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パネリスト

向平すすむ（コミュニティハウス法隆寺 代表）

矢郷恵子（（有）毎日の生活研究所 代表）

仲田法子（南医療生活協同組合 事業所部長）

小嶋勝衛（一般財団法人 建築・まちづくり協力研究所 理事長）

モデレーター
森野美徳（都市ジャーナリスト）

農ある安寿ネット
森野　小嶋先生の基調講演を踏まえ
て、このパネルディスカッションは
いわば実践編ということでお話しを
進めていきます。それでは、３人の
パネラーの方にそれぞれの取り組み
についてご発表いただきたいと思い
ます。
向平　奈良県斑鳩町の法隆寺のある
まちで、老後一人になっても安心し
て暮らせる住まいをつくりたいとい
うことで、自分たち入居者が出資し
あって株式会社を設立し、戸建住宅
団地に隣接したところに定期借地で

「コミュニティーハウス法隆寺」を
つくりました（写真1）。50代から80
代の３組の夫婦と４人の個人、７世
帯の共同住宅ですが、住んでからか
れこれ６年になるその様子を皆さま
にご紹介したいと思います。
　大阪・奈良府県境の山並みが見え
る広々とした田園地帯で、天王寺か
ら24分です。これは老人ホームでも
ありませんし、アパートでもありま
せんし、いうなればコーポラティブ
の設計でつくった、私たちの終の棲
家のつもりです。
　各室は自分の好みの設計になって

おり、私の住まいは70㎡、個室で40
㎡あります。そして、みんな株主で
すから、運営は共同で行ないます（写
真2）。女性の元気な株主たちがお昼
の時間にはお茶を楽しみ、みんなで
近くの大和川へ野鳥の観察会に出か
けたりします。
　16㎡の小さな菜園もあります。最
高齢者87歳のおばあさまが引っ越し
と一緒にぬか床を持ってきました。
それで採れた大根や白菜を漬けて、
みんなの個室に配達をします。みん
ながそれぞれ得意技の仕事があると
いうことです。

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２部〉パネルディスカッション

写真1  コミュニティーハウス法隆寺全景 写真2  ウッドデッキは入居者のくつろぎの場

期日：平成22年10月15日（金）
会場：独立行政法人
　　住宅金融支援機構すまい・るホール
　　（東京都文京区後楽1-4-10）



50 家とまちなみ 63〈2011.3〉

　裏庭で作った草花を表へ出して展
示していますが、これは自慢してい
るだけではなく、コミュニケーショ
ンのツールになります（写真3）。近
隣の住宅団地の通りがかりの人たち
と、「これ、何の花？」「欲しいわ」
という会話が始まります。
　入居するまでは心臓病で ICU に
入っていらっしゃったほどでした
が、花を育てることがたいへんお上
手な方がいて、周りの話題になるほ
どになると、がぜん張り切ってまい
ります。先ほど小嶋先生が「重病を
持っていても健康ということはあり
得るんだよ」というお話をされまし
たが、まさしくその「健康」に当て
はまると、今日は自信を持ちました。
　私たちは、肩を張らずに、淡々と
地域の人たちとお付き合いしていま

す。私たちは人数がいますから畑も
借りる、竹林の世話もする。いい環
境の中でたとえ少々の病気を持とう
と、生きがいを持てば本当に健康で
元気になれると実感しています。
　それだけではありませんで、コミ
ュニティーハウス法隆寺の共用の会
議室は、食堂にもなったりする場所
ですが、ここが団地の若い人たち、
30代〜40代の、言うなれば私たちの
孫世代の団地の自治会がここで会議
をします（写真4）。これがひいては、
子どもたちの子育て支援のお世話を
するということになります。たとえ
ば学童送迎とか、夏休み子ども制作、
子どもの作品コンクールのお手伝い
をするとか、この場所で行なわれま
す。
　ということで、小さな、小さなコ
ミュニティですが、私たちに生きが
いも同時に広がっています。

市民が育てる遊び場
矢郷　水で遊ぶ、泥で遊ぶ、缶蹴り、
ケンパ、鬼ごっこをするとか、虫を
捕るとか、そういう当たり前な遊び
を子どもがするためには、今は地域
の大人たちが仲間をつくって活動し
なければならないという時代です。
どうしてそのように子どもの遊びに

大人たちが関わらなければいけない
のでしょうか。
　まず、「外で遊ぶのが難しい」。私
は35年間、世田谷区で乳幼児の仲間
づくり、野外保育の活動をしていま
すが、そこに入ってくるお母さんに
は大きな共通点があります。１つは、
集合住宅に住んでいる。もう１つは
集合住宅ということもあって庭など
がない。もう１つの環境に大きな道
路が通っていたり、大きな道路の近
くに住んでいる。
　そのようなお母さんたちに「どん
なところで遊ばせていますか？」と
いうことを2005年に聞きました。公
園、次に園庭というふうに、「庭」
か「園」とつくように、大人の手に
よってそのためにつくられた場所で
遊ぶというのが圧倒的な答でした。
その公園はどうなっているかという
と、子どもの声がやかましいという
苦情があったり、また風紀的な問題
があって、親にとってみたら居心地
の悪い場所になっています。
　そこで、お母さんたちに「乳幼児
期にどんな遊びさせたいですか？」
聞いてみました（図1）。
　次に、させたい遊びとは別に、子
どもにさせたいけれども、今の環境
では難しいというふうに悩む遊びに

向平すすむ氏

写真3  建物北側の通り沿いにもうけられた花壇 写真4  コミュニティーハウス法隆寺の食堂で開かれた自治会集会
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ついて聞きました（図2）。
　じつはできない遊びと住宅の形態
には関係があります。戸建住宅より
集合住宅のほうがより深刻です。そ
して、分譲マンションでは汚れたり、
壊れたりしたら、マンションの価値
が下がるというので、子どもの遊び
が管理組合で全面禁止というところ
がたくさんありました。そういうと
ころは廊下でも、エレベーター前の
ホールでも子どもが遊ぶことができ
ない。植木鉢も廊下に出せないとか、
協同組合のカートンも外に出せない
とか、かなり厳しいところがいっぱ
いありました。それとは別に、戸建
て住宅は安心感が高いということが
わかりました。
　こういう住居関係の中にあって、

普段の遊びができる遊び場をつくろ
うというのが、私たちが35年前から
行っている活動です。今から２つの
遊び場づくりを紹介します。１つは
冒険遊び場、プレーパークです。も
うご存知の方、たくさんいると思い
ます。現在、全国の260カ所で市民
によるプレーパークづくりが盛んで
す。1943年、デンマークで始まりま
した。日本では1979年、羽根木公園
で第１号がつくられました（図3）。
　次にプレーリヤカーでの出前遊び
場です。これは06年から世田谷区で
始まりましたが、乳幼児が公園で遊
ぶための環境づくりを大人たちが出
前して歩くというものです（図4）。
まず、羽根木プレーパークです。も
うご存じの方、たくさんいると思い

ますが、市民と行政との共同事業、
たぶん日本での草分け的な事業だと
思います。35年間、今でもそのスタ
イルが続いています。ここでは地域
住民が前に出て、行政は土地や資金
を提供してくれますが、後に控えて
います。プレーパークというところ

図1  世田谷区のママたちが望む遊び場 図2  子どもにさせたい遊びと問題点

図3  世田谷区・羽根木プレーパーク 図4  プレーリヤカーでの出前遊び場

矢郷恵子氏

第22回住生活月間協賛  まちなみシンポジウム
パネルディスカッション 健康なすまい・まちづくり
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はこのように手づくりでつくられて
いるところ。そこではどんなふうに
子どもが活き活きと遊んでいるか。
　遊び場づくりでの大人の役割で
す。ここでは子どもの遊びの代弁者。
「自分の責任で自由に遊ぶ」。これは
子どもへのメッセージではありませ

ん。子どもが遊んでいて、ケガや事
故を起こしても、子ども自身が誰に
賠償してもらおうか、なんて考える
ことはない。それを考えるのは全部
大人です。なので、私たちは「自分
の責任で自由に遊ぶ」ということを
大人たちに伝えます。
　次に大事なこと。第三者の大人が
いることで、安心して子どもが遊べ
ます。

高齢者がいきいき暮らせる
まちづくり
仲田　南医療生協は1959年の伊勢湾
台風の救援活動を契機に1961年に
308名の組合員で設立されました（図
5）。そして、愛知県全域を定款地域
としていて、名古屋市の南部、知多

半島、西三河方面を中心に保健、医
療、介護福祉事業を展開しています。
支部のある自治体は19の行政区にま
たがっていて、11のブロック、75支
部、そして運営委員さんが451人で、
720班。『健康の友』という機関誌は
組合員総数６万1,000人の約半分の
３万部を手配りして、健康に関する
啓発をやっています。
　「みんなちがってみんないい、ひと
りひとりのいのち輝くまちづくり」
という基本理念を掲げております。
　介護福祉事業の目的ですが、１つ
は「地域だんらん」ということを掲
げています。今、家庭のだんらんも
とても希薄になっている中で、せめ
て地域が支えるだんらんが必要では
ないかということです。また、まち

図5  南医療生協の概要 図6  1支部1福祉運動 = いっぷく運動

図7  生協ゆうゆう村の展開 図8  東海市・生協のんびり村

小嶋勝衛氏
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にとけこみ、ふれあうということは、
人里離れたところではなくて、まち
の中に、その暮らしの中にあるとい
うこと、それが大事ではないかとい
う考え方です。それから、介護する
条件としては、居場所、役割、ふれ
あいづくりを介護３条件と位置づけ
ていますが、ひとりひとりの役割、
出番というのが大事です。そして、
最後は「自分たちの要求は自分たち
の手で」。誰かにやってもらうので
はなくて、ひとりひとりが主体者で
あるということです。
　それを実践するための方針として
は、４つの柱を決めています。
　①は「１支部に１福祉活動＝いっ
ぷく運動」（図6）。この写真のよう
に組合員さんのお宅で食事会だと
か、お茶会だとか、おしゃべり会だ
とか、思い思いにやっています。
　次に、「小規模多機能福祉村づく
り」。これは最初、老健か特養をつ
くりたいと思ったのですけれども、
名古屋市の許可が下りませんでした
のでモデル事業としてつくりまし
た。この第１号は生協ゆうゆう村と
いう名前です（図7）。そして、第２
が名古屋市の隣にある東海市につく
った生協のんびり村です（図8）。
　これは、10年来介護事業を立ち上
げたいと地元の組合員さんの夢が、
地主さんの好意もあって実現したも
のです。敷地面積は約900坪で、だ
んだん畑のような田んぼの形状を活
かし、敷地の真中を通り道として利
用もできます。
　グループホーム（ワンユニット8
人）、小規模多機能ホーム（25人定
員）、多世代共生住宅（18人定員）
地域交流館おひまち、喫茶ちゃら、
農園からなる複合型の事業所が集ま
っています。ひとりの方が複数利用
されており、地域交流館では講座や、

飲み会・お茶会などが開催され、地
域の方とのふれあいの場となってい
ます。この空間が昔の「村社会」の
ような存在になるといいなと思って
います。
　それから、「１ブロックに1介護福
祉事業＝いちぶいっかい運動」。１
つのブロックに１つの介護福祉事業
をつくるということです。先ほど11
ブロックあると説明させていただき
ましたが、まだ３つのブロックにし
かありません。支部のある15自治体
のうち、10自治体で懇談ができまし
た。このように介護福祉事業では、
病院がないブロックでは診療所をバ
ックにしながら事業を展開していま
すので、医療と密接なのが安心の特
徴です。
小嶋　三人の話のなかで共通してい
るのは活き活きと生きるということ
の楽しさといいますか、そのアクシ
ョンだと思うんですね。生きるとい
うこと、あるいは住まうということ
は、毎日そんなに変化を求めるもの
ではないと私は思うのですが、あま
り気にしないですーっと行けるとい
うのが、じつは一番幸せなんでしょ
う。そのすべてを周囲に頼るのでは
なくて、自らが動くということの中
に楽しさがあるんだということの表
現だろうと思いました。
　私に関係するような思いで聞かせ
ていただいたのが、世田谷の子ども
の遊びの話です。ケガをして一番最
初に「しまった！」と思うのは本当
は子どもなんです。大きなケガをし
たら、それは誰だっていいことはな
いんですが、小さなケガの積み重ね
みたいなものは、子どもが大人にな
っていくために絶対必要なんです。

「健康な住まい」に
求められること
森野　健康な住まい、あるいはまち
づくりにとって求められる要件とい
うのはいったい何なのでしょうか。
矢郷　子どもの遊びが消えていく一
番の理由はやはり外での活動がなく
なっていくことです。大人が外で活
動しなくなると、子どもの遊びも消
えます。庭があるというのはすごく
貴重なことで、庭で花を育てたり、
しゃべっていたり、そこで家事をし
ている。そういう庭に出る活動が知
らないうちに子どもの遊びを育てて
いたし、子どもの活発な空間をつく
っていたと思っています。家の中だ
けですべて終わってしまうという住
まいづくりにものすごく大きな疑問
を感じてきました。
　万が一ケガや事故があったときに
はどうするかというと、まず世話人
の人たちがそれの事故やケガのため
に親元にはせ参じます。ものすごい
努力ですが、親御さんが納得するま
で説明するのが地域住民の一番大き
な役割です。
森野　結果的に公園自体は世田谷区
の公園ですが、いわゆる区の管理者
責任みたいな話にならないように、
矢郷さんたちボランティアの方々
が、たとえば子どもがケガをして学
校を休んでいるときは、ちょっと勉

仲田法子氏

第22回住生活月間協賛  まちなみシンポジウム
パネルディスカッション 健康なすまい・まちづくり



54 家とまちなみ 63〈2011.3〉

強を手伝ってやるとかで、親御さん
が騒ぎ立てるとか、あるいは管理者
責任になるようなことを回避する努
力を積み重ねてこられたというとこ
ろがポイントだろうと思います。
向平　私どもは入居者全員が株主な
ので運営の責任も同時に持たなくて
はなりません。１人750万円です。
お母さんが病気を持ってらっしゃる
けれども、息子さんや親族が株主の
ケースも２人いますが、その場合で
も近距離介護で連携しています。そ
のようにそれぞれが主体性を持って
入居しています。
　有料老人ホームをやめて来られた
80歳の方もいらっしゃいますが、こ
の方は今町内会の副会長を務めてい
ます。それぞれが得意技をいかして
役割を持っています。また、60歳定
年になった看護師さんがいらっしゃ
いますが、この方は定年後、短期大
学へ入学されて、見事卒業されて栄
養士さんになられました。理由は「安
心していられる家があるから、もう
老後のことは考えなくていいから、
私の第二の人生はこれから始まるん
です」とおっしゃられた。これもな
るほどと思いました。
　健康な住まいというのは、安心し
てみんなが支えてくれる、誰かがい
るという場所であるからできたこと
ではないかと思っています。

仲田　先ほどのモデル事業、生協ゆ
うゆう村のキャッチフレーズは「ま
ちにとけこみ、まちとふれあう」で
す。人と人とのふれあいがあるとい
うことが、やはり高齢者の方が活き
活き暮らせる条件ではないかと思っ
ています。それには、今ある“まち”
の中にどうやって介護福祉事業をつ
くり、そこを拠点として地域の方の
ご理解を得て住んでいくかというこ
とが大切になってくるわけです。最
初は地域の方からの猛反対がありま
したが、地域の方をお招きしてお祭
をやったり、防災の学習会をやった
り、地域の暮らしに役立つ企画や交
流をするなかで、うちとけることが
できました。
　それと、ゆうゆう村やのんびり村
では、庭でも未完成のままだと地域
の人たちが気にかけて花を植えてく
ださるようになりました。地域の方
が関わられることによって本当に立
派な庭ができますし、そうすると、
地域の方と利用者が交わる機会も増
えて利用者の方が活き活きされる
し、地域の方も何か事業所での出番
を期待される関係が生まれてきま
す。

仕組みづくり
森野　今まで自助共助の話を聞かせ
ていただきましたが、公共的にどう
いうものが必要でしょうか。
矢郷　世界で遊び場づくりが盛んな
国は日本とドイツといわれていま
す。日本のすばらしいところは、市
民参加で遊び場がつくられているこ
とです。残念なことは、そこに行政
の介助がなかなかうまくいかないも
のですから、資金不足にあえいでい
ることです。プレーリーダーの確保
や育成もうまくいっていない。少子
化対策の大きな政策の中にも冒険遊

び場とか外遊びが入っていません。
子どもを元気に育てるためにも、や
はり外遊びとか、遊び場づくりにぜ
ひ力を入れてほしい。
仲田　１つは住宅政策です。今、高
齢者の専用マンションや住宅がつく
られていますが、それも必要ですけ
れども、やはり私は混じり合って過
ごすということが、高齢者の方が一
番活き活きされる条件ではないかと
思いますので、これからは多世代が
集えるような住宅政策を望んでいま
す。
　もう１つは、市民参加がないとな
かなか支えられないということで
す。地域の方々と私たちの組合員が
いっしょになって認知症サポーター
養成講座を開くことによって、地域
で一人暮らしや認知症の高齢者をみ
んなで見守っていくような変化が起
きたこともありました。市民参加が
得られる教育システムを行政的にも
バックアップして、もちろん民間で
もやるわけですが、そういうことが
本当に大事かなと思っています。
向平　「混居」というか、混じり合
って暮すことは大賛成です。まさし
く私たちはそれを願って実行してい
るわけです。また、私たちも土地探
しや資金繰りで苦労しました。たと
えば住宅供給公社には余っている土
地がいっぱいあるのですが私たちに
は貸してくれませんでした。助けて
くれたのは農協でした。
　それともう１つは、このような事
業には税務対策から法手続がいっぱ
いやることがありますが、そういう
ノウハウ、技術を持った人の集団と
どう結びつくか。私どもはたまたま
いい人たちに巡り合ってできました
けれど、実際はなかなか難しい。私
のところへ同じような住宅をつくり
たい人、入居やノウハウに関心をも

森野美徳氏



仲田法子（なかた・のりこ）
南医療生活協同組合 事業所部長
富山県生まれ。日本福祉大学卒業後、南
医療生協に就職し、主に診療所や病院に
勤務し30数年間にわたり、医療、介護、
福祉分野の仕事に従事。特に2000年から
の介護保険制度施行後、南医療生協の組
合員さんや地域の方々と協同の介護福祉
事業づくりに着手する機会を得、現在も
模索中。

森野美徳（もりの・よしのり）
都市ジャーナリスト
1950年鎌倉市生まれ。72年早稲田大学政
治経済学部政治学科卒。99年東京工業大
学大学院博士課程(社会工学専攻)単位取得
満期退学。72年日本経済新聞社入社、編
集委員などを経て2001年独立。都市政策、
地域経済、国土計画の専門ジャーナリスト
として活動する。「住まいのまちなみコン
クール」審査員。著書に「織部の精神」「都
市の未来」(日本経済新聞社)、「地域交通
の未来」(日経BP社)がある。

矢郷恵子（やごう・けいこ）
有限会社毎日の生活研究所 代表・KOPA 
代表
羽根木プレーパーク、自主保育などの立ち
上げにかかわる。88年に参加のデザイン
を運営企画する毎日の生活研究所をスター
トさせ、子育て、公園、施設づくりなどを
テーマに地域開発の企画運営、人材育成に
取り組む。子育てと住環境を調査した「何
でこんなに遠慮しなきゃならないの。160
人のおかあさんの声」を97年に新読書社
から出版。05年には内閣府の都市再生モ
デル調査を受けて「乳幼児期の活き活き公
園利活用調査」を行い、巡回型公園遊びの
仕組みづくりなどに取り組む。

向平すすむ（むかひら・すすむ）
コミュニティーハウス法隆寺 代表
1938年生まれ、金沢大卒。98年、朝日新
聞社定年。同年5月から中高年の時間預託
ボランティア団体・ナルクの機関紙兼情報
紙「アクティブらいふ」編集長としてセカ
ンドライフ、終末期に至る課題などを取
材。老後のクォリティを高めるのは住まい
と環境であると考え、2003年、共生型住
宅コミュニティーハウス法隆寺を住まい手
の株式出資で建設し、翌年、入居。05年4
月、シニアの元気と知的好奇心をテーマ
に、在阪の記者、営業マンOBと情報紙フ
ロンティアエイジ（月刊・92万部）を創刊。
代表取締役・編集長として取材を続ける。

55家とまちなみ 63〈2011.3〉

つ訪問者がこの６年間で500人を超
えました。研究者、学者も含めてで
す。行政も入っています。そういう
知恵とお金と、それからいい仲間を
集めるシステムがほしいんです。イ
ンターネットによる情報交換を利用
すれば、新しい知恵が生まれるかも
しれません。誰かそういうことをや
ってくださる人がいれば本当に心強
いですね。
小嶋　今日のメンバーの中でハード
系の人間は私だけですが、冒頭にご
紹介がありましたように、昔は私も
設計をやって、他人様の家を何軒も
建てさせていただきました。その頃
は世界的にカプセルの中に人間の保
護シェルターをつくろうという考え
方がありました。まるで宇宙ロケッ
トの中に住むように外気から隔離す
るような発想というのが未来都市像
として騒がれた時期があるのです。
近代建築と称するのは、工業化時代
の作品ですからその延長でした。
　今、太陽光や風力の利用が話題に
なっています。しかし、何もそれら
をエネルギーに代えて、お金にする
だけが有効利用ではありません。充
ち満ちている自然環境をどうやっ
て、工業化の知識によって、上手に
享受するかという知恵を出さなくて
はいけない時期に今入っているのだ
と思います。自然との共生というこ
とが非常に重要に考えられようとし
ています。そうでないと、思考形態
がどんどん己に対して過保護になっ
ていくのです。ですから、これを変
えていくことの原点のひとつに住宅
のありかたがあります。お集りの皆
様方の中の建築関係の方たちは今私
が申し上げたことにたぶん頷いてく
ださると思います。建物には建物の
ライフサイクルがあって、新築から、
やがて老朽化していくまで、人生と

同じような流れがあります。それを
承知の上で上手に修理をするという
ようなことを含めて、それこそ地球
環境、天与の環境をどれだけ上手に
取り込んでいくかという、その知恵
比べの時期だろうというふうに思い
ます。
森野　ありがとうございます。今日
の皆さんの話の中で非常に重要なの
は、これからの健康な住まい、まち
づくりを考えるときには、非常に多
世代、多様性で、それぞれの人たち
がちゃんと生きがいを持てるとい
う、そういう住まいづくりが必要だ
ということと、最後に小嶋先生が基
調講演でおっしゃったことを１つ加
えると、CASBEE のような数値化
できる環境も大事なんですけども、
やはり人間が肌で感じる快適な住ま
い、それがやはり健康な住まい、ま
ちなみということに尽きるのではな
いかということ、皆さんの話を一言
でまとめるとそういうことだろうと
いうふうに私なりに要約させていた
だいて、パネル討論を終了させてい
ただきたいと思います。どうも皆さ
ん、ありがとうございました。

（文責編集部）

第22回住生活月間協賛  まちなみシンポジウム
パネルディスカッション 健康なすまい・まちづくり




