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多世代居住型住宅整備における居住者交流に関する研究
- サービス付き高齢者向け住宅と一般住宅の併設事例を対象に Research on interaction between residents in the community focused on multi-generational housing development
- In case of housing development which has elderly residence with supportive services and general residence 片桐 暁史* ・ 小泉 秀樹** ・ 泉山 塁威**
Akifumi Katagiri*, Hideki Koizumi**, Rui Izumiyama**
The average family size is shrinking in Japan due to the decreasing birthrate and aging population. It is getting difficult to look
after children and care for the elderly “in nuclear family units”. For this reason, “multi-generational housing development” is
drawing attention. This study aimed to discover the actual progress of “multi-generational housing development” and the actual
state of interaction between residents, and subsequently to sort out outstanding issues. Results showed that communications
between different generations could not gain enough momentum simply from plans to construct houses for the elderly and
those for general residents side by side. The study also found that approaches not only from the aspect of hardware, such as the
arrangement of facilities for interaction but also from the aspect of software, such as the planning of events to promote
interaction, would work effectively. By the way, it turned out that interaction would be facilitated under certain conditions.
Keywords: communications between same generations, communications between different generations, facilities for interaction,
planning of placement and flow, events to promote interaction, elderly residence with supportive services
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１ 序論

居住型住宅整備』について、まずその整備状況（時期・所
1.1 研究の背景及び目的
在地・内容・規模等）の全体像を明らかにする。その上で、
我が国の少子高齢化は他国に類を見ない速度で進んでい そこでの居住者交流の有無・内容や、その差異・要因など、
るが、人口動態の変化と合わせ、家族形態も大きく変化し 居住者交流の実態と課題を把握することを目的とする。
てきた。家族規模は、戦後の産業化・都市化と個人の選択 1.2 先行研究の整理
の多様化に伴い縮小・個人化が進み（金貞、2013）1)、か
郊外ニュータウンに代表される、我が国の従来型住宅整
つては家族形態の代表であった三世代同居は大幅に減少し 備における人口構造変化や居住者の交流、コミュニティ変
た⑴。小規模化した家族においては、子育て世帯では共働 容等に関する調査・研究には多くの蓄積がある。たとえば
き世帯やひとり親家庭が⑵⑶、高齢世帯では高齢者のみ世帯 市原・昌子（1991）6)は、千里 NT、港北 NT、高蔵寺 NT、多
が増加⑷しており、子育てや介護を従来の「家族単位」で 摩 NT を対象に、ニュータウンにおける入居年次・経年と、
行うことがより厳しい時代となってきている。このような 人口構造変化・高齢化の特徴等について比較分析を行い、
中、高齢世帯・子育て世帯共に、地域の中で多世代が共住 全てのニュータウンがほぼ同じ傾向で高齢化し、入居後約
し、世代を超えて支え合うことのニーズが高まっている⑸。 33 年を過ぎると急速に高齢化が進み、コミュニティ活力が
世代間交流は、各世代の弱み（子育て・介助等）を世代 低下することを明らかにしている。
間で支え合うことができるという効果の他にも、様々な効
多世代居住という視点においては、既存団地における同
果があることが既存調査で確認されている。高齢者と子ど 居・近居の実態・ニーズ把握（山口・加藤ら、2015）7)や、
もを中心とした世代間交流は、高齢者にとっては、生活意 団地再生における多世代交流拠点導入の検討・効果分析
（日
8)
欲・生きがいや健康状態の向上、豊かな感情の醸成等に効 置・長井ら、2012） 等の調査・研究がある。
果があり 2)3)、子どもには社会に対応する力や、相手を思い
一方で、これら既往の調査・研究は、既存団地における
やる心を育む効果がある 4)ことが一定の検証を見ており、 居住者交流や、既存団地に導入した複合施設の効果分析に
またニーズも高まっている 5)。⑹
留まっている。当初より多世代が共住することを意図して
また、地域の持続可能性の観点からは、郊外ニュータウ 計画・整備された住宅団地等に関する調査研究には、間瀬・
ンに代表される従来型の住宅整備において、同質世代の偏 櫻井ら（2014）9)等があるが、そもそも『多世代居住型住
在とそれに伴う急速な高齢化やコミュニティの活力低下な 宅整備』の全体像が不明瞭な中で、事例調査も極めて少な
ど、問題が顕在化している。多世代がバランスよく居住し く、その位置づけや一般性の検証には課題が残る。
世代循環していくことが、持続可能な地域形成においても
これらに対し、本研究では『多世代居住型住宅整備』の
重要性を増してきている。
全国的な整備状況をまず整理し全体像の解明を行う。その
そこで、本研究では「計画時より多世代が共住すること 上で、整備事例全体を対象とした調査を行うことにより、
を意図して整備・供給等された住宅団地等」を『多世代居 より一般性を帯びた『多世代居住型住宅整備』の整備状況
住型住宅整備』と定義し、今後増加が見込まれる『多世代 と居住者交流の実態把握を進めるものである。
* 正会員 東日本旅客鉄道株式会社（East Japan Railway Company）
** 正会員 東京大学（University of Tokyo）
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1.3 研究の対象
本研究では「計画時より多世代が共住することを意図し
て整備・供給等された住宅団地等」を『多世代居住型住宅
整備』と定義するが、この定義だけでは対象が広範に亘り
すぎるため、その中でも「サービス付き高齢者向け住宅（以
下「サ高住」と呼ぶ）と一般住宅（一般分譲住宅又は一般
賃貸住宅）が併設（計画的に整備）された住宅整備」を本
研究の調査対象として設定することとする（図１）
。

更に、具体的な実態や差異等を明確にするため、事例視
察と事業者インタビューを行い（第４章）
、最後に、
『多世
代居住型住宅整備』の実態・課題の整理を行う（第５章）
。

２ 多世代居住型住宅整備の整備状況

2.1 調査概要
まず、新聞紙面記事と支援制度の整理により、
『多世代居
住型住宅整備』を取り巻く状況を把握する。次に、これま
で全体像把握が進んでいない『多世代居住型住宅整備』に
ついて、その事例を全数抽出し、整備状況及び整備動向の
全体像を明確にする。
全国のサ高住について、入手できる情報として、一般社
団法人高齢者住宅推進機構が提供する「サービス付き高齢
者向け住宅 情報提供サービス」10)がある。これは、全国の
登録機関にて登録されたサ高住の基礎情報（名称・所在地・
戸数・建物規模・運営者等）がインターネットで検索・閲
図１ 研究の対象とする『多世代居住型住宅整備』イメージ⑺
覧できるサービスであり、2016 年 12 月末時点において全
高齢者向け住宅が様々ある中で、サ高住を『多世代居住 国のサ高住6,468 棟・211,127 戸の情報が登録されている。
型住宅整備』の対象とする意義は次のとおりである。
本調査では当該 6,468 棟全件について、インターネット検
① 国は現在、政策目標として、高齢者人口に占める高齢 索にて『多世代居住型住宅整備』に該当するか否かの確認
者向け住宅の割合を 2.6％（2014 年）から４％（2025 を行い、事例を抽出する。具体的には、Google にて「
“住
年）まで増やすことを目標としているが、その中でサ 宅名称”且つ（
“多世代”又は“異世代”又は“共生”
）
」と
高住の整備は特に急速に進んでおり、今後の高齢者向 いう条件で検索を行い、一致する情報がない場合は対象外
け住宅の柱となることが予測されること⑻。
とし、一致する情報があった場合には当該住宅の詳細情報
② サ高住は一般的に、有料老人ホーム等と比べ入居費用 を調査・整理し、
サ高住と一般住宅の併設事例を抽出する。
が低く、
一般的住宅として受け入れの間口が広いこと。 2.2 多世代居住型住宅整備を取り巻く状況
③ サ高住は一般的に、有料老人ホーム等と比べ健康状態
『多世代居住型住宅整備』に係る社会潮流を把握するた
の高い高齢者が多く、
『多世代居住型住宅整備』におけ め、その１つとして、新聞紙面記事に着目する。2000 年以
る居住者交流等の主体となりやすいと考えらえること。 降の日経各紙において「多世代居住」及び「多世代交流」
④ サ高住の事業者は民間不動産事業者等も多く、複合型 に係る記事を抽出⑼したところ、2013 年頃より急速にその
住宅の整備・運営との連携が期待されること。
記事数が増加し、着目を高めていることが分かる（図２）
。
1.4 研究の方法・構成
支援制度では、国土交通省が 2009 年より「スマートウェ
既述のとおり、近年注目を集める『多世代居住型住宅整 ルネス住宅等推進モデル事業」
、東京都が 2014 年より「一
備』であるが、学術的アプローチについては、その整備状 般住宅を併設したサービス付き高齢者向け住宅整備事業」
、
況の全体像把握すら進んでいないことを指摘した
（第１章）
。 横浜市が 2012 年より「よこはま多世代・地域交流型住宅認
そこで本研究では、まず、
『多世代居住型住宅整備』の整 定制度」を開始し、これまで複数の事例が採択・認定を受
備状況について、その全体像を明らかにする。既存で整理 けている。制度的な後押しもあり、近年『多世代居住型住
等された調査・統計が存在しないこと、事例自体が非常に 宅整備』が注目を集めていると言える。
少なく一部の事例だけを抽出しても全体像把握にはならな
いことから、その方法として、インターネット検索調査を
行う。全国に整備されたサ高住を網羅的に全数調査し、
『多
世代居住型住宅整備』に該当するものを全て抽出し、整備
状況・動向の全体像を把握・整理する（第２章）
。
図２ 「多世代居住」及び「多世代交流」に関する日経各紙掲載記事数
その上で、抽出事例について、住宅・施設の整備内容や、
居住者交流、事業者取組み等の全体的実態把握を行い、そ 2.3 多世代居住型住宅整備の事例抽出
の傾向や相関等を確認する。インターネットでは得られる
前述
（2.1）
の方法によるインターネット検索調査により、
情報に限界や偏りがあること、
抽出事例を広く対象とし
『多 6,468 件のうち 33 件が『多世代居住型住宅整備』として抽
世代居住型住宅整備』全体の実態・差異把握を行いたいこ 出された。これに、前節で見た国土交通省・東京都・横浜
と、アプローチのしやすさ等から、その方法として、抽出 市の支援制度に採択・認定され計画が進められている事例
事例の事業者に対してアンケート調査を行う（第３章）
。
を加え、全 38 件（うち整備済は 26 件、計画段階は 12 件）
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を本研究における『多世代居住型住宅整備』として事例抽
出を行い（表１）
、整備時期や地域、併設一般住宅、事業者
等のデータベースを構築した。

の整備に変わってきている（図４）
。今後も、大手企業を中
心に、首都圏で急増していくことが予測される。

表１ 『多世代居住型住宅整備』の事例一覧
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

サービス付き高齢者向け住宅
名称
事業者
エクセレント迎賓館
㈱エクセレントケアシステム
ラシュールメゾン岐阜
岐阜県住宅供給公社
ジョイフル砂田橋
社会福祉法人サンライフ サンビジョン
ゆいま～る多摩平の森
㈱コミュニティネット
マストライフ古川庭園
積和グランドマスト㈱
元総社公社賃貸住宅
サービス付き高齢者向け住宅
岐阜県住宅供給公社
シャトーヨサミウェルネス
㈱ヨサミケアサービス
シェア金沢
社会福祉法人佛子園
コーシャハイム千歳烏山（９・10・11号棟）
東京建物シニアライフサポート㈱
吹上富士見共生プラザ 風の街
社会福祉法人一粒
コーシャハイム向原 7号棟
社会福祉法人こうほうえん
花立ファミリーハウス
アップライフ㈱
ヴァンピュール南青森
社会福祉法人宏仁会

14 京都YWCAサラーム
公益財団法人京都YWCA
15 ゆいま～る高島平
㈱コミュニティネット
16 ミライアコート 宮の杜
社会福祉法人ユーカリ優都会
17 マストクレリアン神楽坂
積和グランドマスト㈱
18 ココファン横浜鶴見
㈱学研ココファン
ハイムガーデン立川幸町
19
アイネット㈱
20 グレイプスシーズン戸塚
東京建物シニアライフサポート㈱
21 ウエリスオリーブ津田沼
NTT都市開発㈱
22 ヴィラひまわり廿日市駅前
医療法人みやうち
23 クラシオン小笹山手 １番館
福岡県住宅供給公社
24 ココファン藤沢SST
㈱学研ココファン
25 ココファン勝どき
㈱学研ココファン
桜美林ガーデンヒルズ C・D棟
26
㈱ナルド
(仮)ウエリスオリーブ武蔵野関町
27
NTT都市開発㈱
28 グランクレール世田谷中町
東急不動産㈱
29 グランドマストみなまきみらい
積和グランドマスト㈱
30 グレイプス湘南辻堂
東京建物シニアライフサポート㈱
31 コーシャハイム千歳船橋
社会福祉法人正吉福祉会
32 オウカス船橋
野村不動産ウェルネス㈱
カーサプラチナみなとみらい
33
㈱ハートフルケア
(仮)ウエリスオリーブ町田中町
34
NTT都市開発㈱
(仮)中央区勝どきプロジェクト
35
東部物産貿易㈱
(仮)ウエリスオリーブ調布入間
36
NTT都市開発㈱
37
38

グランドマスト江古田の杜
積和グランドマスト㈱
(仮)緑区十日市場町プロジェクト
東京急行電鉄㈱ 他

一般住宅
名称
事業者
徳島ｴｸﾞｾﾞｸﾃｨﾌﾞﾀﾜｰ ﾃﾞｻﾞｲﾅｰｽﾞX
㈱エクセレントケアシステム
スカイアークス
分譲マンション
岐阜駅西地区市街地再開発組合
ジョイフル砂田橋 CASA EST
賃貸マンション
社会福祉法人サンライフ サンビジョン
①シェアハウス
①りえんと多摩平 ／ ㈱リビタ
②賃貸住宅
②AURA243多摩平の森 ／たなべ物産㈱
マストライフ古川庭園
賃貸マンション
積和不動産㈱
元総社公社賃貸住宅
コレクティブハウス
コレクティブハウス
岐阜県住宅供給公社
シャトーヨサミ
賃貸マンション
㈱依佐美
シェア金沢
学生向け賃貸住宅
社会福祉法人佛子園
コーシャハイム千歳烏山
賃貸マンション
東京都住宅供給公社
吹上富士見共生プラザ 風の街
賃貸マンション
社会福祉法人一粒
コーシャハイム向原 5・6号棟
賃貸マンション
東京都住宅供給公社
花立ファミリーハウス
賃貸アパート
アップライフ㈱
ヴァンピュール南青森
賃貸マンション
社会福祉法人宏仁会
①自立援助ホーム ①京都YWCA カルーナ
②京都YWCA あじさい寮
②女子留学生寮
公益財団法人京都YWCA
高島平団地 26街区２号棟
賃貸マンション
独立行政法人都市再生機構
ユーカリが丘
戸建住宅住宅 他
山万㈱
マストクレリアン神楽坂
賃貸マンション
積和不動産㈱
ココファン横浜鶴見
賃貸マンション
総合地所㈱
スマートハイムシティ立川幸町
戸建分譲住宅
東京セキスイハイム㈱
ネクサスシーズン戸塚
分譲マンション
東京建物㈱ 他
ウエリス津田沼
分譲マンション
NTT都市開発㈱
ザ・レジデンス廿日市駅前
分譲マンション
㈱マリモ 他
クラシオン小笹山手 ２番館
賃貸マンション
福岡県住宅供給公社
Fujisawaサスティナブル・スマートタウン
戸建分譲住宅
パナソニック㈱ 他
勝どき ザ・タワー
分譲マンション
鹿島建設㈱ 他
学生向け
桜美林ガーデンヒルズ A・B棟
賃貸アパート
㈱ナルド
ウエリス武蔵野関町
定借分譲マンション
NTT都市開発㈱
定借分譲マンション ブランズシティ世田谷中町
東急不動産㈱
KNOCKSみなまきみらい
賃貸マンション
相鉄不動産㈱
シエリア湘南辻堂
分譲マンション
関電不動産開発㈱ 他
コーシャハイム千歳船橋フロント
賃貸マンション
東京都住宅供給公社
①プラウド船橋
①分譲マンション
②プラウドシーズン船橋森のシティ
②戸建分譲住宅
野村不動産㈱ 他
横浜MIDベース
分譲マンション
横浜市住宅供給公社
ウエリス町田中町
分譲マンション
NTT都市開発㈱
不明
賃貸マンション
東部物産貿易㈱
(仮)ウエリス調布入間
定借分譲マンション
NTT都市開発㈱
①グランドメゾン江古田の杜
①分譲マンション
②プライムメゾン江子田の杜
②賃貸マンション
積水ハウス㈱
不明
分譲マンション 他
東京急行電鉄㈱ 他
（№1～26は整備済、№27～38は計画段階）
種類

賃貸マンション

図３ 事業者の運営棟数別 整備時期の推移

図４ 地域別 整備時期の推移

⑵ サ高住に併設される一般住宅・交流施設
『多世代居住型住宅整備』として抽出されたサ高住に併
設された一般住宅の種類は、整備済 26 事例は 69.2％が賃
貸住宅単体であるのに対し、
計画段階 12 事例では賃貸住宅
単体は 16.7％に過ぎず、８割以上が分譲住宅を併設する
（図５）
。近年、
『多世代居住型住宅整備』への大手デベロ
ッパーの参画が増えていることの影響が強く表れている。
図６は、
『多世代居住型住宅整備』
の整備敷地内において、
サ高住と一般住宅の他に、居住者の世代・地域間の交流を
促すために整備された付加施設・空間（以下「交流施設」
と呼ぶ）が併設されているか否かを見たものである。内容
は様々ではあるが、約８割において、何らかの交流施設が
併設されており、
『多世代居住型住宅整備』を特徴づける１
つの要素であると考えられる。

図５ サ高住に併設される一般住宅の種類（左）

2.4 多世代居住型住宅整備の整備動向
⑴ 整備割合・時期・地域
抽出された
『多世代居住型住宅整備』
の事例は計 38 事例。
全国のサ高住（2016 年 12 月末時点で 6,468 棟）に占める
割合は 0.59％となり、まだ僅少であると言える。
整備は2007 年に始まり、
2013 年頃より急加速している。
そして、2017 年以降も多くの整備が予定されており、今後
益々の増加が見込まれる。また、運営の主体は、当初は１
棟・２棟程度を運営する小規模事業者（主に社会福祉法人・
医療法人・公社等）によるものが多かったが、2015 年頃よ
り、数十棟を運営する大手企業の参入が目立つ（図３）
。
整備地域は、当初は中部地域や四国地域といった地方圏
での整備が多かったものが、2015 年以降は殆どが首都圏で

図６ 交流施設の有無（右）

３ 多世代居住型住宅整備の全体的実態把握
3.1 調査概要
前章で抽出された全 38 事例の事業者
（サ高住事業者と一
般住宅事業者の計 59 事業者）に対してアンケート調査（郵
送）を実施することにより、
『多世代居住型住宅整備』にお
ける居住者の交流や事業者の取組み等について、その全体
的実態を把握する。
①サ高住と一般住宅の事業者が同一であるか別か、②対
象の『多世代居住型住宅整備』が整備済であるか計画段階
か、により事業者を６類型化でき、類型に応じて表２のと
おりアンケート票を送付する（回収状況は表３⑽）
。
『多世代居住型住宅整備』の整備状況と居住者交流の全
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体像を把握することと併せ、本研究では、居住者交流の差
異に影響を与える可能性のある要素として特に、交流施設
等空間整備の有無・内容、事業者の取組みの有無・内容等
に着目し、表４のとおり調査項目の設定を行う。
表２ アンケート票の送付先
運営住宅 フェーズ
アンケート送付先
調査票
サ高住＋ 整備済 サ高住の現地事務所（スタッフ常駐のため） ①
サ高住 同一事業者 一般住宅 計画段階 事業者の事業所
④
と
サ高住 整備済 サ高住の現地事務所（スタッフ常駐のため） ②
一般住宅
計画段階
事業者の事業所
⑤
別事業者
整備済 事業者の事業所
③
が
一般住宅
計画段階 事業者の事業所
⑥

により複合用途の住宅等が整備された一体の敷地を、以下
「タウン」と呼ぶ）内の住宅種類やタウンの内外という垣
根を超えた幅広い層を対象）の取組みとしては「交流会・
懇談会・食事会」
「○○教室（趣味・習い事等）
」
「バーベキ
ュー・マルシェ」
「季節の祭り（夏祭り・ハロウィン・クリ
スマス等）
」などが、用途限定型（特定の住宅用途居住者の
みを対象）の取組みとしては「誕生日会」
「ピクニック・遠
足」などが、サ高住事業者を中心に行われている（図９）
。

表３ アンケート調査の回答結果⑾
事業者
整備済（26事例）
計画段階（12事例）
サ高住と一般住宅が 同一事業者
別事業者
同一事業者
別事業者
計
５通／12通 ５通／14通（35.7％） ２通／６通 ０通／６通（０％） 23通／59通
サ高住
一般住宅
（41.7%) ６通／15通（40.0％） （33.3％） ５通／６通（83.3％） （38.9％）

表４ アンケート調査の主な項目
調査項目
(1) 『多世代居住型住宅整備』の整備概要
・整備されている（計画している）住宅の種類
・併設されている（計画している）一般施設の有無・内容
・併設されている（計画している）交流施設の有無・内容
(2) 居住者の基本情報等
・サ高住居住者の基本的属性
・『多世代居住型住宅整備』地区内での親子の近居の有無・割合
(3) 居住者交流促進のための事業者の取組み
・居住者交流促進のための事業者の取組み有無・内容・範囲・頻度（予定含む）
・『多世代居住型住宅整備』地区内の他の事業者との連携有無・頻度（予定含む）
(4) サ高住居住者の交流状況
・サ高住居住者の同世代間の交流有無・内容・頻度
・サ高住居住者の異世代間の交流有無・内容・頻度
・サ高住居住者の地域との交流有無・内容・頻度
(5) その他
・『多世代居住型住宅整備』の展開理由、課題、今後の展望
・視察・インタビュー調査の可否

対象の調査票
①②③④⑤⑥
①②③④⑤⑥
①②③④⑤⑥
①②
①②
①②③④⑤⑥
①②③④⑤⑥

図９ 居住者交流促進のための事業者の取組み内容と範囲

①②
①②
①②
①②③④⑤⑥
①②③④⑤⑥

3.2 交流施設
有効回答 19 事例のうち、
単一用途の居住者に限らず他用
途の住宅居住者や周辺地域にも開放された開放型の交流施
設を全く整備していないのは４事例のみで、多くの事例で
交流施設が整備されている。多目的室・談話室やコミュニ
ティ食堂、屋外広場など、幅広い目的で、気軽に立ち寄れ
るような空間づくりが志向されている（図７）
。

図７ 交流施設の整備状況

3.3 居住者交流促進のための事業者の取組み
⑴ 事業者の類型別に見た取組みの有無
「サ高住＋一般住宅」同一事業者の 60％、
「サ高住」事
業者の 80％が、居住者の世代・地域間交流を促進するため
の何らかの取組みを行っているのに対し、
「一般住宅」事業
者で取組みを行っているのは僅か 16.7％に留まる（図８）
。
『多世代居住型住宅整備』という複合開発において、世代・
地域間の交流を促進するための取組みの多くが、サ高住事
業者に偏った形になっているという現実が伺える。

3.4 居住者の交流
本節では、事業者が現地に常駐している整備済のサ高住
について、
居住者交流の実態を事業者に尋ねた結果を見る。
⑴ タウン内における同世代・異世代との交流
全てのサ高住において、タウン内で何らかの同世代間交
流が行われている。
「挨拶・談話」
「食事」
「散歩」
「趣味・
習い事」
「見守り・声かけ」など、日常生活の中で気軽に行
われるものが多い。さらに、
「買い物（代行）
」や「調理・
配食」
「清掃・小修繕」
「介助・介護」など、高齢者同士で
のお互いの生活の支え合いも、決して少なくない（図 10）
。
一方で、多くのサ高住において、タウン内で何らかの異
世代間交流は見られるが、
「交流なし」も 30％存在する。
具体的には、
「挨拶・談話」
「見守り・声かけ」という、日
常生活で気軽に行われるものが多く、過半のサ高住で見ら
れるが、それ以外の交流は多くは行われておらず、
「介助・
介護」や「子供の世話・預り」といった、各世代の弱みを
世代間で支え合うような交流は殆ど見られない（図 11）
。

図 10 サ高住居住者のタウン内・同世代との交流内容・頻度

図８ 居住者交流促進のための事業者の取組み有無

⑵ 居住者交流促進のための事業者の取組み内容
開放型（タウン（本研究では、
『多世代居住型住宅整備』
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⑵ 居住者交流と一般住宅種類・住宅事業者との関係
図 12 は、サ高住居住者の同世代・異世代間交流のうち、
「自発的な交流が日常的に見られる」交流の項目数につい
て、サ高住と併設されている一般住宅が「賃貸住宅」か「分
譲住宅」かの種別により、その平均数を見たものである。
「分譲住宅」との併設に比べ、
「賃貸住宅」と併設されたサ
高住のほうが同世代・異世代間交流が活発であると言える。
図 13 は同様に、サ高住と一般住宅が「同一事業者」か「別
事業者」かの種別により居住者交流の自発度を見たもので
ある。サ高住と一般住宅が「別事業者」であるよりも「同
一事業者」であるほうが居住者交流が活発である。

場合も挨拶程度は行われているが、交流の内容は限定的で
ある。また、異世代間交流（図 17）については、事業者取
組みがない場合は全く見られない。
「菜園・収穫」
「発表会・
お遊戯会」
等、
世代を超えて気軽に参加できるイベントが、
その後の多様な異世代間交流に寄与していることが分かる。

図16 サ高住の居住者交流と事業者取組みの関係（タウン内・同世代間交流）

図12 一般住宅の種類別に見たサ高住居住者の自発的交流項目数（左）
図13 一般住宅の事業者（同・別）別に見たサ高住居住者の自発的交流項目数（右）

⑶ 居住者交流と交流施設との関係
図 14・15 は、整備済のサ高住について、整備されている
交流施設と、タウン内で見られる居住者の交流内容との関
係を見たものである。例えば図 14 では、
「多目的室・集会
室」を整備したサ高住が８事例あり、うち 100％の事例で
「挨拶・談話」
、87.5％の事例で「食事」
、75.0％の事例で
「散歩」
、
（以下同様）が行われているということである。
これを見ると、同世代間交流（図 14）については、交流
施設がない場合も挨拶程度は行われているが、交流の内容
は限定的である。また、異世代間交流（図 15）については、
交流施設がない場合は全く見られない。
「屋外広場・公園」
「娯楽室・談話室」等、自然と顔を合わす、気軽に立ち寄
れる空間整備が異世代間交流に寄与していることが分かる。

図17 サ高住の居住者交流と事業者取組みの関係（タウン内・異世代間交流）

４ 多世代居住型住宅整備のケーススタディ
4.1 調査概要
アンケート回答者の中から、承諾を得られた事業者に対
し、視察・インタビューを行うことにより、
『多世代居住型
住宅整備』のより具体的な実態や差異の把握を行う。
表５ 視察・インタビューの調査対象と実施日
類型
住宅名称
種類
事業者
相手
実施日
⑴ サービス付き高齢者向け住宅と一般賃貸住宅（同一事業者が運営）が併設された事例
シャトーヨサミウェルネス サ高住 ㈱ヨサミケアサービス
代表取締役社長
2017/6/13
①
シャトーヨサミ
賃貸住宅 ㈱依佐美(上と一体運営) 代表取締役社長
2017/6/13
⑵ サービス付き高齢者向け住宅と一般賃貸住宅（別事業者が運営）が併設された事例
ゆいま～る多摩平の森 サ高住 ㈱コミュニティネット
ハウス長、食堂スタッフ
2017/6/3
②
AURA243多摩平の森 賃貸住宅 たなべ物産㈱
代表取締役社長､担当者 2017/6/3
③ ゆいま～る高島平
サ高住 ㈱コミュニティネット
ハウス長
2017/6/7
⑶ サービス付き高齢者向け住宅と一般分譲住宅（同一事業者が開発）が併設された事例
（視察・インタビューを承諾された事例なし）
⑷ サービス付き高齢者向け住宅と一般分譲住宅（別事業者が開発）が併設された事例
④ ココファン勝どき
サ高住 ㈱学研ココファン
施設長
2017/6/12

表６ 整備済のサ高住と一般住宅の事業主体と種類による類型
図 14 サ高住の居住者交流と交流施設の関係（タウン内・同世代間交流）

図 15 サ高住の居住者交流と交流施設の関係（タウン内・異世代間交流）

⑷ 居住者交流と事業者取組みとの関係
図 16・17 は同様に、整備済のサ高住について、居住者交
流促進のための事業者取組みと、タウン内で見られる居住
者の交流内容との関係を見たものである。
同世代間交流（図 16）については、事業者取組みがない

サ高住と併設された一般住宅の種類が
賃貸住宅
分譲住宅
③ シャトーヨサミウェルネス（愛知） △ ミライアコート宮の杜（千葉）
交流施設が ② ヴァンピュール南青森（青森）
△ ウエリスオリーブ津田沼（千葉）
① 京都YWCA（京都）
× グレイプスシーズン戸塚（神奈川）
⓪ クラシオン小笹山手（福岡）
○ シェア金沢（石川）
○ マストライフ古河庭園（東京）
同一
○ 桜美林ガーデンヒルズ（東京）
有
△ 元総社公社賃貸住宅（群馬）
サ高住と
△ 吹上富士見共生プラザ（埼玉）
一般住宅の
△ ジョイフル砂田橋（愛知）
事業主体が
△ マストクレリアン神楽坂（東京）
⓪ 花立ファミリーハウス（熊本）
× ハイムガーデン立川幸町（東京）
無
× エクセレント迎賓館（徳島）
④ ゆいま～る多摩平の森（東京） △ ラシュールメゾン岐阜（岐阜）
② コーシャハイム向原（東京）
△ ココファン藤沢SST（神奈川）
有
① ゆいま～る高島平（東京）
× ヴィラひまわり廿日市駅前（広島）
別
① ココファン横浜鶴見（神奈川）
△ コーシャハイム千歳烏山（東京）
⓪ ココファン勝どき（東京）
無
【凡例】 丸数字 ：アンケート回答あり。
○
△
×

「タウン内での異世代との日常的交流」として見られると回答された交流内容数
：アンケート回答なし。HP･FB等において、居住者の異世代間交流が定期的に確認できるもの
：アンケート回答なし。HP･FB等において、居住者の異世代間交流が確認できるもの（頻度は不明）
：アンケート回答なし。HP･FB等において、居住者の異世代間交流が全く確認できないもの

※ 下線は、本調査の視察・インタビュー対象
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事業者より承諾が得られ、調査対象とした事例は表５の
４事例６事業者である。前章において、居住者交流が進み
やすい条件がいくつか見受けられたが、それらを検証する
ためにも、①一般住宅が賃貸か分譲か、②サ高住と一般住
宅の事業者が同一か別か、により抽出事例を４類型化する
と表６のとおりとなる。結果として、第二・三・四象限に
位置する事例については視察・インタビュー調査を実施す
ることができたが、第一象限（分譲住宅×同一事業者）の
事例は承諾得られた事業者なく、
調査を実施できなかった。
4.2 サ高住と賃貸住宅（同一事業者）の併設事例
⑴ 「ヨサミスクエア」整備経緯・概要
㈱依佐美は 1973 年に創業し、
刈谷市南部にて計５棟の賃
貸住宅を運営していた。そのうちの１棟である「シャトー
ヨサミ」
は 2003 年に一般賃貸住宅として整備したものであ
るが、居住者間の挨拶をルール化するなどコミュニティづ
くりを重視した運営を行っていた。隣接地に地域交流型の
高齢者向け住宅を構想し、2010 年に国土交通省「高齢者等
居住安定化推進事業」に応募。2013 年にサ高住「シャトー
ヨサミウェルネス」として開業し、コミュニティ重視・一
体運営により多世代居住型住宅整備を進めている。
所在地
住所 愛知県刈谷市高須町
交通 JR東海道本線「刈屋」駅 徒歩20分
サービス付き高齢者向け住宅
名称 シャトーヨサミウェルネス
規模 105戸
事業者 株式会社ヨサミケアサービス
竣工 2013年
一般住宅
名称 シャトーヨサミ
規模 賃貸住宅 79戸
事業者 株式会社依佐美
竣工 2003年
併設施設
・商業施設（「シャトーヨサミ」の１階）
：レストラン、美容院、バレエ教室、料理教室 他
・介護付有料老人ホーム「ゴールドピアみささが」
・公園「ミササガパーク」（敷地外）
交流施設
屋内 ・カフェ・ラウンジ
・図書室
・アクティビティスペース
（多目的室･麻雀室･スポーツ室･応接室）
・食堂・談話室
屋外 ・屋上庭園
・広場・バーベキューコーナー

ヨサミスクエア 周辺図

③ オープンな空間づくり
サ高住に地域交流施設を、賃貸住宅低層部に商業施設を
整備し、いずれも地域にも開けたオープンな形で開放して
いる。各住宅居住者が、日常的に各共有施設に行き来し、
会話や趣味の交流等を行っている。
④ 交流を促す日常的取組み
居住者及び地域の交流を促すため、事業者が日常的に、
前述の敷地内開放空間において、地域にも開放された交流
等イベントを実施しており、日常的に地域・世代を超えた
層が参加している。このようなきっかけを通し、イベント
時だけではなく日常の中で、
挨拶はもちろん、
食事や散歩、
趣味、見守り、介助等が異世代・地域間で行われている。
⑤ 健康状態に応じたサービス提供（課題）
居住者にも健康状態に差異があり、要介護度が高くなっ
てきた居住者に対し、
『多世代居住型住宅整備』としてのサ
ービスをいかに提供できるかが、
今後の課題であると言う。
4.3 サ高住と賃貸住宅（別事業者）の併設事例 ①
⑴ 「たまむすびテラス」整備経緯・概要
1960 年に整備された多摩平団地は、
1997 年からの建替事
業に伴い、解体予定であった住棟５棟が 2009 年に UR 都市
機構の「住棟ルネッサンス事業」の対象となった。アイデ
ア募集により３事業者の提案が選定され、居住する世代が
ミックスされたのは偶然であると言う。改修工事前から３
事業者間の連携を図り、
一体感のある住環境が創出された。
所在地
住所 東京都日野市多摩平
交通 JR中央線「豊田」駅 徒歩９分
サービス付き高齢者向け住宅
名称 ゆいま～る多摩平の森（２棟）
規模 サ高住32戸、コミュニティハウス31戸
事業者 株式会社コミュニティネット
竣工 1960年（2011年リノベーション）

たまむすびテラス 周辺図

一般住宅
名称 ＡＵＲＡ２４３多摩平の森（１棟）
規模 菜園付き賃貸住宅 24戸
事業者 たなべ物産株式会社
竣工 1960年（2011年リノベーション）

シャトーヨサミウェルネス 外観

名称 りえんと多摩平（２棟）
規模 シェアハウス 142室
事業者 東電不動産株式会社（運営は㈱リビタ）
竣工 1960年（2011年リノベーション）

シャトーヨサミウェルネス 平面図

ゆいま～る多摩平の森 外観

併設施設
・小規模多機能居宅介護施設「ぐり～んはぁと」

図 18 「ヨサミスクエア」整備概要

⑵ 得られた知見
① コンセプトの発信
事業者によると、開業時からの一貫した『多世代居住』
というコンセプトの発信により、
徐々にその認知が広がり、
開業４年目の現在、このコンセプトに共感した主体的な住
まい選択をする高齢者が半数近くに上るまで至っていると
言う。また、この一貫したコンセプト発信が、周辺住民や、
NPO・事業者等の共感を集め、交流イベント等への参加や連
携につながっていると言う。
② 同一事業者による運営
サ高住と賃貸住宅を同一事業者（別法人だが一体運営）
が運営していることにより、当然に、当初より『多世代居
住』への思いを共有できている。それが、各用途の柔軟な
入居・近居・住み替えや、交流イベント等における用途間
の連携に大きく寄与している。

交流施設
ゆいま～る多摩平の森 区画
・食堂兼多目的室「ゆいま～る食堂」
・書架スペース
ＡＵＲＡ２４３多摩平の森 区画
・貸菜園「ひだまりファーム」、コロニーガーデン
・バーベキューハウス「ＡＵＲＡハウス」
りえんと多摩平 区画
・屋外テラス（３箇所）

たまむすびテラス 敷地配置図

図 19 「たまむすびテラス」整備概要

⑵ 得られた知見
① 無理のない緩やかな事業者間連携
複数の住棟を複数の事業者が運営しているが、
『多世代居
住』というテーマのもと、年に２回の共同イベントと、あ
とは各事業者の独自イベントを適宜情報共有する程度の、
緩やかな連携により、事業者にも居住者にも無理のない適
度な世代・地域間交流を実現している。
② 賃貸住宅との一体整備
サ高住と一体整備されている２種の一般住宅が賃貸住宅
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であるからこそ、居住者に多様性が生まれ、また共有空間
の自由な運営が可能となっている。
③ 交流を促す日常的取組み
居住者ニーズを支援するという姿勢で、事業者が日常的
に交流等イベントを実施している。殆どのイベントは、居
住者に限らず、
地域・世代を超えた層も多く参加している。
④ 空間的配置の影響
事業者によると、街区内に市道が通り、親子や近隣住民
の通園・散歩道となっていることが、世代・地域間交流に
寄与していると言う。一方で、サ高住が、菜園付き賃貸住
宅及びシェアハウスから見て最寄駅の反対側に立地してい
ることから、街区内での日常の回遊性がやや欠けている。
⑤ 団地再生事業の取組み（課題）
UR 都市機構の団地再生事業として、既存建物のリノベー
ションにより整備されたものであるため、住宅の残寿命が
短い。このため、前期高齢者の入居や、建物使用可能期間
が短くなった時点での入居者の減少、建物返還時の対応等
リスクがあり、これらを視野に入れた運営が必要となる。
4.4 サ高住と賃貸住宅（別事業者）の併設事例 ②
⑴ 「高島平団地」整備経緯・概要
1972 年に竣工した高島平団地は築 40 年以上が経過し、
地域の高齢化や空室の増加が顕在化しつつある。そのよう
な中、UR 都市機構にて耐震補強済４棟のうちの１棟（26
街区２号棟・全 121 戸）に点在する空室 30 戸の有効活用を
図るため公募を行い、㈱コミュニティネットが応募。UR 都
市機構より一括で借り受け（20 年間）
、バリアフリー改修
を行い、日本初の「分散型サービス付き高齢者向け住宅」
として 2014 年 12 月開業した。様々な世代が暮らす団地の
中で、通常の暮らしをすると共に、サ高住の安心・安全を
享受できることをコンセプトとしている。その後、対象住
戸が追加され、
現在計 42 戸がサ高住として運営されている。
所在地
住所 東京都板橋区高島平
交通 都営三田線「高島平」駅 徒歩11分
サービス付き高齢者向け住宅
名称 ゆいま～る高島平
規模 42戸（高島平団地26街区２号棟内）
事業者 株式会社コミュニティネット
竣工 1972年（2014年以降順次リノベーション）
一般住宅
名称 高島平団地26街区２号棟
規模 賃貸住宅 121戸（うち上記42戸はサ高住）
（高島平団地全体は約8,000戸）
事業者 独立行政法人都市再生機構
竣工 1972年

所在地
住所 東京都中央区勝どき
交通 都営大江戸線「勝どき」駅 徒歩６分
サービス付き高齢者向け住宅
名称 ココファン勝どき
規模 34戸（勝どき ザ・タワー ２～４階）
事業者 株式会社学研ココファン
竣工 2016年

勝どき ザ･タワー 周辺図

一般住宅
名称 勝どき ザ・タワー
規模 分譲マンション 1,420戸
事業者 鹿島建設株式会社 他
竣工 2016年

勝どき ザ･タワー
外観

併設施設
・小規模多機能居宅介護支援施設（ｺｺﾌｧﾝ勝どき内）
・１階 商業施設（コンビニ・カフェ・飲食・薬局）
交流施設
・食堂（「ココファン勝どき」居住者専用）

ココファン勝どき 平面図

図 21 「勝どき ザ・タワー」整備概要

高島平団地26街区 周辺図

併設施設
・居宅介護支援事業所（別街区・別棟）
・診療所（同一棟）、病院・薬局（別街区・別棟）
・保育所「高島平保育園」（同街区・別棟）
交流施設
・サービス拠点兼多目的室「ゆいま～る高島平フロント」
・高島平団地第４集会所（同街区・別棟）

施等も、住民が主体となって行われているものが多く、住
民参加型のまちづくりにつながっている可能性がある。
② 既存の住民・自治体及び周辺事業者との連携
通常の新規複合住宅整備の場合は、併設住宅事業者との
連携が重要となるが、本事例は、既存の巨大団地の空室活
用による「分散型サ高住」であるため、既にある成熟した
住民・コミュニティや周辺事業者との連携が重要となる。
既存の団地住民・NPO 等による様々なイベントと、新設の
サ高住で実施する独自イベント等について、それぞれが情
報共有等を行い、新旧住民の交流促進につながっている。
③ 交流施設の必要性（課題）
住民の交流促進のためには、交流等イベントが有効であ
り、そのための空間が必要である。本事例のような、既存
団地の空室活用等による『多世代居住型住宅整備』の場合
には、
交流のための空間等整備に制約があり、
課題である。
④ 団地再生事業の取組み（課題）
UR 都市機構の団地再生事業（空室活用）により整備され
た形態であるため、前節⑵⑤と同様の課題がある。
4.5 サ高住と分譲住宅（別事業者）の併設事例
⑴ 「勝どき ザ・タワー」整備経緯・概要
「勝どき ザ・タワー」は、市街地再開発事業として 2016
年に竣工した大型分譲タワーマンションである。もともと
中央区が地区の一部を保有しており、地権者として取得す
る低層部をサ高住及び小規模多機能居宅介護施設として運
営する事業者を公募。㈱学研ココファンが事業者に選定さ
れ「ココファン勝どき」として 2017 年３月に開業した。

高島平団地26街区２号棟 外観

図 20 「高島平団地」整備概要

⑵ 得られた知見
① コンセプトの発信
サ高住事業者によると、開業時から一貫して『多世代居
住』のコンセプトを発信しており、サ高住の入居者はほぼ
全員がこのコンセプトに共感して住まいを選択していると
言う。その結果、暮らしのルール作りや、交流イベント実

⑵ 得られた知見
① ビルインテナント、施設ハード上の制約（課題）
再開発事業によるタワーマンション低層部に、テナント
としてサ高住を整備したもので、運営者として決定された
時にはハード計画は決定されていた。分譲住宅とサ高住の
エントランスは建物の正反対部に位置し、地域全体に開放
された交流空間などもない。世代や地域を超えた出会い・
交流のきっかけとなる空間がハード上整備されていない。
② 分譲住宅との一体整備（課題）
個人居住者との一棟の区分所有建物では、
共用部使用
（看
板・チラシ設置、イベント実施等）に大きな制約が生じる。
また、
分譲住宅事業者は分譲後、
事業から手離れするため、
サ高住運営者が分譲住宅との連携等について相談するため
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の窓口が不在となり、
住宅種類を超えた連携が困難である。
③ コンセプトの未発信（課題）
上記制約等により、サ高住としても『多世代居住』のコ
ンセプトすら発信できていない。結果として、入居者も特
に交流等に関心のない居住者になっていると言う。

５ 結論
5.1 多世代居住型住宅整備の動向
我が国の急速な少子高齢化と合わせ、人口動態・家族形
態の大きな変化により家族規模が小規模・個人化した現代
においては、子育てや介護等を既存の「家族単位」で行う
ことが厳しい時代となってきている。このような中、地域
の中で世代を超えて支え合うことのニーズが高まっており、
『多世代居住型住宅整備』が注目されつつある。国や自治
体も、多世代居住に係る支援制度を開始しており、制度の
後押しもあって、事例が増えつつあることが確認された。
本研究では、
『多世代居住型住宅整備』について、インタ
ーネット検索調査により、その事例を全数（38 事例）抽出
し、全国的な整備状況・動向の全体像を明らかにした。当
初は地方圏での小規模事業者による整備が中心であったが、
近年は国や自治体による支援制度の後押しもあり、首都圏
での大手企業参画による整備が急増している。
これに伴い、
サ高住と併設される一般住宅の種類は、賃貸住宅が中心で
あったものが、分譲住宅との併設が急増しているなど、そ
の整備内容にも変化が現れていることが分かった。
5.2 多世代居住型住宅整備における居住者交流の実態・課題
抽出の 38 事例・59 事業者に対するアンケート・インタ
ビュー調査を通し、
以下の実態及び課題が明らかになった。
まず、
『多世代居住型住宅整備』では、高齢者同士の交流
は多く見られ、そこでは買物（代行）
、清掃・小修繕、介助
など、互いの生活を支え合う交流も少なくない。一方で、
異世代間においては、挨拶や声かけ程度の交流が中心とな
っており、介助･介護や子どもの世話･預りといった、各世
代の弱みを世代間で支え合うような交流は殆ど見られない。
単に、サ高住と一般住宅を整備するだけでは居住者交流
は進まず、ハード・ソフト両面から、居住者交流を促進し
ていくことが求められる。ハード面では、地域に開けた交
流空間の整備や、
自然と顔を合わすような配棟・動線計画、
ソフト面では日常的な交流イベント等が有効であることが
分かった。また、居住者交流が進みやすい条件として、①
一般住宅は分譲住宅よりも賃貸住宅であること、②サ高住
と一般住宅は別事業者よりも同一事業者であること、など
が確認された。更に、事業者が『多世代居住型住宅整備』
のコンセプトを明確に発信し続けることが、それに共感し
た居住者を集め、入居後の自発的で豊かな居住者交流につ
ながるという循環可能性も示唆された。
一方で、これら居住者交流を促進するための取組みは、
サ高住事業者と一般住宅事業者の間で温度差があり、サ高
住事業者に大きく偏って委ねられているという実態も明ら
かになった。居住者交流が進んでいる事例では、計画段階・

運営期間において事業者間の連携が進んでおり、いかに住
宅種別・運営事業者の違いを超えた連携体制を構築してい
くかが重要である。
【補注】
⑴ 厚生労働省「国民生活基礎調査」によると、三世代世帯は 1970 年 5,739 千
世帯（19.2％）から 2015 年3,264 千世帯（6.5％）に減少。
⑵ 総務省「労働力調査特別調査」及び「労働力調査」によると、専業主婦世帯
は 1980 年 11,140 千世帯から 2015 年 6,870 千世帯に減少、共働き世帯は
1980 年6,140 千世帯から 2015 年11,140 千世帯に増加。
⑶ 厚生労働省「国民生活基礎調査」によると、ひとり親家庭は1988年654 千世
帯（4.0％）から 2012 年912 千世帯（7.5％）に増加。
⑷ 厚生労働省「国民生活基礎調査」によると、65 歳以上のいる世帯は 1989 年
10,774 千世帯から 2013 年 22,420 千世帯に増加。うち、65 歳以上のみ世帯
は1989年3,849千世帯（35.7％）から2013年12,704千世帯（56.7％）に増加。
⑸ 国立社会保障・人口問題研究所「生活と支え合いに関する調査」（2012 年）
によると、20・30 歳代の 46.0％、40・50 歳代の 46.0％、60 歳以上の 48.4％が、
「地域の人々はお互いに協力すべき」と考えている。
⑹ 但し、高齢者の中には子どもが苦手という人、若年層にも逆の価値観を持
つ人は当然に存在する。従って、当然ではあるが『多世代居住型住宅整備』
は、全ての人々にとって最適な居住形態ということではなく、価値観が多様
化する中で、１つの新たな居住形態の選択肢として位置づけられるものであ
り、本研究はその可能性や課題を模索するものである。
⑺ NTT 都市開発株式会社（2015）『これからの多世代永住型住まいを考える
つなぐ TOWN プロジェクト』概要資料を参考に筆者作成。
⑻ 国土交通省（2016）『平成 28 年度サービス付き高齢者向け住宅整備事業に
ついて』
⑼ 2000 年１月から 2017 年５月の日本経済新聞（朝刊・夕刊・地方経済面）・日
経産業新聞・日経 MJ を対象。「多世代居住」（高齢者向け住宅と一般住宅と
の複合整備等に関する内容）及び「多世代交流」（高齢者福祉施設と子育て
支援施設等との複合整備等に関する内容）の記事を抽出し、掲載数を整理。
⑽ アンケート票発送 2017 年５月22 日、回答〆切 2017 年６月９日。
⑾ 表１の事例４はサ高住１事業者と、一般住宅２事業者（シェアハウス事業者と
賃貸住宅事業者）の複合整備であるため、アンケート対象事業者数がサ高
住事業者数と一般住宅事業者数で異なる。
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