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Abstract  Recently, The regulations of cityscape have been made by many local governments. The law of cityscape was 
made by congress at this year. We were interested in our cityscape for some years ahead. However, there weren’t a common 
concept for our cityscape images in governments, enterprises and citizens without someone. So, the model of projects that is 
able to develop sustaining beautiful cityscapes, have to be built. Private entertainments aren’t suited to main stakeholder in 
these projects. Urban development corporation and Housing supply corporations are suited to these projects. Because they 
are entertainments to be controlled by governments and they will have many housing redevelopment projects as landmark in 
a city plan. This paper analysis the roles and practices of Urban development corporation and Housing supply corporations 
for developing sustainable beautiful cityscape under its’ housing redevelopment projects.  
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１．検討の背景・目的 

 わが国において、都市施設等、都市の基本的な社会資本

は整備された。今後、都市計画の施策は良質な社会資本ス

トックの整備にある補注(1)というコンセンサスは、社会一般

のものとなってきた。良質な社会資本ストックを整備する

具体的な動きとして、近年、良質な都市景観の形成が問題

となっている。欧米先進国の都市景観とわが国の都市景観

とを比較した場合、わが国の都市景観は、魅力ある都市景

観とは言いがたい。各市区町村及び当該地域住民の間にお

いても、近年、良質な都市景観を形成してゆこうとする動

きが活発である。全国の都道府県及び市区町村では、良質

な都市景観を形成するために、独自の景観条例が次々と策

定されている。このような動きを受けて、平成16年 6月に、

このような条例を支援するために、景観法が公布された。 

 景観法においては、良好な景観を形成するために、整備

と保全が掲げられている補注(2)。本稿では、大都市圏におい

て、良好な都市景観の整備をサスティナブルに推進してゆ

く地域の核となる開発を実施する主体について検討する。

このように、モデルケースとなるような良好な都市景観を

形成するための開発の実施主体としては、民間の事業主体

が主導となるよりも、国・地方自治体が主導的役割を果た

した方が効果的である。良好な景観の形成には、建築意匠・

壁面線の指定・建築高さの制限等といった建築計画への制

限を伴う。このような私権の制限を伴う良好な景観の形成

に関して、モデルケースとなるためには、巨大民間資本に

よる広域的な地域開発といった例外的な場合を除けば、

国・地方自治体が主導的な役割を果たす方が効果的である。

もっとも国・地方自治体のみの単独開発は、効果的かつ合

理的でないことは、近年の行政改革等に関する盛んな議論

が示すところであり、適宜、民間事業主体のノウハウの活

用、地域住民の民意の反映が重要であることはいうまでも

ない。 

 このようなモデルケースの実施主体として、市街地再開

発等、都市の主要な都市施設の開発に関しては、都市再生

機構補注 (3)（以下都市機構とする）が、住宅施設の開発に関

しては、都市機構及び地方住宅供給公社の役割の重要性が

あげられる。都市機構及び地方住宅供給公社では、近年、

昭和 40年以前に建設された、立地条件の良い、老朽化した、

都市施設として重要な大規模の住宅団地等補注 (4)の建替事業

を、順次実施しているためである。都市機構及び地方住宅

供給公社の上記建替事業の都市景観に与える影響は大きい。

良好な都市景観を形成するために、都市機構及び地方住宅

供給公社の上記建替事業を、良好な都市景観をサスティナ

ブルに整備してゆく地域の核となる開発事業とすべきであ

る。 

本稿では、まず、これらの都市施設としての大規模な住

宅施設の建替事業における、良好な都市景観の整備の実施

主体としての都市機構及び地方住宅供給公社の重要性を指

摘する。次に、都市機構及び地方住宅供給公社が、良好な

都市景観をサスティナブルに整備してゆく地域の核となる

上記建替事業を実施してゆくにあたっての実施する方法を

検討する。 

 

２．既往の研究・検討の方法 
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 既往の研究には、建築基準法等の制度を活用した景観形成に

ついては安田・嶋田他参考文献7)の研究が、住民参加に関する景観形

成については岡崎・西村参考文献 8)の研究が、行政主導の観点からの

景観形成については柴田参考文献 9)の研究等がある。 

 本検討では、良好な都市景観をサスティナブルに整備し

てゆく地域の核となる開発事業の実施主体としての都市再

生機構・地方住宅供給公社の役割並びに実施方法について、

都市景観・都市再生機構等に関する参考文献を参考に検討

する。 

 

３．良好な都市景観をサスティナブルに整備してゆく地域の核とな

る開発事業の実施主体としての都市機構・地方住宅供給公社 

（１）良好な都市景観をサスティナブルに整備してゆく開

発事業の実施主体としての民間事業者 

民間事業者によって、良好な都市景観を形成した開発事

業の典型的な事例として、銀座地区、丸ノ内地区の開発、

田園調布の住宅地の開発等があげられる。銀座地区を除い

て補注 (5)、銀座以外の開発では、大規模な資本を背景とする

大資本家が、自己の所有等する広域的な地域において、巨

大資本を背景に、統一的な街づくりのコンセプトを実施し

た事例である。今日、世界的にも地価の高いわが国の都市

圏において、このような広域的地域に、統一的なコンセプ

トを実施して行ける巨大資本等といった強力な原動力を導

き出すことは困難である。今日、民間事業者によって、良

好な都市景観を形成してゆくためには、良好な都市景観を

サスティナブルに整備してゆく地域の核となる開発事業を、

行政が積極的に誘導してゆくことが必要である。 

良好な都市景観をサスティナブルに整備してゆくため

には、当該地域に所在する各敷地を最有効に使用しようと

する私権の行使の制限を伴う。良好な都市景観を形成する

ためには、地域に所在する各敷地の所有者間で、上記のよ

うな私権の行使の制限を伴う、都市景観についての統一的

なコンセプトに関する合意形成が不可欠である。近年の各

都道府県・市町村における景観条例、さらに景観法の制定

は、上記のような私権の制限をもいとわず、良好な都市景

観を整備してゆこうとする統一的なコンセプトの現れであ

る。 

良好な都市景観の形成が望まれる地域の多くは、立地条

件の良い地域であり、各敷地の収益性等経済価値の高い地

域である。このような敷地が存在する地域で、現行都市計

画法・建築基準法以上に、壁面線の指定、高さ制限、建築

意匠制限といった私権行使の制限を行うことは困難である

場合が少なくない。良好な都市景観の形成に際して必要な

建築制限等を例示すれば次のとおりである。 

l 建築線・壁面線の指定 

l 高さ制限 

l 開発敷地規模の最高限度・最低限度 

l 建物壁面・看板に関する制限 

l 緑化義務 

民間事業者による、適切な景観形成がなされない例とし

て、マンション開発の場合を挙げれば次のとおりである。 

① 分譲販売実績・賃貸成約実績が上がるマンションの開

発を目指しているため、良好な地域景観の形成を考慮

しない建築外観に関する計画の実施 

② 地域景観が開発マンションのコンセプトとはそぐわ

ない場合、自己マンション敷地を閉ざされた空間とし

て、近隣地域に対して閉鎖的な印象を与えるマンショ

ン開発 

② 不整形な敷地の開発や、一部の敷地を取り残したマン

ション開発 

③ 良好な戸建住宅地の敷地を取りまとめたマンション

開発 

④ 地域の景観、特に、都市のスカイラインを考慮しない、

高層のタワー型マンションの開発 

上記のような、適切な景観形成がなされない、マンショ

ン開発事例の原因を、限られた開発費のもとで、最大限の

営利を追及しなければならない企業の営利性に帰結される

場合が少なくない。そこで、良好な都市景観が形成されて

いる場合の多いヨーロッパの主要都市を鑑みれば、同様に

資本主義社会のもとにあり、かつ、マンション開発に関す

る経済条件もほぼ同様である。むしろ建設費にいたっては、

ヨーロッパの場合のほうが低額である場合も少なくない。

また、都市計画・建築規制に関する各種手法についても、

これらの国々が有する手法と類似した手法をわが国もおお

よそ有している。しかし、ヨーロッパでは良好な都市景観

が形成される場合が少なくない。ということは、わが国の

場合、そもそも、都市の景観に対するコンセプトが、一部

の場合を除いて、建築事業の開発者は言うに及ばず、行政

の主体及び地域住民も有していない状態で建築計画、さら

には、地域計画が行われてきている場合が少なくないので

はないかと解される。 

 

（２）都市機構及び地方住宅供給公社の沿革 

都市機構及び地方住宅供給公社は、戦後、わが国の困窮

する住宅事情を解消するため国・地方自治体等の住宅政策

の実施機関として、わが国の中堅所得層を対象に、住宅供

給を行ってきた。設立当初は、わが国の住宅市場を牽引す

る地位を占めていた。しかし、今日、マンションの開発・

販売・管理方法等、事業者間において専門分化がみられる

ほど、わが国の住宅市場において、民間事業主体の成熟度

は高まりをみせている。国・地方自治体等、行政庁は、今

後、大都市圏の住宅市場は、供給過剰傾向に推移するとす

る予測を採用している。これからの住宅政策は、民間のマ

ンション開発事業者等を主な担い手とする、良質なストッ

ク形成の促進が目標とされている補注(6)。近年、都市機構・

地方住宅供給公社の存在意義が改めて問われている。 

都市機構は、将来的に、住宅事業は、民間事業者に移譲

し、都市再開発等の都市基盤整備にかかわる開発事業に特

化する方針を打ち出している。他方、地方住宅供給公社は、

各地方自治体の出資比率・財政的依存率を低減し、自主・
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自立的経営体質の確立を目指している補注(7)。 

都市機構・地方住宅供給公社では、昭和 40 年以前に建

設された住宅団地等補注(8)が多数存在し、これらの住宅団地

等では経済的・物理的耐用年数が到来しており建替時期が

到来している。都市機構では、将来的に住宅事業を民間に

移譲する計画上、建替時期が到来した住宅団地を市場ニー

ズに合致し、経営採算上優れた住宅施設へ建替えることが

重要な経営課題となっている。また、地方住宅供給公社で

は、例えば、東京都住宅供給公社のように、分譲住宅事業

を休止または縮小している地方住宅供給公社では、特に、

賃貸住宅を有する住宅施設の建替事業は、公社の経営基盤

を支える重要な事業内容となっている。賃貸住宅の建替事

業は、市場ニーズに合致させて市場家賃収入を確保し、今

後の地方住宅供給公社の経営基盤となる資産を整備するた

めに、経営戦略上重要な事業と位置づけられている。 

都市機構・地方住宅供給公社のこれら建替事業について、

具体的に、都市機構では、平成 13年 4月に「ストック再生・

活用計画」を、地方住宅供給公社、例えば東京都住宅供給

公社では、平成 15年 5月に「再整備計画」といった建替事

業に関する基本方針が策定されている。現在、これらの基

本方針をもとに、建替住宅団地等を選定し、個々の住宅施

設ごとに建替事業計画を立案・実施している。 

 

（３）良好な都市景観をサスティナブルに整備してゆく地

域の核となる開発事業の実施主体としての都市機構・地方

住宅供給公社 

上記（１）で記述のように、わが国の場合、都市の景観

に対するコンセプトが、一部の場合を除いて、建築事業の

開発者は言うに及ばず、行政の主体及び地域住民も、そも

そも有していない状態で、建築計画、さらには、地域計画

が行われてきたと解される。すると、良好な都市景観をサ

スティナブルに整備してゆくためには、都市の景観に対す

る統一的なコンセプトとなる、良好な都市景観をサスティ

ナブルに整備してゆくモデルケースとなる開発事業を積極

的に実施して行くことが必要である。上記で記述のとおり、

このようなモデルケースの実践は、本質的に、民間事業者

には不向きである場合が少なくない。そこで、このような

開発主体として重要な役割を担い得る主体として都市機構

及び地方住宅供給公社をあげることができる。 

都市機構の都市開発事業、並びに、地方住宅供給公社の

上記（２）で述べた住宅団地等の建替事業の多くは、地域・

交通の要となる大規模な開発適地における都市基盤施設の

開発事業と位置づけられる。よって、都市機構及び地方住

宅供給公社による都市再開発事業及び住宅団地等の建替事

業を、良好な都市景観を形成する地域の核となる開発事業

のモデルケースとすることで、良好な都市景観をサスティ

ナブルに整備してゆくことが可能となる。都市機構及び地

方住宅供給公社は、国・地方自治体の住宅政策の実施主体

であるため、このような公共的な役割の担い手として、容

易に位置づけ得る。また、都市機構等は、上記（２）で記

述のとおり、近年の行政改革の流れの中で、存在意義が問

われているが、良好な都市景観をサスティナブルに整備し

てゆく地域の核となる開発事業の実施主体として、その存

在意義を改めて確認することができる。 

 

４．都市機構・地方住宅供給公社が良好な都市景観をサス

ティナブルに整備してゆく開発事業を実施する方法 

良好な都市景観をサスティナブルに整備するための第

一条件は、地域に統一的なコンセプトをもたせ、統一的な

コンセプトをもとに統一的な建築制限を実施することであ

る。統一的なコンセプトを地域に浸透させる良好な開発事

業を実施し得る能力を有する実施主体として、都市機構及

び地方住宅供給公社の意義は大きい。都市機構及び地方住

宅供給公社は、もともと国・地方自治体の都市政策・住宅

政策の実施主体である。地方住宅供給公社については、現

在も、地方自治体の監理・指導のもとにある団体である。

そこで具体的に、地方自治体及び地方住宅供公社が所有す

る、重要な都市基盤施設としての住宅施設の建替事業にあ

たって、地方自治体等が、地域の統一的コンセプトを形成

し、地方住宅供給公社を監督・指導して、地域の核となる

良好な都市景観をサスティナブルに整備してゆく住宅施設

の建替事業を推進してゆくことが考えられる。このような

方向性は、近年の、地方分権政策の方向性とも合致する。

地方自治体が、良好な都市景観に関する統一的なコンセプ

トを策定するに当たっては、わが国内外の都市景観に関す

る学識経験者、わが国内外の良好な都市景観を形成してい

る民間事業者、地域住民を積極的に参画して決すべきであ

る。また、統一的なコンセプトの決定及び地方住宅供給公

社の建替事業による実施にあたっては、地域住民からの意

見を反映し、適宜、修正してゆくべきである。 

都市機構公社及び地方住宅供給公社へのこのような要

請に対する実現可能性を検討すれば次のとおりである。 

都市機構について検討すれば、近年、民間の各種事業手

法等の積極的な導入等の効果もみられるが、出来上がる建

築物に、母体である住宅整備公団時代の画一化された建築

仕様が感じられることが少なくない。他方、地方住宅供給

公社においても、民間の経営開発手法の導入等に積極的で

はあるが、建替住宅は、相変わらず、地方住宅供給公社建

築仕様をいまだ脱してはいない。よって、都市機構及び地

方住宅供給公社ともに、良好な都市景観を形成する視点及

び各種手法は、豊富ではなく、また、このような視点及び

手法を建替事業等に反映させようとする意識も高まってい

ない場合も少なくない。そこで、都市機構及び地方住宅供

給公社を監理・指導を行い得る、国・地方自治体は、積極

的に、都市機構及び地方住宅供給公社に監督・指導を行い、

良好な都市景観を形成する視点及び手法を、都市再開発及

び住宅団地等の建替事業に反映させる施策を講じるべきで

ある。 

地方住宅供給公社の場合を例にとれば、上記地方自治体

が策定し、地域住民が決定した、良好な都市景観に関する
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統一的なコンセプトをもとに、地方住宅供給公社が住宅施

設の建替事業を実施するのを、地方自治体が監督・指導す

べきである。特に、都市計画上地域の要となる良好な事業

地については、統一的なコンセプトの策定及び決定、当該

コンセプトにもとづく事業の実施に当たっては、このよう

な手法に関する知識・技術が豊富な国内外の民間事業者等

を参画し得る、PFI 手法補注 (9)を活用すべきである。都市機

構公社及び地方住宅供給公社が、近年、直面している住宅

団地等の建替事業に関しては、事業地のほとんどが、都市

計画上、及び、都市景観上、重要な位置を占める場所に位

置している補注(10)。各事業地ともに、良好な社会資本となる

よう、良好な都市景観をサスティナブルに整備してゆく開

発事業とすべきであり、このような施策が遅れると、良好

な都市景観の整備の絶好の契機をまたしても失うことにな

ってしまうことになる。 

 

５．まとめ 

 本稿では、大都市圏において、モデルケースとなるよう

な良好な都市景観の整備をサスティナブルに推進してゆく

地域の核となる開発事業の実施主体及び当該開発を実施す

る手法について検討し、次のような結論を得た。 

第一に、わが国の場合、都市の景観に対するコンセプト

が、一部の場合を除いて、民間事業者、行政及び地域住民

にも、そもそも有していない状態で、建築計画、さらには、

地域計画が行われてきている場合が少なくないと解される。

そこで、モデルケースとなる良好な都市景観をサスティナ

ブルに整備してゆく地域の核となる開発事業を積極的に実

施して行くことが必要となる。このようなモデルケースの

実践は、本質的に、民間事業者には不向きである場合が少

なくない。このような開発主体として重要な役割を担い得

る主体として都市機構及び地方住宅供給公社をあげること

ができる。 

第二に、開発事業の実施主体としての都市機構及び地方

住宅供給公社の重要性は、都市機構の都市開発事業地及び

地方住宅供給公社等の近年直面している住宅団地等の建替

事業の多くが、地域・交通の要となる都市基盤施設の開発

事業と位置づけられる点にある。 

第三に、都市機構及び地方住宅供給公社が、上記建替事

業を実施する方法として、①地方自治体が、地域の統一的

なコンセプトを形成し、②地方住宅供給公社を監督・指導

して、地域の核となる良好な都市景観をサスティナブルに

整備してゆく住宅施設の建替事業を推進してゆくべきであ

る。①及び②の実施に当たっては、わが国内外の都市景観

に関する学識経験者及び良好な都市景観を形成している民

間事業者、地域住民を積極的に参画させるべきである。具

体的には、PFI手法の活用が考えられる。 

 

補注 
(1)補注 （参考文献 2）建設省 2-22 頁  
(2)補注 （参考文献 1）景観法 2 条  
(3)補注 都市基盤整備公団は平成 16年 7月 1日に独立行政法人都

市再生機構へ改組された。  
(4)補注 公団・公社所有の住宅施設の呼称において、住宅名に住

宅団地を付する仕方は公団の住宅施設についてであり、公社の
住宅施設では、単に住宅名に住宅を付するのみである。本稿で
は両者を一括して扱う場合、住宅団地等とする。 

(5)補注  銀座では、地域商店街が、建築協定を締結し、高さ制限を
行うことで、統一的な街づくりを行っている。  

(6)補注 （参考文献 3）東京都住宅政策審議会答申。  
(7)補注 地方自治体の監理団体である地方住宅供給公社について

は、例えば、東京都住宅供給公社は、長期的に、民営化も視野
に入れて、東京都の関与を縮小し、自主・独立的な経営を目指
してゆくものとされている（参考文献 4）。  
ここで監理団体とは、複雑・多様化する市民ニーズに対応す

るため、民間との共同経営等により設立された公益法人や株式
会社等の中で、地方自治体の出資比率が 25%以上で財政支援が
必要な団体、または、地方自治体による指導・調整が必要な団
体である。しかし、監理団体は、社会経済情勢の様々な変化に
的確に対応すべく、存在意義の薄れた団体や公共性を確保する
必要が薄れた団体については、廃止や出資の引き揚げ等、随時
見直しがされる。よって、民間事業者主導とする住宅政策の見
直しに伴い、公社は監理団体的性格を薄めてゆくよう経営方針
の転換が迫られてきている。  
現段階では、全国の 57 の地方住宅供給公社のうち、7 つの公

社を監理する地方自治体が、当該公社を解散する意向を表明し、
これを受けて、国土交通省は、現行の解散を認めていない地方
住宅供給公社法の改正を来年の通常国会に提出するとされている。 

(8)補注 （参考注 3）を参照。 
(9)補注 PFI とは、公共施設等の建設、維持管理、運営等を民間

の資金、経営能力及び技術的能力を活用して行う手法である。
また PFI についての法律、「民間資金等の活用による公共施設等
の整備等の促進に関する法律」(PFI 法)が平成 11 年 7 月に制定
されている。さらに、平成 12 年 3 月に PFI の理念とその実現の
ための方法を示す「基本方針」が、民間資金等活用事業推進委
員会（PFI 推進委員会）の議を経て、内閣総理大臣によって策
定されている。 

(10)補注 例えば、東京都住宅供給公社の建替事業に関する再整備
計画によれば、平成 17 年度事業予定地は、新宿区・世田谷区・
大田区・文京区にある住宅施設であり、東京都住宅供給公社が
所有する住宅施設の中で、立地環境の良い住宅施設が選定され
ている（参考文献 5）。この理由として、最初の建替事業は、開
発の容易な場所からはじめ、実績を積んだ上で、順次郊外の、
開発に不適な住宅施設を手がけてゆこうとする趣旨である。 
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