まちなみ塾
OB 座談会

これからのまちづくりに不可欠な
チャレンジする姿勢と豊かな人脈を

上井一哉（積水ハウス㈱ 設計部 東京設計室 理事） ※ 講師・進行
堂城直人（積水ハウス㈱ 設計部 東京設計室 課長） ※１期生
小林秀和（ミサワホーム㈱ 分譲開発事業部 分譲企画部 業務課 エキスパート３級） ※１期生
澤田 翔（パナソニック ホームズ㈱ 経営企画室 総合企画課 主幹） ※６期生
新型コロナウイルスの影響により、まちなみ塾は 10 年目にして初めて中止に

なりました。2021年度の活動を模索している状況のなか、まちなみ塾 OB3 名
の方々による座談会を開催しました。まちなみ塾受講後の自身のまちづくり
への取り組み方や考え方で変化したことや、この10 年間の戸建住宅地を取

り巻く環境について、さらに今後のまちなみ塾や塾生に向けたアドバイスや
ご意見などをうかがいました。

上井

本日出席いただいた小林さんと堂城さん

います。異動前までは、入社以来東京のまちづ

はまちなみ塾 1 期生
（2010 年）で、澤田さんは 6

くり事業部で設計や造成管理の仕事をしていま

期生
（2015 年）
です。今日は、皆さんの受講当時

した。財団事業では、
「つなぐ森淵野辺」の設計

のことや、修了後の自身の仕事へ活かされてい

部会を担当させていただいておりました（事例 2）。

ることなどがあればお聞かせいただきたいです。
小林

私はこの10 年間、ミサワホームのまちづ

くり部門に所属しています。首都圏エリアに特
化して土地を仕入れて住宅を販売しているなか

上井

6 期の澤田さんたちのあとからかもしれま

で設計を担当しています。財団事業では、2020

せんが、まちなみ塾では単に戸建だけの住宅地

年 11月にまちびらきをした「イマジンフィール

の設計演習をやるのではなく、時代に合わせて、

ド東久留米」
（東京都東久留米市）
の設計部会で

複合的なまちづくりをテーマとして扱い始めま

初めて設計幹事を務めさせていただきました（事

した。団地再生の話を入れてみたりするなど、

例 1）
。この事業は UR の再生プロジェクトで、ラ

まちなみ塾も進化しています。

ンドプランは平山郁朗先生にお願いしました。
それが 2020 年の自分にとっての大きなプロジェ
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受講当時を振り返って

今と当時を比べると、扱っているテーマの違
いはありますが、受講当時のことや、まちなみ

クトです。

塾で印象に残っていることがあればお話しいた

堂城

だけますか。

私は積水ハウス東京設計室でまちなみグ

ループに所属し、分譲事業に携わっています。

澤田

10 年前とやっていることは変わらないのです

プ分けをして、皆さんで方向性を決める打合せ

まず、課題に取り組むにあたってグルー

が、2017 年から 2 年半ほど大阪にて戸建ての商

を何度かしたのですが、最初は遠慮しがちでな

品開発の部署におりました。

かなか進みませんでした。でも、提出日が迫る

澤田

私は 2020 年 7 月から大阪本社のパナソ

につれてスピードアップしていったのが印象に

ニックホームズの経営企画室で、まちづくり事

残っています。私自身も、グループの皆さんと

業以外の経験として企画調査業務の勉強をして

意見交換をしていくことで、次第に自分が言い
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たいことを積極的に言えるようになっていきま
した。その結果、それぞれの得意分野を生かし
た提案ができたと思っています。その喜びと達
成感が一番印象に残っています（図 1）。
当時、私は戸建住宅のプランニングの仕事を
していたので、ランドスケープに収まる戸建住
宅のプランとプレゼンテーションを担当させて
いただきました。
上井

その時のメンバーは設計の方ばかりでし

たか？
澤田

皆さん設計でした。

上井

そうすると、まちなみや土地利用につい

て初めて考える機会だったのかもしれませんね。
澤田

そうですね。最初のグループ分けのため

の、同じ土地を対象にした個人課題で初めて土
地利用を一から考えてつくりました。当時受講
されている方の中には外構業者の方やハウス
メーカー以外の会社の方々もおられたのですが、
個人課題の講評のときに「ハウスメーカーの設
計の方々の案は普通で面白くない。他の会社の
方々の案のほうが面白い」という講評を講師の
方々からいただき、
「これはまずいな」と危機感
を感じたのを今でも覚えています。
その時の危機感は長く持っていて、JV や社内
での提案の際に、コンセプトを強く意識する
きっかけになりました。それはまちなみ塾で学
んだことの一つではないかと思います。
堂城

私は上司から「普段できないことを」と

アドバイスを受けましたので、オーソドックス
につくるよりも提案性のあるものをという意識
が強かったです。

図1 6期・澤田さんのグループ案「つむぐ」
（
『まちなみ塾講義録2015』より）

当時はすでに分譲地を戸建てだけでつくると
高齢化したときにまちの活気が失われてしまう
ことが問題となっていましたから、共同住宅を

小林さんはどんなことが印象に残っていますか？
小林

グループ課題の提出案については、私た

入れたりして住民が入れ替わる仕組みをつくろ

ちのグループは、パナホーム
（当時）の古川淳也

うという考えがありました。私たちのグループの

さんの案をブラッシュアップしていこうと話し

メンバーは 3 人だったのですが、計画は私ともう

合ったと思います。私は最後に平面図と立面図

一人がつくり、収支は営業の方にお願いしまし

を貼り合わせて全体図をつくる担当でした（図 3）。

た。皆さんで議論したというよりも、分担して取

当時は休日出勤で作業をした思い出があります。

り組んだことが印象として残っています。結構

後日、古川さんから提出した全体図面を額装し

な作業量でしたので、提出前が大変でした（図 2）。

たものをいただいたので、今も家に飾ってあり

上井

ます（写真 1）。

堂城さんたち1 期のときはわれわれも初

めてでしたので、勉強しながら取り組んでいま

上井

した。そこでの反省に基づいて、グループ分け

していて、テーマも特に設定しておらず、グルー

は重要だという考えのもと、以降は特にグルー

プごとにテーマを考えてもらいましたね。

1 期の時の設計演習は架空の土地で設定

プ分けにエネルギーを費やしています。まず個
人の案を見て、
「この人とこの人の考え方をくっ
つけて、こういう考え方も出てくると議論が進

グループワークで得られたこと

むよね」ということを想像しながらグループ分

上井

けを考えているんです。

の仕事に対してどんな影響をもたらしたと感じ

まちなみ塾での経験は、修了後の皆さん
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堂城

私もそのことは実感しています。それと、

まちなみ塾での提案の良し悪しは別にして、地
域の課題を見つけようとしたり、新しいことへ
チャレンジしようとする姿勢をまちなみ塾で身
に付けることができたと思います。それは仕事
にも影響を与えてくれたと思います。
上井

さまざまなチャレンジをする場として、

まちなみ塾を活用していただけたらと思ってい
ます。先ほど澤田さんが「最初は遠慮があるか
らチャレンジングな話もしにくいけれど、徐々
に人間関係ができてくるといい方向に進んで
いった」とおっしゃられていましたよね。そう
いう場としてのまちなみ塾なのかなという気が
しますね。
澤田

私はどちらかというと自分の机で黙々と

プランを書いている仕事が好きだったのですが、
まちなみ塾を通じて、自分の会社以外の方と一
緒に仕事をすることの楽しさや刺激を非常に感
じました。まちなみ塾の受講後に部署が異動し、
自分の会社以外の方と一緒に仕事をする機会が
増えたのですが、それも楽しめるようになりま
した。
違う業種や分野の会社の方は考え方が全然違
うので、一緒に仕事をすると逆にそこが面白い
んですよね。その楽しさを感じるきっかけで
あったと思います。
上井

財団事業などで実際に設計幹事をされる

とわかると思うのですが、設計といえども営業
の方との場面もありますし、造成工事の方や外
図2 1期・堂城さんのグループ案「郊外住宅地の新たなスタイル」
（
『まちなみ塾講義録2010』より）

ておられますか？
小林

グループワークなどを通じて人間関係が

構業者の方との場面もありますから、そういう
場面で活きてきますよね。

実務に活かせたまちなみ塾での経験

できたことが大きいですよね（写真 2）。その後に

小林

他のプロジェクトの場でお会いしても相手のこ

今ならリアルに受け止められますね。具体的に

とを知っていますので、とてもやりやすいとい

たとえば、
「排水経路を課題地の外周道路から

うのはあります。それは財団事業の実務でのや

取っていますが、歩専道に給排水を通してはど

りとりにも生かされていると思います。たとえ

うでしょうか。造成のコストを考えると、そち

当時は講評で聞き流していたような話も、

ば、上井さんとは「ウェルネスシティつくば桜」
（事例 3）でご一緒させていただきましたし、澤田

さんとは「つなぐ森」で、堂城さんとは『家と
まちなみ』の座談会でご一緒させていただきま
した。
「イマジンフィールド東久留米」の設計部
会でも、参加された各社に知っている方が多く
て、とても相談しやすくて助かりました。
また、まちなみ塾で直接会っていなくても、
そこから派生した人間関係がありますよね。で
すから、まちなみ塾を核として人間関係が広
がったと言えるかと思います。
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写真2 第1期まちなみ塾グループワークの様子

写真1 小林さんは額装した作品を今も自宅で大事に飾っている

らのほうが効果的なのではないでしょうか」と
いう講評をしていただいたのですが、自社の分
譲でもそういう話が出ました。当時の講評は痛
いところを突いているなと、今読み返してみて
思います。
上井

まちなみ塾は造成の部分から考えますか

らね。おそらく他ではやっていないことを1 年
間かけて勉強できる場所です。もちろん深いと
ころまで詰めていくとついていけない部分もあ
るかもしれませんが、それを一気通貫で学べる
ことはいい経験だと思っています。その辺りの
ことが肌感覚でわかったということですよね。
堂城

私はまちなみ塾の頃ちょうど、住友林業

さんと大和ハウスさんとの JV で八王子みなみ野
シティ「シフォンの丘」という物件に携わって
おりまして、コンサルの方と一緒に役所と粘り
強く協議した経験があります。そのときの協議
は、公園と集会所を一体的に計画したいという

図3 1期・小林さんのグループ案「“まちにわ” PROJECT」
（
『まちなみ塾講義録2010』より）

ことや、ラウンドアバウトのような道路線形に
したいといった内容でした。
上井

たしか、その集会所は自治会所有で、従

これからのまちづくりを考える

来でしたらフェンス等で仕切ってしまうわけで

上井

すが、それを公園と一体的にするためには行政

空き地や空き家を含めた計画の提案、つまり

と協議しなければいけない。そういうチャレン

ハードの計画だけではなく仕組みや組織といっ

ジングなことにもまちなみ塾での経験が活かさ

たソフトも含めた、かなりリアリティのある提

れたというわけですよね。

2019 年あたりのまちなみ塾から、周辺の

案をしてもらう設計演習にシフトしています。

それと堂城さんがまちなみ塾を受講されてい

それは新型コロナによる問題が起きる前のこと

た10 年前は、ちょうど東日本大震災の時で、震

ですが、そういったものがコロナでなくなった

災関連では仮設住宅や復興住宅のコンペなどに

かと言えばそうではなく続いていて、これから

も堂城さんは関わっていましたよね。

はアフターコロナという視点によって、内容も

堂城

変化していくだろうと思っています。

仮設住宅と、その後の災害公営住宅のコ

ンペにも取り組みました。それらの物件では特

そこで皆さんにうかがいたいのは、この先 10

にコミュニティを重視していて、仕様の決まり

年のことや、まちづくり的な視点の経営企画で

がある中で、たとえば 1LDK の一人暮らしの高

何が考えられるのかということです。まちなみ

齢者と3LDK の家族世帯をうまく配置するなど、

づくりはこれからどう変わっていくのか、今思っ

自分たちなりの提案をしました。それはまちな

ていることをお聞かせください。

み塾の作品と近いですね。

小林

まちなみ塾の柴田建先生の講義で、30 年
家とまちなみ 83〈2021.5〉
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事例

1

イマジンフィールド東久留米

（東京都東久留米市上の原2丁目6-69 他）

土 地 提 供 者 は 都 市 再 生 機 構。 開 発 面 積 は

10,063.94㎡、開発戸数は64区画。多彩な施設

がぎゅっと集まる再開発エリア「東久留米上の

原」をテーマに、クルドサック、管理組合、ガイ

ドラインを設けてまちなみ をつくっている。
2020年11月7日
（土）
にまちびらきをした。

設計部会の様子

後に分譲地で何が起こるかという講義がありま

かがやっていかないといけないわけですが、こ

すよね。それを今実感しています。私は 2 年ほ

れまでのシステムを維持できなくなってきてい

ど前に郊外にある実家を建て替えまして、子ど

るのは感じています。

もの頃に住んでいたまちに戻って住んでいるの

また、何軒かの家はほぼ空き家で、近くに住

ですが、すぐに自治会の班長をやることになり

んでいる親族の方が定期的に雑草を抜いたりし

ました。かつては10 年に1回くらいのペースで

ています。そういう建物が散見され始めていま

班長を務めるサイクルだったのですが、今は 70

す。複数の空き家がでたとしても土地に高低差

代以上の方も多く住んでおられるので、その制

があるため平場で大きな家を建てたりするのは

度も維持しづらくなっています。

難しい状況です。ですから、たとえばこれから

ほとんどの家の子どもたちは独立して住んで

新しい分譲地をつくるときは、財団でもよくやっ

おらず、親世帯だけが残っています。昔は子ど

ているように外周部は 2 宅地統合可能な宅地を

もを通じて自然とコミュニティができていたと

つくれるようにして平場の宅地を増やすなどの

思うのですが、私の次に班長を引き継ぐ方は共

工夫が必要になってくると思います。そうすれ

働きで子どもがいない世帯です。

ば販売への寄与もできますし、30 年後に空き地

そこで感じるのは、昔のような子どもを通じ

が増えたとしてもフレキシブルに対応した分譲

てのコミュニケーションがない場合、どうつな

地ができるのではないだろうかと思います。そ

がりをもっていくのかということです。今は回

のように、現状の分譲地と30 年後のことをつな

覧板を使っていますが、たとえば全世帯がメー

げて考えられないだろうかと考えたりしています。

ルでやりとりをするような仕組みをつくろうと

それと最近面白いなと思うのは、近所にある

する場合、それを誰がやるのか。学校は少子化

空き地は、住んでいた方が育てた生垣を残して

で、PTA の役員の順番もすぐまわってきます。

売っているんです。

自治会の役員を私がやって奥さんが PTA 活動を

上井

やるなど、世帯で偏りが出ている状況です。

ね？ 普通はすべて更地にしたほうが価値が高い

コロナ禍で役員会議は開催できなかったので
すが、では今後の役員会議はどうするのか。誰

30
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それは協定があるわけではないですよ

とされていますが、元の風景を残したまま引き
継いでいくということですよね。

事例

2

つなぐ森淵野辺

（神奈川県相模原市中央区淵野辺本町5丁目636-6他）
開発面積は8,251.39㎡、開発戸数は40区画。
外部コーディネーター（エス・コンセプト）
と協
働し、街の真ん中に森をつくる「サトヤマ」発想

をコンセプトに、四季を楽しみ、安心と快適を実

感できる新しいコミュニティが誕生した。コモン
広場、地下埋設、管理組合、緑地協定を設けて

いる。2019年1月にまちびらきをした。

設計部会による現場検証

小林

それほど厳しい緑化の制限はないと思い

そういう30 年後の分譲地のノウハウを踏まえた

ますが、並びの宅地が沿道緑化されており、そ

上で、新しい分譲地においては変化を見越した

のようなエリアでマーケットが残っているとこ

提案ができればと思っています。

ろであれば、そういう販売の仕方も可能であれ

堂城

ばあってもいいのかもしれません。
「イマジン

分譲地における住民の高齢化に伴い、まちの活

フィールド東久留米」ではガイドラインで沿道

気がなくなり、困りごとが出てきたり、建て替

私たちがまちなみ塾を受講していた頃は、

植栽などがありますが、空き地になってもそれ

えでまちなみが壊れていく状況があったわけで

を残せるのであれば、それは新しい考え方なの

すが、今はさらにその延長線上に空き家の話が

かなと思いました。

あります。そのあたりは10 年前と状況が変わっ

上井 「イマジンフィールド東久留米」は駅から

てきていて、より進行していると言えるかもし

は遠いけれど、単一の居住機能しかなかったと

れません。

ころに複合的な機能を持たせて再生したことで、

日本国内で空き家が増えている中で新しい家

徒歩圏での暮らしやすさみたいなものが生まれ、

をつくり続けていいのだろうか、過去の分譲地

周辺の人も将来にわたって住みやすい感じに

でビジネスにつながる再生の仕方ができないも

なっていますね。

のか、そう考えることもあります。

小林

2020 年 10 月に開催されたまちなみシン

今抱えている空家問題は解決策が見い出せて

ポジウムで饗庭伸先生が、まっさらなところに

いませんから、それは住宅を供給してきたハウ

つくる新しい革新的まちづくりと、既成市街地

スメーカーなりディベロッパーが踏み込んでや

でつくる細分化したミニ分譲のような保守的な

るべき課題であり、軸足として今後は大きくシ

まちづくりという紹介をされていました。ミニ

フトしてくのだろうなと最近は思っています。

分譲・ミニ開発が増えていく中で、われわれも

一方で、トヨタ自動車さんの「ウーブンシ

都市の中で今まではビルダーさんが得意として

ティ」のように、ハウスメーカーではないとこ

いたエリアに入っていかなくてはいけない。ミ

ろが大きなまちを郊外に新たにつくるニュース

ニ開発とゼロからの開発を同時進行でやってい

は衝撃的でしたので、今後それがどうなってい

くことになるのではないだろうかと思っていて、

くのか楽しみにしていますし、注目していきた
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事例

3

ウェルネスシティつくば桜

（茨城県つくば市桜一丁目15番他）

開発面積は59,457.38m²、開発戸数は163区

画。スマート・ウェルネス・コミュニティをコン

セプトに、世代間・地域とのつながりを大切に

健康で暮らせる街をつくった。フットパス、ま

ちなみガイドラインを設けている。2014 年12
月6日(土 )にまちびらきをした。

いと思っています。

思っています。そして、その時に不動産として

上井

の都市の価値が地方に分散されることが間違い

まちなみ塾の設計演習の課題でも空き家

活用を絡めていますが、それは空き家を活用す

なく起こるだろうと思います。私自身もまだ答

る方法論の話なので、深い部分まではいってい

えはありませんが、そこに何かきっかけがある

ないと言えます。活用方法を考えるのは重要で

のかなという気がしています。

すよね。

上井

澤田さんは、今どんなことをお考えですか？
澤田

なくなってしまうわけではなくて、新しい形に

10 年前に東日本大震災が起きて、まちづ

変わっていくんでしょうね。リアルなつながり

くりではコミュニティ形成の流れが加速し、い

だけではないものをコミュニティとしてつくっ

かに住民同士の交流をつくるか、そういう場面

ていくのかなと思います。ですから、これまで

をつくるか、そういう空間をつくるか。そのよ

われわれが考えてきたような、集会所をつくっ

うなまちづくりが多くなったと思います。

てコミュニティを育みましょうということでは

でも、それが新型コロナウイルスの影響によ
りガラッと変わって、交流したくないという人

なく、ソフトにおけるつながり、言い換えれば
仕組みづくりなのかもしれませんね。

も増えてきて、これまでのように「交流すれば

不動産価値の分散化については、まさに1 年

よい」というものではなくなった面もあるかと

前までは「コンパクトシティをめざして」と言

思います。つまりコミュニティの距離感、ディ

われていたのに、それがコロナで考え方のアプ

スタンスのバランスがこれからは重要になって

ローチが変わりましたよね。でも答えはまだ出

くるのかなという気がしています。

ていなくて、まだワーケーションくらいです。

これはとても難しい問題であると思います。

32

新型コロナの影響によりコミュニティが

これについては今後われわれも考えていかなく

新型コロナウイルスは皆さんの価値観をガラッ

てはいけないことだろうと思います。

と変えてしまいました。テレワークがこれほど

小林

急速に普及するとは思っていませんでしたので、

よる気づきもありますよね。近所のおばあちゃ

東京都心一極集中だったものが地方へ分散した

んが目についたり、宅急便を受け取ったり、こ

り、回帰する傾向が進むのではないだろうかと

れは今までなかった新鮮な煩わしさと言います
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在宅勤務で家にいる時間が増えたことに

か、まちとの距離感が近づいたという実感はあ
ります。これからは、まちの風景がより近づい

では最後に、これから塾生になる方へ一言ず
つ皆さんからお願いいたします。

た生活になると思いますし、徐々にそういう感

澤田

覚をもつ人が増えていくんでしょうね。

同じ業界で働いている他の会社の方と一緒に協

人脈づくりが大きな糧になると思います。

在宅勤務だから子どもの送り迎えもできるよ

力して課題に取り組めるのは、非常にいい機会

うになったり家族との時間が増えて、よい面も

だと思いますので、どんどん人に会って、どん

かなりあります。また、家に長くいることで、

どん人と話すつもりで参加してもらえたらと思

ワークスペースから見える風景に対する意識も

います。そして、自分の会社にはない考え方な

生まれてくるのではと思います。それによりマー

ど新しいものをインプットして、またそれをアウ

ケットも変わってくるのではと思います。

トプットする練習をしてもらえればと思います。

上井 『家とまちなみ』82 号では、まちなみ塾

堂城

講師の大谷さんと粟井さんとの座談会を開催し

方と同じ立場で仕事をする機会はなかなかない

たのですが、最終的には地元愛だという話があ

と思いますので、そこは大切にしていただけた

りました。これからは日々暮らしている場で、

らと思います。

もっと地元を知って、地元に愛情を注ぐことに

小林

なるだろうというわけです。それが本来の姿で

も多岐にわたるので大変だと思いますが、逆に

あって、働き方改革という面でも、ようやく日

言えば、参加者も多岐にわたりますので人脈が

本は欧米に近づきました。まさに日本人のベー

広がります。ハウスメーカー同士でも違う風土

シックな価値観が変わっていく気がしています。

に触れたり、本音が聞ける機会はなかなかあり

また、先ほど澤田さんが言われたように、こ

ませんので、そういうことを大切にしながら課

私も同じくそう思っております。他社の

最近は課題の用途が複雑になり、解決策

れまではコミュニティに向かって走ってきた10

題を楽しんでもらえたらと思います。

年でしたが、新型コロナの問題が起きた 2020

上井

年を転換期として捉えると、これからは新しい

えます。そういう意味では、本当にいい経験だ

コミュニティの形を模索していく10 年になって

と思います。これから塾生になられる方は、ぜ

いくのかなと思います。そのような中で、まち

ひ人脈づくりにもつなげていただけたらと思い

づくりも変わらないといけないですよね。

ます。

まちなみ塾ではお互いの本音をぶつけ合

上井一哉（うえい・かずや）

堂城直人（たかぎ・なおと）

小林秀和（こばやし・ひでかず）

澤田

積水ハウス㈱ 設計部 東京設計室 理事。
大阪大学 建築工学科大学院修了。主な業
務：戸建住宅、住宅団地の設計。
『まちな
み設計コーディネートマニュアル』
（財）
住宅生産振興財団発行・編集委員、
（一社）
住宅生産団体連合会・
『まちな・み力創出
ワーキング』主査。

ミサワホーム㈱ 首都圏営業本部 分譲開発
事業部 分譲企画部 業務課 在籍。明治大
学大学院 理工学研究科 建築学専攻前期博
士課程修了。一級建築士。自社分譲事業
や住宅生産振興財団等の JV 事業における
コンセプト立案から土地利用計画、建築
設計までを手掛ける。主な参加プロジェ
クト「イマジンフィールド東久留米」
。

積水ハウス㈱ 設計部 東京設計室 課長。
早稲田大学大学院 建築学分野修了。一級
建築士。まちづくりに関わる企画立案か
ら土地利用、住宅設計の一連の業務を行
う。

翔（さわだ・しょう）

パナソニック ホームズ㈱ 経営企画室 総
合企画課 主管。明治大学 建築学部 建築
学科修了。一級建築士。神奈川県藤沢市
「FujisawaSST」の戸建住宅設計など、ま
ちづくり事業の技術スタッフを担当。
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