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はじめに
郊外住環境におけるまちづくりをいかにうまく進めるかが大きな政策課題となっている。
都心部においては再開発後の開発利益を見込めることから一定の更新が進んでいるし、地
方小都市においては人口減少に適応した都市機能の再編が緊急課題となっていることから、
都市集積効果を導き出す官民両面からの取り組みが始まっている。
ところが、都市周辺部のいわゆる「郊外」は、そうした取り組みが進みづらい。主要な
理由は、郊外の多くがかつてはベッドタウンとして開発された住宅地であることに起因し
ているといってもよいだろう。大型再開発が見込めるほどの可能性は薄いし、そのような
開発そのものを忌避する居住者も多い。もっぱら郊外に埋もれている中心市街地の再開発
に目がいくものの、そのことが郊外居住者の生活を豊かにすると言えるほど、居住者の生
活ニーズも単純ではなくなっている。多様な生活サービスへのニーズが生まれているにも
かかわらず、郊外においてその供給は低調であり、それは住環境管理にかかわるニーズに
ついても同様といえるだろう。このため、郊外居住者は、住環境の中で、自らの生活基盤
を維持していく必要に迫られている。
高度成長期以前は、現在住環境サービスと称されるような「暮らしのお困りごと解決」
の有力なサービス供給者は町内会など住民が主体となった「地域自治会」であった。生業
の形態、財産所有の形態が変化し、自治会活動が低調となっている現在、こうした地域自
治会をそのまま復権しようとすることには無理があることは言うまでもない。しかし、い
ま要請されている地域住環境管理において、市民と行政機関が連携する上で、ＮＰＯを含
めた現代型の地域自治会が求められていることも確かと言ってよいのではないか。
そこで、本調査では、多摩ニュータウンにおける分譲戸建て住宅を例に、以下の点を明
らかにすることを目的とすることにした。
（１）住民は住環境に対してどのような価値を抱いているか。
（２）そのような価値を「住民全体として守るべき資産価値」として意識しているかどう
か。
（３）資産価値を左右する有力要因と考えられる地域の「景観」が、
「住民全体で守るべき」
と意識されているかどうか。
（４）町会活動についての住民の意見。
この４点を明確化することにより、住環境管理における課題が浮かび上がってくると考
えられる。ＮＰＯフュージョンとしては、この課題を踏まえ、解決の方策を提案すること
としたい。
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１．自治会調査の分析①住環境への評価
本調査においては、多摩ニュータウン内における二つの町内会に対してアンケートを行
った。共に必要と考えられる回収率を満たしている。
1.1.二自治会に対するアンケート回答者の属性
（１）Ａ自治会
・総戸数 303
・回答者数 115
■回答者の性別と年齢
年齢
男性
女性
３０歳代
４０歳代
4
５０歳代
19
６０歳代
21
７０歳代
6
８０歳代
1
無回答
5
総計
56

無回答
1
9
28
14
1
3
56

総計
1
13
47
36
7
2
9
115

1
1
1
3

■家族の同居人数と同居世帯数
同居世帯
家族の同居人数 1世帯
2世帯
3世帯以上無回答 総計
1人
1
1
2人
33
2
3
38
3人
20
3
23
4人
23
6
29
5人
9
5
1
1
16
6人以上
4
3
1
8
総計
90
19
2
4
115
（２）Ｂ自治会
・総戸数 145
・回答者数 76
■回答者の性別と年齢

男性
３０歳代
４０歳代
５０歳代
６０歳代
７０歳代
無回答
総計

女性
10
12
3
1
7
33

無回答
7
21
7
1
5
41

総計
7
31
20
4
1
13
76

1
1
2

3

■家族の同居人数と同居世帯数

家族の同居人数
1人
2人
3人
4人
5人
6人
無回答
総計

同居世帯数
1世帯
2世帯

無回答

3
19
34
9
1

1
2
1

66
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総計
1
2
2
1
6

3
20
37
13
2
1
76

Ａ自治会は主に 50～60 歳代の方に回答いただき、B 自治会は主に 40～50 歳代の方より
回答いただいた。また同居世帯は B 自治会では非常に少ない。
どちらも分譲戸建て集合住宅地である。街開きの年代は A 町が 1990 年代、B 自治会は
2000 年代となっている。あえて年齢差で表現すれば、A 自治会はどちらかといえば「熟年
自治会」、B 自治会は「中年自治会」と呼びうるかもしれない。
※便宜上、それぞれの自治会の立地する町をＡ町、Ｂ町と以後表記する。
1.2.現在の居住環境に対する評価
住民が居住する住環境について、どのような評価を下しているのか1。表 1 によると、両
町ともほぼ同じ割合の分布となっており約 9 割の回答者が「とても気に入っている」
「気
に入っている」を選んでいる。
表 1．住民自身による総体的な住環境に対する評価

１．とても気に入っている
２．気に入っている
３．少し不満がある
４．良いとは思わない

Ａ自治会 Ｂ自治会
50%
49%
41%
39%
8%
11%
2%
1%

住環境へのこうした総体的な評価は、どのような個別の居住価値への満足に分解しうる
のか2。それを示したのが表 2 である。

1

本調査では住戸内部の環境を居住環境、住戸外の環境を住環境と呼ぶこととする。
居住価値とは、住民自らが居住環境ならびに住環境で暮らす（住む、居住という行為）
ことにより、得ることができると認知している利便性を意味する。
2

4

表 2.住環境を構成する個別居住価値への評価

Ａ自治会 Ｂ自治会
69%
25%
11%
30%
89%
89%
47%
54%
38%
21%
76%
79%
39%
36%
18%
28%
15%
0%
17%
13%
11%
9%
7%
7%

１．交通の便が良い。
２．教育環境が整っている。
３．自然環境が豊かである。
４．日常生活が利便である。
５．医療などの不安が少ない。
６．公園などの公共部が多い。
７．近隣との関係が良い。
８．自治会の運営が良い。
９．古くなるほどに愛着が増してきた。
１０．環境以上に家が住みやすい。
１１．資産的な価値が高まったと思う。
１２．その他

図 1. 住環境を構成する個別居住価値への評価

１２．その他

１１．資産的な価値が高まったと思う。

１０．環境以上に家が住みやすい。

９．古くなるほどに愛着が増してきた。

８．自治会の運営が良い。

７．近隣との関係が良い。

６．公園などの公共部が多い。

５．医療などの不安が少ない。

４．日常生活が利便である。

３．自然環境が豊かである。

２．教育環境が整っている。

Ａ自治会
Ｂ自治会

１．交通の便が良い。

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

【その他回答者のコメント】
※コメント末尾に付した括弧内には（性別／年齢層／同居人数）を示した。
＜Ａ自治会＞
●穏やかな南傾斜の地盤、敷地面積にゆとりのある 1 戸建とゆとりのある道路（男性／50
代／3 人）
●自然環境住宅街のバランスがよい。（男性／50 代／6 人以上）
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●騒音が少なく静かである。（女性／50 代／2 人）
●終点駅である事（都心に出やすい）（女性／50 代／4 人）
●ハード面での街区の造作、ソフト面での地区計画制度が整っている。（男性／50 代／6 人
以上）
●住宅地全体に落ち着きがあり静かで整っている。住宅地に入るとﾎｯﾄする感覚が良い。（女
性／50 代／5 人）
●都市計画の基に開発されたので、街並みが調和がとれていて気持ちがいい（女性／60 代／
2 人）
●静かであたたかい街並みである。（／／4 人）
●住んでいる方に品があり町が落ち着いている。気品が感じられる。
（女性／50 代／4 人）
＜Ｂ自治会＞
●街並みが良い（男性／50 代／4 人）
●景観が良い、美しい街並み（女性／50 代／4 人）
●西側に大型マンションができる予定で資産価値は下がると思う。（女性／50 代／4 人）
●街区の設計（男性／40 代／5 人）
●インフラがよく整備されている（コンビニが近くにある。自治会で公園を所有している・・
Ｂ町共通の財産。電柱がない。）（男性／50 代／4 人）

表 2 ならびに図 1 より、両自治会で大きく異なる項目が「交通の便」
「教育環境」
「医療
の不安」の 3 点であることがわかる。Ａ町は最寄り駅より徒歩約 5～10 分の位置に立地し、
坂もほとんど無い。一方Ｂ町は最寄り駅より徒歩 20 分～30 分かかる上に、坂がある。両
町とも最寄り駅へのバスは通じているが、
「交通の便」という価値に対してバスが決定的な
役割を果たしていないことがうかがえる。
「教育環境」の差については二つの解釈が考えられる。一つは、Ｂ町周辺には小学校・
中学校・保育園が揃っているが、Ａ町はそのような教育施設から離れているという教育施
設立地の差。もう一つは、回答者の属性に起因するもので、Ａ町の回答者の多くが子育て
の手を離れていると推測されるのに対し、Ｂ町の回答者の多くは子育て真っ最中であるこ
とという回答者の子育てニーズの違いが反映しているのではないかと考えられる点である。
同様の傾向は「医療の不安」についても見られ、Ａ町の方がより医療ニーズに敏感であ
ることの反映とも考えられる。
一方、どちらにも共通して高い評価が与えられているのが「自然環境の豊かさ」
「公園な
どの公共部が多いこと」、次いで「日常生活の利便性」である。
それでは、回答者はこうした個別居住価値の中で最も優先するものとして、何を選択す
るのだろうか。それを記したのが表 3、図 2 である。
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表 3.最も大切だと考える個別居住価値

Ａ自治会 Ｂ自治会
17%
1%
0%
4%
37%
43%
15%
24%
5%
0%
2%
3%
14%
8%
1%
0%
3%
0%
3%
1%
0%
1%
6%
5%
0%
9%

１．交通の便が良い。
２．教育環境が整っている。
３．自然環境が豊かである。
４．日常生活が利便である。
５．医療などの不安が少ない。
６．公園などの公共部が多い。
７．近隣との関係が良い。
８．自治会の運営が良い。
９．古くなるほどに愛着が増してきた。
１０．環境以上に家が住みやすい。
１１．資産的な価値が高まったと思う。
１２．その他
無回答
図 2. 最も大切だと考える個別居住価値

無回答

１２．その他

１１．資産的な価値が高まったと思う。

１０．環境以上に家が住みやすい。

９．古くなるほどに愛着が増してきた。

８．自治会の運営が良い。

７．近隣との関係が良い。

６．公園などの公共部が多い。

５．医療などの不安が少ない。

４．日常生活が利便である。

３．自然環境が豊かである。

２．教育環境が整っている。

Ａ自治会
Ｂ自治会

１．交通の 便が良い。

50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

Ａ町、Ｂ町どちらにも共通して高い評価が与えられているのが「自然環境の豊かさ」
「公
園などの公共部が多いこと」
、次いで「日常生活の利便性」であった。しかし、あらためて
「もっとも大切だと考える魅力は何か」と質問すると「自然環境の豊かさ」
「日常生活の利
便性」に収斂する。
強調しなくてはならないことは「公園」という価値の特性である。
「自然環境の豊かさ」を選択する方は依然として多いが、
「公園などの公共部分が多いこ
と」はわずか 2、3%に急落する。つまり「自分の住む住環境の魅力として公園など公共部
分が多いこと」が 2 番目に挙げられるが、「一番大切な魅力」として考えている人はわず
かしかいない。
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このギャップは何を意味するのだろうか。まず、いくら住環境における「公園などの公
共部分」を整備しても、それだけでは居住者の行動を決定するだけの重要な価値には結び
つかないことがうかがえる。
第二に、
「自然環境の豊かさ」と「公園などの公共部分が多いこと」の関係である。両町
とも現地を訪れるとわかるが、住民が評価している豊かな自然環境は、ほとんどが都市公
園、街路樹、ゴルフ場の緑、緑道、各住戸の庭・ファザードの緑など、住戸の緑を除いて
は経営主体が何らかの形で費用を負担して手入れをしている自然である。
「豊かな自然」と
「公園などの公共部分」は分離して認識されていることがうかがえる。
1.3.自宅や庭の手入れについて
それでは、公園以外の緑、すなわち住戸の緑については、居住者はどのような管理意識
をもっているのだろうか。さらに広げて、建物のメンテナンスについてもどのような意識
をもっているのだろうか。それを表したのが表 4・図 3 である。
表 4.自宅や庭の手入れについての意識

自宅建物について 1.不具合の発生時に手入れをすればよい。
2.定期的に手入れをしておくべきもの。
3.価値を保つために手入れは必要である。
4.自宅の姿も大切な街の景観の一部である。
自宅の庭木について5.自宅の庭には自分の好きな木を植える。
6.自宅の庭木も大切な街の景観の一部である。
7.手入れをすることも街並みへの貢献である。
8.自宅周辺の樹木も時々手入れをしようと思う。

Ａ自治会 Ｂ自治会
46%
59%
85%
82%
80%
91%
94%
93%
83%
87%
95%
95%
91%
87%
46%
50%

図 3.自宅や庭の手入れについての意識

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
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8.自宅周辺の樹木も時々手
入れをしようと思う。

7.手入れをすることも街並
みへの貢献である。

6.自宅の庭木も大切な街の
景観の一部である。

5.自宅の庭には自分の好き
な木を植える。

4.自宅の姿も大切な街の景
観の一部である。

3.価値を保つために手入れ
は必要である。

2.定期的に手入れをしてお
くべきもの。

1.不具合の発生時に手入れ
をすればよい。

Ａ自治会
Ｂ自治会

Ａ、Ｂ両自治会に差異はほとんど無い。
「自宅周辺の樹木も時々手入れしてみようと思う」
という質問への同意者は少ないものの、建物・庭木について定期的に手入れすることが街
の価値向上に寄与することを認識している点は明らかである。
特に「自宅の姿も大切な街の景観の一部」
「自宅の庭木も大切な街の景観の一部」と 94%、
95%の回答者が意識している。このことは「自宅も庭木も街の景観として維持する責務を
負っている」という意味ではないことに留意する必要がある。

２．自治会調査の分析②住環境の資産価値について
2.1.資産価値に対する認識
本調査では、住環境を資産価値として評価することの受容度等について質問を行った。
資産としての住環境が、具体的にはどのようなものなのか現状では共通了解はほぼ無いと
いってもよい。そこで、あえて「資産」を「仮に売却を想定したときに、購入希望者が多
く需要と供給の市場原理に従い売却（購入）価格が高くなることと考えていただいて結構
です」と説明した上で質問を行った。
表 5、図 4 は「資産価値として評価することの意識」を表したものである。
表 5.資産価値として住環境を評価することに対しての意識

1.住みたい環境と評価されていることは喜びである。
2.売却する気持ちはないので、実感が湧かない。
3.資産としての価値が上がることは大切である。
4.固定資産税、相続評価が高くなるのは心配。
5.資産価値が下がることのほうが深刻である。
6.金銭的な資産価値で評価するのは抵抗がある。
7.資産価値向上については住民皆で取り組むべきである。

Ａ自治会 Ｂ自治会
94%
99%
41%
46%
82%
87%
71%
83%
69%
67%
39%
34%
69%
71%

図 4. 資産価値として住環境を評価することに対しての意識
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
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7.資産価値向上については
住民皆で取り組むべきであ
る。

6.金銭的な資産価値で評価
するのは抵抗がある。

5.資産価値が下がることの
ほうが深刻である。

4.固定資産税、相続評価が
高くなるのは心配。

3.資産としての価値が上が
ることは大切である。

2.売却する気持ちはないの
で、実感が湧かない。

1.住みたい環境と評価され
ていることは喜びである。

Ａ自治会
Ｂ自治会

資産価値に対する認識については、両自治会にほとんど差異は見られない。
注目すべきポイントは、第一に「住居や街の環境（住環境）を資産として評価すること」
の受容度が予想以上に高かった点である。
「売却する気持ちはないので実感がわかない」
「金
銭的な資産価値で評価するのは抵抗がある」という質問に「そう思わない」と回答したの
は、約３～４割となっている。８割以上の人は「資産としての価値が上がることは大切で
ある」と回答していることからも、
「資産評価」という文脈で質問を解釈しても、過半数の
回答者は、自らが住む住居や住環境の資産評価が高くなることを望ましいことと認識して
いることがわかる。
また、資産価値の上昇は、固定資産税や相続税の上昇に結びつくが、「そのことが心配」
という方も７～８割いる。
ポイントの第二は、こうした資産価値の向上には、
「住民皆で取り組むべきである」と回
答した方が両自治会ともそれぞれ 69%、71%いたことである。
このアンケートの回答結果は、少なくとも多摩ニュータウンの分譲戸建て住宅所有者の
認識をかなりの程度代表しているものと思われる。
この資産価値に関する質問については、多くの意見が寄せられた。両自治会を分けずに
分類して整理すると、以下の通りとなる。
【自分たちの住む住居や街の環境に関する資産価値の評価及び向上に関する意見】
＜住環境を金で測ることの抵抗感＞（性別／年齢層／同居人数）
●金銭的に資産価値を上げようとは思はないが、環境面での資産価値が上がることは望みま
す。（女性／50 代／5 人）
●売却価値を高くするために環境を整えようという考えはない。快適に住み続けるために環
境を整えて守っていきたいと思う。（女性／50 代／4 人）
●売却する気は無いので何となくただ他の住居地と比べて価値評価が高いのは喜ばしい。
（男性／60 代／2 人）
●いかに快適に毎日を過ごせるかが『家』であって、先ず資産価値云々に着目する姿勢はい
かがなものか。アンケートの主旨は理解して始めましたが、そのことばかりが中心なので
しょうか（男性／／2 人）
●売却する、しないにかかわらず、気持ちよく住むことができるということが資産価値なの
です。（女性／60 代／2 人）
●自分の家を大切にきれいに使っていくことも資産価値を高める。（男性／／2 人）
●資産価値の評価や向上というのはあまりにもおしつけがましく、個々人の趣向などの方が
大切と感じます。評価や向上というのは投資目的みたいに感じるのは私だけでしょうか。
町会の活動だけでも面倒なのに、これ以上余計なことをしないで欲しい。戸建なのにマン
ションみたいに統一させる必要もない。（女性／30 代／3 人）
●資産価値というものはいろいろな要素からなっている。商業タウンでなくベッドタウンと
しての住み良い環境がより良くなれば資産価値は、安定し、急に下がることなく、しばら
くは維持すると思う。八王子市は住民側に立った景観条例を早く設定して欲しい。（女性
／50 代／4 人）
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●資産価値が上がるとその土地を高く売って・・・という考えが出来てきます。せっかく大
切につくって行こうとする環境に泥ぐつでドカドカ入ってくる人たちが出てきます。何か
悲しくむなしいですね。余り上品な考えではないと思います。上品であることは、日々の
努力が必要でしょう。あきらかにえげつないのは残念な限りです。おだやかに思いやりを
持って生活できる環境を望んでいます。（女性／40 代／3 人）
●資産価値は居住環境に伴って変化するものなので、考えても仕方がない。
（女性／40 代／3
人）
＜資産価値を高めたい＞
●頻繁に自宅周辺の家屋が売りに出されて業者や客が出入りしたり持ち主が変わったりす
ることは好まない。有る程度の資産としての価値が保たれればそのような事が起こりにく
いかもしれないと思います。（女性／50 代／5 人）
●多期にわたる販売期間中の販売や町づくりの基本コンセプトが一貫せず、また、地区の販
売完了後に、地区周囲にマンションが建設されることで資産価値は下がった。今の状況で
あれば、購入を控えたと思う。（女性／40 代／4 人）
＜協力が必要・自治会・コミュニティ＞
●住み良い住環境の維持は住民だけの努力では限界があるので行政も積極的に支援すべき
である。（男性／50 代／6 人以上）
●街の住環境の維持向上は住民全体で取り組むべき課題であり自治会が中心となって活動
するべきであり自治会の活動目的でなければならない。（治安等含む）その事が資産価値
評価にも寄与する。（男性／60 代／2 人）
●世代交代が無理なく行なわれ、活性が失われないことが必要と思います。
（男性／60 代／6
人以上）
●①当初入居した世代の参加による街全体の維持管理のある状態→今②高齢化による参加
度合いの低下→10 年後③次世代の居住開始に伴う参加意識の拡散→将来。②および③への
対応が必要と感じています。（男性／50 代／5 人）
●自治会、コミュニティの充実（ソフト面が重要です）
（女性／60 代／2 人）
●地区景観等外見上の事も大切だけれど俗に言う環境資産価値以上に住み心地と言うもの、
コミ二ュケーションなどの良さが重要ポイントとなる。この地区は東西に細長い地形で住
宅の位置においても利害が一致しない事が多くそれぞれ問題提起されても自治会として
まとまらない事項が多く運営がやりづらい面もあり必ずしも住みごこちの良い地区とは
言えない。（女性／50 代／4 人）
＜防犯＞
●治安面の対策を考える必要性がある。（男性／50 代／4 人）
●防犯活動を住民一体となってもっと積極的に行なうべきである。（男性／60 代／2 人）
●安心、安全のための防犯活動（自治会活動の一部）（男性／70 代／4 人）
●犯罪や災害に強い街環境を目指す。（男性／60 代／3 人）
●環境は良いが淋しい通りが北側にあるので人目が少ないと防犯面で不安になる。だからひ
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んぱんな見回り（交番の方）がほしくなる。（女性／60 代／2 人）
●この種のｱﾝｹｰﾄ調査は昼間時の公園、緑、建物、道路、公共交通などの利便性などの設問
ばかりですが今後の居住環境の良否は、防犯、防災に対する整備、夜間での照明、街や公
園での安全性などが本当に住みやすい、いい街といわれるものだと思います。24 時間を通
しての素晴らしい居住環境をどうしたらよいかの提案を望みます。（／／4 人）
＜景観・まちなみ・共有・公共部分の整備＞
●土地等、購入当時の公団との約束、公団が用意した駐車スペースの位置を守らず、結果地
区景観の統一感を壊している住宅がある。建物も周囲、環境への配慮がなく質の低い物と
なっており周辺を含む価値の下落を招いているものがある。不満である。豊かな住環境を
守るため、個人の生活に制限がかかるのは当然であると思います。（男性／50 代／3 人）
●①電柱の地中化（住居や街の環境がよくても、電柱や多くの電線がそれを減少させている）
②道路に張り出した庭木や、歩道を障害となる枝などが環境を悪化させていることが残念
である（男性／60 代／2 人）
●①電線の地中化②たばこのポイ捨て禁止、ゴミの清掃や回収③街路に花を植える（プラン
ターでも可）
（男性／50 代／5 人）
●近所に庭の手入れを全くしない家があり近所の環境をぶち壊している。（男性／80 代／6
人以上）
●公園、共有部分の整備が重要（男性／50 代／3 人）
●街の環境として公共部分（公園、道路等）の占める割合が高い。保全は市に依存すること
になるが、財政難等で充分な保全が行なわれなくなってきている。維持、保全がきちんと
続けられる範囲で街づくりすべきである。
（男性／50 代／3 人）
●駅前周辺をもっと環境にマッチした施設（公共も含めて）にしたい。大型スーパーなど街
の雰囲気にそぐわない。

（女性／60 代／2 人）

●住まいをしばらく空けてしまうような時の庭木の手入れを考えてほしい。
（女性／／6 人以
上）
●①道幅が広く（６m 巾）、良く整備されていること。②「ﾌﾞﾛｯｸ塀」がないこと。（市の指
導による）→「生け垣」の徹底（男性／60 代／3 人）
●土地白書や街づくりコンクールなどでの受賞など資産価値以外の他に評価できるものが
あれば良いと思う。街並みがきれいで整備できているなどが街の環境を向上させることに
役立つと思う。（男性／／3 人）
●相続するとか古くなりアパートが建ったりイメージが悪い建物が建てられていくのが心
配であるが、それよりも低い住宅街に高層マンションが建てられるのはいかがなものか。
（男性／60 代／3 人）
●自宅周辺の樹木にまで手をつけられないが自宅周辺の雑草が見苦しくないよう手入れし
ている。（女性／40 代／4 人）
●近隣に巨大マンション等が建つことで、ごみごみした状況になる。交通量が多くなる。静
けさがなくなる。（男性／50 代／4 人）
●目の前に高層マンションが建つが、これは街づくりとしてのコンセプトを無視するもので
あり、好ましくない。（男性／50 代／4 人）
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●最近の UR の姿勢に強い憤りを感じます。
（住民を無視した空き地投売り、環境軽視等）
（男
性／50 代／6 人以上）
●電柱の地中化は大変良い、もっと周辺に広げるべき。歩道を広くするべきです。歩道のな
い道は論外ですが申し訳程度につけたものは街計画が考えられていない。住環境が良くな
る事が何故即税の上昇にするのか。高層マンションを規制すべき、こんな田舎なのに何故。
自然にマッチした良い住環境にすべきと思う。住宅公団の解体は政府のミスリード。民間
では良好な住環境は出来ない。「鶏小屋」と揶揄される日本の住環境は民間では改善、向
上は出来ない。（男性／60 代／3 人）
●高層マンション等「街の姿」として一定の制限があっても良い。例えば国立の大学通りの
訴訟のように空の見える環境保護は資産価値形成の 1 つだと思う。（男性／／4 人）
●マンション等の集合住宅を建てない事。地区西側の土地を公団がマンション用地として売
却したことは本当に残念で腹立たしい。彼ら自身が理想的な戸建住宅地として街づくりを
行なってきたのではなかったか？裏切られたと言う気持ちで有る。（男性／40 代／5 人）
＜交通・生活の利便性＞
●交通が不便。買い物が不便。高齢になってきて今は自家用車で色々用を足しているが運転
が出来なくなったら医療機関に通院したり日常の買い物がとても不安である。(Ａ町のはず
れなので）もう少しﾐﾆﾊﾞｽの本数を増やしてほしい。（女性／60 代／2 人）
●アンケートの内容が意図的に偏っていると思う。個人個人が自分で自覚している人はほと
んどいないと思う。販売サービス施設（飲食等）同じものばかりで行く気がしないので、
便利なようで不便である。
（男性／60 代／3 人）
●最寄駅より徒歩の道のりの階段の段数が多く、徒歩圏としては不便です。橋をはさんで一
度何段も下り、その分増える段数を解消するには、現在の橋の上にさらにブリッジという
2 階建橋にするか、あるいは町への道のりエスカレーターを設置していただければと思い
ます。宜しくお願いします。（女性／50 代／5 人）
●路線バスのルートが南大沢⇔堀之内しかないのが不満である。南大沢⇔Ａ町は運行できな
いものか。横浜から地下鉄が一本走れば良い。少々治安が悪いので、交番が必要。伝統行
事やイベントが少ない。文化施設が少ない。（女性／40 代／5 人）

回答者からいただいたコメントには、表面的な調査ではわかりづらい貴重な意見が記さ
れており、いくつもの発見点がある。
第一は、資産価値について、「住みやすさ」「環境」など様々な価値が反映されるべきで
あるとコメントした方がおり、そうした価値が総体として売却価格に反映するという意識
はあまり見られなかった。つまり、時々の売却価格評価と、「住みやすさ・暮らしやすさ」
評価は独立したものと認識されている。
第二は、資産価値と景観・まちなみ等が関連すると思われてはいるが、それは自らが手
入れして守るものとは必ずしも思われていないと思われる。デベロッパーや行政、あるい
はまちなみにマイナスの影響を与えている当該住民が何とかするべき事柄として意識され
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ている。
第三は、防犯についての言及がいくつか見られた点である。しかし、防犯のために住民
が具体的に何をすればよいのか世間的にもその方策については不明瞭なためか、心配の指
摘にとどまっている。
2.2.景観について
これまでの結果を踏まえると、資産価値と景観については、回答者の多くが「強い関係
がある」と認識していると推測される。
それでは、景観に絞って、回答者の意識を詳述してみたい。それぞれの項目に対して街
並みへの効果が高いか低いか、いわば景観に関する評価をとりまとめたのが表 6 である。
表 6.景観に対する評価
高い
1.地区の環境に緑が多い。

Ａ自治会
Ｂ自治会
2.主要道路に電柱がないので街並みがきれいに見える。
Ａ自治会
Ｂ自治会
3.個人の敷地ではなく、共有の道路部分にも植栽が植えてある。 Ａ自治会
Ｂ自治会
4.ドブや側溝が見えないように美観を守る工夫がされている。
Ａ自治会
Ｂ自治会
5.緑道などの共有空間が豊かに配置してある。
Ａ自治会
Ｂ自治会
6.地区内の住宅の質とデザインに統制感がある。
Ａ自治会
Ｂ自治会
7.各戸の敷地内にも緑が多い。
Ａ自治会
Ｂ自治会

70%
58%
50%
89%
56%
39%
56%
59%
58%
53%
31%
34%
59%
45%

やや高い やや低い 低い
26%
1%
37%
4%
36%
7%
8%
0%
37%
3%
53%
7%
37%
3%
36%
3%
32%
5%
38%
7%
43%
19%
50%
13%
35%
3%
47%
5%

無回答
0%
0%
3%
0%
1%
0%
1%
0%
1%
0%
3%
0%
0%
0%

3%
1%
3%
3%
3%
1%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%

Ａ自治会、Ｂ自治会の差が１～５、７について見られるが、これはそれぞれの町の景観
を反映した差異と思われる。
また「地区内の住宅の質とデザインに統制感がある」ことの「街並みへの効果」は、両
自治会とも約２割の回答者が「やや低い」「低い」と答えている。「統制感」という言葉に
マイナスのイメージをもった可能性がある。
この「街並みを訪れた人への評価につながると考えている項目」については、下記のコ
メントが寄せられた。Ａ、Ｂ町の差異が大きいため、各町毎に列記する。
【住民が、街並みを訪れた人への評価につながると考えている項目】（性別／年齢層／同居
人数）
『Ａ自治会』
＜建物の外観、美観＞
●ブロック塀がない（禁止されている） フェンス 1.2 メートル以下の規制（女性／50 代／
5 人）
●高層の建物を少なくする。（男性／50 代／4 人）
●各家庭に花が植えてあること。（女性／60 代／3 人）
●道路や各戸の植栽の手入れが良い（女性／60 代／2 人）
●それぞれの家（建物）の個性がある。（男性／／2 人）
●1 画地当たりの敷地がゆったりしている。（男性／50 代／6 人以上）
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＜道路の外観・美観＞
●道路境界などに自然石が多用されている。（男性／50 代／6 人以上）
●道路などにゴミが少ない。（男性／50 代／3 人）
●家の前の道路など、常にきれいにしておく。（女性／60 代／2 人）
●一斉清掃（男性／50 代／4 人）
●地区道路（女性／50 代／2 人）
●ﾒｲﾝ道路が一方通行であること（男性／／2 人）
●個々の宅地を石やブロック等の塀で仕切ってないので広々とした感じである。道路を歩く
時に圧迫感が無い。（女性／50 代／5 人）
●ボランティアによるゴミ拾い。窓ガラス理論の抑制ができている。
（男性／50 代／5 人）
●道路側に家がせり出していないので道路が実際以上に広々みえる。
（女性／50 代／4 人）
＜公園＞
●二つの公園の存在（男性／60 代／6 人以上）
●小公園の手入れが良い(ﾄｲﾚを含む）（男性／60 代／3 人）
＜暮らしぶり＞
●静粛で喧騒でないこと（男性／60 代／3 人）
＜住民意識＞
●10 年、20 年先のことを考えておくこと（女性／50 代／4 人）
●住民の意志の高揚（男性／60 代／2 人）
●街路樹や周辺緑地などの枝切り等行政の公共空間の管理意識の向上、ｺﾞﾐの出し方などの
住民の美意識の向上（／／4 人）
＜規制＞
●地区計画の遵守（男性／50 代／3 人）
●市の条例を徹底することが必要である。看板の大きさは規制されているはずだが、市が何
もやっていないようだ。（男性／60 代／3 人）
●容積率が低いこと（男性／／3 人）
＜その他＞
●公共機関に恵まれている事（男性／60 代／2 人）
●きちんと維持されればの話である。（男性／50 代／3 人）
『Ｂ自治会』
＜建物の外観、美観＞
●周辺に環境悪化となる高層建物が今まで全くなかった、しかし・・
（男性／50 代／6 人以
上）
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●高い塀で囲まないでオープンなところ（女性／40 代／4 人）
●色調が落ち着いている。
（男性／／3 人）
●クリスマスのイルミネーション等（女性／40 代／4 人）
＜道路の外観・美観＞
●ごみが落ちていないこと（女性／30 代／4 人）
●個人の敷地前緑道には植栽を含めた定期的なメンテナンスをお願いします。現在はそれが
不十分であるため、個人宅で勝手に植栽して、敷地延長のように使用しているお宅が拝見
されます。不調和、不都合の解消が必要と思われます。
（女性／50 代／5 人）
●ごみ出し用のコンテナが大半なくなったこと（女性／／4 人）
●ごみなどが落ちていない（女性／50 代／4 人）
●ごみ置き場などが清掃されている。（女性／50 代／4 人）
●比較的外灯が多い（男性／40 代／6 人以上）
●デポー（生協）の駐車場周辺の整備、植栽（女性／50 代／3 人）
●電線が外部にない。（女性／40 代／3 人）
●余裕ある道路（男性／60 代／3 人）
●居住者以外の車の進入が少なく、静かである。（女性／50 代／3 人）
＜公園＞
●公園が近くにある。（男性／50 代／4 人）
＜規制＞
●アパート、マンション等と混在していない。（男性／60 代／3 人）

コメントは「建物の外観・美観」
「道路の外観・美観」
「公園」
「暮らしぶり」
「住民意識」
「規制」という項目で類別した。Ａ町が町開きして 20 年たっているのに対し、Ｂ町が町
開きして 10 年も経過していないこともあり、コメントには差が見られる。しかし、どち
らも「道路」あるいは「道路から見た建物」について言及しているケースが多かった。
また「暮らしぶり」「住民意識」に関するコメントはＢ自治会では見られなかった。
2.3.樹木に関する意識
1.2.項において、住民は「自然環境の豊かさ」に第一の価値を認識していた。
それでは、地区内ならびに地区周辺の樹木について、どのように意識しているのだろう
か。それを調査した結果が表 7 である。
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表 7.樹木に対する意識
そう思う

思わない 無回答

1.近隣の公園などの緑の環境は、この街のイメージを形成 Ａ自治会
するための大切な財産でもあると思う。
Ｂ自治会

94%

2%

4%

97%

1%

1%

2.地区内の街路樹など公共部の草木樹木も、この街のイ Ａ自治会
メージを形成する財産であると思う。
Ｂ自治会

94%

2%

4%

95%

4%

1%

14%

82%

4%

30%

68%

1%

4.転居等によって庭木に手入れがなされない場合など、放 Ａ自治会
置された樹木は、街としてのイメージ形成にも悪い影響を
及ぼしていると思う。
Ｂ自治会

90%

4%

6%

87%

11%

3%

5.窓辺に飾られた花なども、街のイメージを形成するため Ａ自治会
の要素であると思う。
Ｂ自治会

91%

4%

4%

75%

21%

4%

3.各戸の敷地内にある樹木も、街の景観への一役を担っ
ています。しかし、個人敷地の樹木はあくまでも個人の財 Ａ自治会
産であり、街のイメージを形成するための財産とはなりえ
Ｂ自治会
ない。

注目すべきは項目３である。
「個人敷地の樹木は個人の財産であり、街のイメージを形成
するための財産とはなりえない」という問いに対して、
「そう思わない」と回答した方がＡ
自治会 82%、Ｂ自治会 68%と多数ながら若干の差がついている点である。この質問は、個
人の財産であることと、街のイメージ形成がつながっている「パターン」であることを示
すために、二つの異なる軸を負わせた質問としている。
表 4 で、
「自宅の庭木も大切な街の景観の一部である」Ａ自治会・Ｂ自治会共に 95%、
「手
入れをすることも街並みへの貢献である」Ａ自治会 91%、Ｂ自治会 87%と回答を得ている
が、「個人の財産である」という項目を付加すると、Ｂ自治会では 68%に低下している。
これら樹木に対する意識は、樹木を住民が共有すべき資産と見なしうるかどうかという
点と関わっている。樹木を共有の資産と見なしている回答者が過半数を超えているものの、
個人敷地の樹木と、道路等の樹木を「プライベート領域と公共領域」に分けて捉える回答
者も少なからず見られることがわかる。

2.4.建物に関する意識
それでは、樹木ではなく建物についてはどのような景観意識を抱いているのだろうか。
それを示したのが表 8 である。各項目は、それぞれ規制・ルールの受容度を尋ねる形にし
ており、結果的には景観を目的とした、個人財産である住宅に対する規制・ルールの受容
度を質問する形となっている。
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表 8.建物に対する規制の許容度

そう思う

思わない 無回答

1.地区景観の統一感にそぐわない建築物を Ａ自治会
建てることは、住民のマナーとしてふさわしく
ないことであると思う。
Ｂ自治会

90%

7%

3%

89%

8%

3%

2.各戸の住宅はあくまでも個人の嗜好のもの Ａ自治会
であり、コミュニティによる規制を前提にする
べきではない。
Ｂ自治会

19%

74%

7%

32%

66%

3%

3.街の資産価値は住民の共通の課題とうけと Ａ自治会
めて、ある程度のルールをつくることは大切
なことでもあると思う。
Ｂ自治会

88%

7%

5%

88%

12%

0%

ここで、それぞれコミュニティやマナー等のルール、規制を受容する側に回答する方が
Ａ、Ｂ両自治会とも差はありながらも過半数を超えている。ただし、この回答結果から、
住民のとまどいを読み取ることもできる。その点については、４章で後述する。
具体的に、建物へのどのような規制までは受容できるのか示したのが表 9 である。
表 9.建物・造園に対する規制の許容度
1.建物の用途（賃貸住宅の建設などの規制）
2.建物の高さ（４階建て以上などの規制）
3.建物の色彩（極端な色や模様などの規制）
4.建物の様式（洋館と純和風の混在などの規制）
5.建物の仕上（統一された外壁材などの規制）
6.造園の様式（共通の門塀などの規制）
7.植栽の樹種（共通の庭木の種類などの規制）
8.剪定の義務（庭木を放置しないなどの規制）

Ａ自治会
Ｂ自治会
Ａ自治会
Ｂ自治会
Ａ自治会
Ｂ自治会
Ａ自治会
Ｂ自治会
Ａ自治会
Ｂ自治会
Ａ自治会
Ｂ自治会
Ａ自治会
Ｂ自治会
Ａ自治会
Ｂ自治会

あるべき あってよい無い方がよい
無回答
52%
43%
3%
2%
68%
30%
1%
0%
77%
19%
2%
2%
84%
16%
0%
0%
58%
34%
5%
3%
57%
39%
4%
0%
12%
30%
55%
3%
9%
53%
38%
0%
10%
30%
57%
3%
7%
46%
47%
0%
9%
25%
64%
2%
5%
42%
53%
0%
5%
23%
70%
3%
5%
34%
61%
0%
20%
53%
21%
6%
9%
50%
37%
4%

建物に関する規制について「あるべき」と考える回答者は「建物の高さ」「建物の用途」
「建物の色彩」については多いものの、それ以外は低調である。様式、仕上げ、造園の様
式、植栽樹種、剪定義務については規制に前向きではない。
規制の有無・他にも必要な規制等についてコメントいただいたのが以下の内容である。
【規制の有無について他にも必要と思う規制、等のコメント】（性別／年齢層／同居人数）
＜Ａ自治会＞
●⑧（剪定の義務）は出来ない（体の不自由さなどで）場合もあるので規制する必要なし（女
性／60 代／3 人）
●当初のスペース以外に駐車スペースを作らない。美しい佇まいに留意する。（男性／50 代
／3 人）
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●ブロック塀の禁止（安全上）植栽またはフェンス。門にシンボルツリーを植える。（女性
／50 代／5 人）
●まきストーブを使用規制禁止をするべきである。例えば市の環境条例の制定（公害問題）
現に近隣にあり迷惑している。
（我が家は全室換気システム 24 時間）を設置しており風向
きによっては「におい」が部屋の中に入ってくる。（男性／60 代／2 人）
●バラなど触れて危険なものの枝が通路にでないよう配慮が必要（女性／60 代／2 人）
●道路へのはみだし樹木等に規制するべきと思う。歩道がなくなっては困る。
（男性／／2 人）
●道にせり出している庭木等人に迷惑を掛けるような場合は剪定しなければいけない。（女
性／50 代／4 人）
●様々な形式の家があってバランスが保たれている（女性／50 代／2 人）
●ある程度の色の統一感は、あった方が良いのでは？極端な色は、統一感を損ねる。（女性
／50 代／4 人）
●高いブロック塀などは規制すべきだ。（女性／60 代／2 人）
●道路沿いは垣根による植栽による（ブロック塀は禁止）（男性／50 代／3 人）
●これらを維持するための共有の焼却（灰づくり）、堆肥づくりの設備（男性／60 代／6 人
以上）
●一定のルールを設けそれに従うことは必要ですが個人の自由までを阻害する規制は困っ
たものです。
（男性／50 代／5 人）
●景観上よりも隣家に迷惑になる様な建て方や植栽に対するマナー面（女性／50 代／4 人）
●道路に面する部分等公共の場に接する部分では必要だと思う。（これは⑥（造園の様式）
に対するコメント）（女性／50 代／5 人）
●建物周辺の残置物（粗大物に近いもの）への規制（男性／60 代／3 人）
＜Ｂ自治体＞
●広告の規制（看板や商業施設の色彩を特に規制）（女性／50 代／5 人）
●各個人所有地内の植栽は敷地から出ないよう十分な管理が必要（男性／40 代／6 人以上）
●自分の判断見解であり経済的に出来ない場合もある。
（男性／60 代／3 人）

規制しようのないもの、あるいは個人の領域と規制してもよい領域、生活上での願いが
混在している。一概に断言できない、こうした項目が規制対象として挙げられることが、
景観規制についての常識的なルールが形成されていないことの表れとも考えられる。

３．自治会調査の分析③町内会活動について
本調査においては、Ｂ自治会にのみ、町内会活動に関する質問を付加した。以下はその
結果である。
3.1.町内会活動について①町会会館をどう活用したいか
Ｂ自治会は、敷地・建物とも町会所有の町会会館をもっている。以下は、
「町会会館をど
のように活用したいと思うか」自由回答でうかがった結果である。
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＜町内の決めごと、話し合い、イベント＞（性別／年齢層／同居人数）
●皆で話し合うべきことがあるとき。広い場所でイベントが必要な時。
（女性／40 代／4 人）
●総会、イベント（これまで通り）（女性／50 代／5 人）
●町会員の会合、事業など。（男性／70 代／2 人）
●集会所（女性／50 代／3 人）
●町会行事、会員の集会、習い事など（男性／50 代／4 人）
●行事、親睦会（男性／／4 人）
●町会イベント等で町会員の親睦をはかる場として。（女性／／3 人）
●町会行事、町会での集まりの場（女性／40 代／5 人）
●住みやすい環境つくりの協議場所。住民の交流場所。
（男性／50 代／6 人以上）
●現状のまま（男性／60 代／3 人）
＜趣味のサークルとして＞
●同じ趣味の者が集う場所（男性／40 代／5 人）
●趣味の集まりなど（女性／40 代／4 人）
●習い事やクラブ活動の場として活用したい。（女性／30 代／4 人）
●子供や大人の習い事（女性／40 代／5 人）
●子どもたちの習い事（そろばん、習字など）（男性／70 代／2 人）
●メインは町内、班等の集会場として活用しているが年間を通しては、わずかな日数である
ので、現状のように○○教室として活用するのが良いと思う。（男性／60 代／3 人）
●歳をもっととってから趣味の講座などで利用したい。
（女性／40 代／4 人）
●サークル活動（男性／50 代／4 人）
●趣味のサークル活動など（男性／40 代／5 人）
●習い事等で使用するのを増やしてはどうか？（女性／40 代／4 人）
＜気軽な寄り合い場＞
●地域のコミュニケーションの場として活用したい。（女性／30 代／4 人）
●人びととのふれあいの場としての活用（女性／50 代／3 人）
●居住する人達のコミュニティの中心（女性／40 代／3 人）
●集会（男性／／5 人）
●気軽に利用できる憩いの場であれば嬉しいです。（女性／30 代／5 人）
●町会会員が気軽に集まり、コミュニティ活動の中心的存在として活用したい。
（男性／／3
人）
●町会会員のコミュニティの場として（女性／／4 人）
●そこに行くとホットとしてお茶でもいただける・・・何て良いですね！縁側みたいな感じ
(寄り合い場所）理想ですね。（女性／40 代／3 人）
●住民間のコミュニティの場として活用（女性／40 代／4 人）
●町会員の親睦のための会合、町会員の子供達の親睦（男性／40 代／6 人以上）
●町内会員のコミニュティの場。喫茶ルームなどもあってよいかも。（子供だけでなく高齢
者も遊べるような空間づくりも街で考えるような）（女性／50 代／3 人）
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●定期的な町会の集い。レクリェーション（女性／30 代／4 人）
●コミュニケーションの場として活用したい（男性／40 代／4 人）
●町会会員同士のコミュニケーションを取るための空間として活用したい。
（女性／40 代／4
人）
●町会のコミュニティの場（女性／40 代／3 人）
●気軽に集まって話せる場として 1 週間に 1 回程度開放（男性／50 代／4 人）
●街のシンボル。いつでも気軽に集えるコミュニティの場（男性／／4 人）
●町会会員の親睦、学習（男性／／3 人）
●町会会員全体のコミュニティ（女性／40 代／5 人）
＜維持の心配＞
●子供が大人なのであまり利用する時はなく、将来、住民全体が高齢になったらいらなくな
るのでは・・

（経費、防犯を考えると）
（女性／50 代／4 人）

●ある程度の費用を取り、第三者にも使用してもらってよい。維持管理費用が心配。（男性
／40 代／3 人）
＜その他利用＞
●町会行事以外で使用、利用したことはないし、個人でもないが、一般貸し出し用施設とし
て活用できるのではないかと思われる。（男性／50 代／2 人）
●友人来訪時のパーティー等（例、バーべキュー）（男性／50 代／3 人）

町内会の本来業務による利用の他にも、習い事、気軽な寄り合い場所としての利用など
に大別される。住民同士のつながりをつくり維持する場所として意識されていることがわ
かる。

3.2 町内会活動について②町会活動についての困り事
町内会活動を行う上で困っている点について寄せられた回答は以下の通りである。
＜草むしり・町会会館の維持がつらい＞
●芝生の草むしりなど出席できない時に皆様の負担になっているようで辛い。また、月に一
度とはいえ縛られているようにも感じます。プロに任せたり草むしりのいらない緑地にし
て欲しい。（女性／40 代／4 人）
●けやき広場の草取りが年に数回ありますが、出席する世帯が限られているような気がしま
す。（女性／30 代／4 人）
●町会会館はガーデンも含めて、日本唯一町会のものですが・・庭（芝）の雑草取りなどの
メンテナンスや維持費など負担も多く市に移管してほしいです。（女性／50 代／5 人）
●草取りなどが腰痛があるので参加するのは大変。我が家の庭の手入れだけで精一杯です。
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（女性／50 代／4 人）
●草むしりの参加

→

年齢が上がるにしたがい大変になり参加するのが辛いが体調が悪

い時は出ないと悪いかなと気になる。住民の高齢化とともに別の方法も考えていかねばな
らないのでは。（女性／50 代／3 人）
●公園の草取りが大変、今後高齢化したらますます大変（男性／40 代／5 人）
●草刈などは市の方でできないか？（女性／40 代／5 人）
＜役員業務の負担が重い、町内会活動の時間がとれない、意欲にばらつきがある＞
●役員（町会）の順番が回ってくるサイクルが速く役員業務の負担が大きい。（男性／40 代
／5 人）
●仕事が忙しく、十分な町内活動の時間が取れない（女性／40 代／4 人）
●それぞれ参加できない理由があるのに参加しなければいけない様な雰囲気があること。毎
年の町会役員選出などくじ引きでのおしつけ合い。（女性／30 代／3 人）
●役員のなり手がない。特定の人に負担をかけている（役員）。
（女性／50 代／4 人）
●活動をしてみるとプラス面も多いが拘束時間も多いので人によっては、大変さを感じるか
もしれない。
（女性／40 代／4 人）
●自分達だけの力で活動を行なうことは町会役員にはかなりの負担になるのではないかと
思われます。場合によっては業者の力をかりても良いのではないでしょうか？（女性／／
4 人）
●町会主催行事への積極的参加意欲に欠ける人がかなり見かける。即ちいかに行事への参加
を促進するか。（男性／40 代／6 人以上）
●仕事が休日に多くなり参加しにくくなってしまった（男性／40 代／4 人）
●町会活動への参画者が少ない（男性／50 代／4 人）
●町会活動が活発なのは良いことだが実際に役員になるとあまりに多忙で無理をしてると
思う（女性／／5 人）
●行事が多すぎる。参加出来ないことが多く、町会費も高いのでは・・（女性／40 代／4 人）
●関心が薄い人が多い（男性／／3 人）
●参画意識の低下（男性／50 代／4 人）
＜合意形成、協調の難しさ＞
●自分にメリットが無いからと町会に入らず、近所の方ともめ事を起こす人がいるのでとて
も困る。（女性／40 代／3 人）
●家族構成や年齢、嗜好などが違うため、世帯が多くなればなるほど運営が難しくなる。
（女
性／30 代／5 人）
●活動に反対する人は殆んどないが、無関心者が結構多い。（男性／70 代／2 人）
●個人の自由尊重と住民協調の制約との基準、判断が難しい。（男性／50 代／6 人以上）
＜世代の差＞
●より多くの方が参加できる活動ができること。特に、お年寄り世帯が積極的に参加できる
活動を模索中。（男性／／3 人）
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●子供中心の町会活動をすると子供のいない世帯の参加が難しい。（男性／60 代／3 人）
＜その他＞
●特定人物に集中（男性／50 代／4 人）
●町会未加入者に対する対応（男性／40 代／4 人）
●特になしだが町会長は有る程度、固定化が良いと思う。地域の顔の側面がある。（男性／
／4 人）

町会活動の負担が重いことが多くのコメントに表れている。中でも草刈りについての苦
労感は大きい。
3.3.町内会活動について③支援組織について
前記のような困り毎を抱えている町会会員であるが、これらを何らかの形で支援してく
れる組織があるとすれば、果たして利用するのだろうか。その結果が表 10 である。79%
の回答者が「利用したい」と答えている。
表 10.町会活動の苦労点・お困りごとを助けてくれる組織があったら利用したいか

項目
人数
構成比
利用したいと思う
60
79%
利用したいと思わない
9
12%
無回答
7
9%
総計
76
しかし、「利用したいと思わない」と回答した方も 12%いる。その理由は下記の通りで
ある。
【思わない理由】（性別／年齢層／同居人数）
●町会活動というものは、組織に依頼してまでも参加しなければならないと思わない。出来
る範囲での活動でいいのでは？（女性／50 代／4 人）
●難しいですね。まずは、自分たちのテリトリーの中で努力を・・・どうしてもの時は利用
を考えるかな？（女性／40 代／3 人）
●町会員が自主的に検討すべきことである。（男性／40 代／6 人以上）
●自分（達）のことは自分でやる。（男性／50 代／4 人）
●他の組織に助けてもらうと、その組織の意見も入ってしまうので、好ましくない。町会独
自で対処するのが良い。（男性／50 代／4 人）
●町会活動自体が負担で縮小を願う。（男性／50 代／4 人）
●必要性を感じない（男性／50 代／3 人）
●今のところいりません。
（男性／60 代／3 人）
●今のところ不明（男性／60 代／3 人）
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ここで挙げられているのは「自治活動を、他の組織の支援で行うことはおかしいのでは
ないか」という根本的な疑問である。
「内部の仕事をすべて自分たちで行うことで、町内会
独立性を保ちたい」と考える方がいることは重要なポイントといえる。この指摘から、
「自
治会の独立性を担保した形での支援とは、どのような形なのか」という新たな課題が生ま
れる。
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４．自治会調査の分析④街づくり、コミュニティ形成、資産価値の向上など、
まちのこと、一般論としてのご意見など
自治会調査では、最後に自由回答をいただいた。下記はその一覧である。
『Ａ自治会』
（性別／年齢層／同居人数）
＜計画、規制の遵守＞
●購入当時の公団との約束、公団が用意した駐車スペースの位置、シンボルツリーの位置、
擁壁の位置、植栽を保全する事等それぞれの家が住環境を守ることが大切であると思いま
す。Ａ町の「地区計画」を皆で守り美しい街並みを育てていく事が大切であると思います。
（男性／50 代／3 人）
●入居時にＡ町に関して、景観条例のようなものがあったが、相当の日時が経過すると、ま
ちまちになって、統一がなくなってしまう。生垣に関して、段々仕上げであったが、今は、
高い生垣が直接道路境に立っていて、圧迫感がある。（男性／60 代／2 人）
●「マキストーブ」の使用禁止措置（市条例で禁止）の必要性＝公害問題とも関連（男性／
60 代／2 人）
●街作りは当初ある程度統一性があったが地元の地主がその後手放した土地にこの街にそ
ぐわない建物が作られて全体の景観を壊している。（男性／80 代／6 人以上）
●高層マンションは規制すべき。多摩市はこれ以上ビルを建てるべきではない。（男性／50
代／4 人）
●住民ひとりひとりの意識が問われるので街の雰囲気にふさわしい住まい方をし、良識ある
人たちの街であってほしい。そうであればあえて規制の必要はないと思う。そうはいって
も桜ヶ丘地区にみられるように、（アパート建設、土地分譲）代がかわって、住人の意識
も変わったとき、単に良識をもってでは縛り切れない問題も起こってくるかも知れないの
で規制事項を定める必要はあるかも。（女性／60 代／2 人）
●各戸を分譲する前に旧公団が地区計画制度を導入する等の前提があったため良好な街が
形成されたと思う。これからの課題は住民の高齢化に伴う世帯主の交代（子の場合や売却
による買受）で、価値観の異なる世代になってもこの良好な環境を守るため地域的な合意
形成を作りだして行く事だと思います。（男性／50 代／6 人以上）
＜子どもと高齢者＞
●子ども、老人が住みやすい街に（女性／50 代／4 人）
●子ども（特に小さな子ども）がもっと増えたほうが街に活気が出てよいと思う。小さな子
どもがいないと寂しくなる。（男性／60 代／2 人）
●Ａ町も高齢者が多くなってきました。町を守るために環境作りをしなければならないと思
う。（／60 代／3 人）
●自治会活動は、ほどほどに。高齢化により活動できない。（男性／60 代／3 人）
●高齢者が多くなり子供が少なくなってきているのが不安である。ちなみに近所では 20 数
件のうち小学生が 1 人もいなくなった。我が家の子供たちも通勤に少し時間がかかりすぎ
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るので大変だと云うことで都心の方に居を構えてしまった。（女性／60 代／2 人）
●住民も高齢化してきました。老人に優しい街になればよいなと思っています。住宅の植栽
などあまり厳しい規制やﾙｰﾙがあると守りきれなくなります。資産的な価値とかも気には
なりますが個人のやり方にまかせて気持ちが楽に住めるほうが良いと思います。現在のﾊﾞ
ﾗﾝｽはとっても住みやすいです。（女性／50 代／4 人）
＜自治会活動の活性化＞
●近隣との平素からのコミュ二ケーション。活性化された自治会活動。防犯、防災に対する
自衛活動（男性／50 代／5 人）
●自治会活動は全世帯の参加が望ましい。
（男性／60 代／3 人）
●自治会活動を通じて地域の安全、安心協力関係を築き、行政にも働きかけをして一層強力
なものにしてゆきたい。（男性／70 代／4 人）
●以前住んでいたところでは、自治会活動は奥さん任せで、男性の参加が少なかった。しか
し、このＡ自治会は居住者の年齢層が少し若いから、男性の参加が活発である。とても良
いことだと思う。将来のことで気になるのは、居住者の年齢がある程度の幅の中に限られ
ているので、急速に高年齢化するであろうこと。現に、小学生の数が減り、「夏休みの子
供祭り」ができなくなった。（女性／60 代／2 人）
●入居時に将来のことを考慮し、様々な対応のために、自治会を当初から設置し、会費も 300
円/月・会員とせず、もっと高い額を設定しておくとよかったと思います。
（男性／60 代／
6 人以上）
●自治会等でのマナー(掃除当番・歩きたばこ等）の遵守を呼びかけても無視する方がおりま
す。家族・家庭での話し合い等、マナーの向上。良い町、街作りは、マナーの向上（男性
／60 代／2 人）
＜景観について＞
●日本もヨーロッパと同様にもっと町全体の景観を意識する様に、多くの人がすべきです。
Ａ街は町内会の清掃だけでなく毎週老人会公園保全員の人が町全体の清掃をしているの
で自然に全員が清掃する様になっています。（男性／40 代／4 人）
●道路等共用部分を住民が清掃することが習慣化すれば良好な景観が維持され、かつ良いｺﾐ
ﾆﾃｲｰも形成されると思われる。当地区は一部の住民がﾎﾞﾗﾝﾃｨｱを行なっており住民全体の
自主的活動までには至っていない。向こう三軒両となりの道路掃除を皆が自然に行なう街
になることを期待している。ﾏﾝｼｮﾝから転居されて来た方はこの意識が弱いように感じら
れる。（男性／50 代／6 人以上）
●Ａ町の街並み景観が良いとの事ですがそれは一部のみであって地区全体の事ではない。例
えば電柱だらけ景観が良く無い方が多いことや、八王子寄り住宅の中に交通量の多いが入
りこんでいることや、ゴミステーションが一部に偏っていたりなどしているので、利害の
差をなくす様にしなければより良い街づくりにはならない。安全な自然環境に関しては、
焼却炉の煙（大気汚染）やゴルフ場での除草剤等心配も有る。（女性／50 代／4 人）
●共有部分の手入れ(花や緑）は、ボランティアですれば良いと思う。コンクリートを流して
共有花壇をなくしてしまうという意見があるようだが、反対。街並みのゆとりだと思うの
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で。（女性／40 代／4 人）
●Ａ町はとても美しい家並みがあったりお墓がところどころあったり混ざった所です。ﾏﾝｼｮ
ﾝあり畑ありです。やはり、なるべく家並みは揃ってるところはいいですね。かといって
ﾙｰﾙを作りすぎることは難しいです。（女性／60 代／2 人）
●欧米など、普通の街なのに屋根の色外壁など統一され驚くほどきれいです。規制があって
なのか国民性の違い？なのでしょうか。羨ましい限りです。（女性／50 代／5 人）
＜住環境の資産価値評価について＞
●個性の尊重とかﾌﾟﾗｲﾊﾞｼｰとかいわれることは多いし、ある程度は必要と思うが無言、無意
識のうちにある程度の共通のレベルでありたい。個の尊重も「過ぎたら何とやら」になっ
ては困る。資産価値を上げる、維持するために街づくりのというのは本末転倒であると深
く感じます。良き街づくりが自分の快適な日々になれば、それを目指すコミュニティーに
なって欲しいと思う。何かと言えば経済的評価というのでは人間であることを忘れてはい
ないであろうか。（男性／／2 人）
●住民が自分の意志としてまちの景観保持に協力していければよいと思う。快適に暮らせる
かどうかが大切で、資産と言う金銭判断で評価ばかりするのは抵抗が有る。資産価値を下
げないために行動するという考え方には賛成できない。
（女性／50 代／5 人）
＜マナー、近隣関係、住民の意識＞
●隣家の風呂場の騒音が早朝 5 時から深夜 1,2 時まで開放した窓から聞こえ不快。夜間は道
路にまで聞こえるので帰宅途中の人にも聞こえているようで同じコミュニティとしてモ
ラルの低さに恥ずかしく思う。（女性／40 代／4 人）
●資産価値が上がるのはうれしいがそれ以上にコミュニケーションのあり方が重要だと思
う。今、街並みが美しくても住む人達によって将来変わってしまうかも知れない。資産価
値にしろ、街並みにしろ、住民の考え方が影響するのではないか。（女性／40 代／5 人）
●家の周囲の道路の雑草くらいはその家で掃除をする必要がある。ｶﾞｰﾃﾞﾝ道路沿いでもひど
い植栽の家があります。ちっと非常識ですね｡ｶﾞｰﾃﾞﾝ道路の歩道の植え込みも手入れ出来
ない家が多いようですから埋めたらどうでしょうか。この間も転びそうになりました。街
全体のﾊﾞﾗﾝｽのとれた清潔感（清掃のこと）ある街並みが資産価値を高めることになる。
ちょっとしたことです。この町にはやや常識的でない人もまま見受けられます。公徳心が
無いのでしょう。（男性／60 代／2 人）
●境界トラブルを防止するため、樹木の剪定を必ず行なうべきである。（一部の住民に境界
を守っていない人がいる）
（男性／70 代／3 人）
●街をよくするには、住民の意志の疎通が大切である。そのためにはコミセンなどの設置を
早くして、大勢が気持ちよく集える場所が必要である。また地域への情報発信の基地とし
てさまざまな活動を展開する場としたい。自分の住む街を愛する気持ちが、仲間づくり、
コミュニティづくりへ拡がり、いきいきした地域活動が生まれると思う。
（女性／60 代／2
人）
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＜安全、安心＞
●防犯カメラの設置など安全の確保も重要である。（男性／50 代／2 人）
●ゆとりのある街、ゆったりと暮らせる街、どの家も日当たりの良い街（明るいイメージ）
、
歩いていて安心できる街、歩いていて心地よい街（男性／／2 人）
●街の外観だけを重視した街作りではなく、防犯対策を考慮した街の体制（交番があり）も
必要。住民同士の連帯感を増幅させるべく自治会の活動が必要。子供や高齢者が安心して
住める街作りを目指す。（男性／60 代／3 人）
●Ａ町は昼間の表の顔は素晴らしいと思います。しかし、皆様は夜の街をご覧になってます
か。蛍光灯照明でまったく普通の街です。周辺の緑地も暗く結構変質者の出没も多いよう
です。これからの街づくりは 24 時間を通しての安全、安心が、そしてそれわ向上させる
ｺﾐｨﾆｭﾃｨｰなどが特に大切かと思います。いいところばかりのｱﾝｹｰﾄをまとめても片手落ち
なのでは。（／／4 人）
＜商業施設、交通、利便性＞
●バス便を増やす（多摩センター～Ａ町～堀之内）（男性／60 代／3 人）
●交通騒音問題も考慮すべきと思われます。（男性／／3 人）
●数年後にＡ駅前に図書館ができるのは嬉しいです。（女性／50 代／4 人）
●近辺に商業施設ができ、車の通行量が増え、環境が極めて悪化した。車の通行量を制限す
る措置がとられてしかるべきである。このようなアンケートはその後の問題と考える。
（男
性／60 代／2 人）
●近くにｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ等でき便利になってきたが外部からの方々のﾏﾅｰの悪さでｺﾞﾐが増え
たり交通関係に問題が起きている。せっかくの静かなＡ町だったのが車の通りが多くなっ
た為何か変わってしまったのか残念です。
（女性／／6 人以上）
●気に入っていますが、ただひとつ、車が増えてきて、音が聞こえてくるのが気になります。
（女性／／3 人）
●利便性は次第に向上すると思うが開発に応じた交通規制の改善、治安対策を十分考慮すべ
きだと思う。高齢化対策も重要と思うが財源とのバランスでどの程度出きるか不明。（男
性／50 代／4 人）
●交通規制、通り抜けが激しい所があり不安を感じます。Ａ町通りまで混んでいるわけでは
ないのに住宅内道路への進入が見られます。（女性／60 代／2 人）
＜その他＞
●ごみ処理場のよりクリーン化、電線、電話線の全地下化、北列家屋への日照量増加、道路
へのはみだし樹木剪定、雑草の除草（カイヅカイブキやバラは特に邪魔）、はみだし駐車
の規制、犬、猫の糞対策、歩きタバコの規制（男性／50 代／4 人）
●質問の内容によっては簡単に答えられない事が多い。個人と社会との繋がりをどこまで規
制するのか非常に難しい課題である。（男性／60 代／2 人）
●資源ゴミの収集方法が個別になるとよい。（自治会が勝手に会の方法を決めているので大
変不満）ガーデンロードの石が車が通るたびにうるさい。ベビーカーや車イスなども押し
にくいと思う。見せかけでなく本当によい街づくりは難しい。（女性／50 代／3 人）
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●既に記した高齢化と世代交代の際の価値観の継承の点。外部からの車両の通り抜けやタバ
コのポイ捨てなど地域コミュニティでは対応しきれない点が課題になっています。（男性
／50 代／5 人）
●「品格、風格、癒し」の感じられる住環境を造るよう皆で努力する必要がある。（男性／
60 代／3 人）

『Ｂ自治会』
＜近隣関係、住民の意識＞
●近隣というのは付き合いが難しく戸惑うことも多いです。人の考え方は、それぞれですが
うまく折り合いをつけていかなくてはと思っています。素敵な街になるよう自分も考えて
いかなくてはと思います。
（女性／40 代／4 人）
●・犬の散歩の時に、糞の始末をしない人が多いので困っている。・建物（住宅）の周囲に
色々な物がそのまま置かれているお宅があります。景観がよりよくするために、また、放
火などを防ぐためにも、家の周りはきれいにしてもらいたいです。・伸びた樹木の剪定も
定期的に行なう事が必要だと思います。・近所の人達と顔見知りになり、もっと親しくな
った方が住みやすいと思います。自治会の集まりに熱心な人とそうでない人がはっきりし
てきているのが残念です。
（女性／30 代／4 人）
●ペットの散歩時、糞の始末をしない、マナーの悪い人がいるので困る。（男性／50 代／3
人）
＜規制＞
●Ｂ町は、公団が計画した中では、たいへんすばらしい街区です。しかし、戸建が入居した
後、当初、はっきりと説明されていない高層のマンションが突然建てられるのは、たいへ
ん残念です。
（男性／40 代／5 人）
●住宅公団が行なったような街作りの途中で民間にまるなげをしたような事は困る。（女性
／40 代／3 人）
●今年Ｂ町の近隣にマンションの計画が持ち上がり 10 月頃より着手されました。ここは分
譲された時に「近隣には高層は建たない」と旧公団または住宅会社より説明を受けた方が
多数おりました。が、業者の方が一枚も二枚も上手で、結局は住民の反対はほとんど功を
なさない決着となりました。Ｂ町のような良好な住環境、ひいては資産価値を守るために
は市としての規制(主に高さ、デザイン）がぜひとも必要でした。そしてＵＲの良心も。
（女
性／50 代／5 人）
●売り手側が街づくりのポリシーを持つことが大切。またそれを勝手に売り手側の都合で変
更しない。マンションが例。（男性／50 代／5 人）
●近くに高い建物(マンション）が無く、見晴らしが申し分無かったが（窓から富士山も見れ
る）11 階建のマンションが建設され影響があるのが残念です。一戸建てマンションの混在
はすべきではない。高層マンションは、駅近くとかに集中するのがベターと思う。（男性
／60 代／3 人）
●南側のマンションの様な利益追求、景観無視の民間マンション建設反対（男性／／4 人）
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●Ｂ町の土地（宅地）の分割売買、街並みを無視した家の建て替えの規制が必要。Ｂ町を永
代にわたって良い街とするため（男性／50 代／4 人）
●前述の通り自然環境、住環境として建物の高さ制限は規制としてあって欲しい。（男性／
／4 人）
＜きれいな街＞
●街並みコンテストなど街の評価を客観的に評価してくれるところやコンクールなどがあ
れば紹介していただきたい。（男性／0／3 人）
●みんながきれいな街づくりを目指して欲しい。（男性／40 代／3 人）
●誰が、いつ訪れても美しい街だと感じるように、町会全体で「ひとつ」と考え、いろいろ
と取り組むことが大切だと思います。（女性／40 代／4 人）
●デポー（生協）が古びた外観で汚らしい。周りの歩道の雑草の手入れもしていない事が多
い。どうにかならないのか。（女性／40 代／4 人）
＜安全、安心＞
●防犯をしっかり。現在門扉や塀の高さ等制限？があり開放的になっている。この事は景観
上良いと思いますが防犯が心配。老人も住みやすい街、環境にして貰いたい。矛盾するよ
うな回答があるかもしれませんが希望と現実の乖離と考えて下さい。
（男性／60 代／3 人）
＜その他＞
●植栽の手入れということは実際かなりの労力が必要だ。特に樹の剪定は、歳をとってくる
と辛い仕事である。共有部分の手入れまでは、とてもできないのが現状である。街路樹を
どの種類にするのか、または共用部分に樹を植えるべきか否か、よく考えるべき（女性／
50 代／4 人）
●街づくりは、大切であるとは痛感するがそれによって個人個人が窮屈になったり暮らしに
くくならない程度のほど良い規制のもとに進めていければ理想的である。
（女性／40 代／4
人）
●この地域への大型ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰの進出にうんざりします。子供は商店街という個人の商店
での買い物を全く経験せずに成長します。ニュータウンである以上、いたしかたない部分
も思いますが、ある組織、コミュニティなどで運営する商店街みたいなものが出来ないか
なあと強く思います。（女性／40 代／5 人）
●都や市など公共機関が住民の立場に立って、街づくりに真剣に取り組んでいただきたい。
（男性／50 代／6 人以上）
●束縛しすぎない。自由なコミニュティ形成が出来ると良いと思う。
（男性／50 代／4 人）
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５．暮らしと住まいの相談における課題
NPO フュージョンは「暮らしと住まい相談センター」を 2006 年より運営してきた。住
み替え支援のための情報提供を目的にしているが、結果的には様々な予期せぬお困りごと
が持ち込まれる結果となっている。これは、住民ニーズがあるものの供給者側は気づいて
いないか、需要が少ないと考えているために、結果として住民側がその相談を「暮らしと
住まいの相談センター」に持ち込んだ結果とも言える。以下は 2007 年度段階での一覧で
ある。
Ｎｏ．
1

相談内容

2007年 4月 1日（日）（窓口）
相談者のお母様が、何かﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動に参加したい、とのこと。
対応
資料をお渡しし、後日、お母様本人に来ていただくようお話しする。

2

2007年 4月 5日（木）（窓口）
相談者が出版元の本「仕事と組織の寓話集」を置かせて欲しい。この本に興味のあ
る人があれば、売りたい。
対応
ここで売ることはできないが、「置く」ことなら可能。欲しい人がいれば、本の後
ろに書いている相談者のところに連絡をしてもらうよう伝える。

3

2007年 4月 6日（金）（窓口）
現在、夫婦ふたりで暮らしているところ(笹塚）に、栃木県にいる息子の連れ合いと
８歳と１０歳の孫が暮らす住居として貸して老夫婦（だんなさま８０歳）は、多摩
センター界隈に住み替えようと考えている。2DKで 家賃
望

￥５０，０００くらい希

1階か２階希望。

対応
５月に都営の募集があるのでとご紹介しましたが収入の上限をこえているため
公社の物件を３件、渡す。
4

2007年 4月11日（水）（窓口）
自宅の家具（アンティーク）の修理をして欲しい。
対応
八王子市長沼の古美術商を紹介。

5

2007年 4月11日（土）（窓口）
茨城から豊ヶ丘に越してきたばかりで何も分からない。お隣に引越し挨拶に行って
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も視線を合わせず感じが良くない。こういう場所があるのは嬉しい。
対応
お困りごとありましたらいつでも来場されてください。
6

2007年4月16日（月）（電話）
多摩センター地域包括支援センターの方から「高齢者のお宅に訪問していて、修理
をお願いできるところを紹介して欲しい」と電話が入る。修理内容：作り付けのド
アおよび換気扇の修理。
対応
協力企業を紹介する。

7

2007年4月21日（土）（窓口）
感謝状を一枚、毛筆で書いてほしいので、それをしてくれるところを探してほしい。
対応
代書家を検索。コミュニティーセンターの書道教室を紹介。百貨店（新宿）のホビ
ーコーナーを紹介。

8

2007年4月28日（土）（窓口）
多摩センターに図書館が欲しい。

9

2007年5月7日（月）（窓口）
調布深大寺公園の近くに１２戸の平屋の戸建てを所有（兄妹で）現在空室が３戸あ
る。保険、修繕費、管理費、税金等の諸経費が多く維持管理が大変。学校、深大寺
公園が近くで子育て環境は大変良い。３DK、築はS５６年より以前です。
対応
JTIのしくみを説明した後、京王電鉄に紹介。相談者と直接話をしていただく。京王
電鉄から相談者のご兄妹にパンフレットを送る事になりました。

10

2007年5月10日（木）（窓口）
コーポラティブハウスに興味がある。娘家族と同居中だが、場合によっては別居も
ある。現在のところに住んで２０年以上。住み慣れて快適だが、家族が多い（大人
４人、子供２人）ので、住み替えも検討している。
対応
「夢見隊」

の話をし、パンフレットを渡す。「永山ハウス」（コーポラティブ住

宅）のちらしがあったのでそれも渡す。JTIのパンフレットも渡す。
11

2007年5月16日（水）（窓口）
息子さんの相談

八王子にいる息子さんが結婚するため、新居を探している。

ご主人の相談

男の料理教室は、ありませんか？

奥さまの相談

愛宕団地に昔はお寿司屋さんがあったのですが、今は無いので
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多摩ニュータウン通り沿いにある手打ち蕎麦やのような小さな店でもいいので、お
寿司屋さんがどこかにありませんか？
対応
URのHPアドレス、該当企業を紹介。TAMA女性センターの薬膳料理（６月２３日、２
４日）￥５００の情報を渡す。継続的な料理教室は、調べてお伝えしますと回答。
お寿司屋さん情報は、見つかったらメールにてお伝えしますと回答。里山歩きが好
きとのことでしたので、URの多摩GOをお渡しする。５月１７日（火）
男の料理教室、すし屋などの情報送る。６月８日（金）
室
12

メールにて

メールにて男の料理教

送る。

2007年5月17日（木）（窓口）
多摩市南野タウンハウス４LDK.お子さんが３人いらして一番下の中学生のお嬢さん
の部屋を増築したい。屋根裏スペースか８畳の和室をリフォームすることで個室を
造りたい。築２２年。
対応
６月９日が次回の相談日ですが その日は子供さんの運動会と重なっている為次の
機会に電話を入れますとの事。次の相談日まで時間があるので他の業者とか、回覧
板で回ってきたリフォームのセミナー等に参加される様促しました。

13

2007年5月17日（木）（窓口）
長女が１２月に結婚予定。

２人とも都心に勤務なので出来れば京王線の調布近辺

で家賃１０万円位。徒歩１０分以内で有りますか？地域でソフトボールをしている
がメンバーを探しています。ソフトボールをやりたい方がいらしたらご紹介下さい。
対応
ネットにてUR賃貸住宅とJKKの物件をお見せしました。申し込みから入居まで１ヶ月
なので今の段階は地域の相場、間取りなどを参考にと説明致しました。合わせてUR
とJKKの違いと公共賃貸募集センターなら申し込みの前に下見が出来る旨説明しま
した。
14

2007年5月23日（水）（窓口）
自宅マンションの台所のリフォームを良質で安価でして欲しい。布で小物を教えて
下さる年配のご婦人がいたら紹介して欲しい。（少人数）
以前コックさんの人形を作った事があるので欲しい人がいたら差し上げたい。
対応
６月のリフォーム相談会のチラシと手作り作品の展示コーナーのチラシ２枚を手渡
ししました。

15

2007年5月24日（木）（窓口）
首都大学の学生で大学の寮に暮らしているが、南大沢周辺のことが分からない。大
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きな書店がありますか？（医学書）
対応
図書館、病院、自然館、グリーンウォークなどを紹介した。
他にも調べて、後日連絡する旨、伝えた。
資料が整った旨、電話するが近々に取りに来れないとのことでメール便にて送る。
16

2007年5月27日(日)（電話）
現在世田谷の社宅に住んでいるが来年の３月に転居予定。出来れば下町あたりのUR
賃貸かJKKで検討したい。３LDKで８０㎡前後希望。
対応
転居が来年の３月であれば現在は参考程度に住みたいエリアのUR、JKKのオープンル
ームを見学し、来年１月から２月にかけてお部屋の申し込みをされた方が良い。申
し込みから入居まで約１ヶ月、UR賃貸とJKKの入居資格の違い等説明しました。

17

2007年5月28日（月）（電話）
将来、自分たちが老人ホームに入る時に自宅を自分の子供が借りて側としてJTIの制
度を利用する事は可能ですか。
対応
自分の子供が借り手として制度を利用する事に問題はありません。ただ、手数料が
自分の子供であっても必要になります。

18

2007年5月31日（水）(窓口）
現在、年代物の広い家に住んでいる（かなり広い敷地で借家もあり）。近々そこを
売却して戸建て（２階を貸そうかと思案している）を購入予定。年齢のこともあり、
新しく購入する家の処し方も考えている。JTIもその選択肢のひとつか。

まだ新

居も決まっていないのでいつのことかわからないが、頭の片隅におきたい。昨年ご
主人が亡くなり、ひとり暮らし。府中あたりがよいのではとお考えのよう。
対応
JTIのパンフレットを渡し、DVDも見ていただく。
19

2007年6月1日（金）（窓口）
もしもし新聞を見て近所に住む妹さんと一緒に来場。一人暮らしなので病気になっ
た時、又日々の生活で一人では出来ない事を登録しないでも出来るところは有りま
すか？
対応
多摩市社会福祉協議会の資料をお渡ししました。

20

2007年6月4日（月）（電話）
５２歳の女性。両親が建てた家に子供と２人暮らし。ご主人はガーナ人で埼玉でタ
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イヤをガーナに送る仕事をしている。家の名義は自分。S５７年築。住み替え制度利
用出来ますか。破産宣告を受けている。
対応
こちらに来て頂ければNHKで放送された映像もご覧なれるし、パンフレットもあるの
で資料請求も出来る旨説明。
21

2007年6月4日（月）（窓口）
桜ヶ丘にS４３年築、１００坪の土地で４７坪の戸建てを貸したい。町田の高齢者マ
ンションにお住いのご婦人。
対応
DVDを観てもらい、アンケート用紙に記入して頂く。同じマンションのお友だちも２
年間自宅を空き家にしているとの事なのでパンフレットを友だちに渡して頂く様説
明。

22

2007年6月6日（水）（電話）
名古屋市にある「NPO」のグループホームのリフォームの見積が少し高いように思う
ので、相談したい。
対応
名古屋市にある建材屋を紹介。代表からアドバイスを直接会っていただく。

23

2007年6月8日〈金）〈電話）
住み替えのチラシを見ました。借りたい方ですが物件はありますか？
対応
いまは、物件はありませんが、NHKで放映されたDVDがあるので、ご来場いただけま
すか？と話してみる。近いうちに暮らしと住まい相談センターまで行きますとの返
事。

24

2007年6月9日（土）（電話）
八王子片倉の方。JTIのチラシを見て１０日の相談会に行けないのでと電話あり。S56
年以前の戸建て。
対応
JTIの仕組みを説明し、暮らしと住まい相談センターに来て頂くようお話した。

25

2007年6月13日〈水）〈電話）
西八王子在住。東久留米にある戸建て（平成元年築）。JTI利用？
対応
京王電鉄にその旨伝える。

26

2007年6月16日（土）（電話）
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多摩市在住の友人から紹介されたと板橋区在住の人から電話が入る。社会人向けの
物件で台所とトイレが共同で使えてプライベートの部屋がある寮のような物件を探
している。家賃５万。埼京線の十条または三田線の板橋区役所前辺り希望。
対応
インターネット上で、３箇所の不動産屋に電話して物件をFAXしてもらう。
相談者の希望にあった物件は、探せなかったが、予算以内の新しい物件でロフト付
があったのでメール便にて送る。
27

2007年6月16日（土）（電話）
多摩市役所でKSCのパンフを見て電話が入る。現在、千葉県在住。多摩市の戸建ての
中古住宅の購入希望があり内覧日が来週の木曜日になっている。その時に床下のチ
ェックをしてくれる専門家の人を紹介していただけますか？との問い合わせ。回答
はFAX希望。
対応
まずは、不動産屋の許可を得てから「建築Gメンの会（多摩市）」 に電話をしてく
ださいと詳細をFAXにて送信。

28

2007年6月16日（土）（窓口）
ふらっと窓口に立ち寄られた５０代～６０代の男性。小金井在住。駅から３分の戸
建てにお住い、９年前に８０００万で購入。増改築をして違法建築との事。現在４
５００万まで下がっているが、売却して多摩センターの近くのマンションに住み替
えたい。夫婦２人なので２LDK希望。
対応
UR,公社共に多摩センターの近くに分譲物件は無いので、民間マンションをチラシで
紹介。この界隈の環境を気に入られているので駅から近いモデルルームに見学に行
かれました。

29

2007年6月27日（水）（窓口）
多摩市和田在住。ご夫婦、永山の病院に近いところに住み替えを希望、家賃１０万
円弱、奥様は糖尿病だった。ずいぶん良くなられたが、病気がち。まだ現役で病院
に勤務（？）している。
対応
民間の物件をご希望だったので、周辺の不動産業者を紹介する。

30

2007年6月27日（水）（窓口）
来年、年少組に入園希望の男児のお母さん、新しいマンションがどんどん建つので、
幼稚園に入れるかどうか不安。園児の待機具合を知りたい。市役所に電話をしても
詳しいことは何も教えてくれない。

36

対応
こちらからも市役所に電話をいれてみたが、新しい情報はなかった。個々の幼稚園
に直接質問してみることにした。２週間後くらいに、また来場される予定。
31

2007年6月28日（木）（窓口）
多摩市高齢福祉課の「イキイキ健康体操」が新都市センターホール（三越の７階）
にて月２回木曜日にあり、スタッフとして参加している中での相談ごと。７、８年
前に弟が亡くなっているのに、地方で購入したマンションの管理費の件で通知が届
いた。マンションを購入したことも知らなかった。日曜日に行くことになっている。
とても不安でどうしたらいいかわからない。
対応
多摩市市民相談室の法律相談に７月５日で予約を入れる。「日曜日に行って、問題
が解決しているようでしたら、法律相談の予約は、キャンセルの電話をいれれば大
丈夫です」とアドバイス。

32

2007年6月28日（木）（窓口）
一人暮らしの女性。自分が死んだ後のマンションの後片付けを頼めるところはあり
ますか？死んだ後、親族の位牌と仏壇を小石川のお寺に運んでくれるところはあり
ますか？２枚の羽毛布団を１枚に仕立て直したい。安く出来ますか？
近い身寄りがなく（いとこはいる）、一人暮らしなので、自分が死んだ後のことを
いろいろ考え、部屋の片付けをしたり、不用品の処分を始めている。心臓の病気を
お持ちのようだが、いたってお元気で明るい。パソコンは使われないが情報は多く
お持ち。相談の３件についてもご自分である程度調べ済み。 （後片付け、１５万
円くらい）
対応
心臓の病気をお持ちのようだが、いたってお元気で明るい。パソコンは使われない
が情報は多くお持ち。相談の３件についてもご自分である程度調べ済み。 （後片
付け、１５万円くらい）
「調べて連絡いたします。」と伝えた。

33

2007年6月29日（金）窓口
良い歯医者さんを知りたい。KSCの様な所で働ければ嬉しい。
対応
たまたまスタッフの通っている歯科を紹介しました。(信頼感あったので）

34

2007年7月2日（月）（窓口）
相談者が絵描き。掃除を希望。但し、寝室とだんな様の部屋以外。平日の午前中希
望。
シルバー人材センターは、以前利用したことがあり頼みたくない。

37

対応
協力業者に連絡し見積もりを出してもらうことにする。
35

2007年7月2日（月）（窓口）
昨年にも来場されてリフォーム相談を受けた人。そのときも、仕事をしたい旨、少
し話されていた。清掃の仕事の面接を受けたが、なかなか受からないので、困って
いる。
私の年（還暦）だと清掃の仕事しかないのでと話される。
対応
グリーンウォークに電話をしたところ、清掃と事務は人を募集しているとのことが
わかり相談者に連絡先、場所、面接担当者などの資料を渡す。

36

2007年7月9日（月）（電話）
借家の草取りをお願いしたい
対応
多摩市人材シルバーセンターを紹介

37

2007年7月11日（水）（電話）
５年前に建てた家をJTIを利用して、東京に住みかえるとしたら、家賃はいくらにな
るのか？博多の不動産に聞いたところ１０万円だということ。住宅ローン（住宅金
融公庫）を組んでいるが、JTIを利用できるのか？と質問される。テレビを見て、イ
ンターネット検索し「暮らしと住まい相談センター」のHPに住みかえ支援機構のこ
とが載っていたので電話してきたとのこと。永山の公団に住んでいた。子供が東京
の大学に行っている。東京に住み替えるとしたら足が悪いので大きな病院があると
ころがいい。
対応
家賃に関しては、いくらということはJTIの方にご連絡くださいと連絡先をお知らせ
する。住宅ローン（住宅金融公庫）を組んでいるが、JTIを利用できるのかに関して
は、相談者に伝える。その他東京の不動産に関しては京王不動産の連絡先を伝える。
FAXにて、東京の物件と病院の情報を送信する。

38

2007年7月11日（水）（窓口）
JTIに興味をお持ちで参考のために仕組みを知りたい。
対応
DVDを見て頂いた。お花の生徒さんにもJTI、KSCの事を教えてあげて下さる様にお願
いした。

39

2007年7月11日（水）（電話）
法律関係の相談をしたい。

38

対応
多摩市聖ヶ丘にお住いとの事でしたので、多摩市の市民相談の連絡先を伝える。
40

2007年7月16日（月）（窓口）
戸建て。借地権があるが、JTIの仕組みを利用可能か？畳の交換は？などの質問を受
ける。
対応
NHKのDVDを見ていただく。無料の相談会がある旨伝える。申し込みのパンフを持ち
帰る。

41

2007年7月21日（土）（窓口）
現在世田谷にお住い。ネットで調べたら西松屋が多摩センターの鶴牧にあるので来
たがユニクロで子供服を購入。ＪＴＩの説明をしたら、借りたい側で関心持たれＮ
ＨＫのＤＶＤを観て、フォーマットに記入頂いた。

42

2007年7月26日（木）（窓口）
今、住んでいるマンションを貸して、住み替えたい。南大沢小学校近く在住、４Ｌ
ＤＫ（１００㎡弱） ５階（エレベーターなし）体調が悪いので、エレベーターの
ある所、本が大量にあるのでなるべく４ＬＤＫ、眺望の良い上層階希望。所有して
いるマンションはＪＴＩを利用したい。体調のこともありお急ぎの様子。
対応
まず、ＪＴＩの説明をし、ＤＶＤを見ていただく。会員登録シートはその場で記入
してくださる。ご希望のマンションをＵＲ賃貸で検索したが、希望物件が見当たら
ず、民間マンションでいいということなので、京王不動産を紹介。お連れする。
8月20日

経過報告にご夫婦で来場された。

堀之内ロイヤルの紹介で、南大沢学園、1番街の公団分譲賃貸の１４F建ての１３Fに
決まった。希望されていた条件が充たされていて大変喜ばれていた。9月上旬にJTI
から説明がある予定。
43

2007年7月17日（火）（電話）
家の雨漏りの原因究明して欲しい。
対応
協力業者に連絡をし、相談者と直接連絡を取って下見に行く日を決めていただくよ
うにした。

44

2007年7月28日（土）（窓口）
資格を取って何か仕事をしたい。パソコンも出来る。傾聴ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱも向いているかも
知れない。

39

対応
再来場される時までに資格の情報、傾聴ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱになれる方法等を調べておく。
45

2007年8月4日（日）（窓口）
「お茶を飲めるところはありませんか？」と声をかけられる。九州から来ていて、
待ち合わせ時間まで時間があるということでしたので、SCの説明からJTIのことまで
話す。
対応
NHKのDVDをご覧いただき、JTIの仕組みを説明。仕事の都合で今は、夫婦２人で九州
に暮らしているが一人になった時に、JTIの仕組みはいいですねと喜ばれる。JTIの
資料を渡す。娘さんが杉並に暮らしているとのことで、息子よりは、娘のそばで暮
らせたらという希望あり。一人になった時のことを考えて老人ホームも考えている
とのことでしたので老人ホームの入居金などを説明する。

46

2007年8月4日（土）(窓口）
おいしいお店はありますか？

と来場される。 一人で、多摩センターのマンショ

ンにお住い。おいしいものを食べ歩くのがお好きのようす。自身が行かれ、気に入
ったお店も紹介してくださる。
対応
情報を紹介する。
47

2007年8月8日（水）（電話）
堀之内または南大沢界隈でキャンピングカーを置ける駐車場を探している。
対応
いくつかの不動産屋を紹介する。

48

2007年8月22日（水）（電話）
ふすまの張替えをしたい。業者を探している。
対応
多摩市の協力業者を紹介する。

49

2007年8月23日（木）（電話）
老人世帯。不幸ごとなどで、急に部屋を片付けなければならないとき、手助けをし
てくれる人を知りたい。（今、必要なわけではない）

親切な葬儀屋を教えて欲し

い。
対応
もしもし新聞を愛読しているということなので、今週号の葬儀屋特集を参考にすれ
ばいかがでしょうか、と答える。

40

50

2007年8月24日（金）（窓口）
何かボランティアをしたい。平日は、働いているので土日で３～４時間くらいだっ
たら可能。
対応
ボランティアセンターで募集している内容を伝える。９月８日（土）の長寿を共に
祝う会のお手伝いはいかがですか？とすすめる。２８日の火曜日に事務局に説明を
受けに行くことになった。

51

2007年8月29日（水）（電話）
作品展示の女性。多摩センター界隈、唐木田、堀之内周辺で戸建てを探している。
価格は問わない。環境重視で庭があり畑を作りたい。分譲または賃貸どちらでもOK。
対応
多摩センター界隈の不動産屋の連絡先をお渡ししますので、ご来場くださいと対応。

52

2007年8月30日（木）（窓口）
作品展示の人。秋に娘が結婚することになり新居を探している。
対応
URと公社の物件をインターネットで検索、いくつかプリントアウトして渡す。民間
の不動産屋との違いを説明。協力業者の地図を渡す。

53

2007年8月30日（木）（電話）
JTI無料相談のチラシを見て、電話が来る。しばらく家を留守にしていたのでと話さ
れる。
対応
KSCにご来場いただければ、仕組みのご紹介とNHKで放映されたビデオもご覧いただ
けますと説明。また、来月の29日にも相談会がありますので、よろしかったらご予
約承りますがと対応。翌日１６時にKSCに来場。9月29日JTI無料相談会の15時30分に
予約。

54

2007年9月1日（土）（窓口）
多摩センター徒歩１０分くらいで中古のマンション探している。3DK以上。７０㎡
対応
インターネット検索しプリントアウトして渡す。

55

2007年9月5日（水）（窓口）
大学生の息子の英語教室を探している。英検２級取得希望あり
対応
情報を提供。

41

56

2007年9月5日（水）（窓口）
長池公園自然館にて行うバザーのお知らせをどこかに広報したい。
対応
すまいる情報、八王子市広報などに載せてみてはいかがですか？と伝える。有料で
すが、もしもし新聞も紹介する。

57

2007年9月5日（水）窓口
入り口の外でKSCが何をするところなのかと文章を読んでいらしたのでこちらから
声を掛けてお聞きした。母親が清瀬市の戸建てにお住い。同居も検討しているがエ
レベーター付きのマンションの上階に住んでいるので環境が大きく変わるのも心
配。
対応
JTIの説明後DVDを観て頂きたいので後日来場を促した。

58

2007年9月6日（木）（窓口）
都の消費生活総合センターの電話番号を知りたい。新聞で見た通販会社が信用でき
ない。消費者センターに問い合わせをし、苦情を言いたい。
対応
都、消費生活総合センターを調べる。

59

2007年9月8日（土）
多摩センター駅周辺のマンションを購入した。戸建てを貸したい。
対応

60

2007年9月8日（土）
ホロス由木に入居中のお母さまの長期入居できるところを探している。目が不自由
なので動線が分かりやすくあまり騒がしくない所を希望。
対応
ホロス由木が介護老人保健施設なので、経済的なこと、どの辺りまで許容範囲があ
るのかなど確認するため、一度、家族と話をしたいむね伝える。
地域包括支援センターに相談する。
経費老人ホーム（多摩経費老人ホーム）

入居希望者

現在４人待ち。とりあえず

いくつかのホームに申し込むこと。
他の所に申請をしながらホロス由木に更新すれば継続可能。
61

2007年9月15日（土）（窓口）
馬引沢に住んでいるが、坂が多くて買物に不便。駅の近くで買物に便利で坂がなく、
犬を飼えるところを探している。
１０年東京に暮らしての愚痴を話される。ご近所とのコミュニケーションが薄いの

42

で淋しいなど。息子と３人暮らし。お連れ合いは、８０歳でスーパーの自転車の整
理の仕事をしている。ご相談者は、専業主婦。
対応
UR：犬を飼える場所は、江東区と足立区しかない。民間の不動産のペットと暮らせ
る物件がいくつかあるので、次回来場されたときに紹介する。
62

もしもし新聞の記事（メンタル相談を開始しましたの記事読んで～こころの病の相
談～）を持参して来場。法務局で渡された名義変更の申請書も持参。２０年前に、
ご主人が亡くなり、八王子の１５０坪の持ち家を売却し、現在、多摩市関戸の５８
㎡のマンションにひとり暮らし。イキイキ健康体操に出かけたり、多摩センターま
で食事に来たりしている元気な女性です。現在預金が４００万と年金が月２万円入
ってくるが預金が目減りしていくので不安がある。名義を娘にしたいがなどのこと
を話をされる。近所のコンサルタントに名義の件で相談したことがある。２回会っ
たが、支払いは息子に任せているので、わからない。
対応
娘さんに現在の不安なこと（名義の件も含め）を相談するよう勧める。また、娘さ
んと一緒に来場されるようにも話す。２時間近く話されたので、話し相手が必要だ
と思い、自宅からもっとも近くにある連光寺の老人福祉館のご紹介をする。北部地
域包括支援センターの担当者の連絡先を渡そうとしたところ、もう、すでに月に１
回くらいケアマネージャが訪問されているとのこと。２時間近く話されたので、と
ても楽しかったと喜ばれる。いつでも、お立ち寄りくださいと伝える。

63

2007年9月26日（水）（窓口）
コーポラティブ住宅に興味があって来場。いままで夫婦ふたりで暮らしていたが、
娘と孫と一緒に暮らすことになる。
対応
南大沢、永山のコーポラティブ住宅のご紹介、JTIの紹介。救急相談センター＃７１
１９のご案内。

64

2007年10月15日（月）<窓口）
住宅のトラブルの相談ごと受付けていますか？と電話有り。自宅の隣のマンション
の建設工事で自宅が傾いた。何処へ行ったら良いか？
対応
建物Gメンの会を紹介しました。相談者と同じ思いをしている方と一緒にマンション
の建築主のところへ行く事も提案しました。以前もしもし新聞に暮らしと住まい相
談センターの事が良く掲載されていたので電話したとの事

65

2007年10月18日（木）（窓口）
八王子市から多摩市の実家に引越しし母親と同居。子供ふたりの母子家庭。実家の

43

近くの都営の貝取団地に入居希望。新都市センタービルの４階に相談に行ったが5月
の都営の申し込みを渡され、対応がとても感じが悪かったとひとこと話される。4歳
児の保育園が入れなくて困っている。
対応
１１月上旬に都営の申込用紙が届きますので、その頃に、また、ご来場くださいと
対応。保育園情報をコピーして渡す。
66

2007年10月18日（木）（窓口）
暮らしと住まい相談センターにて作品を展示していただいている方からのご相談。
今回、娘さんのトールペイントの作品と一緒にお母さまのタオル地で作った子供服
用の手拭タオルの作品を展示。８３歳のお母さまの外出の機会を作りたい。
多摩センター界隈での情報に関して質問される。
廃校した中学校のところに図書館ができるということを聞きましたが、本当です
か？
ショッピングモールにダイエーとヤマダ電機が入るというのは、本当ですか？
対応
「長池公園自然館」の資料を渡す。FAXにて「たま・まち交流館」の資料を送信する。

67

2007年10月31日（水）（窓口）
聖蹟桜ヶ丘「市民活動情報センター」にてKSCのパンフを見て来場。現在、落合の民
間マンションにお住いで離婚申請中。子供３人と暮らす家を探している。住み替え
先は、貝取または和田で３DKまたは３LDKで家賃１０万を希望。奥さまは、ホームヘ
ルパーの仕事に従事。離婚が成立していないので、都営などには入居ができない。
対応
URの賃貸物件（貝取）の空室状況を検索し、プリントアウトして渡す。
また、多摩センター駅周辺の民間不動産の情報も一緒に渡す。

68

2007年11月1日（木）（窓口）
１人暮らしの息子の還暦のお祝い（１１月下旬）をする食事処を探している。人工
透析を受けていて、視力も衰えているのでヘルパーの利用をしている息子のために
８６歳のお母さんが、近くにひとりで暮らしている。多摩センター駅前の店で買物
をして息子さんのところに食材を置いていく毎日。相談者は永山の１１階建てのUR
の賃貸の１階に暮らしていたが、水漏れとナメクジで暮らせないので今の松が谷の
UR賃貸に引っ越して１年になる。家賃が￥７４，０００なのでもう少し、安いとこ
ろにできれば住み替えたい。息子が鹿島団地に暮らしているので近所に探している。
対応
相談者のお住まいが松が谷ということなので、近所にある「アスタナガーデン」を
ご紹介する。本日から募集が始まった都営住宅の冊子を見たがひとりで暮らせると
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ころがないためいろいろ調べて希望の物件が見つかったらご連絡するむね伝える。
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2007年11月1日（木）（窓口）
義理の母の「もの忘れ」のことで、心配になっている。友人から介護保険でサービ
スを受けたら？

と聞いたのですが受けられますか？

対応
症状を伺ったところ、要支援に入るかどうかの感じでした。義理のお母さまが暮ら
しているところが西多摩郡奥多摩町ということでしたので地域包括支援センターの
連絡先をお伝えする。介護保険のサービスを受けるときの予備知識として全国介護
者支援協会から発行されている無料の「介護サービスガイド帳」を差し上げる。
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2007年11月1日〈水）〈窓口）
平成１５年の自動車の車検の重量税の印紙が偽造されていたので￥３７，８００の
支払いをするよう、川崎西税務署から通知が届いた。今は、川崎に住んでいるが、
前は多摩市に暮らしていて唐木田にあった代理店に車検の手続きをお願いした。そ
の代理店の連絡先も分からないし、その時の車は今はなく、どうしたらいいか、分
からない。
対応
各行政には、３０分の無料の相談窓口がありますので、お住まいの市役所にお問い
合わせくださいと対応。
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2007年11月8日（木）（窓口）
暮らしと住まい相談センターの展示作品を気に入られ購入を希望される。ご自身は、
京王多摩センターにお住い。娘さんが京王堀之内に引っ越されたばかりで４歳児が
入れる保育園がなくて困っている。
対応
保育園情報のリストを差し上げる。
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京王プラザホテルに宿泊しようと思ったが、満室で入れなかった。どこか泊まれる
ところがあればいいのですがといわれる。
対応
サンピアをご紹介したが、すでに満室だったので、京王プラザホテルに来られたと
のこと。お話を伺っていくと、現在息子さんご夫婦（共稼ぎ）と孫の４人で同居さ
れていて、食事の支度からごみ出し、散歩まで、家事全般を相談者(70代）がこなし
ているとのこと。お嫁さんへの不満もあり、たまに気晴らしにひとりで旅行に行っ
ているとのこと。今回も１１月２３日に名古屋に行かれるのに、２泊したかったが
１泊しか予約が取れなかったので京王多摩センター界隈に１泊しようとしていたと
ころだった。
名古屋には新横浜から移動になるので、横浜周辺の１泊１万円未満で泊まれるホテ
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ルを探しましたが２３日は、祝日で、なおかつ連休の初日なので、満室で取れなか
った。
気分転換したいときは、また、立ち寄ってくださいと元気づけた。
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2007年11月14日（水）（窓口）
以前来場された時からメンタル相談を受けたいと思っていたということで再来場。
対応
メンタル相談11月26日の予約をする。
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2007年11月21日（水）

(窓口）

お食事券の購入が出来るところは？
対応
JTBトラベランド多摩センター店（カリヨン館３F）で、ナイスギフト券（買物、食
事、宿泊、各種レジャーに使用可能）が購入出来る事を伝える。
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2007年11月22日（木）（電話）
東部地域包括支援センターの小出さんから電話が入る。諏訪５丁目の都営住宅にひ
とりでお住まいの７３歳の方が４階に住んでいるのが腰痛があるため、１階に住み
替えを希望している。こちらに相談してもいいのでしょうか？
対応
JKK東京の場所と「住宅変更」手続きの仕方をFAXにて送信する。
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2007年11月23日（金）（窓口）
ふたつある子供部屋を３人の娘たちがうまく使えるようにしたい。２０歳、中学１
年、小学校５年。収納のアドバイスを受けたい。
対応
１２月８日（土）１３時にリフォーム相談予約
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2007年11月26日（月）（窓口）
大塚帝京付近にワンルームマンションを探して欲しい。来年２月くらいに行政書士
事務所を借りる予定。
対応
インターネットで帝京近くの物件をプリントアウトする。ロイヤルハウジング丘の
上プラザからいくつか物件紹介してもらう。
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2007年11月28日（水）（窓口）
父親名義の戸建てにひとり住まい。父親から立ち退きをいわれていて困っている。
多摩市の相談窓口に行ったが、対応が悪いと愚痴をこぼす。９０分近くしゃべり続
ける。
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対応
ただ、ひたすら聞く体制で対応。解決方法を、いくつか探してみますと対応。
79

2007年11月29日（木）(窓口）
天井の電球（天井に直に付いている円形の照明）の取り替えと天袋に入っているダ
ンボール7～８箱を取り出して欲しい。最初は、「こういうお願いをできるのかどう
か分からないのですが」と話され、「男手がないので私ではできないので助けて欲
しい」と電話が入る。
少し、お話を伺ったところ今年の春にお連れ合いを癌で亡くされ一人暮らしの年金
生活者。精神的にも体力的にも辛いので誰かにお願いしたいということがわかった。
対応
多摩ボランティアセンターに連絡し「たすけあいサービス」で対応可能ということ
がわかり相談者に伝える。
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2007年12月1日（土）（電話）
友人の友人で又聞きなのですが、陽光台にお住まいのご夫妻が奥さまが２週間入院
されるので、食事の支度と子供の送迎をお願いできるところを捜して欲しい。
対応
陽光台のご近所にある「くるみの木」に連絡するが、土曜日のため月曜日に再度連
絡して確認する。基本的に食事と送迎はOK。地域子ども家庭支援センター南大沢に
連絡していくつか紹介を受ける。

81

2007年12月12日（水）（窓口）
友人と一緒にホテルで食事をするために来場。川口に住んでいる８８歳の親戚が自
分の住んでいる近くのケアハウスで入居できるところを探している。
対応
基本的にケアハウスは、介護認定されている人は入れない。資料をプリントアウト
して渡す。その他、アスタナガーデン、パラディソの資料を渡す。

上記は、情報仲介サービスの内容である。それぞれは些末な内容ではあるが、どれも自
治体で第一に対応できない事柄であったり、民間企業が二次的に行っている業務、非営利
団体が主たる業務として行っているものである。これらサービスの取引費用を下げる業務
を、「コンシェルジュ」業務として NPO フュージョンが実施した。
住民のニーズが多様化し不確実となっている現在、こうした仲介業務の存在は、特にセ
ーフティネットとしては不可欠と考えられる。
高度成長期以前、こうしたコンシェルジュ業務の多くの部分は個人や町の自治会、商店
街、組合、等の中間的団体が担っていた。しかし、こうした地縁的な中間団体を支えてき
た人間関係が衰退し、自らの素性をあまり明かしたくない居住者も増えてきている現在、
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このような仲介業務の重要性があらためて認識されたと考えられる。
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６．多摩ニュータウン戸建て住宅地における住環境管理の課題と提案
6.1.多摩ニュータウン戸建て住宅地における住環境管理の課題
(1)住環境管理における街の資産価値認識と規制許容度の分裂
質問３「地区内の住宅の形状やデザインに関する次の項目について、あなたはどのよう
に考えますか」の選択肢②③は資産価値を保全するルールについて正反対のことを尋ねて
いる。②は「住戸は個人の嗜好によるもので、コミュニティ規制を前提にすべきでない」
という個人の自由主義の立場。一方③は「街の資産価値は共有のもので、ルールをつくる
ことも大切だ」というコミュニティ規制を個人よりも優位にとる立場である。この二つの
質問をクロスさせると、以下のようになる。

＜Ａ自治会＞
そう思う

②各住
戸はあく
までも個
人の嗜
好のも
のであり、
コミュニ
ティによ
る規制
を前提
にする
べきで
はない

コミュニティ派

とまどい派

13名（11%）

「ある程度のルールをつくる
ことは大切だと思う」が「コ
ミュニティによる規制は前提
にすべきではない」

83名（72%）
そう思わない

そう思う

まちの資産価値
はわからないが
コミュニティ規
制は容認

まちの資産価値
もコミュニティ
規制も受け入れ
ない

8名（7%）

0名（0%）

そう思わない
③街の資産価値は住民の共通の課題とうけとめて、あ
る程度のルールをつくることは大切だと思う
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＜Ｂ自治会＞
そう思う

コミュニティ派

とまどい派

17名（22%）

「ある程度のルールをつくる
ことは大切だと思う」が「コ
ミュニティによる規制は前提
にすべきではない」

48名（63%）
そう思わない

そう思う

まちの資産価値
はわからないが
コミュニティ規
制は容認

まちの資産価値
もコミュニティ
規制も受け入れ
ない

7名（9%）

2名（3%）
そう思わない

両自治会とも「まちの資産価値もコミュニティ規制も受け入れない」
「両方とも受け入れ
る」という方はＡ自治会がそれぞれ 0％、11%、Ｂ自治会はそれぞれ 3%、22%であった。
コミュニティ派と個人派はどちらも筋の通った回答をしているが、その比率は１割～２割
という少数派である。
むしろ大部分は「住戸は個人の嗜好によるもので、コミュニティ規制を前提にすべきで
ない」と考えながら、
「街の資産価値は共有のもので、ルールをつくることも大切だ」と考
えている人々である。この比率がＡ自治会では 72%、Ｂ自治会では 63%となる。
この資産価値の認識と、資産価値を守るためのルールの必要性について整合がとれてい
ない回答は、ある意味では現状の住民のとまどいの反映とも考えられる。この「とまどい
派」は、建物・住環境をまち資産価値として認識するかどうかという「共有の資産価値」
について判断できないことが第一のとまどいである。そして、自分のまちに関する規制に
ついてどの程度の規制ならば許容できるのか判断できないことが第二のとまどいである。
この「二重のとまどい」を解くことが、今回の調査により浮かび上がってきた大きな課題
と考えられる。
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(2)「自然の価値の豊かさ」を中心とする住環境価値を保つコストが見えない
両住民とも、
「自然の豊かさ」を住環境の最も重要な価値として選択している。この「自
然」は緑の景観に代表されるような公園、道路の樹木、住戸や町内会館の庭などにより保
たれているものである。これら自然はすべて「手入れ」が必要である。その負担は土地建
物の所有者・利用者が行っている。住民からは、こうした緑が手入れされている姿がたい
へん見えにくい。Ｂ自治会の町内会館の草むしりは、自分たちで行うケースで、このため
の苦労が実感されているケースである。
「自然の価値」は、住環境の一つであるが、住環境を構成する要素を維持・管理するた
めの費用が、住民に見えるしくみになっていない。
(3)住環境の管理機能と現在の町内会組織の不適合
町内会や自治会など、地縁団体はこれまで住民のちょっとしたお困りごとを解決するセ
ーフティネットの役割を果たしてきた。また、入会地などの総有資産を保有している地縁
団体は、その財産管理・運用を行い、中には収益をあげてきた団体もある。
しかし、現在対象としている、郊外居住地において総有資産は自治会事務所の建物・土
地程度の地縁団体では、住環境管理そのものの経験も薄い。また、次項で見るように、求
められる住環境管理機能は多岐にわたる。しかし、本調査の結果をみても、会員の仕事が
忙しいため、活動そのものが大きな手間と感じられており、町内会会員に、住環境管理の
インセンティブをどのように生むのかが課題となる。この課題を解決するためには、多岐
にわたる住環境管理機能を、地縁団体と様々な団体の連携により処理することが必要不可
欠と考えられ、従来の町内会へのイメージを変える必要があるのではないだろうか。
6.2.住環境管理に関する現在の住民ニーズ
「自治会調査」の結果、ならびに「暮らしと住まい相談センター」に寄せられた相談内
容から、住民が住環境管理、さらには生活に関わるサービスニーズ項目は以下のようなも
のと考えられる。
大項目

具体的な住民ニーズ

交通

・コミュニティバスなど、交通の利便性を高めてほしい。
・交通量が多くなった時の規制。
・高齢者が移動できるような交通手段の整備。
・駐車スペースの管理

景観

・建物の修理・メンテナンス
・庭の手入れ・メンテナンス
・道路の清掃
・景観協定などの締結。
・電線の地中化。
・道路や共的なスペースの除草
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生活の利便性

・高齢者が歩いて通えるような店舗の整備。
・住み替え支援。
・ちょっとした修理修繕等、人材の仲介。
・地元ＮＰＯやボランティアの仲介
・店舗情報の紹介
・趣味の仲間仲介

公園

・公園維持・管理。
・公園管理費用の積み立て、支出。

自然保全、環境

・生きものも棲むような自然の保全。
・資源ゴミ分別

教育

・保育園、幼稚園の仲介
・PTA、学校行事と地域が協力する。
・家庭教師など先生となる人材の情報提供

医療、福祉

・閉じこもりの防止、見回り
・医療機関の仲介
・高齢者向け日常食の提供・支援
・社会福祉協議会、地域包括支援センター、民生委員などへの仲介
・高齢者への生きがい支援
・働く場の情報提供、仲介
・高齢者施設の情報提供、仲介
・介護サービスの仲介

自治会運営

・行政や企業など、他団体との連携
・暮らしのマナーの遵守。
・合議、寄り合い
・協定の遵守の監視、違反者への罰則執行
・近隣紛争の調停
・自治会会館の管理運営
・自治会会計の管理
・自治会行事の企画運営
・コミュニティ形成の場の提供
・冠婚葬祭の相互扶助

資産価値の維持

・住宅売却に関わる相談、手続き。
・住民協定の締結など。
・家が不在になった時の管理
・相続、財産管理の専門家への仲介
・共有部分の更新費用の積み立て

防犯・防災

・町内の見回り。
・街灯や防犯カメラの設置。
・小学校等との連携、情報網の活用。
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・不審者情報の伝達。
・防災井戸の整備
・防災機器、備蓄資材のメンテナンス
以上の広い意味での住環境管理に対する具体的ニーズは、行政が包含しながらも、実際
のサービスとしては地域に密着した自治会などの地縁団体、ＮＰＯ、などの中間団体や、
企業、個人などが連携して供給しうるものである。
これらを「自治」と称して、すべて自分たちで行おうとしたり、個人の選択にすべて委
ねると、結果的にはサービスの過小供給や、住民の生活不満を招き、住環境の資産価値低
下につながりかねない。
かといって、これを地元自治体が細かくケアしようとすると、膨大なオペレーションコ
ストがかかるであろうことも予想される。多様化した住環境サービスを供給するしくみづ
くりが大きな課題となる。
6.3.住環境管理の主体を育成し、サービス供給を円滑化するための提案
前述の通り、本調査において、以下の課題が抽出された。
①住環境管理における街の資産価値認識と規制許容度の分裂
②「自然の価値の豊かさ」を中心とする住環境価値を保つコストが見えない
③住環境の管理機能と現在の町内会組織の不適合
これら課題を解決するために、以下のプログラムを提案したい。
(1)「住育」プログラムの開発・普及
住民の側の約６～７割が、
「住戸は個人の嗜好によるもので、コミュニティ規制を前提に
すべきでない」と考えながら、
「街の資産価値は共有のもので、ルールをつくることも大切
だ」と考えている。「自分のまちの資産は何か」
「どこまで規制を許容できるか」この二つ
の意思決定が行えない「二重のとまどい」の中に住民はいる。
住環境管理を行うための「住まいと暮らしの管理」とは、この意思決定を、具体的な活
動の中で積み重ねていくことに他ならない。このトレーニングが住育である。
この意思決定を行う過程で、個人とコミュニティの共益関係をつくることが必要だ。
(2)自治会とＮＰＯ、自治体の協働による「住環境管理組織」の形成
まず身近な住環境管理活動を着実に行うことが必要だが、現状の町内会にはその余力が
ない。したがって、自治会が主体となりながらも、まちづくり NPO が住環境管理機能を
有償で支援することにより、住環境管理プログラムをつくり、着実にこなしていくことが
重要となる。
その際、NPO にも住環境管理サービスのノウハウを蓄積するために、「街のコンシェル
ジュ」として、周辺自治会に対して状況に応じたサービスを提供し、必要に応じ企業や自
治体との連携を支援する。
（例）八王子市では、町会・自治会と市民活動の連携、市民活動団体の支援により「自己
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決定、自己責任」による行政運営を行う動きがある。
（地域サービスのあり方検討委員会『これからの八王子市の地域サービスのあり方につい
て（提言）』平成 19 年 12 月）
(3)住環境管理コストの「見える化」
これまでのいわゆる「まちづくり」において、ソフトに支払われるコストはボランティ
アであったり自治体が負担したり企業が丸ごと業務を請け負ったりしたため、結果として
住民にそうした負担が見えなくなっていた。このような関係は、住民が行政にフリーライ
ドする誘因を生む原因となるし、何よりも「自分たちで住環境を治めている」という実感
を衰退させる。住環境管理においてこのような関係を生んではならない。
住環境管理サービスにかかるコストはすべて見える化し、誰がいくら・どれだけの労力
と時間を負担しているのか公開しなくてはならない。
そのためには、ボランティア時間も考慮に入れた住環境管理会計を標準化し、まちづく
りファンドと結びつけることも有力な手段となるのではないだろうか。
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資料
（１）参考ケース：くらし協同館なかよし
住環境管理に関わる幅広い生活ニーズに対応している組織として「ＮＰＯくらし協同館
なかよし」を取材した。以下は、その記録である。
(1)取材日：2007 年 9 月 11 日（火）
取材対象：特定非営利活動法人くらし協同館なかよし
茨城県ひたちなか市大字馬渡 2525-498
理事長

塚越教子氏、理事 中村博子氏、塚越猛氏

(2)くらし協同館なかよしの沿革等
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「くらし協同館なかよし」は、生協ハイコープ本郷台店閉店に伴い、これに代わり生協
の支援を受けて業務の自主運営を行うために 2005 年に設立された NPO である。
2006 年 3 月現在、で正会員は９３名。賛助会員は 103 名。会費は一口 1,000 円。
会員ではないが、スタッフが総勢約 70 名おり、以下の 7 つの活動に関わっている。
①健康活動チーム
②食の支援チーム
③喫茶サロンチーム
④惣菜チーム
⑤趣味活動チーム
⑥子育てサポートチーム
⑦生活サポートチーム
(3)取材視察模様
■くらし協同館なかよし外観

■戸建て約 1000 戸の本郷台住宅

■理事長の塚越教子氏（左）と視察風景

■徒歩 10 分の場所には大型スーパー
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■内部スペース

託児ス
ペース

集会スペース

物販スペース

喫茶スペース

■物販スペース
近くの農家から直接仕入れた野菜。
ロス率を下げるために、売れ残り残数
や不足数をこまめに連絡し、価格低減
をはかっている。
残った野菜は、翌日、惣菜となって
並べられる（下左）。
惣菜チームも地元の主婦たちがボラ
ンティアで参加している。惣菜チーム
は毎朝、残った野菜などをもとに料理
品目を考える。惣菜チームのバックヤ
ードはまさに「まちの台所」である（下
右）。 最近では、若い主婦が「料理を
覚えたい」と、ここに手伝いにくるこ
ともあるという。
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つくられた惣菜は、飲食スペースでも出される
（左）。価格が安く、手作りであるため、近くの
高齢者が常連で食べに来る。
集会室では常にイベントが開かれ、この日は
いけばな教室が開かれていた（下左）。また、集
会室の対面には託児スペースがあり、集まった
母親からも目が届くようになっている（下右）
。

本取材施設により、住環境管理を行おうとすると、住民の生活支援にまで幅が広がるこ
とが実感された。
歩くと 10 分ほどの場所に大型スーパーがありながら、この「くらし協同館なかよし」
にはひっきりなしに客が訪れる。物販だけでは、それを維持できるほどの需要が無いこと
は生協閉店という事態でも証明されている。そこで、物販だけではなく、飲食、集会、託
児等、様々なサービスをボランティア主体に始め、結果としてこの施設をまちの生活拠点
に仕立て上げることに成功したことがよくわかった。
午後には、
「くらし協同館なかよし」を支援し続けたパルシステム茨城にも取材を行った。
くらし協同館なかよしを自立させるために、あえて必要最低限の支援しか行わない手法を
うかがうことができた。
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（２）質問用紙Ａ、Ｂ
＜Ａ自治会＞

街づくりとコミュニティ形成に関する調査ご協力のお願い
本調査は平成 19 年度、国土交通省「住宅市場整備推進事業」より委託を受け、特定非営利活動
法人エヌピーオー・フュージョン（以下ＮＰＯフュージョン）が、アンケート調査及びヒアリン
グ調査を実施させていただいております。
私ども、NPO フュージョンは、多摩地区における住民の暮らしを様々な角度から支援すること
を目的に活動を行っているＮＰＯ（特定非営利活動法人）です。
主に、多摩ＮＰＯセンター（多摩市から受託）
、暮らしと住まい相談センター（国土交通省が支
援）や住まいづくり（夢見隊）支援などに取り組んでいます。
そこで、この度、国土交通省より委託を受けて、良好な街の環境保全や自発的な自治活動が運
営されている代表地区として、貴自治会にお住まいの方々に対して、アンケート調査をお願いす
ることといたしました。 何卒、ご協力の程をお願い申し上げます。
本調査の目的は、資産価値の低減しない街づくりへの要因分析を行おうとするものです。個人
の住宅はもちろん街の環境価値も、生活者の資産の基盤となるものです。これらの価値を保ち、
向上させるための要素のひとつとして、植栽や建物などの実体的なもののあり方と、自治会活動
などの運営のあり方などに対する意識調査を行い、街づくりとコミュニティ形成への提言を行い
たいと考えております。
ご記入いただきました内容、ご意見はすべて統計的に処理をいたします。
また、無記名を基本としており、個人の方にご迷惑をおかけすることは一切ありません。
尚、このアンケート調査は、財団法人 住宅都市工学研究所と共同して企画いたしました。

平成１９年１１月
特定非営利活動法人
エヌピーオー・フュージョン
★ 本件調査に関する件につきましては、下記までお問い合わせください。
暮らしと住まい相談センター（ＮＰＯフュージョン）
東京都多摩市落合１丁目４３番地 京王プラザホテル多摩３Ｆ
電話：０４２－４０１－６７７１

ＦＡＸ：０４２－３３８－７１３７
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Ⅰ．最初に、多摩地区の中でも居住地として評価の高い当自治会への評価などについてお尋ねいた
します。
１．あなたは、今の居住環境について、どのように感じていますか？
（該当する１つの番号に○を付けてください。
）

①

とても気に入っている。

②

気に入っている。

③

少し不満がある。

④

良いとは思わない。

２．あなたは、貴自治会地区の居住環境のどのような点に魅力を感じていますか。
（該当するすべての番号に○を付けてください。
）

①

交通の便が良い。

②

教育環境が整っている。

③

自然環境が豊かである。

④

日常生活が利便である。

⑤

医療などの不安が少ない。

⑥

公園などの公共部が多い。

⑦

近隣との関係が良い。

⑧

自治会の運営が良い。

⑨

古くなるほどに愛着が増してきた。

⑩

環境以上に家が住みやすい。

⑪

資産的な価値が高まったと思う。

⑫

その他（

）

上記の項目の中で、もっとも大切だと考える魅力はどれですか？
（該当する番号をひとつ選んで数字をご記入ください。
）

（

）

３．あなた、もしくは家族の一員が、貴自治会への活動に参加した経験はありますか？
（該当する１つの番号に○を付けてください。
）

①

定例会にはいつも参加している。

②

参加したことはある。

③

参加したことはない。

④

自治活動をしらない。
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１．あなたは、日常的なご自宅や庭木への手入れについて、どのように考えられていますか？
（あなたの考えに近いほうに○をつけてください。
）

(1)ご自宅の建物について
①

不具合の発生時に手入れをすればよい。

（そう思う

思わない）

②

定期的に手入れをしておくべきもの。

（そう思う

思わない）

③

価値を保つために手入れは必要である。

（そう思う

思わない）

④

自宅の姿も大切な街の景観の一部である。

（そう思う

思わない）

(2)ご自宅の庭木について
⑤

自宅の庭には自分の好きな木を植える。

（そう思う

思わない）

⑥

自宅の庭木も大切な街の景観の一部である。

（そう思う

思わない）

⑦

手入れをすることも街並みへの貢献である。

（そう思う

思わない）

⑧

自宅周辺の樹木も時々手入れをしようと思う。

（そう思う 思わない）

２．住居や街の環境を資産価値として評価することに関して、次のそれぞれの項目について、あな
たはどのように考えますか？
なお、資産価値評価が高いということは、仮に売却を想定したときに、購入希望者が多く需要
と供給の市場原理に従い売却（購入）価格が高くなることと、考えていただいて結構です。
（あなたの考えに近いほうに○をつけてください。
）

①

住みたい環境と評価されていることは喜びである。

（そう思う

思わない）

②

売却する気持ちはないので、実感が湧かない。

（そう思う

思わない）

③

資産としての価値が上がることは大切である。

（そう思う

思わない）

④

固定資産税、相続評価が高くなるのは心配。

（そう思う

思わない）

⑤

資産価値が下がることのほうが深刻である。

（そう思う

思わない）

⑥

金銭的な資産価値で評価するのは抵抗がある。

（そう思う

思わない）

⑦

資産価値向上については住民皆で取り組むべきである。 （そう思う

思わない）

上記以外に、自分たちの住む住居や街の環境に関する資産価値の評価、及び向上に関するご意
見等がありましたら、お聞かせください。
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Ⅱ．資産価値を評価する要因のひとつとして、街の景観やコミュニティ活動などがあると考えられ
ます。特に景観に関しては 2005 年に景観法も施行され、街並みを財産として守る気運も高まっ
てきています。これらの景観やコミュニティ活動に関する意識についてお聞きいたします。
１．貴自治会地区の街並みを訪れた人は、周辺の居住区とは一段違うゆとりある街と感じているよ
うです。次のような街並みを構成するそれぞれの項目について、実際に住まわれている居住者
の目から見て、どれくらい評価につながる効果があると感じていますか。
（あなたの該当すると思う効果のレベルの、□に○印をつけてください。
）

街並み評価への効果が
高い

やや高い

□

① 地区の環境に緑が多い。

やや低い

低い

□

□

□

□

□

□

□

□

② 主要道路に電柱がないので街並みがきれいに見える。

□

③ 個人の敷地ではなく、共有の道路部分にも植栽が植えてある。

□

□

④ ドブや側溝が見えないように美観を守る工夫がされている。

□

□

□

□

□

□

□

□

□
□

□
□

□
□

⑤ 緑道などの共有空間が豊かに配置してある。
⑥ 地区内の住宅の質とデザインに統制感がある。
⑦ 各戸の敷地内にも緑が多い。
⑧ その他、効果があると思われること。

□
□
（

）

２．貴自治会地区周辺及び地区内の主に樹木に関する、次のそれぞれの項目について、あなたはど
のように考えますか？
（あなたの考えに近いほうに○をつけてください。
）

① 近隣の公園などの緑の環境は、この街のイメージを形成するための大切な財産でも
あると思う。

（そう思う

思わない）

② 地区内の街路樹など公共部の草木樹木も、この街のイメージを形成する財産である
と思う。

（そう思う

思わない）

③ 各戸の敷地内にある樹木も、街の景観への一役を担っています。しかし、個人敷地
の樹木はあくまでも個人の財産であり、街のイメージを形成するための財産とはな
りえない。

（そう思う

思わない）

④ 転居等によって庭木に手入れがなされない場合など、放置された樹木は、街として
のイメージ形成にも悪い影響を及ぼしていると思う。

（そう思う

思わない）

⑤ 窓辺に飾られた花なども、街のイメージを形成するための要素であると思う。
（そう思う
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思わない）

１．同様に、地区内の住宅の形状やデザイン関する、次のそれぞれの項目について、あなたはどの
ように考えますか？（

）の中の該当するものに○を付けてください。

（あなたの考えに近いほうに○をつけてください。
）

① 地区景観の統一感にそぐわない建築物を建てることは、住民のマナーとしてふさわ
しくないことであると思う。

（そう思う

思わない）

② 各戸の住宅はあくまでも個人の嗜好のものであり、コミュニティによる規制を前提
にするべきではない。

（そう思う

思わない）

③ 街の資産価値は住民の共通の課題とうけとめて、ある程度のルールをつくることは
大切なことでもあると思う。

（そう思う

思わない）

２．街の景観上、建物や庭木の植栽に関する次のような規制に関する項目について、あなたは、そ
の有無をどのように判断されますか？
本項目は、現実的な貴自治会地区の検討課題としてではなく、一般的な街づくりへの提言とし
てお聞きしているものです。このような規制のある街に住んでみたい、住んでも良い、住みた
くないと読み替えて判断していただいても結構です。
（あなたの該当すると思う有無のレベルの、□に○印をつけてください。
）
有るべき

① 建物の用途（賃貸住宅の建設などの規制）
② 建物の高さ（４階建て以上などの規制）
③ 建物の色彩（極端な色や模様などの規制）
④ 建物の様式（洋館と純和風の混在などの規制）
⑤ 建物の仕上（統一された外壁材などの規制）
⑥ 造園の様式（共通の門塀などの規制）
⑦ 植栽の樹種（共通の庭木の種類などの規制）
⑧ 剪定の義務（庭木を放置しないなどの規制）
★ 他にも必要と思う項目が有ればご記入願います。
（

有ってよい 無い方が良い

□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□
）

Ⅲ．最後に基礎情報として、ご回答者、ご家族構成及び、ご意見をお伺いいたします。
（該当するものに○を付け、
（

）にご記入下さい。)

１．ご回答者について
○

ご回答者の性別及び年齢

１．男性

２．女性

（

２．ご家族構成：
○

家 族 数：

１人

○

同居世帯：

1 世帯

２人
2 世帯

3人

４人

3 世帯以上
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5人

6 人以上

）歳代

３．街づくりやコミュニティ形成、資産価値の向上など、自分のまちのこと、あるいは一般論とし
てご意見などありましたらお寄せください。

以上

アンケートにご協力をいただきましてありがとうございました。中には、答えにくい内容もあった
かと思います。改めまして、貴自治会の皆様に御礼を申し上げます。
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＜Ｂ町会＞

街づくりとコミュニティ形成に関する調査ご協力のお願い

本調査は平成１９年度、国土交通省「住宅市場整備推進事業」より委託を受け、NPO 法人フュ
ージョンが、アンケート調査及びヒアリング調査を実施させていただいております。

私ども、NPO 法人フュージョンは、多摩地区における住民の暮らしを様々な角度から支援する
ことを目的に活動を行っているＮＰＯ（特定非営利活動法人）です。
主に、多摩ＮＰＯセンター（多摩市から受託）、暮らしと住まい相談センター（国土交通省が支
援）や住まいづくり（夢見隊）支援などに取り組んでいます。
そこで、この度、国土交通省より委託を受けて、良好な街の環境保全や自発的な自治活動が運
営されている代表地区として、貴町会にお住まいの方々に対して、アンケート調査をお願いする
ことといたしました。

何卒、ご協力の程をお願い申し上げます。

本調査の目的は、資産価値の低減しない街づくりへの要因分析を行おうとするものです。個人
の住宅はもちろん街の環境価値も、生活者の資産の基盤となるものです。これらの価値を保ち、
向上させるための要素のひとつとして、植栽や建物などの実体的なもののあり方と、自治会活動
などの運営のあり方などに対する意識調査を行い、街づくりとコミュニティ形成への提言を行い
たいと考えております。
ご記入いただきました内容、ご意見はすべて統計的に処理をいたします。
また、無記名を基本としており、個人の方にご迷惑をおかけすることは一切ありません。
尚、このアンケート調査は、財団法人 住宅都市工学研究所と共同して企画いたしました。

平成１９年１２月
特定非営利活動法人
エヌピーオー・フュージョン
★ 本件調査に関する件につきましては、下記までお問い合わせください。
暮らしと住まい相談センター（ＮＰＯフュージョン）
東京都多摩市落合１丁目４３番地
電話：０４２－４０１－６７７１

京王プラザホテル多摩３Ｆ
ＦＡＸ：０４２－３３８－７１３７
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Ⅰ．最初に、多摩地区の中でも居住地として評価の高い貴町会地区への評価などについてお尋ねい
たします。
１．あなたは、今の居住環境について、どのように感じていますか？
（該当する１つの番号に○を付けてください。）

①

とても気に入っている。

②

気に入っている。

③

少し不満がある。

④

良いとは思わない。

２． あなたは、貴町会地区の居住環境のどのような点に魅力を感じていますか。
（該当するすべての番号に○を付けてください。
）

①

交通の便が良い。

②

教育環境が整っている。

③

自然環境が豊かである。

④

日常生活が利便である。

⑤

医療などの不安が少ない。

⑥

公園などの公共部が多い。

⑦

近隣との関係が良い。

⑧

自治会の運営が良い。

⑨

古くなるほどに愛着が増してきた。

⑩

環境以上に家が住みやすい。

⑪

資産的な価値が高まったと思う。

⑫

その他（

）

上記の項目の中で、もっとも大切だと考える魅力はどれですか？
（該当する番号をひとつ選んで数字をご記入ください。
）

（

）

３．あなた、もしくは家族の一員が、町会への活動に参加した経験はありますか？
（該当する１つの番号に○を付けてください。
）

①

定例会にはいつも参加している。

②

参加したことはある。

③

参加したことはない。

④

町会活動をしらない。
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１．あなたは、日常的なご自宅や庭木への手入れについて、どのように考えられていますか？
（あなたの考えに近いほうに○をつけてください。
）

(1)ご自宅の建物について
①

不具合の発生時に手入れをすればよい。

（そう思う

思わない）

②

定期的に手入れをしておくべきもの。

（そう思う

思わない）

③

価値を保つために手入れは必要である。

（そう思う

思わない）

④

自宅の姿も大切な街の景観の一部である。

（そう思う

思わない）

(2)ご自宅の庭木について
⑤

自宅の庭には自分の好きな木を植える。

（そう思う

思わない）

⑥

自宅の庭木も大切な街の景観の一部である。

（そう思う

思わない）

⑦

手入れをすることも街並みへの貢献である。

（そう思う

思わない）

⑧

自宅周辺の樹木も時々手入れをしようと思う。

（そう思う

思わない）

２．住居や街の環境を資産価値として評価することに関して、次のそれぞれの項目について、あな
たはどのように考えますか？
なお、資産価値評価が高いということは、仮に売却を想定したときに、購入希望者が多く需要
と供給の市場原理に従い売却（購入）価格が高くなることと、考えていただいて結構です。
（あなたの考えに近いほうに○をつけてください。
）

①

住みたい環境と評価されていることは喜びである。

（そう思う

思わない）

②

売却する気持ちはないので、実感が湧かない。

（そう思う

思わない）

③

資産としての価値が上がることは大切である。

（そう思う

思わない）

④

固定資産税、相続評価が高くなるのは心配。

（そう思う

思わない）

⑤

資産価値が下がることのほうが深刻である。

（そう思う

思わない）

⑥

金銭的な資産価値で評価するのは抵抗がある。

（そう思う

思わない）

⑦

資産価値向上については住民皆で取り組むべきである。 （そう思う

思わない）

上記以外に、自分たちの住む住居や街の環境に関する資産価値の評価、及び向上に関するご意
見等がありましたら、お聞かせください。
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Ⅱ．資産価値を評価する要因のひとつとして、街の景観やコミュニティ活動などがあると考えられ
ます。特に景観に関しては 2005 年に景観法も施行され、街並みを財産として守る気運も高まっ
てきています。これらの景観やコミュニティ活動に関する意識についてお聞きいたします。
１．貴町会地区の街並みを訪れた人は、周辺の居住区とは一段違うゆとりある街と感じているよう
です。次のような街並みを構成するそれぞれの項目について、実際に住まわれている居住者の
目から見て、どれくらい評価につながる効果があると感じていますか。
（あなたが該当すると思う効果のレベルの、□に○印をつけてください。
）

街並み評価への効果が
高い

やや高い

□

① 地区の環境に緑が多い。

やや低い

低い

□

□

□

□

□

□

□

□

② 主要道路に電柱がないので街並みがきれいに見える。

□

③ 個人の敷地ではなく、共有の道路部分にも植栽が植えてある。

□

□

④ ドブや側溝が見えないように美観を守る工夫がされている。

□

□

□

□

□

□

□

□

□
□

□
□

□
□

⑤ 緑道などの共有空間が豊かに配置してある。
⑥ 地区内の住宅の質とデザインに統制感がある。
⑦ 各戸の敷地内にも緑が多い。
⑧ その他、効果があると思われること。

□
□
（

）

２．貴町会地区周辺及び地区内の主に樹木に関する、次のそれぞれの項目について、あなたはどの
ように考えますか？
（あなたの考えに近いほうに○をつけてください。
）

① 近隣の公園などの緑の環境は、この街のイメージを形成するための大切な財産でも
あると思う。

（そう思う

思わない）

② 地区内の街路樹など公共部の草木樹木も、この街のイメージを形成する財産である
と思う。

（そう思う

思わない）

③ 各戸の敷地内にある樹木も、街の景観への一役を担っています。しかし、個人敷地
の樹木はあくまでも個人の財産であり、街のイメージを形成するための財産とはな
りえない。

（そう思う

思わない）

④ 転居等によって庭木に手入れがなされない場合など、放置された樹木は、街として
のイメージ形成にも悪い影響を及ぼしていると思う。

（そう思う

思わない）

⑤ 窓辺に飾られた花なども、街のイメージを形成するための要素であると思う。
（そう思う
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思わない）

１．同様に、地区内の住宅の形状やデザイン関する、次のそれぞれの項目について、あなたはどの
ように考えますか？（

）の中の該当するものに○を付けてください。

（あなたの考えに近いほうに○をつけてください。）

①

地区景観の統一感にそぐわない建築物を建てることは、住民のマナーとしてふさわ
しくないことであると思う。

②

（そう思う

各戸の住宅はあくまでも個人の嗜好のものであり、コミュニティによる規制を前提
にするべきではない。

③

思わない）

（そう思う

思わない）

街の資産価値は住民の共通の課題とうけとめて、ある程度のルールをつくることは
大切なことでもあると思う。

（そう思う

思わない）

２．街の景観上、建物や庭木の植栽に関する次のような規制に関する項目について、あなたは、そ
の有無をどのように判断されますか？
本項目は、現実的な貴町会地区の検討課題としてではなく、一般的な街づくりへの提言として
お聞きしているものです。このような規制のある街に住んでみたい、住んでも良い、住みたく
ないと読み替えて判断していただいても結構です。
（あなたの該当すると思う有無のレベルの、□に○印をつけてください。
）

①

建物の用途（賃貸住宅の建設などの規制）

②

建物の高さ（４階建て以上などの規制）

③

建物の色彩（極端な色や模様などの規制）

④

建物の様式（洋館と純和風の混在などの規制）

⑤

建物の仕上（統一された外壁材などの規制）

⑥

造園の様式（共通の門塀などの規制）

⑦

植栽の樹種（共通の庭木の種類などの規制）

⑧
★

剪定の義務（庭木を放置しないなどの規制）
他にも必要と思う項目が有ればご記入願います。

有るべき

有ってよい

□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□

無い方が良い

（

□
□
□
□
□
□
□
□
）

Ⅲ．町会活動についてご意見をお伺いいたします。
１．みなさんは町会会館（クラブウエスト）をどのように活用したいと思いますか。

２．町会活動を行う上でご苦労する点、お困りごとなどがありましたら、自由にご記入ください。
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３．町会活動でご苦労する点、お困りごとについて、助けてくれる組織があったら、利用したい
と思いますか。
（該当するものに○を付け、（

）にご記入下さい。)

１．思う
２．思わない→その理由

Ⅳ．最後に基礎情報として、ご回答者、ご家族構成及び、ご意見をお伺いいたします。
（該当するものに○を付け、（

）にご記入下さい。)

１．ご回答者について
○ ご回答者の性別及び年齢

１．男性

２．女性

（

）歳代

２．ご家族構成：
○ 家 族 数：

１人

○ 同居世帯：

1 世帯

２人

3人

2 世帯

４人

5人

6 人以上

3 世帯以上

３．街づくりやコミュニティ形成、資産価値の向上など、自分のまちのこと、あるいは一般論とし
てご意見などありましたらお寄せください。

以上

アンケートにご協力をいただきましてありがとうございました。中には、答えにくい内容もあった
かと思います。改めまして、エヌ・シティ西町会の皆様に御礼を申し上げます。
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郊外住環境を前提とした多摩ニュータウンにおけるまちづくり事業
推進のための基礎調査
特定非営利活動法人
エヌピーオー・フュージョン
２００８年３月
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