
住宅地におけるカフェ的な場の成立プロセスと可能性

緒方　大地

1. はじめに

　近年，主に郊外に位置する住宅地において，その均

質性が高齢化等の問題として顕在化しており，住宅地

の複合化が大きな課題となっている。複合化を掲げた

アメリカのニューアーバニズムによる住宅地計画では，

住民のサードプレイスとして，多くの事例でカフェが

設けられているが，空き家等の増加が問題となってい

る日本の現状では，既存のストックを活用したかたち

での方策が求められる。

　そのような中，近年住宅地内に，個人による住宅を活

用したカフェや雑貨屋，教室等の店舗が増え始めてい

る。これらは住宅地にとってどのような存在なのであろ

うか。本研究では，このように転用された住宅を「カフェ

的な場」と呼ぶ。その成立プロセスから，近年増加して

いる要因を明らかにし，さらにカフェ的な場が地域内で

果たす役割から，住宅地の複合化について考察する。

　本稿では，カフェ的な場が多くできている，沖縄県

浦添市港川地区と，神奈川県鎌倉市大町一丁目地区を

対象とする。

2. 港川外人住宅地のカフェ街化

　港川外人住宅地は，米軍関係者の基地外住居として

1970 年台前半に開発された住宅地である。近年になっ

て，外人住宅の独特の雰囲気を生かしてカフェ等への転

用が起こり（図１），地区全体がカフェ化している（図２）。

2-1. 港川地区におけるカフェ的な場

　港川では外人住宅という味のある住宅ストックが安

価で借りることができる状況にあった。そのため住宅

の延長として，セルフビルドでこだわりの空間を作り

込むことで，カフェへの転用が起こっている（図３）。

　また，不特定多数の客ではなく，趣向や価値観を共

有する友人等に対して商売をしており，そうした店主

と友人のつながりはブログなどを通して拡大している。

このネットワークの存在によって，通行量の多い通り

沿いではなくても，商売が成立しているのである。

　近年，セルフビルドでのリノベーション等が若い世

代を中心に魅力的なものとして浸透していることや，

ネットメディアの普及により距離を問わないつながり

が容易になったことによって，こうした動きが急速に
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図３　外人住宅を転用したカフェ

　店主は愛知の大学で家具製作を専門に学び，沖縄に移住して 2 年程那覇市内でカ
フェを経営した後，2006 年に港川へと住居を移した。その際，工房が併設できる庭
付き一戸建てという条件で物件を探して港川に辿り着いた。不動産会社からは改修・
塗装が施された住宅を紹介されたが，その隣にあった未改修・未塗装のものを見て，
自分で改修し作り上げることに魅力を感じ，頼み込んでその住宅を借りた。
　住んだ当初，自分の作品を展示・販売するための市を月に一度，リビングを利用し
て行なっていた。また，プライベートでも友人たちを招いてのパーティーや，親しい
作家同士でのイベントに，リビングを活用していた。その後，客からの要望もあって
市を一週間に一度にし，取り扱う品物も，知人の作家の作品や，全国から買い付けた
雑貨などとし，よりこだわりを強めた。さらにカフェ時代の常連に菓子を出したり，
休憩小屋を作ったりしているうちに，カフェ併設の雑貨店となった。内装は全てセル
フビルドで行い，店内の展示棚もハンドメイドのものである。
　同時期に地区内にできた２軒のショップと仲良くなり，イベントを行うようになる
と，それが雑誌で取り上げられた。これがきっかけとなって港川地区にカフェやショッ
プが集まってきたという。オーナーは「店舗が急激に増えて，店舗同士のつながりが
なくなってしまった現状はおもしろくない」と語っている。
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図２　外人住宅の転用の現状と俯瞰写真
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2-2. 港川外人住宅地のカフェ街化

　港川では図３の他に，食パン専門店や，紅型アトリエ

といったカフェ的な場ができ，店舗への転用が地区全体

へと拡大した。ただし図３の店主が「店舗同士のつなが

図１　港川地区における外人住宅の転用の変遷

　港川外人住宅地区は，米

軍人向けの基地外住居とし

て 1970 年台前半に開発さ

れ，規格化された CB 造平

屋住宅が建ち並ぶ賃貸住宅

地である。老朽化によって

住宅としての市場価値が低

下し，事務所や倉庫への転

用がなされる中，2004 年

以降，突如趣味性の高いカ

フェができ始め，2009 年

以降さらに急増する。2011

年時点で 61 戸中 31 戸が転

用されている。
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図６　店舗個数の変遷と各年代における開店時期別の分類

　1970 年台以降横ばい

から減少傾向にあったも

のが，この 10 年で急激

に増加している。業種を

みると，1962 年以前か

らの店舗は，魚屋，酒

屋，精肉などで，2002

年以降の新しい店舗はカ

フェ，雑貨屋，ヨガや小

物教室などである。　

　会長は代々地区内で生まれ育ちなおかつ商売を営む人，いわゆる「まちの重鎮」が
務めて来た。前会長は 12 期 24 年間と長期にわたって務めており，それまでも同じ
ように長く務めることが多かった。自治会の役員は高齢者が多いが，最近ではサラリー
マンを退職した人も増えてきている。
　自治会で力を入れている取り組みとしては，「クリーンデイ」と称して月に一度，
寺社の境内の清掃を行なっている。また最近では防災に力を入れており，大町の各自
治体で連携して，一斉に避難訓練も行なわれた。以前は火事対策が主だったが，震災
以降，津波問題へ関心が高まっている。
　まちの様子は以前とそう変わっていない。よそ者が少なく地域がしっかりしている。

図５　八雲自治会長ヒアリング *3

りがない現状はおもしろくない」と話すように，ネット

ワークが地区内のカフェ同士ではあまり拡大しなかった。

また賃貸であったために地域コミュニティの活動が見ら

れず，増加したカフェと地域との関係を見出すことがで

きなかった。このように単に住宅と店舗が同じエリアに

存在することが地域の複合化と言えるのであろうか。

　そこで以降では，カフェ同士のネットワークが拡大

し，地域ともつながりを持った上での複合化について，

鎌倉市大町一丁目地区において分析を行う。

3. 鎌倉大町におけるカフェ的な場と地域との関係

　大町一丁目地区は，歴史が古く，強固な地域コミュ

ニティの活動によって地域の環境が維持されている。

さらにカフェのメッカである鎌倉・湘南エリアの中で，

女性誌に毎年特集されるようなカフェも存在している

地区である。

3-1. 地域空間の変遷と地域コミュニティ

　地区内には５つの寺社が存在し，最も古い八雲神社

は 1087 年からと，鎌倉の中でも古い神社の一つである

（図４）。現在でも人力車の案内の要所であり，観光客

が多く訪れている。

　「小町大路」と「大町大路」沿いには店舗が多く立地

し，商店街が形成されている。大町は 1265 年に幕府か

ら商売が許された地区の一つとして指定され，鎌倉の

中でも大きく栄えたとされている *1。1896 年の絵図 *2

には 2 本の通り沿いにのみ屋敷が立地しその他は農地

である様子が描かれており，古くからの商人文化を引

き継いだ商店街といえる。

　鎌倉は 1900 年前後から保養地として注目されたこと

で有力者の別荘が多く建てられ，1930 年頃からは郊外

住宅地の開発も行われた。大町においてもこの頃から宅

地化が進み，大きな敷地面積を持った邸宅が多く建てら

れたと思われる。その後高度成長期以降から現在にかけ

て，こうした邸宅は複数の宅地に分割されていき，今で

は 300 坪を超える敷地面積を持った邸宅はほとんど存在

しない。現在では 1970 年代以降に建てられた戸建て住

宅が多いエリアとなっており，こうした住宅には主に夫

が東京に通勤する核家族世帯が居住していた（図８）。

　自治会の会長は代々「まちの重鎮」が務める名誉職

であり，地域について「以前とそう変わっていない」

という会長の言葉からも強固な地域コミュニティが維

持されていることが伺える（図５）。寺社の境内の清掃

や防災活動といった自治会の取り組みによって，歴史

も含めた地域の環境が維持されている。　

3-2. 商店街からカフェ的な場へ

　こうした中で，地区内の店舗数をみると，港川地区

と同じように 2000 年代になって急激に増加している

（図６）。その業種をみても，以前から存在している店

舗は従来の商店街にみられるものであるのに対し，新

しい店舗はカフェや，タイ雑貨，ヨガ教室等ができて

いる。さらにその分布をみると，商店街部分だけでは

なく住宅地部分にもできていることがわかる（図４）。

　この新しい店舗の多くも，港川の事例と同じように，

味のあるストックを生かしてセルフビルドによってこ

だわりの空間を作り込み，ネットワークによって友人

が客として訪れることで成立しているカフェ的な場で

ある（図７）。

　さらに図８は，戸建て住宅を５つの店舗に転用した事

例であるが，住宅の一室という小さな単位で作られてい

ることに加え，集合していることで相乗効果によって客

を得やすい状況にあるため，出店しやすくなっている。

これによって，器好きの趣味が高じて始めた３畳のギャ

ラリーから，イタリアで修行したシェフによる本格的な

図４　鎌倉大町一丁目地区における開店時期別の店舗分布
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　鎌倉市大町一丁目地区

内の道路と建物を示して

おり，店舗については開

店時期ごとに色を分けて

いる。白い部分は森林で

ある。

　地区内に５つの寺社を

有し，南北方向に「小町

大路」，地区南端を東西

方向に「大町大路」と呼

ばれる道路が通っている。

地区内の店舗は主にこの

２本の通り沿いに位置し，

商店街を形成している。

2001 年以前から存在す

る店舗は，ほぼ全てが

商店街に位置しているが，

2002 年以降にできた店舗

の中には商店街ではなく

住宅地部分に立地してい

るものも複数みられる。
（図中番号は図７，図８の事例

No. に対応している）

新旧の店舗が混在した商店街
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図８　戸建て住宅を５つの店舗へと転用

図７ 事例 No.33　住居兼魚屋を転用したカフェ

元の柱を塗り直し

レトロな暖房器具

友人の店のフライヤー

元の居住部分を利用した個室

店頭販売の惣菜

斜めの梁材をそのまま生かす

引き戸を間仕切りとして再利用

知り合いから仕入れた古材を使った木製タイル

手作りのカウンター

魚屋当時の土間

雑貨のディスプレイ

　ミュージシャンの夫と調理職の経験を持つ奥さんが夫婦で営む，惣菜とビールの
カフェ兼バー。店内には店主が趣味で集めているアンティーク雑貨を展示している。
店主は元々となり町の葉山に住んでおり，鎌倉エリアには知り合いが多い。
　店を出すことに積極的であったわけではなく，偶然に良い物件を見つけたことが
きっかけで，店を始めるに至った。元は魚屋だった建物で，建築関係の知り合いか
ら仕入れた古材などを使用し，カウンターやタイル張りの壁面など，大掛かりな作
業も含め，改装作業は友人たちと共にセルフビルドで行った。自身で味噌やキムチ
作りのワークショップを行ったり，また友人の店でイベントがある際には食事を提
供したりしている。
　客は元々の知り合いやその友人が多いが，店頭のガラスケースで販売している惣
菜を求めて，地元の高齢者もよく利用する。
　地元の商店会にも所属しており，その関係で自治会の会合の際に弁当を提供した
ことがある。
　ep. 図面採取中にも店主の友人が次々と集まってきた。客として訪れた友人には当
然のように大盛りや品数を増やすなどのサービスがなされ，近況などを話し合う。ま
たご主人を共通の友人とする者同士がこの場で知り合い，輪が広がる様子が見られた。

事例 No.5　イタリアンレストラン

　イタリアで修行を積んだシェフとオペラ歌手の夫婦で営むイタリアンレストラ
ン。夫は 2008 年にイタリアから戻り鎌倉駅前でテイクアウト店を始めた際に I さ
んと知り合った。その際に物件を見て，参道の落ち着いた雰囲気に惚れてレストラ
ンをするならここだと決めていたという。その後部屋に空きが出たことで I さんが
声をかけ，2012 年にレストランを開店した。「まちなかでは店を出た後の余韻が
残らない。ここはのんびりとしているのがいい。」と，雰囲気の良さについて話す。　
客は観光客も来るが，地元の客が多いという。
　ep.「暑いので扉を開けてもいいですか」と，店主が扉近くで食事をしていた客に
対し話しかける場面がみられた。「（幼稚園の子どもたちがいるので）うるさいかもし
れないですが」と言う店主に対し，「いえ，この雰囲気がいいですよね」と客は話した。

事例 No.2　かごアトリエ・教室

　かご作家，バッグデザイナーの女性店主が営むアトリエ兼教室。元々は会社に勤め
ていたが，フリーで活動を始め，子育てをきっかけに鎌倉に移りんだ。短期のギャラ
リーで何度か展示を行ったことがきっかけで I さんと知り合い，その後 I さんが勧め
るかたちで長期の店舗の開店に至った。I さんは「腕が確かで取材も多い。しっかり
していて芯があり，居てくれることで全体として良い雰囲気が出る。」と語っている。
　No.4 の店主とは，お互いに商品を購入しあって，装飾に使うことがよくあるという。
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図１０　酒屋の奥さんによる大町会館の運営

　大町会館は 1936 年に建てられた大町地区全体の会館で，時間を区切って一般に貸
し出している。利用者の受付や定期的な畳の張替えといった運営・管理を，自治連合
会の会計監査を長い間務めていた関係で，小町大路沿いにある酒屋の奥さんが行なっ
ている。ヨガ教室が利用し始めたのはここ１０年くらいで，「ここで花開いて独立して
いったことがうれしい」と語る。
　ep. ある時ヨガ教室で蝋燭を直接立てたために，
畳に蝋が付着して滑りやすくなるという事が起きた。
奥さんは教室の主催者に注意をし，掃除をさせた後，
空き缶を切って手作りの蝋燭立てをつくってあげた
そうだ。今でも会うと「あの時はばかなことをした
わね」と話すという。インビュー中にも，訪れた会
館の利用者に対し「利用者同士の鍵の受け渡しはダ
メって言ってるでしょ」と指導する姿が見られた。

図９　若い夫婦による古民家のリノベーション（平面図 S=1：400）

　夫婦で東京に暮らし会社に勤めていたが，その生活に疑問を感じて共に退職した。
二人でインドや中南米を１年以上かけて旅してまわった後，夫の故郷である鎌倉に住
み始めた。住み始めて２年ほど経ったある時，通っていた雑貨屋の店主から，「今夜
知り合いの家で晩御飯を食べるから来ないか」と誘われた。その場でさらに知り合い
ができ，輪が広がっていった。そのつながりの中で知り合った人の店のホームページ
をデザインしたり，鎌倉のゲストハウスでスタッフをしたりしている。図８の NPO
にも参加しており，旅を記録した本の出版の際には図８で写真展を開いている。事例
No.33 の店主とも友人で，夫婦で利用している。
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旅先で集めた雑貨

バリで購入した長椅子

民族楽器

夫の曾祖母の代に，宮大工が建てた住宅。
木製のサッシや波打ガラスなど，できる
だけ当時のまま使用している。台風で縁
側が壊れた際には，知り合いの大工に頼
んで新たに作ってもらった。

　一軒の住宅を改装し，各部屋ごとに５つの店舗テナントが入った複合店舗。普段
はそれぞれに営業しているが，年に数回共同でワークショップイベントを行なって
いる。店舗前のデッキや芝生には，それぞれの店主が設えた草花や看板などが設置
されている。
　物件のオーナーである I さん（女性）は，1976 年に両親の別荘の近所の邸宅地
が分割されてできた建売住宅に，東京から家族で移り住んだ。当時の地域について

「とても閉鎖的だった。村に嫁いできたお嫁さんという感じで，今でもそれは抜けな
い。」と語る。建築の仕事をしていた夫は東京に通勤していたが，退職した後に，１
階の居間を改装して陶芸教室を始め，さらにその後は喫茶店を営んだ。喫茶店時に，
知り合いにギャラリーとして貸したことをきっかけに，「若い人が来てくれれば」と
貸しギャラリーを始めた。４人の子どもが東京へ出て空いてしまった部屋を活用す
るため，2007 年から全ての部屋を貸し店舗とする改装を始め，2010 年にまずカ
フェがオープンし，2012 年にそのカフェは両親の実家を改装したテナントに移り

（No.1），５つの店舗（No.2~6）がオープンした。
　改装の変遷をみると，まず子どもが増えたことで夫婦の寝室を増築し (i)，その後居
間を教室，喫茶店として改装し，2003 年には住要求から間取りを大きく変更 (ii)，こ
の間取りをベースとして現在の店舗テナントへの改修が行なわれている (iii)。最後の改
装は，息子の友人の建築や設備，植木などを職に持つ人を集めて行い，壁の漆喰塗りは
息子が中核として参加する NPO の仲間を集めてワークショップで行った。
　またこの NPO は，妙本寺の境内でライブイベントや，県立近代美術館内でカフェの
運営，フリーペーパーの発行など，地域内で様々な活動を展開している。
　入居者の募集は不動産屋を通して行なっているが，I さん自ら声をかけて入居して
もらうこともある（No.2, No.5）。店舗として成功する見込みがあるだけでなく，人
間性も重視しており，店舗のオーナー同士が良い人間関係を築くことを大切にして
いる。「30 代は修行をして独り立ちする時期だから支えてあげたい。」と語り，家具
やキッチン設備を整えたり，賃貸料もできるだけ低く抑えている。

写真　住宅当時（左）と現在（右）

居間 夫婦寝室 子ども部屋
子ども
部屋

キッチン

風呂

玄関

納戸

応接間

喫茶店

玄関
浴室

キッチン

居間

(i)1988 年 2 階寝室増築時 S=1:500

(ii )2003 年 改築時　S=1:500 (iii )2012 年　5つの店舗 　S=1:400
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図８（No.2 ～ 6）

至 妙本寺

家族向け

分譲マンション

2002 年の宅地分割（４軒）

1976 年の宅地分割（４軒）

幼稚園（1937 年）

お迎えの自転車
芝生

総門

地区の掲示板

（No.1）

0 10 20M

広い邸宅地

イタリアンまでがカフェ的な場として成立している。

　このように，大町地区ではカフェ的な場がより成立

しやすい状況にあることで，港川地区と比べて劇的な

店舗数の増加が起こっているのである。

3-4. カフェ的な場を拠点としたヨコのつながり

　店舗同士でフライヤーを置きあったり（図７），商品

を購入しあったり（図８･No.2）といった協力関係がみ

られ，さらにイベントの主催・協力（図７）や，共同

でのイベント開催（図８）といった活動も行なわれて

いる。つまり店舗同士のネットワークは状況によって

店主と客の立ち位置が入れ替わり，相互扶助的に作用

することで，お互いの成立を補助しているのである。

　さらに，材の仕入れや改装作業といった空間を設え

る段階でも，ネットワークを通して個々の職能が発揮

されており（図７，８），また古民家をリノベーション

して暮らす居住者の場合でも，カフェ的な場を拠点と

したネットワークの中で生活を成立させている（図９）。

このようにカフェの店主ではない人にまでネットワー

クが広がっている。

　つまりカフェ的な場は単に利益拡大を目的とした商

売の場ではなく，ネットワークと一体となった営みの

場でなのある。

3-5. カフェ的な場と地域とのタテのつながり

　カフェ的な場の成立を支えているのはこうしたヨコ

のつながりだけではない。図８の戸建て住宅の所有者

である女性は，見込みのある若い人を選りすぐった上

で，積極的に出店させており，　また図１０では管理者

の女性の支えによって，地域の会館が若い人の活動の

場となっている。

　つまり地域に属していながらも，新しい価値観の流

入を許容する女性が，自身の持つストックを提供して，

小さなカフェ的な場を成立させており，地域との「つ

なぎ役」として存在しているのである。

3-6. カフェ的な場のある地域空間

　地域コミュニティによって環境が維持されてきた，

歴史ある参道周辺には，時間とともに積み重なった様々

な要素が地域空間を構成している（図１１）。その中に，

「つなぎ役」によって，新たな要素としてカフェ的な場

が存在しており，地域にとって重要な役割を担う広場

に対し，新たな居場所を提供している（写真１，２）。

　つまり大町一丁目における，カフェ的な場による地

域の複合化とは，単に店舗の利用者にとって選択の幅

が広がっているだけではなく，地域にとって新たな役

割を担う場が生まれているということである。

4. 住宅地におけるカフェ的な場の可能性

　年数を経た住宅ストックに手を加えてリノベーショ

ンし，ネットワークを形成することで立地条件とは無

関係に成立するカフェ的な場は，既存の住宅地に根を

張り，地域とつながることで新たな役割を担う可能性

がある。

　さらにカフェ的な場は，利益のみを追求する商売の

場や，単なる交流のための場ではなく，より積極的に

他者とつながり，新たな価値を生み出すことそのもの

を営みとする場である。つまりそこを拠点として物事

が展開していく発展性を備えた場であり，地域内で更

に大きな役割を果たしていく可能性を持っている。

*1鎌倉市史編纂委員会編「鎌倉市史総説編」吉川弘文館，1979 による

*2「相模国鎌倉名所及江ノ嶋全図」精行社，1896

*3 大町地区では，字の範囲で自治会が組織されている。大町一丁目地区はほぼ全域が八雲自治会で，一

部が米町自治会であるため，今回は，八雲自治会長へのヒアリングを実施した。

図１１　カフェ的な場のある地域空間　　

写真１　幼稚園のお迎え後の母親たちがデッ
キでくつろぎ，子どもたちが遊んでいる。

写真２　参道の広場は地区の祭りで子ども神

輿の休憩箇所となる。子どもたちがデッキで

お菓子を食べ，店主たちと会話する様子も見

られた。


