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第１章 はじめに                        
竹塀

１－１．背景及び目的 

近代以降、都市部への人口流入にともない都市郊外地では住宅地開

発が次々と進められていった。このような時代背景のもと 1960 年に東

京郊外、国分寺市高木町３丁目の一区画で、野口行孝という人物が約

6000 坪の農地を買い、彼なりの理想の下でまちづくりを進めていった。

その後、20 年ほど経過した 1981 年に高木町自治会防災部が「防災ま

ちづくり」を開始し、現在までに一定の成果を見せている。今後もこ

の事例に見られるような住民主体のまちづくりが活発化することが予

想され、この際に「まちづくり主体」が住民へと委ねられる過程で「ま

ちづくり思想」がどのような議論を経ながら変容していくのかを知る

ことは今後のまちづくり活動にとって有効な知見になると考えられる。 

・街路幅員の確保 
・街並み形成のための工夫
・街路の向こう側からの延
焼防止 
・歩行者の利用 

セットバック 

・花などを楽しむため 
・街路景観への配慮 大谷石の花壇 

図１ 高木町 3丁目の野口氏の開発地（現在） 

第４章 野口氏・自治会以外の主体によるまちへの働きかけ         

 1960 年から 1980 年にかけて、
まちづくりの主体が野口氏から

自治会へと委ねられるまでの間

にこの両者以外の主体が変更し

た街並みの例、またそれ以降の変

更についてもここで記す。 

図 2 高木町 3 丁目の野口氏の開発地
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 そこで、本研究では国分寺市高木町を例として、まず野口氏のまち

づくりに対する理想とそれが高木町 3丁目にどのように実現されたの
かを明らかにする。その後、野口氏の開発がある程度終了し高木町自

治会による防災まちづくりが始まるまでの間のまちの変容を抑え、高

木町自治会がどのような思想の下でまちづくりを進めているのかを把

握することで、「まちづくり主体」の交代と「まちづくり思想」の変化

がどのようなプロセスをたどって行ったのかを知ることを目的とする。 

 
 
 
 

１－２．本研究の方法  
野口氏のまちづくり理想と実際の仕事を把握するために野口氏本

人とその夫人・長男へのインタビューi、現地調査、資料調査などを行

った。高木町自治会防災部の活動については、防災部発行の「高木町

防災まちづくり通信」第 1号～第 110 号（1981.2.20～2001.3.28）の掲載記

事、防災部へのヒアリング調査をもとに議論をする。このようにして

得られた情報から、本研究では街並みの構成要素を「敷地内部」「敷地

と街路の境界」「街路」の 3つに分類し、これらを「防災」「美観」「環

境・利用・機能」iiの 3 つの観点から整理をすることによって、野口

氏や防災部のまちづくり思想を把握していく。 

 
 

家屋

塀 

街路

きて交通量が増加しそうになる。

 

第５章 高木町自治会防災部によるまちづくり           

５－１．高木町自治会防災部の活動の概要 

「防災まちづくり通信」第 1号～第 110 号の掲載記事から高木町自

治会防災部の活動概要について整理を行うと、防災部の活動は次のⅠ

～Ⅶの期間に分けることができた。 

表１ 高木町自治会の活動概要 

期間 年代 主な記事内容 

Ⅰ 1978～1981 防災に対する関心が高まる。 

Ⅱ 1981～1982 防災まちづくり活動を始める。（塀に重点を置く） 

Ⅲ 1982～1984 地区防災計画書を作成する。 

Ⅳ 1985～1986 「へいづくり憲章」iiiの発表 

第２章 野口氏のまちづくりに対する理想             

インタビューによって得られた野口氏のまちづくりの理想につい

てのコメントが次のように要約された。 

 

 

ま

第

上

図

防災：道路幅を広くすることによる延焼の防止。耐震性のある大谷石を使う。

美観：ある程度整った街並みを眺められ、花などを楽しむことができること。
Ⅴ 1987～1988 安全で美しいへいづくりを目指し始める 

Ⅵ 1989～1995 へいづくりからまちづくりへと着眼が移る。 

Ⅶ 1995～ 「まちづくり宣言」ivの発表 

環境：住宅・敷地・街路共に利用者のことを考えたスケールで作る必要がある。 

た、野口氏の理想の傾向について以下のようであることが分かった。 

・

・ れ

街

「防災」や「美観」の観点に特化してまちづくりをしたわけではない。 

ある要素だけ(例えば塀だけに)に特化したまちづくりを進めたのではなく、それぞ
 
 の要素を一体的に捕らえて住環境全体を考えたまちづくりを行おうとしていた。  

このⅠ～Ⅶの期間において「防災まちづくり通信」で議論された内

容のうちまちづくりに関する話題の要素を「敷地内部」「敷地と街路の

境界」「街路」の 3つに分類し、これらを「防災」「美観」「環境・利用・

機能」の 3つの観点についてⅠ～Ⅶの期間ごとに整理すると、次ペー

ジのような表２を作成できた。なお、縦の矢印は各期間でその項目に

３章 野口氏が高木町３丁目で実際に行ったまちづくり      

記の理想の下で野口氏が実際に行った開発についての一例を示す。 

1,2は野口氏の分譲地の地図(1965年)と現在の街並みの写真である。 
 

 

家屋：街路からのセットバックを行い街路復員を確保し、両隣の家並みをそろえた。

塀 ：大谷石を用いた高い塀で囲んだものと、大谷石を低くした花壇のものを作る。
ついて防災まちづくり通信でその
 

路：クルドサック状の街路を設け、過剰な通過交通を減らした。 
：駐車場として用意されていた空

地（図 2、○A部）に家屋が建つ。
建て替えなどで家並みが崩れる。

：竹塀が老朽化したことなどを理

由にブロック塀を積み上げる家

があった。 
：新たな道（図 2、○B部）がで
内容が取り扱われていることを示す。 



表２ 自治会の活動概要の年表 

年数・号数 敷地内部

防災 美観 防災 環境

1978年
Ⅰ

1981年・第1号
Ⅱ

1982年

Ⅲ

1985年・第27号
Ⅳ

1986年・第36号
Ⅴ

1988年・第48号
１９８９年・第54号

1995年・第83号
Ⅶ

街路と敷地の境界部 街路

Ⅵ

 

○

野口氏

自治会

自治会

他主体

塀（大谷石）

高い塀 低い花壇・竹塀と大谷石

XX

耐震性がある 美観・環境面

竹塀が老朽化し
ブロック塀を積み上げる

重量塀は防災上
問題がある

防災上の意味
を付加

美観・環境面の
再確認

自治会は防災という観点から、花壇・竹塀と大谷石の形
を引き継ぐ。その後美観・環境面を再確認する。

○

野口氏

自治会

自治会

他主体

塀（大谷石）

高い塀 低い花壇・竹塀と大谷石

XX

耐震性がある 美観・環境面

竹塀が老朽化し
ブロック塀を積み上げる

重量塀は防災上
問題がある

防災上の意味
を付加

美観・環境面の
再確認

○

野口氏

自治会

自治会

他主体

塀（大谷石）

高い塀 低い花壇・竹塀と大谷石

XX

耐震性がある 美観・環境面

竹塀が老朽化し
ブロック塀を積み上げる

重量塀は防災上
問題がある

防災上の意味
を付加

美観・環境面の
再確認

自治会は防災という観点から、花壇・竹塀と大谷石の形
を引き継ぐ。その後美観・環境面を再確認する。

通過交通を少なく
野口氏

自治会

街路

他主体
新たな開発

反対

自治会も野口氏と同様通過交通
を少なくすることを、理想としてい
る。思想の引継ぎが見られる。

通過交通を少なく
野口氏

自治会

街路

他主体
新たな開発

反対

自治会も野口氏と同様通過交通
を少なくすることを、理想としてい
る。思想の引継ぎが見られる。
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４

要素について、野口氏・他主体・防

災部のそれぞれの主体がどのような

観点に基づいて、まちづくりの主体

として街並みを形成していったのか

を模式的にあらわしたものである。 

（ァ） 

 例として図３について見ると野口

氏は歩行者の利用、家並みの形成、

街路向こうからの延焼防止の実現の

ためにセットバックを採用している

ことが分かる。これに対し、「防災」

という観点から防災部は隣地からの延

焼の危険性を指摘し、問題のある地域

と考えていた。しかし、まちづくり活

動が進むにつれ、自治会のまちづくり

に対する観点は「防災」から「住環境

全般」へとシフトして行ったことなど

もあり、街路拡幅の利点には言及が見

られるが、延焼危険性についての議論 

（イ） 

（オ） 

（ウ） 
図４ 塀に関する思想の変化 

（エ） 

図５ 街路に関する思想の変遷 

はほとんど取り扱われなくなっている。他の項目（図４、図５）につ

いても図中に高木町自治会防災部によるまちの評価と街並みがどの

ように取り扱われていったのかをまとめてある。 

第６章 まとめ                          

高木町自治会防災部のまちづくり活動は始め「防災」と「塀」につ
へいに関しての自治会による議論 ： 防災→防災＋美観 
1981年防災まちづくり活動が始まった頃は「防災」という観点に絞られた議論が自治会内
でされていたことが分かる。（ァ） 
1985 年この年に実施した改善塀の調査から、「塀」の「防災」以外の観点「美観」に気が
つくことになる。これ以降、「塀」についての議論は「防災」と「美観」について並列で議

論されるようになった。（イ） 
1986年「へいづくり宣言」の時点で「塀」の美しさについて述べられる。 
1988年「安全で美しい塀づくり」について住民に問いかける。 
1989年「へいづくり」が「安全で美しいまちづくり」の一環として位置づけられる。（ウ）
1995年防災部の活動は「塀」だけの要素に囚われず、「まち全て」に及び、さらに、「防災」

の観点からだけでなく、「美観」などの観点を持つようになったことが分かる。（エ） いて特化したものであったが、議論を重ねるにつれ「防災」「塀」だけ

でなく街全体の住環境全般に対する活動を行うようになっていった。 

野口氏が総合的な観点の下で作り上げた街並みについて、自治会防

災部は、はじめのうちは「防災」上説明できないものについては消極

的な評価をしていたが、自治会自身の活動を通じて「住環境全般」に

ついての評価を持つようになり、野口氏の示したような街並みについ
街路に関しての自治会による議論 ： 防災＋環境→環境 
1981 年「防災まちづくり」活動が始まった頃は「防災」（災害時の逃げ道など）という観
点と日常の「環境」（交通の利用のしやすさなど）の二つの観点からの議論がされていた。

1986年「へいづくり宣言」の発表を経て、塀についての議論が一段落する。 
1988年第Ⅴ期あたりから「街路」問題が「防災」の観点から議論されるのではなく、日常
の「環境」の観点から議論されることが多くなる。これ以降街路についての議論は「環境」
・

・

・

－２．高木町自治会防災部の活動の経緯のまとめ 

以上の５－１についてまとめる。 

についてされる。（オ） て（直接的な評価をしているのではないが）「美観」「環境」などを再

認識するに至ったことが分かった。 

第７章 結論                          

・高木町自治会が「まちづくり主体」としての活動をする中で「まち

づくり」の対象がより広く発展していく様を見ることができた。 

・住民主体の「まちづくり思想」形成プロセスの中での「まちづくり

思想」の観点の多様化が見られた。 

・「まちづくり主体」の交代が行われるときに、街の中で継承されてい

くものについて、交代後の主体の「まちづくり思想」に基づいて選

択がなされている例を見ることができた。 

                                                                  
「防災まちづくり」のスタートの頃、自治会はまちづくりのほとんどを防災と結びつけて

考えていた。 

「へいづくり憲章」に“街並みの美しさを考えて塀をつくりましょう。”とあるように、

憲章発表前後から防災部のまちづくりにおいて（特に塀について）「美観」と言う概念が

頻繁に取り扱われるようになった。「へいづくり憲章」の制定前の塀に関する高木町での

調査では“「改善塀」は普段のまちの明るさ・やわらかさ・落ち着き・美観などの面で効

果があると分かった。”（防災まちづくり通信・第 27号）とあるように住民の自主的な活

動の成果が自治会に影響を与え、「美観」の概念についての議論がなされるようになった

と考えられる。 

「まちづくり宣言」の発表の頃からは、まちを「防災」という観点だけでなく「住環境全
般」の様々な観点からまちづくりを考えるようになっている。といったことが分かった。 

街路拡幅を
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隣地との近接
歩行者利用・
家並み形成

隣地との延焼危険性

野口氏

自治会

自治会

セットバック

街路幅員の増加

X 

歩行者利用・家並み形成・
街路向こうからの延焼防止

延焼危険性については
議論をしなくなる

街路拡幅を
目標としている。

隣地との近接
歩行者利用・
家並み形成

隣地との延焼危険性

野口氏

自治会

自治会

セットバック
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X 

歩行者利用・家並み形成・
街路向こうからの延焼防止

延焼危険性については
議論をしなくなる

自治会は街路の幅員増加としてのセットバック
の方法を受け継いでいる。

－３． 高木町自治会防災部によるまちへの評価 

第 3章で見てきた野口氏のまちづく

思想に基づき形成された町、第 4章

確認した野口氏・高木町自治会防災

以外の主体（他主体）の働きかけた

について、高木町自治会防災部がそ

らをどのようにして取り扱っていっ

のかを示す。次に示す図はこれまで

示されてきた家並み（図３）・塀（図

）街路（図５）の街並みを形成する

i 開発の当事者野口行孝氏が高齢で直接インタビューが困難であったことから、野口行孝氏の
長男へ「野口行孝氏が高木町 3丁目の開発を行う前にどのような考えを持って取り組んでい
たのか。」と言う主旨でインタビューを行ってきたが（2003.6.23、2003.11.13）、野口行孝氏
体調がある程度回復したことから野口行孝氏とその夫人が同伴して同様の主旨でのインタビ
ューを行った（2004.2.6）。 
ii 「防災」「美観」「環境・利用・機能」の３つの観点について、「環境・利用・機能」に「防
災」「美観」が含まれうると考えられるので、本研究では特に（インタビューでのコメント、
自治会の発行する防災まちづくり通信などにかかれる文章に）「防災」「美観」に結びつく語句
と併用されているなどの場合に限り、「防災」「美観」という観点を用いる。 
iii 「へいづくり憲章」1．緑豊かな町を生け垣で守りましょう。２．お隣と会話のできる塀に
しましょう。３．歩行者の安全を考えたへいにしましょう。４．こどもの命を守るへいにしま
しょう。５．街並みの美しさを考えてへいをつくりましょう。 
iv 「まちづくり宣言」１．農地・農業や自然の営みと住民生活が共生できるまちづくりを目
指します。２．安全で美しいへいづくりを心がけます。３．誰でも安心して歩ける道づくりや
憩える公園づくりをめざします。４．近隣の日照や街並みなどに配慮した建物づくりを目指し
ます。５．駐車・ゴミ置場・騒音などに配慮し、生活環境ルールを守ります。６．近隣とのコ
ミュニケーションを一層心がけます。７．住民同士が協力すると共に、行政や専門家と連携し
てまちづくりを進めます。８．まちづくりに取り組む姿勢とみんなで育んだ環境を次代に引き
継ぎます。 図３ 家並みに関する思想の変化


