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大都市居住書の生活時間と余暇生活
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本干潟は，東京都民の余自民生活に関する調査の分本Frであり，余駁生活を規定する要因を究明するこ

とを目的としている。余暇生活は，労働ないし収入生活の反屈をなす消費生活の-$である。した

がって，余椴生活は，労働力の再生産過程の一局面をなし，その内容は， fI子生産さるべき労働力の

震の差異によって臭ったものとなる。また他方，消費生活は，家計支出の大きさによって，その織

造が左右されることはし、うまでもない。本稿は，この二つの潔論的枠組のうえに立って，こんにち

のわが国の市民の余暇生活はどのような法則によって支配されているかを探ったものである。

はじめに

余駁利用にかんして，これまで，さまざまな誠表・ iiJf

究がなされてきた。しかしながら，余暇時間および余暇

利潟の実態を，国民の生活の各種の側面 職業，家

計，家族形態，世帯上の地位，学膝，年令，性別などーー

との綜合的な連関において把握しようとする試みは，ほ

とんどない。余暇に関する研究のほぼすべては，余白俣利

用行為別の頻度集計か，あるいは，特定の余畷利用(た

とえば旅行〉の構成内容(たとえば，費用，目的，度数，

|母伴者など〉の分析に終っている。しかも，それらは，

上記に婦げた国民生活指様との対比において~Jff析されて

はいなし、。余暇生活は，国民の生活において，労働生活

と，それによるエネノレギー支出を檎摂する休養生活との

賂を円滑化する機能をもつものであり，また，一定の労

働能力の発揮にたいしては，一定の休養時間と並んで，

一定の余綴時間が対応し，いわゆる労働時間の精神的限

界 (moralischenSchranke) をなすことは既知に属す

るυ したがって，余暇然活は，なによりも，労働の態様

と時間的長さによって規制されることはいうまでもな

い。余暇生活は，休養生活とともに，労働(収入)生活

に対して，いわゆる消費生活の一部である。 消費生活者と

規定する諸妥協のうち，労働生活の在り方がもっとも主

要なものであることはいうまでもないが，これについ

で，大きな影響をもつものは，家計支出の絶対額である O

消費生活上の欲望には，それぞれ一定の!領位があり，そ

の光足は，したがって，家計支出の大小によって，おの

ずから一定の傾向ないし裂をもってくる。 11原伎が低次な

余暇生活上の欲望は，家計支出の大小によって，大きく

1とおされざるをえない。本稿は， これら二1訟を分析の主主

礎視角にJおえている。

分析に用いた資料は，音量山京(北海道大学)，氏係正治

郎(東京大学〉および筆者の三人が， 1963年11月に東京都

内居住者を対象におこなった調査からえたものである。

調査t笠帯数は 560世帯で，その分布は，都内23区中17区

(1) 抗務「生活待問1と余暇問題JCf苧刊労働法J第47号)を参照せよ。
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および武線野市である。調貧方法は，インタービュ一方

式によった。読書慌の概要と，その分析の第 l縦告は，す

でに，国民生活研究所『臼本および主愛国のレジャー消

費の実態Jl (昭和39if::3月〉として刊行されている。二本

稿は， これに続く第 2報告である。 f時間的な余裕の関係

じ分析は，一部に限定されており，したがって，本稿

は，中間報告の性格をもつものであることを予め断って

おきたい。本調査に関する報告は，なんらかの形で，今

後継続してゆくつもりである。

なお，本調1をにたいして，経済:iI:1函Fj'から鼠渓;生活研

究所を経由して，昭和38年度研究費を受けたことを記し

ておく。

第 1章生活時間構造

S 1 職業別・家族形態JJIJ生活時間

余椴生活の分析に入る前に，一日24時間の生活向z間が，

労働，休養，余B授の三者に，いかように配分されている

かをみておく必要さがある。生活時間の配分を決めるもっ

とも基底的な要凶は，労働の態様とその時間的長さであ

る。したがって，われわれは，調まま対象!並帯のIll:'倍員の

最多収入者の職業によって，世~貯を分類し，その1ι惜の

夫および姿(調資対象は，いずれも夫婦を中心として，

それにその他の家族員が加わったものである〉の生活時

間をみた。なお，主婦の生活待問ι札労働として表示さ

れているものは，家事労働時間と収入生活時間との合什

である。 3三紛の家事:労働時間は，未成年の子供の有許:に

よって，より長くなると考えられるので， jj土橋類型を(A)

夫婦と未成年の子のみよりなる i止俗， (B)それ以外の

日1:併とに区分しt.::.o 次夫は，J二記の区分にしたがってみ

た生活時間である O この去からつぎのことがお耳元され

る。そのーは，夫で労働時間の緩長のものは，自営業!替

であり，無職を除外すれば，最短のものは，草署員!穏であ

る。労務者層は，両者の中間に位するが，しかしその位

段は，職員震にきわめて近い。したがって，大ざっぱにい

えば，夫の労働時間は，自営業隠と被}若者穏との間に差

)'í~があるといってよい。家族形態別には，自営業!替の労

働時間に約 100分の蓬がみられるが，これは，家族形態

の差によるものというよりは，幸子生ド自営業主が，より長

時間稼動していることによるものであろう。その二は，

夫の緩1長時間は，無織を除くと，それぞれの職業層間に

みるべき車交差がない。緩長と最短との差は，わずかに24

分にすぎない。その三は，したがって，余暇時間は，も

っぱら労働時間の長短と反比例的にその長さが決まって

いるように怒われる。その問は，主婦の労働〔家事〕時

間の長短は，夫の職業階層のそれとやや異なり，自営業

j欝，職員}欝，労務者関，その他，無織の紙で次第に短か

くなっている。そのうち，自営業関のそれは，他よりも

絡段に長い。このJ!fi自は，自営業関のま婦は，家業手伝

いという]~の労働時間が家司王時間にプラスされるためと

推測されるが，余暇時間の内軍事を詳絡には調主主しなかっ

たのではっきりいえなし、。その五は，主婦の緩眠時間は，

夫のそれと同じく，職業階層別に大差はなし、。議長，最

先iの廷は無織を除けば，ラ4分とやや長いが，しかし，そ

の長短は，労働時間のi品交が経眠時間の任追をひきおこ

すという態のもので、はなし、。したがって，その六は，犬

の場合と同じように，主婦にあっても，余暇i時間は，労

第 1 表

夫 3普

11iIi; 111立 f万 働 余 IIW [隣 I~~ ソf 告詰 余 昨立

自営淡 (A)
481 714 248 1443 476 807 184 1467 

(33.0) (49.5) 07.2) (100.0) (32.4) (55.0) 02.6) 000.0) 
一一一一一一

498 616 33自 1453 456 795 202 1453 
" (B) (34.3) (42.4) (23.五) (100.0) (31. 4) (54.7) (13.9) (100.0) 

職 民 (A)
497 579 361 1437 43!自 724 248 1411 

(34.6) (40.3) (25.1) 000.0) (31ゐ 1) (51. 3) 07.6) (100.0) 

グ (B) 
509 566 378 1453 472 728 241 1441 

(35“0) (38.9) (26.1) (100.0) (32.8) (50.5) 06.7) (100.0) 

労務省 (A)
494 609 345 1448 45宮 718 254 1431 

(34.1) (42 1) (23.8) 000.0) (32.1) (50.1) (17.8) (100.0) 

" (B) 
501 589 338 1428 475 715 236 1426 

(35.1) (41.2) (23.7) (100，0) (33 3) (50.1) 06.6) 000 '0) 

そ の他(B)
505 610 373 1488 422 590 400 1412 

(339) (41. 0) (25.1) (100.0) (29.2) (41.8) (28.3) 000.0) 

無 車製 (B) 
392 五五ヨ 833 1558 477 577 百68 1402 

(25.2) (21. 4) (53.5) 000.0) (34.0) (39.7) (26.3) (100.0) 
一一一一一一一一一

<rr 495 590 357 1442 460 733 254 1447 
(34.3) (40‘自) (24.8) 000.0) (31.8) (50.わ 07.5) 000.0) 
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第 2 表

~官ヨ.99f

111 

311(555日85) 
691 

(48.2) 
-39，999 

11 
3駐日 (5415402) 

787 220 i 1459 11 461 719 
(538) 05.2) 型 γ竺 (49.7) 

主 i[〔545979〕
585 382 1 1464 11 501 578 

(40.0) (2o.1l 1 (100.0)11 (35 4) (40.9) 

-49，999 

妻 !!(541451) 
784 

(54.6) 

主 11
700 

(47 8) 
.......，59.9ヨ9

3さ 11 (59.4) 

2Eli(54280 0j 

-69，自由。

委
45日

(31 2) 

:t 510 
(35 

-79，999 

望書
510 ?号D

(35.4) (50.0) 

主 11 (拐478の 647 311 
(45日〉 (21. 8) 

80，Q口口~

蜜 i!〈3415.24〉
819 I 169 

(57.8) 1 01. 8) 

働時間の長短と反比例的にその長さが決定せられている

ように思われる。

以上~綜揺すれば，調査対象世帯の夫ならびに主婦

は，いずれも，その生活時間構造な，ほぼつぎのような

ものとしてもっているといえよう。すなわち日241tij'

間から，労働R者間ないし家事時間を支出し，残りの時間

から，休設として必要な歳定の長さの隠限時間百合引去り

残りを余暇時間に充てているつこのf世論は，われわれが，

すでに 8時間3交替制のこ工場従業員について否定認した

ところと同一である。もちろん，いまおこなったシェ

ーマ化は，平均値についてであって，似々のケースにつ

いてみたものではなし、。この点の確認は次長告でおこな

う。

S 2 職業別・家計支出階級完IJ生活時間

長!蛍楽，耳議員，労務者の各!獲について，それぞれ一ヶ

月の家計支出金額別に生活時簡をみると，第23誌のま口く

である。この表によって，つぎのことが判明する。その

ーは，夫の労働時間は，それぞれの職業:階層ごとに，支

出階級別に差異があり，その特徴は，およそつぎのよう

にいうことができる。すなわち，自営業!習では，支出

524 
(35 7) 

I86 
(52唱。)

5E 575 
(358) (40 2) 

464 655 
(32 0) I (54.2) 

50，000円台階級が労働時間のピークであり，その前後は

より短し、。

職員!警では， 50，000円台および70，000円台と二つのピ

ークがある O 労務者!欝では40，000円台がピークとなって

おり，その前後はし、ずれも短かい。その二は， I低限時間

は，犬遂とも支出階級'iJ1jにみても，また労働時間の長短

加にみても，とくに目立ーった設は認められない。その三

は，主婦の労働時間は， 自営業!認では，支出50，000円台、

と， 80，000円台以上の二つのピークがあり，職員j習では，

20，000丹f:iiJミら漸減し， 60" 00河および70，000円台に至

って噌加しているが，労務者!習では，ほぼ支出階級にそ

って漸増しているという特徴を指織できる。 したがっ

て，その四として，余暇時間は，さきにみたと同じよう

に，おおむね労働時間の長短について，相反的に，その

;之さが;たまっている。その三として抱えた点、は，家計支

出のき基礎となる家計収入を考えてみると，主婦の家事以

外の~又入労働への就労時間がこれを決定する要因かと考

えられる。すなわち，自営業では主婦の家主義手伝い時間

の存主E，職員隠は高額収入のいわゆる「共稼ぎJによる

(日 記lお「父縫伽j労働込/スグムにおける労働行の余liift:.11 O. (/)総;uJ (北

海遊大学教脊塁手部ぷ望書第 912;'， 1963) 
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(O~29， 999円〉
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第 2 図

(30， OOO~39， 999円〉
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第 3 図

(40， OOO~49， 9ヲ9f'J)

11民

第 4 図

(50， OOO~59， 999円〉

Ci.tl 労務行:土問， 00Dl'l 以[:主主 H\P'，~級奇心くむ

睡
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第 E 関

係0， 0∞ iLJ~)

弘之む

実現，労務者!習で、は，家計Wz.入補充の内戦あるいは雇用

労働への就労の存在が指摘しうると考えられるが，しか

し，われわれの調査で、は，このJ2..まで明確にしえなかっ

たっなお，調交修jを個々に，生活時間配分をプロットす

ると，第 11裂から第5図までのようになる。いずれも，

磁限時間のせまい振ill区内で労働時間と余暇時間へのちら

ばりを示している。

以上みたごとく，調査対象世帯の夫婦は，いずれも，

1 824時間から労働時簡をヲI¥，、た残りを，際線と余暇に

分かつ，しかも，この降線時間の数値が，かなり近似的

であることから，余RI反時間は，労働時間の長短によって

そのま毛さを規制されるというi惨をとってくる。いま，調

交似jの夫について，労働と[低限，労働と余綴，凝般と余暇

という生活時間相互間の相関係数を算定してみると，次

表のようになる。すなわち，労働時間と余椴時間の長銀と

は，わずかに一例 (50，000円以上労務者寝〉をのぞけば，

すべて，他の二つの相関に比べてより高い相関な示し，

しかもその伎は，きわめて高い。前節の最後に示した

シェーマは，ここに立訴しえたといってよいであろう。

このことの滋味ないし，かかるシェーマの成立条躍に

ついては，すで、iこJJIj縞で指摘した。要するに，労働時間

の綬絡による睡眠待問および余暇時間の最低限篠保がそ

の最大の原顕である。自営業}替の労働時潤および全般に

第 3 il隻

謀長也t・余昨

-0.373 

-0.1自白
-0 196 
-0.032 

'-0.039 ーイ0.865 "-0 085 
一札 19由 -0.742 -0.461 
-0.129 -0.915 -0.282 

一日 147 -0.941 -0.072 
-0.090 一色 855 -0.261 
-0.583 -0.850 -0.450 

* 60，000円以上階級なλくむ
帥同上

主婦の労働〔ないし家事〕時間は，短かし、とはし、えぬが，

しかし，丙者は，ともに，自家(労働および消費生活の

場としての)での行動時間であり，断続的性務をもち，

いわば労働待問と余暇時間とが不可分に主主なり合ってい

ると考えられるものであり，したがって，余暇として示

された時間の綴度の短かさは，かかる形で綴われている

と考えるべきで、あろう。

(1) この方法改，室長山京『滋民生活構造』昭和18奇による。

(2) 宮古掲，捻穏「交替制J
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第 2章 日常的余暇活動

われわれは，日常的余暇活動の状況をみるにあたり，

つぎのような考え方にたった。その J つは，通常，余蝦

活動として取1::げられているテレピ，ラジオの視聴は，

既存のいくつかの調査によってみても，積極的に， 1す

るJあるいは 1みる」とし、う余暇活動とはし、えず，む

しろ，他の余暇活動に必要とされる余椴時間の「残余」

を股める行為と{ヒしている傾向があり，この;意味では，

きわめて Passiveな性絡をもち，かえって，余暇青年間の

消械的資j需に通ずると考えられるつしたがって，われわ

れは，テレビ，ラジオの悦総を，余暇活動として調査し

なかった。|制羨にして，読23，主rrt街を読む，家族のだん

らん，休息などを調奈から翁略した。その二は，こんに

ち，余暇活動とほぼ悶ーの性絡をもつものとして，われ

われの日常't活には，仕事:外のさまざまの義務的fT為

(non-work ohligatio叫があり，それが余暇待問を資

消する皮合はかなり大きい勺しかし，その多くは，一事E

の強;!，Ijで、あって，余椴I時間のいわばチニ乙ック・オフであ

る。しかも，こんにち，この穂の行為は，たとえばPT

A，労働総合，町内会，婦人会，何人加入の各種クラブ

ないしサークノレなどへの参加・11¥1>>'，'として，あらゆる職業

階層にわたって広汎に存:tEしているっその穏穎や長は，た

しかに一つの研究談窓ではあるが，いわゆる余暇活動の

概況を知るうえには，千年人が自己の属する級一業階層'/1j:に

ほぼ等舗の義務としてfえっているであろうとの仮説に立

って，その調書子ーを省略したο その三つは，われわれの生

活時間は，すで、に13:分したとおり，労働，隠眠，余暇の

三三つに分かれるo したがって，余暇時間の内幸子をなすも

のには，いわゆる生理的生汚i時間(食事，身の廻り，入

浴，休，問、など〕が含まれる。このうち，食事や身の廻り

時間は，一定限界を越えれば，生環的主主i由こ必婆なもの

というよりは，余暇活動に入れるべきであるc しかし，

その限界の策定はむずかしい。そこで，われわれは，か

かる活動を調変から徐外したG 同じ潔白から，異物など

もこれを省略した。

つまり，われわれが日常的余暇活動として構想、した行

為は，積極的な身体的エネノレギーの支出ないし金銭的支

出を伴うものである O その種類は，第5表、に示したとお

りである。

かかる性絡をもった日常的余椴活動が，職業階層別，

支出階級別に，また，余暇時間の絶対的長綬別に，どの

ような差異をもってあらわれるかが，われわれの最大関

心事であった。それは，余暇活動はし、わゆる社会階層別

にその樋績がかなり兵なる傾向があり，階!爵上t立のもの

ほど，より fft鰍!'l!~な余椴活動への指!勾を，階爾下位のも

のほど， よりi消肉紘板‘的な余詩椴隠活動あるいは余E畷段昨特寺間?脅p費へ

の指ド附1

まずはじめに，われわれの投開した日常的余椴活動へ

の参加の有無，いし、かえれば，余暇時間の「空費J状況

をみておこう。職業i積層別にみると，総体として，夫婦

ともに，自営業，職員，労務者の順に「空費jが漸土脅し

ている。この点では，われわれの調森結果はこれまでの

推論に合致しているつもちろん，第4表から表取される

とおり，そのz}~~土，きわめて少なく，これ合もって同己

の結論を出すのは火胞にすぎるかも知れない。しかしな

がら，余暇時間の絶対値が，向常業!努は，被用者総より

も綬かく，しかも，向じ被用者関である職員と労務者の

間には，その偵はほとんど慈がなかったことを想起する

ならば，やはり，階層別に，余暇「空費Jに一定の傾Jr'J

があるといってよいであろうっ

家計支出階級車IJには，文二の余暇「祭蓄をJ状況が，職業

問機5J1jにかつ収入隊級5J1jにみて， J:位ほど「空殺Jが減

少する傾向を示していることが指織できる。ラたのそれは

はっきりした傾向を示していないっこれは，主婦の余暇

活動への参加は，金銭支出を必望書とするため，支出階級加

に，おのずと一定の規制が作用するためかと推察される

が，一方では，低支出階級は，王子令がおく〈わが悶のい

わゆる年功賃金制!交を;fI~え)，家事・育児R寺関がK\，、ため

に，余i校活動への参加の時間的余燃がないためとも~.え

られるので，はっきりした結論はえられない。

つぎに，われわれのいう余綴活動をおこなったものに

ついて，日常的余暇活動の具体的行為別にみると，第 5

および第6の二つの表がえられる。

犬の余計良活動をみると，職業階層および支出階級を通

じて，ほとんどみるべき差異がないといってよし、。余暇

活動は，来客応接，交際としての酒食， fi也家訪問，臣室い

じりおよび小鳥や小動物のI世話，に集中している。その

他の行為は，これらに比べてきわめて頻度が低い。わず

かに，散歩および自宅や勤め先で楽しむスポーツがこれ

についでいる。結局， J時間と金をかけて積極的に「する」

余暇活動への指JnJは，きわめて低いといわざるをえな

(1) Nels Anderson， Work and Leisure， 1961. 
(2) S. B. Rowntree， Poverty and Progress， 1941.， Part IIl. 

(3) この段、味で，われわれのいう余暇活動:主 leisuretime activities 

ではなく. leisure spending.behaviors Iこ近い。後 r，.の概念に

ついては.George Fisk， Leisure Spending-Beharior， 1963. 

参照。

(4) 告i綴了余111託研究ω深翻J (行本労働協会雑，t~;j 第50号所4りをみ

よ。
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第 4 表

L 、。

わずかに階層慈のみとめられるのは，麻雀・パチンコ・

1友突，競輪・競馬などのギャンフりレが，労務者隅におい

ておいJY]U交を示している点のみである。

泌すなわち主婦の余暇活動も，犬のそれと行為こそ呉

なるが. 1¥持}替差のない点で，夫と共通点をもっている。

来答応接，夜いじり・小動物の世話，手芸・工作・ 5写真

などのいわゆる腿味的技芸.~怠家訪問が，余椴活動の大

半--li:r1iめている。 f波)jょがこれにつくやが，女性にあっては，

第 5 表 〔夫〉

帥 60，000円以上階級をふくむ
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第 B 事長

散歩は，それ自体で独立した行為か否かは疑いなしとし

ない点、に留意する必要があろう。

いうまでもなく，われわれの調査は，余暇活動として

掲げた行為の各々の頻度についておこなったものであ

り，時間的な大いさはこれを問題にしていない。それ放

に，以上にのべた行為の「頻度順位jないし「多少」は

そのまま余畷活動の全体像として理解されてはならな

い。われわれは，はじめに述べたように，少くとも，職

業および家計支出の羨に応、じて，かなりはっきりとした

余暇活動の「性絡」の差がでてくるのではないかとの仮

説にたったので、あった。そこで，あえて時間的な長短を

1"iいたのて、あった。しかし，調変結染は，日常的余H援活

動の「性格」は，東京都民に関するかぎり， きわめて

homogeneousであった。こんにちの日常的余暇活動は，

l号一地域内においては，いわゆる「社会階層Jによる差

異はなくなり，むしろ，地域差として現出するのであろ

うか。この点は今後の課題として残される。

第 3輩旅行および日帰り

リクリェーション

われわれは，余暇活動としての旅行(1泊以上の観

光・慰安旅行をいう〉と日帰りリクリェーションの状況

についても調交をした。以下に，その概要を記してお

く。

S 1 旅 --イτ
'417表は，職業階層および、家計支出階級別にみた旅行

状況を示したものである。旅行は 9月 l日より調査時

点まで約2カ月余りの状況である。

まずはじめに，旅行をしたか否かについてみると，職

業階層別には，労務者，自営業，職員のI1闘で旅行した世

慨が増加しており，職員のみ，旅行した世話ニが50パーセ

ントを上廻っている。家計支出階層別にみれば，多少の

IU]凸はあるが，おおむね，支出上昇にともなって，旅行

したI必貯の比率が高まっているといえるようである。

つぎに，旅行した世幣について. -~tl主帯当り王子均費用

をみると，はっきり職業階層別に差異が認められ，かつ

また，一部をのぞいて，家計支出階級差があきらかに存

夜しているといってよい。すなわち，自営業，験~.労

務者のj闘に費用は減少し，また支出低階級ほど費用は少

なくなっている。

旅行費用の大小は，また，き当然に，旅行臼数の長銀と

なって現われる。 寸Jt帯当りの.'f均宿泊数(街i白場所を

問わない〉をみると，この点は明際である。ここにもと

記の階層慈が翁取できる。

綴光・慰安旅行について，われわれはすでに観光地(阿

寒国立公闘)において訪情家の言語交をおこない，それが

自営業層および職員j習に偏っていることを指摘した。そ

して，この点で，われわれの余畷活動と社会階層の関連
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* J:!立23主IH階級をふくむ

帥 60.000円以上j習をふく U

旅行は.修学旅行をのぞく観光・慰安旅行をmt。

の仮説を実言正した。いま，東京都民についてみれば，や

はり，上記の傾向はたしかに存在するといってよし、。

また，その時，旅行形態として，磯良}替は，ひとりあ

るいは家族ずれで旅行するものが多く，自営業および労

務者は， 1中間ずれまたは団体で、旅行するものが多いこと

をも指摘しておいたが，この点も今回調谷では，ほぼ相

J;)、であった。

S 2 B帰り 1)クレヱーション

第8表は，職業別・家計支11:¥別にみた日帰りリクリエ

ーションの概況である。日帰りリクザェージョンは， 10 

Jj 1口より調主主時点まで約 1ヶ月余りの状況である。

リクリェーションの突施状況は，職業階層J}IJに符 fの

芸会が認められる。それは，さきの旅行と同じく，また，

日常'的余椴j活動とも同じように，労務者!替の不参加が他

より多いことであり，自営業!替の参加が，もっとも高い

ことである。しかし，その義はるまり大きくはない。旅

行ーでも， リクリェーションでも，参加度を問題にすると

き，休日ないし休暇の実態を把握する必喜さがあるが，こ

の点は詳にしていない。したがって，上にみた階層援は

労働条件あるいは自党業憶をふくめてひろく勤労条件の

援によるともいえるで、あろう O この室長は，さきの日常的

余椴活動の余椴待問の長短芸会に相当するといってよい。

すでにそのときのべたように，われわれは，余綴活動の

数震:的な側雨一一i時間f~~ としてのーーは捨象している。
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したがって，ここで陪題にしたいのは， リクリ zーショ

ンという余綬活動への参加の状況であって，その内軍事(た

とえば，時間，距離，利用施設など〕ではない。その窓

味で，われわれは，勤労条件の差を省いたのである。

一|投帯当りSf:均費用は，やはり職業階層室長がみられ

る。しかし，家;十支出階級車IJには，一定の傾向は務耳立て、

きない。

リタリ X~ ション形態は，旅行形態とほぼ同様に，職

員)習において，ひとりないし家族ずれが多く，労務者層

に， 1中期ずれないし団体が多し、。ただし，自常業}脅は，

むしろ，織員層にきわめて近くなっている。

以上，旅行および日帰りリクリヱーションを通じて，

余椴活動における織業:階履格差は，より明確に現われて

いるといってよく，かかるギャップは，余暇の投資J:か

らいって，放践しておいてしかるべきか，あるいは，何

らかの対策を講じて，このギャップは壊めらるべきかが，

検討されなければならない。この点は，本稿の課題合超

える。しかし，一言いえば，日常的余椴活動が，その性

格において，地域的問一性をもちつつあると見倣される

ならば，旅出や日帰りリクリェーションについても，地

域的問-~'I肢が強くなるといってよいのではあるまいか。

とすれば，休日あるいは休暇時の余綴活動である荷者は，

職業階層および支出〔収入〉階層援ななくす方向にす

(1) 絞IJJ京・関谷緋ー『保健.休養B電設をr!1心とした余IJIll泌動の研究〈昭

和37年度厚生科究{前報告著書H1963. 
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紳 60.000円以、上腐をふくむ

すむべきで、はなし、かと考えられるo

後 書記
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木調査の実施にあたっては，悶民然活研究所のf主将[i下

ならひ1こ IJI~I奇清の同氏および浮生省統計調1!t部の小沼正

ょにから絡役の協力さとえたっまた. !lJ~hこは，本学部助'f

{JlT(;主泰治:さんにflうところが多L、。旬して感謝の窓を表

す次第である。
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