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1．はじめに 

 1-1．研究背景・目的 

 現在、高度成長期に建設された首都圏郊外部の賃貸住

宅団地は、団塊の世代の高齢化に伴い、高齢者独居の増

加等のあらゆる課題が生じている。上尾市も同様に、賃

貸住宅団地は市内でも高齢化がより進んでいる地区で

あることから、日頃から行われている地域福祉活動は高

齢者の見守り等にとって意義のある活動だと考える。そ

のため、団地での地域福祉活動がどのようにしてコミュ

ニティ形成に貢献しているのか、また参加するきっかけ

や、継続して参加する理由を検証することは重要である。 

 そこで、本研究では、埼玉県上尾市をケーススタディ

として、諸活動が団地のコミュニティの形成に果たし得

る役割と課題を明らかにすることを目的とする。 

1-2．研究手法 

 
【図 1】本研究の流れ 

 

 『団地の生活と住まいアンケート』の分析（3.）、各団

地の地域福祉活動の分類・整理（4.）をもとに、現状を

把握する。さらに、団地居住者への地域福祉活動につい

てのアンケート調査（5.）をもとに、地域福祉活動の役

割と課題を考察する（6.）。 

2．埼玉県上尾市の賃貸住宅団地の概要 

2-1．研究対象とする賃貸住宅団地の概要 

 
【図 2】上尾市の賃貸住宅団地の概要と活動体制 

 

 本研究では、【図 2】に示した上尾市の 4 つの UR 賃貸

住宅団地を研究対象として取り扱う。昭和 40 年代前半

に建設された団地で高齢化が進行している。原市団地は

高齢化率が 38.55%となっており、上尾市の他の賃貸住

宅団地よりも高齢化率が低くなっているが、外部団体が

中心になって地域福祉活動を展開している。その他の賃

貸住宅団地は、自治会や社会福祉協議会などの住民組織

が活動の中心となっている。 

2-2．地域福祉活動の実態 
【表 1】地域福祉活動の定義 

 
 

 
【図 3】地域福祉活動の運営主体と活動頻度 

 

 地域福祉活動の定義を【表 1】に示す。また、これま

でに各団地で実施されてきた地域福祉活動の主たる運

営団体と活動の頻度について内訳を見てみると、「2-1.」

の【図 2】にも示すとおり、尾山台団地は自治会や住民

主体の NPO 法人、原市団地では複数の外部団体、西上

尾第一団地では自治会、西上尾第二団地では社会福祉協

議会が中心となって、地域福祉活動を展開している。そ

のため、各住宅団地の地域福祉活動の体制を、「自治会・

住民主体 NPO 法人主導型」「外部団体主導型」「自治会

主導型」「社会福祉協議会主導型」とする。 

 3．家賃負担感に関する分析 

 
 

【図 4】単身高齢者の入居年別に見た団地ごとの家賃負担感※1, 3) 

 

 『第 11 回 団地の生活と住まいアンケート※1 , 3)』のデ

ータをもとに各団地の家賃負担感を分析した。【図 4】で

は、尾山台団地・西上尾第一団地の近年の入居者にとっ

ての家賃負担感が、原市団地に比べて軽い傾向にあるこ

とを示している。自治会長や住民へのヒアリング調査の

結果、その理由としては、定期的に数多く実施されてい

る地域福祉活動を通して、新たに入居してきた人と、長

年住んでいる人が交流できる場を頻繁に実施している

ので、住民同士の距離が近くなり、家賃負担感の緩和に

つながっているのではないかという意見が挙げられた。

しかし、地域福祉活動よりも、実際の生活に関わりが強

い、生鮮食品を取り扱う商業施設の有無や、駅とのアク

セス性が大きな要因という意見が多く挙げられ、後者の

方がより大きな影響を与えていると考えられる。 
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 3. 『団地の生活と住まいアンケート』の分析
　◇家賃負担感の分析　　　◇居住環境の分析

 4. 地域福祉活動の運営者へのヒアリング調査・活動調査
　◇活動テーマの分類・整理　　　◇組織体制等の把握

↓ ↓

↓

 1. 超高齢化社会対応型まちづくりに係る研究背景・目的の設定

 2. 上尾市の賃貸住宅団地の概要
　◇4つのUR賃貸住宅団地（尾山台団地、原市団地、西上尾第一団地、、西上尾第二団地）の変遷
　◇住宅団地及び周辺環境の実態の把握　　　◇首都圏郊外部における上尾市の位置づけの把握

 5. 団地居住者への地域福祉活動に係るアンケート調査の実施・分析
　◇属性による分析　　　◇地域福祉活動のタイプ別に見た分析　　　◇日常生活の分析

 6. 賃貸住宅団地における地域福祉活動を通じたコミュニティ形成の可能性と課題

[1] 尾山台団地 [2] 原市団地

入居開始年1) 昭和41年 昭和41年

世帯数
2) 1,730世帯 1,567世帯

人口
2) 2,859人 2,690人

高齢化率2) 45.68％ （後期高齢者=24.24%） 38.55％ （後期高齢者=21.38%）

平均年齢2) 56.24歳 52.82歳

福祉活動
の組織図

[3] 西上尾第一団地 [4] 西上尾第二団地

入居開始年1) 昭和43年 昭和44年

世帯数2) 3,195世帯 2,788世帯

人口2) 5,644人 4,971人

高齢化率
2) 44.70％ （後期高齢者=22.93%） 43.83％ （後期高齢者=20.92%）

平均年齢
2) 55.09歳 54.99歳

福祉活動
の組織図

社協

団地自治会

住民主体NPO法人
社

協

医療機関 子育て支援

NPO法人市 高齢介護課

委託

連携

連携

団地自治会
連携

協力

◆自治会主導型

団地

自治会

市 高齢介護課

委託

連携

◆社会福祉協議会主導型

UR管理事務所

社

協

支援

◆自治会・住民主体NPO法人主導型

団地自治会 社協

医療機関 健康支援

NPO法人市 高齢介護課

委託
連携

連携

◆外部団体主導型

大学生活協同組合

協力

高齢者友の会

老人会

民生委員

協力

団地内組織(住民団体) 団地内組織(外部団体) 団地外組織 中心組織

包括支援センター

連携

市 高齢介護課

支援協力

分類 概要

交流促進型  サロン活動、文化交流活動など
健康増進型  軽体操、健康に関する講座など
生活支援型  子育て支援など

交流促進・健康増進複合型  サロンと軽体操を組み合わせた活動など
交流促進・生活支援複合型  認知症の予防・相談ができるサロンなど

※いずれも毎月定期的に開催されてきた活動
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※西上尾第二団地は「全国公団住宅自治会協議会」に未加盟のため未実施。



4．地域福祉活動に関する調査 

4-1．調査概要  
【表 2】アンケート調査の概要 

 

 
【図 5】アンケート回答者の属性 

 

 団地居住者の地域福祉活動に対する意見や、日頃の行

動特性を把握するために、アンケート調査を実施した。

アンケート調査の概要を【表 2】に示す。尾山台団地及

び原市団地については全戸配布、西上尾第一団地及び第

二団地については地域福祉活動・自治会・社会福祉協議

会団地支部に配布した。質問項目については、地域福祉

活動に加えて、外出頻度等の日常生活に関して調査した。 

4-2．地域福祉活動に参加するきっかけ 

 
【図 6】地域福祉活動に最初に参加したきっかけ 

 

 
【図 7】地域福祉活動に継続して参加する理由 

 

【図 6】は、地域福祉活動に参加していたことがある

方々が、最初に活動に参加したきっかけをまとめたもの

である。尾山台団地と原市団地では、自治会や友人から

の口コミに加えて、特に掲示板でも初めて参加する傾向

がある。それに対して、西上尾第一団地及び第二団地は、

自治会や友人から口コミによる効果が大きい。 

 【図 7】は、地域福祉活動に月 1 回以上参加している

方々が、活動に継続して参加する理由をまとめたもので

ある。各団地とも、「健康増進につながる」と答えた人

が最も多く、次いで「友人をつくることができる」「生

きがいになる」という理由が多く挙げられた。高齢化の

進んだ団地であるため、健康に関連した活動に関心が高

い傾向があるという意見もある。このことから、継続し

て地域福祉活動に参加してもらう方法として、今後は

「健康増進型」などの住民自身にとって、これからの利

点につながるような地域福祉活動を充実させていく必

要がある。また、より生きがいを得られるように、定年

後も地域福祉活動を通じて役割をつくることも重要だ。 

4-3．地域福祉活動がコミュニティ形成に与える効果 

 
【図 8】地域福祉活動が団地の活性化に与える効果（左図） 

【図 9】団地及びその周辺に家族が住んでいない単身高齢者の現状（右図） 

 

 【図 8】では、「地域福祉活動が団地の活性化につなが

るか」について、活動に定期的に参加している人と、参

加したことがない人の差について分析した。団地全体で

見てみると、男女間での差はほとんどなく、定期的に参

加している人ほどコミュニティの活性化につながると

感じている人が多い。このことから、地域福祉活動がコ

ミュニティの活性化に寄与していると言える。 

 【図 9】は、団地やその周辺に家族が住んでいない単

身高齢者を対象に、「1 週間の平均外出頻度」と「地域福

祉活動への参加意向」について分析したものである。外

出や地域福祉活動への参加の機会を増やしていくため

にも、効果のある地域福祉活動を充実させる必要がある。 

5．地域福祉活動の課題と可能性 
【表 3】地域福祉活動の課題と可能性 

 

 各自治会へのヒアリング調査をもとに、活動タイプ別

に見た現状の課題と可能性について【表 3】にまとめる。

今後は運営側の高齢化が進行し後継者が減少していく。

そのため、外部団体とも連携しつつ、若年層向けの活動

を通じた地域の担い手を育成する必要がある。 

6．結論 

 本研究の調査を通して、以下のことを明らかにした。 

 ①地域福祉活動の主たる運営団体として、原市団地で

は外部団体が、そのほかの団地では住民組織が中心とな

って展開している。交流支援型の活動が中心となってい

るが、近年では健康増進型の活動が増えつつある。 

②自治会や友人からの口コミを通して、地域福祉活動

に初めて参加するきっかけをつくることが求められる。 

 ③団地での地域福祉活動に継続して参加する理由と

しては、各団地とも「健康増進につながる」という回答

が最も多く、今後は「健康増進型」の活動を通じた取り

組みが、団地の活性化に寄与すると考えられる。 

 ④地域福祉活動に定期的に参加しているほど、コミュ

ニティの活性化につながる活動だと感じており、このこ

とに関して男女間での差はほとんど見られない。 

 ⑤単身高齢者の方々が、定期的に地域福祉活動に参加

していくためには、より効果のある告知方法や、参加率

の高い活動を充実させていく必要がある。そのような取

り組みは見守り活動としても有効と考える。 

注釈・参考文献 
[注釈] ※1：全国公団住宅自治会協議会・団地自治会が 2017 年 9 月に実施した調査のこと。（西上
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及び回収率は、尾山台団地が 698 部（回収率≒41.82%）、原市団地が 543 部（回収率≒36.20%）、西

上尾第一団地が 1,047 部（回収率≒38.78%）。 
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月 

対象者  賃貸住宅団地の居住者 配布方法  全戸配布

調査期間  2017年11月28日～12月11日 回収部数
 尾山台団地：542部 （配布戸数＝1,562戸、回収率≒34.70%）
 原市団地：478部 （配布戸数＝1,443戸、回収率≒33.13%）

対象者  賃貸住宅団地の居住者 配布方法  各団地の団地自治会、社会福祉協議会団地支部、コミュニティ活動にて配布

調査期間  2017年11月23日～12月25日 回収部数
 西上尾第一団地：93部
 西上尾第二団地：95部

 属性に関する項目

 地域福祉活動に関する項目

 日常生活に関する項目

尾山台団地・原市団地

西上尾第一団地・西上尾第二団地

 参加頻度、最初に参加したきっかけ、継続して参加する理由、
 開催頻度・内容等に関する満足度、運営してほしい組織
 外出頻度、外出時の交通手段、近所とのつながり、健康増進に対する意識

主な
質問項目

 入居年、住んでいる家族構成、近くに家族が住んでいるか、自治会・サークルの加入

年齢 性別

今の住まいに住み始めた年 家族構成
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尾山台 (n=542)
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50代 60～64歳 65～69歳
70～74歳 75歳以上 未回答・不明
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第一 (n=93)

第二 (n=95)

男 女 未回答・不明
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第一 (n=93)

第二 (n=95)

昭和41～49年 昭和50～59年 昭和60～平成6年
平成7～16年 平成17～26年 平成27年以降
未回答・不明
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原市 (n=478)

第一 (n=93)

第二 (n=95)

一人暮らし 夫婦のみ 配偶者と子どもと同居
子どもと同居 親と同居 兄弟・姉妹と同居
三世代で同居 その他 未回答・不明
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原市 (n=172)
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友人からの口コミ
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団地内の掲示板

回覧板

自治会だより等の広報

自治会のHP

民間企業・NPO法人のHP

その他
※複数回答可
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外出する機会ができる

同世代と交流できる
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団地外の方と交流できる

相談ができる

※複数回答可

地域福祉活動に定期的に参加している人 1週間あたりの平均外出頻度

地域福祉活動に参加したことがない人 今後地域福祉活動に参加していきたいか

0% 20% 40% 60% 80% 100%

男性 (n=88)

女性 (n=213)
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

男性 (n=92)

女性 (n=212)

6～7日 4～5日
2～3日 1日
ほとんど外出しない

0% 20% 40% 60% 80% 100%

男性 (n=92)

女性 (n=205)

参加したい できれば参加したい
どちらでもない あまり参加できない
参加できない

活動のタイプ 課題 可能性

尾山台団地
（自治会・住民主体NPO法人主導型）

・NPOの諸手続きに時間がかかる。
・全ての活動に手が回らなくなる。

・団地周辺住民も参加しやすい活動になる。
・地域の担い手を養いやすい体制ができる。

原市団地
（外部団体主導型）

・団地外組織に依存しやすくなる。
・地域の担い手を育てることが難しくなる。

・つながりからつながりが生まれやすくなる。
・特定の団体に負担がかかりにくい体制ができる。

西上尾第一団地
（自治会主導型）

・後継者がいなく、活動が委縮しつつある。
・高齢者主体の活動になりやすくなる。

・団地の住民組織なので、安心して参加できる。
・自分たちで地域をマネジメントする力がつく。

西上尾第二団地
（社会福祉協議会主導型）

・後継者がいなく、活動が委縮しつつある。
・自治会よりも担い手が少なくなっている。

・団地の住民組織なので、安心して参加できる。
・社会福祉に関する相談がしやすい。


