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団地内のコミュニティスペースが地域の繋がりに与える影響に 
関する研究 
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指導教員：西村亮彦 

 
	 近年，自治会・町内会の加入率の低下，近所付き合いの希薄化が進む中，災害時の支援や防犯の観点から人々のコミ

ュニティ再生が課題とされている．本研究はホシノタニ団地を対象に，団地内の各種施設の計画・運営プロセスを明ら

かにした上で，団地住民や地域住民によるコミュニティスペースの利用状況，及び地域コミュニティや人間関係の変化

を明らかにすることで，団地内のコミュニティスペースが地域の繋がりに与える影響を明らかにするものである．調

査・分析の結果，周辺地域の小さな規模ではあるが人々のつながりや交流が生まれるプロセスが明らかになった．	
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１．はじめに 

(1) 研究の背景・対象 

	 現在，1960〜1980 年にかけて大量供給された団地の多

くが，老朽化に伴う維持管理費の増加，稼働率低下に

伴う資産価値の減少など，様々な問題を抱えている．	

当初，これらの団地では子育て世代が多く入居し，

同じ境遇の家族が情報交換や助け合いの下に暮らして

いた．しかしながら，技術の進歩とともに物やサービ

スが充実し，家から出なくても生活できるようになる

と，近所と繋がる必要がなくなり，地域活動の減少と

ともに，コミュニティの希薄化が進んできた．また，

当初入居した団地住民の高齢化が進むとともに，各種

災害が激甚化する昨今，防犯や災害対応の観点からも，

団地内のコミュニティ再生が課題となっている．	

	 ホシノタニ団地は，小田急電鉄株式会社が団地ブー

ム最中の 1963 年に建設した社宅を再利用したものであ

る．老朽化・耐震の問題から社宅としての利用を停止

していたが，かつての団地の賑わいや人と人の繋がり

を復活させるため，団地再生が計画された．「喫茶ラ

ンドリー」やシェア畑「ハタムスビ」，子育て支援セ

ンター「ざまりんのおうち	かがやき」などがあり，コ

ミュニティ形成の場としても利用されている．	

  

写真-1（左）ホシノタニ団地全景 

写真-2（右）コミュニティカフェ「喫茶ランドリー」 

(2) 研究の位置付け 

	 団地再生の取り組みに関する研究や，団地住民の団

地に対する意識調査を行った研究は多数存在するが，

団地内のコミュニティスペースを通じた人の交流や関

係性に着目した研究は見られない．そこで本研究では，

ホシノタニ団地を例に，団地内のコミュニティスペー

スが地域社会に与える影響を読み解くことを試みる．	

	

(3) 研究の目的 

本研究では，①ホシノタニ団地と団地内の施設につ

いて計画・整備・運営のプロセスを明らかにした上で，

②団地住民や地域住民のによるコミュニティスペース

の利用状況，及び③地域コミュニティや人間関係の変

化を明らかにすることで，④団地内のコミュニティス

ペースが地域の繋がりに与える影響を明らかにしたい．	

 

(4) 研究の方法 

1章：はじめに	

2章：施設計画・運営者に対するヒアリングを実施し，

企画・運営上の工夫を明らかにする．	

3章：団地住民・施設利用者に対するアンケート調査を

実施し，基本情報や人の繋がりを把握する．	

4章：施設利用者に対するヒアリング調査を行い，施設

利用を通じた具体的な地域交流の実態を把握する．	

5章：まとめ・考察	

 

２．研究対象の概要 

	 研究対象の施設について，事業の目的や経緯，計

画・運営上の工夫等に係るヒアリング調査を実施した．	

(1) ホシノタニ団地 

	 ホシノタニ団地の事業主・貸主である小田急電鉄・

小田急不動産，及び企画・設計監修者である(株)ブルー

スタジオ・薬師寺氏へのヒアリングを実施した．	

  小田急線座間駅前に立地するホシノタニ団地は，1962

〜1970年にかけて建てられた4棟の建物で構成されてお

り，元来は小田急電鉄の社宅として利用されていた．

しかし，老朽化や耐震上の問題から，2012〜2014年にか

けて段階的に社宅としての利用を停止した．その後，
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少額投資で付加価値を創出できること，新規沿線住民

の流入が見込まれること，駅周辺開発に向け周辺エリ

アの価値向上に期待ができること等から，既存建物の

リノベーションによる賃貸住宅利用が決定した．	

	

図-1	ホシノタニ団地全体平面図	

ホシノタニ団地のコンセプトは「人とつながる，街

とつながる，みんなとつながる，みんなの駅前団地・

駅前団地から始まるまちづくり」で，感度の高い20〜30

代の子育て世代をターゲットとしたものである．1号

棟・2号棟は既存借上型市営住宅として利用し，3号棟は

1階に喫茶ランドリー，4号棟は1階に子育て支援センタ

ーを入れながら，賃貸住宅として利用している．	

	 かつて閉鎖的だった社宅を広い敷地を活かした「み

んなが集える」広場空間へと再構築し，団地内外の交

流促進と賑わいと住環境の共存を図っている．外部に

開かれた空間構成にするとともに，景観をよくするた

めの畑や子供たちが遊べる小さな築山を設けた．ブル

ースタジオでは小田急からの委託を受けて，開業年に

入居者交流会を行うとともに，年に1回，地域交流のた

めの「ホシノタニマーケット」を開催している．	

	

(2) 喫茶ランドリー 

	 運営者である(株)グランドレベル・大西氏へのヒアリ

ングを実施した．喫茶ランドリーは会話，勉強，仕事，

趣味など，様々な目的で多くの人が利用し，利用者同

士やスタッフとの間で沢山の会話が生まれている．ス

タッフが共通点を持つ利用者同士をつなげる等，交流

づくりのための工夫が意識的に行われている．手作り

アクセサリーやストーンアートのWS，貸しスペースでの

講習会，写真展等，様々なイベントも開催されている．	

	

(3) 子育て支援センタ― 

		運営管理者である座間市子ども政策課・曽我氏へのヒ

アリング実施した．専ら周辺地域の親子によって使わ

れており，団地住民の利用者はわずか1組にとどまって

いる．沢山のおもちゃや走り回ることができる空間に

加え，母親向けに子育てに関する相談場所が設けられ

ており，ママ友づくりや情報交換の役に立っている．	

	

(4) ハタムスビ 

	 運営者である(株)マイファーム・田村氏へのヒアリン

グを実施した．市民農園や一般的な体験農園には，玄

人ユーザーによるコミュニティが存在し，初心者が入

りにくい状況となっていることから，家庭菜園をやり

たいビギナーと土地を持て余した人のマッチングを行

うサービスとして，「ハタムスビ」事業を展開してい

る．現在，団地住民による利用はなく，利用者の6割が

市内，4割が市外の在住となっている．	

	

３.アンケート調査 

ホシノタニ団地が形成するコミュニティの現状を把

握するため，団地住民，子育て支援センターの利用者，

ハタムスビの利用者に，基礎情報から，団地への関心

や交友関係，及び施設利用の方法・目的，イベントへ

の関心等に関するアンケートを実施した．	

調査の結果，団地では52戸中49戸に投函して23件，

子育て支援センターでは 5 日間で 44 組，ハタムスビで

は11契約者中10件の回答が得られた．	

(1) 基礎情報 

	 団地住民は，30～40代が多く，男女比は概ね半々で，

23 人中 15 人が一人暮らしだった．前の居住地は東京や

神奈川が主であるが，座間市内から引越した人もいた． 

	 子育て支援センターの回答者は全員女性で，44 人中

31 人が専業主婦である．居住地も 43 人が座間市民で，

専ら地域住民に利用されていることが分かった．子供

の年齢では，3 歳以下の幼稚園・保育園に入る前の子供

が多いことが分かった． 

ハタムスビの回答者は，男性 8 人，女性 3 人で 20 代

から 60 代以上までと，老若男女に利用されていること

が分かった．座間市，海老名市と近郊が多い中，八王

子から通っている人もいた．利用者の多くが，働きな

がら仕事の合間に利用していることが分かった．	

	

(2) 各施設の利用状況 

	 団地住民がホシノタニ団地を選んだ理由については，

団地の雰囲気・コンセプト・世界観や内装のいずれか

と回答した人が23人中21人で，事業者・設計者の狙い

に沿う回答となった．また，団地の魅力として，居住

者の雰囲気の良さや知人が増えたこと等，人のつなが

りに関する回答もあった． 

子育て支援センターについては，市役所経由で存在

を知ったという人が多く，市の HP や広報誌を通じて知

った人や，散歩のついでに知った人もいた．利用目

的・理由に関しては，広い庭や室内で走り回ることが
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でき，家にないような多くの玩具があるので，子ども

を遊ばせることができるとの回答が目立ったほか，ス

タッフの話しやすさや情報交換等との回答も多かった．		

	 ハタムスビについては，通りすがりや団地のイベン

トで存在を知り，利用していることが分かった．主な

利用目的は，運動・健康の維持増進，自給自足で，家

庭菜園が身近にできること，野菜作りの方法を学べる

ことなどが魅力として挙げられていた．	

	

(3) 交友関係 

人付き合いを「親しい付き合いの人」，「挨拶など

時々言葉を交わす程度の知り合い」，「顔や名前のみ

知っている人」の３段階に分け，団地住民・施設利用

者の中に該当者が何人いるかを調査した（図-2）．	

	

図-2	 団地住民・施設利用者の交友関係	

団地住民については，「親しい付き合い」の人はい

ないが，「挨拶など時々言葉を交わす程度の知り合

い」・「顔や名前のみ知っている人」は何人かいると

いう回答が多かった．調査の結果，喫茶ランドリーで

の会話や，貰い物のおすそ分け等の交流があることも

分かった．住民同士の付き合いが希薄な中，団地内の

喫茶店が交流の場を提供しているものと考えられる．	

子育て支援センターについては，団地やハタムスビ

に比べ，「親しい付き合い」の人がいる利用者が多か

った．自分の子供が他の子供のおもちゃに興味を持

つ，スタッフが同じ幼稚園・保育園の利用者同士や子

供の年齢が近い親同士をつなげている等，交流の契機

が確認された．「親しい付き合いの人」とは連絡先・

SNS を交換し，育児相談や幼稚園・保育園の情報交換を

行なっていたり，お互いの家や公園に遊びに行く，母

親同士でご飯に行く等の交流があることが分かった．	

	 ハタムスビについては，団地や子育て支援センター

に比べると交流が少ないことが分かった．同じ時間帯

に作業している利用者が散見されることから，その際

に声掛けや情報交換が行われているものと考えられる．

お互いの子供を通じて利用者同士が知り合い，野菜の

おすそ分けやSNSでの情報共有している人も見られた．	

(4) 他の施設の利用状況 

団地住民については，約半数が新旧のカフェを利用

している一方，ハタムスビの利用は1人，子育て支援セ

ンターの利用は1組，ドックランの利用者は誰もいない

ことが分かった．農家カフェの利用者は喫茶ランドリ

ーも利用しており，一部の利用者は喫茶ランドリーが

出来たことでカフェの利用頻度が増えていた．	

子育て支援センターの利用者による他の施設利用

は，農家カフェ，喫茶ランドリーだけだった．農家カ

フェ時代と比べ，喫茶ランドリーになってからカフェ

利用者が増加しており，喫茶ランドリーの評判が施設

利用者の中で広まったことが考えられる．	

ハタムスビの利用者については，基本的には月に数

回畑を訪れ，朝や午前中，夕方などの涼しい時間帯に

作業する人が多いことが分かった．他の施設の利用は

農家カフェと喫茶ランドリーのみであるほか，団地住

民によるハタムスビの利用も1人だけ確認された．		

	

(5) イベントの参加状況 

	 ホシノタニ団地では完成当初に入居者交流会を行い，

他の入居者と顔見知りになりたい団地住民がこれに参

加した．年に1～2回開催される「ホシノタニマーケット」

には，近所のお祭りのようで参加しやすく，様々な催

し物があることから，入居者の約半数が参加している．	

	 子育て支援センター利用者は，子供たちとも楽しめ

るホシノタニマーケットやセンターの各種企画・講座

に参加していることが分かった．センターではヨガや

バレエ教室も行われており，親の気分転換に利用され

ている．喫茶ランドリーの WS や畑の収穫体験など，他

の施設のイベントにも参加している人も散見された．	

	 ハタムスビ利用者については，自分では育てていな

い野菜や子供との参加を目当てに，ハタムスビ主催の

収穫体験等に参加している人や，ホシノタニマーケッ

トや喫茶ランドリーのWSへ参加する人が散見された．	

	

４．ヒアリング調査 

	 喫茶ランドリーに 11 回訪れ，スタッフの手伝いをし

ながら，97組168人に対するヒアリングを実施した．	

(1) 基礎情報 

	 年齢・性別問わず多くの人に利用されており，初め

て来店した際に店の雰囲気やスタッフの人柄が気に入

り，リピーターとなる人も多い．開店から1年しかたっ

ていないこともあり，初めて利用する人も多かった．	

	

(2) 施設の利用状況 

農家カフェを利用していた人が，喫茶ランドリーも

利用するようになったほか，散歩や駅へ向かう途中，
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子育て支援センターの利用ついでに喫茶ランドリーを

知り，新規で利用するようになった人も多かった．外

食や散歩ついでの喫茶利用に加え，ランドリーでの洗

濯，PC作業やハンドメイドの制作にも使われていた．		

	

(3) 利用者同士の交友関係 

観察の結果，「子供が騒いですみません」，「犬か

わいいですね」，「何を作っているんですか？」とい

った，素朴な出来事や関心から会話が始まることが分

かった．ベビーカーを押す人が来たら階段で手伝って

あげる等，スタッフの気遣いで気軽に来やすい雰囲気

が出来上がっていると考える．子どもが泣きだしたと

きには他の利用者があやしてあげたり，手作りのケー

キを持参してスタッフや別の客と食べたりする場面も

見られた．ヒアリング対象の 97 組 168 人中，スタッフ

と知り合いの人は 59 人，他の利用者と知り合いの人は

50人で，7名のスタッフや数名の常連客を介してネット

ワークが存在することが分かった．	

	

(4) 他の施設の利用状況 

常連客の中には団地住民もいて，その内の一人がハ

タムスビに興味を持って畑を利用し始めたり，子育て

支援センターの利用者が喫茶ランドリー前のベンチで

ランチをしたり会話するなど，団地や他の施設との重

複利用が見られた．スタッフに母親が多いことから，

子供にも寛容で，子育て支援センターを利用する母親

にとって落ち着ける場所となっていると考えられる．		

	

(5) イベントの参加状況 

	 スタッフ経由で様々なポップアップショップや WS が

開かれている．ポップアップの客は，買い物目当ての

人がほとんどであるが，通行人や喫茶ランドリーの利

用者が興味を示したり，買い物客が喫茶ランドリー常

連客のハンドメイド作品をきっかけに SNSを交換するな

ど，交流が見られた．また，生け花や寄せ植えの WS で

作られた作品に客が反応するなど，WS が人のつながり

や楽しみが生まれる場となっていることが分かった．		

	

５．まとめと結論 

ホシノタニ団地では，カフェやシェア畑，子育て支

援センターがあることで，周辺地域を含む小さな規模

で，人々のつながりや交流が生まれていた．	

■ カフェ「喫茶ランドリー」 

団地住民や他施設の利用者，周辺住民にとって，新

たな出会いや知人との交流が深まる場となっている．

ヒアリング対象者から他の利用者とつながりがある人

物を取り出すと，ネットワークの中心人物が浮かび上

がった（図-4）．調査期間中も，これら中心人物がいる

ことで，利用者間の会話が生まれる場面が何度も確認

された．喫茶とランドリー，各種イベントの組合せの

妙や，スタッフの気遣い，コミュニケーション能力が

高い常連客の存在が，人のつながりを生んでいる．	

	

図-3	 喫茶ランドリーの利用者のつながり	

■	子育て支援センター「ざまりんのおうち かがやき」 

	 子供を遊ばせる空間や子育て相談の場として，周辺

地域の子育て世代の親に役立てられている．入園前の

子供同士や親同士の交流の場となっていた．		

■ シェア畑「ハタムスビ」 

同じ時間帯に居合わせた利用者同士が知り合うこと

で，野菜のおすそ分け等の交流が生まれていた．駅か

ら近いことから，沿線住民による日常利用を通じたつ

ながりが生まれていた．	

■ 施設を跨ぐ交流 

	 団地，喫茶ランドリー，子育て支援センター，ハタ

ムスビの複数に跨る利用者を図示をした（図-5）．用途

の異なる施設が隣接することで，気軽に行き来でき，

施設側は利用者や施設・設備の共有が，利用者側は情

報共有ができる，プラットフォームになっている． 

	

図-4	 複数の施設を利用する人のつながり	
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