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東京都日野市

武蔵野の自然が残る高台の斜面地に、社宅跡
地を利用した住宅地開発が計画されます。
全体を統括するのは、隣接する住宅地の開発
にも携わった建築家。
「森の復活」をテーマに、
道路・コモン広場・住宅の外構が一体となった
緑に溢れる魅力的なまちの骨格が築かれます。
そこにデザイン・ガイドラインに沿った住宅が
建ち並び、豊かな景観を備えた住宅地が誕生し
ました。
地区全体に溢れる植栽は、行政と住民の管理
組合が協力しながら維持管理に努めています。
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まちなみの維持を目的に地区計画を策定

土地・住宅の分譲、住民による管理組合を組織
行政と管理組合によるまちなみの維持管理

□武蔵野の自然を生かした植栽、クルドサックやイメージハンプ等による人に優しい道
づくりによる住宅地開発が実現する

効果

□デザイン・ガイドラインに沿った住宅・外構設計により、質の高い景観が形成される
□落ち着いた色調の使用や、生け垣の設置等を定めた地区計画が策定される
□行政と住民の管理組合が連携し、植栽の維持管理が行われる
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隣地のガーデン 54 の
ようなまち並みを
期待してるよ

社宅の跡地を
住宅地に

また一緒に
やろう

東京都日野市

隣接する「ガーデン
54」を設計した建築
家に再び依頼し、全
体の統括を任せます。

ガーデン 54 は
都会的なイメージで
細部までつくり込んだ
住宅地だった

今回は “森の復活”
をテーマに
事 業 者 は、社 宅 の 跡 地
を住宅地にすることを
計画します。

コモン広場に
コモンツリー
植栽…

緑いっぱいの
気持ちいい
道路に

緩やかなカーブの
道路で風景の
移ろいを

「ガーデン 54」は、以前に同
じ事業者により手がけられた
住宅地です（造成竣工 1984
年）。事業者・建築家・行政が
理想の住宅地づくりを目指して協議
を重ね、細部までデザインされたま
ち並みや、住民による管理の仕組み
がつくられました。その住民の管理
により、完成後も長きにわたって良
好なまち並みが保持・成熟されてお
り、市からも高く評価されています。

残せる樹木は
活かそう

高幡鹿島台
ガーデン 54

魅力的な道路
実現させま
しょう

基準に合うよう
プランも工夫
するよ

市でも計画の実現
に向けて協議が重
ねられました。

道も家も緑は
一体的に トータルな
デザイン
しよう

行政と住民で分担
道路の緑の管理
して管理でき
には住民の
そうだ
舗装材の予備も
協力を 管理組合を
市の道路として
つくりま
提供します
管理して
しょう

森のイメージを実現するため、移植できる
樹木は残したり、道路脇に植栽帯を設け、
住宅の外構と一体的にデザインすることな
どを計画します。

自分たちの手で
管理するのね

緩やかにカーブした道路や舗装の工夫
で、人にも自動車にも優しい道が提案
されます。コモン広場やコモンツリー
による、公と私を緩やかにつなぐアイ
ディアも生まれました。

管理組合をつくって
いただきます

環境がステキ !!
購入します

柵があると
いいな

住民は管理組合を組織し、コモン広場
の周りの植栽を手入れしています。住
民同士で相談して、管理費から肥料を
購入するなど、景観を維持するために
取り組んでいます。

うまくいっている

住宅設計に向けて、建築
と外構のデザインについ
てのガイドラインが作成
されました。

まちの骨格できた
今度は建築
デザインルール
つくろう
デザ
ガイ イン
ライ ド
ン

事業者は、道路を市道として管理してくれるよう、お願いします。
ガーデン 54 の実績があったことから、市は、住民による管理の
協力が得られること等を条件に、認めることとしました。
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家の周りの植栽は
住民で手入れ
します

ガーデン 54 では
住民の管理組合が
植栽を管理していて

地
区
計
画
策
定

窓の位置は…

ガイドラインに
沿う設計を

コモン広場を
意識して

ン
デザイ
ド
ガイ
ン
ライ

宅地の細分化防止や
まち並みの維持を目
的に、地区計画が策
定されます。

メイン道路は
市が管理

行政は、メイン道路とコモン
ツリーの管理を担当しています。住民の要望
に応えて、樹形を残した剪定や、植栽帯を守
るロープ柵の設置も行っています。

住宅メーカーによる設計案を持ち寄り、コモンご
とに、窓の位置や色の確認、外構との調整を行い
ながら、住宅が建てられていきます。

1999

まち並みの良
さやこれまで
の維持管理が
2007
多摩まちなみ 評 価 さ れ、賞
建築デザイン を 受 賞 し て い
賞
ます。

グッド
デザイン
賞

あまり樹を刈り
すぎないで

設
計
調
整
会
議

住民のまち並みに
対する意識も高く、官
民の連携により良好な景
観が維持されています。
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□景観まちづくりの３原則からみた成功のポイント□

原則１《地域性》








歴史・文化・産業・意匠・構法・素材などの地域資源の再発見







・開発エリアの隣接地は、同じ事業者（鹿島建設）が十数年前
に開発した「高幡鹿島台ガーデン54（以下、
「ガーデン54」）」
という住宅地。その全体プランニングを統括した建築家・宮
脇檀氏が「空前絶後の住宅地」と評したほどの、とても質の
高い住宅地です。今回の開発にあたっても、隣接する「ガー
デン54」のよさを受け止め、良好な関係を築きながら、平成
の時代の新しい住宅地を実現しようとする意図が、当初より
隣接する「ガーデン54」のまちなみ

ありました。

>>開発地の周辺の既成市街地のよさや特色を活かそうという考え方が、その場所に馴染む開発
計画の立案には欠かせません。










・「フォレステージ高幡鹿島台（以下、「フォレステージ」
）」
は、斜面を上り詰めた位置にあり、多摩動物公園へと続く

ガーデン54

尾根の緑に接しています。開発にあたっては、このボリュ
ーム豊かな緑とのつながりを重視しています。開発テーマ
に「森の復活」を掲げ、武蔵野の自然環境を成熟した住宅
地に復元しようと、自然素材を多用したり、雑木林の再生
を目指した植栽帯を設けるなどの工夫を凝らしています。
周囲の自然環境と連携した、日本の原風景を想起させるよ
うな住宅地づくりです。

フォレステージ
尾根の緑

>>地区の地形や周辺の植生などを含めて開発の方向性（テーマやコンセプト）を組み立てるこ
とが重要です。それぞれの地域が備えている個性的な記憶やイメージ（例えば、武蔵野の森
など）を活用することも有効でしょう。

住宅周りの植栽イメージ：多種多様な緑に囲まれた「森」の風景
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原則２《推進体制》
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早期からの適切な行政・市民・専門家のコラボレーション







・「フォレステージ」では、隣接する「ガーデン54」と同様に、質の高い住宅開発を目指して、計画
の初動期から様々な専門家を登用しています。
・開発のコンセプトづくりの段階からマスターアーキテクトとして建築家・宮脇檀氏が関わり、造成
の基本設計は、宮脇檀氏とランドスケープの専門家により行われました。53区画の住宅は、マスタ
ーアーキテクトが中心になって検討・作成した「デザイン・ガイドライン」に沿って設計が進めら
れました。建築設計は住宅メーカー３社が担当していますが、外構設計は公共空間の植栽計画を立
案したランドスケープ専門家が担当することにより、道路と調和し、まち全体で統一感のある植栽
を実現することができました。
・住宅の設計に際しては、調和の取れたまちなみや良好な居住環境を実現するために、定期的に設計
調整会議が開催されました。設計調整会議は、１つ１つの住宅の設計案が「デザイン・ガイドライ
ン」を遵守しているかを確認するとともに、プライバシーや日照等を確保するために、隣接する住
宅間で、窓の位置や機能の配置等を確認・調整する役割を果たすものです。造成計画・住宅設計・
外構設計と、各分野の専門家が参加し、全体をマスターアーキテクトが統括するという協働体制を
整えたことで、統一感のある質の高いまちなみが実現されました。

○住宅：コモン広場への意識、
相隣調整、まちなみ形成等
に対する設計指針
○外構：門周りのデザイン、
サービスヤード、物置、室
外機位置等の設計指針

デザイン・ガイドライン

設計

設計

住宅設計：
住宅メーカーＡ

住宅設計：
住宅メーカーＢ

設計
住宅設計：
住宅メーカーＣ

外構設計：造園専門家

設計調整会議（住宅群の設計調整）
事業者
住宅メーカーＡ

全体統括者
住宅メーカーＢ

造園専門家
住宅メーカーＣ

○デザイン・ガイドラインに
沿った設計
○住宅設計：住宅メーカー３
社が個別に担当
○外構設計：道路の植栽計画
を担当した造園専門家が共
通して関与

○コモン広場を囲む住宅群の
相互調整（コモン広場を囲
む景観や居住環境の創出）
○隣接住戸間のプライバシー
や日影等の調整
○デザイン・ガイドライン遵
守の確認 等

まちとしての景観・環境を創出する設計・調整の体制（模式図）

>>計画・開発プロセスの全体にわたり、様々な分野の専門家を適切に登用し、その能力が有効
に発揮される体制を整えることが、質の高い景観形成につながります。また、中心となるメ
ンバーが検討プロセスに継続的に関われることも重要です。
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・
「フォレステージ」
では、歩行者優先の人に優しいまちづくりや、
緑に溢れたまちなみの形成に向けて、クルドサック（袋小路状
の道）やボンエルフ（歩車共存の道）、道路用地内の植栽帯など、
特徴的な手法が用いられています。これらの実現において大き
な課題となったのが、都市計画法に定める開発許可の基準等に
適合していることの確認と、整備後の継続的な維持管理の担保
でした。
・豊かな植栽帯が配された道路の幅員確保、クルドサックの公共

緩やかなS字を描くメイン道路：
脇には植栽帯が設けられている

移管、Ｓ字カーブの道路形状の安全確保など、技術基準への適
合の確認については、行政内部での勉強会や行政と事業者との打合せを重ね、解決策を見つけ出し
ました。道路の公共移管にあたり、道路の補修がしやすいように特殊な材料を使用しないことと、
補修に備えて移管時に一定量の予備の舗装材を提供することが条件づけられました。
・道路用地内の植栽に関しては、事業者側が、居住者の管理組合による維持管理を約束したことで認
められました。その背景には、隣接する「ガーデン54」で、居住者の管理組合が良好な植栽の維持
管理を継続して行っていることがありました。市は、その実績を高く評価していたのです。
>>理想を追い求める開発事業や地域の個性を活かした景観まちづくりを展開する際には、行政
も事業者も前例のない判断を求められる場面が少なくありません。そのような場面では、ま
ちづくりの実現を共通の目標として、様々な関係者が協議を重ねることが重要になります。


原則３《実現性》







計画の実現のための資金や手法、運営等に対する細やかな配慮

&

%

・
「フォレステージ」は、１つのコモン広場を７～８戸の
住宅が囲む形式により地区全体が構成されています。
この形式は、私有地と公有地との間に中間的なスペー
スをつくることで共有意識を生み出すことを目的とし
ています。また、限られたスペースの中で、自分の家
の庭と、公道の植栽やコモン広場の高木が連続的に見
えることで、空間的に広く感じられるような効果も狙

コモン広場

っています。コモン広場は、居住者の他は、宅配便等

コモン広場を
囲む住宅群

の限定的な交通しか入ってこないため、地域の目に見
守られた子どもたちの安全な遊び場にもなっています。

コモン広場による造成計画

・開発計画の検討にあたり事業者は、コモン広場による造成計画だけでなく、一般的な道路の取り方
を含め、様々なプランニングの検討を行っています。そして、比較検討の結果、コモン広場による
造成計画でも、宅地の有効率は下がらず、事業採算的にも成り立つことが確認されました。
>>開発事業において、良好な景観形成や居住環境の創出と事業採算性の確保は、必ずしも相反
する条件ではなく両立が可能なものです。良好な景観や環境形成が、事業性を向上させる場
合も考えられます。事業者は、事業採算性の確保と併せて、周辺の環境や景観の向上を意図
しながら事業を推進することが求められます。
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・
「フォレステージ」は、各所に配された緑が印象的ですが、各住
宅の敷地内だけでなく、道路用地内にも植栽が施されています。
・これらの植栽の維持管理に関して、市と、居住者の管理組合と
の間で「確認書」が交わされており、地区中央を通るメイン道
路沿いの植栽・コモン広場中央の高木・公園は市の管理、それ
以外の、各住宅に面した道路用地内の植栽は管理組合による管
理と定められています。
・年に１度行われる行政による植栽の剪定では、通常、安全面を
重視して強剪定が行われます。しかし「フォレステージ」では、

メイン道路とコモン広場を繋ぐ区画
道路：道路用地内の植栽は、管理組
合により手入れが行われている

「まちなみを考えて木の美しさを残した剪定をして欲しい」という管理組合の要望を受け止めて、
敷地内に伸びた枝の除去や形を整える程度の剪定としています。このような剪定は、通常の強剪定
に較べて低コストで済むというメリットももたらしています。
・管理組合の受け持ち部分の植栽については、専門業者への委託によるこまめな維持管理がなされて
います。また、住民による日常的な手入れも行われています。
・植栽管理などの管理組合の費用負担を軽減するために、開発計画の中でも工夫が施されています。
各住宅には最低１台分の駐車場がありますが、それ以外に共有の集合駐車場（８台分）が設けられ
ています。これは53区画全体での共同所有で、駐車場の賃料収入が管理組合の収入となっています。
・戸建て住宅地において、まちの植栽を管理組合が管理するというのは珍しいことですが、住民が主
体的に管理を行うことで、地域の細部にまで目が行き届き、美しいまちなみが維持されています。
>>まちなみの維持管理は、住民等により日常的に行われることが大切です。住民等が協力して
継続的な維持管理を行う上では、住民協議会や管理組合等の組織をつくることが効果的です。
>>まちなみの維持管理に主体的に取り組む組織があると、行政としても、協働により、地区の
個性や地元の要望を踏まえたきめ細かなまちづくりを推進しやすくなります。










・
「フォレステージ」のまちなみは、地区全体の管理組合による維
持管理と、各住宅の住民による日常的な手入れに加え、コモン
広場を単位としたコミュニティによって守られています。
・各住宅はコモン広場に沿って並び、これを意識して各部屋がつ
くられています。中央にシンボルとなるコモンツリーが植えら
れたコモン広場は、住宅同士に適度な距離感を与えるとともに、
住民同士をつなぐ場にもなっています。
・中央のコモンツリーは市が管理していますが、コモン広場の周
囲の植栽は管理組合が維持管理を行っています。それぞれのコ

シンボルとなるコモンツリーが配
されたコモン広場：周辺の家々の
コミュニティの場となっている

モンでは、
「コモン会議」と呼ばれる自主的な会合が行われており、住民が話し合いながらそれぞれ
に特色のある植栽を施すなど、楽しみながら維持管理が行われています。
>>良好な景観の形成や、まちなみの維持のポイントは、居住者の一人ひとりが、自分のまち・
自分の場所であるという意識を持つことです。そのような意識を誘発する空間づくりが求め
られます。
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・53区画の住宅設計は、マスターアーキテクトを中心に作成された「デザイン・ガイドライン」に沿
って行われています。ガイドラインは、建築レベルと外構レベルについて具体的な指針を図解して
おり、建築では、コモン広場を意識した設計、相隣建物での調整、まちなみ形成等に向けた指針が、
外構では、門周りのデザイン、サービスヤードや物置、室外機位置等についての指針が示されてい
ます。
・「デザイン・ガイドライン」には法的な拘束力などはありませんが、「フォレステージ」の居住者に
も配付されており、将来の増改築や建替えの際にも、ガイドラインに沿った住宅づくりがお願いさ
れています。
・また、まちなみの維持に向けて、住宅の竣工時に地区計画（高幡鹿島台上地区地区計画、1998年）
が策定されており、落ち着いた色調の使用や、傾斜屋根、道路や公園に面する部分での生け垣の設
置などが定められています。
>>景観まちづくりは、住民や事業者の自主努力によって進んでいくことが理想的ですが、デザ
イン・ガイドラインや地区計画等を定めることにより、一定の景観を誘導・実現することが
可能になります。

