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エリアデザイン・マネージメント／単体から集団へ　　

木造密集地域のエリアデザインから事業実施までの事例である。

【社会的・地域的背景】

〇江戸時代形成された長屋による市街地に現代の建築基準法が適

　応せず、幅員 2ｍ前後の通路沿いに、不適法な手段で密集化が

　進んだ。

〇地域特性にそった、【新たな建替えのルール】が求められた。

〇都心部でありながら、狭小な居住スペースのため、若い世代の

　流出が進み、高齢化が進み、商店の閉鎖が多くなり、下町的コ

　ミュニティ－の継続が危ぶまれていた。

【地域特性】

・東側と西側を５ｍから１０ｍの高さの崖に挟まれた南北方向

　の谷地

・中央に若葉通り（幅員５ｍから８ｍ）

・平均敷地規模　約５０㎡　接道不良建物８０％以上

・道路率　約６％　地先道路幅員２ｍ前後（通路と４２条２項道路）

・緑化率０％　多くは鉢植え

・江戸時代の区画を継続する現在の公図

【市街地再生方針検討：地域特性の分析】

〇個別更新や共同化更新による可能性をスタディ分析

　→「狭小な敷地」と「２ｍ前後の道路の拡幅」と「斜線制限」か

　ら更新のメリットなし

〇住環境の構造的分析（個々の日照条件、街区の日照条件等）

　→狭小宅地の日影規制の限界　街区では、道路空間から日照確保

〇社会的要因分析

　→路地ごとのコミュニティが強い。代々居住継続、若者の地区

　　外流出で高齢化率が高い。建築や印刷関係の職人が多い。崖

　　上は、寺や高級住宅街で、対照的に崖下は、四谷に位置しな

　　がら、土地建物の市場売却困難で、近隣売買の傾向強く低価格。

　　近隣マンション㎡単価よりも土地の㎡単価のほうが安価な状況。

〇住民参加による再生方法の検討

　→住民協力で、地域生活情報を収集し、専門的分析も加えて、独

　　自の街カルテの作成。　

　　勉強会、ワークショップ、イベント、他地区見学会、バザー

　　（活動資金）の開催

〇まちづくり普及活動

　→若葉通りの拡幅と建物高さの実験イベント、まちづくり計画の

　　ビデオの作成、子どもと親の参加行事、町のアイデンティティ

　　づくり　　　　　　　

図１ 新宿区若葉地区の位置

図２ 江戸時代四谷門近くの同地区

図３ 崖に囲まれた当地区

図４ 江戸時代の区画を残す現在の公図

図５

図６

図５、６現行の法規制での戸別建

替え道路幅と斜線制限で現状の床

面積の確保は困難となる。

既存の住宅の状況は階段がなく、

はじごで２階に上がる家、玄関に

台所がある家などである。

図７、８現行の法規制での共同建

替、東西に長い棟の為、日影規制

対象外となる１０ｍ以下３階の建

替えとなる。

図７

図８

図９ まちづくりカルテ

図 10 住民で街区を分担して、まちの

きけんな所、子供の遊び場などの調査

図 11 （左）道路幅員の調査　

図 12（右） 風船で道路の拡幅状況や

　　　　　　建物の高さの確認

＜個別建替えの検討＞ ＜共同建替えの検討＞

＜現況把握と検討＞



エリアデザイン・マネージメント／単体から集団へ　　

■新宿区若葉地区・【２棟連結増殖型共同建替え】による木造密集地域の再生　　　　　No2

【単体から集団規制へ】

 密集市街地の新たな建替ルールを構築し、地域の再生に

　→旧再開発地区計画を既成市街地に適用し、新たな緩和

    と規制のルールを使用して、集団のあり方をまちづく

    りの構成として再編し、「市街地再生の道すじ」をつ

    けた。（当時、通常の地区計画制度では、容積の緩和

    はあったが、それ以外の緩和はできなかった。再開発

    地区計画は、当時工場等の大規模跡地で適用されてい

    たが、既成市街地でも適用可能な結論を得た。）

【新たな住環境確保の方法】

→住宅系用途地域で、高度地区の

  廃止・日影規制を撤廃した整備

  計画の事例は無かったが、図に

  示すように、日影規制で、小規

  模敷地市街地の場合には、日照

  は確保されず、住環境の担保は

  できないことがわかった。通路

  や道路などの空間によって日照

  は確保されていた。

→ 高高さの指定・壁面後退によ

　り空地を確保し、採光と通風に

  よる住環境確保に替えた。建物

  相互の影響をスタディすること

　で、 高高さを定めた。壁面

  の位置は、崖沿いを、 崖の高さ

　と安全性で 6ｍとした。

  １階部分は車道と歩道の幅員を

　あわせ 12ｍの空間を確保するよ

　うに条例化することとした。

　当時は後退部分の工作物の設置

　や地表面の連続性を地区計画で

　定めることができなかったこと

　から、まちづくり協力基準に定

　めることとした。

※<街並み誘導型地区計画や基準

　法第 52 条第 12 項の緩和につな

　がる >

【２棟連結増殖型共同建替えと命名】　

→路地コミュニティで共同化の意向をまとめることで、安心して居住継続できる事業

  参加の状況をつくり、事業規模を抑えつつ、市場性のある適正な建替え規模を確保

  する。敷地規模約 800 ㎡から 1500 ㎡となる。

→小規模連鎖型とし、工事期間を抑え、仮入居期間を２年以内にすることで、居住継

　続を図る。

→東西方向の路地敷地に南北方向に連続させる建物とすることから、日影規制と高度

  地区の廃止を行い、地域で連続する空地を生み出し、採光、日照、通風空間を確保

  することとした。

図 13 現況日影時間（受影面４ｍ）

図 14 敷地規模別日影規制の効果

図 17 壁面の制限（崖地沿い）

　建築物の壁面又はこれに代わる

　る柱の面は計画図に示す壁面線

　を超える建築してはならない

図 18 壁面の位置の制限（道路沿い）

　　地区内主要道路１号沿い・区画道路

　　３号沿い建物の壁面又はこれに代わ

　　る柱の面は、計画図に示す壁面線を

　　超えて建築してはならない

図 19　通風と採光面

図 20　立体用途規制図

図 21　南北増殖の考え方

図 15　整備計画図

図 16　完成構想模型写真

＜旧再開発地区計画によるルール化＞

○３階以上の階が住宅、協同住宅、寄宿舎、下宿、

　または老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホ

　ームその他これらに供するもの以外の用途に供

　する建築物は建築してはならない

○風俗営業等規制及び業務の適正化等に関する法

　律第２条第１項の各号の一又は同条第４項の各

　号の一に該当する営業の用に供する建築物は、

　建築してはならない。
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 ◆若葉地区まちづくり推進協議会  地区計画  

⇒法規制 

協議結果
の届出 

 

まちづくり協力基準 
の作成⇒地域ルール 

運営規則 

＜若葉地区「まちづくり協力基準」＞  

○協力基準１ 区域の考え方  

○協力基準２ 若葉通りの歩道の考え方 

○協力基準３ 建て替えの作法の考え方 

○協力基準４ 緑化の考え方 

○協力基準５ 崖地沿いの空地の考え方 

○協力基準６ 防災の考え方 

○地区計画の届出（手続き）について 

まちづくり協議 

 

地区計画 
まちづくり 

協力基準 
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旧再開発地区計画の都市計画決定と整備計画の建築条例化に加えて、法規制の対象にはならないが、若葉地区のまちづくり

を実現するために『まちづくり協力基準』を定め、さらに、地域で建替えの協議等を運用する組織を設立した。

【地区計画に加えて、二棟連結型共同建替えを推進するための取組み】

（1）『まちづくり協力基準』の作成（地域ルール）

（2）『若葉地区まちづくり推進協議会』の設立 （平成９年３月）

若葉地区の計画づくりに参加したまちづくり協議会委員をもとに、

町会長・商店会長等を加えたメンバー構成

【まちづくり協議の具体的な項目】

①二棟連結型 ②崖沿いの空地

③歩道状空地の歩道部分

  区道＋民地＝３ｍ確保

④歩道状空地の連続性の確保歩道

  部分の塀等の設置の工夫

⑤若葉通りの歩道部分は、自動車の出入りの切り下げは行わない。

民間マンションほか

④民間（平成 11 年度竣工 19 戸）

⑤民間（平成 11 年度竣工 46 戸）

⑥民間（平成 13 年度竣工 33 戸）

⑦保育園　　　　⑧乳児院

⑥井戸の設置

＜若葉地区まちづくり推進協議会　取組み実績＞

共同建替え事業

①若葉 2-12 地区（平成 16 年度竣工 40 戸）

②若葉 3-2 地区（平成 19 年度竣工 81 戸）

③若葉鉄砲坂西地区（平成 27 年度竣工予定）

⑦まちの木の植樹

（ナンジャモンジャの木）

建物①

建物② 建物④

建物⑤ 建物⑥

①

＜事業推進体制の構築＞



○対象地区は、若葉地区の中でも、木造の老朽度や密集度が高く、接道条件も

　よくない地区で、２方向の道路に面する敷地ですが、整形ではありません。

○建築計画は、若葉通り沿いが８階建てで、崖地側が６階建てです。崖地沿い

　の１階は、戸別の出入り口を設置した戸建て感覚の住まいとしています。

○地権者が３５名と多く、権利関係は輻輳していましたが、共同化により、権

　利関係を整理することができました。

○地権者の８割近くが居住継続の意向の中で、これまでの路地でのコミュニテ

　ィをフロアにまとまることで再生できたこと、狭い２世帯の住まいが、フロ

　アを別にした近居の住まい方が可能となったこと、狭くて同居が困難な地区

　外の子ども家族の入居が可能となったことなど、地権者にあわせた生活再建

　策が実現できました。
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 平成５～７年度 

     木 造（25 棟） 

       非木造（ 5 棟） 

 
共同化モデル 
地区選定による 
勉強会 
 ○区域拡大の検討

 
 

 促進する会 

○共同化検討合意 
○民間事業者との 

意見交換 
○都市公団に 

よる検討 
○事業区域の 

再検討 
 

 懇談会・ 

役員会開催 

 
○共同化の検討 

 協議会 

○事業者：（財）首都圏 

不燃建築公社 

・建築工事 

・管理組合設立 

・工事竣工 

・引渡し 

 準備会 

○事業者：（財）首都圏 

不燃建築公社 

・事業検討依頼 

・事業パートナーに決定 

 ・基本協定締結

 ・事業協定締結

 ・等価交換契約

 ・工事着工

 

計
画
～
事
業
実
施
ま
で

 ＜従前＞    

○土地建物所有者：24 人 

○借 地 権 者 数：11 人 

       合 計 ：35 人 

＜従後＞＞ 
○居住継続：27 人 

○転   出： 8 人 

○合   計：35 人 

 

＜施設概要＞

○敷地面積：約 1,860 ㎡

○建築面積：約 1,160 ㎡

○建ぺい率：約 63％

○延べ面積：約 6,512 ㎡

○容積対象面積：約 4,832 ㎡

○容 積 率：約 260％

○構造：RC 造

< 建替え後 >ライトコート四谷（平成 20 年 3 月竣工）

○階数：地上 8階地下１階

○建物高さ：24.1ｍ

○住宅戸数：81 戸、店舗１戸

○その他：集会室、屋上緑化、

　　　　　駐車場 26 台、駐輪場 81 台

　　　　　消防水利 40ｔ、

　　　　　雨水流出抑制施設

崖地沿い

路地

【若葉３－２地区共同建替え事業】 < 建替え前 >

路地 地区全体

（ 建物構造分布図 ）

南側から見た建物全景 若葉通り沿いの歩道状空地

崖地沿いの空地

エントランス（夜景）

１F平面図

4F 平面図

断面図

N

 

エリアデザイン

平成元年～６年度

＜モデル事業地区での実践＞

平成８年度 平成９～１４年度 平成１５～１８年度 平成１９年度


