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「住まいとコミュニティづくり活動助成」中間報告

団体名

かみいけ木賃文化ネットワーク

活動のテーマ
豊島区上池袋木造密集地域における現代版「木賃文化」を耕すプロジェクト

活動の対象地域
東京都 豊島区 上池袋地域周辺

活動地域の概要
豊島区上池袋地域は、60 年代の高度経済成長期における池袋駅周辺地域の副都心化に伴って、サラリー
マンや学生など の単身者向けの木造の集合賃貸住宅（木賃アパートや下宿）が数多く建てられた住宅地
です。現在これらの住宅は、老朽化やライフスタイルの変化から空き家・空き室も目立つようになりまし
た。生活に必要なものやサービスが何でも揃う池袋が近いこともあり、地域の商店街は姿を消し、人々が
集ったり憩う場が無くなりつつあります。
人口 1 万 5000 人程度。面積 67.1ha。豊島区全体での空き家率 12.9％。(H24 年 3 月豊島区空き家実態
調査報告書より)

団体設立経緯
かみいけ木賃文化ネットワークは、プロジェクトメンバーが所有する木造賃貸アパート「山田荘」の活
用をきっかけに始まったプロジェクトです。この「山田荘」は、1979 年築のいわゆる風呂なしトイレ共同
の物件で、例にもれず、ほぼ空き部屋となっていました。
どうにか活用できないか考えていたところ、2014 年に豊島区の文化事業で地域の中にアートが生まれる
小さな拠点をつくる「としまアートステーション Y」に協力することになりました。ここで「山田荘」は、
プロジェクトの動きに応じて、アーティスト（中崎透）のレジデンス、プロジェクトルーム、ガレージセ
ール会場など、様々な場に変化していきました。
プロジェクトに取り組む中で、木賃アパートは住まう以外の使い方があること、足りない機能はたくさ
んあるけれど、それであれば他の木賃に必要な機能を持たせたり、まちに機能を求めれば良いのではない
かと考えました。よくよく考えると、一昔前の木賃の住人たちは、お風呂＝銭湯、台所＝食堂といったよ
うに、まちを使って暮らしていました。そこで、このような住文化＝木賃文化と呼ぶこととし、
「足りない
ものは、まちを使う」をテーマに 2016 年にプロジェクトを立ち上げました。
また、ネットワークの新たな拠点として 1975 年築の木造２階建で、１階は倉庫、２階は住居という「く
すのき荘」に出会い、セルフリノベーションして使うことになりました。現在は、木賃を多様な目的で使
うメンバーとともに「山田荘」は、アーティストのレジデンスやアトリエとして、
「くすのき荘」は作業場
やシェアキッチン、ラウンジ、ミーティングルームとして、アクションと場と人をつないでいます。
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シェアアトリエ
ラウンジ

私たちは豊島区上池袋の木造密集地域において、木賃(もくちん)物件を中心に建物
の特性に応じて多様な機能を持たせることで、場所と人・アクションをつなぎ(ネ
ットワークする)新たな木賃文化を醸成することを目的に活動しています。2016年
に発足したプロジェクトのため、まずは地域内外の人たちにプロジェクトを知っ
てもらうこと、地域の中に活動の種を蒔くことが目標です。前期の取り組みでは
主に木賃をさまざまな「場」として活用し、木賃はこんな使い方もできるという
ことを多くの人たちに体感していただきました。

～活動を地域に開く・周知する～
STEP-1 いつものオープン日、広報ツールの充実

日々の活動を広く伝えるために、主に
「くすのき荘」
を日常的に開く日「いつものオープ

使う。
を
ち
ま
のは、
も
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な
足り
拠点の一つ「くすのき荘」

住まい
アトリエ

ン日」
をつくりました。学校帰りの子どもたち、近所の方など、隣の公園を見ながらお茶の
みの時間を楽しんでいました。
また、活動を知っていただくためにパンフレット、
日々の活動をお知らせするカレンダー
を作成しました。活動の状況については、
ホームページやブログをつくり発信しました。

「山田荘」
１号室

「くすのき荘」
ラウンジ

「山田荘」前の路地

～木賃をネットワークしながら使ってみる～
STEP-2 さまざまなネットワークの仕方を実践する

プロジェクトを立ち上げるにあたり、木賃アパート
「山田荘」、住居兼倉庫「くすのき荘」
と

いう 2 つの拠点をネットワークしながら活かせるメンバーを募集したところ、アーティスト、
デザイナー、ライター、
クリエイティブフリーター、舞台衣装家、
ミュージシャンなど 14 名が
集まりました。
メンバーは、それぞれ日常的に作業場やアトリエとして２つの拠点を使いま
す。
ネットワークの方法は人それぞれ。
たとえばアーティストの一人は「山田荘」に住みな

がら
「くすのき荘」
を作業場やキッチンとして使っています。
また、自宅とは別に「山田荘」の
一室にアトリエを構えて刺繍教室を開く人もいます。
メンバーとは月１回、全員が集まるミー
ティングを行い、情報交換・意見交換をしています。
このような日常的な利用のほか、ワー
クショップ会場や、展示空間、劇場といった多目的な用途で木賃の空間を使う実験をして
います。
その結果、アーティストの展示中に小学生が宿題をしに来たり、工務店の棟梁がお
茶を飲みに来たりなど、地域からの訪問者が増えました。
実施した内容
・隔週 『くすのき荘 いつものオープン日』（拠点の開放）
・不定期 田村香織
『OPEN-CLOSET』
（衣服の物語にまつわる対話型WS）
・4/3-9
田村香織衣装展示 『Follow the sea of SKIN -肌の海を辿る‐』
・4/28-30 ワークインプログレスふたたび
『障子の国のティンカーベル』
（演劇）
・5/27-6/5 竹下徳子インスタレーション
『家の残像~Memory of Home』
・6/18
加藤裕士 音楽ワークショップ
『サンガツ at くすのき荘』
・9/8-10 佐藤 成行 『重力』
展
・9/22-25 unit日々 + 藤田まりこ 『言葉にならないことば』
展 など

～木賃の実態を探る～

～地域のクリエイティビティを応援～

STEP-３ 新たなネットワーク物件のリサーチ

STEP-４ 「くすのき荘」
での住民発の企画の実施とサポート

しています。
まち歩きや地元の不動産屋さんへのヒアリングを行い、不動産情報にも

現れ始めました。空き家だった場所に明かりがつき、人が集っている

載せられないような、古く壊すことを前提にしている物件も多くあることをみつけまし

様子をみて、
「いつも気になっていた」
「地域にこういった場所が出来

た。
また、
まちづくり協議会の空き家調査に同行し、地域のみなさんは、管理者がわ

てうれしい」
などの声が聞かれました。
そのうち地元でも表現したい、

からない空き物件に、特に不安を感じており、空き

やりたいことがあるが場所がない、
という方たちとのつながりができ、

家・空き部屋は負債といった意識が強いことを実

やりたいことをサポート。
ワークショップや音楽会が開催されました。

感しました。協議会には若い人にも関わってほし

また、地域との関係が出来てきたころ、地元の池袋八丁目町会との

いというご意見もいただき、今後も連携していく予

つながりが生まれてきました。大きな出来事としては、9月の町内会の

定です。活動拠点「くすのき荘」のオーナーには今

お祭りで
「くすのき荘」に、お神輿の休憩所として協力してもらえない

後の活用方法の提案も含めて、密に対話をするこ

か、
という話が持ち上がったことです。

「山田荘」
「くすのき荘」
での活動を行いながら、
日々、新たなネットワーク物件を探

とで建物の価値や活動の意義を共有しています。

＜見えつつある成果＞

●新規物件の開拓とメンバーの移住

木賃のリサーチを進めているなかで、
「くすのき荘」に隣接する木賃の空き

物件についてオーナーと交渉し、
「くすのき荘」
と一体的に借りることになり

ました。
そこにはネットワークメンバーの即興演奏家が住んで自ら活動の場

を作る予定です。家賃も上がることになりますが、
このプロジェクトによって、

クリエイターとともに場を開いてみると、徐々に地域からの反応が

すぐにネットワークメンバーに相談したところ、
ただ休憩所として場
を提供するだけではなく、せっかくならお祭りを盛り上げようというこ
とになり、
「ちょうちん”光”のワークショップ」
を企画。主に子どもたちを
対象にオリジナルちょうちんづくりのワークショップを行いました。
作ったちょうちんをお祭りに持っていく、
もしくは「くすのき荘」前に
飾ることで、
お祭りに参加したことが無い人でも気軽に参加できるよう
に工夫しました。
ワークショップには子どもを中心に80名ほどの参加

空き家の不動産価値を高めることができたともいえます。

がありました。

●プロジェクトの認知度の向上

トはWS講師に、建築家はちょうちんを飾る木組みを制作し、電子工作

地域の人にとってみれば、木賃アパートや空き家が突然、何だかよく分から

ない場所になった、
という認識だっと思います。
しかしながら度々イベントで

場を開いたり、
メンバーが地域の飲食店や工務店を利用することによって、

プロジェクトが徐々に認知されるようになりました。
また、
クリエイターはクリ
エイターを呼ぶことが多く、展示を見に来たクリエイターが、自分もここで何

かやってみたい、
と次の企画に繋がることも増えました。

メンバーは、
それぞれの得意分野で活躍し、
デザイナーやアーティス
隊はライトの設計、
といったように、自らの技を発揮
していました。
灯りがともったちょうちんは壮観で、地域の人
や町会の人からは、
「きれいだね」
「盛り上げてく
れてありがとう」
といった声をいただきました。

●クリエイターの技が地域の中へ

ちょうちんWSの実施が良い例ですが、ほかにも日常的には洋服の思い出

を聞きながらお直しをするOPEN-CLOSETには地域のお客さんがつきま

した。
また、展覧会の出品作品が地元の方に購入されるなど、
クリエイター
の存在が少しずつ認知され、彼らの“技”が地域の中に入って行く様子がみ

られました。私たちのコンセプトである
「足りないものはまちを使う」
というこ
とについて、当初は場に足りない“機能”を思い浮かべていましたが、足りな
いものの中には“技”や“アイディア”があることに気づきました。

実施したプログラム

・5/13 『Scratch Day 2017 in Kami-Ikebukuro 』
（子ども向けパソコン
プログラミングWS）
・8/4 『アラカルト納涼祭 in くすのき荘』
（地元音楽グループの演奏・交
流会）
・8/24,9/3,9/16池袋八丁目町会 お祭り ＋『ちょうちん光のWS』 他

後半の取り組み

引き続き、
木賃を使ったイベントとリサーチを
進めます。
また、
ネットワークができそうな木
賃が見つかったら、
それらをつなぐイベント
もしくは展示を行います。
また、
地域の資源
（都電や食など）
を題材に
パフォーマンスを行うダンサーや演劇公演
を行うアーティストをバックアップ。
地域を新
たな視点でとらえつつ、
表現の機会をサポ
ートします。
最後に、
1年間の成果として、
木賃をネットワ
ークしながら使うことについて、
実践者たち
にスポットを当てたアーカイブを作成します。

