まちなみ塾 2017
設計演習
（第 8 期）

実施概要
課題趣旨：郊外住宅地の再生

都市近郊の計画住宅地再生をテーマに、まちなみ形成

事業の総合カリキュラムとして演習を主体としたリアリテ
ィを追求する内容である。
UR 都市機構
（UR）
にご協力いただき、UR の保有する実
際の開発予定事業宅地
（21,726㎡）
を課題地として、住宅
生産振興財団
（財団）
が過去に、まちなみ事業として多く
の先進的な事例のコーディネートを行ったスキームを踏
襲した模擬事業として展開し、現地の確認をはじめ、各
種調査、企画、設計、許認可、施工、販売、維持管理ま
でを、事業化レベルで進めることになる。
課題地は、居住開始から２０年を経過した「八王子み
なみ野シティ」
。テーマは将来に亘り住み続けられる魅力
と価値を備えた、景観や住環境の再構築である。単に目
先の売行きを優先させた譲渡価額主体の事業ではなく、
周辺区域を含めて良好な環境と活気ある賑わいの創出に
よって、まちの魅力を再生する提案を求めている。
現実と理想、コストと魅力、減歩とコモン、規制と個性、
現在と将来、専有と共有、維持と更新、安らぎと活気。
こうした対をなす概念と折り合いをつけて、
「ここで暮ら
したい」と思っていただけるまちなみや環境を提案する。

第4回エスキースの検討

課題地周辺図（東京都八王子市みなみ野）

第5回実践的講義で訪れたクイーンズフォレスト流山おおた
かの森

第7回まちなみ視察で訪れたスマートコモンシティ
明石台

第9回修了式の様子
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まちなみ塾 2017
設計演習
（第 8 期）

A グループ
答案・講評

コンセプト・テーマ：

PARK NET

〜外に出よう 公園に行こう〜
計画概要
区画数（住宅）
：61区画
区画数（非住宅）
：1区画
宅地面積（住宅）
：57.40%
宅地面積（非住宅）
：14.56%
開発道路：18.27%
公園・コモン：4.64%
駐車場：5.13%
その他：0.00%
平均建物面積（住宅）
：120.00㎡
平均宅地面積（住宅）
：192.59㎡
平均譲渡価格：20,000千円（土地）
土地譲渡価格（入札価格）
：

1,537,070千円
造成工事費：262,895千円
利潤：242,929千円
維持管理組織：パークネット管理
組合

最優秀賞

佐藤洋樹

セキスイハイム東北㈱ 宮城支店

大野 仁

積水ハウス㈱ 設計部 東京設計室

山田優作

パナホーム（現パナソニックホーム
ズ）㈱ 分譲技術部 企画設計グル
ープ

中嶋寛子

住友林業緑化㈱ 住宅緑化事業部
分譲緑化部 東日本営業所

丹波裕平

㈱細田工務店 設計部

【趣旨説明】

る計画になっています。
また、住宅地の土地形状は、南北軸に沿った計

コンセプト

画とし、テラスハウスは生活関連施設の西側に計

園に行こう」です。駅から1.5kmほどあるので徒

ます。

PARK NETというタイトルで「外に出よう、公

歩圏とは言いづらい、公園が課題地の近くにあり

画して多世代の方がシェアして住まうことができ
2 本の軸線は、まちのメインストリートとなりま

ますが活用されていない。公園があっても人がほ

す。まちの顔となるほほえみの道は、向かい合っ

とんどいない。まちなみ塾で見学した長く住み継

た2 本のゲートツリーで迎えられます。生活関連

がれていくまちから、人の顔が見える、人の動き

施設まで歩道を設け緩やかにカーブをした道路は

が見えることが大切ではないかとは考え、そのよ

車の速度を抑制し、安全面にも配慮します。中央

うな仕掛けをつくりました。

の生活関連施設と店舗併用住宅を貫くふれあいの

1つ目は、程よい距離感の保てる居心地のいい

道は歩行者優先の道路として保護材を用いた芝生

庭があるので、その庭にどうやって人が出るかと

とします。これにつながる展望公園はパークオフ

いう仕掛け。2つ目は生活関連施設。店舗があっ

ィスとして集まる場所になります。

て、そこに人の集まる場所をつくる。働く人の顔

住宅地へ続くやすらぎの道は、四季の移り変わ

が見える仕掛け。3つ目、公園です。栃谷戸公園

りを彩るストリートツリーを植栽し、散歩を楽しむ

が近くにあるので、この公園を活用して生活関連

ことができる。建物がリズムある配置となるため、

施設と同様に、人が集まるようにしていきたい。

植栽の緑が立体的につながってゆき、年月を重ね

最後に、散歩やジョギングなど外に出たくなる風

ても飽きの来ない風景をつくります。多世代が交

景をつくる。

流することのできる賑わいのエリアと、落ち着い

外に出たくなるまちの構成については、中間発

て日々の暮らしを豊かにする戸建のエリアとに分

表から大胆に全体の計画を変更しました。グルー

かれて、外につながるように計画をしています。

プ内ではとてもよくなったと思っています。

外に出たくなる仕掛け

まずダイアグラムで説明します。このまちは、2

庭に出る仕掛けについて、やはりプライバシー

本の大きな軸線で構成されています。1つ目が赤

のために、ちょっとした囲まれ感は必要になってく

いライン。まちに入っていく生活動線の軸となり、

ると思います。それを確保することで外に出たく

2つ目が南北を貫くブルーのライン。生活関連施

なると考えています。Portion Court、分かち合う

設の軸となります。2 本の軸線は、両線ともポケッ

という意味があるのですが、そういうコートを提案

トパークへとつながるよう計画されており、栃谷

しています。隣地に対してどちらか一方の壁を開

戸公園へ回遊するラインになっています。この2

口のないきれいな壁をつくる。そうすることで囲ま

本の軸線を囲うように、生活関連施設のエリアと

れ感があって、プライバシーも保たれる。この壁

戸建エリアに分かれて、生活動線から赤い点線で

があることで、直射光ではなくて反射光がこの庭

示された住宅動線がまちの外へと派生していく形

が明るくするメリットがあります。なかなか実現で

になっています。

きないですが、ぜひやってみたい庭のつくり方です。

近隣からまちを訪れる方が利用する生活関連施

プロジェクターを壁に映して映画を見たりというこ

設の駐車場は入ってすぐ、施設の手前に設けて住

とも可能になってきます。さらに、八王子の伝統産

宅地への不要な車両の侵入を防ぐことにしていま

業である繊維、織物業を使ってタープ、カーテン

す。さらに、中心部にフットパスを設けることによ

で日除けと視線を遮る装置を道路側につくります。

り、生活関連施設と住宅地を有機的につないで、

中央の店舗併用住宅エリアですが、ふれあいの

住民の利便性を図るとともに、外周歩行者専用道

道が生活関連エリアへと続く道です。店舗をふれ

路へとつながり、賑わいが住宅地の外にあふれ出

あいの道に持ってきてウッドテラスと連動して使
うことで、人が外に出て行くという仕掛けです。ま
ち自体を南に軸を取ることで建物がずれていく。
シンボルツリーもずれていきますので、緑視率と
いいますか、緑量が上がっていく。通りに立った
ときに、緑と建物がずれてしっかりとしたきれい
な緑が映えるまちなみが形成されていくと考えて
います。
仕掛け2としての生活関連施設。全体計画図の
左下の部分が生活関連エリアになります。このエ
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リアが、課題地で一番人の見える場所になります。
外周道路からまち全体を俯瞰して眺めることがで
きるように高低差を利用した展望台を計画しまし
た。ここは芝の道としてデッキ、テラス、バルコニ
ーが続き、建物自体は白い外壁で、シンプルな外
観とすることで、芝やデッキといった自然の素材
感を際立たせる計画となっています。
生活必需品がそろう店舗を想定して計画してい
ます。図書館・集会所、DIYショップが住民の生
活をより豊かにしてくれます。このエリアが、人
が集まって、賑わいがあり、楽しい空間となりま
す。この空間を使ってイベントを開催しようと考え
ています。これらの店舗の運営は、民間企業での
運営を考え、カフェについても八王子市と連携し
て運営していこうと考えています。
仕掛け3は、公園とまちをつないで新たなサー
ドプレイスにする重要なポイントになります。課題

パネルNo. 1

地に隣接して栃谷戸公園がありますが、そこに少
し手を加えることにより魅力的な公園として発信
をしていきたい。カフェを新築する計画です。民
間企業で運営をして、お母さんがお茶を飲みなが
ら公園で子どもが遊んだりするような風景ができ
たらいい。また、ヨガをしたりアスレチック、農作
物を育てたり、ダイヤモンド富士が見られるイベ
ントができたらいいと思っています。課題地の住
民はもちろん、周辺の方々も含めた近隣住民の方
の庭として日常的に使えるように計画しました。
仕掛け4、散歩したくなるまちの風景をつくる。
カフェ、マルシェ、人々が居心地の良いコミュニ
ケーションを育む場所をつくります。外に出て集
う、体を動かす、おしゃべりをする、何かをつくる、
そんなスペースを大事にしたい。生活関連施設の
回りを芝生として、緑のジュウタンをつくります。
ゆったりと休日を過ごすことのできるスペースとし

パネルNo. 2

て活用します。ふれあいの道では、店舗併用住宅
があり、通りに向かい合ってオープンな長屋風の
商店街になっています。伝統を守る職人や、地域
密着の店舗、高齢者から小さいお子さんまで多世
代がつながることのできる、日中でも人の存在を
感じることのできる、そんなまちづくりを計画して
います。

外構計画

基本的にオープンにして、境界にブロック・フ

ェンス等を入れない計画とし、コスト面にも配慮
しています。まちの各所にあるポケットパークには
ベンチやテーブルを設置して、日差しを遮る屋根
も設けることによって、パソコンを広げて仕事の
できるスペース、緑に囲まれたパークオフィス、
次世代の供用空間の環境を整えます。こうしてい
いサイクルが生まれ、20年、30年と色あせないま
パネルNo. 3
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ちづくりができるのではないかと考えています。
基本計画書について。住宅60区画を注文住宅
で計画。賃貸住宅、テラスハウスは10戸。非住
宅として店舗は7 棟。賃貸収入は1カ月、想定で
430〜440万円、非住宅は10年で建物の償還を
設定します。管理は売り主が行います。管理費は
一般住宅で約3,000円、店舗等は月100万円の管
理費収入を見込んでおり、そこから25％を積立金
とし、月80万円で各管理を行っていく計画として
います。

【講評】
上井

思い切って全体計画を変えてきましたが、

なかなか魅力的な計画になったと思います。まず
パネルNo. 4

軸線の取り方が良い。それと直行する進入道路の
形状もうまくいっている。ダイヤグラムに示された
栃谷戸公園との連携を取り込んだ動線の考え方
が、今回の計画地内の道路形状への繋がりになっ
ており、面白いと思いました。ただこれが例えば「8
の字旋回の無限ループ」になっていると、より説
得力があるかなと思ったりもしました。戸建住宅
における、外部空間の提案も良いと思いますが、
複雑な敷地形状が先にあるのか。建物の配置が先
にあるのか、微妙なところです。
隣地の建物の壁面までをPortion Courtとする
考え方は、東西方向の関係だと必然性と面白さが
出ますが、南北の関係ではいまひとつ「工夫した
感じ」に見えてきません。また、斜め切り敷地形
状の建物は、隣接する建物同士の接点が少なくな
るメリットを生かして、互い違いの東西方向への
視線の抜けを提案すべきかと思ったりもしました。

パネルNo. 5

商業ゾーンへの入り方、大胆で面白く有機的なデ
ッキの繋がりやブリッジ渡りが NYのハイラインの
ような楽しげな感じでも良かった。みんなの図書
館・集会所がこの地域の核となるような気がしま
すが、その位置が若干行きづらい位置にあるので
はないかと思いました。しかしながら前回から変
更してよくここまで練ってきたな、という感じがし
て、そのチャレンジングな精神に頭が下がる思い
です。
大谷

中間発表からかなり変えていますが、結果

的にはいい方向に収束したのではないかと思いま
す。今回の課題地は高低差の条件が厳しく、法面
は課題地のエリアから外していますが、一番厄介
なのは南側の逆法です。道路より宅地が低くなっ
ているところです。基本的にはネガティブな要素
で、どう料理するか非常に難しい課題であったわ
けですが、うまく高低差を利用して二層で商業施
設、生活関連施設をまとめつつ、それぞれのレベ
パネルNo. 6
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ルが密接に関連するよう断面的にうまくウイーク
ポイントを魅力的な空間に変換して使いこなせて
いる。なおかつ、まちの軸線を俯瞰するという意
味では、商業施設に入ってきたときに、まちの全
体構造を一目で把握できる。宮脇檀さんは「そう
いうまちはいいまちだ」
、
「塔のあるまちはいいね」
とおっしゃっていました。
全体としてよくまとまっています。受講生の中
には敷地を菱形に設計していいのかな？と思って
いる方もあるかと思いますが、私はこれもありだと
思います。確かに、斜め切りで敷地が菱形になる
と建物や庭どのように設計するかは難易度が 3ラ
ンクぐらい上がりますが、建物が雁行することに
よってできる新たなスペースをうまく活用すると、
まちなみ景観にリズムや奥行き感が出てくるとい
う効果があります。ただし、やみくもに斜めに切
ればいいわけではなくて、それなりのルールもあ

パネルNo. 7

り、今回は南北軸に合わせて切ったというロジッ
クです。
Portion Courtについて。辞書で引くと「ひとり
占め」とあります。斜め切りした宅地ではこの提
案はちょっと厳しいと思う。なぜかというと平面的
に間口が狭くて奥行きが深い、マンションのワン
ユニットに近いプロポーションです。戸建住宅だ
から4方向に開口が欲しいところ、あえて両側を
クローズしてマンションと同じ南側と北側にしか
窓がないのは戸建住宅のスペックとしてはちょっ
と厳しい。ここではポーションではなくてシェアし
てもらいたい。芦原義信さんが著書『街並みの美
学』で、日本の戸建住宅の隙間がもったいない、
それをどううまく使いこなすか、これからの課題だ
と問題提起されています。
粟井

まちの入口の構成がとても魅力的だなと思

います。こういう空間には人が集まります。課題

パネルNo. 8

地全体を俯瞰して見られる賑わいエリアは空間力
があっておもしろいと思います。
建物の開口に木製や緑のルーバーでアクセント
をつければポイントになってくるかも。長い目で見
たとき総合デザインに普遍性があるし、そこがポ
イントだと思う。Portion Courtについては、中間
講評では大きな壁白い壁だと圧迫感があって居心
地が悪いと言ったのですが、デザインの趣向とし
て応用があってしかり。
DIYを取り込んだ提案はとてもいいと思います。
エクステリアにはメンテナンスが絶対入ってく
る。海外がすごいのは木材にペンキを塗るなど自
発的にメンテナンスして資産価値を維持していく
ところです。日本ではなかなかそうできていない
ので、木質を入れたり、維持管理で付加価値や存
在感が出せるといいと思います。
パネルNo. 9
家とまちなみ 77〈2018.5〉

49

まちなみ塾 2017
設計演習
（第 8 期）

B グループ
答案・講評

コンセプト・テーマ：

Relation Village

〜多世代マッチング〜

計画概要
区画数（住宅）
：71区画
区画数（非住宅）
：6区画
宅地面積（住宅）
：57.05%
宅地面積（非住宅）
：11.47%
開発道路：19.41%
公園・コモン：3.19%
フットパス等：5.24%
その他：3.55%
平均建物面積（住宅）
：115.00㎡
平均宅地面積（住宅）
：175.00㎡
平均譲渡価格：56,187千円
土地譲渡価格（入札価格）
：

1,138,877千円
造成工事費：282,438千円
利潤：541,320千円
維持管理組織：NPO法人 住振タウ
ン・マネジメント

特別賞
（エリアマネジメント賞）

寺島 温

積水ハウス㈱ 町田支店 設計課

高野靖幸

AJEX㈱ 東京営業所

稲葉星児

住友林業緑化㈱ 住宅緑化事業部
分譲緑化部 西日本営業所

髙野みどり

トヨタホームちば㈱
分譲設計課

梶原英毅

【趣旨説明】
コンセプト

今回の課題は、将来に亘り住み続けられる魅力

と価値を備えた、景観や住環境の構築。そして、
目先の売行きを優先させた譲渡価額主体の事業で

㈱竹中土木 東北支店 営業部

き 継 が れ る、 つ な が るという意 味、そし て、
Villageは中央に広場がある村、多世代マッチング
によるまちづくりを設定しました。
いろんな人たちを結びつけるサービスのマッチ
ング、みなみ野・七国エリアを対象として、近隣

はなくて、周辺区域を含めて良好な環境と活気あ

の大学関係とマッチングさせるような仕組みにな

る賑わいの創出すること。それについて、具体的

っています。そこには同じ趣味、目的を持つ人た

にどのようなまちづくりを提案すべきか 4つの視点

ち、時間を活用して収入にしたい人たちをサービ

から考えました。

スでマッチング。例えば、乳幼児、小学生、子育

まず計画地の魅力です。徒歩圏に駅があり、商

てママや高齢者、いわゆるコミュニケーションを

業施設も充実している。また、周辺地域には緑が

必要とする人たち、それに対して、高校生、大学

多く自然豊かな地域であり、小中一貫校もあり教

生、ベテランママ・パパ、趣味好きのジジ・ババ

育にも熱心。近郊には23の大学や短大、高等学

ですとか、自立性が高くていろいろ発信力のある

校があり、八王子市の5人に1人が学生で若い人

人たちをマッチング、それをサービスに展開する

が多くいるのが最大の魅力であると考えました。

ことを考えました。NPO法人が主幹となって、マ

視点を広げて日本全体の住宅団地の課題を検

ッチングの手数料、スペースの利用料を収入とし

討したのですが、まず近隣住民同士の交流や世代

ながら、場所の維持、ホームページの運営をして

間交流がない。また、高齢化の問題、空き家の増

いく仕組みづくりをします。

加、子育てが終わった一軒家の空きスペース、防

土地利用計画

犯や世帯分離による世帯の小規模化が問題として
挙げられるのではないか。
諏訪野住民懇談会で実際に住んでいる方の意

導入路は課題地の中央に設置して周回路をつく

っています。入口には賃貸マンションを設定し、
中心に公園と商業施設を配置しています。外部か

見を聞くという貴重な機会を得ました。自然豊か

ら来た人たちは入口と公園で完結する計画にして、

で、コモンなども整理されたすばらしい住宅地と

ここに住む人たちが公園に歩いてコミュニケーシ

いう認識だったのですが、住んでいる方にヒアリ

ョンが取れるように広場を設けています。

ングすると、ご近所同士のコミュニケーションが

まちづくり計画

なかったり、コモンの有効活用ができていなかっ

メインエントランス両側に賃貸マンションがあ

たり、また、コモンが当初設計者が想定した利用

り、その先に公園がある。ここは人が集まるスペ

になっていないことがわかりました。今後の住宅

ースで、コミュニティ施設を設けています。その

団地に求められる役割や機能とは何かを考えたの

奥に住宅を配置してその周りに商業施設、例えば

ですが、地域のコミュニティエリアであったり、

キッチンスタジオ、カフェ、アクティブスペースを

高齢者のサポートシステム、また、世代間で交流

設けています。外周に遊歩道を設けているので、

できるような仕組み、賑わいのあるまちが今後は

これを利用して公園とのつながりを持たせるよう

住宅団地に求められるのではないかと考えました。

にフットパスをつくっています。

以上 4つの視点からテーマ選定に当たり、4つの
要素でまちづくりコンセプトを設定しました。

分譲事業部

り。最後に「Relation Village」
、Relationとは引

1つ目は、ハードよりもソフトに軸足を置いた街

タウンパーキングは来客の方、または住人で2
台目を使いたい場合はこちらに駐めていただくと
いう趣旨で設定しています。もう1つはアクティブ

づくり。次に住民同士の交流による持続的な賑わ

スペースですが、教室を開催して教えたい方と習

いを創出するまちづくり。3番目、この地域が持つ

いたい方をマッチングさせる計画をしています。

かけがえのない魅力、若い力を生かしたまちづく

エクステリアの素材は石積みとし、自然素材で
やわらかい、やさしい感じでエントランスを演出
します。外周の遊歩道は枕木やレンガ敷きで散策
路をつくります。

コミュニティ施設

公園の活用について具体的に提案しています。

平日の朝はラジオ体操や太極拳。平日の午前中は
運動教室、ヨガ教室、太極拳教室などを開催し、
午後は見守り遊びと称していますが、お子さんを
預かって一緒に遊ぶ時間を設けます。週末には広
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い公園でマルシェを開催して、ここでたくさんの
人に関わってもらうようにする。それから昔遊び
教室、青空DIY 教室などの教室を設けて働きたい
人と利用したい人をマッチングさせ、収入源とし
てみたらどうかと考えました。キッチンスタジオで
は料理教室、お菓子の教室などを計画し、アクテ
ィブスペースでは囲碁の教室、生け花、書道、そ
ういったものを考えています。英会話、リトミック
教室、親子の体操教室なども考えています。ポイ
ントはNPO法人によって、長年にわたってまちを
活性化させることです。
35年後にどうなっているか、住宅がアクティブ
スペースとオフィスになったり、キッチンスタジオ
になったり、例えば退職された方が書道教室をや
ったり、ピアノ教室やコモンスペースのカフェ等、
住宅だけではなく店舗系をマッチングさせること
によって、まちがずっと活性していくのではない

パネルNo. 2

かと考えています。また、まちづくりのルールをつ
くる上で、商業施設が住宅用地になったり、空き
家が教室や店舗などに変わることを踏まえた、ま
ちなみのガイドブックを契約条件に含めて遵守し
ていただくことで、いつまでも住みやすい誇れる
まちが維持されるものと考えています。
建設費は総額約29 億円で、利潤は5 億 4,000
万円。建築の総額は38 億円。土地取得価格を平
米当たり5万2,400円にしています。工事費は平
米1万3,000円で、販売事務経費含めて総額 54
億円のプロジェクトです。また、アクティブスペー
ス及びキッチンスタジオは、NPOに寄附します。

NPO 運営費用

支出は人件費として、2人交代制で年間約800

万円。また、ホームページの維持費、備品購入、
光熱費、その他約1,200万円の支出となります。
収入については、キッチンスタジオ、アクティブ

パネルNo. 3

スペースでさまざまな催しを行うことによって確
保します。そのほか、戸建住宅地からの管理費、
太陽光発電で支出を賄います。また、土地の管理
方式では、公園は八王子市が所有しつつ、管理は
NPOの指定管理者制度を使います。賃貸マンシ
ョンは不動産会社へ売却。パブリックスペースは
NPOへ寄附します。タウンパーキングは不動産会
社が所有してNPOの運営を賄っていく計画です。

【講評】
上井

中央に配置された公園を核としたまちづく

り。メインエントランスから、両側の賃貸マンショ
ンであえて一度空間を絞った後、公園の風景に開
いていくシークエンスですが、やはり両側の建物
のゲートとしてのデザインがキモです。そこが今
パネルNo. 4
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回もサラッと逃げているのが残念です。車の動線
を思い切って両側に振り分け、歩行者の動線を重
視した計画です。ただ道路のヒエラルキーを見る
と、幹線となる周回道路に対して、クルドサック
とループがひとつずつぶら下がっているだけなの
で、エントランスから公園越しに見える住宅に辿
り着くルートが、やや長すぎるきらいがあります。
変形地を生かして、緑道の一部にたまりを設け
て、建物と建物の間にゆとりを設けている点はう
まくいっていると思います。ただ全ての歩行者動
線が中央公園だけを介したつながりになっていま
すが、この団地の奥の方での繋がりがあっても良
かったかなと思いました。公園の両側に配された
商業施設が、平面的には比較的お行儀が良く配置
されていますが、もっと公園と有機的に関係する
パネルNo. 5

ようなデザインが欲したかなと思いました。たとえ
ば最初から公園の形状を建物に囲われるようにし
ておくだけで、公園との境界線の存在が容易に消
えていきます。
ただ35年後を見据えた、リノベーション、コン
バージョンの提案は、なかなか興味深いところに
切り込んでいるなと思います。公園横の一画に建
売モデルがありますが、これもせっかくですから
もっと大胆な、もっと意外性のある用途変更を、
最小限の改修で可能にする提案だとおもしろい。
大谷

Bグループは中間発表では辛口の講評をさ

せていただいたのですが、ブラッシュアップされ
てよくなった。リアルな計画に近づいてきたと思
います。当初、緑地に面して公益施設を配置して
もサービス動線が取れているのか、宅地と公益施
設との関連性がちぐはぐで、裏表がうまく合って
いないところもあったのですが、道路線形を直す
パネルNo. 6

ことによって、歩行者と車、公益施設関連性など
動線のさばき方が格段に整理されています。
惜しかったのは奥座敷のところ、ここだけ1ブロ
ックがループしていますが、ここまで車の動線を
遠回しにするならば、なくてもよかったのではない
か。この道路はフットパスにして、T 字型に北側
の既存の歩行者専用道路へ抜けるような動線を取
るとコンセプトにかなってくる。
車には厄介な動線ですが、人の動線としては合
理的にできて、さらにワンランクアップした土地
利用計画になります。我々も35年後ってどうなっ
ているのか、予測がつかないわけですが、35年と
いうタームは少々長過ぎるし、居住者のライフス
テージが一周しているから、この半分ぐらい、15
年から20年の想定かなと思います。ちょうど子育
て世代がリタイアメントする時期に差しかかった
ぐらいの設定で今回のプレゼンができていると、
説得力があったのではないかと思います。

パネルNo. 7
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やはりNPO法人で運営をするというリアリテ
ィ、ハードだけではなくて、ソフトウェアの運営に
ついてもきちんと提案していて、
「管理組合つくり
ます、共有地管理します」というのは以前のまち
なみ塾の提案でもあったのですが、ここまでリア
ルに運営や収支が事業的にもクリアできるという
提案は新しい取り組みだと思います。
惜しいのは、メインエントランス。ここがまちの
顔になるわけですが、賃貸マンションの具体的な
設計についてのプレゼンテーションがなかった。
これからもう少し時間をかければ、イメージやプ
ランを描いていただけると思いますが、導入部の
まちなみとして肝になる賃貸マンションのデザイ
ンが魅力的なゲートとなるよう進めていただきた
いと思います。
粟井

見やすくて、ビジュアル的にNPO法人の

流れも含めて表現がわかりやすい。現実的なスケ

パネルNo. 8

ジュールや、近隣をリレーションしていくという中
で、きれいにまとめ上げていると思いました。出
来がいいだけにやはり気になったのが、エントラ
ンスの賃貸マンションです。やはり外から訪れた
ときの最初のシンボルになるので、思い切って、
アパルトマンみたいな感じのインパクトがあっても
いいと思います。住む層は学生と結婚してまだ子
どもがいない世帯とのことですが、デザインがそ
こに対応するのか。どういう素材を使って、どう
つくるかもかかわってくると思いますが、洗濯物
がずらっとあったりするイメージをうまく払拭でき
て、なおかつ、外壁に使う素材感もインパクトが
あれば、コミュニティの広場がもっとスペシャル
になってくる。それから、外部から人を呼ぶという
テーマも、もう少し見たかった。
基本的には2世帯で1台の駐車で、予備として
タイムスを入れる。外部からどういう人を引き寄

パネルNo. 9

せるか、そのバランスがもう少し明確になるとわ
かりやすくなったのではないか。
次に、成長の持続性について、やはりNPOを
使いながら、さびついたシャッターの商店街にな
らないように全てのテーマがつながっていくと思
いますが、NPOに委託するに当たってのポテンシ
ャルを持たせる何かをやっていかなければいけな
いと思います。分譲価格主体の事業ではなく、あ
る面お金の価値だけでは測れない時代に突入して
いるのは確かです。好きなことをしたものが称賛
される時代になってきていて、NPOとそこに住む
人たちの取り組みが持続できるような将来の仕掛
けがあるだろうと思います。

パネルNo. 10
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C グループ
答案・講評

コンセプト・テーマ：

多世代が安心して
暮らせるまち

【趣旨説明】
コンセプト

この地域の魅力をまとめると、交通の利便性、

塚本拓也

竹之下清司

大和ハウス工業㈱ 大阪都市開発部
開発部 設計指導グループ

住民交流ができるような仕組みを考えました。ま
た、外周側についても集まるスペースを介して緑
道に出る、ここが歩行者の動線となるように考え

ある、高台で地盤も安定していることが長所とし

ました。車は周回道路をメインで走って、クルド

て挙げられます。課題・問題点は、建物・外構が

サックには住民しか入らないという形で歩車分離

古くなっているという現状、区域の外に対して閉

を考え、病院側に接するエリアは日影の関係もあ

鎖的なコミュニティになっている。また、周辺より

るので、住戸はコストを抑えたい。一つの提案と

高齢化が進んでいます。やはり東京都下で地価が

して購入選択権付定期建物賃貸借エリアとして、

高く最終的なお価額が高い。一番の問題点は将来

定借を考えています。

この長所と短所をうまくマッチングさせて、今

多様な居住スタイルについて。主なターゲット
は子育て世代としますが、一定数を若年夫婦や高

回の課題地の中で実現させていくポイントは課題

齢者夫婦、成長した子どものいる住み替え世代、

地を地域活性化の中心拠点にすることです。その

近隣からの住み替え世代等に向けてバリエーショ

ためには必要なことは、①多世代が交流できる生

ンを計画します。若年世代は一旦、賃貸住宅に入

活利便施設、②多世代が相互に見守る安心なま

ってそこから購入選択権付定期建物賃貸借へ、そ

ち、③災害があったときでも情報収集・発信拠点

こでいいなと思ったら物件が買える仕組み。初期

となるようなまち、④豊富だが管理がしやすい緑

負担を抑えた中でお試し居住ができないか提案し

地・公園。さらに、⑤高齢者施設や保育園などの

ます。

生活支援施設、⑥近隣にも開放されたオープンス

グルーピングの班分け

ペースです。そこから導き出したコンセプトが、
「多
世代が安心して暮らせるまち」です。

多世代の住民が同年代でまとまってしまっては

コミュニティの活性化につながらないと考え、世

これを実現するためには、
「近隣住戸間のコミュ

代を分散したグルーピングを行い、意図的にコミ

ニティ形成」が最も重要と考え、これにつながる

ュニティを形成し、継続するようにする計画しま

「仕掛け」をまちの各所に提案しています。また、

した。まず、クルドサックを中心に4 戸から6戸で

生活利便施設を外周道路側に計画することで、周

構成したクルドサック2つ分、10戸から12戸で構

辺住民も利用することができるようになり、地域と

成するグループで、ごみ出しや回覧板、イベント

の交流が生まれるまちを創造します。このコンセ

の際に1つの班として参加することで、小さいグル

プトを具現化する計画を行いました。

ープから大きなグループとしてのコミュニティをつ

①外周の歩専道を使って、安全なまちというこ

積水ハウス㈱ 成田支店

で、中心軸になるよう緑道を通し、広場を設けて

商業施設や子育て支援施設が充実、医療関係も

が不安になっていることだと感じました。

計画概要
区画数（住宅）
：65区画
区画数（非住宅）
：2区画
宅地面積（住宅）
：54.40%
宅地面積（非住宅）
：18.30%
開発道路：21.30%
公園・コモン：0.90%
フットパス等：4.90%
その他：0.20%
平均建物面積（住宅）
：110.00㎡
平均宅地面積（住宅）
：181.76㎡
平均譲渡価格：62,426千円
土地譲渡価格（入札価格）
：

1,245,283千円
造成工事費：630,720千円
利潤：605,925千円
維持管理組織：団地管理組合

を配置しました。クルドサック同士が連携する形

くっていくように考えています。

とをつくる、②コミュニティを形成して、相互が見

集いの広場は子どもたちの遊び場として、通学

守れるまちをつくる、③多様な世代を受け入れる

路から家に入るまでのアクセスの途中に面してお

多様な居住スタイルを用意する、④多世代、周辺

り、住民間のコミュニケーションができるようにベ

と交流ができる生活利便施設をつくる。

ンチやテーブルを設けて、人数が多いときなどは、

三井ホーム㈱ 千葉支店 建設事業
グループ

全体計画

各住戸からイスやテーブルなどを持ち寄ってアレ

蓮見正也

地域に開かれ共同で使える生活利便施設を外周

ンジができる空間にしています。集いの広場に接

側に置きました。また、住戸を効率よく配置する

する区画は、ウッドデッキから直接この広場に出

箱島暁奈

住友林業㈱ まちづくり営業部

中川良平
㈱大本組
発課

土木本部

設計部

開

ために、ループ道路としています。さらに、若年

られるように計画し、いずれかを高齢者住居専用

世代を取り込むために、賃貸住宅を計画していま

として子どもたちの見守り役をしてもらいたいと思

す。街区に効率よく入っていくためにクルドサック

います。それによって、高齢者の生活のモチベー
ションのアップができればと思っています。
そこからつながる緑道は歩行者専用通路で、通
勤、通学、また、散歩などで使えるように計画し、
各住戸から周回道路へ出ることなくアクセスでき
るようにしてオープンな明るい空間としつつ、高・
中木類を配置して、アイストップ効果を促します。
自然と近所の顔合わせができたり、子どもたちへ
の地域全体での見守りができるようにしています。
また、地域住民が利用できる生活利便施設以外
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に、ここに住まう人々だけが使えるコモンハウスを
つくりました。これは住民で共有し、管理組合が
管理します。ここでできるサービスは、宅配の受
け取り、幼稚園バスの待機所などを整備します。

オープンスペース

課題地の入口に設けてイベントを開催、マルシ

ェや露天、各種イベントを開くイメージです。通
常は広場として、非常時、災害時には、生活利便
施設と連携しながら、避難所としても利用できる
と考えています。生活利便施設は周辺住民との交
流を図りながら、災害時には地域の避難施設を補
完する役目を担います。施設の特徴として、屋上
に太陽光パネル、蓄電池等を設置して、有事の際
に対応する仕組みにしています。集会室と多目的
室、各種教室、料理教室を設けてオープンスペー
スと一体的に利用できるようにします。また、児
童図書館は、子どもの居場所になるよう勉強スペ

パネルNo. ２

ースの整備を考えています。事業スキームでは、
土地、建物を事業費で整備しながら、八王子市に
寄贈します。
建物のマテリアルは、トーンを統一することで
落ち着きのあるまちなみとし、クルドサックを中心
として、ストリートツリーを配植して緑豊かな街区
に、必要最小限の土留めで押さえ御影石等の天然
素材を利用します。また、集いの広場では、ベン
チ、テーブル等の素材も統一することでつながり
が持てる提案としました。

土地利用計画

道路計画では、課題地の前面道路は勾配が急

になっていますので、高低差の少ない所で接道し
てループする形に、外周の歩専道に抜けるよう、
緑道や歩行者専用道路を設けています。車道との
交点にはインターロッキング等でハンブを設置し
ます。課題地内は電線類を地中化して、地上機器

パネルNo. 3

置場、ごみ置場を4カ所配置しています。宅地は、
65区画、非住宅、アパート、生活利便施設があり
ます。宅地率は住宅、非住宅合わせて72.7％、道
路が 20％。宅地面積の平均は181平米、建物は
110 平米。分譲予定価格、6,200万円です。
建築計画、トータル21億円。敷地の計画として
25 億1,000万円。合わせて46 億1,000万円にな
っております。

【講評】
上井

多世代と多様性をキーワードに、この特徴

のある課題地に合わせて、さまざまな供給手法を
組み合わせて、居住者に複数の選択肢を提示した
案です。所有と非所有、初期コストの多寡という
バリエーションと、計画地内のエリアとの整合性
パネルNo. 4
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が必要かと思います。そうすると「土地の規模」
のバリエーションがあって良かった。
この案のポイントは、
「グルーピング」かと思い
ます。また集いの広場に面した高齢者専用住宅の
配置のあり方もポイントとしてあるかと思います。
確かに多世代居住の考え方は重要ですが、本来は
もう少し広いエリアに、さまざまな世代が暮らせ
る、例えば山万のユーカリが丘のような住宅の形
態があることで、その地域で住み替えていけると
いうメリットがあることかと思います。つまり子育
て世代はある程度集まっていた方が、情報交換や
「多少うるさくしてもお互い様」の関係ができやす
いということもあります。
この案は最小単位のクラスター内に、多世代居
住を勧めるものですが、その場合の具体的なメリ
パネルNo. 5

ットはどんなことでしょうか。また「住み替え層」
宅地にそのターゲットを、
「若年層」宅地にそのタ
ーゲットを、それぞれ誘致していく具体的な手法
が提示されていない。ただその手法があったとし
ても、独禁法に限りなく抵触する可能性がありま
す。現実的には公的な助成制度と連携するなどで
誘導していくほかないのが現実です。
大谷

土地利用計画の骨格はラドバーンシステ

ム、歩車分離の古典的な手法です。そこを意識さ
れて、さらに発展させたのだと思います。歩車分
離の宅地開発で完成度が高い計画をしていると思
います。
幾つか指摘をさせていただきます。1つは、コ
モンスペースのデザイン。フットパスに繋がる「集
いの広場」がコミュニティの中心として力を入れ
てデザインされていますが、もともとこのシステム
でコモンの中心になるところはクルドサックです。
パネルNo. 6

行き止り道路だから、用のない車や人が基本的に
入ってこない、公共の道路でありながらかなりプ
ライベートな性質を持っていて、クラスター住戸
が均等にインターフェースしているのはこのクルド
サック部分です。集いの広場は、別のコミュニテ
ィと接点を持つという機能はあるけれど、住民の
日常のコミュニケーションはやはりクルドサック中
心になってくると考えたほうが現実的だと思いま
す。そう考えると、2つのクラスターを組み合わせ
た新たなコミュニティスペースが集いの広場を絡
めてお隣のクラスターと有機的につながっていく。
そういう考え方まで発展させたほうが空間として
の価値、魅力が高まるでしょう。
クルドサックは基本的に道路です。住人が集う
空間は別ですというのは、実際に住み始めてみる
とそうはならない。次に、クルドサックと敷地延長
の宅地設計について。道路の方位によって居住環
境、更に宅地の商品価値が劇的に変わります。今

パネルNo. 7
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回のクルドサックは、いわゆる東西方向に延びて
いて、接道条件が南宅地と北宅地になっています。
同じクラスタの中で、南接道の宅地は庭も広いし、
前面には6m 道路があるから庭先の開放性が大き
い。ところが、北接道の宅地では、駐車場のレイ
アウトなどを考えると実質的な庭先スペースはも
のすごく限られます。クルドサックをめぐるコミュ
ニティ形成は有効ですが、宅地の商品価値、値付
けを考えると、南北宅地で300万円から500万円
ぐらいの価額差が生じるでしょう。同じコミュニテ
ィで価額が 500万円の差があったら、年収や生活
レベルが違ってくると思います。
そうなると、同じコミュニティで本当に仲よくで
きるかということが現実的には出てくる。これは敷
地延長でも一緒です。クルドサックや敷地延長宅
地を計画するときには、90度回して南北軸にした
ほうが無難です。東西接道の宅地にすることによ

パネルNo. 8

って、クラスターコモンの中での宅地の窓先格差
がなくなるから、最終的には販売価格もある程度
同じ条件にできる。では、東西道路のクルドサッ
クがだめかというと、今申し上げた居住性のひず
み、リスクをどうヘッジするかを与条件とよく擦り
合わせて計画することが肝要です。今後、実務の
中で計画されるときに気をつけていただいところ
です。
粟井

一番現実的に見えたのですが、気になった

ところは、やはりグルーピングです。そこが社会
主義的になっている部分があって、もう少し価値
観主義な感じで訴求できるといいと思います。そ
こに人を集める何かコンセプトを入れていかない
と難しいのではないかと感じています。
発想はおもしろいし、理想的にそうなるといい
と思いますが、そこがネックになってしまって、多
様な住居スタイル「多世代が安心して」という根

パネルNo. 10

本的なコンセプトが崩れるかなと思いました。多
世代もそうですが、共働き世代への安心感もあり
ます。
宅配ボックス。この設計では取りに行くのに距
離があるので、安易にマンション感覚導入するよ
りは、もう少し吟味してもおもしろいと思います。
あと、生活利便施設のオープンスペース。もう
少し具体的なカラーや、デザインが見えるとよか
ったかなと思います。店舗のイメージもあると、そ
こに住まわれる方のキャラクターが出てくる。作っ
たはいいけど、あとは運営側で勝手にやってくだ
さいという感じが見えてしまった。
しっかりとしたコンセプトがあって、立地条件
もきちんと吟味されていて、うまくまとまっている
のではないかと思います。
パネルNo. 11
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D グループ
答案・講評

【趣旨説明】

いきたい。リビングサポートといった形で生活関

コンセプトづくりにおいて、財団での視察や講

連施設等と連携した民間活力を入れていきなが

義を通じて行政や当初から住んでいる人々、また、

ら、集合住宅ゾーンを設け、学生が優先的に入る

新しくこれから住まわれる方がどうやってうまくコ

ように考えています。

環をテーマとして取り組んできました。
まず、八王子市の移り変わりを調べました。昔

オリカサナッテ
繋がるまち

計画概要
区画数（住宅）
：58区画
区画数（非住宅）
：4区画
宅地面積（住宅）
：46.70%
宅地面積（非住宅）
：10.47%
開発道路：21.20%
公園・コモン：14.71%
フットパス等：6.89%
その他：0.01%
平均建物面積（住宅）
：119.81㎡
平均宅地面積（住宅）
：175.00㎡
平均譲渡価格：63,000千円
土地譲渡価格（入札価格）
：

1,194,930千円
造成工事費：496,853千円
利潤：519,922千円
維持管理組織：管理組合方式

石野純一

大和ハウス工業㈱ 東京本社 住宅
事業推進部 東日本住宅設計室一課

岡村明香

パナホーム（現パナソニックホーム
ズ）㈱ 西日本環境開発支社 近畿
分譲設計部

は、地区の中に民間活力や学生の若い力を入れて

コンセプト

ミュニティを維持し、交流を保てるか、継続や循

コンセプト・テーマ：

次に「活力」
。まちを継続させていくに当たって

3つ目に「交流」
。住民間の交流がないと継続し
ていかないので、まずは地域の住民と課題地に居
住される方の住民交流を考え、生活関連施設を課

は桑都
（そうと）
と呼ばれて、織物や養蚕が盛んで

題地の南側に配置することにより、地区内からも

したが、時代の変化とともに衰退しています。今

地区外からも利用できるようにします。課題地内

は、5人に1人が学生と言われるほどの学園都市

の住民交流に関して、フットパスを設けて何本も

に発展しており、半径5km以内に多くの学校があ

通すことで、住民が交流できる提案です。

りますが、少子化の影響も今後出てくるだろうと

最後に「交代」
。世代交代に対応できるというこ

考えています。明るい話では、中央新幹線が橋本

とです。重要なことは、多種多様な生活プランに

駅に開通予定ということです。

対応できることです。課題地の住居系を5分割し、

みなみ野シティは、まち開きをして20年が経過

各ブロックは、ラグジュアリー感を有した高級住

し、高齢化が進んでいます。課題地に求められる

宅地、高齢者を対象にした平屋住宅を積極的に計

のは、周辺も含めた住民の交流の場や、安定した

画していく区域、ファミリー世帯を対象としたブロ

生活サービスを提供できる団体です。市と大学、

ック。学生を対象とした賃貸住宅を考えています。

周辺住民、課題地の住民の四者が連携し、地域の

建物と外構計画

活性化、活力ある暮らしの継続を目指す必要があ
ると考えました。そこで、
「オリカサナッテ繋がる

街区別の門柱デザインについて。たま織街区は、

高齢者向けの平屋の街区で、横糸と縦糸を交互に

まち」をコンセプトに掲げ、住民、行政、大学と、

織り、強い撚りで生じるしわをタイルで表現しま

財団が積極的にコーディネートをしていくことを

した。つむぎ織街区は、高級住宅を計画しており、

提案します。

糸の太さが一定ではない織物を門柱でデザインし

土地利用計画

ます。ファミリー世帯を対象にした、もじり織街区

キーワードとして、
「発展」
、
「活力」
、
「交流」
、
「交

は糸と糸の間に生じる隙間や透明感を、ガラスを

代」を挙げました。まず、
「発展」では、持続可

用いて表現します。同じくファミリー世帯のつづ

能なまちづくり。まちの価値が継続していかない

れ織街区は、色を多く使って、複雑な模様を異素

と価値や魅力が低下してしまいます。そこで、ブ

材を組み合わせて門柱を表現します。最後に、ふ

ランディングを提案します。
「オリカサナッテ繋が

うつう織街区、ここは学生を対象とした賃貸住宅

るまち」というコンセプトは、八王子の伝統工芸

で、織物の裏表を袖壁と門柱でデザインしました。

の織物をコンセプトにしています。課題地につい

建物設計について、風通りのいい、日の光がさ

ても織物と地域が一体となったブランディングを

んさんと入る明るい位置にLDKを配置しました。

ミサワホーム㈱ 分譲開発事業部
分譲営業部 用地課

して、その中でこのまちの特徴を出していきたい。

57号地では、庭でバーベキューができたり、キッ

永井雄太郎

まず生活関連施設の中に伝統文化の展示等を行

チンにお母さんが立ったときに外で子どもたちが

い、住宅地では織物の特徴を門柱などのデザイン

遊んでいる様子を見られるような生活シーンを想

大塚 真

住友林業㈱ まちづくり営業部

佐藤侑樹

昭和㈱
室

開発事業部

市街地整備

に取り入れたり、道路計画も糸が折り重なるよう

定しました。家族構成は子育て世代を想定してい

な網の目状として、地区全体を織物のコンセプト

ます。外観では、タイルの張り分けや、屋根形状

で計画しています。

を変えるなどして、アイストップになるようデザイ
ンしました。

生活関連施設

八王子のふるさとが感じられるような、公園状

の空間を計画しました。八王子の自然と文化、歴
史を反映させていきたいと思っています。ふれあ
いの広場と、管理運営室、サテライト教室、はち
おうじ里山の杜という空間を計画しています。こ
こは法面になりますので、八王子の里山をイメー
ジした雑木林を配置します。
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運営資金は管理費を徴収し、管理会社に委託し
ます。大学との連携に関しての事務的な機能もこ
こでやっていきます。同時に、学生がここで実地
活動を行える教室も設けていこうと考えています。
加えて、周辺の高齢の方たちの住みかえの支援、
まちのコンシェルジュ、リビングサポートなどのサ
ービス提供を考えています。
事業計画書について。戸建が 58、賃貸部分 4
を含めた全 62区画で、賃貸部分は投資家に向け
て8世帯、約2 億円で販売していきたい。管理組
合方式について、今後どうやって差別化を図って
いくか考えた場合、コンシェルジュサービス機能
を持たせるべきと考えました。会員の皆さんに一
戸建分譲、マンションの情報、住みかえ情報、リ
フォームの情報を一元で案内します。まだハウス
メーカーが遅れている状況ですので、財団事業に
関して、こういった機能をつくっていくのが今回の

パネルNo. 1

発想です。

【講評】
上井

土地利用が当初から大きく変わりました。

八王子の伝統文化である織物のデザインを生かす
ためには、全体計画はシンプルな方が良いと思い
ます。下地はシンプルでも、そこにどういったデ
ザインのレイヤーを入れていくか、ということかと
思います。ただ実際には公共道路に自由な絵を描
くことは、ほぼ不可能です。やり方があるとすれ
ば、車のスピードを抑制する手法としての最小限
の設えを手掛かりにして、あとは民地内の外構デ
ザインといかにして融合させていくところかと思い
ます。できれば平面的なデザインだけではなく、
この際住宅のデザインにまで言及できれば、複数
社混在チームの面白さが出せたかもしれません。

パネルNo. 2

生活関連施設用地のグランドデザインがとても
魅力的に計画されているので、集合住宅用地の方
も駐車場や共有空間のデザイン、また戸建用地と
の関係を表現していただきたかったと思います。
また南北方向の3本の「織区画」道路の南へのア
イストップとなる生活関連施設用地内のデザイン
も重要です。そこまでを含めた景観が、各「織区
画」道路沿いのデザインですので、用地ごとの独
立した計画と考えずに、常に全体を通した景観デ
ザインに目配せする必要があります。実は宅地の
裏側に用意された歩行者専用通路の方にこそ、
「織
物」の要素を組み込みやすかったかも知れません。
ただ歩行者専用道路の幅員が 2mと狭く、車道に
出る時の安全性や宅地へのプライバシーの問題を
考えると最低3mは欲しいところです。より積極的
な活用を期待するのであれば、
「行きついた先にあ
パネルNo. 3
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るもの」や「交差部分の溜まりの設え」などの工
夫も必要ですね。
大谷

中間講評から道路計画を再考いただいて、

よくなりました。4グループの中で道路が一番効
率的にできています。まちづくりゾーニングでは、
超高級街区と子育てファミリー街区では、明確に
購入者のマーケティングが分かれているのです
が、そこを5mの小区画道路で結ぶ必要はなく、
歩専道が良いと思います。コンセプトとしても、
内側のループに接している街区は子育てのエリア、
外側の8m 道路に接している街区は比較的ラグジ
ュアリーなプロフィールの方が暮らす。さらに、完
全に分けるわけではなくて、フットパスで歩行者
の行き来、コミュニティはできるというストーリー
にしたほうが、よりわかりやすい。それぞれの敷
パネルNo. 4

地の特徴づけが明確になります。
次に、宅地計画ですが、正形で割れていてハウ
スメーカーが住宅を建てるのに支障はないと思い
ます。ただ、ここで考えてもらいたいのは、宅地の
つくり方がマーケットに対応していないことです。
ラグジュアリー街区では、70 坪から90 坪ぐら
いの区画を設定してしかるべきで、マーケットが
求めているスペックと、実際にでき上がっている
ものの企画が合ってない。どれもみんな平均値に
なっているから、街区ごとの特性、性格づけが宅
地設計に反映されていない。さらに、宅地規模だ
けではなくて、そのロケーションが重要です。ラ
グジュアリーを求めている人たちが食指を動かし
て、ここに住みたい、この土地を買いたいと思え
るかどうかをもう少し熟考してもらうと、よりリア
リティがでると思います。こうした宅地の性能に
ついて、さらに1段か2 段掘り下げて考えていた
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だけると、全体計画のめりはり、宅地のめりはり、
オーナープロフィールとマーケットとの関係がきち
んと見えてくるようになります。
それから、エリアマネジメントの提案がありま
したが、今後、財団としても単に新規で供給する
だけではなくて、そのまちのコミュニティ形成であ
るとか、維持管理についても取り組み始めていま
す。
粟井

土地利用計画のサマリーを「発展」
「活力」
、
、

「交流」
、
「交代」として、まちの価値のブランディ
ングを行っていくという話をされましたが、時間を
かけた積み重ねがないと、エリアでのブランディ
ングは難しい。歴史をひもとくと織物があるけれ
ども、これはここのブランドではない、ちょっと違
う。住宅生産振興財団のブランド力なのかもしれ
ない。考え方は間違っていないと思いますので、
今まであった産業、織物の伝統文化をキーにする
のはありかと思います。
パネルNo. 6
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それから、エクステリアについて。門袖にアー
ティスティックなコンセプトをにじませたデザイン
をするのは、それはそれでありですし、わかりや
すい手法と思いますが、一方で住宅と門柱のデザ
インがマッチするのか、時間が経つと、ねらいが
だんだん薄れてきて、
「何なんだっけ？この形」み
たいなことになったりしないか。金物メーカーの
出す門柱がそうです。その時代の流行を捉えたも
のを売っているのですが、5年経つと何かちょっと
合わなくなる。
石でつくり上げたものが、時間を経て素敵な風
合いを出すというのが基本概念なので、余りイン
ターロッキングに頼らないほうがいい。門袖とうま
くバランスを取って、建物と一体となる提案がで
きたところでのブランディングを、もう一歩先で考
えてみると、より一層良いデザインがつくれたの
ではないかと思います。

パネルNo. 7

最終発表会特別講師 総評
伊藤昭憲
（積水ハウス CRE事業部 PRE推進部長）

財団のまちなみ塾は、少し前までは共通外構、
緑化、建築ルール、この3点セットを中心にした
内容が多かったのですが、今回は全く出ませんで
した。ここ最近、コミュニティの話が増えてきて、
世の中の流れが変わってきた感じがします。
さらに一歩進んで、活性化、再生というキーワ
ードが出ているのは、大変いいことだと思います。
われわれ住宅にかかわる者は、目の前の事業も大
事なのですが、そういったところまで視野に入れ
て計画していくことが大事だと思います。
昨今、車が家電化してきているという話があり
ますが、住宅も家電化していきそうです。ただ一
方で、自然に暮らす、またノーマルな暮らしをし
ていくのも高齢化していくとなかなか難しくなりま
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す。しかし、昔の暮らしを懐かしむのも大事だと
思いますので、いろんなものを織り混ぜていくの
がいいと思います。
それと、一点だけ苦言を。皆さんつくられた事
業計画はほとんど成り立たない内容です。60区画
余りの住宅地で共有地、管理施設をつくっていこ
うというのは相当無理です。行政は引き取ってく
れませんし、人を雇って管理するのは無理です。
商業施設も採算は難しい。賃料が坪1万円なんて
払えないのが実情です、しかし、こういった事業
の話を多くの方々とする場は大事だと思いますし、
財産になると思います。
最後に、毎回申し上げておりますが、皆さん所
属する会社は違いますが、このような協働の体験
が会社の枠を超えてつながっていく、そのような
関係が続くことも学んでいただければと思います。
パネルNo. 9
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