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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
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（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
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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。
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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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