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趣旨説明

■計画地分析
　まちづくりのテーマは「～ Spring ～　湧水と
緑の弾ける街」です。
　この地域の魅力は、東久留米市には豊かな水
資源である湧き水があり、平成の名水100選に
選ばれた落合川と南沢湧水群があります。また
黒目川沿いの桜を歩く散歩道や地域の特産品

「柳久保小麦」、市内8つの野菜直売所がありま
す。
　上の原団地の魅力は、徒歩圏に生活利便施設
が充実しており、上の原北公園など大きな公園
があります。教育施設や老人福祉施設も近隣に
あり、幅広い世代の方が暮らしています。
　新座市南部の魅力は、豊かな自然の雑木林が
あります。清流と緑を楽しめる散歩道「野火止
用水」があり、畑が多く点在し、平成の名水
100選の「妙音沢」もあります。
　一方、地域の課題は、東久留米市と新座市の
行政境に位置していますが、それぞれの住民の
コミュニケーションの場がないことです。幅広
い世代の方が住んでおられますが棲み分けされ
ており、交流スポットもありません。子供たち
の遊び場も世帯数に対して少ないです。
　それらを踏まえたキーワードの中から、東久
留米市のキャラクターで湧き水の妖精「るる
め」、新座市のキャラクターで雑木林の「ゾウキ
リン」、そして「散歩道」に着目しました。
　東久留米市と新座市それぞれに散歩道があり
ますが、まず東久留米市の散歩道を実際に歩い
てみますと、緑豊かなところを通って上の原北
公園のところが折り返し地点です。また新座市
の野火止用水も歩いてみますと、用水脇を通っ
て課題地に近接していることがわかりました。
■コンセプト
　新座市側の散歩道を延長すると課題地の南西
側に来ます。また東久留米市側の散歩道も北上
して同じく南西側に来ます。そこで、2つの散
歩道をそれぞれ延長してぶつかるところをコ
ミュニティ空間とし、そこからさらに中のコミュ

ニティ空間に誘うことを考えました。
　内側の大きなコミュニティ空間は、湧き水と
雑木林という地域資源を取り入れ創出すること
で、それぞれの地域資源が計画の中にミックス
されることになります。そのコミュニティ空間
を囲うように住宅や共同住宅を配置します。こ
の共同住宅は多世代の方が暮らせるきっかけづ
くりになります。湧き水を流すことで維持管理
費が非常にネックになることが考えられますの
で、共同住宅の屋根を生かしてソーラーパネル
を設置して維持管理に寄与する考えです。また、
コミュニティ空間と住宅が交わるところには店
舗併用住宅を計画し、賑わいが生まれることを
狙いとしています。
　これらを一言で表現するにあたり、「るるめ（流
留芽）」というまちづくりコンセプトを立てまし
た。「流」は、それぞれの市の散歩道を延長して
人の流れと湧き水を生かした水の流れを呼び込
みます。「留」は、コミュニティ空間に人が留ま
り自然と触れます。そして「芽」は、コミュニ
ケーションが芽吹くことを表現しています。
■土地利用計画
　まちの中央にはシンボルとなる泉広場を配置
し、まちの入り口にあたる南西の角には東久留
米市の樹木であるイチョウの大木をシンボルと
して植えます。
　戸建て住宅は5つのブロックに分けて、イチョ
ウ広場や泉広場に面する区画の一部を店舗併用
住宅にします。一部来客用の駐車場も設けます。
　道路は、5ブロックそれぞれにクルドサック
状の車道を計画し、外部からの車両の進入が無
い安全なまちづくりとします。全宅地が2方向
に必ず接道することで住環境に配慮します。
　住戸のブロックは基本的には4 ～ 6棟とし、
歩いて中央の泉広場にアクセスできます。
■全体計画
　中央の泉広場は、湧き水のせせらぎと雑木林
の葉のこすれる音が聞こえる自然豊かな空間で、
心落ち着く空間です。共同住宅の東を水源とし、
水源は井戸を掘って確保します。ポンプを使用
して水を循環もしくは排水します。ポンプ維持
に必要な電気は共同住宅の屋根に設置する太陽
光パネルを使用します。
　この泉広場では、子供たちが水と緑に囲まれ
て遊び、店舗でコーヒーやお菓子を買った人や、
散歩道の延長で訪れた人、住人の方などさまざ
まな方が思い思いの時間を過ごすことができる
場所となります。
　泉広場には、水辺に沿って連続したデッキ材
を使用した緑道があり、子供も水辺で遊べて、
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建設計画の概要
住宅（併用含む）：21戸
構造：鉄骨2階建て
建物面積：2,940㎡
概算建設費：540,000千円
平均建物面積（住宅）：140㎡
共同住宅：1戸
構造：鉄骨2階建て
建物面積：960㎡
概算建設費：200,000千円

宅地供給計画
住宅：22区画（内集合住宅1棟）
面積：4,130.81㎡（69.15%）（内
集合住宅：1,081.58㎡）
開発道路：657.58㎡（11.01%）
歩行者専用道路：102.40㎡

（1.71%）
公園・コモン：953.42㎡（15.96%）
その他（共用駐車場・ゴミ置き場）：
129.79㎡（2.17%）
平均宅地面積（住宅）：145.20㎡

（集合住宅を除く）

事業計画
平均分譲価格（土地・建物）：
77,000千円（内共同住宅販価
500,000千円）
維持管理組織：賃貸管理会社及び店
舗併用住宅の住民による管理組合
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設計課
濱田奈那／三井ホーム㈱ 埼玉支店
西明慶悟／住友林業緑化㈱ 分譲緑
化部
柳澤孝彦／トヨタホーム㈱ 街づくり
事業部
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植栽で四季の変化を感じながら、地域の住民の
方々も楽しめるような仕掛けを考えています。
　樹木は、季節を感じる樹木がメインです。ま
た「まちなみの灯り」として公園の街灯や各ルー
トの照明を十分に設け、夜も安全・安心な環境
を提供します。
■平面計画（No.4～No.7）
　ここに住まう方のターゲットモデルは、一般
住 宅 は 特 に 子 育 てFamilyと ア ウ トド ア 派
Familyです。ライフスタイルに合わせて間取り
を自由に提案します。庭にウッドデッキを設け
ており、リビングと一体で利用できます。
　中央の泉広場や南西のイチョウ広場に面した
店舗併用住宅は、夢のパン屋さんFamilyやcafe
大好き!Familyです。1階をオープンな空間とし
て共有地に開かれています。カフェや地域の特
産品の柳久保小麦を使ったお菓子などを販売す
る地産地消の店舗を想定しています。
■外構マテリアル
　良好な景観を維持するために、まちづくりデ
ザインガイドラインをつくります。門柱やアプ
ローチ、カースペースなどの素材は自然由来の
素材で構成しています。クルドサックの道路沿
いは石張りで統一感を持たせます。
■事業計画
　宅地数は全22戸で、戸建て住宅21戸、内5
戸が店舗併用住宅です。残り1戸は共同住宅で
す。宅地の敷地面積は145㎡前後です。
　平均分譲価格は7,700万で、近隣に比べると
高額の設定になっていますが、十分な付加価値
をつけていますので販売できると考えています。

講評

上井　新座市側からの動線は、計画図をよく見
てみると共同住宅の右側を人が通る計画になっ
ていますが、どんな共同住宅なのでしょうか。
その共同住宅の中身や、たとえば集会施設が
あって、それが雑木林に対して大きく開いてい
るなど、そういった何かしらの設えをもたせる
ことで、より新座市との接点としての機能が生
きてくると思います。
　今日の説明を聞いていますと、雑木林の中を
水が流れるという自然寄りの計画なのだろうと
思ったのですが、このプレゼンではまだまだ人
工的な考え方に支配されているとしか見えませ
んね。たとえば、家は雑木林をよけて建ってい
るようにして、最終的には豊かな自然と水を生
かしたデザインになってほしいと思いました。
自然に支配されている計画地という思い切った
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考え方を実現するにはそれなりのスキルが必要
になりますが、「つなぐ森 淵野辺」や「つなぐ
森 みらい平」、九州の「サトヤマヴィレッジ」
などを見学していただくと勉強になると思いま
す。
　それと中央の泉広場での高齢者も含めた交流
シーンをどう考えているか、そのようなことま
で踏み込んで考えていたら、より厚みがある計
画になったと思います。
大谷　Bグループの方々は、実際に現場を歩い
てみることで、わかることは多いと感じられた
のではないでしょうか。
　まず、この規模で共同住宅を組み込んでいて、
ある意味新しいと思いました。住宅生産振興財
団の定款が変更になり、マンションもできるよ
うになったそうですから、これからは共同住宅
を組み込んだ事業は出てくるでしょうし、多世
代交流という意味でも戸建て住宅と共同住宅を
同じ事業に取り組むのは非常に興味深いところ
です。
　残念なのは、その共同住宅について。何世帯
が入っているのか。建設費5億円はどこから捻
出されるのか。賃貸住宅である場合は、オーナー
さんがいますよね。たとえば住宅メーカーが共
同で会社を立ち上げて出資するならば、それも
含めた事業スキームをプレゼンの中でもっと説
明していただきたかったです。
　さらにスマートなスキームにするのであれば、
“流れ” という大きな共有物を維持管理する必要
があって、たとえば共同住宅を分譲事業にして
管理組合法人を立ち上げて取り組まないと “流
れ” の管理は持続できない危険性をはらんでい
ます。その管理組合に戸建ての住民も組合員と
して参加することで、“流れ” を含めた共有地や
附帯設備の維持管理を戸建てとマンションの住
人の方々が一緒に行うということは考えられそ
うです。そういう意味では、これは可能性のあ
る提案になる気がしました。
粟井　私はマンションに住んでいるのですが、
たしかに共用部分に使われていた水が2年後く
らいに無くなっていました。マンション住まい
の人の管理の感覚と、戸建ての人の管理の感覚
はおそらく違いますよね。おっしゃるように、
新しいジャンルができてくる気がします。
　プレゼンは、パースが手描きで描かれていて
よかったのですが、ぱっと見たときに照明計画
の表現がガス灯のまちに見えてしまいました。
ただそういうアイコニックさはまちの歴史をつ
くり上げていくので、アイコニック的なものを
うまくブランド化していくやり方もあると思い
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ます。
　私が気になったのは外構プランです。上井さ
んもおっしゃられましたが自然寄りではないの
で、もっと自然に支配されているような感じに
振ったほうが、今回の計画が生きたのではない
でしょうか。
　また、クルドサック道路の真ん中にあるサー
クルには何を植えるのか。そこはクラスターの
シンボルになると思いますので、きちんと考え
てもらいたいです。植栽計画と合わせてきちん
と決めていくと、非常にエッジが効いてくるの
ではないでしょうか。
　全体計画平面図上にはあちこちにアーチみた
いなものも描いてありましたが、これもまだ整
理しきれていませんよね。これがあるのか、無
いのかでイチョウ広場のパースのイメージも変
わってしまうので、もっと細かくチェックして
もらいたいです。
　No.4とNo.7の区画の平面図で気になったの
は、駐車スペースの設えです。外から見ると違
法駐車をしているように見えてしまいますよね。
たとえば、緑で車の後ろ側を隠すなどの配慮が
ほしかったところです。
平山　まちの真ん中にせせらぎを通す計画は、
西洋環境開発が30年ほど前に札幌市近郊で開
発したまちがあり、そこは今もきれいに管理さ
れています。やり方によってはきちんとできる
と思いますので、これはまちの景観の大きなポ
イントになりますね。
　気になったのが、事業性についてです。この
課題は事業性を考慮した計画が前提になってい
ますが、この課題地近くのイマジンフィールド
東久留米で6,000万ぐらいの価格です。それで
も近隣より1,000万円ぐらい高い価格で、当初
は販売は難しいのではないかという話がありま
した。そう考えますと、皆さんが設定された
7,700万という価格はマーケットアウトしてい
るのではないでしょうか。もちろん付加価値を
付けた魅力はありますが、マーケットと離れ過
ぎているのはどうなのかなと思いました。


