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1．東急田園都市線沿線に展開する住宅

地開発

　美しが丘住宅地（ここでは横浜市青葉区美

しが丘2・3丁目地区を指している。以下同じ）

は、渋谷から東急田園都市線で約30分、東急

多摩田園都市の中心である「たまプラーザ駅」

からほど近い、横浜市最北部に位置する住宅

地である（図1）。

　1969年に竣工した土地区画整理事業により

整備され、当初、街区面積244，700m2、485

区画が供給された。当時の平均的な区画規模

は約500～600m2、わが国で初めて本格的な

完全歩車分離のラドバーン方式を取り入れた

住宅地であり、そして、これもわが国初めて

と言われている住民発意の建築協定地区であ

ることで知られている。

　ラドバーン方式とは1920年目後半、米国ニ

ュージャージー州フェアローン市の一角、ラ

ドバーンで行われた住宅地計画のことである。

住民はクルドサックの自宅前から自動車を利

用し、自宅裏からは歩行者専用道路を経て、1

台の自動車にも会うことなく目的地に歩いて

いくことができる。

　美しが丘はこれをそのまま取り入れたもの

ではない。ラドバーンでは裏庭から連なる遊

歩道は公園と一体だったが、美しが丘では、

歩行者専用道路の道路網が形成されている。

自動車道路網もまた、地形に沿ったU字型やT

字型の道路網にクルドサックが組み合わされ

ているので、大変複雑な道路形態となってい

る（写真1）。

　それにしても、当初の開発から約30年が経

過した今日においてなお、美しが丘の街は美

しい。街に来る者を感動させる景観を維持す

ることができているのは、当初の計画水準の

高さ（ハード）のみならず、この街を約30年

にわたり維持してきた住民発意の建築協定

（ソフト）をはじめとした住民の取り組みによ

るところが大きい。本稿では、この地が今日

でも良好な環境を保ち続けている背景にはハ

ードとソフトが絡み合い、この町の環境を守

ってきた人々の想いがあったことを紹介して

いきたい。

2．美しが丘の街並みの誕生

　美しが丘住宅地は、東京急行電鉄の業務一

括方式による「元石川第一地区土地区画整理

へ
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事業」（事業期間昭和38年3月～44年11月）

により整備された住宅地である。その区域は

たまプラーザ駅および周辺商業地、企業社宅

用地（中層住宅地）を含む約lI8haにも及ぶ

ものであった。

　このうち、美しが丘住宅地を含む戸建て住

宅地エリアについては、当初から今日のよう

な特色ある計画を予定していたものではなく、

碁盤状の道路計画に過ぎなかった（図2）。し

かし、市境の問題や東電特別高圧送電線及び

鉄塔が障害となり、造成工事が進まなくなっ

たおり、あえて工事を中断し、計画を変更す

ることになったという（図3）。その際、「多摩

田園住宅都市のモデルケースとなるような歩

行者優先の街づくり」が浮上してきた、とい

う経緯がある。

　その計画の特色は、当時の住民説明会では

次のように説明された記録がある。

1）住宅地と駅、学校、公園、ショッピングセ

　ンターを結ぶ歩行者専用道路を設置する

　（純歩道部分は1．5mないし2．Omとし他の

　部分は植栽し高級住宅地としての風格を保

　持する。さらに広幅員道路との交差部には

　アーチ型の立体橋を設ける。）。

2）住宅地と区画街路は、南北の丘にそれぞ

　れ「高騰」「低区」の2系統に区別して設

　ける（「高区」の街路計画にクルドサック

　を採用、端末にロータリーを設ける）。

3）歩道に囲まれた公園、路傍緑地帯（グリ

　ーンベルト）の新しい試みを採用する。

　しかし、ここで「歩行者専用道路」をどう

取り扱うかが問題となった。当時、わが国の

道路体系には歩行者専用道路の位置付けがな

く、緊急車両の乗り入れなど、防災上の問題

が指摘されたのである。結果として、平板タ

イルの仕上げで見た目は遊歩道としつつも植

栽などは整備せず、取り外し可能な車止めを

設置することで、法的には一般道路扱いで認

可されることとなった。建設省OBの方の話で

は、「制度上の位置づけはなかったが、今後も

重要となる良い提案だったので実現できるよ

う検討した」とのこと。この美しが丘地区の

計画が契機となって、以後、わが国の道路体

系には歩行者専用道路が追加されるようにな

ったのである。

3．住民発意の建築協定の締結

美しが丘の街並みを保ってきたソフト面の
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カギと．なったのが建築協定の存在である。

　そもそも当地区は、土地区画整理事業で基

盤整備が行われたため、地区内はすべてが東

京急行電鉄の分譲地ではなく、一部、地主層

の所有地も存在していた。これらの土地所有

者は必ずしも東急の分譲方針に同意していた

わけではなく、竣工間もないころからアパー

ト、寮、飲食店などの建設が始められるよう

になった。こうしたことに加え、各所で継続

中の宅地造成による工事公害（粉塵・騒音・

交通障害・犯罪・災害等）は、都会の喧騒を

離れて良好な戸建て住宅地に移り住んできた

はずの新住民にとっては思いがけないものが

あったという。

　こうした状況に危機感を抱いた新住民は東

京急行電鉄に相談に行き「建築協定」の存在

を知る。そして昭和47年、自治会が成立しな

いうちから分譲地全体の環境を守るために、

建築協定が締結されたのである。なお、建築

協定の締結範囲はラドバーン方式の街区だけ

ではなくその周囲も含んだ約31haの自治会区

域が対象となっている。

　その後、原則として10年ごとに存続・再締

結されてきた建築協定は、その時々に時代の

変化に応じた修整が行われてきた（表1）。

　　　　　　　　　　家とまちなみ45　　20023 69



表1協定内容等の変遷

．期 第1期 第ll期 第ll瑚

F可公告年月 1972年2月15日 1984年1月25日 1994年1月25日

．協定名 美しが丘個人住宅会

囃z協定

美しが丘中部自治会建築協定

．場所 青葉区美しが丘2・3丁目

用途地域 住居専用 第一種住居専用　　　　第一種低層住居都
議
法 建ぺい率． 定めなし A地区40％　B地区50％

容積率 定めなし A地区60％　B地区80％
敷地面積の限度．

iH8以降〉

A地区165㎡

a地区125㎡

建
築
物
紀
関
す
る
基
準

用　　途． 一戸建専用住宅または

繪@併用

一戸建専用住宅または

繪@併用。ただし、事

Oに認める親族の同居

ｷる3コ口住宅は可

一戸建専用住宅または

繪@併用。ただし親族

ﾉ限らず、事前に認め

驍R世帯住宅までは可

敷地面積 規制なし 200㎡以上 180α似上

高　　さ 9m以下（軒高6．5m以下） 9m以下

隣地境界線からの

O壁後退

規制なし A地区（2、3丁目の大部分）　1m

a地区（3丁目の西南の一部）：0，5m以上

自動車の出 規制なし 歩行者専用道路に面しないこと

階　　数 2以下（地階を除く） 規制なし

建築面積 （敷地面積一30㎡÷2）

u以下

規制なし

便　　所 水洗式 規制なし

魑
溺

或　　釜庸

劃
写真2竣工時の元石川線沿道の街並み

【現在（市に確認申請を出す場合）】

　　　　　　　　　　協
申請者　○一ゆ蛋
　　　　　　全　　議

横浜市　　　行政指導

建築腱営委員会蘂〔i興国痙画
　　…

…’ @　6吟築
建

　　　　　○
肇　　争
器一レ建築鱈通知

写真3現在の元石川線沿道の街並み

図4建築協定手続きの流れ（美しが丘）
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　建築協定制度の運用については、早い時期

から横浜市との連携により、確認申請と連動

した行政指導として行われるシステムをつく

りあげてきた。しかし、時代とともにこうし

た行政指導が難しくなり、今日の第m期建築

協定では建築協定運営委員会による事前チェ

ックシステムを確立させている（図4）。

　運営委員会による審査体制は、地区内をブ

ロックに分け、それぞれに担当の運営委員を

置き、建主から申し出があると原則として委

員長・副委員長・その地番の属するブロック

担当の運営委員が確認のうえ建築協定の「適

合証明書」を出す流れを産み出している。な

お、第二期建築協定では、運営委員会がそれ

まで横浜市と協議しながら運用してきた内容

を整理した内規をつくり、建築協定と併せて

運用している。また、その動向を周知させる

ため、毎月「協定だより」を発行しているこ

とも特筆すべきだろう。

　約30年にわたる協定運営の中で、長年、建

築協定運営委員会は、自治会内の一組織とし

家とまちなみ45－2002．3

て位置づけられてきた。しかし、約1割の穴抜

け地がある中で、原則全員参加の自治会とは

別ではないかということが問題となり、平成

5年からは自治会と建築協定運営委員会は別

組織となった。以後、穴抜け地の問題等、協定

参加者を超える問題に関しては、自治会内に

設置された「建物・環境委員会」が対応する

よう組織の位置づけも変化してきている。

4．周辺開発計画の余波

　理想を求めて計画されてきた美しが丘住宅

地だが、この住宅地を取り巻く周辺の開発計

画には厳しいものがあった（写真2、3）。

　大きな問題のひとつが昭和45年に川崎市側

隣接地に計画決定された流通センターの建設

計画である。計画が明らかになるや即座に、

美しが丘の住民は川崎市側の住民とともに反

対運動を行ってきた。昭和48年暮には一旦計

画が頓挫した時期もあったが、商業地域とし
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写真4現在の街並み

てゾーニングされた経緯は残り、昭和58年に

は北部卸売市場として整備されてしまったの

である。こうしたことが起きるのも当地区は

横浜・川崎市境にあり、川崎市側は多摩田園

都市の計画区域ではなかったことによるのだ

が、美しが丘の住民の多くは骨格となってい

る幹線道路、元石川線の延長上には多摩田園

都市と同様の住宅地が広がるものと考えてい

た。

　しかし、川崎市側では、東名高速道路ICに

ほど近いこともあり、この隣接地区を流通業

務地区と位置づけてしまったのである。この

ことは元石川線の川崎市側の延長道路部分が

整備されれば、周辺道路の混雑を避けたトラ

ックが住宅地内の道路に入り込むことが容易

に想像できたこと、地形の問題から工事に不

安が残ることなどから、地域住民は都市計画

道路の貫通整備に大反対をする。結果として

100mあまりの距離ながら、今日でも行止り

道路となっている。また、緩衝緑地としての

菅生緑地が市境部に位置づけられることにな

ったことも当時の運動の成果である（写真4、

5）。

　近年では、川崎市側隣接斜面地でのマンショ

ン建設も盛んである。なかには、美しが丘の

住宅街を借景とし、道路もない隣接地に6階

建てマンションが建設され、問題となったケー

スもある。こうした市境部であるが故の都市

計画の非連続性は今日でもなお当地区の住環

境保全に大きな問題をもたらしている。

5．転換期を迎えたまちなみづくり

　周辺部のさまざまな問題があるとはいえ、

効果的な建築協定の運営が効を奏し、良好な

環境が守られてきた美しが丘地区だが、近年、

制度改正などにより、いろいろな面から建築

写真5地区内には坂が多い

協定の限界が見えてきた。

　まず、建築協定運営委員に大きな無力感を

与えたのが、平成8年に起きたマンション建

設問題である。この計画は、当初、建築協定

締結のきっかけともなった穴抜け地における

アパート群の建替え計画でもあった。結果と

して、約7ヶ月にも及ぶ協議を経て、分棟化

し、駐車場の出入口を変更するなど、周辺環

境との違和感が少ないものとはなったが、建

築協定の穴抜け地問題という抜本的な課題を

解決しない限り、第2、第3のマンション問題

を起こす可能性が危惧されている（現に昨年

には第2のマンション建設が発生した）。

　第2に民間建築主事が誕生したことが大き

い。横浜市はこの問題に対し、積極的に情報

公開で対応しているが、それ以上の行政指導

は行えないと判断している。これでは、確認申

請と連動した工事着手前の適合チェックが徹

底されない。

　第3に約900区画の建築協定を定期的に改

定するには多大な労力を要することが問題と

なっていた。近年、土地権利は夫婦や相続に

伴って兄弟・親子で分割・共有化することな

藤井祥子
（ふじい。しょうこ）

　都市計画コンサルタン

ト。1964年神奈川県生ま

れ。東京都立大学工学部建

築工学科卒業。神奈川県大

和市役所を経て1993年よ

り（株）都市環境研究所に勤

務。津久井町、川越市都市

計画マスタープラン策定業

務を担当するかたわら津久

井町金丸地区、練馬区等で

地区計画策定補助業務を担

当、横浜市まちづくりコー

ディネーター。

写真6現在のユリの木通り
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写真7クルドサックのある街並み 写真8公園の周りの歩行者専用道路

、

72

どが多くなったが、建築協定を締結する場合、

全ての権利者からの承諾を得なければならな

いことになっている。また、権利者しか協定

運営委員になれない状況の中では運営委員の

高齢化も否めず、この改定作業が負担となっ

ていた。

　一方、地区の公共施設のあり方にも変化が生

じている。街を象徴するユリの木通り（バス

通り）のグリーンベルトは駐車場設置のため

にあちこちで分断され、縁石には痛みが見ら

れる（写真6）。管理が不充分でゴミ置場にな

っているところもあり、なかには20mを超え

る街路樹までも伐採されるところが出てきた。

こうしたことは、地域の人々の声は届かない

まま、土地所有者の申請によって簡単に実施

されてしまうのである。また、歩行者専用道

路についても、平板タイルの不陸や雑草が生

えたままになっているところがあり、その管

理が問題となってきた。なかには、管理を優

先し、改修の際に一般道と同じアスファルト

舗装にしてしまったところもある。

　部分的には、現状復帰の改修工事は行われ

ているが、開発から30年以上が経過し、歩車

分離以外の機能に対応していない歩行者専用

道路の問題が目立つようになってきた。急勾

配や階段交じりの道路網では車椅子やベビー

カーが通行しにくく、緑化もされていないこ

とから遊歩道としての憩いや潤いに欠ける点

もみられる。現に、歩行者専用道路の中には

日中でもほとんど利用されない道路もあり、ま

したや夜間は「歩きたくない」道になってし

まっているところもある。

　こうした問題に対し、美しが丘地区では3

年前より、ハード面とソフト面の不備を補う

べく地区計画制度の活用を検討しはじめてい

家とまちなみ45　　2002．3

る。

　地区計画の検討では、単に建築協定を地区

計画に切り替えるのではなく、転換期を迎え

ている美しが丘地区がこれからどうなってい

くべきなのか、という点から話し合われ、最

終的には、地区全体の街並みづくりのルール

（「街並みづくり指針」）を定め、その中の一部

を地区計画に位置づけることを考えている

（このことは、第3回住民アンケートで回答者

の約9割の賛同を得ている）。

　また、一般的な地区計画では、開発後に定

めることは少ないといわれているが、今一度、

美しが丘の計画思想であった歩行者専用道や

クルドサックの中央緑地、グリーンベルトな

どを位置づけ、再生するきっかけにしたいと

考えている（写真7、8）。

6．新たなコミュニティ創造に向けて

　時代の変化に応じて街並みが少しずつ変化

しようと美しが丘住宅地に住む人々のコミュ

ニティがきちんと形成されていることこそが

重要であることが再確認されることとなった

のである。その検討結果は、「美しが丘まちづ

くり宣言」（案）にも表現されている。

　現在、地元では、こうした動きから新たな実

践の芽が生まれ始めている。

　まず、昨年、自治会の婦人部会ともいえる

「美しが丘中部自治会マダム会」（通称「マダ

ム会」）が発足した。その命名は「素敵な街に

ふさわしい素敵なマダムになりたいね」とい

うことだという。まちづくりに関心を寄せつ

つ、テーブルコーディネートやパソコンの講

習会、各種イベントを下支えする存在になつ

◎
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美しが丘まちづくり宣言（案）

iO謙『愚驚繍欝灘力漕
　○ラドバーン方式による歩行者専用道路や一般の
…　道路、グリーンベルトや並木道、公園などを大

i切にし舐
…○閑静な街の生活環境と魅力的な街のたたずまい

1　を守り、育てます。

iO誰もがいつまでも安心して暮らせる街、安全に

　　活動できる街にします。

iOこの街の住民の一員である自覚のもとに、生活

i　環境を維持・増進するために協働します。

！
　（この案は現在検討中であり、最終のものではない）

（この案は現在検討中であり、最終のものではない）

ている。

　また、昨年行われた横浜トリエンナーレで

は美しが丘住宅地が青葉区会場となったこと

もあり、住宅地内の7つの芸術作品をめぐる

オリエンテーリングが実施された。マダム会

は、このときも防災訓練を兼ねたカレーライ

スの炊き出しを行ってくれ、参加者のお腹を

満たしてくれた。オリエンテーリングは、地

区計画PRを兼ねており、各ポイントでは現在

検討中の地区計画に対する基本的な質問で構

成した。

　さらに、ロコミ効果をねらい班長をキーに

全域を対象とした「街角対話」や「標語・シ

ンボルマークの募集」などを広報部会を中心

とした活動が実践されている。

　こうした住宅地の例に漏れず、美しが丘地

区も高齢化が進んでいる。しかし、平成8年

に行った首都圏住宅地の比較調査※2によると、

過去30年間の権利移転の要因では美しが丘地

区は一般の住宅地と比較して相続の割合が高

くなっている。その要因の把握には追加の調

査が必要とされているが、少なくとも、この

街にはその分だけ第二世代が育っているとい

うことができる。現に地区計画検討委員会の

公募委員や自治会役員、イベントに協力して

くれる人々の中には第二世代が多い。全体的

に見れば高齢化が進んでいることは確かだが、

良い町を維持し、変化をコントロールするこ

とで子どもたちにとっても出て行きたくない

と思える街に成熟しているように思える（写

真9、10）。

　今日、美しが丘の街並みはさながら昭和40

年代からの建築見本市の様相を呈している。

各年代、各様の住宅が建ち並び、なかには建

築家デザインの個性的な建物もある。これら

写真9歩行者専用道路と街並み

写真TOクルドサックのある街並み

の多様な建築があってなお、落ち着いている

のは庭や玄関廻り、生垣などの緑によるとこ

ろも大きい。人々の住まい方が街並みに反映

されているとも感じられるだけにこの街を良

く知る人たちによる建替え更新が進むことが

最も大切なことのように思える。

　筆者は、地区計画のコーディネーターとし

てこの地に関わるようになった立場だが、今後

とも、新たに入居してきた世帯とともに、コミ

ュニティがはぐくまれ、街としての魅力的な

たたずまいが引き継がれていくことを願って

やまないものである。

家とまちなみ45 20023
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