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@急増急減裂の男性と急増定着型の若い女性たち~福岡市の若い人たちの移動状，兄
福岡市は大学入学期に若い人たちがたくさん入ってくるが、そのうち男性は卒業とともに転出していく人が宰い。

この急増急成傾向は、ベビ ブ ムの次世代から起こっています。
男性の動きを 口話として言えば「戦前生まれはかなり転入してきてそのまま定着、ベビーブーム世代はたくさん

入ってきてそこそこ定着、それ以降は急増するがかなり急減もするJということです。
理由はサービス業都市ゆえということでしょうか。 41-45年生まれの男性たちがどうなるか気になるところです。

(10頁に関連記事)
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2部屋 (2K)の住宅に 1泊5，000円で

ファミリーリゾー卜をしませんか……というユメ

〈ストック活用拘泥り記ー起の巻〉

この物語は「起の巻jで消えそうになっている。
こだむ

しかしもう少し拘泥ることによって承・転....とつ

ながらなし、かという悪足騒ぎを述べてみたいと思う。

@大量の空家群が見つかった

発端は2年前。対馬の厳原町の仕事のお手伝いで、町

内を案内していただいた時、 yc如眼前に現れたコ/ク

リートの中層住宅群から始まった物語である。

「あれは空家じゃあないですか。何なんですか。J

「町の住宅です。入っているのもありますよ。」

という調子でいろいろ聞いてみると、次のような事

情で公営の空家が大量にできているということがわか

っfこ。

-もともと亜鉛の鉱山があって、その鉱山住宅があっ

たが、それが昭和40年代に「住宅地区改良法Jによ

って、 5階建に建て替えられた。

・ところが、 192戸の建設が終わる頃には鉱山が閉山に

なってしまって、住宅の需要は途絶えてしまった。つ

まり今後の入居の見込みはなくなった。

・現入居li35戸ぐらい(一部2戸を 1戸に合わせて広

い住宅にしたので、現総戸数は 176戸)。

@ゆっくり滞在型のリゾー卜ができるぞ?

このことがわかって、というより現地で空家住宅群

を見た途端に、早合点型の粗雑な私の頭の回転が始ま

っfこ。

空き家になっている公営住宅

-これを住めるようにして、 1泊5，000円ぐらいで貸す

ようにすると、福岡の大学生やゆっくり滞在型のリ

ゾ トを楽しみたい家族連れなどは、すぐに行きた

くなるのではないか。

-貌志倭人伝に出てくる針海園(対馬)と一大関(壱

岐)への観光客は、壱岐が90万人あるのに対して、

対馬はその半分の 45万人である。

・その理由は交通費の違いにある o 例えば、普通車の

フェリー運賃が対馬では 25，240円、壱岐では 9，990

円の違いがある(時間は4時間半と 2時間 10分の違

。
)
 、

し

-仮に 4人家族で対馬へいくとフェリーで 25，240円

(車)x往復+3，520円/人X3人×往復ニ 71，600円

と主旦、 1 泊 1万円J人~<llとよるに泊まったら企計で
対璃町位置

111，600内ということになる。 1人当たり 1日27，900

円の豪遊ということだが、なんだか割に合わないよ

うに思う。

• 2泊にしたところで、 I人l泊当たり 18，950円にな

ってしまう。問題は対馬に渡る交通費が高いことが

問題とも言える。

一人当たり運賃
壱岐OJ1t九升 ( 

福岡一¥-' ~ 

唐津 r三

唾企 可

フェリー (4人) 往復約 18，000円(車込み)

飛行機 " 18，000 

ジェッ卜フォイノレ " 13，000 
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対馬の北端町鍛崎にある東郷平八郎書由記念碑
日露戦争のときロシア兵142人がポ トにのって上陸L
たところ(上.X1馬町)

-この問題を解決するには不幸と嘆いたり、交通機関

に文句をつけても当面の解決にならない。方法は唯

一、長期滞在をして、ゆっくり対馬を楽しんでもら

って、来訪者に割安感をもってもらうしかない。

@対馬の魅力を少し

・司馬遼太郎が「坂の上の雲Jで祖国防衛戦争だった

という日露戦争の気分を感じていただくには対馬に

行かねばならなL、。

・今、沖縄がいろいろ問題になっているが、辺境は常

にきびしいのである。対馬についても、先に述べた

住宅のあるすぐ近くの小茂国浜が、文永11年(1274)

10月、 90隻の船に分乗した元冠の襲来を受け、守護

代宗JtiJ図以下主従80騎で防戦に努めたが、全員討ち

死にした。この辺りにいくと、日本が常に侵略ばか

りしていたように言って繊悔をくり返す人たちの話

はリアリティがないように見えてくる。

-楽しい話を書くと、 12月に寒プリを注文すると年末

に届けてくれる。 l本あると小家族ではなかなか食べ

きれないので、近所にも韓日ることとなり楽しみが広

がる o ミズイカという水っぽそうな名のイカがまた

うまい。これは了オリイカのことで、色素抱を収縮

しているときは透明に見える。少々高価なものでは

あるが、対馬で食べれば堪能できる(都会風の格好

つけた応でないところに入った方がよい)。

・白5.000円の住宅が 100戸使えるようになると

先に述べた家族型のリゾート旅行をフェリ で行う

と、 1人18.000円の経費がかかるが、 6治すると、 1泊

当たり 3.000円になる。 1週間あれば、日露戦争の跡も、

美しい多島海も、天気が良ければ韓国の望見も、うま

い魚や対馬の食事も、民俗資料となっている風景も楽

しむことができるo
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対馬・厳原町椎根白石屋根
穀物を貯蔵した倉庫、床下を風が通りぬけるようになっている

-一応、 4人で1泊5千円の宿泊費として 1週間の試算

をしてみる。

1泊4人で(1万円/泊・人の場合)111.600円、 1

週間6治を計算すると 111.600円十 5泊分200.000

円で 311.600円となるo 住宅を使った 6泊の場合は

30.000円 (5千円 x6泊)、 1人 1日4.000円程度の

食費・燃料費等をみては.000円x4人 x6 日~)

96.000円と 71.600円のフェリー運賃で、合計

197.600円で、 1家族が1週間ゆっくりできる。

・こういうことが増えると、いずれは運賃も下げるよ

うになるに違いない。

@ところで、今までの顛末は

「日夕、目的外使用はいけないj

「仮に用途廃止(公営住宅でなくする)しても、用途

として不必要になったのだから、そのまま使うことは

できない。取致す以外のことはできないj

「仮に払い下げが受けられても、残存価値で買い取っ

たりしたら、とても 5.000円で借すというような活用は

できないJ

不可能証明指向症候群という、精神面における「自

己と非自己の区別ができなくて、何でも受け入れてし

まって同調してしまう」というエイズのような症状が
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増えている。

「結局、今のまま放っておくしかないのだ」などと、

町や県や東京の方でサジェスチョンをいただし、た。そ

ういうわけで2年近くたってしまった。

しかし、「国の金が出ている住宅を放置しておくのは

おかしいJという素朴な気分で、「もったいないという

気分は憲法よりえらいのだぞj とか f憲法の方が各法

律よりえらいのだからjなどと少々なぐさめながら、機

会あることに遠慮勝ちに尋ねてきた。

結論は簡単であった。

「入居者がなく、かっ、将来とも 保有する必要が

ないとき 一改良住宅等の 用途を廃止することが

できるjのである。このことは担当課で確かめた。も

ちろん、税金が投入された施設であるから、それにふ

さわしい管理や活用をしなければならな ~'o

@今後時間をおいて、検討するということも含めて

考えてみたい

今後どうするかについては3点ほどの問題がある。

①ニードがあるか、客が来てくれるか。

②補修費と収入が、ほどほどのソ口パンにのるか。

③地元の人たちが魚、を売ったり、野菜を売ったりして

稼ぐ気があるか。

現在のところ町の意見は「検討することも含めて考

えてみたいJというような極めて慎重な態度である。国

や県から出た話でないと自己責任が発生するから、ど

うしても慎重になる。それは、「リゾート」などという

話になると、東京発の高級豪華指向の情報ばかりであ

るので、糸乗のいう「地元での楽しみが豪華であれば

いい、高級ホテルなどいらん。低級高品質がいいんだj

入って 15万円。夏休みが2ヶ月近くあるので少なく

とも 40日は客を入れねばならないと思う。夏休み以

外にも少しでも泊めるとして、年間60日は可能かと

思えるが、ここでは 30日としておく。

15万円x10年>100万円となるが、経費もいるの

で、最低は 30Bの稼働が必要である。

@この物語は承・転とつながるか

ところで皆さんにお願いがある。

本当に高級デラックス以外の低級高品質に対して客

はあるのか、ということについて御意見を聞かせてい

ただきたし、。

対馬は 1週間滞在するだけの魅力は十分持つてはい

る。しかし、それは都会でいうようなデラックスホテ

ルリゾー卜ではない。島の味や島の雰囲気である。そ

れも、少しずつ都会風に押されつつあるが、まだ十分

納得させられるものもある o

一応ストップしているが、もし皆さんからの声が「低

級(安い)高品質Jでいいぞということであれば、ま

たぞろ動いてみたいと思っている。 (糸乗貞喜)

「よかネット・ミニ編集J

「ワンポイン卜・ナウj発行のお知らせ

よかネット 1~20号までの記事を分野別に編集

し、「よかネット・ミニ編集Jをつくりました。

また、これまで業務の上でポイントになったこと

を外部にも発信したいと外部に思いから、小冊子

「ワンポイント・ナウJを発行しています。

ご希望の方はご連絡ください。

よかネット・ミニ編集 ナンパ

というようなことは、なかなか信用されない。私が話 | 回やぶにらみ九州論 団地域づくりと産業

している間は、一応言葉では同感のような雰囲気には ! 団住宅・高齢化・福祉 団学術研究・文化

なっ iてい長虫丸五名主 IL:LJ三金高名な掌者が工王玉"-.........j 

クスとか豪華ホテルj とか言っているのに、もぐりの

ような人間の言う話では e・....ということがありありで

ある。

ソロパンの方は、大雑把に言うと下記のように考え

られる。

-支出

仮に補修費を 100万円/戸としておく。中を見て

いないので十分わからない。

-収入

5，000円/泊・戸x30 日~ 150，000円。年間30日
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--------------'77ポヨ(7ド「ナウバヨウ子7月ー ..1

No.1 失敗しないための r3セク」計画論

NO.2 公共賃貸住宅総合再生計画(建替事業のマス

タープランに係わる事項〕策定の視点

日以 3 市町村の将来フレームの設定手法について

NO.4 地域づくりのための産業政策

NO.5 “モモの村"構想ー高齢者・障害者施設を、 7

ァクトリーパーク等の組み合わせによって

地域産業・先端産業のモデルとして考える

NO.6 これからの住宅施策の視点 市町村住宅マ

スタープラン策定にあたって
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NIRA助成研究報告③

「高齢者はなぜふるさとを離れたのかJ

気候条件や地形条件をカバーした住まい

研究がスタートした頃、研究チームで現地調査の対

象市町村をどこにするかの議論において、「過疎地は人

口移動が激しいだろう jという意見が大半だった。そ

こで過疎地についての情報を仕入れようと、大学の図

書館に行って 18本の過疎地帯J(岩波新書、 1968年

初版、今井幸彦編著)という本を借りてみた。

それには、僻地や気候条件の厳しいところでは、過

疎化が一段と進行していると報告されており、このま

まいけば高齢者問題が20-30年後に顕著になる、とは

っきり書いてあった。約30年前の「過疎Jがまだ新し

い言葉であった時代に、将来の高齢者問題を予測して

いた本が当時どのくらいあったのかは、よく分からな

いが、平成2年白国勢調査でみると、確かに普から過疎

化が進んでいるところは、自然条件や地形条件が厳し

く、高齢者の転出が非常に多くなっている。

今回は過疎地の地形条件、気候条件に対応した、住

まいのあり方について感じたことを報告するo

@気候条件、地形条件の厳しさが高齢者の生活サ

ポートを阻む

鹿児島県の最北に位置する大口市は、市域面積291

k師?とかなり広い(参考、福岡市336km'、大阪市212

kぱ)。標高の高い山地が連なる内陸性の盆地である。

内陸部であるため、夏季は酷暑の日が続く一方、冬季

にはー 10T位まで下がる日が続き「鹿児島の北海道J

ともいわれる地域である。この山地が続く広大な市域

と、夏期の酷暑、冬期の厳冬が、高齢者の生命に及ぼ

す影響は大きく、実際に大口市の高齢者の死亡率は、夏

期、冬期が他の季節と比べ極めて高い。

ここは北薩摩地域の拠点的な都市で、医療施設など

の整備は比較的進んでいるが、地形条件、気象条件に

加え、過疎型の人口構造になっていることが、高齢者

福祉の推進においていろいろな点で障壁になっている。

例えば、パイロット事業として取り組んでいる給食サー

ビスが、車1台で 1特間半かけてやっと 10軒程度しか

できないのは、集落が市域のあちこちに点在しており、

移動時間が大半を占めるからである o 市の高齢者福祉
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担当者も「都市型の高齢者サービスを過疎地で同じよ

うにやろうとしても難しい。地形条件を考慮した方策

はないか....Jと悩んでいるo

同じ様な話は笠沙町(鹿児島県)でも間かれた。こ

こは三方が海に閉まれた半島で、平地が全くない地形

である。海岸線のすぐ畑lまで山がせまっており、ここ

の高齢者は、車の入れない険しい道を一歩一歩登って

出畑の作業や買い物に出かけていく。ここでも保健婦

さんの定期検診などが難しいといわれるのは、やはり

地形がネックになっている点にあった。

@過疎地では自立支援の選択肢が少なL、

高齢者の人口移動を追ったこの研究では、田舎から

都市への転出が、必ずしも高齢者の精神的な自立が確

保された状態で行われているのでなく、生活の不安か

らやむを得ずに住み慣れたところを離れるということ

が問題ではないかと思われた。高齢者の移動圏域のパ

ターンとしては以下のように考えられたが、 aが最も望

ましいのは言うまでもな ¥'0中でも a-1が最も良い

が、同じ生活圏内であれば移動にかかる精神的な負担

はまだ少なくてすむ。

[高齢者の移動圏域)

a 生活圏内での暮しで従来の地域社会とのつきあい

が続く

a -1 今までの暮らしを続ける

a-2 集合・共同の家で暮らす

a-3 施設へ入所

b 様子見圏域で親族もサポート(上記のaタイプとの

結合)

C 生活習外への移動

c -1 親族の家

c -2 施設へ入所

bl主本誌21号でも紹介したが「車で2-3時間で親を

見に行ける距離で、普段は地域社会で生活させ、何か

あってもすぐに飛んでいける圏域」である。①高齢者

と子供がお互いを気に掛けながら自立した生活が過ご

r一一一一←一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一ー一一→ー←一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

NIRA助成研究

「高齢者はなぜふるさとを離れたのか」の報告書

ができ上がりました。

印刷実費として一部1，000円で配布しております

ので、ご希望の方は当事務所までご連絡ください。 i 
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せる、②孫などにとっては、祖母・祖父の家がリゾー

ト的なものにもなれる、などの利点が生み出せるもの

ではないかと思われる。

cは今回調査した限りでは、生活環境の激変を伴うた

め、いろいろ問題を生じるケースが多かった。

今回テーマにしている、地形的な条件が厳しい過疎

地では、自活力が落ちた高齢者は、選択の余地なく施

設に入所するか都会の親族に引き取られるということ

を多く聞かされた。地形条件の厳しさから 24時聞の巡

回介護サ ピスの提供も難しいものと思われ、自立支

援の選択肢は少ないとみられるo

@公的サービスを拒む高齢者も意外に多い

サービスを受ける方の高齢者の気持ちはどうかとい

うこともヒヤリング調査などで聞いてみた。在宅の介

護サービスやヘノレパーさんの派遣に対しては、「他人が

知らない聞に勝手に上がってきて嫌だJと拒むケース

や、施設入所についても「役所の世話にはなりたくな

いJといって老朽化した家で暗い電灯一つの明かりの

下、寝たきり生活を選択する独居老人も多い。ただし、

これらは全ての高齢者にいえることでは決してなく、生

活に対する不安と自活力の低下から、公的なサポート

岡山県加茂町「ひとりぐらし老人の家」

6 

謂罷lmffi)mm川県砂丘雪 罫語草~)~!m:!i'ifl選三三三三三三三

を望む高齢者も多くいる。自立支援サ ビスとのつき

あい方が、わが国ではまだ十分に浸透していないこと

から、今後、自立した生活のために必要な生活サービ

スを受けることに対しての慣れが必要と思われた。

@不安解消型の季節や夜間だけの共住型の住まい

高齢者の自立を助けながら、高齢者の意向にできる

だけ沿った住まい方のーっとして、共住型の住まいづ

くりが行われている。阪神大震災の後、独居高齢者の

安全と生活の安定を図るため、新しい居住形態として

コレクティプハウジノグの試みも幾っか進められてお

り、その成果は徐々に現れつつあるといわれる。

同じような共住型の施設として、岡山県の鴨方町に

ある「サニーハウス鴨方Jは、農村地域における「独

居高齢者白夜間の不安解消Jのための共住型施設であ

り、今回の調査研究で、同施設での居住者ヒヤリング

調査を行った。この施設は岡山県の単独事業「ひとり

暮らし老人共同生活支援施設Jによって整備されてお

り、同事業によって岡山県内では空家活用型、小規模

ホーム型の2種類の共住施設が数カ所出来ているが、こ

の「サニーハウス鴨方」は6室の居室をもっ小規模ホー

ム型である。

ここの特徴は、共同生活で居住者がお互いに助け合

いながら生活をする点であり、日常の生活に加えて、交

流室や隣接する在宅介護センターなどによって、寂し

さや孤独感、急病や事故の際の不安が大幅に解消され

るなどの効果がみられた(ちなみに下の間取り図は、同

じ岡山県内白加茂町の施設のもの。ここは元県営林所

宿舎を活用している)。

一方、今までの生活スタイルの違う居住者が相互に

その違いを認め合わないと、なじめない人も多く、掃

除や食事の用意など、それまで慣れてきた生活環境を

説話室
貴堂

喝腕 払凶 = 

ポーチ

示

、、
ミ

「ひとりぐらし老人の家j

の閤どり
談話室兼食堂が広〈確保
されている
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fサニーハウス鴨方」の施設概要

岡山県鴨方町
市町村の概況 .65歳以上人口3，560人 CH7年)

-老齢人口比率18.2%

-定員6人
入居状況 -入居者4人(男 1、女3)

-町が公募し、個別に話し合って決定

-管理運営は町直営
運営状況 -平成7年4月初日運営開始

-緊急通報先は隣接の在宅介護セノタ

-都市部と農村白独居老人に対するモデ
運営内容特色 ル施設として整備

-野菜などの共同栽培

-建物324m'
施設内容 -設備(食堂、厨房、浴室、便所、倉庫

緊急通報装置、交流室)

変えてまで入居はしたくないという人も多いという o

しかし、地形条件が厳しい過疎地の場合、冬期の厳

しい寒さの時や夏の酷暑の時期、高齢者が体調を崩し

やすい時に、少なくとも健康面の不安を感じないで暮

らすことができる住まいがあって、夜間は共住施設で

寝起きし、日中は自分の家に戻ったり都会に出たりと

好きなことができるという、フレキシプjレな共住スタ

イルも過疎地での選択肢の一つになると思われる。こ

れであれば、介護など生活サポ トを行う方にとって

も、安心して様子を見ることができ、自分の生活スタ

イルを他人に崩されたくないという高齢者にとっても、

比較的受け入れられやすいのではなb、かと思われる。

さらに、空家を利用することでの対応も可能であり、

住宅ストックの活用というメリットもある。

@住まいや生活サポートなど、地域性に根付いたビ

ジョンが必要

今関、過疎地の住まいについて取り上げたのは、地

域の気候や地形などの条件に適応した高齢者福祉の取

り組みが必要であると感じたからである。

どこに行っても「新コールドプランで数値目標はこ

れこれです」ということを聞いたが、実際にこれを実

行する場合には、官頭に挙げたように地域の地形や気

候の条件があって、これに対応した取り組みがもっと

議論されて良いように思えたからである。この場合、住

まいとソフトサービスと、地域の基幹産業などを総合

した地域のハランスが最も大事であり、このバランス

を良くすることが高齢者福祉だけでなく、住宅や雇用

の情勢を明るくするものと思われた。

(尾崎正利、糸乗貞喜、山凹龍雄)

7 

「変貌する住宅需要構造」

i 一三宅醇最橋技術科学大学教授の講演

現在、小社の会社案内の表紙となっている年齢階層

毎の人口から考える住宅需要推計(よかネット 22号12

頁参照)をやってみたことをきっかけに「もっと詳し

い方に話を聞いてみよう。できれば多くの人にも一緒

に考えてもらったらどうか。Jということになり「住宅

需要構造j について研究を重ねてこられた三宅先生を

お招きしての講演会を行いましたので、その概要を報

告します。

@負の需要

昭和46年lこ東京都の住宅白書作成のメンバーとして

参加していた頃の住宅事情の予測では、東京は木賃ア

パートが増大し、とんでもないことになると感じてい

たが実際はそれほどでもなかった。また名古屋の住宅

審議会で「最'ili:借家のフロー(着工)の伸びがすごい

が借家のストックが増えないのはなぜか」という質問

がでた。また、昭和50年頃、公団四抱える大量の空き

家が問題となっていた。この原因もはじめははっきり

とは分からなかったが、「負の需要jということで考え

を当てはめるとその原因が分かりはじめた。

@需要という言葉の 2つの観点

住宅事情は当然経済情勢と深い関わりがあるが、景

気が上がらなければ上がらないなりの住宅需要があるo

日本語の「需要Jという言葉には「ニードJCNeed)、

人口ピラミッドと 0-4歳入口(予測)
1990年国勢調査 1995~2025 年人口問題研究所
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@人口構造からみた需要予測

東京が木賃地13:とならなかった理由ゃ、公団が空き

家を抱えて四苦八苦した状況などの背景を自分なりに

理屈立ててみようとした。これを人口構造に絡めて説

明が出来れば、完星雲とはならないまでも、ある程度の

説得性を持って説明が出来るはずだと考えた。

将来の子供がどれだけ生まれるかははっきりとは分

からないが、どれだけ生き残るかはかなり分かるよう

になってきた。地域も高度成長の頃のような大きな移

動はみられないため、自然増、社会増である程度間違

いない人口予測が出来るようになってきた。

住まい方は世帯の成長段階に応じて変化し、求める

住宅も変化してくるのは当然で、特に日本の住宅の需

要状況は各年齢階層によって強く規定されている。

① 24才以下・単身用借家需要層、②25~34才。世

帯用借家需要層、③35~49才前期持家需要層、④ 50

~64才ー後期持家需要層、⑤65才以上老人住宅需要

と大別できる。このような需要が年齢階層毎に生じて

いるため、年齢別人口が増減するにつれて需要構造に

変化がみられる Iごりょんさんjという言葉にいろんな女性像を思い

人口構造上の特異点としてベビープーム世代、第2次 浮かべる人もおられるかと思う。たしか、以前「博多

ベビーブーム世代があるが、この占ヨ主突出し土年齢 こりょんさん物語」とかい主短編手じど番組があ今-kco

階層が形成する需要の塊がスライドしていくことで、次 特に「博多ごりょんさんJといわれると、昔の大西の

期の年齢階層の需要量との差が生じる o この需要の山 奥さんのイメージで、着物をピンヤッと着たような姿

と谷から生まれる需要の減少が「負の需要Jである o を想像する人が多いそうだが、単純な言葉の意味とし

東京が木賃アパート地区になると考えられたのはこ ては、結婚した女の人を指すのだそうだ。

の層が増えることに対する危倶であったが、 1975年か その博多ごりょんさんを名乗る女性の方々が、博多

ら人口の大都市への集中が止まりはじめたことがこの 部(那珂川と御笠川に挟まれた地区をそう呼ぶ)の人

事態を変えたと思われる。公団の空き家騒ぎも次の新 口減少や、小学校の統合問題等を抱えるなかで、花い

しい需要が展開しはじめたことで消えた。 っぱい運動や博多の料理教室などの活動を展開してい

需要が減少することで有効に使われていない借家ス る。そこで、博多山笠をひかえた7月4日(木)(たま

トックの淘汰作用がすすみ、このことが人口が増え続 たま)の地域ゼミでは、「博多ごりょんさんのまちづく

「ディマンドJ(demand)という 2つの意味がある o 前

者は各個人が求める必要性、後者は価格、立地といっ

た市場の条件の中での組み合わせから生まれてくるも

のである。

ディマンドは好不況といった経済状況に大きく左右

されるが、ニードは各家族の各成長段階によって変化

する。所得の増減に関係なく家族が増えれば住宅の規

模が必要となってくる。そういったニードを捉えてど

う政策化するかが政府や自治体などの公共サイドの役

割である。

三宅醇先生

ける東京でも、無限に同じような需要が続くようなこ

とがなく、木賃アパートの問題がそれほどの問題では

なくなってきた原悶だと考えられる。

@将来の展望

2010'年を展望すると、前期持家需要層、後期持家需

要層に挟まれて「負の需要」のサノドイツチ構造が持

家需要に起こる。このことで地価が下がることになる

かは定かではないが、上がることはないだろう o

そう考えると住宅を都市の機能としてどう制御して

いくかという本格的都市計画、住宅政策が可能な時代

が来つつあるということが言えそうな気がする。

ベビーブーム世代が後期持家需要層になると、住宅

の修理、建替え需要が発生してくる、ここでプレハプ

業者と地元工務庄・業者との競争が起きる。その地元

業者をどう育成していくかを、各地方自治体が考えな

くてはならない時期に来ている。(金川 薫)
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りJとして、博多ごりょんさん・女性の会会長の中村

由紀子さんにお話をしていただいた。

@花いっぱい運動は「花ゲリラ」で

-福岡市長が平成2年に唱えた一区一美運動をきっかけ

に、博多区に地域検討委員会ができた。その中の伎

民側の女性3人が、女性の手でまちづくりをしようと

「博多ごりょんさんjを発会した。

-博多部は企業や神社・仏閣が多く、住民とそれらが

力を合わせてまちづくりをしないといけない。企業

や神社・仏閣からも町内会費を取っている。

-まず花いっぱい運動を展開した。那珂川沿いの柵の

外などに「花ゲリラJのような感じで勝手に植えて

いき、市はそれを黙認するような形になっている。し

かしIliも時々肥料をくれたりする。

-行政は以前、公園は絶対に扱わせなかったが、今は

公窟もプランタ で花いっぱいになっている。

・間伐材をもらってプランターケースを毎月 50個作っ

て配っている。花の苗は小中学校などから、土と肥

料は全農からもらっている。

・最近自分たちの知らないプランターが増えてきて、活

動が広がっているのを感じる。

• rげなげな話」の勉強会

• 2~3 ヶ月に→回勉強会を開いているが、なかなか成

果をまとめられなし、。中身はいつも、あの人が何し

てる、こんな人がいるというような「げなげな話Jo

・図書館がシ サイドももちに移転され、博多部から

なくなった。文化の象徴として身近なところに図書

館が欲しいと市にお願心、している 0

・博多に残る古い町屋を保存してもらおうと市にお願

いに行ったが、市は「記録保存しているj という回

答だった。

・町原保存のために署名運動をし、 NHKの番組で紹介

してもらい、西日本新聞で記事にしてもらった。そ

のうち議員などからも問い合わせがあり、いつの間

にか残されることになった。今は移築され、博多町

屋ふるさと館として公開されている o

・これからは町屋で筑前琵琶や南坊流の茶会などイベ

ントを開いて、中身を充実させていきたい。

-博多部には現在小学校区が4つあるが、児童数減少の

ためそれがひとつに統合されようとしている o

-冷泉小だけが統合に反対していることになっている

が、その中の声の大きい人だけが反対している感じ。
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博宰ごりょんさん・女性の会勉強会開催状況

年月 亨イ卜ル 講師

H5.3. 惨械をH\l1~割(1)陥LØ明、紙i 峰松栄一

H5.5. 博多の歳時記 岡部定一郎

H5.6. 対専劇場について 武田政子

H5.7. 博多人形の裏話 浦精マサ

H5.7. 膨の脚暗帥(2)鯵峨理 障松 栄

H5.8. 大楠横のお祭り 船越安久

H5.9. 戦前からの町屋の暮らしぶり 舌間マサ子

H5.10目宝照院 大河重寅・大岡良明

日5.12.豊国神社と博多よもやま話 山崎古米

H6.3. 博多の南坊流 南坊流師家松本清親

H6.5. 防府制朝(3)臥 隊 的 措 略松栄一

H6.7 山崎朝雲 一丸綾

H6.10 いけどうろうの話 吉貝総一郎

H6.11.楢崎家の先祖にかかわる話 楢崎半三

市.5. rry ょん ðMl~j'GJìJ~制高 長尾トリ

町.8. 大浜の話 中村勇

町.9 博多のわらべ唄 内藤

町.11 明治以降の1専多 吉貝

H8.1.博多のことば遊び 岡部定一郎

公式な場では反対するが、個人的には仕方ないと思

っている人も多い。

-新聞は4校区の文化の違いといっていたが、そんなこ

とはない。山笠の流れの遠いともいわれるが、それ

も関係ない0

・今は、老人ケア施設と一緒にするなと。いい小学校を

作って欲しいと思っている。

@博多に山笠通りはなぜないか

博多のまちをめぐる興味ある話を種に、参加者から

も様々な意見が出された。

-花は植えても植えても採ってし、かれるが、それがま

たどこかで植えられてると思って、負けずに植えて

いかないといけない。

-博多には山笠通りというものはな~'0 7月 15日に追

い山が終わると、パッと何事もなかったように普通

に戻るのが博多山設のすごいところだから。

・福岡市政100周年の時に、名前を博多市に変えるか

どうかの話が上がったが、意外にも反対意見が多か

った。博多のイメージは暗いという理由らしい。

・博多は市の金をもらって山笠をやって、我が物顔で

いばってるように見える。それでかえって他の区か

らは冷めてみられている。

・ここ 2年くらい、駐車場だった所にマンショノが建つ
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てきた。一部のマンショノには山笠があり、地元と

の交流もあるが、そういうところは少なL、。

・博多は商売人の町というが、実は他力本願で、再開

発がうまくいったら乗ろうかと思っている o 本当の

商売人はいなし、。

-山笠が博多の風紀を乱し、地元の足を引っ張ってい

る面もある。実は111笠はL、やだ、という人も少なく

なし、。

-博多はある意味でものすごく回舎、とも言われる。

(伊藤聡)

一

喝

性

一

一

能

女

々

ノ

・

一

生

一

府

知

一

似

の

一

子

市

一

様

岡

一

の
福
一

着
一

定

一

域

一

地

一

者

一

+

右

一

前号までは、いくつかの町をその地理的条件や産業

的条件などによって性格分けするような形で人口定着

の様子を見てきたが、今回は少し視点を変えて同じ都

市の中での男女別の動きをみることにする。

@進学で一気に増え、就職で気に減る一男性

まず男性であるが、近年は20-24歳をピークとする

への字型を描いており、その山の角度もだんだん鋭角

的になってきている。この傾向は昭和50年以降にはっ

きり表れているが、それ以前はやや動きが違う。

その理由としてやはり大学の影響が考えられる。昭

和 30年頃の福岡市内には、大学は九州大、福岡大、西

南学院大などいくつかしかなかったが、昭和30年から

昭和40年代にかけて、九州産業大、福岡工業大など多

活かせる(と思いこんでいる、を含む)就職の場が少

ないためだろう。

@進学で増え、そのまま定着女性

ところで女性の方をみると、男性のようなへの字型

の傾向とは違っている。 20-24歳まで増加していくの

は男性と同じだが、その後は特に減少せず、横はいで

推移している。しかし、よくみると横ばい安定後白人

口は男女ともほとんど同じで、男性だけにピークが訪

れていることがわかる o

福岡市内の大学は、女子大学や短期大学についても

昭和 30年から 40年代に多くが開校しており、そのこ

と自体の条件は男性と変わらない。しかし、短大など

就学期間の短いものが男性より多いことと、地元就職

意向が男性より強いことが男女の差となっているので

はないかと思う。

ただ進学率の方が、女性は近年伸びて高学歴化して

いるため、今後は男性のようなへの字型傾向を見せる

ようになるかもま日れない。

しかし、男女とも安定後はほぼ同じ人口になるとい

うことは、男性の就職の場がないとは一概にはいえな

い。大学などで研究を行うために多くの男性が集まっ

たにしては、それに見合うだけの就職口がない、とい

うことだろう。

先ほど「若者のまちj と書いたが、女性は必ずしも

若い人は多くないので、人口データ上は「福岡市は若

い男性のまち」ということに訂正したい。

なお、表紙のグラフと右のグラフは基本的に同じも

のである。表紙の方は何歳であるかを軸にとり、右の

方はいつであるかを軸にとっている o 言いたいことに

くの大学が次々と開校している。それと同時に進学率 よって使い分けていってもいいが、見る側としてどち

も上昇し、大学のある福両市内への 20歳前後の人口流 らの方が見やすいか、あるいは理解しやすいか、ご意

人が始ま 9 た主考えられる。 晃があればお願いLたいo 十

昭和田年以降、 20-24歳人口は5歳階級ごとの他の

年代をいずれも上回っており、データ上からも「福岡

市は若者のまち」といってきしっかえないと思う。

しかし、問題はピークの後にある。 25-29歳のとき

には1万-1万2干人も減少してしまっている。特に昭

和 31年生まれ以降では、 15-19歳のときと同じくら

いにまで減少しているということは、量的な問題だけ

でいうと約l万人(年間約2千人)が大学だけ福岡で過

ごして次なる所(たぶんほとんど首都圏)へ行ってし

まうようである。これはやはり、地元に自分の能力を

(伊藤聡)
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福岡市由定着事(男〉
単位入、%福間市の定着率(男)

国酔調査闘査 年

日召平日30勾三 昭和35年 目Hfll40圭F三 昭和45年 昭和田年 目白芋口55宝. 昭 和 田 年 平成2年

25，928 36，16日 40，222 ト詰 39，204 42，153 F 4 O，m 73 
14古0へ44146提川3言.2

、古島 38，887 目白辛口

100.0 139.5 155.1 151. 2 162日 151 150.0 16-20圭F三主主

1O~14最 15~19畠 20~24歳 25-29雇量 30-34趨t 35........39車 45 拍車

35，558 I.?' 45，510 I/" 56，208 "" 53，717 54，341 1'"" 52，705 ¥ー 51，827 日召平日

100.0% 128.0 158‘1 151.1 152晶8 148.2 145.8 21-25年生

10-14茸E 15-19謹量 20-24.畠 25-29怠豆 30-34規定 35-39寵 40 判車

3O，90022 F 41，897 58，596 、初 49，682 49，419 、首 47，719 百召平日

100 135.6 189.6 160.8 159.9 154.4 26-30年生

10---14琵E 15-1日畠 20-24岸喪 25----29畠 30-34畠 35-39晶
28，554 い 41，586I/' 56，386 戸 44，737 44，157 日召手口

100.0 145.6 197.5 156.7 154.6 31-35年生

10-14琵量 15-19薗I 20-24畠 25-29./迄 ，10-34畠
33，221 I.?' 44，009 57，912、45，336 匝召辛口

100.0 132.5 174.3 136.5 36-40年生

10-14嵩 15-19謹主 20-24畠 25-29差是
39，147 47，724 I?' 63，790 町召平日

100.0 121. 9 1日2.9 41-45年生

10-14語量 15.......19員室長 20-24畠
45，721 I/' 57，198 日召平日

平成2年国勢嗣査 100.0 125.1 46-50年生

0~4属 36，228 1O~14揖E 15~19蔵量

5-9J1!曇 39，624 42，178 sB手口
100.0 51-55年生

資 料 c国勢調査」 10~14揖

d加 一一一一 一一一一一一一戸一一-41~45年生

55α】O

二二;/:ヲヨ主主主45αp 

35= ーと:/〉イi一一 : プ ¥ 16

2唱和畔 昭 和 時 昭 制 時 昭相5年 昭師陣 昭和田年 昭和泊年 平成時

福岡市白定積率〈女〉

人
66α刃

平成Z年国勢調査

皇己i盈 ι694 
5~9岸~ 38.248 

資 料 「同筋調査」

単位入、%

福岡市の定着率(女)

単位入、同

55αD 

JJJJJJJJJJE三千三zt;ti45α:n 

j 十一i/' //ぷシ.---" .¥ぷ時生
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/ 
35αm 

25αm 
昭和30年 昭有135年 昭和拍年 昭布145年 昭稿150年 昭 和 田 年 昭 和 田 年 平成2年
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! 旅館、その他の宿泊所事業所数の推移
地域計画のための一知半解事典④

地域の住宅建設を担う

大工・工務屈の動向 ; 

平成7年度に佐賀県の地域工務宿の調査研究のお手伝

いをした。一言でいうと、地域の中小の旅館が、大手

ホテルチェーンやビジネスホテノレに押されてきた歴史、

あるいは商応が、スーパーなどの大手資本に押されて

きた墜史とほとんど同じ状況に、今の地域の大工・工

務自は置かれていると思われる。今、建設業界、特に

地域の住宅建設を担っている大工さん、工務1古がどう

なっているのかという点在、佐賀県と全国の住宅に関

するランキングでいつもトップにあがってくる富山県

の2県でみてみる。

@建設業は全産業の 1割産業

建設業就業者は、平成2年度で全簡の就業者6，170万

人のうち約580万人、 1割を占めている。昭和40年当

時は、約330万人で、全就業者4，730万人の 7%程度

から徐々に増加、昭和55年までは順調に増加していた。

これは、佐賀県、富山県においても同様な傾向である。

しかし、建設業界全体はそうであっても、内部ではい

ろんな変化が見られ、特に住宅建設に関係している木

造建築工事業、大工工事業など、いわゆる大工さん、職

人さんなどの仕事をめぐる変化が著しい。

@小規模な事業所の減少は、廃業か、規模拡大

大工・工務自の変化に先だって構造が変化したと思

全産業就業者と建設業就業者の動き

単位入、%

昭和50年 昭和田年 昭和60年 平成Z年 l 

全 全産業 53，140，818 55，811，309 58，357，232 

国 建設業 4，729，373 5，383，271 5，266，295 5，842，027 
対H量t車目 (8，9) (9.6) (9.0) (9.5) 

佐 全産業 397，097 419，548 419，63日 426，775 
翼

県 建設業 32，475 41，145 39，416 42，458 
丹生産量桝目 (8.2) (9.8) (9.4) (9.9) 

富 全産業 560，400 575，495 579，923 594，080 
山
県 建設業 54，442 60，958 60，463 62，040 

封生産量牌Z (9.7) ([0.6) ([0.4) ([0.4) 

資料 「国勢調査」

単位箇所

S 50年 S56年 S61年 H3年 50-56 56-61 61-H3 

1-4人 78，427 75，537 69，471 59，722 ~2 ， 890 陣6，0661e.9，749 
5-9人 15，839 18，010 17，日73 17，428 2，171 .01.337 .01.245 

10-19人 日，542 7，267 8，044 9，728 725 777 1，684 
20-29人 1，796 1，988 2，245 2，962 192 257 717 

30-49人 1，266 1，440 1，589 2，032 174 149 443 

50-99人 915 998 1，082 1，450 83 84 368 

100-199 384 453 556 732 日日 103 176 

200-299 97 121 132 210 24 11 78 

300人以上 81 92 113 162 11 21 49 

合計 05，347 05，906 00，905 94，426 559 体5，001昨日，479

資料 「事業所統計調査」

12 

われる宿治業界の動向について触れておきたい。

国民生活に関する世論調査の、生活の力点をおく項

目で、レジャー・余暇生活志向が住生活を追い越した

のは昭和57年であり、海外旅行ブームといわれた時期

である。これより少し遅れて国内旅行は、混泉ブーム

となるが、この時期目旅館等の数をみると、小規模(1

-4人)な旅館関係が急激に減少しはじめ、逆に中規模

(10-19人)旅館等の増加が著しい。この時期の旅行

需要者は、新人類と呼ばれた 1960年前後生まれの女性

逮やニューファミリーと言われた団塊の世代であり、プ

ランド志向により各地のチェーンホテルなどが好まれ、

旧態然とした小さな旅館などは敬遠されたため、廃業

するか、規模の拡大あるいはビジネスホテル風に変化

していった時期と考えられるo

@小規模な大工工事業の減少

地域の住宅建設を担ってきた大工さんは、職人気質

で、営業を積極的にすることもなく、口コミでこれま

で仕事を続けてきたと言われている。

しかし、佐賀県消費生活センターなどに持ち込まれ

る住宅に関する相談などをみると、需要者(ユーザー)、

主主iこ若し一、ムた主主!22;f安血多 (1ませ工事費なとの金額

がなぜそうなるのか、あるいは信頼できる業者かどう

か、さらに希望を言っても反映してくれないなど、建

設業者、大工さんに対する不信感である o 裏を返せば、

工事する側が、ユ ザーに対して情報を十分に提供し

ていない、客の要望に応えていないということであるo

そのため、新しく家を取得しようとする若い人たちは、

営業力のある大手メーカーに傾いていくことになり、大

工さんや小さな工務応などはますます仕事が減ってい

く。

@地域ピルダーへの期待
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佐賀県の従業員数の推移 (S50-H3増加数)

単位。人 i 
総数 1-日人 。-19人 。-29人 。人以上

E設業 5，941 2，096 4，734 4日4企1，383
総合工事業 2，198 1，857 2，907 .10.514 比2，052

一般土木建築工事業 .10.13 164 355 .10.271 .10.261 

t塗し紅装ゅ線工ん(践事せ、業つ'1MっIW
2，675 1，025 1，92且 195 .10.473 

.10.69 42 160 .10.92 企179

工事業 72 .10.13 .10.10 46 49 

t木紅造線建(:1築越工新障() .10.792 179 19自 .10.295 .10.874 

事業 325 460 276 .10.97 .10.314 

別工事業(設備除く 1，934 .10.685 1，393 585 641 

民工王事業
.10.814 ii> 1，085 156 76 39 

tH1.JJ?ト日報 809 223 212 194 180 

出;鉄筋工事業 .10.48 .10.16 49 .10.16 .10.65 

が.911f>]'Dツタ工事量 .10.59 .10.103 21 23 。

在削工官事量工(錫事業搬船島()
.10.261 企401 190 企69 19 

224 66 124 。 34 

巨金・金物工事業 100 25 49 26 。

653 235 226 95 97 

他の職別工事業 1，330 371 366 256 337 

備工事業 1，809 924 434 423 28 

資料 「事業所統計調査」

富山県の従業員数の推移 (S50-H3増加数)

単位人

総数 1-9人 。-1日人 。-29人 日人以上

主設業 4，618 3，4剖 5，701 2，102 iA6，669 
意合工事業 263 2，483 3，307 1，495 Iio. 7，022 
卜般土木建築工事業 1，267 120 369 218 560 

t陸I工装事室工(銭、 "ttつ時()件1，朗7 905 2，172 906 1.;.5，880 
事業 .10.235 48 86 101 .10.470 

しゅんせつ工事業 45 1 7 。 37 

車工事量(措置車IW .10.283 247 61 156 .10.747 

木造建築工事業 1，366 1，162 612 114 .10.522 

別工事業(設備除く 479 .10.843 1，287 136 .10.101 

じ工f事業
ii> 1， 787 ii>2，141 149 113 92 

JJ?リトI碍 436 238 95 .10.60 163 

鉄51骨・t・鉄筋工事業 .10.140 334 189 .10.37 .10.626 

t~ ・ 9イルア E岬工事量 79 39 A日 49 。

左11官rn工(事u業mu() .10.748 企727 7 .10.99 71 

290 124 69 65 32 

阪塗ぞE金装O工他・め金事業物職別工事工事業業

262 127 96 .10.26 65 

658 440 203 42 .10.27 

1ス29 723 羽目 89 129 

備工事業 3，876 1，844 1，107 471 454 

資料 「事業所統計調査」

全国で行われている住宅産業近代化事業の狙いは、地

域のビルダーがこの営業カをつけることができるかど

うかにかかっている。しかも高齢時代を迎えて、住宅

ストックの活用が求められる中、高齢仕様への増改築

ニーズなどに対して、小回りのきくのは、やはり長く

地元で営業してきた地域ビルダーであり、ユーザーと

の信頼関係を築くための自劫努力とこれを支援する環

境づくりが求められている o (山辺真一)
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鴨緑江の南岸を見る(中国遼寧省丹東市)

中国遼寧嵩

叩 約

おうリょ〈こう

@鴨緑江の遊覧船

ノノイ
朝鮮民主主義人民共和国

少し前から、朝鮮半島の中央部から北部にかけて、大

雨が降って水害が起こっていることが、日本の新聞に

も報じられていた。私たちが中国遼寧省丹東市を訪れ

た7月31日も、かなりの雨が降っていたし、最近は雨

が多いということであった。

今回の旅の目的の一つが、鴨緑江を通して朝鮮側を

見ることにあったが、丹東市在通りがかりに見たとこ

ろで、対岸の雰囲気が分かるはずもなく、丹東担ijのピ

ルから見た、新義州市のクレーンとちょっと小振りな

観覧車に、少しほっとしていた。ところが、遊覧船に

乗るということである。

この雨の中を、増水して泥水の流れる鴨緑江で、何

の「遊覧jかと思ったが、何はともあれ船に急いだ。船

われわれの乗った遊覧船と向型のもの(中国側)、 2隻出てい

たのである。建物は新義州側
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ているところが
岸の高さ、水面から 1mぐらいはあった 樹が水につかっていた

は小型の漁船程度で、致れた窓から雨が吹き込んでき

たが、それほどの雨でもなく、一応喜んで乗り込んだ。

丹東と新義州の聞には橋が二つ架かっているが、一

方は了度河の中央あたりで橋桁が落ちていた。 1950年

の朝鮮戦争のとき、アメリカ軍の爆撃で落とされたの

だという説明を受けた。その少し上流側に、自動車と

列車用白橋が架かっている。

遊覧船は、その橋を見せてからすぐに、対岸の方へ

近づいていった。河幅はおよそ600-700mであり、新

義州側の沿岸数メ トノレのところまで近づくのに時間

はかからない。こんなに近づいてもいいのかと思うほ

ど無遠慮に鼻先をなでるように遊覧船が動いていく。

気になって鴎いてみると、「国境は河川の中央だが、河

川の中は上陸しなも、かぎり岸辺に近づいてよいことに

なっている。工事をするときは、お互いに通告し合う

ことになっている」ということである。

@河の水位が気になった

岸辺に近づいて、大きな樹が水につかっていること

に驚いた。

そのとき瞬間持に思い出したのが大阪の淀川のこと

である。昔から淀川は、地域として弱い方の堤防が決

壊したそうである o

にあった。新義州側はどこも水がひたひたと寄せてい

北朝鮮側の遊覧船

建物の入口に傘をさした人がいる

た。今の状態なら、大雨で増水したら氾濫するのはこ

ちら側になるだろう。

まさか、わざと護岸の高さが変えられたとも思えず、

帰ってから調べてみた。

新義州市は鴨緑江のj巴濫原に計画的に建設された街

で、 1906年に京義鉄道がここまで通り、 1911年に安

東(1965年から丹東)との閣に鴨緑江鉄橋が架設され

て発展したところと紹介されている。したがって、陸

地も低いところが多いのかもしれないが、護岸らしき

ものがないのも変だと思った。

新義州白人口は 28万人ぐらいで、丹東市67万人の

半分ぐらいである。

丹東市はもと安東と呼ばれていた。遼寧省安東市は、

「遥かな地をやすんずる(寧)省の、東に対して中国側

を安んずる市j ということである。それでは朝鮮側に

もよくないということで、丹(あか)東として、明る

い東という意味の地名に、 1965年に変更された。苦か

水兵さんl

稼働しているようには見えなかった
北朝鮮側の遊覧船の内部は、椅子が散乱し
ており、荒れているように見えた

14 
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ら国際的な意味の多いところである 0

・垣間見た北朝鮮

軍船がたくさん
あった

岸辺の人たち
釣りをしている
人もいた(右側)

突然、木造船を見て驚いた。最近、日本ではFRPの

ものばかり見ているので、木造漁船は珍しい。かなり

の木造船と鉄の船があったが、雨のせいかいつも白こ

となのかわからないが、動いていなかった。

大型の豪華遊覧船もあったが、内部は椅子が散乱し

ており、使っている気配はなかった。

軍人さんがいて、タバコを喫っていた。見かけた人々

は20-30人ぐらいだが、そのうち 10人ぐらいは陸軍

と海軍の兵隊さんである。この国白人たちもタバコを

よく喫う。がっしりした体格である。

一般の人々は漁船の人々と岸辺の人々だが、あまり

様子はわからなL、。写真で見ていただく通りである。 1

人釣 り を している人がいた。(糸乗貞喜)

15 

津屋崎町に新しくできた農産物直売所

津屋崎町農業体験実習館オープン

この施設は、平成5年度に農村と都市との交流を促し

ていくこと、また、町北部で人口が減少している勝補

地区の活性化を図っていくことなどを目的として農業

構造改善事業を機につくられたものである。

この「津屋崎町農業体験実習館Jは、構想づくりか

ら3年後の今年の5月3日にオ プンした。場所は勝浦

地区「あんずの里運動公園Jの隣接地で医道495号に

面しており、非常にわかりやすい。構想づくりをお手

伝いした関係上、実際の運営等がどのようになってい

るのか気になっていたので、早速見にいってきた。

この施設は研修室、体験実習室、加工実習室、交流

室などで構成されており、このー画に農産物直売所を

設けている。ここの農産物は安くて新鮮であることか

ら盛況のようである o お客さんは口コミで広がり、遠

賀町や隈垣町など北九州方面からが多いということで

あるo オープンして 3カ月であるが日曜日には l日で

1.000千円程度を売り上げることもあるそうだ。

この販売所の運営は、会員数が 120名いる「あんず

の里市利用組合jで行っており、売り上げの 10%をそ

の運営費に当てているとのことである。売場には2人ぐ

らいのレジ係がいる。

構想づくりの時に悩んだのが、都市との交流づくり

の仕掛けをどうしていくかであった。町の方との話し

合いの中からは、休耕凹を活用した農業体験、農業や

食の大切さを一緒に学ぶような農業学校、麦栽培から、

製粉そしてパンづくりまでの一連の体験等、いろいろ

あげられた。

今後は、これらを含めたソフトづくりを具体に展開

農業体験実習館全景
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していくことが大切であり、当施設の真価が間われる

ことになると思われる。 (山田龍雄)

「学術研究都市と計画行政」

日本計画行政学会九州支部久留米大会

回文化とは やっぱりわけのわからないものだった

「大久保先生の基調講演」より

6月22日久留米大学にておこなわれた日本計画行政

学会九州支部の 17回大会の基調講演をされた大阪大学

名誉教授の大久保尚一先伎のお話を報告します。

現在北部九州において学術研究都市〔以下学研とい

う)づくりが進められていますが、その先行事例とし

て大久保先生がその計画段階より約18年間係わってこ

られた「関西文化学術研究都市(以下“けいはんな"と

いう )J在中心に講演されました。

{先行部隊の貢献〉

oけいはんなの計画を進めるにあたって手本となる計

画は多々あった。日本で最初の学研都市である筑波

研究学園都市、海外に目を移すと、アメリ力のシリ

コンバレー、シリコンコリド 、韓国のテドック・リ

サーチタウン、台t湾のシンチュウ・サイヱノス・イ

ノダストリアル・リサ チタウン etc。後発部隊(け

いはんなであり、学研でもある)は先発部隊の悪い

手本が有るという点で有利である。

0先発部隊のすばらしい計画には必ずkeyManが存在

する。シリコノパレ ではスタンフォード大学のプ

関西文化学術研究都市概念図

全面白世界への先信
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方向を見定め、プランを再提示しなければならない。

まず考えられるのが、 F.Sでは都市を作るというフ

ィジ力 jレな発想が主体であったが、 S.Sではもっと多

様なアプローチが必要となってくるということであ

る。例えば、文明学的、都市論的、産業的、エコロ

ジカノレ的、社会学的、政策論的、戦略的アプロ チ

0・'etc.とL、った。

ロフェッサー・ターマンであり、けL、はんなにおい O また、産官学の連携をうたっているがF.Sでは実際の

ては大学教授から知事、経済連の会長、国土庁の ところ特定の(産なら産の)作業には優れているが、

方々、コンサルタン卜に至るまで非常に多方面にわ 違う側面(アカデミックな面、行政面等)からのっ

たるム立がこ心計画のl三時主なヲ之いる σ 寸ミみが是り起いという調査結果も出でいるよ

〈けいはんなの実例より) 0最後にS.Sに向けての都iliの活性化のためには文化と

0けいはんなは1978年、第二次オイルショックの頃ス いう有力なツールをつかわない手はない。文化は富

ター卜し、ハイテク化が進み日本にとって躍進の時 を産出し、積極的に都市のイメー γを引き上げる。ま

期であった 80年代(了度バブル期)をくぐり抜けた た、その文化も今までのようにドメスティックなも

という時代的背景に恵まれていたo また、ほぼパプ のではなく、都市をマ ケティングしていく国際競

ノレ崩壊までの 15年間をFirstStage (以下F.Sとい 争力としてのツール、あるいは社会的統合、政治的

う)ととらえると、これからはSecondStage (以 コンセンサスを形成するツールが必要とされる o テ

下S.S.という)であり、その方向性を見定めなければ クノロジ オンリーではなく、それを包み込むよう

ならない位置にきている。

o S.S.では、 F.S.の成果を評価し、課題を抽出した上で

な文化というのが欠かせないのではないか。そうで

なければ、今まで通産省が行ってきたほぼ日本全国

16 
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に広がるテクノポリスに逸してしまう。新しい都市

は文化なくしては考えられない。しかし、ただ大型

白文化施設を導入するのではなく、そこを市民が活

用し行政と一緒になって文化的創造に奮闘する姿が

望ましいと考えられる。

以上、大久保先生が熱をいれて語られたところを抜

粋しましたが、特に先生は「文化j という点を強調さ

れていました。当社においては「文化の回廊Jという

福岡県の文化をつなげる仕事がおこなわれていますが、

日頃気になっていた「文化」とは?という質問をぶつ

けたところ、大久保先生から返ってきた答えは、「文化

とは、なんやわからん、いいかげんなもんや」でした。

芸術ゃ音楽も文化だとは思いますが、例えば、おばあ

さんが漬物を仁手に漬けるのも文化だと思います。一

言ではいえなくて、ひとくくりにできない、文化とは、

わけのわからない、いし、かげんなものなんだな~と思

いました。 (深谷真紀子)

睡九州北部学研都市構想の推進と地方自治体の役割

計画行政学会2日目には、「学術研究都市と計画行政J

をテーマに分科会が行われました。このなかから「九

州北部学術研究都市構想の推進と地方自治体の役割jに

ついて概要をまとめました。

(報告者福岡県新産業・技術振興課水上良昭氏)

o九州北部学術研究都市は7つの拠点地域を中心に、既

存の研究機能を活用し、またそこに新たな機能を付

加しながら推進を図っている。

0国では、科学技術基本法が制定され、科学技術の地

域での展開が方針として出されており、今後の科学

技術推進に対する自治体の役割は大きい。

O九州北部学術研究都市は、計画の段階から具体化、事

業のスターートの時期にきでいる。福陣県では、科学

技術振興財団を強化し推進を図っている。今後は、財

団に交流サロンを設置し、将来的には研究プロジェ

クト実現化のためのコーディネーターも配置してい

きたL、。

(討論者側九州地域計画研究所山辺真一)

O県、 7つの拠点地域のなかでも、既存資源、都市機能

などだけではなく、科学技術に対する熟度の違いが

ある。

o九州北部学研構想は福岡県、佐賀県にまたがってい

るが、リーダー的存在が必要である。例えば、関西
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の場合は3府県にまたがっていたが、推進機構などが

あり推進が図られている。

O東北インテリジェント・コスモスの場合、“走りなが

ら考える"といった、実際にプロジェクトを具体化

しながら、環境を撃えていっている。九州の場合、計

画はあるが、まだ実体がみえてきていない。

これらの報告を受け、参加者も含めて以下のような

活発な討論が行われました。

O九州北部学研構想、では、ネットワークをキーワード

にしているが、中部圏(愛知、岐阜、三重)でも同

じことが言われている。ネットワークといった場合、

交通、情報ネットワークが不可欠だが、それだけで

は真のネットワークとは言えない。各拠点地域のポ

テンシャルを相互に促進し合うことが必要である。

いつの時点までにこの機能をどのレベルまでに持っ

ていくかという、拠点地域間での責任の分有も必要

ではないか。

O国から地域の科学技術活性化の方針が出されたが、中

小都市レベルでは、独自の研究機関を持つのには負

担が大きく、行政問の温度差はますます広がってし

まう。

O久留米市は、学術研究都市づくりについて短・中・長

期の目標を設定し、推進を図っている。

o福岡県、佐賀県による九州北部学術研究都市推進会

議にリーダーシップを発揮して欲しい。

(歌丸星子)

所員近況

阻土を残した北方みずき団地

先日、北九州市小倉南区北方にある改良住宅「北方

みずき団地jを見に行ってきた。「北方みずき団地」は

建設されて五年ちょっとと比較的新しいが、住民の生

活感がこちらにまで伝わる温味のある団地である。団

地内には、小さな菜園がいくつかあり、ちょっとした

野菜やとうがらし、花などが植えてあるo 菜園の前の

軒下には古いソファーやイスが置かれてあり、お年寄

りの憩いの場となっている。

みずき団地の外部空間の特色は利用目的をはっきり

と定めていない暖昧な空間(土)を多く残していると

ころにある。(もちろん計画者は、住み手がそこで自主
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団地内には
小さな菜園
がいくつも
設けられて
いる

的に緑環境を育成することを期待しているのだろうが)

その結果、暖昧な空間は居住者によって菜園にされた

り、土が舞い上がってくるからとカーペットが敷かれ

たり、あるいはコンクリー卜で固められたりと居住者

の思うまま自由にいじられている。中には勢いあまっ

てか、芝生が植えられていたところまで畑にしている

ところもあった。実際居住者に開いてみると芝の草刈

がめんどくさいから畑にした、ということであった。ま

た現在通路に敷石が敷かれているが、当初は通路も土

のままであったそうだ。しかし雨の日足元が汚れると

のことから現在の姿になったのだ。

最近の団地はお酒落で格好はよいが、生活感を感じ

させない無機質な物が多いような気がする。そういっ

た団地はびっしり空間の計画がなされていて居住者が

自由に扱える空間がない。またそういうところでは誰

が住んでも陸地の表情に変化はなし、。一方「北方みず

き団地Jのように居住者が自由にできる空間が少しで

もあれば居住者によって団地の表情がつくられ温かみ

白ある、そして住みよい団地ができるのではないだろ

うか。設計者が計画できることには限界があるのでは

ないだろうかと思うのである。(七拐 かおり)

掴アンケート漬けの毎日です

これまでの「よかネットパ ティーJに参加してい

パーティー」についてのアンケ ト』が続々と届いて

います。お忙しいところ時間をさいて回答していただ

きありがとうございました。殆どの方から「よいパー

ティー」であるというお誉めの言葉を頂き、楽しく読

ませていただいています。また、「ああしたほうがい

いJ、「こういったやりかたもあるJという意見もあり、

反省すると同時に「よかネットパ ティー」が皆様に

かわいがってもらっているな~、と感じています。こ

のアンケートの結果については次号に掲載したいと思

っています。
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タイトルの「アンケ ト漬けjですが現在私が抱え

ているアンケー卜が3つあります。 1つが「よか不ット

パーティーJ、2つめが分譲マノションに関するもの、 3

つめが博物館に関するものです。 3つめの博物館はアン

ケート票の作成段階なのでただ今勉強中なのですが、他

の2つは毎日何十通と返って来ており、一枚枚広げて

回答していただいた方の思いを読みながら、何か内緒

の話を聞いているようで楽しみにしています。しかし、

分析を思うと…複雑です。(津谷真紀子)

岡地ビール挑戦中

最近、あちこちで地ビールが話題となっており、地

域づくりの目玉になっているところもあるようだ。

選ればせながらこのブームに乗った訳ではないが、簡

単にできる「ビールづくりキット」を購入し、早速ビー

ルづくりに挑戦している。今1次発酵が済み、 2次発酵

に入っている段階である。夜はできるだけ冷房した部

屋に運ぶなどして温度管理に苦労しているが、今年の

あまりの暑さのため、果たしてうまく発酵してくれる

かどうか不安な毎日を過ごしている。人に飲ませられ

るようなものができたかどうか、次号に報告したいと

思う。(山田龍雄)

園中国遼寧省藩陽市の修景保全と防災対策

[修景保全]

溶陽の故宮は、清の太祖ヌ jレハチと太宗ホンタイジ

が、北京へ遷都するまでの皇宮である。その故宮が建

設ラッシュにとりかこまれている。故宮に入ってゆか

りの建物を見回すと、奇妙な建物や工事中の建物がや

たらに眼に入る。ガイドマップにのっていた写真と大

変な違いである。

「大変だなあJという質問に対しては、「高層ビjレ計

画が出たが、高層は許可しなかったんだj という返事

ガイドマップ(中国製)にある写真。ヌルハチの故宮、
この友側はホンタイジの故宮。周囲には高い建物はない。
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正面がヌルハチの故宮。この手前両側に八
旗の建物もあるo 故宮は八角型になってい
る。その友に見えるのが工事中の建物で、
高さを計画より下げられたということであ
る。

停産停業中の協和百貨公司

ヌルハチの故宮へ
向かつて左側の周
囲の建物。ガラス
窓の部分は後で増
築Lたようだ。ち
なみに藩陽では中
高層住宅のベラン
ダは窓で図ってあ
る。

「音の晩餐j

林望著

集英社文庫

500円

私は食べることが大好きで、暑い日はしこしこした

素麺をさらさらっと、寒い日はホクホクのおでんの恩

芋7ーフーしながら食べるのが、この上ない幸せだと

思っている。好きな料理の条件は、味、匂い、歯ごた

え、見た目 、が自分好みであることだと思う。しか

しおいしそうと思える料理の条件は、これと少し違う
とζろてん

ような気がする。実は私は心太があまり好きではない。

しかし食料品売り場に行くとついつい手がのび結局買

ってしまう。透明でツルツノレッとしてさらさらと涼し

げな心太からは、とてもおいしそうな音が鴎こえるの

だ。

林望の「音の晩餐」は、擬声語(オノマトベ〕を軸

にして、食と料理の話が縦横に広がる遊び心い叶れ、
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停産1事業通告の告示

であった。建築法規のことまでわからないが、「風景

のことは十分考えてやっているj というガイドの説明

である o

[防災対策]

これは眼ざとく見つけてドアごしに写真をとったも

のである。私のったない読解力で述べると、「停産停業

通告溶陽協和百貨有限会社。重大火災、人身や経済

損失のおそれがある。 96.4.25より停産停業」というこ

とになっている。(糸乗貞喜)

のエッセイ集(と、背表紙に書いてあった)である。

このエッセイからは、「ばりつJIばしゃばしゃHふ

わふわJIとろりJなどの食べ物の声がたくさん間こえ

てくる。ちなみに「ばりつJはせんべい、「ばしゃばし

ゃJはどじょう、「ふわふわJは不思議な卵料理、「と

ろりJは焼いたマシュマロの音であるo 中には「おい

しそうな音Jとは、ほど遠い「べっとりJ血糊がたま

っている動物の心臓料理もでてくる。まるごと一冊、珍

品、逸品ありの食と料理由話である。

このエッセイには、それぞれの章の後に音にまつわ

る料理由レシピが載っており、これまたおいしそうな

ものばかりである。その中で変わったものを一つ紹介

したいと思う o 料理の名は「あんこまパンj。あんこと

マヨネーズで「あんこまパン」なのだ。作り方は至っ

て街単、サンドイツチ用のパンに簿くハターを塗り、そ

の上に冷たく冷やしたおいしいこしあんを1センチほど

塗る。さらにその上にマヨネ-7-を塗ってできあがり。

筆者臼く「マヨネーズの持つ酸味と塩味、ハターのコ

クと風味そしてあんこの甘味と冷たい質感。そしてま

たパン、と 。理論的にまずい筈がない。」勇気のある

方どうぞお試し下さいませ。(七捌 かおり)
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中洲中島町の事務所から、|日県庁のアクロス福岡の

正面に事務所在移したのは、昭和 62年 10月のことで

した。以来、地域の方々とのネットワーク活動、研究

会活動のために、会議室を設けていましたが、事務所

と会議室が加階にあったため、なかなか満足いくサー

ビスが提供できずに、皆様にもご迷惑をおかけいたし

ておりました。

今回移転しましたところは、会議案と事務所をワン

フロアーに確保しましたので、以前よりは使い勝手も

良く、ネットワーク活動へのサービスも十分に行える

ものと思っております。これを機に今後ともより一層

のネットワーク活動の充実を図りたいと思っておりま

すので、会議、研究会等、お気軽にご利用下さい。

なお、新事務所の場所は、以前の事務所白人口の前

の通りを北側(昭和通りの方)へ約30メートル移動し

たところにあります。

編集後記

圏5月に事務所移転を決定してから、いろいろなと

ころを探しましたが、前事務所のような足回りの

良い場所がなかなか見っかりませんでした。と

ころが“灯台下暗し"で、ほんの 30メートル先

に希望に合った物件があり、即時決定した次第で

す。

|… 干810福嗣市申央区天神1ト-15一-35ホンダハピ工5F

TEL 092目731.7671 FAX 092.731.7673 
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パス停・
(市役所北口)

アクロス福岡

帯の受け皿として、上下水、廃棄物などのインフ

ラは不可欠なものであり、今まさに産学官、市民

が一体となって、この問題を解決していくことが

，Jとめられていると思、います。 (べ)

関今号の冒頭に掲載した NIRAの研究レポートに

関する報告で一連の報告を終了いたします。なお、

よ!主主主.lilE'lt.k.;Jl三七本体.OJ腕凶B且志I二出去上 l よかネナト NEH'31996，9 

がりましたので、ご希望の方は連絡して下さい。

NIRAの報告に対しては、多くの読者の方々から

も、「最近は高齢問題に凝ってますねjとか「高齢

者の次のテーマは何ですか」とか聞かれましたが、

高齢者問題はまだ始まったばかりで、今後も取り

高宜みたいと A思います。

掴高齢問題だけでなく、日々の暮らしの中でも、福

岡の方では、新聞に毎日のようにどこかの市町村

のゴミ問題など、水問題に加えて、廃棄物問題も

待ったなしの状況に来ているようです。人口、世

(編集・発行)

側九州地域計画研究所

干810 福岡市中央区天神 1-15-35ホンダハピエ5F

TEL 092-731-7671 FAX 092-731-7673 

(ネットワーク会社)

側地域音|蘭建築研究所

本社京都事務所

大阪事務所

名古屋事務所

東京事務所

TEL 075-221-5132 

TEL 06-942-5732 

TEL 052-962-1224 

T日， 03-3226-9130 
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