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住宅地の継承に向けた街並みマネジメントの考察

－宮脇檀が手掛けた福岡県の 2つの住宅地におけるアクションリサーチを通して－

太田　健一

3-1.　新宮浜の街並みデザイン

　新宮浜は，福岡市に隣接する新宮町に位置し，1982

年に開発された。北側には幅 300 ｍの保安林，南側に

は旧西鉄宮地岳線の線路跡地が隣接している。

　新宮浜の最大の特徴は，玄海国定公園内の敷地で

あったため，既存の松をできるだけ残して造成が行わ

れた点である ( 図 2)。そのため敷地規模は平均 103 坪

と広めに造成され，松の間に住宅が建てられた。

　新宮浜の住宅は，1 軒以外は全て売り建てであった。

開発当初は「和風」をイメージしたものや，シンプル

な平屋の住宅が多く建てられた。また外構は，従来の

宮脇の外構デザイン手法に即したものだった (図 1)。

　そしてこのようにデザインされた街並みは，建築協

定・緑化協定により維持される仕組みとなっていた。

3-2.　居住者による住まいの改変

　現在，開発時からの入居者 ( 以後，第一世代 ) の住

まいは，子供の成長に合わせた 2 階の増築や，駐車場

の増設などはみられるが，多くは開発時のスタイルを

維持している（図 3）。

　一方現在，約 35％が入れ替わりで入居した居住者

( 以後，第二世代 ) であるが，中には屋根や壁の色，

庭や生垣などを個別に変更している住まいもある。図

4 は，第二世代の若い家族の住まいで，前居住者の和

風の住まいを一変し，自らの趣味に合わせ，北欧風の

1.　はじめに

　建築家宮脇檀は，1980 年代より住宅地計画の先駆者

として街並みのデザインを手掛けてきた。そして，そ

の街並みのマネジメントは，協定等を用いた個別の改

変を抑制する「制限によるマネジメント」の仕組みと

してこれまで構築してきた。しかし，そのようにマネ

ジメントされてきた住宅地も，今後は居住者の入れ替

わりの時期を迎える。住宅地を継承するにあたり，多

様な価値観をもつ新規入居者の転入を考えた場合，従

来のマネジメントのあり方で通用するのであろうか。

　本研究では，宮脇檀がデザインを手掛け，居住者が

入れ替わりながらも当初の街並みを維持してきた福岡

県の百道浜 4 丁目戸建地区 ( 以下，百道浜 ) と，変容

しながらもより魅力的な街並みへと成熟したコモンラ

イフ新宮浜 ( 以下，新宮浜 ) を取り上げる。これらの

住宅地において，世代交代における街並みマネジメン

トの構築を目標とするアクションリサーチ＊ 1 を試み，

住宅地の継承に向けたマネジメントの仕組みについて

考察することを目的とする。

2.　百道浜での強固な制限によるマネジメント

　百道浜は，開発当初に街並みを維持するために設定

されたルールが，現在では，弁護士等の居住者により，

さらに強固なものへと変更される形で街並みのマネジ

メントが行われてきた (写真 1)。そこで，居住者間で

ルールを再確認するアクションを行い，従来のマネジ

メントをより高度なものとし，ルールの意義と情報を

共有した。しかし，このマネジメントの仕組みで継承

される住宅地は，お屋敷街のように確立された街並み

像をもつ住宅地に限られ，その数は多いとは言えない。

　では、このようにイメージが確定した住宅地以外で

は，どのようなマネジメントが望ましいのだろうか。

3.　新宮浜における街並みの変容
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図 2　開発当初の宅地内及び周辺の松の状況写真 1　強固な制限で形成された街並み

図 1　外構のデザイン＊2

主な協定の内容として，
建築協定では，住宅の色
は周囲の街並みや自然環
境に不調和とならないも
のと明記され，緑化協定
においては，公道から幅
1.5 ｍはグリーンゾーンを
設けることや、松の伐採
の禁止，剪定は所有者の
造園的思考が尊重される
旨が書かれている。
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室内装飾とガーデニングを行っている。さらに，屋根

瓦は背後の「松林と同化するように」緑色に塗り替え

ている。

　このように第二世代は，協定の効力を弱めながらも，

既存の松に調和するように，住まいへの働きかけを

行っている。こうして現在の新宮浜には，開発当初の

様子を残す住まいと，松に合わせて個性を発揮した住

まいが混在している (図 5）。

3-3.　地域住民による松の維持

　開発当初に残された松は，現在でも宅地所有者によ

る日頃の維持管理や，自治会による団地内の松の消毒

により，維持されており，本数は減少傾向にありなが

らも，開発当初から新たに成長した松も含めた約 7 割

(343/515 本 ) の松が住宅地内に残っている。さらに住

宅地内だけでなく，隣接する国定公園の松も，住民主

体でボランティア団体を立ち上げ，松林の除・間伐，

植樹などを行いながら，大切に守っている。

　新宮浜において松は，松林を含めた包括的な維持が

実践されている。

3-4.　松による街並みの調和

　現在の新宮浜は，開発当初に建てられた住まいと，

その後，第二世代による個性的ながらも松と調和する

よう個別に改変された，多様なスタイルの住まいが存

在している。しかし，街並みは決して無秩序となり，

魅力を失ってしまったわけではない。

　それは，住宅地から松林まで維持された松と，松を

根拠としてスタイルが変化しながらも足元に存在して

いる生垣が，多彩な住宅を縁取る，という構図が新宮

浜の各住まいで成立しているためである。その結果統

一感が生まれ，住宅も松に合わせて個別化しているた

め，街並みは調和している (図 6)。

4.　アクションリサーチの目標設定

　現在も新宮浜に入居者希望者が多い理由として，こ

のように居住者が個性を発揮できる器となる住まいが

存在する一方で，街並みの調和が保たれていることが

要因であると分析する。しかし，今後入居する世帯(以

下，第三世代 ) による街並み形成時において，これま

マツに似せた樹木石庭イメージの石

高さを抑えたマツ

マツに似せて剪定している樹木石庭のように庭に配
置された石

根が張らないように高さを抑
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図 3　第一世代の和風の住まい

図 4　第二世代による和風から北欧風への改変

図 5　松が連続する地域空間と改変された住まいの事例
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図 6　松により調和した街並み

①裏の松林に同化するよ

うに，屋根瓦を緑色に塗

り替えている。

②庭に群生している松を

残しながら，住宅の建て

替えを行っている。

③背の高い松に囲まれた

アーリーアメリカン調の
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シンプルな外構や庭
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キャンピングカーや
カヌーを持つ多趣味
な住まい。
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ため，アンケート調査を行った。アンケートは全 83

戸の配布を行い , 居住者宅の直接訪問と，郵送による

回収を行った。回収率は 75％ (62/83 戸 ) であった。

　結果として，新宮浜の街並みには，現居住者の 9 割

以上が満足していた (図 8)。そして，今後大切にすべ

き価値として，むしろ第二世代の方が「街並み」や「松」

に価値を見出していることから，居住者の街並みへの

意識の高さが伺えた (図 9)。

　住まいに関しては，開発から 30 年が経過し，入れ

替わりも起こっているため，「増築・リフォーム」を 8

割の居住者が行っていた ( 図 10)。具体的なリフォー

ム内容を見てみると，第一世代は外壁や屋根を「同系

色」に，第二世代は「異なる色」への塗り替えが多く ( 図

11)，実際に第一世代は機能的な改変，第二世代はデ

ザイン的な改変を行っていた (図 12)。

　また，現在残っている松の本数は第一世代宅が平均

4.3 本，第二世代宅が平均 5.8 本と第二世代宅の方が

多いが，松の維持には第二世代の多くが負担に感じ，

でのような意識的な住まいの改変が行われるかは定か

ではない。そこでアクションを通して，将来居住者が

入れ替わる中でも，新宮浜の街並みの魅力を保持でき

るようなマネジメントのあり方を考えていく。

　活動の方向性は，居住者組織である「まちなみ景観

委員会」の会議に，ファシリテーターとして参加する

ことで，居住者と共に模索し実践した。

　まちなみ景観委員会は，新宮浜が 2009 年に住宅生

産振興財団の主催する住まいのまちなみコンクールで

賞を受賞後，街並みに関する議論の場として設立され，

自治会長や現地居住の建築家など，住宅地環境に関心

の高い居住者がメンバーとなっている。

　活動は，2010年4月から2013年3月の期間に行った。

以下は，実際に実践したアクションを記述する。

5.　世代交代におけるマネジメントの構築アクション

5-1.　「ＨＰ」による街並みの外部発信と認識の違い

　まず委員会の活動の一環として，住宅地のホーム

ページ(以下，ＨＰ)を作成することとなった。そこで，

ＨＰを新宮浜の新規入居者の獲得を目指した情報発信

の基盤とすることを目論んだ。内容は委員会メンバー

と協議し，練り上げていった。

　ＨＰ開設までのプロセスは図 7 に示す。ＨＰの内容

は，委員会から居住者向けのＨＰという発注を受けた

ため，ファシリテーターが「外部向け」の性質も意識

し「住まいの個別性」を強調する提案を行った。ＨＰ

のデザインは，若い世代を惹きつけるデザイン性の高

い作品を手掛けるデザイナーに発注を行った。しかし，

協議を行う中で，特に第一世代から住まいの個別性の

発信を控える要望が多かったためデザインを残しつつ

対応していった。その結果，公開したＨＰでは歴史や

街並みの美しさを居住者と共有できた。一方，実際の

住宅地内における個別性には共感が得られなかった。

このことから，街並みの実態と第一世代の魅力とする

街並みの認識にギャップがあるように感じられた。

5-2.　「アンケート」からみる世代間の認識の違い

　そこで，現在の居住者の街並みへの意識を把握する

図 7　ＨＰ作成段階における委員会との協議とＨＰの性質の変化

図 13　今後の松の維持管理に関する意見図 12　増築・リフォームの具体例

図 8　居住者の街並みへの評価 図 9　今後大切にすべき価値 (10 件当たり )

図 11　リフォームの内容 (10 件当たり )
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をコンテンツに取り上げ，新宮浜の魅力
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た。また，内部の居住者の閲覧を意識した

ものへと変更。

【個別性より街並みの調和を発信したＨＰ】

時間軸
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＊ 1　本研究のアクションリサーチとは，「直面している問題の解決に向けて，研究者

　　　と当事者の人々とが共同で取り組む実践」をいう。矢守克也「アクションリサー

　　　チ　－実践する人間科学（新曜社，2010 年）」より

＊ 2　販売時の広告より

共同管理を望んでいる実態が明らかとなった (図 13)。

　アンケートを通して，居住者が街並みや松を魅力と

しながらも，維持を負担としていることや，街並みへ

の意識は高いながらも，世代間で住まいに対する働き

かけに違いがあるという実態がわかった。

5-3.　「緑の講演会と街並みに関するＷＳ」

　そこで，ランドスケープデザインの専門家による「緑

の講演会」と共に，居住者が新宮浜の街並みに合うと

認識する住まいを具体的に把握するため，「街並みに

合う住まいワークショップ (以下，ＷＳ )」を行った。

　当日の参加者の属性は，街並みに関心の高い第一世

代が中心の計 24 名であった。ＷＳでは居住者に写真

を提示し，街並みに合う住まいかどうかを挙手で判断

してもらった。結果は，①④はファシリテーターの想

定通りであったが，②③⑤⑥の実際に住宅地内で同様

の変化が起きており，ファシリテーターとしても街並

みを崩さないと考え選択した写真に対しても，否定的

な結果であった（図 14）。つまり第一世代の多数の意

見として，住まいの変化には共感できず，街並みの魅

力を失いかねないという考えが得られた。

5-4.　第三世代に対する「新宮浜の魅力に関するＷＳ」

　では，これから入居する第三世代は，新宮浜の街並

みをどのように認識しているのであろうか。そこで，

街並みに関心の高い建築学科の学生を対象に，現地に

て「ＨＰの顔」となるスケッチを描く課題を出した。

　当日の参加学生は 29 名であった。絵の多くには，

宅地境界を超えて連続する松が描かれている一方で，

外構や住宅は多彩な色やスタイルで，各住まいの個別

性が表現されていた（図 15）。今後の若い第三世代は，

新宮浜の個別化した住まいと一体的に存在する松に共

感を持つことが予想される。

5-5.　「冊子の配布」による松の管理方法の共有

　このように，現状として新宮浜の居住者間で，住ま

いへの認識の違いが存在することがわかった。実際に

委員会の場においても，住まいの色の統一を図る議題

に対しては，すぐに反対意見が出ていた。こうした状

況を踏まえ，ファシリテーターは住まいの改変を制限

するマネジメントは難しいと判断した。

　一方，どの世代においても新宮浜の「松」には共感

しており，委員会の場でも積極的に考え始めている。

そこで松の継承に向け，現状で個人管理を行う際に有

用となる活動を行った。

　具体的には，これまでの活動成果をまとめた冊子を

配布することとし，特にコンテンツとして居住者が持

つ，松の管理方法の記載を増やした。この活動で，居

住者間での手法の共有を通し，世代を超えて共感され

る要素である松の将来にわたる継承を試みた ( 図 16)。

本冊子は 2013 年 3 月配布予定である。

6.　共感される松を継承するマネジメント形態

　このように新宮浜は，現在までに多様な価値観を持

つ居住者へと入れ替わったため，変化を制限する街並

みマネジメントは困難であった。一方「松」は，開発

時から積極的に維持され，第二世代の住まいの改変時

には拠り所になるなど，世代を超えて共感されるコア

として存在していた。そこで新宮浜では，松の管理手

法の共有や，共同管理の仕組みの提案など，居住者の

負担軽減を図り，松を継承するマネジメントを試みた。

7. まとめ

　以上のことから，将来居住者の入れ替わりに伴い価

値観が多様化する中で街並みのマネジメントを考える

場合，「変化を制限するルールを保持」するマネジメ

ントでは反発が生じ，街並み自体が破綻する恐れがあ

る。そのため，住宅地の継承に向けてはむしろ，松の

ような「時代を超えて共感されるコアを継承」するマ

ネジメントの仕組みづくりに可能性があるといえる。

松 の ま ち な み松 の ま ち な み
コモンライフ新宮浜 30 周年記念誌

図 15　第三世代の新宮浜の魅力に関する認識

図 14　第一世代の保守的な認識

図 16　松の維持に関するノウハウと冊子「松のまちなみ」

[居住者のもつ松の維持に関するノウハウ ]

・剪定は 2年に 1度，寒い時期に行う。

・業者は松をできるだけ自然の形に残し，一方で暴

風で倒れない位の枝の間引きと高さの調整をしてく

れる業者を選ぶ。

・大きくなりすぎないように定期的に手入れをして

いる。

・松枯れ防止のため定期的な松枯れ防止対策 ( 例：

活性剤の注入 )

植栽

住宅
(着色のみ)

松

無彩色

29

8

外構

有彩色

23

15

 松は宅地境界を超えた連続的な姿を表現していた。

 開発時から建つ住宅を無彩色に塗り表現していた。

 外構は生垣の連続というより，住まいの個性を表現していた。

 個性を発揮した住宅を，様々な色を塗り表現していた。

緑に囲まれたアース
カラーの壁の住宅

彩度の高い赤い屋根
を持つ住宅

0：24
①赤い屋根 ④植栽の少ない外構

⑤ガーデニング

⑥一部レンガ塀

②アースカラーの壁

③アクセントカラー

○：× ○：×

5：19
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【住宅の色】 【外構のスタイル】

石積みのない立体
的なガーデニング

緑の外構だが，緑
の量が少ないもの

アクセントで赤色の
建具を持つ住宅

ガーデニングの中に
ワンポイントの塀


