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はじめに 

 板橋区は、東京 23 区で公文書館を設置している唯一の区です。これは板橋区民のみなさ

んにとって、とても幸福なことです。なぜならみなさんは、他の公文書館を設置していな

い自治体の住民よりも、自分たちの地域のことを知る機会に恵まれているのですから。 

しかし、いかに機会に恵まれているといっても、その機会を活かす方法を知らなければ、

まさに「宝のもちぐされ」です。そこで今日はみなさんに、社会学者、専門社会調査士の

立場から、板橋区公文書館を上手に利用するための活用術についてレクチャーします。 

※社会調査士 

 社会調査士とは、社会調査の知識や技術を用いて、世論や市場動向、社会事象等をとらえることのでき

る能力を有する「調査の専門家」のことです。なかでも、大学院で所定のカリキュラムを修めることで専

門社会調査士の資格を得ることができます。詳しくは「社会調査協会」のサイト（http://jasr.or.jp/index.html）

をご覧下さい。 

 

【活用術之零】 調べ物をするときの基本を押さえる！ 

・その情報は正しい情報ですか？ 

 世の中にはたくさんの情報が溢れています。しかしその情報が「正しい」情報であるか

どうかは、簡単にはわかりません。 

 例えば新聞に載っている世論調査。一例をあげましょう。毎日新聞は 2011 年 7 月 5 日の

朝刊で、大相撲の八百長問題についての世論調査の結果を掲載しています。その記事は、

このような出だしで始まります。 

 

 これを読めば、日本全国の約８割の人が、大相撲から八百長がなくなることはないと考

えているというふうに感じるでしょう。なにしろ「全国世論調査」ですから。 

 しかし、この全国世論調査の結果は、本当に全国民の意見を代表するものになっている

のでしょうか？ 

 この記事の末尾には、今回の調査の実施手法が記してあります。 

  

 

 毎日新聞が（7 月）２、３日に実施した全国世論調査で、八百長問題を受けて日本

相撲協会が導入した再発防止策で八百長がなくなると思うかと尋ねたところ、「思わな

い」との回答が７８％を占めた。 

（7 月）２、３の２日間、コンピューターで無作為に数字を組み合わせて作った電話

番号を使うＲＤＳ法で調査した。この際、岩手、宮城、福島３県の沿岸部など、東日

本大震災による被害が大きかった市区町村の電話番号は除いた。有権者のいる１５４

４世帯から、１１２９人の回答を得た。回答率は７３％。 
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 この RDS 法（RDD 法ともいいます）というのはマスコミがよく使う社会調査の手法で、

市外局番で地域を限定したうえで、残りの番号をコンピュータでランダムに入力し、かか

った番号の世帯に対して質問をし、集計するというものです。一見なんの問題もないよう

に思われますが、よく考えてみて下さい。この調査に答えることができる人は、かなり限

られてしまいます。条件をあげていくと・・・ 

・固定電話を持っている 

・電話がかかってきたときに自宅にいる 

・アンケート調査に答えるだけの十分な時間がある 

・アンケート調査に協力しようという意思を持っている 

 ほかにもあるでしょうが、これだけでも回答者はかなり限られます。携帯電話しか持っ

ていないという人は除かれてしまいますし、たいていこのような電話は昼間の時間帯にか

かってきますから、その時間、外で働いている人も除かれます。さらに電話を受けること

ができたとしても、忙しいときであれば答えてもらえないだろうし、そもそも協力しよう

という意思がなければすぐに切られてしまうでしょう。 

 つまるところ、RDS 法による調査の回答者は、昼間自宅にいて、たまたま暇なときにかか

ってきた電話を切らず、調査に協力してくれた人ということになります。その多くは家庭

の主婦や高齢者でしょう。このような偏りのある人たちの意見が、全国民の意見＝世論と

して報道されているのです。 

  

 このように、毎日新聞のような全国紙が伝える、一見したところ正しいと思われる情報

も、その根拠はあやしいものであることも多いのです。だから私たちは、何かものを調べ

るときには、その情報の根拠に気をつけなければなりません。 

 

・インターネットがあれば十分？ 

 インターネットが普及している現在、多くの人たちが調べ物をするときにインターネッ

トをつかっています。しかしインターネット上にある情報には、 

①誰がいつ書いているか特定しづらい 

②いつ情報が更新されるかわからない 

 という問題点があります。 

 なぜならインターネットでは、ちょっとした知識と設備があれ

ば、誰でも情報を発信し、改変することができるからです。 

 つまりインターネット上にある情報は、情報の根拠という点で弱いのです。 

 

・信頼できる情報源にあたろう！ 

 あやしい根拠、弱い根拠に基づいた情報は、その内容に誤りがある可能性が高いといえ

ます。そしてその、誤った情報を根拠にしてモノゴトを理解してしまうと、間違って理解

してしまうことになりかねません。 

 だから、何かを調べて正しく理解するためには、なるべく信頼できる情報源にあたる必
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要があります。では信頼できる情報源とは何か？その条件は大きく２つあります。 

 

［条件①］ 

 誰（個人・団体）が、いつ、どの媒体に、どういう目的で書いたものかがわかる。 

［条件②］ 

 記録されている情報の改変が困難である。 

 

 条件①は、要するに情報のメタデータがそろっているということ。このメタデータがわ

かることによって、その情報がどれくらい信頼できるか、どれくらいの偏りがあるのかを

判断することができます。雑誌記事よりも研究書の方が一般的に信頼度は高いでしょうし、

原発関連の文書の作成者が電力会社であれば、原発のメリットを強調する内容に偏ってい

るであろうことが想像できます。こうやって「情報の来歴」に着目することで、その情報

の信頼度を判断することができるのです。 

 条件②を満たす情報のなかでもっとも一般的なものは、紙に印刷された情報です。特に

書籍や報告書の形で冊子になっているものは、そう簡単には改変できません。 

 

 インターネット上の情報が、この２つの条件を欠いていることは一目瞭然です。 

 インターネットは、どこにどのような情報があるのか、つまり情報の「ありか」を探す

のには適しています。 

 そうやって情報の「ありか」がわかったら、その情報の「ゲンブツ」である、紙に書か

れた文書にあたることで、情報の根拠を固めることができます。 

 そして公文書館には、情報の「ゲンブツ」がたくさん収められているのです。 
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【活用術之壱】 ココにしかない情報を知る！ 

①過去の行政刊行物 

 各自治体では統計資料をはじめ、各課でつくっている報告書

など、さまざまな情報をホームページに掲載しています。でも

ホームページにあるのは近年の情報ばかり。図書館にも行政機

関が作成した報告書が納められていますが、どんどん新しい報

告書が増えていくので、古いものから順に処分していかざるを

得ません。 

 

 これに対して公文書館には、行政が発行した刊行物が、古いものから新しいものまです

べてそろっています。古いものでは、昭和 7 年 10 月 1 日に板橋区が誕生してから 初につ

くられた統計資料で、区長をはじめとする様々な役職者の氏名や、当時の人口、産業の状

況などが記録されている、昭和 8 年度の『板橋区勢要覧』（S08-001）や、戦時中に回覧さ

れた回覧板などをまとめて収載している『回覧板』（S17-001）なんていう珍しいものもあ

ります。 

資料① 「東京市隣組回報」（昭和 18 年 3 月 15 日、第 86 号） 

資料② 「町会隣組常会通信」（昭和 18 年 3 月 15 日、第 52 号） 

 

 そして重要なのは、古い情報が残っているので、時系列で板橋区の社会状況や行政の施

策を捉えられることです。古い統計資料を現在のものと比較することで板橋区の発展のプ

ロセスをたどってみることもできますし、数年ごとに出される報告書を発刊された順にみ

ていくことで、あるテーマに関する行政の施策がどのように変化していったのかを知るこ

ともできるのです。 

 

②行政機関が作成した公文書 

 行政機関（市区町村、教育委員会など）の職員が作成した文書のことを公文書といいま

す。行政機関は、何か活動を行うとき、必ず文書を作成しなければなりません（これを文

書主義といいます）。行政機関は、みなさんから預かった税金を元に活動しているので、ど

ういう理由で、どういう活動を、誰が、いつ、どこで行うのか、そして誰がその活動を許

可したのか、きちんと文書で証拠として残しておかなければならないからです。 

 ですが、そうやって作成された膨大な公文書のすべてを保管しておくことは、保管スペ

ースの問題等もあり困難です。そのため公文書には、その重要性に応じてそれぞれ保存期

間が定められています。そして保存期間を過ぎた公文書は廃棄されることになります。 

 しかし、こうした公文書のなかには、区民の文化財産として歴史的な価値を持っている

ものや、過去の資料として行政運営上必要なものもあります。そこで板橋区公文書館では、

それらの重要な公文書を選別、収集し、担当課ごとに分類して保管しているのです。 

 なお、詳しい選別基準については、『板橋区公文書館 10 年のあゆみ』42～45 ページをご

覧ください（板橋区公文書館ホームページから PDF ファイルで入手できます）。 
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③板橋の古い写真 

 板橋区公文書館には、過去の板橋区の様子を撮影した写真がたくさん保管されています。

もっとも多いのは昭和 30 年代～50 年代の写真ですが、なかには大正・昭和初期の写真も

残っています。また、航空写真も多数あります。 

 古い写真は、当時の社会のようすが記録されている「記憶の宝庫」です。どこにどんな

お店があったのか、お店ではどんなものが売られていたのか、田んぼや畑はどれくらいあ

ったのか、などといった様々な時代の記憶が残されています。 

 なおこれらの写真は、所定の手続きをとっていただければすべて無料でつかうことがで

きます。 

資料③ 『ハッピーロード大山商店街 30 周年記念史』（ハッピーロード大山商店街振興組

合、2011 年） 

資料④ 『荷風！ Vol.19（特集：江戸を旅する）』（日本文芸社、2009 年 3 月） 

 

④櫻井徳太郎文庫 

 櫻井徳太郎文庫は、板橋区に長年在住し「板橋区史」の編さんを統括、また文化財保護

審議会会長としても活躍され、日本民俗学の大家として知られた故櫻井徳太郎氏が、平成

14 年（2002）に板橋区へ寄贈された蔵書等、約 3 万 8 千点余の資料群のことです。 

 学術書、学術雑誌、古文書、和本、民俗調査の「聞き取り」内容を記したフィールドノ

ート、話者とのやり取りの内容を録音したカセットテープ（CD 化済）、写真、スクラップブ

ック、ビデオテープなど多種多様な資料が収められており、一部を除き公開されています。 

 この櫻井徳太郎文庫は、もちろん資料的価値も非常に高いのですが、1 人の優れた研究者

がどのように情報を集めていたのか（知の体系！）を知ることができるという点でも、た

いへん重要な施設です。 

 

【活用術之弐】 公文書館で効率的に集めることのできる情報を知る！ 

 板橋区公文書館には、実はこんな資料もそろっています。 

・過去から現在にいたるまでの住宅地図 

・『広報 いたばし』のバックナンバー 

・『板橋史談』のバックナンバー 

・板橋の近隣地域の自治体史 

・日本史を調べるための基礎となる辞典類、書籍 

  

 例えば住宅地図は、自分が住んでいるところにかつて何があったのかといったことを調

べるのに便利ですし、『広報 いたばし』のバックナンバーは、板橋区であったイベントや

板橋区によるさまざまな取り組みについての情報が満載です。 

 これらの資料ももちろん、コピーをとることができます。みなさんのニーズにあわせて

活用してみてはいかがでしょうか。 
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【活用術之参】 具体的なテーマについて調べてみる！ 

 では実際に、板橋区公文書館に所蔵している資料を用いて、高島平団地のなりたちにつ

いて調べていきましょう。 

 

【調べ方】 

①「板橋区公文書館 行政資料目録」からキーワード「高島平」で検索 

 タイトルから想像して、いくつかピックアップし、書庫から持ってきてもらう。 

資料⑤ 「高島平」の検索結果 

資料⑥ 公文書館資料閲覧・複写申請書（写し） 

 

②持ってきてもらった資料から、さらに資料を探す 

・その資料を作成する際に参照した資料 

・その資料を用いて作成した資料 

 例）「高島平団地関係 新聞・雑誌記事（通史編用資料）、「高島平団地関係調査」 

→『板橋区史』 

 編著者名が「企画部区史編さん室」となっているので、『板橋区史』に高島平に関する情

報が掲載されていることが予測できる。 

 実際、『板橋区史 資料編５ 民俗』（1997 年、板橋区史編さん調査会編）の第四章「団

地の生活―高島平地区を中心に」、および『板橋区史 通史編 下巻』（1999 年、板橋区史

編さん調査会編）の第十章「新しい街づくり」に、高島平についての情報がある。 

 

③「公文書館 移管文書目録全件」からキーワード「高島平」で検索 

資料⑦ 「高島平」の検索結果（１ページ目のみ） 

 これはかなりの公文書がヒットします。[文書件名]を読めばおおよその内容はつかめます

が、もう 1 つ注目してもらいたいのは[所属名]の欄。ここには、どの部署で作成された公文

書であるかが書いてあるので、その公文書の性格をイメージすることができます。 

 

 ではさっそく、公文書館所蔵資料を用いて明らかになった高島平の過去、現在、そして

未来について見ていきましょう。 

 

１．高島平前史 

 天保 12 年（1841）5 月 8 日～9 日、高島秋帆が徳丸ヶ原で西洋砲術演習を実施 

高島秋帆（しゅうはん）は、長崎の人。長崎港の防備を担当した関係で、出島のオラン

ダ人から西洋砲術を学び、高島流砲術を創始しました。天保 11 年（1840）9 月、幕府に西

洋砲術の採用による武備の強化を進言し、翌年、徳丸ヶ原での砲術演習を幕府によって命

じられた。この史実が、高島平の地名の由来となっています。 

高島秋帆については館所蔵の『集論 高島秋帆』（板橋区立郷土資料館、1995 年）、『日

本近世人名辞典』（吉川弘文館、2005 年）などに詳しい記述があります。 
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２．高島平地区の開発 

【参考資料】 

①『高島平の概要』（板橋区企画室、S47 年 5 月） 

②『板橋 土地区画整理事業』（日本住宅公団、S47 年 5 月） 

③『ひらけゆく高島平』（板橋区企画室、S46 年 11 月） 

④『板橋区の土地区画整理事業』（板橋区土木部計画課、S46 年 3 月） 

⑤『講演集 高島平学事始』（板橋区立高島第一小学校編、H3 年。なお講師は板橋区立郷土

資料館文化財専門委員の小林保男氏） 

⑥『高島平団地の未来～少子高齢化のゆくえ～』（大東文化大学法学部政治学科 中村ゼミ

ナール、H11 年） 

⑦『板橋区史 通史編 下巻』（板橋区史編さん調査会編、H11 年） 

⑧『高島平地区の開発に関する資料集』（板橋区行政情報センター、S63 年 11 月） 

⑨『高島平－その自然・歴史・人－』（板橋区立郷土資料館、H10 年 10 月） 

 

（１）開発の目的と背景（参考資料③、④、⑦、⑨） 

 高島平一帯の地形は、標高約 30m の武蔵野台地（西台、徳丸、赤塚）と、荒川の沖積低

地（高島平）とからなっています。区画整理が行われる前、台地の大部分は農耕地で、そ

のなかに民家が点在しており、低地には「徳丸たんぼ」と呼ばれる広大な水田がひろがっ

ていました。 

この地域の大部分は、昭和 23 年に旧特別都市計画法により「緑地地域」に指定されます。

その目的は、スプロール化（市街地の無秩序な広がり）を防ぎ、自然環境を保護すること

によって住民の健康を守るとともに、農地を保全して、野菜類の自給を行うためでした。 

ところがその後、都市化の波はこの地域にも押し寄せ、このままではスプロール化を免

れないという状況に陥ります。また、都心部の宅地不足を解決するために緑地地域の解除

を要望する声も高まってきました。その背景には、新河岸川沿岸に工場群が進出してきた

ことによる地下水の不足や汚水の流出、地盤沈下など、農業を続けていくには困難な状況

に悩まされていたという事情もありました。 

そこに東京都は昭和 33 年、地元の権利者が自主的に組合を組織して、公園、緑地等の空

地を 20％確保した土地区画整理事業1を行うのであれば、緑地地域を解除するなどの方針を

決定します。これを受けて台地部の上赤塚ではさっそく土地区画整理組合を組織し、板橋

区も昭和 34 年に区画整理助成班（現・区画整理係）を設置し、区画整理組合の結成を積極

的に呼びかけていきます。 

しかし「20％は公園、緑地にあてる」という条件が地権者の不興を買ってしまい、なか

                                                  
1 土地区画整理事業とは、道路、公園などの公共用地を確保するために土地の権利者がた

がいに土地を出し合い（減歩
げ ん ぶ

）、残りの宅地についても区画の割り直しや土地の入れ替えを

行うことで整然とし（換地）、効率的な土地利用を実現するための事業。高島平地区では、

上赤塚、徳丸石川、西徳、徳丸ヶ丘、大門の 5 つの土地区画整理組合と日本住宅公団によ

って進められた。なお減歩率は平均 29.49％。 
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なか組合の結成は進みませんでした。ですが、公園率 8％以上と基準が緩和されたことを受

けて、昭和 38 年から 41 年にかけて、徳丸石川、西徳、大門、徳丸ヶ丘の各組合が台地部

で相次いで設立されます2。 

一方「徳丸たんぼ」の広がる低地のほうでは、広大な水田地帯の開発を地元の力だけで

行うことは困難であることから、日本住宅公団に施行をゆだねることになります。昭和 37

年 5 月、関係地主による「旧赤塚水田地帯開発協力会」が結成され、緑地地域の解除を求

める運動をおこします。さらに 8 月には「住宅交渉委員会」を結成し、住宅公団と協力し

て区画整理を行うこととなりました。そして翌 38 年 12 月、公団は 36 万坪の土地を地主よ

り購入し、徳丸ヶ原での団地建設、すなわち高島平団地の建設が確定します。なお売り渡

し価格は１坪あたり 21,000 円でした。 

 

なお、参考資料⑤の小林氏は、こんなことをいっています。 

「その頃（昭和 18～19 年頃）、高島平はたんぼでしたが、実は一つ、大きな事が計画さ

れたのです。ここに製紙工場を作ろうという青写真があったのです。それが戦争に負け

たために、工場がこなくなりました。あと 5 年も戦争が続いていたら、こういう団地で

はなくて製紙工場ができていたかもしれません」（『高島平学事始』p.66） 

 つまり、戦争が早く終わり、徳丸ヶ原が田んぼのままであったからこそ、今の高島平団

地ができたといえるのかもしれません。 

 なお、「高島平」の町名が誕生したのは昭和 44 年 3 月 1 日。住宅交渉委員会の副委員長

であった田中熊吉氏が提案した案であったそうです。 

 

（２）高島平団地の建設にむけて（参考資料①、②、③、⑦、⑨） 

■高島平地区土地区画整理事業（高島平１丁目～９丁目）の概要 

・施工者：日本住宅公団 

・事業費（主に土地代）：約 79 億円 

内訳：日本住宅公団 68 億円、公共施設管理者負担金と東京都からの補助金 11 億円 

・事業の経過 

 S40 年 3 月：板橋宅地開発事務所開設 

 S40 年 6 月：施行区域決定 

S41 年 12 月：事業計画・施行規定認可（事業開始） 

S47 年 3 月：事業終了 

・施行面積：3,323,877 ㎡（約 1,007,235 坪） 

 

 

 

                                                  
2 今回はこの台地部の区画整理についてはこれ以上ふれないが、詳細については『板橋農

業協同組合 ４０年のあゆみ』（「４０年のあゆみ」編纂委員会編、1989 年）、『徳丸石川土

地区画整理事業完成記念誌 創』（徳丸石川土地区画整理組合編、1991 年）に詳しい。 
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■高島平団地（高島平 2 丁目・3 丁目）の概要 

・施工者：日本住宅公団（東京支所） 

・総工費：約 320 億円 

・期間 

 着工：S44 年 12 月 

 竣工：S47 年 3 月（入居開始は S47 年 1 月） 

・面積：364,771 ㎡（約 110,536 坪） 

・建物 

 鉄骨・鉄筋コンクリート造（11～14 階建） 30 棟 

 鉄筋コンクリート造（５階建） 34 棟 

 戸数：10,170 戸（賃貸住宅 8,287 戸、分譲住宅 1,888 戸、未計画分 700 戸） 

・利便施設（完成時） ※カッコ内は戸数 

 スーパーマーケット（２）、戸割店舗（５）、保育所（４）、診療所、銀行、交番（各１） 

 

 このような規模で完成した高島平団地でしたが、当初は５階建程度の中層団地を中心に

4,890 戸が用意される計画でした。しかし、都心部の住宅不足が悪化する中で、中層での開

発はもったいないということになり、昭和 44 年 7 月の段階で、14 階建を中心とする高層

団地、計 10,170 戸を用意するという計画になります3。戸数にして倍以上の規模になったこ

とで、板橋区も住宅公団に対し、公園や野球場の設置、緑地の確保、道路や街路灯の整備、

幼稚園・保育所、小中高校の建設用地の確保などの要望を出しています。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  
3 なお、計画戸数を年度ごとに実績として達成しなければならなかった住宅公団が、戸数

を消化するために増やしたという事情もある。戸数を増やすためには、高層化だけでなく、

３DK などの大型住宅を減らし、２DK や１DK を増やすといった手法もとられていた。 
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３．高島平での生活と実態 

（１）保育園、小学校が足りない！ 

入居開始 

 昭和 47 年 1 月 23 日、高島平駅近くの 14 階建ての２棟から入居がはじまります。その

後、４～５月、５～６月、８月と入居は続き、翌年３月の第五次入居で完了します。この

約１年の間におよそ 1 万世帯が入居しました。 

 

若い世代の入居 

 ここでは 2 丁目の賃貸住宅に注目してみましょう。この賃貸料は、他の団地と比べると

約 2 倍も高い設定でした。そのため住宅公団は、ある程度の収入がある比較的年齢の高い

世帯の入居が中心だろうと想定しており、幼稚園は 8 カ所、保育園は 6 カ所で十分と判断

していました（ 終的には板橋区の要請もあって幼稚園 4 カ所、保育園 13 カ所の設置が計

画されました）。 

 しかし実際には、比較的若い世代の家族、特に第１次ベビーブーマーである「団塊の世

代」が入居者の中心でした。赤ちゃんの泣き声等の理由で民間アパートの入居を断られた

ことから、公団の住宅である高島平に流れてきたのです。その数は、入居の翌年（昭和 48

年）には、1 年間に 2,000 冊もの母子健康手帳が発行されたということからも想像がつきま

す。実に 5 分の 1 の世帯で子どもが産まれたということになります。当然、産婦人科は混

み合い、出産で歯を悪くした母親が歯科医院の前で並ぶという状況がおきました。 

 

保育園の不足 

 さらに大きな問題となったのが、保育園問題です。高い家賃を支払うため、高島平団地

では必然的に多くの世帯で共稼ぎとなりました。しかし当時、団地内には保育園が３つし

かなく、入園できない子どもが区出張所の会議室や団地の集会所を占拠する事態になりま

す。幼稚園も高島幼稚園のみであり、倍率は 12～13 倍でした。 

・高島平団地の家賃（2 丁目団地） 

 １DK（33 戸）：18,500～19,700 円 ２DK（522 戸）：25,200～27,500 円  

 ３DK（306 戸）：29,900～31,400 円 

 

・高島平団地の分譲価格（3 丁目団地） 

 ３K（437 戸）：486 万～526 万円 ３DK（577 戸）：441 万円～556 万円 

 ３LDK（869 戸）：549 万～709 万円 

 

・高島平団地の応募状況（昭和 47 年 1 月の第一次入居の平均） 

 賃貸：12.1 倍 分譲：9.6 倍 

（参考資料⑥ ※元データは『日本住宅公団事業年報 昭和 48 年度』）
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 その対策もすぐになされています。昭和 47 年 4 月に開園したばかりの「つぼみ保育園」

には、同年 12 月、高島平ベビールームが併設されます。翌 48 年 4 月には 3 つの保育園が

開園しました。その背景には、子どもの預け先に困った住民たちによって組織された「保

育園に入れない子供の父母の会」の活動がありました。 

 

小学校の不足 

 しかし、子どもたちは毎年成長していきます。次に問題になったのは小学校です。入居

前の昭和 46 年に高島第一小、47 年には第二、第三小、48 年には第四、第五小と相次いで

開校、さらに 51 年に第六小も開校しています。それでも入居開始から 6 年がたった昭和

53 年、団地を通学区域とする第二小には 452 名もの新一年生が入学し、40 人学級 11 クラ

スとなります。全校児童数も 1,477 名となり、校庭にプレハブ校舎を２棟つくって教室不

足をしのぎました。なお翌 54 年には当初予定になかった第七小が開校しています。 

 

高島平児童館の開設 

 また、昭和 54 年 3 月 26 日には、新築された区の高島平出張所 2 階に、児童館・学童保

育クラブが開設されます。これについては、「昭和 53 年度起債事業計画書の提出について」

（予算課）という公文書のなかに、高島平児童館の建設に関する文書があるのでみておき

ましょう。 

資料⑧ 昭和 53 年度厚生福祉事業起債計画書（一般分） 

 この公文書には、区が実施する政策のうち起債（地方債を発行して資金を集めること）

が必要な事業についての起債の計画が書かれており、高島平児童館の建設事業費として 1

億 2463 万円が見込まれていること、このうち起債で 8,610 万円をまかなおうとしているこ

とがわかります。また、事業起債計画書の「現況および本事業の必要性」の項目には、板

橋区では２学校区につき１つの児童館の設置を目標としているのにもかかわらず、高島平

地区には小学校６校に対して児童館が１館しかないことから、その開設の必要性が高いと

の記述がみられます。 

 

混乱の原因 

 このように高島平地区では、入居がはじまってから数年の間、子どもたちのための施設

をめぐってかなりの混乱がみられます。その大きな原因は、中心的な入居者となる世代を

読み間違えていたことです。 

 ここで興味深い数値をみてみましょう。上の段は、板橋区役所の企画室が昭和 45 年 6 月

の時点で予測していた、高島平団地の年齢階級別予想人口（昭和 52 年 4 月時点）で、下の

段は昭和 53 年 1 月 1 日時点での実際の年齢階級別人口です。 

 

出典：参考資料⑧ 

０～５歳 ６～１１歳 １２～１４歳 １５歳以上 合計
予想人口　 （昭和52年4月） 11364 4619 1092 39942 57017
実際の人口（昭和53年1月1日） 9081 5147 1550 35225 51003

予想人口－実際の人口 2283 -528 -458 4717 6014
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ここからわかるのは、区が予想していたよりも子どもが産まれるピークがかなり早かっ

たということです。そのため、小学生の人数、中学生の人数は、昭和 53 年の時点で予想を

大幅に超えており、上記のような事態になってしまったのです。 

 

（２）物流基地としての高島平 

 とかく団地のイメージが強い高島平ですが、実は物流基地としての顔も持っています。

流通センター内にあるトラックターミナル（高島平６丁目）は昭和 45 年 10 月に営業を開

始しており、地方からやってきた大型トラックがここで荷物を下ろし、小型トラックに積

み替えて都心部へと運んでいきました。その取扱量は 1 日約 6,700 トンもありました。ま

た中央卸売市場（板橋青果市場、６丁目）では、1 日約 400 トンの蔬菜、果実を取り扱っ

ていました。 

 

「ここに流通機構をおこうというのが、当初からの計画だったのです。これは、たぶん

板橋区が昔の京浜工業地帯の一番 北端だといわれたくらい、経済活動のひとつの分野

をかかえていたわけです。その名残というのがこの高島平の中の 初の開発計画におり

こまれていたわけです」（参考資料⑤ p.7） 

 

（３）自殺の名所 

・高島平団地自殺発生件数（年度別） 

 

出典『高島平団地投身自殺防止対策について』（日本住宅公団東京支社、昭和 55 年 7 月） 

 

◇自殺者の８割強は団地外の外来者。中には新潟から自殺をするために来た人もいた。 

◇昭和 52 年に急増しているのは、3 月 11 日の女子高生（外来者）による入試失敗を苦

にした自殺、4 月 13 日の親子 3 人（外来者）による心中自殺が大々的にマスコミによっ

て報道されたことの影響。この頃から「自殺の名所」として有名になりはじめ、翌 53 年

1 月に 4 件もの自殺者が発生し、マスコミによる特集記事も組まれるにいたって「自殺の

名所」の呼称が明確に位置付いた。 

※「高島平団地関係 新聞・雑誌記事（通史編用資料）」に関連記事の複写あり 

◇「日本の自殺」という観点から、欧米でも高島平団地の自殺が報道されていた。 

◇昭和 53 年 7 月に屋上を閉鎖したが、今度は解放廊下や非常階段から飛び降りるなどし

たため、自殺者は減らなかった。 

◇ピークは昭和 55 年～56 年にかけてで、50 名を超える飛び降りがあった（参考資料⑨） 

 

→こうした状況に対応するため、日本住宅公団東京支社は、昭和 55 年 4 月～7 月にかけて、

財団法人日本開発構想研究所に委託して高島平団地投身自殺防止対策の研究を実施したう

えで、報告書『高島平団地投身自殺防止対策について』をまとめ、ハード、ソフトの両面

年度 S47 S48 S49 S50 S51 S52 S53 S54
自殺者数 5 5 1 2 2 12 15 18
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による自殺防止対策案を提言しました。 

 この報告書に基づいて、板橋区、志村警察署、高島平二丁目・三丁目自治会、日本住宅

公団らによって構成された「高島平事故防止対策協議会」は、同年 10 月 8 日、パンフレッ

ト『“自殺名所”の呼び名を高島平からなくそう』（高島平事故防止対策協議会、昭和 55 年）

を発行し、住民に配布しました。自殺のおきやすい時間帯（3 人に 2 人は昼間の明るい時間

帯に飛び降りている）、男性は廊下から、女性は非常階段から飛び降りやすいといった実証

的な数値や、自殺をしようとしている人の見分け方、見つけたときの対処法などの具体的

な対応策まで書かれているこのパンフレットからは、当時の団地住民がいかにこの問題に

頭を悩ませていたかが伝わってきます。 

 さらに 11 月 6 日からは、協議会のメンバー有志がパトロール隊を組織し、自殺防止のた

めに団地内の巡回をはじめています。さらに翌 56 年には、住宅公団が約 7 億円の費用をか

けて 8 千カ所にフェンスを設置し、マスコミを通じて「高島平では飛び降りができない」

と全国に PR しました。 

 こうした取り組みの効果もあって、高島平団地での自殺者は、徐々に減少していきまし

た。 

 

４．高島平の未来 

（１）人口減少と少子高齢化 

 昭和 58 年 12 月には、高島平出張所管内の人口が 55,000 人を超え、世帯数も 2 万世帯

の大台にのった高島平地区でしたが、次第に人口が減少し始めます。その 大の理由は、

団地で育った子どもたちが独立し、団地を出ていったことにあります。そのため高島平で

は、人口減少と少子高齢化を同時に経験することとなりました。 

 次のグラフは、高島平団地（２・３丁目）の人口および世帯の推移を示したものです。 

 

                        各年度の『板橋区の統計』より作成 
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 ここからは、世帯数には大きな変化はないものの、人口は減少傾向にあり、特にここ 15

年ほどの間に 8 千人近く減少していることがわかります。 

 さらに年齢別の割合を昭和 53 年と平成 22 年とで比べてみると、昭和 53 年には約 32％

が 15 歳未満であったのに、平成 22 年にはわずか約７％になっています。なお、平成 22

年の高齢化率（65 歳以上人口の割合）は 34,6％です。 

 

 
           昭和 53 年：『高島平地区の開発に関する資料集』より作成 

           平成 22 年：『板橋区の統計』より作成 

 

 その理由は、団地で育った子どもたちの多くが独立し、団地外へと転出していった一方

で、その親世代は団地内に住み続けているケースが比較的多いことにあります。高島平団

地第 1 次入居者であり、入居してまもない昭和 47 年（1972）5 月より発行されている『高

島平新聞』編集長の村中義雄氏によれば、 初の団地入居者でそのまま団地に居住してい

る世帯は、平成 10 年（1998）の時点で全体の 20％と推量されており、その割合は、後か

ら入居した人で 20 年近く住んでいる人を加えると 35％くらいの世帯が初期の頃から団地

に住み続けていることになるとされています（村中義雄「高島平の社会像－高島平団地誕

生から 26 年－」『高島平－その自然・歴史・人－』所収、1998 年）。つまり 3 分の 1 くら

いの世帯が、初期に入居して以来ずっと高島平団地に住み続けていることになるわけです。 

 高島平団地には同じような世代の世帯が大量に同時に入居しているため、団地全体が同

時に高齢化していってしまいます。一方で子ども世代の多くは団地を出て行ってしまった

ため、子どもの数も減っていきました。小学校も、平成 14 年に第四小が第六小に統合され

て廃校に、平成 19 年には第七小が第二小に統合されて廃校になりました。第七小にいたっ

ては、開校してからわずか 28 年で廃校になったことになります。 

 

 

S53 H22

15歳以上 21137 18364

0～14歳 9881 1363

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

高島平団地（2・3丁目）年齢階級別人口



15 
 

（２）高島平の未来へ向けて 

 少子高齢化は日本全体の傾向であり、2005 年には人口が自然減する「人口減少社会」に

突入しています。ただ、高島平団地の場合、団地ができた昭和 47 年に、唐突に同じような

世代の世帯が大量に集まって社会が形成されたため、個人のライフコースがそのまま団地

のライフコースになるような、独特の歴史を経験してきました。 

 しかし、だからこそ高島平団地の住民には、強い連帯感があるのではないでしょうか。

入居してすぐに問題になった保育園不足の問題に対しては、「保育園に入れない子供の父母

の会」を結成して事態の解決に向けて活動をしていますし、入居がはじまってから半年ほ

どしかたっていない昭和 47 年 8 月 18 日～20 日には、もう「団地まつり」が開催されてい

ます。こうした「自治の気風」が、高島平団地には根づいているように思います。 

 また、急激な子どもの増加に対応するべく建てられたため、高島平地区の学校の校舎は

大規模であり、現在では余裕のある利用が可能になっています。特に廃校となった高島第

七小学校は、駅から徒歩 3 分という利便性、1 万㎡を超える広大な敷地、耐震補強をせずに

今後 20 年は使用可能な校舎という好条件の跡地であることから、平成 21 年 1 月に設置さ

れた、板橋区、団地住民、有識者らによって構成される「旧高七小跡地活用協議会」によ

る協議の結果、シニア世代を中心とする住民へのサービスを提供する施設へと生まれ変わ

ろうとしています（詳細は http://www.city.itabashi.tokyo.jp/c_kurashi/017/017419.html）。 

 建設当初、多くの入居希望者が殺到したことからもわかるように、都心へのアクセスに

恵まれた高島平団地は、これからも新たな住民が入居してくる可能性の高い団地です。そ

うした新しい住民たちと協力してまちづくりを進めていくことが重要ですし、高島平では、

同じようなプロセスを既に経験しています。この「地域の経験」を、地域の歴史を掘り起

こしていく中で住民どうし共有していくことによって、高島平団地の未来は拓かれていく

のではないでしょうか。 

  

おわりに 

 今回は「公文書館の活用術」という目的があったため、公文書館所蔵の資料を中心に高

島平について調べていきました。本来であれば、実際に高島平を訪れ、住民の皆さんから

お話を伺ったり、『高島平新聞』のようなローカルメディアを丹念に調べていくことも、同

時になされなければなりません。 

 もっとも、実際に訪問する前に、現地についての情報を事前に入手し、概要を把握して

おくことは、フィールドワークの鉄則でもあります。もし、あなたが調べたいと思ってい

る地域に公文書館が設置されていれば、ぜひ訪れてみてください。いろんな情報を入手す

ることができます。 

 なお、今回の報告資料作成にあたっては、高瀬館長をはじめ板橋区公文書館のスタッフ

の皆様に大変お世話になりました。板橋についての豊富な知識を持っているスタッフがそ

ろっていることも、板橋区公文書館のすばらしさの１つです。この場を借りてお礼申し上

げます。 


