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中野区政策研究機構

まえがき
世の中にはいろいろな次元の計画や構想（プランニング）が存在する。家の間取りや
土地利用計画なども一例であるが、これらは、平面上の二次元的プランニングといえる。
これに高さの要素を加えて立体化したものが、建築計画や都市計画、様々なものづくり
の設計などの三次元的プランニングである。さらに、現存する三次元の都市社会のイメ
ージに時間軸の要素を加え、一定の時間線（タイム・ライン）の先に想定される未来社
会のイメージを描こうとしたものが、本研究のテーマでもあるシナリオ・プランニング
である。言い換えれば、本研究は、四次元的なまちづくり構想を創出する作業といえる
だろう。
現在の人口構成や出生率を前提として 21 世紀半ばの日本社会を展望すると、今後十
年ないし二十年程度の政策努力をもってしても、大幅な人口減少と超高齢化を止めるこ
とは難しいと考えられている。これからのまちづくりは、かつてのように市街地面積や
インフラの新規拡大、人口増加を前提とした拡大型の成長戦略ではなく、市街地等の規
模縮小を前提としながらも地域資源や既存インフラの活用・再利用等により新たな価値
創造を図り、持続的な発展の軌道を見出すというスマート・ダウンサイジング（賢明な
る縮小）の思考が要求されると思われる。また、科学技術や情報技術のさらなる発展は、
人々の知覚世界を大幅に広げるとともに、モビリティ（移動利便性）を高めるなど、ト
ータルな生活利便性が飛躍的に向上した成熟社会の到来を予感させる。さらに、人々の
意識やライフスタイルは個性化・多様化が進み、物事の嗜好や選択に一層鋭敏になって
いくものと考えられる。
こうした社会状況においては、居住、勤労、遊びなどの目的に応じて、人々が滞留す
る空間の質や形状などは、個人の意識や嗜好とのマッチングがこれまで以上に重視され、
其々にとってより好ましいと思える環境条件を備えたプレイス（場・空間）を求めて人々
は頻繁に移動を繰り返すようになるだろう。従って、コミュニティなど社会的要素をも
含んだデザインが持つ価値や意義が極めて大きくなるとともに、都市空間の魅力や環境
条件の差によって、特定のエリアに集中する人々の割合、すなわち地域集中度は大きく
左右されることになるだろう。そのため、都市計画をはじめとしたまちづくりの将来展
望・ビジョンの持つ意義が高まり、魅力的なまちづくりプランの実行が未来の繁栄に確
実に結び付いていくものと考えられるのである。
その意味で、シナリオ・プランニングの手法を取り入れ、スマートでクールな 21 世
紀半ばの中野（ナカノ・シティ）の姿、すなわち都市空間や市民生活のイメージを極力
具体的に描き出すという本研究は、中野区のエリアを対象としたひとつの超長期まちづ
くりビジョンの提案としての意義を有するとともに、未来から現在を見据えるというバ
ック・キャスティングの視点を持つことで、描かれた未来のナカノ・シティを実現する
ために必要な政策の方向性を探る手掛かりとそのための基礎的な知見や情報が得られ

るという意義が考えられる。
なお、本研究における重要なコンセプトの一つが、地域遺伝子（ナカノ・ゲノム）で
ある。地域遺伝子は、一定の時間経過があっても簡単には失われない、地域を特徴づけ
る特別な景観、文化資源、コミュニティ、人々の潜在意識・ライフスタイルなど地域固
有の因子を指す。しかしながら、これらの地域遺伝子は、政策的な保存努力を怠ると消
滅していく恐れもある。今後の中野区のまちづくりプロセスにおいて、こうした地域遺
伝子になりうる優れた地域資源が正当に評価され、街並みや人々の暮らしの中に組み込
まれていくことを切に希望したい。
最後に、本研究に関して、有益な助言・指導をいただいた専門家会議の各委員はじめ
多くの学識経験者の方々、アンケート・インタビューに応じてくださった区民・職員の
方々、その他ご協力をいただいたすべての皆さまに、心から感謝申し上げる。
2010 年 3 月
中野区政策研究機構所長
澤井 安勇
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章

1 研究の背景
21 世紀に入り、政治、社会、経済、地球環境の変化が全世界的に生じるなど、不確実か
つ不安定な時代を迎えている。日本では急速な少子高齢化・人口減少などに伴って、あら
ゆる分野で急激なパラダイム（社会的枠組み）の変化が進行している。こうした変化は、
超長期的な視点で考えると、地域社会の営みや市民生活にも多大な影響をもたらすものと
考えられる。
したがって、状況変化の見通しが立てやすい近未来の視点だけではなく、一般に予測が
困難な超長期の視点からも現実の政策方向を検証することが、今後の地域経営上極めて重
要な意味を持ってくると考えられる。中野区においても、将来的に自立した総合都市とし
て発展するためには、わが国の変化はもとより世界的・国際的な潮流、地域特性や区民の
意向などを踏まえ、超長期的かつ幅広い視点からの中野区独自のまちづくり戦略の構築が
求められている。
2 研究の目的
本研究は、中野区における都市空間、市民生活の状況について、人口、都市構造、地域
経済、ライフスタイル、子育て・教育など様々な角度からの分析に基づいて、2050 年の
超長期展望を試みることにより、今後の区の計画や方針の策定にあたって参考となる政策
情報、分析データ等を得ることを目的とする。
そのため、2050 年の「都市としての中野区」（ナカノ・シティ）の姿や、そこを舞台と
した市民生活のイメージを可能な限り具体的に描き出し、併せてその実現に必要と考えら
れる政策方向性についても示唆することとする。
3 研究の手法及びプロセスの概要（図 1 参照）
(1) ＰＲＩＮＣ型シナリオプランニング
超長期の未来予測の代表的な手法としては、民間企業における経営戦略策定手法として
開発されたシナリオプランニングがある。シナリオプランニングとは、将来起こりうる複
数の未来シナリオを想定することにより、不確実性の高い環境の中で適切な意思決定を可
能にさせる戦略策定の手法である。
本研究においては、この手法のコンセプトを参考にしつつ、公共政策分野における超長
期予測の意義等を考慮して、次のような「ＰＲＩＮＣ型シナリオプランニング」を構築し
た。
・

専門的かつ科学的・客観的分析に基づき、あるべき超長期のまちづくり目標・都市
イメージを設定し、その実現を前提とした未来シナリオを提示する「アドボカシー（提
言）型」の超長期予測とする。

・

都市目標の設定、都市のイメージづくりにあたっては、未来予測に関する様々な先
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行研究、行政計画・構想等を踏まえながら、別途収集した区民意見（社会調査等）の
結果についても最大限取り入れるものとする。
・

未来シナリオにおいて、必要または有効と考えられる政策方向性を示唆するものと
する。

本研究は、一定の政策的努力を前提とすれば「ありうべき」望ましい未来の姿を描き、
その実現のために今後必要とされる都市政策の方向性に関する幅広い情報・知見を提示す
るポジティブなシナリオプランニングである。その意味で、いわゆる悲観型のシナリオの
提示は行っていない。
(2) 研究のプロセス1
①

情報収集及び中野区の現状と課題の洗い出し
ⅰ

全国レベル、東京都レベルでの未来予測等の先行研究の分析（価値の指向、方針・

目標の指向の分析）
ⅱ 「新しい中野をつくる 10 か年計画」、
「中野区都市計画マスタープラン」、
「中野駅周
辺まちづくりグランドデザイン」等の分析
②

政策に影響を与える変化要因（ドライビングフォース）の抽出
ⅰ

中野区の地域特性・トレンド等の分析

ⅱ

職員対象のグループ・インタビューの実施

ⅲ

区民対象アンケート調査の実施

ⅳ

専門家会議での助言

③

抽出した変化要因を織り込んだシナリオロジックの作成
ⅰ

有識者へのヒアリング

ⅱ

区民への意識調査の実施

ⅲ

超長期人口の予測（推計）

④

上記を基にしたストーリーづくり
ⅰ

「都市イメージ」と「市民生活」に大別したマクロストーリーづくり（さまざまな

視点からの未来像を描き、必要な政策アプローチを織り込む）
ⅱ

補論として、有識者が描く 2050 年の中野区と、上記で描いたナカノ・シティを舞台

にした市民生活のミクロストーリーづくり（未来の市民生活の断面をわかりやすく解説
する）

1 資料編として、
①－ⅰ(参照した未来予測一覧）は 215ｐ、②－ⅱ（「職員グループインタビュー」）は 179p、
②－ⅲ（区民対象アンケート調査「区のイメージと将来像に関するアンケート調査」）は 173p、②－ⅳ（専
門家会議構成員、同会議内容）は 162p、③－ⅰ（有識者による補論）は 121p、③－ⅱ（区民への意識調
査「生活・将来展望インターネット調査」）は 184p に掲載した。
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4 報告書の構成
本報告書は、第 1 部「『2050 年ナカノ・シティ』を展望するために」、第 2 部「『2050 年
ナカノ・シティ』を描く」、補論、資料編から構成されている。
第 1 部では、2050 年のナカノ・シティを展望するために、政策に影響を与える変化要因
の現状を分析する。第 1 章では、中野区の人口や世帯の変遷について、戦後（1945 年）ま
で遡りその趨勢をとらえ分析する。第 2 章では、住環境、地域経済、働き方、地域社会、
子ども・教育、地域の現状について、中野区の現在までの姿を提示する。第 3 章では、中
野区の 2050 年の姿に重要な影響を与える要因として、グローバル化や科学技術などの発展
について取り上げ考察する。
第 2 部では、2050 年のナカノ・シティとしての都市イメージを展望し、そこで生活する
人々の姿をマクロストーリー／ミクロストーリーとして描く。まず、第 4 章でストーリー
を描くためにナカノ・シティの理念およびまちづくり目標を提示する。そして第 5 章はマ
クロストーリーとして、第 1 節で将来人口を展望し、第 2 節でナカノ・シティに暮らす人々
の舞台となる都市イメージを提示する。そして第 3 節では人々はどんな生活を営んでいる
のか、その考え方を示す。第 4 節ではナカノ・シティ実現に向けての政策の方向性をまと
める。
補論では、有識者によるエッセイ「2050 年中野」を提示する。さらに、第 2 部で描いた
ナカノ・シティを舞台に、
「ナカノ・サイドストーリー2050」と題し 4 つのエピソードで人々
の日常生活を描くこととする。以上が本編である。
資料編では、本研究をまとめるために開催した専門家会議の概要及び社会調査等を掲載
する。
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図１

研究フロー図
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市民生活のイメージ

■第5章第1節

■第

■第5章第2節

超長期人口の予測（推計）
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第1部

「2050 年ナカノ・シティ」を展望するために

第１章

中野に暮らす人々－人口と世帯の変遷
人口、世帯、人口動態、家族

第2章

中野のまちの姿
住環境、地域経済、働き方・暮らし方、地域社会、
子ども・教育、高齢者、環境問題、地域別の現状

第3章

中野を取り巻く時代の動向
グロ―バル社会と科学技術の展望
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第1章

中野区に暮らす人々～人口と世帯の変遷・家族

本章では、中野区にはどのような人々が暮らしてきたのか、もしくは暮らしているのかに
ついて、人口、世帯、人口動態（婚姻・離婚、出生・死亡）というテーマごとに概観する。
さらに、将来の中野区に居住する家族の姿を展望するための視点を最後にまとめる。なお、
本章で用いたデータは、
「１

人口」のうち(1)から(5)までと「２

世帯」は国勢調査、
「１

人口」のうち(6)は外国人登録者数（東京都統計局が公表している区市町村別・主要国籍別
外国人登録者数に基づく）、「３ 人口動態」は人口動態統計である。
１

人口

(1) 総人口・世帯数の推移：人口は横ばい、世帯数は一層の小規模化に伴う増加
中野区の人口は、高度経済成長期の東京圏への大量の若年人口の流入を背景に、1970 年
にピークとなり、その後 1995 年までは減少した。しかし、それ以降は微増し、2005 年現
在の人口は 31 万 627 人である。
これに対し、総世帯数は一貫して増加傾向にあり、2005 年の 17 万 2,786 世帯は過去最
高となっている。また、一世帯あたり人員数は一貫した減少傾向にあり、1995 年に 2 人
を割り込み、2005 年は 1.8 人である。
図 1-1 中野区の人口・世帯数の推移
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(2) 1965 年と 2005 年の人口ピラミッドの比較：中心は 20 代前半から 20 代後半へ
40 年前と現在の人口構造を比較するために、1965 年と 2005 年の人口ピラミッドを重ね
合わせて示したのが図 1-2 である。灰色に塗りつぶした人口ピラミッドが 1965 年、枠線
のみで示したのが 2005 年である。
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1965 年では、20 代前半の人口が男女ともに突出しており、男性が極端に多い構造とな
っていた。なお、1965 年時点で 20 代前半の年齢層にあったのは、1941～45 年に生まれ
たコーホート（同時出生集団）である。
2005 年になると、20 代後半～30 代前半に中心がシフトしている。これはいわゆる団塊
ジュニアを中心とする人口ボリュームの大きい世代がこの年齢層にあたるためである。ま
た、2005 年には 15～19 歳人口が大きく減少した一方で、50 代後半以降の年齢層のボリ
ュームが増加し、年齢構造が大きく変化していることが分かる。
図 1-2 中野区の人口ピラミッド（1965 年、2005 年）
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(3) 年齢別人口割合（3 区分）の推移：進む高齢化、生産年齢人口は微減
年少人口（0～14 歳人口）の割合は、1965 年では 17.9%であったが、出生率の低下と
子育て期にある世帯の流出により、2005 年は 8.3%まで低下している。
生産年齢人口（15～64 歳人口）の割合は 2000 年まではほぼ横ばいで推移した。これは
中野区には 20 代を中心とする若年層が常に流入してきたからである。しかし、大都市圏
生まれの増加や全国的な若年人口の減少を背景に流入人口は減少してきているため、2005
年には 73.5%へとやや低下した。
老年人口（65 歳以上人口）の割合は一貫して上昇傾向にあり、2005 年には 18.2%であ
る。特に、75 歳以上人口の割合の上昇が顕著で、1965 年には全人口の 1.2%を占めるに過
ぎなかったものが、40 年後の 2005 年には 8.4%にまで上昇し、65～74 歳人口の 9.8%に
匹敵する割合を占めるまでになっている。
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図 1-3 中野区の年齢別人口の割合の推移
（ 人）
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(4) 30 代の未婚率の推移：東京都に先駆けて進行する未婚率の大幅な上昇
中野区の未婚率は男女とも、常に東京都よりも高いレベルで推移しており、1985 年以降
は東京都の未婚率を 10 年程度先取りする形となっている。
中野区の男性の 30 代前半の未婚率は 7 割を超え、また 30 代後半でも約半数と、未婚率
は非常に高い。また、女性の未婚率は男性のそれよりも低いものの、30 代前半で約 6 割
弱、30 代後半でも約 4 割弱となっており、東京都を大きく上回っている。こうした未婚
率の高さが単独世帯率の高さにもつながっている。そして、今後これらの層の定住傾向が
強まるならば、40 代以降の未婚率も上昇するだろう。
図 1-4 30 代の未婚率の推移（中野区、東京都）
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(5) 昼夜間人口比率の推移：「住宅都市」から「多機能都市」へ
中野区の昼夜間人口比率（昼間人口／常住人口×100）は、1960 年の 76.1 を底に、それ
以降上昇を続けている。特に、1990 年以降は上昇幅が大きく、2005 年は 92.0 と過去最
高を記録した。かつては夜間人口が大幅に昼間人口を上回っていたが、近年では昼間人口
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が増加し、両者のバランスが取れてきていることが分かる。中野区は「住宅都市」から「多
機能都市」へと変わりつつあるといえるだろう。
図 1-5 中野区の昼夜間人口比率の推移
（ 千人）
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(6) 外国人（外国人登録者数）の割合の推移：ほぼ都区部並みで推移
中野区の全人口に占める外国人の割合の推移をみると、1986 年から 1994 年まで急激に
上昇し、約 3.9%となったが、それ以降は緩やかに減少と上昇を繰り返し、
2008 年は約 3.5%
となっている。中野区は都区部とともに、全国のおよそ 2～3 倍の割合を保ちながら推移
しており、全国の中でみれば外国人が比較的多い地域であるといえるが、都区部の中でみ
れば特に外国人が多い地域ではない。
2008 年に中野区に居住する外国人を国籍別にみると、最も多いのが「中国」で 3,862 人、
次いで「韓国又は朝鮮」2が 3,785 人と、この 2 つで約 7 割を占める。3 位以降は「フィリ
ピン」437 人、「米国」366 人、「インド」286 人と続く。なお、中野区の外国人人口割合
が 1994 年まで急速に上昇したのは、主に「中国」籍の人口が増加したことが理由である。
図 1-6 中野区、東京都区部、全国の全人口に対する外国人の割合の推移
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2

統計上、
「韓国又は朝鮮籍」となっているが、近年の増加分のほとんどは韓国籍の人々である。
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２

世帯

(1) 家族類型別にみた世帯割合の推移

：6 割弱を占める単独世帯

2005 年時点で最も多いのは「単独世帯」で、全 17.3 万世帯のうち 9.9 万世帯（57.1%）
と半数以上を占める。また、同棲などを含む「非親族世帯」は全体に占める割合は 2005
年時点で約 2 千世帯、1.3%を占めるに過ぎないものの、その割合は 1990 年以降一貫して
上昇している。
これに対し、
「夫婦と子からなる世帯」「その他の親族世帯」の割合は減少している。特
に、「夫婦と子からなる世帯」は大きく減少し、確実に世帯の小規模化、単身世帯化が進
行している。
図 1-7 中野区の家族類型別世帯割合の推移
100%

0.8%

0.5%

0.4%

0.4%

0.5%

0.7%

1.1%

1.3%

34.8%

40.6%

45.7%

47.8%

46.2%

50.8%

55.3%

57.1%

9.1%
5.2%

8.5%
5.4%

7.0%
5.7%

6.1%
5.9%

5.1%
5.9%

4.5%
6.0%

30.1%

27.7%

25.5%

23.5%

21.5%

18.9%

17.2%

11.8%

12.0%

11.5%

12.1%

12.5%

13.7%

13.6%

13.7%

1970
夫婦のみ

1975
1980
1985
夫婦と子
ひとり親と子

2000

2005
非親族世帯

90%
80%
70%
60%

13.1%

50%

5.6%

40%
30%

33.0%

10.6%
5.1%

20%
10%
0%

1990
1995
その他の親族世帯

単独

（年）

(2) 高齢者のいる世帯：約 15%が高齢者のみの世帯
65 歳以上人口が直線的に増加するのに伴い、65 歳以上の単独世帯や、65 歳以上のいる
夫婦のみの世帯の全世帯に占める割合も増加している。特に単独世帯の上昇は著しく、全
世帯に占める 65 歳以上の単独世帯は約 1.5 万世帯である。割合でみると 2000 年から 2005
年の 5 年間で 1.4 ポイント増加して全世帯の 8.6%を占めるまでになった。これに対し、
夫婦のみの世帯は 2000 年以降、ほぼ横ばいとなっているが、これは、高齢層に達した夫
婦のみ世帯の上昇分を、配偶者と死別した高齢者が単独世帯化することによって生じた減
少分で相殺した結果である。単独世帯、夫婦のみ世帯を合計すると 2.6 万世帯、全世帯の
14.8%となり、これら高齢者のみの世帯は今後も増加し続けると見通される3。

3

ここでいう世帯とは「住居と生計を共にしている人々の集まり」のことを指すため、例えば二世帯住
宅に居住している場合や、すぐ近くに子世帯が居住している場合など、世帯を別にしている親族などと
の関わりは見えず、世帯という側面からだけでは、生活の実態は分からないことに留意する必要がある。
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図 1-8 中野区の 65 歳以上人口と、全世帯に占める高齢単独世帯、高齢夫婦のみ世帯の
割合の推移
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３

人口動態（婚姻・離婚・出生・死亡）

(1) 婚姻・離婚：婚姻数は多く、離婚数は少ない中野区
ここでは、人口動態（一定期間における人口の動き）という面から中野区の特徴をみて
みよう。まず、中野区の人口千人あたりの婚姻件数は都区部、東京都よりも多く、8.55 件
／千人である。なお、上位に入っている区は中央区、千代田区、港区、渋谷区、目黒区、
品川区などの都心区であり、中野区はこれらに続いて 23 区中 7 位となっている。このこ
とは、先述した未婚率の高さと矛盾するようにみえるかもしれないが、全ての年齢層を含
めた人口千人あたりの婚姻件数でみると、20 代、30 代が比較的多い中野区ほか都心区は
婚姻件数も多いということである。
次に、人口千人あたりの離婚件数をみると、中野区は 1.99 件／千人で、婚姻件数とは逆
に、都区部、東京都よりも低い水準で推移している。なお、中野区は 23 区中 7 番目に離
婚件数が低く、全体として婚姻は多いが離婚は少ない区であるといえる。
図 1-9 中野区の婚姻件数、離婚件数（人口千対）の推移
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(2) 出生・死亡：全国で最も低い水準にある出生率
まず、中野区の合計特殊出生率（女子年齢別出生率を合計したもの）の推移をみると、
都区部、東京都の動きと連動しつつも、都区部よりおよそ 0.2 程度下回る水準で推移して
きている。2005 年以降、合計特殊出生率が上昇しているのは、特に、30 代の出産が増加
しているためである。逆に 20 代での出産は減少しており、晩産化がさらに進むと第 2 子、
第 3 子の出産が難しくなるなど、少子化への影響が懸念される。
なお、2007 年で最も合計特殊出生率が低かったのは目黒区（0.750）、次いで渋谷区と杉
並区（0.778）が続き、中野区（0.784）は 23 区中 4 番目に低い出生率となっている。
死亡数については、中野区はほぼ都区部と同じ水準となっている。
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図 1-10 中野区、都区部、東京都の合計特殊出生率の推移
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図 1-11 中野区、都区部、東京都の死亡数（人口千対）の推移
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４

変わる中野区の家族（家族の現状と今後）

(1) 変わる中野区のシングル：見えないつながりの変化
これまでみてきたように、現在の中野区は、世帯の約 6 割を単独世帯が占める「シング
ル社会」であるといってよいだろう。また、年齢構成からいえば 20 代～30 代が多いため、
「ひとり暮らしをする、若い東京圏外出身者が多く居住するまち」という印象が強い。果
たして今後も中野区はこのような地域であり続けると考えてよいのだろうか。
かつて、中野区は主に東京圏外から若年層、特に男性が多く流入する地域であった。彼
らの多くは進学・就職のために上京したが、結婚・子育てというライフステージに突入す
る 30 代になると区外へ転居するのが一般的であった。いわば、「期限付きの住まい」とし
て中野区に居住していたのである。
こうした状況に変化の兆しが見えてきたのが、2000 年頃である。流入する若年人口の多
くは進学ではなく、就職・通勤のためとみられる 20 代前半・後半で多く流入するようにな
り、そして、東京圏内（都内、埼玉県、千葉県、神奈川県）からの流入が増加し始めてい
る。これは、大都市圏の郊外生まれ・育ちが増えた 1960 年代後半～1970 年代生まれが 20
代～30 代に達し、利便性の高い中野区を選択しているからである。日本全体で若年人口が
減少する今後は、東京圏外からの流入は一層減少し、圏内の割合が高まると予想される。
このことは、シングル世帯の持つつながりとライフスタイルが変化することを暗示する。
かつては、生まれ育った故郷とは切り離された日常生活を送っていた若年単身層が中心で
あったが、現在では 1～2 時間程度で実家に戻ることができ、幼いころからの友人たちとも
気軽に会える若年単身層が増えているということである。彼らは、これまでに持っていた
人的なネットワークのみならず、物的なネットワーク（実家にある自分の部屋も使いつつ、
中野区でも部屋を借りるなど）を保持したまま、新しい生活を中野区で始めることになる
ため、中野区は孤立した学生を中心とする若年単身層が集まる場所というよりもむしろ、
多くのネットワークを持つ社会人を中心とする若年単身層が集まる場所となり、それぞれ
の持つネットワークが重層化する場所となろう。このように、これまでとは異なる層が増
えることで、住まいや地域に求められる機能はより一層多様化していくだろう。
(2) 変わる結婚：夫婦・パートナーの形と少子化のゆくえ
中野区の未婚率は非常に高い。20 代～30 代の未婚率だけでなく、生涯未婚率（50 歳時
点で一度も結婚したことのない人の割合）も上昇している。全国的な未婚化・晩婚化・非
婚化傾向の高まりのなかで、現在の中野区はそれを先取りしている地域であるようにみえ
る。しかし、非親族世帯は増えており、結婚という形を取らない同棲が増えていることも
示唆している。
一方、少子化の要因としては、我が国では婚外子の割合が非常に低いため、未婚化とい
う結婚行動に関わる要因と、結婚した夫婦の出生行動に関わる要因の 2 つが主なものであ
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る。中野区では未婚率の高さが女子年齢別出生率の低さに結び付いていると理解してよい。
しかし、シングルペアレントでも安心して出産・子育てできる環境や制度が整うならば婚
外子が増え、出生率が大きく上昇する可能性4もある。また、こうした状況になれば「恋愛
→結婚→出産」という、これまで一般的だと考えられてきた家族の形が大きく変わる可能
性もあるだろう。これをもう少し詳しく言うならば、子どもを持つことを前提とした結婚
や夫婦のあり方から、子どもを持つことと、夫婦／パートナーの形を分断して考えること
ができる家族のあり方へと変わるということである。中野区は継続的に人口が流入する場
所であり、新たに住まう人に対して寛容的であるといってよい。全国的に家族形態が多様
化すると見通されるなか、中野区では、表面上は「単独世帯」「父子世帯」「母子世帯」「非
親族世帯」の増加という形を取りつつも、夫婦であっても別居するなど暮らし方のバリエ
ーションは広がる可能性が大きく、新しい家族の形が生まれていくだろう。
(3) 変わる高齢者：多様化する暮らし方
これまでは比較的高齢化の進行が遅かった中野区ではあるが、今後は若年人口の流入の
鈍化や定住化の進行などによって高齢化は大幅に進むと見通される。そして、高齢者の単
独世帯や夫婦のみ世帯、もしくはきょうだいのみの世帯など、高齢者のみの世帯の割合も
一層上昇し、日常生活での「安心」
「安全」をどうサポートしていくのかが大きな課題とな
るだろう。
ここで留意すべきなのは、高齢者のみの世帯とはいえ、別世帯を構えている子世帯や親
族世帯などとの日常的な関係は分からないということである。例えば単独世帯であったと
しても、庭先の別棟に子世帯が住んでおり、実態としてはほぼ同居に近いということも考
えられる。現在の高齢層にある世代の過去の有配偶率は高く、一口に「高齢単独世帯」と
いっても、それぞれの持つ家族関係は様々であろう。これに対し、このまま生涯未婚率が
上昇すれば、今後は生涯未婚の高齢単独世帯が増加することは必然であり、日常生活にお
けるサポートへのニーズも、現在の高齢者のものとは異なると想定される。
例えば、血縁関係にない人々がプライバシーを守りつつも疑似家族的に集まって暮らす
「グループリビング」という住まい方へのニーズは、今後高まっていくと考えられる。ま
た、「適齢期」や「結婚」に対する考え方の変化から、近年では高齢層での婚姻数が増加し
ており5、今後もこの傾向は続くと考えられる。そこで、高齢期になってからの結婚、離婚、
新しいパートナー探しなどに対するニーズも今後一層増えていくであろうし、それと同時
に、前項で述べた家族形態の多様化は、高齢期になったとしても、もしくは高齢期だから

4

法律婚をしている夫婦と同等の権利が与えられる制度（PACS, 連帯市民協約）が整備され、婚外子に対
しても嫡出子と同等の権利が与えられるフランスでは、2006 年に生まれた人口の半数以上（50.5%）が婚
外子であり、出生率の上昇に大きく寄与している。
5 例えば、
平成 20 年人口動態統計をみると、65 歳以上の夫の初婚件数は 1990 年には 39 件だったものが、
2000 年には 109 件、2008 年には 180 件と大きく増加している。妻も夫ほどではないが 56 件、124 件、
146 件と増加しており、全体に占める割合は少なくとも、確実に増える傾向にあるといえる。
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こそ、進展していくだろうと考えられる。
2050 年に 65 歳に達するのは 1985 年生まれ、80 歳に達するのは 1970 年生まれであり、
高齢層の中心はいわゆる団塊ジュニア世代を含む、現在 20 代～30 代の人々である。今、中
野区に居住するこの世代の何割かは高齢層まで居住継続すると考えられるため、彼らのこ
れからのライフスタイルは 2050 年における高齢者の暮らしを考える上で、重要な鍵となる
だろう。
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第2章

中野のま
まちの姿

本章
章では、中野
野区の現状に
について、住
住環境、地域
域経済、働き
き方・暮らし
し方、地域社
社会、
子ども・教育、高
高齢者、環境
境問題というテーマごと
とに概観する
る。これまで
でのトレンド
ドの単
延長上に 20
050 年のナカ
カノ・シティが浮かび上がってくるわ
わけではない
いが、未来は
は現在
純な延
の基盤
盤なくしては
はありえない
い。できるか
かぎり長期デ
データを参照
照することに
によってトレ
レンド
を把握
握するよう試
試みたい。最
最後に、地域
域別の主要な
な特徴をまと
とめる。

１

住
住環境

宅：宅地が多
多い中、持ち家比率が低く、借家の面
面積が狭い
(1) 土地・住宅
中
中野区の土地
地用途地域をみると、区内
内の大部分を
を住宅地域が
が占めている
る。2006 年の
の土地
利用面
面積をみると
と、中野区に
における宅地
地の割合は 71.0％で、2
7
3 区では目黒
黒区（72.7％
％）に
次い で 2 番目に
に高い 6 。宅 地における 用途別の建
建築面積比率
率をみると、 集合住宅の
の割合
3 区で最も高
高く、独立住
住宅（37.9％）
）と合わせた
た住宅利用の
の割合（76.3％）
（38.4％）が 23
杉並区（79..9％）、練馬
馬区（78.4％）
）に次ぐ高さ
さである。
は、杉
中野
野区の住宅は
は、面積の狭
狭い借家が多
多く、持ち家
家比率が低い
いことが特徴
徴である。20
003 年
の調査
査によると、
、中野区の専
専用住宅の住
住宅あたり延
延べ面積は、52.2 ㎡と 23 区平均（59.5
㎡）を大きく下回
回り、豊島区
区に次いで 2 番目に狭い7。また、持ち家比率
率は 35.9％で
で、23
最も低い（2
23 区平均は 43.3％）。
区中最
図2-1 住宅数と1人あた
たり畳数の推移
移
戸数
1880,000
1660,000
1440,000
1220,000
1000,000
8
80,000
6
60,000
4
40,000
2
20,000
0

不詳

住宅
宅数↓

持家

1人あ
あたり畳数(持家
家)↓

19778

1983

借家

↑1人あ
あたり畳数(借家
家)

1973

1988

1993

出所：「中野区
出
区統計書」各
各年版。

6
7

畳数
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

東京
京都都市整備局
局「東京の土地
地利用 平成 18
1 年東京都区
区部」。
「平
平成 15 年 住宅
宅・土地統計調
調査」。

- 17 -

1998

2
2003

このような住宅状況はどのように形成されたのだろうか。住宅数をみると、1973 年の 13
万 1,000 戸から 2003 年の 15 万 8,810 戸へと増加した。1 人あたり畳数も拡大しているが、
持ち家に比べて借家の伸びは鈍く差が拡大している8。
住宅構造についてみると、1973 年時点では木造・防火木造が約 8 割を占め、非木造は 2
割程度であったが、徐々に木造の割合は減少し、2003 年には非木造が半数を超えた。とは
いえ、他区と比較すると、2003 年における木造賃貸住宅比率は 21.0％と 23 区中もっとも
高い。住宅バリアフリー化の状況をみてみると、何らかのバリアフリーの設備がある住宅
は、わずかに 9.2％である9。東京都全体の 33.4％と比較すると、区内住宅のバリアフリー
は進んでいるとはいえない状況である。
図 2-2 住宅構造

1973年

非木造
21.1%

2003年

鉄骨造
5.9%
木造
32.4%

木造
13.4%

鉄筋・
鉄骨コ
ンク
リート
造
48.3%

防火木
造
46.5%

その他
0.2%

防火木
造
32.3%

出所：中野区「中野区統計書」より作成。

着工住宅床面積の推移を見てみると、1970 年前後とバブル経済期に 2 回の住宅供給のピ
ークがみられる。利用関係別でみると、1970 年前後は分譲住宅の比率が高かったのに対し、
バブル期は分譲よりも貸家の増加が著しい。1990 年代の後半から再び分譲住宅の比率が高
まっている。
図2-3 利用関係別着工住宅床面積（単位：㎡）
平均移動線

500,000
450,000
400,000
350,000
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0

分譲住宅・その他

給与住宅

貸家

持家

8
9

「中野区統計書」各年版。原典は、「住宅統計調査」および「住宅・土地統計調査」。
総務省「平成 15 年 住宅・土地統計調査」。
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2007年

2005年

2003年

2001年

1999年

1997年

1995年

1993年

1991年

1989年

1987年

1985年

1983年

1981年

1979年

1977年

1975年

1973年

1971年

1969年

1967年

1965年

1963年

1961年

→

出所：中野区「中野区統計書」各年版。

今後、大規模開発による高度利用化がそれほど急激に進むとは考えられず、世帯数は緩
やかに増加することが予想されている。また非木造住宅の比率が徐々に高まっており、耐
用年数は長くなる傾向にあると考えられる。つまり今後の中野区の住宅着工は、循環的な
増減はあるものの、全体としては低位安定を維持していくものと思われる。
(2) 防災：火災危険度が高く、浸水世帯数が多い
中野区は木造建築物が密集しており、火災危険度が比較的高い地域をかかえている。中
野区の火災発生件数について長期データをみてみると、木造住宅が密集して多く建設され
た 1950 年代に、火災件数は急激に増加した。1970 年代に減少したのは、木造住宅割合の
低下が顕著になってきたことで、ある程度説明できそうである。1980 年代以降は、150 件
前後で比較的安定的に推移しているが、放火件数によって全体の火災件数が大きく影響を
受けていることがわかる。

300

件

図2-4 中野区の火災発生件数
火災件数
うち放火
平均移動線（5年）

250
200
150
100
50

1951
1953
1955
1957
1959
1961
1963
1965
1967
1969
1971
1973
1975
1977
1979
1981
1983
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007

0

出所：中野区「中野区統計書」各年版より作成。

ここ 10 年間（1998～2007 年）の水害記録によると、中野区の浸水面積は 33.23ha で、
23 区では品川区（119.37ha）、杉並区（113.9ha）に次いで 3 番目に被害が大きく、床下浸
水の世帯数は、都内第 1 位（3,055 世帯）である10。大きな被害を出した 2005 年 9 月の集
中豪雨を契機に、東京都は妙正寺川・善福寺川に対する「河川激甚災害対策特別緊急事業」
（2005～2009 年度）を実施するなど、再発防止の対策を講じている。
(3) 道路：道路率が低く、事故は少ない
中野区の道路率（区の面積に占める道路面積の割合）は 13.4％で、23 区では大田区に次
いで低い11。また幅員をみると、中野区では道路総延長のうち 3.5m 未満の道路の割合は
45.2％で、23 区で最も高い（23 区平均は 12.7％）。
10
11

東京都建設局河川部計画調査係ホームページ「過去の水害記録集計」。
特別区協議会「第 28 回 特別区の統計」2009 年。2008 年 4 月 1 日現在のデータ。
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道路率の変化を長期で見ると、1975 年
ごろまで中野区の道路面積は拡大したが、 20 ％
その後は停滞気味である。一方、23 区平

図2-5 道路率の推移（中野区と23区）

15

均の道路率は 1990 年代以降も高まってお

10

り、中野区との差が拡大する傾向にある。

5

といわれるが、その半面、自動車保有率が

0

中野
23区

1950
1955
1960
1965
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2005

道路率の狭さは、防災の面で問題がある
低く、脱自動車社会に向けて有利な側面も
ある。自動車保有台数は、1998 年以降、

出所：「特別区の統計」各年版。

軽自動車を除き減少傾向にある。また 1 万
人あたりの交通事故発生件数は 23 区内で最も少ない。
台
70,000

図2-6 中野区の自動車および軽四輪車登録台数
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その他自動車
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20,000

乗用自動車
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1982

1980
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0

出所：中野区「中野区統計書」各年版より作成。

(4) 公園：面積比率は 80 年代以降伸びが鈍い
たり公園数では 23 区において下位で
はないものの、1 人あたり公園面積で
は豊島区に次ぐ狭さである12。
23 区平均との比較で公園面積比率
の長期的な変化をみてみると、1960
年から 2005 年の間に、23 区は 5.7 倍
に比率が拡大したのに対し、中野区の
それは 3.7 倍で、23 区平均と比べて伸
び幅が小さい。

図2-7 公園面積比率の推移

％
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0

23区
中野区

1956
1959
1962
1965
1968
1971
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1977
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1992
1995
1998
2001
2004
2007

区内には 180 の公園があり、人口あ

中野における住宅、インフラなど住
12

出所：「特別区の統計」各年版。

2008 年 4 月 1 日現在。特別区協議会「第 28 回 特別区の統計」2009 年。
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環境の基盤は、1960 年代や 70 年代に整備が進み、その後大きな変化は見られない。1970
年代までに形成された構造を保持したまま現在に至る。
(5) 生活利便性：コンパクトな立地で交通、買い物など利便性が高い
区内には、5 つの鉄道路線が走っており、12 の駅が存在する。最寄り駅までの距離につ
いてみてみると、全住宅の 84.5％が駅から 1km 未満の距離にあり、公共交通の便がよい。
また、1km2 あたりの小売業および飲食店の合計数は 302 店で（23 区平均は 273 店）、区内
は駅前を中心に商店街が発展している。
中野区は人口密度が高いことの裏返しとして、交通・商店・医療などがコンパクトにか
つある程度分散して立地しているため、区内のどこに居住してもさまざまなサービスを享
受することができ、生活の利便性はかなり高いといえる。
「全体としての住みやすさ」に関
する意識調査では、「良い」（23.1％）、「どちらかといえば良い」（64.8％）を合わせるとほ
ぼ 9 割の人が住みやすいと回答している13。

２

地域経済

(1) 産業構造：医療、教育などが増加傾向
中野区の産業構造について、事業所数の長期データをみてみると、総数については 1981
年がピークで以降は減少傾向が続いている。業種別でみると、卸売・小売業の減少が目立
っている。シェアが増加傾向にあるのは、医療・福祉、教育・学習支援業などである。
事業所数

図2-8 産業別事業所数
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その他サービス
不動産
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0

出所：東京都「東京都統計年鑑」各年版。
注：1986年から分類方法が変更された。

次に区全体の従業者数をみると、1970 年代まで増加し続けたのち、ペースは落ちたが
13

中野区「2008 中野区区民意識調査報告書」2009 年 3 月。
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2001 年まで増え続けた。1980 年代以降、事業所数は減少していることから、1 事業所当た
りの従業者数が増加していることがわかる。
産業別でみると、製造業は 1966 年、建設業は 1981 年がピークでその後減少し続けてい
る。一方、第 3 次産業のシェアは一貫して伸び続けている。1950 年代すでに 7 割に達して
いた第 3 次産業従業者の比率は、2006 年には 85.6％にまで高まっている。より詳しい分類
でみると、近年、増加が顕著なのは医療・福祉である。情報通信は 2001 年まで順調に増加
し 1 万人を超えたが、2006 年には 8,866 人と減少に転じている。
図2-9 産業別従業者数
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出所：東京都「東京都統計年鑑」各年版。
注：1986年から分類方法が変更された。

（2）商店街：個性のある商店街
中野区は駅周辺を中心に商店街が充実している。本機構が実施した地域商業に関する調
査によれば14、北部と南部の商店街は、食品や日用品を中心に取り扱い、近隣住民が主な顧
客である。また中野や東中野等、中央線周辺の集積は、飲食店や服飾品店などが他地域か
ら顧客をひきつける一方、生活に密着した需要を満たす店も多く、地域のにぎわいの基盤
となっている。
商業集積の形態をみると、野方のようにいくつかの商店街が集まってひとつの集積を形
作っているものもあれば、川島商店街のように単独の商店街による集積もある。中野区の
商店街は、空き店舗や後継者不足などの問題を抱えつつも、それぞれが個性を発揮し、地
域コミュニティの核としての役割を担っていくことが期待されている。

14

中野区政策研究機構「地域商業調査～中野区商店街の現状分析～」2009 年 3 月。
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３

働き方・暮らし方

(1) 労働力人口と仕事時間：「ワーク・ライフ・バランス」の重視へ
2005 年における中野区の労働力人口は

図2-10 中野区在住就業者の勤務先
他県 （2005年）

14 万 1,123 人で、そのうち就業者は 13 万

4.2%

1,513 人である。完全失業者数は 9,610 人

区内：自
宅
11.2%

その他都
内
3.6%

で、前回調査より減少している。しかし、
労働状況「不詳」の人が多く、分母となる

その他特
別区
19.9%

労働力人口が前回調査よりも大幅に減少し
ているため、完全失業率は上昇している。

区内：自
宅外
20.5%

中央
5.1%

就業者の勤務先をみると、自宅と自宅外

渋谷
5.7%

をあわせた区内が 31％、中野以外の特別区
が 60.5％だった。区別では、新宿区、千代
田区、港区などが多い。

新宿
13.8%
港
7.2% 千代田
8.7%

出所：中野区「中野区統計書」

次に、本機構が実施した生活時間調査か
ら、中野区の有業者の仕事時間を男女別にみてみる15。平日の仕事時間を東京都と比較して
みると、中野区の男性（7 時間 28 分）は東京都より短く、女性（6 時間 17 分）は東京都よ
り長かった。男女別年齢別では、男性で

図 2-11 中野区有業者の年齢別仕事時間

は 30 代が 9 時間 27 分と最も長く、20

10

代から 50 代までは 8 時間以上の仕事時
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間となっている。一方、女性は 20 代の 8
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時間 3 分をピークに年代が上がるにつれ

6
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でほぼ横ばいとなっている。

4

「何のために働いているのか」という問

女

7

て減少し、50 代以降は 5 時間 20 分前後
区民を対象にした世論調査によると、

男

3
20～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60～69歳 70～79歳

出所：保育園・幼稚園分野資料より作成。

いについて、「お金を得るため」が多いの

は当然として、若い人ほど「自分の才能や能力を発揮するため」と考えている人が多い16。
また、日本人全体でみると、仕事と余暇を両立したいと考える人が若者を中心に増えてい
る17。「企業戦士」、「働きバチ」といわれた日本人の労働に対する意識も徐々に変化し、会
社のために尽くして働く意識は薄れ、「ワーク・ライフ・バランス」が重視されるようにな
ってきている。

15
16
17

中野区政策研究機構「区民生活時間調査」2009 年。
中野区「区政世論調査 2006」。
NHK 放送文化研究所編『現代日本人の意識構造[第 6 版]』NHK ブックス，2004 年。
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(2) 余暇の過ごし方：情報メディアの利用が高く、物事に専心する人が多い
余暇時間の過ごし方を全国との比較でみてみる。中野区は「ラジオやテレビ」（中野区
64.4％、全国 56.1%）、
「新聞・雑誌」
（中野区 41.8％、全国 38.6％）、
「パソコン・携帯電話」
（中野区 31.8％、全国 20.2％）などの情報メディアを利用して過ごす人が全国よりも高い18。
とくに 20 代、30 代の女性が「パソコンや携帯電話」を利用する割合が顕著に高かった。
区民はどのような時に充実感を感じているのだろうか。区と国の調査19を比較すると、全
国の 1 位は「家族だんらんの時」（49.8％）、2 位は「友人や知人と会合、雑談している時」
（44.7％）であるのに対し、中野区は 1 位が「趣味やスポーツに熱中している時」
（43.6％）、
2 位が「仕事に打ち込んでいる時」
（35.5％）であった。中野区は全国に比べて「家族だん
らん」
（29.9％）、
「友人や知人と会合」
（32.0％）の割合が低く、身近な人とのコミュニケー
ションによって充実感を感じる人より、物事に専心することで充実感を感じる人が多いと
いえる。

４

地域社会

(1) 近隣関係：2006 年まで希薄化が進む
地域のつながりの希薄化は、1960
年代後半から国民生活白書などで指

60

摘され始め、その傾向は変わらない

50

といわれている20。中野区民の隣近

40

所との付き合いについて、1978 年か

30

らの調査結果をみてみると、2006

20

年まで挨拶以上のつき合いの割合が

10

減少し、関係が希薄になる傾向がみ
られた21。
一方、
「近所付き合い」についての

図2-12 隣近所とのつき合い方

％

↓挨拶以上のつき合い

↑挨拶する程度

↑ほとんどつき合いなし

0
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1982年

1989年
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2008年

出所：「中野区政世論調査」「中野区民意識調査」。
注：調査実施時期は不定期である。

意識調査によれば、「良い」（13.9％）、「どちらかといえば良い」（47.4％）を合わせると肯
定的な回答が 6 割で、この数年は肯定的な回答が増えつつある22。
(2) 社会活動：構成員の高齢化が進む
中野区内の町会・自治会組織は合計 111 団体あり、このうち 108 団体が中野区町会・自

18
19
20
21
22

総務省「平成 18 年 社会生活基本調査」2008 年、中野区「中野区民生活時間調査」2009 年。
中野区「2007 中野区区民意識調査」2008 年、内閣府「国民生活に関する世論調査」2008 年。
内閣府「国民生活白書 平成 19 年版」2007 年。
2008 年調査から質問項目が変わったため、2006 年以前と単純に比較することはできない。
中野区「2008 中野区区民意識調査」2009 年。
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治会連合会23に属している。区が行ったアンケートによると24、町会・自治会は運営メンバ
ーの高齢化が顕著で、50～60 歳代は 62.2％、70 歳以上は 36.6％となっている。大半の町
会・自治会は、メンバーの高齢化を最重要課題と認識しており、後継世代の参入促進が急
務となっている25。
中野区内に事務所を置く NPO 法人は全部で 157 団体である26。前述の調査によると、約
6 割は、全国（44.3％）や東京都（15.4％）など広いエリアを活動対象としており、区内を
活動地域とする NPO 法人の割合は低い。活動内容としては、高齢者福祉（30.8%）、教育
（30.8%）、障害者福祉（25.0%）、子ども・青少年の健全育成（25.0%）など福祉や教育分
野が上位を占める。また、区内の NPO 法人は、20 人未満の団体が 36.5%で、小規模な団
体が多い。

５

子ども・教育

(1) 少子化・子育て環境：学齢児童の数は下げ止まりの傾向、待機児童が課題
2009 年 1 月 1 日現在、中野区の 15 歳未満の人口割合は 8.6％で、23 区中下位から 4 番
目と特別区の中では子どもが少ない自治体といえる27。5 年前と比較すると 3.9 ポイント減
少しており、特別区の中で最も少子化が進んでいる。
千人

図2-13 区立小中学校の児童・生徒数の推移
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出所：中野区「中野区統計書」各年版。

小中学校の生徒数は、1950 年代に急増し、60 年代に急減した（中学校は 6 年遅れで同
じ傾向がみられた）。その後、第 2 次ベビーブームの影響で、生徒数は再び増加するが、小
23 中野区町会・自治会連合会は、区内全体の取り組みや情報の共有、行政機関などとの連携を図る組織で、
1958 年に結成された。
24 中野区区長室調査研究担当「中野の地域づくり～団塊世代への期待と可能性」2007 年 3 月。
25 人材面での課題として、①「メンバーの高齢化」
（82.1％）、②「中心メンバーの負担大」（69.0％）、③
「役員のなり手不足」（58.3％）が挙げられている。
26 2009 年 2 月 28 日現在、中野区ホームページ「中野区公益活動情報コーナー」より。
27 住民基本台帳に基づく。
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学校児童数は 1980 年代初め、中学校生徒数は 1980 年代終わりごろから減少を始めた。両
者とも、2000 年代に入って下げ止まり、一定の水準を維持している状況である。
生徒数の減少に対応して、区では小中学校の統廃合を進めている。2009 年 4 月までに、
3 校の小学校、2 校の中学校が減少した。また、区としては小中学校の連携教育を課題とし
ており、小中一貫教育の可能性を見据えて両者の連携を深める試みを実施している28。
保育園(認可保育園29)の入園希望
者数が急激に増加し、需要に応じる

図 2-14 中野区認可保育園クラス別待機児童数
の推移（4 月入園）

ことが厳しい状況となっている。
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で、4 月の入園待機児数をみると
2009 年は 327 人で 2004 年（70 人）
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の約 4.7 倍になる。東京都全体でみ
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2008 年 4 月の待機児は 5,479 人、
中野区は 23 区中 10

位であった30。

1歳児 161人
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学童クラブに通う児童の人数（登
録者数）は右肩上がりで上昇し続け

出所：保育園・幼稚園分野資料より作成。

ており、2008 年度は 1,379 人、5 年間で 160 人増えている。少子化が進む一方で保育園や
学童クラブへの需要が増えている背景には、共働き家庭が増えていることがあげられよう31。
(2) 教育の課題：不登校、就学援助、教育制度の改革
不登校が問題となって久しいが、2007 年度の区立小学校の不登校児童数は 45 人、出現
率は 0.49％と 23 区で最も高い。区立中学校の不登校生徒数は 115 人で、出現率は 3.36％
だった（23 区中 7 番目に高い）32。この 5 年間、小中学校ともほぼ横ばいで推移している。
就学援助33について、10 年前と比較すると、小学校は要保護認定が 29 人増（27.6％増）、
準要保護認定は 372 人増（21.9％増）とそれぞれ増加している。中学校をみると、要保護
認定者は 42 人増（76.4％増）、準要保護認定者は 22 人減（2.6％減）で、就学援助認定数
全体としては増加している。

28

連携教育や地域と学校との連携については、
「これからの中野の教育検討会議」において検討されている。
児童福祉法に基づき、区市町村が設置を届け出た、または民間事業者が知事の認可を受けて設置した児
童福祉施設。中野区には認可保育園の他に東京都認証保育所（8 か所）、区認定保育室(1 か所)、家庭福祉
員（9 人）などが設置されている。
30 東京都「保育事業関係資料（平成 20 年度）
」2009 年 2 月。
31 東京都「東京都福祉保健基礎調査－東京の子どもと家庭」
（2007 年）によると、共働き家庭は 46.1％で
5 年前の調査に比べ 5 ポイント増加している。
32 東京都「学校基本調査報告」
（平成 20 年度）。
33 経済的に就学な困難な児童・生徒の保護者に対し、学校給食費、学用品費など、就学に必要な費用を援
助する制度として「就学援助」がある。生活保護受給者が対象の「要保護」とそれより認定基準が緩やか
な「準要保護」の 2 つに分けられている。
29
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少子化が進むなか、全国的に教育制度の枠組み再編の動きがある。多様で変化するニー
ズに応えようと、小中高の連携、6・3 制の見直し、学区の自由化など、各自治体による模
索が続けられている。中野区教育ビジョンでは、一人ひとりの可能性を伸ばし、未来を切
り拓く力を育むために、家庭・地域・学校の連携を重点課題として掲げている34。

６

高齢者

(1) 高齢者福祉：介護保険認定者数は横ばいに
2008 年の中野区の 65 歳以上の人口は 59,302 人、総人口に対する割合は 19.8％である。
また、75 歳以上の割合は全体の 9.7％、65 歳以上に占める割合は 48.9％で、後期高齢者層
で人数・割合ともに増加している。第 5 章の将来人口推計によれば、いわゆる団塊ジュニ
ア世代が高齢期に突入する 2035 年以降、高齢化のスピードはさらに上昇する。
介護保険の認定者数（要支援、要介護を含む）は、制度の始まった 2000 年から 2006 年
まで増加を続けたが、これは制度の普及過程における過渡的状況であろう。その後は 1 万
人強で推移し、2009 年 4 月時点の認定者数は 1 万 537 人となっている。今後は、高齢者数
の増加とともに介護認定者数も徐々に増加していくものと予想される。
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0

人

図2-15 介護保険認定者数の推移

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

要介護５
要介護４
要介護３
要介護２
要介護１
要支援２
要支援１
要支援

出所：中野区保健福祉部「中野区介護保険の運営状況」各年版。
注：各年4月時点における認定者数。2006年4月から「要支援」が「要支援1」へ、
「要介護1」が「要支援2」、「要介護1」へと分類方法が変わった。

(2) 団塊世代の高齢化：活動的な団塊世代
中野区に居住する団塊の世代は、仕事に生きがいを求める割合が高い35。大卒以上の高学
歴の人が多く、定年後の就労意欲も高い36。男性の 7 割強、女性の 5 割強が「働ける状況が
あればいつまででも働いていたい」と考えている。東京都の調査によれば37、「新たに事業
を始めたい」と考えている人は、男性で 3 分の 1 強を占める。また、近い将来にボランテ
中野区教育委員会「教育ビジョン実行プログラム」2006 年 4 月。
中野区「2006 中野区世論調査」によれば、何のために働くかとの設問に対し「生きがいを見つけるた
め」と回答した人の割合は、50 代の男性で 20.8%、50 代の女性で 18.4%（全年代の男性平均は 13.7%、
女性平均は 15.2%）である。
36
中野区「調査研究報告書 中野の地域づくり～団塊世代への期待と可能性」2007 年
37 東京都産業労働局「50 歳代の就業や生活設計に関する調査」2004 年 3 月。
34
35
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ィア活動をやってみたいと考える人は約 4 割である。これらの調査結果から、生涯現役志
向の強い活動的な団塊世代像が浮かび上がってくる。今後、この団塊世代の活力を活かし、
地域社会を担う大きなパワーとなるか否かが、これから迎える超高齢化社会のあり様の重
要なポイントとなろう。
図 2-16 団塊世代の就労意向（中野区）
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出所：中野区「2006 中野区政世論調査」2007 年

７

環境問題

(1) 大気：大気の状況はゆるやかに改善
東京都の光化学スモッグ注意報発令日数をみてみると、1985 年度以降は 25 日を超える
年はなくなり、近年は 20 日前後で推移している。被害届出数については、1970 年代前半
は 3 万人弱に達する年もあり、被害は深刻であったが、1980 年代以降は 500 人を超えるこ
とはなくなっている。1980 年代後半から 1990 年代にかけて被害がかなり落ち着いたよう
にみえたが、2000 年以降、状況はやや悪化しているようにみえる。

日数

図2-17 東京都：光化学スモッグ注意報発令日数と被害届出数
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出所：東京都ホームページより作成。
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中野区の大気の状況は、2007 年の調査によると、光化学オキシダント以外、すべての汚
染物質の量が減少し、ゆるやかに改善している38。区内の大気汚染医療費助成認定患者の総
数は 1,021 人で、23 区中 10 番目に多い39。
(2) 温室効果ガス：家庭からの排出割合が高い
中野区の 2004 年度における 1 人あたり CO2 排出量は 2.9tCO2 であり、全国（10.0 tCO2）
および都（5.7 tCO2）の値よりもかなり低い40。中野区の温室効果ガス排出主体については、
民生（家庭）部門の割合が最も高い41。環境負荷は比較的低い中野区であるが、今後さらに
排出量を減らすには民生（家庭）部門における削減努力が必要である。
図2-18 部門別温室効果ガス排出量割合の比較
産業

民生（家庭）

民生（業務）

運輸

その他

全国
東京都
中野区
0%

20%

40%

60%

80%

100%

出所：環境省、経産省の報告書より作成。

８

地域別の現状
中野区を北部、中央、南部の 3 つの地域に大分し、それぞれのまちの特徴を概観する（地

域区分は、図 2-19 を参照）。
(1) 北部地域
北東部には、平和の森公園、哲学堂公園、江古田の森公園など、大規模な公園が集中し
ている。江古田や江原町などは、敷地規模も比較的大きく閑静な住宅街である。新井、沼
袋などは活気のある商店街を有し、山手と下町的な雰囲気が同居する地域である。野方も
にぎわいのある商店街で有名であるが、木造密集市街地における火災や妙正寺川付近の浸
水など災害面での脆弱性を抱えている。上鷺宮は比較的敷地規模が大きくファミリー世帯
中野区区民生活部「中野区の環境調査報告書 2008 年度版」2009 年 1 月。
東京都福祉局ホームページ「大気汚染医療費助成認定患者数」（2008 年 3 月 31 日現在）。
40 中野区区民生活部「温室効果ガス排出状況調査結果報告書」2006 年。
41 環境省地球環境局、経済産業省産業技術環境局「地球温暖化対策促進法に基づく温室効果ガス排出量算
定・報告・公表制度による平成 18 年度温室効果ガス排出量の集計結果」2008 年 3 月。民生（家庭）部門
とは、個人世帯の活動により直接に消費されたエネルギー量であって、自家用自動車など運輸部門に関す
るものを除く量を計上する部門をいう。
38
39
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の居住が多い。白鷺は古い集合住宅が多く、住民の平均年齢が高い。大和町は低層な木造
密集地域で単身の若者が多く住み、高円寺とのつながりが強い。
(2) 中央地域
JR 中央線を挟んだエリアで、中野区の心臓部ともいえる地域である。中野駅北側周辺は、
商店や飲食店が集積している一方、閑静な住宅が存在している。駅南側は、なかの ZERO
や小劇場の集積など、文化的な特色のある地域となっている。警察大学校跡地は大規模な
再開発が予定されている。上高田は、低層高密度住宅地と屋敷町という両面を持っており、
単身者の割合が区内で最も高い。東中野は、大江戸線の開通で交通の利便性が増し、駅付
近には医療、福祉などのサービス関連産業が集積している。
(3) 南部地域
区内でもっとも人口密度の高い南台 2 丁目を筆頭に、人口密度が高い地域である。西新
宿に近い中野坂上の高層ビル群と戦後に形成された住宅地が同居している。中高層の集合
住宅が多いが、老朽化も進んでいる。中野坂上から新中野にかけての青梅街道沿いは、情
報通信産業の集積がみられるが、近年は横ばいもしくは微減傾向にある。南台や弥生町は、
製造業事業所の比率が比較的高い。南台は、京王線の笹塚や幡ヶ谷の駅から近く、新宿や
渋谷との関わりが強い。
図 2-19 中野区の地域区分
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■コラム■ 人々の意識から見る中野のイメージ
日本一の人口密度を有し、多くの人々が暮らし行きかうまちでありながらも、人々が中野
に対して抱くイメージは、大都会がもつ一見冷たいイメージからはかけ離れている部分も多
い。本コラムでは、中野区政策研究機構が行った意識調査（注）から将来へのヒントを抽出
していきたい 。
中野は立地としては山の手台地にあり、
中野に対するイメージに関する 20 年前の調査では、
「静か」で、
「山の手的」であるとの回答が多数を占めた。しかし、現在では「にぎやか」で、
「人情味」と「野暮ったさ」があり、
「下町的」であると感じている人が多い一方、
「個性的」
で「都会的」なまちであると認識している人も多い。要するに、立地として「山の手」であ
る中野は、下町的なウェットな面と都会的なクールな面が絶妙にミックスしたまちであると
いえそうだ。また、20 年前は、若々しく革新的なイメージが強かったが、現在では「成熟し
ている」と感じている人が多い。
「成熟」しながらも適度な「にぎわい」を持つ中野は、人々
に孤独を感じさせないのであろう。
中野に在住経験を持つ若者は中野を「垢抜けない」が「心地よく」、「雑多」だが「便利」
で、
「サブカルの存在も魅力」と捉えている。まちも「きれい」過ぎず、
「我が家の延長線上」
にあるような感じがして、居心地が良いという。物価も安く、若者が暮らしやすい。住宅中
心のまちでありながら、深夜営業している店も多く、多様なライフスタイルの人が暮らして
いる、どこか「カオス的」なまちでもある。つまり、中野にはハイテク都市やビジネス都市
にはない「あらゆる人の居場所」が用意されており、帰ってくるとほっとできるまちでもあ
る。
区職員が大きな課題としてあげるのが「超高齢社会の到来」、「少子社会の進行」の問題で
ある。これらの問題に対処するためには、中野全体の地域力を高めていく必要があるが、従
来の地縁型のコミュニティは脆弱化しつつあるという。生活・将来展望調査を見ると、年代
の若い人ほど「家族」や「地域」よりも「仲間との交流」を重視している。地域をベースに
していた旧来からのコミュニティではない、
「仲間」をベースにしたコミュニティへと「つな
がり」方が変容していることがうかがわせる。
多様な人々が集まりながらもどこか「連帯感」があり、利便性の高さから友人とのネット
ワークも築きやすい中野は、
「独り立ちをするのにとても良い場所である」と若者たちは考え
ている。人生のスタートアップやステップアップに適したまちといえる。ただ、起業するに
はやや不向きな場所であるという意見も出された。そこで、
「中野駅周辺のまちづくり」など
が、ビジネスにチャレンジすることにも適した場所となっていくための起爆剤なると大いに
期待できる。さまざまなことに「挑戦」しつづけることができるまち、それが中野なのだ。
注：「区のイメージと将来像に関するアンケート調査」、「職員グループ・インタビュー」、「生活・将来
展望インターネット調査」
、「中野区に関するグループ・インタビュー」より。詳細は資料編「社会調査
結果」を参照。

- 31 -

第3章

中野を取り巻く時代の動向

本章では、中野区の 2050 年を描く上で背景となる情勢について、グローバル社会や科学
技術の展望を中心に考察する。
交通や情報技術の発達が後押しするかたちで、人・モノ・カネ・情報のやり取りのボー
ダーレス化が進展している。国際社会の大きな流れを把握し、アジア、日本、東京都の情
勢を把握した上で、グローバル化が中野区に及ぼす影響についてみていきたい。
科学技術は、人々の生活の可能性を広げ、社会の発展を促進する大きな原動力である。
まずは、情報通信分野、エネルギー分野という基盤となる分野をみたのち、医療、交通、
生活など人々の暮らしに直結する分野にしぼり、科学技術の現状と展望をみていきたい。

１

グローバル社会

(1) グローバルの潮流
① 多極化の趨勢：ハード・パワーに頼らない国際協調
現在の世界を大局的にみると、経済的・軍事的な超大国である米国が突出しており、同
時にいくつかの主要な地域大国が存在する「一極・多極世界」といえる42。しかし、米国は、
軍事費の負担、製造業の衰退、金融部門の疲弊など長期的には衰退局面に入っているとも
いわれる43。一方、BRICs など新興国の影響力が高まっており、国際的な重要事項の決定
は G8 から G20 へと移行しつつある。世界は「多極化」の趨勢にあるといわれる44。
世界が多極化の方向に進むとすれば、パワーバランスが不安定になることも予見される
が、これまでのような軍事力や経済力を背景とした「ハード・パワー」による解決はいっ
そう難しくなる。ゆえに、国連を中心とした多国間の協調により、未然に紛争を防ぐこと
が重要となる。その過程でリーダーシップを発揮するのは、多くの国から信頼を受けた調
整力の高い国家であろう。
② 勃興するアジア・老いるアジア
アジアの発展が世界全体に及ぼす影響は拡大している。世界銀行の 2008 年データベース

サミュエル・ハンチントン著、鈴木主税訳『文明の衝突と 21 世紀の日本』集英社新書，2000 年 1 月。
たとえば、中西輝政『覇権の終焉』PHP 研究所，2008 年 12 月、ジャック・アタリ『21 世紀の歴史』
作品社，2008 年 3 月など。アタリは、2035 年よりも前に米国の覇権は終焉すると予想している。
44 ヒラリー・クリントン国務長官は、2009 年 7 月 15 日の演説において、対立的なイメージの強い「多極
化世界（multi-polar world）」から「多協調型世界(multi-partner world)」への移行を提唱した。米国自身
が、多極の世界を意識し始めたとして注目されている。
42
43
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によると45、2007 年の中国とインドの GDP ランキングは、それぞれ 4 位、12 位であるが、
実際の購買力を表す購買力平価換算のランキングでは、中国は日本を抜いて 2 位、インド
はドイツを抜いて 4 位となっている。中国の GDP は、早ければ 2009 年中に日本を上回り、
米国に次ぐ世界第 2 位になるといわれている46。

図3-1 世界の地域別人口推移
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出所：United Nations, World Population Prospects: The 2008 Revision.

世界の成長センターといわれてきたアジアであるが、長期的にはアジア各国の高齢化が
急速に進み、生産年齢人口比率が高まる「人口ボーナス」から従属人口47比率が高まる「人
口オーナス」48の段階へ転換するため、成長率の鈍化は避けられないとみられている。以下、
日本経済研究センターの長期予測にもとづき、主要国の人口と GDP の動向をみてみよう49。
中国は一人っ子政策の反動から人口の減少が急速に進み、2010 年代には人口ボーナスが
終了する。中国の GDP は、2020 年ごろには米国を上回り世界一になるが、次第に成長率
が鈍化するため、2050 年の時点ではわずかながら米国に抜き返される。インドの労働力人
口は 2035 年ごろまで増加を続け、経済規模は間もなく日本を上回る。2050 年時点では、
中国の GDP 規模は、日本の 6.7 倍、インドは 3.8 倍と予測されている。ただし、1 人あた
り GDP をみると、日本に対し中国は 2 分の 1、インドは 5 分の 1 という格差が残っている。
③ 親近感の醸成
アジアにおける経済関係はますます緊密になってきており、東アジア共同体という構想
も以前から提案されている。しかし現在のところ、日本・中国・韓国という中心となるべ
き国家間の国民感情は良好とはいえない。日本人の中国に対する親近感は、1980 年代まで
は米国に対する親近感と同じレベルであったが、天安門事件を機に低下し、2005 年の反日
World Bank, World Development Indicators database, revised 17 October 2008
ただし、2007 年の 1 人あたりＧＤＰで比較すると、日本は 34,254 ドル、中国は 2,485 ドルでその差は
約 14 倍もあり、中国が依然として貧しい農村を抱えた発展途上国であることがわかる。
47 従属人口とは、0～15 歳の年少人口と、65 歳以上の老年人口をあわせた人口で、総人口から生産年齢人
口をひいたものと等しい。
48 オーナス（onus）とは、英語で「重荷」のことを意味する。
49 小峰隆夫、日本経済研究センター『超長期予測
老いるアジア』2007 年。
45
46
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デモなどの影響でさらに低下している（図 3-2）。韓国に対する親近感はもともと低く、韓
流ブームやワールドカップ共同開催などを経て高まっているが、米国には依然として及ば
ないレベルである。また、中国と韓国との間の国民感情もぎくしゃくしている50。今後、3
か国が人や経済の結びつきに見合った親しみの感情をお互いに感じられるようになれるか
どうか、アジアがまとまるための重要なポイントとなるだろう。
図3-2 親しみを感じる割合（単位：％）
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出所：内閣府「外交に関する世論調査」より作成。

(2) スマート・パワーによるリーダーシップ：日本
① 人の往来の増加
訪日外国人総数は増加傾向にあるが、とくにアジアからの訪問者の増加が顕著である（図
3-3）。近年はとくに中国の増加が目立っており、2008 年に 100 万人を突破し、3 番目に訪
日者数が多い国となった。2025 年には 617 万人に増加するという見通しもある51。
万人

図3-3 訪日外国人総数・国際結婚比率の推移
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出所：日本政府観光局（ＪＮＴＯ）の統計より作成

国際結婚も 1990 年代後半から増加傾向にあり、2004 年以降、国際結婚比率は 5％を超
えている。とくに外国人女性と結婚する日本人男性が増加している。
外国人の単純労働者の受け入れ是非については、国内の少子高齢化との関連も含めて論
50 韓国の新聞
「中央日報」が 2008 年に実施した世論調査によると、韓国人が嫌いな国の 1 位は日本（57％）、
2 位は中国（13％）だった。また、中国の「天涯コミュニティ」が同年に実施したネット調査によれば、
中国人が隣国のうち嫌いな国の 1 位は韓国（40.3％）、2 位は日本（30.1％）だった。
51 日本総合研究所「拡大が期待される訪日外国人の展望」2006 年 1 月。
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争が続いている。現状では世論においてどちらかのコンセンサスを形成する状況にはなく、
グローバル化の進展に関しては、治安、日本人の雇用問題、社会的受け入れの問題などに
おいて不安を抱いている人も多い52。現実には、経済連携協定（EPA）に基づき、看護師・
介護福祉士のインドネシアやフィリピンからの受入れが始まっている。このような動きが
進むかどうか、現場の状況や世論を鑑みながら、当面は試行錯誤が続くと思われる。
② 今後の日本経済のゆくえ：新産業で世界をリード
高齢化率世界一である日本においては、福祉水準と国民負担との関係性が今後の大きな
課題である。2006 年における社会保障給付（年金、医療、その他福祉）の国民所得に対す
る比率は 26.2％で53、OECD30 カ国の中では「中福祉」グループの下位に位置している54。
一方、租税負担率と社会保障負担率をあわせた日本の国民負担率は、OECD 加盟 29 カ国中
25 番目で、
「低負担」のグループに含まれる55。すなわち、現在の日本は低負担で、中くら
いよりもやや低い水準の福祉を財政赤字によってなんとか維持している状況である。高齢
化が進む中、財政赤字によって補うこれまでのやり方は持続可能でなく、国民が求める福
祉水準と負担とのバランスについては議論が必要である。
図3-4 日本のGDP実質成長率と1人あたりGDPの推移
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出所：『財政経済白書』2009年版より作成。

マクロの経済状況をみると、日本経済は成熟期を迎え、1992 年から 2008 年までの GDP
実質成長率の平均は 1.1％と低成長が続いている（図 3-4）。1 人あたり GDP は、1990 年
代以降に伸びが止まり、400 万円前後で推移している。日本の労働力人口は、総人口に先ん
じて 1990 年代後半から減少を始め、勤労世代の負担増、貯蓄率の低下など、経済へのマイ
2004 年内閣府が実施した「外国人労働者の受入れに関する世論調査」によれば、「日本人が就きたがら
ない職業に外国の人が就くことについてどう思うか」聞いたところ、
「日本人が就きたがらない仕事に、単
に外国人が就けばよいという考え方はよくない」と答えた人の割合が 32.6％、
「外国人本人が就きたがって
いる場合にはどんどん就いてもらうのがよい」と答えた人が 31.1％、
「よくないことだがやむを得ない」が
28.4％となっている。
53 厚生労働省「社会保障の給付と負担の現状と国際比較」2009 年。
54 ニッセイ基礎研究所編『図解 20 年後の日本』2009 年。
55 財務省「国民負担率の国際比較」
。租税負担率、社会保障負担率は、それぞれ租税負担と社会保障費の国
民所得に占める比率で、国民負担率は両者の合計。2007 年度における日本の国民負担率は 40.0％。OECD29
カ国中最も国民負担率が高いデンマークは 70.9％。
52
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ナスの影響が懸念されている56。日本経済研究センターの長期予測によれば、日本の経済成
長率は 2020 年代まで 1％台で推移し、2030 年代は 0％台、そして 2040 年代にはほぼゼロ
成長を余儀なくされる57。ただし、これは女性や高齢者の労働参加率や生産効率がそれほど
変化しないことを前提としたやや悲観的なシナリオである。実際には、労働意欲のある女
性や高齢者の労働参加を促す一方で、教育・研修などの充実により労働生産性をより高め
ることで、量的および質的にもそのマイナスの影響を軽減することは可能であろう。
一方、アジアの発展は、日本経済にとってプラスの要素といえる。日本の貿易相手とし
てもアジアの比率は上昇しており、2008 年では 45％を占めるまでになっている（図 3-5）。
資金や人材の交流の面でも経済関係は強まっており、日本はアジア各国との相互発展を模
索していくことになるだろう。
兆円

図3-5 日本の地域・国別貿易総額（輸出入額）の推移
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出所：財務省貿易統計より作成。

また、成長が見込まれている環境関連産業、ロボット産業、バイオ産業などの分野にお
いて、日本の技術力が世界のトップクラスであることは、日本にとって有利な条件である。
「太
政府は、このような新産業分野のさらなる振興のために、
「未来開拓戦略」58において、
陽光発電・省エネ世界一プラン」、
「エコカー世界最速普及」、
「低炭素交通・都市革命」、
「ソ
フト・パワー発揮プラン」、
「世界に誇る観光大国実現」、
「人材力強化・技術力発揮プラン」
、
「IT 底力発揮戦略」などを提案している。
③ 信頼される国へ
イギリスの BBC 放送は、各国が世界にもたらす影響に関し、21 か国で世論調査を実施
している。それによると、日本は「良い影響を与えている」という評価が「悪い影響を与
えている」という評価よりも高く、
「良い影響を与えている」の割合が 2008 年はドイツに
次いで 2 位、2009 年は 4 位と好評価を受けている。中国や韓国などの一部の国を除けば、
日本人は世界においておおむね好意的に見られているといってよい。
56 総人口の減少は、これまで蓄積されてきた住宅やインフラなどのストックに余裕ができるということで
あり、環境負荷が低減されるというメリットもある。
57 小峰隆夫、日本経済研究センター『超長期予測
老いるアジア』2007 年。
58 内閣府・経済産業省「未来開拓戦略（J リカバリー・プラン）
」2009 年 4 月。本戦略は、経済財政諮問
会議等において、関係府省（内閣官房、内閣府、総務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農
林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省）の大臣が議論を行った上、関係 11 府省が連携して策定した。
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現在は、ハード・パワーが優勢な世界から、信頼と調整力が重要となる世界への移行期
である。日本は、軍事力の行使こそないものの、経済力を背景とした経済外交政策を実施
してきており、ハード・パワーが主流だった。だが第 2 次世界大戦後、他国民を殺傷して
いない平和国家として国際的な評価も高く、ソフト・パワー59を武器として国際的なプレゼ
ンスを高めていける素地は十分ある。オバマ政権は、ハード・パワーとソフト・パワーを
ともにバランスよく行使する「スマート・パワー」を外交の基本戦略として採用している。
日本もスマート・パワーを意識した国際戦略を模索していく必要があるだろう。
(3) グローバル・シティ：東京
① 魅力の混在した街
現在の東京圏（東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県）は、都市圏としては世界で最大の
人口約 3,500 万人を誇っている。人類史的に見てもこれだけの人口が集中した都市はこれ
までになかった60。都市の価値は、人口や経済の規模が決めるわけでもなく、ただ大きけれ
ばよいというわけではないが、その規模が多様な魅力の源となっていることも事実である。
東京は、渋谷・原宿などの若者の街、新宿の高層ビル街、浅草・巣鴨など伝統的色彩を
残した街、大田区などの工場街などなど、さまざまな表情が混在した魅力がある。上野の
ように芸術施設が充実している地域もあれば、秋葉原や中野のようにいわゆるサブカルチ
ャーで有名な地域もある。
これらのことは、ある意味では東京の総体としての個性の欠如を物語っているが、魅力
ある地域がモザイク状に配置され、部分としての個性を確保している。個性ある街の集合
体である東京には、多様性を受け入れつつ人々をひきつける魅力があり、そのことが柔軟
な発展の原動力となっている。
② 産業におけるグローバルな展開
東京では、中小企業も含めた多くの企業が原料輸入、工場建設、販売、人材・技術交流
など様々な形でグローバルな活動を展開している。当初は安い労働コストを目的に海外に
出た企業も、徐々に進出先の市場も視野に入れるようになっている。現在は中国に進出し
ている企業が多いが、ベトナムやインドなどが次のフロンティアとして注目されている61。
2008 年における東京都に拠点を持つ外資系企業数は 2,453 社で、日本に進出している外
資系企業のうち 74.1％が東京に存在している62。東京は、情報・経済・文化等の交流ネット
ワークのノード(結節点)としての地位を確立するため、東アジア・環太平洋地域諸国との協

59 「ソフト・パワー」とは軍事力や経済力などの「ハード・パワー」ではなく、価値観や文化、政策など
の理解を得ることにより国際社会において獲得することのできる力のことで、ジョセフ・ナイが提唱した。
60 国連は 2025 年時点でも東京圏が最大の都市圏を形成していると予測している（United Nations「World
Urbanization Prospects The 2007 Revision」2008 年）。
61 東京都「平成 20 年
東京の中小企業の現状」。
62 東京都産業労働局「グラフィック
東京の産業と雇用就業 2009」。
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調的連携を強化し、国際社会への影響力維持のための政策努力が続けられるだろう。
(4) 多文化共存の寛容な街：中野
① 異文化が溶け込む街
「多様性」や「流動性」は中野区の基本的な特性である。異文化を包み込む包容力や適
応力はもともと高く、今後のグローバル化進展のプロセスにおいてもその寛容さが外から
来る人々にとって居心地の良い空間を用意するものと思われる。
2009 年 1 月における外国人比率をみると、中野区は 3.7％と 23 区平均（3.9％）並みで
ある。23 区においては、港区と新宿区のみが 10％を超えて外国人比率が突出している一方
で、世田谷区、練馬区、杉並区などは外国人比率が 2％前後と低くなっている。
中野区の外国人登録者数を国別で見てみると、1980 年代後半から一貫して中国籍の比率
が高く、韓国・朝鮮籍がそれに次いでいた（第 1 章を参照）。近年は中国籍にかわって韓国・
朝鮮籍の比率が高まっている63。アジア国籍の比率が 85％と圧倒的に高い。
中野区に住む外国人は、大久保や池袋などのように特定の地域に極端に集住しているわ
けではなく、区内に分散して地域の中で生活している。これは、日本人と外国人の垣根を
とりはらいやすい状況をつくっており、多文化共存の寛容な街への基盤であるといえる。
また異文化に触れることによって住民の価値観も影響を受け、他国の習慣を取り入れるよ
うになっていることも考えられる64。
② 知識・情報・文化の発信拠点
中野区は、演劇、お笑いなど小劇場系の芸術・文化活動が盛んであり、また中野ブロー
ドウェイを中心にいわゆるサブカルチャーの拠点としても確固たる地位を築いている。ア
ニメやマンガの人気は、アジアを中心にすでに全世界的な広がりを見せており、日本発の
文化として重要な役割を担っている。
今後の中野区は大学が誘致されることから、留学生が増加することが予想される65。それ
に加え、さまざまな分野の研究機関や専門学校などが立地することによって、知識社会を
担う人材の集積が進むと思われる。また国外企業と取引をしている中野区の企業数は数十
社にのぼり、海外拠点を有する企業もみられるなど、ビジネスにおけるグローバル化も進
んでいる。2050 年のナカノ・シティが、知識・情報・文化の発信拠点としてより重要性を
増すためには、グローバルな変化に適応しうる力を備えた地域社会の体制を構築していく
ことが必要となる。

63

統計上、韓国籍と朝鮮籍はまとめられているが、近年の増加分のほとんどは韓国籍の人々である。
たとえば、高齢者が早朝の公園に集まって体を動かすという中国でよくみられる風景がナカノ・シティ
でも見られるようになるかもしれないし、ワーク・ライフ・バランスの見直しにより、バカンスの充実が
普及するかもしれない。
65 日本政府は 2020 年を目途に 30 万人の留学生受け入れを目指す
「留学生 30 万人計画」を策定した。2008
年時点の留学生総数は、12 万 3,829 人である。
64
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２

科学技術

(1) 情報通信技術（ICT）：ユビキタス環境が社会の基盤となる
2009 年 1 月における日本のインターネット利用人口は、9,091 万人、人口普及率は 75.3％
で66、パソコン、携帯電話を中心にネット利用者は増加を続けている。
情報通信に関する国家戦略は、2001 年 1 月の「e-Japan 戦略」にはじまり、
「ユビキタス
ネット社会」67の実現を重点課題とした「u-Japan 政策」を経て、2009 年 7 月に「i-Japan
戦略」が提示された。「i-Japan 戦略」は、国民主役の「デジタル安心・活力社会」の実現
を目指しており、
「電子政府・電子自治体」、
「医療・健康」、
「教育・人材」を 3 大重点分野
に設定している。
ユビキタス社会に向けた動きとしては、携帯電話のほか PDA やスマートフォンなど携帯
型端末の種類が豊富になってきている。今後は、ディスプレイの大きさや入力方法など用
途に合わせたさまざまな UC（ユビキタス・コミュニケータ）68が開発され、通話、メール、
インターネット、ナビゲーション、地域情報など多様な用途に活用されると予想されてい
る。
情報の流れは、旧来の単方向で少数の媒体から多数の受け手に向けた情報発信が中心で
あった状況から、双方向でネットワーク的な情報のやりとりが一定の割合を占めるような
状況へと変化を遂げている。ネットワークに参加可能なすべての人が、低コストで全世界
に向けて情報発信することが可能になり、双方向の関係を築くことができるようになって
いる。
コミュニケーションの手段は、インターネットが普及することによってメール、チャッ
ト、SNS など多様性を高めてきた。いわゆる「濃いつながり」から「ゆるいつながり」ま
で、さまざまな方法でコミュニケーションをとることが可能になっている。それぞれの方
法は、同期性、反応期待、対象のあり方などそれぞれ特性をもっており、各々が必要に応
じてコミュニケーション手段を選択するということになるのだろう。
ネットの公共空間的な役割は、これまで以上に高まると考えられる。ビジネスベースだ
けでなく、一般ユーザーによる無償の情報提供が蓄積して体系的な情報集積をもたらして
いる69。今後は、多数対多数のネットワークの強みをますます発揮するようになり、必要な
情報をいつでもどこでも取出せる環境が広がるだろう。
ディスプレイ機器については、大画面化と高画質化は先が見えた状況で、環境負荷の低

総務省「平成 20 年 通信利用動向調査」2009 年 4 月。
「ユビキタス（ubiquitous）」とは、ラテン語の“ubique＝あらゆるところで”を語源とする「どこに
でもある（偏在する）」ことを意味する英語で、本来的には宗教的な用語であった。ユビキタス社会とは、
「いつでも、どこでも」情報サービスが得られる社会ということができる。
68 UC（ユビキタス・コミュニケータ）とは、ユビキタス・ネットワークに接続するための端末のこと。
69 たとえば、リナックスという OS ソフトは、オープンな形で多数の人により開発が進められている。知
識の集積としては、ネット上の百科事典ともいえる Wikipedia やレシピの集まったクックパッドなどが有
名であるし、youtube やニコニコ動画では投稿された動画をみることができる。
66
67
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の向上により
り、日本の化
化石燃料への
の依存
は徐々に改善
善し、エネル
ルギー自給率
率も向上する
ると思われる
る。
体質は
(3) 医療：遺伝子
医
子治療や再生
生医療の進展
展、医療倫理
理問題の深刻
刻化
遺伝
伝子治療の分
分野では、ヒ
ヒトのゲノム
ム DNA に関して塩基配列
列が決定し、
、他の生物に
に対象
総務
務省『平成 20
0 年 情報通信
信白書』。
クラ
ラウド・コンピ
ピューティング
グとは、これま
まで各端末で保
保有・管理して
ていたソフトウェアやデータをネ
ットワ
ワーク経由で利
利用できるよう
うになるという
うコンセプトの
のこと。
72 欧州
州再生可能エネ
ネルギー評議会
会（EREC）は
は、各国の努力
力により、再生
生可能エネルギ
ギーが世界の電
電力供
給に占
占める割合が 2010
2
年の 22％
％から 2040 年には
年
82％まで
で高まると予想
想している。
（
（EREC“Rene
ewable
Energ
gy Scenario too 2040”）。
70
71
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が広がっているが、内容の解読はこれからである。解読されたそれらのデータを基礎にし
て医療分野への応用技術が発展するとみられている。将来的には、ゲノム技術の医療分野
への適用により、個人の体質やアレルゲンの違いなどが特定され、個人の個性に応じた医
療が実施される可能性がある73。
再生医療技術の発展もめざましい。人工臓器については、組織生体工学的な再生臓器が
臨床段階に入っており、ES 細胞74による臓器の開発も進められている。身体の一部を人工
物によって代替するいわゆるサイボーグ技術は、実用化に向けて研究が進んでいる75。
脳死、サイボーグ化、ブレイン・マシン・インターフェイス（BMI）技術の是非など、
医療技術の発達は人間の生死観に関わる倫理的問題を惹起する。羊のドーリーで有名にな
ったクローン技術をめぐって、すでに国際的な論争が繰り広げられたが、その対応には各
国間に温度差があった。再生医療や脳科学が進展するに従い、生死のあり方という人間の
本質にかかわる議論がより必要になるだろう。
(4) 交通：クリーンな動力源の開発が進む
「イノベーション 25」では、2025 年には自動車、歩行者と道路、街区一体となった「高
度道路交通システム」（ITS）の整備が進み、渋滞が解消され、交通事故死亡者はほぼゼロ
になるというイメージが描かれている76。
自動車については、脱化石燃料化の流れに乗りハイブリッド車の販売が急速に拡大して
いる。しかし、ハイブリッド車の二酸化炭素削減効果は、ガソリン車の 2～3 割減でしかな
く、これ以上の低炭素化を進めるためには、よりクリーンなエネルギーを用いる自動車を
普及させる必要がある。電気自動車や燃料電池自動車などが次世代カーの候補としてあげ
られている。最新の乗り物が登場する一方で、都会では健康にも環境にもよい効率的な乗
り物として自転車が重要な市民の足でありつづけるだろう。
リニアモーターカーは、次世代の高速鉄道として長年注目を浴びてきたが、現在、実際
に営業運転をしているのは、日本のリニモ（愛知東部丘陵線）、中国の上海トランスラピッ
ド、韓国のエキスポ科学公園線のみとなっている。JR 東海は、首都圏－中京圏のリニア中
央新幹線を 2025 年に実現することを目指している77。
(5) 日常生活全般：日常生活に科学技術が浸透する
未来予想図でよく登場する家庭用ロボットは実現可能なのだろうか。家事全般をこなす
73

東京大学・電通編『2050 年 脱温暖化社会のライフスタイル－IT 社会のエコデザイン－』電通，2007
年。
74
ES 細胞とは、人体を形づくるあらゆる組織の細胞へ分化することのできるおおもとの細胞のことで、胚
性幹細胞（Embryonic Stem Cell）が正式名称である。
75 義手が筋肉からの信号を読み取ることで動かすことができるようになっている。人工眼からの情報を脳
に直接送ることによって映像を視覚化する技術なども進展がみられる。
76 内閣府「イノベーション 25」2007 年。
77 東海旅客鉄道株式会社
「自己負担を前提とした東海道新幹線バイパス、即ち中央新幹線の推進について」
2007 年 12 月（http://jr-central.co.jp/news/release/_pdf/000001078.pdf）。
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オールインワン型のロボットとなると、総合的な判断力が要求されるため、複雑な動作を
自律的に行うところまでいくにはまだまだ課題が多そうである。またヒューマノイド型ロ
ボットについても一般家庭に普及するかどうか議論が分かれる78。一方で、介護者や肉体労
働の動きをサポートする装着型ロボットや掃除ロボット、ペットロボットなどはすでに商
品化が実現しており、少なくともこれらのような個別目的型のロボットは生活の中に確実
に浸透していくものと思われる。
家電は、旧来からある洗濯機、冷蔵庫などの白物家電中心から AV 機器やパソコン関連な
どの情報家電のシェアが拡大している。しかも、カメラ、ビデオ、テレビなどのデジタル
化が進展し、家電のネットワーク化に向けた基盤が整ってきている。今後は、センシング
技術や操作・制御技術などを利用しつつ、情報家電だけでなく白物家電も含めて、ユビキ
タスな環境における利用が目指される79。
買い物は、インターネットを通じた e-コマース市場が拡大している。2008 年末時点で、
インターネットにより商品等の購入や金融取引をしたことがある人の割合は 53.6％（2008
年末）と半数を超えている80。また非接触型電子マネーの保有率は 26.7％（2009 年 1 月時
点）と、4 人に 1 人が保有しており81、マネーレス化も進行中である。将来的には、商品に
は RFID（無線 IC タグ）が装着され、生産工程の「見える化」が進み、消費者の知りたい
欲求にこたえるようになっているとの予測もある。
農産物については、「いつでも、どこでも」生産できるという方向に進展してきている。
たとえば、レタスやトマトなどの野菜は、ビルや地下などの衛生的に管理された室内にお
いて、人工光と栄養分の含まれた水による水耕栽培が可能になっており、品質もコストも
安定的に供給できるシステムが実用化している。このような人工環境による栽培や遺伝子
組み換え技術などの技術開発が進展する一方で、無農薬や有機栽培などの農産物の売り上
げが伸びている消費動向もあり、消費者の選択の幅が広がっている。
(6) 科学技術リテラシーの向上とシビリアンコントロール
「快適に暮らしたい」「速く移動したい」「安全に生活したい」「健康を保ちたい」「知的
好奇心を満足させたい」などの人間の欲求をサポートする形で科学技術は発展してきた。
ただし、科学技術の発展によって新たな可能性が拡がっていく一方で、社会に対して悪影
響を及ぼすリスクは高まっており、これまでにない新たな問題も発生してきている。
たとえば、科学技術は殺人や破壊行為に常に利用されてきた。現在は、人類を数回にわ
たって絶滅させるだけの大量破壊兵器が地球上に存在するといわれている。フロンガスに
よるオゾンホールの出現や BSE 問題など、当初は「不可知のリスク」であったが、後にな
78 生活の場にヒューマノイド型ロボットが入ってきたときには、人権や安全を配慮したガイドラインや法
規制が必要となってくるであろう。
79 野村総合研究所・一瀬寛英「ネットワーク化するデジタル情報家電の動向」2005 年
（http://www.nri.co.jp/opinion/g_souhatsu/pdf/gs20050103.pdf）。
80 総務省編『平成 21 年版
情報通信白書』。
81 総務省「平成 20 年
通信利用動向調査」2009 年 4 月。
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ってその危険性が認識されるようなことは今後も十分起こりうる。クローン技術、再生医
療、生殖技術など「医療倫理」に関する課題も社会的な合意形成が難しい問題である。
2050 年にはこれらのような問題が、人々の生活に直接的にかかわる問題として顕在化し、
科学技術を社会としてどのように管理していくのかが、より切実に問われるようになって
いるだろう。
科学技術は、環境を含めた人間生活に資する限りにおいて発展させなければならない。
人間生活と調和した科学技術開発が進められるためには、人間個人や社会にとって必要な
技術とは何かということを真剣に考えてみる必要があり、価値観をすり合わせる作業が不
可欠である。しかし、科学的追求の中には、倫理的・哲学的な問いは含まれず、価値観の
問題は解決できない。その作業に関わるのは、一部の技術者や有識者だけでは不十分であ
り、一般の人々が議論に加わることが望ましい。そのためには、科学技術リテラシーの向
上が不可欠であるし、技術開発のシビリアンコントロール体制を構築することが重要であ
る。

■コラム■

イノベーション立国に向けた社会システム改革

日本政府は、持続可能な経済発展の手段はイノベーションにあるとの認識の下、2007 年 6
月「長期戦略指針イノベーション 25」を閣議決定した。同指針は、イノベーション立国に向
けた社会システム改革の必要性を説き、中長期的な課題として、①生涯健康な社会形成、②
安全・安心な社会形成、③多様な人生を送れる社会形成、④世界的課題解決に貢献する社会
形成、⑤世界に開かれた社会形成などを掲げている。
産業経済構造のイノベーションについては、製造業従事者の長期的減少が続く中で、環境・
エネルギー部門、バイオテクノロジー、医療などの先端分野を中心に高度な製造システム技
術の開発が求められている。研究者・技術者の質の向上が急務であり、優秀な頭脳労働者を
育成するための高等教育システムの整備、柔軟な雇用政策の制度化などが重要となろう。
今後、サービス産業化のさらなる進展により、サービス産業雇用者の比率が 8 割を超える
状況が予測されており、サービス産業の改革（サービス・イノベーション）が重要なテーマ
となる。その中で、製造業とサービス産業の融合、すなわちモノとサービスの結びついた新
しいビジネスが生まれると考えられている。
また昨今、大地震、新型インフルエンザ、テロなど、市民生活や社会的システムに対する
脅威への対応の重要性が指摘されている。このような社会的リスクに対するハードおよびソ
フト面のインフラ整備や技術開発は国を挙げた対応が急がれており、今後、日本社会が国際
競争力を発揮する可能性を持つ領域のひとつといえるだろう。
（出典・参考：内閣府『長期戦略指針「イノベーション 25」』2007、生駒俊明「イノベーシ
ョンが拓く未来の姿」坂内正夫編『知と美のハーモニー』2008）
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第４章

ナカノ・シティの基本理念とまちづくり目標

2050 年のナカノ・シティを描くにあたっては、第 1 部で検証した内容を踏まえ、次に示
す基本理念、視点、まちづくり目標を前提とする。

１

ナカノ・シティの基本理念
2005 年に制定した「中野区基本構想」では、真に豊かで持続可能な地域社会をつくり

あげていくための基本理念を下記のとおり定めているが、ナカノ・シティにおいても、
普遍的な理念とする。ナカノ・シティで住み、働き、学び、そして活動する人々が共有
するものとなる。
～生かされる個性

発揮される力～

私たちは、すべての人々の自由と尊厳を守り、大切にします。
私たちは、一人ひとりの個性を大切にし、みんなの幸せを考えて行動します。
私たちは、地球的視野に立って、平和な世界を築き、環境を守り再生させ、次世代の
人々へ受け渡していきます。
私たちは、それぞれが持つ力を発揮して、ともに支えあいます。
私たちは、一人ひとりが、みずから決定し、行動し、参加して自治を担うことで、心
豊かな、いきいきとしたまちをつくります。

２

視点
2050 年のナカノ・シティの姿や人々の暮らしを展望するにあたっての視点は、下記の

とおりとする。
(1) ダイバーシティ（多様性）が強み
多様なバックグラウンドによって構成されたナカノ・シティは、多様なライフスタイ
ルを持つ人々によって支えられているまちである。グローバル社会・情報社会・知識社
会はさらに進み、本格的なボーダーレス時代が到来する。ボーダーレスな社会の中で、
すでに多様な人々が共存するナカノ・シティは他の地域の先駆けである。
(2) 個人が力をつけることができるまち
個人がしっかりと力をつけて成立する、個人を大事にする市民社会へ発展する。地縁
コミュニティなどの従来型の組織的なコミュニティから新たなつながり（ネットワーク）
が広がるだろう。自立・自律した個人が構成する社会は個人がゆるやかな関係性によっ
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て結びついている。
(3) フェイス・トゥ・フェイスのリアルな関係が重要に
価値観を同じくする人たちのネットワークが重要となる。インターネット上などでの
関係性が一層発展するため、こうした関係を補完し、結びつきを強め、広げていく必要
が生じ、フェイス・トゥ・フェイスといったリアルな関係性が重要な社会となる。
(4) スタートアップ・ステップアップとしてのまち
中野を東京での生活の足がかりとした人は多く、現在住んでいなくても「中野」に暮
らしていた経験を持ち、人生のステップアップの地域としてとらえている人が多い。人
生の「仕込み」をするにはちょうどいいナカノ・シティは、さらに彼らの子供たちが独
り立ちの準備をするときのスタートアップの場として、ナカノ・シティにやってくると
いった世代を超えた循環が生まれる。
(5) 挑戦するステージのまち
ナカノ・シティは、ステップアップしようとする若い人が、失敗を恐れることなく、
さまざまなことにチャレンジできるまちである。個人であってもやる気があれば新規チ
ャレンジ、再チャレンジができる。ナカノ・シティを舞台（ステージ）に、様々なチャ
レンジが繰り広げられる。

３

まちづくりの目標

中野は、「顔」である中野駅周辺ににぎわいがあることはもちろん、生活しやすいまちで
あり、また、エリアによって異なる性格を有していることが特徴といえる。価値が重視さ
れるとともに、多様性を受容していく社会となる中で、これらの特徴を生かしていくこと
が、2050 年の中野を、魅力と活力に溢れたものにすると思われる。個性を持ったナカノ・
シティの市民が多様な生活を営めるため「まち」をつくることが重要である。まちづくり
におけるコンセプトは次の二点である。
・快適性を追求する
・多面性があり、それが共存する
2050 年に向けて、個人が一層尊重される社会になっていくといわれる。これを踏まえる
と、個人の多様な価値観を共存・融合させ、生活の質を向上していくためのキーワードは
「快適性」になるのではないか。「快適性」を高めていくための政策が必要である。
一方、多面性の共存については、二面性に置き換えてもよい。例えば、新しさと懐かし
さ、広幅員道路と路地、広域性と近隣性など、双方が共存し、それらのコントラストが中
野の特色となる。
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“したたかな”まち
これらに基づいたまちづくりによって、新しい「創造都市1」であり、
である「個性と創造とやすらぎ」のナカノ・シティが実現するのである。

1 佐々木雅幸は、
J ジェイコブズ（1916-2006）と欧州創造都市研究グループによる理論的整理を踏まえて、
次のように定義している。
「創造都市とは、人間の創造活動の自由な発揮に基づいて、文化と産業における
創造性に富み、同時に、脱大量生産の革新的で柔軟な都市経済システムを備えた都市であり、また、21 世
紀に人類が直面するグローバルな環境問題やローカルな地域社会の課題に対して、創造的問題解決を行え
るような『創造の場』に富んだ都市である」。
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第５章

のびゆく中野

本章では、第 4 章で提示した基本理念やまちづくりの目標を踏まえ、2050 年のナカノ・
シティの姿をマクロ的視点から描く。第 1 節で将来人口（常住人口、昼間人口）を展望し、
第 2 節でナカノ・シティに暮らす人々の舞台となる都市イメージを提示する。第 3 節では
人々はどのような暮らしを営んでいるのか、その考え方を示す2。最後に第 4 節ではナカノ・
シティ実現に向けての政策の方向性をまとめる。

１

将来人口の展望

我が国は 2004 年をピークに、死亡数が出生数を上回る本格的な人口減少社会に突入した。
中野区の人口動態は若年層の流出入が多いという特徴を持つため、全国的な若年人口の減
少は、直接的に中野区の人口動態にも影響を及ぼす。実際、2000 年を境として中野区への
若年人口の流入傾向は既に変化してきており、今後の中野区の姿を予測するには、こうし
た近年の変化を分析することが不可欠である。
本節では、まず、コーホート（同時出生集団）・シェアという視点から全国と中野区の人
口の関係を分析したうえで、この考え方を用いた新たな人口推計の手法に基づき、2050 年
までの長期的な将来人口推計を行う。また、この常住人口をもとに、昼間人口の推計も行
う。
(1) 全国に占める中野区のコーホート・シェア別人口の割合の特徴
－2000 年以降変化している中野区の若年層の流入傾向
1950～2005 年の期間における、全国に占める中野区のコーホート別人口の割合（コーホ
ート・シェア）を、男女別、年齢階級別、出生年ごとにみると、どのコーホートにおいて
も 10～14 歳の年齢で全国に占めるシェアが最も低く、20 代でシェアが大きく上昇し、30
代後半以降は緩やかにシェアが低下するという特徴がある。しかし、より詳しくみてみる
と、1960 年代後半コーホート（2005 年時点で 35～39 歳）までは、20～24 歳のシェアが
ピークであったのに対し、1970 年代前半コーホート以降では 25～29 歳の年齢階級にピー
クが移動していることに加え、10～14 歳→15～19 歳という、主に進学を理由にした流入傾
向が弱まっていることが分かる。また、ピーク時のシェアは近年になるほど低下しており、
高度経済成長期における「10 代後半の人口が進学や就職を機に大量に流入して、20 代後半
になると大量に流出する」という流出入のパターンから、1970 年代前半コーホートが 20
代であった 2000 年以降は、
「20 代の人口が流入し、その後も一定期間区内にとどまる」と
第 2 節で都市イメージ、第 3 節で人々の暮らし方を描く構成としたのは、空間的なハード面と人と人の
関係性といったソフト面は、不可分の関係にあると考えるためである。

2
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いうパターンへと変化してきている。この背景には、1970 年代以降に生まれた団塊ジュニ
ア世代は、全国に占める東京圏生まれ・育ち（その多くは郊外地域）の割合が高く、高校
卒業時では親元を離れず、就職や結婚などを機に中野区など都心エリアへ移動するという
居住パターンを持つようになったためと推察される。実際、国勢調査の移動集計をみても、
近年では都内他市区町村、神奈川県、埼玉県、千葉県など近隣他県から中野区へ流入する
割合が高まっており、この推察を裏付けている。
また、0～4 歳→10～14 歳の年齢階級での変化をみると、1970 年代前半コーホートまで
は、5～9 歳、10～14 歳と年齢階級が上昇するにつれ、シェアは大きく低下していた。これ
はすなわち、中野区で生まれた人口が、子どもの成長に伴い区外へ流出していったことを
示している。このことは、彼らの親世代にあたる 1940 年代～1950 年代前半コーホートで、
30 代以降のシェアが急激に低下していることからも読み取れる。ところが、近年のコーホ
ートになるに従い、14 歳以下のシェアの低下傾向は鈍化し、1990 年代前半コーホート以降、
0～4 歳でのシェアは 10～14 歳になるまでわずかに低下するにとどまっている。つまり、
近年では子育て世帯が定住するようになってきているのである。
以上をまとめると、中野区の人口は若年人口の流入が比較的多いという特徴を依然とし
て持つものの、その傾向は鈍化している一方で 30 代以降の流出傾向も鈍化しており、定住
傾向が強まっている。将来人口推計にあたっては、こうした動きを考慮してコーホート・
シェアを決定していく必要がある。
(2) 中野区の将来人口推計の方法

－新しい推計方法の採用

今回、2050 年までという長期的な将来人口推計を行うにあたっては、コーホート・シェ
ア延長法を適用する。
コーホート・シェア延長法とは、ある地域における男女別・年齢別人口の全国に対する
割合（コーホート・シェア）を推計期間ごとに設定し、全国将来人口推計の結果をブレー
クダウンすることによって推計する手法であり、コーホート要因法などよりも長期の推計
に向いているという特徴がある3。
本推計では、前項でみたように、先行するコーホートの動きを後続コーホートは追随す
るという過去の分析に基づき、将来のコーホート・シェアを設定する。また、将来のコー
ホート・シェアを決定するためのシナリオとしては、①かつての流出入のパターンには戻
らない、②今後、定住傾向は一層進む、という２点を基本的なルールとした。②に関して
は、従来は流出していた子育て世代である 30 代後半、40 代前半の年齢層において、その流
出傾向が弱まり、40 代後半以降は流出しないという設定をする。つまり、今後の区内にお
ける開発により、従来は区外へ住居を求めざるを得なかった世帯がそのまま区内にとどま
ることができるようになるということ、もしくは流出と同程度の流入が見込まれると推定

3

大江守之（2000）
：
「新しい地域人口推計手法による東京圏の将来人口」
『日本都市計画学会学術研究論文
集』、第 35 号、p.1087-p.1092。
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するということである。
また、0～4 歳人口については女子年齢別出生率を用いて推計する。最終的な推計結果は、
過去の出生率の動向に基づいた「中位推計」と、今後出生率が東京都レベルに上昇すると
した「高位推計」の 2 パターンとする。
なお、推計の基準となる全国人口は、国立社会保障・人口問題研究所（以下、「社人研」
という。）による「日本の将来推計人口（平成 18 年 12 月推計）」を用いた。
(3) 女子年齢別出生率による 2 つの推計

－中位推計、高位推計

2005～2008 年の中野区の女子年齢別出生率をみると、2005～2007 年の 3 年間の合計特
殊出生率（Total Fertility Rate、以下「TFR」という）は、2005 年が 0.75、2006 年が 0.76、
2007 年が 0.78 とやや上昇しているものの、ほとんど変化がない。ところが 2008 年の出生
率は、特に 30～34 歳で大きく上昇した結果、TFR は 0.83 へと上昇した。しかし、今回の
出生率の上昇が、今後長期にわたって継続するのか、それとも一時的なものなのかの判断
は難しい。そこで、本推計で用いる「中位」出生率としては、比較的出生率が安定してい
た 2005～2007 年の各年齢階級における出生率の平均値を用いる。
また、
「高位」出生率としては、2005
年～2008 年の中野区と東京都の出生率
の格差が縮小しつつあることを鑑み、
2020 年までこの格差を直線的に縮小さ
せ、2020 年以降は東京都の将来出生率

図 5-1 中野区の女子年齢別将来出生
率（高位推計）
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(4) 推計期間
推計期間は 2010（平成 22）～2050（平成 62）年まで、5 年ごとの 40 年間とした。
(5) 推計結果（詳細は資料編 209 ページを参照のこと）
① 総人口の推移 －2050 年には約 29 万人に（高位推計）
中野区の総人口は、高位推計・中位推計ともに 2010 年をピークに、以降減少局面に入
ると見通される。中位推計でも高位推計でも人口のピークは 2010 年で、約 31 万人と見通
される。その後中位推計では 2030 年に 30 万人を割り込み、その後 2050 年には約 27 万人
（2005 年より約 4 万人の減少）となる。高位推計では 2040 年に 30 万人を割り込み、2050
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年に約 29 万人（2005 年より約 2 万人の減少）になる。
また、2005 年の人口を基準に増減率で考えてみると、ピーク時の 2010 年でも中位推計
は 2005 年の 0.7%の増加、高位推計は 0.8%の増加でしかない。また、2050 年時点では中
位推計はマイナス 13.8%、高位推計はマイナス 7.1%となっており、全国のマイナス 25.5%
と比較すると、中野区の人口減少のスピードは非常に緩やかであることが分かる4。
図 5-2 出生率別将来推計人口の推移
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－2050 年には約 5 千人の減少（高位推計）

中野区の年少人口（0～14 歳人口）は 2010 年の約 3 万人をピークとして、それ以降減少
する。2050 年の年少人口は、中位推計では 2005 年よりも約 1 万人減少すると見通される
が、高位推計では約 5 千人の減少にとどまる。
総人口に占める割合は、2005 年には約 8%であったが、2050 年には中位推計で約 6%に
まで低下するのに対し、高位推計では約 7%と 1 ポイントの減少にとどまると見通される。
ⅱ 生産年齢人口 －2050 年には半数強にまで減少
中野区の生産年齢人口（15～64 歳人口）は今後一貫して減少する。2005 年に約 23 万人
だった生産年齢人口は、2030 年には中位推計・高位推計ともに 20 万人を下回り、2050 年
には中位推計では約 14 万人、高位推計では約 16 万人になると見通される。これは、2005
年よりも中位推計で約 9 万人の減少、高位推計でも約 7 万人の減少である。
総人口に占める割合は、2005 年には 4 分の 3 を占めていたのが、2030 年には中位推計
で約 3 分の 2 へ、そして 2050 年には総人口の半数強にまで低下すると見通される。また、
減少のスピードをみると、2035 年までは非常に緩やかに減少していくが、1970 年代前半生
まれの団塊ジュニアが 65 歳に達する 2040 年、2045 年には減少幅は大きくなる。そして、
それが一段落する 2050 年には、再度減少のスピードはやや緩やかとなる。

全国将来推計人口は、2050 年には 9,515 万人になると推計されており、2005 年の 1 億 2,777 万人と比
較すると約 3,300 万人、25.5%の減少となる。

4
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図 5-3 年齢 3 区分別人口割合の推移（高位推計）
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図 5-4 全国と中野区人口ピラミッドの比較（高位推計、2005 年、2050 年）
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ⅲ

老年人口

－2050 年には総人口の約 4 割が 65 歳以上に

中野区の老年人口（65 歳以上人口）は今後大きく増加する。2005 年に約 6 万人だった老
年人口は、2030 年には 8 万人を上回り、2050 年には約 11 万人になると推計されており、
実数でみると、2050 年には 2005 年の約 2 倍になる。なお、2050 年時点で 65 歳以上とな
るのは 1985 年以前に生まれた人々であるため、出生率の影響は受けない。したがって、中
位推計、高位推計ともに同じ数となる。しかし総人口に占める老年人口割合は、出生率の
違いによって異なり、中位推計では 2050 年には 40%を上回るのに対し、高位推計では 2050
年時点でも約 38%にとどまると見通される。
さらに、老年人口について 75 歳以上、85 歳以上に分けて、それぞれの割合を図示したの
が図 5-5 である。また、比較のために、全国のそれぞれの割合も記載した。これをみると、
中野区の 75 歳以上人口は 2050 年時点では総人口の約 4 分の 1 を占めることとなる。また、
85 歳以上人口の割合も、2005 年にはわずかに約 2%を占めるに過ぎなかったが、2050 年に
は約 9%強にまで上昇する。しかし、どの年齢層でも全国を下回って推移する5。
図 5-5 65 歳以上、75 歳以上、85 歳以上人口割合（高位推計）の推移（全国、中野区）
45.0%
中野区65歳以上

40.0%
35.0%

36.0%

30.0%

中野区75歳以上

32.8%
29.5%

25.0%
23.1%

20.0%

24.3%

25.0%

中野区85歳以上

26.8%
23.1%

20.4%

10.0%
5.0%
0.0%

8.4%

10.3%

全国65歳以上

19.7%

18.2%

15.0%

(6)

37.8%

11.6%

13.0%

15.3%

15.6%

6.9%

6.9%

7.6%

2035

2040

2045

4.7%

5.1%

2.1%

2.9%

3.7%

5.8%

2005

2010

2015

2020

2025

2030

昼間人口の推計

16.9%

14.7%

全国75歳以上
9.0%
全国85歳以上
2050 （年）

－2050 年には約 7 万人増加し、35 万人に

これまでみてきたように、若年人口の流入が比較的大きい中野区であっても、全国的な
人口減少を背景に、今後、緩やかに常住人口は減少していく。そして、この人口減少は高
齢化を伴い、2050 年には人口の約 4 割が 65 歳以上となる。しかし、人口減少・高齢化が

5

ちなみに、全国将来生命表（平成 18 年）によると、2050 年の平均寿命（0 歳時の平均余命）は男性が
83.4 歳、女性が 90.1 歳となっている。しかし、65 歳時の平均余命では、男性は 86.5 歳、女性は 92.1 歳
となるため、65 歳時点まで生存した人は平均寿命よりも確率的に長く生きると想定される。
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進展することが、即座に活力の低下、地域の停滞化を意味するものではない。その理由の
一つには、医療技術の発達、健康に対する意識の向上などにより、元気な高齢者が増えて
生涯現役で働く人口が増えると予測されることが挙げられる。また、住居系がほとんどを
占めている現在の土地利用が、商業系・都市型クラフト系などの用途へ転換されるととも
に、特に共同住宅が商業・業務機能も併せ持つ複合的な建物となることやテレワークの進
展、クリエイティブ産業、医療・福祉・健康産業がより活性化することで、中野区で働く
人口は増加すると見通される。実際、1995 年以降、毎年約 1 万人ずつ昼間人口は増加して
おり、昼夜間人口比率（昼間人口／夜間人口×100）は上昇している。
そこで、本項では地域活力を測るためのひとつの指標ともなる昼間人口を推計する。推
計においては、現在までの昼夜間人口比率の上昇傾向を鑑み、2020 年前後に上昇率のピー
クを迎え、その今後の上昇率はやや緩やかになるという前提をおくこととする。推計方法
は、以下の通りである。①1960 年～2005 年までの昼夜間人口比率を、成長曲線であるロジ
スティック曲線6にあてはめ、将来の昼夜間人口比率を推計し、②前項で推計した 2010 年
～2050 年の常住（夜間）人口の推計値に①の昼夜間人口比率の予測値を乗じて7、将来の昼
間人口を推計する。この手順に従い、推計した昼間人口が以下である。
図 5-6 将来昼間人口、将来夜間人口、将来昼夜間人口比率の推移
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2005 年の昼間人口は約 28.6 万人で、昼夜間人口比率は 92.0 である。今後、昼間人口は
2035 年の約 36.3 万人のピークまで上昇し、2050 年には約 35.1 万人8になると見通される。
6

ロジスティック曲線の詳細については、資料編 213 ページ「(6)昼夜間人口比率の仮定値と推計結果」を
参照のこと。
7 将来の昼夜間人口比率の上昇を想定するのは、今後のまちづくりやワーク・ライフ・バランス関連の政
策要因の影響などがあると考えるからである。また、常住人口には中位推計と高位推計があるが、高位推
計も子育て支援などの政策要因を織り込んで出生率の上昇を想定している。そこで、政策の影響を二重に
織り込むことを避けるため、昼間人口推計の基準とする常住人口は中位推計を用いる。
8 将来見込まれるオフィスビル延床面積を基準に算出した就業者数等の積算による昼間人口も、この推計
値と同レベルとなる。詳細については、資料編 215 ページを参照のこと。
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これを 2005 年と比較すると約 6.5 万人の増加となる。
まちの機能が多様化すれば昼間人口が増えることとなり、そのことは、様々な活動をす
る人々が多いことを意味する。中野区はまさに今、「住宅都市」から、多面性を持つ「ナカ
ノ・シティ」への転換点にいるのである。
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２

「2050 年ナカノ・シティ」の都市イメージ

中野の将来の都市空間を描いたものとしては、
「新しい中野をつくる 10 か年計画」
（改定
中）、「中野区都市計画マスタープラン」（2008 年 4 月改定）、「中野駅周辺まちづくりグラ
ンドデザイン」
（改定中）などがある。これらは概ね 10 年から 20 年先を見据えたものであ
る。
本節では、これらを踏まえつつ、まず、2050 年に至るまでの時期的展開イメージを三期
に分けて述べる。次に、都市整備的観点から要素別に 2050 年の姿を予測する。これは、概
ね区内全域に共通するものである。最後に、中野区を 3 つの地域に分け、各地域が現在と
比べてどう変わるのか、その特徴的な点を示す。なお、本節で示すイラストはすべてイメ
ージ例に過ぎない。
(1)

2050 年に向けたまちづくりの時期的展開

2050 年への展開は、概ね三期に分けられる。改定中の「新しい中野をつくる 10 か年計
画」の目標年次である 2020 年（2019 年度）までを第一期、
「中野区都市計画マスタープラ
ン」や「中野駅周辺グランドデザイン」の整備目標年次である 2030 年前後までを第二期と
する。そして、本シナリオの最終目標年次である 2050 年までを第三期とする。
第一期は、中野区が持続可能な地域社会として発展していくための基盤づくりの時期で
ある。政策ニーズに基づいた行財政システムを確立し、安全で安心なまちづくりを進めて
いく。
第二期は、第一期で整備あるいは着手された社会基盤等を前提に、中野駅周辺地区を中
心として、本格的なまちづくり事業が展開される。その成果として、中野区がクリエイテ
ィブな都市として、そのプレゼンスを発揮し始める時期である。
そして、ナカノ・シティが確立され、成熟していくのが第三期である。なお、2030 年前
後は、日本社会全体の大きな転換期と見られている。道州制の導入等により、行政単位で
ある「中野区」が再編・統合されることも予測される。しかし、そのような状況変化が生
じた場合にも、現在の中野区のエリアは、固有の地域的・社会的エートス（特性・気風）、
そしてアイデンティティが確立されており、ナカノ・シティとしてその存在を主張し得る
であろう。
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■コラム■

自治体としてのナカノ・シティの位置づけ

2020 年代から 30 年代にかけて、抜本的な地方分権改革が進行し、一定規模以上の基礎的
自治体の権限が強化され、都市政府（シティ・ガバメント）として位置づけられるとともに、
道州制が導入され、分権自治国家としての歩みが始まっている。東京都は、従来の都制では
なく、州制の都としてその名前を残し、特別区の部分については、すべて普通市に移行した
うえで、順次、広域連合化・合併等による再編が進行している。
ナカノ・シティは、第一次的には中野区から移行した普通市となった中野市を意味するが、
その場合にも周辺区および東京都との広域連合・事務委託関係等により、多くの業務を広域
処理することとなる。やがては、東京西部地区の新たな都市連合または広域合併市の一角を
形成するエリアを意味することとなる可能性も高い。また、企業、市民組織を含む多様な非
政府アクターにより公共サービスの供給が行われる社会状況（ソーシャル・ガバナンス）が
定着し、都市政府の組織規模は、21 世紀初頭に比べ、大幅にスリム化することとなろう。さ
らに、ICT の普及により、電子投票、議会審議等への常時アクセス・システムの導入などが
進むであろう。
(参考：NIRA「近未来におけるわが国の地方政府システムに関する考察」、NIRA 研究報告書
0502、2005)
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(2) 都市整備的要素からみた将来像
①

人口
2050 年には、現在より夜間人口は減少するものの、全国に比べてその減少率は低く、29

万人程度となる。定住化が促進される一方、東京圏における若年単身層の短期居住ゾーン
としての役割も維持されるためである。高齢化は確実に進行し、75 歳以上の割合は全国平
均並みである。医療技術の進歩及びナカノ・シティの健康政策等により、元気な高齢者が
増える。よって、生産年齢人口は、15 歳～74 歳と捉えることが可能になる。現在とは異な
るものの、バランスの良い年齢構成となっている。
また、中野駅周辺や東中野駅周辺を中心として、留学生や外国人労働者は増加し、クリ
エイティブ産業など高度技術が求められる業種の労働者も多くなっている。したがって、
昼間人口は、35 万人程度まで増加する9。さらに、日中・夜間を問わずナカノ・シティを訪
れ、活動する人々（交流人口）が増えていく。以上により、現在と比べにぎわいがあると
ともに、国際色が溢れ、華やかさをも感じる雰囲気になっている。
②

土地利用
現在約 80%を占める住居系用途地域は、用途変更や

都市計画法の改正等により高度利用が行われ、複合用
途開発が進む。地下の多目的利用も行われる。ただし、
住宅数が大きく減少するわけではない。また、一戸あ
たりの敷地面積は、現在より若干大きくなる。
なお、農地が現在より増えている10。一方で、一定
程度の高密度は保たれ、ブラウンフィールド（捨てら
れた土地）11は生じていない。
なお、都市計画等による規制は、大枠だけとなる12一
方、地域住民等の合意に基づく、特定エリア内のロー
カル・ルールが増えていく。その内容は、機能や景観
に着目して、空間をコントロールするものとなってい
る。

55 ページ参照。
発展途上国で暴動が相次ぐなど食糧高騰が世界的な危機を招いている中、日本の食料自給率は 40％
（2007 年度）と最低水準にある。そういった中、サービス業をはじめとした第 3 次産業が増え続けている
ため、農業などの第 1 次産業の必要性を訴える指摘も少なくない。また、バイオ産業がこれからの日本の
主力産業になるとの予測があり、その場合、農業の重要性が一層高まるものと思われる。
11 産業活動等に起因した土壌汚染等によって、売却や再利用ができずに放置されている土地のこと。
12 都市計画法が改正され、容積率による規制ではなく、高さや景観といった「快適性」的要素による規制
によってまちの調和が図られるようになるとの指摘がある。一方で、都市計画によるコントロールには限
界があることが鮮明になる。
9

10
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③

インフラ全般
第二期初頭の 2020 年頃までに、高度成長期に整備されたインフラが一挙に老朽化する。

その再整備を進めていく中で、中野駅周辺を中心として、環境負荷が低く（エネルギー効
率が高い）、ユビキタス・コンピューティングが活用されたインフラへと順次変わっていく。
光、風、緑に配慮されたものであり、バリアフリー化も実現している。これらの整備は、
2040 年頃までにほぼ完了する。
また、中・大型施設については、コンバージョン（既存のビルディングや商業施設、倉
庫などを用途転換して再活用する）が増えていく。
④

住まい
共同住宅、特に業務機能を併存する中層住宅が増加していくが、一戸建て住宅の割合も

激減しない。共同住宅と一戸建て住宅のコントラストのある街並みとなっている。
歴史的建築物を除き、現在の木造住宅はなくなる。ただし、新素材の燃えない木材13を利
用した木造風建築も見られる。いずれにせよ、耐震・耐火性を有するとともに、環境負荷
を軽減したエネルギー効率の高い（コージ
ェネレーション、自然エネルギー利用〈自
家発電14〉、雨水利用、緑化、採光・通風配
慮は標準化している）住宅だけになってい
る。さらに、機能性が高いユビキタスハウ
ス15となるだけではなく、デザインも優れ
た住宅が大半を占めている。個性的な住宅
も少なくないが、周辺の景観との違和感は
なく、統一感のあるエリアも散見される。
一方で、中古住宅の流通も活発になってい
る。
また、住まい方は、個人のライフスタイ
ルに合わせて多様化している。在宅勤務が
増加し、その形態はさまざまである。集合
住宅に最も多く住んでいるのは、高齢者の
単独世帯である。各人の嗜好や要支援・介
護の程度などに応じた見守り装置が完備
されており、人によるサポートも充実して

13 調温湿効果に優れている、リーズナブルであるなど木材の持つ良さを生かしつつ、不燃性や耐久性を高
めるための開発が進められている。
14 小型発電設備の開発・実用化が進んでおり、その規制緩和の動きも見られる。
15 センサなどユビキタス・コンピューティングを活用した、ホームセキュリティ、家電コントロール、健
康管理、電力発電・管理等のシステムを完備した住宅。
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いる。一戸建て住宅においても、低層階に高齢者、上層階に青年層が住み、各々が助け合
うといったスタイルが見られるなど、実に多彩である。これらによって、住み慣れた自宅
で最期を迎えることが通例となっている。
⑤

道路・交通
幹線道路、生活道路の拡幅整備が進み、歩行者、個人移動器機利用者、自動車利用者、

公共交通利用者のすべてにとって安全性と快適性が高まっている。狭あい道路は減少する
が、安全性が担保された路地等が意図的に残されており、その一部は歴史的景観地区とな
っている。電線類の地中化は進む16が、多・高機能を有する電柱17も散見される。歩行者が
歩きやすい道路が増え、南北の主要スポットを結んだものになっている。
電気自動車18、水素自動車19が普及していく中で、路地等があるナカノ・シティ向きの小
型車が増えていく。これらは自動走行が可能である。また、カーシェアリングも行われて
いる。オートバイと自転車は一体化に向かうが、個人移動器機全般としては多様化・高性
能化する。ただし、現在のオートバイや自転車も一部残る20。いずれにせよ、電気もしくは
水素を燃料としており、環境負荷は極めて低い。ナカノ・シティの住民は、このような個
人移動器機を 1 人 1 台以上保有しており、用途に応じて上手に使い分けている。
また、「浮遊自動車（空飛ぶ車）」の運用テストを行っている姿も見られる。なお、地下
化・立体化された駐車場が多数整備されており、違法駐車はほとんど見られない。
鉄道、バス、タクシーなど公共交通は一層充実し、オンデマンド交通も実現している。
鉄道（西武新宿線）と道
路の立体交差が実現し、南
北交通の遮断が解消する。
さらに、知的交通システム
が導入されたことより交
通量がコントロールされ、
幹線道路の渋滞はほとん
どなくなっている。交通事
故も激減しており、交通利
便性と安全性の高さは、全
国屈指である。

16

現在、電線類の地中化が遅れている区道における地中化が進む。
電波中継点、デジタルサイネージなど高機能かつ多機能で、景観に配慮したデザイン性の高い電柱。
18 電気自動車は、航続距離が限られ、また、今後、消費電力が減少できる可能性が高くないため、近距離
移動に適しているといわれる。中野向きだといえる。
19 水素をエネルギーとする自動車のこと。水素を直接燃焼するものと、燃料電池（水素と酸素を化学反応
させて、直接「電気」を発生する装置）により発電するものに大別される。
20 ともに現在スポーツとして定着している。特に自転車は、健康維持・増進の点でも効果が高いため、形
を変えながらも残ると考えられる。
17
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鉄道は輸送方式が変わり、リニアモーターカーに類するものになる。このことは広域（遠
距離）交通における効果が高く、飛行機並みの速さで遠距離移動が可能となった21ことによ
り、ナカノ・シティと地方都市との交流が一層活発になっていく。
なお、在宅勤務・学習が増えること、個人の移動器機が高性能化することなどによって
鉄道利用者数は減少するため、駅の求心力・中心性は現在よりやや低下する。
⑥

公園・緑化、水循環等
地下を含め、中・小規模公園や農地が増える。中野駅周辺の公園は、現在のボストンコ

モンズ22を彷彿させる。公園は憩いの場であるとともに、パフォーマンスやイベントが行わ
れるなどにぎわいが途切れることはない。宅地内の緑化は標準化されており、コミュニテ
ィガーデン23も散見される。さながら、ナカノ・シティ一帯が緑で繋がっているようである。
河川は護岸改修や地下利用等が進み、都市型水害の被害は減少している。ただし、無味
乾燥なコンクリートだけの護岸ではなくなっている。河川の水質は向上し、親水性と回遊
性のある水辺が複数箇所整備されている。地下を利用した水力発電も行われている。
雨水利用は、家庭、事業所ともに一般化している。このことからも明らかであるが、ナ
カノ・シティでは、環境負荷を軽減することは、ハード面は勿論、意識面でも一般的な倫
理観として定着している。なお、温室効果ガスの削減は、インフラの再整備によって特に
進む24。
⑦

ユビキタス
ICT を意識せずに、いつでもどこでも誰もが、各人の必要な情報の収集と伝達を容易に

行うことができるようになっている。中野駅周辺を中心として、高齢者や障害者を含むす
べての人を対象とした移動の支援となる情報を提供する自律移動支援システムが普及し、
街なかで多くの障害者や体の不自由な高齢者の姿を見かけることは日常となった。ユビキ
タス・コミュニケータ（携帯情報端末機）が普及し、現在のスマートフォン25を小型・軽量
化したものから、ハンズフリーで専用メガネに情報が表示されるものなど、個人の嗜好に
あわせてさまざまタイプが見られる26。
広告はユビキタス・コミュニケータに配信されるため、店舗の看板はファサード（建物
の正面）以外なくなっている。LED（発光ダイオード）が普及し、白熱球は皆無となり、
蛍光灯も少なくなっている。
リニアモーターカーが導入されると、東京‐大阪間は 67 分になる。
美しい庭が整備され、市民の憩いの場であり、ボストンの観光名所の 1 つにもなっている有名な公園
23 場所の選定から運営まで、すべて住民が自主的に行う「地域の庭」である。
24 交通部門と民生部門（家庭、業務）の温室効果ガスが大幅に削減される。一方で、農業部門は、現在よ
り活発化するため、温室効果ガスの排出量の削減は困難である。
25 携帯電話と携帯情報端末（PDA）の機能を融合した持ち運びが可能な情報機器のこと。キーボードが搭
載されているので、長文のメールを作成するのが楽で、スケジュール管理やエクセルなどのソフトが搭載
されている場合が多い。
26 各種機器は、オールインワンの高性能と、あえて単機能にしたものに二極化すると思われる。
21
22
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ロボット産業は 2010 年代から飛躍的に拡大し27、ナカノ・シティでは、生活をサポート
する汎用型ロボット28が普及している。
このように、あらゆる領域において、ユビキタス・コンピューティング29が浸透していく。
その一方で、交番などでは、あえて人を常駐させているところも見られる。ナカノ・シテ
ィの住民は、ユビキタス・コンピューティングと、人の持つ良さを上手に使い分け、「快適
性」を享受する知恵を身につけているのである。
⑧

産業・金融
ナカノ・シティの三大産業は次のとおりである。
第一は、医療・福祉・健康産業である。現在の中野にも比較的多いこれらの産業がさら

に増えていく。健康産業においては、より快適性を追求したものが増えるであろう。した
がって、美容に関するサービスも増えていく。
第二は、クリエイティブ産業30である。中野駅周辺にコンテンツ産業等が集積することを
はじめとして、2050 年までに事業所数と従業者数が最も増える産業である。この産業に携
わる外国人労働者31も多い。また、草の根的なクラフト（都市型クラフト）32関連事業者も
増えている。
第三は、教育産業である。「教育のまち」を標榜するナカノ・シティの下、幼児教育から
生涯教育に至るまで幅広く教育に関する産業が振興する。高度専門教育も充実しており、
これらがクリエイティブ産業を下支えするものになっている。理工系教育33も活発であるこ
とから、トレンドとなりつつある宇宙に関連するビジネスも増えていく34。
三大産業のほか、飲食業と農業も活力がある。これらに関連して、里・まち連携が一層
発展し、農商工連携も進んでいく。
一方、ユビキタス・コンピューティングの進展に伴い、製造元や配送センターからの直
送などが増え、スーパーやコンビニエンスストアの数は減少するとともに、業態も変わる
など店頭小売は減少する。したがって、商店街数は現在より少なくなる。また、商店街に
27 野村総合研究所の試算によると、国内のロボット市場は、2013 年度に 140 億円まで拡大される見込み
である。
28 ヒューマノイド型でないロボットが主流になると思われる。ヒューマノイド型に関しては、人権や安全
を配慮したガイドラインや法が整備されている。
29 コンピュータの機能がどこでもあること。ユビキタス・コンピューティングが追求しているのは、情報
の自動認識と、その情報を利用した制御及び情報サービスの効率化である。
30 建築、デザイン、美術・工芸、映画・ビデオ、娯楽ソフト、音楽・演劇、出版、ゲーム、広告など。
31 現在、中国とインドの台頭はめざましい。欧米におけるアジアの留学生数は、中国人が日本人より多く
なった。インドに ICT に長けた人材が多いことは周知のとおりである。
32 本稿においては、ものづくり産業のうち住宅地に近いところで生産される小規模なものづくりをいう。
畳や建具、電気工事等の住宅設備関連から、伝統工芸である東京手描友禅やオルゴールボックスなどの手
工芸的なものまで幅広い。技術革新により各種工作機器が小型・高性能化が進むため、高密度の住宅地で
ある中野においても生産が可能である。
33 情報通信、電子工学、建築が融合した「アーキテクトロニクス」など、新たな学問・技術領域の教育も
積極的に取り組むことを想定している。
34 宇宙開発が進み、月面旅行などが実現すると考えられている。
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は、商業以外のものづくり産業や公的機関など、さまざまな業種が店舗を構えるようにな
るが、中野駅周辺など一部を除き、一定の広域性を有するとともに近隣・地域型の性格は
維持している。広域型の新宿や吉祥寺とは異なる性格であるとともに、地域コミュニティ
の核となるなど経済以外の多面的機能を有しているため、コミュニティ・ストリートと呼
ばれ、新たな商店街としてその存在価値は高まっている。
ナカノ・シティ全体としては、事業所数が著しく増えるわけではない。しかし、ワーク・
ライフ・バランスが実現し、ワークシェアリングなど多様な就労形態が一般化することに
伴い、従業者数が増加し、自区内就業率が高まっている。また、ユビキタス・コンピュー
ティングの発展とナカノ・シティの支援政策によって、障害者の就労は他自治体以上に増
えていく。さらに、質の高い経営を行う事業者が増え、担税力は現在より高くなっている。
一方、金融においては、グローバル化が一層進み、投資機会が拡大している。ナカノ・
シティでは、小・中学校でも経済教育の一環として投資教育が行われており、金融経済リ
テラシーが高い住民が大半を占めている。そういった背景の中で、貯蓄から投資への動き
が強まり35、個人投資・投機が活発に行われているのが日常的な光景となっている。
⑨

文化・生活
中野駅周辺に複数の大学が設立されることを機に、留学生が増えていく。さらに、クリ

エイティブ産業などが集積することで、外国人労働者が増え、国際色豊かなまちとなった。
ユビキタス・コミュニケータを利用することによって、異なる言語を持つ者同士が容易に
意思の疎通が図れ、その結果、異文化への理解が高まっている。ナカノ・シティは、「多文
化共生」が実感できるまちである。
また、中・大型文化施設のある中野二丁目や、小劇場や映像編集等のスタジオが集積す
る中野三丁目を筆頭に、サブカルチャー、大衆文化からハイカルチャーまで、ナカノ・シ
ティの至るところで「文化」を感じることができる。
幼児教育から生涯教育、高度専門教育まで幅広い教育が行われており、「教育のまち」と
してのブランドが確立されている。また、地域スポーツクラブなど、子どもから高齢者ま
で身近にスポーツを楽しみ、交流する場が多数設置されている。学校のクラブ活動も、地
域スポーツクラブにおける活動へと移行していく。また、障害者スポーツも盛んである。
すこやか福祉センターを中心とした子育て・子育ち支援、高齢者、障害者を支えるネッ
トワーク、サービス提供体制は、第一期（2010 年代）に早々に確立している。特に子育て
については、その良好な環境がナカノ・シティの内外で高い評価を得ている。
なお、分野を問わず、助け合いを中心とした公益的な活動が活発であり、それが日常的
な姿となっている。区民活動センターを拠点とした地域自治活動も定着している。

日本全体で家計部門における預貯金は 800 億円近く（2007 年度末現在、日本銀行発表）になっており、
これを投資へ移行できるかどうかが、日本の経済成長に大きなとなるという指摘もある。
35
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⑩

安心・安全
前述のとおり、あらゆる自然災害に対する安全性は高まっていく。なお、南関東では、

今後 30 年以内にマグニチュード 7 クラスの大地震が発生する確率は約 7 割と予測されてい
る。地震の発生年が遅くなるほど、震災に強いまちづくりが進み、ナカノ・シティにおけ
る被害は小さくなる（P.118 補論「首都直下地震災害から復興するナカノ・シティ（リスク・
シナリオ）」参照）。
ホームレスの姿は見られない。ユビキタス・コンピューティングが進展するとともに、
人的ネットワークが構築されていることを背景に、犯罪数は減少していく。
なお、ユビキタス・コンピューティングの進展に伴うリスク（情報漏えい、知的財産権
の侵害、電磁波による健康被害など）への対策も行われ、安全性は確保されている36。
⑪

行政
第一期中（2018 年頃）には、職員数 2,000 人の「小さな区役所」となっているが、ユビ

キタス・コンピューティング等により利用者にとっての利便性は飛躍的に向上するなど、
質の高い行政サービスが提供されている。また、基礎的自治体としての「セーフティネッ
ト」の役割を果たしている。
その一方、2050 年には、直接・間接を問わず税による負担は増えている。また、市町村
の自主決定権が高まり、まちづくり分野においても、住民合意を前提とした条例等による
規制（コントロール）の重要性が増している。

36

ただし、100％安心、安全、被害ゼロにはならない。トータルに考えて、リスクと被害を軽減する実施
可能な取り組みが行われている。

- 65 -

(3) 地域別にみた将来像
2050 年のナカノ・シティを下図のとおり、三つの地域に分け、各地域の特徴について述
べる。
図 5-7 地域区分

表 1 地域別特色
北部地域

中央地域

南部地域

日常的要素が強い
「ケ」のエリア

非日常的要素が強い
「ハレ」のエリア

日常的要素と非日常的要素が融
合
「ハレ」と「ケ」のエリア

懐かしさと高級感を感じる

先進性を感じる
にぎわいと活力がある

トレンドを感じる

高円寺、富士見台・中村橋も生
活圏

広域性が高く、ナカノ・シティ
以外からの来街者が多い

新宿・渋谷の利用も多い

医療・福祉・健康産業、コミュ
ニティ・ストリート（新たな商
店街）が中心

クリエイティブ産業、教育産業
が中心

医療・福祉・健康産業、コミュ
ニティ・ストリート（新たな商
店街）、文化関連工業が中心
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①

北部地域

「日常的要素」が強く、懐かしさと高級感を感じる空間

西武新宿線の連続立体交差（道路の地中化）が実現し、南北交通の分断が解消されてい
る。西武新宿線はローカル線色が濃くなる一方、中央線はメガ動脈としての役割が大きく
なっている。
妙正寺川、江古田川沿いの水
辺空間が整備され、安全性と親
水性が高まっている。護岸改修
や地下利用等により、都市型水
害は過去のものとなった。快適
に散策できる四季の道も実現
している。特に、哲学堂公園、
新井薬師周辺は、歴史文化資源
を生かした「歴史文化ゾーン」
として整備され、水とみどりが
豊かで歴史の薫る場所として
人気が高い。
上鷺宮・鷺宮は、農地や生産緑地がある低層の新しい高級住宅街となり、ブランド性が
高まっている。昭和的な懐かしさのある外観の住宅と、最先端のデザインを取り入れた住
宅が調和し、落ち着いた雰囲気を醸し出している。住民の中には、クリエイティブ産業に
携わる外国人の姿も見られるようになる。農地・生産緑地においては、農産物が供給され
るとともに、緑あるオープンスペースとして保全されている。生活圏としては、富士見台
や中村橋の役割が高まっている。一方で、白鷺・若宮は、セーフティネットとしての公的
住宅が充実している。
野方・大和町や江古田・江原町は、低・中層住宅に融合したコミュニティ・ストリート
（新たな商店街）が息づいている。コミュニティ・ストリートでは、商業だけではなく、
ものづくり産業や公的機関などさまざま業種が見られるようになっており、それらが現在
にない地域空間の魅力を創出している。特に野方のコミュニティ・ストリートは、個性的
で新しいパブリックモールとして西武新宿線における一つのシンボルタウンとなっている。
ファミリー向けもしくは高齢者の単独世
帯を中心とした共同住宅とデザイン性の
高いコンパクト住宅が共存した街並みも
目立つ。また、江古田を中心として医療
が最も充実しているゾーンとしても名高
い。なお、大和町の生活圏の中心は高円
寺であるが、その傾向が一層強くなって
いる。
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②

中央地域

ナカノ・シティの「顔」、「非日常的要素」が強いアクティブな空間

ナカノ・シティで最も非日常的要素が強く、「24 時間動き続けている」エリアである。
中野駅周辺は、ナカノ・シティにおける広域中心拠点37である。主として、業務・商業サ
ービス・高等教育・文化・中高層住宅などの複合的・重層的機能を有する活気とにぎわい
に溢れた「東京の新たなエネルギーを生み出す活動拠点」となっている。クリエイティブ
産業を中心に事業所等が集積し、
発展している。また、留学生や特
定商品の購入等を目的とした外国
人観光客も多く、国際交流が最も
活発なエリアである。
このエリアでは、防災公園、業
務・商業施設、大学、医療施設、
官公庁施設、住宅等の多様な機能
が土地の高度利用・地下利用等に
よって複合しているが、エリア・マネジメント手法による総合的空間・環境管理が実現し
ている。中高層建築については住宅附置が義務化されており、当エリアの夜間人口は現在
より増えている。
ビジネス拠点としての中・高層ビルディング、広域性と近隣性を併せ持つショッピング
モール、高密性と界隈性を生かした飲食店街、飲食街の後背地に閑静な住宅が、相互の均
衡を保ちながら共存し、そのコントラストがこのエリアの魅力を高めている。

37 商業・業務、文化その他広域性を有する諸機能の集積を強化することによって、ファッション、文化を
発信する、みどり豊かで魅力・にぎわい・活気のある、東京の新たな複合拠点のこと（『中野区都市計画マ
スタープラン』より）
。
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また、地下の多目的利用が進んでおり、スポーツ施設（スタジアム）
、墓地、農場なども
見られる。
さらに、第一期にユビキタス実証実験が行われる38など、ユビキタス・コンピューティン
グが最も進んだエリアであり、他エリアの模範としてナカノ・シティのユビキタス化推進
の核となっている。
これらの環境の下、テレワークセンターが複数整備されている。ワークプレイスとして
の機能だけではなく、企業や自治体のアウトソーシング業務を受託するなど、障害者や高
齢者などの雇用創出の場ともなっている。
また、職業トレーニング
機能とインキュベーショ
ン・オフィス機能を併せ持
つ「職業・起業センター」
が整備され、技術向上支援、
知的創造の商業化及び発
信、雇用創出の拠点となっ
ている。
中野二・三丁目は、文化
芸術活動拠点である。もみ
じ山周辺には、新体育館な
どの公共施設のほか、美術
館やアートギャラリーなどが集積している。その象徴的存在が、文化や芸術の表現活動と
しての創造発信拠点「アートナレッジセンター」である。
なお、中野三丁目は、小劇場の集積などともに、良好な住宅地が融合した文化と暮らし
が共存したエリアとなっている。
東中野駅周辺は、道路、鉄道など交通結節点として機能を有し、その立地条件を活かし
て、商業・業務施設や交流など集いの場などが集積し、生活・仕事・文化活動等を支える
「交流拠点」である。よって、「通」が集まるゾーンとしても知名度が高く、観光目的の外
国人の姿も見られる。商業・業務施設が増大するが、社寺などに囲まれた良好な低層・中
層住宅も共存している。
ナカノ・シティ全域を通じて教育が盛んであるが、このエリアは中野駅周辺と並び、学
校をはじめとした教育産業が集積している。

38

このほか、デジタルサイネージが設置され、中古ビル内の配線の光ファイバー化などが早々に行われて
いる。
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③

南部地域

トレンドが感じられる「非日常的要素」と「日常的要素」が融合した空間

笹塚や幡ヶ谷、そして新宿と渋谷を利用する住民が多いエリアである。第二期には、JR
京葉線の中央線方面新設路線（地下）が整備39され、一層その傾向が強くなる。幹線道路が
拡幅整備される一方、生活道路が地形等に合わせて整備されている。また、南部防災公園
をはじめ中型の公園が特に増加したエリアである。
環状 7 号線付近の方南町周辺が最も変化が大きく40、第一期には中型商業的施設と中高層
の住居が増えるが、その後もトレンドを反映した複合的・重層的な再開発が行われていく。
南台は、木造密集市街地として常に防災上の危険性が指摘されていたが、それは過去のも
のとなった。また、地下鉄丸ノ内線車庫及び南台五丁目は、「住工共存地区」として住宅と
工場が近接しているが、騒音や公害等の問題は生じていない。ナカノ・シティの他地域に
はない雰囲気を醸し出している。
弥生町・本町は、隣接都心地域（新宿・渋谷）との近接性を活かした業務機能とコミュ
ニティ・ストリート（新たな商店街）、そして、低層・中層・高層の住居が混在・共存して
いる。ファミリー向けの共同住宅が中心であるが、
デザイン性の高いコンパクト住宅も少なくない。ケ
ア付き住宅も見られる。特に中野坂上は、市街地再
開発事業により、新宿副都心に近接する立地条件に
見合った業務施設と共同住宅が共存した高層・中高
層の建物が並び、統一された景観が創出されている。
また、中野新橋などのコミュニティ・ストリートは、
小売の店舗は減少したものの、ものづくり産業や公
的機関などさまざまな業種の店舗・事務所が立地し
ており、安全性の高い通勤・通学路としても利用さ
れ、活気がある。
坂や神田川・善福寺川などの景観を活かした整備
が進められ、快適に散策ができるようになっている。
さらに、郵政宿舎跡地を中心として中野坂上、中野
新橋との新たな回遊性も創出されている。中野新橋
付近を中心に文化関連工業の発展も見られる。

39 JR 京葉線東京駅から新宿駅経由で中野区の南部地域を地下で通過し、JR 中央線の三鷹駅に至るルート
が想定されている（平成 12 年運輸審議会答申第 18 号による）。
40 『商業施設計画総覧 2009 年度版』産業タイムズ社ほかによる。
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３

人と暮らしのゆくえ

(1) ナカノの市民はいきいきと働く
2050 年のナカノ・シティは、多様な文化と多様な価値観を持った多様な人々が、個性や
力を発揮する舞台となるまちである。こうした地域社会では、ディーセント・ワーク41が実
現している。人々が健康に生活でき、かつ満足できる職業に就いて働くことが、市民、企
業ともに何よりも重要な課題であると認識され、障害者や女性、高齢者も含めた様々な人々
が、働きがいのある仕事に携わっている社会である。多くの人々は、仕事を単なる物質的
報酬の手段としてだけではなく、自己実現の場として考えている。
①

進むワーク・ライフ・バランス
ディーセント・ワークの実現のためには、現在の正規雇用と非正規雇用の所得や処遇格

差の解消、長時間労働の是正が解決されていることが前提である42。したがって、ワークシ
ェアリング43を伴うワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）が地域社会に浸透して
いることになる。仕事時間が短縮され、男女ともに仕事に対する満足度や意欲が高まると
ともに、生活も充実させる効果を実感している。
少子化対策に伴って妊娠・出産に対する支援策（休業補償等）により、女性の労働力率
の象徴だった M 字曲線は解消される。共働き夫婦は、仕事と家庭を両立させ、男性の育児
休業取得は一般的になっている。さらに、子どもが小学校を卒業するまでは労働時間は短
縮できる。また、子育てや介護に専念するため退職していた人（男女）は、後述する「職
業・起業センター」の支援を受け、再就職しやすい環境も整っている。
ワーク・ライフ・バランスの思想や時間に対する価値観の高まりを背景に、通勤時間を
ほとんど必要としないテレワークが広く普及する。さらに、クリエイティブ産業に従事す
る人々の中には、ユビキタス・コンピューティングの環境の下、拠点を決めないで仕事に
従事する人も多く存在する。
②

まちの活力を支える－職業・起業センター
ナカノ・シティの中央地域にある職業トレーニング機能とインキュベーションセンター

機能を併せ持つ施設、「職業・起業センター」がある。ナカノ・シティ市民の職業生活をサ
ポートし、まちの活力を支え高めるための重要な機能を担う。
ILO（国際労働機関）が世界的に推進している概念。人々が働きながら生活している間に抱く願望、す
なわち、①働く機会があり、持続可能な生計に足る収入が得られること、②労働三権などの働く上での権
利が確保され、職場で発言が行いやすく、それが認められること、③家庭生活と職業生活が両立でき、安
全な職場環境や雇用保険、医療・年金制度などのセーフティネットが確保され、自己の鍛錬もできること、
④公正な扱い、男女平等な扱いを受けること。といった願望が集大成されたものである。
42 厚生労働省『労働経済白書・平成 20 年版』2008 年。
43 厚生労働省では「雇用機会、労働時間、賃金という３つの要素の組み合わせを変化させることを通じて、
一定の雇用量を、より多くの労働者の間で分かち合うこと」と定義している。厚生労働省「ワークシェア
リングに関する調査研究報告書」2001 年。
41
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この施設は、民間の新たな活動の創出支援や企業の設立支援に取り組む。知的創造の商
業化や発信拠点として研究機関、技術者、事業所とのネットワークの核となって地域との
連携に重点を置く。学校との連携では、職業教育の教師派遣、児童・生徒の職業体験のコ
ーディネートを行う。
この時代の人々は、転職することへのハードルは低く、生涯にいくつもの職業を経験す
る人が多い。ここには、ビジネス及び職業技術の習得や向上のために学ぶ場とともに、雇
用創出の拠点としてキャリアとスキルが生かせる雇用マッチングシステムが整備されてい
る。また、多様な価値観で存立している 2050 年の経済社会においては、マーケットは移ろ
いやすく、求められる人材は変動する。このため、変化に対応した知識や能力を身につけ
る職業教育システムを提供している。ナカノ・シティの人々は、「失業」すると新たな職業
を開拓する44。
さらに、同センターの近くには「テレワークセンター」が設置されており、障害者や高
齢者のための技能に応じた就労する場も併せ持つ。ベンチャー企業は業務のアウトソーシ
ングがしやすいため、固有の社員を多く持たなくても活動できる。

③

「知」と「技」を磨き、「発信」「創造」する
多様な文化と価値観を包含するナカノ・シティは、クリエイティブ産業が隆盛するとと

もに、起業家精神あふれる人々が多く集まる。近接する大学と連携し、知と技を磨き、発
信・創造する多様な可能性を育むまちとなっている。「職業・起業センター」を拠点として
スペシャリストが育成される。ここで輩出されたスペシャリストたちによって、ナカノ・
シティを基点にイノベーションが創出され、まちの活力となっている。
44

デンマークのフレキシキュリティ政策がモデルとなる。使用者は原則として自由に解雇できる。失業者
は、多様な職業訓練と手厚いセーフティネット（失業給付の充実）ともに、細やかな求職支援でサポート
されている（柳沢房子「フレキシキュリティ－EU 社会政策の現在」『レファレンス』2009 年 5 月号（国
立国会図書館調査及び立法考査局）。
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さらに、個性を尊重するナカノでは、個人事業者であるインディペンデント・コントラ
クター45が活躍するまちでもある。彼らは、会社に所属しないで高い専門性を持ってフリー
ランスに働き、ワーク・ライフ・バランスを体現している象徴的な存在にもなっている。
④

生涯現役－シニアの働き方
ナカノ・シティに暮らす高齢者は、
「職業・起業センター」や大学等で学び直し、資格を

得て新しい仕事にチャレンジ46する。多くの人は 75 歳まで働き、元気な人は生涯現役であ
る。企業においては、キャリアを生かして業務のアドバイザーや後進への指導役、査定役
で活躍する。また、年齢を重ねるとともに、社会的事業に携わるようになるなど、地域社
会への貢献的な働き方をする人が多くなり、地域の安心・安全やヒューマンサービスなど
コミュニティを支えている。「シニア」としての感性を生かして起業する人々は多くなり、
シニア市場が開拓される。
⑤

多様な働き手と科学技術
女性や高齢者の就業率は向上し、諸外国からは技能を持った労働者が多く参入している。

かつて労働力の不足が叫ばれていたが、2050 年ではすでに過去の社会問題である。
ICT やロボットの活用が進み労働時間の総体そのものは減少する。常勤と非常勤などの
雇用形態によってではなく、働く時間や仕事の責任の重さに応じた給与が支給されている。
また、障害者は技術革新を背景に障害や特性に応じた就労が可能となっている。介護ロボ
ット、顧客対応ロボット、清掃ロボットなど、福祉やサービス業の分野で重要な「働き手」
として活躍している。

45 独立業務請負人。企業と雇用契約ではなく、業務単位の請負契約を結び、期限付きで専門性の高い仕事
を行う個人事業主のこと。
46 ここでの｢チャレンジ｣は、
国等の政策で再就職の意味に使われている「再チャレンジ」−転職を意味する。
この時代は生涯のうちにいくつもの職業を経験する人がいる。例えば、定年前に仕事をやめ、その後資格
等を得て新しい仕事に就く人も少なくない。
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(2) 長生きを謳歌する
ナカノ・シティの市民は高齢期を迎えても、多様なライフスタイルを実践している。学び、
働き、創造・発信するアクティブで長生きを謳歌する高齢者の姿がある。
ナカノ・シティに住まう人々は、高齢になっても個人の価値観を重視した暮らしを最期ま
で営むことができる。住み慣れた地域で最期まで暮らせる社会―エイジング・イン・プレ
イスが実現している。
①

「学習」
「創造」「発信」する、地域社会に貢献する高齢者

医療技術の発達、健康に対する意識の向上により、気力、体力ともにあふれる元気な高齢
者が活躍する。とりわけナカノ・シティに暮らす多くの高齢者は、学習し創造し新たなチ
ャレンジに取り組むなど行動的である。ナカノ・シティには、生涯にわたっていつでも自
「ア
由に学び直しや新たなチャレンジができる機会がある。大学や「職業・起業センター47」、
ートナレッジセンター48」には、多くの高齢者が往来し、興味・関心ある学習に取り組んだ
り、新たな分野へチャレンジしたりして充実した日々を送っている。知識や人脈とともに
豊富な人生経験と知恵を生かした高齢者ならではのイノベーションがナカノ・シティから
発信される。さらに、ナカノ・シティの多くの高齢者は、地域社会の役割と責任を持つ一
員として、長寿化によって増大したゆとりある時間を使い、自己の利益にとらわれない社
会貢献的な活動に携わっている。
このように活動的な高齢者は、地域社会を支える働き手として大きく寄与し、2050 年で
は地域経済の重要な担い手となっている。高齢者が静かに暮らす「隠居生活」という言葉
はもはやない。
②

最期まで、住み慣れた地域で暮らす

様々な社会的資源が提供され、多様な人的資源が豊富なナカノ・シティでは、住み慣れた
地域で最期まで暮らせる社会―エイジング・イン・プレイスが実現している。地域では、
行政、企業、NPO、市民等の社会を構成するすべての者が相互に協力し合い、それぞれの
役割を積極的に果たしている。高齢社会を支えているソーシャルビジネスは、企業や NPO
が担っている。社会保障制度においては、給付と負担の均衡を図るとともに、年齢に関わ
らず、能力に応じて公平に負担を求めることになる。
③

自分らしい暮らしを支える住宅－多様な住まいで最期まで
高齢者の大半が単独世帯となる 2050 年。「安心・安全」、
「孤独感の緩和」など高齢者の

ニーズに基づき、「終の住み家」として多様な住まいが提供されている。一人暮らしであっ

47
48

71 ページ参照。
78 ページ参照。
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たり、グループリビング49であったり、一定規模の見守り付き住宅50での暮らしであったり、
間借り型ケアホーム51であったりと自己選択のもとに、個人の価値観を重視した暮らしが展
開できる様々な居住形態が実現している。テクノロジーの進化を背景に、介護度が高くな
ってもその人らしい暮らしや生き方が支えられている。一人暮らしの高齢者に対しては、
NPO 等によるアウトリーチ型の支援52が行われている。そして、居心地が良く安全で使い
やすい住まいにおいて、ユビキタス・コンピューティングによる 24 時間の見守り機能の連
携のもとに必要な介護を受けている。
④

寿命の選択、「死にゆく人」の増大

医療技術や美容技術の発達により、肉体としての若さは現在以上に保たれる。
「美」や「老
い」に対する考え方は、「いかに若さを保てるか」を求めるということから、「いかに楽し
く、美しく老いるか」を追求するようになる。高齢者を対象にした多様な価値観に裏付け
されたサービスが開発される53。
さらに、高度な延命技術によって、相当長く生きながらえることが可能となることから、
個々人の望む死に方を選択する権利が重視される社会54が到来する。技術に頼った延命を
「是」としない「リビングウィル55」が普及し、さらに希望するときに死ぬ自由が決められ
る「寿命の自己決定権56」が認められるようになる。
高齢者が多いということは、死にゆく人も増大するということである。高齢期を迎えた
人々にとって、看取られ方が大きな関心ごとになり、終末期や死の問題は自分で考え、準
備しておくようになる。このための高齢者向けの「死の準備教育」は重要となる。また、
地域社会にとって「死」は日常的な現象となり、「死別体験のケア57」が社会的な支援とし
て普及する。
49 比較的元気な高齢者が、グループで社会的事業所等のサポートのもとに一つ屋根の下で暮らすこと。ハ
ウスメーカーや NPO 等により様々な特性や性格を持つグループリビングが提供されるだろう。異なった
世代と暮らす家族的な雰囲気を重視したグループリビング、同好の趣味を持つ集りのグループリビング、
友人同士とのグループリビングなどが考えられる。
50 常時見守りが必要な高齢者のための施設である。現行の特別養護老人ホームの機能・役割と同様である。
居心地を重視し、個室にはトイレ・台所を備え、昔なじんだ環境に近い空間（畳や炬燵など）をしつらえ
るなど、精神的な落ち着きを促す構造となっている。
51 認可や資格を持った個人（家庭）が高齢者をステイさせる。個人が自宅の 1 室を高齢者のために提供し
必要な介護・やサポートをする。フィンランドの「プライベートファミリーケア」
、フランスの「受け入れ
家庭制度」が参考となる。
52 支援の受け手に対し、支え手が直接対話をするなどして、ニーズを読み取りサービスの利用を促すこと
が重要である。情報リテラシーが低下してしまった高齢者には有効な相談・支援体制である。
53 高齢者をターゲットにした、出会い系パーティやおしゃべりサービス、老いを生かしたメイクやファッ
ション、高齢者向けゲーム等。
54 好きな死に方を実現する「ターミナルビジネス」が起こる可能性もある。
55 不治の病にかかった場合に、過度の延命医療を拒否する旨をあらかじめ文書で表明しておくこと。日本
では法制化されるに至っていない。
56 一定の条件をクリアすることで寿命の自己決定ができる等が想定できる。
57 親しい人の死別による悲しみをケアする自助グループ活動やカウンセリングなど精神的に立ち直るた
めの支援である。
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(3) 大人も子どもも個性輝く
2050 年のナカノ・シティには、個性と力を発揮する人々や可能性豊かな子どもたちが暮
らしている。少子社会の中で、子どもの存在が貴重な価値であることが広く認識され、子
どもたちは地域の中で守られ、育まれ、尊重されている。また、多様な学習機会が提供さ
れるナカノでは、人々はいつでも様々な場や機会を選択し学び、学習によって得た成果は
地域に還元されている。そして、個性豊かなアーティストらによって、多様な文化が融合
する表現など様々な活動が繰り広げられている。
①

父親も母親もともに参画する子育て
ワーク・ライフ・バランスが浸透した社会では、出産・育児によって仕事を辞める人は

もはや少なくなる58。子育て中の両親に対して育児休暇が期間・給付ともに保障されている。
特に育児休暇を取得する男性はほとんどといっていいほどで、期間も３か月取得できる仕
組みになっている59。したがって、出産後、妻は一定期間を経て復職し、夫が子育てととも
に主夫業を担う家庭が増大する。また、一人っ子が多いこともあり、子どもの遊び相手を
するロボットが一時はブームとなるが生命を持つペットの価値が見直されて、家族を構成
する一員として犬や猫等がともに暮らしている家庭が多い。
②

地域で育まれる子ども
庶民性と寛容性を持つナカノ・シティでは、子どもたちは地域の中で見守られ、ファミ

リー世帯は安心して子育てをしている。子育て中の家庭への地域でのサポートは、社会的
活動の主力となっている高齢者が活躍する。「保育グランマ・グランパ」が若手の保育士と
一緒に一定の規模の保育施設に従事していたり、自宅を保育室として開放し異年齢の数人
を兄弟のように養育していたりするケースもある60。また、育児の悩みは資格を持つメンタ
ーに相談できる61。専門的な知識を背景に実の親とは違った立場での子育てのアドバイスを
受けることができる。
③

社会性能力62と情報リテラシーを培う
ナカノ・シティの教育は人とのつながりの基盤づくりに重点を置く。多様性社会では広

い視野を持って異文化を理解し、異なる習慣や文化を持った人々とともに生きていくため

71 ページ参照。
ノルウェーの育児休暇制度「パパ・クウォーター」がモデルになる。54 週間（休業前賃金の 80%相当
額の給付）または 44 週間（同 100%の給付）のうち 10 週間は父親の割り当て。Norway - the official site
in Japan（http://www.norway.or.jp/）
60 兄弟がいない幼児は異年齢との関わりがより求められる。
61 メンターとのマッチングはカウンセリングのもと NPO が担うことになるだろう。
62 社会性能力とは、人間関係を形成する能力であり、
「他者とともによりよく生きる能力」であり、対人環
境を形成する原動力である。参考：
「日本における子ども発達コホート研究から見えてきたこと」山縣然太
朗（『子ども白書 2009』）
58
59
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の資質や能力を養わなければならない。とくに、コミュニケーション能力63を育成すること
が重要である。年齢の違う子どもたち同士や、地域の大人たちの交流を通して、生身で感
じる表情や息遣い、感覚や感情がより大切になる。
また、ユビキタス・コンピューティングが日常的となっている社会において、子どもの
発達に応じた情報リテラシー教育は活発となる。知識社会の中であふれる情報をいかに活
用できるかがいっそう重要な資質となる。さらに、健全な成長を阻害する有害なコンテン
ツから子どもを守るとともに、幼少時からの情報モラル教育64がきわめて重要なものとなる。
④

学校教育―社会で自立するための教育
社会で責任ある一員として自立するためのカリキュラムとして、市民性教育65や起業教育

66は必須科目となる。小中学校は各校が特色を持ち、習熟度に応じたきめ細かい教育が用意

されている。学校選択の幅は広がり特性に応じた教育が受けられる。また、国際社会をリ
ードする人材を育てるべく、小学生から専門的な教育を受けるケースもある。
また、地域特性に応じたカリキュラムによる教育も進む。ナカノ・シティの場合は、「職
業・起業センター」67との連携のもとに、教師の民間の人材活用が進み、多様な科目が創設
され選択肢が細分化され職能的なものも含めた専門教育が充実される。職業教育を盛り込
んだコースや学識的な学究コースなどにより中学教育からは単位制が導入され、修了後も
職業変更等による「学び直し」が一般的にされている68。
自然を体験する機会をナカノ・シティに暮らす子へ提供する。夏期は農山漁村69で１か月
のサマースクールが実施され、都会に住むナカノ・シティの子どもたちが「田舎」のおじ
さん、おばさんの指導の下に汗水流して収穫や漁を体験する。自然を享受し、収穫する喜
びや体を使った仕事の意義が体験できる。また、アジア圏の農山漁村等で体験する子がい
たり、アジアの小中学生が短期留学生としてナカノ・シティに滞在したりするなどの相互
交流が活発になる。

サイバー空間が発展する 2050 年におけるユビキタス社会では現在以上に人と人とのコミュニケーショ
ンが重要になってくる。
64 適切に情報を取り扱う能力を育成するための教育で、ICT を介したトラブルに巻き込まれたり、子ども
たち自身が加害者になったりするのを未然に防止することを目的とする。
65 「シチズンシップ教育」ともいう。社会の様々な現象についての知識やその知識を活用するためのスキ
ルを得るための教育。社会に参画するための体験的トレーニングや政治リテラシー育成のために、経済教
育、消費者教育や政治的リテラシー等を行う。
66 2050 年は、公共の担い手として社会的企業はいっそう重要な役割を持つ。地域社会のニーズを掘り起こ
すための目を養う起業教育を充実させる必要がある。
67 71 ページ参照。
68 コースは「選択と集中」によりカリキュラムが編成されるため、再教育の場合は資格を得るためには補
わなければならない科目の単位は履修や認定で補うことになることが考えられる。学校への入学すること
は容易になる一方、単位認定や卒業するためのハードルが高くなっている。
69 現行の「里・まち連携」事業を発展させる。
63

- 77 -

⑤

頭脳が集う、世界に発信する
大学等のアカデミズムでは、これまで以上に社会問題解決や地球環境の持続可能性確保

に向けた研究への期待が大きく寄せられ、各国からの「頭脳」が集い世界に発信する。ナ
カノ・シティでも産学官が連携した研究からナカノ・シティ発のベンチャーの創設が注目
されている。こうして諸外国から研究者や留学生を積極的に受け入れるナカノ・シティは、
多国間協力を推進する環境形成の一助となる都市として期待される。
⑥

生涯を通じて学ぶ市民－表現・創造・発信する
ナカノ・シティに暮らす人々には、生涯を通じて学ぶ機会が用意されている。とくに大

学は再学習の機会提供の場として拡がる。リタイア後に、高度な専門教育を受けたり、学
び直したりする人が見られる。開花・開眼するシニアによって、イノベーションが起こり
注目される。
ICT やナカノ・シティの様々な施設を活用した多様な資格講座が盛んになる。バーチャ
ルリアリティ70による体験も取り入れられている。世界標準の資格を得て世界へのステップ
アップを目指す人が多くみられる。
また、「アートナレッジセンター」では、市民、アーティスト等が集まり、芸術や文化を
表現・創造・発信している。ここは、ナカノ・シティの芸術・文化活動に関連する様々な
機関（市民、アーティスト、文化団体、NPO、文化施設、企業）が協働し連携するサイバ
ー空間を擁したプラットフォームである。市民や芸術家等のための芸術や文化の表現活動
としての場、創造・発信拠点となる。

70

コンピュータの作り出す仮想空間を現実であるかのように知覚させる技術。仮想現実。
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４

2050 年のナカノ・シティに向けて

これまで描いてきた「個性と創造とやすらぎのまち」となる 2050 年のナカノ・シティを
実現するためには、環境負荷軽減（地球温暖化対策）とユビキタス・コンピューティング
の進展を前提71とした上で、次の三つの政策（①子育て及び住宅支援 ②都市型産業の振興
③教育）を特に重視するべきである。なお、文中の太字は 2050 年に向けた政策的アプロー
チにおけるキーワードである。
第一に、子育て及び住宅支援である。「生活しやすさ」を現在よりさらに高めていくため
の基本政策となる。子育て支援については、出産・育児の負担軽減、多様な働き方の実現
への支援が中心となろう。一方、住まいは人々の生命や財産の安全を確保するための生活
基盤である。高齢者が増加するとともに、都市における必然として低所得層が一定程度存
在する中で、住宅の保障的支援として、一定数の公的な住宅ストックを確保するとともに、
コレクティブハウス72など共的な性格を重視した住宅を推進していくことが必要だと思わ
れる。
両政策を推進することによって、生活における安心・安全を担保する。その結果、流出
人口を抑え、夜間人口を確保することができる。
第二に、都市型産業の振興である。ナカノ・シティにおける三大産業（医療・福祉・健
康産業、クリエイティブ産業、教育産業）の育成・誘導や起業支援をはじめとした雇用・
経済政策により昼間人口を増加し、にぎわいと活力を高め、税収を増やしていくことが中
心となる。そのためには、条例等による規制や緩和が一層重要となる。その点で行政によ
る関与が不可欠である。
他方、コミュニティの一つである商店街への支援も必要である。多業種が参入し、多面
的な機能を有するコミュニティ・ストリート（新たな商店街）を創出するための取り組み
を行っていく。
第三に、教育である。幼児教育から生涯教育に至るまで、時間や場所を問わず質の高い
教育を受けることができる環境をハード・ソフトの両面で整えていく。したがって、教員
や指導員の育成も重点施策となる。また、国際社会をリードする人材を育てるため、高度
専門教育にも力を入れたい。他自治体に優る教育の充実は、ナカノ・シティにおけるモラ
ルを形成するとともに、産業・経済の発展を支えるものとなる。さらに、ナカノ・シティ
のブランド形成にも寄与するのである。

71

単に、環境負荷軽減やユビキタス・コンピューティングが進展することを前提としているのではなく、
国や都の政策や民間企業における取り組みに加えて、基礎的自治体として可能かつ効果的な支援策を実施
することを意図している。環境負荷軽減においては、イノベーション等によって新エネルギー・省エネル
ギー技術を活用した新産業が創出されることも期待できる。一方、ユビキタス・コンピューティングには、
空間・地理や時間の制約を緩和する効果があるため、あらゆる領域の問題解決に役立つことが期待できる。
72 独立した専用住戸のほかに、共同の台所、食堂などの共用施設がついた生活協同型住居のこと。既成の
家族概念、福祉概念、住宅概念にとらわれず、人と人との新しいかかわり方をつくりながら、より自由に、
楽しく、安心安全に住み続ける暮らし方といわれる。
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以上の三政策は、基礎的自治体による「人生前半における社会保障の強化」73といえる。
各政策は連関性が強く不可分であるとともに、第一及び第二の政策の基盤となるのが第三
の教育政策である。
そして、三つの政策を支えるのは、ソーシャル・キャピタル（社会関係資本）74だといえ
る。これは、人々が持つ信頼関係や人間関係（きずな）を意義している。今後、価値や目
的を共有する人々の強弱様々な連帯関係が一層重視されていくことは間違いない。まちづ
くりに関しては、都市計画によるコントロールには限界が来ているといわれている。よっ
て、住民等の合意を前提とした、ローカル・ルールや条例による規制もしくは緩和なくし
て、「快適性」の高いまちや生活を実現することは困難といえる。ソーシャル・キャピタル
に基づき、住民、自治体、企業、NPO・NGO 等が肩を並べ、協働しながらナカノ・シティ
を運営する「ガバナンス」を醸成していくことが必要不可欠なのである。これは、ナカノ・
シティにおけるコミュニティをどう築いていくかということでもある。
いずれにせよ、ソーシャル・キャピタルを推進していく政策もまた、ナカノ・シティに
とって欠かせないといえる。
最後に、以上の政策を行っていくための財政負担について触れたい。若年層が減少する
一方、高齢者、特に単身の高齢者が増加し、また、寿命もさらに伸びていく中で、現在よ
り社会的ケア（保障）が必要となっていくことに異論はあるまい。社会的ケアに係る財政
負担が大きくなることは不可避である。財政負担の総額を抑制するためには、高齢者福祉
に傾倒せず、「人生前半の社会保障」へ財政投資することが有効であるといえる。しかし、
社会的ケアの供給体制は市場原理だけでは作用しないことは明らかであり、公的関与及び
公的負担は不可欠である。したがって、現在よりは「高福祉・高負担」75とならざるを得な
いため、直接・間接を問わず税による負担は増加していく。ただし、2050 年に向けて高い
経済成長が見込めない中で、市民の負担には限界がある。よって、社会全体で負担してい
くことが求められ、地域社会における生活の支え合いが欠かせないといえる。そのために
は、自治体・市民セクターへの権限移譲と、先に示したソーシャル・キャピタルが最も重
要になろう。前者については、一層、国へ働きかけるべきであることを強調したい。
以上により、ナカノ・シティは、少子高齢化の進展とグローバリゼーションをはじめと

73

広井良典は「近年は、失業率が高くなるなど、リスクが人生の前半ないし中盤にも広く及ぶようになっ
ており、また、さまざまな面での経済格差が徐々に大きくなって、各個人が人生のはじめにおいて“共通
のスタートライン”に立てるという状況が揺らいでいる。したがって、今後の社会保障は、事後よりも人
生前半が重要になる」と指摘している（広井良典『コミュニティを問いなおす』ちくま新書，2009 年）。
74 「ソーシャル・キャピタル」は、多様な意味が含まれているが、R.パットナムは「人々の協調活動を活
発化することによって社会の効率性を高めることのできる、信頼、規範、ネットワークといった社会組織
の特徴」と説明している。これに基づき、基本的には「社会や協同体において人々が持つ信頼関係や人間
関係」を指すといわれる。
75 「高福祉・高負担」を支持する者は少なくないという調査結果もある。同調査によると、中高年層や高
学歴・高収入者に支持傾向が見られる（2000 年 4 月「福祉と生活に関する意識調査」福祉社会のあり方に
関する研究会実施による）。
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した時代のうねりに、したたかに対応し発展し続けるまちとなっていく。
「住んで良かった」
まちから、「訪れたい」「住みたい」「住んで良かった」の三拍子が揃った、ブランド力の高
いまちへと変貌を遂げる。しかし、新しさとともに、どこか懐かしさも感じることができ
る「居心地の良さ」は失われることはない。また、ここに住み、活動するシチズンの成熟
度は高い。そして、これらは政策的に保存に努めることによって、「ナカノ・ゲノム」（地
域遺伝子）として確立され、さらに後世へと引き継がれていき、決して色褪せることはな
いのである。
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補 論

１

有識者が描く「2050 年中野」

・「2050 年の中野のまちのあり方を考える」
青木仁（東京電力技術開発研究所）
・
「2050 年の中野区：深呼吸できるまち（BREATHING TOWN）へ」
大屋幸恵（武蔵大学社会学部）
・「多様な住民ネットワークに―『自治』を育むために」
鎌田司（共同通信社）
・
「世界に誇る GNP（Great Nakano People, Global Nakano People・・）」
小池洋次（関西学院大学総合政策学部）
・「子ども・若者・大人の居場所と進取の気風が共存するまち」
高橋勝（横浜国立大学教育人間科学部）
・「人口と家族生活からみた 2050 年の中野区」
田渕六郎（上智大学総合人間科学部）
・「2050 年への期待～中野の未来は」
森下正（明治大学政治経済学部）
・「首都直下地震災害から復興するナカノ・シティ」
澤井安勇（日本防炎協会）

２

ナカノ・サイドストーリー2050
・エピソード 1：杉浦誠 75 歳
・エピソード 2：松永エリカ 15 歳
・エピソード 3：斎藤蓮 36 歳
・エピソード 4：杉浦さくら 43 歳
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１ 有識者が描く「2050 年中野」
ここでは、各界で活躍される有識者から、補論として「2050 年中野」を題材にご執筆い
ただいたエッセイを掲載する。本研究において、シナリオロジックを作成するためにヒア
リングを実施した有識者によるものである。各氏のプロフィールは以下のとおり。
● まちづくり、都市

青木 仁氏（東京電力株式会社技術開発研究所主席研究員）

1952 年、東京都墨田区生まれ。1976 年、東京大学工学部建築学科卒業。1978 年、東京
大学工学部大学院修士課程修了（西洋建築史専攻）。建設省、世界銀行、都市基盤整備公団
を経て、2004 年より現職。都市・建築・住宅分野にわたる諸制度・システムの現状評価と
改善提案を主たる関心分野とし、日本型街づくりシステムを提唱。著書、『日本型魅惑都市
をつくる』
（日本経済新聞社、2004 年）、
『緑地・公共空間と都市建築』
（日本建築学会叢書、
2006 年）、『都市建築のビジョン』（日本建築学会叢書、2006 年）、『日本まちづくりへの転
換 ミニ戸建て・細街路の復権』（学芸出版社、2007 年）
●

地域社会とライフスタイル

大屋 幸恵氏（武蔵大学社会学部教授）

1960 年福岡県北九州生まれ。早稲田大学大学院文学研究科社会学専攻博士課程修了。専
門領域は芸術・文化社会学、アイデンティティの社会学、社会記号論。アイデンティティ
の確立、自律的市民社会のネットワーク形成という視点から、文化的活動や NPO 活動を含
む市民活動についての調査研究を行っている。日本社会学会、日本記号学会などに所属。
練馬区男女共同参画推進懇談会会長、練馬区次世代育成支援推進協議会副座長、練馬区女
性センター「女性学講座」講師などを歴任。
●

ガバナンス

鎌田 司氏（共同通信社編集委員兼論説委員）

1949 年生まれ。総務省、国土交通省など行政取材に携わる。地方分権改革を中心に内政
関係の評論・論説を担当。2005 年に年間企画「地方自治―戦後の軌跡」を取材。内閣府・
道州制ビジョン懇談会メンバー、全国市長会・都市分権政策センター委員。日本自治学会、
自治・分権ジャーナリストの会会員。共著に「フランスの地方分権改革」「平成デモクラシ
ー」など。
● グローバル社会

小池 洋次氏（関西学院大学総合政策学部教授）

1974 年、横浜国立大学経済学部卒業、日本経済新聞社に入り、ワシントン支局長、国際
部長、論説委員、日経ヨーロッパ社長、論説副委員長を経て、2009 年 4 月から関西学院大
学教授。2000 年４月から６年間、総合研究開発機構（ＮＩＲＡ）理事。世界経済フォーラ
ム・メディアフェロー、日本公共政策学会理事。和歌山県新宮市生まれ、59 歳。著書は『政
策形成の日米比較』
（中央公論新社）
、
『アジア太平洋新論』
（日経）、
『世界の知性が語る「二
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十一世紀」への構想』
（編著、日経）など。近く『BASIC 公共政策学』シリーズ第 10 巻『政
策形成』（編著、ミネルヴァ書房）を刊行予定。
● 子ども・教育

高橋 勝氏（横浜国立大学教育人間科学部教授）

1946 年生まれ。1977 年東京教育大学大学院 教育学研究科 博士課程修了。専門分野は教
育哲学、教育人間学、人間形成基礎論。横浜市「次世代育成支援行動計画検討委員会」委
員長（2004 年～現在）、大和市社会教育委員会議長（2003 年～現在）。著書・論文、
「『教育
学的マトリックス』を超えるもの－（越境する教育思考）に向けて－」（近代教育フォーラ
ム）、「現象学的授業論が拓く地平」（近代教育フォーラム 16）、『経験のメタモルフォーゼ
― 〈自己変成〉の教育人間学』（勁草書房）、『情報・消費社会と子ども』（明治図書）
● 人口構造と社会

田渕 六郎氏（上智大学総合人間科学部社会学科准教授）

家族社会学・家族人口学とそれに関連する社会政策研究。人口変動社会における世代間
関係の変容を比較社会学的視点から明らかにすることが最近の主たる研究テーマ。フィー
ルドは主に日本であるが、イタリア、中国などとの比較研究も取り組む。男性の家事育児
参加を促進する要因に関する社会学的研究(2008-2011 ) (KEYWORD:家族社会学, ジェン
ダ ー ) 、 高 齢 化 社 会 に お け る 世 代 間 関 係 の 動 態 に か ん す る 社 会 学 的 研 究 (1996-2008)
(KEYWORD:世代間関係 )
●

地域経済

森下 正氏（明治大学政治経済学部専任教授）

1965 年埼玉県生まれ。中小企業論、地域産業論、工業政策。ベンチャー企業と中小企業
の実証的研究、中小企業と工業団地（サイエンスパーク、中小企業集積地、組織化）に関
する研究、東アジア諸国の経済発展と中小企業の実証的研究を行っている。中小企業庁の
政策にも関わりが深い。2008 年には中野区・薬師あいロード商店街振興組合の調査を実施
している。最近の論文「地域社会と中小企業の共存・共栄」
（『社会環境フォーラム 21 機関
誌』社会環境フォーラム 21）近著、
『空洞化する都市型製造業集積の未来～革新的中小企業
経営に学ぶ～』（同友館、2008 年）
● 首都直下地震復興シナリオ（危機管理シナリオ） 澤井 安勇（日本防炎協会理事長）
中野区政策研究機構所長。1944 年東京都生まれ。1968 年東京大学工学部都市工学科卒。
自治省入省後、船橋市助役、岡山県副知事、自治省企画室長、同消防庁次長など歴任。
（財）
地域創造常務理事、総合研究開発研究機構理事を経て、現在、（財）日本防炎協会理事長。
帝京大学経済学部客員教授を兼任。工学博士。著書に、『ソーシャル･ガバナンス』
（2004
年、共著、東洋経済新聞社）、『サステナブル経営』（2004 年、共著、日本地域社会研究所）
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2050 年の中野のまちのあり方を考える
青木

仁（東京電力技術開発研究所）

■日本一の人口密度をもつ中野区のまちづくりを巡るパラドックス
総人口減少の中、多くの地方自治体では、人口減少を食い止めようと人口誘致施策を展
開している。
「人」こそが地域活力の源であることが強く認識されているからである。一方
で中野区は日本一の人口密度を有しているが、従来型都市計画の考え方に立つと、この人
口密度の高さは「過密」を意味し、居住環境の悪さの代名詞としてマイナス評価を受ける。
しかし考えてみれば、行政界が既に確定し面積を増やしようのない各自治体が、人口誘致
に成功すれば人口密度は必然的に増大し、人口減少に歯止めが掛からなければ人口密度は
必然的に低下する。このように実は人口密度とはプラスの評価をもって受け入れられるべ
きものである。それを従来型都市計画は、思慮無く否定してしまう。有限な行政界の中に、
より多くの人口を収容するためには、土地空間をさらに細分化し、それを必要とする人々
に配分する必要が生じる。その結果、一人当たり敷地規模は減少する。地域活力、地域経
営にとってプラスである敷地規模減少についても、従来型都市計画は否定的に捉える。総
人口 25%減少、高齢化率 40%と予想される 2050 年のわが国の状況の中で、中野区のまち
づくりを考えるに当たって大切なことは、物理的かつ皮相的な姿にのみ着目する従来型都
市計画を捨て、地域活力の維持、地域経営の持続性の獲得、そして居住人口の確保と人々
への的確な行政サービスの提供という観点から、新たなまちづくりシナリオを構想するこ
とである。人口密度が高く、敷地が細分化されている中野区の現状は、最も重要な地域資
源である「人」の存在の基盤として高く評価されるべきものであって、決して否定される
べきものではない。従来型都市計画にはそれが分からないのである。
さらに、狭小幅員道路が多いことも、今後における脱クルマ化の進展という歴史認識に
立てば、実はメリットとして捉えるべきものとなる。脱クルマ社会を目指すべき時期に、
クルマの円滑な走行を目的とした道路整備主体のまちづくりを行うべきでないし、後述す
るように道路整備は都市防災対策としても誤った方策である。

■2050 年の中野のまちの姿
40 年前＝1970 年の中野のまちの姿は、小さな粒の低中層建物が立ち並ぶ街並みであっ
た。土地利用の中心は住宅であり、そこでの生活を支える近隣商店街が存在していた。鉄
道網や環七等の幹線街路は既に整備され、中央線の高架化も三鷹まで完成していた。この
40 年間の主たる変化は、マンションと雑居ビル等の中高層建築物が増えたことである。そ
れ以外の基本的な都市パターンはみごとに質量保存されており、驚くような変化は起こっ
ていない。1970 年代には既に、鉄道、幹線街路等の都市骨格は概成し、宅地分割と独立建
物を基本とした土地利用の仕方が定着していた。
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これから 2050 年までの 40 年間に、過去の 40 年間にも起こらなかった都市構造や街並
みの一大変化が起こるとは考えられない。なぜなら、これからの 40 年間は、人口減少、高
齢化、所得停滞、環境制約増大等に見舞われる 40 年であり、その中でいかにして、今ある
まちを維持し、その全体的な疲弊を防ぐかに注力せざるをえない時代になるからである。
今あるまちの現状を全否定し、その大改造を目指すなどという選択余地のある状況にはな
りえない。
□目指すべきまちづくりの方向性
今後目指すべきは、都市骨格の形、土地利用の仕組みは変わらない（あるいは変えられ
ない）ことを前提に 2050 年の中野のまちの姿を考えるという姿勢である。現状とそれを造
り上げてきたまちの生成メカニズムを否定して、まちの将来像をゼロから構想するという
都市改造型アプローチをとることは適切でない。既に細分化された敷地の一つ一つに独立
建物が立ち並ぶというまちの構成、街並みの姿は確実にそこに残ることを理解したうえで、
そこに潜む課題を特定し、それに対して何ができるかを考えることである。

■中野のまちづくりの課題
中野のまちづくりの課題は、住宅ストックの維持管理更新を通じた若者単身者層、ファ
ミリー層、高齢者層それぞれのための居住の場の提供、それと同時に個々の建築物の防災
性能及び環境性能の向上、そして、この 40 年間に失われ続けてきた庭と緑の再興、そして、
これらを通じての都心近傍住宅都市としての中野のブランド力の向上である。以下その実
現方策についてみていこう。

■まちづくりシナリオの提案
□住宅ストックの維持・管理・更新を通じた居住の場の提供
住宅都市中野にとって、これからの 40 年間、その住宅ストック全体が、いかに適切に維
持管理更新されていくかが、都市経営成否の鍵となる。
○賃貸住宅ストックの的確な維持・管理・改修・更新メカニズムの確保
現在の中野区を中野区たらしめている重要な要素は、大学生などの若年単身者層とその
居住の受け皿になっている、ワンルームあるいは１K の賃貸住宅ストックである。この賃
貸住宅ストックは 1950 年代から 60 年代には、いわゆる庭先木賃アパートの形で形成され
た。当時は、4 畳半あるいは 6 畳一間、トイレは共同、風呂はなしというものが多かった。
その後の高度経済成長の過程で、当初の庭先木賃は、いわゆる鉄賃やワンルームマンショ
ン等に建替えられ、現在の賃貸住宅ストックの姿が実現された。今後はリフォーム型改修
の割合が増大するものの、やはり適時適切なストック更新が必要になる。この改修・更新
投資が停滞すれば、賃貸住宅ストックは老朽化して市場性を失い、もはや若年単身者層を
誘引することはできなくなる。その結果、中野区の人口は減少し、高齢化のスピードも急
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進することは確実である。これら小規模賃貸住宅ストックを敵視することなく、それを中
野区にとっての資源と捉える視点からの、維持管理更新に対する行政による積極的支援が
必要となる。
○老朽持家ストックの建替えのための投資メカニズムの導入
21 世紀の都市経営を考える際に忘れてはならないのが、人口の高齢化と住宅ストックの
高齢化が同時進行するという現実である。1960 年から 80 年にかけて膨張する都市人口を
収容するために大量に建設された住宅ストックが続々と築 50 年を迎え、大規模改修や建替
更新を必要とするようになる。この改修・更新が適時適切に行われなければ、住宅ストッ
クは老朽化し、市街地環境は悪化し、地域の活力は低下する。しかし、この改修・更新投
資をすべき住宅所有者そして居住者の多くも同時に高齢者となっていく。高齢化する世帯
が積極的に改修や更新を意図することは少なく、また意図したとしても、そのために必要
な資金を調達することは容易でない。この隘路を打開しない限り、既存住宅ストックの劣
悪化とそれに伴う人口減少、地域活力の衰退は不可避である。
しかし、だからといって新宿隣接という立地条件の良さを背景とした不動産事業者によ
る地上げのような形での既存ストックの更新がなされると、現所有者・現居住者が、長年
住みなれた中野に住み続けることは極めて困難になる。そこで現居住者の現地継続居住を
基本としつつ老朽化する住宅ストックを建替更新する方法、その際に高齢世帯の費用負担
意欲及び能力の低さを前提としつつ実行できる方法が必要になる。
◎敷地分割型更新システムの奨め
そのための有力なアイデアの一つが敷地分割型の更新システムである。高齢者が所有し
居住する老朽持家の敷地を 2 分割して、それぞれの敷地にコンパクトな戸建て住宅を建設
し、そのうちの１戸を（高齢）所有者の継続居住の場とし、残る１戸を、新たに中野区に
転入するファミリー世帯向けのコンパクト戸建て持家として販売するのである。この敷地
分割型更新システムによって生み出される「コンパクト＆グッド」な都市型戸建て住宅が、
次代のファミリー層が中野区に居住するための受け皿になる。高齢者が住み続けながら住
宅に再投資する仕組みとして、この『敷地分割型投資』に着目する必要がある。この方式
によれば、自宅の建替え更新をする世帯は、新たな住宅の建設資金を、分割譲渡する敷地
半分の土地売却代金によって調達することができる。これこそが敷地分割型更新の効果で
ある。このことによって資金的隘路を打開し、老朽、低質住宅の円滑な更新が可能となっ
て、地域の防災性能は大きく向上し、居住の安全は大きく増進し、高齢者のみならず新た
なファミリー層の住宅需要への対応まで可能となる。
□建築物個々の防災性能・環境性能の向上
個々の建物が、現状よりもさらに耐震・耐火・省エネ性能を高めたものへと改修・更新
されれば、防災上の不安を抱え、省エネ性能に劣るまちを、安全でエコなまちへと大変身
させることができる。
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○道路･公園整備主導の防災から建築物主導型防災対策へ
従来の都市防災対策の基本的考え方は、道路と公園整備に重点が置かれてきた。消防車
や救急車といった緊急車両が直接進入できない細街路は危険な道路とみなされ、その拡幅
整備が必要であるという結論が用意されてきた。また十分な公園が整備されていないエリ
アは建て詰まりエリアとみなされ、新たな公園整備のための用地買収が必要だと考えられ
てきた。しかし、道路や公園等の公共インフラを新たに整備することによっては、地震や
火災による被害のリスクを直接的に解消することはできない。強震の一撃によって倒壊す
るのは建築物であり、火災を生じさせ延焼拡大させるのは建築物であるのだから、これら
建築物の耐震・耐火性能を向上させることこそが、本来的かつ効果的な都市防災対策であ
る。
道路等の公共インフラに主軸を置いた防災対策には、その整備のための財政負担の増大、
さらにインフラ完成後の多年にわたる維持管理コストの増大等の構造的問題点が伴う。過
大な公共資産ストックをもつことは財政破綻の要因になる。これに対して、住宅を含む建
築物の耐震・耐火性能の向上による防災対策を採用すれば、その促進のための補助金や税
の減免等の財政負担は必要となるが、建築物の性能向上によるリスクの直接的解消を実現
できるのはもちろん、民間主体による民間財産の整備改善の形になるため公共インフラの
増殖を招かず、将来にわたる維持管理のための財政負担も生じない。防災性能の向上だけ
ではなく、建築・住宅ストック全体の質の向上、その資産価値の増大にも繋がる。民間建
築物に直接的対策を講じないまま、公共インフラのみが増殖するのではなく、民間資産そ
のものの質と価値が向上するのである。個別民間投資による防災対策は、各々最適な投資
になること、持続的な維持管理そして将来の更新のメカニズムへと繋がっていくという強
みがある。しかも住宅・建築投資の活性化に繋がり、さらに、良質な国民資産の形成と保
全に直結する。建築物主導防災だけが、真のリスク（建物倒壊リスク・建物出火・延焼リ
スク）の直接的除去を可能にする。
□建築物主導型の地球環境対策の推進
この建築物主導型の対策は、地球温暖化対策にも妥当する。個々の建築物がその断熱性
能を高め、また、暖冷房・給湯･照明のためのトップランナー機器を導入しない限り、CO2
排出量を大幅に削減することはできない。助成措置等を通じた区行政の積極的関与が期待
される分野である。
□庭と緑の再興
それぞれの敷地上で、それぞれの建築物が大型化することによって建て詰まり化が進行
し、庭と緑が失われてきた過去 40 年のトレンドを反転させることが必要となっている。各々
の敷地において、その上に立つ建築物のコンパクト化等を通じた、庭の再興と緑の創出の
ための努力がなされることによって、まちのありようを「東京砂漠」から「緑陰都市」へ
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と大変身させることが可能である。この際にも個々の敷地、個々の建物に対する行政から
の積極的関与が必要となる。
□結語
基本的な都市骨格を大改造しなくとも、個別敷地毎の個別建築活動の集積という土地利
用モードの転換を図らなくても、個々の敷地における個々の建築活動に際して、以上述べ
たような新たなまちづくりシナリオが導入され、それに対して中野区行政からの積極的支
援が行われることで、中野のまちの活力は維持･強化され、市街地環境の質はさらに改善さ
れ、中野のまちのブランド価値は大きく高まる。ここにこそ 2050 年を目指した中野のまち
づくりの要諦がある。
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2050 年の中野区：深呼吸できるまち（BREATHING TOWN）へ
大屋

幸恵（武蔵大学社会学部）

■はじめに
西暦 2050 年、あなたはどこでどのように過ごしているだろうか？
本はどんな社会になっているだろう？
せな暮らしをしているだろうか？

あなたは何歳？

日

自分の子どもたちやその家族は、私たちよりも幸

10 年前ならば「きっと幸せに暮らしているだろう」と

答える人が多かったかもしれないが、現在、そのように答えることができる人は少なくな
ってきているのではないだろうか。
経済的･政治的な不安、少子高齢化、一向に進展しない男女共同参画社会の実現、地球環
境問題など、喫緊に解決すべき社会問題は数え切れない。このような状況にあっては、い
ずれの領域においても、その将来についてこれまでのような＜拡大＞や＜成長＞を期待す
ることはできないといえよう。その上、私たちはすでに、拡大や成長が私たちの生活にと
って必ずしもプラスの面ばかりではなかったことを経験している。高度経済成長以降の日
本、とくに東京のような都市における無秩序な開発や拡大･膨張現象は、人口の集中によっ
て、地域コミュニティのあり方をはじめとして、家族のあり方や人間関係といった個人の
生活スタイルや行動様式までにも多大な影響を与えてきた。
このあたりで立ち止まり、行き過ぎた過去を見つめなおし、勇気をもって社会や経済、
環境のさまざまな領域でダウンサイジングをも含めた、来るべき将来の私たちの個人の生
活や地域のあり方について新たなビジョンを示し、その実現に向かって取り組み始める時
ではないだろうか。

■心像風景～深呼吸できるまち
目を閉じて「なかの」のまちをイメージしてみてほしい。まちのどのような風景が思い
浮かんだだろうか？

あなたの好きな「なかの」のまちの風景は……。

「なかの」といわれると、私の頭にはまず、多くの人が行き交う中野駅前、そして中野
サンプラザが思い浮かぶ。さらに、縁日や骨董市でにぎわう新井薬師梅照院、そして、幼
かった子どもたちが遊ぶ姿を木陰のベンチに座って眺めていた新井薬師公園が、お線香の
香や子どもたちの元気な声、さわやかな風の記憶をともなって立ち現れてくる。記憶は、
場所や心に刻まれたイメージ（画像）によって確立されるものである。まるで、心の中の
アルバムがあるように、過去に繰り返された行動や場所が記録され、蓄積され、そして、
テーマによって並べ替えられたり編集されたりするのである。同じことばを聞いても人に
よってイメージが異なるのは、その人の過去の経験が異なるからであるが、私にとっての
中野サンプラザは、学生の頃、中央線沿線の荻窪に住んでいたことから通学時には必ずと
いうように目にし、とくに、帰宅する折に見る「中野サンプラザ」は、「もうすぐウチだ」
と思わずほっと肩の力を抜くことができるモード･チェンジのランドマークであり、好きな
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アーティストのコンサート会場でもあった。また、当時、中野区内の西武新宿線の各駅に
は友人・知人が誰か一人は住んでいるという状況で、休日には、友人たちとまち巡りや散
歩をしたり、哲学堂公園等でテニスをしたりとのんびりと楽しい時を過ごした。このよう
に私にとって中野は、学生時代や子どもたちが幼い頃を思い出すときには、欠かすことの
できない場所であり、「なかの」ということばを聞くと、心には前述のようなイメージが浮
かび、活気があり、なつかしく、あたたかい気持ちになるのである。
この文章を書くにあたって、久しぶりにＪＲ中野駅から新井薬師まで歩いてみた。駅前
の雑踏、現代のサブカルチャーで賑わう中野ブロードウェイ、昭和の香り漂う商店街を通
り抜け、辿り着いた先は静寂と緑の中にたたずむお薬師様。思わず深呼吸をした。お目当
ての店がなくなっており、少し寂しいところではあったが、新たな店がアクセントになり、
懐かしさを引き立たせるようだった。これからも、懐かしさと新しさをうまくミックスし、
たとえ中野区に住んでいなくとも、訪れた人びとが何度でも来たくなる、何かの折には足
を運びたくなるまち、そして、深呼吸できるまちであり続けてほしい。

■距離～自立した個人、個人を尊重するまち
1980 年代の中野には、いくつかの県の学生寮や勤労青少年を対象とした「郷土の家」等
も設置されており、地方出身の学生をはじめとして多くの若者が＜住む＞まちとしての印
象が強い。2005 年に実施された国勢調査でも、中野区の人口構成は、20 代および 30 代前
半の若者、とくに、地方出身の若者の転入割合が高いという結果が出ており、この特徴は
四半世紀を経ても中野区の特徴の一つとなっている。これに加えて、高齢層の転入や外国
人居住者も少なくないことが分かる。しかしその一方で、30 代から 40 代前半のいわゆる「子
育て・ファミリー」層の転出割合が高くなっている。この世代は、自分の子どもを中心と
した次世代を生み育て、社会に積極的に関与する時期であり、社会にとって中心的な存在
であり、これに対して、地方出身の若者や外国人居住者、さらに、高齢層は中心からの距
離がある周縁的存在ということになる。よって、中野区の人口動態は住民の入れ替わりが
ある、すなわち、新陳代謝が活発なまちであるともいえなくはないが、世代の連続性を欠
くバランスの悪いものになっている。
また、外国人居住者や地方出身の若者、転入高齢層は、中野区にとっては「ニュー・カ
マー」として位置づけられよう。ニュー・カマーはどのような所でも、他者からそして自
分自身もその地域において「異質」であることを感じる。私たちは「異質なもの」「よく分
からないもの」に接したとき、近寄りたくない、「距離」をおきたいという心理が働く。こ
の距離はおかれた状況によって「差別」や「偏見」、「排除」と呼ばれる。しかし、同質で
あると思っている私たちも実は、まったく同じということはありえない。何がしかの違い
がある。その違いの許容範囲が国籍や年齢、性別等によって異なることが、問題とすべき
ことなのである。
国際化していく社会では、
「異質」である人とのコミュニケーションが基本になるだろう。
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そのようなコミュニケーションでは、自分自身がどのような人間であるかを問い続けると
ともに、常に相手を理解しようと心がけなければならない。相互理解は他者を理解するだ
けではなく、自分自身も理解しなければならないのだ。他者に対しても、自分自身に対し
ても一定の距離を保ちながら変化する必要があるため、結構大変な作業である。しかし、
そのプロセスを繰り返すことで、自己自身のアイデンティティが確立され、他者を否定す
ることなく受容し、尊重することができるようになり、ともに社会を築いていくメンバー
となることができるのである。

■人間性の回復～身体や自然のリズムを取り戻すまち
中野区がまとめた調査研究報告書「中野区の地域づくり－団塊の世代への期待と可能性」
（2007 年 3 月）によると、団塊世代の人々は定年退職後も就労意欲が高いが、逆に、地域
活動やボランティア活動への参加経験も乏しく、参加意欲も低いという結果が示されてい
る。定年退職後も「生涯現役でいたい」という意識が高いが、この「現役」というのは主
に経済的活動を指しているが、このような状況は、中野区だけに限らず現代の日本社会全
般にいえることだ。
このような意識をみるにつけ、私たちの生活に、高度経済成長や産業化時代の構造が深
く浸透しており、人間としての自己完成へのきっかけがひどく妨げられていることがわか
る。いったん衣食住の必要が満たされたならば、自己完成を求め、音楽や演劇などの文化
的活動に参加することも、人間にとって基本的なことであり、自己形成に貢献すると同時
に、社会にとっても意味のある活動であるということを改めて、認識する必要がある。
また、
「中野区の地域づくり－団塊の世代への期待と可能性」
（2007 年 3 月）における地
域活動団体の重点活動分野をみてみると、
「親睦・交流、仲間づくり」
「高齢者福祉」
「防犯・
交通安全」
「子ども・青少年の健全育成」
「ごみ減量・リサイクル」などがあげられている。
これらの活動は従来、家庭や地域コミュニティで解決されていた問題が多く含まれている。
確かに個人の生活水準をみれば物質的には豊かな生活ではあるが、外出する際に近所に子
どもを気軽に預ける先もなく、老人が一人暮らしをしていても気にかけ声をかける人もい
ない、自分の住むまちでどのような活動が行われているのかも知らない、というコミュニ
ティにおける関係性が希薄になってしまっている。産業的な科学文明化、高度情報化によ
って私たちの自立的能力は麻痺し、その一つの帰結として個人の、そして地域のアイデン
ティティが希薄化し、かつて私たちの生活の中であたりまえに行われていたことは、あた
りまえではなくなってしまったのである。
失ってしまった力をもう一度自分に取り戻すことを、イヴァン・イリイチ は「コンビィ
ビィアリティー（自立共生性）」という概念を提示し説明している。イリイチは、「産業全
般にわたる崩壊が生じたそのときに、破局が意義深い危機に転じることができるかどうか
は、ものごとをはっきりと考えたり感じたりする人々の一団が出現して、仲間たちの信頼
を勝ち取ることができるかどうかにかかっている。……自立共生的な社会への移行は、訓
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練を積んだ手続きを自覚的に行使することによって、対立する諸利害の合法性と、その対
立を生じさせた歴史的先例、仲間たちの決定に従う必要とを認識した結果でありうるし、
そうでなければならない」と主張している。
現代の私たちの日常生活では、自然のリズムと身体のリズム、そして都市生活に適合す
るように社会的に作られたリズムが複雑に入り組んでいるが、本来の自然的、身体的リズ
ムを取り戻すためには、私たち自身が近代的な生産様式を否定した何らかの形で自らが＜
生産＞に関与する必要がある。つまり、経済的活動に携わるだけではなく、自分自身の性
質やニーズをしっかりと認め、他の人びとの情緒や感情、雰囲気を大切にし、地域コミュ
ニティにおける活動や家事や育児、健康や介護などの私たちの生命や生活にかかわる活動
に積極的に参画すること、すなわち、「ワーク・ライフ・バランス」がとれた生活の仕方、
働き方、さらにそれを拡大していくことが、人間が本来もつ革新的、創造的な力を取り戻
し、身体のリズムに沿った生活を可能にする方途なのである。

■個人のエンパワーメント・地域のエンパワーメント～誰もが成長し続けるまち
ジンマーマンとラパポートは、エンパワーメントを「個人が自分の生き方を主体的に生
き、コミュニティでの生活に民主的に参加するプロセス」と定義づけている。
個人の自由と自発性を基盤とした新たな地域コミュニティを構築しようとするならば、
以前のような自治会や町内会などの地縁的なコミュニティの組織のあり方では対応できな
い。いま求められている地域コミュニティは、古きよき「世間」への回帰でも、濃厚で親
密な関係でもない。孤立化してバラバラになった個人の問題点を克服するのは、集団化で
はない。個人の重層的な結びつきがひとつの回答であるといえよう。自分たちの住む地域
の課題を、他人任せにすることなく自分たちの手で解決することを目的とした、ゆるやか
な結合やそのネットワークであり、テーマあるいはコンテンツ型コミュニティであるとい
えよう。このようなコミュニティの実現のためにはまず、コミュニティの参加者が対等な
個人としての能力を身につけるとともに、その能力を十分に発揮できるような条件や環境
を整えること、すなわち地域自体のエンパワーメントが必要となる。具体的には、個人が
必要となる能力を身につけるための学習の機会が提供されることや住民が自由に集うこと
ができる場所があること、そして、コミュニティ活動への参加と協働を通してさまざまな
体験を共有し、人と人とのつながりを実感することができるしくみを構築することである。
このような地域コミュニティでは、個人が尊重され、社会に対する信頼感も高まり安心し
て生活することが可能になる。体を縮こまらせ息苦しさを感じず、ゆっくりと安心して深
呼吸できる地域コミュニティが 2050 年には「あたりまえ」であれば、どんなに素晴らしい
ことだろうか。
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多様な住民ネットワークに ―「自治」を育むために
鎌田

司（共同通信社編集委員兼論説委員）

未来の日本は人口減少と超高齢化を抜きに語ることはできない。約 1 億 2,700 万人の人
口は、2050 年には約 9,500 万人と 3,200 万人も減少すると推計されている。女性約 86 歳、
男性約 79 歳と世界有数の長寿国である日本の平均寿命は、医療技術の進展により 2045〜
50 年は女性約 91 歳、男性約 83 歳とさらに長寿となる。2050 年の中野区もこうした状況
の例外ではあり得ない。この時期は団塊２世が高齢者の中心を占めることになるだろう。
人口減少と超高齢化の中で、中野区の地域や社会を育む「市民（住民・区民）自治」はど
うなっているのだろうか。地域や社会を育む自治の仕組みとはどのようなもので、その実
現にはどんなことが求められるのか。「中野区 2050 年・区民生活の展望」（「区民生活の展
望」）などから浮かぶ地域社会の特徴をベースに、自治の未来を構想してみたい。

１

にぎわいのある「住宅都市」

本報告書の第 1 部には、
「日本一の人口密度で職住近接の『住宅都市』
。高層建築物は少
なく低層高密度都市。道路が狭く自動車保有割合が低い。一人当たり公園面積は狭いが緑
被率はそこそこある。子どもは少なく単身者など 20〜30 代が多い。住民が頻繁に入れ替わ
る。インターネットに親しむ割合が高い。サブ・カルチャースポットが点在し、IT・コン
テンツ産業も目立つ。小売店・飲食店が多い。単身者が多い割に保育所、介護など家族向
け医療・福祉サービス業が立地する。中野を拠点に福祉で全国的活動をしている NPO 法人
が多い」という分析がある。
こうした現状に加えて、「自治」にかかわる要素をさらに抜き出すと以下のようになる。
「山の手と下町が混在し『成熟した町』で『居場所』がある。適度なにぎわいがあり、
一人で暮らしていても孤独を感じさせない。高齢化の時代は『住み暮らす場』の重要性が
高まる。単身高齢者の増加に加えて家族形態が多様化する。事実婚やルームシェアなど家
族以外の人との共同生活者が増える。海外留学生の拠点施設を含めた大学キャンパスの立
地で、今後外国人が増える」。
市民社会論の考え方によると、市民自治の起点は、市民が自らの生活条件（生活課題）
を管理すること、つまり「組織・制御すること」にあるという。生活条件を管理するため
に行政が動き、さらに政治が動く。その動きは政治から行政へ、そして管理へと戻り循環
する。循環する一連の動きが「公共」という形で構築される。
このような動きを通じて構築される公共に、言うまでもなく市民は深く関与する。主人
公である市民は、ときには自ら担い手にもなる。公共を構築するこうした動きの中で市民
文化が生まれる。市民文化は、
「自治文化」
「公共文化」
「寛容文化」の 3 つの政治文化の組
み合わせであり、しかも永久に未完の規範概念であるという。
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２

行政と政治を動かす

中野の現状を、市民社会論からどのように見たらいいのだろうか。
単身者など 20〜30 代が多く、しかも住民が頻繁に入れ替わることは、地域のコミュニティ
が築きにくいことを示している。一見するとそれぞれの個人が「粒状化」した状態で日常
生活を営むといった荒涼とした光景が思い浮かぶようだ。
しかし山の手と下町が混在していて「居場所」がいい。一人暮らしでも孤独を感じさせ
ない雰囲気が、中野にはある。これには都心に近く、広大な東京圏では至近の職住近接地
である地理的位置が背景にあると思われる。また戦前から多く住む中産階級が培ってきた、
庶民文化の雰囲気を残していることも影響しているのは明らかだろう。
人情的でそれでいて都会的なスマートさがある。過剰に干渉しあうわけでもなくバラバ
ラでもない。中野ならではの特徴を見ることができる。
市民社会論によると、市民自治の起点には「意識のある市民」の存在が不可欠となる。
意識のある市民が地域の生活条件（生活課題）を摘出し、解決策を考える。そして行政を
動かし政治を動かす。市民自らさまざまな場面で役割を担う。こうした活動を通じて地域
独自の市民文化が生まれていく。ここには、未来の「自治」を構想するときの理想型が提
示されていると言っていい。
それでは既に整理した中野の現状から、こうした「自治」をどのような道筋で構築して
いくことができるかということが、次の大きな論点となる。

３

留学生を新たな担い手に

日本の人口は減少し超高齢化が進む。中野の場合、単身高齢者が急速に増加するとみら
れている。地域が単身高齢者を支える仕組みが必要になるが、一人暮らしでも孤独を感じ
させない「居場所」のいい雰囲気を生かさなければならない。
中野の地理的な特性から、住民が頻繁に入れ替わる「流動化」も、住民全体に占める割
合が現状より低くなるにしても引き続き進むことになるだろう。新たな区民が地域になじ
みやすい環境を整えることが必要である。
中野では現在、大学キャンパスの立地計画が進んでいる。このキャンパスは海外留学生
の拠点になるとされる。海外留学生の拠点となる大学の立地は、中野のまちづくりに大き
な影響を与えると思われる。
地域の関わり方次第では、留学生たちが「自治」の可変要因にもなり得る。外国人をど
のように受け入れ、共生しまちづくりに生かすかという日本の課題に、中野が先取りして
取り組む機会にしたいものである。
海外留学生の受け入れは、若者のエネルギーを取り込むことでもある。高齢化する地域
全体に活気を与えることになるだろう。また留学生たちが持ち込む異国の文化が中野でさ
まざまに融合し、全く新しい文化や流行が内外に発信される可能性もある。海外留学生が
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母国に戻った後も中野との絆を忘れず、中野と母国の出身地域との交流の仲介役になる事
例が現れることも考えられる。いずれにしても海外留学生を地域に取り込む戦略が求めら
れる。

４

団塊世代の行動力を活用

団塊世代の活用も重要である。60 歳定年を迎えた団塊世代のリタイアラッシュは今年で
一段落する。調査によると、中野に住む団塊世代は、男子は大学卒業以上が半数近くと全
国平均の約 2 倍、女子は全国平均の 3 倍と高学歴が特徴という。
生活程度は国全体と比べると、「上」「中の上」が比較的多い。男子の 4 人に 3 人、女子
の半数以上が「働ける状況であればいつまででも働いていたい」と回答している。
自治会、ボランティア団体、NPO 法人といった地域のさまざまな団体の担い手への期待
は全国共通だ。中野では、地域に多い小売店・飲食店、福祉といった地域密着型のサービ
ス業での活躍が広がれば、地域経済の活性化に大きな役割を果たすことになるだろう。
地域のお金と物、人の循環を活発にするソーシャルビジネス（社会的企業）に、団塊世
代の旺盛な好奇心と行動力を生かしたい。団塊世代が元気な間の今後 10〜15 年間をどれだ
け有効に活用できるかが、未来の地域のあり方に大きく影響することになるだろう。
米国では一部地域で、「エコノミックガーデニング」という新たな産業振興策で活性化に
成功している。種まきをして水や肥料を与えるなど手間をかけて庭園にきれいな草花を咲
かせるように、地域にあった企業を地域全体で育てることを目指している。
エコノミックガーデニングを担うのは、地域の金融機関や商工団体、行政に加えて税理
士や中小企業診断士などの専門家集団による多様なネットワークである。まずネットワー
クをつくる。そして中野ではどのような産業が可能なのかを、徹底的に追究してみること
である。サブカルチャーや IT コンテンツの中から中野ならではの企業が生まれ、新たな産
業として大輪の花を咲かせるかもしれない。立地を計画している大学と連携し研究者のア
イデアや海外留学生を人材とすることもできるだろう。
団塊世代を活用したソーシャルビジネスや多様なネットワークによるエコノミックガー
デニングの推進は、人と人とのつながりが多重、多層に広がることを意味する。地域内の
絆の強化は自治の確立には不可欠である。

５

裁判員が公共意識を変える

今年 5 月から裁判員制度が始まった。これまで縁遠い存在だった司法に、国民が直接参
加する制度である。フランスの政治思想家トクビルは、同じように国民が司法に参加する
陪審制を「常時公開の無料の学校」と表現した。「地方自治は民主主義の小学校」といわれ
るが、これもトクビルの「地方自治は自由の小学校」という記述が基になっている。
なぜ陪審制が無料の学校なのか。陪審に参加することにより、判断力を形成し実践的な
衡平感覚を養う。社会で果たすべき義務を自覚させ、政治参加を意識づける。
「社会の錆（さ
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び）のような個人の利己主義と戦う」ことにつながるという。つまり陪審制は、自治の起
点である「意識のある市民」を育てるきっかけになるということである。
裁判員制度では、いつ裁判員の呼び出しが来るか分からない。例えば秋葉原の無差別殺
傷事件のような事件の裁判員になれば、なぜこのような凶悪事件が起きたのかをめぐり、
背景や被告の動機などを掘り下げざるを得なくなる。同時にどうすればそうした事件の再
発を防止できるか、社会的に何が必要かを真剣に考えさせられることになるだろう。
これまでは刑期を終えて出所した元被告の日常生活などは知るすべもなかった。しかし
これからは、裁判員として有罪や無罪の評議をした元被告と電車内や街で直接向き合うケ
ースもあるだろう。元被告の再起を地域で支えることが求められるようになる。
裁判員制度は司法のあり方だけでなく、日本人の公共意識を大きく変える可能性を秘め
ていることを指摘しておきたい。

６

可変する地方政府

視点を変えて「ガバメント（統治機構）」の未来について考えてみたい。
既に述べたように自治のあり方が大きく変われば、自治体や行政の形も変わらざるを得
ない。現在の中野区という統治機構も変わっている可能性が高い。一足先に都区制度の改
革が進んで特別区制度が廃止され、中野区は「中野市」になっているかもしれない。
あるいは道州制が導入されて東京は米国の首都ワシントンのように「東京特別区」とな
り、中野区は「中野自治区」とでもなっているのだろうか。2050 年の中野の人口は 27〜29
万人と推計される。一般県庁所在地並みの人口規模を保持しており、なんらかの基礎自治
体は必要である。
ただし、住民による自治をベースに地域の経済社会が回るようになれば、住民の「信託」
によってつくられる統治機構としての地方政府は「道具制、可謬制、可変制」が基本にな
るとされる。そうなれば地方政府を現状のような「二元代表制」とするか、あるいは「議
院内閣制」とするか、「シティーマネージャー制」を採用するかは、地域や住民の選択によ
ることになる。

７

分権型社会に

未来の地域は「意識のある市民」自らの手で運営されることになるだろう。このような
地域や社会を「分権型社会」と呼ぶことができる。国レベルで見れば「分権型国家」の誕
生である。
「意識のある市民」は、中野に住む一人一人にほかならない。住民の活動は無限の可能
性と多様性を持ち、しかも地域性を持っている。一人一人の活動が総体としての地域文化
を生み、それぞれ「自治文化」「公共文化」「寛容文化」を育むことになる。
2050 年の中野が自治の理想郷になっていると思いたい。
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世界に誇るべきＧＮＰ（Great Nakano People, Global Nakano People・・）
小池

洋次（関西学院大学総合政策学部）

2050 年というと、いまから 40 年後である。想像できそうで、それでいて確証が持てな
い世界である。だが、ある程度の想定をしておかなければ、政策を打ち出せないのも事実
だ。
では、どういうアプローチがあるのだろうか。一つの方法は過去を振り返ってみること
である。41 年前の世界がどういう状況で、その後、どういう変化が起きたのか――。
1968 年は冷戦の時代にあり、世界は米国を盟主とする西側陣営と、ソ連率いる東側陣営
に分かれ、両陣営の確執が続いていた。その「戦場」の一つがベトナムで、この分断国家
は、北はソ連、南は米国の支援を受けて戦っていたのである。
米国の軍事介入は泥沼化の様相を呈し、米国はもちろん世界中でベトナム反戦運動が起
きた。日本ではいわゆる全共闘運動が広がりをみせ、天王山ともいうべき東大安田講堂に
学生が集結し、立てこもったのもこの頃である。
41 年後の現在、冷戦は終わっているし、ベトナムは統一された。ソ連という国は消滅し、
世界中で燃え上がった学生のエネルギーは、いまはない。
1968 年時点で、2009 年の世界を予測できたかと問われると、少なくとも筆者は否定的で
ある。冷戦が終わってもらいたいという願望があっても、実際そうなるかどうかはまった
く分からなかった。ソ連が消滅するなど、予測の範囲外だったのである。当時、社会主義・
共産主義の国々に勢いがあり、日本でもマルクス主義の影響を受けた知識人が多かったか
らでもあろう。
よくよく考えると、この 41 年間はおそらく、多くの専門家にとって予想外の展開であっ
た。ベルリンの壁が崩壊しドイツが統一され、そしてソ連が消滅したのは 1989 年から 1991
年にかけてだが、こうした国際情勢の展開を予測できた人は皆無に近かった。
専門家は過去のトレンドをもとに将来を予測することが多い。これまではこうだったか
ら、今後もこうだろうという具合に。一般の人間はその専門家の予測に頼るほかない。
国際情勢の展開は物理の法則に似て、量が変化していくと、どこかで質的な転換を招く
ことがある。過去のトレンドをもとに予測する専門家はこの質的な転換に気がつかないこ
とが多いのである。
これから 41 年間で、おそらく同じような「よもや」の出来事が起こり、2050 年の世界
は意外性に満ちたものになる可能性が高いのかもしれない。変化のスピードはますます速
まっているので、過去の変化より、今後の変化の方がはるかに急で、現在と 2050 年の世界
をともに観察できる人々は、筆者の世代が 41 年前を振り返って感じる以上の感慨を覚える
ことであろう。
では、これから 41 年間は、意外な変化しか起きないかというと、もちろんそうではない。
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大きな流れはかつても、これからも共通しているのである。その 1 つが、技術革新と、そ
れに伴うグローバル化である。それは「地球の一体化」と「世界の共通化」と表現できる
かもしれない。ある地域で起きたことは他の国にも影響を及ぼすことは、環境問題を考え
れば納得できよう。地球は運命共同体なのである。これが「一体化」だ。共通化とは、例
えば、世界中の人々が同じような端末を操作し、情報を共有できることだ。個人や地域は
世界につながることが可能になった。個人の能力を高めることで、民主化が進んだという
ことも出来る。
2050 年までに世界では、こうした地球の「一体化」「共通化」、そして「民主化」がさら
に進むであろう。しかも予想以上のスピードで、である。
もう 1 つのキーワードは「多極化」である。世界のパワー、すなわち力の集積が分散し
てゆくということだ。かつて歴史学者のサミュエル・ハンチントンが世界の政治構造を振
り返り、①単極（ローマ帝国、中華帝国）②多極（近世欧州）③二極（冷戦時代）④単極、
多極の「ハイブリッド」
（現在）――と類型化し、これから真の意味での多極の時代が到来
すると指摘した。昨今の多極論は米国の圧倒的優位が失われ、他の国々が台頭する状況の
意味と課題を問うている。
最近の多極化論をリードしたのはファリード・ザカリア氏（米誌ニューズウィークの国
際版編集長）である。「アメリカ後の世界」（ニューズウイーク
本版は

2008 年 5 月 12 日号、日

2008 年 6 月 11 日号）で、現在のパワーシフトは、15 世紀の欧州における近代社

会の誕生と、19 世紀末の米国の台頭に続く「第 3 次」であり、それは「他の国々の台頭」
というのである。米国以外の国々を「他の国々」と表現するのはやや抵抗を覚えるが、世
界の変化をうまく表現しているように思われる。
多極化論に分類できる報告を 2 つ紹介しておこう。ひとつは、米国の情報機関を束ねる
政府機関 NIC の報告「世界の潮流 2025：変貌した世界」
（Global Trends2025:A Transformed
World）である。報告は「（米国の）圧倒的優位が弱まる」「富は西洋から東洋へ」「第二次
世界大戦後に生まれた国際体制が、ほぼ跡形もなくなる」
「世界に最も影響を与える国」は
中国――と指摘した。
もうひとつは監査法人のプライスウォーターハウスクーパースの最近の報告「2050 年の
世界」で、それによると、新興 7 か国（Ｅ７＝ブラジル、ロシア、インド、中国、メキシ
コ、インドネシア、トルコ、Ｅは Emerging の略）の経済規模は現在のＧ７（米、英、仏、
独、伊、加、日の各国）を 50%上回るという。
さて、こうした世界情勢の展開の中で日本はどういう道を進むのか。唯一の超大国、米
国との同盟を維持しつつ、新たに台頭するパワーとどう向き合うのか。最大の問題は、ア
ジア、特に中国との関係であろう。この問題については、英国の生き方が参考になる。同
国は日本と同じ島国で、欧州大陸との距離関係を模索してきた。かつては帝国として世界
を支配したが、いまでは地域大国に過ぎない。米国との「特別の関係」を維持しつつ、パ
ワーを付けつつある大陸欧州への接近を図らざるを得ない。
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日本も同じような立場におかれている。おそらく、日本は米国との「特別な関係」を維
持しつつ、英国と同様、大陸に入っていくのであろう。英国が「欧州の一国」になりつつ
あるように、日本も「アジアの一国」になるということかもしれない。この文脈で「アジ
ア共同体」構想は重要な意味を持つ。これから何十年間は、アジアの一国として、域内で
どういう役割を果たす国になるかが問われることになろう。
こうした世界の状況を念頭において、グローバル化との関係で地域のあるべき方向を考
えてみたい。
まず、第一に指摘したいのは、「多極化」や「他の国々の台頭」に悲観することはないと
いうことである。前述の報告にあるように、富は西から東、すなわちアジアに移りつつあ
る。アジアが富の中心になるとすれば、日本にとってチャンスが増えると見るべきだ。
台頭する「他の国々」とはアジアでは、中国であり、インドである。両国が栄えれば、日
本にとって様々なビジネス・チャンスが出てこよう。つまり、日本の各地域は 2050 年にか
けて、世界の富の中心から多くの利益を得る可能性があるということである。
第二に、各地域は自らの潜在力を確認し、その顕在化を目指すことである。これは世界
中で起きている動きだ。地域の持つ魅力をその住民が分からずに、どうやってＰＲできる
であろうか。この潜在力を自覚し、日本国内や世界に発信すれば、共鳴する他の自治体や
世界の都市が出てこよう。地域にとってはそこから新たな発展の種が見つかる。
第三に、地域の住民や訪問者が地域に一体感、共有感を持つことである。同じ空間を過
ごすという意味で、住民も訪問者も共通である。それぞれが、地域で過ごすことを心地よ
く思い、誇りに思う状況を作り出すことが理想だ。
第四に、地域とは「学びあいの場」である。家庭で親が子を教えるように、学校で教師
が生徒を教えるように、地域全体で、地域や経験を若い人たちに伝えるチャンネルがもっ
とあっていいだろう。筆者が 3 年強過ごした英国の話だが、ケンブリッジ大学のクレアホ
ールという名の大学院大学は、実に家庭的な雰囲気で、教師や学生だけでなく、それぞれ
の家族も取り込んで、「学びあいの場」を提供していた。こうした機能を地域の大学や専門
学校、サテライト・キャンパスがもっと積極的に担ってもよいのではないだろうか。
第五に、基本は人である。「人財」とはよく言ったものだ。ヒトは財産なのだ。地域だけ
でなく、日本中で、さらに世界で誇る人物が当該地域にいれば、必然的にビジネスが付い
てくる。よい人材を育てれば、それは必ず地域に還元されるのではなかろうか。ふるさと
は注目されるはずである。
第六に、地域が日本全体の、そして世界のモデルになれるよう努力したい。特に環境問
題についてである。その様々な手法は諸外国にも発信できるかもしれない。地域の試みが
日本全国そして世界に伝播していくことこそが理想である。
さて、中野区である。ここでは、あえてナカノ（Ｎａｋａｎｏ）と書こう。世界を意識
しているからである。前述の６つのことはすべてナカノに当てはまる。特にナカノには３
つのことを求めたい。その潜在力を顕在化すること、その強みを世界に発信すること、そ
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して「人財」ネットワークを構築することである。すべて人材育成に関わることだ。
ここで、ナカノのＧＮＰを提唱したい。国民総生産のことではない。グレート・ナカノ・
ピープル（Great Nakano People）である。G をグローバル（Global） Nakano People と
呼んでもよいだろう。地域で、さらに世界で誇るべき人材をナカノこそが育てるべきだと
いうことである。住民みながそうした努力をすることで、地域が活性化してゆく。
やるべきことはいくつもある。ここでは、あえて 3 つに絞って提示しよう。
第一は「ナカノ人」の組織化である。中野で生まれた人、育った人、いま住んでいる人
はもちろん、中野を訪問し愛着を覚えた人をまずリストアップすることである。その中に
はボランティアでも中野の発展に尽くしたいという人もいるであろう。寄付をしたいとい
う人も多いに違いない。
そのネットワークは国内に限らない。海外にも広げることが出来るであろう。米国で、
欧州で、アジアで、中野に縁のある人は相当多いはずだ。日本人以外でもかなりいるであ
ろう。要は、日本や世界で「ナカノ・ファン」を増やすことである。
第二に、ナカノ国際委員会の発足も一つのアイディアである。住民とともに、国際化に
携わってきた様々な人々を巻き込んで、中野区の国際化とは何か、それがどのようなメリ
ットを持つのか、国際化においては、世界のどの都市がモデルになるのか――等を検討す
るとよいであろう。その課程で、中野区の問題や課題が明らかになるだろう。
第三に、中野に関係し、そのご恩返しで何か貢献したいという人は少なくないに違いな
い。たとえば「ナカノ大使」を任命してはどうだろうか。国内だけでなく、海外で、ナカ
ノのために協力してくれる人も対象である。「大使」には、中野のＰＲをしてもらうだけで
なく、問題点も指摘してもらう。年に一度の「大使会議」を開催して区内外にアピールす
るのも一案だ。
2050 年、中野は「世界のナカノ」になり、
「ＧＮＰ」が世界中から評価される。それは夢
物語だろうか。あるいはそうかもしれない。だが、そんな夢を多くの人々が共有すれば、
それ自体が大きなエネルギーになるのではなかろうか。オバマ米大統領の言葉を借りれば、
Yes, we can なのである。
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子ども・若者・大人の居場所と進取の気風が共存するまち
―2050 年の中野区の子ども・若者の成育空間を素描する ―
高橋

勝（横浜国立大学）

はじめに
未来を予測することは難しい。ある意味では、あらゆる学問は未来を予測することを宿
命づけられているが、自然科学のほんの一部を別にすれば、学問的予測は現実によって裏
切られるのが常である。日食がいつ起こるかは予測できるが、地震がいつ起きるかの正確
な日時は、いまだ解明されていない。とりわけ様々な要因が複合的に作動する社会や経済
の動きに関しては、完全な未来予測は、ほとんど不可能に近いと言わざるをえない。
とはいえ、社会のおおよその動態に関しては、未来予想も全く不可能というわけではな
い。蓋然的な幅をもたせれば、ある確率での未来予想も可能となる。さらに、もう一つ大
事なことを付け加えれば、社会の未来は、地球の自転のように、人為を超えた自然現象で
はない。その社会に住む住民の日常の価値観や期待、願望によって、未来は日々刻々選ば
れ、構築されていくものである。とすれば、中野区の未来は、中野区の住民の日々の意識
や行動によって、すでに選択され、構築されつつあるとも言える。
2050 年の中野区の子ども・若者の成育空間を予想するこの短いスケッチは、第三者的で、
傍観者的な未来予測というよりも、観測者の期待や願望、不安などが多少なりとも投影さ
れていることを予めお断りしておきたい。41 年後の中野区の子ども・若者の成育空間を語
るキーワードは、情報・消費型社会、自立、関わり合い、共生の４つである。

１

子ども・若者の成育空間の過去と未来

2050 年の中野区の子どもたちは、どのような成育空間を生きているのだろうか。41 年後
のことだから、小学生を対象にすると、その親となる世代もまだ生まれていない確率が高
い。したがって、価値観の世代間伝承というミクロな視点ではなくて、社会の大きな変動
というマクロな視点から 41 年後の子ども・若者の成育空間を考えてみよう。しかし、その
前に、中野区をその一部とする日本は、戦後どのような変動を辿ってきたのか、ごく簡単
に振り返っておきたい。
文明史的な変化で考えるとすれば、戦後の日本には、①農耕型社会の名残 ⇒ ②工業型
社会 ⇒ ③情報・消費型社会の進展、という 3 つの大きな文明の波が押し寄せてきたとい
える（A.トフラー（片岡孝夫監訳）
『第 3 の波』中央公論社、1982 年／同（山岡洋一訳）
『富
の未来』）上下、講談社、2006 年）。
農耕型社会のなごり
農耕型社会では、子ども・若者は、現在のように一人ひとり独立した個人（単数形）と
してではなく、「群れ」として見なされた。それが、複数形の「子供」であり、「若衆」で
あった。敗戦後であっても、子どもたちは、農村共同体の担い手、つまり「一人前の村人」
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になるべく、年中行事を通して、大人世代から様々なイニシエーションを受けて育った。
「一
人前の村人」への期待と学校で教えられる人権の観念とは、時に矛盾し、対立し合うもの
（共同体的世間の慣習と市民社会の倫理との対立）であったが、子どもが大人になる筋道
として、二重の基準（ダブル・スタンダード）が混在する複層的な成育空間を行き来でき
たことは、子どもに生き方の幅をもたせる結果となった。
工業型社会と高度経済成長
農耕型社会の人間形成システムが大きく崩れはじめるのが、1960 年代からの高度経済成
長期である。高度経済成長期の日本は、科学技術立国をめざし、学校では、もはや村落共
同体を支える村人を育てる（東井義雄『村を育てる学力』1957 年）のではなく、都市に移
住して、製造業などの工業生産に携わる人材育成に力を注ぐようになった。農村から都会
へと若者は移住し、学力が高く、工業生産に従事できる人材育成が急がれた。
工業型社会は、学歴を重視し、職住分離を促進するばかりでなく、個人の社会的上昇の
機会を広げ、社会移動の激しい状況を生み出した。それは、地方の過疎化と地域社会の空
洞化を生み出すと同時に、工場で働く勤労者のベッドタウンとしてのニュータウンの大規
模開発を促した。
中野区の特性 ― 多様性の受容と流動 ―
中野区に、地方出身の多くの若者が移住し、定住するようになったのは、恐らくこの時
期からであろうと思われる。そこには、交通の利便性という理由ばかりでなく、都市郊外
の自然を切り崩して大規模に開発された広大なニュータウンの無機質的人工空間にはない、
暖かみのある暮らしのたたずまいが、郷里の共同体感覚にも似た下町空間が色濃く残って
いたからであろうと考えられる。人口密度が日本でもっとも高い中野区の地方出身者を吸
い寄せる魅力と磁力が、このあたりにありそうな気がする。下町的雰囲気は、子ども・若
者の成育空間として重要であるばかりでなく、勤労者や高齢者にとっても、気の休まる居
場所を与えてくれるからである。
学校の行き帰り、仕事の行き帰りに、超高層ビル街を闊歩するスキのないビジネスマン
とはまるで異なった、高齢者、勤労者、子ども、カジュアルな若者といった生活者感覚溢
れた人々の中に溶け込めることは、心の安心感（心のセイフティーネット）を与えてくれ
る。何らの違和感なく街にスッと溶け込めることが大事なのだ。とりわけ子ども・若者に
とって重要なことは、誰かと一緒に居られるという居場所の感覚である。そこには、多少
入り組んだ建物と小道があり、ごちゃごちゃした路地裏があり、暑い夏にはみんなで夕涼
みをしたり、花火を楽しんだりできる場所があること。時間が超高速で走るオフィス街で
も、時間が止まりそうな農村でもないこと。走りたい人と休みたい人とが何らの違和感な
く同居できるまち。中野区という空間は、東京のど真ん中にありながら、時代の新しい波
を敏感にキャッチしながらも、それに押し流されず、適度な距離と安らぎをも与えてくれ
るという、まるで生き物のような流動空間を形づくってきた。
「多数多様体の流動」という、
ある哲学者（G.ドゥルーズ）の言葉がフッと思い起こされるまちである。
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情報・消費型社会という定常型社会
ところが、1970 年代後半から、日本にもトフラーのいう「第 3 の波」（情報と消費）が
押し寄せる。情報、サービス、運輸、通信を中心とする第 3 次産業の波は、社会の中心を
製造業から情報、消費行動へと大きくシフトさせてきた。生産労働中心のライフスタイル
から、情報行動と消費活動中心の社会への転換が生じた。いわゆる脱工業社会、ポスト産
業社会といわれる個人消費と情報を中心とする新しい社会の波が、日本の都市空間の様相
を大きく塗り替えてきた。
1980 年代以降に生まれた現在の子ども・若者たちは、情報・消費社会の落とし子である。
彼らは、生産者というよりも、選択し、利用する消費者であり、生活者というよりも、愉
しみの享受者である。彼らは、農耕型社会に特有の「世間のまなざし」の厳しい縛りを知
らない。工場労働をモデルとした集団行動や未来の成果を求めて今を耐える禁欲的な生き
方には、なじめない。それよりも、自分らしく生きること、自己実現すること、今を輝い
て生きることに限りない魅力を感じている世代である。
1991 年に槇原敬之の「どんなときも」が大ヒットした。「どんなときも、どんなときも、
僕が僕らしくあるために～、好きなものは好きと言える自分でありたい～」というフレー
ズは、情報・消費社会を生きる新世代の生活感覚を見事に活写している。高度経済成長の
時期を脱した定常型社会（広井良典）では、会社や勤労中心の自己犠牲的な生き方が復活
することはもはやありえないであろうと予測される。その意味では、
「自分らしく生きるこ
と」は、41 年後の社会にも、したたかに生き残るキーワードになる可能性が高い。

２

多種多様な価値観が共生できるまち

情報・消費社会に生まれた世代は、共同体や集団を好まない。しかし、趣味や嗜好が合
い、気の合う仲間との関わり合いを好む。地縁、血縁的共同体、社縁的集団での拘束的な
人間関係には息苦しさを感じるが、趣味やサークル、ネット上で知り合った仲間との出会
い（オフ会）には喜びを見いだす。ライフスタイルとして、自分らしさ、自己実現、音楽
的感性、趣味、嗜好にこだわるマイ・ライフ世代が、ますます増えることが予想される。
もちろん世論の一部からは、現在もそうであるように、彼らの集団的行動力とハングリ
ー精神の欠如、勤労意欲の希薄さ、
「草食系男子」の嘆かわしさなどが指摘されるに違いな
いが、社会全体として見るならば、こうした価値観の多様化は、近代化を終えた成熟社会
の一つの特徴を示してしていると考えられる。つまり、貧しい時代の農耕型社会や右肩上
がりの工業型社会の時代のように、皆が同じ価値観に従って生きるのではなく、会社中心
の人生を送る人と会社にはのめり込まない人、自分らしさを求める人と社会的弱者へのサ
ポートに生きがいを感じる人など、多種多様な価値観の広がりを許容し、共生できる複雑
系のまちであることが望ましい。その意味でも、先に見たように中野区という土地柄は、
いくつもの好条件を備えている。
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子ども・若者の自立心と共生感覚が育つまち
情報・消費社会の成立を見てきたが、41 年後の日本社会が、農林漁業や重工業中心の社
会に舞い戻っているとは考えにくい。日本の食料自給率はもっと高めるべきだし、精巧な
モノ作りの伝統も今以上に重視すべきだと考えるが、少子高齢化社会の未来を考えたとき、
情報、サービス、通信、福祉、対人関係などの第 3 次産業の発展の重要性は論を待たない
だろう。41 年後の子ども・若者たちも、現在と同様に、第 3 次産業を主軸とする産業構造
に生きることが予想される。
そこでは、家族の形態も、いま以上に多様化しているはずだ。日本人女性の 2007 年度の
合計特殊出生率は、1.34 であるが、景気が回復して、人々の間にゆとりが生まれれば、他
の先進国並みに増加に転じることも考えられる。しかし、しいて結婚を選ばない単身者や
離婚した母子家庭、父子家庭などは確実に増えることが予想される。なぜなら、情報・消
費社会は、大人、子どもを問わず、すべて「個人のニーズ」を中心に製品を開発し、情報
を流しているからである。家族が助け合い、身を寄せ合って生活するのは、社会全体が貧
しかった工業型社会までの話（近代家族の物語）で、貧しい社会から脱却した情報・消費
社会では、家族の一人ひとりが「自分らしく生きる」ことが可能となり、また無言のうち
にそう生きることが奨励されるからである。夫や家族のために犠牲になる母親像は、確実
に減少するだろう。
「子どもたちだけのために年取った」母という歌の歌詞（井上陽水「人生が二度あれば」
1972 年）にあるような母親イメージは、現在ではそう多くはないだろうし、41 年後の社会
では消えているに違いない。しかし、それにかわって、子どもを家に残して自立する母親
や離婚する母親は確実に増えていくだろう。41 年後の家族の絆は、現在よりも弱まり、家
族は苦楽を共にする運命共同体ではなく、契約による一時的共同体の性格を強くしていく
かも知れない。みんなが一緒に働いて、家計を維持する農耕型社会や工業型社会が消えて、
個人単位の情報・消費社会が成立したということは、そういうことなのである。
「貧しい時代」は終わったが、「寂しい時代」が到来しているかも知れない。情報・消費社
会のもつ厳しい負の側面もしっかり視野にいれて、40 年後のことを考えておきたい。その
意味でも、教育においては、一人ひとりの人間の（内面的）自律と（社会的）自立ばかり
でなく、家族を含めた他者との絆が大事にされる時代になることが予想される。
多世代が関わり合えるまち
子ども、若者が育ちやすい街の条件として、①自然的条件、②社会的条件、③文化的条
件の３つをあげることができる。自然的条件としては、森林公園、雑木林などの街に残る
緑が意識的に保存されていくことが大切である。社会的条件としては、子ども・若者の出
番が沢山用意されている街であることが大切だ。子ども会、青少年のボランティア活動、
趣味のサークル活動など、学校が地域住民によって支えられ、地域と一体となった教育が
行われていることが望ましい。さらに文化的条件としては、子どもが住む地域に、図書館、
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博物館、美術館、各種の芸術施設、総合的スポーツ施設、生涯学習センターなどが置かれ、
学校外の様々な活動に取り組みやすい文化環境の中におかれていることが必要である。
欧米先進国の子どもと比較して、日本の子ども・若者は、学校外における学習環境、文化
環境の劣悪さの中に置かれている。日本の子どもの人間形成が、部活動などを含めて、も
っぱら学校空間の中だけに集中し、それ以外の場所への活動の広がりが見られないのは、
社会教育施設の貧弱さに起因するところが大きい。子どもたちは、小中高大と長いトンネ
ルを抜け出るように学校に通い続ける。それ以外の経験、例えば、音楽サークル、ボラン
ティアサークル、スポーツや趣味のサークル、社会奉仕活動やアルバイトなどの社会的経
験がまことに貧弱である。スポーツ、音楽、趣味を通して、多世代の大人たちと出会い、
交わる経験は、とくにキャリア形成の途上にある若者にとっては、重要な刺激になるはず
である。
子ども・若者だけでなく、大人のリフレッシュもできるまち
子ども・若者が壮年や高齢者と出会うことは、子どもたちに人生の知恵が伝播されるだ
けのことを意味するのではない。働き盛りの男女や高齢者にとっても、子どもたちと出会
うことは、少々頑なになった自分の価値観を再点検し、物ごとを多面的に見る見方を学ぶ
機会を与えてくれる。それは、「大人の生き直し」を可能にし、人生をリフレッシュさせて
くれる。子育てや若者の育成は、決して子どものためだけに行うわけではない。彼らとの
出会いや関わり合いを通して、大人自身が固まりかけた日常性を抜け出し、自分自身を再
生させる契機ともなることを意味している。教育という言葉が、しばしば「共育」と言い
換えられる理由である。
以上、2050 年の中野区の子ども・若者の成育空間のありようについて述べてきた。冒頭
でも述べたように、これは傍観者的予想というよりも、むしろ時代の流れを下敷きにしな
がらも、筆者自身の期待や願望、不安なども滲み出てしまった未来予想のデッサンである
ことを、最後に申し述べておきたい。
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人口と家族生活からみた 2050 年の中野区
田渕

六郎（上智大学総合人間科学部）

はじめに
日本社会は 2005 年から人口減少時代に突入した。人口減少時代には、増え続ける人口を
想定した議論はもはや通用せず、人口の減少とそれにともなう人口構成の変化を前提とし
た社会の設計が求められる。人口減少は近代化の産物ではあるが、日本における人口減少
は他の先進諸国に先んじたものであり、人口減少社会への処方箋を考えるうえで学ぶべき
先例はない。来るべき未来を構想し、起こりうる変化を予測しながら、新しい知恵を生み
出していくことが私たちには求められている。日本社会の新しい取り組みが、これからの
他の先進諸国がそこから学ぶべき先例となるということだ。
同じことは、自治体のレベルにおける社会設計にも当てはまる。ほとんどの自治体で中
長期的な人口減少が生じるなかで、いかにして地域生活の将来を展望するかが重要な課題
となっている。あらゆる自治体が「先例」となるチャンスを持っているという点で、人口
減少は好機を提供しているとも言える。しかし、人口減少という趨勢は共通するとはいえ、
自治体レベルの社会設計には人口の流出入という不確定要因が伴うため、国レベルの精度
での推測は困難である。相対的に魅力の大きいまちづくりを実現できるかどうかが、持続
的な都市発展の鍵となることは間違いないだろうが、そうした議論を進めるうえでの前提
となる出生率や人口動態の予測自体も、数十年の単位で行うことは極めて難しい。
このように、地域における住民生活の将来を展望するとき、どのような予測も不確実性
という制約からは逃れられないものの、何らかのシナリオに基づいて未来を構想しながら、
我々が進むべき道を模索することには、市民の議論を深める上での材料を提示するという
意味では重要である。以下の小論では、人口構造ならびに家族生活という面からみた 2050
年の中野区の姿についての構想を描いてみたい。

１

人口構造と世代関係の変化

中野区政策研究機構による将来人口推計では（本報告書第 2 部第 5 章参照）、2009 年時
点で約 31 万人の人口は、推計のシナリオによる違いは小さくないが、2050 年には 27 万人
から 29 万人程度にまで減少していくと予想されている。規模にして約１割前後の人口減で
ある。これまでの低出生率の歴史と、今後も出生率や若年層を中心とした人口の流入につ
いて大きな変化が起こるとは考えにくいことからも、人口減少という変化は避けられない
ものと予想される。
人口減少は大きな人口構造の変化をともないながら進む。そのなかでも重要なのが年齢
構造の変化である。推計では、65 歳以上人口は 2050 年には区全体で 38％程度にまで増大
すると予想され、国全体の高齢化率とほぼ同じ水準に達することになる。一方で 15 歳未満
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人口は７％と、国全体の水準を割り込む規模にまで縮小し、同じペースで生産年齢人口も
減少すると予想されている。約言すれば、2050 年の中野区は高齢化へと大きく傾斜した人
口構造によって特徴づけられることになる。
グローバル・エイジングという概念が示すとおり、こんにちの少子高齢化は地球全体に
かかわる変動である。日本のどの自治体もこの潮流から逃れることはできない。中野区で
予測される人口変動も、人口減少時代を迎えた都市化地域の縮図である。中野区で 2050 年
までに予想される変化では、他の都市化地域と同様に、人口規模が縮小するなかで高齢人
口のみが急速に増大するという点が注目される。高齢人口はたんに量的に増大するだけで
なく、介護ニーズが高まる年齢層の高齢者が増大することから、これからの高齢人口は今
日のそれとは質的に異なる側面を持つことにも留意が必要だろう。経済や自治体財政の縮
小のなかで、こうした高齢人口の増大と質的転換に対処していくことがこれからの政策に
は求められているが、そのためには、そのような人口が持つポテンシャルを検討する必要
がある。
そのような視点から 2050 年の中野区について予測される人口の年齢構造について考える
とき、とくに二つの側面に注意すべきだと考える。第１は、たとえば児童 1 人に対して 5
～6 名の高齢者が存在するという世代規模の不均衡に象徴される、高齢世代の突出した大き
さである。
この点については、大規模な高齢人口に対応した都市基盤が整った区であることが前提
となることは言うまでもない。住宅を取り上げると、こんにち中野区の 65 歳以上単身普通
世帯の約 35％は民営借家に暮らしている（平成 15 年住宅・土地統計調査）。この割合は特
別区部の平均よりも高く、逆に公営・公団・公社の住宅に居住する割合は中野区の方が特
別区部平均よりも低い。高齢期には加齢に伴う身体の衰えとともに、住み替え需要が生じ
やすいが、民営借家市場はこうした需要に対応しにくいことはよく知られている。高齢者
に占める高年齢層の増大を踏まえた積極的な住宅政策が求められるであろう。
社会関係という観点からみれば、高齢人口の拡大は世代間関係の変化につながりうるこ
とが重要である。特定地域に高齢人口が集中するという居住の分離は、住民の中での世代
間の接触を難しくし、ひいては住民の相互理解の障害となりうる。中野区政策研究機構に
よる地区別人口推計によれば、特定の地区に高齢世代が集中するとは予測されていないが、
高齢人口の規模が大きくなることは、高齢者内部での多様性が高まるということも意味し
ており、こうした観点からの検討も今後は求められよう。今後の高齢化の中で、高齢者ど
うしの相互扶助に寄せられる期待は高まっていく。高齢世代における世代内交流と同時に、
世代間の多面的交流を高めるような政策的配慮が現在以上に求められるだろう。人口の多
様性に配慮した政策という点に関連して言えば、グローバル化とともに人口構成が民族的
に多様化する中で、異なる文化的出自を持つ人々の共生についても政策的な配慮が求めら
れることになるだろう。
第二に、人口の年齢構造に関しては、現在の中野区を特徴付ける単身の若者世代人口の
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割合がどのように変化するかも重要である。社会増減の動向は推測が難しく、推計に反映
されにくいことが、若者世代が相対的に減少するという推計がなされる理由ではあるが、
2050 年の中野区が現在のように多くの若者を惹きつける地域でありつづけているかどうか
は、楽観を許さないことも事実である。今後も東京大都市圏には多くの人口が集まり続け
ると考えられるものの、若者の大都市への流入が弱まる可能性も否定できないうえ、国全
体で若者人口が縮小すれば自治体間で若者をめぐってパイの争奪も激しくなることは間違
いない。そこでは、定常的に一定規模の若者人口が流入しつづけるかどうかは不透明にな
るため、むしろ流入した人口をどのようにして定着させるかが問われることになるだろう。
以下の 2 で挙げる論点にも関わるが、中野区が都市としての暮らしやすさを高めていくこ
とで、一度中野区に居住した人々が、例えば結婚などのライフイベントを経験した後も中
野区内に居住し続けたいと思う地域となるような政策的努力が求められる。人々が都市生
活に見出す利点が多くの側面にわたるものである以上、そうした政策は総合的なものにな
らざるを得ないが、例えば前述した多様性に配慮したまちづくり政策は都市の魅力を高め
る点で有効に機能するだろうと思われる。
２

家族生活とライフスタイルの多様化
少子高齢化の一因でもある晩婚化は、独身であり続ける人々、パートナーと同居しない

人々を著しく増加させ、単身世帯の増加をもたらしている。2050 年に予想される単身世帯
の割合の高さは、高齢人口の増大によるところも大きいものの、晩婚化の結果として単身
世帯が増えることは、ライフコースにおいて一度も結婚や同棲を経験したことのない人々
が増えるということを意味していることに注意が必要である。
2050 年の中野区は、このような現在の傾向が大きく変化しないかぎり、現在以上に単独
世帯、夫婦のみ世帯、ひとり親世帯などに暮らす男女が増大するなど、家族生活の多様化
が一層進んだ区になることが予想される。特に単独世帯の増大は著しく、どの世帯主年齢
階層でも 3 割以上は単独世帯が居住すると予想される。晩婚化・非婚化の傾向について長
期的な予測をすることは困難であるが、大きな反転がここ数十年は生じないとすれば、単
身生活が長期化する中で、例えば現在 20 代の若者が中野区に単身のまま居住し続けて 2050
年に 60 代を迎えるというケースも少なからぬ規模で生じるだろう。
こうした世帯構成の変化は、家族関係のあり方が人々の生活時間や関係形成パターンを
規定する重要な要因であり続ける限り、中野区に暮らす人々のライフスタイルが一層多様
化することを予想させる。
単身世帯に暮らす人々に注目すると、単身世帯に暮らす人々がそれ以外の世帯に暮らす
人々とは異なる社会的ネットワークを持つとすれば、中野区に暮らす人々の社会関係は現
在とは異なったものになる。単身世帯人口の増大は、年齢や家族形成経験などに関して多
様な経験を持つ人々が増大することを、約言すれば、単身世帯人口内部でのライフスタイ
ルの多様化が増すことを意味するだろう。
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多様なライフスタイルを持つ単身者の間で、あるいは、単身者とそれ以外の世帯に暮ら
す人々との間でどのようなネットワークが形成されうるかは未知数であるが、生涯を単身
で暮らす男女が増大することは、近所づきあいのネットワークが相対的に乏しい人々が増
える可能性を高めるという想定は成り立ちうる。すでにこんにち、単身世帯の増加が都市
における社会的統合を困難にするととらえる論調がみられるが、それはこうした想定に立
つ議論であろう。しかし、単身世帯に暮らす人々の中にも、近隣のネットワークを形成す
ることを忌避しない人々も存在しうる。政策的な観点からは、単身世帯の増加をただ否定
的に捉えるのではなく、様々なライフスタイルを持つ人々の間にどのような社会関係を築
いていけるかが都市の魅力の創造につながるという視点から、将来のまちづくりを展望す
ることが重要ではないだろうか。例えば、多様な特性を持つ人々が参加する地域活動や文
化活動を通じて、人々の交流を促進するようなまちづくりが進められるならば、そこには、
暮らしやすいまち、安心して暮らせるまちといった、都市としての独自の魅力が生まれる
だろう。そうした魅力を持つ中野区に居住することを多くの人々が主体的に選択するよう
になれば、ライフスタイルの多様化した未来におけるネットワーク形成のあり方は違った
姿を示すことになるだろう。
以上は単身世帯の増加に注目した議論であるが、2050 年の中野区の姿を考える上では、
子どもを持つ世帯が定着しやすいようなまちのあり方を考えることも重要である。その理
由は第一に、多くの人々が自分が生まれ育ち、多くの人間関係資本がある中野区に愛着を
持ち、そこに住み続けることが、持続的でありかつ活力のあるまちづくりの重要な条件に
なり、そのためには多くの子どもが中野区で育っていくことが必要であるからだ。また第
二に、単一的でない、多様な特徴を持つ人口を持つことがこれからの都市の理想像だとす
れば、子どもたちにも、子どもを持つというライフスタイルを選択する人々にも住みやす
い都市であることもまた要請されるからである。言うまでもなく、こうした要件を満たす
都市はまた、異なる民族の人々も住み続けやすい都市になりうるだろう。
すでに、現在の中野区における子どもの少なさは、中野区政策研究機構『基礎調査研究
－中野区の現状と課題の分析』などにおいて、30 代の定着率の低さと関連付けて指摘され
てきたところである。これは家賃や居住条件などの面や、子育てをめぐる諸条件の整備な
どの面で、子育て期の世帯が居住しにくいような状況が現在の中野区にはみられるという
ことを示唆しており、この点については改善が求められる。また、近年注目されてきたワ
ーク・ライフ・バランスを将来的にも実現するという観点からも、子育てをめぐって仕事
と生活の調和が達成しにくい人々に対する政策的支援を行うことは望ましいと考えられる。
多様化したライフスタイルや価値観を持つ人々が暮らす中野区が、都市としての均衡あ
る発展を遂げていくためには、異なる世代や集団の異なる価値が共生することを可能にす
るような文化的なアイデンティティが求められるだろう。そうしたアイデンティティがど
のようなものであるかは未知数であるが、それは与えられるものではなく、住民が自らの
手で選び取っていくものであるべきだろう。そこでは住民自身が、中野区を特徴付ける歴
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史や文化を再発見し、共有していくことが鍵となるが、そうした試みが実現するには長い
時間が必要である。また、住民たちによる文化の発見と共有というプロセスじたいが、地
域の社会関係を豊かにしていく効果を持つことにもなるだろう。2050 年という遠くない未
来に向けて、中野区の文化を創造していく試みが、今始められるべきではないか。
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2050 年への期待

～中野の未来は～
森下

1

正（明治大学政治経済学部）

中野との出会い
私と中野との初めての出会いは、1975 年前後のことである。丁度、今から約 35 年前の

ことであるが、中野に住んだ経験ではない。義理の叔父に英会話を教えてもらうために、
毎週日曜日に一人西武電車に乗って埼玉の新所沢駅から中野の野方駅まで、2 年間ほど通っ
たのだ。その後、叔父が名古屋に転勤となったことから、私の中野通いは終わってしまう
のだが、約 35 年ぶりに野方、沼袋、新井薬師前、そして新井薬師前から中野駅に至るまで
の間を調査研究のために歩くと、家や車は新しくなったが、全く変わらぬ街並に都会なの
に田舎に来たような安堵感を覚える。こう思う人は私だけではなく、他にも多くの方々か
ら賛同を得ることができよう。逆に、いつまでたってもランダム、かつカオス状態の街並
に、時代遅れでセンスがないとご批判の方々もいらっしゃるであろう。
当時、叔父は野方駅から商店街を抜けて、環七を超えた所に広がる住宅街にあった電電
公社（現、NTT）の社宅に住んでいた。英会話の後、叔父に連れられて、叔父の自宅から
野方小学校付近を抜けて、住宅街の細く見通しの悪い狭い交差点を何度も超えながら南下
して、中野サンプラザまで行き、今度は北上して新井薬師梅照院を経由して、沼袋か新井
薬師前の駅まで出て、そこから電車に乗って新所沢に戻るのが私の常であった。
沼袋の駅は、当時、1 面島式ホーム 2 線で上下線とも外側に追い越し線がある変則 4 線構
造の駅だったが、今は改良されて 2 面 4 線の中線 2 本が追い越し線となり、大変貌した。
しかし、新井薬師前駅は今も昔も急カーブで、電車が斜めに停車する姿は変わらない。駅
前もきれいな住宅が増えたが、昔のままの小さな小道が複雑に入り組んだままで、昭和の
姿、そのものである。
子供の頃の思い出なので、今の中野駅周辺の込み入った商店街などは、ほとんど記憶に
はないが、西武新宿線と JR 中央線の間に広がる住宅街は、戦前の関東大震災後に急速に宅
地化された街区をそのままの姿で伝えている。確認のために、終戦直後の 1948 年に米軍が
撮影した空中写真をみると、一部、農地がまだ残ってはいるが、宅地化されてしまって、
現在の街区がほぼ出来上がった状態になっている。また、1971 年に国土地理院が撮影した
空中写真を見ると、農地は全く見当たらない。今日の中野の町の姿は 40 年ほど前に、ほぼ
完成をみたといえる。

２ 現代の中野を歩き、未来を占う
昔と変わらぬたたずまいを特に色濃く残している地域が多い中野だが、少しずつ変化し
ていることも事実である。東中野駅周辺は、西口の再開発と国道 317 号線の拡幅工事が進
み、街並が一新されてしまった。同駅の東口でも、日本閣を中心に再開発が進み、二つの
高層マンションと日本閣の新しい式場などが建設され、いずれはショッピングモールも整
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備される。中野のラウンドタワーといえば、中野駅前の中野サンプラザが即、思い浮かぶ
が、それを超える高層ビルが中野に出現したのである。局所的ではあるが、中野に新市街
地が形成されつつある。
中野駅周辺も、中野サンプラザの建て替えや中野ブロードウェイ商店会の隣接地での高
層マンション計画など、21 世紀になった今、大きな変化を遂げ始めている。
こうした再開発が進む中にあって、改めて中野駅北口から新井薬師前駅までの道のりを、
商店街を隈無く回遊しながら歩みを進めて行くと、人間味あふれる情緒と昭和の雰囲気を
残すたたずまいが残っている。防災、防火、交通安全、バリアフリーの見地からみれば、
決して望ましい状態にあるとはいえないが、親しみ易い雰囲気は十分に残されているとい
える。また、それぞれの商店街区が個性を持っていることも事実で、単なる線で構成され
た商店街ではない、面としての広がりも感じられる。
ちなみに、新井薬師梅照院の門前商店街である薬師あいロード商店街振興組合と新井薬
師門前通町栄会は、大手流通チェーンの店舗がほとんどなく、中小小売店と飲食店が集中、
集積している。店の看板が今は懐かしい切り抜き文字のお店、手作りお惣菜やおせんべい、
お菓子、麺類のお店など、地域固有の特徴がよく出ている。と同時に、毎日にぎわいを見
せる生鮮品のお店も健在である。また、中野駅北口から早稲田通りに至る間に構成されて
いる数々の商店街には、地元の人だけではなく、他地域から来た人々にとっても、ふらっ
と立ち寄ってみたくなるお店が密集している。
商店街を構成する個々の商店は、決して全てが順風満帆とはいえないが、集中、集積し
ていることで、訪れた人々に感動を与える雰囲気を醸し出していることは確かだ。古き良
きものや姿が残る商店街集積の存在それ自体が、未来の中野の地域資源になるはずである。
こうした現代の姿を未来に繋げて行くためには、全面的な再開発ではない、中野独自の街
並保存や景観保存、あるいは現代のよさを残す形での商店街リニューアルが必要不可欠で
あろう。
一方、商店街の後背地には、住宅街が広がっているが、商店街よりも住宅街の方で、変
化が激しいようだ。それは、街路や建造物といったハード面での変貌だけではない。人口
動態的にみて、実際に住まう地域住民の転入、転出が激しいのである。単身世帯や 3 人以
下の核家族など、若い世代は都心への近さもあって、学生時代や会社勤めを始めた頃から
中野での居住を始める。しかも、その多くが借家住まいである。だが、所帯を持ち、さら
に子供ができると、住宅の手狭さの解消と持ち家取得が理由となって、中野から他地域へ
と転出してしまうのである。地元定着率が非常に低いのである。従って、入れ替わりが激
しい。
しかし、学生時代や夫婦 2 人、結婚したてのころには中野に住んでいたので、駅前商店
街の小売店や飲食店のことを懐かしく思うという旧中野住民は非常に多い。というのも、
中野から転出していった人々が、所用や仕事、あるいは観光やショッピングも含めて再び
中野に訪れたときに感じる中野のイメージは、昔のままだからである。この懐かしいイメ
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ージを形成しているものが、中野に集中、集積している商店街である。さらには、詳述す
ることは省くが、中野区内に多く残っている寺院や神社などの歴史的建造物であったりす
る。
JR 山手線の内側の地域では、かつての街並が全くわからなくなるほどの再開発が行われ、
未来都市の様相を呈しているところもあり、それが新たな地域の魅力となっている。中野
でも、それに近い動きがあることは、前述した通りである。あるいは逆に、昭和 30〜40 年
代の高度経済成長期に大規模住宅開発が行われた多摩西部の住宅街は、かつての地形や地
勢が全くわからなくなるほど山は削られ、川は流れを変えてしまい、近代的ではあるが地
域の個性は抹消されてしまった。
だからこそ、現代の中野が有する上述した地域資源が 2050 年の未来においても、堅実に
残されている姿があることが、中野の魅力アップに繋がるはずである。いいかえれば、地
域間競争の中で、中野が他の地域との差別化、差異化を実現する根源は、現代にこそ残さ
れているのである。

３ 大規模再開発の前に地域資源の掘り起こしを
JR 東中野駅と中野駅周辺の再開発が現在進行中である。
西武新宿線の連続地下化の話も、
構想段階だが耳に入って来る。大きな変化があまりなかった中野でも、2050 年には様変わ
りしてしまうエリアが誕生していることは事実であろう。しかし、ここでもう一度、じっ
くり町を見つめ直して、中野が他地域と差別化、差異化できる地域資源を克明に明らかに
しておく必要があろう。それは、上述した商店街や寺院、神社などのように目で見てわか
る現存する地域資源だけではなく、消滅してしまった、あるいは今でも一般家庭で継承さ
れている郷土料理や郷土の風習の復活も地域資源として考えるべきであろう。さらにいえ
ば、今日、芸術家やクリエイター、芸人たちが数多く住まい、絵画や彫刻、陶芸、写真や
映画、芝居などの作品づくりを行っているのであれば、彼らの技を地域資源としてクロー
ズアップすべきであろう。こうした地域資源は地域の魅力アップにとって、過去から現在、
そして現在から未来に継承していくことが必要不可欠なものである。
安全、安心の確保、利便性、機能性の向上のためには、街の再開発も必要なことは十分
に理解できる。だからこそ、街の特徴を失ってしまうようなハードの整備ではなく、地域
資源の活用で地域の活性化ができ、街の特徴が際立つような工夫が再開発には求められよ
う。
例えば、練馬区に有る西武池袋線の大泉学園駅は、所沢側にあった踏切の立体交差化と
並行して北口、南口の再開発を行ったが、日本初のカラーアニメが制作された発祥の地と
いうこと、松本零士氏が大泉在住ということもあって、駅北口に銀河鉄道 999 の大壁画が
2008 年 3 月にお目見えした。目に見えない地域資源を目に見える形にして残したこうした
取組みは、中野でもできるはずである。
また、古き良き建造物の再利用も、再開発の中に含めて考えておく必要がある。例えば、
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埼玉の秩父鉄道秩父駅近くの秩父往還沿いに立地している「ほっとすぽっと秩父館」は、
みやのかわ商店街振興組合の所有物である。明治時代初期に建築された商人宿「秩父館」
を同組合が借り受けて、なるべく昔の姿を残すよう改装後、地域の交流・観光拠点として
活用することを目的として開設した。
ただ、そのまま地域資源を残すのではなく、歴史有る施設であれば、新しい役割をもた
せて再生していく。こうした考え方に基づく、地域の再開発であれば、地域の個性を失う
ことはないであろう。
こうした古い施設の利用方法は、中野にもある。中野駅北口の飲食街に行くと、古民家
を改修したお店を見いだすことができる。大規模再開発と比べれば、インパクトは弱いよ
うに思われるかもしれない。しかし、地域資源を活用する観点から、既存施設の再生によ
る再利用を徹底すれば、2050 年の中野には他の 22 区にはない地域資源が豊かになり、地
域住民の誇りと他地域から訪れる観光客にとっての魅力を高めることができるように思え
てならない。

４ 失われた郷土愛や地域文化の再創成を
中野の未来を託して行く際に、一番の原動力となるものが、地域住民による地域に対す
る郷土愛と地域文化であるといえる。というのも、地域産業の集積度合いからすれば決し
て恵まれてはいない沖縄県では、地域住民の根強い郷土愛と地域文化の継承によって、人
口減少社会に陥った日本の中で人口増加を続けているからである。この事実からすれば、
経済的な豊かさの前に精神的な豊かさの充実こそ、地域繁栄の源となるはずである。ちな
みに、沖縄の方々は、若い時は都会の学校に修学するが、卒業後は故郷に帰りたがる、あ
るいは故郷に帰る人が多い。
このように考えると、
若い年齢層の単身世帯と 3 人以下の核家族の地元定着率の低さは、
地域活性化の阻害要因となる可能性もある。人の出入りが激しいということは、地域コミ
ュニティの脆弱化と希薄化を引き起こしている可能性がある。逆に、地域コミュニティの
健全性や組織力（まとまりの良さや相互扶助、協力関係など）があったからこそ、衰退し
きって空き店舗が増えてしまった商店街であっても、再生することができたという事実が
ある。
例えば、今でこそ、愛知県名古屋市の大須通り商店街は賑わい、活気あふれる商店街と
して、全国各地からの視察団が絶えないが、昭和 50 年代はじめにシャッター街になる危機
的状況に陥った。しかし、そこから脱却することができた原動力が、地元商店街のコミュ
ニティの根強い連携と協力関係であったのである。具体的には、当時、30〜40 歳代の若手
経営者や後継者を中心に立ち上がり、商店街にお客様を呼び込む多様な取組みを開始した
のである。今では、彼らも 60〜70 歳代になったが、その後継者たちが今の活動を支えてい
る（同商店街振興組合連合会の事務局長談）。
中野でも実は既に、商店街を中心に様々なイベントや祭りを中心とした取組みが行われ
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ている。今後は、個々の商店街が連携しあって、線から面に広がりを見せて行く中で、地
域住民を巻き込んだ街を挙げての取組みに発展させて行く必要があろう。また、寺院や神
社と商店街とが連携することによって、かつては行われていたけれども、今は消えてしま
った伝統的な祭りや行事の復活などを通じて、地域文化の復元も可能なはずである。こう
いった取組みを通じて、地域コミュニティの再生、強化を図って行くことができるであろ
う。その結果、地域住民の地域に対する愛着も醸成されるはずである。
さらに、中野はモノづくり企業の集積は希薄だが、創業の地が中野で実は製造部門だけ
が区外へ移転したけれども、今でも多くの優良企業の本社や営業所が中野に居を構えてい
る。こうした企業にも、地域との関係性を深め、失われた郷土愛や地域文化の再生に繋が
る活動への協力を求めて行く必要があろう。

５ いつまでも心の拠り所、懐かしい街として
2050 年になっても、今と変わらぬ街の姿が健全に残っていることを期待したい。ただし、
人、自転車、車、バスなどが群がってしまい、これでは危険で初めて中野に来た人が中野
に行くのは、もうやめようと感じさせてしまうようなエリアでのインフラ整備を行う再開
発は、中野でも必要不可欠である。また、若い年齢層の単身世帯と 3 人以下の核家族が賃
貸住宅に住まい、学校の卒業後や子供の誕生を機に、中野から去って行ってしまう住環境
は、都心に近いこともあって、今後も大きな変化はないであろう。
しかし、2050 年までには地域住民の根強い郷土愛と地域文化が継承され、かつ地域資源
がふんだんに維持され、活用されている中野に進化して欲しいと願う。その結果、中野に
定住している住民にだけではなく、中野から他地域に去った旧中野住民にとっても、心の
拠り所、都会だけれども故郷のように思える懐かしい街になるであろう。特に、旧中野住
民の心が中野と繋がり続けることに成功しておくことが不可欠である。なぜなら、この人
たちが中野に何度も訪れたくなる気持ちを持ち続けることができれば、転居後も中野を訪
れてショッピングや飲食を楽しむであろう。あるいはお祭りやイベントにも参加するなど、
中野との関係性を維持してくれるはずだからである。
繰り返しになるが、中野に現有する地域資源をしっかり掘り起こし、それを維持、再生、
再利用して活性化すること、地域住民の強靭なコミュニティを形成すること、そして中野
に対して根強い郷土愛を育み、これこそが中野であるといえる地域文化を根付かせること
を、2050 年までに中野で実現して欲しい。もしできなければ、高度経済成長期に大規模住
宅開発が行われた住宅団地の今日の姿のように、中野も空洞化してしまうであろう。
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首都直下地震災害から復興するナカノ・シティ
澤井

安勇（日本防炎協会）

はじめに
中野区における超長期のまちづくりシナリオを作成する場合には、標準的な都市発展シ
ナリオのサブ・シナリオとして、今後 30 年以内に M7 クラスの地震が発生する確率が 70％
と見込まれている首都直下地震の発生を想定したリスク・シナリオを用意しておく必要が
あろう。以下、国および東京都の被害想定等に基づき、中野区または未来のナカノ・シテ
ィが大震災に被災し、そこから復旧・復興を経て、新たな都市空間に生まれ変わるプロセ
スの仮想トレースを試みることで、今後の災害復興まちづくりを考える際のいくつかの視
点を提供できれば幸いである。

首都直下地震の発生によるナカノ・シティの被災
21 世紀前半の 20XX 年晩秋の夕刻、東京湾北部のプレート境界を震源とする M7.3 の

・

地震（東京湾北部地震）が発生し、東京のほぼ全域が震度 6 以上、東部地区は震度 6 強
を超える激震にみまわれた。都県域を超えて、死者約 11,000 人、建物の全壊・焼失約 85
万棟という首都地域においては第二次大戦後最大規模の災害をもたらした。建物の被害
については、震源地に近い荒川沿いで全壊が目立つほか、折からの強風の中、環状 6 号
線、7 号線沿い地域および中央線沿線地域の木造密集家屋群の焼失が顕著であった。
・

ナカノ・シティの被災状況については、強震域が東京東部に偏っていたため最大震度
は免れたものの、エリア全域が震度 6 弱の強い地震に襲われ、数か所で火災が発生した。
中央地域北縁部、南部地域の一部などエリア内で耐火・耐震改修が遅れた老朽住居地域
を中心に、全体で住宅総数の 1 割を超える家屋が倒壊・焼失の被害をこうむり、死者・
重軽傷合わせて千人弱という大きな被害が生じた。また、電力・水道等のライフライン
の被害もエリア全体の 3 割近くが機能不全に陥るなど、甚大な被害が発生した。

・ 住環境が不良なエリアを中心に建物の全壊・消失被害が続出する中で、2010 年頃から、
住宅の対震・耐火性能の向上、大地震を想定してその復興を念頭においた都市計画マス
タープランに基づく都市計画事業や小ロットで防災性能の向上を目指したナカノ方式の
都市型住環境整備事業など減災効果のある事前復興型まちづくりの推進が進められてき
たが、そうした住環境整備の進展したエリアにあっては、全壊家屋は最小限に抑え、ブ
ロック塀等の倒壊による死傷者数を最小限に抑制することができた。なお、各種の都市
施設整備が進む中央地区においては、建物の全壊・焼失等の甚大な被害は免れたが、公
共交通機関の全面停止に伴い、事業所従業員など数万人規模の帰宅困難者が発生し、中
野駅周辺の広場、公共施設、オフィス等は多数の人々で溢れかえり、騒然とした状況が
現出した。
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発災後の応急復旧・復興準備対策
・

震災発生直後、直ちに役所内の防災センターに災害対策本部が設置され、市民・避難
民・帰宅難民に対する災害被害状況や避難場所の周知等の情報伝達と併せ、エリア内 50
箇所の避難所とエリア内・外の広域避難場所の開設、市民の緊急避難および被災地にお
ける応急救命救助対策が実施された。エリア内の広域避難所には、被害の大きかった周
辺地域からも外国人を含む多数の市民が避難する姿がみられた。また、大勢の帰宅困難
者には、中央地区の官民の施設、店舗等の多くが仮設待避所として開放されたが、災害
時安否確認システムにより自宅・家族の無事が確認できた一部の人々が、防災センター
からの要請もあって、エリア内の被災地区における応急復旧作業等にボランティア参加
する姿も見られた。
地震発生後 3 週間ほど経過してエリア内の各地に仮設住宅の建設が開始されたが、災

・

害対策本部の呼びかけもあって、被災者の一部は、被災を免れた地域の親族等のもとに
一時疎開するケースも多く見受けられた。また、災害対策本部とは別途に設置された震
災復興本部を中心に、2010 年代に作成・運用されてきた復興まちづくり基本方針に基づ
き総合的な震災復興基本計画の策定作業も着手された。
地震発生直後から 3 ヶ月以内は、いわゆる応急復旧段階としての救助・救命救急、避

・

難所の開設、ライフライン復旧、瓦礫撤去、仮設住宅建設準備等非常時の緊急対策に全
力が注がれることとなった。
・

なお、首都直下地震による甚大な被害からの迅速かつ円滑な復興を図るため、国・地
方の復興基本計画に基づき関連自治体に対する国の特別援助措置や甚大被災地区を指定
して各種の行財政特例措置を集中的に投下しうることなどを定めた「首都直下地震復興
対策基本法」が制定されることとなった。

復興まちづくりのプロセスとその後の歩み
・

被災地の応急復旧に一応の目途が立ってから、その後１年以内は、いわゆる復興まち
づくりの初動期として、復興基本計画の策定、まちづくり協議会などの官民協議機関の
設置、NPO 型のまちづくり支援組織の設立・活動開始などが進められた。また、復興対

策基本法に基づく震災復興計画および復興対策特別地区の指定等を活用するなどして、
被災地域等における拙速で無秩序な現状復旧事業を極力制御し、地域の災害対応能力の
向上を図るため必要な土地利用規制や建築制限などの法的措置が講じられた。
・

地震発生後 3 年以内は被災地域を中心として住宅再建を中心に住民の生活再建を最優
先にした復興事業の執行が急ピッチで進められた。その一方で、策定された総合的な復
興基本計画に基き、単なる被災地域の現状復旧に止まらず、地区コミュニティ単位の災
害対応力の整備・強化を基本として、被災地域を中心に住環境整備、基幹的街路・公園
等の整備を中心とした防災都市計画の実施など、災害に強い都市構造への転換を目指し
た本格的な都市復興事業が進められることとなった。
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・

さらに、この期間中には、ナカノ・シティ独自の防災コミュニティづくりの方針およ
びそれに基づく多様な支援制度などを規定した「震災対策まちづくり基本条例」も制定・
施行された。これらの結果、震災後 10 年程度で、被災地域の現状復旧は概ね完了し、地

区コミュニティ毎の防災力強化も震災発生前に比べ、各段に向上することとなった。
・

ナカノ・シティにおいては、復興基本計画の前提となる都市復興ビジョンにおいて、
震災発生時の都市レベルへの復帰にとどまらずさらに一段高い空間クオリティを追及し、
防災性を高めた戦略的な市街地再開発を進めることとした結果、震災発生後十数年経過
してからは、都市構造の整備が急ピッチで進み、安全性と快適性を備えたアーバン・コ
ンプレックス（都市機能複合体）地区への道を歩み始めている。

・

なお、震災後の一時疎開やその後の復興対策事業期間中に外国人を含む多くの人々が
ナカノ・シティに逗留し、地域コミュニティの魅力に惹かれて、多くが定住化すること
となった。大震災は、都市空間の更新を促進したばかりでなく、ナカノ・シティの人的
多様性の促進という効果ももたらしたのである。

（出典：東京都防災会議地震部会「東京直下型地震による東京の被害想定」2006、内閣府
「平成 21 年度首都直下地震の復興対策のあり方に関する検討会報告書」2009）
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ナカノ・サイドストーリー2050
本章では、前章で提示したマクロストーリーを踏まえ、2050 年のナカノ・シティに暮ら
す人々の日常生活を、市民の視点から物語として描く。ここで意図するのは、マクロスト
ーリーでは描ききれない、もしくは描くことが困難な事柄を捕捉し、ナカノ・シティの人々
の生活の断面を詳細に描くことである。マクロストーリーには適さない具体的な事柄とは、
個人の持つ価値観や感情など、マクロストーリーを実現するための前提となる重要な部分
や、発展した科学技術や医療技術を人々が日常の中でどのように取り入れて暮らしている
のかという実態の部分などである。また、2050 年の世界にナカノ・シティに生きる人々は
必然的にそれ以前の時間を生きているため、ある個人の生活や考え方を踏み込んで想像・
考察することは、それまでの時代の変化などを踏まえることとなる。その意味で、2050 年
という断面を切り取ることは、それまでの過去を透かし見て、2050 年の生活にどのような
影響があるのかをミクロ的視点で考察するということでもある。
このサイドストーリーは 4 つのエピソードから構成されている。それぞれのエピソード
では、ライフステージや家族構成、職業などが異なる主人公たちが、どのように家族や友
人たちと関わり合い、どのようにナカノ・シティで働き、学び、子育てをしているのかな
どを描いている。
既に示したとおり、2050 年に向けて家族形態が多様化するととともに、世帯の単独化・
小規模化が進行することはほぼ間違いない。さまざまな政策により、ナカノ・シティでは
真に多様化が進むため、伝統的な家族形態を選択する人々も一定割合存在する。その一方
で、小規模な世帯類型を選択する人々が増加していく。したがって、本ストーリーにおけ
る登場人物の多くは、「ひとり暮らし」「夫婦のみの世帯」「夫婦と子からなる世帯」
「ひと
り親と子の世帯」という比較的小規模な世帯類型を設定している。
なお、文中の太字は本エピソードを読み解くためのキーワードであり、157 ページ以降に
解説を記載している。
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■エピソード１

杉浦誠 75 歳

新しい人生を目指して 50 歳で大学院に進学し、たくさんの仲間と出会った。
2050 年 5 月 25 日水曜日。あと 1 週間で 6 月 1 日だなと、カレンダーを見ながら誠は確
認した。2050 年の 6 月 1 日水曜日、午前 11 時に当時一緒の職場で働いていた仲間で集ま
ろうという約束を、40 年前の 2010 年にしていたのだ。40 年。あのときはまだまだ先のこ
とだと思っていた。しかし、文字通り飛ぶように過ぎた 40 年だった。
誠自身について言えば、あの 2008 年の世界同時不況以来、
世界中で起こった暴動やテロ、
長引く不況などと比較しても劣らないほどの、いや、個人的に言うならば、それ以上の激
動の人生だったと思う。あの不況の前年、2007 年に娘のさくらが生まれて、将来は順風満
帆と思えたのだが、不況のあおりで給料は大幅に削減され、それが直接の原因ではないに
せよ、徐々に妻との仲も悪くなっていった。そして、さくらが 15 歳、中学を卒業する時に
正式に離婚した。誠が 47 歳の時だった。さくらは妻に引き取られたので、誠はそれ以来、
ずっとひとり暮らしを続けている。しかし、さくらは誠を「パパ、パパ」と慕っており、
父娘関係はかなり密な方だと誠は思っている。
50 歳になった時、誠は自分で商売を始めたいと考えた。そして、商売をやるなら、自分
が育ち、今でも母親が住むナカノ・シティでやりたいと考えた。それで、それまで住んで
いた新潟を離れ、経営の知識を身につけるために、特に個人で起業する人たちが集まるナ
カノ・シティの大学院で MBA を取得した。受講していた学生は、下は 15 歳、上は 87 歳
までと、本当に幅広い年代の人たちで、国内だけではなく、遠隔教育システムを利用して
インドネシアやマレーシア、タイ、エジプト、モロッコなど、世界各国から受講生が集ま
っていた。壁面スクリーンを通しての議論は毎回盛り上がり、とても仲良くなった。MBA
取得後、誠は受講生の何人かを訪ねる海外旅行に行ったこともあった。そのなかでも特に
記憶に残っているのは、当時最年少の 15 歳で受講していた、マレーシアの少女だった。く
っきりした目鼻立ちの美しい
少女で、ともすると拡散しがち
な議論に、常に本質的な疑問を
投げかけることで、他の受講生
たちをクールダウンさせる力
を持っていた。その少女とクア
ラルンプールで会ったとき、彼
女は誠に静かに聞いた。
「MBA
を取った今、誠さんは一体どう
したいの？一番心が欲しいと
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思っているものは何？」
このときの誠は、正直いえば、個人でできる商売だったら、なんでもいいと思っていた
し、もっと言うならば、儲かる仕事だったら何でもよかった。これまでの経験を活かして、
中国との貿易業をやってもいいと思っていた。だけど、静かな口調でその少女に聞かれた
とき、思い直した。そうか。何ができるのか、じゃなくて、何がしたいのか、なんだな。
そう考えたことはこれまでになかった。今振り返れば、このときの彼女との再会がその後
の誠の人生を少しばかり変えることとなったのだった。
65 歳。
「地域の人と人をつなぐ」コミュニティ・ビジネスを立ち上げた。日々、いろいろな
出会いを求める人たちがやってくる。
今、誠は、いわゆる「出会い創出業」のようなことをやっている。自分が本当に好きな
ことは何かを考えてみた結果、最後に行き着いたのは「人との出会い」だったのだ。それ
で、大学院を卒業した後の 10 年間、人との出会いをプロデュースする会社に勤めて修行を
し、65 歳のときに、
「職業・起業センター」の支援を受けて独立した。マレー語で「また会
いましょう」を意味する「ジュンパ・ラギ」という言葉を会社の名前にしたのも、自分の
気持ちに気付かせてくれたマレーシアの少女に敬意を表してのことだ。「ジュンパ・ラギ」
では、恋人を探したいという人だけでなく、同年代の同性の友人が欲しいという人、うん
と年の離れた異性の友人が欲しいという人、ルームメイトやシェアメイトを探している人、
バンド仲間を探している人など、様々な人たちが出会いを求めてやってくる。誠は利用し
てくれる人たちに安心してもらうために、まず、入会希望の人たちとじっくり話すことに
している。そして、随時会員たちの相談相手にもなる。また、恋人を探しているという 2
人を会わせるときも、最初から 2 人きりで会わせることはなく、アートナレッジセンター
で開催される観劇会や里・まち交流ツアーなど、できるだけ複数人が参加するイベントで
自然と仲良くなれるように配慮する。もう 1 つ、
「ジュンパ・ラギ」の大きな特徴は、ナカ
ノ・シティの人たちのみを対象としていることだ。会いたいときにはすぐに会える、そん
な距離での出会いに対するニーズはここ数年特に高まってきた。もちろん、人との出会い
の方法としては、インターネット上のコミュニティや特定目的サイトなども形は変えなが
らも未だに残っている。しかし、やはり顔が見えないことに対する不安感と、コンピュー
タシステムによるマッチングに対する不信感と味気なさを感じる人は相変わらず多い。そ
れで、誠のきめ細かな対応と、生来持っている人好きする性格も手伝って、「ジュンパ・ラ
ギ」は小さいながらもそこそこ順調に回っているのである。
この日も誠は、中央にある自宅の１階にしつらえたオフィスのスペースで、今日の仕事
の段取りを考えていた。今日は、ひとり暮らしは不安なので比較的近い年代で集まって暮
らすグループリビングに住みたいという、半年前にご主人を亡くした 87 歳の女性が午後 3
時にやってくる。彼女と一緒に、ナカノ・シティ内のグループリビングを見学する予定だ。
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この 20 年ぐらいの間で、20 代以上の各世代を通じて、気の合う仲間を探して一緒に住むと
いうグループリビングの住まい方が急激に増え、定着している。そのほとんどが 5～10 人
ぐらいの規模で、ルームシェアに近いものもあれば、ワンルームマンションのように一室
ずつが独立しているものもある。グループリビングといった場合、最低でも夕食は一緒に
皆で食べる、ということを原則にしているところが多く、豊かな食生活が保障されるのが
特徴だ。しかし、その住まい方は、個人個人の自由が最大限尊重されているので、夕食は
食べても食べなくてもいい。また、グループリビング単位で近くの医療機関と提携してい
ることが多く、いつでも遠隔診療を受けられるし、定期的に往診もしてくれる。今日来る
87 歳の女性は、レオという、まもなく 10 歳になろうかという巨大な雄猫を飼っていて、ペ
ットが飼えるグループリビングを希望している。また、87 歳になった今でも、週に一度は
野方の保育施設で保育グランマをしているので、できれば野方に住みたいと言っていた。
それだったら、コミュニティ・ストリート（新たな商店街）からも保育施設からも歩ける、
あそこのグループリビングが一番だな。そんなことを考えているとき、オフィスに 1 人の
女性がやってきた。
「おはよう」
娘のさくらだった。彼女は大和町に、ボーイフレンドと、その彼との間にできた 3 歳の
息子と 3 人で住んでいる。
「久しぶりだな」
「そんなこともないでしょ。2 週間ぶりぐらいよ。パパ、元気にしてる？」
「まあまあだ。掃除はユキがやってくれるしな」
ユキ、というのは、実はペットロボットだ。しかし、単なる愛らしいロボットというの
ではなく、本を本棚に戻したり、掃除をしたりといった、簡単な仕事をやってくれるのが
ありがたい。また、オーナーの好みに合わせた歌を歌ってくれるのも楽しい。
「あのさ、別れた妻の名前をロボットにつけるというのもどうかと思うよ」
「いいじゃないか」
「パパもさ、人の出会いばっかりじゃなくて、自分の出会いも探したら？まだ若いんだか
ら」
「俺のことはいいんだ。お前はどうなんだ。隼人やあのナントカいうボーイフレンドは元
気なのか？」
隼人というのは、さくらの 3 歳の息子の名前だ。
「そうそう、それなんだけどね……。この間彼とは別れたの。それで引っ越すことにした
んだ」
「そうか……。それは残念だったな。隼人はどうするんだ？」
「私が育てる。それで、パパにお願いがあるんだけど」
「なんだ」
「シェアメイトを探してるの。女性で」
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「何歳ぐらいがいいんだ？」
「特に年齢はこだわってないけど、子どもが好きで、明るくておおらかな人がいいかな」
「分かった。もし見つかったら連絡するよ」
ひとり暮らしの祖母の日常生活やターミナル（終末期）を娘と考える。
「助かるわぁ。よろしくね。そうそう、そういえばおばあちゃんは元気？」
さくらのおばあちゃん、つまり誠の母親の和子は今年でちょうど 100 歳になる。13 年前
に父親が他界してから江古田にひとり暮らしだ。現在では、病気を事前にかなり正確に予
測できるようになっていることに加え、人工臓器の開発や再生医療技術の発展によって、
以前よりもずっと健康を維持できるようになっている。和子も、80 代半ばのときに食道を
人工臓器にしたほか、皮膚も再生させた。しかし、4 年前に脳梗塞で倒れ、下半身がほとん
ど動かなくなってしまってからは、車いすを利用し、家事ヘルパーに家の中のほとんどの
ことをやってもらっている。
「元気だよ。おばあちゃんの車いすには、血圧や血液を測定する機能だけじゃなくて、毎
日何を食べるべきかとか、生活するうえで気をつけることについてアドバイスをくれる機
能がついているんだって。それに、測定された数値はそのまま全部提携している江古田の
病院に送られているらしいよ」
「へえ、じゃあ、突然具合が悪くなった時もすぐにわかるわけ？」
「そう。そういう時にはすぐに病院からナースやドクターが来てくれるし、同時に俺にも
連絡がくることになってる。だから 1 人でいるときに何かあっても、誰にも気付かれない
でほっておかれるという心配はない」
「食事はちゃんと食べてるのかしら？」
「最近入ってくれているヘルパーさんは料理がものすごく上手みたいで、車いすに表示さ
れたメニューをおいしく作ってくれるんだってさ。それにそのヘルパーさんは食事が終わ
るまで一緒にいてくれるのも嬉しいって言ってた」
「おばあちゃんは、ヘルパーさんとお話するのも楽しみの一つなんだよね」
「ああ、やっぱり食事は楽しく食べるというのが一番おいしいからなあ」
「おばあちゃん、もうすぐ 100 歳じゃない。“旅立ち”のこと、どう考えてるのかな」
「この間会ったときも、その話になったんだよ。おばあちゃんの知り合いで、誰も身寄り
のいない男性がいるんだって。相当偏屈な人らしいから、ほとんど集まりには顔を出さな
いし、ネット上でのコミュニティでも、他の人をやり込めるような発言ばかりして、みん
なから煙たがられてるらしいんだけど、その人が、＜看取り NPO＞に申し込んだっていう
のが仲間内での話題になってるんだってさ」
「看取り NPO？」
「そう。この世を旅立つ瞬間を看取ってくれるだけじゃなくて、本人が望む演出もしてく
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れるらしいよ」
「いろんな商売を考える人がいるものねえ。おばあちゃんはどう思ってるのかしら」
「もし、俺とさくらでこんな話をしてたって知ったら、おばあちゃんは、“私はまだまだそ
んな年じゃない”って怒るだろうね」
と言って誠が笑うと、さくらも、ほんと、と言って笑った。
そういえば、さくらは和子の面影を強く受け継いでいる。笑うと特に目元がよく似てい
る。さくらの中に、母の若かりし頃を見たような気がして、誠はなんとなくこそばゆいよ
うな気持ちでさくらの顔を見つめた。
「何よ。そんなに人の顔をじろじろ見て」
「いや、随分しわが増えたなあと思ってさ」
「相変わらず意地悪ばっかり」
「意地悪じゃない。本当のことだ。お前は皮膚の再生手術はしてないのか？」
「しないわよ。年を取ればしわができるのは当然でしょ。私はできるだけ体に手を加えな
い方針なの。じゃあ、そろそろ行くね。シェアメイトの件、よろしくね」
「分かった」
さくらが出て行った後も、誠は母親とさくらのことを考えていた。母親はどちらかとい
うと、「いかに若さを保つか」「いかに若く見えるか」をずっと追い求めた人だった。若い
ということが、何物にも代えがたい価値だと信じて。ところが、娘のさくらは、あまり若
さに執着していないようにみえる。むしろ、自然に年齢を重ねることに対して、とても肯
定的で、年を取ること自体が価値であると考えているようだ。今、日本全体の人口の 4 割
は 65 歳以上となっていて、一番ボリュームのある層は誠の年齢にある人口、つまり団塊ジ
ュニアの世代だ。ナカノ・シティでもこの人口構造は変わらない。かつては「高齢者」と
いわれる年代の人たちが中心になるこの超高齢社会では「老い」ということひとつに対し
ても様々な考え方があるんだなと、
誠は世代の違う 2 人の女性の態度を通して考えていた。
駅前を通って、ナカノ・シティ産食材を使う定食屋へランチ。思いがけず大学院時代の友
人に出会い…
そろそろランチの時間だった。誠はＵＣ（ユビキタス・コミュニケータ）で、昭和・平
成のイメージを残したふれあいロードにある、行きつけの定食屋のページを開いた。この
定食屋の名前は「ナカノ亭」といって、メニューのほとんどがナカノ・シティで取れるも
のだけでつくられている。ネーミングにひねりも何もあったものじゃない。しかし、ナカ
ノ・シティの地下農場でつくられる米や野菜は意外にうまいし、卵も新鮮だ。
「今日の日替わり定食は、ソラマメの炊き込みご飯と揚げ出し豆腐、トマトとキュウリの
サラダ、ミョウガの卵とじのお吸い物、か。うまそうだ。これにしよう」
誠はＵＣ「ナカノ亭」に予約を入れ、オフィスを出た。早くも初夏を感じさせる日差し
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に目を細めながら、のんびり中野通りを歩く。駅前を抜け、サンモールに入ると、いつも
のようにたくさんの人が歩いていた。上を見ても下を見ても、人が行き交っているさまは
圧巻だ。サンモールは言ってみれば劇場の舞台のような場所だと誠は思う。華やかで常に
人の目がある。ここに来ると無条件に浮き立った気分になれる。そして、そんなサンモー
ルを右に折れると、一変して昭和や平成の時代にタイムスリップしたような気分になるの
が、ナカノ・シティの面白いところだ。現在、全ての電線は地中化しているのに、電柱を
わざわざ残してあるのも心憎い。昔は酔っ払って、よく頭をぶつけたものだった。誠がこ
の界隈を気に入っているのは、こんな心の中での小さなタイムトラベルを楽しめるからか
もしれない。
「誠さんではありませんか？」
女性に突然声をかけられ、振り向くと、くっきりした目鼻立ちの美しい 40 歳ぐらいの女
性が立っていた。
「あ……、サリーナさん？！」
「そうです！ちょっとお久しぶりです」
「驚いたなあ。こんなところであなたに会うとは」
誠はサリーナを含む MBA コースで一緒だった仲間とは、今でもやりとりをしている。し
かし、サリーナとはこの 2～3 年ぐらいはほとんど話をしていなかった。聞くと、サリーナ
は 1 年前にご主人の実家のあるナカノ・シティに引っ越してきたのだという。
「誠さんは少し前に独立なさったんですよね？どんなお仕事なんですか？」
「簡単に言えば、人と人をつなぐ仕事なんだ」
「素晴らしいじゃないですか。夢を実現なさったんですね」
「まあ、そこまでのものでもないけどね」
ほんとは、数十年前の君のひと言が大きな影響を与えてくれたんだと言おうかとも思っ
たのだが、ちょっと気恥ずかしくなり、そのセリフは飲み込んだ。
「場所はどこでやっていらっしゃるんですか？」
「駅の南側だよ。自宅の 1 階を改造してオフィスにしたんだ。ありがちだけどね」
「わぁ、今度遊びに行ってもいいですか？」
「もちろん。もし何か人との出会いを探していらっしゃるんでしたら、全力でお手伝いし
ますよ」
と誠は少しおどけて言った。
「いえ…。誠さんに会いに行きます。直接会って、顔を見ながらゆっくりお話したいと思
ってたんです。」
誠の胸に、
「パパもさ、人の出会いばっかりじゃなくて、自分の出会いも探したら？」と
いう、さくらの言葉がよみがえってきた。いや、これは単に懐かしくて言ってるだけだ。
変な期待をしてはだめだ。誠は自分に言い聞かせながら、いつでもどうぞ、とサリーナと
お互いの連絡先データをＵＣで交換しあった。
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■エピソード２

松永エリカ 15 歳

エリカ、進路に悩む。職業体験が来週に控えている。
今日から 6 月だ。今朝から急に蒸し暑くなった。久しぶりに白いシャツを着ると、一気
に体が軽くなったような気さえした。夏服は、襟元の赤いリボンを金色のメダルで留める
のだけど、これがとてもかわいい。このメダルにはＩＣタグが埋め込まれていて、学校の
出席をこれで取るし、テストもこれで受けるから、絶対につけ忘れちゃいけない。
「エリカ、早くご飯食べなさーい！学校に遅れるわよ」
ママの声がキッチンから飛んできた。やばい。7 時 45 分。あと 15 分で家を出なきゃ。
キッチンへ行くと、ママはもうご飯を食べ終わって、仕事に出かける準備をしていた。
「今日は遅くなるから、夕飯はパパと 2 人で食べてね」
「パパ、今日の夕ご飯は何をつくるつもりなの？」
「カレーにしようかと思ってるんだけど、エリカはそれでいい？」
「わー、いい、いい。じゃあ、学校の帰りに買い物して帰るね」
しまった。あと 10 分で家を出なければ。大急ぎで朝ご飯を食べて、家を飛び出すと、家
の前では美羽が待っていた。夏服を着た美羽もやっぱり軽やかに見える。
「ごめ～ん！」
「私も今来たところ」
今日は 1 週間ぶりの登校日だ。今、ほとんどの学校では遠隔教育システムが主流になっ
ていて、毎日学校へ行く必要はない。だけど、私たち中学 3 年生は 3 か月後の 9 月 1 日に、
高校でどのコースを選択するかを学校に提出することになっていて、今日は進路選択のた
めの大事な相談日なのだ。絶対に遅刻するわけにはいかない。
「美羽、もうコース決めた？」
「まだ。ママは『まだ将来やりたいことが決まってないなら、大学に行って決めればいい
から、とりあえずアドバンストコースにしたら』って言うんだけど、ほんとはクリエイテ
ィブコースが気になるんだよね」
「わかるわかる。クリエイティブコース、楽しそうだもん。でもさ、クリエイティブコー
スを卒業した後に、もう一回、アドバンストコースやヒューマンサービスコースに入り直
すこともできるんだよね？」
「うん。坂野先生は、どのコースに進んでも共通の科目はあるから、そこで取った単位は
ずっと持ち越せるって言ってた。エリカはどうするの？」
「そうだなあ。正直なところ、自分が何に興味があるのか、よく分からないんだよね」
「エリカのパパやママは何て言ってるの？」
「ママは、自分が 16 歳だか 17 歳だかで MBA 取った後に、アーキテクトロニクスを勉強
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して技術者になった人だから、そのときそのときでやりたいことをやりなさいって言うだ
け。人生、いくらでもやり直しはきくからって」
「エリカのママ、マレーシアで MBA 取ったんだっけ？」
「そう。マレーシアに住んでいたときに、ナカノの大学の MBA コースを遠隔で取ったの」
「へえ～。すごいね。エリカのパパとは、そのときに知り合ったの？」
「ううん、そのあとに入った大学のアーキテクトロニクスのクラスで一緒だったんだって」
「アーキテクトロニクスかあ」
「考えてみたら、ママって今の私と同じ年のときに、もう MBA の勉強を始めてたんだよね。
それ考えると、ちょっと焦る」
「焦る必要はないんじゃない？私もまだ分からないけど、これから職業体験も始まるし、
それをやってから考えようかなって思ってる」
「そうだよね」
私たちの中学校では、来週から職業体験が始まる。ナカノ・シティ内の施設や、会社、
工場、NPO などで朝から夕方まで働かせてもらうのだ。クラフト系、クリエイティブ系、
ヒューマンサービス系のそれぞれを経験することになる。どこに行くことになるのかは、
今日の午後に「職業・起業センター」で、キャリアカウンセラーに相談することになって
いる。私も美羽も、これをずっと前から楽しみにしていた。
自分の寿命を自分で決めるべきか…授業でディスカッションした。
学校に着くと、一斉に白いシャツの花が咲いたようで、うきうきしたような気持ちにな
った。たくさんの人があふれる廊下で、私は無意識にある男の子を目で探している。隣の
クラスの後藤大河くんだ。大河くんは渋谷に住んでいる。だけど、この中学校のカリキュ
ラムが気に入って、自転車で 15 分ぐらいかけて通ってきている。去年同じクラスだったと
きに仲良くなったけど、今年はクラスが分かれてしまった。家も離れているから、休みの
日にばったり近所で会うなんてこともなくて、最近では、休み時間などに廊下ですれ違う
以外には、話す機会がほとんどなくなってしまったのが寂しい。ただ、ネット上の「共感
空間」では、お互いにコネクトしているので、彼のモノローグやステートメントはいつも
ＵＣでみることができる。彼が楽しそうなときは、私まで楽しい気持ちになれる。彼が落
ち込んでいるときは、私まで悲しくなる。ほんとは個別にレスしたいけれど、あんまりレ
スしたら迷惑かなあと思って、あえて全体に公開するレベルで、同調するようなモノロー
グをするのにとどめている。大河くんが気付いてくれてるといいんだけど。
結局、大河くんとすれ違うこともなく、自分の教室に着いてしまった。大河くんは高校
の進路、どうするつもりなのかな。今度会ったときに聞いてみようかな。
私は自分の席についてからも、大河くんのことを考えていた。いけない、いけない。ち
ゃんと授業に集中しなきゃ。1 時間目の授業は、「市民性教育」のワークショップ形式の授
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業だ。学校で行われる対面授業は基本的にはワークショップ型のものが多い。なかでもこ
の「市民性教育」の授業は毎回いろんなテーマがあって楽しい。去年やって面白かったの
は、グループに分かれて、それぞれのグループが会社を経営していることにして、どうや
ったら会社がうまくいくのかを考えるというやつだった。私たちのグループは、シミュレ
ーションをしてみたら、あっという間に倒産しちゃって大笑いしたけど、あれがシミュレ
ーションでほんとによかった。あのときは、大河くんも同じグループだったんだよなあ。
あれで仲良くなったんだった。いけない、いけない。また大河くんのことを考えてた。ち
ゃんと授業に集中しなきゃ。
今日のワークショップのテーマは、「人は自分の寿命を自分で決めるべきか、否か」だ。
昔に比べて今は、いろんな医療の技術のおかげで、ものすごく長生きできるようになって
いる。だけど、自分の体のほとんどが生まれたままの自分のものではないことに対して、
「不
自然だ」と感じる人もいる。でも、お医者さんは、人の命を長くすることが一番大事なミ
ッションだと考えるし、社会全体も人の命が一番大事、そう思ってる。私たちは死にたい
ときに死ぬ権利があるのかどうか？

なんて難しいテーマなんだろう。考え始めたら訳が

分からなくなってきた。だって生まれるときには、自分の意思じゃなくて、親の意思で生
んでもらってるんだから。今日のワークショップでは、医療チーム、患者チーム、政治家
チーム、裁判所チームにそれぞれ分かれて、議論をすることになった。私は患者チームで、
こ う そ ぼ

やしゃご

ひ ま ご

120 歳の高祖母（曾おばあちゃんのお母さん）を持つ玄孫（曾孫の子どものことらしい）と
いう役割で考えることになった。120 歳のおばあちゃんは、1930 年生まれ、私が想像もで
きないような、ものすごい変化の激しい時代を生き抜いた人、ということになる。私たち
は、それぞれの設定だけを与えられて、あとはその架空の人物がどう考えてどう行動する
だろうかということをあれこれ調べながら話し合った。そして授業の最後には、それぞれ
のチームから 1 人ずつ出てグループをつくり、グループごとにロールプレイ形式で議論を
した。
休み時間にトイレに行く途中、廊下で大河くんとすれ違った。白いシャツがよく似合う。
多分、世界で一番白いシャツが似合ってる。大河くんが私に気づいて、ちょっと口の端を
あげた。
「おはよ～」思い切って挨拶をしてみた。
「おう」いつものぶっきらぼうな、でもちょっと照れたような口調がかっこいい。挨拶し
たことで満足して、そのままトイレに行こうとしたら、大河くんに呼び止められた。
「エリカ、職業体験、どこに行くの？」
「まだ分からない。今日の午前中に坂野先生と相談して、午後には職業・起業センターに
行って決めることになってるの」
「ふうん」
「なんで？」
「いや、同じところだったらいいなと思ってさ」
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…私も！私も！心の中で私は万歳しながらそう叫んだが、これは口に出さない。
「そうだね。大河くんはどこに行くことになってるの？」
「来週の職業体験はクラフト系で、宇宙作業用ロボットの部品をつくる小さい工房に行く
ことになってるんだ」
「場所はどこ？」
「上鷺宮」
「そっか。じゃあ、私もそこに行きたいって言おうかな」
「絶対だぞ」
やった！私はうきうきしながら、大河くんの後ろ姿を見送った。
坂野先生と進路相談。いろいろな家族の形がある。
久しぶりの登校日である今日の一番の目的は、坂野先生と進路相談をすることだ。坂野
先生は 1 年前に海外から転校してきた私をとても気にかけてくれて、いつも親身になって
相談に乗ってくれる。普段、どちらかというと内気な私だけど、坂野先生にはけっこう本
音で話せる。
「高校のコース、どうするか決まった？」
カウンセリング室で坂野先生が穏やかに私に聞いた。
「それが……。自分がどうしたいのか、全然分からないんですよね。とりあえず、職業体
験をやってみてから、考えようかなと思ってるんですけど」
私は素直に答えた。そして思いついて言ってみた。
「坂野先生は、どうして学校の先生になろうと思ったんですか？」
逆に私に質問された坂野先生はちょっとびっくりしたような顔をしたが、すぐに嬉しそ
うな表情で、
「そうね、聞いてくれてありがとう」と言って、話し始めた。
坂野先生のお父さんはナカノ・シティの職員、そしてお母さんは公立中学校の先生で、3
人家族だったという。坂野先生のお母さんは、坂野先生を育てながらずっと働いていて、
坂野先生がまだ小さかった頃、つまり今から 40 年ぐらい前のときには、よく家に中学生た
ちが遊びに来ていたという。
「そのときに、小学生だった私を母の教え子だった中学生たちがよく遊んでくれたし、母
のことをとても慕っているのが分かって、学校の先生になろうって思ったのね、きっと」
「今は、先生のお母さんは何をしていらっしゃるんですか？」
「母は 60 歳ぐらいのときから、学校の先生をしつつ、高齢者支援の NPO を始めたんだけ
ど、今は学校の先生は辞めたから、NPO 活動だけをやってるわ。もう 78 歳なんだけどね」
「今でも昔の教え子さんたちとはお付き合いがあるんですか？」
「そうそう、そうなのよ。母のすごいところは、かつての教え子たちもまきこんで、今一
緒に NPO をやっているところなのよね。下は 20 代、上は 50 代ぐらいのかつての生徒さん
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たちがたくさん登録していて、自分のできるときにできることをやるシステムなのよ」
「坂野先生も一緒にやっているんですか？」
「今、母も父も一緒に住んでいるからね。時々私も手伝ったりしてるけど、ほとんど母が
やってるわ。まあ、父もコミュニティの役員をやっているから、ちょこちょこ手伝ったり
はしてるみたいだけど」
「先生って何人家族なんですか？」
「今は、私の父と母、夫と高校 2 年の息子と中学 2 年の娘、そして私の 6 人家族なのよ」
「わあ、にぎやかそうですね」
「そうねえ、うるさいときもあるけどね」
と言って、坂野先生は笑った。
先生の娘さんは私より一つ下の中学 2 年生。おじいちゃんやおばあちゃんも一緒に住ん
でいるというのは、きっとすごく楽しいだろう。それに、いろいろ悩んだときに、パパや
ママには話しづらいことが、おじいちゃんやおばあちゃんには相談できるような気がする。
私は坂野先生の笑顔を見ながら、ちょっと羨ましく思った。黙り込んだ私の顔を覗きこん
で、坂野先生が優しく言った。
「もしよかったら、今度うちに遊びに来る？」
「え、いいんですか？」
「いいわよ。私の娘、陽菜っていうんだけどね、運動ばっかりしていて勉強はまるっきり
駄目なの。ぜひ今度、いろいろ教えてあげて」
「私が教えられることなんてないですけど……」
と言いつつ、私はちょっと嬉しかった。
上鷺宮の小さな工房で、都市型クラフト系の職業体験をする。
翌週月曜日。職業体験の初日だ。絶対遅刻するなと坂野先生からはきつく言われている。
大急ぎで制服に着替え、自転車に飛び乗った。ナカノ・シティの南部にある弥生町の私の
家から、北部の上鷺宮までは、かなりの距離がある。そこで、今日は自転車で行くことに
した。
初夏のもみじ山通りは、街路樹の緑がまぶしくて、そして、その葉っぱの向こうには透
き通った青空が広がっていて、本当に気持ちがよかった。昔の東京は、空気が汚くて遠く
のビルがかすんで見えたっておばあちゃんが言ってたけど、全然想像できない。それに、
「光
化学スモッグ」なるものも教科書の映像で見たし、川の汚染の臭いも体験したけど、今の
このナカノ・シティからは全く考えられない。今の時代に生まれてよかった。私はおいし
い空気を胸いっぱいに吸い込みながら、ひたすら走る。自転車に乗るのは楽しい。いつも
とは風景が違って見える。実際、いつもとは違う場所なんだから当然か、と私は自分に突
っ込みを入れつつ、アートギャラリーやミュージアムが並ぶ中野二丁目を走り抜け、太陽
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光パネルでできた駅前の高層ビル群を眺めながら、路地を北上した。路地に入ってしばら
くすると、十字路の手前で自転車のアラームがピピピッとなった。前方から人が来る、と
いう合図だ。自動的に自転車は速度を落とし、十字路で車いすの女性とすれ違った。路地
は自転車専用道路に比べてゆっくりでしか進めないけれど、安全だ。それに、ゆっくり進
むと、路地沿いのシンプルでクールなデザインの住宅を眺めることができるので楽しい。
路地を抜けると、平和の森公園に出た。そこで左折し、妙正寺川沿いのサイクリングロ
ードを行くことにした。川沿いにはたくさんの人がいる。犬を連れて遊歩道を散歩してい
る人たち。川岸で水遊びをする保育園の子どもたち。川べりの公園につくりつけられたテ
ーブルで囲碁や将棋をしているおじいちゃんおばあちゃんたち。その隣のテーブルで、UC
を広げて、多分仕事をしている人たち。いろいろな人が思い思いに時間を過ごしていた。
私は将来、どうしたいんだろう。どんな大人になりたいんだろう。そしてどんな家族を持
ちたいんだろう。この数か月、ずっと頭から離れないこの質問を、私はまた自分に投げか
けていた。
私が小さいころ、パパは会社を辞めた。パパは水素自動車メーカーの技術者として、も
のすごく一生懸命働いていたらしいけど、せっかくの娘の成長を見られないのはいやだと
言って、インディペンデント・コントラクターになった。だから、今はほとんど家で仕事
をしている。といっても、私はパパが仕事をしているのをほとんど見たことがない。私が
学校に行っているときとか、私が寝た後に仕事をしているようだ。以前はママが家事をし
ていたけど、今はパパとママは役割を交代して、パパが家事のほとんどをやって、ママが
以前のパパのように猛烈に働いている。ママはそれが自分には合っていると言ってるから、
パパもママも今のスタイルで満足しているみたいだ。最近、特にママは忙しいから、私は
ママよりもパパと話をすることのほうが多い。
ログハウス風の「斎藤工房」。外見からは想像できない工房内の設備に驚く。
西武新宿線を越えると、一気に空が開け、静かな住宅街になった。こんな住宅街に工房
があるのかしら？

疑問に思いつつも、自転車のナビゲーターに従って走ると、昭和の時

代から残っているんじゃないかと思うような、ログハウス風の木造 2 階建ての戸建住宅の
前に到着した。よく見ると、生垣に埋もれるようにして「斎藤工房」という小さな木の看
板がある。間違いない。玄関のチャイムを鳴らそうと指を伸ばしたとき、突如、玄関脇の
スクリーンに男の人の顔が現れた。
「エリカちゃんだね？」
「…は、はい」
「待ってたよ。どうぞ上がって」
玄関ドアを開けると、1 階部分は小さな工房になっていた。何か分からないけれども、光
る金属を加工するいくつもの工作機の合間を、ロボットが 2 台動いている。宇宙作業用ロ
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ボットの工房なんていうから、もっとうるさいのかと思っていたけど、ほとんど音はしな
い。窓からは庭の大きな木が見える。その窓の近くには、テーブルとイスが置いてあって、
そのうちの 1 つに大河くんが座っていた。軽く目で挨拶をした。
「僕は斎藤蓮。今日から 1 週間、どうぞよろしく」
蓮さんはとても体が細くて、おしゃれなメガネをかけている。パパと同じぐらいの年齢
だろうか？
「エリカです。よろしくお願いします」私は頭を下げた。
「大河くんとは友達なんだって？さっき彼からきいたけど」
「はい、去年同じクラスでした」
「じゃあ、2 人で何か作業してもらうのもやりやすいかな。でも、今週 1 週間、何をするの
かを説明する前に、僕の工房は何をするところなのかを説明しないとね」
そういうと、蓮さんは壁面スクリーンにタッチして、映像を見せながら説明してくれた。
20 代の頃は、ジュエリーのデザインと加工をやっていたけれども、これだけでは食べてい
けないので、職業・起業センターに行って研修を受けた。そして、そこで知り合った宇宙
作業用ロボットを製造する会社と大学と蓮さんの協働で、特殊な部品の開発と製造を行う
ことになり、今はこの工房で、小さな部品をつくっているという。
「ちなみに、このメガネは顕微鏡のスクリーンなんだよ。部品を細かく仕上げるのに時々
使うんだ」
「それで、僕たちはどういうお手伝いができるんでしょうか？」大河くんが聞いた。
「そうだね。僕もいろいろ考えたんだけど、やっぱり宇宙作業用ロボットの部品は君たち
には難しすぎるから、ジュエリーをつくってもらおうと思ってる。それでいいかな」
「ジュエリー？私たちにできるのかしら」
「あのロボットの助けを借りて、デザインから加工までやってみて。やり方は教えるから。
できたものは、僕が責任を持って販売するよ。実は今でもジュエリーは趣味でつくって売
ってるんだ。もちろん君たちの作品の売り上げは君たちに渡すよ」
「わあ、がんばらなくちゃ」
「それから、資料を見たい場合には、この壁面スクリーンの右下の本のアイコンをタッチ
すると、『書斎モード』に変わるから、画面の本棚から好きな資料を探して見てくれていい
からね。あんまり古い資料は 2 次元でしかないけど、この 30 年ぐらいのものだったら 3D
で見られるし、バーチャルで触れるものもあるから」
「ありがとうございます」
この「斎藤工房」は外から見ると、まるっきりアナログで時代に取り残されたような住
宅にしか見えないのに、中に入ると、最新型のロボットや機械が溢れている。このギャッ
プには本当に驚いた。それに、この壁面スクリーンの資料はすごい。大河くんも私もすっ
かり夢中になって、ひたすらに資料を見続けた。素材は新素材のものではなく、あえてス
テンレスでやってほしいと蓮さんに指示されている。使わなくなったステンレスをリサイ
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クル加工する会社から仕入れているらしい。
私たちは、ステンレスのジュエリーだけじゃなく、大昔のエジプトのジュエリーや、フ
ランスのジュエリーなど、様々な資料を見て、どういうイメージにするかを、ああでもな
いこうでもないと話し合った。手作り感が出るようなも
のにしたい、というのが 2 人の共通した意見だったけれ
ど、じゃあ具体的にどうしようかとなると、デザインす
るのは本当に難しい。特に、ステンレスなんていう色気
のない金属だから、特に難しい。
結局初日は何も決めることができずに終わり、午後 4
時、UC を使って学校へ今日一日の報告をして帰ること
にした。
「大河くん、どうやってここまで来たの？」
「オンデマンドバス」
「そうなんだ。もしよかったら、私の自転車で一緒に帰
らない？」
「そうしよう。僕が自転車を運転するよ」
ロボットの助けを借りてジュエリーを製作し、ネットで販売する。購入してくれたお客さ
んのコメントに喜ぶ 2 人。
翌日から私たちは、2 人とも自転車で斎藤工房まで通った。自転車に乗りながら私たちは
いろんなことを話した。将来のこと。進路のこと。友達のこと。家族のこと。このとき初
めて、大河くんの名前の由来を知った。私たちが生まれた 2035 年は、野球の球団のタイガ
ースが出来てちょうど 100 年の年だったから、タイガースファンのご両親が付けたという
ことだった。やっぱり直接会って話すのが一番楽しい。文字や映像だけでは伝わらないこ
とが、絶対にあるから。
2 日目の朝。蓮さんにアドバイスをもらいながら、ステンレスの輝きを最も美しく見せる
デザインを 2 人で考え、何度もロボットに設計図を描かせた。アイディアを生み出すとい
うのが、こんなに難しいとは思わなかった。だけど、すごく楽しい。それから、私はいつ
も真上からみたイメージだけで考えているけど、大河くんはいつも立体で考えているとい
うのを発見したのも面白かった。最終的に、私が大好きなハートをモチーフにしたネック
レスをつくることにした。いったんデザインが決まると、後はロボットが立体図や本物そ
っくりの出来上がり図をつくり、そしてその設計図のデータが工作機に転送されて、工作
機は加工を始めた。同時に、
「斎藤工房」のホームページの中にあるジュエリーのページに、
写真のような出来上がり図がアップされた。
「売れるといいな」私は祈るような気持ちでつぶやいた。
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「これはとてもいいデザインだから、すぐに売れると思うよ」
蓮さんはそう言ってくれた。大河くんは蓮さんの横で、じっとホームページを見つめた
まま、何も言わなかった。
いよいよ斎藤工房での最後の日となった。私たちは工作機がネックレスの研磨をするの
を見守った。イメージどおりだ。
「実はね、僕は最後の研磨だけは自分の手でやることにしてるんだ」
と蓮さんが言った。
「どうしてですか？」
「そりゃあ、自分の手で仕上げたいからさ。やってみる？」
「はい！」
午前中いっぱい、大河くんと私は交代で研磨した。磨くほどに輝きが増していく。これ
をつけてくれた人が、幸せな気持ちになってくれるといいな。私は無心に磨き続けた。
「ちょっときて！注文が入ったよ！」
蓮さんが大きな声で嬉しそうに私たちを呼んだ。大河くんと私は、蓮さんのところへ文
字通り飛んで行くと、蓮さんがＵＣに来た注文書を見せてくれ、添えられたメッセージを
読んでくれた。
「斎藤さん、いつも素敵なジュエリーをつくってくれてありがとうございます。今日見つ
けた、このハートのステンレスのネックレスは、素朴で、とても温かいデザインですね。
ひと目で気に入りました！

妻への結婚 1 周年のプレゼントにするので、ちょっと可愛い

ラッピングで送ってもらえると嬉しいです。納品は来週木曜日、結婚記念日当日にしてく
ださい。どうぞよろしくお願いします。これからも素敵なジュエリーを楽しみにしていま
す」
「すごい！

結婚記念日のプレゼントに買ってくれたなんて！！」

「特別な日にふさわしい、愛情に溢れたネックレスだってことが分かったんだね」
と蓮さんは、私と大河くんの 2 人に向かってウィンクをした。私は、自分の心の中を見
透かされたような気がして、つい頬を赤らめてしまった。
「また、いつでも遊びにおいで」
こうして、1 週間の職業体験は終了した。モノをつくるのが、こんなに苦しくて、でも、
こんなに楽しいとは思わなかった。そして何よりも、自分がつくったモノで人が喜んでく
れたということが、こんなに嬉しいとは想像もしていなかった。モノは単なるモノじゃな
い。人の気持ちが入っているんだもの。モノをつくる仕事っていいかもしれない。私はそ
う思い始めていた。
いつも帰り道では、ずっとおしゃべりしていた私だったけれど、2 人並んで自転車に乗る
のもこれで最後だと思ったら、急に何もしゃべれなくなった。ただただ、2 人で一緒にいる
ときの空気を味わっていたいと思った。多分大河くんも同じ気持ちだったんだろう。私た
ちは家に着くまで、ひと言もしゃべらなかった。そしてついに家に到着してしまった。
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「1 週間、ありがとね。楽しかった」
私はそれだけを言うのが精いっぱいだった。
「うん。俺も楽しかった。エリカと一緒でよかった」
大河くんが手を差し出した。私も手を出すと、ぎゅっと何かを握らされた。手を開くと、
そこには私たちがつくったあのハートのネックレスがあった。
「どうしたの、これ？！」
「蓮さんにお願いして、もう 2 つ作ってもらったんだ。俺たちの初めての共同作品だろ」
「2 つ…？」
「俺も同じのを持ってるから。絶対なくすなよ」
そう言うと、大河くんはものすごい勢いで自転車で走り去ってしまった。
私はその場で立ちつくしたまま、ネックレスを握りしめた。
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■エピソード３

斎藤蓮 36 歳

蓮、小学校時代の同級生と居酒屋でナカノ・シティの地ビールを飲みながら、最近の生活
について語る。
「とりあえずビールだな」
いまだに昭和・平成時代の面影を色濃く残した中野五丁目の片隅にある居酒屋で、蓮は
進哉に向かって、同意を求めた。
「そうだな。お、これ見てみろよ。＜ナカノ・ビール＞ってなんだ？」
「知らないのか？

地下農場の小麦でつくった地ビールだよ。けっこういける」

「じゃ、それにするか。すみません、＜ナカノ・ビール＞2 つ」
蓮と進哉は、小学校時代の同級生だ。蓮はこれまでの人生をずっとナカノ・シティで過
ごしてきたが、進哉は海外の大学で学んでいる時にマレーシア人の女性と学生結婚をして
すぐに娘が生まれた。その後しばらくは海外で水素自動車メーカーの技術者として働いて
いたが、子育てに集中す
るために会社を辞め、家
で仕事ができるようにイ
ンディペンデント・コン
トラクターになってしま
ったという男だ。そして、
ご近所である蓮と進哉は、
最近では月に 1 度は居酒
屋で飲んでいる。
「それで、最近仕事の調
子はどうなんだ？」
進哉は、乾杯、という
ようにジョッキを少し上げた後、蓮に聞いた。
「宇宙作業用ロボット部品の方は、そこそこ順調だし、趣味のジュエリーの方も、まあ、
そこそこって感じかな」
「職業・起業センターで講座も持ってたんじゃなかったっけ？」
「ああ、週に 1 回やってる。そっちもそこそこだ」
「なんだ、その『そこそこ』ってのは。おまえの人生は『そこそこ』って物質で出来てる
のか」
と、進哉はからかうように言うと、蓮はちょっと真面目な表情になった。
「正直、今、行き詰ってる感じがするんだ」
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「何が」
「うーん、なんていうのかな、やりがいがないっていうか、張り合いがないっていうか、
もしかしたら、幸せっていうのはこういう穏やかな状態のことを言うのかもしれないけど、
全てがそこそこうまく回っているのに、何か足りない感じがするんだよ」
「例えば、どんなものが足りないと思う？」
進哉は、先を促すように穏やかに聞いた。いつも思うのだが、進哉は人の話を聞くのが
うまい。こちらがぼんやりとしか意識していなかったことを明確にしてくれる。蓮はしば
らくビールの泡を見つめた後、話し始めた。
「1 か月ぐらい前にさ、職業・起業センターに頼まれて、お前も知ってのとおり、エリカち
ゃんたち中学生の職業体験を受け入れただろ。さすがに中学生に宇宙作業用ロボットの部
品を作らせるわけにはいかなかったから、ジュエリーをつくってもらったんだ。そしたら、
結構センスあって、素朴だけどいいデザインのネックレスができたもんだから、なんと売
りに出した 2 日後には売れちゃってさ。しかも、お客さんから『結婚記念日のプレゼント
にします』なんてメッセージもついてた。そのときのエリカちゃんたちの輝くような笑顔
っていったら、それはそれは眩しかったんだ。それを見てたら、僕はこんな笑顔をしたこ
とが最近あったかな、なんて思っちゃってさ」
「なるほど」
「それで、ちょっと新しいことに挑戦してみようか、という気持ちになった」
「ほう。どんな？」
「それはまだ秘密にしておくよ。うまくいったら報告する」
「分かった。楽しみに待ってるよ。何か分からないけど、うまくいくといいな」
「ありがとう」
蓮はぐいっとビールを飲み干した。それを見計らって、進哉は口を開いた。
「蓮には、ちゃんとお礼を言いたいと思ってたんだ」
「何が？」
「エリカのやつ、職業体験の後から、すっかりクラフト系に興味を持っちゃって、モノを
つくる仕事に就きたいって言ってるよ。それまで進路に悩んでたんだけど、自分が何をし
たいのか見えてきたみたいだ。蓮のおかげだよ。ありがとう」
「そうか、それはよかった。それはそうと、大河くんとはどうなった？」
「は？

誰？」

「いや、なんでもない」
蓮は、しまったと思い、あわてて話題を変えた。
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蓮は妻と一年の半分は別居生活。そして職業・起業センターで講師の仕事。公開コンペの
ためのメンバーが集まらない…。
それからの 3 日間、蓮はいつもと同じ日常を過ごした。朝 6 時に起きて軽い朝食を取り、
その後近くの八成公園で開催される太極拳サークルに参加した。午前 8 時から午後 4 時ま
では部品を製作し、その後 1 時間ほど昼寝をする。そして自分で料理をし、午後 7 時に夕
食。その後は午前 0 時にベッドに入るまで、ジュエリーのデザインを考えたり、講義の準
備をしたりして過ごす。
蓮には愛莉という妻がいるが、愛莉は日本全国の農産物をヨーロッパやアジアで販売す
る仕事をしているために、1 年のうち半分以上家にいない。寂しいと思うこともあるが、壁
面スクリーンをお互いにライブモードにしておくと、まるで愛莉がスクリーンのすぐ向こ
う側で生活しているように感じられるし、「共感空間」でちょっとしたつぶやきなどもお互
いに受け取りあっているので、離れて生活しているという感覚はあまりない。むしろ、1 人
のときにはジュエリーのデザインに集中して取り組み、2 人のときには３D 映画を家の壁面
スクリーンで一緒に観たり、近所にあるライブ・スポーツ・バーへ行って、ナカノ・シテ
ィ・スタジアムで行われているフットボールゲームのホログラフィ映像中継を観ながら食
事をしたりする、というようにメリハリをつけられるので、これはこれでいいかなと思う。
愛莉は明日の夜、1 か月ぶりに日本に帰ってくる。普段スクリーンを通してやりとりをし
ているとはいえ、やはり直接会えるのは嬉しい。夕食には、彼女の好きな鯛のお吸い物を
つくり、天然のイワナを塩焼きにして「我が家の」日本酒を飲もうと蓮は考え、頬を緩ま
せた。「我が家の」日本酒、とはいっても、自宅に酒蔵があるわけではない。日本酒好きの
蓮と愛莉は結婚を機に、かつて 2 人とも小学生だった頃に里・まち交流で滞在し、その後
も気に入って何度も足を運んでいる茨城の常陸太田の酒蔵で、自分たちだけの酒を造って
もらっているのだ。この酒蔵では、好きな水、米、麹、酵母を自分で指定できるだけでな
く、火入れ（加熱処理）のタイミングや回数も自由に決めることができる。蓮と愛莉は、
春には火入れをしない搾りたての生酒を楽しんだり、秋には一度火入れした後に蔵で熟成
させた「ひやおろし」を楽しんだりしている。今はまだ、
「ひやおろし」には早い。そうだ、
去年の大吟醸酒を寝かせたものもあったはずだ。あれはどんな味に変わっているだろうか。
蓮はうきうきしながら、明日の夕方 5 時半に全ての材料が家に届くように注文した。
翌日の午後は職業・起業センターでの講師の仕事だった。蓮は数年前に、職業・起業セ
ンターで金属加工の研修を受けて今の仕事を始めたのだが、それが縁となって今では、以
前の本業であったジュエリーのデザインから加工・販売までを教える講座を開講している。
講座は週に 1 回、午後いっぱいかけて行われ、毎回の授業は映像で記録される。直接教室
で受講する「対面」の生徒は 12 人だが、遠隔教育システムはそれぞれの言語に自動翻訳さ
れて配信されるため、今、蓮の講座を受講している生徒は国内外合わせて 80 人を超えてい
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る。
半年間のコースを終えると、遠隔も含めた受講生同士はとても仲良くなり、何らかの形
でその後もつながりが続くのが常だ。こうした人のつながりができるのも、職業・起業セ
ンターの講座のシステムがうまく機能しているからだろう。もちろん、毎週顔を直接合わ
せる対面の受講生たちは一緒に実習を行うこともあって特に仲良くなる。そして蓮とも非
常に親しくなるため、蓮の方も受講生についてよく知るようになる。今期の対面の受講生
の半数はナカノ・シティに住んでいるが、残りの半数は埼玉や千葉などばらばらだ。また、
人種、性別、年齢、ジュエリーを始めた動機などもさまざまである。関西の高校を卒業し
たばかりの男の子は、このコースを修了したら、職業・起業センターの紹介でナカノ・シ
ティ内のジュエリー工房へ就職することになっている。近い将来に、自分の工房を持つの
が夢だという。また、40 代半ばのインドネシア人の男性は、ジャカルタの郊外に自分の金
属加工工場を持っているが、趣味でジュエリーを始めたくてこの講座を受けている。蓮と
は逆のケースだ。
授業の 30 分前に、蓮は職業・起業センターの事務室へ顔を出した。ＩＣタグで出勤状況
はわかるので、わざわざ顔を出す必要もないのだが、蓮は授業の前と後に必ず事務室に顔
を出すことにしている。
「こんにちは」
「あ、斎藤先生、こんにちは。今日の授業もよろしくお願いします」
このジュエリー講座を担当しているコーディネーターの加藤さんが、デスクの向こう側
で立ち上がって、ちょっとそこで待ってて、というように手のひらを蓮に向けた。加藤さ
んは、こちらへやってくると、ちょっと声をひそめた。加藤さんは 60 代前半の女性で、笑
っていなくても笑っているように見える。
「先生、この間ご依頼を受けた件なんですけど」
「はい」
「今、まだ探しているところなので、もうちょっと待っててくださいね」
「いろいろとお手数をおかけしてすみません。よろしくお願いいたします」
蓮はコーディネーターの加藤さんに、2 か月後が締切の、とある公開コンペに応募するた
めに、一緒にチームを組んでやれる人を紹介してもらえないかと頼んでいた。その公開コ
ンペは、宇宙の無重力プラントでつくられる特殊な合金を利用した製品のアイディアを募
集するというもので、採択されればこれまでにない製品をつくることができる。蓮はこの
数年間、宇宙作業用ロボットの部品をつくってきたが、エリカたちに出会ったことで、も
う少し直接的に人の役に立つ何かをつくりたいと思うようになった。そんなことを考えて
いるときに、この公開コンペのことを加藤から聞いたのだ。
今、蓮はデザイン性の高い高齢者用介護ロボットをつくりたいと考えている。使う人が
ロボットであることを意識せずに使えるような、機能性の高いデザインのもので、しかも、
見て美しいものがいい。そして、今よりもずっと安価なものにしたい。太極拳サークルで
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知り合った、白鷺に住んでいる仲の良い介護士にその話をすると、自分も一緒にやりたい
と言ってきた。それで今は、2 人でアイディアを出し合っているところだ。できれば、その
特殊な合金に詳しい金属の専門家や、医療技術の専門家にもチームに入ってもらいたい。
それで 2 人は世界中の専門家をデータベースで探すとともに、加藤さんに適当な人を紹介
してほしいとお願いしていたのだった。
公開コンペまで、あと 2 か月。できれば来週中にチームをつくりたい。そうでないとコ
ンペに間に合わなくなる。蓮は焦り始めていた。
ジュエリー講座の仕事を終え、午後 5 時に家についた。予定どおり 5 時半には、昨夜注
文していた鯛やイワナや日本酒が家に届いた。さっそく料理にとりかかったところで、タ
イミングよく愛莉が帰ってきた。
「ただいまぁ」
久しぶりに聞く生の声に、ちょっと嬉しくなる。
「おかえり。リニアの旅はどうだった？」
今回、愛莉はヨーロッパでの仕事を終えた後、上海でのイベントに出席して、リニアで
帰国したのだ。
「どうもこうも、いつもどおり。上海から東京まで 2 時間半ぐらいだから、軽い小説を読
むにはちょうどいいのよね。それでリニアに乗った後に、ずっと読みたかった小説をＵＣ
にダウンロードして、車内で全部読んじゃった。面白かったよ。ダウンロードしてみれば」
「本の趣味が違うからなあ。愛莉が結婚前に、面白いから絶対読んでって薦めてくれた本、
全然面白くなかった」
「なんだ、そうだったの？あのとき何にも言わなかったじゃない」
「いやいや、それはいいんだけどさ。ところで、海底トンネルの中に入ると、窓にいろん
な映像が出てるんだろ？全然見なかったの？」
「リニアに初めて乗ったときは面白がって見たけど、こんなにしょっちゅう乗ってたら、
もう見ないわよ」
「そりゃそうだ。先にお風呂に入ってくれば？」
「ううん、いい匂いがするから、おなかすいちゃった。今日は何？」
と愛莉が鍋を覗き込んだ。
「疲れてるんだろ。テーブルで待ってろよ。すぐに用意するから」
蓮は急いで料理の仕上げにかかった。愛莉は隣の部屋で服を着替えながら蓮に聞いた。
「そういえば、あのコンペの話はどうなったの？」
「それが、まだちょっとメンバーが決まらないんだ」
蓮はちょっと表情を曇らせた。
「そう……。でも、職業・起業センターにもお願いしてるんでしょ？」
「うん。コーディネーターの人も一生懸命に探してくれてる」
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「いい人が見つかるといいね」
蓮が少し考え込んでしまったのを見て、愛莉は話題を変えた。
「ねえ、実はね、さっき家に帰る途中で中学校時代のお友達にばったり会ったのよ。杏奈
っていうんだけどね」
愛莉も蓮と同様に、ずっとナカノ・シティで育ったので、こういったことも珍しくはな
い。
「それで？」
「その杏奈がね、なんとこの間、懸賞にあたって宇宙ステーションツアーに行ってきたん
だって！」
「へえぇ！！どうだったって？」
「宇宙ステーションに行くまでの軌道エレベーターに乗ってる時間がけっこう長くて、5～
6 時間もかかるんだって。でも、徐々に小さくなっていく地球がすごく綺麗で、それを見て
たらあっという間だったって言ってた」
「そりゃあ、実際に見てみたら感動的だろうね」
「そうね。宇宙ステーションのホテルも 1 泊しかできなかったけど、快適だったって言っ
てたわ。私たちもいつか行けるといいわよねぇ」
「そうだけど、お金が貯まるのを待ってたら、120 歳を超えちゃいそうだな」
と蓮は苦笑した。
身近なところにメンバーがいた。いよいよコンペのためのチーム始動。
コンペのためのメンバーが見つからないまま、1 週間が過ぎた。金属と医療技術の専門家
データベースで良さそうな人を探しては話をもちかけてみるのだが、仕事になるかどうか
分からない今の状況を説明すると、ほとんどの専門家たちは返事を渋った。中には乗り気
になってくれる人も数人いたのだが、コンペに勝った後の特許や費用負担などの面で無茶
苦茶な条件を付けてきたりして、チームとして一緒にやっていけそうにない人ばかりだっ
た。蓮と友人の介護士は製品のアイディアを出しつつも、まずはやっぱり金属についての
専門家がいないとどうにもならないと頭を抱えた。そもそも、無重力プラントでつくられ
るその特殊な合金についての深い知識を 2 人とも持っていないのだ。こんなことでは、コ
ンペに勝てるわけがない。
浮かない顔のまま、蓮は今日も職業・起業センターでのジュエリー講座の仕事に出かけ
た。
「斎藤先生、なんだか元気がないですね」
声をかけてきたのは、40 代半ばのインドネシア人男性、タタだった。
「いや、元気は元気なんだけど、ちょっと困ったことがあってね」
と、授業までに少し時間があったので、蓮は雑談をするつもりで、公開コンペに応募し
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ようと思っているけれどもメンバーが集まっていないことをタタに話した。
「そのコンペ、ワシも応募しようと思ってたんですヨ」
「え？」
「ほら、ワシ、ジャカルタに工場持ってるから、これまでつくっていた製品を新しい合金
でやったらどうかと思ったんですヨ。でも、どんな製品にするかっていうアイディアが全
然なかったから、応募するのをやめようと思っていたところでした。もし先生さえよけれ
ば、ワシもメンバーに入れてください。金属の勉強しましたので、合金の知識も少しはあ
ります」
そうだった！タタがいた。蓮はすっかり援軍を得た気持ちになり、2 人であれこれ話しな
がら事務室の前を通りかかると、加藤さんに声をかけられた。
「斎藤先生、見つかりましたよ！医療技術の詳しい人」
「ほんとに？」
「はい、丸山に住んでいらっしゃる大学の先生なんですけどね。以前、こちらのセンター
でも講座を持っていらした方です」
と言って、加藤さんは蓮の UC にその人の連絡先を送ってくれた。
「だけど、まだ金属の専門家が見つかっていないんです。先生、どうしましょう」
「あ、それについては、たった今解決しました！」
と蓮は、隣のタタに笑顔を向けた。タタがうなずく。
「これで、いよいよチーム始動ですね！」
加藤さんも笑顔でうなずいた。
「はい、でもこれからも何かあったら、加藤さん、助けてくださいね」
蓮が言うと、
「もちろんです、私もチームの一員だと思ってますから。一緒にがんばりましょうね」
と、加藤さんは自分の腕をたたいて、むんっと力こぶを見せるようにして笑った。その
笑顔につられて蓮も自然に
笑顔になった。こんなに体の
内側からエネルギーが湧い
てくるような気持ちになっ
たのは久しぶりだった。今の
自分の笑顔は、あのときのエ
リカたちの笑顔のように輝
いているだろうか。蓮は心の
中でエリカたちに、ありがと
う、とつぶやいた。
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■エピソード４

杉浦さくら 43 歳

パートナーと別れたさくら、息子と新居に引っ越した。シェアメイトはまだ決まらない。
パートナーの加治木健太と別れると決めてからの 3 か月間、さくらは仕事の合間を縫っ
て、新しいマンションを探したり、引っ越しをしたりと猛烈に忙しい日々を過ごした。こ
れまで住んでいた大和町の住まいは、健太の好きな建築家の設計による住宅で、彼がこと
のほか気に入って選んだものだったから、別れ話が決まった後も、彼はそこに住み続けた
いと主張した。別れるとはいっても、いがみあって別れるわけではない。健太のことは今
でも愛おしいと思っているし、アーティストとしての彼の才能に惚れこんでもいる。ただ、
生活をともにするのが難しくなったというだけのことだ。だから多分、今後も健太とは何
らかの関係は保っていくだろうし、息子である隼人にとってもそれは必要だと思う。その
意味からも、健太が大和町の住宅に住み続けてくれることは、さくらにとっても望ましか
った。
唯一の問題は金銭的なことだった。これまで比較的広い家に住んでいたものだから、急
に狭い家に引っ越すのは心理的に嫌だった。それで「出会い創出業」を営んでいる父親の
誠にシェアメイトを探してくれるように依頼したのが 3 月の終わりのことだった。それと
同時にマンションを探し始めたが、なかなか条件に合うところが見つからず、ようやく新
井で 90 ㎡のマンションを見つけたのが 5 月の終わりだった。このマンションの近くには、
できたての惣菜などを売る店や、保育グランマ・グランパのいる「まちなか保育室」があ
るコミュニティ・ストリートがあって、それがこのマンションの一番の決め手となった。
また、１ブロック先には新井薬師公園があり、環境がいいことも気に入った。シェアメイ
トが見つからないまま、6 月の半ばには新居へ移り、隼人と 2 人きりの新しい生活が始まっ
た。
アートコーディネーターは、さまざまな芸術・文化活動の仕掛人。パートナーの健太とも
仕事を通じて知り合った。
さくらはアートナレッジセンターでアートコーディネーターをしている。プロ・アマ問
わず、表現活動をしたいという個人や団体と、そうした表現活動を支える技術集団、また、
宣伝・広報物を作成する企業など、さまざまな主体をコーディネートすることが主な仕事
だ。また、時には自らが企画をして、イベントや舞台、展覧会などを実施することもある。
例えば、5 月には小学校とタイアップして、子どもたちとダンサー、そしてグラフィック
アーティストによるワークショップをさくらの企画で開催した。ステージの壁一面に貼ら
れた特殊な用紙に、絵を描くグループの子どもたちが手や足などを使って自由に絵を描く。
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それをグラフィックアーティストがその場で画像として取り込み、3D 加工を施して同じス
テージの上に映像として映し出し、さらにそれを動かす。そしてダンサーたちは、絶えず
動き、進化する映像に対応して即興的にダンスをする。これら全てをみて、音楽を担当す
る子どもたちは、太鼓や木琴など打楽器で表現する。このワークショップでは、
「よろこび」
をテーマにしたのだが、子どもたちが描く色とりどりの球や波やハートなどが自在にステ
ージ上を動き回り、その中で 8 人のダンサーが躍動的なダンスをし、そのダンスに触発さ
れて、子どもたちがさらに絵を描き、音楽をつくるというコラボレーションは、みている
さくらにとっても非常に面白いものだった。その後、この記録映像を観た別の小学校から
同じワークショップをやりたいという申し出があった。このワークショップは今後、定期
的に行うようになるかもしれない。
さくらはこの仕事が好きだった。思ってもみなかったような人同士がつながって、思っ
てもみなかったような面白いものが生まれる。その瞬間に立ち会えるのが何よりも嬉しい。
アートという切り口での人のつながりではあるが、結局は自分も父親と同じ仕事をしてい
るのかなと思う。人と出会うことが好きなのだ。
そもそも健太と知り合ったのも、この仕事を通じてのことだった。健太は頑固なまでに
固体にこだわったオブジェのアーティストだった。つまり、音楽や光、映像など、形がと
どまっていない、もしくは触れることのできないものではなく、石や金属、布などの物質
だけが自分の扱うべき対象だと最初から決めていた。彼は 5 年前の当時、すでに有名なア
ーティストだったので、さまざまなコラボレーションの依頼もあったはずだが、それらの
全てを彼は断っていた。そのときの彼は、自分の世界が浸食されるような気がして嫌だっ
たと、後になってからさくらに話してくれたのだが、当時のさくらは、なんて頑なな人な
んだろうと思っていた。
アートナレッジセンターで開催されていた健太のオブジェの展覧会の最終日、さくらは、
赤い砂を使ったオブジェをじっと見つめていた。
「さくらさん、これが気になるんですか？」
と、後ろから健太が声をかけた。
「ええ、気になるというか、これを見ていたら、なぜかギターの音楽が頭の中で聞こえて
きました」
さくらは、そのメロディーを口ずさんだ。
「面白いですね。どうしてですか？」
「どうしてと聞かれても……。このオブジェが寂しそうだったから、かしら？」
このときの会話がきっかけで、それまで誰ともコラボレーションをしたことのない健太
が、数か月後にギタリストとコラボレーションを果たし、業界で随分話題になったものだ
った。そしてそれとほぼ同時に、健太とさくらは一緒に住み始め、隼人を出産した。さく
らが 40 歳、健太が 50 歳のときだった。さくらも健太もそれぞれが独立した個人であると
いう意識を大切にしたかったので、結婚をせずにパートナーという形態を選んだ。その隼
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人ももう 3 歳。日に日に成長する様子は目を見張るほどだ。ついこの間まで「赤ちゃん」
だと思っていたのに、今では自己主張をするようになり、あれこれわがままを言ったりし
て、すっかり「子ども」になった。今のさくらにとって一番大切なのは隼人だ。彼の寝顔
を見ているだけで、1 日の疲れも吹き飛んでしまう。隼人がさくらの元気の源だった。
隼人は「まちなか保育室」に通い始めた。地下牧場のヒツジ・ヤギ・ブタに大はしゃぎ。
1 か月もすると、新井での新しい生活にも随分慣れてきた。
隼人を預けている「まちなか保育室」は、コミュニティ・ストリートのなかの連続した 3
棟の店舗付住宅を改造した保育室だ。ここは同じ年齢集団での保育プログラムだけでなく、
異年齢集団でのプログラムも充実している。さくらが他の小規模な保育室ではなく、この
「まちなか保育室」を選んだのも、一人っ子の隼人にはこうした環境が必要だろうと思っ
たからだった。また、ここで働く保育グランマ・グランパは、近隣に住む高齢者が中心で
あることに加え、コミュニティ・ストリートの中の惣菜屋やパン屋などが「まちなか保育
室」の給食やおやつを提供するなどの形で協力していることも、さくらはとても気に入っ
ていた。この界隈全体が子育てに協力的な雰囲気なのである。ちなみに、この「まちなか
保育室」の給食やおやつをさくらは試食させてもらったが、ナカノ・シティの地下農場や
里・まち連携自治体からの産地直送の新鮮な食材を使った手作りの料理は、どれも安全で、
しかもおいしかった。
「ここではさまざまな集団での遊びを通じてコミュニケーションを学ぶことができますか
ら、みんなともすぐに仲良くなれると思いますよ」
室長の太田さんが言ったとおり、隼人が「まちなか保育室」に慣れるのに時間はかから
なかった。1 週間もすると 1 日の終わりには今日は何をしたとか、どこへ行ったとかを楽し
そうに話すようになった。また、「まちなか保育室」からは「すくすく通信」が毎日さくら
のＵＣに送られてくる。その日の出来事を文字や写真だけでなく、時には映像で知らせて
くれるので、隼人と話すときにとても助かっている。1 週間ほど前には、地下牧場で飼って
いるヒツジ、ヤギ、ブタ、ウマ、ウシなどを見に行ったらしい。この日の「すくすく通信」
では、大はしゃぎで動物と遊ぶ隼人の映像が送られてきた。
隼人はそれ以来、口を開けば、「あのヒツジさんに会いたいなあ」とか、「ウマさん、元
気かなあ」とか、動物たちのことばかり気にしている。よっぽど楽しかったらしい。こん
なに隼人が動物を好きだとは思ってもみなかった。今度の休みには北海道のサファリパー
クにでも行ってみようかと、自宅の壁面スクリーンで動物図鑑を食い入るように眺めてい
る隼人を見ながら、さくらは思った。
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仕事をやめて大学に入り直した 25 歳の女性のシェアメイトが加わり、3 人での新しい生活
が始まった。
7 月に入っても気温は上がらず、冷たい雨が続いた。さくらは窓の外の大きなケヤキを見
下ろしながら、誠にシェアメイトの件はどうなっているのかを聞いてみようかと考えてい
た。マンションの家賃も馬鹿にならないし、隼人と 2 人きりだと少し寂しい。
ちょうどそのとき、さくらのそんな気持ちが伝わったかのように着信があり、壁面スク
リーンに誠の姿が映し出された。
「シェアメイトの候補、見つかったぞ」
「ほんと？どんな人？」
「25 歳の女性で、お前の望みどおり、明るくておおらかそうな人だ」
「何してる人？」
「これまで新宿で働いていたけど、9 月から大学に入って勉強し直すそうだ」
「ナカノ・シティの大学？」
「そう。これまで上高田に住んでいて、この周辺の環境は気に入っていたから、お前が新
井のマンションに住んでいると言ったら嬉しそうにしてた。今週末、お前のマンションに
行って話をするように、彼女に伝えておこうか」
「そうね、部屋も見てもらえるしね。ところでパパ、この間サンモールにいなかった？パ
パと綺麗な女の人が 3 階のコリドーを歩いているのを下から見かけたような気がしたんだ
けど」
「え？いつ？」
「１週間前だったかな、お昼ぐらいの時間だったと思う」
「いや、えっと、見間違いじゃないかな。じゃあ、俺、もう行くから」
唐突に誠はスクリーンから消えてしまった。変なパパ。
日曜日の午後。今日も雨が静かに降っている。シェアメイト候補の飯塚楓がマンション
にやってきた。25 歳にしては童顔で、まるでまだ高校生のようにみえる。
「さくらさん、春のお生まれなんですか？」
「そういうわけじゃないのよ、父が桜の花が好きだから付けただけ。よく聞かれるんだけ
どね」
「実は私も同じです。楓って言う名前だけど、秋じゃなくて春の生まれなんですよね」
楓の言葉には、やわらかい方言があるのにさくらは気付いた。
「楓さん、どちらのご出身なの？」
「福島の喜多方なんです。ナカノ・シティには里・まち交流で中学生の頃に来たことがあ
って、大人になったら絶対にナカノ・シティに住もうと思っていました。それで、高校を
卒業した後に、上高田に住んで新宿の保険会社に勤めたんです」
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「どんなお仕事だったの？」
「営業です。それで、お客様と直接お話する機会も多かったんですが、あるとき、お互い
の方言で同郷だということが分かって、私に親しみを持ってくださるようになって、あれ
これよくしてくださったんです。それがきっかけで方言の勉強をしたくなりました」
「それで大学に入り直したの？」
「そうなんです。ゆくゆくは、地域の文化や歴史に関わる仕事に就きたいと思っています」
「それは素敵ね。がんばってね！」
さくらは、楓のことがすっかり気に入ってしまった。また隼人も楓のことをひと目で好
きになったようだ。楓の方も、こちらが出す条件で問題ないということだったので、2 週間
後に引っ越してくることとなった。
さくらと隼人、そして楓の 3 人の生活は順調に始まった。3 人の生活の基本ルールは「余
計な手出しはしない。助けが欲しいときには、はっきり口に出す」ということだ。これだ
けのルールで随分うまくやっていけている。朝、さくらが隼人を連れて家を出る時は、楓
はたいていまだ寝ている。そして夜、家に帰るとほとんどの場合、楓はもう帰っていて部
屋で勉強しているか、リビングでくつろいでいる。最初は、食事は別々にしようかと言っ
ていたが、せっかくだから一緒に食べようということになり、一緒に住み始めて 2 週間後
には夕飯はほとんど一緒に食べるようになった。楓はそれまでずっとひとり暮らしだった
ので、これが何よりも嬉しいらしい。また、隼人にとっても、遊ぶ相手ができたのが嬉し
いようで、さくらとしては夕飯の準備をしているときに隼人に邪魔をされなくなって助か
っている。また、さくらの帰りが遅いときなどには、楓が夕飯をつくってくれることもあ
る。この間は「喜多方パーティ」と称して、棒ダラの煮物やにしんの山椒漬、そして締め
は喜多方ラーメンと、郷土料理をふるまってくれた。このときには健太も招いて楽しいひ
とときを過ごした。
楓はひとり暮らしのときに、寂しさを紛らわせるために買ったこぐま型のペットロボッ
トを、この家にも連れてきた。最近ではペットロボットの人気は随分下火になってきたが、
それでも若い女の子を中心に可愛らしいものだけはまだ売れているらしい。隼人は「ロン
ロン」（というのがそのペットロボットの名前だ）と最初のうちはよく遊んでいたが、すぐ
に飽きて「あのヤギさんや、ブタさんや、ウマさんに会いたいなあ」と言いだすようにな
った。やはり本物の動物じゃないと駄目みたいだ。さくらは隼人をサファリパークへ連れ
て行こうと思いつつ、なかなか機会を見つけられずに行きそびれている。早く連れて行っ
てあげなきゃ。次の日曜日には北海道へ行こうと決めた。
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隼人が保育室のお散歩途中にはぐれてしまった。しかしＩＣタグのおかげですぐに居所が
分かり、無事保護された。隼人を連れてきてくれたのは…。
この日は久しぶりに太陽が顔を出し、透き通った青空が広がっていた。さくらは隼人を
保育室へ預けた後、中野二丁目のアートナレッジセンターへと急いだ。明日は大事な打ち
合わせがあるので、今日は入念に準備しなければいけない。この打ち合わせというのは、1
年後に公演を予定している演劇のための企画打ち合わせだ。話の発端は、ナカノ・シティ
の大学のサークルを母体とする前衛的な劇団が、ホログラフィ映像を利用した演劇をやっ
てみたいとさくらに相談にきたことだった。それでさくらは職業・起業センターに問い合
わせ、ホログラフィ映像を開発し、かつ、芸術活動支援にも熱心な研究所を紹介してもら
った。また、懇意にしていた人形浄瑠璃の劇団の座長が、人形じゃないものとも一緒に舞
台をつくってみたいと以前言っていたのを思い出して、こんな企画を考えているんだけど、
と座長に持ちかけると、
「生身の人間と人形と何かの幻影とのコラボレーションか、そりゃあ面白そうだ」
と、大乗り気だった。そんなわけで、大学のサークルを母体とした前衛劇団とホログラ
フィの研究所、そして人形浄瑠璃劇団の三者が、明日初めて顔を合わせることとなったの
だ。この企画がうまくいくかどうかは、明日の打ち合わせにかかっている。どのような資
料を用意すれば、3 人の話がスムーズに進むだろうかと考えながら、さくらはこれまでの
様々な資料に目を通していた。
午後 3 時過ぎ、さくらの UC の緊急アラームが鳴った。重要度の高いメッセージの知ら
せだ。受信ボタンを押すと、
画面に「まちなか保育室」の
室長の太田の姿が映った。
「さくらさん、実は隼人くん
がはぐれてしまって……」
「え……？！」
さくらは急いで隼人の靴に
埋め込まれているＩＣタグの
情報を確認してみると、なん
と埼玉の所沢だった。
「みんなで哲学堂へ行った帰
り、ちょっと目を離したすきに隼人くん、途中の新井薬師前駅で電車に乗ってしまったん
です。それで、隼人くんがいないのに気付いて位置情報を確認したらもう電車の中でした
ので、すぐに西武鉄道とナカノ・シティ・ネットワークに連絡しました」
ナカノ・シティ・ネットワーク（通称「NCN」）とは、登録しているナカノ・シティの住
人の UC に一斉にお知らせを送ることができるシステムだ。迷子や落し物のお知らせ、事
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故や事件の情報など、安全・安心に関わる情報であれば、NCN に申し込むと NCN が判断
した上で配信してくれる。
「まさか、誘拐などでは……」
さくらは不安に駆られて、思わずそうつぶやくと、
「いえいえ、すぐに電車の一番前にいた隼人くんを車掌さんが見つけて保護してくださっ
たので、ご安心ください」
太田室長の明るい声に安心して、さくらはふーっと息を吐き出した。
「私、今から所沢に迎えに行きましょうか」
さくらが言うと、
「実は NCN からさっき連絡があって、
今、たまたま所沢に来ていたナカノ・
シティの方がこれから帰られるとい
うので、隼人くんを連れて一緒に帰っ
てきてくださるそうです。それで、さ
くらさんには新井薬師前駅まで来て
いただければ大丈夫です。私も参りま
す」
「いろいろご迷惑をおかけしてすみ
ませんでした」
太田室長との会話を終えたさくらは、ぐったりとソファに座りこんだ。隼人の好奇心は
日に日に大きくなる。今回も何かに気を取られて駅に入ってしまい、大好きな電車が来た
からそのまま乗ってしまったのだろう。ＩＣタグのおかげで、隼人が今どこにいるのかを
リアルタイムに、しかも正確にわかるのでその意味では安心ではあるが、今後何かの事件
に巻き込まれないとも限らない。しっかり注意しないと。再度隼人の位置を確認してみる
と、今は田無あたりだ。そろそろ迎えに行かなければ。さくらはオンデマンドバスで新井
薬師前駅へ向かった。
「ママ！太田先生！」
さくらと太田の姿を見つけると、隼人は走ってやってきた。その後ろには、目鼻立ちの
はっきりしている 40 歳前後の美しい女性が立っていた。
「わざわざ連れてきてくださって、ありがとうございました。ご迷惑をおかけして申し訳
ありません」
さくらがその女性に頭を下げると、その女性は、とんでもないと顔の前で手を振った。
「ちょうど所沢で仕事を終えて、そろそろ帰ろうと思ったところに、NCN からのお知らせ
が来たんです。どうせ帰るなら隼人くんと一緒の方が私も楽しいですし。ね？」
その女性は、最後の「ね？」を隼人に向けて言った。隼人も「ねー」とその女性に向か
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って笑顔を見せている。おや、とさくらは思った。この女性と以前どこかで会ったかしら？
「実は私、さくらさんのお父様の誠さんにはお世話になっておりまして、さくらさんや隼
人くんのことは、お話を伺っておりました」
そう言われてみれば、誠とサンモールを歩いていたのはこの女性だった！
「失礼ですが、父とはどこで知り合われたのですか……？」
おそるおそるさくらが聞くと、
「以前、ナカノ・シティの大学の MBA コースで学んでいたときの同級生でした。私、サリ
ーナと申します」
そうだったのか。だったら父もそう言ってくれればいいものを。さくらは先日の通信で
の誠のあわてぶりを思い出して、おかしくなった。
「サリーナさん、またね！」
去っていくサリーナに向かって、隼人がいつまでも手を振っている。美人に弱いところ
は誠譲りかもしれない。
サリーナが去った後、さくらは隼人に向かって言った。
「太田先生もママも心配したのよ。
『ごめんなさい』しなさい」
「ごめんなさい」
隼人はしおらしく、素直に謝った。
「今日は無事に帰れたからよかったようなものの、何があるか分からないでしょう。お出
かけのときは絶対に先生から離れちゃだめよ」
「うん」
「うん、じゃなくて、はい、でしょ」
「はい」
そのとき、隼人のシャツの中から、ぴょんと何かが飛び出した。にゃん！まだ生まれて 2
か月目ぐらいの仔猫だった。
「どうしたの、これ？」
「駅にいたの。ひとりぼっちだったの。寂しいんだって」
隼人がそう言ったときに、仔猫がタイミングよく、にゃん！とまた鳴いた。どうやら、
駅の近くを通りかかったときにホームにいた仔猫を目ざとく見つけて、駅に入ってしまっ
たということらしい。
「ママ、この猫ちゃんも一緒に住みたいって」
にゃん！
「ほらね。そう言ってる」
にゃん！
確かに隼人には生きているペットが必要かもしれない。これも一つの出会いだ。さくら
はそう考えて、
「じゃあ、これからは、ひとりで勝手にどこか行っちゃったりしない？」
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「しない！しない！」
「太田先生の言うこともきく？」
「きく！きく！」
「猫ちゃんを飼ったら家族と一緒なんだから、おもちゃみたいに『もういらない』なんて
言っちゃいけないのよ。分かってる？」
「分かってる！分かってる！」
「じゃあ、いいわよ。一緒に帰りましょう」
「やった！よかったね、猫ちゃん」
にゃん！にゃん！
こうして家族が増えた。この夏は一気に賑やかになりそうだなと、さくらは大はしゃぎ
している隼人を見ながら微笑んだ。
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「ナカノ・サイドストーリー2050」キーワード集（ストーリー中の太字索引：五十音順）
■あ行
アーキテクトロニクス
情報社会学者である坂村健氏が提唱する情報通信、電気工学、建築学が融合した新し
い学問・技術領域。理論社会学者である吉田民人氏は、
「対象のあるべき姿を記述・説
明・予測」する「認識科学」から、21 世紀には「対象のあるべき姿を設計・説明・評
価」する「設計科学」が中心になると論じ、工学、社会工学、政策科学などの問題解
決型の学問領域を「設計科学」と呼んでいる。このような学問領域では、従来の専門
が細分化された縦割型（すなわち『分析』型）の学問ではなく、学際的もしくは学問
融合的な「統合型」となる。このアーキテクトロニクスも、こうした「統合型」の学
問分野の一つと位置づけられる。
アートナレッジセンター
市民や芸術家等のための芸術や文化の表現活動としての場、創造・発信拠点である。
ナカノ・シティの芸術・文化活動に関連する様々な主体（市民、アーティスト、文化
団体、NPO、文化施設、企業など）が協働し連携するサイバー空間を擁したプラット
フォームである。78 ページを参照のこと。
ＩＣタグ
RFID（Radio Frequency IDentification、電波による個体識別）の一種で、ごく小さ
な IC（Integrated Circuit、集積回路）チップを埋め込んだタグのこと。IC タグは物
品等に装着されるものであり、その中に当該物品等の識別情報その他の情報を記録し、
電波を利用することによりこれらの情報の読み取り又は書き込みができる。特にパッ
シブタイプ（電源を内蔵せずリーダー／ライターからの電波を受けて駆動する）のも
のを指し、物流、食品、医療などの多様な分野で適用が期待されている。2050 年には
IC タグの高度化、低コスト化が実現していることに加え、消費者・利用者のプライバ
シー保護確立のためのガイドラインの周知徹底などの諸課題への対応も進展している
ため、ほとんどの商品に IC タグが装着されているだけでなく、高齢者や子供の見守り
のためにも利用されているだろう。
インディペンデント・コントラクター
働き方が多様化し、雇用が流動化するに伴い、企業と雇用契約を締結して働くのでは
なく、業務単位の請負契約を結び、期限付きで専門性の高い仕事を行う人が現在より
もさらに増える。こうした働き方は、特に高い専門性を持つ人の間でより一般化する
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と考えられ、彼らのことをここでは「インディペンデント・コントラクター」と呼ん
でいる。日々の仕事時間だけでなく、中長期的なスパンでの仕事と生活のバランスを
自分で決定できるため、ワーク・ライフ・バランスを体現している象徴的な存在とな
っているだろう。73 ページを参照のこと。
宇宙ステーション
研究室、宿泊施設、生活スペースなどを擁する、宇宙空間につくられた施設のこと。
地球の軌道上に建設されることが多い。1998 年からアメリカ、ロシア、日本など世界
15 か国が参加して建設を進めている国際宇宙ステーション（ISS, International Space
Station）は地球・天体の観測や実験・研究を目的としており、2010 年に完成予定であ
る。民間では、2006 年にビゲロー・エアロスペース社（Bigerlow Aerospace Corporate、
アメリカ）が無人の拡張可能の宇宙居住モジュールを打ち上げ、将来的には商業的な
宇宙での滞在を目指すとしている。本ストーリーでは、宇宙ステーションにホテル施
設も既に建設されており、一般の人も利用できるようになっているが、宇宙旅行はま
だ現在の海外旅行ほど気軽に行けるものではないという想定をしている。
映像
「ホログラフィ映像」の項を参照。
遠隔教育システム
ネットワークインフラの整備が進むことにより、各種学校で行われる講義を遠隔地の
受講者も受けることができるシステムが、より一層普及するだろう。これには、多拠
点の受講者を同時につないで双方向でコミュニケーションができる「遠隔会議システ
ム型」のものと、既に行われた講義を各受講者が好きな場所で好きな時間に視聴する
「オンデマンド型」のものとがあるが、2050 年にはどちらの形態も非常に一般的にな
っていると考えられる。また、音声自動翻訳技術の開発も進むため、日本語以外を母
語とする受講者でも障壁なく受講することができるようになるだろう。2050 年には、
国内はもとより世界中の大学で学ぶことが可能になるだろう。
■か行
軌道エレベーター
静止軌道上（地球の自転と同期して軌道上を回るため、地球から見たときには静止し
て見える位置）の宇宙ステーションと地上とを結ぶエレベーターのこと。NASA の
NIAC（the NASA Institute for Advanced Concepts）は現在、軌道直下となる赤道付
近に軌道エレベーターの地上駅を設置し、カーボンナノチューブを利用してエレベー
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ターのケーブルやタワーを建設する構想などを打ち出して研究を進めており、技術的
には 20 年以内ぐらいで建設が可能になるとしている（CNN ニュース、2006 年 9 月
18 日）。
共感空間
2050 年に提供されていると想定した、架空の SNS（Social Networking Service、ソー
シャル・ネットワーキング・サービス）。SNS とは人のつながりを創出・促進する web
上のサービスを指し、自己紹介をするプロフィール機能やブログ（公開日記）機能、
コミュニティ機能、メッセージ送受信機能などが基本的なサービス内容である。日本
では、最大の会員数を持つ mixi（ミクシィ）や GREE（グリー）が 2004 年 2 月に運
営を開始して以来、自治体が運営する地域 SNS や企業内 SNS など様々な SNS が登場
している。また、2006 年 7 月には、Twitter（ツイッター）という、それまでの SNS
よりも「ゆるい」コミュニケーションをネットワーク上で可能にするサービスが開始
された。これは、こまめな「つぶやき」をやりとりすることで、
「今」を仲間と共有す
ることができるシステムで、それまでの SNS よりもリアルタイム性があることと、そ
れにより、
「共感」をより強く重視したコミュニケーション・スタイルとなっているこ
とが特徴的である。Twitter の持つこうした機能は、現在、他の SNS にも取り入れら
れ始めており、今後、求めるつながりの「強さ」によって、SNS の機能がさらに分化
していくものと考えられる。
こうした現状を踏まえ、このストーリーではリアルタイム・共感型の SNS を想定し
た。この SNS は、新しい人のつながりを創り出すことを主目的にするのではなく、友
人同士や家族間のつながりをサポートするものとして考えている。そして各自の発信
は、仲間の反応を特に期待していない「モノローグ」という独り言と、仲間の反応を
期待する「ステートメント」という発言に分類されており、それらに対する反応は「レ
ス」と呼ぶこととした。既にある人のつながりを強化するには、感情の共有、共感と
いうことがより一層重要視されるが、一方で、相手の気持ちの負担をより慮るように
なると、自分の発言の全てに反応しないでいいように、予め反応を期待する発言とそ
うでない発言とを選別する機能が出てくるだろうと考えるからである。
結婚
全国的に未婚率が上昇するなか、中野区は全国・東京都よりも未婚率が高く、その上
昇幅も著しい。このような未婚率の上昇傾向は、今後しばらくは続くとみられる。し
かし一方で、結婚における「適齢期」という意識が弱まることにより、初婚再婚問わ
ず幅広い年齢層で結婚する人々もみられるようになるだろう。また、入籍をしなくと
も夫婦としての意識を持って生活をする事実婚や、
「家族」という一体感よりもむしろ
個人同士であることをより重視した共同生活である同棲など、さまざまな形の結びつ
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きが増えることにより、2050 年には、結婚に対する意識やその形は現在よりもずっと
多様化していると考えられる。
戸建住宅
2050 年には、木造住宅であっても十分な耐震・耐火性を有するとともに、環境負荷を
軽減したエネルギー効率の高い住宅のみとなるだろう。また、ICT 技術やユビキタス・
ネットワークの進展を背景に、テレワークや SOHO（Small Office Home Office）の環
境が整うことにより、仕事場所の多様化が進む。このため、住宅は仕事場や外部との
交流場所なども含んだ多機能空間となり、住宅のデザインや機能性は住まい方に対応
して大きく多様化するだろう。住まい全般に関しては 60 ページを参照のこと。
コミュニティ・ストリート（新たな商店街）
ICT 技術とユビキタス環境の進展を背景に、在庫管理システム、物流システムなどが
大きく変化すると、生産者と消費者をつなぐルートは大幅に簡素化され、小売業の形
態が変わる。その結果、現在ある商店、特に個人商店を代表とする小規模な小売店舗
の種類、規模、形態は 2050 年には変化しており、ものづくり工房や公的サービス、生
活サービス、情報サービスなど、現在の「商店街」の中心である「モノを売る」以外
の機能を持つ商店が増加し、現在よりも多職種が集まる多機能空間となっているだろ
う。現在の「商店街」が意味する、「（モノを売る）商店が集積した場所」だけではな
く、地域コミュニティの核となるなど経済以外の多面的な機能を有するようになるた
め、本研究では「コミュニティ・ストリート」という名称とした。64 ページを参照の
こと。
■さ行
里・まち連携、里・まち交流
2009 年 3 月、中野区ではこれまでの自治体連携の枠を超え、民間活力を利用したさま
ざまな連携事業を「里まち連携事業」としてスタートさせた。現時点で連携している
自治体は、茨城県常陸太田市、群馬県富岡市、千葉県館山市、長野県中野市、福島県
喜多方市、山梨県甲州市の 6 自治体である。今後は、子どもを含めた人の交流、経済
交流、環境交流を中心に展開させていくこととしており、2050 年においてはこの事業
がさらに発展し、2 地域居住（あるいは 3 地域以上など）の他、山村留学が行われてい
ることを想定している。
シェアメイト
未婚率・離死別率の上昇などにより、幅広い年齢層で単独世帯が増加するだけでなく、

- 159 -

全体として小規模世帯が増加すると、居住の質・広さの確保するために、もしくは日
常生活で安全・安心を確保するために、1 つの住宅に複数世帯が居住する住まい方が、
今後より増加していくと考えられる。また、食事や清掃などの生活サービスも共同化
すると、生活の共同性はより強くなり、単なるルームシェア、ハウスシェアではなく、
グループリビングといった住まい方になるだろう。このように、今後は血縁関係にな
い人々を対象とした、プライバシーと共同性のバランスの度合いがさまざまな住まい
方が増えてくると考えられる。本ストーリーでは、このような住まい方をする人々を
まとめてシェアメイトとしている。
自転車
健康によく、エネルギー効率が高く、環境にやさしい移動手段として、自転車は未来
の社会においても通勤・通学・買物などに幅広く利用されている。機能的にシンプル
な自転車も残っているが、電動アシスト、ナビゲーション機能、オートマチックギア
チェンジ、事故防止センサなど機能の充実した車種のバリエーションが増えるだろう。
とくに電動アシスト車は、蓄電池の高性能化によって軽量化が進み、高齢化の進んだ
社会において普及が見込まれる。個人移動器機としては、電動立ち乗り二輪車のセグ
ウェイやホンダが開発した腰掛式一輪車など、センサによって転倒を防ぐタイプの乗
り物の開発が進んでおり、将来的に気軽な移動手段として普及する可能性がある。
市民性教育
社会の様々な現象についての知識や、その知識を活用するためのスキルを得るための
教育。社会に参画するための体験的トレーニングや政治リテラシー育成のために、経
済教育、消費者教育や政治的リテラシー教育等を行う。77 ページを参照のこと。
出産
将来は、医療技術等の発達により、現在よりも高齢で出産する人の割合が増えるだろ
う。また、子育てに関しても、男性の育児休暇取得率の上昇や社会的サポートの充実
などにより「産みやすい」環境が整うため、出生率は多少上昇していくと考えられる。
しかし、再生産年齢人口（15～49 歳の女性）の減少により、出生数そのものはやはり
減少していくと見通される。
職業・起業センター
ナカノ・シティの中央地域にある職業トレーニング機能とインキュベーションセンタ
ー機能を併せ持つ架空の施設である。民間の新たな活動の創出支援、起業の設立支援・
ビジネスを学習する環境が整っている。技術向上支援や研究機関との連携による知的
創造の商業化や発信拠点でもある。さらに雇用創出の拠点として、キャリアとスキル
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が生かせる雇用マッチングシステムが整備されており、2050 年のナカノ・シティにお
いて重要な役割を果たしていると想定している。71 ページ参照のこと。
進路選択
高等学校が義務教育化するとともに、公立小中高校はそれぞれが特色を持ち、習熟度
に応じたきめ細かな教育カリキュラムが用意されると考えられる。現在の小学校 6 年、
中学校 3 年、高校 3 年という就学年数の区分は緩やかになり、例えば小学校 3 年の後、
現在の小学校 4 年から中学 3 年までは一貫教育のコースとするなどのケースも出てく
るだろう。また、選択肢が多様化し、学び直し（「勉強し直す」の項を参照）が一般的
になる教育制度においては単位制の導入が必要となるだろう。
■た行
地下農場
光や温度などの環境をコンピュータで制御し、室内で植物の栽培を行う取組みが始ま
っており、人材派遣会社パソナは 2005 年 2 月に東京大手町の地下 2 階に実験的に農場
を開設した。不規則な天候や害虫などによる被害を避けることができるこの方法は、
2050 年には一層普及していると考えられ、このストーリーにおいても、ナカノ・シテ
ィの中心部に地下農場が開設されていると想定している。地下利用のイメージについ
ては 59 ページを参照のこと。
地下牧場
「地下農場」と同様に、光や温度、空気などの環境をコントロールし、放牧地をつく
ることで、「地下牧場」を開設することも考えられる。
超高齢社会
国立社会保障・人口問題研究所によれば、日本全国の 65 歳以上の割合は、2005 年時
点で 20.2%であったものが、2025 年には 30.5%、2050 年にはほぼ 4 割である 39.6%
になると予測されている。なお、75 歳以上の割合は 2005 年は 9.1%、2025 年には 18.2%
と割合は倍になり、2050 年にはほぼ 4 分の 1 となる 24.9%である。1971 年から 1974
年に生まれた、いわゆる団塊ジュニア（第 2 次ベビーブーム世代）世代は、2050 年に
なお、中野区においても、
2050 年には 65 歳以上人口は 37.8%、
76～79 歳になっている。
75 歳以上人口は 23.1%と推計（高位推計）されており、高齢期に突入した団塊ジュニ
ア世代が大きな役割を果たしていると想定される。54 ページを参照のこと。
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■な行
ナカノ・シティ・スタジアム
2050 年には地下利用がさらに進む。そこで、ここでは「地下農場」
「地下牧場」と同様
に、スタジアムも地下施設として整備されていると想定している。
ナカノ・シティ・ネットワーク（ＮＣＮ）
2050 年時点でナカノ・シティ住人を対象に運営されている、架空の登録制情報ネット
ワーク。行政からの情報を提供するだけでなく、登録会員からの情報提供も受け入れ
ており、登録会員に送る情報はインターネットを通じて、各自の UC（ユビキタス・コ
ミュニケータ）に配信される。
■は行
壁面スクリーン
通信、個別に保有しているコンテンツ、ネットワーク上のコンテンツなどを視聴でき
る、壁全体がスクリーンとなっているもの。現在、パナソニックでは「フューチャー
ライフウォール」として、壁のディスプレイが個体認識をしたり、ディスプレイその
ものに対してだけでなく、ディスプレイ前のテーブルなどと連動して操作ができたり
する大型ディスプレイを開発しており、2015 年頃の実用化を目指している。本ストー
リーでは、家庭用の壁面スクリーンで 3D 映像も見られるようになっていると想定して
いる。
ペットロボット
工業ロボットや介護ロボットなどの実用的な機能を重視するロボットではなく、人を
楽しませたりする機能を重視するロボットのこと。
勉強し直す（「学び直し」）
2050 年には、生涯を通じて学ぶ機会が用意されており、特に大学は再学習の機会提供
の場として様々な年齢の人々に利用されているだろう。義務教育機関である中学校、
高等学校に関しても、コースやカリキュラムの多様化・細分化とそれに伴う単位制の
導入によって、修了後も職業変更等による「学び直し」が一般的となるだろう。これ
に加え、学ぶ場所は学校だけに限らず、職業・起業センターやアートナレッジセンタ
ーでも様々なスキルや、世界標準の多様な資格取得を目的とした講座が開講されてお
り、人々は好きなときに好きなことを学ぶことができる。77 ページを参照のこと。
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保育グランマ・グランパ
2050 年には、子育て中の家庭への地域サポートにおいて、高齢者が現在よりもずっと
活躍しているという前提のもと、ここでは有資格者の「保育士」をサポートする形で
保育に関わる高齢者を「保育グランマ・グランパ」と呼んでいる。76 ページを参照の
こと。
ホログラフィ映像
ホログラフィとは、光の干渉・回折を用い、物体からの光（物体光）を記録・再生す
る技術のことで、ホログラフィ映像とは 3 次元で表現された映像のことを指す。ホロ
グラフィ技術については、現在、ホログラフィ顕微鏡などにみる計測技術、暗号化や
セキュリティ技術、DVD やブルーレイディスクの容量を遥かに超える記録媒体である
ホログラフィックディスクの開発などにも応用されている。
■ま行
無重力プラント
宇宙空間に建設されていると想定している、架空のプラントのこと。重力がほとんど
存在しない宇宙空間には、重さや比重の違いで物質が移動したり分離したりしないと
いう特徴がある。これにより、合金を作る場合にはもともとの金属の質量比の差が大
きくても均一に混じり合うため、これまで作ることができなかった合金を誕生させる
ことができるようになる。なお、現在、国際宇宙ステーション（ISS）では、微小重力
環境を利用した材料実験がおこなわれている。
■や行
ＵＣ（ユビキタス・コミュニケータ）
人がいつでもどこでも情報を得られるユビキタスな環境において、効率的で多様なコ
ミュニケーションを実現するための携帯型端末機器のこと。現在の携帯電話に搭載さ
れている諸機能のほかに、IC タグの認識や音声入出力等の機能が備わっている。形態
としてはスマートフォンを小型・軽量化したものから、ハンズフリーで専用メガネ等
に情報が表示されるものなど、個人の嗜好に合わせてさまざまなタイプがみられる。
コミュニケーションのほか、物流、医療、教育、交通など、さまざまな分野での応用
が模索されている。62 ページ参照のこと。
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■ら行
リニア
リニアモーターで駆動する鉄道（磁気浮上式鉄道）のこと。本ストーリーでは、2050
年時点には、東京－上海間にリニアモーターカーによる新幹線が開通していると想定
している。リニア中央新幹線は、全国新幹線鉄道整備法の基本計画路線に位置づけら
れている「中央新幹線」を超電導リニアモーターカーによって結ぼうとするもので、
東京－大阪間が約 1 時間で結ばれるとしている。また、ＪＲ東海は 2007 年 12 月、東
京圏－中京圏間を超電導リニアによる東海道新幹線バイパスとして全額自己負担で建
設する計画を発表し、2025 年までに営業運営を開始することを目指している。62 ペー
ジ参照のこと。
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政策過程研究機構）

１ 「中野区 2050 年・区民生活の展望」専門家会議
本研究では、プランニングの前提となるドライビングフォースの抽出にあたって、中立
性と科学性を担保するために、若手学識者によって構成する「『中野区 2050 年・区民生活
の展望』専門家会議」を設置した。構成員と協議内容は下記のとおりである。さらに、本
研究の中間的な提言として、2008 年 3 月に各専門家会議のメンバーより「2050 年の日本
社会と中野区の将来展望」をテーマにご執筆いただいた（164 ページ～172 ページ）。
【構成員】
菅正史氏（財団法人土地総合研究所研究員）幹事
領域：都市計画・地域計画
大西達也氏（株式会社日本政策投資銀行地域振興部課長）副幹事
領域：地域経済・経済政策
飯塚邦彦氏（成蹊大学文学部非常勤講師）
領域：地域社会学・文化研究
奥山忠裕氏（運輸政策研究機構運輸政策研究所研究員）
領域：文化政策・環境経済学
西山志保氏（山梨大学工学部循環システム工学科准教授）
領域：都市社会学・まちづくり論・市民活動論
【内容】
第 1 回（2007 年 9 月 27 日）
・

「中野区 2050 年・区民生活の展望」研究について

・

自由討議

第 2 回（2007 年 11 月 29 日）
・

将来人口について

・

先行研究について

・

区民対象インターネット調査「区のイメージと将来動向」結果報告について

第 3 回（2007 年 12 月 19 日）
・

中野区の現状分析について

・

ドライビングフォース、シナリオベース及びシナリオドライバーについて

第 4 回（2008 年 2 月 13 日）
・

職員グループ・インタビュー結果について

・

シナリオベースについて

第 5 回（2008 年 8 月 5 日）
・

未来予測について
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・

自立都市について

第 6 回（2008 年 9 月 24 日）
・

報告書のロジック、構成について

・

マクロストーリーについて

第 7 回（2008 年 11 月 17 日）
・

シナリオロジックの考え方について

第 8 回（2009 年 12 月 16 日）
・

報告書（案）について
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２

専門家会議メンバーによる「2050 年の日本社会と中野区の将来展望」
ここでは、専門家会議における議論からイメージされる「2050 年の日本社会と中野区の

将来展望」を、専門家会議メンバーの専門分野を中心に自由に論じていただいた。本研究
のシナリオロジック及びストーリーづくりの参考とした。
(1) 都市計画・地域計画分野（菅 正史氏）
筆者は都市計画・地域計画を専門としているが、人口減少への対応・地域の産業競争力
の強化・環境共生型都市づくりの 3 点が、2050 年の日本社会のあり方を決めるキーワード
になると考えている。
第 1 の人口減少の観点からは、諸施設やインフラ等の固定資本の整備や利用のあり方の
見直しが必要であろう。近年一部で都心回帰の動きがあるが、これまで多くの都市では人
口増加により都市域が郊外部に拡大し、それにあわせて公共・民間による固定資本が形成
されてきた。人口減少時代には都市施設への需要の減に加えて、公共投資を支える財政面
からも量的拡大に制限が生じる。今後は施設整備をより計画的に行ったり、既存施設の利
活用を推進したりすることにより、社会資本の有効利用を行うことが必要となる。
第 2 の地域の産業力の観点からは、東京以外に成長拠点となる都市・産業集積を形成で
きるかが鍵となる。現在の日本は東京に主要な機能が集積しており、東京が日本全体の成
長を牽引している側面が大きいと指摘されている。しかし世界の先進国に目を転じると、
１億人をこえる国・地域を単独の都市のみで牽引している例は希有である。近い将来は地
域間の競争はさらに激しさを増すことが予測されており、東京以外の成長拠点を育成でき
るかが日本全体の競争力を左右すると考えている。
第 3 の環境共生型都市の観点からは、人間社会が自然環境に与える負荷を減少させるこ
とはもちろん、環境負荷削減をいかに社会的な負担が小さい形で実現できるか、また都市
で豊かな自然環境とのふれあいを実現できるかが問われている。都市計画の分野では環境
負荷を低減させる一手法として都市の密度を高めるコンパクトシティが近年注目を集める
が、都心の集合住宅のみならず郊外の戸建て住宅への居住希望も多く、それを許容できる
都市の実現が求められている。
上記のキーワードをもとに考えると、楽観的なシナリオとしては以下のような将来像が
想起される。道州制などによる広域的な社会基盤整備・産業立地のマネジメントが行われ、
複数の地方都市で国際的な競争力をもつ産業集積の形成に成功する。また鉄道・バス等の
公共交通サービスのネットワークにより環境負荷の少ない郊外居住が可能となり、都市中
心部には人口減少により公園・緑地などのオープンスペースが充実し、環境共生型の都市
が実現する。
しかし上記の楽観的なシナリオとは別に、以下に述べる悲観的なシナリオが実現する可
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能性もある。都市・地域の社会資本整備について明確な方針を描けないまま、整合性を欠
く施設整備が行われ、国全体で社会資本の利用効率が低下する。その影響もあって地方都
市の産業競争力は衰退し、東京一極集中の国土構造が継続する。また公共交通サービスや
新エネルギーの浸透による省エネルギーも不十分なものにとどまり、都市中心部の狭小集
合住宅以外の選択が困難になる。
一方中野区は、2050 年までの当座の間は人口減少の影響を緩和できる可能性がある。東
京大都市圏の近郊にある中野区は、人口減少時代にあっても一定の住宅需要の存続が期待
できるという全国的にみると希有な立地環境にある。また鉄道等の公共交通網も充実して
おり、車に過度に依存せずに生活できることから、環境負荷の点でも優等生である。逆に
人口増加圧力が一段落することが、これまで困難であった独自のまちづくりを行う契機と
なる可能性もある。
他方上記の利点とは裏腹に、中野区は豊かな都市空間の形成という点では多くの課題を
残している。木造住宅が密集する市街地は固有の魅力を有しているが、地震・火事などの
防災面や日照などの住環境面からみると問題が多い。また区全体でみても緑地やオープン
スペースは限られている。高次産業集積・商業集積のある東京都心部への近接という利点
は、逆に東京都市圏で埋没しない産業集積の形成という点では障害として働く可能性もあ
る。
上記の整理に基づいて中野区の将来像をやや大胆に描くと、潜在的な住宅需要が期待さ
れる駅周辺・木密などの一部の地区では再開発による高度利用を推進し、その利益を区内
のまちづくりに還元することで、質の高い都市型居住を形成する道筋が考えられそうだ。
再開発地区以外の木造密集市街地では、路地のまちなみを残しながら住宅の更新やオープ
ンスペースの確保ができるといい。その他の地区では区内各所に残る社寺などの資源を活
かした小さなまちづくりの積み上げを通じて、次第に個性ある中野区の姿を描き出すこと
が考えられる。また産業面についても、都心に近く比較的賃料の安いという利点が活かせ
れば、芸術家や SOHO の適地として一定の集積を形成できるかもしれない。
現在の法体系／財政状況を前提とすると、上記のシナリオは画餅にすぎないとの批判は
あるだろう。しかし区内の居住者や市民団体・事業所が将来の望ましい都市像を共有し、
それに少しでも近づこうとする過程こそが、「自立都市中野」を形成する一番の近道ではな
いだろうか。

(2) 地域経済・経済政策分野（大西 達也氏）
国立社会保障・人口問題研究所の将来人口推計（中位推計）によれば、2030 年の日本は
高齢者（65 歳以上）が人口の３割（31.8%）、2050 年には約４割（39.6%）と高齢化が進行
するとされている。
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日本社会は「テールヘビー型」のピラミッド構造となり、これを支える国の財政が果た
してどこまで持ちこたえていられるだろうか。高齢化社会はフロー面での社会保障政策の
みならず、ストック面での社会インフラのあり方にも大きな影響を与える。2050 年にはバ
リアフリーがインフラ整備の基本的なコンセプトになっているだろう。
「地域間格差」も日本社会を考える上での重要な課題となるだろう。中央と地方の格差
は、今後の政策次第でますます拡がり、2050 年の日本は東京など大都市圏を除けば多くの
「限界集落」と「中小（ミニ）都市圏」の 2 つから構成される国になっているかもしれな
い。
日本の地域構造は１層目が地方の小規模市町村、2 層目が地方都市（地方ブロックの中心
的都市）、3 層目が大都市という 3 層構造になっており、東京を頂点に 1→2 層、1,2→3 層
という流れで人口流入がみられる。中でも最も大きな流れが、地方圏から首都圏への人口
流入である。戦後日本は大きな 3 度の首都圏への人口流入の波を経験している。
１度目は高度成長期だが、その頃人口流出が地方にとって大きな問題にならなかったのは、
当時は世帯員数が多く地元に残る働き手が確保できていたためである。2 度目は好景気下、
地方からより魅力的な職場を求める若者が流入してきたバブル期である。既に「1.57 ショ
ック(1990 年)」を機に少子化傾向が明らかになっていたにもかかわらず、この時も危機感
を抱く自治体はほとんど無かった。そして第３の波が現在進行している。
これまで首都圏は人口流入に対して常に受身であり、特に努力をしなくても人口増加によ
る活力を享受することができた。しかし日本全体が人口減少社会に突入する中で、地方都
市も人口流出問題に本格的に取り組み始めている。今後は、首都圏といえども地域の活力
を維持するためには独自のシティセールスが必要とされる。2050 年の日本社会は、規模の
大小を問わず地域のポテンシャルを生かせた自治体が生き残る時代になっているだろう。
以上の背景をもとに考えられる中野区の状況は、今後、中野区をはじめ地域が活力を維
持するためにはどのような方法があるだろうか。かつて地域活性化の切り札とされた企業
誘致は、補助金や税制優遇によって企業を誘導することで、運良く誘致に成功すれば雇用
増など地域経済への波及効果が期待できる即効性のある手段であった。
一方、住民誘致に関しては、地方都市では様々な要因からなる“住みよさ”を基準に、周
辺自治体間で争奪戦が繰り広げられている。また、小規模自治体の間では、狭い範囲内で
の消耗戦を避けるべく、ネットワーク化により地域間格差を軽減・解消（例：医療分野に
病院間連携など）しようとする動きもある。財政難が深刻化する今後は、都市部の自治体
間でも様々な分野において施設やサービスを共有する事例がでてくるだろう。
しかしながら、交通利便性が高く、施策で差を設けにくい特別区においては、現在の施
策の優劣によって住民の移動が起きているという話はあまり聞かれない。中野区を含む特
別区においては、むしろ今後の人口減少を緩やかにするなど超長期スパンでの効果が期待
できる子育て環境の整備（少子化対策）を通じて、将来的に担税能力のある現役世代の増
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加策が求められる。
中野区は他の特別区同様、区を構成する住民が昼夜で異なっている。今後も中野の活力
を保つためには、住民、プレーヤー（中野で活動する人々）、ビジター（交流人口）それぞ
れに魅力のあるまちづくりが求められ、そのためには中野のもつ価値をより高め、強みを
生かすための取り組みが重要になる。
地域の価値を高め、外部に発信するシティセールスは、まず地域資源の発掘が重要であ
る。これらの資源は、外部評価や客観的立場にある人々により可視化され、さらに、どの
層（誰）に対してポテンシャルを持つのかを把握する必要がある。
中野区の強みとして、まずあげられるのが「都心への近接性」である。例えば、武蔵野市
とは住環境では争えなくとも、東京、新宿等都心部への交通利便性では優位に立てよう。
このように現在の優位性を確認した上で、最も人の集まる都心部からどのように人（住民、
プレーヤー、ビジター）を引き寄せることができるかが、今後の中野区の課題となる。
その際には「中野」という語で多くの人間が連想するシンボリックな存在の活用が有効
である。例えば、「中野サンモール」。人の流れが非常に多く、賑わう商店街の代名詞であ
る「肩と肩が触れ合う」都内有数のアーケードのポテンシャルを生かさない手はない。飲
食・物販共にチェーン店が目立つが、例えばチェーン本部へヒアリングをすることで、都
心部における中野のマーケティング上の位置付け（優位性）を知ることができるのではな
いだろうか。
「中野ブロードウェイ」も、特定層にとって全国区でのネームバリューが認められ、求
心力あるコンテンツである。同じ都内で類似の性格を有する秋葉原が、千代田区ほか官民
協働の施策により生まれ変わりつつある現状を鑑みれば、行政および住民を含む関係者が
この種の存在をどのように扱うかが、今後のまちづくりの将来像に大きな影響をもたらす
であろう。
「自立都市中野」について考えると、自立とは、地域が自らの手でその潜在力を発揮さ
せることであり、そのためには埋もれている地域資源を掘り起こし、磨きをかける主体と
なる「地域人材」が必要となる。関与する人材が多ければより多様性ある活用策が期待で
きよう。住民に限らず、プレーヤー、ビジターも含めた多様な人材の手による掘り起こし
が求められる。中野区民にはクリエイティブ・クラスが多い（この点についても精査が必
要）ことから、彼らをまちづくりに上手く巻き込むことができれば、その着眼点・ネット
ワーク力には大いに期待できるだろう。
このように「地域資源」×「地域人材」＝「地域力」となり、この地域力こそが「自立
都市」の源となる。行政の役割は、「地域振興」という「祭り（イベント）」に多くの人々
を参加させることにある。「行政は目立たぬように民間の活動を側面支援すべし」が定説と
されているが、必ずしも受身である必要はない。今後の行政には、積極的な「フィクサー」
として「場」をつくり、
「仕掛け」を設けていくことが求められる。
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最後に行政が主導して「仕掛け」を行い、「地域資源」が「（外部）人材」の手により活
用されたシティセールスの先進事例を紹介したい。
北九州市では首都圏住民をターゲットに 2006 年 11 月より市広報誌「雲のうえ」を発行、
「スターフライヤー（羽田と北九州を結ぶ航空会社）」機内で配布している。同誌は「従来
の自治体情報誌を超えた、誰もが手に取り、保存したい、北九州市へ訪れて見たいと感じ
ることができる情報誌（市企画室にぎわいづくり企画課）
」といったコンセプトの下、テー
マ（地域資源）の発掘に際して、自治体職員や住民の視点ではなく、敢えてプロの編集者
やデザイナーといったクリエイティブ・クラスの外部人材を導入している。これにより、
地域住民からは既に注目されなくなった独自の地域資源（立ち飲み居酒屋、定食屋、市場、
工場など）に光が当てられ、完成度の高い情報誌となったことで首都圏における同市の持
つ魅力についての認知度も高まっており、今後の交流人口増加が期待されている。

(3) 地域社会・文化分野（飯塚 邦彦氏）
2050 年の日本と中野は、どう変化していくのであろうか。そして中野が 2050 年に至っ
ても、魅力的な、「住みたい」と思わせるまちであるにはどうしたらよいのであろうか。こ
こでは「文化」を軸に考えてみたい。
2050 年までに起こりうる変化を考えてみよう。まずは人口の大幅な減少に伴い、都心へ
通勤・通学する人は郊外のベッドタウンに住む必要が薄まり、人々は都心の近くに住むよ
うになるということだ。都心に近いので、どの町に住んでも交通の条件はたいして変わら
なくなる。また互いに近い場所に住むようになるので、人が直接会う機会が増加すると考
えられる。次に家族関係の変化だ。家制度は形骸化し、婚姻・出産の形態も多様化するだ
ろう。結婚という形態を取らずに子どもを作ったり、結婚とは違った形のパートナー関係
を結ぶことが進行していくだろう。その結果、家を単位とした制度・税制から、個人を単
位とした制度・税制へと変化していくだろうし、居住形態も「家族で一軒の家に定住する」
ことから、「家族それぞれが自分の事情や嗜好にあわせてフレキシブルに住む」ことへと変
化していくだろう。そして地域とコミュニティのあり方も変化していくだろう。現在は住
んでいる場所を基準とした、地縁をもとにしたコミュニティが、まだかろうじて力を持っ
ている。しかし人々が都心に近い場所に住むようになり、住民や住居の流動性が高まって
いくと、場所のコミュニティよりも、趣味や関心の共通性で結びついていくコミュニティ
が強い魅力を持つようになる。それは住民の流動性をさらに高めることになるだろう。
つまり将来は、場所そのものは魅力を持たなくなり、「どのまちに住んでもあまり変わら
ない」状況になっていくことが考えられるのだ。
確かに中野は都心に近く、交通の便が良いために、人口が大幅に減少することはないだ
ろう。しかし他のまちと変わらない、魅力のないまちになってしまう可能性も持っている。
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そうした状況の中で、「住みたい」と思わせる求心力を生み出すにはなにが必要なのだろう
か。中野というまちの独自性を保つには、何が必要なのだろうか。それは「まちが持つ文
化」を強調することではないだろうか。
吉祥寺、下北沢、西荻窪などが強い求心力を持っているのは、ひとえに「文化が感じら
れるまち」だからだ。音楽や演劇などが日常的に上演され、生の表現に直接触れることが
できる。先端のモードやファッションに触れることができる。新刊書籍、古書、CD・レコ
ード、衣類、アクセサリー、雑貨、漫画、アニメなどの文化商品を豊富に買うことができ
る。同じ趣味・嗜好を持った人が集まる場がある。そのまちならではの独特な雰囲気があ
る。こうした文化的要素が、まちの魅力を作り、人々を惹きつけているのだ。
幸い現在の中野は、文化的魅力を持っているまちである。現在の中野の強みは、特に中
古品販売を中心としたサブカルチャーが集中していることにあり、吉祥寺や下北沢などと
はまた違った「文化」を持っている。今後はその魅力を維持し、伸ばしていくことが求め
られるだろう。確かに文化の内容や表現手段は、今後変わっていくと思われる。ユビキタ
ス・コンピューティングが当たり前になり、表現される物の多くはデジタル化され、携帯
電話などの常時持ち歩きできる端末によって消費されると考えられるからだ。そのため現
在の中野の魅力を維持していくことは難しいと思えるかもしれない。しかし本や CD など
の、コンテンツをパッケージにした商品は、取り扱いしやすいという決定的な長所を持っ
ているために、今後もなくなることはないだろう。それに中古品を売買する市場もなくな
らないと考えられる。発売から時間が経ってもコンテンツの価値はゼロにはならないので
あるし、ものを捨てる量を減らすという、高度リサイクル社会が進行するであろうからだ。
現在こうした魅力は民間によって作られているものであるし、市場経済の力学によって
大きく状況が変化するものである。そのため行政が関わるのはふさわしくないという見方
はあるだろう。しかし表現の場を提供したり維持することや、図書館機能を充実し、文化
産物を収蔵・公開することなどによって、間接的に文化を支援していくことはできる。そ
して文化支援は住むまちとしての中野の価値を高め、間接的に市民の利益にもなっていく
だろう。
中野に来れば、文化に直接触れることができる。中野に住めば、文化に日常的に接する
ことができる。こうした認識を維持し、発展させていくことが、今後求められていくので
はないだろうか。

(4) 文化政策・環境経済分野（奥山 忠裕氏）
2005 年 3 月、中野区基本構想において、今後 10 年間の中野区の指針が示された。特に、
環境関連の指針では、環境負荷の減少、資源・エネルギーの効率的利用、緑化運動が主な
柱とされ、今後 10 年間を通し、中野区が持続可能な社会(SustAinABlE SoCiEty)の確立へ
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向かうための重要な政策課題とされた。
話は変わるが、この度、参加させていただいた中野区専門家委員会では、『中野区 2050
年・区民生活の展望』として未来予想を検討している。未来予想というと漠然とした印象
となるが、簡単には、今後 50 年間で予想される中野区・区民がどのように変わるか、また、
不測の事態に対するプランを如何に用意するかといった内容を検討している。
私としても未来予想に関する検討の機会は初めてであり、また、学識の異なる方々との
議論を通し、勉強させていただいた点も多かった。方法論については、一定の手法をとり、
また、社会動向に関するデータを利用しているものの、実際のところ、未来予想に関して
どれほど正鵠を射るのかについては保証しかねる点もある。
2050 年となれば、そもそも現在の状況が反映されているかが分からない。そのため、現
状では実現する可能性の低い未来（技術や価値観等）にも言及し、想像・議論していく必
要があった。本専門者会議委員のメンバーは若手主体であり、社会、経済、文化など、区
民・職員の皆様からのご意見・ご指摘をもとに多くの観点から議論が行われ、忌憚の無い
意見が多く見られた。そのため、若干の部分において、可能性の低い未来についても言及
しているが、その点はご了解いただきたい。
委員によって意見が分かれるかもしれないが、本会議では「自立」と「アイデンティテ
ィ」というキーワードを特定することが議論上、課題となっていた。政治、経済など個々
の側面に関する議論は行えるものの、総合的な面で、上記の二つのキーワードに関する回
答、これが未来の中野区を象徴する言葉であると言えるもの、については統一的な見解が
得られなかった。
一概に区分できるものでもないが、私的には、自立は経済を、アイデンティティは社会・
文化的な含意を持つものと考えていた。この点については、他のご意見もあるが、端的に
は、50 年後の中野区の「区民生活の特徴・特色とは何か」
、という点となるだろう。この点
に関する議論は、シナリオの「可能性」と「想像」の関連性や帰結に関る重要な点であり、
統一した見解は得られなくとも、帰結における複数の特徴・特色を議論する必要があるか
もしれない。
本コラムは、中野区の未来素図として依頼を受けたため、アイデンティティという点を
踏まえ、最後に未来予想図について述べる。振り返るが、10 年後の中野区の指針では、環
境関連について、（要約すると）環境負荷の減少、資源・エネルギーの効率的利用、緑化運
動を挙げた。そこで、50 年後の中野区として、
「環境倫理を地域のアイデンティティとした
中野区」について予想することとしよう。50 年後のテーマとして、環境倫理を取り上げる
理由は、環境負荷の主たる要因の一つとして人間の（区民）活動があり、また、環境倫理
の構築≒幼少からの教育も考慮するものと考えると、10 年のスパンでは帰結を見ることが
難しいと考えたためだ。
環境倫理ではいささか具体性に欠けるため、環境倫理に基づいたボランティア活動が社
会規範となり、地域の環境対策が促進される状態を「想像」しよう。ボランティア活動の
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拡大の最大の利点は、労働市場の拡大と労働費用の低下にある。たとえば、環境対策に要
する社会的費用（人的・設備的費用など）が軽減される、また、監視を行いにくい、都市
の清潔さといった点にも改善が見られる可能性がある。このような環境倫理に基づくまち
づくりは、中野区の基本方針の中に見られた小さな政府の方針とも一致し、かつ、多数の
区民が参加するような状態になれば、一つのアイデンティティと考えることもできるだろ
う。
このような倫理的問題に関連した研究として、文化的伝播過程という研究がある。これ
は人と人とのコミュニケーションにより、倫理観が広まる過程を分析するものである。こ
の研究によれば、環境倫理が社会的に広まるためには、個人および社会的全体が環境倫理
を有するものとしてテイク・オフする瞬間が必要であり、中野区が環境倫理を基盤とした
区民生活を行う地域となるには、今後 10 年以降の期間で、倫理観が社会的に広まる施策を
行う必要があるだろう。
この点において、中野区では人口の流動が多く、倫理観を広めることは困難かもしれな
い。しかしながら、環境関連の施策・費用は今後も増える可能性はあれ、減る可能性は非
常に低いといえるだろう。生活に関する行動を変えるには長期間の対策が必要であり、人
口流動の多い中野区では、他地域に比べ、早急な対策が必要と思われる。
様々に予想される未来の中で、環境倫理は一つの例であるが、自立、アイデンティティ
といった地域を特徴付けるキーワードについて今後も議論・検討を行う必要があるだろう。

(5) まちづくり・市民活動分野（西山 志保氏）
今後、日本社会が最も大きな影響を受けるのが、少子高齢化による深刻な「人口減少」
である。とりわけ東京圏は出生率が全国でも非常に低い地域であり、これが人口減少と高
齢化によって自然減少をさらに促すことが予想される。2050 年には東京圏世帯の 40％以上
が高齢世帯となるといわれているが、これはまた同時に、世帯人口の縮小、つまり「単独
世帯を増加させる」ことになる。中野区も同様に人口減少の影響を受け 2005 年に人口ピー
ク（31 万人）を迎え、その後、減少へ向かうことが予想される。そもそも中野区では、人
口の流動性が高く、若者の単身世帯が高いが、今後、若者世帯と高齢世帯の割合がこれま
で以上に増えることで、単独世帯が急増するようになる。またこうした傾向は、結婚しな
い独身者の増加、婚姻を伴わないパートナー関係の広がりなどの「家族形態の多様化」に
よって後押しされることになるであろう。
また急速な「グローバル化の進展」によって「就労形態が変化」する点も重要である。
グローバル経済への対応として、個人事業主による起業（若者や主婦層など）の機会が増
えたり、フレックスタイムやワークシェアリングの導入などにより、自宅での勤務が可能
になるなど、多様な働き方が広がるであろう。中野区は SOHO 支援、インキュベーターオ
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フィスの計画などを進めるなど、新しいビジネスへの対応が求められるようになるであろ
う。またグローバル化により、日本でも「外国人労働者」を積極的に受け入れるようにな
るであろう。中野区は、新宿などで働く多くの外国人労働者の居住地として、受け皿的な
機能を担うようになることもありうる。
このように家族や家にしばられない人間関係の形成、そして多様な就労形態の選択が可
能になることで、中野区では単独世帯や外国人労働者など、多様なライフスタイルの人々
の都市的生活が営まれる場所として機能するようになる。
一方、
「コミュニティ」においては、行財政が縮小することにより、第１セクターである
行政だけでなく、第２セクターの民間企業、第３セクターの市民活動組織などの役割がま
すます重要になると思われる。3 つのセクターがそれぞれ役割分担し、社会サービスの提供、
コミュニティ施設の運用などを行う「新しいガバナンス」のあり方が模索されるようにな
るであろう。とりわけ市民は行政依存型ではなく、主体的に公共サービスの担い手になる
ことが求められる。これまでにも地縁型の町内会や自治会などの住民組織がコミュニティ
の様々な問題に対して取り組んできた。これらの活動に加え、テーマ別に取り組む「市民
活動や NPO」などが活躍する場が増えると思われる。これによりコミュニティ内部の住民
だけでなく、非住民もテーマ別に行われる市民活動などを通してコミュニティ形成に関わ
るようになる。多様な主体がネットワーキングしながら、政策決定や実施過程に参加する、
いわゆる「ネットワーク・ガバナンス」に基づく「新しい公共の形成」が一段と展開して
いくであろう。
現在、中野区ではボランティアや市民活動はそれほど活発ではないし、また市民ニーズ
調査からもその重要性を認識している人々はそれほど多くはない。しかし単独世帯や多様
な人々が暮らす住宅地における防犯やセキュリティの問題、少子高齢化による社会サービ
スの多様化など、身近な部分での問題が増えることで、ネットワーク・ガバナンスによる
問題解決のあり方が今後、ますます注目されるようになると思われる。
急速な人口減少やグローバル化に中野区が対応し、
「自立都市」として存続するためには、
「地域のブランディング」を強化し、人口吸引力を高め、人口定着を進めていくことが非
常に重要となる。そもそも中野区は、サブカルチャーの存在など文化的な要素で多くの若
者を引きつけ、居住地としての機能をもってきた。しかし人口の流動性が高く、ファミリ
ー層がそれほど多くないという現状もある。そこで定住率を上げ、職住近接で暮らしやす
いコミュニティを形成するためにも、
「職場環境の整備」と「住宅政策」が重要な点となる
であろう。働きながら長く住み続ける場となることで、コミュニティ意識が育まれ、コミ
ュニティへの一体感が生み出されるようになる。こうして人口の定住化による「魅力的な
コミュニティの形成」が、「自立都市中野」を可能にする重要要素となると思われる。
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３

本研究に関して実施した社会調査結果

(1) 「区のイメージと将来像に関するアンケート調査」結果
①

調査内容

【調査目的】
中野区民に対して現在の中野区のイメージと将来像に関するアンケート調査を行い、今
後の研究の基礎資料を得る。
【調査対象者】
15 歳以上の中野区在住者
【調査方法】
インターネット調査1
【標本抽出】
中野区在住の調査回答登録者（インターネット調査パネル）
【標本数】
有効回収数 820（サンプル）
【調査期間】
2007 年 11 月 16 日(金)～11 月 18 日(日)
【回答者】
＜ 性 ・年 代 構 成 ＞
男性

女性

合 計 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60歳
歳
歳
歳
歳
歳
以上
820

7

62

106

104

48

15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60歳
歳
歳
歳
歳
歳
以上

22

＜家族構成＞

4

196

117

38

＜職業構成＞

その他
3%
無職
4%

その他
5%
親と子どもと孫
（三世代家族）
5%

110

ひとり暮らし
34%

6

全体 N=820
自営業
8%

家事専業
14%
学生
5%

親と子ども
（二世代家族）
39%
夫婦のみ
17%

パート・臨時・ア
ルバイト
12%

常勤の勤め人
54%

【調査項目等】
調査項目や質問文、単純集計は次のとおり。単純集計は回答者に対する構成比(％)で各
選択肢の末尾に記載する。
1

インターネットを利用したアンケート調査。インターネットリサーチとも呼ぶ。本調査はウェブページ
画面に質問票と回答欄を表示して回答を送信する方式を採用した。
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○

中野区のイメージ

Q１ 現在の中野区2（※1）のイメージについてお伺いします。以下のそれぞれの項目の A・
B いずれかを選んでください。
A

○

B

A

B

成熟した

60.5

若々しい

39.5

明るい

76.3

暗い

23.7

清潔な

45.0

きたない

55.0

洗練された

24.1

野暮ったい

75.9

活気がある

73.9

活気がない

26.1

すっきり

21.2

ごみごみ

78.8

山の手

28.7

下町

71.3

個性がある

67.6

個性がない

32.4

革新的

33.7

保守的

66.3

豊かな

59.1

貧しい

40.9

にぎやか

62.6

静か

37.4

都会

67.9

田舎

32.1

人情味ある

74.3

よそよそしい 25.7

ハイカルチャー 312.9

サブカルチャー 487.1

中野のまちの動向

Q２ 将来的に中野のまちはどうなっていくと思いますか。
（各項目にそれぞれ①そう思う、
②どちらかというとそう思う、③わからない、④どちらかというとそう思わない、⑤そ
う思わない、を選択する）
質問

①

②

③

④

⑤

（１）まちは活力にあふれる

9.1

47.3

3.8

27.4

12.3

（２）まちの景観は良くなる

3.2

30.6

6.0

37.1

23.2

（３）防犯対策やまちの安全性は向上する

3.0

36.2

6.2

33.7

20.9

（４）狭い道や曲りくねった道は解消する

1.6

13.8

5.2

36.1

43.3

（５）公害対策や環境改善が進む

2.6

27.8

6.6

38.8

24.3

（６）まちの芸術・文化度が高まる

6.1

43.4

5.6

30.5

14.4

（７）公園整備や緑化が進む

3.8

34.9

4.9

37.2

19.3

（８）開発が進み中高層化した住宅・オフィスが増える

6.2

40.2

5.0

31.1

17.4

17.4

54.4

3.5

19.5

5.1

（10）物価や地価が安定し暮らしやすいまちになる

4.0

38.0

7.3

34.6

16.0

（11）区民の中野のまちに対する愛着が高まる

5.2

39.3

8.5

33.4

13.5

（12）市民活動やNPOの活動などが活発になる

3.5

28.0

11.7

40.9

15.9

（９）住宅地としての性格は変わらない

2

このアンケートで使用する「中野区」という用語は、中野区役所や行政機関ではなく「中野」という地
域のことを指すものとする。
3 ここで言う「ハイカルチャー」とは、たとえばクラシック音楽や能などの正統的、伝統的文化を指す。
4 「サブカルチャー」とは、ポピュラー音楽やアニメ、ゲームなどの特定の集団などがもつ独特の文化、
大衆文化、若者文化などを指す。
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○

親しみをもてる生活圏

Q３ あなたの生活圏域として一番親しみのもてるものは次のうちどれですか。
・東京都(7.3)

・東京 23 特別区(12.6)

・中野区(29.1)

・ＪＲ中央線(13.0)

・西武新宿線(11.0)

・東京メトロ丸の内線(11.2)

・東京メトロ東西線(1.1)

・都営大江戸線(2.1)

・町単位(6.7)

・町会・自治会単位(0.9)
②

・特になし(5.1)

調査結果と分析
本調査の質問項目は、1988 年に中野区の 21 世紀像を探るために実施した｢中野のまちと

くらしの未来像｣5、「中野区政世論調査’87」6と同じ内容の問いを一部設けた。これと比較
しながら区民が予測する中野のまちの将来を概観する。1980 年代後半は、株価、地価が急
上昇したバブル経済といわれた時代である7。しかし、現在は、90 年代初めの「バブル経済
崩壊」以降、長期低迷から抜け切れていない状況がある。まさに対極的な時代背景との対
比となる。
ⅰ

区民が抱く中野のイメージ
得られた回答（キーワード）から、区民が抱く現在の中野区のイメージが浮かんでくる。

(図 資 3-1 参照)
・ 中野区は成熟して（60.5％）、活気があり（73.9％）、にぎやかで（62.6％）、明るい（76.3％）
が、ややきたなく（55.0％）、ごみごみしている（78.8％）感じがする。
・ また、野暮ったさ（75.9％）があるけれど、個性的で（67.6％）都会的でもある（67.9％）。
・ さらに、人情味を持っていて（74.3％）、下町（71.3％）の雰囲気を持ちつつ、一方で、
中野区は保守的であり（66.3％）、比較的豊か（59.1％）である。また、サブカルチャー
（87.1％）のイメージを持つまちが中野区である。
一方、1987 年調査を見てみると8、当時の区民が抱く中野区のイメージは、1 位「静か」
（24.9％）、2 位「革新的」
（23.5％）、3 位「明るい」
（23.4％）、4 位「活気がある」
（19.7％）、
５位「ごみごみ」（19.0％）という結果であった。

20 年前と現在のイメージ比較してみると…
・

まちの活気は変らず、以前よりにぎやかになった。

・

かつての革新的なイメージは消え保守的となった。

・

昔から明るく、人情味があるまちであることは変らない。

・

ごみごみとした印象も変らない。

5

中野区「中野のまちとくらしの未来像―区民予測に見る 21 世紀の中野」1988 年 3 月。1992 年に策定し
た「中野区長期計画」を策定するための基礎調査とした。
6 中野区｢中野区政世論調査｣1987 年 12 月。
7 1988 年の日経平均株価は、30,159 円、対前年比 39.8％の上昇率 39.8％を記録した。
8 ただし、1987 年調査は「複数選択」であるのに対し、今回（2007 年）調査は「二者択一」である。そ
の意味では、完全に比較は出来ない。しかしながら、大まかな傾向を把握することが可能となる。
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図 資 3-1-1 現在の中野区のイメージ

図 資 3-1-2 20 年前の中野区のイメージ
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将来における中野のまちの動向
調査では、区民に将来的に中野のまちはどうなっていくか、
「まちの活力」、
「まちの景観」、

「防犯や安全」、
「道路」
、
「環境」
、
「文化・芸術」
、
「公園、緑化」、
「開発」
、
「住宅地の傾向」、
「物価や地価の安定」、
「まちに対する愛着」、
「市民活動」の 12 項目について尋ねた。その
「防犯や安全」、
「市民活動」の
結果は、図 資 3-2 のとおりである。この調査項目の中では、
項目は 1988 年の調査9では実施していない。
今回の調査の全体的な傾向としては、肯定的10に回答している項目は、「まちは活力にあ
ふれる」、「住宅地としての性格は変わらない」である。一方、否定的な予測は、
「狭い道や
曲がりくねった道は解消する」「公害対策や環境改善が進む」「公園整備や緑化が進む」「市
民活動や NPO の活動などが活発になる」などとなっている。

1988 年の調査では否定的に捉えていたのに対し、今回の調査で肯定的に予測する人が顕
著に増えた項目は、
「物価や地価が安定し暮らしやすいまちになっている」であった。1988
年で肯定的な回答は 20.7％、2007 年は 42.0％と 21.3 ポイント上昇し、1988 年は否定的と
する人が 68.2％、2007 年は 50.6％で 17.6 ポイント下がった。現在と 1988 年当時の経済
9

中野区「中野のまちとくらしの未来像」前掲書。
「そう思う」と「どちらかというとそう思う」をあわせて 50％より超えたものを「肯定的」とし、
「そ
う思わない」、「どちらかというとそう思わない」をあわせて 50％より超えたものを「否定的」とする。

10
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情勢の違いを反映した結果といえる。

1988 年で肯定的だったが、2007 年では否定的に転じた項目は、「開発」、「公園･緑化」、
「まちの景観」であった。1988 年当時、東京湾岸を中心に都市再開発ブームが沸き起こっ
ていたことなどが、大きく影響していると推測できる。特に「開発が進み中高層化した住
宅・オフィスが増える」と 1988 年に予測した区民は 85.5％に上っていた。
また、「住宅地としての性格は変らない」と肯定的に考えた区民は、1988 年は 47.0％で
あるのに対し、2007 年では 71.8％と大半を占めるようになる。一頃は中野にも開発がすす
み、イメージが一新するものと予測していたものの 20 年たった今、中野のまちの住宅都市
としての性格は将来的にも変らないと展望する区民が多くなったことが分かる。
図 資 3-2 ：将来における中野のまちの動向
どちらかというと
そう思わない
わからない 27.4
そう思わない
3.8
12.3

そう思う どちらかというとそう思う
まちは活力にあふれる

9.1

まちの景観は良くなる 3.2

47.3
6

30.6

6.2

36.2

防犯対策やまちの安全性は向上する 3

狭い道や曲りくねった道は解消する 1.6 13.8 5.2

物価や地価が安定し暮らしやすいまちになる

5.6

4.9

30.5

37.2

5

38

4

7.3

39.3

区民の中野のまちに対する愛着が高まる 5.2

市民活動やNPOの活動などが活発になる 3.5

24.3

28
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8.5

11.7

14.4

19.3

31.1

54.4

17.4

住宅地としての性格は変わらない

38.8

40.2

開発が進み中高層化した住宅・オフィスが増える 6.2

20.9

43.3

6.6

34.9

公園整備や緑化が進む 3.8

33.7

43.4

まちの芸術・文化度が高まる 6.1

23.2

36.1

27.8

公害対策や環境改善が進む 2.6

37.1

17.4

3.5

34.6

33.4

40.9

19.5

5.1

16

13.5

15.9

ⅲ

親しみをもてる生活圏
区民に親しみをもてる生活圏を聞き、「どこに帰属意識をおいているか」を読み取ること

とした。その結果は図 資 3-3 のとおりである。
図 資 3-3 一番親しみをもてる生活圏（％）
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全体的に見ると、「中野区」という回答が最も多く 29.1％である。次いで「JR 中央線」
「中野区」に帰属
が 13.0％、「東京 23 特別区」が 12.6％と続いている。職業別で見ると、
意識を抱いている一番高い職業層は家事専業（40.3％）で平均より 11.2 ポイント高く、一
番低いのは自営業（21.0％）であった。一方、自営業は JR や地下鉄など電車路線を選択す
る人がどの職業層よりも多く、あわせると 48.3％と半数近くになる。とくに西武新宿線は

22.6％と他からみると目立って高い。自営業は平均と比べて特徴的な結果となった。仕事や
生活の中で、どのような圏域で長時間過ごすかによって、親しみを持つ生活圏が違ってく
るものと推測できる。
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(2) 「職員グループ・インタビュー」調査結果
①

調査内容

【調査目的】
区職員を対象に、未来予測（シナリオ作成）のための情報や素材を得ることを目的とす
る。
【調査対象】

20 歳代～40 歳代、女性 5 人、男性 10 人、合計 15 人。
【実施日程】

1 グループを 5 人で構成し、計 3 回実施した。
2008 年 1 月 16 日(水)10：45～12：00（第 1 回）、18 日(金)9：15～10：30（第 2 回）、
同日 10：45～12：00（第 3 回）
【調査項目】
次の 2 つの事項をテーマとして設定し、感じていることや意見を述べてもらう。
中野区が抱えている問題や課題について

・

中野区の将来の姿について

②

・

調査結果と分析
グループ・インタビューで得られた発言の中にどんな言葉が使われているのか分析11しな

がら、職員が中野区の現状や問題、中野の将来像についてどう捉えているのか明らかにす
る。3 グループの発言内容12を合わせて抽出したところ、使用された単語は 15,642 語あっ
た。頻出語の上位 150 語は表 資 3-1 のとおりである。1 位は当然「中野」で、2 位は「人」、

3 位は「住む」である。以下、太字は各事項に関連して出現した語についての結果である（〈 〉
内は用いられた数）。
【中野区が抱える課題】
ⅰ

中野の何が、変わらない？

増えている？

減っている？

問題は？

「中野の姿がどのように変化してきたか」について把握する。その状態からの変化を端
的に表現する単語がどのような文脈で使われているのか、抽出語でみてみる。
「変わらない13」のは、「中野」
、「中野の風景」
、「町会のメンバー」だった。

11

コーディングプログラム「KH CoDEr」を使用した（http://khC.sourCEforgE.nEt/）
。日本語テキスト
型データを計量的に分析するためのソフトウェア。データ中に「買う」
、
「買いに」、
「買って」、
「買おうと」、
「買えば」などの記述があった場合、「買う」が５つ出現したものとみなす。
12 インタビュー中に発せられた言葉はできるだけそのまま記録した｡
13 「変わる」の活用形として抽出した。
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表 資 3-1 グループ・インタビューでの発言の中の頻出した 150 語

抽出語
中野
人
住む
地域
今
多い
若い
行政
練馬
高齢
世代
来る
変わる
職員
違う
区民
減る
行く
区
昔
出る
お金
見る
作る
人口
仕事
子ども
問題
いい
イメージ
感じ
高い
持つ
公園
役所
住民
店
年
地域センター
若者
増える
町会
話
やすい
出来る
大きい
北
環境
住宅
出す

出現数
170
145
78
47
41
39
33
31
30
29
29
29
29
26
24
24
23
23
22
22
21
20
20
20
20
19
18
18
17
17
17
17
17
16
16
15
15
15
14
14
14
14
14
13
13
13
12
12
12
12

抽出語
生活
前
動く
入る
買う
便利
駅
広い
子育て
杉並
知る
定住
サービス
ブロードウェイ
マンション
安全
感じる
時代
集まる
商店
少ない
入れる
必要
愛着
安い
狭い
個性
手
南
難しい
魅力
力
にくい
モノ
印象
学校
活動
関係
最近
新しい
新宿
部分
民
利用
流れ
コンビニエンス
サッカー
下がる
家賃
学生
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出現数
12
12
12
12
12
12
11
11
11
11
11
11
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
9
9
9
9
9
9
9
9
9
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
7
7
7
7
7

抽出語
出現数
管理
7
教育
7
区役所
7
交通
7
事業
7
自治体
7
社会
7
上
7
制度
7
全体
7
他
7
団塊
7
団体
7
日本
7
抜ける
7
変える
7
方向
7
民間
7
利便
7
アパート
6
コミュニケーション
6
コンビニ
6
バス
6
ブランド
6
医療
6
引っ越す
6
飲み屋
6
飲む
6
介護
6
開発
6
活気
6
苦情
6
呼び込む
6
構造
6
困る
6
税・税金
6
財政
6
施設
6
時間
6
周辺
6
上げる
6
場
6
職場
6
跡地
6
田舎
6
土地
6
東京
6
比べる
6
夜
6
用途
6

また、
「増えている14」のは、
「若い人」
、
「障害者」、
「高齢者」、
「独身者」
、
「空き部屋」
、
「中野
に来る人」
、「社会的コスト」であった。
そして、「減っている15」のは、「人口」、「緑」、「歳入」（施設使用料）、「老人クラブ」、「行政
サービス」
、「職員」
、「税金」である。
さらに、「問題」であるとした事項には、高齢社会に関連する「介護」、「高齢者福祉」など、
環境やまちづくりに関連する「ごみ」
、「密集」
、「家賃」などであった。

ⅱ

若者が目立つまち

「若い」をキーとする同義語として、
「若い人16」
〈23〉、
「若い層」
〈2〉
、
「若い世代」
〈1〉
、
「若
い方」
〈1〉
、
「若い 20 代」
〈1〉は全部で 28 個であった。関連した語として「学生」
〈7〉も使われ
ている。

最近、中野区域において、特に若者の姿が目立つという意見があり、中でも、若者たち
が深夜まで、中野駅周辺の居酒屋で飲み続ける姿が目立つようになったという証言があっ
た。
ⅲ

超高齢社会の到来に伴う諸問題
「高齢」〈25〉は、「高齢者」〈16〉か「高齢化」〈9〉として用いられ、高い出現数であった。

また、
「子ども」〈18〉
、「子育て」〈11〉も多かった。

将来、中野区にとって大きな課題となりそうな問題点として、
「超高齢社会の到来」や「少
子社会の進行」をあげ、これに伴って発生すると想定される様々な問題を危惧する声が多
かった。
○

財政と税収
｢お金・金｣〈20〉のうち財政に関する用法は 11 個あった。さらに関連する単語を見てみると、

「財政」
〈6〉
（そのうち「財政」+「難」
〈2〉）
、「税・税金」〈6〉、税収〈4〉、担税〈3〉の順で出
現した。行政の基盤は財政である。先立つもの「金」は軽視できないことが表れている。

高齢社会の進展にともない、生産年齢人口が減少することにより税収が減少し、区民に
提供する行政サービスが限定的になるという意見があった。
○

行政サービスの民間移行
「民」
、
「民間」
〈合わせて 15〉、委託〈3〉と、区から民間へサービスの移行を想定する単語が

目に付く。

区としても「10 か年計画」にあるように、民間の活力を生かした業務改革の促進は中野
の発展には欠かすことはできない。しかしながら、移譲先として重要とされる NPO などの
中間組織が育っていないとの意見もあり、さらに「民間企業は採算があわなくなると撤退

14
15
16

「増える」の活用形。
「減る」の活用形。
「若い」の複合語として抽出。
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してしまう」、「そもそも行政サービスは、民間ベースにのらないものが多い」と危惧する
声もあった。
ⅳ

地縁型コミュニティの脆弱化
区民の自治活動や公益活動を話題としていたことから、
「つながり」
〈6〉、
「ネットワーク」
〈3〉
、

「コミュニティ」〈4〉が見られた。

中野の地域力を高めるためには区民の主体的な活動が期待されている。しかし、町会・
自治会組織への加入率の低下から、従来からあった地縁型（エリア型）のコミュニティが
弱体化しつつあると指摘している。もし震災・防災など何かしらの緊急の事態が発生した
時に、コミュニティが対応できないという意見があった。
【中野の将来に向けた展望】
ⅴ

中野駅周辺まちづくりへの期待
「駅」1〈11〉、
「跡地」
〈6〉、
「警大」
〈5〉
、中野「駅周辺」
〈4〉、
「ブロードウェイ」〈10〉など

「中野駅周辺まちづくり」への期待をうかがわせる単語が多い。

この計画が進むことで、中野駅からの人の流れが大きく変り、新たな産業やビジネスが
登場する可能性がある。この警察大学校の跡地利用をチャンスとして捉える必要があると
いうのはほとんどの職員の共通した認識であり、かつ期待感を持って語られていた。
ⅵ

定住人口が増加する可能性
「住む」〈145〉、「定住」〈11〉、「住宅」〈12〉、「マンション」〈10〉、「家賃」〈7〉、「アパート」

〈6〉、”住”に関連する単語をあわせると 124 個出現した。

最近、中野区域のマンションの価格が低下していることから、リーズナブルな住宅が提
供しやすくなっている。その結果、定住人口が増える可能性がある。このことも中野区に
とっては、追い風になるという見解が多かった。
ⅶ

行政組織の姿
「行政」〈31〉
、「区」〈22〉
、役所〈16〉
、区役所〈7〉
、自治体〈7〉で、合計すると 83 個にな

る。行政のあり方について職員の関心は深くこれに関する出現単語が多かった。

2050 年は、中野区に勤務する職員は激減していると予測し、行政サービスは最低限度に
なっているとの声があった。さらに、また行政が持つ機能は、企画立案とセーフティネッ
ト機能に集約され、それ以外の多くの機能は行政の手を離れ、民間企業や NPO、住民が担
っているとする考えも提示された。
ⅷ

中野のイメージ
これまでの「中野らしさ」が見直され、新たな中野区のブランドが構築されていると指
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摘する者もいた。その中の提案として、中野区は地理的に利便性が高いことから「コンビ
ニエンスなまち」をテーマにすべきとする、まちの中にさまざまな要素が集約されている
ことから「カオス」を「売り」にすべきととらえる職員もいた。また、いずれにしても超
高齢社会は免れることはできないのが確かであることから、高齢者の消費を見込んでのニ
ーズに対応する「高齢者にやさしいまち」を標榜することを提案する職員もいた。
今後「中野らしさ」としてポジティブなイメージとしてブランド化していくには、行政
がつくるのではなく、区民や事業者など中野がベースとなる関係者から導出されていくの
が望ましいとする意見があった。
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(3) 生活・将来展望インターネット調査報告書

①

調査内容

【調査目的】

2050 年までの地域社会を支える世代（40 代まで）を対象に、価値観や将来の生活につい
ての意識を調査することにより、「中野区 2050 年区民生活の展望」研究におけるストーリ
ーづくりの参考資料を得ることを目的とする。
【調査対象】

15 歳以上、40 代までの中野区および隣接区在住者
【調査方法】
インターネット調査
【標本抽出】
中野区、新宿区、渋谷区、杉並区、豊島区、練馬区在住の調査回答登録者
【標本数】

1,945 人
【調査期間】

2009 年 3 月 31 日まで
【調査項目】

A 大切にしたいと思っていること（福井県「ふくい 2030 年の姿」）
B 大切だと思っている人（横浜市「横浜市民意識調査」）
C 子どもに身につけさせたいこと（電通総研、日本ﾘｻｰﾁｾﾝﾀｰ「世界価値観調査」）
D 老後の暮らし方（横浜市）
E 2050 年の将来を考えたときに不安に感じること（福井）
F 2050 年はどのような将来になるとよいか（横浜市）
G 2050 年に暮らしている場所
＊（

）内は既実施同一調査

【回答者の属性】
図 資3-4-1 性別・年代
女性40
代
16.7%
女性30
代
17.1%

男性15
～29歳
15.2%

N=1947
女性15
～29歳
17.2%

図 資3-4-2 住まいの場所

練馬区
15.4%
男性30
代
17.1%

中野区
22.9%

豊島区
15.4%
新宿区
15.4%

男性40
代
16.7%

杉並区
15.4%
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渋谷区
15.4%

表 資 3-2 就業形態

表 資 3-3 職業
回答数

全体

％

回答数

1,945

100.0

正規の職員・従業員

866

44.5

パート・アルバイト

183

9.4

派遣・契約社員

210

10.8

44

1,477

100.0

専門的・技術的職業従事者

418

28.3

管理的職業従事者

119

8.1

2.3

事務従事者

545

36.9

157

8.1

販売従事者

148

10.0

17

0.9

サービス職業従事者

130

8.8

学生

153

7.9

家事専業

183

9.4

9

0.6

求職中

36

1.9

運輸・通信従事者

23

1.6

無職

59

3.0

生産工程・労務作業者

43

2.9

その他

37

1.9

その他の職業

42

2.8

会社等の役員
自営業
家族従業者

全体

％

保安職業従事者

表 資 3-4 勤務先または通学先

表 資 3-5 ふだんの片道の通勤・通学時間

回答数
全体

％

1,630

100.0

自宅と同じ

160

9.8

お住まいの区内

221

13.6

1025

お住まい以外の東京 22 区

回答数
1,436

100.0

15 分未満

142

9.9

62.9

15～30 分未満

329

22.9

30～45 分未満

420

29.2

45 分～1 時間未満

374

26.0

1 時間～１時間 30 分未満

139

9.7

１時間 30 分～2 時間未満

27

1.9

5

0.3

23 区以外の東京都

98

6.0

東京都以外

92

5.6

特に決まっていない

34

2.1

全体

2 時間以上

表 資 3-6 配偶者と子供の有無
合計

子供あり
男性

％

女性

子供なし

男性

女性

男性

女性

合計

1,945

953

992

769

332

437

1,482

752

730

割合（％）

100.0

49.0

51.0

39.5

17.1

22.5

76.2

38.7

37.5

配偶者あり

769

332

437

439

196

243

330

136

194

割合（％）

39.5

17.1

22.5

22.6

10.1

12.5

17.0

7.0

10.0

配偶者なし

1176

621

555

1176

136

194

1152

616

536

割合（％）

60.5

31.9

28.5

60.5

7.0

10.0

59.2

31.7

27.6
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表 資 3-7 ライフステージ別人数と割合
ステージ

分類方法

人数（人）

割合（％）

独身期

～30 代独身（子供なし）

894

46.0

結婚期

～30 代夫婦のみ

192

9.9

家族形成期

末子が就学前

222

11.4

家族成長期Ⅰ

末子が小学生

125

6.4

家族成長期Ⅱ

末子が中学生

56

2.9

家族成長期Ⅲ

末子が高校生以上

60

3.1

396

20.4

1,945

100.0

その他

40 代独身か夫婦のみ
総計

②

調査結果と分析

ⅰ

大切にしたいこと
日々の生活の中で「大切にしたいと

図 資3-5 大切なことは何ですか（男女別）

思っていること」は何か（２つまで選
択）聞いたところ、「家族との触れ合
いを大切にする」が 46.2％で最も多く、
「余暇活動を楽しむ」（35.7％）、「仲
間との交流を大事にする」（ 34.7％）

自分の好きなよ
うに生活する

家族との触れ合
いを大事にする
60
40

仲間との交流を
大事にする

20
地域や社会のた
めにつくす

0

余暇活動を楽し
む

が続いた。
回答者の属性別により詳しくみて

経済的に豊かに
なる

自分の能力を高
める

みる。まず男女別でみると、女性の方

仕事や学業に打
ち込む

が男性よりも「家族との触れ合い」、

男性
女性

「仲間との交流」を大切にしたいと思

っている。一方、「経済的に豊かになる」、「仕事や学業に打ち込む」については、男性の方
が重視している傾向がある。「人とのつながりを大切にする女性、向上心を重視する男性」
という図式がみてとれよう。
年代別でみると、「家族との触れ合い」は、男女ともに年齢が高くなるほど大切にしよう
と思う人が多くなる（表 資 3-8）。男性は年齢が高くなるほど「余暇活動」を大切にしたい
と考えるようになるが、女性は年代別の差はみられない。
「仲間との交流」については、若
い年代ほど重視している傾向がある。サンプル数は少ないが、10 代女性では 8 割の人が「仲
間との交流」を大切だと考えている。「学業や仕事に打ち込む」「自分の好きなように生活
する」については、男性で若いほど選択する割合が高くなっている。
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表 資 3-8 大切にしたいと思っていること（男女別・年代別）
割合（％）

人数（人）

家族との触れ合い

仲間との交流

余暇活動を楽しむ

経済的に豊かになる

仕事や学業に打ち込む

自分の能力を高める

地域や社会のためにつくす

自分の好きなように生活する

1,945

46.2

34.7

35.7

21.5

12.7

8.7

2.2

25.7

男性計

953

38.5

29.0

37.8

26.4

15.6

9.2

2.3

27.2

10 代

25

32.0

36.0

24.0

12.0

32.0

8.0

0.0

48.0

20 代

270

23.7

34.4

32.6

26.7

20.4

12.6

2.2

30.4

30 代

333

41.1

26.7

38.4

31.2

10.2

9.3

1.2

27.3

40 代

325

48.6

26.2

42.5

22.5

16.0

6.5

3.7

22.8

女性計

992

53.6

40.1

33.8

16.8

9.9

8.3

2.1

24.2

10 代

24

37.5

79.2

33.3

4.2

8.3

8.3

4.2

20.8

20 代

310

44.2

42.9

34.5

15.8

12.9

8.7

1.0

28.4

30 代

333

58.3

41.1

33.6

14.7

7.5

8.1

0.9

24.6

40 代

325

59.1

33.5

33.2

20.9

9.5

8.0

4.3

20.0

総計

男性
女性

ライフステージ別でみるとより顕著に傾向が表れる。「家族との触れ合い」を重視する割
合は、結婚を契機に急増し、子供ができるとさらに重要度が高まる。子供がいる人に限れ
ば、85.5％の人が「家族との触れ合い」を大切だと思っている。一方で、「仲間との交流」、
「仕事や学業に打ち込む」、「自分
の好きなように生活する」などの
項目は、ステージが進むにつれて

図 資3-6 大切にしたいこと：福井との比較
家族との触れ合い

低下し、子供が自立を始める家族

仲間との交流

成長期Ⅱあたりからまた上昇する

余暇活動を楽しむ

というパターンがみられる。

経済的に豊かになる

「地域や社会のためにつくす」
と回答した人は、全体を通じて

仕事や学業に打ち込む
自分の能力を高める

2.2％と最も割合が低い。福井県に

地域や社会のためにつくす

おける同じ質問による調査結果17

自分の好きなように生活する

17

「ふくい 2030 年の姿」検討会「ふくい 2030 年の姿－25 年後のふくい
年 3 月。
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78.9

46.2
25.7
34.7
24.2
35.7
19.5
21.5
10.3
12.7
5.7
8.7
20.3
2.2
10.5
25.7

福井
東京
(%)

夢と希望の未来像－」2005

では、
「地域や社会のためにつくす」を選んだ人が 20％強で４番目に多かったことと比較す
ると、本調査の回答者の地域・社会への意識の低さが際立つ（図 資 3-6）。年代別にみると、

40 歳代が 4.0％で最も高いが、10～20 歳代（1.6%）よりも 30 歳代（1.1％）のほうが低く、
単純に年を重ねるほど公共心が芽生えるとは言えない結果となっている。
ⅱ

大切だと思っている人
日ごろ大切だと思っている人について、「もっとも大切」を１つ、「その次に大切」を２

つ選んでもらったところ、「家族」が突出して多いという結果になった。「もっとも大切」
と「その次に大切」をあわせると、約 9 割の人が「家族」と回答している。次いで多いの
、
「親戚」
（計 30.1％）、
「勤め先や仕事上の
は、
「学校や学生時代の友人・知人」
（計 45.3％）
友人・知人」
（計 28.7％）などとなっている。
図 資3-7 あなたが日ごろ大切だと思っている人
（「もっとも大切」を１つ、「その次に大切」を２つ選択）
家族
学校や学生時代の友人・知人
親戚
勤め先や仕事上の友人・知人
趣味・スポーツ、ボランティア活動等の友人・知人
家族の友人・知人
隣近所の友人・知人
インターネット等を通じた友人・知人
自治会・町会等の地域の団体における友人・知人
その他
いない・わからない

最も大切
２番・３番

0

20

40

60

80

100 ％

属性別でみると、年齢が若いほど「学校や学生時代の友人・知人」の割合が高く、年齢
を重ねるほど「家族」や「親戚」などの割合が高くなっている。配偶者がいる人に限ると、
「勤め先や仕事上の友人・知人」に関
「家族」と回答した人は 97.7％もの高い割合となる。
しては、男性は年齢が高いほど重視している。女性については男性とは逆に年齢が低いほ
ど重視する傾向があるが、それは年齢が高くなるほど家事専業の割合が高くなることが影
「自治会・町会等の地域の団
響していると考えられる。
「隣近所の友人・知人」
（計 5.3％）、
体における友人・知人」（計 1.0％）を選んだ人の割合は低く、いわゆる「地縁的なつなが
り」は全体的に希薄であるといえる。しかし、そのなかでも家族形成期にある人は「隣近
所」（10.4％）と答えた割合が比較的高く、子供をもつことによる近所づきあいに対する意
識の変化がみられる。
大切に思う人が「いない・わからない」と回答した人は全体の 9.5％であり、とくに無職
の人は 20.3％と割合が高かった。「その他」の具体的な回答としては、「恋人」や「彼氏・
彼女」などがほとんどで、そのため若い人で割合が高くなっている。
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表 資 3-9 大切にしたい人（男女別・年代別）
割合（％）

家族

親戚

家族の友人・知人

隣近所の友人・知人

自治会・町会等の地域の団
体における友人・知人

趣味・スポーツ、ボランテ
ィア活動等の友人・知人

学校や学生時代の友人・知
人

勤め先や仕事上の友人・知
人

インターネット等を通じ
た友人・知人

その他

いない・わからない

89.6

30.1

14.9

5.3

1.0

16.2

45.2

28.7

5.2

7.0

13.0

男性計

953

87.2

32.9

14.0

5.0

0.8

16.5

40.9

32.5

6.2

5.9

16.1

10 代

25

92.0

32.0

20.0

0.0

0.0

4.0

72.0

12.0

20.0

4.0

20.0

20 代

270

83.0

24.8

13.0

3.7

0.4

17.0

56.7

26.7

6.7

9.6

19.3

30 代

333

87.1

33.6

15.3

7.2

1.2

14.7

35.7

33.3

5.1

6.0

13.8

40 代

325

90.5

39.1

12.9

4.3

0.9

18.8

30.8

38.2

5.8

2.8

15.4

女性計

992

91.9

27.4

15.7

5.6

1.1

16.0

49.4

25.0

4.2

8.1

10.0

10 代

24

100

45.8

8.3

0.0

0.0

8.3

87.5

4.2

0.0

12.5

0.0

20 代

310

90.6

24.2

10.3

4.5

0.0

13.5

64.5

30.0

2.3

11.3

6.8

30 代

333

93.1

27.9

18.3

6.6

1.5

16.2

44.1

27.0

6.3

6.9

10.5

40 代

325

91.4

28.6

18.8

6.2

1.8

18.8

37.5

19.7

4.3

5.8

13.2

人数（人）
1,945

総計

男性
女性

横浜市が同様の質問項目で調査を行っているので比較してみると18、「親戚」、「隣近所の
友人・知人」などに関しては、横浜の人の方が重視している。逆に、
「学校や学生時代の友
人・知人」、「趣味等の友人・知人」、「勤め先や仕事上の友人・知人」などに関しては、東
京の人の方が重視する傾向がみられる。横浜の方が、血縁・地縁関係を重視しているのに
対して、東京の方は外の世界におけるつながりを重視しているといえる。

18

横浜市「平成 20 年度 横浜市民意識調査」。調査対象者数は 3,873 人。東京における調査とは異なり、
50 代以上の人にも回答してもらっている。調査方法は、郵送留置・訪問回収法（調査票を郵送し、後日調
査員による個別訪問を行い、調査票を回収する）
。調査期間は、平成 20 年 6 月 26 日～7 月 21 日。
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図 資3-8 大切な人：横浜市との比較
96.2

家族
親戚
家族の友人・知人
隣近所の友人・知人
地域の団体における友人・知人
趣味等の友人・知人
学校や学生時代の友人・知人
勤め先や仕事上の友人・知人
インターネット等を通じた友人・知人
その他
いない・わからない

30.1

14.9
5.3
2.7
1.0

12.3

16.2

30.4
25.1

0.6
5.2
2.1
7.0
1.2

45.2

28.7

横浜
東京

13.0

0

ⅲ

16.6
20.0

89.6

54.8

20

40

60

100 ％

80

子どもに身につけさせたいと思うもの
家庭で子どもに身につけさせたいと思うことを 5 つまで選んでもらったところ、①「責

（70.4％）、③「想像力・創作力」
（57.7％）、④「決断力・忍
任感」
（77.9％）、②「自主性」
耐力」（57.4％）、⑤「寛容性」（55.9％）などが上位にあげられた。
男女別でみると、
「勤勉さ」については男性の方が選択した割合が高く、一方で「寛容性」、
「節約心」「決断力・忍耐力」などは女性の方が高かった。年代別でみると、年齢が高くな
るほど「責任感」を選ぶ人が増える傾向があるが、10 代男性だけはその傾向とは逆に 88.0％
と割合が高かった。
図 資3-9 子どもに身につけさせるのに大切だと思うもの（５つまで選択）
77.9

責任感
自主性
想像力・創作力
決断力・忍耐力
寛容性
公正さ
節約心
勤勉さ
従順さ
信仰心

70.4
57.7
57.4
55.9
43.1
26.5
26.3
4.5
3.1
0

20

40

60

80 ％

ライフステージ別でみると、
「責任感」は子どもが小学生の家族成長期Ⅰから徐々に増え、
逆に「想像力・創作力」は減少する傾向がみられる。子どもが大きくなるに従って、独自
性よりも社会における信頼が重要だという親としての現実的な要望が高まるということで
あろうか。
電通総研・日本リサーチセンター編（2008）が同様の質問内容で全世界において調査を
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実施している19。2005 年の日本においては、
「責任感」
（90.6％）、
「自主性」
（80.0％）、
「寛
容性」（74.5％）、「決断力・忍耐力」（67.2％）、「公正さ」（50.3％）、「勤勉さ」（32.4％）、
「想像力・創作力」（30.8％）、「信仰心」（5.6％）、「従順さ」（5.1％）という結果であった
。この結果と比べると、東京における本調査は、
「寛容性」の割合が
（サンプル数 1096 人）
低く、「想像力・創作力」の割合が高いことが目立っている。本調査は、子どもに託すとい
う形で聞いているが、実際には回答者自身の価値観をある程度反映しているものと考えら
れる。中野近郊に住む人たちは、日本人の平均に比較すると、社会性よりもオンリーワン
を目指す傾向があるといえよう。
表 資 3-10 子どもに身につけさせたいこと（男女別・年代別）
割合（％）

人数（人）

自主性

勤勉さ

責任感

想像力・創作力

寛容性

節約心

決断力・忍耐力

信仰心

公正さ

従順さ

1,945

70.4

26.3

77.9

57.7

55.9

26.5

57.4

3.1

43.1

4.5

男性計

953

69.8

28.3

76.6

57.9

51.3

23.1

55.0

3.5

42.9

4.0

10 代

25

64.0

36.0

88.0

40.0

40.0

28.0

52.0

8.0

52.0

8.0

20 代

270

68.5

31.1

68.9

58.1

56.3

22.2

60.0

2.6

36.7

4.4

30 代

333

68.2

27.6

77.5

59.5

51.7

24.0

52.9

2.7

41.1

2.7

40 代

325

72.9

26.2

81.2

57.5

47.7

22.5

53.2

4.6

49.2

4.6

女性計

992

71.1

24.3

79.1

57.6

60.3

29.7

59.7

2.7

43.2

5.0

10 代

24

66.7

33.3

66.7

66.7

62.5

16.7

62.5

0.0

50.0

8.3

20 代

310

67.7

25.2

75.2

59.4

62.9

29.7

58.4

2.6

37.7

6.5

30 代

333

73.9

21.3

76.3

62.8

61.9

30.9

61.6

1.2

43.8

5.7

40 代

325

71.7

25.8

86.8

49.8

56.0

29.5

58.8

4.6

47.4

2.8

総計

男性
女性

ⅳ

老後を誰とどのように暮らしたいか
「あなたはご自分の老後を誰とどのように暮らすのがよいと思いますか」という質問に

ついては、「自宅で自分（もしくは配偶者と２人）だけで暮らす」と回答した人が、65.7％
「高齢者向けの住居で暮らす」
（8.5％）、
で最も多く、次いで「子どもと一緒に住む」
（18.5％）、
「家族以外の気の合った人と一緒に住む」（5.7％）という結果であった。
男女別でみると、男性は「子どもと一緒に住む」と回答した割合が女性よりも高く、女
19

他の国と比較すると、日本人の特徴としてよく取り上げられる「勤勉さ」は、韓国（72.7％）、中国（81.7％）、
アメリカ（61.6％）などと比べて低い（電通総研・日本リサーチセンター編『世界主要国 価値観データブ
ック』同友館，2008 年 9 月）
。
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性は男性よりも「高齢者向けの住居」を選んだ割合が高かった。年代別でみると、「子ども
と一緒」との回答は、年齢が若い人ほど多い。とくに女性は年齢による差異が際立ってい
る。逆に、「自分・配偶者」「高齢者向け住宅」などは、年齢が高くなるほど望む人が多く
なっている。

図 資3-10 老後を共に暮らしたい人
自宅で自分（もしくは配偶者と２人）だけで
暮らす

65.7
18.5

子どもと一緒に住む
高齢者向けの住居（生活相談などのある有料
老人ホームなど）で暮らす

8.5
5.7

家族以外の気のあった人と一緒に住む

1.6

その他

0

20

40

60

80

％

ライフサイクル別にみると、子どもと一緒に住みたいとの回答は、子どもが生まれたば
かりの家族形成期（とくに男性）に最大となり、子どもが大きくなるにつれて割合は低下
している。家族以外の人と高齢者向けの住居については、
「40 代独身・夫婦のみ」の人が選
んだ割合が高かった。
ⅴ

2050 年の不安要因
図 資3-11 今仮にあなたの2050年の将来を考えたとき、「不安に感じるこ
と」はどのようなことですか。（２つまで選択）
65.6

生活のための経済基盤
健康と福祉
自然環境の悪化
経済環境の悪化
社会環境の悪化
将来を担う子どもたち
自然災害
国際紛争やテロ
他の国や地域との地域間（国際間）競争
その他

48.1
19.2
16.7
14.3
9.7
6.8
3.9
1.0
0.5
0

20

40

60

80 ％

2050 年の将来を考えたとき、「不安に感じること」はどのようなことか（２つまで選択）
聞いたところ、①「生活のための経済基盤（収入、財産など）」
（65.6％）、②「健康と福祉」
（48.1％）が突出しており、次いで③「自然環境の悪化（地球温暖化、大気・水質・土壌汚
染、ごみ問題など）」、④「経済環境の悪化（行財政の将来性の問題、雇用不安、自由競争
の激化など）」（16.7％）、⑤「社会環境の悪化（事件・事故の増大、人間関係のねじれやゆ
がみの増大、個人主義の増大など）
」などが上位にあげられた。
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表 資 3-11 2050 年の不安要因（男女別・年代別）
割合（％）

人数（人）

健康と福祉

経済基盤

自然環境

社会環境

経済環境

子供

自然災害

国際紛争

競争

その他

1,945

48.1

65.6

19.2

14.3

16.7

9.7

6.8

3.9

1.0

0.5

男性計

953

46.2

63.8

16.6

14.8

18.4

10.1

6.8

4.4

1.3

0.7

10 代

25

40.0

56.0

20.0

12.0

16.0

20.0

4.0

4.0

0.0

0.0

20 代

270

40.0

64.8

15.9

11.1

23.0

8.1

8.5

6.7

1.5

0.4

30 代

333

48.6

64.9

15.9

15.3

17.1

9.6

5.4

3.6

0.9

1.5

40 代

325

49.2

62.5

17.5

17.5

16.0

11.4

7.1

3.4

1.5

0.3

女性計

992

50.0

67.3

21.8

13.8

15.1

9.4

6.9

3.4

0.7

0.3

10 代

24

45.8

41.7

29.2

16.7

16.7

12.5

12.5

4.2

0.0

0.0

20 代

310

47.7

62.6

23.9

12.6

16.8

11.3

7.1

4.5

1.3

0.0

30 代

333

49.5

72.1

19.2

13.2

15.9

9.0

6.0

2.7

0.3

0.6

40 代

325

52.9

68.9

21.8

15.4

12.6

7.7

7.1

3.1

0.6

0.3

総計

男性
女性

年代別にみると「経済基盤」については、30 代の人が不安に感じると回答した割合がも
っとも高かった。この年代はパート・アルバイトや派遣・契約社員など非正規雇用者の比
率が高く、現実の雇用環境についての不安が背景にあると考えられる。「健康と福祉」に関
しては、年齢が高くなるほど不安に感じる割合が高くなっている。ステージ別の特徴とし
ては、末子が中学生である家族成長期Ⅱにおいて、「子ども」と「社会環境」を選ぶ人の割
合がもっとも高くなっていることがあげられる。反抗期の子供をもつ親ならではの苦労が
結果に表れている。
『ふくい 2030 年の姿』が 2030 年を見据えた将来ということで、同じ設問の調査を実施
しているので比較してみると、福井では「社会環境の悪化」（37.8％）、「自然環境の悪化」
「子ども」
（32.8％）などが上位で、本調査とはかなり異なる結果となっている。
（33.4％）、
本調査で上位だった「経済基盤」は 24.4％で 5 番目、「健康と福祉」は 31.0％で 4 番目で
あった。本調査のほうが、個人的な問題に対して不安に思っている人が多く、福井では自
己を取り巻く環境や子どもに対する不安が大きいといえそうである。
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ⅵ

理想的な社会
図 資3-12 今仮にあなたの2050年の将来を考えたとき、どのような社会になると
よいと思いますか。（３つまで選択）
33.9
32.5

経済的に豊かな暮らしができる

32.2
32.5

経済的にゆとりがなくても自分の暮らしを楽しめる

32.2
35.8

人々が心優しく、人情があつい

28.7

安定した雇用や収入がある
高齢者や障害者に優しい

20.3

災害や事故、犯罪が少ない

20.0

子どもを安心して育てられる

19.6

34.9

27.5
36.2
27.9

16.5
18.5

道徳や規律・責任が重んじられている

13.9
11.7

自然や環境をお金よりも大切にする
税金などの負担が多くても十分な行政サービスを受け
ることができる

12.9

7
8.0

住民の声が行政に十分反映されている

6.9
5.9

住民同士の協力や助け合いが盛んである
行政サービスによらない、区民の活動の自由や責任に
よる暮らしが重んじられている

11.7

東京
横浜

4.0

2

特にない

3

その他

0.7
1
0

6.9

10

20

40 ％

30

（3 つまで選
「2050 年の将来を考えたとき、どのような社会になるとよいと思いますか」
「経済的にゆとりが
択）との質問に対しては、
「経済的に豊かな暮らしができる」
（33.9％）、
なくても自分の暮らしを
楽 し め る 」（ 32.2 ％ ）、
「人々が優しく、人情が

表 資 3-12 2050 年の理想的な社会（性別・年代別順位）
第1位

第2位

第3位

全体

豊か（33.9％）

暮らし(32.2％)

人情（32.2％）

あつい」
（32.2％）などを

男性

豊か（36.4％）

暮らし(32.7％)

人情（29.5％）

選ぶ人が多かった。

女性

人情（34.8％）

暮らし(31.8％)

豊か（31.5％）

10・20 代男性

豊か（39.7％）

安定（33.9％）

人情（27.1％）

30 代男性

暮らし(38.4％）

豊か（38.1％）

人情（30.3％）

40 代男性

暮らし(34.8％)

豊か（31.7％）

人情（30.8％）

人情（38.6％）

豊か（32.6％）

安定（30.2％）

豊か（33.0％）

安定（32.4％）

暮らし(32.4％)

横浜市と比較してみる
と、差が目立つのは「災

害や事故、犯罪が少ない」 10・20 代女性
30 代女性
で、横浜では 36.2％で最

40 代女性
暮らし(35.7％)
人情（35.1％）
豊か（28.6％）
「豊か」：経済的に豊かな暮らしができる
た「子ども」、「高齢者・ 「暮らし」：経済的にゆとりがなくても自分の暮らしを楽しめる
障害者」、
「安定した雇用」 「人情」：人々が心優しく、人情があつい
「安定」：安定した雇用や収入がある

も多く選ばれている。ま
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などの項目も横浜の方がより重視されている。本調査で 2 番目に多かった「経済的にゆと
りがなくても自分の暮らしを楽しめる」は、横浜では 25.2％で 7 番目である。本調査では
（個人の）物質的な豊かさや暮らしの楽しみが重視される傾向があるのに対し、横浜では
子どもや高齢者など身の回りの人を含めた生活の安定、安全などが重視されている。
属性別にみると、「経済的に豊かな暮らしができる」については、男性（36.4％）で正規
の職員・従業員（38.2％）の選んだ割合が高い。年齢別では、30 代までの人の方が、40 代
の人よりも経済的な豊かさを求める傾向がある。
「安定した雇用や収入がある」についても、
若い人ほど選ぶ割合が高く、前の設問で経済的な不安があると感じている若い世代が、
経済的な安定を求めていると考えられる。
「経済的にゆとりがなくても自分の暮らしを楽し
める」については、30 代男性が 38.4％と性別・年代別でみてもっとも高く、次いで 40 代
の男女が高くなっている。「人々が心優しく、人情があつい」については、全体的に女性の
方が高く、とくに 10・20 代の女性では 38.6％と全項目の中でトップであった。
行政に関する 3 つの項目に注目してみると、もっとも選ばれた割合が高かったのは、
「税
「住民の
金などの負担が多くても十分な行政サービスを受けることができる」の 12.9％で、
「行政サービスによらない、区民の活動の自由や
声が行政に十分反映されている」
（8.0％）、
責任による暮らしが重んじられている」
（4.0％）という結果であった。行政サービスに期待
し、そのためには自己負担が増えてもよいと考えている人の方が多いことがわかる。
ⅶ

2050 年の居住地

2050 年の居住地について聞い

表 資 3-13 2050 年の居住地（男女別・年代別）
農・漁村など
の田舎

海外

その他

13.0

13.9

3.4

7.0

5.3

地方のこじん
まりした町

57.3

県庁所在地の
ような都市

のこじんまりした町」（ 13.9 ％）、

東京のような
大都市

「地方
（57.3％）が突出して多く、

割合（％）

1,945

人数（人）

たところ、「東京のような大都市」

「地方の県庁所在地のような都市」
総計

（13.0％）などが続いた。半数を

男性計

953

54.7

14.2

14.5

4.3

5.9

6.5

東京を生涯の生活の地と考えてい

10 代

25

80.0

12.0

4.0

4.0

0.0

0.0

20 代

270

45.9

21.9

19.6

4.1

5.6

3.0

属性による傾向をみると、年齢

30 代

333

56.8

14.1

12.6

5.7

5.7

5.1

が高くなるほど、ライフステージ

40 代

325

57.8

8.0

12.9

3.1

6.8

11.4

女性計

992

59.9

11.9

13.4

2.5

8.1

4.2

10 代

24

54.2

8.3

12.5

4.2

20.8

0.0

20 代

310

54.8

16.8

16.8

3.2

7.4

1.0

30 代

333

58.0

12.3

15.0

3.3

8.1

3.3

40 代

325

67.1

7.1

8.6

0.9

7.7

8.6

男性

超える人が、現在の居住地である
ることがわかる。

が進むほど「大都市」を選ぶ人の
逆に、若い人ほど地方に住みたい
と考えている人が多い。
「海外」に
ついては、女性は年齢が低いほど

女性

割合が高く、女性の方がやや高い。

割合が高く、男性は年齢が高いほど割合が高い。
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ⅷ

自由回答
本調査では、最後の設問で「あなたは 2050 年

の地域社会についてどのように考えますか。どの
ようなことでも結構ですので自由にご記入くださ
い」と、自由回答欄を設けている。自由回答欄に

図 資3-13 自由回答の傾向
その他
0.6%

わから
ない
8.4%

おいては、回答者の関心ごとがストレートに表現
される場合が多く、非常に興味深い意見が寄せら

なし
15.9%

楽観
38.0%

れている。
内容について、楽観的か悲観的か調べたところ
20、
楽観派が

38.0％で悲観派の 28.8％を上回った。

しかし、ここでいう楽観派には「～できたらいい」

悲観
28.8%

という願望型や「～する必要がある（しなければ

中立
8.3%

よくない方向へいく）」という提案型などが含まれ
ており、純粋に楽観的な見通しを持っている人だけに限れば 15％ほどしかいない。キーワ
（77 人）、「崩壊」（35 人）、「格差」
（33 人）
ードを拾ってみると、「不安」（96 人）、「希薄」
などマイナスのイメージの言葉がプラスイメージの言葉よりも頻出している。また、年代
別にみると、年齢が若い人ほど悲観的な傾向が強いという特徴がみられた。現代社会の若
者をとりまく閉塞感のようなものが反映しているのであろうか。
テーマは多岐にわたっているが、「人間関係」や「福祉」について意見を述べる人が多か
った。人間関係について、インターネットなどテクノロジーの発達との関係で言及してい
る人に限れば、直接的なコミュニケーションがいっそう希薄になると悲観的な人が多く、
情報技術の発達によって人間関係が促進されるとはとらえられていない。地域における人
間関係に言及する人も多く、このままの延長上では明るい未来を描くことは難しいが、将
来的には地域におけるつながりが強まる可能性もある（あるいはそのように誘導しなけれ
ばならない）という意見が多くみられた。
ⅸ

おわりに
調査結果から、本調査対象者が個人や家族の生活を重視していることが確認された。反

面、地域や社会に対する関心はそれほど高くない。ただし、年齢やライフステージによっ
て人々の価値観も変化している。本調査の対象者は、友人関係、仕事、自分の好きなこと
など個別の活動を比較的重視する傾向があるが、年齢を重ねると家族が大切になってくる。
人間関係に関しては、結婚や子を持つことを経験して「血縁的つながり」を重視するよう

20 楽観派には、
「～できたらいい」という願望型や「～する必要がある」という前向きな提案型などが含
まれる。中立には、
「変わらないだろう」という不変型、客観的事実のみを淡々と記す客観型、両論併記型
などが含まれる。
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になり、子どもの成長とともに「地縁的つながり」への関心も高まっている。中野区は、
若者の人口流動が高い状況からファミリー層が定着するようになりつつあることを考える
と、地域社会における人間関係のあり方も変化し、血縁や地縁のつながりを重視する人が
増えていく可能性もある。
老後の過ごし方としては、現在住んでいる東京で、自分もしくは配偶者と 2 人で生活し
たいという人が多い。現在の基本的な生活スタイルに対しては肯定的で、その延長上に老
後をイメージしている人が多いといえる。

2050 年の将来不安については、経済的基盤、健康・福祉などに関心が集まった。実はこ
れらの問題は、将来というよりも現在の社会が抱えている深刻な問題である。「経済的に豊
か」で、「暮らしを楽しめ」、「心優しく人情が厚い」という回答者が思い描いた理想社会の
実現をイメージできるようになるためには、雇用不安、格差、社会保障など喫緊の問題を
解決していくことこそが重要であることを示唆していよう。
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４ 提言書－中野区に関するグループ・インタビュー結果から（2009 年 5 月）
特定非営利活動法人
＊

政策過程研究機構

特定非営利活動法人政策過程研究機構（理事・事務局長福田隆之）から、本研究のテーマに関連し
て、20 代から 30 代の人に中野のイメージを尋ねる質問を中心としたグループ・インタビューを実施
し、その結果に基づく「2050 年の中野区」を検討する参考としての提言書をいただいた。その内容は
以下のとおりである。

(1) 結果の分析
・

オタク文化の浸透やブロードウェイの知名度向上で中野の存在感は高まりつつあるが、
東京の主要な都市とは違い、直接接点がない人間が憧れるほどのブランド力までは得ら
れていないと考えられる。

・

ただ、学生時代に居住するなどの形で中野と接点の出来た人には、中野を離れ、様々
な形で社会において活躍するようになった後も強い愛着を持った人が存在する。

・

これらの人達にとっての中野は、豪華さや清潔さといったイメージではないものの、
庶民的で、居心地のよい、懐かしいイメージを与えてくれる場所であり続けている。

・

また、場所としても気軽に行ける近い場所にあり、ラーメンなどの食文化の面でも充
実しているため、まちを離れた後も時折出かける場所となっているケースも多い。

・

ただ、中野と接点のあった人も、なかった人も共通だが、家族が出来て、それなりの
経済力を持った後に住むまちとして魅力的な印象は持たれていない。

(2) 結果を踏まえた提言
・

地方から東京に通学や自己実現のために出てきた若者にとって、都心に近い安価な
住宅地としての中野の価値は定着してきており、
「Entrance of Tokyo」ともいえる独自
の立ち位置を活かした施策を考えるべきである。

・

特に、居住者のみを中野区民と考えるのではなく、青春の貴重な時間を中野で過ご
し、個性的な街柄に愛着を持つ中野居住経験者も、中野区のサポーターと位置付け、
これらの人達の活力や思い入れを、街の活性化につなげるような取り組みが求められ
る。

・

中野と接点を持ったことがない人達とのつながりを広げる施策を考えるよりも、中
野の特性に惹かれて、自然に集まってくるこのような人々との縁を広げる施策の方が、
少ない費用で効果が上がると考えられる。

・

また、開発余力がないという中野区の特性を考えると、若者向けの安価な住宅地を
減らし、個性のない家族向けの住宅地を広げるよりも、今の個性を活かし、強みを増
幅するような施策が必要とされるのではないだろうか。

・

このような中で、数少ない開発の際の種地となる旧警察大学校跡の活用方法につい
ては、上記のような街の個性と調和するような努力が必要となるのではないだろうか。
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(3) グループ・インタビュー内容
①

目的
「中野区 2050 年・区民生活の展望」研究プロジェクトでは、中野区の現状や課題を踏ま

えて、各分野の有識者の知見を得ながら 2050 年の中野の未来を展望する作業に取り組んで
いる。本プロジェクトでは、2050 年の中野を構成する市民像として、20 代～30 代の世代
が中野の活力を支える重要な年代層であることを想定している。そこで、20 代～30 代の人
にグループ・インタビューを実施することによって、世代として抱く意識や価値観、及び
中野に対するイメージ等について質的データを得ることを目的とする。
②

インタビューの主な項目
・

「中野」のイメージ

・

「人」とのつながり、ネットワークについて

・

家族観について

・

職業観について

・

ライフデザイン

③

実施日

2009 年 3 月 28 日(日)、2 回に分けて実施（第 1 回：4 人、第 2 回：5 人）
ⅰ

第１回

グループ・インタビュー

【参加者】

A さん、29 歳、会社員、中野区新井 4 丁目に居住、独身、高校四年次に転入し 13

・

年間一人暮らし

B さん、27 歳、弁護士、現在は文京区江戸川橋居住、大学４年間に中野区野方に居

・
住

C さん、29 歳、会社員、現在勝どき居住、既婚、子供なし、2002 年 1 月～2003 年

・

12 月の間に中野駅近くに居住
・ D さん、31 歳、財務関係、現在は川崎市宮前区鷺沼居住、既婚、子供なし、1982 年
～1985 年頃まで中野駅の近くに居住
ア

中野区に当てはまる形容詞３つ

・ 「もさい」、
「垢抜けない」、「心地よい」（B さん）
・ 「雑多な」、
「便利な」、
「サブカル的な」（C さん）
・ 好きだった。学生時代に住むには、色々なものが集まっていて、便利で、カルチャーシ
ョックがあってよい。こんな街が、こんな都心に。
・ 「騒々しい」
、「狭い」
、「さびれた」（D さん）
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・ 「近い」（中央線の中で近い駅、どこに行くにも近い、終電は一番遅い、混んでいても
すぐ降りられる）、
「夜遅い」
（沼袋から見ると、中野は夜遅い）
、
「文化人の住むまち」
（A
さん）
・ 決しておしゃれではない。小田急線ほど庶民的ではない。
イ

象徴するような中野にあるモノ、イベント、コミュニティ

・ ブロードウェイの一本横の道（ラーメン、キャバクラ、ガールズバー）（A さん）
・ ブロードウェイに集まる人達。毎日 30 人近いアーティストの卵に出会える。
・ 終電を降りて、弾き語りを聞きながら、明け方までやっている店で飲む。
・ 改札からブロードウェイを通じて家まで続く一帯。家も汚いが、まちも適度に汚く、家
に自然に続いていく感じ。（B さん）
・ 北口のほうに出て、サンプラザでモーニング娘のコンサート、グッツを売る店でにぎわ
うまち。サラ金の入ったまちや雑多な商店街。ブロードウェイの二階、三階にあつまる
めちゃくちゃな店。飽きない。色々な人種がいる。（C さん）
・ サンプラザとＮＴＴビル。高くて新宿から見ても目立つビル。新井薬師、二子山部屋。
ちょっと歩いて散歩するというと、その辺のエリアに行く。（D さん）
ウ

中野区のイメージ

・ あこがれられるまちである二子玉川と比較したときに、二子玉川には似合う人と似合わ
ない人がいるが、中野には似合わない人がいない。（A さん）
・ 中野にセレブが住んでいるとは思えない。そういう意味でははっきりと色がでているの
ではないか（D さん）
・ 心のゆとりを持ちたい人は住みにくい。騒々しいとか、狭いというのはそこにつながる
のでは。せわしく生きる人にはいいまち。
・ 中野に住んでいる人はＳＰA！を読んでいるというイメージでは（C さん）
・ 目の前に平和の森公園というものがある。もともとは下水処理場。当初は鬱蒼とした森
と土のグラウンドで、怪しい人が集まるといううわさもあった。あるときから前面芝生
の公園になり、ドックランがある。そいう場所もある。（A さん）
・ 平和の森公園とそこに続く桜並木は、住みやすいまちになっていると思う。ただ、セレ
ブまでは行かない。セレブは、セレブリティのイメージのまちに住まないとセレブじゃ
ないから。
・ 中野で分譲マションというイメージではない。一人暮らしの 10 万円以下の賃貸か、西
武線沿線で一戸建てか、というイメージ。（C さん）
・ 中流以上のゆっくり暮らしたいサラリーマンで都心にマンションを買おうという人が
選ぶというイメージではない。
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エ

40 年後、中野にはどうあって欲しいか？

・ 40 年後も中野に住んでいる可能性がある。（A さん）
・ 駅降りて左側のほうがしっくり来ない。4 年間住んでいて、中野サンプラザに一回も入
ったことない。奥様方がたまに集まっているのは見るが、一般の人がどのくらい使って
いるのか。（B さん）
・ 周りに公園があるが、ホームレスがいたりして、あまりいい空間ではない。区役所もあ
るわけだし、これと一体になって、もう少しいい空間に出来ないか。
・ 結局、気持ちよく帰りたい時はブロードウェイを通ってしまう。
・ 警察大学校の建て替えにあわせて、区役所も含めてきれいにしたほうがよいのでは。
（C
さん）
・ 絶対になくしていけないのは、桜並木。あとは平和の森公園をいいもののまま残して欲
しい。そこで行われている少年野球大会も、あの規模のものはないので、残して欲しい。
老若男女が集まれる。あとは哲学堂。（A さん）
・ 中野は一通りそろっている。住んでいる人は、地元にお金を落とすことに満足感がある。
週の半分くらいを武蔵小山というまちに住んでいるが、そこの商店街の半分くらいはチ
ェーンストア。中野は地元の店が中心。一番というわけではないが、味がある。
・ ブロードウェイの店の飲食店、繁盛しているところは繁盛しているが、そうでもないと
ころも続けていけているのは不思議、という感じ。
オ

記憶に残っているお店

・ たけやぶ（焼鳥屋）、ザンク（ダーツバー）（A さん）
・ 大判焼き（ブロードウェイとサンモールの間）←つぶれちゃった、五右衛門寿司、王将
（D さん）
・ あおば（ラーメン）は一番繁盛していた記憶（C さん）
・ 土曜日の朝早く行くと、夜とは違う人種が集まっていることがある。
（A さん）
カ

今後求める住環境

・ 治安、公園、小児科（D さん）
・ 調べる方法は口コミ、不動産屋に聞く。
・ 中野は病院は厳しいというイメージ。治安はそれほど気にならない。公園もそこそこあ
るかなという感じ。
・ 物価が安いのは魅力的。家族を持つと切実。中野の食料品は安い。
・ 治安は重要。
（C さん）
・ 子供をつれてサンモールを歩くのは難しい。道とかを子供をつれて歩くのは難しいので
は。道が全部狭い。
・ 車で移動が出来ない。特に中野駅周辺は。
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・ 子供を連れて行くとすると、吉祥寺に行ってしまう。
・ 会社の同期で 2 歳くらいの子供がいて、葛西に住んでいるが、街のガラを気にし始めて
いるのにびっくりした。
（A さん）
・ 新宿から 5 分のところにある小学校でどのような人達がいて、どうなっているのかがま
ったく未知数なので、その辺が不安ではある。
・ 最近引っ越したが、葛西とか北千住も考えたが、足立区はどうも、といううわさが気に
なって、その辺を選べなかった。（D さん）
・ 江戸川区で子供に対する様々な支援をしているが、中野区もそのようなことをしなけれ
ばならないのでは。
・ 中央線で、中野にいたるまでのエリアに、イメージのよくないところがある。特に新宿
よりのあたり。そのあたりの小学校が不安（C さん）
・ 杉並に近ければ安心という部分もあるのでは。
キ

自分の子供の一人暮らしの場合、中野を薦めるか

・ 男の子だったら薦める。女の子だったら薦めない。（C さん）
・ 同感。（B さん）
・ 女性だったら吉祥寺を薦める。
・ 人付き合いがよくなると思えるのが、中野を薦める理由。終電が遅い理由、多様な人種
が集まっている、友達が泊まりに来やすい。（C さん）
・ 一回きれいなまち、環境のいいまちに住んでしまうと、それ以外のまちに住めなくなる。
耐性を強くするために、最初は中野のようなまちに住むのがよいのでは。（D さん）
・ 食事をする場所が多くあるので、男の一人暮らしではよいのでは、というイメージもあ
る。
・ 中野というのは、ひとつの個性を持ったまち。そういうまちに住むほうが、いい思い出
が出来そうな気がする。
（A さん）
・ 自分が中野に住んでいるということを実感できる。なぜなのかは分からないが、ランド
マークなものがあるからかも。
・ 学生時代に、中野に住んでいると、面白いところにすんでいるね、と言われる。そう言
われる中で、アイデンティティが生まれ、愛着が生まれ、人格にも影響を与えてくるの
では。中野ブランドというのはある。男であれば。（B さん）
・ 同じ中野に住んでいると、何か連帯感がある。中央線沿線でも連帯感はある。中央線沿
線沿いは同じような駅が多い。
・ ２５年前に住んでいた身としては、その頃に今日語られるような中野区のイメージがあ
ったとは思えない。その後に作られてきたものだと思うが、そういう意味では、まちは
変わりうるのだと思う。
（D さん）
・ 「オタク」という文化が認知されたことが大きいのでは。昔から中野にはそういうもの
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があったが、これが認められ、知られたからかもしれない。
・ そういう意味では、今あるものもまた変わる、変わっていってもいいのではないか。
・ 土曜日の昼間の中野、住んでいる人と外からくる人が混ざっているのでは。昔、別の地
域に住んでいたときに一度だけカメラ屋を目当てに中野に行ったことがある。そういう
外からのビジターが現れて、お金を落としていくことが増えたことなのでは。
（A さん）
・ 新しい丸井がでっかいシネコンなんかを作っていけば、またまちは変わるかも。
ク

ワーク・ライフ・バランス

・ 8：2、9：1 で、大きなほうがワーク。1 とか 2 の少ないライフでも、中野なら充実さ
せられる。将来的には、7：3 にしたい。（A さん）
・ 8：2 くらいか。結婚した後では、7：3 とかにしたい。（B さん）
・ 8：2 だが、年を取るごとに落としていきたい。
（C さん）
・ 7：3 だが、9：1 に戻したいとも思っている。配偶者が自分の生活を楽しめるのであれ
ば、9：1 に戻してもよいのでは。（D さん）
・ 弁護士として、中野で開業するのは難しい。お客さんが来ない。（B さん）
・ ライフを充実させるとすると、中野よりも奥の中央線や田園都市線ということになるの
だろうが、やはり遠い。
（A さん）
・ コミュニティの中のソフト面が充実してくると、いいのだが。
ケ

中野で商売をすると、何か？

・ 医療、介護かな。高齢化が進んでいくだろうし。（D さん）
・ リフォーム。戸建が多いから。加えて、高齢者向けのサービスも。（B さん）
・ 駅前に大きな家電量販店を誘致したい。そういうものがないので。南口とか。
（C さん）
・ 飲食店。中野であれば。昼も夜も色々な人達がいるから。シネコンと家電量販店がある
とうれしい。中野フォークフェスティバルというものもサンプラザでやりたい。（A さ
ん）
・ アニメソングを歌うギターデユオに一番人だかりができる。
コ

最近、中野に行かれましたか？

・ 半年前にアンティークの時計を見に行った。加えて、ソフトクリームとラーメン。（B
さん）
・ なんとなくいってみようかな、ということで行った。
・ 仕事で不動産の評価で行った。その帰りにラーメンを食べに行った。プライベートだと
ラーメンを食べに行った。（C さん）
・ 配偶者にオタク文化を見せにいった。（D さん）
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ⅱ

第２回

グループ・インタビュー

【参加者】
・

A さん、27 歳、自営業、品川区旗の台在住、独身

・

B さん、30 歳、会社員、目黒区青葉台在住、既婚

・

C さん、29 歳、会社員、港区白金高輪在住、既婚

・

D さん、28 歳、会社員、川崎市溝口在住、独身

・

E さん、24 歳、会社員、中野区在住、独身

ア

中野について知っていること

・

サンプラザ中野、東中野にサークル（茶道）の稽古場、まんだらけ。（D さん）

・

駅前の長い商店街、名前はしらない。オフィス（中野坂上）もあり、住宅もあるとい
うイメージ。
（C さん）

・

駅前の長い商店街、名前は知らない。安くうまいものが食える居酒屋がある。東京駅
のオフィスからわざわざ食べに行ったことがある。名前は忘れた。（B さん）

・ 東中野に能楽堂があり、そこに社会科見学に行ったことがある。
・ 警察学校などのイメージ。戦時中からのイメージ。
・ 大学が早稲田なので、西武新宿線のイメージ。大学の頃の友達の家があり、泊まりに行
くことが多かった。最近はサンプラザに仕事で行くことがあり、11 階のレストランで
打ち合わせをする。（A さん）
・ 中野坂上に行くとき、副都心線ができて、便利になった。
イ

中野のイメージを表す形容詞

・ 「オタク」、
「狭い」、「集約されている」（色々なものが集まっている）
。（E さん）
・ 「くさい」
（ホームレス）
、
「住宅地」
（西武新宿線方面）、
「ブロードウェイに面白いもの
が置いてある」。（A さん）
・ 「こじんまりしている」（大きいお店というわけでなく。ガード下のイメージ）、「個性
的」（おしゃれな場所もある）。（D さん）
・ 「ごちゃごちゃしている」、
「都心から近く、立地的にはよい」、
「都心から近いのに物価
が安い」。（C さん）
・ 「古い」
（サンモールの喫茶店の個性的な店）、
「都心から近いのに安い」
（家賃とか、居
酒屋とか）。
（B さん）
ウ

一番最近中野に行ったのは？

・ 一番最近で中野区に行った、去年 12 月にまんだらけに行った。忘年会用のコスプレ衣
装を買いに行った。（D さん）
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・ 1 年くらい行っていない。
（C さん）
・ 去年の 11 月に会社終わりに飲み会で行った。（B さん）
・ プライベートで行ったのは、５年以上前。西武新宿線の沿線に行ったが、中野に行った
という印象ではない。（A さん）
エ

あなたのワーク・ライフ・バランスは

・ 6：4 くらい。現状維持くらいがよい。（E さん）
・ 精神的には 8：2 くらい。時間的には 9：1 くらい。入社直後は 5：5 くらい。もう少し
プライベートを充実させたい。（D さん）
・ 結婚前は 8：2 くらい。結婚後は 7：3 くらい。今は 6：4 くらいになっている。子供が
出来たので。
（C さん）
・ 結婚前は 8：2 くらい。結婚後は 7：3 くらい。子供が生まれると、6：4 くらいにしな
いといけないかと思っている。共働き。（B さん）
・ 9.5：0.5 くらい。移動時間がプライベート。今後は楽にしたいが、難しい。（A さん）
オ

子どもが出来た後に住環境に求めるもの

・ 都心で情報に触れられるところ。多様な人と接せられる可能性の高いところで子供を育
てたい。具体的には、山手線の内側や中野、三軒茶屋あたり。（B さん）
・ 理想的には、三軒茶屋が一番。渋谷が好きで、そこに近い。いい私立の学校がある。名
画座（映画館がある）。キャロットタワーの上が展望レストランになっていて、西を見
ると大きなビルがなく、夜景がよい。
・ 子供が出来たら住みたい話は配偶者とする。配偶者の実家が蒲田なので、その近くの品
川や二子玉川、といった名前が出てくる。
・ 渋谷、新宿、池袋は一見変わらないように見えるが、渋谷は町全体が広告のステージに
見える。こういうところで感性を磨かせたい。
・ 会社が寮を用意していて、転勤もあるので、それに基づいて住む場所を決める。（D さ
ん）
・ 治安がいいところがよい。今住んでいるところでは、ご近所さんと挨拶をしたりするの
で、そういう点が見守られている感じがして、安心。（C さん）
・ 自治会も機能していて、火の用心を街の子供たちやお年寄りが見回りをしていたりする
のが、安心感があってよい。
・ 今は賃貸マンションに住んでいるが、分譲を買ってもいいかなと思ったりもする。収入
水準にもよるが・・・。
・ 車がなくても生活しやすい。車を持つと、毎月６万、７万円かかってしまう。その分を
家賃に回したほうがよい。
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カ

週末によく行くところは？

・

池袋。理由は大学があったから。家から近く、ストレスフリーで行ける。（E さん）

・ 銀座。理由は会社があるから。買い物も出来て、映画も見られて、食事もでき、本屋も
ある。（D さん）
・ 場所が変われば、そこを調べればよいので、それほどこだわっていない。
・ 六本木。家から近い。映画館がある。バスが通っていて品川などにも出られて、タクシ
ーでも行ける。（C さん）
・ もともとは自由が丘に住んでいたので、渋谷が一番分かるが、そこにこだわって引越し
先を決めるということはなかった。
・ 渋谷。交通アクセスがよい。人と会うときは渋谷。（A さん）
キ

中野に住むということ

・ サークルの活動ポイントが中野にあったので、中野に住もうかと思ったこともある。た
だ、通っている大学から遠かったので、選ばなかった。（D さん）
・ 中央線の沿線に大学があったので、考えたのだが、結局は吉祥寺に住んだ。人身事故で
止まるのが嫌で国立に住んだが、都心に出ようと思い、井の頭線のあるということで決
めた。（C さん）
・ 同じく中央線沿線の大学に通っていたので、中野近辺も考え方が、古すぎて、いつもそ
こにいるというのがどうか、と思い、やめた。
（B さん）
・ 中野に埋没して、外に出て行かなくなりそう。
・ 中野に住んで会社に通うというのは考えられる。会社の社宅もあるので。交通は便利だ
し（D さん）
・ 中野に住むときは、結婚するイメージ。寮から社宅に移る。
ク

中野で何か仕事するなら？

・ 飲食店。中野は休むところというイメージ。（E さん）
・ 飲み屋を目的に中野に来る人は多いので、それを狙う。
・ 中野だったら飲食。ガード下のごしゃっとしたところに、内装のおしゃれで飲める店。
（D さん）
・ 自由が丘は街全体がおしゃれ。そういうところでおしゃれな店をやっても面白くない。
・ 中野坂上は、山手線の内側よりも賃料が安い。良質のオフィスがあるので、個人事業に
よいのではないかと思う。（C さん）
・ 中野坂上だから何か、ということではないが、イメージとしては、都心じゃない仕事。
人に来てもらうには遠い。自分が相手のところに行くか、そこで自分が働くだけの仕事。
・ サンプラザの建物をもっときれいにして、六本木ヒルズのような商業ビルにして、何か
出来ないかと思う。利便性は高いので、もっと開発すれば、発展の余地があるのではな
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いか。（B さん）
・ 駅前を全部ペデストリアンデッキにして。
・ 高齢者が狭いところに住んでいるというイメージ。介護とかをやるほうがお金になるか
な。戸建が多いという意味で、廃品回収なんかもありえるのでは。（A さん）
・ 中野区という住所は信頼にはつながらない。企業イメージにとって、住所は非常に重要
だという実感。
ケ

区長になったとして

・ 東京一安く住めるまちにして欲しい。（A さん）
・ 税収を上げたいと思うので、お金を持っている人に住んでもらいたいと思うので、大規
模開発をするのでは。（D さん）
・ 山手線を外側に広げて、中野を内側に入れてしまう。
・ 市民劇団とかも多いイメージがある。そういうものを活用できないか。映画も見られて、
芝居も見られるとか。能楽堂も使えるのでは。
（B さん）
・ まんだらけも渋谷のイメージが強かった。
・ 渋谷のまんだらけの方が大きい。ただ、中野のまんだらけの方には、コスプレ館がある。
（D さん）
・ 港区というと高層ビル、文京区というと東大。大田区というと町工場（全員）
・ 中野といえば新宿の近く。（A さん）
コ

子供に一人暮らしさせるとすれば

・ 国立はよかった。閑静な住宅街で、風俗とかもない。（B さん）
・ 国立、吉祥寺、自由が丘はどこもよかったので、子供にもいいんじゃないかと思う。
（C
さん）
・ 飲食店も公園も充実しているし。
・ 蒲田に住んでいたが、住ませたいとは思わない。コミュニティとの接点もあったし。で
も、子供には渋谷などの都心に近いほうがいいのでは。（D さん）
サ

中野といえば

・ ラーメンというと、池袋や荻窪というイメージでは。（D さん）
・ やはりサブカルチャーでは。（A さん）
・ 木造住宅。住宅地というと世田谷区というイメージ。（C さん）
シ

地方から東京に出てくるときの住む場所の決め手

・ はじめに住んだ場所に住み続ける人が多い。引越し代が高い。（B さん）
・ 大学からの近さ。大学に来たついでに探す。生協と提携している。（C さん）
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・ 南で西に住みたいというイメージがある。
・ 大学合格後に雑誌で探す。定期のお金と家賃を見て決めた。東横線沿線を見たが、父親
が勝手に蒲田に決めた。父親が大学生のときに住んでいたから。（D さん）
ス

その他

・ 仕事が遅いので、タクシー1,000 円で帰ってこられる場所ということで今のところを選
んでいる。仕事が暇になれば、中野の可能性もある。ただ、積極的に住もうとは思わな
い。（C さん）
・ 中央線沿線は好き。吉祥寺は井の頭公園があり、商店街があり、宅地が限られている。
狭いが、一般的な住宅街で、おしゃれな雰囲気がある。
・ 中野に住んでいた人だが、猛烈に中野を愛していて、行きつけのレストランに招待され
たことがある。（C さん）
・

一橋の学生で中野に住んでいた人は少なかった。
以上
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５

将来人口推計

詳細データ

(1) 出生年別男女別中野区のコーホート別人口の割合（コーホート・シェア）

1950～2005 年の期間における、全国に占める中野区のコーホート別人口の割合（コーホ
ート・シェア）を、年齢階級別、出生年ごとに男女別に示したのが図 資 5-1、図 資 5-2 で
ある。
図 資 5-1 年齢階級別にみた中野区の男性のコーホート・シェア（対全国）
0.8%

1880年代前半
1880年代後半
1890年代前半

0.7%

1890年代後半
1900年代前半
1900年代後半

0.6%

1910年代前半
1910年代後半
1920年代前半

0.5%

1920年代後半
1930年代前半
1930年代後半

0.4%

1940年代前半
1940年代後半
1950年代前半
1950年代後半

0.3%

1960年代前半
1960年代後半
1970年代前半

0.2%

1970年代後半
1980年代前半
1980年代後半

85歳以上

80～84歳

75～79歳

70～74歳

65～69歳

60～64歳

55～59歳

50～54歳

45～49歳

40～44歳

35～39歳

30～34歳

25～29歳

20～24歳

15～19歳

10～14歳

5～9歳

0～4歳

0.1%

1990年代前半
1990年代後半
2000年代前半

図 資 5-2 年齢階級別にみた中野区の女性のコーホート・シェア（対全国）
0.8%

1880年代前半
1880年代後半
1890年代前半

0.7%

1890年代後半
1900年代前半
1900年代後半

0.6%

1910年代前半
1910年代後半
1920年代前半

0.5%

1920年代後半
1930年代前半
1930年代後半

0.4%

1940年代前半
1940年代後半
1950年代前半
1950年代後半

0.3%

1960年代前半
1960年代後半
1970年代前半

0.2%

1970年代後半
1980年代前半
1980年代後半
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85歳以上

80～84歳

75～79歳

70～74歳

65～69歳

60～64歳

55～59歳

50～54歳

45～49歳

40～44歳

35～39歳

30～34歳

25～29歳

20～24歳

15～19歳

10～14歳

5～9歳

0～4歳

0.1%

1990年代前半
1990年代後半
2000年代前半

【グラフの見方】
それぞれの線は、出生年によるコーホートで分かれている。例えば図 2 中、黒で▲のマ
ーカーで示されている実線は、「1960 年代後半」コーホートを示し、具体的には 1966
～1970 年生まれを指す。0～4 歳時点（すなわち 1970 年時点）で中野区に居住してい
たこのコーホートは、全国の 0～4 歳人口のうち約 0.3%を占めていたが、10～14 歳時
点では約 0.2%まで低下し、その後 20～24 歳時点では約 0.4%に上昇したことが分かる。

(2) コーホート・シェア延長法による将来人口推計の流れ
図 資 5-3 コーホート・シェア延長法による将来人口推計のフロー図

START

t年 全国男女別5歳階級別
推計人口（5歳以上）
中野区男女別5歳階級別
コーホート・シェア（5歳以上）
t年 中野区男女別5歳階級別
推計人口（5歳以上）
t年 中野区15～49歳
推計女子人口
女子5歳階級別出生率
都道府県別将来人口推計に
よる出生性比
都道府県別将来人口推計に
よる0～4歳の生残率
t年 中野区0~4歳
男女別推計人口
t年

中野区男女別5歳階級別
推計人口

OUTPUT

t 年：2010～2050 年、5 年ごとの時点
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(3) 将来のコーホート・シェアの算出方法（男女別 5 歳以上人口）
現在までの中野区の全国に対するコーホート・シェアの動向（図 1、図 2 参照）を考慮し、
将来のコーホート・シェアを男女別年齢階級別に以下の方法により算出した。
表 資 5-1 男女別年齢階級別将来コーホート・シェアの算出方法
男

女

5～9歳

0～4歳シェア×0.9105
（直近の1990年代後半コーホート）

0～4歳シェア×0.9056
（直近の1990年代後半コーホート）

10～14歳

0～4歳シェア×0.9105
5～9歳のシェアがそのまま維持されると仮定

0～4歳シェア×0.9056
5～9歳のシェアがそのまま維持されると仮定

15～19歳

10～14歳シェア×1.1642
（直近の1980年代後半コーホート）

10～14歳シェア×1.1998
（直近の1980年代後半コーホート）

20～24歳

15～19歳シェア×1.8354
（直近の1980年代前半コーホート）

15～19歳シェア×1.7401
（直近の1980年代前半コーホート）

25～29歳

20～24歳シェア×1.0776
（直近の1970年代後半コーホート）

20～24歳シェア×1.0835
（直近の1970年代後半コーホート）

30～34歳

25～29歳シェア×0.8824
（直近の1970年代前半コーホート）

25～29歳シェア×0.9048
（直近の1970年代前半コーホート）

35～39歳

25～29歳シェア×0.8302
（30～34歳における直近の1960年代後半と1970年
25～29歳シェア×0.8011
（直近の1960年代前半コーホートと1960年代後半 代前半コーホートの比が35～39歳でも維持される
と仮定し、その比を60年代後半コーホートの35～
コーホートの平均）
39歳シェアに乗じたもの）

40～44歳

35～39歳シェア×0.9373
（全体的に35～39歳シェアに近づく傾向があるた 35～39歳シェア×0.9593
め、近年で最も高かった1950年代後半コーホート （直近の1960年代前半コーホート）
の値を採用）

45～49歳以降

40～44歳のシェア

40～44歳のシェア

(4) 女子年齢別出生率と 0～4 歳人口の詳細な算出方法
本編で採用した女子年齢別出生率は以下のとおりである。なお、「中位推計」は、中野区
の 2005～2007 年の平均値、「高位推計」は、中野区と東京都の出生率の格差を 2020 年ま
で直線的に縮小させ、2020 年以降は東京都の将来 TFR を中野区の女子年齢別出生率の割
合で按分した数値とした。
表 資 5-2 推計に採用した女子年齢別出生率（中位推計、高位推計）

中位
15～19歳
20～24歳
25～29歳
30～34歳
35～39歳
40～44歳
45～49歳
TFR

0.0023
0.0126
0.0360
0.0578
0.0362
0.0079
0.0002
0.7650

2015年
0.0027
0.0143
0.0413
0.0668
0.0414
0.0092
0.0002
0.8796

2020年
0.0030
0.0157
0.0454
0.0733
0.0454
0.0101
0.0002
0.9652
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高位
2025年
0.0030
0.0158
0.0459
0.0741
0.0459
0.0102
0.0002
0.9754

2030年
0.0030
0.0159
0.0462
0.0746
0.0462
0.0103
0.0002
0.9822

2035年
0.0030
0.0160
0.0464
0.0751
0.0464
0.0103
0.0002
0.9879

0～4 歳人口の算出にあたっては、15～49 歳女性人口に女子年齢別出生率を乗じるだけで
は、0 歳から 1～4 歳に至るまでの移動が考慮されないため、中野区のこれまでの実態を考
えると過剰に算出されることとなる。そこで、本推計では、女子年齢別出生率によって算
出した 0～4 歳人口に、0～4 歳→5～9 歳の比率を乗じることにより、生まれてから 1～4
歳に至るまでの移動があったとみなし、最終的な 0～4 歳人口を算出する。
なお、2010 年の 0～4 歳人口の算出にあたっては、推計時点が既に 2009 年であったため、

2005～2008 年の実際の出生数に、2009 年の推計値（2009 年 7 月 1 日現在の 15～49 歳の
女性人口に、中位推計では 2005～2008 年の年齢別出生率の平均値を、高位推計では 2008
年の年齢別出生率を乗じて 0 歳人口を算出したもの）を加えて 2005～2009 年の 0 歳人口
を算出し、それに 0～4 歳→5～9 歳のシェアの比率を移動率とみなして乗じた。

(5) 推計結果の詳細
表 資 5-3 出生率別将来推計人口と総人口指数
出生率中位
2005年=100
とした場合の
指数
100.0
100.7
100.2
99.3
97.7
96.2
94.3
91.7
89.2
86.2

総人口
2005年
2010年
2015年
2020年
2025年
2030年
2035年
2040年
2045年
2050年

出生率高位

310,627
312,911
311,347
308,493
303,584
298,976
293,012
284,923
277,224
267,804

総人口
310,627
313,052
312,793
311,823
308,608
305,953
303,169
299,076
295,045
288,699

2005年=100
とした場合の
指数
100.0
100.8
100.7
100.4
99.3
98.5
97.6
96.3
95.0
92.9

表 資 5-4 年齢 3 区分別人口と割合（中位推計）

総人口
2005年
2010年
2015年
2020年
2025年
2030年
2035年
2040年
2045年
2050年

310,627
312,911
311,347
308,493
303,584
298,976
293,012
284,923
277,224
267,804

0～14歳
人口
25,856
25,921
25,254
24,086
21,656
19,311
17,793
17,017
16,534
15,874

%
8.3%
8.3%
8.1%
7.8%
7.1%
6.5%
6.1%
6.0%
6.0%
5.9%

15～64歳
人口
228,211
223,042
213,766
208,701
204,829
197,537
185,863
169,901
154,490
142,700
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%
73.5%
71.3%
68.7%
67.7%
67.5%
66.1%
63.4%
59.6%
55.7%
53.3%

65歳以上
人口
56,560
63,948
72,327
75,706
77,099
82,129
89,357
98,004
106,201
109,231

%
18.2%
20.4%
23.2%
24.5%
25.4%
27.5%
30.5%
34.4%
38.3%
40.8%

表 資 5-5 年齢 3 区分別人口と割合（高位推計）

総人口
2005年
2010年
2015年
2020年
2025年
2030年
2035年
2040年
2045年
2050年

310,627
313,052
312,793
311,823
308,608
305,953
303,169
299,076
295,045
288,699

0～14歳
人口
25,856
26,062
26,700
27,416
26,528
24,588
22,836
21,935
21,354
20,502

15～64歳

%
8.3%
8.3%
8.5%
8.8%
8.6%
8.0%
7.5%
7.3%
7.2%
7.1%

人口
228,211
223,042
213,766
208,701
204,980
199,237
190,975
179,137
167,490
158,967

65歳以上

%
73.5%
71.2%
68.3%
66.9%
66.4%
65.1%
63.0%
59.9%
56.8%
55.1%

人口
56,560
63,948
72,327
75,706
77,099
82,129
89,357
98,004
106,201
109,231

%
18.2%
20.4%
23.1%
24.3%
25.0%
26.8%
29.5%
32.8%
36.0%
37.8%

表 資 5-6 65 歳以上、75 歳以上、85 歳以上人口とその割合の推移（全国、中野区）
中野区

全国
65歳以上 75歳以上 85歳以上
%
%
%
2005年
2010年
2015年
2020年
2025年
2030年
2035年
2040年
2045年
2050年

20.2%
23.1%
26.9%
29.2%
30.5%
31.8%
33.7%
36.5%
38.2%
39.6%

9.1%
11.2%
13.1%
15.3%
18.2%
19.7%
20.2%
21.0%
22.4%
24.9%

2.3%
3.1%
4.1%
5.2%
6.2%
7.4%
9.2%
9.8%
9.8%
10.2%

65歳以上
人口

56,560
63,948
72,327
75,706
77,099
82,129
89,357
98,004
106,201
109,231

%（中位）

75歳以上
%（高位）

18.2%
20.4%
20.4%
23.2%
23.1%
24.5%
24.3%
25.4%
25.0%
27.5%
26.8%
30.5%
29.5%
34.4%
32.8%
38.3%
36.0%
40.8%
37.8%

人口

26,106
32,136
36,145
40,474
45,399
46,868
47,393
50,493
58,034
66,564

%（中位）

85歳以上
%（高位）

8.4%
10.3%
11.6%
13.1%
15.0%
15.7%
16.2%
17.7%
20.9%
24.8%

10.3%
11.6%
13.0%
14.7%
15.3%
15.6%
16.9%
19.7%
23.1%

人口

6,507
8,939
11,725
14,633
15,626
17,839
21,002
20,739
22,414
26,057

%（中位）

%（高位）

2.1%
2.9%
3.8%
4.7%
5.1%
6.0%
7.2%
7.3%
8.1%
9.7%

2.9%
3.7%
4.7%
5.1%
5.8%
6.9%
6.9%
7.6%
9.0%

(6) 昼夜間人口比率の仮定値と推計結果
将来の昼夜間人口比率は、ロジスティック曲線に最小二乗法であてはめて算出した。ロ
ジスティック曲線とは、成長曲線の 1 つで生物の個体数や新製品の普及率などを表すのに
使われる曲線であり、y=K/(1+αE^-βx)の式で表される（K=上限値、α・β=係数、E=自然
対数の底）。この曲線の特徴はＳ字型の曲線であり、当初は増加率が少なく、中途で最大と
なり、その後は再度減少していき、上限値 K に近づいていくことである。
今回、ロジスティック曲線を採用した理由は、昼夜間人口比率を考えた場合、無限に上
昇することは考えられないことから、指数関数など上限値のない曲線をあてはめるのは不
適当だと判断したこと、また、過去の昼夜間人口比率をあてはめたとき、ロジスティック
曲線が最もよくあてはまったことの 2 点である。
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図 資 5-4 過去の昼夜間人口比率と将来の予測値
昼
夜
間
人
口
比
率

140.0
131.1

実績

130.0

127.0
123.8
119.7
114.7

ロジスティック回帰による推計値

120.0

129.4

109.1

110.0

103.1

100.0

97.3
92.0

90.0
80.0

2050

2045

2040

2035

2030

2025

2020

2015

2010

2005

2000

1995

1990

1985

1980

1975

1970

1965

1960

70.0
（年）

表 資 5-7 将来昼間人口、将来夜間人口、将来昼夜間人口比率（夜間人口は中位推計による）

2005年
2010年
2015年
2020年
2025年
2030年
2035年
2040年
2045年
2050年

将来
昼間人口

将来
夜間人口

将来
昼夜間
人口比率

285,636
304,441
321,058
336,538
348,362
357,953
362,819
361,904
358,740
351,172

310,627
312,911
311,347
308,493
303,584
298,976
293,012
284,923
277,224
267,804

92.0
97.3
103.1
109.1
114.7
119.7
123.8
127.0
129.4
131.1

表 資 5-8 将来昼間人口、将来夜間人口、将来昼夜間人口比率（夜間人口は高位推計による）

2005年
2010年
2015年
2020年
2025年
2030年
2035年
2040年
2045年
2050年

将来
昼間人口

将来
夜間人口

将来
昼夜間
人口比率

285,636
304,578
322,549
340,171
354,127
366,307
375,395
379,881
381,800
378,572

310,627
313,052
312,793
311,823
308,608
305,953
303,169
299,076
295,045
288,699

92.0
97.3
103.1
109.1
114.7
119.7
123.8
127.0
129.4
131.1
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なお、上記の推計とは別に 2050 年のナカノ・シティにおける就業人口を見通すために、
将来のオフィスビル床面積を試算してみたい。現時点での専用住宅面積に対するオフィス
ビル面積の比率を計算してみると、東京都区部、大阪市では 0.25 である。2050 年のナカノ・
シティの専用住宅の延床面積が現在と変わらず、オフィスビルの床面積との比率が現在の
都区部レベルになると仮定し、178.8ha がオフィスビルとなる。これは約 12 万人の就業者
のオフィス需要に相当する（1 人当たり 15 ㎡で計算）。
一方、ナカノ・シティの 2050 年の労働力人口、非労働力人口を、夜間人口を基準に試算
すると前者が約 14 万人、後者が約 13 万人である。テレワーカー比率を労働力人口の 40%21
とすると、約 6 万人が自宅や「テレワークセンター」で働くテレワーカーとなる。
この他、製造業、建設業、農業、運輸業など、オフィス以外の場所で勤務する就業者を
約 2 万人（2006 年時点では 2.2 万人）、自宅で自営業を営む就業者を 2 万人（2005 年時点
で 1.5 万人）とすると、ナカノ・シティで働く就業者は合計で約 22 万人と試算される。ま
た、大学や専門学校の学生は約 7 千人と推計される。
以上、ナカノ・シティで働く就業者（22 万人）に、学生（7 千人）と非労働力人口（13
万人）を加えると約 35.7 万人となる。ロジスティック曲線を基準に推計した 2050 年の昼
間人口 35.1 万人は、土地の高度利用化、用途の複合化による住宅以外の床面積の増加、す
なわち多機能都市が実現した結果を示しているともいえよう。

21 政府が現在推進している「テレワーク人口倍増アクションプラン」の 2010 年時点での目標値は就業者
人口の 20%（2005 年は 10.4%）であるが、2050 年にはその倍の 40%がナカノ・シティでは実現している
と想定。
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６

未来予測一覧

国内外を含め様々な機関が未来予測を試みており、本報告書を作成するうえで多数の資料
を参考にしたが、ここでは日本の官公庁が公表している白書や報告書にしぼり、2010 年から
2050 年までの予測や目標などを抜粋して未来予測一覧としてまとめた。
年

分野

内容

【資料】

～2010 年代～
2011 年

科学技術

2011 年 7 月に地上テレビジョン放送がデジタル化に完全移行。【内閣府・経済産業
省「未来開拓戦略（J リカバリー・プラン）」】

2011 年

教育

2011 年までに外国人研究者の採用比率を 2007 年実績の 2 倍にする。【首相官邸イノ
ベーション 25 戦略会議「長期戦略指針『イノベーション 25』」】

2011 年

経済

訪日旅行者数を 2011 年までに 1,000 万人にする。
【観光庁「観光立国推進基本計画」】

2011 年

経済

国際会議の開催件数を 2011 年までに 5 割以上増やす。【観光庁「観光立国推進基本
計画」】

2011 年

経済

日本人の海外旅行者数を 2011 年までに 2,000 万人まで増やす。【観光庁「観光立国
推進基本計画」】

2011 年

経済

2011 年をめどに農業上重要な地域を中心に概ね 10 万 hA の耕作放棄地を解消。【内
閣府・経済産業省「未来開拓戦略（J リカバリー・プラン）」】

2011 年

経済

2011 年までに、若者 100 万人の正規雇用化、25～44 歳女性の就業者 20 万人増加、
60～64 歳就業者 100 万人増加を目指す。【経済財政諮問会議「経済成長戦略」】

2012 年

科学技術

2012 年

環境

2012 年

経済

2012 年

交通

2013 年

科学技術

2013 年

経済

2013 年

経済

2015 年

ガバナ

超小型衛星システムの開発活用により新市場が創造され、1,600 億円の波及効果。
【内
閣府、経済産業省「未来開拓戦略（J リカバリー・プラン）」】
今後 3 年間で携帯電話 1 億台を回収するなど、都市鉱山の開発を促進する。【内閣
府、経済産業省「未来開拓戦略（J リカバリー・プラン）」】
景観計画に基づき取組みを進める地域を 2012 年度までに 500 地域へ。【内閣府、経
済産業省「未来開拓戦略（J リカバリー・プラン）」】
2012 年を目標に、高効率船舶の技術開発。【内閣府、経済産業省「未来開拓戦略（J
リカバリー・プラン）」】
2013 年度までに、
国民電子私書箱の整備を目指す。
【IT 戦略本部「i-JApan 戦略 2015」
】
特許審査の順番待ち期間を 2013 年までに現在の半分以下の 11 ヶ月に短縮。【首相
官邸イノベーション 25 戦略会議「長期戦略指針『イノベーション 25』」】
農林水産物食品の輸出額を 2013 年までに 1 兆円規模にすることを目指す。【農林水
産省『平成 20 年度 食料・農業・農村白書』】
2015 年までに、デジタル技術による「新たな行政改革」を進め、行政の見える化を

ンス

実現する。【IT 戦略本部「i-Japan 戦略 2015」】

2015 年

環境

省エネ住宅ビルに関し、真空断熱材の開発を推進し、2015 年頃の実用化を目指す。

2015 年

環境

【経済産業省「Cool Earth-エネルギー革新技術計画」】
2015 年までに東京都において熱帯夜の発生を 20 日程度／年に減少させる。【東京都
環境局「東京におけるヒートアイランド対策」】
2015 年

経済

2015 年までに、医療改革を進める上で、デジタル技術情報が大きく寄与し、医療の
質の一層の向上が図られる。【IT 戦略本部「i-Japan 戦略 2015」】

2015 年

経済

最大限の政策努力を行った場合、2004～2015 年度の平均 GDP 実質成長率は年率 2.2％
程度。【経済産業省「新経済成長戦略」】
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2015 年

経済

2015 年

経済

2015 年

グロー

供給熱量ベースの総合食料自給率 45％目標（2015 年）、主食用穀物自給率目標 63％、
飼料自給率 35％。【農林水産省「食料・農業・農村基本計画」】
2015 年までに、少子高齢化のセーフティネット等に資する在宅型テレワーカーを倍
増し、700 万人とする。【IT 戦略本部「i-Japan 戦略 2015」】

2015 年

日本の国際標準提案件数を現状の 60 件から 2015 年には倍増の 120 件を目指す。
【経

バル

済産業省、環境省「『アジア経済・環境共同体』構想」】

交通

2015 年の東京圏の総交通流動は、1 日当たり 8,921 万人と、1995 年と比較して微増
になると見込まれる。また、都区部への流入交通量は約 6％増加して 484 万人と予測。
【国土交通省運輸政策審議会「東京圏における高速鉄道を中心とする交通網の整備
に関する基本計画について（答申）」】

2016 年

交通

2016 年度までに超伝導リニアの実用化技術を確立。【内閣府、経済産業省「未来開
拓戦略（J リカバリー・プラン）」】

2018 年

環境

原子力発電について、2018 年度までに 9 基の建設を計画中。【内閣府、経済産業省
「未来開拓戦略（J リカバリー・プラン）」】

2018 年

交通

国土形成計画（2008 年 7 月）に基づき、2018 年までの 10 年間に広域地方計画の策
定推進。【国土交通省「国土形成計画（全国計画）】

2018 年
2019 年

ガバナ

2018 年までに道州制に完全移行すべきとの提言。【道州制ビジョン懇談会「道州制

ンス

ビジョン懇談会中間報告」】

環境

一定の省エネ対策を講じた住宅ストック比率を 2019 年に 50％超に。【内閣府、経済
産業省「未来開拓戦略（J リカバリー・プラン）」】

2010 年代

環境

東京都は、海の森が整備され、街路樹が 100 万本に倍増し、新たに 1,000hA の緑が
生み出されている。【東京都「『10 年後の東京』への実行プログラム 2009」】

2010 年代

環境

2010 年代

教育

2010 年代

経済

2010 年代

交通

東京都は、100 万 kW 相当の太陽エネルギーを導入する。【東京都「『10 年後の東京』
への実行プログラム 2009」】
東京都は、保育サービスを拡充し、待機児童 5,000 人は解消されている。【東京都
「『10 年後の東京』への実行プログラム 2009」】
東京都は、年間 1,000 万人の外国人旅行者が訪れる世界有数の観光都市になってい
る。【東京都「『10 年後の東京』への実行プログラム 2009」】
三環状道路を約 90％整備する。区部環状道路を約 95％整備する。多摩南北道路を約
95％整備する。【東京都「『10 年後の東京』への実行プログラム 2009」】
～2020 年代～

2020 年

科学技術

2020 年、ブラウン管テレビは 0％に（2005 年は 80％）。【経済産業省「長期エネル
ギー需給見通し（再計算）」】

2020 年

科学技術

2020 年

環境

2020 年

環境

2020 年

環境

2020 年

環境

2020 年

環境

LED 有機 LE 照明が 2020 年までに約 14％まで普及する（ストック）。【経済産業省
「長期エネルギー需給見通し（再計算）」】
2020 年までに、CCS(二酸化炭素回収貯留）技術の実用化を目指す。【文部科学省『科
学技術白書 平成 21 年版』】
2020 年ごろに太陽発電について 20 倍程度を目指す。【内閣府、経済産業省「未来開
拓戦略（J リカバリー・プラン）」】
風力発電が 2020 年には約 500 万 kW に（2005 年は 110 万 kW）。【経済産業省「長期
エネルギー需給見通し（再計算）」】
2020 年までに小水力発電機を約 1,300 地点に新たに設置。【経済産業省「長期エネ
ルギー需給見通し（再計算）」】
太陽光パネルは 2020 年に 2005 年の 20 倍程度普及。【経済産業省「長期エネルギー
需給見通し（再計算）」】
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2020 年

環境

2020 年

環境

2020 年までに、2000 年比 25％の二酸化炭素削減を達成する。【東京都「『10 年後
の東京』への実行プログラム 2009」】
廃プラスチックについて、2020 年までに、再利用、再生利用及び高効率熱回収の合
計が回収量に占める比率 90％以上を目指す。【内閣府、経済産業省「未来開拓戦略
（J リカバリー・プラン）」】

2020 年

グロー

アジアの電子商取引市場規模を現状の 300 兆円（日本 235 兆円）から 2020 年には 1,000

バル

兆円に拡大することを目指す。【経済産業省、環境省「『アジア経済・環境共同体』
構想」】

2020 年
2020 年

グロー

アジアにおける物流コスト対 GDP 比を現状の 20％から 2020 年には 10％まで引き下

バル

げることを目指す。【経済産業省、環境省「『アジア経済・環境共同体』構想」】

グロー

2020 年をめどに留学生受け入れ 30 万人を目指す。【文部科学省ほか「留学生 30 万

バル
2020 年

人計画」】

グロー

2020 年までに、訪日外国人旅行者数が 2,000 万人の「観光立国」となる。そのとき

バル

の観光業の、市場規模は 4.3 兆円、雇用創出は 39 万人。【内閣府、経済産業省「未
来開拓戦略（J リカバリー・プラン）」】

2020 年

経済

2020 年

経済

森林資源について、2020 年に向け、国産材供給量の倍増を目指す。【内閣府、経済
産業省「未来開拓戦略（J リカバリー・プラン）」】
地域発ソフトパワー発信活用の強化を図り、2020 年までに経済効果 1 兆円以上、10
万人の雇用効果。【内閣府、経済産業省「未来開拓戦略（J リカバリー・プラン）」】

2020 年

経済

次世代著作権取引支援システムを整備し、2020 年までに経済効果 0.8 兆円、10 万人
の雇用効果。【内閣府、経済産業省「未来開拓戦略（J リカバリー・プラン）」】

2020 年

交通

2020 年までに新車販売のうち 2 台に 1 台の次世代自動車の導入を目指す。市場規模
は約 5 兆円、雇用効果は約 6 万人。【内閣府、経済産業省「未来開拓戦略（J リカバ
リー・プラン）」】

2025 年

科学技術

2025 年

科学技術

2025 年

環境

2025 年

経済

2025 年

経済

2025 年ごろ、家庭や街で生活を支援する多機能なホームロボットを導入。【経済産
業省「技術戦略マップ 2006」】
2025 年のロボット市場の規模は 6.2 兆円。【内閣府、経済産業省「未来開拓戦略（J
リカバリー・プラン）」】
高効率天然ガス火力発電は、2025 年頃には、発電効率が 60％まで向上することを目
指す。【経済産業省「Cool Earth-エネルギー革新技術計画」】
2025 年、いわゆる「寝たきり」病人は激減し、家族や介護者の負担も激減する。【経
済産業省「長期エネルギー需給見通し（再計算）」】
2025 年には、現在 41 兆円、雇用者数 385 万人の医療介護サービスを、90 兆円超、
670 万人程度の市場と雇用の規模を持つ産業へと成長させる。【内閣府、経済産業省
「未来開拓戦略（J リカバリー・プラン）」】

2025 年

経済

2025 年

経済

2025 年

交通

日本企業は世界の水ビジネスに参入。市場規模は 2005 年の 60 兆円から 2025 年の 100
兆円に。【内閣府、経済産業省「未来開拓戦略（J リカバリー・プラン）」】
2025 年ごろ、ワーク・ライフ・バランスを達成し、活き活きと働ける社会が実現さ
れている。【経済産業省「長期エネルギー需給見通し（再計算）」】
2025 年ごろには、高度道路交通システム（ITS)が整備され、渋滞は解消し、交通事
故が激減する。【首相官邸イノベーション 25 戦略会議「長期戦略指針『イノベーシ
ョン 25』」】

2020 年代

科学技術

CCS（参加炭素回収貯留）の分離回収コストは、2020 年代には、1,000 円台（現在は
4,200 円/t-CO2)に低減させることを目指す。【経済産業省「Cool Earth-エネルギー
革新技術計画」】
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2020 年代

科学技術

定置用燃料電池は、2020～30 年ごろに、現在ｋW あたり 400～500 万円程度のシステ
ム価格を 40 万円、耐久性を現在の 4 万時間から 9 万時間、発電効率を現在の 32％か
ら 36％まで向上させることを目指す。【経済産業省「Cool Earth-エネルギー革新技
術計画」】
～2030 年代～

2030 年

グロー
バル

2030 年

グロー
バル

2030 年

科学技術

2030 年

科学技術

アジアの中産階級人口を現状の 32 億人中 4 億人から 2030 年には 39 億人中 23 億人
へと拡大させる。【経済産業省、環境省「『アジア経済・環境共同体』構想」】
アジアの環境ビジネス市場は、現状の 64 兆円から 2030 年には 4.7 倍の 300 兆円に
拡大することを目指す。【経済産業省、環境省「『アジア経済・環境共同体』構想」】
石炭火力発電は、2030 年以降、発電効率を 57％にまで向上させる次世代 IGCC の実
用化も期待できる。【経済産業省「Cool Earth-エネルギー革新技術計画」】
電気自動車は、2030 年には、現状の容量の 7 倍、コストは 1/40 として、ガソリン自
動車並みのコストで航続距離を 500ｋｍまで拡大させることを目指す。【経済産業省
「Cool Earth-エネルギー革新技術計画」】

2030 年

科学技術

LED の発光効率は、2030 年ごろに 200 lｍ/W（蛍光灯が 80-100 lｍ/W）の実現を目
指す。【経済産業省「Cool Earth-エネルギー革新技術計画」】

2030 年

環境

2030 年までに新築の公共建築物をゼロエミッション化する。【内閣府、経済産業省
「未来開拓戦略（J リカバリー・プラン）」】

2030 年

経済

2030 年ごろまでに 600 万 kl の国産バイオ燃料を生産する。【農林水産省『平成 20
年度 食料・農業・農村白書』】

2030 年

交通

2030 年は、2005 年と比べ、全国交通量は 2.6％減少と推計。【国土交通省「新たな
将来交通需要推計」】

2030 年

人口・世帯

単独世帯は 2030 年には 1,824 万世帯（2005 年比 126％）へと増加。全世帯数の 37.4%
と最も多い類型となる。【国立社会保障・人口問題研究所「日本の世帯数の将来推
計（全国推計）」】

2030 年

人口・世帯

高齢単独世帯は、2030 年には 717 万世帯と、2005 年比 186％。【国立社会保障・人
口問題研究所「日本の世帯数の将来推計（全国推計）」】

2030 年

人口・世帯

労働力人口は、労働市場への参加が進んだ場合、2030 年に 6,180 万人（2006 年は 6,657
万人）と推計。【厚生労働省職業安定局推計「労働市場への参加が進むケース」】

2030 年

人口・世帯

2030 年の平均寿命は、男性 81.88 歳、女性 88.66 歳と推計。【国立社会保障・人口

2030 年

ガバナ

2030 年には「1 サービス、1 行政機関」となるように市町村、都道府県、国の役割分

ンス

担を明確化、必要な権限と財源を移譲。広域自治体としては、道州制を本格導入し、

問題研究所「日本の将来推計人口」】

現行の国の権限を、狭義の公共財に関連するものを除き、原則として地方に移譲。
【経済財政諮問会議「日本 21 世紀ビジョン 生活・地域ワーキンググループ報告書」】
2035 年

人口・世帯

2035 年

人口・世帯

2035 年における東京都の人口は、1,270 万人と推計。【国立社会保障・人口問題研
究所「都道府県別将来推計人口」】
2035 年における日本の 65 歳以上人口比率は 33.7％（2005 年は 20.2％）
、東京は 30.7％
（2005 年は 18.5％）と推計。【国立社会保障・人口問題研究所「都道府県別将来推
計人口」】

2035 年

経済

農村地域における生産年齢人口は、2035 年までに 2005 年の 7 割にまで減少する。
【農
林水産省『平成 20 年度 食料・農業・農村白書』】
～2050 年～

2050 年

人口・世帯

2050 年の日本の総人口は、9,500 万人と推計。【国立社会保障・人口問題研究所「日
本の将来推計人口」】

2050 年

環境

世界全体で 2050 年に温室効果ガスを半減。【環境省「STOP THE 温暖化」】
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2050 年

環境

日本は 2050 年までに温室効果ガスの排出を 80％に削減。エネルギー需要（約 40％
改善）×エネルギーの低炭素化（約 70％改善）＝約 80％削減。【環境省「温室効果
ガス 2050 年 80％削減のためのビジョン」】

2050 年

環境

ITS の利用によって１台の自動車が１ｋｍ走る際に排出する二酸化炭素を 2050 年に
は 25％以上削減することが可能（エネルギーITS 研究会の試算）。
【経済産業省「Cool
Earth-エネルギー革新技術計画」】

2050 年

交通

電気自動車燃料電池自動車等モータ駆動自動車の普及。【国立環境研究所ほか「2050
日本低炭素社会シナリオ」】

2050 年

交通

公共交通機関（鉄道、LRT、バス）への旅客交通のモーダルシフトの促進。【国立環
境研究所ほか「2050 日本低炭素社会シナリオ」】

■出典一覧■
・IT 戦略本部「i-Japan 戦略 2015」2009 年 7 月
・環境省「温室効果ガス 2050 年 80％削減のためのビジョン」2009 年 8 月
・環境省「STOP THE 温暖化」2008 年
・観光庁「観光立国推進基本計画」2007 年 6 月
・経済財政諮問会議「経済成長戦略」2008 年 6 月
・経済産業省「技術戦略マップ 2006」2006 年 4 月
・経済産業省「新経済成長戦略」2006 年 6 月
・経済産業省「Cool Earth－エネルギー革新技術計画」2008 年 3 月
・経済産業省「長期エネルギー需給見通し（再計算）」2009 年 8 月
・経済産業省・環境省「「アジア経済・環境共同体」構想」2008 年 5 月
・国土交通省「国土形成計画（全国計画）（閣議決定）」2008 年 7 月
・国土交通省「新たな将来交通需要推計」2008 年 11 月
・国土交通省運輸政策審議会答申第 18 号「東京圏における高速鉄道を中心とする交通網の整備に関する基
本計画について（答申）」2000 年 1 月
・国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」2006 年 12 月
・国立社会保障・人口問題研究所「日本の世帯数の将来推計（全国推計）」2008 年 3 月
・首相官邸イノベーション 25 戦略会議「長期戦略指針『イノベーション 25』」2007 年 5 月
・東京都「「10 年後の東京」への実行プログラム 2009」2008 年 12 月
・東京都環境局「東京におけるヒートアイランド対策」
・内閣官房道州制ビジョン懇談会「道州制ビジョン懇談会中間報告」2008 年 3 月
・内閣府、経済産業省「未来開拓戦略（J リカバリー・プラン）」2009 年 4 月
・農林水産省「食料・農業・農村基本計画」2005 年 3 月
・農林水産省『食料・農業・農村白書 平成 20 年度版』2008 年 6 月
・文部科学省『科学技術白書

平成 21 年版』2009 年 6 月

・文部科学省ほか「留学生 30 万人計画」2008 年 7 月
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