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　このたび、第16回住まいのまちなみコンクールにおい
て国土交通大臣賞の栄に輝き、地域住民はもとより区画
整理に携わった関係者の喜びは測り知れないほど大きな
ものでした。この場をお借りして、感謝申し上げます。
　コンクール応募にあたっては、“小規模な区画整理事業
とその後の清掃活動” ではと逡巡しましたが、しかし、こ
こには大きな湧水公園、貴重な生き物の存在、小学児
童・保育園児の校外学習や遊びの場、『ゆうすい公園だよ
り』の発行、西に富士山、北に丹沢の山々に囲まれた盆
地の中にある新しいまちなみ等々があり、総合的に見て
応募できると判断しました。
　2020年11月8日コロナ禍の中、審査委員先生方の現地
視察が行われ、現地案内後の質疑応答はソーシャルディ
スタンスに配慮して、かつて煙草耕作を行った古民家風
住宅の15畳の座敷を開放して行われました。その中で
は、①湧きいずる清水を保護しながら湧水公園を住民の
役に立たせるための工夫。②区画整理によりまちなみが
居住者を中心に計画設計されたこと（カーブとクランク
の連続道路）。そして、③区画整理が終了した後の区域内
の生産緑地（農業経営）の存在にも評価をいただきまし
た。「素晴らしい居住空間とは、自然（生き物も含めた）
との総合的共存である」と改めて認識させられました。
　2021年1月半ば、国土交通大臣賞の知らせは思いもよ
らなかった朗報でした。2月5日には秦野の地域情報紙

『タウンニュース』に取り上げられ市内全戸に配布、秦野
市 JA の広報紙にも受賞が掲載され大きな反響に驚きまし
た。
　高橋秦野市長からはお祝いとして、2月20日発行の日
経新聞の第16回住まいのまちなみコンクールの記事全面
を写した大きなパネルをいただきました。新築した諏訪
町会館に国土交通大臣賞の賞状とともに飾ることになり
ました。

『ゆうすい公園だより No.17』の発行
　長い間、ボランティア活動で湧水公園を維持・管理に
協力していただいた今泉あらい湧水公園の会の会員、公
園周辺地域の皆様に受賞を伝えるためと、その栄誉とい
かなる点が評価されたかを知ってもらうため、『ゆうすい
公園だより No.17』を1月23日に発行しました。「自然環
境、歴史文化的環境にもとづく場所性を充分生かした意

欲的な土地区画整理事業で、湧水公園を拠点に生物、農
業、歴史、文化等の資源を大切にしながら、新旧住民が
一緒に環境を育てている」この評価ポイントは忘れては
ならない大切な文言だと考えています。

町内・公園清掃活動
　年6回の公園清掃活動は大きなイベントになりつつあ
ります。子ども連れの若夫婦、若いお母さんたち、そし
てお年寄りが集い、思い思いの場所で除草やごみ集めを
行います。実際には、その1週間前に公園愛護会有志に
よって、草刈り機を使って雑草の刈り取りが行われてい
ます。今年も3・4・6・7月と実施されました。

長い歴史ある水神祭
　ゆうすい公園に祀られている水神様の祠は、江戸時代
末の1830（文化13）年につくられたものです。現在の祠
は区画整理事業により新しい石で復元されました。本年4
月18日8時から、神主さん、自治会役員・顧問が水神様
の前で、泉が途絶えることなく湧きいずることを祈る祭
事が行われました。これが200年近く続けられてきたの
です。これからも伝統行事として続くことになります。

　郷土の宝を守り、引き継ぎ、育てる。“公園に行けば、
誰かと話すことができる、遊んでくれる友がいる。公園
は私たちの交流の場だ。池の水面は心の故郷の面影を映
してくれる”。今泉あらい湧水公園は諏訪町自治会のシン
ボルとして住民の心を癒してくれる場であってほしいと
願っています。

高橋秦野市長を表敬訪問

諏訪町自治会
国土交通大臣賞

受賞のことば
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　このたび、私どもの活動を選出していただき心より感
謝するとともに大きな励みになり、一同喜んでおりま
す。当初、活動に対する地域での認知度は低かったので
すが、私たちの地道に活動する姿を見て、店先の幕を新
調したり、トタン壁を板張りに変えたり、プラスチック
看板を取り外し店舗改装を行うなど、少しずつではあり
ますが地域に変化が起こってきました。
　卯建を持ち歴史的な建物として際立つ京藤甚五郎家住
宅などの修復は特別なものとして見られていたので、一
般の町家は改修ではなく新築という発想しかなかったよ
うです。しかし、江戸時代の旅籠であった若狭屋や昭和
初期の住宅であった旧山田家などが改修され、活用され
る姿を目の当たりにした住民の考えに、「古い住宅を壊し
て新築するだけでなく、改修して住み続けて活用する」
という選択肢も加わりました。
　私たちの活動は、「若狭屋が取り壊されて、記憶に残る
懐かしい今庄宿の歴史的景観が消滅してしまう !」という
危機感から始まったのですが、それほどの責任感や使命
感は感じずに行動したように思います。飲食店が少ない
地域ゆえに、仲間で集まって話をしたり、心置きなく深
夜まで飲み明かせる場所としても値打ちがある古民家の
改修事業は、「活動は、仲間とともに楽しく、頑張り過ぎ
ず長く続ける」という前理事長の掛け声とともに、互い
の得意分野を尊重し協力し合いながら、メンバーの心を
束ねる力となったと思います。
　メンバーの多くが木工仕事や木造建築、歴史的町並み
などに興味を持つ人であり、「建物は、できあがった瞬間
からその土地の景観となり、その風景とともに人々の思
い出がつくられてゆく」という認識でしたから、とにか
く、「町家をその当時の姿に修復して残すことが楽しくて
たまらない」という雰囲気であったように思います。
　ところが、町家の修復が進むと、「修復して残してどう
するんだ ?」ということになり、そこへカフェやそば屋
の営業を希望するメンバーが加わってきたわけです。つ
まり、私たちは「人の営みによって町並みができる」と
いうことを認識し、町の賑わい創出や町家の利活用の重
要性、そして、住民や若者たちとともに考えるまちづく
りの大切さを学んだのです。
　さて、住まいのまちなみ賞選出の前後に大きな出来事
がありました。今庄宿が、国の重要伝統的建造物群保存

地区に選定されることになったのです。私たちは、「今庄
宿の町並み保存」という目標を立てて、行政とともに建
物の調査や町家の修復を継続実践してきましたから、こ
こでひとつの成果が得られたわけです。しかしながら、
先に述べたように、町並み保存という活動は人々の営み
を抜きにしては成り立たないのであって、住民の方々の
さらなる理解や参加が必要となるとともに、ソフトとし
ての住民の文化・福祉活動や経済活動が重要になってく
るのです。
　御財団の機関誌『家とまちなみ』には、しっかりと組
織された全国各地域の方々が綿密な計画のもと、行政と
連携した生き生きとしたまちづくりの事例がいくつも
載っていますが、私たちも、できることからはじめよう
としております。すなわち、私たちの独自性を大切に
し、学生とともに行う「町家調査・改修の教育支援」、住
民とともに行う歴史的建物を活用した「昭和会館サロン
コンサート」、八百屋の売り上げを増やす「大黒屋のイー
トイン増設」を順次進めて、地域の営み支援と町並み保
存の両立を図っていこうと考えているのです。
　本受賞を機に、全国の優秀団体の取り組みをお手本に
活動の充実を図ってまいりますので、今後とも御財団の
ご指導をよろしくお願いいたします。

NPO法人今庄旅籠塾のメンバー

NPO法人今庄旅籠塾
住まいのまちなみ賞

受賞のことば

■第16回 住まいのまちなみコンクール
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　このたびは、私どもクイーンズフォレスト流山おおた
かの森が「住まいのまちなみ賞」をいただきまして誠に
ありがとうございます。
　また、現地視察の際は、大変お忙しい中ご足労いただ
きまして改めてお礼申し上げます。
　「流山市おおたかの森」は流山市民の長年の夢、東京直
結の「つくばエクスプレス」と「東武アーバンパークラ
イン」のターミナルとして開発されました。以前はオオ
タカやフクロウも生息する多くの森がありました。今は
森や畑は少なくなりましたが、おおたかの森（市野谷の
森）を残し、新しいまちには森にあったクヌギなどの木
をたくさん植えました。近くを流れる大堀川（流山から
手賀沼へさらに利根川へ続く川）には水辺公園がつくら
れ見晴らしよく、そよ風が吹き、ウォーキングが楽しめ
ます。「都心から一番近い森のまち」「母になるなら流山
市」の言葉通り、転入超過数ランキングでは政令指定都
市を除くと全国1位です。しかも子育て世代が特に増え
ています。
　私どもの「クイーンズフォレスト流山おおたかの森」
は、「まち」「もり」「ひと」の3つを兼ね備えて生まれた
新しいまちです。全世帯にまちの木としてヤマボウシ、
ヒメシャラ、エゴノキを植えて流山市のグリーンチェー
ンレベル3認定（最高レベル）を取得しました。景観協
定を守り「子どもが遊べる路地」をコンセプトにつくら
れたこのまちは、子どもたちの声が響き、かけっこをし
て遊んでいます。路地のほうを見ると、地面に座って遊
ぶ小さい子どもたちをお母さんたちが見守っています。
　1月に受賞の知らせを聞きまして、すぐに住宅生産振興
財団の HP から審査結果をプリントし、回覧板で居住者
の皆さんに知らせました。7月2日のオンライン表彰式・
総会が終わりましてから賞状・審査結果のコピー・フォ
レストの紹介をファイルし、流山市役所の各部署に受賞
の報告をして参りました。職員の皆様も大変喜んでくだ
さいました。
　私から見た「まち」を紹介しますと、朝は西ゲートに
小学生が集合し、父母に見守られて学校へ行きます。昼
間は近くの保育園の子どもたちが電車ごっこのように歩
道を散歩して、私が庭先から手を振ると小さな手をたく
さん振ってくれます。敷地内にはフェンスもないので散
歩されている方が庭の花を見てくれます。夕方は学校帰

りの子どもたちが「こんにちは」と挨拶してくれて、元
気な子どもたちからパワーをもらっています。夜は各家
の門灯・庭園灯がまちの曲線に合わせて点灯してとても
きれいです。また、居住者の皆さんも気軽に話しかけて
くださり、地域の一体感を感じます。まちの中を散歩す
ると季節の花を咲かせている家、トマトやキュウリなど
の野菜・ミカンやびわなどの果実を育てている家など、
みなさん緑を楽しんでいます。
　最後になりましたが、住宅生産振興財団様より支援し
ていただきました「維持管理活動の推進費用」は、今後
のまちづくりにしっかり役立てていきたいと思います。
たとえば、①自由に花を植えて育てるコミュニティガー
デン、②スムーズな活動ができるようにクイーンズフォ
レストの HP を開設する、③「住まいのまちなみ賞」の受
賞プレートを設置して後世に残す、④まちなみニュース
の発行、などを考えています。次の役員の方もアイデア
を出してまちづくりに役立ててくれると思います。
　今の子どもたちが大人になり社会に巣立って行っても
このまちに住み続けたい、いつでも帰ってきたいと思え
る「まち」を残していきたいと思います。
　このたびは誠にありがとうございました。

クイーンズフォレスト流山おおたかの森管理組合のメンバー

クイーンズフォレスト
流山おおたかの森管理組合住まいのまちなみ賞

受賞のことば
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のぞみ野団地管理組合法人・
のぞみ野自治会住まいのまちなみ賞

受賞のことば

　このたびは、第16回住まいのまちなみコンクールにお
きまして、住まいのまちなみ賞をいただき、誠にありが
とうございます。受賞は、これまで行ってきた活動に対
する自身と今後の活動の活性化に繋がり、のぞみ野地域
にとって大きな財産になります。そして、今後すまいの
まちなみネットワークを通じて全国の団体の方と情報交
換や交流させていただけることを楽しみにしております。
　今回、評価いただいた点は、開発事業者によるまちな
み計画と住民による活動によるものだと感じておりま
す。まちなみ計画の大きな特徴は、電線が埋設された共
同溝に配線されているため電柱がないことです。電柱が
ないことで青空がきれいに見え、開放的な空間となり、
住んでいて本当に心地良いです。
　次に道路と宅地の舗装の仕様を統一し、その境界線を
外観上明確にしないことで一体的な空間を生み出し、道
路の至るところに植樹帯を設け、宅地内は一定のルール
により植樹することで緑豊かなまちなみとなっています。
　住民による地域活動については、現在、管理組合と自
治会で運営しており、管理組合では主に植栽管理、コ
ミュニティハウスの運営を行っており、道路に設けた植
樹帯は姫路市道内にもかかわらず管理組合で管理し、姫
路市と連携を取りながら景観を維持しています。敷地内
に関する規定は地区計画と景観協定を定めており、景観
協定では良好な景観を維持するために建築物および駐車
区画の配置、色彩、生垣、フェンスの仕様、緑化率を定
め、住民はこれを遵守し維持管理していくことになって
います。祝日には庭の手入れや植栽の剪定をされている
方が多く見受けられるのもこの地域の特徴です。
　自治会では主に連合自治会との連携、姫路市への要
望、イベント活動等を行っています。
　特に大きなイベントは、のぞみ野自治会員が全員参加
可能なバーベキューを毎年行ってきました。昨年はやむ
を得ず中止としましたが、一昨年は約400名が参加する
バーベキュー & ビンゴ大会を開催し、役員を中心に住民
同士が協力して親睦を深めることができました。地域一
体となって楽しめた光景が今も忘れられません。
　地域活動にあたり、立ち上げ当初からこれまで、たく
さんの課題がありました。少しずつ解決し、ようやく形
になってきたように思います。しかし、まだまだ課題が
たくさん残されているのが現状です。

　のぞみ野地域は10年ほど前に開発された新興住宅地で
あり、今年で管理組合が9期目、自治会は6期目という経
験の少ない地域であることから、まずは管理組合や自治
会の役割と活動をより多くの住民の方に知ってもらい、
理解を深め広めていくことも課題のひとつです。
　また昨年、当初の予定通り293区画すべての販売終了
に伴って開発事業主が撤退されました。昨年までは、管
理組合の運営、コミュニティハウスの維持管理、景観協
定審査等を事業主の協力を得て運営していましたが、今
年からは住民だけで維持管理していくことが求められて
います。よって、今年の管理組合役員会では、開発事業
者から引き継いだバトンをいかにうまく受け取り、住民
だけでスムーズに維持管理することができるかを試行錯
誤しながら進めており、今年は当地域にとって重要な年
になっています。そんな重要な年に住まいのまちなみ賞
をいただけたことは本当に心強い次第です。これから10
年20年と活動を積み重ね、良好なコミュニティを築き、
景観の維持管理を行い、魅力的な住まいのまちなみとし
て報告できるように活動を続けていきたいと思います。
　最後に、地域活動をされている方々にはそれぞれ各地
域特有の課題があり、日頃ご苦労されていることかと思
います。課題が解決すれば一番いいのですが、もし解決
しなかったとしても、地域活動を通じて人と人とが繋が
り協力し合えることが最も大切なことだと思います。人
と人とが繋がり、何気ない会話をして少し笑顔になれ
る。“今日はなんとなくいい日だったな !　よし明日も頑
張ろう !”　そんなささいな幸せがある地域が全国各地域
に広がって欲しいと願います。

のぞみ野団地管理組合法人・のぞみ野自治会のメンバー

■第16回 住まいのまちなみコンクール
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緑園都市コミュニティ協会
住まいのまちなみ賞

受賞のことば

　このたびは、第16回「住まいのまちなみコンクール」
において私どもの団体の活動が評価され「住まいのまち
なみ賞」を受賞することができましたことは、大変あり
がたく、光栄に存じております。
　私どもが住んでいる緑園は横浜市南西部に位置し、
ちょうど戸塚区、旭区、瀬谷区の三区にまたがって隣接
した泉区の中の北東部にあります。そこはまた、ゴルフ
場の戸塚カントリークラブとこども自然公園（通称：大
池公園）にも隣接した緑多い地区です。
　緑園には、街の管理運営組織として連合自治会の他に
緑園都市コミュニティ協会（Ryokuen-toshi Community 
Association、略称 RCA）が併存し、連合自治会が行政の
意向を受け住民相互の親睦と福利を図り良好な住環境づ
くりをめざすのに対して、RCA は、住民の意向を受け快
適で安全な居住環境の確保と住民相互の社会的・経済的
地位等の向上・促進を図ることを目的としています。一
言で言うなら、前者が行政からのトップダウン方式によ
る組織であるのに対して、後者は住民からのボトムアッ
プ方式による組織と言えます。
　RCA は、緑園の街が誕生した30年ほど前の1987年4
月に、開発業者（相鉄：現、相鉄ホールディング㈱）、
物件購入者、地権者が一体となって旧来の自治会組織と
は別に、日本では初めて住民主体の「まちづくり組織」
として設立されました。その組織は、米国の住宅地にみ
られる HOA（Home Owners Association）を参考に、先
進事例である米国ニュージャージー州ラドバーン住宅地

（ニューヨークの北西約30キロに位置するフェアローン
市）の HOA をモデルとしたものです。その考え方は、
住宅地を一つの共有財産としてとらえ、住民自らがその
管理・運営にあたるというものです。
　RCA の組織運営は、各自治会からの派遣理事と各丁目
の住民代表としての理事、および地区を限定せず理事会
で選出された理事によりなされ、その運営結果が監事に
より監査されます。また、実際の管理運営の方法は、年
初に開催される前年度の会員総会で決議された今年度の
活動方針および予算に基づき、監事同席の下に毎月開催
される理事会で予算執行の方法等が協議され、その結果
に沿って各種事業の執行がなされて、それら1年間の執
行実績と予算との対比した決算が年度末の会員総会で報
告されるという流れになっています。ちょうど企業会計

における会計報告のようなものです。
　RCA の中には、緑化推進や国際交流をはじめ5つの専
門委員会と必要に応じて設けられた緑園都市駅前等活性
化など2つのプロジェクトが創設されています。それぞ
れの専門委員会とプロジェクトでは定期的にメンバーに
よる会合がもたれ、その活動結果の報告について RCA
の理事会で協議がなされます。今回の受賞を生かす活動
は、これらの組織のうち主にまちづくり委員会で担って
いくことになるであろうと考えています。
　最後に、われわれは次世代の子どもたちに人間の住み
よい地球環境を残していきたいと考えています。そのた
めには、まず、住んでいる身近な街の良好な住環境の達
成に取り組んでいる RCA の活動の中に「住まいのまち
なみ賞」の趣旨を生かして、さらにその活動を積極的に
推進していきたいと思っております。

緑園都市コミュニティ協会のメンバー




