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 現在わが国は、長年の少子化に伴う生産年齢人口の減少、団塊世代の大量退職や高齢化の進

展、消費者の総収入減に伴う内需の規模縮小など多くの課題を有している。加えて 2011 年３月

11 日に発生した東日本大震災は国全体に甚大な被害をもたらした。景気低迷にも拍車がかかり、

将来展望が見えず、国・地方とも財政的に極めて厳しい状況に直面しているのが現状である。 

 そして、これは本市も例外ではなく、本市のまちづくりにも様々な影響が表れている。 

 現在の本市のまちづくりは、『都市計画マスタープラン』において、「活力とうるおいのある

みどり・職・住近接の都市『八王子』」を将来の都市像と定めつつ進めているが、国全体におい

て多くの課題が議論されている昨今、本市は、どうすれば「まちの賑わいや活力」を維持し、

さらには将来にわたって良好な住環境を継承していけるのであろうか。 

 

【八王子市の人口の推移】 

 人口は、まちの賑わいや活力の基礎であり、まちづくりや都市経営にとって重要なファクタ

ーである。本市の人口推移を国勢調査に基づき確認すると、1965（昭和 40）年の 20 万 7,753

人から、1995（平成７）年には、約 30 万人増の 50 万 3,363 人へと、その 30 年間は毎年平均約

１万人が増え続けてきた。このため、新設小・中学校の建設や道路、上・下水道といった都市

基盤整備に本市が追われてきた時代であったともいえる。特に昭和 40 年代には、東京都が事業

主体となった多摩ニュータウンをはじめ、民間事業者による、めじろ台、南陽台、北野台、片

倉台、みつい台、宝生寺団地などの大規模戸建住宅団地開発が盛んに行われた。 

 バブル崩壊後、本市の人口増加のペースは鈍化した。2011 年 10 月１日現在では約 58 万人だ

が、2020 年の推計人口は 60 万 3,585 人（注１）である。1995 年からの 25 年間は、毎年約 4,000

人が増加する計算となる。しかし、同時に 65 歳以上の高齢者も大きく増加すると推測されてい

る。 

 都市計画上の土地利用についての区域区分や用途地域を決定した当時は、人口増加ペースの

鈍化を見込んでいなかった。そのため、推計人口が実際と大きくかけ離れ、市域の 42.9％にあ

たる約 8,000ha の市街化区域の土地利用方法にも乖離が生じた。その結果、住宅地や事業用用

地の低・未利用地が市内各所に点在することとなり、それは今後も増加すると予想されている。 

 

【八王子市のまちづくり・都市計画の変遷】 

 16 世紀には東西・南北の交通の要衝として甲州街道（国道 20 号）・横浜街道（国道 16 号）

が、明治以降は軌道系の交通として東西に中央線（明治 22 年開業）、南には横浜線（明治 41

年開業）、北には八高線（昭和６年開業）が、そして、その間に京王線（大正 14 年開業）がそ

れぞれ開業し、本市は交通の結節点として、そして多摩の中心として発展してきた。 

 昭和 20 年代は戦災復興土地区画整理事業で中心市街地の整備が行われた。昭和 30 年代にな
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ると周辺１町７村を合併編入し、首都東京の衛星都市として、北八王子、東浅川に工業団地の

造成が行われ、繊維工業が中心だった本市の産業構造に変革をもたらした。また、両団地は物

流だけでなく通勤の利便性の良さが大きな魅力となり、多くの企業から立地希望が寄せられた。 

 昭和 40 年代からは団塊の世代が独立し、核家族化を目指したことや、高度経済成長による都

心への人口集中を背景に、都心周辺のベッドタウン化が進んだ。特に本市は都心への軌道系の

アクセスが良く、中央自動車道が開通したこともありベッドタウン化に拍車がかかっていった。 

 この時代は「魅力的な住宅市街地を提供するまちづくり」の時代であったといえる。昭和 40

年に都市計画決定を受けた多摩ニュータウン事業は、本市域だけでも計画面積約 1,110ha、計

画人口約 11 万 5,000 人、事業収束まで約 40 年を要した大事業である。当初の開発の目的は「住

宅の大量供給と良好な市街地の整備」であった。丘陵や農地を宅地化して、グレードの高い道

路や公園、そして小・中学校、上・下水道等の都市基盤整備を先行し、その後に住民が入居す

るという理想的なまちづくりが進められてきた。そしてこれら公共施設を引き取ることとなっ

た地元市は、その維持管理費や再構築の財政負担が膨大となってきた。 

 その後、まちづくりは緊急的な住宅政策から「成熟したまちづくり」へと変化してきた。当

時の住宅・都市整備公団（現・都市再生機構）が計画し昭和 60 年に都市計画決定を受けたみな

み野シティは、「環境共生型まちづくり」を志向し、駅にも近く現在も人気が高い。 

 

【本研究の問題意識】 

 このように、民間デベロッパーによる計画的大規模住宅団地開発、多摩ニュータウン事業、

みなみ野シティ等のまちづくりは、その時代の土地需要を勘案しながら道路、公園、上・下水

道等の都市基盤整備を先行させたものであり、一部の例外を除けば も狭い道路でも幅が６ｍ

は確保されるなど、全般的に質の高い公共施設が整備されてきた。しかしながら、当初の住宅

大量供給時代の多摩ニュータウンや館ヶ丘団地などにみられる共同住宅団地では、一住居あた

りの間取りが狭隘でなおかつ駐車場等の車利用対応が十分とはいえない。そのため、二世帯居

住や若い世代への入れ替わりが少なく、一時に大量の住民が入居してきた経緯もあることから、

地域の高齢化は一挙に進み、空き住戸も増え、地元商店の撤退や小学校の廃校等も生じている。 

 同様に中心市街地整備や一部地域の区画整理事業によるまちづくりは、公共施設の新設や再

構築に国・東京都の補助金を一部利用しながらも、莫大な市税を投入して進められてきたが、

現代的な社会ニーズに合わなくなった商業施設や診療所等の撤退が始まっている。 

 一方、在来市街地の周辺部は、もともと人口密度が低いこともあり、診療所、コンビニ、ス

ーパー等の生活利便施設の進出がままならない。また、軌道系による都心へのアクセスは良い

が、中心市街地や駅付近への移動に時間がかかる地域もある。若者は居住環境の良い地域に移

動し、その結果ますます過疎化が進んでいる。こうしたことから空き地・空き家等が増えてい

るのが現状であり、そのような地域は、徐々に市域全般に広がりをみせていくと予想される。 

 この状況を放置することは、地域の魅力の低下、資産価値の低下、環境・景観の悪化、防犯・

防火上の懸念など多岐にわたる問題の発生にもつながる。本市の高齢化については本報告書中

で述べるが、高齢化の進み具合を考えると「まちの賑わいを維持するためのしくみづくり」と

しての土地の有効活用策を構築することは、本市にとって喫緊の課題といえる。 

 このような問題意識に基づく本研究は、「昭和 40 年代に十分な社会資本投資が行われたにも

かかわらず空き地・空き家等が増加傾向にあり、今後の荒廃が懸念される市域周辺部の大規模

戸建住宅団地の低・未利用地」についての調査研究を行うもので、基礎自治体における土地の

有効活用に関する具体的な提言を試みようとするものである。 
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【本研究の位置づけと狙い】 

 冒頭において、国全体で様々な課題が山積していることを述べたが、本市でも、高度経済成

長期に都市施設整備などを広範な市域で行った結果、都市運営コストは大幅に増大してきた。 

 人口減少時代、さらには超高齢社会においては、市税収入の伸びは期待できず、広範な市域

に人口が薄く広がって人口密度が低下し、公共施設の維持管理費や再構築の財政負担も懸念さ

れる状況を、本市全体として克服することが求められているのである。 

 この状況を克服するには、従来型の広域的な対処方法だけではなく、エリアごとに見合う土

地の有効活用や人口密度の増加が見込めるしくみの構築、生活利便性が高く住環境の優れた集

約型のまちづくり、つまりエリアごとに拠点をつくる「多芯連携型コンパクトシティの実現」

など、様々な検討の方向性が存在している。それらについても、今後検討を深めるべきである。 

 そうした検討に向けて本市が着手すべきは、環境に配慮したみどりの保全・再生、農地の確

保や、既存ストックの活用といった地域の選択と集中投資についての方策を「市民・事業者・

行政が一体となって」考えることではないだろうか。成熟したまちづくりを進めることは、土

地の評価を高め、固定資産税や都市計画税等による「安定した都市経営」の確保にもつながる。 

 本研究とそこから得られる提言は、「基礎自治体全体としての土地の有効活用」というテーマ

の中では小さな一部分かもしれない。しかし、今後を考えるきっかけとなることを十分に意識

したものである。調査・研究の方法等も含めて今後の議論のたたき台となるならば幸甚である。 

 

 

 

 本報告書は、本市の大規模戸建住宅団地内に存在する低・未利用地の有効活用策について、あ

る団地を事例として論じたものである。 

 調査研究を進めていくうえでは、地区計画や土地利用などに関する専門知識と、それを実際に

活用してまちづくりを進めた実務経験が必須であったため、「専門アドバイザー」として元・ま

ちづくり計画部長の磯洋一氏に、調査研究全般のご指導を仰いだ。また、日々の業務としてまち

づくりにかかわっている建築指導課の職員にも「政策研究員」として活動に携わってもらい、現

場の視点を調査研究に加えた。 

 

平成 23 年度 八王子市都市政策研究所 研究担当（平成 24 年３月 31 日現在） 

職 氏名 所属 執筆の担当 

研究所長 原島  一 都市政策研究所長 研究・執筆指導 

羽貝 正美 東京経済大学 現代法学部 教授 研究・執筆指導 都市政策 

アドバイザー 前田 成東 東海大学 政治経済学部 教授 研究・執筆指導 

副所長 内田 哲生 
総合政策部 次長 

（都市政策研究所副所長兼務） 
研究・執筆指導 

専門アドバイザー 磯  洋一 元・まちづくり計画部長 
研究・執筆指導 

「はじめに」、「おわりに」

専門研究員 西田奈保子 東京経済大学 兼任講師 研究・執筆指導 

政策研究員（公募職員） 八木 忠史 まちなみ整備部 建築指導課 主査 第３章 

元木  博 総合政策部政策審議室 主査（主任研究員） 第１、２章 
専任研究員（研究所） 

三谷 清人 総合政策部政策審議室 主任（専任研究員） 全体編集・第１、２章 

研究体制について 
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 戦後から高度成長期を経て今日まで、わが国では市街地の拡大・拡散が進んできた。しかし、

人口減少時代を迎え、今後は都市のコンパクト化を進めることが必要であるといわれている。 

 市街地の拡大・拡散は、既成市街地の衰退や道路・公園・下水道といった都市施設など、社

会基盤の維持管理コストの増大を招いており、まちのサスティナビリティ（持続可能性）や地

方財政上の観点などから大きな問題となっている。これは東京都内に位置し、現在も人口増加

傾向にある本市（図表 1-1）であっても、避けては通れない問題である。 

 また、市域周辺部の既成住宅地では人口減少や高齢化などにより地域活力が低下しつつある

が、この問題への対応も本市の土地利用を考えるうえでの大きな課題である。 

 このような課題を克服し、市域全体で、「まちの賑わいと活力」や「良好な居住環境」の維持・

創出を実現するためには、基礎自治体たる本市がさらなる独自の努力を行う必要があるといえ

る。地方自治の制度上でも地方分権が進行しており、基礎自治体の主体的な努力はますます求

められている。 

 土地の有効活用に関する課

題は、いずれも複合的なもの

であり、人口減少、高齢化な

どにより人々の居住地選択は

複雑さを増している。このよ

うな状況は市域周辺部に立地

する住宅地にとって不利な状

況にも思われるが、適切な工

夫を行い、より良好な居住環

境を創出できるならば、まち

の賑わいは衰えず、土地の需

要増も期待できるのである。 

 

１．基礎自治体が土地利用を考えるために                        

 高齢社会に入ったわが国では、まちづくりにおける高齢者への対応は特別なものではなく、

むしろ一般的なものと捉えることが重要である。本市においても高齢化は今後一層進展してい

くことが確実視される状況であることから、都市施設や福祉施設、駅舎、道路といった本市に

おける都市環境の整備もそのような配慮の中で行っていかねばならない。しかし、生産年齢人

口自体もその割合・数が減少し、社会全体として長期的な低成長基調に入っている。そうした

状況下で、一般的な住宅地を高齢者対応という点でより高い水準のものとするために、今まで

と同じスポット的な施策で対応しようとすると、極めて多額の公共投資が必要となってしまう。 

 生産年齢人口の減少によって基礎自治体の財政負担力が低下するにも関わらず、少子・高齢

化により行政サービスを求める人が増えている。その中で、市場と行政の両者のサービスの手

が届かないような住宅地や地域での対応を図るためには、地域力の強化が求められる。しかし、

高齢化・少子化・人口減少は、地域力を低下させ、両者のサービスの手が届かない住宅地を衰

退させてしまうこととなる。 

 もちろん地域の活性化はこれまでも行われている。特に住宅地の開発とその後の活性化につ

第１章 本市に求められる土地の有効活用策 
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図表 1-1 国勢調査にみる本市の人口と世帯数の推移 

出所：総務省 各年の国勢調査より「都道府県・市区町村別統計表」
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いての「推進役」や「コーディネーター」として機能してきたのは、行政よりもむしろ、事業

者と地域住民ではなかっただろうか。今後は、地域力を高め、活かすためにも、行政がより実

効性の高い形で事業者や地域住民との関わりを深めようとすることが求められる。地域住民と

事業者と行政が、「まちの賑わいをつくりだす」という共通の視点から既存の住宅地における土

地の有効活用をともに考えることは、たとえ社会実験的な形であっても重要である。公民連携

によって住宅地をより活性化し、高齢化の中でも地域力を向上させていく試みが急がれる。 

 これらの状況を鑑みると、本市においても今後の「まちづくり」を考えていくうえでは、「事

業者と行政がすべてを構想し、実施する」という考え方から脱却し、一人ひとりが協力してま

ち全体の居住環境の水準を上げていくための制度づくりが求められる。そのためには、事業者

と行政は、これまで以上に具体的な協調のあり方を模索しつつ、地域の活性化を行うことが必

要になるのではないだろうか。そして、地域の活性化に向けた取り組みは、人口構成などの変

化により失われがちな住宅地における地域力を維持・確保するためにも求められることである。 

 

２．エリア（注２）マネジメントの重要性                        

 近年、わが国では、「エリアマネジメント」という、住民・事業者・地権者等が互いに連携し、

関わり合いをもちながらまちづくりを行う取り組みが全国各地で行われており、一定の成果を

挙げている。本市においても、この考え方を取り入れた事業が徐々に広がりつつある。 

 国土交通省はエリアマネジメントを「地域における良好な環境や地域の価値を維持・向上さ

せるための、住民・事業主・地権者等による主体的な取り組み」であると定義づけているが、

このような考え方が求められている理由を整理すると、大きくは以下の３点が挙げられる。 

 １点目は、市民の「環境や安全・安心への関心の高まり」である。近年、身近な地域におけ

る環境問題や安全・安心に対する市民の関心は高まっている。さらに、団塊の世代の大量退職

とともに、地域社会のために何か活動したいという活気あふれた世代の数が増え、地域を自分

たちの力で変えていこうという気運も高まりつつある。 

 ２点目は、人口増加を目指した「地域の魅力向上」への取り組みである。魅力あるまちづく

りを推進すれば、そのまちの付加価値が高まり、まちがさらに活性化する。また、地域全体の

価値が高まることにより資産価値が向上するという相乗効果もある。そのための基盤として、

一定のエリアを対象とし、住民・事業者・地権者等が関わり合いながらまちづくりを進めるこ

とができれば、「地域の特性に応じた居住環境の維持・向上」という「地域が本当に必要として

いるまちづくり」の実現に近づくことができるといえるだろう。 

 ３点目は、「既存の住宅ストックを十分に活用した地域づくりの必要性」である。人口が減

少に転じ、住宅を「つくる」というだけの開発の時代は終わり、「つくる」ことから、その後の

維持管理・運営の方法である「育てる」方向にシフトすることが求められている。ことに既成

の市街地や住宅団地等においては、建物の老朽化や住民の高齢化などが課題となっているとこ

ろである。そこで、適切な維持管理・運営、さらには人口も含め一定の流動性を確保するなど、

地域を「育てる」ことがまちの活性化に必要とされている。 

 市全体として、まちの維持管理費や運営コストの低減に目を向けつつ、地域が必要としてい

る魅力あるまちづくりが展開できるよう、課題の共有化や適切な情報提供を行うなど、今後、

柔軟な施策を講じることが求められているのである。 

 これらを総じて考えると、今後は、住民・事業者・地権者等の主体的な取り組みがまず重要

であり、行政としては情報提供やコーディネートなどに注力することで、本市全体の既存スト

ックの有効活用を促進することが効果的だと考えられる。 
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３．土地の有効活用を推進するための視点                         

 前述のように、本市は都内の他市と比べると「職住近接型」の色合いが濃く、日常生活のほ

とんどを市内で完結させている市民は比較的多い。また、都心からのアクセスも良いことから、

これまで賑わいあるまちづくりを実現してきた。しかし、少子高齢化の進展とともに、未だ人

口が増加し続けている本市においても、住宅ストックが飽和気味となることによって、空き地・

空き家等が散見されるようになっている。 

 そうした状況に対して、それぞれの地域で良好な居住環境を維持し、まちの価値をさらに向

上させていくためには、住民・事業者・地権者等がエリアマネジメントの考え方に基づき互い

に連携し、自主的にまちを活性化することが重要である。そして、本市にはそうした取り組み

を側面支援する役割が求められるが、その際に必要なのは、次の３つの視点である。 

 

（１）公民連携による「より良好な居住環境」の創出 

 これまでのまちづくりは、「事業者と行政がすべてを構想・実施する」という考え方に基づい

てなされることが多かったが、今後はそこから脱却し、まちづくりの当事者である住民・事業

者・地権者等の自主更新・自助努力に対して適切な動機づけのある制度環境に変えることで、

市全体の住環境水準を向上させていくことを重視しなければならない。 

 これを推進するためにも、行政がより具体的かつ実効性の高い形で住民・事業者・地権者等

との関わりを深め、「より良好な居住環境をつくり出す」という共通の視点をもって土地の有効

活用を考えることが求められる。 

 

（２）既存ストックを有効活用する意識の醸成 

 「新たに開発し、それを核とした地域づくり」から「既存の良質な都市基盤施設や住宅スト

ックを十分に活用した地域づくり」への転換が必要である。特に、一定程度インフラが整備さ

れている大規模戸建住宅団地については、建物や居住環境の適切な維持管理、居住者の世代交

代による流動性確保などが必須といえる。また、現時点では問題が表面化していない住宅スト

ックについても、人口減少やさらなる高齢化によって将来的に空き地・空き家等に転じること

を想定し、「どのように土地活用のレールに乗せていくか」という視点をもつことが重要である。 

 

（３）未来につながるしくみの構築 

 「既に市内に存在するストックをどのように活用するか」について考えることが重要である

ことは述べたが、何らかの方策によってその土地が有効活用されても、それが一過性のもので

は効果に乏しい。居住者の世代交代や継続的な土地取引を狙いとした「人が住み続けるために

はどうしたらよいか」という視点をもつことが、まちの賑わいを維持するために必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 108

 

 

 

 本市が「市域周辺部の大規模戸建住宅団地における土地の有効活用」に向けた具体的な方策

を考える際に注意しなければならないのは、本市内には新旧様々な大規模戸建住宅団地があり、

それぞれ開発年代や開発までの経緯、規模、地域性も異なるということである。そこで研究活

動では、他の大規模戸建住宅団地への適用可能性などを念頭に、代表的な事例の調査研究を行

うことで、提言の実現可能性を高めることを企図した。 

 図表 2-1 は、昭和 30 年代から 50 年代にかけて民間業者により市内に開発された主な大規模

戸建住宅団地を示した図である。分譲から 40 数年が経過したこれらの団地では高齢化が進んで

おり、今後 10～20 年後を考えると、空き地・空き家のさらなる増加も懸念される。 

 

図表 2-1 昭和 30 年代から 50 年代にかけて開発された主な民間大規模戸建住宅団地 

出所:八王子市（2011）『八王子市住宅マスタープラン』p.45 をもとに作成 

 

 この中から、本研究の調査対象地域は、めじろ台戸建住宅団地（以下「めじろ台」とする）

とした。めじろ台は、京王電鉄の準特急停車駅であるめじろ台駅を中心として、概ね徒歩 10

分圏内に広がる住宅地である。約 40 分で都心に出ることが可能であるため、①地理的にみて他

の大規模戸建住宅団地よりも賑わいを創出しやすいと考えられること、②地区計画が策定され

ており居住環境が特に優れていること、③「めじろ台祭り」などの住民活動も盛んであること

など、他にはない強みを複数もっており、高齢化が進む中でもさらなる活性化が可能と考えら

れる。 

 今回の事例研究を通じて構想する事業についても、実験的に実施・検証などを行いやすいと

考えられ、 終的にはそれを他の大規模戸建住宅団地に応用していくためにも適切な条件を備

えていると考えられる。 

高尾台（16ha）

片倉台（54ha）

めじろ台（107ha）

紅葉台（15ha）

宝生寺（26ha）

富士見町（１団地15ha）

清川町（12ha）

みつい台（35ha）

絹ヶ丘（49ha）

南陽台（35ha）

北野台（70ha）

第２章 事例研究―めじろ台住宅団地の調査から― 
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１．調査対象地域の概要                                

本節では、調査対象地域の成り立ちや現状の概説を行う。過去の経緯や現在の住民の取り組

みからは、郊外住宅地の開発当時の人気や現在の課題などが垣間見える。 

 

（１）土地利用の状況 

 図表 2-2 は、めじろ台の土地

利用状況を示した図である。濃

い色の部分が建物であり、網掛

けの部分がめじろ台の範囲を概

ね示している。道路に沿って白

い箇所が点在しているが、これ

は駐車場や菜園などといった建

物のない区画を示している。こ

れには舗装された駐車場も含ま

れるため、後程示す本研究でい

うところの「低・未利用地」と

完全に重なるものではないが、

土地利用の状況を概ね示してい

るものである。 

 

（２）居住者の現状と構成 

 平成 23 年３月末時点の人口統計を見ると、めじろ台における 65 歳以上の高齢者割合は

34.1％である。本市全体では 20.9％であ

り、めじろ台の高齢化率が非常に高いこ

とが分かる。 

 また、めじろ台の人口と世帯数の推移

をみると、世帯数と人口の両方が減少傾

向にある（図表 2-3）。これは、世代交代

や新規居住が少ないことを意味している

と考えられる。もし今後も世代交代が進

まず、新規居住者が増加しないのであれ

ば、まちの賑わいどころか、住宅地とし

ての機能自体が損なわれる可能性がある

のではないだろうか。 

 

（３）めじろ台の地区計画 

 現在、めじろ台では、高級住宅地としての居住環境を確保することを目的とした地区計画が

設定されている。地区計画とは、昭和 55 年の都市計画法改正によって良好な市街地環境を形

成・保持するために創設された「地区レベルの目標を描き、これに即して、地区施設（細街路、

小公園、緑地等）の配置及び規模、建築物の用途・形態などの制限などを一体的かつ詳細に規

定し、実現するための制度」（饗庭ほか[2008:p.125]）で、都市計画法第 12 条の４第１項第１

号に定められている。これは市町村が主体となって決定することが可能で、一定の地域を定め

図表 2-3 めじろ台の人口と世帯数の推移 

出所：八王子市の住民基本台帳より作成
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出所：東京都（2005）「平成 17 年土地利用状況調査」

図表 2-2 めじろ台の土地利用状況 
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て開発や建築のあり方を誘導できるため、都市計画マスタープラン等よりも詳細かつ具体的な

市街地像を描くことができる。 

 めじろ台では、地区計画により、駅前地区を除く全域で建築物の敷地面積の 低限度が 160

㎡と定められている。また、二丁目のほぼすべてが「住宅専用地区」に、それ以外の宅地が「住

宅地区」に位置づけられ、共同住宅等の建築が大幅に制限されるなど、良好な居住環境を実現

するために、地区計画を活用している。 

 

（４）めじろ台の住民活動 

 開発されてから 40 年余が経過しているめじろ台は、住

民同士の結びつきが比較的強く、昭和 49 年に始まって以

来、毎夏開催される伝統の「めじろ台祭り」は、今も相

当な盛り上がりをみせる。 

 また、安価に生活支援やちょっとした用事などを請け

負う「めじろむつみクラブ」というＮＰＯ法人がある。

このように住民間の支え合いが根づいているため、地域

をさらに活性化するための基礎は確立されている。 

 

２．現地踏査及び登記事項証明書からの分析                       

 めじろ台は、立地条件の良さと１区画あたりの広さも相まって、いわゆる「高級住宅地」と

してのブランドイメージを確立してきた。しかし、時代の流れとともに、高齢者の単身世帯な

どが増加している現状や、土地利用状況などからうかがえる空き地の存在など、徐々に変化も

訪れている。 

 そこで、現地の空き地や空き家等の状況を把握し、課題を明らかにするために、現地踏査等

による実態の確認を行い、１区画ずつ「建物はあるか」、「人が住んでいるか」、「管理状況はど

うなっているか」、「土地の傾斜や接道はどうか」といった点などを詳細に確認した。その結果、

「空き地」、「家庭菜園」、「舗装されていない駐車場」、「空き家」（以下、まとめて「空き地・空

き家等」とする）が 147 筆存在することが明らかとなった。さらに、そのような空き地・空き

家等についての登記事項証明書を取り寄せ分析した結果、以下の３点がめじろ台の土地の有効

活用に向けた論点であることが分かった。 

 

①現居住者が土地活用を考えるきっかけづくり 

 めじろ台では、相続による子ども世代への代替わりがなかなか進んでいない。相続が発生す

る頃には子どもが他の地域で独立していることを考えると致し方ない面もあるが、それによっ

て土地や住宅が利用されず、良好な居住環境が減退してしまい、資産価値の低下に結びつくこ

とは、相続人としても本意ではないだろう。 

 これに対処するためには、相続前から土地活用について考える機会となるような形で新たな

土地活用策を提案することが効果的である。これにより、めじろ台のニーズに合い、かつ土地

所有者に有利な活用策を、居住者自らが検討できると考えられる。 

 

 

 

 

神輿が「祭り」を盛り上げる 

（平成 23 年７月 17 日撮影） 
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②近隣居住者への土地活用策の提案 

 調査によって、めじろ台の空き地・空き家等の所有者は、都内に居住している者が多いとい

うことが明らかとなった。めじろ台の地区内や本市内に居住する方も、ある程度存在している。

これらの所有者の中には、地域への関心や愛着などを強くもつ人もいるのではないだろうか。 

 しかし、そうした場合でも、自らが実際に住んでいるわけではない土地について、どのよう

に活用するか考え、不動産業者などへ相談に出向くというのは、ややハードルが高いといわざ

るを得ない。特に、金銭的にゆとりがあり、今すぐ当該の土地を売却する必要に迫られていな

いならば、なおさらであろう。 

 このような近隣居住者層に対しては、理解を得られるならば公園や住民が利用するカフェ、

休憩所などとして、地域での利用を提案していくことも良好な居住環境の実現に向けて効果が

あると考えられる。 

 

③遠隔居住者への維持管理に関する注意喚起 

 低・未利用地の土地所有者は必ずしも近隣に住んでいるわけではない。遠く離れて住んでい

ると、当該の低・未利用地を活用しようという気が起きにくくなるだけでなく、維持管理につ

いてもなかなか行き届かなくなるケースが想定される。 

 低・未利用地の管理が不十分になると、まちの景観に悪影響を与えるだけでなく、防犯・防

火上の懸念も増大し、地域の資産価値が相対的に低下する場合もある。 

 したがって、住宅地の価値などを維持・向上していくためには、維持管理について不十分と

考えられる土地等の所有者、特に遠隔居住者に対して、今後の利活用のアイデアや維持管理に

関する注意喚起を適切に行うことが効果的である。 

 

３．土地所有者アンケート                               

 まちの景観の向上や安全・安心の確保などの“良好な居住環境の維持”と、“さらなる土地の

有効活用に向けた方策”を考えるうえでは、実際に所有している方々の意向を確認することが

必要である。 

 そこで、現地踏査及び登記事項証明書からの分析結果を踏まえ、空き地・空き家等の所有者

に、現状や今後の利用方法、有効活用を行うにあたっての阻害要因などについて確認すること

を目的とするアンケート調査を実施した。土地所有者が「当該の土地をなぜそのようにしてい

るのか」という理由や、今後の土地利用の意向などは、現地踏査や登記事項証明書などからは

把握することができない内容である。 

 

（１）アンケート調査の概要 

 本アンケート調査を行うにあたり、対象とした低・未利用地の所有者についての選定方法、

や調査方法、そして回収結果の概要を次頁の図表 2-4 及び図表 2-5 に記した。 

有効回収率は 36.0％と、個人所有の土地という「資産を対象とした調査」であることを考え

ると、まずまずの回収率であった。 
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図表 2-4 土地の有効活用に関するアンケート調査の概要 

項目 概要 

調査対象 本研究における低・未利用地の定義に該当するめじろ台の土地所有者（個人） 

対象の選定 

 現地踏査に基づき調査対象となった土地の所有者を調査の対象とした。調査票の送付に

際しては「１つの土地に対し所有者が複数である場合」があるため、 も多く土地を保有

している方を対象としている。また、複数の方が同じ面積を所有している場合は、登記事

項証明書の筆頭に記載されている方を対象とした。なお、「複数の土地を所有している方」

も複数名存在したため、「 も面積の広い一団の土地」について調査している。 

調査方法 郵送配付・郵送回収 

 

図表 2-5 回収結果 

 

（２）調査結果の分析 

 分析の狙いは、土地所有者の現状や意向を踏まえつつ、土地の有効活用の阻害要因を探るこ

とである。なお、回答者は登記事項証明書の分析におけるめじろ台の低・未利用地の所有者の

一部であるため、回答内容についてもあくまで一部の意見であることに注意を払う必要がある。 

 

①めじろ台の土地所有者の年齢層【Ｓ.Ａ．】ｎ＝45 

 あくまでも回答者の年齢層であるこ

とに注意する必要はあるが、土地所有

者は、60 歳以上が 37 人（82.2％）と

なっている。比較的高齢の回答者が多

かったことは、めじろ台が相続の時期

に入りつつあることを示している。し

たがって、めじろ台に対する何らかの

土地活用策を提案することが急ぎ求め

られているといえよう。 

 

 

②めじろ台の土地の「現在の利用状況」【Ｓ.Ａ.】ｎ＝45 

 「特に利用していない」が 19 人

（42.2％）にのぼる。その全員が現在

買い手を探しているわけではないが、

何らかの事情で土地を売却する必要が

生じたときには、それをスムーズに進

めることができるよう、取引について

の情報等を提供していく必要がある。 

 また、「駐車場」としている方も、土

地の売り時を探している可能性がある。 

配付数 回収数 うち無効数 有効配付数（ａ） 有効回収数（b） 有効回収率（b/a）

141 46 1 125 45 36.0％ 

70～79歳：18人

80歳以上：11人

60～69歳：８人

40～49歳：５人

50～59歳：２人

20～29歳：１人

20歳未満：０人

30～39歳：０人

特に利用していない：

19人
駐車場：18人

空き家：２人

住宅（現在住んでいる）：

２人

その他：２人

家庭菜園：１人
無回答：１人
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③めじろ台の土地を「現在の利用状況」にした理由【Ｍ.Ａ.】ｎ＝45、ｍｎ＝53 

 「取得後住宅を建てる必要がなくな

った」との回答が 15 人（28.3％）と

も多い。また、「その他」の中には、「売

却・賃貸等の話はあるが条件があわな

い」、「忙しくなって樹木の手入れがで

きなくなったため」との記述もあり、

土地取引に関する何らかの支援や維持

管理サービス必要性がうかがわれる。 

 また、人数は少ないが「売却したい

が購入希望者が見つからない」との回

答もあった。これは、自力での買い手

探しが困難な場合と、買い手はいるが、

希望の売値ではない場合が想定される。 

 

④めじろ台の土地（建物を含む）に関する維持管理の状況【Ｍ.Ａ.】ｎ＝45 ｍｎ＝54 

 「業者に委託している」と回答した

方が も多く 24 人（44.4％）である。

次に、「自ら見回り管理している」との

回答が 17 人（31.5％）となっている。 

 これらの層が今後高齢化していくと、

自らの手による管理が難しくなること

も予想される。これは親せきや土地の

近隣居住者に依頼している場合も同じ

といえるだろう。 

一方の「ほとんど何もしていない」

層に対しては注意喚起が必要である。

この５人のうち４人までは都内在住であり、きっかけさえあれば一定の維持管理を期待できる。 

本結果からは、適切な維持管理によるまちの景観、安全・安心に与える好影響や、業者によ

る維持管理を含めた各種の維持管理方法について、情報提供を強化する必要性がうかがえる。 

 

⑤めじろ台の土地（建物を含む）について、感じている課題【Ｍ.Ａ.】ｎ＝45 ｍｎ＝59 

 「特に感じていない」が 16 人

（27.1％）と も多い。 

 取得理由などとも関連すると考えら

れるが、所有している土地への見方に

よっては、関心の薄さとも受け取るこ

とができる。 

 以下「維持管理」が 11 人（18.6％）、

「相続」が 10 人（16.9％）となってい

る。ここまでの分析でも触れてきたが、

「維持管理」と「相続」が土地所有者

業者に委託している：

24人
自ら見回り管理している：17人

ほとんど何もしていない：

５人

親戚に依頼している：

４人

その他：２人
土地の近隣住民に

依頼している：１人
無回答：１人

2

0

1

1

2

2

4

7

8

11

15

0 2 4 6 8 10 12 14 16

無回答

建替えのため一時的な退去

別の住居へ転居したため

近隣住民からの要望

転勤などの長期不在のため

売却したいが購入希望者が

見つからない

別居の親・子どもが居住するため

自分が居住するため

(同居の家族を含む)

その他

資産運用するため

取得後住宅を建てる

必要がなくなった

人

3

1

1

1

7

9

10

11

16

0 5 10 15 20

無回答

所有者間の土地活用に

関する意見調整

買い手が見つからない

借り手が見つからない

その他

現居住地などから

遠いため活用しにくい

相続について

維持管理について

特に感じていない

人
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の間でも課題として認識されている様子が確認できた。 

 「現居住地から遠いため活用しにくい」と回答した方が９人（15.3％）みられるが、これは、

「当該の土地に居住する」ということを含めた結果と考えられる。めじろ台に生活拠点を置く

という発想から離れ、土地所有者に「活用」の幅を広げてもらえるような情報提供がなされる

ならば、今までとは別の土地の活用方法などを検討する可能性があるのではないだろうか。 

 

⑥めじろ台の土地（建物を含む）に関する今後の利活用計画【Ｍ.Ａ.】ｎ＝45 ｍｎ＝49 

 「現状のままでよい」とする方が 24

人（49.0％）と突出して多くなってい

るが、これは、駐車場として活用して

いる土地について「現状のままでよい」

とする方が多いためと考えられる。 

 しかし、駐車場が利用者の数に対し

て過剰に供給されているように見受け

られる現状からは、別の活用方法の方

が、土地所有者のメリットやまちの賑

わいにつながる可能性が存在する。 

 めじろ台の状況に合わせた土地の活

用方法を、注意喚起という役割を含めつつ土地所有者に周知できるならば、新たな土地活用の

方法が検討される可能性があると考えられる。 

 

⑦めじろ台の土地・建物を有効活用するために必要な情報【Ｍ.Ａ.】ｎ＝45 ｍｎ＝64 

 「特にない」としているものが、突

出して多く、23 人（35.9）％となって

いるが、これは、有効活用を進める方

法などへの関心の低さを示すものと考

えられ、「まちづくり」の観点からは大

きな問題であると考えられる。こうし

た土地所有者の関心を喚起するような

情報を提供していくことの必要性が高

いということができるだろう。 

 それ以外の全体を眺めると、「『あな

た』への情報」が上位を占めており、

各内容については大きな差がみられな

い。そのため広範な情報提供を心がけ

ることが効果的だと思われる。 

 そのような中、土地所有者への情報

と近い数の６人（9.4％）が「めじろ台の魅力ＰＲ」を挙げている。この層は、めじろ台全体の

価値向上が、自らの土地の活用におけるさらなるメリットにつながると考えているのではない

だろうか。このような価値観を居住者だけではなく、遠隔地に居住する土地所有者に広げてい

くことが、やがては遠隔地住民も含めたエリアマネジメントにつながっていくのである。 
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24

0 5 10 15 20 25 30

無回答

駐車場以外の形で貸したい

どうして良いかわからない

駐車場に変更して貸したい

住みたい（住み続けたい）

その他の活用

売りたい（売りに出している）

現状のままでよい

人

3

2

2

2

6

6

6

7

7

23

0 5 10 15 20 25

無回答

賃貸経営に関する

「あなた」への情報

「買い手や借り手」への

物件情報

その他

「買い手や借り手」への

めじろ台の魅力ＰＲ

買い手や借り手に関する

「あなた」への情報

維持管理の方法に関する

「あなた」への情報

土地活用に関する

「あなた」への情報

信頼できる仲介業者に関する

「あなた」への情報

特にない

人
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４．めじろ台の町会へのヒアリング                           

 本研究は、既存の空き地・空き家等の活用だけを目指しているわけではない。めじろ台が今

後さらに高齢化し、現在の居住者が土地の売却等を検討した際、土地に関する公平かつ正確な

情報を得て、当該の土地を円滑に流通させられるような環境をつくることも主目的である。 

 そのためには、めじろ台の現状と未来に関する現居住者の見方を調べる必要がある。そこで

今回は地元町会の長であるめじろ台一～四丁目の各町会長に、「めじろ台の現状」に対する見解

や「将来への展望」、「開発業者、不動産業者や行政への期待」を聞き、その内容をまとめた。 

 

（１）めじろ台の現状について 

めじろ台の開発から 40 年余が経過し、当初に土地を購入した世代が高齢期を迎えているが、

その跡を継ぐ子ども世代がめじろ台から出て行ったというのが現状である。また、高齢者の中

には、自らの土地や家屋の維持管理が困難になり、中心市街地のマンションに移り住む人も増

えている。それにより、めじろ台の住まいが空き家になるケースも見受けられる。その結果と

して、土地所有者が自らの土地の処分に困るケースもあり、その場合は駐車場にしてしまうこ

とが多いようだ。駐車場は、管理にさほど手間がかからないうえ、収入が見込めるからである。 

ただ、めじろ台は交通の便もよく、病院やスーパーといった生活利便施設が比較的よく残っ

ている。これらが残っているうちに、次世代のための手を打たなければならない。 

 

（２）めじろ台の今後について 

今後、空き地・空き家等が増加すると、課題になってくるのは景観の悪化や防犯・防火上の

懸念の増加による「資産価値の低下」である。住民の年齢層から考えると、今後 10 年間でどの

ようにまちの活性化を図るかが、非常に重要となる。相続などで土地の所有権が枝分かれする

前に、空き地・空き家等の活用を図らなければならない。その際には、土地取引を当事者だけ

に任せるのではなく、町会と行政が連携して土地の売り手と買い手への支援を行う必要がある。 

 

（３）開発業者、不動産業者や行政への期待 

住民の中には、土地を今すぐ売る意思がなくても、将来的にどのような活用方法があるか聞

いてみたいというニーズがある。そうした際、気軽に相談に立ち寄れる不動産業者があると良

い。また、開発関連業者には、開発後も住民とともにめじろ台の発展を考えていってほしい。 

一方、行政には、民間業者と住民のつなぎ役として機能することが求められる。気軽に相談

できる不動産業者を知り合いにもつ住民は少なく、町会としてはそういった手助けをすること

もできない。市に仲介制度などがあれば、安心して相談できると考えられる。また、空き地・

空き家等に関して、地権者や周囲だけで処分を検討したり、情報収集したりすることには限界

があるため、公平感のある行政の側から何らかの情報提供を行う必要がある。 

 

５．めじろ台の事業者へのヒアリング                          

 めじろ台のまちづくりを考えていくうえでは、めじろ台を中心に本市内で不動産業を営み、

域内に駐車場等の土地を有する不動産業者も、住民とともに重要な役割を担うこととなる。 

不動産会社には土地売買に関する動向や、住民からの相談、地価などの見通しといった情報

が集まっていると考えられるため、今回はめじろ台で地元密着型の営業を続けている不動産会

社と、40 数年前にめじろ台の開発・分譲に携わった不動産会社、そしてめじろ台を含めた本市

内の不動産会社の多くが所属する業界団体へのヒアリングを行い、その内容をまとめた。 
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（１）めじろ台の現状について 

めじろ台が開発された当時の居住者は、自分たちだけでなく子どももめじろ台に住むことを

想定していたが、都心回帰による世帯の分離が予想以上に進んだ結果、空き地・空き家等が増

えていった。相続後に権利が枝分かれしていく中で、売るに売れないまま身動きが取れなくな

ったケースが一定数あると考えられる。かつては並んで買った土地だが、高齢の居住者の中に

は処分の方法に困っている方もおり、「どのように土地を使えば良いか」と聞かれることがある。 

駐車場も多く、現在はめじろ台全体で 500 台分程度とみている。一定程度の稼働率が見込め

るため、土地の所有者から「駐車場として利用することを検討したい」と相談されるケースも

ある。もっとも、砂利舗装の駐車場は、一時的な土地利用として考えられている可能性が高い。 

また、めじろ台駅前の商店街に活気がないのは気がかりである。商店街の昼間の利用者をみ

ると、めじろ台の域内に居住する高齢者がほとんどである。若い世代はめじろ台の外で買い物

をしているし、他の地域から買い物客がたくさん来ている様子もない。 

 

（２）めじろ台の土地取引を活性化するために 

めじろ台は周辺の大規模戸建住宅団地などと比べて立地面やブランド力で先行しており、こ

れからの世代交代期をうまく乗り切れば、さらなる発展も可能である。今後、めじろ台の土地

所有者が次の世代へと移れば、購入時の値段ではなく今の価格が「相場」になるため、取引が

流動化する可能性もある。その際には、土地取引に関する情報が適切に提供されることの重要

性が、今にも増して高まる。たとえば、行政が土地情報を集約・発信するような制度をつくり、

空き地や空き家の売り手と買い手の橋渡しをすれば、土地取引は活性化すると考えられる。 

また、商店街に関しては、今後は地元の需要を一層取り込んでいく必要があるのではないか。

求められているのは、住民の移り変わりに応じた変化である。 

 

６．事例研究のまとめ                                 

 空き地・空き家等の所有者に対するアンケート、めじろ台の各町会長へのヒアリング、そし

てめじろ台で不動産業を展開する事業者へのヒアリングを通じて浮かび上がったのは、住民の

「安全かつ安心な土地取引」を求める声、そして「空き地・空き家等が荒れると資産価値が低

下することは分かっているが、様々な事情からなかなか手が打てない」という実態であった。 

 前者の土地取引に関する不安の背景には、これまで関わりがなかったものに対して感じる敷

居の高さと、不動産業界に関する知識がなく優良な不動産業者を知らないことによる躊躇があ

ると考えられる。こうした課題を解決するためには、住民と不動産業者との間の「壁」を取り

払う必要がある。行政施策として考えるべきは、不動産業者等を含めた土地活用策の枠組みの

構築だろう。 

 後者の「維持管理」に関する課題だが、そもそも遠く離れて住んでいる地権者がめじろ台に

足繁く通うことは極めて難しく、近所に住む地権者であっても仕事などで忙しい場合など、実

際に住んでいない土地を維持管理するために来ることは難しい。このような層に対しては、い

かに気軽に活用できる維持管理サービスを提供できるかがポイントとなるといえるだろう。 
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 ここまでの調査結果から、時宜に合わせ、適切な内容の情報を適切な対象に提供することの

重要性が確認できた。めじろ台では、少子高齢化を背景として空き地・空き家が目立ち始めて

いるが、住民はそれらを有効活用する必要性を感じており、良好な居住環境の維持に関する意

識も高い。住宅地としての魅力も維持しているため、市民・事業主・行政などが一体となって

まちづくりに取り組み、そこに適切な情報提供を行えば、土地取引の活性化による若い世代の

呼び込みや、維持管理の促進が十分可能と考えられる。 

 ここまでの調査と検討の結果を踏まえ、土地の有効活用に向けた、情報提供・共有の具体的

な方策として、めじろ台を試行エリアとする「空き地・空き家等情報バンク制度」（以下「バン

ク制度」という）の創設を以下に提案する。 

 

１．土地・建物の取引を円滑に進めるためのしくみづくり                 

 バンク制度とは、めじろ台の空き地・空き家等について、賃貸または売却を希望する所有者

から当該の物件に関する情報を集約し、それを土地の利用または取得を希望する人に対して公

表・提供することで、土地や建物の取引をスムーズに仲介するためのシステムである（図表 3-1）。 

 また、今後も高齢化に伴い空き地等は増加していくことが予想されることから、空き家にな

る前段階での土地・建物取引の活性化にも効果を挙げることが期待できる。 

 

図表 3-1 空き地・空き家等情報バンク制度概念図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３章 空き地・空き家等情報バンク制度の創設 

空き地等

の利用者

利用希望者

・借り手
・買い手

宅建協会

空き地等に関する

空き地等

の提供者

土地所有者

・貸し手
・売り手

八王子市

バンク制度窓口

情報
交換

協
定

登録
申込

利用
申込

地　元　町　会
バンク制度啓発活動

契 約 交 渉契 約 交 渉

・ 募集・登録
・ 情報提供
・ 指導・助言
・ 利用相談

・ 維持管理
・ 情報提供
・ 仲介業務

※　契約交渉を土地所有者・利用希望者双方が直接行うことも可能とする
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２．バンク制度のしくみと役割分担                          

 バンク制度をスムーズに運用するためには、行政が土地取引の窓口となり、公正・公平で安

心できるものであることを保証する必要がある。バンク制度に関わる各主体の役割分担を、図

表 3-2 に示した。 

 本市はバンク制度への登録募集を行い、空き地・空き家等の所有者からの登録申込に対して

の書類審査・現地踏査等を行う。 

 利用希望者が購入または賃借を希望する空き地・空き家等が見つかり、売買交渉等を希望す

る場合は、本市に交渉申込書を提出後、所有者との交渉に入る。 

 交渉は、宅地建物取引業を営む事業者の協会（以下「宅建協会」とする）といった専門家に

よる仲介を基本としたいが、利用者の要望があれば、他の不動産業者などの仲介も可能とする。

いずれの場合であっても、交渉結果は必ず本市へフィードバックしてもらうことで、市の情報

提供方法などの改善につなげる。 

 また、バンク制度が機能するためには、地域住民の間に制度の存在が広く知られることが必

要である。土地取引や維持管理の必要が生じた場合にはバンク制度の積極的な活用がなされる

よう、地元町会との情報交換を行うなど、住民への周知・啓発に関する協力・連携を進めてい

くことが重要である。 

 

図表 3-2 バンク制度の運用における役割分担 

 担うべき役割 

土地所有者 

 土地所有者の中で空き地・空き家等の売却または貸与を希望する者は、バンク制度の窓

口である八王子市への登録申込をし、台帳に登載後、利用希望者と仲介役である宅建協会

を通して交渉する。なお、その際に交渉を利用希望者と直接行うことも可能とする。 

 また、自らが所有する土地の維持管理を委託する場合は、八王子市への登録時にその旨

を伝える。 

利用希望者 
 空き地・空き家の買い取りや賃借を希望する者は、バンク制度の窓口である八王子市への

利用希望申込をし、仲介役である宅建協会を通して、あるいは土地所有者と直接交渉を行う。

八 王 子 市 

 バンク制度における事務的な情報管理を行う。具体的には、土地所有者からは土地の売

却や貸与、維持管理に関する登録申込を、利用希望者からは利用申込や相談を受け、空き

地・空き家を台帳に登録し、情報提供を行う。バンク制度への登録募集も行う。また、宅

建協会との間で協定を結び、必要に応じて情報を提供する。 

宅 建 協 会 

 八王子市と協定を結び、市とともに空き地・空き家等に関する情報を土地取引の希望者

に対して提供するとともに台帳の管理を行い、土地所有者及び利用希望者からの依頼によ

り仲介業務を行う。 

 また、空き地・空き家等の維持管理についても、土地所有者からの依頼に基づいて、適

切なサービスを提供する業者の斡旋を行う。 

地 元 町 会 

 バンク制度の窓口である八王子市との情報交換を適宜行うほか、町会主催のイベント時

や町会会館などに、制度を紹介するパンフレット類を置いてもらう。地域の中にバンク制

度を浸透させ、より地域に密着した形の制度運用となるよう提案などを行う。 
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３．本市バンク制度の特徴                               

 高齢社会の到来による空き家の増加は全国共通の課題であり、その解決策の一つとしての

バンク制度は、さまざまな形態により全国で展開されている。 

 それらを踏まえて提言する八王子市版のバンク制度は、住民や地権者などが共に「良好な

居住環境の実現を目指す」という考え方をより具現化していくため、次の２点を加えた制度

とするものである。 

 

【空き家と空き地の両方を対象に含める】 

 従来のバンク制度というと空き家のみを対象とする場合が多くみられたが、本市の場合

は、空き地を主体とするものである。 

 めじろ台では、開発当初から土地利用されたことのないまま現在に至っている区画や、

家屋が取り壊されたまま特に管理されていない区画が散見された。空き家とあわせてそう

した区画についても情報提供と取引活性化といったのサポートを行うことで、低・未利用

地についての総合的な対策の糸口とするものである。 

 

【維持管理に関する情報提供を充実させる】 

 空き地等の維持管理についても依頼者が希望すれば斡旋できるものとする。 

 取引の活性化によって空き地等が減少することはもちろん大切だが、そうした区画の所

有者の中で、賃貸や売却の意思がなく、さらに遠隔地に居住しているために自分では維持

管理ができない方に対して、こうしたサービスを提供することは、資産価値の下落防止や

防犯などにつながっていくと考えられる。 

 

 

４．バンク制度を通じてまちの将来像を描く                       

 これまでの「まちづくり」は、土地を開発した事業者とそこに居を構えた住民がそれぞれに

考え、行うものになりがちだった。しかし、これからは住民と事業者の両者に加え、行政がま

ちづくりに主体的に関わっていかなければならない。 

 バンク制度は、住民自らによる安全・安心で景観に配慮したまちづくりとまちの活性化に資

するものだが、それには地元の町会や宅建協会との積極的な連携が必要である。その際に重要

なのは、事業者である宅建協会と地縁団体である町会が、このバンク制度を活用して「どのよ

うなまちづくりを行うか」ということについてのビジョンを共有することである。そして行政

は、一般的な市民にとってあまり馴染みのない不動産取引について十分な情報提供を行い、信

頼感や安心感の醸成という点から側面支援を行うことにより、第１章に示したエリアマネジメ

ントの推進に貢献することが望ましい。 

 また、バンク制度を運用していく中で、住民と事業者が、自らが暮らし、開発するまちの強

みと課題を共通認識し、まちへの貢献という形でまちづくりに関わってもらうことが重要であ

る。そうすることで、まちへの関心が高く、まちの未来をともに形づくっていこうとする地域

コミュニティの構築にもつながる可能性がある。 

 バンク制度は、あくまでそうした目的を達成するための情報共有・活用の手段として捉えた

い。バンク制度を通じて「理想的なまちの将来像」に関するビジョンを、皆が共に描くことが

求められるのである。 
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 本研究の 終目的は、めじろ台のみを活性化することではなく、本市の大規模戸建住宅団地

のすべてが賑わいを取り戻すための契機となることである。それには、本提言のバンク制度を、

まずめじろ台で展開し、そこで円滑な運用と効果的な活用が確認された後、市内各地の大規模

戸建住宅団地へ拡大・発展することを検討することが効果的と考える。 

 もちろん、運用面を中心に改善点が出ることも予想される。得られた課題を克服することは

当然であるが、それはあくまで「めじろ台モデル」であることも念頭に置き、それぞれの地域

の特性を踏まえたしくみへと柔軟に変えていかなければならない。 

 本報告書で繰り返し述べてきたように、めじろ台は都心へのアクセスや生活に必要な各種の

施設が十分に確保されている「恵まれた」大規模戸建住宅団地である。その一方で市内には、

寄りの駅からも遠距離に位置していたり、近くにスーパーマーケットや病院がなかったり、

高齢化率が非常に高いなどの課題を抱えたところも存在する。こうしたところに対して、この

「めじろ台モデル」がそのまま機能するとは考えにくいが、事情に合ったカスタマイズを加え

ることで、一定の効果は出るはずである。ただ、必ずしもバンク制度に固執する必要はない。

本提言におけるバンク制度は、エリアマネジメントに基づくまちづくりの一手法である。した

がって、バンク制度より効果が高いと考えられる手法があれば、別の手法を積極的に取り入れ

るべきである。 

 例えば、駅から離れた場所に立地している大規模戸建住宅団地では、中心市街地などと結ぶ

公共交通機関の充実などをさらに検討しなければ、土地利用の活性化自体が難しいと考えられ

る。また、大規模戸建住宅団地によっては、団地内の道路などが狭隘であるため、安心・安全

の面などからの改善が必要な場合も想定できる。このような課題への対応策を検討していくこ

とが、今後、本市全体の土地の有効活用には必要だろう。 

 ただし、その際にはエリアマネジメントの考え方を活かして、課題を含めた現状とまちの将

来像を共有したうえで、問題の解決や目標の実現に取り組むことが重要であり、行政はそれを

サポートする形で、エリアマネジメントに貢献していくことが効果的であると考える。 

 そして、本市が土地の有効活用を考えるうえで対象となるのは、大規模戸建住宅団地だけで

はない。各地域で土地の有効活用策を展開していくことを今後検討する必要があるだろう。様々

な条件や個性をもった地域の集まりが本市なのである。本市の様々な地域特性などを踏まえた

市全体としての土地の有効活用策を、これまで以上に深く考え、具体的な対応を進めていくこ

とが求められている。 

 本市はこれまで「地区まちづくり推進条例」を施行するなど、市民による主体的なまちづく

りへの取り組みを市が支援するための基盤整備を進めてきた。今回のバンク制度をその流れの

一つと位置づけ、積極的に活用されることを望みたい。 

 後になるが、本調査研究におけるヒアリングにご協力いただいた、めじろ台の不動産会社

をはじめとする事業者の方々、めじろ台の各町会役員の方々、さらに、アンケート調査にご協

力をいただいた皆様に改めて御礼を申し上げたい。 

 

 

 

 

おわりに                  専門アドバイザー 磯  洋一 
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注 

１）国立社会保障・人口問題研究所「日本の市町村別将来推計人口（平成 20 年 12 月推計）」より。 

２）エリアマネジメントという言葉の「エリア」という部分が「どの範囲を示すか」ということであるが、国

土交通省の「エリアマネジメント推進マニュアル」によれば、 初に「今回、まちづくりの対象とした

いのはどのエリアか」ということを明らかにしておくことが基本であるが、その目的や手法によって選

択されるエリアの面積は様々であり、場合によっては戦略的に「大まかなエリアしか示さない」という

選択も可能であるとされている。 
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