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・「アルコガーデン羽生岩瀬」お披露目会開催
・事業化決定「ラボフィールド笠間中央」
・「グランスカイ印西牧の原」募集開始

　令和２年９月（298）号の本紙にて、事業化決定�
のお知らせをいたしました「アルコガーデン羽生
岩瀬」は、令和２年11月７日には募集を開始し、�
このたび５月15日（土）に完成した建売街区のお�

「アルコガーデン羽生岩瀬」�
お披露目会開催

披露目会を開催いたしました。
　当日は、河田晃明羽生市長をはじめ、羽生市議
会、地元関係者等のご協力賜りましたご来賓の
方々をお招きし、主催者側は東京セキスイハイム
（株）埼玉営業本部織田取締役本部長、トヨタウッ
ドユーホーム（株）埼玉支店坂西支店長、当財団
の釜谷専務理事が出席いたしました。
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　アルコガーデン羽生岩瀬は、東武伊勢崎線「羽
生」駅から徒歩15分、羽生市の岩瀬グローバル
タウン構想の一角で進められたものであり、まち
なみデザインを（有）ランドプランナーズの平山
郁朗氏にお願いし、タウンデザインのコンセプト
を ｢歩きたくなるまち｣ ｢歩くことが楽しいまち｣
といたしました。それを実現するため、｢まち全
体を繋ぐ歩行者専用道路｣ や ｢まちの回遊性を高
めるためのフットパス｣ 等、様々な工夫を施して
います。美しいまちなみの維持を実現するために、�
建築計画、外構計画などにおける様々な視点から
ガイドラインを策定しており、住まわれる人に誇
らしく思っていただけるような、住みたい、住み続
けたいまちとなっていくことを目指しております。
　また本事業は、土地区画整理事業地内の地権者
31組と民事信託を活用し、地権者で立ち上げた
社団法人からＪＶが一括購入を行うという日本で
初めてのスキームで土地契約を締結しましたので、�
このスキームはまちづくりの手法の一つとして今
後に活かせると思われます。
　このコロナ禍にあって、感染防止等に細心の注
意を払い、羽生市長をお招きしてお披露目会が開
催できたことを関係者のみなさまに感謝いたし�
ます。（内田）

アルコガーデン羽生岩瀬概要
所�在地：埼玉県羽生市／事業形態：土地買取
土�地提供者：羽生市岩瀬土地区画整理地内地権者
31組

参�加メーカーおよび区画数：積水化学工業54、
トヨタウッドユーホーム30

事業化決定

　ＪＲ常磐線・水戸線「友部駅」徒歩７分に位置
する、茨城県笠間市所有の笠間市立病院跡地にお
いて、生涯活躍のまち（笠間版CCRC）形成事業
のプロポーザル方式公募を参加メーカー４社にて
落札し事業を進めています。
　区画内に交流棟（笠間リビング・ラボ）を建築
するモデル事業として、新たな居住者と笠間市民
および市外からの来訪者との交流を生み出すこと
をコンセプトとしています。交流棟には、カフェ
スペースと笠間焼陶芸等の多目的スペースを設け
るとともに宿泊もできるように計画しています。�
居住者には、市民農園の共同利用やデジタルオン
ラインで行政手続きなどに活用できる環境を整え
る計画です。
　笠間市による東京圏（23区内）からの移住支援も�
ありますので、交流棟にお試し移住の宿泊を経て、�
新住民として移住されることを期待いたします。�
（岸田、堰八、遠藤）

ラボフィールド笠間中央

まちのエントランスウォール

アルコガーデン羽生岩瀬のまちなみ
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ラボフィールド笠間中央概要
所�在地：茨城県笠間市
事�業形態：土地買取
土�地提供者：笠間市
区�画数：20区画
参�加メーカーおよび区画数：積水
ハウス８、茨城セキスイハイム
６、大和ハウス工業３、パナソ
ニックホームズ３

今後のスケジュール
　令和３年６月～造成工事着手
　令和３年11月～交流棟建築
　令和４年１月～一般募集開始

グランスカイ印西牧の原概要
所�在地：千葉県印西市／事業形態：土地買取
土�地提供者：パナソニックホームズ（株）
区�画数：125区画
参�加メーカーおよび区画数：パナソニックホーム
ズ６、旭化成不動産レジデンス６、スウェーデ
ンハウス19、住友林業19、積水ハウス19、大
和ハウス工業19、トヨタホームちば５、ミサ
ワホーム18、三井ホーム14

　北総線「印西牧の原」駅徒歩10分、パナソニッ
クホームズが開発総面積65,000平米超を269区画
のグランスカイとして開発した完成宅地の一部を
参加メーカーで買取、事業化し、令和３年４月に
募集開始いたしました。
　グランスカイのテーマ「街歩きが旅になるような
７つ庭園」のうち、北側のナチュラルガーデンウ
エスト、ナチュラルガーデンイースト、ネイティ
ブガーデンの３ブロック125区画を９社の事業と
しています。
　車のゲートを３か所にし、歩行者専用の出入口
をエントランスと位置づけ、車止めとなる球体ボ
ラードとサークル状に配した植栽で演出し、街の
顔として上質な意匠で結界性を創出しています。
外部と街との接点にあたるこれらの８か所には防
犯カメラを設置し、安全性向上と防犯効果を高め
ることとしています。また、ホームセキュリティ
も導入し更なる安心安全なまちを実現いたします。
街全体を循環できる全面インターロッキング舗装
を施したグリーン・パスは、幅員約４ｍ（植栽帯
箇所の有効幅員約３ｍ）を確保し、沿道には多く
の住戸から玄関から直接車道に出ることがない動
線で計画されています。
�（中臺）

「グランスカイ印西牧の原」募集開始

ラボフィールド笠間中央計画図

グランスカイ印西牧の原区画図（上部枠内が財団事業）
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評議員名簿（令和３年６月16日）
氏名 現職
城野　敏江 （独）住宅金融支援機構　理事
石渡　廣一 日本総合住生活（株）代表取締役社長
福山　　洋 国立研究開発法人建築研究所　理事
井上　俊之 （一財）ベターリビング　理事長
佐々木　基 （一財）建設業振興基金　理事長
髙田　光雄 （公社）都市住宅学会　会長
三井所清典 芝浦工業大学　名誉教授
藤本　昌也 建築家
坂井　　文 東京都市大学　教授

理事名簿（令和３年６月16日）
役職名 氏名 現職
会　長 那珂　正
理事長 

（代表理事） 竹中宣雄 ミサワホーム（株） 
取締役会長

副理事長 
（代表理事） 仲井嘉浩 積水ハウス（株） 

代表取締役社長
専務理事 

（業務執行理事） 釜谷智弘 常勤

理　事 神𠮷利幸 積水化学工業（株） 
取締役専務執行役員

　〃 芳井敬一 大和ハウス工業（株） 
代表取締役社長

　〃 井上二郎 パナソニック ホームズ（株） 
代表取締役社長

　〃 池田　明 三井ホーム（株） 
代表取締役社長

　〃 平田喜裕 日本経済新聞社専務取締役

　〃 川畑文俊 旭化成ホームズ（株） 
代表取締役社長

　〃 光吉敏郎 住友林業（株） 
代表取締役社長

　〃 後藤裕司 トヨタホーム（株） 
代表取締役社長

　〃 村井秀壽 （株）スウェーデンハウス 
代表取締役社長

　〃 鈴木祐輔 東電タウンプランニング（株） 
代表取締役社長

　〃 金井昭典 （一財）建築環境・省エネル
ギー機構専務理事

　〃 麻生　隆 第一生命保険（株）顧問

　〃 須藤哲夫 （公財）住宅リフォーム・紛
争処理支援センター専務理事

監　事 小田広昭 （一社）住宅生産団体連合会 
副会長・専務理事

　〃 近藤芳正 東京ガス（株） 
営業第二事業部長

・評議員会、理事会
　６月16日、東京プリンスホテルにて、定時評
議員会（第79回）及び理事会（第97回）が開催
されました。
　評議員会では、「令和２年度事業報告及び収支決
算承認」「令和２年度公益目的支出計画実施報告
書の報告」「役員選任」「評議員選任」「令和３年度
事業計画及び収支予算の報告」「定款変更」（※）の
議案が承認され、理事会では、「理事長等選定」
「代表理事及び業務執行理事による業務執行状況
の報告」「令和３年６月１日付みなし理事会決議
の結果報告」の議案が承認されました。これをう
けて、会長には三井康壽氏が退任して那珂正氏が
就任、副理事長には芳井敬一氏にかわり仲井嘉浩
氏が就任いたしました。（役員等は別掲の通り）

※定款変更の内容
第２章　目的及び事業
（事業）第４条　本財団は、前条の目的を達成す
るため、次の事業を行う。
（１）戸建て住宅及び連続建て住宅等（以下「住
宅」という。）の住宅総合展示事業におけるコー
ディネート
↓
変更後…下線部削除
（１）住宅総合展示事業におけるコーディネート

　当財団は、42年前の昭和54年７月に設立され、
爾来主に戸建て住宅を事業の対象としておりまし
たが、今般の定款改正により、分譲マンションな
どの集合住宅も事業対象とすることとなりました。�
（釜谷）

・令和２年度公益目的支出計画実施報告提出
　６月１日付けみなし理事会、及び６月16日定
時評議員会で承認された「令和２年度公益目的支
出計画実施報告」を内閣府に６月17日付で電子
手続により提出いたしました。

財団のうごき
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