講義録 2014

（第 5 期）

1

【概論】

4

【設計演習】

7

【現場Ⅱ】

良い住宅地 はいかにして
つくられるか
中井検裕

2

【維持管理】

5

【公開講座Ⅰ】

8

【表彰＋感想】

戸建住宅地の経年変化
30 年目の真実
小林秀樹

高坂うらら花公園

ピオニシティ高坂全体区画図

3

【現場Ⅰ】

まちなみ視察＋住民懇談会
＋寄せ植えイベント
（ピオニシティ高坂）

6

【公開講座Ⅱ】

建築─新しい仕事のかたち
箱の産業から場の産業へ

松村秀一

都市近郊の戸建住宅地開発事業
上井一哉・大谷宗之・粟井琢美・
伊藤昭憲

まちなみ視察＋住民懇談会
（アルカディア 21）

鉄道から見た戦後住宅地形成史
原 武史

第 5 期『まちなみ塾』修了式

『まちなみ塾 講義録 2014（第 5 期）
』 刊行に際して

住宅生産振興財団では、昭和54 年の設立以来、平

成 22 年度に「まちなみ塾」第1期を実施して以来、毎

成 26 年度末までに、北海道から沖縄まで 432カ所の

年開催しており、平成 26 年度には第 5 期を実施したと

戸建住宅地のまちなみコーディネートを行ってきまし

ころです。

た。そこでは、道路計画、住宅の適切な配置計画、統

一方、この「まちなみ塾」の実施に当たりましては、

一外構や植栽計画、コモンスペースの創出などにより、

一部の講義は公開講座として広く一般の方々にも門戸

調和のとれた美しいまちなみづくりをめざしてきました。

を開いて実施していますが、
「まちなみ視察・住民懇談

一方で、平成 8 年から11年において、このようなま

会」や「設計演習」など、多くの方々に参加頂くこと

ちなみづくりの理念と手法を普及させていくことを目

が困難なカリキュラムも多く、塾生の人数は30 名程度

的に、
「まちなみ大学」と称した研修プログラムを3 期

に制限せざるを得ない状況があります。

にわたり合計 49回開催いたしました。そこでは、まち

そこで、その多様な講義内容のダイジェスト版として、

なみに関係するさまざまな分野の専門の講師を招き、

本書『まちなみ塾 講義録』をまとめることにより、広

会員各社の主に設計に携わっているスタッフを対象に

く関係者にとっての参考資料に供したいと考えました。

密度の濃い講義が行われました。そしてその塾生が、

戸建住宅地のまちなみづくりに関しては、残念なが

それぞれの社内プロジェクトで、また財団事業の担当

ら現在入手できる参考書はほとんどありません。その

者として、その後のまちなみづくりの実践に大いに寄

意味で、これまでに発行した第1期から第 4 期分、そ

与されたと承知しています。

して今回の第 5 期分の『まちなみ塾

講義録』が、良

好なまちなみの促進に向けた幅広い普及啓発に役立
それから10 年を経て、社会状況も、まちなみづくり
に対する考え方も変化してきました。
「生みの親」
（つ

つ、まちなみづくりのオールラウンドな入門資料とな
るものと期待しております。

くり手）
による企画、計画、実施の各段階におけるさま

なお、基礎的、総論的な部分については、各期の講

ざまな工夫に加え、
「育ての親」
（住まい手）
による住み

義録に含まれていますが、各論部分については、期に

続け、住み継がれるための維持管理の大切さがクロー

よって異なる分野の講義となっています。関心分野に

ズアップされてきました。さらに、
「熟成の親」
（住ま

応じて該当する部分をご覧ください。

い手等による共同体などを想定）
による生活の変化に対
応した柔軟な活動が求められてきています。
「つくり手」

また、この講義録のほかに、まちなみづくりの参考

であるわれわれも、適切な維持管理や良好な地域コミ

資料として、

ュニティ形成に資する仕組みと仕掛けをこれからのま

・唯一のまとまった「まちなみ事例集」として、また、

ちなみづくりにどのように反映させていくのかが求め

計画・設計・手法の解説書として、平成 22 年刊行さ

られてきています。

れた『住まいのまちなみを創る』
（住宅生産振興財団・

そこで、新たな研修プログラムとして「まちなみ塾」

編 建築資料研究社・発行）

を開塾することといたしました。会員各社で住宅地開

・まちなみの維持管理の先進的取り組みをしている団体

発の業務を担当するスタッフを中心に塾生を募り、講

を表彰する「住まいのまちなみコンクール」受賞団体

師には各分野の専門家を招いて、計画・設計はもとよ

の活動報告である『私たちがつくる住まいのまちなみ』

り、まちなみづくりの企画、入居後の維持管理、フォ

（Ⅰ／平成 20 年、Ⅱ／平成 23 年、Ⅲ／平成 26 年

住

ローアップなどについても分野を広げて1年間にわた

宅生産振興財団・発行）

る講義プログラムを構成しました。

などがあります。本講義録と併せ、これらの資料もご

また、座学のみでなく、現地の見学と居住者の方々

参照頂ければ幸いです。

からのヒアリングを行う「まちなみ視察・住民懇談会」
や、具体的な課題地を設定した上でのまちなみづくり
の企画から計画、設計、収支試算等を含めた「設計演
習」も取り入れています。このような方法により、平

平成 27 年 6月
一般財団法人住宅生産振興財団
専務理事 松本

浩
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【概論】

良い住宅地”はいかにして
つくられるか
中井検裕
（東京工業大学大学院 社会理工学研究科 教授）

中井検裕（なかい・のりひろ）
東京工業大学大学院社会理工学研究科教授。1958年大阪府
生まれ。東京工業大学大学院理工学研究科博士課程修了。工
学博士。専門は都市計画。著書：
『都市の風景計画』
（共著 学
芸出版社）
、
『都市計画の挑戦』
（共著 学芸出版社）

会場：虎ノ門ツインビルディング B1階・会議室 D
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まちなみ塾1回目の講義、前半は、概論と

って美しさを感じ、それを近代の郊外住宅地

いうことで、郊外住宅地の歴史、特に “よい

の中でもう一度表現しようとしたということ

住宅地” を先人たちはどのように考え、つく

が近代住宅デザイン上の大きな考え方という

ってきたかを、お話しさせていただきます。

ことになります。

後半は、最近の大学の講義のように、双方向

これはイギリス、ブリストルの郊外にある

授業といったかたちで、みなさんと一緒に “よ

ブレイズ・ハムレットという住宅地の図面で

い住宅地” について少し議論できればと思っ

す（図 2）。真ん中に広場があり、その周りに、

ています。

農家風住宅が非常に不規則に配置されている
のが特徴で、ジョン・ナッシュという建築家

概論
近代郊外住宅地の歴史を概括する
ピクチャレスク

それでは、近代の都市が成立した欧米から

によって計画的につくられた最も初期の田園
住宅と考えられています。今は、ナショナル
トラストによって管理されていて、不便な場
所ですが、もしも行く機会があれば、ぜひ見
ていただければと思います。

ということになります。
まず、欧米の近代郊外住宅地を語る上で、
私が考える一番重要なキーワードは、ピクチ

こういう動きや考え方が飽和してきたころ

ャレスクです。これは、美学の中の一つの概

というのは、ちょうどイギリスが産業革命の

念で、簡単に言うと、不規則、絶え間なく変

まっただ中です。産業革命の特徴は、工場で

わっていく、過去を連想する、といった考え

物が大量につくれるようになったことです。

方で、建築や造園の世界では、風景画に描か

そして、この工場の存在が近代都市をつくり

れたような風景をピクチャレスクだと。本当

上げ、近代都市の大きな問題も登場するよう

の真円や正方形、幾何学的な図形は自然の中

になります。

では見つけることが難しい。幾何学でつくら

が必要となり、働く人は、農村地帯から都市

そういうものを使わずに美しいというものを

に流れてきました。ロンドン、マンチェスタ

感じられる部分がある、自然のものの中に美

ーなど、大都市に工場がどんどんできてきま

しいものがあるというのが、ピクチャレスク

した。しかし、このころ交通機関はまだ発達

の考え方なのです。

していません。鉄道ができ始めたのが1800

典型的には中世のヨーロッパ、とりわけこ

年代の初期、ロンドンに初めて地下鉄が走っ

の概念が人気を博すようになったイギリス、

たのが1867 年。したがって、工場で働く人

中世の田園、農村風景をピクチャレスクな風

たちは、基本徒歩で工場に行かないといけな

景だと考えました。これはイギリスのコッツ

い。ですから、徒歩圏内にしか居住できない

ウォルズという、大変美しい田園地帯の中の

のです。

図１ コッツウォルズの風景
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時代は1800 年代の前半。工場では働く人

れているものは、ある意味美しい。ですが、

ある村の写真ですが（図1）、こういう風景をも

6

産業革命と都市化

当時、疲弊した農村から出てきた人たちで

図２ ブレイズ・ハムレットの図面

したから、経済的にも下のほうの階級であっ

アーツ・アンド・クラフツ運動

た。こういう人たちが、非常に狭い地域の中

しかし、それに対してやはり反論を唱える

に過密居住をしたことによって、大都市の中

人が出てきます。それがアーツ・アンド・ク

にいくつものスラムが誕生しました。今のワ

ラフツ運動と言われているもので、画一化さ

ンルームマンションよりも狭いところに、過

れた工業製品の大量生産に対するアンチテー

密居住をしている。衛生状況も悪く、まだ下

ゼです。中世は、食器や着るものなどを、熟

水道も完全には整備されていません。そうい

練した職人がハンドメイドでつくっていまし

った中で人々、特に工場労働者が生活をして

た。たくさん同じものをつくることはできなか

いる。これが大都市、近代都市が生まれるこ

ったけれども、1個の質は非常に高い、そう

とによってできた影の部分です。

いうところに着目したのです。この運動は工
芸品からスタートしますが、その後、住宅へ

公衆衛生法と条例住宅

そこでイギリスでは、これを何とかしなけ

と展開をしていくことになります。そうした中
で、少し郊外に目が向き始めます。

ればと、公衆衛生法という法律をつくりまし

これはベッドフォード・パークという、鉄

た。この法律は、家をつくるなら必ず幹線の

道沿線で行われた最初の近代郊外住宅開発と

下水につなぎなさいということでした。当初

呼ばれているものです（図 4）。当時、ロンドン

は、下水、あるいは住宅そのものの水準にと

にはかなり地下鉄が整備され始めていました。

どまっていましたが、だんだん住宅同士の関

地下鉄といっても、少し行くと、普通の郊外

係や街路の幅員という具合に、規則の中身が

電車で、その駅の周辺に住宅開発が行われま

広がっていきます。

した。簡単に言うと建売住宅地です。ここは、

その結果、条例住宅といわれるものができ

先ほどのアーツ・アンド・クラフト運動の一

上がっていったわけです。いわゆる長屋住宅

員となった建築家、リチャード・ノーマン・

ですが、スラムに比べると、はるかに生活の

ショウが住宅を設計し、設計監修もしている

居住水準は高いです。

ので、デザイン的にも統一されていました（図

今でもロンドンの郊外に行くと、こういう

5）
。はるかに住宅地の水準が向上しているこ

住宅群を見ることができます。これは現在の
条例住宅です（図 3）。建ってから100 年ほどた
っていますが、近代的な改装、リノベーショ
ンをしているので、こういうところに住んで
みるといいのでは、といった感じのところに
なっています。条例住宅もある意味では、産
業革命の結果生まれた大量画一型の住宅群と
いうことになります。
図４ 世界初の鉄道沿線郊外住宅地の開発「ベッドフォード・
パーク」

図３ 現在も残る「条例住宅」

図５ リチャード・ノーマン・ショウが設計した「ベッドフォ
ード・パーク」の住宅図面
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とがわかります。都心のすぐ近くの郊外に、
こういった住宅地ができ上がっていったわけ
です。

田園都市論

こういう中から、近代の郊外住宅地という
観点でいくと、一番影響を与えた思想である
田園都市論が出てくるわけです。

モデル・カンパニー・タウン

田園都市論は皆さんもうご承知だと思いま

そして、こういった動きが体系化していく

すが、エベネザー・ハワードが言い始めたも

のです。そのきっかけになったのが、モデル・

のです。
『明日の田園都市』という書物で、こ

カンパニー・タウンという試みです。産業革

の中に田園都市論の基本的な内容が書かれて

命と資本主義が都市に大きな問題をもたらす

います。3つぐらい大事な要素があって、1つ

ようになり、これを何とか解決しないといけ

目は、大都市から産業と人口を郊外に計画的

ない。その政府の側からのアプローチがさき

に分散させる。そして、大都市の過密居住の

ほどの条例住宅で、民間の側からのアプロー

問題を広域的な計画的発展によって解決して

チが、モデル・カンパニー・タウンです。

いこうと考えたわけです。2つ目は、その移

これは、工場を自分で持って運営していた

転させた先の話です。都市と農村が結婚する、

資本家たちが自分の工場と、その工場で働く

そういった環境の都市をつくるとして、これ

人たちを計画的に郊外に移転させ、工場と住

を田園都市と名づけました。3つ目、実際そ

宅が一体になったようなまちをつくっていき

ういう都市をどうやってつくるのか、ハワー

ます。企業城下町、日本で言う社宅住宅みた

ド流の答えを書いていきました。ハワードは

いなものです。

政府をあまり信用していなく、どちらかとい

有名なものだけご紹介します。カドベリー

うと民間論者でしたので、民間の力を使って

という資本家が持っていた工場をバーミンガ

理想的な都市づくりをしていこう、小規模で

ム郊外のボーンビルに移転させ、その周りに

も独立した新都市の開発を民間の力でやって

工場労働者のための住宅や、レクリエーショ

いこうと考えていったわけです。

ンのグラウンド、商店街、コミュニティ施設

ハワードは、そのために「THREE MAG-

や公園があるようなまちをつくりました。ベ

NETS」という図を書きました（図 6）。これはマ

ッドフォード・パークは駅前の住宅開発でし

ーケティングとして大変すぐれた図です。こ

たが、今度は働く場所と住宅、さらに生活関

こにTOWN、都市という名前の磁石、こちら

連施設がついたまちを実験的につくろうとい

にCOUNTRY、農村という名前の磁石、それ

うことが始まっていきます。ちなみにカドベ

ぞれいいことと悪いことが書いてあります。

リーチョコレートのカドベリーです。

例えば都市では雇用機会はある、賃金は高い

あとは、石けんのユニリーバ、リーバ兄弟
がつくったポート・サンライトというまちで
す。リバプールにあった工場を移転させて、
計画的なまちをつくりました。こういった住
宅地は、大資本家がつくっていますから、建
物だけではなくソフトも非常に充実していま
した。これも一つの大事なポイントです。
共済組合のようなものがあり、資本家が工
場、医療施設や教育施設、学校など、そうい
ったものもすべて提供していました。工場労
働者もいわば大きな一つの家族なのだという
考え方でまちの運営がされていった。したが
って、まちをマネジメントするということから
も、先駆的な例と考えられているところです。
図６ ハワード「THE THREE MAGNETS」
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が、スモッグが激しくて健康に悪いと、農村

意味でハワードとアンウィンというのはピク

は、おおむねその逆のことが書いてある。そ

チャレスクに戻るということについて共鳴し

して、この第 3の磁石、TOWN-COUNTRY

合うような仲だったということになります。

都市農村ですが、この2つのいいところを集
めてきた3つめの磁石があったら、どれが一
番魅力的で皆さんが引きつけられるでしょう
かと、この1枚の図で表現しました。

レッチワース

アンウィンは、自分の本の中で、条例住宅
について、
「大変衛生状況のすぐれたすばら

ハワードが最初につくった田園都市レッチ

しいまちである、でも風景は最悪だ」と書い

ワースの中心に「THREE MAGNETS」とい

ています。そして、田園都市の基本的なレイ

うパブがあります。ぜひ皆さん、行く機会が

アウト、配置、プロトタイプ風景を比較して

あれば「THREE MAGNETS」でビールを飲

示しています（図 8）。田園都市の方は、ものす

んで帰ってきていただければと思います。

ごく密度を落としています。

ハワードは建築や土木の専門家ではありま

彼の頭の中にあったのは、特に中世の農村

せんから、図面というよりは概念図、こうい

の中の村の風景でした。例えばこちらはカー

ったものを次々と描いていきました。これが

ジーという村の中心部の写真ですが（図 9）、こ

大都市の発展概念図で（図7）、これは6 つの田

ういう風景こそがピクチャレスクであり、イ

園都市がありますが、それらを環状に連結さ

ギリスの伝統的な価値観を持った、そういっ

せていくという構想です。

た風景として田園都市の中にそれを再現して

では、都市と農村を、具体的にどうやって

いこうとしました。これはアンウィンのスケッ

結婚させるのかということです。今風に言う

チと今の写真です（図10）。ほとんど何も変わっ

と、都市環境と自然環境をどのように調和さ

ていません。つまり、そのまま今でもこうい

せるのか、ということになります。

った環境が残されているところです。

これは、さすがにハワードは専門外なので、

一方、ハワードは大変な運動家でもあって、

専門家の協力を得ることになります。そこで

本を書いたらすぐ運動体として協会をつくり、

活躍するのがレイモンド・アンウィンです。

自分で株式会社をつくりました。いわばディ

彼は建築家ですが、都市計画にも造詣が深く、

ベロッパーです。大資本家を説得し、お金を

ハワードの理想に共感して田園都市を具体的

集めてきて、第一田園都市株式会社をつくる

に設計しました。彼は、もともとアーツ・ア

のです。ここには、さきほどのカドベリーや

ンド・クラフト運動をやっていたウィリアム・

リーバなどが名前を連ねています。こういっ

モリスの考えに大変傾倒していて、そういう

たモデル・カンパニー・タウンを先例として、

図7 ハワード「大都市の発展概念図」

図８ アンウィン「条例住宅と田園都市の比較」
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新しい田園都市をつくる力がだんだん結集し

くる、典型的にはパリです。これは、非常に

てくることになります。

ある意味規則的です。

そして、具体的にはロンドンの北 50キロの

10
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この規則性と不規則性をこの中でうまく組

レッチワースというところに土地を買収して、

み合わせたのが、このプランの特徴です。非

そこに田園都市を建設します。これが当時のポ

常に規則性を強調したエリアが、まちの中心

「HEALTH
スターです（図11）。ここの一番上に、

部。それに対して、まちの中心ではないとこ

of the COUNTRY COMFORTS of the

ろは、なるべくコンター（等高線）
を切らない

TOWN」と書いてあります。田園の健康と都

よう、コンターに沿うような形で街路を設計し

市の快適性、この2つが得られる、そういう

ていく。つまり、自然の地形を生かしたような

場所ですよと表現した。今見てもなかなか斬

形で住宅地をつくり、それが結果として非常

新ですね。

に不規則な、そういうまちを生み出していく。

そして、これがレッチワースのマスタープ

したがって、規則性と不規則性をどう組み

ランです（図12）。アンウィンは基本的に中世の

合わせるかということが、アンウィンが一番

農村風景に憧れているので、最初に言ったピ

考えていたことで、それこそがこれから皆さ

クチャレスク、つまり不規則性ということを

んが考える郊外住宅地のまちなみの一つの重

物すごく頭の中に置いているのですね。とこ

要なポイントでもあるということになります。

ろが一方で、そのころの、特にヨーロッパ大

当然、一夜にしてレッチワースはできたわ

陸の都市づくりの中心的な考え方は、いわゆ

けではなくて、非常に長い時間がかかってい

るバロックの考え方で、幾何学的に都市をつ

ます。当時の列車で 70キロ走ろうと思うと、

図９ カージー村（イギリス）

図10 アンウィンのスケッチと現在の写真

図11 レッチワースのポスター

図12 レッチワースのマスタープラン

1時間半から2時間かかります。そんな遠いと
ころからロンドンにどうやって毎日通うのだ
ろう。多分、人気のなかった場所でしょう。

ラドバーン

第1次世界大戦でヨーロッパはいろいろな
ところが被害を受けましたが、アメリカは参

第一田園都市株式会社はディベロッパーで

戦していなく、戦災復興特需で景気もよかっ

もありますから、このまちを使ってくれる人

たのです。その1910 〜 20 年代にかなり多く

を見つけなくてはいけないと、例えばコンペ

の郊外住宅地ができていきます。その最も有

をやって、その住宅をつくった設計者の住宅

名なのがラドバーンで、クラレンス・スタイ

を安く分譲します、といった今で言うキャン

ンが設計しました。田園都市の考え方のほか

ペーンを何回もやったり、いろんな工夫をし

に、アメリカでつくられた近隣住区という、

ていたようです。そういう意味では、当時は、

コミュニティ単位をどうつくっていくかという

かなり変わった住宅地だったことは確かです。

考え方、それから、この時代、アメリカでは

にもかかわらず、それが百数十年たって、今

すでにT 型フォードを売り始めていて、自動

や日本のここでこんな話をされているぐらい

車がどんどん普及していく中で、自動車と歩

有名になったということでもあるわけです。

行者の問題をどう解決するかということに取
り組みました。

バーズ・ヒル・エステート

これがラドバーンの図面です（図13）。近隣住

そして、レッチワースの中に、バーズ・ヒ

区としては3つぐらいが考えられていて、歩

ル・エステートという小さな一画があります。

行者と自動車を完全に平面で分離しました。

ここで、今や郊外住宅地の一つの設計技法に

唯一交差するところは立体交差にする、こう

なったクルドサック、ロードベイなどが開発

いう歩車分離の仕組みのことをラドバーンシ

されました。

ステムと呼びますが、これはこのラドバーン

クルドサックは、行き止まり道のことで、2

で最初にこういうことが行われたからです。

つ大きな目的があります。1つは通過交通を
住宅地の地先道路の中に入れないための交通
上の技法です。2つめは、その周りに住宅を
コの字型に配置し、住宅の一まとまり群をつ

日本の郊外住宅地
（戦前）

このような近代の郊外住宅地、戦前の欧米
の流れが日本にも入ってくるわけです。

くり、この道路空間をあたかも共有するよう

日本の郊外住宅地、郊外への広がりは明治

な感触を持たせることによって住宅地のコミ

の終わりぐらいから始まりますが、それが本

ュニティ感を醸成します。

格化したのは、東京では特に関東大震災の後

これをもう少しオープンに展開したのがベ

です。東京の東半分は焼け野原になった。西

イロードです。
今では教科書にも書かれているような、そ
ういう技法を次々とレッチワースの中で実験
していき、それがだんだん発展していくので
すが、最終的にアンウィンは、レッチワース
の経験を発展させ、ロンドンの郊外、ハムス
テッド・ガーデン・サバーブで、住宅地の設
計技法を完成させました。ただ、これは働く
場所がありません。ですから、独立した小都
市をつくるという当初の崇高な理念は失われ
た、そういう批判もあるところです。
そして、このようなイギリスでの近代郊外
住宅地の動きは、全世界に飛び火をして、ア
メリカに渡ってできたものもたくさんありま
す。一番有名なのはラドバーンです。

図13 ラドバーンの図面
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側は、避難民の行き先でもあったわけです。
したがって、そちらのほうに郊外住宅地が広

モデルですが、日本の郊外住宅地はこのビジ

がっていくのです。

ネスモデルのおかげで大変発展をしたと言え

当時のいくつかの動きですが、1つ目は、

の鉄道ネットワークと緊密に接点を持った住

ライターをつくっていた会社が、工場と工場

宅地、郊外住宅地群ができ上がっている、そ

労働者の住宅を計画的に東京の郊外、蒲田に

ういう源泉にもなっていると思います。

ンパニー・タウンの日本版になります。
さらに日本の郊外住宅地の特徴は、鉄道と

まちなみ塾 講義録 2014

ますし、今となっては全世界がうらやむほど

黒澤工場村です。銀座黒澤商店というタイプ

移転させてつくりました。まさにモデル・カ

12

これは、日本で開発された特有のビジネス

これは目黒蒲田・東京横浜沿線分譲地案
内、当時の住宅地、郊外住宅地のパンフレッ
トです（図14）。こういう農村風の風景の中に、

セットになった開発ということです。鉄道沿

レッチワースで見たことあるような住宅の絵

線の計画的郊外住宅地開発、これは、もとも

が描かれていて、自動車がぽつんと走ってい

とは今の阪急電車をつくった小林一三が考え

く。こういう絵が日本における理想的な健康

たビジネスモデルですが、鉄道需要を喚起さ

郊外住宅地のイメージだったのですね。この

せるために、鉄道のはじっこに住宅地の開発

パンフレットの中には、田園調布の分譲の案

をしました。ウイークデーの朝は住宅地から

内も入っています。これは当時の田園調布で

都心に、夕方は都心から住宅地に鉄道需要が

す（図15）。このように、住宅そのものは和洋折

発生します。ところがそれでは物足りなくて、

衷型のものができ上がっていく。

今度はウイークデーの逆向きの鉄道需要、都

私が個人的に一番気に入っている常盤台は

心から郊外に向かう需要を喚起させるために

特出しで説明します。これは東武東上線の沿

は大学だとなり、大学の郊外移転を考えてい

線にあり、東武が施行した区画整理ででき上

くのです。そして、次は、ウィークエンド、

がったまちです（図16）。真ん中にプロムナード

西武園のように遊園地を配置し、その後、例

があり、クルドサックが考えられているとい

えば宝塚、東京ですと小田原、箱根といった

うのがご覧いただけます。そして、クルドサ

ようなところまでつないでしまう。

ックに抜けていく、こういう歩行者用の細い

図14 当時の郊外住宅地のパンフレット（目黒蒲田・東京横
浜 沿線分譲地案内）

図16 常盤台住宅地案内図（東京都板橋区 1936）

図15 当時の田園調布

図17 歩行者用の細い道路（常盤台）

道路も、建物と建物のすき間ではなく、もと
もと計画されていたものです（図17）。
時間の都合でご紹介できませんが、戦前の

つくられたニュータウンです。
このように、実験的に郊外住宅地をつくる
試みがニュータウンの中で随分行われました。

区画整理でも、技術者が創意工夫を重ねた設
計が行われていたのです。

日本の郊外住宅地
（戦後）

日本の戦後は高度成長期に同じような話が
イギリスのニュータウン

戦後は、やはりニュータウンのお話はして
おかないといけません。

あります。
例えば、三鷹は東京郊外の典型です。公団
がつくった牟礼団地など、大きな団地群がつ

さきほどお話したイギリスにおける田園都

くられました。三鷹は、中島飛行機という会

市論は、戦後、ロンドンを囲むグリーンベル

社があり、飛行機関連の軍需産業が全部三鷹

トの外側につくられるニュータウン政策へと

のほうに移転していったこともあり、戦中に

展開していきます。イギリスでは28のニュー

かけて工場と労働者の社宅で人口が増えてい

タウンがつくられ、全世界のニュータウンの

きました。そして、その後の高度成長期で、

モデルになりました。これらのニュータウン

何倍というような形で人口が増えます。この

は、1戸ずつ実験的な概念を採用しているの

中には、公団の団地なども含まれています。

で、それぞれとてもおもしろいのですが、い

その後、1980 年ごろから一時期、人口は安定

くつか特徴的なものだけご紹介します。

するのですが、最近また増えているようです。

これはランコーンというリバプール郊外の

日本のニュータウンの先駆けとなったのは、

ニュータウンです（図18）。8の字形に幹線をつ

大阪の千里、東京の多摩ですね。新住宅市街

くり、そこをバスがぐるぐる回ります。それ

地開発法や区画整理など、日本はいろんな事

ぞれのところに計画的なコミュニティ単位が

業手法でつくられています。こういったニュ

あり、8の字が交差するところがニュータウン

ータウンが高度成長期に、特に郊外でつくら

の中心部です。典型的なラドバーン型の歩車

れました。今は老朽化して、高齢化社会、人

分離のシステムを採用しています。

口減少社会の中でこういった団地をどう再生

こちらも特徴的なニュータウン、ミルトン・
ケインズです（図19）。これはイギリスの最後の

するかといったことが問題になってきている
ところです。

ニュータウンの一つで、自動車のまちと呼ば
れています。およそ1キロ角のグリッドが、い

ニュー・アーバニズム

わゆる幹線で、この1個ずつのマス目が1つ

現在の欧米ですが、ニュー・アーバニズム

のコミュニティの住区になっており、それぞ

は少しお話ししておきます。これは従来の郊

れに近隣センターやコミュニティ施設の配置

外開発のように過度に自動車に依存すること

が計画された、ある意味規則的、幾何学的に

なく、多様性、コミュニティ、質素、ヒュー

図18 イギリスの特徴的なニュータウン ランコーン

図19 イギリスの特徴的なニュータウン ミルトン・ケインズ
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マン・スケールといった、伝統的価値を見直

環境共生・団地再生など

すというのが、一つの動きになっています。

もう一つの動きは環境共生です。今どこで

“ニュー” とありますが、むしろ古きに帰ろう、

も大きなテーマになっていて、これはビレッ

という考え方です。

ジ・ホームというカリフォルニアの開発です

これはフロリダのオーランドにある、ディ
ズニーのつくったセレブレーションという住
宅地開発です（図 20）。アメリカの住宅地で必ず

が、緑をかなり強調したデザインになってい
ます（図 23）。
こちらは、ドイツのウォバーンです（図 24）。

あるガレージ、自動車を置く場所が、全部後

カーフリー団地と呼んでいて、集約型の駐車

ろ側に集められています（図 21）。それから、戸

場が住宅地の外れにあり、自動車は別のとこ

建て住宅だけではなく、集合住宅も用意され

ろで処理する形にしています。それから、こ

ています。これは、世帯構成の多様性を確保

こも緑をかなり多種多様に配置しています。

し、ある時期に同じ年代の人がどっと退場し

もう一つはエネルギー、CO2 の問題で、車

てしまう、そういうことを避けるための考え

はなるべく使わないよう公共交通もセットに

方です。また、病院もこの中にあり、医療、

なった開発もあります。また、太陽光パネル

介護とセットになっていて、福祉などのサー

や、環境、CO2、低炭素型のいろいろな工夫

ビスもセットで提供されているところです。

がされています。

これをイギリスで展開したのがアーバン・

一方で、古くなってきた団地の再生も行わ

ビレッジで、これはもっと強烈に中世回帰思

れ始めています。旧東ドイツにあるライネフ

考というのでしょうか。典型的には、パウン

ェルデというまちですが、団地再生の見本市

ドベリーという郊外住宅地があります（図 22）。

会場と言われているほど、減築、リノベーシ

ラドバーンなどとは正反対のつくり方です。

ョンなど、さまざまな取り組みがあります。

郊外にまちをつくる、そういう考え方ですね。

一度行かれてみると、団地もこんなことをす

したがって、どちらかというと都市というより、

ると結構よくなる、ということがわかるところ

中世の村落のイメージを大事にしています。

だろうと思います。
郊外住宅地の歴史をかなりのスピードでみ

図23 ヴィレッジ・ホーム（アメリカ カリフォルニア州）
図20 セレブレーション（アメリカ フロリダ州）ニューアーバニズムを取り入れた住宅開発

図21 セレブレーション
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図22 イギリスのアーバン・ビレッジ
ド・ベリー

パウン

図24 ウォバーン（ドイツ フライブルグ）

て参りました。最近インターネットでもいろ

います。このすぐ隣に兵庫村という和風住宅

いろなことが勉強できます。ぜひ皆さんご自

をテーマにした県産材を使う住宅地、他にも

身でフォローしていただきたいと思います。

リゾート地、有名なのはハウステンボスにあ
る住宅地ですが、こういった欧米の住宅をイ

よい住宅地について議論してみよう
中井

それでは後半戦です。お手元に、赤と

青のクリアファイルがあります。こちらから
いくつか質問をいたしますので、そのときに
使います。
さて、皆さんはこれから演習課題として、

メージしたようなところもあります。
これらは、ライフスタイルをイメージしな
がらつくられた、テーマタウンと呼ばれたり
もするものです。
それでは第1問です。こういう住宅地はよ
い住宅地だと思いますか（図 25）。思う方は赤、
思わない方は青をお願いします。

具体的な住宅地に入られて設計をされるわけ

ほとんどよいと思う方ですね。次に、この

ですが、やはり目的は同じで「よい住宅地を

ようなテーマタウンに住みたいか住みたくな

つくろう」です。しかし、よい住宅地という

いか。これは、住みたい方、住みたくない方、

のがなかなか難しい。その辺をいくつかお話

半々ですね。それでは、よい住宅地と思うけ

ししたいと思います。

れど住みたくない方に少し聞いてみます。
塾生 A

まず、よい住宅地であると思いまし

第1問：住宅地のテーマ性

た。やはり住む方は素人の方が多いので、何

中井

かしらテーマを決めてあげたほうが、住む人

まず、住宅地のテーマということで、

特にバブルのころからテーマを強調する郊外

にとってはよいのではないかと。また、同じ

住宅地があらわれ始めました。例えば、北海

テーマに住む人たちなので、雰囲気も形成し

道のスウェーデン村。北欧の住宅地をテーマ

やすいのではと思いました。では、自分は住

にしてつくられた住宅地です。あるいは兵庫

みたいか、生涯にわたってその思いを持ち続

県にあるワシントン村。これは輸入住宅でつ

けて住めるか、と考えると難しい。それに縛

くられ、アメリカの郊外住宅をテーマにして

られる生き方というのも今はまだ想像ができ

図25 第1問 テーマタウンに住みたい？
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たり前です。それを気に入った人しか入って
きていないし、当然まちなみもそれなりにそ
ろっている。しかし、それが15 年後、自分の
子どもたちの世代になったときに、本当にそ
れでいいのかどうかは、別の問題です。
皆さん、テーマを考えないと住宅設計はで
きませんね。ですから、ある一時点、つくる
ときだけではなく、その後の話までよく考え
ていただきながら議論していただければと思
います。
ない、そういった意味で住みたくないとしま
第 2問：自動車と歩行者は分離すべきか

した。
塾生 B

私も一応つくり手側ですので、よい

大事な、住宅地をつくる基本的な要素の一つ

いと考えていますが、レディーメードである

です。実は道路のレイアウトというのは、住

ので、やはり自分で住むのであれば自分中心

宅地の機能性を決めます。同時に、上に何が

に考えた家を、という思いで住みたくないと

建つかによらず、まちなみを決めてしまうと

思いました。

いう側面も持っています。

ありがとうございます。よい住宅地と

それでは、住宅地内の道路では、自動車と

思わなかった方にも聞いてみましょう。

歩行者は分離すべきだと思いますかというの

塾生 C

が第 2問です。

基本的に、同一の嗜好を持った住民

が集った環境は、ある程度の年月がたったと

これは3つ答えがあります。Aは、完全に

きに一緒に崩れる可能性がある。それは、嗜

空間的に分離する、歩行者と自動車は分ける

好が変わった、生活の形態が変わったなど、

べきである。Bは、せめて歩道と車道ぐらい

年月を経たときに、ある一定のところでゼロ

は分けたほうがよい。Cは、分ける必要はな

にリセットされてしまう可能性があるといっ

いのでは、です。

た点で、日本の短い住宅の産業の形態を考え

では、それぞれの意見を聞いてみましょう。

ても、そういったまちを次々更新して、テー

塾生 D

マ性のみで集客をしていくのはどうかと考え

まり見られませんので、さきほどいろいろ説

ました。

明があったような理想的な都市をみても、そ

中井

ういう生活の仕方があってもいいかなと感じ

ありがとうございました。これは、何

ラドバーンのような形での空間はあ

が正解ということはないので、皆さんの意見

てAを上げました。

を聞いた私の感想です。よい住宅地だと思う

塾生 E

けれど住みたくない方と、最初によろしくな

面から、歩道と車道だけでも分かれていてほ

い住宅地と思われた方、実は、考えは非常に

しいというのが理由で Bを上げました。

近いと思います。つまり、テーマがどれだけ

塾生 F

長続きするか、住む方がどれだけ長く、その

のかなというところと、自転車の問題もあり

テーマにライフスタイルを合わせることがで

ますし、住宅地での効率等々考えると、今の

きるか、時間の問題で解釈が分かれています。

ところはその道路があれば十分かなと考え、

その意味でいうと、1世代、30 年後にテーマ

Cにしました。

を色あせることなく、どうやって根づかせる

中井

か。そのテーマをどう引っ張り続けることが

危ないですから分けるほうがいいに決まって

できるかが、よい住宅地であるかどうかと大

います。それだけを考えていたら、これは A

きく関係していると思うのです。

が正解ということになりがちです。

できたばかりのテーマタウンがよいのは当

まちなみ塾 講義録 2014

2つ目は道路です。敷地割りはとても

住宅を目指していますし、よい家をつくりた

中井
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中井

車にほとんど乗らないので、通行の

歩道があってもあまり使うこともない

はい。これは、交通機能的に言えば、

しかし、
『パターン・ランゲージ』という本

の中で、クリストファー・アレグザンダーと

方向かなと思っているところです。

いう建築家がこんなことを言っています。
「歩行者と自動車を分離することは計画上

第 3問：道路のレイアウト

の通例である、これが歩行者空間をよりヒュ

中井

ーマンで安全なものとする。しかし、歩車分

レイアウトがすぐれていると思いますか（図

離という考え方は、自動車、歩行者は相互に

26）
。それでは、A の方が赤、Bの方が青でい

必要とされている関係にあること、さらには

きましょうか。赤の方が結構多いですね。

都市的な生活の大部分は歩行者と自動車が合

塾生 G

うところでこそ発生するのだという、そういう

と思います。

ことを考慮していないのではないか」と。

塾生 H

自動車と歩行者を分ければ何でも話が済む
ということでもないぞ、ということですね。
さらにケヴィン・リンチの『敷地計画の技

それでは、第 3問です。どちらの道路

Aは、通り抜けがしづらいのがいい
私もA ですが、やはり通り抜けがし

づらいですね。通過交通の心配がないという
ことと、そこに住んでいる、もしくは用事が
ある人しか入ってこれないというところでよ

法』
、住宅地設計のバイブルのような本です

いと思いました。

が、彼は、
「通常規模の住宅地では伝統的な

塾生 I

歩道、車道の分離で十分、完全な歩車分離は

た。

今では必要がないばかりか、むしろ好ましく

塾生 J

ない」と言っています。これは、まだいろい

と、Aは、行きたいところに行くのに、ぐるっ

ろな意見があるでしょうし、交通の面からは、

と半周しなければならないのは、不便そうに

当然歩行者より車のほうが強いので、それら

感じました。

が移動に混在する空間は、非常に危険という

中井

ことになります。しかし、それだけがすべて

は通り抜けやすさということをどう考えるか

ではなく、もっと考慮すべきことがたくさん

の題材です。通り抜けやすさ、これを浸透性、

あるということです。

パーミアビリティというのですが、最近の住

移動しやすいのが Bのように感じまし
Bのほうが主要な道路に出やすいの

ありがとうございます。まさに、これ

自動車を住宅地の中でどういう存在として

宅地を設計する上ではかなり大事なキーワー

考えていくかは、重要な問題です。住宅地の

ドの一つになります。主に、自動車以外の交

まちなみ景観を考える3 分の1ぐらいは、駐

通手段による地区内及び地区内外の移動のし

車場をどう考えるかに近いところがあります。

やすさの方法などを指していて、これは、今

特に最近、高齢化が進み、例えば、福祉関係

は一般的に、欧米の住宅地では A のほうがよ

の車両が家の前につけられないと困るという

いと考えられています。それは、欧米の住宅

状況は十分に考えられます。完全に分けるの

地は歩く人がほとんどいないので、歩くこと

は、
「よろしくない存在なので、できる限り入

を促進させるためには、こちらのほうが望ま

ってこないでください」という考え方です。

しいということです。

しかし、これだけでは昨今はどうもうまくい

そして、他にも大事な理由があります。半

きそうにないぞ、というのが、議論の一つの

周歩かないでも済むようにしようとすると、

図26 第3問 どちらの道路レイアウトが優れていると思いま
すか？
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点線が書かれていますが、こういう歩行者道

ことなのです。それと、日本の場合、特に高

をいくつか抜いて改善できるのではと思うの

齢者が増えてきますので、歩いて暮らすこと

ですが、それは、欧米の今の住宅地の基本的

をどう考えていくか、今後の住宅地の中でか

なテキストでは、やってはいけないことの一

なり大きな考えるべき要素になるだろうと思

つになっています。なぜかというと、こうい

っているところです。

うところで犯罪が多く起きるからです。つま

欧米の住宅地は今、この浸透性というキー

り、人目につかない隠れた空間ができやすい

ワードをかなり気にしながらつくっています

のです。

が、それがすべて日本でも適用されるという

やはり歩行者の安全が問題で、歩行者がど

わけではありません。ですから、歩いて暮ら

う安全に移動できるかということが、これか

せること、住宅地の防犯性ということをぜひ

らの住宅地を考える上では大きいのですね。

皆さんの演習の中の浸透性というところで考

日本の住宅地は、治安がよいこともあり、

えていただければと思います。

まだそこまで至ってないのかもしれません。
しかし、いろんな人が入ってくる中で、特に

第 4 問：コモンの評価

その防犯上の安全を高めていくことは大事な

中井

第 4 問はコモン、今日は住民の共用空

間としてのコモンの話です。
さて、それでは写真を何枚かお見せするの
で、これはコモンですと思われる方は赤を、
コモンではないと思われる方は青を上げてく
ださい。
最初はこれです（図 27）。コモンだと言われる
方が多いですね。これは昭和の初期ぐらいに
つくられた長屋ですが、その前の路地です。
では次、これはどうでしょうか（図 28）。赤が
図27 第4問／ 1 これはコモンだと思いますか？（１枚目）

減りました、青が多いです。
塾生 K

自分の中でも悩んだのですが、２枚

目は植栽帯の中に草花もあって、みんなで通
りながら目を休めるというか、そういう気持
ちを共有できるスペースになっているのかな
というところからコモンにしました。
中井

はい、ありがとうございます。それで

は、最後の写真です（図 29）。
塾生 L

公共の道路をうまく住民が自由に使

っているだけの道路だと思いました。
図28 第4問／ 2 これはコモンだと思いますか？（２枚目）

中井

コモンは本当に難しくて、どこからが

コモンかというのは、私にも答えはありませ
ん。しかし、コモンというのは、つくってつく
れるものではないのではないかと。
今、住宅地ではやはりコモン的な空間があ
ればいいなと思いますが、やはりこれをどう
つくり、育てていってもらうかということは、
住宅地の中のソフト、マネジメントのほうと
も非常に大きく関連してくる。住宅の設計者、
供給者が責任持って面倒を見ることができる
図29 第4問／ 3 これはコモンだと思いますか？（３枚目）
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かどうかは、まったく無関係ではないかもし

れないけれども、むしろそれは使う側の人の

で、見せるためにデザインされた住宅地です。

話なのではと思います。だから、使う側の人

ですから、よく見えないとまずいのです。だ

を誘導させるような工夫はいくつかありそう

けど皆さんからはあまりよい反応が得られま

ですけれども、皆さんぜひ演習の課題で考え

せんでした。私からのメッセージで、同じも

ていただければと思っています。

のをそろえるのは、景観をよくする基本では
あるのだけれど、一つ間違えるといろんな方

第 5問：家並み景観の評価

向に行ってしまうということで、そこはかなり

中井

デリケートに考えていただきたいです。

次の第 5問は景観です。計画的な郊外

住宅地で良好な景観は、当たり前の標準装備
になりつつあるという認識です。
では写真を見て、それをよい景観かどうか、

第 6問：アメニティの概念
中井

これは単調でよくない住宅地景観の例

よいと思われる方は赤、そうではないと思わ

です。では、これを単調じゃなくする、つま

れる方は青を上げてください。１枚目（図 30）。

りどうすれば景観がよくなるかというのが最

全員青ですね。

後の第 6問です（図 33）。

塾生 M

手前に現状で草が生えていますけれ

答えを言ってしまうと、ここに物を置くと

ども、実際そこも建った後は、緑が全くない
寒々しい景色になってくるかなということで
す。
中井

誰もよいと思われませんでしたが、こ

れをお見せする理由は、そろっていればいい
ってものではない、ということの一つの例で
すね。
では、次の写真に行きます（図 31）。赤の方が
増えていますね。
塾生 D

景観の山と家という部分は大変よい

と思いますが、もう少し電柱や手前の道路、

図30 第5問／ 1 この景観を良いと思いますか？（１枚目）

あとは植栽関係、そういうところでもう一工
夫されていると、よりよいかなと思います。
塾生 J

ガスボンベや機械関係がもうちょっと

道路から引っ込んだところにあると、きれい
な建物の形になるという感じがします。
中井

２枚目は岩手県の住田町の町営住宅で

す。町が林業でまちおこしをしているところ
で、地元の材料でつくられた住宅なのです。
住宅の形そのものも、やや伝統的な地域の住

図31 第5問／ 2 この景観を良いと思いますか？（２枚目）

宅ですが、同じものが並んでいても、皆さん、
１枚目はだめで２枚目はよいと思うのは、多
分潜在的なものがあるのです。それは、この
後ろの山と木材が、ある種の調和感のような
ものがあるのだろうと思います。やはりその
地域との親和性というのでしょうか、そうい
うものが大きく関係しているのでは、という
ことですね。
では、３枚目 ( 図 32) はどうでしょうか。
３枚目は新幹線から見える有名な住宅地

図32 第5問／ 3 この景観を良いと思いますか？（３枚目）
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いうことです。この場合は教会になっていま

質問に対して、できれば参加したいという方

すが、これはアメニティというとても大事な

は3 割ぐらいなのです。これはなかなか微妙

概念です。アメニティというと、普通は快適

な数値ですね。

性と訳しますが、本当の意味は、あるべき場

こういった状況の中で、住宅地のマネジメ

所にあるべきものがあるということです。も

ントに参加したいと思えるようなしつらえ、

ともとはラテン語のアメニタスとアマーレ、

工夫ができるかといったあたりが非常に大事

愛ですね。つまり、愛しみだとか、そういう

なテーマになるのかなと思います。

ことですけれども、近代郊外住宅地は、この
アメニティをどう住宅地の中に据えつけてい
くかということで発展してきました。
田園都市を設計したアンウィンは、このア

郊外住宅地の未来は

最後に、これは私が連載で書いたものです
（図 34）
。皆さんがつくるものも、最初の田園都

メニティをフォーカルポイント、まちなみと

市レッチワースの横に空白ができないように、

いうことでは視線が集まる場所がやはり重要

あるいはここに書くことが、これでは足りま

だと、だからそこはしっかりデザインするべ

せんというくらい工夫をしてみて下さい。皆

きということで、例えばアイストップや、交

さんのつくる住宅地が良い住宅地かどうか、

差点、それから囲まれた空間づくり、調和の

ある意味チェックシートのような気持ちで、

中の多様性、こういうものは非常に大事だと

これからの1年間のタフな演習に取り組んで

言っています。

いただければと思います。
現在、人口減少、それから空き家の問題が

郊外住宅地の未来
ルールとマネジメント

さて、ルールとマネジメント、これも住宅

言われていますが、郊外住宅地の重要性や需
要がなくなっているわけではありません。郊
外住宅地とそれらを構成要素とするまちを優
良な社会資産にしていくこと、また、ストッ

地の価値を落とさないためにとても重要な仕

クとして優良なものをつくっていくことは、

組みです。組 織としては町内会や自治会、

我々に与えられている大事な責務であると思

NPOなどがありますし、ルールは非常に強い

っています。

地区計画や法定の協定などから、もっと緩や
かなものまであります。
組織と住民のつながり方も、いろんな工夫
が可能です。しかし、内閣府の調査の結果で
すが、景観の改善や地域の住環境の向上な
ど、住民主体のまちづくり活動などを行うま
ちづくりに参加したいと思いますか、という

図33 第6問 良くない住宅地景観の例、どうすれば良くなると思いますか？

20

まちなみ塾 講義録 2014

図34 良い住宅地の条件
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今日は「戸建住宅地の経年変化」というテ
ーマで住宅地のデザイン理論と30 年後の検
証という話をいたします。

きに評価しようということです。
緑はまちに潤いを与えますが、それだけでは
なく、住んでいる人が「外に関心を持っていま

住宅地の設計のモデルとして、よく欧米の

す」というサインとして働き、その結果、住ま

住宅地が紹介されます。けれども、基本的に

いの緑がまちの価値を高めるという理論です。

スケールが違うので、参考にしにくいところ

例えば、定年退職したばかりのころは家で

があります。日本の戸建住宅地は、敷地面積

ゴロゴロしていたお父さんが、玄関わきに植

200 ㎡あると良質な住宅地と言われています

えてある花をいじり始めました。あるとき、

が、欧米に比べると極めて狭いのです。とい

花の世話をしていると、近所の人が、
「まあ、

うことは、日本の戸建住宅地は、集合住宅の

きれい。何の花ですか」と話しかけてくれ、

一種としてデザインすべきではないか。この

これがきっかけで会話が弾んだ。すっかり気

場合の集合住宅という意味は、一戸一戸の配

分をよくしたお父さんは、さらに花の世話を

置がお互いに見合うとか、そういった関係に

するようになった。こうして、玄関周りは色

も注意しながら設計しなければならない密度

とりどりの花で華やかになり、お父さんはた

ということです。ですから私は、戸建住宅の

くさんの人と交流できて生き生きとしてきた、

設計は、事実上、集合住宅の設計と同じであ

という話があります。この話は表出の効果を

ると理解しています。

端的に表現しています。

現在、設計のときに話題になる歩車共存や

これを犯罪の面から検討した犯罪心理学の

ボンエルフ、コモンスペース、集合の配置、

研究があります。アメリカでの1983 年の調査

そのような試みは、1980 年前後から始まりま

ですから約 30 年前です。家の前をフェンスで

した。そのときに提唱された4 つのデザイン

囲んだ場合と植木鉢を置いた場合、どちらに

理論があります（図1）。30 年が経ち、今、社会

犯罪抑止効果があるかを調べたものです。治

情勢が大きく変わっていますが、その時の理

安がよい地域では、フェンスさえあれば、一

論が有効だったのかどうか、あるいは、変え

般の人はそこに入り込もうとはしない。とこ

る必要があるのかどうかが少しわかってきま

ろが、少し犯罪不安感があるような地域は、

した。それをご紹介します。

フェンスは簡単に無視され乗り越えられる。
一方、植木鉢のほうは、治安がよい地域、荒

表出の効果

まず1番目、表出の効果の大切さです。表
出というのは、前庭をきちんと見せる、前庭
がなければ植木鉢を活用するなど、外に向け
て飾るという行為を言いますが、これを前向

図1 1980年代に提唱されたデザイン理論

22

まちなみ塾 講義録 2014

れた地域にかかわらず、植木、草花の周りに
あるものを盗むような気にはならないという
結論でした。
この図は、家の前の表出の働きを理論化し
たものです（図 2）。

自然監視の大切さ

理論の2 番目は、自然監視の大切さです。

そこで、家の中から通りの様子がわかるよ
うなリビング、またはダイニングの窓がある

これは、家の中から外を見守る窓がある、あ

とうまくいくのではないかということが提唱さ

るいは、外の雰囲気がわかることが大事だと

れ、それにならった設計が行われました。こ

いうことです。

のような表出と自然監視が、その後、塀がな

この図（図 3）は、我々のグループが、戸建住

いオープン外構の設計理論につながります。

宅地もタウンハウスも中層住宅も含めて、い
ろんな住宅地を調査した結果です。顔見知り
度が横軸、縦軸は安心感です。この安心感を
どう調べるかですが、この当時、
「あなたは犯
罪上の不安を持っていますか」と聞いても、

表出と自然監視の理論は今でも有効か

さて、表出と自然監視の理論は今日でも有
効なのだろうか。
これは、私の研究室の藤田慶子さんの最近

きちんとは答えられない。そこで、
「玄関をも

の卒論で、千葉市の不審者情報マップと住宅

し開け放していたとしたら不安に感じますか」

地の空間構成を分析したものです（図 4）。不審

という質問をしてみました。実際に開け放す

者情報マップは、警察が発表するのですが、

かどうかは関係なく、もし開け放していたら、

不審者が目撃された場所、被害が実際にあっ

不安に感じますかということから、潜在的な

た場所を地図にプロットしたものです。これ

犯罪不安感を明らかにしようしたのです。こ

は住民の自己申告ですから、誤った情報が混

れは非常にうまい指標になりました。

ざっている可能性もあります。しかしそうで

その結果をみると、顔見知り度が高い住宅

あっても、不審に思えるということは、その

地ほど安心感は高い。これは当たり前のこと

地域に不安感が強いということなので、これは

です。ところが、例外があることがわかった

住宅地の質を評価するのに役立つ情報です。

のです。顔見知り度が100％に近いのですが、

不審者情報がある地域とそうではない地域

不安感が消えない住宅地がある。それらの多

を任意にとってきて、いろんな項目を比べた

くは、家の中から外が見えない住宅地なので

ところ、いくつかの項目で明瞭な差がありま

す。高い塀で覆われている住宅地、あるいは、

した。差が大きいのが、飼い犬がいるかどう

コートハウスです。中庭側には開いているの

か。それから、植木、草花という表出がある

ですが、玄関側は窓がないという形式です。

かどうか。防犯ポスターがあるかどうか。差

こういった空間構成のところは、顔見知り度

がある項目は、道に開いた掃出窓があるか、

が高くなっても、戸外に対する不安感が消え

道路から居間の窓が見えるか、玄関ドアが見

ない。要するに、見えないのです。つまり、

えるかどうか。

死角が多いので、不安が残ってしまう。これ
が当時わかったことです。

図2 家の前の表出の働きを理論化

例えば、犯罪発生地域は、緑が手入れされ
ていなかったり、植木鉢が放置されていたり

図3 自然監視の大切さの調査（1985）
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図4 千葉市の不審者情報マップと住宅地の空間構成（藤田 慶子さんの卒論 2010）

しています。犯罪発生地域 21地区中、手入

い設計です。真ん中の正面型は、主に窓が道

れされた表出があったのはわずか 2 地区です。

路側というタイプです。右側が両面型です。

一方、犯罪が発生していない地域では、15

人間というのは、人と顔を合わせたくない

地区中、11地区に表出が観察されています。

ときもあれば、時には寂しいなと思って、外

家の窓も明確に違います。発生していない地

で遊んでいる子どもの顔を見たいなというと

域では、家の中から窓を通して外が見えると

きもあるわけです。顔を合わせたくない時は

いうことがわかります。

奥の部屋へ行って休む。そうでない時は、道

次は塀の高さ。犯罪発生地域では、塀の高

路側の部屋に行って、そこで作業をしている

さの平均が1.54m、発生していない地域が

とにぎわいを感じられる。気分によって選択

0.93m で、数値に差があります。1.54m だと、

できるというのが大事で、それさえできれば、

中から外は見えない。それに対して、0.93m

プライバシーの侵害はあまり気にならない。

だと中から外がわかるような高さです。

ですから、この両面型の設計が有効だという

以上が最近の調査結果です。これを見ると、
表出がある、外を見守る窓がある、そして地

のが、当時の理論です。
ただ、住宅の敷地が広ければ、開かれた前

域の人と顔見知りである。これらの大切さは、

庭とプライバシーのある裏庭の両方設計でき

30 年前も現在もほぼ共通だろうと言えます。

ますが、狭いとなかなかできない。そういう
場合は、昔ながらの知恵のすだれや格子とい

開放性とプライバシー性の選択

次は、理論の3 番目です。住まいの開放性

可能性があります。長屋は外から中は基本的

とプライバシーの確保の選択が大切で、具体

に見えません。しかし、中から外は見えます

的には、両面型の設計が重要であるというこ

し、外の雰囲気、様子がよくわかります。

とです。
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う “装置” でプライバシーを守るというのも

今、住まいの中と外の話をしました。皆さ

図1（理論 3）
を見て下さい。左側は背面型

ん、コモンを設計されることも多いと思うの

と呼んでいます。玄関側にはほとんど窓がな

ですが、コモンにもプライバシーの働きがあ

図5 タウンハウスの中庭の例

るのです。これは、囲み配置のタウンハウス

られました。なぜか。アプローチ路や広場は、

を30 年前に調査した結果ですが（図5）、右側の

北側にある棟からはリビングルームが面して

中庭では、周りから見られているようでほと

いますので、眺める場所になっています。一

んど滞在できないのです。つまり、あまりに

方で、南側にある棟は玄関が面していますか

も固く囲むと、中庭というのは居づらい場所

ら、行き交う場所になっています。そうする

になってしまい、結局、使えない。一方、左

と、南と北では使い方や意識が違ってしまう

側は行徳ファミリオという低層タウンハウス

ので、摩擦が生じるのです。北側の棟の人は

で、同じように中庭を囲んだ配置ですが、リ

プライバシーが気になり、南側の人は、玄関

ビングルームを2階に配置しています。1階は

から出て道路を歩いていると、どうも北の棟

寝室ですが、塀で囲んで外からは見えない。

の家の前を通っているようで何か居づらい、

このように設計すると、この中庭は、各家の

もし可能なら反対の南側の専用庭から出て行

リビングルームと見合いにはならないので利

く、というようなことが見られました。やはり、

用しやすいし、逆に、リビングルームにいて

昔ながらのまちのペアアクセスというのが集

も外が気にならない。さらに、中庭で子ども

合の基本だということを再確認したわけです。

が遊んでいるときに声をかけたかったら、2

では、戸数は何戸が適当か。当時、いろん

階のリビングルームの窓際に寄れば下が見え

な住宅地で、顔見知りの戸数は一体どれくら

ます。この空間構成は、当時、非常にうまく

いかを調べました。そうすると、意外に少な

いっていたのです。今でもこの設計そのもの

いのです。多くても20 戸くらいです。20 戸

は優れていると思います。
集合の戸数は 8 から20 戸

理論の4 番目は、集合の戸数は8から20 戸
が望ましいということです。また、集合のさ
せ方は、ペアアクセスがよいとしました。ペ
アアクセスとは、道路があれば、その両側に
それぞれ玄関があるという配置形式です（図 6）。
ただ、実際に設計していると、シングルア
クセスも結構出てくるのです。道路があった
ら、片側だけに玄関を設けていくという配置
形式です。両者を比較調査したところ、シン
グルアクセスは結構問題が生じている例がみ

図6 集合の形態
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を超えると、グループの中の顔見知り度の比

デザイン、これは少し違いが生じているとい

率が下がってくるのです。それから、あなた

うことです。

が近所と思う範囲を囲んでくださいという調
査も行いました。それは、10 戸くらいが多か

次に、経年変化の調査からデザイン理論を
検証するということで、4 つ紹介します。

ったのです。自分の近所と感じる住宅の数は
10 戸前後なのですね。それらのことから、8

タウンハウスの 30 年後の変化に学ぶ

から20 戸くらいの間がグルーピングの戸数と

まず、1番目、低層タウンハウスの調査か

してはよいのではということが言われるよう

らです。これは、非常におもしろい調査で、

になりました。

居住して1年後と全く同じ調査票を使って30
年後に調査しました。研究室の藤谷英孝君が

集住のなわばり学

30 年前の私たちのグループの調査をまとめ
たのが、
『集住のなわばり学』
（彰国社 1992）
という本です。
この本では、
「道や広場が、近隣の共有の

図7 共有領域の形成の大切さ
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30 年間の経年変化を調べて博士論文を書い
たものです。その一部を紹介します。
タウンハウス諏訪とタウンハウス永山、両
方とも多摩ニュータウンにあるので、比較す
るにはとてもよい対象です（図 8）。

なわばりになると、居住の安心感が生まれま

当時、この調査をしたときに、両面型の設

す」ということを言っています。そのための

計はよいと提唱していました。これはタウン

デザインは何かをまとめました。

ハウス諏訪の両面型住戸ですが、非常にうま

要約すると、顔見知り度の高さと、家の中

くいっていますという結論でした。30 年後ど

から外が見えるということによる領有意識の

うなっているか。2つの住戸タイプで少し結

形成、この2つが合わさると、道や広場は近

果が違ったので紹介します。

隣のみんなの共有のなわばりになりますとい

左側のタイプでは、先ほどの玄関開放に伴

うことです。このような場所を、当時、
「共有

う安心感の調査結果が 30 年前に比べて大き

領域」と呼んでいました。この共有領域が形

く低下しています。一方の右側のタイプはほ

成されると、自発的な管理が生まれます。自

とんど変化がありませんという結果でした。

発的な管理というのは、自然に監視する、見

左と右の設計、何が違うのか。

守るという行為と、日常的な維持管理、ごみ

現在は、子どもが家を離れ、そして、夫婦

が落ちていたら拾うという行為です。これらよ

2 人で住む家が多くなっています。このため、

って、住宅地の防犯性が高まり、居住の安心

食事室で食事することが減っているのです。

感が生まれる。これが基本的な理論です（図7）。

夫婦だけだとリビングルームで食事するので、

この理論そのものは、結論から言えば、現

食事室は、昔は100％利用ですが、今は半分

在も有効です。ただし、これを実現する空間

くらいです。両方のタイプとも食事室を使っ

図8 生活の向きと安心感（タウンハウス諏訪の例）
（藤谷英孝さんの博論）

てない点は同じです。では、何が違うか。右

の共用庭には花も植えてありますが、これは

側は、居間にいても玄関側のコモンの様子が

共用庭の一部を専用庭にして、外に花壇をつ

わかるのですが、左側は、居間にいたらコモ

くっていいですよと、コモン単位で住民が同

ンの様子はわからないのです。この違いです。

意したことの表れです。一方の諏訪では禁止

ここから学んだことは、LとDKを壁で分節

されており、このような管理の違いが、現在

して計画すると、どの場所にいるかによって
生活の向きが左右されてしまうので、あまり
細かく分節しないほうがよいということです。

の表出のあり方に影響しています。
こちらは共用庭の30 年の変化の写真です
（図10）
。左側は30 年前、右側は現在です。一

LDK の分節の仕方が、少人数化によって、30

見した印象では、それほど大きな違いはあり

年前に考えたよりも、もっと重要だったとい

ませんが、一番の違いは子どもです。今は、

うことです。

どの住宅地へ行っても、子どもの姿が少ない

次に、表出の経年変化を見てみます（図 9）。

のです。

タウンハウス諏訪では30 年後に表出が少し

子どもの遊びが減っているのはどこも同じ

減っています。一方タウンハウス永山は、30

ですが、永山の場合、住民の立ち話が昔に比

年前は家の中が丸見えでプライバシーの摩擦

べて増えています。中庭が住民の交流の場所

がきつ過ぎて、あまりよくないのではと言っ

になっているのです。これには、樹木が成長

ていたのですが、現在は家の塀の外に植木が

してプライバシーが問題にならなくなったこ

育ち、ほどよく視線を遮っています。その下

とが影響しています。家の中から共用庭の様

図9 表出の経年変化（藤谷英孝さんの博論）

図10 共用庭の30年の変化（藤谷英孝さんの博論）
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子は何となくわかりますが、共用庭からリビ
ングが見られる心配はほとんどなくなりまし

次に戸建住宅地を取り上げます。守谷御所

た。樹木がよしずやすだれの役割をしている

ヶ丘という住宅地、茨城県の常総にあります。

のです。その結果、このコモンは今ではよい

5 戸1コモンと呼ばれる初期の計画で、住宅

場所になっています。

都市整備公団がつくった多分第一号だと思い

樹木の成長がプライバシーの摩擦を解決し
たというのは、デザイナーとしては癪ですね。

たくさんできています（図12）。
実態を少し見てみます。住民アンケートを

われてしまう。緑が育てば大丈夫というのは、

通して30 年後の実態を把握しました（図13）。

計画の敗北ですから、こうならないように最

これは志賀和仁君の卒論です。
30 年前から住み続けている人が 7 割で、多
くは住み続けていることから評価は高いと推

なければ、と思います。
さて、まとめます（図11）。30 年前の評価は、

察されます。ただし、高齢化が進み、60 歳以

タウンハウス諏訪のほうがよくできている、

上が大部分です。まず、入居時の選定理由と、

永山は、囲み配置が固すぎたという評価でし

現在の評価を聞いてみました。

た。現在は、諏訪と永山、ほぼ同じくらい高
評価です。

入居当初は、コモンスペースというのは特
に評価されておらず、駐車場があるなという

まず、共用庭の評価は、両団地とも高い。

程度で見られていたことがわかります。ただ、

それはやはり、コモン単位を12 戸から20 戸

30 年前の調査結果では、コモンは入居の理由

で構成しているので、これはよかった、成功

にはなっていないけれど、1〜 2 年住んでみ

ということです。

てよさがわかるという評価でした。

次に空間構成。住宅と専用庭と共用庭の関

30 年後の現在の評価をみると、残念なこと

係を分類して並べました。そして、これらを

に近所付き合いや、コモンスペースは魅力的

比べた結果、30 年の経緯の中で、1の「住戸

な存在とは感じていないという結果になりま

＋専用庭＋共用庭
（表出可）
」の構成が最もよ

した。しかし、自然環境、昔はゼロだったの

いという結論になりました。まず、専用庭が

が、今は7 人が自然環境を評価しています。

一部でもあることによって、自転車などのあ

これはコモンを含めた緑の豊かさが評価され

ふれ出しを置く場所が確保されている。その

たものだと思います。

上で、共用庭も一部個人利用ができるように

コモンについて詳しく聞いてみました。そ

することで、表出、交流が行われる。このよ

うすると、評価が 2 極分化しているのです。

うな理由によって、この1の構成が非常にう
まくいっているということです。

図11 タウンハウスの 30年の変化から学ぶ
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5 戸1コモンの 30 年後の変化に学ぶ

「必要ない」が 42％、
「良い」というのが 44
％で、大きく分かれています。

図12 ５戸１コモンの計画手法

図13 住民アンケートを通して30年後の実体を把握（志賀和仁さんの卒論）

今は小さい子どもが少ないので、コモンが

ったところです。

子どもの遊び場として有効ということはなく

建設直後に見学に行ったときは、何か殺風

なっています。それが「必要ない」の理由と

景だと思い、本当にこれは京都の町家のデザ

して大きいとは思いますが、それに加えて、

インかなと疑問を持っていましたが、10 年後

駐車場の問題と共同管理の問題があるようで

行ったら、周囲によくなじんでいるのです。

す。

歩いていると本当の町家のまちなみのように

ただし、問題点が指摘される一方で、
「良い」

見えました。そこで、10 年後、この町家風デ

と支持している意見が半分あることも重要で

ザインは成功したと評価を変えたわけです。

す。支持している人が半分いるということは、

今度また30 年後に行ったら、駐車場が足りな

少し工夫すれば十分良さを発揮できるという

い。格子の前に車を置くようになって雰囲気

ことです。

が変わってしまいました。つまり、敷地全部

まず、駐車場問題から。当然、コモンには

を綿密に設計してしまうと、その後の将来の

各戸1台分しかありません。今は大体、2、3

変化に対応できないのです。とにかく当時の

台持っていますから、駐車場増設が必要にな

タウンハウス設計は、端から端まで丁寧に設

ります。道路側に面している住宅は、自分の

計していたのです。そうではなく、
「この場所

敷地内に増設できるのですが、場所によって

は曖昧で、どうなっているのだ」と言われる

増設できない家もあるので、共同で駐車場を

くらいの場所が一部にあったほうがいい。そ

確保するなどの配慮が必要かもしれません。

うすれば将来、駐車場にできたり、あるいは

実は、駐車場問題は、昔のタウンハウスの

福祉施設を導入できる場所になります。

設計であまり考えてなかったので、あちこち

さて、戻ります。この守谷のコモンは、5

で同じ問題が生じています。その例を紹介し

軒共同で掃除したり、剪定したりすることに

ます。京都の高野、今は北大路高野団地とい

なっています。それで、コモンと玄関前につ

いますが、建設当初、町家のデザインを導入

いて、どの程度掃除をしていますかというこ

した、地域性をいかしたデザインで話題にな

とを聞きました。コモンは、月1、2回くらい
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清掃しますという回答が大部分でした。少し

紳士協定、文書があるわけではなくて、みん

維持管理の度合いが低いようですが、しかし、

なで相談して、コモンの管理をしましょうと

週1回以上コモンの掃除をしている方も4 分

いう任意の約束になっています。最初はこれ

の1います。これはコモンへの愛着の表れと

でよいと思いますが、30 年という長い間に住

いえますので、こちらにも注目しておく必要

民も入退去があるので、任意の約束だけでは

があります。

うまくないと思うのです。やはり管理のルー

次に、このコモンを今後どう管理したらよ

ルをつくっておいたほうがよいのではないか、

いですかという質問もしました。すると、
「住

そのほうが、各自がやることがはっきりして

民が共同で行うのが望ましい」を選択した方

いて、すっきりすることもあると思います。

が半分。逆に、コモンをある程度分割して、

もう1つ、5 戸という少ない戸数の場合は、

これはあなたの場所、これはあなたの場所と

コモンと反対側に裏口を設けるなどして、そ

したほうがよいが半分でした。二つに意見が

の時の気分で選択できるようにするとよい。

分かれている傾向がありました。

また、複数の出入りルートがつくれなければ、

さて、まとめです。子どもが減って、コモ
ンを利用する意義が低下している。これはど

8 〜 20 戸と多めの戸数でコモンを囲むほうが
適切だと思います。

のコモンでも生じることです。しかし、その

これは志賀君が最後にまとめたもので、コ

中で多くのコモンは緑豊かな駐車場としてう

モンがやや問題を起こした場合の構図をまと

まくいっている。しかし、一部のコモンにお

めたものです（図15）。

いて「ソシオ・フーガル」といいますが、遊

もっとも問題が感じられるのは一部で、半
数の住民の方は、今でもコモンを評価してい

離関係が生じているようです。
「ソシ
この図（図14）、左側は社会心理学上、

て、うまくいっているわけです。私は、うま

オ・ペタル」と呼ばれるもので、コモンに向

くいっているほうに着目してそれを伸ばしつ

いてみんなが手を伸ばしているという状態で

つ、問題が生じた場合は、コモンの管理方式

す。右側は、コモンに背を向けて離れようと

の工夫で十分に乗り越えられるのではないか

しているソシオ・フーガルです。

なと思っています。

これらは居住者同士の相性の結果ともいえ
ますが、住宅地をデザインする側からいえば、
相性の影響をできるだけ避けて、どんな人が

これは（図16）、下久保美咲さんが卒論でまと

住んでもある程度うまくいくというのがデザ

めたものです。新世紀邑、竜ヶ崎ニュータウ

インの基本ですね。そのための考え方を整理

ン。ここは完全なオープン外構の設計です。

します。

この住宅地の調査は、30 年後ではなくて、15

まず、この団地の5 戸のコモンの管理は、

図14 ソシオ・ペタルとソシオ・フーガル
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オープン外構の住宅地に学ぶ

年後に行いましたので住んでいる人はまだ若

図15 アンケートとヒアリングの結果から（志賀和仁さんのまとめ）

図16 オープン外構の戸建住宅地の評価（下久保美咲さんの卒論）

く、子どもがいる世帯も結構たくさんいます。

ら、それは圧倒的に気になるということにな

その結果、かなり評価が違います。

ります。逆に言うと、プライバシーが気にな

まず、入居時に評価していた項目と、現在

るかどうかは、家の前に知らない人や、不審

の評価項目を比べてみました。入居時は、戸

者が通るかどうかという道の形態に左右され

建住宅であること、価格、通勤・通学に便利

ているということです。

など一般的な項目が表れます。一方で、現在

この団地でも同じく、玄関開放の不安感を

の評価を見ると、自然が多い、近所付き合い

調べました。もし開けていたとしたら不安を

の可能性が高いという項目が増えています。

感じますかという質問ですが、不安を感じる

皆さん、オープン外構だとプライバシーが

が 7 割近い。やはり不安感が結構あるのです

気になると思いますね。そこで、居間のレー

ね。これは、各地で空き巣狙いなどが多発し

スのカーテンをどうしているか聞いたところ、

たことがマスコミで問題になったという影響

「場合によって開け閉めしている」が過半数で

が多分にあると思います。その中でも、北入

した。実際に住んでいる方は、レースカーテ

り住宅に不安感が多いという傾向があります。

ン1枚開けるか閉めるかで簡単にプライバシ

北入り住宅の設計は、完全に背面型、いわゆ

ーを調整できるので、われわれが考えるほど、

る道路側が見えない設計をしています。その

気にされてないようです。ただ、そうはいっ

ことが、やはり影響しています。

ても、37％の人が常時閉めているといってい

一方で、オープン外構全体の評価は極めて

ます。こういう方々への配慮が大切で、その

高くなっています。私もこんなに高いと思い

ためには前述した両面型などの計画が必要だ

ませんでした。まちの景観の良さに対する評

ろうと思います。

価が非常に高いのです。

玄関の前に他人がいる場合どう感じますか

さらに、玄関まわりに植木鉢を置くことを

という質問については、自分と顔見知りの人

どう思いますかという質問です。
「置くことが

であれば、気にならないが圧倒的に多い。そ

好ましい」と積極的に評価される方が多いこ

れに対して、知らない人がもし家の前にいた

とを期待して聞いているのですが、この団地
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では38％の人がそう答えました。一般住宅地

そういう意識があらわれているのではないか

では「置いても構わない」が多いことに比べ

と思います。

れば、かなり高い数値です。自分の家がまち
に景観上寄与するという意識が定着している

下久保さんのまとめです（図17）。私もこの評
価で正しいと思います。
まず、オープン外構の評価が極めて高いと

ことの表れだと思います。
次に、道路わきの植樹についてみてみます。

いうことです。これは成功しています。住民

この団地では共同で費用を集めて管理してい

の意識を一言でまとめれば、自分の家は住宅

るのですが、ここの緑化帯は竜ヶ崎市に移管

地全体の景観をつくっているという意識を持

しています。その仕組みに感心したのですが、

っています。同時に、住宅地の道は自分の家

土地は道路の一部として移管したけれども、

の延長であるという意識も持っている。そう

植物は移管していない、そういう整理をして

いった点で、住民がまちに関心を払い、非常

いるのです。つまり、植物の維持管理は竜ヶ

によい相互関係、相互浸透関係を生み出して

崎市はやりません、みんなでやってください

いると評価できます。近隣交際は偏りなく、

という約束で、土地の移管を受けたというこ

自宅周辺の四方に延びているという点も特徴

とです。これは非常に明快な仕組みです。こ

です。

ういう点を曖昧にしておくと、
「市に移管した

ただし、北入り住宅の背面性は、少し気に

のだから、植物の手入れも植木の剪定も市が

なります。北入り住宅では道路側が死角にな

やってくれ」というところが出てくるのです。

るため、不審者の侵入に対して、自然監視が

ここでは、そういうトラブルを避けるために、

働かない場所が何カ所かあります。そういう

最初から土地と植物を分けているのです。

点は設計の細かい配慮が望まれます。

今後どのように維持管理したらいいかとい
う設問に対しても、現状と同じく、共同で費
用を集めて委託管理してほしいが1番ですか
次に「あなたが近所と思う範囲」を見ると、

対象は富里コーポラティヴヴィレッジです。

特徴的なのは、自宅を中心にぐるっと近所を

19 〜 30 戸くらいを1ブロックとして時期を分

囲むパターンが多いことです。これは一見当

けて順次開発したもので、コーポラティヴ方

たり前のようですが、一般住宅地では、道路

式をとった街区と、とらなかった街区があり

沿いに囲んだり、あるいは街区単位で囲む例

ます。1、2、6 期はコーポラティヴ方式を採用、

が多いので、こういう囲み方は少ないのです。

8 期は採用していません。一見した外観は似

これは、オープン外構なので、自分の家の前

ているので、これらを比較すると、住民参加

後左右すべてと何となくかかわり合いがある、

の効果がよくわかります。

図17 オープン外構の住宅地の特徴と問題（下久保美咲さんのまとめ）
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上げます。これは齊藤大樹君の修士論文です。

ら、現状が評価されています。
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住民参加による住宅地づくりの効果

図18 住民参加の例（富里コーポラテヴビレッジ１期）
（齊藤大樹さんの修論）

まず、住民参加では何を行ったかを説明し

ます。6 期は住民参加したはずなのに不安。

ます。富里では、ワークショップと建設組合

ということは、防犯上の安心、不安というの

を分けて運営しており、ワークショップは自

は、住民参加とは関係がない可能性があるの

由参加で、住宅地づくりについて自由な意見

です。これは、むしろ空間デザインの影響が

を出す場としています。一方の建設組合は、

大きいと考えられます。

全員参加となっており、実際の権利に関わる
建築協定の内容などを決めます。

実は、齊藤君の調査は、富里だけではなく
て各地のコーポラティヴの戸建てを調べてい

これは第1期のプロセスですが（図18）、約 2

ます。そこでも同じ結果でした（図 20）。安心感

年かけています。その間、いろんな項目がワ

があるか、ないかというのは、街区形状、そ

ークショップの中で取り上げられています。

れと、住宅が背面型かどうかが主要な影響要

まず、街区の名前。それから、緑地帯の内容。

因です。

シンボルツリーをつくったらどうですかとい

富里 3 期、
4 期、大津コーポタウン仰木の里、

うのを決めたり、この公園のデザインをみん

それらの中で、道がクルドサック、あるいは、

なで決めましょう、ということをやっているわ

視角的行き止まりがある道の設計では、外部

けです。中心的なテーマはまちなみ協定の内

の人が通り抜ける様子がない。こういったと

容で、これをワークショップで検討しながら、

ころは、コーポラティヴの参加に関係なく、

最後は建設組合で決めるというのが大きな流

先ほどの玄関開放の不安感は低い。逆に、あ

れです。具体的には、壁面線をどう設定した

る程度通過交通が多い、道路に面していると

らよいかとか、家の色などのデザインルール

ころは、やはり安心感が低いのです。

について相談したりします。

そうすると、安心感というのはもっぱら空

さて、住民参加した街区と、しなかった街

間デザインに影響されているといえます。オ

区を比べます。まちなみ協定は両方あるので、

ープン外構というのは自然監視を発生させる

見かけ上は同じです。しかし、それを作りあ

点でよいのですが、通り抜けの道路に面して

げるプロセスが違うということです。

いるところにオープン外構を使うと、通り抜

結論を言うと、住民参加の一番のメリット

けの力に負けてしまう可能性があります。つ

は、まちの理念を理解するということです。

まり、オープン外構プラス、ちょっと視角的

それを理解して入居する。まちの価値観を全

行き止まりがあるような道のデザインの組み

員で共有できるということだと思います。

合わせが、最も成功しやすいのだと思います。

しかし、住民参加とは関係がない結果もあ

これらコーポラティヴ方式でつくられた戸

ります（図19）。玄関を開け放すことの不安感と

建住宅地は、完成した後は、全て建設組合を

いう共通項目を見ると、1期、2 期は不安が少

引き継いで全員参加の管理組合を組織して、

ない。ところが、6 期、8 期は不安と言ってい

管理費を集めています。それらについての評

図19 住宅地の満足度と交流関係（富里コーポラティヴビレッジ）
（齊藤大樹さんの修論）
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図20 コーポラティヴ住宅地の安心感と街区形状（齊藤大樹さんの修論）

価を調べた結果、これは予想どおりでした。

ませんが、今後は、何らかの対策が必要だと

すなわち、コーポラティヴ方式によく参加し

思います。

た人ほど、みんなで一緒に管理しましょうと
いうことへの賛同が高いということです。つ
くる段階で参加した人は、その後の維持管理
も参加するということです。

30 年の調査から〜まとめ

以上を踏まえて、30 年の変化から得られた
ことをまとめたのが図 21 です。

しかし、どうしても途中入退居が発生しま

まず、表出と自然監視について。戸建住宅

す。途中入退居者に対して、まちの価値観を

の場合は前庭になりますが、前庭と自然監視

どう受け継ぐかということは、今後の課題と

の重要性は、時代を超えて普遍的な理論であ

して残っています。

るということを確認しました。30 年前も現在

中古売買は、普通の不動産屋経由になりま

も変わりはありませんでした。その一方で、

すが、こういうまちの理念を継承する方法が

住まいの外部に対する開放性を担保する住戸

まだ確立していません。残念ながら、今、不

計画には変化がみられました。

動産売買の重要事項で、
「まちなみの価値観

開放性とプライバシーの両立には両面型の

はこうです」とは書いていません。それをど

タイプが有効ですが、世帯の少人数化などの

のように伝えるかということは、私もまだ考

住み方に伴い生活の向きが変化します。この

案中です。明文化したほうがいいのか、ある

ため、LDKをあまり分断しないほうが、住み

いは、説明会のようなものを開くのかわかり

方が変化しても生活の向きを維持しやいすい
といえます。
また、社会全体のセキュリティ意識が高ま
っているため、自然監視性は細心の注意を払
って設計する必要があります。
「今、共働きが
増加しているから、日中は人がいない。だか
ら、自然監視といっても意味がないのでは」
といわれたことがありますが、これは犯罪心
理を少し誤解していると思います。実際に見
られていることが犯罪を抑制するのではなく
て、見られている「かもしれない」という意
識が抑制するのです。
具体的には、家の前を通る人が適度に制限

図21 30年間の変化から住宅地のデザイン理論を確認する
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されている配置が有効で、基本的には20 戸

以下くらいに適度に分節されているのが望ま

で共同管理しましょう」では、住民の入れ替

しいといえます。もちろん、通り抜けられる

わりがある都市住宅の場合はうまくいかない。

道の場合は、視覚的に行き止まり感があるよ

そこで、管理費を徴収することをはっきりし

うにデザインするということです。また、オ

ておいたほうがいいと思います。そのときに、

ープン外構でもうまく設計すれば、プライバ

実際に自分たちが掃除したり、自分たちが樹

シーは、実際にはほとんど気にされていない

木の剪定したりするということであれば、そ

ということが分かりました。

の分のお金を何らかの形で還元する。直接お

次に、表出を促す意識は、専用・共用の空

金を還元するというのもあれば、その部分は

間デザインと管理方式に左右されます。これ

何か懇親会に使うとか、そういうことでもよ

は先ほど、タウンハウスにおいて、住戸専用

いと思います。

庭と共用庭の関係のところでお話ししたとお
りです。

そのほかには、個別所有地で個別管理の形
態もあります。いわゆる雁木方式ですが、こ

一般的には、共用空間の私的利用をどうし

れもお勧めです。ただ、この場合は、管理を

ても制限したくなるのですが、これは、家の

放棄する住民が生じる場合があるので、これ

前くらいは私的利用を認めたほうが、全般に

も一定額の管理費を徴収する仕組みを整えて

は表出を促してうまくいきやすい。ですから、

おいたほうが望ましいと思います。

家の外に植木鉢を置くというのは、認めてい

ちなみに雁木方式ですが、雪国の雁木は、

ったほうが望ましいと考えます。また、塀の

個人の敷地に個人で設置し、維持管理も自分

外に個人が管理する花壇をつくるというのも

で行います。それらが連続しているので通路

よいことではないか。一方、玄関まわりの専

として成立しているわけです。これを私は、

用庭は、自転車や清掃道具を置いておく等の

「分有管理」と呼んでいます。個人所有を積

あふれ出しを吸収する場所として有効なため、

み重ねてコモンを成立させているということ

少しでもよいので、専用空間をデザインして

です。これは、非常に合理的な仕組みです。

おくとよいといえます。

それぞれの家は、お金持ちだったり、お金が

グルーピングの戸数、これは少なすぎても、

なかったり、暇だったり、暇じゃなかったり、

多すぎても問題が生じやすいということで、

いろいろです。お金持ちの家はいい雁木をつ

理想は8 戸から15 戸くらい。流動性の高い都

くって、場合によって維持管理は業者に任せ

市住宅では最大でも20 戸程度ということで

ておくこともできます。逆に、もしお金がな

す。

かったら、自分で丁寧に磨いて、掃除も丁寧

住民参加の効果は、
「まちの価値を共有で

にやって、手間をかけて対処するというふう

きる」ということです。その後の管理につい

に、個別の事情に応じて選択できるのです。

ても、価値観を共有していますから、円滑に

実は、もっとも現代的仕組みといえます。

管理しやすい。ただし、その後の入居者の入
れ替わりにおいて、このまちの目標や理念を
どう継承するかという課題が残っています。
管理と所有形態について

補足で管理と所有形態について少し説明し
ます。コモンと緑地帯の所有、管理形態につ
いてまとめたものです（図 22）。
青字は、私のお勧めです。自治体に土地を
移管した後、植込みは住民所有にして、それ
で維持管理の責任をはっきりするという仕組
みです。また現在は、共有地として共同管理
する仕組みが典型的ですが、任意の「みんな

図22 歩行者専用路・緑道・コモンの管理・所有形態
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空き区画・空き地・空き家の問題

最後に、近年、空き家や空き地が問題にな
っています。その状況を少し紹介しておきま
す。
今、郊外住宅地で多くみられるのは、開発
当初からずっと立ち上がらない空き地です。
宅地は一応全部売れている、けれども建物は
立ち上がらないという区画です。

ために、地域住民が維持管理の組織をうまく
立ち上げていくというのが、今後のテーマに
なると思います。
次に空き家です。これは木下彰子さんとい
う修士学生が、空き家活用の可能性を調べた
ものです（図 23）。
実は、郊外に行くと、広い一戸建てをその
まま借り上げるのは少ない。あまり借り手が

その空き地・空き区画をどう利用・管理す

いないのです。そうすると、いろいろ工夫し

るかが課題となっています。近隣の人が駐車

て活用しているわけです。そこで、グループ

場として利用している、あるいは花壇や菜園

ホームに利用した例、シェアハウスに利用し

で利用しているというのが多いですが、利用

た例、子育てカフェに利用した例など、いろ

していない場合は、定期的に草を刈り取らな

いろ調査しました。それを整理し、都心から

ければならないので、これを安く引き受けま

の距離と、駅からの距離で利用方法をみたも

すというNPOがその住宅地の中で発生したと

のです。横 軸が 都心からの距離、10 ㎞圏、

ころもあります。草ぼうぼうの空き地がある

20 ㎞圏、30 ㎞圏。縦軸は、駅からの徒歩時

と、住宅地の印象が悪くなってしまう。です

間です。

から、これは住宅地にとってもメリットがあ

これを見ると、駅から徒歩15 分を超える

るのです。NPOの方の話では、土地の所有

と、普通の居住利用はほとんどみられません。

者の住所の多くが不明で、登記簿をたどって

福祉系の利用だけです。例としては、空き家

も住所変更していないため相手に届かないと

をデイサービスに利用する、高齢者の居場所

いう問題があったり、草刈りだけでは収入が

づくりとして利用する、学童保育の一環で利

少ないので補助金に頼ることもあるそうです。

用するというものがあります。とはいえ、も

しかし収入が乏しくても、地域と土地所有者

ちろん、それらは地域にせいぜい1カ所、2カ

の関係がうまくいかないとできないことなの

所あれば十分なので、たくさんの空き家を活

で、その関係ができるだけでもメリットがあ

用する方法にはなかなかなりません。

ると考えて活動しているということです。

シェアハウス系は利便性が高い場所が条件

いずれにせよ、空き区画は、現在、郊外の

になりますが、駅から10 分くらいでもみられ

戸建住宅地では大きな問題になっており、こ

ます。郊外であっても近くに学校、大学など

れをうまく管理するということが住宅地の価

があれば、学生向けのシェアハウスにすると

値を維持するポイントになっています。その

いう方法も十分に可能性があります。
一方、最近、ひとり暮らしの高齢者の家に
若者が住む「ホームシェア」という形態も登
場してきました。高齢者はいざというときの
安心、若者は安い住まいの確保と社会経験、
そんなことがメリットです。しかし、高齢者
と若い人の距離の取り方が難しいようで、ま
だあまりうまくいっていません。今後、仲介
するNPO や事業者がうまく発展すれば、住
み方のアドバイスを定着させつつ、大きく伸
びていく可能性はあると思います。

図23 空き家活用の可能性＜立地に応じた用途の選定＞（木下彰子さんの修論）
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住宅生産振興財団

まちなみ塾

3

2014

【現場Ⅰ】

まちなみ視察＋住民懇談会＋寄せ植えイベント

高坂うらら花公園

ピオニシティ高坂全体区画図

【まちなみ視察】
ピオニシティ高坂
（埼玉県東松山市あずま町）
リファージュ高坂
（埼玉県東松山市大字高坂）

【住民懇談会】
ピオニウォーク２階ピオニホール
寄せ植えイベント事前説明「植栽管理の『今』と『これから』
」

【寄せ植えイベント】
高坂うらら花公園
（中央街区公園）
2014 年 9 月27日
（土）
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ピオニシティ高坂（埼玉県東松山市あずま町）

ピオニシティ高坂
（第1期）
販売開始：2011年
区画数：82区画
（第2期）
販売開始：2012年
区画数：64区画
コーディネーター：住宅生産振興財団
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リファージュ高坂（埼玉県東松山市大字高坂）

リファージュ高坂
販売開始：2009年
区画数：60区画
コーディネーター：住宅生産振興財団
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【住民懇談会】ピオニシティ高坂

住民懇談会にご出席いただいた方々
自治会長 辰巳宏さん
前副会長 江口直巳さん
ほか約22名

進行・司会
上井一哉（積水ハウス株式会社 東京設計室 部長）
粟井琢美（三井ホーム株式会社 エクステリア設計室兼商品開発
部 マネージャー）
古屋正明（一般財団法人 住宅生産振興財団 事業部部長）

2014 年 9 月27日
（土）

塾生：24名

場所：ピオニウォーク２階ピオニホール

自治会設立の経緯
上井

す。

本日は、大変、お忙しい中、住宅生産

販売のスタートが、3月11日の東北の未曾

振興財団のまちなみ塾住民懇談会に参加いた

有の大震災後ということで、流通関係の遅れ

だきまして、まことにありがとうございます。

により、途中、完成しないところもありなが

まちなみ塾は、財団の会員社から応募いた

らのスタートで不安も感じたものでした。私

だいた塾生を対象とした1年間の研修カリキ

は、当時、参加事業会社の一担当者としてこ

ュラムです。有識者の講義や設計演習のほか、

の分譲関係に参加させていただきましたが、

我々が手がけさせていただいた分譲地の現地

10月にこの財団に出向ということになりまし

見学、さらにそこにお住まい方々との意見交

て、平成 24 年 4月よりこのプロジェクトの後

換会などを毎年実施しています。

任として担当させていただきました。平成 24

今日は、比較的最近の分譲地ですが、埼玉

年 6月から自治会の立ち上げの準備が始まり、

県東松山市のピオニシティ高坂
（2011年販売

7月に第1回の設立準備会を発足して始めて

開始）
の住民の方々と意見交換させていただ

まいりました。そして、平成 24 年 8月24日、

きたいと思っておりますので、最後までよろ

まさしく、この会場で、第1回の自治会設立

しくお願いいたします。

総会が開催されて、今に至っております。

まず、自治会長の辰巳さんからご発言いた

設立総会のときは、90 世帯の入居という形

だきたく、よろしくお願いします。

でスタートしています。現在は145 世帯の方

辰巳

にご入居いただき、またプラスアルファの前

初期に居住されている方はもう3 年強

ほど、当自治会も設立から2 年が経ちます。

面道路側のところもご入居され、充実した自

当初からある植栽については、伸び放題でな

治会で活動されているということで、本当に

かなか手入れも行き届かないところもありま

私もうれしく思っております。

す。もちろん手入れをされてる方もいらっし
ゃいます。きょうはこの懇談会のあとに植栽
の管理・手入れについての講習会もあります
が、ぜひ、これからのまちづくりの参考にな
ればと考えております。
上井

会長、ありがとうございました。それ

では、次に皆さん、おなじみかと思いますが、
自治会の立ち上げからずっと会をフォローさ
れてきました当財団の古屋部長からご挨拶い
ただけますか。
古屋

ピオニシティ高坂は、平成 23 年 4月よ

り事業者 8 社で分譲が開始され、第1期が 82
区画、第 2 期が 64区画の合計146区画ありま
進行・司会。左から、古屋氏、上井氏、栗井氏
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スタート時、辰巳会長、江口前副会長、役

フットパスという横にも車の通らない道があ

員の方々、それから班長の皆さん、本当にこ

ったり、縦方向の道もよく整備されています。

こまで来れたのはみなさまの取り組みの賜物

今日も見ていると、駐車スペースのところに

だと思っております。本当にありがとうござ

イスを出して数家族の方がお茶を飲んでいた

いました。また、第 2回の自治会の総会もス

りされていて、わざわざ車でどこかへ行かな

ムーズな役員交代、引継ぎ等をなさっていた

くても、ここでリゾート気分も味わえるよう

だいたということで、財団担当の部長としても、

でうらやましい限りでした。住まわれている

本当にうれしく思っております。また、この

皆さんには、もうちょっとここはこうした方が

ような企画もできて、今後も継続しておつき

よかったよね、ここは違うんじゃないのとか、

合いさせていただければと思っております。

もっとこういうところに気をつかうべきだなと
いうご意見があると思います。そんなところを

集会所の有無

教えていただくと、我々も非常に勉強になりま

上井

皆様、お住まいになってお感じになっ

すし、今後、各地の自治会の中でも、問題点

ておられると思いますが、ピオニシティ高坂

を共有化して、それをよりよい方向に持って

では既に宅地区画できあがっていた分譲地を

いくことができれば、財団を通してでも、我々

いかに変化のあるものにしようかということで、

もお手伝いできるようなことだと思います。

外構それから植栽の設計にかなり力を入れま

辰巳

した。細かいところをかなりいろいろ配慮さ

せていただいて2 年になりますが、ちょっと

れているというのをお感じになっていると思

不便なことがあります。自主防災組織をこれ

いますが、それを維持管理していくためにガ

からつくらなければいけないのですが、要は、

イドラインを設けまして、自治会さんの方で

自治会が利用できる土地がない。

運営していくということで委ねております。

まちなみ塾 講義録 2014

防災組織をつくって防災道具類を買い込ん

まちをつくるというのは、建物をどういう

だとしても、それを保管する場所がない。役

デザインで設計しようとか、植栽をどう植え

員、あるいは班長さんで分けて持っているよ

ようかという目に見える景観的な部分だけで

うになってしまいます。今、いろいろな手当

はなく、今風の言葉で言うと、
「コミュニティ

てをしていますが、もうとにかく周辺に土地

デザイン」なのです。コミュニティデザイン

がないのがネックですね。

というのは、お住まいの方々の安全・安心と

そういう意味で、ある一定の戸数のあると

か、防犯・防災につながる絆が重要で、何か

ころには必ず自治会ができるようになってい

のときにお互い助け合えるような近隣関係を

ます。だとしたら、大きい会館は必要ありま

つくっていくというのが、実は我々の一番考

せんが、簡単に、ちょっと班長会議や役員会

えているところでして、単にお庭を設計しま

議がすぐできるような、身近にそういったも

すとか、家を設計しましたとか、そういうこ

のがあれば、あるいは倉庫みたいなものがあ

とではないんです。

ればいいなと考えています。

そういう意味では、このピオニシティでは、

42

私の方から一つ。自治会の役員をやら

江口

昨年、副会長をやらせていただきまし

た。やはり気になったのは防犯関係です。冬

所有者だったので、先の話にあったような自

タイヤの盗難事件というのがありましたね。

治体館のようなものができるのかなと思って

オープンな環境は、非常にいいのですが、片

いましたが、どのような事情だったのでしょ

や、防犯という意味ではちょっと手薄になっ

うか。

てしまう。昼間は非常に環境がいいのですが、

古屋

夜中には、やはりほとんど人は通らない。車

有する土地でしたが、あそこに残っている土

は住民の方がほとんどだと思いますが、その

地は東松山市のものだったのです。できれば

中にまぎれて変な方が入って来て、外の見え

一緒に販売ということだったのですが、どう

るところに置いてあったお宅が何軒か盗難に

しても一緒にはできず、また売主が別なので

あった。やはりこういうところであれば、あ

一緒にコーディネートするのは難しいと言わ

る程度、そういうセキュリティ面で対応でき

れました。

る環境にすべきかなというのはありますね。

ピオニシティの146区画は、UR の所

その後、東松山市の方で、地場の不動産屋

だから、一戸建てですが、機能的にはマン

さんの方に売却ということが急遽決まりまし

ションのような機能も必要なのではないかと

て、不動産屋さんの方でお持ちになっていま

いうふうに感じました。我々のこの自治会の

した。しばらく売り出されていましたが、ま

中も、今後、どうしていくか議論していただ

たうまくいかなかったようです。その辺は事

きたいというふうには思っています。

情はよくわかりませんが、某ビルダーさんの

上井

なるほど。いわゆる自治会用用地とい

方に転売という形になってしまいました。わ

うのはもともとなかったのですね。140区画

れわれとしてはその当時、東松山市や不動産

以上あると、一般には集会所というか会館用

屋の方に対して、ピオニシティ高坂に関して

地はつくるものですね。ここの「あずま町エ

はこのような「まちなみガイドライン」があ

リア」の全体的なUR の計画の中で、いわゆ

るので、販売にあたってはぜひ遵守していた

る集会所用地に近い一般用地、公共的な用地

だきたいとお願いするしかありませんでした。

をどこかに確保しているのか。本来は、1区

本来なら、全部の区画がすっきりした形で

画ぐらいの大きさの平屋で100 ㎡くらいの自

始まればよかったのですが、そういう中で転

治会館をつくって防災備蓄倉庫みたいなもの

売をされて現在 4 軒ありますが、一応同じ自

を入れて、いろんな道具を備えたりしますね。

治会に入っていただきピオニシティ高坂の

真ん中の公園の一画に、防災備蓄倉庫だけで

「まちなみガイドライン」に準拠した計画を守

も置かせてもらうというような交渉は可能で

ってもらっています。

すか。
古屋

それは可能です。恐らく、ほかに場所

防犯環境設計

がないということであれば、許可が下りると

上井

は思います。ただ、そこは公園ですから周り

犯。事前に皆さんからいただいたアンケート

の方々がどう思うかということもあります。

の中にも、夜間が暗いというご意見がありま

上井

逆に、ここの商業施設の中を使わせて

した。街路灯は10 何本あるのですね。まだ販

いただいておりますけども、皆さんの集会を

売中のところがあるという時期ですから、い

ここでされたりとかはしてないんですか。

ろいろな出入りがまだかなりありますから、

古屋

見ない顔の人がいてもわからない時期でもあ

こちらの商業施設にスペースがありま

それから、江口さんがご指摘された防

すが、ここは有料です。少し離れたところに

った可能性もありますね。

市民活動センターというのがあります。そこ

古屋

が住民の方だと無料で使えるんで、基本的に

あたっては、3台、4台、車がとまっていたり

はそちらを活用しています。

で結構、見ない顔の人が出入りもしていまし

住民 A

ピオニシティの南西側に5、6 軒、ピ

たが、入居が進んでいまでは隣近所の方と顔

オニシティとは別に分譲されている家があり

を合わせてごあいさつするようになってきて

ますが、我々が入居した当時は、東松山市の

います。

あの当時は、例えば、1軒工事するに
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門や塀を高くするとコミュニケーションも

う意味で、囲っていません。今、江口さんが

またとりづらくなります。ですから、まずは

おっしゃったように、皆さんにプライバシー

外から部外者がなるべく入りづらいような工

がないのではないかと言われることもありま

夫ですかね。侵入者に対しての威嚇という意

すし、もう少し囲った方が住みやすいのか、

味じゃないんですが、何かそういう工夫があ

そのへんの微妙なところが私たちも一番聞き

るといいですね。

たいところですね。

上井

住民 B

防犯環境設計というやり方がありまし

確かに、オープンな外構ですと、風

て、一つは、泥棒がまちへ入ったときに、そ

通しなどもいいのですが、逆に、内側からす

の人が隠れる場所をつくらないということが

ると、うちの建て方で言うと明るくするため

一番です。隠れる場所をつくらないというこ

に窓が多くとってありますが、そうすると逆

とは、塀を囲わないということです。

に、外からの視線がかなり気になります。そ

そういうこともあって、防犯環境設計では、

れをカバーするために植栽をどうしたらいい

割とオープンにつくる方がいいということに

かというのもあると思いますが、ただ、素人

なっています。ただ、おっしゃるように、オ

にはそういうところにお金をかけて木をたく

ープンだと見えすぎてしまうという部分もあ

さん植えるというのは、なかなか難しいとこ

ります。そこで、ある程度、植栽で少し目線

ろです。その辺のところを、内側から見たプ

が隠れるぐらいの設計をします。

ライバシーを遮断する目と、防犯の両方をカ

もう一つは、これも結構大学の先生が研究

バーしろというのは、なかなか難しいと思い

されて発表されていますが、下町の月島など

ますね。

細い路地に植木鉢をいっぱい置いています

上井

ね。あれは、非常に防犯上、効果があると言

がら、見た目もいいようにというのはなかな

っています。要は、道路側に対して、お花を

か難しい。その植栽の枝ぶりとか、常緑樹な

植えたりしているというのは、そこにお住ま

のか、落葉樹なのか、どんな形をしているか、

いの方がまちに対する意識を持っていること

いろいろありますが、それをただ並べるので

を示しているわけですね。

はなく必要なところにうまくピンポイントにあ

一時流行ったのは、防犯カメラと巡回です。
しかし、やはりそういう機械に頼るというの

植栽である程度プライバシーを守りな

れば、ある程度のプライバシーを守られると
考えています。

は、結局、人任せだし、意外にあまり有効で

また、いわゆる目透かしといいますかある

はないです。何かが起こった後、防犯カメラ

程度の透過性のある木のフェンスや、さらに

で犯人を特定できるとかそういうことはあり

そこにプランターを置いているお宅もありま

ますが、それが必ずしも有効には働かなくて、

したが、私は非常にいいなと思っています。

最近の当社の住宅地では防犯カメラは全くつ

住民 C（女性） 外からの目線がやはり気になっ

けていません。

ていましたが、家を建てるときにハウスメー

どちらかと言うと、コミュニティによる防

カーさんから、中が明るくても外から見えに

犯のデザインという方をやっていて、そうい

くいカーテンがあると言われて、今、そのカ
ーテンにしています。実際、シャッターも下
ろさず、カーテンだけで過ごしたことがあり
ますが、外から見てもそんなに中は見えませ
ん。植栽も大事ですが、カーテンとか、自分
の家の中でも外から見えにくい工夫をすれば、
それなりに生活ができるんではないかなと思
います。
住民 D

冬は雨戸を閉めたり。カーテン閉め

ますので心配ありませんが、やはり夏が問題
ですね。うちは、葭簀
（よしず）
を垂らしてな
左から、江口前副会長、辰巳会長
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おかつ内側にレースのカーテンを架けていま

内を拝見させていただいて気になったのはセ

す。そんなことで工夫しています。

ンターフットパスにではなく、ほとんどの方
が車の通る道路側でコミュニティを形成され

道路の安全性

ていたように見受けられました。それなら道

住民 E

小学校に上がる前に家を決めた方が

路側の方にもう少し有効なコミュニティ施設

多かったので小さな子どもがいっぱい道路で

を設けた方がよかったのではないかと思った

遊んでいます。車の入口が 3カ所に限定され

のですが、その辺を住民の方々はどう思われ

ているのはいいと思いますが、それでも中に

ているのかお聞きしたいのですがよろしくお

入っても結構スピードを出している車がある

願いします。

ように思います。よく住宅地の入口などに見

住民 F（女性） うちは裏がセンターフットパス

かける段差もちょっといいのかなと思いまし

なんですが、そこで、割と子どもが駐車場の

た。

車とかを気にせずに遊んでいたりはします。

それとついでにもう1点、区画が大分大き

うちも覗けば、ちょっと見えるので、安心感

いので、あの辺、この辺と場所が結構言い辛

があって、そっちで遊んでというときも、た

いですね。うちだとアオハダですが、せっか

まにあります。

く通りごとに何の木を植えなさいというルー

住民 G（女性） 私のところは、センターフット

ルがあるのですから、その通りごとに、例え

パスのところの角が玄関になるので、ここに

ば、アオハダ通りとか名前をつけてくれると

来るときに自転車で裏を回って来ましたが、

住んでいる通りがわかりやすかったと思いま

かなり使っていますよ。結構、歩いてらっし

した。

ゃる方も多いので、通りづらいよねって、逆

上井

に聞かれたこともあります。

すばらしいご意見ですね。

道路の入口などの段差は「ハンプ」と言い

上井

なるほど。結構、道路側よりはプライ

ます。それも一つの手法なのでうまく設計す

ベートな空間、イメージなんですね。

るといいですが、夜間に高齢者の方がつまず

住民 H（女性） 私は両方メインストリートがい

きやすいということもあり、ユニバーサルデ

いなと思いますが、大雪が降ったときに、両

ザイン上は議論が分かれます。そこで、道路

側の除雪をするのが大変でした。両脇には家

を少し曲げて逆に見通しを悪くするとか、
「イ

があるのでそちらには捨てられないし、駐車

メージハンプ」といって段差をつけずにイン

場も2台になっているのでそこにも捨てられ

ターロッキングや自然のピンコロ石を使って

ません。普段は、日当たりや風通しがいいの

視覚的に意識させるようなデザインをすると

ですが雪のときは困りますね。

いうこともあります。宅急便の車などでも慣

上井

れるとスピードを出してしまうのかもしれな

路は重要な生活導線としてコミュニティ形成

いですが、我々も今後、気をつけるべき部分

の場となる、と言ってしまいますが、道路が

だなと思います。

ある程度安全な空間であれば、そちらを使っ

それから、通りごとに名前をつけるという

我々も東西方向をつなぐ歩行者専用道

てしまうこともあります。

のは大賛成ですね。140 戸ほどもあると、例

塾生 B

えば東西南北といいますか、四つぐらいのゾ

お隣り同士で仲良くされている様子が見られ

ーンに分けて、そのゾーンごとに特徴をつけ

たのですが、自治会の方でイベントなど定期

たりとか、工夫は考えられますね。

的に企画されたりしていらっしゃるのでしょ

今日、見学させていただいて、結構、

うか。

センターフットパスと
コミュニティの形成

みゼロのイベントぐらいしかありません。高

上井

坂地区には23自治会があってその中の一つな

塾生 A

塾生から聞いてみましょうか。
センターフットパスが計画のメイン

になっていると思いますが、きょう、住宅地

辰巳

自治会独自でというのは、年 2回のご

ので、連合自治会でやるいろいろな催し物
（来
週もありますが）
、5つか 6 つあります。
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上井

ありがとうございます。我々が予想し

て設計したところは、意外とそうでもなかっ
たりすることもあります。そういうところに気
づくところが大きな収穫になったかなと思っ
ております。
今後とも、皆様方には、よいまちなみ環境
を育んでいただき、ぜひ、我々もフォローさ
せていただきたいと思っております。
（文責＝編集部）

懇談会の最後に、寄せ植えイベントの事前説明を兼ねて植栽管理の基本について、粟井氏より解説

【寄せ植えイベント】
ピオニシティ高坂の中心にある高坂うらら花公園
（中央街区
公園）
にて「寄せ植えイベント」を実施。ガーデン・コーデ
ィネーター「ラ・フィーユ」のスタッフの協力の下、住民参
加者約40名に塾生も加えて盛況となった。
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住宅生産振興財団

まちなみ塾

4

2014

【設計演習】
【課題】

都市近郊の戸建住宅地開発事業
課題解説・個人答案講評／グループ課題発表／講評

課題地
つくばエクスプレスタウンつくばみどりの里（萱丸）
の
UR都市機構が所有する実際の萱丸地区B13街区

【設計演習スケジュール】
2014年
5 月15日
設計演習課題説明。個人答案提出案内
（木）
6 月26日 現地確認、演習課題質疑応答、
（木） グループ分け
中間発表会。グループ毎に発表していた
だき講師から講評。
（課題地の読み込み、
10月 2 日
企画提案要旨、土地利用計画、事業計画、
（木）
まちなみ計画、維持管理計画、質疑応答、
講師からのアドバイス）
12月18日 最終発表会。グループ毎に発表してい
（木） ただき講師から講評

【講師】

【講評オブザーバー 】

上井一哉（うえい・かずや）
〈設計〉

粟井琢美（あわい・たくみ）
〈外構〉

岡谷貴夫（独立行政法人都市再生機

積水ハウス株式会社 設計部 東京設計室 部長
1958年兵庫県神戸市生まれ。大阪大学建築
工学科大学院修了。主な業務：戸建住宅、住
宅団地の設計。
『まちなみ設計コーディネー
トマニュアル』
（財）住宅生産振興財団発行・
編集委員、
（一社）住宅生産団体連合会・
『ま
ちな・み力創出委員会』主査

三井ホーム株式会社 設計推進部 エクステリ
ア設計室 マネージャー
1968年千葉県出身。中央工学校卒業。93〜
94カナダ在住。90年セキスイエクステリア
株式会社入社。ザ・シーズン設立に参画。社
内デザイナーの育成・エクステリア・ガーデ
ンの講演等を行う。NPO法人『緑の風』エク
ステリア部門入選、国交省後援『街並み住宅
100撰』奨励賞受賞、チェルシーフラワーシ
ョウ2009シルバー受賞

構 首都圏ニュータウン本部 販売営
業部 エリア販売第4チーム）

大谷宗之（おおたに・のりゆき）
〈設計〉
株式会社ミサワホーム総合研究所 デザイン
センター 空間デザイン研究室 参事
1962年生まれ。神奈川県出身。明治大学工
学部建築学科卒業。84年ミサワホーム株式
会社入社。財団まちなみ事業「リファージュ
高坂」の設計幹事として、まちなみコーディ
ネートを行う。まちなみ大学第1期生。一級
建築士、土地区画整理士。明治大学大学院非
常勤講師（2011）

伊藤昭憲（いとう・あきのり）
〈営業〉
積水ハウス株式会社 CRE事業部 PRE推進
部長
1958年福岡県久留米市生まれ。筑波大学農
林学類卒業。81年積水ハウス株式会社入社。
土地活用関連の営業部門から、UR都市機構・
団体・法人等の担当として現職に。05年より
財団事業運営委員

会場：虎ノ門ツインビルディング B1階・会議室 D

2014 年12 月18日
（木）
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まちなみ演習の概要

課題解説
大谷宗之

今年度で五期目となる「まちなみ塾」は、

課題の概要
課題地は東京都心部から北東へ約 40kmに

前年度からアップグレードプログラムとして

位置し、秋葉原から、つくばエクスプレス
（以

内容を刷新し、
「大学院」の位置づけで、よ

下、TX）で約 43 分。みどりの駅より徒歩10

り高度かつ高密度な演習を主体としたリアリ

分ほど、TX の開業によって新たなまちづくり

ティを追求する構成です。

が進む「つくばみどりの里」地区にあります。

前年度に引き続いてUR 都市機構
（以下、

URを主体とした土地区画整理事業による計

UR）
に協力いただき、UR の保有する実際の

画的な都市整備が行われ、もとからの里山や

事業用宅地をフィールドとして、住宅生産振

農村集落など日本の原風景を残しながら、自

興財団
（以下、財団）
が過去に、まちなみ事業

然環境と都市的利便性を兼ね備えた地区です。

として多くの先進的な事例のコーディネート

UR が事業者向けに行う用地譲渡の制度で

を行ったスキームをそのままに、模擬事業と

ある「平成 25 年度民間住宅事業者向用地に

して演習を展開します。

係る進出条件提案方式譲受人募集要領」
（以

先に述べたとおり、前年度から課題演習を

下、募集要領）
に掲載された実際の敷地を課

主体とした内容にステップアップを図りまし

題地として設定し、募集要領に沿って本番さ

たが、答案作成の負荷を適正化するために、

ながらに応募資料を作成することとなります。

本年度は課題地の規模を前年の約 40％に抑

つくばみどりの里は2005 年
（平成17 年）
の

え、最終答案発表も年末年始の休暇を考慮し、

TX 開業に合わせて2000 年
（平成12 年）
より

12月に開催する日程としました。

事業を開始し、現在、新たなまちづくりが進

こうした改正カリキュラムのもと、受講生
は宅地開発から住宅建設に係わる協議、各種

行中であり、今後の発展が期待される新しい
エリアです。

調査、企画、設計、許認可、施工、販売、維

つくば市では、充実した都市機能、豊かな

持管理までを、実際の事業と同じプロセスを

自然、そして科学のまちならではの知的環境

辿って答案を作成することになります。

のもと、暮らし、働き、学び、遊ぶ「つくば

演習課題の目的は、
「将来に亘り住み続け
られる魅力と価値を備えた景観や住環境を創
造する」ことにあります。単に目先の売行き

スタイル」をスローガンに魅力的なまちづく
りを進めています。
課題地の敷地規模は約 8,450 ㎡、南側は既

を優先させた販売価額主体の事業ではなく、

存の農村集落に面し、北側には公園の整備が

近隣の競合物件にはない魅力や付加価値を提

計画されており、南北で特徴的な環境に接し

案することで差別化をはかり、価額競争から

ています。全体としてほぼフラットな造成で

脱却した高次元の企画力が求められます。

すが、四周に整備された道路は北西方向にや

現実と理想、コストと魅力、減歩と付加価

や下がっており、新たに計画される自動車お

値、規制と個性、現在と将来、専有と共有、

よび歩行者の動線との接続や宅地レベルの設

維持と更新、こうした対をなす概念とどのよ

定が、計画のポイントとなります。

うに折り合いをつけて、お客様に「ここで暮

現地にはすでに建柱および架空線が設置さ

らしたい」と思っていただけるまちなみを完

れ、課題地内も架空線による供給が前提とな

成させることができるのか、そのための思考

ります。

の積み重ねと協働作業による答案作成ならび

ハウスメーカーが扱う敷地の多くはすでに

に課題解決のプロセスが、受講生一人ひとり

区画割りがされた造成済みの完成宅地です

の経験と知識を育むよう構成しました。

が、この演習では住環境の価値を高めるため
の経験を積むためにスーパーブロックの状態
から土地利用計画に取り組みます。受講生は
各住戸の居住性はもとより、街路景観やコモ
ンスペース設計、コミュニティ形成等を同時
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一体的に創造するプロセスを経験することに
よって、まちなみ形成に対する見識を総合的
に学ぶことを狙いとしています。
みどりの駅

建築設計において、敷地を自らつくり出す
機会はあまり多くはありませんが、住環境の
価値を最大化するためには、敷地のデザイン
をまちづくりの視点で行うことが必要不可欠
です。土木設計と建築設計ならびにエクステ
リアデザインの協働による、まちづくりのプ

課題地

ロデュースも演習の主要なテーマです。

個人演習とグループワーク
まちなみ演習は2つのフェーズによって構
成されています。
フェーズ1では、受講生個人が、およそ1
ヵ月をかけて課題に取り組み答案を作成しま
す。フェーズ 2ではグループワークを行い、
約 5 ヵ月後にグループごとの最終発表を行い
ます。よって、受講生はおよそ半年をかけて
同じ課題を2回解くことになります。

課題地位置図

この演習では、まちなみ形成をコーディネ
ートする横断的な視点を学ぶために、担当外
の実務を積極的に経験することをテーマに、

対する見方が大きく広がります。
2つ目は「競い合いと協働のプロセス」
。課

まちなみ形成を考えていただきます。個人に

題の出自となる、募集要領の趣旨は、募集用

よる答案作成を演習の前半に組み入れ、まち

地に対する良好な住環境形成と用地購入希望

なみ形成に関する一連のプロセスや関連する

価額
（入札価額）
について評価し、最もすぐれ

知識の習得に問題意識を持ちつつ、解答を導

た企業を選定して用地を譲渡することにあり

き出す中で突き当たる疑問や課題点に気づく

ます。模擬演習ではありますが、各グループ

ことにより、グループワークに際して全員が

が1つのJV 企業体となって、この事業用地を

同じスタートラインで加われるよう、課題把

獲得することを目指して競い合うのです。グル

握のための助走区間としています。また、個

ープ内では逆に普段は競合関係にあることの

人答案の内容を運営サイドが把握すること

多い企業のメンバーが協力して提案書を練り

で、受講生を適正にグルーピングする手がか

上げていくプロセスを体験していただきます。

りとなります。個人答案提出の後、6月に現

そして3つ目は「メンバーの絆」です。受

地確認を兼ねたオリエンテーションを行い、
グループ編成を発表。12月の最終発表に向け、
力を合わせて提案書の作成に取り組みます。
グループワークには3つの目的があります。
1つ目は、
「新たな発想と発見」です。同じ課
題でも、問題意識の持ち方や経験、所属企業
の価値観が反映され、同じ課題でありながら
さまざまな計画案が生まれます。グループワ
ークでは、他のメンバーの着目点やアイデア
の源泉を知ることによって、まちなみ形成に

グループワーク・ミーティング
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講生はそれぞれ多忙な現業をこなしながら、

す。我々が目指すのは、今までにない価値を

スケジュールを調整し打ち合せを重ね、答案

発見し「そこに暮らしたい」と感じていただ

作成に取り組むことで長期に亘り相当の負荷

ける環境や景観を提案することです。そのた

がかかります。こうした苦労を共にして一緒

めには公園や道路などのコモンスペースのデ

にゴールしたメンバーは強い絆で結ばれます。

ザイン、敷地を一体的、総合的に計画するこ

これは、過去のまちなみ塾修了生の多くが経

とによって生み出される魅力ある住環境が重

験しており、この関係が研修修了後も続いて

要になります。それは、1つの区画、1棟の住

いるということからも伺えます。こうして互い

宅では実現できない快適さを、まち全体で創

に切磋琢磨し、励ましあうライバルと出会う

り出し、こうして誕生したまちが将来に亘っ

ことは、仕事の上だけではなく人生のさまざ

てその魅力と価値を維持し続けるシナリオを

まな面で幸せなことだと思います。

準備することです。
現在、郊外住宅地の多くが「30 年問題」に

演習のテーマ
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発の最盛期につくられたまちが、住民の高齢

財団に加盟する住宅事業者のポジションと

化と施設の老朽化に伴い維持・運営が極めて

して、どのようにマーケットに切り込み、競

困難な状況となって、地域の荒廃が進みつつ

合に打ち勝って、永く幸せに暮らしていただ

あります。この要因の1つが単一世代の同時

けるまちをつくることができるのか、その視

居住です。入居当時 30 代の子育て世代だっ

点を課題を通して学んでいただきます。

た住民が一斉に定年期を向かえ、子供はすで

先ず、事業の軸となるプロジェクトのコン

に独立し4LDK の家に老夫婦二人暮らしの

セプトを明確に立て全員がこれを共有します。

「オールドタウン」が急激に増加しています。

課題地が立地するエリアの購入者層を調査す

これからのまちづくりには、多様な世代が同

ることも必要ですが、この演習で求められる

じ地域に暮らしながら、ライフステージに応

のは、新たな顧客を引き込むためのマーケテ

じて最適な住宅へ地域の中で住み替えること

ィング企画です。敷地の持つ魅力と可能性を

ができるシステムを構築することが求められ

最大化するイメージを具体的に描くコンセプ

ています。

トメイキングが重要となります。
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直面しています。1980 年代の新規住宅地開

敷地の魅力と付加価値を最大化するコンセ

次に環境価値の創造です。郊外住宅地での

プトメイクと計画地全体の一体的なデザイン

分譲事業では多くの場合、同じ需要層をター

による環境価値の創造、そして持続可能な住

ゲットとした市場へ参入することで最終的に

み替えと維持管理のシナリオづくりが、まち

価額競争に巻き込まれる危険を孕んでいま

なみ塾の目指すテーマです。

課題地
用途

画地

所在地

面積
（㎡）

地目

戸建住宅用地

①

茨城県つくば市萱丸一体型特定土地区画
整理事業地区内 B13街区

8,451.23

宅地

提出図書
（1）
事業計画書
（Excelデータ）
所定の事業計画書に記入し、計画書の作成に当たっては、都市計画法、建築基準法の関連法令に適合する他、現地
を十分調査の上で作成してください。
（2）
設計概要書
（PDFデータ）
設計概要書は、下記により図面等を作成し、提出してください。提出サイズ：Ａ３横
図面名称

縮尺等

図面に表示する内容等

1/500

土地利用計画図中に、整備する公共施設の位置、擁壁・階段等の構造物の
高さ、画地辺長、画地面積、完成後の造成地盤高を記入すること。
なお、敷地分割の結果、旗竿画地が生じる場合は、竿部分の延長と幅員を
記載すること。
まちなみ形成の考え方、コンセプトを表記すること。

1/200

代表的な連続する3画地を選定し、建物の配置、棟番号、地盤高、外構、
植栽等
（地被類、潅木、生け垣、中高木）
、駐車場、壁面後退距離及び1階平
面図を記入し
（2階以上の平面図は敷地外に表示）
、植栽及び舗装の種類を色
や模様で表現し、使用する材質を明記すること。
※「建設指針」の壁面後退等の制限に抵触していないことがわかるように、
寸法を記載すること。

③建物立面図
（着色）

1/200

上記②の3画地における建物の立面図
（4 面）
で屋根、外壁外構及び植栽等
（地被類、潅木、生け垣、中高木）
の種類を色や模様で表現し、寸法や色彩の
名称を表記すること。計画内容を図面に表示すること。
※「建設指針」の垣・さく高さ等の制限に抵触していないことがわかるように、
寸法を記載すること。

④建物断面図
（着色）

1/200

上記②の3画地における建物について、道路と直角に交わる方向に断面を
切り、建物の他、外構、植栽を表示した断面図。

①土地利用計画図
（着色）

②建物配置及び１階平面図
（着色）

⑤建物リスト

上記②の棟番号に対応した、建築概要表を作成すること。
・構造、階数
・間取り
（例：4LDKプラス書斎）
事業計画 ・敷地面積
書に記載 ・建築面積、建ぺい率
・延床面積、容積率
・最高高さ
・軒高

⑥計画説明書

事業計画
建設指針に対応した計画内容について、事業計画書「計画説明書」の様式
書に記載 に記入すること。

※縮尺については、原則として上表のとおりとし、内容が明確に判る場合は、適宜縮尺を変更することも可とします。
※事業計画書及び設計概要書の作成に当たっては、現地を十分調査の上、別紙「５．建設指針及び法規制」に示す「建設指
針」
（略）
に則して、作成していただきます。
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【趣旨説明】

設計演習

A

グループ

考えました。
3番目は、冷静かつ楽観的な世代。楽しそう

永山

テーマは、
「人生を愉しむ街」です。

だと感じたものに対し、冷静にリスク、リター

中間発表から再び現地に赴き、エリア分析を

ンの割合を見きわめて、リターンのほうが多い

しました。みどりの駅周辺の特徴とは、長い時

と判断した場合には参加する世代、また、住

間をかけて育まれてきた緑と駅を中心に点在

まいにおける多少の煩わしさよりも楽しみを発

している集落であるということがわかりました。

見して暮らせる楽観的な思考の持ち主です。

住民の方の声で、新しくまちができること

唐沢

先日の公開講座で松村先生がおっしゃ

コンセプト・テーマ：

に対しては、楽しみだねという意見でござい

っていた、戸建て、新築に対してもう一つ何

人生を愉しむ街

ました。警戒心を感じずにおおらかな印象を

か必要なのではないか、具体的には遊び、エ

計画概要
区画数：27区画
宅地：75.38%
開発道路：16.05%
公園・コモン等：12.04%（自主管理）
フットパス等：%
その他：1.29%（カーシェア用地・
自主管理）
平均宅地面積：233.85㎡
平均建物面積：128.11㎡
平均譲渡価額：48,710千円
土地譲渡価額［入札価額］
：
344,642千円
造成工事費：197,310千円
利潤：263,080千円
維持管理組織：法人（自治会から委
託）

受けました。新しく住む人々との交流に関し

ンターテインメントが、まちに必要ではないか

ては、マイナスな感じではなく、きっかけが

と考えることが「“アソビ” がある街」という

あれば円滑な交流が図れると思っています。

設定になりました。

ただ、既存の集落へ迎え入れる意思はないと

永山 課題地の企画において有効なコンセプ

のことで、集落の外で知識や情報、資源を交

トを「生活を遊べる街づくり」としました。そ

換するような形が適切であるのではないかと

のためには、遊びをサービスとして提供する

考えています。

人、消費する人、両者が交わる場、この3つ

ターゲット分析では、少し思い切った形で

が必要であると考えました。

すが、つくばスタイルからの要素抽出や、今回

まず、いろいろな遊び方ができるまちをつく

のまちなみ塾の公開講座、そしてAチームの

ることで、このエリアの価値の向上を図ります。

おのおのの私的な意見などをまとめて、本計

次に「“サービス” の提供」まちじゅうに遊び

画でのターゲットは3つの嗜好、特徴、傾向を

を生み出す企画を行い、居住者同士がサービ

仮説設定しました。1番目は、持ち家に無関心

スを提供し合う関係を目指します。そして遊び

な世代、物質的な豊かさに対する興味は非常

やサービスが出会うためには両者が実際に接

に薄い。高額のローンを支払って得られる対

点を持つための場が必要になると考え、そのよ

価が、新築庭つき一戸建てというステータス

うな場をつくる仕掛けとして、6つの提案をし

積水ハウス㈱ 東京設計室

ならば、マンションやリフォーム、賃貸という

ます。

熊谷一義

選択をする。この層に訴求するためには、よ

最初に、既存林に面する広場と店舗。車の

パナホーム㈱ 街づくり事業本部
分譲事業部 分譲技術部 東部街
づくり設計グループ

り確かな価値を用意する必要があると考えま

往来が少ない南側につながる大きな広場を設

した。

定し、この広場に面するように、用途制限に抵

特別賞「プレイスメイキング賞」

唐沢博英

古橋昌夫
ミサワホーム㈱ 住宅事業本部
MJ WOOD推進部

百本千裕
スウェーデンハウス㈱ 営業企画部
商品企画グループ

永山智之
西松建設㈱
略グループ

技術研究所

技術戦

2番目は、人生を謳歌したい世代。仕事も家

触しない程度の小規模店舗つき住宅を配置し

族も趣味も友達もと、楽しいこと、充実した人

ます。広場は、この敷地のサービスの発信の

生のために、それなりの対価を支払うことをい

中心となるような位置づけとなっているので、

とわない世代であり、ただし、みずから進んで

周辺の集落住民の方も気軽に立ち寄ることが

楽しいことを見つけに行ける人ばかりではない

できるのではないかと考えています。2番目に、

と考えております。ゆえに、そのきっかけとな

駅と広場を結ぶ緑道。駅からの動線と広場を

るような仕掛けがこのまちの中に必要となると

結ぶようにし、動線、まちの入口、顔づくり、
風の抜け道など、さまざまな役割を持ちます。
3番目は、敷地を囲む道路、北側が歩道付き
の準幹線道路に、交通量を少なくするために
は南側から東に抜ける、幅5m、両サイドに
1.5mずつの歩道がついたものを考えていま
す。4 番目は、場を生み出す配棟ルール。道
路の手前の区画と奥の敷地延長の区画を1ユ
ニットとして配置することで、質の異なる3種
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類の空間が生まれると考えております。1つが

場や緑道は移管することなく自主管理と思って

道路に面した空地で、次に区画の玄関に面し

います。全体で5,500万円を維持管理、年2

たスペース、最後に各家のリビングに面した共

回の剪定と消毒、15年ごとの設備の入れ替え

有庭です。5番目は、配棟ルールの設定により

等を含め妥当な金額と思っています。

共有された一つ一つ遊びのための場所になる

古橋 販売計画では、
「人生を愉しむ」として、

と考えています。

敷地延長区画では、4つ重なった空間にいろい

最後に、場を結びつけるネットワーク。こう

ろな設定ができます。コンセプトブックをつく

して生まれた場所と、それを所有する住民と、

って、共感してくれる方が集うと。例えば都内

そして広場に店を構える専門知識や生活を楽

で二世帯住宅をつくると、土地・建物で1億円

しむための知恵を持つ人たちが集って、空間

というケースもありますが、つくばの通勤圏で、

を越えて敷地全体にネットワークを形成し、

首都圏や都内にアプローチしていけば、そうい

おもしろい出来事が起こるまちにしたいと考

う層も見つかると考えます。広場に面する区画

えます。

は、若い実業家、例えば家庭にいながら仕事

マスタープランでは、宅地面積を多く確保
できる計画としました。土地利用計画は、4つ

をしている方たちが活用するかもしれないし、
趣味を生かしたい、アトリエをつくりたい、工

のエリアによって構成されています。1つ目が、
屋敷林と向き合う広場です。車の往来が少な
い南側の林につながるように配置して、地場
の野菜を売ったり、子供が遊んだり、小さなイ
ベントを行ったりなど、住民が自然といられる
場所と考えています。
次が広場へ続く緑道。駅からのアクセスポ
イントとなり、北西の角から広場へまっすぐ抜
けている緑道で、場の存在を印象づけます。
また、風の抜ける気持ちのよい道となります。
次に緩やかにカーブするストリート。これは住
民のみの利用とし、各住宅へのアプローチの
核としました。景観に変化を与えるとともに、
より安全な道として利用できます。
最後に、敷延区画とコモン。敷地延長区画

パネルNo. 2（パネルNo.1 省略）

を有効に計画・配置することで、空間的につ
ながりのあるコモンを形成し、それぞれのコモ
ンがまじり合う雰囲気を醸成すると考えます。
4 戸の家が共有する中庭にはウッドデッキが
あり、4 軒が共有します。お互いに隣の家のリ
ビングが見えないように樹木で目隠しを考えて
います。例えば親子関係や親戚、また、より
近しい方々が住むのも一つの形と考えます。
広場について、店舗のイメージとして、パン
屋さん、ハーブショップ、雑貨やSOHOなど。
最終的には、フリーマーケットやマルシェがあ
ってもおもしろいと考えています。
熊谷 管理計画は、販売開始より30年間と見
込んでいます。費用は、月額で負担するより
販売時の金額に一律戸当り200万円とし、広
パネルNo. 3
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房をつくりたい、そういう方々が活用する店舗
併用住宅を狙って、大きな分譲地ではできな
いコンセプトのある分譲で人を集められる計画
にしています。

【講評】
上井 意欲的な取り組みが随所に見られる案
ですし、旧集落住民の方にまでインタビュー
して、エリア分析をコンセプトにつなげてい
る。
「アソビ” のある街」というインパクトの
あるコンセプトをここで出すというこの展開
パネルNo. 4

の切り替えが非常におもしろい。
まさに一人ひとりの住まい手の人の遊び心
と、そこを補完するサービス、これは公共の
サービスであったり、共有で持つことによる
サービス、管理組合的な部分でのサービスも
あるし、それが接点を持っているという理に
かなった表現という気がします。流れとして
は非常にいい感じでなっていると思いますし、
平面的なゾーンニングを見ると、その考え方
をうまく絵に落とし込めている。一般的に、
公共空間とは、道路、公園ですよね。基本的
には万人に対して開いているものなんです。
この計画は意欲的にいろんなことをしようと
している、4 戸1の空間の開いたパブリックな
スペースを提案しようとしているということ
なんですが、道路を一方通行で規制している

パネルNo. 5

から、あまり強いパブリック性を表現してな
いんですね。機能的に車のアクセスだけを考
えている。
それと、やっぱり駅側からつながっている
緑道がパブリック性の強い空間になってくる
のですが、この緑道の動線と公園はあまりパ
ブリックに対して開いてない。基本的には民
地に接している部分より公共の道路に接して
いる部分が多いほうがより多くの人に開いた
感じになるので、ゾーンニングとしては、こ
こに住まわれる人に対して開くために道路の
あり方が問題だと感じます。
敷地延長宅地が、27 宅地中14あるという
のは事業的にどうか。全体的なバランスを欠
いている。もう一つは、道路景観が車だらけ
になっている、もう少し建物が満遍なく配棟

パネルNo. 6
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されるように道路はあるべきで、必ずしも全
部 4 戸1の敷地延長である必要はないので、
この空間が完全に4 戸だけで使われるのでは
なくて、緑道を通して物理的につなげていか
ないと、パブリックとは言いづらいですね。
唐沢

このデッキは完全に4 戸の所有です。

いろいろな分譲地を見ても、物理的につなぐ
ことに余り効果を感じられないんです。
上井 4 戸1の合意形成の手法について、4
世帯で話し合って決めるというのではなくて、
パブリックに対して開いたほうが合意形成し
やすいということがある。
各戸の負担金について、
「コモアしおつ」と
いう当社の約1,400区画の山梨県の分譲地で

パネルNo. 7

は、JR 四方津駅から斜行エレベーターに乗ら
ないとまちに行けない。住人にとっては生命
線である斜行エレベーターの一時負担金が
100 万円です。それがないと生活が成り立たな
いものが100万円なので、ここでの200万円と
いうのは、かなり高額だという気がします。
大谷 南側の既存林にはお住まいになってい
る方がいらっしゃるので、屋敷林ぐらいにし
ておいたほうがいいと思いますが、そことの
連携を、近隣の方々もヒアリングされたとい
うことで、積極的に周辺環境あるいは周辺状
況を踏まえた計画をしていただいているとい
うことは、とてもいいと思いました。
今回の課題地で一番アクティビティの高い
エリアは屋敷林に面した広場で、ここには店
舗併用住宅があって、マルシェ的な出来事が

パネルNo. 8

あるということですね。ここが一番アクティ
ビティが高いけれど、その広場が面する道路
は交通量が少ないという分析ですが、その交
通量と、アクティビティが高いというゾーニ
ングのヒエラルキーと、既存の農家さんとの
関係性でどう整理をつけたのか、交通量が少
ないこととアクティビティが高いことは一見
矛盾するんだけれども、そのすり合わせにつ
いて説明はありますか。
永山 背景人口として500 人を設定したお店
というものではなくて、あくまでも趣味を通
じてそれが派生した商業機能で、かつここの
場所は、あえて余り目のつかないところに設
定して、来られる方々限定されているような
形で提案をしようと。例えばマルシェであれ
パネルNo. 9
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ば、近隣の方々が徒歩、自転車で来ていただ
くようなイメージで、ポテンシャルを設定す
ると、ここでもいいと。住む方にとっては自
分たちのマーケットがプライベート感の高い
マーケットになるというイメージで設定しま
した。
大谷

屋敷林との関連をダイヤグラムの中で

描いているけれど、計画的にはあまり関連性
がないということですか、それとも関連性が
あるのかな。
唐沢

少し落ちついた広場というイメージな

ので、迷惑になるとも思えないと、チーム内
で合意しています。交流がある程度図れるの
パネルNo. 10

であれば、作物をいろいろ育ててしてらっし
ゃると思うので、そういうものを取り込める
のではないかと思っています。物理的につな
がるというよりも、もう少しソフト面で住民
がつながる仕組みを考えています。
大谷

そこは、表現としてきちっとしたほう

がいいですね。何となく矢印でつながってい
ると、マルシェ的な広場と、畑にしている屋
敷林の空間がどうつながって、いい関係にな
るのかが見えてこないので、この広場が一番
ポテンシャルが高いのであれば、向かい側の
ポテンシャルをどう受けとめるか、あるいは
一体的に高めていけるのか、その提案を考え
ていただくと、この計画がよりリアリティを
持つと思うんですね。
次に、東電担当として申し上げます。この
パネルNo. 11

道路線形は一見魅力的ですね。こうした曲線
道路の事例はたくさんあるので、参考にして
取り入れていただいたと思いますが、じつは
建柱計画では問題のある道路線形です。理由
の1つは、建柱の配置について、恐らく30m
ピッチで 4、5 本立っていると思いますが、架
空線は点から点で直線ですね、そうすると、
カーブした道路に対して架空線が上空に食い
込んでくるので、かなり目立ちます。なおか
つ、どちら側の宅地に建柱していますか。
熊谷 南接道の宅地側に入れています。
大谷 南接道宅地ですね、一部は東側接道に
なるのかもしれませんが。
熊谷

宅地に影響しないように歩道の部分に

入れています。
大谷 歩道部分への建柱は出来ないという要
パネルNo. 12
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綱になっていますね。民地内建柱が条件です。

「アソビ」
「サービス」としてのエクステリア

そうすると、景観的な部分でいうと、曲線道

がありますが、ハーブなどを提案されており

路を見たイメージパースには薄く電柱が描い

良いと思いますがが、もう少しターゲットを

てありますね。実は電柱だけではなくて、支

家族的に謳歌出来る要素があると説得力があ

線が入る、そこには、紅葉する樹木を植えて

るように思えます。ただ、個人的には「外部

いるけれども、それよりも2 倍ぐらい高い電

サービスの提供」と「住民での需要要素」の

柱が 5、6 本この景観の中に見えてきて、かつ

ある光景は良いまちなみを創りだす仕掛けに

それには斜めの支線ワイヤーが付属するとい

はなるのでは思います。

うことですね。スケッチとしては成立してい

伊藤 まず、入口の部分で大変難しいターゲ

るように見えますが、現場ができ上がるとこ

ットに絞り込んでチャレンジされたなと感じ

ういうきれいな感じにはならないというのが、

ました。一般的なハウスメーカーが分譲事業

アール線形の道路のウイークポイントなんで

を計画するときには、平均値的なパターン化

す。仮にこのアールが逆だったならば、北側

された規格で宅地面積であったり、ターゲッ

宅地の建柱となるので、建物に比較的近接し

トにアプローチするわけですけども、今回、

て、建柱の存在感は気にならないけれど、今

持ち家に無関心な世代や冷静かつ楽観的と、

回のアールは電柱がすごく目立ちます。3点

いわゆるクールな人たちなんですね、そうい

目は、宅地評価です。北接道宅地と南接道宅

う人たちにどうやって売っていこうかと入っ

地とどちらのほうを価額を高く設定しますか。

ていかれましたので、後々の展開がだんだん

熊谷 当然南です。

極まっていったのではないかと思います。

大谷 そうですね。南宅地に建柱するという

先ほど既存集落とのつながりという部分と

ことは指数が下がって宅地価額も下がります

のお話がございましたよね、南側開きと。こ

ね。販売戦略的には難しい。その理由は、北

れはこれでありだと思います。住宅地の内側

側宅地は安くして南側宅地を高く設定するこ

に向いている施設ですと、近隣の人たちが入

とで、購入予算に幅を持たせてより多くの顧

ってきにくいですね。外に向いていることに

客に対応するためですね。だから建柱は北側

よって既存集落の方々ものぞいてみようかな

に入れるというのが景観論とは別のロジック

という気持ちを持たれるでしょうし、それか

であるわけです。価格表では、そうなってな

らもう一つは、この地域の特性といいますか、

いので、事業としてこの計画を成立させるた

ふらふらと入っていった住宅地の中とか、あ

めには、道路線形と建柱計画がどう整合して

るいは既存集落の中におもしろいものを見つ

いるのか、それが最終的には宅地の売り値に

けたときの感動を味わいたい人たちが結構い

どう反映しているのかを追求していかないと、

るんですよ。つくば地区やつくばみらい市の

単に道路を曲げるだけでは、魅力的な景観と

中には、農道を入っていった奥にお店があっ

健全な事業は成立しないことを今回皆さんに

たりしますので、この地域においてはこうい

学んでいただきました。

う形はありなのかなという気はします。それ

粟井

と、度肝を抜かれたのは管理費ですね。月額

個人的には評価が高いですね。もちろ

ん周辺住民との接点というところもあって、

に直すと5,500円ぐらいのものを徴収するの

それをうまくコントロールさえすれば、外に

と同じことになるわけですが、そこまでかけ

向けての発信力があって、いいと思っていま

なくても住民の人たちで手を加えてやってい

すが、4 戸1のコモンを、後からみんなで協

く形がとれるという気がしました。販売価格

議の上で仕上げていくということが本当に可

の平均が 4,800 万円と、ここで 4,800 万円は

能なのか、それだけいいお客さんが一遍に集

相当きついという気がします。URさんが土地

まるかという、前提条件があると思います。

を安く譲っていただける状況になれば、また

できれば、事業者がしっかりとデザインした

そこも違ってくるといいんですけども、頑張

ものを展開して提供とするほうが素直なのか

って土地代を出さなければいけない企画です

と思います。

から、さらに一考の余地があると思います。
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【趣旨説明】

設計演習

を動かすので、健康増進も同時に図っていき
ます。

石川 まちのテーマ、コンセプトは「自然にく

4 番目、多世代で暮らす。このまちには、第

らす」
。大切にしたのは、まちのみんなが家族、

1次取得層のみではなくて第2次取得層も含め

多世代で暮らすこと、そして自然とかかわりな

た幅広い年代の方に住んでいただきたいと思

がら、虫だって平気だもんという腕白な生活、

っています。第二の人生を歩むシニア世代向

そしてスローなライフを楽しみながら、もりも

けの平屋棟を設定しました。二人暮らしの老

り元気にお仕事、野菜だってつくる、また、ま

夫婦の世帯と思いますが、そういった方々に日

コンセプト・テーマ：

ち全体が一つのクラスのように若い人が先生

中はまちの見守り役として、まちの先生役とし

自然にくらす

となってみんなで学び合う、ポジティブな視点

て活躍していただく、共働きをする子供世帯

計画概要
区画数：31区画
宅地：72.02%
開発道路：16.43%
公園・コモン等：6.79%（所有：行
政／管理：住民）
フットパス等：4.77%（所有：行政
／管理：住民）
その他：%
平均宅地面積：196.33㎡
平均建物面積：116.09㎡
平均譲渡価額：43,917千円
土地譲渡価額［入札価額］
：
295,793千円
造成工事費：180,000千円
利潤：117,280千円
維持管理組織：管理組合

を持った31家族が集う「自然にくらす」まち

の近居や、まちの中での住みかえも実現して

を目指しました。

いけたらと考えています。

B

グループ

田島有希
積水ハウス㈱ 千葉南支店 設計課

熊谷政俊
ミサワホーム㈱ 分譲開発部 分譲
推進課

富永 淳
住友林業緑化㈱
分譲緑化部

住宅緑化事業部

金平真道
㈱竹中土木 技術・設計部 設計グ
ループ

石川彩子
㈱ポラス暮し科学研究所
ンG

デザイ

1つ目は、歴史。緑と田畑からの大規模開発

最後に、みんなで学ぶ。まち全体を一つの

であるということ。2006年の2月から開発が

クラスとして考え、環境づくりを行います。緑

始まって、以前は緑豊かな土地だったのです

の手入れを通じ、子供も大人も互いに教え合

が、現在は一切なくなってしまった状態です。

う活気あるまちづくりを行っていきます。また、

次に、みどりのという土地。私たちは、つくば

まちを守り育てる風土を形成するために、2年

スタイルとは異なるという結論を出しました。

間にわたり計 4回のワークショップを開催いた

つくばは知性、科学、先進的。そして自然豊

します。

かな土地、そういったところは少々違う、学

この多世代で暮らすクラスのようなまちづく

園都市に近接しながらあくまでスローライフ

りを実現するために、公園づくりから始めまし

を楽しむ場所、このみどりのではないかと考

た。
「人と四季に出会う」
、駅とまちをつなぐ知

えました。

の広場を提案します。駅からまちへの玄関で

また、課題地周辺には、公園や小学校がで

ある階段広場は、人と人の出会いの場、大き

きるという計画があり、これからの未来がある

なカツラの木が、住民だけでなく、この地域の

場所。北側の公園予定地から、南側の既存林

人々にも四季の移ろいを知らせてくれます。ま

をつなぐ役割を、まちのコンセプトとして「自

ちのシンボルとして、この出会いの木であるカ

然にくらす」としました。

ツラを愛していただく場所となっています。

２つ目は、自然と親しむ。季節ごとの花た

「わんぱくに集う」は住民とまちをつなぐ広

ち、実のなる果樹や紅葉する木々と過ごす

場を計画しました。これからできる公園と既存

365日を楽しめるまちとすること、また、みど

林をつなぐ南北のラインをまちの中心地に設け

りのよさを満喫できるスローライフを実現で

ます。アイストップとなるヤマボウシ、あるい

きるまち。

はシラカシやアラカシといった、ドングリをつ

3つ目、園芸を楽しむ。まちの緑はみんなで

ける木を設定しています。四季折々の表情を

管理することとします。大人も子供も一緒にな

見せる豊かな木々たちを見ながら、ワークショ

って庭先や広場の緑を手入れする習慣づくり。

ップやまち全体での活動を行います。中心に

そして美しい景観を育てながら、庭仕事で体

あるのは、みんなの木クスノキです。成長する
までには時間がかかるかもしれませんが、高さ
が 8mぐらいのものを植樹して、子供たちが木
登りをしたり、また、この木の周りで走り回っ
たり、マウンドをつけたグリーンの変化を楽
しみながら元気に走り回る姿なども想像でき
ます。
3つ目の広場、
「育てる、獲る、味わう」は
家と、ごみ置き場をつなぐ食の広場です。ご
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み置き場が設定されていますが、ネガティブ
なものではなく、より生活に密着したポジティ
ブな場とするために、内包した形での食の広
場を提案いたします。ごみ捨てにつきものの井
戸端会議や畑に水やりをしながら、野菜を収
穫しながら子供と一緒に自然に触れ合える食
育広場を提案します。
食の広場には、ファミリー農園を計画してい
ます。大根を育てたり、ハーブを育てたり、秋
には焼き芋をしたりと楽しんでいただきます。
ごみ置き場の周囲にはトキワマンサクの生垣を
設けたり、ノムラモミジを植えて、明るいごみ
置き場を食の広場が提案します。
土地利用計画では、北に擁壁を設けるフラ

パネルNo. 1

ットな造成にしています。3つの広場を核とし
ながら、宅地の間はフットパスでつないで、各
宅地とも、2方向以上に開放するようにしてい
ます。道や公園は全て行政に移管しますが、
植栽は住民の管理ということで、基本的に共
有地は設けない、また、この広場と公園と雑
木林の関係ですが、南北に公園、雑木林をつ
なぐ視界の確保を考慮して、このような形に
しています。
中間発表の際は、南東部分と南西にも公園
を設けていましたが、変更しました。中央の広
場に変更したと同時に、既存住民のアクセスを
よくするように、フットパスとして幅 4mの道
路を計画しています。左右1mは植栽で足元
を覆い、通行できる部分は幅 2mを考えてい
ます。

パネルNo. 2

実際に暮らす空間として大切なのは、家とま
ちの間を楽しむ仕掛けと考えました。そういっ
た観点から、全ての住戸にウッドデッキを計画
いたします。庭のある暮らし、庭と続くフット
パスや道路も一体的に利用できる広々とした、
みどりのならではのスローライフのステージと
して、このウッドデッキを活用していただきた
いと思います。また、このウッドデッキの側面
を覆う形でファミリー花壇を設定しました。食
の広場のファミリー菜園では野菜などを育てて
いただきますが、ファミリー花壇では小さな花
たちを育てて、各家庭が植栽に興味を持つ第
一歩としていただきたいと思っています。また、
そういった日常の植栽活動を通じて、まちへと
興味を向けていただくきっかけとしています。
パネルNo. 3
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次は、家と道の間を楽しむ。北側宅地レベ
ルを上げて擁壁にしましたが、擁壁を道路境
界線より300mmほどセットバックして、そこ
の間にプランターを置いて植栽します。また、
その擁壁の上部、宅地内には生け垣を設けて、
緑視率を高めることで、緑豊かな景観を創出
します。
宅地側も道路と同じ舗装とします。フットパ
スの道幅にも変化をつけ、リズムを生むための
ペイヴメントで庭と道路の境界感を薄め、ま
た、心理的に解放感の高い歩行空間を演出し
ようと考えました。また、家と道路の境界には
コミュニティベンチを置いて、道路からも利用
パネルNo. 4

できるようにしています。このコミュニティベ
ンチは、フットパスに敷地を提供する形をとっ
ています。道側から樹木を手入れしたり、ある
いはご近所の方と話すのに使っていただいた
り、より魅力がある、あるいは家の外にも人の
気配がする歩行空間の演出を考えています。
具体的にどういった方が住まうか想像して
みました。平屋建てには、このまちの管理人に
なる夫婦に住んでいただき、子供たちが帰っ
てきたら、見守ってくれるような、管理人のよ
うなおばあちゃんたち、その前には、週末に弟
夫婦が子供を連れて遊びに来る家があり、ア
ウトドアライフを楽しむアクティブな子育て世
帯も入ってきてほしいと願っています。平屋と
2階建てを組み合わせて設定することで、多世
代が暮らすまちを実現していきます。

パネルNo. 5

知の広場の3区画について詳しく見ていただ
きます。共有地にも十分な緑を確保していま
すが、宅地内でも四季折々の花を楽しんでい
ただけるように、各種植栽を設定しています。
また、全棟に配置したウッドデッキは、リビン
グから帰ってくる子供たちを見守りつつ、お帰
りと声をかける、友人たちが来たときに招き入
れやすい配置としています。フットパスに意識
を向けていただくようウッドデッキとコミュニ
ティベンチを配置して、まちに顔を向けるよう
計画しています。あわせて、勝手口からのショ
ートカットパスも設計しました。
外観スタイルでは、あまり手間をかけずに快
適にメンテナンスも少なく住んでいただけるも
のとしたいと思いました。色は、植栽が栄える
ようなローコントラストのサイディングを使い、

パネルNo. 6
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メンテナンスの必要ない質のいいものを使いた
いと考えています。また、屋根瓦は、陶器瓦と
し、自然に暮らすというコンセプトが伝わりや
すいように、ブラウン系、濃くないブルー等を
選択しました。
植栽の維持管理のルールでは、公園及びフ
ットパスは行政に移管しますが、管理は住民
全員で行うこととします。管理組合を立ち上
げて、草むしりや掃除、簡単な庭先の樹木の
剪定等は自分たちで行う風土づくりをしてい
きたいと思います。しかし、大きな公園の高
木などは外部の団体に委託をしていきます。
月2,500円を集金して、高木剪定、害虫駆除、
定期管理等に使用します。

パネルNo. 7

グループ Bの5社が、春、夏、秋、冬1回ず
つ2年にわたり季節に応じたワークショップを
開催いたします。例えば夏ではトマトを収穫し
たり、秋は焼き芋をしたり、春は樹木のプレー
トをみんなでつくる。最初から全部が完成して
いるまちではなくて、一人ひとりが手をかけて
自分のまちだと誇りを持っていただけるよう
な、まちづくりを徐々に進めていくことで、自
分たちで管理する風土が生まれていけばと考
えております。
熊谷

金額的には、最高額が 4,900万、最低

が 3,400万、平均で 4,300万、周辺から考え
ると多少割高ですが、魅力的な提案を入れて
相応の価額をつけました。
パネルNo. 8

【講評】
上井

ほとんどの発表をされた石川さんは、

お客さんに説明することはあるのですか。
石川 一切ございません。私は人と会う仕事
ではありませんので、社内向けにこういったこ
とをやっています。
上井 それはもったいない、なれている感じが
しました。
敷地形状はバランスよくできています。公園
もそれぞれの特性を生かして、いわゆる分散
配置をされていて説明ではいい感じだけど、
土地利用では、つくば市の開発指導要綱上は、
行き止まり道路の場合に6m幅員でも先端を羽
子板状にする必要がある。先端部分に公園を
パネルNo. 9
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持ってきたり、緑道にすればそこに一つポイン
トが欲しい、羽子板にしたり円にする。もう一
つは、前回の講評でも指摘しましたが、交差
点の形状が警察協議上はほぼアウトですね。
警察は完全な十字交差にするよう指導を受け
ます。
管理人のような老夫婦が住む平屋の話があ
りましたけど、その平屋のデッキが公園には向
いているんですが、直接語りかけるような提案
までいってなくて、せっかくある公園と隣接す
る宅地との関係にもうちょっと提案があったほ
うが、つながりが出てくる気がしました。
せっかくコンセプトのある3つの公園を計画
パネルNo. 10

するのであれば、公園同士の使われ方のつな
がりと景観的なつながりが連続して計画され
ているような配置にしたほうが、よりに使われ
やすくなるし、共有の管理をしようという気持
ちにさせるので、人の流れの軸線に合わせて
公園を配置するのが手法であって、さらに言う
と、菜園の部分は既存の屋敷林の風景とつな
がっていたほうがより憩いの空間になるし、一
日中日当たりのいいところに設けられるし、食
の広場の位置も、ごみ置き場の隅ではなくて、
南でもよかったと思います。
大谷

スケッチがとってもいいですね。手描

きで。ほんわかしていて、まちなみのイメー
ジがイラストやスケッチが入ると、すっと受
け手側に入ってきます。リアルなCGのイラ
ストもわかりやすいし、要素を伝えるために
パネルNo. 11

は的確ではあるけれども、やはり手描きの曖
昧さ、温かみもプレゼンテーションではきい
てくると思いますので、今はCG が全盛だけ
れども、手描きのよさをお客さん、お施主さ
んとのコミュニケーションで、使っていただ
けたらいいと思いました。
富永さんに質問させていただきますが、富
永さんの親ぐらいの世代の方々は、夫婦でダ
ブルベッドを使っていると思いますか。
富永

使ってないです。体の自由がきくうち

は比較的床に布団引いているスタイルが多い
かなと思いますが、布団の出し入れが厳しく
なってくると、やはりベッド使用してくる気
がします。
大谷 なるほど、そうですね。皆さんも60 代、
70 代の夫婦が同じ部屋で寝ているかどうか、
パネルNo. 12
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リサーチしてください。相当な確率で一緒の部

たすであろうと思いますが、実際に活用すると

屋では寝ていません。ましてダブルベッドでは

きのサイズにはプロとしての配慮が必要とされ

寝ていない。

ます。縁側的デッキ、通路的デッキ、パーティ

平屋のプランでは、夫婦がダブルベッドか

デッキなど要素を把握した説得力のあるサイ

シングルベッドを2つくっつけて仲よく寝る設

ズ構成でするとよいでしょう。寸法や向きをも

計になっているけれど、リアリティに乏しい。

う少し考えながら設計されたほうがいいと思い

要するにイメージだけで設計している。夫婦は

ます。デッキ前のプランツについても、草花を

同じ部屋のダブルベッドで寝ているという例が

植えられると、ファミリー花壇を楽しむときの

示す通り、一般的な生活イメージが、このまち

適当な段差や、家の中から見える美しさ、そう

づくり全体に通底していて、コモンスペースと

いうところまで計算して、まちに開いていく、

して公園やフットパスをつくられてます。文章

まちに発信していく方法も必要です。そういう

として見ると成立しているけれど、具体的な絵

ことによって、より一層いい設計になってくる

で見たときに、例えば、2mのフットパスと4m

と思います。

のフットパスが空間的に全然つながってない。

伊藤 管理関係の面で、公園や広場は全て移

フットパスは描いてあるけれど、出た先がいき

管されるということでしたが、なかなかこうい

なり道路ですね。機能の連携が薄い。イメー

った形のものを行政側が受けてくれるか厳し

ジだけではなくて現場をもっと掘り下げてもら

いところだと思います。その中で、ファミリー

いたい。

農園は、ここに住まわれている方だけのものに

建柱計画もリアリティに薄い。道路の隅切り

なりますので、行政移管は難しいかと思いま

に支線が来ていますね、電柱が倒れないよう

す。周辺住民を含んだものなら行政もイエスと

にテンションをかける支線が入る訳ですが、ま

言うでしょうけれども、せっかく園芸を楽しむ、

ちなみ景観的に見て一番大事なコーナー部分

自然を楽しむということで農園を入れたのでし

にコンクリートの電柱とワイヤーの支線が入っ

ょうから、これについては一考が必要だと思っ

てきたら景観的にもあり得ないし、東電の技術

ていす。

的な基準としてもあり得ないですね。建柱も事

全体としては、非常に楽しいまちではあると

例をもっと見ていただいて、どうおさめている

思うんですけれども、行き止まりの道路に住ま

か、そのときに駐車場の位置と建柱の関係は

われる方、あるいは購入される方がどう捉えら

どのように調整しているのかを現場で勉強して

れるかは気になるところです。敷地延長で 4 戸

ください。

1とか6戸1でやっているケースが従来からあ

粟井

りますけれども、ちょっと行き止まり感がある

夫婦別寝という言葉がありますが、ア

クティブシニア夫婦の寝室のあり方について、

道路はやはり販売上も厳しいという気がします。

ハウスメーカーは研究されていると思います。

それから、今回は建柱が前提のようですが、

それを理解した上で、シニア向け平屋の設計

地中埋設を使えれば、もっとうまくおさめられ

が必要だと思います。

たのかなという気がします。

全グループに共通して、まちの全体像をス

緑について、実は、今回かかわっている、

ケッチでもっと表現して欲しい。今は、その全

あるプロジェクトでサークルツリーを、カツラ

体像がぼやっとしていると思います。建物や、

とクスノキにしようという話が出まして、樹形

全体像を含めた、まちなみとしてイメージしや

がきれいですよね、成長は遅いですけれども、

すいスケッチがあってしかり。

それも候補に上げてほしいなとお願いしようと

エクステリアでは、畑の位置が気になる。

思っておるんですが、おもしろいと思います。

できれば南東に配置してつながりを持たせて

あまり使われないですね、落葉であったり紅葉

もいい。両講師の方が言われたとおりだと思

する木が多かったりしますが、カツラとクスノ

います。

キという選定が印象に残り、使わせていただこ

また、ウッドデッキの全棟利用について、家

うかなと思っております。

と街の間・パブリックとの繋がり的な役割を果
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【趣旨説明】

設計演習

C

グループ

コンセプト・テーマ：

みちのまち〜まちはひとと自然と
ときをつなぐみち〜
計画概要
区画数：31区画
宅地：69.50%
開発道路：%
公園・コモン等：%
フットパス等：%
その他：30.50%（共有地・団地管
理組合法人）
平均宅地面積：189.57㎡
平均建物面積：114.27㎡
平均譲渡価額：42,359千円
土地譲渡価額［入札価額］
：
278,891千円
造成工事費：250,000千円
利潤：87,944千円
維持管理組織：団地管理組合法人

次に、ライフスタイル提案です。私たちが
子供のころに育ったまちには、子供たちが遊

橋本 まちづくりのタイトルは「みちのまち」

ぶ場が周りにたくさんありました。その近く

です。このまちなみ塾を通して、人がまばら

には母親たちが立ち話をしたりと、近所の方

のフットパスやコモンを見て、住民同士のコ

が声をかけ合う風景にあふれていました。人

ミュニティ形成はどのようにしたら豊かにな

がつながる道のまちでは、子供たちが安心し

るのだろうか、あるいは計画されたシンボル

て家の周りで遊べる環境と、それを見守る大

ツリーや整然とした街路樹、車が前面に並ん

人たちのコミュニケーションの場が日々の生

でいる街路を歩き、どのようなまちが豊かな

活を豊かにするライフスタイルを提供してい

まちなみなのかと考えてきました。

きます。

一方、メンバーでそれぞれが育ったまちの

デザインでは、極力車の通過は排除し、歩

記憶を話していると、みんな幼いころ道で遊

行者、自転車を優先して利用できるようにし

び、ごく自然にコミュニティの中にいたこと

ました。まちには、緑地や植栽を増やし、子

に気がつきました。話しているといろいろな

供たちや住民が安心して道に出て遊べる環境

思い出がありまして、こういった取りとめの

をつくります。緑豊かな空間は各住戸からも

ない思い出をそれぞれが持っており、それら

楽しめることができ、道に広がりある気持ち

は何ということはない家の周りの道で繰り広

のよい自然環境を積極的に取り込む生活を送

げていました。道が人と人、自然、時とをつ

ることができるまちとしました。

ないでくれていたと私たちは考えました。
つくば・みどりのという場所では、かつて

つくば市は、年間を通して東風が吹いてお
り、冬には筑波おろしという北西の風が吹き、

私たちがしていた暮らしにつながるまちづく

夏には南風が吹くのが特徴です。夏の自然の

りをイメージしました。計画するまちも道も

風を生かした快適な生活を送るために、南北

これに続く豊かな空間とし、効率や見た目や

に抜ける道をつくり風を通すことが大切と考

メンテナンス、管理の委託を優先したものに

えました。敷地の北側には自然豊かな公園が

はしないようにしよう、豊かな道があること

点在しております。また、南側にある雑木林

が人、自然、時をつなぎ、かかわり合いを持

は古くからこの土地固有の生活形態を守って

関 泰伸

たせ、豊かな体験をもたらす仕掛けになると

東京セキスイハイム㈱ 千葉支店
デザイン室

きました。多くの植物や昆虫、鳥類が空を行

考え、まちづくりをしました。

き交いする暮らし、そんなイメージを持って、

関

南北に軸があると考えました。
「みちのまち」

橋本千草

人、自然、時の3つの軸に読み解きを行

積水ハウス㈱ 東京設計室

い、そこで暮らす人々のライフスタイルを提

では、自然に触れながら暮らす生活を提案し

安藤理人

案し、デザインしています。まず、
「みちのま

ます。

大和ハウス工業㈱ 東京デザイン事
務所 街づくりグループ

ち」に暮らす人々では、課題地の西側につく

まちのデザインでは、つくば市の夏の南風

ばエクスプレスが走り、人の流れは、課題地

を最大限に活用する風の通り道を軸として計

北側の最寄り駅であるみどりの駅、スーパー

画します。風が抜け、地続きの緑では植物の

や公園へ行く人の流れをつくっています。課

種子が運ばれ、人だけではなく鳥など小動物

題地の南側は既存の集落があり、人々が出会

や昆虫などが移動する道となります。また、

い、つながる道が南北にあると考えました。

西側の宅地と東側の宅地との間にできる植物

吉井 崇
住友林業㈱ 住宅営業本部 街づく
り営業部

高橋修一
大賀建設㈱
設計一係

埼玉支店

設計課

のつながりは、人は通れませんが、風や小動
物にとっては通り道となります。また、分譲
地の中央にあるまとまった緑地が分譲地のク
ールスポットとなり、ヒートアイランド現象を
緩和します。
南北に通る2 本の道は西側の通りを花咲く
木を選んで植樹します。季節ごとに異なる花
が咲き誇る華やかな道です。東側の通りには、
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実のある木を多く植え、季節ごとに収穫を楽
しむことができる道とします。花や実は昆虫
や鳥を呼び、豊かな自然環境が生まれます。
それぞれの通りは趣が違い、集まる動物や人
も変わります。住民同士が低木の剪定にかか
わり、プランターに好きな植栽を足していく
ことで思い出が生まれ、住む人の個性が徐々
にあふれ出てくるまちとして今後育っていく
まちをデザインしていきます。
次に、課題地の南側につながる道は、集落
を抜ける古くからある道です。お地蔵様や神
社など地域の文化、伝統を伝える史跡があり
ます。また、北側にはつくばスタイルに共感
した若い世帯が集まります。
「みちのまち」で

パネルNo. 1

は、もともとの土地に根づいた文化や歴史の
流れを取り入れられる土地柄と考えました。
古くからその土地に住む人の知恵や工夫を聞
いたり、その地域独特の暮らしを尊重して学
ぶことをとても大切です。子供たちも、そう
した周りの大人たちや土地の人たちのかかわ
りの中で影響を受け、教わりながら成長して
いきます。もともと土地の住む人から教わり、
暮らしながら学ぶ、そんなライフスタイルを
提案していきます。
安藤 道路の中心部分の「親子の木」は、車
の通過を防ぐ目的で、道路の中央につくば市
の木であるケヤキを2 本、植栽しています。
また、課題地の北に通る「けもの道」は、昔
からの生態系を新しくできる公園に引っ張る
計画としています。
高橋

パネルNo. 2

住棟設計について、各戸をコモンに向

けたオープンな外構計画とし、ウエルカムデ
ッキと名づけたコモンと建物をつなぐ空間を
つくり、共有地と宅地の境界を感じさせない
ようにしました。畳コーナー、土間スペース、
畳コーナープラス土間といった部屋を設計し
て、コミュニケーションを図ります。また、
住む方が見守れるよう防犯面について考慮し
ました。バードフィーダーつきの門柱をデザ
インし、鳥たちとのコミュニケーションも図
れるようにデザインしています。また、足元
には、好みの草花が楽しめるようになっており、
防災かまどベンチや収納ベンチを採用して、
剪定道具等を収納できるように考えました。
土地利用計画では、共有地を住民一人ひと
パネルNo. 3
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りが維持管理をしていただき、まちづくりの
意識を持ってもらえるよう、共有地を都市計
画法 43 条第1項ただし書きを適用していま
す。建柱計画では、外周からの引き込みと、
東西の新設道路から引き込む計画とし、道路
を横断する引き込み線は極力少ない計画をし
ています。
吉井 維持管理では、管理組合法人を立ち上
げようと考えています。団地の共有部として
駐車場18台分プラス、ゲストパークの3台。
必要な方に貸し出して管理費の足しにすると
いう発想です。植栽の日常管理、灌水、除草
等および剪定は住民のコミュニティイベント
パネルNo. 4

として行います。
譲渡予定価格は、平均 4,200 万円、最低が
3,900 万円から4,800 万円と考えます。マー
ケットを踏まえると、4,000 万円前後がいい
ところと考えています。

【講評】
上井 Cグループの案は、ほかのグループが
おおむね東西道路の案であるのに対して、道
路を南北方向に貫いていて、なおかつ43 条1
項ただし書きを使って、前面空地扱いのほぼ
全共有という形も、かなりチャレンジフルな
案だと思います。この南北方向の道路がぼく
自身も好きで、道路計画のときには敷地が許
パネルNo. 5

すのであれば、南北に道路を通します。
駅への動線計画を考えると、これはこれで
理にかなっていると思いますが、注意しなけ
ればいけないのは、この敷地は、若干北傾斜
なんです。南北に宅地がつながってくる場合
には、北側の宅地が何十センチか下がってく
ると。大谷さんの話と同じく南北の隣棟間隔
を確保する必要がある。さらに、宅地の東西
間口は14、5mないと日照や眺望の条件が整
わないですね。
たいへんチャレンジングですが、全共有 43
条1項ただし書きを会社でやるかというと、
これは演習課題だからやっていいけれど、実
際の事業でやるかというと、やらないですね。
道路を含めて30％が全共有だから、住民管
理になるんですね。舗装材も全部管理する。

パネルNo. 6
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一般的な道路は公共管理だから、住民の直接
的な負担は無いけれども、しかもジャワ鉄平
石、自然石の破損も考えると、これを住民が
管理するというのは現実的にはほぼ不可能で
す。もう少し経年に耐えられる素材をベース
にして部分的にインターロッキングを使うと
か、車が通らないところだけ自然石を張るぐ
らいにしないと厳しい。
さらに、南北道路では、両側の家の表情が
一緒なのと、両側の家の庭が見える、この庭
と道路のつながりが両側から出てくるので、
やっぱり庭の楽しみが道路側に出てくるけれ
ど、残念ながら駐車場がそこにあると景観的
に切れてしまう。だから北側に置いて庭が道

パネルNo. 7

路に面するようにつくります。よりよい南北
道路の景観としては、残念ながらこの計画は、
その部分に車が多過ぎる。安全という面から
見るとちょっと怖いですね、全共有でやると
きは、入り口に集合駐車場を設けるとか、1
台だけは自分の敷地に入れて2台目は集中さ
せるとか、それぐらいにして中に入ってくる
車の台数を抑えていかないと、空間の魅力が
半減してしまいます。
大谷 コピーライティングが上手ですね、そ
れぞれの言葉がすてきです。はらぺこ通り、
今まで通りの名前に「はらぺこ」ってつけた
ケースは知りません。これはこれでおもしろ
いと思います。
プレゼンテーションとしてもキャッチーな、
一つ一つが輝いていて、いいと思うけれども、

パネルNo. 8

質問させていただきますが、土地利用計画で、
上井さんが先ほど指摘されていた大きなコモ
ンが計画の大きな特徴ですけれども、宅地の
形状がかなり不整形ですね、何かロジックは
あるんですか、宅地ごとに形がばらばらにな
っているのはなぜでしょう。
高橋 もとも南北道路を、車の速度を落す意
図を持ってカーブにする形態をとっていまし
たので、そこに建ち並ぶ家も整列するのでは
なく、その道に対してリズムをとるような感
じで、道から見える建物、風景というものに
変化を持たせたいという意図で、あえて整形
の土地にしていません。
大谷

景観上、特色を持たせるという考え方

ということですね。それも考え方の1つでは
パネルNo. 9
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ありますが、もっと大事なこと、やはり居住
性能を最大化することを考えてみると、居住
性イコール日照であり通風であり景観であり
プライバシー、こいうことが担保されていな
いと、単にまちなみにリズム感があるからい
いでしょうということにはならない。私は、宅
地が必ず整形でなければならないという考え
には以前から疑問を持っていて、こういう提
案が大切なきっかけになると思っています。
そのロジックは、建物の配置計画、建物同
士の関係性です。それぞれの建物がオフセッ
トして、北側の建物が南側の建物のずれた空
間を利用しながら開放感、日照、通風、プラ
パネルNo. 10

イバシーを確保するような配置計画から居住
性を高めていくという組み立ての中で、これ
を実現する宅地をどうつくっていくかという
逆転の発想です。建物を配置してからそれを
成立させる宅地を設計するというプロセスも
我々の立場だったらできる。住宅設計もエク
ステリアの発想から宅地、道路をつくってい
くというアプローチが、これからのまちづくり
ではとても大切な視点じゃないかと思ってい
ます。もう少しこの設計をを発展させて、ま
ちなみ景観のためのランダム配置だけではな
くて、それぞれの建物同士の関係性を良好に
保つためには、どういう配置計画が望ましい
のかというところを考えていただけると、敷
地のあり方がもっと論理的に説得力を持って
くると思って期待しています。

パネルNo. 11

1項のただし書きを使っての、かなりアク
ロバティックな接道の提案ですね。例えば1
戸のお宅が建替えで建築確認を出すときには
所有者全員の承認が必要となるわけで、これ
はまちなみ景観あるいは環境を担保する上で
は一つの手法になるけれども、実は31区画の
中で、ただし書き接道を担保している区画は
15しかない。残りの16区画は既存の外周道
路から接道ができています。だから外周道路
に接する宅地の所有者は、建替えなり改築を
計画した場合は、単独で確認申請が可能で
す。そうすると、この共有地はまちなみ形成
の中で、特定の約半数の宅地にしか担保、強
制力を持たないということになりますね。外
周道路に接道してない15区画は担保できるけ
ど、それ以外の半分以上の宅地は実は何の担

パネルNo. 12
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保にもなってない。仮にすべての宅地の接道

以 上 だとカラスに見 つかりやすい。2m か

条件が唯一、ただし書き道路というロケーシ

2.5m で 南 西 向 き が い い、 穴 の サ イ ズ は

ョンであれば、このロジックは成立するかも

23mmなど、基礎知識として心得ておくとい

しれませんが、今回の課題地では、かなり危

いと思いました。

ういと思いますので、ただし書き道路の使い

伊藤 こういう思い切ったチャレンジングな

方が、このまち全体の将来像にどういう影響

企画というのは好きです。いろんな道の型を

を及ぼすのかもよく検討した上で導入する必

考えていく中で、こういう展開になったのか

要があると思います。

なという気もしますが、見た目の感覚でいい

粟井

ますと、北九州に「サトヤマヴィレッジ」と

すてきなプレゼンテーションでした。

個人的には好きな区画割りですが、やはり私

いう住宅地があります。グッドデザイン賞を

が住むなら東西でつなぎたいと思います。

取りましたが、敷地延長で宅地が接道してい

ジャワ鉄平を使われていますね、かたい石

て、まちの真ん中に共有の空間があって、ち

ですがメンテナンスが懸念されますね。丸の

ょうど似たような絵なんですけれども、建替

内では、斑岩系の道をつくったりしていると

えやメンテナンスの点では全く問題ないよう

ころもありますけども、経年変化は確かに美

な計画になっていたわけですが、こちらは43

しいと思います。しっかり下地さえすれば、

条の1項という、すばらしいチャレンジだと

多少の破損も味として受け入れていけるよう

思います。

な、まちなみになるといいと思います。

たしか積水ハウスのコモンシティ船橋の事

まちなみに対する駐車の多さが気になりま

例では、賛否両論があったように聞いており

す。樹木との兼ね合いですね、反面樹液など

ます。なぜかといいますと、転売するときに

が車に及ぼす影響もあり、車好きな人にとっ

支障になってくる。最初の段階でも説明が大

ては懸念される要素の一つではないかと思い

変です。入居される方々、購入される方々に

ます。こうすればもっとよくなると思ったこと

対しての理解をいただくまでに時間と手間が

は、ウエルカムデッキです。玄関ポーチは通

かかると思います。加えて、この管理規約な

常タイルを使うことが多いと思いますが、あ

どをしっかり落とし込んでいく手続が大変だ

えてデッキを使うということについて、よく認

と感じます。

識して使わないと中途半端になってしまうと

もう一つ、管理運営について駐車場の料金

思います。デッキには様々な使い方があって、

ではとても賄えないだろうと思います。それ

昔からの縁側的な手法と、今回のように通路

なりのコストを管理組合費として徴収すると

として使う手法、テーブル、チェアを入れて

いうことになったとして、果たしてユーザー

パーティーをされる等、利用の仕方がいろい

がこういうスタイルでこういう管理費でこう

ろあると思うんです。今回たまりをつくって

いう仕組みのものを選択するかというと、ち

道路側にエントランスデッキがあらわれます

ょっと厳しい気がします。

ので、すてきな顔になってくると思います。

吉井

大きさ・隣地配棟を考慮した向き・共用道路

管理費、駐車場 5,000円、積立金が 2,000円

からの眺め等を熟知提案することで情景創

を設定しています。

り・記憶づくりが深まり、
「広場の価値」や、
「住

伊藤 チャレンジングな企画だと思いますの

民コミュニケーション」が一層融和される事

で、テーマを含めて今後こういう計画が生ま

と思います。

れてくることを望みます。

月の組合費は5,000円で、3,000円が

うれしい話で、門柱がバードフィーダーと
なって、実際この中に餌を入れてみたり、バ
ードハウスを設置して本当に鳥を呼ぼうとい
うのもいい。ただ、僕たちもバードハウスを
設置することがありますが、意外と知られて
ないのは、高さは2m 前後で構わない、それ
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【趣旨説明】

設計演習

D

グループ

コンセプト・テーマ：

それぞれの“ライフスタ
イル” がつながるまち
〜 “つくばスタイル” を楽しみ、
Share（シェア）できるまち〜
計画概要
区画数：29区画
宅地：72.80%
開発道路：26.50%
公園・コモン等：
（8.80）%（開発道
路に含む・組合管理）
フットパス等：0.70%（市の管理）
その他：%
平均宅地面積：212.09㎡
平均建物面積：110.79㎡
平均譲渡価額：38,727千円
土地譲渡価額［入札価額］
：
245,085千円
造成工事費：261,924千円
利潤：102,942千円
維持管理組織：管理組合

特別賞「ボンエルフ賞」

山﨑慎一
積水ハウス㈱ つくば支店 設計課

川端三四郎
ミサワホーム㈱ 住宅事業本部
MJWOOD推進部

家族をつなげるまちなみを提案します。
川端

表紙の写真は、それぞれ違ったライフ

住友林業緑化㈱
分譲緑化部

住宅緑化事業部

中山裕太
昭和㈱ 開発本部 企画室

山口ゆかり
㈱アキュラホーム 商品開発部 商
品開発二課

中山 まちなみデザインについて説明します。

スタイルを持った3つの家族です。この3家族

1つ目、課題地の地区計画として、
「豊かな自

は、Dグループが計画したまちなみに住むこと

然と暮らしが調和した街」をテーマとして掲げ

を選択してくれました。各家族はそれぞれ違っ

られています。2点目は「出かけるには便利・

たライフスタイルを持っていますが、
「それぞ

住むには閑静・暮らすには快適」の三拍子が

れの “ライフスタイル” がつながるまち〜 “つ

そろっていることです。つくばスタイルを実現

くばスタイル” を楽しみ、“Share（シェア）
”

するための最適な条件を備え、都心ライフと田

できるまち〜」をテーマとしています。

舎暮らしの双方を満喫できる、理想的な環境

Aファミリーは体を動かすことが大好きなス
ポーツ一家です。家族全員でつくばマラソン

にあると考えられます。
まちなみデザインの考え方、ゾーニングに

やホノルルマラソンに参加したり、ママはヨガ、

ついては、まず「みんなの道路」を中心につく

パパは自転車、娘は最近ボルダリングがマイ

ばスタイルを体感できるよう設定しています。

ブームです。

これは、課題地に計画したリング状の開発道

Bファミリーは理系ファミリーです。パパは

路で、ここを住民の交流、共有の空間として

幼少時代に、つくば万博で科学に目覚め、現

位置づけるとともに、日常生活を通じてつくば

在つくばに勤務している研究者です。家の中

スタイルを感じられる場所と設定しています。

でもすぐに何かに熱中してしまい、昆虫採集や

次に、3つの基本方針として、居住者のため

ロボットづくりなどはお手のものです。そんな

のプライベートな住環境を形成すること、課題

パパのつくったものを学校に持っていくと、息

地内への通過交通を排除すること。安全性の

子たちはクラスの人気者になります。

高い住環境の形成を目指します。

Cファミリーは自然を愛するロハススタイル

2点目は住民が自然な形で顔を合わせる場

を持っています。夫婦は登山サークルで出会

を創出することです。日常的な暮らしの中で自

い、結婚後もその生活スタイルを維持していま

然な形で顔を合わせ、知らぬうちに互いに親

す。休日は家族でキャンプに出かけてバーベ

近感を覚えられるような、きっかけづくりを住

キューや釣りをしながら自然を満喫していま

宅団地の中に組み込みたいと思い、各宅地へ

す。家では自家製コーヒーで優雅な時間を過

のアクセスを全て「みんなの道路」からと考え

ごしています。物より思い出が夫婦の共通人

ました。

生テーマです。
この3家族が同じまちに住んで同じ時を過ご

梶原宏一

ばスタイルというキーワードをもとに集まった

最後に、つくばスタイルが日常生活に息づく
仕組みを構築することです。そのために複数

していく、何となくおもしろいまちになりそう

のコモンスペースを計画しました。

な気がしませんか。ここで強調したいのは、こ

梶原 全体計画は、
「みんなの道路」に全ての

の3家族はたまたまこのまちに集まったわけで

宅地が接する計画とし、ここに住まう全ての

はないということです。どの家族も「つくばス

人々が「みんなの道路」の恩恵を受けること

タイル」というこの土地の持つ魅力に引き寄せ

ができるようにしました。9mの幅の公共用地

られて集まりました。Dグループは、このつく

の中に6mの曲線状の道路を配置し、宅地との
間にできるスペースにまちの表情を演出する緑
地と多彩なコモンスペースを配置しました。4
つのコーナーには、それぞれ季節を感じる樹
木を配置し、四季の移ろいを感じながら彩りあ
る暮らしができる植栽構成としています。道全
体をコモンとしていますが、収穫コモンや生き
物コモンというオリジナリティのあるテーマを
設定し、住民のコミュニティを誘発する空間に
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なってほしいという思いで計画しています。
モデルの3宅地には、A、B、Cの各ファミ
リーが生活をしています。それぞれがライフス
タイルを楽しんでいるシーンを絵に描いていま
す。また、宅地の接道部は、できるだけお隣
の家と抱き合わせにすることにより、安全性を
確保しつつ、コミュニティとプライバシーが融
合した計画としました。
「貸し借りベンチ」の
イラストでは、抱き合わせた宅地同士でのコミ
ュニティを育む配置を考えました。昔の暮らし
の中では当たり前のように行われていた、醤油
の貸し借りのような、お隣との密接な関係構築
に役立つよう提案をしています。このように、
庭に始まる小さなデザインから全体を網羅す

パネルNo. 1

るコミュニティ空間まで多様な空間をつくるこ
とにより、つながりを持ちつつもそれぞれの個
を大切にできる、伸び伸びと暮らせる住空間
をご提案します。
また、敷地外周部は構造物等を配置せず、
のり面と植栽で構成をし、周辺にとの調和を図
るとともに、夏場の冷気だまりなど、木の持つ
力を生かした温度のコントロールを行っていき
ます。
「みんなの道路」や宅地内に配された樹
木と相まって豊かな緑に包まれ、心穏やかに
暮らせる場所を提案します。
山口

全住戸にコモンを設置しているため、

住民のプライバシーを考慮しながらまちなみ景
観に寄与するよう計画しました。コモンには、
四季折々の木々と草花を植えて、道路やコモ
ンのパブリックな空間と宅地の間に中間領域を

パネルNo. 2

つくり出し、プライバシーを保つ役割を果たし
ます。建物配置では、住民同士の視線が重な
ることがないように隣棟間には中低木を植え
て、コモンや敷地内の常緑樹、落葉樹、草花
や中木は、夏にはクールスポットにより涼しい
風を取り入れるなどの役目を果たし、冬には日
射を取り入れながら風を防ぐといった、日本の
伝統的な暮らしぶりを提案します。
防犯に配慮して、室内から外の様子が見え
やすい計画としました。住戸の2階からは、コ
モンや道路の様子やフットパスが見渡せ、住
民全体がまちを見守ることにより、防犯性にお
いても有効だと考えました。
山﨑 土地利用計画について、29区画、宅地
率約73％、平均敷地面積約210㎡です。ゆと
パネルNo. 3
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りある敷地設定、まちなみを演出する道路計
画、景観に配慮した建築計画の3つを意識し
た計画としています。
一次取得者層をターゲットとし、近隣分譲
地 の 販 売 価 格 を参 考として、譲 渡 価 格 を
3,600万から4,140万、平均3,870万円と設定
しています。ゆとりある敷地設定と明確な居住
コンセプト、そしてコミュニティを軸にした魅
力ある生活メリットを備えているため、若干高
めの設定としました。
事業計画では、住宅団地北側より、第1期
に7戸、第2期に9戸、第3期に13戸の計画と
しました。管理計画について、道路用地内の
パネルNo. 4

舗装や街路灯は管理をつくば市道路課へ帰属
するものとし、高木については管理組合費より
年2回の剪定、消毒を行うものとします。道路
用地内の緑地帯部分の表層、ベンチ等は組合
管理を想定していますが、道路用地内へのベ
ンチ等の設置・管理については、つくば市と積
極的かつ友好的な協議を実施し、実現してい
きたいと考えています。
維持管理計画では、みどりの里エリアマネ
ジメント組合を設立し、住宅団地のまちなみの
継続的な維持管理を図る体制を構築します。1
世帯当たり月2,500円の管理費を徴収しなが
ら、高木の剪定、消毒費用の捻出、道路用地
内の緑地部分の低木等の植栽管理、コモンで
のイベントを実施します。交通の便もよく、目
の前に公園、そして小学校も建設予定である

パネルNo. 5

ことから、人気のエリアになると考えられます。
そのため当初2年間はグリーンアドバイザーが
植栽管理を指導を行い、低木等の維持管理は
2年間の指導を経て住民主導で行うものとしま
す。なお、この2年間のアドバイザー費用は販
売価格に含むものとします。継続的なまちなみ
の維持管理には住民同士のコミュニティ形成
が不可欠ですが、各宅地のコモン、抱き合わ
せ駐車スペースのベンチ、敷地内車路の共有
など日常生活の中でコミュニケーションが図れ
る仕掛けがあり、エリアマネジメントの取り組
みはさらに促進されていくと思います。
川端 まちなかの6つのコモンでは定期的にイ
ベントが開催され、私たちまちなみ塾で参加さ
せていただいた寄せ植えイベントのようなにぎ
わいを計画しています。例えば宇宙コモンで

パネルNo. 6
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は、星空鑑賞会や科学教室が開催されます。
今回の宇宙コモンのイベントの幹事は、パパ
が科学者であるBファミリーにお願いする予定
です。
また、
「みんなの道路」をスタート地点、ゴ
ール地点としてウオーキングイベントでは、A
ファミリーに幹事をお願いして家族全員で汗を
流してゴール地点で抱き合う姿を見て、運動
不足ぎみだったとあるファミリーが触発される
かもしれません。また、キャンプイベントでは、
アウトドアグッズに精通し、てきぱきとテント
を組み立てるCファミリーの男気のある姿に魅
力を感じて、次の週末にキャンプデビューをす
る家族がいるかもしれません。このようなそれ

パネルNo. 7

ぞれ違ったライフスタイルの共有がこのまちに
住む最大のおもしろみだと思います。それは、
つくばスタイルを実現できるこの土地のポテン
シャルをそのまま生かして実現できます。

【講評】
上井 やはり、つくばを中心としたターゲット
に訴求するには、スポーツや科学系、あるいは
自然と触れ合う提案は、現実としてあると思い
ます。Eグループとは少し違う視点ですけれど
も、つくばらしさを説明していて、いい感じだ
と思います。敷地形状も無理なく、こなれた全
体計画だと思います。
ただ、警察協議では、このスラローム状の

パネルNo. 8

道路が、部分的に曲率が強いので、なかなか
難しいです。もう少し検討する必要がありま
す。それから、緑のバッファーゾーン。つくば
では、宮脇さんが計画された「つくば二の宮」
が同じ計画ですね。宮脇さんの道路線形は、
ちょっと振れているぐらいですね。道路際に緑
を持ってくると、宅地のアプローチ開口幅が限
られてしまうので、当初は駐車台数が限られて
いても現在のように2台以上の駐車が必要にな
ると、広げることを許さない景観をつくるこ
とは、景観形成と宅地の使用を制限するとい
う相反する課題が生じることも、よく考える
必要があります。
販売時点で問題になるのは、バッファーで
ある緑は、接する家に住む人にとってプライ
パネルNo. 9
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バシーを守るための有効な緑ですが、そのア
クティビティが発生した瞬間にこのコモンの
あり方が本当にいいのか、違和感がある。そ
のコモンをうまく共有できるのか、多くの要
素を入れ過ぎているので、もう少しまとまり
があったほうがいいと感じます。
大谷 とてもきれいなプレゼンで、よくまと
まっていると思います。特に、入居者のプロ
フィールを具体的に示されたことが、すごく
いい。具体的なプロフィールに基づいてまち
づくりをすると、それを求める方が共感しや
すいまちができてくると思いまあす。できれ
ば、もうちょっと突っ込んで、家族構成が 3
パネルNo. 10

人なのか 4 人なのか、お父さんはどこに勤め
ている人、お母さんは専業主婦なのか、仕事
を持っているのか、お子さんは何歳でどこの
学校に行っているのか、具体的な家族像をも
っとリアルに設定してもよかったですね。そ
ういうリアリティも必要だと思います。
戸建て住宅地では、通常建物の南側に庭を
つくりますね。奥行き何 mあったらいいかと
いうと、4m から5mは欲しい。宅地プロポー
ションがよくできていると思いますが、建物
の配置計画で何が一番クリティカルかという
と駐車スペースの配置で、それと干渉しない
ように建物の配置をしなければならない。
駐車場と建物の配置の関係をつぶさに見て
みると、主庭の空間です。東道路接道で南北
に宅地が並ぶ条件では、宅地の南部分に駐車

パネルNo. 11

スペースを設定すると、庭先にまとまった空
間を確保できますが、逆に北側に配置すぐと
建物が南側へ約 3m 寄せた配置となって、そ
の分、庭空間が削られます。もうおわかりだ
と思いますが、同じ東道路接道でほぼ同じ敷
地規模、プロポーションの宅地でありながら、
日照、通風、眺望、プライバシーのコンディ
ション、いわゆる宅地のスペックが変わるわ
けです。敷地の形、立地はほぼ変わらないの
に、駐車スペースの設定によって、建物の配
置が大幅に変わってしまう。最終的には商品
価値に関わる居住環境に直結する。陥りやす
いちょっとしたミスですね。でもこのまま家
が建ったらミスじゃ済まない。最終的には価
格でこのハンディキャップをヘッジすること
になることもあります。

パネルNo. 12
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次に、建柱計画、東電の立場として申し上

思います。

げると、できれば課題地の架空線はループに

植栽と防犯について、何を植えるかが重要

してほしかった。今は行き止まりですね。ど

です。樹木は成長しますから、今後防犯性を

こか配線に支障があったときにバックアップ

含めた選択樹種をしなければいけないと思い

がとれない。まちの一部が停電してしまう。

ます。まちなみにとっては車が隠れたり、窓

道路はループ形状ですから、できれば電力供

が隠れたり、道路が緑をまとっているのはい

給や通信のルートもループしていただけると

いシーンではありますが、もう少し配慮する

停電事故は減らせるということもあります。

と良いと思います。

これは高度な検討になってくると思いますけ

コモンについて、私の中でひっかかったの

れども、防災を考えたときに、お客様に説明

ですが、生き物コモンとかウェルカムコモン、

できる一つのポイントになってくると思いま

宇宙コモンの広さですね、道路を含めたコモ

すので、たかが電柱建柱計画ですけれども、

ンの使い方を提案されていると思いますが、

防災ともつながっているところに気をつけて

ちょっと無理がある。生き物コモンであれば

いただきたいと思います。

カブトムシかクワガタムシの例が描いてあっ

そして、3 番目に、住宅地の基本性能の中

たと思いますが、実際に来る木はクヌギやコ

で、宅地レベルについて、南・北接道の宅地

ナラです。前が幹線道路につながっていると、

では、南接道の宅地に比べて北接道の宅地レ

虫は来づらいんじゃないかと思います。

ベルを下げている、道路側にレベルを合わせ

伊藤 このまま事業化できると思えるような

ているということですね。今回の購入者プロ

内容にまとまっておりますので、感心いたし

フィールを見ると、みんな子育て世代ですね。

ました。ぜひトライしていただきたいと思い

高齢者対応なら道路からのバリアフリーとい

ます。

う考え方もありますが、南側の宅地より北側

なぜかといいますと、皆さんの発表の中に、

の私の宅地が下がっているのは嫌われます。

自分の庭の中には植栽は植えずに、外側に確

20cm 程度ならば道路との高低差はエクステ

保しましょうという話がありましたが、それ

リアの設計で十分解決できるので、あえて南

がいいなと思ったのです。住宅メーカーとい

宅地よりも北宅地が下がっているということ

うのは、植栽を敷地の中でルールをつくった

は、販売面でお客様に訴求しにくいと思いま

り、あらかじめ植え込んだりしますが、中に

すので、今回の課題地のような北下がりのコ

は手入れは嫌だという方もいらっしゃるでし

ンターでは宅地間の高低差について、造成段

ょうし、自分は芝生だけのほうがいいという

階でよく検討していく必要があると思います。

方もいらっしゃるし、そういう方々にとって

粟井 プロフィールを文系、理系、体育系と

は、こういう外部に緑があって、みんなで管

具体的に提示されて、わかりやすいと思いま

理するのもありなのかなと思いました。

す。私も商品開発するときのお客様のキャラ

ライフスタイルの件、まさにこの3つのス

クターについてチームで話し合う機会が多い

タイルがこの地域でターゲットになると思い

のですが、妄想することですね。イメージを

ます。

膨らませるところからスタートする。

管理面について、月々 2,500円で植栽管理

車庫のとり方では、車の動線が隣地に越境

等をしていくと思いますが、妥当な金額では

しているのですね。越境しないと車が入れな

ないかと思っています。できれば住民の方々

いなという状況で、その隣の貸し借りベンチ

の自主的な管理ができるよう、外部の緑地を

に座りながら醤油の貸し借りするシーンが滑

カバーする場合はその管理が大事なポイント

稽に映ってしまった。越境しながらのおつき

になりますので、しっかり計画の中に織込ん

合いは、いいときもあれば悪いときもあるか

でいただければと思います。萱丸地区は緑の

と思います。ここを円満にさせる方法は、住

多いところですけれども、住宅地の中でもこ

まわれる方の知性の同調化を何かの仕掛けで

れだけの緑量を確保するのは魅力ある計画で

用いていかないと、後々問題になってくると

すので、実現するといいと思います。
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【趣旨説明】

分の希望に合わせて住み、働き、学び、遊ぶ、
ことです。市内を走る「つくバス」と呼ばれて

設計演習

桑野

まちの名前は、
「環の街
（たまきのま

いるバスは料金が安く設定されています。ま

ち）
」
、
「WA が広がる街」としています。名前

た、乗り合いタクシーの「つくタク」もあり、

の由来は、地域住民、親子やおじいちゃん、

広大なつくば市内を移動する手段となっていま

おばあちゃんといった世代間でいろいろなコ

す。私たちがターゲット層としたのが、つくば

ミュニティの場をつくりたいという思いや地

市で働く30から40 歳代の子育てをされている

域で物を循環させたいという思い、環境にも

方で技術系の職種に勤めて、ほかの分野の研

コンセプト・テーマ：

配慮したいという思い、ループ状になったま

究にも興味があり、子供や教育を通じて交流

環の街

ちの計画をしたい、こういった思いを込めて、

していきたいと考えている方です。

E

グループ

計画概要
区画数：32区画
宅地：72.50%
開発道路：17.30%
公園・コモン等：2.60%
フットパス等：3.60%
その他：4.00%
平均宅地面積：191.60㎡
平均建物面積：117.03㎡
平均譲渡価額：42,162千円
土地譲渡価額［入札価額］
：
395,000千円
造成工事費：135,000千円
利潤：115,356千円
維持管理組織：管理組合

「環の街」としています。

凉風英明
積和不動産㈱ マスト分譲事業部
技術部 設計・工務課

桑野浩二
大和ハウス工業㈱ 大阪デザイン事
務所 街づくりグループ

大谷公規
パナホーム㈱
ター

西部営業設計セン

貫井康平
住友林業㈱ 住宅事業本部 街づく
り営業部

野村風美子
トヨタホーム㈱ 分譲推進部 分譲
設計室 街並設計グループ

周辺施設、周辺環境、市役所を改めて確認

コンセプトは、家族や親戚のように住民同
士が交流し、協力し、ゆずりあうまち。環の

しています。つくば市は、日本国内の研究機

街ではコミュニティ、自然、テクノロジー、

関の3 割が集積する国内最大の科学研究都市

そして、つくばスタイルを通じて、人・物・

であり、住民の約10 人に1人が研究者で、博

知識が循環するまちを目指します。

士が 5,000 人も暮らしています。つくばエリ

そこで 4 つの「環」を提案します。1つ目「コ

アの男子児童の夢、第1位は科学者で、市も

ミュニティの環」
、住民同士が集まりやすいま

教育日本一を目指して小中一貫体制の9 年間

ちなみの計画、シンボルとなるコミュニティ

連続した独自の教科「つくばスタイル科」が

センターではさまざまなイベントを住民主体

あり、授業に研究者を招いたりと環境を最大

で開催します。続いて「テクノロジーの環」
、

限を生かしています。

最先端都市ならではの、安全・安心・快適な

また、シニアによる活動も積極的に行われ

住環境をご提供するとともに、環境負荷を軽

ており、市もOB 人材活動支援事業を展開し

減するために、まち全体の省エネルギー化に

ております。特定農地貸付法を利用した市民

取り組んでみます。また「自然の環」
、つくば

農園開設も支援しており、市内には数多くの

の自生種を中心とした多種多様な植栽と野鳥

農園が存在し、みどりの駅のある萱丸地区は

の餌となる実のなる木やバードバスを設置、

秋葉原まで約 43 分、都心に一番近いつくば

また、付近の貸し農園での作業は季節の移ろ

になっています。車でも都心や研究学園都市

いを感じながら自然の恵みを体験できます。

へのアクセス性が高い地域です。桜の名所や

最後に「つくばスタイルの環」
、都市、自然、

昔ながらの商店街も近くにあります。エリア

知の調和・融合をあらわすために環の街の軸

内には、鹿島アントラーズの育成施設つくば

となる小径を設け、つくばスタイルの考えの

アカデミーセンターや、500 世帯分の電力を

具現化を目指します。

つくるメガソーラー発電所などもあります。
つくばスタイルは、県内TX 沿線地域ならで

土地利用計画では、まちの中央にコミュニ
ティセンターや公園など、まちの軸となる機

のライフスタイル、沿線地域の魅力である充

能を設けています。環状のメーンストリート、

実した都市機能、豊かな自然、科学のまちな

環の街のシンボルマークにもなります。駅へ

らではの知的環境を享受しながら、人々が自

伸びる歩行者専用道路や貸し農園を計画して
コミュニティセンターを結ぶ歩行者専用道路
と東西をつなぐ小径を用いて核となるゾーン
への人の動きをつくっていこうと図っていま
す。全宅地が道路、緑道へ 2 方向以上開放し
光や風を十分に取り込むことができる計画と
しています。宅地数は32 宅地、平均宅地面
積191.6㎡、宅地化率 72.5％です。
4つの「環」の取り組みについて、まず、
「コ
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ミュニティの環」は、たまきの家、たまきの庭、

を設け、非常時の発電所として蓄電池の電気

たまきの道、この3つです。続いて、
「テクノ

利用も計画しています。また、街区に隣接し

ロジーの環」まちの見張り番、まちの入口には

た貸し農園を住民の方が利用する農具を保管

防犯カメラを設け、不審者を近づきにくくさせ

できるように倉庫を設けます。

ます。見通しがよく、コミュニティが活発なま

公園は、
「たまきの庭」と名づけました。た

ちは監視が行き届き安心です。次に、空が見

まきの家が屋内施設なのに対し、たまきの庭

えるまちなみ、道路側には電柱を立てないよう

は屋外でのコミュニケーション施設として考

にして電線がなるべく見えない美しいまちなみ

えています。さとの小径、みどりの小径、ほ

とし、各住戸の外部照明を道路際に配置する

しの小径、の3つの小径を計画しています。

ことにより、夜間に配慮した計画です。

各小径には、つくば市の花であるホシザキユ

続いて「自然の環」みどりの駅からのファ

キノシタを植え、また、蓄光石で星座を描き、

サードに当たる部位、ここは高低差がある計

自然や科学を身近に感じることができるよう

画ですが、前面を法面にする計画です。ここ

な計画とします。

は植樹帯として駅から訪れる際に緑に覆われ

貸し農園 32区画は、1区画10 平米を5 年

たイメージを考えています。これによって造

間貸し出しを行います。当初の交渉は、事業

成費の削減も考えております。各住戸には、
まちづくりガイドラインを設けて、一定以上
の植栽量を確保するようにしていきたい。ま
た、南側の貸し農園も「自然の環」の提案と
し、
「つくばスタイルの環」では、さとの小径
とみどりの小径とたまきの道、これが都市、
自然おのおのを具現化する提案としています。
次に、コミュニティセンター「たまきの家」
は、住民の交流の場です。イベント、ワーク
ショップ、集会等を開催することで、より住
みやすいまちづくりを住民の方々が築き上げ
ていくことを目指しています。また、地域住
民との交流を深める機会や世代を超えた知識
の継承の機会として子育て交流会やシルバー
世代の健康教室、フリーマーケットの開催、

パネルNo. 2（パネルNo.1 省略）

農園で収穫された農作物の直売会など、イベ
ントを考えています。
既に運用されている乗り合いタクシー「つ
くタク」の乗降場をたまきの家に誘致したい
と思っています。このつくタク、30 分前まで
に予約すれば谷田部地区であれば 300円で利
用することが可能なので、かなり便利なもの
になると考えています。
維持管理では、10KW 太陽光発電システム
及び蓄電池を搭載し、費用に充当します。深
夜電力を夜間に蓄え、昼間、太陽光で発電さ
れた電気は全て売電に回す計画です。これを
全部維持管理費に充当します。
防災センターは、地域の防災施設としても
活用できるように、備蓄倉庫や非常用トイレ
パネルNo. 3

まちなみ塾 講義録 2014

77

者、私たちが直接行い、5 年後管理組合と地
権者にて継続の協議を行っていただきます。
地元 JAとの連携も行って、指導を受ける計画
です。当初 5 年間の借り上げ費用として1区
画 2,500円 / 月で合計約 500 万円をあらかじ
め造成費用に算入しています。建物配置、プ
ランは、子育て世代を対象として、4LDK が
中心に提案しています。全て売建ての販売計
画にしています。
外構では、つくば市の生産量の高い芝やブ
ルーベリー、筑波山のみに自生するホシザキユ
キノシタを植栽計画に取り込みたいと思ってお
ります。また、野鳥を呼び込むための実のなる
パネルNo. 4

木やバードバスを庭に設けたり、家庭菜園を
通じて家族のコミュニケーションやお子様の教
育に役立つような提案をしたいと考えます。シ
ンボルツリーはモミジバフウ、サブツリーは、
シラカシ、ユリノキ、トウカイレンを計画して
います。これらはつくば市の街路樹に指定され
ている樹種から選定しています。
建物立面は、温かみのあるナチュラルテー
ストの提案を主軸とし、ガイドラインをしっ
かり設けて屋根の色や壁材の色に規制をかけ
て対応します。
凉風 維持管理計画について、太陽光の売電
収入が見込まれる20 年間は法人格であるた
まきのまち管理組合を設立し、入居する方全
員に組合員となっていただき管理組合費を徴
収することで、たまきの家や共有緑地の管理

パネルNo. 5

を行います。設立後1年間は、事業者、我々
によるサポートを行い、以降は、住民の自立
した運営を目指します。
管理組合費は、月1,000円です。年間 384,
000円と、太陽光の売電収入として、年間 42
万円を見込んでいます。支出は、たまきの家
の光熱費、防犯カメラ等の電気代等、公園、
集会所用地、遊歩道の緑地帯の管理用備品の
購入費、また、イベント管理費や植栽の管理
費を考えています。さらに、10 年後に集会所
のメンテナンス費用として100 万円、20 年後
の集会所の解体費として300 万円、計 400 万
円をこの収入から確保して、20 年後、管理組
合が集会所をどうするのか、継続して残して
いくのかを話し合っていただきます。解体の
場合は、管理組合費の減額を見直します。継

パネルNo. 6
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続する場合は、光熱費の支払いや今後の修繕
費の積み立て等の管理組合費の増額の見直し
を行います。
また、住民のコミュニケーション形成のお手
伝いで事業者が主体となって、入居者を集め
て花の寄せ植えやリースづくり等のイベントを
実施して、コミュニティ形成の機会を設けま
す。これはあくまでもきっかけづくりです。
事業計画は、総額 4,200 万円と設定しまし
た。周辺は大体 4,000 万円が相場ですが、そ
れにプラスアルファしたところからスタート
します。
桑野 譲渡予定価格見積書では、造成費を坪
4 万円で計算し、集会所、貸し農園、ワーク

パネルNo. 7

ショップを含めて、敷地その他費用を1億
3,500 万と設定しています。そこに利益を計
上して、譲渡予定価格を3 億 9,500 万円に設
定しました。

【講評】
上井

わかりやすいプレゼンテーションにな

っていたと思いました。このままカタログに
使えるぐらいきれいにまとまっていて、全体
のロケーションからコンセプト、土地利用計
画まで、流れに沿ってすっと入ってくる感じ
で、コンセプトもこの場所に合ったものにな
っているという気がしました。
前回、中間講評で拝見したものを、煮詰め

パネルNo. 8

ていただいたと思うんですが、それをブラッ
シュアップしていくとよくなると思っていまし
た。
「環の街」というコンセプト、集会所をた
まきの家としてそれを中心に全体をつなぐ歩
専道の扱いや、たまきの庭という公園、その
つながりが計画のポイントになると思います
が、土地利用計画の線の引き方がまだこなれ
ていないと感じました。
たまきの家が開いてる方向と開き切ってな
い面があったり、宅地の縦横比が悪いものや、
交差点の設計でも警察協議で厳しく指摘され
るところです。
たまきの家の外観を円形にしたなら、もっ
とまちの景観の中に取り入れると同時に、そ
こに住む人たちの暮らしの中にも入りこむ考
パネルNo. 9
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え方をもっと入れたほうがいい。よりシンボ
リックな存在として計画していく。
たまきの家のデザインも、外に開かれると
いうコンセプトで考えると、真ん中を貫いて
そこから入る。駅から帰ってきて真ん中を通
って入っていくと、たまきの家自体がこのま
ちのゲートになるわけです。ああ、きょうも
何か集会、お稽古事やっているな、うちの子
もやっているなということを景観の中に取り
入れると同時に暮らしの中に取り入れる。そ
こまで踏み込んだ提案がほしいと感じました。
敷地延長宅地が道路に対して直角じゃな
い。車の駐車を考えると、バックで入れるし
パネルNo. 10

かない、ブラッシュアップ案のように考えて
ほしい。これは結果として事業に大きく影響
するので、今後の勉強材料として肝に銘じて
ください。
大谷

短い時間の中でまとめていただいて、

完成度を考えると非常に頑張っていただき、
うれしく思います。
人間って褒められるとうれしいけれど、そ
こからの学びは実は少ないですね。そこでお
客さんから叱られることを少なくする意味で、
ここはだめ、という部分を指摘をさせていた
だき、それが皆さんの学びのきっかけになれ
ばいいという趣旨で講評させていただきます。
講評の前に、代表で積和不動産の涼風さ
ん、質問させてください。
凉風 はい。
パネルNo. 11

大谷

日本そば好きですか。あったとして、

ここにもう一回来てみたい、ひいきにしたい
そば屋の条件、イメージを幾つか上げてもら
えますか。
凉風 最低限のおいしいということ。
大谷 味ですね。
凉風

あとは、店構えというか、その店の雰

囲気がいいとか。当然行きやすい場所にある。
大谷 ありがとうございます。
何故このような質問をしたかというと、皆さ
んのお手元に「戸建て住宅発注の機能性能」
（略）
というA4の資料が配られていますが、涼
風さんがそば屋をひいきにする条件の第1番目
に上げたのは、味ですね。そのとおりだと思う、
おいしくなかったら二度と行きたくない、幾ら
店構えがよくても近くても行きたくないなと思
パネルNo. 12
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いますね。では、お客さんが何を望むかという

ないと思いますし、メンテナンスはどうなる

基本性能を考えたときに、まちづくりでは、コ

んだとお叱りを入居者から受けているという

モンの形なのか、それともコミュニティ形成な

ことが絶えない状況ですので、もちろん管理

のか、幾ら全体計画やコンセプトが素晴らしく

面で費用は取ったとしても配慮していただき

ても居住環境がしっかりと担保できる基本性

たいと思います。

能がないとお客さんは買ってくれませんね。

伊藤

全体の講評と、それから販売、管理に

Eグループは、事業スキームとしては非常に

係る講評をさせていただきます。私も、今、

よく練られていて、全グループのうち土地の入

つくばで財団の事業をしておりますけれども、

札価格が一番高いんです。だからここは強調

つくタクがまさか出てくるとは思いませんで

したいのですが、そうした付加価値も確かにま

した。つくば市のいろいろな要素についても

ちなみ形成の上で大事だけれども、まずは宅

お調べになっている点は評価されるところだ

地と住宅、ここがしっかりと魅力あるものにな

と思います。

っていないと、その先を幾ら頑張ってもお客様

冒頭、多世代の方が暮らすようなお話をさ

に気に入ってもらうのは難しいということです。

れたかと思います、さらに住民交流の中にも

そこを踏まえて取り組んでいただきたい。

シルバー世帯やおばあちゃんとありますけれ

今回の講評では私が東京電力の担当窓口に

ども、住民のターゲットは30 代から40 代と

なりますので電力関係で質問させていただきま

されて多世代ではない計画になっています

す。緑道には自動車は入れない計画ですね。

ね。ちょっとここでギャップを感じました。

そうすると、管理用の車両が通行できない場

それから、共有物としての「たまきの家」

所に建柱・配線をすることはできないので、今

を32 世帯で管理、保有していくのは大変なこ

の計画では電力を受けられないという結論に

とだと思います。月額1,000円、それから太

至るわけです。電力が来なかったら住宅地以

陽光収入云々とありますけれども、管理対象

前の問題ですね。そこもきちんと踏まえること

物としては緑道や緑地などが入っていますの

を皆さんにぜひ学んでいただきたい。

で、なかなかこれは難しい。

粟井

両講師の方が言われるように、ビジュ

もう一つは、法人格を持たせるのが太陽光

アルが非常に美しいことがまず第一印象です。

売電収入が見込まれる20年間、では20年過

私はエクステリアが専門ですが、モニュメ

ぎてしまったら管理組合はどうなるのか。基本

ント的なエントランスが少し閉鎖的だと思い

的には、この管理対象物のたまきの家や緑地、

ます。上井さんの言うように、センターから

植栽を管理しようということであれば管理組合

入るのは印象に残る手法だと思います。さと

は継続すると思うんです。ですから法人格を

の小径に対してもうちょっと詳細が欲しいし、

持たせるのは売電収入を前提にするのではな

これだけ狭めてしまうのであれば、車庫とア

くて、そういった管理対象物がある以上、管理

プローチを一体化させたすてきな情景を生み

組合組織はつくられたほうがいいと思います。

出してあげると、たまきの家とたまきの道と

それから、農地を借りるのに、10 平米を1

の関係性がもう少し明確になったし、すてき

区画月2,500円、1年間で 3 万円。この土地の

に見えたと思います。

単価が坪当たり20 万円ぐらいですので、10

全体に言えることですが、車庫の配置など

年すると、約 3 坪ですから半分ぐらい所有権

にももう少し詳細が欲しい。やはり道路の接点

で買える。ということは、敷地の中に農地を

や、たまきの庭についても、メーンストリート

つくってもよかったという感じがします。

がカーブして見通しがきかない感じがします。

最後に、敷地形状について、営業、販売上

それから、シンボルツリーにモミジバフウ

の立場からしますと、ちょっと間口が狭い。特

を入れていますが、これは成長速度を考えた

に中央の部分は、もっとゆとりのある敷地にす

ときに無理がある。実際に広い公園にはよく

ること、それから、庭の中に農のスペースがあ

植えられていますが、一般住宅では数年後ど

ってもいいのかなと思いますので、そこを少し

うなってしまうかを考えていかなければいけ

直すと、おもしろい計画になると思います。
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総評

岡谷 UR 都市機構エリア販売第 4チームの

松本塾長

岡谷と申します。本日は、私どもの萱丸地区

です。どうも皆さん、ご苦労さまでした。

の宅地について、こうした研究をしていただ

6月に設計演習の課題が説明されまして、6

き、発表の場に参加させていただきまして非

カ月間、多分お仕事の合間を縫って、あるい

常に感謝しております。ありがとうございま

は休日を使っていろいろと皆さん打ち合わせ

す。

をされ、資料をつくられ、大変ご苦労をされ

この地区、まだ盛んに工事をしていまして、

たかと思います。前回の中間発表から2カ月

コンセプトを考えるのは極めて難しかったか

半、その間にそれぞれチームごとでまたブラ

なと思っております。各グループの皆さんの

ッシュアップをしていただきました。プレゼ

発表をお聞きして、いい意味で皆さんに遊び

ンテーションの仕方も、資料の仕上がりも、

心があるというか、思い切ったことを考えて

前に見たときとは全然違った印象で、一番最

いただいて非常に参考になりました。

後にされたAグループさんは、発表の仕方も

生々しい話をしますと、平成 30 年度までに
所有地を全部売り切りなさいという命題を国

予行演習されたんじゃないかと思うような上
手さで、本当に半年間ご苦労さまでした。

から与えられており、まだこの地区で戸建て

きょう、各講師の方から厳しいご指摘もた

住宅用地が12haほどあります。この土地も

くさん出したわけでございますが、一番冒頭

切り直して、完成宅地化しなければいけない

にお話がありましたように、いいことを言っ

かと考えていまして、取りかかり始めている

てもそれは残らないと、どこに改善余地があ

のですが、それを考える上でも非常に参考に

るか、それが一番プラスになっていくという

なりました。ぜひここでどこかの会社さんに

こと、そしてそれは、指摘のあったグループ

やっていただければというのが本音ですが、

に対してだけではなくて、設計というもの、

先ほど伊藤部長から土地価額のことを言って

まちなみを設計するときにはこういうことに

いただきましたので、興味がありましたら、

気をつけなければいけないと、皆さんがそれ

頑張りたいと思っておりますので、ぜひ考え

ぞれ課題点を持ち帰っていただければすばら

ていただきたいと思います。よろしくお願い

しいことだと思います。

します。

グループ討議

現地視察
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総評というよりも、お礼のご挨拶

中間発表

住宅生産振興財団

まちなみ塾

5

2014

【公開講座Ⅰ】
日本の居住地、その歩みと新たなステージ

鉄道から見た戦後住宅地形成史
原 武史
（明治学院大学 国際学部 教授）

滝山団地（東京都東久留米市）2015年

原 武史（はら・たけし）
明治学院大学国際学部教授。1962年東京都生まれ。早稲田
大学政治経済学部卒業。国立国会図書館職員、日本経済新聞
社会部記者を経て、東京大学大学院法学政治学研究科博士課
程中退。専攻は日本政治思想史。天皇・皇室に関する研究の
ほか、鉄道事業と深い関係にある日本の郊外住宅地開発の生
んだ団地の思想文化の変遷を、みずからの居住体験を踏まえ
てするどく切り込んだ多くの論考を発表している。主な著書：
『滝山コミューン一九七四』
（講談社2007、講談社文庫2010
講談社ノンフィクション賞）
、
『昭和天皇』
（岩波新書2008 司
馬遼太郎賞）
、
『団地の空間政治学』
（NHKブックス2012）
、
『レ
ッドアローとスターハウス̶もうひとつの戦後思想史』
（新潮
社2012）
、
『団地の時代』
（共著：重松清 新潮選書2010）
ほか多数
会場：虎ノ門ツインビルディング カンファレンスホール B1階 大ホール

2014 年11月20日( 木 )
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関西における鉄道沿線の住宅地開発

ことで乗客が初めて確保できる。こういう考
え方が常識であったわけです。

今日は、鉄道から見た戦後住宅地形成史と

ところが小林一三という人は、当時、人が

いう表題でお話をさせていただきます。言う

住んでもいないような箕面や宝塚といった大

までもなく、鉄道と住宅の関係というのは、

阪平野の一番へりに当たるところに鉄道を敷

特に日本においては大変密接なものがありま

いたのです。しかも、宝塚の場合はすでに阪

す。たとえば、不動産の価値は、駅から徒歩

鶴鉄道
（現在のJR 福知山線）
も開通していま

圏なのか、バスなどを使わなければいけない

した。にもかかわらず、なぜ小林一三はあえ

のか。そういうところが大きくその価値を左

て当時の常識に挑戦しようとしたのか。誰も

右します。一体いつからそういうことが始ま

考えもしないアイデアがあったからです。

ったのかを考えてみますと、じつは明治まで
さかのぼることができます。

明治の末、すでに日本は産業革命を経験し
て、大阪の中心部では工場が次々に建ってい

1910（明治 43）年、小林一三という阪急の

ました。その結果、空気が汚れ、乳幼児の死

創業者が、箕面有馬電気軌道
（現在の阪急宝

亡率も大変高いという環境でした。大阪市内

塚線）
の梅田と箕面、それから宝塚間を開業

の多くの住宅にはプライバシーはなく、非衛

させ、その沿線に分譲住宅地をつくっていき

生的な生活を強いられていました。

ました。この開業に合わせて分譲住宅地第1

そこで小林一三は、
「郊外の新鮮な空気を吸

号となったのが現在の大阪府池田市の池田駅

いながら、広々とした戸建住宅で健康的な生

前につくられた室町住宅地です。

活を送ることができる。しかもローンによる分

当時の私鉄の事業は、都市間輸送が主体で

割払いによって無理なく買える」というアイデ

した。関西であれば大阪̶和歌山間や大阪̶

アを打ち出して、自ら宣伝文句を書き、大阪中

神戸間、大阪̶京都間のような大都市を結ぶ

心部の長屋にチラシをばらまいていきました。
箕面有馬電気軌道に乗れば、池田から15
分で梅田に行くことができるので、通勤にも
問題がありません。ですからこれが当たり、
完売しました。住宅地の中には、住民が交流
できるようにビリヤード場まで設置しました。
その結果、この住宅地に移り住んだ有名人も
います。たとえば、当時大阪新報の新聞記者
でのちに作家になった岩野泡鳴は、ビリヤー
ドばかりやっていて肝心の会社には行かなか
ったようです。
これが、わが国における鉄道と住宅の関係
を考える上での記念すべき第一歩ではなかっ
たかと思われます。
箕面有馬電気軌道は1918（大正7）
年に阪神
急行電鉄と社名を改めますが、宝塚線や箕面
線の沿線だけでなく、1920（大正9）
年に開通
した神戸線の沿線にも同じように住宅地を分譲
して、阪急沿線全体に拡大していきました（図1）。

東京における鉄道沿線の住宅地開発
では、東京はどうだったのでしょうか。じ
つは、大阪よりも東京のほうが遅れています。
図1 大阪圏の住宅団地（建替えられた団地は旧称で表記）出典：原武史『団地の
空間政治学』
（NHKブックス2012）
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東京では、現在の東京急行電鉄
（東急）
の創業

者である五島慶太が、大正後期、関東大震災

ところが成城の住宅地というのは小田急が

の少し前に、目黒蒲田電鉄沿線に田園調布や

開発したのではなく、当時、成城学園という

大岡山、多摩川台あたりに分譲住宅をつくっ

私立学校が自らの経営を安定させるために、

ていきました（図 2）。それは小林一三が大阪で

学校周辺の土地を分譲して住宅地として売り

やったことを東京で真似たと、五島自身が回

出した。そこにちょうど小田急が開通する話

想の中で正直に述べています。

があったものですから、小田急にかけ合って、

創業したばかりの目黒蒲田電鉄にとって幸

成城学園前駅をつくらせたわけです。

いだったのは、関東大震災が起こったことで

国立駅は、もともとそこに駅はありません

す。関東大震災により壊滅的な被害にあった

でした。当時、国立と国分寺のちょうど中間

のは東京の東側です。その結果、東京の人口

にあたるところに目をつけたのが、不動産会

が東から西に大幅に移動したわけです。そこ

社を経営していた堤康次郎です。堤康次郎は、

にちょうどいいことに分譲住宅地ができたも

のちに西武グループの総帥となる人です。堤

のですから、震災後は飛ぶように住宅が売れ

は東京の郊外に大学を誘致し、学園都市をつ

ていきました。

くろうと考えていました。大泉、小平、そし

戦前までは、このように私鉄会社が同時に

て国立、以上 3つを考えます。

住宅開発をやるということは必ずしも多くあ

大泉と小平は失敗し、当初の目論見どおり

りませんでした。と話すと、それなら田園調

にはなりませんでしたが、国立には東京商科

布と並ぶ高級住宅地として知られる小田急の

大学
（現在の一橋大学）
がやってきて、昭和に

成城はどうなんだという反論があるかもしれ

なるとまちが発展していきました。

ません。確かに、小田急沿線の成城学園、中

大正天皇が1926（大正15）
年に死去します。

央線沿線の国立、西武池袋線沿線の学園町、

これにより東京府内に初めて、天皇陵が南多

これらの住宅地は大正末期にほぼ同時に売り

摩郡横山村、現在の八王子市にできました。

出されたところです。

多摩陵がそれに当たります。これにより中央

図2 首都圏の団地と鉄道マップ（出典：原武史・重松清『団地の時代』新潮選書2010）
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線は浅川、現在の高尾まで近代化が進み、発

長い時間をかけて土地を買収しました。当時

展し、沿線の人口が増えていきました。たと

はまだ鉄道も何もないころです。

えば、近衛文麿は荻窪に荻外荘という別荘を
建てますが、事実上ここは近衛の本邸に発展

必ずしも鉄道を通すという発想ではありませ

していきました。また、国立には朝鮮総督や

んでした。五島慶太は、イギリスだけでなく、

陸軍大臣などを歴任した宇垣一成の別荘が建

戦後のアメリカにも注目していたのです。

てられました。
このように鉄道と住宅は、さかのぼれば明
治から密接な関係にあったわけです。

五島慶太による戦後の開発構想
太平洋戦争では大規模な空襲が相次ぎまし

の前半までです。第二次世界大戦後には自動
車が普及し始めて鉄道は次々に廃止され、一
方ハイウェイが次々につくられていきます。
そうした状況を五島慶太はよくわかっていて、
これからの日本も当然車が普及していくと。
鉄道は廃れていき、ハイウェイが日本で必要

や軍需工場があるようなところや、あるいは

になるだろうと考えたわけです。

郊外ですでにまちとして発展していたところ

こういう発想がありましたので、
「東急ター

は集中的に空襲の被害を受けました。中央線

ンパイク」という、渋谷から現在の多摩田園

の沿線はことに被害が酷く、新宿から中央線

都市を通って江の島に至る高速道路をつくろ

に乗りますと、しばらく一面焼け野原で、何

うと考えていました。つまり、最初から田園

もないという風景が延々と続いていました。

都市線をつくることを考えていたわけではあ

東京の中で比較的空襲の被害が少なく、し

りませんでした。当時、渋谷と二子玉川の間

かも鉄道もないようなところはどこだったの

は、東急玉川線、通称玉電という路面電車が

かと言いますと、現在の田園都市線沿線に当

走っていたのですが、
「あんなノロノロとした

たる川崎市や横浜市北部あたりです。当時、

電車に頼っているようではだめだ。渋谷から

丘陵しかないようなところだったものですか

いきなり高速道路をつくったほうがいいんだ」

ら、比較的被害が少なかったわけです。

という考えでした。

した。上野毛の五島邸から多摩川が見えて、
その向こう側には多摩丘陵が広がっていた。

アメリカびいきだった堤康次郎
堤康次郎も、じつは非常にアメリカびいき

当時の感覚でいうと、多摩丘陵は多摩川を超

の人でした。戦後の日本はソ連の脅威に対抗

えた向こう側にずっと広がっている自然豊か

するため、とにかくアメリカについていけば

な処女地、そんなイメージだったのではない

いいんだという考え方を強く持っていました。

だろうかと思います。

堤は戦後、衆議院議長になり政治家でもあっ

敗戦後、五島慶太はいち早くこの多摩丘陵

た人です。日米関係が大事だと言い続け、60

に目をつけて、ここを第二の東京として開発

年安保の時も終始一貫、岸信介を支持し続け

したい、そういう野望を持つわけです。壊滅

ました。

した東京に変わって、もう一つの東京にあた
るまちをつくるんだという発想でした。
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た。八王子や立川、武蔵野など陸軍の飛行場

五島慶太はその当時は上野毛に住んでいま
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そのとき五島慶太の頭の中にあったのは、

ところが、60 年安保闘争が起きて予定して
いたアイゼンハワーの訪日は実現できず、岸

彼の野望は非常に大きくて、ここにガーデ

自身も辞職せざる得なくなりました。その前

ンシティをつくろうという計画でした。ガー

年に初めて訪米したときにはマッカーサーに

デンシティというのはイギリスの田園都市で

も会い、甲冑を献上しています。そのくらい

す。ロンドン郊外のレッチワースやウェリン

アメリカびいきでした。

のような完結したコミュニティをつくる、そう

堤康次郎の息子には、のちのセゾングルー

いうものが、今こそ東京の郊外でも求められ

プの経営者、堤清二がいます。康次郎は、
「こ

ているんだと言って、多摩丘陵に広がる田園

れだけ日米関係を傷つけたのだから、お詫び

地帯の地主を説得して回ったのです。かなり

としてロサンゼルスに西武百貨店を開店させ

ろ」と言いだし、清二は押し切られて1962 年

転して学校経営を安定させようと、周りの住

にロサンゼルス店を開店させました。

宅地を分譲したけれど、ほとんど売れません

店は2 年で閉店してしまうのですが、その

でした。不便だったからです。

とき清二は、アメリカの現実がよくわかった

当時ひばりヶ丘はまだ田無町と呼ばれてい

わけです。それは何かと言いますと、ロサン

ました。当時の感覚では、聞いたこともない

ゼルスは1961年に鉄道は全廃しました。代

ような村にわざわざ移り住むなんてことは誰

わりにハイウェイが発達して、みんなが車を

も考えず、仕方ないから別荘地として売り出

持っていて、郊外の大きなショッピングセン

しました。清瀬や東村山に病院や療養所が集

ターで週末にまとめ買いをして、郊外の広い

中してできたけれど住宅地としては売れなか

一戸建ての家に帰っていく、そういうライフ

ったからです。堤康次郎は、分譲住宅を自前

スタイルがアメリカでは確立していたことで

でつくろうとはあまり考えていませんでした。

す。ですから、日本も必ずそのような時代が
来ると、清二は考えたわけです。

最先端であった公団団地

ところが父親の康次郎は、アメリカに肩入

1955（昭和 30）
年、日本住宅公団が鳩山内

れしていたにもかかわらず、まったくそうい

閣時代にできます。それ以降、東京や大阪の

う面を見なかった。だから、西武の鉄道網は

郊外に団地が数多くつくられていきます。

まったく変わることなく、しかも彼は駅ターミ

そこでちょっと地図を見ていただきたいの

ナルに西武百貨店をつくり、沿線各駅に百貨

ですが、大阪の枚方市に香里団地という団地

店の支店に当たる西武ストアーをつくってい

があります（図1）。ここは1958 年11月に入居

くという商法に固執していったのです。

が始まった団地で、総戸数 4,903 戸、そのう

積極的ではなかった西武の住宅地開発
西武と東急というこの二つは、戦後の鉄道
と住宅地の関係を見るうえでは、非常に対照
的な私鉄です。

ち賃貸 4,880 戸で、ほぼすべてが賃貸だと言
っていいような巨大団地です。こういったも
のが京阪の沿線にできたわけです。
阪急は戦前からずっと自前で住宅地をつく
ってきました。神戸線沿線の夙川、芦屋川、

東急の五島慶太の場合は、鉄道を開業させ

岡本、御影、六甲は、それによってブランド

る前に、まずは土地を確保して住宅地開発を

化していました。しかし京阪の沿線に香里団

していくという考え方です。

地という一流の団地ができたことにより、京

西武の堤康次郎の場合は、最初は不動産業
から出発していますが、昭和になって多摩湖
鉄道
（現在の西武多摩湖線）
をつくります。そ

阪のイメージが非常に大きく変わりました。
垢ぬけたものになっていくのです。
当時、団地というものは最先端の住宅で、

の後、当時の武蔵野鉄道
（池袋線）
と西武鉄道

香里団地には京大系の知識人や文化人が大変

（新宿線）
を合併させます。幹線にあたる池袋

多く住んでいました。この知識人たちが 60 年

線と新宿線は、じつはすでにできていたもの

代になると、世界中の指折りの文化人を連れ

であったわけです。そして学園都市づくりに

てきます。信じられないことですが、サルト

失敗してからは、沿線に住宅をつくろうとい

ルとボーヴォワールや、社会学者のリースマ

う発想はあまりありませんでした。ちなみに

ン、ジョン・F・ケネディの弟のロバート・ケ

国立は中央線沿線であって、西武線の沿線で

ネディなどを次々とこの香里団地に連れてき

はありません。

たのです。つまり、単に最先端の住宅であっ

西武池袋線ひばりヶ丘駅から少し歩いてい
きますと、
「学園町」という住宅地があります。

たばかりではなく、そこに住んでいた人たち
の意識も大変に高かったと言えます。

ここは、自由学園という私立学校がありまし

一方、香里団地とほぼ同時に、東京ではど

て、自由学園はもともと目白にあったのです

のような団地ができていたのかといいますと、

が、大正末に郊外の久留米村の南沢に移転し

中央線沿線にある多摩平団地、西武線沿線に

てきました。先ほど触れた成城学園同様、移

あるひばりが丘団地や新所沢団地です（図 2）。
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いずれも総戸数は香里団地よりも少なくて、
多摩平団地は2,792 戸、ひばりが丘団地は

とどろき、このような団地がある西武沿線の

2,714 戸、新所沢団地は2,455 戸です。全戸

イメージも一気に上がりました。団地の名称

が賃貸でした。多摩平は中央線豊田駅の北側

がついた駅を新たにつくったり、既存の駅名

に建てられ、ひばりヶ丘と新所沢はいずれも

を団地の名称に改めたりすることで沿線イメ

西武線沿線で、真っ平らな土地に建てられま

ージを上げようとする戦略は西武が始めたも

した。団地の名称に合わせて、田無町はひば

のですが、東武や新京成も追従することにな

りヶ丘に、北所沢は新所沢に、それぞれ駅名

ります。松原団地、常盤平、高根公団といっ

が改称されました。

た駅はみなそうです。小田急も、団地にちな

1960 年 9月に、今の天皇夫妻がひばりが丘

む百合ヶ丘という駅をつくります。こういっ

団地を訪れました。なぜ訪れたのでしょうか。

た時代が1950 年代から1960 年代には確かに

それは、60 年安保闘争が関係しています。安

ありました。

保闘争の高まりの結果、予定していたアイゼ

していきました。そして60 年代半ばに現在の

政府としてもそれに対して何らかの謝罪をすべ

田 園 都 市 線 を開 業させます。五 島 慶 太 は

きであるといった声が高まり、結婚したばかり

1959 年に亡くなるのですが、それを待ってい

の皇太子夫妻が訪米するという決定に至りま

たかのように東急はハイウェイの開発を止め

した。そして皇太子夫妻は1960年9月に訪米

て、鉄道に切り替えます。そして長津田まで

しますが、その直前に、このひばりが丘団地と、

一気に開業させます。たまプラーザや青葉台

近くにある武蔵野緑町団地を訪問しました。

といった駅も新たに開業していきました。

あったのか。それは、今からでは想像もでき

東急の団地づくり

ませんが、当時の感覚では、団地こそがアメ

東急の住宅地開発の特徴は、面で開発して

リカ的なライフスタイルの先端をいくもので

いるということが言えます。そこでは、もとも

あると考えられていたからです。ただ、アメ

とあった地名を新しい地名に変えていくとい

リカに団地なんてありませんから、おかしな

う手法をとっています。たとえば、元石川で

話ですよね。

はなくたまプラーザ、成合ではなく青葉台と

当時の団地は、家電製品が普及し、ガス風
呂、水洗トイレ、ステンレスの流し台が完備

いったように、土着的な古い地名を全部改め、
平仮名も多用するやり方です。

されていました。団地で暮らす人たちは椅子

では、まったく公団の団地を誘致しなかっ

に座り、朝からテーブルを囲んでパンを食べ

たのかというとそうではなくて、たまプラー

る、そういった生活が完全に定着していたの

ザにはたまプラーザ団地がありますし、青葉

です。これこそが当時の感覚で言えばアメリ

台には田園青葉台団地があります。しかし、

カ的であったわけです。

いずれも戸数は少なく、1,000 戸前後しかあ

日本は戦争に負けて、GHQ がやってきて

りません。西武沿線あるいは東武沿線のよう

米軍主体の占領軍の統治下に入ったわけです

な2,000 〜 6,000 戸規模の団地はつくらせま

けれど、現在の代々木公園や光が丘では、ワ

せんでした。駅前の便利なところに小規模な

シントンハイツやグランドハイツと呼ばれる

団地をつくり、全戸分譲にし、60 〜 70 ㎡台

ような住宅地ができていました。そこでは当

が主体という、団地としては極めて広い間取

時の日本人がうらやむような生活がすでに実

りです。

現されていました。

持ち家として団地を買う、こういう団地が

それから10 年くらい経って、ようやく日本

60 年代後半に少しできますが、全戸分譲の団

でもそのような生活がひばりが丘団地のよう

地は大変珍しい。しかも、その周辺はすべて

な団地に実現されていきました。それを皇太

戸建住宅で固めていくといった戦略です。

子夫妻が見学したということです
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しかし、東急は地道に戸建住宅地の開発を

ンハワー大統領の訪日が中止に追い込まれ、

訪米の直前に団地を訪れる意味は一体何で
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これにより一躍ひばりヶ丘の名前は全国に

なぜ、そうした団地をつくったのかを考え

てみますと、戸建住宅の開発には大変長い時

育所がない、幼稚園もない、小学校も足りな

間がかかりますので、手っ取り早く一定の客

いという問題が出てくるわけです。

を確保しておきたかったのではないかという

こういった問題は、団地住民自身が解決す

気がします。けれどもそれはあくまでも一時

るしかなくなって、しょうがないから市や町

的な方便であって、西武のように団地主体の

と交渉しないといけない。お母さんたちが大

郊外にするつもりは全くなかった。また、団

挙して市役所や町役場につめかける。こうい

地の場合は抽選で当たったところに住むとい

った動きが大阪でも東京でも次々と起こる。

う感覚でしたが、東急の住民の場合は、あら

ここに、団地の主婦たちがいわば政治に目覚

かじめここに住みたいからという理由で下見

めていく一つの原点があると言えます。

に来て、念入りに選んで納得したうえで住ん
でいるわけです。

団地で起きるさまざまな問題

団地と政治的な運動
家電製品の普及は家事労働時間を圧倒的に
減らしました。すると、余暇が増えますから

60 年代当時の東京の住宅事情というのは大

自治会に入り、団地内の集会所が活用され、

変に劣悪で、住宅不足がまだ解消していませ

みんなで話し合う場へと発展していきます。

んでした。山手線の外側には木賃ベルト地帯

男性は働きに出ていますから、圧倒的に女性

があって、プライバシーがなくて悪臭が酷い、

が多くなって、つまり専業主婦が政治に目覚

そして音は筒抜けという住宅に住まざる得な

めていきます。

い人たちが大変多かったです。そういう人た

そこに目をつけたのは日本 共 産党です。

ちから見ると、郊外にできていく団地という

1960 年の衆議院総選挙での議席数は3 議席

ものは輝いて見えて、大変人気が高かった。

しかありませんでした。しかし、1972 年、つ

最も多かったのは2DK で、規模はせいぜい

まり12 年後になると39 議席まで延びます。

40 ㎡台くらい。今から見ると大変狭いけれど、

じつに13 倍に増えています。なぜこれほどに

当時の感覚ではそれでも広く見えるわけです。

増えたのかというと、郊外の、特に団地の主

広く見えて、憧れていたのです。

婦層を対象として支持者を増やしていったか

ですから、30回くらい入居の応募をしても

らです。

落選するという人もざらでした。本当は中央

1962 年に新日本婦人の会という婦人団体

線沿線の団地に住みたかったけれど、中央線

がつくられますけれど、この会が特にターゲ

沿線の多摩平はやっぱり人気が高くて住めな

ットにしたのが団地の女性たちでした。団地

くて、30回目でようやく当たったのが西武沿

の専業主婦たちの不満をもっともよく聞いて

線の団地だった。しょうがないなという人も

くれる党、それが日本共産党だったのです。

結構いました。

ひばりが丘団地には不破哲三という人が住

そうしますと、東急沿線みたいに最初から

んでいました。長らく日本共産党の委員長や

そこに住みたいがゆえに引っ越したというわ

議長を歴任した重鎮です。ひばりが丘団地で

けではないわけです。ですから、いざ実際に

は自治会とは別に、ひばりヶ丘民主主義を守

住んでみると、さまざまな問題に気づくわけ

る会という組織ができました。その中心とな

です。きれいなのはあくまでも団地の中だけ

って活躍したのが不破哲三さんです。

であって、一歩外に出るや、道路の舗装はさ

不破さんの奥さんの上田七加子さんが新日

れていない、畑や雑木林が広がり、豚や牛も

本婦人の会の中心になって団地の中で活躍し

たくさんいたりするような風景がまだまだ残

ます。今では考えられませんが、みんなで勉

っていたのです。

強会をするのです。団地の奥さんたちがマル

団地での暮らしはプライバシーが確保され

クスやレーニンの全集を読んでいて、ある意

たこともあり非常に出生率が高く、それは公

味では大変知的レベルが高かったわけです。

団の推測を上回る勢いで子どもが増えていき

その後、たとえば団地の保育所の開設運動

ました。すると、その子どもたちを預ける保

や、値段が高すぎるスーパーの商品を値下げ
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させる運動、そして私鉄運賃値上げ反対運動

活動をして盛り上がりました。西武百貨店や

が起こりました。一番猛烈な反対運動が起こ

西武ストアーでは不買運動が起こり、大泉学

ったのは西武沿線です。東急沿線ではあまり

園から池袋までみんなで歩いて行進する。そ

起こっていません。

んなことをやったのです。西武沿線に団地が

なぜ西武線だけ反対運動が盛り上がったの
かと言えば、西武鉄道はバスもスーパーもデ

東急は住民がそこを選んでいますから、五

住民の生活はひとえに西武資本に、もっとい

島昇が五島慶太の後継者になっても、西武ほ

えば堤康次郎という一人の資本家に牛耳られ

ど敵対関係にはなりません。じつは私自身、

ていたからです。だから社会主義の理論が非

1975 年まで西武沿線に住み、以降東急沿線

常に浸透しやすく、団地住民だけではなく西

に住んでいます。ですから両者の違いが大変

武沿線のそのほかの住民も一つになって反対

よくわかります。

入居開始
1956年 4月
1956年 5月
1957年 1月
1957年 3月
1957年11月
1958年 6月
1958年10月
1958年11月
1958年11月
1958年12月
1959年 4月
1959年 4月
1960年 4月
1960年 8月
1960年 9月
1961年 7月
1961年12月
1962年 2月
1962年 3月
1962年10月
1962年12月
1962年12月
1964年 4月
1964年 8月
1965年 3月
1965年 8月
1966年 4月
1966年 4月
1966年 7月
1966年 8月
1967年 2月
1967年 3月
1967年 4月
1967年 7月
1967年12月
1968年 3月
1968年 4月
1968年 8月
1968年 9月
1968年12月
1968年12月
1969年 2月
1969年 5月
1969年 8月
1970年 2月
1970年 8月
1971年 3月
1971年 3月
1972年 1月
1973年 3月
1973年 4月

所在地
総戸数（戸）
大阪府堺市
900
千葉県千葉市
240
千葉県八千代市
224
千葉県柏市
974
東京都武蔵野市
1,019
東京都東村山市
986
東京都日野市
2,792
大阪府枚方市
4,903
東京都西東京市
512
東京都西東京市
558
東京都西東京市／東久留米市
2,714
埼玉県所沢市
2,455
千葉県松戸市
4,839
神奈川県川崎市
1,751
千葉県船橋市
1,428
千葉県船橋市
4,870
東京都小金井市
830
東京都北区
3,373
東京都八王子市
3,675
大阪府吹田市
150
埼玉県草加市
5,926
東京都東久留米市
2,280
千葉県柏市
4,666
大阪府吹田市
1,100
東京都小平市
1,766
大阪府吹田市
1,846
埼玉県春日部市
6,119
東京都武蔵村山市
5,230
大阪府豊中市
892
東京都調布市／狛江市
3,874
千葉県船橋市
2,138
大阪府豊中市
534
神奈川県横浜市
436
大阪府吹田市
2,796
大阪府富田林市
5,032
神奈川県横浜市
1,254
大阪府吹田市
218
東京都町田市
4,220
千葉県千葉市
7,081
東京都東久留米市
3,180
埼玉県上尾市
3,202
大阪府吹田市
608
千葉県松戸市
3,384
東京都東久留米市
1,942
埼玉県上尾市
2,993
大阪府豊中市
1,832
東京都多摩市
1,255
東京都多摩市
4,197
東京都板橋区
10,170
埼玉県吉川市
1,914
埼玉県三郷市
8,867

表1 団地年表（首都圏および大阪圏の団地） ※緑色は大阪圏の団地
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ば左翼化していったと言えます。

パートも遊園地もみんな丸抱えで、西武沿線

団地名
金岡
稲毛
八千代台
光ヶ丘
武蔵野緑町
久米川
多摩平
香里
柳沢
東伏見
ひばりヶ丘
新所沢
常盤平
百合ヶ丘
前原
高根台
公社小金井本町
赤羽台
都営長房
公社千里丘陵（千里ニュータウン）
草加松原
東久留米
豊四季台
千里津雲台（千里ニュータウン）
小平
千里青山台（千里ニュータウン）
武里
都営村山
新千里北町（千里ニュータウン）
公社多摩川
習志野台
新千里西町（千里ニュータウン）
田園青葉台
千里竹見台（千里ニュータウン）
金剛
たまプラーザ
千里高野台（千里ニュータウン）
町田山崎
花見川
滝山
西上尾第一
千里桃山台（千里ニュータウン）
小金原
公社久留米西
西上尾第二
新千里東町（千里ニュータウン）
多摩ニュータウン諏訪
多摩ニュータウン永山
高島平
吉川
みさと
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つくられていったことで、住民の意識がいわ

賃貸
900
―
108
974
1,019
986
2,792
4,881
512
558
2,714
2,455
4,839
1,751
1,428
4,650
830
3,373
3,675
150
5,926
2,280
4,666
1,100
1,766
1,846
5,559
5,230
730
1,826
1,820
534
―
2,796
5,032
―
218
3,920
5,551
1,060
3,202
228
2,064
1,942
2,993
1,522
615
3,313
8,287
1,914
6,722

分譲
―
240
116
―
―
―
―
22
―
―
―
―
―
―
―
220
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
560
―
162
2,048
318
―
436
―
―
1,254
―
300
1,530
2,120
―
380
1,320
―
―
310
640
884
1,883
―
2,145

団地の栄枯盛衰

なっています。これは多摩平団地も同じです。
東急の場合は少しずつ開発をして、結果的

60 年代から70 年代にかけての西武は、あ

に非常に計画的なまちができています。美し

る意味では黄金時代です。団地ができていく

が丘やあざみ野、桜台、つつじヶ丘といった

ことで沿線のイメージは上がり、池袋の西武

住宅地がブランド化していて、そこに有名な

百貨店は拡張を重ね、西武百貨店では社長の

文化人がたくさん住み、それが沿線のイメー

堤清二のもと、非常に斬新な展覧会などが開

ジを上げています。

かれていました。

現在、西武と東急の両者の住宅地を比較し

沿線に団地ができると人口が増えますか

てみますと、私が 75 年に引っ越してきたころ

ら、1963 年に早くも西武池袋線が10 両運転

とはイメージが逆転しています。田園都市線

を達成します。これは私鉄では初めてです。

は全車両が10 両運転になりましたが、それで

一方、田園都市線は開通当初、鷺沼̶長津
田間はたった2 両でした。私は1975 年に東久

も首都圏の私鉄で一、二を争う混雑率で、沿
線人口はいまだに増え続けています。

留米市から横浜市青葉区
（当時の緑区）
に引っ

それに対して西武の沿線は、もはや団地が

越したのですが、とんでもない田舎にきてし

廃墟みたいになってしまっているところもあ

まったと思いました。朝は通勤ラッシュ時に

ります。西武新宿線は、一時期、複々線化で

上りの快速があるだけで、あとは全部各駅停

上石神井駅と高田馬場駅の間に地下線を通そ

車でのろのろ走っている。何ともダサい線だな

うとしました。でも中止になりました。それ

と思っていたくらいです。トンネルだらけで、

はなぜかというと、そこまでやる必要がなく

トンネルがあるということ自体が田舎くさい。

なったからです。

それに比べると、西武は私が住んでいたと
きから特急、急行、通勤急行、準急など目ま
ぐるしく電車が走っていて、どれも満員で、
ある意味では活気があるとも言えました。
東京における住宅地の開発は、最初は開発
しやすい地形がフラットな場所から進んでい

そこにしかない景観がある
西武沿線がもっていた60 年代から70 年代
にかけてのイメージが完全に今はなくなって
しまいました。そうすると、このままこれで
安定するのか。

ます。山を切り崩さないといけないような多

そんなことはないと私は思っていて、これ

摩丘陵の開発は遅れていて、だから多摩ニュ

からは西武が逆襲する、まだ西武は逆転でき

ータウンが開発されたのは70 年代になってか

ると思っています。

らです。この点は大阪のほうが進んでいて、

私は1969 年から75 年まで滝山団地に6 年

大阪の千里は1962 年に開発されましたから

くらい住んでいて、小中学校時代はそこで過

10 年近く早いです。

ごしていました。滝山団地は1968 年から70

団地の場合は、できたときはあっという間

年にかけてできた団地で、3,200 戸くらいあ

に家族が入居しますから、ものすごい勢いで

ります。分譲と賃貸があり、分譲は2,000 戸

人口が増えます。しかし、廃れるのも早いの

以上あるというなかなか珍しい団地です。も

です。子どもたちが出て行ってしまいますと、

っと珍しいのは、すべて5階建ての中層フラ

4 人が 2 人に半減してしまう。結局、団地の

ット棟であることです。1街区も2 街区も3 街

黄金時代というのは長続きしませんでした。

区もまったく同じに見える。こういう団地は

90 年代になると、限界集落と言われるような

なかなかないと思います。

団地も出てきました。
団地の黄金時代を知っていればいるほど、

滝山団地ができたころというのは、同質的
な団地がもっとも多い時期でもあります。モ

この寂れ方は一体何なんだろうと思ってしま

スクワやワルシャワに行ってみると、滝山団

います。ひばりが丘団地では、元の団地が跡

地とそっくりな団地を見かけます。何でこん

形もなく消えて、今はUR が全部建替えて高

なところに滝山団地があるんだと非常に不思

層民間マンションと変わらないようなものに

議な感覚にとらわれることがあるわけです。
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写真1 公開講座風景

じつは滝山団地は、できたときからほとん

【質疑応答】

ど変わっていません。50 〜 60 年代にできた

質問 団地は建物の隣棟間隔を非常にゆった

公団の大団地で、当時の景観を保っている首

りととっていて、緑地も大変すばらしい空間

都圏の団地は、おそらく滝山団地と松戸にあ

をつくっていると思います。現在、UR の団地

る常盤平団地ぐらいです。なぜ保っているか

は、団地再生の観点から見直しが始まってい

というと、自治会が強く、メンテナンスがし

ますが、そのような状況の中で、滝山団地は

っかりしているからです。景観がこのまま保

建替えないという判断を住人がしているので

たれていくならば、100 年経てば世界遺産に

しょうか。本当にそれはできることなのでし

なるでしょう。私は滝山の人たちにそう言っ

ょうか。

ています。

原 90 年代に公団に対して建替えを拒絶し、

今も、私が小学生だったときと変わらない

闘い抜いたのが常盤平団地の自治会です。滝

団地で、小学校や商店街がそっくりそのまま

山団地も自治会がすごく強いです。先ほどお

残されています。コンビニすらありません。

話した西武の運賃値上げ反対闘争では、70

コンビニができても潰れるという。昔ながら

年代以降、最後まで強硬に主張を連ねたのが

の八百屋さん、床屋さん、すし屋さん、文房

滝山団地自治会でした。

具屋さん、パン屋さん、中華料理屋さん、こ

もちろん人は入れ替わっていますけれど、

ういったものが並んでいて、時が止まったよ

自治会長は今日に至るまでおそらく3、4 人し

うな空間がそこにはあります。

か入れ替わっていません。1人の会長が10 年

何が言いたいのかと言いますと、これは、

以上続ける。なぜかそういう伝統があるよう

東急には絶対ない風景なのです。東急は、変

な気がして、おそらくそのあたりに一つのカ

わっていくことが進歩であると思っています

ギがあるように思います。常盤平団地でも、

から、どんどんまちなみが新しくなっていき

長らく自治会長を務めた中沢卓実さんという

ます。そういう文化ももちろんあるわけです

人が、建替え反対運動の陣頭指揮をずっとと

が、西武の場合は後退したことで、逆にそこ

ってこられました。

に保たれている風景があります。それを100

団地の風景を変えないというのは、単なる

年にわたって残し続ければ、ここにしかない

ノスタルジーではありません。滝山とワルシ

風景になるわけです。それによって新しい郊

ャワのモコトゥフの風景がそっくりだというこ

外の姿ができるのではないでしょうか。いわ

とがわかれば、国家を媒介とせず、一つの地

ば、生きた昭和村みたいなものがそこに誕生

域が外国のある地域とストレートに結びつく

するのではないか。こういうことも、一つの

ような意味で、ナショナリズムに包摂されな

住宅地のあり方として、ありと言えるのでは

い思想が、滝山団地から生まれてくる可能性

ないかと思っています。

もある。新たな思想の可能性を、あの団地の
中に探りたいと思っています。
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【公開講座Ⅱ】
日本の居住地、その歩みと新たなステージ

建築─新しい仕事のかたち
箱の産業から場の産業へ
松村秀一
（東京大学大学院 工学系研究科建築学専攻 教授）

松村秀一（まつむら・しゅういち）
東京大学大学院工学系研究科建築学専攻教授。1957年兵庫
県生まれ。東京大学工学部建築学科卒業。東京大学大学院工
学系研究科建築学専攻修了、工学博士。東京大学工学部建築
学科専任講師、同大学院工学系研究科建築学専攻助教授を経
て、2006年同教授。その間、ローマ大学、トレント大学、南
京大学、大連理工大学、モントリオール大学、ラフバラ大学
で客員教授を歴任。日本学術会議連携会員。2005年建築学
会賞（論文）
、2008年都市住宅学会賞（著作）を受賞。
著書：
『場の産業 実践論』
（編著、彰国社2014）
、
『3D図解に
よる建築構法』
（編著、市ヶ谷出版社2014）
、
『建築─新しい
仕事のかたち 箱の産業から場の産業へ』
（彰国社2013）
、
『箱
の産業 プレハブ住宅技術者たちの証言』
（彰国社2013）
、
『建
築生産第二版』
（編著、
市ヶ谷出版2010）
「
、住まいのりすとら」
（編著、エクスナレッジ2010）ほか多数

場所：虎ノ門ツインビルディング カンファレンスホール B1階 大ホール

2014 年11月20日( 木 )
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建築の仕事について考えてみる
35 年くらい前に私が読んだ本で、スタッ

ようやくその手応えのある仕事に移ってい
く転換期を迎えているという認識が強くあり、
本を出版するに至りました（図 2）。

ズ・ターケルが1970 年代に書いた『仕事！』
という分厚い本があります（図1）。それは115
の職業、133 人の人々それぞれの職業の営み
についてのロングインタビューです。

各国の住宅着工数の推移
さて、1950 年から2008 年までの日本、フ

その本のイントロダクションに、次のよう

ランス、イギリス、ドイツ、アメリカという5

なことが書いてあります。
「われわれに、すべ

カ国の人口がもし1,000 人だとしたら年間何

ての人を食べさせ、着せ、住まわせる能力は

戸の住宅を新築しているのか、データをグラ

ある。これは間違いない。問題は、人が絶え

フにしてみました（図 3）。

ず何かに専念していて、それが現実と接触し

たとえば、10 戸という新築住宅戸数でみた

ているようにするために、どれだけの方法が

場合、日本だけが極端に多いです。しかも、

発見できるかということだ」
。そして「確か、

これを超えた状態が 40 年くらい続いている。

われわれの想像力が、いまだかつて十分に試

アメリカは10 戸のラインを2回超えたことが

されたことはなかった。それは確かだ」と。

あるだけ、イギリスは8 戸すら超えたことが

これを僕なりの理解で言えば、手応えのあ

ないという水準で推移しています。

る仕事ということです。手応えのある仕事と

これは何を物語っているかというと、日本

いうのは、建築の分野では相当可能性がある

で私たちが生きてきたこの時代というのは、

と思って勉強してきたわけですけど、どうも

世界史上まったく例のない新築市場を経験

そうなっていません。誰のために設計してい

し、特殊な環境が継続して40 年以上あったと

るのかわからないまま図面を書いたり、毎日

いうことです。ところが、ここ数年で急減し、

工場のラインが流れて製品ができていくけれ

ようやく普通の先進国並みになってきている

ど、それはどこでどんな生活を支えるものに

わけです。

なっていくのかということからは距離があっ

この後どうなるのか、はっきりしたことは

て、かつ分業化されています。結果的に、僕

誰もわかりません。けれども大きな傾向から

が期待したほど建築の分野には手応えのある

みて、もう一回10 戸を超すラインに日本が戻

仕事はないと思ったわけです。

るとは普通に考えてあり得ません。さらに下

では一体、建築をつくるときに手応えのあ

がって、4 〜 6 戸のあたりに落ちついてくるよ

る形で、ある種の全体をさわりながら進めて

うに思います。建築あるいは住宅産業関係の

いくためには、部品メーカー、設計者、ゼネ

仕事は、基本的には新築向けに編成され、訓

コン、住宅メーカーなど、それぞれにどうい

練され、分業され、組織されていますから、

う仕事のあり方があるのか。そういうことを

その形のままでは多くの人が失職します。

意識してこれまで研究してきました。

図1 スタッズ・ター
ケル著『仕事！』
（晶
文社1983）
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図2 松村秀一著『建
築─新しい仕事のか
たち 箱の産業から場
の産業へ』
（彰国社
2013）

図3 人口千人当たりの住宅着工数の推移

人口当たり住宅総数と
住宅取得での中古住宅割合

ストックが充実して人口減少期に入ってい
くということは、普通に考えればもう建てる
必要はありません。明日からゼロになっても

2013 年の住宅土地統計調査の速報では、
住宅ストックは6,000 万戸を超えました。世
帯総数が 5,200 万くらいですから、引き算す
ると住宅が 800 万戸多い時代です。
ストック数を人口で割った数字をみてみま

おかしくないわけですが、それでも新築需要
があり、本当に不思議な状況です。
私の観点から言うと、建築分野の仕事とし
ての可能性は、今まさに大きく広がる時機を
得ているという認識です。

すと（ 図 4）、アメリカは2010 年で1人 当たり

今までどおりのままでは仕事はなくなって

0.42 戸の住宅ストックを持っています。それ

いくだけですけど、このストックを人々の暮

に比べて日本は0.06 戸も多く、0.48 戸持って

らしの環境として編成し直したり、運営した

いる。40 年間以上続けてきた新築市場の結果、

りすることがいよいよ本番を迎えます。それ

2 人いれば1戸の住宅ストックという、アメリ

は、生活に非常に近いところで展開される仕

カをはるかに超えるストック大国になってい

事になりますから、手応えのある仕事になっ

るわけです。

ていくと思います。6,000 万戸以上の住宅が
対象になる仕事になるわけですから。

「ハコの産業」と「場の産業」
いわゆる今までの住宅産業の業態のあり方
に産業としての名前をつけるとすると、私は
「ハコの産業」と呼んでいます。すなわち性能
基準を満たして要求どおりの規模のハコをき
ちんとデリバリーする産業です。
一方、新しい仕事の分野には「場の産業」
という名前をつけました（図5）。より望ましい
図4 人口当たり住宅総数と住宅取得での中古住宅割合
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図5 「ハコの産業」と「場の産業」

生活を展開する場を構成する、あるいはそう
いう場を提供する産業ということです。

いま、そういう新しい「場の産業」と呼ぶ
のにふさわしい仕事を生み出している人たち

構成要素はいずれにしろ大きく変わってい

が各地に現れてきています。その内容を見て

くことになるでしょう。あるいは意識的に考

きましたところ、どうやら新しい仕事のかた

えないと、手応えのある仕事をつくり出して

ちは7つの要素からできているということが

いく時機を失ってしまうと思います。

見えてきました（図 6）。

では、突然今日から場の産業をめざすぞと
言って、それに皆さんが共感したとしても、
皆さんの会社は絶対変わりません。なぜなら
メンバーが一緒だからです。僕の考えでは、

生活する場から発想する
一つめは「生活する場から発想する」こと

産業が変わるときというのはメンバーが変わ

です。当たり前と思うかもしれませんが、本

らないといけない。
「ハコの産業」とはまった

当にそこから発想しているかというと、そう

く違う考え方の人たちが、どんどんこの世界

ではないのではないか。むしろ住宅をつくる

に入ってくることで変わっていくのだろうと

ことが先にあるのではないか。子どもと料理

思っています。

を一緒にできる対面式キッチンにしたらどう
でしょうというようなお話は、ここで言って
いることとは違うと考えています。
大事なことは「利用の構想力」です。つま
りストックを、楽しく豊かな生活の場に変え
るために必要なのは、その場所をどのように
利用するかという構想力にかかっています。
さっき申し上げた新しい人というのは、まさ
にこの利用者あるいは生活者だと僕は考えて

図6 新しい仕事のかたち・七つの要素
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います。そこから構想力を引き出していくわ
けです。その事例を紹介したいと思います。
（1）
アーツ千代田 3331

千代田区立練成中学校の校舎は、統廃合に
よって10 年以上使われておりませんでした。
それがいまは、写真のように大階段があって、
緑の広場があり、大きな楠木が生えている光
景がみられます（写真1）。大階段に人が座った
りと、非常に楽しい場になっているんです。
隣りの区立公園と校舎の間には、もともと高
い塀がありました。それが、いまは公園と一
体的に利用する新しい場になっているのです。
ここは「アーツ千代田3331」というアート

写真1 アーツ千代田3331。中学校
をアートセンターに転用し、隣接す
る公園と一体的な空間をつくってい
る

センターです。3331というのは神田一本締め
の手拍子です。
なぜこうなったのかというと、東京芸大の
アーティスト中村政人さんが、若いアーティ
ストを中心に世界に発信する、あるいは世界
から日本にやってくる拠点をつくりたいと思
っていて、サブカルチャーの中心である秋葉
原に近く、日本の芸術の原点である上野との
間あたりに考えていました。
つまり、中村さんは空間の利用者で、利用
の構想力を持っておられる。そこにちょうど
千代田区が、事業者にこの練成中学を貸し出
すといって募集をかけたのです。

援施設や高齢者支援施設にしましょうという。
でも、そうではないのです。
利用したいほうの発想が、物事を動かして
いるのが重要なポイントです。明らかに時代

事業計画を出した中村さんは、条件として

が変わりつつあり、そのようなことがいろい

公園と学校の間にある塀を取り払って、でき

ろな地域で起こっていて、それを専門家とし

れば公園側からアクセスできるように公園の

てサポートしている、あるいはうまく組織化

整備もしてほしいという要望を出しました。

している人たちが現れてきています。

場所のポテンシャル、空間のポテンシャルを
今まで考えていない形で展開させるという提
案をされて、それが認められました。

（2）
館山市の茅葺き民家

千葉大の岡部明子さんが中心になっている

いま年間 80 万人が訪れる場所になり、若

事例を紹介したいと思います。岡部先生は、

い人がどんどん集まってきています。また、

館山市中心市街地のシャッター街問題の相談

地元の人たちが参加できるような神田にかか

に乗っているうちに、館山市にぽつぽつと残

わるフェスティバルもやっています。

っている茅葺き民家が自分には宝だと思えた

ここは空間資源として、ストックとしてあ

そうです。茅葺き民家がこれだけ残っている

ったわけですが、建物は誰も使っていなかっ

エリアはそうそうないということから、岡部

た。でも、その利用の仕方を構想している人

先生は決意して茅葺き民家に住み始めました。

たちはいくらでも利用者にいるのです。

茅の手入れもしていないぼろぼろな状態か

従来の建築業界であれば、たとえば、建て

ら始まり、千葉大の学生たちと一緒に直しつ

替えたらどうですかと営業してみたり、利用

つ、今もそこを使っています。やがて、だん

者がいるかどうかわからないけれど子育て支

だん近所の人たちが集まってきて、ここで「茅

まちなみ塾 講義録 2014

97

情報をブログにアップしていたのです。
やがてそのブログのフォロワーが続々と増
えて、これはビジネスになるんじゃないかと
いうことで、東京 R 不動産を始められた。い
まは全国に広がり、組織化されています。
彼はそこに住んではいませんが、拠点を置
き、空いているビルをオーナーさんに働きか
けて流通市場に出し、東京 R 不動産のメディ
写真2 館山市の茅葺き民家での「茅談義」

アに載せて、取引が成立していく。そういう
形でこのエリアは相当変わってきています。

談義」というのをやっています（写真 2）。
岡部先生に、新しい生活の場をつくってい

専門家であろうと、それをサポートしてい
く立場になる限り、そこに住んでいる人たち、

く仕事で、重要なことは何でしょうかと尋ね

そこに建物を持っている人たちと同じ目線で

てみたところ、
「そこに住むこと」とおっしゃ

動けるような状態をつくっていくわけです。

られました。楽しく明るい生活や暮らしの場

そのエリアで起こっていることを日常的に肌

をつくっていこうと思うときに、外野から指

で感じていくということが、この仕事の前提

示を出すと発想もわいてこないし、利用者の

になっています。

本当の生活の実感も出てきません。だからそ
こに住むことととおっしゃられたわけです。

（4）
カスタマイズド賃貸

賃貸住宅の世界では、カスタマイズド賃貸
（3）
東京 R 不動産

でも、なかなかみんながそうはいきません

ています。この世界で有名になったカリスマ

ので、ほかに方法があるのかなと考えてみま

オーナー青木純さんは、親から受け継いだロ

すと、家は別のところにあって、そこに活動

イヤルアネックスという賃貸マンションを持

する拠点を置くかたちでもいいわけです。東

っています。それを受け継いだときは空き家

京 R 不動産の馬場正尊さんの事務所は日本橋

だらけでしたが、いまは満室で、空き待ちが

の裏通りにあります（写真 3）。

出ているほどです。そこは居住者それぞれが

もともとは、そのエリアに使っていない倉

自由にやってもいいという賃貸です（写真 4）。つ

庫があったのですが、誰も貸し出していない

まり、いま起こっていることというのは、賃

ため流通市場に出ていませんでした。馬場さ

貸は自由だ、あるいは大事なのは愛ある賃貸

んは倉庫のオーナーを訪ね歩いては、貸して

であるというキーワードに代表されるように、

もらえませんかという交渉を自分で当時やっ

賃貸の考え方が変わってきているということ

ていました。そして、物件それぞれの魅力や

です。

写真3 日本橋の裏通りに拠点として置か
れた東京R不動産の馬場正尊さんの事務所
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というカテゴリができるまでに急速に広まっ

写真4 居住者にカスタマイズされた賃貸

一体何から賃貸が自由なのかというと、ま

に結びつけて空間を実際に利用できるように

ずローンから自由であることです。なぜ 35 年

していくためには、
「利用の構想力」を組織化

も借金を返し続ける人生を送らなければいけ

する必要があります。

ないのかという。僕の世代とはまったく違う

一人の人だけの「利用の構想力」だとする

考えです。なぜなら終身雇用はもう期待でき

と、それほど空間は必要ありませんから、い

ませんし、給料が上がっていく経済状況でも

ろいろな人の「利用の構想力」を組織化して、

ありません。年金はどうなるか。そんな心配

できればまち全体を動かしていくスケールに

もある状態の中で、ローンを組んでまで住宅

まで持っていく。ここが結構醍醐味になると

を持つことの意味が見出せないわけです。

思います。

そういった状況の中で、自分でデザインし

その例として、ニューヨークのソーホー地

て空間を組み立てていくという人たちを受け

区は1960 年代に「利用の構想力」が早くも

止める受け皿として、いま賃貸は急速に動き

組織化された場所です。100 年以上前に建っ

始めています。
「利用の構想力」が出てくる時

たビルが今でも残っていますけれど、それは

代になっているということの現れです。

ニューヨークが軽工業のまちだったからです

青木さんがやっている青豆ハウスというと

（写真 5）
。

ころにはDINKS が住んでいて、若い8 世帯く

ところが、その軽工業が1950 年代くらいに

らいがまるで一つの家族のように振舞ってい

郊外に移転して、空になった。そこに誰が入

ます。そこも賃貸で、入居して出会った人た

ってきたかというと、アーティストです。

ちです。オーナーの青木さんもそこに住んで

稼ぎはないけど才能がある、世界に出て行

いるのですが、みんなで青木さんの子を自分

こうと思っているアーティストがニューヨー

の子どもだといって育てています。子どもは

クにはどんどん集まってきています。その人

その人たちのことを自分の家族と呼んでいる。

たちは結構大きな場所が必要としていて、こ

これは僕には想像のつかない感覚で、それが

のビル群にそういう空間を見つけ始めるので

同じ日本で、同じ空気を吸いながらどうやっ

す。

て育ったのだろうと、僕には不思議でした。
なぜだろうと考えて、たどりついた結論は、

先ほどの馬場さんと同じで、アーティスト
がオーナーと直接話をして、部屋を借り始め

彼等は人生を考えているんだということです。

る。これを組織化する人物が出てきました。

自分の生き方は私の場合は考えていません。

ジョージ・マシューナスいう、アートの世界

それは仕事が終身雇用で、経済成長があって、

でも有名な人が中心となって、このソーホー

仕事したら適当に飲んで帰っていれば、何十

地区で自分のアトリエを構えたい、暮らした

年かずっと生きて来れたからです。

い人たちを組織化し、協働組合をつくりまし

これからますます高齢社会になっていくと、
特に男性の場合、まったく予想していなかっ

た。その組合がビルのオーナーと契約し、ビ
ルを丸ごと借りたり、買うわけです。

た仕事のない時間が出てきます。若い世代の
人たちは、そういうことをもっと若い頃から
考えているわけです。
仕事はあるけれど、自分たちの人生は日々
どのように楽しく暮らしていったらいいのか
なということが、自然と中心的な課題になっ
ている。人生をどう組み立てていくかという
ことを考えている若い世代の人たちと、
「利用
の構想力」は結びつくのです。
（5）
ニューヨークのソーホー地区

それを実際のわれわれの手応えのある仕事
写真5 ニューヨークのソーホー地区
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もともとこのエリアは住んではいけないゾ

ます。だから、もう一回これを資源として捉

ーニングですけれども、市当局もそれを認め

え直して、思いっきり豊かに使っていこうよ

ざるを得なくなって、その後、それが順法に

という動きに変えていく必要があるわけです

なりました。途端にディベロッパーが入って

けれど、そのためには空間資源を発見する必

きて、ソーホーはすごく高い場所になってい

要があります。

ます。

そのためにやるべきこと、それは自分のま

高くなったらアーティストたちは別の場所

ちの空間資源を徹底的に調べておくというこ

に移動していく。そういうことが 5、6カ所あ

とです。これはまちを特定せずにはできませ

って、いまのニューヨークの姿になっている

ん。

部分が相当あるのです。
（1）
北九州小倉の家守

空間資源を発見する
二つめは「空間資源を発見する」ことです。

を変えていって、まち全体をマネジメントし
ていく志を持った人たちが「家守」を名乗っ

「利用の構想力」を入れるにふさわしい空間

て、各地でエリアマネジメントの会社を始め

資源、これは空き家問題と最近よく言われて

ています。そのトップランナーが、北九州家

いますけれど、空き家が全部危険なものであ

守舎です。

るはずがないわけで、ポジティブに使える空
間資源だと捉えていく必要があります。

街を中心とするエリアで、オーナーさんたち
に働きかけて建築情報を全部調べ上げていま

計画というのを政府が打ち出しましたが、そ

す。ストックとして活用しようと思ったら、知

のときから比べたら空間は倍増はしていませ

っておくべきことというのは建築の専門の人

んが、それに近い増え方をしました。空間を

たちならばわかります。それをしっかり調べ

増やしていけば人々の生活は豊かになると思

てデータベースをつくっておくのです。

ところが、実態はそれが空き家になってい

図7 小倉の空間資源を調べたマップ
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たとえば、小倉の魚町という昔からの商店

かつて90 年代のバブルのころ、空間倍増

っていたのです。
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自らもリスクを持って投資をしながらまち

そうすると、個々のオーナーの個々のビル
にとっては、プロパティマネジメントにつな

写真6 多摩平団地での再生事例。
「たまむすびびテラス」

写真7 同団地でのさまざまなイベントと交流

がります。このビルはどうすれば、いくらの

そこに目をつけたアイデアです。3つ目の事

家賃でどういう収益構造で運営していくこと

業者は、デイケアがついた高齢者向け住宅を

ができるのかについて、アドバイスできます。

2 棟改造してつくる。この5 棟全体で、みん

プロパティの中身をよく知っているからです

なでまちをつくろうという意味を込めて、
「た

（図7）
。

もう一つは、複数のビルの情報を持つこと

まむすびテラス」という名前がついています
（写真 6）
。

によって、エリアマネジメントにつながって

そのシェアハウスには若い人も住んでいま

いくということです。人が急に入ってくれる

す。ここに若い人たちが来てくれて、もちつ

わけではないから、
「利用の構想力」を持って、

き行事などがあって、高齢者サービス付住宅

このまちに近づいてくるようなしかけは必要

からも住民がやってきて交流する場所になる

になります。たとえば、パン屋には来てほし

なんてということは、空き家のままだったら

いけれど、こういうタイプの店は、あまりこ

誰も期待できません。これは、この事業者た

の方向性と関係ないからそれほど積極的にマ

ちの「利用の構想力」に満たされたときに、

ッチングしていかない。それがエリアマネジ

こういう場に変わっていくわけです（写真 7）。

メントにつながり、全体の地価あるいは家賃

ひょっとすると、この5 棟がこのように変わ

が、中に入ってくるものによって変わってい

っただけで、市のこのエリアにおけるまちと

くわけです。

しての価値は大きく変わっていく可能性があ
ります。当然、注目する人たちも変わってい

（2）
団地という空間資源

それから、空き家の一つに団地があります。

きます。
こういう団地がなぜ大事かというと、地域

多摩平団地は公団の古い大規模団地の一つ

に対する影響が大きいのです。なぜなら大き

で、多摩平の中で 5 棟だけ50 年以上前の建

な面積を持っているからです。しかも、まち

物が残っていて、なかなか建替えまでいかず、

の中心に近いところにある。駅から不便であ

更地にして売るにしても主要幹線道路に面し

っても、まちは団地の周りにできています。

ていないという課題がありました。

そういう意味で、今後団地という空間資源を

そこで、先ほどの「アーツ千代田3331」と

何に使っていくか。これは建物を建替える、

同じ方式で事業者を募集し、3つの事業者が

建替えないとは別のことです。そこは地域社

選ばれました。そのうちの一つの事業者が 2

会あるいは地域の生活価値、暮らしの豊かさ

棟をシェアハウスにし、もう一つの事業者は、

に強いかかわりを持っている空間資源である

真ん中の1棟を菜園付住宅にしています。

ということを強く認識する必要があると思い

この時期の団地の空間資源の特徴の一つ

ます。団地問題は、その団地の住民だけの問

に、隣棟間隔が広いということがあります。

題ではありません。これは非常に公的な資産
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であり得るわけです。
その土地をどのようにまちに結びつけて、

は、最初は北九州市で始めました。これは4
日間ブートキャンプ方式です。泊り込んで、

より豊かで楽しい生活を送れる人たちが、こ

徹夜も辞さない。座学を混ぜて演習していく

の地域で増えていくために団地はどのように

ものです。

使えるのかという、一つの例だと思います。

市の応援を得て、過去 4 年間にスクールを
7回やりました。少ないときは50 人、多いと

（3）
空きビル

フロアがあいているオフィスビルもたくさ

きは100 人以上の受講生が全国から集まって
きました。それを8 〜 10 人ずつのグループに

んありますが、空きビルも空間資源です。そ

分けます。受講生は設計事務所、不動産屋、

ういうところに働きかけて、空間資源として

学生、自治体職員の方などさまざまです。

実際に「利用の構想力」と結びつけていく（図 8）。
一番重要なのは、オーナーがやる気になる

そういった異業種の方々を一つのチームに
して、ユニットマスターという専門家をグル

かどうかです。オーナーが、このまちを、こ

ープごとに付け指導する。演習題材としては、

のエリアを変えていくために、自分のできる

一つのグループに対して一つの建物を渡しま

ことがあって、しかも収益性はあるというこ

す。その建物は実際にまちの中にあって、題

とに踏み込んでいく気持ちになるかどうか。

材として提供してもいいというオーナーの合

僕等がやっているリノベーションスクール

意がとれているものです。収益構造も含めて

あるいはリノベーションまちづくりスクール

建物の使い方やリノベーションの仕方を提案
しますから、おもしろいと思ったらぜひやっ
てくださいという話がオーナーとはついてい
るわけです。ですから発表当日はオーナーさ
んたち全員が発表を聞きに来ています（写真 8）。
北九州では今まで全 30 数件の建物が演習
課題になり、そのうち10 件以上が現実にでき
ています。オーナーの方々がその気になって
いるし、実際に成功例が出るとみんなやり始
めるのです。
そしてこれが評判になって、今、全国10カ
所くらいでスクールをやっています。
和歌山のリノベーションスクールで驚いた
のは、ビルのオーナー、市長、市の職員、地
域住民の方々も発表の場に来ていまして、ほ
ぼ全員が泣いていました。オーナーの方々も、

図8 空間資源としての空きビル

全国から関係のない人たちが徹夜して一生懸
命自分のビルのことを熱意を持って考えてく
れていることに感動していました。
その高揚した雰囲気の中、良案があれば、
「どうですか？」とオーナーに聞いてみますと、
「いろいろ問題あるかもしれないけどやりまし
ょう」と言う。
オーナーだけでなく、利用したい人たちが
直接そこで対話する場にもなっています。

写真8 北九州市でのリノベーションスクール発表会の様子
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空間資源の短所を補い長所を伸ばす
三つめは、
「空間資源の短所を補い長所を
伸ばす」です。いろいろな方がすでに取り組
んでいますが、大事なことは、新築ではでき
ないことが実現できるおもしろさがあるとい
うことです。
シドニーの港湾施設であった建物の事例は
わかりやすい例です（写真 9）。400メートルもの
長さがある南半球一の規模の床面積で、100

写真9 シドニーの港湾施設であった建物のリノベーション

年前くらいの木造建築です。これがシドニー
オリンピックのときに、1/3の長さがホテルに

継続的に運営している運営主体があるからで

なり、2/3の長さが集合住宅に生まれ変わり

す（写真10）。

ました。

場の産業というのは、僕はコンテンツ産業

真ん中の巨大な空間は室内の大通りのよう

だと言っています。ストックを使うということ

な機能をもっています。ここでコミュニティ

は、中にどんなコンテンツを入れて、どのよ

活動を住民の人たちができるし、周辺の人た

うにそれを継続的に場にしていくかというこ

ちが展示会をやったりもできる場となってい

とです。そこに大きく軸足を移していく必要

ます。

があると考えています。

それが良い悪いの問題ではなく、もしもこ

「こういう場にしていきたい」
「まち全体を

の建物を取り壊して再開発をするとしたら、

動かしていくには、もっといろいろな人に来

こんな空間をつくることはできません。この

てほしい」と思ったときには、人と場を出会

大空間は二度とできないものですが、この集

わせる機能が必要になります。これには専門

合住宅とホテルの大きな豊かさにつながって

家のしかけがどうしても必要です。

います。ほかにはないこれを長所として伸ば
していくということが大事なのです。

空間資源を「場」化する
四つめが一番重要なポイントで、
「空間資
源を場にすること」です。
冒頭に申し上げた「アーツ千代田3331」が
なぜおもしろい場になっているのかというと、

人と場を出会わせる
五つめは「人と場を出会わせる」です。人
と場を出会わせるための、その出会い方は二
つあります。
一つはまちで出会う、つまり具体的な空間
を歩いて出会うことです。
長野市の善光寺の門前町では、廃屋に新し

写真10 「アーツ千代田3331」の「場」化
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写真11 まち歩きも兼ねた空き家見学会

写真12 空き家を本屋に

図9 まちで出会う。長野市門前町マップ

い店が入ることによって蘇っているところが

が空き家を仕入れていて、長野で何かやりた

結構多いです。なぜこんなことが起こってい

いと思っている人たちと一緒に、具体的に動

るのかというと、いざなうメディアと町歩き

かせる場を見て回るんです（写真11）。

があるからです。

本屋（写真12）や編み物教室、出版社やカフェ

ここに住んで暮らしている2 人が『長野

兼自宅になったり、次々にいろいろな人生が

門前暮らしのすすめ』という、写真を中心と

この空き家の中に埋め込まれていっています

した冊子をつくったのがきっかけです。その

（図 9）
。

冊子は、感覚が鋭そうな人が来るカフェに置

建物は古くてぼろかったりもしますが、ま

いてあります。たとえば、外国人向けゲスト

ちの中で新しいアクティビティが集積してく

ハウスを経営してみたいけれど長野でできる

ることで、まち全体が変わっていく。こうい

かしらと思ったときに、その冊子に情報が載

うことが、大きな価値を持ったことだと思い

っている空き家見学会に来てみる。これは、

ます。

仲間の不動産仲介兼建設設計をやっている人

もう一つは、メディアで出会うということ
です。最も典型的なのは東京 R 不動産のよう
なものです（図10）。
六つめは「経済活動の中に埋め込む」こと
です。
説明時間が超過してしまいましたので、残
念ですがここまでにしたいと思います。
最後に、こういったことを実践している人
たちのお話を伺った『場の産業 実践論』とい
う本も出版しました。これも読んでいただけ
ればいろいろなことがわかると思います。

図10 東京R不動産のWebサイト
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住宅生産振興財団

まちなみ塾

7

2014

【現場Ⅱ】

まちなみ視察＋住民懇談会
（アルカディア 21）

【まちなみ視察】
2015 年1月14（水）
・15日
（木）
潮芦屋
（兵庫県芦屋市南浜町、海洋町）
スマートシティ潮芦屋
（兵庫県芦屋市涼風町）
ベルポート芦屋 レジデンシャルコーヴ
（兵庫県芦屋市海洋町）
カルチャータウン ワシントン村・兵庫村
（兵庫県三田市学園）
※関西学院大学 角野教授によるミニ講義あり

丹波篠山〈重伝建地区〉
（兵庫県篠山市）
フラワータウン アルカディア 21（兵庫県三田市弥生が丘）

【住民懇談会】
2015 年1月15日
（木） 場所：アルカディア 21（フラワータウン市民センター）
2015 年1月14・15日
（水・木）
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潮芦屋（兵庫県芦屋市南浜町、海洋町）

潮芦屋地区では、全体開発計画3,000区画にうち、住宅生産振興財団は2004年から10期
にわたって263区画の開発に係わっている

販売開始：2004年
街区面積：86,000㎡
住宅戸数：263区画
基本計画：住宅生産振興財団

パイプライン直接収集によるごみステーションについて、住民より説明を聞く

106

まちなみ塾 講義録 2014

スマートシティ潮芦屋（兵庫県芦屋市涼風町）

パナホームが単独で開発する戸建＋マンションを含んだ住宅地。自社の技術を駆使したス
マートシティ構想に基づく先進的な住宅地計画として注目されている。コミュニティ施設
の基本設計は安藤忠雄建築研究所

販売開始：2011年
街区面積：132,783㎡
住宅戸数：約400区画（戸建）
基本計画：パナホーム株式会社

コミュニティ施設「そらしまテラス」

モデルハウス

モデルハウス内にて現地事業担当者より説明を受ける

まちなみ塾 講義録 2014

107

ベルポート芦屋 レジデンシャルコーヴ（兵庫県芦屋市海洋町）

陸地側はゲートとフェンスで囲まれ、各戸に専用桟橋を付属させた分譲住宅地

販売開始：2005年
街区面積：11,433㎡（護岸敷2,946㎡を含む）
住宅戸数：13区画
基本計画：プロジェクトインターナショナルジャパン
〈専用桟橋付き宅地分譲〉

潮芦屋地区内での3つの見学地

108
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カルチャータウン ワシントン村・兵庫村（兵庫県三田市学園）

カルチャータウン ワシントン村
販売開始：1991年
街区面積：113,800㎡
住宅戸数：170戸
基本計画：小林紘一、R・ウィリ
アムス、市浦都市開発建築コンサ
ルタンツ

見学前に関西学院大学キャンパス内で角野教授によるレクチャーを受ける

見学前に関西学院キャンパス内で角野教授によるレクチャーを受ける

カルチャータウン 兵庫村
販売開始：1991年
街区面積：250,400㎡
住宅戸数：207戸
基本計画：都市・計画・設計研究所、
市浦都市開発建築コンサルタンツ
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丹波篠山〈重伝建地区〉（兵庫県篠山市）

視察の一環として、郊外住宅地とは別に国の重要伝統的建造物群保存地区
に選定されている城下町篠山の妻入商家のまちなみを見学

110
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フラワータウン アルカディア21（兵庫県三田市弥生が丘）

フラワータウン アルカディア21
販売開始：1990年
街区面積：13,627㎡
住宅戸数：21戸
基本計画：現代計画研究所

コモン庭

街区図

道路
フットパス
公園・緑地
専有宅地
計画区域
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【住民懇談会】アルカディア21

住民懇談会に出席いただいた方々
小山正実さん
堀川吉憲さん
井手淳子さん

進行・司会
大谷宗之（株式会社ミサワホーム総合研究所 デザインセンター
空間デザイン研究室 参事）
粟井琢美（三井ホーム株式会社 エクステリア設計室兼商品開発
部 マネージャー）

2015 年1月15日
（木）

塾生：19名

場所：フラワータウン市民センター

入居の経緯

当高かったと思いますが、その後かなりリー

堀川

私は現在、アルカディア21の管理組

ズナブルになって私でも何とか手が出るよう

合の理事長を仰せつかっております。アルカ

なところまで来た頃でした。もう一つは、や

ディア21は、平成元年
（1989）
に兵庫県の住

はり中央の公園の部分かすごく気に入りまし

宅供給公社が「ホロンピア21」という住宅博

た。実は家内は最初余り乗り気ではなかった

を開催し、そのときに21軒のうち14 軒が、

のですが、実際に見て普通の住宅団地と違っ

第1期として入居しました。

た環境で両隣も結構離れているし非常に落ち

当時、あと7 宅地については空き地で、い
わゆる抽選ではなく、個人がそのまちなみを

今は、冬なので葉っぱが全部落ちています

見て、どういう家を建てるのが一番ふさわし

が、春になるとオオシマザクラが清楚な花を

いか設計コンペの入居募集を行いました。そ

咲かせて非常にいい雰囲気をつくり出します。

のときに私は応募してたまたま運よく競争の

入居時も今も家内と2 人で住んでおります。

中で当たって平成 2 年に第 2 期として入居し

井手 私は平成10 年
（1998）
に入居しました。

ました。今現在、平成元年からお住まいにな

もともとこの三田の北のほうに家がありまし

られている方は2 軒で、1軒の方は一番のご

た。私が 20 代の頃三田の人口は3 万何千人ぐ

高齢の方で今なおかくしゃくとされていて、

らいで、今は11万人ぐらいなのですごい発展

我々の指導的な立場にあります。

をしたのですが、その頃からニュータウンは

この住宅地を選んだ理由は、以前の家の建

いいなと思っていました。長男が中学校へ行

替えか、同じような通勤圏で引っ越しするか

くときにちょうど売りに出てたものですから

思案中のとき、たまたまホロンピアを見に来

入居しました。入居時の家族構成は息子 2 人

て気に入ったのが最終的に選んだ理由です。

で 4 人です。現在は、もう2 人とも出てしま

入居時は娘が一緒でしたが現在は2 人で暮ら

って夫婦 2 人になっております。

しています。
小山

私は2005 年にこの町に引っ越してき

置いておくのが不安になったときに来てもら
える、6 畳と8 畳の和室がある和風の家です。

の戸建に住んでおりました。余り引っ越す理

環境がすばらしいですね。中央の公園で遊ぶ

由はなかったのですが、たまたま友人がこの

ということではなくその環境を買うみたいな

三田に引っ越しまして、山の麓に別荘風に暮

ものですね。向かいの家とも離れていますし、

らしているのを見て三田の開けた都市的な部

両隣もある程度距離があって、農村育ちです

分と、ひなびた田舎というか農村風のバラン

ので静かなところが好きなんですよね。その

スがいいなと思いました。また、" 三田牛 "と

割に駅まで 400mぐらいで、ゆっくり歩いて

いいましてお肉もおいしいし野菜も結構ブラン

も10 分もかからない。

多分、堀川さんがお買いになられた頃は相
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洋風の家に憧れていましたが、母を一人で

ました。以前は大阪の南、泉北ニュータウン

ド的なものがたくさんあって気に入りました。
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つけると思ったようです。

それから車での移動は、山陽道もあるし、
神戸へ行くのも阪神高速 7 号神戸線が来てい

ますし、中国道も、篠山とか舞鶴方面は舞鶴

です。統一感があるし、オシャレだし、秋に

道があって交通の便がとても良いです。そこ

なったら前の公園が黄色く紅葉して、ヨーロ

も気に入っています。

ッパみたいな感じがします。初めてこのアル

堀川 アルカディアの一番の特性は緑が住宅

カディアを見たときは、何というか、自分で

と一体化していること。その緑が自分の庭の

言うのもおかしいですけれど、ニュータウン

ように設計されていますから、居間、応接間

の特等席みたいな気がしました。そこが気に

から自分の庭は箱庭になり、その向こうに裏

入ってます。

山がある感じです。比較的交通が便利なとこ
ろで、こういう住環境はなかなかない。
ピンコロの生け垣で擁壁がつくられていま

共有公園の管理
大谷

現在当初から入居されている方は2 世

すが、管理規約で現状維持していこうという

帯だけで、19 世帯の方は転売、転居されて動

ことで、当初から入居してる方、後で入居さ

かれてるということですよね。住民の方々へ

れた方もその規約を守っています。

そのルールをどう伝えていかれているのでし

今日見ていただいて、1軒売りに出されて

ょうか。たとえば書面で新しく入居される

いるのにお気づきかと思いますが、生け垣、

方々に規約やルールについてお伝えするとい

石垣は壊さないでそのまま利用して欲しいこ

うような手続的なことを自治会で決めてらっ

とは明確にしています。また、いろんな事情

しゃるのでしょうか。

で外部へ引っ越しされたり、処分されるとい

堀川 管理組合で決めているのは、転出届と

うことになった方でも、今までのおつき合い

入居届をアルカディア21管理組合に提出して

もありますし、ご自分もこの住宅地が気に入

いただくことです。第 2に、中央の公園が、

ってたのでいろんな条件があっても、その条

公のものでなく21軒の共有ですから、ここの

件を外さないでお売りされてるということで、

住宅を買ったら、同時に21分の1の共有持ち

この点に関しては非常にご苦労ならびにご協

分の土地の所有権も移転されます。必然的に

力をいただいています。我々も感謝しなけれ

自分の土地を管理しないといけないので自動

ばいけないですし、また、そのお気持ちに応

的に管理組合に入り、それに対する費用の応

えて、今の住環境、緑を十分に維持管理して

分の負担があります。販売募集の時点で、そ

いきたいなと思っております。

の持ち主の方が業者を通じてこういう管理規

小山 住民の方々はやっぱり今の住環境をそ

約がありますという形で管理規約をお出しさ

のまま維持したいというところで一致してい

れて、こういう総会で運営してることも伝え

るんですね。新しく来られた方も当然まちな

られます。

みを見て、これが気に入ったから来るんだと

あと管理費については、引き落としにさせ

いう方がほとんどだと思いますね。ですから、

ていただいております。個々集金するのでは

管理組合でのいろんな話し合いの中にも、そ

なく管理組合口座に毎月入金されるというの

れに異を唱える方は基本的におられないの

が 3点目、これらを守っていただいています。

で、この町の雰囲気を何とか守っていけてい

アルカディア21の管理組合の仕事のほとん

ます。

どは、中央の共有公園をどのように維持管理

あとは、堀川さんがおっしゃったような、
あのピンコロの風情といいますか、それが大
分 落ちついてきているということですね。
木々に囲まれて生活できる、そういう環境が
非常にいいということですね。
井手 ピンコロは、ヨーロッパ旅行したとき
にも見ました。統一感があってとってもオシ
ャレです。それから、どの家にもアイビー、
それから、三田の花のヒラドツツジがあるの
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していくかいうことに尽きます。ですので、

潰されてももとに戻してくださいねというこ

アルカディア21を選ばれる方は、その緑を維

とを、その当時の理事長がそれまでの持ち主

持するという前提でほとんど入居されてると

の方にご返事されて、その方はそれを購入希

いっても過言ではありません。住宅と緑を一

望者に伝えられた。結局、ガレージがどうも

緒に購入されるというふうに私たちは捉えて

ご本人の計画と合わなかったので、そのとき

おります。

はそのお話は立ち消えになりました。

小山

協定的なものは特につくってないので

そのお宅はその後新たな入居者がそのまま

すよ。私がここに来たときには、不動産屋さ

維持管理していただいている。ということで、

んから管理規約を見せられまして、この中に

今までの持ち主の方に多大なご協力をいただ

こういうことが書いてあります、周りのピンコ

いてるということを非常に感謝をしている。

ロの擁壁はさわらないでくださいとか、そう

今まで気持ちよくお付き合いして、仲よく暮

いったことを当時、念を押されました。

らしていて、いろんな事情でお引っ越しされ

井手

る。だけど、他の方々にご迷惑のかかるよう

公園の共有持ち分は、1戸当たり何坪

かちょっと忘れましたけど、21分の1は自分

なことはしたくないと自己犠牲を払われて、

の土地なんですよね。でも、それは勝手に売

今現在の形を維持しています。

ったりはできませんよと言われましたね。で

そのように、転売するときに非常にご苦労

すから、公園はもう景観として買うみたいな

かけています。それが 21軒が守られて、今現

ものです。勝手に自分の持ち分だけ売るとか、

在のまちなみが変わらずに維持できている最

それから例えば喫茶店やお店とかもできない

大の要因です。

ですね。

壷内 現在の公園の使用状況はどのようなも
のですか。

新たな購入希望者への働きかけ

井手

大谷 28 年経って、皆様、外壁やリフォーム

ませんが、最初はあの公園でビールパーティ

などさまざまなところに手を入れられている

ーやバーベキューなどをしたこともあったけ

と思いますが、そのようなリフォームで当初

れど、今はもうやっていませんと前の方に聞

の形を残されるということと、ちょっとオリジ

きました。

ナルな部分を出したいというようなやりとり

公園にアルカディア21以外の近所の子ども

はありませんでしたか。トラブルとまで言わ

さんが遊びに来られても別にアカンとは言え

ないまでも何か住民の方々のご意見が衝突す

ないですし、
「ボール遊びはしないでください」

るようなことは。

とかの注意書きがある程度です。だから公園

堀川

そうですね。今現在はよくても10 年

で走り回ったりするのはいいけど、ゴルフや

後、20 年後もここでそのまま住めるのか。た

キャッチボールなど、何か公園を傷めるよう

とえば公園の中に少しスペースを取ってお年

なことはしないでくださいみたいな看板はあ

寄りのホームに利用したらどうか、外側の周

ります。でも、あんまりみんなそんなに遊ん

辺の状態はそのまま維持して、中に二世帯の

でいませんよね。たまにベンチで座って景色

方も利用できるスペースをつくるのはどうだ

を見ているとか……。何にも使わなくても、

ろうか……。途中でそのようないろいろな案

景観としての価値が十分あると思っておりま

が立ち消えになってきました。

す。

それから、新たな購入希望者が車を何台か
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私は途中から来たので詳しくはわかり

小山

個人的にはほとんど使うということは

利用したいので今現在ある門ならびに擁壁を

なくて、ときどきベンチに座ってくつろぐくら

取り壊して、ガレージの空間スペースを大き

いですね。あとは桜を見るとか、紅葉のとき

くつくりたいというのもありました。もちろ

に中に入ってベンチでゆっくりするとか、そ

ん、家を建て替えたいという申し出も確かに

れぐらいですね。とりたてて公園を何かに利

ありました。個人の財産ですので、最終的に

用するというふうにはあんまり思わないです

はご本人の判断に任さざるを得ないですが、

よね。一時は、町会の神輿があそこからスタ

ートするとか、そのようなことに使ったことも

はそれに基づいて管理委託契約並びに作業を

ありましたけれど、今は使っていません。

やっていただいており、順次申し渡しをして、

堀川 そうですね。その時々の申し出に基づ

そのときの理事長が業者さんにお伝えしてや

いて利用していただいてるという形ですね。

っていってます。過不足があった場合は、そ

だから入居者の21軒が使うというより、外部

の点を加味しながら次年次の計画に反映して

の方が桜や紅葉の時期に来られて、ベンチに

います。

座られていたり、そこでお弁当を広げて食べ

それと、よく疑問に思うことなのですが、

られていることもありました。われわれより

開発された住宅メーカーさんがたとえば10 年

その周辺、外部の方の利用のほうが多いかな

先に相談を受けたとき、どのように相談に乗

と思いますね。

れるのでしょうか。その窓口なり、企業とし
てその体制ができているのかどうか。普通の

住宅メーカーについて

企業でも同様とは思いますが、住宅について

池田 いただいた資料の中に道路の管理を住

は、そういうことがないように考えていただ

民の方がされているとありましたが、もとも

けたらいいなと思います。

と県の住宅供給公社が整備したところという

大谷 まさに私たちも今一番課題にしている

ことですが、何か行政の方と意見交換された

のは、つくりっ放しではない、つくったところ

り、何かやりとりされたことがありましたら教

が完成ではなくてそこをスタートにして、5 年、

えていただけませんか。

10 年、15 年、20 年、さらにはアルカディア

堀川 一番最初の入居のときに、今の生け垣、

21のように30 年以上ずっと同じコンディショ

石垣をそのまま維持してくださいと、住宅供

ンで維持し続けて、守り続けていただけるよ

給公社と購入者の方とで10 年間停止条件つ

うな、その当初の計画とか理念というものを

きの売買契約を結んでいただいています。そ

どう組み立てていかなければならないか。そ

れに基づいて管理規約を設けております。公

れがこのまちなみ塾の課題の一つであります

園の緑の管理も公社の方が業者と管理規約を

ので、まさにその核心を今、ご指摘いただい

結び、その業者と委託契約を結んでスタート

て大変恐縮しております。どうもありがとう

した。

ございます。

10 年経って、アルカディア管理組合が独自
に業者選定をして直接委託契約をしたことで、

管理費のこと

当初1戸当たり月15,000円であった管理費を

塾生 A

月10,000円に減額することができました。

の課題に対してアルカディア21のようにピン

私たちのグループは今回、設計演習

それでも管理形態、内容については大きな

コロで仕上げて、道路の中に植栽を置いてい

影響は出ませんでした。だから、当初は造園

るので、現地を見させていただいて非常に参

業者に丸投げしていたので少し高かったんだ

考になりました。そこで1点だけお聞きしま

なということがわかりました。管理工程表、

す。道路に植栽を入れながら空いているとこ

管理の内容、業務の必然性、どういう時期に

ろがあります。私たちもそれで車の速度を落

何をどういうふうにすればいいか、業務委託

としてみせるような案を提案をしているので

契約の中身について詳細な作業工程ならびに

すが、枯れてしまってなくなっているのか、

作業量を明記しないでやっていたからです

それとも通行するのに支障となってなくなっ

ね。

ているのでしょうか。

芝生が伸び放題になって、連絡してもなか

小山

通りにくいから木を切ろうという意思

なか来ていただけなかったりしたため、管理

はありません。単にちょっと手入れが悪くて

工程表というものをきちっとつくり、それに

枯れてしまっているのです。根本を石で囲っ

基づいて請負契約を結びました。それについ

ていると、育成上よくないかもしれないです

ては、業者の意見も聞きながら、私の経験に

ね。それで枯れたりすることが多いのですが、

基づいて月毎の工程をつくりました。今現在

できるだけそれはまた植え替えをしています。
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もともとはカツラの木を植えてあったのです

一時、なぜそういう保険に入らないといけ

が、なかなか育成が難しいので、サルスベリ

ないか議論されたことがあります。というの

に変えたりしているところもあります。

は、電灯の管理が非常にしんどい、費用もか

粟井

かるし、何がベターなのか。自治会としては、

カツラ自身は割とウエットな感じなの

が好きなので、本当は割とよい木と言われて

市に移管すると費用の面と手間は助かる。デ

いますが、多分水分補給のし過ぎかもしれま

メリットは何かというと、電灯が1つ切れた

せん。ピンコロなので水分の逃げ場がなくな

場合でも市を通じない限り切れた電灯の更新

っいるかもしれませんね。もう少し周りの石

ができない。切れたから即、翌日付け替えて

を外してあげたほうがいいかもしれませんね。

くれるというようなことはありません。第 2

あと土質ですね。

に、公園の中に立ってる外灯と、街路に立っ

堀川

今現在、何も植わってないところが 2

てる電灯と街路灯とで 2つあるのです。公園

カ所ほどあります。1カ所については、以前

の中にある街路灯は個人
（共有）
の所有地の中

の住民の方が、枯れたので樹木の更新を希望

にあるものなので市に移管した場合に、将来

したのですが、新しく入居された方は、車の

的に何か問題が発生した場合権利の制約をか

利用が多い方だったので、ピンコロを敷き詰

けられてしまう。これが最大のデメリットで

めにして、将来また植えてほしいということ

すね。

になった場合はそれを剥がすことになってい
ます。

私はその当時、移管するのはよくないと思
っておりましたが、賛否両論がありました。

あくまでも市の道路の上にある樹木ですの

そのため21軒全部の意見を聞きました。その

で、管理責任は市に帰属するものですが、当

結果、大部分がそれは困るということで市へ

初市と公社の話し合いにおいて、アルカディ

移管するという話はなくなりました。そのと

アが管理するという形を引き継いでおります。

きにこの保険を掛けたのです。

市の管理に任せていると、樹木の剪定など維

塾生 B

持管理が、業者任せになってしまう。

るなと感じました。外部の方が結構利用され

共有地の部分は掃除も行き届いてい

電灯の管理ならびに樹木の管理は、市任せ

ているとのことですが、ゴミが落ちてたりし

であると十分できないのでアルカディアが管

た場合、住民の方がお掃除とかも定期的にさ

理をしています。公園の管理と並行して街路

れたりしているものなのでしょうか。

樹の剪定、維持管理もやっていいるので、枯

小山 大体個人でやってますね。周りを見て、

れれば更新をしている。いろいろなご意見が

何か落ちていたら自分で拾うという感じです。

あると思うのですが、生きてる木はできるだ

そして、大体月に1度、業者さんに公園内と

けそのまま生かしてあげたい。しかしケヤキ

道路も含めて清掃してもらっています。月に

のかなり大きい木が年々弱っていってます。

1度はきれいになるということです。特に葉っ

あと、個人のものでないものを管理運営し
ているので、万が一、事故が起きた場合に困
るので傷害保険をアルカディアが入っていま
す。

ぱが落ちるころは結構頻繁にやらないといけ
ないなと思っております。
ただ、さきほど出ましたが、月1万円の管
理費、年間にしたら12 万円払わなければなり
ませんので、戸建てではなかなかそれだけ管
理費を払うことはあまりないと思いますが、
それはある程度景観を維持するために必要な
費用かなと思っています。
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【表彰＋感想】

第5期『まちなみ塾』修了式

【修了式式次第】
松本塾長挨拶
修了証授与
「設計演習」優秀作品表彰
特別賞「プレイスメイキング賞」
：A グループ
特別賞「ボンエルフ賞」
：D グループ
塾生コメント
参加塾生：23 名
（欠席 2 名）

場所：都市センターホテル

2015 年 2 月19日
（木）
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塾長 挨拶
皆様、一年間ごくろうさまでした。

すばらしいですね。
「プレイスメイキング賞」

座学はもちろん、実際の住宅地で住民の

をAグループに、
「ボンエルフ賞」はDグルー

方々にお話を聞くこともこれはこれで得るも

プです。

のがあったと思います。しかし、多分一番ご

またこれは私たち主催者側の反省事項でも

苦労だったのは設計演習だったかなと思って

ありますが、提出期限が早まった分、結果的

おります。

に中間発表で講師の方々からいろいろとアド

じつは去年の課題地は今年の3 倍ぐらいあ

バイスをいただいてから最終発表までの時間

って非常に大変だったということがありまし

が短くなってしまいました。他のグループの

て、今年は少し規模を小さくして1ha 程度の

作品に対するアドバイスも十分参考にするに

大きさにいたしました。さらに事務局が親心

は時間的に厳しかった面があったのではない

を出しまして、年末年始までかかっては皆さ

かと想像しております。

んも大変かと思い、年内に最終提出にしよう

去年は中間発表から、ガラッと全面的に描

ということにさせていただきました。そういう

き直したグループもありましたが、今年は時

意味で昨年よりは少しは楽だったのかもしれ

間的な制約があったので、どちらかというと

ませんが、とはいえ、多分グループの方々が

プランニングを大きく変えないでどうやって

いろんな形で連絡をとり、あるいは時間を都

ブラッシュアップをしていくか、コンセプトを

合して会って、役割分担をしながらあるいは

詰めていく、あるいはプレゼンテーションの

一緒になって図面をつくられたご苦労があっ

仕方をわかりやすくする、どうもそちらの傾

たかと思います。

向が強かったように感じました。
いずれにしましても、この設計演習、大変

ところで、前回の第 4 期から応募作品のう

ご苦労されたと思います。しかし、先ほども

ち優秀なものを1つ2つを選んで表彰してい

申しましたように、実際の事業ではそれ以外

こうということを始めました。講師の先生方

にも、あるいはそれ以上にいろいろな関所が

といろいろご相談したところ、今回は2つの

あり、あるいは調整しなければならない部分

作品に特別賞を差し上げることになりました。

が起こります。状況に応じてドンドン絵を変

昨年は、優秀賞と特別賞にいたしましたが、

えていかなければならない場合も起きます。

今年は優秀賞をなかなか選び切れなかったの

今回の設計演習の場合のように自由にはでき

で特別賞を2 点とさせていただきます。

ない場合もあろうかと思いますが、そのよう

「プレイスメイキング賞」と「ボンエルフ賞」
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なさまざまな条件の中でベストなものができ

です。この名称を聞いて、自分たちのグルー

てくると思います。今回この設計演習を1つ

プだとわかった方がいらっしゃれば、それは

の土台として今後のご活躍をお祈りします。
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塾生コメント
（五十音順 文責編集部）

安藤理人

どうか」ということについてこの1年ずっと

大和ハウス工業㈱ 東京デザイン事務所 街
づくりグループ

考えてきました。
日本人の気質を考えると、いいものをい

1年間、皆さんいろいろお疲れさまでし

くら頑張ってつくったとしても、やはり新し

た。私はCグループですが、皆さん覚えて

いものを求めて家は30年で建て替わってし

らっしゃるかわかりませんが、南北に道を

まうものだと、私は、今まだそう思ってい

つくった案です。

ます。

大和ハウスは、積極的に分譲事業に取り

修了者には毎回、講師直筆署名入りの修了証が
授与される

それを打開していくために、もちろん日

組んでいる方の会社だと思いますが、こう

本人の教育という社会の成熟も必要です

大谷公規

いうまちづくりの課題は、社内的にもよく見

が、まちなみに携わる者として、できるこ

パナホーム㈱ 西部営業設計センター

る図面の範囲でもあります。しかし、ひな

とが数多く残されていると感じたのもこの

壇宅地をつくらないという自分の社内では

「まちなみ塾」の授業を通してのことです。

私は、大阪に勤務しておりまして、住ま

常識だろうと思っていたところを、今回C

家そのもの、躯体自体は更新されてしま

いも神戸のほうにあります。講義やグルー

グループではそれをやってでも南北に道を

ったとしても、そこのまちを形成する根本

プの打ち合わせのたびに、こちらのほうに

通そうという考えを5人でかなりの時間議

的な考え方、あるいは区画割りであるとか、

来させていただいたり、業務の都合をつけ

論して、まとめて形にしました。

まちの雰囲気であるとか、風土であるとか、

ることも難しかったりしましたが、今何とか

この約1年間、多分集まったときの半分

またそういったコンセプトに共感してくださ

この場に立つことができたのは感慨深くも

以上の時間を、手を動かすのではなく、そ

る住まい手を育てていくことも、まちづくり

あります。

のような議論の時間に使ったと思います。

の一つだと思うようになりました。

他社の方々と協同することによって、私が

思い出されるのは、やはり打ち合わせの

最初は、テーマ性のあるまちは、あんま

たびにこちらに来ることになりまして、交通

今まで業務の中で感じてなかったこととか、

りよくないのではないかという思いでした

費の面で会社に迷惑かけたとも思います

見えなかったものが、見えてきたりしまし

が、誰かが手を動かした痕跡をこの先長く

が、その分いろいろな方と議論を重ねなが

た。私は設計ですが、営業の方々の意見と

残していこうという、そういったテーマであ

ら刺激を受けましたので、今の業務にも少

か、こういう考えもあるんだというところ

るならば、テーマ性のあるまちというもの

なからず生かすこともできると思っており

が、かなり自分のためになったような気が

は、とてもよいのではないかと今は思うよう

ます。

していて、この「まちなみ塾」に感謝して

になりました。

おります。
ほんとに1年間いろいろお世話になりま
した。ありがとうございました。
＊

私は今、会社での主な業務として、関西

Bグループは特別賞をいただけなかった

での住宅地見学でこの間皆さんが訪れたス

のはちょっと残念ですが、春から社会人 3

マートシティ潮芦屋の個別の設計をやって

年目がスタートします。今回、いろいろな

いますので、まさに私の設計したものを皆

観点の意見や、考えを多く学ぶことができ

さん見ていただいたように思っております。

て、非常にありがたい機会となりました。

石川彩子
㈱ポラス暮し科学研究所 デザインG （ポラ
テック㈱）

一番最初に皆さんとこうして集まったと
きを思い出します。ブルーと赤の2枚のク
リアファイルを渡されて、イエス、ノーと
言って挙げてどういう授業がこれから始ま

夢を忘れず、また、新しい見方も忘れず、

あとでそのときに感じたご意見など聞か
せていただければ、私もまた、まちをもっ

なおかつ今まで培われてきたさまざまなま

とよいものにできるのかなというふうに思っ

ちに対する取り組みや技術も学びながら、

ております。

いいまちをつくる手助けをしていきたいと

このたび、この「まちなみ塾」という皆
様の中で成長できたことは、これからのは励

思います。
＊

みになるかなというふうに思っております。
＊

るのかなと、いささか不安にもなったよう
な授業でした。そして、あの際の質問にも
ありました「テーマ性のあるまちがいいか

まちなみ塾 講義録 2014

119

川端三四郎
ミサワホーム㈱ 住宅事業本部 MJWOOD
推進部

私も普段は、まちなみの仕事に携わって
いるわけではありませんが、この「まちな
み塾」でいろいろなまちを見学に行かせて
いただいて思ったことは、ワシントン村の
ような分譲地の隣に兵庫村のような分譲地
があったりして、日本のまちなみというの
は、基本的なルールはあるのでしょうが何
でもありなのかなという印象を素人目線で
第５期まちなみ塾設計演習特別賞「プレイスメイキング賞」のAグループ

思いました。
海外の人たちが、日本のそういったテー
マパークのようなまちなみを見たときに、ど

梶原宏一
住友林業緑化㈱ 住宅緑化事業部 分譲緑化
部

地利用等も普段の仕事としてやっています

う思うのか。自由過ぎて、設計が難し過ぎ

が、ここまで、まちなみというものを考え

るように思うのではないか。日本の伝統的

て設計することがほぼなかったので、今回

なまちなみもほんとうはいいのでしょうけれ

はとても勉強になりましたので、とても有

ど、経済的な面の問題もあるのかなと思い

参加さしていただけたこと、また私はDグ

意義な1年間を過ごせました。

ながら見ました。

ループですが、メンバーに恵まれまして賞

ありがとうございました。

今回「まちなみ塾」という貴重な機会に

までいただいたということで、大変ありが

＊

社名にありますように私のところはエク

唐沢博英

結局、宇宙にまちをつくるわけではないの

積水ハウス㈱ 東京設計室

で、どこかで自分が記憶した場所とか、そ
のまちなみの手法をアウトプットするのだ

素地からプロジェクトに取り組むという機
会が少なく、今回の設計演習課題は非常に
興味深くやらさせていただけたと思います。

少しは建築の話はできると思いますが、ま
ちなみに関しては全く知識の蓄積がなくて、

たいと思っております。
ステリアの会社なので、なかなかこういう

今まで建築単体でいろいろ考えてきて、

私は、
「まちなみ塾」に参加したときはま

と思いました。そのときのために、いろい

だ実務に携わって1年も経っていないほど

ろなまちなみを見て、記憶して、アウトプ

でした。さらに、もともと賃貸の部署の担

ットするというのが今回、
「まちなみ塾」で

私たちの作品も、樹木をかなり共有地に

当なので、まちなみというものは全くわかり

学んだ最大のことだと思います。

非常に楽しい1年間でした。
持ってくるという、エクステリアだけでは考

ませんでしたが、どういう家が、どういう

いろいろ段取りをしていただいて、スム

えきれない計画といいますか、まちなみ全

まちが、どういう都市が豊かなのかを考え

ーズに講義に取り組むことができました。

体で考えた計画です。やはり、各セクショ

て、それに対する何か気づきのようなもの

関係者の方々ありがとうございました。

ンの人々が力を合わせれば、まだまだいろ

が得られればいいかなという気持ちで参加

んなチャレンジがあるんだなというふうに

させていただきました。

思っております。

いつぞや分譲地を見学させていただいた

皆勤賞とはいかなかったですけれども、
楽しみにして参加させていただきました。
どうも、1年間ありがとうございました。
＊

とき、普通の土間コンを打った駐車場で、3、
4 家族が楽しげにバーベキューをやってい

＊

熊谷一義
パナホーム㈱ 街づくり事業本部 分譲事業
部 分譲技術部 東部街づくり設計グループ

る風景を見て、何か、豊かなまちというの

私の所属部署名が「街づくり設計グルー

はこういうものかなと思いました。それは

プ」となっておりますが、まさしく、土地

一概に、きれいに樹木が植わっていればで

利用計画図つくったり、コンペをやったり、

金平真道

きるものではなく、かといって殺風景なと

入札したりとか、今回の設計演習のメニュ

㈱竹中土木 技術・設計部 設計グループ

ころではやっぱり過ごせない、そこに対す

ーを日々の業務の中でいつもやっていたの

るハードとして、ものをつくっていく、供給

で、どうしていまさら参加しなければなら

していく側としてやはり何かできることがあ

ないのかとちょっとマイナスな方向で来て

計業務を行ってますが、主にゴルフ場の改

るのではないかということを考えながら、

ました。

修ですとか、宗教法人、参道の設計とか、

課題に取り組んでいました。

私は、普段ゼネコンで民間企業相手に設

しかし、さきほど塾長がおっしゃってい

地面にかかわるものの設計を主にやってお

全く何もわからない中、他の4 人のメン

たように、日々の業務では、コスト面であ

りまして、今回、建物の設計にかかわる方々

バーの方々にいろいろ教えていただきなが

ったりとか、行政協議で非常に制約があっ

とお話ができたので、とても貴重な経験に

ら、賞を取れるようなものができ上がると

て、ふだん、やりたくてもできない内容が

なりました。

ころまでいけて非常に感謝しております。

いろいろあります。逆に本当は頑張ればで

また、ハウスメーカーさんの仕事で、土
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＊

きるかもしれませんが、簡単なほうに逃げ

ていってしまったかなと考えたりすることも

違いを感じまして、皆様から意見をいろい

を提案できたのではないかとちょっと反省

ありました。今回この「まちなみ塾」を通

ろいただき成長の糧になったと思います。

もあります。
また、各グループの発表を見て、ぼくら

して、各メンバーと議論を重ねていくうち

私も大阪なので、ディスカッションも東

に、やはりそれではよくないと思って来た

京だったり、申しわけないですけど大阪に

はこれがいいと思ったところが、全然違う

かような気がします。

来ていただいたり、中間を取って名古屋で

プランが出てきたり、こういう考え方もある

議論してた時間よりも、その後の飲み会

打ち合わせをさせていただいたりとか、E

んだなということで、非常に参考になった

のほうが実は長かったかもしれませんが、

グループの方々には、ほんとに迷惑かけな

おもしろい研修でした。

皆さんともまた今後、おつき合いさせてい

がらやらさせていただきました。ただ、そ

ただけたらと思います。

の後はおいしい御飯を一緒にいただいたり、

るという研修は余りなかったので、それも

仕事プラス楽しみでいろんな意見を出し合

自分に刺激になりました。まだまだ分譲を

貴重な経験させていただき、一年間どう
もありがとうございました。
＊

今回のようにグループで一つの課題をや

ってやれたと思います。今回は賞は取れま

やっていくと思いますので、こういったこと

せんでしたが、ぼくたちの中ではしっかり

を今後の業務に生かしていきたいなと思い

したものができたのではないかなと思って

ました。
＊

おります。

熊谷政俊
ミサワホーム㈱ 分譲開発部 分譲推進課

先生方の博学ぶりにもなかなかできるこ
とではないと感心させられました。住宅地

関 泰伸

私は、ちょうど昨年3月まで、まちづくり

の中には植栽を大切にしていただけないと

とは全く関係なく、現場に出てお客さんの

ころもありますので、剪定して長くつき合

東京セキスイハイム㈱ 千葉支店 デザイン
室

前で戸建てのプランを描く部署にいました。

っていただくような仕掛けを考えています

私も、ふだんは戸建住宅の設計観点から

4月に分譲推進課という部署に入って、
「ま

が、その辺は先生方から教えていただいた

まちなみを見てきました。設計演習の最初

ちなみ塾」の話をいただき、参加するよう

り、高坂での寄せ植えイベントもとても参

に、いきなり8,000㎡の土地を与えられて、

になりました。

考になり、その後、私も広島のほうで植栽

それを区画割してくださいと課題が与えら

どこかに旅行に行ったり、建物を見に行

の勉強会をやらさせていただいたりして、

れたときに、全く手が動かずに、じつは3

ったとき、何か風景としていいものがある

今回「まちなみ塾」で自分自身が成長した

日ぐらい悩んでいたのがちょうど8カ月前

と感じることはあったのですが、さらにそこ

のではないかなと思えます。

になります。そのときから、この2月まで、

から、そのまちなみを自分でつくるときにそ

私自身の反省としては、もうちょっと時

何回か受講して参考になった部分もあれ

れをどのように見せるか、見られるかとい

間とって他のグループの方々とディスカッ

ば、8カ月間で得られるものも限られてい

うアプローチはいままで私の中にはありま

ションするとか、講師陣を捕まえて、飲み

るので、正直なところまだまだ手応えを感

せんでした。

ながら相談するようなこともできればよか

じているところまでいってないかもしれま

ったのかなとちょっと後悔しています。

せん。

それが今回、
「まちなみ塾」の設計演習
の課題を通して、さらに私のBグループに

＊

は、土木の専門のプロであったり、外溝、

今回、私はCグループですが先ほど、安
藤さんのほうからも説明がありましたよう

建物、あとは研究所に所属している方々の

凉風英明

に、縦に道を通すという多分一般的には余

方向性の切り口の異なるお話がとても刺激

積和不動産㈱ マスト分譲事業部 技術部
設計・工務課

りない形での区画割だったのかもしれませ

的でした。周りからのものを得て、一つの

んが、そこは何も知らない素人の強みと言

ものをつくっていく、そこに辿り着くまでの

私は、積水ハウスで20年ほど戸建注文

過程が自分にとって一番の財産になったと

建築の設計や現場監督を、あとは賃貸住宅

みんなで議論しながら、いろいろ悩みなが

感じています。

いますか、チャレンジしようということで、

の設計、現場監督をやってきまっしたが、

ら課題を完成させました。賞には落選しま

ちょうど1年半ぐらい前に積和不動産に移

したが、一つやりきった感がある課題だっ

しさせていただきましたが、このような時

籍して、初めて、こういった「まちなみ」

たと自分では思っております。

間を共に過ごせたのも何かの縁ですので、

というか、分譲の事業に携わることになり

ぜひ、一緒に仕事ができればと思っており

ました。右も左もわからないまま、
「まちな

近郊に籍を置いてるメンバーでしたので、

ます。

み塾」でいろいろと刺激を受けて、非常に

かなりの回数みんなで話し合いながら課題

楽しく1年間過ごすことができました。

に取り組んだのが、あっという間に過ぎま

今回、Bグループの方々と長い時間お話

＊

ちょうど設計演習の課題をやっていると

桑野浩二
大和ハウス工業㈱ 大阪デザイン事務所 街
づくりグループ

私はふだん、設計演習に近い仕事をやっ

きに、ほぼ同じ8,000㎡で30区画ほどの分

私たちのグループは、幸いみんな首都圏

したが、充実した期間でした。
今日は、積水ハウスの橋本さんがお仕事

譲地を並行して比較しながらやっていたの

の都合でどうしても出席ができないという

ですが、実物件はやはり宅地化率を求めら

ご連絡を事前にいただいておりましたが、

れる物件だったので、まちなみとしてはき

バランスよくメンバーが揃ったと思ってお

ていますが、
「まちなみ塾」では考え方の

れいにはできましたが、後から考えると、

り、今後も仕事やプライベートでも、お付

違いというか、つくり込みの発想に大きな

もう少しおもしろい遊びの入ったまちなみ

き合いが続けばいいなと思っております。

まちなみ塾 講義録 2014

121

が、いざ、
「まちなみ塾」の設計演習でそう
いったものを自分でやろうとすると、どん
なに大変なのかということが非常によくわ
かりました。
ふだんの業務の中では、そういった疑問
について自分の中でしっかりとした答えを
出せていなかったということを、この1年間
で学ぶことができたのは非常によい機会だ
ったと思っています。
また、いろいろな会社の方々、個性豊か
な人たちと、こういったコミュニケーション
第５期まちなみ塾設計演習特別賞「ボンエルフ賞」のDグループ

の場を持てて、いろんな議論をできたとい
うことが、ほんとに財産なりまして、今後
の業務にも十分生かしていけたらなと思っ

こういう機会を会社に与えられて、また、

ると聞いたときはほんとにうれしくて、今の

このような貴重な体験にいろいろご尽力を

自分の業務とどうにか両立してやっていこ

いただきました方々に、この場をもってお

うと心に決めて1年間楽しくやらせていた

礼を申し上げます。

だきました。
＊

ております。
＊

永山智之

でき上がった分譲地にお住まいの方々と

西松建設㈱ 技術研究所 技術戦略グループ

実際にお話しするというなかなかできない

高橋修一

経験もさせてもらいました。また、日々の

私は、もともとは来月開業する北陸新幹

大賀建設㈱ 埼玉支店 設計課 設計一係

業務ではお客様のご意見に沿って注文住宅

線の長大トンネルとか、そういう事業に係

の設計をやっているので、ちょっと日々の

わる人間ですが、部署が変わって3年前か

大賀建設は、
「アルネットホーム」をブラ

業務では忘れかけていた、まちなみという

らコンパクトシティやスマートシティを担当

ンド名として、関東のほうで展開している

ところの楽しさと、難しさを思い出させても

するようになりました。そこでどうしても出

会社になります。

らういました。

てくるのが住宅なので、今回「まちなみと

今も分譲地の中の設計をやっています

住宅」という視点を学ばさせていただきま

間、住宅の設計をやっていたので「まちな

が、Bグループのメンバーの方からいろん

した。最初は非常に緊張しましたが、Aグ

み」に関しては全く知識がありませんでし

な意見をもらったことを思い出しつつ、ま

ループの皆さんのおかげで何とか1年、賞

私は、専門学校を卒業してずっと10年

た。何か同じような建物がずらっと並んで

た何か一歩新しい視点から見られるように

までいただいて、勉強させていただいたこ

いて迷ってしまうってしまうところというの

なったかなと、この1年間でそういった自

とを非常にありがたく思います。

がまず第一印象としてありましたが、いろ

分の成長も味わえたと思います。

最初は、ハウスメーカーさん同士ではや

いろな講義を通していく中で、まちなみに

講師の方々や、異なる業務をやっていら

はりノウハウ的に言いづらいところもあるの

ついての考え方が少し変わってきたのかな

っしゃる方々との意見交換ができて、とて

かな感じていましたが、打ち合わせの後は

と思います。

も刺激的でした。

必ず飲むということで、それぞれの個性が
発揮されて何とか形になったのかなと思っ

今の会社でも、最近、分譲計画の事業を

これからも、また、いろいろと交流をし

展開し始めていますが、今回、勉強させて

ていければと思っておりますので、よろしく

ています。私は奇策しか出さなかったので、

お願いします。

それを織り込んでいただいた優しい方々に

もらって、そちらの業務でも自分としては
「まちなみ塾」で学んだことを生かしていけ

＊

る目の角度が変わったというのを非常に自

ればと思っております。
また、私はCグループでしたが、グルー
プの方々にはいろいろと勉強させてもらい
まして、ほんとに感謝しております。あり
がとうございます。

恵まれてつくることができました。まちを見

富永 淳
住友林業緑化㈱ 住宅緑化事業部 分譲緑化
部

分の成長と思っております。
私ごとですが、この間に部署を移動して、
実践に携わるような部署に入りました。販

私は、エクステリアを専門にしています

売チャンネルを持っていませんので、皆様

が、こういったまちなみ事業に携わること

方の御力沿いをいただいて、まちなみを提

になったのはちょうど4 年前です。ふだん

供する際には一緒にお仕事ができればと思

田島有希

は、土地利用計画やランドスケープも全て

っております。

積水ハウス㈱ 千葉南支店 設計課

決まって、建物の計画もでき上がったうえ

＊

で、エクステリアを色づけしていく業務を
私は、学生時代からまちなみには興味が

やっています。その中で、区割りや建物配

あって、
「まちなみ塾」に参加させてもらえ

置に疑問を持ったりすることもありました

122

まちなみ塾 講義録 2014

＊

ほんとに一年間ありがとうございました。

中山裕太
昭和㈱ 開発本部 企画室

私の会社は、区画整理事業をメインにや
っているところで、最近は財団さんともお
付き合いができてきました。

＊

百本千裕
スウェーデンハウス㈱ 営業企画部 商品企
画グループ

土地から、コンセプトを考えてまちなみ

古橋昌夫
ミサワホーム㈱ 住宅事業本部 MJ WOOD
推進部

の計画をしていくというのは、ふだんの業
務ではやっていない初めてのことでしたの

私の仕事は、都市計画が専門ですが、ち

私は、昨年度まで注文住宅の設計をデザ

で、最初の個人課題のときは、ほんとに何

ょうど1年前まで東北の復興支援に2年半

インしながら、時々プロジェクトで分譲の

をしていいのかわからなくて、続けて行け

ほど行っておりました。戻ってきてから、

仕事もさせていただいていました。やはり

るのかとても不安でした。グループに分か

今は事業開発室に在籍していますが、新し

自分の設計した住宅がプロジェクトの分譲

れてからは、皆さん、経験がおありの方も

い分野に取り組んでいくために、ハウスメ

地ではまちなみに溶け込んで、しかも年ご

多くて、知識も豊富でしたので、打ち合わ

ーカーの皆さんと一緒に勉強するこのまち

とよくなっていく感じがするんですね。そこ

せのたびに、なるほどと勉強になることが

なみ塾に参加させていただきました。

でまちなみに興味を持ち、去年の4月から

たくさんありました。皆さんに、たくさん助

きょう、修了式ということで1年を振り返
ってみると、全て大変勉強になって、有意
義な時間を過ごせたと思っております。
Dグループでは私だけ土木寄りですが、
ハウスメーカーの皆さんのご意見を聞くこ

まちなみに携われる部署に移ることができ、

けていただき、賞までいただけてほんとに

ちょうどそのタイミングで「まちなみ塾」に

よかったなと思っております。

参加、私にとっては非常にタイムリーでし

また、まちなみ視察や住民懇談会を通し

た。デザインだけではなく、素地のところ

て、ふだんの業務では考えない分野につい

から、周辺環境を考えながら、コンセプト

て見聞きして考える機会をいただけたこと

とができて、自分の発想にない建築的なと

決めながら宅地にしていく大変さを学ばせ

は、大変よい経験になったなと思っており

ころでまちなみが形成されるというさまざ

ていただきました。

ます。お客さんの手に渡って何十年も経っ

まな考えを勉強させていただいたと思って
おります。
塾長のご挨拶にもありましたが、今回、

私自身、松村秀一先生の「箱の産業から

ていったときに、よいまちなみを維持する

場の産業へ」の公開講座を聞いて、これか

ために、誰がどこまで管理をするのかとい

らの分譲地は、何年も先まで周辺地域、

うことはとても大切で、これからの課題な

皆さんとこういう機会に出会えたことは一

人々とどのように係わっていけるかを考え

のかなというふうに感じました。

つ縁と思っておりますので、いろいろな形

ていかないといけない、ということを強く感

今回、
「まちなみ塾」に参加させていた

でこれからもおつき合いできればと思って

じました。一つの分譲地が何十年も、ずっ

だいて、大変勉強になりました。ほんとに1

おります。

と同じサイクルで続いていくというのはな

年間どうもありがとうございました。

＊

＊

かなか難しいと思うので、これからは、戸
建てだけではなく、賃貸、マンション、あ

野村風美子

と施設との連携を取りながら、もしくは加

山口ゆかり

トヨタホーム㈱ 分譲推進部 分譲設計室
街並設計グループ

味しながら、もう少し広い範囲でまちづく

㈱アキュラホーム 商品開発部 商品開発二課

私は、
「まちなみ塾」に参加したときは分

りを考えていけたらいいんじゃないのかな、
私は商品開発を担当していますが、日々の

と思いました。

譲の部署に来てまだ1年目で、ほんとに何

＊

業務では非常に小さいところに目を向ける

もわからず、不安な状態でした。しかし、

仕事でして、例えば、一つの部材の収まり、

Eグループには実際に分譲を業務にされて

構造的にもつのか、法規的に問題がない

いる方が揃っていて、打ち合わせのたびに

か、断熱や施工性など、そういったミクロ

学ぶことが多くたいへん勉強になりました。

なことを決めたりしているので、まちなみ

分譲地の視察については、トヨタホーム
の分譲地では結構、宅地化率やコンセプト
を大事にしてまちなみをつくっていますが、
実際にその分譲地が長く経ってなお価値が
保たれているアルカディア21や、ワシント
ン村の人たちの話を聞いて、やはり、つく
りこんだり、コンセプトを持った住宅地は、
もちろん他にもいろいろな条件が重なった
結果だと思いますが、住んでる人たちも誇
りを持って住み続けている生の声が聞けた
のが印象的でした。引き続きそのようなコ
ンセプトを持った分譲地をつくっていきた
いなと今回の視察を通して思いました。
修了パーティー
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のような大きいことが私にはできるのか非

【早退】

常に不安を抱いていましたが、Dグループ

吉井 崇
（住友林業㈱ 住宅営業本部 街

の皆さんの協力にも恵まれてやってくるこ

づくり営業部）

とができました。
最近は空き家の問題が話題になっていま
すが、自分が建築に携わる人間として、い

【欠席】
橋本千草
（積水ハウス㈱ 東京設計室）

いまちなみがあると、ついついワクワクし

貫井康平
（住友林業㈱ 住宅事業本部 街

てしまいます。今まで素通りしていたとこ

づくり営業部）

ろも、ちょっと立ち止まって見る機会が増
えたかなとも感じてます。そういうことも、
今回の「まちなみ塾」の経験によるものか
な思います。
中間発表や最終発表に向けて、私も定時
以降だったり、お休みの日に自分が担当す
ることをやっていましたが、最近にはない
密度の濃い有意義な休みの過ごし方をでき
たかな思ってます。
皆さん1年間どうもありがとうございまし
た。
＊

山﨑慎一
積水ハウス㈱ つくば支店 設計課

皆さん1年間ありがとうございました。お
疲れさまでした。
都市計画的なお話、まちなみづくりの話
から、維持管理、その後の検証としてのま
ちなみ視察、設計演習と8回の講義に参加
させていただきました。先月の関西へのま
ちなみ視察、住民ヒアリングも、最後に楽
しく勉強させていただきました。
私たちDグループは、大体、月1、2回
ぐらい打ち合わせをしていましたが、皆さ
ん職場が都内で近く、私だけ筑波で休みも
ちょっと違うので、ご迷惑をおかけしたと
思っています。
最近、設計課題のつくば市の計画地に近
い分譲地のチラシが入っていましたが、実
際に計画地に隣接して教育施設も計画され
ているようでしたので、きっと、付加価値
もついて魅力あるまちになるんじゃないか
なということで、個人的にはちょっと楽しみ
にしております。
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2014（第 5 期）講師一覧・塾生一覧
主催：一般財団法人住宅生産振興財団
塾長

松本 浩
（一般財団法人住宅生産振興財団 専務理事）

企画・運営： 壷内健晶 （一般財団法人住宅生産振興財団 事業部部長）
石川奈津子（一般財団法人住宅生産振興財団 総務部）
大谷宗之 （㈱ミサワホーム総合研究所 デザインセンター
空間デザイン研究室 参事）
江田修司 （㈱江田編集企画室）

講師一覧

中井検裕
小林秀樹
上井一哉
大谷宗之
粟井琢美
伊藤明憲
原 武史
松村秀一
〈講師補佐〉
池田幸代

塾生一覧
（五十音順）

安藤理人
石川彩子
大谷公規
梶原宏一
金平真道
唐沢博英
川端三四郎
熊谷一義
熊谷政俊
桑野浩二
凉風英明
関 泰伸
高橋修一
田島有希
富永 淳
永山智之
中山裕太
貫井康平
野村風美子
橋本千草
古橋昌夫
百本千裕
山口ゆかり
山﨑慎一
吉井 崇
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東京工業大学大学院 社会理工学研究科 教授
千葉大学大学院 工学研究科建築・都市科学専攻 教授
積水ハウス㈱ 設計部 東京設計室 部長
㈱ミサワホーム総合研究所 デザインセンター 空間デザイン研究室 参事
三井ホーム㈱ 設計推進部 エクステリア設計室 マネージャー
積水ハウス㈱ CRE 事業部 PRE 推進部長
明治学院大学 国際学部 教授
東京大学大学院 工学系研究科 建築学専攻 教授

積水化学工業㈱ 住宅カンパニー 営業統括部 不動産営業部
開発グループ係長

大和ハウス工業㈱ 東京デザイン事務所 街づくりグループ
㈱ポラス暮し科学研究所 デザインG
パナホーム㈱ 西部営業設計センター
住友林業緑化㈱ 住宅緑化事業部 分譲緑化部
㈱竹中土木 技術･設計部 設計グループ
積水ハウス㈱ 東京設計室
ミサワホーム㈱ 住宅事業本部 MJ WOOD 推進部
パナホーム㈱ 街づくり事業本部 分譲事業部 分譲技術部
東部街づくり設計グループ
ミサワホーム㈱ 分譲開発部 分譲推進課
大和ハウス工業㈱ 大阪デザイン事務所 街づくりグループ
積和不動産㈱ マスト分譲事業部 技術部 設計・工務課
東京セキスイハイム㈱ 千葉支店 デザイン室
大賀建設㈱ 埼玉支店 設計課 設計一係
積水ハウス㈱ 千葉南支店 設計課
住友林業緑化㈱ 住宅緑化事業部 分譲緑化部
西松建設㈱ 技術研究所 技術戦略グループ
昭和㈱ 開発本部 企画室
住友林業㈱ 住宅事業本部 街づくり営業部
トヨタホーム㈱ 分譲推進部 分譲設計室 街並設計グループ
積水ハウス㈱ 東京設計室
ミサワホーム㈱ 住宅事業本部 MJ WOOD 推進部
スウェーデンハウス㈱ 営業企画部 商品企画グループ
㈱アキュラホーム 商品開発部 商品開発二課
積水ハウス㈱ つくば支店 設計課
住友林業㈱ 住宅営業本部 街づくり営業部

塾
2010（第1期）
の構成
【概論】

郊外住宅地の過去・現在・未来
中井検裕
（東京工業大学 大学院社会理工学研究科 教授）
【まちなみ計画論Ⅰ】

人口減少社会における住宅地の未来像
角野幸博
（関西学院大学 総合政策学部 教授）
【まちなみ計画論Ⅱ】

コモンとまちなみの維持管理 30 年後に何が起きるのか？
柴田 建
（九州大学 大学院人間環境学研究院 助教）
【現場】

まちなみ視察＋住民懇談会（高幡鹿島台ガーデン 54）
グリーンタウン高尾（東京都日野市）
高幡鹿島台ガーデン 54、フォレステージ高幡鹿島台（東京都日野市）
【設計演習】

「公園と緑道に接する中規模の住宅地開発計画」
課題解説／グループ課題発表／講評
上井一哉
（積水ハウス㈱ 設計部 東京設計室 部長）
大谷宗之
（ミサワホーム㈱ 商品企画部 まちづくり・分譲企画課
課長）
青鹿政幸
（㈱駿府設計 専務取締役）
【公開講座Ⅰ】 まちなみ景観と住宅地の今後

戸建て住宅地時代の大転換 マイホームからシェアハウスへ
三浦 展
（消費社会研究家 マーケティング・アナリスト）
【公開講座Ⅱ】 まちなみ景観と住宅地の今後

まちなみ景観のデザイン 敷地主義を超えて
門内輝行
（京都大学 大学院工学研究科 教授）
【マネジメント】

住宅地の維持・管理
住まいのまちなみコンクール受賞団体にみるタウンマネジメント

大月敏雄
（東京大学 大学院工学系研究科 准教授）
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塾
2011（第 2 期）
の構成
【概説】

郊外住宅地の誕生から未来へ
中井検裕
（東京工業大学 大学院社会理工学研究科 教授）
【現場】

まちなみ視察＋住民懇談会（こしがや・四季の路）
リファージュ高坂（埼玉県東松山市）
レイクタウン美環の杜〈越谷レイクタウン〉（埼玉県越谷市）
こしがや・四季の路（埼玉県越谷市）
【環境・エネルギー】

人の内なる環境と住まいの環境・地球環境
宿谷昌則
（東京都市大学 環境情報学部 教授）
【設計演習】

「都市近郊の土地区画整理事業地内における住宅地開発計画」
課題解説・個人答案講評／グループ課題発表／講評
上井一哉
（積水ハウス㈱ 設計部 東京設計室 部長）
大谷宗之
（ミサワホーム㈱ 商品企画部 まちづくり・分譲企画課 課長）
青鹿政幸
（㈱駿府設計 専務取締役）
粟井琢美
（三井ホーム㈱ 設計推進部 エクステリア設計室 マネージャー）
【公開講座Ⅰ】 まちなみを表現する〜文学、ランドスケープの視点から〜

文芸と映像に描かれるまちなみ──伝統と近代の融合の可能性をさぐる
佐伯順子
（同志社大学 大学院社会学研究科 教授）
【公開講座Ⅱ】 まちなみを表現する〜文学、ランドスケープの視点から〜

環境の資源から資産へ──デザインの役割を再定義する
宮城俊作
（設計組織 PLACE MEDIA パートナー／奈良女子大学 住環境
学科 教授）
【現場】

まちなみ研究ツアー（福岡）
高見三条 サトヤマヴィレッジ 青葉台ぼんえるふ
シーサイドももち アイランドシティ照葉 コモンライフ新宮浜
【マネジメント】

住宅地の価値をあげるマネジメントシステムのつくり方
齊藤広子
（明海大学 不動産学部 教授）
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塾
2012（第 3 期）
の構成
【概説】

郊外住宅地の成立と変容
角野幸博
（関西学院大学 総合政策学部 教授）
【現場Ⅰ】

まちなみ視察＋住民懇談会（つくば二の宮）
研究学園葛城ミリオンアベニュー・つくば葛城パセオコモンズ（つくば市研究学園）
つくば松代（つくば市松代 5 丁目）
つくば二の宮（つくば市二の宮 4 丁目）
【日本のまちなみ】

地域と伝統が生み出したまちなみの個性
江田修司
（編集者）
【設計演習】

「都市近郊の戸建住宅まちなみ計画
〜将来に亘り、価値を保ち続けるまちなみとは〜」

上井一哉
（積水ハウス㈱ 設計部 東京設計室 部長）
大谷宗之
（㈱ミサワホーム総合研究所 デザイン研究室 室長）
粟井琢美
（三井ホーム㈱ エクステリア設計室兼商品開発部 マネージャー）
伊藤昭憲
（積水ハウス㈱ 不動産部 部長）
【公開講座Ⅰ】 地域再生と住宅のあり方

地域再生のフィールドデザイン 都市変容と居住環境を手がかりとして
真野洋介
（東京工業大学 大学院社会理工学研究科 准教授）
【公開講座Ⅱ】 地域再生と住宅のあり方

復興住宅から住まいを考える 白石市シルバーハウジングを原点に
渡辺真理
（法政大学 デザイン工学部 教授／設計組織 ADH 代表）
【現場Ⅱ】

まちなみ視察＋住民懇談会（桜ケ丘ハイツ 皐ケ丘）
グリーンテラス城山・光が丘（愛知県小牧市城山）
桜ケ丘ハイツ 皐ケ丘（岐阜県可児市皐ケ丘）
グリーンランド柄山（岐阜県各務原市那加柄山町）
岐阜グリーンランド（岐阜県岐阜市日野南）
美濃（岐阜県美濃市美濃）
有松（愛知県名古屋市緑区有松）
【マネジメント】

住宅地のコミュニティとマネジメント
大月敏雄
（東京大学 大学院工学系研究科 准教授）
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塾
2013（第 4 期）
の構成
【オープニング講義Ⅰ】

まちなみ設計者をとりまく環境
宮脇檀の 5 つのハードと 1 つのソフトを通して考える

二瓶正史
（有限会社アーバンセクション 代表取締役）
【オープニング講義Ⅱ】

あらためて考える、まちなみ設計のツボ
二瓶正史
（有限会社アーバンセクション 代表取締役）
上井一哉
（積水ハウス㈱ 設計部 東京設計室 部長）
大谷宗之
（㈱ミサワホーム総合研究所 デザイン研究室 室長）
【現場Ⅰ】

まちなみ視察＋住民懇談会（佐倉染井野）
おゆみ野モデル街区（千葉市緑区おゆみ野南 3 丁目）
もみの樹台（千葉県市原市ちはら台西 4）
かずさの杜（市原市ちはら台東 7 丁目）
佐倉染井野（佐倉市染井野）
【設計演習】

【課題】都市近郊の戸建住宅地開発事業
上井一哉
（積水ハウス㈱ 設計部 東京設計室 部長）
大谷宗之
（㈱ミサワホーム総合研究所 デザイン研究室 室長）
青鹿政幸
（㈱駿府設計 専務取締役）
粟井琢美
（三井ホーム㈱ エクステリア設計室兼商品開発部マネージャー）
伊藤昭憲
（積水ハウス㈱ 不動産部 部長）
【公開講座Ⅰ】 元気が出る居住地、まちへ出よう

楽しい居住環境のコンポーネントとプレイスメイキング
渡 和由
（筑波大学 芸術系環境デザイン領域 准教授）
【公開講座Ⅱ】 元気が出る居住地、まちへ出よう

建築のコモナリティとビヘイビオロロジー
塚本由晴
（東京工業大学大学院 准教授 , 博士
（工学）／アトリエ・ワン）
【現場Ⅱ】

まちなみ視察＋住民懇談会（コモンシティ星田 B-1）
コモンシティ星田 B‒1（大阪府交野市星田西）
星田アーバンリビング コモンシティ星田 B‒2（大阪府交野市星田西）
関西学園都市 光台（京都府相楽郡精華町）
オナーズヒル奈良青山（奈良県奈良市青山 4 丁目）
橿原市今井町（奈良県橿原市今井町）
【表彰＋感想】

第 4 期『まちなみ塾』修了式
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