
住まいと環境のかかわりについて・学ぼう 

～住まいの事業化はどのように進められ、ランドスケープ・住まい環境は誰がデザインするのか？～ 

平成３０年７月２８日・坂田勝廣 

一級建築士：建築・環境コンサルタント 島本町総合計画審議会・前委員 

島本町の新しい住まい環境について 

交通機関の利便性の良さに加え、水と緑の自然環境豊かな島本町は大規模な住宅地開発が進んでいる。街なか

の住宅地を潤していた市街化区域内農地が土地利用転換され、水路は暗渠に、田んぼや畑が住宅地に代わって

いる。多くは細長い農地の形状で戸建て住宅化し、敷地規模も 90～120㎡/戸と庭の取れないものが多く、新しい

道路も駐車場も舗装されている。このままで住宅地化が進めば、コンクリートと新建材の無味乾燥な街並みだらけと

なりそうだ。一部の地域では 120㎡または 100㎡以上の宅地の規模規制があるが、他には頼りになる誘導施策も見

当たらない。 

島本町の住まいづくりに関する施策について 

島本町まちづくり基本条例  （2011年 4月・抜粋） 

町の責務：町は、地域社会が直面している多様な課題を的確に把握するとともに、必要な施策を適正に選択し、総

合的かつ計画的なまちづくりを行わなければならない。 

島本町総合計画・第４次 （2011年 3月・抜粋） 

住環境の整備・基本方針：誰もが安全に暮らせる住まいづくりを支援するとともに、本町の特性を生かした良好な住

環境の形成を図ります。 

・適正な土地利用により、秩序ある住宅開発の誘導。 ・都市基盤の整備などに努め、良好な住環境の形成。 

・良好な住環境を維持するため、町営住宅の適切な管理に努めます。 

島本町住宅マスタープラン（1999年度から2008年度まで・抜粋） 

住宅マスタープラン策定の背景と目的：島本町の特性に応じた住宅対策を、総合的、計画的に推進するための基

本となる計画であり、行政内部の指針となるだけではなく、住民や地元住宅市場等に対して住宅行政を紹介し、協

力を求める機能をも果たすものとなる。 

本町における住宅施策の課題 

①急速に進む高齢社会の到来への対策 

②老朽化の著しい町営住宅の早期立替 

④子育て期のファミリー世帯、単身者向けの良好な住

宅の供給誘導 

⑤まちづくりと連動した魅力ある住宅・住宅地の供給 

⑦恵まれた自然環境と調和した住宅・住宅地の供給 

島本町環境基本計画（2014年8月・抜粋） 

計画の役割：②環境の保全に関する計画や諸施策を統合化・体系化することで有機的連携を促し、環境行政の計

画的かつ総合的な推進を可能にするための指針 

基本方針：５ 健やかに暮らそう！安全・安心のまちづくり（生活環境の保全） 

 

具体の施策 

島本町開発行為等の適正化及び環境保全等に関する指導要綱（1994年8月、改正2015年7月・抜粋） 

・この要綱は、島本町環境保全に関する基本条例に基づき町内において施行される開発行為等に関し、

必要な基準を定めることにより、適切かつ合理的な土地利用を促進し、災害を未然に防止するとともに、

自然環境及び生活環境の維持及び向上を図り、もって町の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与する

ことを目的とする。 

・300㎡以上の開発行為等、中高層建築物の建築行為、福祉環境整備施設の建築行為等に適用。 

同上施行基準 （1994年8月、改正2012年11月・抜粋） 

・駐車場の設置。１戸建住宅又は長屋建住宅：１戸当り１台以上、共同住宅の場合：自動車・建設戸数

の10分の8以上。自転車駐車場・1戸当たり2台以上。ただし単身者用は、１台以上。 

・住宅地の造成を目的とする開発行為を行う場合の最低敷地面積：第１種低層住居専用地域・120㎡ 

・第１種中高層住居専用地域及び第２種中高層住居専用地域・100㎡。 

・付近地の土地利用の充実を図るため、道路は隣接境界まで築造するものとし、原則として行き止まり

道路は禁止する。ただし、やむを得ない場合は、「大阪府道路位置指定基準」による。 

・公園等は、都市計画法（開発面積3000㎡以上3％以上を設置）を適用。ただし最小面積は、100㎡以上。 

他の規制や条例：用途地域によるもの（道路・隣地斜線、北側斜線制限など）。日影規制、電波障害調査など。 



快適な住まい環境を創るキーは「semi public space（半公的空間）」のランドスケープデザインです 
public space（公的空間）～semi public space（半公的空間） 

～semi private space（半私的空間）～private space（私的空間） 

 

島本町の快適な住まいづくりへの取り組み 

町営住宅建て替え事業 

2003年に新築された町営緑地公園住宅  114戸          同左・配置図（島本町資料より） 

  
 

広瀬地区にある計画戸建て事例の紹介    （配置図より求積、坂田の推測で事業者や行政へは未確認資料） 

 

・全敷地面積：２，８９０㎡ 

・住戸数：21戸 

（戸当たり敷地面積 138㎡） 

・平均建築面積 60㎡（1階床） 

・各住戸の敷地（左図参照）は 2ｍ 

以上で北と東側道路に接道 

・semi public の敷地中央部は
共用地として計画、各住戸の隣等

間隔は 0.5ｍ程度だが、住戸の間

取りや窓の位置はプライバシーや

日照などに配慮されている  

 

 

・同じ戸数の戸建て住宅として計

画、区画道路 460㎡を設けると

敷地は 1戸当たり 116㎡となる 

・建築面積 60㎡、駐車スペースを

設けると、住戸南側の空きは 2

ｍ～3ｍ程度となる。 

・道路境界からの空きや隣等間隔

は 0.5～1.5ｍ程度となり、日照・

彩光、通風プライバシーなど快

適な住宅環境作りは難しい。 

 

Google Earthより

 

若山台団地について （1976年～） 

私も子育て時代に住んでいた。喘息気味の長男にとっても快適環境でしたが、虫が苦手で体力のない妻にとって

長い坂や階段はつらかったようです。芝生の世話など雑草対策で苦労した若山台から 50才代に、駅近のエレベ－

ター付きマンションに転居した。近年団地の老朽化や空家対策に取り組んでいるＵＲ都市機構の事業を紹介する。 

 

総合計画審議会：第２部会「第 3回」2010年 4月・坂田が提起した内容（抜粋） 

若山台団地再生研究 

京都工芸繊維大学・鈴木克彦准教授他の研究グループは、当時の若山台団地の管理組合理事長の依頼により、



2005 年 7 月から現地調査、住民アンケートを実施。２年にわたって活発に活動された。現地調査とアンケートをもと

に現状を評価し改善要望を抽出、パタンカードによるパタン選択とパタンランゲージの実行と、鈴木准教授が編み

出したＰ－ＳＥＡＭによる効果予測などを使って、身近な手法で百年暮らせる団地再生の実践を提案された。研究

成果をもとに国土交通省の「団地再生提案」へ応募。以後住民集会など実施、集会へは坂田も参加した。 

向ヶ丘団地ストック再生実証実験事業 
ＵＲ都市機構が賃貸住宅の再生をテーマに、堺市の向ケ丘団地で住棟

単位での改修技術の実証実験事業の公募があり、戸田建設と前出鈴木

克彦研究室を中心に若山台団地の提案をしたグループが当選し、かなり

具体的な提案が盛り込まれている。 

都市機構は老朽化した賃貸住宅を建て替えているが、建て替えても入居

のニーズの低いところは空き家になるだけで、例えば向ケ丘団地では５階

建ての建物を 4階建てに減築し住戸を減らして、かつ２住戸を１住戸にし

て広めの住宅に改修するなど、建て替えではなく今ある駆体をそのまま

利用するリノベーション実験がされている。 

 

 

向ケ丘団地の実験棟：撮影・坂田勝廣 

島本町での住宅開発の現状 

関電グランド跡のアーバン島本シティ（264戸）や国道 171号沿いのジオ阪急水無瀬ハートスクエア（315戸）など大

規模マンションが現在販売中で、水無瀬 1丁目で周辺戸建て住宅の居住者と協議中だった８階建マンションも着工

された。町内最大規模のライオンズガーデン水無瀬グランリバー（556戸）など大規模化、高層化が顕著である。 

マンション事業では建設地の市場ニーズを優先し計画地内の環境重視で、周辺環境へは法規制内の配慮に限ら

れるようだ。住棟を高層化して生み出した空地は、戸数分の駐車場と 2台分の駐輪場で占められ、緑地はわずかな

例が多い。水無瀬グランリバーでは自走式立体駐車場や傾斜地を有効に利用した駐輪場などで周辺環境にも貢

献する緑地が計画されている。 

・アーバン島本シティ          ・ジオ阪急水無瀬ハートスクエア  ・ライオンズガーデン水無瀬グランリバー 

   
既存戸建て住宅地の標準的な街区での敷地規模は、御所の内住宅で 180~250㎡、青葉 1丁目で 170~200㎡、桜

井台住宅地は 195~300㎡、阪急Ａ住宅地 220~250㎡とゆとりのある住宅地が多かった。新しい戸建て住宅地は町

営住宅跡地開発では 120~260㎡で、他の地区では前出指導要綱の掛かる地域は 100㎡の例が多く、現在分譲中

の関西電力グランド跡地は 85~102㎡となっている。江川 2丁目の住宅地は敷地規模 90~114㎡、道路幅員 4.7ｍ

ではあるが街区中央の緑地や歩道状の空地を設けるなど semi publicはきめ細かにデザインされている。 

   

・阪急Ａ住宅地               ・御所の内住宅地              ・青葉 1丁目住宅地

   

・桜井台住宅地               ・江川 2丁目の住宅地の公園      ・同左配置図（販売パンフレット） 



 



島本町市街化区域内農地の現況 

 

北側斜線・第 1種高度：北側隣地で 5ｍ立ち上がり、真北方向へ水平 10に高さ 6の斜線制限、10ｍ迄 

北側斜線・第 2種高度：北側隣地で 10ｍ立ち上がり、真北方向へ水平 10に高さ 6の斜線制限、住宅系用途全て 



住まい環境はだれが創ってきたか  

住まい環境の創り手は、公営（都道府県、市、町）住宅。都道府県、市の企業庁・住宅供給公社。ＵＲ都市機構（旧

日本住宅公団）。組合（区画整理組合、市街地開発組合）。民間デベロッパーなどがあります。 

戦後復興と住宅不足解消へ公営住宅や旧日本住宅公団は 1950年代以降大量の住宅を供給して来ましたが、住

戸数が世帯数を上回って久しくなり、空き家の増加、入居者の高齢化や建物の老朽化のため、これらのストックの削

減・建て替えの時代になりました。 

自治体の公的事業や、用途地域など都市計画の変更を伴う事業は、基本調査→基本構想→基本計画→基本設計 

→実施設計→工事施行→入居などと、１０年から２０年かけて事業実施されます。 

民間住宅デベロッパーでは、事業用地を探すのに時間がかかりますが用地取得後は３年～５年で事業完了するよ

うです。 

住まいの環境要因は？ 

快適な住まいの環境要因は多様ですが、すべてを満たす場所は見つかりません。自然環境（気候、日照・採光、痛

風、眺望、緑地、災害危険度）。教育関連施設（保育所・幼稚園、学校までの距離・通学路の安全性）。交通施設

（最寄り駅からの距離、主要都市へのアクセス、周辺道路の便利さ、広域道路網へのアクセス）。コミュニティ（プライ

バシーと近所付き合い、騒音対策）。生活利便性（公共・公益施設へのアクセス、医療施設・店舗・銀行・などへのア

クセス）などがありますが、年代や家族構成、個人の趣味など選択肢は様々です。 

 

私のかかわった、また訪れた快適な住宅地を紹介します 

 

狩口住宅街区整備事業  ＲＥＳＯＲＴ＆ＲＵＢＡＮＺＡＴＩＯＮの街創り・１９８９年 

施設住宅基本構想・計画・基本設計：日本設計・坂田。事業計画協力：ＭＤＳ研究所他 7社 

１９８８年 JR六甲道再開発事業の分譲住宅販売計画

の支援で神戸市住宅局の信頼を得た三井不動産か

ら、「民間のノウハウで作ればこんな楽しい住宅地に

なります」のプロポーザルの相談を受け、リゾート風

住宅地の提案をした。分譲住宅事業は初めての住

宅局から市のモデル事業として三井不動産の陰の

支援を頼りに正式に受嘱した。市のニーズにこたえ

るため社外の専門コンサルタント７社・４０名余りの協

力を得て、住宅企画・調査、基本設計、実施設計を

担当した。 

 

・街区施設配置計画図 

・提案イメージパース 

 

 

・計 画地：神戸市垂水区狩口台 

・主要用途：集合住宅 （９００戸） 

・事業面積：１４．８ｈｒ 

□計画概要 

住宅街区整備事業により公共施設整備と、市営住宅 

の建て替えを含む施設住宅の事業の構想（９００戸）か 

ら基本設計（４街区－２５０戸）迄まとめた。 

市場調査と市の住宅政策から供給手法を定め、ミックス 

ド・コミュニティのため街区ごとの住戸数、規模を決め、 

地区全体の景観構成の検討、街区ごとのライフステージ、 

植栽・カラー・照明計画等で個性化と調和を図った。 

 

・１９９２年４月現況写真 



神戸市営狩口第３住宅  基本・実施設計監理：日本設計・坂田。設計協力：技研工房 

・建築主：神戸市住宅局 

・所 在地：神戸市垂水区狩口台 

・完 成日：１９９２年４月 

・構造規模：ＲＣ造 地上５階（９０戸） 

・敷地面積：７，９８４㎡ ・延床面積：７，０８０㎡ 

配置図 

 

□計画概要 

神戸市の西端の丘陵地に位置し眼前に明石海峡を

望む恵まれた敷地での、神戸市営・地域特別賃貸住

宅Ａ型。各住戸からの眺望とプライバシー確保のた

め、住棟は三列の並行配置とし、高低差を利用した

宅盤構成とした。西側街区入り口から住棟中央に、

海への眺望の開いた南北遊歩道を設け、住棟周りに

個性を持たせた。住戸は中間所得者・定住タイプ向

けの専用面積６８㎡で、４人家族用３ＬＤＫ、広めのＬ

Ｄと対面型Ｋを一体とした。 

 

ラ メール狩口（Ⅱ）  基本・実施設計監理：日本設計・坂田。設計協力：板垣建築設計事務所 

・建 築主：神戸市住宅局・神戸市住宅供給公社 

 

・所 在地：神戸市垂水区狩口台 

・完 成日：１９９３年９月 

・構造規模：ＲＣ造地上７～８階 地下１階（１０３戸） 

・敷地面積：9,523㎡  ・延床面積：１２，３６７㎡ 

□計画概要 

神戸市の西端の丘陵地に位置し、眼前に明石海峡

を望む恵まれた敷地での、神戸市住宅局初の分譲

住宅事業。ミックスドコミュニティ実現のため住戸規模、

間取りにバリエーション（７５㎡～１４５㎡・２８タイプ）を

持たせている。住棟計画は眺望を活かし且つ周辺環

境との調和のため、できるだけ分棟し、セットバックや

雁行配置を採用した。

住棟平面図 

 

 



同潤会代官山アパート再開発計画 再開発コンサルタント・施設設計・工事監理：日本設計（設計ＪＶ，ＮＴＴ-Ｆ） 

坂田は 84・8～89・7基本計画作成、地権者対応・官庁協議等を再開発本組合設立、都市計画決定まで担当 
 

・建築主：代官山地区市街地再開発組合 

・所 在地：東京都渋谷区代官山町 

・完 成日：２０００年８月（工事期間４年） 

・構造規模：Ｓ・ＳＲＣ造 地上 36階 地下 4階」 

・敷地面積：１７，２６２㎡ ・延床面積：９６，５１２㎡ 

・商業施設床面積：９，４００㎡ 

・住戸数：５００戸（分譲 200戸） 

  85タイプ（50m2～170 m2/戸） 

□計画概要 

１９２３年の関東大震災後、耐震・耐火を目指した

日本で初期の鉄筋コンクリート造の共同住宅・旧同

潤会代官山アパート３６棟の建て替え事業。旧同ア

パート建設精神の継承、緑豊かな住環境の再生、代

官山にふさわしいアメニティ施設の創造などを通じ

て、代官山の街の発展に寄与することを目指した。

１９８３年再開発準備組合設立後から担当。 

 

左計画・現況図：新建築 2003年 11月号日本設計特集より 
再開発前の写真：代官山再開発物語・赤池学より  

 

  
写真：新建築 2003年 11月号日本設計特集より                  写真：日本設計ホームページより 



大阪府営晴宮住宅建て替え事業 超高層棟  日本設計・坂田。市浦ハウジング＆プランニングと共同設計 

18.1hr,1200戸の府営住宅（１～２階）の建て替え、建て替え用地を４hrに集約して、公共施設用地を生み出す 

・建築主：大阪府建築都市部 

・所 在地：東大阪市荒本北 

・完 成日：１９９９年３月 

・全住戸数：１，２００戸 

・事業面積：４０，０００㎡ ・延床面積：１１７，８１１㎡ 

 別棟地下駐車場（２層）：２５，９４０㎡ 

□D-2棟 

・延床面積：２０，０３３㎡  

・構造規模：ＳＲＣ・ＲＣ造 地上 31階 （214戸） 

□計画概要 

東大阪新都心整備地区内での府営住宅立替事業、 

市浦ハウジング＆プランニングと共同設計で地区 

全体４ｈｒのマスタープランと超高層棟２棟の基本・実 

施設計を担当した。 

超高層棟では高層居住における住戸外生活空間の 

充実のため、５層ごとの半屋外的な２層構成のコミュニ 

ティロビーを設け幼児も使いやすいようエレベーターホ 

ール内に５層のみをつなぐ階段を設置した。 

隣接する板状住棟との連絡デッキを数箇所設けること 

で防災性能の向上と、板状住棟の屋上庭園を回遊で 

きるよう居住空間のフレキシビリティを高めた。 

別途発注の仮設計画、工区割りの検討業務も担当。 

 

 
 

小船木エコ村の計画（クラインガルテン）について  滋賀県立大学 環境科学部 教授 仁連孝昭氏 

２００８年１２月 住宅団地リノベーション研究会・例会にて受講：坂田勝廣 

近江八幡市が農水省の事業である農耕団地として農地を買い上げたが計画が頓挫し放置された土地の有効利用 

 

・２０００年からエコ村ネットワーキング（後にＮＰＯ化）

を設立、滋賀県を中心に県内の銀行、企業、行政、

大学関係者が参加。住と職の近接したまちづくりの

調査研究を行い、モデル地区の土地を探していた。

近江八幡市の旧市街地に隣接した琵琶湖ま２kmの

上記計画地１５hrを、（株）地球の芽という事業会社

を２００３年立ち上げて取得。エコ村（エコビレッジ）の

目標はライフスタイルの転換をコミュニティから組み

上げ、生活を支える仕組みづくり。 

・エコ村の提案は受動的ではなく、能動的に社会に

関わる仕組みと、エコロジカルな交易（交流）を主体

としての「エコ村」の可能性。 

  

小舟木エコ村マップ・仁連孝昭教授より受領パンフレットより 



小舟木エコ村の事業推進と現状 （２００８年時点） 

・開発行為による農地転用と大規模開発許可申請で

事業実施、当初のコンセプト通りには出来なかった。 

・ビオトープを目指した池は、コンクリートの調整池と

指導され、自然地形の利用を考えた住宅地通路も、

移管道路となり造成工事が指導された。 

・２００７年秋完成町開きした。全体372戸の環境共生

型住宅のうち１００戸を着工、現在 40戸が入居。 

・販売土地単価は２２万／坪ぐらいになった。 

・各戸に１０坪以上の菜園を付設、地区計画をかけて

環境担保している。 

・農業振興地域の整備に関する法律施行規則による

近江八幡市地域農業振興計画に基づき、住宅地に

は菜園つき環境共生住宅２００㎡並びに、敷地面積

３００㎡以上の菜園つき優良田園型戸建て住宅４１戸

を北・西側道路沿いに確保するとともに、居住者の農

のある暮らしを支援する施設を展開している。 

２０１７年７月の小舟木エコ村の様子                                  撮影・坂田勝廣 

  

・近江八幡エコハウス                        ・共同利用施設・集会所 

  

・街並み風景                             ・菜園風景 

 

阪急上牧駅北地区・区画整理地区の現状 

・阪急上牧駅前に位置する東西約300ｍ、南北約６５０ｍの約１１．７ｈａの区域。１９９７年都市計画決定、１９９８年組

合施行が始まり、２００５年５月に街開きされた。㈱阪急電鉄が保留地取得を条件として業務代行者として事業を推

進した。ＪＲ東海道線沿いを共同住宅区（1.7ｈａ）とし、営農地を集約し集合農地（0.7ｈａ）を設けた。事業地内におい

ては宅地面積の最低基準（戸建て100㎡、共同住宅300㎡）、道路及び隣地からの壁面の位置の制限、屋根・外壁

等の色彩制限、垣・柵の構造制限などを定めたことで、快適な住宅市街地形成を図った。 

   

・上牧島本線の街並み           ・集合農地方面の現状          ・集合住宅街区の街並み 



  

区画整理地区の現状は、共同住宅街区はマンション事業が完了している。商業区域は半ばがマンション用地となり

商業施設利用の地区も半分が駐車場用地となっている。集合農地も指定されている生産緑地が随時解除ができる

ため、ほとんどがマンション用地と変わった。わずかに残った農地も遊休地化している。戸建て住宅地は半分が駐

車場用地で、小規模マンションと戸建て住宅が混在していて、２区画が農地利用されている。 

 

コンサルタント・ボランティアとして環境保全との関わり方  ２０１２年頃の状況 

 



島本町における山や川、田園風景をどのように住環境に取り込むか未来予想図をイメージして見よう。 

 

島本駅西側地区整備構想図     （2009年 8月：第三地区住民委員会及び島本町へ提案） 

 

提案時の趣旨 

ＪＲ島本駅西側地区の農業従事へのアンケート結果が提示された。桜井地区の有志の方から桜井に因んだ「桜」を

テーマのまちづくりを考えてみては！とのアドバイスがあった。国土交通省は、市街地の拡大を抑制するために、市

街化調整区域の市街化区域編入を規制し、「市街化調整区域地区計画」によるまちづくりを推進している。「市街化

調整区域地区計画」の策定は、大阪府のガイドラインに沿って、市町村が策定する。それらを前提に、ＪＲ島本駅西

側地区の緊急整備課題を解決し、近い将来のまちづくりのあるべき姿を検討してみた。第３地域住民委員会で、意

見をいただきながら進めた。 

島本駅東地区の「史跡桜井駅跡」に対してビオトープ広場とホタルの小川を、「歴史文化資料館」に対して朝市広場、

里山センターを計画し、大阪ミュージアム構想に採択された「島本レンゲの里」を継続するため、JR線路沿いに営農

希望者の田んぼを配置し、田園風景を実現するため菜園付きエコ住宅を提案した。 

 

住まいと環境のかかわりについて島本町へ期待すること 

今まで用途地域指定など現状追従型の都市計画行政だったが、桜井の町営跡地住宅について研究所の誘致の

際、準工業地域への用途地域変更と地区計画を指定した。環境対策については、島本町環境基本計画をもとに、

住民と事業者と行政が豊かな自然環境などの保全に努力している。 

一方で町営住宅の建て替え以後の新しい住まいづくりは企業活動に負うところが大きく、人口増へ貢献している。 

事業推進に当たって行政と企業で事前協議はされているが、具体の開発指導は「島本町開発行為等の適正化及

び環境保全等に関する指導要綱」に頼っている。守る環境行政に加え新しく創る・創らせる施策に期待したい。 

自然豊かなイメージの島本ではあるが、市街地内では史跡桜井駅跡と、東大寺、江川など6か所の公共公園と学校

以外の公的緑地は少なく、開発事業の提供公園や寺社林・農地などほとんどを民地に頼っている。 

伝統的な街並み保存などとともに農地の用途転換の折には、公的緑地の確保策の策定を願いたい。 

市街化区域内農地への税制優遇と、将来の望ましい街づくり誘導策として、地区計画指定検討を！！ 

   

・広瀬1丁目の風景             ・同左                     ・高浜1丁目の風景 


