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（平成 18 年度報告） 
 

 

受賞を契機に新たに取り組んでいること 

 
  １．谷中寺子屋プロジェクト～古い木の家で谷中暮らし 
 

谷中のまちに古くから建つ文化財の日本家屋を公開し、地域に住む子どもたちに五感

を使って学び・遊び・暮らすことで文化財を身近に感じ、古い建物やまちをより自然に

受け止められる心を育てることを目的とした講座を企画した。講座は8月16日から20日

にわたり5日間からなり、古い木の家のしくみを「知る」、延寿寺にて礼儀作法を「学

ぶ」、伝統技法で葉書等を「つくる」、旧平櫛田中邸で演奏会「聴く」、市田邸で寝る

「お泊り会」のテーマで実施した。この結果は、10月上旬に講座会場及び台東区谷中に

位置するコミュニティセンターにおいて展示を行った。主な内容は以下のとおりである。 

・登録文化財「市田邸」を探検し、平面図を通して古建築の単位や寸法を学ぶ 

・地域の寺院「延壽寺」で作法と古建築の掃除の仕方を学ぶ   

・平櫛田中邸でコンサート、市田邸で宿泊を体験する 

今回の取り組みは、子どもたちが地域の文化財に親しみ、古建築での生活を体験する

ことで、古建築の伝統や技術を身近に感じ、地域に対する愛着をはぐくむための基礎づ

くりや地域に対する認識を深めることにつながる機会となったと考えられる。 

実施日：２００６年８月１６～２０日  場所：市田邸・平櫛田中邸・延壽寺 
 

 

 

 

 

 

なぞなぞ家探検                   建物の寸法を体感する                 地域のおもしろマップ作成  

 

 

 

 

お寺で木の建物の掃除と作法を学ぶ  自然通風による涼しさ体験、蚊帳で泊る 
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２．谷中界隈のいいところ探しワークショップ～まちに出ていいところを探そう 
 

台東区谷中地区には、地域資源である建物や井戸、稲荷、自然、人の生活、祭り、町

の活動、景色、風情など、場所と人の営みが重なり、住んでいる人にも初めて谷中を訪

れる人にも魅力的なまちである。谷中に住んでいる人はまちをどのように見ているのか、

また観光地ではない谷中に訪れてくる人は一体何に惹かれるのか、谷中にある地域資源

は一体何かを探るため、下記のような数回のワークショップを開催した。 

 

■ 谷中いいところ探し１ 寺子屋編 

■ 谷中いいところ探し２ 景観展＋環境部会編 

■ 谷中いいところ探し３ 芸工展編 

■ 谷中いいところ探し４ 歴史文化探検隊編 

 

以下、各回の概要を紹介する。 

 

■ 谷中いいところ探し１ 寺子屋編「谷中おもしろマップ」 
実施日：２００６年８月１６（水）～１９日（土）１３：００～１７：００ 

対象：寺子屋プロジェクト参加者（谷中界隈の小学１～６年生） 

取材場所：谷中界隈全域（こどもたちの生活圏）、寺子屋開催場所（市田邸、 

延寿寺、平櫛田中邸など） 

スタッフ：谷中寺子屋プロジェクト実行委員会（たいとう歴史都市研究会＋ 

東京藝術大学学生等有志） 

協力：谷中地区まちづくり協議会 環境部会 

 

 谷中寺子屋プロジェクトのプログラムの中で、子どもたちと「谷中おもしろマップ」

の作成を行った。 

 地域で生まれ育った子どもたちにとっては、「いいところ」という概念はしっくりこ

ないので、「おもしろいところ」、「気になるところ」を自由にあげてもらった。 

 挙げられたのは、パン屋や駄菓子屋、お菓子屋、銭湯、スーパーなどの身近な店や古

くからある店、朝倉彫塑館や芸大などの公共的な場所、お寺などが挙げられた。また「空

が見える道」、「暗闇坂」、「井戸のある小径」「レンガ塀のある道」など、日頃行き来す

る、特徴のある道の光景などがあげられている。 
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 他の会に比べて特徴的だったのは、「前に住んでいた古い家」、「DS をなくした場所」、

「飼っていて逃げたインコを見つけた場所」、「ピアノ教室」、「スパンコールを初めてみ

た場所」、「暗くて不気味で寒い場所（霊園）」などで、自分の個人的な体験や感情と結

びついた場所をその思い出とともに意識に刻んでいる様子が伺えた。また、「たまに立

っているおじさん」、「おもしろい表札の家」など、まちの人となりに出会う場所が印象

に残っているようだった。 

 参加したこどもたちの年齢は６～１２歳で、自分の体験や成長を通してまちの場所や

暮らし方、地理感覚がだんだんと立体的になっていく様子が感じられた。またそれが

各々の子の原風景となっていくのではないかと思われる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

昔からの角のパンと駄菓子屋「みかどパン」      谷中霊園はこどもたちの遊び場所、虫取り・ 

                                                    肝試しの場所 

 

 

■ 谷中いいところ探し２－１ 景観展編 
展示期間：「谷中の景観展」：2006 年１０月１日（日）～１５日（日） 

展示主催：谷中コミュニティ委員会、構成：加藤勝丕 

展示＋書き込み協力：谷中地区まちづくり協議会環境部会、谷中学校、 

たいとう歴史都市研究会、東京芸大保存修復建造物修士１年、会場来訪者 

展示場所：谷中コミュニティセンターロビー 

 

 谷中コミュニティセンターでは毎年、谷中コミュニティ委員会により「コミュニティ

美術展」として地域を題材にした展覧会が開かれる。18 年度は「谷中の景観今昔」を

対象に、谷中のシンボルであった五重塔の写真や絵、なつかしの古写真とともに、台東

区のまちかど景観コンクール（平成 2～12 年）で景観賞・まちかど賞や、まちづくりグ 
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ループ「谷中学校」主催の「まちかど景観賞」（平成元年～6 年）などで選ばれた家や

まちかどの写真、約 100 点を展示した。 

 たいとう歴史都市研究会では、まちづくり協議会や谷中学校、芸大有志とともにこの

展示に協力し、また「谷中いいところ探し景観展編」として、これまでノミネートされ

たまちかど賞の家などを「いいところ」として地図にプロットした。 

 この地図をパネルして、展示会場に設置し、展示期間中、会場来訪者にも好きな場所、

いいところを書き込んでもらった。 

 景観展であげられた「いいところスポット」を、大きくは、Ａ：古くからある懐かし

い場所、Ｂ：新しいが谷中になじみ、魅力的な活動のスポットとなる場所、Ｃ：今はな

いなつかしい場所、に分けて考えてみた。 

 

Ａ：地域に親しまれている、歴史や暮らしの感じられるスポット 

 まちかど、道と塀、古くからの町家や長屋、お屋敷、店屋、銭湯、ギャラリー、御茶

屋、大きな木、築地塀、レンガ塀、石垣など、地域の人に長年親しまれている場所が多

く挙げられた。数としてはこれが一番多く、３９件にも上った。 

 

Ｂ：地域の景観に寄与する新たな建物やまちかど 
 新しい鉄筋や鉄骨の建物でも、谷中の暮らし方にあった、路地や道にひらいた工夫の

ある店や住宅などは谷中らしい魅力のある場所としてあげられた。谷中の寺町の景観に

配慮して立てられた区立谷中小学校、ひらかれた美術館となった東京芸術大学美術館な

どの公共建築も挙げられている。合計１０件。 

 

Ｃ：今はなき、なつかしの建物、まちかど 
 谷中地区は東京の中でも変化のゆるやかなまちだが、やはり多くの懐かしい建物が

年々なくなっている。ふつうは無くなるとなにがあったか思い出せない場合も多いのだ

が、谷中五重塔をはじめ、今年防災ひろばとして整備されている元近藤家のお屋敷、も

と首相片山哲も住んだ近代和風のお屋敷、谷中最古？の江戸の町家、山里風の茶店など、

多くの人の記憶に今も残る建物もいくつかあげられた（今回は６件。聞けばもっと増え

ると思われる）。中でも昭和 32 年に焼失した谷中五重塔（江戸四塔のひとつ谷中天王寺

の塔。現在の谷中霊園の中央付近に礎石が都の史蹟として残る。明治時代に幸田露伴が

名作「五重塔」のモデルにした塔）は、今も地域の人々の心のシンボルとしてこどもた

ちにも語りつがれており、谷中らしさを守るまちづくりの要として再建を願う声が絶え

ない。                4/11 



第 1回住まいのまちなみ賞 
特定非営利活動法人たいとう歴史都市研究会 

（平成 18 年度報告） 
 

 

 

 

■ 谷中いいところ探し２－２環境部会編 
実施日：２００６年１０月４日（水）１４：００～１６：００ 

参加者：谷中地区まちづくり協議会環境部会メンバー 

（谷中地区に長年居住し、まちや環境に関心の高い人たち） 

取材場所：谷中界隈全域（参加者の生活圏） 

ワークショップ場所：谷中コミュニティセンターロビー 

 

 この回では、谷中コミュニティ委員会主催の「谷中の景観展」が開かれるおりに、谷

中地区まちづくり協議会環境部会に集まる地区在住メンバーが、谷中でいいと思う場所

やことがらを自由に挙げた。 

 地区に長く住み、地域の自治やまちづくりに関わることの多い参加者からは、個々の

場所よりも「人づきあい」や「季節や天気」、「自然」、「音やにおい」、「家や店のあり方」

など暮らし全体を包むことがらや暮らし方など、ソフトな要素が多く挙げられた。とり

だされた多様な要素をいくつかに分類してみた。 

 例えば「自然」では、夕焼け空、虫の音、お寺の鐘の音（複数）、お寺と坂の木々の

色とにおい、あちこちにある井戸、大きな木、寺院の屋根と空など。 

 「人」では、おばちゃんたちの立ち話、学校帰りにはしゃぐ子どもたち、ご近所づき

あい、道に迷っていると声をかけてくれる、人の顔が見えやすい暮らし、（寺町なので）

礼装の人や花束をもった人が多い、など。 

 「家や店」では、道に開かれたかんじの家、朝みちを掃くので街がきれい、職人さん

の手のかかった家、チェーン店ではなく個人営業の手作りの店が多い（最近若い人の店

がふえた）など、家や店の人と人通しが関わる暮らし方のよさが挙げられた。 

 「雰囲気」では、車道と路地のちがい（一歩はいると静か、涼しい）、谷中の町に入 
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った（帰ってきた）時のほっとする懐かしさと安心感、都心で便利なのに田舎の感覚が

残る、祭りになると道や家の前が公共の場所になる、変わったものを受け入れる地があ

る（変わった人、凝り性の人、芸人、芸術家なども）などの要素が挙げられた。 

 長年住む人にとっては、観光ガイドにのるスポット的な要素は普段の生活の中ではあ

まり意識されない。「スポットにいく」ための普段の行動はほとんどない。朝夕、春秋

の家事や買い物や商い、通勤通学、近所づきあいを通して感じるよさをありがたく、大

切に思っていることがお互いの意見交換を通してわかってきた。 

 またそれを維持保全していくための工夫やまちに定着しそうな若い人たちの活力な

どに期待や関心が寄せられている。 

 

 

 

 

 

 

 

寺と緑に恵まれた低層の町、谷中      町会ごとに毎年活発におこなわれるお祭り 

 

■ 谷中いいところ探し３ 芸工展編 
実施日：２００６年１０月２１日(土)１３：００～１７：３０ 

ヒアリング対象：まちじゅう展覧会「谷中芸工展」参加者、住人、見学者など 

スタッフ：東京芸大文化財保存学修士１年、NPO たい歴メンバー 

ヒアリング場所：谷中地区全域、とりまとめ及び展示場所：市田邸 

 

ワークショップスタッフは芸工展を展開しているギャラリーなどを巡り、「谷中のい

いところ」について地域の方々にヒアリングを実施した。その項目は以下のとおりであ

る。①現在谷中に住んでいるか (住んでいる場合は、何年くらい住んでいるか)②年齢③

性別④職業⑤谷中のいいところ、好きな場所はどこか。対象地域は三崎坂周辺・初音の

道周辺・根津千駄木周辺にエリア分けし、調査所要時間は約2時間だった。以上のヒア

リング結果から、地域の登録文化財市田邸においてとりまとめ及び展示を行った。 

ヒアリング結果を①で大きく分類すると、谷中で生まれ育った人・谷中に住みたいと

思って移り住んだ人・初めて又は谷中を好きで訪れた人になり、この分類によって谷中 
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に対する意見の違いが分かる。谷中で生まれ育った人は生まれ育った谷中について

「良いとか悪いとか特に考えたことがない」という意見も多かった。谷中が好きで移り

住んだ人は、ひとりでふらっと立ち寄りたくなる場所などを勧めていた。 

これらの意見をまとめるとａ店(地図では黄)、ｂ自然(緑)、ｃ寺(青)、ｄ公共施設(赤)の

四つに谷中の地域資源を分類することができ、この分類を地図上に示した。 

地区の歴史や文化を重視したまちづくりを地域の人々とともに考えていく方法を探

る第一歩として、今回まちの人との意見交換ができたことは、今後につながるワークシ

ョップとなった。 

 

   

展示案内        意見交換・とりまとめ風景       いいところマップ完成 

 

■ 谷中いいところ探し４ 歴史文化探検隊編 
実施日：２００６年１０月１４日(土)、２８日（土）９：３０～１１：３０ 

参加者：台東区環境学習「歴史文化探検隊」参加小中学生と指導者  

取材場所：谷中地区探検ルート、とりまとめ及び展示場所：市田邸 

 

 台東区では、毎年小学校５年～中学３年生を対象に、隔週土曜日として台東区の上

野・浅草・谷中・隅田川などの歴史文化スポットを巡り調べる校外学習講座「ドキドキ

歴史文化探検隊」を行っている。 

 この探検隊の谷中の路地探検の回に、地域指導者を務めるたい歴メンバーや芸大有志

が協力して、谷中の路地探検といいところ探し、うまいもの探しなどを行った。 

 対象は、台東区の上野浅草など谷中地区以外に住む小中学生と、小中学校教諭、地域

指導者（台東区在住）、区の事務局メンバーらに、探検のあと、気になったところ、よ

かったところを挙げて、地図に書き込んでもらった。 

 会の性質上、探検で訪れたルート上のものが中心になるが、多くの人があげたのが天 
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王寺と五重塔跡の歴史、大名時計博物館、三浦坂、わかれ道、玉林寺の庭と墓石の石段、

樹林、大樹、井戸など、歴史や自然、坂や道など要素が多くあげられた。 

 台東区は谷中と上野公園は上野台地上にあるが、それ以外の下谷や浅草は平坦な土地

で、震災戦災後の区画整理でまっすぐな道路が多い。谷中の地形に沿った道筋や分かれ

道、坂道、山の樹木や池、井戸などの自然の要素は、下谷浅草の子どもや大人にとって、

これが都会かと思う新鮮さがあったようだ。また天王寺の大仏や谷中霊園、五重塔など、

歴史を感じられるスポットも印象に残っていた。 

 同じ台東区民でも、住む地域の違いにより、特徴的に感じる部分が異なるのが興味深

かった。同じ外からの視点でも、谷中の好きなスポットを探して歩いている芸工展参加

者とはまた違う視点であることがわかった。 
大名時計博物館で不定時法を聞く  井戸水を組む体験、 

 

 

 

お寺の山は太古からの樹林、石段は江戸時代の墓石 

 

■ 各回の比較を通して 
  一連の「いいところ探し」では、谷中に長年住む人、店や展示等でまちに発信する人、

それを見に来る人、谷中地域に生まれ育った子ども、台東区の他の地域から来る子ども

や大人、など立場や世代の違いにより、さまざまな側面からの「いいところ」が発見さ

れた。 

  ベーシックには、長年住み暮らす町としての良さ「人づきあい」や「季節や自然と触

れ合う暮らし」を大切にした上で、「都心でも静かな、自然に恵まれた町、空の広い町、

歴史と文化のある暮らし、思い出深い家やまちかど、新たな手づくり文化を若い人たち

が担う町」を守り育てていくことが、住む人にとっても、訪れる人にとっても切に望ま

れていることがわかった。 
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（平成 18 年度報告） 
 

 

 

  今後の活動では、さらに多くの地域の方々と「谷中のいいところ」を共有し、今後に

つなぎ活かす方法を考えていきたい。 

 

   ３．平成 18 年度 谷中・上野桜木地区まちなみ維持管理活動 実施体制 
 

谷中・上野桜木のまちづくり活動は、ここ 20 年以上、地域団体、住民、東京藝術大

学の有志らにより多々行われている。本活動は、その流れを組み、谷中地区まちづくり

協議会環境部会等の地域団体の協力を得て、NPO 法人たいとう歴史都市研究会、東京

藝術大学文化財保存学保存修復建造物研究室が共同研究として行った。 

 

主催・共同研究：特定非営利活動法人 たいとう歴史都市研究会（以下「たい歴」） 

               東京藝術大学大学院文化財保存学専攻保存修復建造物研究室 

  共同研究題目：「台東区上野・谷中地区の歴史を活かしたまちづくりに関する調査研究」 

協力：谷中地区まちづくり協議会環境部会、台東区歴史文化探検隊 

参加者一覧 

【谷中寺子屋プロジェクト 2006】  

 ■ 参加児童 

谷中小学校、根岸小学校 

 

 ■ スタッフ 

東京藝術大学大学院美術研究科文化財保存学保存修復専攻 

東京藝術大学美術学部絵画科日本画専攻、同研究教育助手、同非常勤講師、もば建築

文化研究所、文化財建造物保存技術協会、たいとう歴史都市研究会事務局 

 

■ 実施協力 

谷中地区まちづくり協議会環境部会、谷中小学校、延壽寺住職、岡山県井原市（上野

桜木平櫛田中邸） 

 

■ ゲスト： 

木村理恵（オランダ在住バロックバイオリニスト）、Bob Smith（チェリスト）、曾田

賢寿（チェンバロ奏者） 
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第 1回住まいのまちなみ賞 
特定非営利活動法人たいとう歴史都市研究会 

（平成 18 年度報告） 
 

 

【谷中いいところさがし 2006】 

■ スタッフ： 

台東区歴史文化探検隊委員長、たいとう歴史都市研究会監事、たいとう歴史都市研究

会理事長 他 

 

■ 協力： 

谷中地区まちづくり協議会環境部会、同上事務局、NPO 法人ひとまち CDC 理事長、

台東区歴史文化探検隊指導員と参加の子どもたち、谷中コミュニティ委員会、谷中芸

工展 2006 参加者 

 

【企画監修】 

清水真一（東京藝術大学大学院文化財保存学保存修復建造物研究室教授） 

前野まさる（NPO 法人たいとう歴史都市研究会 理事長） 

 

【助成】 

「第 1 回住まいのまちなみコンクール・住まいのまちなみ賞」（財団法人住宅生産振興

財団主催） 

 

  4．調査検討経費の用途 
 
ａ）建物・町並み作法調査、いいところさがし経費 

：家と町並み調査費、消耗品費、発表会場費、講師謝金等 

ｂ) 寺子屋プロジェクト、建物・まちなみを体験して、文化や維持管理、 

    保全活用を学ぶ企画の経費 

 ：会場費、講師謝金、通信費、消耗品費 PR費、報告書作成費など 

ｃ）記録作成費 

：報告書、会報等印刷費、配布費用 等 

 

 

 

 

 

10/11 



第 1回住まいのまちなみ賞 
特定非営利活動法人たいとう歴史都市研究会 

（平成 18 年度報告） 
 

 

近い将来取り組むべき課題 

 

・ 家と町並みの作法や暮らしの文化を読み込み、発見し、これを地域の町並み保全形

成の今後のルールとして共有できるよう、地区のまちづくり検討の場に提供していく。 

・ 地区のいいところを、地域共有の歴史文化資源として支え合う仕組みを考える。 
 

１．谷中地区まちづくりの機運に応じて 

・ 谷中地区では、谷中地区まちづくり協議会環境部会で地域の歴史や自然を活かした

まちづくりを検討している。その中の「谷中三崎坂建築協定委員会」では今後も建築協

定や三崎坂の町並みについて検討を進めていく。また谷中初音の道地区や三崎坂地区は、

東京都の都市計画道路の見直し路線にもかかっており、道路の見直しとまちづくりの方

向性を地域や行政がともに検討していく時期となっている。 

・ 平成 18 年度、「寛永寺・上野公園、谷中の街並み」が （財）古都保存財団（平山郁

夫会長）による「美しい日本の歴史的風土１００選」に選ばれた。 

http://www.kotohozon.or.jp/best.html 

・ 三崎坂建築協定の運営委員会も、都のまちづくり団体として表彰される予定である。 

・ 台東区でも谷中地区のまちづくりを推進するための支援策を検討している。 

・ 谷中地区の町並みまちづくりは、外部からも評価を受けるようになっているが、交

通や防災、開発圧力、観光と生活の両立などの課題に対応したながらその良さを守り育

てて行くため、地域の人々自身による、より意識的、具体的なまちづくりの推進が必要

になっている。 

・ こうした谷中地区のまちづくりの状況に応じて、まちの人たちや地域団体に協力す

る形で活動成果を紹介し、まちづくりを考える参加の機会をつくっていきたい。 
 

２．歴史的建物と生活文化の保全活用にむけて 

・ 地域の町並みと暮らしの文化の核となる歴史的建物の保存については、維持補修や

改修、補強、代替わり変化や相続売買等にあたって困難が多い。個人所有であっても地

域の歴史文化資源として重要なものについては、まちづくりファンドやトラスト等の手

法も検討し、地域や来訪者、家の活用者、谷中のファンが協力しあって支えるしくみを

具体的に考えていきたい。 
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