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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

■第7回住まいのまちなみコンクール

  「まちづくり月間」の行事の一環として、まちづくり月
間実行委員会、財団法人住宅生産振興財団、一般社団法
人住まい・まちづくり担い手支援機構が共催して「住ま
いのまちなみコンクール」を実施しました。このコンク
ールは、地域の方々の住環境の維持管理によって良好な
まちなみを形成している地区・団体を表彰、支援するこ
とで、まちなみの維持管理活動水準の向上を期待するも
のです。
　身近な住環境は地域の方々によって維持管理され、安
全、清掃、緑化、まちなみなどが保たれています。この
ようなコミュニティ活動が活性化していることは喜ばし
いことですが、一方では敷地の細分化による密集化の進
行、緑の減少など環境の悪化も見受けられます。今後、
ますます住民や住民組織による維持管理活動の進展が望
まれています。このような状況を踏まえ、維持管理活動
に実績を挙げている住民組織をまちづくりのモデルとし
て表彰、支援するものです。
■主  催
　まちづくり月間実行委員会、㈶住宅生産振興財団、
   （一社）住まい・まちづくり担い手支援機構
■後  援

国土交通省、独立行政法人住宅金融支援機構、独立行政法
人都市再生機構、（社）住宅生産団体連合会、（社）日本建築士
会連合会、（社）日本建築士事務所協会連合会、（一財）ハウジ
ングアンドコミュニティ財団

■協  賛（五十音順）
旭化成ホームズ㈱、三洋ホームズ㈱、スウェーデンハウス
㈱、住友林業㈱、積水化学工業㈱、積水ハウス㈱、大和ハ
ウス工業㈱、トヨタホーム㈱、パナホーム㈱、ミサワホーム
㈱、三井ホーム㈱

■審査委員会（委員、五十音順）
〈審査委員長〉
　藤本昌也（建築家／（社）日本建築士会連合会会長）

〈審査委員〉
　井上俊之（国土交通省大臣官房審議官）
　上山良子（ランドスケープアーキテクト／長岡造形大学学長）
　大月敏雄（東京大学准教授）
　松井直人（国土交通省大臣官房技術審議官）
　森まゆみ（作家・地域誌編集者）
　森野美徳（都市ジャーナリスト）
■応募期間
　平成23年7月1日（金）～9月12日（月）
■応募団体
　12団体

　すまいのまちなみネットワーク（まちネット）は、第
4回の住まいのまちなみコンクールの授賞式をその第1
回総会に重ね、本コンクールの受賞団体が末永く情報交
換できる場を提供することを目的に設立された。
　2012年度は、第7回住まいのまちなみコンクール授賞
式に併せて、まちネットの第4回総会を開催した。前回
の総会で行ったワークショップを踏まえ「住まいのまち
なみテキスト」の目次案を作成、その目次案について事
前にアンケートを実施した。総会では、アンケート結果
よりまちネットメンバーの関心が高かったテーマの事例
を紹介し、関心事について語り合うことができた。
　また、第6回国土交通大臣賞を受賞した金沢・瑞樹団
地においてネットワーク運営委員会が開催され、運営委
員同士の情報交換や「住まいのまちなみテキスト」の内
容等が議論された。

☆国土交通大臣賞（1点）
◦団体名：城南住宅（東京都練馬区）
　団地名：城南住宅組合

☆住まいのまちなみ優秀賞（1点）
◦団地名：桂ヶ丘（岐阜県可児市）
　団体名：桂ヶ丘自治会

☆住まいのまちなみ賞（3点）
◦団地名：桂坂地区（京都府京都市）
　団体名：桂坂地区建築協定協議会
◦団地名：いんしゅう鹿野（鳥取県鳥取市）
　団体名：NPO 法人いんしゅう鹿野まちづくり協議会
◦団地名：パークプレイス大分公園通り（大分県大分市）
　団体名：パークプレイス大分公園通り団地管理組合法人

趣 旨

審査結果

「すまいのまちなみネットワーク」の運営
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１. 団体の概要

2. 維持管理活動の概要
１）まちなみ形成の時期
　“理想的郊外生活”を望む人々を発起人として1924年
に「城南住宅組合」が設立され、当初約7ha、44区画か
らなる「城南田園住宅」が誕生した。当時としては珍し
い共同借地による住宅地（組合が地主より一括して土地
を借り受け、組合員にそれを転貸）であった。その後、

「城南住宅」と名を改め、戦後の住宅難やバブル期を経
て、現在の姿になった。

２）活動の開始時期と活動の経緯
　当初から“理想的郊外生活”を具現化すべく「規約細
則」を定め、建築時に組合の承認を必要とする方式をと
ってきた。初期の頃は、生垣やサクラなどの植栽を組合
として整備し、いわば外構付き宅地として貸していた。
　組合は総会、理事会、委員会にて構成・運営してお
り、役員は組合員の互選により選ばれる。
　環境維持に関しては環境委員会を設置し、地区内や隣
接地におけるマンション計画、場外馬券売り場計画、小
規模宅地開発、駐車場計画等に対して活動を展開し、成
果をあげてきた。1970年代終盤より建築協定、地区計
画、緑地協定、まちづくり条例等について検討したが、
組合員の積極的支持が得られず、立ち消えとなっている。

３）現在の活動状況
　2004年頃より組合契約を補うルールづくりを始め、
2006年には目標を“道沿いの（みどりの）景観形成”に定
めた「城南住宅環境維持基本方針」が採択され、2009年

「城南住宅すまいとみどりの指針」を決定した。

　現在は、開発事業の計画内容を組合契約と指針に基づ
いて検証し理事会に答申、そして組合の目標に沿ったも
のであれば理事会が同意書を発行している。委員会は、
必要に応じて話し合いを行い、問題解決を図っている。
また、練馬区と「みどりの協定」を結び、それに基づく
苗木の配布等の支援を受けている。

４）今後の活動方針
　2010年には「城南未来プロジェクト」を立ち上げ、組
合の抱える問題を多角的に取り上げつつ、地域コミュニ
ティのことや、今後できることについて探っている。
　また、指針策定後から2011年8月までに行われた9件
の建築工事を対象に、指針の実施状況の検証も始めたと
ころである。そのほかに、景観を特徴づけてきたサクラ
の大木の衰退、枯損、伐採等が目立ち始めたため、樹木
医による診断、カルテづくり、枯損事故に対する損害保
険システムの立ち上げ、落ち葉対策など、個人では取り
組みが難しいことに対して、組合として検討している。

①団体の種別：共同借地組合を発足母体とする民法組合
②団体全体の予算：年間約160万円
　光熱費11万円、施設費70万円、活動費55万円
③外部委託：なし
④共有地：集会所（城南倶楽部）の敷地（借地）
 共有施設：集会所（城南倶楽部）
⑤管理規約
　地区計画・建築協定・緑化協定：なし
　その他：組合契約、城南住宅すまいとみどりの指針
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城南住宅組合
 ■団地名（所在地）・面積・戸数：城南住宅（東京都練馬区）、5.1ha、190戸

城南住宅組合。左から上野泰、小宮昌平、谷口能人
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■第7回住まいのまちなみコンクール
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（提出図書より一部を抜粋）

⑥城南住宅の玄関口「ドングリ坂」
⑦1980年につくられた「環境宣言」
⑧春になると満開の桜がまちなみを彩る庭

園通り
⑨・⑩集会所「城南倶楽部」と集会所での

活動風景

①⑤⑥⑧ photo by Y.U.

①倶楽部前通りを北側から見る
②倶楽部前通りのまちなみ
③ドングリ坂を上がると緑豊かな落ち着い

たまちなみが続く
④城南住宅のまちなみ（地区南側）
⑤手入れされた生垣が続く庭園通り
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１. 団体の概要

2. 維持管理活動の概要
１）まちなみ形成の時期
　岐阜県可児市桜ケ丘地区の文教地区に、1区画面積が
230㎡以上のゆったりとした石積みの住宅地として1990
年代初めから造成が開始され、1994年に入居が始まっ
た。地域には当初から地区計画が定められた。
　2011年8月現在、1,334人が暮らしている（417世帯、
平均年齢34歳、約300人が小学生以下）。

２）活動の開始時期と活動の経緯
　自治会は1995年4月に発足した（1年任期で交代）。継
続的な取り組みを行う「まちづくりプロジェクト」を立
ち上げ、当初からあった地区計画についてはこれまで2
回にわたって住民主導で見直しを図った。
　
３）現在の活動状況
　地区計画に定めるフレンドリーガーデンは、隣接住人
が植栽を維持管理している。自治会は保有する道具類を
貸し出し、自治会主体の住民による景観維持活動も年４
回実施、毎回400人以上の参加がある。
　可児市の「かにロードサポーター事業」には50人以上
の住民が登録し、県道沿いの歩道の景観維持活動（月1
回）と、年8回の景観維持活動を実施している。
　2009年秋より、「可児市市民参画と協働のまちづくり
条例」に基づき、「桂ケ丘公園づくりわくわくワークス」

という事業を始めている。これは、事業者の経営悪化に
より未整備のまま市に移管された公園について、住民の
ニーズやアイデアを活かした公園づくりを行うものであ
る。専門知識を要する作業は、岐阜県立国際園芸アカデ
ミーの先生や学生にアドバイスをいただいた。
　2011年７月からは、月１回、地区内に暮らす60歳以
上180人を対象に、「桂ケ丘おしゃべりサロン」を開始
し、高齢者間の交流を図っている。

４）今後の活動方針
◦景観維持・公園整備活動、防犯灯の管理、違法駐車の

防止といった活動の継続。
◦隣接地に開発をしているスーパー建設地に対して、桂ケ

丘の景観を意識した緑地帯の造成の要望と調整を図る。
◦子どもの教育に軸足をおき、地域全体で公園を有機的

に活用した地域行事を計画・実施する。そして、自治
会と学校のコラボレーションの可能性も探り、次世代を
担う子どもたちにまちなみが継がれるように尽力する。

①団体の種別：自治会
②団体全体の予算：年間約330万円（そのうち、まちなみ

の植栽維持管理などに年間約73万円）
　光熱費3万円、活動費70万円
③外部委託：なし
④共有地 : 公園11カ所
　共有施設：集会所
⑤管理規約
　地区計画：1993年制定（2007年と2009年に改定）
　建築協定：地区計画に含まれている
　緑化協定：環境保全のための工事規定（90年代当初に策定）
　その他：可児市地区計画区内における建築物等の制限

に関する条例（2007年9月制定）
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桂ケ丘自治会。左から大沼正史、森山芳春、矢ヶ崎毅、河崎典夫

桂ケ丘自治会
 ■団地名（所在地）・面積・戸数：桂ケ丘（岐阜県可児市）、29.4ha、417戸
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■第7回住まいのまちなみコンクール
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（提出図書より一部を抜粋）

①・②・③けやき並木の中央通りのまちなみ。
道路幅は広く、区画面積もゆったりとと
られている

④まちなみと調和するようにつくられた住
宅地内の店舗

⑤石積みを用いた造成と整備された緑道
⑥・⑦・⑧地区内の整備された公園と、「桂

ケ丘公園づくりわくわくワークス」によ
る公園整備活動の様子
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１. 団体の概要

2. 維持管理活動の概要
１）まちなみ形成の時期
　低層戸建住宅を中心とした郊外型大規模住宅地であ
る。ディベロッパーの開発により1985年から段階的に
開発・分譲され、1990年代にまちなみがほぼ形成された

（2011年現在、最終工区が分譲中）。
　開発区域のほぼ全体において、壁面の位置、意匠、色
彩が建築協定により定められており、ゆったりとした住
環境と落ち着いたまちなみが保たれている。また、ほと
んどの協定地区で地区計画も定められている。

２）活動の開始時期と活動の経緯
　自治会への加入率は9割を超えている。1988年に最初
の自治会が設立され、清掃活動（クリーンデー）、夏祭
り、スポーツ活動などを行っている。
　現在39の建築協定地区があり、自治会単位で運営委
員会が組織されているが、2007年7月、地区の課題や協
定運営上の悩みや情報を共有・交換し、地区全体のまち
づくりに取り組むことを目的に、運営委員会の集合体を
立ち上げ、同年9月に現在の名称に変更した。
　自治会名には樹木の名前を使っているが、まちづくり
ルールに対しても住民により愛着を持ってもらえるよう
に、2009年に建築協定・地区整備計画の地区名を自治会
名称に準じたものに変更した（例：桂坂第3地区→桂坂
さつき東地区）。

３）現在の活動状況
　協定運営に関する実践的
な勉強会や、各地区の協定
更新への支援活動、協定啓
発看板の設置、地区計画の
策定や景観まちづくりなど
についての勉強会も行って
いる。
　隣接する京都大学とも連
携しながら、地区内のまち
歩き、お気に入りの場所を
撮影するフォトハイキング
などの定期的なイベント、広報誌『わがまち桂坂通信』
や HP を通じて活動などを紹介し、啓発に取り組んでい
る。

４）今後の活動方針
　引き続き、各地区の建築協定運営・更新活動のサポー
トを行い、そして大学などと連携しながら、広く地区住
民への啓発を行う。また、地区整備計画未策定地区での
計画策定や、京都市の景観施策を活用し、より地域特性
に応じた景観ルールの策定にも取り組んでいく。具体的
には、景観に関するビジョンづくりとその共有化、市の
景観施策である「地域景観づくり協議会」への当協議会
の認定、「地域景観づくり計画書」の策定および景観法に
基づく地区整備計画の条例化などの取り組みを進めたい
と考えている。

①団体の種別：建築協定に基づく運営委員会の集合体
②団体全体の予算：年間約15万円
　光熱費3.5万円、活動費10万円 
③外部委託：なし
④共有地 : オープンスペース（地区による）
　共有施設：自治会館（集会所）全14カ所
⑤管理規約
　地区計画：1986年開始（建築協定の策定や更新に合わ

せ整備計画区域を拡大）
　建築協定：1986年開始（2006年より順次更新）
　緑化協定：自主協定（地区による）
　その他：京都市景観計画に基づく建造物修景地区
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桂坂地区建築協定協議会
 ■団地名（所在地）・面積・戸数：桂坂地区（京都府京都市）、163ha、3,809戸

桂坂地区建築協定協議会。桑原尚史
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■第7回住まいのまちなみコンクール
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①ひいらぎ・つばき石畳通り
②街区内道路沿いのまちなみ（つばき西自治会）
③桂坂公園脇を走る並木通りの景観
④桂坂公園の広場
⑤街区内道路沿いのまちなみ（にれのき北第2自治

会）。車の速度抑制を図る道路内植栽を設けている
⑥桂坂公園から北東へ抜ける通り沿いのまちなみ
⑦桂坂小学校脇の緑道
⑧住民による総合防災訓練。桂坂小学校グラウン

ドにて
⑨夏祭り（さつき自治会）
⑩住民によるクリーンデーの除草活動（あすなろ

第1自治会）

（提出図書より一部を抜粋）
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１. 団体の概要

2. 維持管理活動の概要
１）まちなみ形成の時期
　鳥取市西部の田園地帯にある小さな城下町である。亀
井公が城主として37年間統治し、今もなお当時の面影が
残る。この町で400年の伝統を誇る「鹿野祭り」は、榊、
屋台、武者行列、御神輿などがまちをゆっくりと練り歩
く。まちなみづくりは、“鹿野祭りの似合うまち”をコン
セプトに、行政、住民、NPO が協力して行ってきた。
　行政を中心に、1994年度から街なみ環境整備事業に取
り組み、街なみ整備ガイドラインを策定。1997年には各
町内にて街づくり協定が策定され、道路、水路の縁石、
石橋、石行燈などの整備を開始した。各町内会では、手
づくりぼんぼりや足下行灯の設置などに取り組み、協定
に基づいた住宅新築や改修、屋外整備が行われた（これ
まで約80軒にのぼる）。

２）活動の開始時期と活動の経緯
　2001年10月、それまで各グループで活動していた住
民・グループが集まり、当協議会を設立した（2003年2
月 NPO 法人を取得）。きっかけは、協議会の母体となっ
たグループが2000年8月「鳥取県街なみ整備コンテス
ト」において最優秀賞を受賞したことである。この計画
は、空地・空き家を活用した地域振興のグランドデザイ
ンであった。

３）現在の活動状況
　まちなみ景観を魅力ある
ものとするために、地域文
化やまちなみの特徴を活か
した活動を行っている。具
体的には「藍染め暖簾」「家
号瓦」などの設置による軒下
演出、「いんしゅう鹿野盆踊
り」「虚無僧行脚」などまちな
みに似合った賑わいを地域
の人々とともにつくり、楽し
み、継続している。また、
活動拠点「鹿野ゆめ本陣」の運営（休憩所、物販、ギャラ
リーなど）、食事処「夢こみち」などの整備、地域の賑わ
いを創出する空き家活用・再生プロジェクトをはじめ、
景観や地域づくりに関するフォーラムを開催するなど積
極的に取り組んでいる。

４）今後の活動方針
　鹿野には特別な観光地やお宝はないが、歴史と文化、
昔ながらのまちなみと田舎の風景がある。そして来訪さ
れた方々を心からもてなす、地域を大切に想う人々がい
る。これからもまちなみを守り、地域資源を活かし、さ
らなる賑わいと新たな地域文化をつくりだすことで、地
域の人々が喜びを感じ、鹿野を訪れた方々に昔ながらの
ふるさとを感じていただきたいと考えている。

①団体の種別：NPO 法人
②団体全体の予算：年間約2,310万円（そのうち、まちなみ

の植栽維持管理などに年間約150万円）
　光熱費46万円、施設費264万円、活動費1,216万円、

外部委託費784万円）
③外部委託：夢こみち運営女性グループ
④共有地:ゆめ本陣、村岡邸、森本邸の用地＋中庭・裏庭、

夢こみちの用地＋隣接駐車場、旧山口邸の用地＋裏庭
　共有施設：ゆめ本陣＋藍染め工房、夢こみち、旧山口

邸＋蔵、村岡邸、森本邸
⑤管理規約
　地区計画：1995年開始
　建築協定・緑化協定：ともに1997年開始

いんしゅう鹿野
304

258

198

233

280

21

21

32

鹿野温泉

鹿野城跡公園

鳥取カントリー倶楽部
吉岡温泉コース

鳥取医療生協
鹿野温泉病院

気高署

山陰本線

河内川

日置川

鳥取市

浜 村

NPO法人 いんしゅう鹿野
まちづくり協議会
 ■団地名（所在地）・面積・戸数:いんしゅう鹿野（鳥取県鳥取市）、40ha、326戸

NPO法人いんしゅう鹿野まちづくり
協議会。小林清
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①・②鹿野祭り（城山神社祭礼）。
鳥取県無形民族文化財

③下町のまちなみと虚無僧行脚
④木造の建物が連なるまちなみ
⑤まちを練り歩く、いんしゅう鹿野

盆踊り
⑥住民による改修例。協定に基づき、

まちなみに調和した建物に生まれ
変わった

⑦まちづくり合宿にて。協議会メン
バーたち

⑧まちづくりフォーラム風景
⑨空き古民家再生プロジェクトに

て。活用方法検討風景
⑩アーティストレジデンスサポート

プロジェクトにて。若者たちもま
ちに関わる

⑪・⑫石灯篭、道路舗装、水路、石
橋など行政による公的空間の整備
例

⑬食事処「夢こみち」。運営は町内
の女性グループが行う。地域の食
材を使った食事を提供している

⑭活動拠点「ゆめ本陣」

（提出図書より一部を抜粋）
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11 12

13 14
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１. 団体の概要

2. 維持管理活動の概要
１）まちなみ形成の時期
　「公園」をテーマにディベロッパーにより開発された住
宅地で、2001年に入居が始まり、現在約900世帯が生活
する。広さ1万㎡のセントラルパークや周長1.6km のネ
ックレスパークなど、多様なコンセプトの公園が街のラ
ンドスケープデザインを特徴づけている。
　当初からまちなみを形成するよう、50戸を1ユニット
として計画・工夫されている。緑地帯やフットパスも整
備され、生活と公園環境が密接に結びついている。

２）活動の開始時期と活動の経緯
　管理組合法人は2002年4月に設立された。住民有志に
よる運営で、監事を含む役員15名が選任される。毎年
総会を開催し、決算報告、変更・改善内容についての議
案承認、次年度の活動内容を策定している。毎月定例理
事会も開催し、運営状況の確認と意見交換をしている。
　管理組合は、32万㎡の公園用地のうち約5.6万㎡を所
有している。管理費は入居一時金12万円、月2,100円
で、年間2,100万円を公園環境の保全に当てている。管
理には4～5名のグリーンキーパーを常駐させている（活
動状況は、団地内イントラネットで住民へ報告）。

３）現在の活動状況
◦自治会・子ども会と連携した植樹祭（2004・2010年4月）

◦工作物不具合箇
所修繕計画実施

（2009年3月）
◦照明不具合箇所

修繕計画、セン
トラルパーク内
フラワーマウン
テン修復工事実
施（2009 年 12
月）

◦芝生広場への犬
の立入禁止の意
見をきっかけに、地域活動における自主管理公園での
アクティビティの機能と役割について意見交換、方針
策定（2010年12月）

◦ベンチ事故をきっかけとした再発防止策検討と今後の
課題について意見交換、方針策定（2011年5月）

◦セントラルパーク内クリークでの事故を想定した親水
空間でのアクティビティと、安心安全とまちなみの調
和について意見交換、方針検討中（2011年8月）

４）今後の活動方針
　世代交代がうまく進むよう高い資産価値を維持すべ
く、ハードとソフトの両輪で「暮らし、機能・役割、
心、景観」が高度に調和されたまちなみをめざす。その
ため長期修繕計画の本格的な検討や、設計図書の充実化
および法整備の必要性について、行政とも協力しながら
計画を精査する。また、コンクール等を通じて問題意識
を全国に発信し、他団体と情報の共有化や交流を深めて
いく。

①団体の種別：管理組合
②団体全体の予算：年間約2,700万円（そのうち、まちなみ

の植栽維持管理などに年間約2,100万円）
　光熱費230万円、施設費40万円、活動費4.5万円、

外部委託費180万円 
③外部委託：（株）ベツダイ（環境管理・出納・会計・管理

運営業務）
④共有地 : 公園用地約56,000㎡、倉庫用地約280㎡
　共有施設：小川、池、噴水、ポンプ施設、水処理施設、

倉庫
⑤地区計画： なし
　建築協定：2001年4月5日開始
　緑化協定：2001年6月13日開始
　その他：管理組合法人規約、管理委託契約書

パークプレイス大分公園通り

大分米良IC

大分大学前

敷 戸

10

10

197

208
大野川大分大

大分スポーツ公園

豊
肥
本
線

大
分
南
バ
イ
パ
ス

東九州自
動車道 610

大分市

パークプレイス大分公園通り団地管理組合法人。
左から石崎一三、鹿末壮一、中村幸雄、山城祐一

パークプレイス大分公園通り
団地管理組合法人
 ■団地名（所在地）・面積・戸数: パークプレイス大分公園通り（大分県大分市）、113ha、1,200戸
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■第7回住まいのまちなみコンクール
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①幹線道路沿いのまちなみ
②団地中央のセントラルパーク
③第2回植樹祭。たくさんの親

子連れが参加
（提出図書より一部を抜粋）

④隔月実施の住民による一斉清
掃活動「クリーン大作戦」

⑤ゲートパーク周辺のまちなみ。
ケヤキ並木は市が管理してい
るが、樹形が崩れ、管理の質
の向上が課題となっている

⑥住宅ゾーンの緑地帯とフット
パス

⑦親水空間のクリークで遊ぶ子
どもたち

⑧芝生広場で催される夏祭り
（自治会開催）

⑨・⑩専任のグリーンキーパー
による公園や植栽の管理風景。
隔年実施の高木剪定、芝刈り、
花壇の更新・手入れ、クリー
ク清掃など、エリア全体にわ
たって維持管理をしている
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①②⑥ 写真提供：住宅生産振興財団
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