
  
  環境共生型住宅レーベンスガルテン山崎のビオ・ガーデン

に対する居住者意識

  誌名 ランドスケープ研究
ISSN 13408984
著者名 小木,曽裕
発行元 日本造園学会
巻/号 72巻5号
掲載ページ p. 561-564
発行年月 2009年3月

    
農林水産省 農林水産技術会議事務局筑波産学連携支援センター
Tsukuba Business-Academia Cooperation Support Center, Agriculture, Forestry and Fisheries Research Council
Secretariat

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



研究発表論文

環境共生型住宅レ一ペンスガルテン山崎のビオ@ガー
デンに対する居住者意識
Residents' Consciousness of the Bio-garden of Yamasaki Lebensgarten正nvironment-harmoniousHousing 

小木曽裕*

YutαhαKOGISO 

Abstract : Yamasaki Lebensgarten is environment-harmonious housing， which takes hold of the consciousness of its residents 

about the bio-garden that forms the center of its concept， and provides the kind of garden that the residents want. Approximately 

90 percent of the residents were aware of the bio-garden close to their home， and they appreciated it. Furthermore， we found that 

80 percent felt this garden to have a "natural atmosphere of wild birds， and pleasant moisture from the current and water" 

Many people use this bio-garden to take a stroll and have a look around. The rate of interest among elderly people 70 years of age 

or older was high， at 90 percent， and we think that the residents have become used to the bio-garden. We believe the reason why 

the bio同 gardenwas highly evaluated by the residents is that its setup and its intended use for daily life are consistent with the 

needs of the residents. Possibly proper management and enlightenment will enhance the value of its existence. 

Keywords: biotope， environmenトhαrmonioushousing， bio-gαrden， residents， consciousness， rebuilt housing complex 
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1.はじめに

21 i:Ii・紀になり地球環境への関心は，急速に高まっている。そ

の中で都市緑地の重姿性の認識もされてきていて，公共において

保全，整備する緑地は基より，民有地の緑地についても期待が寄

せられている。都市再生機構では，前身の日本住宅公団から都市

築費量整備公団の間，都市における日常空間の緑地の充実と，快適

な居住空間である民有地の緑地整備を行ってきた。この整備の中

で，昭和 30年代に建設された問地の緑地は，時間の経過ととも

に成長し，地域の緑地の空間と自然的資産になってきている 1)。

このように年月を経て資産となった団地の緑地が，団地居住者は

もちろん地域の資産として受け入れられることは，循環型社会や

環境負荷の軽減が求められる現在，震基きなことである。しかも現

在進行する伺時期に建設された団地の建替事業において，長かに

成長した既存樹木を貴重な資産として最大限有効に活用し，緑豊

かで良好な住環境の屋外空間を整備するとともに，地域環境と連

携しながら生態にも配慮した環境共生を主事nにおいた白地も建設

されている2)。これらの団地は緑の充実や生態学的配慮、と，住空

間の景観にとっても意味があり，緑の充実や生態学的配慮がされ

た住空間は，居住者にとっても豊かで潤いのある生活を営むこと

ができると考える。

今日，環境共生や生態学的な配慮をする上で， ビオトープの意。

Il:lが行われているが，都市再生機構においても団地空間の中にピ

オトープの整備を行ってきていて，平成4年に高槻・阿武山団地

(大阪府)で実施したのが最初である。高槻・阿武山間地のどオ

トープは事業地区の公共施設である調整池を整備したものである。

問地内に整備した団地は，首都圏において平成 17年度末で 15団

地ある。その中で山PI崎団地(建替後・レ一ペンスガルテン山崎)

は，平成8年度からコンセプトワークを始め，環境共生型住宅と

して整備を行ってきた。そして， レ一ペンスガルテン山崎におけ

る，地域環境と連携した計蘭・設計及び調査や効果については，

平成 13年から 20年までの間，継続して報告している 3)，4)。

本勝)URリンケージ

既往研究を見ると沼地の建替に関して竹原ら 5)は，住環境とし

て良好な団地計簡を建替で定着させるには， [""事業推進型」から

「環境形成型」に向けての建替手法の改善が求められているとし

ているが，居住環境に身近な場所での生態系への配慮の必要性は

ふれていない。どオトープに関して大越ら 6)は，学校ビオトープ

と緑地の自然環境教育的利用についての意識について，藤本71は

学校ビオトープの整備及び教員意識について考察をしている。畔

柳ら 8)は，住民の意識・行動に基づく都市の水辺環境評価につい

て考察している。しかし，ダイレクトに団地のビオトープを対象

どした居住者意識や評仮に関する研究は見当たらない。

そこで，本研究では，今日期待される居住環境に身近な場所で

の生態系への配慮、や，居住者の利用としての緑地整備の一手法で

あるビオトープに隠して，継続して報告しているレ一ペンスガル

テン山崎において，利用者である居住者の認識と評価を把握し，

居住者の求めるビオトープの姿を明らかにすることを目的とした。

2.研究の方法

(1)研究対象団地の選定

対象地の選定は，前述で示した通り神奈川県のレ一ペンスガル

テン山崎を対象とした。当団地は平成 14年に建替が完成した環

境共生団地で，そこにはビオトープを創出している。

(2 )レ一ペンスガルテン山崎の事業の概要

(i)事業内容

レ一ペンスガルテン山崎は，都市再生機構の賃貸住宅で敷地面

積約 3.2ha，建ぺい率 37.1，容積率 145.4%，7棟 440戸の団地

で， J R大船駅から南へ 1kmで鎌倉市の北部に位置する。この

団地は昭和 61年度以降実施している建替事業の一環で，昭和 31

年管理開始された団地で，当時の入居世帯は 116戸である。平成

7年に建替事業に着手し，一部隣接地の工場跡地とともに，平成

10年度に工事開始，平成 11年度から 14年度までに“戻り入居

(52戸)・新規入居 (388戸)"が行われた。

561 



(註)屋外の整備内容

① 屋外空間のコンセプトと計画方針

当事業は，自然環境を復元し地域環境の向上に貢献すると共に，

居住者が自然の豊かさを感じられることを呂指した「自然環境と

住空間が調和した，人と生き物が共生する環境共生住宅の創造j

をコンセプトとしている。

周辺の生態系に配慮した自然環境の震の向上を目指し，当団地

がどオトープネットワークの中継地として地域環境の向上に貢献

する計画としている。また，居住者が緑豊かな空間の中で自然と

触れ合いながら，潤いのある暮らしができる住環境の創出を目指

し，次の基本方針を設定している。ア)周辺の怠然環境に適合し

た多様な緑を形成する。イ)生き物の生息環境を保全・創出し，

人と生き物の共生を実現する。ウ)自然とふれあいながらコミュ

ニティ形成を促す仕組みづくりを行う。エ)旧山締団地の樹木を

最大限に移植活用し，原風景観と環境を継承する。また，環境共

生整備のメニューは，ア)どオ・ガーデン，イ)南側斜面地の修

復，ウ)クラインガルテン，エ)樹木の移植と再利用，オ)屋上

緑化・壁面緑化，カ)生き物に配慮、した植栽，キ)生物生息空間

の創出となっている 9)。

② ビオ・ガーデンの室長儲内容

レ一ペンスガルテン山崎の環境共生プロジェクトのピオトープ

のコンセプトの中心となるのが， Iビオ・ガーデン」である。商

品企画上も「ピオ・ガーデンJと呼称し，一般の居住者へのパン

フレットでも認知されているビオ・ガーデンで設河を作成した。

ビオ・ガーデンは雨水と井戸水を利用したせせらぎと池で構成

されている。これは，周辺の谷戸の小JIIが暗渠となっていること

で損なわれた，地域の水辺環境の復元を図り，小型の魚類や両生

類，鳥類， トンボ自などの昆虫類などが生息し，様々な水生植物

のオアシスとなる。団地全体の誘致目標稜の設定の為に，計画地

周辺の生物生息状況調資を実施し，誘致目標穏が誘致できるよう

に，池，水辺地，草地，樹林などの多様な環境をつくるとともに，

屋上緑化・壁面により緑を補完している。どオ・ガーデンは 5号

棟東妻の団地の集会所・管理事務所に面し，居住者も立ち寄りや

ピオ・力L デンから住様入り口ま
での距離

号 棟 i 距 離(m

40 
3 20 

60 
37 
65 
65 

昨者》

図-1 レーペンスガルテン山崎のビオ・ガーデンの位置及び
ビオ・ガーデンと各住棟入口までの距離図
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すい場所に位置している。居住者が日々の生活の中で動植物とふ

れあい，季節の変化や自然の最かさを感じながら，気持ちよく散

策したり休憩できるゆったりした待閣が流れる空間として整備し

7こ。

ビオ・ガーデンの爾積は約 750nf，うち池面積は 90nf，水量は

15m3，水深はせせらぎ部分が 5cm，池部分は平均 20cm，池底構

造は防水シートと粘性土，洗い砂利(直径 25~40mm) である。

水源は雨水と井戸水(深度 50m)併用である。この緑地整備は

新しい環境配慮、裂の技術手法を採用し，生態環境(動総物の生育・

生息空間としての機能を持った空間)と日襟とした各動物相との

対比がみられつつあり，良好な成果が得られている n 問。

(3 )意識調査の調査対象

( i )意識調査の調査対象地と調査対象者

意識調査の対象はビオ・ガーデンで，団地の集会所の東側の池

を中心とした，約 750nfの範囲とした(図ーし 2 )。また，意

識調査被験者は全居住者の 440世帯とした。

(註)ピオトープの居住者への説明，周知

平成 12年の第 l期から平成 14年の第 3期までの住宅の募集時

にパンフレット等にどオ・ガーデンは標記されている。また，平

成 16年に平成 15年度の動植物調査の報告を居住者にしている。

(4 )意識調査内容・方法

( i )意識調査の内容

本研究の意識調査の内容は，①「ビオ・ガーデン」の認知度，

②「ビオ・ガーデンjの認知の媒体，③「ビオ・ガーデン」とそ

の周辺の利用，④「ビオ・ガーデンJの存定の是非，⑤「ビオ・

ガーデンJに関する感じ方，⑥「ビオ・ガーデン」での体験や感

じ方，⑦環境問題への関心及び属性等て‘ある。

(ii)意識調査方法

平成 20年 4J=jに都市再生機構の管理部門と調査の打ち合わせ

を実施し，[if]地自治会との調整の上，平成 20年 5月5日に意識

調査の依頼の掲示を行い， 5月12日に 440戸の内転居等を除く，

422戸にアンケート用紙を配布し 5月23日(消印有効)で回収

した。

3.結果と考察

(1)回収率，震性等

意識調査の悶収数は 187戸で，戸数あたりの回収率は 44.4%

となった。属性は男 44%，女 56%であった。年齢は 20代未満

0.5%， 20代 2.2%，30代 19.8%で40代未満が 22.5%で， 40代

19.2%， 50代 15.4%，60代 17.6%で40代から 70代未満は 52.2

関-2 レ一ペンスガルテン山崎のビオ・ガーデン
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%であり， 70代 19.2%，80代以上 6%で， 70代以上は 25.2%で

あった。当団地は建替の戻り入居者が全居住者の約 12%であり，

新規入居者の数が多いこともあり，他の建替団地に見受けられる，

高齢者の回答者はそれほど多くなく，若年層からも多くの問答が

あったので各年代の意識を集約できた。

( 2 )居住年数

居住者の居住年数は 8年(平成 12年入居)の人が， 22.7%で

次に長い人は 6年(王子成 14年入居)の 20.3%であった。次に 7

年(平成 13年入居)の 10.5%，5年(平成 15年入居)の 11.6%

であった。居住年数は 8年間が一番多く，最終建設時入居が平成

14年でその後も継続して，毎年入居する人がL、ることがわかっ

た。

(3 )家族構成

居住者の家族構成については， 12才以下の子供と向居してい

る人が， 19. 3%であった。 65才以上の高齢者と同居している人

は， 39.2%であった。どちらにも当てはまらない人は 41.5%であ

り，高齢者と同居している人が多いことがわかったが，年齢との

分析からも多くの年代層が入居していることがわかった。家族の

人数は， 2人が 43.6%と多く，次に 1人の 20.4%で， 3人 17.6%，

4人 13.8%で5人以上は 5%であった。二人世帯が一番多いが，

一人暮らしの人も多いことがわかった。

(4) ビオ・ガーデンの認知と認知の手段

レ一ペンスガルテン山 I~時の最初の入居は平成 12 年であるが，

どオ・ガーデンは事業途中の平成 14年に完成している。そのこ

ともあり，入居前から認知している人は 31.2%で，入居後に知っ

た人は 55.9%であった。そして，このアンケートの配布で認知

した人は 12.9%であった。以上のことから 87.6%の人が認知し

ていることがわかる(図 3 )。ビオ・ガーデンの認知の手段に

ついては， I入居後窓から景観を見て」が一番多く 62.9%で，次

に募集パンフレット (26.4%)であった。説明会やその他は 5%

代であった。ピオ・ガーデンは平成 14年に完成していて，王子成

12年の戻り入居時には募集パンフレットが作成されていないこ

ともあり，募集パンフレットなどの認知が少なくなったと考えら

れる。

( 5 )ビオ・ガーデンの存在と団地選定

レーベンスガルテン山崎の入居を決める際に，団地の数地内に

ビオ・ガーデンがあることについて質問したところ，入居を決め

た大きな理由の一つになった人は，全体の 5.3%であったが， ど

オ・ガーデンが入居の大きな理由ではないが，入居を決める一助

になった人は 42.1%あった。ビオ・ガーデンと入居は特に関係

ない人は 47.4%であった。ピオ・ガーデンが入居に何らかの動

機になった人は約 5劉L、ることがわかった(図 4)。

(6 )ビオ・ガーデンの利用

ピオ・ガーデンとその周辺の利用に憶しては，通りすがりに挑

める人が 71.0%と最も高い割合を占め，利周年代については， 70 

回答数(回答率) I 58 (31.2日)

n=186 L.!坐2日~ 24 (12.9 

的肌制問削 100%

豆亙覇張通宝笠主回入居後に知っ五漏ら切るほめをEヨヨ長町
一一…………一一国戸3~;示7芳三ζデージ 051認知……

密答数(回答率)

n=95 l'1 

。覧 20覧 40也 60覧 80% 100お

図-4 ビオ・ガーデンの存在と団地選定
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代以上の高齢者が約 9割であった。次に散歩したり，ベンチでく

つろいだりが 10.8%で，子供を遊ばせたり，運動させるに関し

ては， 9.1%であり， 9割が利用していることがわかり，返りす

がりに眺める利用が一番多かった(関-5， 6)。また，各棟の

出入口とビオ・ガーデンとの距離については，近接している住棟

は3号棟の 20mで，最も遠い住棟は 1号棟の 150mであるが，

両方とも通りすがりでの利用が多く，それぞれ 75.0%(3号棟)， 

72.9% (1号棟)であり(図表省略)，距離との隠係は見当たら

なかった(悶-1)。この結果より， ビオ・ガーデンの利用は住

まいとの距離の隠係は無く， 日常生活の中で自然に行う，通りす

がりの行為としての，眺めることが主体であることが推測された。

(7)ピオ・ガーデンの存在の是非

どオ・ガーデンが住まいの身近な場所にあることに関しては

「良いと思うJ87.4%で， IどちらでもなLリ 4.2%，IわからなL、J

2.6%の合計は 94.2%であった(図一7)。各住棟とピオ・ガーデ

ンとの距離とビオ・ガーデンの存在の是非についても，ビオ・ガー

デンに近接している 3号棟の居住者は 96.6%，最も途L、1号棟

では 94.7%であり，住棟入口からの距離による差がないことが

わかった(図表省略)。以上のことからレーベンスガルテン山崎

のビオ・ガーデンは 9割近くの人が存在に対して肯定的であるこ

とがわかった。この結果と， ビオ・ガーデンの利用の結果から，

ビオ・ガーデンの利用として，通りすがりに眺める穏度の利用が

多いにもかかわらず，存在に対して肯定的であることは， ビオ・

ガーデンが団地の生活に馴染んでいると考えられる。

( 8 ) ビオ・ガーデンに対する感じ方

ビオ・ガーデンに対する感じ方について複数回答してもらった，

「流れや水があることで，潤いが感じられる」に関しては， 82.6 

%と一番多く，次に「野草のある自然な雰囲気が良い」が， 72.2 

%であった。「蝶やトンボなど，様々な生き物と会えるのは楽し

い」が 63.0%の}般に多かった。「子供の環境教育に良Lリが 47.8

%であった。一方， I虫が嫌Lリは 10.0%，仁鳥の鳴き声や糞が

気になるJは 2.8%と喜子定的な意見は 6. 5%以下にll:.まった。

「雑然とした景観にならなL、か不安Jという今後の管理上のこと

を心配している人が 6.4%いることがわかった(図-8)。

(9 )ビオ・ガーデンの関する自由意見

「ビオ・ガーデンJでの楽しかった体験や， 日頃，感じること

に関しての自由意見についてまとめた。自由意見を記載した人は，

アンケート悶答者の 55%であった。意見を大きく分類すると，

回答数{医答率)

n=186 

80{七

20i-l: 

sl-5 ビオ・ブゴーデンの利用

32 

品 伊.....-
10 

24 

2 
1B 宮み

2 

t'!'t'!'~'P.+~?~.;.: r~'l 

2 
:';'~"'~k.! 

3 

i 下関s珊附

11 

4 

4 

1 

n=181 弘 20詰 40% 60弘 80%
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一つはビオ・ガーデンに対する良い意見を記している人は全体の

90.3%であり， ビオ・ガーデンに対する管理上等の要望が 27.1%

あり，管理等の不満が 13.6%あった。ょいとする評価の例は，

自然を感じることができる (40代，女性)，蛙が鳴L、たり，擦が

まったり季節のうつろいを感じ楽しい (60代，男性)，水辺の空

間が魅力的 (70代，女性)，心が和み，子供のよい遊び場となっ

ていて，花の咲く時期が色々あって楽しみ (30代，女性)Jなど

である。ビオ・ガーデンに対する要望に関しては， I子供会等の

管理への参加による子供達の環境学習としての利用 (50代，女

性)， 71く辺管理の居住者の奉仕活動 (70代，男性)，流れや池の

清掃の充実 (80代，男性)，水量が少なく水が汚れ易く，藻類や

雑草が繁茂して景観の悪化の懸念 (70代，男性)Jなどである。

ビオ・ガーデンの水辺の管理に対する不安を指摘する人が一部

いるが，殆どの人が自然や水辺の魅力を感じ，心の和み環境を評

価するとともに，子供の遊び場としても評価しているなど価値を

認めている。自治会や子供会，居住者の管理の参加なども含め適

切な管理の重要性が示唆された。ビオ・ガーデンの生態的な価値

の持続と，子供の利用の両立の難しさを指摘し，管理のあり方を

提起する人もいることがわかった。

(10)環境問題への演心

地球温暖化対策のような環境問題への関心については， I関心

があるJが 92.4%と特に多く， i関心がなL¥j は0.5%で l人で

あった。アンケート問答者の 9割以上の人が環境問題への関心が

高く，地球環境問題が社会問題となっている今日，当団地の居住

者も環境問題への凋心が高いことがわかった。

4. まとめ

本意識調査により居住者の若年!留を含めた各年代からの意識を

得ることができ，建設当初の入居者から，その後継続的に入居し

た8年間の居住者の意識を把握することができた。

ピオ・ガーデンについて， 9割近くの人が認識し， ビオ・ガー

デンの存在が約 5害jの人にとって入居(団地選定)への動機になっ

ていることがわかった。どオ・ガーデンの利用は，住まいとの距

離は関係なく，日常生活の中の通りすがりに眺めることが主体で

あり， ビオ・ガーデンの存在についても， 9割近くの人が常定的

であるとともに， 70才代以上の高齢者の利用率が高いこともわ

かり， ビオ・ガーデンは居住者の日常生活に馴染んでいると考え

られる。

居住者はビオ・ガーデンの流れや水，野草，生物の出現等，自

然に隠することに対して好感を持っており，水辺の管理に対する

不安を指摘する人が一部に存在するが，殆どの人が白然や7水k辺の
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図-7 ビオ・ガーデンの存在の是非
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魅力を感じ，心の和む環境として評価するとともに，子供の遊び

場としても評価しているなど， f削疫を認めている。また， ビオ・

ガーデンの管理への居住者参加の意欲のある人も一部存在し， ビ

オ・ガーデンの生態的な価値の持続と，子供の利用の両立の難し

さを指f悔し，管理のあり方を提起する人もいることがわかった。

以上のことから，団地のビオ・ガーデン創出は居住者にとって

価値が高いことがわかった。この要因は， ビオ・ガーデンの整備

内容が居住者のニーズにあっていることに起因すると考えられる。

また， どオ・ガーデンの良い評価はビオ・ガーデンと利用者の住

戸との距離の差に関係がないことから， ビオ・ガーデンの位置が

集会所・管理事務所に隣接していることと， 1 ~ 5号線の居住者

の最寄り釈(富士見町)等の日常生活の利用動線にあることもあ

り，多くの居住者が日常利用できることも評価に繋がっていると

考えられる。居住者のどオ・ガーデンの高い評価の要因としては，

今日の環境問題への社会の認識の高まりと， レ一ペンスガルテン

山崎の居住者の環境問題への認識が高いこともある可能性がある。

ビオトープの意識に関する数少ない事例として，神戸市内小学

校の学校ビオトープがあり，会てに水辺を保有しており，授業内

で生物観察に特化した活用がなされていて，教育の意欲が高まる

と伺時に，生態系貢献度意識の否定的意見が減少していることに

有意な差が見られたという，藤本8)の報告がある。

これらに比較すると， レ一ペンスガルテン山崎のビオ・ガーデ

ンは， 日常生活の中の通りすがりに挑めることが主体であるが，

流れや水，野草，生物の出現等，自然に関することに対して好感

を持つ人が多く， ピオ・ガーデンの存在についても，身近な場所

にあることに 9割近くの人が肯定的であることから， ビオ・ガー

デンの生態に西日慮した継続的な適切な維持管理を行うことや， こ

うした維持管理と居住者の利用に関する管理者からの継続的な情

報提供，そして居住者の理解等が促進されることにより，子供の

環境学習への利用や管理への参加が促され，団地のビオ・ガーデ

ンの存在価値は向上するものと考えられる。

また，本研究では身近な場所での生態系への配慮、に主限を置き，

問地内の居住者のみを対象に意識調ままを行ったが，今後は継続し

て団地外の利用者や生物との関連を研究することが重要と考えて

いる。

謝辞本調賓を遂行するにあたり， レ一ペンスガルテン山崎の自

治会や居伎者の方々や都市機構神奈川地域支社，住宅管理協会の

方々にご協力をいただきました。この場を借りて御礼申し上げます。
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