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1.研究目的と調査対象                  

 高齢者にとって、住居内外で交流できる環境と安心して

外出できることは、自立を促進するためにも重要である。

埼玉県ふじみ野市にある七彩の街(以下 7S)は、多世代交流

(以下地区コミュニティ)の誘発を意図して計画された街で

あり、その一角をしめる有料老人ホーム(以下 LS)でも居住

者同士のコミュニティ形成(以下住コミュニティ)を理念に

運営している。(図 1)しかし、計画通りコミュニティが形成

されているのだろうか。また、居住者にとって外出時にど

ういったことが問題となっているのだろうか。以上から、 
①LS 内の住コミュニティの形成状況 
②7S における LS 居住者の地区コミュニティの形成状況 
③LS 居住者の周辺施設へのモビリティ(移動性)と問題点 
の 3 点を把握し、改善要因を考察することを目的とする。 
2.調査対象の概要                    

7S には LS のほかに、マンション、戸建、県営住宅等の

タイプがあり計 422 戸で、タウンアリーナを中心に多世代

交流を意図して計画された街である。LS では、自立が可能

な一般居室の住人と要介護の介護居室の住人がおり、今回

の調査では自立の可能な居住者を対象とした。また一般居

室は 60 戸あり、入居率は現在 6 割(46 名)であった。 
3.住コミュニティの形成状況              

3-1.行事への参加意欲と交流実態            

LS 居住者へアンケート調査(回収率 82.6%,配布 46/回収

38)を行い、より理解を深めるために居住者 5名と運営者へ

ヒアリング調査を行なって、交流状況を把握した。 

1)行事の開催と参加状況 住居内の行事は運営者が毎月 1
回定期的に開催し、居住者同士の交流の場を設けている。

また地域との交流を図るため、月 1 回食堂を開放して喫茶

店を開き、四季折々の食事で地域の住民を呼び込む活動を

行っている。アンケート調査より、毎月の行事への参加状

況は「毎回参加している」「たまに参加している」を併せる

と 64.2％、喫茶店では 50％であった。(表 1,2)居住者から「ほ

とんどのイベントに参加している」という意見のほかに、

「あまり積極的に参加していない」という声も聞かれ、活

動に積極的な居住者と消極的な居住者に分かれた。 

2)居住者同士の関係 居住者同士の有志で毎日午後から同

好会活動が行われている。参加状況は入居者の 28.9%と低く、

一部のグループで行われていることが分かる。(表 3)また、

普段の生活では、テレビやビデオ、散歩、読書など 1 人で

行動することが多いことが目立つ。(表 4)運営者から「グル

ープがいくつかあり、グループ内でのコミュニティができ

あがっている」との声が得られ、居住者からは「旅行に行

ったときのお裾分けは頻繁に行っている」「みんなと仲間に

なれてよかった、家族だと思っている」「週 5 回同好会に参

加して毎日忙しい」といった一方で、「ベタベタした付き合

いはしたくない」などさまざまな意見を聞くことができた。 

3-2.調査結果の分析                   

 住コミュニティについては、行事が定期的に行われ交流

を意識的につくる取り組みが見られるが、集団生活のため

性格や趣味の合う仲間同士でいくつかのグループに分かれ、

その中でコミュニティが形成されているようである。さら

に、普段テレビやビデオなど一人で行動する居住者が多い

ことが分かり、同好会で毎日忙しいと話した居住者に比べ

住コミュニティに大きなギャップがあるといえる。 
3-3.コミュニティ形成の良好な事例との比較        

 住コミュニティの良好な事例「COCO 湘南台(以下 CC)」
と比較するためにヒアリング調査を行った。CC は、建設が

始まる前から共有空間の設計や日常生活の暮らし方につい

て約 3 年間にわたって研究され、入居者を選ぶ方法も研究

会員が暮らし方を理解していただける方に限定しているた

め、入居後の住コミュニティは良好であるといえる。暮ら

し方は、個々の住宅とは別にコモン空間を設け、生活の一

部を共生するものであるが、全て自分たちで解決するので

はなく、食事と家政は地域の資源を活用することで地域と

の繋がりを保っている。比較要素(表 5)を含め、CC のコミ

ュニティが LS よりうまくいっている背景には、以下の 4
点が影響を与えていると考えられる。 
□入居動機 LS では、周辺環境やハウスの設備に関するも

のが多く、CC は暮らし方に共感した人たちが集まっている。 
□金額、入居層 CC では、一時入居金が 370 万円である一

方、LSでは終身利用権が2,000万～7,000万と高額なため、

LS の方が居住者対経営者の構図になりやすい。 
□研究会 CC では、自立と共生の暮らし方を目標に、研究

会を 3 年間行なって実現した。特に、10 人とした理由は、

孤立しない単位として交流の構築を考えたものである。 
□地域資源の活用と共生 CC では、自立した生活を送るた

めに手間のかかるもの(食事や清掃)は地域資源に委ねてい

る。また、夕食はコモン空間にて全員で食べる決まりを作

り、毎日居住者同士の交流できるきっかけをつくっている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表 1 毎月の行事の参加状況

表 3 同好会の参加状況 

表 2 喫茶店の参加状況 

表 4 普段の生活 
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七彩の街(7S)
開 設 ：2003 年 9 月（戸建入居)
敷 地 ：3.7ha(37,495.18 ㎡) 
総居室：422 戸(約 900 人) 

図 1 調査対象平面図 

表 5 LS と CC の比較要素 
住居名 LS CC

タイプ
有料老人ホーム
(終身利用権)

グループリビング
(賃貸住宅)

開設 2005年9月 1999年9月

敷地/建築 4,000㎡/1,923㎡ 913㎡/277㎡

延床面積 7,193㎡ 484㎡

階数 7 2

建築構造 RC造 木造

総居室 92戸(LH60/SH32) 10戸

個室面積 32.17～98.40㎡ 25.06㎡

一時入居金 1,940～7,100万円 370万円

月々の費用 173,020円(1人) 136,000円(1人)

人数 46名(H18年11月現在) 10名

男女比

年齢層

管理・運営 ハウススタッフ 入居者による運営

ミーティング 1回/月 1回/月
イベントの開催 定期的に開催 定期的に開催
共用部の掃除 ハウススタッフ NPOおり～ぶ

食事の提供 スタッフ NPOキュービック

入居テナント クリニック・薬局(1F） /
行政との関わり 有料老人ホームの助成 GLモデル事業

研究会 / 3年間にわたり研究

入居動機 設備・環境重視 暮らし方に共感

食事 自由(食堂を利用) 夕食は全員で食べる

男 男女

70 80607060 80

女



4.7S における LS 居住者の地区コミュニティの形成状況   

4-1.行事への参加意欲と交流実態             

 LS 居住者が地区のイベントを通し、7S 内の他の住人と自

然な交流があるのかアンケート、居住者・町会長へのヒア

リング、行動観察(10:00～17:00 間,10 分毎)から把握した。 

1)LS 居住者の行事への参加状況 タウンアリーナでは、町

会で企画したフリーマーケットや夏祭りが行われ、普段も

7S 内の住人の交流場所となっている。アンケート調査より、

参加した地域活動でフリーマーケットは 31.6%、夏祭りは

21.1%とそれほど参加は多くない。(表 6)しかし、町会長に

よれば「少しずつ参加傾向にある」とのことであり、居住

者からも友人から「意外と面白かった」「いいものを買った」

などと話を聞いて、次回は参加してみたいと話していた。 

2)LS 居住者と 7S 住人との関係 町会長は「新しい町は、昔

からある町に比べてコミュニティづくりが難しい」と話し

ており、アンケートでも「地域との交流がない」と答えた

居住者が 65.8%と高い結果であった。(表 7)また、居住者か

ら「イベント活動には積極的に参加しているが、普段の交

流はほとんどない」との話が聞けた。表 8 はタウンアリー

ナの行動観察を行い、1 日の滞在状況を示したものであり、

図 2 は主要な交流場面を平面状にプロットした。現在のタ

ウンアリーナの滞在状況は、子どもが 78.2％と大半を占め、

高齢者は5.6％と少ないことが分かる。(表9)交流の状況は、 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

子供の遊び場や主婦のおしゃべりの場になっており、散歩

する高齢者がタウンアリーナを意識して歩いている様子が

見られたが、話しかけるなどの交流は見られなかった。 
4-2.調査結果の分析                   

 ヒアリングによれば地区のイベントには参加傾向にあり、

7S 内の住人と交流のきっかけはあるものの、偶発的な交流

はないことが分かった。自然なコミュニティの育成には時

間がかかることがいえ、継続してイベントを開催するなど

LS居住者と7S住人との交流機会を町会で作る必要がある。 
5.LS 居住者の周辺施設へのモビリティと問題点       

5-1.周辺施設のアクセス状況               

 現地調査と居住者へのアンケート、ヒアリング調査で周

辺のモビリティ状況と地域に内在する問題を示した。(図 3) 

1)バリアフリー状況 現地調査の結果、7S 前の通り(①)では

両側の歩道整備はされているが、幅員が狭く、凸凹して歩

きにくいと感じた。居住者からも「歩道の幅員が狭く、点

字ブロックが邪魔」「狭くて自転車が危ないので、裏道から

遠回りしている」との意見があり、改善すべき場所である。 

2)外出場所と移動手段 アンケートより徒歩5分にあるイト

ーヨーカドー(②)の利用が一番多く、生活用品が全て揃い居

住者の満足度は高いと考えられる。(表 10)また、大井図書

館(③)の利用が少ない背景には、「遠くて不便」「歩道の幅員

が狭くて危ない」「バス路線がなく、行きようがない」など、

利用したいができないようであった。駅までの移動手段で

は、シャトルバスの利用が最も高いが、運営費の都合上午

前中しか運行することができない。シャトルバスがない場

合、徒歩で移動していることが表 11 から読み取れ、さらに

居住者から「健康のために歩くようにしている」との声も

あり、歩くことで痴呆予防を心がけていることが分かった。 
5-2.調査結果の分析                   

 健康のために歩くことを意識する居住者が多く、歩道の

整備に関する不満の声が多かった。公共交通より徒歩で移

動できる施設にニーズがあり、歩道の整備が重要であろう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.まとめ                        

①住コミュニティは、LS と CC の比較からも居住者の暮らし

づくりへの意識が重要であることがわかった。LS では居住

者同士で問題を共有できる仕掛けが必要ではないだろうか。 

②地区コミュニティは、行事に参加傾向であるが自然な交

流はない、継続して交流の機会をつくることが重要である。 

③モビリティでは、ニーズの高い施設への移動の充実は必

要だが、歩くことで健康を考えている居住者が多く、歩き

やすくするためのバリアフリー整備を進めるべきである。 図 2 主要な交流場面(11：40)   (16：00) 

表 8 滞在状況の 1 日の変化（左） 表 9 世代別滞在割合（右）
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■タウンアリーナ滞在状況　12月28日（木）晴れ　16℃
調査時間10:00～17:00（10分毎）
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表 6 参加した地域活動 表 7 近隣の人との交流 

図 3 周辺モビリティ状況 
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表 10 周辺施設の利用 

表 11 駅までの移動手段
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