まちなみ
研 究
東京都板橋区

常盤台住宅地のまちづくり
住宅地を一周するループ状の遊歩道を中心に開発された住宅地。
昭和戦前の後半に、
田園調布など先行した住宅地を参考に
ステップアップした計画手法が盛り込まれたのが常盤台住宅地である。
便利さ故に都市化の波が押し寄せる市街地近郊の住宅地の
住環境を守ろうとする取り組みを見る

開発の経緯

東南向きの緩やかな高台の傾斜地で、電気・ガス・水

池袋から東武東上線で 5 つ目のときわ台駅、そこから北

道はもちろん、下水道の整備、中央部には “健康のための”

に広がる常盤台1丁目、2 丁目が「常盤台住宅地」である。

二千坪の公園、ループ状の遊歩道など、販売当時は、
「東

現在のときわ台駅が開業した翌年の1936 年（昭和11）か

武直営の健康住宅地」として売り出されたものである。

ら分譲が開始された（図1）。

「ときわ台お散歩マップ」を見ると常盤台住宅地の街区

田園調布の販売開始から約10 年ほど後になるが、どち

形状の特徴がよくわかる（図2）。用地買収がうまくいかず北

らもその独特の道路形状と住宅地としての環境の維持管

東部分で切れてしまっているが、楕円形のループ状道路

理への注目も相まって、日本の郊外住宅地開発の歴史を

がほぼ一周する。これは中央に植樹帯を設けた幅員8mの

語る上で、特筆される住宅地である（写真1）。

道路で、当初から住宅地内を一周する「遊歩道」として

図1 「東武鉄道直営 常盤台住宅地案内図」昭和14年。基本設計は、東京大学・内田祥三のもとで学んだ小宮賢一（当時内務省勤務）
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写真1 常盤台2丁目のまちなみ

写真2 5つあるクルドサックのひとつ。行き止まりの回転道路にして
車の通過交通を遮る

取材に協力していただいた、右／島田晴子さ
ん（常盤台の景観を守る会 常盤台まちづくり
委員会事務局、NPO法人 常盤台しゃれ街協議
会 理事）と、荻野悦子さん（常盤台の景観を
守る会）

図2 「ときわ台お散歩マップ」
常盤台の景観を守る会・常盤台
まちづくり委員会 発行。イラ
スト：いたやさとし

その魅力を喧伝されていた。それを貫くように南北および

さらに常盤台住宅地のもうひとつの大きな特徴であるク

東西に幅員8 ｍ、11ｍの幹線となる直線道路があり、そこ

ルドサック（袋小路）と（写真2）、それを抜ける歩行者専用

から幅員6ｍの区画道路が行きわたる。

道路（緑道）がすでにこの時期から計画されていた（写真3）。
売出案内には「自動車もどの区画にも達することができる」
と記されているが、来たるべきクルマ社会への対応も自慢
のひとつであったのであろう。そのため、常盤台住宅地は、
道路の段階構成が明確な住宅地としてはきわめて早い時
期に開発された住宅地なのである。
現在は「並木のプロムナード」とも呼ばれている遊歩道
は、小学校横の一部が駐輪場に利用されていたが、守る
会の交渉で復原、“遊歩道” としてはやや交通量が多いが、
いまなお常盤台住宅地の “顔” としてその魅力を発してい

写真3 クルドサックか街区道路に抜ける歩行者専用道路（フットパス）

る（写真4）。道路中央に配された植栽帯には、ツツジ、プラ
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写真5 ロードベイ。現在は「一丁目児童遊園」

住み替えられると新しい居住者はその存在すら知らず、う
まく引き継がれないケースも多い。しかし、
『常盤台住宅
物語』
（板橋区教育委員会 1999）では、平成になって区
が実施した住民アンケート報告をもとに、
「この建築内規
は、比較的好意を持って受け入れられ、そして理解もされ
ていたようだ」と分析している。さらに、
「住宅棟数が極
端に少なかった戦前にあって、まとまった数の住宅が内規
写真4 遊歩道として設計された「並木のプロムナード」
。一周約20分
の散歩道

タナス、トチノキなどが植えられている。
5カ所のクルドサックも全て残っている。植栽がきれいに
手入れされているところもあるが、クルドサックを囲む敷地

に沿っていたことも、居住者に建築内規が自然に受け入れ
られたひとつの要因になっていたとも考えられる。このよ
うに建築内規の導入は、町並みの整備だけでなく、そこに
生じるコミュニティーに対してもうまく作用しており、十
分な成果を上げることが期待できた」と記している。

の一部が駐車場や共同住宅になって本来のかたちが崩れ

いわば、戦前の、理想的な環境を求めた住宅地開発の

たように見えるところや、中央の円形植栽帯の一部がゴミ

最後期のプロジェクトと言えるが、しかし、すぐに戦時色

回収置き場として使われてしまっているところもある。

が増す中で、さまざま統制や混乱が建築内規を形骸化さ

また、
「ロードベイ」と呼ばれる張り出した緑地帯とし

せていった。

て計画されたところも1カ所あり、現在は「一丁目児童遊
園」として利用されている（写真5）。

まちづくり運動
戦後の常盤台住宅地は、東京郊外のあらゆる住宅地同

戦前の「建築内規」

様の都市化の波を受け、漸次世代交代や敷地分割が進ん

常盤台住宅地には、販売開始から2 年後の1938 年に住

でいく。しかし、そのマスタープランを大きく損ねること

環境を守るために「建築内規」が明文化された。大正時

なく、良好な住環境を育む住宅地のひとつとして歩んでき

代に開発された田園調布など一歩先行していた住宅地も

た。

参考にしたであろうと思われるが、田園調布のように住民

大きなうねりが訪れたのが 1990 年（平成 2）
、板橋区が

の自発的な活動から生まれたというより、開発事業者であ

区全体のマスタープランをつくることを計画し、常盤台に

る東武鉄道と購入者である一人ひとりの住民とが申し合わ

おいて地区計画の策定に向けての取り組みが始まる。町

せる「一人協定」であり、東武鉄道への設計書提出の義

会の外郭団体のようなかたちで、92 年に「常盤台まちづ

務から、建ぺい率（十分の三）
、屋根勾配や隣地境界との

くり委員会」が発足した。そのとき区が考えたのが、1・2

距離など、細かく規定されている。

丁目町会を中心に近接する2 つの町会を含むエリアであっ

一人協定は、現在でも販売が終了すれば事業者は去り、
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た。この範囲で、地区計画の策定が提案されて、まちづく

り委員会の活動がスタートする。
しかし残念ながら、数年にわたる
住民との協議も一部で反対運動も
起こって、地区計画は立ち消えと
なってしまう。
しかし、一連の活動の成果とし
て「まちづくり憲章」が決定され
た（資料１）。これは理念的な、拘束
力のないものではあるが、精神規
定として残されたのである。
この間にも敷地の細分 化進む
が、一方でまち全体の景観を守ろ
うという意識が高まってくる。そ
こに、常盤台公園の改修問題が起
きる。緑にあふれた今の公園を守

写真6 ヒマラヤ杉が生い茂る、駅前ロータリー

るとともに、公園の活用をめぐってワークショップが開か

しての顔がやや変わりつつあることに、住民も危機感を感

れた。そこに集まった住民の景観に対する関心が高まり、

じてきたところであった。

次の活動に繋がっていく。

2003 年、高さ34 ｍ地上11階のマンション計画に反対す

さらに、常盤台のまちづくりが大きな転機を迎えるの

る「ときわ台の景観を守る会」が発足する。この反対運

が、2002 年（平成14）に発覚した、駅前ロータリー周辺

動は最高裁まで持ち込まれ、工事差し止めにはならなかっ

に持ち上がった大型のマンション建設計画と、それに対す

たが、住民の景観利益も法律上保護されるものとの判断

る地域住民の反対運動である。

が示されこともあり、東京・国立マンション問題で最高裁

そもそも常盤台住宅地の開発が、住宅地開発では電鉄

判決がでた直後だったので、共にマスコミでも話題になっ

会社として遅れをとっていた東武鉄道が保有していた土

たものである。駅周辺の大型建築物の建設計画はその後

地と新駅を一体として開発したものだっただけに駅前ロー

も持ち上がり、現在も計画変更を求める審査請求などの

タリー部分も重要な景観ポイントであった（写真6）。ヒマラ

活動が続いてる。

ヤスギが生い茂る小公園となったロータリー中央とそこか
ら伸びる幹線道路は特徴的なものだが、その一角に視界

「ときわ台景観ガイドライン」

をふさぐような大型建物が計画されたのである。また、住

2003 年、東京都の「東京のしゃれた街並みづくり推進

民の日常生活用品を商う店舗が並んだ周辺も駅利用者の

条例」が施行された。これは、まちづくりや景観整備をめ

増加と共に飲食店が増えてきて、常盤台住宅地の入口と

ざす地域を東京都が支援することを目的とするものであ
る。翌年、常盤台1・2 丁目地区がこの条例に基づいて「街

資料１ 常盤台まちづくり憲章
1 住民全体の財産である環境を大切にしたまちをつく
ります

2 のびやかな道やみどり豊かなまちを未来に残します
3 心を豊かにする美しいまちをつくります

4 建物やまちなみが人間の大きさと調和するまちをつ
くります

5 自分たちのまちをつくるため皆が参加できる話し合
いの場をつくります

並み景観重点地区」に指定される。都から各区に候補の
推薦が求められたものだが、板橋区は常盤台を候補とし
て推薦した。これは先のマンション問題で示された住民の
意志を後押ししたものであろう。
「重点地区」として指定
された他の地区は商業地区がほとんどだが、柴又帝釈天
周辺地区と常盤台が「保全型」の地区として指定された。
そこで、
「ときわ台の景観を守る会」が中心となって「と
きわ台しゃれ街協議会」が設立され（後にNPO 法人化）
、
2007 年「ときわ台景観ガイドライン」がつくられた（資料2）。
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資料２ ときわ台景観ガイドライン v.1.00（一部抜粋）
4 建築物の配置、形態及び外観等に関する基準
1）緑を育てましょう
●全域共通の方針

街に緑を増やしましょう。なかでも街行く人の目にふれやすい道路沿
いに緑を増やしましょう
①道路から見える場所に、1本以上できるだけ多くの高木またはつる
植物を植栽しましょう。ただし、敷地に余裕がなくて植栽が不可
能な場合には、
プランターや窓辺の鉢植えなどでの代替も可能です。
②業務用の駐車場でも道路に面する間口部分を生垣やつる植物など
で緑化しましょう。
③街路樹などの公共空間にある植栽の緑は私たち住民が保全や管理

各地域の特性を踏まえた建築物の高さにしましょう。
・商業地域：建築物の高さは地盤面から20ｍ以下の高さもしくは地
上6階建てまでを目安にしましょう。
・近隣商業地域：建築物の高さは地盤面から15ｍ以下の高さもしく
は地上5階建てまでを目安にしましょう。
・第一種中高層住居専用地域：建築物の高さは地上3階建てまでを目
安にしましょう。
・第一種低層住居専用地域：建築物の高さは地上2階建てまでを目安
にしましょう。
②屋上看板

に努力しましょう。

景観の調和を乱さないよう、商業地域や近隣商業地域であってもビル

道路から見える場所：塀や壁などに視界を遮られない場所で、道路から5
ｍ程度までの範囲を目安とします。
高木：植栽後1〜2年程度で3ｍ以上の高さが見込める樹木とします。

の屋上看板はやめましょう。

●地域毎の基準（全域共通の方針に付加します）
住宅地ではたくさんの緑を植えましょう
①第一種中高層住居専用地域および第一種低層住居専用地域にあっ
ては、敷地面積に応じて下記に定める基準（必要緑化面積及び植
栽基準）に従って植栽を確保しましょう。植栽する場所は塀や壁
などに視界を遮られない場所で、道路から5ｍ程度までの範囲を目
安とします。
必要緑化面積：第一種中高層住居専用地域は、敷地面積×1/10以上
第一種低層住居専用地域は、敷地面積×1/8以上
とします。
植栽基準：板橋区緑化基準にならうものとします。
板橋区緑化基準抜粋：必要緑化面積8㎡当たり「高木1本＋中木4本＋低木
20株」を基準に植栽します。ただし、低木＝0.4㎡/株、中木＝1㎡/本、高
木＝4㎡/本として計算し、樹木サイズは形状の大きな樹木に置換えること
ができるものとします。

●環状並木道（プロムナード）の方針（全域共通の方針及び地域毎の基
準に付加します）
環状並木道（プロムナード）はときわ台の街並みの宝です。お互いに
協力して沿道の緑をさらに豊かにしましょう
①既存の樹木はできるだけ切らないようにしましょう。
②塀・柵等はできるだけ生垣にしましょう。
③敷地内には花や実、香り、紅葉、木肌や樹形等、特徴のある高木を

③風俗店の出店
商業地域にあっても、新たな風俗店の出店はやめましょう。
④敷地面積
敷地の細分化による住環境の悪化を防止するため、国土交通省・第八
期住宅建設五カ年計画における「4人家族向の一戸建住宅の誘導居住
水準」を満たす住宅が建設できる敷地規模を目標にしましょう。
第一種低層住居専用地域にあって敷地を分割する場合には、ひと
つの建築物の敷地面積は123㎡（約37坪）以上にしましょう。
（私
道負担がある場合には私道分を除外して確保することに努めまし
ょう）
⑤外壁と道路側ひさしの後退
外壁の後退により、住戸間の間隔を離し、建物が密集して建つことを
防ぐことにより採光や通風等、良好な住環境を確保しましょう。
第一種低層住居専用地域にあっては、建築物の外壁またはこれに
代わる柱の外面から敷地境界線までの距離は50㎝以上確保しまし
ょう。
また、道路境界線については、この規定に加えて軒先の位置で50
㎝以上後退することをめざしましょう。
●環状並木道（プロムナード）の方針（全域共通の方針及び地域毎の基
準に付加します）
環状並木道（プロムナード）沿道の調和をはかり、安全で快適にする
ことをめざして、車庫の出入りや塀の作り方などに配慮しましょう。

できる限り多く植えましょう。

3）安全な街づくりをしましょう
2）街並みの調和をはかりましょう
●全域共通の方針

街並みの調和を乱す要素は、皆さんの努力で排除するように努めまし
ょう
①建築物の高さや外壁、屋根などの形状と色彩は周辺の環境との調和
をはかり、統一感のある良好な街並みの形成を目指しましょう。
②敷地の細分化による建築物の建て詰まりを防止し、良好な市街地環
境を形成するため、適切な敷地規模を維持しましょう。
③店舗や事務所など（以下「店舗等」という。
）では、道路上のおき
看板や商品展示はやめましょう。
●地域毎の基準（全域共通の方針に付加します）
①建築物の高さの基準
住宅地の環境保全や商業地における良好な街並みの形成を図るため、
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家とまちなみ 68〈2013.9〉

●全域共通の方針及び基準

防災上の安全性や防犯上周囲からの見通しを確保するため、塀の高さ
を低くしましょう。
①道路に面する塀については概ね高さ1ｍを目安に、それより高いコ
ンクリートブロック塀や石塀をやめ、1ｍを越える部分は生垣また
は透視可能なフェンスなどにしましょう。
②道路中心線から2ｍ以上後退するよう定められた幅員の狭い道路に
面する塀その他の工作物は、後退位置を維持しましょう。
高さ1ｍ：地盤面からの高さを基準としますが、地盤面と道路面との高低
差が大きい場合は、倒壊時の危険性を考慮して高さを低くするよう努めま
しょう。
道路中心線から2ｍ以上後退するよう定められた幅員の狭い道路：建築基
準法第42条2項道路とし、クルドサック（行止りの小ロータリー）の通り
抜け通路や商店街裏のサービス通路は除外されます。

写真7 旗竿敷地のミニ開発が増えている

これが現在の常盤台住宅地のまちづくりのベースとなる

写真8 住民管理の花壇と常盤台公園。隣には板橋区立中央図書館がある

ものである。敷地分割、既存建築物の解体、業務用駐車
場の開設、建築行為などを行う場合、事業者はしゃれ街

地面積の最低限度制限値案」である。これは板橋区が「街

協議会に必要な資料を提出して事前に協議しなければな

並みの秩序を維持し、住環境の悪化を抑制することを目

らない。この5 年間で150 件あまりの事前協議実績を数え

的」として区の全域の規制を見直そうとしているものであ

る。しかし、
「協議の段階では高木を何本植えるか約束す

るが、
「東京のしゃれた街並みづくり推進条例」によって、

るのですが、守られていないところも結構ある」
、最近は

住民主体のまちづくりのために設けられたガイドラインで

確認の意味で竣工後写真を撮って送ってくださいとお願

「20m 以下」としていた常盤台駅前の商業地区の高さ制限

いしているとのことである。重点地区となると、アドバイ

が、逆に「45m 以下」に、
「123㎡」の最低敷地面積も「80

ザーの派遣に年間 29 万円の助成金がでるが、それ以外の

㎡」に緩和されるという案であった。せっかくこれまでガ

活動資金はない。

イドラインに従って事業者と解決を図ってきた実績を尊重

ガイドラインでは、最低敷地面積が 123㎡（約 37 坪）ま
で縮小された。これまでの景観を継承する上で現実的な
対応であるが、最近では旗竿敷地によるミニ開発も増える

するよう要望を出し、区側も一応の理解を示して検討中と
のことであるが、今後の成り行きが注目される（図4）。
（編集部）

ことになる（写真7）。
2008 年、しゃれ街協議会による「板橋区常盤台一・二
丁目地区における『つながるみどり』プロジェクト活動」
が開始される。これは敷地分割や建替えによって変わりつ
つあるまちなみ景観を緑を増やすことによって維持してい
こうとするものである。
そのために、さまざまな条件の中で適切な樹種の選び
方、育て方、を解説した小冊子「みどりのガイドブック（緑
化マニュアル）
」を作成して住民に配布した。緑の大切さ、
緑をつなげることによってまちなみ環境を守る、これが常
盤台住宅地のねらいと言える（写真8）。

今後の問題
地区計画は叶わなかったものの、ガイドラインにより住
環境を維持していこうという住民の方向性は定まったよう
に見えたが、じつは現在、新たな問題が起きている。
それは、今年 5 月、板橋区都市計画審議会によってあき
らかになった「板橋区における最高限度高度地区及び敷

図4 常盤台の景観を守る会「まちづくりニュース」
。現在、
常盤台1・2丁目地区の約１,700世帯に配布されている
家とまちなみ 68〈2013.9〉
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