
 



東京50km圏郊外住宅地視察報告 

NPO日本都市計画家協会          高鍋 剛 

▼Tsuchiura city 

▼Ami town 

▼Garden  city Konan 

Lake Kasumigaura 
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首都圏マップ・６団地の位置図 
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調査対象地区 



調査の視点 

1.人口の趨勢 

2.販売状況と方法 

3.居住者の特性 
4.地域活動と環境管理 

データ整理＋現地調査＋ヒアリング 
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地区名 
事業
年 

事業主体 人口 
（2010/増減） 

高齢化率
（2010/2040） 

特徴 

季美の森 
（千葉県大網白里市） 

1990-
2007 

東急不動産 
ｴﾙｶｸｴｲ 

3,643 人 
↗ 

17％
（43％） 

フェアウエ
イフロント
住宅 

ウッドパーク四季
の丘 
（千葉県神崎町） 

1994-
1996 

興和物産 1,158 人 
↘ 

18％
（46％） 

南欧風の街
並み 

光葉団地 
（茨城県稲敷市） 

1994- 伊藤忠 636人 
↗ 

48％ 
（17％） 

平屋・高齢
者向け住宅 

ガーデンシティ湖
南（茨城県阿見町） 

1991-
1998 

日本新都市開
発 

2,592人 
↗ 

11％
（39％） 

レイクタウ
ン 

鳩山ニュータウン
（埼玉県鳩山町） 

1971-
1991 

日本新都市開
発 

7,933 人 
↘ 

31％
（44％） 

段階的開発 

めじろ台 
（東京都八王子市） 

1967-
1978 

京王電鉄 8,591 人 
↘ 

34％
（42％） 

駅前高級住
宅地 

湘南ハ                                                                                                                             
イランド（神奈川県

横須賀市） 

1967-
1973 

山万 9,770 人 
↘ 

33％
（35％） 

センター併
設丘陵住宅
地 
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68 都市計画法 80地区計画 91バブル崩壊 
住宅地価ピーク 

10総人口ピーク 

1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 

▼2015 

四季の丘（94） 

ガーデンシティ湖南（91） 

季美の森（90） 

光葉団地（94） 

鳩山ＮＴ（71） 

めじろ台（67） 

湘南ハイランド（67） 

21年 

21年 

24年 

25年 

44年 

48年 

48年 
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販売期間 



季美の森 
千葉県 大網白里市 

フェアウエイフロントの緑豊かな住宅地 
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 季美の森 千葉県 大網白里市 

・1990年から東急不動産、エルカクエイが整備 
 した住宅地 
・地区内でゴルフ場を整備した「フェアウェイ  
 フロント住宅」をコンセプトに整備。 
・区域は２市にまたがり、全員参加の「オー 
 ナーズクラブ」がコモンライフ型の居住者組 
 織として統括 
・25年経過して人口、世帯は増加中。人口 
 3800人は計画人口の55％。 
・人口構造では40歳台後半の親子がピーク 

40代後半 

10代前半 
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FF高級住宅と一般住宅の組み合わせで良好な街並
み整備し、若い世代の流入も好調。 
セカンドハウス利用も50km圏では珍しい事例 

 季美の森 千葉県 大網白里市 

・ＦＦ住宅は高額所得者のセカンドハウス利用が多く、 
 一般住宅は千葉周辺の若い勤務者が多い。 
 
・ＦＦ住宅は都心近郊での差別化に成功。高齢化やゴ 
 ルフをしなくなった等により売りに出されるが、す 
 ぐに売れる。 
 
・一般住宅は価格が下がりはじめた時期に売れ、その 
 流れができると順調に売れる。 
 
・子育てが終わり地区を去る人も多いが、若い人も転 
 入し、世代交代が進んでいる（一般住宅）。 
 
・良好な街並みは若い世代に評価され中古住宅も売れ 
 ている。住民の住環境を守る意識も高い（地区計  
 画・建築協定）。 
 

ＦＦ住宅の街並み 

一般住宅の街並み 

地区へのアプローチの並木道 
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ウッドパーク四季の丘 
千葉県 神崎町 

南欧風の街並みと豊かなオープンスペース 
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ウッドパーク四季の丘 千葉県神崎町 

 

集合住宅用地 

幹線緑道 

中央公園 

集会所 

商業施設用地 

集合住宅用地 

北公園 

調整池 

・1994年から興和物産が整備した住宅地 
・南欧風の街並み、住宅形態・規模のバラエ 
 ティによる変化のある街並みを整備 
・10年経過時点で人口はピーク、世帯はまだ増 
 加中。人口1200人は計画人口の約60％。 
・人口構造では40歳台前半の親子がピーク 

40代前半 

10代前半 
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ウッドパーク四季の丘 千葉県神崎町 

居住環境と居住者年齢バランスは悪くなく、未分譲地
もあることから、今後の販売方法の戦略展開が重要 

・南欧風の街並みが評価され、販売当初は東京方面から 
 の入居により多くを販売。 
 
・近年は、成田からの距離など立地条件、外部環境の維 
 持管理、敷地規模の小ささ（日照や駐車スペース）な 
 どの課題からやや苦戦。 
 
・隣接する敷地規模が広く（100坪程度）車が３台収 
 納できる住宅地は売れており、周辺の市町から子育て 
 層が転入している。 
 
・未分譲地が存在。今後の販売戦略の転換が期待される 
 

屋根・壁面の色彩・素材の統一された
街並み 

緑豊かなフットパス 

未分譲宅地も存在 
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光葉団地 
茨城県 稲敷市 

リタイア層ターゲットの平屋住宅地 
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光葉団地 茨城県 稲敷市 

・1994年から伊藤忠商事が整備した住宅地 
・成田空港通勤者向けに60坪/２階で販売した 
 が、その後別事業者が80坪/平屋に変更して 
 販売。シニア向け住宅地として人気に。 
・別荘利用も１割、地区内にシニアサービス機   
 能も配置 
・10年経過時点で人口、世帯はまだ増加中。 
・人口構造では、高齢化率が突出して高い。 
※住まいのまちなみコンクール受賞。 
 

子世代はお
らず、小児
もいない 

60代後半 
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光葉団地 茨城県 稲敷市 

シニア向け住宅地への企画変更により、ゆったり老後
を過ごせる住宅地を実現 

２階建てと広い庭のある街並み 

高齢者施設（小規模多機能）も立地 

ゆとりある敷地＋平屋 

・当初の事業者の企画（小規模、２階建て）を変更し、 
 大規模、平屋の商品を提供することで、アクティブ 
 シニアの入居が促進 
 
・２階建て物件は、近隣に勤める若い世代が購入。多 
 世代の入居が進む（但し高齢化率は高い） 
 
・別荘利用も１割。ゴルフ場が近い地域では売りやす 
 い。但し、加齢に伴い売却の動きも出てくる。 
 
・平屋の住宅商品は少なく、ネットで検索して見学に 
 来る顧客が多く、結果的に県外が多く転入 
 
・入れ替わりが早く新陳代謝あり。380世帯中、年間 
 10件の入れ替わり 
 
・未建築地を不動産会 
 社が買収し再販する 
 事例も 
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ガーデンシティ湖南 
茨城県 阿見町 

緑豊かなレイクサイドタウン 
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ガーデンシティ湖南 千葉県阿見町 

・1991年から日本新都市開発が整備した住宅地 
・調整池と公園を一体化し、湖畔に高級住宅地 
 を設定し、屈曲した街路と街路樹、中央公園  
 の設置により「ガーデンシティ」を実現。 
・分譲10年後に事業者が変わり、価格をやや下 
 げて分譲。その後若い世帯の流入も実現。 
・17年経過して人口、世帯は増加中。人口 
 2600人は計画人口の約５割。 
・人口構造では30歳台後半親子がピーク 
※住まいのまちなみコンクール受賞。 
 

30代後半 

0代後半 
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ガーデンシティ湖南 千葉県阿見町 

街並み環境を重視と地域主体の維持管理により常に一
定の人気。価格を下げ敷地を大きくすることで都市圏内
の子育て世代の獲得に成功。 

・良好な住環境の住宅地として東京通勤者向けに順調に  
 販売したが、価格の高さによりその後入居が低迷 
 
・10年で事業者が変わり、販売単価を下げ、２区画同 
 時販売などを行うことで若年層の流入を促進。 
 
・土浦都市圏に経済力があり、都市圏内で就業する若い 
 世代の入居が多い（東京通勤者はあまりいない） 
 
・地域組織による環境維持管理活動により、地域コミュ 
 ニティも強化され、住宅地の評価へとつながった。 
 
・住宅環境は良好であるが、バス便のため、車利用を前 
 提とする顧客には評価が高い。 
 
・リタイア層にも一定のニーズがあり、遠方からの購入 
 者も。 

環境ボランティアメンバー 

団地中央の公園 

街路樹がある外周道路の街並み 
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鳩山ニュータウン 
埼玉県 鳩山町 

段階開発の多様な街区パターン 
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鳩山ニュータウン 埼玉県 鳩山町 

・1971年から日本新都市開発が整備した住宅地 
・３期に分けて開発を順次進め、期毎に住宅地 
 のデザインに変化を持たせる。 
・３期目には、高級住宅地として「ゲーテッド 
 シティ」（松韻坂）も整備 
・21年時点で人口はピーク、31年時点で世帯  
 もピーク。 
・人口7900人は計画人口の63％。 
・人口構造では、60代前半がピーク。子世代が 
 いなくなった。 

子世代
が転出 

60代前半 
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鳩山ニュータウン 埼玉県 鳩山町 

段階開発で良質な住宅地を整備し、徐々に入居を実現。
世代バランスも良かったが、20年以降の販売・新規入居
が停滞し高齢化が進行 

・３期に分けた分譲により、特徴が異なる良好な住宅地 
 を提供し、人口も緩やかに増加 
 
・3500戸の計画住宅地として、センター地区に商業・ 
 公共施設も配置。バス便もあり。 
 
・住宅が全体的に老朽化し、高齢化率も高い。中古住宅 
 の流通もやや少ない状況。 
 
・近隣の駅前、新市街地に新たな団地、ニュータウンが 
 形成され、若い世帯のニーズが流れる。 
 
・この地区の不動産物件をまとめて扱う事業者が居ない 
 状況であることから、流通が停滞している状況 
 
・良好なストックを活かして中古住宅、宅地の販売、適 
 切な価格設定ができるかどうかがポイントか。 

Ⅰ期 空き家が多少みられる 

Ⅱ期 コモン型の住宅街区 

Ⅲ期 高級住宅地として整備 
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めじろ台 
東京都 八王子市 

駅前高級住宅地のブランドを維持 
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めじろ台 東京都 八王子市 

・1967年から京王電鉄が整備した住宅地 
・京王高尾線の延伸と同時に駅前に開発した大   
 規模高級住宅地。 
・敷地規模が60~75坪、道路５ｍと当時として 
 はゆとりのある住環境を提供。地区計画を策 
 定し細分化を防止 
・28年時点で人口はピーク、世帯はまだ増加。 
・人口8400人は計画人口150％。 
・人口構造では、60代後半がピーク。子世代は  
 転出 

学生が
居住？ 

60代後半 
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めじろ台 東京都 八王子市 

駅前高級住宅地としての環境とブランドを維持 
地価と敷地規模の関係で世代交代に課題 

・駅前の高級住宅地として販売。地区のブランドイメー 
 ジは維持され、地価も他の郊外ほどには下がらず。 
 
・地区計画により、宅地の細分化が制限されているため、 
 高級住宅地の景観は維持されているが、若い世帯の取 
 得、世代交代が難しい。 
 
・宅造事業で実施したため、擁壁が目立ち、公園も少な 
 く、緑の要素が少ない 
 
・住宅地としてのブランドイメージを維持しているため、 
 外部環境の魅力づくりなどが課題か 空き地の多くは駐車場に 

大規模な邸宅が多い 

空き家も散見される 
58 

駅周辺には集合住宅も多く、若い世代も居住 



湘南ハイランド 
神奈川県 横須賀市 

マリンビューのある生活圏形成型住宅地 
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湘南ハイランド 神奈川県 横須賀市 

・1967年から山万が整備した住宅地 
・丘陵地に造成、地区中心部に商業施設、ス  
 ポーツ施設を配置 
・５年間で分譲したため高齢化の速度が速く、  
 その経験を踏まえてユーカリが丘の整備方策 
 を考案 
・23年時点で人口はピーク、世帯はまだ増加。 
・人口9900人は計画人口の96％。 
・人口構造では、60代後半と30～40代が多い 
 が、小さな子供は少ない 

小児は
少ない 

60代後半 

30代後半 

60 



湘南ハイランド 神奈川県 横須賀市 

高台の生活サービス併設型の高級住宅地として整備。Ⅰ
期販売で高齢化が加速するも、宅地規模の調整により子
育て層の流入も促進し人口減少はゆるやか。 

・高級住宅地として整備。当初から、プール、テニス 
 コート、ゴルフ練習場、商業施設を整備し、住宅地に  
 付加価値を付けて販売。 
 
・開発当初にバス交通が確保できなかったこともあり、 
 販売に影響。 
 
・一時期に販売し、同世代の人口が急増し、高齢化も加 
 速する傾向に。 
 
・世代交代は、売りに出された宅地を細分化する形で進 
 行。一定の新陳代謝がある。 
 
・高齢化に伴い、高齢者専用賃貸住宅の供給も実施 
 
・事業者は交通機能、新陳代謝の仕組み、ハード・ソフ 
 トの仕掛け、デベロッパーの永続的な関わり、などを 
 課題と認識し、他のニュータウンに応用。 

戸建の街並み。建替えも進む 

子育て世帯向けの分譲（細分化） 

空き地も多少みられる 
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人口・世帯動向について 
●1990年代の開発事業 

・人口・世帯は15年程度までは伸び続け、ピークを迎えない 
・四季の丘は10年で人口ピークを迎え、苦戦。 

四季の丘の人口ピーク 
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人口・世帯動向について 
●1960~70年代の開発事業 

・人口は「20~25年でピーク」を迎える。 
・世帯は40年以上増加しつづけるが、地区によっては25年程度で横ばい傾向 
 にも転換。 
・20年間の人口増加の傾向は販売方法などにより差が出る 

３期分譲（鳩山） 

１期分譲（ハイランド） 

人口ピーク 

世帯ピーク（鳩山） 
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各地区の将来の人口推計 

推計値 

各地区の総人口の推計（2010-2040） 

・古い住宅地はゆるやかに人口減少。減少速度は概ね同等 
・季美の森、湖南は20年増加後に安定、四季の丘は横ばいから緩やかに減少。 
・古い住宅地では人口ピークの「半数に減少」する可能性も 

人口が半減
する住宅地 

減少速度は比
較的似ている 

（人） 
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各地区の将来の人口推計 

高齢者数の推計（2010-2040） 高齢化率の推計（2010-2040） 

推計値 推計値 

・古い３住宅地は高齢者数は急速に減少。高齢化率も４割で安定。 
・新しい住宅地では高齢者数・率ともに増加。 
・30年後には全ての住宅地が高齢化率「35～45％」に集約する。 

高齢者数
は減少 

高齢化率
は集約 
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まとめ ~活力を保てる住宅地とは？ 

★地域に常に「新陳代謝」があることが重要  

 若い世代を呼び込むには、若い世代が近所付き合いできる環境が大事 
 老朽化した住宅の多い地区は若い世代に好まれない 
 同じ住宅地でも、販売方法（中古・土地）、規模などの設定を多様化する
ことで多様な世代を呼ぶことは可能 

 地域の仲介業者が継続的に関わっていることが非常に重要 
 法規制（地区計画等）の弾力化も重要。住環境保全と利用促進を同時に考
えること 

★「地域環境の維持」が住宅地の価値を大きく左右する 

 住民主体の環境保全活動は、環境維持のみならず、地域への愛着の醸成や
コミュニティ形成に寄与する一石二鳥の取組み 

 地域のルールの存在や、事業者が維持管理に関わっていることも重要 
 空き家が目立たないよう、「古家」になる前の販売、リニューアルも重要 
 当初開発の「質」も影響。宅造時代の地区は外構の質でやや劣る 
 街並みを評価される住宅地の人気は根強い 

Keyword：住民も事業者も「地元化」？ 
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まとめ ~活力を保てる住宅地とは？ 

★生活者の「生活ニーズに対応」できているかが重要 

 子育て支援機能、シニアの健康増進、生活支援機能など、居住者層にあっ
たサービスを地区内、又は近隣で提供できているかが重要 

 車生活などの生活スタイルにあった敷地規模での宅地提供（車を３台置け
るなど）などの販売の工夫も必要 

 車中心の地区が多いが、高齢化に伴って公共交通の強化についても益々課
題になってくる。 

 高齢者のニーズとして「平屋住宅」もある 
 

★50キロ圏の可能性：「個性」「情報」「圏央道」 

 際立った個性のある住宅地、趣味を実現を意図した住宅地などは、「別荘
型」、「多拠点居住型」住宅地としての可能性が十分にある。 

 特徴があり、ターゲットの明確な住宅地は、ネット情報などを通じて広域
の顧客にアピールする。宣伝方法の工夫により大きな効果も 

 事業者は圏央道の整備に期待（アクアラインとの連結なども）。その地区
におけるライフスタイル、移動のイメージを踏まえたターゲットの設定、
商品企画が重要。 
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まとめ ~活力を保てる住宅地とは？ 

★デベロッパー、仲介事業者に聞く 

  「売りやすい、世代交代可能な住宅地」 

 子育て世代が買える手頃な価格 
 車生活に対応できる大きな敷地（車２～３台） 
 ガーデニングできる広さの敷地 

 平屋住宅（シニア向け） 

生活 
サービス 

環境・特徴 

 シニア向け住宅、支援施設がある 
 小学校が近いことは重要 
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人 

 良好な街並みと住環境 
 外部空間が適切に維持管理されている 
 古家が目立たない 
 特徴や個性が際立っている 

宅地・住宅 

 子育て世代がまとまって居る、交流できる 
 自治会がしっかりしている 



参考１ 地区の基礎情報 

項目 季美の森 ウッドパーク四季の丘 

地区面積 75ha 18ha 

計画戸数 約2,000戸 約600戸→440戸 

開発手法 開発許可 開発許可 

事業主体 東急不動産/ｴﾙｶｸｴｲ 興和物産 

人口増減率 微増傾向 微減・横ばい傾向 

高齢化率 約17% 約18% 

公示地価 32,000円/㎡ 15,000円/㎡ 

物件価格 1,200万円（当初3,500万円） 800～1,400万円 

都心との距離 
大網～東京 1時間15分 

（快速停車駅） 
下総神崎～東京 1時間４６分 

駅からの 
交通手段 

バス（大網駅から６分） 徒歩約２０分 

供給動向 
当初、高級住宅地。バブルがはじけて価
格が下がり若年層が入居。 

事業者倒産により、計画戸数６００戸に対し
て４４０戸供給で打ち切り。 

法規制等 市街化区域、地区計画・建築協定 都市計画区域外、建築協定 

勤務先 千葉県内6～７割、東京東部3～４割 町内３割、県内５割（神崎町）  
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参考１ 地区の基礎情報 

項目 光葉団地 ガーデンシティ湖南 

地区面積 23ha 49ha 

計画戸数 530戸 約1,430戸 

開発手法 開発許可 開発許可 

事業主体 伊藤忠商事⇒ミサワホーム・アルファ 日本新都市開発⇒ミサワホーム 

人口増減率 増加傾向 増加傾向 

高齢化率 約48％ 約11% 

公示地価 12,000円/㎡ 26,000円/㎡ 

物件価格 800～1,000万円 700～2,500万円以下 

都心との距離 東京-下総神崎駅 1時間46分 荒川沖～東京 1時間12分 
土浦～東京55分 

駅からの 
交通手段 

バス（江戸崎駅から20分） バス（土浦駅から２５分） 

供給動向 
成田通勤者向けに当初販売したが、事業
者の変更によりシニア向け住宅として販
売 

当初、高級住宅地。事業者倒産、価格下落し
若年層が入居。 

法規制等 都市計画区域外、建築協定 市街化調整区域、建築協定 

勤務先 
リタイア層が多く、別荘利用も１割程度 
子育て層は阿見、成田、稲敷など近隣 

20km圏内７～８割 
東京2% 
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参考１ 地区の基礎情報 

項目 鳩山ニュータウン めじろ台 

地区面積 137ha 81ha 

計画戸数 約3,430戸 約2,150戸 

開発手法 開発許可 旧宅造法造成工事 

事業主体 日本新都市開発 京王電鉄 

人口増減率 微減傾向（1995年ピーク） 微減傾向（1995年ピーク） 

高齢化率 約31% 約34% 

公示地価 32,000円/㎡ 146,000円/㎡ 

物件価格 700～2,500万円 2,300～4,200万円  

都心との距離 
高坂～東京 １時間１１分 

（急行停車駅） 
めじろ台～東京 1時間15分 

（特急停車） 

駅からの 
交通手段 

バス（高坂駅から１０分） 徒歩 

供給動向 ２０年をかけて段階的に供給。 
高級住宅地として10年で供給。ﾜﾝﾙｰﾑﾏﾝｼｮﾝ建
設を契機に地区計画策定。平均宅地規模220
㎡ 

法規制等 市街化区域、建築協定 市街化区域、地区計画 

勤務先 町内３割弱、県内６割弱（鳩山町） リタイア層が多く勤務者少数 
新宿方面が主 
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参考１ 地区の基礎情報 

項目 湘南ハイランド 

地区面積 91ha 

計画戸数 約2,950戸 

開発手法  旧宅造法造成工事 

事業主体 山万 

人口増減率 微減傾向（1990年ピーク） 

高齢化率 約33% 

公示地価 130,000円/㎡ 

物件価格 1,000～3,000万円  

都心との距離 
京急久里浜～東京 1時間14分 

（特別快速停車駅） 

駅からの 
交通手段 

バス（久里浜駅から12分） 

供給動向 湘南ブランドの高級住宅地として供給。 

法規制等 市街化区域 

勤務先 
都心方面（供給当初は、防衛省、京浜コン

ビナート勤務者が主） 
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季美の森 四季の丘 

光葉団地 ガーデン 
シティ湖南 

高齢化率17％ 高齢化率18％ 

高齢化率48％ 
高齢化率11％ 

参考２ 人口ピラミッド比較 
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高齢化率31％ 高齢化率34％ 

高齢化率33％ 

鳩山ＮＴ めじろ台 

湘南ハイランド 

参考２ 人口ピラミッド比較 
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参考３ 住宅地の公示地価の動向 
（円/㎡） 
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※各自治体の住宅地公示地価
の平均。八王子市のみ、めじ
ろ台地区内の地価の推移 （円/㎡） 


