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司会　ここ東京は、日本のなかでいうと、い

まや特殊な地域といっていいような状況にな

っていると思います。最近、「都市再生」とい

う掛け声のもといろいろな大型プロジェクト

が動き出そうとしているだけではなく、汐留、

品川、あるいは六本木では次から次へと超高

層の大規模再開発が姿を現しているという状

況です。

　そういうところの開発というのは、皆さん

ご覧になればおわかりのように、いままでの

歴史とか、あるいはその地域の自然や文化を

消し去って、なにか新しい文化、新しい自然、

新しい環境をつくるという形で開発が進んで

いるわけです。したがって、東京のなかから

は東京の記憶というものがどんどんなくなっ

ていくという、そのような都市開発がものす

ごいスピードで進んでいるのを見ることがで

きます。

　ところで、今日ご紹介する三つのケースは、

それらと全く対象的なものだということにお

気づきだと思います。きょうの三つのケース

は、まちをどのように育てていくか、あるい

はどのようにマネジメントしていくかという

ことを非常に重要なポイントにして、そのな

かで忘れられていた歴史を再び掘り起こして、

地域の力にする、あるいは忘れられていた文

化が再び見い出されて、みんなの楽しみや喜

びをつくる、そういったことを積み重ねなが
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ら、東京のなかのアイデンティティの高い、

それぞれに個性豊かなまちを引き継いで、し

かも活性化していこうとしている、そういう

ケースです。

　そのまちづくりを支えてきたのは、さまざ

まな人の努力ですが、来ていただいている

方々に共通しているのは、最近でいうとNPO、

民間の非営利の組織で、それがまちづくりの

なかでそれぞれなりの思いと、専門的なネッ

トワークを活かしながら地域の人たちと一緒

になって活動していることです。そのような

新しい組織のあり方が、きょう皆さんの前に

語られたとに思います。そういったまちのな

かの楽しさ、自分たちがまちにかかわること

の喜びもようなものを、最初にお白いただき

ましょう。

山本　さきほど向島学会の「元気のある下町

の再生」というテーマで楽しい話を存分しま

したので、今度はちょっと厳しいお話をした

いと思います。向島のまちも産業の空洞化が

進んでいて、かつては、資生堂や鐘紡などい

ろいろな工場があったわけですが、元気のあ

るのはみんな海外や郊外に行ってしまったこ

と。

　そして、地縁型のコミュニティは高齢化が

進んでしまって、いままでのように近所で支

えあう活動を続けることがなかなか難しくな

ってきたこと。



林泰義
（はやし・やすよし）

　計画技術研究所所長。玉

川まちづくりハウス運営委

員。欧米のNPO、とくに

まちづくり法人を調査・紹

介するとともに、日本型の

NPOセクターを確立する

濡動に取り組む。主な著

書：『NPO教書』、『NPO

とまちづくり』など

写真1会場風景（2002年τ0月24日　すまい・るホールにて）

　三点目には、役所が先頭を切ってまちづく

りを進めてきたわけですが、そのお金がなく

なってしまったこと。そして最後に、いまま

ではよそ者がなかなか入りにくい地域だった

のですが、これからはどのようによその人た

ちを迎え入れて、かつその人たちとうまくや

っていくかというところが問われているわけ

です。

　向島にも外国人の方も入ってくる。日本人

も含め、文化の違う人たちとどう付き合うか

が、地域コミュニティにとって切実な問題に

なってくると思われています。

　また、一部には、そこそこマンションがつ

くられ、いまでも幹線道路沿いはそれなりに

市場性がありますが、一歩路地を入ってしま

うと、バブルの頃でも市場性がなかったとこ

ろなんですね。たぶん今日はデベロッパーの

方もいらっしゃるかと思いますが、なかなか

手を出さないでしょう。従来型の共同建て替

えも成立しない。そうなると、やはりソフト

を売らなければならない。ここにNPOと共同

してやっていくような仕掛けであったり、あ

るいはお金を回すような仕掛けが必要になっ

てきます。

　NPOのなかにも二つありまして、一つは、

地元で根ざして、よそ者と従来からの住民を

つなげていくという面と、専門性を生かして

フロンティア精神を発揮して、民間資本を引

き出していくような開拓を進めていくという

面があります。お金はないんだけれども、政

策的に、先行的に公的資金を投入して、時限

的でもいいですから、それにより次なる一歩

を踏み出すような、そのようなスキームづく

りが、いま向島で一番求められてると思って

おります。

司会　いきなり切実なお金の話もでてきまし

たが、谷中学校の椎原さんに、谷中ではギャ

ラリーを始めた人とか、それからこの10年の

間にあそこで食べ物屋さんを始めた人など、

いろんな業を始めた人たちいますね。ああい

う人たちはお金はどうしたんでしょうか。

椎原　17、8年前は、芸大生が可哀想だから

うちの一間を使っていいよみたいな、地元有

志的なギャラリーが本当に2つ、3つできて、

そこに現代美術のギャラリーを地元の方が始

めたりして、わりと古いまちで新しいアート

の発信みたいなことが見直されるようになっ

てきました。いまギャラリーだけで30近く、

民間のもの、自宅でやってるもの、現代美術、

工芸的なものなど、いろんなタイプがありま

す。みんなそれほど儲かるわけではないです

が、皆さんそれぞれの思いがあり、続けてい

るというところです。食べ物屋さんも若干増

えてきました

司会　向島の話で、とにかく開かないことに

は話にならない状況になってるというお話が

出ましたが、谷中はそういう意味ではわりあ

い外に開かれたとこだったのかしら。

椎原　江戸時代からの寺町なので、実際には

住んでる人より眠ってる人のほうが多いとい
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山本俊哉
（やまもと。としゃ）

　マヌ都市建築研究所主席

研究員、まちづくり支援専

門家集団SONOTA代表、

向島学会理事
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われています（笑声）。谷中に住んでいなくと

も、谷中にお墓があるんだよという方は全国

津々浦々、北海道から沖縄まで、準谷中住民

みたいな方はたくさんいらっしゃる。ある意

味では来客には慣れていて、せっかく谷中に

来てくれたんだったら俺が案内してやるとい

うことで、いまボランティア案内人のお坊さ

んやおじいさんが3、4人いらっしゃるくらい

です。

小西　玉川まちづくりハウスの地域というの

は、世田谷区の、むしろなんとなく一軒ずつ

閉じた感じの住宅地です。環境やまちづくり

に関心がある方はかえって新たな住民のほう

に多いという逆転現象が起こっています。玉

川まちづくりハウスは、事務局としてはなか

なか大変なんですが、そのような新しい住民

を取り込むために、地域で活動している∫楽

多の会」による音楽会とか、落語会、ミニツ

アーなど、そういう人を受け入れるような楽

しい仕掛けを企画して、そのような新しい人

を取り込むことによって、地域が開かれ、新

しい情報が飛び交うようになるんじゃないか

なと思っています。

司会　敷地の分割に歯止めかけるため地区計

画を決定していったようですが、一方では、

大きな敷地だと今度は逆にマンションが建つ

こともあり、ますます新しい人たちとの関係

の結び方が課題になってくるかたちですね。

　谷中でも大きなマンション開発がでてきて

いますが、それに対して、どのような問題な

り、取り組みをされていますか。

椎原　マンション問題を機に思うことは、建

築協定をつくろうとしてもまちの人は実際に

目の前に大きいものが現れてこないと、みん

なで立ち上がろうというような気運が生まれ

つらいということがあります。なんでもない

ときに建築協定つくりましょうといっても、

みんななかなかのってくれないと。だから、

問題が生じたときを機にてこ入れをしていく

やり方になっています。マンション見直し運

動が起きた谷中三崎坂では、住民と業者が建

築協定を締結して高さ制限や壁面線、地域と

の調和の方針等を定めるこ’ ﾆができました。

　建ってしまった大きなマンションのエリア

では、台東区のほうも谷中はいずれ地区計画

をかけていかなければいけないだろうといっ

ています。一気にいくのは、ちょっと難しい

ので、まず環境協定という形で地区の将来像

を、二つの町会の範囲ぐらいでかけたところ

です。それから建築協定にいくか、地区計画
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に直接いってしまうか、検討中です。

　あとは路地を生かした防災まちづくりとい

うと、普通二項道路を広げて、共同化して、

不燃化のビルをつくるというメニューですが、

そのなかで裸木造と路地を守る話をしていま

す。それがどういう仕組みでできるか、私も

もっと勉強しなければいけませんが、一団地

要して路地的な空間を残すといった方法も検

討しています。でも、いま一番気になってい

るのは、伝統的な木造の家を守ろうとすると、

どうしても既存不適格ですから、ほとんど変

えるか、壊さなければいけない。しかし、京

都などでは防火地域は外して、そのかわりに

消火設備をつくれば、建築基準法の防火規定

を緩めて木の家が守れるという方法もありま

す。そうしないと歴史的建物を残すのはゲリ

ラ活動にしかなりません。10年ゲリラ的にや

ってきましたが、やはりそれだけではどんど

ん壊わされるのを止められません。私はいま

文化財保存学というところに勤めていますが、

先生は「それは伝建地区（伝統的建造物群保

存地区）指定をかければいいのです」とおっ

しゃっています。いままで伝建地区というと、

どうしても地方の街道筋というイメージがあ

りましたが、もう少し広く都市計画のなかで

考えて、都市型の伝建地区のあり方というも、

いま考えてみたいと思ってるところです。

司会　先の「事例発表」の報告やいまざっと

伺ったなかから、地域を運営していく上で大

切なポイントが幾つか出てきたと思います。

一つは、新しく入ってきた人たちとどういう

ふうにコミュニケーションをつくり出しなが

ら一緒にやっていけるかという、このことが

まちのマネジメントの一つのポイントです。

　それから二番目は、地域のなかのお金の流

れをどうやって復活させていくかということ。

そのもとには、地域的なマーケットを支える

力というのはどこにあるのかというのが三番

目の問題だと思うんですね。

　四番目には、目的は必ずしも特定しないで

話し合いができるような、そういう交流の場

が用意されるというか、自然にできてくるこ

とが大切な要素ではないかというのが四番目

にあります。

　最後に、地域をメンテナンスしていくとき

には、都市計画だとか、建築だとか、そうい

った意味での制度的な仕組みをどういうふう

にみんなでうまく使っていけるかということ



活動地域　東京都墨田区向島地域（隅田川　荒

　　　　　川》綾瀬川、北十間川に囲われな地

　　　　　域。約400haの密集住宅市街地）

殺立隼月　2002年3月（母体の「川の手倶楽部』

　　　　　は1988年12月置

r間合せ先　〒13ト0033東京都墨田区向島

　　　　　5－19－12－1Fタウン誌『アベ；子一5内r

　　　　　http：〃www．mukojimanet

組織・運営会長・山田勝巳、副会長2名、

　　　　　理事7名、監査2名

会員総数　約90名

活動資金　年会爽3000円。入会金3000円。

　　　　　年間予算40万円

NPO認証なし

盤謹嫉

地域の概要

　向島は、東京都墨田区の北部に拡がる木造

密集市街地。江戸の頃は、墨堤（隅田川）の

桜や向島百花園等で知られた風光明媚な田園

地帯であった。明治の文豪・幸田露伴や森鴎

外等もこの地に移り住んできた。明治末の大

水害で荒廃した邸宅跡地等に工場が進出。そ

の周囲に関東大震災を免れた人たちの長屋が次々

と建てられて現在の密集市街地の原型がわず

か10数年で一挙に形成された。

活動内容

（1）大規模開発等への提言活動

　住民有志の集まりである「まちづくり才団・

川の手倶楽部」は、専門家の協力を得ながら、

墨田区や大企業に対して提言・要請活動を行

なってきた。まちづくりの仕掛け集団として、

プロジェクトごとに地元関係者の組織化を図

ってきた。

（2）国内外のNPOとの交流活動

　ハンブルクの下町オッテンゼンとの国際交

流は、草の根レベルで進め、両地区の市民に

よる版画、漫画、写真の共同展を実現させた。

96年には、被災地神戸から20数名の市民を招

き、被災直後の市民による消防活動や医療活動、

ボランティア活動、復旧・復興活動等に係る

生の声を聴く。500名を超える地元住民が集

まった。98年には、ドイツやトルコ、韓国等

10ヶ国から建築系の学生等150人以上を集め、

向島の密集市街地の将来像を探る向島国際デ

ザインワークショップを開催した。

（3）専門家集団SONOTAの支援活動

「向島のまちづくりを支援する専門家集団

SONOTA」　（代表：山本俊哉）は、向島国際

デザインワークショップでチューターをつと

めた建築家・都市プランナー等を中心に1999

年1月に結成。既存組織から独立した、緩やか

なネットワークによるまちづくり支援専門家

集団。

・向島の空き地や空き家の改善とそれに係る

小規模連鎖型・環境共生型開発の検討、・向

島博覧会の企画立案及び準備運営等・オッテ

ンゼンにおける国際交流施設付き共同住宅（向

島ハウス）づくり、・韓国やトルコにおける

国際デザインワークショップ、・「千人の仮

設市街地づくり～震災サバイバルキャンプイン」

の仮設環境体デザイン展、・向島グループマ

ンションの企画提案と事業計画の検討、・そ

れを拠点とした共同建て替えの検討、・向島

学会の設立提案と向島における住環境整備の

取り組みの検証等

向島博覧会

向島博覧会（2000、2001）

向島博覧会2000は、向島地域に点在する空き

地や空き家、路地、集会施設等を会場とし、

住民の手弁当（総額500万円）で開催した同

時多発型のイベント。10日間で50の企画が催

された。集会施設では、国内外のまちづくり

NPO等の協力により、　「高齢社会における町

会活動」や「高齢者が安心して暮らせる住ま

いづくり」、　「空き地と空き家の改善」等を

テーマとした公開討論会が連日連夜開催され、

コンサートや子ども向けワークショップ等に

は大勢の人が集まった。

向島博覧会2001は、新しく転入した十数人の

若いアーティストたちが中心となり、9日間

にわたって、彼らの住まいやスタジオを会場

にしたアート展や、コレクティブ住宅づくり

や建て替えデザインゲーム等のワークショッ

プが行われた。

墨田区 向島地区町会自治会総連合会

提言 連携・協力

各種提言活動
まちづくり構想「粋な墨堤界隈」発表（1990）

大規模工場跡地開発計画等の提言（1990－98）

北西部・鐘ケ淵地区のまちづくり検討　（同上）

生涯学習センターの運営検討支援（1992－94）

平成の向島八景の選定（1993）

墨田区都市計画マスタープラン検討（1998）

京島まちづくり協議会
京島地区住環境整
備事業（1980一）

　　　　野
毒　　　　　罵

　　欝

会言一
会いわいわ

連携・協力
遷　　＝縁融

発展

連携・協力

一寺言問地区防災ま

ちづくり（1985・）

向島国際デザインワークショップ（1998　向島）

　
　
戚

，
部
鵡

讐㌘憩
蜘

鞠

こ一 浴D霜野嘱耳　醐　　「了一一

　　違目爾力

二　　’　　　　　　　IF　．．

　向島のまちづくりを支援する

　専門家集団SONOTA

支援

連携・協力

　　　ざ蟹睡　　鰯．

向島ネットワーク

向島博覧会の開催

国際交流・調査研究等

向島とオッテンゼンの市民交流α994一｝

まちづくり映画の制作・支援（1994－96）

ハンブルクのまちづくりNPO調査（1995－96）

阪神大震災研究・神戸復興塾との連拐（1996一）

↓・・

繹

・縁蝉　　　　瀾
　　　向島ハウスづくり

　　ワークショップ
騨＿

　　　（1998一ドイツ）

一．． e．．　駕．’卿懸．．

　連携・協力 紬 果

空地や空家の活用促進

向島型グループハウス
づくりと共同建替等

勇

向島学会

　ゴ　ド　

支援

国際交流基金　ハンブルク市　　各地のNPO 向島ハウス（ハンブルク

の国際交流施設）づくり

地域の活性化と新たな

NPOの編成
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活動地域東京都世田谷区玉川地域

設立年月　1991年4月

、問合せ先　事務局（TEL：03L372τ一8699）

　　　　　〒158－0085　世田谷区玉川田園調・

　　　　　布2－1ト10

　　　　　http：／／www土amamati．com

租織・運営運営委員長・小西玲子、副運営委員

　　　　　長1名、運営委員5名。監事2名g事

　　　　　務局専従（有給）3人、ボランティア

　　　　　3～10人

．会員総数　正会員24名（入会金1万鳳年会費

　　　　　3万円）、購読会員170名（年3千円）

　　　　　（00年9月末）

活動資金　（0τ年予算）合計640万円

　　　　　（会費120万円、事業費250万円、補“

　　　　　助金100万円、寄付金30万円、借入・

　　　　　＆受託金100万円、他40万円）

・NPO認証：2000年1月取得’（9月末決算）

地域の概要

　東京都世田谷区（面積58k㎡、人口77万人）

の一部である、玉川地域（16k㎡、20万人）。

第1種（第2種）低層住居専用地域。戸建と低

層マンションの緑豊かなゆとりある環境。人

口20万人、玉川田園調布1、2丁目は約900
世帯

活動内容

（1）高齢者が安心して暮らせるまちへ

　公園やコミュニティガーデンなど小さな参

加の体験が広がることによって住民相互の信

頼関係が育ち、活動への自信が生まれた。こ

の蓄積の上に高齢者在宅サービスセンターへ

の参加の設計活動がスタートした。

（2）住環境の悪化を防ぐために

　地区内のミニ開発続発に対抗する「住環境

協議会」の設立（97年）と地区計画の適用。

地区計画決定後は住民による「計画確認チーム」

が生まれ、建築・開発のトラブルに対応して

いる。

（3）日本版NPOを地域で確立しよう！

　玉川まちづくりハウス（91年）、「世田谷ま

ちづくりセンター」「世田谷まちづくりファンド」

（共に92年）など、区内ではまちづくりNPO

法人は30を数え、ハウスは8つとなっている。

（4）全国そして海外とのまちづくり交流

　阪神淡路大震災の支援活動では神戸の多様

なまちづくり人との交流が広がる。イギリス、

アメリカ、台湾などのまちづくりNPOとの交

流や地域通貨の調査などもハウスの専門性を

高めるのに大切な機会となっている。

（5）環境によく暮らしよい住まいのまちへ

　高齢者、子育て中の若い夫婦など多様な人々

が住みつき住み続けるために、住宅改善、グ

ループ・ハウスなど、支え合いの住まいやコ

ーポラティブ住宅などの参加の住まいを勉強中。

次の5年の課題。

（6）ハウスの運営のために

　夏とクリスマスのパーティー。運営はニュ

ースや活動記録の発行、定例運営委員会の開催、

住環境協議会や楽多の会の事務局機能など。

これにNPO法人の事業計画、予算決算：が加わ

っている。なにより経済的自立に苦闘している。

これまでの取り望み

・ねこじゃらし公園づくり

「区立ねこじゃらし公園」は、住民と区がい

っしょになってデザインを考え、管理の方法

も検討。

・玉川コミュニティーガーデンから高齢者在

宅サービスセンター設計ガイド作成のお手伝

い

在宅サービスセンターという施設のあり方、

ひいては高齢社会における地域のあり方を考

えていこうと、勉強会、施設見学、ワークシ

ョップを開催し、地元住民と施設の内容を検

討しあった。

・地域の福祉を考える「楽多の会」

世田谷区社会福祉協議会の事業であるミニデ

イを月1～3回行ったり、時には連れだって神

代植物園や清澄庭園へ出かけたりもする。また、

地域の元気な高齢者、障害者を中心に、落語

や音楽を楽しんだり、防災や健康体操の会を

開いたり、テ

ーマを決めて　　　　　＼．．／　l’

楽しい時閲を　　・　　　、、瓢　読

過ごしている。

・自らまちを
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も大切なんじゃないか、という五つぐらいの

要素が地域を運営していく上では常に出てく

る問題だと思います。

　さらにもう一つ加えると、地域をつくって

いくときの主体として、人の要素が六番目で

一番大切な問題かもしれないと思いました。

まちづくりNPOのあり方

司会　さて、つぎに、地域をマネジメントし

ていく上で、まちづくりの中心になって頑張

っている主体一NPOのあり方について議

論を少ししたいと思います。

山本　いまや大学も、研究室に閉じ籠って本

を読んで、資料を調べるだけでなく「まちか

ど研究室」を拠点に活動する動きが全国各地

で広まっています。よそから来てもらって、

彼らもそこで学んでいただこう、そのかわり

彼らが持ってきた情報を集積して、まち再生

の知恵をつくる。プラットフォームとか、ネ

ットワークという言葉があるように、いろん

な連中が集まり、人材をそのボックスから引

っ張ってこれることがNPOのよさであり、あ

んまり重たくなくて軽く動けるといういい面

がありますよね。

小西　一つの輪が同心円上にだんだんふくら

んでいって、たくさん面白い人が出てくる。

世田谷区でも産業能率大学や駒沢大学、ほか

の大学でもまちづくりに関心をもつ学生がだ

いぶ出てきているので、そういう若い人たち

のネットワークをもっと活かせるような仕組

みになることが、きっとどのNPOにもこれか

ら大事なことなんだろうと思います。

　ちょっと脱線しますが、いま不動産の情報

というのは、南向きとか、何平米とか、駅か

ら何分とか、ほとんどそれだけですが、楽し

いイベントがあるとか、気楽にコミュニティ

の一員となれる仕掛けがあるかどうか、そう

いうことも重要な情報になると思いますし、

NPOが生き延びる切り口ではないかと思った

りしています。

椎原　谷中学校では、いろいろ話し合ったあ

げく「寄り合い処」という面を強調するよう

にしたのは、一面は寄り合いというのがある

んですけど、逆にそれぞれの居場所、それぞ

れが主役の活動をたくさんつくってもらうた

めには、谷中学校が囲い込んだような家では

なくて、開かれた場所であったほうがいいと

いう結論になったんです。

司会　今後、自分たちがかかわってる地域や

NPO組織を通じて、活動を展開していく上で、

ぜひなんとかしたい、あるいは、こんなこと

ができないだろうかいうことを、みなさんに

投げかけていただけませんか。

山本　都市再生というと、中長期的な視点に

立ちつつも、やはりどうしても時限的な形で

しかるべきお金を投入していく必要がありま

す。そのためには、NPOだけではダメです。

役所であったり、あるいは企業とのパートナ

ーシップをつくっていく必要もあると思って

います。

　それからこれは悩みごとですが、いま私た

ちも地域を外部の人に開きたいと思っている

のですが、いきなり開いてしまうと、いろん

なトラブルとかリアクションが出てきます。

よそからの人たちがドッと入って来ると、い

ままで持っていたよさが崩壊してしまうおそ

れがある。いま向島においては、ソフトラン

ディングで進めながらハードなポイントにな

るようなものを用意することに力を入れてい

る。ここはまさに戦略、戦術の世界ですが、

NPOというのは、ボランタリーの世界だけじ

ゃなくて、やはり都市戦略というようなレベ

ルでも考えていかなければならないような状

況になってきているとも思っています。

小西　先程山本さんがNPOにインキュベーダ

ーみたいに総合的にかかわるのと、特化して

専門性を持っていくものがあるとのお話があ

りました。玉川ハウスは地域を拠点にしてい

るので、そこに総合的にかかわることになり

ます。地域の時間というのは、蓄積して見る

と劇的に変化していますが、日々の目に見え

る変化はほとんど気がつかない。そこのなか

でまちづくり活動をしているということが、

最近はだんだん皆さんにわかってきていただ

いていますが、浸透するまでにやはり10年か

かった。これから10年は少し変わってくるか

もしれませんが、町会やかいろいろな既存の

組織とのあり方の違いみたいなのをもっと浸

透させるには、倍ぐらい時間がかかるんだろ

うなというのが悩みのような、楽しみのよう

なところではあります。

　それと玉川ハウスは、会費や事業費で成り

立っているわけですが、あそこに任せておけ

ば大丈夫、というような雰囲気がちょっと漂

ってきているのが困ったところでもあります。

そのような場合、実際の活動に参加する時間

や手間がない場合でも、会員になっていただ

いて、会費を払うことで底辺で支えていただ

家とまちなみ47－2003．3

小西玲子
（こにし・れいこ）

　特定非営利活動法人玉川

まちづくりハウス運営委員

長
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濃『暮欝1擢轡
需問合せ先　寄合い処」、

　　　　　（TELIFAX：03」5685－199ら）・

　　　　　〒110－OOO　1台東区谷中7－17－6

　　　　　http；／／wwW2yanesen，net／yanakagakk61

・〕組織・運営事務局に常駐はいない。運営人（6『

　　　　　、人）・運営お助け人（10入）ともボラザ

　　　　　ンティア6　運営人会週1回（水曜）1
　　　　　「六の会1（毎月六日）で各プロジエ〆

　　　　　ごトの承認や全体の運営調整を実施。．

　　　　、r各プロジェクトは独立採算σ収益の∴

　　　　　L部は学校に還元
　会員総数　200名（年会費3000円）各種イベンlr7

　　　　　：トや調査には多数の学生が参加　

；；活動資金喜鏡「寄合い処擶協力金（寄付聖

　　　　　羅纏騨益金囎・

冬NPO認証1なし　

活動内容

（1）まちを知る（環境学習）

　町の文化や自然を発見する環境学習的なイ

ベント、まち案内、まち研究とその成果を地

図や冊子にして発行している。

（2）まちに提案（地域改善）

　メンバーの都市計画・建築設計・アート等

の専門を活かし、谷中の魅力を育てられる提案、

暮らしにあった建替えのアドバイス・公共施

設や道の環境改善の提案を行っている。

（3）まちをとりつぐ（活動の連携）

　谷中のまちづくりネットワークを柔軟につ

くっていくための試みで、町会をはじめコミ

ュニティ委員会、谷根千工房等、既にある団体、

個人や新しいグループとも連携をはかり、ま

ちづくりの輪を広げる活動。

．遷

x導宴職

地域の概要

鱒営．畳

　多くの寺院と広大な谷中霊園がある江戸

400年来の歴史と伝統のある寺町。江戸時代

の道、震災、戦災で焼けなかった明治・大正・

昭和の建物がそこごこに残っている歴史、文

化の積み重ね。路地と生活文化、手づくり文

化と芸術、都市のなかの自然、そういったも

のが残っている。近現代の文学者や芸術家が

多く暮らした町でもあり、「法事」や「まち歩

き」で訪れる人も多い。

プロジェクト

（1）谷中芸工展

　地元のギャラリー、作家をはじめとする住

民の作品、音楽、職人の技、手づくりの味を

紹介する他、町の人が手をかけ育てた町並み

そのものを作品としてお披露目する参加型の

企画。平成5年より毎年10月に開催。

（2）「木の住まい」お助け相談会

　住まいの修理、空家、空き部屋の住人紹介

などの相談を受け付けている。また、木の家

を大切に思う大工、建築家とのネットワーク

づくりを進めている。

（3）土の復権プロジェクト

　不忍自然研究会、路地から環境を考える会

の方々と協力し、谷中・日暮里・根津・千駄

木地域の寺院やお屋敷に残る緑地や保護樹木

の観察、谷中ジャングル探検、井戸巡り、土

巡りなどを通して地域の子供たちと見学会や

勉強会を行っている。

樋騨瓢

晦湘
（4）谷中案内プロジェクト

　近年、多くなった「まち歩き」の方のガイ

ドをめざしたプロジェクト。

（5）坪庭開拓団

　谷中界隈には路地などちょっとした空間に

素敵な緑がたくさんある。土いじりを楽しみ、

自然の不思議や関わり合いを学び、その恵み

を味わい、そしてその活動を通して谷中界隈

に魅力ある緑を増やしていくことを目的とし

ている。

（6）寺子屋ネット谷中

　所属を超えて交流の場をつくることを目的

に発足した、谷中に興味を持つ学生の集まり

である。これまで、夏祭り・芸工展など、谷

中で開催される行事への参加や、講義・合宿・

発表会などに取り組んできた。

（7）初音の道・環境アートプロジェクト

谷中の道を車中心の道から暮らしと交流の道

へ戻すためのプロジェクト。たとえば、地域

住民の手によって草花を育て、それを町に植

えていく「回覧植物」や、下町に見られる路

地のエッセンスを造形物にし、道沿いを不定

期に移動させる「移動路地屋台」などがある。

協力団体

町会、コミュニティ委員会、

乗根千工房、不忍自然観察会

谷中芸工展

観
げ

坪庭開拓団

　　　　　まヘジセヨ　　じ

難・難灘離心

土の復権

【谷中の外と］

まちづくりの情報交換

木の住まい

［谷中界隈で］

まちづくりの相談と連携

協力事業体

（有）初音すまい研究所、

たいとう歴史都市研究会等

初音の道

調醸甑 谷
中
学
校

寄
合
い
処

寺子屋ネット

［全体調整］

毎月定例「六の会」、

毎週運営会、総会

籍懸，

露

悪…1瑠．　鐵、

協力団体

他地区のまちづくり団体、

大学、行政機関等
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く。会費も参加費と考えていただくのが、

NPO的な社会を動かす参加の仕組みだという

ことを、もっとみんなに広められたらいいな

と思ってたりしています。

椎原　お二人の話を聞いて、共通するところ

があると思いますが、都市戦略的にはNPOだ

けのネットワークで物事は成り立つわけでは

なく、本来税金を払ってる行政がその地域の

方向性を地域と共有して、それを実現するた

めの制度なり、社会的なお金の流れをきっち

りつくってもらわないと、根本的に全然立ち

行かない。行政が受け止めてくれるように世

論をつくるのは地域の役割でもあるし、NPO

の役割でもありますが、タッグを組んでいけ

るようにならなければなりません。

　また、たとえば古い建物を活かしたレスト

ランをやるとか、民間の方に投資をしてもら

うようなことも考えられます。その場合、一

律なもの、地域性を損なうものではなく、た

とえばここは地域性のある住宅をつくるエリ

アだから、いままでの生産の論理とは違うや

り方をするんだとか、あるいはこれは地域性

を放棄した地域だけでしか営業しないとか、

そのぐらい割り切っていただく。また、地域

も将来性のある投資していただくために、ブ

ランドカというか、方向性をはっきり示せる

ようにならなければならない。いままでは手

弁当でやってきましたが、それをもう少し客

観的に示して、みんなで仕事として回せるよ

うにしないと、いままで遊ばせてもらったと

いうか、やらせてもらってきたことの地元へ

の恩返し、重荷が返せないということになっ

てしまいます。

司会　今日ご紹介したようなまちづくりは、

一見、とても時間がかかるように見えます。

谷中は14年かかっています。しかし、たとえ

ばアークヒルズの大規模開発は17年、いま建

ち上がっている六本木ヒルズは16年かかって

います。巨大な開発は時間がかかるものなの

です。一方、3人の方々のまちづくりは、地

域の数多い方々に日々支えられながら、10年

以上かけて、まちの個性や活力を生み出して

きたことに注目したい。

　小西さんがいわれたけれども、毎日毎日の

時間はあまり変わらないように見えて、しか

し、10年というタームのなかでまちを大きく

変え、支える組織や仕組みができてくる。そ

れは大きな地域の財産として蓄積されていく

わけですが、その意味をぜひ多くの方々にわ

かっていただきたいのです。そのことが明快

にわかるようにならないと、まちづくりNPO

の活動が、なんだかチマチマしたことやって

るなあということで終わってしまうことにな

ります。

　こういうまちづくりを支えるために、ぼく

は「新しい公共」という考えによる連携が欠

かせないと思います。まちづくりは、行政が

もっぱら中心になって仕切るという時代では、

もうないと。NPOや地域で仕事を始めようと

いう民間の事業者、あるいは大学の研究室や

学生さん、もちろん行政は行政なりに支える

側に入る。地域のそういった連携をバックア

ップする仕組みをつくる銀行も出てきてる。

たとえば中央労金がNPOに対する特別融資枠

をつくりました。つまり、行政が公共を独占

する社会ではもうない。みんなが支える仕組

みをみんなでっくるということだと思うんで

すね。そういう社会の仕組みを自分たちで構

想して、また実行に移していく。それが山本

さんがいわれた戦略を考えるという、とても

大きなことに結びつくことだと思います。

　一つひとつのことは、現実の地域のなかで

はとても小さく見えます。小さく見えますが、

それはDNAみたいなもので、次第次第に地

域のなかで育ったり、それがほかのところに

飛び火して、そこでまた育ったりする。それ

がいま日本のなかでは、まちづくりという形

でほとんど同時多発的に育っています。

　この状況は、冒頭に申し上げた超高層の特

殊な東京の状況ではなく、住民が頑張って自

分たちなりに手の届くところがら世の中を少

しずつよくしていこうという、そういうとこ

ろに広がっています。日本のなかのそういう

力が、ぼくはとても大切な希望のように思え

ます。そういうなかで、われわれの住まいと

かまちが育てられていくのではないかと思い

ます。
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（しいはら・あきこ）
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