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泉ビレジ連合町内会Work Shop

住み継がれる街づくり

泉ビレジ・館団地との出会い
・この間，学生たちの卒業研究を実地指導 … 多様なテーマ・地域

「住み継ぐこと」の意味

・2017年，郊外団地に住むゼミ学生が,自らの経験をもとに
「買い物不便」問題をテーマに。

高野岳彦

・河北新報の記事から、クルリン号を誘致した館と向陽台に着目

東北学院大学教養学部地域構想学科

… 高齢化が進んだ向陽台， 子育て世代が多い館

・自己紹介
・泉ビレジとの出会い：卒業研究紹介
・「住み継ぐ」ことの意味

・両団地の統計分析
… 人口，世帯
・経済統計，住宅地図
… 小売・サービス業の
立地変化

・向陽台 … 超高齢化， メインス
リートの小売店大幅減少，隣接
団地の巨大スーパーの商圏に
・館団地 … 子育て世代も多い。
商業機能は僅少。

・藤崎スーパー
にクルリン号の
経営戦略につい
て聞き取り

・両団地の連合町内会長さんに，クルリン誘致の経緯，
団地の地域づくり課題についてヒアリング
・クルリン号の利用客へのヒアリング調査
17.10.09

自己紹介

クルリン号誘致６団地の比較

・東北学院，高野 で検索すると⇒

・2004年，福島大学から東北
学院に移り，15年目
・泉キャンパスの地域構想
学科に所属
・専門：人文地理学 … 諸事
象を位置，空間，土地，環境，
場所との関係＝「地域性」
の観点から考える。
・研究対象 … 東北各地の地域問題
・福島時代 … 阿武隈・奥会津山村の振興，むらおこし
・東北学院 … 農林漁業の六次産業化（仙台近隣，三陸沿岸）
・震災後 … 沿岸地域の被害・復興
・2015年〜 阿武隈山村の「地域の宝」委託調査
・理論研究 … 「場所論」 ⇒ 翻訳書 『場所の現象学』ちくま文庫
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向陽台

小売・サービス施設の立地

入居世代

泉ビレジ↓サービスセンター型

1967入居開始

向陽台↓メインストリート型

子世代
孫世代

・３世代ピーク型
・ピークの崩れは，
アパートによる？

・20年以上居住者率41.6％
※館27.4％，泉区31.5％

1993

泉ビレジ

周辺地域の
商業立地

入居開始
1989年

向陽台
明石台の
SCが至近

1986

1992

1982
1991

非就業者
世帯率％
6丁目14.8
5丁目17.8
4丁目11.5
3丁目14.5
2丁目23.4
1丁目24.8

みやぎ生協
商業センター
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わかったこと
泉ビレジ

・クルリン号利用者の属性
・買い物困難者 ＋ ちょっと買い
・多くが徒歩5分程度の最近隣住民
⇒ 利用できない買い物困難者も多く潜在

孤立状態

・経営側の工夫：フジサキ
・現状では採算ベースに乗らない
・購入額を高める工夫 … ニーズ見極め
・店舗で扱わない特別商品を工夫
・付帯サービスの工夫

中山イオン

寺岡

★経営側・受け入れ地域の諸グループと
意志疎通を図りながら，複合的・相乗的な
サービスを併用する工夫が必要

「住み継ぐ」ということ

向陽台

高森

・受け入れ地域の工夫
・営業時刻にあわせて
交流テント設営（向陽台）
・移動図書館の開設に
合わせる（館）

将監
山の寺
鶴が丘

館
加茂

・物的環境，アメニティー

東勝山
吉成

・社会環境＝近隣コミュニティー，
Social Capital

虹の丘
南光台
鶴ケ谷

水の森

貝ヶ森

・「住み継ぐ」＝住みやすい

中江

・４つの問題レベル … 国，都市圏，
近隣，家族（世帯）

仙台駅

折立

・高度経済成長期以降，自営業が衰退
⇒ 生産・生業単位としての家が解体
太白

茂庭台

緑ケ丘
ひより台
日本平

高齢者のみ世帯率
（2015国勢調査）

恵和町

⇒ 生業と結びついた先祖代々の居住地
が流動化 ⇒ 人口移動社会
…支店都市，大学都市の仙台で顕著

家族（世帯）
・少子化，小家族化， 1人世帯化
・たまにしか会わない家族
・「家」が担っていた「共同」が次々外部化
… 冠婚葬祭，農作業，介護，子育て

・遠隔家族の協力
・新たな「拡大家族」世帯
… コーポラティブ居住
⇒「家族」と「世帯」の共同・共生
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近隣

… コミュニティー

丸森大張「なんでもや」

… 集落，町内，連合町内会
⇒ 外部化する「家」の機能を代替する
組織として，「近隣」はますます重要に。
・農村 … 2007年から農家に代わる集落営農
組織への移行が急進展。
・空洞化市街地 … TMO「街づくり会社」
・衰退商店街 … SSMO「商店街会社」
・観光地 … DMO（観光地会社）
・これらは共同化の目標が同じなのでまとまり
やすいが …
・こうした流れは，自治体財政が厳しさを増す中で，
近い将来，「近隣」の維持にまで波及するだろう

・地区唯一の小売店だったJA支店が2000年に閉店。
商工会メンバーが中心になり， 地区300世帯のうち
200世帯から2000円出資金を集め，遊休化したJA
施設を譲りうけて，2003年12月6日オープン。2008年
総務大臣賞受賞。今も存続。

沖縄の共同店
・お手本は，沖縄ヤンバルの共同店

★「住み継ぐ」コミュニティーになるかどうか
は， 近隣＝町内会・連合町内会の取り組み
にかかっている。
奥集落の共同店

都市圏

日本

… 通勤，通学，買い物，通院
… 館団地の場合は，泉中央または
仙台中心部を含む「都市圏」

・気になるのは，仙台市の「コンパクトシティー」施策
・環境負荷（CO2）低減，行政コスト削減の効果

⇒仙台市の都市計画・
交通計画の問題
…軌道交通の拠点に機能集約
⇒ 郊外団地の淘汰？

…人口減少， 縮小経済，縮小社会
・定常型社会 … 拡大・成長なしにも豊か
さが実現できる社会（広井良典，矢作弘）
・縮充社会 … 縮小しながらも充実した
暮らしのある社会（山崎亮）
… しかしそれは自動的には実現できない。
縮小・縮充時代のキーワード
・「総人口」から「活動人口」 … 総活躍社会
・陳情・要求から「参加」へ … 参加社会
・「私民」，住民から より公共精神をもつ
「市民」へ … 市民協働社会
・キーワードは「参加」と「協働」
⇒ 問われるのは，まとまる力，社会力

国勢調査の度に厳しくなる人口推計

・10周年記念誌によると，団地内には多数のサー
クルがあり，盛大な夏祭りもあり，「社会力」は十分。
・それを「住み継ぐ」ための課題の洗い出しと解
決・実現に結集する「仕組み」づくり＝「デザイン」
と「ガバナンス」が重要に。
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「10周年記念誌」所収

・将来 … 何もしなければ縮小する地域社会
質問２

質問１

・「住み継ぐ」ことの意味

館に住んで良かった？

… 世代を超えた長期スパンで「地域」の持続
の仕方をみんなで考えること

・はい 73％
・いいえ ７％

・そして，来たるべき「郊外再編」の時に備えて，
「淘汰」されない住みよいコミュニティーの拠点
を先んじて作り上げること。

「はい」の理由
・空気がきれい
・緑が多い
・街並みがきれい
・静かな環境

問題点

… それは新時代の城「八乙女館」をつくり上げる
ことなのかもしれない。

・コミュニティ維持には機能が不足がち … 職場，買い物，医療，福祉，娯楽
・世代の更新が進むような「仕掛け」づくりが必要。

質問３

特徴
・交流，コミュニケーション，助け
合い，共生関係を求める回答が
多数。
・しかしその関係の「あり方」に
は特徴が … 住み込み過ぎない，
干渉しすぎない関係
・あいさつをしあおう … 実践の
第一歩
・子育て，教育についてふれた回
答が少ない。
… 「都会人」の特徴

★15年後の今は？

