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復興住宅計画の概要
三部　今日は、宮城県を中心とした
被災地の住宅復興の現状や課題につ
いてお話しします。
　はじめに、震災が起きた平成23年
の12月に作成した宮城県の復興住宅
計画の概要から紹介します（図1）。全
体では72,000戸を必要とし、そのうち
災害公営住宅15,000戸、自力建設住
宅57,000戸です。市町村別の災害公
営住宅の戸数は、仙台市では3,000戸、

石巻市では4,000戸です。
　そもそも震災前の住宅着工戸数は、
毎年減少傾向でした。それが震災後
は急増しました。宮城では約1,000戸
だったのが、震災後は約2,500戸にな
った時期もあります（図2）。それを牽
引したのが持家です。当センターの
建築確認審査と中間・完了検査の件
数も増大し、これも多忙を極めてい
ます。

各地区の復興計画と状況
　仙台では荒浜など沿岸部の集落が
大規模に被災した結果、災害危険区
域と指定されて約1,500戸が移転対象
となり、このうち約700戸が防災集団
移転事業により13地区に移転すると
いう状況です。各地区の復興状況で
すが、まず、荒井西地区の移転事業
計画は広さが50haあります。現在、
造成が進んでいて、平成27年4月から
住宅着工が可能になる見込みです（図
3、写真1）。
　七ヶ浜町は防災集団移転事業で笹
山地区の丘陵地に移転し、156戸を建

図2　東北各県の着工戸数の推移（平成22年4月～平成25年7月）図1　宮城県復興住宅計画（平成23年12月作成）

　
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

「復興から未来のまちなみを創る」　
〈第２部〉パネルディスカッション

日時：平成25年9月24日（火）
会場：せんだいメディアテーク 7階 スタジオシアター
 （仙台市青葉区春日町2- 1）
主催：（一財）住宅生産振興財団、日本経済新聞社
協力：河北新報社
後援：国土交通省、住宅金融支援機構、都市再生機構

1 三部佳英氏発表
「円滑な復興住宅建設に向けて」
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てる計画です。今は粗造成に入って
いるころだと思いますが、1宅地当た
り60 ～ 70坪、多くて80坪で造成し、
できるだけ多くの戸数を確保しよう
としています（写真2・3）。
　宮城県で住宅を現地復興しようと
しているのは、おそらく名取市の閖
上だけかと思います。名取市では高
さ10mもの波が押し寄せてきて、
2,000戸あった家が壊滅しました。し
かし、アンケートや個別面談を実施
した結果、残りたい（残ってもいい）
人は全体の1/4で、事業区域の縮小
見直しが求められています。すでに2
年以上経ちますが、まだ起工式が進
まず、来月10月には事業認可をとっ
て始めたいという状況です。

　岩沼市には6つの集落があり、約
500世帯が、同じ地域の玉浦西地区に
移転しようという計画です。8割ぐら
いの人が移転するだろうとの予想で
したが、現在7割弱ぐらいです。いず
れにしてもここは現在トップランナ
ーで、20haの土地利用計画ができ、
去年7月に起工式を行い、ほぼ予定ど
おり今年12月に土地を被災者に渡し、
家が建つという見通しです。私もア
ドバイザーの一員として支援してい
るところです。
　また、岩沼市では「千年希望の丘」
も計画しています（図4）。丘を15基つ
くり、それぞれを堤防で結んでいく。
いざという時には堤防をつたいなが
ら丘に逃げるわけです。丘の一つは

すでにできており、高さ12～ 13mで
す。6月9日には堤防の法面に、ボラ
ンティアを含め約3,000人で植樹祭を
しました（写真4）。さらに、災害公営
住宅の基本設計も進んでおり、今年6
月には地元の建築家が模型で提案を
されています。
　南の亘理町でも各地区で災害公営
住宅建設が先行しており、地元の工
務店が一生懸命やっています。
　山元町ではJR常磐線が被災したた
め、内陸部に駅を移設し、新しい駅
前を中心とした約40haの整備計画で
す。ここも今年4月に災害公営住宅が
できています（写真5）。

復興住宅づくりの課題
　復興住宅をつくるにあたっての課
題ですが、まず、大工・職人の設計
労務単価が、震災直後からV字型に
跳ね上がって、10年以上前の数字で
す。職人もなかなか集まらない状況
の中で価格が上がっている。これが
今後どうなるのでしょうか。
　資材価格では、たとえば生コンが
立米8,000円から1万円に上がり、最

図3・写真1　仙台市荒井西地区土地区画製磁業計画
および空撮

写真2・3　七ヶ浜町
笹山防災集団移転事
業地と、高台住宅地
の造成を知らせる工
事看板

写真5　山元町山下地区に完成した災害公営住宅

図4・写真4　岩沼市「千年希望の丘」パー
スと、堤防部分への植樹（2013年6月９日）
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近では15,000円とも聞きます。しかも、
それが現場に来るのは1、2カ月先で
もよいほうです。
　工期については、当センターの確
認を受けた方で、完了検査まで大体1
年で何とか納まっています。でも、1
年で終わればよいほうで、1年半ぐら
いかかるだろうという話が、特に地
元の工務店さんにあります。
　多くの戸数を抱えると現場のスピ
ードも落ちます。それにどう対応し
ていくか。地元工務店と大手住宅メ
ーカーさん、それぞれ対応の仕方が
問われるところです。

復興住宅支援協議会を設立
　当センターでは、建築士事務所協
会、建築士会、建築家協会宮城県地
域会の方々と協働で、復興住宅の支
援を目的に協議会「住まいカフェ」
をつくりました。住宅の需要が増大
する中で、一般的な平時の住宅相談
だけでは対応が難しいことから、こ

の協議会が住宅メーカー等のあいだ
に入って相談事項を受けとめながら
整理をする仕組みです（図5）。
　たとえば、岩沼市では地区計画に
よる景観形成も視野に入れています。
岩沼市の仮設住宅の近くに大手住宅
メーカーによる住宅団地がありまし
て、そこを毎日見て暮らしている中
で、「こういうのがいいね」という気
持ちが自然と生まれ、最近では生垣
の樹種をどうしようかという話も出
ています。
　同じく岩沼の相野釜地区では画地
決定の会合を開き、約35戸の画地の
中で自分が希望する場所にシールを
貼って決めました（写真6）。土地が決
まれば次は家を建てるんだという、
被災者にとっては前進する思いがあ
ります。去年の11月のことです。

住宅再建の状況
　住まいカフェ発足後すぐに、相談
員研修会を実施しました（表1）。住宅

生産振興財団のアドバイザーをやら
れている高澤さんにお出でいただき、
建築士30人を対象に、まちなみにつ
いてお話をしていただきました。
　私たちはこれまで住宅相談会を何
度か実施してきましたが（写真7）、お
金の相談が第一に多く、次いで住戸
プランやバリアフリーに関する相談
が多いです。工務店をどう選んだら
いいかという相談もあります。
　住宅再建世帯の状況についても調
べてみようと、昨年と今年、アンケ
ートを実施しました。対象は約2,300
世帯、回収は1,300世帯です。
　家族状況は、単身者や高齢者1人
もいらっしゃるし、3世代で住まわれ
る方もいます。住宅規模は縮小し、
多くは30～ 40坪ぐらいです。
　同じ場所に家を建てた人は6割で
す。つまり、今まであった施設やサ
ービスなどを運営していく人口の基
盤がなくなっていると言えます。
　住宅を早々に再建した理由は、「仮

三部佳英氏

表1　住まいカフェの開催経過図5　復興住宅建設支援の仕組み

写真7　仙台宮城野地区でのセミナー写真6　相野釜地区の画地決定の会合

年 月日 事項 概要 

H24/  11 /27 協議会発足 4団体代表で設立を了承 

 12 / 5 相談員研修会 建築士30人参加し、研修 

 12 / 8、
 12 / 9 第1回 住まいカフェ 相野釜地区で試行、 

14人参加 

H25/  1 /20 第2回 住まいカフェ 災害融資制度説明、
相談応対、43人参加 

 3 /10 第3回 住まいカフェ 機構及び七十七銀行職員の
個別応対、11人参加 

 4 /13 第4回 住まいカフェ 供給者の個別的応対、
8人参加 
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設住宅の不自由な暮らしから早く出
たい」「ここで死にたくない」「子ど
もが仮設住宅から学校に通うのが大
変」などの理由が挙げられました。
　ただし再建にあたっては、お金と
土地と工務店だけでは駄目だと思っ
ています。住宅地として適した土地
か、学校や病院があるか、以前のコ
ミュニティを維持できるか、近所に
知り合いがいるか等々、考慮しなけれ
ばいけませんし、何よりも生活の再建
は家族一人ひとりの思いです（図6）。

「三位一体」の復興が基本
　復興は、①生活の復興、②産業の
復興、③インフラの復興という「三位
一体」が基本だと考えています（図7）。
　今後、復興特需はまだ8年ぐらいは
あるだろうという予測ですが、操業
を再開する産業・工場は7割ぐらいに
留まっています。このままでは地域
の雇用も維持できず、新規産業を入
れなくてはいけません。

共同化をねらう
　自力建設住宅57,000戸の今後の見
通しについては、平成26年度で造成
が終わり、平成27年春に土地が渡せ
るだろうというところです。つまり平
成27～ 28年度にピークが来るわけで

す（図8）。
　自力建設住宅と災害公営住宅、そ
して通常の新築建替え住宅をすべて
合わせると、ピーク時で25,000戸ぐら
いと予想されます。これは震災前と
比べて倍の数字なため、資材や職人
などの体制も単純に倍が必要になる。
そこは関係者や住宅メーカーさんを
含めて、いろいろな意味で支援をお
願いしたいところです。
　まちづくりのプランをつくる場や、
地区計画の基本をつくる場がどこか
で位置づけられなくてはいけないと
いう思いはありますが、なかなかそ
れが難しい状況です。補助制度もで
きておりませんし、プランニング技
術は個別のプランナーの力に頼る部
分もあります。

　そのような中で、当センターや協
議会が最終的に狙っていることは「共
同化」です。まとまった軒数でメー
カーさんに頼む、設計をグループ化
する、等々が考えられます。同じ地
区で、なおかつ同じ時期でという条
件のもと、共同化によって工期短縮
やコスト削減の可能性があるはずで
す。
　仙台市の荒浜復興まちづくり協議
会では、平成27年4月に着工して、そ
の年の大晦日は新居で迎えたいとい
う強い要望をみなさんお持ちです。
そのためには共同化が絶対だね、と
おっしゃっています。そのように、
今あちこちで復興に向けて、一生懸
命頑張っています。
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図6　被災者の住宅再建の課題 図7　「三位一体」での復興が基本

図8　年度別住宅建設戸数のイメージ
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二瓶　まちなみづくりとは、一つひ
とつが個々のプロジェクトであり、
「未来のまちなみ」は、住民をはじめ
関係者による議論とコミュニケーシ
ョンの中で方向性を出さなくてはい
けないものだと思います。
　一般的な話になりますが、みなさ
んは、一体どのようなまちなみがよ
いと感じるでしょうか。
　まず大切なのは、まちの領域が感
じられて、その地域らしさがあるこ
とでしょう。また、公園や住民施設
など魅力的な地域環境があるという
ことも大切です。さらに、どんなに
立派なまちであっても、環境が継続
的に維持されなければいけません。
　わが国のまちづくりは、土木屋さ
ん、建築屋さん、造園屋さんなどが
ばらばらに現場に入ってつくりがち
です。それでは、よいまちなみはで
きないと思います。
　そこで今日は、暮らしやすく美し
いまちなみを創るための６項目につ
いて、みなさんにお話ししたいと思
います。

1. 造成計画
　日本やアメリカの宅地造成は、自
動車のためにという印象が強いです。
歩道はあるものの、歩きたいと思う
ような道ではありませんし、周りの

家のことを考えずに緑道をつくった
結果、誰も管理しないということは
しばしば見受けられます。
　一体、人間のための街路とはどの
ようなものでしょうか。車が発明さ
れる以前の道は、世界中魅力的なも
のばかりでした。ギリシャのミコノス
の街路はまさにそうでしょう。
　歴史的に振り返りますと、車が量
産化され、車を前提とした郊外住宅
地がアメリカや日本で数多く量産さ
れてきたわけですが、それを変えた
のは、オランダで生まれたボンエル
フ道路です（写真8）。これは、車の通
過速度を低減することで騒音を減ら
し、住民や子どもたちが安全に暮ら
すことを目的とした道路です。
　日本初のボンエルフは「汐見台ニ
ュータウン」（宮城県七ヶ浜町）です
（写真9）。わが師、宮脇檀も「高幡鹿
島台ガーデン54」ですばらしいボン
エルフを設計しました。
　復興のお話を聞いていますと、限
られたコストで資材も職人も不足し、
しかもスピードを要求される中で、
こんな優雅な道路をつくれるかと思
われる方もいらっしゃるでしょう。た
だ、それぞれの段階でできるレベル
があるだろう思います。
　住宅生産振興財団（以下財団）が
コーディネートした「つくば二宮」
や「諏訪野」は、今でも住民の評価
が高い団地です。大切なのは、住民
の方がまちの価値を理解した上で住
み、維持していくことです。
　では、道路を曲げて、コモンをつ
くれば、よいまちなみなのかというと、
必ずしもそうではありません。沖縄
で財団が共同分譲している「マリン

タウン　ラ・コスタ」（以下マリンタ
ウン）の道路は直線道路で、アイス
トップとして山が見えます。宮城県
大崎市の「穂波の郷」は、道路の中
央にケヤキのサークルをつくり、ク
ルドサックとし、ただの直線道路を
コモン化しています（写真10）。また、
日照を得て雪が溶けやすいように、
南北道路としています。
　「リファージュ高坂」（埼玉県東松
山市）では、造成が終わっていても
グリーンベルトを確保することで、
道路沿いの環境をよくしている事例
です（写真11）。ベンチを設えたり、舗
装を工夫したりもしています。
　大切なことは、どんなことでもや
ろうと思えばできるのです。

2 二瓶正史氏発表
「暮らしやすく美しいまちをめざして　
まちなみを創るための『5つのハードと1つのソフト』」

二瓶正史氏

写真8　ボンエルフ道路（オランダ）

写真9　汐見台ニュータウン／日本初のボンエルフ
（宮城県七ヶ浜町）
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2. 施設計画
　施設計画を考えるにあたって、た
とえば電柱地下埋設はコストがかか
るから諦めがちです。でも、背割り
建柱にしてみると、区画道路や子ど
もの遊び場などに電線や電柱は現れ
なくなります。電力会社との協議に
よって、そういうことが許される場
合もあります。
　「諏訪野」の調整池は、ビオトープ
公園として子どものたまり場です。
普通の調整池は池の周りにフェンス
を立てて進入禁止にしてしまいます。
でも、本当にそれでよいのかという
ことです。調整池には50年に一度の
降雨のためにという目的もあります
が、それ以外の49年と364日のあり方
を考えてみることが大切です。
　姫路の「のぞみ野」では、子連れ
のお母さんたちが靴を脱がなくても
下足のままで気軽に使えるコミュニ
ティハウス（集会所）をつくりました。
考え方を現代の生活に合うものにし
ているわけです。
　千葉の「かずさの杜」では、管理
組合の立ち上げを日本型HOA推進協
議会の方がサポートしてくださり、
住民と一緒に果実を育てたり収穫祭

を楽しんでいます。管理に楽しみを
盛り込みながらやっているのがポイ
ントです。

３. 外構計画
　鹿児島県の知覧は生垣などの外構
で敷地が囲まれ、通りから家が見え
ません。土地が100坪ぐらいだと建物
は見えなくて、まさに外構がまちを
つくっています。
　道路から1m程度の外構部分は公的
な責任を持っているセミパブリック
ゾーンと捉え、そこは共通の素材で
外構を仕上げることで、まちなみに
統一感が生まれます。
　岐阜の「桜ヶ丘ハイツ」では、恵
那石や近くの山の木、美濃焼きタイ
ル、地元の土のインターロッキング
など、外構の共通性を高める素材が
数多く使われています（写真12）。景観
資材もそのまちでつくることが可能
です。
　沖縄の「マリンタウン」では琉球
石灰岩やホワイト煉瓦、沖縄在来の
樹木を使いました。
　まちなみを構成する資材は、50軒
や100軒という単位になるとスケール
メリットが生まれ、安価に質の高い
ものがつくれます。
　また、「マリンタウン」では門灯が
街灯を兼ねるやり方をとっています
（写真13）。一般的に、戸建て住宅地の
歩道がない区画道路には街灯を設置
できません。生活に一番大切な住宅
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廻りの道が暗くてどうするんですか、
という話です。そこで、セミパブリ
ックという考え方に基づき、門灯を
統一し、街灯の役割も兼ねさせたわ
けです。
　このように個々の宅地の道路沿い
の部分をセミパブリックという考え
方で整備すれば、まちなみは飛躍的
に良好になります。

4. 宅地計画
　宅地内計画は、本当に細かいこと
ですが重要です。たとえば、物置を
建物と同じ色に塗っただけでも景観
的に受ける印象は全く違います。ま
た、雑多になりがちなサービスヤー
ドや物干し場も景観的に配慮するこ
とで、まちなみがだらしなくなりませ
ん。
　北海道では灯油タンク、雪かき道
具、スペアタイヤなどが生活に欠か
せませんので、それらを収納可能な
サブハウスを計画しました。そうい

写真10　穂波の郷／道路の広場化（宮城県大
崎市）

写真11　リファージュ高坂／私有地の植栽で
道路環境をつくる（埼玉県東松山市）

写真12　桜ヶ丘ハイツ／地域の景観資材を用
いた外構設計（岐阜県多治見市）

写真13　マリンタウン　ラ・コスタ／門灯が
街灯の役割も担う（沖縄県与那原町）
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ったことは、その地域ならではの宅
地計画だと思います。また、一般的
に自転車は空いたスペースに放置さ
れがちですが、自転車置場をきちん
と計画することによって、まちなみ
景観は全く違ってきます。

5. 建物計画
　流通が発達していなかった昔は、
その地域の材料を屋根に使っていま
した。ですから屋根は地域を表すも
のと言えます。一方、外壁は職人が
創意工夫し、アイレベルでの楽しみ
を、通りを歩く人に与えてくれます。
　岡山県の吹屋のまちなみは、備前
瓦の屋根で統一されており、ある種
の領域性を感じさせてくれます。外
側に表れている格子や鏝細工はよく
見ると一つひとつ違うのですが、全
体と部分のバランスがとれています。
このようなことは、現代ではルール
化しないとなかなか生み出せません。
　それと、その場所ならではのまち
なみをつくった事例としましては、
過去に桜ヶ丘ハイツのHOPE計画に
よってこのような平屋の住宅地がで
きました（写真14）。これは地域適正型
の住宅地を計画するもので、背後の
山並みと平屋の家並みが揃っている
きれいなまちなみです。
　もう少し一般的なテクニックとし
ましては、建物をガイドラインに従
って設計調整する方法です。「緑のあ

るほうに窓があったほうが暮らしや
すいだろう」「隣の家と窓が向き合っ
ていたら暮らしにくい」といったこと
を事前に各住宅メーカーが議論・調
整し、暮らしやすいようにするわけ
です。なかなかできないことではあ
りますが、そういうことをやる組織と
場を設定すれば可能です。

6. 管理計画
　紹介する事例はとても進んでいる
例ですが、自分が住んでいるところ
に対する意識と、継続的な運営がい
かに大切か、おわかりいただけるか
と思います。
　「青葉台ぼんえるふ」では、住宅地
の管理を市町村に頼るだけでなく、
自分たちで一斉清掃をやったり、バ
ーベキューパーティーで親睦を深め
たりしています。
　入居から年月が経ち高齢化に伴い、
コモンの一角を利用して花壇をつく
り始めました。そうしたらお父さん
たちも刺激されてベンチコーナーを
つくったりしています。園芸の有名
な先生を招いて花についてみんなで
学んで、各自が花を飾ったりすると、
それが周囲にも波及してまちがきれ
いになっていきます。
　外壁の塗り替えにあたっては、自
分たちの住宅地のパレットをつくっ
てその中から色を選んだり（写真15）、
駐車場を増やしたときの景観への影

響をワークショップで確認してみた
り、まちなみに対する意識が自主的
に生まれます。
　このような住宅地が、日本全国で
増えてきていますが、多くは最初か
らそういう意識があったわけではあ
りません。計画の段階から、できれ
ば道路をつくる前の段階から、その
ようなことを考えながらつくっていく
と、すっと心の中に入って関わり合
いができるのだと思います。

■ディスカッション
大月　ではディスカッションに移り
たいと思います。先ほど三部さんか
ら、三位一体論の中で、インフラと
産業と生活をどのように一体的にや
っていくかというお話がありました。
また、「共同化」というお話をいただ
きましたが、これは、二瓶さんが語
られたこととほぼ同じようなことであ
るのかなと思います。
　「共」は昔から大事だと言われてい
ます。都市社会学の学者は、共同・
共通の問題を、共同・共通で解決す
る人々の集まりがコミュニティだと
言っています。
　復興にあたって、三位一体がうま
くいけばいいのですが、今は別々に
動いており、労働者や資材不足の問
題が事業者・供給者側にあります。
一方で、なかなか生活が見えないと
いう生活側の問題がある。

写真14　遠くの山並みに対応した平屋のまちなみ 写真15　青葉台ぼんえるふ／住民による外壁色づくり
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　供給者・事業者側と生活者側が、
共同・共通の問題を持っているから、
その両者をどのように繋ごうかとい
う立場を三部さんのところが担って
おられるわけです。それはおそらく、
計画者の新しい立ち回り方なのでは
ないでしょうか。つまり、違うフィー
ルドの人々の、共通・共同の問題を
どうアレンジして、一体化して、コ
ミュニティ化させていくか。そういう
意味での共同化だと思いました。
　二瓶さんのお話の前半は、主とし
て価値論です。個人の価値、共通の
価値、時間軸を越えて残る価値とい
う、3つの価値です。
　1つめの個人の価値は、住みたい家
やまちを自分が選ぶという自己肯定
の中で、そこに住み続けたいという
意思が生まれることです。2つめは、
共有した価値の中で住んでいるとい
う安心感です。それはまちなみや共
有している施設にも当てはまること
です。3つめは、それを持続化させる
マネージメントのシステムが構築さ
れているかだと思います。
　おそらく個人の価値観と共通の価
値観が時間の中で担保される仕組み
があるのが、いわゆるよいまちなの
ではないでしょうか。今できること
は何なのかについて、二瓶さんの長
年の実践によるコロンブスの卵がた
くさん出てきたと思います。
　まず、日本のまちなみは元々外構
でできているという認識のもと、建
築屋さんや計画屋さんが持っている
知恵を総動員すると、今できること
も相当あるのではないでしょうかと
いうメッセージだったと思います。
　それに加えて、建設省のHOPE計
画の時代に、そうした地域的なコロ
ンブスの卵がたくさん試みられてい
るということにも目を向けてみる。住
宅地を設計するにあたって、住む人

間の設計までするという、それすら
もコロンブスの卵としてありなんだ
ということを示していただいたよう
に思います。
　なおかつ、今できることは今仕組
んでおくことで、何年後かに実が成
るということも考えられる。のちのち
生じる不具合を、住民の方々が共同
で直すことによって、共通・共同の
問題が必ずまた生まれます。それを
生かしてコミュニティをつくっていく
というわけです。そうした中で、時
間をかけたまちづくりに言及いただ
いたように思います。
　そのときに、住民だけにコミュニ
ティを求めるのではなく、専門家、
行政マン、地域ボランティア、NPO
も一員として参画することも十分可
能性があるのではないか。
　そうした意味で、三部さんからは、
今現場で起きていることと、行政や
三部さんのような立場では何ができ
るかということを、具体性をもって
示していただいたと思います。
三部　宮城県内だけで防災集団移転
事業が200カ所ぐらいあり、12,000 ～
13,000戸だと言われています。岩沼
300戸くらいの大きな規模ですが、多
くは5戸や10戸ぐらいの規模です。
　そこで期待として申し上げたいの
は、二瓶さんのようなまちづくりの
プランナーや専門家の方々に入って
いただいて、防災集団移転事業にお
けるまちづくりのデザインを、各地
区で継続的に行う仕組みができれば
いいなと思っています。これからで
も間に合うところがあるのではない
かという思いがしました。
二瓶　住民の方々が移転して家をつ
くっていくプロセスや、外構を整備
していくプロセスを共有化するよう
なフィールドが絶対必要ですよね。
私は、財団事業で住宅メーカーの方々

二瓶正史（にへい・まさぶみ）
建築家・㈲アーバンセクション代表。1955
年東京生まれ。法政大学を卒業後、82年
東京都立大学工学研究科修士課程終了。
97年宮脇檀建築研究室勤務後、独立して
98年アーバンセクションを設立。現在法政
大学兼任講師。住宅生産振興財団とは設立
時期から多くのまちなみ設計に携わってき
た。現在も沖縄県、福岡県、茨城県など住
宅生産振興財団の全国のプロジェクトで、
マスターアーキテクトとしてまちなみ設計監
修を行っている。

三部佳英（さんべ・よしひで）
（一財）宮城県建築住宅センター理事長。
1949年山形県生まれ。東北大学大学院修
士課程（建築学専攻）を修了。宮城県経済
産業再生戦略局長、環境生活部長を経て、
2008年（株）仙台港貿易促進センター代
表取締役社長。2009年より現職。セン
ター職員一丸となって被災者の住宅再建に
取り組んでいる。

と同じテーブルについて、よいまち
をつくるための議論をしていますが、
そういう仕組みをつくることはとても
大切だと思います。
　われわれ専門家が過去に行った経
験を活かして、住民の方々と一緒に
地域の専門家がつくっていければい
いですよね。
大月　何が問題かということは、じ
つはみんなが共通に思っていて、単
に解決の場が見当たらないというこ
とですよね。専門家を派遣するよう
なことは今はなかなかできない状況
ですが、そういう制度などができる
と、もっといろいろな解決の場がで
きやすいのではないでしょうかとい
うご提案かと思います。
　今日、シンポジウムでお話しした
ような価値と、ある程度の方向性を
共有していけば、みんなが然るべき
立場で、然るべき関わり方ができる
のではないかという気がしました。
　では、今日はこのあたりで終わり
たいと思います。どうもありがとうご
ざいました。
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