
都市型コンパクトタウンの創造へ
大規模再開発・複合開発プロジェクトの推進
国内各地で大規模な再開発が計画されるなか、人々が求める“理想の街づくり”の一つとして、
多機能かつ高い利便性を有する「都市型コンパクトタウン」への注目が高まっています。
また、理想の街づくりには、コミュニティの創出やタウンマネジメントの推進が重要です。
当社グループは、多様なノウハウを活かして、トータルでその実現に貢献していきます。

特集1

Profile
持続的変革による価値創造

価値を生み出す事業
価値創造を支える基盤

データセクション

「未
あした

来につながる街づくり」と「豊かな時の育み」に向けた取り組み
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世帯構成の変化や都市化によって注目される
「都市型コンパクトタウン」

少子高齢化を背景に単身世帯や高齢世帯が増加するなか、

日々の暮らしや通勤、通院など、さまざまな面で利便性の高い

都市部への人口集中が進んでいます。全国各地の中核都市に

おいて、多様な人々が、より快適な生活を過ごせるような環境

整備が求められるなか、政府が提唱する「地方創生」や、東日

本大震災以降の防災意識の高まりと相まって、国内各地で新

たな街づくりへの機運が高まっています。

こうした背景の下、当社グループが力を入れているのが「都

市型コンパクトタウン」です。都市型コンパクトタウンとは、安

全で快適な住宅はもちろん、商業施設やスポーツ施設、シニア

向け施設、公園、病院、学校、研究施設など、さまざまな機能を

歩いて行ける範囲内に凝縮した街づくりのこと。あらゆる世代

の人々に、安心や豊かさを提供しながら、周辺地域も含めたコ

ミュニティを育み、その街ならではの個性をつくっていく――そ

れこそ、当社グループが目指す街づくりです。

“理想の街づくり”には運営する力が不可欠
都市型コンパクトタウンの開発には、住まいやオフィス、商業

施設など、多様な施設を開発・運営するノウハウとともに、それ

らを“街づくり”の視点の下に連携させる高度な構想力やマネ

ジメント力が求められます。

当社グループは、住宅系再開発において業界トップクラスの

実績を誇るとともに、近年の事業領域の拡大によって、幅広い

施設に関するノウハウを蓄積してきました。加えて、シニア・健

康ニーズへの対応やエネルギー事業への進出など、新分野へ

の挑戦によって培ったノウハウが、街の付加価値を高める上

で、大きな強みになるはずです。

このように、グループ全体で高めてきた総合力を活かして、

当社グループはすでに、千葉県「ふなばし森のシティ」や兵庫県

「ズットシティ」など、個性ある都市型コンパクトタウンを実現

し、コミュニティの創出やタウンマネジメントの推進を通じて、そ

こに暮らす人々から、そして地域社会から確かな評価を獲得し

てきました。現在も神奈川県綱島・日吉地区の再開発計画に参

画し、サステナブルな街づくりを推進しています。

こうした高付加価値な街づくりを通じて、今後長きにわたっ

て活用される良質な不動産ストックを形成すること、そしてそ

こに「住まい」「働き」「集い」「憩う」人びとと共に豊かな時を

育むことが、当社グループならではの社会貢献であると同時

に、持続的な成長を実現する機会でもあります。今後もグルー

プの総合力を発揮して、人と社会に活力を提供することで、社

会と共に成長していきます。

グループシナジーを活かした都市型コンパクトタウンへの取り組み

ふなばし森のシティ ズットシティ
（JR塚口駅前再開発プロジェクト）

住宅を核とした大規模複合開発により当社の強みを発揮

綱島・日吉地区再開発

サービス
アパートメント

●分譲住宅　●商業施設　●学校
●保育施設　●シニア向け住宅

●分譲住宅　●商業施設　●総合病院
●シニア向け住宅

●分譲住宅　●駅ビル　●商業施設　
●駅前ロータリー　●大型公園

ホテル商業施設オフィス フィットネス
シニア向け

住宅
住宅

Profile
持続的変革による価値創造

価値を生み出す事業
価値創造を支える基盤

データセクション
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Profile
持続的変革による価値創造

価値を生み出す事業
価値創造を支える基盤

データセクション

「未
あした

来につながる街づくり」と「豊かな時の育み」に向けた取り組み

都市型コンパクトタウンの創造へ特集1

事例

「自然・人」と「街」が融合する
「Tsunashimaサスティナブル・スマートタウン（SST）計画」

野村不動産やパナソニック（株）をはじめとした異業種のパートナー10団体によるTsunashima SST協議会が、
横浜市など行政の協力を得ながら持続可能な街づくりを推進。

「この街が、未来をつくっていく。Innovating the Future Together.」をコンセプトに、“次世代都市型スマートタウン”の創造を目指します。

KANAGAWA

名 称 Tsunashimaサスティナブル・スマートタウン
所在地 神奈川県横浜市港北区綱島東4丁目
スケジュール 2018年まちびらき
敷地面積 約37,900㎡
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「Tsunashima SST」は、横浜市港北区綱島東にあるパ

ナソニック工場跡地を活用した大規模再開発プロジェクトで

す。野村不動産・パナソニックを中心とする企業と自治体、そ

して市民が知恵を集結し、住む人、働く人、訪れる人など、街

に関わるすべての人々の視点から、「暮らし起点」の発想で持

続可能な街づくりを推進します。綱島地域のポテンシャルや

課題を踏まえながら、集合住宅や商業施設、技術開発施設や

国際学生寮など、さまざまな施設が連携して先進的なイノ

ベーションを育む都市型スマートタウンを目指します。

そのための道標として、環境保全や安心・安全、セキュリ

ティなど、幅広い視点から数値目標を設定しています。また、

これらの目標を実現するため、街の景観を構成する要素や意

匠に関する「デザインコード」、次世代や地球環境を考慮した

「サスティナブルコード」、便利・快適で安心･安全な暮らしに

関する「スマートコード」を策定。各施設はこれら3つのコード

に基づき、ハード・ソフトの両面から“次世代都市型スマートタ

ウン”にふさわしい施設づくりを実践していきます。

さらに、当社グループによる日吉複合開発計画など、周辺

の開発事業との広域連携によって、環境未来都市・横浜にふ

さわしい持続可能な暮らし・街・社会の実現に貢献します。

Profile
持続的変革による価値創造

価値を生み出す事業
価値創造を支える基盤

データセクション

開発方針と狙い 野村不動産グループのCSR重点テーマの取り組み

目指すべき目標と守るべきコードを定め、
「暮らし起点」の発想で
スマートタウンづくりを推進

安心・安全

多様な情報を配信する
マルチサイネージ（電
子看板）システム

慶應義塾大学が開設する国際学
生寮ならびに暮らしを支え育む拠
点となるタウンマネジメントセン
ター（イメージ図）

コミュニティ
「Tsunashima SST計画」では、住む人、働く人、訪れる人など、街
に関わる人々の交流が地域をグローバルにつなぎ、より良い未来を
求めて人々が集う街づくりを目指します。多様性に配慮したコミュニ
ティスペースの確保やコミュニケーションツールの充実などにより、
世代や国籍を超えて交流を育む持続可能なコミュニティ形成を支え
るとともに、街全体の自立的な価値向上を促します。

健康・快適
住宅や商業施設をはじめ、地域の小学校や保育施設などの整備を
含めた多世代循環型の街づくりを目指す「日吉複合開発計画」で
は、シニア向け住宅の開発を計画。スポーツクラブ「メガロス」によ
る生活者のニーズに合わせた健康管理サービスやシニア向けサー
ビスなど、「住まう人」のみならず、「集う人」「地域の人」とも連携
し、健康・快適な暮らしの実現に取り組んでいきます。

「Tsunashima SST計画」では、暮らしを見守り、地球に安心・安全が
広がる街づくりを目指して、多様な施設を網羅的に守るタウンセキュリ
ティを実現。「街の見守り（主要出入口での映像取得率）100％」「タウ
ン内駆けつけ15分」を目標に掲げています。
また、万一の災害に備えて、平時から施設ごとの特徴を活かしてエネル
ギーや情報、人・モノの相互融通や最適配分を計画。3日間のライフラ
イン確保を目標に、非常時に通常の状態に復旧するまでのCCP（コミュ
ニティ・コンティニュイティ・プラン）を策定していきます。

タウン内に設置され、JXエネル
ギーが運営に携る水素活用拠点

（イメージ図）

環境

※ LEED ND：米国グリーンビルディング協会が開発・運用する建物と敷地利用の
環境性能評価システムLEED(Leadership in Energy & Environmental 
Design)のND（Neighborhood Development：街づくり）部門。

「Tsunashima SST計画」では、環境目標として「CO2排出量40％削
減」「生活用水使用量30％削減」「新エネルギー等利用率30％以上」
を掲げるとともに、グローバルな環境性能評価であるLEED ND※の
ゴールド認証取得を目指します。先端ICTにより街全体のエネルギー使
用状況を“見える化”するとともに、水素をはじめとした新エネルギー
や、太陽光発電、天然ガスコージェネレーションなど多様なエネルギー
を賢く分け合う街を実現します。

多様な人々が集う「コンパクトタウン」を
計画中の「日吉複合開発計画」概念図。
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より安心・安全・快適な不動産の開発へ
野村不動産グループの品質管理への取り組み
当社グループが目指す“未

あした

来につながる街づくり”と“豊かな時の育み”を実現するためには、住宅・ビルをはじめとした建物の品質管理を徹底し、
長期的な安心・安全・快適への取り組みが不可欠です。こうした認識を、グループ各社の社員はもちろん、設計会社や施工会社も含めて共有することで、
住まう方、訪れる方、利用する方すべてに信頼される不動産を創出・提供していきます。

特集2

Profile
持続的変革による価値創造

価値を生み出す事業
価値創造を支える基盤

データセクション

「未
あした

来につながる街づくり」と「豊かな時の育み」に向けた取り組み
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近年、持続可能な街づくりがより重視され、人や街が、大切

にしているものを活かしながら、新たなものを創る事が求めら

れています。一方でさまざまな業界において、品質・安心安全

面に関する問題が取り沙汰され、消費者や社会からの視線は

より厳しいものになっています。

野村不動産グループは、創業から大切にしてきた「お客さま

第一の精神」で品質にこだわり続けることにより、確かな信頼

を獲得してきました。そうした評価に甘んじることなく、近年の

社会意識の変化を踏まえた、より厳しく、かつ長期的な視点で

安心･安全･快適を実現できる体制づくりに努めています。

2016年3月に品質管理統括という役職が新設されたのも、そ

うした取り組みの一環です。私は今後、グループ全体の品質管

理・建築統括の責任者として、開発、設計、建築、さらには竣工

後の管理やリフォームも含めた一連の工程に「品質」という横

串を通し、各部門を俯瞰して管理・指導することで、「未
あした

来につ

ながる街づくり」と「豊かな時の育み」の基盤となる、よりよい

安心・安全・快適を目指していきます。

同職が出来たもう一つの要因が、当社グループの事業の多様

化です。オフィスや商業施設、シニア向け住宅など、新たな領域

に挑戦していくなかで、これまで手掛けてきた住宅とは、また異な

る品質管理が求められています。住宅づくりで培ってきたノウハ

ウを基盤に、新領域で求められる技術やノウハウを融合させ、創

るだけでなく、その後のサービス全体にわたり、ハイレベルな品質

管理体制を築いていくことが、私の使命であり、責任です。

建物の建設は、多くの人々の連携によって成り立つもので

す。事業が多岐に渡ってきたからこそ重要なのは、各事業を担

うグループ会社の従業員、さらには設計会社や施工会社など

のパートナーも含めた一人ひとりに、野村不動産グループの

DNAである「品質へのこだわり」を浸透させることです。

当社グループの原点である野村不動産は1957年の創業以

来、製造・販売・管理の一貫体制を確立するとともに、デベロッ

パーとしてはいち早く品質管理マニュアルを整備し、多くの建

築現場を経験するなかで得られた“気づき”を盛り込みながら、

今日まで受け継いできました。これら豊富な知見やノウハウ、そ

して何よりも、そこに込められた「お客さまのために」という想

いを、ものづくりや運営・サービスに携わるすべてのスタッフが

大切に受け継いでいくことで、お客さまから「野村不動産グ

ループなら安心だ」と言っていただけるような信頼感を、すべ

ての事業で保ち続けていけるはずです。

これからも、一人ひとりが品質への想いを大切にし、その想

いを一つひとつのものづくりや運営・サービスに結集していくこ

とで、お客さまや社会の信頼に応えてまいります。

持続可能な社会の実現に向けて
不動産の長期的な安心･安全・快適を目指す。品質管理・建築統括役員が語る、

野村不動産グループの品質について

お客さま第一の精神で
野村不動産グループの
品質向上を図る。

「お客さま第一の精神」を掲げる野村不動産グループ
のDNAを大切に受け継いでいくために

野村不動産ホールディングス執行役員
品質管理・建築統括
野村不動産株式会社取締役兼専務執行役員

賀来 高志

Profile
持続的変革による価値創造

価値を生み出す事業
価値創造を支える基盤

データセクション

社員に占める一級建築士の比率の高さは、野村不動産グ
ループの“品質のこだわり”の証であり、強みの一つでもあり
ます。設計部門や品質管理部門だけでなく、各部門に建築の
専門知識を有したスタッフがいるからこそ、全工程を通じた
品質保証が徹底できるのです。

※2016年8月時点　社員数はアルバイト除く

約10人に1人が一級建築士！

野村不動産（株）社員数 1,812人

うち一級建築士194人（10.7％）
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「未
あした

来につながる街づくり」と「豊かな時の育み」に向けた取り組み

より安心・安全・快適な不動産の開発へ特集2

事例

いつまでも、安心して暮らせるマンションを。
「プラウド」に見る、野村不動産グループの品質への“こだわり”

当社グループの住宅の基幹ブランドである「プラウド」。
この信頼性を支えている品質への“こだわり”を、工程に沿ってご紹介します。

基本計画

建物の信頼性の基礎となる地盤を調査

土地の魅力を最大限に
引き出す計画を策定する

地盤の確かさの確認はもちろん、
周辺環境や地域特性などを反映
した商品計画・基本計画を立案し
ます

設計

60年の歴史が蓄積された
品質管理マニュアル

豊富な経験に基づき
設計段階から品質をつくり込む

約18万戸のマンション建設で
培ったノウハウを結集した独自の

「集合住宅設計基準」などのも
と、基本計画から基本設計、実施
設計に至る段階ごとに、設計品質
を厳しくチェックします。

建設・施工

施工会社と品質への想いを共有

品質へのこだわりを
施工現場に浸透させていく

「現場任せ」を許さず、施工会社
の管理を徹底する一方、現場の
声を柔軟に汲み取ることで、互い
のノウハウを持ち寄った質の高
い建物づくりを実現しています。

検査

工程ごとに幾重にもわたる
検査を繰り返す

検査の徹底が確かな
品質につながる

集合住宅マニュアルに基づき、案
件ごと、工 程ごとの 品 質 管 理
チェックシートを作成。当社社員に
よる立ち会い検査を実施すること
で品質の担保に努めています。

アフター
サービス

運営・管理

快適な暮らしを支え続ける
定期的なサポート

売主自ら行うアフターサービスで
長期にわたる安心・安全を

いつまでもお客さまにとって安
心・安全の建物であるために、売
主である野村不動産みずからが
定期アフターサービスを実施。不
具合についてきめ細かな対応を
行います。

快適なマンションライフをサポート

竣工
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野村不動産との関わりは10年以上になりますが、どの担当者にも

共通するのが「ものづくり」に対する気概やエンドユーザーへの意識

の高さです。

そのあらわれとして、施工マニュアルが細かいのはもちろん、常に

更新され、改善点があれば次の現場ですぐ反映されています。通常

なら図面確認で済ます工程でも現場に立ち会われる点にもこだわり

を感じます。売主検査も厳しく、野村不動産の検査に立ち会った社員

は、当社の品質つくり込み実務研修の配筋チェックテストで優秀な

成績を残しています。

一方、ルールや仕組みに縛られるのではなく、より良いものにする

ためには柔軟に対応してくれるなど、「施工会社と一緒に良いものを

つくろう」という姿勢を強く感じます。同じ思いの下、今後も協力関

係を維持していきたいと考えています。

株式会社竹中工務店　
東京本店 作業所長

徳永 巧様

野村不動産グループのCSR重点テーマの取り組み

セーフティデザインにおいては、安心・安全への取り組み・防災プログラムの策定をし
ています。また、当社グループは、「製（製造）・販（販売）・管（管理）」一貫体制によ
り、お客さまの声をフィードバックし、より安心・安全な商品の提供に努めています。

安心・安全

パッシブデザインにおいては、自然や緑を活かす環境共生の工夫として、当社独自の
「プラウド環境評価シート」を策定しています。各物件の環境への施策を点数化し、
環境配慮への取り組みを強化しています。

環境

共用空間の快適性・コミュニティ育成支援に取り組んでおり、野村不動産は日本女
子大学大学院との産学共同研究による「マンションコミュニティのためのデザイン
手法100」を開発し、良好なコミュニティ形成に寄与するように努めています。

コミュニティ

アクティブデザインにおいては、先進設備の採用、未来のスタンダードの先取りに
積極的に取り組んでいます。また、独自の「ユニバーサルデザインガイドブック」を
作成し、このガイドブックを指針としたユニバーサルデザインを推進しています。

健康・快適

野村不動産は、次世代マンションのビジョンとしてプラウドスマートデザイン
「SMART＆GROWING」を策定しています。

徳永所長 施工担当物件（プラウド南麻布）

Profile
持続的変革による価値創造

価値を生み出す事業
価値創造を支える基盤

データセクション

長期にわたって
安心して

住み継がれる
住まいへ

長期修繕計画
・

リフォーム

お客様のライフステージに
寄り添った提案を

時とともに変化する
住まいニーズに応え続ける

建物の安全性や、資産価値を保
つ為、長期に渡って修繕を行い、
家族構成の変化などを踏まえて、
リフォームやリノベーション、リ
セールなどを、グループの総合力
を活かしてご提案します。
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