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In this study, we will explore the factors for continuing Area Management activities around Minamiosawa Station and 

the direction of future activities. Suburban cities such as Minamiosawa are susceptible to social issues and changes in 

peripheral functions, so it is necessary to carry out sustainable Area Management activities that can respond to 

changes. Minamiosawa is an area where trends are drawing attention, such as the formulation of future town 

development policies and the selection of smart city advance implementation areas. As a result, as continuation 

factors, cooperation with external organizations, environment where pedestrian decks can be used, inheritance of 

purpose within members, utilization of members' resources, appointment to the secretariat of companies that 

emphasize regional cooperation and transfer work Ingenuity and enthusiasm of the central figure can be considered. 

Future directions include rebuilding relationships with other organizations to meet a wide range of regional needs, 

securing financial resources and developing human resources to expand the range of activities. 
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1. はじめに

1-1 研究の背景 

多摩ニュータウン西部に位置する南大沢（東京都八王子市）

では1983年のまちびらき以降、バブル崩壊などの要因により住

宅地だけでなく駅前商業地においても未処分地が多く残ってし

まっていた 1）。また、当初の多摩ニュータウンは宅地開発のみに

重点が置かれ、商業や娯楽性などについて考慮されておらず 2）、

昼夜間人口に大きな差が生まれ、京王相模原線南大沢駅前も閑

散としていた。加えて、ゴミやガムのポイ捨て、迷惑駐輪など

も目立つようになっていた。そのような課題に対応するため、

2003 年に『元気な街』南大沢協力の会（以下、『元気な街』）が

発足し、南大沢駅前を中心にイベントを中心とした様々なエリ

アマネジメント（以下、エリマネ）活動を行ってきた。 

しかし、現在の南大沢では定住意向や地域への帰属意識が低

く、「幅広い世代がつながりをもって暮らせるまちづくり」が課

題としてあげられている 3）。2012 年 4 月から横浜市と東急電鉄

が共同で行っている「次世代郊外まちづくり(1)」における調査 4）

でも「コミュニティの希薄化が進めばハード面のまちづくりを

進めても、まちの魅力が向上することは難しい」と考えられて

おり、このような課題は南大沢に限らず、大都市郊外の住宅地

で共通している。さらに、現在南大沢では、駅周辺土地利用や

スマートシティ等まちづくりに向けた様々な動きがあり（後述）、

今後の動向に注目すべき状況であると言える。 

また、エリマネなど地域のまちづくりでは多くの場合、その

成果が現れるには多大の時間を要し、活動の意義を徐々に見失

っていくケースなど、持続性に対する課題が指摘されていたり 5）、

取り組みが社会的な影響力を持ち社会に定着していくには、通

常長期的な活動が必要である 6）ことが指摘されていたりしてお

り、エリマネ等のまちづくり活動は継続的に行うことが必要で

あると考える。 

エリマネ活動では人材面、財政面も課題となっており 7）、人材

を確保するための財源不足、活動を支える人材の不足など、継

続的に活動を行うことに関する課題 8)も先行研究の中であげら

れている。とりわけ、社会経済状況や周辺機能の変化に大きな

影響を受けやすい南大沢のような郊外地域は、時代の変化に柔

軟に対応可能で持続的なエリマネが必要であると考える。 

1-2 研究の目的・方法・構成 

以上のような背景から本研究では、南大沢駅周辺におけるエ

リマネの継続要因と地域のニーズにマッチした活動にするため

の今後の方向性を模索することを目的とする。具体的には、第

一に、『元気な街』の変遷とエリマネ活動としての役割、第二に、

活動の継続要因と考えられる会員内部での思いの継承と役割、

第三に、これまでの活動とまちの課題の対応関係を明確にして

今後の目指すべき方向性に関して、調査分析を行う。 

研究の構成は、第 2 章で南大沢の概要・歴史を整理し、取り

上げる対象の大枠を掴む。また、まちの状況を定量的なデータ

を用いて把握するため、南大沢駅の乗車数、地価を参考資料と

して用いた。第3章では、『元気な街』のこれまでの活動を整理

し、活動の目的や意識の変化を明らかにする。さらに、整理し
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た活動がエリマネとしてどのような要素を持っているかに注目

し、分類分けを行う。第4章では、『元気な街』の活動の継続要

因の一つであると考えられる会員の各企業内部での目的や活動

の継承状況に着目し、意識やモチベーション、担っている役割

を明らかにする。第5章では、『元気な街』の活動を地域の課題・

ニーズに対応しながら今後も継続していくための方法・方向性

を模索する。第 6 章において、第 3，4，5 章の調査・考察を基

に、本研究の論点を整理する。 

 

2. 南大沢の変遷と課題 

2-1 南大沢の変遷 

明治時代、現在の八王子市域には「大沢村」が二つ存在し、

南側にある大沢村ということから、南大沢と名付けられた。そ

の後、東京都市部の急激な人口増加の受け皿として昭和40年に

多摩ニュータウンの計画が決定され、八王子市、町田市、多摩

市、稲城市にわたり開発が行われた。農村地帯であった南大沢

は多摩ニュータウンの西部地区として開発が行われ、多摩ニュ

ータウン西部地区開発大綱において、商業や業務施設、公共施

設などを整備することが計画され、西部地区の中心となる西部

地区センターとして位置づけられた。 

1978年に東京都による本格的な造成工事が開始され、1983年

にまちびらきが行われた。当初の計画では業務機能については

考えられておらず、昼夜間人口の差が大きくなってしまった。

昼夜間人口の差を解消するために1986年には新住宅市街地開発

法が改正され、業務施設の立地が可能となった。しかし、京王

相模原線南大沢駅周辺は、バブル景気崩壊の影響を受け、本来

賑わいがあるはずの駅前さえも一部を除き、広大な未処分地が

残されてしまったり（井門 1999）、計画された入居人口の57％

に留まり、企業進出も低迷するなど広大な分譲用地が残ってし

まったりする（日本SC協会 2005）など未処分地が多数残って

しまい、想定されていた程の賑わいは見られなかった。 

 1988年には京王相模原線が南大沢駅まで延伸され、1991年に

東京都立大学が移転、1992年以降は「パオレ」「ガレリア・ユギ」

など南大沢駅前の商業施設の開業が相次いだ。南大沢駅の南地

区は地域居住者の生活に密着する地域の核としての生活、文化

エリア、北地区は都市の活力を高め、高次化を図るための活力、

創造エリアとして計画された。一方、1994年には「柚木そごう」、

1995 年には「ダイエー南大沢店」が閉店し駅前の衰退も見られ

た。1999年に南大沢駅北側の都有地の暫定利用計画が決定され、

南大沢センター地区暫定土地利用事業者の募集が行われ、企画

コンペに当選したのが三井不動産株式会社であり、2001 年に

「ラ・フェット多摩南大沢」（現 三井アウトレットパーク 多

摩南大沢）がオープンした。 

2015 年 3 月に策定された都市づくりビジョン八王子（第二次

八王子市都市計画マスタープラン）9）では、東部地域の地域拠点

に位置付けられており、中心拠点の機能と連携し、商業、業務、

生活支援サービスなどの都市機能の集積を図るとされている。

また、2019 年度には東京都が「南大沢駅周辺地区まちづくり方

針策定等検討委員会」を設置し、今後のまちづくりの方針が策

定予定となっている。2020 年に最先端技術を都市の中で実装す

る「スマート東京」の先行実施エリアに選定されたり、加えて

2027 年には２駅隣の橋本駅にリニア中央新幹線が開通され乗降

客数の増加が見込まれたり、今後、社会経済的、空間的側面に

おいて大きな変化が予想される。 

京王相模原線南大沢駅の乗車数は（図1）、1988年の南大沢駅

開業以来、右肩上がりで乗車数は増えている。1991 年の東京都

立大学の移転や、2000 年のラ・フェット多摩南大沢の開業など

を契機に乗車数が大きく伸びていることが分かる。現在も緩や

かな上昇傾向にある。 

 南大沢の地価の推移をみると（図2）、1988～1990年がピーク

であり、その後は2006年まで下降傾向である。しかし、その後

2012年、2013年にかけてもう一度下降傾向になるが、2020年に

かけて緩やかな上昇傾向になっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 京王相模原線南大沢駅乗車数、南大沢の地価推移 

 

2-2 『元気な街』の発足と運営の概略 

南大沢では、東京都が西部地区センター活性化対策事業（以

下、活性化対策事業）として様々な活動を行い、その中で事業

者や住民が一体となってまちづくりを進めてきた。その後、南

大沢駅前の商業施設の撤退が続き、開発以前から住んでいた地

域住民が東京都に都有地の暫定利用を依頼し、「ラ・フェット多

摩南大沢」を誘致した。「ラ・フェット多摩南大沢」が地域連携

を重視していたこともあり、活性化対策事業の協議会を基にし

て、「末永い賑わいづくり」を目的に『元気な街』の発足に至っ

た。会長は、当時の南大沢市民センター住民協議会会長、副会

長をコーヒーチェーンの南大沢店オーナー、事務局を「ラ・フ

ェット多摩南大沢」の当時の所長が務めた。会員は、南大沢駅

周辺の事業者に加え、南大沢市民センター住民協議会、南大沢

町会が住民団体として参加していた。活動としては、それぞれ

の企業や団体がこれまでに行っていた活動を持ち寄り、年間の

スケジュールを作成し管理を行い、運営はこれまで通り各団体

が行うという体制であった。そのため、活動のPRや協力という

かたちで『元気な街』は機能していた。この運営体制は今でも

続いている。主な活動場所は、南大沢駅前のペデストリアンデ

ッキであり、当時は東京都へ占有許可を申請し二週間ごとに許

可を得ていた。現在は、年に一度八王子市へ道路占有許可を出

し、一年分の許可を得ている。現在（2020 年）の会員は個人で

の参加が会長をはじめ 3 名、南大沢周辺に立地している教育機
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関が 3 団体、商業施設や交通機関など南大沢駅周辺の事業者 31

団体であり、発足当時のような住民団体の参加は見られない。 

 

3. 『元気な街』の活動の変遷とエリマネとしての役割 

3-1 調査方法  

本章では、『元気な街』の活動の目的や中心人物の意識の変化、

これまでに行ってきた活動のエリマネとしての役割を明らかに

することを目的として、これまでの活動の整理と関係者へのヒ

アリング調査を行った。 

まず初めに、『元気な街』の年間活動計画（2008～2011、2016、

2018～2020）、理事会の議事録（第2回～第190回）を基にこれ

までの活動を抽出した。抽出した活動を開催された年ごとにプ

ロットし、継続的に行われているものは矢印で表した。次に、

活動内容ごとに分類分け（集客イベント、環境改善、防犯・防

災、広報）を行い、活動時期が早いものから順に配置した。イ

ベント内の一プログラムなど関連した活動は隣り合わせて配置

した。活動主体が明らかな活動には色付けをした（赤：『元気な

街』主催、青：『元気な街』の会員が主催、緑：外部団体が主催、

黒：主催者不明、白：中止）。このような作業を行い、『元気な

街』の活動年表（図3）を作成した。また、『元気な街』の会長、

発足当時の関係者へのヒアリングから、発足当時や活動につい

ての意識を調査し、どのような変化があったのかを確認した。 

次に、年表として整理した『元気な街』の活動がエリマネ活動

としてどのような要素を持っているかを明らかにするために、

国土交通省が発行している「エリアマネジメント推進マニュア

ル 10)」に記載されているエリマネの要素一覧（表2）の項目ごと

に『元気な街』の活動を当てはめ、エリマネ要素別活動一覧（表

3）を作成した。要素一覧に当てはまらない活動は「商業プロモ

ーション」として新たな項目を追加した。 

表 1 エリマネ要素一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-2 『元気な街』の活動  

(1) これまでの活動内容の分析 

①外部団体との連携した活動の運営体制 

『元気な街』の活動は全体を通して外部団体主催の活動が多い。

このような方法は、財源が少ない中でも数多くの活動を行うこ

とにつながり、「無理なく活動を続けることができた」と発足当

時の関係者も語っていたことから、継続要因の一つと言える。

しかし、『元気な街』の自主財源確保や活動の更なる発展にはつ

ながらず、今後の課題と考えられる。 

②当時の地域の課題に対応した活動 

発足当時は、環境改善に関する活動が多くみられた。このよう

な活動は、当時の南大沢の課題としてあげられていたガム・ゴ

ミのポイ捨てや迷惑駐輪などの駅前の課題に対応するために行

われた活動であると考えられる。 

③発足当初から継続的に行われている活動 

発足当時から行われている活動は、市民センターまつりや八

幡神社前夜祭など地域のまつりとも言える活動と、東京都が主

導で行っていた活性化対策事業から継承した活動であった。発

足当時の関係者へのヒアリングより、フラワーフェスティバル

などのイベントでは、行政と民間、地域住民が一体となってま

ちづくりを行おうという思いから開催されていたイベント（現

在も継続）であり、地域住民が参加する機会となっていたとい

うことが分かった。また、『元気な街』の発足以前からペデスト

リアンデッキの使用が行われており、行政から活動を継承した

組織であるという信頼性により、継続的にペデストリアンデッ

キの使用が可能となっていると推察される。 

発足当初から行われている活動は一つの活動の中でいくつか

のプログラムが組まれているものが複数確認された。その際に

は、ペデストリアンデッキと同時に「三井アウトレットパーク

多摩南大沢」（以下、MOP）内のステージを使用することも多く、

オープンモール(2)型の空間特性が活かされている。 

④活動の多様化 

2011 年以降は、南大沢マルシェ、南大沢パンまつりなど、新

規のイベントが開催されるようになった。『元気な街』の会長へ

のヒアリングにより、2011 年に会長の交代があり、ここで意識

の変化があったことが分かった。これまでは、東京都の事業を

引き継いだこともあり、地元住民と事業者が一緒になって地域

の課題解決に向けて地域密着型の活動を中心に行ってきた。し

かし、会長が交代したことにより、地域密着に加え「集客」を

重視する方針の変化があり、2012 年以降に物販の伴うマルシェ

などの新たなイベントが行われるようになったと考えられる。 

また、2014年に始まった南大沢パンまつりは2019年に、はち

おうじみんなのオータムマルシェへ名称を変え、地元の農家が

育てた野菜、地元の飲食店のメニューなどを販売するマルシェ

も同時に行われるようになり、地域の産業振興も視野に入れた

活動がみられるようにもなった。その一方で、警察や消防と連

携した防犯・防災活動も近年はより活発になっている。2014 年

には南大沢駅前のアーケードの壁面を利用した広告版の利用を

開始し、『元気な街』の活動や会員を掲載しており、会自体の認

知度向上に努めている。2016 年からは南大沢駅周辺施設の紹介

や、飲食店の情報を掲載している「南大沢グルメマップ」、2020

年からは、『元気な街』の課題の一つであった活動の周知を促進

するため「南大沢かわら版」を発行し、南大沢駅前で行われる

イベントのスケジュールや周辺商業施設の情報を掲載している。 
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図 2 『元気な街』南大沢協力の会活動年表 

(2) 『元気な街』のエリアマネジメントとしての役割 

「エリマネ要素別活動一覧」より『元気な街』のこれまでの

活動は、「居住環境や地域の活性化に関する活動」「コミュニテ

ィ形成」「商業プロモーション」の３つに大きく分けられた。 

エリマネ要素別活動一覧（表3）は、これまでの『元気な街』

の活動をエリマネの要素別に当てはめ、どのような活動がいつ

頃どのくらい行われてきたかを整理した表である。活動が行わ

れた年に「〇」を、活動予定であったが中止になってしまった

年は「△」を記入している。セルの色分けは活動の主催者を表

しており、ピンクは「元気な街」、青は「元気な街」会員、緑は

「元気な街」外部団体、白は主催者が不明である。 

①居住環境や地域の活性化に関する活動 

本カテゴリーは更に６項目に分かれ、その全てにおいて活動

が行われている。「地域の防犯性の維持・向上」は、『元気な街』

が警察や消防に依頼し、防犯・防災訓練を行っている。会員が

一堂に会すため、一度に多くの企業へ情報の周知・共有を行う

ことができていると南大沢警察への調査で述べられていた。 

「地域の快適性の維持・向上」は、いずれの活動も2009年ま

でに活動が始まっており、当時の南大沢駅周辺の課題に対応し

た活動であると言える。これらの活動は南大沢駅周辺で行われ

ており、「地域の快適性の維持・向上」として分類されているが、

「“駅周辺”地域の快適性の維持・向上」と考えられる。 

「地域のPR・広報」は、2006年頃を中心に『元気な街』が主 

表 2 エリマネ要素別活動一覧 
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体となって行い、2014 年以降に再び活発になった。南大沢グル

メマップや南大沢かわら版は、『元気な街』が後援、会員である

株式会社多摩ニュータウン開発センターが企画・編集・発行を

行っている。南大沢周辺施設の情報も記載されており、『元気な

街』のPRと共に地域のPR活動も行っていると言える。 

「地域経済の活性化」「空家・空地等の活用促進」「地球環境

問題への配慮」は、活動の主目的として行われているのではな

く、活動の一要素として該当している。 

②サービス提供、コミュニティ形成等のソフトの活動 

本カテゴリーでは、「コミュニティ形成」に関する活動がみら

れた。南大沢駅前で行われている活動により、人が集まり、駅

前での様々な交流が生まれていると考えられる。また、三井ア

ウトレットパーク多摩南大沢（以下、MOP）のステージを利用

して、近隣大学のサークル、囃子連などの活動が行われている。 

③商業プロモーション 

『元気な街』は各企業や団体が別々に行っていた活動を持ち

寄って『元気な街』としての活動が開始したという背景があり、

商業施設独自のイベント等活動も見受けられる。駐車場連携な

ど、商業施設間で連携して行っている活動もみられ、またヒア

リングから商業施設間の情報交換など、日常の何気ない会話の

中での交流も利点の一つであるという声もあり、商店会として

の役割も持っていると考えられる。 

 

3-3 小括 

 本章では、これまでの『元気な街』の活動の整理・分析や、

会長と発足当時の関係者へのヒアリングから『元気な街』の活

動目的や活動内容の変化を明確にすることができた。継続要因

としては「外部団体と連携した運営体制」「ペデストリアンデッ

キを使用できる環境の存在」が考えられる。 

また、多くの活動がエリマネとしての要素を持っていること

も、エリマネ活動の整理から分かった。 

 

4. 『元気な街』南大沢協力の会会員の意識と役割 

4-1 調査方法 

 本章では、『元気な街』会員の各企業内部での活動目的や活動

の継承状況を明らかにするために、『元気な街』の理事会におい

て、アンケート調査を実施し、11団体12名から回答を得た。「入

会時の参加動機」（図 5）や「現在の活動動機」（図 6）、あるい

は「『元気な街』が果たす役割」に関しては、得られた回答を空

間的に捉えた場合に、「各施設―駅周辺―まち全体」のどこへ向

いているか解釈した上で、図示した。 

 

4-2 会員の意識 

入会時の参加動機（図5）は、まちの活性化や集客など、まち

全体へ意識が向いた回答が多いことが分かる。少数ではあるが、

商業の活性化や施設間の連携など商店会としての目的を持った

会員も存在する。 

現在の活動動機（図6）は、現在どのような思いを持って活動

に参加しているかを聞いた。入会時の参加動機と同様にまち全

体に焦点を当てた回答が多いことが分かる。発足から17年が経

った今も、発足当時の思い・目的が継承されており、入会から

日が浅い会員にもその思いは共有されていると言える。 

会員の考えている『元気な街』が実際に果たしている役割（図

7）は、各施設からまち全体に対する回答まで様々見られた。「入

会時の参加動機」「現在の活動動機」に比べ、駅周辺に関する回

答が多く、現在の活動が駅周辺に留まっていることが会員アン

ケートからも伺える。  

 以上より、『元気な街』発足当時の目的が現在まで継承されて

いる点が継続要因の一つであり、目的と実際の活動に差が生ま

れていると考えられる。 

 

4-3 会員の果たす役割 

会員が果たす役割としては、ステージ等空間の利用、水道・

図3 『元気な街』の活動の変化と南大沢のまちの変化の対応関係 
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電気の提供、社員の活動への参加、部屋の貸出しなどがあげら

れた。この点は、会員の大半が民間企業であることによる特徴

であり、活動を行う際には会員が持つ資源を互いに提供し合っ

てきたことが分かる。 

また、会員である各企業内部での引継ぎが必要な点も『元気

な街』の特徴である。引継ぎ業務については、紙媒体と口頭が

それぞれ３件ずつ（重複あり）回答があった。ただし、事務局

を務めているMOPに関しては、担当者を１年ほど被らせ、スム

ーズに引継ぎができるよう工夫をしていることが分かった。

MOPは開発段階から地域連携を大切にし、様々な活動を行って

いたことが発足当時の関係者へのヒアリングから分かっている。

このような地域連携を重視している企業が事務局を務め、時間

をかけた引継ぎが行われてきたことは、継続要因の一つである

と考えられる。 

課題・問題点としては「活動のマンネリ化」「一部の理事への

集中」などがあげられ、課題である一方、中心人物の熱い思い

が会のまとまりを生み、継続できた要因でもあると考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4 入会時の参加動機 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5 現在の活動動機 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6 会員の思う『元気な街』の役割 

 

4-4 小括 

各会員へのアンケートから、会員の意識の所在が明らかにな

った。まち全体に対する意識はあるものの、実際の活動は駅周

辺に留まってしまっている点が今後の課題として考えられる。 

本章で分かった継続要因としては、会員内での目的の継承、

会員の持つ資源の活用、地域連携を重視した企業の事務局への

着任と引継ぎ業務、中心人物の熱意が考えられる。 

5. 南大沢における今後のエリアマネジメント活動の方向性 

5-1 調査方法 

『元気な街』の活動が地域の課題、要望に対応しているかを

明確にし、地域のニーズにマッチした活動にするための方向性

を模索するため、３章で用いた「エリマネの要素一覧」を用い

て南大沢におけるエリマネ活動の対応状況（表４）を整理した。 

 『元気な街』が実際に行っている活動は「エリマネ要素別活

動一覧（表 3）」を基に「◎」をプロットした。地域の課題・ニ

ーズは、『元気な街』内部への調査（会長、事務局へのヒアリン

グ、会員へのアンケート）と外部への調査（南大沢市民センタ

ー住民協議会、南大沢町会へのヒアリング）、住民の意見として

市政世論調査など八王子市が行った調査 3)から抽出し、対応する

項目に「〇」をプロットした。この表から『元気な街』の活動

と地域の課題・ニーズの対応関係をみた。 

 

表 3 南大沢におけるニーズとエリマネの対応状況  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

凡例 実際に活動が行われている要素：◎、ニーズのある要素：〇 

 

5-2 活動と地域のニーズの対応関係 

 『元気な街』の課題、目指したい方向性について、会の内部

からあげられたのは、「会自体・活動のPR」「地域内のアクセス

向上」「様々な組織間の連携」であり、⑦地域の PR・広報、⑫

地域の利便性の維持・向上、生活支援サービス等の提供、⑬コ

ミュニティ形成に該当した。 

 会の外部からあげられた地域の課題・ニーズは、「団体同士の

連携」「学生とのつながり」であり、⑬コミュニティ形成に該当

する。また、住民の意見として市政世論調査の東部地域におけ

る市政への要望には、「高齢者福祉」「防災・減災対策」「保健・

医療」「子供・子育て支援」「環境保全」が５年連続で上位５位

に入っており、⑩地球環境問題への配慮、⑫地域の利便性の維
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持・向上、生活支援サービス等の提供が該当する。また、東部

地域の課題として本論の背景でもあげたように、「地域のつなが

りの希薄」「帰属意識の低さ」が課題としてあげられており、⑬

コミュニティ形成に該当する。 

『元気な街』外部から最も求められているのが⑬コミュニテ

ィ形成であり、これまでにも多くの活動を行っているが、いず

れも駅前での活動である。市政世論調査による「地域のイベン

ト・伝統芸能への参加」率は低く、地元住民のコミュニティ形

成にはつながっていないと考えられる。住民団体へのヒアリン

グでは『元気な街』の活動に関して、地域全体に対する活動を

望む声もあった。 

南大沢全体で活動を行いコミュニティ形成を図るためには、

活動場所や内容によって役割分担や協力をすることも必要にな

る。そのためにはヒアリングで課題としてあげられていたよう

に団体間の日常的な交流や連携が重要になると考える。したが

って、他団体との関係構築、団体同士の連携や役割分担などが

必要になると考える。 

『元気な街』内部から最もニーズがあったのが「会自体や活

動の PR」であり、⑦地域の PR・広報に関連している。会長へ

のヒアリングでは、財源的に広報活動を増やすことが難しい状

況にあると分かった。公共施設を効果的に活用、管理・運営を

行うことが収益事業の傾向がある 11)とされており、③公共物等

の維持管理、④公物（公園等）の維持管理のような活動を行う

必要があると言える。『元気な街』の場合、これまで活動を行っ

てきたペデストリアンデッキの管理者となり、収益を増やすこ

とが有効であると考えられる。 

 

5-3 小括 

本章では、『元気な街』のこれまでの活動と地域の課題・ニー

ズの対応関係を明らかにした。 

多くのニーズは何らかの形で対応できているが、活動エリア

やターゲットがニーズに対応しきれていない可能性がある。一

つの団体で全てに対応するのは困難であり、住民団体など他団

体・組織との連携や関係の構築が求められると考える。それぞ

れの得意分野・目的に合致した活動を役割分担・協力をするこ

とで、無理なく地域の課題・ニーズに幅広く対応していくこと

ができると考える。 

また、『元気な街』と活動に関する PR は、公共施設・公共物

の維持管理などを行い収益を得ることから始める必要がある。 

 

6. 結論 

 本研究では、南大沢におけるエリマネ活動の変遷とその継続

要因を明らかにし、今後の方向性を模索した。 

 『元気な街』は地域の課題や事業者と住民の交流などに重き

を置いた活動を行ってきたが、会長の交代を契機に、「地域密着」

だけでなく「集客」を重視する方針が打ち出され、活動が多様

化したと考えられる。 

これらの活動を継続できた要因としては、①外部団体との連

携、②ペデストリアンデッキを使用できる環境、③会員内での

目的の継承、④会員の持つ資源の活用、⑤地域連携を重視した

企業の事務局への着任と引継ぎ業務の工夫、⑥中心人物の熱意

が考えられる。また、『元気な街』が今後目指すべき方向性とし

ては幅広く地域のニーズに応えるための他団体との関係構築、

財源確保に向けた道路特定団体など収益活動の実施、活動の幅

を広げ継続していくための人材育成が考えられる。 

本研究で対象として取り上げた『元気な街』は会員の多くが

民間企業であり、郊外におけるエリマネ活動における企業の貢

献や参加の在り方に関する知見を得ることができた。また、今

後の動向が注目される南大沢において、指標を用いて活動内容

の整理やニーズとの対応関係を確認し、エリマネ活動の今後の

方向性を明確にすることができた。 

今後の研究課題としては、『元気な街』の活動が南大沢に及ぼ

した影響を明確にするための効果検証や地域住民からの評価、

また郊外型エリマネの共通点や都心型エリマネとの差異を明確

にするための他地域との比較を行うことが必要であると考える。 

 

脚注 

(1) 大都市郊外の既存のまちにおいて、時代に合った郊外住宅地

に再生させる取り組み。 

(2) 建物内ではなく屋外を歩いて店舗間を移動するSC。 
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