）。
　そういう中で、「まちづくりアドバ
イザー」の派遣を神戸市に依頼した
り、「舞多聞建築ネットワーク」や「舞
多聞住み替えネットワーク」をつくり
ました。
　「舞多聞建築ネットワーク」をつく
った理由は、住宅を建てたいと思う
一般の皆さんはサポートしてくれる
専門家のことをよく知らないという
実態でした。そこで住宅メーカーの
方々のブースをつくって説明会を開
き、大阪と兵庫の建築士会に広報し、
プロジェクト興味を持った建築家や
建設業者の人たちに登録してもらい、
クライアントと出会う場を提供しま
した。
　また、住み替えをすると以前の住
宅をどのように不動産処理して移っ
たらよいか、不動産の専門家のノウ
ハウもそこに提供していただきまし

た。そういう需要に応えながらコミ
ュニティワークショップを開催し進
めてきたというところですね。

ライフワークとしての
住宅地開発
──現在は神戸芸工大の学長としての
お仕事もお忙しいと思いますが、まち
づくりの実際のプロジェクトを今後も
続けていこうというお考えはあるわけ
ですね。
齊木　50代の終わりまでこのように
まちづくりに関わってきたわけです
が、2007年に突然学長にということ
になりまして、その後は、これに全
面的に関わることができませんから、
全体は私が見て、私の後任として来
てくれた佐々木宏幸さんに3年ほど

「てらいけプロジェクト」をお世話い
ただきました（図12、写真6）。
　しかし、これらの活動はもうライ
フワークですね。願わくは学長の職
務は早くどなたかに引き継いでいた
だいて、まちづくりを行いたいです
ね。建物、コミュニティ、それから

土地も一体化した環境をどのように
評価するか、さらに新しい住民をそ
こへ住まうように導いたり、住宅地
の価値を少しでも上げていくことを
サポートしたいという気持ちはあり
ます。
　20代は集落のフィールドワーク、
30代はつくば、それからスイス連邦
工科大学に行ってスイスの集落を巡
ったのも30代。40代がこの神戸の大
学づくりで吉武先生や鈴木成文先生
とさらに地元の方々と里づくりやま
ちづくり、そして震災と震災復興を
経験。50代は、ガーデンシティ舞多

写真6　現在建設中の「てらいけエリア」
（撮影：住宅生産振興財団　2015）

図12　「てらいけプロジェクト」の
イメージ（作成：齊木研究室　2007）

写真5　神戸芸工大での「てらいけプロジェクト」
公開講座の様子（撮影：齊木研究室　2010）
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聞の実施をほぼ10年間やりました。
そして60代は神戸芸術工科大学の学
長の職にあります。それから2010年
から2014年までの4年間、神戸市か
ら依頼され統括監という立場でユネ
スコの創造都市ネットワークのデザ
イン都市部門の責任者を務め、今は
ユネスコのデザイン都市を推進する
創造会議の議長を務めています。
　昨年の12月、かつて訪れたつくば
の集落がその後30数年、約40年経
って今どうなっているか確かめに行
く機会がありました。ところが、集
落はしっかり生きていました。もち
ろん解体された住宅もありましたが、
新しい人が空いた住宅に移ってきて
場所をうまく生かしながらコミュニ
ティに参加して暮らしている例がた

くさんありました。そのとき思いまし
たが、やはりニュータウンもその後
を検証しなければいけない。レッチ
ワース・ガーデンシティも60年ぐら
いで世代交代を機に建物の解体が始
まったりしていますし、100年を経て
住宅の環境も持続的に変わっていく
わけです。
　それを考えると、日本のニュータ
ウンではわずか50年程度で安易に解
体していますが、住宅地の都市基盤
がしっかりつくられているのであれ
ば、その基盤の上でもっと既存の財
産を活用する仕事がたくさんあるの
ではないかと思いますね。今それを
やらなければいけないと。
　かつてのニュータウンやその住ま
いの環境が現在どうなっているのか、

まちと住まいをこれからさらに価値
化していくためには何が必要なのか。
今だからこそ、時を経た故・宮脇檀
さんが提案された住まいとまちの実
践を検証でき、未来にその価値を継
承できると思いますね。

─「ガーデンシティ舞多聞」財団関係プロジェクト─

　2006年、A工区において20社が参加して完成宅地73区画
を買い取り、「シーズンヒルズ」として販売。
　2014年には、舞多聞西5丁目バス停付近に「ナインハーツ」
が販売開始された（p60参照）。

　さらに、現在E工区東部分に、28,809㎡、
150区画の関西における財団初の大型スー
パーブロックによる造成工事が進行中で
ある。

齊木祟人（さいき・たかひと）
1948年広島県生まれ。広島工業大
学卒業、東京大学研究生、工学博
士。筑波大学専任講師、スイス連邦
工科大学客員研究員を経て、現在、
神戸芸術工科大学学長。97〜98年
ウエストミンスター大学客員教授と
して渡英、レッチワースに住む。神
戸市人と自然の共生ゾーン審議会委
員、兵庫県国土利用計画地方審議会
委員、神戸市創造会議議長ほか


