受賞のことば
国土交通大臣賞

高松第三行政区
ふるさと地域協議会

このたびは、第15回住まいのまちなみコンクールにお
いて、国土交通大臣賞をいただき、地域住民一同驚いて
います。と同時に責任の重さを感じています。
申請時は「過去の受賞団体を見ても、ニュータウンや
歴史的建造物によるまちなみ形成ばかり、私たちのよう
な山村がそもそも該当するのだろうか」と思いながらの
応募でした。受賞の知らせをいただいた時には一瞬信じ
られず、しばらく間をおいてから理解したような状態です。
その後、上田東一花巻市長に受賞報告に行ったとこ
ろ、市長が非常に喜んでくれ、
「住民が集まって景観形成
をはじめ、いろいろな活動を行い、外から来た人を受け

受賞を上田花巻市長に報告

入れる仕組みができあがっている。そのなかには行政に
とっても手本となる活動がいっぱいある。これらの積み

われわれは、ここに住んでいる者として、先輩たちが

重ねが今回の受賞につながったと思う」との言葉をいた

取り組んできた景観形成活動を当然のことのように行っ

だきました。

てきました。その結果として、高齢化率が 40％を超える

今回の受賞で印象的だったのが審査員の方々のコメン
トでした。
特に藤本昌也審査委員長の「農山村の人々にとって

地域に移住者が新たな住まいを構え、子どもと一緒に行
事に参加してくれることのありがたさを改めて感じてい
ます。

は、庭や縁側や土間だけではなく、山も川も農地も含め

受賞後は次の世代を見据え、コミュニティの活性化を

た地域環境全体が、みんなで守り育てなければならない

めざして、より一層の景観形成活動の推進のために、住

共有財産と捉えるべき」という言葉に感銘を受けました。

宅生産振興財団から支援いただいた「維持管理活動の推

また、そのほかの審査員の方々からいただいた貴重な

進のための調査検討経費」を活用して、
「オリジナルクリ

アドバイスは、私たちにとって大きな気づきとなり、こ

アファイルの作成」や「花木の植栽」
、
「HP 用としてのド

れからの活動の大きな励みになっています。

ローンを使った映像」等、今まで以上に気合が入った活
動を行っています。
この活動を、私たちの地区だけで終わらせず
に、各関係機関との協働により発信することで、
多くの課題を抱えている全国の中山間地域が活
性化するきっかけになってくれれば幸いです。

高松第三行政区の主な取り組み
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全世帯参加の景観形成活動（草刈り）

■第15回 住まいのまちなみコンクール

受賞のことば
住まいのまちなみ賞

一般社団法人奏の杜
パートナーズ

このたびは栄えある住まいのまちなみコンクールに入
賞できましたこと、大変光栄に存じております。
奏の杜パートナーズは、JR 津田沼駅南口土地区画整理
事業による造成地のエリアマネジメント組織として 2011
（平成23）年に設立、現在は会員数約 2,000 世帯、その多
くを占める居住会員（分譲マンションと戸建住宅）
、土地
所有会員（土地及び建物賃貸活用オーナー、農地使用
者）および事業者会員（商業者等）による幅広い構成と
なっています。
パートナーズの活動としましては、防犯、防災、環境
美化などの各課題に際して、自助共助公助の観点を重視

一般社団法人奏の杜パートナーズのメンバー

し、住民個人でできること、パートナーズとして共同で
できること、公共団体にお願いすべきことを整理して、

づけの違う方々を共通に結びつけるものが防災であると

柔軟に連携して取り組むことを基本としています。ま

いう考えのもと、毎年 3月の重要行事として継続してい

た、平時の備えが災害等の有事に役立つものと心得てお

ます。参加率を高めるためイベント性を重視してまいり

り、住民だけで考えるのではなく、公共団体、商業者、

ましたが、近年の自然災害の頻発に際しては、他人事で

地元大学等と幅広く協力を得られるよう心掛けています。

ない切実性を禁じ得ません。

活動の初期に「見守りガーデニング大作戦」と称し、

今回受賞したことは、地道な活動に取り組んでいただ

まち全体を共通アイテムの赤い花で装い、花育てを通じ

いてきた各役員、会員住民の皆の達成感や誇りにもつな

た通学路の安全確保や日々の防犯活動を行いました。

がるとともに、また外部専門家や全国の受賞団体との交

（独）建築研究所の専門家の方々のご指導のもと、住民の

流を深めるよい機会になると考えております。これを契

理解を深めながら活動してきたことが、警察庁の防犯モ

機にさらなる充実したまち育ての活動を行い、受賞団体

デル地区に指定され住宅地の防犯の先行事例として紹介

の名に恥じないその後の取り組みをご報告できるよう努

されるなど、その後の活動継続につながり、会員住民の

力してまいる所存です。
（理事長 織戸久雄）

連帯感が強まりました。
まちづくりの段階で、景観、防犯の
向上のため電柱地中化や防犯カメラの
設置をしていますが、会員住民が楽し

全世帯参加の景観形成活動（草刈り）

みながら取り組むまち育ての活動が、
景観、防犯の向上をハード・ソフト両
面による対策となり、ひいては住宅地
としての価値向上につながると信じて
継続しています。
防災訓練は、当初地区内のマンショ
ン管理組合ごとの取り組みであったも
のを、複数のマンションが連携し、さ
らには戸建て住宅ブロックを含めた奏
の杜地区全体に広がる形に発展してき
ました。約2,000世帯のうちマンショ
ンと戸建て、居住者と商業者など位置

防災訓練の様子
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受賞のことば
住まいのまちなみ賞

美しが丘アセス委員会
遊歩道ワーキンググループ

このたびは当活動を選出していただきありがとうござ
います。活動開始から 4 年が経過し、活動の理解者・協
力者も増え、地域での認知度も安定したものになってき
ました。受賞を機に、さらに行政や地元企業との連携を
強化し、活動の展開を図っていきたいと思っています。
受賞後の新たな活動を開始するタイミングで、新型ウ
イルス感染症が感染拡大してしまい、計画の大幅な見直
しを迫られました。子どもたちを巻き込んだワーク
ショップや参加者を募ってのまち歩きはできないもの
の、今後の活動展開を考える時間をたっぷりとることが
できました。また、ホームページ（https://100dan-kaidan.

美しが丘アセス委員会遊歩道ワーキンググループのメンバー

org）の拡充による情報発信にも注力できました。

審査員現地視察の際に藤本先生からいただいた「まち
を美味しくする活動」というキーワードを、私たちは「住

境調査（温湿度、騒音、

民が適宜世代交代し ､ 新たな住民に選択される街にする

排気ガス、風等）を行う

こと ｣ と捉え、さまざまな切り口から見いだせるまちの

計画をしています。

魅力の発掘と周知のために、以下の企画をたてました。

また、小学生・地域住

①美しが丘の魅力調査（仮称）
：良好な住環境を維持し、

民へのアンケートによる

選ばれ続けるまちにするための素材となる情報の蓄積─

地域内の生物多様性調査

環境・生物多様性・子どもも高齢者も安心安全な生活・

｢ 生きものしらべ ｣ や照

street wise（まちの賢者）等

度 計 を 使 っ た 駅、 商 店

② MAP 制作：調査結果を踏まえ、web だけでなく紙媒

街、公園、住宅街の道路

体でも制作し発信する

や遊歩道の「夜道の明る

③他地域の地域活動ヒアリング・勉強会：NPO 法人化の

さしらべ」を行います。

是非など
④たまプラ・ランステーション企画検討

アンケートでは、まち
の清掃や緑化活動、登校

完成した「たまプラ遺産MAP」

NPO 法人化の是非を検討する勉強会として、地域特性

の見守りなどをボランティアで行っている人─ street

の似通った他地域で活動している NPO に関する情報収集

wise（まちの賢者）のいる場所を調べます。これは若い

を行っています。6 月には、遊歩道の活用に取り組んでい

世代に ､ 住民による多様で自発的なサポート活動によっ

る横浜市都筑区の NPO の活動の見学と代表へのヒアリン

て自分たちの住む地域の環境や安全が保たれているとい

グを行いました。継続的に研究を進めていく予定です。

う気づきを促す試みです。

昨年度末に完成したまち歩き MAP は、公共の場所へ

巣ごもり生活の運動不足解消のために、遊歩道を利用

の配架は時期的に不可能でしたが、ホームページからダ

した散歩者・ランナーが増えたことは思わぬ副産物でし

ウンロードできるようにし、遊歩道を歩く人に紙媒体を

た。ホームページにも地域内のラン動画をアップしまし

配布したことで、たいへん好評でした。今年度以降も継

た。地元商店街、スポーツクラブと連携したランステー

続してさまざまな情報が掲載された MAP を制作してい

ション設置の可能性を探ります。遊歩道を利用する人が

きたいと考えています。そこで、横浜市と東急電鉄が協

増えることは防犯にもつながります。

定締結した ｢ 次世代郊外まちづくり ｣ の Wise Living Lab

また、遊歩道本体の整備活動としては、今年度東急株

の共創サポート企画として、慶應大学・厳網林研究室の

式会社「みど＊リンク」アクションの支援を受け、昨年

協力を得て、複数の環境センサの設置による住宅地の環

カラーリングした太鼓橋下の空間整備を予定しています。
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■第15回 住まいのまちなみコンクール

受賞のことば
住まいのまちなみ賞

可部夢街道
まちづくりの会

第 15回「住まいのまちなみコンクール」において、私
どもの会が「住まいのまちなみ賞」を受賞させていただ
いたことは、これまでのまちづくり活動において大変な
励みになりました。また、知識豊かな審査員の皆様に意
見を伺えたことも大きな財産になりました。これまで以
上に魅力的な町並みにしていくため、会と地域でさらに
力を合わせて頑張っていきたいと思っています。
当会は、2003（平成15 ）年12 月に発足し今年17年目を
迎えております。
会の合言葉として「可部のファンを増やす」というこ
とを掲げています。ここで暮らす人々が、可部のまちに

可部夢街道まちづくりの会のメンバー

誇りと愛着のもてるようなまちづくりを心掛けています。
結成以来、会ではさまざまな活動を行ってきました。
継続して毎年 10 月に行う「可部の町めぐり」をはじ

未だ手探りの状況で、見えない部分が多く不安はあり

め、
「町並みづくりガイドライン」の策定、
「花の散歩

ますが、ピンチをチャンスに変えれるように頑張って行

道」の活動などこれまで精力的に活動を行ってまいりま

きたいと思います。

した。当然これらの活動の背景には、実際に生活してお

そして、今回受賞させていただくことにおいて、若い

られる地域の方への説明や、町としての住みやすさや、

世代がまちづくりに参加していることも評価されたと聞

古民家保存についてなどのアンケート調査を行い、問題

いております。当会も 17年の歴史を持ち、次の世代への

点や要望を取りまとめて行いました。これらは今後の進

バトンタッチも考えている所でございます。これまで

め方の指針となっております。

培ってきた知識や経験を若い世代に少しずつでもしっか

また、地域の方や学生とともにワークショップなどを
開催し、専門家からアドバイスをもらいながらさまざま
なアイデア出しを行い、地域と会が一体となって盛り上
がるような取り組みも行いました。

りと伝え、そして引き継いで行くことも仕事だと思って
おります。
最後に、次の世代が可部の古きよき歴史と魅力を守り
ながら、また次の世代へ胸を張って伝えれるような「可

その他に、古民家活用などを行っているまちづくり先

部の町並み」の継承のため、これからもう少し若い世代

進地への見学や、可部の古い町並みを専門家からの目線

とともに頑張ってみようと思います。
（大旦那 梶川暢之）

で考える「町並みフォーラム」の開催など外部からの目
も取り入れ、試行錯誤の中、現在に至っております。
このたびの受賞を機に、これまで培ってきたまちづく
りに対するさまざまな計画の後押しになればと考えてお
りますが、今年は新型コロナウイルスの感染拡大に伴
い、まちづくりの基本である人との交流が行いにくく
なっております。これまで当たり前に行ってきたイベン
トにおきましても、開催の規模縮小や中止もやむ無しの
状況が続いております。
そういった暗い話題が続く中、当会におきましても、
何ができるか今一度見直しながら、
「こんな時だからこそ
できること」を地域で一緒になって話し合いながらまち
づくりを進めて行きたいと考えております。

「花の散歩道」のプランター
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スマ・エコシティつくば研究学園
団地管理組合法人

私たちの街区はつくばエクスプレス研究学園駅の北西
約1.5km に位置し、
「環境モデル都市・つくば」において
「コミュニティ型低炭素モデル街区」に位置づけられ整備
されました。まさに “スマートコミュニティとしてのモ
デルを示していく” という使命が与えられ 2013 年 12月に
まちびらきし、2014 年4 月には団地管理組合法人、区
会、ならびに景観協定運営委員会を結成し一体となって
活動し、住宅地マネジメント活動は7 期目に入っていま
す。2020年2月にはつくば市の Society5.0 社会実装トラ
イアル事業のプロジェクト対象地として「日本初となる
都市部の住宅地でのドローン配送」も行われるなど、モ

スマ・エコシティつくば研究学園団地管理組合法人のメンバー

デル街区として “つくばらしい” 社会実験のシーンに遭遇
する機会もある住宅地となっています。

昨今コロナ禍のなかにあって、自治会で夏祭りができ

当住宅地は街区整備の際に実装された創エネ・省エ

ない分、
「新たな生活様式」のコミュニティ催事として、

ネ・蓄エネシステムにより、一般住宅と比べ二酸化炭素

本年8 月23日にオンラインフォーラムを開催しました。

排出量 68% 削減を実現しており、つくば市の低炭素化に

これは当街区がフィールド提供し学識者により実施され

向けた2050年目標値（70% 削減）にほぼ到達していると

たエネルギーモニタリングの研究に関して、フィード

いう調査結果もあり、高水準の「低炭素」が実現できて

バックをいただく場を設定しようとしていたことがきっ

いることも評価を得たポイントですが、今回の受賞にお

かけですが、折角の機会なので、街区間で情報交換・交

いては、私有のみどりへの関わりを通じた住民の「日常

流が始まっていた北九州・城野地区の関係者・住民らに

的な」まちづくりや、団地管理組合法人や区会による共

もオンラインにて合流いただきました。モデル街区同士

有地のみどり等の維持管理といった、住民自身で私有・

の交流を行う際にも、外部評価として「住まいのまちな

共有の環境を改善していくまち育ての取り組みの実践に

み賞」をいただけていたことがアクションの追い風に

ついても好様と講評をいただきました。具体的な活動に

なっています。

ふれますと、クリーンデー等のお手入れ行事はもとよ

このように、このたびの受賞を励みに今後もいろいろ

り、協定・規則など浸透への啓発として景観協定の規定

と工夫をしつつ、現代的な住宅地マネジメントのあり方

等を図解したハンドブックや区会誌を手づくりで作成・

を追求していきたいと考えています。

全戸配布し、まちのコンセプトや各種ルールへの理解を
深める努力を進めてきたこともありました。これら住民
参加の活動について、現地ヒアリングの際に審査員の先
生方からもポジティブなコメントをいただき、このたび
の受賞は自治会運営に関わってきた役員一同ありがた
く、これまでの努力が報われる思いであり、住民の皆様
にも誇らしいこととして受けとめられたものと思います。
また、班構成の工夫や手づくりイベントの開催等、住
民同士のコミュニケーション活動などについても現地ヒ
アリングにて弾んだ質疑応答がなされました。区会では
住宅地マネジメントの成果共有を目的とした住民フォー
ラム等も行ってきました。つくばという地域柄、参加者
には研究者も多く、ミニシンポジウムの様相になります。
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ドローン配送実証実験

