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Traditional Neighborhood Development
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Celebration is probably one of the most typical examples of Traditional Neighborhood
Development (TND). TND seeks to solve problems associated with today’s automobiledominated urban development. Also known as “new urbanism,” TND is a new and exciting
style of housing development intended to embed small-town values and traditional
community spirit into new urban neighborhoods. A particular focus is in “human-scale”
neighborhoods, which are based on the perspective of pedestrians, and emphasize bonds
of friendship with neighbors.
Robert A.M. Stern and Jaquelin T. Robertson were tapped by the Walt Disney Company
to develop a master plan. The two sought to create an idyllic atmosphere reminiscent of
traditional American neighborhoods of the 20th Century. For this, they needed a “walking
distance” community that would allow residents to frequently cross paths, engage in
conversation and share common facilities.
Celebration consists of several walkable areas referred to as “Villages.” Residents can
walk around within each Village, with easy walking access to the Town Center containing
a movie theater and other commercial establishments. Celebration is a self-sustaining
community with a complete range of schools from elementary to higher university education, as well as a state-of-the-art hospital facility, a fully equipped fitness center and office
complexes.
Celebration is a pedestrian-priority community. Homes are constructed along streets,
with a garage access via the service alley in the rear of houses, maintaining the pristine
look of the home fronts and streetscape. Two-lane roads are only 10 meters (11 yds) wide,
with a 25 miles per hour (40 kph) speed limit. Strangely enough for a town of this scale,
Celebration does not have any traffic signals. In a community designed to facilitate social
interaction and communication among residents, drivers, cyclists and pedestrians are all
willing to share the right-of-way to avoid conflict. Celebration also does not provide any
public transportation such as bus or light rail, so electric carts and bicycles are the most
popular means of transport. Celebration, in fact, boasts the highest bicycle/electric cart
ownership in the United States.

ウォータータワーショッパーズ
① 商業施設、
② 公共交通の代わりに利用されているセグウェイ
③ 公共交通の代わりに利用されている電気自動車
④ 歩道を備えた街路は片側1車線。自動車は25マイル規制
⑤ 街の中には信号機はない。お互いが気遣って通行する
ガレージは置かない
⑥ 住宅の前には歩道を整備し、
⑦ ガレージやゴミ箱には住宅の裏側に設けられたバックアレーからアクセス
⑧ 独立記念公園
（ディズニー本社）
⑨ オフィス
（病院、
フィットネス施設）
⑩ セレブレーションヘルス
⑪ 教会
⑫ タウンの中に教育施設を整備。セレブレーション小学校

① Water Tower Shoppes with multiple shops and restaurants
② Segways serve as a popular means of transportation
③ Electric vehicles used to replace public transportation
④ Two-lane roads have a walkway and a 25 mph (40 kph) speed limit
⑤ The community has no traffic signals, but drivers and pedestrians
watch out for each other
⑥ Homes face walkways; garages are situated at the back of homes
⑦ Garages and garbage pickup done in alleyways behind the homes
⑧ Independence Memorial Park
⑨ Office (The Walt Disney Company headquarters)
⑩ Florida Hospital Celebration Health (hospital and fitness center)
⑪ Church
⑫ Full educational opportunities are offered within the community,
including Celebration K-8 School
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Coming up in the next edition: Celebration, Florida Vol. 3 “Landscapes with Traditional American Taste”

