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4月 のパ ネル展 に、箕面市の各町別、年齢別人 口統計 を分析 し、 1高 齢者 の割合 の高 い
町、低 い町 Jな どを図表 に して展示 しま した。多 くの方が足を lLめて 、熱心 に見 てお られ、
関心 の深 いことを知 りま した(D
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箕面 は、明治43年 の阪急 の開業 (箕面有馬電気軌道)を 機 に住宅開発 が行われ、桜井住
宅、箕面住宅、桜 ケ丘住宅、百楽荘住宅 など、次 々に住 宅 開発 が進みま した。戦後、大阪
とした企 業に勤 める人 々が、箕面線沿 いに移 り住 みま した。 これ らは、田畑を一枚
を呻助己ヽ
‐
枚宅地化 した小規模住宅 や文化住宅 が主流 で したが 、経済復興 が進 みます と、企 業 は人
材確保 、福利厚生 の柱 として、社宅や集 合住宅を交通 の便 の良 い箕面 に造 りました。
一
方、国 や府、市 も政策 と して、集合住宅 の建設を、大規模 な宅地造成 ■1事と共 に推進
しま した(。この結果人 口が急増 し、市制施行 (昭和31)が 行われ ま した。
また 、都市計画法 の改 正を受 けて、総合基本計画が策定 (昭和43)さ れ、箕面市の骨格
が確 立 し、道路、下水道、大規模造成 など、 これ まで個別 に行 われて い ました インフラ整
備 が、総合 プランと して位置づ け らま した。
戦後 日本経済 の復興、発展 に伴 い企業に勤 め る人 の移動 (転勤)が 、全国規模 に拡大 し

‐
が
fゆ きました.こ れは農 業、林 業、漁業などσ)第 ‐
次産 業か ら、原材料 に乏 しい我が1可
経済成長す る道 と して、1劇を挙げて製造 業を中心 とした第 1次産業 に力を7)き ましたt,次
いで都 lifやIi業
地帯 へυ)人￨1集中に伴 い、物流、金融、商業、サー ビスなど第 :次産 業が
― ターの発達が大きく支え まし
̀た̀,腱えて 、高学歴化の
発達 しま した̀、これ らを コ ンピ1■
中を招 きまtた́̀ッ
波 も大学,人 「￨の都 ￨lf集
もi葛
現在、箕llll市
齢化 の問題を抱えて いて 、
年 々その地域か拡大 tつ́つあ ります.戦 前、
戦後多量に移住 し、終の住処 と考えた多 くの
人 々、1キ
代 の流れ とは云え̲、 rや 孫 が家を引
￨:活拠点を も
き継がず、多 くは箕前i市以外でノ
)ています。その為 、￨￨1集
落や昭和10年代以
・
tの建物 (既存市街地 )の fヽ人 は、始 どが高
翁
,して、独 り暮 らしも増 えています.
齢夫婦暮 ′
むか し住宅を処分す るケ ー スは少 な く、見掛
は見 られ ません1)r孫 が家を弓￨き継 ぐ見通 しが薄 ければ、補修費
け ll街並みに大きな変 fヒ
も掛 けられず、遂 に売却 術 :続処分 など)が 発41します.‖1来の家屋 で は現代 の生活様式
1 lJ夏
とズ レがノ
iiじる為 か、始 どが ‐
地 と ￨´
て、新 t̲い家屋 が建 ちます.111代交代 が ス
一 ズな場合 で も、例 え̲ばri動車
ニ、
1を持てば、
′ず、敷地
駐 嗜:スベ ー スを作 らなけれは41「
カ1、イi力
1、板
内へ の導 入路 が必要で、生 :ナ
塀、1(屋Flなとを改修せざるを得 ません(,
身近かな例 は、「I分自身の読 み違 い (想
li′
とは北摂 の11:鐘
や千
定外 )で す 箕由iのイ
1;l汚
:陵 (「
打山)の 斜由iに多 く点 4́:しますぃ
)
、多 くは現役 のパ リバ ljでll当た ″
購入Hき
の良 い、「
9 まし
ンた(,t´
か t̲、総 して玄関 まで階段を 11るケー スが大 ｀
打向 きの家 を求 ￨‐
11で、
なか ,iIか、高齢 となの11い物 などを終えて 、最後 に階段 を 11るの
才
Tい頃は全 く気 に lllyぅ
は きつ い .足 腰 に故障 があればFt更です(立い興tiど集合住宅のエ レベー ターの設:ミ
か無 い
弓
て以 ドの ケー ス もIFl様
で、高齢者 には大 きな負担 とな ￢ています.
LFrti建
此れ までの街づ くり (都:!f計
仲illど)は 、 1:に新 しい仕iづくり 晰 規開発 )を 対象 に し
′
て きました̀:￨IJ街
地 の拡大時期 は、意義 のある重要なテーマであ りま したか、高齢化 が急
す ると、￨ll来
の街並み (既存 :ij街
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考 え̲なければなり
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い街造 り も始 ま ￢でいます…
しか し、既存住宅街 ては、逆路などの インフラ整備 も不 ￨‐
)を現在 の基準で新
分で、これ 「
lll有
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お りません(.特に分譲イ
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1:宅で′
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能代 の大火後 の復興 などの例 が見 られます)
一方 で、田畑 などは土地 区画整理事業 で、
減分 (所有地 の一部を拠出 し道路 など公共地
とす る)な どによ り、整然 と した街並みが生
まれています。 (萱野中央、小野原地区 など)
同様 の手法 が既存市街地 の再生 に活かせない
で しょうか。現状では消防車、救急車 など緊
急車両 も入れ ない街 があ り、地震、火災、水
害 など防災対策 が 叫ばれてい る一方、住民 の
高齢化 で年 々難 しくな ってい ます。最早、問題 の先送 りでな く、積極的 な取 り組みが必要
とな っています。老朽化 した公営集合住宅 の建 て替え も、時間的猶予 はあ りません。
既存市街地 の再 生が ハ ー ドなら、生活支援 はソフ トで、此れも高齢化社会 では大切なこ
とです。 山麓部 の傾斜地 の住宅 では、高齢化 に伴 って買 い物、通院 などが不便 となってい
ます。おれん じゆず るバ スの運行 は、 これ らの住民 の貴重 な足 とな っています。 しか し、
多 くは住宅専用地 のため、商店 だけでな くコ ンビニす ら進 出が法的に難 しい。加えて住民
もコ ンビニの進出 は、総論賛成 だが我 が家 の隣 は反対 など、理解 が得 られに くい。昨今 は
インター ネ ッ ト、 メールで買 い物 が 出来 た り、巡回販売、配達 など流通業界が高齢化対策
を図 っています。 これ らの発展 と促進 が期待 されます。
大 きな屋敷や社宅 の建 て替 えに付 いて 、
一定面積以上 の ものは、市 の条例 などで規
空が大
制を受 けます。住宅 メーカーが、 「
き く見 え る街Jを キ ャ ッチフ レーズに広告
を出 した り、景観形成地区の指定を受 けて、
販売戦略の柱 と した例 など、住宅建設 に景
観 や街 の 自然環境 が大 き く問われ始 めた。
成熟社会 に入 ると、人 々のニーズは 自然
環境 の整備 に 目を向けて きた。誰 で も住居
を定 める際 に、交通 の便利 さ、教育環境、生活 の利便性を ポイ ン トと しが、最近 では、高
齢者 の福祉施設、医療施設 も小児医療か ら高齢者医療 に変化 し、さらに景観 や緑 など 自然
環境 への関心 が高 ま っています。
箕面市 は北摂 の 山並 みが、何処か らで も目に入 り、み どり豊かな街 と思われていますが、
街 中 に入 ると、森 は少 な く。所謂 「
鎮守 の杜」と称す る神社周辺 の杜 も規模が小 さ く、大
みどり豊かな街 づ くり」を目指 して施策を打 ち出
きな樹木 の繁 る公 園 も少 ない。市 では 「
しているが、緑 の育成 は時間が係 り、街へ の変化 はなかなか成果 が 出 に くい。
そんな状況 で依然 と して強 い新規 の住宅用地への要望 に、箕面市 の貴重 なみどりの空間
田園が減少 しています。
人 口統計 は比較的先読 みが可能な もので、早 くか ら対策 を考 えることが 出来ます。 それ
だけに、 いろいろと法 制度 など問題 や障壁 は高 いが、既存市街地 の再生 が必要 です。高齢
者が快適 に住み続 けられる為 に、市民全員で考えま しょう。 (大 町

凱彦)
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私達 の住む、かけがえのない農地を守 るためにできること !
箕面市 みどりまちづ くり部

農 とみどり政策課

野澤

昌弘

気候、土壌、土 ・・・農業 に適 した 自然環境 がそろ った箕面市域 には約
200ha(甲 子園球場 5個少 し分)の 農地 が残 ってい ます。農地 のおよそ半
分 は水 田です。畑では露地栽培 による旬野菜 が栽培 され、 ナス ビ、きゅう
り、 トマ トといった夏野菜 が 出荷 の ピー クを迎えています。箕面 な らでは

の特産品として、ゆず、 ビワ、栗、山椒、山菜も人気があります。
近年、都市化 の圧力や産業 と しての農業不振を背景 に、後継者 の農業離

￨

れによる農業従事者 の減少や高齢化、山すそ部を中心 に農道等が劣化 し耕
作条件 の悪化、 シカや猪、サルによる食害 など様 々な問題 か ら、耕作 されない遊休農地が
増 えてお り、農業 の足腰 は今後 ますます弱 まることが懸念 されます。都市近郊農業 の傾向
です。
皆 さんの身近 で、田畑 がいつの まにかマ ンシ ョンや駐 車場 に変わ っていたなどの、経験
があるで しょう。一旦、農地を壊 しコ ンク リー トを張れば、再 びそこで農業を営む ことは
で きません。
箕面市 では、都市農業 と農地を守
るため様 々な取組 みを行 ってい ます。
農家 だけでは耕作 出来 ない農地を守
るため、平成 21年

6月か ら援農 ボ

ランティア 「
農業 サポー ター制度J
を実施 しています。地域住民が ボラ
ンテ ィアで農業 に関わ る仕組みで、
定年後 など農作業 などに関心を持 ち、
土 に触れてみたい方 など現在 82名
の方 が登録 され、人 手不足 の高齢農
家 などで農作業 のお手伝 いをされて
い ます。 また、平成 21年 の農地制度改正 によ り非農業者 の農業参入が緩和 された ことを
契機 に、農地 の貸 し手 と借 り手 の間 に行政 が入 って賃借契約 (利用権設定)を 結 ぶ お手伝
いを進めて います。現在農地 34筆 が
経営規模拡大 を希望す る農業者 や一般
企業、団体 などに貸 し出 され、遊休化
させず農地 と して活用 が図 られて いま
す。 このよ うに農業後継者 が誕生す る
までの担 い手不在 の タイムラグを、地
域 の多様 なセ クターの力 で農地 として
つなげていこうと考えて います。
また農業 にとって、 「
農地 や後継者
(人)な どの問題」 に対す る施策 に加
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