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Abstract: in some cases, suburban residential area revitalization is difficult to address only residents of the area and local 

administrations, so it is needed participation of private companies. The purpose of this study is to clarify process of participation 

of suburban residential area revitalization by private companies. We organized process of two area in yokohama city. As a result 

of the survey, we think companies may make a profit to propose new lifestyle for moving person to involved area. if they can 

develop a method that encourage residents to be active with pleasure and for the area. 

 

１．調査の背景及び目的 

日本では急激な人口増加に伴う住宅需要の受け皿として

大都市郊外部に住宅団地が多く開発された．郊外住宅団地

の一部では，交通弱者の発生や住民の需要に合った生活サ

ービスの不足，コミュニティの衰退等の課題が発生しつつ

ある．このような問題に対して国土交通省が地方自治体や

民間企業が参画した連絡会議を開催し，その内容を基に「住

宅団地再生の手引き」を作成し 2022 年3 月に公表した 1)．

再生の取り組みを進めるにあたり地域住民と行政のみでは

力不足であることから民間企業の参画も重要視されている

ものの，その立場や方法については明確に示されてない． 

本研究では郊外住宅団地に対して課題意識を持ち積極的

に再生を目的とした施策を行っている横浜市において，民

間企業が再生に深く関わっている 2 地区に対してそのプロ

セスや取り組み体制についての調査を実施し、郊外住宅団

地の再生に参入する民間企業の取り組みの方針について明

らかにすることを考察する． 

２．研究対象及び研究方法 

 本研究では横浜市内の「たまプラーザ駅周辺地区」及び

「上郷ネオポリス地区」を研究対象とした．横浜市は住宅団

地の再生に向けて民間企業との協働にも力を入れている 2)．

対象地区ではそれぞれ鉄道系A社と住宅系B社が過去に開

発した地区に対して，再生を目的として様々な取り組みを

行っている(figure1)．これら2地区の取り組みに対してweb

調査及び文献調査を行った．文献調査のみでは不十分と判

断した事柄について横浜市及び企業の担当者に対して補足

的な聞き取り調査を実施し，把握した内容を基に取り組み

内容やプロセスについて把握し考察を行った． 

３．調査結果 

 figure2 に対象地区の取り組みの沿革を示す．次頁では取

り組み経緯，住民参加，企業の立ち位置に着目して考察する．

 

 

figure1 survey area basic information     参考文献を基に著者作成 

 
figure2 process of projects in survey area 

※たまプラーザ地区は参考文献4)，8)、上郷ネオポリス地区は参考文献9)とヒアリングを基に著者作成 

１：日大理工・院（前）・まち ２：日大理工・教員・まち
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⑴取り組みの経緯 

aたまプラーザ駅周辺地区：当該地区での取り組みは，民間

A 社と横浜市が協働して住宅団地の再生に取り組む「次世

代郊外まちづくり」のモデル地区に選定されたことから始

まった．A 社では開発した鉄道沿線の住宅地において生活

関連サービスの事業も展開していることから，開発して終

わりではなく地域に関わり続けることが重要であるという

意識があった．横浜市では将来的な人口減少や公共インフ

ラの維持などの課題に危機意識があり，両者の思惑が一致

したことで当時の市長が A 社に対し一緒に取り組まないか

と話を持ちかけ，住宅団地再生のモデル構築を目的にまち

づくりに関する協定が結ばれた． 

ｂ:上郷ネオポリス地区：当該地区の取り組みはB社が単独

で地区に対して接触したことから始まった．当初担当者は

商売をするなと社長から言われ，住民に B 社で家を買って

良かったと思ってもらえるように開発後50年ぶりに地域へ

接触した．企業単独での接触であることから信頼関係の構

築には時間がかかり，任期付きの自治会では人が変わると

信頼関係の築き直しになるため住民有志によるまちづくり

委員会を立ち上げて話し合いの場が作られた． 

⑵住民のまちづくり意識向上に向けた取り組み 

ａたまプラーザ地区：「まちを魅力的にしていくのは住民自

身の行動や活動である」というシビックプライドの意識を

醸成し，住民主体の活動を推進，継続することを目的とする

仕組みづくりとして「住民創発プロジェクト」が行われた．

これは住民が地域の活性化に向けて活動を提案し，有識者

を交えた公表会で採択されたものに対して資金補助や企業

とのマッチングを行うことで活動を後押しするものである．

地域の課題解決のために住民の力をあてにするのではなく，

住民が自ら考えやりたいことを行うことで地域への愛着を

高め，かつ多世代での繋がりを生み出すことに取り組んだ． 

ｂ:上郷ネオポリス地区：まちづくりの主役はあくまで住民

であり企業はその手伝いをするという立場から，住民の中

で地域を良くしようという機運を高めるために地域住民の

交流支援として映画撮影や観光旅行，イベントへの援助な

どを行った．その後取り組みの中で生まれた地域交流拠点

施設を利用して住民がコンサートを開くなど，地域で住民

が楽しめるようにすることでまちの魅力創出を図っている． 

⑶企業の立ち位置と将来展望 

ａたまプラーザ地区：横浜市とイコールパートナーとしてA

社沿線の住宅団地再生に取り組む中で，構想の策定や拠点

機能を持つ施設の設立，エリアマネジメント団体への加入

など単なるサービスの提供者としてではなく様々な部分に

関わっている．今後はこれまでの取り組みでできた地域の

つながりを核として沿線展開を推し進めていくとされた． 

ｂ:上郷ネオポリス地区：住民との関係構築を行い，得られ

たニーズを基に地域に必要なサービスを提供するタウンマ

ネジメントを行いたいとしている．自社でできない分野に

おいては地域と企業を結びつけるハブ役を担うこととして

いる．また詳細なスキームがあるわけではないが，住民が店

を開いて地域内でお金を回すなど「やりたかったことがで

きるまち」をつくることで住民が活躍する魅力的なまちを

目指している．魅力的に見える形を作ればそこに住みたい

という人が生まれ，新たなライフスタイルを提案すること

がビジネスチャンスとなるのではと考えているとされた． 

４．まとめと考察 

 今回調査した 2 つの取り組みから民間企業の住宅団地再

生参入の方針について以下のことが考察できた(figure3)． 

①既存の住民が感じる課題をニーズとして適切なサービス

提案を行うタウンマネジメントに加えて，地域の魅力を開

拓することによって魅力的なライフスタイル提案を行い，

移住者を呼び寄せることでビジネスチャンスに繋がり得る

こと．②最初から収益を見込んだ取り組みを行うのではな

く，長い期間をかけて住民との信頼関係を構築しながら地

域のニーズを形にしていく必要があること．③地域の主役

である住民がやりたいことを行えるようにした上で，それ

を住宅団地再生につなげる仕組みづくりを行うこと． 

住宅団地再生を契機として企業が地域に対して継続的に

働きかけることで，取り組みの継続や実行性の向上から地

域の持続に繋がると考えられるが，企業の参入を可能とす

るためには体制の明確化や制度の構築が必須である．今後

は行政との連携や取り組みの課題を深掘りし，それを基に

考察を進めることで更に多くの住宅団地再生に民間企業の

参入を促進できるような提案を行っていきたい． 

 
Figure3 lines example of suburban residential area revitalization of participation by private companies 
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