
1. 始めに

1-1. 研究の背景

　郊外住宅地のありかたは，戦後の住宅大量供給期や高
度経済成長期を経て，より豊かな住環境を模索する段階
に移行してきた．近年，塀に囲われた一軒の家を量産す
るだけではなく，街並みに配慮した一体的な計画により
生み出された住宅地が増えつつある．さらにこのような
住宅地は建築協定等のルールも設けることにより，良好
な初期状態の住環境を持続させるという考えの下で成立
している．しかし，一つの住宅地を当初の状態のままい
つまでも保持していくことは難しい．変化を前提とした
上で良好な住環境を担保するための新たなマネジメント
手法の構築が必要ではなかろうか．
1-2. 研究の目的と手法

　福岡市近郊に位置する湊坂は，大手ハウスメーカーＳ
社により開発された戸建て住宅地であり，1992年から
98年にかけて，約600戸の建て売り・売り立て住宅が， 
順次建設された（図 1）．当初から街並みが一体的に計
画されていたが，販売後十年を経過した現在までの間に，
その街並みは調和のあるかたちで変容してきた．
　本研究では，まず，この地区の街並みがどのような要
因により現在の状況に至ったかを分析し，そこから将来
の良好な住環境を導くために必要な課題を検討する．次
に，アクションリサーチの手法を用い，新たな街並みの
マネジメント手法の提示を試みる．
　予備調査として2001年春から02年春までの一年間，
居住者へのヒアリングや街並みの観察を基本とした調査
を行った．2002年春から，アンケート調査や各種イベ
ントを開催しながら，居住者主体の街並み形成のための
実践的な活動をファシリテイトしていった．
2. 湊坂の計画

　湊坂は「花のある街並み」というコンセプトに沿って
設計された（図 2）．アメリカの郊外住宅地を参考とし
た街区計画により，アメニティー性のあるシークエンス
を導くように湾曲する道路と不整形な街区が配置された
（写真1・図 3）．各区画はバリエーションに富んだ形状
を有し，道路と構造物のバッファ空間には，緑化ゾーン
が設定された（図 4）．これらの外構計画には居住者が

郊外住宅地における街並み形成アクションリサーチ
湊坂フラワークラブの活動を通じて

宮城　雄司

積極的に花などを植えることにより将来的に多様な住空
間の変化を導き出すことが想定されていた．
　さらに，販売当初から住環境維持を目的とした建築協
定・緑化協定がかけられていた（表 1）．特に植裁には
細かな規則が設けられ，むやみな変更は禁止された．
　このように，湊坂の初期計画では，空間的には居住者
の働きかけを許容する構成を取りながらも，一方では変
化を規制する協定がかけられていた．将来に対して相反
するヴィジョンを併せ持った初期設定がなされていたの
である．この空間とルールのヴィジョンの違いは，その
後の変容にいかなる影響を及ぼしたのであろうか．
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表 1. 協定の内容

写真 1. 現在の街並み

図 2. 計画時のイメージ

図 1. 湊坂の配置図

　イ エ　　　　ニ ワ　　　　ミ チ
図 4. 協定が規定する外構空間

街区が一体的に設計された
建て売り区画の販売時の配
置図．住居形態や外構配置，
駐車場の位置などが隣り合
う区画同士の関係を考慮に
入れながら，一体的に設計
されている．
売り立て区画においても
ハウスメーカーの指導によ
り，上記のような一体的な
同様な配置を持つ街区が誕
生した．
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緑化ゾーン：道路から 1.5m以上

図 3. 街区の設計
立体的な植裁により構成される生
垣．協定に従いつつ通り景観を連
続的に見せる手法となっている．
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花名人とネットワーク
　併せて 02.06，全戸を対象に「湊坂・
私の好きな街並みシーン」アンケー
トを行った．図は推薦された「花名人」
の住居と推薦者の住居の位置関係を
示している．花名人は湊坂全体に現
れた．また，推薦者も全体に広がり，
居住者は湊坂の街並みに関して広い
範囲で関心を持っていることが判明
した．庭作りのノウハウを伝達する
ネットワークが構築されていること
を示す一例である．

3. 街並み形成の仕組み　

　販売当初，ほぼすべての区画にはゴールドクレストの
生垣が植えられていた．しかし，外来種であるこの樹木
は日本の気候にあわず，入居後 3～ 4年で，ほとんど
の株が枯死してしまった．変化を規制する役割を担って
いた協定は，この出来事のために実質的な効力を失った
のである．生垣は，多くの区画で植え替えが行われた．
　現在の湊坂の街並みは，多様性に富んだものとなって
いる．ただしそれは，居住者が好き勝手に外構の変更を
行ったからではない．そこには通り側の景観を考慮し隣
り合う住戸の連続性を守る等，一定の方向性が見られる
のである．このような街並みの一貫性は，どのようにし
て形成されていったのだろうか．以下，調査と活動を通
して浮かび上がった3つの仕組みについて考察を行う．
3-1. 名人‐手法伝達のネットワーク

　街並みに関するイベントの一環として，居住者から「花
作りの名人」の推薦を募った，その結果推薦された名人
は，湊坂全域に点在していた（図 5）．彼らは庭作りに
強い関心を持ち，新しい庭作りの手法を湊坂に持ち込む
情報源の役割を果たしている．また，彼らを推薦する人々
も湊坂全体に分布していることから，湊坂には，庭作り
のノウハウを伝達する広範囲のネットワークが形成され
ているといえる．居住者はこのような情報網を介して得
た豊富な知識を基に思い思いの外構を形成してきた．
3-2. 花友達の発行‐街並みの誘導

　効力を失った協定に代わり，街並みの変容を方向付け
る重要な役割を果たしたのが，居住者が行ったボランタ
リーな活動であった．1995年には，建築･緑化協定違反
や手入れ不足の外構が増加していることを憂慮した居住
者が，本人の持っていた住宅とガーデニングの専門知識
を生かすために「建築･緑化アドバイザー」というボラ
ンティアを新設し，会報「花友達」の発行や，他の居住
者へ様々なアドバイスを行う活動をはじめた（図6）．　
　この活動は居住者の個別の働きかけにより街並みが変
化することを前提とし，それを望ましい方向へ誘導する
ためのガイドラインとして機能したと考える．
3-3. ボランティアによる花壇の手入れ‐街並みに す

る共通理解の場　

　湊坂では，中央を走る曲線道路沿いに92基の花壇が
設けられ，当初は町によって管理されていた，しかし，
その管理が杜撰であったことから，居住者がボランティ
ア組織を立ち上げ，日常的な管理を行っている（図7）．
　花壇ボランティアには花壇通りに面した住宅を中心に
多くの居住者が参加し，街並みに関する意識の鼓舞，共
通理解を支える重要な交流の場として機能している．

図 5. 花名人とネットワーク

図 7. 花壇ボランティア

図 8. 街並みに関するアンケート

広報「花友達」

図 6. 花友達の発行

推薦者　　　非推薦者

街並みに対する関心の喚起 花のノウハウ伝授
雑誌掲載や街並み賞受賞のお知らせ ゴールドクレストの枯死対策
草木の手入れと資産価値について 樹種ごとの詳細な消毒・手入れの知識
花と子供の成長の相関について 詳細な樹種ごとの手入れ方法

街並みのボトムアップ 目標像の共有
建築・緑化協定のイラスト入り解説 素敵なガーデニングの家の紹介
新しい造築外構の変更に対する見解 コンテナガーデンのデザイン
外構の手入れと隣近所への協力のお願い 望ましいガーデニングスタイルの解説

　花壇通り沿いにある，町が所有す
る花壇 92基を，居住者が日常的に管
理し，花植・水遣り・草取りなどを行っ
ている．活動費は自治会の運営費か
ら補助される．花壇は一基につき一
人が一年間担当するが，中には居住
者達が複数の花壇を共同して管理す
るケースも見られる．左写真は年二
回行われる，一斉清掃時のもの．

10年以内の工事予定花の手入れや草取りの負担感
建て替え
増築
外壁・屋根の塗装
高齢者対応住宅への改装
生垣の植え替え
門周辺のスロープの設置
塀の増設
駐車スペースの増設
その他

4
18
163
18
134
10
10
45
1

特に負担は
感じない

多少感じるが
無理ではない

大変感じるが
しょうがない

今後は省力化
したい

20%

56%

19%

5%

花友達
　建築・緑化アドバイザーは 96 年
から 99 年までの間，管理組合のも
とで街並みや花作りに関する会報「花
友達」をほぼ毎月作成し，全戸に配
布した．視覚的な手法共有の情報源
として，湊坂の街並み変化のプロセ
スにおいて重要な役割を果たした．

現状では手入れの負担
を感じている居住者も
いる．将来，外壁・屋
根の塗装や生垣の植え
替えを行うと答えた者
が多かった．
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ガーデニングに関する情報源
雑誌の記事 164
花屋のアドバイス 131
近所のお宅を見て 197
近所から話を聞いて 99
ボランティアでの情報交換 12
湊坂内の会報 21
その他 53

513

手法伝達の様相
　02.06 全戸を対象に街並みに関す
るアンケートを行った．左表はガー
デニングの主な情報源について尋ね
た結果である．雑誌や花屋のアドバ
イスと共に，近隣から情報を得ると
答えた人が多かった．散歩などによ
り，住宅地内から情報を得ている．

3-4. 将来の変化

　以上のような手法伝播のネットワークやボランタリー
な活動により，居住者の街並みに対する意識は高まった．
与えられた協定は事実上効力を失っていたが，居住者は
それに代わる目標像を共有することで，良い意味で多様
な外構を形成していった．しかし，居住者に行ったアン
ケート結果（図8）からは，住宅・外構の変化により今
後も街並みが大きく変容することが予想される．変化の
兆しは既に現れているのである．

記事内容



phase.1

phase.2

phase.3

phase.4

phase.5 具体的な街並みイメージの共有

「街並み」という概念の認識を促す段階

街並みイメージ編集作業のための土台づくり

イメージの共有化

個々の持つイメージを練り上げる段階

○：ファシリテーターとしての活動目標
◎：湊坂フラワークラブとしての活動目標
●：期待できる居住者の動き

イベント
概要

空間・空間イメージ・人物の
相互関係のモデル

○部外者が行った地域の読みとり
によって生まれた街並みのイメー
ジを，居住者に伝達する．
●住民が「街並み」という概念に
興味を抱く．

○アンケートの集計により地域住
民が街並みに対して持つ意識の方
向性を把握する．
●住居と街並みの関係について，
居住者が自らのとる立場を再確認
する．

○現在の街から．住民に支持され
ている街並みシーンと，そのシー
ン造りに関わった人物を発見する．
●居住者が自分の住む地域環境を
再考もしくは探索し，他者に誇れ
る良好な地域空間を見つけ出する．
　　　　
◎ファシリテーターが，街並みに
対して関心の強い人物を居住者の
代表として招き，活動グループを
結成する．
●居住者が良好な街並みの形成を
目指し，自発的に参加する．

◎グループのメンバー同士が地域
に実在する具体的な空間をを元に，
理想的とする街並みについての議
論を交わし，複数の人間の中で街
並みイメージの共有する．

◎グループがまとめた街並みのイ
メージを，ポスターという形態で
居住者に伝達する．
●ポスターの情報を元に居住者同
士が，街並みのイメージを語り合
い，共有する．

◎グループが行う活動の内容を居
住者に告知する．

●居住者主体の活動を認知し，活
動に対する理解を深める．

◎個々の住居が持つ個別的な事象
を紡ぎ，地域全体の形成史に組み
あげる．
●アンケートをきっかけとして居
住者が「庭作りの目標」を再確認
する．

◎グループ活動により共有できた
街並みのイメージを，具体的に表
記しまとめる．結果，それらは住
民自らが編集した地域の理想的な
街並みイメージに昇華する.

●ガイドブックによって裏付けさ
れた街並みのイメージを住民が共
有することで，協調的な働きかけ
が地域全体に及ぶ.

読みとり

伝達

伝達

探索

推薦

街並みに関心がある人物

湊坂フラワークラブ

実在する街並み
に関する議論

再確認

共有

昇華

働きかけ
共有と協調

裏付け

作成

共有

伝達

参加

解析

伝達

共有

活動内容

伝達

部外者が
見た街並み
のイメージ

部外者が
見た街並み
のイメージ

発見

街並み
形成史と
して編纂

理想とする
街並みの
イメージ

理想とする
街並みの
イメージ

ファシリ
テーター 居住者活動の母体 街並みのイメージ 街並み

ガイドブック実際の街並み

index

街並み
ポスター

はなの
まちなみ画報

はなのまちなみ画報
第１号

街並みアンケート

「湊坂・私の好きな
街並みのシーン」推薦

湊坂フラワークラブ
結成

代表者による
ミーティング

街並みポスター展
の開催

はなのまちなみ画報
第2号

庭作り奮闘記

街並みガイドブック
編集作業

街並みガイドブック
配布

02.06初旬全戸に配布
学生が見た湊坂の街並み

02.06初旬
全戸(563)に配布
回収467
回収率82.9％

02.06初旬
全戸(563)に配布
回収54
得票数167票
被推薦59区画

02.12上旬
全戸に配布
アンケート・ポスター
展覧会の報告
今後の活動予定

02.09.10
画報の募集を受け
居住者の自発的な
参加により結成

02.08.31/02.09.10
02.09.17湊坂区公民館
街並みポスター展の
ための準備作業

02.09.21湊坂区公民館

個々の居住者が取り組
む庭作りの具体的な
エピソードを，募集
編纂し，街並み形成史
を作成する

個々の居住者が取り組
む庭作りの具体的な
エピソードを，募集
編纂し，街並み形成史
を作成する

03.03下旬
全戸に配布
将来の街並みの理想像

表 2. ボランティア活動の成果と課題

図 9. 活動の目標

しくみ　　　　　　　　成　果　　　　　　　　　課　題
居住者ネットワーク

　　  花友達

花壇ボランティア

庭作りのノウハウをやり
とりする情報網が発生
視覚的なイメージ共有を
促す
街並みに対する自主的な
活動の継続

全体を網羅するほどの効
力が不足
対処療法的でありその場
限りの対応
花壇通りに効果が限られ
空間的な広がりに乏しい
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4. アクションリサーチの目標設定

　調査により明らかになった既存の街並みマネジメント
の要点を表2にまとめる．これらは現在の空間的特徴の
形成に寄与してきた仕組みであるが，将来も含めた地域
の街並み像をより多くの居住者に共有させるためには，
それぞれの項目についてさらなる課題点が存在する．今
後は予測される変化に対応するために，より有効なイ
メージと情報を明確なかたちで示すことが必要なのでは
なかろうか．
　そこで，これらの課題を克服しつつ成果につながる既
存のしくみの利点を統合的に利用することで，新しいマ
ネジメント手法の作成を目標とするアクションリサーチ
を試みた．活動の目標として，湊坂に対して居住者組織
が主導となった街並みデザインガイドづくりを提案し，
その過程において，居住者が街並み保持に関して担うべ
き役割を認識させることも目論んだ．そして，ファシリ
テーターとして参加することで活動の方向性を居住者と
共に模索していった．
5. 実践のプロセス

　活動は，五つの段階を経て進行していった．それぞれ
の段階において，居住者のもつ街並み像が明確な形に強
化されていくように活動の方針を定めていった．以下，
各段階においての活動の概要と目標を記す（図9）．
phase1. ファシリテーターと居住者の基礎情報交換

　居住者に対し活動の目標を明確に提示するための問題
提起として，ファシリテーターから広報誌「はなのまち
なみ画報」を発行し，そこで部外者が見た街並みのイメー
ジを伝えた．併せて，居住者の考えを知るためにアンケー
トを実施し，今後の活動のための基礎材料とした．これ
により，居住者は街並みに関心のある外部者の登場を認
知した．
phase2. 居住者を代表する活動母体の結成

　居住者の持つ地域空間や人に対する知識のイメージを
得るために，居住者による近隣の街並み推薦を募集した．
このイベントで知り得た人物や，画報での呼びかけに応
じた人々の自主的な参加により，活動の母体となる「湊
坂フラワークラブ」を結成した．
phase3. イメージ共有のためのイベント 催

　phase2で推薦してもらった街並みを，展示し紹介す
る「湊坂ポスター展」を開催した．準備の際に行ったグ
ループのミーティングでは，推薦された住居の特徴や，
大きく取り上げるべき住居の内容についての議論を行
い，グループ内で街並みイメージの共有を図った．そこ
でまとまった視点ををポスターの編集に生かし，居住者
に提示した．



○：ファシリテーターの意図した内容
■：居住者の意見
◎：変更後の内容

phase4. 個別的なノウハウの収 と全体への再分

　個々の居住者の持つ庭作りに関するエピソードを幅広
く集め，街並みの形成史として編集する活動を行った．
これは，従来居住者間に自然発生的に存在していた情報
伝達のしくみよりも，より深い庭作りのノウハウの相互
浸透が期待されると共に，個人の庭と街並みのつながり
を強く認識させることを可能とするものであった．
phase5. ガイドブックの作成

　ファシリテーターが提案した街並みの概念が，以上の
イベントを消化する過程で，より明確になかたちで居住
者に浸透していった．これにより集まった各情報を編集
し，具体的な成果物としてのデザインガイドを作成する
ことで，湊坂全体に共有できる街並み像を提供すること
ができた．
6. 居住者との接触により得られた知見

　共に活動を進める中で，幾度となく湊坂の居住者とし
ての生身の声を聞く機会を得た．そして，これにより当
初予定していたイベントの内容をを変更することがあっ
た．具体的な例として，ポスター展の際に起こった展示
内容変更の経緯を図10に示す．ポスター展は当初，積
極的な花名人が成し遂げた装飾的な外構形成手法を居住
者にお手本とし，意識の高揚を図る目的で紹介する予定
であった．しかし，居住者や，フラワークラブでの指摘
により，ただ美しい庭を飾るのではなく，省力化しつつ
も街並みに調和した外構を手がけるような花名人の手法
をよりわかりやすく提示することが，一般的な居住者に
とって有用な情報であることが分かり，それに応じた内
容変更を行った．
　このイベントを開催するプロセスで得られた知見によ
り，デザインガイドのコンテンツを模索するにあたって，
より一般的な人物にとって有用な情報を提供するために
は，庭作りの手法を極めようと日々努力するような積極
的な花名人だけではなく，時間や労力などの制約に対応
しつつも，街並みとの調和をうまく満たすことのできて
いるような花名人の存在が軽視できないことが解った．
　このように，ファシリテーターは居住者の意見を聞き
知見を得ることにより，当初の目標を修正しつつ，より
地域の実状にあわせた活動方針を洗練させていくことが
可能となったのである．
7. まとめ

　以上のようなプロセスを繰り返し経験することで，デ
ザインガイドは，より多くの居住者に共有できるツール
として成立する土台を得た．
　また，活動中に得た知見により，地域に根ざした活動
は住民の中からわき起こるべきものであり，誘導的なマ

図 10. 街並みポスター展

○はなのまちなみ画報
それまでの調査で発見した手の込
んだ手法で美しく作り込んだ庭を
紹介する．

■画報への住民の反応
デザインの凝った画報自体には，
「街にこんな広報誌があるとうれし
い」と理解を示しながらも，一方
では，「外から見た人はみんな美し
いと褒めるが，一度住んでみると
とても大変だということが解る．」
と批評した．

○ポスター展当初の目標
当初ポスター展は「我が街の美し
い庭（=財産）の写真のみを羅列し
数多く見せることで，居住者の外
構ひいては街並みに対する意識の
高揚を図る」ことを目的とした写
真展として計画された．

■推薦された住居
外見は街並みに合わせながらも，極
力簡素化した手法がとられた家が
推薦された．その他，ただ美しい
だけではなく手法に独自性のある
庭など，一見しただけでは解らな
い，形成手法に特色のある家が選
ばれた．

■フラワークラブでの会合での居
住者の発言より
「写真集のように『きれいきれい』
だけでは住民は納得しない」
「居住者の方はどんな考え方で庭作
りを行っているのかを知りたいと
思っているんじゃないですか」

居住者は写真展に対して単なる美
しさだけではなく，より多くの人
が参考となるための方法 -例えば省
力化できる庭の手法，等 -について
の具体的な事例の掲載を望んでい
ることが解った．

◎改善されたポスター展のテーマ
推薦した居住者はどんな理由でそ
のシーンを選んだのか．選ばれた
名人はどんな庭をどんな手法で造
ろうとしているのか．写真展は，そ
のノウハウを一般向けに提示する
ポスター展として開催する運びと
なった．

ポスターの前で意見を交わす居住者の様子

ポスター展・展示ポスター（No.4/11）

ポスター展に向けたフラワークラブの会合

はなのまちなみ画報第一号 '02.06.02 発行

ネジメントを指向する上でも，外部からの視点のみに
よって一方的に導くだけでは，うまく成立しないことが
分かった．むしろ，時間をかけて情報交換を行いながら
必要な対応策を模索することが望ましいのである．アク
ションリサーチはそのために有効な手法であったと言え
よう．
　今回の活動の成果は，湊坂での今後のさらなる調査を
待たねばなならないだろう．しかし研究の手法自体はそ
の他の住宅地においても展開できるものと考える．ここ
で得た誘導的マネジメントの可能性が良好で持続的な住
環境形成の礎となることを期待する．
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