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持続可能な住宅地モデルプロジェクト-東急田園都市線たまプラーザ駅北側地区-

次世代郊外まちづくり 「コミュニティ・リビング」の取組 第１弾！
～（仮称）WISE(ワイズ) Living(リビング) Lab(ラボ)の整備に着手します～
横浜市と東京急行電鉄株式会社（以下「東急電鉄」という。
）は、平成２４年４月に締結した「次世代郊外まち
づくり」
（※）の推進に関する協定に基づき、たまプラーザ駅北側地区（横浜市青葉区美しが丘一・二・三丁目）
をモデル地区として、産・官・学・民の連携・協働によるまちづくりに取り組んでいます。
協定締結から５年目を迎える本年度、モデル地区の中心に位置し、東急電鉄が所有する土地・建物を活用して
「次世代郊外まちづくり」の情報発信や活動拠点となる場「
（仮称）ＷＩＳＥ Ｌｉｖｉｎｇ Ｌａｂ」
（ワイズ リ
ビング ラボ）
（以下、本施設）の整備に着手します。本施設は、次世代の暮らしを体感できる「エネルギーと暮
らしのギャラリー棟」
、次世代の郊外での働き方を実践するコワーキングスペースや、空家活用・住替え・建替等
の促進を目的とした住まいの相談窓口を備えた「コミュニティと住まいのコンサル棟」
、集合住宅のモデルルーム
をはじめとした「次世代郊外まちづくり」に関する展示や、コミュニティの醸成を促進するワークショップ等を
行う「まちづくりと住まいのギャラリー棟」の３棟から成り、
「次世代郊外まちづくり」の活動拠点として活用し
ます。施設全体のグランドオープンは、平成２９年春を予定しており、本施設の完成を契機に、
「次世代郊外まち
づくり」が目指す「コミュニティ・リビング」
（※別紙１参照）の取組が動き出します。
これまで、
「次世代郊外まちづくり」の取組を推進する中、平成２５年には「住民創発プロジェクト」がスター
トし、プロジェクトで認定された各団体の活動は現在も自主的に継続され、地域活動への参加も進むなど、エリ
アマネジメントに向けた仕組みづくりが始まっています。
こうした状況の中、
「次世代郊外まちづくり」の取組を広く収集・発信し、住民創発プロジェクト認定団体をは
じめとした地域の方の活動の拠点となる「場」を整備することで、
「次世代郊外まちづくり」の取組を地域の方と
共創していきます。

全体イメージ（※現段階での施設イメージ図です）
本施設を通じ、リーディング・プロジェクト２０１６（※別紙２－１参照）に掲げる「地域のエリアマネジメ
ント・エネルギーマネジメントに向けた仕組みづくり」
、
「
『コミュニティ・リビング』モデル・プロジェクト」を
推進することで、次世代郊外まちづくりが目指す、
「産・官・学・民の連携・協働による、郊外住宅地における良
好な住宅地とコミュニティの持続・再生」を実現します。
裏面あり

施設概要

「次世代郊外まちづくり」
モデル地区エリア
（美しが丘一・二・三丁目）

西棟

計画地
中央棟
東棟（新築）
美しが丘公園
美しが丘公園
東急田園都市線

至 鷺沼

案内図

たまプラーザ駅

配置図

至 あざみ野

所在地：横浜市青葉区美しが丘二丁目２３番１，３
面 積：３，８９２．３８㎡
所有者及び事業者：東急電鉄

「次世代郊外まちづくり」が目指す街の将来像である「ＷＩＳＥ Ｃｉｔｙ」
（※別紙２－２参照）を体現する
ため、東急電鉄が保有する既存の建物（西棟、中央棟）をリニューアルするとともに、一棟（東棟）を新築しま
す。各棟の役割を分担することで、街区全体を「次世代郊外まちづくり」の活動拠点として活用します。
施設の詳細は下記のとおりです。
【西棟】
「エネルギーと暮らしのギャラリー棟」
（既存棟改修）
次世代の戸建住宅のあり方を示した実証モデルの展示や、最新の省エネ設備・家電等の展示、高齢化社会に
対応する生活利便サービスの紹介等を通じ、次世代の暮らしを体感できます。
【中央棟】
「コミュニティと住まいのコンサル棟」
（既存棟改修）
コワークスペースでの周辺住民も含めた次世代の郊外での働き方の実践や、
「次世代郊外まちづくり」を考え
る各種セミナーやワークショップの開催等により地域活動の活性化を図るとともに、空家活用・住替え・建替
等を促進するため、住まいの相談窓口を設置します。
【東棟】
「まちづくりと住まいのギャラリー棟」
（新設棟）
「たまプラーザ駅北地区地区計画」に定められる集合住宅のモデルルームをはじめとした「次世代郊外まち
づくり」に関する展示場や、地域に開かれた飲食店（カフェ）の誘致によりコミュニティの醸成を促進するワ
ークショップ等の取組みを実施します。
※「次世代郊外まちづくり」の概要
次世代郊外まちづくりは、
「既存のまちの持続、再生」を目的に、地域住民、行政、大学、民間事業者の連携・
協働によって「暮らしのインフラ」と「住まい」を再構築し、少子社会、高齢社会の様々な課題を一体的に解決
していくことを目指していく、従来にない参加型・課題解決型のまちづくり手法で進めるプロジェクトです。横
浜市が推進している「環境未来都市」の主要な取組である「持続可能な住宅地モデルプロジェクト」に位置付け
られています。
＜次世代郊外まちづくりＵＲＬ＞ http://jisedaikogai.jp/
以

上

お問合わせ先
横浜市 建築局住宅部住宅再生課長
温暖化対策統括本部企画調整部環境未来都市推進課担当課長

大友 直樹
宮本 薫

Tel 045-671-4543
Tel 045-671-2336

横浜市地形図複製承認番号 平 28 建都計第 9016 号

報道関係者 各 位

平 成 28 年 ７ 月 28 日
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東京急行電鉄株式会社

「コミュニティ・リビング」の取組み第１弾！
～情報発信や活動拠点となる場「（仮称）ＷＩＳＥ Ｌｉｖｉｎｇ Ｌａｂ」の整備に着手～
横浜市と東京急行電鉄株式会社（以下「東急電鉄」という。
）は、平成２４年４月に締結した「次世代郊外まち
づくり」
（※）の推進に関する協定に基づき、たまプラーザ駅北側地区（横浜市青葉区美しが丘一・二・三丁目）
をモデル地区として、産・官・学・民の連携・協働によるまちづくりに取り組んでいます。
協定締結から５年目を迎える本年度、モデル地区の中心に位置し、東急電鉄が所有する土地・建物を活用して
「次世代郊外まちづくり」の情報発信や活動拠点となる場「
（仮称）ＷＩＳＥ Ｌｉｖｉｎｇ Ｌａｂ」
（ワイズ リ
ビング ラボ）
（以下、本施設）の整備に着手します。本施設は、次世代の暮らしを体感できる「エネルギーと暮
らしのギャラリー棟」
、次世代の郊外での働き方を実践するコワーキングスペースや、空家活用・住替え・建替等
の促進を目的とした住まいの相談窓口を備えた「コミュニティと住まいのコンサル棟」
、集合住宅のモデルルーム
をはじめとした「次世代郊外まちづくり」に関する展示や、コミュニティの醸成を促進するワークショップ等を
行う「まちづくりと住まいのギャラリー棟」の３棟から成り、
「次世代郊外まちづくり」の活動拠点として活用し
ます。施設全体のグランドオープンは、平成２９年春を予定しており、本施設の完成を契機に、
「次世代郊外まち
づくり」が目指す「コミュニティ・リビング」
（※別紙１参照）の取組みが動き出します。
これまで、
「次世代郊外まちづくり」の取組みを推進する中、平成２５年には「住民創発プロジェクト」がスタ
ートし、プロジェクトで認定された各団体の活動は現在も自主的に継続され、地域活動への参加も進むなど、エ
リアマネジメントに向けた仕組みづくりが始まっています。
こうした状況の中、
「次世代郊外まちづくり」の取組みを広く収集・発信し、住民創発プロジェクト認定団体を
はじめとした地域の方の活動の拠点となる「場」を整備することで、
「次世代郊外まちづくり」の取組みを地域の
方と共創していきます。

全体イメージ（※現段階での施設イメージ図です）
本施設を通じ、リーディング・プロジェクト２０１６（※別紙２－１参照）に掲げる「地域のエリアマネジ
メント・エネルギーマネジメントに向けた仕組みづくり」
、
「
『コミュニティ・リビング』モデル・プロジェクト」
を推進することで、次世代郊外まちづくりが目指す、
「産・官・学・民の連携・協働による、郊外住宅地における
良好な住宅地とコミュニティの持続・再生」を実現します。
裏面あり

施設概要

「次世代郊外まちづくり」
モデル地区エリア
（美しが丘一・二・三丁目）

西棟

計画地
中央棟
東棟（新築）
美しが丘公園
美しが丘公園
東急田園都市線

至 鷺沼

案内図

たまプラーザ駅

配置図

至 あざみ野

所在地：横浜市青葉区美しが丘二丁目２３番１，３
面 積：３，８９２．３８㎡
所有者及び事業者：東急電鉄

「次世代郊外まちづくり」が目指す街の将来像である「ＷＩＳＥ Ｃｉｔｙ」
（※別紙２－２参照）を体現する
ため、東急電鉄が保有する既存の建物（西棟、中央棟）をリニューアルするとともに、一棟（東棟）を新築しま
す。各棟の役割を分担することで、街区全体を「次世代郊外まちづくり」の活動拠点として活用します。
施設の詳細は下記のとおりです。
【西棟】
「エネルギーと暮らしのギャラリー棟」
（既存棟改修）
次世代の戸建住宅のあり方を示した実証モデルの展示や、最新の省エネ設備・家電等の展示、高齢化社会に
対応する生活利便サービスの紹介等を通じ、次世代の暮らしを体感できます。
【中央棟】
「コミュニティと住まいのコンサル棟」
（既存棟改修）
コワークスペースでの周辺住民も含めた次世代の郊外での働き方の実践や、
「次世代郊外まちづくり」を考え
る各種セミナーやワークショップの開催等により地域活動の活性化を図るとともに、空家活用・住替え・建替
等を促進するため、住まいの相談窓口を設置します。
【東棟】
「まちづくりと住まいのギャラリー棟」
（新設棟）
「たまプラーザ駅北地区地区計画」に定められる集合住宅のモデルルームをはじめとした「次世代郊外まち
づくり」に関する展示場や、地域に開かれた飲食店（カフェ）の誘致によりコミュニティの醸成を促進するワ
ークショップ等の取組みを実施します。
※「次世代郊外まちづくり」の概要
次世代郊外まちづくりは、
「既存のまちの持続、再生」を目的に、地域住民、行政、大学、民間事業者の連携・
協働によって「暮らしのインフラ」と「住まい」を再構築し、少子社会、高齢社会の様々な課題を一体的に解決
していくことを目指していく、従来にない参加型・課題解決型のまちづくり手法で進めるプロジェクトです。横
浜市が推進している「環境未来都市」の主要な取組みである「持続可能な住宅地モデルプロジェクト」に位置付
けられています。
＜次世代郊外まちづくりＵＲＬ＞ http://jisedaikogai.jp/
以
上
お問合わせ先
横浜市 建築局住宅部住宅再生課長
温暖化対策統括本部企画調整部環境未来都市推進課担当課長
東京急行電鉄株式会社 社長室広報部広報課 報道担当

大友 直樹
宮本 薫

Tel 045-671-4543
Tel 045-671-2336
Tel 03-3477-6086

【別紙１】 コミュニティ・リビングの概要
コミュニティ・リビングとは、郊外住宅地の歩いて暮らせる生活圏の中で、暮らしの基盤となる住まいや住民
の交流、医療、介護、保育や子育て支援、教育、環境、エネルギー、交通・移動、防災さらには就労といった様々
なまちの機能を、密接に結合させていく考え方です。大規模なコミュニティ・リビングは、多世代かつ多様な住
民が交流し、活動する地域のリビングルームであり、郊外住宅地の中の暮らしと住まいの拠点となります。
コミュニティ・リビングを実現していくことによって、自分の住まいから歩いていける距離に必要な暮らしの
機能が揃うことになり、多世代の住民の暮らしや交流・活動を支えることができるようになります。また、地域
住民が気軽に集まる場ができ、住民の交流や活動も活発になることが期待できます。

【別紙２－１】 次世代郊外まちづくり リーディング・プロジェクト２０１６
No.

プロジェクト名

内

容

1

地域のエリアマネジメント・エネルギーマネ
ジメントに向けた仕組みづくり

地域に関わる多様な組織・グループがともにまちづくりに取
り組めるよう、様々な主体による活動のネットワーク化を進
めるとともに、新エネルギーなどを活用した自立分散型エネ
ルギー拠点の検討などを通じて、既成市街地でのスマートコ
ミュニティづくりを推進します。

2

まちぐるみの保育・子育てネットワークづく
り

誰もが参加できる子育てしやすいまちを目指し、保育・子育
てに関わる様々な主体が連携・協働していくための顔の見え
る場づくりを進めます。

3

快適で健康な生活を支えるまちの仕組みづく
り

誰もが安心して快適に住み続けられるまちを目指し、健康づ
くりにつながる取組みを進めるとともに、健康に生活を営め
るまちの仕組みづくりを推進します。

4

「コミュニティ・リビング」モデル・プロジ
ェクトの推進
―社宅・住宅団地等の再生とコミュニティ拠
点の実現―

コミュニティ・リビングの実現を目指し、モデル地区内を中
心に社宅・住宅団地等の再開発について、民間事業者との連
携・協働による取組みを進めるとともに、次世代郊外まちづ
くりの拠点整備を進めます。

5

商店街と連携したまちの賑わいづくり

「コミュニティ・リビング」モデル・プロジェクトの
推進を契機に、周辺商店街と連携したまちの賑わいづ
くりを進めます。

次世代のまちづくりを担う人材育成の推進

地域や企業と連携し、公的資源をこれまで以上に有効に活用
するための仕組みづくりを進めるとともに、シビック・プラ
イドの醸成を通じて、次世代のまちづくりを担う人材の育成
を進めます。

6

【別紙２－２】 ＷＩＳＥ Ｃｉｔｙの概要
Wellness & Walkable

Intelligence & ICT

多世代が充実したライフス
タイルを実現し、生き生きと
健康的に暮らせるまち

生活サービスや住民の参
画・活躍を、最先端情報技
術で支えるまち

WISE City
Smart・
Sustainable & Safety
生活サービスの総合的な連
携と継続可能性を図り、世代
が循環していくまち

（ワイズシティ）

Ecology･Energy
& Economy

環境負荷の低減と地域経
済の循環を図り、環境とエ
ネルギー、経済の観点から
再構築されたまち

「次世代郊外まちづくり基本構想２０１３」に掲げる、良好な住環境とコミュニティの持続・再生が実現した郊
外住宅地の将来像。Wellness & Walkable、Intelligence & ICT、Smart･Sustainable & Safety、Ecology･Energy
& Economy の頭文字をとった造語。
「賢いまちづくり」という意味も込められています。
以

上

