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すまいのまちなみネットワーク
第12回総会

“生活空間” の視点から見た 
これからの住まい・まちづくりの
“目標”

　考えてみれば、15年間の皆様方と
の交流体験は、私にとっては毎年記
憶に残る素晴らしい学習体験でした。
殊に、現地視察やそこでのクロストー
クは、審査員一同、多くの貴重な “学
び” をさせていただきました。そこ
で本日は、その “学び” を私の建築
家としての立場、つまり生活空間づ
くりの立場から3つの “学び” として
整理し、それを踏まえて、これからの
住まい･まちのあり方について、私の
思いをお話しさせていただきます。
　2001年の暮れ、茨城県内の郊外大

規模開発に関わっている地権者で協
議会の会長の立場にある方が、私の
研究所に訪ねて来られました。要件
ははっきりしていて、現在進められ
ている郊外住宅地開発の計画案で
は、これからは事業的に見て厳しい。
今やバブルが崩壊し都心回帰の時代
のはずだが、事業が止められないな
ら、計画を全面的に見直し、高付加
価値の魅力的な開発計画を考えねば
ならない。是非、力を貸してもらえ
ないかという申し出でした。その考
えに共感した私は、開発計画の見直
しに参加し、多少の紆余曲折はあっ
たものの結果は成功、今なお事業は
進められています。

　その事業体験を通して、私は大事
なことに気付かされました。それは、
“時代の方向を正確に読み、次の時代
の住まい･まちづくりのあり様を、関
係する皆と共有する” ことです。
　2005年の第1回コンクール以来、
私がこだわり続けた仮説があります

（図1）。
　「超高齢化、少子化時代を迎えて
いるわが国は、間違いなく、“選ばれ、
住み継がれる” に値する魅力ある “ま
ちづくり” が求められる時代になると
私は考えている」
　私の専門家としての課題は言うま
でもなく、この仮説的な私の思いを
踏まえて、魅力ある住まいまちづく
りの姿を、住まい手のニーズを見定
めながら具体的に明らかにすること
でした。その意味で、15年間のコン
クールの皆様方との出会いは、冒頭
に述べたようにこれからの時代を読
むうえで貴重な学びをさせていただ
きました。

まちの “景観” とは何かを 
しっかり考えること
　ここ最近5年間の大臣賞受賞のプ

15年間の “住まいのまちなみコンクール” を振り返り、
私が思い描くこれからの“住まい・まちづくり” を語る
──来たるべき “まちのリフォーム時代” に備えて
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これからの住まい・まちづくりの “目標”

“選ばれ、住み継がれるまち” づくりを目指す。
超高齢化、少子化時代を迎えているわが国は、間違いなく、
“選ばれ、住み継がれる” に値する魅力ある “まちづくり”
が求められる時代になると私は考えている。

参考文献	 「緑･農･住区」による新田園都市構想（家とまちなみ№50	2004年9月号）	
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ロジェクトを通して、私の貴重な3つ
の学びをお話しさせていただきます。
　まずはじめに、第14回大臣賞受賞
プロジェクトである千葉県柏市の柏
ビレジに私が学んだことを申し上げ
ます。一言で言えば、まちの景観と
は何かをしっかり考えなければいけ
ないということです。これは、事業
者も専門家も、そして住民の方々に
もぜひ考えていただきたいことです。
　景観とは何かということを、この
プロジェクトに関わった建築家の宮
脇檀さんはいろいろな言葉で発して
います。それは次の2つに要約でき
ると思います。「まちの “景観” は良
い街にとって重要なファクターだ」

「まちの “景観” とは、統一の “美しさ”
と変化の “楽しさ” の総合的空間演
出だ」と言っておられます。
　最初の言葉については、良いまち
をつくろうとする時に景観の条件も

きちんと考えてくださいということを
言っておられます。そして、その時
の景観づくりの作法として宮脇さん
は、景観というと統一の美しさにか
なり傾くけれどもその中に変化が
入っていることが非常に大事だとい
うことを言っておられるわけです。
　このまちで宮脇さんが景観の主役
として登場させたのは、豊かな緑と
レンガという材料です（写真1）。この2
つの素材を使いながら、いろいろな
場所でいろいろな形の緑を登場させ
ていますし、レンガの色の変化も整
理をされています。緑を多様に使わ
れて、変化と統一を景観づくりで演
出されているのがよくわかります。
　さらに住民の方々は、この緑を
NPOでまとめて管理をされています

（写真2）。そういうところも含めて、こ
の柏ビレジは評価され、大臣賞を受
賞されました。

“ゆとりある屋外生活空間” づくり
を考えること
　次に、第2の学びについてお話し
します。第11回、12回、13回の大臣
賞受賞プロジェクトから学んだこと
です。“ゆとりある生活空間” づくり
をしっかり考えるのは当たり前のこ
となのですが、そのことについて寄
稿した文章を紹介したいと思います。
　「考えてみれば、わが国の20世紀
後半は、高度経済成長を背景に、『建
築』づくりを謳歌した時代であった。
しかし、それは一方で、『建築』をつ
くり過ぎ、貴重な建築遺産や豊かな
オープンスペース、緑を失った。ゆ
とりの無い建築過剰時代でもあった。
　21世紀に入り、超人口減少化時代
を迎えている今だからこそ、私は、
巷間言われている『空地』『空家』の
問題を否定的に捉えるのではなく、
“『空地』こそ最大の価値” との思い

写真1　赤レンガとアイビーを基本に、街区ごとのシンボルツリーで統一された
まちなみ

写真2　NPO法人ビレジサポートによる庭木の剪定

図2　池田の森	全体区画図 写真3　畑でつくった野菜の自慢話をする 写真4　団地の内側は界隈を感じる場所
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を共有し、『空地』を主役に、まちの
リフォーム（空間再編）に取り組む
べきではないか考えている」という
ことを、これから考えていかなくて
はいけないこととして皆様と共有し
たいと思っています。
　第11回大臣賞受賞のプロジェクト
は、静岡県静岡市の池田の森農園ク
ラブです。図のように、真ん中に農
地があり、農ある暮らしを実現した
いという開発者の想いが見事に実現
したプロジェクトです（図2）。この土
地は、事業者が一人でこの土地を遺
産で受け継いで、東京に住んでいた
開発者が農のある暮らしを自分がし
たいということから、このエコロジー
団地を思いつき、自分で事業企画を
し、事業もやり、農園やお店の土地
を自分が提供して運営されている非
常に珍しい開発事例です。
　35所帯のうち20所帯が、農園をそ
れぞれ小さく分けてそれぞれが農作
物をつくっているのですが、つくっ
た野菜の自慢話をしたりもしていま
す（写真3）。道路のつくり方も、車が

あまり入ってこない形にしているの
で安心安全で、子どもたちが道路で
遊んでいます（写真4）。
　第12回大臣賞受賞プロジェクトは
福岡県北九州市のサトヤマヴィレッ
ジです。かなり思い切って里山の緑
を再現して、それを囲むように住宅
地をつくっています。里山があって、
住宅地と思えないような空間ができ
ています。
　配置図（図3）をみますと、宅地は全
部戸建て住宅地で、登記は個人の宅
地で区分しているのですが、真ん中
は共用地にして、敷地境界が実際に
はわからないように植栽でうまく一
体化しています。車が侵入できる部
分を限定的にすることで、子どもた
ちが安全に遊べる空間になっていま
す。しかも緑と一体となって非常に
楽しい里山空間になっています（写真

5）。家と外との共有空間がベランダ
でつながっていたり、家から見ても
自分たちは森の中で生活しているよ
うに感じられます。また、時々バーベ
キューをして楽しんでいます（写真6）。

この里山空間は、まさに皆さんのゆ
とりのある屋外空間として、一生懸
命楽しみながら使って管理されてい
ます。
　愛知県春日井市の第13回大臣賞受
賞のブラブラまつり実行委員会も大
変面白い試みです。自分たちの庭や
駐車場、玄関先を開放して、あるい
は部屋の中も含めて、ギャラリーや
食べ物のお店に変身させて、1日限り
で店主になったりお客になったりし
て楽しむまちづくりを実行していま
す（写真7）。駐車場でカフェをやった
り、庭を解放して集まっています（写

真8・9）。

“哲学者内山節さんの森への思い”
をしっかりと受け止めること
　次に、第3の学びとして、第15回
大臣賞プロジェクトから学んだこと
をお話しします。ここで学んだこと
は、80年代からお付き合いしていた
哲学者の内山節さんが主張されてい
る森に対する考え方とかなり共通し
ていることがありました。

図3　サトヤマヴィレッジ 全体区画図 写真5　里山で遊ぶ子どもたち 写真6　バーベキューをして楽しむ

写真7　お店をやりたい子どもが毎年楽しみに 写真8　テーブルを広げて、ガレージがおしるこ屋
に変身

写真9　３軒ほどのご近所が協力してお店を出した
ガーデンカフェ
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　「日本の農山村の人たちは、“人と
自然”、“人と人” とのより良い関係性
を実現するために、長い時間をかけ
て独特な考え方を育んできた。
　例えば、自分の山に入るとき、木
を伐採して、木材として売る場合は
<稼ぎ>に行くと言い、枝打ちや下
草刈りの場合は<仕事>に行くと表
現する。
　森を育て守る作業は社会貢献であ
り、ロマンがあり、やりがいのある
<仕事>と捉え、<稼ぎ>と使い分け
ている」
　第15回大臣賞の岩手県花巻市の高
松第三行政区ふるさと地域協議会の
方々のされていることは、まさにこ
の仕事という考え方をみんなで共有
して活動をされています。そのこと
は皆さんの話を聞いてはっきりわか
りました。この仕事の考え方を、私
はしっかり受け止めて考えなければ
ならない問題だと学ばせていただき
ました。
　この協議会には、70所帯すべてが
参加しています。100haで大変広い
集落で、典型的な農山村の風景のあ
るまちです（写真10）。一方で、限界集
落で人口がどんどん減っていたので
すが、一念発起し、みんなで一緒に
放置された場所を手当てしようと全
員参加の草刈り活動を景観形成活動
としてやられています（写真11）。また、

道路を拡張した際に余った土地に草
花を植えています。こうしたことを
やっているうちに、きれいになった
まちに集落以外の人が移り住んでき
ています。子育てにとって非常にい
い環境として、花巻市の市街地の人
や、県外や東京からも移住されてい
る方が12所帯おられます。それによ
り今は70所帯となって、限界集落に
歯止めがかけられたのです。
　活動の背景にある考え方が内山さ
んの理念と共通しているということ
で、われわれ特に都会人は、是非勉
強しておくべきだと考え、学ばせて
いただきました。

これからの住まい・まちづくりに 
対する私の “座右の銘”
　最後に、建築家としての私の座右
の銘を紹介します。
　「美しい村などはじめからあったわ
けではない。そこに住んでいる人が
美しく住もうと思ってはじめて、美
しい村ができるのである」
　この言葉は、まさに今回の受賞者
の方々のおそらく共通理念と言って
よいものだと思います。また、住ま
いのまちなみコンクールの主催者の
基本理念と言ってもよいものだと私
は思っています。
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写真10　山・川・水田がある高松第三行政区 写真11　全世帯参加による景観形成活動（草刈り）




