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町家再生の現代的意義

-NP O法人京町家再生研究会の活動実績の検証

大谷孝彦

（武庫川女子大学教授）

歴史的都市居住施設としての町家の再生は現代社会の求める多〈の課題を集約している。「Np O法人京町家再

生研究会」の京都における町家再生の活動実績を総括し，再生町家の内容と活動手法の両面における現代的意義を

分析する。更に，その現代的意義を根拠に現代の都市住居のありかたの本質について考察を行う。

キーワード： 1)町家再生 2）歴史的ストック 3）持続的創造行為 4）市民活動 5）有機的連携6）ネットワーク 7) 

アイデンテイティー 8）都市住居

A STUDY OF COMTEMPORARY SIGNIFICANCE IN REGENERATION OF MACHIYA 

Takahiko OTANI 

Regeneration of Machi ya as historical city living equipment includes various and complicated subjects which are needed by 

the contemporary society. I generalize the results of Machi ya regeneration activity by NPO Kyo machiya Saisei-Kenkyukai 

in Kyoto and analyze contemporary significance about co ntents of Machiya and method of regeneration activity. 

And , according to this results , I consider about ess ence of contemporary city dwellings . 

1 はじめに

研究の背景及び目的

歴史を積み重ねてきた町家は今もそこに引き継がれ

て来た伝統職人の技，くらしと生業が息づいている歴史

的木造都市住居であり，可視的，体験可能な歴史的スト

ックとして都市の価値ある資産である。歴史性と空間性

の密度の高い京都という都市において，間口が狭く，奥

域深く密集した鰻の寝床と呼ばれる京町家の空間と，そ

こにおけるくらしは相互的関連を持ちながら，洗練され，

熟成されてきた。

京町家は次のような特徴において評価されている。

－自然素材の供給と建物の耐周年数の適合性や素材のリ

サイクルなどの持続循環型システムに則っている。

－自然素材や自然環境を取り入れた建築空間ゃくらしに

おいて，環境共生のシステムが成り立っている。

－自然や人との係わりを大切にし，秩序性や美的感性を

合わせ持つ精神性の豊かなくらしの場である。

・適正な規模と洗練され，秩序性のある意匠，外観構成

によって人間的で美しい町並み景観を構成する。

・表と内のほどよい空間的連続性，町家居住意識の共有

によって，健全なコミュニティーを形成している。

－職住共存による落ち着きと賑わいを適度に合わせ持つ

コンパクトな都市環境を形成する。

. t：音われてきた職人の技を伝統技術，文化的価値として

継承している。

今，そのような町家の歴史的価値，歴史性が再評価さ

れ，歴史的資産としての町家，町家再生を活かしたまち

づくり，都市再生が進められようとしている。京町家の

再生，維持保全に対する行政の施策や市民活動が展開さ

れ，その結果，町家への関心が高まり，店舗などへの事

業活用も増え，まちの活性化が進んでいる。景観法が施

行され，また，京都においては審議会答申を経て，景観

施策が大きく展開されつつある。ここには京都の歴史的

ストックとしての町家の係わりが大きい。歴史性とは連

綿と積み重ねられてきた時間，様々な事象の総和であり，

「現代」或いは「今」という場はそのような意味を持つ歴

史性を根拠として存在する。

町家の「再生」は歴史性の継承と新たな展開の同一的

共存であり，歴史性と現代性がバランスの取れた緊張感

をもって共存することによって，持続性と創造性のある，

魅力的な「都市」の再生を可能とする。

都市とはくらしと生業，居住と経済が共存し，人・物・
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情報が高度集積する場である。今，その共存と集積の質

的なありかたが問われている。そのことを考える一つの

要素として「町家再生」があると考えられる。

高度成長期には経済効率，技術革新が第一とされ，質

より量を求める価値観の中で，多くの町家が取り壊され，

美しく整った，味わいある町並み景観が破壊され，歴史

を重ねてきたくらしのシステムや価値感が失われた。そ

こで失われたものは，物としての町家建築だけでなく，

それに係わる住み手や職人の精神的感性であり，町家を

維持継承するしくみである。

戦火を免れた京都にはまだ多くの町家が存続している。

平成 10年に実施された町家の実態調査において京都の

都心部（上，中，下，東山区）に約 28,000軒の町家が存

続していることが分かった。文 II京都の町家に関する基礎

的データが整い，町家に住まう人々の町家に住み続けた

いという思いや，町家維持の困難さの理由などが明らか

になった。

町家が壊される原因としては，耐震・防火に関する建

物の安全性への不安，くらしの快適さ不足，高層マンシ

ヨンなどによる立地環境の悪化，建物維持保全の手段や

資金不足などがある。文IIこれらは町家再生を進めるに当

たっての基本的な課題である。

その後の平成 15年の追跡町家調査によると，前調査

の一部に当たる都心部で約 13%の除却が行われている。

以前に比べると，減少の速度は抑制されたが，相変わら

ず，町家が取り壊され，高層ビルやガレージに替えられ

る状況が今も続いている。また，再生に際しても，一部

の活用改修においては，伝統構法による構造軸組みを無

視した不適切な改修も見られる。

一方，高度経済成長期における歪を是正し，真に豊か

な社会，都市環境が求められる中で，歴史的ストック町

家とその再生を一つの軸として，景観，コミュニティー

を再構築し，活力と持続性のあるまちづくりを目指す可

能性が生まれつつある。都心という場に広く存在する京

町家の再生に係わる課題は現代の諸様相を反映して，多

様で，複合的である。町家再生の根幹に存在する課題は

単に町家のみならず，広〈現代の都市や社会が抱える問

題に触れていると思われる。

当論文は京都おいて町家再生に関する総合的な取り組

みを続け，その成果を蓄積してきた市民活動組織， Np 

O法人京町家再生研究会と京町家再生研究会を中心とし

た四つの会の連携組織，京町家ネットの活動実績を総括

し，その成果を検証，分析する。そして，そこに見られ

る京町家とその再生についての現代的意義を明らかにす

ることを目的としている。それは，一つには，歴史的木

造都市住居としての町家が有する現代的意義であり，他

の一つは，町家再生の活動が，その理念，及び，しくみ

としてもつ意義である。

更に，そのような意義を持つ町家再生を根拠として現

代の都市住居のあり方についての考察を試みてみたい。

2 京町家ネットによる再生の活動の経過

2.1 発足と状況の移り変わり

－京町家再生研究会は平成4年 (1992年）に急激に失わ

れて行く町家，町並の保全，再生を目的として，研究者，

設計者，職人などの専門家と町家居住者など，約 30名が

集まり，祇園祭り山鉾ご町内の町家を本部として発足し

た。当初，京町家に関する調査・研究，再生実践，広報・

周知などを活動の手法とした。

・平成6年には再生研究会会員の呼びかけにより，鉾町

を中心とした都心部の町家調査を行い，後に平成 10年の

京都市による町家悉皆調査へと発展展開した。

・設立当初はまだ市民の町家に対する意識も薄く，その

後，数年の時を経て，ょうやく町家への関心が高まり，

個々の町家からの暮らしや建物の保全，改修に係わる相

談が増え，それに対する速やかで，実践的な対応に迫ら

れる状況が現れた。当初からの方針である基本研究的活

動に加えて個々の町家を対象としての実践的な取り組み，

及び，町家再生によるまちづくりへと活動の展開と強化

が必要となってきた。

・具体的な活動展開として，再生研究会の中から，維持

保全の実践部隊であり，培われて来た技術の継承と施

主・施工者の新たな係わりの構築をめざした「京町家作

事組」（平成 11年），町家再生の意識を共有し，活動をサ

ポートする市民の広がりを作るための「京町家友の会」

（平成 11年），空き町家の流通を促進し，町家活用の活

性化を計るための「京町家情報センター」（平成 13年）

を発足させることとなった。これらの四会が京町家ネッ

トとして，それぞれの専門的活動分野を担当しながら，

活動のネットワーク化を計り，多様で，綾合的な課題へ

の有機的，総合的な対応を目指した。その活動の基本手

法は京町家再生研究会の当初目標にあるとおり，実践，

研究・調査，広報・周知の情報発信である。そのような

中，平成 14年には，会の位置づけを明確にして活動の強

イじを計り，また，行政との連携をし易くするために京町

家再生研究会が NPO法人の認証を得ている。

2.2 ネットの活動のしくみ

京町家ネット活動のしくみは以下の通りである。（文2)

・町家ネットの運営は，再生研究会を中心として年間 6

回の連絡会議を行い，ネットワーク活動の基本的な理念

の下に，それぞれの活動内容を相互に確認し，それに基

づいて各会が独自の活動を実行する。一つの再生事例に

対しても，各会がそれぞれの立場からの対応を行うと共

に，活動の有機的な相互連携が行われる。

・ネットワークの共同の活動内容として，ホームページ
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委員会の下でのホームページの開設，編集委員会の下で

の年6回のニユースレターの発行を行い，町家建物ゃく

らしの紹介，活動成果の発表，企画の案内，町家を取り

巻く様々な状況の報告などの情報発信が行われている。

毎年2月にネット会員全体による合同例会を行い，会員

全体の交流・結束強化を図っている。また，全国町家再

生交流会などのイベントについては4会の力を集中し，

共同で実行する。

ネットワークの各会

O京町家再生研究会（平成4年発足）

町家再生に係わる様々な課題の解決に向けての実践的

な研究と共に，町家再生の理念と手法の構築を目指し，

ネットワークの拡充などの活動を展開している。京町家

ネットの有機的な連携活動のコーディネーターとしての

役割を担っている。会員は建築家，施工職人，研究者，

町家の住人など多岐の分野に及ぴ，その他約 100名によ

って構成している（図 2-1)。

0京町家作事組（平成 11年発足）

主活動である改修実践の他，京町家居住者と技能者・

職人・建築家のコミュニケーションを再構築して町家の

維持・保全のシステムを取り戻すこと，町家修復・改修

の実践を通しての技術の向上と若い技能者・職人の養成

を目的として結成した。会員は大工・工務店，左官，瓦

工等の職方と建築設計など 19の職種から構成している。

修復・改修に関する相談を受け，調査，提案，会員の中

からの設計者・施工者の紹介，工事費の査定，契約に関

する助言，工事の監修を行っている。また，京町家の定

期診断，見学会，セミナ一等も実施している（図 2-2）。

O京町家友の会（平成 11年発足）

京町家の持ち主と住み手および京町家に関心のある人

達で構成されている。年数回，専門家を招いての勉強会・

講演会，伝統的町家や改修町家の見学会などを行い，京

町家のくらし，生活文化や町家の維持・保全にかかわる

実体験と知識の修得を行っている。会員相互の情報交換

と親睦をはかりつつ，広く町家への関心を高め，町家の

住まい，暮らしの文化の継承伝達を目指している。現在

会員数は 360名。

0京町家情報センター（平成 13年発足）

空家となった町家と，町家に住みたい・町家を活用し

たいという人を結ぶ役割をもって結成された。町家の所

有者（登録オーナー）と居住希望者（登録ユーザー）に

センターへの情報登録をお願いし，適合する情報を結び

つける。対象となる町家は京町家再生研究会の専門家が

確認をし，建物の状況について適切なコメントを付け，

実際の契約は専門的な実務業者が行う。町家の保存・再

生に理解のある不動産業者 32社が登録業者として参加

し，契約などの専門的な業務を担当している（図 2-3）。
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表3-1 京町家再生研究会活動経過

再生 調査 広報

年度 活動内容 ＊ テーマ 実践 研究 周知 連機 交流

4 示都カトリック教会調査 保存・ 壬生 。
櫓弁慶山町会所再生計画 f'-'1.玉 壬とt 。

5 町家実測調査 KA安 KO~聖 2 f'-'E 圭仕 。
6 補修 ・改修計画 ミホプロジェクト店舗、富起屋店舗倍数会‘ HA家 4 f'-'Z王 王位 。
7 シンポジウム「大地震から学ぶ京都の家づくり l主宰 防災 。

町家耐震相談（ 6例） 防災 。
MI家解体取り壊しの資材活用 伝統資材 。。
町家実mu調査紫織庵、田中文商店 2 保存・再生 。
旧神崎家購入の紹介 活用 。
高等学校修学旅行案内 景観・再生 。
シンポジウム「歴史都市の未来 l参加 まちづくり 。 。
奈良まちづくりセンター園際シンポジウム参加 まちづく η 。 。

8 KA~改修計画ァナント紹介、設計・監理 活用 ・再生 。
日本建築学会研究協議会「文化財建造物の保存 ・再生の考え方 l参加 保存 ・再生 。。。
日本建築学会学術研究会「環境と芸術京町家を考えるJ参加 景観 。。。
巾，団体交涜会「京都のまちづくりを考える会 l まちづく η 。

9 京都市景観・まちづくりセンター主催「京町家まちづくり調査』参加（～H10) 星L董冒 。 。
店i捕「おぜき l再生改修計画 イ早左再生 。
散1k式7k幕防火縄

．． 拘｛～H11l BJ月UJ 。
10 建築士会連合会「まちづくり会議岡山」参加 まちづくり 。 。

京都こだわりの会との交流 連続講演会講師派遣 保存 ・再生 。 。
雑該SD特集号「烹町家高空手ご土時事紹支て生きる空間を求めて 1への寄檎 亙とt 。
示都市景観まちづくりセンター委託 l,'J'，町家再生モデル整備に係わるヒアリング調査 保存・再生

11 ｜箸 l 。 。
KU家再生企画 保存・再生 。
京都市京都すまいづくりセンター主催 すまいスクール講師派遣 保存 ・再生 。。
車量国住居学会烹都槻実町家案内 景観.iii倖 。 。

12 改修計画 SA家、レストフンo, mo, va 2 保存・再生 。
日本建築学会「京都の都市景観特別研究委員会 lへの参加（ H10～12) 景観 。 。
京都市京都すまいづくりセンター協働1再生町家ヒアリング調査（17件） 保存 ・再生 。 。
設計施工交流会第 1回（京都府建築士会、京都府建設工業協働組合）（～現在に至る） 技術 。 。
日月倫学区自治会まちづく均協議会への参加 まちづく η 。 。

13 改修計画中良妻、 おはぎ屋今西軒 保存・再生 。
京都都心部防災状況調査（神戸大学防災研究所との協働） 防災 。 。
京都くらしの会「京町家歳時記I NP O研修・情報センターとの共催 くらし 。。
建築士会連合会「まちづくり会議名古屋」参加 まちづくり 。 。
京都市景観まちづくりセンター「暑割まちづくりシンポジウム l参加 彊1-i曹 。。。
日本建築学会京都の都市景観特別研究委員会シンポジウム参加 景観 。。。。
京都市景観まちづくりセンター 京都まちづくり交流博パネル参加（及びH15) まちづくり 。 。
NH Kスペシャル「祇園祭・千年の祈り 尽都を継承する人々の記録」出演 保存・再生 。
KB Sフジオ京都「きょうと建築百科」町家特集出演 保存・再生 。
京都F11:1111 l計画審議会答申案に対する意見書提出（烹町家ネット連名） まちづくり 。

14 ii井醤油店再生計画 保存・再生 。
国土交通活性省都化市方再策検生討プ鯛ロ査ジェク卜「都市における示町家など伝統的工法による建築物
｜再生・ Iへの参画

再生 －活用 。 。
京初市1主宅整備諜委託 「町家賃貸集合住宅事業Iケ ススタディ 制度活用 。 。
父｝正案内 ならまちづくりセンタ一、静岡県体育文化協会 まちづくり 。 。
おE月才:l.1白日総会 ｛相続5件） イ♀若正．亙とt 。 。

15 ｜国TlR防災鯛査（神戸大学防災センタ一室崎研究室との共同研究） B方UJ 。 。
京j都市伝統木造町家の耐震に係わる翻査毒菌派遣 防fだ 。 。
｜町家の居住性 ・省資源研究（関西電力、京都大学吉田研究室との共同研究） （～H16) くらし 。 。
京都バーチャル時・空間の構築（立命館大学21世紀C0 Eプロジェクトに参画）

景観
（～H 16) 。 。

京都市委託町家集合住宅事業の翻査千両ヶ辻町家再生コーポ住宅計画 制度活用 。 。
尽都府委託京町家にみる京都の木の文化に関する調査 伝統資材 。 。
国土父遇省 不動産証券化手法を活用した地域活性化方策に関する調査毒菌派遣 資金 。 。
設立 10周年記念シンポジウム「京町家再生と Np O活動 l 再生 。 。
「日本とドイツにおける歴史的建造物の再生」シンポジウム（関西ドイツ文化センター

再生
共催） 。 。
全国町なみゼミかしはら・今井町大会分科会担当（くらし、防災制度、活用） くらし・活用 。 。
（社）日本建築士会連合会まちづくり悉酒会 まちづくりセミナー企画・運営 まちづくり 。。。

活江八幡まちづくり「閉 lの会研修会且回母A など 事掌会・意見本樋会 5 書観・再生 。 。
16 町家防災調査（神戸大学北後研究室との共同研究） 防災 。 。

京都市伝統的木造町家の耐震に係わる調査 防災 。 。
京都府依託黒町家の建築用材に関する基礎的研究 伝統資材 。 。
ハウジングアンドコミュニ景観テ形ィー財団依託「尽都市下京区・中京区・上京区・東山区
における町家を活かした 成推進のための調査 l

景観 。
Ji'，町家不動産証券化に向けての研究会証券化の具体茶の検討 資金 。
京都市景観・まちづくりセンター セミナー企画 活用 。。。
国際交il.E基金 インド・ブータンのまちづくりパネルトーク 再生 。 。
1-?C-リ市 日本ナショナルトフストなどからの視緊 まちづくり 。 。

17 I＼ウジングアンドコミユーアイー財団支援事業「全国の町家保全・再生に向けたネッ
再生 。

トワーク形成およびネットワークを活用した実践活動 1
全園田家再生受流会 再生 。 。

18 祇園祭山鉾構造調査（～現在に至る） 保存 。
不動産証券化実施支媛 資令 。
註＊ 再生計画、調査などの件数（同年度に復数あった場合の合計件数）
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3 京町家ネット活動の実績（いずれも，平成 19年2月

末現在）

3. 1京町家再生研究会の活動実績

京町家再生研究会の設立当初から現在に至る主な活動

実績は表 3-1の通りである。これを分析すると以下のよ

うな活動の特徴が見られる。

・基本となる活動手法は再生企画実践，研究・調査，広

報・周知，連携，交流であり，それぞれの活動が複数

の手法を重ねて有効に行われている。

・当初は学識経験者，職人，行政担当者などの専門家を

中心とする調査・研究，及び， 具体的な町家の再生企

画の実践が主となっていたが，作事組，情報センター

の発足以降は，活動の主体が，連携・交流を兼ねた調

査・研究，活動に移行している。即ち，共同研究・委

託研究などの他との連携を兼ねた調査・研究，ネット

交流や一般オープン型の交流活動へ移行展開している 0

．実践は具体的な町家再生企画・改修が 12件，活用紹介

1件，伝統資材活用 1件，その他相談事例である。

－専門家に対する見学会や案内，或いは，地域・グルー

プとの交流があり，各地，活動団体との交流は京都市

内から徐々に広域，全国に向けての展開になってきて

いる。

・活動テーマは，町家再生企画・改修 12件を含む「保存・

再生」が最も多く，その他 「まちづくり」「景観」「防

災」「活用」「再生」「資金」「伝統資材」「くらし」「制度

活用」「技術」 「保存」などの多岐に渡っている。

3.2 京町家作事組再生実践の実績

改修実践： 91件相談件数は約 313件である。主たる

再生改修事例は表 3-2の通りであり，事例 60件につい

て以下のような特性が見られる。

・居住と事業については 41件が居住専用， 17件が事業

活用， 2件が居住・ 事業共存であり，居住事例の方が

多く，一般に店舗改修などが目立つ中で地道に居住者

の要望を拾い上げている。

－動機については，最多は町家購入 10件を含めて，新規

入居が 16件であり，町家居住への希望者が多くなって

いることが分かる。同居8件は高齢者との同居が多く

時代背景を反映していると言える。老朽化，活用に続

く相続・結婚と死亡・高齢化・定年はライフサイクル

に係わる状況を反映している。

・改修内容については，水まわり・キッチンなど機能性，

快適性に係わる改修が多く，改修の基本となる構造・

屋根改修も多く行われている。水まわりの改修に関連

して，はしりの改修があり，高齢者の住まうものにつ

いてはバリアフリー改修がある。

居住・活用の形態，改修の動機，家族構成，改修内容

の細部については，はそれぞれの事情を反映して多様で

表 3-2 作事組改修事例（全 60件）

項目 内容
居住 居住

事業
兼用

動機＊ 1 活用
老朽化
購入
同居
高齢化

死亡
相続
結婚
定年
誕生

主な 水回り
改修内容本2 構造

キッチン
屋根
内装
走り
ファサード
部分改修
バリアフリー
外壁
全面改修
表屋改修
増築
付属屋改修
冗に戻す
庭

その他

註

* 1 複数回答。2件不明。
*2 複数回答。

件数
44 

14 

2 

24 

10 

10 

9 

5 

4 

4 

3 

2 

25 

24 

17 

15 

13 

10 

10 

10 

8 

6 

4 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

*3 借家の住み替えや店舗化を含む。

内居住

12 

8 

7 

9 

5 

4 

3 

2 

18 

17 

13 

10 

7 

9 

7 

5 

7 

3 

3 

2 

3 

3 

2 

3 

本3

ネ 4

*5 

*6 

*4 座敷などの 1部屋や 1階など一部分の改修、吹
き抜け、階段つけかえなど。

*5 蔵や離れなど。
*6 一部新築、門、塀の改修など。

あり，市民活動としては，それぞれの特性を大切にして

の個別的対応を行っている。

3.3 京町家情報センタ一実践の実績

契約件数55件，オーナー登録 99件，ユーザー登録604

件，登録物件数 654件（オーナー登録以外の不動産業者

からの物件を含む）である。実績内容は表 3-3のとおり

であり，契約にまで至る事例数は多いとは言えないが，

以下のような様子が読み取れる。

賃貸においては，申し込みは事業専用，居住専用が

ほぼ同数であり，契約成立件数は事業専用の方が多

し＼ 0

売買においては申し込み，契約成立共に居住専用の

みである。

契約成立において，職住共存の賃貸も含めると，居

住が 6割近くあり，事業活用が増える中にも町家居

住希望の実態があることが分かる。
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契約成立の率は，賃貸が 15.4%，売買が 4.7%で

あり，成立率は低い。町家に対する憧れ的期待と町

家の建築的実態把握，希望価格と実勢価格の差が原

因であろう。

表 3-3 京町家情報センタ一実績件数平成 14年～17年

賃貸希望 居住専用 職住共存 事業専用 その他 自十

平成14年 40(4) 24(2) 36(6) 1 ( 1 ) 101(13) 

平成15年 30(5) 21 (3) 27(4) 79( 12) 

平成16年 27 (2) 19(4) 32(4) 。78( 10) 

平成17年 13(3) 11 (2) 17(6) 。41( 11) 

言十 110(14) 75(11) 112(20) 2(1) 299(46) 

売買希望 居住専用 職住共存 事業専用 その他 E十

平成14年 14(1) 7 11 0(1) 32(2) 

平成15年 10(1) 5 5 90(2) 

平成16年 10 6 6 0(1) 90(3) 

平成17年 7 ( 1) 5 3 。90(4) 

自十 41 (3) 23 25 1(2) 90(5) 

3.4 京町家ネットの課題別活動実績

前節までに，各会の実践活動の実績を確認したが，以

下に京町家ネットとしての主たる個別，及び，連携活動

の実態を見る。活動の詳細によって，活動の内容，およ

び，手法の特性を確認することができる。

1)町家調査の実践，及び 3 参画（再生研究会）

テーマ：調査 ・研究，連携

京町家再生研究会会員の呼びかけで，研究組織を立ち

上げ，「木の文化都市一京都の伝統的都市居住の作法と様

式に関する研究」という主題の下に，平成7,8年にトヨ

タ財団の研究助成を受けて京都都心部の町家調査を実施。

調査内容は外観調査による建物類型，保存改変状態，維

持状態に関する調査とアンケートによる町家の〈らしに

関する調査であり，京都都心部の町家建物，及び，くら

しの状況が確認された。その後，この調査は京都市によ

って引き継がれ，京都市景観まちづくりセンターを窓口

として更に広域の町家悉皆調査が実施された。それにつ

いては連携活動として， 一つのグループリーダーとして

の積極的参加を行った。その他，個別の町家の実測調査

も実施している。

2）京町家歳時記企画実践（友の会）

テーマ：くらし，交流

月に 1度， 30人前後の会員参加による，町家のくらし

を皆で考えるくらし体験勉強の会。町家を住み継ぎ，暮

らし方を提案していくことで，多くの人に町家の保全・

再生の重要性を広めていくことを目標としている。正

月・節句・お盆などの季節の行事，掛け軸や漆器などの

道具としつらえ，祇園祭，大掃除や建具替え，お茶会や

お香などのたしなみ，など京町家に密着したくらしのテ

ーマを取り上げている。

また，友の会例会は年に4回，京町家ネットの関連組

織の事例見学会や例会，シンポジウム参加による勉強会

などを実施。京町家ネットの各会から，知恵，技，情報

を得るネットワーク利用型の活動である。

3）京町家のくらしーエネルギー消費（再生研究会）

テーマ：くらし 3 研究

現代建築に欠かせられない室内環境調整設備に対し

て，町家は自然と共に「心地よく暮らす」豊かなくらし

の場であった。多〈の町家の住まい手に，そのような町

家のくらしを再確認し，先人の知恵とくらしと現代性の

調和のあり方を考えてもらうことを目的としている。大

学の環境研究室，関西電力との協働。その結果をブック

レットとして広く住まい手に配布している。

4）設計施工交流会の企画実践（再生研究会，作事組）

テーマ：技術，交流

京町家再生研究会が企画。（社）京都府建設工業協同

組合，および，（社）京都府建築士会それぞれの町家など

の伝統木造建築に係わるメンバーと京町家再生研究会，

京町家作事組が合流し，伝統建築の技術の習得と相互交

流を目的としている。平成 16年度より，年5回を継続開

催している。伝統木造に関する正しい知識や技術を職人

同士の聞で，また，立場の異なる設計者と施工者の聞で

共有するために，実際の町家や改修現場を訪れ，意見交

換や情報交換を行う。

その他にも，専門家，及び， 一般に対しての見学会，

学習会，体験会などを開催している。

5）棟梁塾の開講（作事組）

テーマ：技術

文化と歴史を継承する貴重な都市住宅である京町家

を支える伝統構法を真撃に学び，引き継ぎ，自らの創意

と工夫を加えながら次の時代に引き渡すことのできる全

人格的技能を備えた「棟梁」の育成を目標として開講し

ている。暮らし，地域，祭り，歴史，祈りが織り込まれ

た「京町家」には，安全・機能性と意匠の両立，保全の

容易性，加工組み立ての合理性，再利用と再生産の仕組

みが達成されている町家において，科学的な知見や精織

なシステムに偏ることなく，経験と洞察力によって総合

的な判断が出来る熟練の作り手を養成する。カリキュラ

ムは二年間で 40回の座学と 20回の実習，合わせて 240

時間の講義。

6）図書の刊行（作事組）

テーマ：技術，周知

作事組に結集した伝統木造建築に係わる職人の経験

と知識を集めて作成された京町家の紹介書。「町家再生の

技と知恵」「町家再生の創意と工夫」の二刊セットとなっ

ており，前者は町家が何であるかを歴史，及び，空間，

機能，意匠，そして，伝統構法に基づく構造の特性，京
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町家ができる過程，町家改修の実践マニュアル，改修さ

れた町家の実例，という手順で紹介している。後者は作

事組が実践してきた事例を通して，創意と工夫をいれな

がらも正しい改修を進めるための作法を町家改修の過程

の中で捕らえようとする主旨内容でまとめている。いず

れも刊行後， 4回の勉強会「作り手町家塾」を開催し，

解説，質疑応答，討論の場を設けて，町家・町家改修の

普及を行っている。

7）散水式水幕防火装置研究（再生研究会）

テーマ：防災，連携

人やコミュニティーというソフトの力を活かす形の

防火性能に関する研究として，散水式水幕防火設備の研

究を実施。（財）日本建築総合試験所で実物大模型による

実験を重ね，均等な水幕を作るためのノズルの数，形や

配置の検討，水道水を使うための衛生上の検討などを行

った後，ある町会所町家の表家道路面に延焼防止に有効

な装置として実物を設置した。屋外における自動感知式

での誤作動を避けて，実際に水を出すのは手動パルプに

よるため，防火構造としての法的な認知を得ることが困

難である。自主的な設置であるが，町内の共有する建物

でもあり，コミュニティーというソフトの力の活用が有

効である。神戸大学防災研究室との共同研究。

その他防災に関しては，阪神淡路大震災後の震災シン

ポジウム開催，国土交通省 防災構造部会に委員参加，

くらしと防火の調査研究（神戸大学防災研究室との共同），

京都市耐震調査委員会委員参加などを実行。

8）楽町楽家の企画実践（友の会，情報センタ一）

テーマ：活用，くらし，受流

平成 17年全国町家再生交流会プレイベントとして開

催したが，その後も年に一度の継続開催として，コンサ

ート，作品展，体験会，オープンハウスなど多岐にEり，

五感で楽しむイベント企画。 17年度の参加者は 2000名

を越えたと見られる。京都市全域に渡る，京町家ネット

に係わりのある町家を中心にして，それぞれの家の個性

を発揮した居住者の積極的参画を基本としている。催し

への参加者は町家の空間ゃくらしを身体に感じる。作事

組の改修事例を含むオープンハウスでは，適切な改修町

家をアピールすることができる。

その他，活用に関しては，国土交通省 「都市におけ

る京町家等伝統工法による建築物再生・活用方策検討

委員会」参画（再生研）などを行っている。

9）町家不動産証券化研究と事業への参画（再生研究会）

テーマ・資金，連携

市民サイドによる資金調達の一つの手法。平成 16年

度に国土交通省の補助を得て京都市が行った研究の成果

を元に，不動産業者，弁護士，税理士，不動産鑑定士な

どが参画，京都市景観まちづくりセンターが事務局とな

り平成 17年度に具体的な事業に取り組み，平成 18年6

月に第 1号の事業が実現した。町家3物件で一事業とし

ての取り組みであり，「京町家証券化特定目的会社」を設

立，出資を募り，総額 1億 1千万円の内の 6千万円の一

般募集額を大幅に上回る出資があり，関心の強さが確認

された。しかし，町家を対象とした場合，大型物件への

取り組みとは異なり，大きな配当が見込めるわけではな

く，文化に対する投資という位置づけの認識が必要とな

る。初期コスト（特にアレンジャー費用）の引き下げ，

配当利益よりも文化振興に目標を置いた低配当の了解が

必要。研究，及び，実施に参画した。

その他，資金に関する研究としては京都市の委託研究

「京町家再生賃貸住宅制度」などを行っている。

10）日本建築学会「京都の都市景観特別研究委員会」委員

参加（再生研究会，作事組，情報センター）

テーマ：景観3 連携

全国から多くの研究者が参加して行われた研究委員

会であり，町家も景観の大きな要素として取り込まれた。

外観的な景観の視点だけでなく，建物の内で豊かに営ま

れるくらしや職人の技術など，即ち内側の視点からも景

観の問題に迫ろうという意図の下に「暮らしと景観」「技

術と景観」という小委員会が設けられ，約 10名の会員が

委員として参加した。委員会のまとめとしての提言は京

都市にも提出され，京都市の景観施策にも影響を与えて

いる。

その他，建築学会との連携として，日本建築学会研究

協議会，学術協議会での発表。景観に関して，京都市

景観基準改正へのパブリックコメントなどを行っている。

11)京都市景観・まちづくりセンターセミナー企画・実

行（再生研究会，作事組，友の会，情報センター）

テーマ：活用，連携，交流 3 広報 ・周知

京都市の市民窓口となる外郭団体，財団法人京都市景

観・まちづくりセンターが主催する市民向けの「景観・

まちづくり大学」の講座である「京町家再生セミナー」を

企画担当して実行した。

・平成 16年度後期；ゲストに，町家持主と借主，食品販

売者と飲食店経営者，若手不動産業者，町家所有者と

テナント，町家居住者と改修施工者，改修町家の住み

手などをベアーで招き， 6団連続開催。

・平成 17年度後期；「生きている町家一活かしてくださ

い京町家」をテーマに，京町家の保全，再生に取り組

む京都の6団体の共同企画により，各種団体の主体的

活動による役割分担と相Eの特性を活かしたネットワ

ーク活動の実現を計った試み。 4団連続。

12）行政委員会への委員参加（再生研究会）

テーマ．票観，活用，防災 3 連携

景観法に係わる景観重要建造物の指定，景観計画や景

観マスタープランの策定，京都市景観基金などの運営や

事業実施についての委員会，耐震調査委員会，あるいは，
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今後の行政の施策のあり方の検討会などにも，市民サイ

ドのNp Oとして，メンバーが委員参加し，意見を述べ

ている。

13）全国町家再生交流会の企画実践（京町家ネット）

テーマ：交流，広報・周知，連携

平成 17年6月開催。各地で町家再生に取り組む団体

に京町家ネットの長年にわたる活動実績やシステムを伝

え，また，各地で実りつつある示唆に富んだ多くの事例

を学びあい，それぞれの活動にフィードパックできる交

流の場とすることが目的であった。

京町家ネット合同の企画。交流会実行委員会を組織し，

専属の事務局を作事組事務所に設定し，計 13回の実行委

員会を行った。京都市景観まちづくりセンター，及び，

主会場となる京都市アートセンターの共催を得た。近畿

建設協会，及び，ハウジングアンドコミュニティ財団「地

域づくり団体の全国ネットワーク形成支援事業」から資

金助成。多岐に亘る人材の分担，協力によって行われた。

全国から 351名， 82団体の参加。内容として，京町家ネ

ットの活動紹介とパネルディスカツシヨン，各地の事例

報告，分科会7組による討論会，懇親会，改修町家見学，

作事組の町家再生事例現場の見学を行った。

その他，全国ネットとして，「全国町並み保存連盟」に

参画している。（再生研）

14）広報・周知活動（京町家ネット）

テーマ：広報・周知

・見学会，勉強会，シンポジウムなどの開催

・セミナー，講習会への講師派遣

．京都市の町家再生に関する事業企画担当

・再生研究会月例会（年間 11回）

－友の会例会（年間4回）， 「暮らしの歳事記」（毎月）

・ニュースレター（年6回），ブックレット発刊（適宜）

．ホームページによる情報発信

－町家を会場としたイベントの企画実践 など

以上に見るように，活動の取り組みは多様な課題に渡

り，その活動は個々の会の専門性によるもの，及び，会

が連携して効果を高めるもの，或いは，会全体のネット

としての力を発揮して取り組む場合もある。その活動内

容，及び，手法は総合性，有機性を持って効果的に展開

されていると言える。

4 活動の成果と今後の課題

15年に渡り展開されてきた京都における京町家ネッ

トの有機的，総合的な町家再生活動は以下のような活動

成果を上げてきたと考えられる。しかし，その成果は広

く，多くの町家が存在する京都という歴史都市において

はまだまだ十分とは言えず，ここでは更なる今後の活動

展開に対する課題を確認する。

1）再生実践の実績

成果：京都において，多くの町家が再生され，歴史的ス

トック活用によるまちづくり，まちの活性化が展開され

つつある。

課題：歴史的建築の本質を継承しながらも，現代的生活

様式，現代的感性にも適応する再生の手法，理念を確立

し，広く市民，住民の聞に普及する必要がある。

2）町家再生活用の活性化

成果：京町家情報センターにより，町家再生に理解のあ

る不動産業者のグループイじが実現し，町家の売買・賃貸

に関する情報の収集整理，適切な流通促進が展開されつ

つある。

課題：新しい活用企画，事業活性化，適切な町中観光な

どによる町家再生活用の促進と共に，町家を維持するた

めの経済的基盤の整備，資金調達手法の開発が必要。ま

た，地域特性に適した事業の展開，町家に適した改修を

徹底し，活用の質的向上を計る必要がある。

3）伝統技術の継承と適切な技術開発

成果：伝統技術の仕事の場を提供し，技について語り合

うことによって，職人の伝統技術継承に関する意識と技

術の向上を促進している。伝統構法の信頼性を確認し，

高める活動によって，伝統構法の性能の評価と基準改正

に対する影響力を発揮してきた。

課題：歴史的建築の施工技術の再評価，及び，その継承

と優れた技術継承者の育成のシステムの構築。技術継承

の実践の場の確保と町家の維持保全のため，居住者と職

人を繋ぐ，お出入りの仕組みの再構築。現代技術の適切

な取り入れによる施工技術と施行システムの合理化。資

材の生産促進と流通システムの合理化による伝統建築素

材の確保と資源循環型建築生産システム再構築。伝統構

法による新たな町家を建設する条件整備。

4）町家再生の周知－普及

成果：シンポジウム，ニュースレター，ホームページな

どの情報発信の結果，市民の町家再生，まちづくりへの

意識の改善と高揚を促している。

課題 ：町家に暮らすことの意味の再認識と，町家の再生

に対する市民の関心，意識の更なる高揚を計り，アイデ

ンティティーの共有という町家再生の基盤づくりにまで

高める必要がある。

5）連携→守政施策への影響

成果：京都市や景観まちづくりセンターとの連携があり，

まちづくりや景観施策の遂行に対しても，先行事例のー

っとして，施策検討のための資料提供や検討会への参加

などを行い，影響力を発揮してきた。

課題：景観法の運用や改正されつつある京都市の景観基

準に関連しての町家再生の研究と実践対応。景観協定や

地区協定などによる立地環境整備の推進。相続税，固定

資産税の緩和など維持費負担の軽減の施策推進。
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6）交流

成果 ：京都や他の地域における活動組織，ストック活用

によるまちづくり，都市再生に対し，市民主体型有機的

ネットワーク活動としての影響力を発揮している。

課題：町家再生を広く，複合的な視野の中に捉え，市民

の主体性のある活動を活かしながら，歴史的ストック活

用によるまちづくり，都市再生をより有効に，確実に展

開するための新たなシステムの構築。そのための，より

広い地域での，より強固な交流，連携の促進。

以上の確認の結果，今後の課題として必要な内容は，

・地道な再生実践の展開と資金調達，立地環境，耐震な

どに係わる技術など，差し迫った具体的問題の解決。

・基本的な課題として，町家の優れた歴史性の正しい継

承と，合わせて，現代性とも相容れる適切な再生の理

念・技術の構築と普及。

．そのような町家再生の本質に対する市民の理解と意識，

アイデンティティーの共有。

・そして，それらを実現するための交流や連携による有

機的システム，ネットワークの構築。

などに集約される。

5 活動の特性

ここまで見てきた活動の実績を総合的に見ることによ

って，以下のような活動の特性が確認できる。

1)歴史的ストック再生の活動

京都という時間的深さと広がりを持つ世界的な歴史都

市における歴史的ストック再生の取り組みである。地域

独自の歴史と文化を凝縮した町家の保全，再生，更に時

代に適応した新たな利活用により，地域の歴史文イじを掘

り起こし，持続的なまちづ〈り，都市再生へ向けての大

きなモデルケースとなる先導的取り組み。

2）多様で，複合的な課題への総合的取り組み

歴史性と現代性が交錯し，また，多様で，復合的な課

題を持つ都市におけるストック活用による歴史性の再生

である。保存，開発という二元論でなく，歴史性の継承

と新たな展開を同時的に行う持続的創造を目指す活動。

町家再生のための手法，システムの構築，伝統技術の

継承と展開，再生普及の情報発信，交流・連携，ネット

ワークの拡充などについて，常に理論的研究と実践的対

応，ソフトとハード， 一般的対応と専門的対応。それぞ

れの両面を合わせて同時的に行う，有機的な総合性を持

つ取り組み。

3）有機的ネットワ クシステムによる活動

NPO法人京町家再生研究会，京町家作事組，京町家情

報センター，京町家友の会の4組織の有機的なネットワ

ークで活動の成果を大きく高めている。強固な共有理念、

の基に，個々の会は活動の主体性と専門的な領域の知識，

技術，経験を最大限に活かしている。また，複合的なし

くみの中で，再生研究会をコーディネーターとして個々

の活動を総合化するという，有機的な連携を持っている。

これは活動の中から必要に迫られて，自然発生的に生ま

れて来たシステムである。活動内容は相互に重なり合い，

適宜の連動を重ねている。

例えば

友の会の集まりでの会話情報が作事組や情報センタ

ーの手掛ける物件に繋がる。

作事組，情報センターを訪れる依頼者が町家の理解

のために友の会に入会する。

情報センターの物件は再生研究会，作事組の技術専

門家によってその保全状況を診断する。

賃貸の条件を定めるに当たり，必要な改修工事の費

用については，作事組から適切なアドバイスが必要。

作事組への改修相談が有効活用の話を伴い，情報セ

ンターとの協働が必要になる。

再生研究会が企画するセミナー，シンポジウムには

他の会のメンパーが専門家としてパネラー参加する。

友の会の勉強会，例会で作事組の改修事例や工事現

場を訪問し，作事組職人からの説明を受ける。

作事組改修物件で発生する資材流通，近隣問題，制

度活用などの問題について，再生研究会で研究課題

として取り上げる。

などの連携が随時実行されている。

今後，各会の例会やその他の企画を相互にオープンな

ものとして，それぞれの活動の相互理解と協力の態勢を

更に強化し，ネットワークの有機的な効果をよりいっそ

う高めて行く可能性を持っている。

4）多様な人材が集まる組織態勢による活動

各会の会員，及び，活動を主導するメンバーには多岐

に渡る分野の人材が参画しているが，特に，建築・不動

産に係わる作り手や研究者などの専門家と町家の住み手

が当初から参加し，協働して活動を推進してきたことが

特徴的である。住み手，作り手が一つの組織の中で，あ

る課題について相互の立場から対等に議論し，協働して

解決に当たっている。

作事組は理事会，事務局のもと伝統木造の技を持った

工務店や大工，左官その他の職人が，また，情報センタ

ーには町家に理解のある不動産業者が登録参加している。

これらの人達，及び，事業者は京町家ネットのシステム

に包括されていることになり，ネットワークとしての広

がりは実際には更に大きなものとなっている。

5）市民が主体となったまちづくりの活動

行政の主導型が多い全国的なまちづくり活動の広がり

の中で，市民が主体となった活動を展開して来た。真に，

持続的で活力のあるまちづくりは地域の住民自らの意思

と力による活動の展開によって醸成されるものである。
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安易に行政の支援，企業の助成だけに頼ること無く，市

民としての使命に徹した活動を主体的，積極的に展開し

て来た。制度として，規制や誘導・支援を行う行政の役

割では対応しきれない個別の相談事例に，細やかな配慮

と柔軟性を持つ対応を心がけ，地道な活動を行っている。

個々の成果を集積し，点、から面へとモザイク状に広げて

行くボトムアップ型の市民活動の取り組みである。

6）外への広がりを持つ連携活動

自らのネットワークのみならず，京都，或いは，他の

地域と，活動紹介，意見交換，展示会，シンポジウムな

どの催し参加などの連携・交流を行っている。また，地

元行政である京都市の町家に係わる事業の企画担当，調

査研究などへの主導的参画を行い，行政の対市民窓口で

ある景観まちづくりセンターとの適切な連携も行ってい

る。また，日本建築学会の研究委員会，国土交通省によ

る調査委員会などにも参画し，事例提供や提案を行い，

市民活動としての主体性をもちながら，学会，行政との

連携活動を有効に実行している。

6 町家再生の現代的意義

6.1 現代都市における町家再生の現代的意義

前章までにおいて活動の実績を分析し，活動の特性を

総括した。ここではその活動によって行われる町家再生

が持つ現代的意義を考察する。ここに取り上げた京町家

は「歴史的都市居住木造建築」である。

都市は人・物・情報の高密度な集積である。 20世紀に

おいて高度経済成長を続けてきた都市は今後の人口の減

少，産業の空洞イじ，コミュニティーやアイデンティティ

ー喪失などの問題を抱え，また，量よりも質を求める社

会的な価値感の大きな変化の中で，そのあり様，目指す

方向性が間われている。そのように，都市の基本的な再

構成が望まれる状況において，貴重な歴史的ストックで

ある町家の再生が持つ現代的な意義は大きい。町家再生

は単に町家の再生の問題に止まらず現代社会に係わる根

源的な問題に係わっていると考えられる。

町家再生には， 「町家とその再生が内容として有する

意義一虚史的資産活用の現代的意義」及び「活動の手法，

しくみが有する意義一町家再生活動の現代的意義」があ

る。

①歴史的資産活用の現代的意義

・歴史性を根拠とした持続的創造行為

歴史性と現代性の同一化

－町家のくらし，建物がもっている優れた特性の再生

今必要とされる価値観との適合

②町家再生活動の現代的意義

－多様で複合的な現代社会課題への総合的取組み

文化と経済，技術と感性などに対して，二元論的で

ない総合的対応

・有機的ネットワークによる実践的活動

理論と実践，専門性と総合性，情報のネットワーク

による相乗効果

・行政，景観まちづくりセンターとの適切な連携

上からの取り組みと下からの取り組み

－市民が主体となった市民活動

歴史性を根拠としたアイデンティティー共有の土壌

以下の節において，歴史的資産活用の現代的意義，町

家再生活動の現代的意義を詳述する。

6.2 歴史的資産活用の現代的意義

1）歴史性を根拠とした持続的創造行為

歴史性と現代性の同一化

町家再生とは「歴史性の継承と新たな展開一歴史性を

根拠とした持続的創造行為」である。

歴史性は単に過ぎた時間，取分け，その途切れた断片

ではなく，今に至る全ての時間の蓄積がもたらす，空間

と時間に係わる場所性としての意味を持ち，都市や地域

の文化的特性，個性は歴史性によってつくられる。

歴史性に対して，従来の保存と開発という単なる二元

論的捕らえ方ではなく，両者の「係わり」を有機的，総

合的に見る視野が持続的創造としての「再生」であり，

それはかつて，ごく自然な形で理論と感性を実践の中に

包括してきた住人のくらしや職人の技能に見習うべきも

のがある。「もの」「こと」を即物的に捉えるのでなく，

他との「係わり」として見ることに現代性がある。

今後の魅力あるまちづくり，都市再生はこのような歴

史性の継承とそれを根拠にした新たな展開による持続的

創造によって実現する。歴史性はあらゆる地域における

アイデンティティーの根拠として再認識される必要があ

る。京町家は都市の歴史性の重要な根拠の一つであり，

従って町家再生は持続的創造行為として，歴史性を顕現

化する一つの契機，手段としての意義が大きい。

また，長年にわたって培われてきた優れた職人の技を

継承することは単なる伝統技術の継承に止まらず，文化

的価値継承としての意義がある。

2）町家のくらし，建物がもっている優れた特性の再生

京町家が本来有している基本的な特性を活かした再生

は次のような現代的意義を持つ。

－環境共生，持続循環型社会への適応

木材の成長年数による自然素材の供給と建物の耐周年数

という建築のライフサイクルとの適合性や素材のリサイ

クルなどの持続循環型のシステムに則っている。

－自然素材の感触，健康性や自然環境を取り入れた建築

空間ゃくらしにおける環境共生のシステムが成り立って

いる。

－豊かなくらしの場
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町家は自然，季節感や人との係わりを大切にし，けじ

めという秩序性や美的感性を合わせ持つ，豊かな感性の

あるくらしの場であり，建築空間との密接な係わりがあ

る。豊かなくらし，高齢者の安らぎの住まい，幼少者の

健全な育成空間としての意味を持つ。

－町並み景観

京町家は，ヒューマンスケールで，秩序性と洗練され

た意匠を持つ，質の高い町並みを構成していた。このよ

うな町家の外観構成を基準にした町並み整備によって人

間的で美しい町並み景観を構成することができる。

－コンJ＼クトシティー

職住共存を基本とする町家，町並みは落ち着いた件ま

いとしての都心居住と活き活きとした経済活性を可能と

し，表と内のほどよい空間的連続性，町家居住意識の共

有によって，人の係わりが密で，豊かなコミュニティー

を形成していた。町家再生により，都心居住と都市経済

をコンパクトに合わせ持つ，落ち着きと賑わいのある，

コンパクトシティーとしての中心市街地活性を実現する。

歴史的資産としての町家が持っている上記の要素は，

まさに現代における都心居住，都心活性，コミュニティ

ーの復活，町並み景観，都市の再構築に対して必要とさ

れる要素である。町家，町家の町並みを現代社会におい

て改めて評価し，その特性を活かす持続的創造という町

家再生行為は，真に豊かなまちづくり，都市再生を可能

とすることにおいて大きな現代的意義を有すると言える。

6.3 町家再生活動の現代的意義

1）多様で複合的な現代社会課題への総合的な取組み

一活動理念

町家再生は京都という大きな歴史都市におけるまちづ

くり，都市再生と繋がる多様で，複合的な課題である。

そして，町家には個々の町家における課題と共に地域と

して共有すべき課題があり，又，町家はくらしと建物が

一体化，同一化しており，くらしと建物のそれぞれが，

機能的，技術的側面（ハード）と精神的側面一感性（ソ

フト）の両面の課題を複合して持っている。

このように，町家を，ひいては，現代社会を取り巻く

状況は多様で，複合的であり，これに対して，多元的な

要素を，縦と横の糸をつむぐように，相Eの係わりを見

る感性によって，有機的，総合的に捕らえる町家再生活

動の理念の中に現代的意義がある。

2）有機的なネットワ ークによる実践的活動

－活動実践のしくみ

京町家ネットの活動は，四つの会の有機的連携による

自らのネットワーク，京都，及び，全国ネットの各種組

織・地域との連携，行政としての京都市，京都市景観・

まちづくりセンター，及び，国（国土交通省など）との

連携など，段階的広がりのしくみを持って構成されてい

る。その活動は様々な分野の知能が結集した組織の活動

であり，理論と実践を同時的に行う活動であり，専門性

を活かした個別の活動と連携的活動を合わせ持ち，個々

の事例から地域への展開という有機的，総合的な取り組

みである。

「お出入り」などかつての住み手が町家という建物を

維持継承していくための「しくみ」がなくなった今，多

様で複合的な課題に対しての有機的な連携・ネットワー

クによる実践的な活動のしくみは，今後に必要な取り組

みのシステムとしての現代的意義がある。

3）行政，景観まちづくりセンターとの適切な連携

市民活動と行政の連携，協働のしくみ

行政サイドの取り組みは広く全体を見ながらの包括的

な制度イじという手法による対応であり，そこには公共性，

一般性が表に立つ必要がある。 一方， Np O活動は個々

の事例，個々の地域への個別的対応が可能であり，具体

性の強い実践的対応の積み重ねを特徴とする。いわば，

行政のトップダウン的， Np Oのボトムアップ的と言え

るこの両面からの取り組みがそれぞれの主体性は持ちな

がら，うまく一体化し，双方の協働的，総合的な取り組

となることによって，効果的な成果が生まれる。

京都における市民に対する行政の窓口としての（財）

京都市景観まちづくりセンターと市民を代表する形での

NP O，市民活動組織の適切な連携が今後，制度と実践

の繋ぎの役割を受け持ち，行政，市民の協働の形を実現

していく可能性を持っている。再生を支援し，町家再生

や町づ〈りを誘導するトータルコーディネイターとして，

市民活動組織， Np Oが果たす役割は重要である。

このように明確な形で，行政と市民活動のそれぞれが

主体性を活かしながらの連携は，新たな官民の連携の実

践として現代的意義がある。

4）市民が主体となった活動

町家再生は歴史性を根拠とした，市民の自主的な活動

から生まれるアイデンティティーの共有を目指す活動で

ある。町家が住み手，作り手という市民の暮し，生業の

場として維持継続され，豊かなまちなみ，コミュニティ

ーを形成して来たものである。それ故に，今その再生は

市民の主体性を持つてなされなければ，真に活力のある

町家再生からまちづくり，都市再生に向けての活動が実

現されることがない。その実現のためには，市民が町家

を地域の歴史性，地域の文イじ的特性として再認識し，ま

た，住み手が歴史的な価値ある町家に住んでいるという

ことに対する意識と生活文化の担い手としての誇りを復

活するが必要がある。行政や他人を頼りにするだけでな

く，住民自らが町家を理解し，維持する意思を持たなけ

ればならない。町家に積み重ねられてきた歴史性には外

見上のものだけでなく，人の内なる「感性」がある。抽

司
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象的に見えるこの感性を市民，住民の心の内に改めて具

現化し，内的な条件を整えることが，町家再生にとって

の本質的必要条件である。町家の住み手や職人が持って

いた感性を具体的な形として再生し，市民的拡がりの中

で町家再生をアイデンティティーとして共有することに

よって，かつては美しい町並みを維持してきた社会的，

文佑的土壌が再生される。そのような土壌から，広く，

深く再生の芽が自然に醸成され，その結果，様々な制度，

施策も有効に機能し，人間性豊かなまちづくり，都市再

生が実現する。町家再生は歴史性を根拠とした地域のア

イデンティティー共有による，まちづくりの土壌形成を

目指す市民主体の活動であるということに重要な現代的

意義が有る。

7.まとめ 現代の都市住居のあり方

現代の都市住居はそこにおける個々のくらしの質、コ

ミュニティーのあり方、都市景観、環境などに関する様々

な課題を抱えている。都市住居としての歴史を重ねてき

た町家とその再生の現代的意義を根拠に、現代の都市住

居のあり方の考察を試みる。

①都市住居のあり方の基本理念として

町家再生は歴史性による地域の個性、文化を根拠とした

持続的創造行為である。京町家に見られるくらしと建物、

住み手や職人の意識や感性が持っている文化性と現代の

社会を取り巻く諸様相には基本的なギャップがある。都

心住居もその地域の諸要素との係わりに十分な配慮を行

い、その地域の特性、文イじと一体となり、そして、その

場所に同一化される必要がある。それは建築の形態に係

わる問題であり、そこにおけるくらしの問題でもある。

現在は一般的に住居建設においても経済性の追求が比重

の大きい主題となっている。町家に係わる職人は長年の

経験の中で、寸法の規格イじ、素材の使い回しなどの合理

的手法を取り入れてきたが、一方では、京都としての文

化的特性を町家の中に維持し、創造する感性を併せ持っ

ていた。今後、経済的合理性の追求と共に、歴史性、文

イじ性を主題にした住居建設への変換が必要である。文イじ

性の根拠となる歴史性と現代性は別個にあるのではなく、

現代は歴史の延長にある現在である。作り手と住み手の

聞で都市居住、都市住居に必要な本質的な価値基準、ア

イデンティティーの根拠として、地域の歴史性、文化性

を確認し、共有する必要がある。そこには、意識、知識

と共に豊かな感性をも必要とするであろう。そのような

精神的要素に重きを置く理念は未だ、抽象的態度として

の位置づけに終わる事が多い。しかし今や、町家再生の

実践の中にその具体性が伺い見られるところであり、そ

こへ近づく努力が具体化されなければ、本質的な都市住

居は現れることがない。

②都市住居の具体的な内容として

町家のくらし、建物は都市住居としての優れた特性を持

っており、現代の都市住居にその再生を試みることは有

効である。京町家は自然と人との係わりを大切にした精

神的に豊かな暮らし、コミュニティーの場、そして、魅

力的な町並み景観、職住共存のコンパクトシティーなど

として実現されており、環境共生、持続循環型社会にも

適う。現代に求められる都市住居の具体的な内容は、く

らしと建物が見事に係わりあいながら実現している町家、

京町家再生の中に見られる現代的価値を根拠として可能

となる。現代都市住居である都心集合住宅においては、

既に「町家型集合住宅」として、施設併存、町並みデザ

イン、奥行活用・立体坪庭、共用通路、環境共生・住ま

い方、建築の自立性と連担性など、文3）町家のくらし

や空間的要素の取り込みが試みられており、その成果を

みるところである。しかし、その実現のためには、現実

的課題として、面積有効率というような経済性とのバラ

ンスの視点を更に乗り越える必要性がある。

③都市住居つくるシステムとして

現代の都市住居の建設に当たってはその事例ごとに多様

で、複合的な現代的課題があるものと思われる。その課

題を解決し、豊かな現代の都市住居をつくるためには、

町家再生の活動がその理念、手法において実践してきた

ように、そこに住まう住民が主体となり、近隣の住民、

建設側の主体者、必要に応じて、支援組織、行政が連携

したしくみによる総合的、有機的な都市住居の創造的建

設の取り組みが行われなければならない。個々の利益を

超え、輝かしい都市の価値への合意を得るためのし〈み

である。

以上のように、町家、町家再生が持っている現代的意

義が今後の本質的な都市住居の実現可能性を示唆してい

るといえる。
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