
第 1回住まいのまちなみ賞 
特定非営利活動法人たいとう歴史都市研究会 

（平成 19 年度報告） 
 

 

受賞を契機に新たに取り組んでいること 

 
  １．19 年度に取り組んだ課題 

 

19 年度は、18 年度までに行った課題を整理し、当会の通常活動を通じて、谷中上野

界隈の「いいところ」や生活文化を地域や社会全般に広めていく活動を行った。 

 

  1）谷中いいところ探し、寺子屋プロジェクトのまとめ 

  2）上野の山探訪シリーズ勉強会 

  3）明治屋敷「市田邸」の保全活用活動 

  4）大正町家「間間間」の保全活用活動 

  5）彫刻家旧居・アトリエ「旧平櫛田中邸」の保全活用協力 
 

以下、各活動の概要を紹介する。 

 

１）谷中いいところ探し、寺子屋プロジェクトのまとめ 

 平成 17,18 年度に行った「谷中寺子屋プロジェクト」や「谷中いいところ探し」の成

果を報告書とマップ・写真集にまとめた。プロジェクトに参加した人や、当会会員、地

域の人びとと、「谷中のいいところ」を共有し、次世代に生活文化の引き継ぐための基

礎資料として今後活用していく。 
 

２）上野の山探訪シリーズ勉強会・見学会  ～いいところ探しからの発展 

 上野公園と寛永寺、谷中のまちを擁する上野台地「上野の山」は、先史から中世、江

戸、明治、大正、昭和と各時代の自然や文化活動の蓄積が生きて残る貴重な地区である。

しかし、住んでいる人には当たり前の環境、観光で来る人には通り一辺の観光スポット

となっており、本来の文化の深さ、豊かさは案外知られていない。今年度は「上野の山」

を中心に、専門講師とともに現地をまわってその歴史文化に触れる見学会・勉強会をシ

リーズで実施した。会員、地域の人びと、一般市民を対象に参加者をひろく募り、歴史、

美術、職人文化、茶道、近代建築など、様々な角度から上野の山の文化を再発見した。 
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19 年度に行った勉強会、見学会は下記の通りである。 

 

● 第一回 「寛永寺と徳川将軍／将軍の霊廟と葵の間見学」 

● 第二回 「職人さんの工房見学／伊勢型紙の技術と江戸唐紙」 

● 第三回 「岡倉天心と東京美術学校、日本美術院の展開」 

● 第四回 「江戸千家と茶室一円庵見学」 

● 第五回 「寛永寺護国院の建築と岡田信一郎」 

● 第六回 「上野公園 近代建築散歩」 
 

各回の概要を紹介する。 

 

● 第一回「寛永寺と徳川将軍／将軍の霊廟と葵の間見学」 

日 時：平成 19 年９月 28 日 午後３時～５時 

場 所：寛永寺霊廟、葵の間 

講 師： 浦井正明（寛永寺執事長、当会顧問、日本近世史） 

参加者：２４人 
・ 江戸時代、上野の山と不忍池全体を境内とした寛永寺
は、江戸の名所であり、徳川家代々将軍の菩提寺でもあ
った。今回は、将軍の霊廟「お霊屋」と本坊内の「葵の間」を、寛永寺執事長、
浦井正明先生のご案内で拝見する。葵の間は、江戸幕府最後の将軍、徳川慶喜
が幕末、大政奉還後に謹慎した部屋。普段非公開の歴史の場を拝見できる貴重
な機会である。 

 

● 第二回「職人さんの工房見学／伊勢型紙の技術と江戸唐紙」 

 日 時：平成 19 年 10 月 20 日 午後１時～５時 

 場 所：東京松屋ショールーム、伊勢型紙保存 

     技術協会（上野） 

 講 師：東京松屋、伊勢型紙技術保存協会 

 参加者：２４人 
・ 伊勢型紙技術保存研究会の小林様より、伊勢白子の特
産であった伊勢型紙に染物用の文様を彫る技術を伺
い、型紙彫りの体験講座を行う。 

・ 江戸唐紙問屋、東京松屋のショールームに伺い、木版、型染め、砂子など、唐
紙文様の伝統的な技術と作品例の数々を拝見する。 
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寛永寺霊廟厳有院勅額門 

伊勢型紙彫作品例（秋草） 
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● 第三回「岡倉天心と東京美術学校、日本美術院の展開」 

日 時：平成 19 年 11 月 17 日 午後１時～５時 

場 所：東京芸大赤レンガ～芸大構内、東京芸大美術館 

講 師：佐藤道信（東京藝術大学美術学部准教授、 

         日本近代美術史） 

参加者：２８名 
・ 東京美術学校（現東京芸大）創成を担った校長、岡倉天心を
中心に、日本の近代美術の展開を紹介する。芸大美術館にて
「岡倉天心と美術学校の教育展」を開催中。東京芸大の佐藤
道信先生（日本近代美術史）のご案内で「岡倉天心展」を見
学し、別会場で講話をいただく。 

・ 橋本雅邦の「悲母観音」や、横山大観や菱田春草など日本美術院をリードした
近代日本画家たちの若かりし時の作品にも出会う。 

 

● 第四回「江戸千家と茶室一円庵見学」 

日 時：平成 19 年 12 月 9 日 午後１時～４時 

場 所：江戸千家と一円庵（都指定重要文化財） 

講 師：川上宗雪（江戸千家家元） 

参加者：２６名 
・ 江戸千家の家元、川上宗雪様より、江戸千家の歴史を伺い、茶室一円庵（東京
都指定有形文化財）を見学する。 

・ 当地は、かつて上野花園町と呼ばれた、不忍池に続く風光明媚な地だった。江
戸時代には、武家や町人の方々が茶の湯をたしなみに通った。都心の中に残る、
自然と文化に囲まれた小宇宙にて、豊かなひとときを共有する。 
 

● 第五回「寛永寺護国院の建築と岡田信一郎」 

日 時：平成 20 年 2 月 16 日 午後１時～４時 

場 所：寛永寺護国院・庫裏（国登録有形文化財） 

講 師：神田隆順（護国院住職）、 

        橋本久道（建築家） 

参加者：２７名 

・ 寛永寺護国院は、寛永寺の開祖天海僧正の弟子が寛永

寺の子院。今の東京国立博物館の位置にあったが後に

現在地に移転。享保 7年に現在の本堂が建てられ、昭和２年に手前に曳家された。 
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岡倉天心座像（東京芸大構内、
平櫛田中作） 

護国院庫裏廊下（岡田信一郎設計） 
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この時、本堂改修と庫裏の新築設計を行ったのが、東京美術学校（現東京芸大）

の教授であった岡田信一郎である。 

・ 岡田は、明治生命館（重要文化財）、上野の旧東京府立美術館、黒田記念館、芸

大陳列館など近代建築の数々を手がけた建築家。一方で、歌舞伎座設計、寺院

本堂や近代和風の庫裏なども設計し、日本建築文化にも造詣が深かった。明治

大正昭和の近代建築家像と上野の山の建築文化に迫る。 

 

● 第六回「上野公園 近代建築散歩～東京国立博物館と町田久成を中心に」 

日 時：平成 20 年 3 月 9 日 午後１時～４時半 

場 所：芸大赤レンガ、東京国立博物館、芸大構内、上野公園 

講 師：前野まさる(東京芸大名誉教授、日本 ICOMOS 国内委員長、当会理事長） 

参加者：３１名 

・ 芸術文化の森、上野公園を築いた３人の偉人、寛永

寺を創建した天海僧正、明治のはじめ公園の開設を

提言したオランダ人医師・ボードワン、そして上野

の山に博物館群を築いた町田久成（初代館長）に焦

点をあて、その足跡をたどる。案内は、旧東京音楽

学校奏楽堂や芸大赤レンガの保存にも尽力した前

野まさる氏（当会理事長）。 
 

 平成 19 年度、6 回の見学会シリーズを通して、上野の山の歴史文化の生まれた場所

に赴き、専門講師から詳しい背景を聞き、体験することができた。今後は、シリーズ見

学会の記録をまとめ、今後の文化発信につなげたい。また、見学会に参加した人たちに、

今後も当会の活動にも興味を持って頂き、学ぶ立場から、文化を受け継ぎ、作る活動へ

参加していただくよう、魅力ある活動を継続していきたい。 
 

３）歴史的建物の保存活用、維持管理活動 

 当会では、台東区、上野谷中界隈の歴史的生活文化を楽しみながら引き継ぐため、伝

統的な住まいを実際の暮らしの場、集いの場、文化活動の場として、下記３棟の建物の

借受け管理活用や管理活用協力を行っている。 
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芸大赤レンガ１号館（旧上野教育博
物館書庫、明治 13 年築） 
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 平成 19 年度は、それぞれの建物の保全活用を支える体制の強化を行った。今後、複

数の建物の保全活用をネットワークし、町全体で、地域の生活文化を住むことや文化活

動を通して活かし、広めていく。 

 

●明治屋敷「市田邸」の保全活用活動 

 【概 要】 

 市田邸は、上野桜木の地に明治 40 年、日本橋の布問屋市田氏

が建てた屋敷型住宅である。昨年、築１００年を迎えた。戦後

は、市田家長女の春子さんが芸大生の下宿を営みながら、若き

芸術家を育ててきた。平成に入ってから春子さんご高齢のため

下宿をやめ、１０年ほど空家になっていた。 

 平成 13 年、市田邸が谷中界隈の歴史的町や住まいを守り活

かす例になることを願い、たいとう歴史都市研究会を立ち上げ、

市田氏のご理解を得て借受け活用をはじめた。若い世代

が住みながら維持管理することで、空間の豊かさ、体に

なじむ素材に触れながら、日本家屋の利便性や風土にあ

ったつくり、町に住まう作法、保存活用の課題や歴史を

活かしたまちづくりを学ぶ場としている。 

 また、座敷や蔵、庭を活用し、芸術文化企画を月１回

程度行い、町の芸術文化活動の拠点としている。 
  

 【活用方針】 

 住みながら維持管理・活用をしていく。伝統的な家と町に住まう体験を通して、本

来の住まいとしての文化を伝え、地域活動に参加し、建物の安定した環境整備につな

げていく。 

 座敷を開いて文化的催しを行い、地域の人や一般に公開することで、町の歴史や暮

らしの文化を伝える拠点として親しまれる存在にしていく。 

 

 【契約形態】 

 所有者市田氏と当会が定期借家貸借契約を結ぶ。居住者３～４名（学生）を募り、

当会と貸借契約を結ぶ。所有者への家賃と建物の修繕共益費を集め、市田邸への寄付

金や保存活用協力金を積み立てている。 

5/12 

当会の拠点、明治 40 年築の市
田邸。２階は大正期の増築。 

市田邸を会場に、寺子屋プロジェクト
を開催。 
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 【活用経過】 

 居住にあたって必要な修理・整備を借受け当初に行い、その後も随時小修繕を行っ

ている。最初の５年は、住みながらの維持管理、修繕を中心に活動を行った。 

 平成 16 年、国の登録文化財となる。 

 平成 18 年より５年間の再契約。市田邸のより豊かな保存活用のために、維持管理

や活用のサポートを行う「市田邸部会」を立ち上げ、19 年度に活用ルールなどを整

えた。 

 

 【平成 19 年度の活動紹介】 

・ 市田邸貸出し利用の規約、マニュアルの整備 

・ 市田邸部会（市田邸維持管理活用のサポートチーム）の活動促進 

・ 市田邸とアーティスト企画第一弾：村田朋泰展 

・ まちじゅう展覧会「谷中芸工展」の展示及びオープニングパーティ会場 

・ 棟梁の茶道教室（２回／月） 

・ ヨガ教室（２回／月） 

・ 各種勉強会、文化イベントへの会場提供 

・ 町会や地域の子育てグループの集いの場 

・ TV 等撮影のロケ会場、芸術作品の展示、撮影会場 

・ 当会の総会、理事会、運営会会場、事務局拠点。 

 

●大正町家「間間間」の保全活用活動 

 【概 要】 

 谷中の門前町に大正８年に建てられた町家。

間口が三間ひらく店の間を活かそうと「間間間」

（さんけんま）と名付けた。平成 15 年に当会で

借受け、若い世代が住みながら、１階の店の間

をカフェや教室、イベント会場などで町にひら

いている。 
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大正町家「間間間」（さんけんま）。 
三間間口を町に開く。 
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 この家は、大家さんと地元の人の協力を通じ

て借受けることができた。元文房具店だった家

の家財道具一式とともに借受け、大正昭和の建

具、家具、ステレオや食器類、本やレコードな

ど、家と家族の歴史が今の暮らしに引き継いで

いる。 

 

 【活用方針】 

・ 大正時代に建てられた町家に共同で住み、保全活用を通して、家と人とまち、

昔と今とこれからを結ぶあり方を再発見し、開拓していく。  

・ 歴史ある木の住まいの特長や使い勝手を体験を通して知り、これを尊重して継

承・工夫していく。 

・ 町会や近所づきあいを通して、町と協調して暮らしの文化を学び支えていく。 

 

 【契約形態】 

 所有者と当会が平成 15 年から 21 年まで定期借家契約を結ぶ。更新も可能な予

定。当会と居住メンバー、活用メンバーが転貸借契約を結ぶ。居住・活用メンバ

ーが家賃＋修繕管理費を当会に支払い、当会は所有者への家賃支払い、運営管理、

維持修繕を行う。 

 

 【活用経過】 

  平成 15 年、居住のための修繕を行い、居住者３名、活用グループ３団体でス

タート。その後、飲食もできるコミュニケーションの場づくりのため、１階店の

間に土間と厨房をつける。メンバー交替を経て、現在は居住者２名、半居住者２

名（昼間は店の間に住む）、活用メンバー３団体（尺八教室、カフェなど）で間間

間活用チームをつくり、維持管理・活用を行っている。 

 

 【平成 19 年度の活動紹介】 

・ 平常は住人が維持管理、家まわりの清掃、町会や祭りへの参加を行う。 

・ 木曜日は尺八教室、金土日はカフェの場となる。折々、展覧会、コンサート、

パン造りなどのイベントを行い、人と人との交流の場になるよう活用している。 
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木曜日は「ルーツ尺八」。尺八を竹からづく
り、まったりと吹く。 
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・ 防災対策のビデオ撮影、町家での暮らし方などの雑誌取材に協力。 

・ 間間間チームとたい歴の他の活動メンバーとの交流を積極的に行い、伝統木造

の生活文化体験やまちづくりのネットワークを広めていく。 

 

●彫刻家旧居・アトリエ「旧平櫛田中邸」の保全活用協力 

【概 要】 

 平櫛田中(1872~1979)は、108 歳の生涯を

通じて、明治大正昭和の近代日本彫刻の発展

に尽くした彫刻家である（昭和 37 年文化勲

章授章）。上野桜木の地に、横山大観や下村

観山ら芸術家仲間の協力によりつくられた

アトリエ（大正８年築）と住居（大正 11 年

築）が今も残されている。氏は谷中から上野

桜木に移り、昭和 45 年に小平市に転居する

まで、半世紀余をこの地で住まい、制作に励

んだ。東京芸大などで後進の育成に尽くし、

町会や神社、小学校にも作品を寄贈するなど

地域との交流も篤く、「でんちゅうさん」と

親しまれてきた。 

 上野桜木のアトリエ・住まいは、転居後田

中氏出身の岡山県井原市に寄贈されたが、住

込み管理者が亡くなった平成 11 年以降空き

家になっている。 

 建物の傷みを防ぎ、貴重な建物の存在を広

く紹介するため、平成 13 年より、井原市の了解を得て、東京芸大やたいとう歴史都

市研究会、地域町会、有志らが協力し、折々の清掃や展覧会、見学会等による文化活

用公開を行っている。 
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平櫛田中旧居とアトリエ。サスティナブルアート
展などで修繕の上、公開活用。 

北側の天窓から安定した光を取り入れる近代的な
アトリエ 
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 【建物概略】 

 大正８年築のアトリエ棟は、近代的なアトリエ建築の初期の例として貴重。大正

11 年築の母屋は、横山大観邸を建てた大工が手がけた。大正時代の日本家屋の特長

をよく備えた、衒いのないすっきりした建物である。昭和 30 年代以降の改造部もあ

るが、基本部分はよく残されている。 

 

 【活用形態】 

 所有は岡山県井原市。当会が窓口になり、東京芸大との連携のもと、維持管理や文

化活用の受付、運営協力、修繕計画の手配などを行っている。 

 展示や勉強会、ドラマ撮影などで活用を希望する団体から、建物保全活用協力とし

て、修繕作業または保存協力金を受け、建物の修繕整備と保存活用を進める。 

 

 【活用方針】 

 平櫛田中氏の生んだ芸術と地域との交流、芸術家を育ててきた上野桜木の町の文化

を尊重し、顕彰する形で、文化活用を行っていく。 

 

 【活用経過】 

 平成 13 年 空家になっていた平櫛田中邸を、当会と芸大、田中氏孫の弘子さんで調

査片付け。井原市が不要物撤去。 

 

 平成 13 年  孫の弘子さんが植木整備、建具修理 

 平成 14 年 井原市が不要物を片付ける 

 平成 15 年  東京芸大文化財保存学演習で建物調査、地域有志でお掃除会 

              雨漏りから建物の傷みが進む 

 平成 16 年  井原市が屋根と樋を修理。雨漏りを解消 

        東京芸大文化財保存学保存修復建造物研究室と建物調査 

     東京芸大学生教員らと「サスティナブルアートプロジェクト」開始 

  修繕作業を通した上で、アートプロジェクトを展開 

 平成 17 年   当会にて、田中邸と谷中の町見学会開催 

         当会「寺子屋プロジェクト」にて田中邸を活用。清掃協力 

        東京芸大彫刻科「アトリエの末裔・あるいは未来展」開始 

 平成 18 年  ロケ撮影等の受け入れ開始。保存活用協力を募る 
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 【平成 19 年度の活動紹介】 

 ４月 清掃および写真撮影（田中邸と谷中霊園桜） 

 ６月 東京芸大 120 周年記念行事としての活用に協力。建物清掃 

 ８月 田中邸勉強会・見学会「平櫛田中：上野桜木・谷中での暮らしと作品」 

    講師：平櫛弘子（小平市平櫛田中記念彫刻美術館館長、平櫛田中氏お孫さん） 

 ９月 東京芸大 120 周年記念行事としての活用に協力。建物清掃 

 10 月 東京芸大油画専攻「サスティナブルアートプロジェクト」開催に協力 

 11 月 東京芸大彫刻科「アトリエの末裔・あるいは未来展」開催に協力 

 12～1 月 台東区フィルムコミッションと協力し、TV ドラマロケ会場として協力 

 

４）建物保存活用からまちづくりへ 

 19 年度は、市田邸、間間間、田中邸などの維持管理活用チームの体制を強化し、活

用規約等も整備して、伝統的建物を住まいながら地域や社会に開くシステムづくりを行

ってきた。まだ整理すべき課題は多いが、建物の特長にあわせたサポートチームの必要

性が見えてきたところである。 

 今後はさらに、個々の建物の活用の意義を互いにつなげ、町全体として、伝統的な建

物の住まい方、まちとのつながり方を再発見したい。また飲食交流の場、地域学習や芸

術文化活動などで折々公開し、伝統的な住まいから新たな文化を育成し、次世代や社会

に広く伝えていきたい。 

 

 ２．19 年度調査検討経費の用途 
 

ａ）建物・町並み作法調査、いいところさがし、寺子屋プロジェクト経費 

 ：消耗品費、報告書作成費、次年度継続調査・活動費用等 

ｂ) 普及啓発費 

：普及版資料編集印刷費・報告会開催費等積立て 
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近い将来取り組むべき課題 

 
・ 家と町並みの作法や暮らしの文化を読み込み、発見し、これを地域の町並み保全形

成の今後のルールとして共有できるよう、地区のまちづくり検討の場に提供していく。 

・ 地区のいいところを、地域共有の歴史文化資源として支え合う仕組みを考える。 

 

１．谷中地区まちづくりの機運に応じて 
・ 谷中地区では、谷中地区まちづくり協議会環境部会で地域の歴史や自然を活かした

まちづくりを検討している。協議会では、当会とおこなった「谷中いいところ探し」な

どの結果をふまえ、今年度以降、「谷中のまちの作法、まちなみルルールづくり」に取

り組もうとしている。これまでの成果をふまえて、当会からも地域のまちなみルールづ

くり活動に参加協力を行っていく。 

・ 協議会の中の「谷中三崎坂建築協定委員会」では、今後も建築協定や三崎坂の町並

みについて検討を進めていく。谷中初音の道地区や三崎坂地区は、東京都の都市計画道

路の見直し路線にもかかっており、道路の見直しとまちづくりの方向性を地域や行政が

ともに検討していく時期となっている。 

・ 平成 19 年 1 月、「寛永寺・上野公園、谷中の街並み」が （財）古都保存財団（平山

郁夫会長、選定委員長高階秀爾）による「美しい日本の歴史的風土 100 選」に選ばれた。

http://www.kotohozon.or.jp/best.html。まちの人たちも、この選定により、地域への誇

りをよりはっきり持つようになっている。 

・ 三崎坂建築協定の運営委員会も、都のまちづくり団体として表彰された。 

・ 台東区でも谷中地区のまちづくりを推進するための支援策を検討している。 

・ 国も「歴史まちづくり法案」を発表、可決し、今後、有形無形の歴史を総合的に活

かしたまちづくりの推進体制が充実していくと思われる。 

・ 谷中地区の町並みまちづくりは、外部からも評価を受けるようになっているが、交

通や防災、開発圧力、観光と生活の両立などの課題に対応しながらその良さを守り育て

て行くため、地域の人々自身による、より意識的、具体的なまちづくりの推進が必要に

なっている。 

・ こうした谷中地区のまちづくりの状況に応じて、まちの人たちや地域団体に協力す

る形で活動成果を紹介し、まちづくりを考える参加の機会をつくっていきたい。 
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２．まちの宝：歴史的建物と生活文化の共有化、保全活用にむけて 
・ 地域の町並みと暮らしの文化の核となる歴史的建物の保存については、維持補修や

改修、補強、代替わり変化や相続売買等にあたって困難が多い。個人所有であっても地

域の歴史文化資源として重要なものについては、まちづくりファンドやトラスト等の手

法も検討し、地域や来訪者、家の活用者、谷中のファンが協力しあって支えるしくみを

具体的に考えていきたい。 

・ 環境部会での議論では、まずは「いいところ探し」や台東区のまちかど景観コンク

ール、谷中学校の「まちかど景観賞」など複数の角度から共通して「いいところ」に挙

げられた家やまちかど、生活文化などを、「谷中のまちの宝」として表彰することが必

要という声があがっている。 

・ 「いいところ」は個人の家や庭、寺院、庭等の場合、通常公に顕彰されることはな

いが、持ち主のご了解を得て、その由来や歴史を紹介する看板サインなどを外壁等につ

けさせていただいてはどうか。 

・ 坂や道の名、公園や谷中霊園の樹木など公共の場所にあるものについても、区や都

の了解を得ながら、顕彰プレートを作成して紹介していく。 

・ 谷中のいいところは、家やまちかど、生活上の不文律など、ハードソフトを含めて、

まちの人々が長い年月をかけてつくりあげてきた生活文化の証である。これらをまちの

人々や訪れる人、次世代に引き継ぐ子どもたちと共有していくために、これらを地図上

で紹介し、説明をつけた「谷中のまちの宝」冊子などを作成していきたい。 

・ 今後のまちづくり作法、まちなみルールづくりの基礎資料となるよう、「いいところ

探し」や「寺子屋プロジェクト」、「勉強会見学会」などで明らかになった地域の生活文

化資産を整理しリスト化し、台帳にまとめておく予定である。 

・ これをきっかけに、その保全活用対策もまちぐるみで考えていきたい。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

12/12 


