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　ニュータウン地域における余暇行動の特性
一福岡県小郡画筑紫野市ニュータウンを事例として一
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工　はじめに

　工一1　従来の研究と研究園的

　近年，余暇時間の増大や自動車の普及，可処分

所得の増大といった社会環境の変化にともない，

余暇行動に対する認識は変化し，各個人の行動様

式も多様化してきている。これに対応するように，

余暇行動に関する地理学的視点からの研究も近年

増加している。

　余暇行動は，生活を構成するさまざまな活動の

なかで拘束時間・生理的需要時間を除いた残余時

間という時間的領域内で行われている行動であ

る。そのうち，人問の移動に着目して時間的・場

所的な移動をともなう行動を対象とする研究が地

理学においては活発に行われている。

　地理学での余暇行動に関する研究は（1）余暇行

動の主体である人間の行動特性に関する研究，

（2）余暇行動が行われている対象地域に関する研

究，（3）余暇行動における出発地と目的地問の関

連性に関する研究に大別できる。

　まず，余暇行動の特性に関する研究をみると，

パリを対象とした人間の余暇行動に，時・空間的

な意味づけをしたCho㎜bartDeLauwe（1965）

の先駆的研究がある1）。その後，ユ970年代後半か

ら筑波大学人文地理学研究グループによる一連の

研究2）がなされている。彼らは日本の都市および

都市周辺地域を対象地域とし，余暇行動の行動主

体別・地域別・時間周期別特性を考察した。

　一方，余暇行動が行われている対象地域そのも

のに関する研究には，観光資源の分布および観光

地間の関連性を明らかにした洪・金（1992）3），

観光地およびレクリエーション施設の形成過程を

考察した佐々木（ユ997）4），観光地の開発と環境

保全を論じた洪ほか（1996）5）などがある。最後

に余暇行動の出発地と目的地間の関連性に関する

ものには韓国における観光地への近接性を明らか

にした洪・金（1992）6〕，余暇行動による地域構

造の解明を試みた洪（ユ995）7）などの研究がある。

　以上のように，余暇行動に関する研究は一見多

くなされているようにみえる。しかしながら，こ

れらの研究のなかには余暇行動を生活行動または

生活組織に関する研究のなかの一部分として扱っ

たものも多く，余暇行動を中心とした研究はまだ

少ない。また，それらは余暇行動の時。空間的な

連係性の究明に研究の焦点を当て，行動場所に対

する圏域の設定や関係的位置による移動方向性の

究明に偏っている。しかし，各々の行動主体の属

性や行動特性に対する時・空問的究明は断片的な

分析8）にとどまっている。

　したがって，本研究では，大都市周辺地域に位

置し都市的な住民特性と田園的な住居環境を共有

するニュータウン地域を対象地域として，以下の

2点を研究目的とする。すなわち，（1）余暇行動

を生活リズムに対応した平日。休日・宿泊余暇に

分類したとき，それぞれの類型ごとの余暇行動に

はどのような特性があるか，（2）余暇行動の主体
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趣味活動（27．9％），サークル活動（15．3％），観

光（9．9％）などの順で，外食。宴会または趣味

活動を中心に余暇行動が行われることが分かる

（第2図）。その際の同行者をみると，勤務先の

同僚や仕事仲間が大部分である。余暇行動時間は，

勤務後という時間的な制約があるためほぼ2時間

以内（44．3％）の短い時間に行われている。

　主婦の余暇行動目的をみると，サークル活動

（仏ユ％），趣味活動（199％），外食・宴会（2ZO％），

観光（ユO．3％）などの順である。主に行われてい

るサークル活動は趣味活動や外食の2倍以上であ

り，平日に行われる全体サークル活動参加者に占

める主婦の割合が66．7％で最も多い。余暇行動の

際に伴う同行者は，有職者とは違って親友あるい

は地域団体との行動が多い。活動時間は2時間以

内が507％を占めて有職者の活動時問と差がない1ユ）。

　無職者の活動目的は，趣味活動（40．4％），サー

クル活動（25．5％），外食・宴会（17，1％），観光

（14．9％）などの順であり，これらを有職者や主

婦のそれと比較してみると，有職者のような趣味

活動も多く見られるし，主婦のようなサークル活

動も高い割合を占めている。しかし，有職者，主

婦とは異なり観光が比較的多いのも一つの特徴で

ある。余暇行動の際の同行者をみると，有職者や

主婦とは異なり地域団体との行動が一番多くみら

れる。また，無職者は時間の制約をあまり受けな

い関係で活動時間が有職者。主婦よりかなり長

く，3～4時間または，5時間以上の活動時問も

多くみられる。

　以下においては，有職者。主婦。無職者の三者

間における活動目的。時間。同行者などに有意な

差がみられるかどうかを，カイ2乗検定により確

認することにしたい。まず，活動目的を趣味活動，

サークル活動，外食・宴会に，属性を有職者。主

婦。無職者に区分した。「余暇活動目的に対する

3者間の行動パターンには有意な差がないJとい

う帰無仮説に対してカイ2乗検定をした結果，有

意水準O．O01で棄却された（第2表）。つまり，小

郡・筑紫野市ニュータウン居住者は属性別に活動

目的が異なることが確認された。同じように，余

暇行動の際の同行者についても検定を実施した結

果，属性別にその行動パターンが異なることが認

められる。また，活動時間においては有職者と主

婦では有意な差がみられないが，主婦と無職者に

圏的地

小郡・

筑紫野諦

福岡商

縄聞県内

佐薗・

長蟻県

その他の
九州内

九州以外

　　0　　　　　　　　　　20
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宥駿諸
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鰯嬢讃
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第2図　小郡。筑紫野市ニュータウンにおける居住者の属性別平日余暇行動
　　　　（ユ998年）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（アンケート調査より作成）
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第2表　平日余暇行動の属性による有意差

有職者／主婦主婦／無職者有職者／無職者

行動目的

同行者

行動時間

行動場所

交通手段

有

有

無

有

無

有

有

有

無

無

有

有

有

有

無

有；有意水準O．05未満　無；有意水準O．05以上

　　　　　　　　　　（アンケート調査より作成）

おける余暇行動時間の利用は有意な差がみられ，

行動パターンが異なっていることが明らかになっ

た。

　皿一2　行動空聞

　平日の余暇行動が行われる場所としては，小

郡。筑紫野市，福岡市，福岡県内玉2），福岡県外

に大きく分類した。また，利用交通手段は，徒歩・

自転車，自家用車，鉄道，その他に分類した。そ

れにしたがって，平日余暇行動の空間パターンと

交通手段を属性別に明らかにする。

　有職者の平日余暇行動が行われる場所は，通勤

先と居住地を軸として福岡市（3ユ．5％），小郡。

筑紫野市（30．6％），福岡県内（30．O％）でほぼ均

等である。そのうち，小郡。筑紫野市では趣味活

動（33．3％），サークル活動（272％），外食（272％）

が，福岡市では外食（29．4％），宴会（20．6％），

趣味活動（20．6％）が行われている。特に，平日

における全宴会活動の50％が福岡市内で行われて

いた。これは通勤先と関係があると考えられる。

また，福岡県内で行われている活動としては趣味

活動（34．4％），外食（15．6％）などがあげられる

（第2図）。この際の利用交通手段は，自家用車

の利用率が一番高いが，鉄道の利用もかなり見ら

れる。

　主婦の平日余暇行動が行われる主な場所として

は，小郡。筑紫野市（58．6％），福岡市（22．7％），

福岡県内（14．ユ％）があげられるが，小郡。筑紫

野市での行動が圧倒的に多い。特に，小郡・筑紫

野市内ではサークル活動（64．0％）が，福岡市で

は外食（3ユ．O％），趣味活動（31．O％）が同じ割合

で，福岡県内では観光（33．3％）が主に行なわれ

ている（第2図）。したがって，平日における主

婦の余暇行動の場所的利用パターンは有職者とは

異なることがわかる。利用交通手段は，白家用車

（81．3％）が一番多く，その次が徒歩。自転車

（34．ユ％）であるが，特に，自家用車の利用にお

いては有職者より高い。しかし，有職者で多くみ

られる鉄道の利用はほとんどなく，そのかわりに

徒歩・自転車の利用が多くみられる。このような

異なるパターンは有職者より余暇行動の範囲が狭

く小郡。筑紫野市での活動が多いためと推察され

る。

　無職者の平日余暇行動が行われる場所は，小

郡・筑紫野市（53．3％），福岡市（17．8％），福岡

県内（17．8％），福岡県外（1ユ．ユ％）の順で，小郡。

筑紫野市での活動が多い。小郡。筑紫野市では趣

味活動（41．7％）とサークル活動（37．5％）が行

われている。また，福岡市と福岡県内では主に趣

味活動が行なわれている。その際に利用される交

通手段は自家用車が一番多く，次に徒歩・自転車，

鉄道の順である。

　ここで，平日の余暇行動場所に対する利用交通

手段の特性をまとめると，小郡・筑紫野市では三

者ともに自家用車と徒歩・自転車を利用した趣味

活動あるいはサークル活動が，福岡市では主に鉄

遭を利用する有職者の外食・宴会と自家用車を利

用する主婦や無職者の趣味活動が行われている

（第2図）。福岡県内では自家用車を利用する有

職者の趣味活動あるいは主婦と無職者の観光が主

に行われている。

　したがって，有職者の余暇行動場所の利用パ

ターンは主婦や無職者とは大きく異なるが，主婦

と無職者には差が見られない。利用交通手段のパ

ターンはほぼ同じであると言える（第2表）。

皿　休目余暇行動の特性

　皿一1　属性別行動特性

　休日の有職者の余暇行動目的をみると，趣味活

動（38－3％），観光（34．8％），外食・宴会（ユ7．9％），

サークル活動（9．O％）の順であり，趣味活動，

一1ユ4一



観光が余暇行動の大部分を占めている。その際の

同行者をみると，平日とは異なり家族が最も多い。

しかし，依然として勤務先の同僚や仕事仲間との

行動（25．7％）もみられる。また，休日には時問

的な制約を受けないので平日より余暇行動時間が

長くなる傾向がある。

　主婦の余暇行動目的は，観光（41．5％），趣味

活動（24．4％），サークル活動（！8．7％），外食・

宴会（15．4％）の順であり，有職者より観光の比

率が高く，趣味活動の比率が低い。同行者をみる

と家族が78．6％に達し，平日と異なるパターンが

みられる。休日の有職者（62．3％）よりも家族と

の同行がかなり高くなる一方，地域団体との同行

率（7．ユ％）がかなり低くなる。したがって，休

日における主婦の同行者関係は平日のそれとも，

休日の有職者のパターンとも異なることがわか

る。また，余暇行動時間においては有職者と同じ

ように平日より長くなる傾向がみられる。すなわ

ち，余暇行動の52．O％が5時間以上にわたってい

る。

　無職者の余暇行動目的は観光（35．9％），サー

クル活動（30．7％），趣味活動（20．5％）などの順

で，観光とサークル活動が主に行われている。有

職者と比べてサークル活動の比率がかなり高く，

無職者の余暇行動目的は有職者と異なるパターン

がみられるが，主婦の行動パターンとは差違が認

められない13）。行動時間は主に2時間以内

（42，5％）であり，有職者や主婦のそれと比べる

とかなり短い傾向にある。また，無職者は，平日

と休日との間の余暇行動時間に有意な差が認めら

れないのも大きな特徴の一つである（第3表）。

　同行者との関係においては家族（68．8％）と一

緒に過ごす場合が最も多く，次が地域団体（工8．8％）

であり，平日とは異なるパターンを示している。

　以上のように，休日の余暇行動目的は就業状態

によって異なるパターンを持っている。すなわち，

有職者は趣味活動，観光，外食。宴会の順に，主

婦は観光，趣味活動，サークル活動の順に，無職

者は観光，サークル活動，趣味活動の順となって

いる。休日の余暇行動目的を平日と比べると，有

第3表休日余暇行動の属性による有意差

有職者／主婦主婦／無職者有職者／無職者

行動目的

同行者

行動時間

行動場所

交通手段

有

有

無

無

有

有

無

無

無

有

有

無

有

無

有

有；有意水準0．05未満　無；有意水準O．05以上

　　　　　　　　　　（アンケート調査より作成）

職者と主婦は異なっているが，無職者にはその差

がみられない（第3表）。これは，休日の有職者

と主婦の活動時問は平日に比べ長くなるが，無職

者はほとんど変化しないためと考えられる。同行

者については，三者すべて家族が多いが，有職者

は休日での趣味活動や宴会において家族以外の同

行者が比較的多く，主婦あるいは無職者のそれと

は異なるパターンが認められる。

　皿一2　行動空閻

　有職者の休日の余暇行動場所は，小郡。筑紫野

市（2＆2％），福岡市（282％），福岡県内（26．2％），

福岡県外（17．3％）の順である。有職者の休日余

暇行動の82．7％が小郡・筑紫野市を含む福岡県内

で行われている。また，三つの地域の割合の差は

ほとんどみられない。第3図のように，小郡・筑

紫野市では主に趣味活動（54．4％）が，福岡市と

福岡県内では観光（福岡市3＆6％，福岡県内39．6％）

や趣味活動（福岡市28．1％，福岡県内34．O％）が

行われている。また，福岡県外では，観光（60，O％）

の占める比率が高い。

　有職者の余暇行動場所を平日と比較してみる

と，小郡・筑紫野市と福岡県内での活動の割合が

減る一方で，福岡県外での活動の割合が増えてお

り平日と休日の余暇行動の場所的パターンには，

有意な差が認められる（第4表）。これに対して，

休日余暇行動に利用する交通手段は，平日とあま

り変わらない。

　主婦の余暇行動場所をみると，福岡県内

（28．7％），福岡市（27．9％），小郡・筑紫野市

（23．3％），福岡県外（20．1％）の順であり，平日
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（アンケート調査より作成）

第4表平日と休日余暇行動の属性による

　　　　有意差

有職者 主婦　　　無職者

行動目的

同行者

行動時間

行動場所

交通手段

有

有

有

有

無

有

有

有

有

有

有

有

無

無

無

有；有意水準0．05未満 無；有意水準O．05以上

　（アンケート調査より作成）

と異なり広い範囲で均等に分布しているのがわか

る。有職者のそれと比較してみると，その差はあ

まりなく両者の場所的パターンはほぼ同じと言え

よう。第3図からわかるように，福岡市と福岡県

内では観光（福岡市36．1％，福岡県内47．4％）や

趣味活動（福岡市27．8％，福岡県内23．7％）が行

われている。

　また，小郡・筑紫野市では主にサークル活動

（36．7％）が，福岡県外では観光（64．O％）が主

に行われている。その際の交通手段としては，目

的や場所と関係なく自家用車の利用率（77．2％）

が最も高い。有職者と比較してみると，自家用車

の利用率が高く，徒歩・自転車，鉄道の利用の割

合が低い。このことから，両者の交通手段の利用

パターンは異なるといえる（第3表）。また，平

日の交通手段の利用パターンとも異なる。

　無職者の余暇行動が行なわれている場所は小

郡。筑紫野市（38．9％），福岡市（27．8％），福岡

県外（22．2％），福岡県内（ユ1，1％）の順となって

おり，有職者・主婦とは異なっている。

　無職者の場所による行動目的と場所との関係を

みると，小郡・筑紫野市ではサークル活動（42．9％）

が，他の地域では観光が主に行われている（第3

図）。利用交通手段は自家用車の割合が最も高い

が，有職者や主婦に比べるとその比率は比較的低

く，徒歩。自転車の利用比率（27．5％）が相対的

に高い。したがって，有職者や主婦とは異なる利

用パターンを有していると言えよう。

　以上のことをまとめると，属性別にみた休日の

余暇行動場所に有意な差はなく，小郡・筑紫野市，

福岡市，福岡県内を中心にほぼ均等に行われてい

る。しかし，交通手段においては，白家用車利用

が高いのは同様であるが，徒歩・自転車，鉄道の

利用割合に差違があり，三者間のパターンは異な
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ることが明らかになった。また，平・休日におけ

る有職者や主婦の場所的パターンは異なるが，無

職者は同様である。一方，有職者と無職者に関し

ては，平日と休日間の利用交通手段に有意な差が

認められないのに対して，主婦に関しては平日と

休日の利用交通手段に差違が存在した。

第5表宿泊余暇行動の属性による有意差

有職者／主婦主婦／無職者有職者／無職者

行動目的

同行者

行動場所

交通手段

有　　　　有　　　　　有

有　　　　有　　　　　有

無　　　　有　　　　　無

有　　　　有　　　　　有

M　宿泊をともなう余暇行動の特性

　V－1　属性別行動特性

　本章では，宿泊をともなう余暇行動目的を趣味

活動，帰省，温泉14），観光，行事参加工5）などに

分けて考察する。有職者の宿泊をともなう余暇行

動目的をみると，観光（38．8％），帰省（30，6％），

温泉（140％），趣味活動（85％），行事参加（85％）

の順であり，そのうち，観光と温泉を合わせると

52．8％に達する。このような余暇行動目的を休日

のそれと比較すると，観光・温泉または帰省の比

率が高く，趣味活動などの比率が低くなることか

ら，両余暇類型はまったく異なるパターンをなし

ているといえる。同行者については家族（73．4％）

との同行が最も多いが，親友および勤務先の同僚，

仕事仲間および地域団体との同行も各々12．5％，

ユ4．1％ずつ占めている。また，趣味活動，温泉，

行事参加などの宿泊日数はユ泊が大部分を占めて

いるが，帰省の場合は2泊以上の場合が73．1％に

およぶ。観光の場合はユ泊が55，9％，2泊以上が

44．1％である。

　主婦の余暇行動目的は観光（50，O％），帰省

（30．4％），温泉（8．2％）などの順であり，観光

の割合が有職者より高い。一方，温泉，趣味活動

および行事参加の比率は低い。同行者は家族が83，2

％で有職者よりかなり高い。以上のことから余暇

行動目的や同行者については有職者と主婦間の行

動パターンは異なると言える（第5表）。ただし，

宿泊日数の傾向は有職者と同様である。

　無職者の余暇活動目的は，観光（46．O％），温

泉（19．O％），行事参加（1ユ．1％），帰省（3．2％）

などの順である。このうち，温泉と行事参加の割

合が他属性より高い。温泉は主婦の2倍以上，行

事参加も有職者や主婦よりかなり多いのが一つの

有；有意水準O．05未満　無；有意水準O，05以上

　　　　　　　　　　（アンケート調査より作成）

特徴である。これは無職者の92％が60歳以上の高

齢者であるので，温泉や結婚式・葬式・同窓会な

どの各種行事に参加する機会が多いためと考えら

れる。一方，帰省が少ないのは帰省するよりは帰

省先になる立場であるためと考えられる。以上の

ように，無職者は宿泊余暇の目的において有職者

や主婦とは異なる行動パターンを有している。ま

た，宿泊余暇と平。休日余暇の行動パターンもか

なり異なる。

　V－2　行動空間

　有職者の宿泊をともなう余暇行動場所をみる

と，九州外（海外を含む）（28．O％），佐賀・長崎

県（16．9％），大分県（15．3％），熊本県（12．7％），

福岡県（12．2％），鹿児島・宮崎県（u．1％）など

の順で，その範囲が広く海外まで及ぶ。

　しかし，福岡県を含む九州内での割合が72，O％

であるから16），有職者の宿泊をともなう余暇の

大部分は九州内で行われていることがわかる。こ

のような場所的行動パターンは休日余暇に比べて

かなり異なると言えよう。

　有職者の余暇行動場所と活動内容との関係をみ

ると，福岡県内では主に帰省が，福岡県を除いた

九州内では温泉や観光。帰省が，九州外では主に

観光ユ7）や帰省がなされている。特に，帰省の場

合は，福岡県が25．9％，福岡県を除いた九州内が

58．6％に及ぶ。帰省先として福岡県が最も多いの

は，小郡。筑紫野市ニュータウン居住者の大部分

が福岡県内からの転入者であるためと考えられ

る。混泉の場合は，有職者全体での温泉旅行の40．7

％が大分県で行われている（第4図）。具体的に

は別府，由布院が多い。また，宿泊をともなう余
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暇行動の場所的行動パターンは，休日の行動パ

ターンに比べかなり異なっている（第5表）。

　また，九州内で観光や帰省の際に利用する交通

手段は自家用車（61，2％）が最も多くみられるが，

九州外への観光では飛行機，鉄道の利用もみられ

る。

　主婦の宿泊を伴う余暇行動場所をみると，九州

外（31．8％），佐賀。長崎県（17．6％），大分県（17．6

％），福岡県（15．5％），鹿児島。宮崎県（1ユ．5％），

熊本県（6．O％）の順である。このような場所的

行動パターンは有職者と同様である。場所による

余暇行動目的をみると，九州外では観光（64．6％）

が，佐賀。長崎県では帰省（48．1％）や観光（44．4

％）が，大分県では温泉（22．2％）や観光（44．4％）

が，福岡県では帰省（6！、5％）が，鹿児島・宮崎

県，熊本県では観光が申心となっている。福岡県

内は帰省が最も多く，大分県は観光が圧倒的に多

い（第4図）。このような場所的行動パターンは，

休日余暇の行動パターンとはかなり異なっている。

　利用する交通手段をみると，白家用車の比率が

66．9％で最も高い。これは有職者や無職者に比べ

ても高いが，鉄道やバスの利用率は比較的低い。

　無職者の宿泊をともなう余暇行動場所をみる

と，九州外（41．7％），大分県（23，3％），佐賀。

長崎県（11．7％），熊本県（13．3％），福岡県

（6．7％），鹿児島・宮崎県（3．3％）の順であり，

九州外では観光（64，3％）が，大分。熊本県では

温泉が各々57．1％，25．O％，佐賀・長崎県では趣

味活動（42．9％）が行われている。無職者の余暇

行動場所は，有職者や主婦に比べ九州外が多く，

大分県では温泉が多い傾向がみられる（第4図）。

　無職者の場所的行動パターンは，主婦のそれと

異なるパターンを持っている。すなわち，無職者

は主婦に比べ九州外での観光と大分。熊本県での

温泉旅行の割合が高い。

　しかし，無職者と有職者の場所的利用パターン

を比較してみると鹿児島・宮崎県や九州外を除い

た他の地域での利用パターンがほぼ同じであるこ

とから，両者間に有意な差は認められない（第5

表）。

　また，利用交通手段をみると，自家用車（41．9

％），飛行機（22石％），その他の交通手段（22石％），

鉄道（12．9％）の順であり，有職者と主婦に比べ

自家用車や鉄道の利用率が低く，飛行機およびそ

慶的地
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の他の交通手段の利用が高い。特に，九州外への

飛行機利用は顕著である。ただし，自家用車の利

用が少ないというわけではなく，九州内への移動

手段としてはやはり白家用車の利用率が高い。こ

のようなことから無職者の利用交通手段は，有職

者や主婦と異なるパターンであるといえよう。さ

らに，これは休日余暇における無職者の利用交通

手段とも異なることがわかる（第6表）。

V　おわりに

　本研究では福岡市の周辺地域に位置する小郡・

筑紫野市ニュータウンを研究対象地域として，居

住者の属性別に三つの余暇行動類型の特性を明ら

かにし，それらの特性と類似一性を検討した。その

結果，以下のような知見が得られた。

　平日の余暇行動は趣味活動，サークル活動，外

食・宴会などの目的で小郡・筑紫野市，福岡市を

はじめ福岡県内に限定されている。

　有職者は福岡市で外食・宴会などを主として行

い，小郡・筑紫野市で趣味活動を行う。これに対

して，主婦は小郡・筑紫野市でサークル活動を行

い，無職者は小郡・筑紫野市で趣味とサークル活

動を主に行っている。

　したがって，主婦と無職者の場所的パターンを

除けば，活動目的と場所は属性によって異なると

いえる。活動時間は無職者，主婦，有職者の順に

長く，無職者の活動時聞が他と比べてかなり長い。

　余暇行動の同行者についても，有職者は勤務先

の同僚や仕事仲間と，主婦は友人や地域団体と，

無職者は地域団体と同行することが多い。また，

利用交通手段については属性による差が認められ

第6表休日と宿泊余暇行動の属性による

　　　　有意差

有職者　　　主婦　　　有職者

行動目的　　　　有　　　　　有

同行者　　　　　有　　　　　有

行動場所　　　　有　　　　　有

交通手段　　　　有　　　　　有

有

有

有

有

有；有意水準O，05未満　無；有意水準O．05以上

　　　　　　　　　　（アンケート調査より作成）

ない。

　休日の余暇行動は観光，趣味活動，サークル活

動，外食・宴会などの順に，小郡。筑紫野市，福

岡市，その他の福岡県内などでほぼ均等な比率で

行われている。特に，観光においては福岡県外ま

で及ぶ傾向がみられる。小郡・筑紫野市では趣味

活動，サークル活動が中心であり，福岡市では趣

味活動または観光が，その他福岡県内や県外では

観光が中心に行われている。

　一方，活動時間は有職者，主婦，無職者の順に

長くなるが，有職者一無職者間にのみ有意な差が

認められる。

　同行者は家族が多いが，有職者の同行者は勤務

先の同僚や仕事仲間または友人も多く，主婦と無

職者とは異なる。利用交通手段は白家用車の利用

率が平日と比べかなり高い。ただし，自家用車利

用率および，徒歩。自転車利用率は属性により異

なる。

　宿泊余暇行動は温泉凹観光と帰省を目的に九州

外の地域まで及ぶ。特に，福岡県内では有職者・

主婦の帰省が，九州内では温泉・観光が，九州外

では観光や無職者の行事参加が主に行われてい

る。この際属性間の行動目的別パターンが異なる

と同時に，主婦一無職者聞の場所的パターンも異

なる。

　同行者については家族が最も多いが，有職者の

場合は勤務先の同僚や仕事仲間，無職者について

は友人が他に比べ多く現れる。

　利用交通手段については，全体的に白家用車の

比率が高いが，飛行機，鉄道，バスの利用は属性

により異なる。

　最後に，各属性間による平日余暇。休日余暇・

宿泊余暇間の類似性検定の結果は次のようになっ

た。主婦の場合は余暇行動のパターンが属性問で

すべて異なり，有職者は平日・休日間の交通手段

の利用パターンを除いた他の行動パターンが全部

異なる。無職者は平日・休日間の場所と交通手段

の利用パターンを除いた他の行動パターンが異

なっている。したがって，主婦，有職者，無職者

の順に余暇行動パターンが大きく異なっている。
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　アンケート調査の実施にあたっては小郡市役所の寺崎英智氏，筑紫野市役所の末岡喜信氏，鬼倉建介

氏に多大なご協力をいただき，筑紫駅前通地区の申村泰三氏をはじめとする8地区の区長さんとニュー

タウン各地区居住者の方々に大変お世話になりました。また，小郡市役所と筑紫野市役所の総務課，都

市計画課の皆様にはニュータウンに関する統計の入手に多大なご協力をいただきました。末筆ながら，

以上を記して感謝申し上げます。
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10）平日の余暇行動目的は，個人の趣味活動，サークル活動（団体・奉仕活動，習い事など個人よりは

　　グループで行う活動），観光（遊園地，動物園など），外食，宴会（親睦やカラオケなど）の4類型

　　で全体の87．2％を占める．

ユ！）NHKの国民生活時間調査によると平日における自由時間は有職者が3時間41分，主婦が5時閥37分
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　　る．NHK放送文化研究所（王996）：『日本人の生活時間・1995－NHK国民生活時間調査一』日本放

　　送出版協会，258．

12）小郡市，筑紫野市，福岡市を除いた福岡県内、

13）主婦は有職者と無職者の中間的な行動パターンを有していると解釈できる．

14）宿泊余暇行動の場合，属性による温泉の利用がかなり異なるので観光とは別に分類した．
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15）結婚式，同窓会，葬式などの個人的な行事と親睦のための地域団体行事などへの参加を意味する．

ユ6）福岡県を除くと59．8％である．

ユ7）海外観光に関しては，韓国が大部分を占めている．

　　るためと考えられる．

これは距離・時間・経済的面からメリットがあ
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