浦安市における住宅地域の形成 と住民の再編
木 ノ下
浦安市は ,元来は漁業を生活 の基盤 とした町で
あったが ,現在は人 口1
1
万人の近郊住宅地 となっ
ている｡そ こで本論文では ,浦安が どの ような過
程を経て近郊住宅地へ と変化 して きたのか ,そ し
て ,転入 して きた住民 (
新住民)は どの ように地
域‑定着す るか ,さらに ,旧来の住民 (旧住民)
と新住民は ,どの ように接触 し,浦安市民 として
共通の紐帯をつ くりだ し,地域形成 の主体をな し
てい くのか ,を明 らかにす ることを 目的 とす る｡
浦安では ,地先海面で ノ リや貝類 の養殖を中心
0
年代
とす る漁業が行われていた｡ しか し,昭和 3
に漁場 の汚染が進 んだため ,漁業者は漁業権 を放
棄 し,昭和 4
0
年か らと4
7
年か らの 2回にわた って
海面埋立事業が行われた｡ この結果 ,漁業 と関連
産業は解体 し,町域は4
.
4
k
dか ら1
6.
9
8
k
dに拡大 し
た｡

市 内の住宅地は ,主に 2つの契機 に よって拡大
4
年 の東西線 の開通で ,捕
した｡ 1つ 日は,昭和 4
安 は都心 と約 2
0
分で結ばれた｡ これに よ り,旧町
域 の川沿 いにあった従来の漁村集落の南北の周縁
部に ,主に個人開発に よる民営借家が中心で ,単
身者世帯割合の高い住宅地が形成 された｡ 2つ 目
は ,埋立地 での住宅開発である｡特 に,昭和 5
2
年
以後 に,開発業者が行 った大規模住宅開発に よっ
て ,浦安 の人 口は激増 した｡ この住宅地は,持ち
家 中心で , 4人以上の世帯が多 くな っている｡
市内の住宅地 は ,開発主体 ･時期等に よって,
各特徴 を もつ ようになった｡そ こで,住宅地を住
民構成 ･居住年数 ･住宅環境等を指標 とし, 5つ
に分類 した.次に ,住民の永住志 向を規定す る一
要因 と考え られ る生活環境整備評価 をみ ると,特
に都市基盤整備 について,旧町域 で不満が多 く,
実際に下水道や道路や公園等は ,埋立地の方が整
備が進 んでいる｡
以上の よ うに ,浦安では住民や住環境の特徴が

真

紀

異なる住宅地 が形成 された｡ この ような状況で,
大量に転入 してきた住民を居住地域に根づかせ ,
相異なる性格 の住宅地の住民を浦安市民 として融
和 ･再編 させ る こ とが ,市 当局 に とって急務 と
なった｡現在 ,その具体的方法 として ,
｢
ふるさと
づ くり運動｣ が主に 自治会活動を通 じて推進 され
ている｡この運動 で ,
｢
ふ るさと｣は,地域性 と住
民の自発性 ･共同性に基づ き,よ りよい社会をつ
くる場 ,とされているが ,実際は運動は行政主導
で行われてい る｡ これは,行政が住民を効率 よく
把捉 し,早 く地域に定着 させ るため ,積極的に住
民に枠組を与 えざるをえない状況を示 している｡
次に住民の地域への定着 と関わ りをみ るため ,
先に行 った住宅地 の 5分類の うち 4つについて,
5自治会を と りあげ ,活動 内容を分析 した｡それ
に よると,活動 内容は住民の年齢構成に影響 され
ていた｡ また ,埋立地の 自治会 の方が旧町域に比
べ ,住み よい地域環境をつ くる,とい う意識が強
く,活動内容 も豊富である｡共通点は,住民の真
の自主性の欠如 と,自治会が住民に親睦の場を提
供す る役割を果た していることである｡
自治会を通 じて,地域住民同志 の接触の場 の創
出や快適な地域環境整備等が進 め られ ,ふ るさと
づ くり運動 の一面 であ る,住 民 の地域‑ の定着
は,徐 々に成 果 を あげ てい る , といえ る｡ しか
し,住民の融和 と再編 とい う点については,一定
地区のみを活動範囲 とす る自治会を運動基盤 とし
ていること自体に ,ふ るさとづ くり運動の限界が
あ り,成果はあが っていない｡今後 は,自治会の
枠を こえた ,幅広 い住民の参加が可能な活動の模
索が必要であ る｡ また,住民の 自覚 と自主性を高
め ,精神的に も物理的に も快適な環塙づ くりが次
第に行政か ら住民主導の もの‑ と移行 してい くこ
とが望 まれ る｡
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