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大宮盆栽町における緑地構造と住民の意識

橋詰直道*

Greenery Landscape Structure and Resident’s Perception in
Omiya Bonsai Village, Saitama City

Naomichi HASHIZUME

本研究は，1925年に盆栽村として建設された大宮盆栽町住宅地における緑地構造の空間的特徴と緑地に

対する住民意識の関係を中心に考察したもので，以下のような点が明らかになった。日本型ガーデン・

ヴィレッジのひとつであった盆栽町住宅地の緑地は，武蔵野の原風景を構成していたアカマツなどの高木

や生垣・植込などから構成されている。この緑地は住民が自ら残し，育ててきたもので，その典型例を建

築協定締結街区に見出すことができる。住民は，庭木を中心に並木や盆栽園を身近な緑として認知してお

り，緑地分布と住民の意識の間には近接効果が認められる。近年，相続に伴うミニ開発などで住宅地内の

緑が失われ，盆栽園の廃業も進んだ。今後，いかに盆栽町らしい景観を維持するかが課題である。
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．はじめに

さいたま市（旧大宮市）北区盆栽町，通称大宮盆栽町（古くは盆栽村）は，大正末期に盆栽園を中心

に建設された郊外住宅地という点で都市計画史上極めて稀な例として知られている。盆栽村の起源は，

関東大震災で被災した盆栽業者が，東京から新天地を求めて，1925（大正14）年に埼玉県大宮近郊に移

転し開村したことに始まる。今日の大宮盆栽町は，今日でも盆栽園を中心とした緑豊かな郊外の高級住

宅地となっているが，この盆栽町に関する研究例は少ない。

盆栽村開発の歴史については，大宮盆栽組合（1973），野村（2002）による記録などがある。大宮盆

栽組合の記録を基に鈴木（2000）は，開発の歴史的経緯から盆栽村は技術集団型産業を基本にした，日

本型の田園都市であるとしている。これに対して，橋詰・磯谷（2007）は，広義の田園郊外とみること

も可能だが，大和郷がモデルとなったことや特殊な職人集団の集住地という点を考慮すると，英国の

ガーデン・ヴィレッジに近い存在で，緑豊かで良好な住宅地の景観を守ろうとしたことなどから「日本

型ガーデン・ヴィレッジ」と位置づけられるとした。

また増田・窪田（2003）は，近年の盆栽町の土地利用の変遷について分析し，環境の質の維持要因と

して自発的な生垣の保存や庭木の手入れ等が挙げられるとしているが，これは現地調査に基づくデータ

の分析によって実証されたものではない。なぜ，盆栽町住宅地が周辺の住宅地に比べて緑豊かな住宅地

景観が維持されてきたかという背景を探るためには，樹木調査によって緑地構造を明らかにすると同時
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図 1　調査地域
（2003年国土地理院撮影空中写真，さいたま市都市計画用途地域の一部を使用）
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に，地域住民へのアンケート調査によって住宅地の緑地の維持要因を解明する必要がある。この点につ

いて橋詰・磯谷（2007）は，盆栽町住宅地内の高木と宅地囲障調査を実施し，盆栽町の緑地はかつての

雑木林の名残であるアカマツやコナラなどの高木と，盆栽村建設時に植栽されたサクラや庭園樹などの

樹木によって構成されており，その緑地は住民が意識して守り育てたものであると見てよいと結論付け

ているが，調査地域内での街区ごとの緑地構造や住民の緑地に対する意識調査結果とまちづくりの課題

などについては言及していない。

本研究の目的は，大宮盆栽町の緑地構造の空間的特徴とその緑地に対する住民意識の関係を明らかに

すると同時に，盆栽町のまちづくりへの課題を検討することにある。なお本稿では，現さいたま市北区

盆栽町を大宮盆栽町（または単に盆栽町），大宮市に合併される1940（昭和15）年以前については大宮

盆栽村（盆栽村）とする。また，本稿でいう緑地とは雑木林，樹木，生垣など空間的にまとまった緑の

総称で，単に緑という場合は樹木や生垣などを指す。

．研究地域と調査方法

本研究の対象地域は，JR宇都宮線と東武野田線に囲まれた，さいたま市北区盆栽町（2002年現在の

人口は約3,700人）のうち，かつて盆栽村として開発された地域である。現在は，一戸建て住宅が卓越

する第一種低層住居専用地域を中心とする住宅地となっており，盆栽園が６園集中立地している地域で

もあるが，住居表示上の盆栽町の区域とは異なる。この盆栽町南部には，氷川神社・大宮公園が位置し

ている。盆栽町は，これらの大規模な緑地から繋がる緑の多い住宅地で，調査地域全域を含めて風致地

区の指定を受けている（図 1）。また，調査地域内の住宅地の一角には，「建築協定」が締結されている

街区もみられる。

盆栽町の緑地構造については，橋詰・磯谷（2007）が現地調査結果から作成した 2種類の緑地分布図1）

を用いて，調査地域を 7街区に分けて緑地構造の空間的特徴を明らかにした。また，盆栽町住民の緑地

に対する意識と緑地構造との関係を明らかにするために，2005年 9月に調査地域内の 1戸建住宅330戸
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を対象に留置郵送回収によるアンケート調査を実施した（有効回収数139戸，回収率42％）。この調査に

より得られた結果も， 7街区別に集計し，高木・生垣の有無や居住年数などの指標を用いて分析するこ

とで，盆栽町住宅地における緑地と住民意識，緑地保全とまちづくりについて検討を加えた。

．盆栽村の誕生と盆栽園

盆栽村は，1925（大正14）年に東京の本郷・駒込周辺の盆栽業者が，関東大震災（1923）を機に新た

な盆栽経営の適地を求めて，北足立郡大砂土村本郷字土呂の地に山林を拓いて盆栽村を創設したことに

始まる。その中心人物であった団子坂の清水利太郎，明神町の加藤留吉，鈴木重太郎らは，通称「源太

郎山」と呼ばれていた土地の地主で衆議院議員小島善作に盆栽業者の集団移転案を打診した。その結

果，小島が地主を説得してまとめ，鈴木が東京の盆栽業者をまとめることで合意した2）。

地主らは，直交する 6間（10.8ｍ）の広幅員道路で碁盤目状に仕切る耕地整備事業（ 2割 5分減歩）

によって 1区画300～1500坪（1000－5000㎡）を盆栽業者に賃貸（年 8円 /反）することになり，1925

（大正14）年 4月には清水利太郎（清大園）が最初に移り住んだ。その後，蔵石篤夫（薫風園），加藤留

吉（蔓青園），内海源之丞（内海華園）らが入居した。翌1926（昭和元）年には組合員約50人で盆栽村

借地人組合が設立された。区画された道路の両側にはサクラなどの街路樹が植栽されたことで次第に居

住環境は向上した。また，1928（昭和 3）年には組合員20人で盆栽村組合（初代組合長清水利太郎）が

組織された。組合では，盆栽を10鉢以上所有する，門戸を開放しておく，二階建てを建てない，家の周

囲はすべて生垣にするなどの条件を盛り込んだ「住民規約」をつくって全国から移住者を募った（大宮

盆栽組合，1973；野村，2002）。武蔵一宮の氷川神社がある大宮の地が盆栽村として選ばれた理由の一

つに「清水利太郎の氷川信仰があった」（九霞園HP, 2005）ともいわれている。

盆栽村は，山採りされたエゾマツやゴヨウマツなどの盆栽で知られるようになる。特に盆栽化が困難

とされていたエゾマツを加藤留吉が，当時日本の領土であったクナシリ島から大量に移入し，根付かせ

ることに成功したことで全国的に有名になり，一時は「エゾ松村」とも呼ばれた。こうして盆栽村に

は，全国から山採りされた苗木などが集荷され，職人によって整形・商品化されるいわば職人まちとし

て発展した。1929年大宮・岩槻間に東武鉄道が開通し，大宮公園駅が開設されると盆栽業者だけではな

く，盆栽を愛好する資産家の別荘地としても有名になった（大宮盆栽組合，1973）。

盆栽村の開発には，清水園の清水利太郎のアイデアが反映されることになった。文化人とも親交が

あった清水は，当時欧米で注目されていた田園都市運動の影響を受け，いわば住宅地の理想郷の建設を

実現しようとしたと考えられる。それは，震災の体験と車社会の到来を見越して広幅員道路を造成し，

大区画の分譲をしたこと，住民規約をつくり良好な住環境を維持しようと努めたことなどに反映してい

ると見てよい。加えて，その頃既に，盆栽業者の故郷でもある団子坂や明神町に近い小石川区駕籠町一

帯（現文京区駒込）で開発されていた大和郷3）を参考にした可能性が大きい。それは大和郷が， 4間と

7間道路によって格子状に区画された住宅地であったことや，住環境の保全に配慮した「組合規約」が

あった（藤谷，2000）ことなどから，盆栽町のモデルとなったと考えられるからである。さらに，九霞

園（1929年開園）の村田久造が「村づくりにあたっては，東京の大和郷を手本にした」と，生前語った

（九霞園HP, 2005）ということからも裏付けられよう。この立場に立つなら，大宮盆栽村は東京郊外に

建設された職住一体型の盆栽技術を持つ専門家の集住場所であったこと，住宅の区画が大きく，緑豊か

で良好な住宅地の景観を守ろうとしたことなどから，「日本型ガーデン・ヴィレッジ」のひとつと呼ぶ

ことができよう（橋詰・磯谷，2007）。



図 2　昭和10年頃の大宮盆栽村鳥瞰図（原図：九霞園提供）
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1935（昭和10）年頃の大宮盆栽村の鳥瞰図（図 2）を見ると，盆栽村内には14か所の盆栽園（蔓青

園，九霞園，藤木園，寛楽園は現存する）と盆栽愛好家と見られる17か所の邸宅， 7か所の別荘，さら

にマツ林の中に 3か所の貸別荘地が確認でき，整然とした区画と緑豊かな別荘・郊外住宅地となってい

る様子が伺える4）。盆栽村独自の良好な住宅地景観を守るために考えられた「住民規約」によって，盆

栽村の景観は少なくとも第二次世界大戦前までは，維持されていたと考えられる。

正確な数は不明であるが，戦前ピーク時には20園以上あった盆栽業者も，戦時色が濃くなるにつれ，

盆栽は時局にふさわしくない贅沢品とみなされ，多くの業者が廃業に追い込まれた。戦後，奇跡的にも

復興した背景には，戦時中，非難を浴びながらも加藤留吉（蔓青園）や村田久造（九霞園）が盆栽を守

り抜いたという努力があった（大宮盆栽組合，1973）。ただし，開村当時のような盆栽村の景観は戦争

を期に失われ，かつての「住民規約」も効力を失っていった。

戦後は，趣味としての盆栽愛好家の増加と同時に，外国人にも知られるようになり，徐々に復興を遂

げたが，その数は13園以上に回復することはなかった。また，高度経済成長期に川口の鋳物工業の発達

などで富を得た企業家などの新住民の流入などによる住宅需要の増加に伴い，かつての別荘地や広大な

盆栽園あるいは盆栽愛好家などの敷地は切り売りされることとなった。さらに，郊外化が進展し地価が

上昇したことによる相続税の高騰や後継者などの問題から盆栽園は1980年にはその数を10園に，2005年

には 6園にまで減少させている。

．大宮盆栽町住宅地の緑地構造

ここでは，盆栽町の緑地構造を明らかにするために，現存する高木分布と接道部囲障の構成要素の分

布に関する現地調査結果（橋詰・磯谷，2007）をさらに詳細に検討する。



図 3　盆栽町住宅地における樹種別にみた高木本数（合計734本）
（2005年 8月，現地調査により作成）
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1 ．高木の分布

調査地域は，周辺の住宅地に比べて緑地の密度が高いことが図 1の空中写真からもわかる。そこで，

この地域に現存する樹種別の高木分布調査を行った。ここでいう高木とは，樹高3.5ｍ以上の独立木

（ここでは調査地域内の一角の「建築協定」によって定められた樹高とした）である。その結果，調査

地域内には734本の高木が存在することが確認された。

高木は盆栽町全体に分布するが，樹種別に見るとマツ類が最も多く223本（全体の29.3％）であっ

た。その内訳は，アカマツが202本（91％），クロマツが21本（ 9％）であった。次いで，サワラやヒマ

ラヤスギなどの針葉樹が92本（12.7％），イロハモミジなどのモミジ類が70本（9.7％），ソメイヨシノな

どのサクラ類が63本（8.7％），カキノキが52本（7.2％）などの順で多かった。その他の広葉樹には，庭

園植栽種のタイサンボク，モクレン，イイギリなどと，雑木林構成種のコナラ，イヌシデ，ミズキ，ム

クノキ，エノキ，イヌザクラ，ケヤキ，シラカシなどが確認された（図 3）。

アカマツは，雑木林構成種として盆栽村開村以前から存在していたものであることが，大宮盆栽村鳥

瞰図（図 2）からも裏付けられる。モミジ類の多くは，庭園樹木として盆栽園を含む住宅内に植栽され

たものである。サクラ類は，盆栽村造成直後に街路沿いに植栽された（大宮盆栽組合，1973）もののう

ち，第二次大戦後燃料として伐採されるのを免れたものである。このことは，図 2で当時主要街路沿い

に桜並木が描かれていることからもわかる。カキノキは，戦後各家庭に植えられたものであるという。

以上のことから，盆栽町の景観を特徴付けている高木は，雑木林の名残であるアカマツやコナラなど

の樹木と，かつて盆栽村建設時に植栽されたサクラ類やその後植栽されたであろう庭園樹のモミジ類な

どの樹木によって構成されているといえる。

次いで，高木分布図を作成しその分布特性について検討した（図 4）。その結果，盆栽町にはマツ類

とサクラ類が高密度に分布する街区や，雑木林が残る街区が存在することが確認された。この高木分布

の地域差は，図 2に描かれた当時の景観にも表れている。アカマツと見られる林が卓越する地域は，現

在アカマツが多く残存する地域に相当することから，武蔵野の原風景を構成していたアカマツが，盆栽

村開村後も村の西部が別荘地となっていたため，その後も伐採されることは少なかったと見てよい（写

真 1）。また，当時のサクラ並木が主要街路沿いに残されていることも確認できる（写真 2）。

都市化が進行した高度成長期以降も，このアカマツやコナラなどから成る雑木林が残されてきた背景

には，大宮公園に繋がる盆栽町全域が1970年に風致地区に指定されたことに加えて，1977年に西部の一

戸建住宅地（36区画）が造成された際に「建築協定」が締結されたことで，宅地内の高木の伐採が事実

上禁止されたこととも関係している。この「建築協定」締結地区では，3.5ｍ以上の高木の保全や緑化

に関する基準が定められている（橋詰・磯谷，2007）。



図 4　大宮盆栽町における樹種別にみた高木（樹高3.5ｍ以上）の分布（2005年）
（2005年 8月，現地調査により作成）
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さらに，盆栽町住宅地の緑地構造の空間的特徴を見るために調査地区を便宜的に 7つの街区5）に区分

し（図 5），それぞれの分布状況について検討した。図 6は，街区別・樹種別にみた高木の本数を示し

たものである。この図から，高木本数は街区 3で258本と最も多く，次いで，街区 5（114本），街区 6

（104本）などの順で多く，樹種別に見ると，マツ類，サクラ類は街区 3に，モミジ類は街区 5において

卓越していることがわかる。そこで，街区ごとに1haあたりの高木分布密度を算出し比較した。その結

果，街区 3で83.2本／haと最も高く，次いで街区 6（40本／ha），街区 4（35.2本／ha），街区 5（34.5本





図 7　盆栽町住宅地における接道部囲障の景観構成要素（総延長4,791ｍ）
（2005年 8月，現地調査により作成）

図 8　街区別にみた接道部景観構成比
（2005年 8月，現地調査により作成）
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2 ．住宅接道部囲障

次いで，住宅地内の接道部囲障の構造に関する調査結果について見てみる。接道部囲障は，ドウダン

ツツジ・キャラボク・ヒバ類などの生垣，ヒバ類やモチノキなどの植込，フェンス，その他（大谷石，

軽量ブロック，レンガなど）の各要素の組み合わせから成る。ここではそれらを 5つに類型化し，それ

ぞれの接道部総延長距離を算出すると同時にその分布状況を比較した。

その結果，総延長距離が長いものから，①植込＋その他型（46％），②その他型（18％），③フェン

ス，フェンス＋その他型（17％），④生垣，植込，生垣＋植込型（13％），⑤生垣＋その他型（ 6％）の

順であった（写真 1）。今日では，盆栽村開村当時「住民規約」に盛り込まれていたような生垣は20％

以下となっているが，①，④，⑤型が緑の接道部囲障を構成していると見てよい。その総延長距離は，

3,088m（全体の64.5％）であった（図 7）。

街区別に住宅接道部囲障の景観構成要素を比較（図 8）すると，①植込＋その他型は街区 2，3，4に

おいて50％以上を，④生垣，植込，生垣＋植込型は街区 5，6で15％以上の値を示し，⑤生垣＋その他

型は街区 6で12％を超える値となっている。

この①，④，⑤型についてその分布状況（図 9）をみると，調査地西部と東部の一部の街区において

生垣を中心とする緑の囲障卓越域が確認できる。これらの地区では，比較的大きい区画の宅地が残され

ている点が共通しているが，現在盆栽園経営がなされている場所とは必ずしも一致しない。もちろん，

戦前期に盆栽園が立地していたような場所にも①，④，⑤型が多いように見えるが，その後，区画が分



図 9　大宮盆栽町における住宅接道部囲障の景観構成要素の分布（2005年）
（2005年 8月，現地調査により作成）
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割された住宅地内にも散見される（図 5参照）。このことは，盆栽園が廃業して区画が分割された後も

住民によって接道部の緑が維持されてきたことを示唆している。

以上のことから，盆栽町住宅地の主な緑地景観は，アカマツやコナラなどの武蔵野の原風景を構成し

ていた高木と，住宅地開発後に植栽された植込や生垣から構成されているといえる。住宅地の高木（樹

高 8ｍ以上）の保全には300㎡以上の敷地が必要との指摘（近江ほか，1993）もあるが，盆栽町の「建

築協定」締結街区の場合には，平均204㎡の一戸建住宅敷地に樹高は異なるものの約 3本の高木が維持



図10　高木所有者の庭の樹木に対する意識
（2005年 9月，アンケート調査結果より作成）
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されているという事実は注目に値する。つまり，盆栽町を代表する景観は，特にアカマツが多く残さ

れ，接道部の緑も多い「建築協定」締結地域に求めることができよう（橋詰・磯谷，2007）。

．緑地に対する住民の意識

盆栽町住宅地の緑地は，サクラ並木などを除き，そのほとんどが個人所有の緑から成る。では，なぜ

今日まで豊かな緑地が維持されてきたのか，また，住民はこの緑地をどのように認知し，評価している

のか，という点について検討する必要がある。そこで，アンケート調査結果を用いて，住民の緑の維持

管理と住民の緑に対する意識を中心に分析した。

1 ．緑の管理と評価

まず，アンケート調査の結果得られた回答の中から，高木所有者と生垣所有者の緑の維持管理につい

て見てみる。高木所有者（n＝106戸）の高木の維持管理状況を見ると，「枝の剪定」が40％と最も多

く，次いで，「枯れ枝の除去」（24％），「毛虫の防除」（21％），「肥料を施す」（12％）などが適宜行われ

ていた。生垣所有者（n＝64戸）は，生垣を「自ら維持管理」が58％，「専門業者に委託」が41％と

なっており，生垣の剪定は｢毎年実施する」が89％となっている。ただし，高木所有者またはかつて高

木所有者であった世帯の中で高木が枯死した，または自宅の増改築，駐車場の設置の際に，その一部ま

たは全てを伐採したという世帯が26戸あった。生垣所有者またはかつて生垣所有者であった世帯の中

で，生垣を一部または全て撤去したとする世帯も25戸あった。

次に，高木所有者は自宅の庭の高木をいかに評価（「樹木の効用と弊害」）しているかを見てみる（図

10）。「樹木の効用」についてみると，「四季の変化が楽しめる」（21％）や「木陰が得られる」（18％），

「住宅に風格が加わる」（17％）などと高木の存在を評価している。その一方，「落葉の処理に困る」

（27％）や「維持管理費の負担が大きい」・「病虫害が心配」（23％）など高木を維持する上での障害や弊

害もあることがわかる。この点は，長友ほか（1995）による研究結果とも一致する（橋詰・磯谷，

2007）。

以上のことから，盆栽町の緑地はその維持管理に負担を強いられるものの，緑を所有する住民によ

り，守り，育てられてきたと見てよい。つまり盆栽町の高木は，市川市のクロマツと同様，市民が守り

育ててきた緑である（橋詰，1985）と考えることができよう。しかし，近年盆栽町においても世代交代



図11　街区別にみた「最も身近な緑」とは
（2005年 9月，アンケート調査結果より作成）
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やライフスタイルの変化に伴い，高木，生垣ともに徐々に失われつつあることも事実である。

2 ．住民にとっての身近な緑

では，盆栽町住民は地域の緑をどのように認知しているのか。この点を明らかにするために，住民に

とって，「最も身近な緑」とは何か，という問いに対する回答を居住空間（街区）別，所有する緑の有

無（高木・生垣の有無）別，盆栽町居住年数別に分析する。

まず，住民全体にとって「最も身近な緑」とか何か，について集計（図11の全体）すると，「庭木」

との回答が62.6％と最も多く，次いで，「桜の街路樹」（12.1％），「盆栽園」の緑（8.4％），「雑木林」

（6.5％）などの順であった（写真 2，3）。これを街区別に見ると，「庭木」は，全ての街区で最も身近

な緑として認知されているが，その以外の緑についてはその認知度に空間的な差異が認められる。例え

ば，「桜の街路樹」は，ソメイヨシノの並木のある街区 3と，その並木が日常の生活動線上に位置する

街区 1と 2の住民にとって認知度が高い。同じく「松の木」（マツ類）は，アカマツが多く残されてい

る街区 3において認知度が高く，「盆栽園」の緑は，現在盆栽園が位置する街区である 4，5，6，7にお

いて高い値を示す。このことから，各々の街区における緑の認知度は緑の分布特性を反映しており，盆

栽町住宅地の緑地構造と住民の意識の間にはいわゆる近接効果がはたらいている可能性があることが指

摘できる（図11）。

そこで，世帯の高木・生垣の有無によって，どの程度身近な緑に対する意識に差異が生ずるかについ

て検討した（図12）。高木および生垣所有者（n＝46戸）にとって「最も身近な緑」とは何か，を見る

と「庭木」（生垣を含む）とする世帯が69.6％と最も多く，次いで，「桜の街路樹」が10.9％，「盆栽園」

が6.5％などの順で多かった。高木・生垣ともに所有しない世帯（n＝21戸）では，やはり「庭木」に

対する認知度が52.4％と最も高かったが，高木・生垣所有者の値に比べてその割合は約17％低い。代

わって，この住宅地を代表する「盆栽園」が19.0％，公共の緑である「桜の街路樹」が14.3％などの順

である。このことから，個人の庭の緑の有無にかかわらず，住民は「庭木」の緑を最も身近な存在とし

て認知しているといえる。高木や生垣を所有しない住民は，地域共有の緑を「最も身近な緑」として認

知する傾向があるように見えるが，カイ二乗検定の結果は p＝0.17で，高木・生垣の有無には必ずしも

有意な差は認められなかった。



図12　高木・生垣の有無別にみた「最も身近な緑とは」
（2005年 9月，アンケート調査結果より作成）

図13　盆栽町での居住年数別にみた「最も身近な緑とは」
（2005年 9月，アンケート調査結果より作成）
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次いで，大宮盆栽町での居住年数によって，地域の緑への認知度が異なる可能性があるため，高

木・生垣の有無に関係なく住民の居住歴（回答総数n＝109戸）を10年以下（n＝33戸），11－30年（n＝

32戸），31年以上（n＝44戸）の 3つに区分して比較検討した（図13）。その結果，居住年数の長短にか

かわらず，個人の庭の樹木や生垣などの緑を身近な存在として認知していることがわかった。「盆栽園」

については居住年数の増加とともに認知度が上昇するように見えるが，居住年数が増せば庭木などの緑

よりも共有の緑を身近な緑として認知する傾向があるとはいえない。これらのことから，住民は居住歴

に関係なく庭木など盆栽町に卓越する個人の緑を「最も身近な緑」として認知しているが，盆栽町の歴

史的・文化的財産でもあるサクラの並木や盆栽園も身近な存在であることを示している。

．住宅地に対する評価とまちづくり行政への要望

1．住民の評価

ここでは，住民が自らの居住空間としての盆栽町をどのように捉え，評価しているか，また生活をす

る上でどのような不便さを感じ，何をまちづくり行政に求めているかについて検討した。

まず，「盆栽町のイメージは何か」（複数回答）を尋ねたところ，「豊かな緑」という回答が19.6％と

最も多く，次いで「静けさ」が19.2％，「風致地区指定地」が16.1％，「盆栽の町」が14.6％，「交通の便

がよい」が12.2％と多かった。その他，「知名度が高い」7.0％や「高級住宅地」6.3％なども比較的多

い。これらの結果から，緑豊かな住宅地としての質の高さが住民に評価されていることが伺える。

では，この盆栽町を居住空間としてみた場合，どのような点が評価され（「誇れる点」），またどのよ



図14　居住空間としての盆栽町の誇れる点と不自由な点（自由回答）
（2005年 9月，アンケート調査結果より作成）
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うな点を不自由に感じているか（「不自由な点」），について自由記述方式で得られた回答を集計してみ

た（図14）。その結果，「誇れる点」として合計113件の回答が得られた。このうち，「樹木」などの豊か

な緑に関するものが49.6％と最も多く，次いで，「静けさ」が28.3％，「交通の便の良さ」が11.5％など

の順で評価が高く，盆栽町のイメージとして認知度が高かった「風致地区の指定」などによる「規制」

は，5.3％と少なかった。盆栽町の「不自由な点」についての回答は29件と少なかったが，その中では

「規制が厳しい」が27.6％と最も多く，次いで，街路灯が少なく「夜暗い」（24.1％），樹木の「落ち葉の

処理」に困る（20.7％），「買い物に不便」（17.2％）などの順で多かった。これは，高木などの樹木密度

が高くなれば住環境としての質は高まるが，落ち葉の処理に手間がかかるし，夜間暗い住宅地となって

しまうという逆効果を併せ持つことを示している（図14）。

この回答を街区別にみると，「規制が厳しい」は，特に建築協定が締結されている街区 3から，「夜暗

い」は駅から離れた街区 2，4，5から複数寄せられている。「規制が厳しい」との指摘は，ほぼ全域が

「第一種低層住居専用地域」や「風致地区」に指定されているばかりか，一部の街区が「建築協定」の

締結によって，建築行為が厳しく制限されている状況に対する不満と考えられる。しかし，緑が豊かで

閑静な盆栽町住宅地は，こうした開発行為を制限する諸制度によって保たれてきたことは間違いない。

2 ．まちづくり行政に対する要望

さらに，盆栽町のまちづくり行政に対する住民の意見や要望（自由記述方式）を集計（図15）するこ

とで，今日盆栽町が直面しているまちづくりの課題や諸問題について検討を加えた。集計の結果，行政

に対する意見や要望（計123件）で最も多かったのは，「①風致地区指定の維持と厳正な行政指導」を徹

底してほしいとの要望で合計14件あった。次いで，雑木林やアカマツを含む「②緑地（自然）の存続」

を望む（13件），盆栽町の顔でもある盆栽園を「③税の優遇処置等で維持」したい（ 8件），日常の「④生

活に不便な「四季の道」6）の再整備」を望む（ 8件）などの順で多かった。

ここで得られた上位11項目の意見や要望は，大きく4つのカテゴリーに大別される。開発行為に対し

より厳しく指導し，良好な住環境を維持したいとする意見（開発指導）には①と⑧が，住宅地のシンボ

ルでもある豊かな緑の保全に関する要望（緑地保全）には，②，⑦，⑨，⑩が，住宅地内の道路や街路

灯の整備など（道路整備）には④~⑥が，盆栽園の存続や盆栽会館建設に関する要望（盆栽園維持）に

は③と⑪が該当する。カテゴリー別にみた件数では，緑地保全が28件，道路整備が22件，開発指導が20

件，盆栽園維持が11件であった。



図15　行政のまちづくりに対する要望（自由回答，上位11項目）
（2005年 9月，アンケート調査結果より作成）
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まず，緑地保全についてみると，町内に残されていた雑木林などの自然が消失していることへの懸念

と，緑地の維持管理に関する要望から成る。前者では，武蔵野の原風景としての雑木林が貴重な歴史

的・景観的遺産となっていることや，私有山林を存続させるためには税制上の優遇措置や公的管理が必

要であるとの指摘によるものである。後者は，私有のアカマツなどの高木の維持管理の負担軽減と公共

の緑としての街路樹の定期的管理の必要性が住民にとって切実な問題となっていることによる。

道路整備では，1980年代に石畳の道として整備された街区 4と 5，6の境界を南北に走る「四季の道」

（別名「かえで通り」）が，生活道として不便であることが以前から指摘されていることと，夜間暗い住

宅地に街路灯を整備し安全性を確保すべきだという指摘を反映したものである。

開発指導では，この住宅地が風致地区内にあるにもかかわらず，アカマツなどの高木の無断伐採や，

相続等に伴うミニ開発，アパート建設などによって，緑地を含む良質な住環境が損なわれていることへ

の懸念から厳正な行政指導を求める声がある7）。それは同時に，今日まで維持してきた良好な居住環境

を維持することが，すでに高級住宅地としての資産価値を将来的にも保障することに繋がるとの思いも

込められている。

盆栽園維持に関しては，歴史と伝統ある大宮の顔としての盆栽園が近年の固定資産税の高騰や相続

税，後継者問題などで， 6軒（2005年）にまで減少したこと（写真 3，4）。さらに，日本の伝統文化，

さいたま市の観光資源としての盆栽文化の継承と情報発信を行う必要性があることなどから，「盆栽会

館」建設の早期実現が望まれている。盆栽園の経営には，盆栽を育て展示するための広い庭が必要とな

るが，すべて鉢植であるため農地とはみなされない。盆栽園は農家ではなく美術品商の一種となり，盆

栽園の庭もすべて宅地並み課税の対象となる。そのため，高級住宅地としてステイタスを得て高騰した

地価が，盆栽園の経営を圧迫するに至っており，生産緑地に準じた税の優遇措置を求める声も聞かれ

る。2008年度には盆栽町北部に立地する県の施設「彩の国自治人材開発センター」の敷地に「盆栽会

館」が建設される予定であるが，この会館に展示する盆栽の購入をめぐる問題8）がマスコミで報じられ

るなど，その実現には今なお不透明な部分もある。

まちづくりに関わるこのような諸問題は，すべて盆栽町の良質な住環境を将来にわたっていかに維持
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していくかという課題である。盆栽町らしい住環境の質的水準を保つためには，緑地の保全や開発に対

する厳しい行政指導が不可欠であるが，良質な住宅地であるがゆえに発生する緑の維持管理の負担や高

額の税金問題などがその水準の担保を困難なものにしている。

．おわりに

本研究は，大宮盆栽町の緑地構造の空間的特徴とその緑地に対する住民意識の関係を明らかにすると

同時に，盆栽町におけるまちづくりへの課題を検討したものである。その結果，明らかになった事実は

以下のように要約できる。

1925年に東京から移住した盆栽業者により開村され，かつて「日本型ガーデン・ヴィレッジ」のひと

つであった盆栽町住宅地の主な緑地は，合計734本の高木と延長約 3 kmに及ぶ緑の接道部囲障より構成

されている。

中でも，武蔵野の原風景の遺産ともいうべきアカマツや雑木林を中心とする高木と，住民が自ら育て

てきた生垣や植込などが盆栽町を代表する緑地景観を創出している。その典型を「建築協定」締結街区

に見出すことができる。

住民自ら自宅の緑の維持管理を行ってきたことで，盆栽町住宅地の緑豊かな景観が存続されてきたと

いえるが，近年の世代交代やライフスタイルの変化に伴い住宅地内の緑は徐々に失われつつある。

盆栽町の住民にとっての「最も身近な緑」を居住地との関係で見ると，住宅地の緑地構造と住民の意

識の間にはいわゆる近接効果が認められる。また，住民は居住歴に関係なく住宅地内の庭木や生垣など

の個人の緑を中心に，盆栽町の歴史的・文化的財産でもあるサクラの街路樹や盆栽園などの緑も身近な

緑として認知している。

緑豊かで閑静な盆栽町住宅地の景観は，開発行為を制限する諸制度によって保たれてきたが，近年ミ

ニ開発の進行などにより盆栽町らしい景観に変化が生じてきている。将来的にもこの住環境の質を維持

するためには，緑地の保全や開発に対する厳しい行政指導が不可欠である。

戦前ピーク時には20園前後あった盆栽業者も，近年の地価の高騰や相続税，後継者などの問題から

2005年には6園まで減少しており，今後いかに盆栽村の伝統と緑の景観を継承するかが課題である。

本研究を進めるにあたり，盆栽町の九霞園をはじめとする盆栽園の皆様にはご協力いただきました。

現地調査とその集計では，駒澤大学大学院生の磯谷有紀さんの協力を得ました。末筆ながらお礼申し上

げます。なお，本研究は平成17年度駒澤大学特別研究助成（個人研究）を利用しました。本稿は，2006

年度日本地理学会春季学術大会（於：埼玉大学）で口頭発表した内容に，その後加筆・修正を加えたも

のである。

注

1）住宅地の緑地景観の構造は，独立木や宅地周囲の緑から構成されていると考えられるため，住宅地内の高木

分布と接道部囲障について現地調査を行った。高木の調査では，街路から確認できる樹高3.5ｍ以上の独立木

（調査地域内の一角において「建築協定」によって定められた樹高）の位置と樹種を確認し，1 /2500都市計画

図上にプロットした。接道部囲障については，生垣，フェンスなど宅地周囲の全ての構造物の種類と距離を景

観構成要素として調査し，同地図上に記録した（橋詰・磯谷，2007）。

2）大正13年 7月 1日付の土地賃貸借契約書によると，土地は北足立郡大砂土村大字西本郷字定慶，地目は山
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林，地主は小島善作ほか 7人，契約事項には「乙ハ盆栽類ヲ栽培陳列スル目的ヲ以テ土地ヲ賃借シ甲はハ賃貸

スルモノトス」とある。賃貸料は 1反（山林田畑土呂分に資本郷分平均）1年 8円，乙賃借人東京市本郷区駒

込千駄木町175清水利太郎，甲賃貸人代理兼賃貸人小島善作，とある（大宮盆栽組合，1973）。

3）大和郷（村）は，甲府藩主柳沢家の下屋敷を明治期に入手した旧三菱財閥岩崎久弥が1936（大正11）年に理

想卿として建設したもので，そこには当時建築・都市計画の第一人者であった佐野利器が描いた理想の都市像

が表現されているという（藤谷，2000）。

4）多分現存する唯一の地図で，ある程度樹木の種類も特定できる。この図は昭和10年頃の「大宮盆栽村鳥瞰

図」である（原図は九霞園提供）。

5）区分にあっては，盆栽町の主要街路を基準に，各々の街区面積と 1戸建住宅戸数（アンケート配布世帯数）

がほぼ等しくなるように考慮し 7街区を設定した。

6）田畑・秋山（1983）は盆栽町の「四季の道」の建設経緯を報告している。

7）2006年には，緑の多い「建築協定」締結街区に隣接する住宅地の一角に，高齢者福祉施設（デイケアセン

ター）が建設されたが，その際，近隣住民の要望を無視して高木や生垣の一部が撤去された（写真 1）。この

例は，盆栽町住宅地らしい緑地景観を維持していくことの困難さを示すものであった。

8）「盆栽会館」に展示する盆栽の購入の件で，さいたま市が，時価 1億円ともいわれる五葉松（青龍）や故岸

伸介首相が所有していた盆栽など100点と盆器200点を総額 5億円で購入する計画が2006年秋，マスコミで報道

され注目を集めた。
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写真 1　住宅地内の高木と生垣

盆栽町住宅地内に残るアカマツの高木（左）と生

垣。盆栽町を代表する緑地景観であったが，2006

年に右の屋敷地の一角に福祉施設が建設されたこ

とで一部の緑が失われた。

（2005年 8月　橋詰撮影）

写真 2　盆栽町住宅地のサクラ並木

盆栽村造成直後に街路沿いに植栽されたソメイヨ

シノ。多くは戦後燃料として伐採された。現在残

るサクラ並木は地域住民に親しまれている貴重な

地域の財産である。

（2005年 5月　橋詰撮影）

写真 3　盆栽園

盆栽町内で現在営業している 6か所の盆栽園の一

つで1929年開業の藤樹園。盆栽園は地域のシンボ

ル，地域遺産であるが，近年相続税や後継者問題

などで閉園が相次いだ。

（2005年 5月　橋詰撮影）

写真 4　新たな住宅の建設

盆栽園の跡地に新たに建設された集合住宅。多く

の盆栽園が相続時に廃業または敷地の一部を切り

売りせざるを得なかった。次第に盆栽町らしい住

宅地景観が失われつつある。

（2005年 8月　橋詰撮影）
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Greenery Landscape Structure and Resident’s Perception in
Omiya Bonsai Village, Saitama City

Naomichi HASHIZUME*

This study aims to clarify the characteristics of the greenery landscape structure and perception of
residents about the greenery in Omiya Bonsai village (Omiya Bonsai-cho) residential area in Saitama
City. The results obtained from this study are summarized as follows.
Omiya Bonsai village was built in 1925 by the professional groups of Bonsai planters who suffered

serious damage by the Great Kanto Earthquake of 1923, moved from Hongo, a part of Tokyo city
center. It can be said that Bonsai village is one of the first Japanese ‘garden village’. Because the
model of Bonsai village was Yamato-mura (village) in Tokyo and the community of the village made
by Bonsai specialists.
A high quality greenery landscapes at Omiya Bonsai village residential area consist of mature red

pine and cherry trees or coppice and various hedges today. The remaining red pine trees and coppice
which are the original landscape of Musashino region have been conserved by Bonsai village resi-
dents. Also, residents in Omiya Bonsai village have planted and grown many trees for their hedge.
The typical landscape can be found at an area of ‘the building agreement’ in Bonsai village. But red
pine trees and hedge are decreasing gradually by the construction of extension or rebuilding for their
residences. Bosai village residents perceive that greenery of private garden, cherry trees and Bonsai
gardens are their near greenery. And we can say that it is the ‘neighborhood effects’ as characteris-
tics between greenery landscape structure and its perception of Bonsai village residents.
Recently, Bonsai gardens are decreasing in number to six gardens by the reason of urbanisation,

jump of property tax and successor’s problem of Bonsai professional planters and so on. It is neces-
sary to consider how the tradition of Bonsai gardens and high quality landscapes are maintained.

Keywords: resident’s perception, greenery landscape, garden village, Omiya Bonsai Village, Saitama City
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