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団地は時代の要望に応えるように、高度成長期の日
本の暮らしを支えてきた。全国に団地が誕生し50年
以上が経つが、その間日本は大きな変革を遂げた。
そして2000年に入り、団地の老朽化と入居者の高
齢化は社会問題として扱われるようにまでなってし
まった。だが、団地が置かれている現状を変えるこ
とは、少子高齢化や地方の活性化対策、しいては
地域再生といった日本が抱えている課題解決策にな
り得るのではないだろうか。
良好なweb環境とパソコンがあればどこでも仕事が
できる時代、人々はどのような暮らし方を選択するの
か。また、自身のライフステージに合った住まいのあ
り方や暮らし方とはどういうものであろうか。
二宮団地の再編と、まだ計画が始まったばかりのコ
モンハウス・クルーア軽井沢からそのヒントを探る。

団地再生
と

地域再生

特集

Reconstruction of  housing complex 
and community.

写真＝二宮団地から相模湾を望む（編集部撮影）
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再編による
団地再生への挑戦
二宮団地再編プロジェクト
協力・資料提供＝神奈川県住宅供給公社協力・資料提供＝神奈川県住宅供給公社
写真＝神奈川県住宅供給公社（特記を除く）写真＝神奈川県住宅供給公社（特記を除く）
文＝編集部文＝編集部

特集

二宮団地（神奈川県中郡二宮町百合が丘）は、神奈川県住
宅供給公社（以下、公社）が管理する団地である。団地とは言
うものの、71.9haの広大な敷地に賃貸住宅856戸、県営住
宅228戸と戸建住宅1,230戸を擁し、さらには団地の中心に
は小学校（二宮町立一色小学校）もありひとつのまちを形成し
ている。団地はかつての里山を造成し開発されたが、高低差
のあるまち並みからはその名残を感じ取ることができる。
1966年（昭和41）に賃貸が始まると、ベッドタウンとして憧れ
の新興住宅地として注目を浴びたが、2000年代その入居率
は下がり始め、2014年（平成26）にはついに60%を割ってし
まった。そのような状況の中、二宮団地は2016年（平成28）4
月、団地再編プロジェクトを開始した。今年5年目を迎え、その
成果は確実に現れている。最近ではTVやラジオ、新聞、雑誌
等マスコミにも取り上げられるなど全国から注目を集める二宮
団地再編プロジェクト。本誌ではその一端を紹介する。

二宮団地は湘南の最西端に位置する二宮
町と小田原市の境にある。二宮町は南は
相模湾に面し、北部はなだらかな丘陵
地、大磯丘陵が東西に伸びている自然豊
かな町である。町の面積が約900haに対
し二宮団地は71.9haを占める。団地の再
生は町の発展に対して大きな影響があっ
たことが察せられる。

二宮団地

Efforts for reorganize the value of the housing Efforts for reorganize the value of the housing 
complex and renovation thecomplex and renovation the housing  housing complexcomplex

Documents by Kanagawa Prefectural Housing Supply CorporationDocuments by Kanagawa Prefectural Housing Supply Corporation
Photos by Photos by Kanagawa Prefectural Housing Supply CorporationKanagawa Prefectural Housing Supply Corporation
Text by Editorial deskText by Editorial desk

団地の居住者であるイラストレーターが描いた二宮団地のビジョンマップ

団地の造成は用地取得後の1962年（昭和
37）に開始され、1966年（同41）から賃貸
住宅管理が開始された。賃貸開始当時
は、平塚などの工業団地のほか横浜、川
崎、東京に勤務するサラリーマン世帯が
憧れる新興住宅地、いわゆるベッドタウ

ンとして栄え、それに伴い二宮町の人口
も増え続けたが、2000年をピークに下
降線を辿っている。団地の入居率も同様
に減り続け、2014年（平成26）についに
60%を割った。賃貸開始から約50年が
経ち、住宅の老朽化に加え、都市部の住

宅価格の下落や産業構造の転換による若
年勤労層の流出がその要因であると公社
は分析している。高度経済成長期に一気
につくられた団地、特に首都圏において
は多くの団地が同じような課題に直面し
ている。

二宮団地の開発

左／ 1964年（昭和39）、開発中の二宮団地
右／賃貸住宅、県営住宅、戸建住宅など2,314戸を擁する巨大団地の誕生

二宮団地開発

【二宮町の人口推移グラフ】
二宮団地が開発されると二宮町の人口は一気
に増えその後も伸び続けてきた。しかし2000年
をピークに緩やかな人口減が続いている
（総務省統計局 国勢調査より）

写真＝編集部
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とは、一度ゼロにして新たにつくる手
法、いわゆるスクラップ&ビルドによる
再生に比べると苦労も多く時間もかかる
のではないかと推察される。だが、再編
の手法でつくられたまちは成長と継続と
いう点において期待が持てると感じる。

二宮団地再編プロジェクト（以下、再編
プロジェクト）の大きな骨子は「二宮団地
周辺の豊かな里山や団地内の商店街、未
利用地を活用した共同施設を基に再編す
る」ことである。海と山に囲まれた二宮
町の地理的条件を活かすことや商店街の
空き店舗をみんなが集まれる場所にリノ
ベーションし、そして未利用地を共同菜
園に再編することなどが計画された。
この計画の前に、公社は二宮団地の存在
意義を考えている。ひとつは、自然や農
業などに親しむ「さとやまライフ」を満喫

できること。ふたつ目は、「働くために
住む場所を選ぶ」のではなく「暮らしを楽
しみながら働く」ライフスタイルを選ぶ
人たちが増えるのではないかというもの
である。そして、「暮らしを楽しみなが
ら働く」と「ほしい暮らしをみんなで創
る」という団地再編の基本コンセプトが
生まれた。公社は、この基本コンセプト
をもとに3つの取り組みを打ち出し、再
編プロジェクトに取り組んでいった。
あるものの価値を再度見直し、その価値
をさらにブラッシュアップし再編するこ

二宮団地再編プロジェクト

海と里山に囲まれた二宮町 空き店舗をみんなの集まる場所に 未利用地を共同菜園へ

入居促進は、「住宅のリノベーション」と
「多様な住まい方」の2つの柱からなる。
「住宅のリノベーション」は、公社が提案
する地産地消・地域創生型と、入居者自
身が自由にリノベーションでき、尚かつ
原状回復が不要の2つのタイプを用意
し、入居者の家族構成や年齢、暮らし方
の志向に合わせた住まい選びを可能にし

た。
「多様な住まい方」は、在宅ワークや二地
域居住、プラスワン住戸など入居者のラ
イフスタイルに合わせた住まい方ができ
るよう入居資格を緩和したものである。
暮らし方や働き方が多様化している現代
の風潮に合わせた住宅の使い方を提案す
ることで賃貸住宅への入居者を増やすも

1. 入居促進

3 つの取り組み

計画の策定にあたって

50年前にベッドタウンとして開発された
二宮団地の現在の存在意義とは？

湘南の最西端にあって、海や里山の景観を保持し、農村集落に隣接
するこの団地の魅力は自然や農業などに親しむ「さとやまライフ」を
満喫できること。

【「さとやまライフ」が満喫できる】

近年、若年層の中には環境志向や社会貢献志向などの高まりが見ら
れ、仕事中心で「働くために住む場所を選ぶ」のではなく、「暮らし
を楽しみながら働く」というライフスタイルを選ぶ傾向も多く見られる
ようになった。

【ライフスタイルの変化】

新たな暮らし方をしたい人にも住んでもらえる団地に再編する

計画の策定にあたって

二宮団地再編の基本コンセプト

「暮らしを楽しみながら働く」

「ほしい暮らしをみんなで創る」

3つの取り組み

二宮団地再編プロジェクトは3つの取り組みを基本とします。

リノベや新たな入居制度の導入など様々な魅力づくりにより、地域
課題の解決に繋がる人材を集住

1. 入居促進

団地と地域の共生関係を構築し、地域の魅力のアップを目指す
2. 団地と地域の魅力アップ

コンパクト化（再編）することで耐震改修、修繕を効率的におこなえ、
安心・安全な住宅を提供

3. 賃貸住宅のコンパクト化（再編）

1. 入居促進 ～多様な住まい方に対応～1. 入居促進

住宅のリノベーション

公社が提案するリノベーションプランから選択

セレクトリノベーション
入居者自身が自由にリノベーションする

セルフリノベーション

多様な住まい方

在宅ワーク
二地域居住
プラスワン住戸

●住戸のリノベーションに併せ、多様な住まい方にも対応し、「住まい」と「暮らし」を併せて提案
●お客の予算や希望に応じたメニュー提供により、「イメージする暮らしを自らつくりあげる（また         
　は選択する）」層を取り込む
●地域を巻き込んだ取り組み（農業・音楽や地域活性化）の担い手になり得る人材が流入し、地域
　課題の解決に繋がることを期待
●地元企業、地域資源（地域産の木材等）を活用し、地域経済の発展に寄与

多様な住まい方に対応するため、
二宮団地では次のとおり入居資格を緩和します。

住居内でパソコン等を使用するIT関連業務や執筆業など、個人事業
主等の住まい方に対応

■在宅ワーク

本拠地は別にあり、週末に趣味の活動拠点として、また家族の介護
などの住まい方に対応

■二地域居住

将来を考慮し、2戸分の面積が欲しい新婚家庭や、居住とは別のアト
リエスペースなどのニーズに対応

■プラスワン住戸

地産地消型リノベーション
地域の木を地域の業者が切り、地域で
製材し、地域の業者が施工する。小田原
地区木材業協同組合と連携。
リノベーションプランは、全部で11タ
イプあり、入居者の選択肢が増え希望
に近いリノベーションが可能になる。 地域産材のフローリングなど里山のイメージを意識したタイプ 全面にフローリングを施し広く使える1Rタイプ

おてがるリノベ
壁や床などおてがるにリノベーショ
ンを楽しみたい方向けのプラン。

しっかりリノベ
デザイン設計や工事を入居者自身で行
う原状回復不要のセルフリノベーショ
ン（写真は一例）。従前とは全く異なる
住宅が生まれる。

住宅のリノベーション

セレクトリノベーション

セルフリノベーション

【おてがるリノベ】
既存間取りに洗濯置
場のみ設置。室内清
掃・機器点検を行い、
これ以外の修繕は実施
せず引き渡し。

【しっかりリノベ】
仕上げなしバージョン。
（床は地下まで公社が施
工）。キッチン、洗面器は
入居者が設置する。

写真＝編集部

のであるが、若年層を多分に意識した計
画でもある。
また、これらリノベーションした住戸な
どが見学できる「団地見学ツアー」を毎月
第４土曜日（変更あり）に開催している。
実際に暮らしている部屋や住人とも話が
でき、都内からの参加者もいる。

028 029LD132 JUNE 2020
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二宮団地の再編は団地内だけで解決する
ことは難しいところもある。地域とつな
がるとともに魅力アップを図る共生関係
の構築が必要だ。二宮町自体も人口減
少、特に若年層の転出と出生率の回復
（平成25年度実績1.19を2.07まで回復さ
せることを目標としている）、さらにコ
ミュニティの衰退など様々な課題に直面
している。これは二宮団地が抱える課題
でもあると言える。町とともに、そして
地域住民とともに団地の再編、再生に取
り組む必要がある。

2. 団地と地域の魅力アップ

3 つの取り組み

2. 団地と地域の魅力アップ

地域住民・二宮町・公社で協議会を発足。それぞれが連携し地域の課
題解決を図る。

地域との連携

公社未利用地で共同菜園や共同水田を運営。
共同農園の運営

健康と文化でつくる小さな最先端都市をテーマに、二宮町を全国へ
発信する。

音楽祭等の文化イベントの開催

団地商店街に人が集まるダイニングを運営。
コミュナルダイニングの運営

町北部の一色小学校区をモデル地区とし
て選定。2016年（平成28）5月に地域住
民、二宮町、公社からなる「一色小学校区
地域再生協議会」が組織され、関係者が
連携して地域課題の解決への取り組みを
推進している。

地域との連携
「一色小学校区地域再生協議会」の発足

●こうりゅうルームの運用
●交流塾の開催
●やまゆり・山野草の公開
●地域連携活性化策の検討

地域交流部会

●住民参加型移動支援の検討

移動（外出）支援サービス
検討部会

●共同菜園の運営
●コミュナルダイニングの運営
●音楽祭、地域ライブの開催

県住宅供給公社
部会

●相談員・専門家の研修育成
●地域専門家等との連携体制  
　の構築

空き家対策部会

●ふるさとの家運営・管理
●地域活性化イベント開催
●散策ガイドの育成
●散策ツアーの実施

古民家・散策部会

●合唱団の運営
●音楽祭の開催
●音楽イベントの開催

音楽活動部会

「一色小学校区地域再生協議会」各部会 ※令和元年度体制

二宮町

二宮町総合戦略
地域住民

公社
二宮団地再編
プロジェクト

共同農園の運営
共同菜園・共同水田
未利用地に整備した共同菜園や共同水田
で、地域住民と他地域の住民が共同で苗
植えや収穫のイベントを行い、人とのつ

ながりを深めるとともに、他地域に二宮
の魅力をアピールしている。特に水田で
の田植えは人気で、都内からの参加者も。

コミュナルダイニングの運営

コンセプト
「食」や「食文化」を通じて地域住民が気
軽に集まれる「地域の囲炉裏端・縁がわ」
をテーマとした共用のスペース。
地域住民のつながりを深めることによ
り、地域の魅力アップを進めている。

活用方法
毎週水曜日と木曜日の昼食時に無料開
放。これ以外では、貸しスペースとして
も利用が可能。歌声ダイニングなどのイ
ベントも開催し、商店街を活性化。

手作りのテーブルやキッチンカウンターは、従前店舗の残した内装を再利用。スタイリッ
シュかつ温かみがある仕上がりに。2階は和室で、小さな子どもがいるグループの利用も
多い。

月1回行われている「お食事会議」の様子。参加者は1人1品持ち寄るルール。団地住民
や地域住民が集い、二宮団地と二宮町の暮らし方や将来について毎回楽しくワイワイ語
り合っているという。

音楽祭等の文化イベントの開催
歌声ダイニング
毎月1回、コミュナルダイニングにて開
催されている参加費無料のイベント。
童謡や歌謡曲をピアノの伴奏に合わせ
てみんなで歌う。
古民家コンサート&里山ウォーク
団地の北側、二宮一色にある古民家「ふ

るさとの家」を会場に弦楽四重奏&ピア
ノによる無料コンサートを実施。
加えて森の中やみかん畑、オリーブ畑の
間を歩く里山ウォークと地域の名産品
を中心としたランチがセット。
地域の魅力を再発見する機会にもなっ
ている。

二宮音楽まつり・二宮こども音楽祭
二宮町では音楽活動が盛んである。そ
の文化的魅力を発信するため、地域住
民と一緒に音楽イベントを毎年実施し
ている。
毎回大勢の人が参加し、二宮の魅力を発
信している。

歌声ダイニング 古民家コンサート 里山ウォーク

二宮音楽まつり・二宮こども音楽祭
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3 つの取り組み

二宮団地では賃貸住宅のコンパクト化
（再編）に取り組んでいる。全部で28棟あ
る賃貸住宅をすべてリノベーションする
のではなく、賃貸を終了する棟を間引い
ている。2016年度（平成28）から2021年
度（令和3）の6年間で10棟276戸を賃貸
終了とする予定である。これにより賃貸
住宅は18棟580戸となるが、廃止住宅や
跡地についてはその有効活用を検討して
いく。

3. 賃貸住宅のコンパクト化（再編）

2021年（令和3）までに賃貸を
終了する棟は以下の通り。
4号棟、8号棟、10号棟、14号
棟、17号棟、18号棟、20号棟、
23号棟、27号棟、28号棟

事業着手からのあゆみ
2016年
  2月 社内会議で事業化決定
  4月 二宮団地再編集
　　  「湘南二宮さとやま@コモン」開始
  5月 一色小学校区地域再生協議会設立
10月 共同菜園開設
10月 コミュナルダイニング完成
10月 二宮音楽祭開催（以降毎年実施）
12月 在宅ワーク・二地域居住制度開始
2017年
  5月 セルフリノベ開始
2018年
  6月 プラスワン住戸制度開始
2019年
  2月 断熱ワークショップの実施
  4月 アグリサポーター制度開始
  6月 賃貸終了した4号棟の利活用開始
   　  （DIYと農の拠点施設として）

2019年度

2018年度

2017年度

2016年度

合計

56戸

44戸

32戸

3戸

135戸

9戸

12戸

8戸

0戸

29戸

5戸

3戸

3戸

0戸

11戸

15戸

9戸

6戸

1戸

31戸

27戸

18戸

12戸

2戸

59戸

0戸

2戸

3戸

0戸

5戸

入居住戸
合計 従来住戸

（和室）
リノベ住戸
（和室タイプ）

リノベ住戸
（洋室タイプ）

リノベ住戸
（小田原杉）

セルフリノベ

内　　訳

リノベーション開始2016年度12月以降の新規入居戸数

2019年度

2018年度

2017年度

2016年度

合計

82人

56人

49人

4人

191人

6人

5人

0人

0人

11人

11人

9人

9人

0人

29人

13人

18人

7人

0人

38人

8人

8人

2人

0人

18人

18人

3人

10人

2人

33人

15人

8人

11人

0人

34人

0人

5人

1人

1人

7人

11人

0人

9人

1人

21人

80代 70代 60代 50代 40代 30代 20代 20未満
入居者
合計

内　　訳

リノベーション開始2016年度12月以降の新規入居者数

453戸
776人

119人
15%

236人
30%

132人
17%

97人
13%

81人
10%

50人
6%

26人
3%

19人
2%

80代 70代 60代 50代 40代 30代 20代 20未満
入居者
合計

内　　訳

2019年度5月末時点での全入居者数年齢別一覧

90以上

16人
2%

新たな取り組み

二宮団地では再編にあたり賃貸終了と
なった棟の利活用を行っている。2018

年3月に賃貸終了した4号棟を再編プロ
ジェクトの核である「農」の拠点施設とし
て整備し、作業場としての利用、器具の
貸し出しを行っている。また新しく始
まったアグリサポーターのための保管庫
としても利用されている。

1. 賃貸終了棟の利活用

アグリサポーターの利用状況
（写真＝編集部・右上を除く）

持続可能な地域の魅力づくり、団地への
さらなる移住増を目指し、元々この地域
で盛んであった農業に焦点をあてた新た
な取り組み。二宮団地に住み、団地の共
同菜園の管理や農業体験イベントの開催
などに協力することを条件にアグリサ
ポーターを募集し、5名が選定された。
公社は、このアグリサポーターの就農支
援を行う。

2. アグリサポーター

入居者や地域住民も参加できる農業体験は生産者が消費者と繋がる貴重な機会でもある

記事トップページでも掲載しているイラ
ストは、自然豊かな二宮町の魅力や将来
こういう団地、まちになってもらいたい
という地域住民の想いをイラストにし、
ビジョンマップとして見える化した。み
んなの想いが込められたマップである。

3. ビジョンマップ

実際に二宮団地に暮らす4組6名が「暮ら
し方リノベーター」として、さとやまラ
イフの様子を団地のホームページでブロ
グとして発信している。既に100本以上
の記事が公開されており、リアリティと
クオリティの高い情報は団地、まちの魅
力を一層感じられるものとなっている。
こうした暮らしに憧れている人にとって
は、貴重な情報となるに違いない。

4. 暮らし方リノベーター（居住者ブログ）

暮らし方リノベーター

イラスト
鈴木純／（株）レッドハウス

www.nino-satoyama.com

ブログ発信
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Ninomiya
Apartmet Complex

ポートレート＝編集部

Interview Report

川尻哲郎さん｜アグリサポーター

Cocco PARADISEという屋号で、養鶏
と有機野菜づくりをする川尻さんは、IT
業界から農業へ転身し、農業を始めて3
年ほどだと言う。スタートは半農半X（は
んのうはんエックス。自身の生業をしな
がら農業をやること）、いわゆる週末農
業というスタイルで二宮町に移住し農業
に取り組んでいた。ある時、知人から二
宮団地のアグリサポーター制度の話を聞
き、おもしろそうだと応募し選定され二
宮団地へ引っ越してきた。「現在、私を含
めアグリサポーターは5人いますが、皆
二宮団地に住んでいるのでとても心強い
です」と話す。さらに「作業場と道具など
の保管倉庫、さらには農機具や軽トラッ
クまで公社が用意してくれたので、農業
を始める際の初期費用が大幅に軽減され

ました。そして仲間がいることで情報交
換ができることも大きなメリットです」
と続ける。二宮団地の暮らしを尋ねると
「コミュニティができるためには“場”が
必要です。ここにはコミュナルダイニン
グがあり、月に1回お食事会議が開かれ
ています。これがひとつのコミュニティ
となっていますが、ここから様々なつな
がりが生まれ広がっていると思います。
このお食事会議がきっかけとなり、農場
見学ですとか農作業体験という交流が生
まれ、農作業を手伝いたいという方も現
れました。数件ですが、野菜を直接お届
けしているご家庭もあります。まさに地
産地消ですよね。そして生産者と消費者
が直接つながることで、生産者のモチ
ベーションも上がりますし、消費者の

“食”に対する意識も変わるのではないで
しょうか。ひとつの団地で、それが実現
できることは理想的だと思います。アグ
リサポーターはまだ始まったばかりで、
手探りのところもありますが、ここから
新しい農業スタイルを発信したいと思っ
ています」とここでの暮らしに手応えを
感じている。

末永 郁氏 岡嵜 均氏

末永さんは農業研修を経て二宮町で農業
を始め、現在は川尻さんと共同経営して
いるCocco PARADISEで主に有機野菜
を担当している。岡嵜さんは、現在農業
研修中で近々農家としての生活を始める
予定だ。末永さんはサラリーマンから、
岡嵜さんは地方公務員からの転身であ
る。ともにアグリサポーター制度に応募
し選定され2019年に二宮団地に移住し
てきた。二宮団地での暮らしについて聞
くと、岡嵜さんは「アグリサポーターの5
人は、偶然にも農業についての考え方が
近い方ばかりですので、話していて楽し
いですし、とても心強いです。また、コ
ミュナルダイニングで月1回開かれるお
食事会議の場も、いろんなコミュニティ
をつくろうという皆さんの想いが素敵
で、私も様々な方と交流が生まれまし
た」と話す。それに続けて末永さんは「お
食事会議がきっかけで、農作業を手伝っ
てもらうようになり、交流を深める中で
商品開発にまで発展しました。お食事会
議では、団地のことや農業のことについ
て今後の展望などを意見交換することも
あり、団地の暮らしがどんどん楽しくな

りそうに感じています。こういう交流が
できる環境があることはありがたいです
ね」と言う。そして「農業について言いま
すと、生産者と消費者が、互いに顔が見
えるこの関係は大事だと思います。ここ
では両者がとても近い関係で仲間のよう
なお付き合いができています」と続けた。
岡嵜さんも「生産者と気軽にコミュニ
ケーションが取れて、農のある暮らしに
触れられる町になったらいいと思いま
す。農のある暮らしと言っても様々なス
タイルがあると思いますが、それぞれの
暮らし方にプロとして関わっていけたら
いいなと思っています。また、ここには
農に関心を持った人が1歩踏みだせる環
境が整っています。農機具や作業場、ま
してや住宅までサポートしてくれるとこ
ろは他にはないですから」と団地での暮
らしに期待を寄せる。また、農業で生計
を立てる目処が立ってきたという末永さ
んは「小規模だからこそできること、
人々の暮らしの場と農業が近くにあるか
らこそできることがあると思います。地
産地消であったり循環であったり。例え
ば街路樹の剪定くずを畑で再利用するこ

とや、食品回収業者が残飯を発酵させて
堆肥化した有機資材を積極的に使ってお
り、団地内の何軒かのご家庭には野菜の
配達もしています。団地を中心とした地
域内で循環するといいですよね」と語る。
そして岡嵜さんは、「ここから新しい農
業のスタイルが生まれようとしていると
感じています。それは決して高いハード
ルではなく、ここでの日々の暮らしとと
もに実現できるものだと思います。私た
ち5人は、アグリサポーター第一期なの
で、次へつなげるためしっかりやらなく
てはと気を引き締めていますが、基本は
楽しくやることだと思っています」とア
グリサポーターとしての想いを話してく
れた。

鈴木 純さん・愛さんご夫妻 ｜暮らし方リノベーター

2018年に移住し、2部屋（プラスワン住
戸）を借りている鈴木ご夫妻。同じ暮ら
し方リノベーターで、友人でもあるチョ
ウハシトオルさんから団地見学ツアーに
誘われ、参加したことがきっかけとなっ
た。「当時は勤務先が新宿だったため移
住は難しいと思っていましたが、お食事
会議がとても楽しくて、まだ移住するこ
とも決まっていないうちから、何回も参
加していました。その後、在宅ワークが
可能な環境になったことで、思い切って
移住を決めました」と純さん。「団地見学
ツアーでいろいろな部屋を見学したので
すが、どの部屋も眺めがよく、とても光
がきれいで、風がよく通る。こんな環境

で暮らせたらなと思ったこともきっかけ
です」と、住環境も決め手のひとつに
なったと愛さんが話してくれた。そし
て、やはりお食事会議は楽しそう。知り
合いを連れてくる人もいて、団地以外の
人との新しいつながりが生まれることも
あるという。「東京に住んでいた時は、隣
近所との付き合いが希薄で、いつの間に
か隣が引っ越していたこともありました
が、交流がないことも全然気にしていま
せんでした。二宮団地のコミュニティに
入ったことで、その楽しさに改めて気が
ついたんです。アグリサポーターがつく
る野菜や卵は安全で美味しいし、ご近所
さんとのお付き合いも楽しい。今の暮ら

しは大満足です。自然環境も豊かですし
ね」と純さんが話せば、「団地見学ツアー
とお食事会議に参加して、ここが気に
入って働き方を見直そうかな、という人
もいるんですよ。二宮団地、おすすめで
す」と愛さんが続けた。

2018年に移住してきた福井さんご夫妻。
二宮団地はあるwebマガジンで知った。
それは賃貸だけど現状回復義務なしで
DIYによるリノベーションができる団地
という内容だった。見に行ってみようと
さっそく二宮団地へ。何回目かの見学の
際にお食事会議にも出席。ちょうど転職
しリモートで働けるようになったことも
後押しをし移住を決めた。リノベーショ
ンは、DIYによるセルフリノベーション
にすることに。ただ福井さんはDIY未経
験。そこで公社が主催となるワーク
ショップ形式によりつくることにした。
設計は暮らし方リノベーターで大工でも
あるチョウハシトオルさんと相談しなが

ら決めていった。「ワークショップで、み
んなで楽しくつくることができました」
と高志さんは当時を語る。現在は独立し
仕事をしているが、東京へ行く機会が増
えたため東京でも部屋を借り、2拠点生
活である。それでも「ここから出ること
は考えていないです。比較的小さな町で
コミュニティがある暮らしは楽しい」と
高志さんは言う。尚子さんも「人のつな
がりっていいなと感じています。産後、
町の保健センターに行くとスタッフの方
が顔と名前を覚えていてくれて、小さな
町ならではの温かみを感じました。団地
の方々も娘を可愛がってくれています。
自然も豊かだし公園もたくさんあるの

で、子育てにはとても良い環境だと思い
ます。ただ坂道が多いので、妊婦の時は
大変でしたけど」と笑う。「便利さでは東
京には敵わないけど、それを超えた豊か
な暮らしがここにはあります」とご夫妻
はここでの暮らしを満喫している。

岸田壮史さん｜暮らし方リノベーター

2017年に移住した岸田さんは、セルフリ
ノベーションをほぼ1人でやったという
強者である。一級建築士で工務店を起業
しているだけあり、設計から施工までを
自身で手掛けた。「所々、友人にも手伝っ
てもらいながら、約 2ヶ月、実働1ヶ月で
完成させました」と話す。「移住のきっか
けは、縁があってここを勧められ独立の
タイミングとも合ったので、思い切って
決めました。良さそうだなと思って住ん
だら、改めてその良さを認識したという
感じです」と笑う。お食事会議はほぼ毎
回参加しているという岸田さん。「都内
に住んでいた時は近所付き合いやコミュ
ニティとはまったく無縁の暮らしだった

のですが、ここに住んでコミュニティの
場があることや、実際に参加して人との
つながりを経験する中で、もうここから
離れられないなあと感じています。コ
ミュニティがあるって心地良いですね」
とここでの暮らしに満足している。また
「工務店という仕事柄、個人のお客様と
の仕事が多いのですがその際、私がどう
いう暮らしをしているか、暮らしを楽し
んでいるかということはお客様に伝わる
と思うんです。そういうところからもお
客様とつながっていくのかなと感じてい
ます」とここでの暮らしは仕事にも良い
影響を与えているようだ。「都会では何
でも手に入りますよね。ここではそう簡

単に手に入らないこともあります。つま
り消費に変わることって何かなと考えた
時、それがコミュニティなのかなと。今
は自分を満たしてくれるのがコミュニ
ティで、それこそがこの場所での暮らし
方なのかなと感じています」と充実した
暮らしの本質を教えてくれた。

福井高志さん・尚子さんご夫妻 ｜暮らし方リノベーター

所在地

事業者

神奈川県中郡二宮町百合が丘
現地事務所／百合が丘2-2-12
神奈川県住宅供給公社

二宮団地
規　模
経　緯

面積71.9ha
1961年用地取得開始、1962年造成開始
1965年賃貸住宅管理開始

末永 郁さん／岡嵜 均さん｜アグリサポーター
かおる おかざき
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