住宅地研究

ピオニシティ高坂第2期

環境共生住宅団地認定取得の経緯
㈲コミュニティ・デザイン代表

浅川 潔
「環境への配慮、環境への親和」

おいては、環境共生住宅団地認定の

な調整の必要性が生じるのでそれを

は、住宅生産振興財団（財団）がこ

取得による魅力づくりをめざしたも

どのようにまとめ上げるかが大きなハ

れまでの分譲事業において意識して

のである。

ードルであり、財団としても貴重な経

きたことではあるが、公的な認定制

環境共生の認定制度の中にはいく

験であった。

度である「環境共生住宅団地認定」

つかの認定の種類があるが、今回の

の取得に挑戦したことがなかった。

参加企業（8 社）である、積水ハウス、

定の取り組みとその経緯について報

今回、ピオニシティ高坂第 2 期戸建

大和ハウス工業、パナホームなどの

告する。

分譲街区において初めてその取得を

分譲住宅は、ほとんどが「環境共生

試みることになった。

住宅団地システム認定」を取得して

埼玉県東松山市のUR 都市機構の

いる。しかし、
「団地供給型認定」を

本稿では、今回の環境共生住宅認

ピオニシティ高坂について

東松山市は、埼玉県のほぼ中央、

高坂駅東口第二地区プロジェクトで

取得している分譲地はほとんどない。

東京都心部から約50kmに位置し、市

は、すでに2009 年にスーパーブロッ

今回参加のハウスメーカーの建物は、

の西部から北部の一部にかけては、

クでの用地取得であるリファージュ

もともと省エネルギー性能が相当高

秩父山系に連なる丘陵地帯にある。

高坂が実現している（
『家とまちな

い基準になっている。また、今回の

緑豊かな武蔵野の面影を残し、比企

み』61号に詳細）
。

事業では周辺環境の細部までまちな

地方の政治・経済・文化の中心都市

みデザインルールを設けているので、

として着実な進展を遂げてきた。市

ュ高坂の東側に位置する「うらら花

団地供給型の認定基準を満たす自信

内には、豊かな緑や県立こども動物

高坂」と呼ばれる地区内の完成宅地

はあったが、個性のある各社が共同

自然公園、関東有数のぼたん園など

での事業であり、リファージュ高坂

事業として取り組むうえで、さまざま

があり、市民に親しまれている。東

ピオニシティ高坂は、リファージ

のように土地利用計画からの魅力づ
くりに着手できない分、今回のピオ
ニシティ高坂第 2 期戸建分譲街区に

リファージュ
高坂

写真1 2012年1月14日から販売開始された
ピオニシティ高坂第2期
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図1 うらら花高坂全体計画図

ピオニシティ
高坂

写真2 センターフットパスのまちなみピオニシティ高坂第2期

性のある健全な普及を図るために、
その計画・設計内容に対する認定を

図2 ピオニシティ高坂全体街区図

行うための評価基準として定めるも

松山市最大のイベントは、毎年11月

があり、各街区の南北宅地の間には

のである（
「環境共生住宅認定制度ガ

に行われる日本最大のウォーキングの

東西方向にセンターフットパスが設

イド」より抜粋）
。

祭典の日本スリーデーマーチである。

けられている（図2）。

UR 都市機構がまちづくりを進める
高坂駅東口第二地区は、高坂駅を中
心とする東松山市南部地域の副次拠

環境共生住宅認定の中には、団地
システム供給型（分譲住宅）
、個別供

環境共生住宅団地認定制度とは

1990 年12 月に当時の建設省では住

給型（共同住宅）
、団地供給型（戸建
て・共同住宅）の認定の種類があり、

点として位置づけられ、交通アクセ

宅分野での省エネルギー施策と併行

今回は団地供給型（戸建て）の認定

ス機能の高さを活かして（東武東上

して、
「地球環境の保全」
「地球環境

を取得した。団地供給型は住宅だけ

線高坂駅東口から徒歩 12 分）
、沿道

の親和性」
「室内環境の健康・快適性」

ではなく、住宅を取り巻く周辺環境を

サービス施設の立地はもとより、住

の 3 つの環境問題を包括した「環境

踏まえた環境共生を対象としている。

宅と商業・業務施設が併存した利便

共生住宅」の研究開発に着手した。

性の高い複合型の市街地形成をめざ

㈶ 建 築 環 境・ 省 エ ネ ル ギ ー 機 構

している（図1）。

認定基準には、
「必須要件」と「提
案類型」がある。

（IBEC）が事務局となり、
「環境共生

必須要件の項目には、省エネルギ

UR 都市機構が整備した「うらら花

住宅研究会」を組織し、環境共生住

ー性能、耐久性、維持管理、節水、

高坂」の146区画の街区を、ハウス

宅の概念や基本方針、具体的な技術

立地環境への配慮、バリアフリー、

メーカー 8 社（パナホーム、ミサワ

や評価方法などが検討された。これ

室内空気質の7 項目があり、それぞ

ホーム西関東、大和ハウス工業、旭

までの研究成果を踏まえた環境共生

れの基準を原則としてすべて満たさ

化成ホームズ、東京セキスイハイム、

住宅の基準を定め、認定することに

なければならない（表1）。

住友林業、トヨタホーム東京、積水

より環境共生住宅の普及を図ること

ハウス）が土地を購入し、ピオニシ

とした。

提案項目は、
〈1 省エネルギー型〉
〈2
資源の高度有効利用型〉
〈3 地域適合・

ティ高坂として2011年、第1 期戸建

環境共生住宅は、
「地球環境の保

環境神話型〉
〈4 健康快適・安全安心

分譲 24 戸、条件付宅地分譲 58区画

全（ロー・インパクト）
」
、
「周辺環境

型〉の４つの類型項目があり、その

を売り出している。今回の第 2 期は

との親和性（ハイ・コンタクト）
」お

中のいくつかの項目のうち、2 つ以上

戸建分譲 24 戸、条件付宅地 40区画

よび「居住環境の健康・快適性（ヘ

の該当する提案が必要とされている

として販売する。

ルス＆アメニティ）
」の３つの目的に

が、ただ単に基準を満たすだけでな

街区の特徴は、西南北部に外周道

応じた取り組みがバランスよくなさ

く、より高度でユニークと認められ

路からの出入口と、南北の入口から

れた住まいづくり・まちづくりの普

る工夫と提案が求められている（詳

中央の街区公園へつなぐパークアベ

及、促進をめざしている。本基準は、

細は、IBECホームページ参照）
。

ニュー（街区道路と歩行者専用道路）

わが国における環境共生住宅の実効
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準

物申請図書を取りまとめ、全体の申

省エネルギー性能

日本住宅性能表示基準

省エネルギー対策等級3以上

耐久性

日本住宅性能表示基準

劣化対策等級3以上

請書の作成と緑化計画書やまちなみ

維持管理

日本住宅性能表示基準

維持管理対策（専用配管）等級2

節水

トイレ便器の節水

洗浄水量表示の場合
大洗浄時8L 以下、小洗浄時6L 以下
タンク有効水量表示の場合
大洗浄時6L 以下、小洗浄時4L 以下

立地環境への配慮

雨水の地下浸透・雨水利用

雨水浸透桝を設け、雨水を地下に浸透
雨水貯留タンク100L を設け、雨水を有効利用

植栽地の確保

各宅地敷地面積に対して20％の緑地面積（駐
車場や軒下を除く）を確保

郷土種

郷土種の樹木を主体として緑化に努める

まちなみ景観への配慮

工夫建物1項目、外構1項目以上

項

目

バリアフリー

室内空気質

要

件

平成10年住公規定第11号

居室内装仕上、複合材、
設備機器

基

えて、㈶建築環境・省エネルギー機
構に提出した。先に述べたように「提
案類型」として２つ以上の項目が求
められている。
9 月に環境共生住宅認定委員会が
開催され、申請内容に関する第1回
目の評価が行われた。
必須要件の審査結果はすべて合格

「公庫住宅等政策融資技術基準」
第2章第2節バリアフリー構造
踏面、蹴上、勾配基準全て満たすか、上り方
を満たす

となったが、提案項目「1-1 より高度

居室内装工事接着剤・塗料
F ☆☆☆☆
トルエン、キシレン不使用

合格となり、高気密高断熱の住まい

表1 必須要件基準

な熱損失の低減」については条件付
のため24 時間換気が常時必要であ
り、住まい手が換気のスイッチを切

認定取得に向けた取り組み

認定取得の経緯

らかじめ、㈶建築環境・省エネルギ

付までおよそ 5カ月かかった。

今回の認定取得にあたっては、あ

計画書を作成し、8 月に申請図書を揃

認定取得の検討から、認定書の交

ることができない工夫を記載するこ
と、逆に気候の良い季節は開口部を
開ける通風計画の考え方を示すよう

ー機構の担当部長に、事前に何度か

2011 年 5 月にピオニシティ高坂第

相談することができた。取得にどの

1 期戸建分譲の販売が行われた後、

くらいの期間がかかるか、どのよう

5 月 27 日の設計部会で第 2 期戸建分

の積極的な配慮」についても条件付

な条件をクリアすれば認定されるか、

譲街区は、環境共生住宅団地認定の

き合格となり、位置表示の表示や郷

その可能性を検討した。その後、参

申請を前提に進めることにし、各社

土種の樹木の明記が修正依頼された。

加企業に取り組みの了解を得た。お

の申請基準の内容などについて確認

「3-5 より高度で総合的なまちなみ

おまかに言えば、今回は最初のケー

した。

にと修正依頼が出された。
また、提案項目「3-3 地域の緑化へ

景観への配慮」については、まちな

スでもあり取得にかかる費用は財団

6 月は設計部会が 3回開催され、各

が持ち、建物や外構植栽に関しても

社作成の平面と立面を貼り合わせな

が多く、建物配置計画図がないなど、

すでに基準を満たしているので大き

がら調整し、またプランの内容が基

まちなみの状況が把握しにくいとい

く費用が加算されるわけではなく、

準に合っているかなどを確認した。

う理由により、修正が必要となった。

第 2 期販売のセールスポイントになる
ことから承認された。
今回認定された団地供給型は過去

7 月は外構植栽設計を行いながら、

み計画書が緑化計画書と重なる部分

IBECの事務局からこれらの修正

設計部会を2回開催し最終プランを

依頼があり、10 月に開催される認定

調整した。

委員会までに修正提案を提出する指

に18 事例があり、そのうち戸建てだ

その後、各社は各建物の申請図書

導を受けた。各社に24 時間換気のス

けの団地が認定された事例は半分の

の作成や仕様・設備、型式認定書等

イッチと通風の取り組み、未提出の

9 事例あるが、その中でハウスメーカ

の資料の作成、設計住宅性能評価の

CASBBE 社内評価書、設計住宅性能

ー 8 社による共同事業という調整の

取得、CASBBEのシステム認定を取

評価の取得などをお願いし、私たち

難しい事例はこれまでなく、まちな

得している会社はCASBBE 社内評価

の方では、緑化計画書の一部と、セ

みコーディネーターとして長年の実

書の作成を行った。

ンターフットパスのパースの修正。

績がある財団だからこそ実現できた
ものと考えている。

今回の環境共生住宅団地認定の申

まちなみ計画については、ストリー

請業務は、私たちコミュニティ・デ

トエレベーションの作成、まちなみ

ザインが請け負った。

配慮のランドスケープ、まちなみ配

担当した実務としては、各社の建
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慮の建物計画、まちなみ植栽計画、

宅地の本当の価値である、美しいま

格となっていた。雨水の地下浸透は、

ちなみの維持、安全で安心なすまい、

雨水枡を浸透枡とし、雨水の有効利

省エネルギーの促進（太陽光発電 24

用として雨水貯留タンク100Lを設け

戸中16 戸）
、コミュニティの大切さな

た。

どの環境共生まちづくりを、客観的

図3 「環境共生住宅団地認定書」

必須要件で一番苦労した部分は、

評価としてユーザーに明確に理解し

敷地面積の20％の緑地を確保するこ

てもらうことである。

とであった。集合住宅地の場合は、

②「環境共生のまちづくり」のテーマ

全体で 20％を確保すれば良いが、戸

「豊かなみどりと活気ある人々が共

建住宅地の場合、角地や北入宅地は

生し、安全・安心で住み続けられる

比較的緑地を確保しやすいので街区

まちづくりの形成」（図4）

全体で 20％緑地を確保することはで

③コンセプト

きる。しかし、環境共生住宅団地の

●

周辺と調和した環境に配慮したま

必須要件では各敷地毎に20％を確保

ち

しなければならないので、緑地の確

まちなみ照明計画、まちなみ維持の

●

緑に包まれた快適なまちなみ景観

保は大変苦労した。

具体的な方策として、自治会会則案

●

健康に配慮した安心で安全なまち

などのシートを作成し提出した。
そして、10 月に開催された2回目
の認定委員会において、
「1-1 より高
度な熱損失の低減」と「3-5 より高度

さらに、緑地面積の算出方法は、
樹木や地被植物が植栽可能な区域

2．環境共生まちづくりの取り組み
（1）
「必須要件」について
省エネルギー性能は、日本住宅性

で、成長時の樹冠投影・地被面積の
合計となっているので、樹木と地被
植物の重なる部分は重複して計上で

で総合的なまちなみ景観への配慮」

能表示基準「省エネルギー対策等級

きない。植栽可能な場所としては、

の提案類型 2 項目が合格となり、環

3 以上」を要求されているが、参加

駐車場や軒下などの緑地の維持が困

境共生住宅団地型が認定された。

各社ともすでに「等級 4」を取得して

難な部分は除かれる。そのため敷地

「3-3 地域の緑化への積極的な配

いたので問題がなかった。耐久性に

面積165㎡程度の敷地規模で、L 型

慮」の提案は、
「3-5」の提案内容と

ついては、劣化対策等級 3 以上、維

タイプの2 台駐車の場合や南入のア

重なる部分が多いので、両方を合わ

持管理は維持管理対策（専用配管）

プローチが長い宅地などは、植栽可

せて「3-5」の認定基準が合格となる。

等級 2、トイレ便器の節水はタンク有

能な場所が限定され、緑地率 20％を

じつは、当初から「地域の緑化への

効水量表示の場合大洗浄時 6L 以下、

確保するのが難しい。そのような場

積極的な配慮」については、緑化率

小洗浄時 4L 以下が各社の通常の規

合、今回は軒下ではない隣棟間のス

も20％を何とかクリアする程度だっ
たので難しいと思われたが、予想通
りの結果となった（図3）。

ピオニシティ高坂第2期の基本的
な考え方

1 基本的な考え方

環境共生住宅地認定の取得にあた
っては、その目的、テーマ、コンセ
プトを次のように整理した。
①目的
ピオニシティ高坂第 2 期戸建分譲
街区において「環境共生住宅」の認
定取得する目的は、住宅購入者に住

図4 まちなみパース
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ペースなどに生垣や低木を配するこ

間床等について、断熱地域区分に応

とで確保した。165 ㎡程度の敷地規

じて、断熱および日射遮蔽の措置を

模では 20％の緑地を確保するには、

講じる。また、快適な季節は建物の

駐車スペースを小さくする、アプロ

開口部を開けて、家の中を風が通る

を持続的に維持できるように、住

ーチを短くするなどの工夫が必要と

ようにする。

民の植栽管理を育成し、それによ

思われる（図5）。

②躯体の断熱性能を高める

り、健康な暮らし、住民のコミュ

次に苦労したのが、建物設計のバ

躯体の部位ごとの熱貫流率または

リアフリーである。ここでのバリアフ

断熱材の熱抵抗が、住宅の種類、断

リーの基準は公庫住宅等政策融資技

熱材の施工法、部位、断熱地域区分

術基準を用いているが、建物の規模

ごとの基準を満たすこととする。

が小さくなると階段下をトイレや通路

③開口部の高断熱・高気密性能化

外構、植栽）を設け、重要事項と
して位置づけ販売する。
●

統一的な外構植栽とし、豊かな緑

ニケーションが促進され、帰属・
防犯・美化意識が向上させる。
●

街区のセンターフットパスを住民
のコミュニケーションの場とする

②提案技術の具体的な内容

などに使う場合が多い。しかしその

開口部から失われる熱は大きいの

ⓐ地区計画とまちなみガイドライン

場合、基準の階段の上がり方が合わ

で、断熱性の高い複層ガラス、気密

により、計画的で総合的なまちなみ

なくなることがあり、そのため先行し

サッシを採用する。24 時間換気を常

景観づくり

て建物を設計していた会社は、プラン

時運転するようにスイッチに喚起表

を変更しなければならなくなった。

示をする。

●

建物の壁面後退や高さ制限などに
より、通風や日当たりが良い低層
戸建の住環境をつくる。

（2）提案類型〈1-1 高度な熱損失の低
減〉への対応
日本住宅性能表示基準・省エネル
ギー対策等級 4を満たす。従来の新

（3）提案類型〈3-5より高度で総合的
なまちなみ景観への配慮〉への対応
●

●

周辺の景観に配慮した低層戸建住

駐車場位置、モデル外構、外構仕
様を揃えることにより、整ったま
ちなみが演出できる。

①基本的な考え方

省エネルギー基準より10 〜 30％程度
の省エネ効果向上をめざして、断熱

●

●

宅内の道路沿いの照明を揃えるこ

宅のまちなみ環境をつくる。

とにより、夜の明かりが確保でき

ハウスメーカー各社の建物の外観

防犯効果が高いまちなみとなる。
道路沿いにグリーンベルトや高木

性、日射遮蔽性能、気密性能、通風・

デザインの個性を尊重し、街区全

換気、冷暖房について設定された省

体が調和されたまちなみとする。

を設けることにより、緑がつなが

今回申請の街区は建売街区であり、

るまちなみができる。

エネルギー性に関する基準とする。

●

●

まちなみガイドラインは、販売時

①建物の断熱・気密性能を高め冷暖

設計部会により調整が可能である

房負荷を低減

が、周辺の条件付宅地分譲の街区

の重要事項に明記し同意書をいた

屋根またはその直下の天井、外気

は、まちなみの調整ができないの

だく。

等に接する天井、壁、床および開口

で、ピオニシティ高坂全体のまち

ⓑコミュティを促進させるセンター

部ならびに外周が外気等に接する土

なみガイドライン（宅地、建築、

フットパスの演出

図5 緑地面積算出図
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●

写真3 雨水貯留タンク

写真4 センターフットパスのまちなみ

●

写真5 歩行者専用道路沿いのまちなみ

街区の中央を東西方向に繋ぐ歩行

③まちなみ計画

にする。空車時に無機質な空間にな

者専用通路は、住民の重要な生活

ⓐまちなみ配慮のランドプラン（図6）

らないように駐車場廻りは植栽し、

動線として、コミュニティ形成の

●

沿道空間の連続的な整備
街区道路・歩専道沿いは1m 程度

場となる。

轍部分以外は化粧砂利とする。
●

まちなみ照明

北入南入宅地への人の出入口を設

の範囲を生垣等の植栽とし、また2

夜間のまちなみの演出と防犯効果

け、門扉、花台やガーデンライト

本以上高木を設け、隣地と調和させ

のために、門灯、街区道路と 3m フ

を設ける。

てみどりの連続的なまちなみをつく

ットパス沿いにガーデンライト、門

センターフットパス沿いは、カー

る。道路沿いの宅内には季節によっ

廻りのシンボルツリーを照らすスポ

ブさせた混植の生垣を設け、まち

て花や実、紅葉、樹形を楽しめる樹

ットライトなどを各所に照明を設け

なみに変化もつける。

木を選択する。門灯、門扉、スクリ

る。各照明は、省エネルギーに配慮

ⓒ植栽管理を育成し、コミュニティ

ーンなどのエクステリアを統一し、

した LED 照明とする。外部照明は防

を促進させる

門柱デザインは 5タイプ設ける。

犯効果を高めるため、暗くなると点

●

●

●

●

入居後住民向けに植栽管理教室を

魅力的な駐車場をつくる

灯する明かりセンサー点灯システム

開催し、住民の自主管理を育てる。

駐車場位置は、基本的に隣り合う

とする。

自治会組織の規約の中にまちなみ

宅地と並ぶ位置とし、駐車場の反対

ガイドラインを位置づけ、住民組織

側には道路沿い植栽帯を確保する。

街区の中央（南入宅地と北入宅地

がチェックできるようなシステムを

駐車形式は並列駐車か L 型駐車とし、

の間）には東西軸の3m 歩行者専用

構築できるようにサポートする。

道路沿い全て駐車場にならないよう

通路を設け、中央の街区公園につな

図6 街区計画図

●

●

シークエンスが変化する道なみ

写真6 門廻りの花台と植栽
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がる4mの歩行者専用道路ともつな

トパス側の北側立面は、北側空間の

がる

広がりを感じさせるために、なるべ

印象的な街角をつくる

く下屋や部分的に壁面後退を大きく

十字路の角地（コーナー部分）に

したりし、総 2階の場合は壁面後退

常緑高木を植栽する。門廻りに高木

を大きくしたり、母屋下がりとする。

●

を配し、通りの街路樹となるように、

●

建物の屋根および外壁の色彩は、

通りごとの樹種を揃える。
ⓑセンターフットパス計画（図7）

色彩を調和する

まちなみ景観を損なうことなく、周

街区の中央を東西方向に繋ぐ歩行

囲と調和したものとする。彩度の高

者専用通路は、重要な生活動線とし

い色は、アクセントにしか使用しな

て、コミュニティ形成の場となる。

い。

北入・南入宅地への人の出入口を設
け、門扉、花台やガーデンライトを

●

建物配置を調和する
建物の壁面後退を設けて、隣棟間

設ける。センターフットパス沿いは、

の空間の確保や道路空間の広がりを

カーブさせた混植の生垣を設け、ま

確保する。北側宅地の日照を確保し、

ちなみに変化をもたらす。宅地の主

また圧迫感を感じさせないように、

庭側は法面植栽とし、空間の広がり

南側宅地の建物の2階壁面を後退さ

を演出、宅地の北側は、縁石をカー

せ、母屋下げなどの配慮を行う。隣

ブさせて変化を演出する。

棟間の開口部は小窓とし、西向きの

ⓒまちなみ配慮の建物計画（図8）

開口部は型ガラス、開口部をずらす

●

建物のデザインスタイルを調和する

など、隣棟のプライバシーに配慮す

全体の景観形成のため、建物の外

る。勝手口が隣と合わないようにし、

観は明るく落ち着きを感じるスタイ

やむ終えない場合は、目隠しスクリ

ルとし、景観に配慮した建物を建築

ーンや目隠し植栽を設ける。

する。屋根形状は、寄棟、切妻が調

ⓓまちなみ配慮の植栽計画（図9）

和したリズム感がある屋根なみとし、

植栽のさまざまな効果を利用し、

勾配屋根とする。北側道路の建物は、

環境に配慮した快適なまちなみをつ

道路側の外観を景観に配慮したもの

くる。

となるように、屋根の棟方向を部分

道路の隅切位置に街路のゲート性

的に変えるなど、外壁・開口部にポ

を高め、角地を和らげる効果のある

イントを設けるデザインとする。フッ

植栽は、常緑高木シラカシ株立のコ

図7 フットパスパース
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写真7 センターフットパス北側に掃出し開口

ーナーツリーとする。メインストリー
トの景観をつくる重要な植栽は、落
葉高木株立のイロハモミジのメイン
ストリートツリーとする。各宅地の門
廻りに花木高木のヤマボウシを植栽
し、街区道路沿いの街路樹を形成す
るシンボルツリーとする。
フットパス沿いの生垣は、直線性
を和らげるために、キンメツゲ、ト
キワマンサク、フイリヒサカキ（比
率 6：1：1）の混植の曲線の生垣とす
る。街区道路沿いの生垣は、プライ
バシーを守るために密度感の高いキ
ンメツゲの生垣とする。
まちなみ植栽は宅内に植栽されて
いるので、基本的に各自で自主管理
を行う。しかし、住民は植栽の剪定
や消毒などの経験が少ないので、造
園会社に指導を依頼して植栽管理教
室を開催して学んでいただき植栽管
理を推進していく。
ⓔ「まちなみガイドライン」の遵守体制

図8 ストリートエレベーション

図9 まちなみ植栽図

うらら花高坂地区では、住みよい

の委員会の承認が必要なだけでなく、

内資料を外部に出すことはデリケー

まちづくりをすすめていくため、
「地

委員から「より高度でユニークと認

トな問題があり、資料を揃えること

区計画」の制度が取り入れている。

められる工夫と提案」を要求される

も大変であった。しかし、各社設計

「ピオニシティ高坂」は、豊かな緑と

項目もある。また、ハードルが高い

担当者も商品部などとやり取りをし

活気ある人々が共生し、安全・安心

割に、エンドユーザーにとっては認

ながら、自社の仕様基準をさらに深

で住み続けられるまちづくりの形成

定を受けたメリットがあまりないた

く認識されたことと感じた。私も各

を願っている。美しいまちなみとコ

め、現状での申請が少ないように感

社の仕様を把握することができ、会

ミュニティを育み、街としての愛着

じられる。今後は認定を受けると助

社により異なる設備仕様になってい

やくつろぎを持つ良好な住環境をつ

成金が受けられるとか、ローン金利

ると感じた。

くるために、宅地や建物の形態、外

が低くなるなどのメリットが必要と

構や植栽の設えなど、住民の方々に

思われる。

遵守していただくルールを設けてい
る。

また、今回の宅地規模は165㎡程

事業に参加する数社を取りまとめ
ていくことは、それなりの労力がか
かるが、今後取り組む事業において、

度あるが、もう少し都市部に近い地

再び環境共生住宅団地認定を取得を

「まちなみガイドライン」は、販売

区では、120 ㎡から140 ㎡の宅地規模

めざす場合の参考になれば幸いであ

時の重要事項に明記され、同意書を

も多く、そのような住宅地では、現

る。

いただき、土地を売却または貸与す

在の緑化面積の算出方法では、20％

る場合は、売却先または貸与先に本

を確保することは難しい。緑化面積

ガイドラインの遵守義務を継承する

は、高木などの立体的な緑も芝の緑

ようになっている。設計部会で配置、

も同じ面積計上であるが、高木など

窓関係、建物高さ北側への配慮など、

の立体的な緑は視覚的にも二酸化炭

全体調整を行い、コーディネーター

素の吸収においても芝とは違うので、

がガイドラインをチェックし設計者

平面的な緑地面積の算出は見直した

に指示する。竣工時に外構植栽につ

ほうが良いと思う。

いて、コーディネーターが確認する。
今後ガイドラインを守るために、

また、最近の建物は軒が短い建物
が多いが、軒が長い方が夏の日差し

自治会組織の中にまちづくり委員会

をさえぎるので、省エネルギー住宅

を設け、ガイドラインを自治会細則

には有効であるが、軒下に植栽は設

として遵守できるように、自治会組

けにくいので、あまり大きくない敷

織をサポートし、住民にまちなみの

地は、軒の出が短くなってしまう。

認識を高めるために、自治会組織に
よる美化活動を促進させる。

今回のハウスメーカー 8 社は、そ
れぞれ仕様や性能、設備基準などが
決まっているため、8 社を取りまとめ

認定取得で感じたこと

環境共生住宅団地認定は、専門家

て基準を揃えることはたいへんであ
った。また各社の認定基準などの社

浅川 潔（あさかわ・きよし）
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