
まちなみエッセイ コミュニティづくりが街づくり

鰐。
　・　4　無．

噸傘海・．

　　　　　　　　　ド　　　　　　　　磯撃

遍麟丁半辮㍉

防長不動産 池田善樹

はじめに

　私たちは地方の小さな不動産会社として、

宅地づくりを行なっています。日頃から何と

かより良い住宅地をつくりたいという思いで

努力していますが、特に近年はその思いを強

くしています。

　地方相場からして、坪当り20万円程度のも

のを売っている訳ですから、当然、土木工事

費、植栽費、パブリックスペース等に充てる

費用に余裕はなく、コンセプトをもって考え

抜いた計画も費用面で壁に当たってしまうの

が現状です。良いものをつくればお騎行の評

価は上がりますが、予算的に許容範囲をはる

かに超えてしまい、悲しいかな理想と現実の

ギャップを感じずにはいられません。

　休みともなれば、家内と遠くへ出かけては

美しい団地を見て歩き、目を肥やすようにし

写真1市道と団地は街路樹で雰囲気がよくなった
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てきました。そして2人でああだこうだとよ

く議論しながら、少しずつではありますが、

地方の開発業者として出来ることとは何かが

見えてくるようになり、それをなんとか実践

していくところまでたどり着いた次第です。

　　　　　住環境は売りにくい

　お髄様の土地を選ぶ傾向を見ると、学校や

利便施設の近くであるかどうか、南面道路、

角地といったように、地理的、物理的な土地

の評価のみで選んでいると思われます。土地

は土地、建物は建物として考え、将来の景観

や住環境で選ぶという意識は非常に低いので

す。まちなみを考慮して計画された事例など

を写真で紹介しながら私たちが説明すると、

「美しい団地ですね。そんな団地に住んでみた

いですね」と感激してもらえるのですが、現

実的なものとして考えてもらえません。ロケ

ーションや住環境が土地の価格に反映されて

評価されないのです。近くに実例がほとんど

ないのですからやむを得ません。しかし、住

宅というのは地方においては多くの場合、一

生に一度の買い物となるので、もっと将来の

住環境を意識して選んでもらえるようにこち

らも努力していかなければなりません。

　私たちは、パブリックスペースはできるだ

けコミュニティを生みやすい場所に確保し、

植栽やベンチを配し、住民の方が自然に会話

が弾むよう工夫しています。また、専有部分

は所有者に、緑化協定の内容にそって植栽を

含めた外構を行なってもらっています。そこ

で問題になるのが、契約時に協定の内容をよ

く説明し納得していただいているはずなのに、

の



●

外構を行なう頃は記憶が薄れてきており、悪

気はないが協定に反した物ができていたりも

するのです。最近は、外構図面の提出を義務

づけており、こちらでチェックするようにし

ていますが、提出も100％とはいかないのが

現状です。そこで完成度を増すために、事前

に団地内の緑地協定連絡会の許可をもらって、

着工するようなシステムが必要かと思ってい

ます。

　そもそも外構を含めた建売形式をとらずに、

土地だけを売っている私たちにとって、どこ

まで守備範囲を広げていけるかは、これから

の課題です。従来は建物が建ち、植栽と外構

が後からついてきますので、どうしても団地

として建物が主役となっています。これから

は区画ごとにパーキング、植栽を含めた外構

を提案しておいて、その内容で土地を選択し

てもらうという方法を考えています。それと

植栽のボリューム感に乏しく建物が主役にな

ってしまいがちなので、私たちの方で団地全

体にバランスよく大木を配して、それを妨げ

ないように建物を配置してもらうのもひとつ

の手法かと思っています。

　　　　　台風19号での三三，’

　9年前、台風19号が西日本に大きな被害を

もたらしました。瓦が飛ばされたというのは

当たり前で、屋根ごと飛ばされた家もあり、

生きた心地はしませんでした。

　私の住んでいる20世帯ほどの団地は、古く

てとても美しいとは言えないものでした。団

地には何となく3つのグループができていて、

対人的にも快適とは言えず、早くこの団地を

出て行きたいと思っていました。そして台風

が去った翌日より後片づけが始まりました。

当時団地では地下水を汲み上げていたので、

停電によりまず水が出なくなりました。これ

は死活問題でした。団地の全戸で、ご飯が炊

けない、風呂に入れない、トイレは流せない、

洗濯はできないというありさまで、停電は6

日くらい続きました。

　ところが、団地のあるお宅が発電機を調達

してきて、そこでは水が出るようになったの

です。そこで他の全員がバケツを持って水を

貰いに行くようになりました。「お水をどう

ぞ」、「すみません。本当にありがとうござい

ます」といった具合で全員で助け合いながら

暮らすことになり、その頃には存在していた

3つのグループという関係はなくなってしま

いました。

　このように団地が打ち解けてきた頃、この

状態では冷蔵庫の中の物が傷んでしまうので、

皆で提供しあって食べてしまおうということ

になりました。団地の全員で食事をするとい

うことはすごい出来事で、さらに酒が入ると

台風の話で盛り上がって会話は弾んでいきま

した。

　そのとき、私は大きな発見をしたのです。

団地というものは、初めの出会いでその家や

そこに住む人の人柄を決めつけ、よっぽどの

ことがないかぎり、その先入観で皆が団地ラ

イフを送っているということです。「あの人は

無口で挨拶がない」、「気難しい人だ」といつ

からか決めつけてしまっていたのです。とこ

ろが酒を飲みながら話をしてみると、案外お

もしろい人だったり、趣味が同じだったりし

て、今までの勝手な自分の思い込みで人柄ま

で判断していたことに気づかされました。相

手だってこちらが話しかけないのだから、同

じように思い込んでいたかも知れません。こ

のように、コミュニケーションを阻んでいた

のは、自分の最初の勝手な思い込みだったこ

とに気づかされたのです。

　その食事会は深夜遅くまで続き、全員が

「おもしろかった」「来年は夏祭りをやろう」

池田善樹
（いけだ　よしき）

　1956年山口県生まれ。

不動産会社経営。甲南大学

経営学部卒業、関西のマン

ション会社アーバンライフ

（株）に勤務後、父の経営す

る防長不動産（株）に入社

（山口県防府市）、以来宅地

開発に携わる。全国の景観

が素晴らしい団地を見て回

り、地方の小さな開発業者

として奮闘している。最近

ではまちづくりはコミュニ

ティづくりであるとの信念

に基づき、ソフト面に力を

入れている。

図1アメニティ永上団地全体街路国
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写真3　協定により、勝手口、倉庫類は植栽等で目隠しをして景観を損なわな

いよう配慮している

劇嬉・騨

写真4団地の公園。このダストボックスにしめ縄が飾ってあった

7．　　：幽
写真6バーベキューのとき若い頃の写真を出し合って歓談

写真7秋の公園。掃除のあとのバーベキュー
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※「アメニティ氷上（ひかみ）」団地

所在地：山口県山口市大字大内御堀

規模：27区画、8，23787㎡

工事完成：平成9年3月

と言ってお開きとなりました。そして翌日よ

り笑顔で、「こんにちは」と向こうから挨拶が

あるではありませんか。

　この団地は古くて景観も良くないのですが、

そこでの団地ライフに少し期待が持てるよう

になりました。そのとき、私はひらめいたの

です。私たちがっくっている団地にも、夏祭

りを呼びかけようと。最初のつまらない思い

込みができる前に、夏祭りでもいっしょにや

って、そこに住む人たちに気持ちのいいスタ

ートをつくってあげようと思ったのです。
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　　　　　　　団地で夏祭り

　その翌年、私たちが初めて緑化協定を定め

た「アメニティ氷上（ひかみ）」団地の引渡式

がありました。公園等の維持管理を団地に移

すことを内容とした引渡式です。入居者全員

に、「これからは皆様の意識が素晴しいコミュ

ニティをつくり上げ、誇りの持てる団地にな

っていくのです」と力説し、ついてはぜひ夏

祭りをやりましょうと、私の団地の台風19号

の経験をお話をしながらお願いしました。

　この団地では、入居者同士で緑化協定につ

いて話し合いをしながら、自分たちの個性を

出すことで人間関係ができてきたので、夏祭

りの提案はスムーズに実現され、すぐに盛り

上がりました。最後には、私たち夫婦が「こ

っちの団地に引っ越してきて楽しくやろうよ」

と誘われる始末です。

　この団地を訪ねるたびに「池田さん、この

間は楽しかったね」とお声をかけてもらって

います。ですから新しいお島回をこの団地に

ご案内しても、とても印象が良く、こちらか

らの営業トークは必要がないくらいで、私た

ちも訪ねるのが楽しみになっています。

　おかげさまで団地全体の夏まつりは現在4

ヶ所となり、私たちも招待されて交流を深め

ています。基本的に最初は私たちから呼びか

け、2回目からは団地の方が自主的に開催し

ていますが、それぞれ個性があるようです。

えていたのです。その子供たちが大きくなる

頃には、いったいどんなコミュニティが出来

あがっていることでしょう。

　そういえば、ここの子供たちのことで不思

議なことがあります。大人たちがどこの子に

も同じように、叱ったり、誉めたりするので、

どの子がどこの子がいまだにさっぱりわから

ないのです。それを見ていると、この団地は

まるでひとつの大ファミリーのように思えて

きます。これがコミュニティの原点なのかも

知れません。

・酒盛りの時のひとこと

　この団地では共同作業の後は、皆で一杯や

るという習慣がついているので、秋の公園掃

除の後も、また昼からバーベキュー大会とな

りました。酒もほどよくまわった頃、少し離

れた所で遊んでいる子供たちを見ていたら、

ある人が「子供たちも大きくなって団地を出

て行ったらさみしくなるね」とっぷやきまし

た。すると別の人が「今までこれだけ仲良く

なれたのだから、これからもっと楽しくなる

よ」と答えたのです。このことはコミュニテ

ィづくりを団地の柱としている私たちにとっ

て、素晴らしいひとコマでした。

・入居者の方からの賀状

　「コミュニティづくりがまちづくり」とい

う観点で団地づくりをしていると、お客様と

の関係はどんどん親しいものになっていきま

すので、お客語からの嬉しい賀状が少しずつ

増えてまいりました。そのうちのひとつを紹

介しておきます。

ノ

　　「アメニティ氷上」団地でのエピソード

　この団地であったエピソードをいくつか紹

介します。そのことによって団地のコミュニ

ティの雰囲気を実感してもらえると思います。

・ダストボックスにしめ縄が

　ある年の初めに、何とダストボックスにし

め縄が飾ってあったのです。当社もダストボ

ックスには気を使っており、回りを植栽で包

み込むなど、公園に溶け込むように工夫して

います。ですから、共有物を大切にしょうと

いう団地の方の意気込みをたいへん嬉しく思

いました。このことだけ取り上げても、この

団地はうまくやっていけると確信しました。

　このしめ縄は、じつは地域のお年寄りの

「しめ縄づくりの会」に参加してっくった子供

たちが自主的につけたものでした。子供たち

まで共有物を大切にしょうという意識が芽生

　今年の6月、財団の海外研修に参加してア

メリカの住宅地を視察したとき、団地のハウ

スオーナーズ・アソシエーション（組合）の

役割というものに驚かされました。ハード面

の管理もありましたが、特にコミュニティづ

くりに関してです。夏休みは特に子供のため

カリキュラムが多く、子供の時から教育する

必要があると聞きしました。アメリカで見聞

きしたことからも、まちづくりは時間が必要

だと実感しました。

　まちづくりについては、新しい非グリッド

型の団地づくりが取り上げられることが多い

ように思いますが、人と人の結びつきである

コミュニティに関しても、同じく関心をもっ

て団地づくりに活かしていきたいと私は思っ

ています。
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