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【まちなみ視察】
2010年8月7日（土）　12：30〜13：30
 グリーンタウン高尾（東京都八王子市）
 高幡鹿島台ガーデン54（東京都日野市）
 フォレステージ高幡鹿島台（東京都日野市）

【住民懇談会】
2010年8月7日（土）　13：30〜15：00

［出席］
高幡鹿島台ガーデン54自治会員のみなさん4名
管理業務代行：川辺秀一（東急コミュニティー）
アドバイザー：柴田 建（九州大学大学院）、大谷宗之（ミサワホーム）

まちなみ塾
住宅生産振興財団

2010年8月7日（土）

現場

まちなみ視察＋住民懇談会
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フットパス
公園・緑地
専有宅地、その他施設

計画のディテール記載範囲
計画区域

縮尺 1：2500

高幡鹿島台ガーデン54 街区図

防火水槽用地（上部緑地）

公園

注：今回の視察は住民の方々の許可をいただいたものです。
一般に住宅地の見学にあたっては、住民の迷惑になら
ないよう十分な対応を踏まえてください
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　高幡鹿島台ガーデン54の視察の前段として、グリーンタウ
ン高尾を短時間見学した。グリーンタウン高尾は、1985年に
東京都住宅供給公社が販売した財団コーディネートの住宅団
地である。戸数174戸、公園、集会所、テニスコートなど広い
共有地（その後、行政移管）を持った当時としては画期的で
人気のあった住宅地である。まちなみのコンセプトやデザイン
には密度の高さを感じさせるものがあり（イカリ設計）、塾生
の印象もよかった。
　その後に訪れた主目的のガーデン54は、ほぼ同時期の民間
事業者による住宅地であり、宮脇檀氏の一連のまちなみ設計
の中でも最も高い評価を得ている住宅地である。道路や植栽
帯など組合管理による質の高い維持管理が続いており、時の
経過のなかでその熟成度は際立っている。先行して見学したグリーンタウン高尾
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フォレステージ
高幡鹿島台

高幡鹿島台
ガーデン54

航空写真：右上の広場から、写真下側と左側の植樹帯やハンプが見える道
路沿いがガーデン54高幡鹿島台。幹線道路を挟んで左側に展開する化粧
舗装と屋根色が統一されたエリアがフォレステージ高幡鹿島台
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隣接するフォレステージ高幡鹿島台（1998年）もいっしょに見学することができたが、コモン広場を囲む
クラスター状の住宅群はガーデン54とはまたコンセプトも異なり、充実した視察内容となった。

北傾斜の本来なら不利な条件を画地割りに
工夫を凝らすことで対処する。独特のパタ
ーンのボンエルフ道路は、擁壁、敷地境界、
ハンプのパターン、車庫、植栽帯まで一体
としてデザインされている。
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入居時期
Aさん　私は、1986年に移転してきました。
当時、家族は私と家内と子供が2人でした。
しかし、入居後1年ほどで転勤になり、その
後ほぼ8年ほど経って戻ってきて、それ以来、
ずっと住んでいますが、今はもう夫婦2人だ
けです。
　ここの販売開始は1884年3月ですが、私
が入居したときは、ほぼ3分の2くらいに家
が建っていて、3分の1ほどが空地でした。
その頃はちょうど住宅不況が始まった頃だっ
たと記憶していますが、現在でもその当時入
居された方が半数ぐらいかと聞いています。
Bさん　私は2008年入居で、居住歴2年にな
ります。家族は、当時はまだ身重の妻と私の
2人でしたが、今娘が2歳になりました。
Cさん　私はもう少しで丸3年になります。以
前はすぐ近くに住んでいたのですが、こちら
に越して来ました。家族は、妻と高校2年の
娘と中学2年の息子がおります。
Dさん　私は1995年にこちらに来ましたか
ら、15年になります。家族は、私と妻と18歳
の息子です。子供が3歳のときにこちらに移
りました。
川辺　私は管理業務代行会社のものですが、
こちらの担当になって5年になります。
柴田　ここは普通の住宅地とは違って共同で
管理するものがありますが、入居される前、
それについてどのような説明を受けられまし
たか。そのことを大体、理解されて入ってこ
られたのでしょうか。
Aさん　基本的には理解はしていましたね。
鹿島建設の方や、現場のあるハウスメーカー
の方、それと設計者の宮脇檀先生がデザイン
された家がすでに６、７棟建っていましたが、

宮脇さんの設計した家の分譲か、それとも指
定された住宅メーカーのどこかと契約して既
定のガイドブックの内容に沿った家を建てて
くださいということでしたから、そのへんの
ことについては、よく話し合いながら理解し
たつもりで入居しております。販売開始当初
の入居者は、皆さん大体、そうだったと思い
ます。
柴田　管理組合は入居されたときにはすでに
あったのですか。それとも入居後にできたも
のですか。
Aさん　私が入居したときには、もうすでに
組織されていたと思います。東急コミュニテ
ィーの方に実務的な面はお願いして、住民の
ほうは、環境の維持を中心として活動しまし
た。それから、まだ空き地が相当ありました
から、建設のやり方や外壁の色についてもガ
イドブックに沿うように、側面からお手伝い
したように記憶します。
柴田　その管理組合のミーティングはどれぐ
らいの頻度で行われていたのですか。
Aさん　3カ月に1回くらい、今とあまり大き
く変わっていません。ただ、スタートした直
後は、初期に入られた方を中心にかなり自発
的にいろいろなかたちで、それぞれの家に集
まって打ち合わせをするというのが結構多か
ったです。
柴田　その頃は、みんなで話す必要があった
のはどのようなことでしたか。
Aさん　規制することではなく、今ある環境
を維持するために、どのようにしていったら
いいのかなど漠然と話していたような感じで
した。私は、その後1年ほどで転勤になりま
したので、その後どういう意見があったかと
いうのはちょっとわかりませんが。

［出席者］
高幡鹿島台ガーデン54自治会員の皆さん（4名）

管理業務代行：川辺秀一（東急コミュニティー）

2010年度塾生（16名）

アドバイザー：柴田 建（九州大学大学院）・大谷宗之（ミサワホーム）

【住民懇談会】
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柴田　植栽帯の管理もその当時すでに東急さ
んに任せていたのですか。
Aさん　はい、そうですね。
柴田　特に、どうすればいいかわからないと
いうようなことはありませんでしたか。
Aさん　規定以外のことをしようとされる方
がいらっしゃいましたが、強制力はないので
どうしようかというのが議題になって、なか
なかうまくいかないことがありました。何度
か、鹿島建設の方にも相談しましたが、一旦
お売りした土地に、こういう規則があるから
厳守してくださいというのはなかなか難しか
ったことがあったのは事実です。たとえば、
規定外の屋根の色であるとか、本来なら共通
の植栽帯であるところをせり出したりしたと
か、あるいは、カーポートのスタイルを変え
てしまうとか。厳密には途中で緩められたケ
ースもあります。鹿島建設と提携されている
住宅メーカーとの間の打ち合わせで規制を緩
やかにした部分があって、それで建てられた
方もいらっしゃいます。
　典型的なのは、それぞれの家からの視界を
考慮して総2階は認めていなかったのですが、
結果としては、完全にはそうなっていません。
柴田　それは地区計画的に定められた項目で
はなくて、独自の建設マニュアルに依った取
り決めだということは、当初から、皆さんは
ご存じだったわけですね。
Aさん　ええ、知っていましたね。
柴田　法的規制ではないけれど、これはどう
いう意図でつくられたのかを明文化した何か

専用の冊子とかルールブックはあったのです
か。
Aさん　ルールブックはありました。あと、宮
脇先生が3回ぐらいプライベートで来られた
ことがありました。3軒ぐらいの家に行って、
ある家に集められて、デザインやルールにつ
いて、どういうふうに守って欲しいか話し合
ったことがあります。

購入の動機
大谷　今日は、各ハウスメーカーの分譲の企
画、設計、営業にかかわっているメンバーが
集まっていますが、皆さんのほうから、まち
なみを見学した後の疑問あるいは確認してお
きたい点などありましたらご質問ください。
高橋（積水ハウス）　25年ほど経ている訳です
が、新しく住まわれた方に対する勉強会、た
とえばデザインや色など、ルール以外の町の
コンセプトを説明するような機会はあるので
しょうか。
川辺　基本的には、そういうことはやってい
ません。ただし、住宅マニュアルと管理規約
だけは一応お渡ししています。
Dさん　あとは、各自治会役員の任期が1年
で入居の順番になっていましたので、1年間
理事をやる過程で、ガーデン54の持つ特殊
性は、皆さん、理解されてきていると思いま
す。
Dさん　ただ、理事は替わりますが、過去か
らの経緯がわからないと困ることもあるので、
顧問とか、あるいは街路灯の管理など特定の

住民懇談会のヒトコマ
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仕事について常任委員という形で残っていた
だいています。
馬田（住友林業）　新しく住まわれた方は、ど
のような理由でこちらを選ばれたのでしょう
か。
Bさん　個人的には、高幡不動近辺で家を探
していました。不動産屋に、その当時の自分
の希望や価格帯を伝えていました。そこでガ
ーデン54を紹介されて下見に来ました。その
ときに気に入ったのは、角の家で四方から光
が入ってくる場所だったところです。これ後
から知ったことですが、総2階は禁止という
のは、そのような日差しの加減を考慮したも
のだったのですね。あとはまちなみです。電
線がないとか、車がスピードを出せないなと
いう、とにかくもう他では見られないような
まちなみでした。何件か見た中でここが一番
いいと思いました。
Cさん　私はこの近くのマンションを社宅で
借りて住んでいました。期間が決まっていた
ので出なければならなくなり、たまたま、今
住んでいるところが売りに出たので購入しま
した。
大谷　では、社宅にお住まいの2年間の間に、
ガーデン54の物件には目を光らせたいたので
すね。
Cさん　奥に広場があるので、子供を遊ばせ
るために住宅地の中を通るわけですが、それ

でここはいいなという感じは確かにありまし
た。しかし、なんでここだけ区画が整理され
いてきれいなのか、最初は理由はわかりませ
んでした。
柴田　通りがかりで見ていたころと、実際に
入居されてからでは、何か感じられた違いは
ありますか。
Cさん　違いはそれほどありません。
柴田　自治会の仕組みなどは、特に戸惑いと
かはありませんでしたか。入居してみて、じ
つは大変だったとか。
Cさん　いや、それほど。特にガーデン54だ
から規制されるということは、私はないよう
に思います。皆さんと同じような仕組みで住
むだけですから、特に変わったことをしよう
とは思っていませんので、特殊性はそんなに
ないと思います。
Dさん　私の家は広場の真上なので、その展
望がたいへんよかった。西に富士山、東のほ
うは筑波山まで一望できました。多摩川の花
火も自分の家から見られるほど眺望がよく、
さらに眼前が広場だから障害物が建つわけで
はないからと思って、ここを決めました。
　あと、やはりガーデン54内に入居して本当
に良かったと思った点は、車のスピードが出
ないようにしてあるということと、レンガ色の
タイルがすごく落ちついた感じでよかったと
いうことですね。
柴田　どうやって、ガーデン54をお知りにな
ったのですか。不動産屋の紹介ですか。
Dさん　そうです。価格と、この近辺という
希望でとりあえず案内してもらいました。ま
ちなみのことはあまり意識していませんでし
たね。

植栽の管理
小熊（トヨタホーム）　分譲地として開発され
てから25年経ったところで、そろそろリフォ
ームをしたいという方もいらっしゃると思い
ますが、たとえば、景観的に何か規定づけら
れていることはあるのでしょうか。
Aさん　管理組合として、よほどのことがな
い限り、そこまでの管理は難しいと思います。
建ぺい率もスタートしたときは4割だったの
ですが、今は5割になっています。
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大谷　建ぺい率が緩和されたことによって、
増築をされたお宅はありますか。
Aさん　増築はないと思います。ただ、新た
に建てられた方は、その基準に依っています。
藤井（積水化学工業）　植栽に関して、道路や
フットパス沿いの植栽帯などすべて一括で組
合管理されているとのことですが、定期的に
どれぐらいの頻度でなされていますか。また、
差し支えがなければ、その費用も教えていた
だけませんか。
川辺　年間約6回、費用的には全部で120万
円ほどです。メイン通りのメタセコイアだけ
は、日野市と組合が毎年交代で実施していま
す。
大谷　公園とメタセコイアは、基本的には
個々の住民が管理しているのですか。
川辺　日野市が管理しています。
大谷　道路の植栽、私有地側の植栽の方はい
かがですか？
川辺　管理組合が直接地元の業者さんと直接
契約して剪定を行っています。
柴田　植栽について、年6回の管理以外に個
人でされる必要はないのですか。
川辺　月に1回の共同清掃のときに、公園入
口や道路の雑草を抜いたりはします。そのと
きに、そこの植栽、たとえばツルが出たりし
ていたら取っている人もいらっしゃいます。

長期的メンテナンス計画
大谷　定期的なメンテナンスのほかに、たと
えば長期の修繕計画は組んでいらっしゃるの
でしょうか。
川辺　共有部分にある街路灯など街灯関係だ
けですね。それ以外は占有になるのでちょっ
と。それについては、先ほどお話しした常任
委員（電気委員会）を設立して、その方が長年
メンテナンスをしています。たとえば、メタ
セコイアのあたりにアップライトがあります
が、水が入って漏電するので電源を切ってい
るところも何カ所かあったので、今度はアッ
プライトではない高価な点灯用に替えました。
Aさん　道路のタイルで欠けているものがあ
れば、それは日野市にお願いしています。タ
イルは日野市道路課のほうに預けて高速道路
の下に置いてありますが、お願いするとちょ

っと時間
はかかりますが、
補修していただけます。
Aさん　今後の課題としては、西
側階段部分のフェンスがちょっと傷んでい
るので補修をお願いしていますが、なかなか
まだ。ベンチの補修もお願いしていますが、
ただ、このような財政状況ですから、なかな
か首を縦に振ってもらえないという状況です。
古川（パナホーム）　管理組合と自治会があり
ますが、その連帯をとる仕組みというのが何
かありますか。また、日本でも管理費を必要
とする住宅地というのはめずらしいわけでは
ありませんが、ご購入するに当たって、お客
様がどんな印象で「管理費」をとらえている
のか知りたいのですがいかがでしょうか。
Aさん　最初の質問に関して言えば、もとも
とは広域の自治会に所属しており、その中で
ガーデン54だけが管理組合というかたちで
やっていました。しかし、全体の住民の高齢
化の問題、あるいは、大きな自治会の中でい
ろいろと食い違うこともあったりしたので、3
年前からガーデン54の管理組合と自治会が
全く同一の形で運営するようにしています。

東側に隣接する公園
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　それから、いわゆる一般住宅地の管理費と
いう点については、それは当初からあまり抵
抗はなかったというふうに聞いています。管
理費の支出のほとんどが植栽の維持なので金
額的にも非常に低くなっています。
柴田　もうお子さんも独立されている方もい
らっしゃると思いますが、このように非常に
つくり込まれた美しい住宅地でお子さんを育
てて、何か違いを感じられたことはありませ
んか。また、独立されたお子さんで、戻って
来られるケースというのはございますか。
Aさん　私のところは2人ともすでに独立して
いますが、もう都心で職住近接がいいという
ことで戻って来ないと思います。
Bさん　私のところは、まだ小さいですが、
子育てという点に関しては自然環境もいいで
すし、また、日野市自身が子育てに力を入れ
ているので、家内が大変気に入っていますね。
Dさん　公園がすぐ近くにあるのがいいです
ね、すぐ遊びに行けますし。また、車とかは
全然気にせずに道路でも遊べるのもいいです
ね。
南雲（三井ホーム）　購入を決められとき、価
格面などいろいろご検討されたと思いますが、
ここは高かったけれどもロケーションがよか
ったのか、同じような価格だったけれどロケ
ーションがよかったから決めたのか、その辺
のどちらでしょうか。
Bさん　そうですね、値段は少し高めでした
が、確かにロケーションがよかったですね。
駅近のところを何カ所も見て回りましたが、
同じ価格帯のものであれば、こちらを選ぶで
しょう。ここは駅から徒歩で15分くらいなの
で、歩いて通勤できる範囲です。
大谷　住宅地内を見回してみたところ、駐車
場が1台のところがほとんどでしたが、2台目
の需要はどのようなものですか。
Aさん　何軒か2台持っている方はおられま
す。今の地下の駐車場に1台と、その前に1
台という方はお見受けします。小型の車で、
無理やり自分のところの敷地にスペースを確
保している方もいます。あとは、どこかに借
りているのでしょう。今もそうですが、ガー
デン54の中に住んでいない方がいらして、そ
この駐車場をお借りしている方もいます。と

はいえ、2台持たなきゃいけないという人が
余りいないのかもしれません。
柴田　今、管理組合で議論している一番の課
題というのは何になりますか。
Aさん　一つは高齢化。二つ目は、やはり25
年たって、かなり大がかりな改修がこれから
必要になってくる家と、そうでもない家とい
ろいろ個別に差がありますので、それを管理
組合なり、自治会として、どのように解決し
ていくかというのが非常に大きな問題になっ
ています。高齢の方の単身世帯も４、5軒ほ
どあります。防災委員会でそういう方の見回
りの役割を少し負えないかと、そのような議
論は始まっています。
柴田　住宅の改修ということではいかがでし
ょうか。
Aさん　たとえば、街路灯や、個別の家で言
いますとガレージのゲートが剥がれて落ちて
きているところがあります。また、地下の配
線が劣化しているという問題がありますし、
それから、個別の家のトチの木が枯れて、そ
の辺の改修をどうしようとかいうことですね。
　あのガレージのゲートについても、今も個
人で塗りかえされている方もいらっしゃいま
すが、完全にフリーにしてやっていいのかど
うかという議論も、これから出てくるかもし
れません。 （文責編集部）




