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スト ク活⽤型シ アスペスによる
実践研究報告No.1616  

ストック活⽤型シェアスヘー゚スによる
⽣活環境の向上について
―兵庫県播磨町の⺠間農住団地の空室を対象として―

1970年代に建設された⺠間所有の5階建て階段室型団地（農住団
地）の空室をシェアスペースに転⽤（DIYリノベーション）し活⽤
することで，地域コミュニティづくり，団地住⼈の居住環境の改善，
団地の⼊居率改善をねら た実践である

⼤阪⼤学⼤学院 博⼠課程後期/佐伯 亮太
藤⽥ 武彦、笹倉 みなみ、中村 義弘

団地の⼊居率改善をねらった実践である。
建物所有者，住⼈，外部協⼒者でのチームを⽴ち上げた本実践活

動は，今後，急増することが予想される同様の建物の活⽤⽅法を模
索するためのケーススタディである。

ひだまり農園
図1-2 コーポラスはりま周辺の鳥瞰図

住総研　実践研究報告集　No.44,　2017年版　普及版　2



図1‐1 コーポラスはりま竣工時の写真

播磨町において，農住団地建設を推進したのは，播磨信⽤
農協 あ た 播磨信⽤農協は 兵庫県内 農住団地建設を

1.実践活動の背景
農住都市建設と農住団地 農協であった。播磨信⽤農協は，兵庫県内の農住団地建設を

推進する協議体，兵庫県農住都市推進協議体「都市近郊農村
における新しいまちづくり」において，神⼾⻄農協とともに
モデル農住地区に選定された。神⼾⻄農協は播磨信⽤農協に
先駆けて，農住団地建設を進めており，播磨信⽤農協はコー
ポラス建設検討者に向けたツアーを何度も企画している。

播磨信⽤農協は1972年に建築委員会を設置，1974年に

1.1 農住都市建設と農住団地
1970年代，都市のスプロール化がすすんだ。その⼀つに，

都市圏近郊農地の開発によるベッドタウン建設がある。さま
ざまな主体が開発⾏為をおこなった中で，農協が中⼼になっ
て検討した農住都市建設(構想)がある。

その構想の前1967年，農住都市構想推進者の⼀⼈である
中⻄⼀郎a)は雑誌「農業協同組合」にて「⾃ら⼟地利⽤計画
をたてることによって能率のよい農業と⾼層住宅群をうまく 播磨信⽤農協は1972年に建築委員会を設置，1974年に

コーポラスはりま１期17棟を建設した。翌年には２期⼯事が
着⼯し，１期２期で29棟（584⼾いずれも賃貸）が完成した。
１期，２期いずれも物件所有者からなる株式会社を設⽴し，
共同運営をおこなった。それぞれが別会社であったが，事務
所は同じ建物にあり，⽇常的な交流があった。物件所有者は，
⽇常的に事務所に集まり，⽇々の出来事や，今後の運営など
についての対話に時間を費やしていた。また物件所有者の多
く 兼業農家 あ た

をたてることによって能率のよい農業と⾼層住宅群をうまく
組み合わせて，農村地帯の所得上昇をはかることは考えられ
るし，農と住の併建が両⽅にとって快適なものであると思
う」と述べ，物価対策と都市の住宅不⾜を⼀挙に解決する⽅
策として農住都市構想を発表した。農住都市建設の⼤半は農
協，農住組合(1981年農住組合法施⾏によって創設)が中⼼
となって，実施した。

体的 初動 年 農林省が農村住宅 地建 くは兼業農家であった。

建設当初は，⼈⼯島に⼯場を置く⼤企業が，社宅として⻑
く満室の状態が続いた。2005年を過ぎた頃（築30年を過ぎ
たあたり）から徐々に社宅契約は解約され，多くの棟で空室
が⽬⽴つようになった。⼊居率の格差が⼤きくなったことか
ら，株式会社を解散させた。結果，１期17棟のうち５棟は解
体し⼟地を売却または新規アパート建設をおこない，11棟は

具体的な初動としては1970年に農林省が農村住宅団地建
設計画モデル地区を⽇本各地26地区，期間３年で選定し，
農住団地の建設を推進した。

1.2 コーポラスはりま農住団地について
兵庫県加古郡播磨町は姫路・神⼾の間に位置し，漁業と農

業が中⼼の穏やかな集落であった。1970年以降，周辺都市
部の発展に伴って ベッドタウンとして急速に⼈⼝が増えた。 体し⼟地を売却または新規アパ ト建設をおこない，11棟は

管理業務を不動産会社へ委託するなどして，賃貸を継続する
こととなった。折しも，2009年ごろはそれぞれの棟で所有
者の相続があった時期でもあり，賃貸を継続するか，解体す
るかの判断は，その影響も受けている。ある棟では早い時期
に世代交代が進んでおり，解散の議論が始まる以前に株式会
社から抜けた。

部の発展に伴って，ベッドタウンとして急速に⼈⼝が増えた。
1974年には，町の⾯積の1/3を占める⼈⼯島が建設され，
⼤企業の⼯場を誘致している。今回の実践対象であるコーポ
ラスはりま１期17棟（以下，コーポラス）は1974年に建設
た。
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写真1-3 「その他条例」
研究会(2016年9月17日)仮に写真⼊れています

良い写真ありませんか

本助成事業での実践にあたっては，これまでの運営・経営
から明らかになってきた課題に対して，1階に新たなシェア
スペース（以下，104号室）をつくることで，活動を推進す
ることを狙った 事実 本助成期間は2010年以降の活動が

今回の実践対象である⻄Ｉ棟は管理会社解散時に賃貸経営
存続を選び，現在の実践活動につながっている。様々な理由
から、偶然にも個⼈所有になったことが，コーポラスはりま
の⼤きな特徴である

図2-1 コーポラスはりま西Ｉ棟

ることを狙った。事実，本助成期間は2010年以降の活動が
結びつきを⾒せた時期であり，実践期間中に多数メディアに
取り上げられるなど，変化があった。

2.実践活動の⽬的と⽬標
2.1 実践活動の⽬的と狙い

コーポラスはりま⻄Ｉ棟は，先述の通り，特殊な状況下で
偶発的に⽣まれた⺠間所有の階段室型団地である。

の⼤きな特徴である。

1.3 活動の経緯と活動主体について
管理会社が解散した2009年末以降，⻄Ｉ棟の所有者家族

である藤⽥武彦（実践委員）を中⼼に，物件の有効活⽤の模
索がはじまった。エレーベーターの無い階段室型団地は往々
にして４，５階に空室が⽬⽴つ。⻄Ｉ棟も例に漏れず４，５
階が空室であった。藤⽥は「地域の⼈も含めて，より良い⽣

建物の形式的には同様の物件が，⽇本に数多く存在する。
そのどれもが築年数を重ね，また空室も⽬⽴つなど有効な活
⽤⽅法が提⽰されないままでいる。例えばURが所有する団
地は全国に70万⼾以上あると⾔われており，それらをストッ
クといった視点からどのように活⽤するかは，いまだ明確な
⽅法が確⽴されていない。

またコミュニティをきっかけとした賃貸経営ひいては空室

，
活環境をしたい」との想いから，空室を活⽤したシェアス
ペース（共有部）を発想し，2010年から計画をすすめた。
2011年には５階２⼾を改修し，hoccoritoという名のシェア
スペースをオープンさせた。

主査は2009年以降，地域社会圏主義研究会c)に参画して
おり，共有空間をきっかけとした新たな⽣活について研究を
すすめていた。研究を実践すべく，2014年10⽉に⻄Ｉ棟に
⼊居し 活動を開始した またコミュニティをきっかけとした賃貸経営ひいては空室

改善を試みた例は，ホシノタニ団地（神奈川県座間市）や⻘
⾖ハウス（東京都練⾺区），⾷堂付きアパート（東京都⽬⿊
区）など多くの実践がある。これらの実践は、新築もしくは、
⼀度閉鎖された物件を再活⽤している。つまり、⼊居前から
その考えに共感できる者が⼊居すると考えられる。本実践で
は、既存住⼈がいる中で，巻き込みながら進めていることが
特筆できる。

⼊居し，活動を開始した。

活動の最終的な⽬的は，賃貸物件としての⼊居率の改善で
あり，その付加価値として，コミュニティ・つながりをつく
るものである。関係者は，それぞれの⽴場から異なる⽬的・
⽬標を持つものの，共通のフィールドで活動をおこなうゆる
やかな任意の集団として成⽴している。
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■今回の実践の３つの⽬的

①団地住⼈・地域住⺠の居住環境の変化
空室を活⽤したシェアスペースによって，団地住⼈同

⼠（既存・新規）の関係性をつくるきかっけとする。⽇
常的な関係性ができることが居住環境の変化を促すと考
えている。またシェアスペースを地域にも開放すること

3.実践活動の内容（活動の⽅法）
3.1 実践活動の概要

主に104号室についての活動であったが，その効果は
棟全体に波及するものであった。

① 104号室の参加型DIYリノベーション
104号室は2016年6⽉頃から再度参加型でのリノベー

ション作業を再開した 作業はペンキ塗り カウンターえている。またシェアス スを地域にも開放すること
で，新たな地域コミュニティのきっかけづくりも視野に
⼊れる。それら関係性が深まることによって，居住環境
が変化することを期待する。

②地域コミュニティの形成
シェアスペースを地域に開放し，イベント広報などを

おこなうことで，広く地域住⺠に訪れる機会を提供し，
⾃治会などとは異なるつながりをつくるき かけを狙う

ション作業を再開した。作業はペンキ塗り，カウンター
の仕上げ作業など出来る限り簡単なものとし，誰でも参
加できる場となるように設計した。地域住⺠やDIYに興
味のある⽅などが参加された。

⾃治会などとは異なるつながりをつくるきっかけを狙う。

③団地全体の⼊居率の改善
従来の築古の賃貸物件は，不動産業者がリフォームを

おこない，1室毎の部屋のスペックを上げて，⼊居者募
集をおこなう。コーポラスはりま⻄Ｉ棟では，各部屋の
スペックを上げるのではなく，シェアスペースを通じた
近所付き合い，コミュニティがあることでの⼊居率改善近所付き合い，コミュニティがあることでの⼊居率改善
を実践している。本実践期間中に⼊居した住⼈に「なぜ
この物件の⼊居を決めたか」などをヒアリングし，その
効果検証をおこなう。 図3-1 104号室カウンターDIY作業（2016年6⽉）

② 104号室の運営・規約策定
104号室の運営にあたって，兵庫県内の様々なコミュ

ニティスペースの規約を参考として利⽤規約の検討をす
すめた。 また，保健所から飲⾷店営業許可を得て，多様
な利⽤に備えた。

図2-2 コーポラスはりま⻄Ｉ棟の諸室についてd)
図3-2 104号室テスト利⽤（2016年12⽉）
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② ⼩さなほっこりマーケットの開催
主査・委員が2016年11⽉に主催したマルシェイベン

ト。2014,2015年と同様の規模で朝市イベントを開催し
ており，今回は時間を変えての開催。104号室を中⼼に，
前庭や空室を使って開催した。個⼈の菓⼦屋，クラフト
ショップなどが約１５店舗並んだ。出店者は近隣に住む
⽅と限定し，イベントフライヤーも地域住⺠にポスティ

③ 104号室でのイベント開催
交流機会を作る⽬的で団地住⼈を中⼼としたイベント

を開催した。コミュニティピザと銘打ったイベントでは，
庭に作ったピザ釜でピザを焼いて⾷べた。事前に告知す
ることで，住⼈もおすそ分けを持ち寄り合うなど，近所
付き合いを始めるきっかけとなった。
イベント開催にあたっては，出来る限り直接団地住⼈

ングするなど，近隣地域とのつながるきっかけとして開
催した。狙い通り，地域の親⼦がたくさん参加し，⼦ど
もで賑わう⼀⽇となった。また⻄Ｉ棟を知ってもらう⽇
として，オープンハウスも同時開催した。

に声をかけるなどして，住⼈同⼠が顔を合わせる機会を
つくった。声掛けができない場合でも，⼿描きの案内を
つくるなどして，参加しやすい雰囲気作りをおこなった。

④ 104号室レンタル利⽤者へのヒアリング調査
レンタル利⽤者には，シェアスペースを借りるに⾄っ

た経緯や，実際に使った感想などをヒアリング調査した。

⑤ 団地住⼈への居住環境調査
ここ最近の近所付き合いについてアンケート調査をお

こなった。

3.2 活動中の特筆すべき出来事
実践期間中には⼤⼩30を超えるイベントが開催された。

図3-9 ⼩さなほっこりマーケット前庭(2016年11⽉)
（⻘いテントは団地住⼈蚤の市ブース）

約200⼈のほとんどが近隣から⾃転⾞や徒歩で来場し

①コミュニティピザの開催
主査が主催した団地住⼈中⼼のイベント。2015年，

ピザ窯を⾃転⾞⼩屋に作ったことをきっかけに，不定期
で開催するイベント。団地住⼈が⼀緒に⾷事をすること
でつながることを⽬的として開催した。また，⼊居希望
者はこの会に参加し、⼊居前に住⼈と顔を合わせる機会
としている ⼀部 地域住⺠や団地住⼈の知⼈ 友⼈な 約200⼈のほとんどが近隣から⾃転⾞や徒歩で来場し

ていた。団地住⼈も気軽に参加できるように，テント１
つ分の住⼈蚤の市ブースを⽤意した（図3-9）。⼤量の
不要品が集まった。当⽇は，住⼈も店番をするなど，積
極的に関わる場⾯が多数⾒られた。

③ ランチイベント（つむぎcafe）
レンタル利⽤者によるランチイベント。2016年12⽉

としている。⼀部，地域住⺠や団地住⼈の知⼈・友⼈な
ども参加することで新たな出会いの場として機能してい
た。

〜2017年2⽉まで開催。地元で農業を始めた⼥性たちが
開催。毎回約30⾷が提供された。この会をきっかけに，
暖地住⼈も⼀緒にご飯を⾷べる回数が増えた。

図3-4 参加のハードルが低いピザ作り
当⽇は約50⼈が

参加 参加費は⼀⼈参加。参加費は ⼈
500円，持ち込み⾃
由。主催者はピザ⽣
地のみを⽤意し，材
料は参加者が持ち寄
る。団地住⼈も楽し
みにするイベントだ
けあって，持ち寄る

図3-10 つむぎcafe(2017年1⽉)
活動の発表や，⾃⼰表現の場としてつかう場合もあっ

た。売上的には少々の⿊字程度であったが，⾃らの活動
を知ってもらう機会として，住⼈コミュニティのある⻄
Ｉ棟を選んだ。

図3-5コミュニティ
ピザの様⼦（2016年
7⽉）

料理が増え，どんど
ん豪華な会になって
いる。
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④ レンタル利⽤者主催の定期的なマルシェイベント
2017年10⽉現在，毎⽉定期的に開催されているマル

シェイベント。⼥性数⼈で開催されており，毎回多数の
参加者で賑わっている。美容・クラフト系の内容が多く，
これにも団地住⼈が多く参加する。このようなイベント
が利⽤者によって開催されることで，運営者は別の企画
を試すことができ，⾮常に良い動きであった。

3.4 メディア掲載などによる社会への発信
実践期間中は多数のメディアに掲載された。

中でもNHK全国サキどりにおいて，「ミラクルピザ！
団地再⽣⼤作戦」として，⻄Ｉ棟が30分取り上げられた。
多数の視察，⾒学依頼が舞い込んだ。

図3-11 AKIAKIマルシェ(2017年1⽉)
図3-13 NHKサキどり↑ホームページ

またソ シ ル系 ガジン ソトコト2016年９⽉号
3.3 実践活動の独⾃性
① 主査が住みながら実践する活動であること

主査が⻄Ｉ棟に居住しながら実践活動を進めている。
⼿法としては，アクションリサーチで，研究に⾄る以前
の住⼈との関係づくりや，コミュニティへの関与，住⼈
の声の拾い上げなど，⼩さな出来事を感じ取れており，
住んでいるからこそできる⽅法である。

またソーシャル系マガジン ソトコト2016年９⽉号
「⼈がつながるいえとまち特集」において，「団地で育
つ新しいコミュニティ」としてコミュニティピザの様⼦
が掲載された。紙⾯では，団地住⼈の声がたくさん掲載
してあり，⻄Ｉ棟での実践の住⼈中⼼が表現された内容
であった。

② コミュニティの価値を不動産的に評価すること
本実践の先⾒的な部分として，⼊居率の改善をコミュ

ニティに求めた。多くの賃貸住宅の場合，プライバシー
の確保が重要視されているが，⻄Ｉ棟では，⽇常的にコ
ミュニケーションが取れることを住まいの価値としてい
る。同時に，それらが促されるような空間（今回で⾔え
ば104号室）の整備を勧めている。

またここでのコミュニティは既存住⼈も巻き込んだ多またここでのコミュニティは既存住⼈も巻き込んだ多
世代のコミュニティであることが要点である。
③ 個⼈所有の物件で実践していること

個⼈所有の物件であるため，実験的な取り組みを進め
やすい。⼀⽅で，収益物件としての主たる⽬的は達成す
る必要があるため，そのバランスについて議論を重ねた。
④ 物件所有者と住⼈との関係性

⻄Ｉ棟では，不動産仲介業者を介さずに，物件所有者

図3-14 ソトコト2016年９⽉号
その他，地元ケーブルテレビBAB-BABテレビ｢今から

どこイク」(2017年5⽉）や地元情報誌にも多数取り上
げられた。

と住⼈が直接連絡を取り合える関係をもっている。室内
でのトラブルや，階段室の電気切れなどは，物件所有者
に直接連絡することとなる。

シェアスペースを運営する上で，この関係性が⾮常に
重要であった。例えば，イベント時の騒⾳がでた場合，
不動産仲介業者が⼊っていると，それは⼊居者からの苦
情として所有者に報告される。結果，騒⾳が起こらない
ように シェアスペ スの管理を厳しくする事となる

げられた。

ように，シェアスペースの管理を厳しくする事となる。
⻄Ｉ棟では，良いも悪いも住⼈からのお知らせが直接

所有者家族に伝わる。そのため，シェアスペースの運⽤
⽅法についても，それらを鑑みたかたちで検討が進めら
れた。また委員である藤⽥は⾃らDIYリノベを率いるな
ど，共につくることを⼤切にしており，その姿を⾒せる
ことが，既存住⼈，新規住⼈への信頼感にもつながって
いる。 図3‐16 リビング加古川(2017年１月)
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回収率は表4-3のとおりである。⽐較対象として実施
した別棟とは回収率が異なる。

⻄Ｉ棟では，今後の近所付き合いについてもっと関わ
りたい回答が⾒られたのに対して，別棟では全ての回答
で近所付き合いをやめる⽅向の回答であった。⻄Ｉ棟の
回答は既存住⼈，新規住⼈ともに同様の内容であった。

また，同じ建物に住んでいる⼈をどれくらい知ってい
るか？については ⻄Ｉ棟では全ての回答者が半分以上

4.実践活動の成果
4.1 団地住⼈の関係性の変化

実践活動期間での変化として，住⼈の関係性の変化が
ある。当初，主査等が主催し，声掛けをして開催してい
た住⼈同⼠の交流会であったが，2017年春頃から，住
⼈の声かけによって開催されるようになった。特に
2017年以降の新規⼊居者へも積極的に声掛けをおこな
うなど 近所付き合いを始めるきっかっけを住⼈⾃らが るか？については，⻄Ｉ棟では全ての回答者が半分以上

知っていると答えたのに対し，別棟ではほとんど知らな
いの回答が⼤半を占めた。

近所付き合いの変化については，⻄Ｉ棟では好転した
記述が⾒られた⼀⽅，別棟では近所付き合いがなくなっ
ていったとの回答が散⾒された。

4.3 ⼊居率の改善・⼊居⾒学者の増加

うなど，近所付き合いを始めるきっかっけを住⼈⾃らが
つくり始めている。

実践の⽬的の⼀つである団地⼊居率の改善であるが，
⼗分に達成できた。以下，⼊居率の変化を表にまとめる。

表4-3 ⼊居率の変化

※シェアスペ スを除く住⼾数を⺟数とする

図4-1 住⼈⾷事会の様⼦
また2016年末の餅つきでは，団地住⼈が積極的に関

わり，お客さんとして参加するのではなく，⼀緒に場を
つくる存在として，主体形成ができてきたと⾔える。

2016年6月時点 2017年10月時点
入居戸数 9戸 13戸
入居率 60% 87%

※シェアスペースを除く住⼾数を⺟数とする

2017年10⽉現在の空室は2部屋である。2017年に
⼊って，4軒の⼊居があった。いずれも若い世帯であり，
積極的に団地住まいを選ぶ属性にない。

アンケート調査では，いずれの⼊居者も「適度な距離
での近所付き合いがあるところ」，を⼊居の理由として
挙げていた。また，建物を知るきっかけも「イベントで

その他，2017年の⼊居者が中⼼となって，シェアス
ペースでカフェを開き，そこに古くからの住⼈が参加す
るなど，主査が不在でも様々な関係性が成り⽴っている。

これは，コミュニティの持続可能性といった視点から，
住⼈同⼠で⼗分に継続する関係性，仕組みが構築できつ
つあると評価できる。これらの104号室でのイベントが
⽇常化しており，わずかながらも団地住⼈の居住環境に

4.2 アンケート調査の結果
実践の成果を測るために，住⼈アンケートをおこなっ

た。アンケートの詳細は表4-1,4-2のとおり。アンケー
トの実施にあたっては，世帯調査とせず各⼾2票とし幅
広い⽅からの回答を得ることを狙った。また内容は居住
歴と近所付き合いに いてを主とした

知った」や「シェアスペースを探しているときに⾒つけ
た」など，引越し先として⾒つけたのではなく，まずは
他の理由で知り，空室があることがわかってから，引っ
越している。

その他，⼊居の理由としては。「部屋のDIYができる
ところ」も挙がった。物件所有者である藤⽥の考えのも
と，⼀部DIYが許可されている。ある⼊居者は，リノ
ベ ション作業を参加型にし 多くのひとを巻き込んで

良い変化を促したと考えられる。

歴と近所付き合いについてを主とした。
表4-1 アンケート調査の概要

ベーション作業を参加型にし，多くのひとを巻き込んで
⾃宅をつくった。

また，⼊居にはいたらなかったものの，⼊居⾒学者も
増加した。多くの⾒学者がFacebook等を情報の⼊り⼝
としており，コミュニティのある暮らしに興味を持って
いた。その他，多数のメディアに掲載されたことが，⼊
居⾒学者の増加に拍⾞をかけたと⾔える。

対象 コーポラスはりま西Ｉ棟，別棟1棟
（計2棟）

配布 住戸ポスティング
回収 集合ポストに回収箱，無記名
調査時期 2016年9月
調査票数 全54票

表4-2 アンケート調査の質問項⽬

（1世帯2票）

属性 回答者の年代・居住人数・家族の年代・
すまいに
ついて

居住年数・以前の住まい・階数・入居の
理由・気に入っているところ・近くにほ
しい施設

近所付き合 同じ建物に住んでいる人をどれくらい

図4-3 新規⼊居者の部屋を参加型WSでリノベーション

近所付き合
いについて

同じ建物に住んで る人をどれくら
知っているか・話す機会はあるか・入居
後の近所付き合いの変化・今後の近所付
き合いについて・近所付き合いの頻度
（あいさつ、立ち話、家の行き来、おす
そわけ、物の貸し借り、助け合い）
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4.4 104号室レンタル利⽤者の定着
104号室においては，レンタル利⽤者が定着し始めた。

マルシェイベントの開催や，ボディケアのイベント，会
議など多様な⽤途に利⽤されている。

例えば，これまでは主査や委員が中⼼となって開催し
ていたマルシェイベントであるが，利⽤者が104号室に
限って，近しいイベントを主催しており，地域の住⺠を
巻き込むきっかけとなっている

に関わることは⾯倒である。と⾔った認識から，いずれ
も良い反応は得られなかった。

また，アンケート調査を依頼するにあたっても，物件
所有者は許可を出すものの，不動産仲介業者でストップ
がかかることが幾度となくあった。理由は以下のとおり
である。

築古物件は⼊居時期やリフォームの度合いによって賃料巻き込むきっかけとなっている。
運営者がイベント主催者にならずともイベントが開催

されことは，持続性の点から⾒ても良い傾向にあるとい
える。

築古物件は⼊居時期やリフォームの度合いによって賃料
に⼤きな差がある。その為，住⼈同⼠がコミュニケー
ションを取って，賃料の差が明らかになると，仲介業者
へのクレームになる。

⻄Ｉ棟では，コミュニティの価値で不動産価値を向上
させる前提に⽴っているが，不動産仲介業者がそれを嫌
がっていることがわかる。

図4-4 レンタル利⽤者によるマルシェイベント

4 5 視察・⾒学の増加

② 地域コミュニティ調査の不⾜
地域コミュニティの形成調査が不⼗分であった。104

号室の運営が地域への影響を持ったのは確かであるが，
それらを適切に評価できていない。どのようにエリアを
切り取って調査をすすめるかに，今後の課題が残った。

6 今後の展望4.5 視察・⾒学の増加
多数のメディアに取り上げられるなど，社会的な注⽬

が集まったことも⼿伝って，視察数が増加した。⽬⽴っ
た視察者を記すと，URリンケージ都市再⽣本部や，⼤阪
ガス都市開発株式会社など，⼤量のストックを所有し，
その活⽤の検討をすすめている団体がめだった。また，
蓑原敬先⽣にも訪問頂き，農住都市構想の着想期の⽇本
の都市計画の動きなどを丁寧に教えていただいた。

6.今後の展望
今後の展望として，残っているコーポラスはりま16棟

のネットワーク再構築を狙っている。いずれの建物も⻄
Ｉ棟と同様に個⼈所有となっている。多くの場合が，不
動産仲介業者に運営を任せきっており，従来通りの経営
⽅法である。今回の実践によって，コミュニティの価値
による⼊居率改善が実証されたため，この成果をもとに，
別棟所有者へのアプローチを進める。それによって，現

いずれの視察に関しても，⻄Ｉ棟がどのような仕組み
で運営されているか，これらの活動にはどのようなキャ
ラクターが必要か。に話が終始することとなった。

4.6 イベント運営のノウハウ蓄積（広報など）
104号室の運営や，住⼈を巻き込んだイベントの開催

よって，居住エリアに隣接するシェアスペースでの適切
な運営ノウハウが蓄積された

在の点的な状態から⾯でのコミュニティづくりへと展開
させ，ストック活⽤からのまちづくりとして発展するこ
とを狙っている。

同時に，今後⼤量に増える同様の個⼈所有物件の活⽤
についても実践事例として，知⾒をためる。

な運営ノウハウが蓄積された。
特筆すべき点は，団地住⼈の巻き込み⽅と地域住⺠へ

の広報のかけ⽅である。例えば，餅つき⼤会のような団
地住⼈が中⼼となるイベントは出来る限り，直接声掛け，
⼿描きの案内をつかう(図3-3)。⼀⽅，地域に広く発信
したい場合は，イベントフライヤーを⼤量に刷り，SNS
で拡散させる。イベントの狙いや，ターゲットによって
広報ツールを変えることが⾮常に効果的にはたらく。い

＜研究主査＞
・佐伯 亮太

⼤阪⼤学⼤学院 博⼠課程後期
＜研究委員＞
・藤⽥ 武彦

コーポラスはりま⻄Ⅰ棟 所有者家族

ずれの場合においても，まずは団地住⼈に知らせること
で，「何をやっているかわからない。」「変な⼈が来た
ら嫌だ」といった不安感がなくなるように伝えることが
⾮常に⼤切である。

5.実践活動の反省
5 1 活動の反省点 コ ポラスはりま⻄Ⅰ棟 所有者家族

・笹倉 みなみ
㈱フロッグハウス 建築⼠

・中村 義弘
中村義⼀建材株式会社 代表取締役

＊当実践研究報告集普及版は『住総研 研究論⽂集・実践
研究報告集』No.44の抜粋版です。

5.1 活動の反省点

① ⽔平展開（他の棟に同じ仕組みを拡げる）の難しさ
⻄Ｉ棟での実践はあくまで1棟での事例である。コー

ポラスはりま全体での取り組みとするためには，他棟へ
⽔平展開することが必要である。そのため，物件所有者
や不動産仲介業者へ協働のアプローチを試みた。しかし
ながら，住宅以外への投資の理解のなさ，コミュニティ
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実践研究報告 No.1617

近代住宅遺産の継承を近代住宅遺産の継承を
条例制定によって円滑に
実践研究テーマ：近代住宅遺産を継承する制度づくりの実践

住総研　実践研究報告集　No.44,　2017年版　普及版　11



近代住宅遺産を継承する
実践研究報告No.1617 

近代住宅遺産を継承する
制度づくりの実践
―神奈川県葉⼭町の別荘建築の継承を対象として―

特定⾏政庁でない神奈川県葉⼭町において「その他条例」を策定
するための課題を明らかにするため、神奈川県下における「その他
条例」の策定状況を⽐較検討した。その結果、「その他条例」の多
様性と条例策定過程における県との調整の困難性等が確認された

⻑岡造形⼤学 准教授/津村 泰範
尾⾕ 恒治、藤森 照信、野沢 正光、⽊下 壽⼦、吉⾒ 千晶

様性と条例策定過程における県との調整の困難性等が確認された。

本報告は、このような調査結果を踏まえて、葉⼭町の近代住宅遺
産を形づくる別荘建築群に着⽬し、これを保存継承するための仕組
みとして具体的な「その他条例」案を提案することした。

1 はじめに
1.1 活動の背景と⽬的・意義

多くの近代建築史上価値のある住宅建築が失われ
ている近年、これらの保存・継承に対する社会の関
⼼は徐々に醸成されており 保存要望書の提出や⼼は徐々に醸成されており、保存要望書の提出や、
調査研究による歴史的価値評価等、多くの試みがな
されてきてはいるが、抑⽌策として必ずしも有効と
は⾔えない。仕様等が現⾏法規には不適合であった
り、概して規模が⼤きく世代交代や家族構成の変化
等で住宅として使⽤し続けるには不向きになってい
たり、経年劣化が進んで⼤規模な修繕が必要な状態
であったりして、住まい⼿にとって、その住宅建築

写真1－1 気仙沼⿃瞰写真

⾃体を⾃分たちの⼿で保存継承することが困難に
なっているのは周知のとおりである。

⼀⽅、第三者に委ねることを視野に⼊れた場合、
いくら歴史的・⽂化的価値が評価されても、不動産
マーケットではむしろ資産価値は低いため、さらに
保存・継承を困難にしている。本委員会の構成委員
は 神奈川県葉⼭町にある加地邸(昭和３年竣⼯

東京都市⼤学 ⼩林茂雄
ぼんぼり環境計画株式会社 ⾓舘政英

は、神奈川県葉⼭町にある加地邸(昭和３年竣⼯・
遠藤新設計)の保存・継承を2014年から「加地邸保
存の会」として取り組んできた。その中で、特に制
度上の課題に対する解決⽅法を検討する必要性に迫
られた。

本実践活動は、現⾏制度上の課題とその解決に向
けての⽅向性を明らかにすることを⽬的として、

写真1-1 シンポジウム
「加地邸をひらく：継
承の実現へ」
2015年11⽉28⽇(「加
地邸保存の会」の活動)

類似の条件下の葉⼭町の近代別荘建築群を対象に⾏
うこととした。 同様の近代建築史上価値のある住宅
建築の資産価値を⾼める可能性を⾒出す意義がある
と考え、本実践活動に着⼿した。
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1.2 活動の概要と経過
本委員会では、地域の⽅々と連携・協働し、葉⼭

町や神奈川県といった⾏政の理解を得て、「歴史的
建造物における建築基準法令等の規定の適⽤を除外
することができる条例／通称：その他条例」の制定
を⽬指すことを改めて確認した。

まず葉⼭町との協議の中でその感触を探ったが、まず葉⼭町との協議の中でその感触を探ったが、
決して芳しい反応ではなかった。葉⼭町から、条例
を制定した際の⾏政の責任についての法的な知⾒を
求められたために、その内容を説明するために知⾒
を整理した。

⼀⽅、この活動の発端となった「加地邸」所有者
や、その周辺関係者との協議も回数を重ね、また神
奈川県⽴近代美術館⻑の協⼒を得て「加地邸」を会
場として展覧会「ホセイン･ゴルバ「時を彫る
2016」」(2016/10/8〜23の⼟・⽇・祝⽇ 11：
00〜16：00)を開催した。この企画は「加地邸」を
地域に開いた展⽰空間としての利⽤を試⾏したもの
だが、展⽰作品の魅⼒を建築空間が引き出すことは
あるが、キュレーションの腕に依るところもあり、
また、ビジネスとして成⽴するのかの検証も必要でまた、ビジネスとして成⽴するのかの検証も必要で
あり、普遍的なソフトたり得るかは⼀概には判断で
きないと感じている。ただ「加地邸」から徒歩圏の
神奈川県⽴近代美術館の館⻑がキュレーションをし
て、チラシ、冊⼦その他すべてが、地域住⺠や、地
域の学⽣たちの⼿によるもので、地域の⼒で実施(運
営)された展覧会という意味で効果があった。

そして、当初計画通り委員相互の知⾒向上のため、
当制度についての先⾏事例研究「「その他条例」を
中⼼とした歴史的建造物利活⽤に係る研究会」(主
催：湘南邸宅⽂化ネットワーク協議会(代表幹事：後
藤治⼯学院⼤学建築学科教授)共催：HARNET歴史的
建造物活⽤ネットワークおよび当委員会)を⾏った。
これはまだ機が熟していない葉⼭町単独ではなく同
様な課題を持つ湘南地区全体(神奈川県)を巻き込ん様な課題を持つ湘南地区全体(神奈川県)を巻き込ん
で、各所に協⼒していただきながら進めた。発表者
が主に建築⾏政担当者であるため、かなり制度の

具体的な内容に踏み込んだ知⾒(条例の条⽂そのも
のや制定に⾄る背景等)が得られているが、抱えて
いる課題も⾃治体によって微妙に異なり 講義後の

写真1-2 ホセイン・ゴルバ展「時を彫る」
2016年10⽉9⽇(オープニングイベント)

いる課題も⾃治体によって微妙に異なり、講義後の
質疑応答では運⽤⾯での課題についても議論をして
いるが、まだ運⽤⾯での課題があまり明確になって
いない印象ではある。いったん平成28年度で幕を引
いたものの、平成29年度はその他条例の具体的な運
⽤の仕⽅、具体的な建物での運⽤の実態と課題等に
ついて更に知⾒を深め、専⾨家等とネットワークを
築いていく取組を継続している。

写真1-3 ホセイン・ゴルバ展「時を彫る」
2016年10⽉9⽇(オープニングレセプション)
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２ 神奈川県下における「その他条例」の策定状況と 2 3 鎌倉市

写真1-4 「その他条例」
研究会(2016年9月17日)

２ 神奈川県下における「その他条例」の策定状況と
⽐較検討

2.1はじめに
国⼟交通省に設置された「歴史的建築物の活⽤促進に向けた建

築基準に関する連絡会議」は、その対象は、神⼾市・京都市・横
浜市・兵庫県・福岡市・川越市・鎌倉市であり、特定⾏政庁に限
られる。国⼟交通省住宅局建築指導課⻑による平成26年6⽉1⽇

2.3 鎌倉市
条例の名称は「鎌倉市歴史的建築物の保存及び活⽤に関する条

例」である。平成28年10⽉4⽇に制定、平成26年7⽉1⽇に施⾏
されている。本条例は、既存条例の改正ではなく、新規に制定さ
れている。

保存建築物の対象は、➀登録有形⽂化財(⽂化財保護法)、②神
奈川県指定重要⽂化財(神奈川県⽂化財保護条例)、③鎌倉市指定
有形⽂化財(鎌倉市⽂化財保護条例)及び④これに準ずるものとし

付け「建築基準法第3条第1項第3号の規定の運⽤等について(技
術的助⾔)」(以下「平成26年通達」という。)は、その他条例を
定める地⽅公共団体が特定⾏政庁でない場合について特に定め、
「特定⾏政庁である都道府県知事は、当該地⽅公共団体の意向を
⼗分踏まえ対応すること」を求めている。神奈川県では、その他
条例を既に制定している横浜市・鎌倉市、制定予定の藤沢市に加
え、特定⾏政庁でない箱根町でもその他条例の制定が⾒込まれて
いる 以下では 神奈川県下における策定状況を⽐較検討する

て市⻑が認めるものである(条例第2条2項⑴)。
保存活⽤計画の作成主体は、所有者である。所有者には、登録の
申請が認められている(第3条第1項・第2項)。

2.4 藤沢市
条例の名称は「藤沢市建築基準等に関する条例」である。平成

28年12⽉にパブリックコメントを実施しているが、制定・施⾏
はされていない 本条例は 既存条例の改正ではなく 新規に制いる。以下では、神奈川県下における策定状況を⽐較検討する。

2.2 横浜市
条例の名称は「横浜市魅⼒ある都市景観の創造に関する条例」

である。平成25年12⽉に制定、平成26年7⽉1⽇に施⾏されてい
る。本条例は、景観条例の改正により制定されている。

保存建築物の対象は「特定景観形成歴史的建造物」である(第3
章の2)。特定景観形成歴史的建造物の対象は「魅⼒ある都市景観

はされていない。本条例は、既存条例の改正ではなく、新規に制
定される予定である。なお、パブリックコメント後の条例案はま
だ公表されておらず、本条例については概要の紹介に留まる。
保存建築物の対象は、「対象歴史的建築物」である。対象歴史的
建築物の対象は、①登録有形⽂化財、②景観重要建造物及び③そ
の他市⻑の指定を受けた建築物である。これに加えて、④神奈川
県指定重要⽂化財及び⑤藤沢市指定有形⽂化財を「法適⽤除外建
築物」として定めている。)

の総図を推進する上で特に重要なもの」であり、それ以外の限定
はない。もっとも、重要⽂化財等(⽂化財保護法第27条第1項)、
神奈川県指定重要⽂化財(神奈川県⽂化財保護条例第4条第1項)、
横浜市指定有形⽂化財(横浜市⽂化財保護条例第6条第1項)、及び
景観重要建造等(景観法第19条第1項)は指定対象外建造物として、
特定景観形成歴史的建造物に指定できない(条例第14条の2第1
項)。保存活⽤計画の作成主体は、市⻑である(条例第14条の4第
1項)

保存活⽤計画(上記①ないし③の場合のみ策定)の策定主体は、
所有者である。これに加えて、建築基準法の適⽤除外を受けるに
は維持保全計画の策定も求められる。保存活⽤計画は歴史的価値
に関する内容を、維持保全計画は交通上・安全上・防⽕上及び衛
⽣上⽀障がないことを記載することになる。

2.5 箱根町
条例の名称は「箱根町⽂化財保護条例」である 平成29年101項)。

その他条例を適⽤した実例として、平成28年2⽉25⽇に特定景
観形成歴史的建造物に指定された「旧円通寺客殿(旧⽊村家住宅
主屋)」がある。同建物は、江⼾時代後期に建てられた茅葺屋根
をもつ古⺠家であるが、(仮称)佳奈粟⼋景⻄公園の施設として整
備するにあたって、⽤途変更等をすることから、建築基準法の遡
及適⽤による不都合を回避するためにその他条例の活⽤が必要に
なっている。

条例の名称は「箱根町⽂化財保護条例」である。平成29年10
⽉17⽇に町議会に提出されている。

保存建築物の対象は「特定歴史的建造物」である。特定歴史的
建造物の対象は、➀登録有形⽂化財及び②その他、町⻑が特に認
めたものに限定されている。

保存計画の策定主体は、所有者であるが、教育委員会の同意を
得る必要がある(条例第22条第2項)。所有者には、登録の申請が
認められている(条例第15条第1項)。
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2.6 「その他条例」の⽐較検討

（分類）
その他条例は、⼤別すると、Ⅰ.新規条例の制定とⅡ．

既存条例の改正のいずれかの⽅法で定められている。ま
た、Ⅱ．既存条例の改正による場合も、改正の対象とな

条例 建築基準条例 観条例 ⽂化財保護

定めている。これは、法の適⽤除外をした後の建築物の
安全確保を図るための規律(例えば、藤沢市の場合、中間
検や完了検査、改修後の維持管理等を定める)を統⼀的に
適⽤するのが望ましいとの判断があったものと考えられ

る条例はⅰ.建築基準条例、ⅱ.景観条例、ⅲ.⽂化財保護
条例があり、制定⽅法は多様である。神奈川県下では、
鎌倉市が上記Ⅰ、藤沢市が上記Ⅱ・ⅰ、横浜市が上記
Ⅱ・ⅱ、箱根町が上記Ⅱ・ⅲの⽅法によっている。この
ような違いは、各⾃治体がもつ地域の資産の性格や置か
れた状況などが異なることに起因するものと考えられる。

まず、鎌倉市では新規条例を制定しているが、これは
全国に先駆けて新規条例を制定した京都市などに倣った

る。

（景観重要建築物を含めるか否か）
保存建築物の対象に景観重要建造物を含めるか否かに

ついても判断が分かれている。
箱根町の場合、⽂化財保護条例の改正によってその他

条例を定めたこと、景観重要建造物が１件もないことか
ら景観重要建造物を対象として明⽰しなかったものと考全国に先駆けて新規条例を制定した京都市などに倣った

ものである。鎌倉市は「古都における歴史的⾵⼟の保存
に関する特別措置法(古都保存法)」の対象になっており、
第３次鎌倉市総合計画でも歴史を中⼼としたまちづくり
が謳われている。そのような中で、同じく古都保存法の
対象になっている京都市と抱えている課題に共通項が
あったため、これを参照するのが便宜であったものと考
えられる。

他⽅ 横浜市 場合 都市 観 創造 中⼼

ら景観重要建造物を対象として明⽰しなかったものと考
えられる。もっとも、今後、景観重要建造物が指定され
た場合には、「その他、町⻑が特に認めたもの」として
対象になる余地はある。

鎌倉市の場合、新規条例を制定していること、数多く
の景観重要建造物を指定していることから、これを対象
として明⽰することは考えられたはずであるが、条例の
名称に「歴史的建築物」との⽂⾔があるとおり、主とし

他⽅で、横浜市の場合、都市景観の創造を中⼼とした
まちづくりを進めてきたため、その他条例も景観条例の
改正によったものといえる。

藤沢市の場合、新規条例の制定も検討されたようだが、
鎌倉市などと⽐べて、想定される対象建築物が多くはな
いこと、建築基準法を適⽤除外をした後の安全性確保も、
建築基準法を所管する部局が対応するのが妥当だと考え
たことから建築基準条例によって定められることになっ

て有形⽂化財などの歴史的価値を有する建築物を対象と
することを意図していたため、明⽰しなかったものと考
えられる。もっとも、「これに準ずるものとして市⻑が
認めるもの」として景観重要建造物についても、その他
条例が適⽤される余地はあるように思われる。

藤沢市の場合、当初は景観重要建造物を中⼼としてそ
の他条例の適⽤を考えていた経緯もあり、景観重要建造
物を対象とすることが明⽰されている 他⽅で 横浜市たことから建築基準条例によって定められることになっ

た。
箱根町は、全国有数の温泉地であり、⽊造旅館の多く

が登録有形⽂化財になっている。登録有形⽂化財は、国
宝や重要⽂化財と異なり建築基準法の適⽤除外が定めら
れていないことから、その他条例による適⽤除外を可能
とするために、⽂化財保護条例の改正によっている。

（保存建築物 対象）

物を対象とすることが明⽰されている。他⽅で、横浜市
の場合、景観重要建造物をその他条例の適⽤対象から明
⽰的に除外している。

（保存活⽤計画の主体）
保存活⽤計画の主体について、横浜市はこれを市⻑と

定めている。このような例は、現時点で横浜市以外には
神⼾市だけである。横浜市及び神⼾市に共通するのは、

（保存建築物の対象）
保存建築物の対象は、まず、県指定重要⽂化財及び市

町指定重要⽂化財を含めるか否かにより⼤別できる。建
築基準法第3条第1項第3号は、「⽂化財保護法第百⼋⼗
⼆条第⼆項の条例その他の条例の定めるところにより現
状変更の規制及び保存のための措置が講じられている建
築物」を保存建築物としている。そのため、本来であれ
ば、⽂化財保護法第182条第2項の条例＝⽂化財保護条

まちづくり部局と⽂化財保護部局との連携の強さである。
⼈事上の交流もあり、まちづくりのための多様なメ
ニューとして、⽂化財や景観重要建造物の指定制度を位
置付けており、その他条例も同様に理解しているようで
ある。そのため、⽂化財や景観重要建造物の指定制度と
同様、⾏政の側に⼀定のイニシアティブを持たせている
ものと考えられる。

鎌倉市・藤沢市・箱根町では 保存活⽤計画の主体をば、⽂化財保護法第182条第2項の条例 ⽂化財保護条
例により現状変更の規制及び保存のための措置が既に講
じられている県指定重要⽂化財及び市町指定重要⽂化財
については、その他条例の対象に含めなくても、同号に
より建築基準法の適⽤除外を受けられるはずである。

その意味で、県指定重要⽂化財及び市町指定重要⽂化
財を指定対象外建造物として明⽰的に対象から除外する
横浜市及び保存建築物の対象として積極的に位置づけて

箱根 定 建築 準 第 条第 第

鎌倉市・藤沢市・箱根町では、保存活⽤計画の主体を
所有者として位置づけているが、ここで注⽬されるのは、
少なくとも鎌倉市と箱根町では、所有者による申請権を
認めている点である。例えば、国宝・重要⽂化財や登録
有形⽂化財については国⺠の申請権は定められていない
が(⽂化財保護法第57条参照)、その他条例は、対象建築
物の保存活⽤を求める所有者が⼀定のイニシアティブを
もって建築基準法の適⽤除外を受け得る仕組みにするこ

いない箱根町の定め⽅は、建築基準法第３条第1項第３
号の⽂⾔に即した素直な整理だといえる。

他⽅で、鎌倉市及び藤沢市は、県指定重要⽂化財及び
市町指定重要⽂化財をその他条例の対象として明⽰的に

とが肝要であろう。
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2.7 特定⾏政庁でない市町村と県との協議の困難さ
特定⾏政庁でない市町村がその他条例を定める場合、都道

府県との協議が必要になる。しかしながら、特に都道府県の
建築指導課では、建築基準法が「最低の基準」であり(同法
第1条)、その他条例の活⽤に消極的になるものと考えられる。
「重要⽂化財として指定された建築物については、個々の建
築物の歴史的・⽂化的・社会的価値、建築物の構造、利⽤⽬
的 通常想定される利⽤形態等を総合的に考慮して それぞ

３ 神奈川県葉⼭町における別荘建築群

3.1 葉⼭の住まいとまちなみの変遷
加地邸保存の会葉⼭team及びNPO法⼈ 葉⼭環境⽂化デザ

イン集団の知⾒に拠れば以下のようにまとめることができる。

①農・漁村期(明治20年以前)
豊かな⾃然があった 海岸線と背後の⼭並み ⽬前の富⼠的、通常想定される利⽤形態等を総合的に考慮して、それぞ

れの建築物について本来有すべき安全性を判断する必要があ
る。」と判⽰している。

最終的には個別的な判断を要するものの、ハード+ソフト
による合理的な⽅法により安全性を確保する⼿段を講じてい
たのであれば、建築基準法を適⽤除外したことにより直ちに
瑕疵が認められることはないのであって、結果として、国家
賠償法第1条第1項の違法性が認められることはないと考え

豊かな⾃然があった。海岸線と背後の⼭並み・⽬前の富⼠
⼭と江ノ島・⾕⼾や⾥⼭が織りなす、漁村集落、農村集落と
いう様相であった。

②別荘全盛期(明治20年代〜第２次世界⼤戦終戦)
明治27年の御⽤邸造営を契機に別荘地として⼤いに発展

した。初期には海辺の漁村集落の間に宮家の別邸や華族の別
荘ができ、⼤正から昭和初期にかけては⼭裾や川沿いに新興

られる。

また、特定⾏政庁の指定による法的責任については、法の
仕組み上、当該特定⾏政庁による実質的な審査は想定されて
いないことから、平成24年最判を前提とすると、責任が認
められるのは極めて限定的な場合に限られる(例えば、同意
基準に適合しないことが地⽅公共団体の設ける委員会等から
の報告から明らかである場合などに限られることが想定され

資産家の別荘が建てられた。

③海⽔浴客と⼾建て住宅団地開発期(終戦〜昭和末)
別荘の多くは企業の保養所になり、丘陵地には⼤規模な住

宅団地が開発され、⾕⼾や⼭裾に住宅地がスプロールして
いった。

④マンション ⼾建てミニ開発期(平成初頭〜現在)の報告から明らかである場合などに限られることが想定され
る)特定⾏政庁である都道府県においては、こうした法的責
任の枠組みを踏まえた対応が求められる。

2.8 ⼩括
神奈川県下におけるその他条例には、多様性が認められた。

地域の資産は、各⾃治体によって区々であり、まちづくりの
歴史も異なる。そのような違いに柔軟に対応できるのが条例

④マンション、⼾建てミニ開発期(平成初頭〜現在)
森⼾地区を中⼼に、マンション、⼾建てミニ開発ラッシュ

が起こっている。明治半ばころから昭和初期にかけて段階的
に形成されていった別荘群であるが、昨今の⼾建て分譲によ
る敷地の細分化などの再開発に伴う取り壊しの状況は加速度
的で、残存率が3分の2という状況であり、現存している別
荘でも、状況はよろしくない。

原因としては、もちろん経年による各所の損傷が散⾒され
であり、当該地域の実情に応じてその他条例に多様性が認め
られたのは、条例の趣旨を踏まえた状況にあるといえる。他
⽅で、特定⾏政庁でない市町村においてその他条例が制定さ
れた例は、まだ兵庫県豊岡市の「豊岡市城崎温泉地区におけ
る歴史的建築物の保存及び活⽤に関する条例」に限られる。
同じく特定⾏政庁でない箱根町においてその他条例が制定さ
れた場合、その運⽤が注⽬される。

るため、修理⼯事(に費⽤)を要することが⼤きいが、敷地が
⼤きいことが個⼈にせよ企業にせよ、継承を困難にしている。

また、平坦とは⾔えない地形により⼯事に際には搬出⼊等
の仮設経費が割⾼になる。

3.2 検討を要する建築基準法の規定
加地邸に限らず残された葉⼭の別荘建築において、継

承するにあたり 何が問題なのだろうか承するにあたり、何が問題なのだろうか。
まず、対象の建築は、建築基準法の制定された昭和

25(1950)年以前の建築が多いので、そもそも建築基準
法の規定に適合しない箇所がある可能性があることが⼤
きい。そのまま⽤途を変更せずに維持修繕をする継承で
あれば特に遡及適⽤はないが、以下の点で不適合となっ
ている可能性があるため、⽤途変更だけでなく、⼀定の
規模の修繕や模様替えや増築を⾏う際には適合させなけ
ればならない。

①単体規定
(1)敷地
・建築物の敷地が、接する道の境界線よりも⾼くない。
・地盤⾯はこれに接する周囲の⼟地より⾼くない。
(2)構造

現⾏ 規定する安全な(耐震)構造を有し な

図3-1 葉⼭の別荘の建設年代(作図:NPO法⼈葉⼭環境⽂化デザイン集団)

・現⾏で規定する安全な(耐震)構造を有していない。
・⽕災についての性能に関する⼀定の技術的基準(耐⽕・準耐⽕等)を満
たしていない。
(3)防⽕・避難
・現⾏で規定する、避難についての性能に関する⼀定の技術的基準を満
たしていない。
(4)衛⽣
・住宅の居室等に採光のための⼀定⾯積開⼝部がない。
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・居室に、換気のための⼀定⾯積の開⼝部がない。
・⽯綿(アスベスト)を使⽤している。
・居室内において衛⽣上の⽀障を⽣ずるおそれのある物質の区分に応じ
て、建築材料および換気設備について政令で定める技術的基準に適合し
ていない。
・住宅の居室等の地階において、壁および床の防湿の措置その他の事項
において衛⽣上必要な政令で定める技術的基準に適合していない。
・下⽔道法に規定する処理区域内だが、⽔洗便所以外の便所である。

る。それゆえ、近代建築の三⼤巨匠の⼀⼈であるフラン
ク・ロイド・ライトの「ライト式」と呼ばれる建築様式
を⽇本で伝える最⾼峰の別荘建築であり、葉⼭町にとっ
ての⾄宝といっても過⾔ではないであろう。

冒頭で述べたように、この実践研究の最中に、幸いな
ことに加地邸は継承された。従前は住宅⽤途であったこ
の建物を継承したオーナーは 個⼈としての利⽤ではな下⽔道法に規定する処理区域内だが、⽔洗便所以外の便所である。

ただし、法第86条の7に規定される既存不適格建築物に対する遡及適⽤
の緩和もあり

②集団規定
(1)道路
・道路法による道路等(2項道路も含む)に2ｍ以上接していない。(敷地の
周囲に広い空き地がある場合等で、特定⾏政庁が交通上、安全上、防⽕

の建物を継承したオーナーは、個⼈としての利⽤ではな
く、不特定多数の⽅々に利⽤していただく施設として活
⽤する意向である。地下1階地上2階建であるこの建物の
地下１階部分を、地域に開放する⽤途で活⽤をしたいと
いう意向が運営企業から出ており、地下１階を活⽤する
と、建築基準法上３階建てとなり、「耐⽕構造」とする
必要が⽣じた。既存では⽊造であり特別な⽊材を使わず
に「耐⽕構造」とすることは困難なため、建築基準法３

上、衛⽣上⽀障がないと認めて建築審査会の同意を得れば許可される)
・道路内に建築されている。
(2)⽤途
・⽤途地域(当該地域は主として住居系)について定められている建築で
きる建築物の⽤途制限に適合しない。(特定⾏政庁が許可した場合は建築
することができる) ※建築基準法48条ただし書き
(3)建ぺい率・容積率・⾼さ制限
・各規程の制限を超えている。

条の適⽤除外をこの場合受けなければならないというこ
とになる。

そこで、どのような⽅法で適⽤除外とするかを検討し
た。⼀つは歴史的・⽂化的価値の証明はそう困難でない
ことから町指定⽂化財(3条1項2号建築物として建築審査
会の同意を得て適⽤除外にできる)とする⽅向であり、も
う⼀つは葉⼭の別荘建築群が葉⼭の良好な景観の⼤きな各規程の制限を超えている。

(4)低層住居専⽤地域内(当該地域は、第⼀種低層住居専⽤地域を含む)の
制限
・絶対⾼さの制限を超えている。
・建築物の外壁から敷地境界線までの距離(＝外壁の後退距離)は都市計
画で定めた限度以上。
なお、防⽕・準防⽕地域内の制限に関しては、当該地域はほぼ該当しな
い。

う つは葉⼭の別荘建築群が葉⼭の良好な景観の⼤きな
構成要素であることの証明もそう困難でないことから景
観法に紐づくその他条例(3条1項3号建築物として建築審
査会の同意を得て適⽤除外にできる)を制定する⽅向であ
る。現在、葉⼭町としては指定⽂化財にすることは難し
いとの⾒解もあり、景観法に紐づくその他条例を制定す
るのであれば、加地邸を景観重要建造物とし、3条1項3
号建築物として建築審査会の同意を得て適⽤除外にでき

3.3 その他検討を要する関係法令
消防法は、規模や⽤途に応じて適合させねばならず、

耐震改修促進法(建築物の耐震改修の促進に関する法律)
では所有者に対して耐震診断・耐震改修の努⼒義務を課
しており、対応が必要である。さらに、規模や⽤途に応
じては、バリアフリー法、省エネルギー法などの関係法
令の適合も⼤規模の修繕や模様替え 増築の際には検討

ることとなる。ただし、その他条例制定までに時間がか
かるのは否めず、この⽅向も容易ではない。したがって、
単体規定(構造規定)の適⽤除外を求めることは断念する
こととして、当⾯は、地下１階を倉庫・機械室として不
特定多数の利⽤を制限することで２階建ての建築とし、
「耐⽕構造」とはせず、既存のままとすることが考えら
れる。そして、将来的にその他条例が制定された段階で
地下１階部分を活⽤という⽅向も考えられる ただこの令の適合も⼤規模の修繕や模様替え、増築の際には検討

を要する。
もちろん新築の際には、すべての建築物にこれらの法

に適合する措置が取られているのは⾃明であるが、葉⼭
の別荘建築に関して、誰がどのような⽤途で継承するか
が定まらない限り、法適合のための改造(改修)がどこま
で必要かも明確にならないところも、円滑に事が進まな
い要因の⼀つとなっている。

地下１階部分を活⽤という⽅向も考えられる。ただこの
場合、⼿続きが⼆段階になってしまい、かなり効率は悪
い。

また、いずれにしても当該⽤途地域は「第⼀種低層住
居専⽤地域」のため、集団規定(⽤途制限)に抵触するた
め、48条のただし書き申請を⾏い、⽤途制限をこの建物
のみ外すために近隣の公聴会を数回開催する必要が⽣じ

3.4 加地邸について
我々の活動の発端となった加地利夫別邸は、建築家・

遠藤新の設計により1928年(昭和3年)に葉⼭町⼀⾊に竣
⼯した。遠藤は、フランク・ロイド・ライトの建築思想
を受け継ぎ、殊に⼤正期にはプレーリースタイルと呼ば
れる 緩勾配屋根で軒が深く ⿐隠し板等による⽔平線

る。不特定多数の利⽤者の活⽤を⾏い、加地邸を地域に
開くことは⼤前提なので、48条のただし書き申請は進め
ていくことを検討している。

近隣の公聴会を何度も開催することは、かなりエネル
ギーがいることが想像に難くない。そこで、加地邸をこ
れまでのように住⺠にひらくイベントをうちながら、町
と近隣の理解を得て、加地邸を地域で使いながら残すた
めの公聴会にすることで 葉⼭町で「その他条例」を制れる、緩勾配屋根で軒が深く、⿐隠し板等による⽔平線

が強調された住宅の作⾵を「祖述」した。加地別邸は、
遠藤の⼤正期の作⾵を⽰す住宅(別荘含む)建築の頂点と
いえる作品であり、彼の設計した全ての住宅の中でも最
⾼峰といえる。また、⼤正期から昭和期に変容する遠藤
の作⾵の⼤正期最後の作品であると共に、変容の分⽔嶺
とその後の遠藤にとって、あるいは⼀つの様式とも⾔え
る「ライト式」建築の建築史上における重要な作品であ

めの公聴会にすることで、葉⼭町で「その他条例」を制
定することを促せればよいと考えている。

葉⼭町としては、特定の物件(ここでは加地邸)だけに
特別扱いするように町⺠に思われるのは良くないので、
「その他条例」制定を推進することで、葉⼭町別荘建築
群を平等に保持するということで、理解を得、遺産の保
存継承が周辺の住環境に影響を及ぼすことにつなげたい。
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法第20条は、「景観計画区域内の建造物の所有者は、当
該建造物について、良好な景観の形成に重要であって前条
第⼀項の国⼟交通省令で定める基準に該当するものである
と認めるときは、国⼟交通省令で定めるところにより、景
観⾏政団体の⻑に対し、景観重要建造物として指定するこ

４ 葉⼭町における「その他条例」案

4.1 はじめに
葉⼭町は、別荘建築群にその特徴が⾒いだされる。その

保存活⽤を図るにあたっては、町が⼀定のイニシアティブ
をも て対応できることが望まし ため 町指定⽂化財⼜ とを提案することができる。」として、景観重要建造物の

指定の提案を定めており、所有者がイニシアティブをもっ
て景観重要建造物にすることが出来る仕組みとなっている。

4.3 景観計画の概要
葉⼭町は、平成２２年６⽉に町内全域を対象とした「葉

⼭町景観計画」を策定・告⽰している。葉⼭町景観計画の
第４節では 「景観重要建造物及び景観重要樹⽊の指定の

をもって対応できることが望ましいため、町指定⽂化財⼜
は景観重要建造物の指定によることが考えられる。もっと
も、町指定⽂化財の場合、町の財政上の負担が発⽣するこ
と等から、⾃ずと対象とできる物件が限られてくる。その
ため、こうした負担のない景観重要建造物制度の活⽤が望
ましいであろう。そこで、以下では景観条例の改正による
その他条例の制定について検討する。

第４節では、「景観重要建造物及び景観重要樹⽊の指定の
⽅針」が定められている、具体的には、「１ 地域の⾃然、
歴史、⽂化等からみて、建造物の外観⼜は樹容が景観上の
特徴を有し、 景観計画区域内の良好な景観の形成に重要
なものであること」、「2 道路その他の公共の場所から公
衆によって容易に望⾒されるものであること」、「3 所有
者の同意⼜は合意があること」、「4 建造物(建造物と⼀
体となって良好な景観を形成している⼟地その他の物件を

4.2 葉⼭町景観法施⾏条例の概要
葉⼭町は、平成23年2⽉に「葉⼭町景観法施⾏条例」を

定めている。これは施⾏条例との名称が付されているとお
り、平成16年に制定された景観法の施⾏に関し必要な事
項を定めるものである(条例第1条)。条例における定義も
「法の例による」としている(条例第2条)。また、景観重
要建造物の指定等についても、「町⻑は、法第19条第1項
の規定により景観重要建造物を指定したときは その旨を 含 む。以下同じ。)については、建造物の所有者が公共財

(※)として認め、町⺠誰もの使⽤を妨げないものであるこ
と」である。（※）公共財：公園・⼀般道路など排除可能
性と競合性のいずれもない財をいう。

このうち特徴的なのは上記４である。景観重要建造物に
指定するには、「公共財」(公園・⼀般道路など排除可能
性と競合性のいずれもない財をいう)でなくてはならず

の規定により景観重要建造物を指定したときは、その旨を
告⽰するとともに、規則で定めるところにより、これを表
⽰する標識を設置するものとする。」としているのみであ
り、景観重要建造物の指定の要件は全て法の定めによるこ
とになる。

法第19条第1項は、景観重要建造物の指定について、
「景観⾏政団体の⻑は、景観計画に定められた景観重要建 性と競合性のいずれもない財をいう)でなくてはならず、

町⺠が誰でも使⽤できるようにしなければならないと定め
られている。このような要件が付される場合、私的な利⽤
等が主として想定される別荘建築群を景観重要建築物に指
定するのは困難となるだろう。上記４については、景観計
画の変更⼿続きが必要となる。

4.4 その他条例案の検討

「景観⾏政団体の⻑は、景観計画に定められた景観重要建
造物の指定の⽅針・・・に即し、景観計画区域内の良好な
景観の形成に重要な建造物(これと⼀体となって良好な景
観を形成している⼟地その他の物件を含む。以下この節に
おいて同じ。)で国⼟交通省令で定める基準に該当するも
のを、景観重要建造物として指定することができる。」と
している(第1項)。国⼟交通省令で定める基準とは、景観
法施⾏規則第6条の景観重要建造物の指定の基準のことで
ある 葉⼭町は特定⾏政庁ではないことから、その他条例案を

検討するにあたっては、特定⾏政庁である神奈川県との協
議が必要にある。そこで、同じく特定⾏政庁でない箱根町
のケースを参照すると、神奈川県との協議においては、県
との役割分担が主として問題になったようである。具体的
には、神奈川県では、A.神奈川県建築審査会による同意と
B.特定⾏政庁である神奈川県による指定という2つの⾏為
を⾏うことになるが いずれも建築物の安全性等の審査を

ある。

具体的には、「地域の⾃然、歴史、⽂化等からみて、建
造物(これと⼀体となって良好な景観を形成している⼟地
その他の物件を含む。以下同じ。)の外観が景観上の特徴
を有し、景観計画区域内の良好な景観の形成に重要なもの
であること。」(施⾏規則第1号)、「次のいずれかに該当
するものであること。イ 道路その他の公共の場所から公 を⾏うことになるが、いずれも建築物の安全性等の審査を

主として⾏うものであり、⽂化財としての価値の有無や現
状変更規制の内容及び範囲等について判断を⾏うものでは
ない以上、当該判断については箱根町においてする仕組み
が求められたようである。そのため、葉⼭町の場合には、
景観財としての価値の有無や現状変更規制の内容及び範囲
等について判断を⾏う仕組みを設ける必要が出てくる。以
下では、箱根町のその他条例である「箱根町⽂化財保護条

するものであること。イ 道路その他の公共の場所から公
衆によって容易に望⾒されるものであること。ロ 政府が
世界遺産委員会(世界の⽂化遺産及び⾃然遺産の保護に関
する条約第⼋条１の世界遺産委員会をいう。以下このロに
おいて同じ。)に対し同条約第⼗⼀条２の世界遺産⼀覧表
に記載することを推薦したものであって、当該推薦の際に
世界遺産委員会に提出された管理計画(変更があったとき
は、その変更後のもの)に従って公衆によって望⾒される
もの ある と 」(施⾏規則第2号)と う基準が定めら 例の⼀部を改正する条例の制定について」を参照しつつ、

対象を主として景観重要建造物とすることに伴って必要と
なる修正をする形でその他条例案を提⽰する。

ものであること。」(施⾏規則第2号)という基準が定めら
れている。国宝・重要⽂化財などは景観重要建造物に指定
できないが(法第19条第3項)、登録有形⽂化財については
そのような制限はなく、景観重要建造物に指定することが
できる。
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3 町⻑は、特定景観形成建造物の所有者に対し、保存活
⽤計画の策定や現状変更等に関して、必要な指⽰のほか、
指導や助⾔等の技術的指導を⾏うことができる。
4 保存活⽤計画を変更するときは、町⻑の同意を得なけ
ればならない

〇葉⼭町景観法施⾏条例の⼀部を改正する条例

(特定景観形成建造物の登録)
第●条 町⻑は、次の各号に定める建造物のうち、良好な
景観の形成に重要な建造物で、保存と活⽤を図るために特
に必要と認められるものを 特定景観形成建造物に登録す ればならない。

(特定景観形成建造物の修理状況等の報告と⽴⼊り調査)
第●条 町⻑は、必要があると認めるときは、特定景観形
成建造物の所有者に対し、その現状⼜は管理、修理若しく
は復旧の状況につき報告を求め、所有者の同意を得て⽴⼊
り調査を⾏うことができる。

に必要と認められるものを、特定景観形成建造物に登録す
ることができる。
⑴ 景観法第19条第1項に規定する景観重要建造物
⑵ その他、町⻑が特に認めたもの

(登録の申請)
第●条 前条各号に定める建造物の所有者で、前条の登録
を受けようとする者は、申請書を町⻑に提出しなければな

(景観審議会の設置等)
第●条 町における良好な景観の形成に関する重要な事項
を調査審議するため、町⻑の附属機関として、葉⼭町景観
審議会を設置する。
2 葉⼭町景観審議会は、この条例により定められた事項
その他町⻑の諮問する良好な景観の形成に関する重要事項
を調査審議し、答申する。
3 前項に定めるものの他 葉⼭町景観審議会は 良好な

らない。
2 前項の申請を⾏うときは、所有権⼜は借地権を有する
者(当該申請を⾏おうとする所有者を除く)があるときは、
あらかじめ、これらの者の同意を得なければならない。

(登録に係る景観審議会の意⾒聴取)
第●条 第●条の登録をするにあたって、町⻑は、あらか
じめ第●条に定める葉⼭町景観審議会の意⾒を聞くものと 3 前項に定めるものの他、葉⼭町景観審議会は、良好な

景観の形成に関し町⻑に意⾒を述べることができる。
4 葉⼭町景観審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、
規則で定める。

以上

５ おわりに
遺産の保存継承により新旧の住⺠の交流が⽣まれ、周辺

じめ第●条に定める葉⼭町景観審議会の意⾒を聞くものと
する。

(特定景観形成建造物の管理)
第●条 第●条の特定景観形成建造物の所有者は、この条
例並びにこれに基づく規則及び町⻑の指⽰に従い、その特
定景観形成建造物を管理しなければならない。

の住環境に対して何らかの変化が⽣じ始めていることも事
実であるが、継続して⽀援をしていく中で、周辺の住環境
に対してどのような影響があるのか検証していきたい課題
でもある。最後に、NPO法⼈葉⼭環境⽂化デザイン集団
の皆さんをはじめ、紙⾯の都合上、掲載できなかった多く
の協⼒者に感謝申し上げたい。

参考⽂献:『葉⼭の別荘』杉浦敬彦著 ⽤美社2007 10他

(登録の抹消)
第●条 特定景観形成建造物が、その価値を失った場合そ
の他特別の理由があるときは、町⻑は、葉⼭町景観審議会
の意⾒を聞き、その登録を抹消することができる。

(登録等の告⽰及び通知)
第●条 町⻑は、第●条の規定による登録をしたとき、⼜
は前条の規定により登録を抹消したときは その旨を告⽰ 参考⽂献:『葉⼭の別荘』杉浦敬彦著 ⽤美社2007.10他は前条の規定により登録を抹消したときは、その旨を告⽰
し、かつ所有者に通知しなければならない。

(特定景観形成建造物の所有者の変更の届出)
第●条 特定景観形成建造物の所有者が変更したときは、
新所有者はすみやかにその旨を町⻑に届出なければならな
い。

＜研究主査＞
・津村 泰範

⻑岡造形⼤学 准教授
＜研究委員＞
・尾⾕ 恒治

早稲⽥リ ガル モンズ法律事務所 弁護⼠(特定景観形成建造物の現状変更の許可等)
第●条 特定景観形成建造物の現状を変更し⼜は保存に影
響を及ぼす⾏為を⾏うときは、あらかじめ町⻑の許可を受
けなければならない。
2 当該建造物の所有者は、前項の許可の申請を⾏おうと
する場合、あらかじめ別に定める当該建造物の保存及び活
⽤の促進に関する計画(以下「保存活⽤計画」という。)を
策定し 町⻑の同意を得ておかなければならない

早稲⽥リーガルコモンズ法律事務所・弁護⼠
・藤森 照信

東京⼤学名誉教授・⼯学博⼠
・野沢 正光

野沢正光建築攻防代表・⼀級建築⼠
⼀般社団法⼈住宅遺産トラスト代表理事

・⽊下 壽子

有限会社コミュニティー･ハウジング取締役策定し、町⻑の同意を得ておかなければならない。 有限会社 ミュ ティ ハウジング取締役
⼀般社団法⼈住宅遺産トラスト代表理事

・吉⾒ 千晶
⼀般社団法⼈住宅遺産トラスト理事
⽂学修⼠・学芸員

＊当実践研究報告集普及版は『住総研 研究論⽂集・実践
研究報告集』No.44の抜粋版です。
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実践研究報告 No.1618

居住者ゼロからの｢空き｣活⽤をふまえて居住者ゼロからの｢空き｣活⽤をふまえて
まちなかの本質を考える
実践研究テーマ：原発被災地域の⼤量空きストックの利活⽤に向けた実践的研究
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原発被災地域の⼤量空きスト ク
実践研究報告No.1618 

原発被災地域の⼤量空きストック
の利活⽤に向けた実践的研究
―⼈⼝激減と居住概念の変化に対応する新マネジメント⽅法の構築―

原発と津波の複合被災によって居住者がゼロになった福島県南相
⾺市⼩⾼区においては、帰還の⾒通しが⽴ちにくい時期が⻑く、⼤

⿅島建設株式会社 (*1東京⼤学⼤学院⼯学研究科 修⼠課程）/⿊本 剛史
川⽥ さくら、太⽥ 慈乃、益⾢ 明伸、窪⽥ 亜⽮
*1：申請時の所属

量の空きストックが⽣じた。しかし、避難指⽰解除となった現在に
⾄るまでの間には、被災者⾃⾝による住⺠らの交流の場づくりや地
域のニーズを把握した外部⽀援者らの利活⽤など、空き家や空き地
を利活⽤する多様な取り組みが⽣じている。いずれの段階において
も、不動産所有者と利活⽤の担い⼿をつなぐチャネルや柔軟な資⾦
が重要となる。

ひだまり農園
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1.2 急激な⼈⼝減少による空きストックの発⽣
原発事故により避難を余儀なくされ、⼩⾼区内の建物、⼟

地は突如利⽤されず、空き家・空き地となった。これらの
「空き」はそのままでは空いたままだが、被災前には、全部
ではなかったとしても利⽤されていたことをふまえれば、利
⽤可能な「ストック」であるといえる。

こうした利⽤可能な空き不動産を本論⽂では「空きストッ

1 背景と⽬的
1.1 福島県南相⾺市⼩⾼区における原発被災に伴う居住概
念の変化

福島県南相⾺市⼩⾼区は、福島第⼀原発から20km 圏内に
ある⼈⼝12,636⼈（2011 年当時）の地域である。東⽇本
⼤震災から5 年間は避難指⽰区域となり、居住が禁⽌されて
きた こうした利⽤可能な空き不動産を本論⽂では「空きストッ

ク」とする。空きストックに対して、環境省は当初、半壊以
上の建物を対象に、災害廃棄物処理の⼀環として公費解体を
⾏った。しかし⻑期間住宅に住めない状況が続き、⿃獣害被
害も加わり、建物は荒廃していった。これを受け環境省は、
荒廃家屋も解体撤去の対象に加え、南相⾺市では2015年3⽉
から受付が始まった。2017年3⽉現在、旧避難指⽰区域内で
2,845件を受付け、1,932件が解体された。津波や地震によ

多 が

きた。

南相⾺市の場合は、避難指⽰解除準備区域、居住制限区域
については、2012年4⽉以降、避難指⽰解除準備区域、居
住制限区域への⽴ち⼊りに制限を設けなかった。そのため、
避難先から⽇中住宅を訪れ、⽚付けを⾏う⼈々や、早速理容
室などの事業を再開する⼈々も現れた。夜間の宿泊は禁じら
れていたため、南相⾺市内等の避難先から⾃らの家や事業所

り失われた家屋も含め、⼩⾼区内では多くの建物が失われ、
空き地となっている。⼀⽅で、避難⽣活を続ける中で、公費
解体の申請の期限までに、家屋を残すか否かの判断をし兼ね
る⼈々もいた。⼩⾼区内にはまだ多くの空き家が存在してい
る⽂5)。

1.3 本活動の⽬的
以上を踏まえ、本活動では、復興の段階に応じた不動産の

に通わなければならない状況がしばらく続いた。その後、数
度の特例宿泊を経て、避難指⽰解除準備区域、居住制限区域
の避難指⽰は解除となり、帰還した⼈もいるが、今なお⼩⾼
区外から通う⼈もいる。

⼩⾼区における2017年8⽉31⽇現在の居住⼈⼝、世帯数
はそれぞれ2,156⼈、992世帯⽂2)で、震災時点の16.7％、
26 1％である 平均世帯⼈員は2 17⼈（震災当時3 39⼈） 以上を踏まえ、本活動では、復興の段階に応じた不動産の

再利⽤と居住実態の変化を調査により把握し、社会実験を通
じて、空きストックを実際に活⽤する。こうして原発被災か
らの復興における空きストックの活⽤可能性を探求すること
で、⼈⼝激減下において住環境を維持するための実践的知⾒
を得ることを⽬的とする。

2 先⾏事例

26.1％である。平均世帯⼈員は2.17⼈（震災当時3.39⼈）、
居住⼈⼝に占める65歳以上の割合は51.4％（震災当時
27.9％）である。避難指⽰解除後、⼈⼝が少しずつ増えて
きた中で、店舗の再開や開業も⽣じている。

2010年の国勢調査⽂3)では、⼩⾼区内の世帯や住居形態
として、⼆世代以上で居住する世帯（夫婦のみまたは単⾝世
帯以外）が約七割、持ち家が86.0％を占めた。まちなか

2.1 カシニワ
(1)概要

カシニワ制度とは、2010年度より千葉県柏市全域を対象
に運⽤が開始し、地域のオープンスペースや個⼈の庭を「カ
シニワ＝かしわの庭・地域の庭」と位置づけ、緑の保全・創
出や⼈々の交流の増進を図ることを⽬的としたものである。
空き地を貸したい⼟地所有者と借りたい個⼈・市⺠団体等の

（⼩⾼1〜5区）は、持ち家72.5％、公共・⺠間借家が合わ
せて24.9％と、やや借家率が⾼い。⼩⾼区では、持ち家に
⼆世代以上での世帯で暮らす形態から、震災後に単⾝や⼆⼈
世帯の⾼齢者世帯が⼤半を占めるようになっている。今後の
定住先についての意向調査⽂4),注1)によれば、「震災当時
の住居に住みたい」、「同じ地区内に住みたい」と回答した
世帯は合計46％、「南相⾺市内（震災当時の地区以外）に
住みたい」は12 6％ある 震災当時の住居や地区に居住し 空き地を貸したい⼟地所有者と借りたい個⼈ 市⺠団体等の

マッチングを図る「カシニワ情報バンク」と、⼀般公開可能
な個⼈の庭や市⺠団体等が管理する庭を市に登録してもらう
「カシニワ公開」の⼆つの柱があり、制度への登録者には助
成⾦が交付される仕組みだ。

住みたい」は12.6％ある。震災当時の住居や地区に居住し
ない場合でも、⽐較的近い地区への移住を希望する世帯が⼀
定数存在している。

図1 常磐線⼩⾼駅 駅前通りにおける建築実態調査注3)図1 常磐線⼩⾼駅 駅前通りにおける建築実態調査注3)
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3 活動の主体
3.1 組織の概要

本活動は、⼩⾼復興デザインセンター（以下、センター）
の⼀活動として実施した。センターは、南相⾺市と東京⼤学
の委託契約によって、南相⾺市⼩⾼区の復興に向けた協働の
場として、2016年7⽉16⽇に開設された。現在は、3名の常
勤職員（うち2名は市職員、1名は東京⼤学研究員）と、東京
⼤学の研究者及び学⽣を中⼼とした外部からの⽀援者によっ

(2)本活動への⽰唆
⼟地所有者と使い⼿のマッチングによって空き地の利⽤を

促進し緑を保全・創出する仕組みや、魅⼒的な個⼈の庭を地
域の資源として外に開いていく仕組みが、空き地の荒廃化の
問題を抱える⼩⾼に対して⽰唆的である。
(3)本活動との差異

約42万⼈の⼈⼝規模を誇る柏市と2,000⼈ほどしか帰還者
の な ⼩⾼ は 空き地を貸した ⼟地所有者及び 利⽤ ⼤学の研究者及び学⽣を中⼼とした外部からの⽀援者によっ

て運営されている。

3.2 設⽴の経緯
センター設⽴の背景に、2014年に発⾜した「⼩⾼区地域

構想ワーキンググループ（以下、WG）」があった。
WGでは、復興にあたって住⺠協働体制構築のため、地域住
⺠、南相⾺市、東京⼤学の参画のもと、⼩⾼の復興ビジョン

のいない⼩⾼では、空き地を貸したい⼟地所有者及び、利⽤
を望む個⼈・市⺠団体の総数に⼤きな差異がある。空き地を
使いこなす担い⼿が限られる状況での地域の緑の保全・創出
が、本活動の⽬指すところである。

「⼩⾼地域構想」の策定に向けた協議がなされた。
2015年度には、地域構想の先駆けとして⼩⾼駅前を中⼼と
する中⼼市街地を対象にして「まちなかプラン」を策定し、
本プランの中でセンターが提案されて実現した。本プランは、
計10回の住⺠ワークショップ及び座談会による検討を経て、
南相⾺市へと提出された。

3 3 業務内容

写真1-3 「その他条例」
研究会(2016年9月17日)

3.3 業務内容
センターは、復興に向けて「探究」と「実践」の2つが重

要だと考えている。

「探究」では、⼩⾼が直⾯している未曾有の原発津波複合被
災において、様々な知⾒を結集し、課題を発⾒し、解決の⽅
向を探ることを指す。
「実践」では、探究の中で得られた解決の⽅向に対して実際

2.2 わいわいコンテナ

(1)概要
佐賀市中⼼市街地の空地に、中古貨物コンテナを加⼯した

構造物（雑誌図書館、交流スペース、チャレンジショップ）、
にものごとを動かしていくことを指す。具体的には、次項で
述べる空きストックの利活⽤に加え、まちなかプランに基づ
く公園の改修、まち歩きによる歴史的建造物の価値発掘、⾼
校⽣によるまちづくり活動の⽀援、地域福祉の専⾨家と連携
したサロンの運営、集落部の⼟地利⽤計画の策定⽀援など、
同区が直⾯する課題の解決に向けた多様な取り組みを⾏って
いる。

構造物（雑誌図書館、交流スペ ス、チャレンジショップ）、
芝⽣広場、ウッドデッキを配することで、中⼼市街地の来街
者の増加、利⽤者の交流促進と街なかの回遊性の創出を促す
2011年から続くプロジェクトである。
(2)本活動への⽰唆

県外の所有者から低未利⽤地を低価格で借りているが、コ
ンテナであるため原形復旧が容易である。周囲の建物と異な
り外から活動が⾒えるように設計しており、単発の⼤きなイ
ベントよりも ⽇常的なワ クシ プを多く実施するようベントよりも、⽇常的なワークショップを多く実施するよう
にしている。周囲では新規出店やリノベーションなどが起
こっている。
(3)本活動との差異

本活動が、⺠間主体の空きストックの利⽤⽅法を探求した
のに対し、わいわいコンテナプロジェクトは市の⾏政計画中
で位置づけられた社会実験である。運営は地元の特定NPO法
⼈が担うが、2016年時点では、市が年1,200万円程度出資し、

4 本活動の内容
4.1 活動のフレーム

本活動は、センターによる「不動産ストックに関する現
況調査」と、住⺠や南相⾺市との協働の場である「まちな
か部会」での協議、そうした協議やセンターへの依頼を踏
まえた「社会実験」という3つの活動から成る⼈が担うが、2016年時点では、市が年1,200万円程度出資し、

借地、コンテナのリース代、⼈件費（2名常駐）、管理費
（電気代等）を賄っている。

まえた「社会実験」という3つの活動から成る。
活動の基本的な流れは、「不動産ストックに関する現況

調査」によって把握された課題を「まちなか部会」で協議
し、「社会実験」として実践する、というものであるが、
協議の内容や社会実験の進度に合わせて、順序を柔軟に⼊
れ替えながら実施した。

4.2 不動産ストックに関する現況調査4.2 不動産ストックに関する現況調査
(1)まちなかにおける建築実態調査

全般的な傾向は、集落部よりもまちなかの⽅が帰還者の
割合も絶対数も多い。集落部は、海際だと津波浸⽔によっ
て災害危険区域の指定があり、⼭際だと放射能汚染度が他
と⽐べて⾼い傾向にある。本論⽂では、集落部の住⺠に
とっても⾃分のまちとして認識でき、多様な活動を⽀えて
きたまちなかを主要な対象とする。そこで常磐線⼩⾼駅の
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⾼駅の駅前通り約600mを対象に、「避難指⽰解除直後
（2016.7）」、「避難指⽰解除約1年後（2017.9）」
の⼆時点において、通り沿いの建築実態の調査とゼンリ
ン住宅地図を⽤いて、震災前と⽐較した。

対象地区内では、震災前に存在していた建築物244件
注2)のうち、避難指⽰解除直後（2016.7）までに62件
（25 4%）、約１年後（2017 9）までに115件

(3)不動産ストックの流通実態調査

①⺠間不動産事業者インタビュー
避難指⽰解除直前の2016年6⽉、原町から楢葉町まで

相双地域の不動産の売買や賃貸2,000世帯を広く⼿がけ、
⾃社物件も多く所有している⺠間不動産事業者に、不動
産の動向についてインタビューを⾏った。（25.4%）、約１年後（2017.9）までに115件

（47.1%）が⼀部または全部解体された(図1)。敷地境
界が不明のため、空き地の正確な件数は定かではないが、
解体後の約8割が空き地として残置され、砂利による被
覆が最も多く⾒られた。

新築の形態としては、駅前通りに接する店舗部分を除
却し、住居のみを再建する例が多く⾒られた。これらの

震災前は、⼩⾼区全体で100⼾ほどを扱っていたが、⼩⾼へ
の移住は少なく、たとえば⼩⾼に⽴地する⾼校の先⽣も原町な
どから通っていたし、⼀⽅、不動産所有者もお⾦に困っている
⽅があまりいないので⼟地を⼿放すことも極めて限られていた。
不動産売却への周辺住⺠の⽬が気になることもあったろう。⼩
⾼駅前（まちなか）と集落部での案件数はほぼ同じ程度だった。

住居では、店舗部分の除却によって⽣まれた前⾯空地を
駐⾞場として転⽤する例が典型的であった。

(2)避難指⽰解除後の居住実態調査
避難指⽰解除後に居住または⼀時利⽤を再開した住⺠

に対して、現在の居住形態、その形態を選択した経緯、
及びその課題に関してインタビュー調査を⾏った。

震災後は、原町を中⼼に物件が動いた。新しい建物の売却希
望もあり、⼩⾼や浪江の⽅が求めることが多かった。孫が原町
までなら来てくれるという話もあった。 2015年ゴールデン
ウィーク頃には動向は落ち着いていた。2016年6⽉現在は原町
には空きが全くない。賃貸アパートの建設が続いているが、借
り上げ住宅が終了したら空くと思う。元農地に30年ローンで建
設したオーナーの借⾦は返せないのではないかと⼼配している。

まちなかに居住再開された⽅の中には、震災後に東京
の息⼦宅へ避難したものの、怪我をして⾜を悪くされ、
帰還後は⼀⼈暮らしで外出も⼀苦労である上に、同世代
の仲間が皆避難したり亡くなったりしてしまったため、
⼈と話す機会がないという⽅（3区⾏政区80代⼥性）、
帰ってきたが隣組が帰還しないので隣接⾏政区に混ぜて
ほしいと依頼される⽅（4区⾏政区男性）等がいる。⽐

震災直後は150坪以上で静かなところという希望が多かったが、
最近は80坪程度でも買い物や病院に便利なところへと要望が変
わったと感じる。家族構成が、三世帯同居から核家族へと変
わったことも影響しているのではないか。

⼩⾼を希望する中で、住みたいという⼈は1割程度、それ以外
は作業員宿舎を確保したい事業者の要望である。

⾦銭⾯に関しては、⼩⾼の⼟地の値段は上がらないだろう。較的若い世代では、家族を避難先に残して、⾃⾝は仕事
の関係等から⼩⾼区に帰還したが、休⽇は家族のもとへ
帰る⽣活を送る⽅（3区⾏政区40代男性）がみられ、特
に⼦育て世代では、避難⽣活の⻑期化や放射線への不安
等に起因して、単⾝の⼆地域居住という⽣活形態が存在
することが窺える。

集落部では 平⽇は相⾺市に新築した住宅で息⼦世帯

⾦銭⾯に関しては、⼩⾼の⼟地の値段は上がらないだろう。
また、公費解体が多いが、解除後に減免措置がなくなっていく
ことを考えていない⽅が多いように感じる。

②南相⾺市建設部建築住宅課インタビュー
同上主幹兼課⻑補佐兼住宅⽀援係⻑H⽒、主査E⽒（他

市からの派遣）に解除前にインタビューを⾏った。集落部では、平⽇は相⾺市に新築した住宅で息⼦世帯
と居住し、休⽇に震災当時の⾃宅に寝泊まりしている⽅
（上浦⾏政区60代⼥性）や、津波により⾃宅が被災した
が、同じ⾏政区内で、持ち主が移住し空き家となった住
宅に⼊居した⽅（浦尻⾏政区60代以上男性）などもいる。
60代夫婦帰還世帯で、運転できる夫が⽩内障⼿術をする
ことになり、まちなかでタクシー業務が戻っていない中
で、⽇常の買物にも困難となった。

議会の要望があって空き地・空き家バンクを始めた。しかし
市には不動産業の資格がないので、仲介のみだが、効果はある
と考えている。不動産業者にとっては売れるのか予測が⽴てに
くいので⼿が出しづらく動かなくなっている不動産市場となっ
ていた。⼀⽅で、不動産所有者の⽅は、これまでほとんど不動
産流通がなかったので、⺠間には託し⾟くても市には声かけし
やすいという⾯があり 依頼があって 購⼊や借りる希望者が

このように、世帯内での多世代同居や集落単位での助
け合っていた⽣活が激変した。⼆地点居住や空きストッ
クの活⽤といった居住実態も⼀定数存在しているが、ま
ちなかには集落の⽣活を⽀える機能もあったが失われて
いる。単⾝⾼齢者世帯も少なくない。グループ居住を可
能にするシェアハウスを建設しようという住⺠の⽅の声
が上がり 2015年12⽉には⼀万⼈規模の署名が市議会

やすいという⾯があり、依頼があって、購⼊や借りる希望者が
出てきたところで不動産事業者に引き継ぐ。

バンクでの賃貸物件の取り扱いは、⼩⾼ではまだない。売買
については、解除前は補償があるのでそれほど売却希望は多く
ないが、固定資産税の減免措置がなくなることを考えて希望し
ている⽅もいる。⽴地に関連して、市としては、居住が禁⽌さ
れている災害危険区域の物件は受け⼊れていない。

が上がり、2015年12⽉には 万⼈規模の署名が市議会
に提出されたこともあったが、実現していない。
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(4)⺠間主体による空きストックの利活⽤実態調査
空きストックを活⽤して事業所等を開設した⺠間主体

に対してインタビュー調査を⾏った（事例の位置は、後
述する社会実験の実施場所と合わせて図2に記載）。

a おだかぷらっとほーむ

c.おだかのひるごはん

①開設の経緯
2014年12⽉8⽇、⼩⾼区まちなかの出⾝でUターン起

業者の⽅（40代）が経営者となり、地元主婦の⽅々とと
もに開設したランチ営業の飲⾷店が開設された。避難指
⽰解除前から、⽉に⼀度、「芋こじ会」という地域の
情報交換の場がつくられており、その中で「ボランティ
アや作業員の⽅に温かい味噌汁を提供したい」という話
が出たことを契機に、開設することとなった。

駅から程近い双葉⾷堂の建物を借⽤し、芋こじ会の仲
間で内部に合板ボードの取り付け、机・椅⼦の組み⽴て
等の改修作業を⾏った。避難指⽰解除まで家賃は要らな
いとの持ち主の⽅のご厚意により、ガス・電気代のみ⽀
払 運営 地 主婦 名 替

a.おだかぷらっとほーむ

①開設の経緯
2015年10⽉1⽇に新規開設した、誰でも⽴ち寄ること

のできるコミュニティスペースである。平⽇⽇中、地域
に開放され、⽇常的に地域住⺠や外部⽀援者らが集まり、
お茶飲みや会議の場として利⽤されている。開設者は、
以前から、同市内にある仮設住宅において地域の菜園づ

⽰解除前から、⽉に 度、「芋こじ会」という地域の

払って運営していた。地元主婦4名で⽇替わりランチを
作り、50⼈分程の材料を仕⼊れていた。当時の客層は、
除染作業員が全体の3分の1から半分程度、その他が地元
の⽅や⼩⾼で働く⽅であったが、コンビニや飲⾷店が再
開していなかった当時の⼩⾼では、温かい⾷材が提供さ
れる唯⼀の店舗として有難がられていた。⾷材の中には、
芋こじ会メンバーである地元農家の⽅の有機野菜で、検
査済みのもの等も使われており、⼩さな地産地消が⽣ま

くりや、⼩⾼駅前広場にてイベント開催など、地域再⽣
に向け先陣を切って活躍されてきた。
②現在の状況

開設当初は駅前から200m程の元個⼈商店において、
2017年3⽉末までの借⽤という形で運営されたが、使⽤
できなくなり、2017年4⽉より、駅前から400m程の元
学習塾の建物を⼀棟買いして移転開設するに⾄った。外
からガラス窓越しに内部の様⼦が窺えることは移転前と 査済みのもの等も使われており、⼩さな地産地消が⽣ま

れていた。
②現在の状況

2016年5⽉より、建物貸主の双葉⾷堂が、同市内の仮
設店舗から戻って再開することが決まり、2016年3⽉11
⽇に役⽬を終えて閉店した。現在の双葉⾷堂は、⽇々⾏
列のできるラーメン屋として親しまれている。

からガラス窓越しに内部の様⼦が窺えることは移転前と
共通しているが、移転後は床部分にカーペットを敷き、
靴を脱いで上がる家のような空間に様変わりした。外壁
に⽊材を張り、⼿作りだった看板を固定の看板として前
⾯に出し、クラウドファンディングによって壊れた屋根
部分を修復するなど、賃貸時にはできなかった建物のリ
ニューアルが⾒られる。

⽇替わりでヨガやパソコン等の教室を開き、キーボー
ドやオセロ・将棋等の娯楽備品を置き、宅配の受取も⾏
い、毎⽉⼀度定例会議を開催して地域住⺠や⽀援者らが
集まって情報交換をしている。

市の補助⾦を活⽤して、⽉刊の広報紙「おだかだよ
り」を発⾏し、市内公共施設や店舗等に広く配布されて
いる。活動が定着するにつれ、継続して関わり続ける⼈
も増え、現在では常勤や週2⽇のスタッフが確保されて
いるいる。

4.3 まちなか部会での協議
中⼼市街地の復興に向けた協議会として、南相⾺市役

所の建築住宅課や都市計画課、まちなかで活動する⼈々、
外部の研究者、中⼼部の⾏政区⻑などを招き、「まちな
か部会」を全4回開催した。このうち、2016年度の第3
回と第4回では「空きストックの活⽤」に関して重点的
に話し合いが⾏われた。

第3回では 災害公営住宅内の空きスペ スでの菜園第3回では、災害公営住宅内の空きスペースでの菜園
づくり（実験B）と空き家の宿泊利⽤を議論した。後者
に関して参加者から空き家への移住者の紹介があり、実
験Cへと展開した。第4回では、事例eや実験Bのような
空地利⽤を他に展開するため、⾏政の施策として制度化
する⽅法を議論した。また、実験Bの実績を受け、参加
者から空地のゲートボール場利⽤に関して依頼された。
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4.4 空きストックの活⽤に向けた社会実験

A.社協会館のリノベーションによるセンターの開設

①経緯
対象とした⼩⾼社会福祉協議会会館（以下、社協会館）

は、南相⾺市社会福祉協議会（以下、社協）の活動の場と
して計画され 1982年に竣⼯したが各所に痛みが進み不

B.東町ひだまり菜園

①経緯
まちなかの東町災害公営住宅の住⺠、担当課ヒアリン

グにより、「住⺠に農業経験者が多く、⼟いじりへの
ニーズが⾼いこと」、「仮設住宅に居住していた際に共
同菜園を⾏っていたが、距離が遠く⻑続きしなかったこ
と」 「公営住宅内に⼟ じりを想定したスペ スを設して計画され、1982年に竣⼯したが各所に痛みが進み不

特定多数が利⽤できない状態だった。耐震調査を⾏い、耐
震性は問題ないことも明らかになっていた。

震災後は、南相⾺市ボランティア活動センターとして利
⽤されていたが、ボランティアセンターは2015年4⽉1⽇
に同区内の他物件に移動し、その後は空いていた。

⼀⽅、2016年に⼊って、センターの活動が認知され、
常設の場所を探し始めた。市⺠が存在を認知しやすく、ア

と」、「公営住宅内に⼟いじりを想定したスペースを設
計したものの、使われていないこと」が明らかとなった。

そのため、まちなか部会にて、公営住宅内の未利⽤ス
ペースを活⽤して住⺠と共同菜園をつくる提案を⾏った。
部会での賛同を受け、2017年1⽉から活動を開始した。
②実施体制

運営に当たっては、災害公営住宅の住⺠及び本組織の
スタッフに加えて、千葉県柏市にて空地を活⽤した地域

クセスしやすく、安価で借⽤でき、ある程度の広さがある
ところが望ましいと考えていた。社協としても、⼩⾼区⺠
の思いが詰まった社協会館を保存活⽤したい強い意向があ
り、2016年4⽉より、無償にて貸与いただいた。
②実施体制

丹⽻由佳理⽒（森記念財団都市整備研究所）の協⼒で間
取りの設計を⾏った。費⽤抑制のため、東京⼤学の学⽣と
センタ 常勤職員らが⾃ら施⼯した 施設の備品は 南相

スタッフに加えて、千葉県柏市にて空地を活⽤した地域
の庭「カシニワ」のマネジメントを⾏うNPO法⼈
Balloon（代表：鈴⽊亮平⽒）と、地域福祉を専⾨とす
る福島県⽴医科⼤学：末永カツ⼦教授ら、放射線量の計
測には放射能測定センター南相⾺とどけ⿃の協⼒を得た。
③活動内容

2017年1⽉から⽉1回程度,全員で活動し、毎回活動内
容をまとめた「はたけ通信」を作成し、公営住宅に全⼾
配布した 放射線量 事前計測を⾏ 周辺住⺠や移住センター常勤職員らが⾃ら施⼯した。施設の備品は、南相

⾺市の予算や地元住⺠からの寄付によって設置した。
③活動内容

床のリノリウム板を外してカーペットを敷き詰め、壁の
汚れを取って⽩ペンキですべて塗り直した。徹底的な清掃
作業も⾏った。センターでは、来訪者を迎え⼊れる機能、
⼩⾼で何が起こっているのかをお伝えするミュージアム機
能、⼩⾼復興への思いや⽇常の問題を話し合うサロン機能、

配布した。放射線量の事前計測を⾏い、周辺住⺠や移住
者、⾼校⽣などを招いて収穫祭を実施した。
④実験の成果

災害公営住宅の公共⽤地ではあるものの誰も使えない
場所が畑にできたことで、⼟をいじることを当然の⽣活
をしてきた⽅にとって貴重な時間を過ごせる場が⽣じた。
そうした時間を個⼈単位のみならず、団地住⺠全員に声
かけして⼀緒に作業する時間や収穫を楽しむ場を仕掛け

会議機能を担うこととした。
④実験の成果

住宅総合研究財団の資⾦援助により、リノベーションに
必要な最初の⼈材と資材が確保できた。そうした⽀援が
あったので、建物所有者である社協に利⽤意向をぶつけら
れた。現在もセンターとして運営している。光熱費などは
市が提供している。

社協会館に対して ⼩⾼区⺠の中には思い出を持つ⽅も

かけして 緒に作業する時間や収穫を楽しむ場を仕掛け
たことで団地全体のコモンズになったといえる。

最近は、センターの声かけ無しでも住⺠の皆さんで草
刈りや連れ⽴っての外出や他の未利⽤地の畑化など、⾃
発的な動きが⽣じている。

社協会館に対して、⼩⾼区⺠の中には思い出を持つ⽅も
おり、解体されずに活⽤が継続していることには重⼤な意
義があると考える。

図3 センターの利⽤レイアウト

図4 ひだまり農園作業後の集合写真

C. まちの⼯房開設に向けたワークショップの開催

①経緯
「単⾝で移住したため空き室が存在すること」、「同

移住者がエンジニアであること」、「中⼼市街地に⼯業
系の専⾨学校があること」から、空き室を使って、地域
住⺠や外部⽀援者に開かれたものづくりの場「まちの⼯
房」を作る構想が練られた。移住者と運営会議を⾏い、
「避難指⽰解除後の建て替わりを反映したまちなかの地
図を作成し、その地図を基に3Dプリンターで新しいまち
の模型をつくるワークショップ」を⾏うことになった。
センター及び同移住者の⾃宅を会場とした。
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②実施体制
同移住者、本組織に関わる東京⼤学学⽣2名に加え、同
移住者の勤務先から3Dプリンター等機材を借⽤した。

4.5 社会実験後の展開
(1)モデル菜園事業
「東町ひだまり菜園」につづく空き地の菜園化として、
2017年度秋よりモデル菜園事業が始動した。

図5 3DプリンターWS
③活動内容

ワークショップは、2017年9⽉23⽇と24⽇に開催し
た。地元の⾼校に通う⾼校⽣4名と地域住⺠1名が参加し、
マスコミなどの視察及び取材がなされた

図6 モデル菜園事業の試み（そよ⾵ガーデン）

所有者の⽅から無償で提供を受けたまちなかの空き地
を活⽤し、レイズドベッド（脚付の⼤型プランター）を
⽤いた、砂利の上でも栽培可能な菜園のモデルづくりの
試みである センタ 主導のもと草刈り等の整備を施しマスコミなどの視察及び取材がなされた。

ワークショップでは、初めにタブレット端末を⽤いた
現地踏査により、避難指⽰解除後の市街地環境を調査し、
電⼦地図を作成した。それを基に3Dモデリングを⾏い、
⼩⾼のまちの模型を3Dプリンターで製作した。活動の様
⼦は、NHKや南相⾺ひばりエフエムで放送された。

夜の部では、同移住者の⾃宅に移動し、「まちの⼯
房」の開設に向けて、空き室を活⽤した作業部屋にて、

試みである。センター主導のもと草刈り等の整備を施し、
公募によって集まったメンバーと共に、誰もが気軽に⽴
ち寄ることのできる地域の庭づくりを⽬指している。

(2)塚原ゲートボール場
2017年10⽉、塚原⾏政区住⺠より、⾏政区内の空き

地をゲートボール場として整備・活⽤したいとの申し出
及び協⼒依頼があり、同⽉末現在、整備内容や⽀援体制

宿泊を兼ねた3Dプリンティングを⾏った。
④実験の成果

屋外に⽐較すると屋内での活動は、建物所有者の意向
に沿った形となり、活動内容に適合している⽅にとって
は⾮常に貴重な場となった。しかし、帰還している⼈数
も少ない中で参加者は限定された。⼀⽅、収容⼈数には
⾃ずと限界があり、募集の⽅法にも⼯夫が必要であった。

を検討している。空き地活⽤に関する活動や事業を部会
等で周知したことで、依頼に繋がったと考えられる。

塚原⾏政区は海沿いの集落で、まちなかとは状況は異
なるが、コミュニティ活動に資する場とすることを主眼
とし、まちなかでの活動ノウハウを活かし、集落部の空
きストック活⽤に向けたモデルとしたい。

D.サマーキャンプ

①経緯
⽇本⼤学の学⽣が、浦尻⾏政区内にある空き家の活⽤、

⾏政区住⺠との親睦を⽬的にサマーキャンプを企画した。
②実施体制

⽇本⼤学学⽣ 主導 もと 浦尻⾏政区住⺠ 市内⾼

5 活動を通じた成果と知⾒
5.1 空きストックの持つ活⽤可能性の導出

空きストックの6つの活⽤可能性が導出された。

①復興活動のハブ [a,A]
空き家や空き店舗を改装して、会談や事務所スペース

を設け、地域住⺠と外部⽀援者を繋ぐ復興活動の交流所
⽇本⼤学学⽣の主導のもと、浦尻⾏政区住⺠、市内⾼

校⽣5名、センター及び東京⼤学から4名が参加した。
③活動内容

2017年9⽉16⽇と9⽉17⽇にかけて⾏われ、2⽇⽬の
午前には、⽇本⼤学学⽣と⾼校⽣が浦尻⾏政区のこれか
らについて話し合うワークショップを空き家の居間にて
実施、午後には空き家のガレージ内で、⾏政区内に設置
する看板の⼯作を⾏った。地域住⺠の差し⼊れもあり、

とする可能性。空き物件と利活⽤希望者の情報収集や利
活⽤⽅法の探求により、他物件活⽤の促進が期待できる。

②さきがけ店舗 [b,c]
空き店舗の改装や空き地を活⽤した移動販売⾞の設置

により、新規店舗の開設の場とする可能性。事例cのよ
うに、従前店舗の再開の呼び⽔となることや、事例bの
ように 空き店舗への本設への展開などが期待できるする看板の⼯作を⾏った。地域住⺠の差し⼊れもあり、

親睦交流が深まった。
④実験の成果

所有者との合意を経て⽐較的⾃由に利⽤できたため,宿
泊からワークショップ、⼯作の場と様々な⽤途で活⽤で
きた。しかし、空き家によっては⽔道や電気が必ずしも
通っていないため、今回利⽤した空き家も今後所有者の
意向次第では利⽤できなくなる可能性もある。

ように、空き店舗への本設への展開などが期待できる。

③地域住⺠の集いの場 [a,d,B]
空き店舗の改装や空き地へのコンテナの設置、空き地

を活⽤した共同菜園の設置などにより、地域住⺠の集い
の場とする可能性。実験Bのように、既存コミュニティ
の強化や、事例a,dのように、外部に開かれた新たなコ
ミュニティの創出が期待できる。
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④技能の再活⽤・醸成の場 [e,B,C]
空き店舗や空き地を活⽤して、地域住⺠の持つ職能の

抽き出しや新たに醸成する可能性。実験Bのように、農
業経験を活かした農的活動交流や、事例e,Cのように、
新たな仕事や創作活動を⽣み出すことが期待できる。

⑤来街者と地域との接点 [d,B,D]
空きストックを活⽤して 朝市や収穫祭 ワーク

「飲⾷業」であり、再開場所も同業種の空きストックで
あった。

「準備宿泊期(2015.8〜2016.7)」では、商店などの
開設により⽣活環境が徐々に整備され、⽇中の滞在⼈⼝
が増えてきたことから、⽇中に集まる場所への需要が⽣
まれ、事例aのような「地域住⺠の集いの場」としての
活⽤につながったと整理できる。さらに、事例bでの活
⽤後の反響を受け 「さきがけ店舗」としての活⽤から空きストックを活⽤して、朝市や収穫祭、ワーク

ショップなど、来街者も参加可能なイベントを開催する
ことにより、来街者と地域との接点とする可能性。実験
Dのような復興ツーリズムとしての役割や、実験Bのよう
に短期で参加できる⽀援活動としての役割が期待できる。

⑥⼀時居住・宿泊[D]
空き家を活⽤して、以前の仲間内の集まりなどで⼀時

⽤後の反響を受け、「さきがけ店舗」としての活⽤から、
従前の経営者による常設店舗の再開へと展開した。

また、外部からの⽀援者の参⼊が多く⾒られ、事例e
や実験Aのような外部⽀援者による空きストックの活⽤
が進展した。ただし、建築解体も進み、空きストックの
⼤量発⽣が認知され、活⽤に向けた「空き地空き家バン
ク」の整備がなされたものの、登録は売買が主で、賃借
に適した空きストック情報へのアクセスは依然として知

帰還する元住⺠や、外部からの⽀援者、視察希望者など
を対象とした⼀時居住・宿泊の場とする可能性。やむを
得ず他地域へと転居した元住⺠と住⺠との交流の維持や、
外部からの⽀援者の活動の基盤となることが期待できる。

5.2 空きストックの活⽤可能性の展開過程
まちなかの復興状況と空きストック活⽤の関係を把握

縁に依存していた。そのため、空きストックの活⽤は
「避難指⽰解除準備期」から活動を⾏っており、知縁を
獲得していた⽀援者が地権者に対して個別に打診する形
であった。これは震災前と同様の不動産流通の姿でもあ
る。

「居住再開期（2016.7〜）」からは、住⺠の帰還意
向が進展し、改めて明確となった空きストックの⼤量発
⽣が主要な問題の1つとして住⺠懇談会や「部会」の場まちなかの復興状況と空きストック活⽤の関係を把握

するため、3段階に分けて展開過程を整理した（図7）。
「避難指⽰解除準備期（〜2015.8）」では、公費によ
る建築解体が進んでおらず、住⺠の帰還意向も確定して
いないため、空きストックの特定が困難であった。その
ため、活⽤事例は限定的で、再開した主な業種は「震災
特需がある⾦融業や建設業、もしくは元々の常連客の⽀
えがあり材料を多くは必要としない理容店、時計店」⽂

⽣が主要な問題の1つとして住⺠懇談会や「部会」の場
で指摘され、その活⽤が取り組むべき課題として、特に
現場にいる帰還者や外部⽀援者によって共有された。

空きストックへの課題視を背景として、事例c（空き
地→「さきがけ店舗」）や事例C（空き家→「職能の再
活⽤・醸成の場」）、事例D（空き家→「⼀時利⽤」）
のように、従前の利⽤⽅法とは異なる新たな活⽤が外部
からの⽀援者によって模索され始めた。また,仮設住宅か

6)といった既存の地域産業であった。例外的に活⽤の⾒
られた事例bも、復興局⾯において極めて需要の⾼い

らの転居が進み、事例dや実験Aなど仮設住宅からの機能
移転による空きストックの活⽤があった。
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図7 空きストック活用の展開過程
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5.3 空きストックの利活⽤に向けた実践的知⾒

(1)利活⽤⽅法を発掘する複数のチャネルの存在
地域の多様なニーズに即した利活⽤⽅法を発掘するた

めには、各社会実験の契機のように、協議会などの単⼀
チャネルだけでなく、サロンと併設した常設の相談窓⼝
や訪問調査など 複数のチャネルを⽤意する必要がある

⼩⾼駅周辺で事業の新規や再開が多い傾向がみられ,⽴地
特性と新規・再開は、今後の重要なテーマだ。

(2)空き家のストック化の重要性
⼩⾼は震災前に「歴史の町」といわれてきた。しかし

蔵や店舗など多くの歴史的建造物が、震災と⻑期避難の
間の劣化が原因で環境省の公費解体となった 公費修理や訪問調査など、複数のチャネルを⽤意する必要がある。

(2)復興の段階に応じた活⽤⼿法の選択
5.2で整理したように、空きストックの可能性は復興

の段階に応じて変化する。従って、本対象地のようなス
トックが残存した状態からの災害復興や、居住状況が急
激に変化する地域にあっては、まちなか全体の動向を踏
まえた活⽤⼿法の選択が重要である。

間の劣化が原因で環境省の公費解体となった。公費修理
は極めて限定的だった。解体申請の期限の設定は、将来
の活⽤が⾒えにくい状況にある被災者を解体に急がせた。

原発被災は⻑期避難を強いられる。ようやく帰還して
も⼩⾼の町並みが激変していては、再度の喪失感を味合
うことになるのではなかろうか。歴史的建造物だけでは
ない。⼩⾼の敷地の利⽤構成には秩序があって、まちな

「避難指⽰解除準備期」のような初期段階では、悉皆
調査による空きストックの全容把握が理想的である。⼀
⽅で、初期段階の暫定的活⽤が後期での本設再開へと展
開しており、少数でも活⽤の実現によって後期の復興に
⼤きく寄与する可能性もある。従って、⼈的制約などで
悉皆的な全容把握と活⽤実践の両⽴が困難ならば、既存
の集まりを利⽤した探索的調査と 実現可能な範囲での

かの町並みを構成していた。急激な解体建替は、そうし
た⾵景を喪失させる。空きストックには、残すこと⾃体
の存在価値がある。建替促進の⽅策が、保存活⽤のそれ
よりも強い状態は被災時に限らないが、改める必要があ
る。

(3)⼆地点居住の実現に向けて
原発被災地域では帰還を決定できない状態が続く 帰の集まりを利⽤した探索的調査と、実現可能な範囲での

実⾏が有効であろう[b]。

「準備宿泊期」のように滞在⼈⼝の増加段階では、⽇
中に⼈々が集える「地域住⺠の集いの場」が⼤きな活⽤
可能性となる。後の空きストック活⽤へ展開した事例a
では、⾏政による広範な使途に対応した地域活動助成を
資⾦源としていた。多くの空きストックを活⽤するには、

原発被災地域では帰還を決定できない状態が続く。帰
還できなくても、市内や近隣⾃治体で新居を構えた⽅や
農地・宅地を売却せずに所有したままの⽅、墓地はその
ままにしている⽅も多い。また,帰還者には,近い将来、
⾃⽴した⽣活の継続が困難になることが予想される60-
80代の夫婦世帯も散⾒される。通いではなく居住を選択
肢としている外部⽀援者もいる。

居住状況が回復に向かう変曲点において、柔軟性のある
財政的⽀援が有効であろう。

居住や⼀時滞在を前提とした中⻑期的な⽀援を望む⽀
援者が⼀定程度出現するため、⾏政や地域の復興組織は、
住⺠の帰還⽀援に加えて、これら⽀援者への賃借可能な
空きストックの情報提供が重要である。

本実践では,避難先と避難元の⼆地点居住や、外部⽀援
者が復興の仕事に携わりながら宿泊できる場所作りを検
討したが、実現できていない。福祉居住の知⾒や、マー
ケット調査も含む情報収集能⼒、移動を⽀える地域の⾜、
⼤規模な改修⼯事の資⾦などが必要だ。今後のまちの定
常的な姿を考えると、昼間は集落で農作業をして、夜は
集まって福祉系サービスを得ながら寝泊まりするなど新
たな暮らし⽅を実現する必要性は⾮常に⾼いだろう

＜研究主査＞

「居住再開期」のように居住⼈⼝増加の段階では、空
きストックが徐々に顕在化するため、課題として認知さ
れるが、⾃発的な活⽤の余⼒がある住⺠は既に活⽤に着
⼿しており、住⺠による新たな活⽤は⽣じなかった。対
して、外部⽀援者により従前とは異なる活⽤がなされた
ことから、住⺠以外の主体にも⽀援の⽬を向ける必要が
ある。その際には、本報告も⼀つの事例だが、担い⼿の

たな暮らし⽅を実現する必要性は⾮常に⾼いだろう。

・⿊本 剛史
⿅島建設株式会社(*1東京⼤学⼤学院⼯学研究科 修⼠課程）
*1：申請時の所属

＜研究委員＞
・川⽥ さくら

厚⽣労働省
・太⽥ 慈乃

東京都庁

意思を尊重した財政⽀援は⾮常に重要であった[b,D]。

被災地では、仮設住宅での活動や機能を移設する形で
空きストックを活⽤する可能性がある。そこで仮設住宅
での活動内容や課題を予め調査することで、公営住宅の
問題と対処が想定でき、効果的な活⽤ができよう[B]。

東京都庁
・益⾢ 明伸

東京⼤学⼤学院⼯学系研究科 博⼠課程
・窪⽥ 亜⽮

東京⼤学⼤学院⼯学系研究科 特任教授

＊当実践研究報告集普及版は『住総研 研究論⽂集・実践
研究報告集』No.44の抜粋版です。

6 課題と展望
(1)⽴地特性や現地再開事業所と空きストック活⽤

本報告は空きストックの活⽤を対象としたので多くの
事例数がなく、⽴地特性が利活⽤に及ぼす影響を把握で
きなかった。また、⽔すら開通していない時期から再開
した理容室を筆頭として、震災前から営業していた事業
所の現地再開状況と利活⽤の関係も調査できなかった。
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実践研究報告 No.1619

気仙沼らしい⾵景の継承が気仙沼らしい⾵景の継承が
夜の安全に結びつく事を証明
実践研究テーマ：地域の景観固有性を活かした避難誘導照明の実践
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地域の景観固有性を活かした
実践研究報告No.1619  

実践No.1619

地域の景観固有性を活かした
避難誘導照明の実践

東京都市⼤学/⼩林 茂雄

本プロジェクトは、甚⼤な津波被害を受けた気仙沼において、沿
岸部の独特の⾵景を夜間にも感じ取るようにすることと、夜間に災
害が発⽣した際に速やかに避難できるような光環境を整えることを
同時に提案するものである。湾に張り出した五⼗鈴神社などの沿岸
地域を対象に合計78⽇間に渡って仮設的な照明設備を取り付けた。

/
⾓舘 政英

地域を対象に合計78⽇間に渡って仮設的な照明設備を取り付けた。
実践の結果、気仙沼らしい景観の形成と⾼台への避難路の認識は両
⽴できることが⽰された。

1. 背景と⽬的
気仙沼市は宮城県の北東端に位置し、東は太平洋

に⾯する。三陸の他地域と同様にリアス式海岸が続
いているが、深く⼊り組んだ海岸線が波の穏やかな
気仙沼湾を形成し 湾内には⼤島が浮かぶ 街の中気仙沼湾を形成し、湾内には⼤島が浮かぶ。街の中
⼼は気仙沼湾の最奥部に位置し、古くから交易港・
漁港として栄えてきた（写真1-1）。

2011 年3 ⽉11 ⽇、東⽇本⼤震災により気仙沼
は津波により甚⼤な被害を受けた。市内の建物被害
状況は全壊棟数が8,383 棟、半壊家屋数が1,861 
棟であり、飲⾷店の7 割が津波により店舗を失った。
2017年現在は⼟地区画整理事業が進められており、

写真1－1 気仙沼⿃瞰写真

写真1－2 気仙沼南部で建設中の堤防（2017.3）
街から海が直接確認できず、それまで⾒慣れていた
⾵景が失われつつある。

盛⼟・嵩上げ⼯事が実施されている。かつての港町
の活気を取り戻そうと、港と⼀体となった街づくり
が計画されている。⼀⽅で、市の南部には⼤規模な
堤防が建設中であり（写真1-2）、震災前から続い
ていた街の景観をいかに継承していくかが課題と
なっている。

本実践活動は 復興に向けて⼤きく変わろうとす

東京都市⼤学 ⼩林茂雄
ぼんぼり環境計画株式会社 ⾓舘政英

本実践活動は、復興に向けて⼤きく変わろうとす
る気仙沼において、沿岸部の独特の⾵景を夜間にも
感じ取るようにすることと、夜間に災害が発⽣した
際に速やかに避難できるような光環境を整えること
を同時に提案するものである（図1-1）。

安全性の確保が求められる沿岸地域では、通常
JISの照明基準や道路照明基準に沿った画⼀的な屋
外照明が計画されることが多く、地域の⾵⼟や景観
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写真4-2 照明実験実施中の夜間⾵景 五⼗鈴神社への光の設置によって避難路（階段）と、沿岸部からの海の認識を向上させた。

が考慮されることはほとんどない。
筆者らは東⽇本⼤震災以降、岩⼿県釜⽯市⽂2）と

陸前⾼⽥市⽂3）、福島県いわき市⽂4）において、避
難誘導と地域の安⼼感をもたらす照明⼿法を提案し、
実践を積み重ねてきた。地域の⾵景を継承するという
観 組 が観点では、いわき市での取り組みと類似しているが、
気仙沼は湾を囲むように街が形成されており、この沿
岸部の⾵景を夜間に可視化することを住⺠協⼒で実現
しようとすることに特徴を持つ。

現状の夜間景観

図1－1 気仙沼の地形を活かした避難照明の考え⽅

地形を活かした光環境の計画
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2. 地形と避難方向の把握
気仙沼市の中⼼市街地で、昼間（11〜15時）と夜

間（19〜22時）のそれぞれの時間帯にどの程度、⾼
台への避難経路を認識できるかを把握する調査を
⾏った5名の調査者が⾼台へと接続する経路が認識で
きる道路上の範囲を指摘した。

図2 1と図2 2に調査結果を⽰す 避難路を認識図2-1と図2-2に調査結果を⽰す。避難路を認識で
きる範囲を線の種別で表している。指定されている
避難場所と⾼台⽅向、避難場所につながる経路への
⼊⼝を合わせて⽰している。昼間は多くの場所から
丘陵地を視認可能なことから⾼台⽅向が把握できる。
ただし⾼台への⼊⼝部分が分かりにくく、交差点
（分岐路）から離れた場所では認識しにくいところ
があった。⼀⽅、昼間と夜間（通常時）を⽐較する

図2-1 昼間の避難路認識調査

があった。 ⽅、昼間と夜間（通常時）を⽐較する
と、夜間の避難路認識範囲は全体的に狭くなってお
り、避難場所へ接続する経路の⼊⼝から10〜30mの
距離でしか認識できていないところが多い。

夜間通常時は、⽩⾊光の防犯灯のみが地形の⾼さ
や避難⽅向とは関係なくほぼ等間隔に設置されてい
る。道路は認識できても、⾼台⽅向を認識する⼿掛
かりが乏しく、避難場所に接続する交差点の位置も
分かりにく また海岸沿 地形や神社など気仙分かりにくい。また海岸沿いの地形や神社など気仙
沼独特の⾵景も夜間には感じられにくかった。

避難経路を把握するためには、⼤局的な地理的⽅
向や地形の認識、経路の認識、⾼台への⼊⼝部分の
認識が必要である。そこでこれらの認識を向上する
モデル地区として図2-3に⽰す4つの場所を選定し、
夜間照明の実践活動を検討することとした。夜間照明の実践活動を検討することとした。

4箇所の照明設置実践場所

図２－２ 夜間通常時避難路認識調査

１）「五⼗鈴神社」は内湾から張り出した神明崎にあり、気仙沼の鎮
守となる神社である。海抜10m強の⾼さにあるため津波被害は限定的
であった。内湾の様々な場所から認識可能であるため、照明を追加す
ることの視覚効果が⼤きいと考えた。

２）「沿岸ビル」は海岸沿いの道路の交差点に建つ建物であり、沿岸
から内陸部への起点となる場所に位置している。

図２－３ 照明設置実践場所(4箇所）

３）「⼊沢住宅街」は、津波被害を極限で免れた地域で、⾼台への起
点となる場所に位置している。19時以降には⽞関灯などはほとんど
点灯しておらず、⼈の気配も感じられにくい状況であった。

４）「⼋⽇町商店街」は、気仙沼の中でも津波被害が⽐較的少ない商
店街であり、昔ながらの活気ある⾵景が残っている地区である。
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写真4-1 地域住⺠へのヒアリング・
協⼒要請・実践活動の⾵景

←照明実験の趣旨説明と協⼒依頼のため住⺠へ
⼾別訪問。道路上だけでなく、住宅などへ光を
設置す と 気仙沼ら さと安全性を確保設置することで、気仙沼らしさと安全性を確保
することの意味を説明
↑集会所において住⺠への照明実験趣旨説明。
社会実験ごとに⾏った
↓照明設置作業⾵景（2016年7⽉）
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3. 照明実践計画の趣旨
現状調査を踏まえて、4地区の光環境を仮設的に構築する社会実

験を実施することとした。はじめに、住⺠や施設管理者、⾏政など
と協⼒して照明設置⽅法を検討した。

図4-2 実験時の配灯図

2)沿岸ビル1)五⼗鈴神社

建物の四隅に光を取り付けることで、遠⽅から交差点の位
置を認識しやすくすることと街並みを感じさせることを意
図した。

境内へ上がる階段を遠⽅から認識させると同時に、境内の背の
⾼い樹⽊や社殿を投光することと、海⾯に光が反射するように
沿岸部に光を配置することを計画した。神社の位置と経路を⽰
すと共に 反射光によって海の場所が感じられやすくなることすと共に、反射光によって海の場所が感じられやすくなること
を意図した。

4)⼋⽇町商店街3)⼊沢住宅街

店舗や住宅などのファサードに光を取り付けることと、店
舗の窓明かりを設置すること、避難経路となる坂の上の教
会をライトアップすることなどを⾏った。またこの地区は
震災後に空地が増えていた。そこで建物の間の暗がりに

⼈の気配を感じさせる光を各々の住⺠の意⾒を聞きながら⽞関
周りに設置した。また⾼台⽅向を強調するように、避難路⼊⼝
周辺から避難⽅向の⽬印となる背の⾼い樹⽊や酒造場の煙突を

なっている空地にも照明を設置した。ライトアップすることとした。
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４. 活動時期
照明設置活動は、2016年と2017年の2回に分けて⾏った。第⼀回⽬は、2016 年8 

⽉に28⽇間に渡って点灯した。第⼆回⽬は、2017年3⽉から50⽇間に渡って点灯した。
第⼆回⽬は、⼋⽇町商店街とその周辺だけを対象とした。写真4-1に住⺠への説明⾵景、
写真4-2に設置⾵景、図4-1に住⺠に提⽰した照明の設置イメージ図を⽰している。

点灯時間は何れも18時から明朝5時までである。実験期間中は既存の9灯の防犯灯は
光⾊を⽩⾊から電球⾊ と変更した 表4 1に実験時の光源概要 消費電⼒ 全光束光⾊を⽩⾊から電球⾊へと変更した。表4-1に実験時の光源概要、消費電⼒、全光束、
平均照度を⽰す。新設した光源の多くは⼀般⽩熱電球（クリア球）20Wや電球型蛍光
灯11Wであり、樹⽊などのライトアップには15WのLED投光器を⽤いた。景観的なま
とまりを形成するために全て電球⾊に統⼀している。

図4-1 住⺠への照明設置イメージの説明資料な光をファサードに設置した。

避難経路となる五⼗鈴神社の階段。階段上にある樹⽊を⾼台の⽬印としてライト
アップしている。

昭和初期の古い建物が残る⼋⽇町商店街。かつての気仙沼らしさが感じられるよう
な光をファサードに設置した。

地域住⺠へのヒアリング・⼊沢住宅街の街並みを表出させ、同じ光源タイプで避難
経路となる階段を分かりやすく照明した。

⼋⽇町商店街に隣接する避難経路とその正⾯にある教会のライトアップ。⾼台への
避難の⽬印となる。

写真4-2 照明設置⾵景

表4-1 照明器具表
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５. 実験結果
照明実験期間中に中⼼市街地の避難経路認識調

査を、同⼀調査者により再度⾏った。図5-1に結果
を⽰す。図2-2と図5-1との⽐較より、新たに光源
を取りつけたエリアまたその周辺において、避難
路認識範囲は⼤きく拡⼤する結果になった。⾼台
へ続く坂道や階段に照明を設置したり、交差点に
光を追加したりしたことで 夜間においても避難光を追加したりしたことで、夜間においても避難
経路や⾼台⽅向を近接する地域からも認識しやす
くなり、誘導効果が⾼められることとなったとい
える。

またこの地域の⾵景の象徴の⼀つである五⼗鈴
神社については、昼間は内湾に沿って1kmほど離
れた位置からも神社が認識できるが、夜間通常時
は神社周辺の200mほどの距離からしかはっきり
認識できていない。

⼀⽅実験時は、沿岸部の認識範囲は昼間と同等
で、対岸からもはっきりと神社の位置が認識でき
ている。五⼗鈴神社の樹⽊を投光したり沿岸部に
光を連続配置したりした様⼦が直接⾒えるだけで
なく 光が海⾯に映り込むことでより場所が分か

図5-1 夜間実験時の避難路認識調査結果

なく、光が海⾯に映り込むことでより場所が分か
りやすくなっている。地域の特徴的なランドマー
クを光によって可視化することは、⾃分の位置を
確認する機能を与えることになり、夜間の災害時
において有効なサインとなる。また、海の⽅向が
認識できることは、反対側に⾼台があるという地
形的な⽅向感覚を与えることにも役⽴つだろう。

6 活動を踏まえた今後の課題
図6-1 実践活動を踏まえた照明計画の⽅向性

アンケート調査から、夜の景観としても概ね好
ましい評価が得られ、気仙沼らしさが出されてお
り、街を散策したくなると回答している。課題点
としては、「もう少し明るい⽅が良い」「⼈の少
ない時間帯まで点灯する必要はない」などの意⾒
が挙げられた。

6. 活動を踏まえた今後の課題
今後の常設の照明へ取り⼊れる上で考慮しなけ

ればならない点がある（図6-1）。

避難経路と⾼台への避難経路⼊⼝の認識を向上
させることは急務の課題である。ただしこうした
景観照明が常に点灯していることが良いのかにつ
いては賛否の声がある。終夜点灯させる必要があいては賛否の声がある。終夜点灯させる必要があ
るからである。津波が来た場合などの緊急時には、
照明を点滅させるなど視認性の⾼い光を使って、
⼈々に異常な状況を認識させて避難を誘導するな
どの⼯夫も考えられる。

実験結果を踏まえて気仙沼市にプレゼンテー
ションした（写真6-1）。住⺠側が主体となって
計画を推進することが求められるため 引き続き計画を推進することが求められるため、引き続き
地域住⺠と連携しながら活動する予定である。 写真6-1 照明実験を踏まえた新しい

夜の景観計画について気仙沼市⻑への
プレゼンテーション（2017年4⽉）
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7. まとめ
本実践活動では、東⽇本⼤震災による避難誘導

と景観を考慮した屋外光環境を実験的に構築した。
調査をもとに、地形や避難路認識に寄与する景観
要素に照明を取り付ける活動を⾏った。その結果、
避難路や⾼台⽅向の認識は向上し、気仙沼らしい
景観の形成も実現できた。

街を復興させるには時間がかるが、その途中の
段階でも夜の⾵景は仮設的に構築することができ
る。光は、地域の安⼼・安全を確保するだけでな
く、地形、歴史、そして住⺠の活動を可視化する。
街が新たに⼤きく変わっていくときに、何を残し
ていくべきか、どのような⾵景をつくっていくべ

実 考きかということを、光の実践活動を通して考えて
いくことは重要なことであろう。
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