
平成 29 年度 浦安まちづくり啓発事業 

「浦安景観まちづくり賞」表彰式が開催されました 
 

浦安景観まちづくり表彰実行委員会（事務

局：浦安市都市計画課・うらやす景観まちづく

りフォーラム）の主催、浦安商工会議所、浦安

観光コンベンション協会、うらやす財団の後援

により、平成２9 年度「浦安景観まちづくり賞」

の表彰式が、平成 30 年 6 月 17 日（日）

WAVE101 で開催されました。 

■受賞者発表 

都市計画課・堀井課長より開会の挨拶があっ

た後、平成 29 年度の受賞者の発表がありまし

た。受賞者は以下の通りになります。 

まちなみ部門 

明海大学浦安キャンパス 学校法人明海大学 

浦安マリナイースト 21 

潮音の街 

潮音の街団地管理組

合 

活動部門 

芝桜ｄｅ花のまちづくり

ｉｎ浦安 

芝桜ｄｅ花のまちづ

くりｉｎ浦安 

海楽公園 四季の花クラ

ブ 

海楽公園 四季の花

クラブ 

■表彰状授与 

作山康審査委員長（芝浦工業大学教授・浦安

景観審査会会長）より、各受賞団体に対して表

彰状と記念品として銘板の授与がありました。 

■審査委員長講評 

その後、審査についての講評がありました。 

9 団体の応募があった。応募者のみなさんに

感謝したい。まちなみ部門、活動部門、それぞ

れ 5項目の評価、現地審査を経て評価の上位を

表彰している。 

●まちなみ部門 

明海大学浦安キャンパス：市民に開放されて

いるオープンな空間とその姿勢が高く評価さ

れた。開業 30 年経っても当初の趣旨が維持さ

れ、キャンパスのどの部分も美しさが保たれて

いる。冬でも緑の明るい景観をつくるために、

環境の影響が少ない材料で芝に色をつけてい

る。美しい景観へのこだわりがうかがえる。 

浦安マリナイースト 21 潮音の街：「海浜都

市」に寄与するすばらしいまちで、昼夜の美し

い景観とともに路上の防犯面などに安心を与

える積極的な工夫が評価できる。維持費をかけ、

長い期間維持管理ができ、今後も持続していこ

うという姿勢が高く評価される。 

受賞とならなかった2団体はいずれも低い評

価ではなかった。再応募をご検討いただきたい。 

●活動部門 

芝桜ｄｅ花のまちづくりｉｎ浦安：浦安でな

ぜ芝桜かというのはあるかもしれないが、新し

い価値も大事なのではないか。ワンコイン募金

で 10 万円近い資金を集め、市民参加の全市的

なネットワークで活動している点が大いに評

価される。リタイア世代のボランティア活動の

モデルといえる。 

海楽公園 四季の花クラブ：花壇のデザイン、

バラ園、ハーブ園など季節毎の取り組みで地域

と連携している。育てた花卉を販売し活動資金

に充てるといった自立的な活動をしており、市

民活動のあり方の参考になる。他団体とのコラ

ボレーションの実績も非常に評価される。他箇

所でもバラを育て、グリーンアドバイザーなど

の人材教育も行う全市的な展開が評価された。 

残念ながら受賞を逃した団体も今後も応募

いただきたい活動である。一部の主体に負担が

かからないよう、また市民参加の機会をより広

げてもらい、今後の応募を期待したい。 

受賞者のみなさんで記念撮影 

作山審査委員長 



■受賞団体の講演 

受賞された各団体のみなさんから受賞の感

想や取り組み経緯について講演がありました。 

明海大学浦安キャンパス：教員として、働く

場所が評価を受けてうれしく思う。学生にも誇

りを持ってもらいたい。1988 年にキャンパスが

できた。学歌の中で「海に開く街」という言葉

がある。大きなオープンスペースがあり、散歩

をしている人も緑の中を通る。開かれた大学と

して受け入れられている。 初は土のグランド

だったが、20 年ぐらい前から芝生を根付かせよ

うとしてきた。桜、藤棚、ハナミズキなど花を

大切にしてきたキャンパス。浦安キャンパスの

魅力の一つになっている。4 人前後の担当者が

週 5日間、手入れをしてきれいなキャンパスを

保っている。大部分が公園のように開かれ、新

町とともにあるキャンパスで有り続けたい。 

浦安マリナイースト 21 潮音の街：現在、自

治会長で、20 年ほど前管理組合の理事長もして

いた。その縁でお話ししたい。沿道のプランタ

ーは年に 2回植え替え、水やりなどは植栽委員

会で管理している。沿道の改良工事は十数年前

に実施した。壁面後退により、敷地内の樹木と

照明で沿道の景観を構成している。直径 90cm

のプランターに解体工事現場から譲り受けた

ツツジを植えている。年間を通じ花の色彩によ

って印象をよくする工夫をしている。当初は防

犯上の問題から照明工事を行った。照明専門の

事務所に計画してもらい、目の高さでの明るさ

をとるために椰子の木を利用した間接照明を

行っている。明るいだけではなく、雰囲気のあ

る歩道になっている。建物は UR の事業でいじ

ることが出来ないが、植栽管理については業者

に委託するだけでなく、出来る範囲で居住者の

関わりを維持したい。入居から 20 年あまり経

ち、景観が落ち着いてきた。周囲の開発につい

ても、街区の景観が維持発展できるようにして

いただきたい。 

芝桜ｄｅ花のまちづくりｉｎ浦安：震災 3年

後の 2014 年、AA ネットの納涼会で、わたしの

故郷の群馬県で芝桜の美しい景観があるとい

う話に賛同をいただいてはじめた。2020 年まで

に浦安のまちに芝桜1万株植えることを目標に

している。芝桜の苗は生産農家から安定的に供

給できるように、AA ネットで 500 円ワンコイン

募金をお願いし進めている。まず、PR 花壇。弁

天のふれあいの森公園、富岡中央公園で芝桜を

植えている。次に、コラボ事業。関連団体の力

を借りて芝桜を増やしている。成功事例を広げ

るために、資材、苗、植え付け作業、全部無償

で提供している。活動の大きな転機となったの

が、サンコーポ浦安さんとのコラボ。外周 1km

の花壇に芝桜を植え、毎年増えている。自治会、

明海南小学校、東小学校、日の出中学、第 2湾

岸の会などとの連携が広がり、拠点が 30 ほど

になった。浦安は小さい街。小さい街だからこ

そ芝桜が生える。オリンピックまでに 1万株の

目標に向けて取組を続けたい。 

海楽公園 四季の花クラブ：海楽公園は、県

立浦安高校の隣にあり、リニューアルして 8年

目になる。活動は年 3 回の植え替え。種まき、

年 2回。水やりは春から秋は 1 日おき、冬には

2 週間に 1 度。草取りは花壇を順番に行うよう

にやっている。保育園への体験プログラムの提

供ではタネ団子づくりや稲刈り、注連飾りづく

りをやっている。美浜北小学校の学童保育では、

花壇づくりを通してコミュニケーションを図

り、バラのオープンガーデンでは、毎年 5 月半

ばからバックヤードを解放し、バラの花と香り

を楽しんでもらっている。県立浦安高校野球部、

東海大学浦安高校、明海大学、市内公立中学校

明海大学・斉藤さん 潮音の街・八田さん

芝桜ｄｅ花のまちづく

りｉｎ浦安・花木さん 

海楽公園四季の花

クラブ・秋元さん 



のみなさんを「若者のための夏休みボランティ

ア」として受け入れている。市民活動フェステ

ィバルも 7回目で、バラを楽しみにしている方

も増えてきた。これからも季節の花が咲き安心

して年配者や子どもたちが集える公園づくり

を目指したい。 

■作山審査委員長講演「浦安の景観価値」 

第二部に入り、作山審査委員長から「浦安の

景観価値 市民の顔が見える都市景観へ」とい

う主題で講演がありました。 

27 年前、業務で浦安のまちに関わっていた。

今回、振り返って気づいた点をお話ししたい。 

■新旧の市街地景観 

浦安には堀江、猫実、当代島に古くからの漁村

景観、その名残を感じる生活景観がある。今回

見るとずいぶん建て変わっている。こうした歴

史的なまち、景観が残っていることが、非常に

価値がある。新しい市街地がよく議論されるが、

古い街があってこそ新しい挑戦が出来るので

はないか。UR 都市機構、大手デベロッパーによ

る挑戦的な開発。歴史的な街に対比した先端的、

複合的な市街地都市景観をつくるという意気

込みでつくられた。段差道路周辺の住宅地もき

れいな街として維持されているところもあり、

ほっとした。 

浦安は戸建て住宅や中高層住宅、商業ゾーン

といった市街地が集まる美しいパッチワーク。

単に組み合わせると微妙だが、美しいものを組

み合わせるとよいパッチワークになる。バルセ

ロナの市街地のように旧市街地と新市街地の

対比がよいまちをつくるのではないか。 

■創造的な複合市街地景観 

住宅地だが商業やTDRをはじめとした別のも

のがある独特なまち。当初から世界にも誇れる

街をつくろうとした意気込みが感じられる。分

譲を中心としたハイクラスの住宅地景観と若

い世代の都市生活景観、多様な属性がいるのが

既存のニュータウンと違う魅力を感じる。浦安

は若い人が常に出入りしている。若い街は他と

違って活力があり風景も異なってくる。潮音の

街もヤシの木をふんだんに使う開発、街区の開

発でこれだけお金をかけるのはなかなか出来

ない。鉄鋼団地の産業景観も浦安の魅力。漁師

町のような働いて住める街のDNAがリレーされ

ていく。単に新しい人が住むだけでなくて、昔

から住んでいる人たちの魅力が違うかたちで

展開していくのが魅力ではないか。 

■使いこなされる景観へ 

非の打ち所がないつくりこまれた市街地景

観が、30 年以上使い込まれると変わってきてい

るのではないかと感じている。新浦安駅、舞浜

駅といった美しい公共空間の質が素晴らしい。

魅力的な駅周辺ができている。これは財産であ

る。新浦安駅周辺地区の都市デザインでは、「統

一性と多様性」という考え方で、駅前に対して

住宅地はヒューマンなスケールでつくってい

こうというコンセプトである。30 年を経て、緑

豊かな景観ができており、与えられた景観に市

民が住んで使いこなすまでにこれだけの時間

がかかっていると言える。 

■わずかな懸念 

景観審査会の全体としての印象では、90 点以

上の都市景観形成を目指していたが、バブル期

を過ぎて 80 点以下、70 点ぐらい、60 点ぎりぎ

りの景観が主流になりつつある。浦安のプライ

ドを事業者には伝えている。特に低層戸建て住

宅地の景観が変わりつつある。外構の緑がなく

なり 大限効率を重視した駐車場の配置。生け

垣ではなくモルタルで埋めてしまう傾向が現

れてきている。その一方で、市民が自ら花や芝

桜を植え、沿道のライトアップをする動きが生

まれている点は期待されるところである。 

■海浜都市の価値 

1990 年頃の基本構想の目標「緑あふれる海浜

都市」。こうした海浜都市イメージが望まれる

のではないか。境川沿いの親水性、浦安マリー

ナの民営化、海の水際線の整備構想といった海

に近い特長を生かせるのではないか。ハードだ

けでなく、市民活動、賑わいが優れた都市空間

を盛り立てて、持続的な時間軸で守られ、プラ

スアルファとしての市民の思いが、浦安の素晴

らしい景観をつくる要因になっているのでは

ないか。 

■明海大学生が感じる浦安の景観 

続いて、明海大の学生さん 3 名から「まちづ

くり演習」で元町のまちあるきで感じた浦安の

景観の特徴の紹介がありました。緑に囲まれた

文化財という特徴、狭い道の改善、空き地の活

用による新旧のミスマッチの解消といった提

案がありました。 



明海大学・田中さん、池側さ

ん、倉田さん 

■受賞団体とのシンポジウム 

最後に各受賞団体のみなさんとともにこれ

までとこれからの景観まちづくりを主題にシ

ンポジウムが行われました。 

明海大学の斉藤さんからは、作山先生のお話

で「使いこなす」というのが出てきたが、大学

のオープンスペースが豊かだが、案外使ってい

ないと感じた。学生の方が積極的で、目的の決

まった教室だけではなくて、目的の曖昧なやり

たいことが出来るスペースを活用していくこ

とが大事だという気づきを得たと、お話があり

ました。浦安マリナイースト 21 潮音の街の

八田さんからは、景観まちづくりには、まちに

人々のコミュニケーション、にぎわいがあって

こそ、街の景観ではないか、居住者がすべてで

きるわけでもないが、業者さんにすべてお任せ

するのではなく、緩やかなコミュニケーション

が一番大事だと思う。また、仲間内だけで頑張

るのではなく、外向きに連携する緩やかな繋が

りが大事で、自分たちの事業、催しに声をかけ、

他の団体からもお声かけされやすいような関

係づくりが大事だとのコメントがありました。 

続いて、芝桜ｄｅ花のまちづくりｉｎ浦安の

花木さんからは、元気に動ける時期は限られて

いるが、自分たちの楽しみの中で街に関わる、

街をきれいにすることが出来ていることを実

感している。浦安は東京にも近く、緑、公園、

花が多いので、もうちょっと手を加えれば花の

散歩道が出来る。明海大学とも連携し、舞浜か

ら新浦安、新浦安から明海大学までの花の散歩

道を観光資源にできるのではないかと、お話が

ありました。海楽公園四季の花クラブの秋元さ

んからは、葉ボタンと菜の花の種を間違える失

敗もあったが、支援者、市民活動センターの支

援のもと、自治会館の会場での納涼大会、餅つ

き大会などの機会をいただいて、花や葉ボタン

を格安で販売し、活動資金とする工夫をしてい

る。海楽公園は液状化があり、桜がダメになっ

てきているが、公園の桜を増やし、四季折々の

楽しく集っていただけるような公園づくりを

していきたい、とのコメントがありました。 

以上の議論を受けて、作山審査委員長より、

講演ではパッチワークという話をしたが、自分

の街だけ考えるのではなく、芝桜の会のように

つなげる活動としてよいことだと思った。浦安

のまちはつくりこみすぎているところもあり、

市民がそれに依存していたところもあるので

はないか。それに応えて自分たちで地域に貢献

する活動を考える時期に来ているのではない

か。学生や市民の活動を通じて、浦安の空を感

じ、潮風を感じ、自分が生きている価値として

楽しかったり感動できる。こういう場が人と人

との繋がりのきっかけになると面白い。新しい

活動が生まれるような期待がある。是非、こう

いう表彰式、シンポジウムを続けていただけれ

ばと思う、とのコメントをいただきました。 

■平成 30 年度の募集について 

最後に、フォーラム代表の小林からの挨拶が

あり閉会となりました。平成 30 年度の募集に

ついては決まり次第案内いたします。 

 

シンポジウムの様子 

編 集 うらやす景観まちづくりフォーラム TEL 090-4412-2455（代表・小林） 

メール office@urayasu-kmf.org うら景まち広場 http://urayasu-kmf.org 


