
Hi there !

Practice of DIY workshop

こんにちは。私たちはつみき設計施工社です。「ともにつくる」を合言葉に、参加型リノベーション・

DIY ワークショップに取り組んでいます。

Hello, we are Tsumiki Design & Construction.  We are working on a participatory renovation workshop under the 

motto of “Tomonitsukuru : making together” .

はじまりは、2010 年 7 月でした。大工親子の相良昌義さん、相良昌弘さん、河野直・河野桃子の 4

人で、市川市を拠点につみき設計施工社がスタートしました。建築を「ともにつくる」、それを実現

するために「参加型リノベーション」事業を立ち上げ、活動を始めました。

Tsumiki Design & Construction started  it’ s journey in July 2010 based in the city of Ichikawa, a suburb of Tokyo, by 

Masanori Sagara, Masahiro Sagara , Nao Kono and Momoko Kono. To achieve our mission in creating architectural 

spaces together  we ventured into new business realm called  “participatory renovation” and got into action.

当時は DIY という言葉は一般的でなく、私たちが掲げる「ともにつくる」という考え方も、理解さ

れるのには時間を要しました。創業から半年、初めての仕事は 1 坪の小さなお仕事でした。一軒家の

玄関を週末だけのお菓子屋さんにリノベーションする。女性オーナーとそのお父さんと一緒に、小さ

なお菓子屋さんの空間をともに作りました。

In 2010 when we started , the word “ DIY” was not common in Japan and the idea “Tomoni tsukuru”  needed time to 

gain popularity.Half a year after starting we received our first job offer . The offer was the project to renovate a two 

tatami mat-sized entrance hall of a house into a confectionery shop which only opened on weekends. We created the 

space together with the owner and her father

当時のブログにこんな言葉が残っています。

「建築は、喜びに満ち溢れている。それは、関わる全ての人と分かち合うことができる」

それはそれから現在までの全てのプロジェクトを通じて、変わらず感じ続けていることです。

There reamis a note in the blog post Nao Kono wrote in 2010 and it goes “Architecture is full of joy and we can share it 

with all the people involved. ” We still feel exactly the same way through all the projects we’ ve worked on so far .

それから 10 年以上、「ともにつくる」という言葉とともに、参加型リノベーション・DIY ワークショッ

プに取り組みつづけています。ほとんどのプロジェクトが、個人住宅や個人店舗の参加型リノベーショ

ンです。最近は行政との連携で、公共空間のリノベーションなども行なっています。

We have been working on a participatory renovation and DIY workshops “under the motto of “Tomoni  Tsukuru “ over 

10 years since then. Almost all the projects involved participatory renovation of houses and local shops, and public spaces.

規模やタイプに関わらず、全てのプロジェクトで DIY ワークショップを開催して、家族や地域住人

の建築現場への参加の機会をつくります。11 年で 400 以上の DIY ワークショップを開催してきまし

た。参加者は数千人に上ります。

We hold DIY workshops for every single construction projects regardless of the scale and type , and provide 

opportunities for families and local residents to participate in this project at a construction site. We have held over 400 of 

DIY workshops in 11 years and the number of participants has  reached several thousands.

住宅の参加型リノベーション　http://tsumiki.main.jp/?photo_category=%E4%BD%8F%E5%AE%85  (Residencial projects)

店舗の参加型リノベーション　http://tsumiki.main.jp/?photo_category=%e5%ba%97%e8%88%97 (Commercial projects)

店舗の参加型リノベーション　http://tsumiki.main.jp/?photo_category=%e5%85%ac%e5%85%b1  (Public projects)

はじめまして

ともにつくる、一歩目

気づき

住宅・店舗・公共空間をともに

DIY ワークショップの実践

はじまり

つみき設計施工社の拠点は、千葉県市川市です。私たちが住み、働くこのまちで、参加型リノベーショ

ンに取り組み続けています。ともにつくる場所が増えていくにつれて、人と人、人と場所の「つなが

り」が広がったり深まっていきます。2021 年時点で市川市内には、住宅・店舗・公共を含め 50 箇

所の場所が参加型リノベーションを通じて生まれています。

Tsumiki Design & Construction is based in the city of Ichikawa in Chiba prefecture. In the city we live and work in , we 

keep working on a participatory renovation. As the number of the places we have created together has grown,  the 

relationship between people as well as their connection with the places  has deepened. As of 2021 , 50 new places including 

houses , local shops and public spaces have been created through a participatory renovation in the city of Ichikawa.

住み、働くまちの中で

2018 年には、本を出版しました。「ともにつくる DIY ワークショップ」という本で、建築現場を舞

台にした DIY ワークショップを計画・実施するためのノウハウを、おそらく世界で初めて紹介した

初めての書籍です。

We published a book titled “Tomoni tsukuru  DIY workshop” in 2018 , which ,we suppose , was the first book in the 

world that introduced the know-how on the method of planning and practicing DIY workshop at a construction site.

住まいを家族の手を介しながら作りたい、空き家を地域住人で直して活用したいなど、建築空間を「と

もにつくる」ニーズはここ数年で増え続けている様に感じます。10 年以上の実践で積み上げてきた

ノウハウを、必要な人や組織に届けて、ともにつくる担い手を増やすことが、ここ数年のミッション

です。

We feel that there is an increasing need for making architectural spaces together by involving families in designing houses , 

and local residents in renovating and making use of vacant houses. Our mission over the past couple of years is to increase 

a team of practitioners of “Tomoni Tsukuru” by delivering the know-how accumulated over 10 years to those who in need.

「ともにつくる」輪の広がり

ともにつくるの空間やものだけではありません。断熱ワークショップ ( 通称：エコリノベ ) では、住

宅などの温熱環境を改善するための断熱に、DIY ワークショップを通じて取り組みます。エネルギー

まちづくり社の竹内さん、内山さん、HandiHouse の中田さんらとの協同で、断熱ワークショップ

のスキームは全国へと広がりつつあります。

What we make together is not only an architectural space . We also organize insulation workshops known as Eco 

Renove :Eco Renovation, which aims at improving the thermal regulation of houses. Our scheme for the insulation 

workshop is gaining popularity all over japan. ( http://tsumiki.main.jp/?p=4875 )

断熱ワークショップ

ともにつくるの輪は、世界へと広がろうとしています。2019 年には、韓国の国立都市建築研究所と

つみき設計施工社の協同で、韓国国内初の DIY ワークショップが開催されました。4 日間に渡って開

催された当ワークショップをプロトタイプとして、同究所により、国内の住宅政策の新たな一手とし

て提言が行われています。

Concept of “Tomoni Tsukuru” is gradually becoming popular in different parts of the world . In 2019 we held the first 

DIY workshop in Korea which was a cooperative project between Tsumiki Design & Construction and Architecture & 

Urban Research Institute. The workshop which was held for 4 days was used as a prototype method by the institute to try 

an new approach to Korean domestic housing policy.

ともにつくる、世界へ

つみき WEBSITE   
http://tsumiki.main.jp/ 

実践活動と並行して、研究活動や教育活動にも関わらせていただく機会が増えています。2019 年か

らは日本建築設計学会主催の国際ワークショップで講師を務めています。アジア 10 数ヵ国からの学

生が日本に集まり、建築デザイン・施工に関するワークショップを計画し指導を行っています。

A number of opportunities to get involved with research ,education and hands on

activities is increasing. Since 2019 I have been organizing an international workshop for the architectural design and 

construction sponsored by Architectural Institute of Japan. Students from over 10 continents in Asian come to japan to 

participate in this workshop and learn about architectural design and construction.

2021 年には、東京大学建築生産マネジメント寄附講座のレクチャーシリーズ「つくるとは、」を担

当しています。様々な立場で「つくる」ことにコミットするゲストを招き、ディスカッションの場を

創造しています。

In 2021 I started taking charge of “Makers on Making” which is the lecture series sponsored by Building Construction 

Management Lab. at university of Tokyo. The lecture series provide the place for the guests who are committed to 

“making” , for discussion . 

また、2019 年には、アメリカ人建築教育者であるブライアン・オルテガ・ウェルチ氏と共同で、デ

ザインスクールの立ち上げを行いました。高校生・大学生を対象に、様々なデザイン探究プログラム

の実践を行なっています。

In 2019 we launched a design school with American architectural educator Brian Ortega Welch. At the school we offer a 

variety of programs that help high school and university students to explore architectural design. ( https://thered.school/ )

つみき設計施工社は「ともにつくる」小さな工務店です。個人の住宅やお店を、一人ひとりと向き合

いながら、ともにつくる仕事だけをやり続けます。こんな家づくりをやってみたい、お店づくりを一

緒にやってみたい方に、気軽に声をかけてもらえる存在であり続けたいと思います。

Tsumiki Design & Construction is a small building contractor of “Tomoni Tsukuru” . We only commit to make houses 

and local shops together facing each individual client. We continue to be there for those who want to create a house or a 

shop of their dream together. 

ともにつくる担い手を増やします。10年以上の実践から積み上げたノウハウをまとめ、世界に開きます。

We aspire to make the circle of “Tomoni Tsukuru “ bigger. We aim to showcase our experience accumulated over 10 

years to the rest of the world.

研究・教育活動

つみき設計施工社のこれから

More about us in English
http://tsumiki.main.jp/?page_id=4825 

つみき INSTAGRAM 
https://www.instagram.com/tsumikisekkei/ 

More about us in English
http://tsumiki.main.jp/?page_id=4825
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Tsumiki Design & Construction in the future 
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