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住まいのまちなみコンクール表彰式・すまいのまちなみネットワーク総会オンライン開催
７月２日
（金）
、第16回住まいのまちなみコン

査委員長の大月先生に審査講評をしていただき、

クール表彰式及び第12回すまいのまちなみネッ

受賞団体代表として国土交通大臣賞受賞の諏訪

トワーク総会を開催いたしました。今回は、初め

町自治会様にご挨拶いただきました。

てオンラインで皆さまにご参加いただきました。
（40団体、52名からお申込みいただきました。）
表彰式では、当財団専務理事の釜谷智弘より
主催者挨拶があり、次に、来賓の国土交通省住
宅局市街地建築課山下英和課長と大月敏雄審査
委員長
（東京大学教授）にご挨拶いただきました。
その後、事務局より表彰状授与の報告をいたし
ました。現下の状況のため、受賞団体の皆さま
には賞状をお送りし、あらかじめご提出いただ
いた賞状を持った写真を画面共有しながら、審

第16回住まいのまちなみコンクール受賞団体
国土交通大臣賞

・諏訪町自治会（神奈川県秦野市）

住まいのまちなみ賞

・特 定非営利活動法人今庄旅籠塾（福井県南
条郡南越前町）
・ク イーンズフォレスト流山おおたかの森管
理組合（千葉県流山市）
・のぞみ野団地管理組合・のぞみ野自治会（兵
庫県姫路市）

・緑園都市コミュニティ協会
（神奈川県横浜市）
表彰式の後、１回から16回までの受賞団体か
らなる住民組織「すまいのまちなみネットワー
ク（まちネット）」の総会を開催いたしました。
まちネットは、
受賞団体がこれまでに培ってきた、

住まいのまちなみづくりの活動の知恵を語り、
大月委員長からの審査講評（Zoom）

他の住宅地の今後の活動の参考となるような知
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見を得られる場として、住まいのまちなみづくり

て、お話ししていただきました。

団体同士の横のつながり（ネットワーク）の構築

続いて、大月先生には、「持続力あるまちにつ

のベースとなるもので、総会は年１回開催されて

くりかえること」をテーマに、今後の住まいのま

います。

ちなみづくりにおいて大切にすべきことについて、

はじめに、運営委員会からの報告として、運営

少子超高齢化をどう乗り越えるか、風景の中に

委員長の押沢台北ブラブラまつり実行委員会（第

「人」は入っているか、空地・空家の適正管理と

13回国土交通大臣賞受賞）・豊田洋一様よりご挨

再利用、推進体制のあり方、経済的に自立したま

拶いただきました。

ちづくり組織、まちなみの維持とつくりかえの視

次に、前委員長の藤本昌也先生（建築家）と現
委員長の大月先生にご講演していただきました。

点からお話ししていただきました。
リアル開催であれば、例年この後に懇親会を開

昨年度からコンクールの審査委員長は、藤本先生

催していましたが、来年は皆さまと乾杯できる状

から大月先生にバトンタッチしました。本来であ

況になっていることを期待して、会を終了いたし

れば昨年度のまちネット総会でのご講演を予定し

ました。（遠藤・石川）

ていましたが、コロナ禍のため１年越しにオンラ
インで実現いたしました。
藤本先生には、「来たるべき “まちのリフォー
ム時代” について議論を始めませんか」をテーマ
に、15年間の皆さまとの現地視察やそこでのクロ
ストークの交流体験からの貴重な“学び”について、


第17回住まいのまちなみコンクール
応募団体募集中（８月末まで）
国土交通省「まちづくり月間」の行事の一環と

生活空間づくりの立場から３つの “学び” として

して、まちづくり月間全国的行事実行委員会及び

整理し、これからの住まい ･ まちのあり方につい

（一社）すまいづくりまちづくりセンター連合会、
当財団との共催で標記コンクールを本年度も実施
いたします。
人口減少社会の中、まちの価値の落ちない、選
ばれる地域づくりが求められています。「住まい
のまちなみ」は、地域の方々が積極的に維持管理、
運営することで、豊かな暮らしの場へと育まれて
いきます。また、高齢化や防災・防犯、脱炭素化
などの社会的課題に対応しながら、多世代がとも
にまちの価値を守り育て、住み継ぐことができる
まちとしていくことが大切です。このためには、

藤本先生講演（Zoom）

地域の管理や交流活動のほか、空家の利活用等に
よる地域の活性化、新たな入居者の受け入れを含
むコミュニティの形成など、多様な取り組みが必
要となります。
このコンクールは、地域の特性を活かし、魅力
的な住まいのまちなみを育む維持管理、運営など
の活動に実績を上げている住民組織をまちづくり
のモデルとして表彰し支援します。
新型コロナウイルス感染拡大リスクの低減に努
めたうえで実施いたしますので、ご応募をお待ち

大月先生講演（Zoom）
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しております。

後援：国土交通省、
（ 独）住宅金融支援機構、（独）
都市再生機構、（一社）住宅生産団体連合会、

選考方法：提出図書（様式、提出内容は当財団の
ホームページを参照）をもとに、審査委員会に

（公社）日本建築士会連合会、（一社）日本建築士

て厳正に選考し決定します。なお、必要に応じ

事務所協会連合会、（一財）ハウジングアンドコ

て追加資料等の提出要請、現地調査を行う場合

ミュニティ財団

等があります。

協賛：旭化成ホームズ、スウェーデンハウス、住

選定 団 体 数（予 定）・ 表 彰： 国 土 交 通 大 臣 賞 １

ス工業、トヨタホーム、パナソニックホーム

※受賞５団体に対しては、維持管理活動の推進

ズ、ミサワホーム、三井ホーム（株式会社を省

費用として50万円（１団体・１年あたり）を

略、五十音順）

３年間支援します。

友林業、積水化学工業、積水ハウス、大和ハウ

点、住まいのまちなみ賞４点

審査委員会（五十音順／敬称略）

応募期間：５月１日（土）～８月 31 日（火）

審査委員：岡田昭人（まちづくりプランナー）、齊

※ 詳細は当財団のホームページ をご覧下さい。

審査委員長：大月敏雄（東京大学教授）

木崇人（神戸芸術工科大学学長）、坂井文（東京

発表：令和４年１月

（担当：遠藤・石川）

都市大学教授）、森まゆみ（作家・編集者）、国
土交通省大臣官房技術審議官（都市局担当）
（予
定）、国土交通省大臣官房審議官（住宅局担当）
（予定）
応募 対象：30戸以上（事情がある場合は概ね20

財団のうごき
夏季住宅セミナー開催

７月９日（金）、東京プリンスホテルにて、理

戸以上でも可）の戸建て住宅を中心に構成され、

事評議員をはじめ会員社役員等の方を対象に日本

良好な景観が形成されている一体的な住宅地

経済新聞社と共催で夏季住宅セミナーを開催いた

（伝統的建造物群保存地区を除く）において、
概ね10年以上（※）にわたって住民主体で適切

しました。
今年は、例年より参加人数を半数以下に制限し、

な住まいのまちなみの維持管理活動を行ってい

ソーシャルディスタンスに配慮するなど感染拡大

る団体。

防止に細心の注意を払って行いました。

※他団体としての活動を継承している場合、通

セミナーでは、最初に当財団の那珂正会長のあ

算の年数とします。また、以下に例示するよう

いさつがあり、次に、竹中宣雄理事長より開会の

な「新しい社会的課題」に対応した先進的なま

あいさつがありました。

ちなみづくりが行われている場合、活動期間は
問いません。

その後、国土交通省の淡野博久住宅局長、宿本
尚吾住宅生産課長、高藤喜史住宅企画官より、ご

「新しい社会的課題」

とは……例示としては、低

講演いただきました。その後、質疑応答があり、

炭素、健康福祉、防災・防犯、高齢化対応、子

当財団の仲井嘉浩副理事長の閉会のあいさつで終

育て支援、空家・空地の利活用、住み替え支援、

了いたしました。

農ある暮らし、などがあります。

セミナーの内容等の詳細は次号でご報告いたし
ます。

応募資格：

①地域の維持管理活動を行っている団体である
こと。たとえば町内会、自治会、管理組合、建
築協定に基づく運営委員会、地域ＮＰＯなど。
②法人格の有無は問いませんが、活動の根拠と
なる規約などが文書化されていること。
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「FUTURE COURT みらい平」

第１期募集開始

場となる防災施設を配した緑地を作りました。
モデルハウスは令和４年５月に完成しますが、
先行して６月19日（土）より、第１期販売と称し、

「FUTURE COURT みらい平」は、つくばエクス

アゲル、ノーブルホーム、朝日コーポレーション

プレス「みらい平」駅より徒歩４分、「都心へ 38

所有の14区画について募集開始いたしました。

分の街」という都心へのアクセスが大きな魅力の

（岸田、堰八、遠藤）

分譲地です。茨城県所有の 23,998.83㎡を参加
メーカー12社で買取、108区画のまちとして開発
しました。
安全・安心のまちづくり形成および良好な街並
み景観の形成を目指し、電線類を地中化し、「伊
奈・谷和原丘陵地区計画」に則ったまちなみとし
ています。
より快適で良好な住環境を維持するために

FUTURE COURT みらい平概要
所在地：茨城県つくばみらい市
事業形態：土地買取
土地提供者：茨城県
区画数：108区画

参加メーカーおよび区画数：旭化成不動産レジデ

ンス（建物建築は旭化成ホームズ）13、茨城

「FUTURE COURT みらい平」の景観協定・まち

セキスイハイム 24、茨城中央ホーム２、住友

なみガイドラインを設けており、管理組合法人に

林業６、積水ハウス 18、大和ハウス工業 12、

ご加入いただくこととしています。

ト ヨ タ ウ ッ ド ユ ー ホ ー ム 10、 パ ナ ソ ニ ッ ク

なお、全件、長期優良住宅認定取得を条件とし、

ホームズ４、ミサワホーム５、アゲル７、ノー

108区画の30％以上をZEH（nearly ZEH）認定

ブルホーム２、朝日コーポレーション（土地売

住宅とします。また、居住者同士のコミュニティ

主のみ、建物建築は上記11社＋ヤマダホーム

形成と防災意識の向上のために、街区内に防災広

ズより選択）５

FUTURE COURT みらい平第１期募集区画図
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