第31回 住生活月間協賛・まちなみシンポジウム
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大月

住宅地のマネジメントでは、

間の大規模開発や区画整理事業など

きました。現在は、より広域な地域

主体である住民と伴走しながらやっ

が増えていきました。分譲事業形態

的エリアマネジメントへと展開して

ておられる専門家が 多々おられま

は最初は建売りで、次第に条件付き

います。

す。今日は、その方々にこれまでの

宅地分譲に変わっていきました。最

典型的な戦後の分譲住宅地は、標

経験を発表していただき、それを共

近では比較的、土地の造成設計も含

準的な土木設計に基づいて道路と宅

有しながら、今後の持続的なまちな

めた事業の機会が増えています。

地がつくられ、公庫からお金を借り

みの維持を考えてみたいと思います。

まちづくりは、最初は直線道路と

て各人が住宅を建てる形でした。し

まずはじめに二瓶さんから発表を

ハーモニカ型の区画の完成宅地に外

かし共通の意識がないので、まちな

構を整備してまちなみをつくる手法

みがなかなか形成できませんでし

分譲まちづくりと
住民コミュニティ

でした。やがてコモンやボンエルフ

た。そのような中、個人の敷地でも

を導入して、共有性や共通性を見出

道路沿いの部分に公共性を持たせる

す事業になっていき、いまは住民施

べきではと宮脇さんたちが唱え始

二瓶 これまで 37カ所の財団の分譲

設や公益施設なども含む複合的なま

め、道路沿いの景観を統一外構で整

住宅地事業に携わらせていただき、

ちづくりに移行してきています。

備し始めました。それが 1980 年頃で

お願いいたします。

その中でも前半 20 年ぐらいは建築家

管理計画は、最初は建築協定と緑

す。シンボルツリーで並木ができ、

の宮脇檀さんの事務所の所員として

化協定をつくっていました。今では

駐 車 場はオープンカーポートでポ

関わらせていただきました。奇しく

景観協定なども当たり前の時代にな

ケットパーク化して、構造物は後退

も今日は、宮脇さんの命日です。

りましたが、当時としては画期的な

し、生け垣が連続して見えます。

財団分譲事業は、最初の頃は民間

ことでした。そして共通の意識でま

岐阜県の桜ヶ丘ハイツ HOPE 住宅

建物付き分譲と呼ばれ、公的な土地

ちの空間をつくるにあたり管理の問

祭では、恵那石や美濃焼タイルなど

に民間の建物を建てて供給する事業

題が出てきますので、管理組合を立

地域の材料を使って町並み景観に地

が多かったです。それから次第に民

ち上げたりサポートする流れが出て

域性を持たせました。
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写真1 マリンタウン・ラ・コスタ（沖縄県、2008年）

写真3 ボン・ジョーノ３街区（福岡県、2015年）

写真2 コモンパーク上毛彩葉（福岡県、2013年） 写真4 しまだあさひガーデンプレイス
（静岡県、2015年） 写真5 住民による外壁色づくり

そして高須ニュータウンや青葉台

ゾートタウンの中に計画したマリン

検討しています。

ニュータウンでコモンとボンエルフ

タウン・ラ・コスタ（写真 1 ）や、子育

私が思うに、美しいまちなみは、

が導入されます。車のスピードを抑

て政策を重要に考えている福岡県上

住民の環境に対する意識を高めるの

制し、安全で、緑豊かで、子どもが

毛町が子育てが安全にできるまちと

ではないでしょうか。また、良質な

遊べるコモンをたくさんつくってい

いうことで計画したコモンパーク上

まち空間（建物と屋外空間が強く結

きました。青葉台ぼんえるふは、ま

毛彩葉（写真 2 ）があります。北九州

びついている空間）においては、ま

ちづくりに共感した人が 土 地を買

市のボン・ジョーノ３街区（写真 3 ）

ち・いえ・人のつながりを育むこと

い、住宅メーカーや地元の工務店の

は、ゼロ・カーボンモデル街区の財

ができるのではないでしょうか。そ

家を建てる方式でした。分譲終了ま

団 事 業 で す。ここには、ひとまち

して 3 つ目に、分譲住宅地の管理組

で 10 年以上かかりましたが、分譲期

ネットという住民組織があります。

合 や自治 会など 住 民コミュニティ

間が長いほど安定した人口構成にな

静岡県島田市のしまだあさひガーデ

は、地域全体の環境に関われる主体

ります。諏訪野は、建設省（当時）の

ンプレイス（写真 4 ）は、
「豊かな暮ら

となり得るもので、エリアマネジメ

環境共生市街地モデル事業の認定を

し空間創生住宅地」という県の認定

ントやパークマネジメントへ展開し

受けた事業です。透水性舗装により

制度に見合う住宅地を財団分譲でつ

ていくものだと考えております。

雨水を還元し、地元の土地に近いと

くったものです。

大月 ありがとうございました。で

ころの石や植栽を使って環 境をつ

このような住宅地をつくっていき

くっています。つくば二宮は、公団

ますと、住民の活動が活発になるこ

と一緒につくったコモン型道路をも

とが多いです。青葉台ぼんえるふで

つ戸建てのモデルプロジェクトです。

は、コモンの改変や、住民による外

最近は、国や地方自治体の上位計

壁色のガイドラインがつくられまし

画を受けて財団がまちづくり分譲を実

たし（写真 5 ）、3 台目の駐車場の増設

所は筑波大学発ベンチャー企業とし

現するプロジェクトが増えています。

による環境影響ワークショップを自

て立ち上げて約 16 年になります。

沖縄県が東海岸につくった海浜リ

分たちで行い、新たな要望や問題を
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は温井さん発表をお願いします。

「まちそだて」から考えた
「まちづくり」

温井 （株）プレイスメイキング研究

我々が普段行っている管理とは、

■第31回 住生活月間協賛・まちなみシンポジウム

（左）図2 ウェルネスシティつくば桜の組織形態
（右）写真7 ウェルネスシティつくば桜の健康夏祭り

理事会や総会の支援・組合員名簿の

みんなで考えてみたり、清掃活動な

つくる前からプロジェクトの説明会

管理・管理組合費の徴集やデザイン

どの住民活動へと実を結んでいます。

等を通じて関わってもらい実現して

ルールの申請対応などですが、それ

新たな住宅地開発での我々の試み

いこうと、住 宅 生 産 振 興 財団コー

らとは別に、簡易なまちの点検や警

は普通とは逆で、
「まちそだて」から

ディネートのもとやって参りました。

備、まちのごみ拾いなどもします。

考えた「まちづくり」です（図1）
。その

歩道はつくば市が所有管理です

ただし、単に拾うのではなく、どう

コンセプトで「ウェルネスシティつく

が、住民も管理に協力しています。

いう種類のごみかチェックします。

ば桜」に取り組みました。ここでは、

歩道の草取りは住民のアイデアで

それを分析し、どういう人がその道

大きな木を囲むやぐらを組んで、そ

「道草収穫祭」にしたら、家族連れで

を通っているのか、犬の散歩か、外

こで夏祭りを行うという1 枚のコンセ

部の人かなど、調査研究させていた

プトスケッチの実現を目指しました。

コンセプトを受けたネーミングの

最初に有識者の先生方と住民も交

健康夏祭りは 4 年目になります。商

住民活動のサポートとしては、ま

えてシンポジウムを開くところから

店会も一緒になって、大きな木（み

ちの居心地のよさを考え、演出も行

始めました。また、多世代が健康に

んなの木）の周りで夏祭りをしていま

います。ウエルカムハットを誕生日

暮らすまちというテーマがありまし

す（写真 7 ）。

にかぶって写真を撮ったり、プレゼ

たので、それに沿って大学の体育の

次世代にコモンズがシームレスに

ントをつくったりもします。集会所

先生にも関わっていただきました。

つながっていく空間づくりが大事で

の利用率が低い場合はセルフカフェ

商店会にも声がけをしました。

あると考え、そのためにどうしたら

だいています（写真 6 ）。

もやってみました。

参加してくれました。

このまちの組織形態（図 2 ）は、管

いいのかとまちそだてを考えなが

アーティストとコラボレーションし

理 組 合や自治会と、外 部のつくば

ら、まちづくりに関わらせていただ

て七夕飾りの飾りつけの練習をした

市、大学、地域商店会組織、近隣住

いております。

り、地 域 ニュースを 発 行したりし

民、地域まちづくり組織等との地域

大月 ありがとうございました。で

て、活動の周知もやっています。ハ

連携を意識したマネジメントです。

は大河原さん発表をお願いします。

ロウィンパーティなど住民の方が企
画したイベントのお手伝いをさせて
いただくこともあります。
アイデアが生まれていく上で大事
なのが、管理組合や自治会内の理事
会です。ただ、そう聞くと堅苦しい
ので、私は「ワークショップ」と呼ん
で、そのコーディネーターとして入ら
せていただいています。そのワーク
ショップでの活動が集会所の利用を

（左）写真6 まちの簡易点検やごみ拾い、
（右）図1 「まちそだて」から考えた「まちづくり」
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図3 自治会事務局の誕生

住民の課題解決を
クリエイトする運営サポート

写真8 自主防災組織の結成

こうした中、フィオーレの魅力を

せるために、自治会の財源を使って

伝える地域情報誌をつくって皆さん

バス券を発行することで利用者が増

私の住むフィオーレ喜連川

に知ってもらい、連帯感を生んでい

え、結果、バスの便数が増やせるの

は、栃木県さくら市に温泉付き住宅

きました。また、自主防災組織を結

ではないかという働きかけをしまし

として JR 東日本が開発しました。平

成したり（写真 8 ）、セコムさんと協力

た。フリーマーケットや体育祭など

成 4 年に誕生し、リタイア後の余生

をして高齢者見守り体制を自治会が

自治会費が地域住民に還元される仕

を田舎ライフで楽しみたい首都圏か

窓口になり取りまとめました。

組みづくりもあります。

大河原

らの移住者の方が多く、65 歳以上の

自治会の公民館長さんの仕事の負

けれども、じつはこの事務局の仕

高齢 者が 40% を占めています。た

担を減らすために、自治公民館お掃

組みは、今年からなくなってしまい

だ、近くに病院もないし、買い物を

除隊というものもつくりました。ボラ

ました。コミュニティを語る上では

するところもない、車がないと生活

ンティアの方に月2 回、
「明日来られ

避けられない人間関係のところでぶ

できません。ですから首都圏に戻ら

る ? 」と急に声がけします。これは、

つかってしまいました。

れる方や、老人ホームに入られる方

義務にすると続かないから、断りや

でも、NPO 法人を設立し、有機野

が増えて住む人がだんだんいなくな

すい状況をあえてつくっています。

菜の直売所をつくって拠点とし、そ

り、地域の価値を下げることにつな

ルールを決め過ぎず、お茶飲みまで

こが情報共有できるサテライト的な

がっていました。住人が少なければ

含んでの活動です。

役目をしています（写真 9 ）。また、近

自治会の活動費の捻出は難しいです

公共交通路線の利用促進事業とし

くにある集合住宅が、地域に必要な

し、高齢化による担い手不足や引き

ては、バスの本数が少ないから利用

スキルを持つ若い移住者を家賃無料

継ぎの難しさ、地域とのパイプ役の

者がいないという負の循環を逆転さ

で呼び込む働きをしています。お年

不在も課題でした。
フィオーレの管理組合は、共用施
設管理がメインですが、実際には、
管理組合の仕事の範疇を超えた苦情
が集まってきています。そこで、管
理組合と自治会の垣根をとろうと誕
生し た の が 自 治 会 事 務 局 で す（ 図
3）
。これにより、自治会の活動費を

管理組合のところから引き落とすこ
とができたり、自治会事務局が連続
性を持つことで、管理組合にとって
必要なデータも得られるなど、連携
体制が強化されました。
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写真9 拠点となる有機野菜の直売所

■第31回 住生活月間協賛・まちなみシンポジウム

図4 共同菜園が生み出した様々な効果

寄りばかりのまちでも若者が関われ

図5 次世代へ受け継ぐまちの創出

糸島市のまちづくり方針は、新た

代を受け継ぐまちづくりの取り組み

に人口を増やしていく施策として、

（図 5 ）が、周辺地域へ刺激となって普

建築協定廃止に伴って、別荘を改

地区ごとの農業と調和したまちづく

及拡大することにより、地域全体と

築して店舗にしたり、集合住宅の 1

りを展開していくというものです。

して長く住まうためのよいまちなみ

階を改装してカフェにするなどの新

この方針のファーストモデルケース

づくり、資産価値向上へ寄与します。

しい循環も生まれています。これら

として、共同菜園と都市公園を核と

次にご紹介するのは「おひさまの

は地縁がないという弱みが逆に強み

したまちづくりを行いました。コン

まち花ヶ浦」です（写真 10 ）。福岡県

になっています。地域の中で住み替

セプトは、安心安全、かつまちなみ

北西部の粕屋町に位置し、全 84 区

わりの循環モデルができました。

景観もよく、菜園、公園を核とした

画、区画面積は約 60 〜 80 坪、2012

コミュニティを育むまちです。

年 12 月に入居が始まりました。この

る仕組みをつくっています。

現在私は、市議会議員2 期目に当
選しました。行政と地域、地域と地

公園は分譲地の中央に配置するこ

域をつなぐパイプ役として、いま公

とで見通しがよく、犯罪を抑制して

このまちづくりはプロポーザル事

共施設の指定管理働きかけに取り組

います。公園の隣に配置した共同菜

業です。まちづくりのベースには、

んでいます。まちの賑わいも住民の

園は、作業を通して住民のコミュニ

粕屋町がめざす「太陽と緑のまち」

働きかけによってつくっていきましょ

ティを育んでいただくことができ、

「協働でつくる安心のまち」がありま

うという取り組みです。

交流の場としても機能して、連帯意

す。
「心かよいあうスマイルシティか

紆余曲折ありましたけれども、ピ

識の醸成を促す役割を担っています

すや」をめざしており、事業者として

ンチはチャンスです。この先も形を

（図 4 ）
。この菜園は、広さ約 400 ㎡の

「行政のまちづくり」との連携がテー

変え、時代とともに変化しながら、

市有地を使用貸借し、共同で管理運

住みよいコミュニティができていくと

営しています。運営は、地域産業で

「おひさまのまち花ヶ浦」にはタウ

信じて活動しております。

ある JA や農家 OB 等のベテランの

ン憲章があります。地球環境を守る

大月 ありがとうございました。で

参画によるサポートを受けています。

まちづくり、安心・安全で魅力ある

管理組合活動は、菜園運用規定の

まちづくり、人と人の絆のあるまち

作成やイベント開催、予算管理など

づくり、という憲章に基づく管理組

です。まちなみガイドラインでは境

合活動が行われています。

は池田さん発表をお願いします。

積水化学グループの
まちづくり事例

まちにも管理組合があります。

マとなりました。

界の緑化や増改築の制限をし、シン

まちは 3ブロックに分かれており、

はじめにご紹介する「アップ

ボルツリーの植栽、年 2 回の一斉清

テーマツリーのサルスベリとコー

ルタウン高田北」は、2009 年に 3 市

掃などがあります。懇親会やバーベ

ナーツリーのクロガネモチを設え

町の合併により誕生した福岡県糸島

キューなどを通じて、子育て、食育

て、花壇の手入れを行い、花と緑の

市にあります。全 27 区画、区画面積

という無形の効果も生まれています。

まちを演出しています。道路はカー

約 60 〜 64 坪、30 代子育て世帯が中

サポートさせていただいたセキス

ブしており、車が通り抜けしにくい

池田

心で、管理組合があります。

イハイムと住民が一体となり、次世

安全な計画としています。
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だと思うのですが、かなり積極的に
仕組んでおられます。この領域の先
駆性や課題はどんなことでしょうか。
温井

今日、乳母と命名していただ

きましたが、ワークショップと私が
名づけた理事会から教わることがと
て も 多 い で す。 そ れ を16 年 間 で
1,000 回以上やっていますと、ある団
地で聞いた情報を他の団地で言って
写真10 「おひさまのまち花ヶ浦」のまちなみと子どもたち

あげると役に立つなど、情報の橋渡
し役をさせていただいています。

住宅は、創エネ・省エネに特化し

られます。そういう人 たちがどう

じつは、このヒントは二瓶先生か

ています。公園等を含む公共エリア

やって自分の領域を広げながら、ま

らいただいています。青葉台ぼんえ

の植栽、各区画の植栽は管理組合に

ちづくりに取り組むかというのは、

るふをヒアリングさせていただいた

て一括管理することで豊富な植栽が

じつはこれからの課題です。

ときに、総会でいつも二瓶先生がま

あるまちなみとなっております。

二瓶さんは建築家であることを軸

ちのコンセプトを話してくださるとい

にしてやっておられますが、今後の

う話を聞きました。我々は乳母です

し続けるために、入居後を見据えた

展望をどうお考えでしょうか。

が、あるときは親戚のおじさんのよ

まちの維持管理と管理組合の設立準

二瓶

宮脇檀さんは計画者の観点を

うな見届け人です。役員が交代し常

備は綿密な計画のもと、九州セキス

押しつけるわけではなく、生活者の

任の役員がいないときは我々が保険

イハイム不動産が実施しました。

観 点で 物を見ておられました。た

みたいな役目も果たしています。教

最後にまとめになりますが、近い

だ、残念なことに、昔の分譲地はま

えてもらいながら、だんだんと役目

将来取り組まなければならない課題

ちづくりをしようと言ったときに、そ

をつくっていただいたと思います。

があります。まちの維持管理活動に

こに住民は関与できないのが普通で

今は場所が遠方になるとなかなか

あたって、それぞれのまちの委員の

した。当時は分譲事業の関係者が同

同じようにできないので、担ってく

方々は大 変なご苦労をされていま

じ方向を向くような仕事の仕方をし

ださる同業の会社が欲しいとも思っ

す。このご負担の解決に向けて、委

ていて、
「こういう住宅地がつくりた

ています。

員人数の再検討や、人の手でしかで

い」と思ったら、関係者全員で見学

大月 大河原さんを見ていますと、

きないこと、IoT 等を活用した維持

に行き、そこに共有する価値みたい

住民もいろいろな役割になり得るん

管理情報の共有による検討、経験豊

なものを理解してまちづくりに取り

だなと思うので す が、こうすると

富なシニアの方のご活躍によるまち

組んでおりました。

もっと動けるはずなのにというご経

将来にわたり高い資産価値を維持

の活性化、専門の事業者に依頼す

今は住民の方とコミュニケーショ

る、といったことが考えられます。

ンする機会もなるべく設けて、たと

大河原

今後も行政と連携しながら、知恵を

えば建築協定の運用細則などで臨機

る」と言っているのですが、自分たち

出し合い、時代やエリアの課題を解

応変に、新しい課題に対して私が決

の地域がどうしたら住みよくなるの

決していけたらと思います。

めるのではなく、住民の方が決める

か、そのためには人の分野・領域ま

という流れをつくっております。

で手を出し過ぎずに、自分の役割を

大月 協議をしながら自分の職能を

まちの中で確立することが大事だと

深めていくというスタンスが、今後

思っています。一人ひとりがそう感

求められるのでしょうね。

じられたときに、まちがうまく機能し

パネルディスカッション
大月

パネラーの 皆さんのような

方々が一堂に会して意見を交わす場

験はありますでしょうか。
私 は「 弱 みを強 みに 変 え

は世の中にほぼないと思いますが、

温井さんは、民間の立ち場で戸建

それぞれ住宅地の持続性をどう担保

住宅地の管理組合の運営を手助けす

高齢者の方は「困っているけど自

するかということを共通に抱いてお

るという、乳母とも言える新しい職種

分で何とかしなきゃね」と言われま
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ていくのではないでしょうか。

■第31回 住生活月間協賛・まちなみシンポジウム

す。その弱みをさらけ出してもらえ
たら、そこに誰かの役割が生まれる
ことがあります。誰かが抱える課題
を解決できる住民を発掘することが
自分の役割なのかなと思っています。
大月 住民目線だと、今までできて
いたことが急にできなくなってしま
う人が多々いらっしゃる。それに対
して私は何かできないかしらとい
う、当たり前だけれども専門家が忘
れていそうなことを、いま教えてい
ただいたと思います。
池田さんは住民と付き合いながら
取り組まれていく中で、今までとは
違う社員像みたいなものが求められ
ているような気もするのですが、そ
のあたりはいかがでしょうか。
池田

私は企業の人間ですが、一般

の生活者でもあります。その生活者
の視点が非常にいま求められている
時代ではないかと感じています。現
代は、いろいろな社会的な課題も多
くありますから、企業として解決し

二瓶正史（にへい・まさぶみ）

大河原千晶（おおかわら・ちあき）

（有）アーバンセクション代表。法政大
学工学部建築学科を卒業後、82年東
京都立大学工学研究科修士課程（都市
形成史）修了。97年まで（有）宮脇檀

NPO法人ポン・テ代表理事、さくら
市議会議員。転勤先の栃木に来て間も
なく東日本大震災を経験。その際、栃
木人の生きる強さやコミュニティの力

建築研究室に勤務、98年アーバンセ
クションを設立し、現在に至る。特に

に衝撃を受けこの中に入ってみたい！
とまちの人たちと関わるようになる。

戸建て住宅地の計画・設計が専門、全
国に多くの実績がある。グットデザイ
ン賞、都市景観大賞優秀賞など受賞。
住宅生産振興財団とも設立以来、多く

在住のフィオーレ喜連川で管理組合・
自治会事務局を2018年度まで務めて
おり、その際に感じた住宅地ならでは
の課題を解決するためNPOを立ち上

のプロジェクトに関わってきた。最近
では、静岡県三島市の優良田園住宅地
｢ 桜郷里 ｣ などの事業が進行中。著書
に「東京の町を読む」
、
「街並を創る」
、
「コモンで街をつくる」
（以上共著）な
どがある。

げる。同住宅地は第9回「住まいのま
ちなみコンクール」住まいのまちなみ
賞受賞。NPOの代表理事の他に、さ
くら市議会議員も務める（二期目）
。保
護司、青少年指導員など様々な地域ボ
ランティアでも活躍中。

ていくためにも生活者の視点が重要
だと思います。まちづくりの活動を
通して、どのようにすれば住民のお
役に立っていけるかを日々考えて過
ごしております。
大月

ワーク・アンド・ライフ・バ

ランスという言葉がありますが、そ
もそもライフとワークはつながってま
すよね。ライフとワークの間には重
なる領域がないことを前提として 20
世紀は成り立ってきましたが、これ
からはおそらく地域の中でワークと
ライフの重なりが大事になるでしょ
う。専門家と専門家が今日のように
ワン・コミュニティとして、集まって
議論して、それぞれがフィードバッ
クしていくことが、住み継がれてい
くコミュニティづくりにとって、ます
ます大事なことになっていくのだろ

温井達也（ぬくい・たつや）

池田幸代（いけだ・さちよ）

（株）プレイスメイキング研究所 代表
取締役。1973年兵庫県生まれ。筑波
大学芸術学修士課程環境デザイン修
了（デザイン学修士）
。同大学人間総
合科学研究科博士建築デザイン（単位
取得：期間満了退学）
。
（株）プレイス
メイキング研究所代表取締役。日本型

積水化学工業（株）住宅カンパニー住
宅営業統括部分譲推進部分譲グルー
プ課長。一級建築士、宅地建物取引
士。積水化学工業（株）に1989年入
社以来、数々の住宅分譲事業に携わっ
てきた。早くから財団事業のまちなみ
計 画にも携わり、
「リファージュ高

HOA 推進協議会事務局長。戸建住宅
地における住民主体の維持管理につい
て、研究と実務の両面から取り組んで
いる。著書に『戸建住宅地管理論－自
律共生型社会による－』
（結エディッ
ト）などがある。

坂」などを手掛けた。良好なまちづく
りの供給者として推薦した「アップル
タウン高田北」
「おひさまのまち花ヶ浦
地区」はともに「住まいのまちなみコ
ンクール」住まいのまちなみ賞受賞。

うと思います。
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