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暮らしのカケラ ⓫ 「これが私」 角田光代
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Special Interview 未来を照らす

これが私

白石麻衣

さん 乃木坂46

私
には苦手なことがいくつもあるが︑そのなかに︑コーディネー

トというものも確実にある︒部屋を片づけるのも掃除するのも

苦ではないが︑見栄えよくすることができない︒好き嫌いはけ

っこうはっきりしているので︑家具などの統一感ならあると思う︒でも︑

何かこう︑垢抜けない︒

乱雑でも落ち着く部屋というものがある︒それはもうセンスの問題だ︒

センスのいい乱雑さだから︑客人は落ち着く︒私にはそういったセンスが

いっさいない︒乱雑にすればただの乱雑な部屋になり︑片づければ︑片づ

じめてひとり暮らしをはじめたとき︑ちっともすてきではない

ワンルームを見まわして︑
﹁私が貧乏だからいけない﹂と思っ

いているだけの部屋になる︒

は
ていた︒かぎられた低予算で︑部屋の賃料を払い家具その他を

揃えるわけだから︑自分の思い描くようになるはずがない︒いつかもっと

年齢を重ねれば︑部屋も広くなるだろう︑部屋はもっとすてきになるだろ

う︒そう信じて二十代︑三十代と引っ越しをくり返した︒くり返しながら︑

インテリア雑誌などをいそいそと買ってうっとりと眺めていた︒

たしかに年相応に部屋は広くなり︑間に合わせの家具ではなくなった︒

では部屋はすてきになったかといえば︑ならない︒それで気づかざるをえ

なかった︒私にはコーディネートの才がない︑センスがない︑むしろ苦手

近になってさらにショックを受けたことがある︒私は家での宴

会が好きで︑若いときからしょっちゅう友人たちを招いて宴会

分野だ︑と︒

最
をしているのだが︑この宴会時のテーブルまわりにも︑才のあ

るなしが関係していると今さら気づいたのである︒私は今の今まで︑三十

31

年間も︑宴会時にテーブルを見栄えよくするなどと考えたことはなかった︒

30

ただ取り皿とグラスを配り︑料理をどーんどーんと真ん中に置く︒テーブ

30

ルセッティングという言葉があると知ったときは衝撃だった︒

新連載

たしかに︑友人宅に招かれたとき︑なんだかテーブルはきれいだった︒

栗原心平のオトコめし❶ チキンドリア
素敵に飾るインテリアグリーン❶ 貝賀あゆみ
大きなグリーンを部屋のシンボルツリーに
防災、待ったなし！❶ 高荷智也
想定外にしない！ ハザードマップで災害危険度を把握しよう

レストランみたいだった︒お花が飾ってあった︒お皿の上にお皿がのって

29

いたりした︒テーブルクロスではない布がたくさん敷いてあった︒数々の

ＵＲのまち あのまち・このまち・歩いてみよう！ その
小倉城・勝山公園周辺
（福岡県北九州市）

食卓が思い浮かんでは消える︒

27

く自分を恥じた私は︑一度︑テーブルセッティングに気をつか

ＵＲのまちづくり最前線⓭⓮
鉄道と宅地を一体的に開発・整備。子育て世代の共感を得るまちに 千葉県流山市
リノベーションを通して、まちを活性化するプロジェクトが進行中 広島県福山市

ってみようとしたが︑無理だった︒花も飾ったが︑酔っ払って

23

深
だれかが倒しそうなので︑早々にテーブルから撤去し︑気がつ

09 UR-DIY 賃貸でもかなう DIYでつくる自分好みの住まい
11 UR×MUJI 団地の良さを生かした部屋でシンプルに暮らす
13 大学とコラボ
自分らしく手を入れて暮らせる DIY対応リノベーション住宅
仕切り板の開閉で自在に変化するモダンな空間
女子大生の感性で団地に新しい風を吹き込む
18 近居 URが好きだから、ここで子育て 近くに住んで、みんなハッピーに
19 洗練された暮らしを楽しむ住まい
21 UR-DIY部

けば︑テーブル中央に大皿がどーんどーんだった︒テーブルセッティング

個性あふれる団地暮らし

を本気で習おうかなと思ってみたが︑部屋と同じ︑才がなければ勉強して

特集 自分らしく楽しむ

もどうにもならないに違いない︒いっそ︑これが私らしさだと開きなおる

07

ことにしたほうがいいかもしれない︒

アイドルから役者まで
仕事を楽しみながら大きく羽ばたく一年にしたい

復興の
「今」
を見に来て！⓲
JR常磐線全線再開とともに新しいまちづくりが加速 福島県双葉町
かくた・みつよ

33

届け！笑顔⓬ AKB48「誰かのために」
プロジェクト 東北復興支援
宮城県丸森町、福島県いわき市
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表紙の世界
子どもが小さい頃、
よく過ごしたDIY好きな
友人の部屋には、
その人そのもののような
温もりがあり、
とても居心地が良かったことを
思い出しながら描きました。
イラストレーション

小林マキ

作家。1967年、神奈川県
生まれ。早稲田大学第一文
学部卒業。1990年
「幸福な
遊戯」で海燕新人文学賞を
受賞しデビュー。
『対岸の彼
女』
（文藝春秋）
での直木賞を
はじめ著書・受賞多数。最
新刊は
『希望という名のア
ナログ日記』
（小学館）
。

photo・T.Tetsuya
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1

未来を
照らす
23

Mai
Shiraishi

日本を代表するアイドルの一人︑白石麻衣さん︒
﹁乃木坂 ﹂
からの卒業を発表︒女優業でも新境地を開き︑
さらに新たな仕事にも挑戦したいと意欲的です︒
２月に公開される映画のお話から︑インテリアへのこだわり︑
そして将来を見据えたお話まで︑たっぷりと伺いました︒
46

乃木坂

46

人気ＳＮＳミステリー映画
ヒロイン役を熱演

女性です︒
感情移入しや
すい役柄でした

の殺人鬼﹂で︑千葉雄大さん演

を落としただけなのに 囚われ

っと逆のタイプ

ら︑私とはちょ

いるかといった

が︑自分に似て

じる主人公︑加賀谷 学の恋人

かな︒美乃里は

月 日公開の映画﹁スマホ

役︑松田美乃里を演じています︒

どちらかという

ありましたが︑中田監督と一緒
にお話ししながら美乃里を作っ
ていけたので︑すごく勉強にな
りました︒
試写を見た方から︑美乃里の
ファッションが若い女性の参考
になる︑というお話をいただい
たのもうれしかったです︒オフ

いろんな事件が起きるなかで︑

不満をつのらせています︒でも︑

はっきりしない加賀谷に対して︑

経つのに︑二人の将来について

にない部分を﹁かっこいいな﹂

じていて憧れるというか︑自分

えないタイプ︒それだけに︑演

分からははっきり意見などを言

と積極的な女性ですが︑私は自

ー ン で は︑
﹁恐怖感マックス

ょう﹂と言われました︒怖いシ

かなヒロインを一緒に作りまし

に﹁
﹃ 喜 怒 哀 楽 ﹄の 感 情 表 現 豊

中田秀夫監督からは︑撮影前

映画ではスマホを通して事件

ただけるとうれしいです︒

性らしいファッションも見てい

ときなど︑ＴＰＯに合わせた女

にお呼ばれしたとき︑デートの

ィスでお仕事するときや結婚式

加賀谷を支えながら一緒に立ち

が展開しますが︑今の時代︑ス

向かっていく︒弱い部分を持ち

じていました︒

で！﹂ と リ ク エ ス ト さ れ た り

ながらも︑強い芯を持っている

とか︑
﹁ す ご い な ﹂と 思 っ て 演

2018年に映画化され、スマホ世代の圧倒的な共感を集めた衝撃作品
『スマホを
落としただけなのに』
の続編。原作は志駕晃の
『スマホを落としただけなのに 囚
われの殺人鬼』
（宝島社文庫）
。
監督：中田秀夫、脚本：大石哲也、出演：千葉雄大・白石麻衣・鈴木拡樹・田中
哲司・成田凌・井浦新など。2月21日
（金）
全国東宝系にてロードショー
©2020映画
「スマホを落としただけなのに２」
製作委員会

マホはすごく身近なものなので︑

3

︵笑︶
︑難しいところもたくさん

「スマホを落としただけなのに 囚われの殺人鬼」

仕事を楽しみながら
大きく羽ばたく一年にしたい

さん

白石麻衣
アイドルから役者まで

Special
I nt e r v i e w

美乃里は︑付き合い始めて 年
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阿部民子＝構成、青木 登＝撮影
UR PRESS vol.60
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2

しらいし・まい

かなど︑見どころは盛りだくさ

谷と美乃里の関係がどうなるの

見ていただきたいですし︑加賀

ない展開なので︑推理しながら

犯人が誰なのか最後までわから

という警鐘にもなっています︒

扱い方には気を付けなければ︑

も少しずつ増やしていけたらい

も多かったので︑今後は女優業

お芝居をやらせていただく機会

つには絞れないですね︒昨年は

ンルのお仕事も楽しいので︑一

れますが︑基本的にはどのジャ

どのお仕事が好きなのかと聞か

お仕事も増えてきました︒よく︑

のように一緒にいるので︑家族
以上というか︑一番安心できる

ソファの角︵笑︶
︒脚 を 伸 ば し

やグラビア︑役者など︑個人の

事のほか︑ファッションモデル

出演されていますね︒こんなお

葉雄大さんはＵＲさんのＣＭに

くて︑一人ご飯には行けないタ

行動するのはあまり得意じゃな

オフのときは︑お部屋で過ご

していいお部屋があるんですね︒

らい休めたら海外︑今はラスベ

旅行に行きたいです︒ 週間く

46

スをためないように︑できるだ
け体を休めるように気を付けて
います︒食べたいものを食べて︑

グループでいるときはリラック

イプ︒人といるのは好きですし︑
楽を聞きながら︑ゆっくりと汗

て︑スピーカーを持ち込んで音

お風呂では好きな入浴剤を入れ

ちゃんとお風呂につかります︒

スして１つの輪の中にいる感じ
をかくまで入っているので︑気
が付くと 時間くらいたってい

ったらいいなという気持ちもあ

が他のメンバーの活動につなが

も緊張感があります︒私の活動

いるという意味も含めて︑とて

ョップや雑貨屋さんをよくのぞ

は時間があると︑インテリアシ

す︒インテリアは大好き︒以前

お部屋はすごく大切にしていま

くつろぐ場所として︑自分の

ることもあります︒

って︑いっそう気合いが入りま
も頻繁にしたいのですが︑なか

いていました︒本当は模様替え

最近は年下のメンバーも増え
なか行動に移せなくて︑今はち
お部屋では心地よく︑リラッ

ましたが︑乃木坂はみんな本当
という感じではありません︒一
クスできる空間になるように自

ょっとお休みしています︒

番下の子は 歳で︑一回り年が

に仲が良くて︑あまり先輩後輩

す︒

事は︑グループを背負って出て

それに対して︑一人でのお仕

です︒

１９９２年生まれ︑群馬県出身︒
乃木坂 のメンバーとして活躍する一方︑
女優︑ファッションモデルなど仕事の幅を広げている︒

ん︒ぜひ最後まで注目してくだ
いなと思っています︒
乃木坂 のメンバーとは毎日

さい︒

乃木坂 のメンバーは
家族以上の存在

て寛ぎながら︑映画を見たりし
しゃれなお部屋がＤＩＹででき

場所です︒私はもともと一人で

てゆっくり過ごすのが︑最高の
るなんて︑すごくステキ︒自分
流のお部屋が作れて楽しそうで
す︒

の棚を自分で作ったり︑楽しい
すこともありますし︑外に出て

今年も楽しみながら
いろんなことに挑戦したい

ですよね︒好きなことをやって
お買い物したり︑映画を見るの
も好きですね︒
もしも長いお休みができたら︑

そういえば︑映画で共演した千

ＵＲさんの団地にも︑ＤＩＹ

りますから︒

いるときは︑ストレス発散にな

るんですよ︵笑︶
︒組 み 立 て 式

いる電動ドライバーも持ってい

す︒アタッシュケースに入って

が︑実はＤＩＹも大好きなんで

意外に見えるかもしれません

リラックスタイムです︒

最近は乃木坂 としてのお仕

46

ちで︵笑︶
︑可 愛 い な と い う 目

対しては︑つい親のような気持

離れているんですが︑その子に

好きな作家さんというのではな

をたくさん飾っています︒特に

大好きなので︑壁には好きな絵

分なりに工夫しています︒絵が

く︑お店などでパッと見て︑
﹁こ
れ可愛い！﹂
﹁ お部屋に飾りた
い！﹂と思ったものを選んでい

て︑渓谷の間から一瞬だけ幻想

ンテロープ・キャニオンといっ

ーもいっぱい見たいですし︑ア

ガスに行ってみたいです︒ショ

ことですか？ なるべくストレ

ですし︑ヒット祈願もして︑ぜ

で︑一生懸命ＰＲしていきたい

鬼﹂の映画公開が控えているの

しただけなのに 囚われの殺人

２０２０年は﹁スマホを落と

お部屋の中で好きな場所は︑

ます︒

的な光が差し込む場所があるそ

たいです︒

ひたくさんの方に見ていただき

たいです︒

たいです︒この仕事をしていな

なので︑結婚しても仕事は続け

していたいですね︒仕事は好き

像がつかないですけど︑結婚は

なっているか︑今はまったく想

なシリアスな役もやりたいです

お仕事でも︑今回の映画のよう

ちろん︑雑誌のお仕事や演技の

いです︒アイドルのお仕事はも

にいろんなことに挑戦してみた

楽しんでお仕事しながら︑さら

そして︑自分らしいペースで

かったら保育士を目指していた

し︑逆に︑コメデイ系にも興味

将来ですか？

くらい子どもが大好きなので︑

があります︒いろんな役を演じ

ています︒

W E B U R PR E S S

られるといいなと思っ

も新たな自分を見つけ

い︒そして︑自分自身

麻衣を見ていただきた

ージを破るような白石

ながら︑今までのイメ

子どもは絶対にほしいですね︒

年後はどう

うなんですが︑そこに行ってみ

美容のために気を付けている

くつろげる空間づくり
お部屋のインテリアを工夫

線で見てしまいます︒
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1

「UR PRESS」
オンライン
版で、パソコンやスマー
トフォンから白石麻衣さ
んのインタビュー動画が
ご覧いただけます。
（2020年4月末まで）

1
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自分らしく楽しむ

特集

DIYで自分好みに
アレンジした部屋に︑
大学生のアイデアをもとに
リノベーションした
今どきの部屋⁝⁝など︒
﹁これって団地の部屋？﹂
と
驚くようなＵＲの賃貸住宅が
次々に誕生しています︒
個性あふれる住宅で︑
暮らしを楽しむ方々を
訪ねました︒

個性あふれる

団地暮らし

7
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安心してＤＩＹに
挑戦できる
橋さんがＤＩＹしたというから驚
きだ︒
﹁ここに住むまでカナヅチ１本も

った京都にある町屋のイメージで﹂

花柄の壁紙を見つけ︑
﹁ 生まれ育

貼りからスタート︒ドイツ製の梅

念願の入居が叶い︑まずは壁紙

をふくらませました﹂

受けて︑何度も通って︑イメージ

ＤＩＹモデルルームを見て衝撃を

箕面粟生団地︵大阪府箕面市︶の

自分らしい暮らしを楽しんでいるお宅に伺った︒

リノベーションが楽しめる
﹁ＵＲ Ｄ‑ＩＹ﹂
という住戸がある︒
そのメリットを最大限に活かして︑

ふすまを取り払ったり⁝⁝︒建物

塗ったり︑壁に珪藻土を塗ったり︑

らこそ︒梁や柱に自由にペンキを

なくていいという条件があったか

﹁それが叶ったのも︑原状回復し

分らしい部屋に改造してきた︒

ネットも参考に︑マイペースで自

ら﹂と︑ＤＩＹ名人のブログなど

しても何度でもやり直しがきくか

子さんのお宅︒しかも︑すべて高

も﹁ここが団地？﹂と驚く高橋朋

なカフェ風キッチン︒どこを見て

タイル貼りのカウンターが印象的

の光が差し込んでいた︒右手には︑

韓国風の障子戸からやわらかな日

を開けると︑明るいリビングには

ずに楽しむテクニックもいっぱい

利用するなど︑お金と手間をかけ

１００円ショップの商品を上手に

と上がる︒端材で棚をつくったり︑

に変えれば︑暮らしも気分もぐっ

壁紙ひとつでも気に入ったもの

のではと思うようになりました﹂

しに合うように変えていけばいい

分で考えて工夫して︑自分の暮ら

に合わないところは︑住み手が自

ンができる〝ＵＲ Ｄ‑ＩＹ 〟です︒

でありながら自由にリノベーショ

﹁そのときに出会ったのが︑賃貸

地で部屋探しを始めたという︒

一人暮らしを機に︑新千里北町団

環境や人の良さ︑便利さに惹かれ︑

と話す高橋さん︒千里エリアの

持ったことがなかったんです﹂

とインテリアのコンセプトを決定︒

の強度を損ねない限り︑内装を自

ある︑と力を込める︒これからも

ヴィンテージ調の重厚な引き戸

仕事から帰った後や休日などに︑

由に変えることができるから︑イ

和室の壁紙やキッチンの床材を変

ＵＲには︑賃貸でありながら原状回復の義務なしに

少しずつ手を加えてきたという︒

メージがどんどんふくらんでくる

えるなど︑やればやるほど︑やり

古い団地ならではの２
間分の押し入れをべニ
ア板で半分に仕切り、
上段は仏壇の安置場所
に。下は書類などを入
れる収納として活用。

地ならではの奥行きを活かして︑

大阪府豊中市

なかでも一番思い入れがあるのが︑

し︑安心して挑戦ができます﹂

新千里北町団地

仏壇を置いている押し入れだ︒団

﹁今は家が一番リラックスできる

べニアで仕切り板をつけ︑壁紙を

﹁初めは自分でできるのか不安し

入居して約５年︒

るかな﹂と笑顔で話す︒

のも便利で﹁両親も喜んでくれて

のあるときはふすまを閉められる

随所に感じられ︑躯体もしっかり

いた当時の職人さんの意気込みが

頑張って日本を良くしようとして

﹁高度成長期につくられた団地は︑

機会にもなったと話す高橋さん︒

ＤＩＹは︑団地の良さを見直す

した﹂

もいいかも︑と思うようになりま

らしく手を入れてずっと暮らすの

と考えていましたが︑最近は自分

プアップのための一時期の住まい

以前は︑賃貸の団地は次のステッ

まれていると心から安らげます︒

場所です︒好きなインテリアに囲

かなかったんですが︑期限が決め

しています︒今のライフスタイル

貼って︑専用の置き場所に︒来客

たいことが出てくるのだとか︒

自分好みの部屋で
過ごす憩いのとき

「DIYをやっていると、
つい夢中になって夜中
になってしまうことも。
いい脳トレになってい
ます」と話す高橋朋子
さん。
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上／和室を改造したリビングルーム。韓国風
の障子戸は、細い白木材を組み合わせた枠に
プラスチック製の障子紙を貼った力作。優し
い日差しが入り、通気性、保温性も良い。
右／箕面栗生団地の久米まりさん監修のDIY
モデルルームを参考にしたというキッチン。
下／キッチンカウンターは、木で枠をつくり、
タイルを貼って作成。裏側は食器や調理器具
が納まる収納棚になっている。

られているわけでもないし︑失敗

上／洗濯機の上の棚や、トイレ、
浴室のドアも使いやすくDIY。
中／玄関を入った正面は、アンテ
ィークのコンソールテーブルを置
いてクラシックに。
下／ふすまを取り外し、SPF材
を組み合わせたアンティーク風の
オリジナルドアにチェンジ。

＊DIYできる住宅は限られています。詳細はURのHPでご確認ください。https://www.ur-net.go.jp/chintai/diy/diy-list/
UR PRESS vol.60
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賃貸でもかなう
ＤＩＹでつくる自分好みの住まい
UR−DIY

団地ならではのコンパクトな間取りなど︑
団地の良さを見直し︑生かしながら︑
今の暮らしに合わせたリノベーションを施す︒
その相手としてＵＲが組んだのが無印良品だ︒

日差しが入る明るいキッチン。壁付けキッチンで作業も効率的に。

新千里東町団地
分に貼る横木︶がないのも︑カフ

にある幅木︵壁の床面に接する部

大阪府豊中市

シャビーな魅力に
インテリア好きの血が騒ぐ
ェっぽい﹂と見るところが違う︒

以前に住んでいた民間マンショ

妻の智恵子さんもキッチンの広

ある︒部屋の構造体︑柱や鴨居な
ンと比べると︑部屋の広さは７割

団地の良さを見直し︑今の暮ら

どは生かしつつ︑キッチンや床材︑
ほどになったが︑それをきっかけ

さと明るさが気に入り︑当時︑長

ふすまや引き戸などを新しい形に
に断捨離をした宮脇さん︒車もや

しに合うスタイルにリノベーショ

変え︑白いトーンで統一されたシ
めた︒今は余計な物は極力持たず︑

男が通っていた幼稚園に近いこと

ンプルな部屋だ︒
﹁何か一つ買ったら︑一つ捨てる﹂

ンする取り組みのひとつに﹁ＭＵ

﹁部屋を探していたときに︑たま
が基本︒暮らし方もよりシンプル

もあって︑入居を決めた︒

たまＭＵＪ Ｉ×ＵＲのサイトにア
に︑コンパクトになったという︒

Ｊ Ｉ×ＵＲ団地プロジェクト﹂が

ップされているブログを見て︑こ

があり︑ここなら内装をシャビー

﹁ 年月を経た団地ならではの良さ

事柄︑インテリアには関心が高く︑

入ったという︒店舗開発という仕

ここを見に来て︑いっぺんで気に

Ｒの部屋に住む宮脇順一さんは︑

新千里東町団地のＭＵＪ Ｉ×Ｕ

こに住んでいると︑気持ちも明る

れているので日当たりもいい︒こ

を開ければ風が通り︑隣の棟と離

間は電気をつけません︒両側の窓

﹁トイレや風呂が明るいので︑昼

が窓がある︒

トイレ︑風呂︑洗面室にも小さい

は︑全部の部屋に窓があること︒

団地の造りで良いと思うところ

︵古めかしい︶っぽくできるし︑
くなりますね﹂

自分たちのスタイルを大切にし
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の部屋に興味をもちました﹂

インダストリアルな感じにもでき

でシンプルに暮らす宮脇家︒ＭＵ

白とグリーンを基調にした部屋

白いと思いました﹂と話す︒

Ｊ Ｉ×ＵＲの魅力を堪能している︒

る︒インテリアの幅があるのが面
﹁民間マンションではあたりまえ

くて︒その点ここは自分たちの好

福岡市東区

もともと無印良品のテイストが好

きなデザインでありながら︑家族

ジがなかったという日高さん︒

きで︑家具や収納用品を愛用して

も抜群︒なかでも気に入っている

﹁住んでみたら︑落ち着いている

や友人にもくつろいでもらえます﹂

のが︑ＬＤＫや寝室に敷かれた畳

し︑幅広い年齢の人が住んでいて

いた夫妻にとって︑ＭＵＪ Ｉ×Ｕ

だという︒無印良品とＵＲで共同

あいさつを交わしますし︑子育て

以前は団地にあまり良いイメー

開発した縁なしの麻畳だ︒

現在の住まいから最寄りの貝塚

する上でも安心感があります﹂
くと気持ちよくて︑
冬は温かくて﹂

駅まで徒歩５分︒そこから博多駅
まで地下鉄で 分足らずという交

応じて寝室をふすまで仕切るなど

ながら︑家族が増えるこれからの

通至便な地︒近くには公園や保育

柔軟に変更しているそうで︑人を

生活に夢を馳せるお二人︒黒川家

のも魅力です ﹂
︒ふだんはふすま

招く機会も増えたとのこと︒

の新たな物語が︑この地をベース

所もある︒

﹁以前︑デザイナーズマンション

に始まろうとしている︒

を外していて︑来客時など必要に

﹁部屋が細かく区切られていない

その言葉にうなずく良江さんは︑

﹁肌ざわりがよく︑夏は素足で歩

Ｒの部屋は雰囲気が好みで居心地

アーベインルネス貝塚
引っ越し先でも再び
MUJI×URに
東京の品川八潮パークタウンの
ＭＵＪ Ｉ×ＵＲ住戸で暮らしてい
た黒川日高・良江さん夫妻が福岡
に転居したのは昨年のこと︒良江
さんの出産を控え︑日高さんの出

て選んだのは︑アーベインルネス

貝塚のＭＵＪ Ｉ×ＵＲの住戸︒
お二人のこだわりが随所に光る

部屋はすっきり片付き︑温かい空

気に包まれていた︒

﹁東京で快適だったので︑九州に

もＭＵＪ Ｉ×ＵＲの部屋があった
はずだと調べたら︑ちょうど空き
がありラッキーでした﹂

に住んでいたときは︑くつろげな

ふすまを外して寝室とLDKをつないでいる。
段ボール製のふすまは、開閉や移動がしやす
く、思いのほか丈夫。
「麻畳は子育てもしや
すそうです」
と良江さん。

妹尾和子=文、青木 登=撮影
UR PRESS vol.60

12

20

身地でもある九州に移るにあたっ

黒川日高さんと良江さん。リビングからダイニングにかけて続く小天井を棚として活用。ファイルボックスと、蓋付きの
収納ボックスを並べ、本や資料、小物などを整理している。

間仕切りの桟に小物を飾ってアクセントに。

キッチンとリビングの境
に、板を渡した小天井が
ある。使い方は自由。見
せる収納がインテリアの
アクセントになっている。

と日高さん︒間取りもほぼ同じ︒

キッチンの見せる収納は日高さんがDIYした
もの。穴のある有孔ボードを壁に取り付け、
調理器具やカップなどをディスプレイ的に。
使い勝手もバッチリだ。

家族3人でMUJI×URの暮らしを楽しむ宮脇家。インテリアは白とグリーンですっきりとまとめている。

団地の良さを生かした部屋で
シンプルに暮らす
MUJI
×
UR

上／夜の楽しみが、天体観測。星がよ
く見えるベッドサイドに愛用の天体望
遠鏡を置いて、星を眺めるのが癒しの
ひとときだそう。
左／コンパクトで使いやすそうなキッ
チン。
「実家では全然料理しませんで
したが、今はタピオカミルクティーを
作るのにはまっています」

右／DIYデビュー作となった、腰かけ
兼用靴箱。毎朝、ここに座って靴をは
き、ヘルメットをかぶって出勤。
下／腰かけ兼用靴箱を制作するために
通った
「だんだんラボ」
。

自分らしく手を入れて暮らせる
ＤＩＹ対応リノベーション住宅
ＤＩＹができるセルフリノベーション特区を設けた
ＵＲの男山団地︒
関西大学と連携し︑住む人自らが手を加えて楽しめる︑

京都府八幡市

新しいコンセプトの部屋を提案している︒

男山団地
くする試みを実施してきた︒団地
内の店舗には︑ＤＩＹに必要な工

山関大リノベ﹂と称するプロジェ

男山団地︒２０１５年からは︑﹁男

て︑総戸数約４６００戸を有する

京都・大阪のベッドタウンとし

るＤＩＹへのサポート体制など︑

きの住民にアドバイスを受けられ

ている関西大学の学生やＤＩＹ好

に取り組めるだけでなく︑常駐し

だんラボ﹂も設立︒気軽にＤＩＹ

環境を整え︑ＤＩＹを
全面的にサポート

クトを展開︒関西大学の学生によ
環境も整えている︒

具や作業スペースを備えた﹁だん

る設計プランを主軸として︑子育
その２つを合体して２０１９年

タウン内の住戸を中心に関西大学

て層や若い世代にアピールするリ

一方︑２０１６年からは団地内

で建築を専攻する修士課程の学生

に登場したのが︑
〝ＤＩＹ対応リ

にセルフリノベーション特区﹁コ

が設計提案︒住んでいる人が自由

ノベーション住宅を５回にわたっ

コロミタウン﹂を新設︒賃貸住宅

にリノベーションでき︑多様な暮

ノベーション住宅〟だ︒ココロミ

の退去時の原状回復義務を一部免

らし方ができる個性あふれる３戸

て提供し︑人気を博してきた︒

除し︑住んでいる人がＤＩＹやセ

の住戸を発表した︒

ベッドサイドには大きな天体望

した﹂

ルフリノベーションに挑戦しやす

手を入れながら
自分らしい住まいに

遠鏡を置き︑窓には星柄のカーテ
ンをかけて︑天体観測コーナーに︒
この部屋に暮らす楽しさが隅々か

そのなかの一戸︑
﹁ 自分で作っ
ていく住まい﹂と名付けられた部

ら伝わってくる︒

実家が男山団地にあり︑環境の良

きな変化だという︒

増えたのも石原さんにとっての大

料理やＤＩＹなど新しい趣味が

屋にお邪魔した︒住んで半年とい
う石原毅之さんは 歳︒もともと
さと便利さ︑職場の近さなどから︑

Ｙの経験がなかったんですが︑〝だ

﹁入居時のプレゼントに︑腰かけ

壁や収納を取り払ってワンルー

んだんラボ〟に行って︑教えても

団地内で１人暮らし用の部屋を探

ムにリノベーションされた部屋は︑

らいながら作りました︒毎朝︑玄

兼用靴箱のＤＩＹキットをいただ

開放的で明るい雰囲気︒ベッドや

関でこの靴箱に座って靴をはいて

していたところ︑このリノベーシ

テーブルなどをコーナーごとに配

いると愛着がわくし︑充実した生

いたんです︒今までまったくＤＩ

置し︑居心地がよさそうだ︒

活を送っている気持ちになりま
これからは︑部屋のコンセプト

﹁部屋のベースカラーが僕の好き
した︒窓ガラスが︑もともとのす

のように自分で手を入れていきた

す﹂
りガラスから透明ガラスに変えて

い︑という石原さん︒
﹁だんだんラボで︑偶然この部屋

て︑外を見ながら食事をして楽し

るリビング側へテーブルを動かし

て︑言ってくださって︒大切に住

改造してもらっていいですよ﹄っ

かお聞きしたら︑
﹃ 好きなように

を設計した学生さんにお会いした

んでいます︒ベッドを置いたコー

みながら︑少しずつ自分らしい部

朝は団地の緑が見えるダイニン

ナーの窓から月がすごくきれいに

屋にしていきたいですね﹂

んです︒どうやって住んだらいい

見えるのも︑住んでみての発見で

グの窓辺︑夜は枚方の夜景が見え

んです︒

あるので︑外の景色がよく見える

なブルーで︑ひと目で気に入りま

ョン住宅に出会ったという︒

26
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大学と
コラボ
3DKをワンルームにした広々した部屋で、念願の一人暮らしを始めた石原毅之さん。
「友達がたくさん遊びに来るので、新しくボードゲームを買いました。少しずつ好き
な家具を買い揃えたり、DIYして、自分らしい部屋にしていきたいですね」
趣味の読書を楽しむコーナー。
「本は、畳に座って読みたい」
というこだわりで、半畳分の畳
マットを買った。壁にもたれて本を読むのが休日の楽しみだとか。
「両側に窓があるので、
風が通り抜けて、夏もクーラーがいらないくらい気持ちいいんです」

OPEN

CLOSE

上／板の中央にはめ込
まれた支柱によって
360度、自在に回転す
るルーバー。

さまざまな表情を見せて楽しませてくれる︒

無垢材を使用したルーバーの間から光が広がる部屋は明るく︑

リノベーションした住戸がある︒

吉祥寺に近い人気エリアに︑大学生の設計アイデアをもとに

仕切り板の開閉で
自在に変化するモダンな空間

玄関から眺める室内。ホテルかショップのような雰囲気だ。玄関には十分な収納スペースがある。

東京都西東京市

っているのが︑この住戸の大きな

作られた羽根板が壁の代わりにな

グリーンハイツ武蔵境通り
無垢の木の
〝ルーバー〟
が壁代わり
特徴︒３６０度回転するルーバー

瞬間︑思わず声が出た︒その様子

玄関の扉を開き︑室内が見えた
の５カ所に設置されている︒１枚

切ったりできる優れもので︑室内

んだり︑また壁となって空間を仕

は︑角度によって光や風を取り込

に︑
﹁驚きますよね︒僕も最初︑
ずつ角度を変えるたびに︑部屋の

﹁うわぁ︑素敵！﹂

驚きました︒訪れる皆さん︑同じ
印象が変化する︒

並ぶモダンな室内の様子と︑奥の

内に︑木の板が重なるように縦に

驚いたのは︑白を基調とした室

ーネットで住まいを探していたと

ら東京への異動が決まり︑インタ

たのは２０１８年の春︒名古屋か

下村さんがこの部屋に住み始め

インパクトのある写真で
部屋を即決

ような反応をされます﹂と笑顔で
応じてくれたのが︑
﹁ グリーンハ
イツ武蔵境通り﹂のこの部屋にお

部屋まで空間がつながる明るく開

きに偶然見つけて即決したという︒

住まいの下村智樹さんだ︒

放的な雰囲気だ︒

﹁写真にインパクトがあって選び

際に住んでみると広く感じます﹂

ルーバーとよばれる無垢の木で

ました︒壁がない代わりに︑ルー

全部開ければひと続きの部屋の
ような開放感があり︑閉じれば壁

バーがあって︑全体的に白いトー
ンなのも魅力的でした﹂

いてあるテレビを見たいときに一

チンで料理しながらリビングに置

を仕切っていることが多く︑キッ

富︒ガスコンロは３口あり︑使い

広々としていて収納スペースも豊

に 備 え 付 け ら れ た キ ッ チ ン は︑

また︑ダイニングに面するよう

のようになって落ち着く︒

部を開けたり︑掃除のときに開け

勝手のよさは︑ふだんから自炊し

ふだんはルーバーを閉めて部屋

放つという使い方だという︒

ノベーションしたものだ︒

最優秀賞に輝いた作品をもとにリ

ペティションで︑２０１５年度の

対象に行ったリノベーションコン

日本女子大学と法政大学の学生を

ープ会社である日本総合住生活が

スタイルの下村さん︒風と光が通

人が憧れる︑お手本のような生活

を作り置きしたり⁝⁝と︑多くの

ョギングしたり︑平日用のおかず

休日は多摩湖まで続くロードをジ

時間ほどランニングしてから出勤︒

平日は５時頃に起きて近隣を１

ている下村さんのお墨付き︒

﹁大学生が設計した部屋だと聞い

るこの部屋のように︑軽やかに自

この斬新な住戸は︑ＵＲのグル

て驚きました︒すごいアイデアだ

分らしい暮らしを楽しんでいる︒

CLOSE
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大学と
コラボ
なあと︒写真で見ていたよりも︑実

OPEN

右／フルマラソンで2
時間48分の記録をも
つ下村さん。住まいの
周囲には四季折々の自
然を楽しめるランニン
グコースもあり、快適
な日々だと話す。
上／ダイニングキッチンから、バルコニー方向
を眺めた光景。キッチンの奥に2部屋分のスペ
ースがあるが、ルーバーを開くとつながりのあ
る空間に変化する。
左／ベッドを置いた部屋から、キッチン方向を
眺めた光景。ふだんはルーバーを閉めている。

洛西ニュータウン
今回選ばれた２つの住戸を見学
をコンセプトにしたインテリアコ

した︒一つ目は︑
﹁古きよきもの﹂

井上えり子准教授の指導のもと︑
ーディネイト住戸︒ドアを開ける

京都市西京区
学生の自由な発想でつくられた住

子大学︵京女︶の学生を対象にし

女×ＵＲ﹂
︒２年に一度︑京都女

いと︑
２０１３年から始まった
﹁京

地をつくり︑団地の未来を考えた

若い世代にも受け入れられる団

アイデアでリノベーションし︑実

﹁自分たちの自由な
ー西山 亨は︑

トを見守るＵＲの団地マネージャ

したコンペとなった︒プロジェク

職員を加え︑より若い感性を重視

ンも施工︒審査にＵＲの若手女性

るインテリアコーディネイトプラ

え︑床や壁など表層部のみを変え

ペでは︑フルリノベーションに加

４回目となる２０１９年のコン

ップといえる存在になっている︒

り︑洛西ニュータウンのフラッグシ

が随所に光る︒

ど︑女性目線の細やかなアイデア

パントリーにもなる棚を設けるな

を開口したワークルームが特徴︒

なげ︑ＬＤＫとの仕切り壁の一部

ンプランだ︒キッチンと和室をつ

と名付けられたフルリノベーショ

もう一つが﹁変化する暮らし﹂

ることも可能だ︒

って入居者が自分で布を取り替え

布を貼った建具を使用︒季節によ

ニングの隣りの和室には︑市販の

ンテージ調の床だ︒リビングダイ

団地の良さを活かし
今風にリノベーション

たリノベーションコンペを実施し

際に住んでもらえることが︑学生
﹁井上准教授が学生さんによく言

と︑目に飛び込んでくるのがヴィ

ている︒家政学部生活造形学科の

さんたちにとって大きな魅力にな
われているのが︑
﹃１００人中

戸は 戸︒毎回募集後すぐに埋ま

新たな人々を呼び込む魅力的なファクターとなっている︒
っています︒一生懸命取り組む姿

女性ならではの視点が盛り込まれた住まいが︑

１００人中 〜 人が大好きにな

るのはＵＲの仕事︒あなたたちは

人に受け入れられるプランをつく

80

﹁生まれも育ちもＵＲの千葉ニュ

ました︒今の暮らし方にとても満

親の住む同じ街区に引っ越してき

からＵＲの近居割を利用して︑両

にＵＲに住み︑子どもが生まれて

ので︑結婚してからも当然のよう

いる人がいい人ばかりで︑千葉ニ

多く︑環境がいい︒それに住んで

校も近いし︑買い物も便利︒緑も

ずっと住み続けているのは︑
﹁学

ウンの中で何度か転居しながら︑

バンドーネ原４番街にあるご両親

さん︒現在は千葉ニュータウンア

ら︑にこやかに話すのは黒岩幸子

お正月や誕生日︑クリスマスと︑

長女一家は隣の住居に住んでいる︒

ち︑３人は同じ団地にお住まいで︑

山本さんの４人のお嬢さんのう

とみな子さん︒

の部屋から徒歩１分の住居に暮ら

ことあるごとに家族が集まり︑楽

昼間家に子どもと２人だけでいる

﹁子どもが生まれたばかりの頃は︑

との時間を楽しんでいる︒

心して仕事に出かけ︑ご両親は孫

はご両親のもとへ︒幸子さんは安

はますます強まっている︒

ないかな﹂と山本さん︒家族の絆

です︒娘たちも︑同じ気持ちでは

くにいてくれるのは本当に心強い

先のことを考えると︑娘たちが近

﹁私たちはまだ元気ですが︑この

しい時間を過ごしている︒

と︑どうしても息が詰まってしま

週４日のパート勤務の間︑長男

している︒

３歳になる長男を抱っこしなが

ータウンです︒夫もＵＲで育った

のＵＲへ︒その後︑千葉ニュータ

育てしたいと︑都内から千葉県内

さんご夫妻は︑空気のいい所で子

ご両親の山本幸一さん︑みな子

うことなしですね﹂

お家賃が安くなるのですから︑言

て本当に助かっています︒まして

らえるし︑近くに両親がいてくれ

ました︒子育ての悩みも聞いても

を運んで︑ストレスを解消してい

って︒そんなときも両親の所に足

巻き起こしている︒

西山︒若い感性が︑団地に新風を

にも好評をいただいています﹂と

新しいライフスタイルを求める方

﹃京女×ＵＲ﹄の住戸が若い方や

ことです︒そして生み出された︑

るプランをつくりなさい﹄という

20

ュータウンが大好きなんですよ ﹂

千葉県印西市

子育て中の娘さん家族と親世帯が近くに住み
互いに行き来しながら助け合い
絆を深めているご家族を訪ねた︒

アバンド ーネ原４番街

10

女子大生の感性で
団地に新しい風を吹き込む
洛西ニュータウンを舞台に進む︑
には頭が下がります﹂と話す︒

「古きよきもの」
京都女子大生によるリノベーションプロジェクト
﹁京女×ＵＲ﹂
だ︒

76

明るいリビング。奥はパントリーを備えた、
使い勝手のよいワークルーム。

足しています﹂

子育てを見守ってくれる
両親との近居

千葉ニュータウン

近居
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右／和室の建具に貼った布は、夏に
は透ける布に取り替えるなど、入居
者が自由にプチリフォームできる。

URが好きだから︑ここで子育て
近くに住んで︑みんなハッピーに

上／住む人のライフス
タイルに合わせて楽し
める自由さが感じられ
るフルリノベーション
住戸。
「京都らしい」
と
男性に人気が高かった
のは、玄関を入ってす
ぐ目に入る扉。伝統建
む そ うま ど
具の無双窓からヒント
を得て、格子を開け閉
めすることで通気や採
光の調節ができる。
左／女性ならではの視
点で配置された棚など
があちこちに。洗面所
の棚の扉は両面鏡。開
けると正面に鏡がきて、
身支度をするのに便利。
家族が近くにいる安心感。近居のメリットを感じている山本さん夫妻と黒
岩幸子さん、長男の凌久
（りく）
くん。

武田ちよこ=文、青木 登=撮影
UR PRESS vol.60 ●近居割→子育て世帯と親世帯の2つの家族が概ね2km以内にあるUR賃貸住宅に住むと家賃が割り引かれる制度。
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上／限られた予算のなかで、学生ら
しい堅実さと工夫が表現されたイン
テリアコーディネイト住戸。ヴィン
テージ調の床が印象的で、学生投票
で一番の人気を集めたのも納得でき
る出来栄えだ。
ご両親の住まいでお話を伺
った。みな子さんはガーデ
ニングが趣味で、室内のあ
ちこちに見事なグリーンイ
ンテリアが。

大学と
コラボ
「変化する暮らし」

Ｒ 賃貸の住空間が︑
﹁ プレ

ミアムなお部屋﹂に続々変

身中だ︒

今︑進められているのは︑機能

性とデザイン性を兼ね備えた設備

を誇る部屋へのリノベーションプ

ロジェクト︒
﹁ ひとつ上の洗練さ

れた暮らしを楽しむ﹂をキーワー

ドに︑キッチン︑浴室︑洗面の水

回りを最新の設備に一式取り替え

た︒和室を洋室に変え︑押し入れ

はクローゼットにして収納を拡充︒

色彩にも気を配り︑住戸全体をプ

レミアム・ナチュラルとモデレー

ト・ミディアムの２種類のカラー

スキームで統一している︒そこに

女性へのこまやかな気配りをプラ

スした﹁女性目線のお部屋﹂もあ

る︒

﹁流行を追うのではなく︑時代を

超えてお客さまに喜んでいただけ

る部屋をお届けしたい﹂と担当者︒

住む人に長く愛される新しい部屋

が︑続々誕生している︒

Ｕ

続々と
誕生して
います !

URがお届けする

洗練された暮らしを楽しむ住まい
左／使いやすいス
ライド引き出し。
シンクは水音が静
かな静音仕様だ。

下／キッチンは最
新の設備に一式取
り替えた。

プレミアムなお部屋
成城通りパークウエスト
東京都世田谷区

女性目線を
プラス!

木場公園三好住宅
東京都江東区

左／こちらは
「プレミアムなお部屋」
のコンセプトに
女性目線をプラスして、女性への気配りをスパイス
にした部屋。キッチンにはアクセントカラーのグリ
ーンのタイルを貼り、木製の棚
（USBコンセント付
き）
を設けている。
下／カラースキームは
「プレミアムなお部屋」
と統一。
部屋の仕切りには透過性の高い建具を採用した。

上／玄関には収納
量たっぷりのクロ
ーゼット。前面が
鏡になっていて便
利。
右／ダイニングキ
ッチンと洋室の仕
切りには、透過性
の高い建具を採用。
ここを開けると、
広々としたリビン
グダイニングにな
る。

プレミアム・ナチュラル

シティハイツ烏山

収納付き三面鏡など、使いやすさにこだわった洗面化粧台。

東京都世田谷区

左／ユニットバス一式を新
しくした浴室。
右／荷物を持っていても開
けやすいドアハンドルは、
ママへの気配り。
下／玄関のクローゼットの
横には、ベビーカーが置け
るスペースがある。鍵など
が掛けられる有孔ボードも
ついている。
モデレート・ミディアム
洗面台やトイレの壁面にはアクセントをつけた。

上／アクセントパ
ネルの付いた浴室。

20

木場というまちに愛着をもって長く暮らしている方
が多い木場公園三好住宅。

カラースキームはこの2種類。
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左／落ち着いた色
調のフローリング。
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﹁ＤＩＹ部は︑若手職員を中心と
した部門横断の自主的な活動です︒
住宅という商品を企画したときに︑

結成は２０１３年︒ＵＲでＤＩＹ
大阪市城東区の森之宮にあるＵ
自分たちもＤＩＹをやってみない

このカフェは︑会社の社員食堂

Ｒ西日本支社の２階に︑
﹁ 森カフ

は曲線を描く白木の小上がり︒温
がなくなり︑総務で代わりとなる

とその良さを伝えられないと思い︑

もりを感じさせる木の椅子やテー
新しいスペースを検討していると

ェ﹂と看板のかかった部屋がある︒

ブルに混じって︑心地よさそうな

聞いて︑自分たちでテーマやカラ

モデルルームをつくることからス

ハンモックも︒読書コーナーや自

ーリング︑デザインを提案したも

中に入ると︑芝生を思わせるグリ

販機などもしつらえられ︑昼食や

のです﹂とＤＩＹ部の部長を務め

タートしました︒

打ち合わせなどに人気のスペース

る西村勇希が説明する︒
現在の部員は 名︒ 代の若手
しながら︑月に１日の活動時間が

集い楽しめる場所として︑コミュ

らいキッズルームに改修︒親子で

を︑子どもにはシールを貼っても

仕掛けとして︑親にはペンキ塗り

会所だ︒利用者に親しんでもらう

が泉北城山台二丁団地
︵堺市︶
の集

く関西全府県に及ぶ︒そのひとつ

ンした団地集会所は︑滋賀県を除

今までＤＩＹ部でリノベーショ

だき︑
﹃ＵＲって︑こんなことも

６００人以上の方に参加していた

ショップを行いました︒１日で︑

イベントで︑子ども向けのワーク

整備した安満遺跡公園の一次開園

佳佑は﹁昨年は︑ＵＲが高槻市で

イベント企画班リーダーの三枝

持ち込み企画も増えてきました﹂

動が知られるようになり︑最近は

学び合う機会を設けています︒活

やってるんですね﹄と声をかけて
もらい︑うれしかったですね﹂と

担う︒

︵ワク
強会﹁
Work
Work School
ワクスクール ︶
﹂の企画・運営を

現在︑西日本支社オリジナルの勉

ス活用班リーダーの黒瀬智奈美は︑

改修に携わった経験を持つオフィ

Ｙ部と一緒に団地のモデルルーム

活動している︒大学在学中にＤＩ

班﹂
︑
﹁イベント企画班﹂の３班で

ＤＩＹなどを行う﹁団地・ＤＩＹ

﹁オフィス活用班﹂
︑団地共用部の

は︑執務スペース改善などを行う

さらに広がりを見せている︒現在

発足から６年経ち︑活動の幅は

を広げている︒ＤＩＹ部のこれか

支社でも発足︑全国的に活動の輪

は︑東日本や中部︑九州など他の

組みもしていきたい﹂

ＵＲの新事業などにつながる取り

芽生えている気がします︒今後は

ちでやってみよう〟という意識が

﹁ＤＩＹから発展して︑
〝 自分た

リットも大きいと西村は言う︒

っかけをつくるなど︑業務上のメ

用職員のコミュニティー参加のき

ながりができたり︑新規・中途採

り合う機会のない別部署の人とつ

部の活動を通じて︑仕事上で知

話す︒

﹁スクールでは社内だけでなく︑

らの活躍が楽しみだ︒

西日本支社で始まったＤＩＹ部

さまざまな業種の方に講師をお願

ＤＩＹの枠を飛び出して
活動の幅が拡大

ニティーづくりに役立っている︒

職員が中心で︑個々の業務をこな

Ｒ Ｄ‑ＩＹ部のアイデアでリノベ
ーションされたものだ︒

遊び心あふれるこの空間は︑Ｕ

になっている︒

ーンのカーペットが敷かれ︑奥に

フレッシュで柔軟な発想で
リノベーション

暗い書庫から職員の憩いのスペースへと変身を遂げた
「森カ
フェ」
。室内には、インテリア関連の本などが置かれた小屋
風のブックコーナーもある。

いして︑フラットかつフランクに

20

認められている︒

43
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最近では勉強会や

イベントの企画・運営まで行う。

ポップで明るいデザインに
生まれ変わった、泉北城山
台二丁のキッズルーム。
無機質、無個性な空間も、工夫次第で無骨でアーティスティックな空間に 。

キーワードに活動する

自主的なグループがある。
その名はずばり
「DIY部」
。

北緑丘団地
（豊中市）
の集会
所改修。生まれ変わってい
く過程も楽しい。

西日本支社

DIYで人をつなぎ
働く環境を活性化する！

UR-DIY部

URには、若手職員がDIYを

オフィスや団地集会所などの

リノベーションから始まり、

自由に楽しく活動するパワーが、
コミュニティーや仕事を
活性化している。

ワクワクスクー
ルの一コマ。和
やかな雰囲気で、
自然と講師との
対話も弾む。

上／
「安心・安全まちづくり協議会」
の要望で駅前に設置され
た、流山おおたかの森駅前交番。

ＵＲの
ま ち づ く り 流山都市計画事業 新市街地地区一体型特定土地区画整理事業 千葉県流山市
最前線

葉原駅から︑つくばエクスプレス
内板６枚がＵＲから流山市に贈呈された︒

と自然﹂などをテーマにした︑まちの案

も乗り入れる﹁流山おおたかの森駅﹂に

囲には見上げるようなマンション群が建

的ホールや公園などが集まっている︒周

と︑ホテルが駅に直結し︑周辺には多目

スなどが入る大型ショッピングセンター

いた︒老舗百貨店やシネマコンプレック

重層化していた︒そこで持ち上がったの

む河川が氾濫を起こすなど︑都市問題が

域でミニ開発が進み︑生活排水が流れ込

や下水道が未整備のまま︑それぞれの地

おたかの森地区︒しかし︑かつては道路

今や流山市の新拠点に変貌した流山お

降り立つと︑駅周辺は人々でにぎわって

ち並び︑一大都市空間を形成している︒
が︑鉄道整備と宅地開発を一体的かつス

た︒事業を施行したのはＵＲだ︒

画整理事業完了を祝う記念式典が開かれ

おたかの森センター﹂で駅周辺の土地区

００︵平成 ︶年に国土交通省による事

流山市からＵＲへ事業要請があり︑２０

ロジェクトだ︒１９９１︵平成３︶年に

ピーディに進める︑宅鉄法に基づいたプ

10

﹁これは未来に向けての新たなスタート︒

＊１

この日︑駅から歩いて 分ほどの﹁お

﹁住んでみたい﹂
﹁住み続けたい﹂
まちに

で 分︒昨年 月５日の土曜日︑

特に子育て世代からの支持を得て︑人口が急増している︒

豊かな自然と都市生活の便利さを享受できて︑安心・安全なまちは

つくばエクスプレスの着工に合わせて始まった︑新しいまちづくり︒

鉄道と宅地を一体的に開発・整備︒
子育て世代の共感を得るまちに

秋
10

東武野田線
︵東武アーバンパークライン︶

25

しています﹂と︑ＵＲの宅地業務担当本

あふれるまちとして発展することを確信

これからさまざまな活動が生まれ︑魅力

クスプレスは開業した︒

わずか５年というスピードで︑つくばエ

タート︒計画的かつ一体的な事業推進で︑

業計画認可を経て土地区画整理事業がス

しかし︑鉄道敷地や駅周辺整備︑駅前

の事業は︑容易ではなかった︒流山の事業

人︑８００戸以上の既存家屋がある地で

約２７５ヘクタール︑地権者約３５００

ど︑多岐にわたる課題に加え︑地区面積

地域に生息する動植物生育環境の整備な

など︑特に子育て世代を中心に全世代の

で千葉県内での人口増加率が１位になる

は︑２万７千人を超えました︒６年連続

年の事業開始時に２４００人だった人口

梶 隆之課長は︑その成果を﹁２０００

流山市都市整備部まちづくり推進課の

ど︑子育て環境も充実させた︒

を担当したＵＲの丸山浩史は﹁地権者一

方々から選ばれるまちとして注目を集め

年の歴史を踏まえて
次のステージに挑む

＊２

人ひとりの生活環境や土地に対する思い

ています﹂と話す︒
で気を遣う部分でした﹂と話す︒そうし

解を得ることが︑施行者として最も重要

に寄り添いながら︑話し合いを通じて理

商業施設の誘致︑広域幹線道路の整備や

子どもたちのために﹁過去と現在﹂
﹁人

部長の後藤 浩があいさつ︒未来を担う

12

流山おおたかの森は︑ 年に及ぶＵＲ

を移動させながら保全︒豊かな自然を残

ミティゲーションと呼ばれる手法で生物

江戸川大学︑流山市とＵＲらが協力して︑

する市野谷調整池を︑ＮＰＯさとやま︑

指定するセイタカシギなどの水鳥が生育

公共用地に︒さらに︑国が絶滅危惧種に

生息する市野谷の森は︑近隣公園として

だ︒駅名の由来となっているオオタカが

境との共生﹂
﹁安心・安全﹂
﹁子育て支援﹂

新しいまちのテーマとなったのは﹁環

今後のＵＲの業務において︑ひとつの目

た︒ニュータウン事業は完了しますが︑

非常に緊張感とやりがいのある現場でし

組織力を挙げてひとつの目的を達成する︑

﹁期限内に終えるという緊迫した局面で︑

ぼ同じ４万１５００ヘクタールに及んだ︒

８１地区︑面積にすると横浜市全域とほ

生まれたニュータウン事業は︑全国で２

た︒高度成長期の住宅不足解消のために

のニュータウン事業最後の地区ともなっ

て大きな糧になるはずです﹂と︑大詰め
の２年間を担当した丸山は話す︒

けると送迎バスで保育園まで送迎してく

設置を要請した︒そのほか︑子どもを預

立︒防犯パトロールの実施や駅前交番の

ひとつの理想形ともいえそうだ︒

たかの森のまちの在り方は︑これからの

で便利な都市生活を満喫できる流山おお

まちづくり︒自然と共生しながら︑安心

令和に入り︑新たなステージに立つ︑

れる駅前保育ステーションを設置するな

て﹁安心・安全まちづくり協議会﹂を設

事業者を主体に︑流山市︑ＵＲが協力し

また︑市民グループ︑大学︑地権者や

的に向かって挑戦した経験は︑組織とし

60

た苦労が実り︑２０１９
︵令和元︶
年５月︑
約 年の歳月をかけた事業が完了した︒

60
しながらのまちづくりを行った︒

19
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流山おおたかの森駅南口に隣接して、髙島屋をキーテナントとする大規
模商業施設
「流山おおたかの森S・C」
が誕生した。

13

流山市の梶 隆之課長。
「URさんのノウハウを活
かし、さまざまな視点や
考え方でスピード感をも
って事業を進めていただ
きました。本市からの派
遣職員へのさまざまな知
識の伝授や技術指導など
人材育成にも寄与してい
ただき、
感謝しています」
地区内6カ所に設置された
「まちの
案内板」
にはQRコードがあり、そ
の場所で行われてきた環境保全な
どの取り組みの詳細を知ることが
できる。子どもたち
がまちの将来を考え
るきっかけにとの思
いが込められている。

交通ネットワークの要となる、流山おおたかの森駅の西口駅前広場。

事業の成功を祝い、功の字を記した
「竣功記念式典」では、
URから子どもたちへ
「まちの案内板」
が贈呈された。

「公共団体が事業に大変
寄り添ってくださり、難
題解決の場面で流山市さ
んが一緒に汗を流してく
れたことが、結果として
総合的なまちづくりを成
功に導いたと思います」
と振り返るURの丸山。
左／おおたかの森
小中学校の校舎と
並んで、式典が開
かれた
「おおたか
の森センター」が
ある。

スポンジ化が進んでいた福山駅
周辺の伏見町一帯。

右／福山駅前の飲食店やゲスト
ハウスのオーナーであり、クリ
エーター集団のまちづくり会社
leuk
（ルーク）
代表取締役も務め
る古賀大輔さん。市内公園のパ
ークPFIの実証実験や駅前再生
のキーパーソンの一人。

ＵＲの
まちづくり
最前線

まちリプ＠福山
広島県福山市

リノベーションを通して︑まちを
活性化するプロジェクトが進行中
瀬戸内や備後圏域の玄関口として︑新幹線のぞみの停車駅でもある福山︒
悠久の歴史と海や山の自然︑そしてものづくりも豊かなこのまちで︑
今新たな再生の動きが活発化している︒

ックの藤本勇次専務だ︒

のは︑ゲストハウスを運営するフューレ

島々へ足を延ばしてもらいたい﹂と語る

の浦などの観光地やその先の瀬戸内の

古いものを活かして賑わいを生む︑新しい手法が注目を集めている︒

古いビルをリノベした
ゲストハウスが誕生
クリスマス気分が盛り上がりを見せ始

印象が一変する︒ブルーとシルバーを基

ＦＵＳＨＩＭＩＣＨＯ ２ ８
‑﹂の控え目
な看板がかかる入口から２階に上がると︑

トハウスが誕生した︒
﹁ＡＲＥＡ ＩＮＮ

２分のレトロな雑居ビルに︑新しいゲス

携する地元企業フューレックが買い取っ

として︑上に建つビルを築切家守舎と連

取得し︑その土地の有効利用事業の一環

めに︑ＵＲと地元のまちづくり会社築切

その造りだけではない︒駅前の再生のた

このゲストハウスがユニークなのは︑

調としたスタイリッシュなインテリア︒
てリノベーションおよび運営する︑全国

めた昨年 月 日︒ＪＲ福山駅から徒歩

個室が６つ並び︑シャワールームや洗面
で初めての方式になっているのだ︒

す︒コンセプトは︑まち全体をひとつの

前に女性専用をつくり︑ここが２軒目で

郊外型店舗の進出により︑空き店舗や駐

近年︑福山駅前は大型商業施設の撤退や

多くの地方都市でも見られるように︑

家守舎が連携︒ビルが建つ土地はＵＲが

所︑調理器具などが置かれたリビングル

﹃宿﹄に見立てた﹃まちやど﹄
︒ここを拠

と並行して︑地域の活性化を志す若者ら

車場などが増加︑エリア全体のスポンジ

化が進んでいた︒大きな変化が起こった

に実際の遊休不動産を活用した事業の実
現に取り組んでもらうリノベーションス
クールを︑これまでに３回開催︒１回目
の受講者が︑築切家守舎が借り受けてフ
ルリノベーションした築 年のビルへ︑

化的な拠点として重要な役割を担ってい

交通結節点であり︑県東部の経済的・文

空き店舗が続々とリノベーション︒すで

１年前に飲食店を出店したことを契機に︑

﹁福山駅前再生ビジョン﹂を策定︒それ

に 店以上が新規出店をして︑新たなに

備後圏域や福山市の玄関口として重要な

進室を開設︒ 年３月︑
﹁福山駅前は︑

年には︑市役所内に福山駅前再生推

28

かなければいけない場所﹂と位置付けた

53

現福山市長の就任だ︒

のが︑２０１６︵平成 ︶年︑枝広直幹

点として︑駅前の伏見町でくつろぎ︑鞆

﹁このゲストハウスは男性専用で︑１年

勝手がよさそうな造りだ︒

ームも設けられ︑コンパクトながら使い

12

遊休不動産を活用して
福山駅前を活性化

12

18

16

これからも目が離せない︒

加速度的に再生が進む福山駅周辺から︑

の中山哲也は話す︒

る限り協力させていただきたい﹂とＵＲ

のは稀有な体験です︒組織としてもでき

プレイヤーとして関わらせていただける

のを目の当たりにできて︑しかもそこに

﹁劇的にさまざまなことが変わっていく

地の取得も︑事業の一環だ︒

実験など︑多様な場面で支援︒冒頭の土

再生ビジョン策定や伏見町活性化の実証

辺のまちづくりに対する協力要請を受け︑

ＵＲは︑２０１７年に福山市から駅周

分析する︒

だけのスピードにつながったのでは﹂と

込み両輪で動き始めていることが︑これ

ベーションまちづくりで地元の方を巻き

の再生を常に発信し続けたことと︑リノ

室長は﹁市長が﹃やる﹄と宣言して駅前

福山市福山駅前再生推進室の園田昌弘

れ始めている︒

ぎわいを生むなど︑確かな形となって現

10

14

左／2019年10月5日、6日に行
われた
「福山市伏見町実証実験
＆リノベーションスクール エ
リアパーティ」
。URは福山市、
まちづくり会社ルークなどと連
携して、道路空間の広場利用や
賑わい創出イベントの実証実験
を実施。

25
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フューレック代表取締役専務の
藤本勇次さん。
「夜6時以降は
ほとんど人が歩いていなかった
伏見町ににぎわいが戻ってきた。
確実に動き出している実感があ
ります」
「URさんのような専門家と一緒にやれるのはすごく心強い」
と話す福山
か
市福山駅前再生推進室の園田昌弘室長
（中央）
。URの中山哲也
（右）
と賀
ま だ
満田 将悟
（左）
は、
「従来の都市再生のようなスクラップアンドビルドで
なく、小さい部分から今あるものを再利用して広げていく、今までにな
いアプローチ。URでも前例のない事業で、やりがいを感じています」
と
話す。

1階に居酒屋が入る雑居ビル2
階にあるゲストハウス
「AREA
INN FUSHIMICHO 2-8」
。一
人での宿泊をはじめ、ワンフロ
ア貸し切りで合宿や企業のセミ
ナーなどの使用も可能。
ゲストハウス
「AREA INN FUSHIMICHO FUKUYAMA CASTLE SIDE」
のレセプションの入口
（左）
とフロント、カフェスペース
（右）
。

28

UR PRESS vol.60 ※UR都市機構が手がけた地区を中心にマップを作成しています。掲載した情報は2019年12月現在のものです。
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1

文・写真

貝賀あゆみ

屋に入ったとき、視線を向け

葉を取り除いてあげると、春にはき

津波ハザードマップ
津波はわずか30cmでも身動きが取れなくなり、避難が遅れればただちに生命に危険が生じ
ます。建物が少しでも津波の影響を受ける地域にある場合は、大地震の揺れが収まりしだい
避難場所へ移動してください。

浸水・土砂災害ハザードマップ

30
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材料
（4人分）
鶏もも肉
300g
塩
小さじ1/2
適量
150g
（中1/2個程度）

オリーブ油

小さじ1

有塩バター
10g
玉ねぎ
（みじん切り）
100g
（中1/2個程度）
大さじ2
薄力粉
生クリーム
200㏄
牛乳
50㏄
Ａ 顆粒コンソメ
4.5g
ひとつまみ
（必要であれば）
塩
黒こしょう
適量

生命への影響と避難場所を知る

「備え・防災は日本のライフスタイル」
を
テーマに、自身が運営するWebサイト、
各種メディアやセミナーを通じて防災を
解説するフリーのアドバイザー。
「備える.jp」 https://sonaeru.jp

1978年生まれ。料理家、
「ゆとりの空間」代表取締役
社長。料理番組
『男子ごはん』
（テレビ東京系列）
に出演
中。http://instagram.com/shimpei̲kurihara

黒こしょう

「家屋倒壊等氾濫想定区域
（木造住宅が
洪水で破壊される地域）
」
や、
「土砂災害
警戒区域」
の場合、また自宅の寝室の高
さまで浸水する想定である場合は、避難
が遅れると生命に危険が生じます。
閲覧時にはまず「災害発生時、その場に留まると
乳幼児や高齢者がいる場合は
「警戒レ
生命に危険が生じるかどうか」を確認し、危険な場
ベル3：避難準備情報・高齢者等避難開
合は
「避難場所」
と
「移動ルート」
を災害の種類ごとに
始」
の発令、家族全員が徒歩移動できる
把握します。ハザードマップは定期的に更新され影
場合も
「警戒レベル4：避難勧告・避難
響範囲が変化することがあります。1種類の地図を
指示」
が発令されたタイミングで避難場
1回だけ見て安心するのではなく、自宅周辺のあら
所へ移動。移動が困難な場合は、自宅の
ゆるハザードマップを毎年確認することが重要です。 2階や建物の上層階などへ「垂直避難」を
して救助を待ちます。
たかにともや

くりはらしんぺい

ブロッコリー
ハザードマップ別の確認ポイント

【ガーリックライス】
有塩バター
5g
にんにく
（薄切り）
温かいごはん

土砂災害ハザードマップ
は建物が警戒区域内にな
いかを確認、大地震・大
雨の両方で要警戒。

右／浸水ハザードマップ
は河川により被害範囲が
異なるため、複数の地図
を確認。
左／マンションでは入居
階に水が達しないかを確
認する。

載初回は︑子どもにも人気の

ハザードマップを見たことはありますか？ 津
波・浸水・土砂災害などの発生場所を想定して、被
害の予想をまとめた地図がハザードマップです。
ハザードマップは災害の種類ごとにあります。役
場の窓口で紙の地図を入手するか、PC・スマート
フォンで
「○○市 ハザードマップ」
などと検索する
と閲覧が可能です。

高荷智也（ソナエルワークス代表）

チキンドリア︒トースターが

役場やPC、スマホで見られる

文・写真

連

想定外にしない！
ハザードマップで災害危険度を把握しよう

新連載

防災、 待 ったなし！ 1

あれば︑自宅でも本格的な味が楽し

冬の間に少し葉を落としたウンベラータ。置き場所は季節で変えますが、
ソファから目に入る位置に置くことにはこだわっています。

フォトスタイリスト。読
者数14万人をこえるア
メブロ公式ブログ
「イン
テリアと暮らしのヒン
ト」メンバー。暮らしを楽しむアイデアを
自身のブログや雑誌等でも発信している。
https://ameblo.jp/rogstyle/

杯目

大きなグリーン
には雑貨を飾る
楽しみも。ナチ
ュラル素材の軽
めの物がおすす
めです。

めます︒ダマになりやすいと敬遠さ

かいがあゆみ

1
れがちなベシャメル
︵ホワイト︶
ソー

れいな新芽が出てきます。
部屋に入る日差しは季節によって
変わるので、それに合わせて置き場
所も変えます（ウンベラータは日光
が好きですが強すぎる日差しには弱
いので、夏は日差しが直接当たらな
い場所に置きます）
。グリーンがあ
るおかげで模様替えをすることもあ
り、暮らしを見直すきっかけにもな
っています。
成長が楽しめ、暮らしに彩りを与
えてくれる大きめのグリーンを、部
屋のシンボルツリーにして楽しんで
みてはいかがでしょうか。

スも︑この方法で作れば失敗なし！

思議と安心した気持ちになります。
グリーンは、心地よい空間をあっと
いう間につくり出してくれる魔法の
ようなアイテム。大きなグリーンは、
1つあるだけで部屋の印象を変えて
くれます。
我が家のウンベラータ（ゴムの木
の仲間）は、10年前に購入したとき
は高さ150㎝ほどでしたが、大きめ
の鉢に合わせてぐんぐん成長し、今
では180㎝を超えました。冬は葉が
枯れることが多いのですが、枯れた

休日︑頑張って
家族のために料理する！
そんなパパへの応援レシピ

部 た先にグリーンがあると、不

オトコ
めし

vol.

大きなグリーンを
部屋のシンボルツリーに

栗原
心平の

インテリア
グリーン

チキンドリア

素敵に飾る

1片分

250g

白ワイン

大さじ1/2

しょうゆ

大さじ1/2

ピザ用チーズ

★Ａの塩は入れる

前に味見をして、
必要な場合のみ加
えること。

青木 登=撮影

60g

作り方
❶鶏もも肉をひと口サイズにカットし、塩、
黒こしょうをふって下味をつける。ブロッコ
リーは小房に切り分ける。
❷フライパンにオリーブ油を熱し、鶏もも肉
を入れて中強火で焼く。全体に焼き色がつい
たらブロッコリーを加えて蓋をし、中火で３
分ほど焼いて火を止める。
★鶏肉は皮目から焼く。あまりいじらず、焼
き目をしっかりつけるのが旨みをアップさせ
るポイント。後でトースターで火を入れるの
で、ここでは焼き目がつけばOK。
★ブロッコリーは
ゆでずに蓋をして
蒸し焼きにするこ
とで、歯応えを残
すこと。

❸別のフライパンにバターを熱し、玉ねぎを
入れて中強火で炒める。半透明になったら薄
力粉を加えて炒める。薄力粉がなじんだらA
を加えてしっかり混ぜながらとろみがつくま
で中弱火で煮詰め、❷の鶏もも肉とブロッコ
リーを加えて混ぜ合わせる。
★なめらかなベシ
ャメルソースを作
るコツは、玉ねぎ
を加えること。玉
ねぎに粉がついて
ダマにならない。

❹ガーリックライスを作る。フライパンにバ
ターを熱し、にんにくを入れて中火で炒める。
香りが出たら温かいごはんを加えてほぐしな
がら強火で炒める。全体がほぐれたら白ワイ
ン、しょうゆを加えてさっと強火で炒める。
★ガーリックライ
スにすることで味
が重なり深まりま
す。お米の一粒ず
つに味がつくよう
によく混ぜて。

❺耐熱皿に❹のライスを平らに盛り、❸のソ
ースをかける。ピザ用チーズをのせてトース
ター
（900W）
で7〜10分、チーズが溶けて焼
き目がつくまで焼く。

パパのごほうび乾杯

頑張ったあとのお楽し
みは、お疲れさまの一
杯。チキンドリアにお
すすめなのは白ワイン。
油分がある鶏もも肉は、
焼いてもしっとり。ク
リーミーなベシャメル
ソースと鶏もも肉に、
すっきりとした白ワイ
ンがよく合います。
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3月のJR常磐線全線再開に向けて工事が進む双葉駅。
JR東日本は既存の駅舎を活かしながら、地上駅を橋上
駅に改修。駅の東西をつなぐ自由通路を設け、町の利便
性も高める
（仮囲いが外れた12月に撮影）
。

上／双葉町復興まちづくり計画のジオラマを眺める双葉
町の伊澤町長
（右）と、UR理事長の中島。2020年のJR
常磐線全線再開に合わせ、町では避難指示解除準備区域
とJR双葉駅周辺等の一部区域の避難指示解除、2022年
春には特定復興再生拠点区域全域の避難指示解除を目指
している。
左／起工式会場で披露された、新しい双葉町のジオラマ。
JR常磐線が全線再開するほか、2019年度末には常磐自
動車道常磐双葉ICが供用開始予定。先行して整備が進
む中野地区の復興産業拠点では、2020年内に復興の歩
みを発信する
「東日本大震災・原子力災害伝承館
（アーカ
イブ拠点施設）
」
や、就業者や来訪者をサポートする
「双
葉町産業交流センター」
の供用開始が予定されている。

双葉駅の工事現場だ︒工事の仮囲
い越しに見える駅舎は︑従来の地

た東京電力福島第一原子力発電所

東日本大震災とその後に起こっ
地となる西側をつなぐ東西自由通

あった駅東側と︑新たな中心市街

と改修︒もともとの町の中心地で

上駅から︑線路をまたぐ橋上駅へ

事故により︑全町避難が続く福島

路が設けられる︑新しい双葉町の

双葉町で初めての
﹁住む拠点﹂
整備

県双葉町︒しかし昨年 月に訪れ

工事現場を望む会場で行われた

シンボルともいえる存在だ︒

車が走り︑各地で工事が進んでい

のが︑双葉町で初となる﹁住む拠

たときに見たのは︑ダンプや乗用
るまち︒復興への歩みを進める力

月１日に行われた起工式では︑田

点﹂整備着工の起工式だ︒昨年

なかでも目を引いたのは︑今年

中和德復興大臣をはじめとする多

強い姿だった︒
月に全線再開となるJR常磐線

新しいまちづくりについて︑双
葉町復興推進課の田中聖也さんは︑
﹁単に町を元に戻すのでなく︑世
界に先駆けた地方創生のモデルシ
ティをつくり︑町に関心を持つ人
も増やしていきたい︒例えば地区

として︑とても名誉なこと︒UR

年まちづくりに携わってきた組織

関わる事業を受託したことは︑長

事長の中島正弘が﹁福島の復興に

備を開始︒そして︑今回のJR双

業雇用の場となる﹁働く拠点﹂整

区域である中野地区で︑新たな産

月には双葉町の避難指示解除準備

の大熊町︑浪江町に続き︑ 年１

URは福島原子力災害被災地域

入れています﹂と話す︒

のフィールドづくりなども視野に

齢者も自由に移動できる自動運転

いまちのための電柱の地中化︑高

の地産地消であったり︑防災に強

発電や自家消費を行うエネルギー

全体で再生可能エネルギーの自家

のプライドをかけて施工したい﹂
と工事着手の抱負を語った︒

心とした第一地区︵ ・ ヘクタ

ル︶のうち︑JR双葉駅西側を中

興再生拠点区域︵ ・ ヘクター

域を再び住めるようにする特定復

今回着手したのは︑帰還困難区

るにはどうしたらいいか︑頭の中

建や経済活動がうまくレールに乗

担います︒帰還した方々の生活再

生業の下支えとなる部分の施工を

口広場など︑町民の方々の生活や

のインフラ︑さらには双葉駅前東

をはじめ宅地や道路︑下水道など

URの森脇恵司は︑
﹁ 基盤整備

の復興への願いを乗せて︑この春︑

い﹂と語った伊澤町長︒多くの人

みたいと思えるようなまちにした

新しい双葉町を見た方が︑住んで

起工式で︑
﹁ 常磐線の車窓から

たい﹂と森脇も言葉を継ぐ︒

ら︑新しい東口の景観を再構築し

従来の駅舎をうまく利活用しなが

口駅前広場の整備に力を注ぎます︒

線の全線再開に向けて︑双葉駅東

ール︶の基盤整備だ︒まずは造成

で知恵出ししながら進めるのが難

商業施設や医療
などの生活関連
サービスの整備
が予定されてい
る︒

新しい双葉町に待望の電車が通る︒

工事を行い︑２０２２︵令和４︶
戸や分譲地︑

しいですね﹂と話す︒

常磐線再開に向け
東口広場を整備

3

18

年の居住開始に向けて︑公営住宅

支援している︒

﹁まずは︑ 月に控えるJR常磐

3
葉駅西側地区での復興拠点整備を

にしたい﹂と挨拶︒

も豊かに暮らすことができるまち

し︑共生できる︑規模は小さくと

者︑就労者の皆様が近接して居住

じめ︑避難先との二地域居住希望

の伊澤史朗町長が﹁帰還住民をは

くの来賓が臨席するなか︑双葉町

福島県

続いて︑事業を受託したUR理

10
宮城県女川町の災害復興
事業を担当後、赴任した
UR双葉復興支援事務所
長の森脇。
「復興支援や
ニュータウン事業、基盤
整備などの実績を踏まえ、
総力を挙げてまちづくり
をサポートしていきたい」

9

3

23

12

31
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阿部民子=文、菅野健児=撮影
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双葉町

下／工事の安全祈願の後、
田中復興大臣らによる鍬
入れも行われた。

10

「新たにつくりあげるまちだか
らこそできる、先進的な取り組
みにチャレンジしたい」
と意欲
的に語る伊澤双葉町長。

第

18

回

JR常磐線全線再開とともに
新しいまちづくりが加速
復興の
「今」
を
見に来て!

右／工事が進む双葉駅を
望む広場に設営された起
工式会場。田中復興大臣
をはじめとする関係者約
100名が出席した。
双葉町復興推進課の田中
さん。
「この工事だけで
なく、JRの工事や環境
省の除染解体工事、県の
復興シンボル軸
（道路）
整
備などが錯綜する現場。
URさんには事業者間の
連絡調整など、まちづく
りのトータルコーディネ
ートも担っていただいて
います」

88

福島県

届け！
笑顔
天

丸森町災害ボランティアセンタ ー

ＡＫＢ
﹁誰かのために﹂
プロジェクト
東北復興支援

丸森町

できることを懸命に行った︒

号で被害を受けた家庭を訪問︒
でスコップを握り︑泥の撤去

出しを行い︑慣れない手つき

Ｂサイトで募り︑現地では仕

宮城県

皇皇后両陛下が宮城県
中学生の下校時には︑サプ
をした︒丸森町の佐々木秀之

一日も早い復興のために
ボランティアたちと汗を流す

丸森町を訪問されたの
ライズで校門近くに立ち︑帰
副町長からは︑
﹁ 町民もボラ

月 日︒さかのぼること２カ

は︑暮れも押し迫った昨年
宅する中学生と握手やハイタ

月前︑ 月 日にＡＫＢ の

ィア活動をする人たちに温か

藤︑高橋は︑現地でボランテ

メンバーの大家︑大盛︑佐
緒に被災地でボランティア活

山根︑武藤︑谷口の３名︒一

再び丸森町を訪問︒この日は
る時間を持てました﹂と感謝

気づけられます︒皆ホッとす

援してくれるのは︑本当に元

いうどんを振る舞い︑台風

島県いわき市は︑東日
本大震災で大きな被害

AKB48

に汗をかくこと︑泥まみれに

動は続いている︒届けている
ほんのわずかなボランティ

なること︒ＡＫＢ のこのプ

ことを続けていきたいと思い

ア活動ではあるが︑それでも

駆けつけてくれた人たちと一

た︒

メンバーやスタッフたちの活

側溝から泥の掻き出しを行っ
﹁これからも私たちにできる

ロジェクトに終わりはない︒

48

AKB48

いわき市災害ボランティアセンタ ー

福
を受け︑昨年は台風の被害も
甚大だった︒そこで 月 日︑
ＡＫＢ ﹁誰かのために﹂プ
いわき市にボランティア活動
をするために入った︒
一人でも多くのボランティ
アを必要としている被災地の
ために︑丸森町と同様に︑
﹁一
緒にボランティア活動にご参
加いただける方を募集しま

AKB48

のは笑顔だけではない︒一緒

第2回目参加メンバー

ます﹂と篠崎彩奈︒

す﹂と呼びかけた︒この日︑

AKB48

山根涼羽
武藤十夢
谷口めぐ

19

29

緒に︑メンバーとスタッフは

（左から）

の言葉が送られた︒

るなかで︑このような形で応

ンティアさんも疲れ切ってい

48

メンバー４名は丸森町に向か

29

動をしてくれる人たちをＷＥ

った︒

月 日︑別のメンバーで

ッチをして笑顔を届けた︒

回

48

11

AKB48

NGT48

いわき市

29

12

第

ロジェクトのメンバー３名が︑

48

AKB48

33
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竹居鉄也=文、竹居鉄也、©AKS=撮影
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11

10

26

AKB48

AKB48

佐藤朱
大家志津香
高橋七実
大盛真歩

12

AKB48

川本紗矢
篠崎彩奈
茂木忍

第1回目参加メンバー

ボランティアを募り
一緒に今︑できることを懸命に

参加メンバー（左から）

（左から）

NEWS

U R I N F O R M AT I O N

「平成28年熊本地震」の
復興支援が進んでいます
平

「

UR都市機構からのお知らせ

NEWS

成28年熊本地震」
の発震後、いち早く

「日ASEAN スマートシティ・ネットワークハイレベル会合 」
日本のスマートシティ国際展開に向けた一大イベントを実施

現地に専門スタッフを送り、復旧支援

に取り組んできたUR。現在も熊本県内で災
害公営住宅の整備や復興土地区画整理事業の
支援を進めています。
関係者による鍬入れ式。左端がUR理事長の中島、左から4番目が西村町長、5番目が蒲島知事。

益城町「益城中央被災市街地復興土地区画整理事業

着工式」が行われました

URは現在、益城町の4地区で322戸の災害

西村博則町長のあいさつをはじめ、子どもた

公営住宅を建設中。そして、いよいよ市街地

ちによるアトラクションと関係者による鍬入

の土地区画整理事業における工事が本格的に

れが行われ、ＵＲ理事長の中島正弘も祝辞を

スタートするにあたり、
「益城中央被災市街地

述べました。安全・安心、快適なくらしと町

復興土地区画整理事業 着工式」
が、2019年

の発展を支える にぎわい・健康・文化の交

11月10日に旧益城町役場跡地で行われました。

流拠点 の整備に向けて、大きな一歩を踏み

当日は、熊本県の蒲島郁夫知事、益城町の

Ｕ

それに関連して、2019年10月8、9日には、

Ｒは、国内で培ってきたノウハウをも
とに、東南アジアやオーストラリアな

横浜市内のホテルで
「 日ASEANス マ ー ト

どを中心に海外での都市開発の取り組みを推

（ASCN）
ハイレベル会
シティ・ネットワーク

進しています。民間企業単独での参入が困難

合」
を実施機関として運営しました。

＊１

な大規模な都市開発の事業などについて、日

この会合は、日本のASCNへの協力を推進

本企業が参入しやすい環境の整備に力を入れ

するために国土交通省が主催したもので、

ています。

ASEAN10カ国およびASCNに参加する26

官民のビジネスマッチングを推進。

出しました。

都市の代表者約80名、日本国
内の自治体、国内外企業や国際

祝辞を述べるUR理事長の中島正弘。

機関関係者など2日間で約800
名が参加。シンポジウムやテー

御船町

「一丁目第1団地 鍵引渡し式」開催

マ別分科会、官民ビジネスマッ
チングが行われました。シンポ

御船町では、町からの要請を受けてURが

ジウムには、パネリストとして

建設した町営住宅
「一丁目第１団地」
が完成し、

UR理事長の中島正弘も登壇し

12月10日に鍵引渡し式が行われました。復
上／御船高校書道部の協力を得て制作し
たモニュメントを団地のエントランスに。
左／御船町の中心地に完成した
「一丁目
第1団地」の前で記念撮影。前列中央が
御船町の藤木正幸町長、向かってその右
隣がUR九州支社長の太田潤。

ました。

興のシンボルとして、地域の方々に末永く愛

＊１ 都市の抱える諸課題に対して、
IoT等の先端技術によりインフラ・サー
ビスを効率的に管理・運営し、環境に
配慮しながら生活の質を高め、継続的
な経済発展を目指す新しい都市のこと。
＊２ ASEAN各国首脳により開始さ
れた取り組み。加盟国から26都市が
選ばれ、民間企業および諸外国との連
携を通じたスマートシティ開発プロジ
ェクトの推進を目指している。

されることを願って整備を進めてきた災害公
営住宅です。式ではモニュメントタイルの除
幕式や関係者によるテープカットが行われ、
御船町からURへ感謝状も贈られました。

EVENT
見て 食べて 作って 楽しもう！
「災害に強いまちづくり」を小学生たちが体感！
東

京都八王子市にあるURの集合住宅歴

当日は沖縄県在住の方を含む23組の親子

史館で、2019年12月26日、
「災害に

が参加。実際に起きた大地震の揺れを再現す

強いまちづくりを体感しよう！」
と題して、

る
「三次元振動台」
に乗っての地震体験や、味

小学生に防災の知識を深めていただく体験型

や機能が進化した非常食の試食、防災公園の

イベントを開催しました。

ジオラマ作り、昔の団地見学などもりだくさ

各国の代表者が集まったオープニングセレ
モニー。

EVENT
「いわて三陸復興フォーラムin神奈川」が開催されました

んのプログラムを体感。

019年12月7日、横浜市内のホテルで

2 「いわて三陸復興フォーラムin神奈川」

参加者からは
「URが
防災に力を入れている
ことがわかった」
「災害
に強いまちづくりのお
手伝いをがんばってほ

上／柵をしっかり持っ
て揺れに耐えました。

しい」などの感想が寄
せられました。

で岩手医科大学医学部の眞瀬智彦教授、こど
も防災協会代表の鹿島美織氏、そしてUR理

が開かれました。
「復興の今」
と
「これからの

事長の中島正弘。中島は、震災復興や防災ま

防災」
について考える岩手県主催のフォーラ

ちづくりなどについて説明しました。

ムです。第1部は岩手県の達増拓也知事と神

当日は、Jリーグの川崎フロンターレによ

奈川県の黒岩祐治知事による
「東日本大震災

る陸前高田市の被災地でのサッカー教室の取

津波を教訓とした防災・復興の取組」
につい

り組みの報告や、防災ワークショップなども

ての対談。第2部は、
「防災力の向上〜東日

行われました。

本大震災津波を教訓に〜」をテーマにした4

完成したジオラマを前にみん
なで記念撮影。
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＊２

右／立ち上る蒸気にび
っくり。この後、ホカ
ホカの非常食を試食。

名によるパネルディスカッション。パネリス
トは、元岩手県職員で関東学院大学法学部の
津軽石昭彦教授、災害医療コーディネーター

岩手県の達増知事
（右）
と神奈川県の黒岩知事
（左）
の対談。

上／多くの聴衆の前で
行われたパネルディス
カッション。左から津
軽石氏、眞瀬氏、UR
の中島、鹿島氏。
右／あいさつする田中
復興大臣。
UR PRESS vol.60
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東日本大震災 復興の歩みフォト＆スケッチコンテスト2019
受賞作品発表
Ｕ

Ｒでは、東日本大震災からの復興の歩みを広く発信し、一日も早い復
興を支援することを目的として、
「東日本大震災 復興の歩みフォト

＆スケッチコンテスト2019 〜東北の
『いま』
を伝える〜」
を開催し、過去最
多となる451点の作品のご応募をいただきました。ここに受賞作品をご紹介
します。作品展も開催しま

東京
（受賞作品を中心に展示予定）
日程 2月15日
（土）
〜 3月13日
（金）
会場 行幸地下ギャラリー
（JR東京駅丸の内地下中央口より直結）
東北
（応募作品を中心に展示予定）
【岩手】日程 3月9日
（月）
〜 3月11日
（水）
会場 アイーナいわて県民情報交流センター
4階県民プラザ
（盛岡市）

すので、ぜひ足をお運びく
ださい。

【宮城】日程 3月9日
（月）
〜 3月11日
（水）
会場 AER 2階アトリウム
（仙台市）
【福島】日程 3月5日
（木）
〜 3月9日
（月）
会場 コラッセふくしま 1階アトリウム
（福島市）

復興の歩み大賞

ＵＲのホームページにも入賞作品・作品展のご案内を掲載しています。
ぜひご覧ください。

「応援旗にメッセージ」

小野寺 浩さん
（描いた場所：岩手県釜石市）

復興の歩み賞

作品展開催

https://www.ur-net.go.jp/
fukkou-photosketch/contest2019/result/

「大漁 パパの約束」

「がんばれ−！！」

門林泰志郎さん
（撮影場所：福島県いわき市）

「真っ直ぐ祈りに向かって」

宮野文太さん
（描いた場所：宮城県名取市）

萩野谷陽子さん
（撮影場所：岩手県陸前高田市）

CROSSWORD PUZZLE&PRESENT
プレゼント付きクロスワードパズル

ヨコのカギ

1

1 バレーボールで、アタックするために上げるもの
2 「いいね！」の印のサムズアップは、これを上げたサイン
3 芸術品などを鑑定する能力
4 ――の手も借りたい忙しさ
5 ドア――で靴の底をぬぐった
6 英語の「山」。ＭＴＢは――バイク
9 ――も育ちも北海道なんです
11 前人――の大記録を打ち立てた
13 お茶わんは右手に持って食べるのかな
15 カレーやヨガが生まれた国
16 バイオリンとかフルートとか鼓とか
17 ――は牛のよだれ、

北野慶さん
（描いた場所：宮城県石巻市）

「喜びの海水浴
（越喜来浪板海水浴場）
」 「向こうへ」小野詞誉さん
鈴木緑さん
（撮影場所：岩手県大船渡市）

（描いた場所：宮城県本吉郡南三陸町）

22

団地というと画一的な間取り、古い設備、
そんなイメージをお持ちの方も多いのでは
ないでしょうか。今回の特集では、既存の
イメージを覆す、バラエティに富んだUR
賃貸住宅と、そこに住む方の多種多様な暮
らしぶりを紹介させていただきました。性
別、年代、世帯構成を問わず、さまざまな方
に暮らしていただける環境が、URにはあり
ます。URにお住まいの方、これからお住
まいいただく方も、そこにお気に入りのス
パイスを追加して、自分らしいライフスタ
イルを手に入れてみてはいかがでしょうか。
今回取材にご協力いただいた方々がUR賃
貸に愛着を持ってくださっている姿を拝見
し、大変うれしく、温かい気持ちになりま
した。
（UR都市機構・広報担当ME）

次号のお知らせ

「UR PRESS」61号は
2020年4月末発行予定です。

「UR PRESS」オンライン版もお楽しみください！
「UR PRESS」
はパソコンやスマートフォンでもご覧いただけます。
紙面にはない巻頭インタビューの動画なども掲載しています。
ぜひご覧ください。

UR PRESS

で 検索

https://www.ur-net.go.jp/
aboutus/publication/web-urpress60/index.html

24
26
27

おかしいなあ
入学や入社が一緒なこと。
高校の――生で集まった
ＵＲの
「――割」
は、親世代と子育て世代が
近くに住む
「――」
をサポートします
パリパリした皮の間にアンコが挟まっています
ボートを川の――へとこぎ寄せ上陸した
義務―― ――実習

ナ ゴ ヤ エ キ

https://www.youtube.com/user/URTOSHIKIKO/
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プレゼント＆応募方法
クロスワードパズルを解いて、プレゼントにご応募ください。
PRESENT
From 福岡

1

PRESENT
From 福岡

チロリアン ３名様
口どけなめらかなクリーム
をサクッとした軽い食感の
ロールクッキーで包んだ、
人気菓子。バニラ、コーヒ
ー、ストロベリー、チョコレート
の4種類、28本入り。キュートな
絵柄の缶入りセットです。

PRESENT

3
み や いずみ

純米酒「會津宮泉」
３名様

59号の解答

YouTubeでもさまざまな動画がご覧いただけます
UR都市機構の公式YouTubeでは、UR賃貸住宅、都市再生、
震災復興など、URのさまざまな事業や情報を動画でお伝えし
ています。
『UR PRESS』
オンライン版でこれまでに紹介した
動画や、テレビCMなどもアップしています。
ぜひご視聴ください。

2

From 福島

A

13

6

1 望遠鏡の古い言い方
5 お父さんはパパ、お母さんは
7 うわぐすりを使っていません
8 ――網 対面―― ――機関
10 美しい銀世界や降り積もる様子を鑑賞します
12 ラムよりも成長したヒツジの肉
13 湯飲みに――が入ってお茶が漏るよ
14 案内図ではＷＣや化粧室と書かれていることも
16 ゆったり羽織る室内着
17 プラン。予算――、改革――
18 ――の上ではうまく行くはずなんだが、
20

From Editors

7

辛抱強い気長なビジネスがきっと実を結ぶよ

19 ――は危うきに近寄らず
21 鳥の体を包んでいます
23 この結果を――してすでに準備していました
25 斜めに動く将棋のコマ

タテのカギ

「閉じゆく仮設商店街も復興の形」

パズル制作 ニコリ

数々の酒類コンクールで受賞を重
ねる会津産の純米酒。口に含んだ
時に広がるお米の旨みとキレのあ
る酸味のバランスが特徴です。
720㎖入り。

2

「小倉 縞縞」
ハーフタオルハンカチセット ２名様
北九州生まれの小倉織ブランド「小倉 縞縞」と今治
タオルのコラボレーションによる風合い豊かなハー
フサイズのタオルハンカチ
（25×12.5㎝）
。リバーシブ
ルで中央に折り目が入ってい
るので、2つ折りにしてポケ
ットに入れてもかさばりませ
ん。2枚セットで。

PRESENT
From 広島

4

「カープキーホルダー＆
キーケースのセット」３名様
熱いファンが増え続けている広島東洋カープ。その
マスコット
「カープ坊や」
デザインのキーホルダーと
キーケースのセットです。

●応募方法
本誌付属の応募はがきに、クロスワードパズルの
答えと希望プレゼント番号、必要事項をご記入の
上、郵送してください。
※応募はがきに記載のQRコードからもご応募いただけます。

●応募締め切り
2020年4月30日 （当日消印有効）
当選者の発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。
※お酒のご応募は20歳以上の方に限らせていただきます。
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