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1 はじめに 

1.1 研究の背景・既往研究 

現在の日本では少子高齢化が進み、地域の衰退が進み始

めている。地方都市では既にその現象は大きな問題となっ

ているが、大都市郊外の開発された住宅地、とりわけ戸建

住宅地おいても、例外ではなくなってきている。大都市郊

外の住宅地再生の主体としては、自治体、住民が考えられ

るが、自治体や住民らだけで住宅地再生を進めていくこと

は財政的制約、労力不足、住民の担い手不足など多くの課

題がある。 

大都市郊外において開発された住宅地は多数存在し、そ

れらの多くは開発されてから既に一定年限を経ており、中

には開発されて 50 年を経過した住宅地も存在する。高齢

化や世帯減少が急速に進むことが予想されていることか

らも、今後、民間企業が大都市郊外住宅地の再生に取り組

むことの必要性は高く、また喫緊の課題といえる。 

一方で、今後存続が危ぶまれる住宅地の再生ニーズは急

増することが予想され、企業にとってもビジネスチャンス

となる可能性があると考えられる。こうしたことから、国

土交通省は、2017 年 1月 30日に、地方自治体や住宅・不

動産・金融等民間事業者らを会員とする「『住宅団地再生』

連絡会議」を設立し、企業の力も活用した郊外住宅地の再

生を推し進めはじめた。 

しかし、現状では一部の民間企業による先行的取り組み

はあるものの、大きな動きとはなっていない。こうしたこ

とから、先行した取り組みの実態を把握し、民間企業が住

宅地再生に取り組むための条件や課題を明らかにするこ

とは、適時性があり、また緊急性があるといえるだろう。 

大都市郊外の住宅地再生に関する研究は、郊外住宅地の

状況（１）、空き地・空き家といった課題に関する研究（２）や、

その再生の手法や取り組み状況等（３）に対するものは見ら

れるが、民間企業の参入事例や状況、その可能性等を扱っ

た研究は見当たらない。 

1.2 研究の目的 

本研究では、民間企業の郊外住宅地再生に参画促進に資

するため、民間企業が住宅地再生に参画するための条件、

取り組みの要点・課題を明らかにすることを目的とする。 

1.3 研究の方法 

 研究方法は、文献調査やインターネット調査に加え、開

発事業者へのインタビュー調査と先行事例に関係する民間

企業、住民、自治体へのインタビュー調査により研究を進

める。まず、過去に住宅地開発実績のある民間企業に対し、

住宅地再生事業参画の可能性等について、インタビュー調

査をし（2章）、先行事例において、企業、住民、行政にイ

ンタビューを実施し、その状況等を整理する(3章)。その上

で、民間企業の参画可能性や条件、要点・課題について論

じる（4章） 

 

2 郊外住宅地再生事業に関する開発事業者の見解と取

り組み状況 

2.1 調査方法 

郊外住宅地再生の実施に当たり、過去に住宅開発を実施

した民間企業が、自らが開発した住宅地の再生に携わる可

能性が考えられる。特に、開発実績すなわち開発した面積

が大きい企業は、より多様な条件の住宅地開発を行ってい

ると想定され、住宅地再生に取り組む可能性も高いと考え

た。そこで、民間企業が開発した郊外住宅地が多数存在す

る横浜市を対象として、既に 40 年以上が経過している住

宅地の面積を、神奈川県県土整備部住宅課の報告書（４）をも

とに、開発した民間企業別に集計分析した。（図１） 

大都市郊外住宅地の再生における民間企業の参画に関する研究 

－企業・住民・行政へのインタビュー調査を中心に－  

Study on the participation of the private companies in the reproduction of residential area in the suburbs of a big city 

- Focusing on interviews with companies / residents / administration - 
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In current Japan, low birthrate and aging advances, and the decline of the town begins to advance. In the local city, the 

low birthrate and aging has already become the big problem. In the developed residential area of the suburbs of 
downtown area particularly the single-family house residential area, the low birthrate and aging becomes no exception. 
The movement of the reproduction about the residential area of the suburbs of big city gradually begins, and many 
discussions are done about the method. The active inflection of the private enterprise is considered as one of the methods 
of the residential area reproduction.  
A limit is seen in doing residential area reproduction in administration and inhabitants on an economic aspect, a labor 

side, a know-how side. I think that many problems may be settled because a private enterprise is concerned with 
reproduction of the big city bedroom suburb in such situation.  
Therefore, about reproduction of the big city bedroom suburb, I decided to study conditions for a company to be 

concerned. 
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この調査結果を基にＤ社を除く（Ｄ社は既に倒産）上位 5

社（A、B、C、E、Fの各社）に対して、インタビュー調査

を実施した。 

図 1 横浜市における民間企業が開発した住宅地面積（上位10社） 

インタビュー調査を実施した各社の概要については、Ａ

社は鉄道事業を主体とする企業であり、多くのグループ会

社をもっている。Ｂ社は、過去には住宅地開発を実施して

きた実績のあるハウスメーカー、Ｃ社は大手ディベロッパ

ー、Ｅ社は鉄道事業を主体とする企業である。Ｆ社は大手

企業グループ傘下のディベロッパーである。調査概要は表

１の通りである。 

表 1 開発上位5社に対するインタビュー調査概要 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 開発実績上位 5 社の郊外住宅地再生事業に関する見

解と取り組み状況 

2.2.1 郊外住宅事業に関する見解・状況（Ａ社） 

Ａ社は、住宅地再生の事業可能性は高いと考えており、

既に過去に自社が開発したエリアにおいて、取り組みを始

めている状況であった。事業性が高いと考える理由として、

①鉄道事業や建て替え・リフォーム事業等、収益獲得の可

能性が高い、②わずかではあるが、住民との接点もあり、

比較的自社に対する信頼感が住民の中に残っている、③企

業風土として事業に時間かけて進んでいくことの抵抗が

低い、が挙げられた。 

2.2.2 郊外住宅事業に関する見解・状況（Ｂ社） 

Ｂ社は、住宅地再生の事業可能性は高いと考えており、

過去に自社が開発した複数のエリアにおいて、実験的な取

り組みを始めている状況であった。事業性が高いと考える

理由としては、①建て替えやリフォーム等、収益獲得の可

能性が高い、②コミュニティハウス、サ高住の建設など新

しい収益モデルの可能性が高い、③新たなモデル確立が会

社の命題になっており、郊外住宅地再生など新しい分野に

おける事業をやりやすい環境にある、が挙げられた。 

2.2.3 郊外住宅事業に関する見解・状況（Ｃ社） 

Ｃ社は、住宅地再生の事業について、検討はしているも

のの、事業可能性が高いとの判断にはまだ至っていない状

況であった。検討における課題としては、①郊外住宅地開

発経験者が既に退職してしまっており、自社開発したエリ

アに対する接点がない、②開発事業部自体が 15 年前に無

くなってしまっているなど、住宅再生に積極的に取り組も

うとする企業文化がない、③そもそも収益モデルを見出し

ていない、が挙げられた。 

2.2.4 郊外住宅事業に関する見解・状況（Ｅ社） 

Ｅ社は、住宅地再生の事業可能性について、検討段階で

あった。鉄道事業を有しており、事業実施の意義はあると

考えているが、具体的な取り組みにまでは至っていない状

況である。事業実施の課題としては、①開発経験者が既に

退職してしまい経験者がおらず、住民との接点がなく、信

頼関係構築できるかわからない、②事業単体としての事業

性の見通しが立っていない、が挙げられた。 

2.2.5 郊外住宅事業に関する見解・状況（Ｆ社） 

Ｆ社は、住宅地再生について、事業機会になるとは考え

ておらず、検討もしていない状況であった。理由としては、

①当時の関係者も退職してしまっていて、住民との接点も

なく、信頼関係が構築できない、②開発する部署もなく、

開発を担う人材を育成もしていないという住宅地再生を

やろうとする企業文化がない、③再開発事業ができなけれ

ば事業にならないなど事業性の問題がある、となっている。 

2.3 まとめと考察 

5 社に対するインタビュー調査をまとめると以下の表２

の通りとなる。 

表 2上位５社に対するインタビュー調査のまとめ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

㎡ 

対象
企業

インタビュー対象 実施日

Ａ社 都市創造本部担当者（2名） 2015年8月19日

Ｂ社
ヒューマン・ケア事業推進部
担当者（２名）

2015年9月1日

Ｃ社 新規事業担当者（２名） 2015年10月6日

Ｅ社 住宅事業部担当者（２名） 2016年3月8日

Ｆ社 不動産開発部担当者（１名） 2016年3月15日

Ａ社 Ｂ社 Ｃ社 Ｅ社 Ｆ社

住宅地再生事業について、事業機会が
あると考えている

○ ○

住宅地再生事業について、事業機会の
有無について検討中である。

○ ○

住宅地再生事業について、事業機会は
ないと考えている。

○

状
況

住宅地再生事業について、既に実施し
ている。

○ ○

鉄道事業、建て替え・リフォーム事業な
どで収益機会が見込める。

○ ○

住民との接点が残っている。比較的住
民に信頼感が残っている。

○

新たな収益機会（高齢者対応ビジネス
等）の可能性があると考えている。

○

時間をかける風土がある、新規事業の
機会を探しているなどの環境がある。

○ ○

開発経験者が既に退職し、住民との接
点がない。

○ ○ ○

住宅地開発の部署自体が存在しない。
人材もいない。

○ ○

事業性が成り立たない。見通しが立っ
ていない。

○ ○ ○

事
業
機
会
に

対
す
る
見
解

事
業
機
会
に
対
す
る

見
解
の
理
由
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この結果から考察できることは、次の2点である。①事

業可能性があるとしている２社ともに、住宅地再生におけ

る事業機会は、既存または新規のＢtoＣ事業（住民に対す

るサービス事業）と考えている。逆の視点から見ると、事

業可能性を見出していない３社は再区画整理といった再

開発事業での実施は困難と考えており、既存の事業では不

可能と考えている。国土交通省国土技術政策総合研究所の

研究（５）では、「空き地、空き家を種地とした住宅地全体の

計画的な街区割りや敷地の再編は不可能」としており、こ

のことからもディベロッパーとしての住宅地再生の事業

参画は困難であるといえる。②５社中４社が、当該開発地

の住民との信頼関係構築が重要と考えており、この信頼関

係構築が事業参画の鍵になる。 

 

3 ケーススタディ 

3.1 調査方法 

 第２章の調査を踏まえたうえで、既に民間企業が先行し

て実施している４つの郊外住宅地再生の事例（横浜市青葉

区美しが丘、横浜市栄区野七里（上郷ネオポリス）、兵庫県

三木市緑が丘・青山、鎌倉市今泉台）について、インタビ

ュー調査を実施し、その状況を整理・考察した。 

調査概要は表３の通りである。事例の選定は、文献検索

に加えて、郊外住宅地再生に関わる研究者（６）及び第2章 

表4 先行事例４地区の各地区の概要と取り組み状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の調査で取り組みを行っている事業者にインタビューを

行った際にも他企業を含めて取り組み事例について聴取

し、調査時点で企業が具体的な取り組みを行っていること

が判明した事例すべてを対象とした。 

 インタビュー調査の分析にあたっては、企業の参画の可

能性等を検討するために、企業の役割・他主体からの期待、

ビジネス機会、住民との関係づくり、行政の支援等、その

他の課題、という点に着目した。 

表3 先行事例のインタビュー調査概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 各地区の概要と取り組み状況 

先行事例４地区の概要（７）と、それぞれの民間企業の取り

組み状況を表したのが表4である。各地区では概ね2012年

ごろから取り組みを始まっているが、地区によって多少の

進捗度合いの差が生じている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象事例 実施日
企業 Ａ社 2016/7/7
住民 美しが丘中部自治会役員 2016/5/11
行政 横浜市建築局住宅再生課 2016/6/17
企業 Ｂ社（東京本社） 2016/5/23
住民 野七里自治会役員 2016/7/15
行政 横浜市建築局住宅再生課 2016/6/17
企業 Ｂ社（大阪本社） 2016/6/15
住民 緑が丘地区自治会 2016/6/15
行政 三木市まちづくり部 2016/6/15
企業 Ｌ社 2016/3/8

今泉台町内会役員、
NPO法人タウンサポート鎌倉今泉台役員

行政 鎌倉市経営企画部政策創造課 2015/12/17

2016/6/13

インタビュー対象

美しが丘地区

野七里地区

緑が丘・青山地区

今泉台地区 住民

美しが丘地区 野七里地区 緑が丘・青山地区 今泉台地区

所在地
横浜市青葉区（美しが丘1丁目～3
丁目）

横浜市栄区（野七里1丁目～2丁目）
兵庫県三木市（志染町青山、緑が
丘本町、緑が丘町東、緑が丘町
中、緑が丘町西）

神奈川県鎌倉市（今泉台）

立
地
状
況

美しが丘地区は、東急田園都市線
のたまプラーザ駅を最寄りの駅とす
る地区で、駅がエリア内に位置して
いる。駅周辺には、大型商業施設
があり、1丁目にはＵＲの団地群、2
丁目は旧社宅を建て替えた分譲マ
ンションが多く存在し、3丁目は戸建
て住宅が多く存在する地区となって
いる。

野七里地区は、最寄り駅のＪＲ根岸
線港南台駅から約3キロの距離にあ
る地区で、ほとんどを第1種低層住
居専用地域に指定されている戸建
て住宅地である。

緑が丘・青山地区は、神戸市中心
部から直線距離で約17キロ、最寄り
の駅は神戸電鉄粟生線緑が丘駅を
最寄りの駅としている地区である。
地区内には大学と大型商業施設が
存在するものの、ほとんどが戸建住
宅の地区である。

今泉台地区は、ＪＲ鎌倉駅から約
2.5キロの位置にあり、ほとんどを第
1種低層住居専用地域としている戸
建て住宅地である。

開発
時期

1969年にＡ社が開発 1970年にＢ社が開発 1970年にＢ社(大阪本社）が開発 1970年にＮ社が開発

開発
面積 122.8ha 44.5ha 299.4ha 109.8ha

人口 約15,000人 約4,000人 約14,000人 約5,100人

高齢化率
(2015年） 18.2% 42.3% 31.2% 45.2%

企業
情報

Ａ社は、鉄道事業を主体とする企業
であり、多くのグループ会社をもって
いる

Ｂ社（東京本社）は、大手ハウスメー
カーである。建物販売以外にも、開
発事業、建築事業、リフォーム事業
等を行っている。

Ｂ社（大阪本社）は、大手ハウスメー
カーである。建物販売以外にも、開
発事業、建築事業、リフォーム事業
等を行っている。

Ｌ社は、住宅設備などを扱うメー
カーである。

2013年にＬ社と横浜国立大学、今泉
台町内会、鎌倉市の４者間で、「長
寿社会のまちづくりについての共同
研究プロジェクトに関する覚書」を締
結し、長寿社会におけるまちづくり
の課題解決と新たな価値創造によ
る郊外型分譲地再生モデルの構築
に向けた研究を実施している。

取
り
組
み
状
況

Ａ社は、2012年に横浜市と「次世代
郊外まちづくり」に関する協定を締
結し、東京大学のサポートを得て、
産官学民の協力のもとに「既存のま
ち」における様々な課題の解決し、
住宅地再生に取り組んでいる。地区
内において、新たな住民の動きや、
社宅の建て替え等は発生しているも
のの、再生事業としてはまだ途中段
階である。

Ｂ社（東京本社）は、新たな事業機
会を模索し、2012年頃から住民と接
触をはじめ、地元自治会などの共
同で住宅地再生の取り組みを始め
ている。2016年にまちづくり協議会
が立ち上がり、ワークショップ、住民
アンケートなどの活動を始めてい
る。

Ｂ社（大阪本社）が主導して、自らが
主体となって、産官学、計15の企
業・団体により、「郊外型住宅団地
ライフスタイル研究会」を設立してい
る。これは参加企業・団体が協働し
て、具体的な検討を行う「郊外型戸
建住宅団地再生」に向けた取り組
みを行うものである。
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3.3 先進4事例の関係者の見解 

先行事例 4 地区について、各民間企業、住民、行政への

インタビュー調査結果をまとめたものが表5である。 

 

表 5 先行事例4地区の関係者の見解 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目 美しが丘地区 野七里地区 緑が丘・青山地区 今泉台地区

ビジネス
モデル
の確立
状況

○事業として考えているのは①鉄道事
業での乗降客維持、②建て替え・リ
フォーム事業・仲介事業等の建物およ
び土地に関する事業、③セキュリティ事
業などサービス事業等の受注拡大
○ビジネスモデルとしては、まだ途中段
階

○コミュニティ関連施設等の建設、運
営、エリア内の建て替え・リフォームなど
の受注・その他新規事業（シェアハウ
ス、サ高住など）の開拓を目的としてい
る。
○ただし、用途地域や建築協定の規制
もあり、具体的な成果はまだ出ていない
状況である

○コミュニティ関連施設等の建設、運
営、エリア内の建て替え・リフォームなど
の受注・その他新規事業（シェアハウ
ス、サ高住など）の開拓を目的としてい
る。
○様々な事業を展開するため、企業コン
ソーシアムを組んで取り組んでいる。
○ビジネスモデルとしては、まだ途中段
階

○2015年から事業を見つけること主目
的としてきたのを、あくまで研究として、
リサーチフィールドとして地域と関わり合
うことと方向転換をした。

住民へ
の取り
組み

○行政と早い段階で連携し、行政と共
に説明を行うという形で接触を始め信頼
関係を構築していった。
○住民に対して、コミュニティビジネスを
創出させるなど、自ら主体となって施策
を実施していくように促したことは重要。

○現地在住の会社ＯＢに自治会役員を
紹介してもらい、企業だけで自治会から
接触したが相手にされなかった。
○住民を引っ張っていくには、キーマン
が必要。キーマンが主導して住民を変え
ていくはずである。

○住民との接触は、行政を前面に出し
ている。
○ビジョン委員会という組織を形成して
いるが、主体は三木市と住民

○住民との接触は、行政を前面に出し
ている。
○イベントなどは、民間企業が単独で関
わると進めにくい点があるので、町内会
と合同で実施する形をとっている。

課題・取
り組み
に対す
る見解

○行政との連携の際、「行政が上、企業
が下といったことならないイコールパート
ナーとなること」「規制緩和を実行してく
れること」を約束してもらったことが大き
い。
○５０年前から住宅開発を実施し、「時
間をかけて進んで行く」「まちとともに実
施していく」などの企業DNAがあったこと
も成功の要因

○持続するまちづくりをするためには、
若い新住民が入ってくるための新しい仕
組みを作らなければならない。それは現
状の住民に対するものとは違うことが多
い。
○住民と時間をかけて信頼関係を構築
することが必要。短時間では住民の本
音は聞くことはできない。

○企業コンソーシアムは、Ｂ社が主導と
なり、実施している。ビジネスプラット
ホームの形成を目指している。
○企業コンソーシアムは最終目的を統
一させることが難しい。まだ具体的な
ゴールの姿ができていない。
○行政の体制やモチベーション、考え方
で取り組みが大きく影響される。三木市
の取り組み方は決して万全ではない。

○メーカーとしては地域を取り上げて事
業としていくのは難しいということがわ
かってきた。１カ所の地域だけでは、規
模が小さく、事業になりにくい。
○異業種とのコラボレーションは研究と
しても、事業としても可能性は高い。

企業と
の関係

○行政といっしょに取り組みの説明に来
たのが良かった。
○信頼関係はある程度は構築できてい
る。時間をかけて丁寧にやってくれた。
ただサービスを紹介されると、結局売り
つけることが目的かと思ってしまうことも
ある。

○多様な住民の意見をまとめるなど、非
常によくやってくれている。
○Ｂ社を信用できたのは、お祭りにちゃ
んと参加をしてくれたことと、いろいろな
ことを一生懸命やってくれたことがあっ
たからである。

○企業コンソーシアムの中には、ＩＴ系企
業など違和感がある企業や、信頼でき
なそうな担当者がいるが、まちに若い人
を呼び寄せるためには、いろいろな企業
がいて、施策をすることが重要。

○鎌倉市と、大学と一緒に取り組むと聞
いていたので安心して、取り組んだ。
○最初は企業が何のためにまちに入っ
てきたのかが、全く分からなかった。そ
れが分からないと信頼関係構築はでき
ないと思う。

企業と
行政の
連携の
有効性

○行政と連携をすることで信頼性が高ま
る。

○行政は何もしてくれない。住宅地再生
をしようとするやる気が見えない。民間
主導でやるべき。

○行政と連携をすることで信頼性が高ま
る。

○行政と連携をすることで信頼性が高ま
る。

まちづく
りに企
業が加
わること
の有効
性

○住民と行政だけでは、住宅地再生は
不可能である。外圧が入らないとまちは
変わらない。
○横浜市は財政的に非常に厳しい。民
間企業のやる気とノウハウが必要であ
る。

○住民と行政だけでは、住宅地再生は
不可能である。外圧が入らないとまちは
変わらない。
○横浜市は財政的に非常に厳しい。民
間企業のやる気とノウハウが必要であ
る。

○住民と行政だけでは、住宅地再生は
不可能である。行政は過去に事例がな
いものはできない。

○企業が入ることに違和感はない。どう
いう目的であるかを示してくれれば、共
同で取り組みができる。

企業が
関わるこ
とについ
ての見
解

○行政としては、民間のノウハウやアイ
デア、経済的支援、マンパワーが必要。
○行政はリスクを取るということができな
いので、新たな取り組みにチャレンジし
にくい

○行政としては、民間のノウハウやアイ
デア、経済的支援、マンパワーが必要。
○行政には公平性を保つという宿命が
あるので、まとまりにくい。

行政の
関与の
度合い

○できるだけ縦割りを解消するようにし
てきたが、市の上層部が共通認識をも
たないと動きにくい。
○取り組みを引っ張っていく組織が必
要。

○鎌倉市はプロジェクトチームを作って
対応をし、住民の本気度を伝えた。

企業へ
の期待

○民間企業には、住民と信頼関係を構
築し、キーマンなどを発掘するなど、住
民の新たな活動を促進させてほしい。行
政では限界がある。

○ノウハウの提供、マンパワーのサ
ポートと経済的支援を期待する。

行
政
へ
の
イ
ン
タ
ビ

ュ
ー

企
業
へ
の
イ
ン
タ
ビ

ュ
ー

住
民
へ
の
イ
ン
タ
ビ

ュ
ー

○福祉や買い物、移動など生活し続けるためには、行政は限界があり、民間企業
が関わることが重要。
○企業が関わりやすくするためにも、行政による規制緩和が必要。

○企業が関わるためには、中長期的な関わりができることが必要。
○ノウハウの提供、マンパワーのサポートと経済的支援を期待する。
○刺激がないと住民は変わらない。行政と住民だけでは変わることはできない。

○企業と行政だけでなく、住民にもまちづくりを担ってもらう必要がある。住民の熱
意がなければ変わらない。
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3.4 美しが丘地区 

3.4.1 企業の役割・他主体からの期待 

 美しが丘地区の取り組みにおいて、民間企業が住宅地再

生に取り組むことは、住民からも行政からも期待されてい

る。行政は財政的にも、マンパワーという意味でも限界が

あると考えており、民間企業に経済的支援やノウハウ・ア

イデアの提供など多くの役割を求めている。また、住宅地

再生をしていくには、住民が新たな取り組みを自主的に行

っていく等の意識の変化が必要と認識されているが、住民

自らが変化するのは困難であり、民間企業が取組みを支援

することにより、住民が変化し、取り組みが活性化される

ことも期待の一つになっている。 

3.4.2 ビジネス機会 

 この取り組みから、住民に対するビジネス機会が多くあ

る企業（企業グループを含む）の参画可能性は高いことが

言える。建物に関するビジネス機会（建て替え、リフォー

ム、仲介等）だけでなく、セキュリティといった住民に対

するサービスもビジネス機会となり得る。ただし、住民と

の信頼関係構築のために、企業は長期的展開を見据えた取

り組みが必要だと言える。 

3.4.3 住民との関係づくり 

 美しが丘地区の取り組みでは、既に企業と住民との信頼

関係が構築されつつあるが、その背景に、企業と行政との

連携があった。行政と連携することで、住民との接点構築

がしやすくなるとともに、取り組み自体の信頼性が向上す

る。早い段階で行政との連携体制を構築することの利点は

多いと考えられる。また、行政が指摘するように、最後は

住民の主体的な取り組みが重要と考えられ、また企業の取

り組みも、その継続が必ずしも保障されないことから、住

宅地再生の取り組みについては、企業主体ではなく、住民

が主体となり進めていくことが望ましいと考えられる。 

3.4.4 行政の支援等 

横浜市の見解では、行政と企業が対等な形で取り組んで

いくことを前提として、行政の役割は、企業と住民をつな

げること、企業が取り組みやすいように規制緩和をするこ

と等であった。また、行政自身も、行政幹部の理解とリー

ダーシップのもと、縦割りの解消を図るよう対応していた。 

3.4.5 その他の課題 

 美しが丘の取り組みでは、企業はビジネスモデルが構築

されたとは考えておらず、今後の取り組み方により、さら

なる課題が発生する可能性がある。 

3.5 野七里地区 

3.5.1 企業の役割・他主体からの期待 

野七里地区においても、企業の関わりが必要であると、

住民、行政の両方から期待されている。 

3.5.2 ビジネス機会 

 住民に対するサービスが事業機会となる可能性がある

という点は、美しが丘地区と同様であるが、高齢化を見据

えた「サ高住」の実施や、空いた家屋のシェアハウス利用

など、新規業態の事業もビジネス機会になる可能性がある。

既存の事業ではなくとも関連するビジネス機会を作り出

せる可能性も秘めていると言える。 

3.5.3 住民との関係づくり 

 野七里地区においては、当初行政と連携せずに民間企業

だけで住民と接触した。このため、信頼関係構築に時間が

かかっている。ただし、企業の立場としては、行政との連

携有無にかかわらず、住民との対話には時間をかけて、

様々な住民ニーズを捉えることも必要と考えて、取り組ん

でいた。また、住民主体の取り組みとするために、キーマ

ンの発掘も必要である、としている。 

3.5.4 行政の支援等 

 当該事例では、実際には、行政の関わりがまだ不十分で

あり、このため、住民からは、行政に対する不満の声が聞

かれた。今後住宅地再生を進めて行く上で、行政による支

援や関連事業の実施は、必要不可欠と考えられ、今後の関

係構築が課題と考えられる。 

3.5.5 その他の課題 

 住宅地を再生するということは、移住に関する取り組み

が必要となるが、その取り組みは既存の住民ニーズとは違

う取り組みになることが多く、住民の理解をどうやって得

ていくかが課題である、としている。 

3.6 緑が丘・青山地区 

3.6.1 企業の役割・他主体からの期待 

緑が丘・青山地区においても、民間企業の取り組みを求

めている。行政はリスクをとることができず、新たな取り

組みに消極的になってしまう部分があるが、そこを民間企

業に補ってほしいと考えている。また、行政は住民との関

係も限界があると考えており、民間企業が住民との信頼関

係を構築し、キーマンの発掘など、住民の新たな取り組み

を促すことも期待をしている。 

3.6.2 ビジネス機会 

 住民に対するサービスが事業機会になると考えている

が、それを自社だけでなく企業コンソーシアムを組んで提

供しようとしている。その企業コンソーシアムには、地元

鉄道会社、ＩＴ企業、小売業などが参加しているのに加え

て、行政や大学も加わったものとなっている（８）。この取り

組みにより、これまでまちづくりに無関係であった企業の

ビジネス機会が生まれる可能性がある。このビジネスプラ

ットホームが完成すれば、大きなビジネス機会が生まれる

ことが期待できる。 

3.6.3 住民との関係づくり 

 民間企業だけで取り組んでも信頼関係構築は難しいが、

行政だけでも難しい面がある。民間企業と行政が連携を組

んで、信頼関係構築、キーマンの発掘などをしていく必要

がある。 

3.6.4 行政の支援等 

 縦割り組織の解消、住宅地再生の取り組みに対する体制

の構築・上層部の見解の一致など、民間企業が住宅地再生

に取り組んでいくために、行政自身にも取り組んでいく必

要のある事は多い。その実行は容易なものではないという
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ことが、三木市のインタビューでわかるが、行政と住民だ

けでは、住宅地再生が困難である以上、それを可能にする

行政の取り組みがないと実現は困難なものとなる。 

3.6.5 その他の課題 

 企業コンソーシアムは、多種多様な企業集団となるので、

最終目的を統一させることが難しい。主導する企業が先頭

に立ってまとめていく必要があるが、それにも大きな手間

と時間が必要になる。 

3.7 今泉台地区 

3.7.1 企業の役割・他主体からの期待 

 行政からは、ノウハウ、アイデア、経済的支援、マンパ

ワーという面で取り組みを期待されている。他の行政と同

じく、行政は、行政と住民だけでは、取り組むことはでき

ないと考えている。 

3.7.2 ビジネス機会 

 今泉台地区の場合、Ｌ社は当初は事業展開を模索してい

たが、途中から研究フィールドという位置づけに変換して

いる。事業として住宅地再生に取り組むことは、メーカー

1 社だけで取り組んでも実現は容易ではないことが判明し

ている。やはり事業性を上げるためにも、多種多様な企業

とのコラボレーション（企業コンソーシアム形成）等に取

り組むことが必要であると考える。 

3.7.3 住民との関係づくり 

 行政のみならず、大学などの公的機関と連携することで

も、信頼関係構築はしやすくなる。また住民に対して、企

業の目的を明確に表示しないと、企業に対する不信感が大

きくなり、信頼関係構築は難しくなる。 

3.7.4 行政の支援等 

 行政もプロジェクトチームを組成といった、住民の目に

見える、積極的な取り組みを進める体制を整えることが必

要と考える。住宅地再生といったこれまで経験していない

取り組みを実施するためには、企業・行政・住民が三位一

体となり、それぞれが積極的に、かつ柔軟に対応なければ

取り組みの難易度は上がる。 

3.7.5 その他の課題 

メーカーであると一つのエリアだけで取り組んでも、規

模が小さく事業とならない。ビジネスモデルの構築および

その横展開が重要となる。 

 

4 まとめと考察 

4.1 民間企業が大都市郊外住宅地再生に参画するための

条件（表６） 

4.1.1 業種および形態 

郊外住宅地再生を事業化するにあたり、区画割を再編す

るといった再区画整理のような再開発をビジネスモデルに

することは不可能に近い。ディベロッパーが参画できない

理由はこのことからも言える。リフォーム事業やセキュリ

ティ事業といった住民に直接サービスを提供する事業を複

合的に実施する必要がある。 

勝又済（９）は、住宅地再生に関する既往研究をレビューし、

現状の問題点は、①高齢化・人口減少と地域コミュニティ

の衰退、②空き家・空き地化の進行による地域環境の悪化、

③生活利便性の低下の3点に集約されるとした。 

この3つを参考にしたうえで、先進事例が取り組んでい

る事業（または取り組もうとしている事業）を洗い出し、

収益性と難易度で分類したものが図２である。 

図２からは、第4象限の事業は、収益性が高く、比較的

短期間で収益が得られる事業であり、この事業をしている

企業が住宅地再生に関わることが有効であるということが

考察される。 

しかし、住宅地再生における根本的な問題解決を実施す

るには他の象限の事業も複合的に実施する必要があり、特

に第1象限や第2象限の事業は重要であるので、そこを意

識した展開を実施することが重要と考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2 住宅地再生において考えられるビジネスモデル 

4.1.2 企業の特徴 

ケーススタディにより分かったことは、住宅地再生事業

は多大な時間を要するということである。住民の信頼構築、

新たな取り組みの実施など、根気よく継続しなければなら

ない事項が多く存在する。 

また、図2において、全象限の事業を複合的に実施する

ことが重要としたが、第1象限や第2象限の事業は立ち上

げて、軌道に乗せるまでには、多大な時間がかかることが

予想される。 

以上を踏まえると、短期間で成果が上がらなくとも経営

的に維持できる企業でないと実施するのは困難といえる。 

4.1.3エリアの特徴 

住宅地再生は、あくまで住民が主導して行うものであり、

民間企業は住民とパートナーになって、それを担うもので

ある。再生では住民も推進力を持っていないと前に進むこ

とができない。住民の主体的取り組みも必要である。 

 住宅地再生を民間企業が担うためには、住民の信頼構築、

都市計画変更やルールの変更といった規制緩和など、行政

の力も不可欠である、そのためにも当該行政がフレキシブ

ルな対応ができる対応力・体制の構築、行政の熱意・モチ

ベーションが必要である。 
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表 6 民間企業が住宅地再生に参画する条件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 民間企業が大都市郊外住宅地再生に参画するため取

り組みの要点・課題 

 民間企業が取り組みを進めていくにあたり、その要点・

課題は以下の通りである。 

4.2.1 住民自らの変化促進（他主体の期待に対する対応） 

住宅地再生の取り組みは、当事者である住民が自ら動い

て、自分たちにできるものは自分たちでしなければ、再生

はできない。また、新たな住民の移住を促進するためは、

今までの住民活動のやり方では促進できない可能性が高い。

そのためにも住民が変化していく必要がある。しかし、住

民が自ら動き、変化していくことは難しいことであり、行

政や住民からは、住民の変化を促すことが期待されている。

民間企業が参画し、住民が自ら動くことと変化をしていく

ことを促していく必要がある。 

4.2.2 ビジネス機会の確立 

4 つの事例すべてに共通することが、まだビジネス機会

が確立されていないということである。行政と住民からは、

民間企業の参画が期待されており、早急なビジネス機会確

立が必要である。また、企業コンソーシアムを組む場合、

最終目的の統一、コンソーシアムをまとめていき、ビジネ

スプラットホームを完成させる必要がある。 

4.2.3 住民との関係づくり 

 住宅地再生には時間が必要だと前述したが、大きな投資

を伴った取り組みを企業が継続していくことは不可能であ

る。いずれかの段階では、住民が主導して取り組みを行っ

ていく必要がある。住民が自らの発想で動いて行くために

は、まちを引っ張っていくキーマン（担い手）の存在が不

可欠である。また現在の自治会長などが本当のキーマンで

あるとは限らない。既存の組織だけでなく、地区内のほか

の住民にも目を配り、キーマンを発掘することが重要とな

る。 

4.2.4 行政の支援獲得 

今回の2つの調査でわかることは、住民の信頼関係構築

は不可欠ということである。第2章での調査でもわかると

おり、参入していない企業の不安材料は、住民との信頼関

係構築におけるリスクとなっている。信頼関係構築の要点

となるのは、行政と連携することであり、公的機関と協力

して取り組むことは、住民の信頼関係構築への近道である。

信頼関係構築にかかる時間短縮のためにも、早い段階での

行政・公的機関との取り組み体制構築が必要となってくる。 
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参入可能性のある
業種

ＢtoＣ企業（生活サービス：交通、建て替え、リフォーム、仲
介、小売り、健康、通信など）が事業可能性がある。再開
発を目的とするディベロッパーには不向き

参入可能性のある
形態

必要なサービスを複合的に提供できる必要があるため、
複数の企業間連携（グループ会社も含む）が構築できる

参入可能性のある
企業の特徴

短期間に収益が発生しなくても、経営的に耐えられる企業

参入可能性のある
エリアの特徴

住民が危機感をもち、積極的に取り組む姿勢がある
行政も縦割の排除、規制緩和などの企業への協力、統一
された組織形態などができている

条
件
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