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はじめに

空き家。空きビル・空き店舗の増加

総務省の住宅・土地統計調査 (速報値)で、

2013年 10月 1日 時点での日本の空き家数、空

き家率とも過去最高を更新 したと報じられた

(毎 日新聞2014年 7月 30日 )。 また、東京や

大阪などの大都市では新規の事務所ビル供給、

地方都市では中心市街地の衰退により、いわ

ゆる空きビルが増加している。

空き店舗の増加も深刻である。「平成24年度

商店街実態調査報告書」(中小企業庁)に よる

と、一商店街あたりの空き店舗数は60店、空

き店舗率は14.62%で、シャッター商店街が各

地に発生している事実を裏付ける数字 となっ

ている。

既存建築物の活用

空きビル・空き店舗をどうするかは、今後

ますます重要な課題 となるであろう。「中心市

街地の空きビル活用及びリニューアル事例調

査報告書」 (国 土交通省、平成24年 3月 )に

は、①大規模商業施設の活用及びリニューア

ル事例 (95事例)、 ②その他の施設の活用及び

リニューアル事例 (42事例)が収集・分析さ

れており、再生・活用を計画する際の参考に

なる。筆者は2014年 3月 8日 に、①の事例の

一つである「マルヤガーデンズ」を訪れた。

「マルヤガーデンズ」のルーツは、1892年

創業の呉服店・丸屋が1961年 に鹿児島市中心

部の天文館地区に開業 した「丸屋デパー トJ

で、1984年からは鹿児島三越 (の ち三越鹿児

島店)と して営業 していたが、経営不振によ

り2009年 5月 に閉店した。オーナーの株式会

社丸屋本社は中心市街地の活性化を考え、解

体ではなくリノベーションを選択し、2010年

4月 28日 に自ら運営に関わる商業施設「マル

ヤガーデンズJを 誕生させた (写真 1)。

既存環 境 を生 か した まちづ く り

今、全国各地で既存環境をいかしたまちづ

くりが相次いで生まれている。そのなかで、

筆者が直接見聞した事例をいくつか紹介する。

吹田歴史文化まちづくリセンター

JR東海道線・吹田駅 (大阪府吹田市)か ら

旭通 り商店街沿いに南に歩き、高濱神社鳥居

前で右に折れ、案内表示に沿つて横道に入る

と、堂々たる古民家が姿を現す (写真 2)。 こ

の建物は、江戸時代に吹田村の柘植領の庄屋

役を務めた気比家の旧宅で、2000年 に気比家

から吹田市に寄附されたのを機にその再生・

活用方法が慎重に検討された。2003年 2月 に

吹田歴史文化まちづ くり協会が設立され、旧

宅が改修されて同年 6月 に吹田歴史文化まち

づ くリセンター (愛称・浜屋敷)と して開館

した。筆者は2005年 以来、理事・評議員とし

て、その運営に微力ながら関わつてきた。

浜屋敷は、古民家の魅力を最大限に活かし

つつ、市民とともに時代のニーズをとり入れ

た歴史と文化のまちづ くり活動を実施 してい

る。その活動を支えているのは、庭園の草引

きや建物周 りの清掃を担当する「清掃ボラン

テイア」、浜屋敷の建物、吹田の歴史などを来

訪者に案内する「ガイ ドボランティア」、誰も

がいつでも目的なしで立ち寄れる地域交流の

場・憩いの場 として、お茶を出したり話し相

手をしたりする「喫茶ボランティア」、浜屋

敷の庭園を花々で飾る「花とグリーンボラン

ティアJ等々のみなさんである。さまざまな

問題を抱えつつも、2015年 2月 には協会設立

12周 年を迎える。

なお、協会は2014年 にまちの駅連絡協議

会から大阪府下で初の「まちの駅J(全国に約

1,600か所)に認定され、「まちの駅ボランティ

アJが常駐している。今や浜屋敷は、吹田のま

ちづくりになくてはならない存在である。
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泉北ほっとけないネットワークプロジェクト

2010年 9月 、大阪府堺市の泉北ニュータウ

ン槙塚台地区 (人 口約7,000人 、高齢化率約

30%)に おいて、住民・NPO・ 大学・行政が

相互連携する「泉北ほっとけないネットワー

ク推進協議会Jが組織された。その活動コン

セプトは、現状では十分に活用されていない

空き家・空き店舗を地域の「空き」としてと

らえ、それらを地域で共有し、そこを拠点に

して支え合うためのさまざまなコミュニティ

サービスを展開することである。具体的な活

動内容は、以下のとおりである。

<拠点整備>(数字は店舗数・戸数)

①地域レス トラン (近 隣センターの空き店

舗・ 2)(写真 3)② まちかどステーション

(近 隣センターの空き店舗・ 1)③ 生活支援

住宅 (府営住宅空き住戸・ 7)④ シェアハウ

ス (戸建住宅・ 1)(写真 4)

<コ ミュニティサービスの展開>

①見守 りをかねた配食サービス ②地域レ

ス トランにおける昼食の提供 ③各種サーク

ル支援 ④食健康相談・健康 リハビリ支援

⑤ショートステイ (生活支援住宅)

写真 3 空き店舗を改修 した槙塚台 レス トラン

槙塚台近隣セ ンターの空 き店舗 を改修 した 自由に使 えるコ

ミュニティレス トランでは、野菜の販売や配食サー ビスも行

う。内部は車いず、杖や伝い歩き、幼児や親子による利用な

ど、多様な階層の利用に対応するデザインとなっている

写真 4 シェア八ウスに改修された戸建て住宅

空き住宅を地域の方々 といっしょに菜園や料理教室ができる

多世代型コミュニティ シェアフヽウスにリノベーションした

「緑道下の家」

これらの一連の活動は、空き住戸・空き店

舗の解消をはかると同時に、賑わい・ふれ

あいの機会・地域雇用の場を創出するなど、

ハー ドとソフトをセットにしたニュータウン

再生のモデル事業として注目されている。

さわやか港南

横浜市港南区日限山の住宅地の一角に、「さ

わやか港南Jの大きな看板を掲げた戸建て住

宅がある (写真 5)。 筆者は2014年 H月 23日 、

日本建築学会建築計画委員会福祉施設小委員

会傘下の 「福祉転用のための計画技術開発

WG」 メンバーとともに、 ここを訪れた。 内音

`
は和室の続き間があり、欄間彫刻と柱時計が、

昭和の雰囲気を漂わせている。

「さわやか港南」は2001年 7月 3日 に、地

域の助け合いを目的に設立された。当初はビ

ルの一室を借 りていたが、2003年 からは利用

者の一人が提供された自宅を低料金で借 りて

活動 している。有償サービスとして、①在宅

支援サービス (家 事援助、病院などの付き添

いなど)② 子育て支援サービス (送迎、託

児、産前産後のお世話など)③部屋の貸出し

④その他日常生活のサポー ト (ペ ットの世話、

大工仕事など)を 行つている。また、地域の

たまり場 。お茶の間として、子どもから高齢

者までが世代を越えて交流できる「地域の居

場所」として、多 くのスタッフに支えられて

運営されている (写真 6)。 だが、「さわやか

港南」代表の川辺裕子さんは、ここを単なる

居場所にするのではなく、「助け合い」という

ことにこだわっている。

実は、川辺さんにはNPO法 人 都市防災研

究会の代表理事という、もう一つの顔がある。

そもそも「さわやか港南Jは、1995年 1月 17

日に発生 した阪神・淡路大震災の被害 と救助

の過程を報道で知 り、「災害時に助け合いは日

常の助け合いが大切Jと の思いでグループを

結成 したのが始まりだという。だが、災害 と

いう非日常的なことだけでは活動は続かない

ため、ヘルパーの資格を取得し、自分たちに

とって切実な「介護Jを 組み入れて活動して

いる。

危機管理はハー ドとソフトの全部で考えな

ければならないという思いは今も変わらず、

約200食分の食料備蓄、保存がきく乾物の販

売、横浜市のオフイシヤルウォーター 「は

まっ子どうし The WaterJの 販売などを通し

て、減災にも取り組んでいる。

写真 5 さわやか港南の外観

増築部分 (右手)に 玄関とは別の入 り口を設け、駐車場に設

置 した段差解消機でアクセス可能

写真 6 さわやか港南でお世話になったみなさん

全員がヘルバーの資格を持 っている。左から2人 目が代表の

川辺裕子さん

おわりに

リノベーション・コンバージョンという用

語が社会に広 く認知されるようになり、既存

環境をいかしたまちづ くりが全国各地で同時

進行している。古い建物をできるだけ長 く使

い続けることは、まちの歴史 と記憶の継承だ

けでなく、コミュニテイ拠点 となる空間資源

としても重要であるが、すく
゛
れた事例の存在

がほとんど知られておらず、情報の発信 と共

有が急務であることを痛感する。また、建築

基準法、消防法などの法令や福祉関係の基

準・制度等と現場のニーズがうまく対応 して

いないケースも見られる。そうしたなかで、

本稿で紹介した事例は、目に見えないさまざ

まなハー ドルをクリアして実現にこぎ着けた

ものであり、関係者の皆様の努力には頭が下

がる思いである。

多様な生活者や人間の属性を考慮 した安

全・安心で文化的な環境づ くりは、焦眉の急

の課題である。本稿が課題解決の一助になれ

ば幸いである。
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(よ しむら ひでまさ)


