
地域調査報告　14　互992

つくば市における人口の特性

篠原秀一。橋本雄一。鹿嶋 洋。平　篤志

I　はじめに

　つくば市は，首都東京から北東へ約60キロメー

トル離れた茨城県南部に位置し，土浦市と並んで

茨城県南部の申心都市である。土浦市が自然形成

的な商業都市の性格が強いのに対して，つくば市

は研究学園地区を申核とし，計画都市としての性

格が強い。東京との交通条件は必ずしも良好では

ないため，現在のつくば市では東京への通勤・通

学者が多くはない・しかし，筑波研究学園都市は

日本最大の頭脳都市であり，東京をはじめとする

他の都市とつくば市との人的交流は活発である。

　本報告は，人口の基本的構成と社会的動態を考

察することにより，つくば市の人口の特性を明ら

かにすることを目的とする。そのため，まず，人

口の基本的構成とその変化を，国勢調査および住

民登録台帳による人口統計から把握する。次に，

転入・転出・転居人口を男女別・年齢階層別に分

析することにより，つくば市における人口の移動

パターンを明らかにする。最後に，アンケート調

査をもとに，人口移動の理由と移動者の属性を考

察する。以上により，つくば市を人口の側面から

最も効果的に説明できると考える。

皿　人口の基本的構成

　班一1　地区別人口構成

　現在のつくば市は，桜村，谷圧1部町，豊里町，

大穂町，筑波町の5町村が合併したものである。

1990年5月1日現在，つくば市の人口は13万

8，676，世帯数は47，862を数える。これを旧町村

別にみると，旧桜村が44，327人，19，079世帯と最

も多く，これに続く旧谷田部町が43，59γ人，

ユ5，480世帯である。！世帯当たりの人数はつくば

市平均が2．9人で，この値を旧桜村（2．3人）と旧
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第1図　つくば市の地区別人口・世帯数

（1990年5月，つくば市住民登録人口統計に

よる）



谷田部町（2．8人）が下回り，旧豊里町（4．0人），

旧大穂町（3．5人），旧筑波町（3．9人）は上回る。

総人口に対する男性の割合はつくば市平均が

52．3％で，この値を旧桜村（54．2％）と旧谷田部

町（52．3％）が上回った。人口と世帯数からみる

と，つくば市において旧桜村と旧谷田部町は他の

旧町村と対照的である。

　第1図は，申学校区をもとにつくば市を11の地

区に分け，人口と世帯数の分布を示したものであ

る。つくば市においては南東に人口が偏って分布

していることが分かる。つくば市の平均以上に男

性比率の高い地区は，竹園地区（58．4％）と手代

木地区（55．9％）で，この両地区は1世帯当りの

人数もそれぞれ1．7人，2．O人と少ない。他の地区

は，男性の比率が市平均よりも低く，！世帯当り

の人数が市平均よりも多い。旧桜村と旧谷田部町

が他の旧町村と対照的なのは，それぞれ竹園地区

と手代木地区を含むからである1）。

　班一2　人口構成の変化

　1）人口と世帯数

　つくば市を構成する旧5町村のうち，人口と世

帯数の多い地区は，1990年現在は旧桜村と旧谷田

部町だが，1965年には筑波町と谷日ヨ部町であっ

た2）。つくば市全域の人口は1965年と1970年の問

に若干減少するが，1970年から1990年にかけて増

加し，特に1975年とヱ980年の閻には81，201人から

110，546人へと1．7倍に増加した。これに対して，

全域の世帯数は1965年の15，347世帯から1990年の

47，862世帯まで一貫して増加し，これに反比例し

て1世帯当りの人数が減少した。この変化は，人

口と同様に1975年と1980年の問に著しい。

　旧町村別にみると，旧桜村と旧谷田部町の人口

だけが1965年と1970年の間にも減少していない。

また，1965年と1990年の人口と世帯数を比較する

と，つくば市全域は1．9倍と3．1倍に増加したのに

対し，旧桜村と旧谷田部町はそれぞれ人口が5．O

倍と2．2倍，世帯数が10倍と3．7倍に増加した。

　つくば市の昼夜間人口は，！980年と1985年の間

に流出超過から流入超過に転じた。旧桜村と旧谷

田部町では，それ以前の1975年と1980年の間に流

出超過から流入超過に転じ，これに対して他の旧

町村では1985年の時点でも夜間人口の方が昼間人

口よりも多い。

　2）年齢・男女別人口構成

　1970年から1985年にかけてのつくば市の人口増

加は，旧桜村を中心に20歳台の人口が増加したこ

とが最大の原因である。旧桜村では，19γ0年と

1975年の聞に！5－34歳の人口が2倍以上になり，

1975年と1980年の問にO－14，20－44，50－54歳の人

口が2倍以上に増加した。1970年と1975年の間で

は，男性が15－34歳の年齢層で2倍以上になった

のに対し，女性は25－29歳の年齢層の人口が2倍

になったのにとどまった。1975年と1980年の間に

は，男性がO－14および20－54歳の年齢層，女性が

O－44歳の年齢層で2倍以上に増加した。つくば市

の人口増加は，より若年人口が，あるいは男性が

女性よりも先行したと言える。

　3）就業人口

　つくば市全域における就業人口は，総人口と同

様に増加してきた。15歳以上の人口に対する就業

者率は1970年から1980年にかけて低下した。これ

を年齢階級別にみると，15－19歳が1965年から

1975年の間に，20－29歳が1965年から1980年の間

に，30－64歳が1965年から1975年の間に就業率を

低下させた3）。

　産業別には，1965年の時点では農林水産業者が

最も多く，これはつくば市全域に共通の特徴で

あった4）。1965年から1985年にかけて，つくば市

では農林水産業者数が減少し，商業・サービス業

者が増加した。特に，旧桜村では，1970年から

1980年にかけて農林水産業者が急減し，商業・

サービス業者が急増した。1985年における1日桜村

では，農林水産業者が就業者全体の8％にまで減

少し，商業・サービス業者が就業者全体の76％に

達した。

　以上のように，つくば市の近年の人口特性を最

も反映する地域は旧桜村と旧谷田部町である。旧

桜村と旧谷田部町は筑波研究学園地区を擁し，つ
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くば市内外との人的交流の盛んな地域である。し

たがって，以下の人口移動に関する分析は，1日桜

村と旧谷田部町をあわせたつくば市南部を対象地

域とする。

皿　人口移動のパターン

　皿一1　資料

　1990年度のつくば市南部における転入者，転出

者，および転居者について分析するため，工989年

2月1日から1990年4月30日までに，つくば市谷

田部支所，桜支所に提出された転入者届，転出屈，

転居届を資料とした。このうち，1989年4月1日

から1990年3月3ユ日までにおける移動世帯の20％

を抽出し，個人の転入・転出・転居移動を分析対

象とした。対象となる世帯は，転入が1，272，転

出が973，転居が1，03ヱであった。なお，分析にお

ける年齢階級は，つくば市における人口構成を考

慮し，橋本・村山（1991）を参考にして，O－14歳，

15－19歳，20－29歳，30－64歳，65歳以上の5階級
とした5）。

　皿一2　転入移動

　分析対象となる転入者はユ，827人であり，うち

男性は1，055人，女性は772人である（第1表）。

年齢階級別にみると，15－19歳およぴ20－29歳の転

入者が多く，特に男性の転入者が目だつ。

　50人以上の転入者を出した都府県の転入者の合

計は全体の36．5％にあたる（第2表）。これによ

ると東京大都市圏に属する地域や大阪府からの転

入者が多く，特に，20－29歳の男性の転入者が多

数存在する。つくば市が東京大都市圏と関係が強

いことは，このことから明らかである。茨城県内

から転入した者は420人で，全体の30％にあたる。

この転入者の中では，20－29歳の男性が特に多い。

10人以上の転入者を輩出した県内市町村は，水戸

市，日立市を除くと，すべてつくば市南部を取り

まくように分布する（第2図）。水戸市，土浦市，

藤代町，石下町を除く市町村をみると，男性より

も女性の方が多く，県外からの転入者とは逆の傾

向がみられる。これらの転入者を年齢階級別にみ

ると，20－29歳の女性が多い。また水戸市や土浦

市でも，O－14歳の割合が高く，家族としての移動

が多いことがうかがえる。

　転入先を地区別にみると，研究学園地区を含む

第1表　つくば市南部における年齢階級別転

　　　　入・転出・転居者数（工989年度，つ

　　　　くば市役所転入・転居・転居届
　　　　（20％抽出）による）

転入 転出 転居
年齢階級

男性　女性 男性　女性 男性　女性

○づ4 144　154 106　1！5 12！　133
15－19 202　134 68　　37 93　　74
20－29 389　242 367　24ユ 449　25ユ
30－64 307　210 303　ユ85 238　180
65一 13　　32 5　　8 9　　19

計 1055　772 849　586 910　657

単位：年齢階級（歳），男性（人），女性（人）

第2表 つくば市南部における年齢階級別転入者数（1989年度，50人以上，つくば市役所

転入届（20％抽出）による）

男性 女性
計

O－14 15－19 20－29 30－64　65一 0－14　　！5－！9　　20－29　　30－64 65一

茨 城 36 24 86 65 2 44 22 78 51 12 420

東 山
尿

！6 9 53 52 ユ 王7 13 26 37 8 232

神奈川 15 12 35 30 1 13 7 25 23 3 164

千 葉 13 7 3！ 25 3 12 4 20 ！5 2 132

大 阪 12 8 12 ！7 1 9 ！ 8 1！ 0 79

埼 玉 4 7 19 8 O 4 3 9 5 1 60
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男性　女性

年齢階級（歳）
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第2図　つくば市南部における茨城県内市町

　　　　村からの年齢階級別転入者数（1989

　　　　年度，10人以上，（つくば市役所転

　　　　入届（20％抽出）による）

竹園地区，手代木地区，並木地区，谷田部東地区

への転入者が多い（第3図）。竹園地区へは全体

の42．5％が転入しており，男性の比率が非常に高

い。竹園地区への転入者は，15－19歳と20－29歳の

年齢階級の割合が高く，他の地区に比べて若年者

が多い。これは，竹園地区に大学や研究所が多数

存在し，職員や学生のための住宅が多いためであ

る。手代木地区，並木地区，谷田部東地区も転入

者が多いが，竹園地区に比べると男女の差が小さ

く，O－14歳の割合も高い。このことは，これらの

地区へ子供を伴う家族の転入が多いことをうかが

わせる。谷田部西地区，桜地区，高山地区は転入

者が少なく，研究学園地区を含む地域とは対照的

である。

男性女性

転入者数（人）

　　　　500
　　　　400
　　　　300
　　　　200
　　　　ユOO

　　　高山　　。／

　　　　　　　　干ぺ木

　　　　　　　　　　　　　　（．
　　　　　　　　　　　　　　㌧　桜

　　　　　　　　　　　　　　！＼・へ．

　　　　　　　　　　　　　0　　　　　　4k㎜

　　　　　　　　　　　　　装
第3図　つくば市南部への年齢階級別転入者

　　　　数（1989年度，つくば市役所転入届

　　　　（20％抽出）による）

　　　　年齢階級の凡例は第2図と同じ、

　皿一3　転出移動

　分析対象となる転出者は1，435人であり，うち

男性は847人，女性は586人である（第1表）。年

齢階級別にみると，20－29歳の転出者が特に多い。

これは，大学を卒業して就業地へと向かう移動が

含まれるためと考えられる。

　50人以上が転出した都府県の転出者の合計は全

体の35．1％にあたる（第3表）。東京大都市圏へ

の転出者が多く，特に，20－29歳の男性転出者が

多数存在する。国外へも61人が転出しており，日

本最大の研究学園地区を擁する地域としての特色

を反映している。茨城県内へ転出した者は435人

で，これは全体の30．3％にあたる。この中では，

30－64歳の男性が特に多く，転入者の場合より年

長者が多い。10人以上が転出した県内市町村をみ

ると，水戸市，日立市を除く市町村は，すべてつ

くば市南部を取りまくようにに分布し，県西の市

町村への転出はみられない（第4図）。水戸市，

茎崎町，新治村を除く市町村への転出者は男性の
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第3表つくば市南部における年齢階級別転出者数（1989年度，50人以上，つくば市役所

　　　転出届（20％抽出）による）

男性 女性
計

O一ユ4　　ユ5一ユ9　　20－29　　30－64　　　65一 O一ユ4 ユ5一ユ9 20－29 30－64 65一

茨城 32 24 64 95 3 42 19 79 73 4 435

東京 u 15 72 遂2 O 8 6 44 26 0 224

神奈川 7 4 29 21 O 9 2 24 ユO O 106

千葉 遁 5 39 17 1 2 ！ 24 7 王 ユ01

大 阪 6 2 23 ユ9 ユ 7 2 7 5 O 72

埼玉 12 O ユ 21 O 10 O 5 ！2 O 6！

転出者数（人）

◆し
　　　　80

ぐ
F　　　　60

　　　　40
　　　　20

0　　　　30k㎜

第4図　つくば市南部における茨城県内市町

　　　村への年齢階級別転出者数

　　　　（1989年度，10人以上，つくば市役

　　　所転出届（20％抽出）による）

方が多い。男女ともO一ユ4歳および30－64歳の割合

が高く，家族としての移動が多いことがうかがえ

る。また，常磐線沿線の市町村では20－29歳の転

出者の比率が高いが，これには大学卒業後，就業

のために移’動する者が多数含まれるためと考えら

転出者数（人）

　　　　500
　　　　400
　　　　300
　　　　200
　　　　ユOO

第5図

　　／

手代木

／戸　、
［．一．ギヘヘ

4km

つくば市南部からの年齢階級別転出

者数（ユ989年度，つくば市役所転出

届（20％抽出）による）

年齢階級の凡例は第4図と同じ．

れる。

　前住地を地区別にみると，研究学園地区を含む

竹園地区，手代木地区，並木地区からの転出者が

多い（第5図）。中でも，竹園地区からの転出者

は全体の40．1％を占め，男性の比率が非常に多い。

竹園地区には大学の周囲に学生の宿舎やアパート

が多数あり，卒業後，就業地へ移動する者が多い。

このため，竹園地区は20－29歳の転出者の割合が

高い。手代木地区にも学生が多数居住し，同様の
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傾向がみられる。並木地区も転出者が多いが，竹

園地区と手代木地区より男女の差が小さく，O

－14歳の割合も高い。これは，並木地区では子供

を伴う家族の転出が多いことをうかがわせる。谷

田部西地区，谷田部東地区，桜地区，高山地区は

転出者が少なく，研究学園地区を含む地域とは対

照的である。

　皿一4　転居移動

　分析対象となる転居者は1，567人であり，うち

男性は910人，女性は657人である（第1表）。年

齢階級別にみると，20－29歳の男性の転居者が特

に多い。

　O－14歳の男性の場合（第6図a），竹園地区と

並木地区での自地区内移動が多い。地区の境界を

a）0－14歳 b）！5－！9歳
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　　　　　　　　　　　f
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　　　ノ　、　　　1　、
ザー∫　三’　｛㌧、、

一　、・（二、、ダ・、しrへ八

㊧㌧鰯斗・
　　　　　＼
　　　　　．」 ／

0　　　’　　　軸m

r’へ〕

｝

　　　　　　　　｛
　　　　　　　　～
　　　　1　　！
　　　／　、1◎1

　　　1　・1！
　、ガJ　　　l、
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「　　、’　　1　、
　　ぺ・’　　∩　！
　！ト　　ヘ！r〔．へ
／＼．／　し！㌧へ．
〔し、　姓、ご一⑧

1ノ　／
0　　　　　　　銚m

c）20－29歳 d）30－64歳

r｛’）

｝

／

　　　　　　　　　　　｛
　　　　　　　　　　　4
　　　　　　　1　　　！
　　　　　　／、側

　　　　ノノぐ
　　　　r）　◎　r　～
　　　ノ　、　　　1　・

ジ〆ふ灯一
　〇毎ζ（’一一フFo
　　　　　l・ル　／

　　　　　　　　　　0　　　　　　銚m
　　　　　　　　　　曳

自地区内移動者数（人）

　　　⑧　5－9

◎10－19

◎20－49

㊧50－g9

⑱1・・一

　　地区間移動者数（人）
く一一一一一　　5－9

←10－19

頃醐醒翻20－49

＜竃麗囲50－g9

捧覇1・・一

第6図 つくば市南部における男性の転居移
動（1989年度，つくば市役所転居届

（20％抽出）による）
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越えた移動は，竹園地区から谷田部東地区への移

動と，並木地区から谷田部東地区への移動のみが

目だつ。なお，この移動傾向は，30－64歳の移動

と重なる。

　15－19歳の男性（第6図b）は，竹園地区での

白地区内移動と，竹園地区から手代木地区への移

動が多い。これらの移動の中には大学の宿舎から

天久保や春日など学生アパートの多い地区への転

居が数多く含まれる。

　20－29歳の男性（第6図c）は，竹園地区での自

地区内移動と，竹園地区から手代木地区への移動

が特に大きい。さらに，竹園地区から桜地区，並

木地区，谷田部東地区へも転居者がみられる。こ

れは，研究学園地区内部での移動や，研究学園地

区からその周辺に向かっての移動が多いことを示

している。また，手代木地区，谷田部西地区，桜

地区から竹園地区へ向かう移動がみられる。すな

わち，研究学園地区とその周辺地区との間では，

著しい転居移動がなされている。

　30－64歳の男性（第6図d）は，高山地区を除

く全地区で多数の自地区内移動が認められる。竹

園地区や手代木地区から並木地区，谷田部東地区

への移動も多く，研究学園地区からその周辺地区

へ向かう移動が著しい。

　O－14歳の女性（第7図a）は，竹園地区と並木

地区での自地区内移動が多い。また，竹園地区か

a）O－14歳
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c）20－29歳
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第7図 つくば市南部における女性の転居移動（1989年度，つくば

市役所転居届（20％抽出）による）

凡例は第6図と同じ．
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ら谷田部東地区への移動と，並木地区から谷田部

東地区への移動も目だつ。この移動傾向は，O

－14歳の男性と同じく，30－64歳の移動と重なる。

　ユ5一ユ9歳の女性（第7図b）は，ユ5－19歳の男性

の移動と比べて移動件数が非常に少ない。その中

で，竹園地区での自地区内移動と，竹園地区から

手代木地区への移動が比較的目につく。この移動

にも，15｛9歳の男性と同様に，大学の宿舎から

天久保や春日など学生アパートの多い地区への転

居が含まれる。

　20－29歳の女性（第7図c）は，竹園地区での自

地区内移動と，竹園地区から手代木地区への移動

が顕著である。手代木地区から竹園地区へ向かう

移動も大きい。男性ほどではないが，研究学園地

区とその周辺地区との間で多くの転居移動が明ら

かになされている。

　30－64歳の女性（第7図d）は，桜地区と高山

地区を除くすべての地区で多数の自地区内移動が

認められる。竹園地区や手代木地区から，並木地

区，谷田部東地区への移動も多い。すなわち，研

究学園地区からその周辺地区へ向かう移動が著し

い。なお，65歳以上の転屠者は，男女ともに少数

で，顕著な傾向がみられなかった。

地区，つくば市南部以外の地域では，前章の結果

を考慮して6地区に区分した8）。

　アンケートの結果，1回以上の移動を回答した

者は705名であった9）。回答者の多くは40代であ

り，しかも被調査者は申学生の両親であることか

ら，このアンケートからは幼・少年層の子供を伴

う30代以上の人口移動の属性を検討できる。

　V－2　転入移動の属性

　1）転入移動の全体的傾向

　つくば市南部への転入者総数は589人で，男性

がその45．8％を占める（第8図）。男性ではほぼ

すべての年齢階級で職業による移動が卓越してい

る。女性では15歳以上のすべての年齢階級で家族

による移動が多く，35歳以上では男性の職業によ

る移動とほぼ同数である。35歳以下の年齢階級で

は，女性の家族による移動が男性の職業による移

動を大きく上回る。これは，35歳以上の女性は配

偶者の転勤などによる随伴移動が多く，35歳未満

の女性は結婚による移動が多いためと理解でき

る。住宅による移動は，男女とも30歳以上で多く

年齢階級
　　（歳）

M　人口移動の属性

　M－1　資料

　つくば市南部における人口移動の属性を明らか

にするため，1991年6月にアンケート調査を行い，

その結果を資料に用いた。対象とする人口移動は，

被調査者がつくば市南部に最後に転入した移動

と，それ以降のつくば市南部内での転居移動に限

定した6）。アンケートの質問項目は，移動に関す

る事項（移動地，移動年，移動理由）と被調査者

の属性に関する事項（生年，性別，職業など）か

らなり，移動理由には職業，学業，住宅，家族，

環境，その他の6選択肢を設定した7）。アンケー

トはつくば市南部の旧桜村およぴ旧谷田部町の7

中学校の各学年1クラスに在籍する生徒に配布

し，その両親に記入を求めた。集計の際の単位地

区は，つくば市南部では申学校区を基本とした7

~~; ,I~t 50 - ~~:~ 'I~ 

j
 45~49 

l
 
1
 ¥ ¥ 
~
 
l
 

¥ 
/
 
40-44 ¥ 

j .* /
 

¥ ¥ 
'
 
I
j
 
;
1
,
 
i
l
 
:
 
:
'
 
!
 
f
;
 
"
.
 
I
 
'
¥
 
:
 
*
S
.
 
~
'
 
i
 
"
.
 
¥
1
 
¥
~
 

~~ 

35~39 
¥
,
 

,
 L

 l
l
 
j
}
 

l
 

30-34 
,
 
,
 l

 
L
 
!
l
 

l
 L
 

25~29 
1
 

, ,, ;
 / 

/' 'l / 
s~~~~ / 

20 - 24 / , 
¥
 . ~~~ ,

 
¥
 

15-19 ･･ fji.-･~~~ 

--- ~~~d='t~~~Fr 10-14 
-- -- ~~~-,--~*~i~~ 

5~9 ~ - ;~r~)4LU 

o-4 
60　　　　40　　　　20　　　　0　　　　　　　0　　　　20　　　　40　　　　60

　　　　　　　　転入者数（人）

　第8図　つくば市南部への年齢階級別・理由

　　　　　別転入者数（ユ99ユ年6月現住者，ア

　　　　　ンケート調査による）

一16一



なっている。20歳未満時の転入は男女ともほとん

どみられない。

　第9図は，つくば市南部への転入者数の前住地

を示している。東京大都市圏からの転入者の割合

は男女とも30－34歳時が最も多く，それから年齢

が離れるに応じて徐々に減少する。国内その他の

地方からの転入者は男女とも30歳以上で多く，

35－39歳で最大になっている。つくば市周辺部か

らの転入者は20代の女性に多く，その多くは結婚

による移動とみられる。外国からの転入者は30代

に多いが，その多くは日本人の研究者とその家族

である。

　このように転入移動には年齢階級と性別に応じ

た特徴的なパターンが認められる。この調査では，

20歳未満時の転入者はほとんどみられない。女性

の20代時の転入は，つくば市周辺部と東京大都市

圏からの家族移動が著しく，その多くは結婚によ

るとみられる。男性は20代の後半から30代前半に

かけての職業による移動が多く，その前住地は東

京大都市圏が目立っている。30歳以上では，男性

の転勤による世帯の移動が卓越し，その前住地は

20代よりも相対的に遠距離に位置している。

　第10図は，転入者の現在の職業と移動理由との

関係を示している。現在無職，パートタイマー一，

もしくは農業に従事している転入者はほとんど女

性で，家族による移動が6割以上を占め，住宅に

よるそれが20％足らずで続く1o）。会社員，白営業，

工場従業者は職業による移動が高い割合を占める

が，家族あるいは住宅による移動もそれぞれ2割

程度を占める。国立機関の研究者，公務員，民間

企業の研究者は職業による移動がきわめて多く，

中でも国立機関の研究者は91．8％が職業を理由に

移動する。

　このように，転入者の職業ごとに転入理由は異

なる。研究者，公務員，自営業などは職業による

移動が顕著である。一方，会社員，工場従業者な

どは住宅や家族による移動が相対的に高い。

　2）転入移動の地域的差異

　地区別転入者数は，竹園，並木で100人を上回り，

続いて谷田部東，手代木，谷田部西が70人以上の

転入者を数える（第11図）。男女別割合は，高山

で女性が約7割を占める以外は，顕著な差異はみ

　　　　男性

　　　　　　　／

　　　　　　　I、
前住地　　1く1

’’一’’つくば市北音　’、

一一つくば市周辺部一

一東京大都市圏

一京阪神大都市圏
一一国内その他
　　　　　　の地方
　　外国

50～

45－49

40～44

35～39

30－34

25～29

20～24

15～19

10～ユ4

5～9

0～4

〃．・．’

女性

60　40　20　0　　0　20　40　60
　　　　　　　　転入者数（人）

第9図　つくば市南部への年齢階級別・前住

　　　　　地別転入者数（1991年6月現住者，

　　　　　アンケート調査による）

会杜員
（除く研究者）

パート
　タイマー

国立機関の

研究者

公務員

自営業

工場従業者＝

民間企業の＝

　研究者

農業

転入者数（人）

50　　　　100

　転入理由

鰯職業
醐学業
目住宅
Eヨ家族

鰯環境
睡覇その他

第10図　つくば市南部への職業別・理由別転

　　　　入者数（1991年6月現住者，アンケー

　　　　ト調査による）
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男性女性　年齢階級（歳）転入者数（人）

　　　　　　　　／

　　　　　　　　　／
　　　　　　　　　／
　　　　　　　　／

66
5◎

30

10

第11図　つくば市南部への年齢階級別転入者

　　　　数（1991年6月現住者，アンケート

　　　　調査による）

職業

学業

住宅

家族

環境

その他

／

転入者数（人）

　　　　　6㊧
　　　　　蟻0
　　　　　30

　　　　　｛0

第12図　つくば市南部への理由別転入者数

　　　　（1991年6月現住者，アンケート調

　　　　査による）

られない。転入時の年齢は，竹園，並木，手代木，

谷田部東の4地区では30代の転入の割合が最も高

く，谷田部東地区では40代以上の割合も高い。一

方，谷田部西，桜，高山の3地区では相対的に転

入時の年齢が低い。このことは女性の転入者にお

いて一層明確で，高山地区と谷田部西地区では女

性の半数以上が20代で転入している。

　竹園，並木，手代木地区では，男性の職業によ

る移動と女性の家族による移動が大半を占める

（第12図）。この3地区は30代もしくは40代時の

転入者が4分の3以上を占めることから，男性の

転勤による女性の随伴移動が卓越しているといえ

る。谷田部東地区は男性は職業，女性は家族によ

る移動が最も多いが，男女とも他の地区より住宅

による移動が顕著である。谷田部西，高山，桜の

3地区では，男性は職業，住宅，家族の3つの理

由が同程度の割合を占めている。女性の半数以上

は家族を理由に移動し，住宅，職業による移動が

それに次いで多い。

　つくば市南部では，桜，高山地区を除き，最も

高い割合を占める前住地は東京大都市圏である

（第13図）。つくば市周辺部からの転入者は高山，

谷田部西，谷田部東，桜地区で多い。その他の地

方からは，逆に竹園，並木，手代木地区に多く転

入している。前者は近距離の移動が多いのに対し，

後者は遠距離移動の割合が相対的に高く，研究学

園地区を含む地域とその周辺地区とは著しい対照

を示す。

　竹園，並木，手代木の各地区では30代以上の転

入者が顕著で，その前住地は東京大都市圏とその

他の地方が多い。この3地区は大規模な公務員住

宅を有していることから，男性の転勤に伴う女性

の帯同移動が顕著であると理解できる。これに対

して，谷田部西，高山，谷田部東，桜の各地区で

は，転入年齢は特に女性において20代が多く，谷

田部西，谷田部東地区では30代以上の転入者も無

視できない。その前住地はつくば市周辺部と東京

大都市圏が多い。したがって，研究学園地区の周
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転入者数（人）

　　　　　66
　　　　　　0
　　　　　　0

　　　　　　0

〉

㍉

（．一べ

第13図　つくば市南部への前住地別転入者数

　　　　（1991年6月現住者，アンケート調

　　　　査による）

辺に位置するこれら4地区は20代女性の結婚によ

る移動と，30代以上の住宅による移動によって特

徴づけられる。

　M－3　転居移動の属性

　転居者総数は100人であり，そのうち男性は46

人を占める。男女とも住宅による移動が最も多く，

家族による移動がそれに続く（第14図）。転居者

が最も多いのは男性は40－44歳，女性は35－39歳で，

転入者のそれよりもやや高い。住宅による移動は

男性では30歳以上，女性では25歳以上の年齢階級

に多い。家族による移動は，男性では20代後半に，

女性では20代前半から30代後半までみられる。20

歳未満時では転居者はほとんどみられない。この

ように，転居者の移動理由には男女で目立った差

異はなく，年齢階級は男性が女性よりもやや高い。

したがって，転居移動の多くは世帯の移動と判断

できる。

　転居者の主要な発地は竹園，谷田部西，並木，

男性

年齢

階級
（歳）

女性

　　　　　　　　　55～

　　　　　　　　　50～54

　　　　　　　　　45－49

　　　　　　　　　40～44、〉㌔・・．．
　　　　　　　　　　　　　、／、、
　　　　　　　　　　　　　・、　　、
　　　　　　　　　35～391。〉　　　：1・・
　　　　　　　　　　　　　1／
　　　　　　　　　30～34
　　　　　　　　　　　　　｛、転居理由　　25～29！＼

＿職業　　　ル’
　　　　　　　　　20～24
　　・学業
　．．．．．住宅　　　　　15～19　1

　　　　　　　　　　　　　’
　一一一家族　　　　　ユ0～王4

　’．一一．一環境　　　　　　5～g

　　　　　　　　　　O～4

15　　　　10　　　　5　　　　0　　　　　　　0　　　　　5　　　　！0　　　　15

　　　　　　　　転居者数（人）

　第14図　つくば市南部における年齢階級別・

　　　　　理由別転居者数（1991年6月現住者，

　　　　　アンケート調査による）

手代木の各地区であり，いずれも谷田部東地区を

主要な着地とする（第15図）。これらは，主に公

務員住宅の居住者が1戸建て住宅や分譲マンショ

ンを購入したためとみられる。また，大規模な公

務員住宅群を有する竹園，手代木，並木の各地区

問にも比較的大きな移動がある。高山地区と桜地

区から他の地区への転居者はまったくみられな

い。

　第16図は各地区への転居者の移動理由別構成を

示している。転居者は谷田部東地区が男女を通じ

て最も多く，男性18人，女性15人である。次いで

手代木地区が男女それぞれ9人で，その他は男女

合わせても10人未満である。研究学園地区の主要

部を含む竹園地区への転居者はかなり少ない。移

動理由は住宅によるものが顕著で，特に谷田部東，

手代木，高山ではそれが大半を占める。並木，谷

田部東，桜の各地区では家族による移動も無視で

きない。この移動の中には，公務員住宅の居住者
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第15図 つくば市南部における転居移動
（1991年6月現住者，アンケート調

査による）
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谷田部西

　高山

つくば市南部における理由別転居者

数（1991年6月現住者，アンケート

調査による）

による，緒婚を理由とする単身用宿舎から世帯用

宿舎への移動が含まれる。

　男性の転居者は，高山，手代木，並木の各地区

で30代が最も多く，転居者の最も多い谷田部東地

区では，40代が大半を占める（第17図）。女性の

転居者は，谷田部東，手代木地区などで30代が多

いが，高山地区と谷田部西地区では20代が多い。

30代以上の転居者の多くは研究学園地区から谷田

つくば市南部における年齢階級別転

居者数（1991年6月現住者，アンケー

ト調査による）

部東地区への移動であり，主に住宅による移動と

思われる。高山地区や谷田部西地区への女性の転

居者は結婚による移動が多いとみられる。

　以上のように，つくば市南部における転居は，

研究学園地区からその周辺地区への住宅あるいは

結婚による移動が卓越している。

　M－4．転入。転居移動の経年変化

　第18図は，つくば市南部における転入，転居者

の移動理由を地区別に示している。各地区の転入，

転居者数の変化を観察すると，1976－80年と

1986－90年の2つの時期に極大値を持つパターン

と，1976－80年まで増加し，その後減少傾向を示

すパターンに大別できる。前者には手代木，谷田

部東，竹園，並木の各地区が含まれるが，谷田部

東地区は1986－90年の増加が著しい。後者には高

山地区と桜地区が含まれる。谷田部西地区は

1986－90年にはやや減少しており，後者に近いパ

ターンとみることができる。

　前者のパターンの特徴は，特に手代木，竹園，

並木地区で1976年以降の移動理由の大半が職業と

家族で占められている’ことである。これらの地区

には1970年代後半に多くの国公立研究機関が移
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転。開発され，それに伴って大規模な公務員住宅

が建設されたことから，転入，転居者の多数は公

務員や研究者とその家族の帯同移動によると考え

られる。後者のパターンでは，職業による移動が

非常に少なく，家族による移動が1971－80年に高

い割合を占めている。これは，高山地区と桜地区

が研究学園地区を含まないため，筑波研究学園都

市建設による大量の研究者とその家族の転入がほ

とんどみられなかったこと，そのため女性の結婚

による転入，転居が相対的に大きな割合を占めた

ことによる。

　住宅による移動は1976年以降増加傾向にあり，

この傾向は常磐線の土浦・荒川沖駅に近い谷田部

西，谷田部東地区で著しい。中でも，谷田部東地

区への移動は1986－90年に著しく多い。これは，

東京への通勤者や民間企業の研究者の増加により

住宅需要が増大し，この地区内で近年数多くの1

戸建て分譲住宅やマンションなどが建設されたた

めである。

V　おわりに

　つくば市の人口は，主に1970年代に著しく増加

した。その増加が，筑波研究学園地区を含む南部

への転入を主因としたことは，以上の分析で明瞭

となった。そのつくば市南部でも，研究学園地区

とその周辺の地区とでは，人口の移動に差異があ

る。つくば市南部での転入・転出は，研究学園地

区を中心に，東京大都市圏とその他の地方と強い

つながりのあることを示している。また，つくば

市南部における転居は，大学周辺での20代の単身

者移動と，30代の世帯者の学園都市周辺における

住居・結婚を理由とする移動が際だった。

　すなわち，つくば市では2種類の人口移動が見

いだされる。！つは研究学園地区を発着地とする

20代の単身者移動，もう1つが研究学園地区とそ

の周辺を発着地とする30代以上の世帯者移動であ

る。なお，研究学園地区から離れた地域では，結

婚などによる移動が若干見られる。

　本報告の結果をもとに，つくば市住民の生活を

より詳細に記録し，その地域的特徴を考察するこ

とは，今後の重要な課題である。

　本報告を作成するにあたっては，つくば市役所の皆様には資料の収集に協力して頂き，つくば市の谷田

部中学校，高山申学校，手代木中学校，谷田部東中学校，桜中学校，竹園東中学校，並木中学校の諸先生

方ならびに父兄の皆様にはアンケー・に協力して頂きました。筑波大学地球科学系の高橋伸夫先生には，

有益な御助言と御助力を賜りました。以上，記して心より感謝致します。

〔注および参考文献〕

ユ）竹園地区を住居表示にしたがって並木，竹園，吾妻，天久保・天王台の4区域に分けると，市平均以

　上に男性比率が高いのは竹園（54．7％），吾妻（58．3％），天久保・天王台（62．8％）の3区域である。

　　この3区域は，1世帯当りの人数がそれぞれ2．5人，2．2人，1．1人でつくば市平均以下である。同様に，

　手代木地区を春日，葛城，手代木（松代含む）の3区域に分けると，春日区域だけが男性比率が市平

　均以上（66．3％），1世帯当りの人数が市平均以下（1．1人）である。これら4区域以外に，大穂地区

　に属する花畑区域も，男性比率が市平均以上（59．7％），1世帯当りの人数が市平均以下（1．9人）で

　ある。つくば市においては，竹園，吾妻，天久保・天王台，春日，花畑の5区域に，学生を主とする

　単身者のアパートが特に多く立地している。これに対して，並木，手代木（松代含む）の2区域は世

　帯用の宿舎が多数立地し，葛城は研究学園都市建設以前からの集落を中心とする区域である。

2）ユ965年10月における人口と世帯数は，筑波町が22，091人，4，729世帯，谷田部町が20，093人，4，200世
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　帯，大穂町がユO，953人，2，324世帯，豊里町が10，497人，2，！95世帯，桜村が8，939人，1，899世帯であっ

　た。

3）つくば市全域の就業率は，王965年には15－19歳が32％，20－24歳が84％，25－29歳が87％，30－64歳が87％

　で，1975年にはユ5－19歳が王7％，20－24歳が70％，25－29歳が76％，30－64歳が81％，1980年には15－19

　歳が16％，20－24歳が52％，25－29歳が72％，30－64歳が79％，1985年には15－19歳が！3％，20－24歳が50％，

　25－29歳が71％，30－64歳が78％であった。

4）1965年における現・つくば市全域の農林水産業者は，全就業者の65％を占めた。同年の農林水産業者

　の対全就業者比は，筑波町が6！％，谷田部町が64％，桜村が68％，大穂町が69％，豊里町が70％であっ

　　た。

5）橋本雄一・村山祐司（王991）：愛知県における男女別・年齢階級別人口移動の特性．東北地理，43，

　122－138．

6）例えば，つくば市南部で生まれ，ユ度地区内で転居した後，市外に転居して，再びつくば市南部に転

　　入した場合は，市外からのつくば市への移動のみを分析対象とする。他地域からつくば市南部への移

　動を「転入」，つくば市南部内の地区間移動を「転居」とし，自地区内移動は転居に含めない。

7）大関・高橋（1984）を参考にして，移動理由は，職業（本人の就職，転勤など），学業（就学，転校，

　留学など），住宅（家の広さ，日当たり，家賃など），家族（結婚，親との同居，配偶者の転勤など），

　環境（交通の便，教育環境，公害など）およびその他の6つの選択肢を設けた。

　　大関泰宏・高橋仲夫（1984）：鉾田1町中心市街地における人口移動に関する地理学的研究．地域調査

　　報告，6，85－104．

8）①つくば市北部（大穂地区，豊里地区，筑波地区），②つくば市周辺部（土浦市，牛久市，取手市，龍ヶ

　　崎市，水海道市，下妻市，稲敷郡阿見町，同茎崎町，筑波郡伊奈■町，同谷和原村，北相馬郡藤代町，

　　同守谷■町，縞城郡石下町，同千代川村，真壁郡明野町，同真壁町，新治郡八郷町，同新治村），③東

　　京大都市圏（埼玉県，千葉県，率京都，神奈川県），④京阪神大都市圏（京都府，大阪府，兵庫県，

　　奈良県），⑤国内のその他の地方，⑥外国　とした。つくば市周辺部は，基本的にはつくば市に隣接

　　する市町村だが，常磐線および関東鉄道常総線の沿線の阿則町，龍ヶ崎市，藤代町，取手市，守谷町

　　はつくば市との関係が深いと考えられるため，これに含めた。

9）回答者の属性は以下の通りである（カッコ内％）。（！）一性別…男性：326（46．2），女性：379（53．8）（2）

　　年齢…30代：！41（20．3），40代：523（75．3），50代以上：3！（達．5）（3）平均年齢…42．8歳（4）職業…

　　農業：ユ3（1．8），自営業：63（8．9），公務員：76（10．8），国公立機関の研究者：83（u．8），民間企

　　業の研究者：18（2．6），工場従業者：28（垂．O），その他の会社員：125（17．7），パートタイム，アル

　　バイト：互07（15．2），無職：！63（23．1），その他：18（2．6），不明：11（！．6）

lO）現在無職の転入者のうち，職業による移動と回答した者は18人である。これは，緒婚前に職業のため

　　に転入し，その後無職となったためである。
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