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超郊外の別荘型住宅地における定住化と高齢化の進展

─ 栃木県さくら市喜連川の温泉付住宅地の事例 ─

橋詰直道*

 Progress of Retiree’s Settling Down and Aging in Exurb Residential Areas:
Case Study of Kitsuregawa Residential Areas with Hot Springs, Tochigi Prefecture

HASHIZUME Naomichi

本研究の目的は，東京大都市圏外縁部の栃木県さくら市喜連川の丘陵地帯に開発された「フィオーレ喜

連川」と「びゅうフォレスト喜連川」の 2か所の温泉付住宅地を事例に，定住化と高齢化の実態及びシニ

アタウン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。両住宅地とも

に世帯主の大半が無職で，平均年齢も70歳前後のいわゆる引退移動世帯を中心とするリタイアメント・

コミュニティである。定住者の多くは，主に 1都 3県と栃木県内から定年退職を機に，田舎暮らしで余暇

を満喫することを目的にアメニティ移動をした住民達で，豊かな自然環境の中でゴルフや家庭菜園などが

楽しめる温泉付住宅地であることが購入・転入理由であった。定住者の多くはここの生活に満足し，「終

の住処」と考えているが，買物や通院なども不便なことから，一部の居住者は老後の不安を感じているこ

となど，千葉県の事例と同様，超郊外の別荘型シニアタウンならではの課題が明らかになった。
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．はじめに

内閣府の人口推計によると，日本は既に2007年に老年人口比率が21.5％に達し，文字通り超高齢社

会に突入した。その後年平均0.52ポイントずつ増加し，2012年10月には24.1％に達している。特に，

670万人ともいわれる団塊世代の定年退職が2012年以降，本格化する中で郊外住宅地に居住する彼ら

が，引退移動するのかどうか。移動する場合は，どこに引退移動するのか，という居住地移動が社会的

にも注目を集めている。

かつて橋詰ほか （1999） は，千葉県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

者が気候の温暖な大都市圏郊外の外縁地域に流入しつつあることを指摘した。また，郊外住宅地の高齢

化に伴い，高齢者の都心マンションへの移動が見られるようになるなど，従来の「住宅双六」の選択肢

にはなかった新たな動きが確認されるようになった （小林，2010など）。田原・岩垂 （1999） や田原 （2007a, b）

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，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
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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。また，田原 （2006） 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，親と子のしがらみや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。これは，国内での退職移動の動向に限って

の解釈であるが，近年日本人退職者を中心に，マレーシアやタイなど東南アジアへの引退移動も多くな

りつつあることが報告されている （久保・石川，2004；Ono，2008；小野，2012）。筆者は，国内で定年を

機に自然の豊かな超郊外地域で，快適なスローライフを満喫するために転入した社会階層の高いアク

ティブシニア層が集住するリゾート型の別荘住宅地が人気を集めていることを指摘した （橋詰，2013）。

ところで，東京の都心から70～120km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，これまでに多く

の別荘地が開発されてきた。近年，こうした別荘地では別荘所有者の定住化に伴い，様々な諸問題が惹

起していることが，田辺・黒柳 （1986），大橋 （1990），熊倉ほか （1998） あるいは，杉澤ほか （2000） や

番場・武田 （2006），竹田・番場 （2007） などによって報告されている。これらの報告では，高齢化に伴

う健康や日常生活を送る上での不安，高齢居住者の独居老人世帯の増加や，それに伴う地元住民との対

立的関係が議論されている。

しかし，このような事例研究はおもに社会学・建築学・地方行政・高齢者医療などから進められてき

たものであり，地理学からの実証研究は緒についたばかりで，橋詰 （2013），田原 （2013） などの研究例

を除いては極めて少ない。その意味では，大都市圏の超郊外地域に位置する別荘型住宅地への高齢者の

引退移動の実態を地理学的に検証することは重要であろう。

以上のような問題意識から，本研究では，東京大都市圏の超郊外地域にあたる栃木県さくら市 （旧喜

連川町） の丘陵地帯に開発された 2か所の温泉付別荘型住宅地を事例に，定住化と高齢化の実態及びシ

ニアタウンが抱える諸問題を明らかにすることを目的とした。この研究によって，千葉県勝浦市と御宿

町の臨海リゾート地の別荘型住宅地 （橋詰，2013）との比較検討が可能となり，日本における退職移動

の実態がより客観的に把握できるともの考えられる。このような別荘型住宅地は，東京大都市圏の場

合，いずれも東京特別区への通勤が困難な大都市圏の外縁部に位置しているので，ここではこの地域を

超郊外地域 1）とした。団塊世代が本格的に退職を迎えた2012年以降，こうした超郊外の住宅地が都心

回帰や海外移住と同様に，引退移動の目的地の一つとして選択されると見込まれることから，その実態

を把握しておく必要性があると考える。

．研究方法と研究対象地域

1．研究方法

栃木県の超郊外地域において，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」の市町村別・小地域データを用いて老年人口比率

（高齢化率）を算出し検討した。その結果，超郊外地域に1990年代に開発された住宅地の中で，近年高

齢化が進みつつある，さくら市のフィオーレ喜連川 （以下，フィオーレ） とびゅうフォレスト喜連川 （以

下，びゅうF） 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経緯を，住宅地の現地
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販売事務所などの資料や聞き取り調査から明らかにした。

また，この超郊外地域に立地する 2か所の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と理由で転入を決意し，現在どのようなコミュニティ活動に参加し，どのような問

題を抱えているか，などについて検証するために，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。さらにこの調査結果を，千葉県勝浦市のミレーニア勝浦と御宿町の西武グリー

ンタウンにおいて実施した調査結果 （橋詰，2013） と比較検討した。 

両住宅地の居住者へのアンケート調査は，2012年 8月6日に，フィオーレの570戸，びゅうFの135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で質問項目が異なる

が，両住宅地ともに次の①～③の構成とした2）。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，居

住者交流，コミュニティ活動，住宅地及び周辺環境に関する不満，定住意志，家族構成そして，現在の

生活や環境に関する意見 （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，同意が得られた幾つかの世帯を後日，直接訪問して行った。

2 ．研究対象地域

栃木県中部の標高170m～200mの那須丘陵の一角に位置するさくら市は，2005年 3月28日に塩谷郡氏

家町と喜連川町が合併して誕生した面積125.5km2，人口約43,800人 （16,000世帯） の市である （2012年 4

月現在）。さくら市の西部を東北新幹線，JR宇都宮線，東北自動車道，国道 4号線が南北に走る。旧氏

家町の市街地は，JR氏家駅前に発達しているが，旧喜連川町の市街地は，幹線道路や鉄道から東に約

5km離れた場所に位置する。旧喜連川町では，1981年に1,242mの深さからの温泉採掘に成功し，これ

が喜連川温泉の始まりとなった。その後の「ふるさと創生事業」を受けて本格的な開発が進められた。

温泉は，ナトリウム塩化物泉 （弱アルカリ性高温泉） で，日本三大美肌の湯に認定されたており，市内

には，公共温泉施設や温泉宿泊施設が立地している。

調査対象とした超郊外地域の那須丘陵地内には，いずれもジェイアール （JR） 東日本とその関連企業

によって，コリーナ矢板，フィオーレ喜連川 （フィオーレ），びゅうフォレスト喜連川 （びゅうF） の 3

か所の住宅地が開発・分譲されている。本研究ではこのうち，さくら市に位置するフィオーレと，びゅ

うFをその対象住宅地とした。この住宅地周辺には，さくら市内だけでも，大日向カントリー倶楽部，

セブンハンドレッドクラブなど 6か所，周辺を含めると約20か所のゴルフ場が立地する「ゴルフ場銀

座」で，首都圏からの日帰りレクエーション空間として機能している地域である。また，さくら市とそ

の周辺には，三菱ふそう喜連川研究所・喜連川工業団地 （さくら市），本田技術研究所 （芳賀町） などが

立地しており，この地域は北関東における自動車産業の中心地の一つでもある。現在，びゅうFの北側

には，本田技術研究所の新たなテストコースの予定地が造成されている （図 1）。



図 1　研究対象地域
注：ゴルフ場は，さくら市域内に立地するもののみを示した。
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．住宅地の開発と高齢化

1．フィオーレ喜連川 （フィオーレ） の開発

フィオーレ喜連川 （フィオーレ） は，1992年に JR東日本と弘済建物によって開発・分譲された計画規模

82.3ha （計画戸数1115戸，計画人口4,500人） の林間・温泉付住宅地である。2012年 8月現在，683戸が建

築されており，うち定住は320戸である。これは弘済建物 （2005年倒産） が，1986年のバブル期に初めて開

発した温泉付住宅地，コリーナ矢板 3）に次ぐ大型宅地開発であった。フィオーレの1992年第 1期157区画

（150～200坪 / 1区画） 分譲では，先着順受付で 2日前から徹夜組があり，即日完売したという（牧野，1995）。

1994年フィオーレの第 3期宅地分譲価格は，3～4万円 /m2 （200坪で平均2,300万円） が中心であった

が，2012年現在，0.8～1.5万円 /m2 （200坪で平均500～1,000万円） と18年間で約1 /3にまで下落してい

る。フィオーレには，開発当初ショッピングモールも予定されていたというが，今日に至るも商業施設



図 2　フィオーレ喜連川の土地利用（2012年）
注：図中の空地は分譲済みであるが，未建築の区画または分譲中の区画（2012年 8月現地調査により作成）
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は，コンビニエンスストアを含めてまだ出店していない。

フィオーレでは，分譲前年の1991年に温泉 （ナトリウム塩化物泉） が住宅地内に掘られた。源泉 （50

～60℃） から配管で各戸に給湯すると温度が低下してしまうため，沸かし直す必要があるという4）。分

譲住宅地にMy温泉という付加価値を付けたことと，緑に囲まれた高原の別荘地的な景観の住宅地を意

図して林間開発という手法を導入したことがこの住宅地の特徴といえるが，林間住宅地ならではの問題

もある5）。2012年 6月現在，683戸の住宅が建築済みであるが，販売された土地の38.7％が未建築宅地

となっている。定住世帯は376戸であるので，定住率は46.9％と高くないことから，別荘型住宅地であ

るといえる （図 2，写真 1～6）。



図 3　びゅうフォレスト喜連川の土地利用（2012年）
注：図中の空地は分譲済みであるが，未建築の区画または分譲中の区画（2012年 8月現地調査により作成）
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2 ．びゅうフォレスト喜連川 （びゅうF） の開発

JR東日本は，フィオーレの北西1.5kmの丘陵地内に計画規模38.7ha （532区画） の温泉付分譲住宅地

びゅうフォレスト喜連川 （びゅうF） を開発，1999年から分譲を開始した。2012年12月現在，264区画

が販売済みで，159戸が建築されている。

ここでは，既に造成は完了しているものの，北半分の宅地 （桜ヶ丘 2丁目） は未分譲で，2012年現在

販売予定は未定であるという。また，ここもフィオーレと同様，コンビニなどの商業施設は出店してい

ない。もちろん，びゅうFでも住宅地内に温泉が採掘されており （源泉温度は62.8℃），各戸にMy温泉

が引かれているが，フィオーレ同様，源泉から配管で各戸に給湯すると温度が下がるため沸かし直す必

要がある。分譲規模は1区画が約117坪で，分譲価格は100坪で400～700万円 （1.2～21.万円 /m2 ） であ

るので，平均約 5万円 /坪ということになり，フィオーレに比べてやや高い6）。既に分譲された264区画

のうち105区画 （39.8％） が未建築宅地となっている （図 3，写真 7～12）。



図 4　フィオーレ喜連川とびゅうフォレスト喜連川の5歳階級別人口構成
（2010年国勢調査結果より作成）
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定住世帯は75戸で，定住率は47.2％となるので，フィオーレに比べて定住率は若干高いものの，半数

以上が別荘としての利用であるので，やはりびゅうFも別荘型住宅地ということができる。フィオー

レ，びゅうF両住宅地は，いずれも定住率が半分以下で，未建築宅地も少なくないという事実は，千葉

県の勝浦，御宿の別荘型住宅地とも共通する特徴である。

3 ．両住宅地の年齢別人口構成

さくら市住民基本台帳 （2012年10月1日） によると，フィオーレ （フィオーレ喜連川 1～5丁目） の人

口は862人である。びゅうF （桜ケ丘 1，3丁目） の人口は，まだ計画区域の半分が分譲された段階であ

るため146人と，フィオーレの1 /6程度にとどまっている。

2010年の国勢調査結果によると，フィオーレの人口859人中，高齢者は303人で，老年人口比は35.3％，

一方，びゅうFでは人口112人中，高齢者は37人で老年人口比は33.0％である。これは，さくら市全体

の老年人口比20.5％と比べても12～15ポイント高齢化が進んでいることになる。5歳階級別人口構成で

比較すると，両住宅地ともに65～69歳の階級が最も多い。次いでフィオーレでは70～74歳，60～64歳

の順で多く，びゅうFでは60～64歳が同数となっている。拡大団塊世代 （1947年～1851年出生） まで含

めた60歳以上の人口構成比を算出すると，さくら市全体が28.0％であるのに対して，フィオーレが

45.9％，びゅうFが53.6％と両住宅地は高齢者が多く，かつ今後も高齢化が進むものと考えられる。逆

に，生産年齢人口の構成比は，さくら市64.8％に対し，フィオーレが52.2％，びゅうFが58.9％と働き

盛りの人口は相対的に少ない。60歳未満では，両住宅地ともに35～39歳の団塊ジュニア世代の人口と

その子供世代である5～14歳の人口がやや多くなっている （図 4）。

このことから，住両住宅地は超高齢のシニアタウンであるといってよい。開発時期が新しいびゅうF

では，定住者が次第に増加する傾向にあるが，より高齢化が進行しているフィオーレの一部地区では

2010年から 2年間に 8世帯，30人居住者が減少しており，今後ますますシニアタウン化が進行すること

が予想される。



表 1   アンケート調査回収結果

フィオーレ びゅう F

定住 別荘 定住 別荘

住宅戸数 320 363 70 75

定住率（％） 46.9 48.3

配布戸数 570 135

回収戸数 93 36 22 17

回収率（％） 29.1 9.9 31.4 22.7

（2012年 8月実施したアンケート調査結果より作成）
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．居住者へのアンケート調査結果の分析

1．調査結果の概要

アンケート調査は，フィオーレでは570世帯に配布し，129世帯 （回収率22.6％） から，びゅうFでは

135世帯に配布し，39世帯 （28.9％） から回答を得た。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，定住世帯 （フィオーレの回収率29.1％，びゅうFの回収率31.4％） と別荘世帯を分

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。千葉県での調査結果

と同様，別荘利用世帯からの回収数がやや少なかった。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 （表 1）。

2 ．居住者属性

（1）定住世帯の職業と年齢

フィオーレの回答者の世帯主90人の平均年齢は68.4歳であった。世帯主の職業と年齢をみると，無

職が最も多く，回答者90人中65人 （72.2％） が無職で，平均年齢は71.0歳であった。次いで会社員が14

人 （15.6％，55.1歳），シルバー人材が 5人 （5.6％，70.0歳），会社役員と自営業がそれぞれ 3人

（3.3％，68.3歳） などの順であった。以前の職業では，会社員64.3％，公務員11.4％，会社役員10.0％，自

営業7.1％などの順であった。配偶者 （妻） の平均年齢は，回答73世帯で64.5歳であった。このことは，

かつて佐藤 （2000） がフィオーレの住民へのインタビュー調査から「高齢者夫婦が定年後のセカンドラ

イフを送る住宅地となっている」と，していることと齟齬はない。

びゅうFの回答者の世帯主22人の平均年齢は65.1歳で，フィオーレに比べて若干若いが，ここでも

「無職」と回答した世帯が17人 （76.2％） と最も多く，平均年齢は69歳であった。配偶者 （妻） の平均年

齢は，回答17世帯で62.4歳であった。以前の職業は，会社員が56％，会社役員19％，教員13％などの

順で多かった。

世帯主の最終学歴を高等教育卒で見ると，フィオーレで50％，びゅうF住宅地が64％であったこと

から，分譲時期が新しい住宅地であるびゅうFの方がやや高学歴で，管理・専門職に就いていた世帯主

が多いが，両住宅地ともに前職業がホワイトカラーであったシルバー世代によって構成されているとい

える。なお，アンケート回答者の年齢構成は，先にあげた 5歳階級別人口構成とほぼ対応していると見

てよい。
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（2）定住者の動向

そこで，宅地の購入と住宅建築時期及び定住世帯数の推移を見てみる。フィオーレは既に分譲が終了

しており，建築戸数・定住戸数などの経年変化を知ることができなかったので，アンケート回答世帯に

ついて図 5に集計した。びゅうFについては，アンケート回答数が少ないので1999年以降の販売区画

数，住宅建設戸数及び定住戸数の推移を現地販売事務所の資料から見てみる （図 6）。

フィオーレ現居住者の土地購入は，分譲時の1992年の20件をピークに，1998年頃まで比較的多く推

移した。購入した土地に建物を建築した件数が最も多かったのは1996年の10件で，実際に転入したの

は2000年の9件が最も多かった （図 5）。土地の購入から家を建築するまでの平均年数は3.2年で，転入

時の平均年齢は56歳であった。アンケート回答世帯の中で10年前の2002年に居住していた54世帯の世

帯主の平均年齢を算出すると58.4歳であった （もちろん，この中には2002年以降に転出した世帯は含ま

れていない）。それが 5年後の2007年には，世帯主の平均年齢が63.1歳 （67世帯） となり，2012年現

在，68.4歳 （86世帯） に上昇していることから，この間に若い世代の転入をほとんど見ることなく，5年

間にほぼ 5歳ずつ加齢する形で高齢化が進行してきたことがわかる。

初期の分譲は，バブル経済破たん直後という時期でもあり，土地購入と同時に建物を建築した世帯は

23件で，回答世帯の25.3％と多くなかった。この時期，購入者も比較的若い層が多かったことも関係し
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ていると考えられる。いったん別荘として利用した後，転入した世帯は36件，平均別荘利用年数は4.7

年であったが，その中には最長16年後に自宅として転入したという世帯もあった。現在，彼らは平均

年齢が68歳を超えており，今後，別荘利用者 （回答のあった世帯主36人の平均年齢67.3歳，妻31人，

65.3歳） の定住化が進行することも予想されるので，子育て世代などの転入が増えない限り高齢化の進

展は避けられない。

びゅうFでは，2000年～2012年までの13年間の建築戸数は合計147戸で，年間平均11戸建築された

ことになる。特に，建築戸数が多かったのは，2010年の18戸，次いで2005年と2007年の15戸であっ

た。全般的に年を追って増加する傾向にあるが，区画分譲の時期に対応してほぼ隔年で多い年が現われ

ている。そのため，2005年，2008年そして2010年，2011年と定住戸数もほぼ隔年で多くなる傾向を示

している。この間，1年間に 5～6戸が定住したことになる。2005年以降，定住化が進み，2012年12月

現在73戸が定住している。特に，2010年には，前年比3.3倍も定住戸数が増加したが，これは団塊の世

代の退職に伴い転入した世帯が増加したためと見ることができる。また，近年の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ようになったことも関係していると思われる （図 6）。

アンケート調査結果より，びゅうFの土地の購入から家を建築するまでの期間は，1.7年で，建築か

ら転入までは約1年，転入時の平均年齢は60歳であった。びゅうFはアンケート回答数が少ないため，

ここでは詳しく言及できないが，10年前に既に転入していた世帯主の平均年齢は60.3歳 （3世帯），そ

れが，5年前には62.8歳 （5世帯） に，そして2012年現在65.1歳 （21世帯） と，フィオーレに比べて緩や

かではあるが，ここも 5年間に 2～3歳ずつ加齢している計算になる。

いったん別荘として利用し後，転入した世帯は 1件 （別荘利用年数は 1年） であったので，2012年現

在の定住者のほとんどは，別荘としてではなく定年を機に定住地としてここを選択した可能性が高い。

現在平均年齢が65歳であるので，今後，別荘利用者 （回答のあった世帯主17人の平均年齢67.9歳，妻

15人，64.3歳） の定住化が加わると高齢化が一層進むことが予想される。

3 ．定住者の前住地と住居形態

（1）前住地

そこで，フィオーレとびゅうFの両住宅地の定住者の居住地移動の実態を明らかにするために，前住

地，転入年，前住居形態と前住居の売却の有無について検証する。もちろん，アンケート回答者に限ら

れるが，フィオーレでは神奈川県が最も多く23.7％，次いで地元栃木県と埼玉県がともに21.5％，東京

都が17.2％，千葉県が8.6％などの順であった。びゅうFでは，埼玉県と東京都がともに27.3％で最も多

く，次いで神奈川県の18.2％，栃木県と千葉県が9.1％などの順であった （図 7）。このことから，両住

宅地ともに車や列車で3時間内外の南関東の都市部と，地元栃木県内の計 1都 4県からの転入者が 9割

前後を占め，関東地方以外からの長距離移動はごくわずかであることが判明した7）。この結果は，千葉

県勝浦市と御宿町での調査結果でも前住地は，1都 3県で 9割前後占めていたことと大差はない。

前住地の構成比を両住宅地の平均値として算出すると，埼玉県が24.4％で最も多く，次いで東京都の

22.3％，神奈川県が21.0％の順で，地元栃木県内からの転入世帯は15.3％であった。これは地元栃木県

内からの移動を除くと，さくら市の地理的位置と時間距離が関係して，埼玉県からの移動が最も距離抵

抗が小さく，東京・神奈川・千葉の順で居住地移動の距離抵抗が大きくなると考えられる。

（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。フィオーレでは戸建持家が47世帯 （51.5％），分譲

マンションが20世帯 （21.7％） であった。びゅうFの前住居は戸建持家13世帯 （59.1％），分譲マンショ
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ンが7世帯（31.8％）で両住宅地ともほぼ同様の構成比を示した （図 8）。

フィオーレでは，前住地の住居形態が戸建持家及び分譲マンションであった持家67世帯（72.8％） の

うち，前住地を売却したか否かについて回答した61世帯についてみると，31世帯 （50.8％）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21世帯 （67.7％），マンションの売却は10

世帯 （32.3％） であった。逆に，売却していないと回答した30世帯 （49.2％） では，その後子供など家族

が利用しているが11世帯 （37.9％），セカンドハウスとして利用しているが 6世帯 （20.7％），他人に貸

しているが 3世帯 （10.3％） などの順であった。同じくびゅうFでは，持家20世帯 （90.9％） のうち回答

のあった17世帯中，前住居を売却して転入したのは12世帯 （70.6％） で，うち戸建を売却したのは11世

帯 （91.7％） であった。売却していないと回答した 5世帯 （29.4％） 中，その後子供など家族が利用して

いるが 4世帯であった （図 9）。
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このことは千葉県での調査結果 （橋詰，2013） と同様，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

肢を加える必要があることを改めて示したものである。

4 ．通勤先と通勤手段

世帯主が現在就業する世帯についてみると，フィオーレでは，26世帯 （回答全世帯に対する通勤率は

28.0％） 中，さくら市内 6世帯 （23.1％），さくら市以外の栃木県内が16世帯 （61.5％），栃木県外が 5世

帯 （19.2％） で，このうち，東京都への通勤は4世帯であった （回答全世帯に対する東京への通勤率は，

4.3％に過ぎない）。通勤手段は，「自家用車」が20世帯 （76.9％），「自家用車＋ JR線」が 7世帯であっ

た。びゅうFは，通勤世帯 5世帯 （通勤率22.7％） 中，さくら市内が 3世帯，さくら市を除く県内が 2世

帯で，県外就業世帯は 1世帯 （東京都） に過ぎなかった。通勤手段は，「自家用車」が 3世帯 （60.0％），

「自家用車＋ JR線」及び「自転車」利用世帯が各 1世帯であった。もちろん，回答数が多くないので，

この結果が実態をどこまで反映しているか疑問が残るが，働き盛りの通勤世帯が 3割未満であることか

ら，リタイアメント・コミュニティであることは間違いない。

千葉県での調査結果では，勝浦市の住宅地が通勤世帯率12.3％，御宿町の住宅地が18.2％であったの

で，さくら市の両住宅地の方が，千葉県の超郊外別荘型住宅地よりも就業世帯率がやや高い。これはさ

くら市が，宇都宮市の通勤圏にあり，市内には，三菱ふそう喜連川研究所や喜連川工業団地が，芳賀町

には本田技術研究所などが立地しており，自家用車を利用すれば両住宅地から宇都宮市を含む近隣市へ

の通勤も容易であることによるものである。しかし，東京への通勤の便には恵まれておらず，通勤率は

千葉県の例と同様 5％未満とわずかであることから，いずれも超郊外の引退移動先としての住宅地の特

徴を持ち合わせているといえよう。

5 ．比較候補地の探索と情報源

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たものが図10である。まず，候補地の有無については，

「候補地があった」とした回答がフィオーレは，39世帯 （41.9％），びゅうFは13世帯 （59.1％） で，ほぼ

半数の世帯で比較候補・探索地域があったことを示しているが，千葉県の場合 （2か所の住宅地の平均

が70.5％） と比較すると約20ポイント低い結果であった。これは千葉県の例に比べて子育て世帯の入居

が多かったことが関係していよう。さくら市の住宅地を決めるまでに探索した候補地は，フィオーレで

は，栃木県内が12世帯 （25.0％） と最も多く，次いで千葉県内が 9世帯 （18.8％），静岡県 （多くは熱海

や伊豆） が 8 世帯 （16.7％），長野県が 5 世帯 （10.4％），福島県・山梨県がそれぞれ 3世帯（6.3％），さ

らに群馬県・神奈川県などの順であった。びゅうFでも，やはり栃木県内が 5 世帯（38.5％） と最も多

く，次いで千葉県・長野県がそれぞれ 2世帯 （15.4％） ずつなどの順であった。両住宅地ともに地元の

栃木県が最多であるが，それは比較候補地として那須高原の別荘地や矢板 IC近くの別荘型林間住宅地

である「コリーナ矢板」や那須烏山市大金台に大和ハウス工業が開発した「南那須大金台林間住宅地」

などが探索候補地となったことを反映している。

全体的には，関東甲信地方を中心とした地域に探索行動空間が認められるが，千葉県の事例よりもや

や内陸志向の探索行動があったことが特徴である。これは，新たな居住地を決定するための条件と関

わっている可能性があるため，後に詳しく分析する。

現在の住居探索の基になった情報源については，両住宅地で多少の違いが見られるものの，最も多
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（2012年 8月アンケート調査結果より作成）

39― ―

かったのは両住宅地ともに「JR線車内広告」（多くは電車の中吊り広告） であった （フィオーレは総回

答数の36.3％，びゅうFは同56.7％）。次いでフィオーレでは，「新聞広告」が25.7％，「知人の紹介」が

17.7％などの順であった。びゅうFでは，「インターネット」が13.3％，「新聞広告」が10.0％などの順

であった。「その他」の情報源としては，会社の斡旋，ダイレクトメールなどがあげられた （図11）。

JR東日本が開発・分譲した両住宅地は，東京都内とその周辺県内を走る JR東日本の電車内に積極的

かつ断続的に中吊り広告を掲出したことが関係して，この車内広告が情報源となって住宅地の探索が行

われたという意味で特殊である。

6 ．転居のきっかけと住宅地の魅力

では，両住宅地の定住者は，いかなるきっかけで，何に魅力を感じて土地を購入し，建物を建築し

て，転入したのであろうか。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，千葉県で行った調査項目とほぼ同じ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，互いに関係する項目が

あるため，複数回答の結果のみ図を掲載した。

図12からフィレーレ，びゅうFともに「田舎暮らしの実現」，「余暇を楽しむ」，「定年退職」がほぼ

同じ割合で多く，この 3要素がおもな転居のきっかけであったことがわかる。これら 3要素のうちどれ

か 1つを最大の理由としてあげた割合も，フィオーレで65.2％，びゅうFでは75.0％であった。ある意

味で密接に関係し合っているこれら 3要素は，複数回答でそれぞれ40～50％の確率であげられているこ

とを考え合せると，これらの住宅地が「定年退職を機に田舎で余暇を楽しみたい」という要求を満足さ

せてくれる場所であったことを物語っている。数は決して多くないが，「健康上の理由」がフィオーレ

で 9件，びゅうFで 4件あげられたのは，両住宅地ともに温泉付きであることによるものと考えられ

る。「子の成長 /誕生」を機に転入した世帯もフィオーレで 6件，びゅうFで 2件あげられたが，これは

両住宅地が市内やその周辺に立地する自動車関連の企業に就業する比較的若い子育て世帯によって選択

された結果であると考えられる。「その他」の回答では，「Uターン」や「相続」がそれぞれ 1件ずつ見

られた （図12）。

次に，現在の住宅地の魅力について，15項目の選択肢の中からあてはまる項目の複数回答 （図13） と

最大の魅力について回答を求めた。その結果，最大の魅力はやはり両住宅地とも「温泉」で，フィオー

レでは56.7％，びゅうFでは77.8％を占めた。次いで「豊かな緑」とする回答がフィオーレで20.9％，
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　 図12　定住世帯の転居のきっかけ（複数回答）　　　　　図13　この住宅地の魅力（複数回答）
（2012年 8月アンケート調査結果より作成）
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びゅうFで16.7％であった。この「温泉」と「豊かな緑」で両住宅地ともおおよそ80～95％に達する。

さらに「住戸や庭の広さ」がフィオーレで10.0％，「開発・販売業者」がびゅうFで5.6％などの順で

あった。

複数回答 （図13） でも，この上位 4位までは両住宅地ともにほぼ同じ順であるが，これらに次いで

「分譲価格」や「場所のイメージ」などがあげられた。「その他」の項目では，フィオーレで「高級感」，

「共用施設」，「管理組合」，「資産価値」といった回答が，びゅうFでは「共用施設」があげられた。「分

譲価格」を魅力としたのはフィオーレで15件 （6.6％），びゅうFで 8件 （12.7％） であった。この背景に

は，バブル経済の崩壊以降，特に都市部に比べて分譲価格が安価になってきたことが評価されたものと

思われる。

以上のことから，両住宅地は千葉県の勝浦市と御宿町の場合と同様，退職後静かな田舎で余暇を楽し

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，温泉というアメニティの付加価値が加

わったことで引退移動の目的地となったと言える。

7 ．購入・転居を決めた理由と余暇活動

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させた最大の理由は，何であっ

たのか。フィオーレでは「温泉付」が54.7％，びゅうFでは61.1％と最も多く，次いで「自然環境」が

フィオーレでは32.6％，びゅうFで22.2％で，さらに，「余暇が楽しめる」がフィオーレで21.2％，びゅ

うFで21.4％などの順であった。これら「温泉付」＋「自然環境」＋「余暇が楽しめる」の上位 3要素で90

～95％を占めることが判明した。複数回答 （図14） でも両住宅地ともに，「温泉付」という回答がフィ

オーレで32.0％，びゅうFで28.6％と最も多く，次いで「自然環境」がフィオーレで28.2％，びゅうF

で21.4％，「余暇が楽しめる」が両住宅地ともに21.4％などの順であった。このことから現在の居住者

は，この上位 3要素で，ほぼこの住宅地の購入・転居を決めたと見てよい。

つまりこの結果は，自然に囲まれた温泉付きの家で，のんびりと余暇を楽しみたいという退職シニア

層の志向と，栃木県の中央部の丘陵地帯という地理的条件が一致したものである。さらに，千葉県の研

究で得られた「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

引退移動の目的地であった」という一つの結論 （橋詰，2013） とも齟齬はない。

数は決して多くないが，両住宅地ともに「通勤が可能」という回答もフィオーレで4.1％，びゅうF

で2.9％，「高速道路に近い」という回答もフィオーレで1.2％，びゅうFで5.7％あった。これはこの両
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　図14　土地購入・転居を決めた理由（複数回答）　　　　 図15　定住者の余暇活動（複数回答）
（2012年 8月アンケート調査結果より作成）

0

5

10

15

20

25

30

35

(
)

( )

F ( )

41― ―

住宅地の近隣には，先にあげた三菱ふそうや本田技研の研究所，工業団地が立地していることに加え

て，東北自動車道の矢板 ICに比較的近く，東京などへの車でのアクセスが比較的容易であるといった

地理的条件が関係しているものと考えられる。さらに，「親の居住地・実家に近い」という回答もフィ

オーレで 5件 （2.1％），びゅうで 2件 （2.9％） あった。これは，こうした住宅地が今後もUターン移動先

となる可能性を示唆している。

次に，定住者の具体的な余暇活動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

て選択したフィオーレの51世帯とびゅうFの15世帯について，18種類の余暇活動の中から該当するも

のについて複数回答を求めた （図15）。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

配偶者が楽しむ活動も含まれるが，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」，「家庭菜園」，「ガーデニング」，「ゴルフ」である。フィオーレではこれに，「趣味

サークル」と「ドライブ」が加わる。両住宅地は，千葉県の別荘型住宅地と同様，周辺に多くのゴルフ

場が立地 （図 1） するという立地条件が彼らの余暇活動を保障しているといえる。

また両住宅地ともに，当地への転居のきっかけが「田舎暮らしの実現」が最も多かったことを考え合

わせると，都会の生活環境とは違った広い庭で，長年の夢であった「家庭菜園」を楽しむことも可能で

ある。これらは，千葉県での調査結果と同様，まさにアクティブ・シニアの「アメニティ移動」の目的

の好例である。両住宅地で特徴的な余暇活動としては，数は多くないがフィオーレでは「テニス」が 9

件，「ボランティア活動」8件，「山菜採り」が 7件，「渓流釣り」4件などがあげられた。

こうした余暇活動は，居住者の年齢構成や居住年数などが関係して「趣味サークル」などの活動が盛

んになるのではないかと考えられる。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

態について見てみる。

8 ．定住者の社会的関係 （交流とコミュニティ活動）

これまで見てきたように，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，フィオー

レでは，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65世帯 （70.0％） で，1世帯

あたりの交流平均人数は8.3人であった。同じく，びゅうFでは18世帯 （81.8％），平均6.6人であった。

「挨拶程度の交流」は，フィオーレで67世帯 （6.8人），びゅうFでは20世帯 （14.7人） であることから，



表 2　定住者の交流（近所付き合い）

交流の程度
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）

フィオーレ
大変親しく付き合い 65　（8.3人） 21　（3.6人 ）

挨拶程度の交流 67 （16.8人） 21　（4.1人 ）

びゅう F
大変親しく付き合い 18　（6.6人）  9　（3.6人）

挨拶程度の交流 20 （14.7人） 11 （12.2人）

（2012年 8月アンケート調査結果より作成）
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フィオーレの方がびゅうFに比べて交流を持つ世帯数，交流平均人数ともに上回り，定住者間の社会的

関係がやや密になっている可能性を指摘できる。これはフィオーレが，分譲開始年が早く居住年数が長

い住民が多いことが関係しているといえよう。このことから，定住者同士の交流平均人数と住宅地の分

譲時期には，コミュニティの成熟という意味で何らかの相関関係があるように見える。

なお，定住者と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。このことは，千葉県の事例でも認められたことであり，定住者と別荘利用者間には「交流の溝」が

存在することを改めて示したことになる （表 2）。

そこで，それぞれの住宅地内で「大変親しく付き合い」をしていると回答した世帯に，どのような縁

（きっかけ） で交流が始まったのかについて聞いた （複数回答）。その結果，フィオーレでは「趣味サー

クル」が20世帯と最も多くあげられた。次いで，「ゴルフ」が14世帯，「家庭菜園」が12世帯，「散歩・

ウォーキング」11世帯，「ガーデニング」，「ボランティア活動」などの順であった。びゅうFでは，「家

庭菜園」が 7世帯，次いで「ゴルフ」が 6世帯，さらに「散歩・ウウォーキング」，「ガーデニング」，

「趣味サークル」，「ボランティア活動」などの順であった。以上のことから，両住宅地ともに上位 6項

目の余暇活動がきっかけで，親しくなったとした世帯が 6～7割近くいることがわかる。つまり，新た

に造成された別荘型住宅地でのコミュニティの構築・醸成には，こうした余暇活動の果たす役割が大き

いと考えられる （表 3）。

さらに，コミュニティ活動 （地域活動） への参加状況を詳しく把握するために，両住宅地における社

会的関係についても尋ねた （住宅地内だけでなくさくら内での参加活動も含まれる）。集計の結果，

フィオーレの世帯主で最も多かった地域活動は，自治会や管理組合，公民館の役員を含む「地域運営活

動」が38.3％，次いで，「地域余暇活動」が21.0％，草刈りや森林ボランティアなどの「地域奉仕活動」

が18.5％，独居老人世帯への配食，見守り・声かけ，福祉施設訪問などの「地域福祉活動」が13.6％の

順であった。配偶者の場合は，「地域余暇活動」が47.6％と最も多く，次いで「地域奉仕活動」が

31.0％の順であった。自治会活動などの「地域運営活動」に世帯主が積極的に関わることの重要性は疑

う余地がないが，「地域余暇活動」への参加率は，両住宅地ともに配偶者 （妻） が世帯主に比べて約 2倍

の参加率を示している。この状況は，同じくリタイア世帯が暮らす千葉県の場合も同様であった。

これらのことから，さくら市喜連川の両別荘型住宅地でも，夫婦ともに家庭菜園や趣味の会，ゴルフ

やウォーキングといった軽いスポーツなどのいわば「趣味縁」でゆるく結ばれたコミュニティを形成し

ているものと考えられる （表 4）。

以上見てきたように，両住宅地へのリタイア世代の引退移動は，「アメニティ移動」であったと結論

付けられる。定住者たちは退職を機に，職場や煩わしい人間関係，さらに子供や都会から離れて，自然



表 3　定住者同士が親しくなった縁（「大変親しく付き合い」の場合,複数回答）

フィオーレ びゅう F

親しくなった縁 世帯数 構成比（％） 親しくなった縁 世帯数 構成比（％） 

趣味サークル 20 15.0 家庭菜園  7 17.9

ゴルフ 14 10.5 ゴルフ  6 15.4

家庭菜園 12  9.0 散歩・ウォーキング  5 12.8

散歩・ウォーキング 11  8.3 ガーデニング  3  7.7

ガーデニング 10  7.5 趣味サークル  3  7.7

ボランティア活動  8  6.0 ボランティア活動  2  5.1

旅行  7  5.3 ペット  2  5.1

テニス  6  4.5 旅行  1  2.6

ペット  6  4.5 ドライブ  1  2.6

その他 39 29.3 その他  9 23.1

計 133 100.0 計 39 100.0

その他：テニス 6，ペット 6，陶芸 5，ドライブ 5，渓
流釣り 2，プール／フィットネス 2，絵画 2など

その他：山菜採り，プール／フィットネスなど各 1

（2012年 8月アンケート調査結果より作成）

表 4　定住者のコミュニティ活動参加率（％，複数回答）

フィオーレ びゅうF

世帯主 配偶者 世帯主 配偶者

地域余暇活動 21.0 47.6 15.8 30.0

地域奉仕活動 18.5 31.0 36.8 60.0

地域福祉活動 13.6 16.7 10.5 10.0

地域運営活動* 38.3 0.0 31.6 0.0

その他 8.6 4.7 5.3 0.0

*地域運営活動には自治会，管理組合役員を含む
（2012年 8月アンケート調査結果より作成）
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の中の住宅地に，快適性とスローライフを求めて「退職・アメニティ移動」を実現させた訳である。

9 ．住宅地とその環境への不満

（1）不満の多い事項

このように，超郊外の別荘型住宅地へと引退移動した定住世帯の多くは，住宅地とその周辺環境にも

満足していると見られるが，中には転入後，彼らの住宅地や地域環境に不満を抱いている世帯もあると

思われる。図16は，両住宅地の住宅・住宅地に関する不満を，図17は，住宅地の周辺環境に関する不

満の複数回答結果を集計したものである。

まず，住宅地に関する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。その多くは，土地は購入されているが，建物が建てられていない，いわゆる未建築宅地で，
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　　　図16　定住者の住宅・住宅地への不満　　　　　 図17　定住者の住宅地周辺環境への不満
（2012年 8月アンケート調査結果より作成）
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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，景観上も防犯上も好ま

しくないという不満である。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

も影響が及ぶことも問題視されている。次いで，「空き地管理」や「芝生や植木管理」が両住宅地とも

に比較的多くあげられた。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

する不満であり，不在私有地の管理の難しさを示している。その意味では，特にフィオーレにおいて，

別荘を含めた空き家や未建築宅地が散見されるという現実も見逃せない。

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。また，「建築協定」や「自治会運営」といった項目への不満がフィ

オーレにおいて寄せられたが，前者は建築行為に関する制約条件に対する不満，後者は住宅地の管理運

営上の自治会への期待の表れでもあろう。これら住宅地への不満は，千葉県の住宅地でもほぼ同様の結

果であったことから，別荘地の多い住宅地ならではの共通した課題であるといえる。

住宅地の周辺環境 （立地環境） に関する不満では，両住宅地ともに「JRの駅までの距離」が25～30％

の高い確率であげられた。これは，フィオーレの住宅地の中心から最寄り駅である JR片岡駅または氏

家駅までは，車で約25分 （約11km） かかり，びゅうFの住宅地の場合でも JR片岡駅までは，車で約20

分 （約 7km），タクシーで2500円の距離で，JR氏家駅までは，車で約25分 （約12km） かかることが大き

な不満材料となっていると考えられる。

不満項目の 2位以降は両住宅地でその順位がやや異なる。フィオーレでは，「医療施設」39件

（20.4％），「食料品の購入」26件 （13.6％），「日用品の購入」18件 （9.4％） などの順で不満が多く，これ

ら上位 4項目で全体の 7割弱を占める。フィオーレにおいて，「医療」と「買い物」への不満が多いの

は，びゅうFに比べて，居住者の平均年齢が世帯主で3.4歳，配偶者で2.1歳高いことと関係しているも

のと考えられる。これは，路線バスの便が少なく，食料品や日用品の買い物が不便なことに加えて，氏

家駅前まで行かないと総合病院がないことへの不安の表れと見ることができる8）。

5位以降では，特に「福祉・介護施設」 （12件） があげられたが高齢化が進む住宅地では，今後これら

の施設不足が深刻な問題となる可能性がある。フィオーレの回答85世帯の中で，介護保険制度の要介

護・要支援の認定を受けている同居者のいる世帯が 6件 （約 7％） あったこともこの指摘と関係してい

る。「冬の寒さ」や「夏の雷」は両住宅地ともにあげられたが，この項目は，この住宅地が栃木県の中

央部という地理的条件によるもので，千葉県の臨海別荘型住宅地の場合と大きく異なる点である。

一方，びゅうFでは「列車・バスの便」13件 （22.8％），「冬の寒さ」8件 （14.0％），「医療施設」6件
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（10.5％） などの順となっており，これら上位 4項目で全項目の 7割を上回る。「列車の便」について

は，矢板市内の JR片岡駅または氏家駅から宇都宮までは 1時間に 2本，東京方面は朝夕 1時間に 1本

しか電車がなく，「バスの便」についても，最寄りの駅へ直接乗り入れる公共交通機関がない状況への

不満であろう。路線バスは，フィオーレと喜連川温泉，JR氏家駅を結ぶ東野バスが 1日 3本運行して

いるが，びゅうFには，バスの便がなく，車の運転のできない世帯にとっては，さくら市の運営する乗

り合いタクシーが唯一の移動手段となるが，このタクシーの運行範囲は旧喜連川町内に限られており，

利用者にとって必ずしも利便性は高くない。

（2）具体的な意見・感想

こうした住宅地と周辺環境に関する不満ついて，アンケート調査及び聞き取り調査で得られた具体的

な意見・感想の中から幾つか取りあげて検討してみる （意見・感想などは原文のまま）。まず，フィ

オーレの住民の意見である。1995年神奈川県から転入した60歳代無職 （元自営業） の男性は，

 「自然環境が豊かで満足しておりますが，私たちも高齢になりました。今車の運転は出来てはおり

ますが，出来なくなった場合不便なると思います。東野バスが午前，午後合わせて 4本しかなく，

コミュニティバスも走っていますが，本数が少なく私たちが利用したい時間に利用できないので不

便です。近くには内科の医院は多いのですが，フィオーレ内に診療所が出来たら便利だと思いま

す。」と語っている。

また，1993年土地を購入，1995年から2000年まで別荘として利用し，その後埼玉県から転入した70

歳代無職の男性は，

 「当時事業主にうまく乗せられた感じだ。矢板に新幹線の駅を作りフィオーレからバスを走らせ

る。一部広大土地を確保してありスーパーを作るとの話もあった。今は，フィオーレも高齢化が進

み足 （車） の無い人は動きがとれず地方にいる子供の所に移る人々が増えつつある。空き地も大分

増えてきた。」としている 。

さらに，1994年に県内から転入した50歳代の会社員の妻は，

 「駅まで遠いのに，バスの本数が 1日 3本になってしまいました。喜連川～氏家間のバス，特に終

バスが減らされて，夜7：00で終わりです。宇都宮方面の学校へ行く子供たちが増え，氏家駅まで

車で送迎している親たちも多いのです。子供が複数いる家庭では，ピストン輸送状態です。住宅地

内に食料品や日用品が買えるコンビニかスーパーが欲しいですね。いつかお店が出来るという宣伝

文句もあったはずなのに，これだけは裏切られたような思いがあります。」という意見を寄せてい

る。これらに共通するのは，自家用車の運転ができなければ，こうした超郊外住宅地は極めて不便

な環境となるという認識である。

びゅうFの住民の意見としては，まず，1999年に土地を購入し，2001年に東京都内から転入した70

歳代無職 （元会社員） の男性は，

 「交通関係は全て不便です。自家用車がない場合と運転が出来なくなったら何もできません。快適

に住めるのは60歳代までです。」としている。

2001年に土地を購入，いったん別荘として利用した後，2009年に東京都内から転入した70歳代無職

の男性の妻は， 

 「とても良い所で満足している。親類，友人が訪ねて来てくれるので，今までの東京生活より，数

倍楽しい。東京にいる息子たちも，リゾート気分で，たびたびやって来ます。」と，田舎暮らしに

満足しており，住宅地とその環境についても肯定的な意見であった。

このように，住宅地とその環境に関するさまざまな意見・感想が寄せられたが，概して当地での温泉
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付きの生活に満足し，田舎暮らしを満喫している層からは不満や否定的な意見は少ない。逆に，公共交

通が不便，買い物や医療施設が近くにない，自家用車が運転できないと生活が難しい，などの意見は世

帯主自身あるいは妻の健康に不安があり，近い将来，自立した日常生活を送ることに不安を覚え始めた

高齢者世帯からの声であろう。加えて，比較的若い子育て世帯にとっても高齢世帯同様，買い物や通学

のための交通アクセスの問題が不満となっている。さらにフィオーレでは，かつて分譲時のうたい文句

であった商業施設の建設が未だに実現されていないことへの不満も根強いことがわかる。

そこで，今後住宅地内にほしい施設や改善してほしいことについて聞いたところ，フィオーレでは，

スーパーマーケットやコンビニの誘致 （27件） という回答が最も多く，次いで病院 （13件），バスの増

便 （10件），介護・福祉施設 （9件），レストランや食堂・居酒屋 （8件） などの順であった。その他に

も，トレーニングジムや集会所の開設などの要望もあった。びゅうFで最も多かったのは，フィオーレ

と同様，スーパーやコンビニの誘致 （5件），次いでバス路線の開設と乗り入れ （4件） であった。その

他，レストランや食堂，病院あるいは自治会会館 （集会所） の開設などの要望も複数寄せられた。

これらの意見・感想から，両住宅地の住民にとって，特に気軽に買い物ができる商業施設，何かあっ

た時に必要な医療施設や介護施設，さらに駅や市街地と結ぶ公共交通機関としてのバス路線の新増設が

最も望まれるものであるといえる。

9 ．永住意志から見た諸問題

ここまで定住者の転居の理由や余暇活動，住宅地や周辺環境への不満などについて見てきたが，アメ

ニティを求めて退職移動してきた定住者にとって，この住宅地が第二の人生の「終の住処」となるかど

うかについて検討しておく必要がある。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，シニアタウン化が進行する両住宅地における諸課題について考察する。

「永住する」と回答した世帯は，フィオーレでは60.2％であるのに対し，びゅうFでは72.7％であっ

た。逆に，「いずれ転居予定」と回答した世帯は，フィオーレで14.0％，びゅうFは18.2％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，千葉県の2か所の別荘型

住宅地とほぼ同じ割合であった （図18）。

フィオーレに比べてびゅうFの住民が，この住宅地を「終の住処」として考えている割合が約13ポイ

ント高いのは，分譲されてからまだ13年で，転入間もない住民も多く，新しい住宅地での生活に満足し

ている世帯の割合が高いことが関係していると考えられる。もちろん，永住するかどうか「分からな

い」という回答が，フィオーレで25.8％，びゅうFで9.1％あったことは，何か事態が急変した時にど

うするかを考えるということであろう。

「永住する」とした定住者の具体的な意見としては，フィオーレの場合，「現在の環境に満足してい

る」 （2002年に埼玉県から転入した70歳代の無職の男性） や，「温泉，自然環境が豊かで，四季の変化が

楽しめる （2003年に神奈川県から転入した70歳代無職の男性）」さらに，「住み心地がよい （2001年茨城

県から転入した元会社員の70歳代無職の男性）」などの居住環境に満足している意見が目立った。びゅ

うFでも，「緑豊かな中で生活できる （2007年に埼玉県から転入した元会社員の60歳代の男性），「永住

するつもりで買った（2005年に千葉県から転入した元教員で60歳代の男性）」など，現居住地とその環

境に満足している回答が多かったことは両住宅地に共通している。これらの意見は，両住宅地ともに定

住者の 9割以上の世帯で自家用車を保有し，かつ現在健康で車を運転できることを反映したものである

が，車の運転ができなくなることへの不安は常に付きまとっている筈である。

「永住する」とした意見の中にも「他に行く予定ないが，高齢化し動けなくなったときにどうするか，
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　　　　　　図18　定住者の定住意志　　　　　　　　　　　図19　定住者の転居希望先
（2012年 8月アンケート調査結果より作成）
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子どもたちと相談することになると思う （2003年まで別荘地として利用した後，埼玉県内から転入した

女性）」という意見はその不安の表れであろう。さらに，「移住する余裕はない （1996年に千葉県から転

入した元公務員で70歳代の男性）」あるいは，「もう転居する年齢ではない （1997年に県内から転入し

た元会社役員の70歳代の男性）」などの加齢に伴う消極的な意見も寄せられた。

「いずれ転居する予定」とした回答では，「妻に先立たれ，ここには適当な老人施設がないから（1997

年に東京都から転入した元会社員で70歳代の男性）」や，「娘たちの近くにいたほうが老後安心なの

で （神奈川県より1994年に転居した元会社役員で70歳代後半の男性）」あるいは，「年寄りには買い物

が不便 （10年間別荘として利用し2003年に埼玉県より転入した70歳代無職の男性）」，「車が運転できな

くなった時には転居せざるを得ない （1995年に神奈川県から転入した60歳代無職の女性）」，「階段が急

で車イスが利用できない。冬寒いので，温かい千葉県へ戻りたい （1998年に千葉県から転入した元会社

員の70歳代後半の男性）」など，近い将来，車の運転や体が不自由になった時の不安などから，転居を

考えている世帯も少なくないことが明らかになった。びゅうFでも，「自動車の運転が出来なくなった

ら何もできない。何事にも便利な東京に引っ越す予定 （2001年東京より転入した元会社員で70歳代の

男性）」など加齢に伴って田舎暮らしへの不安と不満があげられた。

この「いずれ転居する」と回答した世帯に，その転居先を尋ねた。その結果，回答数は多くないが

フィオーレ （13世帯） では，「高齢者施設」を考えているとした回答が30.8％と最も多く，次いで交通至

便な「都心マンション」，「子との同居」，「他の住宅地」，「前の自宅」がそれぞれ15.4％ずつの順であっ

た （図19）。

もちろん，先の事など「分からない」というフィオーレでの回答には，「もっと便利だったら永住し

たいが，東京に行くたびに老後はもっと住みやすいところに移りたいと思ってしまう （1996年に県内か

ら転入した50歳代後半の会社員の妻）」や「さらに高齢になると，ここでの生活が難しいため （1997年

東京都より転入した60歳代無職の世帯主の妻）」，「駅までバスがあったら永住するだろうが，交通の便

がよくない （2001年に埼玉県から転入した70歳代の元会社員の妻）」，「お互い一人になった時は，永住

できるかどうかわからない （2001年に栃木県内から転居した70歳代無職の妻）」，などの老後は不便な
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環境になることへの不安が語られた。また，「通学や通院のための駅までの公共交通手段がほとんどな

い。老親がいるので，通院など便利の良い所に移る可能性がある （1992年栃木県内より転入した40歳

代の会社員の妻）」といった 3世代で暮らす世帯の意見も寄せられた。びゅうFでも，「老人が生活する

のに便利なところがいい （2011年に東京から転入した元公務員で87歳無職の男性）」など今後の不安が

寄せられた。

「永住する」と答えた世帯の 7割強が，前住地の住居を売却して転入した世帯であることにも留意し

ておく必要がある。ここで自立した日常生活を送ることが困難になった場合には，高齢者介護施設への

入居か，離れて暮らす子世帯と同居するか，という選択になることが予想される。しかし，前者は経済

的に余裕のある世帯でなければ対応できないし，後者の選択肢がないか，それをためらう場合も多いよ

うに思われる。その意味では，今後両住宅地のコミュニティ活動の果たす役割は重要となるであろう。

幸い，両住宅地ともに定住者同士の交流や，「趣味縁」を通じた「地域余暇活動」や各種ボランティア

活動などコミュニティ活動への参加率が低くないことは評価できよう。

しかし，現在別荘として利用している世帯のうち，「近い将来ここに転居して永住する」と回答した

のは，フィオーレで36世帯中 5世帯 （13.9％），びゅうFで17世帯中 5世帯 （29.4％） であった。この転

入希望世帯主の平均年齢はフィオーレで68.0歳，びゅうFで68.6歳であることを考え合わせると，今後

ますます超高齢化が進むことになる。世帯主の平均年齢は，前述したようにフィオーレで 5年間に約 5

歳ずつ，びゅうFでは同じく 2～3歳ずつ加齢している計算になるので，子育て世代の転入がこれ以上

増えないと仮定すると，10年後にはフィオーレで世帯主の平均年齢が78歳を，びゅうFでも70歳を超

すことが予想される。

このことは今後，超高齢コミュニティの中での高齢化が進展していくことを意味している。当然，介

護サービスを必要とする世帯が増加することになるので，市の介護保険事業の充実やシルバー人材を利

用した買い物代行などの活用ばかりでなく，住民による見守りなどを通して，高齢弱者をコミュニティ

としてどう支えていくかという社会的支援の仕組みづくりが大きな課題である。

．おわりに

本研究は，東京大都市圏の超郊外地域にあたる栃木県さくら市のフィオーレ喜連川 （フィオーレ） と，

びゅうフォレスト喜連川 （びゅうF） の 2か所の温泉付別荘型住宅地を事例に，定住化と高齢化の実態

及びシニアタウンが抱える諸問題を，橋詰 （2013） の調査結果と比較しながら，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。

さくら市の那須丘陵内に位置するフィオーレ，びゅうFは，JR東日本によって開発・分譲された住宅

地である。JR東日本は，両住宅地ともに田舎暮らしのできる定住型住宅地にMy温泉という付加価値を

つけて分譲したが，現在でも定住率はいずれも 5割弱であることから，別荘型住宅地であるといえる。

定住者の多くは定年退職後に転入したアクティブ・シニア層を中心とする世帯がほとんどで，両住宅地

ともに7割強が「無職」で，彼らの平均年齢は70歳前後であることから，いわゆる退職移動に伴うリタ

イアメント・コミュニティを形成している。

この高齢定住者の多くは，1都 3県と栃木県内から定年退職を機に，田舎暮らしをしながら余暇を満

喫することを目的に「アメニティ移動」をした住民達で，豊かな自然環境の中で，「家庭菜園」や「ゴ

ルフ」などが楽しめる温泉付住宅地であったことが彼らの購入・転入の最大の理由であった。中でも

「温泉」を魅力としてあげた世帯が，フィオーレ，びゅうFともに 6割強あったことがこの住宅地の特
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徴である。

また，両住宅地では，千葉県の事例と同様，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。ここは，彼らの多くが，かつて働き，子育てをす

るために手に入れた大都市郊外に造成された，いわゆる「押し出された郊外」の住宅地ではなく，リタ

イア世帯が第二の人生を送るに相応しいとして選択した「目的としての郊外」となっている可能性があ

る。これは，薗部 （2001） の指摘するアメリカの郊外住宅の捉え方とは異なるが，ある意味で，彼らの

移動は「住宅双六」の「上がり」の新たな目的地の一つとなっていると考えられる。であるなら，こう

した超郊外の別荘型住宅地は，今後超高齢化の進展によって，ますます第二の人生の目的地としてその

需要が高まってくる可能性があるといえよう。

両住宅地の住民は，現在の生活に満足しながらも住宅地内では雑草・空き地管理，ゴミ出しなどに，

環境面では，駅への距離，列車の本数，病院の立地や食料品の購入などに不満を持っているが，これは

千葉県の事例と共通する悩みである。特に，公共交通インフラ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の中の住宅地での生活は，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。

加えて，別荘所有者の 2割から 3割が近い将来，転入を希望していることが明らかになったが，彼ら

もまた高齢者である。既に両住宅地ともに定住者の平均年齢が70歳前後であることを考え合わせる

と，漠然とではあるが老後の不安を感じている居住者も少なくないことなどは，千葉県の事例と同様，

超郊外の別荘型シニアタウンならではの課題を抱えていると言える。

また，大都市郊外の住宅地に比べて，これらの別荘型住宅地には，コンビニやスーパーもないことか

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。それ

でも両住宅地ともに6割～7割の住民が「永住する」，つまり「終の住処」と考えているのは，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，趣味に没頭できる空間とリゾート気分を味わえる

「楽園」の空間を手に入れたからに他ならない。

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，2013

年日本地理学会春季学術大会 （於立正大学） で口頭発表した内容に，その後加筆・修正を加えたものである。調

査にあたってはフィオーレ喜連川の浅香充宏氏，びゅうフォレスト喜連川販売事務所の福田義一氏にお世話にな

りました。また，アンケート調査及び聞き取り調査に快くご協力いただきました両住宅地の多くの住民の皆様，

別荘所有者の皆様にもお礼申し上げます。なお，アンケート配布とデータの集計には当時大学院生の山田真広

氏，学部生の穂苅慶門・藤田翔平氏 （2012年），石井美帆さん （2013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） アンケートは，筆者が千葉県で行った調査結果と比較できるよう，質問をほぼ同様の項目とした。なお，こ

こでいう定住世帯とは，住民登録を地元自治体した世帯，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。
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 3） 「コリーナ矢板」は，JRグループの鉄道弘済会関連会社の共済建物（株） （2005年倒産） が，バブル期に矢板

ICの南西部の元ゴルフ場開発予定地92.3haの山林に温泉を掘り当てて，1986年に分譲した総面積92.3haの

日本初の林間住宅地である。当初は1,300戸，5,200人居住の住宅地計画であった （小沢，1995）。この開発

後，JR東日本はフィオーレ，びゅうFと温泉付住宅地の開発を進めることとなった。 

 4） フィオーレでは，土地所有権移転時に施設維持管理基金として35万円，年間管理費が 2万円 /年，施設使用

料が5,000円 /月，温泉接続者のみに必要な経費として，温泉維持管理基金15万円 （一括），温泉基本使用料

として2,090円 /月が必要である。なお，全区画建築条件はない （ JR東日本フィオーレ喜連川公式PHより）。

 5） フィオーレでは，1998年に一部を残して1,070区画の分譲が既に終了している。フィオーレでは，「森林法」

に基づき，開発区域周辺の宅地については，道路敷より20m以上外にある樹木の伐採及び移植を禁じ，さら

に建物を建てる際に支障のある樹木は敷地内に移植して樹木を保存し，敷地内の緑地面積率を50％確保する

ことで，林地開発が可能としている。また，宅地内の緑は，「建築協定」によって担保されてきた。2012年

からは，新たに地区計画による「まちづくり」のデザインルールがスタートした。フィオーレで，固定資産

税の評価額が周辺より高いことに疑問をもった住民が2010年に調べたところ，造成済みの宅地45区画が

「山林」となっており，うち 4区画を除くすべてが JR東日本の所有する未販売造成済み宅地で評価額が28～

29円であった。さくら市は，2008年にさかのぼって「山林」を「宅地」の評価額に引き上げるよう通知，

JR東日本は差額を追加納付した。同様のことが，びゅうFの378区画でも「山林」となっていたことが報じ

られた （朝日新聞，2012年 6月9日栃木県版より）。 

 6） びゅうFでは現在，複数区画販売も行っている。宅地購入時の諸経費が120万円前後 （共用施設管理基金95

万円，共用施設管理費 3万円，固定資産税 7万円，登記費用約15万円），建物建築後は施設使用料が月額5,000

円必要で，温泉使用料は毎月10m3まで3,000円，10m3を超えると300円 /m3，自治会費6,000円 /年が必要と

なる （ JR東日本びゅうフォレスト喜連川さくらの丘公式HPより）。

 7） 関東地方以外からの長距離移動は，フィオーレの場合，静岡県と大阪府が各 1世帯ずつ，びゅうFは，岐阜

県と兵庫県が各 1世帯ずつ回答があった。

 8） さくら市内 （喜連川市街地） とその周辺には，オータニ喜連川店，コメリ喜連川店，全日食チェーンハーモ

ニーなどのスーパーが立地しており，いずれも両住宅地から車で10分かかる。さくら市内の病院は，内科

医院と歯科医院がそれぞれ 3医院立地しているが，総合病院は，両住宅地から約 9kmの JR氏家駅前の黒須

病院が最も近い施設である。
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