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本研究の目的は「住宅の戸数密度を基本指標として土地利用の計画を立てそれに基づいて住宅地像を描く手法を開発すること」であ

る。研究は、①住戸密度計画の具体性と現実性を示すためにイギリスの開発許可とデザインガイドの制度を把握する、②住戸密度によ

る住宅地像の把握および土断1」用計画としての住戸密度指標の可能性を検討する、③地区レベルの計画として住戸密度による居住地像

設定とデザインガイドの有効性を検討する、を行った。結果として、イギリス都市計画における住宅戸数密度の役割が明らかになり、

また、日本の土地利用計画技術および住宅地のデザインガイドの基礎として住戸密度が重要な役割を持っことが明らかになった。
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1.研究の目的と方法

本研究は、「住宅の戸数密度を基本指標として、土地利用の計

画を立て、それに基づいて地区の住宅地像を描く手法を開発す

ること」を目的としている。

現在の日本都市土地利用計画は、用途地域制とそれに基づく

敷地単位の建蔽率容積率制限等による規制誘導によっている。

この仕組みの限界は、地区を単位とした土地利用計画でないこ

とと、容積制限の緩さによる高密度住宅建設による弊害を阻止

できないところにある。本研究の狙いは、この仕組みに代わっ

て、地区単位に住宅戸数を設定する居住地の新しい土懸ll用の

方式を提案ずることにある。

また、日本では居住地のデザインを誘導する確固たる方式が

定着していないが、本研究は「住宅戸数密度」を居住地のデザ

インを規定する基本指標として提案し、デザインガイド作成の

方法を検討するものである。

この目的のためには、大きくは、次の3つの具体的な課題と

それに対応する研究方法が必要であると考えた。

第一に、この戸数密度による計画の方法自体の具体性と現実

性を示す必要があることである。その方法としては、①世界の

都市デザインの実践と理論の展開を概観すること、②住宅戸数

密度を土懸ll用の基本指標とし、デザインガイドに基づく計画

を開発許可の条件としているイギリスの経験を把握することを

主要なアプローチとした。

第二に、日本における住宅戸数密度を土懸ll用計画に適用す

るために、基礎的な実態把握と計画の可能性を検討する。これ

は住宅戸数密度による土地利用計画とはいかなるものであるか

を示すものである。これは、名古屋市を事例として、①住宅戸

数密度の地域的な実態を示すこと、②将来の人口世帯の変化に

対応させると、どのような土断lJ用計画が成立するかを示すこ

と、によって明らかにしようとしている。

第三に、居住地像のイメージを具体的に示し、住宅戸数密度

が居住地像の作成にどのように有効であるかを示すことが必要

と考え、それを示すいくつかの戦略的な地区の事例研究、をお

こなった。この作業における仮説は、居住地像の設定を「囲み」

概念により行うことである。

以下、詳細な研究方法の説明は各章節ごとに行う。

2.海外の住宅戸数密度計画の理論と実績

2.1密度計画とアーバンデザイン論

ここでは、近代都市計画の形成発展過程における都市デザイ

ン論をそれが描く都市像とともに、概観すること、そして、そ

の中で、「密度」と空間の形態、特に持続可能な都市形態の重要
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な論点を追及した。

(1)近代都市計画における密度と環境

中世都市の人口密度は、多くの現代都市よりも高密度で

あったが、スラムと呼ばれる状況は見当たらなかった。近

代工業の発展によって形成された現代都市では、人口密度

はさらに高まり、同時にスラムと呼ばれる過密で劣悪な居

住環境が形成された。住環境の改善のためには密度を低下

させることが有効と考えられた。しかし、20世紀になり、

交通手段の発展に伴う都市スプロールが新たな問題を発

生させることになったために、密度を高めることが求めら

れるようになった。20世紀末になると地球環境問題への

対応から、持続可能な都市が指向され、いっそう高密度で

かつ用途混合の都市像が求められるようになってきた。

(2)都市像と密度

さまざまな都市像のうち、今日の都市計画に大きな影響

を与えてきた4つの都市像について、密度とその都市形態

の特徴を整理すると、表2.1.1になる。

①E.ハワード:田園都市論とその実践のなかで、郊外の

低層低密度住宅地のモデルを提供。R.アンウィンの住

宅基準12戸/ha(150人)につながる。

②ル・コルビジュエ:現代都市の提案は「大ブロック、

60階建て、スカイスクレーパー」という都市像であ

る。都市の原理として、密度を高め、交通手段を高め

る、公園やオープンスペースを増やすこと、が目標と

されている。

③J.ジェイコブス:「大都市の生と死」などで、ハワー

ドやコルビュジェを批判し、都市の本質は多様性にあ

り、それが都市の魅力であると考える。都市に多様性

を生み出すために、多機能、短いブロック、時代の違

う建築の共存、人々の高密集中、を挙げている。100

人/エーカー(250人/ha)以下では活気ある都市はうまれ

ないとする。

④アーバン・ビレッジ、TOD,N丁D:20世紀末に主張され、

注目されてきた「ニューアーバニズム、アーバン・ビ

レッジ、TOD,NTDなど」では、高密度、高建蔽率、複

合機能、多様性、混合性、公共交通利用が強調される。

カルソープのTODでは駅に近いところで64戸/ha、そ

こから25戸/haを提案している。また、グラッツは

15～20戸/エーカー、ピッツバークのニューアーバニズム

同人は12戸/エーカー(戸建て、テラス)、30戸/エーカー(ア

パートやタウンハウス)としている。

(3)持続可能な都市形態と密度論

以上にみるように、持続可能な都市を目指すならば、都

市の中心部、交通結節点に近いほど高密度な、複合機能化

するように都市を誘導することが望ましい。これは、ジェ

イコブスやニューアーバニズムの主張を、空間として受け

止めた高密度計画論に帰着する。しかし、具体的な提案は、

必ずしも高密度な人口や戸数密度だけではない。地域によ

表2.1.1都市計画に影響を与えた都市像の提案

      都市像現代都市での麺用例グロス密度ha当たり建物高、形態用途OS、建蔽率
      E・ハワート一囮　郊外都市74人、136戸低層住、工濃ゲリーンへ'ルト中建蔽率

      ル・コルビジュエ再開発事業、大都市都心3000人～300人一一一㎜一250人以上低層区と高層区独立型住宅オフィス低建蔽率95-48%
      J・ジェイコブスダウンタウン、インナーシティ中低層街区型多様な機能・スタ仙の混合高建蔽率
      アーバンビレツン、TODNTD郊外中規模新規市街地再開発54戸程度低層まちなみ型徒歩圏での用途混合中建蔽率
り低層低密度な住宅地の提案も見られる。コンパクト・

シティ論も、単純な高密度都市を提案しているのではない。

したがって、どの住戸密度が適切であるかを固定的、普遍

的に示すことが住戸密度計画の使命ではなく、また、現実

的な効果を持つものではないことが指摘できる。

重要なことは、さまざまな都市のさまざまな配置によっ

て形成された居住地空間が、あらゆる面で効果的であり、

質の高いサービス生活空間、社会的なサービス施設へ容易

に行くことができるアクセスが可能になり、また住むこと

に魅力を感じる(居住を選択したくなる)居住空間が求め

られていることである。こうした条件を実現するためには、

すぐれた計画とデザインカのための技術が必要であり、既

存市街地では住民参加を組み込むことが不可欠である。

2.2イギリス都市計画と住宅戸数密度基準およびデザイ

ンガイド

(1)都市開発計画,住宅地開発許可およびデザインガイド

イギリス都市計画における開発計画は、大都市において

はUDP(総合開発計画)、非大都市においてはストラクチ

ュァプランとローカルプランとしてっくられている。その

なかで住宅地の開発計画は住宅計画として示されている。

住宅開発計画は、この総合的な土地利用計画のなかで位置

づけられ、開発許可される。

この住宅地の開発許可の基準となるのが、住宅地デザイ

ンガイド(ガイドラインともいう)である。1973年にEssex

州政府が発行したデザインガイドを皮切りに、各地で発行

され、一般的な住宅地開発の設計基準とされてきた。2000

年以前では、このデザインガイドのなかに、住宅の戸数密

度の計画基準が示されており、都市の性格と住宅地の位置

により、低密度から中密度の戸数密度が示されてきた(表

2.2.1)。

例えば、Essexガイドでは、8戸/ha未満、8～20戸/ha

未満、20戸/ha以上とランク付けしながら、19世紀の伝

統を守る住宅建築デザインの踏襲を中心とした各密度の

住宅地デザインのあり方を示している。また、バーミンガ

ム市のデザインガイドでは、30戸/haが基準とされている。

20世紀末には、概して低密度の基準が採用されており、

グラスゴー市は20戸/ha、リーズ市は30戸/haを基準と

している。これらは郊外のテラスハウスを対象としたもの

である。20世紀末のデザインガイドは、戸数密度(小規

模住宅の場合には居住室数密度)をはじめとして、住棟間
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隔とプライバシー、自然な監視(防犯)機能など機能的な

側面が強い。

(2)PPG3と住宅地戸数密度基準の変化

イギリス中央政府のPlanningpolicyGuidance(PPG)

寸

ノートはplanningのさまざまな側面について政府の政策

を設定したものである。2000年PPG3(H。using)は、国の

住宅政策を大きく転換した。

地方政府の計画当局がなすべきことは;①アフォーダブ

ルまたはスペシャルニーズを含むコミュニティ全体の住

宅要求に適合したプラン、②幅ひろい住宅の選択機会の提

供、および住宅の規模、タイプ、配置のよりよい混合、そ

して混合コミュニティを作ること、③住宅用土地は市街地

内の既開発地(ブラウンフィールド)の土地の再利用を優

先する。また未開発地(グリーンフィールド)の開発に先

立って、空き家を再利用や既存の建物転用を行う。④仕事、

教育、厚生施設、ショッピング、レジャーその他に、優先

的に公共交通によるアクセスを提供し、サスティナブルな

開発パターンを作り出す、⑤徒歩や自転車交通を推進し、

住宅とその他の施設、アメニティの間をつなぐ公共交通を

リンクさせ、そして混合土地利用の計画によって、車に頼

らないことを追求、⑥人々が住みたくなるような魅力的で

高い質の居住環境を作り出すために、新しい住宅開発には

よいデザインを推進する、というものである。

これを受けて地方政府の住宅計画と総合開発計画は変更

され、デザインガイドも変わりつつある。特に住宅地の戸

数密度の基準が高密度にシフトし、また、一般住宅地のみ

ならず、中心地や拠点地区でも住宅戸数密度の基準を持た

せるようになった。大都市であるバーミンガム市では、一

表2.2.1イギリス大都市のUDPにおける住戸密度基塗

  郊外中心核都〔〉*

  バーミンガム2001グラスゴー20014050100戸/ha～50(30**)20～7530～100
  *バーミンガムはシティセンター"ラスコ㌧はインナーシティ**は特定地区のみ

.街並み:外部空間の構成

外部空圖の提え方は内部空間と変わらない:
部屡の中にいるように街の申にいる

大きな違いはスケールにある

L

部屋は、床と壁、天井から成る

一一1
外部空間の囲みは、床と壁と

やはり天井から成る

タ陪懸規と室麟日纐以釜生(鋪た5.1より)

図2.2.1外部空間の捉え方

般住宅地(郊外)の住宅戸数密度を40戸/haとし、拠点地区

50戸/ha、中心地区(都心)では、都市計画史上は初めて

都心居住を推進することを決断し、100戸/haという基準

を提示している。グラスゴー市でも同様の地域の設定があ

るが、密度は多少の幅を持たせている(表2.2.1)。

21世紀で特筆されるのは、住宅戸数密度はデザインガイ

ドの中だけでなく、総合開発計画のなかにも記述されるよ

うになっていることである。デザインガイドは、開発許可

基準の「追加の文書」とされてきたことから見ると、住宅

戸数密度は制度による規制条件として格上げされたとい

えよう。その理由は、上記のPPG3にみるような、サステ

ィナブルでコンパクトな都市を目指すように、都市計画と

住宅政策が転換したためである。

(3)21世紀のデザインガイドと住宅戸数密度の特徴

PPG3を受けた21世紀のデザインガイドの先陣は、

1997年Essexデザインガイドである。「住宅地とミック

ス開発のための」という副題のついたこのデザインガイド

の改訂版は、住宅戸数密度の高さによる地区の段階は従前

のままであるが、20戸/ha以上を中心として、①混合土地

利用の推進、②歩行者と自転車および公共交通を中心とし

た交通計画(クルトサック方式の否定)、③住宅地内の安

全で静かな交通、④前庭への自動車駐車を否定した住宅建

築による「囲み」空間の尊重、⑤自然の監視機能の強化に

よる防犯、などが追加または強調されている。

また、バーミンガム市やリーズ市では、機能的な基準は

UPD(総合計画)に記載し、デザインガイドには住宅地

のデザインが目指す目標とその原則が述べられており、空

間デザインの方針が強調されている。いずれも、地域のコ

ンテキスト(文脈)を重視し、コンパクトでサスティナブ

ルな都市を目標としたデザイン理念である(表2.2.2)。
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図2.2.2UDP(バーミンガム1998)

表2.2.2各都市のデザインガイド主要項目

  デザインガイドの項目都市名
  エセ*1ハ㌧ミ*2リーツ似幼"ムズ

  L計画のコンテキスト2,サスティナビリティ3,混合用途○○0000000
  4,レイアウトの浸透性と分かりやすさ歩行者のスケールとスペースの扱い○○○00

  5.建築の配置の基準庭とプラィウ"アジフロンテージ、住宅と道路の連続性ランドスケープランドマーク公共施設00000000
  6.安全な場所OOO

  7.建物の形地域性拡張の基準遮音屋根開口部材料ディテールOOOOO
  .サービス○

  .アクセス歩行者と自転車10.自動車の動き道路タイプと速度設計ホームゾーン(駐車場)000000000
  ・「囲み」の概念000

*120戸/haを中心*240戸/haを中心*340～5Q戸/haを中心
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(4)まとめ

イギリスでは、住宅地の計画許可基準として住宅戸数密度

を取り入れ、その密度に従ったデザインガイドを作成し、

住宅地の開発許可に追加的な条件としてデザイン的要素

を取り込んでいる。ただし、日本のような高い住宅戸数密

度での具体的なデザインガイドはロンドンを中心とした

事例紹介やバーミンガム市のやや抽象的なデザインガイ

ド(Designfora!l)がある程度である。

3.住宅戸数密度による土地利用計画の検討

名古屋市を事例として、住宅戸数密度を指標とした広域

的な土地利用計画策定のための作業を行う。住宅地像を描

くために、地域別条件(区別)と政策条件(用途地域)によ

る影響を捉えたネット住宅戸数密度の実態(3.1)、具体的

な地区での実態測定(3.2)を行い、名古屋市の用途別土地

利用の実態(3.3)から将来の住宅戸数を推計した。

3.1名古屋市の地域別の住宅タイプ別住宅戸数密度

この作業は住宅土地統計調査の再集計(都市再生機構名

古屋支社委託)を行った作業の再録である。住宅地像を示

す住宅の建て方別に、区別用途地域別の平均住宅戸数密度

(ネット:住宅敷地のみを対象)を算出し地図化した。な

お、名古屋市全体の住宅戸数密度は、住宅戸数約90万戸

(含む空家、1998年住調)、住宅用地約9,780ha(名古屋市

計画局2002年調査)として約92戸/ha(ネット)である。

(1)戸建て長屋建て住宅地の戸数密度

図3.1.1で戸建て長屋建て住宅の平均戸数密度は全市

平均で55戸/haであり、その区別用途地域別分布をみる

と、中村区が73戸/haと最も高く、次いで熱田、東、西、

北区の60戸/ha台など南北の下町工業地域で高く、市の

東部の住宅地では50戸/ha前後と密度は低くなっている。

戸建て長屋建て住宅の戸数密度は都市の構造よりも、居住

地階層を反映しているといえよう。

(2)共同建て中高層住宅地の戸数密度

一方、図3.L2,図3.1.3をみると、共同建て中高層住

宅の区別用途地域別戸数密度の分布は、都心が高く、郊外

に向けて次第に低くなっている。密度は都市の構造とそれ

を反映して用途地域に従っていると見ることができよう。

高層共同住宅の全市平均密度は300戸/ha、戸建て長屋建

ての約5.5倍である。この平均戸数密度は、区別に見ても、

用途地域別にみてもその差が大きい。建設年次別に見ると、

近年になるほど共同建て住宅の割合が増加している。

また中層(3～5階建て)の戸数密度は全市平均208戸

/haであり、高層(6階建て以上)と戸数密度はやや差が

ある。そして、近年では、高層住宅の割合が急増している

ことから、密度の高い高層住宅が次第に市内でその数を増

やしていることが分かる。なお、図3,1.4の面積グラフで

中高層共同住宅の戸数割合と住戸密度割合を見ると、全体

に住居地域における中高層住宅の割合が高く、高層共同住

宅は商業系の用途地域に多いことが分かる。特にその3割

が商業地域にあり、その7割が戸数密度500戸/haを超え

ている。また高層共同住宅の戸数割合は、住居地域で3割

強、準工業地域で1割強を占めている。これらの用途地域

での高層住宅の密度は200戸/ha以上が7割を超えている。

中層共同住宅は住居系用途地域で多く6割を占める。これ

らの住戸密度は大半が150戸/ha～200戸/haにある。また

中層共同住宅は近隣商業と商業地域で3割近くになり、そ

の密度は半数以上が300戸/haを超えている。

このような高い戸数密度の共同住宅が各地域で建築紛

争を起こし、近隣の居住性を悪化させていることが推察で

きる。また、共同建て、特に高層住宅の増加は今後の市全

体の土地利用計画にとって大きな課題になると思われる。

(3)低層共同建て住宅地の戸数密度

低層共同住宅は全市の平均戸数密度は256戸/haと高密

度である。多くが室数の少ない小規模住戸であることと2

階建てが多いことから、この評価については別の観点が必

要である。低層の共同住宅の戸数密度分布図は省いたが、

住戸密度の分布実態を考察すると、都心、下町工業地域で

の密度が高いこと、東部住宅地と一部の西部の新住宅地で

密度が低いことが分かる。都市構造と居住地階層の両方を

反映しているといえよう。

表3.1.1名古屋市全市用途地域別建て方別住宅戸数密度(ネット)

    用途地域戸建長屋共同建高層共同建中層共同建低層

    工業系61.8227.2231.9291.1

    商業系61.2388.4272.2285.9

    住居地域55.1207.3178.4240.9

    中高層住専52.3153.9153.0267.4

    低層住専35.5216.1120.2180.8

    全市合計54.9299.7208.3256.1

＼

瓶

〆、癖

嵐ノ～」

建て長屋建て旛鵡
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低層専用住居地域は「その他」として

露

図312共同建て高層住宅の区別用途地域別平均戸数密度

滋

図313共同建て中層住宅の区別用途地域別平均戸数密度
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図314名古屋市建て方用途地域別の住宅戸数密度割合

3.2住宅地の住宅戸数密度と住宅地像の事例調査

統計による居住地の住宅戸数密度ではなく、実際の住宅

地の姿を見ながらその居住地の密度を測定し、戸数密度に

よる居住地像の作成の有効性を検討した。低層住宅地、住

工混合地区、一般住居地区、都心地区などを選び、それぞ

れの地区の現実の姿を戸数密度を通して見た。

⑯凡例

低層住居専用地域:①,③～⑫

住居地域二②⑬～⑰

図321低層住居居住地の住戸密度特性と居住地像(緑区

滝の水学区)(上は調査ブロック別の用途地域)

(1)低層専用住宅地の住宅戸数密度居住地像

名古屋市の東部丘陵地域に広がる低層住宅地は第1,2種

低層住居専用地域が多い。名古屋では地区の全てが土地区

画整理事業で開発されているといってよい。図3.3ユでは、

①低層戸建て住宅地区と②低中層共同住宅地区、そして③

戸建てと低中層の共同住宅の混合地区が多くを占めてい

る。①は幹線道路から離れた街区、②は幹線道路沿いに多

い。③も幹線道路沿いが多く、②と③は店舗との併存住宅

一6ユー 住宅総合捌究財団棚ラ冠論文集No.32,2005年版



が多くなっている。

建て方別で住宅戸数密度は大きく違っているが、敷地規

模のみのネット密度では、用途地域別の違いは小さい(表

3.2.1)。敷地面積分布をみると250㎡前後に収敏している

(図3.2.3)。区画整理による最低敷地面積基準がよく守

られていることが分かる。しかし未利用地の敷地面積はや

や規模が大きく、今後共同住宅化が進む可能性もある。

表3.2A建て方別用途地域別住宅戸数密度1)緑区滝の水学区

       用途別戸建て長屋建共同建戸/ha

       専用併用1.2階3～5階6階～小計

       低層専用P炉鶴灘45.65213.28132.31一59.94

       住居地域τ「3曾.9442.662鱗鱒F蕪講210.09105.11
       学区計45.8144.78214.67145.16210.0966.89

用途地域別の街区ブロック別に密度を見ると、用途地域

別に差がある(図3.2.2)。これは、図3.2.1で見たように、

用途地域により住宅の建て方が違っているからである。

こうした実態をみると、幹線道路から離れているブロッ

クは安定的な低層戸建て住宅地、幹線道路沿いは共同住宅

と戸建て住宅の混合地区というイメージを定着できる。そ

して、共同、戸建ての混合地区のあり方が問題になる。特

に中高層が混合するブロックで、高さと戸数密度の制限を

よい住宅地像を提示した上で、示すことが重要になろう。

(2)他地域の戸数密度と居住地像

紙面の都合で、他の居住地タイプの住戸密度と居住地像

を示すことができないが、住戸密度一覧表により、各地区

の個性と居住地像作成への課題を提示する。図3.2.4は工

業地である。ここでは、戸建て長屋建て地区が相当数ある

が、そのほかは用途混合地区である。戸建て長屋建てブロ

ックは密度は40戸/ha台とかなり低密度であるが、混合地

区の共同住宅は住戸密度が200戸/haをはるかに超えてい

る。両者の密度の格差が激しい地区である。
(」寳/ha)
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⑬

150

②

    一一一}一一『一一一_一_一_」飢

    ⑰⑱

    一一一一一⑰一一一・一

    か一"

    ⑥⑦簿⑨⑩1照擁i-一⑭⑮』『

欝

遷

鞭贈
贈毒

憲

鍵舞馨

写真3.2,1--ee住宅地(左)と滝の水地区低層住宅地(右)の姿

表3.2.2建て方別用途地域別住宅戸数密度その2

2)戸笠学区(緑区)低層住宅地

100

①
目
目
U
-O
O

5

第1.2種低禰住暦壌用地域第2種住屠地壇

図3.2.2滝の水学区の用途地域別ブロック別住宅戸数密度分布

 β巴'評魂ズ威面積(㎡)
図3.2.3滝の水学区の建て方別住宅敷地面積度数分布

留
磨
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冒
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       用途別戸建長屋建共同建全住宅計       専用併用1.2階3～5階6階～

       低層専用地域48.0941.Ol194.40155.55一53.46

       2種住居地域62.7145.5179.78257.96268.57126.05

       近隣商業地域45.52一一255.55一79.18

       学区全体49.9841.78188.79195.51268.5760.73

3)広路学区(昭和区)一般住宅地

      用途別戸建長屋建共同建全住宅計      専用併用L2階3～5階6階～

      1.2種住居地域53,053.08313.58320.94307.3779.4

      近隣商業地域61.5350.98309.72386.08392.92104.08

      学区全体53,8952.27313.02336.01338.1883.66

4)日比津学区(中村区)一一般住宅地

    用途別戸建長屋建共同建全住宅

    専用併用1,2階3～5階6階～計

    夏,2種住居地域62,4852.85258.65320.41424,72190,04

    準工業地域71,68100.315.00600.0573。6899.01

    学区全体62.7554.27259.93327.16469,29101.72

5)小碓学区 (港区)工業地

      用途別戸建長屋建共同建全住宅計      専用併用1.2階3～5階6階～

      1,2種住居地域45.213L93272.90263.33212.1974.71

      近隣商業地域37.5261.53一278.02283.0343.76

      工業地域29.67一250.00一360.0558.96

      学区全体47.3534.61272.04264.63224.7378.12

6)明徳学区 (港区)工業地

       用途別戸建長屋建共同建全住宅計       専用併用1.2階3～5階6階～

       1.2種住居地域44.4137.33200.00179.45一70.07

       近隣商業地域57.1440.0333.33275.01220.01162.50

       準工業地域57.8243.66312.31262.72298.43109.39

       (準住居地域){27.58}一一{155.55}一{98.46}

       学区全体55.3342.03279.19244.23295.48100.05

凡例は図3.21に同じ

岬

図3.2.4
あ

工業地区居住地の居住地像(港区小碓学区)

3.3名古屋市の土地利用実態と住宅地像

一土地利用変化から見た住宅供給の予測

名古屋市の用途別土地利用の変遷を見ると、1971年か

ら2002年にかけて、住宅用途(専用と併用の計)の土地

は全市面積の22%から30%へと増加している。建物用途か

ら見ると、商業用途は増加し工業用途は減少している。
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未利用地は35%から2002年には21%へと減少している。

①未利用地への供給2015年までに、未利用地が500ha

減り、それが住宅用地に転換したとし(図3.3.2)、それが

平均的な戸数密度(92戸/ha)で住宅供給されたとすると、

約4.6万戸の住宅が増えることになる。

郊外住宅地で共同住宅の比率が増大することになると

(その可能性が高い:図3.3.3)、500haの増加分にっいて

戸建てと共同建ての敷地割合を3:2と(平成6年以降の

割合、戸建て50戸/ha、共同建て200戸/ha)とすると、

約4.5万戸増加することになり、上記計算と大差ない。

②住宅用地の増加から見た供給一方住宅用地の増加か

らみると、2015年までに控えめの予測で700ha増加する。

この用地が同様の建て方と密度で建設されるとすると、住

宅の増加戸数は6.3万戸になる。工業地などの用途変換が

進むとすると、この6.3万戸が新規の供給戸数となる。

③低層戸建てから共同建てへの建替え既存住宅の中で、

戸建て長屋建てから共同建てへの建て替えがある。その数

を控えめにみて1割が共同建てに変わるとすると、約7万

戸の増加とる。新規供給とあわせて13万戸余が増加する。

④増加住宅数と人口1998年の市住宅戸数は居住世帯の

ある住宅83.3万戸と空き家13.9万戸計97.2万戸である。

2015年には約110万余戸になる。空き家戸i数の増加をど

う見るかであるが、増加する住戸数を新築中のもの

(1.4%)を除いて空き家でないとすると居住世帯のある

住戸数約96万戸、人口(2.5人/世帯)で約30万人余(計

250万人余)の増加になる。

単純な計算であるが、未利用敷地の7%を使い、控えめ

の建替えの算定でこのような過剰な住宅供給が行われる

ことになる。すなわち、土地の需給からみると、これまで

のような高い住宅戸数密度(特に共同住宅)は必要がない

ことになる。安定した住宅地の形成ができる土地利用上の

条件は十分にあるということができよう。
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図3.3.1名古屋市土地利用用途の変遷
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4.居住地像とデザインガイド:地区事例研究

4.1戸建住宅地における住宅戸数密度と緑の満足度

戸建住宅地では、戸数密度は敷地面積および敷地内空地

(緑化空間)を規定するので、住宅地計画上戸数密度は重

要な指標ということができる。本項では、第一に戸数密度

と緑被率の関係、第二に敷地内の緑被率が敷地内の緑に対

する住民の景観意識に影響することを明らかにすること

によって、このことを確認する。

そのために、①名古屋市学区別の世帯密度1)と緑被率2)

の関係を分析する。②まとまった規模の樹林や公園がない

第一種低層住居専用地域の中から緑被率が異なる3学区

を抽出し、緑の満足度を調査した(郵送アンケートを2004

年11Hに実施、配布回収状況は表4.L4)。

(1)学区別の世帯密度と緑被率の関係

市内259学区について、戸数密度に関する既存統計がな

いので世帯密度を代用し、世帯密度と緑被率の関係を見る

と図4.1.2になる。学区内には様々な形式の住宅や非住宅

用地を含んでいるが、マクロに見ると世帯密度と緑被率の

間には負の相関があることがわかる3)。

緑被率(%)

國30%～
310%～
口10%未溝

購 0

O
G
O
O
O
O
O
O
O
O

9
8
7
6
5
4
3
2
1

204060 80

図4.1.1名古屋市学区別緑被率図4.1.2学区別にみた緑被率と世帯密度
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表4.1,1調査の配布回収状態

     表山滝ノ水名東合計

     配布世帯配布枚数200世帯800枚200世帯800枚200世帯800枚600世帯2400枚
     回収世帯58世帯39世帯45世帯142世帯

     回収率29.00%19.509622.50%23.70%

     回収枚数100枚72枚84枚256枚

表4.1.2学区別緑被率と世帯密度

    表山滝ノ水名東

    緑被率(学区)%28.321.013.6**
    緑被率(敷地内)%14.89.35.5*
    世帯密度(学区)世帯/ha43.426.951.8**
    *1-一一1、・のみ
**:学区内には他の用途地域を含む

表4.1,3調査地区敷地面積と回答者の属性

           敷地㎡平均敷面積㎡年齢性           ～200201～401～～2930～50～60～男女

           名東40.044.415.6277.29.516.621.452.441.758.3

           滝ノ水43.643.610.3252.711.132.030.625.O38.961.1

           表山22.456.919.0337.55.015.018.061.046.054.0
(2)3学区の緑被率と敷地内空地の緑被率

259学区の面積は平均124.16ha、緑被面積は

平均30.78ha、緑被率は平均24.8%である。

ただし図4.1.1のように、緑被率10%未満の学

区は都心にあり、30%以上の学区には樹林や農 み

耀欝雛繊騰
て、敷地内の生垣と樹木を計測した(図4.1.3)。

緑被率と敷地内の緑被率との関係は表4.1.2の

國
!へ

〆一一一'＼

めか、肯定的評価は滝の水≒名東である。

③周囲の緑に対する景観意識

図4.1.5は、「あなたの家の周囲の緑は豊かな景観だと

思いますか?」と尋ねた結果である。

学区の緑被率・敷地内の緑被率が最も高い表山では、肯定

的評価が74%を占める。学区内の緑被率が低い名東では

肯定は57%である。

④敷地内の緑被率と緑に対する満足度

図4.1.6は緑に対する景観意識に、「思う」2点、「そう

思う」1点、「あまり思わない」-1点、「思わない」-2

点を与えた加重平均値(満足度)と敷地内の緑被率の関係

を見たものである。緑被率が高いほど緑に対する満足度が

高くなっているが、敷地内の緑被率が15%近い表山では、

他の地区に比べ圧倒的に満足度が高い。

(4)まとめ

戸建住宅地を対象に、戸数密度(世帯密度)は敷地内空

地を規定し、敷地内の緑被率が高いほど緑に対する満足度
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    通りで、低密住宅地では学区の緑のほぼ半分は敷

地内の生垣や樹木からなることがわかる。

(3)3学区における住民の緑に対する満足度

①回答者の属性

調査は各学区とも無作為に戸建持家200戸

を対象に4票ずつ配布し郵送回収した。回答者

の属性は表4.1.3の通りである。前節で見た敷

地内の緑被地は表山〉滝ノ水〉名東であるが、平

均敷地面積は表山〉名東〉滝ノ水であった。な

O'S2GX4e茜60覧8略1a購

睡翻庭木、生垣

翻その他

口小学校区
(第一種低層住居専用地域

ロ思う団まあ思う
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図4.1.4敷地内の緑に対する意識
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紅表山・名東は昭和峨以前に区酸マ麟
事業で造成された古い住宅地である。一方、滝＼ン<

ノ水は昭和54年設立の区画整理事業で開発され、侵ぜ
平成2年に誕生した新しい学区である。滝ノ水

には入居して40年未満の中年層が多い。

②敷地内の緑に対する景観意識

図4.L4は「あなたの家の緑は豊かな景観を作ってい

ると思いますか?」と尋ねた結果である。「思う」「まあ思

う」を合わせた肯定的評価が多いが、特に敷地内の緑被率

が高い表山では8割近い。敷地内の緑被地は滝ノ水〉名東

であるが、回答者の平均敷地面積は名東〉滝ノ水であるた

滝ノ水
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図4.1.3敷地内の庭木・生垣とその他の緑

名東

雰灘難1繋
,一一!、髄

蕪1灘鞭:蓄;蝋棄
1,ノ」

鱒醤鐵灘難1
 眺20鴇樗眺6QΣ巳0斗、0ぴ蓄

口思う

ロまあ思う

回どちらとも言えない

慶あまり思わない
翻思わない

図4.1.5周囲の緑に戴する景観意識
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敷地内の緑被率(%)

図4.1.6敷地内緑比率と緑への満足

1)2004年学区の世帯数/ha2)2000年航空写真を用い、樹林

地、農地、公園緑地等にある10㎡以上の緑被地を抽出、GISで計

測した3)両者の相関係数r=0.559は1%で有意差あり

4)第一種低層イ据専用地域でのみ計測した
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が高いことを示した。特に、表山のように敷地内の緑被率

が15%程度に達すると敷地内だけでなく地域の緑に対し

ても満足度が高くなることがわかった。

4.2建売分譲住宅地の建替え実態とデザインガイド

ここでは、建売分譲住宅地での建替えの実態を把握し、

建替えに関するデザインガイド作成にむけてのデザイン

要素の抽出を行う。

(1)調査の概要

調査対象地区は愛知県瀬戸市南部菱野団地(愛知県住宅

供給公社により昭和41～53年度に原山台、萩山台、八幡

台の順に開発された団地)である。昭和45年3月に最初

の分譲が行われてから30年以上が経過している。建替え

の実態を把握するため、昭和44～47年度分譲住宅を対象

として、平成11年9月に実施したアンケート調査(留置

法、配布数430票、有効回収数317票、有効回収率73.7%)

の結果を踏まえ、ケーススタディとして、平成17年8月

に外観調査を実施した。地区は第1種住居専用地域で、戸

数密度は42.8戸/ha(ネット密度)、調査対象は81戸、

敷地面積は229.2㎡～239.6㎡である。

(2)居住者の属性

世帯主年齢は「50歳代」以上がほとんどで(表4.2.1)、

居住年数は「25年以上」が8割を超えており、分譲当初

からの入居者が多い(表4.2.2)。家族型、世帯主の職業、

収入は表4.2.3～表4.2.5のとおりである。
表42.1世帯主年齢(単位・o/o)

かる(表4.2.8)。建替え理由は「狭さ」が48%、「老朽」

は21%、「使いかって」11%、「同居」12%である(表略)。

表4.26部屋数(LDKを除く)(単位.%)

3ロ
じ1下

4部屋

165

5部屋 6部屋 7部屋

256 1092R1

表42.7延床面積(単位・%)

8m
じ1ト

123

計

1000

75m"
キy藷

9R

75m
じ1ト

93

100rが
じiP

223

125m
じ」ト

3Al

150m
じ」ト

22R

200m
じ1ト

R2

計

lOOO

表428建替え時期(単位.%)

       木後5年夫濡i一後5年以卜後10年以卜、後15年以卜後20年以卜後25年以卜計
       4720724721320861000
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写真421従前の住宅(切り妻壁)と増築の典型事例

(4)建替えによる景観の変化とデザイン要素の抽出

ケーススタディとしてとりあげた区域は、分譲当初は同

じデザインの住宅(木造平屋、切妻屋根)が連なる街区で

あった。外構も1m程度の擁壁の上に低木が植栽されてい

たという形で統一されていたが、建替えに伴い住宅だけで

なく外構そして景観が大きく変化している。

蕪:響蒙
～39歳
42

40歳伏
91

50歳代
RO5

60歳代
4R

70歳～
114

計
1000

表422居住年数(単位%)

～9年
84

10～19年

42

20～24年
5R

25年～
816

言十
1000

表423家族型(単位・%)

鰹
籔
灘

躍

 ◇
難

同属
IR2

 キ婦ル早
354

キ婦のみ
R90

蛍身
1R

その仙
61

言十
1000

表4.24世帯主の職業(単位.%)
その
緬

52

攣総轟
写真422外観調査対象区域の現在の景観

対象地区は図4.2.1に示すように曲線道路に面しており、

管理

241

恵i譲

228

技能

80

自営

55

販売

29

無職

Rl5

計

100

表425世帯収入(税込み)(単位%)

300万
未満
60

300万
以上
192

500万
以上
140

70G万
以上
249

1,000万
以上
R60

計

1000

(3)建替え実態

86%の世帯が、建替え、増改築などの住宅改善を行い、

建替えは59%である。…現住宅の部屋数(LDKを除く)

は、分譲当初は3部屋であったが、「5,6部屋」が多くな

っている(表4.2.6)。延床面積は「125㎡以上150㎡未満」

が最も多く、平均は132.4㎡で、分譲当初の面積(53.01

～67.07㎡)の約2倍の広さになった(表4.2.7)。

建替えの時期は「建築後5年未満」は少ないが、建i築後

5年以上から25年未満までは同じような割合を示してお

り、物理的耐用年数に関係なく建替えが行われたことがわ

建替えにより各戸の敷地の

住宅の向きにばらつきを生

じさせている。さらに屋根

形状は、建替えにより建替

え前の「切妻」からそれ以

外が3割強となり、屋根形

状が混合化している(表4。2.

9)。道路境界線から住宅ま

での最短距離をみると「0.5>

m未満」は1割に満たず、脈

「1m以上」は65%を占め

ている。建替え時に道路境界から壁面までの距離が意識さ

れた様子がうかがえる(表4.2.10)。

この区域は指定用途地域や現戸数密度を考えると、無理

なく前庭を確保することができるため、道路境界線沿いの

状況が当該住宅地の主要な景観構成要素になっている。

図421地区の配置図
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表4.2.9屋根形状(単位:o/o)

切…i攣
642

害糠
148

陸屋根
161

その仙
49

言十
1000

表4.2.10道路境界線から住宅までの最短距離(単位:o/o)
05m
 キ滞

74

05m
じ1ト

272

1m
じ1ト

296

15m
じ1ト

210

2m
じ1ト

11.1

25m
じ1ト

A7

十量
口

1000

そこで、敷地の接道長さに対する道路境界線沿いの塀垣

根(擁i壁は含むが、門扉等の可動箇所は除く)の長さの割

合(塀垣根率)を算出した。塀垣根率の平均は75.9%で、

「7割以上」が58%、「6割以上」をとると85%を占めて

いる(表4.2.11)。塀垣根の種類をみると、「生垣」と「植

栽」を含む緑化塀垣根が過半数を占めている。一方、コン

クリートブロック塀などの見通しが利かない「塀」は2割

程度であった。なお、未建替えの場合に「生垣」が多い傾

向がみられた(表4.2.12)。

道路面からの塀垣根の高さは、目線より低い1.5m未満

が1割程度であり、オープンフェンスを含めて開放されて

いる庭は2割程度である。建替えによって前庭は閉鎖的に

なっていることがわかった(表4.2.12,4.2.13)。

表4.2.11塀垣根率(単位:%)

イギリスのデザインガイドは、住宅地の密度ごとに、

「囲み」によるデザインのあり方で説明している。そこで

日本でも「囲み」概念により市街地景観を説明できるかど

うかを検討した。第一に、歴史的町並みを説明する試み、

第二に新しい住宅地の街並みを観察する方法によった。

5,1歴史的町並み1)調査による「囲み」概念の検討

まず、歴史的町並みにっいて、この「囲み」がどのよう

に説明できるかについて、津島市本町通りを事例として検

討した。同通りは住宅戸数密度が33.6戸/haとなっている。

雲1鋤総窯1
灘黙欝覇
む立面を示したものである。

この結果以下のような空問

の特徴が説明できた。

5000
 キ濡
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5000
じ1卜

37
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じ1ト
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7000
Dlト
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8000
じ1ト

259

9000
じ1ト

36

計

1000

表4.2.12塀垣根の種類(単位:%)
その
楠

160

平面スペース
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彰
伽
げ
癖

図5.1.1「囲み」の3要素
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8
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1,26

植栽

111

生垣

309

計

1000

表4,2.13道路面からの塀垣根の高さ(単位:%)
1m
 キ濡

12

1m
DIト

12

15m
じ1ト

3

2m
じ」ト

R

25m
じiト

3m
じ1卜

R7

計

000

(5)まとめ

調査対象区域は、分譲当初、住宅も外構も同じデザイン

であったため、統一感はある景観を形成していた。その後、

建替え等の住宅改善により、一体感を欠いた景観に変化し

ている。

もし、従前のデザインを受け継ぐとすると、①敷地と住

宅の向きの一致(特に通りへ住宅の妻を向かせる)、②屋

根形状の統一(切妻を守る、勾配と向きの統一:通りに面

して妻壁を見せる)、③壁面線の設定と妻壁の開口部(通

りに開く)のデザイン、④塀垣根の高さ(通りから庭が見

えるように)制限と種類の設定、⑤駐車スペースの工夫、

などがデザイン要素になる。これにより、通りに開いた調

和のある家並み景観が形成できるものと思われる。

5.デザインガイドのための「囲み」概念の研究

住宅地像の策定にはデザインガイドが適切であり、それ

は住宅戸数密度ごとに「囲み」概念を活用することが有効

であると思われる。「囲み」は都市空間を、①平面のスペ

ース、②建物の壁面またはランドスケープによる立面、そ

して立面により切り取られる天空面によって視覚的に認

識する都市の空間概念である(図5.1.1.)。

①本町通りは、海岸線に沿って形成された商店街であり、

緩やかな弧を描いた曲線道路によって成立している。こ

れにより、通りの視界は100m以内で建物の壁面で囲ま

れた空間となる。

②建物は通りに対して正面を向き吐き出し窓か玄関によ

って開かれた開口部を持っている。通りの幅員(向かい

合った建物の壁面と壁面の距離)は約7m前後である

(通りが6m,建物の前面平面空間が両側で1rn)。

③建物の屋根は、残っている歴史的建物では2階建て瓦葺

が多くほぼ統一された勾配をなしている。平面スペース

の幅と壁面立面の高さの比はほぼ1;1より少し少ない

(軒面の高さとして)。歩行者にとっては、好ましいス

ケールである。建物は連続建て、あるいは建物の間隔が

ほとんど空いていないので、建物は連続している感が強

い。通りの「囲み」は強く、連続的である。

④屋根の高さがそろい、建物の壁面が通りに面してそろっ

諜導蜜1
図5.1.2津島市本町通りの町並み「空間スペース」

麟鴛

難 購

写真5.1津島市本町地区の歴史的町並み
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ている。壁面が連続的であるから、これによって切られる

天空は秩序立っている。

このように、日本の歴史的町並みはイギリスのデザイン

ガイドにある「囲み」概念で十分に説明できることが分か

った。また、町並みはイギリスのデザインガイドの基準に

よると、好ましい空間を形成しているといえる。日本で

人々が歴史的町並みに引かれる大きな理由は、この「囲み」

空間の高い完成度にあると思われる。

5.2住宅地像のデザイン方法(「囲み」概念)の追究

一新しい戸建て住宅地における「囲み」の状態の検討

住宅地像の作成は、デザインガイドにより「囲み」の形

態を指示することが基本となる。そして、それは住戸密度

の高さが基礎的な条件になる。しかし、従来の日本の近代

戸建て住宅地では、各住宅敷地は高い塀で遮断されて街並

み形成に寄与しておらず(写真3.2.1)、この状態では街

並みを「囲み」概念により扱うことが困難である。

そこで、新しい一戸建て住宅団地(土地区画整理内分譲

宅地が大半)について、街並みの形成要素を受け入れる可

能性があるかどうかにっいて住宅地全体としての「囲み」

の状態を検討し、以下の結果を得た。対象は滝の水学区の

住宅地(図3.2.1、住宅戸数密度50,0戸/ha)である。

①平面スペースの開放化図5.2.1は各住宅の道路に

面する敷地の前庭部分の開放性を調べたものである。「開

放性」とは前庭の視覚的な開放性を意味し、「塀が視線よ

りも低いこと、あるいは透視性のあるフェンスであること、

及び樹木で実際は見通しが遮断されていないこと」を示唆

している。この結果、大部分の住宅が開放的(パブリック)

になっていることが分かった。この住宅地が道路と各敷地

の前庭を一体化した「平面スペース」とし、街並みとして

まとまった「囲み」を成立させる可能性を持っている。

②通りに正面を向く立面空間の状態通りを挟む両側

の建物(住宅)が通りに対して正面を向いていることは「こ

の空問が「囲み」の水準を高める基本的条件(要素)であ

る。この団地では、125件中、正面を向いていないものが

3件(内共同建てアパート1件)あった。ほとんどの住宅

が正面を向いており、「囲み」の水準を高めている。

③立面空間の連続性、開放性とプライヴァシー次に、

壁面線をみると、各住宅の隙間が南北向き住宅で2m程度

(地域制による壁面線の制限あり)、東西向けは5～6m

空いているが、南北向きは連続性を維持し強い「囲み」空

間を形成している(図5.2.2、5.2.3)。
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図5、2.21囲み」を成立させる「平面スペース」の開放化と立面空間と屋恨

その壁面の揃いかたを見ると、その凹凸がかなり大きい

ことが分かる。特に南面の立面の凹凸が激しい。壁の凹凸

は一般的には整然とした「囲み」の形成にはマイナス要因

となる。さらに壁の開口部分をみると、壁面に小窓が多く

使用されており(それは特に北面の敷地に多いが)、前庭

の開放化とは対照的に閉鎖的になっている。「囲み」は近

隣とのコミュニケーションを育む領域を形成し、自然な監

視機能を持つことが期待されている。今後は、住宅の通り

への開放性とプライヴァシーの確保を両立させることが

「囲み」空間を成熟させていくための課題であろう。

④屋根の連続性と天空東西向き住宅の屋根は、切妻と

寄棟とが混合している。南北向きの住宅の屋根はほとんど

が寄棟である。寄棟づくりの屋根は凹凸の激しい平面に対

応して小さく切れ切れの屋根群をつくる。それぞれの住宅

の独立性を強調するのであるが、住宅群は連続しているの

で、この独立性は中途半端に住宅の連続性を弱め、「囲み」

空間の一体感を弱めている。
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これを切妻にかえてみると、立面空間の連続性が強まり、

「囲み」が一体的になることが分かる(図5.2.4)。屋根

により切り取られる天空の形は、屋根の形態を反映して、

連続性のあるシンプルな空間を形成するか、切れ切れな空

間を見せるか、の相違をなす。これは、各住宅の独自性を

強調することが、街全体の個性と調和を喪失させている。

以上のように、「囲み」概念は、居住地の形態がよく説

明でき、また、居住地形態のデザインを指し示し易いこと

が分かった。
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図5.2.4南北向けの通りに面する立面空間(北側)と屋根の形

(3)住宅地像を描く手法としての「囲み」概念と課題

以上のように、新しい住宅地では個別の敷地境界を取り

払い、空間を視覚的に共有する街並みの光景が登場してき

ている。それを捉えデザインする技術として「囲み」概念

は有効であると思われる。

但し、現段階では、通りに面する前庭空間と住宅正面の

デザインを巡るコミュニケーションとプライヴァシーの

両立、個々の住宅デザインの個性と街としての個性(統一

的な調和)を図っていくことが課題である。そして、その

ためのデザイン要素を確定することと、デザインの力量を

高めることが重要である。

6.総括

以上の諸研究より、住宅戸数密度による土地利用計画と

居住地像の創出をデサインガイドにより進めるという、仮

説について、さまざまなことが明らかになった。

①住宅戸数密度は「コンパクトシティ」論の主要な技術的

指標をなし、都市デザイン論に大きく関わっている。しか

し、住宅戸数密度は国や地域で異なった平均値や基準があ

り、単純に高密度化を指向するのではなく、地域と歴史、

そして何よりも、生活水準の向上に寄与するという価値意

識に基づいて思考を進めることが重要である。

②イギリスの経験では、都市計画の開発基準に住宅戸数密

度が大きな役割を果たしており、また、住宅地のデザイン

ガイドを規定する基本的な指標となっていた。この開発計

画と住宅戸数密度によるデザインガイドの実質的有効性

を確認すること、が今後の課題である。

③住宅戸数密度に基づく居住地の土地利用計画は、これか

らの都市計画に重要な役割を持つ可能性の高いこと、を示

すことができた。今後、さらに土地利用と住宅密度との関

係を資料の精度を高めて追究すること、さまざまな都市で

ケーススタディすることが、この可能性を確認するために

必要である。

④また、土地利用計画としての住宅戸数密度の捉え方とし

て、従来の用途地域別の密度(今回作業)だけでなく、ニ

ュー・アーバニズムが主張する用途混合概念に基づく地域

区分により行うこと、も今後の課題である。

⑤住宅戸数密度は建物の建て方、階数などにより住宅地像

を提示することが、各地区モデル調査により、あるいはイ

ギリスデザインガイドの高密度住宅地の事例より、示すこ

とができた。これに対する地区のデザインガイドの方法と

して、「囲み」の概念を活用することが有効と思われた。

⑥住宅戸数密度がゆるい住宅地では、緑被率の高さが住宅

密度を説明していた。建売分譲住宅地の増改築の結果から

は、デザインガイドの必要性とそのデザイン要素を捉える

ことができた。

⑦「囲み」概念は、歴史的な町並みの空間要素を説明でき

た。また、敷地境界を取り去り、通りに開いた住宅の正面

壁面で囲まれた空間を共有する新しい住宅地の空間特性

を説明できた。住宅地像を「囲み」概念によりデザインす

る具体的方法を追求することが新しい課題になった。

これらの事例のように、住宅地像を描くことが将来の街

づくりに効果を発揮する地区において、具体的に「囲み」

概念によるデザインガイドをつくり提案していくことが、

デザインガイドの作成方法を示すとともに、住宅戸数密度

が土地利用と街並みデザインの両方をつなぐ指標として、

重要であることに説得力を持たせていくことになると思

われる。
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