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［今号の表紙］
　さいたま市役所上階から南側の市街地を
望む。整然とした道路網に2階建てを主とする
戸建住宅が並ぶ。右奥の緑は別所沼公園。
　この辺りは鹿島台と呼ばれ、昭和初期に宅
地開発型の耕地整理によってつくられた住宅
地である。かつては画家などの芸術家が多く
住まい、住宅都市・さいたま市のアイデンティ
ティーを形成する良好な住宅地のひとつだ。
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〒336-0917 埼玉県さいたま市緑区芝原2-16-21（地域生活デザイン内）
tel & fax : 048-876-1782　e-mail : tsukutama@ever-green.ne.jp
http://www.tsukutama.info
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まちづくりNPO紹介

インフォメーション

都市づくりNPOさいたまは…
市民のまちづくりへの参加を支援し
まちづくりの新たな価値を提案し
具体的まちづくり活動を実践して
市民がまちづくりの中心にある社会を目指します。

インフォメーション

つくたまとは？

【主催】さいたま市
【場所】ホテルブリランテ武蔵野2階エメラルドA・B

都市計画マスタープラン改定
シンポジウム

鉄道のまち大宮
鉄道ふれあいフェア
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総会企画セミナー
「NPOマーケティングで組織変革」

つくたま塾
「都市農地保全のまちづくり」
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JR大宮総合車両センターの開業120周年を機に、市とJRが共同で開催。駅周辺
では 西口れんが通りや東口銀座通りなどでもイベントを予定。
www.city.saitama.jp/006/014/010/001/001/005/001/p035850_d/fil/04-07.pdf

【場所】大宮駅周辺

ソロモン諸島を支援するNGOから設立されたサステナ・クルー株式会社の佐藤
亮さん、高松美浦さんによるセミナー。
www.sa-npo.org

【主催】認定NPO法人さいたまNPOセンター
【場所】武蔵浦和コミュニティセンター第9集会室

東京工業大学大学院の中井検裕教授による基調講演のほか、プランの概要説明、
パネルディスカッションなど。
www.city.saitama.jp/004/001/002/005/chuo/p034738.html

【主催】東洋大学理工学部建築学科
【場所】さいたま市民会館おおみや
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7 大宮東口プロジェクト

打ち水大作戦

さいたま市民会館おおみやと大宮公園の2か所について、学生が行う仮想プラン
づくりの演習に地元市民も参加する企画。

調査及び研究事業
見沼田圃景観創造プロジェクト／高沼用水の整備に関する検討／つくたま塾
の開催／さいたま百景選定事業／つくたま10周年記念事業／埼玉県景観整
備機構活動（景観DBの活用を含む）／上尾市区画整理公園実施設計業務

情報発信事業
Webサイト、FBの運用／埼玉住まい・まちづくり交流展2013／Who's Who／
つくたま情報紙の発行

普及、人材育成事業
研修旅行／講師派遣

コーディネート、ファシリテート事業
氷川の杜まちづくり協議会／JR環境空間「河童の森づくり」に関する支援／
さいたま・まちプラン市民会議2013～2014／見沼区民会議活動支援業務／
中央区区民会議活動支援業務／アートフルゆめまつり事務局支援／さいたま
カーフリーデー2014／大宮の街づくりを盛り上げるシンポジウム企画実施

市民活動支援事業
天沼住宅地区計画検討支援／浦和常盤8丁目地区計画検討支援／さいたま
市民自治フォーラム

その他の事業
さいたま市福祉のまちづくり推進協議会／さいたま市地域包括支援センター
運営協議会／さいたま市都市計画マスタープラン改定調査委員会／埼玉県
景観審議会／つくたまアクションプランの検討

つくたまは、都市づくりNPOさいたまの愛称です。つくたまは、市民のまちづくりへの参加を支援し、まちづくりの新たな価値の提案や、
具体的まちづくり活動を実践して、市民がまちづくりの中心にある社会を目指す特定非営利活動法人です。

つくたまの主な活動

都市づくりNPOさいたま情報紙「つくたま」の発行に
協賛を募集しています。

　協賛金10,000円でこの欄に協賛いただいた方の記事（広告やイベント告知等）
を掲載いたします。

都市づくりNPOさいたまは
正会員、賛助会員を募集しています。

●正会員（年会費10,000円）：当会の趣旨に従って事業に主体的に参画していた
だける個人の方で、法律上NPO法人の「社員」となります。年度一回の総会に
出席して議決権を有します。

●賛助会員（年会費5,000円/口・年度を1口以上）：当会の趣旨に賛同し、資
金的な支援をいただける個人または法人の方。法律上NPO法人の「社員」では
ありませんが、当会から情報提供を受けられます。

募
集

募
集

【主催】さいたま・まちプラン市民会議
【場所】さいたま市市民活動サポートセンター：多目的展示コーナー

【主催】NPO法人都市づくりNPOさいたま
【場所】浦和コミュニティセンター第8集会室

1

まちプラン市民会議有志が作成している「さいたま市まちづくりビ
ジョン（素案）」のパネル展示、資料配布、ミニサロンによる意見交換、
および意見収集　www.tsukutama.info

25

都市の農地はいかにして保全することができるか。芝浦工業大学名
誉教授、都市農地活用支援センター理事の水口俊典さんによる講演
と意見交換。　www.tsukutama.info

6

夏の交流イベント
「君だけのおもしろ市民活動図鑑をつくろう」

【主催】さいたま市市民活動サポートセンター
【場所】さいたま市市民活動サポートセンター
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多種多様な市民活動をわかりやすく伝えるための工夫を、来場した子どもたちに
評価してもらう企画。
www.saitamacity-support.jp/

7

【主催】さいたま市環境会議、さいたま市
【場所】氷川参道・平成ひろば
平成ひろばを会場に、涼エコライフの展示や体験、温度測定など。打ち水後は、
すずかぜコンサートを開催。
www.facebook.com/saitamacity.eco.committee

市民が考える
まちづくりビジョン19
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各お申し込み・お問い合わせは下記「都市づくりNPOさいたま」まで
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拠点地区形成型（18地区）

商業業務地区誘導型（9地区）

住宅地形成型（19地区）

住環境保全型（10地区）

スプロール住宅地整序型（5地区）
＊暫定逆線引き地区の処理

合計61地区

【制度の狙いと特徴】　都市計画法および建築基準法に基づく
都市計画のひとつ。用途地域規制に上乗せして、地区ごとのき
め細かいルールを定める制度。まちづくりの目的や方針を定め
る「方針」と具体的な制限を定める「地区整備計画」からなる。
【制限の内容】　地区の目的に沿って以下のメニューの中から選
択。道路、公園、緑地などの地区施設／建築物の用途／建築
物の容積率、建ぺい率の最高限度／敷地面積の最低限度／
壁面の位置の制限／高さの最高限度／建築物の形態、色彩等
の制限／垣又はさくの構造／緑地等の保全
【策定の手続き】　計画案の段階から関係者の意向を十分に
反映させることが定められている。また、住民等から地区計画
の策定を要請する制度も設けられている。
【地区計画の効力】　制限を条例に定めることにより、建築確
認の際の条件となる。

地区計画制度の概要

2006年5月8日決定、区域面積5.1ha、用途地域：１種住居／準工業
地域、制限内容：建物用途、敷地面積、建物高さ、色彩・意匠、垣柵

　1960年頃に土地区画整理事業が行われた区域。東は産業道
路、南は宮原駅前通線に面するが、内部は閑静な低層住宅地で
あった。2003年に地区中央の雑木林で12階建てのマンション
計画が発生、それに対する反対運動が起こった。紛争防止条例
による調停、訴訟と並行して、地区計画の検討を開始。2005年
の和解成立後、マンション敷地を含めた区域で地区計画が定め
られた。幹線道路沿道と内部住宅地等で、区域を細かく区分して、
高さ制限（10ｍ/15ｍ/20ｍ）等を定めている。
　マンション紛争だけに終わらずに、並行して地区計画による長
期的なまちづくりに取り組んだ
点が評価される。
【レポート：中津原努】

本郷町北・吉野町南地区（北区本郷町、吉野町）

2010年10月1日決定、区域面積5.5ha、用途地域：１種中高層専用地
域、制限内容：街区公園、建物用途、容積率、敷地面積、壁面の位置、
建物高さ、色彩・意匠

　1978年に事業者が建築協定付きで分譲した戸建て住宅団地。
建築協定は1989年に再認可をとり、10年後の1999年の自動更
新を経て2009年が期限となったが、協定からの穴抜けや更新の
労力軽減などに対応するため、2003年から地区計画への移行を
検討した。
　移行にあたっては協定の内容を強化することも検討したが、地
区内で意見が分かれた。また、協定では地盤に配慮して建物を木
造に制限していたが、地区計画では定められない。それらの課題
を解決するのに時間がかかったが、建築協定で定めていた主な内
容を地区計画として定めることができた。【レポート：石田武】

2009年12月22日決定、区域面積16.0ha、用途地域：2種中高層専
用地域、1種・2種住居地域、制限内容：建物用途、敷地面積、高さ制限（最
高高さ・北側斜線）、壁面位置の制限、垣又は柵の制限、色彩、広告物

　1978年に土地区画整理事業が完了した地区。８階建てのマン
ション建設、第二産業道路の整備に伴い住環境保全の機運が高
まる。市が街づくり推進条例を活用した地区計画策定を提案し、
芝浦工業大学の協力によるワークショップ開催等を経て、約1年
半という短期間で地区計画が
都市計画決定された。
　これには、昔からのコミュニ
ティの力が与っているとともに、
行政の積極的な支援があったこ
とも大きい。【レポート：桑田仁】

2009年3月31日決定、2012年3月29日変更（区域拡大）、区域面積
3.1ha、用途地域：近隣商業、1種住居制限内容：建物用途、敷地面積、
壁面の位置、建物高さ、色彩・意匠、垣柵

　浦和駅の徒歩圏にある当地区一帯は、マンションのデベロッ
パーの格好のターゲットとなっている。マンション反対運動を端
緒として、岸町５・６・７丁目の住民有志が岸町西部まちづくり協
議会を発足。2005年から広域での地区計画策定を目指して、住
民アンケートの実施、まちづくりの基本方針の話し合いや地区計
画素案づくりに向けて、熱心な会合を重ねた。
　しかし、異なる用途地域を抱える地区をまとめる合意形成の困
難性もあり、岸町５丁目の一部住民が先行して地区計画策定手
続きに踏み出し、市都市計画課の支援も得て2009年3月に計
画決定にいたった。2011年8
月には、岸町５丁目北地区の周
辺住民が合意形成を図り、区
域を拡大する形で変更決定を
している。【レポート：三浦匡史】

地区計画策定への取り組みをアピールする看板

学生たちと一緒に現地調査

低層住宅地の中に建設されたマンション

事例❶ 岸町5丁目北地区（浦和区岸町）事例❷

梅の郷地区（緑区東浦和）事例❸ 上尾市五番町地区（上尾市五番町）※さいたま市外の参考例事例❹

第1・2種
低層住居
1,582.3ha
（13.7％）

その他の一般住居系
（第1・2中高層、第1・2種住居、準住居）

7,942.4ha
（68.5％）

商業系
754.9ha
（6.5％）

一般工業系
1,258.3ha
（10.9％）

工業専用
50.1ha
（0.4％）

用途地域面積 11,588.0ha

さいたま市用途地域別面積における地区計画策定区域の割合

99.1ha
（6.3％）

704.3ha（8.9％）
（3.7％）
46.9ha

239.8ha
（31.8％）地区計画策定区域

1,090.1ha

※緩い用途地域のみの区域 8,964.6ha
　（用途地域面積の77.4％）

（7,238.1ha） （515.1ha）（1,211.4ha）　

※高度地区指定（15m/20m）
　地区計画区域以外の一般住居系区域

浜市では41.3％）、それと地区計画策定区域（方針のみの

区域を除く）を合わせた区域以外の80％近い部分では、

最低限の用途地域の規制しかない。そのため、どこでも

高層のマンションが合法的に建てられる状態で、各地でマ

ンション紛争が起こった。

　2013年に住居系用途地域に対する高度地区（高さ制

限15ｍ／ 20ｍ）が導入されたが、それとて地域住民が望

む将来像を保障するには不十分だと言わざるを得ない。

住環境保全型地区計画
　既成市街地における住環境を保全する地区計画は全部

で11地区、そのほとんどは2003年のさいたま市誕生以

降のものだ。

　住環境保全型の地区計画では、計画の発意から規制

内容の検討まで、地域住民等が主体となって取り組む必

要がある。また、既成市街地であるがゆえに関係者の意

向もさまざまであり、合意の形成が難しい。最初の例であ

る「皇山地区」においても、1984年の発意から冷却期間

を含めて成立までに13年を要している。

　なかなかハードルは高いが、その困難を克服した事例

に学んでみよう。

地区計画の活用状況
　地区計画制度は、1980年の都市計画法・建築基準法

の改正により、地区ごとのきめ細かな土地利用規制制度と

して創設された。さいたま市（旧４市）では、埼玉県の積

極的な指導もあり、全国の先頭を切って導入が図られた。

1982年の「南浦和駅西口地区」から2013年の「中島2丁

目地区」まで、合計61地区で地区計画が策定されている。

　当初は、駅周辺地区の商業業務地区誘導と区画整理

地区での住宅地形成が主だった。それは、20世紀後半の

人口増加、都市拡大時代の都市づくりの方向に対応して

いたが、21世紀の低成長時代おいては、出来上がった環

境を保全し修復していくまちづくりが重要になってきてい

る。既存住宅地の環境を保全する地区計画は、1997年

の「皇山地区」が最初である。

　さいたま市は、住居系用途地域における「第1種・2種

低層住居専用地域」の割合が13.7％と極めて小さく（横

さいたま市の
地区計画を
考える
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地区計画活用への提案
　成熟社会のまちづくりにおいては、地域ごとに住み続け

られる、住み続けたくなる環境を、市民が主体となって確

保していくことが重要だ。突然マンションの計画を告げら

れてからでは遅い。良好な環境を守り育てていくことは、

地域の資産価値を高めることになる。

地区計画活用のタイプ
　次のような活用が期待される。

①古くからの良好な低層住宅地の環境の保全：中心部に
近い旧市街地の用途地域制限は極めて緩い場合が多い

が、住宅都市・さいたまのアイデンティティとしてその環境

を保全していく。

②伝統的な街並みを保全：与野本町、岩槻、大門などで、
地域の記憶を活用した個性あるまちづくりが可能ではない

か。岩槻の市宿通りでは、「まちづくり規範」というガイドラ

インをつくって、建築物の誘導を行っている。

③地域の視点から適切な建物高さを指定：高度地区が
指定されたが、制限が緩すぎるという地域が少なくない。

都市全体の計画ではなく、地区の視点から適切な高さ制

限を選択することが考えられる。

④人口減少に伴う郊外住宅地等の環境管理：空き地・空
き家の活用、施設の保全活用、緑地の保全等を含めて、

地区計画によって環境を維持管理していくこと（エリアマ

ネジメント）が考えられないか。

地区計画活用の留意点
　場合により、あまり完璧な内容を求めず、地域の関係者の

合意が可能な範囲を見極めることが重要だ。60点の内容で

もそれがなければ、環境の悪化がどんどん進んでしまう。

　また、地区計画を定めた後、地域住民等が計画を管理

していくことが重要。内容の充実とともに、より広いコミュ

ニティづくりにつながる。そのためにも、自治会が積極的

に関与していくことが望まれる。

住民主体の地区計画策定を支援する方策
　制度の説明だけではなく、問題意識の発掘から、規制

内容の見極め、関係者の合意形成、行政への提案に至る

プロセスを、事例を含めて説明するガイドブックが必要だ。

また、地区計画の策定を含めて、市民・住民主体のまちづ

くりを支援する中立的な専門家による「まちづくり支援セ

ンター」、それらの基となる「地域まちづくり条例」の制定

が望まれる。

　つくたまは、地域住民等の発意、主導による地区計画
づくりを支援していきます。是非相談してください。
【文責：中津原努】

さいたま市タイプ別
地区計画分布図

皇山地区（1997）、宮原団地地区（2005）、大原1丁目弁天下地
区（2005）、本郷町北・吉野町南地区（2006）、領家1丁目地区
（2006）、浦和西高台地区（2008）、岸町5丁目北地区（2009）、
やつしま地区（2010）、梅の郷地区（2010）、日生浦和地区（2012）
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浜市では41.3％）、それと地区計画策定区域（方針のみの

区域を除く）を合わせた区域以外の80％近い部分では、

最低限の用途地域の規制しかない。そのため、どこでも

高層のマンションが合法的に建てられる状態で、各地でマ

ンション紛争が起こった。

　2013年に住居系用途地域に対する高度地区（高さ制

限15ｍ／ 20ｍ）が導入されたが、それとて地域住民が望

む将来像を保障するには不十分だと言わざるを得ない。

住環境保全型地区計画
　既成市街地における住環境を保全する地区計画は全部

で11地区、そのほとんどは2003年のさいたま市誕生以

降のものだ。

　住環境保全型の地区計画では、計画の発意から規制

内容の検討まで、地域住民等が主体となって取り組む必

要がある。また、既成市街地であるがゆえに関係者の意

向もさまざまであり、合意の形成が難しい。最初の例であ

る「皇山地区」においても、1984年の発意から冷却期間

を含めて成立までに13年を要している。

　なかなかハードルは高いが、その困難を克服した事例

に学んでみよう。

地区計画の活用状況
　地区計画制度は、1980年の都市計画法・建築基準法

の改正により、地区ごとのきめ細かな土地利用規制制度と

して創設された。さいたま市（旧４市）では、埼玉県の積

極的な指導もあり、全国の先頭を切って導入が図られた。

1982年の「南浦和駅西口地区」から2013年の「中島2丁

目地区」まで、合計61地区で地区計画が策定されている。

　当初は、駅周辺地区の商業業務地区誘導と区画整理

地区での住宅地形成が主だった。それは、20世紀後半の

人口増加、都市拡大時代の都市づくりの方向に対応して

いたが、21世紀の低成長時代おいては、出来上がった環

境を保全し修復していくまちづくりが重要になってきてい

る。既存住宅地の環境を保全する地区計画は、1997年

の「皇山地区」が最初である。

　さいたま市は、住居系用途地域における「第1種・2種

低層住居専用地域」の割合が13.7％と極めて小さく（横

地区計画活用への提案
　成熟社会のまちづくりにおいては、地域ごとに住み続け

られる、住み続けたくなる環境を、市民が主体となって確

保していくことが重要だ。突然マンションの計画を告げら

れてからでは遅い。良好な環境を守り育てていくことは、

地域の資産価値を高めることになる。

地区計画活用のタイプ
　次のような活用が期待される。

①古くからの良好な低層住宅地の環境の保全：中心部に
近い旧市街地の用途地域制限は極めて緩い場合が多い

が、住宅都市・さいたまのアイデンティティとしてその環境

を保全していく。

②伝統的な街並みを保全：与野本町、岩槻、大門などで、
地域の記憶を活用した個性あるまちづくりが可能ではない

か。岩槻の市宿通りでは、「まちづくり規範」というガイドラ

インをつくって、建築物の誘導を行っている。

③地域の視点から適切な建物高さを指定：高度地区が
指定されたが、制限が緩すぎるという地域が少なくない。

都市全体の計画ではなく、地区の視点から適切な高さ制

限を選択することが考えられる。

④人口減少に伴う郊外住宅地等の環境管理：空き地・空
き家の活用、施設の保全活用、緑地の保全等を含めて、

地区計画によって環境を維持管理していくこと（エリアマ

ネジメント）が考えられないか。

地区計画活用の留意点
　場合により、あまり完璧な内容を求めず、地域の関係者の

合意が可能な範囲を見極めることが重要だ。60点の内容で

もそれがなければ、環境の悪化がどんどん進んでしまう。

　また、地区計画を定めた後、地域住民等が計画を管理

していくことが重要。内容の充実とともに、より広いコミュ

ニティづくりにつながる。そのためにも、自治会が積極的

に関与していくことが望まれる。

住民主体の地区計画策定を支援する方策
　制度の説明だけではなく、問題意識の発掘から、規制

内容の見極め、関係者の合意形成、行政への提案に至る

プロセスを、事例を含めて説明するガイドブックが必要だ。

また、地区計画の策定を含めて、市民・住民主体のまちづ

くりを支援する中立的な専門家による「まちづくり支援セ

ンター」、それらの基となる「地域まちづくり条例」の制定

が望まれる。

　つくたまは、地域住民等の発意、主導による地区計画
づくりを支援していきます。是非相談してください。
【文責：中津原努】

さいたま市まちづくりセミナーの実施実績

年度 主な内容等
H16 講師として講義のみ参加
H17 現地を調査してまちづくりの取り組み方を学ぼう！
 対象地:与野本町、浦和岸町、浦和領家
H18 現地を調査してまちづくりの取り組み方を学ぼう！
 対象地:高沼用水、氷川参道
H19 現地を調査してまちづくりの取り組み方を学ぼう！
 対象地:本郷町北・吉野町南、岩槻市宿通り、
 浦和駅東口周辺
H20 基礎からわかる！良好な住環境のルールづくり
 まちづくりすごろくの作成
 対象地:北浦和東口周辺
H21 "マップづくり"から「まちづくり」を始めよう！
 基礎講義、事例・マップ紹介とマップづくり
H22 まち歩きでまちの魅力を発見
 対象地:浦和駅東口周辺
H23 まち歩きからプランづくりまで
 地区まちづくり計画の作成
 対象地:氷川参道周辺
H24 みんな納得！まちづくりプランにチャレンジ
 地区計画案とまちづくりすごろく作成
 対象地:北浦和東口周辺

セミナーで作成された《まちづくりすごろく》の例

セミナーでのまちあるき、現地調査 セミナーで作業する参加者たち

研修と同様に現地調査とワークショップを通して、まちづくり

の提案を行うプログラムを体験する機会を設けた。平成20

年は良好な住環境のルールづくりにテーマを絞り、それに関

連する学習の機会や現地調査を行うとともに、グループワー

クの成果としてはルールづくりの進め方を《まちづくりすごろ

く》としてまとめ、プロセス整理や合意形成の図り方について

考える機会を設けた。さらに、平成21年から24年にかけて

は年毎に初心者向けから経験者向けへと対象層を段階的に

分けたプログラムを展開した。

　これらの講座では、まち歩きという要素を盛り込むことによ

り、まちづくりを考える敷居を低く設け、それを手がかりに将

来像を提案したり、合意形成に至るまでのプロセスを想定し

たり、実践的な検討へと導けるように配慮した。机上の体験

ではあるが、参加者には市民が自分たちのまちのまちづくりに

ついて考えて、地域で議論していくための素地をつくることが

できたのではないかと感じている。

専門家派遣
　市民からの住環境の保全などについての相談はつくたまメ

ンバーが直接受ける機会もあるが、専門家派遣制度がある

市ではそれを活用して継続的に検討に関わることもできる。

制度の運用については市によって多少の違いもみられた。

　上尾市や草加市においては、市民からの相談を市が受け

ながら、地区計画の策定に進めそうな地区について、市から

専門家の派遣を行うという運用を行っていた。派遣に至る地

区数は多くないものの、専門家派遣によりまちづくりの気運を

高めたうえで、市職員も検討に加わって地区計画の策定に

至っている。

　さいたま市では市民から受けた相談について、まずは専門

家を派遣するという傾向が感じられる。専門家派遣をきっか

けとして地元組織が主体的に取り組んだ結果、地区計画策

定に至った地区もでてきているが、そこまで至らなかった地区

もある。なお、さいたま市では専門家派遣をきっかけにつくた

まとの交流が始まった地区の関係者をまちづくりセミナーで講

師として招くなどの交流も行うことができた。

　これらの派遣を通して共通して感じられたことは、技術的

なアドバイス以上に地区内での合意形成に対してのマネジメ

ントが重要だということである。

今後の展開と課題
　ここで紹介したまちづくり講座の開催、専門家派遣は行政、

専門家、市民の連携という点では一定の役割を果たしたが、

市民主体のまちづくりの普及のために十分機能しているとは

言えない面もある。

　今後は市民主体のまちづくりについて、段階に応じたよりき

め細かなサポートが必要であると感じられる。自分たちのまち

にどのような課題があるか気づくための情報提供、気づいた

まちの課題に対しての地域でのまちづくり活動の機運づくり、

地域でのまちの将来像の共有、将来像を実現、担保するた

めの地区計画の策定など、講座の開催や専門家派遣だけで

は全てをサポートできない。つくたまでは、行政の支援制度と

してだけでなく、直接地域の人 と々の交流を図りながら、段

階に応じた多様な活動を展開して、まちづくりを進めていきた

いと考えている。 【文責：石田武】

　つくたまでは市民主体のまちづくりを支援するための様々
な活動を行っているが、市民によるまちづくりの取り組みの
きっかけをつくる機会としてまちづくり講座の企画運営を
行ってきた。また、実際に住環境の保全などに取り組んでい
る地区では専門家として市民とともにまちづくりのあり方につ
いて考えてきた。
　これらの活動は自主事業として実施したものもあるが、行
政と連携したものについては、より体系的、組織的に取り組
むことができた。そのような活動を通して、市民との交流が
生まれただけではなく、つくたまのメンバーも専門家としての
能力やその活かし方を向上させることができたし、行政との
関係構築にも一定の役割を果たしてきたと感じている。
　ここではそのようなプロジェクトの一端を紹介する。
魅力あるまちづくり研修の企画運営
　つくたま設立から間もない平成14年から平成17

年にかけては、彩の国さいたま人づくり広域連合の自治人材

開発センター主催の魅力あるまちづくり研修の企画運営を

行った。川越の中心市街地（2回）、大宮氷川参道周辺、深

谷の旧宿場町を対象地として、4日間の日程で、県職員、市

町村職員、公募県民を研修生として、現地調査とワークショッ

プを通してまちづくりの提案を行うプログラムを体験する機会

を設けた。様々な立場のメンバーが現地調査を交えつつグ

ループワーキングを行う体験は公務員でもあまりない機会と

なったようだ。また、この研修をきっかけとして草加市でも市

民を対象とした同様の講座を開催するなどの展開もみられた。

さいたま市まちづくりセミナーの企画運営
　続いて平成17年から平成24年にはさいたま市で行ってい

るまちづくりセミナーの企画運営を行った。こちらはまちづくり

に関心のある市民を対象として、平成17年から19年にかけ

ては、市内の様 な々市街地を題材として、魅力あるまちづくり

市民まちづくりへの支援活動
まちづくり講座と専門家派遣つくたまプロジェクトレポート
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DATA

新築の店舗（右）と
曳き家して保存された商家（左）

軒を切って改築された和菓子店

つくたま
事務局メンバー

市宿通り
道路整備協議会

【会員数】 一般52名
【代　表】 萩原良咲さん

【住　所】 さいたま市岩槻区本町1-15-
7（萩原電機内）

【T E L】 048-756-0407

【E-mail】 r.hagiwara@hagiden.jp

【設　立】 1996年 【法人形態】 任意団体

2

　市宿通りは日光御成道の一部で、その名のとおり「市」が立ち、
城下町岩槻の商業の中心として大きな商家が軒を連ねる通りだっ
た。この通りは旧国道16号線で、1955年（昭和30）に幅員16ｍ
の都市計画道路（岩槻中央通り線）が決定されている。
　道路の拡幅により古くからの商家が移動や改築を余儀なくされ
るとともに、駅前再開発等によって、当地域の賑わいも失われつつ

あった。そこで、道路整備を推進するとともに、市宿らしい街並み
の再生と商業の活性化を目指すために、1996年、沿道関係者等
の有志により当協議会が立ち上げられた。
活動の目標は以下の４つ。（設立趣意書より）
●住みよい環境／●楽しい商店会／●交通安全対策／●豊かな
街づくりを目指して

会の設立と活動の趣旨

　道路建設事業に関する協議とともに、協議会内に景観部会を設
置、26回に及ぶ勉強会やワークショップ、先進地視察をもとに「市
宿通りまちづくり規範」を作成し、市宿らしい建物の誘導を行っている。
　「まちづくり規範」は、1.規範の目的、2.規範の範囲、3.規範の基本
方針、4-1.規範の対象、4-2.建物や工作物の整備と保全、5.公共施
設、からなる。強制的な規制ではないが、「市宿らしいまちづくり」の
考え方を示すとともに、建物の色彩や形態、壁面後退等、望ましい
設え方をスケッチで具体的に示している。
　「まちづくり規範」作成後、道路拡幅に伴って改築あるいは新築さ
れた建物は約50軒にのぼるが、その大部分に規範が取り込まれて
いる。しかし、さいたま市に合併後は、「規範」のことを知らずに建て
られる場合がある。
●1998年10月：まちづくり規範の検討開始
●2000年3月：「市宿通りまちづくり規範」策定
●2002年～：まちづくり規範の周知看板等を設置

●2004年～：まちづくり委員会による新築家屋の審査を実施
●2005年11月：さいたま市景観協力賞 受賞
●2005年～：「まちかど雛めぐ
り」に協賛、パネル「市宿の昔
と今」、八雲神社宝物の展示
●2011年：道路形態（街路樹、
街路灯、舗装、ボラード等）
に関する意見書を提出
●2012年：市宿通り観光みど
ころマップを設置
●2014年：日光御成街道の由
来・歴史・高札所跡・問屋場
の案内板の設置

これまでの実績や主な成果

　都市計画道路の計画決定から60余年、現在南側歩道の整備
がほぼ完成し、北側の整備が進行中です。その間、市宿通り道路
整備協議会では、宿場町の特徴を後世に残すべく「まちづくり規
範」をつくり、それに沿ったまちづくりを進めてきました。残念なが
ら買収後に駐車場への転換が多く見られ店舗数が減少しているこ
とに不安を感じていますが、日光御成道としての歴史を生かし、神

社仏閣、資料館、蔵造をアピールして、多くの外来者をお迎えして
賑わいの創出を目指していきたいと思います。
　最近、改めて行政から将来に向けた街並み景観整備の提案が
なされ、現在検討中です。当地区もオーナーが高齢化しており、次
世代を担う後継者問題に頭を悩ましていますが、特に「おもてなし」
の心を大切にしていきたいと痛感しております。 【萩原良咲】

今後の課題や方針

2
今回は、つくたまの事務局を担っている４名をまとめてご紹介。それぞれの専門性やこ
だわりに関する「自己紹介」と、ひととなりが垣間見える「他己紹介」です。

　　　　　　　　　　の巡り順でコメントしています。

●他己紹介
三浦さんの元 の々専門は建築ですが、地域福祉を含めて幅広く市
民活動の支援に活躍しています。特に、ワークショップにおけるファ
シリテーショングラフィックは誰もが賞賛するところです。責任感が
強く完璧主義者で、事務局長としてつくたまの事務管理にも手を抜
かず、少しオーバーワークではと心配しています。そんな彼が、浦和
レッズの応援となるとムキになっているようなのが微笑ましい限り。
●自己紹介
当事者参加のまちづくりを進めること、市民自治の社会づくりを
目指すことが、私がまちづくりに係わるうえでの主題です。都市
づくりNPOさいたまが、多様な意見や見識を持つ人々がしっか
りと話し合う熟議の場を運営できるよう、私自身はコーディネー
ターとしてのスキルを高めて貢献したいと思います。

●他己紹介
中津原さん足取りは軽い。氷川参道、さいたま百景、まちプラン
市民会議の様々な場で、市民の方 と々活動を行っている。街に
吹く風は逆風が多いが、柔軟に粘り強く対応していく姿勢は心
強い。プランナーとしての見るまなざしと身体を動かすバランス
感覚が両立し、市民の視点を大事にしている。
●自己紹介
長い間都市計画のプランナーとして、国の仕事を含めて全国各
地の調査・計画に携わってきましたが、さいたま市誕生の前後
からは、つくたまをベースにほぼ地域のまちづくりだけに関わっ
ています。日本の政治経済が変な方向に動いていく中で、自分
がやれる一番確かなことは地域での活動かなと考えています。

中津原 努
1944年生まれ。有限会社中津原都市研究室代表、
都市づくりNPОさいたま 副理事長、さいたま・まち
プラン市民会議 座長。

●他己紹介
若林さんは、アクティブシニア代表のような“まちづくり実践派”
の方です。埼玉県を中心に古い建築物への愛と造詣がとても
深く、話し始めると止まりません。退職後、その活動範囲はま
すます拡大中。作業所とボランティアのコラボ企画「クッキープ
ロジェクト」では店長も務めています。
●自己紹介
住みやすく、快適な地域づくりに市民目線で関わっていきたい。
つくたまに加わり、市内の各地で地域づくりに携わる方 と々知り
合うことができたことが大きな財産だと思う。そして、多種多彩
なつくたまメンバーの自分とは違う視点や持ち味に触れるのは
面白い。1人ではなかなか実現できないことに、考えを共有する
人たちと取り組んでいくことを更にすすめていきたい。

●他己紹介
安部さんは、生態系、生きものの視点から、常に何か新しいこ
とを目指しています。大宮生まれ大宮育ちの生粋の大宮っこ。
アルディージャの熱狂的サポーターでもあり、ほとばしる大宮
Loveで地域活性化に日々奔走しています。
●自己紹介
Think Globally, Act Locallyが私の信条です。専門は「景観
生態学」（自然と共生したまちづくり）です。以前は環境コンサ
ルタントに勤めていましたが、環境分野からのアプローチだけ
ではなかなかまちは変わらないことを痛感。皆が真剣にまちの
ことを考えれば、結果として自然と共生したまちづくりは実現で
きると信じ、まずはそれぞれが自分のまちを好きになるための
さまざまな仕掛けを展開しています。

三浦 匡史
1965年生まれ。個人事務所地域生活デザイン代表。
特定非営利活動法人さいたまNPOセンター理事など。

安部 邦昭
1973年生まれ。エバーグリーン・プランニング代表、
大宮経済新聞デスク、認定NPO法人生態工房理
事長ほか。

若林 祥文
自治体職員OB。住まいと居住計画に関心がある。
他に、NPO水のフォルム会員、日本建築学会埼玉
支所幹事。

中津原 三 浦

若 林 安 部
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