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地方都市におけるまちなか居住者の特性について

―宇都宮市の分譲マンション居住者を事例として―

ASurvey of the Residents Living in theApartments in the CentralArea of Local City
ACase Study in Utsunomiya City

山島 哲夫＊

TetsuoYamashima

This paper aims to analyze the characteristics of the residents living in apartments, the reasons for moving to apartments
in the central area and how they evaluate environmental conditions of the central area. A quarter of households have only
one member and more than 37 % households have 2 members. Female householder’s family type is different from that of
male householder’s family. Householders are divided into two age groups, a young group (thirties and forties) and an elderly
group (sixties). Most important reason for moving is a convenience to transportation facilities, but elderly residents tend to
think shopping more important than transportation facilities.. A lot of former houses are located near present houses and
most of them are rental apartments. Lots of residents evaluate the environmental conditions of the central area well and
they want to live long.
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本研究は、宇都宮市の分譲マンション居住者を対象とした

アンケート調査に基づき、居住者の属性と転居理由等を明ら

かにしたものである。

多くの地方都市において、まちなか居住を進める

ための取組みが行われているが、一方で、まちなか

のマンション等に居住する世帯については定性的な

分析が多く、その特性が必ずしも把握されていると

は言えない（1）。

まちなか居住を効果的に進めていくためには、そ

の前提として、まちなかに転居してくる世帯が何を

求め、まちなかの住環境をどのように評価している

かを確認する作業が不可欠である（2）。

１.アンケート調査について

今回のアンケート調査では、対象となる各戸の郵便ポスト

にアンケート用紙を投函し、郵送で回収する方式を採用した。

アンケート用紙の配布は2011年1月14日に行い、2月中に

返送されてきたものを分析対象とした。

＜アンケート調査の対象＞

アンケート調査の対象とした分譲マンションは、9 棟 629
戸で、回収数は282通、回収率は44.8％であった。

調査対象の9棟のマンションは、次の条件で選定した。

① 中心市街地及びその周辺に位置する比較的規模の大

きい分譲のマンションであること

② アンケート票が各戸へ配布可能であること

③ 供用開始から年数が経過していないものと、入居から

5年程度経過しているものを両方対象にすること

この条件を前提に、ＪＲ宇都宮駅の東西のバランスを考慮

して選定した。対象としたマンションごとのアンケート票の

配布状況と回収状況は表－1 のとおりである。このうち、平

成20年以降に入居開始された1、2、3、5、6、9番の6棟は

必要に応じ「Ｈ20M」と一括して表記し分析する。

番号 位置 入居開始時期 戸数 回収数 回収率

1 西 Ｈ21.12 95 54 56.8％
2 西 Ｈ20.12 93 49 52.7％
3 西 Ｈ20.01 46 20 43.5％
4 西 Ｈ16.02 90 33 36.7％
5 西 Ｈ20.05 65 28 43.1％
6 東 Ｈ21.05 50 18 36.0％
7 東 Ｈ17.01 108 44 40.7％
8 東 Ｈ14.01 38 14 36.8％
9 東 Ｈ20.02 44 22 50.0％

(表－1)アンケート対象マンションと回収率

2．居住者の属性

まちなかのマンション居住者の属性として、世帯主の年齢、

性別、勤務状況、世帯構成及び世帯人員等について調査した（3）。

（1）世帯主の年齢・性別

世帯主の平均年齢は、男 46.25 歳、女 48.41 歳、全体では

46.82歳である。女性の方が少し年齢が高い。このうち、「Ｈ

20M」6 棟の世帯主年齢別の世帯数を図―1 に示した。「Ｈ

20M」では、男性世帯主の平均年齢は45.34歳、女性世帯主

の平均年齢は 47.27 歳、全体の平均年齢は 45.87 歳である。

（「H20M」は入居時の年齢と現在の年齢に大きな違いがない、

と考えられる。以下では、入居時の年齢と関係するものにつ

いては「Ｈ20M」を取り出して分析することとする。）

＊正会員 宇都宮共和大学シティライフ学部（Utsunomiya Kyowa University）工博
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世帯主の年齢でみると、マンション入居者には大きく２つ

の山がある。全体としては 30～39 歳のところで最も多く、

50～59歳で減少し60～64歳で小さな山が現れている。まち

なかのマンションに入居する世帯は、世帯主年齢が 30～39
歳で最も多く、40歳代から50歳代にかけて減少し、60～64
歳でまた増加している。従来、持ち家取得は 30 代半ばに子

育ての関連で行われると考えられていたが、このグラフから

もその点を確認できる。しかし一方で、60歳代でまちなかの

マンションを購入する世帯も多い。

（図―1）世帯主の年齢別構成（H20M）

また、男性が世帯主の場合と女性が世帯主の場合とで顕著

な差がみられる。女性が世帯主の場合に最も多い年齢層は40
～44歳（全調査対象では45～49歳）で、男性が世帯主の場

合とピークがずれている。さらに、45歳以上の層でも男性と

比べて女性の方の比率が相対的に高い。男性は、30歳代で結

婚や子育てを契機に転居してくる世帯が多いのに対し、女性

が世帯主の場合は30代後半から40代にかけてと50代後半

以降の年齢層の比率が高く、結婚や子育てとは異なる要因で

転居してきていることが推測される。ちなみに女性が世帯主

の場合、1人世帯と母子家庭等で78％を占めている。

（2）世帯人員・世帯構成

（図―2）年齢別世帯人員（全体）

世帯人員は2人世帯が最も多く37.6％を占め、次いで1人

世帯が25.2％、3人世帯が23.0％で、4人以上の世帯は少な

い。全体の平均は、2.38人である。Ｈ20Mに限ると2.16人

になり、さらに少なくなる。しかし、平成21年12月末の宇

都宮市の平均世帯人員は2.43人であるので、調査対象とした

まちなかマンション全体では、宇都宮市の世帯人員と大きな

開きはない。

年齢別の世帯人員を見ると、45～49歳と55～59歳で1人

世帯の割合が高い。特に55～59歳では1人世帯が半数を超

える。それに対して、60歳以上では2人世帯（夫婦のみの世

帯がほとんど占める）が非常に多くなっている。3人以上の

核家族世帯は50歳未満の世帯で多く、40歳代前半では、4
人以上の世帯も高い比率を占めている。これは、Ｈ20Mに限

ってもほとんど同じ傾向を示している。これらのことから、

宇都宮のまちなかマンションには、30代の子育て世帯が転居

してくるとともに、60歳以上の夫婦のみ世帯も転居してきて

いることが確認できる。年齢別の世帯構成を見ても同様の結

果になる。若年世帯では、夫婦と子どもよりなるいわゆる標

準家族が多く、50代以降は夫婦と子ども世帯が極端に減少し、

高年齢層では1人世帯と夫婦のみの世帯が多くなる。65歳以

上の世帯では夫婦のみの世帯の比率が極めて高い。

（図―3）世帯主年齢別世帯構成（全体）

世帯主の男女別世帯人員は表－2のとおりである。平均世

帯人員は3.08人（男）と1.65人（女）で、男女で約2倍の

開きがある。男性世帯主の場合2人世帯が最も多い（41.1％）

のに対して、女性世帯主の場合は57.3％が1人世帯である。

男性が世帯主の場合、子育て世帯と考えられる3人以上の世

帯が45.4％で、1人世帯の比率は非常に少ない（13.5％）。女

性が世帯主の場合は、3人以上の世帯はわずかにとどまって

おり（13.5％）、ほとんどの世帯で2人以下である。

1人 2人 3人 4人 5人

男 28 85 58 35 1
女 43 21 7 2 2
合計 71 106 65 37 3

（表－2）男女別世帯人員

（3）世帯主の職業

世帯主の職業は「正規の職員・従業員」が68.6％を占める。

まちなかのマンション居住者の多くはいわゆるサラリーマン

世帯である。「会社などの役員」「自営業」「派遣・パート・ア

ルバイト」がほぼ同数の6～7％で「正規の職員等」と比較す

ると非常に少ない。また、「無職」の世帯は全体の12.1％で、

当然のことながら高齢世帯で高い比率を占めている。
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男性の場合は、派遣、パート、アルバイトなどは極端に少

なく、常勤の職業についている比率が極めて高い。それに対

して、女性が世帯主の世帯では、「正規の職員等」は 56.8％
にとどまり、「派遣・パート等」が 21.6％になっている。ま

ちなかのマンションに居住する世帯は、男性が世帯主の場合

と女性が世帯主の場合とでは大きく異なっていることが確認

できる。

（4） 勤務先、通勤手段と通勤時間

○勤務先の所在地（4）

勤務先は、宇都宮市内が非常に高い比率を占めている。勤

務先の所在地を記入しているもののうち、宇都宮市内が 153
世帯あり、全体の61.7％になる。栃木県内の他の市が28.2％
で、栃木県外が10.1％である。勤務先は、マンションの所在

地の違いにより異なる傾向がみられる。宇都宮駅の西側の 5
棟のマンションと東側の4棟のマンションとに分けて勤務先

の所在地を示す（図―4）。

（図‐4）勤務先の所在地

全体としては、本庁地区内に勤務している世帯と県内の他

市に勤務している世帯が多い。しかし、駅の東西でみると、

駅西のマンションでは本庁地区が 40％になっているのに対

し、駅東のマンションでは逆に栃木県内の他市に勤務してい

る世帯が40％近くに達し本庁地区に勤務する世帯より多い。

市外の勤務先は、芳賀町が28（11.3％）、東京が17（6.9％）、

鹿沼市が12（4.8％）、高根沢町が8（3.2％）、矢板市が5（2.0％）

などとなっており、東京以外は栃木県内の工業団地などが存

在する地域に集中している。駅東のマンション居住者は、こ

のうち芳賀に16世帯（18.6％）が勤務している。さらに、市

内の東側に位置する清原地区などに勤務している世帯も駅東

のマンションでは12世帯（14.0％）に及ぶ。駅東側のマンシ

ョンでは3分の1（32.6％）の世帯が清原地区などの市内（東）

の地区や芳賀地区に勤務していることは、勤務地がマンショ

ンを選ぶ際に影響を与えたことを示している。

○通勤時間と通勤手段

通勤時間は、15 分以内が 37.2％で、30 分以内を合わせる

と全体の61.1％になる。まちなかのマンションの利点は、勤

務地に近いことであるといわれており、実際に、宇都宮のま

ちなかのマンション居住者の通勤時間は短い。一方、通勤時

間が1時間を超える30世帯のうち24世帯は県外（東京など）

に勤務する世帯である。通勤時間は駅西のマンションの方が、

駅東のマンションよりも短い。これは、駅西のマンションで

は本庁地区に勤務する世帯が多く、東側のマンションでは東

の工業団地などに勤務する世帯が多いためである。

（図―5）通勤時間

(図―6)通勤手段

通勤手段をみると、世帯主が自家用車で通勤する世帯が半

数強を占め最も多い。しかし、一方で、通勤手段が徒歩のみ

が 15％、自転車が 11％存在していることも注目に値する。

宇都宮市内居住者の通勤手段としての自家用車の比率はわか

らないが、自家用車通勤者が約半数という状況は、宇都宮市

の平均を大きく下回っているものと考えられる。なお、この

通勤手段は、世帯主に限った数字である。まちなかマンショ

ンの自家用車の所有台数が少ないことから、世帯主以外の通

勤者も含めると、通勤手段としての自家用車の比率はさらに

下がるものと思われる。

1 時間超の通勤時間の人は、東京などへ鉄道で通勤してい

る場合が多く、1時間超のうち5 分の4の世帯は鉄道を利用

している。徒歩のみの人は、そのほとんどが 15 分以内にな

っており、居住しているマンションの近くの勤務先に勤めて

いることが分かる。自転車のみの場合も 15 分以内が大半で

ある。自家用車利用の場合は1時間を超える世帯は少ないも

のの、30 分を超える世帯は 40.5％ある。鉄道利用を除いた

30 分を超える通勤時間の世帯（68 世帯）に対する自家用車

利用の比率は75％であり、自宅から離れた勤務先に通勤する

場合は、自家用車利用の比率が高い。
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3．現住宅と従前の住宅

（1）現住宅の状況

調査対象のマンションは分譲マンションであるが、所有者

から賃借している世帯も少数ながら存在している。借家は20
世帯で 7.1％である（平成 19 年以前に供給されたものでは

11.0％で、H20Mでは5.2％）。借家の比率は少ないが、供給

されてから年数が経過するとともに、借家比率が高まるのが

通常であり、宇都宮のまちなかマンションも同様の傾向にあ

るといえる。なお、男女別にみると、女性が世帯主の場合は

4世帯しか借家はなく、借家世帯の比率は5.3％である（男性

が世帯主では7.7％）。また、若年層で借家率が高い傾向があ

り、30代前半で最も比率が高くなっている。

（2）従前住宅の建て方と所有形態

(図―7)従前住宅

まちなかのマンションに入居してきた世帯の転居前の住宅

は借家が多く、建て方は共同住宅が多い。借家が 175 世帯

（64.1％）、共同住宅が190世帯（68.6％）である。住宅の建

て方と所有形態の両方を記入しているサンプルのうち、共同

住宅の借家は159世帯（60.7％）を占めている（比率はいず

れも記入していないサンプルを除いて計算している）。

（図―8）年代別

従前住宅の所有

形態（H20M）

入居時期の年齢と調査時点の年齢が近いＨ20M について、

年齢別に従前の住宅の所有形態を見ると、非常にはっきりし

た傾向がみられる。40歳未満の層では、借家からの転居世帯

が大半を占めているのに対し、年齢が上がるとともに持家か

らの転居世帯の比率が高くなり、特に 65 歳以上では、その

ほとんどが持家からの転居世帯である。さらに、40～49歳ま

でで親などの家から転居してきた世帯の比率が高くなってい

ることも注目される。従来、親などの親族の家に居住してい

るのは若年者で、それが結婚等のために親から独立すると考

えられていたが、40 代になって親の家から独立した世帯が、

相当数存在していることが確認できる。

従前の住宅が持家である比率は、24.9％（Ｈ20M では

25.1％）で、全体の4分の1である。従前の住宅が借家であ

る比率は若年層ほど高いことからも推測されるように、残り

の4分の3は、そのほとんどが初めての持家購入であると考

えられる。宇都宮のまちなかのマンションは持家の一次取得

者が多数を占めている。

次に、H20Mについて、世帯主の性別と従前の住宅の関係

を見る（表－5）。
性別 持家 借家 親などの親族の家

男 25.7％ 66.9％ 7.4％
女 23.5％ 52.9％ 23.5％

（表－5）世帯主の性別と従前住宅の所有形態（H20M）

従前住宅が持家の率は男女ともほぼ同じであるが、「借家」

と「親などの親族の家」とでは男女に大きな違いがある。女

性の場合、「親などの親族の家」から転居している割合が非常

に高い。図‐7で、40～49歳までの年代で親族の家から転居

してくる割合が高いことを示したが、これを男女別にみると、

男性では同年代のうちの21.7％が親などの家から転居してき

ていたのに対し、女性ではこの年代の37.5％が親族の家から

転居してきている。40代の女性がまちなかのマンションに転

居する場合、男性に比べて親などの家からの転居する割合が

高いといえる。

従前の持家については、処分の仕方を記入している世帯が

65世帯ある。その内訳は、売却したものが52.3％、現在も使

用しているものが23.1％、人に貸す（又は貸している）もの

が16.9％となっており、売却したものが最も多い（売却予定

も含めると56.9％）。

（3） 従前住宅の所在地

現マンションに転居する前の従前の居住地は、下表のよう

な分布である。宇都宮市内から転居してきた世帯が8割近く

あり、そのうち本庁地区内から42％が本庁地区以外の中央地

区を合わせると65％、約3分の2の世帯が比較的近くから転

居してきている。

所在地 駅西マンション 駅東マンション 合計

宇都宮市内計 79.7％ 76.1％ 78.5％
本庁地区 43.4％ 39.6％ 42.1％
本庁以外の中央地区 12.1％ 14..6％ 12.9％
南地区 13.7％ 9.4％ 12.2％
その他（市内不明含） 10.4％ 12.5％ 11.2％
県内（宇都宮市外） 11.5％ 15.6％ 12.5％
栃木県外 8.8％ 8.3％ 8.6％

（表―6）従前住宅の所在地

駅西のマンションと駅東のマンションの違いは大きくない

が、宇都宮市の南地区や西地区からは駅西のマンションへ転

居する比率が高く、東地区からは駅東マンションへ転居する

比率が多少高い傾向がみられる。
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従前住宅の建て方別（戸建てと共同建て）に所在地を見る

と、戸建て住宅と共同住宅では大きく異なっている。共同住

宅では82.5％が宇都宮市内であり、半数以上が本庁地区内か

らの転居世帯である。それに対して、戸建て住宅では、宇都

宮市内の比率が約7割にとどまり、栃木県内の宇都宮市以外

の市町村からの転居者が22.8％にのぼっている。

所在地 戸建て 比率 共 同 比率

宇都宮市内計 75 69.6％ 156 82.5％
本庁地区 19 24.1％ 96 50.8％
本庁以外の中央地 12 15.2％ 23 12.2％
南地区 13 16.5％ 20 10.6％
その他（市内不明 11 19.0％ 17 9.0％
県内（宇都宮市外） 18 22.8％ 15 7.9％
栃木県外 6 7.6％ 18 9.5％

（表―8）従前住宅の建て方別所在地

4．転居理由について

転居理由として11項目（及びその他）の選択肢を設け、該

当するもの全てに丸を記入してもらい、さらに、最も重視し

た理由を一つだけ記入してもらった。

(図‐9)転居理由（複数回答）

(図―10)最も重視した転居理由（S・A）
「バスや電車などの利用しやすさ」「日常の買い物の利便

性」「通勤の利便性」などまちの利便性が良いことが半数以上

で選択されている。次いで、住宅の価格や住宅そのものにつ

いて転居の理由としてあげている世帯が3分の1存在してい

る。最も重視した理由でみると、「通勤の利便性」が最も多く、

5世帯に1世帯が最も重視した理由にあげている。次いで多

いのが、「従前の住宅が満足できずより良い住宅に移る」ため

であり、「バスや電車の利便性」や「日常の買い物の利便性」

もまちなかマンションへの転居の際に最も重視した理由とす

る世帯が多い。「住宅価格が適当であった」ことも重要な要素

であり、「歩いて楽しい通りや商店街がある」「まちのイメー

ジが良い」を最も重視した理由にあげている世帯があること

が注目される。一方、教育環境や病院・福祉施設、治安の良

さなどは転居を考える際の重要性は高くない。

図‐11は「最も重視した転居理由」として選択された率の

高い6項目について、H20Mの年代別の比率をグラフにした

ものである。最も重視した理由は、年代により大きく異なっ

ている。34歳までの若年世帯では通勤の利便性が最も重要で

あり、買い物の利便性を最も重視した世帯は少ない。それに

対して、65歳以上の高齢世帯では買い物の利便性を重視して

転居した世帯が多い。

(図―11)年代別最も重視した転居理由（H20M）

35～39 歳では、「良い住宅へ」と「価格が適当」が際立っ

ている。特に、住宅の価格を重視した世帯の比率が最も高い。

従来から持家の一次取得者は、子育てが始まる 30 代後半が

多いといわれているが、この世代では、通勤の利便性よりも、

住宅の価格や住宅そのものの質（広さ等）を重視す

る傾向がある。

40 歳代前半では、「良い住宅へ」と「通勤の利便

性」が相半ばしている。さらに 40 代後半になると

「良い住宅へ」という理由も大きいが、「通勤の利

便性」を重視する世帯が最も多くなる（3 割）。50
代の特徴は、「バスや電車の利便性」を重視する世

帯が最も多いことである。60歳以上の世帯では「そ

の他」の理由を最も重視した理由にあげる者が多い。

これは、アンケートで想定した標準的な 11 項目の

理由ではなく、各人のそれぞれの事情により転居し

たことを示している。

次に、従前住宅の建て方別（長屋建てを除く）に最も重視

した転居理由を比較してみる。

「通勤通学の利便性」については、従前住宅の建て方にか

かわらず最も重視されているが、戸建て住宅からの転居では

「日常の買い物の利便性」、「バスや電車の利用しやすさ」と

いったまちなかの利便性を重視している世帯が多いのに対し

て、共同住宅から転居してきた世帯は、「従前の住宅が満足で
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きなかった（より良い住宅へ）」の比率が高く、また、「住宅

の価格が適当であった」も大きな比率を占めている。これは、

従前住宅の所在地が建て方別に大きく異なっている（表―8）
ことの当然の結果であると考えられるが、一方で、共同住宅

（その大半は賃貸の共同住宅）から転居してきた世帯では、

住宅自体のレベルアップを求め分譲マンションへ転居する世

帯と、住宅の価格を重視する世帯が多いことが読み取れる。

最も重視して転居理由 戸建 比率 共同 比率

通勤通学に便利 15 19.7% 38 21.2%
日常の買い物が便利 13 17.1% 18 10.1%
病院、福祉施設等が利用しやすい 2 2.6% 1 0.6%
バスや電車などが利用しやすい 12 15.8% 19 10.6%
歩いて楽しい通りや商店街がある 5 6.6% 9 5.0%
従前の住宅が満足できなかった 7 9.2% 34 19.0%
住宅の価格が適当であった 3 3.9% 19 10.6%
子どもの教育環境が良い 1 1.3% 1 0.6%
まち（住宅地）のイメージが良い 2 2.6% 10 5.6%
周辺の治安が良い 2 2.6% 3 1.7%
その他 14 18.4% 27 15.1%

（表―9）建て方別最も重視した転居理由（全体）

5． 居住予定等

現住宅の今後の居住予定は、ほとんどの世帯が、現在の住

宅に「住み続ける」ことを選択している。転居を考えている

世帯は、全体の11％にとどまっている。現住宅が持家の場合

は、「永く住み続ける」世帯が6割を超え、転居を考えている

世帯は 9.6％である。それに対して、現在借家として居住し

ている世帯では、「永く住み続ける」ことを考えている世帯は

15％しかおらず、転居を考えている世帯が3割を占めている。

転居を考えている世帯（31世帯）の最も重視する理由のう

ち「転勤」と「親世帯などとの同居」を合わせると42％にな

る。これらの理由は、住居以外の要因に起因するもので、現

在の住まいの状況を改善するために転居するというものでは

ない。なお、「戸建て住宅に住みたい」を最も重視した理由に

あげた世帯は、6世帯で19％であった。

居住予定 持家 借家 合計 比率

永く住み続ける 158 3 161 57.3％

暫くは住み続ける予定 78 11 89 31.7％

いずれ転居したい 23 5 28 10.0％

近く転居する予定 2 1 3 1.1％

（表－10）今後の居住予定

宇都宮のまちなかのマンションに居住している世帯は、マ

ンションに住み続けようと考えている比率が高く、共同住宅

ではなく戸建ての住宅に住むために転居を考えている世帯は

多くない。

6． 居住者の属性のまとめ

これまでの分析から、宇都宮のまちなかマンションに居住

している世帯の属性をまとめてみる。

①世帯主の平均年齢は46.8歳で、女性が世帯主の場合は若

干年齢が高い（48.4歳）。世帯主の年齢は30歳代が多く、

50歳代で減少し、60歳代前半でまた少し増加する。世帯

主の年齢には 2 つの山が存在している。女性が世帯主の

場合は、30 代後半と 40 代前半で多いが、男性ほどはっ

きりした山はない。

②世帯人員は 2 人世帯が最も多く、1 人世帯と 3 人世帯が

それに次いでいる。4 人以上の世帯は少ない。40 代後半

と50代後半の世帯で1人世帯が多く、若年世帯では夫婦

と子どもの世帯が、60 歳以上では夫婦のみ世帯が多数を

占める。女性が世帯主の場合は1人世帯が非常に多い。

③世帯主の職業はいわゆるサラリーマン世帯が多数を占め

る。しかし、世帯主が女性の場合は派遣・パート・アル

バイトの比率も高い。

④勤務先の所在地は宇都宮市内が高い比率を占めており、

中でも本庁地区の割合が高い。駅西のマンションでは、

本庁地区内が 4 割を占め一番多いが、駅東のマンション

では本庁地区よりも栃木県内の宇都宮市外に勤務してい

る世帯の割合が大きく、勤務先として芳賀地区などが目

立つ。マンションの立地場所と勤務先の所在地との関係

は十分に認められる。

⑤通勤時間は一般的に短く、勤務先が居住地に比較的近い

ことが確認できる。特に駅西のマンションでは15分以内

が高い比率を占めている。通勤手段では自家用車が最も

多いが、その比率は半数程度であり、自家用車を使用し

ない世帯も多い。

⑥従前の住宅は、共同住宅の借家が非常に高い比率を占め

ている。若年層ほど借家の比率が高い。また、40 代で親

族の家から転居してくる世帯が一定数いるが、女性の場

合その比率は男性より高い。

⑦従前の住宅の所在地は、宇都宮市内が 8 割近くを占め、

なかでも本庁地区と中央地区及び市内の南側の地区から

転居してくる世帯が多い。従前の住宅が共同住宅の場合

は宇都宮市内の比率が高く、かつ、本庁地区からの転居

率も半数を超える。一方、従前住宅が戸建て住宅の場合

は、本庁地区からの転居者は比較的少なく、県内の他の

市町村から転居してくる世帯も多い。

⑧転居理由としては、まちなかの利便性があげられている。

最も重視した理由としても、通勤の利便性が最も多いが、

年代別に理由は大きく異なっている。若年層では通勤の

利便性が、65 歳以上では日常の買い物を最も重視してお

り、30 代後半から 40 代にかけては住宅の価格も重要な

要素となっている。

⑨従前住宅が戸建て住宅の場合は利便性を求めて転居して

くる世帯が多く、従前住宅が共同住宅の場合は、利便性

に加えて、住宅自体のレベルアップを求めて転居してく

る世帯が多い。また、共同住宅からの転居者は住宅の価

格を重視する割合が高い。
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⑩マンション居住者の多くは永く住み続ける（あるいは暫

くは住み続ける）ことを考えている。また、転居を考え

ている世帯も、現在の住まいの状況を改善するため、と

いう世帯は少ない。

7． 住環境の評価について

居住しているマンションのまわりの環境について、「満足」

「まあ満足」「どちらともいえない」「やや不満」「非常に不満」

の5段階に分けて評価してもらった（5）。

住まいのまわりの環境は1.05という数値になっており、満

足度はかなり高いといえる。満足度の高い項目は、「市役所・

郵便局等の利用のしやすさ」、「バスや電車などの利用のしや

すさ」及び「通勤通学の便利さ」で、これらは 1.0 を上回る

評価となっている。なお、市役所・郵便局等に関しては、今

回のアンケート調査の対象となったマンションのうち4棟は

市役所に近接した地区に立地しており、これらのマンション

居住者から市役所の利用しやすさについて高い評価が得られ

たことが影響していると思われる。

（図―12）住まいのまわりの環境に対する評価

比較的に満足度の高い項目としては、「日常の買い物の便利

さ」、「住宅の広さ」、「病院、福祉施設などの利用しやすさ等」

である。また、「楽しく歩ける（散策できる）市街地の存在」、

「道路の整備状態の良さ」、「図書館等の文化的施設の利用の

しやすさ」、「治安の良さ」なども比較的満足度は高い。これ

らに対して、「緑・水辺などの自然とふれあう可能性」、「町内

会・自治会等の地域活動の状況」、「スポーツ活動のしやすさ」、

「夜も安心してまちを楽しむことができる」、「子どもの遊び

場・公園の整備状況」に対する満足度は低くなっている。ま

ちなかのマンションに入居する理由では、まちなかの便利さ

が重視されていたが、実際に入居してからの評価についても、

通勤通学、バスや電車、日常の買い物等の利便性に関して高

い満足度が得られていることが読み取れる。

住まいのまわりの環境については、比較的満足度が高かっ

たが、それぞれの項目と住まいのまわりの環境全体に対する

満足度との関係について、「住まいのまわりの環境全体とし

て」の満足度と、各項目の満足度との相関係数を計算した。

相関係数を見ると、項目自体の満足度が高いものの満足度

と環境全体に対する満足度との相関はほとんどない。「治安の

良さ（相関係数：0.501）」や「楽しく歩ける市街地の存在

（0.453）」などは、満足度としては高くないが、全体の環境

評価との相関がある程度認められる。他に「子どもの遊び場・

公園（0.401）」「日常の買い物の便利さ（0.396）」「まちの景

観（0.385）」などは統計上有意とまでは言えないがある程度

相関がある。これらの項目は、まち全体の雰囲気に大きく影

響するものであり、これらの項目に満足している人は「住ま

いのまわりの環境全体として」満足する傾向があり、逆にこ

うした項目に満足でない人は「住まいのまわりの環境全体と

して」満足しない傾向がある。したがって、環境全体の満足

度を上げるためには、まちの雰囲気をつくるこれらの項目の

満足度を上げる方策が有効である。

一方、「通勤の利便性（0.166）」「バス・電車の利便性（0.222）」
「市役所・郵便局等の利便性（0.223）」などの利便性につい

ては、「住まいのまわりの環境全体として」の評価と全く関係

がないことが分かる。しかし、このことは、利便性がまちな

かに不必要であることを示しているのではない。利便性は、

まちなかのマンションに転居する際の重要な要素であり、

まちなか居住を推進するうえで重視しなければならない

のはもちろんである。

8． まちなかに居住するために必要な機能について

まちなかに居住するために必要と思われる機能につい

て、その重要度をきいた。それぞれの項目ごとに、「非常

に重要」「まあ重要」「どちらともいえない」「あまり重要

でない」「重要でない」の５段階の評価をしてもらった（6）。

「治安が良い」ことと「日常の買い物が便利である」

ことが最も重要な機能であると考えている。この2項目

は、点数が 2.0 に近く、ほとんどの回答者が「非常に重要」

と答えていることが分かる。これに次いで、「歩道が整備され、

交通が安全である」、「公共交通機関が利用しやすい」が 1.5
を超えている。選択肢として提示した項目は、一般的に好ま

しい（重要）と考えられるものであり、点数は当然プラスに

なるが、「近所づきあい等のコミュニティ活動が充実してい

る」と「文化施設やスポーツ施設等が充実している」ことに

ついては点数が 1.0 未満であり、重要性が低いと考えられて

いる。

(図―13)まちなか居住に必要な機能
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図―14は、それぞれの項目ごとに、「非常に重要」から「重

要でない」までの評価の分布を示したものである。

「治安の良さ」と「日常の買い物が便利」については、回

答者の 4 分の 3 が「非常に重要」と答えている。「歩道が整

備され、交通が安全である」と「公共交通機関などが利用し

やすい」についても、「非常に重要」とする回答者が多い。「医

療・福祉施設等が近くにある、利用しやすい」と「夜も安心

してまちを楽しむことができる」、「散策や散歩に適した道や

公園がある」については、「非常に重要」とするものが半数ま

たは半数に満たないが、「まあ重要」まで加えると、高いスコ

アになる。

（図―14）まちなか居住に必要な機能評価の分布

これに対して「近所づきあい等のコミュニティ活動が充実

している」については、「非常に重要」とする回答者が1割で

「あまり重要でない」「重要でない」とを併せた回答者数を下

回っている。「非常に重要」と「まあ重要」を加えても半数に

届かない。「文化施設やスポーツ施設等が充実している」につ

いても、重要とはしない回答者が3分の1を占めている。ア

ンケート調査の対象としたマンションは、建設後あまり時間

がたっていないため、まだ近所づきあいやコミュニティ活動

がまだ活発化していないことも考えられるが、まちなかのマ

ンションに居住している世帯は、コミュニティ活動にあまり

期待を持っていないと考えることもできる。

まちなか居住にとって最も重要（必要）と考える機

能としては、「治安の良さ」と「日常の買い物の利便性」

があげられているが、このうち「治安の良さ」に関し

ては、転居理由としてはほとんど重要視されていない。

しかし、「住まいのまわりの環境全体」に対する満足度

と「治安の良さ」に対する満足度はある程度相関があ

ることが認められる。まちの治安は、まちなか居住に

とって重要な項目と考えられる。「日常の買い物の利便

性」については、転居理由としても重視され、かつ、

「住まいのまわりの環境全体」の評価とも多少相関が

あることから、まちなか居住を進めていく上で重要な

要素になる。

「公共交通機関(鉄道､バス等)などが利用しやすい」

こともまちなかの機能として重要視されているが、最

も重視した転居理由としても、「通勤通学の利便性」

（20.3％）と「バスや電車などの利用のしやすさ」

（12.4％）が高い比率を占めており、また、これらを

理由として転居した世帯の現状の満足度も1.01と1.11
で、高い評価になっている。公共交通機関の利便性は、

まちなか居住にとって重要な要素であることは間違い

ない。

（謝辞）本稿は、宇都宮市のまちなか居住を検討する

ために、2010 年度に筆者の研究室と宇都宮市のうつの

みや市政研究センターと共同で行ったアンケート調査

の結果をまとめたものである。アンケート調査にご協

力いただいたマンション居住者の皆様及びうつのみや

市政研究センターの担当者の皆様にこの場をお借りし

て感謝申し上げます。

（1） これまでに、青森市のマンション居住者の属性と転

居理由等についてアンケート調査を基に分析した研究が

ある。北原啓司『地方都市における街なか居住の実態と政

策課題について』都市住宅学 55 号 2006 年 10 月。また、

少し前の調査ではあるが、阿部周平他「地方都市中心部に

おける中高層共同住宅とその居住者の実態把握に関する

研究―長岡市をケーススタディとして―」都市計画論文集

38-1 2003 年 4 月も同様の分析を行っている。
（2）今回実施したアンケート調査では、質問項目や選択肢

をできるだけ細分化し多様な内容を把握できるように工

夫し、さらに、調査対象マンションごとの属性の違いによ

る分析も可能になるよう調査を設計した。
（3） なお、本アンケート調査では、世帯主の立場での回答を求

めている。そのため、世帯主以外の世帯構成員の状況を把握する

ことができず、一世帯で複数の人が働いている場合でも、世帯主

に関する情報しか得られないという制約があることをあらかじ

め指摘しておく。
（4）宇都宮市内の区分は、市内（本庁）は本庁地区、市内

（中央除本庁）は宝木、陽南、豊郷地区、市内（東）は平

石、清原、瑞穂野地区、市内（西）は国本、冨屋、篠井、

城山地区、市内（南）は横川、姿川、雀宮地区である。な

お、宇都宮市とだけ記入し町名が無記入のものは市内（不

明）とし、宇都宮市内全体の票数をカウントする場合は参

入している。
（5） 「満足」を2点、「まあ満足」を1点、「やや不満」を－1
点、「非常に不満」を－2点として計算し合計点を回答者数で除

して評価点とした。従ってグラフのスコアが1.0以上の項目は、

平均的に「満足」と「まあ満足」の中間にあるということになる。
（6）環境に対する満足度と同様、「非常に重要」を2点、「ま

あ重要」を1点、「あまり重要でない」を－１点、「重要でない」

を－2点として計算し、項目ごとに合計点をだし、それを回答数

で除して、それぞれのスコアとした。
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