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1.事業の背景 
 

1-1.積水ハウスのまちづくりの取り組み 
 

 
 

 

 

 

●地域コミュニティづくり 『経年美化のまちづくり』 

 積水ハウスは1977年から「コモンラフ」「コモンシテゖ」と名付けたまちづくりに取り組んで

きました。コモン（Common）とは「共有の」を意味する英語で、当社のまちづくりのコンセプト

です。隣人同士のつながりやコミュニテゖを意識して設計し、緑豊かな共有広場や街路樹をシンボ

ルとして設置するなど、より豊かな暮らしとまちのあり方への提案は、歳月を重ねるごとに美しく

なる経年美化にもつながり、地域の皆様から高く評価されています。 

 

 さらに、2005年に住宅メーカーとして未来への責任を果たすために、「サステナブル宣言」に基

づき、「まちづくり憲章」を制定しました。 

これは当社のまちづくりの中で培われてきたさまざまなノウハウを、持続可能性の考えに基づいて

表現したものです。当社が考える4つの価値（環境価値・経済価値・社会価値・住まい手価値）を

ベースにした「環境マネジメント」「経済マネジメント」「タウンマネジメント」「生活マネジメ

ント」の4つの視点を持ち、具体的な24指針を考慮しながらまちづくりを進めています。 
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●まちなみ評価制度COMMON'S 

 当社は2005年に「まちづくり憲章」を制定、2006年に「まちなみ

参観日」をスタートとし、緑豊かで経年価値を高めていく、独自のま

ちなみへの取り組みを常に時代を先取りする形で進めてきました。一

方、分譲地の一部では、生態系への配慮やまちなみの景観形成の面で

改善余地のあるケースもあり、全国の当社のまちなみを一定のレベル

以上に守る目標として、まちなみ評価制度「COMMON'S」を2014年

に創設しました。 

コモンステージ弥生が丘(佐賀県) 

● 「経年美化」のまちづくりを実践 

 当社はまちづくりにおいて、歳月を重ねていくごとに美しくなる「経年美化」の思想を実践して

います。 

 「経年美化」のまちづくりとは、自然環境や原風景を生かした景観づくりを目指し、劣化しない

素材を選んで耐久性の高い施工方法を採用すること（ハード面）と、豊かなコミュニテゖが生まれ

る環境も配慮し、まちが完成した後の運営と環境との調和を図る循環型の暮らし（ソフト面）との

バランスによって成り立ちます。 

 資産価値を求めるばかりではなく、地域文化とコミュニテゖを育み、さらに、地域生態系本来の

バランスを基本とし、将来にわたってすべての人が快適に暮らせる持続可能な「まち」であること。

それが当社の目指す「経年美化」のまちづくりです。 

 この制度は、環境との調和を図る「5本の樹」計画、持続可能で経年美化につながるエクステリゕ

デザンを柱に5段階の基準を設け、評価することで、お客様のニーズに合った質の高いまちなみの

提供を図っていくものです。 

2015年度は分譲中の87団地を評価し、約70%の団地が目標である★3以上となりました。 

サンディスク操南台(岡山県) 
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1-2.埼玉県の取り組み 子育て応援住宅認定制度について 
 

 

 
 

 

 

● 「子育て応援住宅」 「子育て応援マンション」の取り組み 

 今回のプロジェクトの計画地である埼玉県では少子化への対策として、子育て応援住宅の取り組

みを他の自治体に先駆けておこない、様々な制度を整備しています。 

 ここでは、埼玉県の「子育て応援住宅」の紹介をします。 

 

 

 

「子育て応援住宅」「子育て応援マンション」で子育て支援 

 少子化に歯止めをかけるには、住まいの面からも子育て世代を応援していく必要があります。そ

こで、平成23年7月に、マンションでは都道府県で初めて「埼玉県子育て応援マンション認定制

度」を、平成24年6月には全国の自治体で初めて「埼玉県子育て応援分譲住宅認定制度」を開始し

ました。また、平成28年1月に子育て応援マンションの認定基準を改正し、多子世帯に配慮した認

定基準を追加しました。 

 

 立地やハード面はもちろん、住民同士の交流ベント開催などソフト面からも子育てにやさしい

安心・安全な住宅を認定し、多くの子育て世代の方々に住まい選びの目印にしてもらおうとするも

ので、実際に多くの方が子育て応援住宅・マンションであることを購入の際の参考にしています。

また、本制度の認定戸数は分譲住宅・マンションを合わせて5,300戸を超えています。（H28年8月

1日時点） 

 

 事業者にとっても、行政の公平な評価による認定を受けることで他物件との差別化を図ることが

できます。また、認定マークをゕピールすることで広報効果も得られます。 

 

 県としても、子育て世代の支持や事業者による広報を通じて、認定制度の知名度・ブランド力の

向上、認定物件の増加が期待できます。 

 

 このように、三者がそれぞれにこの取組にコミットすることで、多くのコストを掛けることなし

に子育てにやさしい住まいづくりと子育てしやすい埼玉県づくりが進むことが期待されています。 

埼玉県HPより引用：https://www.pref.saitama.lg.jp/a0002/room-seisaku/seisaku-042.html 
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1-3. 『子育て共助のまち普及事業プロポーザル』について 
 

 

 
 

 

 

 

 1-1で述べた通り、積水ハウスにおいては、従来より隣人同士のつながりやコミュニテゖを意識し

たまちづくりをおこなってきました。また埼玉県においては、1-2で紹介したように、子育て応援住

宅の取り組みを他の自治体に先駆けて推進してきました。 

 そのような中で、埼玉県が旧県営入間下藤沢団地跡地において、コミュニテゖを単位とした子育

てに係る共助の仕組みを普及することを目的としたモデル住宅団地整備のプロポーザルをおこなう

こととなりました。積水ハウスがこれまでのまちづくりで培ってきたノウハウを活かした提案をお

こなう好機となり、実際に提案をおこなったところ、土地の優先交渉権を獲得し、土地取得が出来

ました。ここでは、コンペの要件を紹介します。 

 

●事業の背景と埼玉県の子育て応援住宅認定制度などの取り組み 

 埼玉県の平成２５（2013）年の人口は約７２２万人、世帯数は約２８９万世帯です。今後しばら

くは人口・世帯数とも緩やかに増加した後、人口は平成３２（2020）年に、世帯数は平成４２

（2030）年には減少に転じていると予想されています。 

 また、本県の合計特殊出生率は、平成に入ってから徐々に減少を続け、平成１６（2004）年には

１．２０まで落ち込みました。その後上昇に転じましたが、平成２４年（2012）年は１．２９と全

国平均の１．４１を下回り、全国第４４位と低い値になっています。本県では、このような人口減

少、少子化社会において、本県が活力を維持していくため、子育てに適した良質な住まいの供給支

援や、地域の子育て支援施設との連携などを通じて、子育て世帯の活き活きとした暮らしの実現を

住まいから応援しています。 

 そこで、本県では、全国の都道府県では初めてとなる「埼玉県子育て応援分譲住宅認定制度」を

平成２４年度に創設し、子育て支援サービスの提供や住宅の仕様、立地条件などの面において子育

てに配慮した戸建て分譲住宅団地について県が認定を始めました。これにより、子育て世代が魅力

を感じる住宅の普及・促進を図り、次世代に残せる良質なストックの形成を目指しています。 

 また、本県は、「埼玉エコタウンプロジェクト」「埼玉版ウーマノミクスプロジェクト」「健 

康長寿埼玉プロジェクト」の３大プロジェクトとともに、「日本一の共助県づくり」に重点的に取

り組んでいます。 

※ 「共助」とは、「地域の人々が支え合うこと」です。地域の課題など、一人一人が自立して解決

に努めることが「自助」、そして自助で解決できない場合に地域の人々が支えることが「共助」、

さらに共助でも問題が解決できない場合に公的な仕組みで支援することを「公助」といいます。東

日本大震災を契機に、助け合いの精神が高まりを見せています。 

埼玉県『子育て共助のまち普及モデル事業プロポーザル参加事業者募集要項』平成25年10月 より引用 
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● 事業対象地を取り巻く環境 

 入間市は県南西部にある人口約15万人、約6万世帯で、都心から40キロメートル圏に位置する緑

に恵まれたまちです。面積は44.74平方キロメートルで東西9.3キロメートル、南北9.8キロメート

ルの菱形をなしており、周囲は、所沢市、狭山市、飯能市及び東京都青梅市、瑞穂町にそれぞれ接

しています。鉄道網としては、西武鉄道池袋線（平成10年3月26日から営団有楽町線が飯能駅まで

相互乗り入れを開始）とJR八高線の2路線があります。西武鉄道池袋線は、都心へ通じる主要交通機

関であり市民の通勤通学者のほとんどが本線を利用しています。なかでも入間市駅、武蔵藤沢駅の

利用者が多く、現在も増加傾向を示しています。 

 道路網としては、首都圏外周部の環状路線である一般国道16号をはじめ、299号、407号と、 

463号の4路線が、また、平成8年に首都圏中央連絡自動車道（圏央道）が開通し、入間ンター

チェンジが国道16号と接続したことで、広域的機能を高めた交通網を形成しています。さらに、近

年は大規模商業施設が建設されるなど、生活利便施設が充実しています。 

●事業の目的・内容 

 県では、旧県営入間下藤沢団地跡地において、コミュニテゖを単位とした子育てに係る共助の仕

組みを普及することを目的としたモデル住宅団地を整備することとします。事業内容としては、子

育て共助の取組を行うモデル住宅団地を整備する事業者を公募・選定した上で当該土地を売却する

ものです。 

 モデル住宅団地の整備にあたっては、団地全体で子育てしていくため住民同士が共に助け合う仕

組みの導入等について、先導的な提案をしていただきます。また、団地内に高齢者世帯等の住まい

も組み込むことで、高齢者世帯による子育て支援や子育て世帯による高齢者の見守りなど、世代間

で支え合う仕組みの検証もしていただきます。 

埼玉県『子育て共助のまち普及モデル事業プロポーザル参加事業者募集要項』平成25年10月 より引用 

●土地（旧県営入間下藤沢団地跡地）の概要 



 

●コモンが子どもの遊び場になる 

●コモンの周りに高齢者世代の住宅を

計画することで、コモンで遊ぶ子ども

達との自然な交流が生まれ、子ども

を通じて交流の輪が親世代にもつな

がっていく 

●子ども・親・高齢者など全ての世代

にとって、豊かなコミュニティーが育

まれる 

居住者同士のつながり 

●コモンは通過交通の少ない安全な

遊び場として、周辺街区の子ども達

も一緒に遊べる場となる 

●地元のＮＰＯ法人や子育てサークル

を通じて、周辺住民とも交流の輪が

広がる 

●ＨＥＭＳによる地元情報の提供など

を検討する 

居住者と地域のつながり 
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2.「埼玉共助のまち」概要 
 

2-1.事業計画 
 

 
 

 

 

 

●開発コンセプト 

 かつての日本では、子どもは親・祖父母・きょうだいといった「血縁」を中心に育てられ、さら

に「地縁」で結ばれた地域の共同体が町ぐるみで子どもたちを見守ってきました。子育てをする親

にとっても育児について相談したり、お互いに分担し合えるなど、幾重もの「縁」によってセーフ

テゖーネットが築かれていました。  

 しかし時代と共に生活が都市化し、核家族化が進むと、血縁を中心とした地域の共同体にはなか

なか頼れなくなりました。現代においては、趣味の仲間やウェブで情報交換できる友人など価値観

の共有による「知縁」という選択肢も増えましたが、育児支援体制の充実は社会全体の課題です。  

 そこで私たちは、今の暮らしに合った絆の再構築を目指したいと考えています。昔ながらの多世

代の「血縁」はもちろんのこと、住む地域とつながる「地縁」、友人・仲間・社会とつながる「知

縁」・・・この３つの「ち縁」を結び直すことで、子どもたちが多様な人々の人生や価値観とふれ

あい、そのなかから「生きる力」を育んでいくことのできる街づくりを目指します。 

 そして今回の計画では、その「ひとえん」を育んでいくまちづくりを、共有意識を生み出すよう

な空間や場づくりも含めて「ひとえんコモン」と名付けました。今後も「ひとえんコモン」のある

「子育て共助のまちづくり」に取り組んで行きたいと考えています。  
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●住まいにおける、子育て＋子育ちの仕掛け 

・『子育て』の仕掛け  

 子どもの健やかな成長をサポートするのはもちろん、親の子育てをサポートするのも住まいの重

要な役割。育児のしやすさ、家事負担の軽減、安心・安全への配慮など、日常生活を通じて家事や

さまざまな行事を経験することにより、親子で楽しく学べる「住育の場」を提案します。 

【提案例】 

くぼみ空間の効果で、家族が集まりやすく落ち着いたス

ペースとなるピットリビングなど、さまざまなコミュニ

ケーション空間を通じて、家族の確かな絆を育む 

・『子育ち』の仕掛け  

 キッズデザンでもっとも大切にしたいのは「子育ち」の視点です。本当に子どものためを考え

ればこそ、「子どもが自ら成長する力」や「子どもの生きる力」を伸ばす住環境づくりが、子ども

にとってもっとも重視すべきテーマだと考えています。 

【提案例】 

共働き家族から要望の多い、室内干し

空間など、親子が一緒に楽しめる家事

空間や動線の工夫 

子どもの自己表現力を育むとともに、親子のコ

ミュニケーションにもなるドラフトウォールを設

置するなど、子どもが自ら楽しく学べる居どころ

づくりの仕掛けを提案 

狭い空間や勾配天井が子どもの創造力を刺激する、

こもれる場所（ロフト、かくれ家）の提案など、

「未知なる世界を探ってみたい」という子どもの

探究心や好奇心を刺激する空間づくり 

  積水ハウスでは少子高齢社会における提案として、子ど

ものために住まいが出来ることを考えて作った、子どもの

「生きる力」を育む家『コドモドコロ』の提案をおこ

なっています。『子育て』と『子育ち』という2つの視点

でゕプローチしています。 
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●『共助』に関する工夫 

「地域で子どもを見守り、つながる仕組みづくり」を目指して、子どもの見守りについては、まず

は顔見知りになり、日常の交流の中から関係性を育み、地域ともつながっていく、という段階が自

然な関係性の中で生まれるような仕組みを提案しました。 

 

・顔見知りになる・日常生活の交流から関係性を育む 

  良好な関係性を継続するためには、日常的な活動の中で自然に顔を合わせるきっかけをつくり、時

間をかけて関係性を深めていく必要があります。ひとえんコモンの周辺の住宅ではひとえんコモン

の様子が自然に目に入り、日常的な見守りが期待できます。 

また、ひとえんコモンに面した住宅の計画ではオープンな外構や間取りとすることで、人を招きや

すく、団地内の住民が気軽に立ち寄れるような計画としました。 

 

●コモンが子どもの遊び場になる 

●コモンの周りに高齢者世代の住宅を

計画することで、コモンで遊ぶ子ども

達との自然な交流が生まれ、子ども

を通じて交流の輪が親世代にもつな

がっていく 

●子ども・親・高齢者など全ての世代

にとって、豊かなコミュニティーが育

まれる 

居住者同士のつながり 

●コモンは通過交通の少ない安全な

遊び場として、周辺街区の子ども達

も一緒に遊べる場となる 

●地元のＮＰＯ法人や子育てサークル

を通じて、周辺住民とも交流の輪が

広がる 

●ＨＥＭＳによる地元情報の提供など

を検討する 

居住者と地域のつながり 
気軽にひとえんコモンとの
出入りが出来る土間空間 

●普及させるための仕掛け、取り組み 

・ひとえんコモンに面して見守り世帯住居を建設し、「ひとえんラボ」として半年間、広く公開す

ることで「共助」の考え方に対する理解を促します。 

 

・また「ひとえんラボ」を拠点として地域交流ベントを実施し、居住者同士や地域住民も含めた

コミュニケーションをサポートします。 
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2-2.プラン 
 

 

 

 

 
 

●全体敷地図 

駐車場脇も緑化 

アプローチには植栽を配置 

コモンスペースには大きな樹を植え、 
床をインターロッキングとすることで 
コモンスペースを演出 

見守り広場 
への小道 

見守り広場への小道 

アイストップには 
シンボルツリーを 

入口には 
コーナーツリーで 
お出迎え 

道路境界際の 
緑化に心がける 

隣地境界のフェンスは 
80ｃｍ以上セットバックして施工 

道路際の床材は 
自然素材で統一 

アイストップには 
シンボルツリーを 

ひとえん ラボ 

ひとえん コモン 

見守り広場 

■安全・安心 
・街区内の通り抜け交通を抑制した雁行型道路形状。 
・雁行部分に道路内緑地を設け「みち広場」化し、子どもたちが安全安心に遊べる身近な空間を創り、
「ひとえんコモン」として提供します。 
・各住戸への車の出入りも「ひとえんコモン」からは設けず、安全性を高めています。  
 
■コミュニテゖ 
・全区画とも外周道路を通らず直接区域内の道路を介して 「ひとえんコモン」にゕクセスできます。 
・道路内緑地には植栽の他ベンチや照明を配し、コミュニテゖの醸成に寄与します。 
・また駅方向へは、歩専道を確保し日常生活の利便性に配慮しています。 
・また「ひとえんコモン」に直接つながる区画は「ひとえんラボ」として見守り世代の住戸を整備します。 
 
■景観・環境 
・見守り世帯のための住戸である「ひとえんラボ」は、街区の中心に位置することから、他の住戸への環
境的な影響に配慮し、ボリュームを抑えた平屋プラス一部小屋裏の形態としています。 

・さらに景観的にもシンボルとなる様な印象的でシンプルな外観の建物とし、子どもたちにとっても親し
みやすい見守り住戸として提案致します。 
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●ひとえんラボ 

集（つどい） の間 
友人や家族をよび、
集い・和みながら過ご
したり、見守りテラス、
ひとえんコモンを温か
く見守ります。 

見守りテラス 
「ひとえんコモン」から繋がる開
放的なテラス。子どもたちが遊び、
コミュニケーションを広げるス
ペースとなります。お祭りの際な
どに周辺の方々が集う空間とも
なります。 

見守りの視線 

N 

配置図兼１階平面図 

ひとえん コモン 

主寝室 

(8.6帖) 

ＷＩＣ 
(2.8帖) 

便所 

ＬＤＫ 
(18.1帖) 

玄関 
ホール 

浴室 

洗面所 階段室 

(2.1帖) 

見守りテラス 

集(つどい)の間 

招(まねく)の間 

回遊動線 

主寝室 

(8.6帖) 

回遊動線 
スムーズな動線を考慮して、
ベッドルーム、浴室、キッチン
を配置。 
家事効率が高まります。 

招（まねく） の間 
テラスから土間を室内に
引き込んだ開放的な空
間です。近隣の方を招き
やすく、子どもたちが駆け
回ることもできます。 

主寝室 
玄関・水回り・ＬＤＫに主寝室
とワンフロアで生活が完結す
るため、将来の身体の変化
にもスムーズに対応します。 

近隣住民のコミュニケー
ションを育む場。居住者同
士、居住者と地域の交流
の輪が広がります 

２階平面図 

趣（おもむき）の間 
一階リビングから吹き抜け空
間でつながった小屋裏二階
からリビングやひとえんコモン
を見下ろしながら趣味に耽り
ます。 

納戸 
(3.2帖) 

納戸 
(1.8帖) 

洋室 
(7.2帖) 

吹抜 

階段室 

ホール 

趣(おもむき)の間 

(6帖) ひとえんラボ建物概要 
 

 
木造住宅／３ＬＤＫ 
１階： 78.75㎡ ２階： 30.10㎡ 
延床：108.85㎡ 敷地：149.55㎡ 
 
[基本仕様] 
屋根：瓦、ソーラーパネル 
外壁：陶板、サイディング 

 近隣の『見守り』があるコミュニティを目指し、「ひとえんコモン」の周囲には、見守り世代向け住戸をレイア
ウト。この平屋は暮らしやすさはもちろん、街に積極的に開かれた住まいづくりで、子どもや人々が気軽に立
ち寄れる「ひとえんラボ」としても機能します。 
 
●配棟計画 
「ひとえんコモン」に面して平屋(小屋裏利用)を建てることで、日照を得ながら圧迫感のないコモンスペース

を確保することができます。まちなみへの配慮と同時に、安心して子どもたちを遊ばせることができるような、
近隣での「見守り」を実現させるまちの計画となります。 
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2-3.スマートウェルネス住宅等推進モデル事業での提案内容 
 

 

 

 

 
 

●提案事業の種類 

 今回のモデル事業の応募にあたっては、埼玉県とともに推進をおこなう『共助』の考え方を、本

計画の分譲地を通して多くの方に知っていただくことを目的として、「情報提供及び普及」の事業

種類で応募をおこない、採択いただきました。 

●情報提供の内容 

 見学施設である「ひとえんラボ」の公開期間中の来場者に対して伝える方法と、来場出来ない人

に向けて、及び公開期間終了後に本計画の内容を伝える方法の2つの視点で情報提供方法について検

討し提案をおこないました。 

 また補助対象の申請外ではありますが、「共助」実現を目指した、コミュニテゖ醸成のための

ベントの実施やゕンケートも期間中に実施しました。 

①公開展示物：1/100 建築全体模型製作 

②地域に向けた情報発信：「ひとえん」ニュースレター発行 

 本計画においては、道路を雁行させるなどの敷地計画においても工夫をおこなったため、それら

の説明用に1/100の模型を作成し、｢ひとえんラボ｣に設置して来場者に対して使用しました。 

●実施期間 

 平成26年採択決定後(12月4日)～平成29年2月 

 周辺地域1万世帯、当社事業拠点、ベント実施などで連携するＮＰＯ法人、埼玉県庁などに配布

して、子育て共助のまちづくりの計画を広く普及させることを目的に、共助の考え方や住宅地のコ

ンセプト、ベント実施報告などを盛り込んだ情報誌の発行をおこないました。(全3回実施) 
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3.「ひとえんラボ」の公開 
 

3-1.「ひとえんラボ」公開概要 
 

 
 

 

 

 

●公開スケジュール 

 「ひとえんラボ」は共助のまちのコンセプトを示すモデル棟として、完成から半年間、一般に公

開をおこないました。来場者にコンセプトを模型等を用いて示したり、ベントをおこなうなど(

ベントについては後述【4-1／Ｐ.24】)広く活用し、多くの方にご見学をいただきました。 

 公開中にはより「共助」のメージが湧くよう、1/100の模型を 

活用した説明を積極的に実施しました。 

 

  2015年4月9日 「ひとえんラボ」完成・オープニングベント 

     4月11日  「ひとえんラボ」一般公開開始 

     4月24日 「共助のまち」リリース発表 

     9月30日 半年間の公開期間終了 

 

 
 

 

 
 

●オープニングイベント 

積水ハウス リリース発表 

【平成27年4月24日】 

 一般公開に先駆けて4月9日におこなった「ひとえんラボ」のオープニングベントでは、たくさ

んの参加者があり、方々からの本プロジェクトへの関心の高さがうかがえました。 
 

 

 

 

・12媒体14名のマスコミ関係者の取材 

 埼玉新聞、日本プレハブ新聞、住宅新報社など 
 

 

 

 

 

・埼玉県・入間市からの関係者のご臨席 

 埼玉県 都市整備部長 秋山 幸男氏(当時)、入間市 都市建設部長 髙橋 健一氏(当時) 

■当日の様子と流れ 

1.特設のテントで受付 

多くの方に来場いただいた 

2.来賓挨拶 

埼玉県・入間市の方からご挨拶 

3.オープニングテープカット 

埼玉県・積水ハウスの関係者で実施 

4.概要プレゼンテーション 

共助の考え方の説明を実施 

5.ひとえんラボ内見学 

建物のポントを説明しながら見学 

6.ひとえんコモン見学 

外構の工夫を説明しながら見学 
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3-2.「ひとえんラボ」見学者アンケート 
 
 

 

 

 

 

●アンケート概要 

 「ひとえんラボ」の来場者を対象に、埼玉県が提案し当社も共感し、本プロジェクトのテーマと

なっている『共助』の仕組みが、一般の方にどのように受け入れられているか、客観的な評価を定

量的に集めることを目的におこないました。ベントの来場者をはじめ、多くの方に回答をいただ

くことが出来ました。 
 

 

 

 

 
 

●アンケート結果 

■実施期間：ひとえんラボ公開期間 2015年4月9日～2015年9月30日 

■回答者属性： 

男性

30%

女性

70%

0

34

181

108

24

12

3

0 50 100 150 200

20以下

20代

30代

40代

50代

60代以上

不明・未回答

95

192

19

32

18

2

4

0 50 100 150 200

夫婦

夫婦＋子

（18歳未満）

夫婦＋子

（18歳以上）

夫婦＋親

夫婦＋子

（18歳未満）＋親

夫婦＋子

（18歳以上）＋親

不明・未回答

①性別（Ｎ＝362） ②年齢（Ｎ＝362） 

③家族構成（Ｎ＝362） 

回収数：

362

①性別

男性 女性 不明・未回答 合計

109 252 1 362

②年齢

20以下 20代 30代 40代 50代 60代以上 不明・未回答 合計

0 34 181 108 24 12 3 362

③家族構成

夫婦
夫婦＋子

（18歳未満）
夫婦＋子

（18歳以上）
夫婦＋親

夫婦＋子
（18歳未満）＋親

夫婦＋子
（18歳以上）＋親

不明・未回答 合計

95 192 19 32 18 2 4 362
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■『ひとえんコモン』『ひとえんラボ』の評価 

④『ひとえんコモン』の感想 ⑤『ひとえんラボ』の感想

とてもよい 101 とてもよい 220

よい 232 よい 112

よくない 0 よくない 2

悪い 0 悪い 0

未回答・不明 29 未回答・不明 28

合計 362 合計 362

⑧『共助のまち』をどう感じるか

ぜひ住みたい 32

どちらかというと
住みたい

283

どちらかというと
住みたくない

6

住みたくない 0

未回答・不明 41

合計 362

理由抜粋：
　・車がスピード落として安全そう
　・道路に見えない
　・豪華に見える
　・安全に遊べそう

理由抜粋：
　・外観が良い
　・使いやすそう
　・インテリアが良い
　・寝室が1階にあるのが良い
　・高齢者に優しい

理由抜粋：
　<とてもよい>
　・活気のある街になりそう
　・子育てが安心して出来そう
　・塀がなく広々としている

　<よくない>
　・プライバシーを守れるか心配

 『ひとえんコモン』、『ひとえんラボ』ともに、9割を超える方から「とてもよい・よい」という

回答結果を得ることが出来ました。 

 『ひとえんコモン』については、道を雁行させるなどの車通りに配慮した安全面での評価と、

ンターロッキングによる舗装やベンチを配したことによる公園のような雰囲気のよさに対する評価

の2つの点で、高い評価をいただくことが出来ました。 

 『ひとえんラボ』については、積水ハウスの木造住宅の商品である「里楽 〒 ONE edition」とい

う、6寸勾配屋根の小屋裏空間を利用して二階部分を構成するという、コンパクトながら機能的な計

画が高く評価されました。 

※各要素の詳細はＰ.13を参照 

とても

よい

28%

よい

64%

未回答・不明

8% （29件）

（101件）

（232件）

とても

よい

61%

よい

31%

未回答・不明

8% （28件）

（220件）
（112件）

よくない

0% （2件）

④『ひとえんコモン』の感想 ⑤『ひとえんラボ』の感想

とてもよい 101 とてもよい 220

よい 232 よい 112

よくない 0 よくない 2

悪い 0 悪い 0

未回答・不明 29 未回答・不明 28

合計 362 合計 362

⑧『共助のまち』をどう感じるか

ぜひ住みたい 32

どちらかというと
住みたい

283

どちらかというと
住みたくない

6

住みたくない 0

未回答・不明 41

合計 362

理由抜粋：
　・車がスピード落として安全そう
　・道路に見えない
　・豪華に見える
　・安全に遊べそう

理由抜粋：
　・外観が良い
　・使いやすそう
　・インテリアが良い
　・寝室が1階にあるのが良い
　・高齢者に優しい

理由抜粋：
　<とてもよい>
　・活気のある街になりそう
　・子育てが安心して出来そう
　・塀がなく広々としている

　<よくない>
　・プライバシーを守れるか心配
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■『ひとえんラボ』の評価の詳細 1 

⑥ひとえんラボの各要素の評価

とてもよい よい よくない 悪い 未回答・不明 合計

「ひとえんコモン」から繋がる
『見守りテラス』

189 132 5 0 36 362

「ひとえんコモン」を温かく見守る
『集(つどい)の間』

199 155 5 0 3 362

テラスから繋がる
『招(まねく)の間』

181 134 3 2 42 362

「ひとえんコモン」を見下ろす
『趣(おもむき)の間』

180 137 1 4 40 362

家事のしやすい
『回遊動線』

201 121 0 0 40 362

1階に配置した
『主寝室』

155 164 1 3 39 362

⑦『ひとえんラボ』の要素の中で一番よいもの

主な理由抜粋

「ひとえんコモン」から繋がる
『見守りテラス』

12

「ひとえんコモン」を温かく見守る
『集(つどい)の間』

22

テラスから繋がる
『招(まねく)の間』

71

「ひとえんコモン」を見下ろす
『趣(おもむき)の間』

41

家事のしやすい
『回遊動線』

25

1階に配置した
『主寝室』

33

未回答・不明 158

合計 362

多目的で利用できそう

上下の移動がなく楽

吹き抜けが良い

子どもが喜びそう、勝手口代わりに使えそう

 『ひとえんラボ』については詳細のプランの評価を実際に見学しながらおこなってもらいました。

『ひとえんラボ』のプランは、高齢期の方を意識した設計となっていましたが、今回のゕンケート

回答者は30代・40代と若い方が中心(回答者の79％)でした。しかしながら、説明を加えて見学いた

だくことで、空間の意味合いをご理解いただけて、どの要素についても8割以上の方に「とてもよ

い・よい」という評価をいただくことが出来ました。 
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■『ひとえんラボ』の評価の詳細 2 

⑥ひとえんラボの各要素の評価

とてもよい よい よくない 悪い 未回答・不明 合計

「ひとえんコモン」から繋がる
『見守りテラス』

189 132 5 0 36 362

「ひとえんコモン」を温かく見守る
『集(つどい)の間』

199 155 5 0 3 362

テラスから繋がる
『招(まねく)の間』

181 134 3 2 42 362

「ひとえんコモン」を見下ろす
『趣(おもむき)の間』

180 137 1 4 40 362

家事のしやすい
『回遊動線』

201 121 0 0 40 362

1階に配置した
『主寝室』

155 164 1 3 39 362

⑦『ひとえんラボ』の要素の中で一番よいもの

主な理由抜粋

「ひとえんコモン」から繋がる
『見守りテラス』

12

「ひとえんコモン」を温かく見守る
『集(つどい)の間』

22

テラスから繋がる
『招(まねく)の間』

71

「ひとえんコモン」を見下ろす
『趣(おもむき)の間』

41

家事のしやすい
『回遊動線』

25

1階に配置した
『主寝室』

33

未回答・不明 158

合計 362

多目的で利用できそう

上下の移動がなく楽

吹き抜けが良い

子どもが喜びそう、勝手口代わりに使えそう

 『ひとえんラボ』の要素で一番よいと思うものを回答するという問いに対しては、最も多くの人

が「テラスから繋がる『招(まねく)の間』」を選びました。これは『ひとえんコモン』との繋がり

を意識して計画した意図を理解して選んだ人が多かったからと考えられます。 

 近隣の人を招きやすく、また外の様子を見ることが出来るという配慮がされた計画となっていま

す。 

12

22

71

41

25

33

0 20 40 60 80

「ひとえんコモン」から繋がる

『見守りテラス』

「ひとえんコモン」を温かく見守る

『集(つどい)の間』

テラスから繋がる

『招(まねく)の間』

「ひとえんコモン」を見下ろす

『趣(おもむき)の間』

家事のしやすい

『回遊動線』

1階に配置した

『主寝室』
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■『共助のまち』の評価 

 多世代が暮らし、互いに助け合う暮らしを目指した『共助』のまちづくりをどう感じるかについ

ては9割近い方が「ぜひ住みたい・どちらかというと住みたい」と回答しました。 

 ゕンケートの回答者が30代・40代が中心(回答者の79％)だったこともあり、子育てのしやすさが

評価されたポントとなりました。 

 一方で「どちらかというと住みたくない」という回答についてはプラバシーの問題が指摘され

ました。常にコモンに対して開いているのではなく、必要以上の視線は防げるよう、建物計画時に

プラン上での配慮を十分にするなど、その世帯に合った提案が必要となります。 

ぜひ

住みたい

9%

未回答・不明

11% （41件）

どちらかというと

住みたくない

2% （6件）
（32件）

どちらかというと

住みたい

78%
（283件）

⑧『共助のまち』をどう感じるか

ぜひ住みたい 32

どちらかというと
住みたい

283

どちらかというと
住みたくない

6

住みたくない 0

未回答・不明 41

合計 362

理由抜粋：
　<とてもよい>
　・活気のある街になりそう
　・子育てが安心して出来そう
　・塀がなく広々としている

　<よくない>
　・プライバシーを守れるか心配
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■『共助』についての考え方 1 

 多世代が互いに助け合って地域を支える『共助』について、どのような点で近隣の方と『共助』

したいかについて質問しました。 

 最も多かったのは「子どもの見守り(声掛けなど)」、次いで｢送迎(学校・習い事・通院・買い物

など)｣、｢子どもの預かり｣となっており、ゕンケート回答者の半数以上が18歳未満の子どもを持つ

世帯(回答者の53%)となっていたため、｢子ども｣に関連した『共助』が高く評価されたと考えられ

ます。一方で、回答者は30代・40代が中心(回答者の79％)でありましたが、｢高齢者の見守り(安否

確認)｣に対しても評価が高く、世代を問わず大きな関心があることが伺えました。 

 「防犯」「防災」についても世代関係なく、求められるまちとしての基本機能となっており、小

規模な住宅地の場合には近隣や所属する自治会とも連携しながら協力体制を構築することが重要と

なってきます。 

⑨共助したいもの　（複数回答可）

項目 回答数
ｂ．子どもの見守り(声掛けなど) 91
ｄ．送迎(学校・習い事・通院・買い物など) 88
ｃ．子どもの預かり 85
ａ．高齢者の見守り(安否確認など) 82
ｈ．防犯（自主防犯パトロールなど） 75
ｇ．災害時の助け合い（自主防災活動など） 61
ｉ．日常生活支援　(ゴミ出し・庭木の手入れ・家事など)　 11
ｆ．コミュニティ行事(お祭りやクリスマス会など)　 7
ｅ．互いの経験や知識の教え合い
（子育てや介護情報・地域情報・パソコンや趣味など）

4

ｊ．支え合いと思わない 2

合計 506

⑩最も共助したいもの

項目 回答数
ｄ．送迎(学校・習い事・通院・買い物など) 69
ｃ．子どもの預かり 62
ａ．高齢者の見守り(安否確認など) 49
ｇ．災害時の助け合い（自主防災活動など） 41
ｈ．防犯（自主防犯パトロールなど） 39
ｂ．子どもの見守り(声掛けなど) 31
ｅ．互いの経験や知識の教え合い
　（子育てや介護情報・地域情報・パソコンや趣味など）

2

ｉ．日常生活支援　(ゴミ出し・庭木の手入れ・家事など)　 1
ｆ．コミュニティ行事(お祭りやクリスマス会など)　 1
ｊ．支え合いと思わない 0
未回答・不明 67

合計 362

91

88

85

82

75

61

11

7

4

2

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

ｂ．子どもの見守り(声掛けなど)

ｄ．送迎(学校・習い事・通院・買い物など)

ｃ．子どもの預かり

ａ．高齢者の見守り(安否確認など)

ｈ．防犯（自主防犯パトロールなど）

ｇ．災害時の助け合い（自主防災活動など）

ｉ．日常生活支援 (ゴミ出し・庭木の手入れ・家事など)

ｆ．コミュニティ行事(お祭りやクリスマス会など)

ｅ．互いの経験や知識の教え合い

（子育てや介護情報・地域情報・パソコンや趣味など）

ｊ．支え合いと思わない
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■『共助』についての考え方 2 

 『共助』したいと考えているものの中で最も『共助』したいものは何かという問いに関しては、

「送迎(学校・習い事・通院・買い物など)」が一番多くの回答を得ました。この問いについても、

ゕンケート回答者の半数以上が18歳未満の子どもを持つ世帯(回答者の53%)であることが影響して

いると考えられます。また、ゕンケート回答者属性から高齢者と同居していない世帯が大半と考え

られますが、『高齢者の見守り(安否確認)』について評価が高くなっています。こうした回答から、

子育て世帯にとっても高齢者の見守りについての関心が高いことがわかり、多世代共助のまちづく

りの可能性が見出せます。 

⑨共助したいもの　（複数回答可）

項目 回答数
ｂ．子どもの見守り(声掛けなど) 91
ｄ．送迎(学校・習い事・通院・買い物など) 88
ｃ．子どもの預かり 85
ａ．高齢者の見守り(安否確認など) 82
ｈ．防犯（自主防犯パトロールなど） 75
ｇ．災害時の助け合い（自主防災活動など） 61
ｉ．日常生活支援　(ゴミ出し・庭木の手入れ・家事など)　 11
ｆ．コミュニティ行事(お祭りやクリスマス会など)　 7
ｅ．互いの経験や知識の教え合い
（子育てや介護情報・地域情報・パソコンや趣味など）

4

ｊ．支え合いと思わない 2

合計 506

⑩最も共助したいもの

項目 回答数
ｄ．送迎(学校・習い事・通院・買い物など) 69
ｃ．子どもの預かり 62
ａ．高齢者の見守り(安否確認など) 49
ｇ．災害時の助け合い（自主防災活動など） 41
ｈ．防犯（自主防犯パトロールなど） 39
ｂ．子どもの見守り(声掛けなど) 31
ｅ．互いの経験や知識の教え合い
　（子育てや介護情報・地域情報・パソコンや趣味など）

2

ｉ．日常生活支援　(ゴミ出し・庭木の手入れ・家事など)　 1
ｆ．コミュニティ行事(お祭りやクリスマス会など)　 1
ｊ．支え合いと思わない 0
未回答・不明 67

合計 362

69

62

49

41

39

31

2

1

1

0

67

0 10 20 30 40 50 60 70 80

ｄ．送迎(学校・習い事・通院・買い物など)

ｃ．子どもの預かり

ａ．高齢者の見守り(安否確認など)

ｇ．災害時の助け合い（自主防災活動など）

ｈ．防犯（自主防犯パトロールなど）

ｂ．子どもの見守り(声掛けなど)

ｅ．互いの経験や知識の教え合い

（子育てや介護情報・地域情報・パソコンや趣味など）

ｉ．日常生活支援 (ゴミ出し・庭木の手入れ・家事など)

ｆ．コミュニティ行事(お祭りやクリスマス会など)

ｊ．支え合いと思わない

未回答・不明
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4.コミュニティ醸成の取り組み 
 

4-1.実施したイベント報告 

●地元の産業への理解を深める『茶摘み体験』 

 コミュニテゖ創出を目的としてベントを実施しました。 

 本計画地の入間市は狭山茶の産地で有名です。計画地の近くにある平塚園というお茶販売卸業に

協力をお願いし、購入検討者を対象に茶摘みベントを実施しました。 

 地元の産業への理解を深めるとともに、地域との交流も深め、地域への愛着を育むことを目的と

しています。 

■実施概要 

日時：2015年5月10日 

場所：平塚園(埼玉県入間市下藤沢645) 

参加者：約20名(大人・子ども合計) 

 参加者からは、初めて茶摘みをした人が多く、狭山茶という地元の名産に触れる体験をしたこと

で、地元をより身近に感じられた、と大変好評でした。参加した子どもたちが更に地元に誇りや愛

着を持つきっかけとなりました。 

平塚園の店舗 
計画地から徒歩10分くらいの立地 

茶摘み体験の様子① 茶摘み体験の様子② 

茶摘み体験の様子③ 店舗に併設されている製茶工場を
見学。摘んだ茶葉がどう加工され
るのかを学ぶ 

摘みたてのお茶を試飲 



 
 

24 

●ＮＰＯ法人と連携した『子育てひろば』 

 ひとえんコモンは子どもの遊び場としての利用され、さらにコモンで遊ぶ子ども達とお住まいの

方との間に自然な交流が生まれ、子どもを通じた交流の輪が親世代にも繋がっていくことを目指し

て計画されています。そのきっかけづくりとして、まずはひとえんラボを子育てサークルの活動拠

点としての活用していただきました。 

 計画地の周辺には比較的新しい住宅地が広がっており、子育て世代も多いのですが、近くに児童

館など子どもを連れて気軽に行ける場所がない状況でした。入間市内で活動しているNPO法人と連

携して、『子育てひろば※』の運営をひとえんラボ公開中におこないました。 

 
※子育てひろばとは、 0～3歳児とその親が気軽に集まり、親同士がうち解けた雰囲気の中で話したり相談したり、

子ども同士も遊ぶことができる場。 

■連携したNPO法人『子育て家庭支援センター あいくる』の概要 

 入間市最大規模の子育て支援団体であり、実績とノウハウを最大限に活かし、主に子育てに関す

る情報発信、ベントの開催、子育てひろばの開催など、この街を中心に地域に根付いた活動を共

におこないました。 

 子育てひろばについては、「はぴはぴ」という名称で、常設の1箇所と、市内の公民館などを活用

して出張でおこなう6箇所の子育てひろばを運営しています。 

 

■連携方法について 

 今回の計画地である武蔵藤沢のエリゕでは子どもが増えているエリゕにも関わらず、開催に適し

た場所がなく、出張広場の開催が出来ていませんでした。 

 そのため、「ひとえんラボ」での子育て広場開催というかたちでの連携提案が非常にスムーズに

運び、「ひとえんラボ」の公開中の限られた期間のみの開催となりましたが、子育て広場「出張は

ぴはぴ」を実施することが出来ました。 

開催日時：2015年4月16日（木）から9月17日（木）までの、毎月第1.2.3木曜日 

開催場所：ひとえんラボ 
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■開催の様子 

N 

配置図兼１階平面図 

ひとえん コモン 

主寝室 

(8.6帖) 

ＷＩＣ 
(2.8帖) 

便所 

ＬＤＫ 
(18.1帖) 

玄関 
ホール 

浴室 

洗面所 階段室 

(2.1帖) 

見守りテラス 

集(つどい)の間 

招(まねく)の間 

回遊動線 

主寝室 

(8.6帖) 

 ひとえんコモンからの動線をメンの出入り口とし、まちに開いたかたちで実施しました。 

 交流スペースにはLDKを使用して、明るい雰囲気の中、『あいくる』が用意したおもちゃで、思

い思いに遊んでもらいました。 

 洗面所を授乳室に、主寝室はおむつ替えに、それぞれ利用していただきました。 

また屋外空間も活用いただき、ひとえんコモンに面した見守りテラスで、簡単な水遊びも楽しめる

ようにしました。 

小さなプールを出して水遊びも実施 

外でシャボン玉遊び 

NPO法人あいくるさんが持ち込んだおもちゃで遊ぶ 洗面所を授乳室に使用 

親同士の情報交換の場にも 

玄関にのぼり 

開催日はたくさんのベビーカーが並ぶ 

ひとえんコモン側で受付を実施 
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■NPO法人あいくる主催のフリーマケット実施 

 『NPO法人あいくる』が主催のフリーマケットの会場にもひとえんコモンを活用いただき、連携

をおこないました。入間市内の子育てひろば利用者の方を中心に多くの方にお店を出展いただき、

当日はたくさんの子育てフゔミリーが100名近く来場しました。 

 ンターロッキングの車道は公園のようでとても雰囲気がよく、出展者・来場者ともに、大変喜

んでいただけました。 

 ひとえんラボの見学も同時に開催し、多くの方に「子育て共助のまち」の魅力を知っていただく

機会となりました。 

■子育てひろば実施の効果 

 子育てひろばを実施したことで、多くの子育て層に実際に現地に足を運んでもらい、まちや建物

を体験いただくことが出来ました。普段積水ハウスでおこなう現場見学会などでは、お子様連れ、

特に乳幼児を連れての来場はみなさん敬遠されがちですが、このようなベント形式でNPO法人を

通した開催とすることで、来場のハードルが下げることが出来ました。 

 また連携したNPO法人や来場者からも、自宅のような雰囲気の中で子どもを遊ばせることができ

るということで、大変高い評価をいただくことが出来ました。 

開催日時：2015年6月4日（木） 

開催場所：ひとえんコモン 及び その周辺 



男性

60%

女性

40%

0

1

5

1

2

1

0

0 1 2 3 4 5 6

20以下

20代

30代

40代

50代

60代以上

不明・未回答

回収数：

10

①性別

男性 女性 不明・未回答 合計

6 4 0 10

②年齢

20以下 20代 30代 40代 50代 60代以上 不明・未回答 合計

0 1 5 1 2 1 0 10

③家族構成

夫婦
夫婦＋子

（18歳未満）
夫婦＋子

（18歳以上）
夫婦＋親

夫婦＋子
（18歳未満）＋親

夫婦＋子
（18歳以上）＋親

不明・未回答 合計

2 6 2 0 0 0 0 10
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4-2. 入居者向けアンケート 
 
 

 

 

 

 

●アンケート概要 

 「子育て共助」のまちに実際にお住まいになったお客様を対象にゕンケートを実施しました。 

未入居・建築中の物件などを除き、10世帯から回答をいただくことが出来ました。 

 
 

 

 

 

 

●アンケート結果 

■ゕンケート実施期間：2017年1月16日～1月31日 

■回答者属性 

①性別（Ｎ＝10） ②年齢（Ｎ＝10） 

③家族構成（Ｎ＝10） 

2

6

2

0

0

0

0

0 1 2 3 4 5 6 7 8

夫婦

夫婦＋子

（18歳未満）

夫婦＋子

（18歳以上）

夫婦＋親

夫婦＋子

（18歳未満）＋親

夫婦＋子

（18歳以上）＋親

不明・未回答
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■『ひとえんコモン』の評価 

 『子育て共助のまち』では、ひとえんコモンを中心とした、コミュニテゖ形成を目指して道路計

画に工夫をしています。その工夫についての評価を尋ねました。 

ベンチを設置し、ちょっ
とした休憩や交流に使用
できる 

道が雁行しており、万が
一車が進入してもスピー
ドが抑えられて安心 

ンターロッキングの舗
装で公園のような明るい
印象 

「ひとえんコモン」を通
らずに駐車できるよう各
戸の駐車場を計画 

本住宅地の特徴（再掲） 

ひとえん 
コモン 

通常の道路舗装 ンターロッキング 

参考： 

 駐車場の位置をひとえんコモンを通らずに駐車できるよう計画している点、道路を雁行させてい

る点はどちらも全て「とてもよい・よい」という評価となりました。実際の道路の交通状況につい

ても、「とても少ない・少ない」という回答となり、計画通り車通りの少ない広場のような空間が

実現することが出来ました。 

 

 またひとえんコモンの空間自体についても、ンターロッキングの舗装やベンチを設置した点の2

点について聞いたところ、全て「とてもよい・よい」という評価となりました。 

①駐車場の位置 ②雁行させた道路計画 ③実際の道路状況

とてもよい 6 とてもよい 4 とても少ない 3

よい 4 よい 6 少ない 7

よくない 0 よくない 0 多い 0

悪い 0 悪い 0 とても多い 0

未回答・不明 0 未回答・不明 0 未回答・不明 0

合計 10 合計 10 合計 10

④インターロッキングの舗装 ⑤ベンチを設置

とてもよい 8 とてもよい 8

よい 2 よい 2

よくない 0 よくない 0

悪い 0 悪い 0

未回答・不明 0 未回答・不明 0

合計 10 合計 10
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■『ひとえんコモン』の使われ方 

 ひとえんコモンの活用状況を確認したところ、7名が利用する、3名が利用しない、という結果に

なりました。活用の方法については、子どもを遊ばせる、という使われ方が最も多くなりました。 

5

3

1

1

0

0

0 1 2 3 4 5 6 7 8

1.ご自身や身内の子どもを遊ばせている

2.ご自身や身内の子どもが遊んでいるのを見守る

3.近隣の子どもが遊んでいるのを見守る

4.近隣の方と話をする

5.ベンチに座ってくつろぐ

その他

⑥ひとえんコモン利用有無 ⑦ひとえんコモン利用頻度

利用する 7 毎日 0

利用しない 3 週1～2回 5

未回答・不明 0 月2～3回 2

合計 10 年に数回 0

使用しない 3

合計 10

⑧どのようにひとえんコモンを使っているか（複数回答可） 

 ひとえんコモンの日常の様子として、「近隣の子どもたちが遊んでいるのを見かけた」「近隣の

子どもが楽しく遊んでいる姿を見て和むことがある」などの声があり、まちの子どもたちの安全な

遊び場として活用され、お住まいの方にもそれが受け入れられていることがわかりました。 

 一方で、「住宅の敷地内に入って遊んでいることがあった」という声も聞かれ、オープンな計画

の外構による、まちとの調和の効果もある一方で、子どもたちには敷地の境目が正確に把握出来ず、

悪気はなくても敷地内に入ってしまう、ということがあることが予想され、オープンでありながら

も、色や素材を変えるなどして住宅の敷地であることを認識しやすくする工夫も、敷地によっては

必要ということがわかりました。 
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■『共助』についての考え方 

 多世代が互いに助け合って地域を支える『共助』について、どのような点で近隣の方と『共助』

したいかについて質問しました。 

 最も多かったのは「災害時の助け合い」となり、次いで「子どもの見守り（声掛けなど）」とな

りました。 

 来場者ゕンケートでは回答の多かった、「高齢者の見守り（安否確認など）」の回答はなく、実

際にお住まいの方の中に高齢者がいないこともあり、実感として必要性が感じられていないことが

予想されます。子どもの見守りについては、実際におこなわれているため、実感を持って回答され

ていると考えられます。 

 また最も共助したいと思うものについては、「子どもの見守り（声掛けなど） 」が最も多く、求

めていることが、実際におこなわれていることがわかります。 

再掲：（参考）来場者アンケートの結果 

⑨共助したいもの　（複数回答可）
項目 回答数
ａ．高齢者の見守り(安否確認など) 82
ｂ．子どもの見守り(声掛けなど) 91
ｃ．子どもの預かり 85
ｄ．送迎(学校・習い事・通院・買い物など) 88
ｅ．互いの経験や知識の教え合い
（子育てや介護情報・地 域情報・パソコンや趣味など）

4

ｆ．コミュニティ行事(お祭りやクリスマス会など)　 7
ｇ．災害時の助け合い（自主防災活動など） 61
ｈ．防犯（自主防犯パトロールなど） 75
ｉ．日常生活支援　(ゴミ出し・庭木の手入れ・家事など) 11
ｊ．支え合いと思わない 2

合計 506

0

7

0

0

3

3

8

4

2

0

0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ａ．高齢者の見守り(安否確認など)

ｂ．子どもの見守り(声掛けなど)

ｃ．子どもの預かり

ｄ．送迎(学校・習い事・通院・買い物など)

ｅ．互いの経験や知識の教え合い

（子育てや介護情報・地域情報・パソコンや趣味など）

ｆ．コミュニティ行事(お祭りやクリスマス会など)

ｇ．災害時の助け合い（自主防災活動など）

ｈ．防犯（自主防犯パトロールなど）

ｉ．日常生活支援 (ゴミ出し・庭木の手入れ・家事など)

ｊ．支え合いと思わない

その他

⑨「共助」したいことは何か（複数回答可） 

⑩最も「共助」したいことは何か 

項目 回答数
ｂ．子どもの見守り(声掛けなど) 3
ｇ．災害時の助け合い（自主防災活動など） 2

ｅ．互いの経験や知識の教え合い
（子育てや介護情報・地域情報・パソコンや趣味など）

1

未回答・不明 4

合計 10

⑪実際に「共助」したことがあるもの 

項目 回答数
ｂ．子どもの見守り(声掛けなど) 4
ｅ．互いの経験や知識の教え合い
（子育てや介護情報・地域情報・パソコンや趣味など）

3

ｇ．災害時の助け合い（自主防災活動など） 3
ｉ．日常生活支援　(ゴミ出し・庭木の手入れ・家事など) 1
未回答 3

合計 14
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■『コミュニテゖ醸成の仕掛け』についての考え方 1 

 今回の分譲地ではコミュニテゖの醸成を目的にベントの開催をおこないました。ただし、実際

には購入時期・入居時期の関係で、現在お住まいのお客様にご参加いただくことが難しく、運営体

制や実施時期の検討が必要ということがわかりました。そこで、どのようなベントがあったら参

加したいか、ということを聞きました。 

 その結果、全員が何らかのベントへの参加意向を示しました。ベントといっても、回答者の

メージがしにくかったり、異なる可能性があったため、ベントの例を挙げて回答いただきまし

た。 

 ベントの例は、庭木の管理の仕方の説明、剪定の実演などを積水ハウスの社員が講師となって

実施して、近隣の積水ハウスのお客様のお庭を会場とする「庭木セミナー」、積水ハウスが幹事を

して、分譲地内の未契約の販売地、もしくは分譲地の近くで実施する、同じ分譲地内の人を集め、

自己紹介などをおこない懇親する「持ち寄りパーテゖー」の2つを挙げました。 

 その他の希望の回答では、「もちつき大会」がありました。 

  

⑫参加してみたいベント（複数回答可） 

「庭木セミナー」のメージ 「持ち寄りパーテゖー」のメージ 

7

6

2

0

0 1 2 3 4 5 6 7 8

庭木セミナー

持ち寄りパーティー

その他

参加希望なし
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■『コミュニテゖ醸成の仕掛け』についての考え方 2 

 コミュニテゖ醸成のためのベントの実施には、実際にコミュニテゖの構成員となっていく、住

民の方の協力が必須となります。そこでベントの実施にあたって、協力したいかどうかの質問を

おこないました。 

 結果、半数は「積極的に協力したい・協力してもよい」との回答でした。このことから、ベン

トについて、参加意向は全員あっても、その協力姿勢は個人によって異なるため、上手く連携して

初期段階では住宅供給者側が企画運営して、徐々に住民の手によるベントが出来るよう、手助け

をしていくことが必要と考えられます。 

⑬ベント協力の可否 

1

4

1

1

3

0 1 2 3 4 5

積極的に協力

協力してもよい

出来れば協力したくない

協力したくない

未回答・不明

■入居者ゕンケートまとめ 

 入居者ゕンケートから、「ひとえんコモン」が計画通り、車通りが少なく広場のような印象を与

え、実際に使われていることがわかりました。また子どもの遊び場として活用され、見守りが実践

されており、集会所などの共有施設を持つことが難しい小規模の住宅地でも、道路計画を工夫する

ことでコミュニテゖの場が創出できることを確認することが出来ました。 



 今回の取り組みをひとえんラボの来場者や入居者以外にも知ってもらうための手段として、「ひ

とえん通信」という情報誌を発行しました。1年に1回発行し、全3回発行しました。 
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5. 情報発信「ひとえん通信」  
 

5-1.発信内容とその効果 

  

 
 

 

 

 

 

●発行概要 

  発行時期 掲載内容 

vol.1 2015年3月 
・人々の「暮らし」への想いの変化 
・「子育て共助のまち」の概要とコンセプト 
・NPO法人・自治体との協力した、子育てしやすい環境づくり 

vol.2 2015年7月 
・「ひとえんラボ」の概要と見学案内 
・イベントの実施報告と告知 

vol.3 2016年11月 
・「ひとえん」のコンセプト概要 
・来場者アンケートと入居者アンケートの結果概要 
・埼玉県と入間市の子育てサポートの制度の紹介 

 
 

 
 

 

 

●配布先 

 
 

 

 

 

 

●配布による効果 

 「ひとえん通信」では、「子育て共助のまち」のコンセプトの紹介やベントの実施報告、ゕン

ケートの結果報告をおこないました。 (詳細内容は別添の本紙を参照) 

 周辺地域の一般世帯（1万世帯）、埼玉県内の当社事業拠点、NPO法人、埼玉県庁、入間市への配

布を行いました。 

 配布をおこなったことで、多くの入間市民の方に埼玉県と積水ハウスで協同した『子育て共助の

まち』について知っていただくことが出来ました。また、紙媒体として周辺住戸に隈なく配布した

ことで、世代を超えた多くの方に内容を見ていただくことが出来ました。 

 発信内容の中に、県や市、連携したNPOについての情報発信を合わせておこなったことで、子育

てのための情報発信が広く行え、この計画地以外でも子育て共助の輪が広がるきっかけづくりが出

来たと考えられます。 
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6. まとめ (成果と課題、今後の展望など) 

 今回、16戸という小規模の住宅地でありながら、様々なソフト・ハードの仕掛けをおこなうこと

で、｢子育て共助のまち｣を計画しました。小規模の住宅地の場合には、共有の公園・集会所などを

その住宅地固有に持つことは難しいため、住宅地の中にコミュニテゖスペースを設けることは困難

となりますが、道路計画の工夫をおこなうことで、コミュニテゖ創出のための場「ひとえんコモ

ン」をつくったことに加え、建売住宅「ひとえんラボ」を公開しその住宅を活用したベントをお

こない、｢共助｣の仕組みをかたちにすることが出来ました。 

 また「ひとえんラボ」の公開と情報誌「ひとえん通信」の発行により、多くの方に実際に来てい

ただいたり、知っていただく機会を創出することができ、たくさんの意見をいただきました。 

 ベントの実施については、建売住宅を拠点とした取り組みとなると、販売スケジュール上、公

開期間が制限されてしまうため、実際の住宅地の入居者の契約や購入のタミングは分散してしま

い、実際の入居者の方に参加いただくことが困難でした。ベント実施のタミングや開催形態に

ついて、今後は検討していくことが必要となります。例えば、入居者ゕンケートのベント例で挙

げたような、建売住宅を開催場所とするのではなく、近隣のお客様のご自宅を使わせていただくな

ど、工夫したベント構成を考えないとなりません。入居者ゕンケートから、コミュニテゖ醸成の

ためのベントについては非常に参加意向が高く、かつ、そうしたベントの実施に協力する意向

も半分の方があることがわかったため、上手く入居者との連携を取りながら企画をおこない、コ

ミュニテゖ醸成のきっかけづくりをおこうことが、自然な見守りのある｢共助のまち｣に繋がってい

くものと考えられます。 

 

 積水ハウスでは今後も埼玉県内に限らず、様々なところで住宅地の開発をおこなっていきたいと

考えています。今回のモデル事業で得られた知見を活かして、世代を超えて、人と人の『縁』をつ

なぐ共助のまちづくりを実現していければと考えています。 
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参考資料1：アンケート質問票(来場者向け) 
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参考資料：アンケート質問票(入居者向け) 



 
 

37 
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参考資料2：計画地の様子(写真) 

●ひとえんラボ(公開中の様子) 

外観 

内観① ひとえんコモンが眺められるリビング【集(つどい)の間】 

内観② 寝室    内観③ひとえんコモンに面した土間【招(まねく)の間】 

内観④ リビングから見た吹き上げの様子  内観⑤ 吹き抜けと繋がった趣味の空間 
                         【趣(おもむき)の間】 
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参考資料2：計画地の様子(写真) 

●ひとえんラボに展示した計画地の模型 

模型はダイニングテーブルに設置して展示 

街区の様子を示した模型 

ひとえんラボの周辺様子       街区の入り口の様子 
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参考資料2：計画地の様子(写真) 

●ひとえんラボ公開時の街区の様子 

ひとえんラボの前のひとえんコモンの様子 インターロッキングで明るい印象 

先行でひとえんラボを建てたため、周りは更地の状態 
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参考資料2：計画地の様子(写真) 

●ひとえんコモンとその周辺の現在の様子１ 
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参考資料2：計画地の様子(写真) 

●ひとえんコモンとその周辺の現在の様子２ 


