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個族化社会の現実をどう見るか

一一モクモクからツーカーへ知恵を考える一一

1. "{固族"という言葉

“個族"という言葉を、はじめてリポートに書いたの

は、 1990年のことである。当時、住宅団地開発にたず

さわっていた白だが、なんとなくパフソレ的な勢いがあ

り、ゆとりがあって多様な暮らしのできる住宅という

ことがいわれていた。住宅団地というものは、基本的

な考え方を決めて開発にとりかかっても、早くて5年後

に一部居住が始まるというぐらいが、最速の事業進捗

である。とすればこの時の計画が“すまい"として具

体化されるのは、おおむね21世紀というわけであった。

ところが私は、家族とか家庭というものが大きく変

わってしまうのではないか、ということにとらわれて

も、fこ。

当時由リポートを見ると、「住宅単機能型の同一世代

集住型ニュータウンjではなく、 f単身世帯、特に高齢

単身世帯が増加jする中で、住宅地づくりの考えを変

えねばならないのではないかと述べている。そのポイ

ントは「①家族形態の変化と知恵のうけつぎシステム、

②“核家族"から“個族"へ、③単機能型住宅地の問

題、@農かな“つきあい社会"のためのまちづくり」と

なっている。なんだかこ小賢しいことを書いてはいる

が、私の関心はそのうちの一点“知恵のうけつぎシス

テム"に集中していた。

表1 数字で見る個族化
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これは、私自身の肺甲斐無さに対する絶望から来て

いた。今でも変わっていないわけだが、先人から受け

継いだことを、どうして子供へ継いでいったらいいの

かについて、全くわからなくなっていた。大阪の高槻

に住んでいた友人が、「これからはな、家の中も、大阪

a 人 口I千人 1b 単身世帯人員(千人 c人口こ占止る割合人百人 d bの1975年を 100とした場合|
企且」謡岡県津崎県陣縄県L全品」福岡県』害崎県沖縄県↓金司悔再県害崎県j 桝軍票-全~福岡需宮暗県沖縄祭

休正91910155，96311，1881 651 1 5711 凶 1 171 81 101 11 1 0.81 111 1.71 151 11 1 101 30 
沼津日 51930164，45011，5171 7601 5781 6叫 181 81 111 1.110.71 1.011.01 161 111 101 34 

151950184，11513，53011，0引 1 9151 8891 311 111 - 1 1.11 0.91 1.01 - 1 111 111 181 

351960194，30114，00711，135188311，0131 311 111 -11.110.81 1.11 -1 141 111 311 

岨 1965199，10913，96511，0811 9341 1，8631 611 101 - 1 1.91 1.6 1 1.81 - 1 441 401 51 一

時 9701104，66514，01711，0511 9451 1，8881 991 181 - 1 1.81 1.51 1.61 - 1 681 631 711 

印 19751111，94014，19311，08511，0431 4，1361 1561 391 331 3.81 3.61 3.61 3.11 1001 1001 1001 100 

551980 ~17 ， 06014， 55311 ， 15111 ， 1 町 1 5，3曲 11151 511 4514.615.014ι4.11 1171 1451 1341 136 

þ~6; ::~:_~:;::~:J:;~:a:::::l_:_:;_;a::::a__:::_L::J__.:a::l._~:~L:!一一:77 一一一 ;~;L;:a_;:_:L;:_~成 21990t13，611 14，81111，16911，1111 9，3901 3941 801 701 7.61 8.11 6.81 5.71 1111 1531 1071 211 

719951115，57014，93311，17611，173111，1鈎 1 490 1 1日01 8819.019.918.516.91165131411591167 

H7 /T 2 1 2.11 1.31 1.81 2.21 17.51 18.413.1 1 9.0 1 

資料 長期統計総覧、沖縄県のH15-45は該当する数値がない

揖 aは総人口 語 2: bは般世帯 (S60までは普通世帯)人員
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駅のコンコースみたいなもんやぜ」とよく言っていた。

彼の言い分は、「溜るjことのない通過場所になりつつ

ある、ということであった。「これでは“核家族"でさ

えもないのではないか」と思った。周辺のどこもが集

住から個住になりつつあった。このことから生じる問

題はふたつある。ひとつは「知恵の受け継ぎJであり、

もうひとつは孤独に対してどうするかということであ

る。これについては後に述べることにするo

この正月の日経新聞の「“個族"の時代が始まる」と

いう見出しを見て驚いた。ついに“個族"という言葉

は一般用語になったのである。そのことが、本稿を書

くきっかけである o

2 個族化の実態を数字でみる

大正9年(1920)から平成7年(1995)までの75年

間に、日本の人口は2.2倍になったのであるが、単身世

帯の人は 17.5倍になっているo この勢いが急に進みは

じめるのは、 1945~50 年頃からである。

全人口に占める単身の比率は、 1965年 (S40)まで

はそれほど変わっていなL、。とはいっても従来の約2倍

になっている(1.1%から1.9%へ)。この時代は高度成

表 2ー1 単身世帯(全園、 1995)

単位入、%
総数 男 女

般世帯 123，646，128 60，588，526 63，057，602 
(100.0) (49.0) (51.0) 

11，239，389 6，223，570 5，015，819 
(9.1) (5.0) (4.1) 

~29歳 4，254，219 2，797，212 1，456，947 
(3.4) (2.3) (1. 2) 

30~64歳 4，783，010 2，966，139 1，816，871 
(3.9) (2.4) (1 .5) 

65歳 2，202，160 460，159 1，742，001 
(1. 8) (0.4) (1 .4) 

資料:長期統 計総覧

※(  )内は一般世帯総数に占める割合

表2-3 単身世帯(宮崎県、 1995)

単位:入、%
総数 男 女

般世帯 1，150，041 544，217 605，824 
(100.0) (47.3) (52.7) 

単身世帯 100，222 42，121 58，101 
(8.7) (3.7) (5.1) 

~29歳 29，933 18，159 11，774 
(2.6) (1 .6) (1. 0) 

30~64歳 38，663 18，814 19，849 
(3.4) (1 .6) (1. 7) 

65歳 31，626 5，148 26，478 
(2.7) (0.4) (2.3) 

資料長期統計総覧

※(  )内は 般世帯総数に占める割合
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長へさしかかる頃で、田舎から都市へ若い人たちが大

移動を始めていたのであろう。ついでに第 1次ベビー

プ ム (BB)世代が20歳を過きる 1970年以降急増し、

1980年には 4.6%になる。単身者の絶対数で見ると、

1965年 086.3万人)から、 15年後の 1980年 (538.

8万人)へ 2.9倍になっている。

単身世帯というと、すぐに孤独な高齢者の一人暮ら

しとみられやすいが、実際はそうではない。若い人の

方がはるかに多いのであるo

表1に、全国、福岡、宮崎、沖縄県の数値を示してい

るが、一見してわかるように、福岡県は単身者の伸び

が全国平均よりはるかに高い。これは福岡が九州の中

で若者の一極集中地域に当たっているからである。つ

まり高齢者の集中地域でないにもかかわらず単身が多

い。人口比でも約 10%が単身である。

一方沖縄は単身白増加率が福岡の 1/3であり、人口

比も 6.9%と低い。とは言え、 1975年以降の推移は全

国平均より高くなっている。沖縄は入口動態で見ると

全国の中で最も安定しており、人口増加も続いている。

高齢者の暮らし方から見ても、全国の中で最も豊かな

表 2-2 単身世帯(福岡県、 1995)
単位.人、%

総数 男 女

般世帯 4，825，591 2，305，830 2，519，761 
(100.0) (47.8) (52.2) 

単身世帯 490，053 248，539 241，514 
(10.2) (5.2) (5.0) 

29歳 193，255 126，01日 67，237 
(4.0) (2.6) (1 .4) 

30~64歳 192，538 102，613 89，925 
(4.0) (2.1) (1. 9) 

65歳 ~ 104，260 19，908 84，352 
(2.2) (0.4) (1. 7) 

資料長期統計総覧

※ ( )内は 般世帯総数に占める割合

表2-4 単身世帯(沖縄県、 1995)

単位ー入、%
総数 男 女

一般世帯 1，247，047 611，391 635，656 
(100.0) (49.0) (51.0) 

単身世帯 88，413 44，155 44，258 
(7.1 ) (3.5) (3.5) 

29歳 22，200 12，675 9，525 
(1. 8) (1. 0) (0.8) 

30~64歳 45，299 27，047 18，252 
(3.6) (2.2) (1 .5) 

65歳 ~ 20，914 4，433 16，481 
(1. 7) (0‘4) (1 .3) 

資料長期統計総覧

※・( )内は 般世帯総数に占める割合
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(物質的な意味ではない)県と言ってもよいように思う

が、復帰後の単身化は急速に進んでいる。

1995年の単身世帯(全国)は、全一般世帯の 9.1% 

を占め、 11，239干人となっている。そのうち 29歳未満

が37.9%を占めて 4，254千人、 30-64歳層が42.6%

白4，783千人となっている。 65歳以上の高齢者は20%

弱の 2，202千人である。この数値からみても、「単身は

高齢問題Jという見方はできないことがわかる o ただ

し、 65歳以上の女性の比重は大きい。割り切って言え

ば、「単身は高齢女性と若者の問題である」といえよう

〔表2-1)。

福縄県は、全国の傾向より高齢女性と若者の比重が

高い。男女計でみると 29歳未満が39.4%で最も多い。

65歳以上層も 21.3%を占め全国平均より高く、中堅年

齢層 (30-64歳)が相対的に少なくなっている。

沖縄県では単身世帯の半分以上が30-64歳層で、若

い人の比率は少ない。特に 29歳未満の女性の比率は、

全国平均や福岡県の半分ぐらいである。沖縄では、娘

が離婚して帰ってきても、親が「辛抱が悪い」などと

言って叱ったりしないという話を聞いたことがあるが、

全体として人間関係が濃密で、一緒に暮らしやすいの

であろう。

宮崎県では高齢女性の単身者の比率が高い。男性の

側は全体の 0.4%である。この 0.4%という高齢男性の

単身率の数値は、全国、福岡県、宮崎県、沖縄県とも

に同じである。

3 家族がパラパラになっていく話

「風の行方J(佐藤愛子著、毎日新聞社刊)という小

説で、ある時から家族が分離していって、一人暮ちし

雲霊罵言語包詔陛室霊童三三三三三三三三三号炉謎回 ~Hf，霊童三三三三三三三塁零制品霊童三三三三重量

する。妻(少年の母)は毅然として夫と別れ、自分の

仕事に生き甲斐を見出していく。一人っ子の孫は、家

族が分断されていく中で、学校でいじめに遭う o もと

はと言えば、転校して来た田舎の子供へ、方言にから

んだいじめをかばったことから、自分がいじめに遭い

出すのであるが、それに対して一人ぼっちの健気な戦

いを続けていく。 5人家族が、突然それぞれの、それな

りに納得のいく理由で別れだし、それなりの主体性の

ようなものを感じて努力を始める。一方では、そのよ

うな別れた生活が可能な、現代社会の便利さと物質的

な豊かさ自体に、違和感を感じずにはいられない。

ほんの百年ぐらい前までは、農業が中心の社会であ

り、集落が暮らしを支える塊(かたまり)の単位であ

った。その中に家族が塊となって一人ひとりを包み込

んでいた。それは大家族であり、大黒柱としての組父

や父というものがあり、全員が何本かの柱となって、カ

を寄せ合って生きていた。{田族というようなことは起

こりょうがなかっ7こ。

逆に言えば、個族ということは“村八分"のことで

あり、死以上白厳しい刑罰であった。ということは、

“自由"が許されぬ貧困な社会であり、皆が“不幸"で

あったとも言える。しかし今、自由とか豊かさを求め

て、我々は船出してしまっている。個族化の勢いは、先

にデータで示したように止められそうにない。では個

族化社会での“行き方の知恵"とは侭かについてふれ

て、稿を終わりにした¥'0

4司多様な“ひともうけ"を主体にした、豊かな

“つ吉あい社会"へ

偲族化へいたる時代背景を表3にまとめてみた。他愛

になっていく話が書かれている。一人っ子の少年の周 無いマンガのようなものである。結論から言うと、個

辺に起こった物語である。 族社会は情報社会であり、主体的なネットワークを持

担母j;t，来年家法1:墨 (L主主た立並どとい圭慰己 友t，[L、と孤独になるとともに孤立L丈じヰ十一方、ネ

をもっており、一度「自由Jを味わいたいと考え、夫

に離婚をせまる。夫(祖父)はその希望を受け入れて、

自分は岩手県の山奥の無住寺に住みつき、一人暮らし

を始める。彼は教師の出身であり、そこでもう一度本

来の教師の夢をJ思いながら塾をやろうとするが、そこ

にはほとんど子供はいない。

一方組母は解放感にひたるため、温泉旅行に女友達

と出かけたり、フランス料理を習ったり、社交ダンスを

習ったりするが、それほど充実感がわくわけではない。

その息子(少年の父〕は、不倫の責任をとって離婚

4 

ットワークを持った人は、個として自立し、ネットワー

クに支えたり支えられたりしながら、危機を回避しつ

つ、相対的に安定した暮らしができることになる。

農耕社会までは、かなりの広がりを持った塊で生き

ており、生活や生産力についてもそれほど情報化して

いなかったo 工業社会になって核家族化が進み情報化

率が高くなると、人間の生産費(一人前になるまでの

情報装備率を上げるコスト)が高くなり、必然的に“少

子化"へ向かつてしまった。今では、再生産がなりた

たない出生率にまで下がってしまっている。このこと
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表3 情報室聞と生活空間の変化、モヲモウからツー力ーへ

モウモウ皐 物的空間 情的空間 生活空間
(仮説) (狭義)

採集社会 90-99% とにかくモクモクと狩猟をした。生産に 家族、部族問の知恵の受け継吉によって 部族
(家族、部族) 占める知恵の学習率は1.......9%。幼児のう 労働力の育成がうながされてきた。 大家族

ちから労働力として活躍。

農耕社会 70-90% 道具・種苗、生産技術などの比重増大、 集落によって知恵が受け継がれたが、水 大家族
(部族、集落) 情報佑の進展、知患の伝達意義の増大。 系、放牧闇域など生活圏が拡がり、知恵の

10-15歳で 人前の労働力。 受け継ぎ専門のシステムとして、寺子屋、
教会、小規模な小学校がつくられた。

工業社会 30-70% 機械イb、動力化社会。エネルギ 革命によ 生産力に知恵の部分が増大。大規模、専 核家族
(地域社会、 って動力としての人間の後退、モクモク 門的学習システムが必要となった。
流域交通域) 率の低下、 15-18歳で労働力として自立。 (高校、専門学校、大学など)

情報社会 10-30% 製品に占める知恵の部分の大幅増大。工 生産及び生活における知的ネットワーク 個族
(グローパル 場内でも知的労働となる。農業でも高度 化、生産力の大半を知慮が受け持つ。学

地球的) な機械操作及び知的労働化。モクモク労 習の専門化、長期佑。成人に達するまで
働の機械による代替、企業内での知恵の の学習コストの増大。生産以外の面での
受け継ぐ時間の増大。モクモク労働はレ 知恵の受け継ぎの必要性の増大。つまり
ジャーとなる。 情的安聞における非生産要素の増大。

は、一層個族化へ拍車をかけるものとなっている。 んでくれるということが、ありえないのと同じである。

イ囲族化社会では、孤独な一人暮らしになるか、個が 好い庖が栄えるのと同じように、心やさしい人、縁

自立する佃立生活で生きるかのどちらかになる。「遠く を大切にする人、もてなしの心をもった人、知的好奇

の親戚より、近くの他人Jという言葉があるが、偶族 心の旺盛な人、気配りの好い人のところへ人々はアク

化社会で孤立してしまわないためには、親戚に頼るわ セスする。個族になっても孤独にならずに生きていく

けにはいかないのであるから(遠く離れている場合が カギは、日ごろの人儲けにつきるのではなかろうか。

多い)、たくさんの人々とネットワークを組んでいかね 最後にもうひとつ駄足を。

ばならない。つまり、交際(つきあい)を大切にし、常 人儲けの具体的効用は、力ンニングがしやすくなる

日頃から“ひともうけ"をしておく必要がある。 ことである。何か問題にぶつかった時、資料や書籍に

「豊かな社会」になったといわれているが、究極の豊 当たったり、一人で考えたりするほど効率の悪いこと

かさは人間関係の豊かさにつきる。また人間関係の豊 はない。まして、考えて出てくるということは、役に

かさは結局のところ人に「もてるj ことにつきる。と 立つ知識が私のボンクラ頭にインプットされている場

ころが、人にもてるための条件は「もてなしjが上手 合に限られる。日頃から横着な私は、取りあえず「知

であり、「もてなし」の心をそなえていることになろう。 っている人」に聞くことにしている。知っている人が

これからは血縁にたよることを少なくせざるをえない いない場合は、「知っている人を紹介してくれる人jに

わけであるから、「もてなすj知恵をもっ人が最も安心 聞くのである。

な未来をもつことになる。「これからは血縁よりも、気 このような横着をして資料などを聞き、その上で資

のおけいない友達同士で気兼ねなく助け合える場Jが 料や書籍に当たり、インプットしたよで考える。

もっとも必要になる。 私どもの事務所に若い人が入ってきたら、いつも f学

インターネットが流行っており、ホームページもた 校はカンニングしてはいけないが、社会に出たらカン

くさん増えているが、休眠のものがほとんどだという ニングできない人間は役に立たない」と言うことにし

ことを聞いた。これは当然かもしれな~'0ホームページ ている o

というものを聞いておけば、よい情報がアクセスしてく 個族化社会での行き方は、日頃からカンニング・ネ

るということになるなんてことは起こりえない。それ ットワークを築きょげているかどうかにかかっている

は、鹿さえ聞いておけば、客がドンドンお金を放り込 のではなかろうか。(糸乗貞喜)

5 
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昨年のよかネットセミナーをきっかけに、九州大学

経済学部の伊東弘文教授を囲み、地方財政研究会を行

っています。

研究会は2ヶ月に1回の割合で、財政課の方や公認会

計士等が集まり議論を進めています。これまで研究会

は3回行い、第1回目は研究会の進め方について話し合

い、第2回毘は福岡県地方課陶山さんに地方分権につい

て、第 3回目に伊東先生に市町村別歳出決算倍率と

SAM (社会会計行列)を中心に地方財政について話し

をしていただきました。

その中から第3回目の伊藤先生のお話を簡単に報告し

たいと思います。

(市町村別歳出決算倍率〉

-地方財政が深刻な問題になったのは、第2次石油ショ

〈単位 <f，) 
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ック頃だった。この頃から地方財政に関わるように

なっ fこ。

-当時の福悶県地方課長が財政分析方法として、市町

村別歳出決算倍率(グラ 71参照)を考えた。

・歳出決算倍率は、分母に標準財政規模(地方税+普

通交付税)、分子に決算歳出額を置くというものであ

る。つまり、分母に毎年度確実に入ってくる収入を

置き、分子にどれくらいの仕事をしたかを入れる 0

・グラフをみると、田川郡、飯塚市、直方市等は、県

平均に比べ山が右側にでており、収入に対して、沢

山の仕事をしていることになる o また、芦屋町も山

がでているが、競艇場があり、安心して仕事ができ

るというしくみになっているのだろう o

・このように市町村別歳出決算倍率は市町村の体質が

ょくでてくるo

-しかし、この表を市町村に示して、仕事を控え借金

をへらしなさいといってもあまり効果はなかった。

相変わらず施設等が建設され、その維持管理費(人

件費等)によって借金は増える一方であった。

・市町村には、確実に入ってくる収入以外に、特別交

付税等の収入が入ってくるというしくみがあり、何

とかなるというようにt思っているのだろう。

・地方自治には損益計算書、貸借対照表の考え方がな

い白で、仕事のし過ぎという意識がない。

-市町村財政は、公共財を生産する一風変わった財を

生産する企業であるという考えが非常に弱い。

・無計画に事業をやってはいけないという考えはでて

きているが、非合理性についてはまだ議論されてい

ない。

-ドイツは1975年に複式予算制度に変わっている。 G7

で複式予算制度を取り入れていないのは日本ぐらい

ではないか。

・複式予算制度がポイントの1つであるが、地域経済に

おける地方財政はどうなっているかということもポ

十イントになるだろう。これを知るために飛びつい

たのがSAMで、熊本大学の有吉範敏助教授と北九州

のSAMを作った。

(SAM) 

.SAMは社会会計行列のことである。 SAMの基本的

な考え方は貸借対照表の貸方を行に、 f昔方を列に置

き換えたものである。つまり、資金の調達が行、そ

れがどういうふうにつ運用されているかが列になっ

*"，1-クーク
罫藍盤1ï~l~mm 臨調腕需 皇室翻fflt;~ 日繍欄腕時襲醒雪霊雲喜重量

7 

てでている 0

・SAMの読み方は①表側と表頭は同じ分類(期首・期

末思案は例外)。したがって正方行列。②同じ番号を

持つ1組の行と亨IJが1つの勘定を構成。行が受取、厚IJ

が支払いを表す。したがって必ず行和=列和。②生

産勘定から順次右下へ読み進み、最後に財貨・サー

ビス勘定に戻ると、経済循環を理解しやすい。

-特徴は、①SAMは経済循環全体を網羅的かっ体系的

に表示する統計情報システムo ②表担u.表頭の項目

を細分化したり統合したりすることによって分析目

的に応じたSAMを作成することができるo ③マクロ

モデル分析のための体系的データセットとしても利

用できる。

-小さい市町村は、小さい市町村なりにSAMをつくれ

るのではないかと思っている。

・普通の市町村でSAMをつくる上で何が障害になるの

か考えているところである。

伊東先生の説明の後、参加者から質問や意見が飛び

交い、有意義な研究会になりました。私自身は難しく

て理解できない部分が多かったのですが、もしこの

SAMが全市町村でつくることができるならば、地方財

政の問題点がはっきりと目にみえてくるのではないか

と思u、ました。

第4回目の地方財政研究会は4月に開く予定です。内

容についてはただいま検討中ですが、ご興味のある方

はご連絡下さい。(七鰯かおり)

地域づくりのための一知半解辞典⑩ ! 

ニュータウンの人口構成 i 

あるベッドタウンの町で、住宅問題にかかわってい

るが、地区別に人口構成を調べているとかなり極端な

年齢構成になっていた。郊外ニュータウンの年齢構成

に偏りがあることはある程度言われてきたが、ここで

実例を整理したい。

@昭和40年代開発団地で高齢化率急上昇

図1、2は鹿児島県のS団地の 1986年と 1996年の年

齢構成である。 S団地は147戸の戸建て住宅地で、昭和

42-49年(1967-74)に建売分譲されており、市街

地の一角を占めている。分譲から約15年程経過した86

年時点の人口ピラミッドから推測すると、分譲時には

20代後半から 30代の購入者が多かったようであり、 40
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地のうち賃貸住宅が多い地区を挙げた。 45-49歳と 15

-19歳にピークがあり、 S団地の 1986年時点に似てい

るが、 25歳前後のくびれがさほどでもなL'0偏りが比

較的少ない要因としては、賃貸住宅では居住者が適度

に入れ替わっていることが考えられる。そこで、次に

年齢階層別白人口増減をみることとする。

@親の呼び寄せで高齢化に拍車がかかる?

5歳階級ごとの 10年間の人口増減をみたものが図5

-7である。これは 10年前の同一集団(例えば1995年

の10-14歳と 1985年の 0-4歳)とを比較している 0

9歳以下は出生による増加、 10歳以上は主に転入転出

による増減、高齢者には死亡による減少もかなり含ま

れてくる。 3団地とも 20代後半の減少が大きく、 40歳

前後で増加または減少幅が小さくなる傾向は共通して

-50代とその子供世代の10代が極端に多い。谷間の20

代はあまりいない。さらに 10年後の 1996年時点では、

世帯主世代はほぼそのまま持ち上がり、 50-60代が膨

らんでいる。子供世代の20代もまだ膨らんではいるが、

人口は約半分に減っている。新しく生まれてきた9歳以

下も、母親世代田減少により 10年前白約半分になって

いる。高齢化率は 10年間で5.1%から 18.1%へ急上昇

NETWORK 
醤

b 、る。

S団地では宅地は全て埋まっており、新規流入者がほ

とんど見込まれなb、。そのため世帯分離等による転出

している。

次に、図3は福岡県の最初の郊外型ニュータウンとい

われる J団地の一部で、 1995年の年齢構成である。戸

建て住宅地が中心で全体で1，650戸あり、昭和38-43

年 (1963-68年)に分譲されている o 40代から 60代

までと 20歳前後が多く、 30歳前後と 9歳以下が少ない

など、 S団地とよく似ている。

図4は同じく福岡県でJ団地と同じ市内にある日団地

の一部である。 H団地は昭和41-46年に分譲されてい

るが、公団等の大規模な賃貸住宅もある。ここにはH回
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代の減少が大きく、世帯分離等で出ていく世代を埋め

合わせられていない。 H団地も 20代が減少してはいる

が、賃貸住宅であるため若い世帯の流入もあると考え

られ、減少幅はJ団地ほど大きくない。 9歳以下の出生

による増加数は、 H団地ではJ団地の2倍程度確保して

いる。高齢者の減少が少ないが、これは早くできたJ団

地の方が高齢者が多く、死亡者も増えているためと思

が多くを占め、若年層から中堅層までが減少となって

いる。ところが 60代を中心に高齢者が増加しており、

死亡による減少もあることを考えると、ある程度の転

入者がいるようであるo はっきりした原因は分からな

いが、ベッドタウンに家を購入した世代が親を呼び寄

せている可能性はある。このことは、年齢構成が偏っ

たニュータウン地区で、急速に進む高齢化にさらに拍

三三重量盟1m三三三三三三三重量壁盤盤製~~NiliTIl瓢弼罰護霊童書罷Lョ

われる。

つまり、分譲住宅ばかりのニュータウンでは、人口

の年齢構成の偏りはさらに助長される傾向にあり、賃

貸住宅があれば、偏りはある程度緩和されることが示

されているとa思う。

@借家供給と利便性の確保ができるか

もうひとつ心配なのは、団地が郊外にある場合。前

出のs団地と同じ町内にあるA団地は昭和53年から 57

年に民間によって分譲された1，400戸の住宅地で、市街

地からはやや離れており、団地内も坂道が多く、高齢

車をかけることになりかねない。

@年齢階層の偏りがさらに激しくなる分譲住宅地

一方、 J団地とH団地を比較すると、両方とも母数と

なる人口はほぼ同じ(1995年にJ団地約1，800人、日

団地約 2，000人)なのだが、 10歳以上の年齢階層ごと

の増減の幅がJ湿地は大きく、 H団地は小さい。これは

やはり分譲のみか賃貸住宅も立地しているかの差が出

ていると考えられる。

J団地は宅地の余裕が幾分あり、新規流入もあるよう

で40代と子供世代の 10代が増加している。 しかし 20

J団地年齢別人口増減 (1985-95年)

加増

図8s団地年齢別人口増減(1986-96年)

増加少減
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者等には大変である。宅地はあと2割くらい残っている

ようだが、売れ行きはすでに停滞気味になっている。 A

団地の年齢構成は図8であるが、 30代後半から40代と、

19歳以下のふたつの山に完全に 2分されている。将来

的には、世帯主の世代は住み続けるが、子供世代はい

ずれ出ていって半分程度になり、偏りの激しい、きれ

いな(? )キノコ型の年齢構成になっていくと思われ

る。町では10年後くらいにA団地の隣接地に公営住宅

を供給して、少しでも地域のバランスがとれるように

するということであり、その効果に期待したも、。

利便性については、 S団地は市街地につながってお

り、ある程度確保されている。車に乗れなくても買い

物や病院に行ける。それに比べA団地は市街地から孤

立している割には大きなスーパーもなく、車がなけれ

ば不便だ。高齢者が極端に多くなるこういった郊外ニ

ュータウンで、交通、買い物、医療・福祉などの利便

性を確保することがこれからの課題になるだろう。

(伊藤聡)
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「高齢者は都心の便利白ょいところ、住み慣れたとこ

ろで暮らすのが良いJということをよく聞きますし、そ

のようなことが一般常識だと思いこんでいた自分が恥

ずかしいと考え直させられた例を紹介します。

福間市から車で約2時間、福岡県の南端にある矢部村

は、隣に熊本県、大分県がある山の中にあります。こ

の村で、県営の高齢者対応のシルバーハウジング 10戸

が建設され供給されたのが、一昨年の5月です。それか

ら約2年が経過し、 10戸のシルバー向け住戸には、単

前鵬

身6世帯、夫婦4世帯が入居し、実に快適で、悠々自適

な生活が行われています。

県営住宅(村営ではないことがミソなのですが)で

あることから、入居者は福岡県内から集まってきてい

ます。矢部村の近隣市町村からは、隣接する黒木町か

らの2人のみで、矢部村からの入居者はなく、福岡市や

福岡市の近隣市町、久留米市、大牟田市からなど、全

世帯が見知らぬ土地への転居となっています。

このように、県内から人が集まる理由は、矢部村の

魅力と、矢部村のシルバーハウジング「ゆいのもりjの

魅力にあlると思われます。

@矢部村の魅力とは

ここで暮らす高齢者の生活を聞いてみると、

.近くに畑を借りて野菜を作っている

.JIIに魚釣りに行く

・すく'近くのデイケアセンターに行く

・デイケアセンターで知り合った友達と遊ぶ

. LSA (ライフサポートアドバイザー)の方が聞く

r..教室」に出る

-高齢者大学の講義に出席する

「ゆいのもり」の友達と遊ぶ

など、田舎でしかできない遊びをし、新しいネットワー

クを増やしています。

山や川があり、野菜を作る、魚を釣る気にさせる基

盤があることが矢部村の魅力だと思います。

• rゆいのもりJの魅力とは

「ゆいのもりJというのは、平成7年策定の矢部村住

宅マスタープランのなかの「結の心を活かしたすまい

づくりまちづくり」という“結"からきています。色々

な施設が結われていることが、ここの特徴です。

シルバーハウジングと同じ敷地内には、 2階建ての村

気持ちの良t¥， J広~，縁側ゐぁ孟住戸 福祉施設が充実:t.，云己主「ゆいゐも ~J

φ 
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0fゆいのもり」シルバーハウジングo
(入居基準〉

・60歳以上の、自立可能な単身者または夫婦世帯

〈住宅仕様〉

-車椅子対応(玄関や住戸内の廊下は広く、流し

の下などは切ってある、玄関にはスロープあり)

.住戸内は段差無し

・風呂、トイレなどには手摺り

・住戸内に緊急速絡ボタン、 24時間センサー使用

〈緊急通報の流れ〉

緊急通報の琉れ

t 

e産活温効員不在調

営住宅があり、 200mも坂道を下らないうちに、高齢者

福祉センター(デイケ7セン夕 、社会福祉協議会併

設〉、診療所、特別養護老人ホームなど、福祉施設があ

ります。また、 200-300m位行くと、役場があり と

いう、安心できて、比較的便利なところではあります。

@魅力ある土地でも困ったことはある

入居者の現在の悩みは、毎日の買い物が不便という

ことです。現在は生協などに注文したり、たまに、近

所の友達が持ってきてくれたりもするらしいのですが、

細かいところまで手が届く状況ではないようです。

入居者の悩みはLSAの悩みでもあり、この買い物問

題については、ちょっとした買い物なら車で連れてい

ってあげたいが、全員にするわけにもいかない、なに

より、 LSAの仕事ではない穏ということが、 LSAの方

の息主、.CZLよ0.支す。

※LSAは、高齢者の方の安全を確認する役割である

ため、サポート内容に規制がある。

@シルバーハウジングの課題

シルバーハウジングの計商で、最も頭を悩ますのは、

LSAのシステムと退去の基準だと患います。

今回、お話をうかがった中でLSAの方が気を使って

いたのは、どんなに入居者の方と仲が良くても、一人

ではお邪魔しないこと、入るときは社協に連絡し、二

人でお邪魔することです。すく'近くに社協があるとい

うことが、このシステムを可能にしています。
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シルハ ハウジングの入居基準の中には、自立可能

な高齢者ということがあります。ということは、自立

できなくなったら、出ていってくださいということで

す。しかし、いさ、出ていってくださいという段にな

ると、居住権の問題が生じたり、特別養護老人ホーム

に空きがないなど、問題は多いということをよく聞き

ます。 fゆいのもりJでは、特別養護老人ホームが団地

からすぐのところにあるため、入居者が、「年を取った

らあそこへ」ということを自然と感じているそうです。

@最後に

今回は、矢部村のように、地域に魅力的な資源があ

り、安心できる受け皿のある地域で県営住宅という広

い枠組でできているシルバーハウジングの新しい展開

をみることができました。(津谷真紀子)

食品工業団地一帯をファクトリーパーク化

「熊本フーやりレ」を視察 j 

今から 10年位前に名古屋市の工業団地の中にそびえ

立つディズニーランドのシンデレラ城のようなお械を

見て以来、“ファクトリーパーク"なるものが気にかか

り、機会があればこの種の施設を見てまわっている。

この名古屋のお域はお菓子製造会社がつくったもの

で、施設の中では製造工程の見学、クッキーづくりの

体験コーナ一、お菓子で創った工芸品などを展示した

コーナーなど、お菓子の工場と見学・体験をセットに

したものであった。当時、アベックや若い人がたくさ

ん来ており、製造品のPR効果と従業員の人たちが仕事

場を誇りに感じるようになるというような話を聞いた

ことを記憶している。その他に、仕事の関係で「盛岡

の手づくり村」、石川県小松市「ゅのくにの森」、人吉

り「ク空フトパーク」など、ファクトリーパークとい

われるようなものを、あちこち見に行っているo

熊本フードパルの位置
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ここで紹介する「熊本フードパル」は今から 3-4年

前に、月刊誌「地域開発jで、計画が紹介されていた

記事を読んで以来、気になっていたものであった。昨年

の11月にオ プンしたと聞き、さっそく見に出かけた。

場所は、熊本市中心部から北西部約5kmのところで

JR鹿児島本線「にしざと駅J(熊本駅より博多方面へ3

番目の駅)の近くにあり、道沿いのサインの通り走っ

ていくと、小高い丘の上に少し目立つ建物が見えてく

る。

@工業振興策提言から 18年目の歳月を要する

協同組合「フードパルJが発行している本「フード

パル・熊本ただいま関庖Jを読むと、構想から建設ま

でのいきさつや開発コンセプトが掲載されている。詳

しくは、この本を手に入れて読んでもらえばよいので、

ここでは簡潔に事のいきさつを紹介する。

・昭和田年 「熊本市工業振興懇談会jから答申が出る。

この中で本市の経済振興策白ひとつとし

て「食品工業団地の建設」が提言される 0

・昭和56年熊本市工業適地調査

-昭和63年.中小工業団地調査

熊本フードパルの案内図(規模約28ha)

12 

-平成2年.食品工業団地基本構想

・平成3年 旧飽託郡北部町の熊本市への合併を機に

町から用地の申し出がある。

熊本市食品工業団地計画促進調査

・平成4年 食品工業団地基本計画

団地説明会

進出意向調査

建設推進協議会発足等、この年度に準備

組織と基本コンセプトの確認が行われて

いる。

-平成5年環境調査

.平成6年・環境景観協定締結

・平成7年・造成設計基本設計・実施設計

・平成8年.建築協定締結

各組合建築物着工

・平成9年・ネーミング募集、 11月オープン

なお、当事業は、計画・事業主体が熊本市と協同組

合、開発主体が環境事業団(旧公害防止事業団)とな

っているが、計画は市の商工課がリードして行ってい

るようだ。
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工業団地内在巡回するパス

っているが、計画は市の商工課がリードして行ってい

るようだ。

事業手法は f環境事業団jの集団設置建物建設事業

という制度を活用している。これは土地の購入、造成、

建築工事全てを環境事業団が肩代わりして行い、加盟

組合企業が完成後に20年寄j賦(据置2年、回定金利4.05

%)で購入するという仕組みのものである。

03ヶ月で約20万人の入り込み客

私が訪れた日曜日の正午頃には、既に駐車場は半分

近く埋まっており、そのほとんどが熊本ナンバーであ

った。中には久留米ナンバーも見られたが、この施設

が熊本市民の格好の遊び場になっているようだ。

当日、加盟企業の事務室に行き、予約無しで「少し

建設のいきさつなどを聞かせて下さい」と申し込むと

親切にもお相手していただいた。お話の内容と私の見

た感想を以下にまとめてみる。

・お客さんは11月-1月までの3ヶ月間で約20万人程

度入っている。

・お客さんは親子連れ、アベッ夕、若い女性グループ、

熟年の夫婦づれなど多様である。

.20;祉が組合に参加。このうち 12社が県自企業であ

る。

-計画の途中で、協同組合の負担が多すぎるなどの理

由で撤退した企業もある。(当初入居希望は 33社)

・広場や道路などの共用部分の管理、営業、イベント

企画などは、組合で出資した会社側フードパルで運

営している。

・工場見学は月曜日から土曜日までとなっており、日

曜日は買い物と食事が主流となる。企業の中には f蒲

鉾手づくり体験」、また一角に設けれている fこだわ

り工房村Jの中には「陶芸」、「竹細工」など簡単な
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オランダ村風の工場と併設したレストランや体験施設

体験コーナーもあったが、どちらかというと少し物

足りない感じがする。

-中心施設である「食品交流会館」は市の事業で行っ

た施設であり、多目的ホーノレ、側フードパノレ事務室、

研修室などが設けられている。

@リピート客は来るだろうか

街中にない、ゆったりとした空間の中で fお金使わ

ず、時間を使う施設Jとしては、これからもお客が来

るのではないかと思う。それは、熊本市内から車で 15

分程度で行けるという、アクセス由良さにあるのが第

一条件のように感じる。また、元熊本在住の人から「熊

本の繁華街は下通りと上通りだけを歩くと終わってし

ま~'0時闘がつぶれない」といったことを聞いたこと

があるが、熊本市近郊で街中に欠けていたものを補填

する役割もあるようだ。

ただ、お客が多い日曜日に予約無しで手軽にできる

「体験コーナーjが少なく、見方によっては郊外のレス

トランを集めたパワーセンターみたいな感じもしない

ではない。体験できなかった分、少し物足りなさを感

じた一日だった。(山田 龍雄)
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都心の循環パスはお年寄りの足に

~北九州市議L心循環パスの試験運行

先日、北九州市に行ったときに「迷わず乗れる都心

循環パスを試験的に実施」と書かれた案内ノマン7レッ

トをもらった。都市計画課の方に話を聞くと、都心交

通改善事業のパークアンドライドの推進が目的という。

パスには二人の調査員が同乗し、アンケート調査を

実施するほか、パスを利用しない市民からも広く意見

を聞いたり、都心部での駐車場利用状況、デパートな

どの買い物客の動向などを調べ、 1999年の 1月の本格

実施にl蒔け基礎データを収集するということだ。

運行の概要は次のようになっていた。

試験期間.平成 10年 1月18日-25日 (8日間)

ノレー ト JR小倉駅を起終点とする延べ約4.6km

停留場所・中心市街地の概ね1-2km圏内の主要施設

小倉駅~区役所~駅~放送会館~公屈~

住都公団団地~医療センター~中心商庖

街~小倉駅白ノレート

乗車時間約35数分で 1周

運行間隔:15分 72本/日

料 金・一律170円(大人) 90円(小人)

後日、テレビのローカノレニュースでこの試験運行由

ことを放送していたので、この期間中にこのパスに乗

ってみることにした。

私は、中心両庖街にある停留所から乗ることにした

都心循環パス試行実験ルート
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が、普段はパスが止まらないお庖の前に、臨時の停留

所が置かれていた。臨時停留所はバス停にある屋根付

きの待合いではないため、歩道で立って待つことにな

る。雨が降っていた由で、待つ間に本屋で立ち読みし

ょうか、コーヒーでも飲もうかと考えてみる。

やがてパスが来たので乗ろうとすると、ご年輩の方

が、近くのお茶屋さん、お菓子屋さんからぞろぞろと

出てきて、一緒にパタパタとハスに乗り込んだ。

渋滞の解消など、交通をいかにうまく流すかという

発想の事業なのだが、それよりも商庖街の庖先に頻繁

にパスが止まると、乗る直前まで時間がつぶせて便利

なのである。本数も多いし、全部循環パスだから、遅

れたり乗り間違えたりという心配はない。

パスに乗ってみると、我々より先に乗っていた乗客

は4-5名と少ない。モニター調査員の女の子が乗って

う。このパスのことを知っている人は、この期間中に

何度も乗っているようだ。

私が乗った1循環の中では、駅から最も遠い位置にあ

る停留所の人の乗降も多かったが、最も人の乗降が多

いのは、小倉駅とその手間の中心商底街の近辺であっ

た。街なかの人の動きをサポートする役割として、土

地に馴染みのない人でも乗れる、分かりやすいパスに

対するニーズは意外に多いのかもしれない。

以前、東京都武蔵野市の住宅団地内で、高齢者をあ

ちこちに連れていってくれるノロノロパスが運行され
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関男のくせに、ツラでメシを食うなんて…という

言葉からの連想

前号に書いた「ロボットの性能低下」と「若返り法J

について、何人かの人から会ったときに言われたり、ハ

ガキをいただいたりした。とりとめのないことを読ん

でくださる方もいると思い、少し申し訳ないような気

Sんき c止ラ
盟瞳盟購

て評判になっていたが、人の動きやスピードに対して

というマーケッティン
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どんなサポートができるのか、
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(尾崎グについて何か考えてみたい。

と言いながら、またとりとめのないことを書くこと

にする。

文義春秋の3月号に「三船さんの含差J(野上照代)と

いうエッセイが載っている。

三船敏郎が、東宝の撮影助手になれないかというこ

とで出した履歴書が、ニューフェイス係の方へ回って

しまって養成所に採用されてしまう。その三船に監督

である谷口千吉が出演交渉に来たら、自分はいずれ撮

影部へ移るつもりだと言い、『男のくせに、ツラでメシ

を食うなんて好きじゃないです』と断った。このエッ

セイには「男のくせに役者なんて、と言う三船さんの

含差は、最後まで彼につきまとっていたような気がす

るJと続いている。

これを読みながら 20代の頃の自分を思Lいだした。私

の最初の就職は散々で、やっと知人の紹介で小さな編

集屋(市場調査もやっていたが)にもぐり込んだ。編

集と言ってもPRもののアルバイト(会社としての)も

あるので、取材のための出張、原稿書き、レイアウト、

印別会社との打ち合わせなどの合同に、商品のPRのね

らいはもちろんモデルを決めて頼んだり、カメラマン

を決めたり、写真のねらいやカメラアングルまで考え

カ〈しfこ。図グローパルな企業活動と国際空港

対日投資の促進のために外資系企業の誠査をした時

のことです。関西に立地するスウェーデン本社の企業

で、世界90カ国に 200の子会社があり、世界の従業員

は約3万人規模の企業でした。その製品はニッチと言わ

れる分野のもので、工作機械の部品目中でも金属を切

出IJするための超硬具で、世界の 40%のシェアを持つ

たりしていた。

「こんなことを一生やるのか、男のくせにj という気

分が起こるともういけなt'0 3年半ぐらいでやめた。あ

のまま合差をもちながら働き続けたら、もっと一人前

の仕事屋になれたかもしれない。いかんせん根性がな

かったのである。そのあと少しは男っぽいかと思って

土建屋にいったが、これも3年余でやめた。そして、こ

の計画屋の商売に移って、もう 29年になる。

ところが、よくよく考えてみると、編集屋は多くの

人々の原稿をまとめて本にする仕事であったし、土建

屋は多くの職人の働きにたよってそれをまとめる仕事

であったし、今の仕事も多くの人に教えてもらいなが

ら、計画にまとめる仕事である。やっと今頃、少々含

差を感じている次第である。(糸乗貞 喜)
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メーカーです。

ここの製品は付加価値で勝負をするものであり、日

本の製造業、とくに自動車産業などで製品を使っても

らうためには、相当レベルの高い技術が要求され、そ

の実績が世界の製造業界でも大きな信頼が得られると

いうことでした。これは、今日本に立地する外資系の

製品を販売する企業には共通のことで、日本の消費者、

企業が納得、認知したものは、世界に通じると言われ

ていることを実感しました。

話が逸れましたが、この企業の顧客サービスのシス

テムで、世界的にも自慢できると言われたのが、製品

の品質に並んで、そのメンテナンスシステムのようで

す。当然、世界中に顧客は分散しており、全ての国々

で全ての注文製品を生産することは、コスト的にも無

駄が多いため、特殊な製品、付加価値のより高い製品

は、オランダのセントラノレストックに常時準備してあ

ります。世界のどの国の顧客からでも、オーダーがそ

の国の事業所に入った時点で、園内にストックが無け

れば、自動的にセントラノレA~ ッ 71こオーダーが届き、

そこから直接、顧客のもとに航空便で配送されるとい

うシステムです。このシステムのおかげで、おそくと

も一週間以内には、注文品が届くようになっていると

のことでした。これを可能にしているのは、オランダ

の空港機能であり、それを支えている倉庫業、連送業

などの産業です。国際空港機能は、 24時間稼働という

だけでなく、企業のグローパルな活動を支える周辺の

空港関連産業の基盤があって初めて成立するものだと

納得した次第です。(山辺 真一)
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第6回よかネッ卜パーティのお知らせ

毎年恒例の“よか不ットパーティ"の時期になりま

した。 6回目を迎える今年は、原点である「人と人

との交流の輪づくり」を深めるため、これまでとは

趣きを変えて、開催する予定です。

日時平成10年5月23日(土)

14: 00-17: 00 

場所等の詳細については、後日改めて案内を送付い

たします。

免疫学というと何だか難しくてじんましんができそ

うですが、「免疫学個人授業jは生徒である南伸坊さん

の好奇心に、多田富雄先生が答えるように授業が進み、

ユーモアたっぷりの伸坊さんの言葉に笑いながら基礎

から最先端までの知識が得られる本です。

f免疫学個人授業jは、ちょうど私が風邪をひいてい

る時に読んだ本で、風邪については、実体験を交えな

がら本の内容を理解しました。今冬の風邪は、鼻水、

咳、くしゃみが長い間続き、体がつらかったのですが、

これらの症状はただ単に体を弱らせているだけでなく、

風邪のウイルスを体から追い出すために働いていたよ

うです。風邪のウイルスが体に入ってくると、体が自

己でないものに反応し、それを追い出そうする症状が

でてくるそうです。

また、よく茸にすることですが、風邪薬はウイルス

感主主壬Dものを治し主主る-D.仕立さl主主L(キ咳.__(L阜 よ11口i<-.，， ~--NCh-:l2---l99R--3

み、鼻水等を抑えるだけなのだそうです。そうなると

風邪薬を欽むことは風邪を治そうとする働きを止めて

いることになるかもしれません。私の風邪は長引き、後

半はほとんど薬を飲みませんでしたが、風邪はいつの

聞にか治りました。結局、薬でも、医者でもなく自分

自身の免疫で風邪を治しました。

この本では他に、アレルギーやエイズの話から免疫

のしくみまで詳しく説明されています。免疫は自己と

他を区別して自己を守る原理ですが、この本を読んで

いるうちに、体の中のことだけに思えず、私とは何か?

4ii 「免疫学個人授業j

先生多田富雄

生徒南 f申坊

新潮社刊

自分と人は何が違うのか?ということまで考えさせら

れ ま し た 。 ( 七 揚 か お り)

編集後記

圏咋年の何月号のこの覧で、コンビューターがダ

ウンした役所の話しを書いたことを思い出しまし

た。実は、昨年の秋に当事務所で全く同じ経験を

してしまいました。

圏停電が時たまあった時に、サーハ の立ち上が

りがなかなかうまく行かないことがあり、換え時

かなと思っていた頃でした。突然それは襲ってき

たのです。前触れもなく。土曜日の朝、ビノレが電

気工事で停電するという張り紙を見損ねたばっか

りに、多大な臨時出費です。

盟理一度、これを経験すると、常日頃からデーター

のことが気になり、手動でほとんど毎日パックア

ップを取っています。自動で保守するソフトもあ

るようなのですが、結構な値段なもので手動でや

ってます。いずれ安いソフトが出るの期待して。

函今年もパーティの企画を考える時期になりまし

た。 6回も続くと不タ切れかなと思うこの頃です。

(べ)

(編集・発行)
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