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１．研究の背景と目的 

 神奈川県鎌倉市鎌倉地域は、三方を山、一方を海に囲わ

れ、山際には複雑に入り組む特徴的な谷戸地形がみられる。

この谷戸地域は山と平野が遷移する地帯であり、緑豊かで

良好な住宅地が広がっている。 
明治以降、鎌倉の谷戸地域では幾度かの開発が行われて

きた。一度目は、明治22年の横須賀線開業を契機に行われ

た戦前の別荘地としての開発である。谷本ら(2004)1）による

と、明治期以降の鎌倉谷戸地域の別荘立地の選定は地形的

特性によって生じる閉鎖性と平地や寺に視界が伸びる

開放感の双方が重視されていたという。二度目は昭和35
年頃からの大規模な住宅開発であり、それに対し、昭和39
年の御谷騒動に代表される保全運動も発生した。この時期

に、谷戸景観の重要性が認識されるようになる。大藪ら

(2008)2）は鎌倉の谷戸風景に対する価値認識の特徴とその

変化についての研究を行い、保全運動の主体が旧来の住民

から、文化人、新規の住民へと変化し、価値認識も「安心・

安全」から「鎌倉の歴史を感じる緑」「生態系・里山」とい

った要素が付加されていったことを明らかにしている。こ

のような中、昭和41年に古都保存法が成立し、鎌倉を取り

巻く外郭の緑の保全が進んできた。 
一方、古都保存法の制定以後も現在に至るまで、敷地の

分割や、残された数少ない空地の宅地化といったスプロー

ル的開発形態をとる第三の開発とも呼べるような動きがみ

られるようになった。これは鎌倉市のマスタープランなど

でも問題点として指摘されていることであり、「一部の無秩

序な敷地細分化、宅地内の緑の減少」3）といった記述があ

る。 
 以上のような研究等があるものの、近年の鎌倉における

谷戸住宅地住宅開発について扱ったものは存在せず、谷戸

住宅地の空間構成の変容、実態を検証した研究も存在しな

い。 
これらの背景を踏まえ、本研究の目的は、①近年の谷戸

住宅地開発の推移を分析し、また、②谷戸住宅地開発に伴

う現状の谷戸住宅地の空間構成の変容・実態を分析するこ

とを通じて、③このような変化の中で谷戸地域に相応しい

空間構成の在り方とその保全手法について考察することと

する。 
なお、本研究では、谷戸住宅地の空間構成を、住宅の接

道部、庭木、家屋、そして背景の山並みまで含めたものと

定義し、その構成を立面図上に再現することで、変容実態

を考察する。 
 
２．研究の構成と方法 

 第３章では、谷戸住宅地の空間構成の変容を捉える視座

を得るために、谷戸の景観的特徴を明らかにする。ここで

は、2018年時点における、①計画書の記述、②谷戸の景観

や土地利用の図面（断面及び立面図）上での再現、③計画

住宅地と谷戸住宅地の空間構成の比較を行い、考慮すべき

視座をえる。 
第４章では、宅地分割などの「第三の開発」の推移や現

状についての考察を行う。主要な谷戸について、住宅地図

の情報を基に、宅地化や宅地分割箇所の推移を調べ、1976

年から2015年までの谷戸住宅地における開発の動向を考察

する。 

第５章では、第４章を踏まえ、2018年時点の谷戸住宅地

の詳細な空間構成の変容について分析する。その際、「ある

程度開発が進んでしまった地区」、「谷戸の空間的特徴が色

濃く残っている地区」の２地区を選び、住宅の「接道部」、

「前庭」、「家屋」、「奥の山並み」を含めた沿道の連続立面

図を作成し、構造の比較をおこなう。 
第６章では、以上の分析結果を総括した上で、谷戸住宅

地における空間構成の保全手法の方向性について論じて結

論とする。 
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This study aims to clarify the development in Yato residential area in Kamakura in the recent years 

and the change of its space configuration. Yato residential area is surrounded by hills and abundant in 
green which provides great residential environment. But, these days the increase of site division 
influences the space configuration of this area. This configuration is characterized by tall trees 
surrounding houses and the use of natural materials such as wooden fences and stone bases. 
Comparing the area where development has progressed with the area where it has not, there is a big 
difference in the proportion of green coverings and the use of natural materials. In addition, through 
the detailed analysis of the area where development has progressed, differences are seen for each 
newly built dwelling unit, and various types of external structure are mixed. 
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３．鎌倉谷戸地域の景観的特徴 

３−１.計画書における記述 

 鎌倉市のいくつかの計画書において谷戸が「資源」とし

て位置付けられている。谷戸は、土地利用、景観、緑の保

全などの多岐に関わる重要な要素の一つであり、多くの計

画書において記述される。 
 都市計画マスタープラン 4)では、表１のように谷戸の住

宅地としての資源、課題がまとめられている。 
 一方、景観計画 5)においては、図１のように、鎌倉市内

の景域が区分されているが、平地部分である古都景観地域

と古都丘陵景観地域の間に存在する谷戸地域は前者２地域

とは異なった色で塗られており、その中間部として位置付

けられる。 
 

表１ 谷戸住宅地の資源と課題（１） 

地区の

資源 

古くからの社寺や武家屋敷 

近代鎌倉を象徴する洋館や邸宅 

歴史的遺産や緑などと一体となった緑豊

かで落ち着いた雰囲気の低層低密戸建住

宅地 

地区の

課題 

一部の無秩序な敷地細分化、宅地内の緑の

減少 

狭隘道路、土砂災害の危険 

高齢化の進行 

 

 
図１ 鎌倉市景観計画における景域の概念図 

（景観計画より）（２） 
  
 
３−２.谷戸住宅地における緑の構成 

 本節では、谷戸住宅地における典型的な緑の構成を具体

的に述べる。 
 図 2、図３は、鎌倉市扇ガ谷における谷戸住宅地の一部

の断面を切り取ったものである。道路Xから見て、住宅A
を含む景観は、「前面の庭木」、「家屋」、「裏の山並み」とい

う3層構造として捉えられ、緑に囲まれた構成となってい

ると言える。 
 住宅Bを含む景観構造を、立面図として、具体化して描

いたものが図４である。 
 

 
図２ 扇ガ谷4丁目付近断面図（2018年時点） 

 

 
図3 扇ガ谷4丁目付近断面図（2018年時点） 

 

 
図４ 谷戸住宅における景観構造 

 
図４は、景観構造を近景、中景、家屋、遠景という視点

からの距離に応じた４つの属性に分けて描いている。4つ
の属性の定義は以下の通りとする。 
・近景…住宅の接道部において敷地の内外を遮断するもの 
・中景…住宅の敷地内に生える樹木などのうち、道路から

望めるもの 
・家屋…住宅の建物本体 
・遠景…通りから散見される山並み等 
図４においては、近景が塀で描かれているが、接道部に

存在する生垣が見られる住宅もあり、その場合には近景の

生垣、中景の庭木、遠景の山並みと、家屋を取り囲む三層

の緑の構造がある。 
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３−３.谷戸住宅地と計画住宅地の空間構成の比較 

 本節では、谷戸の住宅地の空間構成の独自性を考察する

ため、良好な計画住宅地と谷戸住宅地との差異を明瞭化す

る。比較対象地として、鎌倉市内の計画住宅地である大平

山丸山住宅地（鎌倉市寺分2、3丁目）と、谷戸の特性が保

たれた良好な谷戸住宅地である鎌倉市扇ガ谷4丁目付近を

比較する。その際には（２）で述べた4属性を描き分けた

連続立面図（図５）を用いて比較を行う。 
 図４のそれぞれの住宅（A、B、C、8、9、10）ごとに、

沿道緑化率（近景、中景含めた緑化率）、近景の緑化要素の

割合を求めると表 2、表 3 の通りとなる。両地区とも、高

い緑化率、緑化要素を持つことが分かる。大平山において

は、近景の緑化要素がどの住宅も高く、住宅地としての良

好な環境であることが分かる。 
  

 
図５ 両地区の立面図 

(上が大平山丸山住宅地、下が扇ヶ谷４丁目付近) 
 

表２ 両地区各住戸の沿道緑化率 
大平山 扇ガ谷 

A 90.8% 8 71.6% 
B 83.8% 9 85.2% 
C 80.0% 10 100% 
全体 85.1% 全体 85.2% 

 
表３ 近景要素の緑化要素 

大平山 扇ガ谷 
A 生垣（58.8%） 8 0 
B 生垣（33.6%） 9 樹木（85.2%） 
C 樹木（80.0%） 10 樹木（100%） 
全体 57.5% 全体 61.6% 

 
一方で、これらの立面について、接道距離１m辺りの面

積を要素ごとに求めると、図６・図７に示すように大きな

差異が見られた。大平山では、家屋の壁面が約 2.4 ㎡と多

くを占める一方、緑被の総量は約 1.1 ㎡と、家屋の約半分

ほどに過ぎない。また、全要素の合計面積が、約 4.5 ㎡と

扇ケ谷に比べて小さく、開放的な街路環境であることが分

かる。 
一方、扇ガ谷では、全要素の合計が6.6 ㎡と大きい。ま

た、緑被の総量が約 3.4 ㎡で約半数を占め、家屋の壁面の

約２倍を占める。また、家屋と家屋の間からは山並みも視

認できる。比較的背の高い樹木が重層的に連なって奥行き

を形成し、その中に家屋が見え隠れする構成となっている。

また、石積みなどを用いる点も伝統的な谷戸住宅地の特徴

であり、これらは大平山にはほとんど見られない。 
 以上から、谷戸住宅地の空間構成上の特性は次の通りで

あると言える。 
・囲まれ感を構成する閉鎖性 
・樹木の重層的配置 
・緑被の縦幅 
・緑の中に見え隠れする家屋の壁面 
・奥の山並みの見方への配慮 

  

 
図６ 要素ごとの面積（大平山丸山住宅地） 

 

 
図７ 要素ごとの立面積（扇ガ谷4丁目付近） 

 
４．対象7谷戸における住宅開発の動向 

 本章では、鎌倉市の主な谷戸住宅地について、過去40

年の住宅環境の変化について扱う。鎌倉の主要な谷戸につ

いて、住宅地図の情報を基に、宅地化、宅地分割箇所の推

移を調べた。ここで、対象とする谷戸住宅地は、図8にお

いて、着色された7谷戸（大町、西御門、北鎌倉、扇ガ

谷、佐助、長谷、極楽寺）である。7谷戸の選定条件は、

①主に鎌倉市都市計画マスタープランや景観計画におい

て、「谷戸の住宅地」と定義されている領域が大部分を占

めること（図９を参照）、②鎌倉谷戸の中では比較的規模

が大きく（概ね長さが500ｍ以上、幅300ｍ以上）、広域で

の分析も可能であること、である。 
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各谷戸には固有の名称をもつものや、複数に分かれてい

るものもあるが、本研究では町丁目単位の地名を用いて、

大町谷戸、長谷谷戸などといったという名称を用いる。 

図10より、対象谷戸地域は、ここ40年で人口が減少基

調であった箇所が多いが、2003年から2015年にかけて

は、扇ガ谷、極楽寺を除いた5谷戸で増加傾向である。ま

た、図11の通り、世帯数も扇ガ谷を除き、増加してい

る。 

住宅地図を基に対象谷戸における各年度間での宅地分割

箇所数を調べると、図12のように1994年以降宅地分割さ

れる数が急増している谷戸が多いことが分かる。 

 

 
図８ 対象7谷戸の位置関係 

 

図９ 計画上にて「谷戸住宅地」とされる地域（３） 
 

 
図10 対象7谷戸における人口推移（４） 

 

 
図11 対象7谷戸における世帯数推移（５） 

 
図12 各谷戸における1976年以降宅地分割箇所数

（累積）（６） 

 
 また、各谷戸について宅地分割箇所を示した図（次項の

図13、図14、図15、図16、図17、図18、図19）から、

土地利用や宅地について次の傾向がわかる。 
・宅地分割した敷地数の増加（全谷戸共通） 
・谷戸全域に広がる宅地分割、宅地化（全谷戸共通） 
・谷戸奥部における集中的な宅地化、宅地分割の例（大町、

佐助、西御門など） 
・比較的広い道路沿道での集合住宅の開発（佐助、長谷） 
 これらの傾向により、宅地分割の増加により、敷地が狭

小化し、生垣や庭木といった住宅内の緑被の減少、それに

よる沿道環境の悪化が懸念される。 
また、全体的に、宅地の開発行為は谷戸の全域に広がっ

ており、特に近年では谷戸の奥部でも大規模な宅地分割が

起きる地区がみられる。 
 

 

0
20
40
60
80

100

大
町

佐
助

長
谷

扇
ガ
谷

極
楽
寺

北
鎌
倉

西
御
門

76→85 85→94 94→03 03→15

- 124 -



公益社団法人日本都市計画学会 都市計画報告集 No.18, 2019年 8月 

Reports of the City Planning Institute of Japan, No.18, August, 2019 

 

 
 

 

  

 
図13 大町谷戸における宅地分割箇所 

 
図14 北鎌倉谷戸における宅地分割箇所 

 
図15 西御門谷戸における宅地分割箇所 

 
図16 扇ガ谷谷戸における宅地分割箇所 

 
図17 佐助谷戸における宅地分割箇所 

 
図18 長谷谷戸における宅地分割箇所 

 
図19 極楽寺谷戸における宅地分割箇所 

 
凡例（図13〜図19共通）  
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５．2地区における空間構成の実態 

 本章では、谷戸地域で建築される住宅と街並みの様子を

詳細に分析する。前章で挙げた7つの谷戸から、開発が進

行した地区と、比較的開発が緩やかで谷戸らしさが残って

いる地区の２地区を抽出し、比較を行う。 
 一つ目の大町 3・4 丁目付近（図 20）は、逆川沿いに広

がる住宅地であり、古くからの戸建ての邸宅や敷地規模の

小さい戸建住宅が立ち並ぶ中に、近年宅地分割された戸建

住宅や集合住宅などが数多く点在している地区である。「開

発が進行した地区」の典型地区として分析を行う。 
 二つ目の扇ガ谷4丁目付近（図21）は、海蔵寺に続く上

り坂の参道にあたる道路沿いにおいて、敷地規模の広い戸

建住宅が見られる地域である。宅地分割が一部に見られる

が数は多くない。 

 
図20 大町3・4丁目付近 対象エリア 

 
図21 扇ガ谷4丁目付近 対象エリア 

図22 大町南側立面図（一部） 

 
図23 扇ガ谷南側立面図（一部） 
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両地区について主要道路沿いに、第三章で述べた谷戸の

空間的構造（前景、中景、家屋、遠景）を基に要素を描き

分けた連続立面図を作成した（図22、図23）。 
 この２地区について次の６つの指標について考察を進め

る（表４）。 
（１）～（３）の指標について比較した数字を表５に示す。

まず、（１）沿道の緑化率について、大町が概ね 40〜60％
であるのに比べ、扇ガ谷が60%〜80％と大幅に上回る結果

となった。また、大町の中でも、斜面に面した北側と、平

地側の南側の間に大きな差が生じている。次に（２）緑面

積についても、扇ガ谷が大町の約２倍と大幅に上回る第三

章で述べた、緑の縦幅、見え隠れの構成が良く残されてい

るといえる。一方、（３）山並みの視認可能の延長に関して、

斜面から遠い大町の南側で比較的低い他は、概ね30～40％
と大きな違いは見られない。 
 次に、（４）近景要素割合についても、大きな違いが見

られた。大町南側（図24）については、樹木・生垣の割

合が10％少々と非常に少なく、その一方で、コンクリー

ト塀が約33％と多くを占める。また、自然素材である板 

塀や板垣なども少ない。 
 一方、扇ガ谷南側（図25）については、樹木自体が接道

する例が50％弱である。駐車スペースや、コンクリート塀

の割合も非常に低い。 
次に、（５）家屋ごとの沿道緑化率については表６のよう

に、大町側は0％前後のものから、100％近いものまで、緑

化率に幅のある住宅が混在している一方で、扇ガ谷は概ね

高い沿道緑化率を示し 20％未満のものは見られず 80％以

上のものが多数を占めている。 
 次に、（６）住戸の外構形態ごとの分類毎に分類を行った。

表７の通り、全体的に様々なタイプの外構構成を持つ。特

に、大町は緑被がほぼ存在しないDのケースや、駐車スペ

ースが前面の多勢を占めるEのケースもみられる（集合住

宅に顕著）。 
以上のように、谷戸住宅地においては、場所により良好

な環境が保全されている箇所もあれば、樹木の間に見え隠

れする家屋、谷戸住宅地特有の空間構成が消失した箇所も

あり、現状ではその中に多様な外構構成タイプの住宅が混

在している。 
 

 
表４ 空間構造分析の6指標 
指標 定義・測定法 
立面全体の

沿道緑化率 
近景、中景合わせて、緑化されている箇所

の距離の割合 
（対象道路のうち緑が存在する箇所の総

延長）／（各住戸の接道延長の合計） 
道路長1m辺

り緑面積 
立面に投影した緑面積を、総距離で割っ

た値。全体の緑量感を表す・ 
（立面に投影した近景、中景の緑の面積

の総和）／（立面図の総延長） 
山並み視認

可能延長率 
正面から見て山並みが見える距離の割合 
（遠景の山並みが道路から正面に見える

距離の総延長）／（立面図の総延長） 
近景の要素

割合 
住戸の接道部に代表的に見られる要素

（コンクリート塀や生垣、駐車スペース

など）ごとの延長の割合を導出。 
住戸ごとの

沿道緑化率 
住戸ごとに、沿道緑化率を求め、度数分布

表を作成 
外構形態毎

の住戸分類 
近景、中景における緑の配置の形態を整

理し、住戸を分類。 
表５ 大町、扇ガ谷、両住宅地の空間構造比較 

大町3・4丁目付近 要素 扇ガ谷4丁目付近 
北側：57.03 
南側：41.20 

沿道緑化率

（全体） 
北側：67.27 
南側：76.62 

北側：0.98 
南側：0.97 緑面積率 北側：1.78 

南側：2.49 
北側：32.58 
南側：25.19 

山並み視認

可能距離率 
北側：38.25 
南側：34.64 

  
図24 大町南側 近景要素割合 

 
図25 扇ガ谷南側 近景要素割合 

 
表６ 大町、扇ガ谷、沿道緑化率(%)毎の棟数 

  0-20 20-40 40-60 60-80 80- 

大町 
北 1 3 12 6 7 
南 5 2 6 3 9 

扇ガ谷 
北 0 1 2 5 8 
南 0 0 2 3 7 
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表７ 各地区における外構構成ごとの戸数 

外構構成 大町 扇ガ谷 
北 南 北 南 

A1 生垣(全体)＋樹木＋家屋 4  2  

A2 生垣(一部)＋樹木＋家屋  1   

A3 生垣＋(樹木)＋家屋    1 
B1 樹木(全体)＋家屋 4 1 3 4 
B2 樹木(一部)＋家屋 5  2 2 
C1 塀＋樹木(全体)＋家屋 4 6 5 1 
C2 塀＋樹木(一部)＋家屋 8 9 4 4 
D1 塀＋家屋 1 3   

D2 塀＋(樹木)+家屋   3   

E 駐車スペース前面 2    

※（全体）・（一部）の分類は、概ね接道延長の70％を基

準とする 
 
６．結論 

６−１．分析の結果 

 鎌倉の谷戸住宅地では、全体的に宅地分割が増加し、特

に 1994 年以降この傾向が顕著であり、また分割は谷戸全

域に広がっており、近年では谷戸の奥部でも多数見られる

ことが分かった。 
このような宅地分割の進行に伴って、谷戸本来の空間構

成にも変化が見られる。開発が進行した地区と囲まれ感を

構成する閉鎖性や樹木に見え隠れする家屋などの「谷戸ら

しさ」が残っている地区の比較を通じて緑被の割合に大き

な差異が見られた。また、開発が進行した地区の中を詳細

に確認すると新築された住戸ごとに差異が見られ様々なタ

イプのものが混在していた。 
６−２．保全の方向性 

今後の課題として、谷戸住宅地の空間構成の保全法を考

察していく必要がある。その際、本研究で示したような変

化にも柔軟に対応したものが求められる。 
以上のような分析を踏まえ、谷戸地域にふさわしい空間

構成の在り方と、その保全の方向性として、次の2点を提

案する。 
①谷戸毎のスケールに合わせた地区ごとのプラン 
 第4章で述べた通り、谷戸内にスプロール的に宅地分割

が進み、谷戸の奥地でも開発される例もあれば、第5章で

対象とした扇ガ谷4丁目のように、寺社の参道に緑豊かで、

谷戸の特性を色濃く残す例もある。谷戸住宅地全体に一括

の規制を求めるのでなく、各谷戸の特性に合わせた地区そ

れぞれのプランを設けるのが適当である。厳しい規制とす

るか、実情に合わせた緩やかな規制を設けるかの判断は、

寺社の立地状況や、開発の進行度合い、斜面への近接性な

ど、地区の実情に応じて細かく設定する。厳しい規制の場

合は、宅地分割自体の防止や、最低敷地規模を広めに設定

し、ある程度の開発を容認する場合は、敷地分割を容認し

ながらも接道部の塀や樹木などの誂えを工夫する。 

②敷地別、形態別景観ガイドライン 
 宅地分割により敷地面積に大小が生じ、様々な外構性タ

イプの住宅が存在しているため、これに対応した細かいガ

イドラインが求められる。さらに、第5章の（６）で述べ

た通り、緑被が存在しない住宅も谷戸には存在しており、

新築される建築物のみでなく、既存の住宅にも適切なガイ

ドラインの適用が求められる。 
 以上のことをまとめると、景観ガイドラインでアプロー

チすべき住宅タイプは、大きく分けて図 26 に示す 4 通り

となる。 
既存住宅に対しては、風致的な住宅には連続的な緑化、

複数の樹種を用いた多層的な構造を行うように奨励し、問

題のある住宅については、ブロック塀の一部板塀、竹垣化

や、一部の緑化等を奨励する。新規の住宅に対しては、敷

地規模が広い場合は、高さ幅を兼ねた全面的な緑化を行い、

狭小の場合は、可能な限り緑の連続性を確保し、部分的に

自然素材を用いるといった方針となる。また、以上の規模

別のガイドラインに加え、敷地を細分化する場合のガイド

ラインを設けることも必要である。 

 
図26 アプローチすべき住宅タイプ 

 

 
補注 
(1) 鎌倉市 (2015)「鎌倉市都市計画マスタープラン」p.26を基に作成 
(2) 鎌倉市 (2015)「鎌倉市景観計画」p.16 より 
(3) 鎌倉市 (2015)「鎌倉市都市計画マスタープラン」p.43より 
(4) 住民基本台帳 (昭和51年、昭和60年、平成6年、平成15年、平成                            

27 年、平成 30 年) 町丁目別人口を基に作成 
(5) (4)に同じ 
(6) 明細地図出版社明細地図鎌倉市 (平成6年度版、平成15年度版、平成

27年度版)、鎌倉市南部 (昭和 51 年度版、昭和 60 年度 版)、鎌倉

市北部 (昭和 51 年度版、昭和 60 年度版) を基に作成 
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