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郊外ニュータウンにおける親子の近居

－居住地選択の傾向と親子間交流の特徴に着目して－

Parent-child Proximity Residence in a suburban New Town 
- Focusing on Trends of Choosing a Place of Residence and Characteristics of Parent-child Interactions -

松岡貴大*・松本邦彦**・澤木昌典** 

Takahiro Matsuoka*･Kunihiko Matsumoto**・Masanori Sawaki** 

It seems that the promotion of parent-child proximity residence in a suburban new town (NT) can help the NT 
become a sustainable town where people of multiple generations can live. This study aims to examine children’s 
trend of choosing a place of residence near their parents’ house, and the characteristics of their parent-child 
interactions. We conducted a questionnaire survey on the residents of Hokusetsu-Sanda NT. The results suggest that 
children who want to live in a rented house prefer to live in the area around an NT. The results also indicate that 
children tend to live in the area around an NT, while considering its proximity to their parents in the NT. Further, it 
is shown that the purpose and frequency of a parent-child interaction differ on the basis of the age of the parent and 
the child. 
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1．はじめに 

1.1研究の背景と目的 

郊外ニュータウン（以下、NT）では、同時期に一定のライフス

テージの世帯、特に子育て世帯が入居したために、世代構成が偏

り、少子・高齢化、人口減少が進行している。こうした中で、都

市再生機構（UR）や多くの自治体が親子の近居に着目し、子世帯

を呼び寄せるために家賃や転居費用の補助を実施している。近居

は、親子間の適度な離隔距離から生まれる気楽さや、すぐに駆け

つけられる安心感、世帯間交流・子育て支援を行えることがメリ

ットとなっている 1)。 

NT において親子世帯の近居を促進することは、特定の世代に

偏った人口構成を是正し、多世代が居住するまちへと変化させる

ことに繋がると考えられる。しかし、親子の近居には定型の定義

が無く、調査によって定義が異なり、また統計的な資料も少ない

ため、その実態が的確に捉えられているとは言えない。また、近

居が成立するためには、老若男女が居住できる多様な住宅ストッ

クの構成が一定の地域内に必要である 2)が、NTは住宅ストックの

住宅型式等の構成が偏り、また市街地整備も完了している場合が

多い。 

そのため、NT 周辺地域も近居世帯の受け皿となっていること

が想定され、NT における近居の実態を把握するためには、周辺

地域との間での近居にも着目する必要があると考える。 

郊外住宅地内での近居の実態を捉えた研究として、樋野ら 3)は

東京都心から電車で1時間程度の戸建住宅地を対象に、妊娠・出

産を契機とした子世帯の転入が近居のきっかけとなるケースが

多く、また戸建と比べて安価なタウンハウスがその受け皿として

機能していることを示した。NT 居住者の親世帯の居住地に着目

した松川 4)は、関西の 8 つのNT の居住者を対象に、居住地選択

時に実家との距離を考慮している人ほど、親世帯の居住地が近い

ことを示した。 

そこで、これらに加え本研究では、周辺地域への近居世帯の広

がりを捉え、NT内での近居と周辺地域との間での近居における、

居住地選択の傾向の差を把握する。そのために、近居相手の居住

地をNT 内外に分類し、居住地選択時における親子の近接性の重

視度合や住宅型式の特徴を明らかにすることを試みる。 

また、近居のメリットである親子間の相互支援について、香川

5)は、相互の居住地間の距離が近いほど往来頻度が高いことを、金

ら 6)は、子世帯は親世帯に対し家事援助や外出支援、親世帯は子

世帯に対し育児支援を主に行っていることを示した。さらに松本

ら 7)は、高齢者の外出行動には、自立性や子世帯への依存度合に

よって差が生じていると述べている。しかし、親子間の相互支援

の中でどのような関わりや支援の仕方が、どの程度なされている

のかが明らかになっていない。そこで、親世帯・子世帯の特性や

親子間の往来目的・頻度、及び各種の往来を行う親世帯・子世帯

の割合に着目することで、親子間の往来の特徴を捉えることを試

みる。 

すなわち、近居世帯の居住地選択の傾向や、親子の近居によっ

て生じる親子間交流とそれぞれの世帯の特性との関係を明らか

にすることを本研究の目的とする。これにより、様々なライフス

テージやライフスタイルの近居世帯に対応した環境整備に向け

た方策の立案に繋げることができると考えられる。 

1.2近居の定義

親子の居住関係を表1のように分類し定義する。「近居」には定

型の定義が無いため、横江 8)、松本ら 9)が用いた「移動時間30分

以内」という定義を参考にした上で、普遍的な移動手段として自
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 動車を採用し、「近居」を「自動車で30分以内に移動できる距離

で別居している状態」と定義する。

2．研究の方法と対象地 

2.1研究の方法 

NT 居住者の親子の近居に対する意識や、近居の関係にある親

世帯・子世帯の特性、親子間の往来頻度・目的を把握するため、

子が既に世帯分離をしたと想定される居住者と、世帯分離をした

若い居住者の双方に対しアンケート調査を実施する。その結果か

ら、[1]回答者の近居相手について、住宅型式を居住地によって比

較し、[2]近居相手の居住地や時間距離を、居住地選択における親

子の近接性の重視度合によって比較することで、居住地選択の傾

向を把握する。また、[3]近居の関係にある親子間の往来目的から

回答者を類型化し、各類型の構成割合や往来頻度、親・子の年齢

などに関する分析により、親子間交流の特徴や近居の意義を明ら

かにする。以上を踏まえ、NTにおける親子の近居の特徴や、居住

者の意識等の観点から、親子の近居を今後促進する上での課題を

明らかにする。 

2.2調査対象地 

入居開始から 30 年程度が経過し子の世帯分離が進んでいる地

区と、近年に開発が行われ子育て世帯が多い地区が共存する NT

として、兵庫県三田市の北摂三田ニュータウン(1)（以下、北摂三田

NT）を選定した。北摂三田NT内の町丁目のうち、開発時期や高

齢化率を基に、初期に開発された地区として武庫が丘2丁目・狭

間が丘3丁目、近年に開発された地区としてゆりのき台5丁目を

選定した（図1）。 

2.3アンケート調査の概要 

2018年11月に対象地区の全戸に1部ずつポスティングにより

調査票の配布を行い、郵送回収により420部（回収率35.5%）の

有効回答を得た。回答は世帯主に依頼した。アンケート調査の

概要と回答者の基本情報を表2に示す。 

2.4アンケートの回答者の表記について 

本研究のアンケート調査において、アンケートの回答者には親

世帯としての立場の回答者と子世帯としての立場の回答者、その

両方に該当する回答者が混在している。そのため、親世帯として

の回答者を意味する場合は“親世帯の回答者”、子世帯のとしての

回答者を意味する場合は、“子世帯の回答者”と表記する。 

3．近居の関係にある子世帯の住宅型式 

“親世帯の回答者”と近居の関係にある子世帯のうち、自らが

“親世帯の回答者”の近くへ転居し、近居に至った子世帯の住宅

型式を表3に示す。NT内に居住している子世帯は、約半数（46.3%）

が持家の中古住宅に居住しており、NT外（15.4%）よりもその比

率が高い。NT内の中古住宅の内訳をみると、戸建住宅が22.0%、

共同住宅が24.4%である。平成25年住宅・土地統計調査 10)による

と、北摂三田NT を含む三田市全体で持家の中古住宅に居住して

いる割合は 14.7%であり、これと比較するとNT 内では中古住宅

が戸建・共同住宅ともに近居世帯の受け皿として機能しているこ

とが考えられる。また、賃貸住宅に居住している割合は、NT内で 

調査対象地 
（北摂三田NT）

初期に開発された地区 近年に開発された地区 
武庫が丘 
2丁目 

狭間が丘 
3丁目 

ゆりのき台5丁目 

住宅建設時期 概ね1981年～1987年 概ね1992年～2017年 
高齢化率(2015年)(2) 48.7% 41.3% 4.6% 

配布日時 2018年11月27,28,29日 
配布数 180部 347部 655部 
回収数  78部 134部 203部 
回収率 43.3% 38.6% 31.0% 
合計 配布数:1,182部 回収数:420部(3) 回収率:35.5% 

主な設問内容 

〇近居の関係にある親(4)・子(5)の基本属性・ 
居住地・親子間の時間距離・住宅型式 

〇親・子世帯どちらが転居して近居に至ったか 
〇居住地選択の際に、親・子との近接性を考慮し
た度合（回答者が転居した場合） 

〇近居相手が、居住地選択の際に、回答者との近
接性を考慮したと思われる度合（近居相手が転
居した場合） 

〇親子間の往来頻度と目的 

回答者の属性(6) 

年
齢 

20代～40代  3.8%  8.2% 73.5% 
50代～60代 29.5% 32.8% 23.5% 
70代以上 66.7% 59.0%  3.0% 

居
住
歴 

10年未満  5.4%  7.8% 78.4% 
10年以上30

年未満 
17.6% 13.3% 21.6% 

30年以上 77.0% 78.9%  0.0% 

世
代 

親のみいる 5.6% 5.6% 74.6% 
子のみいる 72.2% 61.6% 7.0% 
親も子も 
いる 

18.1% 29.6% 15.1% 

親も子も 
いない 

4.2% 3.2% 3.2% 

親との近居割合 
42.4%（親がいる250人に占める割合） 

※近居相手（親）が北摂三田NT内に居住する割合 
42.9%（親と近居の関係にある105人に占める割合） 

子との近居割合 
44.4%（子がいる225人に占める割合） 

※近居相手（子）が北摂三田NT内に居住する割合 
47.5%（子と近居の関係にある99人に占める割合） 

表1 本研究における親子の居住関係の定義 

親子の居住関係 定義 

同居 同じ住宅、または同じ敷地内にある住宅に居住 

近居 自動車で30分以内に移動できる距離で別居 

遠居 自動車で30分を超える距離で別居 

 

 表2 アンケート調査の概要と回答者の基本情報 

図1 調査対象地域図 
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表3 “親世帯の回答者”の近くへ転居した 

子世帯の住宅型式 **(7)(8) 
7.3%、NT外で25.6%であり、NT外で高い傾向にある。国勢調査

（2015年）によると、北摂三田NT内では、持家に居住している

世帯が86.7%、賃貸住宅に居住している世帯は9.5%であり、住宅

ストックもこれとほぼ同様の構成であると考えられるため、賃貸

住宅への居住を望む子世帯が、NT 内では住まいを見つけられず

NT周辺地域に居住している可能性がある。 

4．子世帯が居住地選択時に親世帯との近接性を考慮した

度合(9) 

親世帯の近くへ転居し近居に至った“子世帯の回答者”、つまり

北摂三田NT 内に居住している子世帯が、居住地選択時に親世帯

との近接性を考慮した度合を、親世帯の居住地別に示す（図 2）。

親世帯との近接性を「非常に考慮した」又は「やや考慮した」“子

世帯の回答者”は、親世帯の居住地に関わらず半数以上を占める。

親世帯が NT 内に居住する場合に、「非常に考慮した」回答者が

38.9%を占め、他の居住地よりも割合が高い。つまり、NTを居住

地として選択した子世帯は、親世帯もNT内に居住している場合

に、親世帯との近接性を強く考慮した傾向にあると考えられる。 

次に、北摂三田NT内に居住している“親世帯の回答者”の近

くへ転居し近居に至った子世帯が、選択時に“親世帯の回答者”

との近接性を考慮した度合(11)を、子世帯の居住地別に示す（図3）。

子世帯が三田市内（北摂三田NT外）に居住する場合に、子世帯

が“親世帯の回答者”との近接性を「非常に考慮した」割合が41.2%

と も高い（大阪府（N=1）を除く）。子世帯が北摂三田NT内に

居住する場合（29.3%）よりも割合が高いことから、NT内に居住

する親世帯との近接性を選択時に強く考慮していても、3 章にも

示したように、子世帯はNT 内だけではなく周辺地域に居住する

傾向もあると考えられる。また、子世帯が神戸市に居住している

場合、「非常に考慮した」と「やや考慮した」が合わせて71.4%を

占めており、北摂三田 NT（73.2%）や三田市内（76.5%）と比肩

している。神戸市のうち、北区は北摂三田NT と隣接しており、

車で15分程度以内の範囲には、後発的にNT開発が進み新規戸建

住宅が多数供給されており、ここが北摂三田NT 内の親との近接

を図った子世帯の受け皿となっている可能性がある(10)。 

さらに、“子世帯の回答者”が親世帯の近くへ転居した場合と、

子世帯が“親世帯の回答者”の近くへ転居した場合を合算し、子

世帯が親世帯との近接性を考慮した度合を、親子間の時間距離別

に示す(12)（図4）。「非常に考慮した」割合は、30分を超える場合

の5.0%から、5分以内の場合の57.1%まで順に高く、転居後（現

在）の親子間の時間距離が短いほど、子世帯は居住地選択時に親

世帯との近接性を考慮した度合が高くなる傾向にあることが示

された。親世帯との近接性を強く考慮した子世帯は、実際に親子

間の時間距離が短い場所で居住地を選択していると言える。 

5．親子間交流の特性 

5.1親子間の訪問目的による類型化 

 親子間の往来について、訪問目的の組み合わせやその構成比を

把握するために、子から親への訪問目的及び親から子への訪問目

的により、近居の関係にある親・子の類型化を行った(13)。

北摂三田NT内(N=41) 戸建住宅 共同住宅 合計 

住
居 
所
有 
形
態 

持家 26（63.4%） 12（29.3%） 38（92.7%） 
新築 16（39.0%） 2 （4.9%） 18（43.9%） 
中古 9（22.0%） 10（24.4%） 19（46.3%） 

相続・相続
後建て替え 

1 （2.4%） 0 （0.0%） 1 （2.4%） 

賃貸 0 （0.0%） 3 （7.3%） 3 （7.3%） 

合計 26 （63.4%） 15（36.6%） 41 （100%） 

北摂三田NT外(N=39) 戸建住宅 共同住宅 合計 

住
居 
所
有 
形
態 

持家 25（64.1%） 4（10.3%） 29（74.4%） 
新築 16（41.0%） 4（10.3%） 20（51.3%） 
中古 6（15.4%） 0 （0.0%） 6（15.4%） 

相続・相続
後建て替え 

3 （7.7%） 0 （0.0%） 3 （7.7%） 

賃貸 2 （5.1%） 8（20.5%） 10（25.6%） 

合計 27（69.2%） 12（30.8%） 39 （100%） 

図 2 “子世帯の回答者”が居住地選択時に親世帯との近接

性を考慮した度合（親世帯の居住地別）（N=77） 

図 3 子世帯が居住地選択時に“親世帯の回答者”との近接

性を考慮した度合（子世帯の居住地別）（N=85）* 

図 4 親子間の時間距離別の「子世帯が居住地選択時に親世

帯との近接性を考慮した度合」（N=152）** 

(10) 

(10) 
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表4に示す子から親への訪問目的の6項目(14)をアイテムに、そ

れぞれに対し「当てはまる」「当てはまらない」の2選択肢をカテ

ゴリーとして数量化Ⅲ類の分析を行い、抽出された3軸(15)のサン

プルスコアを用いて、クラスター分析（ward法）を行った。この

結果、子から親への訪問目的の回答傾向から、「生活支援依頼型

（N=73）」、「親の様子見型（N=50）」、「立ち寄り型（N=35）」、「親

の生活支援型（N=14）」に回答者を類型化した（表4）。同様に親

から子への訪問目的の 6 項目(16)に対する回答データを用いて、

「子・孫との交流型（N=78）」「育児・生活支援型（N=51）」「立ち

寄り型（N=17）」に類型化した（表4）。 

子から親への訪問は、育児や食事の支援を親から受けることを

主な目的とした「生活支援依頼型」に属する回答者が 多の42.4%

を占め、親に育児や生活の援助を仰ぐことが出来るという近居の

メリットが活かされている。一方、親の面倒や介護を目的とした

「親の生活支援型」は8.1%にとどまっており、現時点では、近居

世帯による親子間の相互支援は、親から子への支援の方により比

重がある。 

親から子への訪問は、子や孫の様子を見ることを主な目的とし

た「子・孫との交流型」が 53.4%、子世帯の育児や家事の支援を

主な目的とした「育児・生活支援型」が 34.9%を占めた一方で、

子世帯の家の近くに用事がある際に訪問する程度の「立ち寄り型」

が 11.6%であり、親は子や孫との交流や世話といった明確な理由

をもって子を訪問しているケースが主であると考えられる。 

5.2類型別の訪問頻度・親子間の時間距離並びに子世帯が

居住地選択時に親世帯との近接性を考慮した度合 

類型別の訪問頻度について、訪問頻度が週に 1,2 回以上である

割合は、生活支援依頼型で 42.5%、親の生活支援型で 78.6%、育

児・生活支援型で45.1%と他の類型よりも高い傾向にあり（表5）、

親子の近居によって、子に対する育児支援や親子間の相互の生活

支援が頻繁に行われていることが確認できた。 

親子間の時間距離について、各類型で5～15分の距離が 多を

占めており、合計すると子から親への訪問の場合は 51.2%、親か

ら子への訪問では 49.3%と約半数を占めている。また、先述した

3つの類型は、5分以内である割合が、それぞれ23.3%、28.6%、

27.5%と他の類型より高い傾向にある（表 6）。さらに、生活支援

依頼型または親の生活支援型に当てはまる子世帯は、居住地選択

時に親世帯との近接性を非常に考慮している割合が37.5%、50.0% 

と他の類型より高い傾向にある（表7）(17)。つまり、実際に親子間 

での支援を行っている場合、居住地選択時に親子間での支援を見

据え、親世帯との近接性を考慮しながら親世帯の住宅から至近の

表4 親・子の類型別の訪問目的 

表5 親・子の類型別の訪問頻度 

子から親への訪問

類型名

生活支援依頼型 73(42.4%) 35.6% 0.0% 0.0% 67.1% 65.8% 0.0%
親の様子見型 50(29.1%) 98.0% 0.0% 14.0% 2.0% 0.0% 0.0%
立ち寄り型 35(20.3%) 54.3% 0.0% 8.6% 37.1% 25.7% 100.0%
親の生活支援型 14 (8.1%) 78.6% 100.0% 14.3% 7.1% 7.1% 7.1%
合計 172(100%) 61.0% 8.1% 7.0% 37.2% 33.7% 20.9%

親から子への訪問

類型名

子・孫との交流型 78(53.4%) 48.7% 79.5% 0.0% 14.1% 6.4% 24.4%
育児・生活支援型 51(34.9%) 9.8% 49.0% 29.4% 70.6% 39.2% 7.8%
立ち寄り型 17(11.6%) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%
合計 146(100%) 29.5% 59.6% 10.3% 32.2% 17.1% 27.4%

家事の手伝い
子の家の近くに

行く用事がある

総数

(構成比)

子の様子

を見る

孫の様子

を見る

住宅や庭の

手入れ
育児の手伝い

親の家の近くに

行く用事がある

総数

(構成比)

親の様子

を見る

親の面倒

や介護

住宅や庭の

手入れ

育児を手伝って

もらう

食事を食べさせ

てもらう

子から親への訪問** 親から子への訪問**

類型名 類型名
生活支援依頼型　(N=73) 42.5% 53.4% 4.1% 子・孫との交流型(N=78) 25.6% 35.9% 38.5%
親の様子見型　　(N=50) 34.0% 38.0% 28.0% 育児・生活支援型(N=51) 45.1% 43.1% 11.8%
立ち寄り型 (N=35) 31.4% 51.4% 17.1% 立ち寄り型 (N=17) 5.9% 35.3% 58.8%
親の生活支援型　(N=14) 78.6% 21.4% 0.0%
合計 (N=172) 40.7% 45.9% 13.4% 合計 (N=146) 30.1% 38.4% 31.5%

年に数回～

数年に1回

ほぼ毎日～

週に1,2回

月に2,3回

～月に1回

年に数回～

数年に1回

ほぼ毎日～

週に1,2回

月に2,3回

～月に1回

表6 親・子の類型別の親子間の時間距離（移動手段は問わない） 

表7 親・子の類型別の「子世帯が居住地選択時に親世帯との近接性を考慮した度合」 

子から親への訪問 親から子への訪問

類型名 類型名

生活支援依頼型(N=73) 23.3% 52.1% 15.1% 9.6% 子・孫との交流型(N=78) 19.2% 46.2% 16.7% 17.9%
親の様子見型(N=50) 12.0% 48.0% 18.0% 22.0% 育児・生活支援型(N=51) 27.5% 47.1% 19.6% 5.9%
立ち寄り型(N=35) 11.4% 57.1% 22.9% 8.6% 立ち寄り型(N=17) 11.8% 70.6% 11.8% 5.9%
親の生活支援型(N=14) 28.6% 42.9% 7.1% 21.4%
合計(N=172) 18.0% 51.2% 16.9% 14.0% 合計(N=146) 21.2% 49.3% 17.1% 12.3%

30分以内5分以内 15分以内 30分以内
30分を

超える

30分を

超える
5分以内 15分以内

子から親への訪問 親から子への訪問
類型名 類型名

生活支援依頼型(N=64) 37.5% 45.3% 9.4% 7.8% 子・孫との交流型(N=62) 29.0% 48.4% 17.7% 4.8%
親の様子見型(N=30) 20.0% 46.7% 26.7% 6.7% 育児・生活支援型(N=46) 34.8% 50.0% 10.9% 4.3%
立ち寄り型(N=28) 14.3% 64.3% 17.9% 3.6% 立ち寄り型(N=10) 40.0% 20.0% 40.0% 0.0%
親の生活支援型(N=8) 50.0% 37.5% 12.5% 0.0%
合計(N=130) 29.2% 49.2% 15.4% 6.2% 合計(N=118) 32.2% 46.6% 16.9% 4.2%

やや考慮

した

あまり考慮

していない

全く考慮

していない

非常に考慮

した

やや考慮

した

あまり考慮

していない

全く考慮

していない

非常に考慮

した
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距離にある居住地を選択しているケースが比較的多いのではな

いかと考えられる。 

5.3類型別の親・子の年齢 

 類型別の親・子の年齢を、子から親への訪問、親から子への訪

問についてそれぞれ図 5、図 6 に示す。子から親への訪問につい

て、各類型における年代別構成数のピークは、生活支援依頼型は

親が60代、子が30 代、親の様子見型は親が70代～80 代以上、

子が40代、立ち寄り型は親が70代、子が40代、親の生活支援型

は親が80代以上、子が50代であり、訪問タイプにより親・子の

年齢に差がみられる。親・子の年齢は、「生活支援依頼型」→「立

ち寄り型」→「親の様子見型」→「親の生活支援型」の順に高く

なる傾向にあり、親・子の年齢が低いほど子世代の育児の手伝い

等、高いほど親世代の介護等といった、親子間の支援がなされて

いる。また年齢が高くなるほど、親から子への支援から子から親

へと支援の方向が逆転している。 

同様に、親から子への訪問タイプは、「育児・生活支援型」→「子・

孫との交流型」→「立ち寄り型」の順に、親・子の年齢が高くな

る傾向にあり、親・子の年齢が高いほど、子世帯の育児や家事を

手伝うといった支援を目的とした訪問から、用事のついでに子世

帯の住宅へ立ち寄る訪問へと、親から子への支援の内容が小さく

なると言える。 

 以上の結果から、住民のライフステージにより、近居を行って

いる親子間での往来の目的が変化していることが推測され、親の

生活支援型（子から親への訪問）や立ち寄り型（親から子への訪

問）は今後の高齢化の進展により増加する類型と考えられる。 

 

6．まとめ 

本研究では、近居世帯の居住地選択の傾向や、親子の近居によ

って生じる親子間交流とそれぞれの世帯の特性との関係を明ら

かにすることを目的に、北摂三田NT の住民にアンケート調査を

行い、その結果から、近居相手の住宅型式、居住地選択時に親世

帯との近接性を考慮した度合、親子間交流の特性の3点を軸に分

析を行った。 

近居の関係にある子世帯の住宅型式の分析から、北摂三田 NT

内では、中古住宅が戸建・共同住宅ともに近居世帯の受け皿とし

て機能していることが示された。一方で賃貸住宅に居住する割合

がNT外でより高く、NT内にストックが少ないこともあり、賃貸

住宅を望む子世帯が周辺地域に居住している可能性があること

が示唆された。 

また、居住地選択時に親世帯との近接性を考慮した度合につい

て、子世帯がNT 内に居住する親世帯との近接性を強く考慮しな

がらも周辺地域にも居住する傾向や、現在の親子間の時間距離が

短いほど、選択時に近接性を考慮していることが示唆されたため、

周辺地域も近居世帯の受け皿となっていることがこのことから

も裏付けられた。 

親子間交流の分析では、育児補助や介護等の支援を行っている

図6 親から子への訪問目的による類型別の親・子の年齢 

図5 子から親への訪問目的による類型別の親・子の年齢 

9.6%

46.6%

39.7%

4.1%

22.0%

40.0% 38.0%

2.9%

11.4%

22.9%

57.1%

5.7%

30.8%

69.2%

0%

20%

40%

60%

80%

40代 50代 60代 70代 80代以上

各
類
型
に

お
け
る
割

合

11.0%

49.3%

38.4%

1.4%

22.4%

32.7%
26.5%

18.4%
14.3%

31.4%

40.0%

11.4%

2.9%
7.7% 7.7%

53.8%

30.8%

0%

20%

40%

60%

80%

20代以下 30代 40代 50代 60代以上

各
類
型
に

お
け
る
割

合

7.7%

42.3%

43.6%

6.4%

6.0%

42.0%

50.0%

2.0%

17.6%

52.9%

29.4%

0%

20%

40%

60%

80%

50代 60代 70代 80代以上

各
類
型
に

お
け
る
割

合

6.4%

38.5%
41.0%

12.8%

1.3%

7.8%

58.8%

29.4%

2.0%
2.0%

23.5%

41.2%

29.4%

5.9%

0%

20%

40%

60%

80%

20代 30代 40代 50代 60代以上

各
類

型
に

お
け
る
割

合

親の年齢 子の年齢 

親の年齢 子の年齢 

- 29 -



公益社団法人日本都市計画学会 都市計画報告集 No.19, 2020 年 5 月 
Reports of the City Planning Institute of Japan, No.19, May, 2020 

 世帯は、週に1、2回以上訪問している割合が高く、親子の近居に

より子世帯に対する育児支援や相互の生活支援が頻繁になされ

ていることが確認された。また、訪問タイプによらず親子間の時

間距離は5～15分が主であることや、親・子の年齢によって親子

間の往来頻度や目的、親子間の支援の方向等、交流の特徴が異な

ることが示された。

こうしたことから、親・子が異なるライフステージの個々のラ

イフスタイルに基づく住要求を満たし、近居を行うことができる

よう、NT内だけではなくNT周辺地域をも含めて、近居を促進す

る環境を整備することが求められる。 

これまでのNT は住宅ストックの住宅型式や所有形態、面積等

が子育て世帯向けに偏った構成となっており、またNT 開発が完

了または終盤に差しかかった場合は、NT 内での新規住宅供給が

見込めない。そのため、NT 周辺地域と併せて多様な住宅ストッ

クを整備することが親子の近居の促進につながると考えられる。

例えば、今後空き家の増加が予想されるNT 内では、中古住宅の

流通促進が不可欠だが、賃貸住宅を増やすことも必要であると考

えられる。さらに、NT周辺地域、特にNTから15分程度以内で

移動できる範囲においても、単独世帯や夫婦二人世帯といったフ

ァミリー層以外の世帯や、住宅購入の準備段階にある世帯に向け、

賃貸住宅をはじめNT 内に不足している住宅型式を補填するよう

な多様な住宅を整備することが望ましいと考えられる。 

また、親子間の交流や支援は単一のものではなく、世帯の特性

によって異なるため、家賃や転居費用等の経済的支援だけでなく、

親世帯に対する子世帯の育児支援策や、子世帯に対する親世帯の

介護支援策等といった近居後の生活をサポートする施策を複合

して進めていくことが有効であると考えられる。これらの具体的

な施策内容や複合の仕方を明らかにすることを今後の研究課題

とする。
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補注 
(1) 事業期間：1971年～2014年（国土交通省ニュータウンリスト）, 人口：

56,992人, 世帯数：20,028戸（2015年国勢調査） 
(2) 2015年国勢調査 
(3) 地区名無回答の5部を含む。 
(4) 配偶者の親を含む。 
(5) 18歳以上（学生を除く）の子に限る。 
(6) 年齢、居住歴、世代について無回答は除く 
(7) 表3 ではFisher の正確確率検定、図3、図4、表5 ではKruskal-Wallis

の検定により、*は両側 5%水準、**は両側 1%水準で有意な差が現れ

たことを示す。但し、図3では「分からない」を除いて検定を行った。 
(8) “親世帯の回答者”の近くへ転居した子世帯の居住地が北摂三田 NT

内か外かによって、子世帯の住居所有形態（持家（新築）、持家（中古）、

持家（相続・相続後建て替え）、賃貸）に両側1%水準で差が見られた。 
(9) 親世帯が“子世帯の回答者”の近くへ転居、“親世帯の回答者”が子世

帯の近くへ転居した場合は分析から除く。親世帯と近居の関係にある

“子世帯の回答者”のうち、親世帯が“子世帯の回答者”の近くへ転

居したのは17.2%（16/93）、子世帯と近居の関係にある“親世帯の回答

者”のうち、“親世帯の回答者”が子世帯の近くへ転居したのは 3.4%
（3/88）と少数である。 

(10) 神戸市は隣接市であり、面積が広大である。このうち北区北東部、す

なわち北摂三田NT から車で 15 分程度以内の範囲には、「神戸三田国

際公園都市」という一連の NT 開発に属する別のクラスター群（神戸

リサーチパーク・藤原台）が存在し、新規の住宅が多数供給されてい

る。しかし、本調査では、それらを区別せず神戸市として一括に集計

している。 
(11) “親世帯の回答者”の近くへ転居した子世帯が、居住地選択時に“親

世帯の回答者”との近接性を考慮した度合は、アンケート調査にて、

“親世帯の回答者”が推察して回答したものである。そのため「分か

らない」という選択肢も設けた。 
(12) 「分からない」は除外している。 
(13) 「子から親への訪問」は、「“子世帯の回答者”から親への訪問」と「子

から“親世帯の回答者”への訪問」を合算し、「親から子への訪問」は、

「親から“子世帯の回答者”への訪問」と「“親世帯の回答者”から子

への訪問」を合算した後、類型化を行っている。 
(14) 子から親への訪問目的のうち「年末年始・盆等の長期休暇での帰省」

と「その他」の回答傾向及び、この 2 項目以外を選択していない回答

者は 類型化から除外している。 
(15) 相関係数が 0.5 以上であること、累積寄与率が70%程度であることを

目安に、子から親、親から子への訪問ともに第3軸まで採用した。 
(16) 親から子への訪問目的のうち「年末年始・盆等の時に会う」と「その

他」の回答傾向及び、この2項目以外を選択していない回答者は類型

化から除外している。 
(17) 子世帯が親世帯の近くへ転居した場合に限る。補注(12)と同様に「分か

らない」は除外している。 
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