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角野　第2部パネルディスカッション
は、まず最初に3名のパネリストの
方々に発表していただきたいと思い
ます。吉田さんからよろしくお願い
します。

青葉台ぼんえるふの管理
吉田　北九州市の若松区に私どもが
暮らす青葉台ぼんえるふ団地があり
ます。「ボンエルフ」とは生活の庭と
いう意味です。1992（平成6）年にで
き上がり、20年以上が経ちました。
　住戸は106戸あり、共有地を管理
するのが管理組合法人です。まちが
できた2年後の1994（平成8）年に設
立しました。そして、2013（平成25）
年度までは景観を最優先方針としき
てましたが、大転換することになり
ました。
　じつは、この20年の間に団地の樹
木が巨木化しました。クスノキ、ケ
ヤキ、アメリカカエデ、メタセコイア
といった巨木化する木が100本以上
あります（写真1）。これが台風で倒れ

て、あわや家が破損する事態になり
かねない状況に陥ったものですか
ら、管理方針を大きく方向転換する
ことに決めたのです。
　現在は、「安全・安心・明るい青葉
台ぼんえるふ団地づくり」をスローガ
ンに取り組んでいます。このスロー
ガンを実現するために、防災管理、
防犯管理、安全管理という3つの柱
を立てました。
　まず、防災管理についてですが、
わが国の損害保険会社を調べたとこ
ろ、自然災害時に、個人や団体が所
有・管理する木がもとで家が壊れた
場合に対する補償保険制度は皆無で
す。今後もそういう保険をつくる見
込みはないそうです。東日本大震災
のように激甚災害指定の場合は特別
ですが、地方公共団体や国にも救済
手段はありません。
　しかし、民法第709条、第717条
には、台風や雷等の自然災害による
倒木で家が壊れた場合、その木を管
理している団体や所有者が補償すこ

とが義務規定になっています。現実
にそれは起きていて、つまり自衛す
るしかないわけです。
　ですので、自衛策を決めました。
青葉台ぼんえるふでは巨木の高さを
制限することにしました。大体1階
建てより低くする、元の高さの1/2
から1/3にすると決めました。さら
に、台風の風圧を逃がすために、密

写真1　年月を経て育った樹木
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集している枝葉を毎年5月ごろに一
斉に取り払っています。
　以前、高さ8mぐらいのモミの木
が台風で倒れたことがあるのです
が、そのときは補植せずに、代わり
に中木のナンジャモンジャの木を植
えました。
　次に、防犯管理についてです。こ
れは、私どものまちは電柱がないま
ちなのですが、防犯灯もありませ
ん。団地の入口に停留所があるので
すが、そこも以前は防犯灯がついて
いませんでした。しかし、団地に住
む女子高校生が停留所のベンチに座
っていた不審男性に追尾される問題
が起きまして、防犯上の理由から、
昨年、防犯灯をつけました。通学・
通勤路にも防犯灯をつけました（写真

2）。今後はコモン内生活空間に防犯
灯を設置予定です。
　次に、安全管理についてです。夜
間に樹木を照らすアップライトや、
共有地の中に車が入らないようにす
る誘導灯も設置していますが、設備
の老朽化により漏電が起きたことか
ら、漏電遮断器を取り付け、感電事
故に対する安全対策としています。
また、団地の道路のコーナー部分に
ミラーを設置し、交通安全対策とし

ています（写真3）。
角野　では次に、和合さんよろしく
お願いします。

公園の街　諏訪野
和合　私は公園の街諏訪野に開発当
初から携わり、コミュニティづくりに
も関わっております。
　諏訪野は、福島市の中心部から
7kmぐらい北にあります。摺上川が
流れていまして、アユ釣りができ、
遠くには吾妻連邦、安達太良の山並
みが美しく映える地です。そのよう
な場所に、12.6ha で288区、1区画

平均85坪というゆったりした配置で
す（写真4）。
　諏訪野のまちづくりは1990年に始
まりました。コンセプトは、和み、
語らいのあるまちです。基本設計は
建築家の故宮脇檀先生に手がけてい
ただきました。宮脇先生の集大成と
も言える美しいまち並みと住環境の
構想に、自然との共生、環境との共
生を加えまして、1995年に第1工区
が、続いて2工区、3工区と進み、
1998年に竣工の運びとなりました。
　まちの特徴は、大体10軒が1単位
でコモンを取り囲んでおり、玄関は
皆コモンのほうを向いています（写真

5）。コモンは全部で36個あります。
また、行政にご協力いただいて、こ
こは道路の位置づけになっていま
す。それは今までにないことでした。
　まちの安全面にも配慮していま
す。諏訪野には直線道路はありませ
ん。人が歩く道と位置づけて、幹線
道路等についても車が自然に速度が
落とせるよう、緩やかな曲線道路に
なっています（写真6）。また、道路標
識がなく、ハンプやフォルトで自然
に車の速度を抑制しています。
　電線類は地中化されています。緑

写真2　防犯灯を随所に設置 写真3　コーナーに設置されたミラー

写真4　諏訪野のまちなみ鳥瞰
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が多く、およそ9万7,000本もの樹木
がまちを潤しています。また、連続
する生け垣で住宅街をきれいに囲ん
でいます。
　コモン等の舗装は透水性舗装にな
っており、降った雨は地下に返すた
め側溝がありません。地下に浸透し
た雨水は諏訪野の木々を育み、住宅
街にいながら緑豊かに四季を感じさ
せてくれます。
　諏訪野では工夫をしながら、皆さ
んが管理をして環境を守っていま
す。コミュニティの面では、震災の
ときも協力をして、近隣の皆さんを
受け入れながら対応しました。町内
での夏祭りなども行い、子どもたち
が楽しく、思い出になるまちづくり
をしております。
角野　では次に平山さんよろしくお
願いします。

計画者・設計者としての役割
平山　私は計画者として、まちの骨
格をつくったり、まちの土台をつく
ることが仕事です。そのときに気を
つけなければいけないのは、家はい
ずれ建て替わりますが、道は一度つ
くったら未来永劫残ってしまうので、
かなり気を使って設計しているつも
りです。実際10年、20年経ったとき
に設計したものがどうなっているの

か、非常に関心のあるところです。
　1979年に住宅生産振興財団が設立
され、私は1986年に宮脇研究室に入
所以来、財団事業に関わってきまし
た。ガイドラインやルールをつくって
販売するというやり方も、40年継続
されたことで一つの大きな力となり、
それにより、美しいまちなみがたく
さんできているなという印象です。
　1990年に竣工した愛知県の桃花台
ニュータウンのグリーンテラス城山
に、「みんなで創った街、みんなで育
てる街」という宮脇の碑文があります

（写真7、8）。これはいろいろな要素
を含んでいる言葉です。「みんなで創
った」というのは事業者や計画者が
知恵を出し合いつくりましたよとい
うことです。でも、主役は住まい手
の方々ですので、「気持ちよく住み続
けていくために必要なことをみんな
で頑張ってくださいね」という期待を
込めて、「みんなで育てる」という言
葉を使っています。
　設計者は、気持ちのいい場所や居
心地のいい場所をどれだけつくれる
かがポイントだと思っています。そ
して、そこに住んでくださる人たち
がそれを受け継いで、世代を超えて
住み継がれていく一つの要素になっ
てくれればという思いがあります。
　その一つの答えがコモンという概

念です。コモンは、広場でも道でも
いい。並木道でも、1本のシンボルツ
リーでもいいのです。集会施設やク
ラブハウスにもコモンの要素はある
と思います。
　もともとは中間領域として、明確
に区分された官民の境を広げたもの
がコモンという考え方ですが、それ
をみんなの財産として受け継いでい
ってほしいということです。
　フォレステージ高幡鹿島台（東
京・日野市）は53戸の計画的な戸建
集合住宅地で、いろいろな要素が詰
め込まれています。宮脇さんにとっ
ては最後の住宅地計画です。コンセ
プトは「森の再生」ですが、20年経
って木が育ち、本当に森になってし
まいました。今、その管理をどうし
たものかなと管理組合が悩んでいる
最中で、私も相談を受けています。
　コモンやボンエルフのある住宅地
は、コミュニティの結びつきを非常
に強く求めるまちで、なおかつ住ん
でいる方にかなりの負担を押しつけ
ている部分もあります。例えば、共
有地を自分たちで管理しなければい
けない、そのお金をどうするのか。た
だ、最初は少し面倒くさいけど、ゴ
ミ拾いや植栽の剪定などをしながら
みんなで財産として管理・共有して
いくという意識を持ったときに、自
分たちのまちだという意識が芽生え
てくるという話をよく聞きます。
　次世代につながる財産として、コ
モンという一つの手法を持つこと
で、それが次につながっていけばい
いなという計画者としての思いがあ
って、それが住民の方々にどの程度
反映しているのかというのは、おそ
らく50年や100年ぐらい経たない
と、その答えはわからないと思いま
す。今日は、その問いかけをしてみ
たいと思います。

写真5（左）　コモン／写真6（右）　緩やかなカーブを描く曲線道路
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ディスカッション
角野　先ほど私たちは、3つの切り
口を共有しました。1つめは、住み継
がれていくための空間デザインとは
どういうものかということです。2つ
めは、住み継がれていくための住民
の活動や組織はどのように組み立て
ればいいのか。そして3つめは、住
み継がれていくためのルール・制度
についてです。
　皆さんのキーワードで共通してい
るのはコモン、ボンエルフ、緑です。
　まず、住み継がれるためのデザイ
ンということについて、デザインに
携わっておられる平山さんからお願
いします。
平山　コモンやボンエルフをつくっ
た結果、何が生まれ、どのような問
題が起きたのか、ということがある
かと思います。
　先ほどの話と重複しますが、新し
い住宅をつくるときに気持ちのよい
場所がどれぐらいできるかと考える
ように、サードプレイス的なものが
住宅地の中にできないかという思い
があります。その一つの答えとして
コモンをつくってきたわけです。

　いわばプレイスメイキングをどの
ようにやっていくかということなので
すが、さらに、それが10年、20年経
って計画者の思いどおりにいってい
るものもあれば、まったく違う使い
方をされている可能性もあるわけで
す。それはそれでよいと思います
が、住まわれている方々の世代交代
のときに何か別のことに転用できる
など、自由度もあっていいのかなと
思っています。
　その答えは今はまだ出ていないの
ですが。
和合　諏訪野の計画のときに、宮脇
先生が、「これからコミュニティがだ
んだんなくなっていく。だから向こ
う三軒両隣、長屋の感覚だよね」と
言われたのを、とても強烈に覚えて
います。
　諏訪野ではコモンが使いにくいと
いう意見はあまり聞いていません
が、一つだけいえば、それは駐車場
の問題です。夫婦1台ずつで計2台
の車を持つだけでなく、さらに子ど
もが車を持つ場合もあります。その
辺も考慮してみる必要があるのかな
と思います。

　また、コモンを囲んでいるかたち
なので、外から自由に入ってこられ
ないということはありますが、それ
は逆に言えば、防犯効果があります。
　管理等については、行政に任せず
に自分たちでやろうという維持管理
の意識が住人の人たちの中で強くな
っていると思います。
角野　先ほど、青葉台ぼんえるふで
は、最初につくられたものが、時間
が経つに従って不適合しているとい
うお話がありましたね。
吉田　私が小さいころは、お寺や神
社の境内の中央など広いところにケ
ヤキやクスノキがあり、台風で倒れ
ても被害が隣の家には及ばなかった
わけです。でも、青葉台ぼんえるふ
では、住宅のすぐ隣に巨木があり、
台風のときは根ごと揺らぎ、住んで
いる人が恐怖感を覚えることもあり
ます。そういう意味では、駐車場や
家のそばに巨木を植えないことと
し、大きなコモン広場に植えること
がよいのでしょうね。
　私どもが今考えているのは、中木
あるいは低木でまちをつくり、巨木
は広いスペースでシンボル的に扱う

写真7（左）　桃花台ニュータウン・グリーン
テラス城山
写真8（上）　グリーンテラス城山にある宮脇
の碑文
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というのが、今後のまちづくりにお
ける樹木のあり方ではなかろうかと
思っています。
角野　先ほどの防犯灯のお話は、ラ
ンドスケープデザイナーやアーバン
デザイナーが足元を照らしていくか
たちで景観をつくりたがることに対
する問題も考えさせますね。
吉田　若い人に空き家を買ってもら
うためには、夜、安心して歩けるま
ちづくりが必要だと思っています。
今までのまちづくりというのは、多く
が昼間のデザインに焦点を当ててい
るのではないかと思います。これか
らは、夜のまちの景観や、台風が来
たときのまちの状態という視点もも
って、まちづくりを考えていかなけ
ればいけないのではと思います。
角野　デザインや設計・計画をされ
る立場からしますと、どのようにつ
くっていこうとされますか。
平山　例えば、棟を超える10m 以上
の木を植えようというのは、よくやる
手法ですけれども、それは十分なス
ペースがある中でやるべきだなとい
う反省はあります。ただ、一律にだ
めだと決めるのではなく、アイストッ
プに大きな木があるなど、やり方に
よってはそのまちの風格といいます
か、住宅地のよさができるものだと
確信しています。当然、大きくなり
過ぎないものや倒木のおそれがない
ものを選ぶ配慮は必要と思っていま
す。
　道に関してはさまざまな考え方が
あります。私は宮脇さんの教えを受
けていますので、道は絶対に曲線の
方がいいと思っています。しかし、
人によっては真っ直ぐなほうが空が
広く見えて気持ちいいという。造成
コストや測量、図面の引きやすさの
ことなどもありますが、私は、歩い
て楽しいまちを考えてみたときに、

風景が徐々に変わっていくシークエ
ンス、つまり歩きながら楽しい風景
が見えてくるのは曲線道路だと思っ
ています。適度に緩やかな、気持ち
いい曲線をつくれるかどうかが設計
のポイントだと思います。
吉田　青葉台ぼんえるふにはアスフ
ァルトの市道がありますが、感心し
たのは、設計者がコモンとコモンの
間をインターロッキングのハンプで
つなぐデザインにしていることです。
そのインターロッキングの周りは御
影石で支えてあります。そこはたし
かに歩いていて楽しいです（写真9）。
　ただ、管理面でいえば、その御影
石が長年にわたって削られてきて、
お年寄りがそれに引っ掛かり、転倒
して怪我をしたことがありました。
そのときに、修復を市にお願いした
のですが、市の若い担当者は団地の
思想を知らないものですから、「予算
の制約で全部アスファルトに変えて
もらいたい」というお話がありまし
た。私どもは団地の思想を説明して
市と折衝し、最終的には修理を継続
してもらえることになりました。そう
いう問題もあります。
角野　2つめのテーマである、住み
継がれるための住民活動や組織につ

いて、皆さんはどのような工夫をさ
れていますか。あるいはどんな課題
があるのでしょうか。
和合　私たちの場合は、購入される
方に諏訪野のルールをしっかりと説
明させていただきます。みんなで守
れば住環境が整いますよと説明し、
納得していただいた上でお住みいた
だいています。ですので、あまりト
ラブルはありません。けれども、や
はり住んでいると、少しずつ不都合
が出てきます。それについては生活
ガイドブックをつくり直し、全家庭
に配付しています。
　それと、緑が多いので、毎月1回
は必ず皆さんで集まって掃除をしま
す。そういうことをしていくと、コモ
ン単位でお昼をいただいたりしてい
ます。防災活動やイベントなども通
じて、コミュニティが育っています

（写真10、11）。
　ルールをみんなで守っていこうと
いう意識は高いと感じています。
角野　そのルールは、いつ、誰が決
めたものでしょうか。
和合　私たち開発者がまず最初につ
くりました。そのときは平山さんにも
関わっていただきました。
吉田　私どもの地域は年４回（4月、

写真9　コモンおよび市道の一部はインターロッキング舗装（青葉台ぼんえるふ）



写真10（左）　町内での夏まつり
写真11（右）　災害時に備えての町内活動
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7月、10月、12月）の除草剪定作業
に住民全員が出てきてくれます。作
業後はコモン広場に集まって、管理
組合が、大人や子どもに飲み物や食
べ物を配るようにしています。そこ
が一つの交流の場になっているの
で、それが楽しみで出てこられる子
どもさんもいます。この活動は、こ
れまで一度も欠かしていません。
　組織についての課題としまして
は、組織が2つあることによる負担
です。現在、自治会と管理組合があ
りまして、自治会メンバーも住民で
す。自治会の行事もありますので、
管理組合の行事とも重なってしまい
ます。管理組合の理事長が自治会長
も兼任してくれませんかという話も
出ていますが、それは非常に苦しい
ところです。今後、ますます年をと
っていき、活躍できる人が少なくな
っていくのに負荷は増えてきてい
る。それをどうやって切り抜けてい
くかというところです。
角野　今、何人ぐらいの方が役員に
なっていらっしゃるのでしょうか。
吉田　理事長1名、副理事長2名、
そして12個のコモンから理事が出ま
す。それ以外に会計担当役員、監査
役がいます。次年度の役員を決める
時期は大体10月末です。
　ただし、高齢者が増えてきて役員
務めが年齢的にできなくなってきま

したから、理事を減らすためにコモ
ンを統合することを決めました。世
帯数の少ないコモン同士を統合して
それを1コモンとし、そこから理事1
名を出すというやり方です。
角野　計画者や設計者は、デザイン
の段階から住民の活動や組織につい
て考えているものなのでしょうか。
平山　コモンを考える上で、住民活
動やコミュニティづくりはとても大事
だという認識でいます。
　C. アレグザンダーがパターン・ラ
ンゲージで、最適なコミュニティは5
軒から8軒ぐらいが適正で、12軒を
超えるのはよくないと言われていま
す。ですから、それ以下になるよう
にクラスターをつくることを心がけ
ています。しかし実際にはなかなか
難しいところもあります。
　それと、これは開発行為で行政と
の折衝事ですので、行政がどこまで
管理をするか、住民側がどこまで管
理に関わっていくかという、線引き
がポイントだと思います。管理は役
所に任せるという考え方が一般です
が、コモンという概念を持ったら、
積極的に住民の皆さんが管理に関わ
っていくことにより、より密な管理が
できると考えています。
角野　特に人の出入りが激しくなっ
てくると、まちを維持していく住民
組織や管理の仕組みの継続のされ方

が重要になってきますよね。
和合　諏訪野の場合は管理組合を法
人化し、管理組合協定があります。
　諏訪野会規約、共有共用施設の管
理規約、建築・緑化景観に関する規
約・協定、建築および緑化景観に関
する協定・規則があり、これをみん
なで守っています。
　さらに、管理組合法人の中に建築
緑化協定委員会が立ち上がり、確認
申請前のチェックを行っています。
行政とも連携し、協定委員会が認め
たものでないと確認申請を行政が受
け付けない仕組みとしています。
平山　住民の皆さんの積極的な活動
がある一方、計画者がそこにどのよ
うに関わっていくかということも大
事だと思っています。
　長く住まわれていると、さまざま
な問題が出てきて、逆にその環境の
よさがわからなくなってしまうことも
あります。フォレステージ高幡鹿島
台の住民の方々は、大きくなり過ぎ
てしまった樹木の問題などマイナス
な面だけが気になってしまうことで
悩んでおられました（写真12）。だか
らもう一度、当初の計画コンセプト
を説明してほしいというお話をいた
だきました。
　ですので、当初の計画に込めた意
図や思いをご説明し、それに基づい
て、木の高さについて考えるワーク
ショップを行いました。計画者とし
ては、つくったものに対して、そう
いう形で参加していけるのが一番幸
せな形かなと思います。
吉田　最近青葉台ぼんえるふでは私
有地に生垣があるのですが、高齢に
なったので体がきつく、メンテナン
スができないからコンクリート塀に
変えられませんかという声も出てき
ています。他の地区では勝手に生け
垣を外しているので、そういうのを
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いうことが少しずつ認知されてきた
ように思います。
和合　諏訪野も協定制定から10年経
ったときに改定したのですが、最初
のときよりも厳しい協定になりまし
た。また10年経つのですが、今のと
ころは改訂のお話はありません。さ
まざまな世代が一緒に暮らしておら
れるので、やはり協定は必要なのか
なと思います。
　ただ、住人の方が高齢化して、2
世代、3世代、4世代が一緒に住んで
いるところもあります。介護をすれ
ば住宅の改築も必要になりますけ
ど、現在の協定はそこまでは定めて
いません。協定委員会で認めればで
きるというかたちもありますが、や
はりこれからはそういうことも見据
えて、明文化しておくべきかなと話
しているところです。
吉田　30代、40代の方が家を買うと
きに、私は必ず管理組合の規約や建
築協定について説明します。いつも
そのときに、「面倒くさいなら買うの
をやめた」と言われないか、気には
なるのですが、どうやったら継続し
て若い人に住んでもらえるのかとい
う課題もあります。
角野　仲介業者さんがどのような説
明をされているのかというところが
気になりますね。
和合　諏訪野では、そういう照会が
あったときは、逆に私たちのほうに
照会が来ます。仲介に当たる方たち
のあいだでは、諏訪野には特別なル
ールがあるというのがわりと浸透し
ています。

まとめ
角野　最後に、皆さんから一言ずつ
お願いします。
吉田　これからも現状のものを極力
残しつつ、安全安心対策をきちんと

り、それがあったからまちなみが維
持されてきたと思います。ただし大
事なのは、ルールの幅をどうするか
ということです。
　実際に、洗濯物を干すテラスが欲
しいという要望があったのですが、
規定のままですと道路から何 m 以内
という厳しい規制がありました。こ
れを九州大学の先生とも協議しまし
て、テラスに壁がついたら部屋にな
るが、柱だけの場合は規制を少し緩
和してもいいのではという議論を
し、改定させていただきました。
　ルールは、守りながら、時代に合
わせて環境に適応しながら、変えな
い部分と柔軟に変えてもいい部分の
峻別が必要だと思います。
平山　青葉台ぼんえるふのルール
は、確かにとても厳しいですからね。
これを守っているのはとても大変な
ことです。
　当初の財団事業は設計マニュアル
という形でルールをつくり、試行錯
誤しながらやっていて、当然、販売
の足かせになるからやめてくれとい
う反対もありましたが、今、それを
皆さん当たり前に受けとめていらっ
しゃいます。やはりルールがあった
からこそ、よい環境ができるんだと

見ると、なおさら楽になりたいと思
うのでしょう。
　共有地の管理も同じく、足もとが
ふらついたら機械で怪我をしてしま
います。念のため団体傷害保険に入
っていますが、いつも依頼している
剪定業者も高齢になったので引退し
たいと言っておられますし、それが
今、私の頭を悩ましていますね。
角野　3つめのテーマである住み継
がれていくためのルール・制度につ
いてですが、例えば建築協定は必ず
見直しの時期がきますが、そのまま
引き継がれる場合と、地区計画に移
行したりもします。今後持続させる
ために住宅地を取り巻く法律や制度
はいかにあるべきか、あるいはどの
ような問題をお持ちでしょうか。
吉田　青葉台ぼんえるふは最初に管
理組合規約をつくってあり、建築協
定書も最初からあります。外構、屋
根の色、壁の色についてはマニュア
ルもつくっていただいております。
　最近の話では、車椅子用のスロー
プのマニュアルが最初からありまし
たので、階段をスロープに変更する
場合、それを適用することでスムー
ズにできてます。
　建築協定は非常に厳しく決めてあ

写真12　フォレステージ高幡鹿島台
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のかなという感想を持ちました。
　今日は地方都市の話題になりまし
たが、それはおそらく、地方性とい
うのは避けて通れないからだと思い
ます。それぞれの地域固有のデザイ
ンであったり、あるいはそこでの暮
らし方であったり、気候風土は植生
とも関係します。
　これから受け継がれていくまちの
地方性や個性も含めて考えていかな
いと、どこに行っても同じようなまち
が残ってしまいます。標準のデザイ
ンや仕組みは、ある部分は地方によ
って受け入れられないものもあるか
もしれません。これからは、そうし
た部分のきめ細かい議論や検討が必
要だと思いました。
　では今日はこれで終了になりま
す。どうもありがとうございました。

織、そして支えていくルールについ
て意見交換させていただきました。
　新しくつくる段階からそういった
ことを意識しておかなければいけな
いということ。それから、住み継が
れるためには次に入ってこられる方
たちに、計画の思いやまちの魅力を
どのように伝え、共有していただけ
るようにすることを考えることが、
本当に大事だなと改めて感じまし
た。当初の思いを伝える仕組みもい
ろいろあって、口頭で伝えるのはも
ちろん、冊子や映像などのツールが
あるとわかりやすい気もしました。
　高齢化していく中で、ライフスタ
イルや家族構成も変わってきていま
す。しかし、まちの環境の価値を維
持していくために、変えてはいけな
いもの、引き継ぐべきものもある。
その変わるものと変わらないものを
コミュニティが共有する必要がある

練ることで、まち全体の安全を図り、
そして環境の維持も行っていくつも
りです。
和合　ずっと住み続けていくという
ことは、いろいろな課題があると思
います。私たちも分譲した立場とし
て、分譲して終わりということでは
なくて、住んだときから一緒に活動
しようねという気持ちをずっと持ち
続けています。外から支えながら、
さまざまな取り組みに一緒に参加し
ながら、なるべく軌道修正ができる
よう、これからも努力していきます。
平山　計画したまちの住民組織の
方々から、いろいろな問題が起きた
ときに呼んでいただき、それに対し
てきちんと応えていけるような計画
をしていきたいと思っています。
角野　最後にまとめになりますが、
今日は、住み継がれるための条件と
してのデザイン、住民の活動と組
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吉田重治（よしだ・しげはる）
若松区青葉台ぼんえるふ団地管理組合法人
理事長。1971年新日本製鐵（現･新日鐵住
金）本社に入社。製鐵所の工場長勤務を経て
本社勤務後､94年より通商産業省系機関の
特殊（現･国立研究開発）法人新エネルギー
･産業技術総合開発機構本部に勤務。2013
年3月に経済産業省系機関の独立行政（現･
国立研究開発）法人産業技術総合研究所つく
ば本部を退任。14年4月より若松区青葉台
ぼんえるふ団地管理組合法人理事長に就任
以来、それまでの経験・知見を活かして「安
全･安心･明るい青葉台ぼんえるふ団地づく
り」に全力で取り組んでいる。

和合アヤ子（わごう・あやこ）
福島県住宅生活協同組合理事長。1996年に
建設大臣賞を受賞、2007年には住民たちが
第3回「住まいのまちなみコンクール」で国
土交通大臣賞を受賞した、公園の街「諏訪
野」の開発事業に携わる。また、NPO法人
サステイナブル・コミュニティ研究所理事や
福島県商工会議所連合会理事も務めつつ、
県内はもちろん全国の女性達とのネットワー
クを通じ地域振興、社会福祉の増進、若
者・女性活躍推進、少子・高齢化社会への
対応や地球規模での環境問題などに取り組
むなど、「これからの福島」を模索しながらの
活動は多岐にわたる。

平山郁朗（ひらやま・いくろう）
有限会社ランドプランナーズ代表取締役。
1961年鹿児島生まれ。九州芸術工科大学
（現・九州大学芸術工学部）卒業。宮脇檀建
築研究室にてアーバンデザイン部門を担当す
る。97年独立、アーバンセクションを経て
2003年ランドプランナーズを設立、現在に
至る。これまで桃花台N.T.グリーンテラス
城山（愛知県小牧市）、諏訪野（福島県伊達
町）、ヒルサイドアベニュー華里（福岡県北
九州市）など財団事業のまちなみ計画にかか
わってきた。
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