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神楽坂を愛するファンのつながりによる魅力発信 

NPO法人粋なまちづくり倶楽部代表  寺田 弘 

 

1. はじめに 

 

 私は実は現役のサラリーマンなのですが、神楽坂の

まちづくりに関わるようになって、かれこれ 18 年にな

ります。そもそものまちづくりとの関わりは、滋賀県

の近江八幡で、川端五兵衛さん（前・近江八幡市長）

に出会い、様々なことを教えていただいたのが始まり

でした。その後、名古屋や茨城県の石岡に行き、神楽

坂は 4 つ目なのですが、ある意味でそういった経験や

知見を込めながら神楽坂に入りました。 

さて、私がまちづくりに取り組む際に最も重要だと

考えているのは、まちの歴史をきちんと知るというこ

とです。そのまちがどういうまちなのか、そしてどう

いう変転をしてきたのか、素のまちをきちんと整理す

るということです。 

神楽坂というまちは、私が入った平成 6 年当時、閑

古鳥が鳴いているような状況でした。そもそも昭和の

始めごろまでは、東京の山の手で随一の繁華街と言わ

れたまちであった神楽坂が、なぜそうなってしまった

のか、まずそこから考えることから始めました。 

 

2. 神楽坂の歴史 

 

江戸期の神楽坂―ミックスチュアの魅力 

神楽坂の歴史をさかのぼりますと、三代将軍家光が

1600 年代に、江戸城牛込御門からの坂（神楽坂）をつ

くりました。その先には家光の知恵袋と言われた大

老・酒井忠勝の屋敷があったのですが、神楽坂はその

大老が登城するための道として、整備されたわけです。

それから神楽河岸という河岸をつくりました。この二

つがこのまちの性格を決めるわけです。神楽坂は端か

ら端まで高低差が 20m あります。しかも濠があり、神

田川という川があります。大老がいて、武士階級の人

たちが住んでいて、お寺もあって、町人もいて、古く

は太田道灌が江戸を開く前から人が住みついていたと

いう、ある意味で歴史を持っていて、いろんなものが

ミックスされた、江戸の中でも非常にユニークな、小

さな城下町のような要素を持ったまちでした。ですか

ら江戸期においても、整然とした良いまちだったんで

す。 

明治から大正へーはなやぎの都市空間として 

そういうまちが、明治維新の時に、武士がいなくな

り、廃仏毀釈でお寺もなくなりました。その時に神楽

坂は一度荒廃します。ところが幸いなことに、かつて

岡場所iだったところから花柳界iiが発展し、通りの裏側

に花街が出来上がっていきます。また武士がいなくな

ったところに、官僚の宿舎ができて、新しい振興地と

して日の目をみることになります。こうしたドラマチ

ックな変換があったところに、明治 20 年に毘沙門さま

の夜店が軒を並べるようになり、早稲田大学の専門学

校ができて、早稲田の学生も通るようになります。暗

いなかで夜店の灯りが並び、裏に回るとまた花街の灯

りがあり、非常に魅力的な都市空間であったようです。

ここで勢いをつけて、明治、大正と、特に関東大震災

の際には下町がずいぶん焼けましたから、またここに

人が集まり、大繁華街が出来上がりました。ところが

その後、ターミナル化で、渋谷や新宿や池袋等にさま

ざまな機能が散っていくに従い、まちが衰退していき

ます。 

戦後以降の衰退期 

そして第二次世界大戦で、空襲にあって全部焼けて

しまいます。花街は復興しましたけれども、まち全体

としてはあんまり元気がなくて、昭和 20 年代から 60

年間、ある意味廃れたまちになってしまいました。 
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3. まちづくりの始まり 

 

神楽坂はどんなまちなのか 

こうした一連のまちの歴史を振り返ったあと、「この

まちはどういうまちなのだろう」ということを、みん

なで考えました。「このまちは何を欲しているのか」こ

れが我々の第一テーマでした。それが平成 3 年のこと

で、“神楽坂地区まちづくりの会”として活動を始め、

私も平成 6年に参加しました。こうしたテーマのもと、

みんなが言ったのは、「このまちは江戸期の情緒も残っ

ているし、花柳界もあるし、粋な人たちもいる」こと

から、「伝統と現代が交じり合ったまちだ」ということ

になりました。確かに江戸期と現代のセンスがぶつか

っているまちであり、高低差が 20ｍもあることから山

の手と下町がぶつかっているまちでもあり、色んなも

のがぶつかって、混ざり合っている土地なのです。 

神楽坂は何を望んでいるのか 

では、「このまちの何を残すのか」。いわゆる『まち

の遺伝子』です。これはやはり江戸情緒を持った『和』

であり、花柳界を通じてまちに染み込んでいった『粋』

な気風です。そしてさらに考えました。「このまちは何

を望んでいるのか」。やはりあれだけ賑やかだったまち

です。「もう一度賑やかになってほしい」ということを、

お年寄りたちは言うわけです。これは大変だなとは思

いました。まわりでは様々なまちづくり活動を展開さ

れていましたが、このまちは何もしてこなかった。周

回遅れのスタートであったわけです。 

 

4. NPO を立ち上げて 

 

まちを二分した高層マンション建築計画 

当初、まちづくりの会で始めた活動でしたが、超高

層マンションの建築計画が持ち上がり、まちづくりの

会では対抗できなくなりました。「マンションが建てば

活気が出るじゃないか」と言う人が半分、「一つ建てば

どんどん建ってまちの危機だ」と言う人が半分で、ま

ちの人たちの気持ちも分裂していきました。神楽坂は

東京のど真ん中ですから、開発意欲はすさまじいもの

があります。彼らは平屋を潰して大きな土地を占め、

高いビルを建てますから、路地などあっという間に消

えてしまいます。そうなったらまちは終わりです。そ

こで建築家や都市計画、法律の専門家、それから私の

ようなサラリーマンなど、色んな人たちが集まって、4

年間の助走期間を経て、平成 15 年に特定非営利活動法

人“粋なまちづくり倶楽部”を立ち上げました。 

テーマは絞らず、何でもやる 

 “粋なまちづくり倶楽部”では、『和のまち・粋なま

ち』というコンセプトは引き継ぎつつ、あえてテーマ

を絞るということをしませんでした。つまり包括的に

何でもやるということです。地区計画iiiもやりましたし、

みんなを集めてお話の会もやりましたし、黒塀もつく

りますし、国の登録文化財の取組みもやっています。

限定してテーマを決めるというのではなく、何でもや

る。いわゆる『螺旋まんだら』です。一つの空間に一

人の仏様がおられるのではなくて、色んな仏様がおら

れる、曼荼羅的にやろうじゃないかということです。

ただこれは言うは易く、大変難しいものです。 

人材の確保のために 

これをやりぬくために、次に我々がしたことは、人

材の確保です。2 箇月に 1 回、ボランティアでこのまち

が好きな人に集まってくださいと。地元の人でもいい

し、外からの人でもいい、集まってもらうということ

を、20 年続けてきました。そうすると色んな人が集ま

ってきました。その人たち全部を活かせるわけではあ

りませんが、10 人のうち 1 人は残ってくれて、そうい

う人たちが人材として積みあがっているわけです。そ

してその人たちで役割分担して、伝統文化が好きな人、

歴史が好きな人、建築が好きな人と、得意な分野で活

躍してもらいました。 

主役にならないという誓い 

 色んな人たちに手伝ってもらうに際して、我々が常

に留意しているのは、NPO が絶対に主役にはならない

ということです。このまちの人たちが主役になり、あ

るいは経験したグループの人たちが主役になり、よそ

から来て嬉々としてやってくれる人が主役です。だか

ら私たちは徹底的に下支え、支援者に回っていこうと
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いうことを、山下と二人で誓い合いながら進めていき

ました。 

 そうは言いながら、まちは大変難しいです。色んな

人がいますから。人間ですから好き嫌いはありますし、

そこは合う人を持っていって、役割分担をしながら、

色んな人材をタペストリーのように織り込んでいった

というのが、今の姿だと思います。本当にあれよあれ

よという間に、色んな人が集まって手伝ってくれまし

た。そうするとまちの人たちも、「おれたちのまちに色

んな人が集まってきてくれる」と喜んでくれるし、よ

そから来た人も「我々ががんばっているんだぞ」と、

みんなが主役意識を持ってくれるようになりました。

そういう時に、今度はチェーン店などが入ってくるの

ですが、どうやって止めるかが難しい。高い建物は地

区計画のおかげで建たなくなりましたが、チェーン店

も鵜の目鷹の目で入ろうとしますから、そういう人た

ちとどう付き合うのか。でもそういう人たちも我々に

取り込まないといけない。やはり「このまちが好きだ」

という一員にしてしまわないといけないと考えていま

す。とは言うものの、なかなか簡単ではないのが事実

です。 

『ちえん』を築く 

我々のやってきたことは、今回のこの講座のサブテ

ーマである『ちえん』を築くことでした。まさに『地

縁』や『血縁』、それから大学や他の NPO との連携に

よる『知縁』、さらには行政の人たちとの『治縁』、さ

らにはマスコミも宣伝してくれますから、みんなが一

緒になってやってきたことが、このまちを賑やかにし

ているのだと思います。15 年という長いデフレのなか

でも、不思議なことに、このまちでは人がぞろぞろぞ

ろぞろ歩いています。どこかで消えるのかと思いまし

たが、そうでもなく、やはりまちとしてのパワーが出

てきたのではないかと思っています。 

 

5. まちづくりに思うこと 

 

みんなが好きになるまちに育てたい 

私は個人的にはこんなふうに思っています。まちの鉄

則というのがあって、まちにはいろんな人がいる。好

き嫌いを言ってもしょうがない。もともとそうなのだ

から。嫌いな人も、みんな入れてしまうことです。ま

ちづくりというのは、やっぱりみんなが誇りに思うこ

とだと思います。まちづくりというのは、そのまちを

私が好きになる、みんなが好きになるように育てると

いうことだと思っています。 

絶対にやってはいけないこと 

 一方で、まちづくりにおいてやってはいけないこと

は、まちを食いものにすることです。まちを使って利

益を上げようと思った途端に、まちの人は厳しいです

から、シャットアウトされます。これは絶対にやって

はいけません。そして最終的には、住民の人たちが「こ

のまちに住んでいてよかったな」と思えるように、ま

ちをつくらなきゃいけないと思っています。 

このまちに住める有難さ 

 このまちでずっと住めるということ、このまちで最

期に死ねるということの有難さ、「死に甲斐のあるま

ち」というのは近江八幡の川端五兵衛さんの言葉です

が、私はこれを一生涯の言葉として、気持ちに刻んで

います。 

 色んな人がやってきて、この神楽坂を支えてくれて

いるのですが、私がそのなかで非常にうれしかったの

は、その人たちが、素の神楽坂を見て言ってくれた言

葉に「このまちは何かいいコミュニティがある、何か

いいものを持っているね」というものです。小さなつ

ぶやきではありますが、私にとっては大変うれしい宝

だと思っています。今、若い人たちがどんどん育って

いますから、その人たちに順々に渡しながら、このま

ちを今後もずっと守っていきたいと思っております。 
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1. 協働事業を始めたわけ 

 

 今日、お話しするのは、「平成 22・23 年度新宿区協

働事業提案制度実施事業」という名称の協働型のまち

づくり、つまりは色々な人たちが力を合わせて、具体

的な成果にたどり着いた一つの事例としてご覧いただ

ければと思います。 

なくしてしまったまちの資産を探して 

神楽坂は歴史的に古い、と言っても鎌倉以降の話で

すから、京都に比べれば、たかだか数百年というオー

ダーになりますが…。そんな歴史に裏付けられている

はずの神楽坂が、第二次世界大戦の東京大空襲でまる

焼けになり、一瞬のうちにまち中の資産がなくなって

しまいました。昔のイメージを具体的に目の前で展開

しているはずのものがなくなってしまった後の神楽坂

で、「もう一度このまちの歴史や文化を考えるために何

をしたらいいのか」という観点で取り組んだのが、今

回の事業です。事業のタイトルを「神楽坂の地域資産

を登録文化財として表彰・保全する事業」としており

ます。 

戦争で焼けてしまったので、たかだか 60 年くらいの

建物しか残っていない地域です。その中から文化財を

見つけ出すというのは、京都の方から見ると「なんの

こっちゃ」という感覚だと思いますが、我々から見る

と、60 年程度の建物ではあっても、空襲で焼ける前の

何らかのイメージ（まちの遺伝子）をもって、花柳界

を中心にまちを立ち上げていった歴史があります。と

いうことはイメージとして新しい建物の中に、何かま

ちの遺伝子のようなものが残っているだろう、その今

あるものの中にある文化を探すという意味では、登録

文化財の制度をうまく使えるのではないかと考えたわ

けです。登録の条件が 50 年以上経っていて文化的な価

値があれば、国の文化財台帳に載せてくれるという制

度ですので、そのアイデアを実践してみることになり

ました。 

 

2. 神楽坂というまち 

 

 

 

 

 

 

 

 

これは江戸城（皇居）です。内堀があって、外堀が

あるのがお分かりいただけるかと思いますが、武家地

というのはお城の周りの比較的高台にあって、一方で

江戸湾を干拓して埋め、まちをつくっていったのが下

町になります。神楽坂は高台の方にあり、江戸城のす

ぐ脇にありました。そのために家光が大老のために神

楽坂を整備したり、江戸湾から物資を運ぶために神楽

河岸ができ、神楽坂は物流の拠点として、江戸の都市

計画の中で位置付けられていました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 これが江戸時代後期の切絵図ですが、まちの構造は

現在の神楽坂と実はほとんど変わらず、現在もこの地

図を持ってまちが歩ける、道に関しては江戸時代のま

まの姿を保っています。 

大学、各種専門家の支援による新しい場づくりの展開 

NPO法人粋なまちづくり倶楽部事務局長  山下 馨 
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これは現在の神楽坂ですが、坂があって、起伏があ

るのが面白いところです。 

 

 

 

 

 

 

 

ソフトな面で見ると、神楽坂には色んな地元の活動

があります。「神楽坂でなんで阿波踊りなの？」と感じ

られるかもしれませんが、この阿波踊りには非常にた

くさんの方がみえて、子どもたちだけでも 1000 人くら

い参加するというお祭りになっています。そういう意

味では、都心ではあるものの、コミュニティがまだま

だ残っているという地域になります。 

 

 

 

 

 

 

ちょっと横丁に入ると、江戸風のしつらえの路地が

展開するというまちです。 

 

 

 

 

 

 

 

また神楽坂では色んな人が活躍していました。頼朝

がいたり、夏目漱石がいたりと、色んなジャンルの人

が神楽坂の歴史を彩っていました。 

 

3. 登録有形文化財の意味 

 

身近な文化財 

 

 

 

 

 

 

 

 ソフトはだいぶんと発掘していったのですが、ハー

ドのほうは 60年前に新しく作り直されたに過ぎないと

いうところで、協働事業の組み立てのなかで、文化と

いうものを、もう一度まちの中に呼び戻そうと取り組

みました。 

 登録有形文化財というのは、比較的身近な建物が対

象になっています。例えば登録有形文化財の第一号は

東大の安田講堂ですし、塀があったり、駅舎があった

りと、京都に見られるような文化財と違って、非常に

身近な建物と言えます。 

 

 

 

 

 

 

 

登録されるとこういうプレートが国から送られてき

ます。文化庁として「これは貴重な国民の財産だ」と

いう宣言をしてくれるわけですので、これが神楽坂の

中に増えてくると、まちの人がハードについても見方

を変えてくれるという期待を持っています。ですから

実は、登録有形文化財の数が増えること自体が目的で

はなくて、登録有形文化財がまちのなかに増えること
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で、「文化的な資源がハードとしてこの神楽坂に残って

いる、町並みは文化的な価値があると、周りの人から

は思われているんだ」ということをまちの人たちの間

で再確認することが、本来の目的なのです。 

 

4. 協働のすすめ方―神楽坂の場合 

 

協働のベースになったもの 

 

 

 

 

 

 

 

 とにかく色んな団体が、現在神楽坂で活動をしてい

ます。“まちづくりの会”もあれば、“まちづくり興隆

会”という地元の商店会とか町内会とか事業組合など

が入っている団体もあって、これらの団体はそれぞれ

の団体の利益のために活動しているのですが、最近は

その見方が変わりつつあって、各団体とも神楽坂とい

う大きな括りでものを考えるようになってきたのが、

協働のベースになっています。そうしたベースはここ

10 年くらいの間に醸成されてきたように感じています。 

体制づくり 

 

 

 

 

 

 

 

 その実際の調査にあたったのが、“NPO 粋なまちづ

くり倶楽部”の登録文化財プロジェクトチームです。

その他、歴史的な建築に詳しい専門家と連携すると同

時に、東京大学の西村先生と窪田先生の学生さんたち

が、大学の中に神楽坂チームを作ってくれたので、こ

の 3 つが協力して取り組んだという形です。 

 

 

 

 

 

 

 

 これは区との事業制度ですので、“粋なまちづくり倶

楽部”が調査にあたったのに対して、新宿区は登録文

化財の申請に際して、国への手続きをカバーしてくれ

るという役割を担ってくれました。さらにこの活動に

よって 10～20 人の調査員がまちに入りますので、まち

と変な軋轢が生まれないよう、うまく調整してもらう

ことも、区は引き受けてくれました。さらにまちの人

たちからは、我々の調査へのバックアップと、地元か

らの登録文化財への推薦をいただいたりしました。 

絶えず全てに関わるのではなく、 

得意な分野で主役になる 

協働というのは、本来は別々に動いている人々が、

何か活動をやろうとなった時に、それぞれの強みをベ

ースにしながら、ジャンルを超えて、協力しながら取

り組もうというものです。ですからその取り組み方は、

コーディネーターが組んだ『誰（団体）が、いつ、何

をやるのか』というプログラムをもとに、それぞれが

カバーしていくという形であって、絶えず皆が関わっ

ているのではなく、スポット的に色々な人たちが関わ

りながら、最終的に成果にたどり着くというスタイル

なのだろうと思っています。 

 

 

 

 

 

 

 

全体のフロー図です。途中で「所有者の同意とり」

などがあって、これはかなり専門的なところですから、

専門家が関わらねばならないところです。下のほうの
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「登録申請」から「文化庁審査」は行政サイドが応援

してくれているところです。通常登録申請しようとす

れば、自分で調査をしてくれるところを探して、申請

書を作って、教育委員会にあげてと様々なステップが

あるわけですが、これをクリアすることは、我々民間

が行うとなると、なかなか大変なのです。そこを区が

受け持ってくれて、区が東京都をクリアしてくれ、さ

らに都が文化庁をクリアしてくれるという流れになり

ます。これはこの協働体制でやって、非常にうまくい

った事例になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 これは登録文化財の地域への説明会です。そもそも

登録文化財は、指定文化財や重要文化財と違って、使

いながら登録文化財になっていく、例えば住宅ならば

住みながらそれが登録文化財になっていくというとこ

ろですので、文化財登録したからと言って、迷惑な事

は発生しないということを、よくご説明しなければな

りません。そこのところの話をうまく繋げてもらった

のが、地域との連携の話になります。 

成果を見せる 

 

 

 

 

 

 

 

 地域の気持ちを高めていくために、我々としては、

表彰イベントはかなり意図的に行いました。我々が

NPOとして勝手に表彰するというイベントもやりまし

たし、登録文化財のプレートは新宿区長に渡していた

だくという形を取りました。これは NPO のみならず、

新宿区も含めて、地域全体で表彰を行っているという

ことが目に見える形にすることにこだわったわけです。 

周知を図る 

 

 

 

 

 

 

 

とにかく登録文化財というのは、わかりにくい側面

がありますので、何度も説明会を開催しました。また、

勉強会も開催しました。専門家も実はそんなにたくさ

んいるわけではなくて、専門家の知識が中にとどまら

ず、オープンにすることを心掛けたわけです。調査チ

ーム自身も勉強しますし、このなかに地元の方も入っ

ていただき、登録文化財の活動はどういう意味を持っ

ているのかを理解していただけるように努めました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 この事業が認知されるようになってくると、シンポ

ジウムも開催しました。また場合によっては、文化財

を見て歩くまち歩きツアーも組み合わせました。“粋な

まちづくり倶楽部”はもともとガイド事業をやってお

りましたので、得意中の得意な分野です。 
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5. 登録有形文化財いろいろ 

 

次々と見つかった『まちの遺伝子』 

 

 

 

 

 

 

 

1 年目は、このエリアのなかの概ね 2,700 棟をしらみ

つぶしに見て歩くというところからスタートしました。

地元からも推薦をいくつか挙げてもらいました。 

 

 

 

 

 

 

 

結果的には 50年以上経っている建物が結構見つかっ

て、そのなかで 81 棟は結構良好な建物で、「たかだか

60 年のまちのくせに、結構あるじゃないか」というの

が、調査した人間たちの感想です。これによって我々

も、この活動は間違ってないかもしれないという安心

感が生まれました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業は 2 年間ですので、これは 2 年目の調査資料で

す。空襲で焼けたところは、地図全体が白くなってい

るところで、黒く表示されているのは、空襲にあわな

かったところになります。焼けた所の隣に焼けなかっ

た所もあるので、昔の神楽坂をイメージできるところ

があるに違いないと、調査のやり方を変えたのが 2 年

目です。 

そうすると長屋門や蔵や洋館など、色んなものがた

くさん出てきました。神楽坂の年配の方にお話を聞い

たり、昔の絵を見ると、焼けてしまった神楽坂にも、

どうもこれに似たようなものがあったらしいというこ

とがわかりました。 

 

 

 

 

 

 

 

そこから先は建物の調査に入って、ヒアリングをし

たり、書類をまとめるということを繰り返しました。

いよいよそれが終わると、行政の方を巻き込んでの申

請作業に入りました。初年度は 5 軒です。 

1年目の再発見 
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矢来能楽堂は、戦後に建てたものです。 

 

 

 

 

 

 

 

これは琴で有名な宮城道雄さんの記念館に残ってい

た検校の間という木造の建物です。宮城道雄さんの書

斎だったところです。 

 

 

 

 

 

 

 

高橋建築事務所社屋は、神楽坂を拠点にしていた高

橋博さんという建築家の事務所兼工房になります。 

 

 

 

 

 

 

 

そしてこれがその高橋博さんという建築家の住宅に

なります。 

 

 

 

 

 

 

 

旧の常盤家。これはもとの料亭です。 

 

2年目のさらなる発見 

2 年目にもいろいろ出てきまして、洋館風の住宅が見

つかりました。これは大正の終わりくらいの建物です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これは普通なら文化財として見ないかもしれません

が、高橋博さんという建築家が抱えていた大工さんた

ちの寄宿舎兼作業場です。ある意味で産業遺産という

位置づけをもって、意匠もかなりモダンな建築であっ

たということで、登録できました。 

 

 

 

 

 

 

 

これは登録はしていません。以前、毘沙門天には木

造のお堂があって、コンクリートのお堂に変えてしま

ったのですが、その時に一度壊して、その材料を焼け

なかった地域のお堂に一式 10 万円で売りました。それ

を何年か後に建て替えたものです。 
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地元の人の「お風呂屋さんを登録すべきだ」という

要望で、推薦をもとに調査をしました。 

 これも同じように推薦をもとに調査した元銀行の本

館です。今はレストランになっています。 

 

 

 

 

 

 

 

元駐日大使のライシャワーさんのご家族が応援して

つくった、耳の不自由な人向けの教会が、実は神楽坂

にありました。それがエピソード的に面白いというこ

とで調査しましたが、3.11 の地震でかなり痛んでしま

いまして、最近壊されてしまいました。 

表彰イベントと守り甲斐 

せっかく登録文化財になったのだから、お披露目し

なければいけないということで、表彰イベントを開催

しています。寺田理事長の名前で、NPO が感謝状をつ

くっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プレートは遅れてくるものですから、プレートが来

た段階で、今度は中山区長から直接渡してもらいます。

「なんで自分の家を登録しなきゃいけないの？」と半

信半疑だった人が、区長からプレートを渡されて、一

言あるとなると、非常に感動され、所有者の方の励み

になります。 

 

6. 黒塀プロジェクト 

 

袖摺坂（そですりざか）を黒塀に 

  

 

 

 

 

 

 

実は神楽坂ではそれまで黒塀は姿を消してしまって

いたのです。そこで黒塀をもう一回復活しようと、“小

さな修景活動”と呼んでいますが、“黒塀プロジェクト”

を立ち上げました。これは協働という格好ではなく、

NPO が勝手に取り組んでいるものですが、それがどう

いう効果をもたらしたのかというお話です。 

 

 

 

 

 

 

 

まちの人たちが“袖摺坂（そですりざか）”と呼んで
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いる狭い階段があります。歩くと狭いので、向こうか

ら来た人と袖すりをしながら通り過ぎていくという坂

ですが、みんなは名前が好きで、袖摺坂は有名なので

す。ところがふもとに公衆トイレがあって、あんまり

かっこよくない。おまけにきれいな壁ではないので、

ごみのポイ捨てなどもあったりして、まちの人たちは

「名前負けしていて、何とかできないのか」と言って

いたところでした。管理者が新宿区ですので、区にお

願いしたいところですが、一度落下防止柵をつくって

しまったものですから、それ以上に何にもできないと

いう状況でした。それならば粋なまちづくり倶楽部で

お金を出すから了解してくれということで、取り組み

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

塀にプラスティックの波板が使われていたのを、杉

板の黒塀に変えました。そうすると杉板の香りのする

粋な階段になって、ここを通る人たちが「なんと神楽

坂らしい階段だ」と感想を漏らしてくれるようになり

ました。その間、まちの人たちに相談をかけて、「お宅

のところに黒塀を設置させてくれ」とか「お金はいら

ないので、設置の許可だけをくれ」といったお願いに

あがっていたました。 

勝手に黒塀化 

 

 

 

 

 

 

 

そのうちにまちの人たちが勝手に黒塀を増やし始め

ました。これらはほとんどがお店で、商業系の黒塀な

のですが、神楽坂の中でお店を開くならば、神楽坂ら

しくしたほうが、お客さんも来るということが、少し

ずつわかってきて、勝手に“黒塀プロジェクト”が拡

大している状況です。これは非常に緩い格好ですが、

これが組織立ってくると協働型になるのでしょうが、

色んな思いを集めて、少しずつ変わるという一つの事

例として見ていただければと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
i  岡場所－私娼屋が集まった歓楽街 
ii 花柳界(花 街 )－料 亭 が あ り 芸 者 さ ん が 行 き 来 す

る 地 区 や 社 会  
iii 地区計画－住民の合意に基づいて、それぞれの地区の特性

にふさわしいまちづくりを誘導するための計画 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%BE%E3%81%A1%E3%81%A5%E3%81%8F%E3%82%8A

