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住宅生産振興財団

出版・定期刊行物
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　生活の豊かさや環境へのやさしさが求められる今日、生活の拠点である住宅、そしてそれをとりまく住環境の質の
向上と安定した地域社会の形成に対して、国民の期待は、極めて大きなものがあります。また、余暇時間の増大や長
寿化ということを考えますと、私たちの生活にとって今後ますます住宅、住環境のもつ意味は大きくなってくると思
われます。
　住宅生産振興財団は、このような問題意識を先取りして、政府の住宅政策が量から住環境という質へと重点を移行
しつつあった1979 年（昭和54年）に、住宅の質および居住環境の質の向上に取り組むことを目的として設立され
た財団法人です。(1979 年 7月 19日建設大臣により許可 )
　当財団は、公益法人の制度改革に伴い、内閣総理大臣の移行認可を受け、平成24年4月1日付けで「一般財団法
人住宅生産振興財団」に移行しました。移行後におきましても、設立の趣旨、目的は引き継いでまいります。

設立の趣旨

　住宅生産振興財団の基盤となる事業です。都市再生
機構、地方住宅供給公社、区画整理組合、民間デベロ
ッパーなど宅地事業者と、ハウスメーカー、工務店、
ゼネコンなどの住宅事業者を連携、組織化し、質の高
い住まいのまちなみを提供します。
　美しいまちなみを計画するためには、その地域の特
性や地形の条件を生かしつつ、人と車の共存に配慮し
た道路計画や住宅地計画が望まれます。また、それぞ
れの住宅の壁面線、色彩、屋根形状、窓の位置など建
築設計の調和も重要です。

住宅総合展示事業（まちなみコーディネート事業）
　さらに、門、塀、植栽、カーポートなど外構につい
ても一定のルールを定めて設計するなど、景観上行き
届いた配慮が求められます。
　そのためには、専門家や参加事業者の企画力、市場
調査能力、技術力等を結集する必要がありますが、こ
れら一連のコーディネート業務を住宅生産振興財団が
行っています。

モデル住宅展示場の企画運営

　すまいに関心を持つ消費者の方々を対象に、幅広い住情報の提供の場として、また、すまいとまちなみの総合展示の場と
して、モデル住宅展示場を運営しています。

住宅展示場協議会事務局
　また、1991年（平成3年）に、全国住宅展示場の総合案内を
目的に住宅展示場協議会（会員社17社）が設立され、当財団
が事務局を担当し、全国の住宅展示場来場者組数の月毎集計や、
共同で調査・研究活動を実施しています。Webサイトは、全国
の住宅展示場へリンクするポータルサイトとして利用されてい
ます。➡www.jutenkyo.com

　住宅生産振興財団は、良好なすまいとまちづくりに
向けた各種の調査研究を行っています。
　住宅および住宅地に関する需要実態、動向調査など
から住宅展示場、住宅産業に関すること、景観形成の
手法や住宅地のマスタープランの作成や指針の策定な
ど、実際の計画・設計業務に関するものまで幅広いテ

調査研究事業

ーマに取り組んできました。
　近年は、時代のニーズに合わせて、住民参加型住宅
地管理やコミュニティのあり方、既成市街地における
良好なまちなみ形成の手法や「まち」レベルでの高齢
化への対応の手法について調査研究を行っています。

会　　　場   埼玉県さいたま市中央区本町西５丁目１１１番 他
開 催 期 間   平成22年4月1日～平成28年9月末日
面　　　積   19,517㎡ 
区　画　数   24区画
テ　ー　マ   "長期優良住宅"が建ち並ぶまちなみ、次世代に受け継ぐ「ECO住宅」の提案。

さいたまハウジングパーク

会　　　場   千葉市花見川区幕張町5丁目417-7他
開 催 期 間   平成14年6月1日～平成31年6月末日
面　　　積   30,622㎡ 
区　画　数   51区画
テ　ー　マ   成熟社会に向けた豊かな生活空間の提案

幕張ハウジングパーク
会　　　場   茨城県つくば市研究学園A-55街区
開 催 期 間   平成19年8月1日～平成29年7月末日
面　　　積   22,299㎡ 
区　画　数   34区画
テ　ー　マ   統一感のある美しい街並み

つくばハウジングパーク

普及啓発事業

まちなみコンクール表彰式

　国土交通省は 1983 年（昭和 58 年）から毎年 6月 1日
を「まちづくり月間」と定めました。住宅生産振興財団は、
その関連行事として、うるおいあるまちづくりについての
住民の意識を高めることを目的に「住まいのまちなみコン
クール」を主催しています。
　身近な住環境は地域の方々によって維持管理され、安全、
清掃、緑化、まちなみなどが保たれています。維持管理活
動に実績を挙げている住民組織をまちづくりのモデルとし
て表彰し、受賞に対して維持管理活動の推進のための調査
検討経費を支援しています。
　また、受賞団体を中心とした「すまいのまちなみネット
ワーク」（略称：まちネット）を立ち上げ、まちなみ維持管
理活動の情報交換の場を目指しております。
　まちネットWeb サイト　http://sumai-machinami.net/

住まいのまちなみコンクール
まちづくり月間協賛

主催：まちづくり月間実行委員会、住宅生産振興財団

まちなみシンポジウム
住生活月間協賛

主催：住宅生産振興財団、日本経済新聞社

　国土交通省は、住意識の向上とゆとりある住生活の実現
に資することを目的として 1989年（平成元年）から毎年 10
月を「住生活月間」と定めました。
　住宅生産振興財団は、その一環として「住生活月間協賛
まちなみシンポジウム」を毎年主催（H22 年度からは東京
と大阪の 2会場で開催）しています。
　国際化、情報化、高齢化などめまぐるしいほどに変化の
激しい時代、これからの住まいやまちなみ、さらにはよい
住環境というものをどのように考え、つくり、育てていけ
ばよいか、さまざまな活動をされている有識者による基調
講演やパネルディスカッションによるシンポジウムを実施
し、これからの住環境のあり方を広く一般の方々に考えて
いただく契機としようとするものです。

まちなみシンポジウムの会場風景

まちなみ塾 主催：住宅生産振興財団

　住宅生産振興財団自身が、本来あるべき先導的役割の範
となるようなまちづくりを果たしていくための学びの機会
となると共に、会員社等にも有益な講座として、また公開
講座の実施や成果の公表などにより良好なまちなみの促進
に向けた幅広い普及啓発に資する講座として平成２２年度
から開催しています。

まちなみ塾の受講風景
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機構、地方住宅供給公社、区画整理組合、民間デベロ
ッパーなど宅地事業者と、ハウスメーカー、工務店、
ゼネコンなどの住宅事業者を連携、組織化し、質の高
い住まいのまちなみを提供します。
　美しいまちなみを計画するためには、その地域の特
性や地形の条件を生かしつつ、人と車の共存に配慮し
た道路計画や住宅地計画が望まれます。また、それぞ
れの住宅の壁面線、色彩、屋根形状、窓の位置など建
築設計の調和も重要です。

住宅総合展示事業（まちなみコーディネート事業）
　さらに、門、塀、植栽、カーポートなど外構につい
ても一定のルールを定めて設計するなど、景観上行き
届いた配慮が求められます。
　そのためには、専門家や参加事業者の企画力、市場
調査能力、技術力等を結集する必要がありますが、こ
れら一連のコーディネート業務を住宅生産振興財団が
行っています。

モデル住宅展示場の企画運営

　すまいに関心を持つ消費者の方々を対象に、幅広い住情報の提供の場として、また、すまいとまちなみの総合展示の場と
して、モデル住宅展示場を運営しています。

住宅展示場協議会事務局
　また、1991年（平成3年）に、全国住宅展示場の総合案内を
目的に住宅展示場協議会（会員社17社）が設立され、当財団
が事務局を担当し、全国の住宅展示場来場者組数の月毎集計や、
共同で調査・研究活動を実施しています。Webサイトは、全国
の住宅展示場へリンクするポータルサイトとして利用されてい
ます。➡www.jutenkyo.com

　住宅生産振興財団は、良好なすまいとまちづくりに
向けた各種の調査研究を行っています。
　住宅および住宅地に関する需要実態、動向調査など
から住宅展示場、住宅産業に関すること、景観形成の
手法や住宅地のマスタープランの作成や指針の策定な
ど、実際の計画・設計業務に関するものまで幅広いテ

調査研究事業

ーマに取り組んできました。
　近年は、時代のニーズに合わせて、住民参加型住宅
地管理やコミュニティのあり方、既成市街地における
良好なまちなみ形成の手法や「まち」レベルでの高齢
化への対応の手法について調査研究を行っています。

会　　　場   埼玉県さいたま市中央区本町西５丁目１１１番 他
開 催 期 間   平成22年4月1日～平成28年9月末日
面　　　積   19,517㎡ 
区　画　数   24区画
テ　ー　マ   "長期優良住宅"が建ち並ぶまちなみ、次世代に受け継ぐ「ECO住宅」の提案。

さいたまハウジングパーク

会　　　場   千葉市花見川区幕張町5丁目417-7他
開 催 期 間   平成14年6月1日～平成31年6月末日
面　　　積   30,622㎡ 
区　画　数   51区画
テ　ー　マ   成熟社会に向けた豊かな生活空間の提案

幕張ハウジングパーク
会　　　場   茨城県つくば市研究学園A-55街区
開 催 期 間   平成19年8月1日～平成29年7月末日
面　　　積   22,299㎡ 
区　画　数   34区画
テ　ー　マ   統一感のある美しい街並み

つくばハウジングパーク

普及啓発事業

まちなみコンクール表彰式

　国土交通省は 1983 年（昭和 58 年）から毎年 6月 1日
を「まちづくり月間」と定めました。住宅生産振興財団は、
その関連行事として、うるおいあるまちづくりについての
住民の意識を高めることを目的に「住まいのまちなみコン
クール」を主催しています。
　身近な住環境は地域の方々によって維持管理され、安全、
清掃、緑化、まちなみなどが保たれています。維持管理活
動に実績を挙げている住民組織をまちづくりのモデルとし
て表彰し、受賞に対して維持管理活動の推進のための調査
検討経費を支援しています。
　また、受賞団体を中心とした「すまいのまちなみネット
ワーク」（略称：まちネット）を立ち上げ、まちなみ維持管
理活動の情報交換の場を目指しております。
　まちネットWeb サイト　http://sumai-machinami.net/

住まいのまちなみコンクール
まちづくり月間協賛

主催：まちづくり月間実行委員会、住宅生産振興財団

まちなみシンポジウム
住生活月間協賛

主催：住宅生産振興財団、日本経済新聞社

　国土交通省は、住意識の向上とゆとりある住生活の実現
に資することを目的として 1989年（平成元年）から毎年 10
月を「住生活月間」と定めました。
　住宅生産振興財団は、その一環として「住生活月間協賛
まちなみシンポジウム」を毎年主催（H22 年度からは東京
と大阪の 2会場で開催）しています。
　国際化、情報化、高齢化などめまぐるしいほどに変化の
激しい時代、これからの住まいやまちなみ、さらにはよい
住環境というものをどのように考え、つくり、育てていけ
ばよいか、さまざまな活動をされている有識者による基調
講演やパネルディスカッションによるシンポジウムを実施
し、これからの住環境のあり方を広く一般の方々に考えて
いただく契機としようとするものです。

まちなみシンポジウムの会場風景

まちなみ塾 主催：住宅生産振興財団

　住宅生産振興財団自身が、本来あるべき先導的役割の範
となるようなまちづくりを果たしていくための学びの機会
となると共に、会員社等にも有益な講座として、また公開
講座の実施や成果の公表などにより良好なまちなみの促進
に向けた幅広い普及啓発に資する講座として平成２２年度
から開催しています。

まちなみ塾の受講風景
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（50音順）

旭化成ホームズ株式会社

サンヨーホームズ株式会社

スウェーデンハウス株式会社

住友林業株式会社

積水化学工業株式会社

積水ハウス株式会社

大和ハウス工業株式会社

トヨタホーム株式会社

パナホーム株式会社

ミサワホーム株式会社

三井ホーム株式会社 美しくうるおいのある
まちなみをはぐくむ

会員社

（旧）虎ノ門
　　パストラル
　　　　　跡地

一般財団法人

住宅生産振興財団

出版・定期刊行物

　住宅生産振興財団の総合機関誌です（A4判）。いえ
づくり、まちづくりを主眼に、まちなみ計画に携わる
専門家や実務家向けに掘り下げたテーマ特集や、歴史
から最新動向まで幅広い視点に立った連載やエッセイ、
さらに住まいのまちなみ事業の実績の詳細などが掲載
されています。
　一般の建築専門誌にはフォローできない分野でもあ
り、研究発表や問題提起の場を提供する貴重な雑誌と
して関連業界からも注目されています。

　財団がまちなみづくりのコーディネートにかかわっ
てきた数多くの住宅地のうち、代表的なものをピック
アップして『まちなみコーディネート事例』という冊
子にまとめています。開発の概要からまちなみ計画の
コンセプト、竣工後のまちなみの成長ぶりなど、数多
くの写真とともに詳細に紹介しています。

　実務家から一般ユーザーを含めた幅広い方々に向け
た参考資料として、各種のマニュアルやガイドライン
解説、事例集なども、随時刊行しています。
　また、2010 年には、設立30周年記念事業の一環と
して取り組んだ『住まいのまちなみを創る　工夫され
た住宅地・設計事例集』（建築資料研究社発売）の編纂
など、さまざまな機会をとらえて普及啓発に積極的に
取り組んでいます。

　「生活の庭」という原意のオランダ語を標題にした随
時刊行リーフレット（A4判）。主に進行中のまちなみ事
業等のプロジェクトの状況、当財団が主催している展
示場の状況、および日頃の財団活動などを報告してい
ます。

　インターネットによるWebサイトも2000年 5月より
開設され、さまざまな情報の公開、最新のお知らせを掲
載しています。
　とくに、デジタル・アーカイブとしての検索・利用の
しやすさを活かした「まちなみアーカイブ」では、これ
までの住まいのまちなみ事業の記録、募集中の分譲物件
のご案内、さらに日本の戸建て住宅地、まちなみの総合
的なデータを蓄積しつつあり、幅広く多くの方々のお役
に立つことを目標にしています。

Webサイト

まちなみコーディネート事例年2回刊行家とまちなみ 随時刊行

www.machinami.or.jp

随時刊行

 その他
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（50音順）

旭化成ホームズ株式会社

サンヨーホームズ株式会社

スウェーデンハウス株式会社

住友林業株式会社

積水化学工業株式会社

積水ハウス株式会社

大和ハウス工業株式会社

トヨタホーム株式会社

パナホーム株式会社

ミサワホーム株式会社

三井ホーム株式会社 美しくうるおいのある
まちなみをはぐくむ

会員社

（旧）虎ノ門
　　パストラル
　　　　　跡地

一般財団法人

住宅生産振興財団

出版・定期刊行物

　住宅生産振興財団の総合機関誌です（A4判）。いえ
づくり、まちづくりを主眼に、まちなみ計画に携わる
専門家や実務家向けに掘り下げたテーマ特集や、歴史
から最新動向まで幅広い視点に立った連載やエッセイ、
さらに住まいのまちなみ事業の実績の詳細などが掲載
されています。
　一般の建築専門誌にはフォローできない分野でもあ
り、研究発表や問題提起の場を提供する貴重な雑誌と
して関連業界からも注目されています。

　財団がまちなみづくりのコーディネートにかかわっ
てきた数多くの住宅地のうち、代表的なものをピック
アップして『まちなみコーディネート事例』という冊
子にまとめています。開発の概要からまちなみ計画の
コンセプト、竣工後のまちなみの成長ぶりなど、数多
くの写真とともに詳細に紹介しています。

　実務家から一般ユーザーを含めた幅広い方々に向け
た参考資料として、各種のマニュアルやガイドライン
解説、事例集なども、随時刊行しています。
　また、2010 年には、設立30周年記念事業の一環と
して取り組んだ『住まいのまちなみを創る　工夫され
た住宅地・設計事例集』（建築資料研究社発売）の編纂
など、さまざまな機会をとらえて普及啓発に積極的に
取り組んでいます。

　「生活の庭」という原意のオランダ語を標題にした随
時刊行リーフレット（A4判）。主に進行中のまちなみ事
業等のプロジェクトの状況、当財団が主催している展
示場の状況、および日頃の財団活動などを報告してい
ます。

　インターネットによるWebサイトも2000年 5月より
開設され、さまざまな情報の公開、最新のお知らせを掲
載しています。
　とくに、デジタル・アーカイブとしての検索・利用の
しやすさを活かした「まちなみアーカイブ」では、これ
までの住まいのまちなみ事業の記録、募集中の分譲物件
のご案内、さらに日本の戸建て住宅地、まちなみの総合
的なデータを蓄積しつつあり、幅広く多くの方々のお役
に立つことを目標にしています。

Webサイト

まちなみコーディネート事例年2回刊行家とまちなみ 随時刊行

www.machinami.or.jp

随時刊行

 その他
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