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会社案内

■事業内容

Corporate Data Corporate Data

Corporate Data

社 名

資本金

従業員数

所在地

運営SC数

イオンタウン株式会社 AEONTOWN Co., Ltd.
（宅地建物取引業者免許番号 国土交通大臣（3）第 7323 号）

1億円

623名

本社：〒261-8515
千葉県千葉市美浜区中瀬1丁目5番地1 
イオンタワー10階 

仙台　幕張　名古屋　大阪　福岡

141SC                             　　2018年11月現在

Corporate Data

社 名

創 業
資本金
社員数

本社・本店
東京本社・
東京本店
支 社

（33ヶ所）

支店

大和ハウス工業株式会社
DAIWA   HOUSE   INDUSTRY   CO.,LTD.
1955年4月5日（設立1947年3月4日）
1,616億9,920万1,496円
16,275名（平成30年4月1日現在）
大阪市北区梅田3丁目3番5号
東京都千代田区飯田橋3丁目13番1号

馬埼玉･埼玉西･埼玉東･千葉･柏･京葉･城東･武蔵野･
横浜厚木･横浜北･新潟･金沢･岐阜･岡崎･四日市･滋
賀･京都堺･神戸･岡山･広島･福岡･北九州・熊本
全国45ヶ所

社　名
所在地

設立
資本金
従業員数
災害時の
基礎的事
業継続力

（BCP)認定

阿部建設株式会社
本社：千葉県旭市ニの５２８番地
TEL (0479)62-1221 FAX (0479)63-7171 
関東支店：住宅事業部　干潟リサイクル工場・
東総アスコン干潟サテライトセンター
昭和23年１月23日
60,000,000円
125名
認定番号：
Ktr14_063国土交通省関東地方整備局 

社　名
所在地

設立
資本金
従業員数
事業所

株式会社　楽天堂
千葉県旭市鎌数3818-1　2階
TEL (0479)60-2701 FAX (0479)60-2702 
2001年５月
3000万円
社員180名、非常勤社員185名（2015年7月現在）
訪問介護 9事業所、通所介護 9事業所、居宅介護
支援 6事業所、訪問看護 1事業所、小規模多機能
型居住介護 2事業所、介護付き有料老人ホーム 1
事業所、認知症対応型居宅介護 2事業所、障害福
祉サービス（居宅介護）5事業所、有料職業紹介
業 1事業所、教育事業

1. ショッピングセンター（SC)、スーパーマー
ケット、百貨小売業、飲食店、ゲームセン
ター等の各種店舗の企画開発、建設、管理
運営およびコンサルタント

2. 興行場、劇場、映画館、スポーツ施設および
駐車場経営

3. 土木・建築工事の請負、施工、設計、監理お
よびコ ンサルタント

4. 不動産の賃貸、リース、管理および経営コ
ンサルタント

5. 不動産のプロパティマネジメント（管理運
営）に関する業務

6. 宅地建物取引業法に基づく宅地建物取引
業

7. 建築設計・監理およびコンサルタント
8. 各種市場調査の実施、分析および受託
9. 経営コンサルタント業、その他

1.　建築部

当社では、下記部門において教育施設、官
公庁庁舎等の公共施設をはじめ、病院や
老人ホームなどの福祉施設、金融機関、民間
企業の事務所、工場、店舗などの新築工事
のほか、リフォーム工事を手掛けてまいり
ました。
地域に根ざし、今後ますます発展する千葉
県はもとより、他県のお客様のご要望にも、
きめ細やかな対応をしてまいります。
当社の豊富な施工実績は、施工技術の高揚
精神や、技術の研鑽により、皆様からの大き
な信頼を得ております。専門技術者による
細心の注意を払ったメンテナンスにより、お
客様に満足のいただける、恒久的サポートを
いたしております。

2.　土木部
3.　開発・舗装部
4.　住宅事業部

1. 訪問介護
　身体介護、生活援助、乗降・移動介助など　
　を手がけます。
2. 通所介護
　施設・デイサービスセンターに日帰りで　
　通っていただき入浴・食事・介護などの
　日常生活上のサービスやリハビリ等の機
　能回復訓練などをご利用いただけます。
3. 居住介護支援
　住み慣れた町で生活できるように専門の
　職員であるケアマネージャーが福祉・介
　護サービスなどのご相談に応じ、ケアプ
　ランの作成を行うサービスです。
4. 居住系サービス
　（有料老人ホーム・グループホーム）
　要介護状態となっても、できる限り住み
　慣れた地域で生活が継続できるように支
　援いたします。
5. 訪問看護
　病状の観察、管理・医師の指示による
　診療の補助、リハビリテーション、食事
　指導・管理、日常生活を営むための療養
　上のお世話を行います。

1. 建築事業
【住宅系】戸建住宅（注文住宅・分譲住宅）、賃

貸住宅（アパート・寮・社宅）、分譲
マンション等の 企画・設計・施工・
販売、別荘地の販売

【建築系】商業施設（店舗・ショッピングセン
ター）、 物流施設（物流センター・配
送センター・食品施設）、医療・介
護施設、法人施設（事務所・ショー
ルーム）の企画・設計・施工・リ
フォーム

2. 都市開発事業
宅地・工業団地の企画・設計・施工・販売、
再開発事業

3. 海外事業
不動産開発事業

4. その他
環境エネルギー事業、医療・介護ロボット
の販売等

連　携



事業の実施方針 みらいあさひみらいあさひ

1

地域と共に「楽しく健康になる」ための持続可能な多世代交流拠点

～”所場い良の地心居“るす足充が」しらく「、」ちま「、」とひ「～

旭中央病院や充実した福祉施設
と連携することで、子育て世代や
アクティブシニアの流入促進を
図ることのできる機能を導入し
ます。

みんなが
安心して暮らせるまち

市民、移住者みんなが気軽に交流
でき、様々な人々の居場所を提供
することのできる機能を導入し
ます。

みんなが
楽しく交流できるまち

より利便性の高いまち、誰もが憧
れるまちへと発展していくため
に、地域、行政、学校、病院、道の駅
等と総合的に連携できる機能を導
入します。

みんなが
つながり発展する魅力的なまち

買い物、食事、リフレッシュ、健
康・医療・福祉に関する相談
など、日常生活の利便性やお困
りごとにワンストップで対応
できる拠点機能を導入します。

みんなが
住みやすいまち

旭市に住む高齢者や子育て世代などの目線に合わせた日常の生活利便施設を核に、音楽や
スポーツ、市民活動など様々な趣味・活動やコミュニティが醸成できる場所を創出します。
ここに集まる人が主体的に活き活きと暮らすことができる仕掛けを設け、多世代交流や地
域の活性化を図る拠点づくりを目指します。

事業全体方針、まちづくりコンセプト

～  三 郷 の 実 現 から発 展 へ  ～

将来都市像の実現に向けて、戦略的に推進していくための 4 つの
基本目標を掲げ、具体的な施策を実行して行きます。

「郷土愛からつなぐ未来　ず～っと大好きなまち旭」

【市の施策】

【開発コンセプト】

基本目標

魅力ある雇用を創出し、
安心して働けるまちづくり

将来にわたって元気な地域
をつくり、安全・安心で暮
らしやすいまちづくり

ひとの定着・還流・移住の
流れをつくり、人々が集う
まちづくり

結婚・出産・子育ての希望
がかない、誰もが生きがい
を持てるまちづくり

❶

❹❸

❷
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2/5

・地域の住民の方々をはじめ、旭中央病院へ来院される方、病院勤務される方、附属看護専門学校の学生、
移住してこられる方などに向けて、日常生活をより便利に、そして、多彩な余暇機能を充実させた施設を、
旭中央病院さま、道の駅季楽里あさひさま、そして行政など地域と一体となって永続的に提供してまい
ります。

地域との関わり方

市民や移住者様にとっての魅力

・来院される方、病院勤務される方にとって、利便性の高い生活拠点のご提供はもちろんのこと、クリニッ
クモール、デイサービス、介護施設、そして健康増進施設等の機能を本拠点に備えることで、旭中央病
院様の機能に加え、旭エリアの住民のみなさまの健康に対する意識の向上、健康な身体を維持するため
のヘルス＆ウェルネスエリアとして、更なる価値を構築し、地域の中心的拠点となることを目指します。

新しいまち「みらいあさひ」を拠点に、多世代が交流し、生涯活躍できるまちを創出します。

旭中央病院様にとっての魅力

・豊富な農産物、海産物など地元の特産品を活用し、道の駅季楽里あさひ様と連携し、新商品の開発、地元、
そして全国へと販路の拡大とともに、各種機能連携（イベント（マルシェ等）・商品開発・販売協力連携等）
を図り、旭のまちの活性化に向け、共存共栄してまいります。

※各詳細は、基本協定締結後の協議といたします。

道の駅季楽里あさひ様にとっての魅力

主な導入機能
～行政・コミュニティゾーン～
   多世代交流ラウンジ
・カフェレストラン・キッチンスタジオ・パーティー
ルーム・各種スタジオ・工作室・ライブラリー・各
種パブリックスペース　など
～商業ゾーン～
・スーパーマーケット・ドラッグストア・
その他物販・フードホール・レストラン・サービス

～健康ゾーン～
・健康増進施設・クリニックモール /Wellness 
Saloon・デイサービス
～居住ゾーン～
・高齢者住宅・移住者向け住宅・小規模特養

連携 連携

医療連携拠点

旭中央病院
道の駅

季楽里あさひ

●農業・食に関する交流・
　体験・情報発信
●防災拠点

農業・交流連携拠点

新しいまち
多世代交流拠点

多世代の利用者

他エリアへの展開
広がる移住先

他エリアへの展開
教育機関
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地域との関わり方

地域への貢献

すべての人に快適なユニバーサルデザイン

子育て中の親と子が気軽に集い、安全・安心・
快適に過ごしていただけるよう、わかりやすさ
と使いやすさにこだわった、居心地のよい施設
づくりを行います。

落ち着いてオムツ替えや
授乳が出来る
「赤ちゃん休憩室」
「キッズトイレ」

高さを低く設計した
子どもサイズの

」台面洗「 」ーナーコズッキ「

Wellness Saloon／クリニックモール

無料の健康チェックや、病気予防の情報発信か
ら、有料の簡易検査、健康啓発に取り組み、地
域の皆様の健康意識向上を促し、安心につなが
る施設とします。

総合案内窓口 「病気予防の情報発信拠点」

多彩な子育てイベント 笑顔が集まる場所として

地域の子育て中の親と子が気軽に集い、相談や情報
交換ができるよう、子育てが楽しくなる参加型イベ
ントや教室を展開します。

環境活動を通じたコミュニティ

店舗が地域に根ざし、みなさまに愛される施設となることを目指し、オープンする際には、地域のみなさまと共に
「植樹活動」を行います。また、毎月１回、従業員が店舗周辺の道路や公園などの「清掃活動」に取り組みます。

親子手作り体験教室キッズダンスコンテスト

（植樹活動）ふるさとの森づくり （清掃活動）グリーン &グリーン活動

地域のお祭りや
季節の行事

ボランティア活動 体験教室や
ワークショップ

地域に密着した施設を目指し、みなさまと共に様々
な活動を通じて笑顔をお届けいたします。

誰もが安心して過ごせるまちの実現のため、安全で快適な環境を創出するとともに、「健康」の
観点から永く暮らし続けられる「安心」に繋がる取り組みを推進いたします。

地域の皆様との様々なイベントや活動を通じて、笑顔と活力を生み出し、地域のコミュニティを
醸成いたします。
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地域への貢献　～市内事業者の参画・活用など～

地元雇用の創出 持続可能な社会に向けて

新しい施設がオープンする際には、地域に
多くの雇用を創出します。また、地元企業の
ビジネスチャンス拡大、税収増などにも寄
与します。

環境に配慮した交通手段への対応や、公共交通利用
の促進を通じて、持続可能な社会の実現に取り組み
ます。

地産地消・地産全消の推進

みんなで進めるまちづくり

地元の魅力ある文化・伝統を大切にする「地産
地消」を推進します。さらに、イオンの店舗ネッ
トワークを活かし、日本全国・海外にも地域の
名産品をお届けします

地域、行政、学校、病院、道の駅等と創造的に連携できる体制を構築し、持続的で発展的なまちづくりを推

地元の学校や生産者の皆様と連携して、旬の食材を美味しく提供するヘルシーレストラン等を展開し、
農業と教育の振興を図ってまいります。

進します。

多くの患者様が集中している旭中央病院の補完機能として一次診療の場を提供することで、より効率的
でスムーズな診療体制を構築します。また、地元医療機関との連携・情報共有・効率化により、地域全体
を上げてお住いの皆様の健康を支えてまいります。
旭市様と連携し、多様な世代の方々の社会参加や自己実現をサポートし、高齢者や子育て支援の輪を広
げ、コミュニティを醸成しながらより良いまちづくりを実現してまいります。

地域をよく知る方の“地元雇用”は、暮らしのサ
ポート機能を高めるキーとなるため、積極的、
かつ優先的に実施します。
さらに、建設・運営に関連した多くの仕事が地
元企業に発注されます。

地域のとれたての農産物の販売コーナーの設
置や、フェアの開催、産直レストランの導入な
ど、積極的なＰＲ活動を展開します。

公共交通機関の利用促進
公共交通機関の利用を呼び
かけるとともに、敷地内バ
ス停の設置等、地域と協議
します。ユーカリが丘、木更
津など全国導入実績多数

EV 充電ステーション
環境にやさしい電気自動車
の普及に不可欠なインフラ
となるＥＶ充電器の設置を
検討します。

持続可能なまちの実現のため、活き活きと働ける場を提供し、未来に向けた環境やライフスタイル
の実現にも寄与いたします。

地域の多様なステークホルダーの皆様と手を取り合いながら、イオンの経営資源を最大限活用する
ことで、連携による発展的なまちづくりを目指します。

地域への貢献
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多世代交流拠点みらいあさひ
まちびらき

【事業期間】
基本協定締結の日から30年間

【地権者様への配慮】
地域のご意向に対し、エリアマネジメント組織「みらいあさひ協議会」において、行政等と一体となって
誠意を持って対応してまいります。

5/5

事業期間及び事業スケジュール

2019 年度

土地所有者との
交渉段階

まちづくり
準備委員会設置 設置

『みらいあさひ協議会』

計画実施段階 工事・準備段階 運営開始以降

2020 年度 2021 年度 2022 年度

目的
事業成功の為、行政
と一体となり、計画
地 の 地 権 者 と 交 渉
し、プロジェクト計画
地の事業をすすめる

参加者

主体企業
イオンタウン・大和
ハウス
役割

・地権者との交渉
・地権者の意見の収集
・借地等条件の検討
・決定

目的
行政と一体となり、
よりよい事業とする
ため、多くの意見を
収集し、市民に開か
れたまちづくりをす
すめる

参加者

主体企業
イオンタウン・大和
ハウス
役割

・行政への経過報告
・行政（市民）からの

意見収集
・民間・行政機能の

確認
・事業内容の調整・

確認

目的
市民参加型の街開き
イ ベ ン ト 開 催 に よ
り、「みらいあさひ」
の推進を図る。

参加者

主体企業
イオンタウン

役割
・イベントの実施内

容決定
・オープニングに向

けた役割の確認
・事業開始に向けた
　進捗の確認

目的
「みらいあさひ」の発
展に向け、魅力ある
街の運営を進める。

参加者

主体企業
イオンタウン

役割
・運営開始後の諸問

題の解決
・様々なイベントの

連携協力
・みらいあさひプロ

ジェクトの推進

定
決
者
業
事

事業期間・事業スケジュール・事業プロセス・開発手法・地権者への配慮等

※各詳細は、基本協定締結後の協議といたします。

旭市・イオンタウン・
大和ハウス・
阿部建設・楽天堂・
旭中央病院他

旭市・イオンタウン・
大和ハウス・
阿部建設・楽天堂・
旭中央病院

旭市・イオンタウン・
大和ハウス・
阿部建設・楽天堂・
旭中央病院・
市内事業者代表・
地域住民代表他

旭市・イオンタウン・
大和ハウス・
阿部建設・楽天堂・
旭中央病院・
市内事業者代表・
地域住民代表他
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安心・便利なまち

まちのメンテナンス
整備された都市空間・生活環境を、
安心・安全かつ快適に維持

まちのサービス
地域に暮らし、働き、学ぶ人々の為の
利便性の高い生活環境を実現

まちのプロモーション
地域内外に対するまちの魅力発信や、

まちの交流促進を図る

活動のバリューチェーン

まちのデザイン
より質の高い、美しく快適な

都市空間・生活環境の形成を誘導

まちへの
愛着・誇り 高質な都市空間の

実現・維持

まちの
賑わい・個性

旭市
市内事業者

阿部建設

楽天堂旭中央病院

地域住民
自治体

大和ハウス イオン
タウン

大学
・

各種学校

協議会

事業全体のマネジメント計画
地域課題を捉えた持続的なまちづくりのため、オープンかつフラットな連携で、新たな価値を
創造します。
(仮称)みらいあさひ協議会
地域課題解決と事業継続性向上により持続的なまちづくりを実現いたします。

目 的

活 動

１．複数の視点から地域課題を的確に捉えます。
２．効果的に力を発揮するためにオープンかつフラットな連携体制を構築します。
３．多様な技術や知見を活かし、新たな地域サービスを創出します。
４．それぞれの相乗効果により、地域の新たな価値創造に取り組みます。

下記目的を達成するために以下の協議を行って参ります。
１．当計画地等及びその周辺地域のまちづくりに資する調査・研究・開発の推進
２．当計画地等のまちづくりに資する事業化の促進
３．当計画地等のまちづくりに係る情報発信・広報活動
４．当計画地等のイベント・催し物の企画・運営
５．その他、協議会が必要と認める事業

※各詳細は、基本協定締結後の協議といたします。
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みらいあさひ拠点形成に向けて

事業実施方針

【所有者・賃貸者のフロー】

賃 貸 借
（イオンタウン）

商業施設 住宅施設 介護施設

賃貸借または分譲販売
（大和ハウス・楽天堂）

賃 貸 借
（楽天堂）

竣工時

開発工事
着工時

着工時

地権者
（所有者）

賃貸借
（イオンタウン）

建設用土地

賃貸借または購入
（大和ハウス工業・楽天堂　等）
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みらいあさひ拠点形成に向けて

事業実施方針

運営管理

建物建設

開発工事

運 営 管 理
（イオンタウン）

商業施設 住宅施設 介護施設

運営管理・販売他
(大和ハウス・楽天堂)

運 営 管 理
（楽天堂）

施 主
（イオンタウン）

施 主
（大和ハウス・楽天堂）

施 主
（楽天堂）

発注者
（イオンタウン・大和ハウス工業・楽天堂）

請負者
（大和ハウス工業・阿部建設等）

建設用土地

【施工・整備・運営のフロー】

■住宅施設を取り組むにあたっての条件
・移住者をコンセプトに取組みますが、「みらいあさひ」コンセプトに合致した入居者が
　見込めないときは、移住者の縛りを外して計画の見直しを行います。
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地域と共に「楽しく健康になる」ための持続可能な多世代交流拠点

1/2

さんさん広場

フードホール

各種サービス

レストラン

多世代交流ラウンジ（旭市施設）
( 行政、コミュニティゾーン）

健康増進施設

旭中央病院

歩道（至 旭中央病院）

小規模特養
高齢者住宅

健康増進施設
クリニックモール
Wellness Saloon

居住施設
移住者向け住宅

みらい広場
※イベント開催時のイメージ

スーパーマーケット
ドラッグストア
その他物販

道の駅 季楽里あさひ

【周辺環境との調和に配慮した施設計画】
・周辺地域との調和を図るため、建物の高さを抑えながらも、単調なスカイラインとならないよう変化のある構成としています。
・落ち着きのある色彩や自然素材を利用し、周辺の自然や街並みとの調和を目指します。
・安心して憩えるオープンスペースを十分に確保し、緑のネットワークと連動しながら、地域をつないでいきます。
・災害時には、避難場所や各種拠点として活用できるよう、フレキシブルでバリアフリーな計画とします。
   災害時に迅速な行動をとることができるよう、日常から防災意識を高め、コミュニティの醸成を促してまいります。
・非常時に駐車場を避難場所として活用します。

※パースはイベント開催時のイメージとなります。

デイサービス


