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お茶の水地理

ル人 (
以下 ブラジル人)が, 日本で就労 ･生活 し
ている｡

1
9
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7
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日系 ブラジル人の多 くは,経済的な 目的によっ
て来 日している｡ 日本で生活 している とは言って
ち,彼 らが揺す る日本社会 とは, 1日の うちの大
半 を過 ごす就労先 を意味 し, 日本社会 と直接の接
触 を持つ ことは非常 に少ない｡それは,彼 らはい
ずれはブラジルに帰国す る と考 えてお り, 日本へ
の永住 を希望する人は少ない｡ 日本 にいて もブラ
ジルでの生活習慣 を大 きく変 えな くて もすむよう
になった｡ 日本社会 とブラジル人 との間には常 に
第 3者が介在する とい う理 由か ら, 日本社会 と関
わろうとい う意識が強い とはいえない｡一万, 冒
本人側 もブラジル人を一時滞在者 とみな し,交流
の必要性 を感 じているとは思 えない｡ したがって,
現在 お互いの生活が平行線 で進 んでい るの も,む
べ なるかな といった状況 なのである｡ これに対す

本論文で は,景気後退以後の 日本の地域社会に
おいてブラジル人が どの ように就労 ･生活 してい
るのか, またブラジル人の 日本滞在が長期化の様
相 を見せ る中, 日本社会は どの ような対応 に迫 ら
れてい るのか, さらに,それ らの事実か ら,ブラ
ジル人 と日本人 との ｢
共生｣ をめ ぐる可能性 につ
いて考察 した｡
日系 ブラジル人 には,他の外 国人労働者 とは異
なる側面がい くつかあ り,滞在 の長期化 も手伝 っ
て 日本社会 に与 えるインパ ク トは幅広 く大 きい｡
1つは合法的 に就労で きるとい うことである｡ ブ
ラジル人は景気の雇用調節弁 といわれることが多
かったが, ブラジル人 を雇用 している事業所の中
には, ブラジル人が労働者 として欠 くことがで き
ない存在 にな りつつある｡ そ してブラジル人の就
労 においては,人材派遣会社の働 きも見逃す こと
がで きない｡
2つめは 日本人 と何 らかの血統があることであ
る｡ これはアイデ ンテ ィテ ィの問題や 日本 人によ
る差別への非難か ら,ブラジル人のその複雑 な心
境が窺 えた｡
3つめは家族 を呼 び寄せている とい うことであ

る是非 を論ず るのは容易であるが,状況 を変えて
い くとした ら, どう変 えてい くのかについて一朝
一夕 には答 えがでない｡
今後 ブラジル人の滞在が さらに長引 くのか,そ
れはブラジルの経済 ･社 会状況や子供 の意志など
複数の要因が複雑 に絡み合い,当事者であるブラ
ジル人 にとって も,先行 きがかな り不透明である｡
そ うい う中で我 々が考 えてい くべ きことは, もう
既 にブラジル とい う ｢
異文化 ｣ が 日本 に根 を下ろ
しつつあ り, この ままの状況が進行すればセグリ
ゲーシ ョンにな りかねないの恐れ もあることを頭
に入れなが ら, まずお互いの相違 を厳 しく認識 し,
その うえで,｢
交流｣｢
共生｣ について再考するこ
とではないだろうか｡

る｡ 子供 を伴 っての来 日は就労現場 だけでな く,
教育現場 に も大 きな影響 を与 えてお り,試行錯誤
の現場 での先生方の取 り組みが印象的であった｡
そ して これは 日本側 だけでな く,ブラジル人の子
供 たち自身の将来,家族 に とって も大 きな問題 と
なっているのである｡

藤沢市湘南台地区の鉄道敷設の影響について
大
神 奈川県藤沢市東部 に現在 ある小 田急江 ノ島線
の湘南台駅 に,平成 9年の予定で相模鉄道いずみ
野線 と横浜市営地下鉄線が延伸 される｡ この湘南
台地区は藤沢市の副都心 として区画整備が行 われ,
市の文化施設 も次 々建設 されている新 しい町であ
る｡ ここに横浜へ のアクセスを飛躍的 に便利 にす
る路線が延 びることによる人の移動の変化 を,秩
道の乗降者数予測 を中心 として探 ることにす る｡
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デー タの入手が困難 を極 め,それだけ企業利益や
個 々人の生活 に直接影響 を与 えるのだ と感 じ,覗
代 人の生活 に しめる交通の重要性 を改 めて実感 さ
せ られた｡
まず現在の湘南台地区の住民 に加 えて,大和駅
で相模鉄道線 に乗 り換 えていた人,藤沢駅で JR
に乗 り換 えていた人, また現在 ほかの駅 を出発点
としている人の湘南台駅へ のアクセス を予想する｡
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この結果,湘南台か らの発生 ･集 中を合 わせた駅
広場利用者 は約 2倍 に増 え,湘南台 を乗換駅 とし
て利用す る人の数はのべ約 6万人 と考 え られる｡
その内訳 としては,小 田急線 1
8,
820人,市営地下
3,
900人,相模鉄道線 1
3,
290人 となっている｡
鉄道 1
のぼ り方面への 3線の分担 は小 田急 6
0.
4% ,地下
9.
8%,相模鉄道2
8.
5% となる｡
鉄3
新設 される駅の乗降者数やその駅勢区について
考 えた結果新設駅の乗降者はそれぞれ ｢
下飯 田｣
駅 (
地下鉄)7,
850人,｢
立場｣駅 1
6,
670人 ,｢中
670人,｢
踊場｣駅 9,
060人 となる｡
田｣駅7,
戸塚駅へのアクセス交通手段 の変化 も必然的に
起 こる｡バスでのアクセスの割合 は現在 の約半数
になる と考 える｡ これは横浜市が当初 目標 に して
いたことで,この結果バス路線 の縮小 は必至であ
るが,逆 に湘南台駅では駅勢区拡大のためにバス
路線 を増やす対策 をとる予定である｡
行政側 の考 えとしては,横浜市 は ｢
みな とみ ら

い21
｣計画の一部であるこの計画の実施で,横浜
市の都市機能の充実 を図 り,同時 にみな とみ らい
21地区での就業 人口を増 やす ことで ,300万都市
としてふ さわ しい環境 を作 ろうという長期的目標
を持 っている｡ 本音 としては,東京に次 ぐ日本第
二の都市 にも関わ らず昼間人口が夜間人口を下回
るとい う不名誉 を打 開 したいのである｡ 一方藤沢
市は大 きな影響 を受ける とい うのにのんび りした
構 えである｡ 地域住民 は概 して歓迎ムー ドである
が,湘南台地区の商業者 は客足が遠の くのではな
いか と不安 を持 っていることも事実である｡ 事実
私の受 けた印象では延伸線 は どれ も採算が とれる
ほどの乗降者 は見込 まれず, また小 田急線,バス
ともに乗車数 は減 り,良い ことといえば周辺地域
の開発 が進 んで人 口が増 えることぐらいの もので
ある｡ もし鉄道業者,行政側 とも長期的な視野で
の投資 であ ったな ら問題 はないが,短期的にはあ
ま り意味 を持 たない計画であるようだ｡

都市周辺部混住化地域の町内活動 と住民意識
一千葉市 ｢おゆみ野｣を事例 として一
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えて良 く,すなわちそれは,下の 6つの要因にあ
ると考 えられる｡ それは, 1,都市化 に伴 う人口
移動｡ 2,昼夜 間人口の格差の増大 による地域社
回の論文では,都市近郊農村 を都市住民の居住空
間 として捉 えた上で,旧住民 を旧来か らの居住者, 会の空洞｡ 3,核家族化の進行｡ 4,地域内にお
新住民 を他の地域か ら新興住宅地への来任 者 とし, ける住民形態の多様化お よび事業所の混在 におけ
その相互の交流 と各々の生活意識 をみ ることで,
る地域生活形態の分断化｡ 5,地域連帯性 の気迫
対象地域 を捉 えようとした｡
化｡ 6,住民の行政 との距離の拡大｡である｡
激 しい都市化 による地域社会の構造的変化の中
また,上記 した ような地域社会の構造的変化 と
で,地域住民組織の崩壊のロにされて久 しい｡ し
ともに,都市化 によって押 し進め られてい く生活
か し,今回の調査結果か ら, この崩壊 の前 に来る
構造の変化や,生活圏の拡大,あるいは,都市機
能の発達 による私生活領域の 自足性 と閉鎖性, さ
べ き構造体 として,生活の充実 を目標 として 目覚
めた "市民型住民層 " に指示 をうけた コ ミュニ
らには町内会の単位 としての家の もつ比重の低下
とい う状況がある｡ そ して同時 に見逃す ことがで
テ ィーが成立 されることが望 ましい, とい えるだ
きないのは, この変化があ ま りに も短期間に, し
ろう｡ もしここでい うコミュニテ ィを,市民の 自
か も急激に引 き起 こされて きた とい うことである｡
発性 と自立的な活動 に支 えられた地域生活 の体系
こう した状況の下で,旧慣的な地域集団にかわる
として とらえ,地域住民組織 を,そ うした生活体
新 しい機能集団や組織が未成熟の まま,住民個 々
系 と地域への共属感情 を契機 として形成 される住
が裸 の姿で急激 な変化 にさらされている｡そ して
民活動 の単位 とするな らば,間違いな く,既存の
地域集団を支える基盤が大 きく変化 したのだ と考
行政 もまた, これへ の対応 に迫 られていった時,
千葉市 は最近都市化が急速 に進み,その一環 と
して大規模 な住宅地が次 々 と計画 されてい る｡ 今
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