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03

Special Interview 未来を照らす 

声の消えた町

趣里

さん 女優

〇二〇年の春のことを、この先だれもが覚えているだろう。

新型ウイルスのニュースは、一月の終わりごろから見聞きし
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ていたけれど、遠いどこかのできごとという感覚しか、私は
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持っていなかった。けれどもあれよあれよという間に身近なものになり、
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係なのだが、それでも、数カ月先まで予定されていたイベント、イベン

かくた・みつよ
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トのための出張、講座、取材、すべて中止となり、連載をしているいく

32

二

photo・T.Tetsuya

小さなガラスの一輪挿しで涼しさをナチュラルに演出
電気だけの問題ではない！ 停電対策のポイント
31

つかの雑誌は休刊となった。友だちとの約束も、すべて中止だ。とりあ

30

えず、ずっと先までなんの予定もない。

素敵に飾るインテリアグリーン❸ 貝賀あゆみ

人が主催する花見の宴に、毎年呼んでもらっているのだが、

栗原心平のオトコめし❸ 豚バラ豆腐あんかけそうめん

30

今年はもちろん取りやめ。私の家の近所には、桜の名所とな

29

友
る公園が三つあるのだが、桜が満開になるまえに、ベンチや

ノウハウを詰め込んだ災害公営住宅を内陸部に建設中 岩手県盛岡市

広場は黄色いテープで囲われて、立ち入り禁止となった。いつも花見客

復興の
「今」
を見に来て！

でごった返している公園は、マスクをしてランニングをする人ばかり。

27

花が散り、あっという間に新緑の光景が広がる。早朝、ランニングを

けやきガーデン周辺
（和歌山県和歌山市）

しながらあふれかえる緑の木々を見上げて、何もこんな季節を選ばなく

ＵＲのまち あのまち・このまち・歩いてみよう！ その

とも……、と未知のウイルスについ言いたくなった。四月、五月はもっ

25

ともうつくしい季節で、私は一年のなかでこの時期がいちばん好きだ。

新清洲駅北土地区画整理事業
（愛知県清須市）

出歩くのにも最適な気候だ。なのに、ランニングや散歩や、買いものに

観光地の玄関口にふさわしい安全で暮らしやすいまちに

いくついでのようにしか、その光景を眺めることができないのだ。見る

ＵＲのまちづくり最前線

人がいなくても、花も木々も、なんら変わりなくうつくしい姿を見せ続

23

けている。

豊成団地、香里団地、もりつね団地

月に入って、なんだか時間の流れが止まったような錯覚をと

本郷真砂アーバンハイツ、アルビス前原、朝霞浜崎団地、

きおり抱いた。出かけていないせいか、人に会っていないせ

17 URの
「リ・デザイン」
セレクション

五
いか、などと思っていたが、それよりもっと大きな原因とし

テーマごとに団地を解剖する
「’
ING REPORT」
シリーズ

て、子どもの声が聞こえないからだ、と気づいた。私の住まいは通学路

旧赤羽台団地の4棟 団地初の登録有形文化財に

の途中にあり、近所に保育園もある。ふだん意識して聞いていたわけで

城野団地
（福岡県北九州市）
15 DANCHI TOPICS

はなかったので、最初は気づかなかった。気づいてみれば、子どもたち

13 先進のまち
「ボン・ジョーノ」
とともに団地の価値もアップ

が歌う声も、話す声も、笑う声も、聞こえない。この異様な静けさが、

コンフォール茅ケ崎浜見平
（神奈川県茅ケ崎市）

時間を止めているように思えるのだった。

コンフォール松原
（埼玉県草加市）
11 高度成長時代に生まれた団地が地域の生活・防災拠点としてよみがえる

月に入って、ランドセルを背負ったちいさな子が歩いている

09 建て替えで生まれ変わった多世代が快適に暮らせるまち

六
のを見かけて、あっ、と声を出しそうになった。そのくらい、

新しい魅力と価値の創造へ

久しぶりに見る光景だった。

明日の団地

分散登校だからか、以前のようなにぎやかな声は聞こえてこないし、

特集

保育園から歌声もまだ届かない。それでも登下校する子どもたちの姿は、

07

止まっていた時間を、ゆっくり動かしはじめてくれているように感じる。

“自分らしく”を支えに。お芝居を通して、
人に寄り添い、つながりたい

表紙の世界
集合住宅の建物の間は
空間が広くて、
空がよく見えます。
眩しい夏空を
見上げるような
気持ちで描きました。
イラストレーション
小林マキ
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未来を

Shuri
さん

しゅ り

存在感のある個性派女優として注目を集める趣里さん。
長年続けてきたバレエの経験を生かしながら、
ドラマや映画、舞台などで幅広く活躍中です。
女優という仕事を選ぶことになったきっかけから、
現在出演中のドラマについて、これから目指すことまで……
丁寧に言葉を選びながら、表情豊かに語ってくれました。

感じてはいまし
たが、自分がや

自分が演劇に救われた経験があ

て演じるようにしています。

わせ、自分の思いと重ね合わせ

そうやって自分の人生とすり合

解できるようになると思います。

り添って深く考えることで、理

んだろう？」と、その人物に寄

が、
「 なんでこんなことを言う

とかけ離れている役もあります

になる”ということです。自分

“ 自分がその役の一番の理解者

標も失い、地獄のような苦しみ

レエ一筋だっただけに、夢も目

とが可能な職業は素晴らしいと

なっていったのです。そんなこ

り、自分の悩みが少しずつ軽く

たちに夢中にな

で生きている人

ことで、舞台上

その世界に入る

すね。集中して

とができたんで

現実を忘れるこ

その瞬間だけは

舞台を見たとき、

に苦しいなかで

た。でも、本当

ていませんでし

が欠かせず、頑張るのが当たり

ています。日々のトレーニング

や体力は、今の仕事に生かされ

く、バレエで鍛えられた精神力

したりするなどの演舞だけでな

ージックビデオでダンスを披露

また、舞台で踊ったり、ミュ

ものだと感じています。

喜びは、２つの世界に共通する

様とつながったと感じる瞬間の

すし、演技や踊りを通じてお客

も表現としてのお芝居がありま

ださるのは同じです。バレエに

演技も、お客様が見て喜んでく

う道に進みましたが、バレエも

幼い頃に描いていたのとは違

バレエで学んだことを
今の仕事に生かして

るからなのです。４歳からバレ

を味わいました。そのときに、

改めて思えて、自分も誰かの気

りたいとは思っ

エを始め、 歳でイギリスにバ

母が連れ出してくれたのが、演

実は、この世界に入ったのは、

レエ留学。将来は絶対にバレエ

なのはもちろん、体に対する気

前のバレエの世界。体力が必要
それまでも岩松了さんの舞台

らと、役者の道を志すことにし

持ちに寄り添う作品に関われた

留学先で怪我をして辞めざるを

などを拝見して演劇の面白さを

の遣い方や、上下関係も含めた

劇だったのです。

得なくなりました。それまでバ

ました。

に携わりたいと励んでいたのが、

役作りで大切にしているのは、

演劇が絶望から
救ってくれた

お芝居を通して、
人に寄り添い、
つながりたい

女優

趣里
“自分らしく”
を支えに。

照らす
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しゅり

“スーパー家政

朋さん演じる
に彩りを添えられるよう精一杯

して頑張っていて、私もドラマ

スト、スタッフが心をひとつに

しぎ の

夫”の鴫野ナギ
演じています。

む、しっかり者
の役です。

に思います。

ないトレーニングになったよう

と、それらはすべてかけがえの

周囲への気配りなど、振り返る

人の言葉は、今も「自分は自分

ってくださいました。そのお二

おまえらしくやれ」と何度も言

で、
「おまえは大丈夫だから、

んも海外での活動経験のある方

せのときに「バレエをやってい

喜びです。宮尾さんには顔合わ

俊太郎さんとご一緒できるのも

は、草刈民代さんやＫ Ｂ-ＡＬ
ＬＥＴ ＣＯＭＰＡＮＹの宮尾

の日もマッサージに行くぐらい

ト配信のドラマを見たり。休み

は自宅で台詞を覚えたり、ネッ

るか仕事の現場にいるか、あと

のインドア派です。稽古場にい

このドラマで

仕事をするうえで心の支えと
たんですよね」と声をかけてい
ーニングも自宅で行います。そ

だ、頑張ろう」という日々のモ
です。草刈民代さんは以前から
れも「やるぞ」というのではな

なっているのは、イギリスに留

舞台を拝見していましたし、同

く、寝る前にベッドの上でスト

で、ジムなどには行かずにトレ

じバレエの先生にお世話になっ

年以上思い続けています。女

が、インテリアには全然こだわ

家は一番居心地いい場所です

立てしたり（笑）
。

り、料理を煮込んでいる間に腕

レッチをしたり、歯磨きしなが

ただいて、とてもうれしかった

ドラマで姉思いの
妹役を熱演
７月からＴＢＳ系で放送中の
家族や恋人、会社の人間関係

たこともあり、そんなお話もで

チベーションになっています。

言われた言葉です。
「あなたは、
あなたらしく生きていけばい
い」という一言が、不安だった
私の背中を大きく押してくれま
で、多部未華子さん演じる相原
など、いろんな場面での人と人

らＹ字バランスの姿勢をとった

もうひとつの支えが、帰国し
メイの妹、福田唯を演じていま
とのつながりが描かれているア

ドラマ
「私の家政夫ナギサさん」

てからお芝居の勉強に通ったア
す。仕事一筋で家事がまったく
ットホームなドラマです。キャ

した。

クターズクリニックの塩屋俊さ
できない姉を心配して、大森南

ゆい

んに言われた言葉です。塩屋さ

分と世界が違う、と感じる人も

性役は 歳の設定でまだまだ先

今回のドラマもそうですが、最

らいいなと願っています。

ついてきたので、いつかできた

いるけれど、だからこそ会話や

く楽しい。人と出会わなければ

近は母親役も増えてきました。

なくて物は多いほうかもしれま

だと思っていたら、あっという

小さな部屋なので家政夫のナギ
自分も前に進めないし、人はひ

でも結婚願望はまだないですね。

どいろいろやらせていただいてい

コミュニケーションで通じ合い、

サさんに来てもらう必要はあり
とりでは生きられない。人との

まずは自分がもうちょっと頑張

ますが、ベースとなっているの

せんが、ドラマのメイさんの部

間に 歳。ようやく年齢が追い

ません（笑）
。
出会いは一期一会だと思うので、

らなければ、と思っているから

この９月に 歳になります。

イギリス留学中は寮生活を経
ひとつずつを大切にしたいと思

は、たくさんの人と一緒にさら

曲です。最初に読んだ

始めた頃から憧れの戯

紺碧の海」も、演技を

ャンリィの「ダニーと

ョン・パトリック・シ

イクスピアの戯曲。ジ

いのは、舞台ではシェ

これからやってみた

事に関われたらうれしいです。

しさを世界に知っていただく仕

品を作り、日本の作品の素晴ら

らはそういう方々とご一緒に作

さんいらっしゃるので、これか

日本には素敵な監督さんがたく

喜んでいただきたいという思い。

作品を作り、見ていただく方に

なる上を目指しながらひとつの

W E B U R PR E S S

のが 歳の頃で、もう

ドラマや映画、舞台、ＣＭな

験しました。４人部屋で、最初

かもしれません。

かもしれませんね。

今の時代、改めて見直されるの

も物理的にも助け合いが必要な

ィーも豊かな感じで、精神的に

したね。隣近所とのコミュニテ

とてもアットホームな雰囲気で

転車がたくさんとまっていて、

もあります。公園があって、自

の友達の家に遊びに行った経験

そういえば、小さい頃に団地

しくて、とてもいい経験でした。

るようになりました。みんな優

てくれて、気づいたら理解でき

まわりの人が簡単な英語で話し

を引いて会話していたのですが、

っています。

一緒に何かを生み出すのがすご

見て喜んでもらえる
作品に関わりたい

りません。洋服なども捨てられ

きたらと楽しみです。

学していたときに、校長先生に

プライベートでは、根っから

人と一緒に
ものを作るのが大好き

サさんを送り込

１９９０年生まれ、東京都出身。
ドラマ
『ブラックペアン』（ＴＢＳ）
、
『イノセンス 冤罪弁護士』（ＮＴＶ系）
などで注目を集める一方、
舞台や映画でも活躍。圧倒的な個性と演技力で存在感を発揮している。
２０１８年公開の映画
『生きてるだけで、愛。
』
で第 回高崎映画祭最優秀主演女優賞、
おおさかシネマフェスティバル２０１９主演女優賞、第 回日本アカデミー賞新人俳優賞に輝く。
42

30

5
UR PRESS vol.62
トップス・スカート LOKITHO／ALPINISME、シューズ quartierglam／Duplex

33

10

は英語がまったくわからず辞書

屋ほど散らかってないですし、

31

「UR PRESS」
オンライン
版で、パソコンやスマー
トフォンから趣里さんの
インタビュー動画がご覧
いただけます。
（2020年10月末まで）

家でひとりで過ごすのが好き
ですが、よく友人からは「趣里
って人が好きだよね」と言われ
ます。人ってひとりずつ違うの
で、すごく面白いですよね。自

原作：コミック
「家政夫のナギサさん」
（四ツ原フリコ）
出演：多部未華子、大森南朋、瀬戸康史、趣里ほか。
TBS系で火曜22時～放送中。

ヘアメイク＝須賀元子、スタイリスト＝岡村春輝
UR PRESS vol.62
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30
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家事と恋に不器用で仕事に一途な独身女性が、おじさ
ん家政夫を雇うことから巻き起こるハートフルラブコ
メディドラマ。趣里さんは片付けが苦手な相原メイの
妹、福田唯役で出演中。

©TBS

「私の家政夫ナギサさん」

戦後のまちの発展を

けん引してきた団地は

活用や再生などの手法によって

新たな魅力と価値が付加され、

再びまちのなかで輝きを増している。

団地が誕生して 年。

特集

明 日 の団 地

新しい魅力と価値の創造へ

65

埼玉県草加市の
「コンフォール松原」
。大規模団地の建て替えにあわせて周辺地域を整備。緑豊かで美しく、利便性の高いまちに生まれ変わった。

8
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商業施設
ひかり
幼稚園

薬局・病院

駐車場

獨協大学通り

松原団地花栗線

以前の団地の樹木を一部保存した、植栽豊かな中庭。
11号棟

という決断を下したの
は今から約 年前のこ
と。これだけの大規模
団地の建て替えはＵＲ
でも他に例がない大プ
ロジェクトだ。草加市
や隣接する獨協大学、
地域の人たちと連携し
ながら、一帯の再生・
再編をスタート。都市計画道路や
公園、公益施設などを含め、駅の
西側エリアの整備計画を策定し、
官民一体となった総合的なまちづ
くりを進めてきた。目指したのは、
安心・安全で快適な、住む人たち
にとって魅力のあるまちを創出す
ることだ。
「団地にお住まいの方には相当な
ご苦労をおかけしましたが、ただ
建物を新しくするのではなく、住
戸タイプや施設、屋外空間やコミ
ュニティーづくりにも配慮して、
暮らしやすいまちづくりを進めま
した」
よし き

ＵＲの木村仁紀が語るとおり、
建て替えを機に、敷地内に子育て
支援施設や高齢者福祉施設、病院
などを誘致。また、高齢者福祉施
設と連携した住戸や、菜園付きの
住戸などを用意したり、幅広い世

２００３年から 年までの建替

住棟を集積し
スペースを有効活用

に尽力した。

代が暮らしやすい生活環境の充実

水田地帯だった広大な
地に造られた昔の草加
松原団地。建て替えに
よってコンフォール松
原に生まれ変わった。

事業で、４階建てを中心に３２４

マンモス団地を建て替え
魅力あるまちに
２０１７（平成 ）年に改称さ
ど っ きょう

れる前は「松原団地」駅、現在は
東武スカイツリーライン「獨協大
学前︿草加松原﹀
」駅。その駅の
西側エリアには、建設当初「東洋
一のマンモス団地」と呼ばれた草
加松原団地があった。
約 ヘクタールの広
大な敷地に連なる住戸
は、その数３２４棟、
５９２６戸。都心への
アクセスが便利なこと
もあり、１９６２（昭
和 ）年の入居開始以
来この団地は人気を集
め、多くの人々の暮ら
しを支え、子どもたち
の成長を見守ってきた。
建て替え前の草加松原
団地を知る人は「行け
ども行けども団地が続
いていた」と懐かしそ
うに話す。
当時の子どもたちが
独立し、居住者の生活
スタイルが多様化する
なか、ＵＲが建て替え

いているとよくわかる。駅から団

が豊かであることは、敷地内を歩
棟（３０５０戸）に集積して駅寄

地内を貫く「緑のプロムナード」
と呼ばれるメイン歩道は広々とし
ていて、途中で「風の道」と名付
けられた近くを流れる伝右川まで
抜ける道と交差する。住棟の中庭
には、建て替え以前の団地から保
存した大樹がのびのびと枝葉を伸
ばし、光や風を浴びている。
貸菜園「クラインガルテン」に
は野菜がすくすく育ち、近くにあ
るパーゴラやベンチの付近にはの
んびり過ごす親子の姿が見られる。
はＵＲのこだわりだ。空間の豊か

この贅沢で豊かな屋外空間の確保
「自治会の方との話し合いは１５

ぎわいあふれるまちになるだろう。

がさらに完成すれば、ますますに

施設がオープンし、分譲マンション

ることは間違いない。今後、商業

素が、このまちの価値を高めてい

……新たに付加されたこれらの要

さ、暮らしやすさ、災害への備え

緑が多く、団地を取り巻く環境

整備しました」

も心配ないように雨水貯留施設も

のときに近くの伝右川が増水して

でん う

思い入れのある樹木を残し、大雨

住民の方々からご要望が多かった

０回以上に及んだと聞いています。

持ちがよくて感激した」という。

地を訪れたとき、
「 緑が多くて気

Ｒの小原裕は、整備後初めてこの

こ は ら ゆたか

ション、商業施設などが誕生。Ｕ

公共施設や公園、民間の分譲マン

新たに生み出された敷地には、

転していただいた。

から住棟を建設し、順々に直接移

事業の途中からは駅に近いエリア

く１回の移転で済むように配慮。

の方の負担を減らすため、なるべ

として生まれ変わった。お住まい

り に 配 置。
「コンフォール松原」

あった住棟は、６～ 階建ての

29

43

建て替えで生まれ変わった
多世代が快適に暮らせるまち

集合住宅
高齢者
福祉施設

5号棟
6号棟

37

URの木村
（右）と、小原
（左）
。木
村は
「隣接する松原団地記念公園
の中央に、かつて団地にあったし
だれ桜が移植されています。春に
その桜の前で学生たちが記念撮影
しているのを見て、いい光景だな
あとうれしくなりました」
と話す。

埼玉県草加市

PL

13号棟

鉄塔

12号棟

3号棟
4号棟

右／パーゴラやベンチ
の近くでは、子どもた
ちが遊ぶのを見守りな
がら、おしゃべりを楽
しむお母さんたちの姿
があちこちに。

30

大規模団地の建て替えを機に、

2号棟

1号棟
草加市立
栄小学校

上／まちの中央を東西
に貫く
「緑のプロムナ
ード」
。この通りに面
して、集会所のテラス
やアネックスルーム付
きの住戸が配置されて
いる。

18

市や大学、民間事業者とともにＵＲが周辺一帯を整備。

PL

9
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コンフォール松原̲1〜30号棟̲配置図

7号棟
8号棟

病院
医療施設

10号棟

9号棟

伝右川

ハーモネスタワー松原
獨協大学
施設

14号棟

PL
多目的
広場
立体
駐車場
谷
塚
松
原
線

獨協大学

時
間
貸
コ
イ
ン

PL
広場
広場

14

安全で快適、美しく生まれ変わったまちが埼玉県草加市にある。

上／貸菜園には休憩スペースを隣接させるな
ど、多世代が自然に交流できる工夫がある。

15号棟
16号棟

左／建替事業に先行して、駅前には高層ビル
「ハーモネスタワー松原」
やスーパー、保育園、
市立図書館などが整備された。

獨協大学前
〈草加松原〉駅
松原団地西口公園

20号棟
19号棟
18号棟

︵
施 21
設号
棟棟
︶

17
号
棟

草加警察署
松原交番

緑のプロムナード
松
原
団
地
記
念
公
園

草加市立
さかえ保育園

27号棟

棟

棟

高齢者
福祉施設

22号棟
23号棟

駐車場
PL

26号

25号

草加松原団地
三町稲荷神社

風
の
道
風
の
道
PL

24
号
棟

PL
PL
草
加
ひ
ま
わ
り
幼
稚
園

28号棟
29号棟
30号棟

駐車場

コンフォール松原 1～30号棟 配置図

20

コンフォール松原

住棟のエントランス。間取りは1DK～2LDK
タイプが基本。菜園テラス付きやペット共生
住宅などいろいろなタイプの住戸がある。

上／区画中央に位置する
「しろやま公園」
。親子連れ
からお年寄りまで、普段は
人々の集う憩いの空間。災
害時は防災拠点となる。

左／災害時はかまどになる、
かまどベンチ。

茅ヶ崎市経済部拠点整備課の皆さん。左から2人目が課長の大川さん。

神奈川県茅ヶ崎市

高度成長時代に生まれた団地が
地域の生活・防災拠点としてよみがえる
コンフォール茅ヶ崎浜見平
JR茅ケ崎駅からバスで約 分の浜見平団地で建替事業が進んでいる。
棟数を抑え、公共公益施設と商業施設を誘致。公園は防災拠点として整備した。

ーマーケットや飲食店が入る商業
みち

施設棟が建設された。左富士通り

ヶ崎は、今も昔も子育て世代に人

東京駅からＪＲで約１時間。茅
ゾーンをつくり、そこからまるで

業施設棟、公園が集まる生活拠点

するエリアに、
「ハマミーナ」
、商

茅ヶ崎市と連携し
まちの将来像を描く
と鉄砲道という つの道路が交差

気の湘南エリアのベッドタウンだ。

このような事業にとって重要な
のは、単にハードを建て替えるだ
けではなく、自治体と連携するこ

書室、体育室、地域包括支援セン

として賃貸し、市役所出張所や図

また、整備敷地の一部を商業用地

の整備などを同時に進めている。

替えに加え、防災機能を担う公園

地の建替事業に着手。団地の建て

Ｒさんには計画策定の段階から協

市にとって大きな出来事です。Ｕ

「浜見平団地の建替事業は茅ヶ崎

する」という目標を掲げた。

区を市南西部の生活・防災拠点と

づくり計画」を策定。
「 浜見平地

て、茅ヶ崎市は「浜見平地区まち

とだ。ＵＲによる建替計画を受け

ターなどが入る茅ヶ崎市南西部複

していただいています。災害時は、
団地内の施設や公園が付近一帯を
含めた防災拠点になることもあり、
地域の方々は事業に対して非常に
高い関心をお持ちです」
事業区画の中心に位置する「し
ろやま公園」には発災時用に、飲
料水兼用耐震性貯水槽、防災トイ
レ、かまどベンチ、防災倉庫、井
戸などが整備されており、
「 ハマ
ミーナ」は市の早期避難所に指定
されている。また、ＵＲ賃貸住宅
や商業施設は津波一時退避場所と
して茅ヶ崎市と協定を結んでいる。

いる。

る人々は大きなやりがいを感じて

者をはじめ、プロジェクトに携わ

いまちを目指す仕事に、ＵＲ担当

の意識に寄り添いながら、住みよ

了までの間に変化する社会や人々

プロジェクトだ。スタートから完

団地の建替事業は長期にわたる

ます」

住空間ができつつあると思ってい

ライフスタイルに合った新しい居

一変したという印象です。現代の

んで明るく開放的になり、景色が

住宅棟の建て替えや公園整備が進

ＵＲの高橋 健は言う。
「ＵＲ賃貸

建て替え前の浜見平団地を知る

長期プロジェクトゆえの
やりがいがある

まちづくりに取り組んでいる。

でも安心して移動できる開かれた

て上部を緑道にするなど、災害時

の無電柱化や、雨水路を暗渠化し

また茅ヶ崎市も団地内主要道路

議に参加していただき、建て替え

５（平成 ）年、ＵＲは浜見平団

それから約 年がたった２００

３４０７戸）
。

大規模団地として誕生した（ 棟、

地は、茅ヶ崎市にとって初めての

39

40

合施設「ハマミーナ」と、スーパ

17

宅地区が広がる。

鳥の翼のようにＵＲ賃貸などの住

2

１９６４（昭和 ）年、浜見平団

扇形の要の部分が生活拠点ゾーン。そこから住宅地区が広がっている。

単なる建て替えにとどまらない、現代のライフスタイルに合った新しいまちが生まれつつある。

にとどまらない、より住みやすい
新たなまちをつくるという方向性
を共有してきました」と市経済部
拠点整備課課長の大川哲裕さんは
言う。
現在、全工事の半分ほどが完了
しており、完成した住棟に戻って
きた住民と新規に入居した住民が
混ざり合い、新しい暮らしが始ま
っている。今後、戸建てゾーンや
民間事業者によるマンション建設
が進めば、ますます多様な世代が
暮らすまちへと成長していくだろ
う。

住民参加で進む
まちづくり
これからのまちづくりをどう進
めるのか、どのようなまちを目指
すのかについて、ＵＲと茅ヶ崎市
に加え、地元自治会やＮＰＯが参
加する、しろやまコミュニティ会
議が定期的に開催され、意見交換
と情報共有が行われている。とく
に防災については、団地や周辺の
住民の要望、意見から課題が見え
てくることも多いとＵＲの坂田辰
「コミュニティ会議には団地内だ

男は言う。

10
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住宅地ゾーン
生活拠点ゾーン
住宅地ゾーン

左／商業施設棟には、スーパーマーケット、ドラッグス
トア、飲食店、銀行、郵便局、医療施設などがあり、駅
前に出なくても普段の生活には事足りる。高齢者も安心
して住めるまちだ。

けでなく、周辺の自治会にも参加

左上から時計回りにURの
高橋、坂田、金井、山口。

参考：浜見平地区まちづくり計画

上／主要道路の一つ、左富士通り。5階建てから8階建
てとなったUR賃貸住宅棟。湘南の空を背景に8階まで
に高さを抑えた高層の建物が並ぶまちなみ。

分屯地跡地に生まれた
「ボン・ジョーノ」
「 北九州市環境モデル都市行動計
画」の主要プロジェクトと位置付
け、
「城野ゼロ・カーボン先進街

には、歩行者や自転車が行き交う

延びるペデストリアンデッキの先

日豊本線城野駅北口から真っすぐ

続けられるまちづくりが始まり、

実現だけでなく、多世代が暮らし

づくりを進め、ゼロ・カーボンの

先進技術によって持続可能なまち

区形成事業」に取り組むと発表。

道「エコモール」が続いている。
現在に至っている。

小倉駅から電車で約 分。ＪＲ

左右の街路樹の緑が鮮やかな、ま

州総合病院、道の左右には新しく

手前には地域の中核となる北九
策定やタウンマネジメント組織の

ともに、まちづくりコンセプトの

性舗装やＬＥＤ照明の採用などと

ＵＲはエコパークの整備、遮熱

建てられた戸建て住宅や店舗、集
立ち上げに協力し、持続可能なま

ちのシンボルロードだ。

会施設、分譲マンションの建物な
ちづくりを支えた。

位 置 す る の が、 １ ９ ５ ８（ 昭 和

「ボン・ジョーノ」の最も北側に

土地区画整理事業と
一体化した団地再生

ども見える。このエリアが、かつ
て陸上自衛隊の分屯地だった ・
９ヘクタールの土地に生まれた
「ボン・ジョーノ」
。ゼロ・カーボ
ンを目指す先進のまちだ。
２００８（平成 ）年に分屯地
）年に誕生したＵＲ城野団地だ。

地の活用を検討する
で憧れの団地暮らしをスタートさ

完成当初は 棟、４９４戸。ここ

が移転し、 年に跡
協議会が立ち上がる。
せたファミリーも多かった。
それから 年が過ぎた２０１１

北地区の土地区画整

会に参画し、城野駅

れる整備敷地に、高齢者施設や多

年。ＵＲは建物等を集約して生ま

地自治会の活動は比較的活発だが、

建物の老朽化も目立っていた。団

ることができ、 棟を 棟に集約

として建物除却をスムーズに進め

理解と協力もあり、団地再生事業

当時の城野団地は高齢化が進み、

事業を行うことを決めた。

様な住宅などを誘致する団地再生

若い世代の入居者が少ない。これ

ないかたちで進められました。隣

地の団地再生事業は、他には例の

Ｒの杉 勝智は振り返る。
「城野団

新しい機能を導入しました」とＵ

や時代のニーズに合わせた改善や、

団地の規模を小さくしつつ、地域

暮らしの場であり続けるために、

「団地が住む人にとってより良い

に再生したいとの思いがあった。

を多世代が行き交う活気ある団地

に断熱材を施しました 」
（ ＵＲ中

ペアガラスに変え、屋根や外壁面

指し、木製サッシをアルミ製とし、

地でも住宅の断熱性能の向上を目

ンのまちを目指しているので、団

「ボン・ジョーノはゼロ・カーボ

杉は説明する。

安全な道になりました」とＵＲの

わり、歩道が分離されて歩行者に

整理事業により公道（市道）に変

しました。団地内道路も土地区画

らしに合う間取り、デザインにリ

の入居を促進するため、現代の暮

目を楽しませてくれる。若い世代

ラフィックな住棟番号は歩く人の

を中心に外壁をリニューアル。グ

計画にも着手。周囲の豊かな緑を

専門家の力を借りて団地の色彩

ージの向上、良質化、ミクストコ

「団地再生事業によって団地イメ

いる。

たな人を呼び込む原動力になって

化が、団地の価値を向上させ、新

人気の高い先進のまちとの一体

で市街地整備を担当する若山恭輔。

きたと思います」と話すのは、ＵＲ

強みを相互に生かすことで実現で

携した取り組みです。ＵＲの持つ

業と土地区画整理事業が密接に連

「この事業は、ＵＲの団地再生事

村 久は言う。

成されつつあります」とＵＲの中

ミュニティの実現という目的が達

左からURの中村
（久）
、杉、中村
（章）
、若山。

引き立たせるような４つの基調色

ノベーションした住戸も用意した。

接する土地の土地区画整理事業と

体的なまちづくりについて住人の

したが、土地区画整理事業との一

物の一部を取り壊す必要がありま

『エコモール』の整備では団地建

セスと交通利便性が向上しました。

モール』につながり、駅へのアク

「団地が城野駅から延びる『エコ

うなメリットがあるのだろう。

業が一体的に行われると、どのよ

団地再生事業と土地区画整理事

先進のまちとともに
団地イメージもアップ

です」

を見出していくことを目指したの

村 章）

16

一体的に行い、団地に新しい価値

「ボン・ジョーノ」
にはタウンマネジメント組
織
「城野ひとまちネット」
が作られ、住民たち
が活発に活動している。
（写真提供／城野ひ
とまちネット）

北九州市はここを

理事業を進めること

持つＵＲもこの協議

隣接して城野団地を

33

18

ゼロ・カーボンを目指す先進のまち
「ボン・ジョーノ」
。

福岡県北九州市

先進のまち
「ボン・ジョーノ」
とともに
団地の価値もアップ

左／ゼロ・カーボンのまち
を象徴する
「エコモール」
。
城野駅のペデストリアンデ
ッキから北に向かって延び
る、歩行者と自転車専用の
道だ。

になった。

城野団地

10

09

20
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50

上／城野駅から広がる新し
いまち
「ボン・ジョーノ」
。
真ん中を通るのが、新しく
できた歩行者自転車専用道
路
「エコモール」
。戸建て住
宅エリアを通り抜けると、
城野団地が広がる。
（写真
提供／城野ひとまちネット）

このまちづくりと一体化して団地再生事業を進めたのが北九州市の城野団地だ。

左／茶
（明・暗）
、黄、緑の4つの基調色で彩色された団地
の住棟。楽しくにぎわいのある雰囲気を演出する。

２つの事業を合わせることで、団地に新たな価値が加わった。

上／民間との連携で空家改修を実施。カウンターキッチン
やドマダイニングのあるタイプなど、7種の新しい部屋が
誕生、若い世代に好評だ。

旧赤羽台団地の４棟
団地初の登録有形文化財に

タイプで、他の

コニーを設けた
に、日本住宅公団初期の大規模都

希少で、板状階段室型住棟ととも

価値が高いと判断された。
日本住宅公団が建設した旧赤羽
台団地は、 年の管理開始時に、

板状階段室型はすべての住戸に

ぞれ 年に建設されている。

れるポイント型住棟３棟で、それ

住棟１棟と、スターハウスと呼ば

登録されたのは、板状階段室型

形文化財（建造物）に登録された。

年、団地として初めて国の登録有

（スターハウス）を含む４棟が、昨

数は少なく、旧赤羽台団地のよう

国的に見てもスターハウスの建設

建設できるという利点がある。全

上の利点や、変形敷地や斜面にも

空間に変化をもたらすという景観

けでなく、板状住棟が続く団地の

の住戸が３方向で外気に接するだ

試みられた独特な形式だ。すべて

形になっている住棟。戦後日本で

が放射状に配置され、全体がＹ字

した階段室の周囲に、各階３住戸

一方、スターハウスは三角形を

ハウスの

板状階段室型の 号棟と、スター

り、今回登録有形文化財となった

来を志向する展示が計画されてお

は都市の暮らしの歴史を学び、未

施設の整備も進んでいる。そこで

の予定で、ＵＲの新しい情報発信

この団地内に、 年度オープン

ェル赤羽台に生まれ変わった。

業が始まり、多くの住棟はヌーヴ

２０００（平成 ）年から建替事

全３３７３戸を数えた大規模団地。

高度成長期の暮らしを
今に伝える貴重な建物

いスタッフに団地についてもっと
知ってほしいという思いから生ま
れたのですが、この『団』は社内
にとどまらず、
“団地マニア”と
呼ばれる団地好きの方々にも好評
です。これを機に、実際の団地を
つ方が増えるとうれしいですね」

置設計を担当した先輩方の思いを
的です。しかし、いざまとめると

と渡邊は言う。

「構」は構造設計基準の変遷を、

なると、重要な団地がこぼれてい

Ｒの前身である日本住宅公

ないか、この考えで正しいのかな

「 ING REPORT
」は今後、「土木」
「造園」などのテーマが続く予定。

見てみたいなと、団地に興味を持

まとめている。

歴史をたどり
団地への興味を広げる

ど、確認すべきことが多くて苦労

後世に伝えることがこの冊子の目

なかで開発され、培われてきた技

’

イング

てみてほしい。

ンロードできるので、ぜひのぞい

’

術や知見を分野ごとにまとめ、さ

下記ＵＲのサイトから誰でもダウ

「団」は団地の配置設計を中心に、

アリングを重ね、昔の資料や写真

しました」と振り返る。

らなる進化へつなげることを目的
集を担当したＵＲの渡邊美樹は、

などの提供を受けた。社内の会議

いう。

ようやくまとめることができたと

た。こうして３年の月日をかけて、

し、データとの突き合わせも行っ

録や業務連絡の記録をひっくり返

ＵＲのＯＢたちにも積極的にヒ

「団地の歴史をたどりながら、配

団地の歴史を振り返る内容だ。編

に発行しているのがＵＲの「 ING
」シリーズだ。
REPORT
１９９３（平成 ）年の「機」
を皮切りに、これまで「電」
「建」
がまとめられ、
今年の４月に「構」
「団」が完成した。
「機」は機械設備、
「電」は電気
設備、「建」は住まいづくりの変遷、

’

』は、ＵＲの若
ING REPORT

12

22

号棟の４棟も保

41

44

存・活用される予定だ。

42

いずれも技術開発の歩みとともに

「’
ING REPORT 構」
の表紙と内容の一部。

～

採光・通気が得られるよう住棟を
に３棟まとまって保存される例は

て、貴重だと判断された。

な住棟形式を今に伝える事例とし

られる。高度経済成長期の標準的

市型団地の様相を知る上で歴史的

登録有形文化財に登録された旧赤羽台団
地のスターハウスが、ペーパークラフトに
なりました。ぜひ組み立ててみてください。
出来上がったら自由に色を塗って、UR
の公式インスタグラムをフォローし、
「#
スターハウス」
「#URのある暮らし」
を付け
て投稿しませんか。投稿作品はUR公式イ
ンスタグラムにアップされるかも。お待ち
しています。

団地でもよく見

作ってみよう! スターハウス

南向きに配置し、各戸南側にバル

（東京都北区）のポイント型住棟

が始まった旧赤羽台団地

９６２（昭和 ）年に入居

１
62

テーマごとに団地を解剖する
「
‘ING REPORT」
シリーズ

上空から見ると、建物の形が星のように見えることから名付けられたスターハウス。団地景観のポイントになっていた。

団が１９５５（昭和 ）年

に設立されてから 年。全国に約

30

２０００もの団地を建設してきた

65

5

これで
完成!
「’
ING REPORT 団」
の表紙と内容の一部。

1

2

15
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➡URのインスタグラム

62

上／旧陸軍施設の跡地に建てられた赤羽
台団地
（1962年撮影）
。手前にスターハ
ウスがある。
下／高度経済成長期の住宅不足解消に貢
献した、団地の板状階段室型住棟。

37

「
『

https://www.ur-net.go.jp/rd_portal/architec/pnf/index.html

DANCHI
TOPICS
DANCHI
TOPICS

Ｕ

hongou masago

し、利便性も向上した。

After

maebara

アルビス前原
イチョウの葉をモチーフに
団地全体をブランディング

千葉県船橋市

団地建設時にここにあったイチョウ並木。その葉を
モチーフにしたサインシステムを棟番号、階数表示
に使用。駐輪場のピクトサインもつくり、団地全体
をブランディング。

1

ケヤキ並木との調和をはかり、
「まちとつながる暮らし」
をコンセプトに改修
を実施。団地建設時にあったイチョウ並木の葉をモチーフにしたサインシス
テムをつくり、8棟のエントランスごとに色を変えて棟番号を掲示。ここに
住む皆さんに愛着をもってもらえる工夫をデザインに取り入れた。

1周囲のケヤキ並木と調和し、ま
ちとのつながりを感じさせる外装
色彩計画によって、外壁は2色相
でまとめた。
2エレベーター扉は銘木調のシ
ートでデザインの一体感を図る。
3一部の住棟でエントランスに
自動ドアを設置。フロント空間を
スタイリッシュに変更。
2
4エントランスには銘木調のル
ーバーを採用。外部の光をやわら
かく建物内に取り込む。
5開口部を広げてサッシを新設。
エントランスは明るい空間に変わ
り、集合ポストも壁付から自立式
に変身。

3

5

4

団地に住む皆さんの利便性や、団地の機能性の向上を図る環境整備工事、

ップした。オートロックや宅配ボックス、モニター付きインターホンを設置

コンセプトや色彩計画に沿った住棟リノベーションなどによって

スタルジックモダン＂
デザインをコンセプトに改修を実施。グレード感がア

美しく変身を遂げたＵＲの団地を６カ所ご紹介しよう。

江戸小紋をイメージさせる意匠の採用など、文化のまち・本郷になじむ
＂ノ

ＵＲの
「リ・デザイン」
セレクション

団地の
価値向上を
目指して

東京都文京区
本郷真砂アーバンハイツ
文化のまち「文京区本郷」にふさわしい
ノスタルジックモダンをまとう

After
メインエントランスへの動線にスロープを新設してバリアフリー化。エントランスの視認性もアップ
させた。ケヤキの周囲にはベンチも設置。団地全体をオートロック化した。

2

1

Be fore
1メインエントランス正面のアクセントウォール。ゆる
やかに空間を分け、ユニバーサル照明で背後から照らす。
2玄関扉を木調に交換、モニター付きインターホンを設
置した。
3ノスタルジックモダンのイメージはこんな所にも。
4各棟のサブエントランスの駐輪スペースを整理。ルー
バーを設置して空間を演出。
5団地のサインは、
“文化のまち”
からペン先のイメージ。

4

3

5

18
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asaka hamasaki

朝霞浜崎団地
豊かな森へと変身させた
デザインの力

埼玉県朝霞市

複数のデザイナーやアーティストとの協働で、
「アーバン フォレスト/団地
は森」
のコンセプトをトータルにデザイン。住棟ファサードをはじめ、共用

Be fore
鉄骨むき出しの落下防止庇をレースフェンス
に替え、エントランスのゲートに。周囲には
植栽を配した。レースフェンスは夜間、ライ
トアップされて別の表情を見せてくれる。

部を重点的に改修した。住棟を大きな森に見立て、各階にフロアカラーを設
定して森の動植物のグラフィックを配置した。

After
古びた印象を与えていた外壁を、周辺環境と
もなじみやすいアースカラー系に刷新し、新
たな団地のイメージをつくりだす。

housei

名古屋市中川区
豊成団地
住棟と屋外空間の一体デザインで
美しさをプラス
周辺が再開発により新たな街に変貌するのに合わせ、地区のフラッグシップ
にふさわしい住宅を目指して再生。住棟外壁を明るいアースカラーに替え、

After

共用部分や屋外空間も、デザインや素材を統一しながら総合的に改修。住棟
妻側壁面や団地内の樹木をライトアップすることで、団地の安全・安心に美
しさもプラスした。

1景石
（景観を整えるための石）の照明を変
更、団地内に夜間も魅力的な空間が生まれた。
2住棟を印象づけるライトアップ。
3屋外のLED照明を電球色に統一し、落ち
着きと品格のある環境に。樹木をライトアッ
プして、夜間の景観と安全性を同時にアップ。
4エントランスはオートロックにしてセキ
ュリティを向上。間接照明や荷物置台などの
設置で、ワンランクアップの空間演出を目指
した。

2

4

3
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3

Before

2

1

1

11号棟通り抜け通路も明るく変
身。
2エントランスホールの壁には、
森をイメージさせる動植物のグラ
フィックが配されている。
3集合郵便受けはアイランド型
に変更、壁面の一部は黒板塗装に
してコミュニケーションの一助に。
4住棟の壁面は、遠くからも視認
できる美しいグラデーション。こ
の色が各フロアのテーマカラーに
なっている。
5エレベーターホールを彩るグ
ラフィック。居住者から愛される
団地を目指した。

5

4
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After

Before

エントランスには号棟と、各階段室
の対象号室がわかるサイン入り雨除
けスクリーンを設置。照明と荷物置
台も新設され、安全性と利用しやす
さを向上。

moritsune

北九州市小倉南区
もりつね団地
森の緑と青空を引き立たせる
団地は白いキャンバス

1
After

kouri

大阪府枚方市
香里団地
設計段階から住民参加で築いた
コミュニティーガーデン

白を基調としたMUJI×UR住戸の改修イメージを共用部まで広げて、団地全
体の美観をアップ。住棟を白いキャンバスに見立て、団地の緑と青い空を引
き立たせた。団地のロゴや住棟番号などのサインを意匠性・視認性の高いも
のに変更。階段室のサインパネルをライトアップするなど、エントランス回

Before

エレベーター設置工事を機に、お住まいの皆さんが集える庭と共用空間づく

りの安全性と利便性の向上を図った。

1屋外サインを改修し、フォントを統一して美観性・視
認性を向上。
2住棟の
“白いキャンバス”
が背景となり、団地内のさま
ざまな素材が主役となるコンセプトで改修。
3周囲の木々の緑、空の青とマッチした白い団地棟。
4すべてを壊すのではなく、使えるものは残す改修。既
存の素材を生かしつつイメージアップを図った。
5エントランスの照明も新設し、明るく安全な団地に変
わった。

D51棟のエントランスに向かう空間は、鉄製
の柵を廃し、ゆるやかにカーブした小道の左
右に四季折々の宿根草が楽しめるガーデンに。

りがスタート。エレベーター利用者が必ず通る前庭と建物裏手にガーデンを
2

つくり、
皆でお花の世話を始めた。
団地の棟番号から
「デゴイチプロジェクト」
と名付けられた取り組みは、コミュニティーデザインによって人と人をつな
ぎ、今も住民の新しいつながりを生み出している。

1バス停から団地に向かう入口には
「ウェル
カムガーデン」
をつくり、地域とつながるオ
ープンな空間を形成した。
2ピロティをエントランスに改修。
3エントランス横にはハーブガーデンと、一
休みできるロングベンチを設置。
4エントランス前のスペースは、住民同士の
イベント会場にも。コロナ禍においては、自
主的にラジオ体操も行われている。
5エントランスは園芸講座など住民が自ら
楽しみ集える場所となっている。

2
5

4

1
3

3

5 4
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新清洲駅北土地区画整理事業
愛知県清須市

その一角、新清洲駅北側エリアの土地区画整理事業をＵＲが担当。
「水と歴史に織りなされた 安心・快適で元気な都市」
を目指し、今日も槌音が響く。

道路や公園などを整備し
安全・安心なまちに
名古屋市北西部に接する愛知県清須市。
市のシンボルである清洲城は、織田信長
が青年時代に居城とし、桶狭間の合戦の
際にここから出陣した出世城として知ら
れる。ＮＨＫ大河ドラマ「麒麟がくる」
の舞台としても話題の城だ。その最寄り
駅が、名鉄名古屋本線の新清洲駅。名鉄
名古屋駅から急行で 分。清須市内で乗
降客も多く、清洲城へのメイン玄関口に
もなっているこの駅の北側で、現在、土
地区画整理事業が進んでいる。
新清洲駅周辺では、既に線路の南側地

北側地区は道路や公園なども未整備で、

広場なども整備されている。それに対し、

水安全も望まれていた。

交差部の川幅が狭いため、改修による治

近くを流れる一級河川の五条川と鉄道の

区での土地区画整理事業が終わり、駅前

鉄道の北側と南側が一体となった土地利

「清須市としては、地域の中心地にふさ

係長が話す。２０１５（平成 ）年に清

部新清洲駅周辺まちづくり課、林 正樹

と事業の施行者を務める清須市の建設

や雨水管なども通し、安心・安全に加え、

前広場などを整備。道路の下には下水管

トなどもできる公園、まちの顔となる駅

避難しやすい幅員の広い道路や、イベン

従前からお住まいの方にいったん移転し

するニュータウン事業と違い、こちらは

「山などを切り開いて新しい宅地を整備

事業について次のように話す。

だく。高齢の方も多く、土地への思い入

須市とＵＲは事業委託に関する基本協定
完成は今から約 年後の予定。足かけ

工場、そして農地や未使用

や家内工業規模の作業所や

行面積は約５・２ヘクタール。低層住宅

ＵＲが支援する土地区画整理事業の施

鉄道高架化工事を行うために必要不可欠

換地で仮線用の土地を確保することが、

のため、土地区画整理事業による移転や

めないための仮線を造る必要がある。そ

高架構造の本体部分を造る間、電車を止

範囲に含まれる。鉄道高架化工事では、

メートル。今回のＵＲの事業地区もその

案内板なども設ける予定です。名古屋駅

スを整備し、駅前広場にはわかりやすい

す。駅からそうした観光名所へのアクセ

辺が桜の名所である五条川も流れていま

「近くには清洲城や清洲公園のほか、周

ている。

２年には、駅前広場の一部開業を目指し

しずつ範囲を広げながら進行中。２０２

れなども考え、長い先を想像してお話を

地が混在。道路のほとんど

なのだ。

からも近いので、ぜひ多くの方に訪れて

事業の特徴の一つが、名鉄名古屋本線

は幅員４メートル以下で、

「現在は、仮線工事開始に間に合うよう、

ほしいですね」と安藤。

するなど、
丁寧な対応を心がけています」

駅から清洲城など観光地へ

お住まいの方や土地をお持ちの方お一人

の高架化工事に必要な土地の確保である。

のアクセスも悪く、市の拠

おひとりのご事情を細かくお聞きしなが

まちへ。長い歩みは、少しずつ確実に前

２０１８年９月に着手した工事は、少

点でありながら、手つかず

ら、市さんと一緒になって交渉を進めて

へと進んでいる。

観光地の玄関口にふさわしい、新たな
の状態だった。そこでアク

います」と、ＵＲ新清洲都市再生事務所

鉄道高架事業区間は全体で約２・８キロ

きく改善する予定だ。

ていただき、造成した土地に戻っていた

理事業に携わってきたベテランだ。この

は、長年ニュータウン事業などの区画整

安藤とともに事業を担当する浅見貴信

ちへ生まれ変わる期待も寄せられている。

や行き来が活発になり、より魅力的なま

されているまちが一体化。人のつながり

故が解消されるだけでなく、南北に分断

鉄道高架化によって踏切での渋滞や事

長の安藤寛。

用や整備が長年の課題となっていた。ま

新清洲駅北地区 土地利用計画図

わしい市街地整備を図る土地区画整理事

機密性２

た、踏切による渋滞や事故の発生に加え、

名鉄新清洲駅

ＵＲの
まちづくり
最前線

鉄道高架事業と調整しつつ、新清洲駅北
側エリアの整備も図ることになりました。
しかし、清須市は区画整理施行者として
の実績がなく、人材やノウハウもありま
せん。そこで、鉄道駅周辺の市街地整備
事業を数多く施行した実績があるＵＲさ
んに、新清洲駅北側エリアの事業を委託

11

セスがよく、万一の際にも

歴史と自然に恵まれた
まちの動線を整備

いる。

年もの長期にわたるまちづくりが進んで

25

住みやすさや観光拠点としての側面も大

することにしました」

清須市で鉄道高架工事を含む大規模なまちづくり事業が進行している。

観光地の玄関口にふさわしい
安全で暮らしやすいまちに

清須市を南北に走る名鉄名古屋本線、新清洲駅の北側に広がる土地区画整理事業地区の事業前の様子。農地や未使用
地、低層住宅や作業所などが混在する。道路のほとんどが幅員4m以下で、行き止まりも多い
（2012年4月撮影）
。

業を計画。名鉄名古屋本線新清洲駅付近

新清洲駅

を締結。鉄道高架工事を含む事業全体の

北側から新清洲駅を望む完成イメージ。鉄
道を高架にして踏切渋滞を解消し、交通の
利便性を高める。出典：
「名鉄名古屋本線
新清洲駅付近鉄道高架事業パンフレット」
国土交通省中部地方整備局／愛知県

17

27

23
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阿部民子=文
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24

20

五条川
事業地区に隣接する踏切は、朝夕に交通渋滞が発生。
線路による市街地の分断も課題だ。
上／2022年の暫定開業に向けて工事が進む新清洲駅の北側エリア。
左／整備中の複合エリア付近で。右から清須市の林係長、URの安
藤、浅見。URメンバーは調査から設計、資料の作成、工事の段取
りなど、全体的な調整を図りながら全力で事業をバックアップして
いる。

26

UR PRESS vol.62 ※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2020年6月現在のものです。
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上／住宅の完成イメージ。住宅はRC造3、4階建ての4棟。2DK～4DK
まで3タイプ99戸。エントランスのアクセント壁や集会所の和室に岩
手県産の木材の利用を検討中。2号棟に高齢者の見守りやコミュニテ
ィー形成を支援する
「支援センター」
が入る予定。
左／南北に長い敷地のため、中央にオープンスペースを配置。入居予
定の方々の願いどおり、全戸のバルコニーから岩手山を望める。

上／隣接する線路は、IGRいわて銀河鉄道のほかJRの貨物
列車も利用するため、運行時刻と調整し、作業を進める。
右／左からURの岡本、羽入、辻。事業の進め方はもとより、
周囲にお住まいの方への丁寧な説明、何かあったときの迅速
かつ誠実な対応を心がけている。

ら一つ目の青山駅近くの南青山地

ＧＲいわて銀河鉄道」で盛岡駅か

た人たちは声を上げた。
現場は
「Ｉ

山の姿が現れたとき、その場にい

に、岩手県民になじみのある岩手

仮設住宅で暮らしている方のなか

部の民間の賃貸住宅を借り上げた

が内陸部に避難されました。内陸

は甚大な被害を受け、かなりの方

「東日本大震災津波により沿岸部

子さんが説明してくれた。

がいるかもしれない。理由を岩手

区。東日本大震災津波で被災した
には、既に学校や仕事、病院など

野をゆったりと広げる雄大

人のための災害公営住宅の建設予
生活基盤を築いて、このまま内陸

県県土整備部建築住宅課の古川亜

定地だ。現在は杉林の伐採と基盤

部に留まることを希望されている

な山容。伐採した杉林の先

整備を終え、建物の建設が進めら

り、入居者の利便性や

の住宅供給の実績があ

性や状況に応じた多く

「ＵＲさんは地域の特

という。

車両の出入りなどにも気を遣いな

近隣への振動や騒音の低減、工事

道の運行を止めないことを第一に、

スもよくない場所です。まずは鉄

住宅が隣接し、道路からのアクセ

「東側には線路、西側には戸建て

てきたノウハウを活かして、コミ

題でしたが、今は先輩たちが培っ

「５年前はまず建てることが大命

と話す。

援の経験を、ここで活かしている

った岩手県沿岸部での震災復興支

南北に細長い敷地内に２棟ずつ

また、伐採した杉材を利用して各

た共同花壇の設置もそのひとつ。

沿岸部の災害公営住宅で喜ばれ

営住宅の整備を進めています」

快適性を把握した住宅

にゅう

ュニティー形成に配慮した災害公
は

とＵＲ岩手復興支援本部の羽入
ひさひと

で多くの実績を蓄積し

合計４棟の集合住宅（ 戸）が並

久仁は話す。
てきた都市・住宅事業

ちづくりなど、これま

ちです。団地再生やま

がら工事を進めています」

本佳久は、入社後すぐ３年間携わ

建築・計画を担当するＵＲの岡

きる広いスペースを確保した。

ろん、お祭りやイベントなどもで

用も考慮し、
「お茶っこ」はもち

いの方だけでなく、地域の方の利

宅を整備しているが、ここ南青山

岩手県内では他にも災害公営住

思いで県に就職したという。

出身。復興事業に携わりたいとの

古川さんは被災地である釜石市

宅の建設が必要とされていました」

方が多く、内陸部での災害公営住

市内で進んでいるのか、と思う人

害公営住宅の建設が内陸部の盛岡

今、なぜ東日本大震災津波の災

戻りたくても
戻れない人のために

れている。

裾

右／列車通過時は
作業を中断。また
一気に切り倒さず
細かく分けて作業
するなど安全確保
と、振動・騒音の
軽減に配慮しなが
ら杉を伐採した。

ウハウを活かした展開、

るＵＲさんに、そのノ

のトップランナーであ

の災害公営住宅整備の経験を含め

けた配置。この住宅には、沿岸部

び、中央にオープンスペースを設

の提案で実現した。

ンしてもらうことも、ＵＲ側から

戸の表札を入居者ご自身でデザイ

完成予定は今年 月。
ＵＲがこれまでに蓄積してきたノ

中央エリアに造られる集会所は、

いずれの棟からも集まりやすい

なんとか工期に間に合わせるべく

心待ちにされていると思うので、

やわんやですが、入居される方は

「工期が大変厳しく、現場はてん

１階部分が住棟とウッドデッキで

頑張っています」
と基盤整備・計画を担当するＵ
Ｒの辻 賢三。
ら岩手山を望み、喜ぶ姿を願いな

入居された方々がバルコニーか
外から中の様子が見える集会所と

がら、関係者の奮闘が続いている。

を受けて、土足で入れる土間空間

きる造り。入居予定の方々の要望

つながり、階段なしでアクセスで

ウハウがちりばめられている。

12
なるように配慮している。お住ま

盛岡市から要請を受けたＵＲは、

２０１７（平成 ）年に岩手県・

入居される方に
喜んでもらいたい

課題への配慮も期待しました」

少子高齢化など日本社会が抱える

自治体などへの支援や、

99

をメインとし、広い台所を備え、
19

青山災害公営住宅の建設工事に着
手した。

上／整備前は鉄道
用地でこのような
防雪林だった。雪
の減少と除雪能力
の向上で防雪林は
必要なくなった。

仕様のノウハウもお持

る必要があったからだ

確実に住宅建設を進め

事業であり、迅速かつ

隣接地の造成を伴う難

に依頼したのは、鉄道

地区の住宅整備をＵＲ

岩手県

計画・協議を進めて 年９月に南

29
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妹尾和子=文
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地元との調整や入居予定
の方との意見交換、UR
との工事調整など、南青
山災害公営住宅の整備事
業全般を担当する岩手県
建築住宅課の古川さん。

盛岡市

ノウハウを詰め込んだ
災害公営住宅を内陸部に建設中

第

19

回

建設が進む南青山災害公営住宅
（6月現在）
。奥に地元のシンボ
ルでもある岩手山
（岩手県最高
峰 標高2,038m）
の姿が見える。

復興の
「今」
を
見に来て!

3

文・写真

貝賀あゆみ

束を花瓶にバランスよく挿す

を飾ってもとても映えます。
切り花がいたみやすいこれからの

そうです。このようなお手入れも小

ている小さなガラスの器に1本ずつ

さな一輪挿しなら手軽にできますよ

花を挿し、それを複数並べるだけで

ね。私はキッチンのシンクに持って

素敵な空間ができ上がります。花束

きて、まとめてやってしまいます。

を1本ずつバラバラにしてもいいで

涼し気なガラスの小さな一輪挿し。

すし、写真のように、小さな野の花

夏の暮らしにぜひ取り入れてみてく
ださい。
かいがあゆみ
フォトスタイリスト。読
者数12万人をこえるア
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/

涼しさの演出に
はビー玉もおす
すめ。こちらは
空き瓶を利用し
ています。

雑貨屋さんで手に入る小さなガラスの器で。ナチュラルなインテリアに
もピッタリです。花の丈をあえてバラバラにするとリズムが出ます。

防災、 待 ったなし！ 3

電気だけの問題ではない！
停電対策のポイント

文・写真

高荷智也（ソナエルワークス代表）

冷蔵庫は開けない

停電が発生すると、電気だけでなくガスや水道も停止する場合が

冷蔵庫は扉を開けなければ数時間～半日程度、中身を持たせるこ

あります。例えば I Hコンロが使えなくなるのは当然として、ガス

とができます。冷凍庫は中身がギッチリ詰まっていると、食品自体

給湯器も電気で動いているため止まってしまいます。高台の住宅地

が保冷剤となり長持ちします。普段から隙間に水を入れたペットボ

やマンションでは電気ポンプで水を供給している場合があり、停電

トルを入れておくとよいでしょう。溶ければ飲料水にもなり、一石

で断水に。電気だけでなくライフライン全般について備えを見直し

二鳥です。

ておきましょう。

ガスとトイレの対策

照明はLEDランタンが便利

カセットコンロがあればお湯を沸かしたり食事を温めたり、ご飯

夜間の停電でまず困るのが明かり。懐中電灯は移動時に前方を明

を炊くこともできます。特に夏場は食中毒対策として食材の加熱が

るくするのには適しますが、室内の食事や作業時に手元を照らすの

重要なため、コンロや調理家電が使えない場合に役立ちます。また

は少し苦手。100円ショップのもので構いませんので、人数分の

トイレの水が流せなくなった場合に備え、
「凝固剤+袋」がセットに

LEDランタンがあると大変役立ちます。懐中電灯やスマホのライ

なった非常用トイレを準備しておくとよいでしょう。

トの上にペットボトルやレジ袋を乗せると、光が乱反射してランタ
ン代わりになります。

スマホ・携帯電話対策
局地的な停電であればスマホ・携帯電話を利用できる場合があり
ますが、災害が大規模で、停電が半日～数日と長期化すると、基地

くりはらしんぺい
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/shimpei_kurihara

材料
（2人分）

停電が起きたら、スマホ・携帯電話での情報収集や連絡などは早め
に行いましょう。停電中はスマホの電源を切るか機内モードにして
おくと、電池が長持ちします。

作り方

豚バラ肉
（焼肉用）
絹ごし豆腐
だし汁

練りごま

30
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でる。流水にとって冷やし、ざるに上げて水
★そうめんに付着している油とぬめりを落とすように、
しっかりと洗い流す。そのあと氷水でしめるといい。

ざるでこして搾る。
適宜

三つ葉
（みじん切り）

適宜
適宜

しょうが
（すりおろし）
【かえし】
（作りやすい量）
みりん

気をよくきり、器に盛る。

ぜる。火を止めてそのま
ペーパータオルを敷いた

適宜

みょうが
（みじん切り）

しょうゆ

ど煮て、砂糖を加えて混
ま置き、粗熱が取れたら

適宜

青じそ
（せん切り）

300㏄
50㏄

かつお節

10ｇ

だし昆布

5ｇ

砂糖

❺鍋にたっぷりの湯を沸かし、そうめんをゆ

入れて火にかける。煮立ったら弱火で5分ほ

各大さじ1/2
2束

青ねぎ
（小口切り）

A

❶かえし
（つゆのベース）
を作る。小鍋にAを

300㏄

小さじ2

たかにともや
「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

100g

1/2丁

片栗粉、水
そうめん

局のバッテリーがダウンして停波してしまい、使えなくなることも。

上／100円ショップで手に
入るLEDランタン。
左／スマホのライトに水の
入ったペットボトルを置く。

くなると、出番が増えるそうめん。

って、茎先を少しカットするといい

るスタイルです。雑貨店などで売っ

今回は２種類のつゆだれを作ります。

花瓶も洗い、茎についたぬめりを洗

すめしたいのが、一輪挿しを複数飾

暑

難しかったり……。そんなときおす

3
あんかけバージョンは

毎日替えるのが基本。水替えの際は

杯目

のボリュームを合わせるのが意外と

夏バテ予防の

みました。水の量は少なめにして、

スタミナ食にもなります。

めのポイントをお花屋さんで聞いて

バラ感が出たり、花瓶の大きさと花

基本のつゆバージョンは、

いるのに、花瓶に移したとたんバラ

好みの薬味や練りごまを

季節に、少しでも長く花を楽しむた

たっぷり添えて楽しみましょう。

買ってきた花束は素敵にまとまって

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

花 のって案外難しいですよね。

オトコ
めし

vol.

小さなガラスの一輪挿しで
涼しさをナチュラルに演出

栗原
心平の

インテリア
グリーン

豚バラ豆腐あんかけそうめん

素敵に飾る

適宜

❷
「豚バラ豆腐あん」
を作る。豚バラ肉は5㎜
幅に切る。片栗粉は同量の水で溶いておく。

を混ぜ合わせて、つゆを作る。練りごま、青
じそ、みょうが、三つ葉、しょうがを添え、
好みのたれ、薬味と合わせていただく。

❸フライパンを熱し、豚バラ肉を入れて中強
火で炒める。全体に焼き目がついたら、だし
汁とかえし大さじ3を加え、さらに煮る。
★油は使わず、豚バラ肉

の脂を出すように炒める。
焼き目をつけると味わい
深くなる。

❹煮立ったら❷の水溶き片栗粉を入れてとろ
★片栗粉を入れたら、か

みをつけ、絹ごし豆腐を手で崩しながら加え

たまらないように、よく
混ぜる。豆腐は大きめに。

ねぎを散らす。

青木 登=撮影

❻かえし大さじ2、だし汁100㏄（分量外）

る。再び煮立ったら火を止めて器に盛り、青

パパの
ごほうび乾杯

コクのあるあんかけそ
うめんに合わせるドリ
ンクは、冷酒がおすす
め。すっきりとした日
本酒や焼酎をお供に、
たれや薬味で変化する
味のバリエーションを
楽しみましょう。
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U R I N F O R M AT I O N
UR都市機構からのお知らせ

プレゼント付きクロスワードパズル

ヨコのカギ

NEWS

1
2
3
4
5

国際ビジネス拠点に進化する虎ノ門に
「虎ノ門ヒルズ駅」が開業しました
６

月6日、日比谷線
「虎ノ門ヒルズ

右／虎ノ門三丁目交
差点にできた地上出
入口。
下／ホームと同じ地
下1階にある改札。
銀座線虎ノ門駅と地
下歩行者通路でつな
がっている。

駅」
が開業しました。URが事業主

体として整備を進める新駅で、地下歩行
者通路により銀座線虎ノ門駅やバスター
ミナルとも接続。虎ノ門エリアの新たな
玄関口となります。今回は、ホームのあ
る地下1階に改札を設置して開業しまし
たが、地下2階では開業後も工事が続き
ます。2023年には、地下2階に改札を

日比谷線全線開業以来、56年ぶりの新駅となる
「虎ノ門ヒルズ駅」
のホーム。6月2日撮影。

移設予定。隣接する再開発ビル内の駅広
場ともつながり、駅とまちが一体となる

虎ノ門エリア。その注目エリアを支える

空間が創出されます。国際的なビジネス

都市基盤として、
「虎ノ門ヒルズ駅」
には

拠点として、さらなる発展が見込まれる

大きな役割が期待されています。

コロナに負けるな！
UR団地にキッチンカー登場
型コロナウイルスの感染拡大を受

として、岩手県大槌町でキッチンカーを

け、外出自粛要請が続いたことか

営業しており、ルーロー飯や海鮮焼きそ

ら、ストレスのかかる日々を少しでも楽

ばなど、
「家庭の上を行く家庭料理」
を提

しんでもらいたいとの思いで、さいたま

供し、皆さまに好評です。

新

市の団地・コンフォール南浦和の広場に、
キッチンカーがお目見えしました。
店主は以前、東日本大震災の復興支援

キッチンカーは東京都内の団地でも実
施中で、さらなる展開を検討中です。ご
期待ください！

次号のお知らせ

「UR PRESS」63号は
2020年10月末発行予定です。

7

10

マーケットともいいます

2

――シャドー ――コンタクト

UR PRESS

で 検索

https://www.ur-net.go.jp/
aboutus/publication/web-urpress62/index.html

塩分は含んでいません
自分の家じゃないのに――顔で振る舞っちゃって
ごめんなさい

6 結婚―― 開会―― 入学――
8 二段―― シングル――
11 腹が減っては――はできぬ
13 昭和37年の入居開始当時、「東洋一のマンモス団地」と

https://www.youtube.com/user/URTOSHIKIKO/

26

15 アパレルやアクセサリーなどを扱うオシャレな店
17 独特な形の前足で虫を捕らえる昆虫
19 クエスチョンマークを――符ともいいます
21 オーダーメードじゃない既製服
23 建物の外壁工事のために――が組まれた
24 抗議のために仕事を拒否
25 サドルやイスの上に載せる部分
1 皿や紙を数える言葉
3 そっちは急ぎの作業じゃないから、――にしてもいいよ
7 我が国とアメリカ合衆国
9 歯―― 靴―― ――粉
10 突飛なこと
11 縁結びで有名な、島根県の――大社
12 ――厳禁だから、靴は脱いでね
14 ドアの開閉のときにつかむところ
16 皮膚からポロポロ落ちる汚れ
18 月でおもちをついている？
20 恥ずかしくて、顔が――になっちゃった
22 イースター島の巨大な石像
24 技術。――アップ
25 眠るための部屋
26 警察のスピード違反――を

3

13

B

C

1

キC ネ ヅ カ

2

レ ジ

6

ヒ モ

12

ア
3

E

18

タ ウ エ ウE タ

13

15

23

タ コ ス

シ マ

10

ジ ヤ ス トA
ツ キ

19

ハ ツ ミ ミ

16

4

ト キ

5

チ ヨD ツ ケ イ

24

タ イ ヤ

チ

14

11

9

21

ヨ コ

7

8

20

ク ギ

エ ス

22

ロ ウ ド ウB

17

18

25
C

4

9

19

5

14

22

23

27

B

E

6

15

A

B

C

D

E

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

1

PRESENT

かもめの玉子 ３名様
JR釜 石 線 の
「SL銀 河
C58 239」
運行開始記
念に発売された、チョ
コレート味のかもめの
玉子。ビターチョコク
リームをカステラ生地
で包み、ブラックココ
ア入りスイートチョコ
でコーティングしてい
ます。6個入り。

2

赤出し味噌
３名様

八丁味噌に特別仕込み
の米麹味噌をブレンド
した、まろやかな味わ
いの赤出し味噌。愛知県で江戸時代から続
く
「カクキュー」
の、調味料やカラメルを入
れない、昔ながらの味です。400g×2袋
入り。

PRESENT

4

麦焼酎
「壱岐」３名様

3

じゃばらぽん酢 ３名様

D

21

11

PRESENT

ト ウ キ ヨ ウ

A

D
12

ネズミ取りとも言います

61号の解答

20

A
8

いわれたのは埼玉県の――松原団地

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。

24

17

「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。

16

爪を彩ります

27 悪夢を食べるという伝説のある架空の生き物

From Editors
高度成長期から供給されてきた団地は、
常に新しい暮らし方を提案してきましたが、
今も地域の資源として、まちの発展と共に
多様な生活スタイルに応じて進化していま
す。今号では団地建替事業や環境整備など
で加わった新しい魅力や価値について取り
上げてみました。
家にいることが多かったこの数か月。家
での生活を改めて見直した方も多いと思い
ます。ただ、家の魅力というのは住戸内に
とどまらず、建物を一歩出たまわりの環境
も重要なポイントです。お気に入りの緑ス
ポットやちょっとした挨拶を交わす近隣の方
との交流、新たに加わった魅力など、今あ
る生活にほっとする瞬間を団地で感じてみ
てください。
（UR都市機構・広報担当AT）

パズル制作 ニコリ

1

タテのカギ

NEWS

コンフォール南浦和で営業中のキッチンカー。

CROSSWORD PUZZLE&PRESENT

和歌山県・北山村産の特産品
「じゃばら」
は
稀少な柑橘。その果汁をたっぷり使用した
ぽん酢は、酸味とコクのあるしっかりした
味。サラダや豆腐、水炊きなどを引き立て
ます。360㎖。

麦焼酎発祥の地ともいわれる長
い き
崎県壱岐で、昔ながらの製法で
造られた玄海酒造の「壱岐麦焼
酎スーパーゴールド」
。大麦の
風味と米麹による自然な甘味が
特徴の熟成酒です。22度720㎖。

●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10月31日土（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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スターハウスの
ペ ー パ ー クラフト
UR PRESS 62号
特別付録

スターハウスの
ペーパークラフト
UR PRESS
62号
特別付録
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