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高齢者の生活空間としてのニュータウン
-藤沢市湘南ライフタウンを事例にして一

武 藤 由糸己子

1. はじめに

若い核家族世帯にとっての快適な生活空間とし

てつくられたニュータウンは,果して高齢世代に

とっても快適なのであろうか｡また, これは

ニュータウンに限らず日本全体の傾向だが,住民

同士のつなが りが薄 くなってきている｡ 加えて

ニュータウンでは計画的な整備がなされているが

ゆえに自治意識が薄いとの見方もある｡ 本論文は,

そんな問題意識に基づき,実際にニュータウンに

住む高齢者の声や次期高齢者の意向を踏まえ,高

齢者の生活空間としてのニュータウンを考察し,

今後ニュータウンで高齢を迎える住民自身に何が

求められているのかを探るものである｡

日本で高齢社会の到来についての議論がされる

ようになって久しい｡ニュータウン建設ラッシュ

から数十年の歳月が経過した現在,初期に建設さ

れたニュータウンではすでに住民の急激な高齢化

が問題になっている｡

ところで,一口にニュータウンといってもその

形態は国民の生活水準の上昇など,社会の状況の

変化に応じて変化していった｡ したがって,人口

構成の変化による高齢化の進行という背景は同じ

であっても,千里ニュータウンのように住宅難対

策として賃貸住宅の大量供給を目的にしたものと,

多摩ニュータウン以後に見られる,間取りにも比

較的余裕がある分譲住宅の供給が中心となってい

るものでは,問題となることが異なってくるので

ある｡ 本論文の対象地域となる湘南ライフタウン

は,後者のタイプである｡ 後者では,前者のタイ

プが抱えていた住居の狭さから三世代同居がした

くてもできないという問題は,ある程度クリアさ

れており,地域内の高齢者の5割近くが三世代同

居をしている｡ また後者は,開発時期のズレから,

急激な高齢化を迎えるまでにまだ多少時間に余裕

がある｡ そこで,住居内や地域の公共施設の設備

の改善という間蓮は大前提として,後者のタイプ

のニュータウンが抱える現在の高齢者問題は,少

数派としての,高齢になるまでは他の土地に住ん

でいた三世代世帯の,高齢者の問題である｡ そし

て将来的な課題は,高齢者の多いこの街で,いか

に街の活気を保ち,いかに豊かな老後の生活を送

るかということであると思われる｡

高齢者の居住環境についての研究は,施設の適

正配置といったフィジカルな面と,コミュニティ

形成といった社会的ネットワークのあり方を考え

る面から為されてきたが,双方の面をあわせ持っ

たものとしては,高橋(1987),小棒(1991)などが

挙げられる｡ 高橋(1987)は高齢化社会における望

ましい居住地形成の展開として,｢高齢化社会に

ソフトランディングしてゆくためには時代を先取

りするソフト･ハー ドに渡る分野を適切に諸施策

として織 り交ぜながら進めてゆくことが肝要であ

り,このことは地域社会を進展向上させてゆく大

きな要素である｣ と述べている｡ 小津(1991)は

｢高齢者のための環境整備とは,機能的に必要な

施設が身近に整備されているというだけでなく,

自立した生活のために必要な包括的なサービスが

それぞれの生活システムに対応していることが必

要｣であり,また,｢地域福祉を目指す都市環境

整備の主体は国や自治体ではなく,基本は,そこ

に住む地域住民自身であり,その働きが最も大き

な力となる｣と述べている｡

2.湘南ライフタウンの概要

｢湘南ライフタウン｣とは,藤沢市中西部の大

庭､遠藤 ･石川の一部を含めた340.7haと茅ヶ崎

市境37.4haを合わせた計378.1haの地域 (第 1

図)の開発名称である｡ 開発の対象とならない保

全農地などを含めると地域全体の面積は514haで

ある｡

(1) 藤沢市西部開発事業の概要

1950年代後半からの高度経済成長は,都市部の

人口集中をもたらし,首都東京から50km 圏に位

置する藤沢市においても年間7-11%という急激
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第 1図 対象地域位置図

出典)藤沢市(1989)｢藤沢市の人口｣

(昭和60年国勢調査結果報告書Ⅱ)掲載図
に一部加筆

な人口増加が見られた｡市内の各所で宅地開発が

行なわれ,1965年頃には農業地域であった西部地

区にも開発の手が及ぶようになり,このまま放置

すれば散発的開発 と不完全な団地スプロールによ

る無秩序な市街化を招 くことが予測された｡その

ような状況が総合的計画に基づ く開発の必要性を

もたらし,｢緑地資源が豊富で,気候 も温暖なこ

の地域の恵まれた自然環境を生かし,都市と農業

の調和する優れた生活環境づ くりを目指 した開

発｣が,1967年 1月西部開発事務局の設置を第 1

歩として始められたのである｡ この事業の執行は,

藤沢市が総括団体となり,租造成の後予約に基づ

き国,県,市,民間の事業主体に分譲するという

体制がとられた｡

1992年には区画整理に伴う換地処理がようや く

終了 し,西部開発事業は一応の完成を見た｡一方

で,住宅建設は,まだ土地に余裕のある北部で住

宅 ･都市整備公団や民間業者の手により現在 も進

められている｡ 北部の開発は,商業施設の配置も

含め,全体として南部に比べて遅れているといえ

る｡ これを地域格差と捉えることもできるが,北

部地域から辻堂駅に出るのとそう変わらない距離

にある小田急線湘南台駅に現在,横浜市営地下鉄

乗 り入れの工事が進んでお り,また南部は開発時

期が早かった分,老朽化も早いことが予想され,こ

の先十年 くらいの間に随分状況は変わるであろう｡

(2)茅ヶ崎市との市境問題

1967年当時,茅ヶ崎市の北部地域は藤沢市西部

地域と似たような状況にあり,藤沢市とは別に同

地域を開発する事業を計画していた (茅ヶ崎市北

部開発事業)｡藤沢市と茅ヶ崎市は同レベルの開

発を進め,やがて湘南ライフタウンの茅ヶ崎市区

域は茅ヶ崎市側のニュータウンに一体化されるも

のと思われていた｡そうなれば問題は殆どなかっ

たのだが,茅ヶ崎市の北部開発事務所は1970年 7

月に廃止され,北部開発事業は中断してしまった｡

新都市計画法の施行により対象地域が市街化調整

区域に位置づけされたこと,そもそもこの事業は,

計画当初,堤地区に何件かの不動産業者の手が入

り,これによる乱開発を防ぐためなどから必要と

されたもので,堤地区以外の地域は急務を要さな

かったこと,などが中断の理由である｡そして1971

年の協議の結果,堤地区の開発は藤沢市に委託さ

れる形となった｡つまり,茅ヶ崎市が事業主とな

り,実際の工事の執行を藤沢市が行なうことに

なったのである｡ また,区画整理終了後,行政区

域の変更をするという覚え書きが取 り交わされ,

両市間で等積交換を条件として新 しい市境の予定

線が決められた｡

しかし,住民の意向はといえば,ほとんどの人

が藤沢市民となることを望んでいる1)｡面積や人

口といった規模にもともと差があるうえに,藤沢

市は福祉面 ･文化面,緑地の整備等,人々の生活

に強く結びついた (つまり､直接恩恵を感 じやす

い)分野に力を入れており,余計に差を感 じてし

まうものと思われる｡(その分藤沢市の市民税は

高いといわれているのだが｡)住民の意向を考え

れば,県道藤沢寒川線での変更が望ましい｡しか

し,等積交換以外の境界変更は特例中の特例であ

り,茅ヶ崎市としては,3,000人の人口を失うこ

とは税収減にもつながり妥協 し難い｡行政委託の

範囲を調整することで,今まで何 とかやってきた
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訳だが,今後地域の高齢化進めば,これまでの児

童 ･生徒の教育問題に代わって,先にも触れた老

人福祉等の開港が浮上してくることは間違いない｡

行政の全面委託が禁止されている以上,委託範囲

の調整だけでは解決にならない｡1992年に藤沢市

側の換地処分が終了し,市境変更可能になって久

しいが,予定線での市境変更は行なわれていない

し,近 く行なわれるという話もない｡1995年現在

ち,両市の間で協議は続いている｡市境変更の問

題が解決しないのは,そもそも両市の行政に大き

な差があるためであり,その差をいかに埋めるか

ということにもっと目を向けるべきではないかと

考える｡

3.湘南ライフタウンの現況

第1次入居の始まった1975年当時,湘南ライフ

タウンの人口は2,023人だった｡その後基盤整備

と住宅宅地供給が順調に進むのに合わせて増加し,

1985年には25,631人,1995年現在,31,814人が定

着するに至った｡ その増加の様子は第2,4図に

示したとお りで,1975年から1985年までの最初の

10年間に急激な人口増加が見 られたのち,増加

ペースは一気にダウンするが,コンスタントに増

加を続けているのがわかる｡65歳以上人口も絶対

数は少ないながらも着実に増加している｡

1981年
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お茶の水地理 第37号 1996年

(1)高齢者を取 り巻 く環境

この地域はもともと台地と谷戸が入 り組んだ地

形で,台地を切 り谷を埋める方法で造成 したもの

の,坂や崖の多い地形になっている｡

また,施設配置とアクセスについては,商業 ･

医療 ･教育施設,金融機関等を集めたセンター地

区が地域の南 ･北にそれぞれある｡ いずれもバス

停がセンターの中心部に置かれ,便数も多いので

地域内の移動は割合便利である｡ その点に関して

は市民センターも藤沢北医療センターも同様であ

る (第3図)｡ しか し,医療施設に関していえば

立地はそう悪 くないものの,個人の医院ばか りで,

3万強の人口をもつ街を支えるには頼 りない｡特

に内科 ･外科は高齢者の絶対数が少ない今でさえ,

いつも高齢者で混みあってお り,将来的な心配は

大きい｡地域内に藤沢市北医療センターができて,

安心感を覚える人も多いようだが,普通の病院 ･

医院と異なり休日 ･夜間の急患以外は診療を行な

わないため,地域内の医院の混雑を解消すること

にはつながっていない｡地域外の医療施設でよく

使われるのは,辻堂駅近 くの湘南中央病院や,総

合病院では藤沢市民病院である｡ しかし,ここも

混んでいて, 1時間や2時間は平気で待たされる

ことが多い｡特に後者は病院前まで行 くバスが日

に4便 しかない｡近 くを通るバスは 1時間に2

-4便あるが,車どお りの激 しい道を500mほど

1995年

0200015001000500 0(読)0 500100015002000
(人)

第 2図 湘南ライフタウンの人口ピラミッド

資料)藤沢市(1981)｢統計年報 昭和56(1981)年版｣
湘南大庭地区市民集会委員会(1995)｢第10回湘南大庭地区市民集会冊子｣より執筆作成
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第 3図 西部開発事業区域図

出典)藤沢市 ･西部開発事業局(1988)｢西部開発事業のあらまし｣

資料)市境変更予定線は早稲田大学地理学研究会 ｢自然と人間22都市と環境一神奈川県藤沢市を

例として｣(1987)に掲載されていた図により加筆
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(2)高齢者の実態一老人クラブの分布

10000 1995年現在,湘南ライフタウンに住む65歳以上

8000 人口は1,639人(男644人,女995人)である｡65歳

6000 以上親族のいる一般世帯の家族類型を見ると (第

4000 5-a, b図),湘南大庭地域は子供夫婦 と同居

2000 している高齢者が多 く･子供夫婦 ･孫 と同居のい
わゆる三世代家族 と子供夫婦のみと同居する世帯

世亮 を合わせるとほぼ五割に達する｡ ちなみに藤沢市
0

第 4図 湘南ライフタウンの人口と世帯数の変化

資料)藤沢市(1989)｢藤沢市の人口｣
(昭和60年国勢調査結果報告書Ⅱ)
藤沢市(1994)｢藤沢市の人口｣(平成 2年

国勢調査結果報告書Ⅱ)
湘南大庭地区市民集会委員会(1995)
｢第10回湘南大庭地区市民集会冊子｣

より筆者作成

歩かねばならず,高齢者には厳 しい｡また,コ

ミュニティ施設に関しては,まず,地域住民のた

めのものとして ｢湘南大庭市民センター｣｢小糸

市民の家｣｢駒寄市民の家｣｢大庭市民の家｣があ

り,サークル活動や自治会の会合や談話会などに

使われている｡ 各市民の家は地域住民による運営

委員会が管理 しているのが特徴であ り,また高齢

者の憩いの場 としてオープンスペースが設けられ,

過 2回開放されている｡ 高齢者のためのものとし

ては,老人福祉センター ｢やすらぎ荘｣がす ぐ隣

の地域にある｡ 地図上ではとても近いにも関わら

ず,地域内の高齢者でこの施設を利用する人は稀

である｡ 地域内からのバスの路線がなく歩いて行

くには遠すぎるといった理由からである｡ バスは

民間の一業者だけで,市営バス ･県営バスといっ

た公営のバスはなく,高齢者割 り引きはあっても

公営バスのようなフリーパスはない｡また近年の

不況のあお りで,利用者数の少ない路線は便数を

減らしたり,廃線にしたりということが続いてい

る｡ 高齢者の絶対数の少ない湘南大庭では市民病

院を経由する藤沢駅行 きがそのターゲットとなり,

利用者数の見込めない老人福祉センター行 きの新

路線は望めないのである｡

全体では両方合わせても三割程度である｡

湘南大庭地区内には藤沢市老人クラブ連合に加

盟 している老人クラブが18団体あ り,その区域は

自治会 と一致する｡ 地区内の自治会数44から見れ

ば,その数は半分に達 しないが,世帯数で見ると

湘南大庭地区全9,283世帯のうち5,197世帯の所属

する自治会に,それぞれ老人クラブがあることに

なる｡ 入会資格は60歳以上の地域住民であるが,

任意入会のため,必ずしも地域の高齢者全月が入

るわけではない｡第6図は,湘南大庭地区の自治

会の区域 と老人クラブの分布を示 したものである｡

老人クラブのある自治会の共通点にはその世帯

数の多きが挙げられる｡ これは当然 と言えば当然

のことなのだが,老人クラブは自治会単位 という

現状の方法で行 くと,世帯数の少ない自治会では

極端な高齢化が進まない限 り,いつまでも老人ク

ラブが創 られないということになる｡ そういった

区域の高齢者を隣の区域の老人クラブが受け入れ

ている例 もあるが,何 らかの形で地域 とのつなが

りを持っていないとその情報すらも得られない｡

特に三世代同居のため後から地域に入ってきた人

早,配偶者の介護等家庭の事情で外 との関わりを

断絶されている人は孤立 しやす くなってしまう｡

管理 ･経営上,老人クラブは自治会単位が望まし

いのは当然だが,隣区域との連携等,世帯数の少

ない区域は,今後検討してい くべ きであろう｡

また,新 しい団体をつ くるのには相当のエネル

ギーが必要であり,自治会活動の熱心 さや近所付

き合いの度合 も,老人クラブの有無に実は大 きく

影響 しているのではないか,というをここに付け

加えておこう｡

4.地域高齢者の意識～聴き取り調査から

聴 き取 り調査は,居住歴,出身池,家族の形態

趣味,地域 との関わり方,地域に対するイメージ
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その他の親族世帯
湘南大庭

育

藤沢市

第 5図 65歳以上親族のいる世帯の家族類型

資料)藤沢市(1994)｢藤沢市の人口｣(平成2年国勢調査結果報告書Ⅱ)より筆者作成

等について,次に挙げる2組の対象に対面形式で

質問,回答してもらった｡

① 地域ボランティア ｢ともしびの輪｣主催の老

人昼食会参加者｡この昼食会の参加条件から,

対象は70歳以上,市民センターまでほぼ自力で

来られる人である｡ 女性のみ8名ほどに御協力

いただいた｡

② 小糸南地区の老人クラブ ｢南糸会｣に所属す

る人のうち,呼び掛けに応じてくれた方｡60歳

～76歳の男性2名,女性4名の計6名に御協力

いただいた｡

(1) ｢ともしびの輪｣昼食会参加者から

話をしてくれた人達は,独居している一人を除

いて子供夫婦と孫と同居する≡世代家族である｡

出身地は南は九州熊本から,関西,北は東北まで

全国各地に散っている｡ 子供が大学進学時に上京

して,そのまま首都圏で就職,家庭を持って親を

呼び寄せたというケースが多い｡一番の問題は言

莱 (方言)だが,前述のとおり,子供がだいぶ前

に東京に出て来ており,そこからなんとなく情報

を得てきていたおかげか,わりと自然にクリアし

ているという｡実際,話をする中で (高齢者が)

互いの出身地を初めて知るということもあった｡

気候の変化にも戸惑うことは多いそうだが,湘南

の気候は温暖で穏やかなため,最終的には結構気

に入ってしまうという｡ ほとんどの人がそのよう

に同じ状況 (土地の人でない)にあるということ,

この地域が若い街で,よそ者を受け入れてくれる

空気をもっていることなどがコミュニティ形成を

し易 くしているとも彼女達は話してくれた｡一方

で,古 くからの住民と新 しい住民が混在する地域

では,双方のライフスタイル,考え方に差があっ

て色々内輪もめ等あるようである｡ また,コミュ

ニティ形成の方法であるが,老人会は掲示板や口

コミで知 り入会,老人会の中で更に口コミで趣味

サークル等-と広がっていくそうである｡

70歳以上ということもあって行動は地域内でほ

とんど完結してしまうようであるが,生活環境に

関しての不安や不満はほとんど出なかった｡坂や

階段の多い地形をどう感じているかも聞いたが,

ある女性は ｢善行や湘南台 (隣の地域)に比べれ

ば緩やかな坂ばか りだから｡(あらゆることに関

して)ぜいたくを言ったら限りがないし｡｣ と,

穏やかに言い切る｡70歳を超えた年齢,あるいは

彼女等が乗 り越えて来たもののない時代という歴

史が､ある種のあきらめとも悟 りともつかない心

境を生み出しているのだろうか｡

(2)小糸南地区の老人クラブ ｢南糸会｣の人達か

ら

南糸会は小糸南地区の老人クラブで,1995年現
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中央けやき通り

文

A
B
C
D
E
F
G

大庭城祉公園
舟地蔵公園
二番構公園
遠藤公園

小糸台公園
遊水池
大庭台墓園

凡例 : 1 台谷

2 小糸

3 小糸南

4 ふじ

5 和会

6 小糸団地

7 小糸第2住宅

8 表郷

9 コーポ城山

10 城山

11 城山第2

12 北の谷

13 五反田

14 コーポ駒寄

15 Eブロック

文 文

中央けや き通 り

16 第 2駒寄団地

17 駒寄団地

18 ささら

19 滝の沢

20 滝の沢第 1

21 笹山

22 南原

23 湘南スカイハイツ

24 湘南西部

25 3街区

26 やまゆ り

27 小ケ谷

28 羽根沢

29 藤沢F

30 B地区藤沢

老人クラブ

をもつ自治会

31 羽根沢第 1

32 羽根沢第 2

33 羽根沢第 3

3 4 さつ き

35 市営滝の沢

36 睦会

37 丸山

38 小糸東

39 滝の沢第 2

40 や よい

41 シャルマンコーポ

42 駒寄第 3

43 羽根沢東

4 4 パークサイ ド駒寄

出典)湘南大庭地区市民集会委員会(1995)｢第10回湘南大庭地区市民集会冊子｣掲載図に一部加筆

第 6図 湘南大庭地区 ･自治会区域図
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在51人の会員を有 している｡

老人クラブの活動内容について,この南糸会を

例に紹介すると,①ボランティア活動一地域の公

園の清掃 (月一回,市から報酬あ り) ･遊歩道の

清掃 (年一回,老人福祉週間に行なう｡ 全国的な

もの),②健康活動-ゲー トボール ･野外活動 ･

囲碁クラブ,③学習活動一懇談会 ･茶道 ･研修旅

行 (県 ･市の老人クラブ連合が主催,各年 2回),

(む生きがいのための活動一市の老人福祉施設を利

用 したもの,不定期,⑤友愛チームー独 り暮らし

をする高齢者を訪問し,話相手になったり,弁当

を届けたりする｡ 地域活動として他の老人クラブ

や民生委員との協力体制を取っている-といった

ようなことが主なものとして挙げられる｡ 南糸会

の場合,各活動にはそれぞれ別のリーダーがお り,

役割分担をしている｡自分たちの老人クラブであ

ることを実感 してもらおう,という会長さんの意

向である｡ 役割-責任を持つということは,自分

の存在証明にもなり,高齢者にとっても (面倒だ

ということは別にして)いいことだろう｡ これだ

け活動内容が明白にされ,しっか り運営されて.い

る老人クラブは実際他にはあまりないようだが,

今後の老人クラブの在 り方を考えるうえで参考に

なる好例である｡

呼び掛けに応 じてくれた6人の方は,居住歴は

10年前後,60歳の会長さんを除いて,娘あるいは

息子夫婦の家に同居 している｡ それぞれに趣味を

持ち,積極的に老後の生活を楽しんでいるという

タイプの人ばかりである｡ これらの高齢者に,地

域の印象についてうかがった｡

医療施設については,数の少なさや混雑がやは

り指摘されたほか,高齢者になると特に必要な眼

科2)ないこと,歯医者ばか りが多いことなどが挙

げられた｡商業施設では,日用品,特に金物が揃

うお店がなくて不便だという｡ 金物屋が欲 しいと

いうのは予想外だったが,高齢者には,ちょっと

の故障や破損なら新 しいものに買い替えず補修 し

て使おうとする ｢ものを大切にする気持ち｣が,

若い人よりも強いことを思えば,なるほどうなず

ける意見である｡ 食料品については充実してお り,

衣料品についても特別欲 しいという意見はなかっ

た｡湘南ライフタウン内には商店数もずいぶん増

えたが,小規模のスーパーやコンビニエンスス ト

アなどが点在するという状況で,最も必要な食料

品以外の品目がフォローできないのはやむを得な

いというのが実情である｡ その他に地域内に欲 し

い施設としては,旅行代理店が挙げられた｡回答

者に旅行好きの人が多かったためであろうが,近

午,高齢の旅行者は増加してお り,今後地域内に

こういった旅行手続 きのできる場所を求める声は

増えていくかもしれない｡

近所,地域での人付き合いについても話を聞い

た｡回答者自身も言っているように,高齢者は一

般に自我意識が強 く保守的になっていて,新しい

ものを受け入れにくい｡老人クラブへ誘っても入

らない人や,隣近所にすら関わりを持とうとしな

い人もいるという｡ それは現代の都会における

(近隣の)他人への無関心-といったことではな

く,むしろ隣は独 り暮らしの高齢者を気にしてい

るのに,高齢者の側が答えてくれないのである｡

そんな中で,高齢者の孤立をなるべ く防ごうと,

活動 しているのが前述の ｢友愛チーム｣である｡

老人クラブの会員が話し相手として訪問したり,

週 2回お弁当を届けたりするボランティアだが,

対象となるのは,原則として老人クラブの会員で

あり,独 り暮らしの高齢者である｡ クラブに入っ

ていない人や三世代家族でも話 し相手がなく,衣

しい思いをしているような高齢者にまではなかな

か目が届かない｡そういった点では,まだこのボ

ランティアにも課題がある, と南糸会の方々も

仰っていた｡

他世代との交流については,一様にあった方が

望ましいと答えている｡地域内にある小糸保育園

では, 5年 くらい前から,｢ワクワク会｣という

老人のクラブと月 1回のふれあいの機会を設けて

いて,参加者の間でも好評である｡ 孫の送 り迎え

をきっかけに,保育園とつなが りを持つ人もいる

が,小学校,中学校 と年齢があがるにつれて,交

流の場が減ってしまっているのが現状である｡ 老

人クラブと子供会 ･pTAなどの間に入って調整を

してくれる仲介役がいてくれれば,という意見も

ある｡ 一方で,組織的なものがしっかりしてしま

うと,厄介がって逆に敬遠する人が増えるとの懸

念 もある｡とにかく,他世代の,とくに高齢者と

同居していない人 (子供)達にも地域の高齢者を

身近な存在と感 じてもらい,地域の高齢化 ･高齢

者の問題をも身近なものと捉えてもらうためにも,

交流の場を設けていくことは重要であろう｡
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｢ともしびの輪｣の昼食会での聴き取りよりも

時間に余裕があり,こちらの趣旨を伝えることが

できたせいもあるが,南糸会での聴き取りではよ

り具体的な不満や不安が出てきた｡｢不満が出な

い-快適な環境｣というよりは,実際問題として

快適かそうでないかとは別に,自分の意志で積極

的に動いてこれからの老後を生きていこうとして

いるより若い高齢者の方が,環境に強い関心を

持っているがために不満や注文が出てくるのであ

ろう｡

5.次期高齢者 (40代後半～50代)の意識

次期高齢者に対 しては,全部で24の設問からな

るアンケー ト調査を行なった｡属性,地域や自分

の将来に対する意向を開くもので,24間中2間が

自由記述形式,他22間は選択形式である｡ これら

のいわば ｢次期高齢者｣に対しても,対面による

聴き取り調査の方が望ましいかとも考えたが,な

るべ く地域の広範囲に渡って回答者が欲しかった

こと,忙しい男性に聴き取 りの時間を設けてもら

うのは困難であることからアンケー トの形態を

とった｡ 訪問,郵便等で配布し,約一週間後に回

収する方法と,配布と回収を一人に委託し,約2

週間後にまとめて取 りにいく2つの方法をとった｡

調査対象としたのは夫婦41組,合計82名である｡

これは湘南大庭地区における40代後半から50代の

人口の約1%にあたる｡ 回答数は72で,回収率は

87.8%,男女の内訳は30:42である｡ この回収率

の高さは,地縁や人づてを利用した有意抽出法に

よる標本調査であったこと,無記名で行なったこ

と,選択形式の設問を多くしたことによるもので

あろう｡調査規模が非常に小さいし,有意抽出法

が精度の面で問題をもつのは確かだが,本調査は,

結果を数値データにして厳密に分析することが最

終的な目的ではなく,大体の傾向を知るのには役

立つと思われる｡ また,ニュータウンの特性から,

居住者の属性やライフスタイルにもともと似た傾

向があるのは周知のとおりである｡ このことは前

記の地域の高齢者に対しての聴き取り調査にも言

えることである｡

以下の記述にあるアンケー トの回答に関する

データは,個人別が基本であるが,居住地区 ･居

住歴 ･前任地 ･家族構成については夫婦共通なの

お茶の水地理 第37号 1996年

で世帯数 (42世帯)で集計した｡

(1) 回答者の属性

回答者全82名を年齢別構成で見ると55-60歳が

28名と最も多 く,次いで50-54歳が22名,45-49
歳が15名となっている｡60歳3名,43,4歳4名

は,はじめにかかげた調査対象からは外れるが,

1,2歳の差は意識調査においてはほとんど問題

ないものとみなし,回答者の数の含めた｡

居住の形態は一戸建が14世帯,公団 ･公社の集

合住宅が28世帯である｡ 一戸建にしても,集合住

宅にしても,新規入居者として入ってきた人がほ

とんどで,1989年の1世帯を除いた41世帯が昭和

50(1975)年から同60(1985)年までの10年の間

に現在の住居に住み始めている｡ 前任地も湘南ラ

イフタウン内としているのは6世帯あり,湘南ラ

イフタウンに引っ越してきたのは1970年代後半,

開発が始まってからである｡ 神奈川県外から移っ

てきた世帯の割合が低く,湘南ライフタウンも含

めて藤沢市内が前任地である世帯が5割,神奈川

県内が約4割を占めることから,転勤などの事情

ででやむを得なく移ってきたというようなケース

はほとんどないと予測される｡ 入居時の年齢や分

譲住宅であることを考えても,ある程度安住の地

として,湘南ライフタウンを選んだ人が多いので

はないだろうか｡出身地では,関東地方出身者が

5.5割と多いが,前任地とは違って北海道から関

西,九州 ･沖縄まで全国各地に分散している｡

家族構成は,夫婦と子供世帯が35世帯と8割を

占め,夫婦のみ世帯が2世帯,三世代同居世帯が

3世帯 (夫の実親1,妻の実親2)である｡ 同居の

子供は学生のみが20,社会人のみが11,学生 ･社

会人が7世帯となっている｡ 同居の子供はすべて

未婚で,既婚者はいない｡回答者の中には孫を持

つ人も何人かいるが,子供夫婦 ･孫と自分達とい

う三世代同居をしている例は皆無である｡

職業は,男性はほぼ10割,女性は7割が収入

を伴う仕事に就いている｡ 就労形態の内訳では,

男性の6割が常雇の勤め人,3割弱が会社 ･団

体役員であるのに対 して,女性は9割が六一 ト

である3)｡自営業は男女共にいない｡職場のある

場所では,女性が地域内や藤沢市内であるのに対

し,男性は横浜 ･川崎市や東京23区が多い｡
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(2) 地域での生活

地域での生活に関する設問では,サークルや地

域行事への参加,近所付き合い,諸施設の利用,

日頃の交通手段などについて聞いた｡

地域内の何らかのサークルや団体に定期的に参

加している人は男性で2割,女性で5割である｡

不参加の人は,参加の意志はあるが ｢忙 しい｣
｢興味ある分野のものがない｣｢きっかけがない｣
といった理由で参加していない人と,｢団体活動

を好まない｣｢面倒 くさい｣と参加の意志がもと

もとない人とに分けられるが,後者は男女合わせ

ても2割に満たない｡後に述べる老後の生活イ

メージに関する設問で,老人クラブやサークルへ

の参加,ボランティアへの参加を考えている人が

少なくないことからも,サークルなどの活動の場

の確保や活動内容の多様化など,今後検討の余地

があるだろう｡

近所付き合いの程度には,男女で大きな差があ

り,男性は,挨拶をしたり,自治会などで会えば

話をする程度で,友人関係にまで発展している例

はほとんどない｡女性は,お茶や食事を一緒にし

たり,趣味をともにしたりと,近所付き合いの中

で友人関係も築いている｡また,ものをあげたり

もらったり,という付き合いは個人より家族とし

てのもので,これを女性が引き受けているという

ことは,地域に対しての外交の役割が女性にある

ことを示している｡

地域の施設の関する設問では,普段使っている

施設と,湘南ライフタウンに欲しい施設について

聞いた｡まず,使っている施設で男女差が目立つ

のは,公園,ゴルフ場,レス トラン･食堂､郵便

局 ･銀行等,市民センターである｡ 公園は男性の

4割以上があげているのに対し,女性は1割程度

しかいない｡休日は散歩や運動のために公園に出

向くといった男性の姿が想像される｡ 平日と休日

の生活が全 く違う男性のライフスタイルが生みだ

した地域との関わり方である｡ 地域内につくって

欲しい,増やして欲しい施設については積極的に

あげた人が少ないが,その中でも多いのは,図書

館,医療施設,郵便局 ･銀行である｡ また,体育

館 ･体育室を求める声も多い｡市民センターには

体育室があるが,ジムのようなものはないし,あ

まり広くない｡民間のフィットネスクラブもある

が,会費が安 くないので気軽には使えない｡プ-

ルやスポーツ施設を求める声には,安くて気軽に

利用できる ｢公営｣のもの,という条件がついて

いる｡ また,現在利用者は皆無ながらも,欲しい

施設として銭湯を挙げている人が複数いるのは,

注目される｡

坂や階段に不便を感じているのは,主に女性だ

が,定年を迎え,地域で過ごす時間が増えれば,

男性にも不便の声があがるようになるだろう｡

(3)老後の暮らし方

次期高齢者が今何を生きがいと感じ,老後の暮

らし方をどうイメージしているか,というのがこ

こでの設問である｡

日頃の生活での生きがいについて,｢仕事｣と

答えた人は男女共4割程度と,ほとんど差がな

かった｡職業の有無の割合を考えると,女性の方

が生きがいを感 じて仕事をしている人が多いとい

うことになる｡ 年代別で見ると,55-60歳の女性

の割合が大きい｡｢ひとりでゆったりと静養｣｢家

族団らん｣｢友人 ･知人と過ごす時間｣となると

男女に差があり,前者は男性,後二者は女性の割

合が圧倒的に大きい｡前者が生きがいに挙がるの

は,忙しさゆえのことであるから,定年後自分の

時間が増えることによって,彼らの生きがいがど

う変わってい くのか,興味深い｡｢趣味｣や ｢社

会 ･地域活動など｣には男女差はない｡趣味の場

合個人差が大きく,年代での傾向をはかることは

難しい｡

老後の生活のイメージについて見てみると,価

人的に,あるいは夫婦で ｢趣味など好きなことを

する｣と答えた人が最も多い｡男性に関して言え

ば,今よりも,近所付き合いや地域のサークルな

どに関心を示しているが,女性に比べると相変わ

らずかなり割合が小さい｡社会活動,ボランティ

ア活動には,男女とも現在の参加率から見るより

ち,高い関心を示 している｡｢ある程度仕事をし

ながら趣味を楽しむ｣と答えた人は男性で7割,

女性でも4割おり,老後の生活費を ｢働けるうち

に準備し,誰にも頼らない｣と考えている人が7

割を超えていることを裏づけている｡ また,老後

の生活費のついて,残りの3割弱の人達は,年金

など,社会的に保障してもらうことを考えており,

身内に頼ると答えた人は皆無に等しい｡ただし,

これらの設問は,自分で好ましいと思うものを選
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んでもらったので,現実的というよりは,理想の

入った答えである｡

老後に向けて地域に必要だと思うことについて

は,在宅福祉サービスや医療機関などの充実,老

人の社会参加の場が非常に高い割合で挙がってい

る｡ とくに在宅福祉サービスの充実は,女性の9

割が挙げている｡ 男性 も6割弱の人がこの項目を

挙げているが,介護が必要になった状態を想像す

るとき,男性はある程度配偶者に期待 し,女性は

介護か必要なのが自分であっても,配偶者であっ

ても,社会に期待 したいと考えていることがわか

る｡｢老人ホームの新設｣ といった項目でも似た

ような傾向が見える｡ また,老人の社会参加の場

や老人大学 ･老人スポーツ大会等,老人のための

文化 ･スポーツの充実なども多いに期待されてい

る項目だが,制度や機会づ くりなどのソフト面で

の整備 とともに,場所の確保やアクセスなどが課

題とされるものである｡

｢今後も今の家に住み続けるか｣ という設問に

は, 7割の人が ｢住み続けたい｣ と答えた｡積極

的に ｢他の所に移 りたい｣と答えているのは1割

に満たず,移 りたい理由には,現在の住居に関す

る不満が挙がっている｡ 移るとすれば ｢湘南ライ

フタウン内がいい｣という人が半数と,地域に対

しての不満を持っている人は,現在は少ないよう

だ｡

(4)湘南ライフタウンの印象

湘南ライフタウンの長所 と短所,将来,高齢者

が多 く住む街 として適 しているかどうかを,理由

も含めて,自由記述で答えてもらった｡無回答が

各設問とも20名程度 (2.5割)お り,これからの

記述で出て くる人数の割合は,回答のあったもの

のみで計算 したものである｡

老後 も湘南ライフタウンに住み続けることを望

んでる人が多いだけあって,高齢者が住む街 とし

て ｢適 している｣と答えた人が 7割を占める｡ 主

な理由としては ｢線が多い｣｢歩道 ･車道の区別

があ り,安全である｣｢近 くに医療施設がある｣
｢他地域に比べれば施設が整っている｣｢買いもの

に便利｣が挙がってU,J与るO これらはライフタウン

の長所 として挙がっていたことで もある｡ ただ

｢適 している｣と答えた人の多 くは,地域の漠然

としたイメージや,今の健康な状態を前提に判断
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している感がある｡｢適 していない｣ と答えた人

は,割合 としては少ないが,より具体的な不安要

因を挙げている｡ たとえば,医療施設に関しては

｢人口の割に少ない｣｢個人医院は医師自身の高齢

化が心配｣ といったことである｡ また,今見る所

ではまずまず としながらも,｢足腰が弱 くなった

ら-｣｢子供 と同居 していなかったら-｣と,高

齢になってからの状況を想像 したときに不安を感

じ,｢どちらとも言えない｣としている人もいる｡

他に適 していない要因として挙げられているのは

｢中高層住宅が多い｣｢気兼ねなく使える憩いの場

がない｣｢飛行機 ･車の騒音｣等である｡ このよ

うに不安要因を挙げている人も,湘南ライフタウ

ンの現状には満足 しているようで,長所 ･短所を

聞 くと長所の方が多 く出てくる｡ また,前出の定

住の意志についての設問で ｢他の所に移 りたい｣

と答えた人が,ここでは湘南ライフタウンを高齢

者が住む街 として ｢適 している｣ と答えてお り,

興味深い｡地域への満足度は,その人の住む地区

の立地や,前任地の様子にも大 きく左右されると

思われるが,データ不足でそこまで詳 しい分析は

できなかった｡

6. これからのニュータウン

地域高齢者-の聴 き取 り調査 と次期高齢者-の

アンケー ト調査の結果から,両者を比較 してみる

と,老後の生活や地域に対する意識にズレがある

ことがわかる｡ そして,そのズレは,双方のライ

フサイクルの違いから来るものと思われる｡

地域高齢者の多 くは三世代同居で,高齢になっ

てからこの地域に住み始めた人である｡ そのため

地域 とのつなが りに,男女による差はほとんどな

い｡一般に居住歴が短 く,絶対数も少ない世代で

あるため ｢自分たちの街｣ という意識を持ってい

る人はあまりいないと思われる｡ それに対 して次

期高齢者は,この地域で20-30年間生活 した上で

高齢を迎えることになる｡ 将来の子供 との距離は

近居や近所を希望 している人が多 く,同居希望は

それほど多 くない｡地域とのつなが りや近所付 き

合いの度合には,男女間に大 きな差がある｡ 女性

は特にサークルなどに属 していなくても,子育て

などを通 して地縁を発達させてきている｡ この男

女差は,老後の生活のイメージの持ち方にも差を
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生み出している｡ また,現在は地域との関わりが

薄い人でも,今後持っていこうという意志は持っ

ている｡ 地域への愛着は現高齢者に比べれば強い

が,自治意識はあまり高 くない｡

湘南ライフタウンは,商業施設の種類に偏 りが

あり,衣 ･食料品以外のものの品揃えについては

十分とは言えない｡足 りない部分は,藤沢駅周辺

など,他地域の商業施設に依存 している｡ そのこ

とを不便に感じている高齢者は少なくないようで

ある｡ 一方で,次期高齢者へのアンケー トでは

｢地域内にほしい施設は｣という問いに対 し,商

業施設をあげた人はおらず､4)地域の印象にも

｢買いものに便利｣との回答が多 くみられた｡ 日

頃の行動範囲に駅周辺が含まれており,また,自

家用車で気軽に出掛けられる若い層と,交通機関

を使うほどの場所に出掛けることはひと仕事の高

齢者との,意識のズレがここにある｡

地域の高齢化への対策を考えるとき,我々は医

療機関の充実や高齢者向け施設の配置など,自分

の日常にはない ｢高齢者のための｣｢特別なこ

と｣にばか り目を向けがちであるが,｢買いもの

に便利｣｢移動に便利｣といった日常生活の環境

を整備することが,もっと重視されてもよいので

はないだろうか｡高齢者といっても,多くの人は

体力に多少衰えがある他は,普段,我々と大差な

い日常生活を送っている｡ 車や体力があるからこ

そ快適である今の生活から車をとり,体力を衰え

させたときに,大きな不便を感 じずに充実した日

常生活を送るには,地域に何が必要か｡そんな身

近な所から,地域の内側の視点から,地域の高齢

化問題を考えていくことが必要だろう｡

また,湘南ライフタウン特有の問題として,茅

ヶ崎市との市境問題がある｡ 現在,この辺 りの地

域には ｢湘南大庭地区｣｢湘南ライフタウン｣ と

いう2つの区域の分け方がある｡ 前者は,藤沢市

の13行政地区の1つとしての名称であり,第 1図

に示した区域である｡ 一方後者は,茅ヶ崎市部分

も含む,藤沢市西部開発事業の対象地域を指す｡

第3図に示した区域である｡ 行政の対応はという

と,当然 ｢湘南大庭地区｣を単位に為されている｡

しかし, 1つの生活圏として考えるときには,

｢湘南ライフタウン｣を想定するのが自然である｡

この現状では,高齢化問題も含め,地域のあらゆ

る問題を考えていくうえで混乱を来す原因となる

と思われる｡

｢完壁な街は住民に刺激を与えず,受け身の姿

勢をつ くってしまう｡ニュータウン (街)づ くり

に当たって必要なことは,基本的な欠陥を街に残

してお くことである｡｣とは,住宅 ･都市整備公

団の武藤氏の話であるが,欠陥の解決のために住

民が動 き,地域への関心を高め,自治意識を持つ

ことにつながるのなら,この衝撃とも言える考え

方にも大きくうなずける｡ すなわち,市境に関わ

る問題を地域の基本的欠陥として捉え,(市境変

更に直接影響を受ける地区だけでなく)地域全

体の問題 として,湘南大庭地区と堤地区の両住

民がともに取 り組んでゆけば,問題解決の糸口以

外にも,得るものが何かあるのではないだろうか｡

すでに出来上がっているニュータウンとなると,

高齢者向けにすべてつくりかえることは不可能に

近い｡特にハー ド面では,新たに施設を充実させ

るにしても,既存の施設や家を改造するにしても,

財政的に,すぐ限度が来るだろう｡ 行政や住民が

協力し,また民間も加わって,ソフト面の充実を

図っていくことがやはり重要になると思われる｡

個人 (高齢者)対個人,個人対行政,個人対社会

-両者の間でかわされる ｢相互扶助｣の新 しいあ

り方に,そのヒントの1つがあるように思われる｡

個人対個人はいうまでもなく,近所同志などでの

助け合いである｡ 個人対行政の相互扶助とは,た

とえば,高齢者が,自分にできる範囲で,労力 ･

能力などを地域に提供 し,その代わりに行政は

サービスで返す,といった関係である｡ 高齢者が

増えれば,当然,福祉サービスの充実が求められ

るわけだが,高齢者の絶対数が増えれば,行政の

財政はかなり苦 しくなるだろう｡ 介護の必要な人

などへのサービスは無償で行ない,ある程度健康

な人へのサービスは,本人が何らかの形で地域に

貢献し,その代償にすれば,行政が用意している

福祉サービスの認知度もアップし,より有効に活

用されるようになるだろう｡ 地域に関心や愛着を

持つきっかけにもなるし,自立意識の強いニュー

タウン住民の性質にも適する考え方ではないかと

思う｡

ニュータウン住民は自治意識が低 くなりがちだ

というようなことを,何度か批判がちに述べてき
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たが,古い形式的なことに捉われない柔軟性 も,

ニュータウン住民は持 っている｡ 新 しい住民が街

づ くりに加 わ ってい け る余 地 も持 ってい る｡

ニュータウンが ｢ニュー｣でな くな り,高齢化問

題 を現実問題 として考えるときになっても,自由

な発想が活かされ得る ｢ニュータウン｣であって

欲 しいと思 う｡ また,本章では,施設のことにつ

いてあまり触れなかったが,次期高齢者が地域に

愛着を持 って,快適な老後 を送るために,地域 に

は医療施設や福祉サービスの充実はもちろん,特

定の団体に属 さな くても新 しい人間関係や地域へ

の愛着が生 まれるような,人々が気軽 に集える場

(たとえば前述 したスポーツ施設やクアハ ウスな

どの健康施設)をつ くることを提案する｡

7.おわりに

｢ニュータウンは高齢者 にとって住みよい街な

のか,快適 な街 にな りうるのか｡｣そんな問題意

識 を持 って この論文 に取 り組 んで きた｡｢ニュー

タウンという地域はあらゆる点で恵 まれている｡

問題は多々あるものの,改善の可能性は十分にあ

り,そのカギは住民 にある｡｣これが私のなかの

一つの答えである｡

今回の調査の中で,改めて地域 と関わ りを持つ

ことの重要性 を実感 した｡ しか し,他人との関わ

りを敢えて持たず,個人の時間を大切 にする人 も

お り,｢重要 -誰 も皆,関わるべ き｣ と一般論 と

して押 しつけるべ きではない とも思 う｡ 個々人の

生活の中の ｢価値観｣による選択行動 について,

今後は考えてい きたい｡

本当ならば,地域の独居高齢者や賃貸住宅に住

む高齢者な ど,少数で もあらゆる状況の高齢者に

話を聞 くべ きであったと思 うが,時間の都合など

もあってで きなかった｡アンケー ト調査で も,結

果を論文に組み入れる段階になって見えて くるこ

とが多々あ り,十分な計画 と検討 を怠 ったことが

悔やまれる｡ 最後に,この場 を借 りて,調査 に協

力 して くださった全ての方々に,厚い感謝の意を
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表 したい｡

注

1) 市境変更 (予定線)により,茅ヶ崎市民となる住

民,茅ヶ崎市民のままである住民,藤沢市民となる

住民｡

2) 北センターには眼科がある｡聴き取 り調査を南セ

ンター周辺地域で行なったため

3) ただし,女性に関しては,地域内のスーパーで

パー トタイマーをしている方にお願いして調査協力

者を得た経緯があり (13名),地域の傾向とは言い難

い｡

4) もともと設問の選択肢になかったことも大きいの

かもしれない｡
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