平成27年度スマートウェルネス住宅等推進モデル事業採択
応募提案事業名

住み替え循環の促進による郊外住宅地再生プロジェクト
〜高齢者と若年層が活躍し住み続けるまちへ〜
代表提案者：相鉄不動産株式会社
法人・団体等の住所：神奈川県横浜市

੩కỉಒᙲ
郊外住宅地において、駅前再開発を契機とし住み替え循環を促進することで、周辺地域全体に、多様な年齢、世帯
構成の地域住民がニーズにあった住宅に移り住むという、人とストックがマッチする郊外住宅地の形成を図る。
将来、既存戸建住宅への住み替えなど、一時的な受け皿としての利用も加味した若年層が住み始めやすい賃貸集合
住宅の整備、元気なうちから移住しやすい受け皿として居住空間が広い自立型のサービス付き高齢者向け住宅の整備
等、多様な住まいの選択肢の提供・住み替えの促進を行い、定期的に住み替え相談会も実施する。また、認可保育園
と学童保育の整備、 サービス付き高齢者向け住宅棟内には通所介護事業所と訪問介護事業所を併設し、
生活利便サー
ビスの充実を図る。そして、ハードとソフトの取組みを総合的に行う本事業全体の事業効果の検証として、住み替え
効果や地域コミュニティ意識の変化の分析を行う。

੩కỉᏑở࢘ỉᛢ᫆ᛐᜤ
本地域は、ファミリーとして入居した当初から世帯人員が減少した現在の暮らしに対し、土地・建物の規模が大き
く、庭の管理や高低差がある地域内移動が困難になっている反面、地域内高齢者の 8 割が地域に住み続けたい意向
があるが、高齢者向け住宅が少ないことや、若年層にとっては戸建住宅等価格に手が届かない住まいが多いこと等、
住まいと居住者のミスマッチが発生している現状である。立地の面では、高齢者施設や保育施設が駅から遠く通いに
くい、不便だという声があり、駅付近の高齢者施設・保育施設へのニーズが高まっている。また、高齢者の増加から
単一世代間の助け合いが多くなったことで、助けを求める “ 需要 ” と支援する “ 担い手 ” がバランスせず地域コミュ
ニティが膠着化している現状。
このことから、
本地域は高齢者にとって “ 住み続けにくく ” 若年層にとって “ 住み始めにくい ” 街になってきている。
本事業により住み替え循環を促進し、高齢者が活躍し若年層が居住したくなる環境の創出を目指す。

ᢠܭᚸ̖
郊外住宅地の再生事業という見地＋多くの地域が抱える課題を解決するモデルとして検証するという見地から、社
会的意義が大きいと評価された。
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高齢者も若年層も駅前に集い、
活性化する街の創出へ
相鉄不動産株式会社 開発企画部 開発企画センター
係長 藤井健史さん
ଯԧ  ࠰᳸  ࠰ƴႆƞǕƨ್ාࠊᢸٳƷ˰עܡưƸŴ࢘ទλƠƨ˰ൟƕ࠰ᱫǛ
ƶŴǇƨܼଈƷ࢟ƕ٭ǘǔɶưŴƞǇƟǇƳբ᫆ƕឪƖƯƍǔŵ̊ƑƹŴ˰ൟƕ᭗
ᱫƴƳǓŴᬜǇưƷƳǜưǋƳƔƬƨקᢊƕᒊၘƴƳƬƨǓŴƜǕƔǒૼƠƍ˰Ǉƍ
Ǜ൭Ǌǔᒉ࠰ޖƴƸٻғဒƷৎ˰ܡƕٶƘႎƴᩊƠƔƬƨǓƱƍƏƜƱƳƲƕ
ƋƛǒǕǔŵƦƜưŴᬜЭǛϐႆƢǔƜƱƴǑƬƯŴƲƷɭˊƴƱƬƯǋ˰ǈǍƢ
ƍᘑƴƢǔƱƍƏȗȭǸǧǯȈƕǹǿȸȈƠƨŵƜƷᢸעܡ˰ٳϐဃʙಅƴƔƔǘƬ
ƨȡȳȐȸƴƦƷᡶཞඞƱ࣬ƍǛᎥƍƨŵ

ᬜЭϐႆ↚↷↺ᢸעܡ˰ٳϐဃ

Ʒ˰עܡƷғဒƸଥƷעܡưƢƔǒŴಒƶ
ɜˌɥƱƍƏٻғဒƕٶƍͼӼƴƋǓŴဃǹ

――この事業を提案するに至った経緯を教えてください

ǿǤȫƱ˰އᆰ᧓ƴȟǹȞȃȁƕဃơƯƍǇƠ

ᕲʟų࢘ᅈưƸ  ࠰ƴŴǇƪƮƘǓƴ᧙

ƨŵɟ૾ŴϼЎǛᎋƑƯǋ᭗͌ƱƳǔƨǊܾତ

ƢǔǢȳǱȸȈሁǛҤɢᬱƕҾᬜԗᡀƷ˰އᎍ

ƴϼЎưƖƳƍƱƍƏբ᫆ǋƋǓǇƢŵ

ǛݣᝋƴܱƠǇƠƨŵƦƷኽௐǛɭˊКƴЎ

᭗ᙸ᠗پᲢᆢԧǰȩȳȉȞǹȈ˖ဒႆᛢᧈᲣ

ௌƠƨƱƜǖŴ᭗ᱫᎍƴƱƬƯƸ˰ǈዓƚƴƘ

ųƜƜƔǒ  ЎƙǒƍƷƱƜǖƴৎǛਤƬ

ƍᘑŴᒉƍɭˊƴƱƬƯƸ˰ǈƸơǊƴƘƍᘑ

Ưƍǔ૾ƕᬜЭƷžǰȩȳȉȞǹȈǈƳǇƖǈ

ưƋǔƱƍƏƜƱƕǘƔǓǇƠƨŵ

ǒƍᲢǵ᭗˰ᲣſǛᢠƹǕǇƠƨƕŴǍƸǓקƷ

ųҤɢᬱƕҾᬜǛᡫǔႻᤧƍƣǈዴƸଯԧ

ƜƱǛƓƬƠǌƬƯǇƠƨƶŵƾƭƏƴᙸƨ

 ࠰ƴᡫƠƨែዴưŴᡫƴӳǘƤƯ˰ܡ

ǒŴקƱƸƍƑƳƍǑƏƳ᭗˯ࠀƳǜưƢƕŴ

ႆǍᬜЭƷՠಅႆǛޒƠƯஹǇƠƨŵᡈ

ǍƸǓൢƴƞǕƯƍǔŵ ᳸  ബƴƳƬƯ

࠰ŴᬜЭƷᚨƷᎊ҄ƕᡶǜưƍƨƜƱƔ

ƘǔƱŴƜǕǇưբ᫆ưƸƳƔƬƨᬜǇưƷុ

ǒŴȪȎșȸǷȧȳƷ౨᚛ƕڼǇǓŴƦǕƱƱ

ᩉǍ᭗˯ࠀƕਃƱƳƬƯŴᬜЭǒƠǛᢠ৸

ǋƴ؏עƷᛢ᫆ǛᚐൿƠǑƏƱƍƏᛅƕЈƯƖ

ƞǕǔ૾ƕႻ࢘ૠƍǔƱƍƏज़ơưƢŵ

ƯŴƜƷȢȇȫʙಅƷϋܾƴᐱƬ
ƨƱƍƏǘƚưƢŵ
――なぜ高齢者が住み続けにくいの
でしょうか。

ɤৎᲢிʮǬǹᣃࠊဃᄂᆮᲣų
ƜƷǨȪǢƸ  ᳸  ബˊƷ૾
ƕٶƍưƢƕŴᡈƘƴૅੲᚨƕ
ƳƍƱƍƏƜƱƕٻƖƳྸဌưƸ
ƳƍƔƱ࣬ƍǇƢŵ
ᕲʟų್ාǇư  ЎƙǒƍƱМ
ࣱ̝Ƹ᭗ƍƷưƢƕŴƜƷƋƨǓ

賃貸マンション「KNOCKSみなまきみらい」外観
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ᢸ↝עܡ˰ٳᛢ᫆ᚐൿ↧
――このような問題は沿線のほかの駅にもあるかと
思いますが。

ᕲʟųႻᤧǰȫȸȗưƸžXKUKQPſƱƍƏ
ᧈȓǸȧȳƴƓƍƯŴᒉƍʴŴȕǡȟȪȸ
ޖŴǷȋǢޖƕࣅƢǔǇƪƮƘǓǛᡶǊǔƜ
ƱǛƪЈƠŴඝዴƷᆰƖưႆǛᡶǊƯƍǇ
ƢŵƍƣǈඝዴưƸƦǕƧǕƷ؏עᛢ᫆ƕ᫋
ᓸƳŴƍƣǈᬜŴҤɢᬱƕҾᬜŴࢄဃӨᬜƷ
ဪƴȪȎșȸǷȧȳǛܱƠƯƖǇƠƨŵȢ

介護事業所事務室

ȇȫʙಅưܱƠƨҤɢᬱƕҾƸ᭗˯ࠀƕƋǔ

ǿȸᛢᧈᲣųȋȥȸǿǦȳƷئӳŴӷơɭˊƕ

؏עưŴǇƨ࢟עƴӳǘƤƯஇ݃ᬜƕǘƔǕƯ

ᨼǇǓŴ࠰உƕኺƭƱӷᡶᘍႎƴ࠰ᱫޖƕɥ

ƓǓŴǄƔƷ؏עƔǒʴƕᨼǇǓƴƘƍƱƍƏ

ƕǔƱƍƏƜƱƕٻƖƳᛢ᫆ƴƳƬƯƍǇ

ཎࣉƕƋǔƨǊŴƦƷƜƱǛॖᜤƠƨǇƪƮƘ

ƢŵɧѣငƷ්ᡫ̟ᡶǛႸਦƠƨȋȸǺᛦ௹Ǜ

ǓǛޒƠƯƍǇƢŵ

ƠƨƱƜǖŴƜƜƴ˰ǈዓƚƨƍƱƍƏࠎஓƕ
ٶƘŴưƸƲǜƳɧᣃӳƕƋǓǇƢƔƱᎥƍƨ

――地域課題についてはどのようなアプローチをさ

ƱƜǖŴޛǍקƷբ᫆ƕƋǓᝰƍཋƕƓƬƘƏ

れていますか。

ƴƳƬƨƱƍƏᛅƕƋǓǇƠƨŵǇƨৎƸם

ᕲʟųƦǕƕƳƔƳƔᩊƠƍƷưƢŵ؏עƷᆸ

ע᩿ᆢƕ࠼ƘŴ̖ƕࢌǔͼӼƕƋǓǇƢŵƜ

ӝƱƳǔᐯ˟ǍŴ؏עưѣƠƯƍǔᜂ˳ׇ

ƏƍƬƨƜƱƔǒŴȞȳǷȧȳƱƍƏᢠ৸

Ʊ᧙ǘǓӳƍǛਤƪƳƕǒᡶǊƯƍǇƢŵƜƜ

ᏃƕƋǔƷưƸƱᎋƑǇƠƨŵƦƷƏƑưŴ

ưƸžǈƳǇƖȩȜſƱƍƏǇƪƮƘǓƷਗໜ

םʩᡫႾƷȢȇȫʙಅƱƍƏƜƱǛҾໜƱƠ

ƕƋǓŴƜƷਗໜǛɶ࣎ƱƠƨǤșȳȈǍȯȸ

ƯŴᬜЭƱƍƏǭȸȯȸȉƷɶưૢྸƠƯƍƖ

ǯǷȧȃȗƳƲǛᡫơƯ؏עǍȋȸǺƷ৭੮ƴ

ǇƠƨŵƦƷኽௐƕŴ؏עƷᛢ᫆ᚐൿưƋǓŴ

ѐǊƯƍǇƢŵ

ᅈ˟բ᫆ƷǽȪȥȸǷȧȳƷƻƱƭƴƳƬƨ
ƷưƸƳƍƔƱ࣬ƍǇƢŵƨǇƨǇŴƜƷҤɢ

――南万騎が原の整備計画については、どのような

ᬱƕҾƸᬜЭƴٻƖƳǹȝȸȄǯȩȖƕƋǓ

経緯で作成されたのですか。

᭗ࡇƳעםМဇǋᡶǜưƍƳƔƬƨƱƍƏƜ

നʟᨗɟᲢႻᤧɧѣငႆᚘဒᢿႆ˖ဒǻȳ

ƱŴǇƨŴעםƕႻᤧǰȫȸȗƷஊƱƍƏƜ
ƱǋƋƬƯŴٻƖƳȁȣȬȳǸ
ƕưƖǇƠƨŵ
―― 地域ニーズ調査をされての分
析はどうでしたか。

ɤ ৎų ǋ Ʊ ǋ Ʊ ˰ ǜ ư ƍ ǒ Ƭ
ƠǌǔʴƸƢƝƘឱࡇƕ᭗ƍ
ưƢŵưǋ࠰ᱫႎƴƸ᭗ᱫưƢ
ƠŴᲫᣃᲭჄƷרƔǒƢǔƱ
ҔၲᅦᅍƕݲƠ˯ǊưƠƨŵư
ƢƔǒŴҔၲᅦᅍᚨǛьƑƨ
ƜƱưŴឱࡇƷƳǔોծƴ
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ƭƳƕƬƨƷƩƱ࣬ƍǇƢŵ
ᕲʟųȋȸǺᛦ௹ኽௐǛ៊ǇƑƯ˰ǈஆƑƷႻ
ᛩᆸӝǛᚨፗƠǇƠƨƕŴܱƸŴƜƷ؏עƷཎ
ࣱưŴਤƪܼǛϼЎƠƯŴᝰƍஆƑǛƢǔƱƍ
ƏǑǓŴΨƴƓƕƋƬƯŴਤƪܼǛϼЎƠ
ƳƘƯǋૼƨƴᆆǓ˰ǉƜƱƕưƖǔʴƕٶ
ƘŴਤƪܼǛ٥ҲƠƯƔǒƷ˰ǈஆƑƷႻᛩƸ
˯ᛦƩƬƨưƢƶŵƨƩŴᬜƴᡈƍ̝МƳئ
ƴᙐૠᆔƷཋˑǛဇॖƠƨƜƱƕŴ˰ǈ
ஆƑƷƖƬƔƚƴƸƳƬƨƱ࣬ƍǇƢŵ

グローバルキッズ南万騎が原

保育園

ᬜЭ∄∙⇝∍∙↧ᒉⅳɭˊⅻ්λ
――賃貸マンションの状況はどのようですか。

᭗ᱫᎍⅻ˰↮ዓↀ↺ᘑ↧

ᕲʟųȞȳǷȧȳž-01%-5 ǈƳǇƖǈ

――サービス付き高齢者向け住宅「グランドマストみ

ǒƍſƸᲫ -ᲢɜᲣ᳸Წ .&-ᲢɜᲣ

なまきみらい」の状況はいかがですか。

ưᡈᨩƷႻئǑǓƸᒉ᭗ǊƷܼᚨܭƴƳƬ

᭗ᙸųᚨƔǒ  ƔஉኺᢅƠŴ ৎɶ  Ჲ

ƯƍǇƢŵʻŴǄǅܴưƢŵᒉƍɭˊƷۡپ

ɭ ࠘ ƕ λ  އƠ Ư Ɠ Ǔ Ǉ Ơ ƯŴλ  ྙ އƸ ኖ

ƕ  лƘǒƍưŴƋƱƸǷȳǰȫŴ᭗ᱫᎍǋƍ

ᲟŴۡپƱҥ៲ᎍƷлӳƸ  ݣᲱƘǒƍư

ǇƢŵᨩᬜƴܖٻƕƋǓǇƢƷưŴܖဃǋƍǇ

Ƣŵ࠰רᱫƕ  ബŴᐯᇌƕ ᲟŴᙲૅ

Ƣŵ ˊƕɟဪٶƍưƢƶŵƓ܇ƞǜƕƍǔ

ੲ ᲟŴᙲʼᜱ  ƴƳǓǇƢŵܼƸƩƍ

ɭ࠘Ƹኖ  лƙǒƍưƢŵ ᨞ƕᛐӧ̬ᏋטŴ

ƨƍႻئƷ  ᳸  лفưƢŵᅶƨƪƸŴƜƜƕ

ܖᇜ̬ᏋƴƳƬƯƓǓŴ܇ᏋƯɭ࠘ƷȋȸǺƴ

ᚨưƸƳƘ˰ǇƍưƋǔƱƍƏƜƱƴƜƩǘ

ࣖݣƠƯƍǇƢŵ

ǓǛਤƬƯƍǇƢŵƦƜǛǈƳƞǜƴǋᚸ̖Ơ

شஜ࣓̬ᲢǰȭȸȐȫǭȃǺҤɢᬱƕҾטᚨ

ƯƍƨƩƍƯƍǔƷƩƱ࣬ƍǇƢŵ

ᧈ Უų
ž-01%-5ǈƳǇƖǈǒƍſ ˰ އᎍ Ʒ Ɠ

ų ʴ Ʒ ǹ ǿ ȃ ȕ ƕ   Ɣ ǒ   Ǉ ư ࠝ ᬟ

܇ƞǇư̬ᏋטƴᡫǘǕƯƍǔƷƸ  ኵŵѪᨼ

ƠŴ᧓ٸƸዬ࣯ᡫإǷǹȆȠưࣖݣƠƯƍǇ

ƷǿǤȟȳǰƕӳǘƳƍƳƲƷྸဌƕƋǓǇ

ƢŵᅶƨƪƸ᧓ٸƸʴƕƍǔƜƱƕٻЏƳƷư

Ƣŵ ബδƔǒ࠰ᧈǇưưŴܭՃ  ӸŴྵנƸ

ƸƳƘ˴ƔƋƬƨƱƖƴᄩܱƴᬝƚƭƚǔʴƕ

 ӸᲢဏδ  ӸŴڡδ  ӸᲣǛƓ᪳ƔǓƠ

ƍǔƜƱƕٻʙƳǜơǌƳƍƔƱƍƏᛅǛƠ

ƯƍǇƢŵɢᬱƕҾ૾᩿ƷȞȳǷȧȳƔǒஹǒ

ƯŴǈƳƞǇƴƝྸᚐƍƨƩƍƯƍǇƢŵ

Ǖǔ૾ƕٶƍưƢƶŵᨩᬜƷዯטᣃࠊƔǒǋƍ

ųλއᎍƷƏƪŴƜƜƴஹǔЭƷ˰އƸǄƱǜ

ǒƬƠǌƬƯƍǇƢŵǍƸǓ̬ᜱᎍƕМࣱ̝Ǜ

ƲƷ૾ƕਤƪܼưƢŵԗᡀƷᲯ᳸Ჰ MO Ʒ؏ע

ज़ơƯƘƩƞƬƯƍǔƱ࣬ƍǇƢŵᬜЭưŴǯ

ƔǒƷ᠃އƕ ᲟưŴ܇Ʋǋɭ࠘ƷᡈƘƴƱ

ȪȋȃǯǋƋǓŴᐯƴǋऔǇǕƯƍǇƢŵ

ƍƏƜƱưŴƍǘǏǔԠƼ݃ƤƴƋƨǔʴƕμ

ųܖᇜ̬ᏋƸ  ࠰  உƴƠƨƹƔǓ

˳Ʒ ᲟᆉࡇƴƳǓǇƢŵ

ưŴܭՃƸ  ӸƴݣƠƯྵཞМဇƸ  ӸưƢ

ųᅶƨƪƕǢȔȸȫƠƯƍǔƷƸŴʻ˰ǜưƍ

ƶŵᡛᡇƸƠƯƍǇƢƕŴܖݱఄƔǒᢒƍƷ

ǔܼƸƦƷǇǇƴƠƯƓƍƯƘƩƞƍƱƍƏƜ

ƱŴଏ܍ƷܖᇜǯȩȖƕƢưƴ˴טƔƋǔƷ

ƱưƢŵᅇǋɟǋƍǒƳƍ˰ܡưŴ

ưŴƔƳǓӈƠƍཞ७ưƢŵ

˰ǜƩЎƩƚܼǛƑƹƍƍǜưƢƱᛟଢƠ
ǇƢŵƦǕưŴҞ࠰Ɣ  ࠰ኺƬƯŴᚸ̖ƠƯƘ
ƩƞƍƬƯᚕƬƯǇƢŵưƢƔǒŴλ࠰  ࢸއ
ƙǒƍኺƬƯƔǒŴਤƪܼǛƲƏƠƨƔŴᛦ௹
ƕ࣏ᙲƩƱ࣬ƍǇƢŵ
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ǋƋǓŴ؏עƮƘǓƴᝡྂưƖƨǒƱᎋƑƯƍ
―― 同じ建物に社会福祉法人の横浜市福祉サービ

ǇƢŵ

ス協会がありますが、そことの関係はᲹ

᭗ᙸųλއᎍƷᇌئƴƳǔƱŴӷơཋƷɶƴ
ƋǔƱƍƏƜƱǍŴܭ߹ׅȷ᨟ࣖݣᚧբ

Ⴛᤧ⇖∑∞⇽⇁᠆↚ᡲઃↆ↔؏עⅾ↹↧

ʼᜱჃᜱŴࣖݣ᧓ٸᚧբʼᜱǵȸȓǹƕƋǔ

――この南万騎が原のモデル事業に関しては、この

ƱƍƏƷƸŴݩஹ࣏ᙲƴƳƬƨƱƖƴ࣎ࢍƍƱ

ように多くのみなさんがかかわって進められています

ЙૺƞǕǔƷưƸƳƍƔƱ࣬ƍǇƢŵ

が、今後の連携や思いをひと言ずつお願いします。

ᕲʟųʻׅƸ࢘ᅈƕμ˳ǛನƠŴƜǕƩƚٶ

᭗ᱫᎍ↻↻↚ࣖↇ⇛∞⇹⇟⇁

ƘƷᙐӳႎƳǤȳȕȩǛૢͳƍƨƠǇƠƨƕŴ
 ʙಅᎍƕҥưӕǓኵǊǔƜƱƴƸᨂမƕƋ

――横浜市福祉サービス協会ではどのようなサービ

ǔƱ࣬ƬƯƍǇƢŵٶƘƷʙಅᎍƕƓʝƍƷࢍ

スを提供されているのですか。

ǈǛσஊƢǔƜƱưᘑƱƠƯƷȝȆȳǷȣȫǛ

௶ဋڤ፦Ტ್ාࠊᅦᅍǵȸȓǹң˟̬םȶʼ

ɥƛƯƍƚǕƹƍƍƱ࣬ƬƯƍǇƢŵܱƸŴƜ

ᜱʙѦᧈᲣų ʙಅǛᘍƬƯƍǇƢŵ؏ע

ƷȡȳȐȸư᧸ȟȸȆǣȳǰǛ࠰˴ׅƔǍƬ

݅ბᡫʼᜱᲢȇǤǵȸȓǹᲣƱܡއʼᜱૅ

ƯƍǇƢŵƜƷǑƏƳئưӲʙಅᎍƕʝƍƴң

ੲŴᚧբʼᜱŴܭ߹ׅȷ᨟ࣖݣᚧբʼᜱ

щƠƨǓŴǤșȳȈƴӋьƠƨǓǛƶƯŴʝ

ჃᜱŴࣖݣ᧓ٸᚧբʼᜱŴᚧբჃᜱưƢŵ

ƍƕƲƏƍƏȎǦȏǦǛǋƬƯƍǔƔŴǽȕȈ

ųΨŷʚ̯߷ƴʙಅƕƋǓŴȇǤǵȸȓǹˌ

ǋȏȸȉǋǘƔǓӳƏƜƱư  ᲫƕᲭƴƳǔ

ٳƷʙಅǛᢃփƠƯƍǇƠƨŵƦǕǛƜƪǒƴ

ǑƏƳǵȸȓǹƕ੩̓ưƖǕƹƱᎋƑƯƍǇ

ᆆ᠃Ơƨ࢟ƴƳǓǇƢŵƨƩŴƜƷʙಅƴஇИ

Ƣŵ

ƔǒӋьƠƨǘƚưƸƳƘŴᚨᚨᚘƳƲƴь

᭗ᙸųǍƸǓƜƷȗȭǸǧǯȈƷ᠆ƕႻᤧǰ

ǘǔƜƱƕƳƔƬƨƨǊŴǾȸȋȳǰưᒊіƠ

ȫȸȗƱƍƏƜƱưŴࢫлƸٻƖƍƱ࣬ƍǇ

ƯƍǇƢŵཎƴȇǤǵȸȓǹƸӂᚨͳƕƳ

ƢŵƦƷ᠆Ǜɶ࣎ƴŴƍǖƍǖƳʴƨƪƕᨼ

ƘŴʙǛǰȩȳȉȞǹȈƞǜƴƝңщƍƨƩ

ǇƬƯŴƍǖƍǖƳƜƱƕưƖǔŵႻᤧƞǜƷ

ƍƯƍǇƢŵ

ˮፗƮƚƸƱƯǋٻƖƍƱ࣬ƍǇƢƠŴʻࢸǋ

ųܭ߹ׅƷМဇᎍƸ  ӸŴࣖݣ᧓ٸƕ 

ࢳƠƯƍǇƢŵ

ӸŴᚧբʼᜱƸʼᜱ̬ᨖưƸ  ӸЭࢸŴᨦܹ

௶ဋų್ාࠊưƸ؏עǱǢȗȩǶƕɶܖఄғƴ

ưƸ  ӸЭࢸưŴଖғμ؏ƕݣᝋưƢŵᎰՃ

 ƭƋƬƯŴƦƜƴ؏עʩ්ǳȸȇǣȍȸǿǍ

Ʒ˳СƴƭƍƯƸᚧբჃᜱƸჃᜱࠖ  ӸŴ˺ಅ

ဃૅੲǳȸȇǣȍȸǿƕᣐፗƞǕƯƍǔǜư

ၲඥٟŴྸܖၲඥٟŴᚕᛖᎮᙾٟǋƍǇƢŵǇ

ƢƶŵƦƜƱѼਙૅੲǻȳǿȸƷᎰՃǍ؏עƷ

ƨŴܡއʼᜱૅੲƴƸ  ӸƷǱǢȞȍǸȣȸƕ

ʴŷƕƔƔǘƬƯ؏עƮƘǓƕưƖƯƍǇƢŵ

ƍǇƢŵᎰՃƩƚưǋ᩼ࠝѮǛԃǊǔƱ  Ӹ

ųƦƏƍƏॖԛƔǒǋᅶƨƪǋᐯ˟ƳƲƴң

ƙǒƍƍǇƢƷưŴྵנƷʙѦܴưƸƲƏƠƯ

щǛ̔᫂ƠƨǓƠƳƕǒŴૼƨƳʙಅޒƕư

ǋᨂǒǕƨǹȚȸǹưƢƕŴٶƘƷʙಅǛپ

ƖǔƷưƸƱ࣬ƬƯƍǇƢŵ

ƠƯܱƠƯƍǇƢŵ

شஜų̬ᏋטƱƠƯƸʻƷƱƜǖưƖǔƜƱƸ
ݲƳƍƱ࣬ƍǇƢƕŴƍƣǕҡטδƕܖᇜƴ

――この「グランドマストみなまきみらい」での利用者は？

ᘍƬƨǓŴʴૠƕفƑƯƖƨǒŴ܇ƲǋƨƪƱ

ޛϋଢ፦Ტ್ාࠊᅦᅍǵȸȓǹң˟ǱǢǻȳ

؏עᝡྂƕưƖƨǒƱ࣬ƍǇƢƠŴטδƱǵȸ

ǿȸǈƳǇƖǈǒƍиᧈᲣų ӸǄƲưƢŵ

ȓǹ˄Ɩ᭗ᱫᎍӼƚ˰ܡƷ˰އᎍƱƷʩ්Ǜ

ᡫƕ  ӸưƢŵ

ǒƤƯƍƨƩƚǔƱ؏עƕǑǓࣱ҄ưƖǔƷ

௶ဋųᬜЭƷᇌעưƢƷưŴ؏עƷ૾ƷƝႻᛩ

ưƸƱ࣬ƬƯƍǇƢŵ

Ǜൢ᠉ƴƓӖƚƢǔƜƱǋưƖǇƢŵᧉݦᎰǋ
ƦǖƬƯƍǇƢƷưŴ؏עƷƓࢫƴᇌƯǔƜƱ
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ྵעᛦ௹−∃∞⇮

みなまきみらい

グランドマスト

१شঅ५હऌৈೡऐક୧
ᢃփʙಅᎍᲴᆢԧǰȩȳȉȞǹȈఇࡸ˟ᅈ
ענᲴᅕ߷ډჄ್ාࠊଖғထ
ų್ාᬜƔǒኖ  ЎŴႻᤧƍƣǈዴҤɢᬱ

ǷȧȃȗŴșȸǫȪȸƳƲƕɳƿŵǯȪȋȃǯ

ƕҾᬜǛᨀǓǔƱЭ᩿ƴ࠼ƕǔᬜЭ࠼ئŵƳƩ

ǛԃǊဃƴ࣏ᙲƳᚨƕΪܱƠƯƍǔǨȪǢ

ǒƔƳɯᨒǛɥƬƯƍƘƱƜǖƕ  ࠰

ư Ƌ ǔŵǇ ƨ Ɯ Ɯ ƴ Ƹ  ؏ עƷ ˰ ǈ ஆ Ƒ Ǎ Ȫ

ǰȃȉȇǶǤȳចǛӖចƠƨžǈƳǇƖǈǜƳ

ȕǩȸȠƷႻᛩŴǨȪǢȞȍǸȡȳȈƳƲƷਗ

ƷƻǖƹſưƋǔŵƜƜǛឬƑǔƱଔஔƔǒข

ໜƴǋƳƬƯƍǔžǈƳǇƖȩȜſǋᣐፗƞǕ

ٸǇưփಅƠƯƍǔǹȸȑȸȞȸǱȃȈžƦƏ

Ưƍǔŵ

Ư ƭ ȭ ȸ Ǽ ȳ ſǍ ȉ ȩ ȃ ǰ ǹ Ȉ ǢŴ ό

ųƴᬜƷᐱᡈƴƸȞȳǷȧȳ
ž-01%-5 ǈƳǇƖǈǒƍſǍǵȸȓǹ˄Ɩ
᭗ᱫᎍӼƚ˰ܡžǰȩȳȉȞǹȈǈƳǇƖǈǒ
ƍſƕƋǔŵᬜƔǒࢻഩᲫЎŵЎᜯȞȳǷȧȳ
žǰȬȸǷǢǈƳǇƖǈǒƍſǛԃǊŴ˰އƕᬜ
ƔǒƜǕǄƲᡈƍƷƸŴ˰ܡᢠ৸ƷٻƖƳȝǤ
ȳȈƴƳǔƸƣƩŵ
ųƞǒƴǵȸȓǹ˄Ɩ᭗ᱫᎍӼƚ˰ܡƴƸᡫ
ȷᚧբʼᜱʙಅƕŴȞȳǷȧȳƴƸᛐ
ӧ̬ᏋטƱܖᇜ̬Ꮛƕ́ᚨƞǕƯƓǓŴМࣱ̝
Ʒ᭗ƍಮŷƳǵȸȓǹǛ੩̓ƠƯƍǔŵ
ųǵȸȓǹ˄Ɩ᭗ᱫᎍӼƚ˰ܡưƸŴǪȸȗȳ
ˌஹŴɟܭƷǳȟȥȋȆǣƕƭƘǒǕƯƖƨŵ
ǻȳȈȩȫǹȝȸȄƱ੩ઃƠƨ˳દܴưƸŴ
ɟᢿƴᛐჷၐʖ᧸ȗȭǰȩȠǋӕǓλǕŴஉƴ
ᲬׅŴܭႎƴܱƠƯƍǔŵǇƨŴᐯɼႎƳ
ǵȸǯȫƱƠƯŴǫȩǪǱǵȸǯȫᲢᡵଐ୴
ଐᲣǍᢊܴᲢஉᲫׅᲣǋᘍǘǕƯƍǔŵ ᨞
ƷؘǹȚȸǹƕλއᎍƷǳȟȥȋǱÜǷȧȳ
ǹȚȸǹưƋǓŴǤșȳȈǹȚȸǹƴǋƳǔŵ
ǯȩǷȃǯǳȳǵȸȈǍǻȟȊȸƳƲǋᆢಊႎ
ƴ˖ဒƠƯƍǔŵ
ųžλއᎍƷ૾ƴƸŴ
ƀႆƳλއᎍƲƏƠƷǳ

写真上：みなまきみんなのひろば
下：
「グランドマストみなまきみらい」居室リビング

ȟȥȋǱȸǷȧȳƕƋǓǇƢǑŴƳƍƠƸƦǕ
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ųʻׅƷȢȇȫʙಅƷȆȸȞƸž˰ǈஆƑࣅ
Ʒ̟ᡶƴǑǔᢸעܡ˰ٳϐဃȗȭǸǧǯȈſŵ
  ࠰ƴႻᤧɧѣငᲢఇᲣƕᘍƬƨǵȸȓǹ
˄Ɩ᭗ᱫᎍӼƚ˰ܡƷλއᎍƷǢȳǱȸȈư
ƸŴ˰ǈஆƑǛᎋƑƨƖƬƔƚưɟဪٶƔƬƨ
Ʒ ƸŴ
ž ᎊ ࢸ ƴ ƭ ƍ Ư Ʒ ɧ  ܤǛ ज़ ơ ǔ Ǒ Əƴ
ƳƬƨƔǒſƱƷƜƱưƋǓŴ ဪႸƕž̓܇
ƷᡈƘƴ˰ǈƨƍƱ࣬ƬƨƔǒſƱƷƜƱư
ƋƬƨŵƜǕƸŴ˳щႎƴǋ˯ɦƠƯƍǔ᭗ᱫ
ᎍƷɧܤǛႎᄩƴᘙƠƯƍǔŵǇƨ˰ǈஆƑˌ
ЭƷע˰އƴƭƍƯƸŴ ӸƷׅሉૠƷƏƪ

居室ベッドルーム

 ӸƕᬜԗᡀƷɢᬱƕҾȷထˌٳƷٳ؏ע

Ǜ̟ƢˁኵǈƕƋǓǇƢƁƱƍƏƓᛅǛǑƘƠ

ƔǒƷ᠃λưƋƬƨŵƜƷໜưƸŴ؏עƷ᭗ᱫ

ƯƍǇƢŵƜǕƕƜƷ˰ܡƴλއƢǔᨥƷλǔ

ᎍƷ˰ǈஆƑƸወᚘႎƴƸƋǇǓƳƔƬƨƱƍ



ſ
Ტ᭗ᙸƞ
ٻƖƳѣೞƴƳƬƯƍǔƱ࣬ƍǇƢŵ

ƏኽௐƴƳǓž؏עϋƷ˰ǇƍƱ᭗ᱫᎍƷȟǹ

ǜᲣ

ȞȃȁſƷᚐෞƕᡶǜưƍǔƱƸᚕƍᩊƍŵƠ

ųƨƩŴƜƏƠƨǤșȳȈưλއᎍƕᚨϋƴ

ƔƠž̓܇ƱƷᡈއǛஓǉ᭗ᱫᎍſƷɧܤƸᚐ

ƱƲǇǔƷưƸƳƘŴ؏עƷᐯ˟Ǎထϋ˟Ƴ

ෞƠࢽƨƱᎋƑǔƜƱƕưƖǔŵ

ƲưᘍǘǕƯƍǔѣƴǋӋьǛ̟ƠƯƍ

ųɟ૾ȞȳǷȧȳλއᎍƕ˰ǈஆƑǛᎋƑ

ǔŵ؏עưᘍǘǕƯƍǔӷ˟ڤƳƲǋకϋƢǔ

ƨƖƬƔƚƷɟဪƸŴ
žᡫܖȷᡫѮǛಏƴƠƨ

ǑƏƴƠƯƍǔƱƍƏŵ

ƍƔǒſƱƷƜƱưƋǓŴ ဪႸƕžˌЭ˰ǜ

ųȞȳǷȧȳƴƭƍƯƸŴԗᡀႻئǑǓᒉ

ưƍƨܼƷನᡯሁƴɧƕƋƬƨƔǒſƱƍƏ

᭗ǊƷܼᚨܭưƋǔƕŴǄǅܴŵ್ාǇ

ǋƷưƋǓŴλއᎍƸМࣱ̝ȷᚨͳƷǰȬȸȉ

ưኖ  ЎŴᬜǇư  ЎƱŴƜƷМࣱ̝Ʒ᭗ƞ

ƴƻƔǕƯλއǛൿǊƯƍǔǑƏƩŵǇƨ˰ǈ

ƴλއᎍƸƻƔǕƯƍǔǑƏƩŵ

ஆƑˌЭƷע˰އƴƭƍƯƸŴ ӸƷׅሉૠ

1

⇖∏∙⇯∄⇟⇮↮↙↮↭ⅼ↮↸ⅳ⅙ؕஜ⇭∞⇥
住宅・施設の形態

१شঅ५હऌৈೡऐક୧

家賃

112,000 円〜 224,000 円

敷地面積

1433.17㎡

共益費

20,000 円

延床面積

4081.43㎡

管理費

35,000 円〜 52,500 円

構造・階数

鉄筋コンクリート造

食費

42,120 円

住戸面積・住戸数

32.62㎡〜 59.79㎡・57 戸

住戸内設備

完備

共同利用設備

1階

管理開始年月日

平成 29 年 7 月 15 日
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6 階建

入居状況
2019 年 3 月現在
平均年齢

食堂

平均要介護度
スタッフ体制

48 戸
84.11 歳
自立 50％、要支援 30％、
要介護 20％
相談員 1 名

横浜市建築局住宅部住宅再生課

担当係長

大胡 祐三さん

高度成長期に一斉に開発された横浜市の郊外部の住宅地は、居住者の高齢化をはじめとする様々な課
題が顕著化してきています。そのため、横浜市では「持続可能な住宅地推進プロジェクト」
として、市内４か
所で、異なる事業者と連携協力して住み慣れた地域で誰もが安心して暮らし続けられる郊外住宅地の再
生、活性化の取組みを進めています。４地区、課題は違いますし、さらに同じ沿線でもエリアによって目指
している方向が違います。
この取組みのひとつ、相鉄いずみ野線沿線地域（二俣川駅〜ゆめが丘駅）
は、沿線の開発者である相鉄
グループの皆様と連携協力をしてプロジェクトを進めています。プロジェクトを進めるにあたっては、地域
の方々とのコミュニケーションが非常に大切です。相鉄グループの皆様は年間を通じていろいろな機会・
場を提供してくれています。
沿線各エリアで、様々な課題に対し、テーマを打ち出し、取組みを行っていますが、南万騎が原駅周辺
では、多世代居住・交流が出来るまちづくりを目指しています。
引続き、エリア毎の課題をワークショップなどで取り上げて、地域の方々を中心に学産公連携協力して
沿線のまちづくりに取り組んでいきたいと思っています。

ƷƏƪ  ӸƕעғٳƔǒƷ᠃λưƋƬƨŵܼ

ӲᚨƷМဇƸᡶǜưƍǔƕŴ˰ǈஆƑࣅƷ

ଈƱƷᡈއƷ᧙̞ƴƭƍƯƸ܇ɭˊƴƓƍƯ

̟ᡶƱƍƏໜưƸŴǇƩႸᇌƬƨௐƸɥƕƬ

Ƹž˞Ǎ̓܇Ʒ˳ᛦɧᑣƷᨥƳƲᚃƴ̓܇Ǜ

ƯƍƳƍŵƠƔƠᬜЭਗໜƷΪܱƴǑƬƯž᭗

᪳ƔƬƯǄƠƍſ
žᚃƕ࣎ᣐƳƷưƍƭǋᙸƴ

ᱫᎍƕƠŴᒉ࠰ޖƕ˰އƠƨƘƳǔؾƷ

ᘍƚǔǑƏƴƢǔƨǊſƳƲƷׅሉƕٶƔƬ

оЈſƱƍƏᇹᲫႸƕᢋƞǕŴƦƷέƴƋ

ƨŵųųų

ǔૼƠƍᢸעܡ˰ٳϐဃƷ࢟ƕݲƠƣƭᙸƑƯ

ųƜƷƜƱƔǒŴᒉᎍɭˊƴǑǔ؏עƴ܍Ƣǔ

ƖƯƍǔŵ

ٻғဒƷৎ˰ܡƷᜯӖሁƸྵཞưƸưƖƯ

ųǇƨŴ
žǰȩȳȉȞǹȈǈƳǇƖǈǒƍſư

ƍƳƍǋƷƷŴᚃɭ࠘ƷƋǔஜ؏עƴᆆ˰ƠƯ

ƸŴҤǇƖƕҾᐯ˟ƷٰᅛǓǤșȳȈŴǈƳ

ƖƯŴʻࢸᚃɭ࠘˰ܡƷᜯӖƳƲஜ؏עƴ˰ǈ

ǇƖȔǯȋȃǯƷ᧸ǤșȳȈƳƲƴңឃƠƨ

ዓƚǔእעƸưƖƭƭƋǔƱᎋƑǒǕǔŵ

ǓŴƦƏƠƨǤșȳȈƴᲫ᨞ƷǳȟȥȋǱȸ

ųᚃɭˊƴƸŴ᭗˯ࠀƳƲɧ̝ƞƸƋǔǋƷ

ǷȧȳǹȚȸǹǛ੩̓ƠƯƍǔŵ

ƷŴᧈ࠰˰ǜưƖƨ˰ܡƴग़ბƕƋǓŴƦƜǛ

ųʻࢸŴᬜԗᡀƷǨȪǢȞȍǸȡȳȈƷਗໜƱ

ᩉǕǔൿ࣎ƕƭƔƳƍƱƍƏᏑǋƋǔŵ

ƳǔžǈƳǇƖȩȜſǛɶ࣎ƴƞǇƟǇƳǤș

ųʻࢸƸ؏עƷ૾ŷƴǵȸȓǹ˄Ɩ᭗ᱫᎍӼ

ȳȈƕ͵ƞǕǔƕŴᙲஓƕƋǕƹ᨟ңщƠ

ƚ˰ܡƕʼᜱǛӖƚǔᚨưƳƘᐯᇌƷ˰

ƯƍƘƱƍƏŵƦƏƠƨƜƱƕŴᡈᨩƔǒλއ

ܡưƋǔƜƱǛ࠼ƘᛐჷǛƠƯǋǒƏƜƱŵƦ

Ơƨ˰ʴƴƱƬƯǋŴ؏עǛǑǓ៲ᡈƴज़ơǔ

ƠƯ؏עƷႻᛩᆸӝưǋƋǔžǈƳǇƖȩȜſ

ƜƱƴƭƳƕǔƠŴǨȪǢμ˳Ʒࣱ҄Ǜǋƨ

ƷѣǍ˰ǈஆƑૅੲሁƷǵȸȓǹǛዒዓ

ǒƢƜƱƴƳǔŵ

ƠŴ᭗ᱫᎍɭ࠘ƴƱƬƯǋᒉᎍɭ࠘ƴƱƬƯǋ
˰ܭॖӼƕ᭗Ƙž࣎ܤƠƯ˰ǈዓƚƨƍǈƳǇ
ƖǈǒƍƷܱྵǛƬƯƍƘſƱƷƜƱưƋƬ
ƨŵ
ųȪȎșȸǷȧȳȗȭǸǧǯȈưૢͳƞǕƨ
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COMMENT
জঅথॢ॔ॸথॲؙشઢਆऔ॒х

োؙ$औ॒
ؙୃق੬ਙك

ؙலহभઍमؚ
१شঅ५હऌৈೡऐક୧भইট

ؙવਐऋਉभകऊैীएैःभૺ૦थपક॒दः

থॺਜदघ؛
ઉமऩஂ૧मखऽच॒؛
ॖথইज़ওش

ञ॒ट؛
ୃभधऌप౼ዄኋपऩढथؚ
ऊাएैःো

३ঙথਜृؚ
ଞভਵ॑खऩऋैؚ
ाऩऔ॒॑ৄஹ

खथؚ
ੇपರढञऐोनؚ
৬ऋঽपऊऩऎऩढथ

ॉؚ
॑ቯअेअपखथःऽघ؛

खऽढञ؛

ؙোऊैःਖः়ॎचमؚ
୰ਞधऊदमऩ

ؙऒभঐথ३ঙথभऒधम૦थॊऊैੴढथःथؚ

ऎؚ
य़ॵॳথभڽھभઞः্दँढञॉؚ
उ௯भজঔ

ऽऔऊऒऒपકिधमઓॎऩऊढञऐोनؚ
ક॒दा

॥থඝदँढञॉؚ
जअःअોभরभऒधदघब؛

ॊध௫खःे؛
০मమपযदક॒दःॊ؛
ඬम

जभؚ
ๆभॡজॽॵॡؚ
மऩनभৃਚृؚ
ऒअ

ফपଈ॒दखऽढञऊैؚ
ڭযटधؚ
ऒभऎैःभઁ

ःअुभमनऒदਲ਼ढथःॊभटौअؼؼधःढञਖ

औऋठॆअनःः؛
ᄅाञःऩभमઁःभमॲও؛

ः়ॎचऋःदघब؛
दुؚ
எञठुघसथ॑པख

ؙऒऒपःॊधؚ
ःौ॒ऩযधਵखऋदऌؚ
ढ़ছड़ॣु

थःॊॎऐदमऩःभदؚ
੪पક॒दःञোभ

दऌॊखؚ
३ঝংشढ़॑شઞढथਚदେःुदऌ

্पୂःञॉखऽघ؛

ॊ؛
୫হमঽীदढथःॊऊैब؛
दुमदऌऩ

ؙোभाऩऔऽमؚ
রऺध॒नउોपःॊয

ः؛
ঊঝঃشऔ॒ऋౝपোढथؚ
ોभؚ
उ

ुःोयؚ
४पৢॎोञॉؚ
क़ज़شय़থॢपলऊऐै

௯ؚ
ॺॖঞभ॑ृढथऎोॊ؛

ोञॉؚ
ষपষऊोञॉघॊযुःथؚ
মਊपऴणअ

ؙ੪भঽ୧मؚ
ঽীभमତ৶खथؚ
০मचऋोऋક

भঐথ३ঙথधॎॉऽच॒؛

॒दःॊ؛
जऒपঽী৷भঋॵॻुँॊ॒ट؛
ཀभधऒ

ؙੳੴඪपणःथमؚ
ਈੂमज॒ऩदुऩऎथुؚ
ख

ौपुँॊऊैؚ
ਞऋःञैষऎऐोनؚ
चऋोञठ

ङणਤ॒दखऽढञॉؚ
मढऌॉखऩऎऩढथःॊऒ

मःऊैਵऋ়ॎऩः؛
අभऺअऊै౿॑ৄचप

धुँॉऽघऐोनؚ
ओੇఔपउइखऽघ؛
੦মप

ऎॊे؛

ँऽॉઠলखखऽच॒ऋؚ
जोधऩऎੇఔधমযभ

ؙऒऒपःॊऺअऋःः؛
৴ो়ःऋଈ॒दखऽढञ

पোढथؚ
৴൪૽भेअऩऒध॑खऽघ؛
ँऽॉোॉ

ऊैनअखेअुऩःे؛
ऒोਰ৬ऋபऎऩढञैؚ

ाૌऍऩःेअपधःअऒध॑ੱऋऐथःऽघ؛

୰टे؛
जोऽदमؚ
ङढधऒऒपःॊे؛

ؙਰमঈছॖॲঝউছথॼشभலহ॑खथःञभद
घऋؚ
ऒभலহ॑ीथाथؚ
ਘपऩॊऒधयऊॉद
घ؛
जखथؚ
োभाऩऔ॒मؚ
எञठऋऒऒपःॊ
ऒधेढथੱऔोॊभदؚ
எঽମुऒभலহमോी
ैोऩःऩؚ
धઓढथःऽघ؛
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Ū૰ ǰȩȳȉȞǹȈǈƳǇƖǈǒƍ
ũǵȸȓǹ˄Ɩ᭗ᱫᎍӼƚ˰ܡᲢᙐӳᚨᲣ





̏
ʀγʖϑη͘߶ྺं͜े
ʤৱಌɼਧʥ
ʀ௪ॶղॶۂࣆޤ
ʀղॶۂࣆޤ



ʀγʖϑη͘߶ྺं͜ेʤ࣪ڋ෨ʥ



   
ȐȡȎȡǳǿǳȇ



̐ʛ̓
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Ū૰ ᳅Ჽ᳅ǈƳǇƖǈǒƍ
˗ୁϜϱεϥϱʤࢬઅʥ


̏



ʀՆฯүԄ



ʀָಒέϧϔ







̐ʛ̔



ʀୁϜϱεϥϱʤ࣪ڋ෨ʥ
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