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【表彰＋感想】

第6 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「ミクストコミュニティ賞」
：B グループ
特別賞「ボンエルフ賞」
：C グループ
塾生コメント

参加塾生：21名
（欠席1名）

場所：都市センターホテル

2016 年 2 月18日
（木）
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塾長 挨拶
第 6 期の「まちなみ塾」
、無事修了しました。
皆様、おめでとうございます。

松本 浩
今後とも"まちなみづくり"のファンになって
いただきたいということでございます。

2015 年 5月21日にスタートして9カ月にな

今後、実際のまちなみ設計の仕事をずっと

ります。設計演習など皆さんにとって大変だ

続けていかれる方もいらっしゃると思います

ったかと思いますが、一方で、本日この修了

し、またあるいは、住まいやまちなみに関連

式を迎えて振り返ると、9カ月という時間が

する幅広い分野で活躍される方もいらっしゃ

短く感じている方もおられるのではないかと

ると思います。ただ、どのような分野にいか

思います。

れたとしても、いいまちなみ、良好なまちな

これまでのプログラムの中で、先生方から

みというものに対するファンになっていただ

講義、あるいはつくば市での設計演習の現地

きたい、ということが三つ目の目標であり、

見学、あるいは神戸市での住宅地視察や住民

大きな成果が得られたのではないかと思って

懇談会など、いろいろと経験いただけたので

おります。

はないかと思っております。
この「まちなみ塾」には、大きく3つほど
の目標があります。
一つ目は、なんと言っても、皆さん方の"ま

最後に、設計演習では、各グループそれぞ
れが自分たちのコンセプトをつくりあげ、検
討を重ね、まとめあげたことと思います。そ
こで、素晴らしい成果を出されたグループに、

ちなみづくり"に対する理解あるいはノウハウ

その提案内容にちなんだ特別賞を差し上げよ

の向上です。これについては間違いなく、こ

うと考えました。

の9カ月間でレベルアップが図られたのでは
ないかと確信しています。

ひとつは「ミクストコミュニティ賞」として、
さまざまな住まい方を提案した「LinkAge

そして二つ目には、他の会社の方々と、あ

Park（リンケージパーク）
みらいの森」のBグ

るいは他の分野の方々と、いろんなかたちで

ループに、もうひとつは「ボンエルフ賞」と

一緒になってやっていく。その中からこれま

して、
「つむぐ」をコンセプトに住んでいる方々

でと違ったものを得られたと思います。また

の連携を意識した提案を出されたCグループ

お仕事に関係する部分だけではなく、そうい

に対して、特別賞を出させていただきたいと

う方々と付き合いが広がってゆく、そのよう

思います。

な幅の広さというものを得ることができたの

皆さんの今後の励みなれば幸いです。

ではないかと思っております。
そして三つ目。これはどちらかと言います
と、私ども財団の「まちなみ塾」を通じた大
きな期待の一つであるわけですが、皆さんに
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第 6 期 まちなみ塾 塾長
一般財団法人 住宅生産振興財団 専務理事

塾生コメント
（塾生のコメントは、修了式における各塾生の
発言からまとめたものです。文責：編集部）

赤坂 真

住友林業緑化㈱ 分譲緑化部 西日本営業所
Bグループ

西の住宅地は見てるつもりでしたが、こん
なに深いものがまだまだあったんだなとい
うことを、改めて気づかされました。むし

私の所属する会社はエクステリアをやる

ろ自分が住んでいるだけにもっと、きちっ

会社ですが、前年には私の上司2名参加さ

と勉強して、これからも自分の仕事に役立

せていただいて、梶原が賞をとったという

てたいなと思っております。

ことで、ほかにないプレッシャーをかけら

会社に入ってからずっと戸建ての住宅の

れておった中で、弊社 2名とも賞がいただ

設計ばっかりしていて、5年前から林業緑

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

けることができたので、会社には胸を張っ

化部でまちなみづくり的な要素に触れてい

とりあえず飲みに行きましょうということで

て報告ができるかなというふうに思ってお

ますが、大学のころにめざしていたランド

した。それ以降、集まるごとに飲みに行く

ります。

スケープや、外国のまちづくりのことを自

ことになるわけなんですが、
「まちなみ塾」

分もやりたいことだと再認識できましたの

の話よりも、ほとんど恋愛話ということで

今期「まちなみ塾」に参加させていただ
きましたが、たまたま私も入社して20 年を

で、これを機会にまた心得新たにして頑張

楽しく過ごさせてもらいました。年末は割

経たという節目の年にもなりました。仕事

っていきたいと思っております。

と真面目に課題に取り組みましたが、飲み

のほうも非常に忙しかった1年ではありまし

＊

たが、塾に参加して本当によかったなと思
うことばかりでした。改めてスケジュール
見返してみても、毎回、新たな知識と刺激
をいただきまして、本当に充実した1年間
になったのかなというふうに思っておりま
す。

会で培った仲間意識で乗り切れたかなとい
うふうに思っています。

安達 匡

旭化成ホームズ㈱ 営業設計部 
Aグループ

今回、感想というか気持ちの変化という
ことについてお話をさせていただきます。

設計演習に関しては、Bチームの6名で

昨年の2月に会社からエクステリアをや

本日修了式を迎えて、チーム編成を考え
ていただいた講師、事務局の方々、このチ
ーム分けはすごかったなというふうに思っ
ています。また、チームの皆さん本当にあ
りがとうございました。
＊

頑張ってつくってきたわけですが、私1人

るように指示がありました。そのあと会社

が関西からの参加ということでチームのみ

から「まちなみ塾」に参加するように言わ

んなにはいろいろ不便をかけたことが多か

れて焦りました。多分、私の歳は今回の参

ったと思いますが、そんな中でもチーム一

加者のなかで上から2番目だなというふう

丸でやってこれたことは本当にうれしく思

に思いますが、しっかりやらなければと気

私は建築設計部で意匠設計を行う業務と

っております。

が引き締まりました。個人課題で1/500の

してやっていますが、会社としても近年は

スケールというのを初めて目にしました。

都市に取り組むという流れから、この「ま

なかったのでく正直、個人課題を出した後

住宅の設計しかやってこなかったので、ど

ちなみ塾」に設計部のほうから出るのは私

からはうまくみんなとできるのかどうか不

うしたらいいか非常に悩みました。

が今年初めてです。

仕事柄、このようなチーム作業は今まで

江﨑陽介

西松建設㈱ 建築設計部 
Bグループ

安もありましたが、一つひとつのみんなで

チームの話し合いでは自由に議論ができ

1年を通して無事終えた感想としまして

の話し合ったことが非常に貴重な経験の場

ました。私自身はチーム活動というところ

は、講義の中でたくさん学ばせていただい

であったかなというふうに思っております。

がどちらかと言うと苦手だったのですが、

たのはもちろん、チームの打ち合わせの中

特に12月に入って、提出前にみんなで集ま

ぼくでも楽しく活動ができました。おかげ

で専門の方からいろいろな知識や意見など

って最後に課題地を見に行ったことは忘れ

で今は自分の仕事のやり方自体が変わって

いただいたのがとても刺激になりました。

られません。

きたかなというふうに思っています。

社の設計部には自分と同じぐらいの年齢の

あといろいろと研修と演習、やらせてい

中間発表では、プレゼン内容をなかなか

メンバーもたくさんいますので、ここで学

ただいた中で、やっぱり一番思い出深いの

うまく伝えられず、イライラしていました

んだことを伝えていきたいなというふうに

は現場の視察ですね。現地視察で神戸のほ

が、このとき、チームメンバーから重要な

思っております。

うに行きましたが、自分としては何回も関

話の提案があると言われて何かと思ったら、

また普段、大規模なマンションや老人ホ
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不安でいっぱいでした。
個人課題が始まり、自分なりのわからな
いことや、知りたいことというのが少しずつ
整理できるようになってきて、そういった
中で社内の専門の人間に質問しに行ったり
したのですが、そういった行動こそがとて
もいい機会だったかなと今思います。
あと、チームのメンバーに出会えたこと
も、とても貴重な財産だったなと今思いま
す。会社も違うし、お休みも違う中で、打
第6期まちなみ塾、設計演習特別賞「ミクストコミュニティ賞」のBグループ

ち合わせの都合を合わせるだけでも大変な
中で、一つのものをまとめ上げていく作業
がすごく大変なことではありましたが、後
にも先にもこのような経験はほぼすること

ーム、物流など比較的大きなものを設計し

きて、少しずつ自分の世界が広がっていく

ていますが、その反面、建物単体で使うこ

ような感覚を覚えました。

はないかなと思いますので、このような貴
重な機会を与えてくださったことに感謝し

とが多いのでまちなみという視点で建物を

また、中間発表や講評では、講師の先生

ています。せっかくの御縁ですので、今後

見ることが少なかったとか、外装を決める

の方々から自分たちの班に対する至らない

ともこのつながりを続けていけたらなと思

に当たっても、いままで周りの風景に合わ

点だったり、またいい点などを教えていた

っています。

せた外装で選びましたと一言で言っていま

だきまして、それによって自分たち班が進

したがいろいろ結構反省する面もあったな

んでいく。また、自分の考えもそこで深ま

というふうにいまは感じております。その面

っていくといったように多くのことを学ばせ

をこれから業務に戻って、反映させていけ

ていただきました。また、グループワーク

ればなというふうに思っております。

では、自分と異なる専門領域の方々からわ

設計演習の取り組みの中で特に印象的だ

からないことなどは教えていただきながら、

＊

児玉宜亮

積水ハウス㈱ 成田支店 設計課 
Bグループ

この「まちなみ塾」を通して、私は三つ

ったのは、最終課題を年末から年明けに向

多角的な視点でまちづくりに取り組んでい

の出会いがあったと思います。一つ目は当

けてまとめていく中で、チームの皆さんか

けたのかなと思っております。さらに、毎

然のことながら、まちなみとの出会いです。

らメールで送られてくる資料等を開いてみ

回打ち合わせの後には必ず飲み会というよ

私は普段、住宅の設計をやっていて、分譲

るたびに、さすが皆さんプロの仕事だなと

うな流れになっているのですが、まちづく

地の一つの敷地丸ごとの設計はやっていま

感じたことがとても印象的でした。そういう

りについての議論から始まり、人生観だっ

すが、今回のようにまちなみ丸ごと設計と

のが積み重なってきょう、運よく賞という

たりとか打ち解けあって、自分の思ってい

いうのは初めてで、とても難しくはありまし

のもいただけたのかなというふうに感じて

ることを素直に伝えることができ、議論の

たが、おもしろくもありました。

おります。

しやすい環境を整えていただいたと思いま

それから、学生のときは都市計画やまち

＊

なみに興味を持って宮脇檀先生もむさぼ

まえまして、1年間大変貴重な体験をさせ
ていただきました、どうもありがとうござ
います。
＊

鎌田 暁

㈱ポラス暮し科学研究所 デザインＧ 
Aグループ

この9カ月は、まちなみづくりに関する知
識やスキルなど学ばせていただく機会をい

地を見に行ったりと、思っていた以上に、
まちなみへの興味が増しました。

り読んでいたことを思い出して、初心にか
えったような気にもなりました。それも踏

また、たくさん分譲地見せていただきま
したが、休みの日もブラッといろんな分譲

した。

河瀬友香

㈱細田工務店 設計部 
Dグループ

次の出会いは、やはり仲間との出会いで
す。今回6人のチームですので、ほかの5
社の方々と一緒に仕事ができました。普段

私の会社からこの「まちなみ塾」に参加

皆さんがどんな仕事をしているのかとか、

させていただいたのは初めてのことでした。

いろいろ聞けたのがとてもよかったこと、ま

はじめは、財団や「まちなみ塾」のことも、

たこの課題とは別に、お互いの会社の分譲

正直よく存じあげなかったのですが、上司

地を見に行く機会もありました。これから

から言われるがままに参加させていただい

もお互いの会社で新しい分譲地ができたら

たこの私が、1回目の講義のときに演習課

見せ合いっこできるような、そんな交流を

題を目にしたときの衝撃は今でも忘れられ

ずっと続けていけたらいいと思っておりま

ないです。

す。
最後の出会いが、マラソンです。課題に

ただきまして本当にありがたい充実した時

日頃は分譲地の設計をしていますが、今

間となったと思っております。毎回の講義

思えば割と近い部類だったとは思うものの、

関係して、
「つくばマラソン」という言葉を

や視察会などでは今まで自分が知らなかっ

普段はやらないような事業収支とか、区画

聞いてちょっとおもしろそうだったので、応

た知識や実際のまちなみに触れることがで

割、エクステリア関係のことなど、とても

募してみました。最初10キロなんですが、
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初めて走ってみて、とても気持ちよく、そ
れ以来すっかりマラソンにはまってしまい
ました。今後もまちなみの勉強とマラソン
は続けて、業務に役立てればと思います。
＊

佐々木秀俊

住友林業㈱ まちづくり営業部 
Dグループ

私は、まちづくり営業部というところに

澤田 翔

いやすいチームだったと思います。それが

パナホーム㈱ 東部分譲設計センター 
Cグループ

非常に楽しく思っております。
他の講義についてもいろいろな先生方の

同様の方が多くいらっしゃいますが、私

お話を聞きまして、非常に勉強になりまし

も普段の仕事では分譲後の住宅の設計をや

た。まちづくりの歴史、地理を興味深く学

っております。今回のようにランドスケー

ぶことができまして、学生だった時分の戻

プと言うか道をつくるような経験は今回の

って毎回毎回の講義が楽しく勉強になりま

「まちなみ塾」の課題で初めてやらせてい

した。最近はアウトプットばかりしかしてい

ただきました。個人課題では締切当日にや

なかったところに、今回インプットが入りま

っとやり始めた状況でしたが、真っ白い

したので、これからの仕事についても新し

属しているんですが、実際には不慣れなと

7,000㎡の敷地を見て、本当に愕然としま

いことにまた取り組んで発信をしていきた

ころが多くてなかなか大変でした。非常に

して、私の頭も真っ白になったことをよく覚

いというふうに思っております。

仕事が大変な状況の中で取り組んできて、

えております。

大変な思いをしたというのが印象に残って
いるというところが素直なところです。

＊

チームの皆さんに引っ張っていただいて
やり終えたような感想ですが、日ごろ私が

中谷晶子

トヨタホーム東京㈱ 設計部 分譲設計室 
Bグループ

私のグループは今回残念ながら賞はいた

分譲の住宅の設計をやっていたときに、そ

だけませんでしたが、グループワークを通

のランドスケープを設計した方の思いをど

して非常に得るものが多かったこと、それ

こまでくみ取れていたのかと考えさせられ、

が一番の賞かなと思っています。

反省するというか、非常に勉強になりまし

ょうどまちなみの仕事を始めて1年ぐらい

た。いろいろな敷地、団地があると思いま

だったときです。注文住宅の仕事を主にや

異動してくる前までは福島県にいました。

すが、今後はそういった視点を大事にして

っていたので、まちなみを考える機会がな

戸建住宅の設計でいわき市には10 年以上

自分の仕事のほうへ活かしてていければな

かったのですが、今回、仮想の計画ではあ

いましたが、2016年3月でちょうど東日本

と思っております。

りますが、ランドプランニングから事業収

ちょっと話が変わりますが、私は5月に

私が「まちなみ塾」に参加したのが、ち

大震災から丸5年になります。震災以降は

最後になりますけれども、個人課題のと

支まで全てやらせていただいたのは、今後

原発事故のエリアから避難して来て、いわ

きにはそんな状態だった私をグループで引

の仕事に役に立つ経験であったと思ってお

きに住む人の家を多くお手伝いしてきまし

っ張っていただきまして、特別賞をいただ

ります。いろいろなメンバーが集まって、

た。しかし、今までは"まちなみ"という視

くことができ、グループの皆様に感謝して

その結果として賞がとれたのはすごくうれ

点がなかったというか、そのような視点で

おります。

しいです。
＊

仕事に取り組んでこなかったので、今回い
ろいろ学ばせていただいて、見方が変わっ
てきたなと実感しております。
もう一つ震災がらみで言うと、私はもと
もと岩手県の沿岸部出身です。震災以降も

それと、私は大学時代、都市計画をやっ
ていたので、建築よりも都市計画のほうが

竹原芳彦

積和不動産㈱ マスト分譲事業部 
Aグループ

すごく楽しかったのを改めて思い出して、
実家から都市計画の教科書持って来て読み
返してみたりしましたが、
、初心に帰るとい

毎年1、2回は帰っていますが、帰るたびに

私は分譲事業部で、戸建てを中心にした

いろんなものが変わっていく。私が住んで

分譲地をつくっています。12年ぐらいこの

識が得られて、そこに関してもいい経験だ

いたエリアは、全部津波で全部流されてし

仕事をしており、区画で言うと3区画から

ったなと思っております。9カ月でどこまで

まって昔の面影はほとんど残っていなくて、

98区画までの分譲地に携わってきました。

成長できたかわからないんですけども、今

そのエリアが帰るたびにどんどん変わって

一応の経験はあったかと自分では思ってい

後もこの経験を生かして、いいまちづくり

いくのです。正直、受講する前までは、ど

ましたが、基本に立ち戻りたいということ

をしていこうと思います。

ちらかというと変わっていく状況に対して

で、今回この「まちなみ塾」に臨まさせて

あまり実感が湧かなかったのですが、これ

いただきました。

からどんどん変わっていくまちがどうなっ

7,000㎡の課題地をパッと見たときに、

ていくのか今は大きな関心を持っています。

実際の仕事では事業収支を考えて土地をぶ

ちょっと話は外れましたが、今、そんな気

つ切りにするようなことが多いわけですが、

持ちでおります。
＊

うか、なかなか業務の中では得られない知

＊

能浦勇一郎

ミサワホーム㈱ 商品開発部 施設デザイン課
Bグループ

今回の「まちなみ塾」のコンセプトを考え

私は、請負というかお客様に対峙して設

て、そこからチームで喧々諤々の議論を重

計をしてきましたが、今回の設計演習を経

ね、いろいろなエッセンスを入れてやって

験して、逆にお客様がいるというのは答え

きたかと思います。

が導きやすくて、むしろ簡単なことをやっ

チームには、年齢も若い方から上の方ま

ていたんだなと感じました。

で、仕事もさまざまなメンバーがいらっし

具体的な要求がない中で、このようにま

ゃったと思いますが、それぞれの意見を言

ちづくりや建物の設計を企画をしていくと
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いましたが、舞多聞の住宅地視察ですね。
弊社でも分譲地計画しておりますし、私は
関西なのでちょくちょく行くこともあります
が、やはり住民の実際の声というか、それ
もまちの維持管理に実際に携わっている
方々の声を生で聞けるということは、非常
に貴重な経験だったと感じております。今
後どこかで活かしていくことができればと
感じております。
私は先ほど言いましたように関西からな
ので、設計演習のグループの打ち合わせも

第6期まちなみ塾、設計演習特別賞「ボンエルフ賞」のCグループ

半分ぐらいしか参加できなかったので御迷
惑をおかけしたというか、大変申し訳なか
ったと思います。

いうこと自体は初めてのことだったので、

計をやられていてまちなみ設計は初めてと

せっかくこうやって仕事ではないところ

当初戸惑いがあったことを覚えております。

いう話がありましたが、私のほうは全然違

で同じ時間を共有できたことが今後の財産

ただ、ちょうどこの塾が始まるころに、まち

う大きさの図面の世界で、7,000㎡の土地

として生かしていけるように、今は本当の

づくりに携わる部署のほうに異動したので、

という考え方が非常に難しかったと思いま

仕事で一緒に仕事ができたらなというふう

今回の講義一つひとつがタイムリーな内容

した。そういった中でグループの皆さんと

に思っておりますので、お礼を申し上げた

で、非常に接的に業務に役に立つ内容ばか

納得のいくプレゼンができたことが価値の

いと思います。

りで、大変有意義でした。

あることだったなと思っています。

どの講習も興味深いものばかりですが、

＊

人口減少という重い課題の中で、市町村

細野哲也

強いて印象に残ったのは関西への住宅地視

が今後どういうまちづくりをやっていくかと

察でした。舞多聞では齊木先生と実際にま

いうことに対して、マスタープランやまち

ちを歩き、住民たちとの懇親会も、こうい

づくりの計画を市町村と一緒に考えていま

った機会も普通なかなか取れないと思いま

す。そういった人間が都市計画図や大きな

私は戸建住宅の設計であったり、たまに

す。まちを維持することがどれだけ大切か、

図面だけを見てまちづくりを考えるわけで

集合住宅の設計をしているようなことが普

積水ハウス㈱ 千葉支店 設計課 
Dグループ

さらにまちを維持するための自治会自体を

すが、建物のこととかも知らずにやってい

段の業務です。ですから、今回のような

維持し、次世代につなげていくということ

た訳ですから、今後は少し考え方を変えて、

7,000㎡という敷地で区画を割るというよう

も考えていかなければならないということ

実際の住宅地にどんな建物が建つのかとい

なところからやるというのは、私も初めての

を思い知らされました。

うことから考えながら、都市計画に臨めれ

経験でした。普段の業務では割られている

ばいいのかなというふうに感じております。

敷地の中に家を設計するわけですが、それ

っていこうと考えがちですが、住民の話を

舞多聞での齊木先生のお話は非常に刺

はこの課題を通して最終的に気づいたので

聞いていると、今後30 年、40 年維持して

激的でした。住宅メーカーの皆さんもそう

すが、もともとあった敷地を割ったときの

いくというところの視点でまちづくりをして

だと思いますが、都市計画をやっている私

コンセプトという思いがあって、それを本

いかなければいけないんだなということも、

なんかには非常に耳の痛い話がいろいろあ

来わかった上で、割られた敷地の中に家を

つくづく感じました。

りました。そういった意味でもこの1年間

設計していくことが非常に大切なのかなと
いうふうに感じています。

とかく設備を良くし、快適なものをつく

こういった形で皆さんとお会いすること

で、大分考え方も変わることはできたのか

もできて、知識見聞を得れることも含めて、

なと思っております。業界がちょっと違い

そして、やはり一番財産になったなと思

非常に貴重な経験となりましたけれども、

ますが、違うからこそ今後、何かお仕事で

うのは、チームの皆さんとの出会いです。

これを私の財産としてまた業務に生かして

一緒になれる機会があるんじゃないかなと

ほかの会社の方々と一緒に1年弱という長

考えておりますので、よろしくお願いいた

い期間、意見交換しながら、作品をつくっ

します。

てくるということができたことが一番の財

いければなと思っています。
＊

＊

羽生大志

昭和㈱ 開発本部 企画調査室 
Bグループ

私の普段やっている仕事は、その市町村

このつながりを大切に思い、これからの長

福井健司

大和ハウス工業㈱ 西日本住宅設計室 
Cグループ

の全体の都市計画とか、今回の課題であれ

「まちなみ塾」を通して、一番私が印象

ば地区全体の計画のような大きなプロジェ

に残っていることというのは、設計演習は

クトです。先ほどから皆さんが戸建ての設

もちろんですが、先ほどもお話に出てきて
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産になったかなと非常に感じております。
い期間、同じチームの皆様、ここにいる皆
様と一緒にいろいろな意見の交換ができた
らいいかなと思っております。
＊

松永和久

いうふうに考えています。

西松建設㈱ 開発・不動産事業本部 
Aグループ

私は、いわゆるゼネコンに勤めていまし
て、会社では開発・不動産事業本部に所属
し、再開発や区画整理事業など初期段階の

＊

私は弊社の「設計グループ」に所属してい
ますが、ちょうど1年前に違う「設計グル
ープ」の課長から言われたことを思い出し

松村達也

ます。初めて、コンセプトから携われる分

㈱造研工房 設計 
Dグループ

譲地の計画がスタートしたのですが、1区
画の値段が私がお客さんだったらちょっと

情報を入手し、事業性を判断、そして建築

私は今回、唯一設計事務所の人間として

ここまでのお金は出せないなと思うほど高

工事や造成工事でちゃんと利益が出るの

この「まちなみ塾」に参加をさせていただ

額になったのですが、その課長から「それ

か、あるいはまた土地や建物を活用をして

きました。当然、知識やスキルといった面

でも買いたい、ここに住みたいと思える価

そこから利回りが出るかというようなことを

でたくさんのことを学ばせていただきまし

値をつくるのが私たちの仕事だよ」と言わ

検討します。そして最終的な社内決済を得

たが、一番大きかったのは、"まちなみ"と

れました。今回の課題で私たちが CGもつ

て、お客様にプレゼンテーションを行って、

いうものを建築というフィルターを通して

くった演習課題は私もすごく住みたいなと

その事業に着手していく。その後は建設の

見てきた部分が、ちょっとそこから外れて

思うまちになったと思います。

事業や運営を行って、最終的にはお客様に

見たときに、まちなみはやっぱり"人 "なん

返していきます。設計演習で言えば、私は

だなということをすごく感じました。

初期の段階から粗造成までを仕上げるとい

やはり、住む人がまちをつくっていく。

グループワークでは、去年塾生となった
先輩からすごく大変だよと言われたので心
配していましたが、みんなやる気のあるメ

うのが仕事です。今回経験させていただい

当たり前のことですが、設計する者がそれ

ンバーで、みんなで意見を出し合ったり、
各社の先輩方から教わってきたことを情報

て、道路1本、木1本に皆様がこだわり、

をどれだけ考えて設計をしているのかとい

まちなみが形成されているというのは正直

うところを再認識する、自分にとってはよ

共有したりして、どんどんいい意見が採用

全然思ってもみませんでした。

いきっかけになりました。どれだけその意

されたり、出てきたりしたので楽しくグル
ープワークをすることができました。

講義の感想については、上井講師の基礎

図をもって設計しても、住んでいる人にそ

講座「ランドプランニング」編が、4コマ

れが伝わることがなければ意味がないとい

漫画的な説明がとても印象的で、道路1本

うところ、極論ですがそういうところなのか

のつくり方についてもアイストップや安全

なと思いました。
冒頭に塾長から塾の目的についてお話が

たことで、素人の私にも大変理解しやすい

ありましたが、自分を含めて皆さんも、ま

講義でした。

ちなみのファンになっていると思いますが、

大谷講師の「戸建て宅地の基本性能」

に頑張りたいと思います。
＊

性などおもしろおかしく説明していただい

については、宅地レベルについて高低差を

今後もここで学んだことが活かせるよう

なんといっても住んでいる人が自分のまち
のファンになってくれるということが大事。

持田 啓

㈱細田工務店 設計部 
Cグループ

私は11年目ですが、今まで注文住宅や

うまく使うことで住宅地の居住性で重要な

それはとても大変なことかもしれないです

デベロッパーの分譲住宅の設計などをやっ

日照や眺望が確保できるという、土地が狭

し、めぐり合いとか運とかそういったもの

ています。区割りされた宅地が与えられ、

い日本では大変重要ということも改めて感

も、もしかしたらあるかもしれません。し

その中で戸建てをつくっていく仕事の中で、

じとることができました。
粟井講師の「エクテリア」については、

かし、住んでいる人にも自分のまちのファ

まちなみをつくっているという認識が余り

ンになってもらうという取り組み、それをち

なかったのが正直なところで、今回、いい

世界観が違うので、全然わかりませんでし

ょっとでも実現できるよう、これからの職

まちなみというのは何なのか初心に帰って

た。ちなみに「エクステリア」という言葉

務において学んだことを生かしていければ

考えるいい機会になったと思います。

もよくわからず、
「外構」と言ってくれたら

というふうに思っております。

よくわかるんだというのが正直な感想です。

＊

私の仕事は簡単に言うと「まちづくり」
です。そこでよく出てくる言葉が「コミュ
ニティの形成」です。お客様には「公園
や公民館などを計画して、コミュニティの

個人的には、個人課題を提出するときが
一番苦しくて、いろんな文献を読んでみた
り、過去の自分の仕事に関連した住宅地を

松村瑞希

積水ハウス㈱ 東京設計室 
Cグループ

当たってみたり、設備計画とか組み立てた
りとか、自由計画なんてもの全くわからな
い状態から社内の人間に確認してつくって

形成を図ります」とよく提案しているので

このたびは貴重な講義を聞かせていただ

みたりして、何となくわかるようになってき

すが、実は提案している私自身が、そのよ

いたり、見学に行かせていただいたりと、

て、そのときの経験がその後のグループワ

うな施設が本当にちゃんと役に立っている

充実した10カ月間を過ごすことができまし

ークにも生きたと思います。

のかどうかよくわかっていませんでした。

た。現地視察の舞多聞には行けなかったの

グループでの取り組みになったら個人課

その疑問を解決していただいたのは、大月

が本当に悔しいんですが、また学んだこと

題で苦労した分、結構前のめりに参加させ

先生による「近居」の話でした。まちづく

を活かしていけたらと思っています。

ていただいたと、個人的には思っています。

りの仕事をしている中で、こういうコミュ

設計演習の最後に、自分が住みたいと思

ニティというのを頭をひねりながら、より

ったまちをつくることが大事というお話が

よいまちづくりをできていければいいなと

ありまして、たいへん印象に残っています。

その結果、今回特別賞をいただくことがで
きてよかったなと思っております。
＊
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森田美穂

不安も感じましたが、次第に協力し合うこ

三井ホーム㈱ 商品開発部 
Aグループ

とができまして、賞もいただくことができま
して、本当にありがとうございます。

率直に感想を申し上げますと、設計演習

＊

が想像以上に大変でした。私はふだんの業
務で宅地割とか事業計画などということは
余りやったことがないので、個人課題を見
たときはすごくぼう然としてしまったという
か、途方に暮れて1年間やっていけるのか
なと不安に思っていました。
その後にグループに分かれて、いろいろ
教えていただいたり助けてもらいながら一
つのものをつくり上げることができ、安心
したというか今は充実感でいっぱいです。
宅地割のポイントや植栽の知識の豊富な方
にアドバイスをいただいたり、事業計画に
ついても話し合って、普段の業務では学ぶ
ことができないようなことを学ぶことができ
ていい経験になりました。
印象に残っているのは神戸のまちなみ視
察です。実際に住む方々のお話を聞くとい
うのはとてもいい経験になりましたし、いろ
いろまちなみを見る中で、住んでいる方々
の意識というのが、とても重要なのかなと
思いました。幾らハウスメーカー側がすて
きな家をつくってもやっぱり住む人の意識
がないと10 年、20 年も30 年もよいまちな
みとかは続かないのかなという印象も受け
ました。住んでいる方々にもそういう意識
をもっていただけるきっかけになるようなこ
とができれば、今後もっとよくなっていくの
かなという考えを持ちました。この貴重な
経験をさせていただきまして、ぜひ今後の
仕事に生かせるように頑張っていきたいと
思います。
＊

山崎公美子

住友林業緑化㈱ 分譲緑化部 
Cグループ

無事に終えることができて、とてもホッ
としているところです。この9カ月間という
のは個人的には、あっという間に過ぎたよ

吉村和也

パナホーム㈱ 分譲事業部 西部街づくり設
計グループ 
Dグループ

私はもともと業務としてずっと戸建ての
注文住宅の営業設計をやっていたのです
が、4、5年ほど前このまちなみ分譲に関わ
らせていただくようになりました。5年目ぐ
らいに差しかかると、どうしてもコンペやプ
ロポーザルで宅地率 75%をめざして、でき
るだけの区画数をとりながらも、一つ二つ
おもしろい点を盛り込むようなパターンで
マンネリになっていましたので、そこを何
とかしたいなというところを目標においてい
ました。
また、自分ではなかなか事業収支という
のを組んだことがなく、いつも営業のほう
からの依頼に対して、提案を出していまし
たが、今回入札価格も自分たちで決めない
といけないというところで、そこは率先して
やってみたいと思っていました。
もう一点、まちなみの考え方というとこ
ろで振り返ると、自分が出した中間報告と
は別に、他のチームメンバーの提案する考
え方にかなりインパクトと衝撃を受けまし
たが、それは貴重な体験でした。賞いただ
くのを一つの成果と考えれば残念ですが、
今回は研修ということもあって、実務に落
とし込むわけではないというところでちょっ
とすきがあったかなと反省しています。
あとおまけでお話しますと、私実は4 年
前から" 鉄ちゃん"になりまして、それまで
なかなか東京に来る機会も少なかったので
すが、たくさん新幹線にも乗れ、つくばエ
クスプレスも堪能でき、プライベートでも
充実させていただきました。この1年間、
いい機会を与えていただき、ありがとうご
ざいました。
＊

うに感じており、そういった機会を与えて
くださった方々に心より感謝を申し上げま
す。
塾生の皆様や講師の方々、貴重な出会い
をいただくことができまして、皆さんのお
話の中から、まちなみに対する情熱を熱く
感じまして、とてもよい刺激になりました。
またグループの皆様とは、最初は戸惑いや
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【欠席】

馬場 翔

住友林業㈱ まちづくり営業部 
Aグループ

