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いま地域の課題は

2050居住地の2割消滅
3大都市圏への人口集中 ・・・ 国交省中間報告

高齢化、少子化、空洞化・限界集落
etc
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モノ作りの場・技術を守る

農業・漁業を守る

里山・日本の景色を守る

歴史・風土・文化の記憶を守る

でも
８割の地方都市・集落は残る
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だから

地方都市・集落をサスティナブル(持続可能)とする必要がある

暮らしたい街、活力ある街として再生・再編

地方都市・集落のリサイクル・リノベーション

歳をとらない街づくり
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コンパクト

長寿命街区

街ぐるみ

エリアマネジメント

街づくり
３点セット

エコ･コンパクトシティ、結･絆、安全･安心･快適･綺麗

街づくりのキーワード＝エリアマネジメント

街
の
担
い
手

誰
？

誰
？

誰
？
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地域レベル

住棟レベル

東田総合開発

リビオ東田ヴィルコート

エリアマネジメントの適用レベル

山万ユーカリが丘レベル

街区レベル

桃園公園通りⅡ街区

明野南Ｅ街区

既成の市街地
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リビオ桃園ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ

事

事例１ リビオシティ桃園の杜

7



リビオシティ桃園の杜Ⅱ街区 開発概要

■用途地域／第1種中高層住居専用地域 ■建ぺい率／６０％ ■容積率／２００％

■開発面積／１２，４２８．０９㎡ ■総区画数／６１区画
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エリアマネジメントの取組①

建築規制

○街並ルールの設定

（地区計画の設定）
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エリアマネジメントの取組②

設立の目的

①エリアマネジメント実行主体の設置

②集合体になることによる付加価値の創出

③街並みルール等の維持組織の形成

管理サービス

管理主体：管理組合

①セキュリティサービス

（セコムに委託）

・機械警備 ３,０００円／戸

・巡回警備

②ゴミ置場清掃サービス ５００円／戸

③インターネット導入 １,３００円／戸

④町内会費 ５００円／戸

⑤管理統括業務等 １,４００円／戸

※㈱日鉄ｺﾐｭﾆﾃｨ(新日鉄都市開発100％出資)

が管理業務受託

ホームセキュリティ機器
設置費用は売主負担

戸建て管理組合
の設立

住民の評価

管理費：約６,７００円/月

○管理サービスの充実から、

管理サービスへの評価は高い。

（アンケート：ほぼ全ての顧客が評価）
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山万㈱･佐倉ユーカリが丘の街づくり

12chカンブリア宮殿（報道）、山万URL、山万「わがまち」ﾗｲﾌﾊﾞｲﾌﾞﾙから引用抜粋

文責 岩科



テレビ東京 2010年9月放送 カンブリア宮殿
不況でも売れ続ける驚異のデベロッパー

～成長する街づくりビジネス～

高度成長の時代、人々が希望に胸を膨らませ、１９６２年に入居が始まった

千里ニュータウン、１９７１年に入居が始まった多摩ニュータウン。

あれから４０年・・・。
今や限界集落となってしまったニュータウンも少なくない。
一斉入居の住民は一斉に高齢化し、子供世代は新たな土地へと巣立った。
町は老人たちばかりが住むゴーストタウンと化した。
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【ユーカリが丘ニュータウン】

総開発面積245ha(東京ドーム52個分)
総計画戸数8,400戸
総計画人口30,000人
H23.3現在 6,131戸、16,097人

そんな中、一線を画する千葉県佐倉市のユーカリが丘ニュータウン！
１９７９年の入居開始以来、40年後の今も人口が増え続ける。

にあって広大な土地を
「発展し続ける街」として開発し続けるのは一民間企業、山万㈱。

街づくりに完成は無いが、あと20年かな？（山万経営トップ）
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【インフラ、生活支援設備・機能の自前整備】

①ニュータウン内を走る (簡易モノレール)

②警備会社子会社 設立
住民主体のNPO法人クライネスサービス（

③住民“はれの場”として

④温泉スパのある 、スロット 等

⑤ 、 なども自前で運営

⑥学校も建築し

⑦県内 大規模シネコンやイオンなど も全て建物
投資・事業誘致
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【街の計画的な への事業的配慮】

①多世代混住街区形成のため年間販売住戸数は
戸建６：マンション４の新陳代謝の起きやすい構成（経験則）

②
賃貸住宅事業、空家転貸斡旋等の自営事業
戸建から高齢者マンション移住住替え

（戸建買取⇒リノベーション＆リフォーム⇒若者への分譲）

家を売るのではなく「 」が基本
売上げ拡大を追うのではなく、非効率的な経営も辞さない

その結果、長期安定経営が可能
⇒収益性は低い、だから株主支配の
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【企業概要】

山万株式会社（非上場）
本社：東京都中央区、営業所：ユーカリが丘、

ユーカリが丘従業員１１５名
グループ全社従業員 約１７００人

連結売上高 （分譲５割、テナント事業３割、建築関連等２割）

０９年：１２１億円
営業利益
０９年：１５億円
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街づくりは、連続性と継続性が必要であり、
。

時代の流れ、変化に伴った柔軟な街の開発手法・手段が
必要。
｢ユーカリが丘｣では、人口ピラミッド、乗降客数、消費
動向、就学者数等のデータをもとに、鉄道の敷設や
CATVの導入、商業集積による駅前整備、住宅供給等を
計画的に実践してきた。

【街の成長管理】 エリアマネジメント
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『 』とは、住民、行政、山万が協力して快適な環境をつ
くっていくという考え方です。
しかしながら、 の皆さんです。

もっと住み良い誇れる街に…ユーカリが丘で生まれ育っていく子供たちが、故
郷（わがまち）として愛着心と誇りを持てるよう、他に類を見ない21世紀型の
活力ある地域社会を目指し、『街の成長管理』に取り組んで行きます。

【三位一体の街づくり】

【ひとの街】
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【マンション東田リビオ】・・・・エリアマネジメントの基本型

管理の主体：全住戸加盟（法準拠）の管理組合
管理業務の実行は専門管理会社に業務委託

管理の対象：共用部･共有部

費用原資 ：共益費・修繕積立金等（受益者負担）
：駐車場､太陽光発電売電金････共有施設からの益金

街の担い手は誰?
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多様なステークホルダーお持ち寄り型（ステークホルダー・エンゲージメント）

開発初期（基盤整備、企業誘致）は新日鉄Gr・北九州市の“協働”一体化で推進
街の多様化・ソフト充実は更に企業、民間、NPO等の加わった多くのステークホルダーによる

“協働”（得意技お持ち寄りの事業参画）が特徴

施設・サービス 整備運営主体 整備運営費用原資
○基盤整備（インフラ、JR直線化等） 区画整理組合 保留地売上げ、補助金
○基盤整備（自専道） 福北公社 通行料
○スペースワールド 新日鉄（現・加森） 入園料
○業務ビル（テナントビル） 新日鉄都市開発 テナント賃料
○業務ビル（自社ビル） 立地企業
○博物館群 北九州市 入園料等
○環境共生マンション 新日鉄都市開発 補助金、分譲代金

○東田グリーンビレッジ構想 協議会（新日鉄Gr、市、立地企業、NPO、早稲田等）
○電力供給 東田コジェネ、新日鉄 補助金、電気代金
○民設民営公民館（エコクラブ） NPO 建物寄付、運営ﾃﾅﾝﾄ料
○施設セキュリティ・ビル管理、PKG等 ㈱エリアサービス 役務料、賃料等
○地域活動（エコ清掃、シンポ、懇親） NPO、㈱エリアサービス 参加費
○カーシェア・レンタサイクル NPO（駐車・輪場は地権者） 利用課金

○これからの水素タウンプロジェクト、スマートコミュニティ実証事業（略）

振り返ればその都度の工夫の積上げ。結果として主役は多数
でもプロデューサー・演出家は誰？・・・・新日鉄Gr、北九州市、NPO、かな？？

街の担い手は誰?
メニューてんこ盛りの「八幡東田総合開発」
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【既成市街地の再編・再生の街づくり】・・・新たな公共型？

白地に絵を描いてきた山万のデベ一式自前方式、東田の積上げ・
合意協働方式では限界

新スキーム必要

合意形成、私権の壁、既成の法・規制、事業性・継続性、社会的
課題との調和

街の担い手は誰?
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Thank you
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