
点から面へ

古い家や谷中のまちに込められた

暮らしの文化を守り活かす

「ふるさとになれるまち」
谷中の暮らしと歴史を活かすまちづくり

NPOたいとう歴史都市研究会理事長

（株）まちあかり舎、東京文化資源会議幹事、地域プランナー

椎原晶子

谷中の人々、谷中学校、東京藝術大学、ともに活動した人々との記録



なぜ、古い家やまち、思い出の場を
活かすまちづくりが必要か。

• 人には安心できる「居場所」が必要

• 安定した家、仲間、生業（役割）があれば安心

• 地域の思い出ある環境（歴史的生活文化）は

まちの営みの証、誇り→かげがえのない「わ

たしのまち（居場所）」→「第1・第2のふるさと」

• 住人同士、国内・海外からの訪問者が、地域

の人々との交流・生活文化体験を求めている

一人一人の充実した人生＝地域の持続的発展



■東京の寺町：坂と緑の町・谷中
1980s:発展から取り残された町→

2010s:江戸東京の暮らしを体験できる、人とつながれる町



■谷中のまちの現状と課題

△通過交通の増加

○寺町、坂と緑の町 ○活発なコミュニティ ○芸術、工芸文化
の蓄積と創造

○路地と木造の魅力vs△防災性、経済性

△生活の場と町歩きの両立

△開発の増加：

景観ルールの必要

△少子高齢化気味



0.まちづくり：基本のスタンス

住まう人に学び、まちに返す

・地域の自然や歴史、成り立ち文化資源を調べる

・まちの古老や大人、こどもたちに聞く

・新たなまちの動きをつかむ

→地域の特徴と課題を整理する

→地域の総合的なストーリーを組立てる。

→地域で発表や交流の場を設ける。

まちの誇りと魅力をまちの人自身のものに。

→地域まちづくりのベースとなる方針を共有
→歴史まちづくり法：歴史的風致維持向上計画や景観地区、文化
的景観、伝建地区などのベースとなる



江戸・東京の背景と谷中
全国からの参勤都市・名所としての江戸・東京
寺町谷中、東北・北陸方面の玄関：上野

鍬形蕙斎紹真の木版画、「江戸名所之絵」初版は享和3年（1803）

まちの歴史を読む：参考例



谷中 上野の山

江戸城
／皇居

浅草

新宿

品川

芝増上寺

古代から人が住む海辺の丘

7世紀に浅草寺、周りは湿
地。

中世の品川湊、江戸湊、浅
草湊の隆盛

江戸城の北東＝鬼門

17世紀、上野の山に寛
永寺、芝に増上寺

隣の谷中の丘が寺町に

宿場町：千住・新宿・品川
大名上屋敷：中心部
中小武家地：山の手、川の手
町人地：日本橋・神田
寺町：周辺部：下谷浅草、谷
中、駒込、高輪、本所等

江戸/東京の
立地、都市形成

根津

神田

本郷

湯島

加賀
町



谷中地区の地形、歴史、
コミュニティの背景

田端

上野山

谷中

千駄木

根津

駿河台

日暮里

上野

浅草

根岸

本郷

お茶の水

神田川

不忍池

浅草橋

後楽園

武蔵野台地の東端

縄文の森と海、坂の町

中世の神社、太田道灌の山

江戸の寺町・門前町

明治に寛永寺が上野公園に
→芸術文化の町に

寺や武家地跡が屋敷町に

戦前戦後の密集住宅地

3、４代続く旧住民と新住
民による地域コミュニティ

人口約１.１万、約６千世帯、
面積約83ha 図版出典：「アトラス東京―地図でよむ江戸東京」平凡社



北側から眺める浅草・下谷・上野谷中・本郷

■谷中地区の歴史的風致・
文化資源１ 地形・水系



■谷中地区の歴史的風致・
文化資源2 自然・緑地

広い空

日の出、夕焼け、
月の出

斜面緑地、寺社
林

大樹、保護樹木

路地や軒先の植
栽、植木棚

庭木

鳥や虫の声

季節感



■谷中地区の歴史的風致・
文化資源2 自然・緑地

広い空

日の出、夕焼け、
月の出

斜面緑地、寺社
林

大樹、保護樹木

路地や軒先の植
栽、植木棚

庭木

鳥や虫の声

季節感



■谷中の歴史的風致・
文化資源3 形成史

江戸からの寺町

江戸時代からの寺町

70余の寺院を継承

（東京で最大の寺町）



江戸時代の寺院、門前町
、武家地、農村

→現在の町のまとまりに
つながる

■谷中地区の歴史的風致・文化資源4形成史

江戸東京の町割と道



■谷中の歴史的風致・
文化資源5)歴史的建造物

各時代の様々な建物
明治大正昭和平成の各時代の
建物と暮らしの文化が残る

屋敷、小規模戸建て、和風町家
、看板建築（洋風町家）、長屋、
銭湯、茶屋、寺院建築、蔵、等

出典：「谷中地区まちづくり
基礎調査研究」H14台東区・
東京藝術大学

谷中、質屋
の町家と蔵



■谷中の歴史的風致・文化資源5)歴史的建造物

各時代の様々な建物

明治10年(1877)築町家 2階が低い 大正5年（1916）築町家 2階が居室、階高高くなる

明治40年(1907)屋敷・元は平屋 大正8年（1919）近代アトリエと伝統住宅 2階に主座敷



諏方神社の氏子圏と祭

旧町名単位の町会

豊かな地域コミュニティ

■谷中地区の歴史的風致・
文化資源6

コミュニティの継承

谷中地区町会区域図

台東区町会区域図より構成



■谷中の歴史的風致・文化資源7

手作り文化芸術を生かす町
• 江戸からの伝統工芸、伝統芸能

• 明治からの近代美術、文学

• 現代アート、手作り産業の発信

▲朝倉彫塑館（彫刻家の旧居・アトリ
エを台東区が美術館として公開）国指
定名勝

▲アトリエ・アランウエスト：日本画
家がアトリエを町にひらいて制作展示

▲制作の見える工房（火消し
のまといを作る桐箱職人さ
ん）



江戸〜現在各時代のモデルと事物のリスト化



谷中地区の歴史的風致（歴史文化資産）総合図

出典：「台東区谷中地区まちづくり整備計画報告書」H15年台東区

「谷中地区まちづくり基礎調査研究」H14台東区・東京藝術大学

基盤未整備地区、老朽木造住宅
の多い地区→重点密集市街地

ばらばらの「歴
史文化資産」は
価値が見えない
＝守る制度がつ
くれない。

再生には、
総合的な
「歴史的風
致」の価値
づけ、制度
的位置づけ
が必要



参考：行政による谷中関連まちづくりの動き (2005~)

谷中二・三・五丁目地区
密集住宅市街地
整備促進事業地区・
不燃化特区

都市再生整備
計画区域

（ H17~ 21年度）

東京都区部における
都市計画道路の見直し
（東京都・台東区・
荒川区・文京区）

谷中霊園の再整備事業
（東京都）

1)谷中二・三・五丁目地区密集住宅市街地
整備促進事業（防災まちづくり事業）平成1
4~32年度（予定）

2)谷中地区都市再生整備計画事業
（谷中地区まちづくり事業）
谷中らしさを活かしたまちづくり
平成17~21年度

3)東京都・都市計画道路の見直し路線の
検討 平成16年、見直し決定平成27年

4)東京都谷中霊園の再整備 平成19年〜

5)不燃化特区指定に伴う建替支援事業
平成26年度〜

6)台東区空き家活用モデル事業
平成27年度〜

7)谷中地区まちづくり方針（平成29年3月）

8)谷中地区地区計画 調査→素案作成中
（平成29年度〜）

9)谷中地区景観・歴史文化資源・制度調査
中（平成30年度〜）



■防災安全と歴史文化を両立して
住み続けるための 三つの安らぎ

いつもの道、なじみの店、
懐かしい家

まちのおじさん、おばさん、
お年寄り、子どもたちの声、
植木棚、道端の草花、大きな樹

総合的な生活文化
コミュニティ資産

交通安全、
耐震、防火、
防災、防犯、，
避難所、防
災広場等

健康、家族、
仲間、仕事、
資産、保険、
等

安心 安全

安寧



■住民による谷中の評価：
谷中いいとこ探しアンケート2008より

問１「谷中のいいとこ」一言：具体例



■歴史的風致＝
まちの生活文化のとらえ方

• 歴史ある地域の暮らし、生活流儀、文化活動と、歴史的たて
もの、道、路地、井戸、稲荷、町並み、自然環境等

• 有形無形の要素が一体となった、日常の中の生活文化

出典：■NPO法人たいとう歴史都市研究会 定款・パンフレット、会の活動目的より

イラスト：中村文美

町の中でふと大事だな、
と思えるもの。

いつものあいさつ

思い出やなじみのある家やお店、道ばたの気や草花、広い空、、、



■歴史的風致＝まちの生活文化のとらえ方

路地の落ち着き、立ち話、さりげない助け合いやおつきあい。

なくなってみると取り戻すこと
が難しいもの。

職人の技

長年なじまれた味わい

共有の思い出

そんな歴史ある、なにげない生活文化をまちの人たちの手で
守り、これからに活かすー→安心して楽しく住み続けられる

涼しさの工夫

縁側ごしのおつきあい

家族の歴史をきざむ

住みごたえのある家

出典：■NPO法人たいとう歴史都市研究会 定款・パンフレット、会の活動目的より イラスト：中村文美



誰でもどこでもはじめられる！
まちづくりの方法

• 「価値がない」とだれもが言う

• 「磨けば光る」とだれかが思う

• 楽しくやってみれば、人が集まる

• 動機の中に方向性を見いだす

• 自発性を継続性につなげる

Evaluation--Action--Vision--Motivation--Sustainabiliy

谷中のまちづくり1970s~2011を例に

“途中”の景色を楽しみ、つなぎ、ひろげる



第１段階.Evaluation

まずは価値観の変換から
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困った時がはじまりの時：1979〜 谷中銀座
再生シャッター通りの危機からの復活

1.自分のまちの文化を掘り起こそう

都市計画道路の拡幅をとりやめ、現道幅員で交通規制、
お惣菜や日用品中心、ふれあいのある通りとして再整備
谷中史跡巡り、写真コンテストなどイベントも工夫、
シャッター通りの危機からの復活、老舗の再生、新規店舗の参入、
→近年は日用品店減少、観光地化の功罪も



1.自分のまちの文化を掘り起こそう〜

1984〜 谷中菊まつり＠大円寺

地域雑誌谷中根津千駄木創刊
• 江戸、明治の名物の菊と菊人形を再興

• 谷中さんさき坂商店会を設立、町会と協力

• 地域の文化聞きがきの地域雑誌創刊（谷根千工房）

■バブル期の開発の影で無くなる前に



「まちが元気でないと、
店も自分たちも生きていけない」

by野池幸三氏（谷中三崎坂商店組合会長）

まちづくりの立役者、野池幸三さん（乃池鮨大将、谷中三崎町会長、
現谷中地区連合町内会長、まちづくり協議会長）

1985〜円朝まつり＠谷中全生庵
三遊亭円朝忌にちなんで寺院で落語会開催、幽霊画展示



第2段階: Action
波紋をひろげる

誰かが楽しくやってみる

→「自分もやってみたい」人が増える

→まち全体に動きがひろまる

2



■谷中学校の展開1989〜

１．まち再発見・育成
親しまれる環境調査

谷中芸工展、みどり巡り、

体験型学習、冊子、地図

２．まちに提案
歴史的建物の保全活用

まちなみデザインアドバイス

ほっと歩ける道、町の提案

３．まちをとりつぐ
祭りに参加、路上パーティ、

コミュニティ祭、子どもたち、
▲地域共生型マンション提案調整
1998~2000▲谷中ジャングル探検隊

▲銭湯再生1993
ギャラリー化

谷中学校＝「まちに学んだことをまちに還す」まち
づくりグループ。「親しまれる環境調査」で協働し
た地域住人、大学院修了生らで平成元年に結成



■谷中芸工展1993~

生活文化の発見交流から創造へ

• 町中の手作り参加企画
を地図で紹介

• 町家の寄合処が総合案
内所に

• スタンプラリーも実施。

• 小学生に地図配布

• 路地奧や町はずれに足
を伸ばしていつもの町を
再発見

本部は、1990年に再生された明治町家（1910~駿河屋酒店、
戦後は住宅、1990~谷中学校寄合処、2004~香隣舎）



★波紋をひろげる：まちじゅう展覧会
谷中芸工展〜手作りの場と人をつなぐ〜



■町中展覧会：芸工展の光景

大正期の離れを臨時に展示場に

槍がんなの実演と体験

手焼きの煎餅屋

長屋の一角も展示場に



■まちの職人技の体験



■ギャラリーからの発信

SCAI THE BATHHOUSE
1993年銭湯を現代美術ギャラリーに再生





■谷中芸工展の効果
谷中に新たな手づくり店舗が増えている



■谷中芸工展1993〜2017

25年の営みとまちの変化
• 参加企画:44件／年→200件/年超

• 実行委員参加：延べ約500人

（大学生、社会人、地域の人、谷中ファンなど）

• 予算規模：20万円 →150~200万円／年

• 助成金 30万円→130万円→現在自立

• 増えたギャラリー・工房、カフェ→60件以上

★ひとりひとりが自分と地域の関わりを発信

★手作り文化のある町「谷中」のイメージ強化、

★新旧住民の交流機会、

★若者の起業、老舗や職人・アーティストの顕在化



• 1986年/2001年：谷中
界隈の戦前のすまい、
伝統的建物調査

• 谷中上野桜木地区の
伝統的建物数:537軒
→369軒

• 15年間で約30％減

• 青：滅失した戦前の家 ▲解体され、マンションに
なる大正時代の和館と洋館

資料出典：調査「上野・谷中根津千駄木の親
しまれる環境調査」S63上野谷根千研究会

「谷中地区まちづくり基礎調査研究」H14台
東区・東京藝術大学、等

■しかし
歴史的建物の減少は進む



第３段階

→点から面へのまちづくり

歴史的建物の保全活用から文化再生へ

空家活用で居住モデル、生業モデルを提示
→まわりに波及

→地域文化を活かした生活・事業の発展

→まち全体のイメージ牽引

3



■NPOたいとう歴史都市研究会 借受活用４棟

1)市田邸：明治40年築、布問屋の屋敷と蔵
日常学生らが住まい、座敷と庭を活用

2)間間間：大正8年築、まちにひらく、
店と住まい

4)カヤバ珈琲：大正5年築、昭和の
喫茶店を復活

3)旧平櫛田中邸：大正8年,11年築、
彫刻家のアトリエと住まい

屋敷型 アトリエ型

シェア町家 店舗町家



■布石：街角の要所で歴史的建物の
公開活用モデルを展開



明治屋敷市田邸：戦後：持ち主が学生下宿運営→

1993空き家→2013NPO借受
修理・掃除・学生・若者居住＋座敷活用・文化交流

▲大工さんによる
最低限の修理

▲入居学生らによる建物保全
（米ぬかで廊下を拭く）

（写真：読売新聞社）

▲学生等によるお掃除
応援団

■高齢家主から若者へ→住み継ぎ例：市田邸



市田邸：明治４０年築の屋敷
修繕＆家びらき：学生居住＋座敷活用・文化交流

近所の方や谷中ファンとの交流→活用希望者相談窓口に

▲持ち主さん，ご近所の方と学生、谷中ファンらでお琴の演奏
と夕涼み会（写真：読売新聞社）

■高齢者と若者の住み合い→住み継ぎ例

活用稼働回数
2014年122回
2015年111回
2016年148回
2015年
非営利貸出63%

営利貸出13%

主催企画11%

維持管理13%



市田邸：明治４０年築の屋敷
日常：学生・若者居住＋ときどき座敷活用・文化交流

子供たちと生活体験→ボランティア・活用希望者相談窓口に

▲寺子屋プロジェクト：地域のこどもたちと古民家でのお掃除や流しそうめん、
生活体験 住人、ボランティアが協力

■高齢者と若者の住み合い→住み継ぎ例

活用稼働回数
2014年122回
2015年111回
2016年148回
2015年
非営利貸出63%

営利貸出13%

主催企画11%

維持管理13%



■地域・企業・NPO・大学協力例

カヤバ珈琲再生
・大正時代の町家

・戦前からの喫茶店

・町のランドマーク

・閉店→地域内外か
ら惜しむ声が多い

・公有化を望む声も
あるがすぐには無理

・NPOたい歴が借受

・カヤバ珈琲を再生
できる喫茶店公募

・みんなのカヤバ：
サロンスペース運営

要所にある歴史的建物、保全活用

→建物活用モデルとしての普及効果

→面的ネットワーク形成

2009年９月末復活オープン！



再生後のカヤバ珈琲

保全活用企画：NPOたいとう歴史都市研究会＋
SCAI（白石コンテンポラリーアート）

建築調査監修：東京芸術大学大学院文化財保存学
保存修復建造物研究室

店舗改修設計：永山祐子建築設計

店舗運営：現代美術株式会社 店長：村上慎吾

建物管理：NPOたいとう歴史都市研究会



文化財未指定の歴史的建造物でも
価値を守り、柔軟に生かす
保全改修方針の決め方 ：カヤバ珈琲の場合：

1)建物と歴史調査（歴史的文化的価値、履歴、由
来、家主の思い、破損状況、履歴、構造診断等）

2)保存修復方針づくり

１）をもとに保存するところ、相談の上変えられ
るところを決める。

3)施主、設計者と相談の上、保存部位や改変部位
の扱い、仕様、管理運営方法を決める。



未指定 歴史的建物の保全改修方針の決め方：カヤバ珈琲の場合：

赤：保存する部位 緑：相談の上改変可能な部位

カヤバ珈琲1階 保存改修方針 １階 20080526

方針図作成：東京藝術大学保存修復建造物研究室澤口
和美（当時）、協力：NPOたいとう歴史都市研究会



未指定 歴史的建物の保全改修方針の決め方：カヤバ珈琲の場合：

赤：保存する部位 緑：相談の上改変可能な部位：

カヤバ珈琲2階 保存改修方針 2階 20080526

方針図作成：東京藝術大学保存修復建造物研究室澤口
和美（当時）、協力：NPOたいとう歴史都市研究会



■高齢者の家や店を住み継ぐしくみ例
〜NP0がつなぎ、保全活用・普及

歴史的建物・空き
家の所有者

NPOたいとう歴史都市研究会

住人 住人 住人 店舗等

サブリース 自主活用ゾーンサブリース

活用貸出し

主催普及事業

定期借家契約

定期借家契約

貸出し規定
保全活用協力金

安定活用へ

保存活用の条件付、修繕・管理費積立

管理委託

高齢者と共に住む→

住み継ぐ・語り継ぐ建物の寿命
は人より長い



■暫定管理→その家ならではの活用管理→継続管理活用

• 大正期に建てられ
た彫刻家の旧居と
アトリエ

• 1999〜空家

• 田中氏出身の岡山
県井原市が所有

• 空家の管理と暫定
活用にNPOと一般
社団法人、大学で
協力中

彫刻家・平櫛田中邸アトリエ再生への歩み
NPOによる公共施設の維持管理・活用ステップ

管理活用チーム：
でんちゅうず：NPOたいとう歴史都市研究会＋一般社団法人谷中のおかって





ステップ１）建築調査と価値の発見 2001~
NPOたいとう歴史都市研究会＋保存修復建造物研
究の大学院生たちと建物の歴史的価値と破損部調査

NPOによる公共施設の維持管理・活用ステップ例

彫刻家・旧平櫛田中邸・アトリエ再生へ



■平櫛田中邸再生 ステップ２）

おそうじ＆修繕活動＋価値発見：
in サスティナブルアート
プロジェクト2004〜2006
• 平櫛田中邸リノベーション

ワークショップ（芸大・美大学生、地域
の人々と）



■平櫛田中邸再生 ステップ3)

アートで価値発見＋お試し活用公開

リノベーションで体験した家の印象を
それぞれの作家たちが展開して作品制作

サスティナブルアートプロジェクト
「言の問い」「言の伝え」「言の聞え」2004〜2006



■平櫛田中邸再生ステップ4）
修繕＆展覧会の継続

芸大木彫展：アトリエの末裔、あるいは未来展
• 平櫛田中の後輩にあたる木彫研究室学生らが修繕活動
＋家にあわせて彫刻制作展示2004〜2018。2019計画中

• 建物整備監修＋地域連携：NPOたいとう歴史都市研究会



■旧平櫛田中邸再生 ステップ5)
地域の人と建物の由来をつなぐ

NPOたいとう歴史都市研究会による普及活動

• 美術家、岡倉天心、平櫛田中の足跡を訪
ねて（ 2005.03孫の平櫛弘子さんと）

今後の安定保存にむけて、井原市、芸大，台東区と相談の場を
設けていく



■旧平櫛田中邸再生 ステップ6)
展覧会、演劇、ロケ等 貸出活用も
旧平櫛田中邸の由来と建物を生かす

• 演劇公演

• 音楽コンサート ・展覧会

• 映画・テレビドラマロケ「Always 
3丁目の夕日」「僕とシッポと神楽
坂」など。

• 写真家による作品撮影 などなど

• 活用協力金により、建物や設備の
修繕、維持管理経緯等をすすめる

→貸し出し活用も経済的基盤のひとつに

活用稼働回数
2014年127回
2015年143回
2016年166回

2015年
非営利貸出
37%

共催企画55%

主催企画2%

維持管理6%

非営利活動10000円/3h、営利活動10000円/1h、公開日寄付



■旧平櫛田中邸再生 ステップ7)
通年、日常の維持管理と公開へ



■旧平櫛田中邸再生 ステップ7)
通年、日常の維持管理と公開へ



旧平櫛田中邸再生ステップ8)

Denchu Lab.
若手アーティストの滞在制作
研究・発表の場に

→アートを生み出し体験交流する、市民
運営の公益的文化施設のあり方を検討中





旧平櫛田中邸再生ステップ8) Denchu Lab.

若手アーティストの滞在制作研究・発表公募

→若手作家育成、建物と地域連携の可能性
発掘の場に

臼井仁美 展
「ここに 暮らす木、通う人」



まちと家の文脈を活かす、

伝統家屋入居コーディネート

所有者と入居者をつなぐ

双方が主役になる暮らしづくり

４

第4段階：プレイヤーを増やす

空き家活用ステップ２）個人や企業・持ち主による活用も広げる



■NPOたい歴コーディネート：
昭和13年築三軒屋敷

→上野桜木あたり2015.3月オープン



■NPOたい歴コーディネート：
塚越家（昭和13年築三軒屋敷）→上野桜木あたり



家主さんと使いたい人をつなぐ会を開催
2013.10



「上野桜木あたり」再生構想 2014.3.
商業・事務所・コミュニティスペース・住居の複合施設を

オーナーと入居者で事前に決めて契約



特徴：和室と洋室から庭と路地を眺める
昭和モダン戸建て群→特徴を活かして再生
2015.3



「上野桜木あたり」

・ろじと庭でつなぎ、
三軒を回遊できる

・３つの飲食店が連
携して互いのメニュー
を互いの場所で食べ
られる。



みんなのさじき・みんなのろじ



上野桜木の暮ら
しをつなげる・
ひろげる・

井戸も新設大人も子どもも外国人もくつろぐ



みんなの実家
みんなのマルシェ

• 上野桜木に縁のある
人の実家のまちと産
物をつなぐ窓にする

• 神奈川県 三浦の野菜

• 新潟県 新発田市の野菜

• 山形県 川西町の豆

• 石川県 能登の塩と醗酵食

• 山梨県 渡邉農園の桃

• 長野県 信級玄珈琲

• 静岡茶 まるに

• 福岡県 あまおうイチゴ



みんなの実家プロジェクト
みんなのマルシェ

グッドデザイン賞2015受賞



家を住みひらく〜日常的な積み重ね
世代を越えて深まる結びつき

• 「見る町並み」から体験する家とまちへ

• 日本家屋は中から外を、朝昼夜を、雨と風
を、四季を感じてこそ味わえる。

• 「住みよさ」以上に「住みごたえ」のある家

• 訪れる、使う、泊りにいく、一時住む

• →住んで生業を持つ、家族を持つ

様々な関わり方を豊かにつなぎ、持続的発展へ



谷中地区で、まちに開いて再生活用される建物の連鎖
1986~2015 約30棟（主体：行政・NPO・個人企業）



③設計 

②再⽣生企

画

 

①調査 

④改修・監理理 

⑤管理理・

運

営   

伝統家屋としての価値付調査 
登録⽣文化

財
登録⽣支援  等 

フェイズ 中間組織の役割例例 

再⽣生活

⽣

用企画

⽣

立立案  
所有者・⽣入居

者
コーデ ィネイト 等 

保全改修仕様書作成 
設計アドバイス 等 

改修費⽣用の拠出⽣手法アレンジ 
改修⽣工事

ア

ドバイ ス 等 

活⽣用者

と

地域の コミュニティ助⽣言 
維持管理理運

営
 等 

⽣大学 
研究機関 

関係・協⽣力力機関  

地元不不動

産

会社  
活⽣用希

望
者  

⽣工務

店

 
設計者 

⽣工務

店

 
設計者 

地元不不動

産

会社  
⽣自治

会
等  

古民家の発見・調査・価値づけ・改修・活用・運営管理の
プロセス__NPO等中間組織、エリアマネジメント団体の役割



■建物活用支援にあたってのお願い
当会への活動ご参加を通じて、ご希望に適した家の見つ
け方、使い方をアドバイスします。

当会では紹介建物をストックはしておりません。持ち主様、
借り主様のご要望にあわせてご相談いたします。必ずしも
借りられる家をご紹介できるとは限りませんのでご了承下さ
い。

当会の活動は、会員の活動、会費と寄付（活動協力金）か
ら成り立っております。

建物活用支援にあたり、下記の条件にご同意、ご協力を
お願いいたします。

谷中界隈の伝統的建物活用希望の皆さまへ
（活用支援のご案内）

家探しの希望者に最初にお渡しするペーパーより



１.活動参加
1) 当会への入会、活動参加協力（年会費：個人正会員6000円/

年、個人賛助会員5000円/年、団体賛助会員10000円/年。メー
リングリストでの情報提供、イベント参加費割引あり。）

2)当該町会への参加（町会費は町会ごと、住居と事業用で変り
ます。月300円〜700円程度。）

3)地域活動参加：居住・事業活用いずれの方も近隣や町会の活
動に参加協力下さい。

２.建物と周辺環境、近隣関係の維持保全
1)当該建物と周辺環境の清掃、維持保全に積極的にとりくんで
いただくこと。

2)日常的に近隣の方に挨拶し、適宜交流していただくこと。

3)騒音、振動、悪臭等、近隣の生活に迷惑を及ぼさないこと。

4)近隣からの要望、苦情には速やかに対応していただくこと。



3.活用協力金
当会の活動につきまして、建物保全活用協力金をお願い

いたします。

1)情報提供 建物活用情報提供 別紙、当会の取材・見
学のお願いに順じます。

2)建物保存活用調査・企画提案 建物の調査・建物の保
全活用計画などに要する金額

3)建物管理協力の場合 建物管理運営に要する金額

※当会は、建物の賃貸・売買の仲介は行っておりません。

■交流活動について
当会や地域の人々、歴史的生活文化に関心ある方々との交
流活動につきましても、企画相談をお受け致します。どうぞお
気軽にご相談ください。

★古民家は「物件」ではなく！ ★
「人事物件」（ひとことものけん）



第５段階: Vision
まちの方向性を共有する
→まちの作法・ルールをつくる

例）

・マンション見直しを契機に、まちのルー
ルを考える

・実験的な動きから将来像をイメージする

５



計画見直し後のマンション（９階→手前4階、奧6階）
と三崎坂の景観 2000年~

地域共生型の集合住宅例
1.町並み：高さを下げ、寺町景観に合わせる



計画見直し後のマンション（９階→手前4階、奧6階）
と三崎坂の景観 2000年~

地域共生型の集合住宅例
1.町並み：高さを下げ、寺町景観に合わせる



計画見直し後のマンション（９階→手前4階、奧6階）
と三崎坂の景観 2000年~

地域共生型の集合住宅例
1.町並み：高さを下げ、寺町景観に合わせる



■谷中三崎坂地区建築協定
建築制限内容 （一般建物） （寺院の諸堂）

地域共生型の集合住宅例
2.建築協定で町並みルールをつくる



下町型住宅 まちとすまいの知恵袋

建て方作法例

台東区「下町型住宅のあり方調査」、谷中学校「まちと住まいの知恵袋」より



地域共生型の集合住宅のしくみ
3■建て方の作法 提案実現例

・ヒューマンスケール

・手前に歩道状空地

・まちに開くピロティ

・路地のような植栽

・元寺院の顕彰とお

地蔵建立



地域共生型の集合住宅のしくみ
3■建て方の作法 提案実現例
座れる、遊べるピロティと集会室

・落ち着ける木のベンチ ・元寺院の顕彰とお地蔵建立



１．挨拶は必ずする。

２．道の掃除はお隣の玄関まで。
３．子どもの面倒を見てあげる。
４．留守居番をしてあげる。おかずのお裾分けも。
５．おしゃべりは小声でしない。

〜そんなまちは、たいてい植木棚がきれい。

（暮らしに手をかけ、見守りあう関係が育まれる。）

前野まさる 谷中御厩長屋路地での聞き取りより

谷中や古い町に限らず、海外でも、新しいまちでも、

ほっとする、人のつながるまちが、歴史を重ねる、

安心安全なまちになる。

安心、楽しい、まちの暮らしの不文律

住み方の作法例



地域共生型の集合住宅のしくみ
4■住み方の作法 例

【まちとの関わり】

・町内会に入る

・管理組合理事に町会担当理事を設ける

・組合員・居住者はまちの行事にできるだけ参加する

・まちの祭りを手伝う、タイアップ行事を行う

・地域の生活文化を尊重する（火の用心、夜回り、朝

の鐘、除夜の鐘、寒行、読経などを尊重する。）

【居住者同士の関わり】

・親睦行事を行う（七夕、夕涼み会、忘年懇親会等）

・共用部の園芸クラブも発足



地域共生型の集合住宅のしくみ
5■使い方の作法 実現例 集会漆で七夕イベント

・まちと一緒に使える集会室



みんなで決めるまちのルール
谷中・上野桜木地区まちづくり憲章 2000年

一、【自決権】
住民自身が町の現在と未来を考え、決めていくようにしましょう。

一、【環境・自然】
お互いを気遣い、ふれあいのある地域社会を築きましょう。

一、【町並み】
歴史と文化のある町にふさわしい町並みをつくりましょう。

一、【安全】
子どもからお年寄りまで安心して暮らせる町にしましょう。

一、【土地】
土地は投機の対象とせず、生活のための基盤としましょう。

平成十二年三月二十七日

谷中地区町会連合会、下谷仏教会、谷中コミュニティ委員会

94

谷中三崎坂のマンション見直し活動を契機に、谷中地区全体のよさを守るた
めの憲章を地域住民主体で検討し、2000年3月に決議。この時の地域
団体連携をもとに、谷中地区まちづくり協議会を結成。



第６段階：Sustainability
様々な主体の連携と
持続性あるまちづくり

次世代にうけつぐ

まちぐるみでとりくむ

６



次世代に受けつぐ：寺子屋プロジェクト



←荒川冒険遊
び場の会

青空自主保育
の会たねっこ→

谷中ベビマム
安心ネット→

←寺子屋プロ
ジェクト

■子育てネットワークの広がり



★地域ぐるみのまちづくり

20〜15年前

住民・市民主体のまち
づくり組織ができ始め
るが、つながりは弱い

現在

相互連携がとれてくる
行政支援、まちづくり
協議会、NPO設立

町会

商店会

仏教会

コミュニティ
委員会

谷根千工房 谷中学校

行政

町会

商店会

仏教会

コミュニティ
委員会

谷根千工房 谷中学校
NPO大学

コンサル

たいとう歴史都市研究会学童保育

小中学校 小中学校
青少年育成

青少年育成

まちづくり
協議会

学童保育

個々人の活動も豊かに
ひとまちCDC

■谷中の地域まちづくり団体連携プロセス



台 東 区

東京都、国、
警察等、関連行政
機関の協力

地域ＮＰＯ、
大学等の専門的
協力・支援

地区住民

谷中地区まちづくり協議会
（谷中地区町会連合会・池之端3・4丁目町会、
下谷仏教会・谷中ｺﾐｭﾆﾃｨ委員会・商店会等）

環境部会
歴史自然環境保全、
谷中らしい景観

交通部会
安心して歩けるま

ちづくり

連携 協力

谷中地区のまちづくり体制 2015〜年

密集地区
対策部会

密集住宅市街地の
まちづくり

防災対策部会
防災まちづくり
避難体制づくり



■新旧老若_地域団体の把握
相互交流プラットフォームづくり始め

■地域自治団体

谷根千工房（地域雑誌）
谷中学校（まちづくり）
芸工展実行委員会
art-Link上野谷中
不忍ブックストリート
実行委員会
不忍自然観察会
青空自主保育「たねっこ」
スポーツ・文化同好会 等

■テーマ型活動団体

■父母会、PTA等

小中学校、幼稚園、保育園、
学童保育、各PTA、父母会
等

町会(谷中地区14町会)
谷中地区まちづくり協議会
谷中老人会
青少年育成谷中地区委員会
谷中コミュニティ委員会
商店街(３商店街）
下谷仏教会（谷中地区寺院）
民生委員
消防団
下谷交通安全協会 等

NPO法人たいとう歴史都市研究会
NPO法人ひとまちCDC
NPO法人日本の音環境をつくる会

■NPO法人



谷中ワールドカフェ新旧団体交流会＠HAGISO

2013.3.16

・地区内、50余の団体が相互
に交流

・まちの魅力、課題を語り合う。
8０代から０歳まで交流
・1955年築のお寺のアパート
を再生しHAGISOにて開催。



シンボル樹木の保
全から町並みと暮し
の文化保全運動へ

1)シンボル樹木を守る
２)お年寄りも住み続けられ、
若い世代にも引き継げる
3)ハードソフトに亘るまちの
作法を明文化する

土地建物の継承を、
直接まちの人の手に

それでも変化は突然に。
不在地主が150坪を
2013年、一括売却



■開発インパクトの強い東京で、
歴史文化資源を守り活かすには

コミュニティの力と企業の協力が必要。

目標）地産地生のまちづくり
方法1)民民で守る東京文化資源

更地

新規建物
新規住民＋
等価交換

■これまでの都市開発

新旧住民＋コミュ
ニティ・文化機能
＋企業活動

文化資源（人＋
場所）リジェネ
レーション事業

■これからの文化資源保存開発

古い建物＋
地権者

古い建物＋
地権者

タイムリーな民民支援：文化資源保全基金（企業CSR）＋
銀行融資＋コミュニティネットワーク＋行政位置づけ



■「地産地生」
暮らしや街の文化を継承して住み継ぐ支援

方法2)  ファンド、融資、担い手支援

１.民家や中古ビル、空き家等の文化的再生活用
→融資ファンド、ローンのしくみづくり

２.再生事業への地域からの評価＋融資のしくみづくり
→起業支援、リノベーションコンペなどと連動

s
３.学生や若手ものづくりらと地域・企業連携
→文化資源発掘と保全、展開支援
→アーバンラボ、地域間交流等

谷根千まちづくりファンド2016年3月創設、出資



■コミュニティはまちの人々が育てる。その舞台として
相応しいハード：路地や木造を守るの法制度改革。

方法3)  法制度の活用で守る文化資源

１.既存木造を活かす、都市木造の可能性を開く。防火・耐震措置
・伝統木造に適した安全対策（消防水利、防火体制など）

・国家戦略特区の古民家活用、独自条例による建築基準法適用
除外・消防法特例条例等など（京都・神戸、横浜等）

・合法的に大規模改修、用途変更できれば、新たな可能性がひろ
がる（シェアハウス、旅館、宿坊、古民家宿泊等etc.)

２.路地を活かす
・一団地で路地を通路とする。又は三項道路とする

３.まちぐるみで活かす
・伝統的建造物群保存地区制度 （伝建物、環境物件、防災）
・歴史まちづくり法 歴史的風致維持向上計画（ソフト＋ハード）
・景観法 景観地区、景観重要建造物、景観重要樹木
・文化財保護法 文化資源保存活用地域計画（平成31年度〜） 等



■まちづくり会社の必要性とつくりかた

1.建物＋エリア再生のステップ

エリア内ネットワーク形成

Step1：
家主さんの声を
聞くStep2：
土地建物の声を
聞く
価値を発見する
Step3：
価値を伝える、
方針を練る

手法：NPO・まち

会社窓口、個別
相談、空き家相
談会
手法：内覧、実測、
破損状況調査、
ヒアリング、作図
手法：家主さんと
の事業計画、用
途イメージ、活用
コンセプト絞る

まちづくり会社事業範囲（案）



■まちづくり会社の必要性とつくりかた

2.建物・エリア再生・地域連携関係図

賃
貸

賃
料

情報
情
報

サブ
リース

賃
料

投
資

助成・補助
制度適用

融
資

雇用

利用

方針共有
相談

相談

情報

調査
協力



NPOたい歴による調査とつなぎ

（株）まちあかり舎設立2017

古民家借受修繕→サブリース

初音の道、谷中寺町の門前につくられた明治大正頃からの町家の並び



• 大正9年以前からの出
桁造り町家

• 昭和20年から銅壺屋
「銅菊」の工房兼住まい
をそのまま借りて、仕事
場や居間を修復、家の
物語を引き継いでくれる
方にサブリース予定。

1 階八畳座敷に床の間。縁をまわす。 2階続き座敷六畳から八畳の間を見る。

前土間式、出桁造り大正？町家

銅菊・改修前



銅菊・改修前

元帳場のあった？ところから奥座敷をみる。土間を洋土間に、その後畳間に。

おそらく大正期に移設された階段。 廃棄を免れた銅細工道具類→展示活用へ



銅菊
時間旅行
（痕跡調査と一部復元的整備）

1)大正〜昭和初期洋品店
四畳半畳部屋の下から木レンガタイル
敷土間、腰板壁、花柄壁紙発見。

和風町家を大正末〜昭和初期に洋風
土間に改装したか？



銅菊
時間旅行
（痕跡調査と一部復元的整備）

2)戦時中〜戦後
銅細工師 鍛金仕事場と
道具再現



銅菊平成→大丸松坂屋百貨店 未来定番研究所へ

古い町、家の中ですごしながら、５年後の未来を発見する

撮影：田村収



傳左衛門めし屋
大正町家再生
谷根千まちづくりファンド適用1号



下谷の銭湯、快哉湯 持ち主よりNPOに再生相談
→調査企画→シェアオフィス＆イベントスペースへ

改修中2019.5月完成予定！

一次調査：NPOたい歴、芸大協力
企画調整： （株）まちあかり舎
借受・設計施工・運用：（株）ヤマムラ



地域ごとのまちづくりは町のコミュニティ単位で行い、
方法論は共有する（例：ネットワーク会議）

資料「東京文化資源区構想」2015より構成



ふるさと・東京
神田、神保町、湯島、
本郷、上野、谷中、根
津、千駄木、神楽坂、、
+出身地との連携
東京でも、歴史文化地
区を位置付ける。
法制度やファンド等も
活用し、暮らしと芸術・
学術文化の発信と交流
の場をつなごう！

2019.3.30神楽坂にて
シンポジウム開催！

東京文化資源区構想
（上野・谷根千、本郷、湯島、神田、秋葉原、）東京_歴史文化地区宣言！

東京歴史文化区のイメージ
資料：東京文化資源会議リノベーションまちづくり制度研究会



一人一人、一件一件の動きから
まちづくりへ 〜目標と実践策

歴史的資産・風致の認
識、保全、維持向上

地域社会の産業・
生業発展

両輪として相互に持続発展
次世代に継承

■目標の共有：自分のまちに誇りをもち、

人とまちが代を重ねて、豊かに生き続けられること

地域主体：地域の歴史
的風致の価値を認識・
評価。提案・意志決定
力を持つ

■実践に必要な体制

行政：歴史的風
致を活かす上位
方針と総合的な
体制・法制度

地域・行政・民間企業、つなぐNPO、大学等の協力

民間：歴史的風
致を活かす事業
モデルの普及、
実用化



一人一人の動機と行動の重なりがまちの将来像を作る

自分たちがつくるまち→新たなふるさとになる


