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地方都市における郊外戸建住宅団地の住環境マネジメントの実態に関する研究

－長崎市を事例として－

A study on the living environment management in the suburban detached housing area of local city 
: The Case of Nagasaki City 
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Under the population declining and aging society, there is a need for the initiative to maintain and improve living 
environment in suburban detached housing areas in local cities. This paper aims at clarifying the characteristics of 
housing complexes and the actual state of living environment management activities in Nagasaki City. As results, 1) 
the suburban detached housing areas are classified into four types; 2) the policy to promote community initiatives has 
been conducted by the City but not so active in old towns; and 3) through the cases studies, the situation of 
community activities seems to be related with the history of development and land use. To promote living 
environment management, it is significant to consider the presence or absence of local problems at the initial stage, 
the space for activities in the area, and intervention of the municipality in activities during the development phase. 
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1. はじめに 

近年、人口減少・少子高齢化により、住宅需要の減少、イン

フラ維持更新コストが増大し、住宅市街地の規模を維持すること

が困難になることが指摘されている。藤田(2017)1)によれば、特

に郊外住宅団地では、限られた年齢構成の世代が開発当初に一斉

に入居したことから、急速な高齢化率の上昇による地域の活力低

下、高齢者単独世帯の増加等郊外住宅団地特有の問題が生じてい

る。このような郊外住宅団地は放置すれば衰退しかねないが、維

持更新の取り組みにより持続可能となる団地を選択することの

重要性が指摘されている。こうした中、住宅地を対象とし、住民

自らが主体となり、地域の価値と住環境を維持・向上させる取り

組みである「住環境マネジメント」が求められている。住環境マ

ネジメントの主な目的は、住宅の増改築や植栽管理に関するルー

ルの策定、運用、住民の共有財産の保有、管理、美化活動などに

よる公共的空間の維持・管理、防犯や防災をはじめとする地域課

題への対応など、ハード、ソフトの両面にわたる 2)。 

長崎市は、人口減少・高齢化が著しく進んでいる地方中核都

市のひとつである。長崎市においても、1960 年代以降、人口増

加に伴い郊外で大規模な住宅団地が開発された。しかし人口は

1980 年代から減少傾向となっており、国立社会保障・人口問題

研究所の将来推計(2018年)では、人口は429,508人(2015年)から

311,082 人(2045 年)に減少し、高齢化率は 29.1%(2015 年)から

41.2%(2045 年)に増加する予測となっている。このような状況に

おいて、長崎市では、地域のことを地域で決めて実行するための

仕組みづくりに取り組んでいる。長崎市における郊外戸建住宅団

地における取り組みの実態を明らかにすることは、人口減少が進

む地方都市における郊外住宅団地のマネジメントのあり方を考

える上で有益な示唆を与えるものと考えられる。 

以上により本稿では、長崎市の郊外戸建住宅団地を事例に、

団地の特性と住環境マネジメント活動の実態を明らかにし、今後

の郊外戸建住宅団地のマネジメントのあり方を考察することを

目的とする。 

既往研究では、郊外住宅団地において、住宅団地の形成過程

や現状の課題、自治体の問題意識と今後の意向、住民の意識調査

を通して住宅団地の持続可能性を考察したものがある 3)。また、

地方都市では開発ポテンシャルの低下から、団地再生に向けた行

政・民間双方のプロジェクトが成立し難いという困難があり、住

宅の取引や住み替えといった流動性への期待も乏しく、それだけ

定住を念頭に置いた住民自身の積極的なまちづくりへの参加が

必要であることが指摘されている 4)。 

構成は次の通りである。まず「全国ニュータウンリスト 5)」を

もとに対象団地を選定し、開発時期や人口構成、世帯構成から類

型化を行い(2 章)、長崎市の「地域コミュニティのしくみづくり

プロジェクト」の取り組み状況を明らかにした上で(3 章)、長崎

市内の2団地(横尾及び南長崎ダイヤランド)を対象にケーススタ

ディを行い、開発履歴や土地利用、地域コミュニティ活動の実態

について明らかにする(4 章)。そこから、郊外戸建住宅団地にお

ける望ましい住環境マネジメントのあり方を考察し(5 章)、 後

に得られた知見をまとめる(6章)。 

2. 長崎市における郊外戸建住宅団地の実態 

本章では、長崎市の都市政策における郊外戸建住宅団地の位置

付けと対象団地の現状について整理する。対象団地は「全国ニュ

ータウンリスト」をもとに 、①ポートウエストみなと坂(以下、

みなと坂)、②矢上団地、③滑石、④横尾、⑤パークコミュニテ

ィ桜の里(以下、桜の里)、⑥小江原、⑦光風台、⑧南長崎ダイヤ
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ランド(以下、ダイヤランド)、⑨サンコート豊洋台(以下、豊洋台)、

⑩女の都の10団地を選定した(1)。 

(1) 長崎市の都市政策における郊外戸建住宅団地の位置づけ 

長崎市立地適正化計画(2018年) 6)では、20年後の長崎市の都市

像を見据え、災害発生の危険性が低く、安全に安心して住み続け

られる市街地を創出するために居住誘導区域を定めている。郊外

戸建住宅団地についても、市中心部から離れており、長崎市の地

理的特性上山の上に造成されることが多いため不便ではあるが、

良好な住環境を有しているため対象団地は全て居住誘導区域に

指定されている。しかし、多くは人口集中地区(DID)(2)の範囲外

であり、女の都のようにDIDから外れた団地も存在する。 

(2) 長崎市における郊外戸建住宅団地の実態 

 対象団地における国勢調査による2015年人口構成及び2005～

2015 年の人口増減は、図-1・図-2 のようになった。みなと坂・

桜の里・豊洋台は60 歳以上の割合が10～20%であり、0～19 歳

が30～40%を占めている。矢上団地・小江原は60歳以上の割合

が約30%で、0～19歳の割合は約20%である。光風台・ダイヤラ

ンド は60歳以上の割合が約40%で、0～19歳の割合は14～15%

程である。50～69 歳の層が突出して多くなっている。滑石・横

尾・女の都は60歳以上の割合が約40%で、0～19歳の割合は17%

程である。人口は、みなと坂・桜の里・豊洋台以外2005年比で

全て減少している。 

対象団地における国勢調査による2015年世帯構成及び2005～

2015 年世帯増減は、図-3・図-4 のようになった。みなと坂・桜

の里・豊洋台は世帯人員4が も多く、次いで世帯人員3が多い。

平均世帯人員は3.5程である。矢上団地・小江原・光風台・ダイ

ヤランドは世帯人員2が も多く、次いで世帯人員3が多い。平 
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【図-1】対象団地の人口構成(2015年) 

 (2015年国勢調査をもとに著者作成) 

 
【図-2】対象団地の人口変化(2005～2015年) 

(2005・2010・2015年国勢調査をもとに著者作成) 

均世帯人員は2.6～2.7である。滑石・横尾・女の都は世帯人員2

が も多く、次いで世帯人員1が多い。平均世帯人員は2.3～2.4

である。世帯数は、滑石・横尾・女の都以外2005年比で全て増

加している。 

以上の人口・世帯数の状況に加えて、現地踏査による現地の状

況把握を行い、対象団地の特徴を整理すると、表-1 に示すよう

に大きく4つに類型化できる。 

みなと坂・桜の里・豊洋台は、1990年代後半から2000年代に

かけて開発された も新しい団地である。人口・世帯数は増加し、

子供が多い。桜の里に現地踏査を行ったところ、管理の行き届い

た美しい街並みが形成されており、勾配もなだらかであった。こ

れらの団地は近年開発されているため現在は問題が顕在化して

いるわけではないが、今後顕在化してくる可能性があるため長期

的な視点での住環境マネジメントが必要であろう。 

小江原・矢上団地は、1970～1980 年代にかけて開発され、造

成後約30～40年経過している。人口は減少しているが、世帯数

は増加している。少子高齢化が進行しているが、後述する滑石・

横尾・女の都ほど少子化は進行していない。小江原で現地踏査を

行ったところ、団地の中で比較的新しい団地と古い団地が混在し

ていた。これらの団地は比較的バランスの良い人口構成であるが、

人口減少・少子高齢化、夫婦のみ世帯・独身世帯の増加は進行し

ているため、現状表面化している問題に対応しつつ、中長期的な

住環境マネジメント活動や計画が必要であると考えられる。 

光風台・ダイヤランドは1970年代後半から1980年代にかけて

開発され、造成後30～40年経過している。人口は減少している

が、世帯数は増加している。小江原・矢上団地と似た特徴を持っ

ているが、 大の違いは人口構成の偏りである。光風台・ダイヤ 
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【図-3】対象団地の世帯構成(2015年) 

(2015年国勢調査をもとに著者作成) 

 

【図-4】対象団地の世帯変化(2005～2015年) 

(2005・2010・2015年国勢調査をもとに著者作成) 

(歳) 

(世帯) 
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ランドは50～60歳代が突出して多く、開発当初に一斉に入居す

る戸建住宅団地の世代交代が進まない様子が見て取れる。光風台

に現地踏査を行ったところ、現地の様子は小江原と似ていたが、

空き地・空き家の管理状態はやや劣っていた。特定の世代の人口

が突出して多いという特徴があるこれらの団地では人口の極端

な偏りにより問題が一気に顕在化する可能性があるため、団地の

撤退も視野に入れた計画や住環境の質を維持するためのマネジ

メント計画・活動が必要である。 

滑石・横尾・女の都は、1960～1970 年代に開発され、造成後

約40～50年経過している。人口・世帯数とも減少しており、少

子高齢化が著しい。滑石と女の都に現地踏査を行ったが、全体的

に老朽化しており、勾配も急な場所が多かった。しかし、バスに

よる市内中心部へのアクセスは良好である。将来的には撤退も視

野に入れた計画が必要であるが、住民の入れ替わりが多いため多

様なニーズに応えられる住環境マネジメント計画・活動も必要で

あろう。 

 

3. 長崎市における地域コミュニティ推進の実態 

 本章では、今後とも持続可能な郊外戸建住宅団地を形成するた

めに、長崎市が推進する「地域コミュニティのしくみづくりプロ

ジェクト」に着目し、取り組みを進める地域の実態について把握

する。そのため、資料分析に加えて、長崎市地域コミュニティ推

進室にヒアリングを行った(2019年10月)。 

(1)「地域コミュニティのしくみづくりプロジェクト」の概要 

 長崎市では、社会の状況の変化とともに地域の困りごとも多様

化・複雑化してきている中、

地域でも活動の担い手の

不足や高齢化などが進ん

でいることから、2011年か

ら「地域コミュニティのし

くみづくりプロジェクト」

を推進している(表-2)(3)。 

2014年には「長崎のまち

をみんなでつくる」「自分

たちのまちは自分たちで

よくする」ため、行政、議

会、市民などが参加と協働

によるまちづくりに取り

組む考え方を示した「長崎

市よかまちづくり基本条

例」を制定したが、この条

例の趣旨にのっとり、地域

コミュニティの仕組みを

制度化するため、2018年に

「長崎市地域におけるま

ちづくりの推進に関する

条例」を定めた。 

この条例に基づき、「地

域で決めて、地域で実行す

る」仕組みの主体となるのが、地域コミュニティ連絡協議会であ

る。範囲は、概ね現行の小学校区または連合自治会の区域である。

これは、ある程度その地域に暮らしている人の顔がわかり、生活

していく中での基本的な単位であるためである(4)。 

協議会は、自治会をはじめとした地域の様々な団体で構成され

ている。様々な団体が連携しているところが特徴であり、これに

より各団体の強みで弱みを補えるとのことである(5)。組織体制も

地区によって決められ、部会制のところもあれば、あえて部会を

つくらずに活動によってメインとなる団体を変えていくネット

ワーク制の地区もある(6)。 

2020年12月時点で、18の地区で協議会が設立されている。本

研究で対象とした10の郊外戸建住宅団地についてみると、連絡

協議会を設立した団地は横尾、ダイヤランド、滑石のみとなって

いる。近年開発された団地、人口構成の偏りの大きい団地や高齢

化が進行している団地では、まだ協議会設立に向けた動きはみら

れない。 

(2) モデル地区の取り組み 

 地域コミュニティのしくみづくりのモデル事業は、6 地区(茂

木・式見・土井首・深堀・横尾・南長崎)において実施された。

事業報告書(7)によると、各地区ともモデル地区として、地域の課

題を解決するための様々な取り組みを行っていることが明らか

となった。特に、祭りや多世代交流イベントなどの地域交流に関

する活動はどの地区においても行われている。また、地域清掃な

どの環境美化活動も多くの地区で行われており、地域コミュニテ

ィ活動として企画実行しやすいテーマであると考えられる。その 

【表-1】 対象団地の実態まとめ 

人口構成の特徴 人口 世帯構成の特徴 世帯 開発時期 現地の特徴
みなと坂 1998-2011

桜の里 1997-2012

・新しい地区により占められる 
・歩きやすい（勾配なだらか）
・空き家はあまり見られない
・歩いて買い物は難しいがバスの本数は
多い

豊洋台 1998-2007

小江原
1971-1974
1983-1989

・新しい地区と古い地区がある
・新しい地区は歩きやすい
・空き家はあまり見られない
・団地内にスーパーはあるがバスの本数
は少ないため街に出るのは少々不便

矢上団地 1980-1992

光風台 1978-1983

・新しい地区と古い地区がある
・勾配はなだらかで歩きやすい
・空き家もそれなりに見られる
・団地の中心にスーパーがあり、団地自
体もそこまで広くないので足腰が強けれ
ば歩いていける
・バスの本数は多い

ダイヤランド 1981-1989

滑石 1962-1968

・全体的に古い地区に占められ所々工
事が行われている
・勾配が急なところも多い
・空き家はそれなりにあるが、アパートの
空き部屋の方が深刻
・商業施設も多数あるが団地自体が広
く、勾配もあるため必ずしも利便性は高く
ない
・バスの本数は多い

横尾 1973-1980

女の都 1975前後

・全体的に古い地区により占められる
・勾配が急なところも多い
・団地周縁部に空き家が目立つ
・団地の北側にスーパーがあるため地区
によっては不便
・長崎バス、県営バスが走っているため
バスの利便性は高い方だと思われる

減少

・60歳以上:10-20%
・0-19歳:30-40%
・子供・子育て世帯
が多く、若い団地で
ある

増加

・4人世帯が最も多
く、次いで3人世帯
が多い
・平均世帯人員は
3.5程である

増加

・60歳以上:約30%
・0-19歳:約20%
・少子高齢化が進行
している

減少

・2人世帯が一番多
く、次いで3人世帯
が多い
・平均世帯人員は
2.6-2.7である

・60歳以上:約40%
・0-19歳:14-15%
・少子高齢化が大き
く進行し、50-60代
への偏りも大きい

・60歳以上:約40%
・0-19歳:17%程度
・少子高齢化が大き
く進行している

・2人世帯が最も多
く、次いで1人世帯
が多い
・平均世帯人員は
2.3-2.4である

 
(著者作成) 
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【表-2】地域コミュニティしくみづくりプロジェクトの経緯 

2011年度 地域コミュニティのしくみづくりプロジェクトを開始

2012年度 地域コミュニティ推進室の設置

・地域コミュニティあり方委員会の設置・意見聴取及び報告書の
　提出
・最終年度（2014年度）に、地域の取り組みの方向性及び市の支援
　策の方向性についてまとめた報告書を提出
・地域コミュニティ活性化事業を実施（県の「地域の元気づくり応援事
　業」を活用し補助金を交付）
・わがまちみらい工房（地域課題の抽出や解決に向けた取り組みな
  どを話し合う場）の開催支援開始

2015年度 ・地域コミュニティ推進審議会の設置

・わがまちみらいマネジメント講座の開始（地域活動の担い手等を対
  象とした運営能力の向上や地域活性化に効果的な手法の取得）
・わがまちみらい情報交換会の開始（市内の活動事例発表や全国
　の先進事例に精通した講師からのアドバイス）

2016年度 ・地域コミュニティ活性化アドバイザリー委託を開始

・地域を支えるしくみについての市長説明会（市内10か所）を開催

2017年度
・地域コミュニティのしくみづくりについての市長説明会（市内17ブ　
　ロック）を開催
・地域コミュニティのしくみづくりについて地域コミュニティ推進室によ
　る説明会（小学校区ごと）を開催
・地域コミュニティ連絡協議会設立及びまちづくり計画策定に向けた
　話し合いの場づくりを支援

2018年度
・地域コミュニティを支えるしくみをモデル事業として6地区において
　実施

・地域コミュニティ連絡協議会設立準備交付金制度開始

・地域コミュニティ連絡協議会設立及びまちづくり計画策定に向けた
　話し合いの場づくりを支援

・長崎市地域におけるまちづくりの推進に関する条例の施行

2019年度 ・地域コミュニティ推進交付金制度開始

・地域コミュニティ連絡協議会設立及びまちづくり計画策定に向けた
　話し合いの場づくりを支援

2012～
2014年度

 
(長崎市ウェブサイト(文献7))をもとに著者作成) 

ほか、近年急増する高齢者に対応した活動(高齢者間の交流や健

康づくり等)や防犯・防災に対応した活動を行っている地区もあ

り、地区ごとに様々なアイデアを出し合ってコミュニティ活動を

推進していることが明らかとなった。また、各地区とも構成団体

の連携が図られるようになったことにより、役割分担や負担軽減

が図られたことが成果として挙げられている。しかし、各地区と

もまだプロジェクト自体が始まったばかりということもあり、事

業の継続や体制の強化等、事業基盤を安定させていくことが今後

の課題であるとしている。 

  この中で、郊外戸建住宅団地であり、長崎市の地域コミュニテ

ィ推進のモデル地区に指定されている横尾と南長崎に当たるダ

イヤランドは活動内容に差異が見られた(表-3)。横尾では、「笑

顔でつながるALL横尾」のスローガンのもと、安全・安心、環

境美化、健康・福祉、多世代交流、教育等様々な活動を展開して

いる。具体的には、事業報告書に記載されている10の協議会活

動のうち運営や広報などの事業統括活動が3、子供育成活動が2、

安心・安全活動が2、健康・福祉活動が1、環境・歴史文化活動

が2であり、活動のテーマが多様である。一方、ダイヤランドは

「安全で安心して住めるまちづくり」のスローガンのもと、安

全・安心に関する活動に特化している。具体的には、事業報告書

に記載されている 9 の協議会活動のうち、防犯・防災活動が 4、

整美活動が1、広報活動が3、交流活動が2である 。とりわけ、

防犯活動のうち青パト隊のパトロール回数は年間 200 回以上に

も及び、その活動は長崎市や長崎県のみならず、国からも表彰を

受けるなど高い評価を得ている。 

 そこで、次章以降では横尾とダイヤランドの2地区を事例とし

て取りあげ、活動内容の違いがなぜみられるのか、団地の歴史的

背景や活動の質、協議会と構成団体・行政・地域住民との関わり

を中心に明らかにする。 

 

4. 横尾・ダイヤランドにおけるケーススタディ 

 本章では、郊外戸建住宅団地であり、長崎市が推進する「地域

コミュニティのしくみづくりプロジェクト」においてモデル地区

に指定されている横尾地区及びダイヤランド地区を事例として、

地域コミュニティ活動の実態を明らかにする。そのために、関連

資料の分析、現地踏査、ヒアリング調査(横尾小学校区コミュニ

ティ連絡協議会(2019 年 12 月)、ダイヤランドまちづくり連絡協

議会(2020年1月))を行った。 

【表-3】横尾とダイヤランドの活動比較 

対象地域 横尾 ダイヤランド

モデル地区
としての名称

横尾地区 南長崎地区

協議会名称： 横尾小学校区コミュニティ連絡協議会（2018年3月31日設立）
協議会名称 ：ダイヤランドまちづくり連絡協議会（2003年5月27日設立）
                   （※2018年2月見直し）

人口・世帯数 ：7,280人・3,400世帯(2018年 9 月末時点) 人口・世帯数： 4,898人・2,160世帯(2018年9月末時点)

3 区分人口構成割合： 0-14歳(11.8%)、15-64歳(54.4%)、65歳以上(33.8%) 3 区分人口構成割合： 0-14歳(10.1%)、15-64歳(53.8%)、65歳以上(36.1%)

実施事業
（2018年度）

・まちの魅力を伝えるプロジェクト（まちづくり通信・看板等の設置）
・まちの将来像など周知プロジェクト（垂れ幕・看板等の設置）
・多世代で楽しくプロジェクト（ウォークラリー・田植え）
・健康で長く元気にプロジェクト（横尾えがおサロン）
・学びの道等花いっぱいプロジェクト（種まき・花壇整備）

・「まちづくり便り」発行
・「地域年間行事予定表」作成
・協議会発足15周年記念事業（記念式典は悪天候のため中止、記念誌発行）
・まちなみクリーン事業

成果

・これまで行ってきた取り組みを協議会の事業として行うことでスタッフや参加者の
増加につながった
・幅広い年齢層の参加で、住民同士が顔なじみになる機会が増加した
・協議会の構成団体同士のそれぞれの活動の情報の共有化が図られた
・連合自治会に加入していない自治会が呼びかけに応え、協議会に参画した
・横尾えがおサロンや田植えなど子どもから高齢者までが交流する場を設けたこ
とで、今まで開催していた高齢者サロンより高齢者などの参加者が増加し、世代
間の交流が広がった 
・イノシシ対策など協議会が実施する事業に対して住民の関心が高まってきた 
・連合会だよりと育成協だよりを廃止してコミュニティ連絡協議会の季刊誌(よこお
びと)へ統合した

・地域住民に対する協議会活動の周知不足という課題解決のために、広報誌を 
毎月発行し、自治会回覧により周知を行った
・協議会のまちづくり活動を地域住民に周知することで、認知度が高まり、参 画す
る団体やスタッフのやる気が向上した
・部会制にすることで、部会の自主性に任せて事業を計画、実行してもらうことが
でき、役割分担が図られた
・分野ごとの部会制にすることで、事業を企画する段階から若い人も交えて話すよ
うになり、若手が活動に参画するきっかけづくりになった
・協議会の設立により、住民同士の顔の見える関係が構築された

課題

・町外の子育て世代の呼び込み、自治会や子ども会への加入率の増加対策な
ど、 単一団体では、対応が難しかったことへの取り組みを始める
・協議会の活動や成果を住民に広く周知し、参加を呼びかけるための継続的な情
報発信が必要て?ある
・既存の事業やイベントにおいて目的が類似するものについては統合を図り、各
団体の負担を軽減する
・将来像の実現をめざし、各部が連携した効果的な事業の創出が必要である

協議会によるまちづくり活動を継続していくためには、人材育成、後継者育成が
必要である

概要

 
(事業報告書をもとに著者作成) 
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(1) 横尾地区 

1) 歴史 

 横尾地区は隣接する滑石地区と共に、長崎のベッドタウンとな

っている。横尾団地開発事業(公社)は 1973 年に着手され、県下

で初めて「住宅宅地関連公共施設整備促進事業」を導入し、道路・

公園・下水道・河川などのインフラ整備が一体的に実施された。

この団地の特徴ある建物が、連戸住宅(テラスハウス)である(8)。 

 横尾地区はかつて長崎市に隣接する時津町元村郷にあり、自然

に恵まれた地域であった。団地開発以前から集落が存在していた

が、1960 年代後半から大型の団地造成が行われ大きな変貌を遂

げた。1971年には保育所問題による住民運動が起こった。当時、

横尾の住民はほとんどが長崎市からの転入者であり、勤務先等の

経済基盤は長崎市を拠点としており、その子供たちも長崎市立の

小学校・中学校に通っていたが、実際住んでいる地区は時津町で

あった。また、時津町の保育所が遠距離にあったため、長崎市側

の保育所に申し込んだところ、行政区域の違いから、入所を断ら

れたり、措置児ではなく自由契約児として高額な負担を支払う状

況が生じ、これが地元テレビに取り上げられたことが運動のきっ

かけであった。公社分譲区の住民、鍵山地区住民、旧地区住民の

3者で「長崎市編入促進協議会」が設立され、1年6ヶ月に及ん

だ住民運動の末、1973 年に長崎市編入が実現し、同年自治会も

設立された。この活動が連合自治会としての基礎づくりに貢献し

たという(9)。自治会の次に結成されたのは子供を守る会(1978年)

であり、結成と同時に餅つき大会も開かれた。1979 年には鬼火

たきも開催されている。1980年には、一層インフラが整備され、

盆踊りも開かれるようになった。その後も、植樹のような環境整

備活動や、マラソン大会、横尾まつりといった様々なイベントが

開かれた。また、1980 年代までは、小中学校の開校や学童保育

の発足など、子供中心の環境整備が行われてきたが、1990 年代

になると、福祉施設やデイサービスセンターといった高齢者向け

の環境整備も進むようになった。さらに、1998 年には横尾だん

じりが復活し、以降小学生が体験学習として伝統文化に触れ合え 

 

【図-5】横尾地区土地利用図(地理院地図をベースに著者作成) 

る取り組みも行われている。 

2) 土地利用 

横尾地区の土地利用は、図-5 のようになっている。横尾は東

西に長い町であるが、集会所や公民館といった施設は西側に集積

しており、特に集合住宅団地内に5箇所配置されている。小学校

は町の中心付近に、中学校は西端に配置されている。集合住宅団

地は町の西側に配置されており、規模が大きい。集合住宅団地は

老朽化しているが、現地踏査からは植栽管理はなされており雑草

等が繁茂している状況ではなかった。また、花壇の整備も行われ

ていた。公園は団地内に点在しているが、東側には少ない。町の

中心に位置している秋寄公園はゲートボール場も併設され健康

増進器具も設置されており、多くの方が利用していた。商業施設 

(スーパー、コンビニ)は西側にはなく、バスルートに沿って東か

ら南にかけて配置されている。 

3) 活動 

 横尾地区において展開されている活動の場所を表したものが

図-6 である。活動は、横尾小学校周辺において活発に行われて

いる。小学校裏の河川敷にはバーベキュー施設が整備されたグリ

ーン広場があり、その周辺には花が植えられている。また、中学

校の正門に続く道は「学びの道」として植樹され、ブロック塀に

は壁画が描かれていた。また、横尾地区の特徴として、横尾地区

内だけでなく周辺地域にも活動が波及している点が挙げられる。

キャッチフレーズを示した垂れ幕やこども 110 番のステッカー

は隣接する滑石地区でも目にすることができる。連絡協議会主催

のイベントの一つでもある「多世代で楽しくプロジェクト」でも

隣接する時津町の長崎外国語大学近辺で田植えを行っている。ま

た、横尾地区では、防犯や環境美化等の活動だけではなく、ふれ

あいセンター等において交流や福祉・健康等多様な活動が行われ

ている。 

 ヒアリング調査からは、長崎市が進める「地域コミュニティの

しくみづくりプロジェクト」による成果として、連絡協議会が設

立されたことで多くの団体と連携・協力できる体制づくりが可能 

 

【図-6】横尾地区活動展開図(地理院地図をベースに著者作成) 
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となったこと、様々なまちの課題を整理してまちの将来像を決め

る「まちづくり計画」ができ、効果的な活動の実施や集約化、必

要な事業の創設が行われたこと、年間イベント計画表の作成によ

り多くの団体の情報の共有化が図られたことが指摘された(10)。 

(2) ダイヤランド地区 

1) 歴史 

ダイヤランド地区の住宅販売は1984年に開始された。生活イ

ンフラも完備され、恵まれた住環境に市内は勿論、県内外からの

転住が多く、瞬く間に6,000人を超す人口を有する団地となった。

自治会も設立され、諸団体の組織等もできたが、地域全体から見

ると活動の浸透が困難な状況にあったようである(11)。    

2002～2004 年頃、全国的に幼い子供が悲惨な事件に遭うニュ

ースが世間を騒がせ、長崎でも同様の事件が発生するなど、子供

や高齢者の安全が社会的に注目されるようになった。このような

中、地域の子供や高齢者を守るための団地あげての組織づくりが

求められ、当時の5つの自治会が中心になって住民や各種団体に

呼びかけて設立されたのが「ダイヤランドまちづくり連絡協議

会」や防犯ボランティア団体である(12)。また、当時ダイヤランド

は歴史も浅く、新しく転入してきた住民で構成されていたため連

携がうまくいかず、コミュニティ活動もうまくいっていなかった

が、協議会の設立により地域にまとまりが出てきたという(13)。 

2) 土地利用 

ダイヤランド地区の土地利用は、図-7 のようになっている。

集会所や公民館等の施設は団地内に点在している。小・中学校は

団地の南東に配置されている。幼稚園や保育園は住宅地内に位置

している。集合住宅団地も存在するが、横尾に比べて小規模であ

る。一部の住棟は改修中であり、敷地内の植栽管理等もよくなさ

れていた。ダイヤランドは長崎港を見下ろす小高い山の上に造成

されたため、全体的に眺望や日当たりは良い。また、門扉や郵便 

 

【図-7】ダイヤランド地区土地利用図 

(地理院地図をベースに著者作成) 

受けがダイヤランド仕様のデザインになっている住宅も見られ

た。公園も横尾と違い団地内にバランスよく配置されている。バ

スルート沿いには商業施設(ドラッグストア)も立地している。 

3) 活動 

ダイヤランドでは、2003年に協議会が設立されて以来15年以

上にわたって、安心・安全を中心に多くの活動を実施してきた。

これは、ダイヤランドのようなある時突然開発されて、様々な地

域から移り住んできた団地では、隣近所に誰が住んでいるのか分

からないような状態であり、当時事件もあったため、地域住民が

お互い顔見知りとなって安全・安心を作り上げていくことが大切

だと感じたためである(14)。 

ダイヤランド地区において展開されている活動の場所を表し

たものが、図-8 である。ダイヤランドでは基本的に団地内だけ

で活動が行われている。ふれあいセンターが活動の拠点になるこ

とが多く、協議会の事務局も置かれている。青パトパトロールは、

団地全域をカバーしている。青パトパトロールは年間250回ほど

活動しており、40～50 人が自発的に集まって実施しているとの

ことであった。また、防犯の観点から植栽を管理している公園も

見られる。ダイヤランドでは、安心・安全なまちを目指して日々

活動しており、地道な活動でも継続していくことが重要だという

スタンスのため、派手なイベントはやる必要がなく、そうしたイ

ベントを開催してしまうとイベントをすることが目的になって

しまうとのことであった(15)。 

ヒアリング調査からは、「地域コミュニティのしくみづくりプ

ロジェクト」に基づく取り組みの成果として、交付金を受けられ

るようになり、情報発信ツールであるまちづくり通信をカラーで

全戸配布できるようになったことで活動に対する理解が深まっ

たことが指摘された(16)。 

 

 

【図-8】ダイヤランド地区活動展開図 

(地理院地図をベースに著者作成) 
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5. 考察 

 本章では、長崎市における郊外戸建住宅団地の実態及び地域コ

ミュニティ推進政策の状況を踏まえて、抽出した2地区のケース

スタディから、今後の郊外住宅団地における持続可能な住環境マ

ネジメントについて考察する。 

(1) 郊外戸建住宅団地における開発履歴や土地利用がコミュニ

ティ活動に与える影響 

 郊外戸建住宅団地であり、「地域コミュニティのしくみづくり

プロジェクト」のモデル地区に指定されている横尾とダイヤラン

ドであるが、活動のテーマが多様な横尾と活動のテーマが特化し

ているダイヤランドというように、活動内容に大きな違いがあっ

た。その違いには、以下で述べる団地の開発履歴と団地内の土地

利用(オープンスペースや公共施設の配置、それに伴う居住者層

の違い)が影響しているのではないかと考えられる(図-9)。 

1) 開発履歴 

 横尾とダイヤランドの違いとして、横尾は団地開発以前に集落

が存在していたが、ダイヤランドは完全に新規開発である点が挙

げられる。横尾の活動に伝統行事のひとつである「横尾だんじり」

が含まれているのは、活動に集落の慣習や伝統文化が反映されて

いるからと考えられる。また、団地開発後も新しく居住した住民

と、昔から住み続けている住民が共存し今日に至っている。地区

内で軋轢がなく、協力して活動できているのも、伝統文化の存在

というアイデンティティが確立されていることに加え、地区内の

住民で協力して長崎市編入運動を成功させたという経験が影響

しているのではないかと考えられる。一方、ダイヤランドは新規

開発であったため、分譲後に転入してきた住民で構成されている。

そのため、人口構成における特定世代への偏りが大きい。分譲後

は様々な地域の出身者が転入してきたが、団地であるが故に隣近

所の付き合いが薄かった。加えて、地域での活動はほとんどが自

治会単位で、地域が一つにまとまっていなかった。現在でも自治

会ごとの活動が見られるのは、当時の影響がいまだに残っている

からと考えられる。横尾がダイヤランドよりも多様な活動を展開

しているのも、伝統文化の存在や、旧集落の住民と新規住民の混

在による相乗効果が関係しているからではないかと考えられる。 

 また、横尾は協議会が設立される前から40年以上にわたって

連合自治会や青少年育成協議会が両輪となり活動が展開されて 
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【図-9】団地の特性が活動に与える影響(著者作成) 

きた。ダイヤランドは協議会が設立されるのが早く、協議会も含

めた活動の歴史としては15年以上あるが、それまでは地域一体

となった活動は行えていなかった。活動のきっかけも子供を狙っ

た事件により防犯に対する関心が高まったためである。活動の年

数や目的が違うのも、活動の多様性に影響していると考えられる。 

2) 土地利用 

 公共施設やオープンスペースの空間的配置を比較したところ、

横尾は集約され、ダイヤランドは分散していることが明らかとな

った。特に公園は顕著である。横尾は中心部に秋寄公園というゲ

ートボール場も併設された公園があり、地域住民も利用しやすく、

賑わいがもたらされている。一方、ダイヤランドは団地内に公園

が点在しているが、あまり利用されていないのが現状である。ま

た、横尾は小学校の周辺に、前述した秋寄公園をはじめふれあい

センターや公民館、だんじり保存会の集会所などが集積しており、

コミュニティ活動を推進しやすい核が形成されている。ダイヤラ

ンドもふれあいセンターの周辺に小・中学校は配置されているが、

地域の住民が集まれるような公園はなく、小学校の住宅街に面し

た通りは高いコンクリートの壁で分断されていた。ふれあいセン

ターを中心に、住民が気軽に集まることのできる施設やオープン

スペースが配置されていることは、地域コミュニティ活動を活性

化させる一つの鍵になると考えられる。 

 また、土地利用の違いに起因する両地区の居住者層の違いも活

動内容の相違に関係しているものと考えられる。横尾の場合、旧

来からの集落の住民、団地開発後に転入してきた住民が存在する。

また、住宅の種類も、戸建て、連戸住宅、集合住宅と様々である。

団地自体は老朽化しており、少子高齢化も進行しているが、新旧

土地利用の混在に起因する居住者層の多様性が活動の多様性を

生み、公共施設およびオープンスペースの集約型配置によって活

動しやすくなっていると考えられる。 

 ダイヤランドの場合は、新規に開発された同質性の高い団地で

ある。また、横尾に比べて新しい団地にも関わらず、少子高齢化

は横尾よりも速いスピードで進行している。それは、開発当時入

居した世代の子供世代がダイヤランドに定着せず、住民の入れ替

わりも少なかったためと考えられる。そのため、開発当時 20～

30 歳代であった住民が 30 年以上経過し、現在 50～60 歳代とな

って全住民に占める割合が極端に多くなっている。結果として、

住民が共通の興味・関心を形成し、特定の活動を継続的に実施し

やすいコミュニティ環境があったものと考えられる。 

(2) 他団地への示唆 

今後、人口減少や少子高齢化によって、郊外戸建住宅団地も

徐々に老朽化し、縮小することが予測される。特に地方都市では、

財政的に大規模な住宅団地のリノベーションを行うことは難し

いため、地域住民による自律的な活動が求められる。その際、行

政と協力しながら長期的な視点で住環境マネジメントの活動計

画を策定することにより、衰退の影響を 小限に抑え、無理のな

い活動を行うことが可能となると考えられる。計画を策定する際

には、次の3点を考慮する必要がある。 

1) 活動初動期における地域問題顕在化の有無 

 横尾・ダイヤランドの両地区とも地域における問題がきっかけ
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となってその後の活動に大きく影響している。地域における小さ

な課題であっても、地域をまとめる原動力となり、その後の活動

がスムーズに展開できると考える。 

2) 空間の活用 

活動を行うにあたって、活動場所がある程度集積していること

は、大きな強みである。横尾地区では、ふれあいセンターを中心

に小学校や公園、河川敷、だんじり保存会の集会所等地域活動の

核となるような施設が集積し、その一帯を中心として活動が行わ

れていた。 

3) 展開期の活動に対する自治体の介入 

活動のリズムが形成されてきた展開期では、活動を持続させて

いくことが重要であり、長崎市が取り組んでいるように、地域内

の自治会や各種団体等を取りまとめる協議会を設立し、各団体が

連携しながら地域課題を解決していくシステムを構築すること

は一つの方策である。横尾とダイヤランドでは、協議会が設立さ

れたことにより、地域活動への参加者の増加や発信力の強化、地

域のつながりが強化された。しかし、地域の歴史的背景や居住者

層、空間配置によっては協議会を設立してもうまく機能しないこ

とや、そもそも協議会の設立にこぎつけられない地域も出てくる

かもしれない。また、地域によって活動の蓄積が異なる場合もあ

る。今後、住環境マネジメントを通して地域課題を解決していく

ためには、自治体や関係団体はあらかじめ地域の特性を理解した

上で、組織をどのように運営していくのか、どのような活動を行

っていくのか、綿密に連携しながら推進していくことが望ましい。 

 

6. まとめ 

 本研究の目的は人口減少・少子高齢化が特に著しい地方都市の

郊外戸建住宅団地を対象に、団地の特性と住環境マネジメント活

動の実態を明らかにし、今後の郊外戸建住宅団地のマネジメント

のあり方を考察することであった。得られた知見は以下である。 

第1に、地方都市における郊外戸建住宅団地の実態として、本

研究における長崎市の対象団地については、開発時期と人口構成、

世帯構成の違いから4つに類型化できた。 

第2に、地域コミュニティ形成の取り組み状況として、長崎市

では、2011 年に地域コミュニティ推進のための取り組みが始ま

り、地域における自律的な活動が推進されるようになったが、郊

外戸建住宅団地の多くではまだ取り組みが進んでいないことが

わかった。 

第3に、地域コミュニティ活動が活発に行われている地区でも、

開発履歴(旧集落の存在の有無や居住者層の違い)と土地利用(公

共施設・オープンスペースの配置)の違いにより活動内容が異な

ることがわかった。 

第4に、郊外戸建住宅団地における住環境マネジメントの活動

計画を策定する際に留意すべき点として、初動期における地域問

題の顕在化の有無、団地内の活動を行う空間、展開期での活動に

対する自治体の介入(協議会設立による参加者の増加や発信力の

強化、地域のつながりの強化)が指摘できた。 

後に、本研究で対象とした長崎市における地域コミュニティ

の取り組みはまだ始まったばかりである。今後より多くの郊外戸

建住宅団地で活動が行われていくことにより、新たな特徴や課題

が見つかり分析が深まるものと考える。また、長崎市だけでなく

他都市での取り組みとも比較することにより、今後の戸建住宅団

地における総合的な対策を検討することが可能となると考える。 
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補注 

(1) 「全国ニュータウンリスト」を用いたのは、同じ資料に掲載されたも

のを対象とすること(選定基準の統一)、リストには市内の団地の多くが

含まれていること(資料の有用性)が理由である。リストに掲載されてい

る団地のうち、一団地で一つの町を構成していない「東長崎平間・東」

「東長崎矢上」「三重地区住宅団地」を除いた 9 団地に2005～2015 年

にかけてDIDが消失した「女の都」を加えた10団地を対象とした。 

(2) 人口集中地区(DID)とは、人口密度が4,000人/km2以上の地区が互いに

隣接して人口5,000人以上となる地区のことである。 

(3) 「地域コミュニティのしくみづくりハンドブック」(長崎市)を参考。 

(4) 長崎市地域コミュニティ推進室ヒアリングより。 

(5) 長崎市地域コミュニティ推進室ヒアリングより。 

(6) 長崎市地域コミュニティ推進室ヒアリングより。 

(7) 長崎市地域コミュニティ推進室ヒアリング入手資料より。 

(8) 長崎県地域づくり公社入手資料より。 

(9) 横尾小学校区コミュニティ連絡協議会ヒアリング入手資料より。 

(10) 横尾小学校区コミュニティ連絡協議会ヒアリングより。 

(11) ダイヤランドまちづくり連絡協議会ヒアリング入手資料より。 

(12) ダイヤランドまちづくり連絡協議会ヒアリング入手資料より。 

(13) ダイヤランドまちづくり連絡協議会ヒアリングより。 

(14) ダイヤランドまちづくり連絡協議会ヒアリングより。 

(15) ダイヤランドまちづくり連絡協議会ヒアリングより。 

(16) ダイヤランドまちづくり連絡協議会ヒアリングより。 
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