
講師の有福氏(空間創造工房
アトリエ朴)から教えていただ
いた前庭づくりの楽しみ方・
コツを振り返ります。

雑司ヶ谷の地域に多く見ら
れる玄関まわりの小さな空間

等でも、ちょっとした工夫でより素敵な前庭づくり
ができそうですね！！

◎前庭スペースでガーデンを楽しむメリット

・街の景観づくりに貢献しやすい
・オーディエンスを意識できるのでやりがいがある
・前庭での植物はご近所付き合いが自然とできる

◎形の組み合わせで自然をつくる

植物には様々な用途・形態があります。
グリーンの中でも「面」「線」「点」をつくる植物
があり、これらをバランス良く取り入れることで素
敵な前庭になるようです！

第1回
雑司ヶ谷地域

ま え に わ

前庭コンクール
活動報告

【 前庭コンクール 概要 】

雑司ヶ谷地域は鬼子母神や参道、霊園、個人宅の庭など、
都心にありながら緑が多く、それを魅力としてきた地域で
す。ですが最近は新しい家々などが増え、街の姿もだんだ

んと変わってきています。今回の「前庭コンクール」では、
そのような住宅地にある小さな緑（前庭）にも目を向けて
楽しむ機会、また普段からまちを彩る素敵な前庭をつくっ
てくださっている方に、感謝の気持ちをお伝えする場とし

て開催いたしました。主催は雑司ヶ谷地域で活動を行う
NPO法人「雑司が谷ひろばくらぶ」が行っています。

第1回コンクールでは、2019年5、6月をノミネート期間
とし、ノミネート用紙・webアンケートにより募集を行い
ました。115名の方（男性22,女性92,未回答1）にご参加い
ただきました。個人の住宅、商店ほか公共施設など様々な
場所がノミネートされ、その数は124件にも上りました。
参加者アンケートからは、学生を中心に住民や雑司ケ谷に
関心を持つ幅広い年齢層の方々に興味を持っていただいた
ことが分かります。また、今回のコンクールがまちの緑に
関心を持つきっかけとなったという人も多いようで、とて
も嬉しく思います。

特定非営利活動法人（ 法人）

雑司が谷ひろばくらぶ
詳しい活動はホームページをご覧ください。

【コンクールのプロセス】

募集しました前庭は、主催者や専門家などか
らなる審査会にて審査を行いました。多くの前
庭の中から、第１回コンクールでは金賞が11選、
入賞が8選、入選が36選という結果になりまし
た。

今回のコンクールでは、
花の多さだけでなく、前
庭の空間がどのように使
われているか等、様々な
観点で受賞者を選ばせて
いただきました。

ノミネート期間
5月、6月

審査会① 7/30

審査会② 8/20

受賞の通知

表彰式の開催 9/28

報告書作成担当
日本女子大学薬袋研究室 長谷川碧

一緒に雑司ヶ谷地域を
盛り上げませんか？

39

36

4
10
7

8
8 12

応募者の年齢層 (n=115)
10代
20代
30代
40代
50代
60代
70代
80代
未回答

【 前庭実演講座 】

表彰式当日には雑司が谷中央児童遊園
にて、有福氏による前庭実演講座も開催
され、実践的な学びの場となりました。

中央児童遊園は、ひろばくらぶの活動
のひとつである「キバナの会」でも月に
２回、花壇づくりや清掃活動などを行い
地域の方々が気持ちよく過ごせる公園に
なるようにと手入れに励んでいます。

季節に合わせた色とりどりのお花が植
えられてます。前庭講座で新しくできた
花壇とともに、是非ご覧下さい！

ノミネート用紙の投函場所として使用させていた
だきました。ご協力ありがとうございました！

・こみっとプレイス ・赤丸ベーカリー
・雑司が谷案内処 ・さむしんぐ
・雑司が谷区民集会室 ・旧宣教師館
・雑司が谷地域文化創造館 （順不同）

68
42

23

緑への興味 (n=115)

普段から興味がある

今回の活動に参加し

て興味を持った

そうでもない

未回答

← 金賞の方には、雑
司が谷らしさが詰まっ
たデザインプレートが
授与されました。

【 有福氏による前庭講座 振り返り ～前庭の楽しみ方と見せ方のコツ～ 】

グランドカバー類（地被植物）

下草類
（宿根草・多年草・一年草）

低木類

中高木類
つる性植物類

◎前庭を魅力的につくるコツ

１.空間の大きさは樹木で決まる
樹木が大きいほど「高さ」のある空間を生み出し
ます。枝が高い位置にあれば、幹の分しか場所を
とらないため邪魔にもなりにくいです。

２.比較対象で魅せる
家の壁色、塀の色など大きなもの、色の強いもの
が比較対象になりやすいです。例えばメインの花
色を選ぶ時、一歩引いて「比較対象」を見定めて
から似合う色（調和）を決めると美しいものをよ
り美しく魅せることができます。

３.マイノリティのアクセントは痺れるもので
最初に目がいく少数派のアクセントとなるものは
空間のごく一部であっても、全体の印象を決めて
しまいます。印象が良くなると道行く人を笑顔に
しやすくなります。

４.器は大きく
同素材で空間を広い器にすることで、
力強くまとまった印象を与えます。

５.斜めゾーニングの線も取り入れる
斜めの線も使う事で植栽の位置を効
果的につくる事でナチュラルな優し
い雰囲気をつくりやすくなります。

近似色の調和対照の調和

“ポストアンドレール”を使った
公園で安らぐ大人のためのシックな前庭

【ポストアンドレール】
・プライバシーラインの主張
・植物の成長が確認できる
・縦のラインを持つ植物に対

し、横のラインが入ること
で全体のバランスが良く見
える

アオキ、ソフォラサ
ンキングなど背の高
いもの、空間に大き
なものを取り入れて
立体的な前庭に

植え込む前に、植物
を植える向きや配置
を考えて仮置きし、
バランスを見てから
植えるとgood！

個性的な植物は、一緒に植え
るものも個性的なものが合う
ようです！

高田小跡地の公
園と施設をコミュニティの拠点に  

じもとのみんなでつくる
ひろばを囲む

あたらしい雑司が谷

公園の清掃
ボランティア

公園の花壇づくりぞうしがや
プレーパーク まち歩き勉強会

みみずく隊
（小中学生見守り）
まち歩き点検
落書き消し
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5.地球温暖化やヒートアイランド現象の緩和

4.緑が遊びや様々なレクリエーションの場となる

3.まちの中で自然や生き物を感じられる

2.四季があり、安らぎや癒しを感じられる

1.多世代交流、コミュニケーションの場

雑司が谷地域にとって、

どのような緑の場が増えたらいいと感じますか (N=23 複数選択可)

【 前庭コンクール 表彰式の開催 】

2019年9月28日、都電テ－ブ
ル鬼子母神前店にて、第１回雑
司ヶ谷地域前庭コンクールの表
彰式を行いました。受賞者の方
含め、多くの地域の皆様にお集
まりいただきました。また今回、
講師として、空間創造工房 アト
リエ朴の有福氏をお招きし、プ
ロの視点から受賞された方の前
庭の講評もしていただきました。
(＊許可を頂けた方のみ)

賞状の授与式の後には受賞者の皆さまから一言い
ただく時間もあり、様々な工夫を凝らして植物を育
てていること、街・緑に対する想いが感じられまし
た。表彰式では参加者同士の交流も見られました。
とても貴重な時間となったのではないでしょうか。

【 表彰式参加者アンケート 】
＊有効回答23 (男8,女13,未回答2)

＜いただいた意見や感想を一部ご紹介します！＞

・街の中を散策する前庭ツアーをやってほしいと思
いました。

・さらに緑を充実させようと、気持ちが高まりまし
た。

・私は散歩を楽しんでいますが、緑や花が多い街は
楽しさが倍増します。

・プロの剪定教室や園芸・盆栽ワークショップを開
催してほしいです。

・子どもとお年寄りが交流できるようなイベントを
開催してほしいです

・狭い場所でも工夫しているお宅が多く、参考にさ
せてもらいます。

・今回のようなコンクールを続けてほしいです。

沢山のご意見、ご感想ありがとうございました！
来年度の参考にさせていただきます。

大きなミモザアカシアの木が
あることで空間が広く大きく
感じられる前庭です。春には
黄色の花が咲き、季節感が感
じられ、道ゆく人にも人の心
を豊かにしてくれます。

限られた空間に、多面な
グリーンを出しています。
特に、壁（フェンス）を
うまく利用して植物を育
てられています。

点・線・面をつくるグリー
ンがそれぞれバランスよく
合わせられている前庭です。
緑を中心とした前庭ですが、
よく見ると全く同じ緑はな
くとても味わいのある空間
になります。

ファサードに力強さがあ
りますが、天然の木を使
っていること、緑がある
ことでとてもナチュラル
に見える前庭空間です。

ひとつひとつの植物の
チョイスから人の顔が
浮かぶような素敵な前
庭です。植物の配置は
“間“をうまく生かしバ

ランスが取れていま
す。

空間に合わせて立
体的に植物を育て
ています。道行く
人が見上げて元気
になれる前庭で素
敵です。

フォルムのまとまり
が素敵な前庭です。
グリーンの壁、コン
テナの使い方に工夫
が見られます。

連続性のある柱がリズム
を生み出すアプローチが
印象的です。奥行きと緑
のボリュームがあること
で素敵なアプローチにな
っています。

緑を育てるのを楽しまれ
ており、花をしっかり咲
かせている前庭です。見
ている方も楽しくなる雰
囲気があります。

育てる楽しみが伝
わってくる前庭で
す。同じものが沢
山集まることで生
まれる群衆美があ
り感動的です。

雑司ヶ谷の素敵な前庭をご紹介します
（コメントは表彰式で有福氏によりいただいたものです。）

皆さんも街を歩いて素敵な前庭を探してみてください♪

0

18

3
2 0

雑司が谷地域の緑の印象

十分に多い

多い

普通

少ない

とても少ない

素敵な前庭の緑が
沢山あるね。

家族、お友達を誘って
みんなで街を歩いてみよう！


