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北鴻巣駅西口「すみれ野地区」のエリアマネジメントの紹介
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整備段階

まちづくりコンサルタントとして目指すカタチ H25_土地区画整理セミナー「エリアマネジメント」

「協働作業＝エリアマネジメント」は一過性のイベントではなく
住民の自立を基にした「ひとのためのまちづくり」のための手段。

そのコミュニティを生み出し、育むきっかけを
つくるための手法が区画整理と捉える。

「協働作業（イベント）」の継続によって
 お互いの役割が分かり、地域の自立へと成長

最初から土地区画整理事業完了後の
まちづくりのための舞台装置を仕掛けること

造る段階から、将来の地域を担う
住民たちの共同作業を行うこと

活用段階
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位置情報について H25_土地区画整理セミナー「エリアマネジメント」

北鴻巣

北鴻巣駅の位置：東京駅から50km圏

半径
50
km
圏

鴻巣市は埼玉県のほぼ中央に位置し、南西部を秩父山地を源流とする荒川が流れ、関東ローム層や荒川沖積層からなる肥
沃な土地で、気候にも恵まれ、花卉や果樹などの栽培に適しています。

江戸時代には中山道の宿場町として栄え、380年余の伝統を誇る「ひな人形のまち」として、また近年では「花のまち」
としても全国にその名が知られています。平成17年10月1日に吹上町、川里町と合併し、新鴻巣市が誕生しました。

鴻巣市の位置：埼玉県の中央部

全国でも屈指の「花卉産業」が盛んなまち
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事業概要 H25_土地区画整理セミナー「エリアマネジメント」

まちづくり交付金：50,000千円
保留地処分金：2,411,000千円

その他：2,000千円
計：2,463,000千円

工事費：1,834,060千円
補償費：136,888千円

調査設計費：334,473千円
損失補償費：13,744千円
事務費：143,835千円
計：2,463,000千円

収支内訳

土地の施行前後対照表
施行前施行前 施行後施行後

面積㎡ 割合％ 面積㎡ 割合％
道　　路 13,510.98 14.53 21,146.40 22.74

水　　路 2,948.98 3.17

駅前広場 2,936.07 3.16

公園緑地 4,391.11 4.72

公共用地計 16,459.96 17.70 28,473.58 30.62

宅　　地 10,989.04 11.82

40,336.36 43.37
農　　地 62,478.03 67.17

40,336.36 43.37
その他 2,512.07 2.70

40,336.36 43.37

宅地計 75,979.14 81.69

40,336.36 43.37

保留地 24,197.85 26.01

測量増減 568.69 0.61

合計 93,007.79 100.00 93,007.79 100.00

収　　入 支　　出

・事業名称：北鴻巣駅西口土地区画整理事業
・事業主体：鴻巣市北鴻巣駅西口土地区画整理組合
・施行面積：93,007.79㎡
・施行期間：平成17年12月9日～平成24年3月31日
・総事業費：2,463,000千円
・組合員数：99名
・平均減歩率：46.91％

土地利用計画図

施工前
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本地区の経緯 H25_土地区画整理セミナー「エリアマネジメント」
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本地区の経緯 H25_土地区画整理セミナー「エリアマネジメント」
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事業化の背景 H25_土地区画整理セミナー「エリアマネジメント」

これまで事業化に至らなかった背景

当初の土地利用計画案

お悩
み

（地権者個人の土地活用の目処が立たない状況）

全体の想定区域面積：約24ha

6

（既存の居住エリアを含んでいた為、事業延伸リスクがあった）
1.設定していた事業区域が広く、未同意者も含んだ区域により検討。

2.事業区域の広さ故、移転補償費等といった負担増リスクが散見された。

3.市街化農地による税負担増への対応が地権者の悩みのタネであった。



まちづくりコンサルタントとして取り組んだこと H25_土地区画整理セミナー「エリアマネジメント」

まちづくりコンサルタントとして取り組んだこと
1.地権者の意向把握（戸別訪問によるヒアリングを実施）
2.地権者意向を「売る」「貸す」「残す」の共通言語で把握し、土地利用計画に反映
3.できることから機動的に始めることをキーワードとし、柔軟な地区界を検討
4.逆回転で考える：目標スケジュールから積み降ろし方式で事業期間を設定

（まち開きの時期）
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まちのコンセプト設定 H25_土地区画整理セミナー「エリアマネジメント」

売れるまち

需要のあるまち

市場ニーズをつかむまちに育てる

街づくりの取り組みのテーマを分かりやすく発信する
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共通テーマ「花」を「合い言葉」に落とし込み、地区の取り組みを包括していきました。

４つのコンセプト ７つの思い

「花」を介して、このまちで繰り広げられたら良いと思う「生活シーン」を描く

この合い言葉は、住民から公募した言葉の中からみんなで決めたものです。
どんなときでも花に溢れたまちを育てていくことで、人も成長していくという意味です。

H25_土地区画整理セミナー「エリアマネジメント」活動のイメージができる合い言葉の設定

9



４つのコンセプト

明るいあいさつや、お互いを思いやることが
あたりまえになって、みんなで安心して暮らせる
まちに。決まりをつくり、美しい街並みがずっと
守られるまちに。

つながって…続いていくサスティナブルなまち

住み手にとっての「生き甲斐」
次の世代の「ふるさと」を生み出します。

まちづくりに込めた価値観に共感した住民との生活を豊かにしていくために…
まちづくりの基本となる４つの考え方に、我々の思いを込めました。

H25_土地区画整理セミナー「エリアマネジメント」
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７つの思い

4

４つのコンセプトをもとに、北鴻巣のまちづくりを実践するときに意識する「具体的」な思いを７つ掲げました。

１つずつゆっくりと最初に思い描いた「生活シーン」が実際に見ることができるようになりました。

H25_土地区画整理セミナー「エリアマネジメント」
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まち開き

①：まち開き当初は、開発
者のコンセプトにより計画
された市街地の形成。その
まちを気に入り、購入した
住民たちにより生活がス
タートする。

②：「まちの管理は、行政サー
ビスの一環」と捉え、最低限の
管理に留まり、時間の経過と共
に、まちの価値が低下してしま
う。価値の低下に伴い、住民の
質を保てなくなる。

購入者世代 子世代

③：建物の劣化に伴う、ま
ちの価値の低下により、賑
わいも減少していく。まち
から子供世代が、新しいま
ちへ、独立とともに出て
行ってしまう。

④：次の世代の住民が減少し、
衰退化が加速してしまう。まち
が衰退してしまった事で、個々
の資産価値の低下も大きな問題
になってしまう。

まちに住む住民の高齢化

賑わいの喪失により、治安の悪化、犯罪率の増加が資産価値低下といった
問題を招いてしまいます。

北鴻巣駅西口地区のまちづくりの趣旨 H25_土地区画整理セミナー「エリアマネジメント」

時間軸

ま
ち
の
賑
わ
い
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時間軸まち開き
購入者世代 子世代

ま
ち
の
賑
わ
い ①：建物は、完成時点から時

間の経過と共に劣化が進み、
価値としては徐々に減少しい
ていく。

：建物価値の推移
：植栽、景観価値の推移

②：一方で公園の緑、外構植
栽といった「景観要素」は、
管理を重ねていくことで魅
力、価値が増大していく。

③：建物や施設といったハードが老朽化
をしても、景観の管理を持続していくこと
で、まちの個性を育み、文化を創り上げ
る。結果として、まちの住環境は向上して
いく。

景観価値が
　　「まちの資産価値」
　　　　　　を引き上げていく！

但し、管理をしなければ、緑
化は価値を維持していくため
の阻害要因になる。

北鴻巣駅西口地区のまちづくりの趣旨 H25_土地区画整理セミナー「エリアマネジメント」
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まちの中心に位置する「すみれ野中央公園」

まちの顔となる公園の配置計画 H25_土地区画整理セミナー「エリアマネジメント」
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公園を中心とした街並みの形成 H25_土地区画整理セミナー「エリアマネジメント」

外構ガイドラインの策定と運用

公園と住宅外構で「借景」の関係性をつくる

住宅敷地公園敷地 官
民
境
界

借景の関係性

1.住宅と公園の借景関係を意識させる為に、外構ガイドラインに基づき地区の領域性を創出。
2.その評価指標として、目標数値を設定した上で、取り組み協力をハウスメーカーに仰いだ。
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公園を中心とした街並みの形成 H25_土地区画整理セミナー「エリアマネジメント」

　建築外構ガイドラインの設定根拠

ヒートアイランド現象の抑制に効果的な数値を、熱環境シミュレーションにより導き、
基本ルールとして「建築外構ガイドライン」にまとめました。

夏場の温度上昇３℃抑制を目標に、ガイドラインの運用を行ってきました。

ヒートアイランド現象抑制に有効な
取り組みとして策定

【袖壁の幅について】
アクセントとして一部袖壁による立ち上げに留め、他は疑木や高木等による
オープン外構デザインをご検討下さい。

袖壁の幅を狭くした上で、余白のスペースを疑木の列柱
といった開放性を有した外構計画をご検討下さい。

変更

前面には花壇スペース（ピンコロ立ち上げ）による区画をし、後方に
中木･高木による緑のレイヤーを意識した緑の配置を計画して下さい。

外構イメージ

荒井様邸外構について

検
討
箇
所

外構ガイドラインの策定と運用
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公園を中心とした街並みの形成 H25_土地区画整理セミナー「エリアマネジメント」

舗装材（緑被率）の違いにより、12時の表面温度に５℃以上の差が出ることが分かり
シミュレーションの設定に基づき、緑被率の設定等を行いました。

30.69℃

26.62℃

25.22℃

一般舗装

保水舗装

芝張被覆

外構ガイドラインの策定と運用
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JR北鴻巣駅
事業範囲

中央公園
戸建て地区
集合住宅地区
駅前広場
直接的効果
間接的効果

【凡例】

整備段階のまとめ H25_土地区画整理セミナー「エリアマネジメント」

事業計画を検討する段階で、まちの具体的なイメージを持ち、１つ１つの取組に対する
効果を示した上で、各段階における取組み協力者との協働関係を築いていきました。

1

2 3

a b c

c

1

2

3

4

a

b

c

d

駅利用者、地域住民の通り抜けとして利用

地域住民の散歩、イベント時で公園活用

人の目、管理が行き届くことで治安の維持

飲食可能な集会所での滞留、交流

4

駅利用者に向けた地域の顔としての印象づけ

区画道路からの視線に対するアイストップ

公園と宅地の花壇との借景関係による景観向上

景観資源および質の高い公共空間の存在による
地区全体の資産価値の維持向上

b

bb

c

cc

d

すみれ野中央公園
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整備段階のまとめ H25_土地区画整理セミナー「エリアマネジメント」

a b

c d

駅利用者に向けた地域の顔としての印象づけ 区画道路からの視線に対するアイストップ

公園と宅地の花壇との借景関係による景観向上 景観資源および質の高い公共空間の存在による
地区全体の資産価値の維持向上
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まちとして目指した姿 H25_土地区画整理セミナー「エリアマネジメント」

世代の循環が将来的に生まれる様な仕掛け

まちの発展、賑わいを持続的なものとしていくためには、将来の活動
を担う後継者を街全体で育てていく必要があります。

このまちでの楽しい思い出や記憶こそが
子供たちにとっての「良いまちの判断基準」
であると考えます。

時間が経過して、子供たちが大人になり
「自分の子供もこのまちで育てたい」
と思える様な、まちにしていくことが
まちの永続発展には、必要不可欠です。
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H25_土地区画整理セミナー「エリアマネジメント」NPO法人概要

住民組織
・公共用地の管理
・地域性の創出
・官民の管理業務の分担

・地域貢献
・新たな広告媒体

自治会区域内の管理

マンション管理組合
すみれ野自治会

NPO法人エリアマネジメント北鴻巣

公共空間の維持・管理・運営・活用等の
エリアマネジメント活動

鴻巣市

地元企業

（株）サポート

・事業完了後も住民自身による
　持続可能な地域経営が可能と
　なる

・土地区画整理事業を通した新
　たなまちづくり手法のモデル
　構築

支援・協働

モデル事業
の経験

役割分担

支援・協働

CSR・広告

支援・協働
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すみれ野地区内の住民と活動に賛同していただいている周辺の住民
により、現在340世帯の会員で構成されています。

NPO法人概要 H25_土地区画整理セミナー「エリアマネジメント」
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まちへの思いの共感者の推移

お花が好きな婦人５名の活動からスタート

婦人部５人 NPO設立準備会 NPO法人
設立

現状

5人

20人 25人

100人

200人

300人

新規住民

・デベロッパー
・理事長の紹介で来てくれた地元住民
・公園設計者
・当時の花卉市場の副社長
・農業大学校の先生（地権者）
・駐車場運営会社

2008 2009 2010 20112007～2006

会員の推移 H25_土地区画整理セミナー「エリアマネジメント」

土地区画整理事業の事業パートナーを中心とした発足メンバー

まちの思いを語り、最初から条件やマナーを設けることで
共感した同じ思いを持った人たちが集まってくることを経験しました。

戸建て住民

新規住民
マンション住民①

新規住民

マンション住民②
＋

戸建て住民
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自主管理活動（エリアマネジメント）内容

春 夏 秋 冬

・公園整備イベント
・スポンサー花壇イベント
・テラコッタ整備イベント
・地域クリーン活動
・ノルディックウォーク

・公園整備イベント
・ラジオ体操
・流しそうめんイベント
・地域クリーン活動
・ストリート花壇イベント

イベント的要素を活動に持たせ、活動と併行して実施していく。
（参加者に少しでも楽しむ要素を持ってほしい）

・公園整備イベント
・テラコッタ整備イベント
・ストリート花壇イベント
・地域クリーン活動
・音楽祭

・公園整備イベント
・地域クリーン活動
・クリスマスイベント

草刈り・水やり 枝剪定（春の準備）

H25_土地区画整理セミナー「エリアマネジメント」

草刈り・水やり草刈り・水やり

写真：スポンサー花壇植替えイベント 写真：テラコッタ植替えイベント 写真：公園整備イベント 写真：公園整備イベント

写真：高木の剪定作業写真：雑草取り作業写真：芝刈り写真：花殻取り

＋ ＋ ＋ ＋
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　まちの維持管理活動は、人のつながりを生み出す「コミュニティをつくる手段」のひとつ
　（ただし日頃の草刈り・水やりの継続によって、維持管理活動が支えられているのが現実）

まちの維持管理・運営を通して、持続可能なまちづくりを展開していき、
周辺地域も含めた地域全体の永続的な発展に寄与することを目標に取り組んでいます。

自主管理活動（エリアマネジメント）内容 H25_土地区画整理セミナー「エリアマネジメント」

日々の管理活動
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スポンサー花壇

北鴻巣駅西口

活動フィールドについて

まちの活動拠点（管理棟）

（農産物直売所併設）

ストリート花壇

まち角花壇

駅前テラコッタ

駅前ロータリー交通島

すみれ野中央公園

H25_土地区画整理セミナー「エリアマネジメント」

26



芝桜の広場

スポンサー花壇

球技広場

すみれ野集会所

（イベントスペース）

H25_土地区画整理セミナー「エリアマネジメント」すみれ野中央公園の位置付け
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みんなの居場所（サードプレイス）をつくりたい。その為に豊な植栽と
色とりどりの花卉に溢れた公園が計画された。「つくる」段階から

住民が関わり、新たな住民を迎えてきました。

すみれ野中央公園の位置付け H25_土地区画整理セミナー「エリアマネジメント」
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すみれ野中央公園の位置付け H25_土地区画整理セミナー「エリアマネジメント」

コミュニティビジネス

指定管理者によって見込む事が出来る収入
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すみれ野中央公園の位置付け H25_土地区画整理セミナー「エリアマネジメント」

コミュニティビジネス

30

（指定管理者）

公園の管理責任を指定管理者として全うすることにより
公園を中心とした様々なまちづくりの取組が実現しています。



すみれ野中央公園の位置付け H25_土地区画整理セミナー「エリアマネジメント」

コミュニティビジネス

31

地域の維持管理とは、日々の地道な作業の積み重ねにより実現するものであり、
活動従事者のボランティアでは成立し得ないと考えていました。

まちの管理費に加え、公園の指定管理者を始めとする、活動財源を確保した上で
まちの維持管理に貢献している活動従事者に対して収益の一部を有償ボランティア

という考え方に基づき還元できる仕組みを構築しました。

（有償ボランティア）



すみれ野中央公園の位置付け H25_土地区画整理セミナー「エリアマネジメント」

コミュニティビジネス

32
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活動実績の紹介 H25_土地区画整理セミナー「エリアマネジメント」

必要とされることが必要であること

地域内雇用＝「生きがい」

33

活動従事者に、地域に必要とされていると色々な場面で実感してもらえることで
「わがまち」に対する責任感・愛着が生まれるものと考えます。



地域の施設をみんなの手で管理していくことで、地域管理の重要性、
愛着心が醸成されていきます。

活動実績の紹介（継続した姿） H25_土地区画整理セミナー「エリアマネジメント」

ベンチの維持管理イベント
地域住民の発案により実現した取組み①

34



花をキーワードにした取組みを継続的なものにするためには、
草花を身近なものにすることも大切です。加えて、ガーデニングや樹

木に関する関心や知識も活動者に伝承していきます。

活動実績の紹介（継続した姿） H25_土地区画整理セミナー「エリアマネジメント」

お花の講習会
地域住民の発案により実現した取組み②

35



子供たちにとって、すみれ野での暮らしが楽しいという思い出が
子供たちの将来の「故郷での思い出」になっていきます。

活動実績の紹介（継続した姿） H25_土地区画整理セミナー「エリアマネジメント」

春のフェスティバル
地域住民の発案により実現した取組み③

36



固定的なイベントの繰り返しではなく、事業提案を積極的に取り入れ
るようにしています。昨年は、子供とのふれあいイベントに意識した

プログラムを検討しました。

活動実績の紹介（継続した姿） H25_土地区画整理セミナー「エリアマネジメント」

秋の芋掘りイベント
地域住民の発案により実現した取組み④

37



新しい住宅市街地にとって「地域性」「文化」というのは、地域住民同士に
よる協働して継続している「取り組み」や「姿」なのだと思います。

H25_土地区画整理セミナー「エリアマネジメント」活動実績の紹介（継続した姿から思うこと）

取組みが地域へと継承される

38


