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　本稿は、二部構成であり、すでに前号

（1999．9、40号）で、事業手法、計画内容、

行政協議、また住宅・外構に対しての建設指

針とその調整について報告しました。この後

編では、管理手法、販売戦略、今後の課題に

ついて述べたいと思います（なお、文中の項

目番号は前編から続いているので、計画等に

ついては前編を参照してください）。

5．維持管理での試み

（1）用途地域の変更まで行なった建築協定の締

結

　この敷地は集合住宅用地と位置づけられて

いたため、用途地域は第1種中高層住居専用

地域（60／200）、地区計画も中低層集’合住

宅エリアとなっていて、戸建て住宅地の環境

を保持するには規制が緩すぎるものでした。

　そのため、法規制で足りない建ぺい率や容

積率、用途制限等までカバーする建築協定案

を作成し行政協議を行なったところ、「上位規

制の用途地域から見直すのが本筋でしょう」

とのもっともな指導を受け、用途地域を第1
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種低層住居専用地域（50／80）と一部を第1

種住居地域（60／200）に変更することにな

りました。

　また、敷地の一部（西側都市計画道路沿道）

に第1種住居地域が含まれたため、敷地全体

を地区計画の戸建て住宅地エリアとすること

に加え、都市計画道路に面する部分に対して、

騒音等からの生活環境改善のために、外壁後

退3mと幅lmの植樹帯の設置を義務づけまし

た。戸建て住宅地エリアにおいて地区計画で

定められている内容は、他地区でも行なわれ

ている一般的な用途・外壁後退・高さ・囲障

の制限です。

　このように、用途地域と地区計画まで、こ

のプロジェクト用にオーダーメイドした上で、

さらに街並みと共に電線類の地下埋設スペー

スの保全に必要な詳細な項目について建築協

定で定めました。

その内容は以下の通りです。

・敷地に関するもの　　分割の禁止、擁壁

高・地盤高・法面形状の改変の禁止、宅地出

入口（駐車場）位置の変更の禁止

・建物に関するもの一用途を専用住宅に限

定、建ぺい率の緩和規定の除外、外壁・屋根

をカーラーコード（49色の色見本に日本塗料

工業会の色番号を記載したもの）で色指定、

物置の位置指定（図示）

・工作物に関するもの　　機械式立体駐車装

置の禁止、門柱の改変禁止（地下埋設の電力

とCATV、水道の引込み位置のため）、道路や

緑地からlm範囲での囲障の設置禁止、自己用

で0．1㎡を超える広告物の禁止

　このように、外壁や屋根の色彩を明確な色

刷りおよび色番号付きのカラーコードとして

協定に添付したこと、地下埋設された電線類

の保全のために門柱の位置や形状の改変を制

限したこと、立体式駐車装置の禁止を明文化

したこと等の新しい試みを行ないました。

　用途地域、地区計画の変更手続きに加え、

前原市では建築条令制定も必要だったため、



建築協定の締結は第1期販売にギリギリ間に

合ったような状況でした。

（2）行政と住民の役割分担による植栽管理

　「森との調和、環境との共生」をテーマと

したこの住宅地は、道路内のツリーサークル

（写真1）や宅地前面の1m植栽帯（写真2）の

公共部分に大量の植物を植えています。その

植栽の所有と管理は以下のようにしました

（図2）。

・緑地は公共に移管、樹木も市の管理

・道路、プットパス、水路は公共に移管、し

たがって道路内のツリーサークルやlm植栽帯

も移管（前編で記載）

・ただし道路六六の植栽は、指定樹木を除き

住民の共有物扱いとし、管理も住民

・当初から樹高のある26本の高木は指定樹木

とし、市の所有で管理も市

・上記の管理のために管理協定、管理組合を

つくる

　この考え方の基本は、管理の頻度は少ない

が、品定や消毒に専門的技術が必要で、万が

一枯れたときの植え替え等の負担が住民には

大きい高木は行政の担当とする。日常的な管

理の手間がかかって行政では対応しづらいが、

草花の植え替え等でむしろ楽しめる中低木や

草花は住民の担当とし、適切な管理の役割分

担からその所有を決定しようとするものです。

　また、管理対象部分について、大まかな管

理内容や改変についての制限を定めた協定を

策定し、詳細な活動内容については、運営の

ために設立した組合（住民）に決定を委ねる

こととしました。

　話は飛びますが、じつは、もう一歩踏み込

んだ試みを計画していました。それは、所有

は全て行政として、管理のみ植栽の種類によ

写真2宅地前面1mの公共植栽帯

って行政と住民（管理組合）が役割分担して

行ない、宅地内の道路（外周擁壁）に面する

外構部分についても管理協定によって管理組

合による一元的管理としょうとするものです

（図3）。

　実体的には、このやり方も今回採用したや

り方も管理面では変わらないと思いますが、

これは市のもの、これは皆のもの、これは私

のものという所有に関する固定概念を超えた

事例が、新たな関係づくりの礎石になると考

えています。行政と住民が、お互いの立場と

負担を理解して、共によりよい環境をつくっ

ていくという美しいシナリオを描いてみたの

ですが実現しませんでした。

　何故、ここまで管理に関して突っ込んだ試

みを行なえたかというと、この住宅地の計画

に携わる1年前に運良く、当財団の「共有地

（コモン）の管理、保全の実態」（1996．9、34

号に掲載）の調査を行なっていたからです。

パブリック空間にある植栽の管理について、

かなり詳細なヒアリングと資料収集を実施し、

行政や住民の意識、実際の管理内容、負担、

不満等について整理検討した結果、行政と住

民が役割分担を行なう方法が、今後の植栽が

多い庶民的レベルの住宅地を計画する際に有

効な手法であると考えていた背景があったか

写真1ツリーサークルの高木
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らです。

　今回の道路の移管協議では、植栽の管理を

当初の案（所有は全て市、管理は指定樹木が

市で、それ以外が住民）を前提として進めて

いました。前述した調査で、道路の移管協議

でネックとなる植栽管理の扱い方がわかって

いたからで、果して、この役割分担案は行政

対応策には有効だったようです。ただし、市

所有の植栽を住民が管理するわけですから、

将来のトラブル防止のために「市と組合間で

協定書（覚書き）を交わしておく必要がある」

と行政協議は難航することもなく整ったので

すが、実現しませんでした。

　「曖昧領域」を、空間形成のハード面だけ

でなく、管理のような目に見えないソフト面

に導入しようしたのですが、現実の不動産市

場の低迷を考慮すると、少しでも購入意欲の

足枷となることは避けようという最終決断が

下され、現在のかたちとなりました。しかし、

この内容でも、かなり画期的な試みではあり

ます。

（3）組合決定に委ねた、植栽の管理費用

　当初は、予め管理費用も決めて販売時に説

明を行なう予定でした。

　各戸がバラバラに庭の植栽の車群等を造園

業者に委託するよりも、一括して組合が協定

区域（公共）の植栽管理と一緒に、宅内の管

理も発注すれば、低コストで統一した街並み

の保全が図れて一石二鳥であるので、宅地内

の道路（外周擁壁）に面する部分まで含んだ

植栽の管理費用の設定を検討しました。

　また、購入者にとって妥当な金額として、

前述の調査結果の一般的なサラリーマンが負

担とあまり思わず払える限度の3，000円／月

程度を一応の目安としました。

　そこで、委託先を検討するために、見積り

は、現地周辺の家族経営（経費が余りかかりそ

うもない規模）の造園業者と市のシルバー人

材センターの双方で取りました。戸当たりの

費用は、前者の造園業者は1回／年で3，000

円／月、後者のシルバー人材センターは1，000

円／月でした（1日当り10戸作業する日当で

算定）。

　このような詰めの作業もを行なって準備万

端整えましたが、それでも、販売時の寒風を

考えると、なるべくお仕着せのものをなくそ

うという判断で、管理費用については事業者

側が決定せず、住民が入居後に発足する管理

組合に委ねることとなりました。
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（4）管理から生まれたゴミ置場のデザイン

　前原市の設置基準は、規模は0．3㎡／戸、

個所数は20戸／ヶ所、形状は覆いがあり、か

つ収集の人が中まで入れる構造とすることで

した（カラス等によるゴミの散乱防止のため）。

また、底地は市の生活環境課の所有で、上物

の所有と管理は町内会ですが、修繕について

は市から補助を受けられる仕組となっていま

す。

　ふつうゴミ置場は、「嫌悪施設」として隣接

する土地の評価も下げるため、目立たない位

置に設けるのが一般的ですが、人が中に入れ

る覆い付きが条件とされているため、当地区

の既存のゴミ置場は結構目立っていました

（写真3）。

　人が中に入れて、かつ街並みから浮かない

大きさとするために、両開きの曲面ドアのデ

ザインとしました（写真4）。ドァはスチール

製のパンチクグメタル（焼付塗装）とし、通

気性と目隠しに配慮しました。

　また、皆の目につく場所の方が管理も行き

届くと考え、敢えてゲートに設置しました。

　ドアの設計を制作業者と打ち合せしている

とき、「この形だと、子供が滑り台として遊ん

だり、ボールを蹴りつけたり、中に入って遊

渉鳶脆潟川匡㍑纏一捕

誤窺尻
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写真3前原地区の他に設置されている既存ゴミ置場
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写真4当住宅地のゴミ置場

注意事項

写真5ゴミ置場の禁止マーク
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んでいるうちに出られなくなったりしそう、

楽しそうだし」と妙な心配が出てきて、この

禁止マーク（写真5）を付けることになった

わけです。これが充分意味を伝えているか、

いっか住民に聞いてみたいと思っています。

6．販売戦略面での試み

（U計画者によるコンセプトブック作成

　広告戦略に使用するコンセプトブックやパ

ンフレットの作成は、広告代理店の領域であ

ることがほとんどです。素人である一般の購

入見込み客に対して、わかりやすくインパク

トのあるキャッチコピーやビジュアルイメー

ジを使って商品である住宅地を説明するには、

専門の技術が必要だからです。しかしときと

して、売らんがための説明では、本当に伝え

るべき内容が平易になり過ぎてしまうことも

あります。

　この住宅地のいろいろな試みをキチンとし

た形でまとめ、広告展開に活用するべきであ

るという公団の判断により、計画者によるコ

ンセプトブック作成という試みがなされまし

た。もちろん、レイアウト等では専門のデザ

イン事務所の協力を得ました（写真6）。

　専門家には、何でもない単語や言い回し、

あるいは簡略化した図などで説明しても、「普

通の人が見たら意味不明のものばかりだな」

とつくづく実感し、何度も書直して苦労しま

した。

　コンセプトブックの説明文や図およびパー

スは、当初の予定通りに広告代理店が作成し

たパンフレットやポスター、DM、新聞折込

みチラシ等に活用されています。

　共同分譲の場合は宅地用と住宅用の2種類

のパンフレットをつくるのが一般的らしいの

ですが、今回は1冊としました。渡された来

場者が見やすく、コスト的にも無駄を省きた

いことの民間住宅事業者の意見を取り入れま

した。

（2）事前予告広告を実施

　広告代理店の選定は、4社のコンペ方式で

行ないました。公団の場合は、金額と成果品

を提示してその内容の優劣で決定するのが一

般的らしいのですが、今回は金額についても

広告代理店側に提案してもらう民間のやり方

を採用しました。販売戦略、ツール、コスト、

期間、媒体等について広告代理店側から企画

を求めた点は新しい試みでした。これも民間

住宅事業者との検討会を行なった成果です。

もちろん、この住宅地の概要と最低限欲しい

成果品は説明しました。

　その結果、4社中3社が3ヶ月前からの事

前予告広告を提案し、これと併せてメディア

を巻き込んだ参加型の事前PRイベント（巣箱

かけ運動）の企画を出した（株）西広に決ま

りました。

　実際の広告展開は、新公団の設立（10．1）

の関係で、売出し広告は10／1の記者発表か

ら、街づくりの記者発表は8／18、事前PR

参加イベントは8／22、事前予告新聞広告は

8／23から行ないました。

以下が広告展開の全貌です。

［新聞広告］

・西日本新聞朝刊通し版カラー（全頁）

・西日本新聞朝刊都市圏版（全5段）

・西日本新聞朝刊住宅特集（全11段）

・西日本新聞タ刊題字下一色

・西日本新聞夕刊題字下一色

・西日本新聞夕刊題字下一色

・西日本新聞タ刊題字下一色

・西日本新聞夕刊題字下一色

・朝日新聞朝刊都市圏版（全5段）

・西日本新聞夕刊（全5段）義務広告

［住宅情報］カラー2P

［交通広告］

・JR筑肥線．地下鉄駅貼り（B1）

・JR筑肥線地下鉄上貼（BO）

・地下鉄車内吊り（B3×2枚）

・JR筑肥線車内吊（B3×2枚）

［折込広告］

・B320万枚

・B320万枚

・B320万枚

［テレビ15”スポット］

・TNC（18本）

・FBS　（19本）

・KBC　（22本）

［ラジオ20”スポット］

・FM福岡（28本）

・RKBラジオ（29本）

［イベント］

・現地巣箱制作、名札かけ

8／23

9／17

9／23

9／13

9／17

9／21

9／25

9／28

10／7

10／1

10／6

9／6～9／26

10／4～10／17

10／8～10／16

10／4～10／15

10／2

10／8

10／15

10／2～10／13

10／2～10／13

10／2～10／13

10／8～10／16

10／8～10／16

8／22

・現地で粗品進呈、ガーデニンググッズ抽選会

［新聞ニュース］

・西日本新聞朝刊記事

・西日本新聞朝刊記事

・朝日新聞朝刊記事

・毎日新聞朝刊記事

［テレビニュース］

・TNCテレビ“西日本18：00
「ローカルニュース」

8／23

8／30

8／30

8／30

8／22

・KBC九州朝日「水と緑のキャンペーン」9／11

［ラジオニュース］

・FM福岡

・クロスFM

8／30

8／22

写真6コンセプトブック
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（3）TVニュースとなった「巣箱かけ運動」

　森との調和をテーマとしたこの住宅地を…

般の人に親しみを持って理解してもらうため

に、「妖精の森」（北側緑地）に設置した巣箱

（妖精の家）と樹木札を活用した参加型のイベ

ントを実施しました。地元の小学校や幼稚園

の子供を頬象として、親子で実際に現地に来

てもらい、巣箱を制作して樹木に名札を付け

るというものです。

　折よく、長時間番組「水と緑のキャンペー

ン」をKBC九州朝日放送が行なっていたため

ニュースで取り上げられたり、夕方の報道ニ

ュースでも取り上げられました。

　本当は、参加者が購入見込み客となって欲

しいので、現地周辺ではなく、地下鉄沿線の

都心部の人が望ましかったのですが、費用対

効果等からもそこまではできませんでした。

7．今後の課題
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（1）購入者の自由と街並み形成

　共有地、管理組合や管理規約、建築

協定等があると売り難いとよく言われ

ます。購入者はなるべくいろいろな制

約のない物件が欲しいのだと。その一

方で、美しい街並みでなければ商品と

して売れないとも言われます。このふ

たつは表裏一体で矛盾したもののはず

です。何故なら、上記のどれもが街並

みを美しく維持管理していく手法だか

らです。

　植栽についても同じことが言えます。

統一した外構部分の植栽がない方が購

入者は自由に庭をつくれるのでいいと

いう主張と、ないと街並みが貧弱にな

るという主張、共に理はあるのですが、

それでは住宅地の設計ができません。来場者

や居住者にアンケートを行なうと、緑の多い

街並みは一応に評価が高くなるのですが。

　今回も販売時期が近づくにつれ、不動産市

場がかなり低調だったこともあり、この辺の

見極めに苦労しました。つくり込めば当然コ

ストが上がり、販売価格にも跳ね上がります。

数少ない購入者のパイを逃すかもしれないと

いった不安が誰の胸にもあり、その辺の「揺

れ」が最終時期の施工となった植栽帯に見え

隠れしたような気がします。

　キッチリつくり込む部分と、購入者の自由

に任せる部分をバランスよく組み込んで、田

家とまちなみ41　　20003

写真11八一モニーフォレストのまちなみ

給時期や街区を計画する方法がひとつの選択

肢としてあるのではないでしょうか。

　爆発的に住宅地の売れ行きが好調な時代が

来ない限り、街区単位で両方を用意して同時

に供給するのは非現実的な話ですが、宅地分

譲を画地単位あるいはブロック単位で街区に

組み込む方法であれば可能性があるように思

います。その際にも、どの程度街並みへの調

和を制約条件とするのかが課題になります。

　「売る」と「創る」、「個人の自由」と「美

しい街並み」、「販売時期」と「地域属性」、商

品企画にはまだまだ課題が多いのが実情のよ

うです。

「八一モニーフォレスト」概要

・開発面積　　　　　　　　　　24，700㎡

・公共緑地　　　　　　　　　　6，800㎡

・道路　　　　　　　　　　　　　4，100㎡

・通路・水路　　　　　　　　　　　300㎡

・宅地　　　　　　　　　　　　13，500㎡

・計画戸数　　　　　61戸（第1期21戸）

・画地面積　188㎡～425㎡（平均220㎡）

・住宅事業者　大和ハウス工業、積水ハウス、ミサワ

　ホーム、岩堀工務店、クボタハウス、、新日本ホー

　ムズ、まるは

・コーディネーター　住宅生産振興財団

・広告代理店　西広

・外構工事　エクスコ、古賀緑地建設

（協力者）

・土木設計　大洋建設コンサルタント

・環境計画　地球工作所

・コンセプトブックデザイン　アスピ

●訂正とお詫び

前編で広告代理店を三面と間違った記載をしてしまいま

し九正しくは西広です。申し訳ございませんでした。

写真12最終日の記念写真（住宅事業者、西広、公団企画
管理課の野田係長と筒井係長、財団の本島部長と私）


