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7 精神障害者福祉

はじめに

国は 『精神保健医療福祉の改革ビジョン』(平成 16年)において ｢入院医療中心から地

域生活中心-｣という基本的な方策を進めている｡その中では､精神疾患や精神障害に関

する正 しい理解を進めると共に､精神保健医療福祉体系の再編を図り､受け入れ条件が整

えば退院可能な者 (7万人)について退院促進をしていくことが目標に掲げられている｡

本研究では､そのような政策動向を踏まえながら､精神障害者の暮らしを地域で支える

基盤の一つと考えられる県民の精神障害者観を主要なテーマとして､その意識を探った｡

具体的には､｢生活保障の責任所在および公的支出-の意識､精神障害者との接触の度合い､

イメージやその入手先､抵抗感､精神疾患に関する認識｣といった問題を扱っている｡

本章では､類似の調査結果にも触れながら､沖縄県民の精神障害者観を紹介 していく｡

7-1 生活保障の責任の所在

生活困難を抱える人を共に支えていくことは､社会福祉の中心的な考え方であり､その

ような意識を住民がどの程度持っているのかは､福祉を充実させる鍵となる｡ここでは精

神障害者のみならず､比較対象として高齢者をも取 り上げ､県民がそれらの人々の生活保

悼 (生活費)についてどのような意識を有 しているのかを探った｡質問文は､まず高齢者､

続いて精神障害者に関して､その生活保障 (生活費)は ｢個人や家族の責任でしょうか､

国や地方自治体の責任でしょうか｣と尋ねた｡｢個人や家族の責任｣が強いと考える人が 1､

｢国や地方自治体の責任｣を強いと考える人が5を選ぶ5件式の回答を用意した｡

(ア)高齢者の生活保障

高齢者の生活保障に関 しては､国や自治体の責任がもっとも強いと回答する人が一番多
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くて 3人に 1人であった｡やや強いと考える人 も合わせれば､全体の6割が高齢者の生活

保障を国や 自治体の責任 と考えている｡ どちらともいえないと考える中間的な回答が 4人

に 1人､個人や家族の責任 と考える人は全体の 1割に満たなかった (図 7-1)0

年代別や男女別においては､顕著な差は見られなかった｡

(イ)精神障害者の生活保障

精神障害者の生活保障については､高齢者以上にもっと強く国や 自治体の責任を強調す

る人が多く､半分近くを占めた｡やや強いと認識する人を合わせれば､ 7割にも及び､こ

の見方が大方に支持 された｡年代が高い人に､国や 自治体の責任を強調する人が多くなる

傾向がみえた (図 7･2)0
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田個人や家族の責任 1

0個人や家族の責任 2

団中間 3

田園や自治体の責任 4

Ej国や自治休の責任 5

□無回答

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60 % 70% 80% 90% 100%

図7-2 責任所在 (イ)精神障害者の生活保障 年齢別(N=885)

lHHI ……ミ………ミ……SSミミ…ミミミミ;;;;;;ミミミミミミミミミミミミミミSSS≡24,9 ＼､＼＼＼＼＼＼＼＼＼＼＼-＼＼＼＼叫6.0､＼＼＼-＼＼＼＼＼＼＼＼＼＼＼＼＼＼ 匂個人や家族の責任 1

□個人や家族の責任 2

団中間 3

dl国や自治体の責任 4

E]国や自治体の責任 5

ロ無回答

0% 20% 40% 60% 80% 100%

図7-3 責任所在 (イ)精神障害者の生活保障 性別(N=885)
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男女別では､それほど大きな差ではないが､国や自治体の責任と考える人は男性に多

く､どちらともいえないという中間的意見は女性に多い傾向が指摘できる (図 7-3)0

7-2 公的な支出の多寡

前節同様､精神障害者福祉問題のみならず､比較のために社会保障 ･年金に関する意識

についても調べた｡ここでは､現在の日本の公的な支出の額についての意識を尋ねた｡

(ア)社会保障 ･年金

社会保障 ･年金を少なすぎると考える人が全体の約 7割にも及んだ｡それに対 して適当

と判断する人が 1割弱､多すぎると考える人はごくわずかであった｡ 1割半ばの人はわか

らないと回答した｡

年代別でみると､少なすぎると答えた人は年代が上がる方が多くなる (図 7･4)0

特に50歳代､60歳代は7割半ばにまで増えている｡年齢の上昇に伴って生活実感を有

する当事者となることがその理由であるのかもしれない｡ちなみに後述する精神障害者や

他の章で扱 う子育て支援対策と比較 してみても､少なすぎると回答 した人の割合が最も多

く､わからないという回答が最も少なかった｡社会保障や年金問題の方がより身近であり､

自らの生活感覚から判断が下しやすい推測がここでも成り立ちそうであるが､詳細は今後

の課題とする｡男女別での顕著な差はみられなかった｡

2003年に実施された ｢日本版 GeneralSocialSuⅣeys｣では､同一の質問に対して｢少

なすぎる｣ 61. 3%､｢適当｣ 18. 0%､｢わからない｣ 16. 1%､｢多すぎる｣ 3.

3%である｡沖縄の調査結果と比べた場合､沖縄の方が社会保障や年金に関する政府の支

出について､少なすぎるとする回答 (68. 5%)がやや多かった｡
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(イ)精神障害者福祉問題

精神障害者の福祉における政府の支出についても､もっとも多かった回答は少なすざる

であり半分弱の人がそれを選んだ｡ しかし同時に4割近くもの人がわからないと回答 して

いる｡判断基準あるいは必要情報をもっていないことがその背景にあると思われる｡後述

する結果からも明らかなように､精神障害者との関わりが乏しい人が多いので､どうして

も情報が不足しがちであると言えるのかもしれない｡

男女別では､男性の方が精神障害者福祉問題の政府支出を少なすぎると回答 している人

が多かった｡それに対して､わからないと答えたのは､女性の方が多かった (図 7-5)｡年

代別では､特徴的な傾向は見られなかった｡

申多すぎる

ロ適当

田少なすぎる

C]わからない

□無回答

0% 20% 40% 60% 80% 100%

図 7-5 政府の支出について (イ)精神障害者福祉問題 性別(N=885)

7-3 関わりの度合い

精神に障害を持っていると思われる人と､普段 (過去に)どのような関わりがあるかに

ついて､尋ねた｡

ここで精神障害者とは､｢統合失調症 (精神分裂病)や気分障害 (操 うつ病)などで､長

期にわたり日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける人｣という断り書きを入れた｡

調査の結果は､全体の3分の 1の人が､｢精神障害者の知 り合いはいないし､つきあった

こともない｣と答え､この回答が最も多かった｡続いて4分の 1の人が ｢近い親族や家族

または友人にそのようなひとがいる (いた)｣を選んだ｡選択肢を関わりの程度からおおよ

そ分類 してみると､｢知 り合いはいない-･｣､｢ほとんど顔を合わせることはない･-｣｢挨拶

程度のつきあい-｣については､日常的に顔を合わせる機会の少ない人達とみなすことが

できそうである｡つまり精神障害者 との関わりがない又はとぼしいといえる人達は合計 し

て､全体の6割強であった｡学校や職場､地域活動等の公的な場所で共に活動 した経験の

ある人は 1割程度である (図 7-6)0
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男女別､年代別での差は特にみられないので､ここでは触れない｡

11% 4･1%

T精神障害者の知り合いはいないし､
つきあったこともない

□ほとんど顔をあわせることはないが､
知っている人がいる(いた)

田挨拶程度の付き合いはある(あった)

353% 山グループや地域活動で一緒に参加
することが時々ある(していた)

D学校や聴場等で日常接している(い
た)

田近い親族や家族または友人にその
ような人がいる(いた)

E3自分自身が患っている(いた)

o無回答

図 7-6 精神障害者 との関わ り (N=885)

7-4 精神障害者のイメージ

精神障害者に対するイメージを､ 13の選択肢の中から複数回答で答えてもらった｡結

果は､｢変わっている｣と ｢敏感｣がもっとも多くて共に3割半ばの人によって選ばれた｡

他方､｢にぷい｣､｢明るい｣､｢お人よし｣などはもっとも少ない選択項目であり､ 1割未満

にとどまった｡

全国精神障害者家族連合会 (全家連)が 1997年に行った全国調査と比較 してみると､

沖縄調査ではほとんどの項目が､全国調査よりも選ばれる割合が高く出た (表 7･1)｡もし

も精神障害者の存在感やイメージが希薄であるのならばそのような結果にはならないとも

思われるが､理由を含めて今後の課題である｡

同じ全家連の調査との比較で､沖縄県民が特にたくさん選んだと判断できるのが ｢敏感｣

｢気が変わる｣｢まじめ｣｢ふつ うの人と変わらない｣｢正直｣｢やさしい｣の選択肢であっ

た｡この中には､マイナスの評価項 目､たとえば ｢こわい｣｢くらい｣｢にぷい｣などの選

択肢は含まれておらず､どちらかと言えば中立的あるいは肯定的なイメージと言えそうで

ある｡逆にその ｢こわい｣｢くらい｣についてのみ､沖縄の選択割合が少ないという興味深

い結果が出ている｡

選ばれた順位で比べると ｢変っている｣は､全国､沖縄 ともトップであるのに対 して､

次に続くのが全国調査では ｢こわい｣｢くらい｣であるのに対して､沖縄調査では ｢敏感｣

｢気が変わる｣であった｡全国は 10年前の調査であり､単純に比較はしにくいが､この

調査結果をみる限り､沖縄の方が精神障害者に対する否定的なイメージがやや薄いと言え

るかもしれない｡
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表 7-1 精神障害者イメ-ジ

沖縄総合社会調査 2006 全家連(順位)

変っている 35. 8 36. 6(1)

敏感 35.4 13.0(6)

気が変わる 29. 0 17. 3(4)

こわい 26. 8 34. 2(2)

くらい 21.4 21. 7(3)

まじめ 20. 9 7. 0(8)

ふつうの人と変わらない 19.8 ll. 9(7)

正直 17. 6 5. 0(10)

周囲に気をつかう 16. 0 15. 6(5)

やさしい 15. 9 4. 8(ll)

にぷい 9. 0 6. 0(9)

明るい 7. 9 3. 6(13)

(単位 .%)

男女別では､男性よりも女性の方が精神障害者を ｢気が変わる｣｢敏感｣と認知している

人が多い (図 7-7)｡年代別では､若い人たちがこの同じ項目をより多く選ぶ傾向があったO

また20歳代～ 4 0歳代は ｢明るい｣と答える人がやや多く､ 50歳代と60歳代は ｢暗

い｣と答える割合がやや高かった (巻末集計表 61参照)0

7-5 精神障害者の知識やイメージの入手先

もっとも多かったのが､｢直接会って (自ら経験 して､も含む)｣であり､これが過半数

に近かった｡次に3分の 1の人が ｢テレビや新聞等を通 して｣と答えた｡｢わからない｣人

が 1割程度､｢学校教育や本を読んで｣はごくわずかであった｡

既に結果を説明 した通 り日常生活で顔を合わす機会が乏 しい人が6割にも及ぶ割 には､

イメージの入手先として ｢直接会って (自ら経験 し､も含む)｣をあげる比率が高いように

みえる｡その理由は今のところまだ明らかにされていない｡

男性では､｢直接会って (自ら経験 して､も含む)｣の割合がやや高かった (図 7-8)0
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年代別の比較では､20歳代と60歳代が､｢直接会って (自ら経験 して､も含む)｣が

やや少なく､20歳代は他の年代に比べると ｢学校教育や本を読んで｣イメージを持った

とする割合が若干高かった (図 7･9)0

イメージの入手先が最も少なかった ｢学校教育や本を読んで｣については､公教育にお

ける正しい知識の普及が社会的課題の一つとして浮かび上がる｡入手先によってイメージ

に変化が表れるのかどうかについても､関連項目のクロス分析を行った上での今後の課題

である｡
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J直接会って(自ら経壊し
て､も含む)

ロテレビや新聞等を通して

EB学校教育や本を読んで

皿わからない

□無回答

0% 20% 40% 60% 80% 100%

図 7･8 精神障害者イメージの入手先 性別(N=885)

320 23

332

366 24

+直接会って(自ら経鞍し
て､も含む)

ロテレビや新聞等を通して

E3学校教育や本を読んで

田わからない

□無回答

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

図 7-9 精神障害者イメージの入手先 年齢別(N=885)

7-6 精神障害者の地域居住における抵抗感

精神に障害を持つ人達が退院促進事業などを通して地域-と移 り住むことが今後多くな

る動向を踏まえて､｢精神障害者が入院生活を終えて､あなたの住んでいる地域で暮らすこ

とに対して､あなたは抵抗感がありますか､ありませんか｣という質問を設定して､その

抵抗感の有無を調べた｡

結果は､どちらともいえない中間的な答えが最も多くて3割弱｡次に､少 しある､その

後にあまりないという回答が続いた｡抵抗感が有る､無し､どちらともいえないという分

け方で3分類するならば､抵抗感がない (｢まったくない｣と ｢あまりない｣を合わせた)

人､ある (｢かなりある｣と ｢少 しある｣をあわせた)人､中間的意見の人､それぞれがお

およそ3割前後に桔抗するとみなすこともできそうである｡

男女別では､男性の方が抵抗感はやや低いと言える (図 7･10)｡年代別では､20歳代が
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他の年代と比べて抵抗感が少ない人が多かった (図 7-ll)0

13,1 二一二一23.3二一二一 ＼＼＼＼＼＼＼ヽ＼ヽヽヽ.28. 26.7 ＼.6.9､＼＼＼＼ヽ＼＼＼＼＼＼＼＼ヽヽヽ＼＼

ll.6 ≡:≡:こ2:19三:≡: ＼＼＼＼＼＼＼＼ヽ＼＼＼＼＼＼＼＼＼28.6 29.0 ::更々こヽヽ＼＼＼＼＼＼＼ヽ､＼＼

■まったくない

□あまりない

EBどちらともいえない

a)少しある

田かなりある

□無回答

0% 20% 40% 60% 80% 1OO篤

図 7-10 精神障害者の地域居住に対する抵抗感 性別(N=885)

甜

㈱

榔

㈹

榔…榔

㈹

榔

…
榔
㈱

■まったくない

□あまりない

EBどちらともいえない

田少しある

口かなりある

ロ無回答

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

図 7-11 精神障害者の地域居住に対する抵抗感 年齢別(N=885)

7-7 精神疾患は誰でもかかりうるか

この質問は､厚生労働省精神保健福祉対策本部によって示された ｢精神保健医療福祉の

改革ビジョン｣(平成 16年 9月)の中の ｢基本認識｣に関わるものである｡同ビジョンの

中で設定された国民の正しい理解を目指すものとして設定された 10年後の目標は､国民の

中の9割の人が ｢精神疾患は誰でもかかりうる｣という認識を持つということであった｡

その質問に対して現在の県内はどのように認識 しているのかを問うた0

そう思 うと回答 した肯定派がもっとも多く4割弱いた｡どちらかといえばそう思う人が

次に多くて3割であった｡この2つを合わせて､｢精神疾患は誰もがかかりうる病気である｣
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という認識を持つ人と考えるならば､全体の7割の人がそ うであることがわかった｡否定

派は1割程度であった｡

ちなみに全国調査 (96年)では質問文が若干異なるので正確な比較は困難であるが､肯

定派は6割という結果が出ていた｡

性別では差がみられなかったが､年代別では若い人に肯定派がやや多かった (図 7-12)0

甜
㈹

榔
㈹

榔
…

榔
㈹

榔…

榔
㈱

■そう思う

ロどちらかといえばそう思う

田どちらともいえない

Dどちらかといえばそう思わ
ない

田そう思わない

口無回答

0% 20% 40% 60% 80% 100%

図 7･12 精神疾患は誰もがかかりうる病気か 年齢別(N=885)

小括

生活保障 (生活費)については､高齢者に対 しても精神障害者に対 しても､その責任は

個人や家族ではなく国や自治体の責任であるという意見が多数を占めた｡そして社会保障

(年金)の公的支出は少なすぎると考える人が多かった｡一方で精神障害者福祉問題につ

いては､公的支出が少なすぎると判断 した人が半分にとどまり､わからないと回答する人

が目立った｡

精神に障害を持っていると思われる人との関わりは､過去の経験を含めても､半分以上

の人が無いか乏しい状態であり､共に活動 した経験も一握 りの人にあるだけであった｡

精神障害者のイメージは､変わっているとか敏感というものがもっとも多かった｡女性

の方は特に気が変わるや敏感を選ぶ人が若干多く､この傾向は若い人にも同様にみられた｡

また暗いイメージは年代が高い人にわずかばかり強く､明るいイメージを持つ人は若い年

代層に若干多かった｡沖縄県民は､全国との比較で言えば､否定的イメージに分類される

項目の選択がやや少ない特徴が示唆された｡

それらのイメージはどのようなところから得たものであるかを尋ねたところ､直接あっ

て (自ら経験 して､も含む)が半数を占め､マスメディアがそれよりも低く､学校教育や

本を通したイメージの形成はごくごくわずかであった｡

精神障害者が自分の住む地域で居住する際の抵抗感は､無 し､有 り､中間が概ね括抗 し

-81-



それぞれ 3割前後であった｡男性と20歳代の人に抵抗感がやや低い傾向がみられた｡

精神疾患は誰でもがかかりうると認識 している人は全体の7割ほどで､若い人にその割

合が若干高かった｡

精神疾患に関して国が掲げた目標値は既に触れた通 り9割であり､それに向かって､さ

らにその意識を高めていく方策が望まれる｡｢入院医療中心から地域医療中心-｣という改

革が国家的課題になっている中で､精神疾患についての一般的な理解度が沖縄において7

割あったことはそれなりに評価できるかもしれない｡ しかしその一方で､自分の住む地域

で精神障害者が暮 らす想定質問において3分の 1に抵抗感がある現状は､今後の精神保健

福祉政策動向の中でけっして軽い数字とはいえない｡この意識を少 しでも変え､精神に障

害をもつ人-の理解者を増や していくことが､まずもって行政施策として求められていく

ことであろう｡

精神障害者のイメージは ｢直接会って｣形成する人が多かった｡ ところが､全体の半分

以上の人は精神障害者 との直接的な関わりが乏 しいとみなせる回答を選んでいる｡さらに

精神障害者福祉問題-の公的支出の多寡についてはわからないと答える人が4割に及んだ｡

これ らの結果をみれば､精神障害者 との関わりの機会を少しでも増や したり開拓 したりす

ることで､精神障害者に関する理解を深めて､公的支出について判断できる人を増や して

いく道筋が浮かび上がるのではないだろうか｡現状において､精神障害者との接触の機会

が乏 しいことや､公的支出の判断ができない人が多い現実は､今後､理解が広がっていく

余地を残す可能性とも読み替えられるように筆者にはみえる｡

若い年代の人が高年齢層と比べて若干ではあるが明るいイメージを持つ人が多く､抵抗

感が低いことは希望である｡短絡的に言 うことは戒めなければならないが､学校等の場で

よりしっかりとした教育がなされることで､精神障害者に関する正 しい理解が広がること

は想像に難 くない｡もちろん若い人のみならず県民各層に対して､啓発運動や社会教育な

どを行 うことも､教育面における課題 と言えよう｡

参考文献

大阪商業大学比較地域研究所,2005, 『日本版 GeneralSocialSuⅣeys基礎集計表 ･コー

ドブック JGSS-2003』.

全国精神障害者家族連合保健福祉研究所,1997, 『精神障害者観の現況 '97-全国無作為サ

ンプル 2000人の調査から-』全家連 精神障害者社会復帰促進センター.

(水野良也)
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8 交 通 問 題

はじめに

沖縄県では､交通渋滞による経済的損失が全国的にも大きいと推計されており､また､車

の過重な利用による様々な弊害が指摘されている｡排気ガスによる大気汚染､交通事故の多

発､高い酒飲み運転率､運動不足による生活習慣病の拡大､市街地の過疎化などが挙げられ

る｡さらに､自家用車依存の影響で､バス利用者の減少による路線の縮小が顕著になってい

るOそのことは､車を運転できなくてバスを利用している高齢者や障害者の移動を困難にし

ている｡最近では､原油価格の高騰によるガソリンの値上げが家計を直撃している｡また､

近年､国際的には地球温暖化が喫緊の問題になっているO日本の家庭から出る二酸化炭素の

排出量の約 3割は､自家用車によるものであると推測されているが､家庭の車保有率の高

い沖縄県においてはその割合はもっと高いと思われる｡

このように､沖縄県において､車社会からの脱却は重要な社会的課題となっている｡本章

は､県民の車社会の弊害に対する不満を調査し､そしてその解決策への意見を聞き､今後の

沖縄県の交通計画や政策決定の議論に参考になることを目指した｡

8-1 交通事情

まず､｢次にあげる交通に関する問題について､あなたは普段どのように感 じているか､

近いものを答えてください｡という質問文で､現在の交通事情についての意見を聞いた｡

(ア)車が多すぎて､渋滞や駐車場の不足がひどく､移動が不便である

｢そう思う｣が4割 (40.3%)で､｢どちらかといえばそう思う｣を合わせると7割以上

が移動に不便を感 じており､沖縄の交通事情や移動に多くの不満をもっていることが分かる｡

特に男性は ｢そう思 う｣が45.8%で女性 (35.0%)より10ポイント多く､男性の場合通勤

や仕事で移動するときに不便を感 じることが多いことが推測される｡不便を感 じていないと

答えた人は1割程度しかいない (図8･1)0

性別､年齢別では､男性の60歳代が､｢そう思う｣と ｢どちらかといえばそう思う｣の

合計が9割近くになっているのが特筆される｡ただ､この年齢層の有効回答数が 18人とい

う少数であることを勘案する必要がある (図8･2)0
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318 ■そう思う

□どちらかといえばそう思う

田どちらともいえない

皿どちらかといえばそう思わない

田そう思わない

□無回答

0% 20% 40% 601 80% 100%

図 8-1(ア)車が多すぎて､渋滞や馬主車場の不足がひどく､移動が不便である 性別(N=885)

合 計(N=437)

20歳代 (N=84)

30歳代(N=108)

40歳代(N=108)

50歳代(N=119)

60歳代 (N=18)

合 計(N=448)

20歳代(N=108)

30歳代(N=108)

40歳代(N=114)

50歳代 (N=95)

60歳代 (N=23)

■そう思う

□どちらかといえば

そう思う

田どちらともいえない

皿どちらかといえば
そう思わない

ロそう思わない

□無回答

0% 20% 40% 60% 80% 100%

図 8-2 (ア)車が多すぎて､渋滞や駐車場の不足がひどく､移動が不便である 年齢別(N=885)

(イ)公共交通機関 (路線バス等)が便利であれば､車より公共交通機関をつかいたい

｢そう思う｣が 33.9%で､｢どちらかといえばそう思う｣が 19.3%､合わせておよそ5割が

便利であれば公共交通機関をつかうことを希望していた｡｢どちらともいえない｣が2割ほどい

た｡ 2割 5分ほどは､公共交通期間を使 うのに否定的である｡前述の (ア)では､7割が移動

の不便を感 じているが､それでも車の移動に固執する人が2割 5分いることが分かる｡沖縄県

の現状では､車に頼らずに公共交通機関をつかうことがなかなか想像できないのかもしれない
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(図8-3)0

(Ne8E8+5, 3,9(N=?3" 35.9(N=5.8,- 3..9-0% 20%図 8-3(イ)公共交通機 :-19.3∴: ■そう思う臼どちらかといえばそう思う団どちらともいえないa)どちらかといえばそう思わない□そう思わないロ無回答0%Ff

一二一二22.ト:

40% 60% 80% 10

冒(路線バス等)が便利であれば､車より公共交通機関をつかいたい

性別 ･年齢別に見ると男性の20歳代の ｢そ う思わない｣というのが 23.8%で飛び抜けて多

い｡男性の20歳代が車に対するこだわりが高いことが うかがわれる｡それに比べて､男女と

も年代が高くなるほど公共交通機関をつかいたいという願望が高い (図 8-4)0

合 計(N=437)

20歳代 (N=84)

30歳代(N=108)

40歳代(N=108)

50歳代(N=119)

60歳代 (N=18)

合 計(N=448)

20歳代(N=108)

30歳代(N=108)

40歳代(N=114)

50歳代 (N=95)

60歳代 (N=23)

a)そう思う

口どちらかといえば
そう思う

E3どちらともいえない

皿どちらかといえば
そう思わない

口そう思わない

□無回答

0% 20% 40% 60% 80% 100%

図 8-4(イ)公共交通機関 (路線バス等)が便利であれば､車より公共交通機関をつかいたい

年齢別(N=885)
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(ウ)高齢者や障害者は､今の交通機関を利用することが難しい

最近､高齢者や障害者のことを交通弱者と呼ぶことがあるが､そのようなグループ-の認識

をきいてみた｡交通機関の利用が難 しいとする回答は､｢そう思 う｣が45.4%で､｢どちらかと

いえばそう思 う｣を合わせると約 7割 5分が､高齢者や障害者は交通機関を利用することが難

しいと感 じていることが分かる｡特に女性は ｢そう思 う｣46.9%で､男性 (43.9%)より若干

同情的である (図 8･5)｡

●そう思う

□どちらかといえばそう思う

egどちらともいえない

皿どちらかといえばそう思わない

田そう思わない

□無回答

0% 20% 40% 60% 80% 100%

図 8-5(ウ)高齢者や障害者は､今の交通機関を利用することが難しい 性別(N=885)

性別 ･年齢別では､男性の60歳代が交通弱者に対して理解をしており､そう思うが 66.7%

で予想通りと思えるが､一方､女性の60歳代ではそう思うが 39.1%で､男女のすべての年齢

層で､一番低い率になっている.これは､どのように理解すべきであろうか.この年齢層の回

答者数が少ないことが 1つの要因として考えられるが､他には､女性の高齢者が思った以上に

元気で他の同情を受けたくないという心理が働いているとも推測される｡ しかしこの年代層で

も ｢どちらかといえばそう思 う｣を含めると8割近くになるので､特に高齢者になると肯定的

な意見が多いという傾向には､変化がないといえる (図8-6)0
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合 計(N=437)

20歳代 (N=84)

30歳代(N=108)

40歳代(N=108)

50歳代(N=119)

60歳代 (N=18)

合 計(N=448)

20歳代(N=108)

30歳代(N=108)

40歳代(N=114)

50歳代 (N=95)

60歳代 (N=23)

0% 20% 40%

dbそう思う

口どちらかといえば

そう思う

田どちらともいえない

C]どちらかといえば

そう思わない

田そう思わない

□無回答

60% 80% 100%

図 8-6(ウ)高齢者や障害者は､今の交通機関を利用することが難しい 年齢別(N=885)

(エ)車を維持するための経費が高すぎる

原油価格が 2008年初めには､とうとう1バーレル 100ドルの大台にのり､今後､原油高の

傾向は変わらないと思われる｡車の維持費が益々高くなることが予想され､特に車社会の沖縄

において､家計や､生活-の影響が懸念される｡

由そう思う

□どちらかといえばそう思う

田どちらともいえない

qnどちらかといえばそう思わない

回そう思わない

□無回答

20% 40% 60% 80% 1OO米

図 8･7(エ)車を維持するための経費が高すぎる 性別(N=88引

結果は､｢そう思う｣が 54.2%で､｢どちらかといえばそう思う｣を含めると8割以上が車を
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維持する経費が高いと感 じている｡特に女性でそう思うが男性より高い率を示 しており､家計

を預かる立場からの思いが現れていると思われる (以上､図 8-7)0

年齢別だと､特に ｢そう思 う｣が6割の高い率を示しているのが女性の50歳代と60歳代

であるo男性では､30歳代が 58%で一番高い (図 8-8)0

合 計(N=437)

20歳代 (N=84)

30歳代(N=108)

40歳代(N=108)

50歳代(N=119)

60歳代(N=18)

合 計(N=448)

20歳代(N=108)

30歳代(N=108)

40歳代(N=114)

50歳代 (N=95)
60歳代 (N=23)

lZ)そう思う

口どちらかといえば
そう思う

田どちらともいえない

田どちらかといえば
そう思わない

田そう思わない

□無回答

0% 20% 40% 60% 80% 100%

図 8-8(エ)車を維持するための経費が高すぎる 年齢別(N=885)

(オ)交通事故､酒酔い運転等の問題が多すぎる

車社会がもたらす弊害を聞いてみた｡

この間-は､｢そう思う｣が 72.9%で､断然多く､｢どちらかというとそう思 う｣(20.2%)を

含めると9割以上が車が原因による問題が多すぎると認識 していることがうかがわれる.一方､

｢そう思わない｣と､｢どちらかといえばそう思わない｣は合わせて1%強でしかなく､交通事

故や酒酔い運転が多きことに反対するのは殆どいないことが分かる (図 8-9)0

また､性別ではほとんど差がないのもこの回答の特徴である｡年齢別では､男女とも60歳

代がそう思 うでは一番この間-の同意率が高い (図 8110)0
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73.4 3.1-:-:21.2.:.

a)そう思う

□どちらかといえばそう思う

EBどちらともいえない

C]どちらかといえばそう思わない

田そう思わない

□無回答

20% 40% 60% 80% TOO%

図 8･9(オ)交通事故､酒酔い運転等の問題が多すぎる 性別(N=885)

合 計(N=437)

20歳代 (N=84)

30歳代(N=108)

40歳代(N=108)

50歳代(N=119)

o売代 (N=18)

合 計(N=448)

20歳代(N=108)

30歳代(N=108)

40歳代(N=114)

50歳代 (N=95)

60歳代 (N=23)

田そう思う

□どち らかといえば
そう思う

EBどちらともいえなし

qどちらかといえば

そう思わない

田そう思わない

□無回答

0% 20% 40% 60% 80% 100%

図 8-10 (オ)交通事故､酒酔い運転等の問題が多すぎる 年齢別(N=885)

8-2 交通移動問題の解決策

上述の間を踏まえて､国や県､市町村は何をすればよいかたずねてみた｡5つの取り組み

について聞いた｡

(ア)都市の道路の拡張や駐車場を増やす

｢そう思う｣が約 4割 (41.8%)で､｢どちらかといえばそう思う｣が2割強 (23.5%)

あり､この取り組みに肯定的な回答は6割強になる｡問38の中で､車社会の弊害が認識さ

れているにもかかわらず､車のよる渋滞対策としての道路の拡張や､駐車場の整備に賛成 し
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ている人が多い｡道路の拡張が渋滞を解消すると思う人が過半数いるということが分かる｡

沖縄県では､本土他府県に比べて､道路の整備が進んでないと思っている人がまだ多いのか

もしれない｡しかし､どちらともいえないが2割強 (22.5%)あり､態度を決めかねている

人もいることがうかがわれる｡また､道路の拡張や駐車場の増設に反対する人が 1割はいる｡

性別では､男性の方が女性より反対意見が若干多い (図 8･11)0

年齢別では､高齢になるほど､｢そう思う｣の率が男女とも高くなる傾向がある｡また､

注目したい現象は､20歳代の男性の ｢どちらともいえない｣と答えた人が､34.5%もいる

ことである｡若い男性で車社会に対する考えがまだ定まっていない人が3割以上いることう

かがえる (以上､図 8-12)0
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合 計(N=437)

20歳代 (N=84)

30歳代(N=108)

40歳代(N=108)

50歳代(N=119)

60歳代 (N=18)

合 計(N=448)

20歳代(N=108)

30歳代(N=108)

40歳代(N=114)

50歳代 (N=95)

60歳代 (N=23)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

dIそう思う

□どちらかといえば
そう思う

e]どちらともいえない

皿どちらかといえば

そう思わない

目そう思わない

口無回答

図8-12(ア)都市の道路の拡張や駐車場を増やす 年齢別 (N=885)

(イ)市街地への車の乗り入れを制限する

公共交通機関の整備が進まない沖縄県において､市街地-の車の乗 り入れ制限は､難 しい取

り組みではあるが､その必要性について聞いてみた｡

ここでは､上の(ア)と正反対の取り組みで､結果は､｢どちらともいえない｣が 35.5%で一

番多かった｡車の市街地-の乗り入れに対して態度を決めかねている人が3分の 1もいること

が分かる｡そして､(ア)で見られた市街地での車利用の肯定的な意見がここでもみられた｡市

街地への車の乗り入れ制限に､｢そう思わない｣(19.8%)､｢どちらかといえばそう思わない｣

(14.8%)を含めると反対意見の方も3.5割になる｡それに対して､｢そう思 う｣は 1割強(ll.9%)

で､｢どちらかといえばそう思う｣(15.4%)で､賛成する人も約 2割 5分いる｡車の乗 り入れ

制限に関しては､態度保留の人が 3割5分おり､今後の状況により､意見がどちらへも変わる

可能性があることがうかがえる｡

性別では､反対意見が多いのは男女同じであるが､男性の場合は､賛成が3割､反対が 3.5

割､どちらともいえないが3割と､3つが3等分に近い｡ しかし､女性の場合は､賛成意見は

少ないが､どちらともいえないが4割近く(39.3%)になり､女性のほうが態度を決めかねてい

る人が多いことがうかがわれる (図 8-13)0
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■そう思う

□どちらかといえばそう思う

田どちらともいえない

印どちらかといえばそう思わな

い

E]そう思わない

□無回答

0% 20% 40% 60% 80% 1OO兎

図8-13(イ)市衝地-の車の乗り入れを制限する 性別(N=885)

この問いには年代別での違いが如実に現れていた｡ 50歳代と60歳代では､車の制限-の

賛成が4割を占めており､反対が3割で､賛成のほうが多い｡それに対して､20歳代と30

歳代では､反対が4割で､賛成が2割程度で､傾向としては､50歳代と60歳代とちょうど

逆の傾向がみられた｡今後､高齢化が進むにつれて､車社会からの脱皮を望む人が増えること

が考えられる｡

合 計(N=437)

20歳代 (N=84)

30歳代(N=108)

40歳代(N=108)

50歳代(N=119)

60歳代 (N=18)

合 計(N=448)

20歳代(N=108)

30歳代(N=108)

40歳代(N=114)

50歳代 (N=95)

60歳代 (N=23)

●そう思う

ロどちらかといえば

そう思う

囚どちらともいえない

口どちらかといえば

そう思わない

田そう思わない

□無回答

0% 20% 40% 60% 80% 100%

図8-14(イ)市衝地-の車の乗り入れを制限する 年齢別(N=885)
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(ウ)既存の公共交通機関網 (路線バス､モノレール等)を更に整備する

次は､バスなどの公共交通機関に関する質問であるが､公共交通機関を整備することに､｢そ

う思う｣という回答が5割 (50.3%)あり､一番多く､次に ｢どちらかといえばそ う思 う｣が

25.8%で､合わせて7割 5分が賛成であった｡多くの回答者が公共交通機関の整備を望んでい

ることが分かる｡反対する人は､5%ていどである｡性別では､男性の方がそう思 うが 52.6%

で5ポイン トほど女性より多く､女性より積極的に思える (図 8-15)0

■そう思う

口どちらかといえばそう思う

田どちらともいえない

皿どちらかといえばそう思わない

田そう思わない
D無回答

0% 20% 40% 60% 80% 100%

図8-15(ウ)既存の公共交通機関網 (路線バス､モノレール等)を更に整備する 性別(N=885)

この (ウ)の取り組みは､問 37の (イ)公共交通機関が便利であれば､車より公共交通機

関をつかいたいとの質問に関連するものである｡(イ)では､ 5割が賛成 し､ 2割 5分が反対､

2割が ｢どちらともいえない｣という回答であった｡今度の質問 (ウ)では､公共交通機関の

整備に7割 5分が賛成すると答えた人がいることから､公共交通機関を利用 しないという人あ

るいはわからないと答えた人も公共交通機関の整備に賛成 していることがうかがえる｡このこ

とは､公共交通機関が整備されることにより､渋滞が少なくなって車の通行が楽になることが

予想されるからであろうか｡あるいは､実は公共交通機関が便利になるとは思ってないが､便

利になればっかうかも知れないというグループである可能性がある｡

(エ)新たに路面電車 (LRT)を導入する

沖縄の交通問題を解決する方法の一つとして提言されているのが路面電車の導入である｡そ

の導入について聞いてみた｡旧来の路面電車と比較 して､近年の電車は､郊外では高速運転が

可能で､低床のモデルが多く､LightRailTransit(LRT)と呼ばれている｡

LRT導入について､｢そう思 う｣が 28.1%で､｢どちらかといえばそう思 う｣が 15.1%で､
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合わせて4割強が賛成である｡それに対して ｢そう思わない｣が 17.4%､｢どちらかといえば

そう思わない｣が 9.8%で､合わせて3割弱が反対である｡また､26.1%が態度を決めかねて

いる｡LRTの導入については､那覇市長が前回の選挙で国際通 りに路面電車を敷くことを公約

に上げたが､まだ､どの市町村でも具体的な提案はされていない｡それでも､すでに4割強の

人が導入を肯定的にみていることは､今後政策を実行する時に追い風になると思われる｡

性別では､回答に大きな違いがある｡男性は､33%がそう思 うで､どちらかといえばそう思

うが 17.4%である｡合わせると5割が賛成である｡それに比して､女性は､そう思 うが23.4%

で､どちらかといえばそう思うが 12.9%で､合わせると3割 5分強が賛成で､15ポイン トの

差がある｡また女性は､どちらかともいえないが 31.3%あり､男性の 20.8%と比べて10ポイ

ン ト多い｡この取り組みに関しては､男性が積極的に支持しているが､女性のほうは､おそら

くLRTに対する理解が進んでいないと思われる (図 8-16)0

■そう思う

□どちらかといえばそう思う

田どちらともいえない

Dどちらかといえばそう思わない

田そう思わない

□無回答

0% 20% 40% 60% 80% 1OO米

図 8･16(ェ)新たに路面電車(LRT)を導入する 性別(N=885)

(オ)高齢者や障害者のために路線バスのバリアフリー化を進める

最近は､メディアでも建物や交通機関のバリアフリーが良く話題にあがる｡特に沖縄の路線

バスはバリアフリー化がほとんどなされていないので､その点について聞いてみた｡結果は､

バ リアフリー化を進めるべきであると思う人が､約 6割 (57.7%)であった｡また､｢どちらか

といえばそう思 う｣が 26.2%あり､合わせて8割以上が路線バスをバリアフリーにすることに

賛成 している (図 8-17)0

また､この質問に関しては､ほとんど男女差がない｡しかし､性別 ･年齢別でクロスすると､

男性の60歳代で､そう思 うが 77.8%､また､女性では､20歳代がそう思うが67.6%の高い

賛成率を示 している (図 8-18)0
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合 計(N=437)

20歳代 (N=84)

30歳代(N=108)

40歳代(N=108)

50歳代(N=119)

60歳代 (N=18)

合 計(N=448)

20歳代(N=108)

30歳代(N=108)

40歳代(N=114)

50歳代 (N=95)

60歳代 (N=23)

0% 20% 40% 60% 80%

可そう思う

□どちらかといえば

そう思う

団どちらともいえない

皿どちらかといえば

そう思わない

ロそう思わない

ロ無回答

100%

図8･18(オ)高齢者や障害者のために路線バスのバ リアフリー化を進める 年齢別(N=885)

(力)ノー ･マイカー ･デーなどを実施し､車社会からの脱却を啓蒙する

那覇市が2006年に県内では始めて ｢カーフリーデー (ノー ･マイカー･デー)｣を実施した｡

これは､車社会から脱却するための啓蒙運度である｡この取り組みについて聞いてみた｡｢どち

らともいえない｣が 37.3%で一番多く､｢そう思わない｣が 18.3%と続く｡｢そう思う｣｢どち

らかといえばそう思う｣の賛成が3割､反対が3割となった｡この間-の回答バターンは､上
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記の (イ)市衝地-の車の乗 り入れを制限すると同じように､態度を決めかねている人が多い

ことがうかがわれた｡このことは､車社会の弊害は十分に理解 しているが､その利益を制限さ

れることに関しては､まだ､現実的な選択肢が示されていないため､理解が進んでないことが

分かる (図 8-19)0

ここここここ18.3こここここここ

ヽヽヽ＼ヽ＼､ ＼ヽヽヽ＼ヽヽ
… 19.2､､≠≠､

:::::1T4::::::

■そう思う

口どちらかといえばそう思う

団どちらともいえない

皿どちらかといえばそう思わない

□そう思わない

ロ無回答

0% 20% 40% 60% 80% 100%

図 8-19 (カ)ノー ･マイカー ･デーなどを実施 し､車社会からの脱却を啓蒙する 性別(N=885)

:::::18.3:IIlI:

ここここここここここ26.0ここここここここここ

ここここここ:.t22.2:IIIlI::
＼＼＼ヽ＼ヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽ＼ヽヽ～"-18.0､"､＼＼ヽヽヽヽヽ＼ヽヽヽヽヽヽ＼ヽ＼＼＼ヽ

●そう思う

田どちらかといえば
そう思う

田どちらともいえな
い

皿どちらかといえば
そう思わない

ESIそう思わない

ロ無回答

0% 20% 40% 60% 80% 100%

図 8-20 (カ)ノー ･マイカー ･デーなどを実施 し､車社会からの脱却を啓蒙する 年齢別(N=885)

-96-



めていることを示 していると思われる (以上､図8-20)0

(キ)歩行者のためにもっと歩道の整備や拡張をする

歩道の整備や拡張は､前述の間38の (ア)都市の道路の拡張や駐車場を増やすと対をな

す質問である｡注目すべきことは､この質問-の回答は､(ア)-の回答とほぼ同じパター

ンになっていることである｡

歩道の整備や拡張に関して､｢そ う思 う｣が4割(41.2%)で､一番多く､｢どちらかといえ

ばそう思 う｣が3割 (29.8%)で､合わせて7割が賛成 している｡｢どちらともいえない｣

は､2割で､反対は1割にも満たない｡歩道の拡張と整備に関しては､多くの回答者が賛成

していることが分かる｡都会の道路の拡張と歩道の拡張は元来相容れない要素があるが､回

答者は道路を拡張すると同時に歩道も拡張すると理解 したものと思われる｡

性別では､男性の方が､女性より ｢そう思 う｣が若干高い傾向がある｡その分女性は､｢ど

ちらともいえない｣が4ポイン トほど高くなっている (図 8-21)0

0,i 20% 40,i 60% 80% 1OO篤

8そう思う

口どちらかといえばそう思う

団どちらともいえない

E]どちらかといえばそう思わ
ない

□そう思わない

□無回答

図 8-21(キ)歩行者のためにもっと歩道の整備や拡張をする 性別(N=885)

8-3 自動車運転の有無

車の運転をしているかどうか聞いてみた｡予想通 り､8割 5分が ｢はい｣と答えて､運転

していないと答えた人は､14.5%しかいなかった｡性別でみると､男性の9割が運転をし､

女性では8割が運転をしていることが分かる (図 8-21)0
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年代別では､60歳代は 65.9%が運転をし､34.1%が運転をしていない｡他の年齢層で

は､8割強が運転をし､運転をしないのは､15%以下であるから､60歳代に､急激に運

転を止める人が多いことを示している (図8-23)0

合計

N~885 ℡はい□いいえ□無回答0%

2N0-192 -84.-- .:1'57.1l;

30歳代(N=216)40歳代(N=222)50歳代(N=214)60歳 代(N=41)0 肇沼隈 :二11.1'.

88.9

86.9胴 12.J6

65.9-- :::::34.1::

% 20% 40% 60% 80% 10

図 8-23 自動車運転の有無 年齢別(N=885)

性別 ･年代別にクロスしてみると､男性の場合 50歳代までは､9割まで運転をしている

が､60歳代では､その率は､8割弱まで低くなる｡運転 しない率も､22.2%になり､他の

年代層の 1割に比べて2倍の率になっている｡また､女性の方は､60歳代で､車の運転率

は､56.5%と､急激に少なくなっている｡運転 しない率と括抗する程度までになっている(図

8-24)0

このことは､60歳代の運転率が低いのは､この年代の女性の運転率が低いことが大きな
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要因になっていることが分かる｡そして､夫婦が高齢になった場合､夫に車の運転の役割が

負わされていることを示している｡

8-4 路線バス利用頻度

次のような選択肢で路線バスの利用頻度を聞いた｡

｢ほとんど毎日｣､｢週に3､4回｣､｢週に1､2回｣､｢月に1､2回｣､｢ほとんど利用しな

い｣の5つの選択肢を提供した｡

路線バスを ｢ほとんど利用しない｣と答えた人が8割を占めた｡他の選択を全部あわせて

も2割になる結果となった｡他の選択の内訳は､｢月に1､2回｣が 8.6%､次いで ｢ほと

んど毎日｣が 4.4%で､残 りは､｢週に 3､4回｣と ｢週に1､2回｣が 2%程度であった｡

性別の差はほとんどなかった (図8-25)0
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■ほとんど毎日ロ過に3､4回ESl過 に1､2回a)月に1､2回田ほとんど利用しない□無回答

(N=% 7,匹

年齢別では､バスの利用頻度は､年齢が高くなるのに比例して高くなる傾向がみられる｡特

に､バスをほとんど利用しないと答えた人の率は､若い人が高く (85.4%)､歳を取るに従い､

低くなる傾向が見られた (6 0歳代が 65.9% ) (図 8-26)0

また､｢月に 1､ 2回｣の利用は､ 6 0歳代で､ 2割程度､ 50歳代で 12.1% あり､これらの

- 100-



年代層で､利用が多くなることが分かる｡次に多いのが ｢ほとんど毎日｣利用するであるが､

60年代を除いて他の年齢層では､4.5%程度を占めている｡これらは､通勤などで､定期的に

使う人が全年齢層で少数ではあるが存在することが分かる｡

問題39の車の運転する率と間40の路線バスの利用率を比較すると､この二つは､反比例

していることが分かる｡問39では､車を運転する人が8割 5分おり､問40の路線バスを利

用しない人が8割でちょうどで､車を運転する人は､バスに乗らないことが分かる｡また､同

様に､年齢が若い層が､車の運転率が高く､60歳代になるとバスの利用率が高くなることが

分かる｡

小括

車社会の問題点は理解できているが､車の恩典を手放すことはなかなか難しいという実情が

うかがわれる｡また､今回の回答者は､公共交通機関の整備に対した高い期待感をもっていて､

将来路面電車の導入にも一定の理解を示していることが分かる.今回の調査で､車の運転率が

8割 5分という高い数字をしめした｡また､那覇市を除いて､唯一の交通機関である路線バス

を利用しないものが8割を占めている現状があきらかになった｡これらを踏まえて､どのよう

にして県民の交通権を保障していくのか､活発な議論が必要である｡

(高嶺 豊)
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