
第 3回住まいのまちなみ優秀賞 
茨城県建築士会桜川支部 
（平成 21 年度報告） 

 

受賞を契機に新たに取り組んでいること 
 
  1. 平成 21 年度活動報告 
 
１）桜川商工会、商工祭に参加し地球温暖化を訴える 
桜川市商工会主催による商工祭が毎年 11 月に開催され、建築士会桜川支部としても、

まちづくりに協力する傍ら、地球温暖化対策事業として商工祭りに参加し、CO2削減運
動と建築士会桜川支部のまちづくりの PR を兼ね、苗木(150 本)の無料配布を行い、地
球の温暖化を訴え、一人一人の、地球温暖化に対する意識改革につとめました。 
商工会も平成 21 年 4 月に旧町村が合併し始めての商工祭のため、旧岩瀬町、旧真壁

町の 2箇所で開催いたしました。 
【 IN 岩瀬 】 

 

旧岩瀬町、ラスカ会場にて苗木の無料配布し CO2削減を訴える 

 

        苗木無料配布に伴い、エコに対する認識等のアンケートを実施 
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商工祭開催に当り、建築士会の PR を兼ねて、木製の椅子、ちりとり、木製品等の製作
及び販売を行い完売となりました。 

 
【 IN 真壁 】 

 
真壁地区においても苗木の無料配布をし、地球温暖化を訴え、CO2削減の協力を呼びか
ける。 

 

真壁地区の皆さんにも地球温暖化についての意識調査を実施 
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建築士会 PR のための木製品の製造販売、丸太椅子、マガジンラック、ちりとり、ま
な板、コースター等、すべて完売 

 
 
２）旧真壁郵便局耐震診断実施 
旧真壁郵便局は、重要伝統的建造物群保存地区後、町並み観光案内の拠点となる為、

当建築士会に、木造住宅耐震診断士の有資格者が多数おり、行政より精密耐震診断の依
頼があり、建物の精密診断を実施しました。 
 

 

床下の目視調査 
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基礎ベースの湯有無確認状況 

 

 
 

 

1 階内壁の解体診断調査状況 
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2 階床の解体、目視調査状況 

 

  
 屋根裏小屋組目視調査状況 

  

外壁モルタルのクラック状況目視調査 
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３）桜川市観光案内看板製作 
桜川市観光協会及び筑波山麓周辺の観光誘致事業の一環で、桜川市の案内看板を、北関

東自動車道、桜川 IC のロードパークに設置、又、真壁町内の観光案内版を桜川市営高上町
駐車場に設置、設計施工を建築士会桜川支部で行い、桜川市の観光案内に寄与しました。 

 

 設置場所、ロードパーク便所          取り付け作業 

 

            桜川市営高上町駐車場観光案内看板 
   完成、両側がポスター等の貼り付けボックス、真ん中の部分が桜川市観光案内のパ
ンフレットボックスになっています。多くの皆さんが利用するトイレであり、観光客等
の道案内及び桜川市の観光 PR に利用されております。(サイズ／H=1000 、W=3600) 
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       工事着工前                鉄骨建て方 

 
鉄骨構造材を木材で包み町並み景観に配慮  両端刊行案内パンフレットBOXを設置 

 
完成 (H=2400、W=4500) 観光客の案内に利用され、町並みに合ったデザインが観光
客に好評、真壁のひなまつり期間中記念写真の場になっていた。 
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４）電柱地中化に伴うトランス目隠し工事飯泉邸前 

 
   電柱地中化に伴うトランス置き場現況 

 
      基礎工事の様子           コンクリート打ち込み 
 

 
      建て方の状況 
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      木工事状況 
 

 
工事完了             景観に配慮した意匠 

 
古川邸前 

 
    トランス目隠し設置場所 
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              基礎工事 
 

 
       土台設置 
 

 
       建て方状況 
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           防腐剤処理作業                       竹格子の膝縛り始業 

 
木工事完成 
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５）ブロック塀修景作業(大久保低) 

 
現況状況 

 

 
 ブロック門柱解体作業 

 

 
   遣り方               基礎工事 
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             門、建て方 

 
門、屋根工事 
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ブロック塀修景の下地造り 
 

 
塀の笠木(屋根)部分の製作 

 

 
付け柱取り付け作業 
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押縁の取り付け作業 

 
防腐剤を 3回塗り完成 
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  2. 現在のまちづくりの取り組み 
 
建築士会桜川支部の組織及び概要 
○ 名  称：茨城県建築士会 桜川支部 
○ 代  表：支部長 武村 実 
○ 活動拠点：茨城県桜川市真壁町田 
○ 目  的：建築士の業務の進歩改善と建築士の品位の保持、 
       向上を図り、建築文化の発展に資すること 
○ 構成人数：60 名 
○ 組織構成：一級建築士／15 名 二級建築士／3７名 
       その他／8 名(電気工事士、給排水設備士、サッシ及び建具職人、大工) 
○ 部  会：まちづくり部会／まちづくりワークショップの開催 
               ブロック塀を杉板塀にする景観修景事業 
               景観条例制定に向けてのワークショップへの参加協力等 
 
ワークショップの目的 
 桜川市真壁地区にある建物は、江戸末期から、昭和初期のものまで、多年に亘る『歴
史的町並み』を形成しているが、さらに、住みやすく、美しく、情緒豊かなまちづくり
を目指すため、建築士会が中心となり、茨城県建築士会の会員、地元まちづくり団体、
一般住民、学生等の協働により“まちづくりワークショップ”を開催し、建築士会の活動
指針の策定や、各方面への提言活動に寄与する。 
 
 現在、桜川市真壁地区では重要伝統的建造物群保存地区の指定に向けて準備を進めて
おり、又、景観行政団体にも指定され、われわれ建築士会も景観整備機構の認可を受け
ていることから、建築士会と行政が一体となって、まちづくり、景観づくりに着目して
おります。 
  
景観条例制定に向けては、現在、10名の建築士会会員が参加し、ワークショップ形式

で景観条例づくりを展開しております。これまでの行政姿態の進め方では無く、市民の
住環境、景観を市民自ら条例づくりに参加し、官民一体となり、市民が守れる条例の制
定に向けて、建築士の専門的な意見が重要な役割を果たす為、積極的に参加しています。 
  
重要伝統的建造物群保存地区制定に向けても、専門的分野から委員会等に参加し、修

理修景事業等の条例づくりに活発な意見交換をし、保存地区住民の理解と、まちづくり
の意識改革に重要な役割を果たしております。 
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  3. 景観セミナー＆ワークショップの開催 
 
茨城県建築士会が景観整備機構に指定されており、桜川市も景観行政団体に名乗りを

上げ、桜川市の景観作りの進め方を勉強する為、県内の景観行政団体の担当職員及び県
の担当課職員を招き、講演会及びワールドカフェ方式のワークショップを開催しました。 
 講演会では、講師に、桜川市の景観担当職員による、桜川市の景観条例等の進め方等
の講演をいただきました。桜川市の進め方としては、行政姿態の決め方ではなく、市民
を交え、各委員会を組織し、市民の意見を尊重し、市民が守れる、市民の為の条例作り
に取り組んでいる様子を講演していただきました。参加された他の各行政職員は今まで
に無い条例創りに関心を持ち、他の職員からは、時間がかかり難しいとの意見がありま
した。しかしながら、市民あっての行政であるから、努力するのがあたりまえとの意見
もあり､活発な意見交換の場となり、有意義な講演会となりました。 
 

 
      講演会の様子              意見交換会 
 

 
ワールドカフェ方式によるワークショップ お茶を飲みながらの話し合い、お茶菓子を
食べることによって和やかなムードでザックバランな意見交換が進みました。 
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各テーブルごとの発表 

 

 
県庁、景観担当課長の講評で幕を閉じ、桜川市の景観についての進め方、及び建築士

会の存在感、もっと行政は、地元の建築士会等と相談し、市民主体のまちづくりを進め
る努力をし、官民一体となり、協働作業型の行政運営を推進したいとの約束をしてくれ
ました。 
地元建築士会桜川支部会員も、景観、まちづくりに協力し、人に魅せたい街づくりを

合言葉に、まちづくりを進めて行きたいと考えております。 
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近い将来取り組まなければならない課題 

 
 まちづくりには、地元住民の参加と協力、理解が最も大切だと考えており、今後も地
道に長く活動を続けていきたいと考えているが、今後は、現在の取り組みをさらに発展
させ、「まちなみや景観の整備を中心としたまちづくり」による建築文化の振興を目指
していく。 
 具体的には、まちなみの景観を調査し、建築文化発信の拠点となる地区の気候、風土、
景観に合う建築の提案として建築士会桜川支部によるモデルハウスの設計を検討して
いくとともに、さらなる板塀化推進活動の充実を図っていきたい。現在モデルハウス建
築の実現に向けて、敷地等の提供者を模索、検討しているところです。 
 又、平成 22 年度は桜川市真壁地区を重要伝統的建造物群保存地区指定に向けて行政
も積極的にまちづくりを進めております。行政も、われわれ建築士会に対し、古い建物
の修理修景事業、及び、現場を造る、実践的な役割に期待を寄せており、官民一体とな
った、まちづくりの実現に向けて協力し、まちづくりは勿論、建築士会の会員の活性化
を図って行きたい。 
 
 
 
 

(イメージ) 
                                  

                

  
モデルハウス建築計画の作成 ◎ 情報発信の拠点 

                     

  ・桜川市にふさわしい建築の提案  ・建築文化の見直し   
 

 
   建築文化の振興  

    ・建築関係業者の連携組織をつくる   ・建築技術の保存         まちづくりの振興  

    景観形成の推進  
ブロック塀の板塀化推進 ◎ 地域のまちづくり意識の向上 

                   

・まちなみの魅力を向上     ・地域住民との協働                  

・建築関係業者の連携を高める     ・建築技術の伝承                      
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