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超郊外別荘型住宅地における定住化と高齢化の進展
― 千葉県勝浦市と御宿町内の住宅地の事例 ―
橋詰直道*
Progress of Retiree’s Settling Down and Aging in Exurb Resort Residential
Areas: Case Study of Katsuura and Onjuku, Chiba Prefecture
HASHIZUME Naomichi
本研究の目的は，千葉県の外房地域の勝浦市と御宿町において臨海型リゾートとして1980年後半以降，
大手不動産により開発された 2 つの別荘型住宅地（ミレーニア勝浦と西武グリーンタウン御宿）を事例
に，定住化と高齢化の実態及び別荘地のシニアタウン化が抱える諸問題を明らかにすることである。その
結果は，以下のように要約される。この 2 つの別荘型住宅地は，豊かな自然の中で快適な第二の人生を送
る目的で首都圏からアメニティ移動してきた富裕層を中心とするアクティブ・シニア層によって選択され
たリゾート型の住宅地である。彼らは，別荘として利用した後，定年を機に「終の住処」として転入した
世帯が多く，彼らの定住化とリタイア層の流入により高齢化が進行している。彼らは自然の中でスローラ
イフを満喫しているが，公共交通手段が脆弱なこうした超郊外の住宅地では，住民は加齢に伴い買い物や
通院などが不便になるばかりか老後の不安が増大するなど，超郊外の別荘型シニアタウンならではの危う
さも垣間見える。
キーワード：リゾート別荘，アクティブ・シニア，引退移動，定住化，高齢化，超郊外，千葉県
Keywords: resort villas, active senior, retirement migration, settling down, aging, exurb, Chiba Prefecture

Ⅰ．はじめに
総務省の人口推計によると，日本の高齢化率は既に2007年に21.5％に達し，文字通り超高齢社会に突
入している。700万人ともいわれる団塊世代の定年退職が本格化する中で，郊外地域を中心に居住する
彼らが，引退移動して老後をどこでどう過ごすか，という居住地移動が社会的関心事となっている。
1990年代以降，東京大都市圏の郊外地域の居住地移動に関する地理学的研究（例えば山田，1992；川
口1997，橋詰ほか，1999；中澤ほか，2008；西山，2010など）の蓄積が進み，多くの知見を得ている。
その中で，橋詰ほか（1999）は，九十九里地域のミニ開発住宅地の居住者属性の分析から，定年退職者
が流入し高齢化が進みつつあることを指摘した。さらに近年，地方都市の郊外住宅地でも居住者の高齢
化に伴い，都心回帰する高齢者が見られるようになるなど，従来の郊外一戸建持ち家取得が「上がり」
とする「住宅双六」にはなかった都心マンションへの移動，という新たな選択肢の存在が確認されるよ
うになった（香川，2007；小林；2010など）。また田原は，高齢者の居住地移動に着目して，近年高齢
者の大都市圏から非大都市圏への転出が顕著になっていることを指摘し，引退移動の活発化の萌芽と読
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み取れるとし，団塊世代が大量退職期を迎えた2008年前後からは，定年後の田舎暮らしを含む UIJ ター
ンや海外移住など第二の人生を過ごす場所は，ますます多様化する可能性があることを指摘している
（田原，2007b；2008b）。
こうしたリタイア層の居住地移動に関する海外の研究例として，King et al.（2000）は，イギリスか
らの退職者が暖かい地中海方面，特にスペイン南部への移住があることを明らかにしている。日本で
も，久保・石川（2004），Ono（2008），小野（2012）らによって，マレーシアなどへの日本人の海外引
退移動の動向が論じられている。また，高齢者のライフコースと場所の結びつきや高齢者を支える社会
的ネットワークなどの「高齢者の地理学」に関する研究の必要性が田原ほか（2003）によって指摘され
ており，徐々に研究蓄積も進んでいる。例えば，高齢者の居住地移動や高齢者の生活空間を扱った研究
（平井，1999；田原ほか，1996）や郊外住宅地の高齢化の地域差の分析（長沼ほか，2006；伊藤，
2006）
，あるいは，有料老人ホームの立地や入居者属性に関する研究（平井，2004；宮澤，2010），さら
に，アメリカ合衆国のリタイアメント・コミュニティ（サンシティ）と日本の引退移動の動向について
の比較（田原，2006；2007a；2008a）などの研究成果を得ている。
その中で平井（1999）は，所沢市に転入した高齢者の調査をとおして，退職が人生で重要な居住地移
動の転機となっているとしたうえで，夫婦移動者が，子供世帯との近居を選択して移動することが少な
くなく，親子の血縁関係に基づく移動となっているとしている。田原ほか（1996）は，越谷市に居住す
る高齢者の調査から，地元の友人との交流・地域役員の経験・地元組織への加入の有無と定住意志の関
係について触れ，社会関係を構築している人に定住意志がある人の割合が高いとしている。長沼ほか
（2006）は，茨城県内で住宅の老朽化と高齢化が進む郊外住宅地では，郊外第二世代のみならず第一世
代の地区外流出も起こり始めていると指摘している。また，アメリカのサンシティが，アクティブ・ア
ダルトによるアメニティを求めた移動により成立していることを報告した田原は，日本は欧米に比べ
て，気候やアメニティの地域差が小さく，人間関係の消極性，親と子のしがらみ，魅力的な移住先の少
なさなどから退職者のアメニティ移動は活発ではないとしている（田原，2006；2007b；2008b）。
ところで，東京の都心から70～120 km 離れた大都市圏の外縁地域の千葉県や栃木県，静岡県には，
東京への通勤は限界に近いが，自然環境に恵まれ，ゴルフ場も多く立地することから，リタイア層に人
気のある別荘地が開発されてきた。これら別荘地の中でも，伊豆高原や軽井沢，那須高原などの別荘地
の定住化に伴う諸問題や，定住者と地域との交流の重要性が地方行政や高齢者医療分野から報告されて
いる（田辺・黒柳，1986；熊倉ほか，1998；杉澤ほか，2000）。社会学では，茨城県大洋村のミニ別荘
に居住する高齢者を対象に調査した大橋（1990）が，高齢居住者は独居老人世帯も多く，近所付き合い
も希薄になりがちで，特に地元住民とは対立的関係にあることを報告している。
建築・都市計画分野からの別荘地の研究では，別荘開発史に関する研究は多いが，居住者を含めた別
荘地の実態を調査した例は決して多くない。その中で眞鍋（2006）は，茨城県大洋村のミニ別荘の開発
時期と利用状況の関係などについて調査し，利用される別荘地と利用が困難化している別荘地とに 2 極
化していることを指摘している。また，竹田・番場（2006），番場・竹田（2007）は，別荘地から定住
地へと転換した千葉県御宿町の住宅地を調査し，定住者の移住プロセス及び定住者の趣味や地域活動に
ついて明らかにしている。高齢化が進む千葉県の南房総地域のリゾート型別荘地においても，引退移動
による定住化が進行しているのであれば，それは同時に高齢化が進展している可能性があり，その実態
を把握しておく必要があるが，こうした研究は，竹田・番場（2006），番場・竹田（2006）を除いては
見られない。しかし竹田・番場（2006）の研究は，その対象が60歳以上の一部の定住者に限定されてい
るため，別荘利用者を含めた居住者全体を把握するには至っていない。
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こうした議論に共通するのは，リタイアメント・コミュニティが真の意味で「終の住処」となるの
か，そうなるためには何が重要か，などという視点であった。ところが，これまでの地理学からのアプ
ローチでは，東京大都市圏内の郊外住宅地を対象とした居住地移動の研究は多いものの，リゾート型別
荘地を研究対象とした例はみられない。その意味では，大都市圏の超郊外地域位に置するリゾート型別
荘地への高齢者の引退移動の実態分析をとおして，日本国内におけるアメニティ移動の存在や，転入先
での地域社会活動と定住意志の関係などについて，地理学的に検証することは重要であろう。
以上のような研究背景から，本研究の目的を，千葉県の外房地域の勝浦市と御宿町に別荘型住宅地と
して1980年後半以降，大手不動産により開発されたミレーニア勝浦と西武グリーンタウン御宿を事例
に，定住化と高齢化の実態並びに別荘地のシニアタウン化が抱える諸問題を居住者へのアンケート調査
をとおして明らかにすることとした。こうした別荘型住宅地の中には，特に1980年代後半のバブル期に
リゾート開発の目玉として，ゴルフ場を併設するなど計画されたものがあるが，いずれも大都市へ通勤
が困難ないわゆる超郊外地域に立地する。本研究では，こうした住宅地を超郊外別荘型住宅地 1）と呼
ぶ。こうした研究は，団塊世代が本格的に退職を迎える2012年以降，超郊外別荘型住宅地への引退移動
が増えることが予測されることから，今後こうした住宅地におけるコミュニティ形成や高齢者福祉など
の諸問題を検討する基礎データとしても活用できるものと考える。

Ⅱ．研究方法と研究対象地域の選定

1. 研究方法
千葉県の超郊外地域の南房総で，特に高齢化が進展している住宅地を研究対象地域として選定するた
めに，「国勢調査」結果及び「住民基本台帳登録人口」のデータを利用して老年人口比率（高齢化率）
を算出し検討した。このデータからほぼ同時期に開発された，勝浦市のミレーニア勝浦（以下M勝浦と
する）と御宿町の西武御宿グリーンタウン（以下御宿GT）の 2 か所の別荘型住宅地を研究対象地域と
し，その住宅地の開発の背景を，千葉県及び地元自治体さらに住宅地の管理事務所などの資料や聞き取
り調査から明らかにした。同時に，これら 2 か所の住宅地の定住化と高齢化に関する経年変化と現状
を，自治体の登録人口データと両住宅地の管理事務所などの資料により明らかにした。
また，定住化と高齢化の進行に伴い，諸問題が発生していることが予想される。そこで，この超郊外
地域に立地する別荘型住宅地に転入した世帯はどのような世帯属性で，どのようなきっかけで，どのよ
うな理由で転入を決意し，そして現在どのように過ごし，どのようなコミュニティ活動に参加し，どの
ような問題を抱えているのか，といった点を明らかにするために，両住宅地の居住者に対してアンケー
ト調査とインタビュー調査を実施した。この調査結果を基に，この 2 つの住宅地に転入した退職定住者
は「アメニティ移動」したといえるかどうか，という点についても検証した。
両住宅地居住者へのアンケート調査は，2011年 8 月17日～20日及び27日に，M勝浦の570戸，御宿GT
の 870戸に対し留置郵送回収方式で実施した。アンケートの内容は，定住世帯と別荘世帯 2）では質問項
目が少し異なるが，両住宅地ともに次の ① ～ ③ の構成とした。① 自宅の場合は，土地購入・別荘建
築・定住転入年，前住地とその住居形態，前住居売却の有無，世帯主の勤務先などを，② 別荘利用者
には，現住所，利用頻度，利用者と利用目的などを，③ 自宅・別荘双方に共通する質問項目として
は，住宅・別荘購入時の情報源，比較検討候補地，住宅・別荘購入のきっかけ（背景・住宅地の魅力・
立地条件）
，余暇活動，自動車の所有，住宅地及び周辺環境に関する不満，住民同士の交流の程度，コ
ミュニティ活動，定住意志（別荘者は転入の意志）
，家族構成そして，現在の生活や環境に関する意見
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（自由回答）などの 3 部構成，計25項目である。
アンケート配布時には，定住世帯か別荘かの判断はできないため，アンケート回収後に定住と別荘に
分けて集計した。アンケート用紙の配布に際しては，現地で郵便受けの様子などから空家または最近利
用された形跡がない住宅については配布対象から除いた。
インタビュー調査は，アンケート調査時に任意の個別インタビュー依頼をしておき，同意が得られた
世帯を後日，直接訪問して行った。ここでは，アンケートでは詳細が把握できなかった回答者の居住地
移動の経歴や当地での日常生活上の諸問題などについて，世帯主に直接インタビューした（時間の都合
がつかない場合は電話やメールで調査を行った）。その結果，2 か所の住宅地で合計24世帯の定住者に
インタビューまたは電話やメールでの調査を実施することができた。
本稿では，紙面の関係もあり，両住宅地の別荘利用者に対するアンケート調査結果及び両住宅地にお
いて実施したインタビュー調査結果の詳細については言及できなかったので，別稿で紹介したい。

2. 研究対象地域の選定
本研究では，高齢化が進展している南房総地域の自治体の中で，かつてリゾート開発によって誕生し
た別荘型住宅地を調査対象として選定することにした。まず，千葉県内の市区町村別に，千葉県統計課
の「住民基本台帳登録人口（2010年 4 月 1 日）」を利用して老年人口比率（高齢化率）を算出し地図化
した（図 1 ）
。その結果，千葉県内では浦安市が11.5％と最も低く，次いで印西市の15.7％などと県北部
の東京湾岸や東葛地域，さらに千葉ニュータウン地域において低く，逆に南房総地域において高齢化率
が高いことがわかる（千葉県の平均は20.5％）。特に，県内では御宿町の高齢化率が39.5％と最も高
く，次いで鋸南町の36.7％，南房総市の35.9％，勝浦市の32.4％，大多喜町32.0％などの順であった。
そこで，かつてリゾート開発が進められた勝浦市と御宿町内で高齢化が進んでいる地域を把握するた
めに，
「国勢調査」結果を用いて地区（大字）別の高齢化率を算出し地図化した（図 2 ）。その結果，高
齢化率は勝浦や御宿の市街地で相対的に低いが，必ずしも山間部で高い訳ではなく，局地的に高齢化率

図 1

図1

市区町村別老年人口比率
（2010年）
（千葉県「住民基本台帳」より作成）

図 2

図2

勝浦市，御宿町の町丁目別老年人口比率（2010年）
（「国勢調査」結果より作成）
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の極めて高い場所が存在することが確認された。御宿町で最も高齢化率が高かったのは，御宿台で
60.0％を示した。勝浦市で最も高かったのは内陸の蟹谷地区であるが，ここは，勝浦市特別養護老人
ホームの入居者が含まれており特殊である。それ以外では，興津久保山台が43.3％と最も高い。
この興津久保山台は，M勝浦の開発地とほぼ一致し，御宿台は御宿GTの住宅地とほぼ一致する。つ
まり，これら 2 か所の住宅地の高齢化が他の農山漁村の地区に比べても極端に高くなっており，両者が
勝浦市と御宿町の高齢化を牽引している可能性が高いことが明らかとなった。以上のことから，興津久
保山台と御宿台の住宅地は，東京大都市圏の超郊外別荘型住宅地における高齢化の進展を調査する対象
として適当であるといえる。
勝浦市と御宿町の南部の丘陵地内の高台に位置するM勝浦（標高約25～120 mの東向き斜面）と御宿
GT（標高約40～90 m ）は，冬は比較的温暖で，夏は海風も影響して東京都心と比較してやや涼しい気
候環境下にある。これら 2 か所の住宅地は，東京から約75～80 km 圏内に位置し，JR 外房線の最寄り駅
までは，東京駅から特急「わかしお号」を利用してM勝浦は約100分，御宿GTは約80分に位置してい
る。さらにM勝浦は，最寄り駅の上総興津駅から車で 4 分，徒歩30分（2.6 km ）
，御宿GTは，御宿駅か
ら徒歩18分（1.4 km ）の丘陵地を造成して開発された住宅地である。両者の中間には，東急リゾートタ
ウン勝浦（別荘地，会員制リゾートホテル，勝浦東急ゴルフコースなど）が丘陵地上に位置する。その
図2
他近隣地域には，勝浦ゴルフクラブ，大原・御宿ゴルフコース，キャメルゴルフリゾート，花王カント
リークラブが立地している。また，両住宅地ともに海にも近く，海釣りやサーフィンなどのマリン・ス
ポーツを楽しむには適した立地環境にある（図 3 ）。

図 3 研究対象地域
（千葉県勝浦市・夷隅郡御宿町）

図3
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Ⅲ．別荘型住宅地の開発

1．リゾート開発と別荘地開発
まず，研究対象としてとりあげた別荘型住宅地の開発経緯について見てみる。日本がバブル経済に沸
いた頃，千葉県は，「総合保養地域整備法」（1987年のいわゆる「リゾート法」）に基づき，1989年に
「房総リゾート地域整備構想」を策定した。その構想では，内房・外房・九十九里の海岸沿いと内陸に
11地区のリゾート開発の重点整備地区が指定された。その一つが，勝浦地区の「勝浦タウン・ライフ・
リゾート」であり，いま一つが御宿・岬・大原地区の「海浜スポーツ・リゾート」にあたる。
南房総の勝浦地区は，1960年後半から東急がいち早く進出し，ゴルフ場や別荘地開発をはじめとする
リゾート開発を行ってきた場所でもある 3）。この勝浦地区には，東急リゾートタウン勝浦，興津・行川
リゾート開発，ゴルフ場開発，リゾートマンション開発などの計画が盛り込まれたが，その中の興津・
行川リゾート開発に，M勝浦の別荘地開発が含まれていた。この別荘地開発は，もともと千葉市の不動
産会社花沢ビルディングが所有していた土地に，別荘地造成の共和リゾートと三井不動産が加わって三
社の共同事業として，1992年に「ミレーニア勝浦開発」としてスタートしたものである。当初計画で
は，戸建別荘741戸，14階建てリゾートマンション635戸，3 階建て低層マンション145戸の計1,521戸と
法人保養所 5 棟，会員制ホテル120室を建設する予定であった 4）。さらに隣接地には，共和リゾートの
関連会社がゴルフ場を開発する予定もあったが，このゴルフ場開発は実現しなかった。バブルの崩壊に
伴い，ミレーニア勝浦（M勝浦）も事業が縮小，リゾートマンション開発も中止され，最終的に三井不
動産によって今日の別荘住宅地のみが開発・分譲されることになった。
一方，御宿グリーンタウン（御宿GT）は，千葉県の「御宿・岬・大原地区海浜スポーツ・リゾート」
に基づく重点整備地区のひとつ「夷隅レクリエーション開発（B地区）」にあたり，千葉県企業庁が
1972年から御宿町，大原町で進めてきた「夷隅地区レクリエーション用地造成整備事業」によるゴルフ
場や別荘地開発がそれに相当する 5）。この事業は，千葉県企業庁が用地買収と道路など基盤整備を行
い，西武不動産が施設の整備を行うというもので 6），大原町に南房総・大原西武グリーンタウン（1981
から分譲開始）
，御宿町に「南房総・御宿グリーンタウン」（1988年分譲開始）を開発した。
以上のことから，バブル期にリゾートブームに便乗して構想・開発されたリゾート計画の多くが頓挫
する中で，ここで取り上げた別荘型住宅地開発は奇跡的にも分譲に成功した例であり，ある意味で「バ
ブルの遺産」ともいうべき開発であったといえる。そこで以下に，M勝浦と御宿GTの 2 つの住宅地の
類似点と相違点を概観しておく。

2．ミレーニア勝浦（M勝浦）住宅地
現在のM勝浦は，バブル期の計画に比べて，施設規模・内容ともに縮小したものの，1992年 4 月に三
井不動産が分譲を開始した別荘型住宅地で，最終的な規模は105 ha，総計画戸数1,260戸となった（販
売・管理は三井の森）
。第 1 期分譲は31戸で，当時バブルの影響もあり 1 区画約87坪と比較的小規模な
建売り分譲であったが，それでも3,000～4,000万円という価格であった（計120区画分譲）。その後，地
価の下落も関係して分譲区画規模は，100坪から150坪へと拡大した。
住宅地の景観は，丘陵地の東向き斜面の傾斜を活かした曲線道路と，南カリフォルニアの住宅地をイ
メージした開放的な宅地から成る。管理棟のあるラグーナ（人工湖）を中心にカナリーヤシ（フェニッ
クス）やオキナヤシ，ソテツ，デイゴなど南国風の街路樹が植栽され，たびたび TVコマーシャルのロ
ケ地としても登場するなど非日本的な景観を見せる。用途地域は第 2 種住居地域で，建蔽率・容積率・

― 40 ―

緑化率はそれぞれ，45％・80％・50％で，垣根や塀，柵，門などの構造物を規制したオープン外構と建
物の高さや外壁色，植栽の基準などを定めた「建築・緑化協定」が制定されている。購入者は，建物の
建築の際にこの協定を遵守することで別荘地としての景観が担保されている。また，別荘地の中心のラ
グーナ湖畔には，管理センターやラウンジを併設したクラブハウス「ラ・コルテ」があり，住民や別荘
所有者用の売店も営業している（図 4 ，写真 1 ～ 6 ）。
管理センターは，別荘地内の美観維持と巡回パトロールをはじめ，ゴミステーションの管理・清掃，
道路沿いの草刈りや街路樹選定，敷地内 8 か所の公園の維持管理業務も行っている。別荘地として計
画・分譲された場所でもあり，交通の便は JR 上総興津駅から車で 4 分，徒歩なら20 ～ 30分（駅に向
かっては下り坂で20分，帰りは登り坂で約30分）と，決して恵まれているとは言えない。交通機関とし
ては，勝浦市市民バスが住宅地内を火と木曜日に午前 1 便・午後 2 便運行されているが，利用するには
あまりにも不便である。M勝浦は，別荘地として分譲されてきたこともあり，基本的に敷地内の維持管
理はすべてこの管理センターが行っている 7）。
M勝浦の一角には，東芝の企業研修所が立地している。また，北側の隣接地には，東京の学校法人が
所有する敷地にリゾートホテル，レストラン，乗馬・テニスなどのスポーツ施設，タラソテラピー施設
などを備えたリゾート施設「ブルーベリーヒル勝浦」と同学校法人の校外学習施設がある。しかし，M
勝浦の敷地内にはクラブハウス内の売店を除き，飲食店や小売店などは立地していない。これは，M勝
浦が元々別荘地として計画・分譲されてきたためで，今日でも別荘・住宅地の維持管理がすべて
（株）三井の森によって行なわれていることと関係している。2011年現在，M勝浦の敷地北部では100～
300坪の区画分譲が進められているが，ここでは開発当初のリゾート型別荘地という販売戦略に加え
て，定住型住宅地としての販売も行われている。

図 4 ミレーニア勝浦の土地利用（2011年）
注：空地は分譲済みで未建築の区画または造成中・分譲中の区画（ 8 月現地調査により作成）

図4
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3．西武御宿グリーンタウン（御宿GT）
1988年10月に西武不動産によって分譲が開始された御宿GTは，総面積167 ha，総計画戸数1,560戸の
大規模な定住型住宅地である。2011年 9 月現在1,332区画が造成済みで，販売・管理は（株）西武プロパ
ティーズが行っている。M勝浦と同様，こちらもバブル崩壊で規模・開発内容ともに縮小，見直しがな
された。御宿GTは，分譲初期には投機的に別荘として購入した層もあったが，あくまでも定住型住宅
地として分譲された（大原西武GTも同様）。バブルの真っただ中の1988年の第一期分譲販売（18戸）で
は，126倍もの申し込みがあり，1990年の第 6 次分譲でも約20倍の申し込みがあり抽選となった。敷地の
74％は第 1 種低層住居専用地域，残りの26％が第 1 種住居地域（複合住宅地区とセンター地区）で，全域
が御宿町による「御宿台地区地区計画」による開発制限を受ける。低層住居専用地域の建蔽率・容積率
は，それぞれ40％・80％である。御宿GTでもメインストリートに沿って，カナリーヤシやオキナヤシが
植栽され，これらの樹木が異国情緒豊かな住宅地景観を演出している（図 5 ，写真 7 ～12）。
御宿GTの分譲区画規模は，バブル期の1988年当初，建売りが80坪で分譲されたが，バブル崩壊以降
は地価の下落を受けて次第に分譲区画を大きくし，今日では最大300坪の区画が分譲されている。御宿
GTで家屋建築後の共益施設維持管理費は月額5,625円で，M勝浦に比べてやや安価である 8）。西武は，

図最低限の共益施設の維持管理業務と別荘を含む管理委託業務は行うが，M勝浦のような巡回パトロール
4

図5

図 5 御宿西武グリーンタウンの土地利用（2011年）
注：空地は分譲済みで未建築の区画または造成中・分譲中の区画（ 8 月現地調査により作成）
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などのサービスは行われていない。交通アクセスは，JR 御宿駅まで徒歩18分で，駅近くの商店で買い
物ができない距離ではない。また，住宅地の大通り～ 町役場 ～ JR 御宿駅を循環するシャトルバスが午
前・午後それぞれ 3 便運行されており，住民の中には買い物時行きは徒歩で，帰りは登りの坂道になる
のでバスを利用する者もいる。
御宿GT用地には，企業研修所として日立・TDK・市進が立地しているほか，御宿町消防分署をはじ
め，テニスコートやパークゴルフ場，集会場といった施設が整備され，クリニックや飲食店も立地して
いるが，コンビニエンスストアやスーパーは立地していない。さらに，この一角には千代田生命による
高級終身介護老人ホーム「ラビドール御宿」（203戸）が1990年10月に建設・分譲されている 9）。

Ⅳ．定住化と高齢化の進展

1．M勝浦の定住化と高齢化
M勝浦別荘地は2011年12月現在，939区画が造成済みで，分譲済みは833区画，住宅建築戸数は658戸
で，うち定住戸数は243戸である。M勝浦の位置する興津久保山台の高齢化率の推移をみると，2004年
に勝浦市の高齢化率27.6％を上回り，2011年現在43.3％に達している（図 6 ）。興津久保山台の65歳以上
の 高 齢 者（ 登 録 人 口 ） は，1995年 に 7 人 で あ っ た が，2002年 に は50人，2005年 に は100人（29.7 ％）
に，そして2010年には200人を超え，2011年12月現在215人（43.3％）に達した。
そこで，住宅建築戸数と定住世帯数の推移を見てみる（図 7 ）。建築戸数は特に，分譲当初の1993年
の61戸が最も多く，1999～2003年の間には毎年ほぼ平均58戸が建築されている 10）。これには別荘も含ま
れるので，定住戸数のみの推移をみると，2002年には定住戸数は114戸（定住率26.2％）であったが，
2002年以降毎年平均14戸が定住しており，2011年12月現在243戸が定住し，定住率は36.9％となった。
つまり，M勝浦の高齢化の進展は，別荘地に住宅を建築し，そこに転入した住民の加齢と新たに転入す
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図 8 御宿町と御宿台の高齢化率の推移
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図 9 御宿GTの建築戸数と定住率の推移
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より，入居者272人（平均年齢82.3歳）を除くと，実質的な御宿台つまり，御宿GTの高齢化率は48.6％

という値となる（図 8 ）。
図9

次いで，御宿GTの住宅建築戸数と定住世帯数の推移をみると，1988年～2011年までの23年間の建築

戸数は合計932戸で，年間平均41戸が建築されたことになる。分譲開始がバブル期であったことも関係
して，当初は別荘用地として投機的に購入されることが多かったという。特に建築戸数が多かったのは
1991年の106戸で，1989年～1992年の間には年平均75戸が，2003年～2011年までには毎年平均30戸が建
築されてきた。定住世帯については，1992年まではバブル期の投機的な売買も関係して安定しなかった
が，その後定住化が進み，2011年12月現在508戸が定住している（定住率54.5％）。特に2008年には，前
年比4.4％も定住率が増加したが，これは団塊世代の退職に伴い転入世帯が増加したためと考えられ
る。また，最近は地価の下落も手伝って，地元の若い子育て世帯が住宅を購入するといった新たな動き
も見られるという（図 9 ）。
以上のことから，御宿GTの高齢化の進展もM勝浦と同様，高齢者の転入と彼らの加齢，さらに新た
な高齢転入者が加わることによってもたらされたものと考えられる。このように両別荘型住宅地では，
リタイア世代の流入がこれら住宅地の高齢化（シニアタウン化）に大きく寄与していることが確認でき
たが，高齢者世帯の属性については明らかでない。さらにシニアタウン化によって，日常生活を送る上
で様々な問題を惹起していることも考えられる。そこで，次章では両住宅地の居住者に対するアンケー
ト調査をとおして，居住者属性や彼らの転入の経緯，さらに日常生活の諸問題を明らかにする。

Ⅴ．居住者へのアンケート調査結果の分析

1．アンケート調査結果の概要
アンケート調査は，M勝浦では570世帯に配布し，145世帯（回収率25.4％）から，御宿GT では870世
帯に配布し，211世帯（24.3％）から回答を得た。もちろん，配布時には定住家屋か別荘か否かは不明
なため，アンケート回収後，定住と別荘を分けて集計した。現地でアンケート対象としたのは，居住し
ているか，もしくは最近利用された形跡のある別荘と見られる住宅で，明らかに利用されていない住宅
は配布対象から除いた。したがって，M勝浦の場合，建築戸数640戸の89.1％が，御宿GTの場合は，建
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表1 アンケート調査回収結果（2011年 8 月実施）
M勝浦
自宅（定住）
別荘
住宅戸数＊

229

回収率

508

570

配布戸数
回収数

411

御宿GT
自宅（定住）

73

別荘
424

870
72

148

25.4

63
24.3

住宅戸数は2010年 3 月31日現在

＊

築戸数932戸の93.3％が対象となった 11）。別荘利用世帯からの回収数がやや少なかったが，この回収結
果で 2 つの住宅地の定住者と別荘利用者のおおよその説明が可能と判断した（表 1 ）。
もちろん，この数字はアンケート回答者が無職の高齢者に偏っていると考えられるため，世帯人口構
成の実態とは若干異なっていることに注意が必要である。なお本稿では，定住世帯のみについて集計・
分析を加えた。別荘世帯の分析結果については別稿で紹介したい。

2．居住者属性
（1）定住世帯の職業と年齢
まず，定住回答者の世帯構成と年齢をみると，M勝浦では夫婦のみが56世帯（77.8％），単身が16世
帯（22.2％）であった。御宿GTでは，夫婦117（80.1％），単身29世帯（19.9％）であった。平均年齢
は，M勝浦では男性（72人）が65.8歳，女性（58人）が62.9歳，御宿GTでは男性（145人）が68.5歳，
女性（117人）が65.1歳であることから，M勝浦よりも御宿GTの方が 2 歳ほど高齢であるという結果で
あった 12）。
世帯主の職業と年齢をみると，無職が最も多く，M勝浦で68世帯（未回答 5 世帯を除く）のうち47世
帯（69.1％）が無職で，平均年齢は69歳であった。次いで，会社役員が 9 世帯（13.2％）で，平均年齢
は59歳であった。さらに会社員が 5 世帯（7.4％）で50歳，自営業が 3 世帯（4.4％）で60歳などの順で
あった。
「無職」と答えた回答者の前の職業をアンケート回収後に行ったインタビュー調査結果（n＝
13）から推定すると，会社役員，国家・地方公務員や教員，会社員などが中心で，その多くが管理職や
専門職に就いていて，定年とほぼ同時に転入した世帯であると推定される。御宿GTでも「無職」と回
答した世帯が，計138世帯（未回答10世帯を除く）のうち103世帯（74.6％）と最も多く，平均年齢は72
歳であった。次いで，会社員が11世帯（7.9％）で平均年齢は59歳，さらに自営業が 6 世帯（4.3％）で
55歳，会社役員が 4 世帯（2.9％）で61歳などの順であった。当然のことながら，「無職」以外の職業集
団は会社役員を含めて現役であることから，平均年齢はほぼ60歳以下である。こちらもインタビュー調
査結果より，前の職業は会社役員などの管理職，教員（夫婦ともに教員）などの専門職が多く，退職を
機に転入した世帯が卓越すると推定される。以上のことから，M勝浦及び御宿GTともに3 / 4近くが引退
移動したリタイア世帯で，平均年齢はほぼ70歳で超高齢化が進行しているといえる。
世帯主が就業する世帯をみると，M勝浦では20世帯（27.4％），御宿GTでは33世帯（22.3％）で，こ
のうち自宅勤務世帯が，M勝浦で11世帯，御宿GTで6世帯あるので，通勤世帯は，M勝浦で 9 世帯（通
勤率12.3％）
，御宿GT で27世帯（同18.2％）と決して多くない。このうち千葉県以外への通勤者は，M
勝浦で4世帯（5.5％），御宿GTで7世帯（4.7％）と少なく，東京都への通勤は，勝浦で 2 世帯，御宿で

― 45 ―

6 世帯と僅かである 13）。これは超郊外住宅地という立地条件も関係するが，むしろ引退移動世帯が多数
を占める住宅地であることと関係している。自宅勤務の内訳をみると，M勝浦では会社役員が 4 世帯，
自営・個人事業主が 5 世帯など計11世帯，御宿GTでは会社役員，自営業，芸術家が各 2 世帯の計 6 世
帯で，平均年齢は両住宅地ともにほぼ58歳であった。自営・個人事業主では，写真家・イラストレー
ター，翻訳家，トレーダーなど都市からの時間距離や就業時間に制約を受けにくい職業が多い。
これらの事実から，御宿GTの方がM勝浦に比べて退職後の無職世帯の構成比が 6 ％高く，平均年齢
で 3 歳高いこと，会社役員の平均年齢も御宿GTの方が 2 歳高齢であることがわかった。このことは，
御宿GTの分譲開始がM勝浦に比べて 4 年早かったことと，両住宅地ともにいったん別荘を建築し，利
用した後に退職を機に転入した世帯がM勝浦で41％，御宿GTで37％あることと関係している。もちろ
ん，両住宅地ともにアンケート回答が無職の高齢世帯にやや偏っている可能性も否定できないため，現
実には現役の会社役員など社会階層の高い住民がさらに多いと推測される。なお，現役の医師や大学教
授などは別荘所有者となっている。いずれにせよ，両住宅地は富裕層を中心とするリタイア世代が集住
するシニアタウンであることが再確認されたが，彼らの転入時の年齢を把握しておく必要がある。
（2）定住者の転入と加齢
そこで，アンケート結果から，転入時の年齢，10年前（2001年当時）の年齢，2011年 8 月現在の年齢
構成を比較することで，両住宅地の超高齢化の背景を見てみる（図10）。
その結果，まずM勝浦のアンケート回答者（2011年 8 月現在の世帯主）の平均年齢は68.1歳で，65歳
以上の高齢者は42人（59.2％），同じ回答者の中で2001年に入居していた世帯主の当時の平均年齢は61.3
歳で，うち高齢者は 6 人（24.0％）であった。これを転入年に関係なく各世帯の転入時として集計する
と平均年齢は61.1歳で，高齢者は21人（29.6％）であった。御宿GTでは，2011年8月現在の平均年齢は
70.6歳，高齢者は104人（74.3％），2001年当時では平均年齢65.1歳，高齢化者は20人（40.0％）であっ
た。転入時点でみると62.0歳，高齢化者は44人（31.4％）という結果となった。仮に，現在の高齢者が
このままの構成で加齢し，若い世代の新たな転入が加わらなかったと仮定した場合，今後 5 年間に急激
75歳以上

に高齢化が進行する可能性があることは論を俟たない（図10）
。
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図 10
図10 M勝浦及び御宿GTの世帯主の年齢構成（転入時・
2001年と2011年現在）
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M勝浦では50歳未満の世帯が2001年には 6 世帯であったが，2011現在 8 世帯に，御宿GTでも40歳代以
下の世代の入居が2001年の 2 世帯から 5 世帯と増加していることがそれを裏付けている。これは，地価
の下落に伴い地元勝浦市や御宿町の若い住民の転入が増加してきていることを反映したものである。
なお，土地購入から建物建築までの年数は，M勝浦で平均1.7年（n＝56），御宿GTで2.7年（n＝103）
となっており，別荘として利用した期間は，M勝浦では平均3.5年（n＝29），御宿GTでは平均4.9年（n＝
45）と大差なかった。

3．定住者の前住地と住居形態
（1）前住地
郊外戸建住宅に居住するリタイア世代の中には，自宅を売却して都心マンションへ転入する傾向があ
るとの報告（小林，2011など）があるが，この両住宅地の定住者は，どのような居住地移動をみせてい
るのか。この点を検証するために，前住地，転入年，前住居形態と部屋数の変化を見てみる。
まず，前住地をみると，M勝浦で最も多かったのは神奈川県で23世帯（32.5％），次いで東京都16世
帯（21.9％）
，千葉県14世帯（19.2％），埼玉県12世帯（16.4％）などの順で，この 1 都 3 県で89％を占
めた。神奈川県内では横浜市が12世帯と最も多かった。御宿GTでは，東京都が42世帯（28.4％）と最
も多く，次いで千葉県が41世帯（27.7％），神奈川県が30世帯（20.3％），埼玉県が21世帯（14.2％）の
順となっており，この 1 都 3 県で91％を占めた。このことから，両住宅地とも車や列車で 3 時間内外の
南関東の都市部からの転入者がそのほとんどで，関東地方以外からの長距離移動は僅かであることが判
明した。関東地方以外では，M勝浦の場合は，国内では九州から，海外ではアメリカ合衆国，オースト
ラリアという回答があった。御宿GTの場合は，愛知県から 3 世帯，長野・福岡県から各 2 世帯，その
他，宮城・福島・愛媛県及び大阪府からそれぞれ 1 世帯，海外からはメキシコからという回答もあった
が，前住地のその前にはアメリカ合衆国など海外赴任歴が長い住民も少なくない 14）。
なお，前住地の平均居住年数は，両住宅地ともに23.7年であった。このことは，世帯拡大期に持家を
取得し，子の独立や定年を機に引退移動することを決断したが，それは東京へのアクセスが比較的容易
で，かつ自然に恵まれたリゾート地での生活を求めた結果であるとも考えられる。その意味では，郊外
住宅地では子供世帯との近居を選択する移動が少なくない，とした平井（1999）の報告とは異なり，こ
こでは，子や親戚など血縁親族との距離抵抗を小さくした移動パターンを示しているといえる。
（2）住居形態
次いで，定住者の前住居形態について見てみる。M勝浦では戸建持家が42世帯（57.5％），分譲マン
ションが20世帯（27.4％）であった。御宿GTでの前住居は戸建持家95世帯（64.2％），分譲マンション
が35世帯（25.7％）で両住宅地ともほぼ類似している（図11）。M勝浦では持家の合計62世帯（84.9％）
のうち，42世帯（68.0％）が前住居を売却して転入している。このうち，戸建持家を売却したのは28世
帯（66.7％）
，マンションの売却は14世帯であった。御宿GTでは，持家133世帯（89.9％）中，前住居を
売却して転入したのは81世帯（60.9％）で，うち戸建を売却したのは60世帯（74.0％）であった。この
事実は，郊外の持ち家取得が最終ゴールとする従来の「住宅双六」の「上がり」に，都心マンションと
同様に，新たなゴールとなる別荘型住宅地という選択肢を加えなければならないことを示している。
前住居と現在の平均部屋数（L, DKを除く）の変化については，M勝浦では，前住居が3.8部屋から
3.7部屋へと0.1部屋減少している。これは，都市近郊住宅地に転入する世帯形成・拡張期に見られる住
環境の改善のための移動に伴う部屋数の増加（山田，1992など）と異なり，ここではリタイア族を中心
とする世帯収縮期世帯の転入が多いため，戸建持家間の移動ではあるが，部屋数が減少するという特徴
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を指摘できる。ただし，御宿GTの平均部屋数は，3.5
部屋から3.7部屋へと0.2部屋ではあるが微増してい

その他
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賃貸マンション
3.4%

る。これは御宿GTの場合，近年敷地規模の大きな宅
9.6%

地が開発されてきていること，さらに，子育て世帯を
中心とする世帯拡大期の転入があったためと考えられ
る。

分譲ﾏﾝｼｮﾝ
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27.4%

4．候補地の探索と情報源

57.5%

戸建持家
64.1%

現在の住居を購入するにあたって，比較検討した候
補地（かつて別荘候補地として検討したものも含まれ
る）の有無と住居探索の情報源について見てみる（図
12）
。まず，候補地の有無については，「候補地があっ

図 11

図11 前住居形態

（2011年 8 月アンケート調査結果より作成）

た」とした回答がM勝浦の場合，57世帯（78.1％）
，
御宿GT では93世帯（62.8％）であった。
その候補地は，M勝浦では千葉県内が43世帯（46.2％）と最も多く，次いで静岡県（多くは熱海や伊
豆）が12世帯（12.9％），さらに栃木県（那須高原など）7 世帯（12.3％），長野県（軽井沢など）
，山梨
県（河口湖周辺）がそれぞれ 5 世帯（5.4％），さらに神奈川県（箱根・湯河原など）などの順であっ
た。御宿GTでは，千葉県内が43世帯（46.2％），次いで静岡県の12世帯（12.9％），神奈川・山梨・長野
県がそれぞれ 5 世帯（5.4％）などの順であった。M勝浦ではこれらの他に北海道，青森，山形，福
島，新潟が各 1 世帯あり，御宿GTでは北海道，奈良県，さらにスイスもあげられた。両住宅地とも地
元の千葉県が最多であるが，それは比較候補地としてM勝浦の場合は御宿GTを，御宿GT の場合はM勝
浦が候補地になったことに加えて，勝浦の東急リゾート，鴨川市内の別荘地や大原GTなどがその対象
となったためである。M勝浦は，別荘地として分譲されていることもあって，御宿GTに比べて伊豆・
箱根，軽井沢，那須高原といったリゾート地が探索候補地となった割合が高いように見える。
現在の住居探索の基になった情報源は，M勝浦と御宿GTでは多少の違いが見られるものの両住宅地
とも「新聞広告」が最も多く，次いで「住宅情報誌」，「インターネット情報」，「不動産業者」，
「知人か
らの紹介」が上位にあげられた。両住宅地ともこの上位 5 項目で全体の78％以上を占めた。このほかに
「折込チラシ」，雑誌「ほしいリゾート」や「TV番組」（テレビ朝日「人生の楽園」）
，さらに「ドライブ
中に偶然見つけた」や「隣接するリゾート施設ブルーベリーヒルを利用した際に見つけた」
（M勝浦）
などという回答も幾つか寄せられた。このことから，このような別荘型住宅地の場合，家族の通勤・通
学先に大きく左右されるいわゆる郊外住宅地の居住地移動の場合と大きく異なり，各地の有名なリゾー
ト地において探索が行われたことが判明した。

5．転居のきっかけと住宅地の魅力
では，転入者はどのようなきっかけで，この住宅地の何に魅力を感じたのであろうか。そこでまず，
現在の住居への転居のきっかけとなった個人的背景について，11項目の選択肢を用意して該当する項目
を複数回答であげてもらうと同時に，その中でも最大の理由となったものを一つ選択してもらった。こ
こでは，そのうち最大の理由について図化した（図13）。
M勝浦，御宿GTともに「余暇の充実」と「定年退職」を転居の最大のきっかけとした世帯が多い
が，この 2 つはある意味で一対の関係にあることを示している。この両項目は，複数回答でもそれぞれ
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図12 M勝浦・御宿GTの定住者が居住地選定の際の比較候補地
注：当初別荘地として探索したものを含む。（2011年
図 12 8 月アンケート調査結果より作成）

40～50％の確率であげられていることを考え合せると，退職を機に余暇を満喫できる第二の人生を楽し
もうと考えたことが転居のきっかけになったと言える。次いで，「健康上の理由」がM勝浦で 9 世帯
（12.3％）
，御宿GTで10世帯（6.7％）などの順であった。これは，南房総の気候が比較的温暖で，勝浦
市内にS病院，鴨川市にはK総合病院 15）が立地していることから，自身のあるいは配偶者の健康に不安
を抱くリタイア世代にとってもこれらの病院に近いことが転居のきっかけになったと考えられる。特に
御宿GT場合は，住宅地内に高級終身介護老人ホーム「ラビドール御宿」と付属のクリニックが立地し
ていることが「健康上の理由」による転入を後押ししたとも考えられる。その他，複数回答に注目する
と「子の独立」がM勝浦で 6 世帯，御宿GTで15世帯，「子の誕生・成長」が勝浦で 4 世帯，御宿で 7 世
帯，
「転職・転勤」が 1 世帯と 5 世帯，「親との同居」がそれぞれ 1 世帯あった。以上の事実から，健康
で退職後余暇を楽しみたいといういわゆるアクティブ・シニア層の潜在的需要に加えて，将来の健康に
不安を持つシニア層にも安心材料となり得る医療施設などが近隣に立地していたことが転居，つまり引

図 12

退移動のきっかけとなったと言える。
次に，現在の住宅地の魅力について，13項目の選択肢の中からあてはまる項目の複数回答と最大の魅
力について回答を求めた（図14）。その結果，最大の魅力は，M勝浦では「眺望」とする回答が32.9％
と最も多く，次いで「場所のイメージ」が17.8％，
「住戸や庭の広さ」が11.0％の順で多く，これら 3 項
目で全体の 6 割強に達する。御宿GTでは御宿という「場所のイメージ」とする回答が23.0％で最も多
く，次いで「住戸や庭の広さ」が15.5％，「眺望」が14.2％で，この 3 項目で全体の 5 割強を占めた。

「眺望」という回答率がM勝浦の方で高いのは，住宅地内から海を見渡せる場所が多いためで，御宿GT
は，高台の一部を除いては海が眺めないことが関係している。その他，M勝浦では「建築協定」や「価
格」などが評価されている。御宿GTでも，「価格」も魅力として評価が高いのは，都市部に比べて地価
が安価であったためであろう。
複数回答では，両住宅地ともに上記の上位 3 項目の他に，「開発・販売業者」「価格」「管理会社」「デ
ザイン・外観」「間取り」「共同施設」
「高級感」などが魅力としてあげられた確率が高い。特に，M勝
浦では「セキュリティ」に対する評価も高いが，これは管理会社が住宅地内を終日巡回パトロールして
いることが魅力となっているためである。しかし，両住宅地ともに「資産価値」の魅力は1.4％前後で
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（2011年 8 月アンケート調査結果より作成）

図 14

図14 この住宅地の最大の魅力
（2011年 8 月アンケート調査結果より作成）
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決して高くない。これは，現在の住宅地を第二の人生を送るに相応しい定住の場所と決めた世帯がほと
御宿自宅(n=129)
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んどで，当面売却する意志がないことを物語っている。
20
15
10

6．購入・転居を決めた理由と余暇活動
5
0

では，現在の土地を購入し，住宅を建築し，さらに転居の意志決定をしたのは，いかなる理由であっ

たのか。このことについて，複数回答を可とする14項目の選択肢を設け，かつその中で最大の理由と
なったものを集計した（図15）。
その結果，両住宅地ともに「温暖な気候」「周辺の自然環境」「海に近い」という回答が，転居を決め
図 14

た最大の理由で，この 3 条件でM勝浦では全体の82.2％を，御宿GTでは62.2％を占めた。特にM勝浦で
は，
「周辺の自然環境」と「海に近い」をあげた世帯が多かった。その他，
「余暇が楽しめる」「高台

（丘の上）
」に位置するなどがあげられた。このことは，温かい冬，豊かな緑や海と共に余暇を楽しみた
いという退職シニア層の志向と，南房総地域の地理的条件が一致した結果でもある。これは，かつて竹
田・番場（2006）が御宿GTで行った調査結果，「自然環境に恵まれたところ，夫婦で趣味に没頭して過
ごしたいなどが主な転居理由である」と齟齬はない。複数回答では，これら上位 5 項目に加えて，「医
療施設に近い」がM勝浦で20世帯（6.9％），御宿GTで16世帯（3.1％）や，数は少ないが「親の居住地
に近い」という U ターン（両住宅地とも 4 ～ 5 世帯）などの理由もあげられた。
この両住宅地への転居理由から，彼らリタイア世代を中心とする高齢夫婦が第二の人生を過ごすため
にアメニティを重視した移動を行った可能性を指摘できる。M勝浦のインタビュー調査で，2000年に土
地を購入し，2003年定年と同時に建物を建てて，東京から移り住んだ単身女性のように「今でも月に 1
度東京港区まで習い事に通っている」という話が聞かれたことから，転居を決めた理由には東京へのア
クセスが比較的容易であるという地理的条件も，定住の意志決定に影響しているのではないかと考えら
れる。つまり，都会（東京都区部や県庁所在地都市）との物理的距離は遠くても，時間距離・心理的距
離は必ずしも遠くなく，適度に離れたリゾート地という意識がはたらいているのではないだろうか。
では，定住者は具体的にどのような余暇活動を行っているのか。この点を明らかにするために「余暇
が楽しめる」を転居理由の一つとして選択したM勝浦（49世帯）と御宿GT（85世帯）の世帯につい
て，その余暇活動の内容（17種類）の複数回答結果を集計した（図16）。この回答には，夫婦で楽しむ
余暇活動のほかに，世帯主または配偶者の活動も含まれるが，基本的に両住宅地ともほぼ同様の傾向を
示した。回答の上位は，「散歩・ウォーキング」
「ガーデニング」「家庭菜園」「ゴルフ」で半数を超え
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図15 土地購入・転居を決めた最大の理由
（2011年 8 月アンケート調査結果より作成）

図16 定住者の余暇活動（複数回答）
図 16

（2011年 8 月アンケート調査結果より作成）
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る。これに，「釣り」と「ドライブ」を加えるとM勝浦では72.5％，御宿GTでは70.0％に達する。特に
30

両住宅地は，海に近いことに加えて，周辺に多くのゴルフ場が立地（図
3 ）するという立地条件が彼ら
20
10
の余暇活動を保証しているといえる。
0
また両住宅地では，芝生の庭やイングリッシュガーデンなど自由な庭造りや田舎暮らしのような家庭

菜園を楽しむことも可能である。例えば，千葉県内から定年退職と同時にM勝浦に転入した夫婦は，夫
が55歳の時にこの別荘地の土地を購入， 3 年後に建物を建て，別荘として利用しながら週末に自分好み
の庭造りを行い，妻が定年を迎えた2005年に前住居を売却して転入し，現在は夫婦で趣味を生かした第
図二の人生を楽しんでいる。また，御宿GTに2003年に土地を購入，翌年別荘を建築し，2008年に妻の定
16

年を待って転入した元小学校教員の夫婦は，「歩こう会」「そば打ち会」などの「趣味サークル」や環境
緑化活動にも参加しながら，長年の夢であった「家庭菜園」を楽しんでいる（以上インタビュー調
査）。これらは，まさにアクティブ・シニアの「アメニティ移動」の好例といえ，従来の「住宅双六」
の「上がり」の一つに，こうした別荘型住宅地が加わることは疑う余地はない。
両住宅地で特徴的な余暇活動としては，数は多くないがM勝浦では「ホームパーティ」（2.9％）や
「サーフィン」
（1.9％）が，御宿GTでは「趣味サークル」（8.4％）や「ボランティア活動」
（2.6％）を
あげることができる。これは，御宿GTに比べて別荘世帯が多く，居住者の平均年齢がやや若いM勝浦
では，より活動的な余暇活動が盛んで，逆に定住化と高齢化がより進展している御宿ではコミュニティ
活動が活発であるという居住者の年齢構成などが関係しているものと考えられる。そこで，次に居住者
間での交流や地域活動などの社会的関係の実態について検討する。

7．定住者の社会的関係（交流とコミュニティ活動）
アメニティを求めて両住宅地へ転入した住民は，住宅地内でどの程度の交流（近所付き合い）をもっ
ているのか。この点を明らかにするために，定住者同士と別荘利用者との交流に分けて，交流のある人
数と交流の程度を 2 段階で記入してもらい，集計した。その結果，M勝浦では，定住者同士で「大変親
しく付き合い」をしていると回答したのは45世帯（61.6％）で，1 世帯あたりの交流平均人数は6.6人で
あった。同じく，御宿GTでは111世帯（75.0％），平均8.8人であった。「挨拶程度の交流」は，M勝浦で
61世帯（9.5人），御宿GTで108世帯（12.5人）であることから，御宿の方が交流を持つ世帯率，交流平
均人数ともに上回り，定住者間の社会的関係が勝浦に比べてやや密になっている可能性がある。これは
御宿GTが，分譲開始年が早く，定住者率が勝浦に比べて18％高いこととも関係しているといえよう。
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逆に，別荘率が高いM勝浦では「大変親しく付き合い」のある世帯率がやや低いように見える。しか
し，別荘利用者を含め多くの居住者と交流している埼玉県から2006年にM勝浦に転入した女性（49歳）
のように，
「ここは近所付き合いが煩わしくないところがいい」（インタビュー調査による）と話してい
ることから，別荘地ならではのドライな近所付き合いも評価されているのも事実である。なお，別荘利
用者との交流関係は，両住宅地ともに定住者同士の交流に比べてその数は少い傾向にある。このこと
は，定住者と別荘利用者間には「交流の溝」が存在することを示唆しているが，詳細は別稿に譲る。
さらに今回，コミュニティ活動（地域活動）への参加状況を把握することを目的に，両住宅地におけ
る社会的関係の実態についても尋ねた（回答には住宅地内だけでなく市・町内での参加活動も含まれ
る）
。集計の結果，最も多かった地域活動は「地域余暇活動」で，ゴルフ・ウォーキング・テニス・海
釣り・ダンス・囲碁・陶芸・会食会などの趣味の会がこれに相当する。この活動への参加率は，世帯主
の場合M勝浦で52.0％（n=13），御宿GTで41.1％（n=44）であった。また，両住宅地ともに配偶者の参
加率もM勝浦で50.0％（n=8），御宿GTで58.7％（n=37）と高かった。配偶者の活動参加率が御宿でやや
高いのは，御宿GT内に整備されている集会所が囲碁クラブやダンスなど多様な趣味サークル 16）の活動
の場を保障しているためである。つまり，この両別荘型住宅地では，夫婦ともにゴルフやウォーキン
グ，囲碁などの「趣味縁」でゆるく結ばれたコミュニティが形成されているものと考えられる。
次いで多かったのは，地域の清掃・公園の緑化・国際交流などの「地域奉仕活動」で，世帯主の参加
率はM勝浦で24.0％（n=6），御宿GTで27.1％（n=29），配偶者は勝浦25.0％（n=4），御宿23.8％（n=15）
であった。さらに，高齢世帯への配食サービスや買い物援助サービスなどの「地域福祉活動」は，両住
宅地ともに10％前後の参加率となっている。これらのボランティア活動は定住化と高齢化が進む中で，
住民自らが相互扶助の重要性を認識して育まれてきたものであろう。M勝浦でこの活動参加率がやや高
いのは，自治会がないため，市内のボランティア団体に所属している住民がある程度存在することを示
している。
これら上位 3 位までの地域活動の夫婦参加率の平均は，両住宅地ともに82％以上である。また，2000
年に自治会が設立された御宿GTの方が，自治会がなくオーナー会のみのM勝浦に比べて役員としての
地域運営活動の参加率が8.8％高いが，こうした自治会などの活動への関わりもコミュニティ醸成に大
きな役割を果たしていると思われる。この地域運営活動を除き，両住宅地の配偶者含めた地域活動参加
率には有意な地域差は認められなかったが，定住化が進み自治会組織と集会所を有する御宿GTの方
が，地域活動は多様で，かつ活発であろう。御宿GTでは，自治会主催で秋祭りが中央公園で行われ，
御宿台だけでなく地元御宿町民との交流の場ともなっていることは，それを裏付けるものである。もち
ろん，M勝浦でも管理センターが，別荘利用者を含む居住者同士のコミュニケーションの場として，地

表 2

交流の程度
M勝浦
御宿GT

定住者の交流（近所付き合い）

定住者同士の
交流世帯数と（平均人数）

別荘利用者との
交流世帯数と（平均人数）

大変親しく付き合い
挨拶程度の交流

45（ 6.6人）

26（4.8人）

61（ 9.5人）

50（2.9人）

大変親しく付き合い
挨拶程度の交流

111（ 8.8人）

33（2.5人）

108（12.5人）

54（3.4人）

（2011年 8 月アンケート調査結果より作成）
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表 3 定住者のコミュニティ活動参加率（％）
M勝浦

御宿GT

世帯主

配偶者

世帯主

配偶者

地域余暇活動

52.0

50.0

41.1

58.7

地域奉仕活動

24.0

25.0

27.1

23.8

地域福祉活動

12.0

6.2

7.5

4.8

地域運営活動＊

8.0

0.0

16.8

1.6

その他

4.0

18.8

7.5

11.1

M勝浦ではオーナー会，御宿GTでは自治会役員

＊

（2011年 8 月アンケート調査結果より作成）

元勝浦漁協などが出店する「春の市」「秋の市」を開催したり，海岸の生き物観察会やサーフィン教室
を開催するなどの工夫も見られる。
これらの活動参加は，今回のアンケート回答者に限定されたものであるにせよ，両住宅地とも高齢者
福祉活動などを含めた社会活動への参加意識は高いといえる。同時に，地元勝浦市や御宿町のボラン
ティア団体に参加している住民も少なくないという話が聞かれたことは，他のいわゆる別荘地におい
て，大橋（1990）が指摘したような，定住者と地元住民間の理解・交流の欠如と，それに起因するある
種の対立関係は，この両住宅地では生じておらず，むしろ新住民自ら積極的に地元に溶け込もうとして
いるようにも見える。
以上見てきたように，両住宅地へのリタイア世代の転入，つまり引退移動は，「アメニティ移動」で
あったと結論付けられる。つまり，定住者たちは退職を機に，職場や煩わしい人間関係，さらに子供や
都会の喧騒からも離れて，自然の中の住宅地に，快適性とスローライフを求めて「アメニティ移動」を
実現させた訳である。これは前述したように，田原（2006）のいう「日本ではアメリカ合衆国サンシ
ティのような退職者のアメニティ移動は活発ではない」とした指摘を覆すものである。もちろん，サン
シティという計画的リタイアメント・コミュニティと日本の別荘型住宅地では，そもそもその規模もさ
ることながら，入居年齢制限やコミュニティ管理・運営などの点で大きく異なっており，単純には比較
できないことはいうまでもないが，日本でも今後ますます団塊の世代を中心とする引退移動が増えるこ
とが予想されることから，リタイア族の一つの受け皿としてこうした別荘型住宅地の存在意義が高まっ
てくる可能性は大きい。

8．住宅地とその環境への不満
このように，超郊外の別荘型住宅地で夢を実現させた引退移動者たちは，転入後あるいは，それまで
の別荘生活では分からなかった諸問題に気づき始める。ここでは，定住者が転入後，彼らの住宅地とそ
の地域環境にどのような不満を抱いているか，について質問した結果（複数回答）を集約して，別荘型
住宅地に内在する諸問題について考えてみたい（図17）。
まず，住宅地での不満で最も多かったのは，両住宅地とも「雑草対策」で，約 4 割の住民が指摘して
いる。これは，別荘として土地が購入されているが，建物が建てられていない，いわゆる未建築宅地
で，所有者による土地の管理がなされないまま，雑草に覆われている土地が散在していることへの不満
である。雑草管理が徹底されないと，雑草の種が入り込むなどで定住者の庭造りにも影響が及ぶことに
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なるからである。次いで，「空き地管理」や「芝生や植木管理」が両住宅地ともにあげられた。これら
も「雑草対策」同様，利用頻度の少ない別荘や未建築宅地の管理に関する不満で，不在私有地の管理の
難しさを示している。さらに，「近所付き合い」や「ゴミ出しルール」もあげられたが，どちらもおも
に対別荘居住者との軋轢に由来する不満となっている。その他，海に近いことから「湿度が高い」とい
う不満もある。さらに特にM勝浦では，サルやイノシシ・シカ・野ウサギ・キョン 17）などの鳥獣によ
る庭や菜園への被害などの不満も寄せられた。
環境（立地環境）への不満では，両住宅地とも「列車・バスの便」が24％前後と最も多く寄せられ
た。これは JR の外房線の列車本数が少なく，終電時刻が早いことに加えて最寄駅からのバスの便数も
少ないといった公共交通インフラへの不満の表れである。特にM勝浦の場合，JR「上総興津」駅は朝夕
東京駅行き特急列車があるものの，本数は御宿駅に比べても 1 時間に 1 ～ 2 本と少なく，さらに住宅地
を経由するバス便は前述したように極端に不便である。そのため，複数回答の集計ではあるが，勝浦で
は回答者の1 / 4の世帯が不満としている。御宿GTでも回答者の23.4％がこれを不満としている。次い
で，
「食料品の購入」「日用品購入」「駅への距離」がM勝浦では14～17％，御宿GT では約11％であっ
た。特に，両住宅地ともに住宅地内にはスーパーもコンビニエンスストアも立地していないため，住民
は最寄りの駅前の商店街に食料品などを，鴨川市やいすみ市のロードサイド型大型量販店に日用品や電
化製品などを車で買い出しに出かけなればならない。御宿GTでは，月 2 回土曜日に集会所脇で地元農
家などが出店する朝市が開催されているが，もちろん日常生活には十分とはいえない。「駅からの距離」
については，駅から徒歩30分（帰りの登り坂）のM勝浦では，御宿GTに比べて不満としてあげられた
割合が高い。さらに「医療施設」が未整備あるいは距離が遠いことが，特に御宿で15.4％（勝浦は
6.7％）不満とされたが，これは御宿台にクリニックが，勝浦市内にも S 病院があるものの，前述の鴨
川市の K 総合病院までは車で御宿から50分，勝浦でも30分かかることが関係していると考えられる。
70
しかしながら，これらを不満とした世帯の割合は予想に反して高くないようにも見える。中澤（2010）
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図17 定住者の住宅地とその環境への不満
図 17

（2011年 8 月アンケート調査結果より作成）
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勝浦自宅(複数回答)
御宿自宅(複数回答)

がらも，転入した住宅地で暮らしているのは，多少の不満や漠然とした不安を掻き消してくれる豊かな
自然や，スローな時間，さらにリゾート気分を味わえる空間を手に入れているからに他ならない。

9．永住意志から見た諸問題
これまで転居のきっかけと住宅地の魅力，転居の理由と余暇活動，定住者の社会的関係，住宅や環境
への不満などについて見てきたが，アメニティを求めて移動してきた定住者にとって，この地が第二の
人生の「終の住処」となるかどうか，という大きな問題がある。そこで，定住者へのアンケート結果か
ら，永住するか否かの回答を集約し，シニアタウン化した両住宅地の諸問題について考察した（図18）
。
その結果「永住する」は，御宿GTでは72.1％，M勝浦では60.3％と御宿がやや高かった。逆に，「い
ずれ転居予定」と回答した世帯は，M勝浦が16.4％であるのに対し，御宿GTは10.7％という結果となっ
た。当地に「永住する」と考えている住民が6~7割いるという事実は，同じ引退移動であっても，久
保・石川（2004）が指摘したように，マレーシアなどへの日本人の海外引退移動者の多くが「永住」を
考えていない季節的移動であることと大きく異なっている。
M勝浦に比べて御宿GT住民が「終の住処」として考えている割合が11.8％高いのは，分譲当初から
定住型住宅地として売り出されたこと，駅前の商店への買い物も徒歩で何とか可能であること，住宅地
内にクリニックが開業していることなどが関係しているためと考えられる。しかし，この超郊外別荘型
住宅地は，他の郊外住宅地に比べて公共交通機関が未整備なままで，なおかつ日常の買い物も不便であ
ることから，近い将来，高齢者が買い物難民化し，住宅地がフードデザート化する可能性も否定できな
い。もちろん，
「分からない」（20％前後）という回答は，誰にも将来の事は予想できないので，何か事
態が急変した時にどう対処するかを考えるという意見であろう。千葉県内から定年退職と同時にM勝浦
に転入（2005年）した夫婦は，「ここを「終の住処」とするかどうかについては，結論を出していな
い。10年ごとに今後どうするかを夫婦で相談して決めたい」（インタビュー調査による）としている。
「永住する」とした世帯の自由回答では，自然が豊か，海に近い，ゴルフが楽しめる，煩わしい付き
合いが不要，思う存分家庭菜園やガーデニングが楽しめる，趣味の付き合いが楽しい，夏都会に比べて
涼しい，新鮮な海の幸が手に入るなどの意見が寄せられたが，こうした肯定的な意見の持ち主の中に
も，駅まで遠くバスも不便，駅近くの商店まで遠い，通院が不便，水道料金や国民健康保険料，介護保
険料が高いなどの不満も少なくない。さらに，今は健康で車の運転も可能であるが，将来病気などで車
の運転ができなくなったり，運転免許を持たない妻が残された時の不安もある。もちろん，自分はそう
ならないか，もし，そうなったとしても一生をここで暮らしたいと考えている住民が 6 割から 7 割いる
という現実は，今後さらに高齢化が進んだ時に，こうした高齢弱者をコミュニティとしてどう支えてい
けるか，つまり，独居高齢者を孤立させない住民互助のシステムをどのように構築できるかが鍵となる
であろう。その意味では，「70～75歳を境に両年代間でボランティアの「する側」と「される側」の役
割分担ができ，これが将来循環することにより，地域とのつながりが確立されていくことが期待され
る」とした番場・竹田（2006）の指摘は一考に値しよう。
現在，両住宅地ともに，シャトルバスの増便やミニスーパーあるいはコンビニエンスストアの誘致運
動を展開しているが，赤字経営のバスの増便や別荘と高齢者の多い住宅地へのコンビニの出店などは期
待できないという。このように「終の住処」と考えている住民にとって，公共交通インフラと日常生活
関連施設の脆弱性は今後，さらに大きな問題となってくる可能性があることを指摘しなければならな
い。その意味では，現在既に年間10件前後の転居に伴う売却と転出があるという事実や，まだ数は少な
いが別荘を含めた空き家が散見されるという現実も見逃せない。今後は，子や孫など親族の利用も含
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め，いかに居住者の更新を進めるかが住宅地の資産価

分からない
17.2%

値を担保するうえでも重要になってくる。
さらに，
「永住する」と答えた多くの世帯は，前住

23.3%

地の住居を売却して転入した世帯であることにも留意

いずれ転居
予定 10.7% 勝浦(内円,n=73)

しておく必要がある。つまり，こうした超郊外住宅地

御宿(外円,n=140)

での生活が困難になるような事態に至ったとしても，

16.4%

戻る住居は既にないし，子の居住地との距離も決して
近い訳ではない。したがって，次に転居する時には多

60.3%
永住する
72.1%

くの場合，離れて暮らす子の世話になるか，介護施設
図 18
への入居という選択肢しかないと思われる。前者は

「子供には迷惑をかけたくない」という伝統的な考え

図18 M勝浦・御宿GTの定住者の定住意志

により難しいことが多く，後者は経済的に余裕のある

（2011年 8 月アンケート調査結果より作成）

富裕層でなければ即応できない。その意味では，今後
ますます両住宅地においてコミュニティ活動の果たす
役割が大きくなるに違いない。加えて，富裕層ではない一般の年金暮らしの高齢者にとって，将来買い
物や通院などにもタクシー利用が欠かせなくなり，日常生活支援や介護の必要性が生じた場合には経済
的・精神的負担も増すことになる。地元自治体にとっても，住宅地開発によって固定資産税の収入が期
待でき，住民の転入によって住民税収入などが見込めるが，田原（2008b）も指摘するように，将来さ
らに高齢化が進んで医療サービスや介護保険の利用者が増えれば，地元自治体の負担増にもつながり兼
ねないという問題も抱えている。

Ⅵ．おわりに
本研究は，千葉県の外房地域の勝浦市と御宿町において臨海型リゾートとして1980年後半以降，大手
不動産により開発されたミレーニア勝浦（M勝浦）と西武グリーンタウン御宿（御宿GT）の 2 つの別
荘型住宅地を事例に，定住化に伴う高齢化の実態とシニアタウン化が抱える諸問題についてアンケート
調査を基に明らかにしようとしたものである。その結果は，以下のようにまとめることができる。
M勝浦と御宿GTの 2 か所の住宅地は，いずれもバブル期にリゾートブームに乗って構想・開発され
た別荘型住宅地で，多くのリゾート計画が頓挫する中で奇跡的にも分譲に成功したある意味で「バブル
の遺産」とも呼べる開発である。
2011年現在の高齢化率は，M勝浦では43.3％，御宿GTでは48.6％といずれも超高齢化が進展してい
る。定住率はM勝浦が36.9％，御宿GTが54.5％であり，別荘地として分譲されてきたM勝浦の定住率は
今日でも低い。経年的にみると両住宅地ともに定住化と高齢化が同時に進んでおり，この両者が勝浦市
と御宿町の高齢化を牽引しているように見える。M勝浦，御宿GTともに3 / 4近くがリタイア「無職」の
世帯で，その平均年齢はほぼ70歳に達し，超高齢のシニアタウンとなっている。
これら 2 か所の別荘型住宅地は，豊かな自然の中で趣味を生かした第二の人生を送るために，首都圏
の都市部から引退移動してきた富裕層を中心とするリタイア族によって，「終の住処」として選択され
たリゾート型のリタイアメント・コミュニティである。彼らの多くは，いったん別荘として利用した
後，定年を機に快適なスローライフを満喫するために転入した健康なアクティブ・シニアが多く，彼ら
の転入は都市からの「アメニティ移動」と見ることができる。これは，田原・岩垂（1999）による「高

― 56 ―

齢人口移動転換」のリゾート地などに移動が集中する「第二段階」と見ることもできる。また，彼らの
移動は「住宅双六」の「上がり」の新たな選択肢の一つとなっている可能性がある。
両住宅地では，コミュニティ活動の参加率に有意な地域差は検出できなかったものの，定住率の高い
御宿GTにおいては自治会が組織され，かつ集会場も整備されているため，多様な社会活動が展開され
ている。こうした別荘型住宅地では，ゴルフやウォーキングなどの「趣味縁」でゆるく結ばれたコミュ
ニティが形成されているものと考えられる。
定住するアクティブ・シニア層も近い将来，配偶者が死去したり，車の運転ができなくなったり，外
出が困難になったりという事態が訪れることも予想の上転入しているが，現実にそうなった場合は買い
物，通院，レジャーなどの日常生活の行動に支障をきたすことになる。特に，公共交通手段が脆弱なこ
うした超郊外別荘型住宅地では，健康で元気な時には魅力に感じる豊かな自然や静けさ，眺望の良さな
どは，むしろ加齢とともに魅力から，マイナス要素となる危うさを有している。既に，今日でも高齢者
世帯では，両住宅地ともに年間10件前後の世帯の転出があるというが，このことはこうした超郊外別荘
型住宅地が将来必ずしも「終の住処」とならない可能性もあることを示唆している。
それでも現在，M勝浦，御宿GTの 6 割 ～ 7 割の住民が「永住する」としているのは，これらの不満
や不安を差し引いても余りある豊かな自然や，趣味に没頭できるスローな時間と，リッチなリゾート気
分を味わえる「楽園」の空間がそこにあるからに他ならない。
また，番場・竹田（2006）が御宿GTの調査で指摘したように，入居当初は「永住」が 8 割を超えて
いたが，
「永住」が減少し，「転居」が病気と配偶者の死亡などの理由で多くなる可能性は否定できな
い。その意味では，田原（2007 b）が指摘するように，中高年がもっと社会関係の構築やコミュニティ
活動に積極的にならなければ，リタイアメント・コミュニティは一時のブームで終わる可能性もある。
幸い，両住宅地ともに高齢者の社会活動への参加意識は比較的高く，かつ住民の中には，積極的に地元
地域の活動に参加している者も見られるという点は，他のいわゆる別荘地と違って評価されよう。
本研究は，平成22 ～ 24年度の科学研究費補助金基盤研究（C）「高齢化時代の別荘型超郊外住宅地に
おける居住者特性と居住環境に関する研究」（課題番号：22520803，研究代表者：橋詰直道）を利用し
て行ったもので，調査にあたってはミレーニア勝浦の管理事務所の柾谷氏，御宿西武グリーンタウン販
売事務所の川崎氏にお世話になりました。また，アンケート調査に快くご協力いただきました両住宅地
の住民の皆様，別荘所有者の皆様にもお礼申し上げます。なお，現地植栽樹木調査では㈱緑地計画の松
本倫氏に，アンケート配布とデータの集計には大学院生の山田真広氏，中山穂孝氏，学部生の根岸沙津
樹さん（2011年），穂苅慶門氏（2012年）の協力を得ました。以上の皆さまに感謝申し上げます。
注
1）ここでいう超郊外地域とは，山下（1993）の定義した「対都市圏の外側に広がる地域で，中心都市の勢力圏
から外れるが，周辺中核都市とは日常的に密接な関係を持つ地域」と同義で，大都市圏の中心都市への通勤
圏外（通勤・通学率 5 ％未満）であるが，県内の中心都市への通勤圏内に属する大都市圏外縁地域を指す。
2）ここでいう定住世帯とは，住民登録を地元自治体にした世帯，別荘世帯とは，住民登録をしないで，週末利
用，季節利用を含むセカンドハウスとして利用している世帯を指す。したがって，生活の本拠をこの住宅地
に置いてはいるが住民票は移していない世帯は，定住世帯には含めない。
3）東急によるゴルフ場や別荘地などのリゾート開発は，現在の会員制リゾートホテル「東急ハーベストクラブ
勝浦」，別荘分譲地「勝浦東急サニーパーク」及び1977年開業の「勝浦東急ゴルフコース」である。
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4）日本経済新聞1992年 4 月24日「追跡リゾート開発」などによる。
5）御宿・岬・大原海浜リゾート推進連絡協議会（1991）資料によると，「御宿・岬・大原地区海浜スポーツ・
リゾート」に基づく重点開発の中心は，「夷隅レクリエーション開発」であり，これにはA地区（大原・御宿
地区のゴルフ場開発と別荘・住宅地開発＝現大原・御宿ゴルフコース及び大原西武グリーンタウン），B地区
（御宿地区の別荘及びリゾート関連開発＝現御宿西武グリーンタウン），C地区（大原地区のゴルフ場開発と
住宅及び健康保養施設開発＝いずれも未実現）の 3 地区の開発が，西武不動産によって予定されていた。大
原西武グリーンタウンは1988年に分譲を終了し，販売管理事務所を撤収した。現在は，御宿台のみで
（株）西武プロパティーズ・御宿台営業所が分譲販売・管理を行っている。
6）開発問題研究会HP: www005.upp.so-net.ne.jp/boso/seibu.htm による。
7）そのため，M勝浦の土地購入者は，購入時に敷地規模に応じて共益施設修繕基金として55～100万円（預り
金）を，さらに共益施設維持管理費として月額4,725～11,025円を（株）三井の森に支払うことになる。
8）御宿GTの管理費の内訳は，宅地のみ所有する場合は，土地の維持管理費として月額1,575円（1,000 m2 以上
の場合は月額3,150円），建物建築後は月額5,625円，その他特別管理預託金として 1 区画あたり30万円，共用
施設利用保証金（預り金）として 1 区画あたり30万円が必要である。
9）
「ラビドール御宿」（財・千代田健康開発事業団）の入居一時金は，例えば70歳で専有面積 51 m2 の場合3,690
万円（ 2 人入居の場合1,050万円が追加）。これに管理費と食費が 1 人月額約14万円が必要で，さらに要支援
や要介護の場合，特別サービス費用約450万円などが必要となる（ラビドール御宿HP : www.laviedor.or.jp/
pdf/price.pdf による）。
10）この興津久保山台内では，別荘地入口付近に1990年から92年にかけて新たな住宅が 6 戸建築されたが，この
住宅は M勝浦ではない。また，M勝浦では2001年までの年度別定住戸数は明らかでない。
11）M勝浦の定住総戸数（229戸）に対する回収率は31.9％，別荘411戸に対する回収率は17.5％，御宿GTでは定
住総戸数（508戸）に対し29.1％，別荘424戸に対し14.9％が回収されたことになる。
12）M勝浦の単身世帯は，男性 8 世帯，女性 7 世帯で，御宿GTでは，男性12世帯，女性17世帯であった。ちな
みに，別荘回答者では，M勝浦の場合，夫（72人）が64.4歳，妻（69人）が61.3歳，御宿GTの場合，夫（62
人）が65.9歳，妻（56人）が62.9歳であり，定住世帯に比べて 1 ～ 2 歳若い。
13）アンケートによる通勤者の交通手段は，自家用車または自家用車＋JRを利用するとした世帯がM勝浦で 9
割，御宿GTで 8 割を占める。
14）海外赴任者については西武プロパティーズ御宿HP（インタビュー記事）：resort.seibupros.jp/onjuku/ による。
15）S 病院とは勝浦市内の第二次救急医療機関の塩田病院で，K総合病院とは第三次救命救急医療機関の亀田総
合病院（一般病床865 床）である。両病院とも介護老人保健施設も経営している
16）この他に御宿GTでは，フラダンスやハワイアンバンド，健康太極拳，健康麻雀など集会所を利用した屋内
サークル（31種類）が，屋外サークルには，ゴルフやウォーキングの会など多様な趣味サークルがあり，か
つ活動は活発である。
17）キョンは，中国南東部及び台湾に自然生息する小型のシカの仲間で，房総半島南部や伊豆大島で自然繁殖す
るが，自然生態系に影響を及ぼすことから外来生物法により，特定外来生物に指定されている（浅田，
2011）。
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写真 1 ミレーニア勝浦の別荘型住宅地

写真 2 ミレーニア勝浦内のオキナヤシの並木

（2011年 8 月17日筆者撮影）

（2011年 8 月27日筆者撮影）

写真 3 ラグーナとクラブハウス「ラ・コルテ」

写真 4 クラブハウス「ラ・コルテ」・管理センター

（2011年 8 月17日筆者撮影）

（2011年 8 月17日筆者撮影）

写真 5 ミレーニア勝浦の別荘型住宅地の景観

写真 6 ミレーニア勝浦の別荘型住宅地の景観

（2011年 8 月17日筆者撮影）

（2011年 8 月17日筆者撮影）
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写真 7 御宿グリーンタウン別荘型住宅地

写真 8 御宿グリーンタウン住宅地販売事務所

（2011年 8 月18日筆者撮影）

（2011年 8 月18日筆者撮影）

写真 9 御宿グリーンタウンの当初分譲地

写真10 御宿グリーンタウンの最近の分譲地

（2011年 8 月18日筆者撮影）

（2012年 5 月13日筆者撮影）

写真11 御宿グリーンタウンN邸の庭

写真12 終身介護老人ホーム「ラビドール御宿」

（2012年 5 月13日筆者撮影）

（2012年 5 月13日筆者撮影）
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