
点から面へ

古い家やまちに込められた

暮らしの文化を守り活かす「観光」

「ふるさとになれるまち」
〜暮らすように旅をする、

旅をするように暮らす〜
晶地域文化研究所、NPOたいとう歴史都市研究会、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



■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が必要→要オーバーツーリズム対策

△開発の増加：
景観ルールの必要

△少子高齢化



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

湯島後楽
園



谷中界隈の地形、歴史、
コミュニティの背景

田端

上野の山

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

入
谷

弥生

- - - - -歴史まちづくり、高さ制限で守りたいエリア- - - - - 



■谷中地区の歴史的風致・文化資源 形成史

江戸東京の町割と道

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

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



■谷中地区の歴史的風致・文化資源2 形成史
江戸東京の町割と道

z江戸時代の寺院、門前町
、武家地、農村

z→現在の町のまとまりに
つながる

元農地の路地とまち 寺町の道 元大名屋敷地の町並み

江戸からの門前町の家と町並み



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

行政的位置づけは、基盤未整備
地区、老朽木造住宅の多い地区

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



■谷中界隈のまちの
歴史的・文化的、景観的評価

評価はあっても保全施策がほぼない
★美しい日本の歴史的風土１００選
「上野公園、寛永寺と谷中の街並み」

★日本の首都東京の歴史文化ゾーン
★文学・芸術・ものつくりのまち「谷中・根津・千
駄木）（通用：谷根千）
★江戸東京の寺町の暮しの生きるまち
★台東区景観計画：
上野恩賜公園周辺景観形成特別地区
谷中地区＝景観育成地区
★ル・コルビュジェの西洋美術館：世界遺産登
録〜立地の根拠、バッファゾーンとしての上野
谷中



Action

波紋をひろげる

まず、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



■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→

大工棟梁の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

そののち持ち
主の娘さんが
喫茶店に。



■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

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、等より構成

■しかし
歴史的建物の減少は進む



• 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



Area Renovation

→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



■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、
曜日替わりの店と住まい

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

シェア町家 店舗町家

アトリエ型



■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

■高齢者と若者の住み合い→住み継ぎ例



    市田邸：明治４０年築の屋敷
修繕後家びらき：学生居住＋座敷活用・文化交流

近所のお年寄りや谷中ファンとの交流→下宿生紹介にも

▲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%



■NPOによる暫定管理から継続管理へ

• 大正期に建て
られた彫刻家
の旧居とアト
リエ

• 現在空家

• 岡山県井原市
が所有

• 空家の管理と
暫定活用にNPO
と芸大で協力
中

彫刻家・平櫛田中旧邸アトリエ
再生への歩み



彫刻家・平櫛田中旧邸アトリエ
再生への歩み

１）建築調査と価値の発見
東京芸大保存修復建造物の学生たちと
建物の歴史的価値と破損部調査



２）サスティナブルアート
プロジェクト2004～
• 平櫛田中邸リノベーション
ワークショップ（芸大油画壁
画研究室ほか美大学生と）



3)サスティナブルアートプロジェト
「言の問い」「言の伝え」「言の聞え」

2004～2006

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



4) Denchu Lab.  2015~ 
旧平櫛田中邸を読み込み、滞在制作発表するアーティストを公募



■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



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



■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



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、利用者をつなぐ

双方が主役になる暮らしと文化の場づくり

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



「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



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



グッドデザイン賞2015受賞



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）



谷中ワールドカフェ谷中まちづくり団体交流会＠
HAGISO



★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



しかし、地上げ
は突然に！

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

150坪、不在地主に
よる土地売却
→シンボル樹と長屋
の立退き要求の見
直し運動



■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：路地や木造を守る法制度改革を。

方法1) 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）
・歴史的風致維持向上計画
・景観地区、景観重要建造物、景観重要樹木 等



■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。

方法２） 民民で守る文化資源
地産地生のまちづくり

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

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

2018.3月「谷根千まちづくりファンド」創設！
（朝日信用金庫＋民都機構）

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

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



NPOたい歴による保全活用調査から、
（株）まちあかり舎 借受整備、サブリースへ

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



谷中の築100年余
の町家

明治、大正、昭和初
期、戦後の暮らしを
未来につなぐ

履歴の保存再生と
リノベーション、耐
震補強

オリジナル部材保
存再生、刷揚戸・木
製格子窓・木レンガ
土間復活

◀整備前

▼整備後

「銅菊」

時間旅行



銅菊→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 調査企画→
シェアオフィス・カフェ・イベント会場に再生工事中

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、設計工事、運営： （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、、

首都東京の歴史文化
資源区の創設で、
バブルを乗り越え、

暮らしと芸術・学術文
化、サブカルの
発信と交流の場を
つなごう！

東京文化資源区構想

（上野谷根千、本郷、
湯島、神田、秋葉原、）

東京歴史文化都市宣言



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


