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 No.63（2011.03）
心に残るまちなみ32●運河と調和したまちなみ

（蘇州 中華人民共和国 江蘇省）…村上健治
特集：アジア住宅地事情
アジアにおける都市住宅の体験的外観…鳴海邦
碩／上海 変貌を続ける住宅市場…宮城雄司・柴田 
建／北京 住宅政策と市場経済のゆくえ…森山秀
二／香港 特異な歴史が育んだ住宅地─九龍塘…
岡 絵理子／ソウル 新たな郊外住宅の模索…金 永
敏／ウランバートル 遊牧から定住化へ─変わる都
市周辺…鳴海邦碩／台北 豪宅と公営住宅…堀込憲
二／マニラ ゲーティッドコミュニティとスラム…
柴田 建／ホーチミン ミニ開発が加速させる郊外ス
プロール…松村茂久／ジャカルタ ニュータウン開
発の隆盛…エヴァワニ・エリサ・田原直樹
エッセイ●ランドスケープデザインの仕事  現在と
これから…古内時子
本の紹介●刊行に寄せて 『住まいのまちなみを創
る』…齊木崇人
第22回 住生活月間協賛 まちなみシンポジウム 
健康なすまい・まちづくり

［第1部 基調講演］健康で暮らす住まいとまちなみ
…小嶋勝衛

［第2部 パネルディスカッション］健康なすまい・
まちづくり…向平すすむ、矢郷恵子、仲田法子、小
嶋勝衛、森野美徳
まちなみシンポジウム・大阪 これからの“まちづ
くりに求められるもの”

［第1部 基調講演］まちの多様性“地域開発から地
域力開発への転換”…平 伸二

［第2部 パネルディスカッション］これからの“ま
ちづくりに求められるもの”…大橋達夫、嘉名光市 
加茂みどり、平 伸二
まちづくり研究●米国ニューアーバニズムの住宅地
に見る 縮小時代の郊外型コミュニティの開発…佐々
木宏幸
まちなみ研究●まちなみ図譜・文献逍遙 其ノ十四：

『進化する都市』…大月敏雄
まちなみ研究●郊外住宅地の成熟過程4 街並みの
自己組織性…柴田  建
住宅総合展示事業実績（平成22年3月〜平成22年12月）
バックナンバー 財団日誌
まちなみ遺産●シリーズ14 相倉・菅沼（富山県南
砺市）

 No.64（2011.09）
心に残るまちなみ33●幕末と戦後、時代を跨いだ
憧れの光景（山手本通り 横浜市）…藤田俶宏
特集：郊外住宅地の再生
鼎談 郊外住宅地の行方…長谷川  洋・若林幹夫・
松本 浩
住宅地の再生、本格的に新たなスキームが必要…
齊藤広子
持続可能な郊外住宅地のために…阿部名保子
持続可能な住宅地マネジメント 桜ケ丘ハイツ40年
の物語…海道清信
平成22年度国土交通省・まちづくり月間協賛
第6回住まいのまちなみコンクール

〈国土交通大臣賞〉みずき町会
〈住まいのまちなみ優秀賞〉ふるさと土佐土居廓中
保存会

〈住まいのまちなみ賞〉大城花咲爺会／高幡鹿島台
ガーデン54管理組合／光葉団地自治会

〈まちネット〉「すまいのまちなみネットワーク」（ま
ちネット） 第3回総会
講演…寺川政司／ワークショップ…大月敏雄
エッセイ●地方都市郊外に分散する住宅群…伊丹
絵美子
エッセイ●海・城・富士・街　まちなみの個性探
訪…澁谷俊彦
まちなみフォトエッセイ１●都市点描 ありふれた
風景に惹かれて…村上健治
まちなみ研究●郊外住宅地の成熟過程5　ユート
ピアとしてのアメリカ郊外…柴田  建
住宅展示総合事業実績（平成22年9月〜平成23年4月）
本の案内●『住まいのまちなみを創る』…編：住宅
生産振興財団  監修：中井検裕
News ●まちなみシンポジウム in 大阪
バックナンバー 財団日誌 
まちなみ遺産●シリーズ15　津軽・金木、岩手・
胆沢、能登・大沢

 No.65（2012.03）
心に残るまちなみ34●アフリカの少数民族の集落
群（クータマクー　トーゴ共和国）…稲葉信子
特集：既成市街地のまちなみ

「良いまちなみ」から「住みよいまち」へ…森本信
明／景観まちづくり日記 既成市街地の美しいまち
なみをつくるのは誰だ… 藤田 忍／まちなみと登
録文化財　昭和初期の長屋…寺西興一／既成市街
地としてみた伝建地区の可能性…大槻洋二
速報●第7回 住まいのまちなみコンクール 審査結果
お知らせ●平成24年度海外研修募集のご案内
フォトエッセイ2●日本のまちなみ、季節へのま
なざし…村上健治
住宅地研究●ピオニシティ高坂第2期 環境共生住
宅団地認定取得の経緯…浅川 潔
エッセイ●葛飾北斎カラーで、社会実験、魅力を
育てる景観まちづくり…村上美奈子
エッセイ●まちの環境とこどもの記憶…温井達也
第23回 住生活月間協賛 まちなみシンポジウム 
in 東京　まちなみを再生する

［第1部 基調講演］都市の未来戦略…大野秀敏
［第2部 パネルディスカッション］まちなみを再生
する…江川直樹、柴田 建、菅 孝能、大野秀敏
まちなみシンポジウム in 大阪　まちなみ・暮ら
し・環境を次世代へ

［第1部 基調講演］こどもの目線で考えるまち…上
田信行、川本誓文

［第2部 パネルディスカッション］まちなみ・暮ら
し・環境を次世代へ…上田信行、千田二郎、六波
羅雅一、加茂みどり
まちなみ研究●まちなみ図譜・文献逍遙 其ノ十五

（最終回）：『建築寫眞類聚 木造小住宅』…大月敏雄
まちなみ研究●郊外住宅地の成熟過程6 HOA によ
る住宅地の統治…柴田 建
住宅総合展示事業実績（平成23年4月〜平成24年1月）
バックナンバー 財団日誌
まちなみ遺産●シリーズ16 前沢曲家集落（福島県
南会津町）
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 No.66（2012.09）
心に残るまちなみ35●近代・未完のプロジェク
ト（北九州市　福岡県）…倉方俊輔
特集：復興まちなみづくり──まちなみづくりへ
の支援の可能性を探る
被災地における住宅再建の課題と取り組み…大竹  亮
復興支援に向けた財団の取り組み…村山寛保・髙
澤静明
インタビュー／理想と現実の狭間で…中井検裕
エッセイ●戸建住宅地での空区画活用による複数
区画利用の可能性…原田陽子
お知らせ●まちなみ塾 2012（第3期）公開講座の
お知らせ
フォトエッセイ3●歴史の厚みを感じさせるまち
なみ…藤井康照
住宅地研究●百年目のニュータウン─桜とせせら
ぎのまち「高見三条」　ブロックアーキテクト方
式によるまちづくりの仕組み…牧  敦司
単独記事●昔のくらしを考える いま、そこから
学ぶこと…小泉和子
エッセイ●地域建造物資産を保全活用するまちづ
くりへ…瀬口哲夫
本の案内●『住まいのまちなみを創る』編：住宅
生産振興財団　監修：中井検裕
平成23年度 国土交通省・まちづくり月間協賛
第7回 住まいのまちなみコンクール実施報告

〈国土交通大臣賞〉城南住宅組合
〈住まいのまちなみ優秀賞〉桂ヶ丘自治会
〈住まいのまちなみ賞〉桂坂地区建築協定協議会、
NPO 法人いんしゅう鹿野まちづくり協議会、パ
ークプレイス大分公園通り団地管理組合法人

「すまいのまちなみネットワーク」 第4回総会
「住まいのまちなみテキスト」について、みんな
の関心事を語り合おう…司会：大月敏雄
まちなみ研究●郊外住宅地の成熟過程7　日本型
の街並み維持とは…柴田  建
住宅総合展示事業実績（平成23年4月〜平成24年1月）
バックナンバー　財団日誌
まちなみ遺産●シリーズ17　外泊（愛媛県愛南町）

 No.67（2013.03）
心に残るまちなみ36●ネパールの街は魅力に満ち
ている（カトマンズ　ネパール）──宮脇さんとの
最後の調査旅行…中山繁信
特集：宮脇檀まちなみ読本

〈まちなみ〉の軌跡／「車を宿の日本一周」1960─
61／デザインサーヴェイ1966─73／建築家、宮
脇檀／都市から、街へ、住宅へ／建築とまちな
み／まちなみコーディネーター／“宮脇学級”と東
急不動産／積水ハウスとの住宅地開発／コモンと
ボンエルフ／住宅目線のまちなみ設計／まちなみ
設計の継承／5つのハードと1つのソフト／協力者
一覧／宮脇檀まちなみ設計年表…二瓶正史
文献再録●再録1 戸建住宅による環境造成につい
て その現況と提案…宮脇檀／再録2 『街並みを創
る』あとがき…宮脇檀／再録3 インタヴュー：宮脇
檀［個］から発想して［街並］を創る…中野恒明／
再録4 宮脇檀の住宅地設計…二瓶正史／再録5 宮
脇檀さんの想い出…百瀬深／再録6 財団住宅祭と
宮脇先生…井上泰雄／再録7 「人好き、もの好き、
すまい好き」宮脇檀のまちづくり人生…内井昭蔵／

再録8 愛の住まい…内井昭蔵／再録9 住宅を街に
繋げようと雄雄しく闘い続けてきた人 宮脇檀…蓑
原敬／再録10 座談会「街づくりは道づくり」…大
川陸、小山博正、二瓶正史、蓑原敬／再録11 住宅
地計画のパイオニアとしての宮脇檀…山口廣
フォトエッセイ4●中世寺内町の繁栄を、今に残
す町…藤井康照
第24回 住生活月間協賛 まちなみシンポジウム 
in 東京　伝統的な日本の暮らしに学ぶ

［第1部 基調講演］ 「伝統的な日本の暮らしに学ぶ
－昭和30年代の暮らしに学ぶ－」（東京・大阪）…
小泉和子

［第2部 パネルディスカッション］まちなみを再生
する…小玉祐一郎、大月敏雄、小泉和子、小原隆
まちなみシンポジウム in 大阪　低炭素社会に活
かす伝統的な日本の暮らし

［第2部 パネルディスカッション］エネルギーを使
わない豊かな暮らしとは…小泉和子、小玉祐一郎、
髙田光雄、浅岡美恵、小原隆
住宅総合展示事業実績（平成23年11月〜平成25年1月）
バックナンバー 財団日誌
まちなみ遺産●シリーズ18 川越（埼玉県川越市）

 No.68（2013.09）
心に残るまちなみ37●変わらない魅力と変わり
続ける魅力（サンフランシスコ）…佐々木宏幸
まちなみ研究●田園調布会の活動
まちなみ研究●常盤台住宅地のまちづくり
平成24年度 国土交通省・まちづくり月間協賛
第8回 住まいのまちなみコンクール実施報告

〈国土交通大臣賞〉備中矢掛宿の街並みをよくする会
〈住まいのまちなみ優秀賞〉多治見市38区タウン
滝呂自治会

〈住まいのまちなみ賞〉グリーンヒルズ湯の山団地
まちなみ景観委員会、佐倉染井野緑地協定運営委
員会、南平台環境ボランティア

「すまいのまちなみネットワーク」 第5回総会
「住まいのまちなみのヒューリスティックス（知恵）」
についてみんなで話し合ってみよう…司会：大月
敏雄　まちネットメンバー団体リスト
コラム●“戸建住宅地の計画”を考える本
フォトエッセイ5●城下町から商家町へと繁栄を
築いた町…藤井康照
まちなみシンポジウム in 仙台　市民主体の震災
復興とまちづくり

［第1部 基調講演］ 「被災地支援からの住宅復興を
考える」…大月敏雄

［第2部 パネルディスカッション］復興から未来の
まちなみを創る…三部佳英　二瓶正史　大月敏雄
エッセイ●〈道〉からつくる街並み…小山博正
エッセイ●神奈川県伊勢原市・大山御師集落と町
並み保存…小沢朝江
住宅地研究●知られざる高級住宅地「上北沢」…
越澤 明
住宅地研究●日本型 HOA を目指したその後の緑
園住宅地…秋山 紘
住宅総合展示事業実績（平成24年1月〜平成24年9月）
バックナンバー　財団日誌
まちなみ遺産●シリーズ19　加賀東谷（石川県加
賀市）
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No.69（2014.03）
心に残るまちなみ38●粋な廻船問屋の町並みを
今に伝える美々津（宮崎県日向市）…秋山邦雄
まちなみ設計●街並み設計は何処へ…藤田俶宏
まちづくり研究●まちづくり条例…柳沢 厚
まちづくり研究●江戸時代の被災地復興計画…塩
見 寛
フォトエッセイ6●江戸の繁栄を色濃く残す宿場
町…藤井康照
エッセイ●ある小さな住宅地の記憶と記録…在塚
礼子
エッセイ●まちの色を創る…平山郁朗
第25回 住生活月間協賛 まちなみシンポジウム 
in 東京　若者たちがおこす、新たな潮流

［第1部 基調講演］ 「若者の価値観の変化と住まい
への意識」…三浦 展

［第2部 パネルディスカッション］…三浦 展　馬
場正尊　アサダワタル　迫 一成　柴田 建
まちなみシンポジウム in 大阪　多世代交流によ
るコミュニティ再生

［第1部 基調講演］ 「今、関西から発信する、住ま
いとまちの新しい形」…瀬田史彦

［第2部 パネルディスカッション］…西上孔雄　田
中美貴　アサダワタル　瀬田史彦　柴田 建
まちなみ研究●郊外住宅地の成熟過程8　ワーク
ショップによる街並みの共同編集…柴田 建
住宅総合展示事業実績（平成24年10月〜平成25年4月）
バックナンバー 財団日誌
まちなみ遺産●シリーズ20 茶屋町・花街（金沢東
山ひがし・小浜三丁町・大和郡山洞泉寺町）

 No.70（2014.09）
心に残るまちなみ39●金沢シーサイドタウン 時
と共に彩りを深める団地（神奈川県横浜市金沢
区）…志岐祐一
特集：“まちなみ計画”を展望する
座談会●まちなみコーディネート事業の今後──
事業運営委員の立場から…横田　滋、石毛治明、
伊藤昭憲
最近のプロジェクトから●阿見オルティエ本郷ク
ロスアヴェニュー／マリンタウン ラ・コスタ／リフ
ァージュ高坂／ピオニシティ高坂／グリーンヒルズ
いさはや西部台／フルールコモン明日花／スマート
プロジェクト240三田ゆりのき台／クィーンズフォ
レスト流山おおたかの森／オーチャードパークみら
い平陽光台／コモンパーク上毛彩葉／掛川紅葉
台／グラッドヒルズ柏／ウェルネスシティつくば
桜／ガーデンシティ舞多聞／城野ゼロカーボン先進
街区１工区／「荒井西」プロジェクト
座談会●財団活動をステップとして──若手設計
担当者の立場から…小林秀和、小松﨑英明、古川
淳也、堂城直人、舘　智徳
インタビュー●「クイーンズフォレスト流山おお
たかの森」に寄せて　少子高齢社会を乗り切るた
めの住環境整備…井崎義治氏
エッセイ●福岡県の多様な町並み…大森洋子
エッセイ●東日本大震災からのまちなみ復興…阿
部俊彦
平成25年度 国土交通省・まちづくり月間協賛
第9回 住まいのまちなみコンクール実施報告

〈国土交通大臣賞〉木綿街道振興会

〈住まいのまちなみ賞〉旭ヶ丘自治会、いわき市中
央台鹿島三区自治会、七日町通りまちなみ協議
会、フィオーレ喜連川管理組合

「すまいのまちなみネットワーク」 第6回総会
住民と大学研究者がコラボしたまちづくり活動
住宅地研究●住宅地開発とランドスケープ１：ロン
ドンの都市型タウンハウス：スクエアーという共用
庭園…坂井 文
まちなみ研究●郊外住宅地の成熟過程9（最終回）
ストック時代の住宅地デザインへ…柴田 建
住宅総合展示事業実績（平成25年6月〜平成26年7月）
バックナンバー　財団日誌
まちなみ遺産●シリーズ21　白峰（石川県白山市
白峰）

No.71（2015.03）
心に残るまちなみ40●賑わい・色彩の氾濫・生
活空間としての路地（砂漠の赤い邑と、白い港町
─モロッコ）…髙澤静明
インタビュー●ガーデンシティ舞多聞の試みから
自立した持続可能な地域コミュニティの実現をめ
ざして…齊木崇人氏
まちづくり研究●「住まい・まちづくり」の更新
手法を探る──30年を経た戸建住宅地を訪ねて
…済藤哲仁
住宅地研究●断章・住まいで都市を造りえるか─
敷地主義と団地主義をこえて…小沢 明
エッセイ●シェアするハウス…西村 猛
エッセイ●住み続け、住み熟す　ヴィンテージタ
ウンをめざして…笹原和喜男
第26回 住生活月間協賛 まちなみシンポジウム 

〈東京〉〈大阪〉　海外で活かされる日本のまちづ
くり

［第1部 基調講演］ 「海外における住宅地開発」…
佐々木宏幸

［第2部 パネルディスカッション］「海外で活かされ
る日本のまちづくり」…金 容善　奥野博昭　川
島 裕　佐々木宏幸　渡 和由
まちなみ研究●戸建住宅地におけるまちなみの管
理1 プレイスメイキングの思考と実践…温井達也
住宅地研究●住宅地開発とランドスケープ2　住宅
地開発と公園整備：共用庭園・スクエアーから公園
へ…坂井 文
住宅総合展示事業実績（平成26年1月〜平成26年9月）
バックナンバー 財団日誌
まちなみ遺産●シリーズ22 美々津（宮崎県日向市
美々津）
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──平成27年3月〜平成27年9月──

平成27年3月

18日 第85回理事会開催
議案1. 平成27年度事業計画及び収支予算の件
議案2. 代表理事及び業務執行理事による業務執行状況報告
の件
議案3. 参与委嘱に関する件
本理事会において、議案1、議案2、議案3とも審議の上承
認された。

家とまちなみ第71号発刊

21日 ガーデンシティ舞多聞レインボーゲート第1期住宅総合展示事
業開催

平成27年4月

9日 事業部会開催

10日 北九州都市計画事業城野駅北地区3街区住宅総合展示事業開催

15日 事業部部長井手猛氏（大和ハウス工業株式会社）退任

16日 事業部部長に空裕毅氏（大和ハウス工業株式会社）着任

20日 ボンエルフ270号発行

木密ポータルサイト（URL:http://www.mokumitsu.jp）開設

24日 関西事務所事業推進会議（第49回）

平成27年5月

1日 第11回住まいのまちなみコンクール募集開始

2日 アニールタウンあいの里公園住宅総合展示事業開催

しまだあさひ GARDEN PLACE 住宅総合展示事業開催 

14日 事業部会開催

21日 第6期（平成27年度）第1回まちなみ塾開催「オープニング・
概論」角野幸博氏（関西学院大学総合政策学部教授）

25日 理事会決議事項に関する提案を書面による決議を送付
議案1. 平成26年度事業報告及び収支決算承認の件
議案2. 平成26年度公益目的支出計画実施報告書の承認の件
議案3. 定時評議員会の招集の件

平成27年6月

1日 理事会決議事項に関する提案について、議案1、議案2、議案
3とも理事、監事全員より同意を得、決議成立

事業部部長に切貫秀行氏（パナホーム株式会社）着任

11日 事業部会開催

12日 すまい・るホールにおいて「まちづくりと景観を考える全国大
会」が開催され、財団主催「第10回（平成26年度）住まいの
まちなみコンクール」国土交通大臣賞の表彰式が行われた。

17日 第74回評議員会開催
議案1. 平成26度事業報告及び収支決算承認の件
議案2. 平成26年度公益目的支出計画実施報告書の報告の件
議案3. 役員選任の件
議案4. 評議員選任の件
議案5. 平成27年度事業計画及び収支予算の報告の件
本評議員会において、議案1、議案2、議案3、議案4、議
案5とも審議の上承認された。役員選任の件で、理事の髙橋
進氏が退任し三井康壽氏が就任すること、理事の木村芳文氏
が退任し金子豊氏が就任すること、理事の川本俊明氏が退任
し金井昭典氏が就任すること、理事の沼生哲男氏が退任し後
藤隆之氏が就任すること、監事の村田幸隆氏が退任し小宮健
司氏が就任すること、評議員の安齋俊彦氏が退任し樹下英之
氏が就任すること、評議員の那珂正氏が退任し井上俊之氏が
就任することが決定された。

17日 第86回理事会開催
議案1. 理事長等選任の件
議案2. 代表理事及び業務執行理事による業務執行状況報告
の件
議案3. 平成27年6月1日付のみなし理事会決議の結果報告
の件
議案4.「会員基準」の運用方針に関する件
本理事会において、議案1、議案2、議案3、議案4とも審
議の上承認された。理事長等選任の件で、理事の三井康壽氏
が会長に就任することが決定された。

まちなみ塾講義録2014（第5期）発刊

18日 内閣府へ「公益目的支出計画実施報告書等」を提出

25日 第2回まちなみ塾開催「第1部：まちなみ設計演習Ⅰ（現地確
認、事業者ヒアリング）」上井一哉氏（積水ハウス株式会社）、
大谷宗之氏（株式会社ミサワホーム総合研究所）、粟井琢美氏

（三井ホーム株式会社）、「第2部：まちなみづくり講義」平山
郁朗氏（有限会社ランドプランナーズ代表取締役）

29日 品川プリンスホテルにおいて、「第10回（平成26年度）住ま
いのまちなみコンクール」の「住まいのまちなみ賞」受賞団体
の表彰式が行われた。また、住まいのまちなみコンクール受賞
団体を中心とした「すまいのまちなみネットワーク」（略称まち
ネット）第7回総会が開催された。

30日 企画部部長谷口修司氏（パナホーム株式会社）退任

平成27年7月

1日 事業部部長に岸田博氏（積水化学工業株式会社）着任

5日 2015米国住宅地まちなみ調査海外視察団出発（11日まで）

9日 事業部会開催

16日 関西事務所事業推進会議（第50回）

18日 シンフォニックタウン金田東住宅総合展示事業開催

木密不燃化支援（東池袋まちづくりフェスタ開催）

19日 財団創立記念日

20日 ボンエルフ271号発行

23日 第3回まちなみ塾開催「まちなみ設計演習Ⅱ（基礎講座、グル
ープ分け）上井一哉氏、大谷宗之氏、粟井琢美氏

31日 夏季住宅セミナー開催（東京プリンスホテル）

平成27年8月

18日 第4回まちなみ塾開催「住み替えと住宅地マネジメント」大月
敏雄氏（東京大学大学院工学系研究科教授）

29日 ウェルネスシティつくば桜まちびらきイベント

31日 第11回住まいのまちなみコンクール応募締切

平成27年9月

10日 事業部会開催

ボンエルフ272号発行

12,13日 ARAI-NISHI なないろの里ヒカリガイク（仙台荒井西）　まち
びらき住宅祭

17日 第5回まちなみ塾開催「まちなみ設計演習Ⅲ（中間発表）」上井
一哉氏、大谷宗之氏、粟井琢美氏

26日 ガーデンシティ舞多聞レインボーゲート第2期住宅総合展示事
業開催

30日 2015米国住宅地まちなみ調査海外視察報告書発刊

財団日誌
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