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カミロ・ジッテ著『広場の造形』における広場形成の原則の定量化に関する研究
− 広場における建物のレイアウト及びモチーフの効果の原則 −
大阪工業大学大学院 工学研究科
大阪工業大学 工学部

１ はじめに
本研究はカミロ・ジッテ（Camillo Sitte）が記した『広場
の造形』に掲載されている全広場をある一定の評価軸でタイ
プ分類し、それぞれのタイプごとに広場やオープンスペース
を定量化し共通項を求めることで、カミロ・ジッテの言う広
場形成の原則を定量分析することを最終的な目的としている。
『広場の造形』
表１ 配置パターンの分類結果
から抽出された
分類タイプ
定義
対象はジッテの ①レイアウト型 広場等を構成する建物やモチーフの配置について述べられてい
るもの
広場等の形そのものや、道の流入によって広場の形に及ぼす影
言説に基づくと ②形態型
響について述べられているもの
表１の８つのタ ③モチーフⅠ型 柱廊・門等の広場の構成要素（モチーフ）で、モチーフの配置や
レイアウトについて、広場が主体となって述べられているもの
イプに分けられ ④モチーフⅡ型 柱廊・門等の広場の構成要素（モチーフ）で、モチーフそのもの
がもたらす効果について述べられているもの
ることが分かっ ⑤意匠型
建築等において、バロックやルネサンスなど様式について、また
はそれによって広場が受ける影響について述べられているもの
た注１）。その中で ⑥ファサード型 広場等を構成するファサードについて、高さや連続性など広場等
に及ぼす影響が述べられているもの
も広場等を構成
広場等の大きさについて、周辺の建物と比べて釣合が取れてい
⑦スケール型
るかが述べられているもの
する建物やモチ
広場等の閉鎖性について、周辺の建物や広場の大きさなどから
⑧閉鎖型
広場がどれだけとざされているかが述べられているもの
ーフの配置につ
いて述べた『レイアウト型』
、広場等の形や道の流入が及ぼ
す影響について述べた『形態型』
、柱廊や記念門などがもた
らす効果について述べた『モチーフⅡ型』の３つが掲載され
た対象の数の多さから主要なタイプであることがこれまで
の研究で分かった。この３つのタイプの中で最も数の多かっ
た『形態型』に関しては研究・分析済みである注２）。
本稿では『レイアウト型』及び『モチーフⅡ型』に属し
た広場を対象とし、それぞれの広場にもたらす影響や効果
について研究を行った。

森田 修平
岡山 敏哉

２．３ 結果
まず初めに、
『レイアウト型』に属する広場について、広
場における教会の配置される場所について調べた。

図１ 『レイアウト型』に属する教会の配置パターン
表２ 配置パターンの分類結果
配置パターンは図１よ
事例
件数
り『教会が孤立するパタ
ーン』
、
『教会が周辺建築
教会が孤立している事例
24
物と一体になるパター
教会が周辺建物と
26
一体となっている事例
ン』
、
『教会が無いパター
不明
ン』の３つに分類される
14
（教会が分からない事例）
ことが分かった。その分
合計
64
類した結果が表２である。
『教会が孤立しているパターン』と『教会が周辺建築物
と一体になるパターン』がほぼ同数という結果になった。
この２つのパターンについて、
肯定・否定の分類を行った。
表３ 配置パターンの肯定・否定について
評価
配置パターン

5

4

（肯定）

3

2

（中立）

1
（否定）

教会が孤立している事例

4

8

10

0

2

教会が周辺建物と
一体となっている事例

17

1

8

0

0

『教会が孤立している広場』と『教会が周辺建築物と一
体となっているパターン』に対象数に差はみられなかった
が、
『周辺の建物と一体となっているパターン』は肯定的な
評価を得た広場が最も多く、
『教会が孤立しているパターン』
は中立的なものが最も多く、やや肯定的な評価であった。
以上のことから、
『教会と周辺建築物が一体となっている
パターン』はジッテが肯定的に捉えていることがわかる。
一方で『教会が孤立しているパターン』はその評価にばら
つきがあるように感じられた。
そこで『教会が孤立しているパターン』にある教会の位
置について２つの方法によって、肯定的な広場の基準につ
いて検討を試みた。
①教会から周辺建物までの最小距離測ることで、否定的
２．２ 数値化の方法
な評価となりうる地点の距離の臨界点を調べる。複数ある
まず地図や『広場の造形』に掲載された図を用いて、対象
（図２）
広場を配置・方角で分類した。次にそれらの図を 1/5,000 の ものはその平均値を用いた。
②教会の中心と広場の中心の距離を測ることで、広場の
縮尺に統一し、コンピュータ上で面積や距離を測定した注３）。
２ 『レイアウト型』について
２．１ 分析の方針
『レイアウト型』
には全 212 の事例のうち 91 事例が属し
ており、その内訳は『広場』64 ヶ所、
『道路計画』3 ヶ所、
『モチーフ』14 個、
『建物』10 棟となった。その中で一番
多くの事例があった『広場』について検討を行う。
このパターンにおいて、広場・教会のレイアウトに関する
項目として、①広場における教会の配置パターンについて、
②広場の図心と教会の図心の位置関係について、③広場・教
会の面積及び割合について、④広場・教会の方角について、
⑤広場群の特徴についての５つの項目について検討した。

1

中心から教会の中心
をどれだけ離せば肯
定的な評価になるの
かを調べた。広場群
については広場ごと
にそれぞれの中心間
距離を求め、その平
均値を測定し、用い
ることとした。
（図３）
それらを面積と比
較したグラフが図
４・図５である。

図２ 教会から周辺建築物までの
最小距離について

図３ 教会の図心と広場の図心の
中心間距離について

図６ 「広場の面積」と「教会の面積」の関係

図７ 「広場の面積」と「教会の占める割合」の関係
図４ 「広場の面積」と「周辺建築物までの最小距離」の関係

図６より『広場の面積』と『教会の面積』の関係を近似
曲線で考えると『肯定的な広場』の方が小さく『中立的な
広場』の方が大きいという結果になった。また図７の『教
会が占める割合』を見ると、15％以下の割合で『肯定的な
広場』の方が『中立的な広場』よりも密集していることが
見て取れた。
以上のことより『レイアウト型』では教会が孤立していよ
うが周辺建物と一体であろうが、その位置関係よりも教会や
広場の規模の方が明確な結果を見出せることが分かった。
次はその点に着目して、広場及び教会の規模やプロポー
ションに関係する基準を『外周長さ（ｍ）
』
、
『妻側・平側の
高さ（ｍ）
』
、
『妻側・平側の幅（ｍ）
』
、
『体積（㎥）
』と設定
して、それらについてより具体的な結果を求めるためにグ
ラフ化し、考察を行った。

図５ 「広場の面積」と「広場と教会の中心間距離」の関係

図４より『肯定的な広場』と『中立的な広場』における
最小距離はさほど差がなく、５ｍ〜25ｍの範囲にその大半
が収まっていた。また図５より教会と広場の中心間の距離
について、
『中立的な広場』の事例の方が０ｍに付近に集中
し、
『肯定的な広場』は 30ｍを境にその対象数が増えてい
った。つまり『中立的な広場』の方が広場の中心に近い場
所に位置していることが分かった。
次に『レイアウト型』に属する広場・教会の面積に関す
る項目のグラフ化を試みた。
『教会の面積（㎡）
』と『広場の面積（㎡）
』の関係をグ
ラフ化したものが図６である。また、
『教会が占める割合
（％）
』と『広場の面積（㎡）
』の関係をグラフ化したもの
が図７である。これらのグラフは『レイアウト型』に属す
る広場 64 ヶ所を対象とした。

図８ 「広場の外周長さ」と「教会の外周長さ」の関係

2

広場と教会の外周長さの関係を示した図８をみると、面
積同士を比較した図と同様の近似線が描かれた。また『教
会の外周長さ』が 300ｍ、
『広場の外周長さ』が 600ｍを越
えると、
『中立的な広場』が徐々に増えることが分かった。

その中で『肯定的な広場』の割合は 87.5％（7/8）であっ
た。一方で平側の関係を表した図 12 の場合、全体の 33.3％
（9/27）の対象が当てはまったが、
『肯定的な広場』の割合
は 55.5％（5/9）と図 11 より数が少ないことが分かった。

次に高さの測定にあたり、
まず基準となる位置につい
ては基本的にジッテの言う
軒高までの高さを求めた。
例外として、妻側などファ
図９ 高さ方向の測定位置
サードが軒を越えて鉛直方
向に延びている場合は軒高
を越えた部分の頂点の位置
までを高さとした。
（図９）
また教会から周辺建物ま
での距離を妻側と平側の両
方で測定した。
（図 10）
これらの測定結果を用い
図 10 教会・周辺建物間の距離
て、周辺建物までの距離と
高さの関係をグラフ化した結果が図 11、図 12 である。

次に教会や広場の向きに
ついて検討した。まず初め
に教会の向きについて考察
するため、東西・南北を基
準に８つの軸を設定し、教
会がどの方角の軸上にある
のかを最も近いものに当て
はめて分類した。その結果
が表６である。

図 13 検討した方角の関係図

表６ 教会の方角と評価の関係
①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

（北-南）

（北北東-南南西）

（北東-南西）

（東北東-西南西）

（東-西）

（東南東-西北西）

（南東-北西）

（南南東-北北西）

個数

1

1

7

7

14

8

6

1

5 （肯定）

-

1

6

3

5

2

3

1

4
評
3 （中立）
価
2

1

-

-

-

5

1

1

-

-

-

1

3

4

5

2

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1 （否定）

-

-

-

-

-

-

-

-

最も個数が多かったのは東西軸上にある教会
（14/45）
で、
その他の軸よりも倍近い数になった。
次に教会の位置について
検討した。教会に対して広
場がどの方角に展開してい
るのかを８つの方角を設定
し、その基準に沿って広場
の位置を分類した。また肯
定・否定の分類も行った。
その結果が表７である。

図 11 妻側の「周辺建築物までの距離」と「教会の高さ」の関係

図 14 検討した方角の関係図

表７ 教会に対する広場の位置と評価の関係
個数（個）
割合（％）

表４ 図 11 の対象数
L/H＜1

1≦L/H≦2

2＜L/H

肯定

2

7

7

中立

2

1

5

合計

4

8

12

表５ 図 12 の対象数
L/H＜1

1≦L/H≦2

2＜L/H

肯定

4

5

10

中立

1

4

3

合計

5

9

13

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

（北）

（北東）

（東）

（南東）

（南）

（南西）

（西）

（北西）

17

4

5

4

23

8

20

7

19.3

4.6

5.7

4.6

26.1

9.1

22.7

7.9

5 （肯定）

6

3

2

2

8

5

7

4

4
評
3
価 （中立）
2

2

1

1

1

3

1

4

-

8

-

2

-

10

2

8

3

-

-

-

-

1

-

-

-

1 （否定）

1

-

-

1

1

-

1

-

最も数が多かったのは南側に広場がある事例で、全体の
26.1％がこれに当たった。それに次いで西側（22.7％）
、北
側（19.3％）となった。西側に広場を設けている事例は教
会の正面入口が西に設けられているためと考えられる。一
方で北側の広場は道路を拡張して造られたようなものが見
受けられた。これは市場に流入する道が拡張された結果生
まれたものが多いだとされており、北側の広場は市場広場
としての役割が強いのではないかと考えられる。

図 12 平側の「周辺建築物までの距離」と「教会の高さ」の関係

ジッテが言及した『高さと
周辺建物までの距離の差が２
倍以内（1≦L/H≦2）
』注４）の
範囲に収まったものを検討す
る。妻側の関係を表した図 11
の場合では、全体のうち
33.3％
（8/24）
の対象があり、

①

最後に広場群の特性について考察を試みる。
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表８ 広場群のパターン

３．３ 結果
表 10 「モチーフⅡ型」の肯定・否定について
5
4
3
2
1
評価
モチーフの分
対象数
37
2
0
0
6
類結果が表 10、
表 11 「モチーフⅡ型」の細分化とその対象数
表 11 である。
内容
細分化
対象数
『建造物』に
市庁舎などの建物、門など
建造物
29
柱廊、アーチ、アーケードなど
属する対象が最
付属物
13
3
も多く（29/45）
、 モニュメント 彫像、彫刻など
それに伴い『付属物』が次いで多かった。その『付属物』に
属する 13 の事例はすべて肯定的な評価であった。一方で否
定的な評価である６の事例は全て『建造物』に属していた。
（肯定）

広場 つ

広場 つ

（否定）

以上の分類から次のことが考察できた。
①『付属物』に属する事例がすべて肯定的であった理由
は、柱廊やアーチなどジッテが広場において重要視し
ていた『閉鎖性』を生み出すことが出来るためである
と思われる。
②『建造物』に属している対象の評価の基準となるもの
を検討すると、
『建造物』が周辺建築物と連なっている
場合は肯定的な評価となり、周辺建築物と切り離され
ていると否定的な評価になった。また肯定的な評価の
事例にはブロック方式注５）のものは無かったが、否定
的な評価の事例の一部はブロック方式のものだった。

表９ 広場群の分類について
広場群のパターンを示
回遊性
無
有
したものが表８である。
２
３
２
３
直接接続
10
1
3
パターン別に分類した
道で接続
5
3
4
2
表９より
『回遊性の無い事
例』は 19 事例あり、
『回遊性の有る事例』の９事例に比べて
倍近く多いことが分かった。一方で『直接接続する事例』も
『道で接続する事例』も対象の数は14 で共通していた。
広場 つ

（中立）

広場 つ

以上の広場における教会の配置パターンやヴォリュームの
検討より『レイアウト型』について以下のことが分かった。
①教会が周辺建物と一体となっている広場は総じて肯定
的に評価されていた。
②教会が周辺建物と一体となっている場合も広場の中に
孤立している場合も、教会がどこに位置しているかよ
りも教会の大きさや割合に影響を受けていた。
③広場は教会の南側にあることが最も多い。また教会の
西側にある広場は教会の正面入口と関連しており、そ
の妻側の高さと幅の関係は肯定的なものであった。
④広場群における回遊性はジッテが『広場の造形』で言
及していないことから明確な結果が出ず、人の行動よ
りも広場のヴォリューム等がジッテの判断基準になっ
ていることが分かった。

４ まとめ
以上の『レイアウト型』と『モチーフⅡ型』の考察を通
じて、どちらのタイプも教会の広場に面する壁面とそれに
面している広場との関連性、モチーフによって形成される
閉鎖性、周辺建築物との連続性など、広場においてその空
間を囲う要素、すなわち広場に面する部分の壁面の在り方
がジッテの肯定・否定の判断の基準となっていることが分
かった。
注釈
注 1）平成 27 年度日本建築学会 近畿支部研究発表会にて「カミロ・ジッテ
著『広場の造形』における広場形成の原則の定量化に関する研究 ―
その 1 広場の分類―」を発表している。
注 2）2015 年度日本建築学会大会にて「カミロ・ジッテ著『広場の造形』
における広場形成の原則の定量化に関する研究 ―その 2 広場形態
に関する閉鎖性の原則の定量化―」を発表している。
注 3）主に illustrator と photoshop を用いて測定した。
注 4）
「経験によると、広場の大きさと建物の大きさの関係は、広場の最小の大
きさが広場を支配している建物の高さと同じでなければならないこと、
また建物全体の形、目的、細部構成からみても、それが可能でなければ、
広場の最大の大きさが建物の高さの二倍を超えてはならないということ
を考慮して、ほぼ決めることが出来る。
」
（
『広場の造形』, pp.61 ）
注 5）
「普通のブロック方式によると、そのためには区画化計画において非
常に大きく、ほとんど正方形の空間が割り当てられることになるだ
ろう。
」
（
『広場の造形』,pp.156 ）という記述より、道路の直交によっ
てブロックが孤立することをジッテは『ブロック方式』と呼んでお
り、本稿でも同様の意味で用いた。

３ 『モチーフⅡ型』について
３．１ 分析の方針
『モチーフⅡ型』に属する対象は全部で 45 個あった。
『モチーフⅡ型』については「柱廊・門等の広場の構成
要素（モチーフ）で、モチーフそのものがもたらす効果に
ついて述べられているもの」と定義づけている。これらの
効果について、肯定・否定の評価を軸に検討する。
３．２ 数値化の方法
「モチーフⅡ型」において、モチーフは柱廊や門以外に
も、彫像や市庁舎等の建物、アーチやアーケードなどが含
まれており、これらをさらに細かく分けると、
『モニュメン
ト』
、
『建造物』
、
『付属物』の３つになった。
主にこれらの対象の分類を通して共通項を探り、そこか
らある一定の基準を設定することを図る。

参考文献
1）カミロ・ジッテ: 広場の造形, 大石敏雄訳, 鹿島出版会, 195pp. , 1985
2）ポール・ズッカー: 都市と広場 アゴラからヴィレッジ・グリーンまで,
大石敏雄監修, 加藤晃規・三浦金作訳, 鹿島出版社, 442pp. , 1975
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空地、公園などの屋外空間に加え、商業施設内の共用通路
1．研究の背景と目的
近年、都心部では賑わいや魅力の向上を目指す取り組み やエントランスホールなどの屋内空間を含む「建築内外お
が積極的に行われている 1)。鳴海が「都市の魅力を感じる よび公有私有地を問わずに不特定多数の人が自由に利用
ことができるのは、
「自由空間」を通じてなのである」2)と できる空間」と定義した。ただし、店舗内の通路やホテル
述べているように、都市における賑わいや魅力の向上には、のロビーなどの一事業者が管理する占有空間は対象から
交流や情報発信など人々の様々なアクティビティを受け 除外した。またパブリックスペースを形状によって、主に
、主に滞留
入れる場である「パブリックスペース」が非常に重要な役 通行目的に利用される線形空間である「道型」
「広場型」
割を担う。都心部におけるパブリックスペースの既往研究 目的に利用される面的広がりを有する空間である
3)
としては、三浦ら の施設内公開スペースの空間構成を把 に分類した。また、地区外との回遊性によって、同一階に
握することで、それぞれのタイプに応じた街路との連続性 おいて地区外と直接接続している、もしくは、共用通路や
が図られていることを明らかとしたものや、土田ら 4)のプ 連絡通路などの地区外につながる通路に接続しているパ
、地区外への直接的な
レイスメイキング実験により、利用者が好む休憩行為や待 ブリックスペースを「回遊性あり」
ち合わせ行為が行われる空間とその構成の関係を探り、
行 アクセスが確保されていないパブリックスペースを「回遊
為によって好まれる空間構成が異なることを明らかとし 性なし」に分類した。
調査では、グーグルマップや各地区のフロアマップから
たものなどがあるが、これらはパブリックスペースの空間
構成の特徴を街路との連続性や待ち合わせといった行為 パブリックスペースを抽出し、各フロアのパブリックスペ
との関係から捉えており、パブリックスペースの特性を地 ースの分布図を作成した。図−1 は 3 地区の地上階のパブ
区全体での分布状況と空間構成の両面から捉えたものは リックスペースの分布図を示している。パブリックスペー
見られない。また、パブリックスペースのあり方は時代ご スは上記の分類に従って道型と広場型、専用部と共用部、
とのニーズによって変化するものであり、その変遷を把握 回遊性ありとなしに分類し、それぞれの面積を図上で計測
することは、今後の都心部における賑わいや魅力の向上に した。また、現地調査によりパブリックスペース内に存在
資するパブリックスペースの整備を考えていく上で重要 する修景スペースの種類と位置を把握し、修景スペースの
分布図を作成した。なお修景スペースは植栽などの緑系、
であると考えられる。
そこで本研究では、現在も開発が進められている大阪都 水盤やカスケードなどの水系、オープンカフェなどの施設
心部を対象に、開発年代の異なる 3 地区のパブリックスペ 系の 3 種類に分類し、それぞれの面積を計測した。また、
ースの空間特性を比較し、その変容を捉えることで、今後 パブリックスペース内に存在する着座施設の箇所数と位
の都心部におけるパブリックスペースのあり方を探るこ 置をそれぞれ把握し、1 人用、2〜4 人用、5 人以上用の 3
つに分類して各階ごとに箇所数を集計した。
とを目的とした。
2．研究の方法
2−1．調査対象地区の設定
本研究では、大阪都心部における開発年代の異なる大阪
駅前ビル地区、オオサカガーデンシティ地区、グランフロ
ント大阪地区の 3 地区を対象とした。大阪駅前ビル地区は
大阪駅前第 2 次土地区画整理事業および大阪駅前市街地
改造事業によって整備された地区であり、1981 年に竣工
している。オオサカガーデンシティ地区は西梅田土地区画
整理事業および梅田 2 丁目土地区画整理事業によって整
備された地区であり、2004 年に竣工している。グランフ
ロント大阪地区は大阪駅北大深東地区土地区画整理事業
によって整備された地区であり、2013 年に竣工している。
2−2．パブリックスペースの設定及び調査方法
本研究で対象とするパブリックスペースは、歩道や公開
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3．対象地区のパブリックスペースの空間特性の比較
3−1．パブリックスペースの分布特性の比較
分布特性については各階のパブリックスペースの分布
図より、各階ごとに回遊性のあるエリアと回遊性のないエ
リアを特定し、
そのエリアの総床面積に占めるパブリック
スペースの割合を、
道型・広場型に分けて計測した。
なお、
各階の構成比は地下階と地上階および 2 階以上の上層階
の 3 階層に分類して集計した。
図−2 は地区全体の総床面積に占めるパブリックスペ
ースの割合を道型・広場型の分類で、図−3 は回遊性の有
無の分類で示している。
調査対象とした 3 地区におけるパ
ブリックスペースの分布特性を道型・広場型の分類から見
ると、
大阪駅前ビル地区では地区全体の総床面積に占める
パブリックスペースの割合 36.4%のうち、道型が 34.2%と

大半を占めるのに対して、オオサカガーデンシティ地区で
は全体 33.3%のうち、道型が 24.9%、広場型が 8.3%とな
り、広場型が全体の約 1/4 を占める。グランフロント大阪
地区では全体 29.7%のうち、道型が 20.1%、広場型が 9.7%
と、広場型が全体の約 1/3 を占めており、大阪駅前ビル地
区からグランフロント大阪地区と開発年代を経るほどに、
広場型の割合が増加していることが分かる。回遊性の有無
で見ると、大阪駅前ビル地区では、回遊性ありの割合は
27.5%、回遊性なしは 8.9%であり、オオサカガーデンシテ
ィ地区では、回遊性ありは 27.8%、回遊性なしが 5.5%、グ
ランフロント大阪地区では、回遊性ありが 18.5%、回遊性
なしが 11.2%となり、3 地区とも回遊性のあるパブリック
スペースの割合が高い。
図−4 は回遊性のあるフロアの総床面積に対する回遊

性のあるパブリックスペースの割合を示している。回遊性
のあるフロアにおけるパブリックスペースの割合を見る
と、全体では 3 地区とも約 45%と大きな差はない。階層別
にパブリックスペースの割合を見ると、地上階では 3 地区
とも 50%以上と高い割合を有しているが、広場型の割合
を見ると、大阪駅前ビル地区では 1%以下、オオサカガー
デンシティ地区では約 20%、グランフロント大阪地区で
は約 30%となっており、オオサカガーデンシティ地区以
降の年代では割合が急激に増加していることが分かる。地
下階では大阪駅前ビル地区とオオサカガーデンシティ地
区はいずれも約 35%を占めるのに対し、グランフロント
大阪地区は約 25%とやや低くなっている。上層階では大
阪駅前ビル地区に回遊性のあるパブリックスペースは見
られないが、オオサカガーデンシティ地区およびグランフ

図−１ 3 地区のパブリックスペース分布図
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ロント大阪地区には 2 階レベルに道型パブリックスペー
スが 23.2%存在し、2 階レベルでの回遊性が確保されてい
ることが分かる。
3−2．パブリックスペースの空間構成の比較
空間構成については各階ごとに回遊性のあるエリアと
回遊性のないエリアを対象に、道型パブリックスペースに
ついては、
各エリアの最大幅員、
最小幅員を図上で計測し、
平均幅員を算出した。広場型パブリックスペースについて
図−2 総床面積に占めるパブリックスペースの割合
は、各エリアの最大面積、最小面積を図上で計測し、平均
（道型・広場型）
面積を算出した。また、各エリアのパブリックスペース
1,000m2 あたりの着座施設の箇所数と各エリアのパブリッ
クスペースの面積に対する各種別の修景スペースの割合
をそれぞれ算出した。
表−1 は道型パブリックスペースの幅員及び広場型パ
ブリックスペースの面積を示している。道型パブリックス
ペースの平均幅員は 3 地区とも 4m と差はないが、広場型
図−3 総床面積に占めるパブリックスペースの割合
パブリックスペースの平均面積、最大面積はグランフロン
（回遊性あり・回遊性なし）
ト大阪地区が他の 2 地区と比べ圧倒的に大きくなってお
り、開発年代を経るごとに広場型パブリックスペースの規
模が拡大していることが分かる。
表−2 はパブリックスペース内の着座施設数を示して
いる。パブリックスペース 1,000 ㎡あたりの着座施設の設
置数は、大阪駅前ビル地区は道型に設置されておらず、広
場型に 0.4 箇所、
オオサカガーデンシティ地区は道型に 0.9
箇所、広場型に 6.0 箇所、グランフロント大阪地区は道型
に 5.5 箇所、広場型に 5.0 箇所となり、大阪駅前ビル地区
の着座施設数が他の 2 地区と比べて圧倒的に少ない。ま
た、着座施設が一定設置されている 2 地区では、広場型を
中心に設置されていることが分かる。回遊性のあるパブリ
図−4 回遊性のあるパブリックスペースの割合
ックスペースと回遊性のないパブリックスペースでの着
座施設数を比べると、道型と広場型ともに回遊性のないパ
ブリックスペースの設置数の方が多くなることが分かる。
表−1 道型パブリックスペースの幅員及び広場型
表−3 はパブリックスペース内の修景スペースの割合
パブリックスペースの面積
を示している。パブリックスペースに含まれる修景スペー
スの割合を見ると、大阪駅前ビル地区は道型が 3.4%、広
場型が 16.2%と低いのに対し、オオサカガーデンシティ地
区は道型が 14.3%、広場型が 28.9%、グランフロント大阪
地区は道型が 11.2%、広場型が 37.1%と後の 2 地区では修
景スペースの割合が増加している。また修景スペースの種
類をみると、大阪駅前ビル地区では緑系と水系のみで施設
系は存在せず、オオサカガーデンシティ地区では緑系と水
表−2 パブリックスペース内の着座施設数
系に加えて施設系が存在するが、緑系が大半を占めている。
グランフロント大阪地区では緑系・水系・施設系が存在す
るが、他の 2 地区と比べ、水系および施設系の割合が増加
している。回遊性のある道型・広場型パブリックスペース
に含まれる修景スペースを見ると、大阪駅前ビル地区は道
型が 3.8%、広場型が 8.1%、オオサカガーデンシティ地区
の道型が 16.9%、広場型が 28.2%、グランフロント大阪地
区の道型が 17.5%、広場型が 34.4%と開発年代が新しくな
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表−3 パブリックスペース内の修景スペースの割合

：
「都市の自由空間−街路から広がる
るにつれて増加している。回遊性のないパブリックスペー 2）鳴海邦碩（2009）
まちづくり」学芸出版社 3p
スに含まれる修景スペースの割合は、大阪駅前ビル地区の
：
道型が 2.3%、広場型が 18.7%、オオサカガーデンシティ 3） 三浦彩子・金子晋也・是永美樹・八木幸二（2008）
「都市における商業施設の公開スペースの構成」
，日本
地区の道型が 1.8%、広場型が 35.1%、グランフロント大
建築学会計画系論文集 pp.573−578
阪地区の道型が 2.6%、広場型が 44.3%となり、道型に含
：
「休憩および待ち合わせ行為
まれる修景スペースは 3 地区とも極端に少なく、広場型で 4）土田寛・積田洋（2005）
に関する嗜好空間の分析―都市のパブリックスペース
は開発年代を経るごとに増加していることが分かる。
の研究―」
，日本建築学会計画系論文集 pp.59−66
「PROJECT FOR PUBLIC SPACES」
：
4．大阪都心部における開発年代の異なるパブリックスペ 5）
＜http://www.pps.org/reference/jjacobs-2/＞（2015/02/14
ースの空間特性と今後のあり方
アクセス）
本研究により明らかとなった、大阪都心部におけるパブ
：
「都心部における施設内休憩
リックスペースの変容についてまとめ、今後の都心部にお 6）長聡子・出口敦（2005）
施設空間群の配置構成と利用に関する研究―福岡県天
けるパブリックスペースのあり方について述べる。
神地区の分析―」
，日本建築学会土地計画系論文集
大阪都心部における各地区の総床面積に占めるパブリ
pp.123−129
ックスペースの割合は、開発年代を経るごとにやや減少す
：
「民間企業が
るものの、そのうち広場型の割合は、徐々に増加する傾向 7）山貫崇之・澤木昌典・鳴海邦碩（2000）
提供するパブリックスペースの分布状況と利用実態に
にあることが分かった。また、回遊性に着目すると、回遊
関する研究―大阪市梅田周辺地区を事例にー」
，日本
性のあるパブリックスペースは 3 地区とも地上階で最も
都市計画学会学術研究論文集 pp.1069−1074
充実しており、いずれもフロア総床面積の 50%以上を占
：
「商業集積地における空間の「奥
めていた。そのうち広場型の割合は大阪駅前ビル地区では 8）高山幸太郎他（2002）
行」に関する研究―下北沢を事例として―」
，日本都
わずかなのに対して、オオサカガーデンシティ地区以降の
市計画学会学術研究論文集 pp.79−84
2 地区では広場型の割合が急増していた。また地上階での
：
「スペースシンタックス理論に基づ
回遊性に加えて、回遊性のあるパブリックスペースが上層 9）荒屋亮他（2005）
く市街地オープンスペースの特性評価」
，日本建築学会
階でも見られるようになり、多層化が図られていることが
計画系論文集 pp.153−160
分かった。回遊性のあるパブリックスペースに含まれる修
：
「商店街における休憩スペースの空
景スペースは、道型に比べて広場型で割合が高くなってお 10）金俊豪他（2007）
間構成と利用評価に関する研究」
，日本建築学会計画
り、さらに開発年代を経るごとに増加していることが分か
系論文集 pp.75−82
った。着座施設についても 3 地区ともに広場型を中心に設
：
「大阪駅前市街地改造事業
置されており、オオサカガーデンシティ地区とグランフロ 11）大阪市都市整備局（1985）
誌」
ント大阪地区では着座施設が充実していた。以上のことか
ら、都市の賑わいや魅力性の向上のためには、回遊性のあ 12）オオサカガーデンシティ：
＜http://www.osaka-gardencity.jp/＞（2015/02/01 アクセ
るパブリックスペースを地上階を中心に多層階で確保し
ス）
ていくことが重要であると考えられる。特に滞留行動を誘
発する広場型パブリックスペースの整備に重点を置き、
修
景スペースや着座施設を充実させることが重要である。
参考文献
1）大阪府府民文化部都市魅力創造局、大阪市ゆとりと
みどり振興局：
「大阪都市魅力創造戦略」
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自然発生的な「つながりの場」の発見
―賀茂川河川敷でのラジオ体操会の調査を通して―
高槻市 外村隆士
大阪大学コミュニケーションデザイン・センター 土井 勉
宮津市 安東直紀
岐阜大学流域圏科学研究センター 小山真紀

１. 研究の背景・目的
高齢期における社会関係の縮小や孤立が、本人が望んだ
ものであるか否かを問わず、心身の機能低下を生じさせ、
要介護状態への移行リスクを高めることが斉藤雅茂(日本
福祉大学 社会福祉学部)らにより報告されている 1)。
これに対して、スポーツ関係・ボランティア・趣味関係
のグループ等への社会参加の割合が高い地域ほど、転倒等
のリスクが低い傾向がみられることが JAGES(日本老年学
的評価研究)プロジェクトの研究により報告されているこ
とから 2)、日常生活の中で気軽に参加でき、地域の人との
交流を通して活動が広がるような「つながりの場」を設け
ることで、閉じこもりや、運動しない状態を防ぎ、機能維
持や向上が図られ、健康寿命を延ばすことができると考え
られる。
本論文において「つながりの場」とはコミュニケーショ
ンや交流ができる場という意味で用いる。
そこで、本論文ではラジオ体操が継続的に行われ、コミ
ュニケーションの場が形成されていると想定される京都市
の賀茂川河川敷で開催されているラジオ体操会（写真-1、
図-1）(以下、｢ラジオ体操会｣と略す）を調査対象として、
参加しやすい「つながりの場」となるための要因と、ラジ
オ体操会の効果としての「活動の広がり」の実態を明らか
にし、今後の閉じこもりを防ぐ施策の参考とすることを目
的とする。

写真-1 ラジオ体操会の様子

２. 調査方法
ラジオ体操会が始まったきっかけ、参加人数が拡大した
要因、多くの参加者が継続的に参加している要因及び参加
者のコミュニケーションに与える影響を明らかにするため、
現場観察及び参加者へのヒアリングを行うとともに参加者
へのアンケート調査を行った。

３. 現場観察及び参加者へのヒアリング調査結果
3-1 ヒアリング調査実施概要
2014年8月~11月に10回程度、ラジオ体操会に参加し、観
察を行うとともにラジオ体操会の当初からの参加者及びラ
ジオを持参する等、中心的に活動する参加者に対してラジ
オ体操開始前と終了後に各々5~10分程度ヒアリングを行
った。
3-2 調査結果
毎朝 6:30 から放送されるラジオ体操第 1・第 2 に合わせ
てラジオ体操会が実施され、雨天時には北山大橋の下で実
施されている。
ヒアリングの結果、下記のことが明らかとなった。
ラジオ体操会が発足したきっかけは、2005 年に男性 2 名
が夏休みの小学校のラジオ体操会に参加しており、
「夏休み
が終わって辞めてしまうのはもったいないので賀茂川で一
緒にやりましょう。
」
と言ってラジオ体操を始めたことによ
る。当初から、体操を見ている人に「一緒にやりませんか」
等と声をかけ、参加者が増えていった。
ヒアリング結果から、ラジオ体操会を始めた男性 2 名が

図-1 ラジオ体操会実施位置
（Open Street Mapに追記）
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(2) 居住学区
各種の行政等の事業では居住学区(小学校区)を区域とす
る町内会（自治連合会）を単位とされることが多い。しか
し、
ラジオ体操会は学区や町内会を母体としていないため、
どの程度、学区を超えたつながりがあるのかについて調査
した。
結果は紫竹が29%で最も多いものの、
紫明18%、
鳳徳8%、
上賀茂 7%、元町及び下鴨が 6%等となっており、計 16 学
区から参加があったため、ラジオ体操会の参加者は特定の
学区に偏っていないことが分かった(図-3)。

見ている人へ積極的に声をかけ、参加者が増加したことが
分かった。また、別の男性が自身で作成したスタンプカー
ドを参加者に配布し、毎日、参加者が持参したスタンプカ
ードにスタンプを押していた。当該男性はスタンプを押す
際に参加者に声をかけ、会話していた。
ラジオ体操会終了後に、参加者の一部により京都市健康
増進センターが考案した筋トレ・ストレッチ体操及びヨー
ガ体操を行うグループとペタンクを行うグループが形成さ
れていた。

４. 参加者へのアンケート調査結果
4-1 アンケート調査実施概要
ラジオ体操会への参加がコミュニケーションに与える影
響及びラジオ体操会が自然発生的・継続的に実施されてい
る要因を明らかにするため参加者に対してアンケート調査
を実施した。
アンケート調査票をラジオ体操開始前に筆者と協力者１
名が西側東側合わせて114名に配布し、西側84人(調査日
2014年10月25、26日)、東側15人(調査日2014年11月1、2日）
の回答を得た。
回収方法は筆者と協力者１名がラジオ体操終了後にその
場で記入された場合にはその場で回収し、持ち帰り頂いた
場合は翌日のラジオ体操会の際に回収した。

図-3 居住学区
(3) 参加頻度
参加頻度については、おおむね毎日が 80%、週に 3~4 回
が 16%、週に 1~2 回が 4%であり、参加頻度の高い方が大
部分であった(図-4）
。

５. アンケート調査の結果
(1) 回答者の属性
図-2 に示すとおり、60 代以上が多く、70 代が最も多い
ことが分かった。男女の割合は年齢によって特に大きな偏
りは見られなかった。
平成 23 年版高齢社会白書 3)では、グループ活動に参加し
ている人のうち最も多い 30.5%が「健康・スポーツ」に関
するグループ活動であり、今後、何らかのグループ活動に
「参加したい」と考える人は 7 割を超え、過去の調査と比
較すると増加傾向にあるとされている。
このような近年の高齢者のグループ活動への参加意欲の
高まりにラジオ体操会が合致していると考えられる。

図-4 参加頻度

図-2 年齢別・性別回答者構成

(4) 普段の主な活動
普段の主な活動は、特に無いが 48%、仕事が 28%、ボラ
ンティア活動が 11%、その他が 13%であり(図-5)、普段の
主な活動が特に無いと回答した参加者は半数に満たなかっ
た。
これについて、1998 年の駒沢公園のラジオ体操の調査結
果では、働いていない方が大部分であった 4)。
平成 26 年版「高齢社会白書」5)によると、60 歳を過ぎて
も、多くの高齢者が就業していることから、ラジオ体操会
が 6 時 30 分開始であり、仕事等の活動を阻害しないため、
参加しやすいと考えられる。
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(7) コミュニケーションの広がり
コミュニケーションの広がりを把握するため、ラジオ体
操会に参加することで増えた「一緒に話をする人」「一緒
に食事をする人」「一緒に別の活動をする人」の人数につ
いて調査した。
「一緒に話をする人ができた」と回答した人について、
話をするようになった人数は「1~5 人」が 31 人、
「6~10 人」
が 29 人、「11~15 人」が 6 人、「16~20 人」が 4 人、「21
人以上」が 11 人であり(図-8)、ラジオ体操会により会話す
る人数が増えたことが分かった。
「一緒に食事をする人ができた」
と回答した人について、
食事をするようになった人数は「1~5 人」が 24 人、「6~10
人」が 19 人、「11~15 人」が 2 人、「16~20 人」が 1 人、
「21 人以上」が 3 人であった(図-9)。
平成 24 年版「食育白書」において、地域とのつながりが
少ない人では、ほとんど毎日１日のすべての食事を一人で
食べている人の割合が高いことが報告されている 6)。
これに対して、ラジオ体操会により、地域のつながりを
持つことにより、一緒に食事をする関係が構築されること
が分かった。
文化人類学者の石毛直道は人が共に食べる「共食（きょ
うしょく）」は、栄養を摂取するだけではなく、コミュニ
ケーションの場としての役割が大きいと主張しており 7)、
内閣府等においても共食が推進されている 8)。
アンケート結果から、ラジオ体操会により共食が推進さ
れる可能性があることが分かった。
「一緒に別の活動をする人ができた」と回答した人につ
いて、別の活動をするようになった人数は「1~5 人」が 28
人、「6~10 人」が 6 人、「16~20 人」が 3 人であった。活
動の内容は、京都マラソンボランティア、京都サンガ F.C.
ボランティア、太極拳、グランドゴルフ、バードゴルフ、
登山、ウォーキング、カラオケ、フラダンス、日本画の稽
古、ウエイトトレーニング、お花見会、ロータリークラブ
等であった。ラジオ体操会の参加者はラジオ体操以外の多
様な活動への参加機会を得ることが分かった。
平成 23 年版「高齢社会白書」によると会話の頻度が低い
と「生きがいを感じていない」人の割合が高くなる傾向が
あるとされているため 9)、ラジオ体操会により他の参加者
との会話や食事、その他の活動が増加することは参加者の
生活において重要な役割を果たしていると考えられる。
図-10 は、ラジオ体操会の参加者で「筋トレ・ストレッ
チ体操＋ヨーガ体操」と「ペタンク」が実施されており、
ラジオ体操会の関係を通じてラジオ体操会の外側の活動へ
広がっていったこと、及び、ラジオ体操会が町内会や体育
振興会の範囲を超えたつながりであることのイメージであ
る。

図-5 普段の主な活動
(5) どこで知ったか
「賀茂川を散歩中に見かけた」が 53%であり半数以上で
ある一方、「知り合いの参加者に聞いた」が 36%であった
(図-6)。散歩中に見かけて知った方が半数以上であり、内
輪の集まりでないことが分かった。
また、散歩をする人から見える場所であったことが新た
な参加者を呼ぶことが分かった。

図-6 どこで知ったか
(6) 初めての参加者への声かけ
初めての参加者に声をかけたことがありますかという問
いに対し、76%が「ある」
、24%が「ない」であった（図-7）
。
参加者の多くがラジオ体操会を運動の機会としてだけでな
く、コミュニケーションの機会と捉えていることが分かっ
た。

図-7 初めての参加者への声掛け
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第二の要因は、実施されている場所が賀茂川河川敷の通
路の横のオープンな場所であり、多くの散歩やウォーキン
グをしている人から見えることである。アンケート結果に
より、半数以上の参加者がラジオ体操会を散歩中に見て知
ったと回答しており、オープンな場所であることが参加に
繋がったと考えられる。
第三の要因は、時間である。アンケート結果により、普
段の主な活動が仕事やボランティア活動である参加者が約
４割であった。ラジオ体操の時間は NHK のラジオ体操の
放送時間である 6 時 30 分から 6 時 40 分までであり、仕事
等があっても参加できる時間であることが継続的な参加に
繋がっていると考えられる。
以上の 3 点の要因とは別の基本的な要因として、ラジオ
体操が 80 年以上の歴史を持つ体操であり、広く普及して
いることから 10)、経験のある人が多いため、参加しやすい
ことがあると思われた。
ラジオ体操会への参加によるコミュニケーション面での
効果として、アンケート結果から、会話や食事をする人数
の増加とともにラジオ体操以外の活動の増加を促すことが
確認できた。

図-8 話をするようになった人数

７. おわりに
賀茂川河川敷でのラジオ体操会について、参加者のコミ
ュニケーションの増加や他の活動への広がりといった効果
が確認されるとともに、このような場が形成される要因と
して「声かけ」「オープンな場所」「普段の活動を阻害し
ない時間」の 3 つがあることが分かった。
また、ラジオ体操が我が国では経験のある人が多く、参
加しやすいことが推察された。

図-9 食事をするようになった人数

参考文献
1)

斉藤雅茂(日本福祉大学 社会福祉学部), 近藤克則, 尾
島俊之, 近藤尚己, 平井寛:高齢者の生活に満足した社
会的孤立と健康寿命喪失との関連,AGES プロジェクト
4 年間コホート研究より,老年社会科学(0388-2446)35 巻
3 号,2013.10.
2) 厚生労働省:これからの介護予防,p.12, (厚生労働省ホ
ームページ参照 2015.6.) ,http://www.mhlw.go.jp/file/06Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000075982.pdf
3) 内閣府:平成 23 年版高齢社会白書,p.41,2011.
4) 馬場哲雄:早朝ラジオ体操の実態調査:駒沢公園の調査
から,pp.131-141,日本女子大学紀要.人間社会学部,1998.
5) 内閣府:平成 26 年版高齢社会白書,p.30,2014.
6) 内閣府:平成 24 年版食育白書,p.29. 2012.
7) 石毛直道:食事の文明論,pp.51-54,中央公論社,1982.
8) 内閣府:平成 24 年版食育白書,p.19.2012.
9) 内閣府:平成 23 年版高齢社会白書,pp.67-68,2011.
10) 株式会社かんぽ生命保険:ラジオ体操･みんなの体操
(株式会社かんぽ生命保険ホームページ参照 2015.6.),
http://www.jp-life.japanpost.jp/aboutus/csr/radio/abt_csr_r
do_index.html

図-10 ラジオ体操会による活動の広がり

６. 結論
ラジオ体操会が自然発生的・継続的に実施され、参加者
が拡大した第一の要因は、「声かけ」であった。ヒアリン
グ調査により、最初に始めた男性 2 名が見ている人に積極
的に「一緒にやりませんか。」と声をかけたことが分かっ
た。アンケート結果でも、参加者の多くの方が始めての参
加者に声をかけていた。ラジオ体操会を知って、参加した
いと思っても、参加者から声をかけられなければ、初めて
参加することや継続的に参加することは困難であると思わ
れる。
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街路における景観要素としてのガス燈の影響と活用に関する研究
− 大阪市船場の三休橋筋を事例に −
枚方市都市整備部都市整備推進室
関西大学環境都市工学部
１．研究の背景と目的
大阪市中央区船場のほぼ中央に位置する三休橋筋の土佐
堀通から中央大通までの区間では、2007 年からガス燈の整
備が始まり、2014 年 6 月には全区間 55 本のガス燈が点灯
し、大きな話題となった。三休橋筋沿道の魅力ある近代建
築物や、一連の大阪市による街路整備(1)、地域や自主活動
グループ三休橋筋愛好会(2)の活動により、三休橋筋は業務
地船場の中でも、魅力ある通りに変貌している。特に昼間
は、デザインされたガス燈が通りに並ぶ近代建築と一体と
なり、レトロな景観をつくり出している。しかし、夜間は
ガス燈が既存の照明に埋もれ目立たず、その存在が分かり
にくいものとなっている。
夜間景観に関しては、夜間景観に関するガイドラインを
立てる都市も存在するが、大阪市では夜間景観に対する特
別な取組は行われていない。前場地区は業務地区として発
展してきたが、都心居住の促進や地域の魅力を高める上で
も、夜間の魅力づくりは重要であると考える。
本研究では、まず三休橋筋のガス燈整備が沿道に与えた
影響を明らかにし、さらにその効果を活かしながら夜間の
景観を創出する装置としての、ガス燈を活かした通りの目
指す姿を実現させる方法を導き出すことを目的としている。
このことは、第二次世界大戦後の明るいことが良いとす
る照明への一般的な認識を見直し、日本の夜間景観のあり
方を再考するきっかけとしたい。
既往研究としては、
「夜間街路の歩行環境における街路灯
の色温度と配置に関する実験調査」1)など夜間の安全性や
用途区分による評価はされているが、ガス燈を用いること
や沿道との関係性を捉えた研究はなされていない。
２．各都市における景観の捉え方
現在大阪市は景観行政団体として、建築物における周辺
環境との調和を考えた形態意匠の工夫や、緑化などの景観
づくりが積極的に行われている。しかし、それらは昼間の
見え方に注視した計画であり、夜間の景観については、道
頓堀のイルミネーション活動など川沿いの夜景を魅力とし
て広める活動はあるが、景観計画としての具体的な記述は
ほとんどない。
大阪市のように夜間景観を特に取り上げない自治体が多
いが、夜間景観についての景観ガイドラインを立てている
都市も存在する。その 1 つが横浜市である。横浜市の関内
地区の景観ガイドラインでは、歴史的建造物に関してはラ
イトアップを行い、その周辺の建造物は投光器などで照ら
すことを禁止している。このことは、近代建築に重きを置
き近代建築を目立たせることで、近代の開港から始まった
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横浜市の歴史を街並みに継承させている。
３．三休橋筋の概要
船場地区では、17 世紀、大阪城から大阪湾に向かう東西
軸沿いに町がつくられた。近代に入り、南北方向に町を見
ると、南側では繊維を中心とする商業地、北側では金融街
が広がっていた。
本研究では、図-1 に示した三休橋筋の土佐堀通から中
央大通のガス燈が設置された区間を調査対象とする。この
地域は主にオフィス街である。建物の低層部は用途がさま
ざまだが、中層部、高層部はそのほとんどがオフィスとし
て利用されている。また、幅員は 7 間(約 12.73m)と周辺の
筋よりも広い。
大阪ガス株式会社が 100 周年記念事業としてガス燈の寄
付(資金)を行った際、地元住民らの呼び掛けによりその半
数である 30 本のガス燈が三休橋筋に寄付された。
これがき
っかけとなり、
現在 55 本のガス燈が三休橋筋に並んでいる。
三休橋筋のガス燈が街に与えた影響を調べる上で、三休
橋筋愛好会メンバーと HOPE ゾーン事業(3)に携わる人々に
事前ヒアリング及びアンケート(4)を行った。その結果によ
ると、
「皆ガス燈が設置されたことにより街が変化した」と
感じており、その変化としては、
「地域の人々によるコミュ
ニティー意識の醸成により三休橋筋に愛着を持つ人が増え
た」
、
「店を出したい人や散策する人々が増えた」
、
「雰囲気
がよくなった」などの効果が指摘された。その他にも、ガ
ス燈設置の影響として、
「近代建築の前に集中的に設置され
たガス燈が近代建築の存在を知らせる役割を果たした」、
「三休橋筋に他の筋や通りとは違う景観をつくり出し、差
別化された」という意見もあった。またガス燈といわれる
と、夜間明りが立ち並んでいる姿を思い浮かべる人が多か
った。
今後の三休橋筋の理想像や必要な整備について聞いたと
ころ、
「ガス燈が映えるようにテントの色の調整や光源のル
ール作りが必要である」
、
「不法駐輪を無くす必要がある」
、
「一般の人がガス燈に気付くような案内板やゲートが必要
だ」
、
「高質でシックなイメージをもちながらも下町の親し
みやすさを残すそんな個性のある街であって欲しい」
「街を
地域組織でマネージメントしていきたい」などの意見があ
った。以上の意見を参考にして、三休橋筋の変容把握に関
する調査項目を設定した。

図-2．三休橋筋の年表 2)

４．調査の概要
本研究では以下の 3 つの調査を行った。
調査Ⅰ：現地観察調査による三休橋筋および周辺敷地内の
外部照明のプロット図の作成
調査Ⅱ：2005 年から 2014 年までの建物 1 階部分における
使用用途の変化の分析
調査Ⅲ：photoshop で作成した照明の修景提案画像と、現実
の実写写真の比較による修景提案
５．三休橋筋の外部照明の実態
現在どれくらいの照明器具が設置されているのかを調べ
るために、現地観察調査(調査Ⅰ)を行った。但し、図-1
では沿道の建物壁面に設置された照明には考慮していない。
表-1 では、三休橋筋とそれに交差する通りに関して図-1
にプロットされている照明数を数えた。
表-1．三休橋筋沿道の外部照明の内訳

図-1．三休橋筋周辺地図及び屋外照明のプロット図
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取り決めはなく、各店舗が思い思いに照明を設置するため
に、より目立たせようと灯りを多く燈す店舗も存在し、通
りとしてはさらに明るくなっていることが現地調査により
確認できた。
視覚的な変化を捉えるため、ガス燈設置以前からある店
舗と設置後に出来た店舗の外観を比較した。

結果から、ガス燈の設置数に対し、それ以外の照明の設
置数が極めて多く、照度も高いことがわかった。また、近
代建築沿道と公開空地に灯りが集中していた。そこにガス
燈を多く設置しているため、ガス燈が周囲の灯りに埋もれ
てしまっていることが明らかとなった。その一方で、ガス
燈も私有灯も少ない部分もあり、通りとして明るさにバラ
つきがあることがよくわかった。
６．三休橋筋のガス燈が街へ与える影響
ガス燈の設置による三休橋筋沿道の建物およびその用途
への影響を明らかにするため、住宅地図を用いて調査Ⅱを
行った。
表-2．建物の 1 階部分における沿道の建物軒数に対する
一般客が出入りできる建物軒数の割合

写真-1．ガス燈設置以前からある店(マンリー商会)
表-3．建物の 1 階部分における沿道の建物軒数に対する
飲食店の店舗数の割合

表-2 はガス燈の設置前である2005 年から設置完了後の
2014 年にいたる、沿道建物の 1 階部分における沿道建物数
に対する一般客が出入りできる建物軒数の割合の変化を示
している。
2005 年と 2014 年の比較では 13.04 ポイント一般
客が利用できる建物の割合が高くなっている。
表-3 は沿道建物の 1 階部分における沿道建物数に対す
る飲食店の店舗数の割合の変化を示している。2005 年と
2014 年の比較では 12.23 ポイント飲食店の店舗数の割合が
高くなっている。
建物の 1 階部分に新しく入居した店舗数を調べたところ、
2005 年から 2008 年の 3 年間では 4 軒、2008 年から 2011
年の 3 年間では 11 店舗、2011 年から 2014 年の 3 年間では
26 店舗増加していることが明らかとなった。
建物自体の建て替え軒数を同じ期間で調べたところ、
2005 年から2008 年が4 軒、
2008 年から2011 年が5 軒、
2011
年から 2014 年が 5 軒であった。
以上これらのことから三休橋筋では、ガス燈設置が始ま
った 2005 年以降、特にここ数年は、建物の更新、入店が進
み、人々が歩いて楽しむことのできる通りに変化している
ことが明らかとなった。三休橋筋は、ガス燈が設置された
ことによって、オフィス街でありながらも一般の人も訪れ
る通りへと変化していると考えられる。
その一方で、近年の三休橋筋では、沿道に向かって開い
た店舗が増えたことから、看板灯などの照明を設置する建
物が増えたことも指摘できる。これらの店舗照明に関する
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写真-2．ガス燈設置後に出来た店(GARAGE39)

設置前からある店舗には、外観が和風朝のうなぎ屋やそ
ば屋などの飲食店や、
下町感のある商店など(写真-1)があ
った。設置中あるいは設置後にできた店舗には、外観がモ
ダン調やカントリー調のバーやイタリアンの店など(写真
-2)があった。このように店舗の客層が交じりあい、視覚
的にも街並みが変化していることを捉えることができた。
三休橋筋では、出店時期やターゲットの異なるさまざま
な店舗が立ち並んではいるが、不自然さはなく、それが逆
にお洒落でありながらも親しみやすさも感じられる街並み
の個性となっていると考える。
７．ガス燈のある街への修景提案
ガス燈が映え、なおかつ三休橋筋の個性が表れる夜の景
観を作り上げるために必要なことを検討するために、
photoshop の画像加工を利用して集計による検討を行った。
以下がその修景提案画像と実写写真(写真-3，4)による比
較である。

写真-3．道路照明の修景前後の三休橋筋

写真-4．店舗看板の修景前後の三休橋筋

修景提案画像では、次の修景を行った。但し、写真-3
では①②を写真-4 では①②③④を行った。
① 沿道の照明色を、ガス燈の色に似せた電球色へと変更
② 道路照明灯をグレア(5)が発生しやすい明かりが拡散す
るタイプから真下だけに灯りを落とすタイプの照明へ
と変更
③ 内照式のコンビニ看板を、文字部分はバックライトに
より箱文字部分を浮かび上がらせる間接照明方式、看
板は上下から間接照明で照らす仕様へと変更
④ 上部に設置されている内照式看板を、外照式看板へと
変更
以上の修景により、
ガス燈が特に目立つわけではないが、
街並みとしての統一感がうまれ、街中でありながらもガス
燈通りの落ち着いたイメージに近づけることができる。

たらされたと考えられる。
その一方で、
店舗の増加により、
店舗の看板照明などが増加していることが確認できた。
以上の結果より、三休橋筋におけるガス燈設置の効果を
さらにあげるためには、街路の照明の色温度を合わせるこ
とでガス燈の持つ雰囲気を通り自体にうえつける方法や、
必要最低限の明るさを担保したうえで不必要な灯りを消し、
街路自体の明るさを抑える方法、通りとしては、杯計画を
考えることが効果的である。
夜間景観全体を捉えた場合、さまざまな照明器具や通り
があることから、その通りに対し、必要なもの、不必要な
もの、統一させるもの等を検討し、目指すべき姿を明確に
しながら景観を作っていく必要があると考えられる。どん
どん灯りを足していけばいいという今までの考え方は捨て
去るべきである。

８．まとめと考察
三休橋筋には、道路照明、公開空地内照明ほかさまざま
な照明があり、これらの数、照度ともにガス燈より多いた
め、ガス燈が認識しにくくなっていることが明らかとなっ
た。また、ガス燈の設置場所が、近代建築物や公開空地な
ど既存照明が多くある所であることもガス燈を見えなくさ
せている一因であることも明らかとなった。一方で、三休
橋筋全体をみると、
ガス燈、
照明ともに少ない場所もあり、
通りに灯りのバラつきができていることが分かった。
ガス燈設置後の三休橋筋沿道建物の変化は、①一般の
人々が出入りできる建物の増加、②1 階店舗の増加、③沿
道建物の建替えがみられた。三休橋筋では、ガス燈設置に
より出店時期やターゲットの異なるさまざまな店舗が立ち
並んではいるが、不自然さはなく、それが逆にお洒落であ
りながらも親しみやすさも感じられる街並みの個性となっ
ている。この結果、ヒアリングやアンケートで得られたよ
うに、散策人の増加や、街の雰囲気やイメージの変化がも

【補注】
(1) プロムナード工事のこと。歩道の拡幅・ガス燈の整備・並木の設置・
銘板の設置・電柱の地中化の 5 つを指す。
(2) 船場や三休橋筋沿いの不動産オーナーでも住民でもない都市計画や
建築、まちづくり分野のオフィスワーカー5 人組
(3) 歴史的、文化的な雰囲気やまちなみなどに恵まれた地域を、大阪市の
居住地イメージを高めるモデルゾーン（HOPE ゾーン）として位置付
け、市民と連携・協働して、様々なまちづくり活動を展開しながら、
それぞれのまちの特性を活かしたまちなみづくりを進め、魅力ある居
住地づくりをめざす事業
(4) ガス燈が三休橋筋に与えた影響やガス燈の果たす役割、今後三休橋筋
に必要な整備等を問うたもの
(5) 視野における照度の分布が不均等なために，対象が見えにくくなった
り，一過性の盲目状態になったりする現象。
【参考・引用文献】
1) 高久洋介、柳瀬亮太、夜間街路の歩行環境における街路灯の色温度と
配置に関する実験的研究、日本建築学会計画系論文集 第 635 号、51
−57、2009 年 1 月
2) SANKYU BASHI STREET GUIDE MAP 2014、2014 年 10 月、三休橋
筋愛好会
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三休橋筋沿道の建物用途変化とまちづくり活動
大阪大学大学院工学研究科
大阪大学大学院工学研究科
大阪大学大学院工学研究科

１．はじめに
大阪都心部では、2000 年頃より業務単機能のまちから、
賑わいがあり憩える楽しめるまちへ改変していこうという
動きが活発化している。
御堂筋では 2001 年に沿道の不動産
所有企業有志の集まりである「御堂筋まちづくりネットワ
ーク」が設立され、集客イベントを行うと共に道路空間の
利用に関する提言をおこない、賑わいのあるまちへと変わ
りつつある。また歴史的都心である船場地区では、2004 年
に「船場げんきの会」が設立され船場の活動グループのプ
ラットフォーム的な役割を担い、歴史や文化を活かしたま
ちづくりが進められている。その船場地区に位置する「三
休橋筋」でも様々な主体が関わるまちづくり活動がおこな
われており、近年レストランなどの賑わいを生む施設の立
地が増加しているように感じられる。また大阪市によるプ
ロムナード整備によって歩道が拡幅され、
ガス燈の灯る
「ひ
と」中心の道へと変貌した。
本研究では空間変容が生じた三休橋筋を対象に、その変
化の状況を詳細に把握しまちづくり活動との関係性を考察
する。また様々なまちづくりの主体が担った役割や連携の
仕方などを考察することにより、まちづくり活動が進展し
た要因を把握する。

篠原
祥
松本 邦彦
澤木 昌典

３．対象エリアの概要
「三休橋筋」は図 1 のとおり、大阪の歴史的都心部であ
る「船場地区」の真ん中を南北に貫く約 2km の道路である。
大阪都心部の幹線道路である御堂筋と堺筋との間にあり、
北端は中之島の大阪市立中央公会堂、南橋は長堀通りとな
っている。
その三休橋筋では 2000 年頃にまちづくり活動が始まっ
た。当初は筆者がメンバーの一人である「三休橋筋愛好会」
（以下「愛好会」と呼ぶ）というボランタリーな活動だけ
であったが、活動が進むにつれて行政機関や地元組織など
様々な主体が関わり、大きな動きに進化してきた。
そのなかで、大阪市による プロムナード整備事業 や
企業による ガス燈設置 が実現した。また 2000 年当時は
業務機能中心であったまちに、飲食を中心としたお店が多
く立地するようなまちへと変容してきている。

４．研究方法
(1)空間変容の把握
都市空間変容の大きな要素である三休橋筋沿道の建物用
途について、特にまちへの影響が大きい 1 階部分に着目し
て整理した。1986 年、96 年、2006 年、2014 年の住宅地図
（86 年:吉田地図、96、06、14 年:ゼンリン）から 1 階入居
者名等を抽出し、業種を推定し表 1 の業種に分類し、その
２．既往研究の整理
既往研究では、企業活動の視点から都市開発事業と都心 件数をカウントした。そしてその時系列的な変化を考察し
型エリアマネジメントの主体について論じた研究 1)や、Ｎ た。また公共空間の変容として、大阪市によるプロムナー
ＰＯ法人に着目しハード事業まで含んだタウンマネジメン ド整備と民間企業の寄贈によるガス燈設置を時系列的に整
ト活動を担える組織になっているかを論じた研究 2)がある。 理した。
またまちづくり団体の組織や運営に着目し、
富良野、
横浜、 (2)まちづくり活動の把握
筆者が関わっている三休橋筋愛好会等の活動について、
吹田の各都市での実例を対象とした研究 3)，4)，5)もなされて
いる。一方で活動自体に着目した研究としては、中心市街 活動記録等から時系列的に整理した。
表−1 業種分類表
地における「協働」の実態を踏まえたもの 6)や、住民の自
7)
01
店舗
物販
発的強力行動の発生メカニズムを対象としたもの がある。
02 店舗 飲食
さらに、大都市の商業業務地域において特に事業者を主体
03 店舗 ｻｰﾋﾞｽ他
としてまちづくり組織を形成し、積極的に空間マネジメン
04 事務所 卸小売り
トを行っている組織を対象に、組織の運営体制や空間マネ
05 事務所 金融保険不動産
北エリア
06 事務所 製造業
ジメントの取り組みについて整理し、事業者主体の地域組
07 事務所 情報通信業
8)
織のあり方や空間との関わり方を考察した研究 もある。
08 事務所 ｻｰﾋﾞｽ業他
南エリア
しかしながら、都市空間が変容したエリアを対象に、変容
09 事務所 不明
10 住宅
とまちづくり活動との関係性に着目したものはない。また
11 文化･教育 ｷﾞｬﾗﾘｰ
勝手連的な活動を含む様々なまちづくりの主体に着目し、
12 文化･教育 各種教室学校
役割や連携を論じたものもない。
13 その他
図−1 三休橋筋位置図
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14 工事中
15 建物なし 空地、駐車場、公園

(3)空間変容とまちづくり活動の関係性についての考察
建物用途変化とまちづくり活動との関係、まちづくり主
体間の関係について考察。
５．空間変容についての調査結果と考察
(1)沿道建物 1 階部分の用途の変化
86 年、96 年、06 年、14 年時点の、主な業種（店舗、事
務所）ごとの件数と構成比を表 2 に示す。また前回時点か
ら変化した区画を対象に主な業種ごとの件数と構成比を表
3 に示す。さらにプロムナード整備とガス燈設置の影響を
把握するために、両表とも整備が実施されたエリア（以下
「北エリア」という）と実施されていないエリア（以下「南
エリア」という）の値も記した。結果は以下の通り。
・全体店舗件数は 86 年 70 件から 14 年 128 件へと約 1.8 倍
に増加し、構成比も 27%から 45%へと約 1.7 倍に増加。
・全体事務所件数は 86 年 154 件から 14 年 103 件へと約 2/3
に減少し、構成比も 73%から 55%へと約 3/4 に減少。
・北エリアの店舗件数は 06 年に顕著な増加（33→54）が見
られ、14 年でさらに増加
・南エリアの店舗件数は 06 年には際立った変化はなく、14
年に大きく増加（35→63）
・建物用途が変化した区画の内、店舗への変化は 06 年まで
は 3 割程度であったが、14 年には 6 割強に急増
・建物用途が変化した区画の内、事務所への変化は 06 年ま
では 5 割前後であったが、14 年には 2 割程度に減少
(2)公共空間の変化
大阪市建設局では 2003 年に三休橋筋のプロムナード整
備構想（電線地中化し、歩道拡幅、車道削減）が浮上し、
2006 年に着工、2012 年に竣工した。またプロムナード整備
に合わせて企業からガス燈寄贈の計画が持ち上がり、協議
の結果、地元組織への寄贈が決定し、整備工事に合わせて

写真−1：整備工事前の三休橋筋

６．まちづくり活動についての調査結果と考察
次に三休橋筋におけるまちづくり活動を詳細に分析して
いく。三休橋筋のまちづくり活動が進展した要因の一端を
把握するために、様々なまちづくりの主体の担った役割や
連携の仕方などを整理し考察していく。
(1)活動主体
三休橋筋のまちづくり活動に関わる各種主体の概要と主
体間の関係を図−2 に示した。
(2)まちづくり活動実績
三休橋筋でのまちづくり活動を表−4 にまとめた。まち
づくり活動の主体を①愛好会、②地元まちづくり組織であ
る三休橋筋発展会・三休橋筋商業協同組合、③地元の町会・
沿道企業・店舗、④大阪ガス等の関連企業、⑤大阪市建設
局等の行政機関、⑥その他関係者の 6 者に分類し表中に記
した。横軸は「活動」と「空間整備」に分類し、主要な項

表−2：１階部分の建物用途(件数/構成比(%))
1986 年

1996 年

2006 年

2014 年

店舗
事務所

全体

70

27.3

70

27.1

89

31.9

128

45.2

北

38

27.0

33

24.1

54

35.1

65

44.8

南

32

27.8

37

30.6

35

28.0

63

45.7

全体

154

60.2

150

58.1

138

49.5

103

36.4

北

89

63.1

85

62.0

78

50.6

53

36.6

南

65

56.5

65

53.7

60

48.0

50

36.2

00 年

02

04

三休橋筋
愛好会

1996 年

2006 年

2014 年

店舗
事務所

全体

基準

基準

29

36.7

56

36.8

88

65.2

北

基準

基準

11

27.5

37

45.1

39

62.9

南

基準

基準

18

46.2

19

27.1

49

67.1

全体

基準

基準

38

48.1

74

48.7

26

19.3

北

基準

基準

21

52.5

35

42.7

13

21.0

南

基準

基準

17

43.6

39

55.7

13

17.8

06

08

10

12

三休橋筋
発展会

三休橋筋
商業協同組合

沿道企業・店舗、地
元町会などがメン
バーの組織

地元町会
沿道企業・店舗
大阪ガス
その他企業
大阪市
建設局

操業１００周年事業と
してガス燈３０基を地
元組織へ。他企業も呼応

プロムナード整備の実施主体

図−2：各種主体の概要と主体間の関係
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14

企業に勤めるワーカー５人によるボランタリーな活動

表−3：１階部分の建物用途の変化(件数/構成比(%))
1986 年

写真−2：整備工事後の三休橋筋

順次設置し、2012 年に設置完了した。その前後の変化を写
真 1，2 に示す。
(3)空間変容についての考察
三休橋筋では 2000 年頃からまちづくり活動が始まり、
年々その担い手が拡大し大きな動きへと進化してきたので
あるが、その動きに合わるように空間変容が活発になり、
まちに賑わいを創出する店舗の立地が加速してきた。また
活動の結果として公共空間整備も進んだのであるが、公共
空間整備がおこなわれた北エリアのほうが、おこなわれな
かった南エリアに比べて早期（06 年以前）に空間変容が生
じたことも明らかになった。

表−4：三休橋筋における様々な主体によるまちづくり活動一覧
時期
(年)

2001
2002
2003

2004

2006

2007

プロムナード整備・ガス燈設置に向け活発に活動

2005

愛好会によるまちづくり活動の立ち上げ

2000

ﾌｪｰｽﾞ

活動
愛好会の活動
●三休橋筋での活動開始(5/18)
●「歩きたくなる道 100 選」に提案
●船場げんき提案ｺﾝﾍﾟに応募しｱｲﾃﾞｱ部
門優秀賞受賞
●■船場ｷﾞｬｻﾞﾘﾝｸﾞとの交流開始
●□中央区行政連絡会で講演
●□計画調整局の北船場交流会参加
●□大阪市計画調整局交流
●□建設局勉強会で、①三休橋筋の差別
化､②まちづくりとの一体化､③地元との
意見交換の場、の 3 つを主張
●せんば GENKI まつりで｢三休橋筋ちょ
っと歩いてみませんか｣展示を開催
●△大阪ええはがき研究会と｢三休橋筋
de ええはがき展｣を開催

2011

それぞれの組織が自律的に活動

2010

2012

●△ええはがき研と｢とことん三休橋筋
マニア｣を開催
●△檪友会で講演

●△ええはがき研と展覧会開催
●△共著｢大阪のひきだし｣出版
●■△｢文化力の旅ﾗｳﾝｼﾞ｣ｲﾍﾞﾝﾄ出演
●△大商勉強会で講演
●△横浜 BankArt で講演
●△歴史博物館で講演
●△公共建築の日ｲﾍﾞﾝﾄで講演
●△大阪ｶﾚｲﾄﾞｽｺｰﾌﾟで三休橋筋案内
●△三休橋筋まち歩き(帝塚山大)
●△三休橋筋まち歩き(朝日新聞)
●三休橋筋ﾀｳﾝﾐｰﾃｨﾝｸﾞ開催
●△大阪地域振興調査会ｲﾍﾞﾝﾄで講演
●△大阪市住まい情報 C ｲﾍﾞﾝﾄで講演

●△三休橋筋まち歩き(大商)
●△けんちくの手帖出演
●共著｢都市の魅力アップ｣出版
●△船場ﾌｫｰﾗﾑで登壇
●■三休橋筋まち歩き(ﾊｯﾋﾟｰｱﾍﾟﾘﾃｨﾌ)
●△三休橋筋まち歩き
●三休橋筋マップ 2009 発行
●△北大江ﾌｫｰﾗﾑで講演
●△大阪芸大で講義
●■△三休橋筋まち歩き(計 2 回)
●■三休橋筋まち歩き(ﾊｯﾋﾟｰｱﾍﾟﾘﾃｨﾌ)
●三休橋筋マップ 2010-11 発行
●■△三休橋筋まち歩き(計 3 回)
●△アパホテル・周辺マップ制作協力
●△千島土地との交流会
●△阿波座ｱｰﾄｶﾌｪで講演
●■△○三休橋筋まち歩き(計 2 回)

道路整備

ガス燈

出店

■Ｙ氏･Ｉ
氏が沿道に
出店
■●三休橋筋ﾐｰ
ﾃｨﾝｸﾞ(地元組織
設立を画策)
■●三休橋筋ﾐｰ
ﾃｨﾝｸﾞ(組織設
立､ｶﾞｽ燈など)
■●組織設立活
動(連合町会長･
大阪市調整､趣意
書･会則づくり､
設立総会準備)

□大阪市建設局内に船場地
区の道路整備構想浮上
□●建設局が船場地区道路
整備に関して愛好会との勉
強会設置(計 6 回)
■●三休橋筋
ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ(組織 △●産経新聞
設立記念イベ
ント開催を決
定)
▲■三休橋筋
ﾌｫｰﾗﾑ(4/13)

□ ●中央 区未 来
わ がまち会 議で
三休橋筋を案内
■ □商業 協同 組
合設立協議(府)
■△大商･商業ま
ち づくり特 区協
議(ﾓﾃﾞﾙ地区に)
■ 三休橋 筋商 業
協同組合設立
■△まちづくり
特区協議
■●まちづくりﾐ
ｰﾃｨﾝｸﾞ(計 4 回)

■ △ ま ちづ く り
特区協議

▲●愛日連合協議会(建設局
が意見交換会提案)
□●■▲建設局が｢都市再生
船場地区協議会｣開催(ﾌﾟﾛﾑﾅ
ｰﾄﾞ整備構想提示)

□●■▲建設局が第 1 回
三 休橋筋地 元意見 交換
会開催(行政と地元の交
流開始)(5/10)
●■愛好会が「三休橋筋のみ
ちづくり・まちづくり」をま
とめ発展会へ提案

■三休橋筋
GENKI WALK

■三休橋筋
GENKI WALK

△●ピピッとおおさか大発 ●□愛好会が「三休橋筋のみ
ちづくり・まちづくり」提案
見!!/ラジオ大阪
△●大阪人
書を建設局へ提案
□●■▲地元意見交換会(歩
道幅員､停車帯､車止め､照明
柱､舗装仕様､街路樹､ｻｲﾝ計
画などについて意見交換)

△●大阪春秋
△●■▲北船場ｽﾀｲﾙ 01
△●産経新聞
△●共同通信

▲ 三 休 橋 筋 清 △●地域未来研機関誌
掃 ( ヤ ラ カ ス △●Landscape Design/地域
館･毎月第１･ 創造
△■船場吹き寄せ/和田
３月曜日)
▲ ■ ● 三 休 橋 亮介
筋一斉清掃（丸 △■ガス燈点灯式/朝日
新聞他
紅）
△●■ＮＨＫ
△●■北船場ｽﾀｲﾙ 02

△ ■ 京 阪地 下 通 ■ﾊｯﾋﾟｰｱﾍﾟﾘﾃｨ △●住まい情報 C 機関誌
路に｢三休橋筋ス ﾌ
△●建通新聞/日経
ケッチ｣設置
▲ ■ ● 三 休 橋 △●電気/地域開発
筋清掃(丸紅)
□■●△船場ＨＯ ▲■●三休橋 △●■大阪日日新聞
ＰＥゾーン協議会 筋清掃(丸紅)
開催

●■□建設局協議
□●■▲地元意見交換会
□ﾌﾟﾛﾑﾅｰﾄﾞ整備 1 工区着工
□●■▲建設局による三休
橋筋沿道での舗装材選定会
(計 2 回)
□●■▲地元意見交換会
□●■▲地元意見交換会(街
路樹選定)
□●■街路樹に関する専門
家との意見交換
□●■▲建設局による街路
樹見学会
□1 工区竣工､2 工区着工
□●■▲建設局が三休橋筋
植樹式を開催
●□愛好会が建設局へ路面
銘板デザインを提案
□第 2 工区竣工

■●｢三休橋筋に
はガス燈が似合
う｣「三休橋筋を
ガス燈通りにし
よう！」という声
が上がる
○大阪ガス 100 周
年事業としてガ
ス燈寄贈が盛り
込まれる
●○大阪ガス 100
周年事業事務局
へガス燈寄贈先
として三休橋筋
を推薦
○大阪ガスが三
休橋筋を候補と
して､行政 ､地元
との協議開始
○■三休橋筋発
展会･大阪ガス協
議
○■発展会･大阪 ■Ｙ氏が沿
ガス協議
道に出店
■発展会が喜多
俊之氏へガス燈
デザインを依頼
■○□発展会､大
阪ガス､建設局が
三者協定協議
○関連企業がガ
ス燈寄贈を決定
■ ● ガ ス 燈 検 討 ■ Ｉ 氏 が沿
会(商業協同組合 道に出店
が大阪ガス､建設
局とガス燈の設
置時期､設置場
所､費用負担を協
議)

■○□第 1 工
区ガス燈設置
完了
■三休橋筋ガ
ス燈点灯式開
催(6/7)

▲■●三休橋
筋一斉清掃（丸
紅）

■三休橋筋バ
ル

●■△三休橋筋まち歩き(計 3 回)

2013
持続可能な
活動へ

2014

メディア

□●■中央区未
来わがまち会議ｽ
ﾀｰﾄ

●三休橋筋マップ発行(6/7)

2009

空間整備
イベント

△ 船場げ んき △●建設通信新聞
提案ｺﾝﾍﾟ開催

■●三休橋筋
発展会設立総
会(3/9)

●△都市計画学会交流会で講演

2008

組織設立･活動

●△ひめまち喫茶で三休橋筋まち歩き
●■△三休橋筋まち歩き
●△日本文化会館へﾚｸﾁｬｰ
●■三休橋筋まち歩き(建築家交流会)
●△御堂筋×ひらのまちサロンで講演
●三休橋筋マップ 2014 発行

□電柱の抜柱を残し、全工区
の工事が完了

■○□全工区のガ
ス燈(55 基)の設置
が完了

□電柱の抜柱が完了し、すべ
ての工事が完了

■○ガス燈用ガス
代､組合･大阪ガス
協議
■一部のｶﾞｽ燈点
灯
■点灯式典開催
□中央区がガス燈
用ガス代の補助制
度新設

■ガス燈 55 本
全灯が点灯/点
灯式典開催
(6/3)

[凡例] 三休橋筋愛好会●、三休橋筋発展会・商業協同組合■、地元町会・沿道企業・店舗▲、大阪ガス他企業○、大阪市建設局他行政□、その他関係者△
各活動項目の左端マークは活動の主体、2 つ目以降のマークは活動の関係者、参加者を示す
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■ Ｉ 氏 が沿
道に出店
■ Ｉ 氏 が沿
道に出店

目（活動として、愛好会の活動、組織設立、イベント、
メディア掲載の 4 項目、空間整備として道路整備、ガス
燈設置、沿道への出店の 3 項目）に分けた。縦軸は愛好
会が活動を始めた 2000 年から 2014 年とした。
2000〜2004 年までは「愛好会によるまちづくり活動の
立ち上げ」の時期であり、2004 年に組織が設立され道路
整備が動き出した。2004〜2007 年までは、
「プロムナー
ド整備・ガス燈設置に向け活発に活動」
した時期であり、
2007 年に 1 期工事が竣工し、ガス燈点灯式典がおこなわ
れ、愛好会の「三休橋筋マップ」第 1 号が発行された。
2007〜2013 年までは「それぞれの組織が自律的に活動」
した時期である。そして 2014 年に 55 本のガス燈全灯が
点灯し、これからは「持続可能な活動へ」向かう時期と
なっている。
(3) 各種主体の関係性についての考察
表 4 から読み取れる各種主体の関係を以下に整理した。
ⅰ)勝手連的活動が初動期に果たした役割（図−3）
三休橋筋愛好会が勝手連的に活動を開始し、様々な団
体と交流することにより、地元組織の設立や大阪市によ
るプロムナード整備、大阪ガス等によるガス燈設置へと
結実していった。
ⅱ)ボードメンバー的機能の果たした役割（図−4）
三休橋筋商業協同組合のＩ氏、Ｙ氏は自らリスクを負
時期

活動
愛好会活動

組織設立

空間整備
イベント

メディア

道路整備

ガス燈

出店

2000

2001

2002

愛好会の
勝手連的
な活動

知名度アップし
行政が注目

2005

愛好会とY氏･Ｉ氏との
出会いが地元組織設立
へ発展

愛好会が行政と地
元をつなぎ、道路整
備が前進

図−3：勝手連的活動が初動期に果した役割
：時期

活動
愛好会活動

組織設立

空間整備
イベント

メディア

道路整備

ガス燈

Ｙ氏、Ｉ氏がイベン
トを主導

ボードメンバー的な行動が周囲の関係者を動か
し、組織設立や道路整備、ガス燈設置が前進
2003
ボードメンバー的な行動により愛好会の
意識が変化（提案から実践へ）
2004

2005

2006

2007

出店

Ｙ氏、Ｉ氏がリスクを負い
ながら沿道に出店

2002

図−4：ボードメンバー的機能の果たした役割

時期

2005

メディア

道路整備

ガス燈

出店

出店が増加

2008

イベントが増加

2007

空間整備
イベント

メディアへの掲載や他団体での講
演により認知度がアップし、活動
が好循環
他団体からの講演
依頼にすべて対応

2006

組織設立

様々なメディアの取材に
積極的に対応

2004

活動
愛好会活動

７．まとめと課題
三休橋筋におけるおよそ 15 年間の活動を振り返ると
共に、その間に生じた空間変容との関係を明らかにし、
以下の結論を得た。
①三休橋筋においては、まちづくり活動が賑わい創出に
資する建物用途変化や公共空間整備を誘発した
②勝手連的活動は他者の賛同を得やすく、連携を促進し、
新たな活動を生み出すきっかけとなり得る
③活動の要となる主体（＝ボードメンバー）の存在は活
動の推進力になり得る
④活動の露出度を高めることは、まちづくり活動の好循
環を生み出す
最後に、現在活動は定着期に入り、それぞれの主体に
よって自律的な活動が展開され、活動の幅は広がったと
思われるが、主体間の連携による新しい活動を生み出す
パワーは低下している。持続可能な活動を実現するため
には、かつて「ガス燈通りの実現」に向けて様々な主体
が連携して活動したときのような「共通の目標」を見つ
け、それぞれの自律的な活動と並行して、その目標の実
現に向けた連携活動をおこなうことが重要である。
【参考文献】
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、日
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2003

2004

いながら、
沿道に出店しイベントを主催することにより、
周囲の関係者を巻き込み、活動を前進させた。
ⅲ)メディア掲載等情報発信による認知度アップ（図−5）
メディアからの取材に適切に対応し、他団体からの講
演依頼にすべて応じることにより、三休橋筋の認知度が
向上し、好循環につながった。

2009

図−5：メディア掲載等情報発信による認知度アップ
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住宅市街地内での住民の緑と花きに対する印象および緑のまちづくり活動に関する研究
京都府庁 左近 和也
三菱マテリアル建材（株） 大串 光平
大阪工業大学 教授 岩崎 義一
大阪工業大学 准教授 山口 行一
１．はじめに
我が国の都市緑化は、東京が旧藩邸など既存の空間
を活用するなど歴史的に進められてきたものの、多く
の都市では都市緑地法等によって新規保全として進め
られてきている。都市内に緑地を担保することは、緑
のマスタープランを策定するなど諸努力を積み重ねて
きてはいるものの、財政的条件などもあり、大きな成
果をみてきたとは必ずしも言い難い。一方、壁面緑化
や植栽による、いわゆる個人や事業所のスポット的緑
の存在とその集合を都市緑化に持ちこもうとの考えと
取り組みが台頭してきた。緑視率などは、近年採用さ
れるようになってきたものである。そこで、本研究で
は、住民等による植栽による緑の存在とこれを一層引
き立てていると考えられる花きの存在の両方に着目し、
これらの集積と日常行動で視覚的に認識されている緑
視・花き視に対する住民の印象との相互関係について
明らかにする。方法は、2013 年度研究で緑視率の分布
と印象の関係について西宮市を対象に行っており、本
研究でもこの地区を対象に現地調査(写真撮影(1)、アン
ケート調査(2))を実施した。今回扱った区域の概要は、
第 1 区域は戸建がほとんどであり、植栽が多く存在す
る住宅市街地、第 2 区域は戸建てや共同住宅、各種店
舗が混在し、植栽が比較的少ない住宅系市街地、第 3 区
域は農地と住宅等が散在する地区である。

緑視率

g 

撮影画面内緑の画素数
撮影画面の画素総数

 100 (%)

なお、撮影から得られるこの値は二値化データ処理を
自動的に行うソフト(PopImaging)を利用している。
花き視は視覚的に捉えられる花きの花弁の量で対応
付けることとし、花き視率は下式による。
花き視率

f 

花弁が存在するメッシ ュ数
 100 (%)
撮影画面の分割数 (3450メッシュ )

上式で得られた緑視率・花き視率を標準化(3)し(以下、
標準化値という)各区域の空間を 4 等分したエリア
(100m×100m)毎に、これの平均値を濃淡表示したもの
が図 2 である。

緑視
0.648

0.379

花き視
0.583

0.136

第１区域
0.451

-0.673
<0.469>

<0.074>

-0.195

-0.383

0.353

-0.205

-0.093

0.285

-0.058

-0.038

第２区域

<-0.079>

-0.864

3.178

<0.025>

-0.072

0.819

第３区域

凡例

-0.668

-0.501

<-0.448>

<-0.235>

G≧0.5
0.5＜G≦0
0＜G≦-0.5
G＜-0.5

F≧0.5
0.5＜F≦0
0＜F≦-0.5
F＜-0.5

図 2 緑視率・花き視率標準化値の濃淡図 (< >は各区域の平均

図 1 対象地域

値)

図 2 より、第 1 区域が緑視率・花き視率ともに最も
高く、第 2 区域、第 3 区域の順になっている。また、
緑視率の高いエリアは花き視率も高いエリアがほとん
どであることがわかる。このことから緑の植栽が多く
存在する所に、花きも多く存在するという、緑と花の
空間的一致があることがわかる。

２．緑視・花き視の分布特性
緑視及び花き視の評価については次の値を用いてい
る。緑視は視覚的に捉えられる緑の量と位置付け、撮
影した写真をもとにした緑視率をもって評価すること
とし、緑視率は下式による。

21

３．住民の植栽行動と緑視・花き視に対する印象
住民の植栽行動としてガーデニングの取り組みや印
象などについてアンケートで聞いた。回答状況は 7 割
が女性で、若年層(10 代から 20 代)が約 4 割で、中年層
(30 代から 40 代)が約 3 割、高年層(50 代以上)が約 3 割
であった。また、緑への関心の有無をランクで聞いた
ところ「高い」から「やや高い」と答えた人が 8 割で、
全体的に高めであった。また、自宅で園芸・ガーデニン
グをしている頻度をランクで聞いたところ、
「よくする」
と答えた人が約 4 割、
「あまりしない」、
「しない」と答
えた人が約 6 割であった。以上の基本特性の中で、緑
への関心度、ガーデニングの実施頻度について居住形
態別のクロス集計をみた(図 3)。
図 3 より、戸建(庭
有)の方は緑に対する
関心度が一番高く、
次に戸建(庭無)、マン
ションなど集合住宅
という順になってい
る。さらに、自宅での
園芸・ガーデニング
お住まい×自宅で園芸・ガーデニングを行う
の活動についても、
戸建(庭有)が最も高
全体
17.2 18.8 6.3
51.6
n=64
6.3
くなっており、次に
戸建(庭有)
13.6 13.6 13.6
31.8
27.3
n=22
戸建(庭無)、マンショ
戸建(庭無)
ンなど集合住宅の順
10.0
20.0
65.0
5.0
n=20
マンションな
になっている。この
ど集合住宅 9.1
63.6
22.7 4.5
n=22
ことから、戸建(庭有)
0%
25%
50%
75%
100%
に住んでいる方は、
週4日以上 週1〜3日 月2〜3日
月1日以下 していない
緑に対する関心度が
図 3 住まいの状況別関心度ラン
高く、園芸・ガーデニ
ク
ング活動が活発であ
ることが分かる。また、戸建(庭無)、マンションなど集
合住宅に住んでいる方は、園芸・ガーデニングの活動
をしている人の割合が少ない。以上の結果から、ガー
デニングの空間を住まいの中に有する層とそうでない
層との間には、緑への関心度や手入れの頻度に差があ
ることがわかった。次に緑視と花き視に対する印象を
聞いた。質問する印象の形容詞句が多岐に亘るため、
予めクラスター分析で類型化を行った(図 4)。

て、その類似性から「清潔感」、「安堵感」
、「安心感」、
「生命感」、
「郷愁感」の 5 種類に類型した。花に対す
る全 21 の印象項目を緑と同様に、
「高揚感」、
「神秘感」、
「調和感」、
「高級感」
、
「風流感」
、
「慈愛感」の 6 種類
に類型した。印象を表現する形容詞句の意味合いの共
通性などからみて、いずれの類型とも良好な結果が得
られていると判断した。類型化された印象項目(以下、
単に印象項目という)毎の評価値をみたものが、図 5 で
ある。これによると、緑視または花き視に対する印象
の程度は、年齢、性別、園芸・ガーデニング活動のいず
れにおいても同じ印象項目の順になっていることが特
筆される。

図 5 回答者属性別

緑視・花き視の印象評価値

具体的にみると、年齢層が高くなるほど、緑視・花き
視に対する印象が高い。また、緑視・花き視に対する印
象ともに男性よりも女性の方が印象を高くもっている。
さらに、自宅での園芸・ガーデニングの活動頻度でみ
ると、活動頻度の高い人が、緑視・花き視に対する印象
を高くもっている。活動頻度の低い人は、全体よりも
印象を低く持っていることがわかる。
次に、空間単位での印象の評価値を見た(表 1)。
表 1 各エリアの緑視率・花き視率及び全印象項目評価値の平均
緑視

１区域

２区域

図 4 緑視と花き視の印象項目のクラスター分析

３区域

緑に対する全 11 の印象項目をクラスター分析によっ
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Aエリア
Bエリア
Cエリア
区域平均
Eエリア
Fエリア
Gエリア
Hエリア
区域平均
Iエリア
Jエリア
Lエリア
区域平均

率
0.379
0.648
0.451
0.469
-0.383
-0.195
-0.093
0.285
-0.079
3.178
-0.864
-0.668
-0.448

花き視
印象
率
印象
-0.446
0.136
-0.068
0.134
0.583
0.166
-0.237
-0.673
-0.230
-0.177
0.074
-0.025
0.593
-0.205
0.550
-0.151
0.353
-0.460
-0.380
-0.058
-0.132
0.557
-0.038
0.539
-0.012
0.025
-0.059
0.546
0.819
0.147
-0.072
0.531
-0.501
0.505
0.537
-0.235
0.352
＊値は標準化したものである

緑視率・花き視率の標準化値が高い区域で、緑視・花き
視に対する印象が必ずしも高いわけではないというこ
とがわかる。このことは、緑・花きの量と住民が抱く印
象評価の程度の関わりは、一定の広がりを超えた空間
の間では必ずしも相関関係があるとは言えず、一方で、
第 1 区域のみをみると、エリア毎での緑視率・花き視
率の順と緑視・花き視に対する全印象評価値が同じ順
になっていることから、各区域の広がりの程度にとど
まっていることの確認の必要性を示唆しているものと
考えられる。そこで、第 1 区域のエリア毎の緑視・花
き視に対する各印象項目を比較してみたところ(図 6)、
緑視に対する印象項目の
中で、A エリア、B エリ
アはグラフの形が似てお
り、緑視率の高い B エリ
アの方が、どの値を見て
も高かった。また、花き視
に対する印象項目の中で
も、花き視率の高い B エ
リアでは、ほとんどの印
象項目においても高い値
を示していた。
図 6 で、回答者の印象の
程度を示す評価点による
図 6 第 1 区域 エリア毎の緑
集計に基づいた緑視・花
視・花き視に対する印象評価値
き視に対する印象のグラ
フを表したが、一定の広がりをもつ空間における代表
値を得たいため、各印象項目の値を標準化し、緑視
率・花き視率標準化値との比較をし、その濃淡図を作
成した(図 7)。
第１区域
図6と
緑視
花き視
同様に緑
0.648
0.379
0.583
0.136
視率標準
率
化値、花
0.451
-0.673
き視率標
準化値が
0.134
-0.446
0.166
-0.068
高いエリ
全印象
項目
アほど、
-0.237
-0.230
全印象項
目の値が
0.154
-0.491
0.122
-0.032
高くなっ
安堵感
調和感
ているこ
-0.396
-0.387
とがわか
る。ま
0.327
-0.138
-0.064
-0.623
た、緑で
郷愁感
高揚感
は「安堵
-0.095
-0.597
感」
、
「郷
愁感」
、
G≧0.5
F≧0.5
0.5＜G≦0
0.5＜F≦0
凡例
花きでは
0＜G≦-0.5
0＜F≦-0.5
G＜-0.5
F＜-0.5
「調和
図 7 第 1 区域の各エリアの印象評価値の標準

感」
、
「高揚感」のそれぞれの二つの印象項目が全印象
項目と同じような傾向を示していることがわかった。
さらに、第 1 区域の各エリアの印象の相違に最も影響
している要因を明らかにするため数量化Ⅱ類分析を試
みた(図 8)。
項目名
清潔感

安堵感
安心感
生命感

郷愁感

ｶﾃｺﾞﾘ-名
低い
普通
高い
低い
普通
高い
低い
普通
低い
普通
高い
低い
普通
高い

ｶﾃｺﾞﾘ-ｽｺｱ
1軸
2軸
4.6642 -0.2818
-1.2287
0.0742
0.3579 -0.0216
-5.1303
0.1654
0.7627 -0.1907
1.4003
0.3203
2.7789 -1.5561
-0.5210
0.2918
7.0602
2.6968
0.5144 -0.2046
-0.8455 -0.1224
-0.1138 -1.1499
0.2127
0.4788
-0.9916
0.0021

レンジ
1軸

2軸

5.8929

0.3560

6.5306

0.5110

3.3000

1.8478

7.9057

2.9014

1.2043

1.6287

図 8 第 1 区域(エリア毎)の緑視の印象項目に係わる回答

これによると、エリアの緑がもたらすイメージの違
いに最も影響している印象項目は「生命感」
、
「清潔感」、
「安堵感」、
「安心感」であり、中でも生命感は強く影響
していることがわかる。
一方、緑のまちづくり活動参加経験と緑と花きへの
評価は、一定の関係があるものと想像される。今回の
アンケート調査では、参加経験ありが 23 件(なし 41 件)
であり、印象評価の特徴は、図 5 と概ね同様であった
ため、典型的な相違は集計では見ることができなかっ
たため、緑のまちづくり活動参加経験の有無と緑視に
対する印象において共分散構造分析で潜在意識をみた
(図 9)。

図 9 緑のまちづくり活動参加の有無と緑視に対する印象に係わ
る回答

これより、参加経験ありの方の緑視に対する印象で
は、
「清潔感」
、
「安心感」
、
「安堵感」といった印象項目
がプラスの値を示しており、飼われた自然としての緑
でもよいから身近に置きたいというようなイメージを
潜在的に抱いているものと考えられる。また、参加経
験なしの方は、
「生命感」、
「郷愁感」といった印象項目
がプラスの値を示しており、生態(飼われている自然)
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としての緑は生活の場から遠くにあるべきものという
ようなイメージを潜在的に抱いているものと考えられ
る。

存在している傾向が高いということがわかった。
・植栽が豊富に存在している住宅市街地では、一定の
空間内において、緑視率・花き視率が同時に高く、
各々に対する印象も同様に高いことがわかった。
・緑視・花き視いずれのクロス集計においても印象項
目の評価値の高低にみられる順序が同じであること
が注目される。つまり、ここで集約された印象項目
の値は客観性が高いものと考えられる。
・個人としてのガーデニングの空間を有している層は、
およそ半分おり、公共空間を舞台としたまちづくり
活動に参加してもらうような事業の展開をしていく
ことで、街中に緑、花の存在がさらに増えるのでは
ないかと考えられる。

４．緑のまちづくり活動の取り組みについて
緑のまちづくり活動をテーマに西宮市の南部地域で
活動をしている団体(11 団体)にヒアリング調査し、そ
の内容をアンケート形式で集計することで、実態を調
査した。アンケートの単純集計の結果より、活動団体
の人数は、
「1〜10 人」が最も多く、比較的規模の小さ
い団体が多かった。具体的な活動内容として、
「花の水
やり・植え替え」は全団体がしており、
「市が行ってい
る講習会・イベントの手伝い」
「講習会・イベントの参
加」は、過半数の団体がしていた。参加したきっかけと
して、一番多かったのが「地域貢献のため」であり、次
に多かったのが「もともと花が好きだったため」であ
った。以上の結果を踏まえ、活動内容、印象に残ってい
る緑などのクロス集計をみた(図 10)。
印象に残っている緑×参加したきっかけ
自治会での活動として n=2
地域貢献のため n=7

1

1
2
3

4

友人・知人の誘い n=3
全体 n=11

公園や周辺の清掃活動 n=7
地域住民との体験イベント n=5
講習会・イベントへの参加 n=9
講習会・イベントの手伝い n=6
花の植え替え n=11
花の水やり n=11
合計 n=11

公園や周辺の清掃活動 n=7
地域住民との体験イベント n=5
講習会・イベントへの参加 n=9
講習会イベントの手伝い n=6
花の植え替えn=11
花の水やりn=11
全体n=11

1

4

もともと花が好きだったため n=4

8

1
1
3

1
2

2

1

寺社仏閣 n=0

(注釈)
(1)撮影方法は、カメラの焦点距離を 24mm、高さを約 1.5m の視
点から水平方向に向けて前面道路の中心より各戸の花きの最も
集積しているポイントを被写体の画角の中心に据えて撮影した。
撮影日（春：6 月 13,23 日、夏：8 月 2 日）
(2) 9 月 26 日から 11 月 4 日の 10 日間 件数：64 件
(3) 標準化は次式による。
x μ
U
σ

公園・植物園
n=8
学校 n=2
民家等の庭 n=2

3

具体的な活動内容×印象に残っている緑
5
1 1 1
2
3
1
1
2
8
2
2
1 1
6
1
2
1
8
2
2 1
3
8
2
2 1
3
8
2
2 1
3
具体的な活動内容×参加したきっかけ
2
4
2
2
5
1
2
3
5
1
4
2
3
4
3
7
2
4
2
4
3
7
3
7
2
4

市街地内に緑を確保してくために、個人としてのガ
ーデニング活動を促進する事業の展開や緑のまちづく
り活動への参加促進のための行政からの支援といった、
個人や企業、行政との官民一体となった取り組みが重
要だと考えられる。

他の活動団体の
活動場所 n=1
なし n=3
寺社仏閣 n=0
公園・植物園 n=8
学校 n=2
民家等の庭 n=2
他の活動団体の活動
場所 n=1
なし n=3

友人・知人の誘い n=3
地域貢献のため n=7
自治会での活動として
n=2
もともと花が好きだっ
たため n=4

図 10 緑のまちづくり活動実施団体のアンケートクロ
ス集計

図 10 より、参加したきっかけが「地域貢献のため」
と答えている団体は、活動内容として、どの活動もし
ている割合が高かった。また、
「もともと花が好きだっ
たため」と答えている団体は、花の水やりや植え替え
といった花に関する活動を全団体がしており、花に対
する気持ちが強いことがわかる。また、どの活動をし
ているかに関わらず、
「公園・植物園」が印象に残って
いる割合が高い。参加したきっかけでも、同様に「公
園・植物園」が印象に残っている割合が高い。よって、
住民の緑への誘いは、公共空間である公園を舞台とし
て、日常生活の付き合いなど社会性をもってもらうよ
うな事業の展開が有効であることを示唆している。
５．まとめ
・緑視率の高いエリアは花き視率も高い場合がほとん
どであり、住宅市街地内における花と緑は一体的に
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阪神・淡路大震災２０年
復興の取り組みとなる花緑の活動に関する調査研究
（公財）兵庫県園芸・公園協会
兵庫県立大学大学院緑環境景観マネジメント研究科
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表 1 ヒアリング対象の花緑活動団体

１．はじめに ~調査研究の背景と目的~
阪神・淡路大震災では、
「ガレキが残る被災地に花を植え
る」
、
「避難所及び仮設住宅などで被災者の心の癒しとなる
花緑を育成する」など、復興にかかわる様々な花緑の活動
が市民やボランティアにより実施されてきた。そして、こ
れら復興にかかわる花緑の活動は、その後も、生活に密着
した花緑、暮らしを豊かにする花緑として、地域づくりや
コミュニティ再生の媒体へと大きく変化したと言われてい
る 1）。
しかし、花緑が有する癒し効果などの視点から、震災復
興の取り組みや花緑活動を解析した調査研究 2）3）は多くみ
られるが、阪神・淡路大震災を契機に震災復興まちづくり
やコミュニティづくりの視点から花緑活動を検証した研究
は少ない。
そこで本研究は、阪神・淡路大震災後、20 年の長期期間
を見据え、現在も継続する花緑の活動に関する以下の内容
を明らかにすることを目的とした。
① 阪神・淡路大震災と花緑の活動団体との係わりや活
動内容等の変化
② 長期に渡り花緑の活動を持続できた要因（工夫）

市

団体名等

尼崎市

尼崎花のまち委員会
（以下、【尼】と表記する）
ガーデンクラブ北口
（以下、【北】と表記する）
グリーンサム
（以下、【サム】と表記する）
すみれガーデンクラブ
（以下、【すみ】と表記する）
東山町自治会美化推進部
花づくり部会
（以下、【東】と表記する）
芦屋ハイタウン管理組合
緑化委員会
（以下、【ハイ】と表記する）
精道小 Smile ねっと
（以下、【精】と表記する）
笹原公園運営委員会
みどり部会
（以下、【笹】と表記する）
昆陽南公園苗圃を
活用する会
（以下、【昆】と表記する）
グループ緑のこだま
（以下、【こだ】と表記する）
ガーデンクラブ
バーベナあわじ
（以下、【バー】と表記する）

西宮市

芦屋市

伊丹市

２．調査研究方法
（1）調査方法
調査は、被災都市である尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹
市、宝塚市、淡路市の 6 自治体にヒアリングを実施した。
その際、花緑の活動を支える行政施策や支援の実態把握と
ともに、ヒアリングの対象となる長期間活動を継続してい
る花緑の活動団体を推薦していただいた。
次に、対象となる花緑の活動団体に対するヒアリングを
行い、阪神・淡路大震災を契機として取り組まれてきた花
緑の活動について、活動内容や組織体制等を把握した。
（2）対象となる花緑活動団体およびヒアリング内容
ヒアリングの対象とした花緑団体及びヒアリング内容は
以下に示す通りである。調査期間は平成 26 年 12 月 2 日〜
平成 27 年 1 月 19 日である。（表 1 及び表 2）

宝塚市
淡路市

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦

３．調査結果及び分析
団体設立当初から現在に至るまでの活動内容等について
分析し、震災復興へ向けて花緑活動団体が果たした役割、
を把握した。
（1）活動のきっかけ

設立時期

会員数

震災直後

786 名

震災直後

10 名

平成 19 年

10 名

平成 19 年

4名

震災直後

10 名

平成 12 年

2名

平成 22 年

7名

平成 17 年

25 名

平成 17 年

34 名

平成 16 年

30 名

震災直後

80 名

表 2 ヒアリング内容
団体の立ち上げのきっかけや当時の状況
当初の活動目的、活動場所、活動内容
上記について、現在と変化した点
当初と現在の活動メンバー
当初と現在における自治体との関わり
活動継続の秘訣
活動の課題

（1）活動のきっかけ
活動のきっかけについて、
『行政施策として市民協働の形
で環境向上を目指すもの』
、
『花緑が持つ癒し効果を期待し
たもの』
『人と人との交流の場として花緑活動を行うもの』
、
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花苗づくりや地域への配布等を行う
「花苗の育成・配布型」
、
花緑活動以外の活動も併せて実施している「コミュニティ
形成型」
、
学校支援事業等の他事業を通じて花緑活動を展開
する「他事業連携型」
、淡路景観園芸学校等の研究機関や関
表 3 活動のきっかけ
連外郭団体との連携により淡路島全域が活動エリアとなっ
きっかけ
ている「広域エリア展開型」に分けられる。
① 避難生活者等への癒し
・仮設住宅への避難など避難の長期化に伴う被災住民の
そして、これらの活動は地域での花緑の活動の拡大や花
不安感を抑えることを目的に、仮設住宅や避難所にお
緑の活動を担う人材の育成にも寄与するなど『花緑の育成
ける被災者の生活の癒しのために花を提供したこと。
に関する中間支援』の役割を果たしている。また、花緑の
② 復興まちづくりの中での人と人とをつなげる
活動をきっかけとして復興区画整理事業を円滑に進めるな
・被災地の住環境の悪化、自治会活動の停滞化が進む中、 ど『復興まちづくりや地域のコミュニティづくりに関する
ガレキの残る空地などに花緑を育てることで、復興の
中間支援』の役割を果たしている。
過程で地域のコミュニケーションを活発にしたこと。
このように花緑の活動団体が、これらの中間支援の役割
③ 居住地域の環境改善や潤いのある景観づくり
を果たすことで、地域の様々な人や団体、ボランティア組
・ライフライン等の復旧が優先されるなか、まちの景観
織等を支援することに加え、阪神・淡路大震災以降の復興
づくりのために公園等で花壇づくりを行ったこと。
まちづくりや地域のコミュニティづくりを継続して進めら
④ 小学校等での震災関連行事に関わる
れてきたといえる。
・学校支援事業などにおける震災慰霊行事で花の提供を
なお、このような中間支援の役割を果たすためには、行
行ったこと。
政による圃場や活動場所の提供、また、資金、物資、技術
指導に関する支援等が各団体に有効になされていることか
（2）現在行っている活動内容
ら、花緑の活動が復興まちづくりの一助となるためには、
現在行っている活動内容について、
地域への花緑の拡大、 行政施策を介した市民と行政との継続的な連携も不可欠で
地域住民同士のコミュニティづくり、子育て支援などを目 あると考える。
的とし、以下に示すような花緑の活動から多様な活動へ展
開していることが把握できた。
（表 4）
表４ 活動の変化
などの動機から、以下に示すような花緑の活動を始めたこ
とが把握できた。
（表 3）

現在行っている活動内容

中間支援の内容
花緑の育成に関する中間支援
① 花苗の育成・配布型【尼、笹、昆】
・土づくりやタネ、株分けなどから花を育てこれらを活用した花壇づくりを行うと 機能
ともに、学校などの公共施設や地域に配付。
・花の植え方や育て方、花壇デザインなど講習会の開催により、地域住民の花緑に
関する技術の向上や人材の育成。
花緑をきっかけとした復興ま
② コミュニティ形成型【北、サム、すみ、東、ハイ、こだ】
・地域住民が楽しめる祭りやもちつき、イルミネーション、子供向けイベントなど ちづくり、コミュニティづく
りに関する中間支援
花緑活動以外の活動も併せて実施を開催。
・活動への理解や協力を得るため、花緑に関する情報と併せて、地域の住民が集まる
場や仲間を増やす場として参加を呼びかけることを目的とした広報ＰＲ。
（定期的
な情報誌の発行）
・マンション建替に伴うコミュニティ再生や復興区画整理を円滑に実施。（交流イ
ベントの実施、地域住民への広報誌の配布、話合いの場としての花緑活動）
③ 他事業連携型；【精】
・学校支援事業等を通じて学校支援ボランティアとして、図書、園芸、環境、教育、
児童の見守りなどの取り組みを地域ぐるみで行う中で花緑活動を展開。
・自治会等と連携したイベントの実施など小学校区単位の復興まちづくりや防災コ
ミュニティづくりに寄与。
④ 広域エリア展開型：【バー】
・旧知の人的ネットワークを活かした、路島内各所での広域的な活動の展開。
・東日本大震災などの災害復興プロジェクトなどを、淡路景観園芸学校などの研究
機関などと連携して実施。
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④ 組織形態 / リーダー
（3）長期に渡り花緑の活動を持続できた要因（工夫）
図 3 に示すように、リーダーが一人で組織を牽引するこ
花緑の活動の継続については、ヒアリング結果を次の 7
項目（①活動内容、②活動場所、③組織形態/リーダー、④ とから、リーダーがメンバーの得意分野を活かしてサポー
メンバーの個性に合わせたりして活動すること、
組織形態/組織体制、⑤行政との関わり、⑥資金物資の確保 トしたり、
リーダーの複数化が、
活動継続の要因と考えられる。
手段、⑦評価）に分類し、各々の変化の特徴やその理由に また、
ついて分析し、花緑の活動継続の要因を探った。
＜変化の特徴＞「１人のリーダーによる主導」から「リーダ
①活動内容
ーの引継ぎ」や「リーダーの複数化」へ
図 1 に示すように、当初から行われている花壇づくり単
＜変化の理由＞
体の活動に加え、
「手間がかかってもタネから花苗を育て、
●命令だけのリーダーで
地域に配布することでやりがいをもつ」
「地域の人に楽しん
は、会の運営や活動は
でもらう」など、地域を巻き込んだ楽しく創造的な活動や
うまくいかない【昆】
団体のモチベーション向上につながる活動内容へ多様化し
●メンバーの得意分野を
ていることが、活動継続の要因と考えられる。
＜変化の特徴＞「花壇づくり」から「花苗の生産・配布」や
活かしつつ、後ろから
「花壇を含めた公園の管理・利用促進」へ
支えるのがリーダーの
＜変化の理由＞
役目【バー】
●タネから花苗を育て
●花を育てることは人を育てること。メンバーの個性に合わせて
るということは手間が
リーダーが変わらなければいけない【こだ】
かかるが、ただ植える
●花みどりの専門家がいなかったから、自分達の試行錯誤でなん
よりも喜びが大きくや
とかやってきている【北、笹、尼、ハイなど】
りがいを感じる【尼】
●リーダーのつぶやきから企画が実現できる組織（みんなの特技
●花緑はきっかけであり、活動を通じてコミュニティをつくるこ
を持ち寄る）
【こだ】
とが大事【北】
●自分たちの公園だから、業者に任せるよりも、自分達でやった
図３ リーダーの変化の特徴とその理由
方が愛着をもってきれいにできる【東】
●市の顔となる場所を、もっときれいにしたい【サム】
④組織形態 / 組織体制
●花づくりにかかわることで、公園にいつでも人がいて、安全安
図 4 に示すように、トップダウン型の組織から、メン
心に子ども達と遊べる公園にしたい【こだ】
バーの得意分野を重視しながら各分野が臨機応変に連携
でき、また、男性、女性がそれぞれにしかできない仕事
図 1 活動内容の変化の特徴とその理由
を担うなど、各メンバーが力を発揮できる環境がつくら
れ、共に楽しみながら活動を行えるユニット型組織へと
③ 活動場所
変化したことが活動継続の要因と考えられる。
図 2 に示すように、当初の活動場所は花壇が中心であっ
たが、活動内容が地域イベントや花苗生産・配布等へ拡大
＜変化の特徴＞「トップダウン型の組織」から「部門横断型
したことに伴い、花壇を含む公園全体や地域の公共空間へ
の組織や各部門が臨機応変に連携できるユニット型の
活動場所が拡大したことが、
活動継続の要因と考えられる。
組織」へ
＜変化の特徴＞「花壇」から「花壇を含む公園全体」や「地
域の公共空間」へ
＜変化の理由＞

＜変化の理由＞
●女性だけではできな
い、男性の仕事があ

●地域の人たちに、もっ

る【北】

と公園で楽しんでもら

●個人の得意分野を活

いたい【東】

かしたそれぞれの役

● おもてなしの心 で、

割がある【バー、北、こだ、昆陽、笹、精】
●みんなでわいわいできる、楽しいことからがなければ続かない
【バー】

地域の人はもちろん地
域外から訪れる人にも
楽しんでもらえる場所をつくる【北】
●活動の拡大により、花苗提供のお礼に落ち葉拾いに来るなど、
地域と お互い様 の関係を築いている【笹】

図 4 リーダーの変化の特徴とその理由
⑤ 行政との関わりの変化
図 5 に示すように、
「行政から花苗、資材、機材を『与え

図 2 活動場所の変化の特徴とその理由
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４．調査研究のまとめおよび今後の課題
今回の調査研究では、阪神・淡路大震災以降 20 年が経過
する中で、現在も活動を継続している花緑の活動団体は活
動、組織等を柔軟に変化させてきたことが把握できた。
また、この変化が、花緑の活動を復興まちづくりやコミ
ュニティづくりに花緑の活動をつなげる原動力となってい
ることや、花緑活動を現在まで長続きさせる要因（工夫）
であることを明らかにできた。
今後、花緑を媒体とした復興まちづくりやコミュニティ
づくりに展開するためにも、花緑の活動を通じて人や地域
の交流を活発にし、より多くの地域住民に花緑の活動を認
めてもらう。そして、これを契機としてさらに花緑の活動
を広げていくことで、その価値をより高めるといった好循
環の取り組みを生みだす必要があると考える。
その際には、
花緑の活動団体と行政との信頼関係を築きつつ、花緑の活
動への支援等を継続的に行うことも必要であると考える。
しかし、その一方で、花緑活動団体の後継者をどう育て
るかについては、各団体共通の課題であったことから、今
後、花緑をきかっけとした様々な活動を若い世代に伝え、
花緑の活動を地域で共有すべき価値として広く発信してい
くことも必要があると考える。
その際、花緑の活動がいつでも誰でも参加できるように
行政施策や市民のネットワークを通じて、間口を広げてお
くことや、兵庫県立淡路景観園芸学校のような花緑や緑の
まちづくりに関する研究・実践機関を設け、学校、地域、
行政で支えながら花緑活動について学び実践できるしくみ
づくりが必要であると考える。
今回のヒアリングメンバーにも兵庫県立淡路景観園芸学
校の卒業生がおられ、
花緑の活動を通じて地域の巻き込み、
みんなと楽しみながらご活躍されていたことを追記する。

る・もらう』の一方向の関係から、団体に花壇を含めた公
園等の維持管理やその運営を任せたり、活動を通じて経歴
の少ない行政職員を育てたりするなど、行政との双方向で
対等な関係、ほどよい関係を形成したことが、活動継続の
要因と考えられる。
＜変化の特徴＞資金や花苗を「与える・もらう」の一方向の
関係」から「対等な関係」へ
＜変化の理由＞
●信頼されているから大
抵のことは任せてもら
える。長年の取り組み
が信頼関係を築いた。
【東】
●我々が行政職員を育てるという意識で取り組んでいる【こだ】

図 5 行政との関わりの変化の特徴とその理由
⑥ 資金、物資の確保手段
図 6 に示すように、花緑の活動団体が自ら工夫し、コン
テストの賞金を活動資金に充てたり、挿し芽や株分けによ
り花苗を増やすなどの自主調達や民間支援を活用するよう
にしたことが、活動継続の要因と考えられる。
＜変化の特徴＞「行政事業による支援」から「自主調達」へ
＜変化の理由＞
●行政支援だけでは足りな
いので、自分達で工夫し
て稼ぐ【昆、北、すみ、
こだ、東】
●民間支援も含め、使える
支援事業は積極的に利用
する【バー、こだ、精】
●自治会等からの協力を取り付ける。
【北、ハイ、東】
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図 6 資金、物資の確保手段の変化の特徴とその理由
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豪雨災害常襲農山村における潜在的減災力に関する研究
− 奈良県十津川村 K 地区を事例として −
京阪電気鉄道株式会社
嘉藤 隆一郎
大阪大学大学院工学研究科 武田
裕之
同上
加賀 有津子
1. はじめに
1.1. 研究の背景と目的
日本は自然災害多発国であり、
古くから主な対策として、
空間的に自然災害を制御するハード整備が行われてきた。
しかしながら 1995 年に発生した阪神・淡路大震災を契機に、
災害を防ぐ という「防災」から、 災害による被害を軽
減することを目指す という「減災」への転換が起こり、
ソフトによる減災対策が行われるようになった。また、ソ
フトによる減災に関する概念として、
「防災とは直接関係し
ない活動が、結果的に防災につながる」という考え方が提
唱され、多くの概念が提唱されてきた例えば、1)2)3)。
このような状況の中、農山村において災害に対する脆弱
性と表裏一体の存在として存在する、地理的特性や独自の
生活文化に根差す「潜在的減災力」が注目されている。潜
在的減災力は、稻積 4）を参考にすると、 中山間地域の防
災以外の日常生活の様々な領域から生じているため、住民
の日常生活に密接な形で、また、潜在的に地域に備わって
いる減災力 と定義することができ、防災・減災を全く意
識していないからこそ非常に強い減災力であると言われて
いる。
しかしながら、潜在的減災力は生活文化と非常に密接に
関係しているため、農山村の過疎化や、グローバリゼーシ
ョンによる生活様式の画一化などによって消失の危機にあ
る。したがって、多様な災害、多様な農山村における潜在
的減災力を把握、蓄積することは潜在的減災力の特性の把
握、維持・強化に関する知見を得るために非常に意義深い
と考えられる。
潜在的減災力に関する研究として稲積 4）は、2004 年に発
生した新潟県中越地震の被災地である新潟県小千谷市を対
象に文献調査、ヒアリング調査を実施し、中山間地域にお
ける潜在的減災力の要素を抽出した。また、潜在的減災力
の用語は使っていないが同様の視点から行われてきた研究
として浦上ら 5）は、同じく新潟県中越地震の被災地である
新潟県の 3 地区において観察とインタビューを実施し、対
象地が食料危機に陥らなかった要因として食料の備蓄など
の「農村ストック」や薪、谷水などの「多様なライフライ
ン」を挙げている。瀬沼ら 6）は、同地区においてヒアリン
グ調査を実施し、農村集落の自治的災害対応能力は昔から
日常的に行われている地域の「支え合い」で養われた力で
あるとし、この「支え合い」を次世代へ継承することが重
要でありそのためには住民たちの努力と地域づくりが必要
であると主張している。
潜在的減災力に関する研究は地震災害に関する研究が数
例のみであり決して十分でない。そこで、本研究では 2011

29

年に発生した紀伊半島大水害において大きな被害が発生し
た奈良県十津川村 K 地区を対象に潜在的減災力の抽出・分
類によって、豪雨災害常襲農山村の潜在的減災力の特性を
把握することを目的とする。
1.2. 研究対象地の概要
研究対象地である奈良県十津川村 K 地区は、U、Y、M、
I、S の 5 集落によって構成され、2014 年 9 月時点での人口
は 63 名、世帯数は 33 戸の急峻な林野に囲まれた地域であ
る（図 1）
。K 地区の 2010 年の年齢別人口構成を見ると、
15 歳未満の割合が 1.3％、55 歳以上の割合が 67.1％、65 歳
以上の割合が 40.5％と深刻な少子高齢化に陥っていること
がわかる 7）。

図-１ K 地区地図
K 地区は 1889 年の十津川大水害において大きな被害を
受けたことをはじめとして幾度となく豪雨災害が発生する
豪雨災害常襲地域である。2011 年 9 月には台風 12 号を災
害因とする紀伊半島大水害によって総降雨量 1,000mm を
超える大雨になり、
K地区全体が他区から、
そしてU集落、
Y 集落、M・I・S 集落がそれぞれ分断され孤立した。また、
1 週間程度の停電や固定電話・携帯電話・インターネット
の不通、一部の水道が使用できなくなるなど、ライフライ
ンにも大きな被害が発生した。
このような状況の中、一部の住民は指定避難場所である
旧 I 小学校や生活改善センターで共同生活を行った。主な
避難者は M・I・S 集落に住んでいる高齢者であったが、情
報共有や避難者の世話のため、近隣住民が集まり住民の拠
点となっていた。また、住民は協力し合い、復旧・復興に
取り組んだ。以下では代表的な 4 つについて述べる。

(1) 救援物資の分配・運搬
区長の素早い対応により、停電 4 日目の 9 月 6 日に旧 I
小学校の裏の空き地に自衛隊のヘリコプターが到着し救援
物資の支給を行った。住民たちはミーティングを行い、物
資を各集落に分配した。
(2) 炊き出し
避難生活の際には近隣住民が各世帯で冷凍保存していた
肉や魚などの食料を持ち寄って炊き出しを行った。
この際、
主に男性が中心となった。
(3) 復旧・復興のミーティング
区長や消防分団長など数名を中心に、救援物資の運搬や
道路の復旧作業に関する進捗報告や翌日の予定を確認する
ミーティングが毎日開催された。
(4) 道路の復旧作業
寸断された I 集落の道路（図-１中①）
と Y 集落の道路
（図
-１中③）では、住民によって迂回路や簡易な歩道の制作が
行われた（図-２）
。この際、地域住民の、主に男性が各世
帯からチェーンソーやノコギリ、クワなどを持ち寄った。

図-２ 道路の復旧作業の様子（提供：K 地区住民）
2. 調査の概要
本研究では、K 地区住民に対し実施したヒアリング調査
の概要を表-１に示す。各ヒアリング調査の実施時間は 30
分から 150 分程度であり、より詳細な内容を聞くため調査
を複数回実施した対象者もいる。また情報の補完のため、
下記に加え電話によるヒアリング調査を数回実施した。
表-１ ヒアリング調査の概要
実施時期
対象
延べ回数
性別
年齢

2014年9月16日〜24日、26日〜28日
奈良県十津川村K地区住民16名
19回
男性9名、女性7名
50代以下3名、60代3名、70代5名、80代5名

主な調査
内容

①食生活や使用している燃料などの普段の生活
について
②紀伊半島大水害時の被害状況や復旧作業な
どの紀伊半島大水害時の生活について
③災害に関する知識や災害に関する伝承などに
ついて
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3. 潜在的減災力の抽出
まずは既往研究例えば、4）5）を参考に、潜在的減災力が発揮
されていることが明白である災害時の行動・潜在的減災力
を抽出した。さらにそれらを「資源」
、
「資材」
、
「知識」に
関する内容に分類し、特性を把握した。以下ではそれぞれ
の項目について順に述べる。
3.1. 資源
「資源」の項目として抽出された内容を表-２に示す。
「資
源」の項目はその能力の違いから、
「燃料」
、
「電気」
、
「水」
、
「食料」
、
「明かり」の 5 項目に分類された。以下ではその
うち代表的なものについて述べる。
「燃料」の項目としては、
「LP ガス」と「薪」に関する
内容が抽出された。
「LP ガス」については、普段から LP
ガスを使用していたため、停電で風呂が使用できなくなっ
た際の湯沸かしや、炊事が可能であった、という内容が抽
出された。普段から LP ガスを使用している理由について
は特に理由なく使用している住民が多かったが、
「停電の際
にも使用可能であるから」や、
「オール電化だが停電の事を
考えて LP ガスを設置している」といった内容を聞くこと
ができた。また「薪」については、主に湯を沸かすために
利用したという内容が抽出された。この地域では他の農山
村と同様に古くから薪を燃料として活用しており、電気が
使用可能である現在でも日常的に薪で風呂を沸かす世帯が
多いなど、薪が電気の代替燃料として広く利用されている
（図-３）
。大多数の世帯において少なくとも風呂を数回沸
かせることができる程度、多い世帯では数年分の薪の備蓄
がなされており、紀伊半島大水害のように長期間の停電の
際も風呂に入れず困るといったことはなかった。
「電気」の項目として、
「発電機」に関する内容が抽出さ
れた。林業従事者が林業用の発電機を、土建業従事者が会
社用の発電機を持っていただけでなく、一般家庭において
も畑用や家庭用として発電機を持っていたため、停電時も
冷蔵庫が使用でき、食料を腐らせることがなかった、とい
う内容が抽出された。ヒアリング調査において、災害時に
最も困ったことは冷蔵・冷凍していた食料が腐ってしまっ
たため災害後に保存していた食料を買い直さなくてはなら
なくなったことである、というお話をお聞きすることがあ
った。したがって発電機の所持には、災害時も食生活に変
化がなかったという効果だけでなく、災害後の食料の買い
直しをする必要がなく、経済的負担が少なく済んだという
効果もあった。
「食料」の項目としては、
「保存食」と「米や畑の野菜、
果物」に関する内容が抽出された。
「保存食」については、
味噌や梅干し、漬物などの備蓄していた保存食を食べた、
という内容が抽出された。また、K 地区では古くから「十
津川柚べし」や「めはり寿司」
、こんにゃくといった長期間
保存可能な加工食品が伝統的に受け継がれていることから
も古くから保存食を作る文化が存在したことがわかる。
「米
や畑の野菜、果物」については、米や畑でとれた野菜、栗
や柿といった林野に自生している果物を食べたという内容

4. 住民同士の助け合いに関する潜在的減災力
既往研究や資料において潜在的減災力として位置付けら
れている住民同士の助け合いに注目し、ヒアリング結果か
らK地区における災害時の住民同士の助け合いに関する内
容を抽出するとともに、その背景となった潜在的減災力を
抽出した。
住民同士の助け合いに関する内容を抽出すると、地域の
リーダーである区長・総代が復旧・復興活動に大きく関わ
ったこと、男性が、中でも土建会社従業員や林業経験者が
道路の復旧作業を、女性が炊き出しを中心的に行ったこと
など、山仕事や土建業の経験などに根差した専門的な技
術・知識や、多様な年齢、性別の住民が参加し、それぞれ
の長所を活かして役割を分担したことが住民同士の助け合
いを可能とした一因であると考えられた。
したがって、まずはヒアリング結果より山仕事や土建業
の技術・知識に関する内容を抽出した。技術・知識に関す
る内容として「山仕事の技術・知識」と「土建業の技術・
知識」との 2 つの内容が抽出された。
「山仕事の技術・知識」
図-３ 薪の備蓄（筆者撮影）
に関する内容のうち、技術については、チェーンソーの扱
いや足場の悪い場所で作業する技術など、林業従事者や林
3.2. 資材
「資材」
の項目として抽出された内容は、
「山仕事の道具」
、 業経験者、ノラ仕事をしている住民の長年の林業経験やノ
「畑仕事の道具」
、
「木材」
、
「重機」の 4 項目に分類された。 ラ仕事で身についた技術に関する内容が抽出された。知識
「山仕事の道具」の項目としては、チェーンソーなどの については、木を切る順序や足場を組み上げる方法に関す
山仕事の道具を所持しており、道路の復旧作業の際に使用 る知識に関する内容が抽出された。加えて、土建業従事者
したという内容が抽出された。この地域は、他の農山村同 からは天気予報による天候の予測に関する内容が抽出され
様、林業従事者が多く、また、林業従事者以外の住民もノ た。農山村の生活は天候に大きく影響されるため、天気予
また、
ラ仕事の一環で山に入って作業する機会が多いためノコギ 報によって天候を予測することが非常に重要である。
リやナタといった道具を所持している世帯が多く、道路の 今回は直接的には抽出されなかったが、ヒアリング中には
空を見て雲の様子などから天候を予測する知識があると思
復旧作業が円滑に進行した一因であると考えられる。
「畑仕事の道具」の項目としては、クワなどの畑仕事の われる言動も見られた。したがって、災害時にはこのこと
道具を所持しており、道路の復旧作業の際に使用したとい も少なからず役立ったと推察される。
「土建業の技術・知識」については、土建業従事者に加
う内容が抽出された。この地域では、先述した通り、農業
をしている住民が多いので、
畑仕事の道具が豊富であった。 え、バス運転手、土建業経験者が重機を運転することがで
このことは、山仕事の道具同様、道路の復旧作業が円滑に きたという内容が抽出された。重機は専門知識や経験がな
ければ運転することはできないので、
道路の復旧作業では、
進行した一因であると考えられる。
「木材」の項目としては、土建会社の木材を道路の復旧 これらの職業の従事者の貢献が非常に大きかった。
以上より、住民同士の助け合いの背景となった潜在的減
作業時に使用した、という内容と、林野に自生している樹
災力として、
「山仕事の技術・知識」と「土建業の技術・知
木を使用したという内容が抽出された。
「重機」の項目としては、土建会社の重機を道路の復旧 識」が抽出された。
また、多様な年齢、性別の住民が参加し、それぞれが長
作業時に使用した、という内容が抽出された。重機があっ
たおかげで、道路の復旧作業が円滑に進行したと言える。 所を活かして復旧作業・復興活動に取り組んだ要因として、
「木材」
、
「重機」の項目では、主に土建会社の資材につい 既往研究をふまえると普段の「強固な地域コミュニティ」
が考えられる。したがって、
「強固なコミュニティ」もまた
て抽出された。
潜在的減災力であると考えられる。
3.3. 知識
「知識」の項目としては「土地に関する知識」に関する
内容が抽出された。具体的な内容としては、祭礼や清掃な 5. 思想に関する潜在的減災力
ヒアリング調査の中で、住民の災害や自然、農山村での
どでほこらに続く山道を定期的に通るため、災害時に道路
が寸断してしまった際にもその山道を利用して集落間を行 生活に対する「思想」が災害時の行動や住民同士の助け合
いに影響を与えていることが示唆された。したがって、ヒ
き来することができたという内容が抽出された。
アリング結果から、災害や自然、農山村での生活に対する

が抽出された。この地域では、商店が遠く簡単に買い物に
行くことができないため、
普段から米や漬物などの保存食、
畑で採れた芋や野菜、鶏の卵を中心とした食生活をしてい
る。したがって道路の寸断により孤立してしまっても食料
に困ることはなく、
食生活も普段とあまり変わらなかった。
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「精神論」や「宗教観」
、
「自然観」に関する内容が多く抽
出できた。また、災害に関する内容では、過去の被災経験
に根差した内容が抽出された。災害観は自然災害の被災経
験や普段の生活での自然との関わりによって培われる自然
観などの要素で形成されることから、その背景には「農山
村の自然環境」や「農山村の生活文化」に加え、
「幾度とな
い被災経験」があると考えられる。
本研究にて抽出された潜在的減災力の全体を見ると、
「農
山村の生活文化」や「農山村の自然環境」を要因とするも
のが多く抽出された。これは、地震災害における潜在的減
災力に関する既往研究と同様の結果であると言える。しか
しながら、
「幾度とない被災経験」を要因とする「思想」に
関する潜在的減災力が抽出されたことは、他の災害に比べ
発生頻度が高い豪雨災害ならではの特徴であると言える。
また、本研究の結果について十津川村職員へヒアリング
調査を実施したところ、行政は潜在的減災力の存在・内容
を認知しているものの、災害時の行政の役割は住民とは異
なり、行政として潜在的減災力に関与はしないという内容
をお聞きすることができた。
以上のように、豪雨災害常襲農山村には特有の潜在的減
災力が存在していることが明らかとなった。今後は、人口
減少や深刻な少子高齢化、農山村の生活文化の淘汰による
潜在的減災力の消失の危機の中で、行政や住民が協力し合
いながら、人口や生活文化、自然環境を維持することで、
6. まとめ
本研究ではまず、潜在的減災力として「資源」
、
「資材」
、 潜在的減災力を維持していくことが望まれる。
「知識」の 3 項目が抽出された。抽出された潜在的減災力
の背景としては「農山村の生活文化」と「農山村の自然環 【参考文献】
「増強版〈生活防災〉のすすめ 東日
境」の 2 つが考えられる。
「農山村の生活文化」は農山村の 1) 矢守克也（2011）
本大震災と日本社会」ナカニシヤ出版.
地勢や天候などの自然環境と共に生活するために、古くか
「地域社会における 5 年目の取り
ら受け継がれてきた生活文化のことであり、
「薪の備蓄」や 2) 渡邊としえ（1999）
組み−「地域防災とは言わない地域防災」の実践とそ
「保存食の備蓄」がこの背景により存在する潜在的減災力
の集団力学的考察−」実験社会心理学研究
であると言える。また、
「農山村の自然環境」は林野や山、
Vol.39,No.2,pp.188-196
河川といった集落の周囲に存在する自然環境のことであり、
「地域防災活動におけるレジリエン
「林野に自生している食料」や「木材となりうる樹木の存 3) 大矢根淳（2012）
ス〜川崎市多摩区中野島町会「防災マップ」づくりの
在」が当てはまる。したがって、農山村の環境に適応する
事例から〜」かながわ政策研究・大学連携ジャーナル
ために地域住民が古くから続けてきた生活文化が、普段の
No.3,pp.66-69
生活だけではなく、災害という有事の際にも減災力として
4) 稻積かおり（2010）
「中山間地域における潜在的減災
力を発揮するということが明らかとなった。
力」京都大学大学院情報学研究科修士論文
続いて、災害時の住民同士の助け合いに注目し、潜在的
「新潟県
減災力として「山仕事の技術・知識」
、
「土建業の技術・知 5) 浦上健司,糸長浩司,瀬沼頼子,前野真吾（2005）
中越地震の被災孤立集落での避難生活と自治災害対
識」を抽出した。また、多様な年齢、性別の住民が参加し、
応能力」日本建築学会大会学術講演梗概集（近畿）
長所を活かして取り組んだ要因である「強固なコミュニテ
pp.529-530
ィ」もまた潜在的減災力として抽出した。これらの住民同
「新潟県
士の助け合いの背景としては、
「山仕事の技術・知識」
、
「土 6) 瀬沼頼子,浦上健司,糸長浩司,前野真吾（2005）
中越地震の被災孤立集落での避難生活と自治災害対
建業の技術・知識」は「農山村の自然環境」や「農山村の
応能力〜その 2 十日町市 H 地区での高齢女性の避難
立地条件」に根差し、
「強固なコミュニティ」は「農山村の
生活のケーススタディ〜」日本建築学会大会学術講演
立地条件」
、
「農山村の生活文化」に根差すと考えられる。
梗概集（近畿）pp.531-532
さらに、災害時の行動に影響を与えたと考えられる「思
想」に関する潜在的減災力として、
「災害観」
、
「自然観」
、 7) 2010 年国勢調査
「生活」の 3 項目を抽出した。災害観の構成要素とされる
「思想」に関する内容を抽出・分類した。
数はそれほど多くはないが、いくつかの住民の災害や自
然、農山村での生活に対する「思想」に関する内容が抽出
され、内容によって「災害観」
、
「人生観」
、
「生活」の 3 項
目に分類された。
「災害観」については、過去の被災経験か
ら災害が身近であり災害に敏感であるという過去の被災経
験に根差した内容や、紀伊半島大水害が想定を超えた規模
であったといった内容が抽出された。また「我慢する」や
「頑張る」といった「精神論」に関する内容や、自然への
畏怖に関する内容も抽出され、
「精神論」は災害時の行動や
住民同士の助け合いに影響を与えたと考えられる。
「人生観」については、諸行無常のような「宗教観」や、
「諦める」
、
「頑張る」といった「精神論」に関する内容が
抽出された。
「生活」については、災害前の普段の生活と災害時、災
害時と災害後の普段の生活にギャップがなかったといった
内容が抽出された。これらと「災害観」の項目として抽出
された、紀伊半島大水害が想定を超えた規模であったとい
う内容と併せると、地域住民にとって紀伊半島大水害は想
定を超える規模の災害ではあったが、生活に特に変化はな
く、普段通りの生活を維持することができたということが
わかる。

32

大阪湾沿岸部における工業地帯の形成史に関する研究
大阪府 都市整備部 都市計画室 計画推進課
近畿大学理工学部 社会環境工学科

財田 一真
岡田 昌彰

表 1 大阪府下における重化学工業と軽工業の生産価額３）
（昭和６，12 年）
（単位：千円）

１．研究の背景と目的
戦後，大阪湾沿岸部では工業を基軸とした都市開発が進
められてきた（図１）
．これまでに大阪湾沿岸部を対象とし
た研究は数多く行われているが，工業においてそれぞれ影
響を与え合いながら発展してきた大阪南港・堺泉北・尼崎
の３地域を対象とした工業地帯形成史に関する包括的研究
は未だ行われていない．本研究では，大阪湾沿岸部に立地
する上記３地域を対象とし，戦前から現在に至るまでの各
工業地帯の変遷を明確化することを目的とする．

図 3 1937 年と 1942 年における各工業の生産額指数３）
図 1 大阪湾の工業地帯造成を伝える新聞記事
（朝日新聞 1961 年 1 月 30 日号）

，大阪府においても金属・機械器具・化学工業などに代表
される軍需産業がめざましく増進される．この時期の生産
価額を比較すると、1931 年には染織工業の価額が機械器具
２．戦前の大阪湾沿岸部における工業の興隆と業種の変遷 工業を上回り第１位となっているが，1937 年には順位が逆
（１）戦前の工業興隆
転し、機械器具工業が染織工業の 1.9 倍を超えていること
がわかる（表 1）
。ここに，大阪府における産業構造の転換
かつて大阪は
「繊維王国」
が明確に読み取ることができる．大阪の重化学工業化がこ
とも称されたように，戦前
の時期より始まっていたことがわかる。
は繊維業が大阪経済の中心
（２）戦時中における工業の発展と変貌
的産業であった．堺では自
武部３）は 1937 年の日中戦争勃発時における各工業の生
転車部品の生産も盛んに行
われ，紡績と"両輪"となっ
産額指数を100と設定した場合の1942年の各工業の生産額
て地域の発展に寄与してい
の増減を集計している（図 3）
．戦前に重化学工業化に転換
１）
る ．明治 20 年代から 40
された大阪の工業は，第二次世界大戦時より軍需産業（金
属・機械・化学）に一層重点を置くようになる．一方、紡
年代にかけて大阪は綿紡績，
図 2 「繊維王国大阪」を象徴する
織工業などのいわゆる民需産業は「不要不急産業」として
綿織の工場制機械工業の確 建築：伊藤萬商店（現存せず）７）
軽視され、著しく後退した．大阪百年史には「大阪の兵器
立を遂げ，当時の日本を代
表する先進的かつ主要な生産地となっていた．一方，尼崎 産業とこれを支える機械器具工業および金属工業は，民需
産業を犠牲にして，著しく拡大充実したのである．
」との記
臨海部における工業化の発端は 1889 年の尼崎紡績創設認
可であり２）で，これが後の重化学工業の発展にも繋がる． 載もある．この時代，それまで紡織機の製造を取り扱って
いた会社の中には軍需機械製造会社へと転換されたものが
1930 年には臨海部工業用地の確保を目的とした埋立工事
存在したこともわかった（図 4）．
も行われている．
1931 年の満州事変勃発以降、日本国内は軍事費が拡大し

33

コンテナ
埠頭
住宅
用地

図 6 アラビア石油撤退後の土地利用計画図（1971 年）８）
図 4 紡織機製造会社の軍需産業への転換
（読売新聞 1936 年 12 月 6 日号）

図 7 堺泉北地区への石油コンビナートの進出
（読売新聞 1964 年 12 月 22 日号）
（２）脱工業地とコンビナートとの両極化
（公害問題顕在化期）
このように南港及び堺泉北地域においては積極的な石油
化学工場誘致があったにも関わらず、南港地区からはアラ
ビア石油㈱が 1965 年に撤退する。
その背景には以下の４点
図 ５ 南港地区における臨海工業用地の埋立造成４）
があったものと考えられる．
（着工時：1958 年 7 月 15 日）
第１に、石油業法の制定によって石油精製設備の新増設
３．戦後の大阪湾沿岸部における工業地帯の変容
の制限が行われたこと，第２に，通商産業省（現：経済産
大阪湾沿岸部においては、戦後、そして高度経済成長期 業省）の政策（1963 年）によって既設コンビナートの充実
の胎動を迎える 1960-70 年代，さらにバブル期のウォータ に重点が置かれ，新設を認めない動きとなったこと，第３
ーフロント開発とバブル崩壊による遊休地化，工場の撤退 に，コンビナート火災を危惧する住民意見があったこと５），
など、工業地帯の形成に大きな変容が生起している。本章 そして第４に，当時の日本は海上貨物輸送技術の革新期に
では、その背景に存在した法や施策に注目しながら各地域 入っており，コンテナ埠頭の整備など港を商港化する動き
における事象を整理する（表 2）
．
が高まっていたことが挙げられる．その後、南港地区では
（１）石油化学工業の出現（重工業需要増大期）
1968 年のコンテナ埠頭建設，
1977 年の南港ポートタウンま
1958 年前後のエネルギー革命を機に，南港及び堺泉北地 ちびらきなど，実際に"都市開発"が進行していく。すなわ
域では石油化学工場誘致に向けた埋立地造成が開始される ち、南港地区においてはこのような「脱工業化」の臨海部
（図 5）
．南港では同年にアラビア石油株式会社が広範囲を 開発への転換が存在したものと考えられる（図 6）
．
対象に土地買収契約を結ぶが，火災を危惧した市民の声な
一方これとは対照的に，堺泉北では八幡製鉄堺製鉄所
どを理由に 1965 年に同社が契約を解消し，事業撤退する４）． （現：新日鐵住金和歌山製鉄所堺地区）や三井・関西石油
「石油コン
堺泉北地域においても埋立地造成着工（1958 年）の翌年か 化学（現：三井化学）などの企業進出が相次ぎ，
．この背景には，高石市臨海部
ら石油化学系企業の参入が見られ，1966 年には最初の工場 ビナート化」が進む（図 7）
が稼働を開始する．現在も石油化学系企業を主とした土地 が 1962 年の工場等制限法による制限地域指定を受けなか
ったことがあるものと考えられる．結果，皮肉にもこのこ
利用が継続している．
一方，尼崎では上記２地域ほど本格的な誘致活動は行わ とが古来白砂青松の海岸線をもつ景勝地であった当地区の
れていないことがわかった．その背景として，尼崎臨海部 臨海工業用地としての埋め立てや大気汚染などの公害問題
は工場地帯としての歴史が相対的に古く，特に既存の製鉄 を導く結果となった．
加えて尼崎においても，工場等制限法によって臨海部を
系を中心とする工場群によって用地不足が生じるという状
況にあった．当時の尼崎では，製造業の過度の集積をむし 除く市面積の約半分が規制対象地域に指定され，工場の新
増設が一層困難となる時局を迎える．また，尼崎臨海部に
ろ緩和する施策も検討されていたことがわかった．
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図 8 西淀川公害訴訟（朝日新聞 1978 年 7 月 24 日号）

写真２ 尼崎運河クルージング（筆者撮影）

図 ９ 尼崎工場夜景バスツアー６）
写真１ 大阪湾沿岸部に整備された"文化施設"
（筆者撮影）
（上）WTC（現・大阪府庁咲洲庁舎）
（1995 年開業）
（下）なにわ海の時空館（2000 年開業／2013 年閉館）

施設の開業が集中していることがわかる（写真１）
．
一方，それまで公害のまちという地域イメージを伴って
いた尼崎では，2002 年に本格的な臨海部の緑化プロジェク
ト「尼崎 21 世紀の森構想」が策定される．この計画は遊休
地化していた尼崎臨海部において，水と緑の豊かな環境共
生型のまちづくりを目指すものであった．さらには，フッ
トサルやアイススケートなどのスポーツを主とした娯楽施
設「尼崎スポーツの森」の開設（2006 年）などの文化施設
の整備によって，"環境都市"への地域イメージの刷新が企
図され始める．
（４）文化施設の一部衰退と新たな"視座"の発掘
（地域資源再利用期）
さらに近年は新しい動きが各地に見られる．南港地区に
おいては文化施設の閉館が相次いでおり，ふれあい港館ワ
インミュージアム、なにわ海の時空館といった代表的な文
化施設がそれぞれ 2008 年，2013 年に閉鎖されている．こ
れに加え，咲洲の運河沿いに出店していた店舗も空きテナ
ントが目立つようになるなど，南港地区におけるハコモノ
の衰退とそれに伴う遊休地化が問題となっている．
一方，近年は既存の工業的空間に新たな光を当て，"視座
"の転換によってその価値を見直すといった動きも目立っ
ている．尼崎では 2004 年以来毎年"あまけん"による工業運
河を利用した「尼崎運河クルージング」が実施されている
ほか（写真２）
，尼崎，堺泉北の両工業地帯を対象とした「工
場夜景ツアー」なども市や商工会議所の主催で開催されて

工場を所有する企業が被告に含まれた 1978 年の
「西淀川公
害訴訟」では，公害要因として臨海工場群が糾弾されるこ
ととなった（図 8）
．1987 年には神戸製鋼尼崎製鉄所の第一
高炉休止に代表されるように，尼崎の大規模工場が相次い
で稼働停止し衰退を見せるのもこの時代の特徴である．一
方，高度経済成長期の臨海部開発によって海辺が市民生活
から疎遠化したことがこの頃から全国的に問題視され，親
水空間の整備が各地で議論されるようになる．さらに 1987
年には尼崎市の発行する環境白書の標題が『公害の現状と
対策』から『尼崎の環境』へと変更された．環境対策の思
想が公害対策から環境保護に変容したことを意味するもの
と捉えられるが，実際当地においても臨海工場群からの有
害物質に起因する大気汚染などの公害問題に加え，より快
適な生活環境を求める市民にこたえる必要性も高まってい
く２）．市の白書におけるこのような改題は，環境行政にお
ける基本姿勢の変容を象徴するものであると考えられる．
（３）文化施設の整備（文化設備出現期）
バブルが崩壊し 2000 年前後になると，
大阪湾沿岸部にお
いては"市民にとって魅力ある海辺"の創造が求められるよ
うになる．特に南港においては，娯楽や文教を狙いとした
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る可能性がある。工業地帯同様，物流にかかわる施設は保
安上パブリックアクセスを制限せざるを得ないのが現状で
あるが，水上交通などアクセス手段の工夫や資源活用のた
めの制度整備によって，当該地域に対する新たな”視座”を
共有する仕掛けを創造することが今後必要となるであろう．
一方，2011 年より日本全国の工業都市において連続開催さ
れている「全国工場夜景サミット」
（第６回）は今年度、関
西初となる尼崎市において開催される予定であるが，この
ような地域資源の地道な啓発活動の継続的実施も有効であ
るものと考えられる．
写真３ 高石工場夜景ツアー（高石商工会議所）
筆者撮影
いる（図９，写真３）
．これは既存の工業地帯における固有
の景観（テクノスケープ）や空間の特徴をも一種のアメニ
ティ要素として解釈する現代的な取り組みであり，大阪湾
沿岸部において既存空間に新しい価値を市民自らが主体的
に発見・創造する時代に入ったことを意味していると言え
るだろう．
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４．結語と今後の展望
本研究では大阪湾沿岸部における３地域を取り上げ，工
業地帯形成の経緯，興隆と衰退，再生の歴史を整理した．
さらには，近年の工業地帯に対する新しい視座の発現に至
る流れを明らかにした．
今後の大阪湾沿岸部の整備にあたり，３章（４）で明ら
かになったように，既設構造物あるいは既存空間の利活用
は行政としても着目すべき点であると考える。例えば，現
代の港湾における物流施設などは巨大スケールと独特の形
態的特長をもち合わせおり，ディスプレイの仕方やその外
観の演出，あるいは風景形成やまちづくりの観点からその
外観を積極的に活かすことによって，有効な地域資源とな

表 1 工業地帯形成に関連する法・施策と各地域の出来事
年

区分

法・施策

明治時代
〜昭和初期
（戦前・戦中）
港湾法(1950)
新長期経済計画（1957）
→重化学工業用地造成の
1960
需要が高まる
近畿圏整備法（1961）
1961
工場等制限法（1962）
公害
1970
石油業法（〃）
問題
公害対策基本法（1967）
1977
顕在化期
大気汚染防止法（1968）
1987
都市計画法（〃）

1945
1957

重工業
需要
増大期

南港
「南港開発計画」による
臨海部埋立計画
木津川河口沖埋立着工（1933）
→第二次世界大戦により
一時中断（1941）
臨海工業用地埋立着工（1958）
アラビア石油参入（〃）

各地域の出来事
堺泉北（1969〜）
堺
高石

紡織・自転車部品等が主

臨海工業用地埋立着工（1958）
八幡製鉄参入（〃）

尼崎
尼崎紡績の創設を認可（1889）
→尼崎臨海部の
重化学工業地帯化の発端
臨海工業用地埋立着工（1930）
「阪神・播磨工業地帯整備促進対策本部」
を
兵庫県が設置（1957）
→播磨工業地帯の開発に移行

アラビア石油撤退
三井・関西石油化学の進出（1966）
市が公害病救済地域に指定（1970）
→埠頭・住宅への転換（1965）
堺港，泉北港の統合．
「被害住民の手による公害白書」（〃）
正式に「堺泉北港」として発足（1969）
コンテナ埠頭の建設（1968）
南港ポートタウンまちびらき（1977）「堺公害患者と家族の会」結成（1973） 西淀川公害訴訟で市内の六社が被告（1978）
尼崎製鋼・尼崎製鉄の稼働停止（1987）

「WTC（現大阪府庁咲州庁舎）」
1995
「大阪湾ベイエリア沿岸域
「ふれあい港館」開業（1995）
文化設備 のパブリック・アクセス
「なにわ海の時空館」開業（2000） 「共生の森」イベント開始（2003）
2000
出現期 整備計画調査」
「堺・泉北ベイエリア
（1999，2000）
2006
新産業創生協議会」発足（2005）
「ふれあい港館」閉館（2008）
2007 地域資源
「なにわ海の時空館」閉館（2013） 工場夜景ツアー開始（2013）
2013 再利用期
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「尼崎21世紀の森構想」策定（2002）
「尼崎運河クルージング」開始（2004）
「尼崎スポーツの森」開設（2006）
「尼崎運河博覧会（うんぱく）」開始（2007）
工場夜景ツアー開始（2013）

住工混在地における土地利用変遷と地域ルール策定プロセスに関する研究
−東大阪市高井田地域を対象に−
大阪市立大学大学院工学研究科
河原 知樹
大阪市立大学大学院工学研究科 准教授 嘉名 光市
大阪市立大学大学院工学研究科 講師
佐久間 康富

1．はじめに
1-1. 研究の背景と目的
日本における戦後の経済成長を引っ張ってきた第 2 次産
業の工場集積は、産業構造や社会の経済状況の変化などの
影響により、工場の閉鎖や転出、縮小が起きている。その
跡地には中高層の住宅や戸建て住宅などのミニ開発が進め
られ、工業地域における住居系の用途の割合が増加してお
り、今後も住工混在化の進行が続いていくと考えられる 1)。
これにより地域の実情を知らずに転入してきた住民らから
のクレームによる工場の操業環境の悪化が生じている。こ
れらの地域では操業環境の確保が優先されるが、少子高齢
社会をむかえた状況の中、住工混在地は職住近接・一体や
宅地化が進行している特徴があることから、地域を持続さ
せていくためには住環境の確保も考慮した住工共生( 1 )が求
められる 2)。
東大阪市高井田は、市内で最も工場集積の密度が高く、
土地利用の転換が進行している地域である。高井田地域で
は地域の住民かつ事業者である人々を中心に、住民と工場
が共存できる地域を目指して、高井田まちづくり協議会を
設立し、地域ルール( 2 )づくりを行った。しかし、これらの
ルールがどのように地域に影響をもたらしているかは明ら
かにされていない。
住工共生に向けたまちづくり組織の活動プロセスと地域
ルールの運用実態を明らかにすることは、住工共生まちづ
くりの知見を得る上で意義があると考える。本研究では、
高井田地域のまちづくり協議会を対象に、ルール策定のプ
ロセスと地域ルールの運用の実態を明らかにすることを目
的とする。
1-2. 研究の位置づけ
住工混在に関する研究は、
土地利用分析に関する研究や、
住工混在地にまちづくりを行ったものが存在する。本研究
は後者に属する。清水ら 2) は住工共存対策に対する住民と
事業者の意識の相違点を明らかにした。また高橋ら 3)は、
高井田地域を対象に職住近接住工共生のまちづくりへの意
識を明らかにした。
本研究は、住工混在地におけるまちづくりの中で、協議
会活動および地域ルール策定のプロセスに着目している点
に特徴がある。
1-3. 研究方法
本研究は以下の流れにもとづいて行った。
2 章では文献資料をもとに、地域ルール策定までの協議
会の活動のプロセスおよびルール基準の論点を明らかにし
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た。3 章では住宅地図をもとに、対象地域における新規住
宅立地および工業系用途跡地の変遷と協議会活動の関係性
を考察した。4 章では地域ルールに定められた協議会の活
動の 1 つである、入居者への事前周知を目的とした建築主
との覚書(4)の締結がある(詳細については後述)。不動産仲介
業者へヒアリングを行い、その実態について調査すること
で、地域ルールの運用実態について考察を行った。
1-4. 対象地の概要
東大阪市は大阪府の東部に位置しており、
「中小企業のま
ち」として知られている産業集積地である。高井田地域は
戦前、農村地域であったが、産業道路の開通や、都市基盤
の整備によって、機械金属を始め、様々な中小企業が立地
した。地域内には地下鉄中央線と JR おおさか東線の 2 つ
の鉄道と、阪神高速道路が走っており、交通利便性が高い
特徴も有している。
2007 年に高井田まちづくり協議会は設立され、
2010 年に
地域ルールが策定された。協議会の中心を担っているのが
地域の住民かつ事業者である人々であるので、産業とまち
づくりの連携がとられているという特徴がある。
協議会の活動は、地域ルールの協議のほか、建築主と協
議と建物や新規居住者へ事前周知についての覚書の締結や、
地域の学生対象に職業体験の実施等を行っている 4)。

図 1 高井田地域の地図

写真 1 高井田地域の風景

1-5. 高井田地域ルール‒
高井田まちづくり協議会が定めた高井田地域ルールの概
要について図 2 に示す。地域ルールは 6 項目から成り立っ
ており、
地域を①産業育成街区、
②メインストリート街区、
③まちづくり協議会エリアの 3 つにエリア分けを行ってい
る。産業育成街区は産業用地の確保を、メインストリート
街区は地域の顔となるメインストリートとするために、サ
ービス施設や住宅が調和する街区を目指している。また
No1〜No4 を法制度化することを目標としている。No5、6
については紳士協定として定められている 5)。

図 2 高井田地域ルールの概要

2. 地域ルール策定のプロセス
地域ルールが策定されるまでの高井田まちづくり協議会
の活動プロセスおよびルール基準の論点について明らかに
する。
2-1.調査概要
2004 年度から 2009 年度までコーディネーターとして高
井田地域に携わっていた有限会社ハートビートプランが作
成した資料 6) 7) 8)をもとに調査を行った。
2-2.活動プロセス
高井田地域における地域ルール策定までのプロセスを図

図 3 地域ルール策定のプロセス

3 に示す。プロセスは(1) 地域資源マップ・課題集の作成に
よる問題意識の共有、(2)まちづくり協議会の立ち上げ、(3)
地域ルールの協議の大きく 3 つの段階に分かれることが明
らかとなった。
(1)では行政による調査をきっかけに地域内の問題意識
の共有が行われた。その方法として、地域内の工場の情報
が記載されている地域資源マップおよび地域の実情をまと
めた課題集の作成がある。これらを作成するために行われ
たアンケートで、自治会と自治会未加入企業とのあいだに
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接点が生まれ、まちづくり活動に繋がるきっかけになった
と考えられる。
(2)では行政から委託されたコーディネーターによる自
治会役員・企業・住民へのヒアリング調査から、まちづく
りの地域の担い手探しが行われ、自治会等役員かつ操業者
が中心となったまちづくり組織の体制づくりが行われた。
(3)では地域ルールの協議が行われた。まずコーディネー
ターと協議会でルール素案の協議が行われた。次にコーデ
ィネーターが行政に地域の意向を踏まえた素案を提示し、
行政と協議会のあいだで認識の共有および規制の内容・基
準値の議論を行い、その結果をもとに協議会で検討を行う
という形で進められ、コーディネーターが行政と協議会を
間接的に繋げる役割を果たしていた。ルール基準内容に関
する議論は、敷地基準・高さ制限・建物の構造等が論点と
なっていることが明らかとなった。
3．新規住宅および工業系用途跡地の変遷
高井田地域における新規住宅立地と工業系用途跡地に着
目した土地利用変遷を調査し、高井田地域における住工混
在問題への活動と土地利用の変化の関係についての考察を
行う。
3-1．調査概要
1993 年、2000 年、2006 年、2012 年の住宅地図( 3 )を
用いて、(ⅰ)1993 年から 2000 年、(ⅱ)2000 年から 2006 年、
(ⅲ)2006 年から 2012 年の 3 つの年間における新規住宅（新
規立地した戸建住宅、マンション）
、工業系用途の跡地（工
場、事務所、倉庫の跡地）の抽出を行った。
3-2．調査結果
調査結果を表 1 および図 4 に示す。各年間の傾向を以下
に述べる。
(ⅰ)新規住宅および工業系用途の跡地の分布に規則性が
見られず、分散している。
(ⅱ)工業系用途の跡地に、新規住宅の立地がみられ、比
較的規模の大きい工業系用途の跡地が発生している。元々
ひとつの敷地である場所に複数の住宅が立地していること
から、ミニ開発によるものであると考えられる。
(ⅲ)工業系用途の跡地の分布には規則性が見られないが、
メインストリート街区およびまちづくり協議会エリア外に
住宅が立地する傾向がみられた。
以上から、新規住宅、
表 1 新規住宅・工業系用途跡地の
工業系用途の跡地は分散
変遷
して発生するため、規則
性が見られないが、地域
ルールの協議が始まった
2006 年以降の新規住宅
の立地動向は、地域ルー
ルで定められたエリア分
けに沿って立地する可能
性があると考えられる。
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図 4 新規住宅・工業系用途跡地の変遷

4.覚書による地域ルールの運用実態
地域ルールの運用実態についての把握を行うために、地
域ルールに定められている項目のうち建設事業主と協議会
とのあいだで結ばれる覚書(図 2 の No5 参照)に着目し、ヒ
アリング調査を行った。
4-1．調査対象
ヒアリング対象は、事業主から委託され入居希望者への
説明を行う元付不動産仲介業者(5)を対象とした。覚書の締
結が開始した 2007 年から 2012 年のあいだに建てられた住
宅のうち、調査が成立した 4 社の元付不動産業者に調査を
行った。ヒアリング対象を表 2 に、覚書の記載項目にもと
づくヒアリング項目および結果を表 3 に示す。
表 2 ヒアリング対象

・地域ルールの策定までに「地域資源マップ・課題集の作
成による問題意識の共有」
「まちづくり協議会の立ち上げ」
、
、
「地域ルールの協議」の 3 段階が存在していることが明ら
かになった。基準内容の協議における論点が明らかとなっ
た。また各段階においても、専門家であるコーディネータ
ーの果たす役割が大きいと考えられる。
・組織の体制づくりが始まった 2006 年から地域ルールで定
めたゾーニングに沿って住宅が立地する傾向が見られるこ
とが分かった。
・新規立地住宅のうち覚書を結んだ物件では、事前周知が
行われている可能性があることが明らかになり、一部項目
に関しての調査であるが、地域ルールの目的が果たされて
いると考えられる。
<謝辞>
本研究を進める上で、お忙しい中ご協力をいただいた高井田まちづくり
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表 3 ヒアリング項目および結果

(1)「生活環境と操業環境が地域全体で軋轢無く存在している状況」と定義
する。
(2)「ある一定エリアにおいて、そのエリア内における住民等によって定め
られた任意の取り決め」と定義する。
(3)吉田地図発行の「大阪府精密住宅地図 東大阪市(西部)」およびゼンリン
発行の「ゼンリン住宅地図東大阪市 1 布施」を用いた。
(4)当事者間の合意事項が掲載された書面にお互いが拇印、署名を行うもの。
(5)不動産売買における売主または賃貸における貸主と、媒介あるいは代理
契約を締結した不動産会社。
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4-2. 調査項目および結果
覚書は法的拘束力を有していないため、入居者希望者と
直接やり取りを行う不動産業者にまで周知が至っていなか
った。重要事項説明で行うことになっている説明事項につ
いて、重要事項説明ではなく別の方法で代替していること
が分かった。また周辺環境へのクレームが発生していない
ことが明らかとなった。
以上のことから、覚書による重要事項説明への影響は薄
いと考えられるが、別の方法で代替していることから、新
規居住者への事前周知が行われている可能性があると考え
られる。そのため、新規住民と既存企業間のトラブルを未
然に防いでいる可能性があると考えられる。
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5．まとめ
高井田まちづくり協議会の活動に着目し、その活動プロ
セスおよび地域ルールの運用実態を把握することで、住工
混在地における住工共生まちづくりを目指した協議会活動
の知見を得ることができた。本研究から明らかとなったこ
とを以下に述べる。

り組み検討業務委託（東大阪市高井田地区）報告書」
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報告書」
、2010 年業務報告書」
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Spatial Structure of Rapid-growing Urban Areas in Yinchuan City, Western China
− based on the analysis of spatial strategies−
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神戸芸術工科大学芸術工学
小浦 久子
these two historical towns are called as “Old Town” and “New Town”
today.
(2) Study area
In this study, the area within the urban loop highway, which is
designated as Main Urban Area in the master plan of Yinchuan
(2007-2020), is focused as the study area. This area covers about
400 km2 and most of the urban development have been planned
and implemented within this area. More than half of the total
population in Yinchuan city region (approximate 1.11 million in
2010) is concentrated in this area.
The study area is seated on the flood plain between Helan
Mountain and Yellow River characterized by many waterways.
Tanglai main canal (built in Tang Dynasty) and Baolan railway line
were developed to go through this plain area. 109 National Rd and
102 provincial Rd crossing by have long been functioned as
primary transport arteries of the city (Fig-1).

1. Introduction
Cities in China have experienced rapid growth since 1978’s
“Reform and Opening Up”, the high-speed developments have
resulted in tremendous conversion of farmlands and natural lands
into urban land use. Although various researches have focused on
the urban development issues of Chinese cities in these decades,
very few pay attention to the cities in peripheral region of Western
China. In this study, Yinchuan city, a locally central city located in
inlands of western China, is undergoing incredible rapid growth in
recent ten years resulted from the transition of economic system
and development strategies. Such abrupt growth calls for the
immediate understanding of the present situation to guide future
urban development, however, such concern is generally absent.
Therefore, this study focused on the public policies, spatial plans
and implementations of the urban development projects after 1949
that have formed Yinchuan’s present urban structure and also the
urban expansion. Through the analysis of spatial and functional
intention of the development projects as well as their locational
impacts to the urban structure, 1) the strategic intention of the
planned projects in each period and their progress at the present are
examined to identify land use issues, and 2) the transformation of
urban structure is clarified.

3 Development strategy and implementation
(1) Four phase of Modern development
At the time of 1949, so-called “Old Town” and “New Town”,
which were historically developed as fortified zone, form the twin
cores of Yinchuan urban center. Modern developments started after
1949, and have gradually transformed urban structure. Now, city is
facing critical conditions that have brought about by the rapid urban
expansion.
This Modern development era after 1949 in Yinchuan is possibly
divided into 4 periods that are mainly distinguished by economic
policy:
a. Planned Economy and industrialization (1949-1977)
b. Transition period to market economy (1978-1998-2001)
c. Impacts of Market Economy (2002-2006)
d. Expansion of Market Economy (2007- )

2. Study area
(1) Outline of Yinchuan city
Yinchuan is the capital city of Ningxia Hui (Minority People)
Autonomous Region in west-northern China. Historically, the city
originated from a
walled town of
approximate 3
km2 built in A.D.
678, which once
thrived as capital
of Xixia Empire
(907-1227). In
1739, the camp
of
Manchu’s
troops was built
at 7.5km west of
the existed town
and
formed
another smaller
town of 1.1km2.
The areas of
Fig-1 study area

(2) Planning intentions of each period
a. Planned Economy and industrialization (1949-1977)
After 1949, industrialization in the cities of China was eagerly
pushed forward under communist thought and the urban
development was dominated by the economic plan set by state
central government. At the city scale, economic plan was
implemented based on “work unit system” that “work units” (stateowned enterprises, factories, public institutes, schools, etc.) were
allocated according to the plans of different economic departments,
and each work unit build their own workplace, houses and service
facilities as a package in the designated territories.
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In 1958, Yinchuan city was designated as capital city of new
established Ningxia Hui Autonomous Region(province), and first
railway Baolan was built across west edge of the city, which
facilitated planning of a new urban area at the west of railway
named as Xinshiqu(新市区). In 1958’s master plan, Xinshiqu was
underlined as the new urban core for the vital development of
provincial industry, education, administration, so as to
accommodate allocated “work units” from these sectors.
b. Transition toward Market Economy (1978-2001)
Due to 1978’s economic reform, China began to progress toward
decentralized government and market economy. Local government
has gained more power to guide urban development via
comprehensive urban plan. Gradual reforms in terms of land
market and housing system in this period have brought about new
and fast development in cities1). Yet, due to the location as remote
inland city, Yinchuan didn’t launch rapid growth as eastern coastal
cities which benefited more from foreign investment and
experimental policies. “Work unit system” still remained prevailing.
However, economic position of the Old Town has been reenforced, a “Triple Cores” (Xinshiqu, Old Town and New Town)
spatial strategy was proposed in 1983’s master plan. Development
was attempted to re-direct toward Old Town through large planned
housing project surrounding the town and large-scale
redevelopment inside of the town. Before 2000s, master plan
(1996-2010) further confirmed a “Four Cores” strategy that a new
comprehensively planned zone-Yinchuan High-tech Development
Zone (established in 1992, 5.2km2) was incorporated as the forth
development foci, and development were meant to be confined on
these four cores. In the same time, several large “work units” were
sporadically allocated in the city (Fig-2).
c. Impact from Market Economy (2002-2006)
State’s “Housing Reform” in 1998 eventually terminated the role
of “work units” in providing houses and thus triggered rapid growth
of commercialized housing development in 2000s. Soon after, in
response to the state policy of “China Western Development”
started in 2000, Yinchuan proposed development strategy of “Big
Yinchuan” in 2002 which aimed to create a regional central city by
opening up great opportunities for the market-based developments.
In order to provide preferential environment for private investment,
Table-1 Planning and implementation in special development zones
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following the three state-level ETDZs(Economic and Technology
Development Zone) approved in 2001, various industrial zones,
technology parks and commercial zones were initiated by different
levels of government (province, city or districts, Table-1). It is
manifested by the increase rate of investment on infrastructure as
62.29% and 90.05% in 2002 and 2003, as well as explosive urban
expansion that merely in the year of 2003, built urban areas was
increased by 30.41%. Meanwhile, decision of transforming the
development focus toward areas between Old Town and New Town
was settled and planning of a New Urban District( 新区) that
mainly functions as a civic center was authorized in 2002.
d. Expansion of Market Economy (2007- )
Yinchuan’s subsequent strategy “Liang Yi city (Dually Cozy,
cozy for living and cozy for working)” settled in 2006 further
targeted to attract massive investment into the city. And because the
leap-forward urban development in the beginning of 2000s has far
exceeded spatial intentions in 1996’s plan, a new spatial strategy of
“Four development axis with multi-centers” was proposed in
Master plan (2007-2020) to lead expanded market-oriented
development. Later, coordinated with the development strategy and
spatial plan, development zones with specialized functions were
established, such as Educational Base, Trading and Distribution
Center and new CBD (Table-1, Fig-3).
(3)Implementation and progress of urban development
1) Planning-oriented “Triple Cores” development
In line with the intention of the original plan, by half-century
development, Xinshiqu has grown to an urban core where
numerous “work units” - key factories, collages and governmental
institutes clustered. Until 2000s, urban development were generally
confined in the planned areas of “Triple Cores” and several
scattered large “work units” (Fig-2).
2) Developments progressed in planned zones
After almost 20 years development, ETDZ-1(former Yinchuan
High-tech Development Zone) has evolved into a major economic
core of fully developed multi-functions including high-tech
industry, business and residence. ETDZ-3 is almost developed after
its key function zone IBI opened in 2013 surrounded by a number
of housing development and ETDZ-2 is currently rising as another
Data was compiled from materials of
Management Committee of ETDZ, Yinchuan
commercial Bureau, Economic cooperation
Bureau, websites of each zones or local district
government, and chronicle ofYinchuan.
*Ⅴ,Ⅷ are designated zone to integrate existed
scattered markets; Ⅶ was readjusted as trading
and commercial zone in 2011.
Basic infrastructure: seven connections (water
supply, drainage, electricity, gas, road,
telecommunication) and land levelling. ●
completed; ◎ partly completed; ○ under
construction
Developed situation was judged by site visiting in
2014 to check complementation status of projects
and land development: ■: fulfilled developed;
□: partly infilled, under-developing
IBI: Incubation Park of information technology, bio
-technology and intellectual

Fig-2 Planning and development prior rapid growth

Fig-3 Planned zones and development in 2000s

(Adapted based on the urban map of 1997, planned area of Xinshiquwas much larger due to the unrealistic thinking of “Great Leap Forward” at that time)

(Adapted based on the urban map of 2014and planning maps of zones)

Commercial Strip, Trading and Distribution Center, moreover,
Technology Park and industrial zone were located in the east of the
city to form a line of commerce and trading.
c. West line of industry and education
Relied on Xinshiqu’s significance as traditional industry and
education core, ETDZ-2 with main function of heavy industry and
educational base were thus distributed extended from Xinshiqu
with intention of strengthening the development in the west of city.
(2) Present urban structure (Fig-4)
Grounded on the above analysis of locational and functional
intentions as well as the development situation progressed in and
out of intended areas, present urban structure is clarified:
Urban centers
By characters of sustained commercial vigor and most dense
population, Old Town area is considered as commercial center and
New Civic Center is perceived as administration and culture center,
while New CBD which is under construction, might be a potential
business center in the long term.
Generated economic cores
As expected to play the role of agglomerative economic
development, industrial, technology and commercial zones are
generated economic cores of the city.
Main urban development axis
First, an E-W main urban axis is already consolidated by linking
the development nodes that hold historical and strategic
significance: Old Town-ETDZ 1-New Town-Xinshiqu. Moreover, a
new N-S development axis is identified based on the central line
that is given the priority for newly essential developments.
Emerging sub development axis
Partly developed or still under developing, the west industrial
and education line and east commercial line are emerging as sub
development axis with specialized functions.
Urban expansion areas
Unintended developments sprawled from the existed urbanized

industrial core. Also, substantial development has been gained in
commercial strip where diverse wholesale complexes gradually
raised. Specially, directed by moving of City Hall to New Urban
Districts in 2006, in addition that various culture facilities built
around City Hall, high-rise offices and housing development
promptly spurred in this area and formed a new Civic Center soon.
Urban structure was largely transformed by the development of
these zones and also stretched by other peripheral zones which are
under development (Table-1). By 2013, built-up urban areas of the
city has reached 148.6km2, which is fourfold of that in 2000.
3) Impacts of the planned development
Own to the purpose of facilitating more convenient and faster
connections among development zones and new urban areas,
transportation of the city have been greatly promoted by
standardized construction of 8-lane arteries, a “Six horizontal and
sixteen vertical road system” has been created and a diversity of
public facilities were built, such as large natural parks based on
restored waterways, key schools and hospitals distributed out from
the historic towns. These promoted infrastructures stimulated
considerable market-based development not only in the planned
zones but also adjacent to the planned areas (Fig-3).
4. Spatial analysis and present urban structure
(1) Locational intention of the planned development
a. Central line of new development foci
Knowledge area(c) that tightly joint with ETDZ-1 and then
connects with ETDZ-3 at south, constituted a development line of
high-tech and business cores. Follow the line to the north, new
Civic Center as administration and culture center as well as new
CBD as future business center, intention of focusing prospective
and primary development into the central line of the city is clear.
b. East line of commercial and trading
By virtue of Old Town’s historical dominance as trading center,
combining with transport advantage based on No.109 national Rd,
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areas or interspersed among planned areas, which are not coherent
with spatial strategy or planned with ordered patterns are regarded
as urban expansion areas. For instance, despite that master plans
since 1996 all emphasized to control the development at the east of
city for hazard prevention, developments are still continuously
encroaching toward east.
5. Discussion
The foremost consequence of dramatic expansion of urban areas
in a short time is disappearance of vast good-conditioned farmlands,
which resulted in problems such as threaten on the local economic
advantage –agriculture. And further problems are revealed:
(1)Issues associate with planned areas
Since 1990s, as a consequence of deepened marketization, most
state-owned factories in Xinshiqu faced bankrupt and caused
stagnant development of Xinshiqu in recent decades2). In current,
severe decline of the area is symbolized by vacant factories and
deteriorated houses that accommodate laid-off workers. On the
other hand, ambitiously established development zones always
occupy fairly large areas and even larger than the areas designated
in spatial plans. Initiated by different levels of government, some of
them are planned with repetitive functions and regardless of local
context, besides, the efficiency in such “land enclosures” are
remained to examine1). For instance, Technology Park(Ⅻ) suffered
sluggish development since establishment and thus was redefined
as Commercial and Trading Zone in 2011. How to consolidate
these development zones to be tightly tied to the local economic
and strengthen intensive development with concerning of the
abandoned old industrial lands is an essential issue to deal with.

(2) Issues concerning sprawled expansion areas
Most sprawled expansion areas are composed by mushrooming
housing developments. In some cases, they occurred in the period
of 2002-2006 when an instant plan was absent. In other cases,
notwithstanding defined development directions in the spatial plan
implemented since 2007, large housing projects that stimulated by
recent real estate booming are still spreading uncontrolled. For
example, a project around the south lake with total housing units of
20000 is still under construction in spite of the seemly high vacancy
in the new completed projects close by. It is found that the project
was brought into modified master plan (2010-2020), where was
designated as green land in 2007’s plan. Seeking appropriate
measures to efficiently prevent and direct residential sprawl is
necessary to be addressed as soon as possible.
6. Conclusion
In this study, we attempted to sketch contemporary spatial
structure of rapid growing urban areas in Yinchuan city based on
the analysis of development strategies, planning intentions and their
implementations or impacts in different development period.
Gradually shifted from the constrained development under planned
economy, leap-forward development strategies that achieved by
planned functional zones have led dramatic transformation of
urban structure as well as rapid urban expansion that conditioned in
market-oriented development. While the present urban structure is
clarified by two main urban axis and two sub development axis
referring to the spatial strategies, sprawled expansion areas were
concurrently and widely observed. Solutions for the issues
identified within planned areas and sprawled areas are now
urgently needed.
Reference
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Fig-4 Transformation of urban structure
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郊外住宅団地における高齢者の居住意識と転居意向に関する分析
− 神戸市西区の西神住宅団地を対象として −
流通科学大学商学部
神戸大学大学院海事科学研究科

1.はじめに
1960〜80 年代にかけて造成された住宅団地では、近年、
居住者が一斉に高齢期を迎え、そのオールドタウン化が深
刻な問題となっている。具体的には、高齢化に伴う消費の
縮小による近隣の商業施設の撤退、移動手段（自家用車な
ど）の制限や公共交通サービスの低下による交通弱者の問
題である。森ら 1)は、こうした都市構造の問題によって居
住者の生活が困難になる危険性を都市構造リスクと定義し、
都市構造リスクと転居の関連性から潜在的な転居意向の要
因を明らかにしている。
また、郊外型のニュータウン（以下 NT）は、敷地面積に
余裕のある持ち家による戸建て住宅の比率が高く、人口の
入れ替わりが少ないことから、住民の入居年数の経過に伴
って、住宅ストックを持て余す高齢者世帯層が増加してい
ると推測される。これに対し、鈴木ら 2)は、住み替えによ
る郊外戸建て住宅ストック活用の課題や方策について検討
しており、本研究においても、将来的な NT の縮退を少し
でも低減するための一方策として、住民の住み替えによる
効率的な住居ストックの活用方法を模索したい。
そこで本稿では、神戸市にある典型的な郊外型の NT を
対象に、筆者らが実施した住民へのアンケート調査結果に
もとづき、高齢者の NT における居住や NT への転居の実
態、および将来の転居意向について報告する。
2.分析対象地域と使用データの概要
(1) 分析対象地域
分析対象とした NT は、図-1 に示す神戸市西区に位置す
る西神住宅団地（以下西神 NT）である。神戸の都心である
三宮から西約 17km に位置し、NT 中央に設けられた市営地
下鉄西神中央駅から三宮へは約35分を要する。
当該NT は、
神戸市によって東西約 5km、南北約 1.5km の丘陵地帯を開
発して建設されたもので、面積約 634ha、当初の計画人口
約 61,000 人である。1982 年 4 月に分譲が開始され、直近の
国勢調査（2010 年）によると、人口は 49,034 人（17,383 世
帯）である。
NT内で日常的な生活が完結できるよう配慮されており、
地下鉄西神中央駅のバスターミナルを起点に市営および民
間のバス会社により高頻度・高密度な路線バス網が運行さ
れている。また、商業施設についても、西神中央駅を中心
とする地区センター（1 箇所）には大型商業施設が立地し
ており、駅からの離れた各街区には、最寄り品を取り扱う
店舗が入居する近隣センター（5 箇所）が階層的に整備さ
れている。さらに、地域の基幹的な病院として高度医療、
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救急医療を担う西神戸医療センターが駅に隣接しており、
他にも医療ビルをはじめ、
多くの医療施設が立地している。
(2) 住宅の立地状況
NT 内の各世帯の住居形態は、戸建て住宅が 55%、共同
住宅（マンションなど）が 39%、長屋住宅が 7%、となっ
ている。図-2 は、41 町丁目単位に共同住宅の比率を示した
ものである。4 階級による色分けにて表示しているが、濃
い青の 0%は町丁目内全て戸建て住宅であり、逆に濃い赤
の 100%は全て共同住宅である。世帯の半数以上が戸建て
住宅であることから、町丁目単位でも半数以上の 24 町丁
目が全て戸建て住宅である。一方、駅に隣接した 2 町丁目
は全て共同住宅であり、駅周辺で共同住宅の比率が高くな
っている。そして、駅からの距離が遠くなるにつれて全体
として戸建て住宅の比率が高くなる傾向にあるが、駅から
の直線距離が 2km 以上の西側の一部では共同住宅の比率
が高くなっている町丁目も存在している。
(3) 使用データの概要
西神 NT の住民に対して、居住に関するアンケート調査

（出典：神戸市）
図-1 西神住宅団地の地区計画概要図

0%（全て戸建て住宅）
1〜50％
51〜99%
100%（全て共同住宅）

図-2 町丁目別の共同住宅率（世帯数ベース）

を 2015 年 1 月 23 日に実施した。調査票は世帯単位に訪問
配布し、同年 2 月 10 日を期日として郵送にて回収を行っ
た。回答者は世帯主もしくはそれに準ずる方に記入を依頼
した。配布総数 2,000 票に対して、回収票は 781 通（回収
率：39.1%）であった。
主な調査内容は、①世帯属性・住宅物件、②駅および商業・
医療療施設へのアクセス性、③現在の居住環境に対する満
足度、④以前の居住地からの転居理由および現在の住まい
の選択理由、⑤今後の転居意向、である。以降の分析では、
全サンプル数 781 の内、アンケート回答者が 65 歳以上の
高齢者である 338 サンプルを分析対象とした。
3.NT 内における高齢者の居住実態
(1) 世帯の特徴
表-1 は、調査結果による世帯構成の比率を示したもので
ある。これによると、子世代と同居している世帯は 3 割弱
となっており、残る 7 割強が単身もしく夫婦のみの高齢者
世帯である。こうした世帯構成の結果を反映するように、
1 世帯あたりの同居人数は 2.29 人と低い値であった。
単身高齢者の比率は 10%程度であり、サンプル数も決し
て多くはないものの、後期高齢者（75 歳以上）の割合が他
の世帯構成に比べて高くなっている。回答者の割合では男
性の比率が 73%と高かったものの、単身高齢者では、回答
者の 3 分の 2 が女性であった。マイカー保有率は、78%で
あるが、図-3 に示すように単身高齢者とそれ以外の世帯構
成では、大きな差があり、単身高齢者のマイカー保有率が
低くなっている。以上のことから、全体に占める割合は高
くないものの、高齢化が進むことによる単身化とこうした
単身の後期高齢者世帯ではマイカーを保有しない女性層の
占める割合が大きいことがわかる。

前期高齢者 後期高齢者 合計(比率)
19
15 34(10.5%)

高齢者夫婦

128

子世代同居

66

全住宅
単身高齢者
高齢者夫婦
子世代同居

全体

戸建て住宅

136.1(N= 31) 151.9(N= 19)
136.6(N=192) 146.0(N=157)
141.5(N= 94) 151.9(N= 78)
138.6
149.0

単位：m2
共同住宅

86.1(N=12)
94.8(N=35)
92.4(N=16)
92.6

図-4 入居時と現在の同居人数の比較

(2) 居住住宅
現在居住している住宅について尋ねた結果、持ち家によ
る戸建て住宅が 80.4%、分譲による共同住宅が 19.6%とな
っており、
賃貸もしくは社宅などの回答はみられなかった。
戸建て住宅の比率が高いことを反映して、延べ床面積の平
均は 138.6m2 である。住居形態別にみると、戸建て住宅が
149.0m2、共同住宅が 92.6m2 となっている。先ほどの世帯
表-1 世帯構成の比率
単身高齢者

表-2 世帯構成別の延べ床面積

構成別に、住居形態別の延べ床面積を比較した結果が表-2
である。これによると、夫婦高齢者世帯および子世代同居
世帯で戸建て住宅の比率が高く、単身高齢者世帯では低く
なっている。延べ床面積は、戸建て住宅が共同住宅を上回
っているものの、世帯構成間では大きな差はみられない。
また、図-4 は、現在の住宅に入居した当初と現時点の同
居人数を比較した結果である。これによると、入居時は、
4 人ないしは 5 人以上の世帯が全体の 6 割強を占めている
のに対し、現時点では 4 人以上の世帯は全体の 1 割にも満
たず、1 人もしくは 2 人の世帯が 7 割強を占めている。こ
うした結果、入居時の 1 世帯あたりの同居人数 3.64 人から
現時点は 2.29 人と大きく減少している。
居住年数の平均は、23.2 年であり、入居開始時は 4~5 人
の世帯の平均的な居住面積
（厚生労働省は4人家族で125m2
と試算）であったものの、20 数年が経って子世代が世帯分
離した結果、単身および夫婦の高齢世帯の中には、居住空
間を持て余している世帯も少なくないと推測される。
(3) 駅および商業・医療施設へのアクセス性
図-5 は、西神中央駅および商業・医療施設への交通手段
を尋ねた結果である。商業施設は、地区および近隣センタ
ーを階層的に配置し、医療施設は、個人医院も含めて多く
の医療施設が立地していることから、両施設ともに徒歩に
よるアクセスの比率が高く、徒歩および自転車を合わせる
と半数以上になる。また、駅へのアクセスにおいても徒歩・

66 194(60.1%)
29

95(29.4%)

注）複数回答
図-5 駅および商業・医療施設への交通手段

図-3 世帯構成別のマイカー保有率
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自転車を合わせた比率は半数以上となるが、駅前のバスタ
ーミナルを起点に NT 内でバス路線網が複数系統整備され、
高頻度運行を行っていることに加え、駅周辺の駐車場料金
の影響もあり、商業・医療施設に比べて路線バスの利用が
高くなっている。
4.NT への転居実態
(1) 以前の居住環境と転居理由
図-6 は、以前の住所について尋ねた結果である。これに
よると、神戸市内が 56%と最も多く、次いで神戸市外であ
った。神戸市内では、須磨区・垂水区、神戸市外では明石
市など、比較的近隣からの転居が多い。また、同じ西神 NT
内での転居も 5%と少ないながらも存在していた。
図-7 は、NT への転居理由を尋ねた結果である。これに
よると、
「家族が増加して手狭になった」との回答が最も多
く、次いで、買い物・医療、鉄道利用・通勤が不便であっ
たとの順となっている。なお、最も重視する項目を尋ねた
結果についても「家族が増加して手狭になった」との回答
が最多であった。以前の住居の延べ床面積の平均は 92.7m2
であり、66%が 100m2 未満であったことからも、全体的な
傾向としては、手狭な住居からより広く（転居後の延べ床
面積の平均は 138.6m2）かつ利便性の高い住環境を求めて
NT へ転居してきた実態がわかる。

て住宅から戸建て住宅への転居が最も多く（N=126）
、共同
住宅あるいは賃貸住宅から戸建て住宅への転居をあわせた
合計（N=127）とほぼ同数である。共同住宅への転居では、
従前の住居が戸建て住宅の割合が最も多い。転居に伴い床
面積は、平均 43.96m2 増加しており、特に、共同住宅ある
いは賃貸住宅から戸建て住宅への転居では、それぞれ床面
積が 60m2 以上増加しており、かつ転居時の家族数も多い
ことから転居理由で挙げられた「家族が増加して手狭にな
った」という問題を解消していると考えられる。一方で、
NT への転居者の中には、転居時の年齢が 60 歳以上の世帯
も全体の 15.1%を占める 51 世帯存在（このうち、22 世帯
が 65 歳以上）している。戸建て住宅から共同住宅への転居
では、唯一床面積が減少しており、転居時の年齢は 62.90 歳
と高齢かつ転居時の家族数も2.63人と他の転居形態と比較
して少ない。
(3) 現在の居住環境に対する満足度
転居形態が判明した 314 のうち、分譲から分譲への住み
替えは、73.9%を占めていた。特に、同じ分譲の戸建て住宅
間での住み替えは 40.1%と最も高く、より豊かな居住環境
を求めて西神 NT へ転居していると考えられる。こうした
ことから、図-8 に示す居住環境に対する満足度は総じて高
い。満足度は、満足 5 点から不満 1 点までの 5 段階評価で
尋ねているが、
「買い物の便利さ」
、
「医療・福祉サービスの
受けやすさ」
、
「金融機関、行政機関への行きやすさ」はい
ずれも評価得点の平均値は 4 以上であり、日常生活の利便
性は高いことがわかる。また、これらは転居理由の不満項
目の上位に挙げられており、転居に伴う問題解決が図られ
ている。
最も評価の高かった項目は、
「広場・公園の充実度」
、
「自然環境の豊かさ」
、
「景観、街並みの美しさ」であり、
表-3 転居に伴う住居の変化

(2) 転居に伴う居住形態の変化
表-3 は、転居に伴う以前の住居と現在の住居の変化を示
したものである。先にも述べたように、回答者の 8 割が分
譲の戸建て住宅、残り 2 割が分譲の共同住宅であることか
ら、戸建て住宅への転居が大半を占めており、中でも戸建

2

床面積の変化(m )
戸建て→戸建て(N=126)
戸建て→共 同(N=30)
共 同→戸建て(N=58)
共 同→共 同(N=18)
賃 貸→戸建て(N=69)
賃 貸→共 同(N=13)

Avg=43.96
40.51
-12.69
61.62
19.83
67.16
26.60

転居年齢

Avg=49.04
49.73
62.90
44.13
54.88
43.49
49.85

図-6 以前の居住地

図-7 転居理由

注）複数回答

図-8 現在の居住環境の満足度
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転居時家族数

Avg=3.64
3.73
2.63
3.97
2.72
4.00
3.23

いずれも評価得点の平均は 4.3 以上であった。
「近隣住民と
の付き合い」や「地域活動の活発さ」で満足度は低くなっ
ているものの、総合的な満足度は高く、評価得点の平均は
4.09 であった。

が高いことがわかる。また、有意性は確認できなかったも
のの、総合満足度は全体的に高い傾向にあったが、転居し
たいと回答したグループでは、満足度はやや低くなってい
る。

5.将来の転居意向
(1) 転居意向と転居希望の立地・物件
図-9 は、転居意向を尋ねた結果である。これによると、
当該 NT の居住環境の満足度が高いことに加えて、一般的
に高齢者ほど現住所での永住意向が高いといわれているこ
とから、
「住み続けたい」との回答が最も多く、80.5%を占
めている。一方、相対的には少ないものの「今は考えてい
ないが将来は転居したい」
、
「近いうちに転居予定」
、
「すぐ
にでも転居したいが条件が整わない」といった転居意向を
示す回答も 14.0%存在している。転居意向を有している回
答者に希望する転居場所と物件を尋ねた結果（図-10）
、転
居先（場所）では、西神中央駅周辺（駅まで徒歩 10 分程度）
が最も多く、物件は、高齢者向け住宅と分譲の共同住宅が
ほぼ同数であった。転居先と物件の組み合わせでは、西神
中央駅周辺の分譲による共同住宅が最多であった。こうし
た結果から、高齢者を対象とした同一 NT 内の戸建て住宅
から共同住宅への転居には、一定のニーズが存在すると考
えられる。

6.おわりに
本研究では、アンケート調査の結果を用いて、高齢者の
NT 内での居住と NT への転居の実態、および将来の転居
意向について考察した。以下では、得られた成果について
要約する。
① 高齢居住者では、単身および夫婦による世帯比率が高
く、
入居時から現在にかけての同居人数の減少に伴い、
とりわけ戸建ての住宅世帯で、住居空間を持て余して
いる世帯も少なくないことが推測できた。
② NT への転居は、近隣地域からが多くを占めており、全
体的な傾向としては、手狭な住居からより広くかつ利
便性の高い住環境を求めて転居している。このため、
現居住地での住環境に対する満足度は総じて高い。ま
た、転居時の年齢および同居人数により転居形態に違
いがみられ、高齢かつ同居人数が少ないほど共同住宅
への転居割合が高くなっていた。
③ 将来の転居意向については、
必ずしも高くないものの、
同居人数が少なく住宅の余剰面積が多いほど、また戸
建て住宅の居住者ほど転居意向が高まると推察された。

(2) 転居意向別の居住属性
表-4 は、転居意向の有無による世帯の居住属性を比較し 【参考文献】
た結果である。t 値（またはχ2 値）より同居人数、余剰面 1) 森英高・谷口守：潜在的な転居意向の実態とその要因に関す
る調査報告書−居住者の都市構造リスクという観点から,都
積
（現住居の床面積と同居人数に応じた必要な床面積の差）
、
市計画論文集, Vol.49No.3, pp.405-410, 2014 年
住居形態が有意な差となった一方、年齢、居住年数による
2) 鈴木佐代・石渡瑞枝・沖田富美子：中高年世帯の住み替えに
差はみられない。そして、同居人数が少なく、余剰面積が
よる郊外戸建住宅地のストック活用に関する研究,日本建築
大きいほど、また戸建て住宅の居住者ほど将来の転居意向
学会計画系論文集, 第 634 号, pp.2725-2732, 2008 年
西神中央駅周辺
（駅まで徒歩 10 分程度）

住み続けたい
今は考えていないが
将来は転居したい

共同住宅（分譲）
共同住宅（賃貸）

西神中央 NT 内
（西神中央駅周辺以外）

近いうちに転居予定

公営住宅
（市営・県営・UR）

神戸市内

戸建て住宅（持家）

すぐにでも転居した
いが条件が整わない

神戸市外

わからない

その他

戸建て住宅（借家）
高齢者向け住宅

a)場所
b)物件
図-10 転居希望の場所と物件

図-9 転居意向

表-4 転居意向別にみた居住属性
年齢
住み続けたい(N=265)
転居意向あり（N=46)
t値（またはχ 2値）

居住年数
72.28
72.00

同居人数
23.20
24.67

余剰面積
2.34
2.04

0.313
1.352
2.646*
注）表中の数値は、住居形態以外は平均値を示す。
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(m2)
53.30
71.42
2.285*

住居形態
総合満足度
戸建て/共同 (比率)
203 / 56 (78.4%)
4.14
41 / 4 (91.1%)
3.96
(3.924)*

1.616
*: p<0.05

郊外戸建て住宅地における高齢者の地域マネジメント活動への参加障壁に関する研究
- 兵庫県宝塚市の複数の郊外戸建て住宅地におけるソーシャル・キャピタルの測定調査 堺市文化観光局観光部観光推進課
大阪大学大学院工学研究科
大阪大学大学院工学研究科
１．はじめに
我が国では、高齢者の地域社会への参加促進施策が、国
や自治体などを中心に行われている。これには、高齢者の
健康維持や社会的孤立の防止だけでなく、高齢者が社会で
培ってきた経験を地域マネジメントへ活用する、という目
的がある。中でも、高齢化が進む郊外戸建て住宅地の多く
は、自治会が地域マネジメントの中心を担っているが、活
動参加意識の低下や役員の担い手不足などの問題が発生し
ており、高齢者が地域マネジメント活動により一層参加す
ることに対する期待が大きい。一方で、高齢者の地域マネ
ジメント活動への参加が上手く進んでいない地域もあり、
地域ごとの特性や個人のつながりなどを考慮した参加障壁
に関する知見の少ないことが、
研究課題として挙げられる。
地域活動を促進していくための方策を探る研究として、
福島 1)は単身高齢者への調査を行い、孤独死の不安を感じ
ている人が、地域活動・ボランティア活動への参加意向が
高い傾向にあることを明らかにした。吉村ら 2)は、郊外住
宅団地における交流活動についてその実態と意識を調査し、
交流活動に消極的な層の特性を明らかにしている。このよ
うに、高齢者の地域活動への参加について研究の蓄積が成
されているが、地域マネジメント活動への参加についての
研究の蓄積は十分ではなく、参加障壁を取り除くための検
討を行うには知見が不足している。これは、高齢者の地域
活動に関する研究が、社会的な孤立を防ぐことを目的とし
て行われている事例が多いためである。また、高齢化が進
む郊外戸建て住宅地において、居住者の地域マネジメント
活動を促進していくためには、そのような地域に住む人の
特性や地区ごとの違いの知見を得る必要がある。本研究で
は、複数の郊外戸建て住宅地を対象としてアンケート調査
を行い、地域マネジメント活動への参加状況や意向を尋ね
るだけでなく、より定量的な分析をおこなうために地区別
のソーシャル・キャピタル（以下、SC と記す）を測定する。
SC の定義は、研究者によって異なる部分があるが、一般
的に広く用いられているのは、アメリカの政治学者である
ロバート・Ｄ・パットナムによって唱えられた『人々の協
調活動を活発にすることによって社会の効率性を高めるこ
とのできる「信頼」
「ネットワーク」
「規範」といった社会
3)
組織の特徴』である 。つまり、パットナムは SC を個人に
帰属するものではなく、社会に蓄積されるものとして考え
ている。
さらに、
この定義をもとに内閣府が設定したのが、
「交流」
「信頼」
「社会参加」の 3 つの要素から成る SC の
測定指標である 4)。内閣府は、この測定指標を用いて都道
府県ごとの SC の比較をするとともに、個人レベルでの SC
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指数の分析をおこない、
SC と市民活動は互いに他を高めあ
っていくような関係であるとした。
内閣府の調査は、
SC を計測して比較することが主な目的
となっているが、
SC を分析の道具として活用している研究
も蓄積されている。湯沢 5)は、SC を事例ごとに設定した設
問から測定し、中心市街地の活性化対策や NPO 組織の活
動、区画整理事業などと SC の関係を分析している。この
研究のように、
SC を個人や組織の指標として扱い分析に活
用している研究も多い。一方、谷口 6)らは、まちづくり意
識と SC の関係について倉敷市の 8 地区で調査を実施し、
SC が高い人はまちづくり施策に対する重要度の認識も高
いこと、まちづくり参加活動の参加度より地域に対する誇
りや信頼の方が、まちづくり施策に対する重要度との関連
が高いことを明らかにした。また、谷口らは、SC を個人と
地域の両方で分析し、都心から農村までの多様な 8 地区の
SC を測定して、
まちづくり施策に対する重要度などとの比
較を行っている。そして、シンボルとなる取り組みの存在
や求心性のある都市構造などが、そこに住む人の SC を意
識面から醸成し、まちづくり意識をさらに高めていると結
論づけている。
本研究では、谷口らの既往研究では十分に迫れていなか
った参加障壁の要因について、地域と個人の両面から SC
を用いて分析する。また、谷口らが都心から農村までの多
様な地区の SC 比較を行ったこととは異なり、高齢化が進
む郊外戸建て住宅地の地区間の比較でも、
SC を上手く比較
することができるかの検討を行う。
以上より、地域マネジメント活動への参加障壁を SC に
よって分析することと、
SC による郊外戸建て住宅の地区間
の比較を行うことに本研究の有用性、新規性があると考え
る。本研究は、地域マネジメント活動の促進に向けた新た
な視点をもたらすことに資することを目指している。
２．調査方法
兵庫県宝塚市内の 3 箇所の郊外戸建て住宅地においてア
ンケート調査を実施した。調査対象地は、平成 22 年度の国
勢調査にて戸建て住宅に住む人の割合が 90％を超えてお
り、高齢化率についてはいずれの地区も 30％を超えている
地区から選定した。アンケート調査票は、世帯主への回答
の依頼文とともに、対象地区内の戸建て住宅の各戸の郵便
受けに 1 部ずつ投函し、同封した返信用封筒による郵送で
回収した。配布は、平成 25 年 12 月 3 日から 9 日までに行
い、平成 26 年 1 月 7 日までに返信があったものを集計し
て結果に反映している。

B 地区の順に高くなり、SC 総合指数と同じ順となった。一
方、ブリッジング指数では、B 地区、C 地区、A 地区の順
に高くなり、B 地区が高い結果となった。
次に、個人の SC 指数で回答者を分類した結果を示す。
SC 指数を算出するために、表４のように点数化を行った。
そして、各個別指標ごとに相互比較できるよう基準化（平
均 0、標準偏差 1 となるように標準化）した上で、3 つの要
素ごとに単純平均をとったものを、それぞれ交流・信頼・
社会参加の SC 指数とした。SC 指数は、この 3 つの SC 指
数の平均を取って算出し、中央値となった-0.04 以上を SC
の高い集団、-0.04 未満を SC の低い集団と分類した。
SC 指数と地域マネジメント活動への参加に関連にした
設問とのクロス集計の結果を示す。グラフは、数値を小数
点第二位で四捨五入し、カイ二乗検定を行った結果も示し
ている。
まず、
地域の運営組織に新たに加わるための条件
（図１）
については、
「地縁的な組織が活発に活動すること」
「組織

表１ アンケート調査票の配布・回収状況
A地区
B地区
C地区
合計

配布数（部）
519
305
266
1,090

回収数（部）
179
121
78
378

回収率（％）
34.5
39.7
29.3
34.7

３．調査結果
アンケート調査票の配布・回収状況を表１に示す。アン
ケート調査の質問項目については、
「交流」
「信頼」
「社会参
加」が SC の算出に必要な設問であり、内閣府の SC を測定
するために実施したアンケート調査の設問と同じ内容とし
ている。
まず、表２に、SC の構成要素と指標化に用いる設問・数
値を、表３に地区別 SC の比較を示す。SC 総合指数は、C
地区、A 地区、B 地区の順に高いという結果が得られた。
また、地域内での結びつきの強さを測るためのボンディン
グ指数、地域外への橋渡しの強さを測るためのブリッジン
グ指数も算出した。ボンディング指数は、C 地区、A 地区、

表４
構成要素

表２ SC の構成要素と指標化に用いる設問・数値
構成要素

指標となる設問
ご近所とのつきあいの程度
ご近所とのつきあいの人数

友人・知人とのつきあい
の頻度
親戚・親類とのつきあい
の頻度
スポーツ・趣味活動への参加
の有無
一般的な人への信頼
信頼
旅先での人への信頼
地縁的な活動への参加
の有無
社会参加
ボランティア団体・NPO団体
活動への参加の有無
交流

指標化に用いる数値
「生活面で協力」「日常的に立ち話」
を回答した人の割合の合計
「概ね20人以上」「概ね5〜19人」
を回答した人の割合の合計

交流

SC 指数の構成要素と指標化に用いる設問・数値
指標となる設問
ご近所とのつきあい
の程度
ご近所とのつきあい
の人数
友人・知人とのつき
あいの頻度
親戚・親類とのつき
あいの頻度

「毎日〜週に数回程度」「週に1回
〜月に数回程度」を回答した人の
割合の合計

スポーツ・趣味活動
への参加状況
一般的な人への信頼

「活動している」と回答した人の割合

信頼
旅先での人への信頼

「ほとんどの人は信頼できる」と
回答した人の割合

指標化に用いる数値
「生活面で協力」＝2、「日常的に立ち話」＝1、
「あいさつ程度」＝-1、「全くない」＝-2
「概ね20人以上」＝2、「概ね5〜19人」＝1、
「概ね4人以下」＝-1、「全くない」＝-2
「毎日〜週に数回程度」＝2、
「週に1回〜月に数回程度」＝1、
「月に1回〜年に数回程度」＝0、
「年に1回〜数年に1回程度」＝-1、
「全くない」＝-2
「活動している」＝1、「活動していない」＝-1
「ほとんどの人は信頼できる」＝1、
「注意するに越したことはない」＝-1、
「ある程度の人は信頼できるが注意は必要」＝0
「分からない」＝0

地縁的な活動への
参加の有無
「活動している」＝1、
社会参加 ボランティア団体・
「活動していない」＝-1
NPO団体活動への参加
状況

「活動している」と回答した人の割合

表３ 地区別 SC の比較

交流

信頼

社会参加

ボンディ
ング指数
ブリッジ
ング指数

地区名
A地区 B地区 C地区
近隣での
近所づきあいの程度
-0.21
1.09 -0.88
つきあい
近所づきあいの人数
0.52 -1.15
0.63
友人・知人とのつきあい
0.24
0.86 -1.10
社会的な 親戚・親類とのつきあい
0.57
0.58 -1.15
交流
スポーツ・趣味活動への
1.13 -0.35 -0.78
参加状況・頻度
交流指数
0.45
0.21 -0.66
近所の人々への信頼
-1.14
0.39
0.75
友人・知人への信頼
-1.07
0.15
0.92
信頼指数
-1.10
0.27
0.83
地縁的な活動への参加状況・頻度
0.96 -1.04
0.08
ボランティア・NPO団体活動への
-0.59 -0.57
1.15
参加状況・頻度
社会参加指数
0.18 -0.80
0.62
SC総合指数
-0.16 -0.11
0.27
近所づきあいの程度
-0.21
1.09 -0.88
地縁的な活動への参加状況・頻度
0.96 -1.04
0.08
ボンディング指数
0.37
0.02 -0.40
友人・知人とのつきあい
0.24
0.86 -1.10
ボランティア・NPO団体活動への
-0.59 -0.57
1.15
参加状況・頻度
-0.17
0.15
0.03
ブリッジング指数

図１ 地域の運営組織に新たに加わるための条件
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指数が高く参加意向の高い人」の参加障壁が最も小さく、
D の「SC 指数が低く参加意向の低い人」の参加障壁が最も
大きいと考えられる。一方、B の「SC 指数が低く参加意向
が高い人」
、C の「SC 指数が高く参加意向が低い人」は条
件を満たせば参加障壁を超えることが比較的容易であると
推測される。
先ほどの B と C の集団における、地域の運営組織に新た
に加わるための条件（図４）についての結果を示す。B の
集団は、
「時間があまり拘束されないこと」を特に重視して
いる人が多いことが分かる。さらに、
「活動によって加入者
が恩恵を得られること」
「活動への参加の誘いがあること」
への順に期待が大きくなっている。一方、C の集団は「時
間があまり拘束されないこと」を重視している人が多く、
「友人・仲間と参加できること」
「活動への参加の誘いがあ
ること」への順に期待が大きくなっていることが分かる。
B と C の集団における、地域の運営組織に継続して関わ
るための条件（図５）について結果を示す。B の集団は、
図２ 地域の運営組織に継続して関わるための条件
「時間があまり拘束されないこと」を特に重視している人
さらに、
「地域への愛着が深まること」
から活動への参加の誘いがあること」と回答した人で、SC が多いことが分かる。
「新たな友人・仲間ができ
指数の高い人が有意に多くなり、
「分からない」と回答した 「活動にやりがいを感じること」
人で、SC 指数の高い人が有意に多い結果となった。また、 ること」への順に期待が大きくなっている。一方、C の集
「活動にやりがいを
「分からない」
以外では
「時間があまり拘束されないこと」 団は「時間があまり拘束されないこと」
「新たな友人・仲間
のみ、SC 指数の低い人の割合が高い人の割合を上回った。 感じること」を重視している人が多く、
「地域への愛着が深まること」
「経験や能力
地域の運営組織に継続して関わるための条件（図２）に ができること」
ついては、
「参加者の経験や能力が組織に活かされること」 が活かされること」への順に期待が大きくなっていること
「組織の活動によって新たな友人・仲間ができることと」 が分かる。
と回答した人で、SC 指数の高い人の方が有意に多くなり、
「分からない」と回答した人で、SC 指数の低い人の方が有
意に多い結果となった。また、
「時間があまり拘束されない
こと」は SC 指数の高い人と低い人での差がほとんど見ら
れなかった。
地縁的な活動への今後の参加意向（図３）については、
SC 指数の高い人は参加意向が有意に高く、SC 指数の低い
人は参加意向が有意に低いことが分かる。ここで、A の「SC

図４ SC 指数と参加意向別の地域の運営組織に新たに加
わるための条件

図３ 地縁的な活動への今後の参加意向
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図６ 地域マネジメント活動への参加を促進するための概
念図
図６に示す。このように、地域マネジメント活動への参加
障壁を取り除きやすい層の参加を促進し、組織の活動を活
発にしていくことが、手始めとして重要であると考えられ
る。また、今回の調査では、母集団に占める B と C の割合
は合計して18％程度であり、
既に参加意向が高いA の22％
と合わせると、全体の 40％の参加が見込まれる。なお、D
図５ SC 指数と参加意向別の地域の運営組織に継続して については、直接的な意識変革は難しいので、まずは SC 指
数を高めるような地域活動への参加を促進していくことが
参加するための条件
望ましいと考えられる。
最後に、本研究では十分に検討できなかった点について
４．考察
「SC 指数は低いが地縁的な活動に参
地区と SC 指数の両面から地域マネジメント活動への参 述べる。本研究では、
「SC 指数は高いが地縁的な活動に参加意
加障壁について分析すると、より違いが見られたのは SC 加意向が高い人」
指数による分析であった。SC 指数別の分析では、
「SC 指数 向が低い人」が地域の運営組織に新たに加わるための条件
ともに
「時間に拘束されないこと」
が低い」
「SC 指数が高い」の集団の中から、地縁的な活動 をそれぞれ分析したが、
への今後の参加意向との関係によって
「SC 指数は低いが参 が最も高い結果となった。前者の方が後者よりも「時間に
加意向は高い」
「SC 指数は高いが参加意向は低い」の 2 つ 拘束されないこと」を参加の条件として挙げている人が多
「1 週間や 1 ヶ月にどのくらいの時間な
の集団を取り出し、地域マネジメント活動への参加条件を い結果となったが、
「自宅からインターネット等で参加す
探るための設問とのクロス集計から参加障壁を比較した。 らば参加できるのか」
「SC 指数は低いが参加意向は高い」
「SC 指数は高いが参 ることは可能であるか」といったところまでは踏み込めな
加意向は低い」とは、それぞれ「地域への貢献意識はある かった。これらの点を明らかにしていくことが今後の課題
が社交性が低い」
「社交性は高いが地域への貢献意識が低い」 であると考えられる。
集団であると推測できる。前者では、とくに時間の拘束が
少ないことが地域マネジメント活動への参加促進において 参考・引用文献
「単身高齢者の地域活動・ボランティア活動への参加
重要であり、さらに、活動参加による恩恵をしっかり説明 1) 福島忍（2012 年）
の促進に関する研究」目白大学総合科学研究、No.8、pp.41-50
して、活動参加への勧誘を積極的に行うことが有効である
「郊外住宅団地における高齢者の交流活動
と示唆された。また、参加を継続してもらうためには、活 2) 吉村東、石坂公一（2012 年）
の特性」日本建築学会計画系論文集、No.681、pp.2603-2610
動で新たに友人や仲間ができることが重要だと分かった。
「哲学する民主主義-伝統と改革の
一方、
後者でも、
時間の拘束が少ないことは重要であるが、 3) ロバート・Ｄ・パットナム（2001 年）
市民的構造-」NTT
出版
友人・仲間と共に参加できる仕組みを整え、活動参加への
「ソーシャル・キャピタル〜豊かな人間関
勧誘を積極的に行うことが有効であると示唆された。
また、 4) 内閣府国民生活局（2003 年）
係と市民活動の好循環を求めて〜」国立印刷局
参加を継続してもらうためには、活動によって時間が拘束
「地域力向上のためのソーシャル・キャピタルの役割
されないことが参加時と比較してより重要であることが分 5) 湯沢昭（2011 年）
に関する一考察」日本建築学会計画系論文集、No.666、pp.1423-1432
かった。なお、前者の方が後者よりも参加条件に関する回
答率が高く、これは条件が満たされれば参加率が高まるこ 6) 谷口守、松中亮治、芝池綾（2008 年）
「ソーシャル・キャピタル形成と
まちづくり意識の関連」土木計画学研究・論文集、No.25、pp.311-318
との証左であると考えられる。
これらをまとめた概念図を、
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ラドバーン計画の計画技術の源泉に関する考察
− 第一次世界大戦時の米国政府支援による労働者住宅団地建設等の分析を通して −
武庫川女子大学生活環境学部
1．研究の目的
米国に 20 世紀初頭に移植された田園都市運動は，
その後
米国流に独自の発展を遂げ，近隣住区理論や自動車時代に
適したラドバーン方式などの都市計画理論や実践事例が生
まれた．この米国流田園都市の発展の過程では，第一次世
界大戦をはさみ，戦前のフォレスト･ヒルズ･ガーデンズか
ら，一気に戦後の RPAA(Regional Planning Association of
America)によるサニーサイド･ガーデンズやラドバーンで
の試みの開花に至った様に語られている．しかしその間の
第一次世界大戦中に，後に RPAA のメンバーとなる人たち
を中心に，戦時の住宅団地建設において重要な試みがなさ
れた点は，我が国では十分に研究がなされていない様であ
る．本研究は，米国の初期田園都市から第一次世界大戦中
の住宅団地を経て，ラドバーンに結実する住宅団地計画上
の技術的な試みの一端を明らかにすることを目的とする．

大坪 明

Fig.1 ブレンサムの緑地・サービス通路・緑道の配置

3.2 フォレスト･ヒルズ･ガーデンズ(1910 年〜，Fig.2)
米国初の田園都市と言われるが，むしろ住環境改善と低
廉住宅供給を目指した田園郊外である．全体計画を F.L.オ
ルムステッド,Jr.が，建築設計をグロズブナー･アタベリー
が担当した．本計画では，一部で街区内に周辺住民が利用
できる私的公園を配置した事例，および連棟建て住戸の裏
口に通じるサービス通路が見受けられる．街区内緑地は設
計者によると「周囲の住戸が使用料を負担して利用し合う
私的公園として設置され，共同でテニスコート等を設置で
（2 .pp.20-35）
きる(Fig.3) 」
様に考えられ計画されていた．

2．研究の方法
2013〜14 年にかけて，米国でニューヨークのフォレス
ト･ヒルズ･ガーデンズとサニーサイド･ガーデンズ，
及び第
一次世界大戦中に国の支援で建設されたウイルミントンの
ユニオン･パーク･ガーデンズ，
キャムデンのヨークシップ･
ヴィレッジ（現フェアヴュー･ヴィレッジ）
，サンフランシ
スコ北方のヴァレーホにあるメア･アイランド-ジョージタ
ウン（現ベイ･テラス）を踏査した．また，それらの建設支
援機関の報告書(1, 6)を中心に同時期の住宅団地に関する書
籍や記事・資料類を調査した．本研究では，RPAA の住宅
地計画の理論及び実践の背景の中で，主として同組織が当
時の住宅地計画に大革新をもたらしたラドバーンの大規模
コモン緑地及び歩行者専用道に関連する事項に着目し，米
国の第一次世界大戦時の住宅団地の事例及び参照された英
国の事例等における，緑地やサービス通路・歩行者専用道
に関連する事柄を抽出・分析し，それらがラドバーンに結
実する道筋を明らかにすることを試みた．

都市計画：F.L.オルムステッド,JR.
建築家：G.アタベリー

3．初期の事例
3.1 英国の事例
米国の田園都市が参照した英国の田園都市レッチワース
やハムステッド田園郊外では，住戸裏口に通じるサービス
通路は設けられていないが，街区中央に区画菜園が設けら
れている事例がある．更に，第一次世界大戦直前にアンウ
ィンとパーカーが計画作成に参画したブレンサム田園郊外
(1901〜1915 年，Fig.1)では，いくつかの大型街区内部にコ
モン緑地を配置し，それと住戸との間にサービス通路を廻
している．街区間でサービス通路の位置を合わせているこ
とから，それらをネットワークする意図が伺われる．

Fig.2 当初配置図

Fig.3 街区内に計画される
私的公園に関する説明

4. 国による戦時の住宅供給介入とその住宅団地の分析
1914 年に第一次世界大戦が勃発してから米国産業は戦
争特需に湧き，労働者の増加により住宅事情が徐々に悪化
していた．更に 1917 年に米国が第一次世界大戦に参戦し
てからは，軍需産業での労働者が増加することにより，同
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産業集積地での住宅需要が逼迫した(1, p.16)．その状況が戦争
遂行に支障になると判断した政府は，それまでの「住宅確
保は個人の責任」だとする方針を転換し，海運委員会に
EFC(Emergency Fleet Corporation)の住宅部門，
そして労
働省に USHC(United States Housing Corporation)を設
立させ，住宅供給に当たらせた．以下にそれらの団地でサ
ービス通路やコモン緑地を持つものの計画内容を分析する．
4.1 ダンドーク(EFC，1918-20 年，Fig.4)
第一次世界大戦中にボルチモア郊外に建設された，大手
鉄鋼企業の従業員住宅地の一部である．USHC の都市計画
部長であったオルムステッド,Jr.がアドバイザーとして参
画した．当団地では，連棟住棟の背後には背割り線上に必
ずサービス通路を設けることを原則としたが，ネットワー
ク化が意図されている訳ではなかった．ごく一部の街区に
は，街区中央部にコモン緑地を抱えているところがある．

んでいる．中心 3 街区は短編方向を 3 等分し，その中央部
分にコモン緑地を設置して，住宅との間にサービス通路を
設けているが，そのネットワーク化は考えられていない．
本計画は，後のサニーサイド・ガーデンズと比較すると，
街区サイズが一回り小さい縮小版の様に酷似しており，当
該計画にあたって参照されたのではないかと思われる．

建築家：T.B.リピンコット,都市計画：R.A.アウトメット

Fig.6 タコニー団地の配置計画とコモン緑地・サービス通路

4.4 ヨークシップ・ヴィレッジ(EFC,1918-20 年，Fig.7･8)
フィラデルフィアのデラウェア川対岸に位置するキャム
デン市南部に建設された当団地は 7000 人余りを収容し，
モ
デルヴィレッジとして評判が高かった．ほぼ全街区で住戸
裏にサービス通路が，そしていくつかの変形街区では内部
にコモン緑地が設けられている．設計者はこの街区内緑地
を「住戸の台所や勝手口から子供の遊ぶ様子を見守ること
ができる」と述べ（3，pp.533-536），子供の遊び場として設定して
いる．サービス通路のネットワーク化を通じて，勝手口コ
ミュニティの繋がりが想定されていると推察できる．

オリジナル配置計画：
エドワード･L･パルマー
アドバイザー：
F.L.オルムステッド Jr.

Fig.4 ダンドークの街区内緑地とサービス通路
建築家：E.D.リッチフィールド
都市計画：ヘンリー・ライト
プリニー・ロジャーズ

4.2 ペンローズ・アヴェニュー(USHC，Fig.5，未実施)
フィラデルフィアで計画のみに終わった当団地では，連
棟住棟で構成されているので，ほぼ全街区で住戸の裏庭の
更に先にサービス通路が設けられ，それをネットワーク化
しようとする意図を明確に読み取ることができる．更に，
一部の街区の内部に様々なコミュニティ活動に利用できる
広さのコモン緑地を抱えた計画であった．この点は，前述
のダンドークの事例より計画面で進化していると言える．

Fig.7 ヨークシップ・ヴィレッジ施設配置図

設計事務所：
ランキン･ケロッグ＆
クレーン
都市計画：
トーマス･W･サーズ

Fig.8 中央部にコモン緑地を内包した街区

Fig.5 ペンローズ・アヴェニューのコモン緑地とサービス通路

4.5 ノルウェー・ヴィレッジ(EFC，1917 年，Fig.9-11)
当団地は，キャムデン南方のグロースター市にある．こ
こでは，全街区の中心に子供の遊び場ともなるコモン緑地
が設置され，それらがサービス通路でほぼ完全にネットワ
ークされている．街区を囲む住棟の中央にコモン緑地を配

4.3 タコニー団地(USHC，Fig.6，未実施)
フィラデルフィア市街地東北部に 268 戸の予定で計画さ
れた．計画案は既存街区の街区割に従い，約 50m×200ｍ
の 3 街区を中心に，その隣接街区の一皮分を計画に取り込
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置し，そしてそれらをサービス通路でネットワークするこ
とは，当団地において完成されたと言うことができる．住
宅団地を計画する上で，各所で試みられてきたコモン緑地
をサービス通路でネットワークするという計画技術が，ほ
ぼ完成された点を評価する必要がある．
Fig.13 街区中央の共用駐車場部分拡大図

5. RPAA 設立とその住宅地
第一次世界大戦の終了後，EFC 及び USHC の住宅建設
に関与した都市計画家や建築家は，労働者に安価な住宅を
継続して提供する必要を感じ，政府が住宅供給に関与する
ことを期待したが，政府はその考えに否定的で，戦時の住
宅も民間に売却された．そこで，これらのプランナーや建
築家たち(クラレンス･スタイン，ヘンリー･ライト，ロバー
ト･コーンや社会学者･ジャーナリスト等)は，米国における
田園都市の開発を目指し，1923 年に RPAA を組織した．
ここで注目に値するのは，多様な分野のメンバーが参加す
ることにより，多方面から課題に対する検討が加えられた
ことである．更にその理想の実現のために，1924 年に不動
産開発業者のアレキサンダー･ビングを加えて宅地開発を
行う CHC=City Housing Corporation を設立し，以下の様
な事業が実施された．
5.1 サニーサイド・ガーデンズ(1924-28 年，Fig.13,14)
当団地では，ほぼ全ての街区内にコモン緑地があり，そ
のコモン緑地と住宅との間，及びブロックを超えてコモン
緑地を繋ぐ様にサービス通路（とみなされるもの）が設け
られている．しかし，この通路からのみ玄関にアクセスす
る住戸があり，サービス通路は裏道であるという考えが崩
れて，
玄関へのアクセス通路との区別が希薄になっている．
これは，ラドバーンの住戸にアクセスする細い歩行者専用
通路の出現に道を開いたと推察される．

Fig.9 ノルウェー・ヴィレッジのコモン緑地とサービス通路
設計事務所：
ベッセル＆シンクラー

Fig.10 街区内の遊び場の配置図

Fig.11 街区内部の遊び場

4.6 メア・アイランド=ジョージタウン(USHC,1918-20 年)
当団地は，USHC が西海岸に建設した数少ない団地の一
つである．ヴァレーホの街中では適切な建設地が見つから
ず(1, pp211-221)，メア・アイランド水道を挟み海軍造船所に面
した市街地北方の急傾斜地が選定された．大戦終結時には
急傾斜地に立地する一部しか完成していなかった．完成街
区の一部では街区中央部で高低差を処理し，かつ道路と宅
地の間の高低差により各宅地に収容しにくい自動車を収容
する共用駐車場が設置された．この駐車場は，街区中央部
に車両がサービスするクル･ド･サック状の部分を設けると
いう計画アイデアを提供したと推察することができる．

Fig.13 サニーサイド・ガーデンズ配置図

建築家：G.W.ケルハム
都市計画：P.R.ジョンズ

Fig.14 スーパーブロック内配置図

Fig.12 ジョージタウンの当初計画図（一点鎖線内実現）
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Table-1 関連人物の立場とプロジェクトへの関わり
5.2 ラドバーン(1928-34 年，Fig.15,16)
プロジェクト
本計画は，大恐慌により計画全体のごく一部しか実現さ
人物
USHC
EFC
RPAA
Forest Hills
Penrose Ave.
Dundalk York Ship Sunnyside
Rudbarn
Gardens
れなかったが，車に安全な住宅地計画が希求され(5, p.123)，そ
1918
1918
Village
Gardens
1929-34
1910〜
1918-20 1924-28
の後の住宅地計画に大きな影響を及ぼした．街区割りが更
Manager of Town supervisor
Town
Frederick
に大きくなり，
街区周囲から街区内に多数挿入されたクル･
Planning division*
Planner &
Law.
Landscape (Member of the Committee on Emergency
Olmsted,
Jr.
ド･サック道路の周囲にクラスター状に住戸が配置された．
Architect
Construction, Council of National Defense *)
Grosvenor Architect
(Member of the Committee on War-time
その結果，道路率が下がり余剰面積は街区中央の緑地整備
Atterbury
Housing of the National Housing Association*)
に振り分けられた．クル･ド･サック道路は，車サービス用
Architect &
Member of the RPAA
Frederic
Director of
Ackerman
Design for the EFC*
として住戸裏口にアクセスし，玄関へのアクセス用に狭い
Henry
Town
Town Planner &
Wright
Planner
Landscape Architect
歩行者専用通路が設けられた．これはクラスターの間から
Head Architect &
Member of the RPAA
Robert D.
member
of
the
街区内に侵入し，コモン緑地を繋ぐネットワークを形成す
Kohn
Housing Committee
for the EFC*
る．従来はサービス用だった狭い通路が，幅員の大小に関
Clarence
Town Planner &
Architect & Town Planner
Stein
Architect for the EFC
係なく玄関へのアクセス道路に転換されたと考えられる．
(Founder of the CHC)
Secretary of the
Alexander
Housing Committee
即ち，ヨークシップ･ヴィレッジやノルウェー･ヴィレッジ
Bing
of the EFC*
Clarence
Resident
Member of the RPAA
で試みられたサービス通路とコモン緑地の勝手口ネットワ
Perry
ークと，住戸玄関にアクセスしていた広幅員の街路との逆
*印は(4, p.5)による
備考
当該組織における役割
当該組織関連組織における役割
転が起こった．本計画の革新性は，従来は表であった車が
戦時の国レベルでの役割
当該プロジェクトでの役割
通る街路を裏に，裏であった細い通路を表の玄関側アクセ
スに逆転させた点と，歩行者専用道のネットワークを一層 7. 結論
充実させて，歩車分離を完全にした点にあると考える．
前述したように，米国の田園都市的な住宅団地では，当
初はそのごく一部においてサービス通路及び街区内緑地が
配置されていた．
それが，
第一次世界大戦中の団地計画で，
サービス通路の全面的設置，通路とコモン緑地との連携及
びネットワーク化が模索された．その経験を積んだ設計者
やタウンプランナーが戦後に RPAA を設立し，サニーサイ
ド・ガーデンズではコモン緑地を街区内に大幅に設置し，
またサービス通路と玄関へのアクセス通路との共用化なさ
れた．更にラドバーンでは，広幅員の道路を車両サービス
に，狭い歩行者専用路を玄関アクセスに用いる逆転と，歩
行者ネットワークと車道との立体交差の徹底により，歩行
者の安全が確保された．また道路率低減の結果として，街
区内に遊び･運動やコミュニティ活動に供する大規模な緑
Fig.15 ラドバーン当初計画図（一点鎖線部分実現）
地が確保された．即ち，戦時の住宅団地計画における，サ
ービス通路及びコモン緑地の組み合わせとネットワーク化
という計画技術がサニーサイド・ガーデンズを経て，ラド
バーンにおいて大きく実ったのだと言うことができる．

8. 参考文献
1 ：United States Department of Labor Bureau of Industrial Housing and
Transportation, “Report of the United States Housing Corporation – Vol.II,
Washington Government Printing Office, 1919
2：Grosvenor Atterbury, MODEL TOWNS IN AMERICA , Scribner's Magazine
52 (July 1912)
3：Electus D. Litchfield, "The Model Village That Is: The Story of Yorkship Village,
Planned and Completed in Less than Two Years", House Beautiful 51, , 1922
4： Standards Recommended for Permanent Industrial Housing Development”,
March 1918 Washington Government Printing Office
5：Robert Freestone: editor, "Urban Planning in the changing world: The twentieth
century experience , E & FN Spon, 2000
6：Shipping Board Emergency Fleet Corporation, “Housing the Shipbuilders –
Constructed During the War Under the Direction of United States Shipping Board
Emergency Fleet Corporation Passenger Transportation and Housing division”,
Philadelphia, PA. 1920

Fig.16 クル・ド・サックのクラスター単位配置計画図

6. 人物とプロジェクトの繋がり
米国の初期田園都市から，第一次大戦時の住宅団地計画
での経験を経て，RPAA の活動に至る間には，都市計画家
や建築家あるいは不動産事業者等の多くの人物が，様々な
プロジェクトに重複しながら関わり，それらの中で検討さ
れ，また実践されてきた計画技術を経験として蓄積し，後
のプロジェクトにおいて改良を加えながら適用することが
できたのだと推察される．それらの人とプロジェクトの関
連を Table-1 にまとめる．
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天空率を指標とした場合の採光の基準値に関する研究
− 街区の天空率の特性と室内照度との関係 −
大阪府住宅まちづくり部建築防災課
大阪工業大学工学部
大阪工業大学工学部
タマホーム株式会社営業課
1.
はじめに
1.1 研究の背景
1919 年に住環境の確保を目的の一つとして道路斜線制
限が制度化されてから 95 年が経過し、
当時とは前面道路の
最低基準や住居形態が大きく変化したため現代の街と基準
の間にずれが生じている。そこで、道路斜線制限の緩和を
目的に、外部空間の明るさと相関があるとされる天空率を
用いた天空率制度が 2002 年に制度化されたが、
適用基準は
「測定地点において斜線制限時の天空率を確保する」とさ
れており、明確な基準値は不明である。
一方、近年整備が喫緊の課題である密集市街地では、事
業採算性を確保するための形態規制の緩和により、集合住
宅に建て替えるという手法が用いられる。しかし、このよ
うな集合住宅で住環境が確保されるかは疑問である。
このことから、天空率と住環境の関係を明らかとするこ
とが求められる。
1.2 目的
本研究の目的は、天空率を指標として斜線制限や天空率
制度の特性を検証すること、そして、密集市街地の建て替
えを想定し、
「採光」に着目して天空率と室内照度との関係
性を検証することで光環境が確保されるような集合住宅へ
の建て替えのありかたを検討することである。
2.

3.
天空率制度の特性
3.1 建物高さ・道路幅との関係
建物高さ・道路幅を変化させ天空率制度の特性を検証し
た。集合住宅を想定し、建物高さは 9.5m(3 階建て)、12.5m(4
階建て)、15.5m(5 階建て)、18.5m(6 階建て)の 4 種を、道路
幅は 7ｍ〜11m まで 1ｍごとに測定した。敷地面積は参照
した萱島東地区の街区を簡略化し 25m×12m に、建築面積
は各辺 2m のセットバックを想定し 21m×8m とした。
用途
地域は参照した街区にならい 1 種住居地域を設定した。
結果をまとめると、以下の 4 点が明らかになった。
・一定条件下で天空率制度が適用される最低道路幅と建物
高さは、ほぼ比例関係にある(図-2 参照)
・適合建築物と比較すると、計画建築物の天空率は道路幅
の影響を大きく受ける(図-3 参照)
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解析に用いたモデル街区の設定に関しては、密集市街地
の整備が進められている大阪府寝屋川市萱島東地区を参考
にした。
天空率の解析には、生活産業研究所(株)の建築基準法集
団規定解析システム ADS9、昼光率解析には Robert McNeel
& Associates の Rhinoceros の プ ラ グ イ ン で あ る
DIVA-for-Rhino を使用した。

研究方法
研究の流れを図-1 に示す。

背景・目的
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②道路斜線制限と街区の天空率

図-2 天空率制度が適用される道路幅と建物高さ

【隣棟間隔と天空率】
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【モデル住戸と配置案の作成】
モデル住戸と配置案の作成

調査し、モデル住戸を作成
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①対象地域の集合住宅の主な間取を

②住環境を考慮した配置案を作成
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【天空率・昼光率測定】
室内照度と天空率の関係
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図-3 5 階建て建物の天空率

図-1 研究フロー
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5.388

※括弧内は道路幅
を示す
9.588
(端点)

・両者の天空率の差は道路幅によらない(図-4 参照)
・道路幅を固定し建物高さを変化させると、建物高さが高
いほど測定点ごとの天空率の差は大きい(図-4 参照)
3.2 建物配列との関係(図-5 参照)
2 棟の建物の隣棟間隔を広げていくにつれ、天空率がど
のように変化するかを検証する。建物は 10m×20m×12m、
前面の道路幅を 6m に設定し、天空率の測定点を高さ 0ｍ
で両建物の中心位置とする。2 棟の建物を道路境界線に沿
って並べ接している状態から始め、左右対称に両建物をそ
れぞれ 1m ずつ離していく。したがって、隣棟間隔は 0m
から 2m ずつ離される。今回は 12m まで測定する。
その結果、建物の隣棟間隔についてはどの建物高さのと
きでも、どの隣棟間隔の変化のときでも、天空率は線形的
に向上することが明らかになった。
4
斜線制限と天空率との関係
4.1 適合･計画建築物と天空率(図-6 参照)
道路斜線制限内におさまる建築物(以下、適合建築物)の
建つ街区の天空率の特性を求める。適合建築物のみが建つ
街区と、全街区斜線制限にとらわれない建築物のみが建つ
街区の天空率を比較する。共通条件は、①道路幅 6m ②敷
地(街区)面積 200 ㎡ ③建蔽率 100% ④3×3 の配置モデル
⑤第 1 種住居地域 とする。天空率の特定点の取り方は、高
さ1.5m地点で中心街区の周囲に1m間隔で道路中心線まで
1m ごとに設定した。比較条件は、最高高さ 12.5m の適合
建築物と、建物高さ 12.5m の直方体状の建築物とした。
その結果、この条件下では、中心街区からの後退距離 0m
地点で約 10pt、1m 地点で約 16pt、2m 地点で約 20pt、3 地
点(道路中心)で約21pt の差が生じ最低でも 10pt の差が開く
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5.
天空率と照度環境
5.1 モデル住戸の概要（表-1 参照）
5.1.1 住戸のモデル化
萱島東地区周辺の 5 つの町の賃貸集合住宅のうち、
1LDK･2LDK･3LDK の平面プランを計 70 戸収集した。そ
れぞれについて各室の配置と築年数の観点から代表的なも
のを選び、それらを基に萱島東地区のモデルプランを作成
した。このうち、2LDK と 3LDK を組み合わせ作成した住
戸配列モデルを基本ケースと考え、第 1 案とする。この第
1 案をもとに、昼光率による室内照度環境を改善すべく、
第 2 案・第 3 案を検討した。
5.1.2 モデル住戸の概要
第 1 案の建物幅は 24.7m、奥行 13.5m、高さ 15.5m（5 階
建て）に設定した。第 2 案に関しては第 1 案の建物中央に
吹き抜けを設け、幅を 1〜6m の範囲で段階的に広げた 6 ケ
ースを設定した。
第 3 案では 中住戸の突出しの長さを南側

(

天
空
率
％

ことが明らかになった。
4.2 斜線勾配と天空率(図-7 参照)
斜線制限の勾配を変化させ街区の天空率がどのように変
化するか検証した。先ほどの共通条件のまま、天空率の測
定点の取り方を道路中心線から道路の向かい側までとした。
また、住居地域のため 1 層を 3m に設定し敷地の形状の南
北方向と東西方向で、7 パターンの勾配(1:1、1:1.25、1:1.3、
1:1.35、1:1.4、1:1.45、1:1.5)を検討する。
その結果、勾配を変えることによって天空率が大きく下
がる場合として、以下の 2 点が挙げられた。
・勾配を変えることで建てられる階数が増えるとき
・勾配を変えることで中間層の床面積が大きくとれるとき
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図-5 建物高さ毎の隣棟間隔の変化による天空率の変化
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図-6 斜線制限の有無と後退距離による天空率の変化

図-4 道路幅・建物高さによる比較
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に 1〜3m の範囲で段階的に広げた 3 ケースを設定した。天
井高は一律 2.6m に設定している。検討建物の南側には検
討建物と同じ幅・奥行きの直方体の建物を設置した。南側
の建物との距離は 8m とする。第 2 案の場合は突き出てい
る部分の端から南側の建物までの距離を 8m としている。
5.2 天空率と昼光率測定
各評価対象モデルの 1, 3, 5 階のリビングの天空率、昼光
率、及び、照度を算出する。リビングは①〜④室（表 1）
の中で、南側壁面から 2.84m の範囲である。開口部以外全
ての床・壁・天井等の透過率・反射率はそれぞれ 0％に設
定した。今回は得られる昼光率の最高限度を推定するため
に、開口部は透過率 100％とする。
（仮に、可視光透過率 x％
のガラスを用いる場合は昼光率に x％を乗ずればよい。
）第
1 案に関しては側面に開口が設けられている場合（図 8-1）
）
と、開口が無い場合（図-8-2）
）の 2 パターンの解析を行っ
た。端の住戸には南側に開口が 1 箇所、開口有りでは更に
側面に 1 箇所ずつ設置される。中央の住戸には南側に開口
が 2 箇所設置される。昼光率の評価については、JIS 規格に
より定められているリビング全般に必要な最低限度の照度
30lx を評価基準とし、曇天時の設計用基準照度(5,000lx)に

(

天
空
率
%

)

37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27

算出した昼光率を乗じた値が基準を超えるかについて評価
する。
その結果、
昼光率及び換算した照度の結果を表 2 に示す。
まず第 1 案の評価結果より、側面に開口を設けることで外
住戸（①・④）の昼光率が 1 階では約 3.4％(170.0lx)、3 階
では約 3.4％(167.5lx)、5 階では約 4.9％(244.0lx)に向上した。
更に第 1 案の評価結果より 1 階・3 階の中住戸（②・③）
の照度が基準となる30lxを超えないことが明らかになった
ため、第 1 案で効果のあった側面開口を中住戸にも設置可
能な第 2 案・第 3 案を検討した（表-1 参照）
。
吹き抜けのある第 2 案では、第 1 案と比較すれば室内照
度環境は改善されているものの、吹き抜け幅をどれだけ広
げても 3 階以下は照度が評価基準の 30lx を超えない。
突き出し部のある第 3 案では、第 1 案と比較すると全て
の階で明らかに室内照度が改善されており、突き出し長さ
が 2m 以上では全ての階で 30lx を超えた。
3 階について、第 2 案の昼光率グラフ（図 9-1）
）と第 3

1）①・④室の側面開口有り
北側中点
線形 (北側
中点)

2）①・④室の側面開口無し
※太線の領域

は開口位置を示す。

昼光率
（％）

図-8 第 1 案 昼光率解析結果(表 1 における太線内領域)
表-2 昼光率・照度・天空率の測定結果
(※濃い部分は 30lx をこえたところ)

1 1.05 1.1 1.15 1.2 1.25 1.3 1.35 1.4 1.45 1.5

勾配

図-7 斜線勾配の変化と天空率
表-1 評価対象モデル

59

案の昼光率グラフ（図-9-2）
）を比較すると、第 2 案の性能
向上は微小なものと見られる。
5.3 室内照度と天空率の関係(図-10 参照)
一様天空であれば、室内昼光率は窓の立体角投射率で決
定される。従って、開口位置での天空率と室内昼光率には
一定の相関が見られるであろう。この関係を資料化すれば
建築設計において、昼光率解析を行わなくても、比較的計
算が手軽な開口位置での天空率から室内の昼光率を簡易に
推定できるものと考えられる。そこで、本節では昼光率と
天空率の解析結果の関係を調べる。天空率の測定点は第 2
案の吹き抜け部・第 3 案の突き出し部の側面開口の中央と
し、床面から 1m 高さの位置に設定した（表-1 参照）
。同一
階では吹き抜け幅や突き出し長さにかかわらず、天空率と
昼光率はおよそ線形の関係にある傾向が伺える。第 2 案に
ついては、5 階では天空率が 10％には届かないものの、天
空率の 1/2〜1/3 程度の昼光率が確保できた。他の階につい
ては、昼光率は天空率の約 1/10 程度となった。第 3 案につ
いては、5 階では天空率が 20％程度を超えることもあり、
昼光率は天空率の約1/5程度となった。
他の階については、
第 2 案同様約 1/10 程度となった。5 階と他の階で傾向は異
なるが、天空率と昼光率の間に正の相関が見られる結果と
なった。

ろう。斜線制限の特性としては、街区の天空率向上に効果
をもたらすことが明らかになった。また、敷地の大きさや
道路幅によって変化するため明確な斜線制限の最適な勾配
値は一概には言えないが、街区の天空率の閾値を求めそれ
を満たす天空率を確保できる勾配を決定することで、より
光環境面において有効な斜線制限や現在よりも緩和された
斜線勾配の可能性も考えられる。
次に、集合住宅建て替え時の照度環境について天空率と
の関係を明らかにした。住戸の配置手法として、突き出し
部を設けた住戸配列では全住戸で照度環境が良好で、特に
2m 以上突出すと効果的であった。従って、土地を共同化
する際、採光性能の観点からは南北に長くすることが推奨
されるだろう。
今後の課題として、街区の天空率と開口位置での天空率
の関係性を具体的に示すことや、街区の天空率の閾値を求
め天空率制度等の基準値を求めることが挙げられる。
参考文献
1) 切田元 大澤義明 蓮香文絵 中川享規(2007 年 7 月)「天空率
規制が建物平面配置・形状に及ぼす影響に関する解析的研究」
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京町家権トレードルールの提案
̶建築意匠から安寧の都市を考えるー
京都市都市計画局都市企画部都市計画課
大阪大学コミュニケーションデザイン・センター
宮津市
岐阜大学流域圏科学研究センター
1. はじめに
(1) 研究の背景
京都における都市の構成は，規模の大きな建物を中心に
構成された寺社仏閣と，日常生活空間である低層の住宅地
というエレメントで成り立っていたのが一昔前の姿であっ
た．しかし近年，低層の住宅地に中高層の建物が乱立した
ことなどが要因となり，都市の景観形成に関するバランス
は崩れ，連綿と受け継がれてきた京都の都市としてのまと
まりは乱れつつある．
一方，京都の中心部には，主に江戸時代末期から昭和初
期に建てられた住宅である京町家が，現在も多数残ってい
る．しかしその京町家は，都市としてのまとまりの乱れと
歩調を合わせるようにその数を減らしている．京都市が平
成20・21年度に実施した，
「京町家まちづくり調査」(1)によ
ると，年間数百棟のペースで建て替や除却により，減少に
歯止めがかからない．また，この調査の結果によると，年々
町並みの景観が壊れていくと感じている人たちも多い．形
態は機能に従う（form follows function）のフレーズは，ル
イス・サリバン(2)のものであるが，京町家の減少の状況を
機能主義の視点から考察すると，産業形態の変化に伴い，
京町家の器としての役割の変化が，京町家の減少の一因で
あると考えることができる．
(2) 研究テーマ（京町家権トレードルールの提案）
機能という梯子を外された格好の京町家であるが，リノ
ベーションによって飲食店など別の機能を与える活用方法
をする動きが起きたり，地域外の事業者による中高層マン
ションの宣伝文句として，京町家の連なる落ち着いた雰囲
気の町並みがアピールに利用されたりと，決して行き場を
失った訳ではない．むしろ，京町家の存在は肯定的に捉え
られることが多い．本稿ではこのことに着目する．
伝統的京町家を保存活用することによって成し得る，建
物のファサードを構成するエレメントの意匠（以下「京町
家建築意匠」という）の継承もしくは新築建物にも京町家
建築意匠の採用を促す仕組みを提案することが，都市とし
てのまとまりを再構築する方策のひとつであると考え，
「京
町家権トレードルール」の着想に至った．

田村
土井
安東
小山

信幸
勉
直紀
真紀

に建物を保存していくうえでの問題点として経済的な理由
が上位を占める．

図-1 京町家所有者の建物保存意向と，
建物を保全していく上での問題点(1)
京町家の保全・活用の動きとして，補助金により京町家
の維持を支援する動きがあるが，こうした方策は，結果と
して建物の所有者の努力や意向に依存し負担をかけている
点や，その継続性が問題となる．このことから，京都都心
部における京町家の維持保存と経済面には強い関連性があ
ることが浮き彫りになると共に，京町家保全・活用方策に
おいて，経済面でのサポートが重要であると考えられる．
(2) 京町家権トレードルールの提案と位置付け
本稿で提案する京町家権トレードルール
（以下，
ルール）
は，市場原理を利用して京町家の保全・活用に作用する仕
組みを構築することで，継続的に経済的サポートを可能に
することを目指し，かつ建築意匠の面から町並のまとまり
の再構築を図るものである．
(3) 京町家権トレードルールの仕組み
ルールの仕組みは，CO2排出権トレードルールを参考に
した．基本ルールは以下の３点である．
① ルールに参加する建物それぞれが，京町家建築意匠
の評価に応じたポイントである『建物評価ポイント』
を得て，それに立地環境特性を反映した係数を掛け合
わせて算出した，
『京町家評価ポイント』を保持する．
② 建物の所有者は，所有建物の京町家評価ポイントを
所在地域毎に定められた『地域別基準ポイント』以上
とする義務を負い，不足した場合はポイントのトレー
ドによって埋め合わせしなければならない．
③ 京町家評価ポイントの，地域別基準ポイント以上の
余剰ポイントはトレードの対象となり，トレードによ
って売却益を得ることができる．
図-2はトレードのイメージを示したものである．この例
では，不足するポイントを埋めなければならない建物イの
所有者は，余剰ポイントを持つ建物アからポイントを取得

2. 京町家保全活用の現状と京町家権トレードルール
(1) 現在の京町家保全・活用方策有効性の課題
図-1に示すように，
「京町家まちづくり調査」(1)の京町家
所有者に対するアンケート集計データによると，その多く
は自身の所有する京町家を残すことを望んでいるが，同時
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c) アンケートの概要1 建物の評価
する必要があることを示している．このようなポイントレ
建物評価ポイントを検証するための調査方法として，表
ードの仕組みにより，
京町家を介した市場経済が形成され，
優れた京町家を維持することで所有者は継続的に経済面で -3 に示す実際に京都に存在する建物の写真を複数示し，そ
れぞれについて採点を依頼するが，その評価軸は京都にふ
の恩恵を享受することができる．
さわしい度合いとする．
表-3 選定建物一覧
名称

図-2 京町家権トレードルールのイメージ
３. 研究の方法
本稿で目指すルールを実際に運用できるレベルにまで到
達させるには，超えるべき多くの段階が存在し，それには
長期の時間を必要とする．このため，本稿ではルール開発
の第一段階として，ルールの方向性及び基本方針を定める
ことまでを目的とする．
(1) 調査
a) 調査の目的
本ルールの構築にあたり，その仕組みの裏付けを得るた
め，以下2つの目的で調査を行った．
・ 建物評価ポイントを算出するための情報を得ること
・ 上増しを図る係数は建物が立地する周辺環境の特性に
よることとした場合に，重要視する環境の項目の選定を
するために必要な情報を得ること
b) 調査方法
調査の方法として，京都市民及び京都市職員に対し，ア
ンケート調査を実施した（表-1,表-2参照）
．
表-1 京都市民を対象とした調査状況
調査対象者

朱雀第二学区，修徳学区居住者

配布日

平成26年10月28日，平成26年11月21日

配布方法

会議時手渡し，ポスティング

回収日

平成26年11月10日，平成26年12月 2日

主な回収方法

封筒封入のうえ回収

回収数（配布数）

写真

名称

建物

建物

①

②

建物

建物

③

④

建物

建物

⑤

⑥

建物

建物

⑦

⑧

建物

建物

⑨

⑩

建物

建物

⑪

⑫

写真

d) アンケートの概要2 重要視する周辺環境特性項目
表-4はアンケートで示す街並みの写真である．それぞれ
には京町家が含まれているが，それらの京町家がその環境
に在ることの是非を問い，その結果から，建物評価の際に
重要視する周辺環境の特性の項目を抽出する．
表-4 評価対象の街並み
示した街並みの写真

質問とその意図
京町家が連なる間にある，非京町家の

236票（575票）:回収率41.0

是非について問うことで，京町家の連

表-2 京都市市職員の調査状況

続性に対する評価を測る．

調査対象者

都市計画局所属職員

配布日，回収日

平成26年10月 2日~平成26年12月 1日

中高層建築物しかない再開発地区に，

配布・回収方法

手渡しのうえ各自持参

低層の京町家が残っている状況を示

回収数（配布数）

62票（80票）:回収率77.5%

し，この場所に京町家を保存すること
に対する評価を測る．
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(2) 調査結果
a) 建物の採点結果と採点時の考え
建物別の得点を，箱ひげ図（図-3）を使い可視化した．
そのグラフから，建物①②③④⑤の点数は，①を頂点とし
て最下位の⑤まで，
ほぼ直線的に推移することが分かった．
100
90
80

その分類における評価点数の多寡を本ルールにおける建物
評価の基準として採用することにした．
そこで，クラスター分析を用いて評価点数に基づく建物
のグルーピングを行った．得られたデンドログラム（樹形
図）を図-5に示す．統計処理には，Microsoft社製のExcel
にアドインによって機能追加するソフトウェア「エクセル
統計2012」を使用した．クラスタリング手法は階層型凝縮
法を用い，
合併後の距離計算はウォード法に依った．
また，
結合するクラスター数は3個の設定とした．

70
60
点 50
数
40
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20
建…

建…

建…

建…

建…

建…

建…

建…

建…

建…

建…

建…

10
0

0.5

1

1.5

2
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建物①
建物②
建物③
建物④
建物⑤
建物⑦
建物⑥
建物⑧
建物⑨
建物⑩
建物⑪
建物⑫

図-3 建物評価点数 箱ひげ図

図-5 町家の分類に関するデンドログラム

b) 立地条件による評価の違い
図-4より，京町家の連続する立ち並びの中にある，非京
町家の建物に対して，その建物を京町家にすることを望む
割合は非常に高いが，幹線通り沿いなどの中高層ビルがす
でに多い地区には，低層の京町家を残すことには消極的で
あるとの意見の方が多い結果となった．

デンドログラム(図-5)で，３つのクラスターに分かれる
高さで分類した場合の分析結果は，
グループA：建物①②③
（平均 81.1点）
グループB：建物④⑤⑥⑦
（平均 47.9点）
グループC：建物⑧⑨⑩⑪⑫ （平均 56.5点）
に分類された．これらはそれぞれ，
グループA：伝統的京町家
グループB：京町家意匠を持たない建物
グループC：京町家意匠を持つ建物
と言える．評価点数を統計的に分析した結果，その傾向は
京町家建築意匠の違いに依るという結果となったことは，
アンケート回答者の建物に対する評価が，京町家建築意匠
の観点から見た違いを暗黙的に含んでいると考えることが
できる．この結果は京町家のファサードで差別化を図る本
ルールの裏付けとなるものである．
(2)調査結果のルールへの反映
a) 建物評価ポイントの算出
調査データの集計結果（図-3）から導き出されたパラメ
ーターを示す．
まず，建物①②③④⑤の評価点数の差は，共通するカテ
ゴリーを勘案すると，京町家のリノベーションの度合いに
比例した評価であると言える．これらの条件が欠落するに
従って，評価は下がる結果であった．この結果及び考察か
ら，
評価したい建物のリノベーション度合いを判別すれば，
取得点数の一部が回帰的に算出できる．
また，グループC（建物⑧⑨⑩⑪⑫）の点数は建物④の
評価点とほぼ似通っていることが分かり，このことから2
つのパラメーターの要素が読み取れる．一つは，京町家そ
のものの方が，京町家意匠をかたどったエレメントを使っ
て後世に建てられた建物よりも高い評価を得るということ

①
18
%
②
28
%

④
1%

連続する京町家間
の非京町家の建物

中高層建物群の多い
環境の地区の京町家

①積極的に京町家にすることが望ましい
②京町家にすることが望ましい
③現状のままでもよい，特に意見なし
④無理に京町家にする必要はない

図-4 重要視する周辺環境特性項目調査
アンケート集計結果
４. 京町家トレードルールの提案
(1)ルールの位置付け
本調査によって得られた建物の評価点数（図-3）を統計
的に分析して得られた結果による建物の分類と，その建物
が持つ建築意匠との類似性を比較することにより，アンケ
ート回答者が潜在的に持つ分類傾向が分かる．ここでは，
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である．また，グループCをさらに細分化すると，京町家
建築意匠の意味合いを解釈して新素材で表現をした建物⑪
や⑫のほうが，京町家風に仕立てるために瓦庇を擬似的に
取り付けた構法の建物⑧⑨（表-3の写真参照）より高く評
価されるという一面があることが分かった．
b) 立地する周辺環境の特性の評価
a)においては建物単体に着目した考察を行った．ルール
の制定においては，建物単体のみならず，建物の立地する
環境についても考慮する必要がある．ここでは２つのルー
ルについて考察する．
まず，京町家が連続することへの評価が高いというアン
ケート結果（図-4）が得られている．こうした状況を評価
するため，本ルールでは「京町家連続係数」を提案する．
この係数によって同じ評価の建物でも単体で存在するより，
京町家が連担した状態をより高く評価する仕組みを設ける
ことで，街並みとしての京町家を維持するインセンティブ
となることが期待される．
もう一つは，周囲が中高層の建物の環境においては，図
-4のアンケート結果によると，京町家の保全を支持しない
回答が多い結果があることから，京都の街並みは低層の京
町家のみの一様な状況ばかりではなく，中高層の建物が立
ち並ぶエリアも必要で，地域地区別にメリハリをつけた方
が望ましいという意向が強いことが分かる．このような街
区ごとの異なる特徴のバランスをとるための方策として，
地域別基準ポイント（図-2参照）を設定することを提案す
ることで，地域地区の特徴を捉え，街並みを整える誘導を
図ることとする．
(3) 京町家権トレードルールのまとめ
以上から得られたルールのまとめを表-5に記す．
表-5 京町家権トレードルールまとめ
建物評価ポイントの設定

・京町家リノベーションの度合い

（評価の際に考慮するパラ

・京町家そのものかどうか

メーター）

・京町家建築意匠の表現方法

京町家連続係数

京町家が連続することを評価

地域別基準ポイントの設定

地域が現在持つ環境に応じたポイント設定

図-6 京町家のポイントトレードのシミュレーション
このシミュレーションは，建物所有者以外が改修工事の
資金を負担する仕組みで京町家の存続を図ることが可能と
なる．京町家所有者の負担はなく，同時に外部の事業者に
とっては町並の環境価値が上昇することで，建物に付加価
値を添加することができる新たな仕組みであると考えられ
る．
６．まとめ
本稿では京町家の保全・活用方策を，従前の個人の努力
主体の取り組みだけではなく，
市場原理を利用するという，
社会的に保全・活用する仕組みを追加することを提案した．
具体的には，京町家の建築意匠と町並の分析を通して，
建物に京町家権を添加する方策が提示できることを明らか
にした．そして，それを建築計画に反映する本ルールの仕
組みについても言及した．その仕組みとしては，建物評価
の際のパラメーターと，ルールにおいて重要視する周辺環
境の特性の項目が挙げられる．これらはアンケート調査に
より得られたデータから導き出した．
また，京都市民の建物に対する評価が，京町家建築意匠
の観点から見た違いを暗黙的に含んでいて，このことは京
町家のファサードで差別化を図る本ルールの裏付けとなる
ものであり，本ルールを京都市内において適用することの
妥当性を示すものであると考えられる．
今後の課題として，他の関係法令等との連携方法の検討
や，本ルールの内容のさらなる具体化，京町家ポイントに
関する市民的な合意の形成など，多くの点が考えられる．

５. ルールを適用したシミュレーション
本ルールの仕組みを，前節で導き出されたルールの適用
した時の，想定される波及効果や影響についてシミュレー 補注
(1) 京町家まちづくり調査:平成 20・21 年度，京都
ションをした(図-6)．
市・公益財団法人京都市景観・まちづくりセン
建物Aは30ポイント，建物Bは35ポイント不足していた状
ター・立命館大学，
況で，Bの所有者がAの改修工事を所有者に代わって行い，
http://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000089608.html
Aが新たに認定されて得た余剰ポイント35を，Bの所有者が
(2) Sullivan,Louis H.,”The Tall Office Building
35ポイント直接買取り，Bのポイントの補充に利用した．
Artistically Considered.”Lippincott`s Magazine
57,March 1896, pp.403-9
（2015 年 6 月）
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大阪市における自転車走行の実態
大阪工業大学大学院工学研究科
大阪工業大学工学部
大阪工業大学工学部
１．はじめに
近年、シティサイクルだけでなく、スポーツ車や電動自
転車といった自転車の発達や経済的・健康志向などの理由
から、通勤・通学で利用する自転車ツーキニスト、さらに
最近では、休日にサイクリングを楽しむ目的で利用する自
転車ユーザーが以前にも増して見られるようになった。し
かし、
自転車自体の普及率が飛躍的に増加している一方で、
道路のハード面に目を向けてみると、未だに整備が行き届
いていないのが現状である（表−1）
。特に、今後の都市空
間においては、自転車利用者が安全で走行を行いやすい自
転車ネットワークの整備が今後重要となってくると考えら
れる。
表−1 主要国の自転車道の整備状況 1)

２．研究の目的と方法
日本の都市空間では、自転車専用道路は一部しかなく、
自転車が走りやすい環境が充分に整えられているとはいえ
ない。さらに、自転車専用道路が整備されていても違法駐
車があるため、
通行しにくいという課題なども挙げられる。
そこで、本研究では、自転車が通行しやすい走行環境をさ
まざまな視点からみていくことで整備が必要である箇所を
把握していく。そして、自転車らしさという視点にもとづ
いて、道路構造や自転車走行者の行動の特徴に着目し、道
路ネットワークにおける現代の自転車走行の実態を明らか
にすることで自転車道整備に必要な基礎的データを得るこ
とを目的としている。
本研究では、
対象地を広域および狭域にみていくことで、
自転車走行環境および自転車走行者の行動の特徴を把握す
る。具体的には、数値標高データ 5m メッシュ(国土地理院)
の標高データと数値地図 2500(国土地理院)の道路中心線
を用いて道路勾配を算出し、広域での道路ネットワークの
特徴を把握する。また、都市内においての危険地域を抽出
するために、自転車事故の発生状況を大阪府警察の「あな
たのまちの交通事故マップ」2)を用いて、事故発生位置を
プロットした。狭域では、実際に自転車利用者がどのよう
な自転車走行ルートを選択しているかを WEB サービスの自
転車コミュニティサイトを活用することで、より具体的な
選択ルートの把握も行う。
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３．対象地
対象地として、自転車利用が国の施策として推し進めら
れている欧州諸都市と比較しても自転車分担率が高い大阪
20.9%（2010 年国勢調査）を選定した。大阪市は全国平均
と比較しても、倍近い自転車分担率を示している。大阪市
の地形形状の特徴としては、大阪平野が広がっており比較
的平坦な地形形状であることも、大阪市で自転車利用者の
割合が高い要因として考えられる。
４．自転車走行空間の把握
(1)広域にみた自転車ネットワーク
自転車で都市を移動する際は、都市空間である道路を通
って移動する。道路空間を分析する際には、道路ネットワ
ークを考慮した空間把握を行わなければならない。このた
め、通行ルートを道路ネットワークごとに見ていく必要が
ある。図−1 は道路勾配を可視化した図である。中でも特
徴がある地域として、上町台地周辺は勾配で 7％~8％と非
常に高い数値を示しており、走行者にとってはあまり良い
走行環境とはいえないということがわかる。

High

Low

0

5km

図−1 大阪市 道路勾配

（２）自転車事故と道路環境
大阪における自転車走行環境の安全性を把握するために、
自転車事故について詳細に分析していく。
全事故件数および自転車対歩行者事故件数を 2000 年と
2010 年でそれぞれ比較すると、全事故件数はこの 10 年間
で約 0.8 倍と減少傾向に推移しているのに対し、自転車対
歩行者の事故件数は約1.5倍と増加していることがわかる。
大阪市においては、自転車事故においては平野区が最も
多く 547 件の事故が発生している。また、歩行者事故に関
しては、
中央区が 241 件で最も多く発生している。
さらに、
自転車事故件数と歩行者事故件数の合計では、中央区が
773 件で最も多く発生している（表−2）
。
図−2 では、大阪府警察が公表している「あなたのまち
の交通事故マップ」を用いて、平成 25 年に発生した自転車
事故を GIS 上にプロットし、東京大学空間情報科学研究セ
ンターが開発されたネットワーク空間解析ツール・サネッ
ト（SANET：Spatial Analysis on a Network）のネットワーク
解析を用いて道路ネットワークごとに分布を表現した。

❶

❷

凡例
：中央区
0

500m

図−3 自転車事故発生箇所拡大図

表−2 大阪市 平成 25 年 自転車・歩行者事故件数２）

写真−1 ❶の視点

High

Low

写真−2 ❷の視点

0

結果として、最も事故件数が多い中央区において、道路
幅員の広い道路よりも図−3 のような道路幅員の狭い道路
で事故が多く発生していることわかる。さらに、交差点付
近での事故が多いことが明らかである。また、事故が多く
発生している道路の走行環境では、自転車や歩行者、自動
車の分離が、路側帯の白線のみでしか整備が行われていな
い走行環境で多く発生していることがわかった。

5km

図−2 大阪市 自転車事故
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(３)自転車利用者の好むルート
実際に自転車利用者がどのような道を利用しているかを
把握するために、自転車コミュニティサイトを活用した。
その中でも、データ取得の容易さや利用者数などの理由か
ら「自転車大好きマップ 3」」を用いた。このサイトでは、
お勧めサイクリングコース や きつい坂 などのルー
トと共にコメントも同時に投稿することができる。また、
各ルートについて多くの場所をめぐる、止まらずに進む、
さらには眺めを楽しむといったコメントが多数投稿されて
いる一方で、段差や道路舗装が劣悪などといったネガティ
ブな意見も挙げられている。本研究では、中央区内を通過
する全 22 本のお勧めサイクリングコースを抽出し、GIS 上
で図−1 の道路勾配とオーバーレイさせ、表現した（図−4）
。

急勾配の道路付近をみてみると、お勧めサイクリングコ
ースでは、実際に急勾配なルートは選択されていないが、
信号や段差のあるルートはお勧めのルートとして挙げられ
ている（図−5）
。このことから、急勾配のおすすめルート
周辺には信号や段差等のネガティブな要素を考えた場合、
自転車道として適したルートがないことが推測できる。

御堂筋

堺筋 松屋町筋 谷町筋

High

High

凡例
：中央区

Low

Low

0

300m

図−6 中央区（自転車事故）
表−3 道路ごとの比較（小数点以下四捨五入）

凡例
：中央区
0

5km

図−4 中央区 お勧めサイクリングコース（道路勾配）
そこで、最もお勧めされていたルートとして谷町筋と他の
道路を比較することで、谷町筋の走行環境を把握した（図
−6、表−3）
。使用データとして、交通量調査は平成 22 年
道路交通センサス 4）のデータを使用した。
谷町筋では、道路幅員が広く歩道と分離されている他の
道路と比較した場合、信号の割合が少ないことがわかる。
利用者は信号によって止まることの少ない道路を選択して
いることが推測できるこれは、既往研究 5）で得た結果と一
致する。
一方で、
自動車交通量は最も高い値を示しており、
それとともに自転車事故の割合も高い値を示している。

凡例
：中央区
：信号位置
0

100m

図−5 中央区 急勾配（道路勾配）
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十分とはいえず、事故の状況をみても、自転車走行者にと
ってはあまり良い環境であるとは言い難い。そのため、今
後は道路整備手法を含めた対策が必要であると考えられる。
今後は、現実空間におけるルート選択の傾向を物理的要
素や心理的要素から明らかにしていくとともに、両者の関
係を明らかにする。
６．謝辞
本研究を遂行するにあたり、東京大学名誉教授の岡部篤
行先生には SANET のプログラムを提供していただきまし
た。さらに、佐藤俊明氏には、ネットワークカーネル密度
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図−7 中央区 拡大図（自転車事故）
図−3 で示した通り、❶の図のように道路幅員の狭い道
路でも、❷と❸で比較した場合、近くに位置しながら信号
の割合が少ない値を示している道路について、お勧めサイ
クリングコースとして挙げられていることがわかる。
５．おわりに
本研究では、自転車走行環境の安全性を把握するために
自転車事故のデータを用いて道路ネットワークごとの事故
分布を把握した。また、大阪市の道路勾配と WEB サービ
スのデータをオーバーレイし、道路における信号の割合を
用いて比較することで自転車走行者の経路選択の特徴を明
らかにした。また、大阪市には自転車専用道などの整備が
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運用実態に着目したコミュニティサイクルシステムの最適化に関する研究
大阪大学大学院工学研究科
大阪大学大学院工学研究科
大阪大学大学院工学研究科
１．背景と目的
近年、自転車を利用した新たな交通手段として、複数の
サイクルポートが設置され相互利用を可能とする「コミュ
ニティサイクルシステム」と呼ばれる仕組みが注目されて
いる。コミュニティサイクルシステムとは、一般的なレン
タサイクルのシステムを発展させたものであり、レンタサ
イクルが 1 つのサイクルポートでの貸出返却を原則とする
仕組みなのに対し、コミュニティサイクルは複数のサイク
ルポートが設置され相互利用可能である仕組みのこと 1)で
あり、図 1,2 のように貸出返却が全自動化されている事例
も多い。
コミュニティサイクルは、2007 年に導入されたフラン
ス・パリの「Velib 」など海外の成功事例が相次いだこと
で、日本でも多くの都市で導入されるようになった。しか
しコミュニティサイクルは利用需要の高い地区や時間帯な
ど都市や地域の特性に依存するため、持続的な運営を行う
ためには、その地域の特性に根ざしたコミュニティサイク
ルシステムを構築していくことが重要だと考えられる。
わが国においてコミュニティサイクルをテーマとして扱
った既往研究としては、海外と日本のコミュニティサイク
ルのシステムの差を明らかにすることで、日本での今後の
事業の可能性を明らかにした福壽らの研究 2)や、地区住民
への意識調査や利用経路調査を行うことで、地域独自のス
テーション配置に関する知見を得た小柳らの研究 3)などが
存在する。しかし、これらの研究は一都市でのシステムに
関する分析が中心であり、複数の都市での違いは明らかに
されていない。また、地域特性とレンタサイクルの関連に
ついて、中村らの研究 4)では関東の 3 地区のレンタサイク
ルの利用状況からシステムの効果と地域計画上の課題を明
らかにしている。しかし貸出場所が複数設置されたコミュ

ニティサイクルシステムに関しては考慮されていない。
そこで本研究では、コミュニティサイクルを運営してい
る全国の運営主体にアンケート等を行うことで、システム
や運営手法、利用状況の実態を明らかにすることを目的と
する。そして、コミュニティサイクルを様々な都市におい
て普及していくため、各都市の規模や、各コミュニティサ
イクルの運営手法、利用状況に応じた最適なシステムのあ
り方を考察する。
２．調査方法
（１）調査対象地の選定
調査対象地は、国土交通省都市局街路交通施設課により
作成された
「コミュニティサイクルの取組状況等について」
5)
より、
現在コミュニティサイクルが実施されていると確認
できた 39 都市における 40 のコミュニティサイクルを対象
とした。
（２）文献・ヒアリング調査の実施
対象の 39 都市に存在する 40 のコミュニティサイクルシ
ステムについて、アンケート調査の実施に向け、運営主体
について各団体にヒアリングし、団体の性質について分類
すると共に、ポート数、料金形態を各コミュニティサイク
ルのホームページ等を利用して調査した。
（３）アンケート調査の実施
上記により明らかとなった 40 の運営団体に対しアンケ
ート調査を行った。調査の概要を表 1 に示す。有効回収数
は 30、回収率は 75.0％であった。
３．文献・ヒアリング調査の結果
各都市のコミュニティサイクル運営主体とその分類を表
1 に示す。運営主体は大きく分けて行政、企業、非営利法
人の 3 種類に分類することができ、それぞれ 15、14、11
団体存在した。
ポート数は 5 以下の小規模なシステムで運用している団

配布方法
配布日
回収方法
回収期限
図 1,2

水谷 誉
松本 邦彦
澤木 昌典

主な調査項目

堺市「さかいコミュニティサイクル」で使用されている
サイクルポート（左）および精算機（右）
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表 1 アンケート調査概要
郵送および一部は電子メール
1 回目 2014 年 12 月 6 日
2 回目（1 回目で回収できなかった団体のみ）
2015 年 1 月 22 日
郵送および一部は電子メール
1 回目 2014 年 12 月 15 日
2 回目 2015 年 1 月 30 日
①背景・目的
②システムおよび利用状況
③運営方法
④今後の運営

表 2 各都市のコミュニティサイクル運営主体と種別
運営団体
自治体名
運営団体名
の種別
札幌市
（株）ドーゴンモビリティ
企業
弘前市

弘前観光コンベンション協会

非営利法人

十和田市

十和田湖ふるさと活性化公社
奥入瀬渓流館

企業

仙台市

（株）NTT ドコモ

企業

白石市

白石市役所 商工観光課

行政

山形市

山形市観光協会

非営利法人

酒田市

酒田市役所 観光振興課

行政

尾瀬檜枝岐温泉観光協会

非営利法人

水戸市

水戸観光協会

非営利法人

東海村

行政

高崎市

東海村役場 環境政策課
宇都宮市役所 総合政策部
交通政策課
高崎商工会議所

桐生市

桐生市役所 産業経済部 観光交流課 行政

さいたま市

中央復建コンサルタンツ（株）

企業

銚子市

企業

小金井市

大徳ホテル
世田谷区役所 交通政策担当部
交通安全自転車課
江戸川区役所 土木部
施設管理課 駐輪対策係
中央復建コンサルタンツ（株）

富山市

シクロシティ（株）

企業

氷見市

氷見市観光協会

非営利法人

砺波市

砺波市観光協会

非営利法人

射水市

安城市

川の駅新湊
企業
金沢レンタサイクル
企業
まちのり運営事務局
サイクルメイトＱ
企業
岐阜市役所 都市建設部
行政
歴史まちづくり課
三島市役所 環境市民部 地域安全課 行政
伊豆の国市観光協会
非営利法人
狩野川ベロ事務局
安城市役所 都市整備部 都市計画課 行政

京都市

（株）アーキエムズ

企業

与謝野町

与謝野町観光協会

非営利法人

世田谷区
江戸川区

金沢市
軽井沢町
岐阜市
三島市
伊豆の国市

1
2
4

4
1
3

7

1
0
4
2
1
0
15〜20
21〜
非営利法人(N=11)

〜5
6〜10
11〜15
行政(N=15)
企業(N=14)

0
0円
1〜200円
3
201〜400円
3
401〜600円
1 1
601〜800円
1
801〜1000円 0 2
1000円〜 0
3
行政(N=15)

行政

2

4

6

8
0
2

7
3

10

2

0

2
5
1

3
1
0

企業(N=14)

非営利法人(N=11)

図 4 料金体系

非営利法人

体が 17 団体を占めていた。運営団体の種別は、ポート数が
15以上のシステムを運営しているのは全体の75.0％であり
その多くは企業主体の団体であった。
（図 3）
利用料金では、無料または 200 円以下としている団体が
全体の 42.5%であり、そのうち半数以上は行政が運営主体
であった。600 円以上の料金を設定している団体において
は 80%以上が企業主体であった （図 4）
。また、一か月以
上継続して乗ることができる定期利用制度は 14 団体が設
定しめていた。

行政
行政
企業

大阪市

パシフィックコンサルタンツ（株） 企業

大阪市

NPO 法人 Homedoor

堺市

岡山市

堺市建設局自転車まちづくり推進室 行政
ユタカ交通（株）城まち eco 観光推進
企業
事業レンタサイクル事務局
中央復建コンサルタンツ（株）
企業

尾道市

尾道市役所 観光課

行政

高松市

高松市役所 都市計画課 事業係

行政

松山市

松山市役所 観光・国際交流課

行政

今治市

サンライズ糸山

非営利法人

北九州市

北九州市役所 建設局道路維持課

行政

和歌山市

5
5

図 3 サイクルポート数

檜枝岐村

宇都宮市

20
15
10
5
0

４． アンケート調査の結果
（１）コミュニティサイクルシステムの設立時期
コミュニティサイクルの多くは過去 10 年以内に設立さ
れており、特に過去 5 年の間に設立されたものが、全体の
53.3%を占めている。また、コミュニティサイクルを実施
する目的で設立された団体は全体の 23.3%であり、一方で
既存の行政の部署、企業、観光協会などにより行われてい
るコミュニティサイクル事業が全体の 76.7%である。また、
その全てが過去 5 年以内に設立されたものである。
（２）導入の目的とそれに対する成果
コミュニティサイクル導入の目的とそれに対する成果に
ついて図 5 に示す。目的、成果共に「公共交通の機能補完」
「地域の回遊性の向上」といった項目が多く挙げられてお
り、
概ね当初の目的が成果として現れていることがわかる。
また、目的を運営主体別に整理すると、行政主体の団体
では「自転車利用の促進」などの項目が、非営利方針主体
の団体では「地域の回遊性の向上」
「離れた観光地のモビリ
ティ確保による振興」が多く挙げられた。また企業主体の
団体では、すべての団体が「公共交通の機能補完」を挙げ
ていた他、
「地域の回遊性の向上」
などもが多く挙げられた。
（３）コミュニティサイクルのシステム
サイクルポートを設置した場所について図 6 に示す。
（複
数回答）
。最も多かった項目は「その他公営施設

非営利法人
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図 8 サイクルポート場所選定理由（N=29)
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図 5 導入の目的と成果（複数回答）
5

8

その他

19

成果（N=30）

0

9

ポート間の台数の
調整が容易だから

17

25

16

商業施設の近くだから

14
13

20

3

元々駐輪場があったから

8

3

15

22

9

離れた観光地のモビリティ
確保による振興

その他

10

近くに観光スポットがあるから

14

11

自動車利用の抑制

駅、バス停など他の
交通施設の近くだから
駅、バス停など他の
交通施設が遠いから

9

環境負荷の軽減

5

4
〜50 51〜100 101〜 151〜
150
200
行政(N=14)
企業(N=6)

5
1

図 6 サイクルポート設置場所（複数回答）(N=29)
15
8

201〜 251〜 301〜
250
300
非営利法人(N=7)

図 9 平日・休日それぞれの利用者数（N=27)

13

ップの制作・配布」で全体の 60.0%で実施されていた。次
に多かった項目は「その他公営施設での広報活動」で全体
5
の 33.3%で実施されており、
「他の公共交通施設での広報活
0
民有地のみ
公有地のみ
民有・公有の両方
動」
「民間の商業・観光施設での広報活動」と合わせ、60.0%
図 7 設置場所の民有・公有地の区別（N=29)
の団体が何らかの施設での広報活動を行っていた。
（６）コミュニティサイクルの運営方法
運営方法として、システム構築時には 16 団体（53.3%）
（駅・駐輪場以外）の敷地内」で全体の 62.1%であった。
土地所有との関係（図 7）は、公有地のみを使用してい が、運営時には 21 団体（72.4%）が、他企業へ委託したり
る団体（32.0%）
、民有地・公有地の両方を利用している団 協力を得ていた。委託・協力内容としては、システム構築
体（52.0%）が、民有地のみを使用している団体（16.0%） 時には「運営方法案の作成」が、運営時には「ポートや自
より多く存在した。このことから、サイクルポートは公有 転車置き場の管理」といった項目が多く挙げられた。
また、自治体の補助の有無について図 11 に示す。全体の
地を中心に設置されているといえる。
サイクルポートを設置する場所を選んだ理由について図 42.3%である 11 団体において自治体の補助を受けていた。
8 に示す。
「駅、バス停など他の交通施設の近くだから」 また 8 団体では自治体が運営主体となっているため、主体
（75.9%）や、
「近くに観光スポットがあるから」
（55.2%） が企業または非営利法人となっている団体の中では、6 割
以上の団体が補助を受けていることが分かった。
といった理由が多く挙げられていた。
（７）課題とその理由
（４）コミュニティサイクルの利用者
運営における課題について図 12 に示す。
最も多かった項
一日の平均利用者数について図 9 に示す。平日・休日共に
「自転車の不足・偏りが見られる」で全体の 31.0%で
50 人以下の利用である場合が最も多い一方、300 人以上の 目は、
「利用者が少ない」
「経営状態が悪い」
「といった項
利用がある団体も複数存在していた。また、利用者の目的 あった。
としては、観光を目的としている場合が多いものの、通勤 目についても全体の 27.6%と多く挙げられた。
また、
図 12 で示した最も当てはまる課題の中で多く挙げら
通学を中心にしている団体も複数存在していた。
（５）利用促進のための取り組み
れたものについての理由と、その回答をした団体の属する
コミュニティサイクルの利用促進のために行っている取 自治体について表 3 に示す。これを踏まえた、運営団体が
り組みについて図 10 に示す。最も多い項目は「サイクルマ 今後行いたい取り組みについては、システムの拡大、運
10

4

71

0
他の公共交通との
システム・料金面での連携
その他公営施設との
システム・料金面での連携
民間の商業・観光施設との
システム・料金面での連携
他の公共交通施設
での広報活動
その他公営施設
での広報活動
民間の商業・観光施設
での広報活動

5

10

15

0

20

2
1

5
10
7

周辺住民への告知

5

サイクルマップの
制作・配布

18

HP、SNSの活用

3

その他

8

経営状態が悪い

8
1
5
3
1
3
1
9
7

自転車の修理やメンテ
ナンスができていない

6
7

その他

運営の課題（複数回答）（N=28）
最も重要な項目（択一解答）（N=25）

8

7

10
8

11

10

6

マナーが守られていない

6

図 10 利用促進のための取り組み（N=30）
15

4

利用者が少ない

自家用車からの利用の
転換が出来ていない
公共交通の利用と
連携できていない
観光振興に
役立っていない
環境負荷の軽減が
できていない
放置自転車の削減に
つながっていない
商業の活性化に
役立っていない
自転車の不足や
偏りが見られる

4

2

図 12 コミュニティサイクルの運営における課題

5
0
補助を受け
ている

補助を受け
ていない

表 3 主な課題についての理由

自治体が運営
主体である

課題

図 11 自治体の補助の有無（N=23）

利用者が少ない

営方法の改善、地域密着の取り組みなどが挙げられた。
５．結論と考察
本研究により全国に 40 のコミュニティサイクルが存在
し、運営主体は行政、企業、非営利法人の 3 種類に分けら
れることが分かった。
導入目的として「公共交通の機能補完」が多くの都市で
示されている一方、行政、非営利法人などを中心に、観光
を目的として利用されているものが多いことが明らかにな
った。このようなコミュニティサイクルは規模の小さい都
市に多く、定期的な利用はあまり見込めないため、1 日で
の周遊を基準として料金形態を設定すべきである。また、
ポートの設置場所としては、既存の公共交通と、多くの観
光施設を周遊できるような配置が適切であると考える。
また、地元住民の利用をメインターゲットにし、地域内の
移動を中心に使われているコミュニティサイクルでは、
80.0%の団体において運営主体が地元自治体、もしくは企
業となっている。こうしたコミュニティサイクルでは、
66.6%が定期利用料金制度を取り入れており、地元住民に
新しい交通手段として継続して利用してもらうためには、
この定期利用制度の充実が重要であると考えられる。ポー
トの設置場所としては、鉄道駅の周辺など、既存の公共交
通機関同士を自転車による移動で結び付けられるような配
置が適切であると考える。
さらに、
利用者のメインターゲットの違いにかかわらず、
イベント開催時や駅での広報などによるコミュニティサイ
クル自体もしくは利用方法の周知を行うこと、地元商店街
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経営状態が悪い

観光振興に役立
っていない
自転車の不足や
偏りが見られる

理由
利用方法の周知不足
ｻｲｸﾙﾎﾟｰﾄの数の少なさ
天候に左右されやすい
料金設定の高さ
料金の安さ
放置自転車利用などによ
る自転車の故障や老朽化
ｻｲｸﾙﾎﾟｰﾄの数の少なさ
ｻｲｸﾙﾎﾟｰﾄの使い勝手の悪
さ

回答団体
の属する
自治体
札幌市
北九州市
砺波市
高松市
金沢市
岐阜市
世田谷区
和歌山市
東海村

や学生との連携・コミュニケーションの強化、及び共に地
元住民に対し行う交通マナーの周知徹底といった地域密着
の取り組みもコミュニティサイクル普及に対し有効な活動
になると考えられる。
参考・引用文献
1) 全国自転車問題自治体連絡協議会(1995)「要説 改正自転車法」
2) 福壽紗知子,土久菜穂,山本明(2009)「都市におけるコミュニティサイクル
システム構築の可能性」日本建築学会学術講演梗概集 8 月 301-302
3) 小柳翔太,高橋純平,伊藤孝紀(2013)「コミュニティサイクルのシステム構
築に関する研究一名古屋市鶴舞地区におけるステーション配置につい
て一」日本建築学会東海支部研究報告書51 号 529-532
4) 中村攻,木下勇,河西美穂(1995)「地域特性からみたレンタサイクルシステ
ムの効果と課題」千葉大学園芸学部学術報告 49 号 83-89
5) 国土交通省都市局街路交通施設課(2014)「コミュニティサイクル
の取組状況等について」

回遊性促進型イベントの傾向に関する研究
− 定量的指標による分析を通して −
大阪市立大学大学院工学研究科 長谷川 昂輝
同上
加畑 文裕
同上
河原 知樹
同上
出口 智也
1.はじめに
1-1.研究背景、目的
近年、
都市においては充実した業務機能だけでなく消費、
レジャー、娯楽など人々の生活を魅力的にする機能も幅広
く持ち合わせることが求められている。都市における魅力
向上に向けて、回遊性という概念が生まれ、注目が集まっ
ている。都市における魅力向上には、
「歩行」のみならず「休
憩する」
、
「他者とのコミュニケーションを取る」といった
行動も大きく関わると考えられる為、本研究では回遊性を
「空間内に様々なアクティビティが生まれている状態」と
して定義する。例えば中心市街地活性化基本計画では歩い
て暮らせる生活空間の実現を目標に、歩行者の回遊性促進
のための事業が推進されている。また中心市街地活性化基
本計画の有無に関わらず、各都市でオープンカフェやまち
なかバルの様なイベント・社会実験の実施といった事業、
まちなか広場の創出といったハード整備によって、回遊性
の促進を図る事例も散見される。
これらの内、まちなかバルの様な「人々の新たな回遊行
動を誘発する様なイベント」を本研究では回遊性促進型イ
ベントと定義する。こうしたイベントはハード整備に比べ
実施期間が短く、都市の回遊性促進・活性化に向けてのき
っかけとなる効果的な方法であるといえる。しかし、その
内容や開催規模は多様であり、開催地の自治体規模(以下、
都市分類とする)に大きく関係すると考えられるが、これま
でそうした事例の横断的な調査・分析は行われておらず、
その実態は明らかになっていない。
そこで本研究では、回遊性促進に向けての枠組みを明ら
かにする。その中で回遊性促進型イベントに着目し、横断
的な調査から事例の抽出を行う。その上で、イベントごと
の開催規模・都市分類の特徴を整理し、イベント間での横
断的な傾向や特徴を明らかにすることを目的とする。
1-2.研究の位置づけ
回遊性に関する研究は空間構成 1) やトランジットモール
や社会実験などの交通 2)、イベントおよび社会実験に着目
した研究 3)が存在する。本研究は、イベントおよび社会実
験に着目した一連の研究に位置づけられる。奥平ら 3)は、
イベント時における回遊行動に着目し、千葉市におけるパ
ラソルギャラリーを取り上げ、仮設環境による公共空間の
アクティビティの形成を明らかにした。
本研究では、まず回遊性促進に関する枠組みを明らかに
した後に、それらのイベントに関して、定量的指標を用い
ながら横断的に分析することに特徴がある。
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同上
同上
同上
同上

寺口 毅
西村 亮介
嘉名 光市
佐久間 康富

1-3.研究のフロー

最初に、全国の中心市街地活性化基本計画を対象に、回
遊性促進に向けた取り組みについて整理を行い、取り組み
を把握することで枠組みを明らかにする。次に、回遊性促
進型イベントについて、Google によるキーワード検索を用
いて抽出を行う。更に抽出した事例について開催期間や開
催面積といった開催規模に関する指標の収集を行い、回遊
性促進型イベントの傾向を明らかにする。
2.回遊性促進に関する取り組みを把握する枠組み
2-1.調査概要
全国の中心市街地活性化基本計画では、その理念の一つ
として「回遊性向上の促進」や「賑わいの創出」などが定
められている。本研究では「回遊性向上」
、
「賑わいの創出」
、
「観光魅力創出」
「商業活性化」
、
「公共交通の利便性向上」
、
の 5 つの理念の元に行われている取り組みを回遊性促進に
向けての取り組みであるとした。
H19~H26 年までに全国で定められた全 160 の中心市街
地活性化基本計画を対象に、その概要から上記の 5 つの理
念に基づいて行われている取り組みを整理し、回遊性促進
に向けての枠組みを明らかにする。
2-2.調査結果(図 2)
回遊性促進に関する取り組みを把握するにあたり(ⅰ)交
通(ⅱ)空間(ⅲ)イベントの 3 つから捉えられることがわか
った。(ⅰ)は LRT やレンタサイクルの実施といった交通整
備を行うもの、(ⅱ)は拠点施設や滞留空間の整備といった
空間整備を伴うもの、(ⅲ)はイベント実施によるものとし、
(ⅲ)は更に「バル(1)」
、
「オープンカフェ(1)」
、
「マルシェ」
、
「ア
ート」
、
「まつり」
、
「まちあるき」の 6 つに分類される。本

期間」の 2 軸を用いた分類とする。分類を行った結果を図
3 に載せる。
3-2.事例一覧(表 2)
「期間」は、10 日未満を a(短期)、10 日以上 60 日未満
を b(中期)、60 日以上 365 日未満を (長期)、365 日を q(常
時)、
「拠点数」は、30 個未満をⅠ、30 個以上 120 個未満を
Ⅱ、120 個以上をⅢ、
「面積」は、1 km2 未満を A（峡域）
、
2
2
1 km 以上 4 km 未満を B（中域）
、4km2 以上を C（広域）
と表す。①は政令指定都市、②は中核市、③は特別区、④
は①~③に該当しない都市を表す。
3-3.項目ごとに見られる傾向(図 3)
3-3-1. 1 軸：期間
10 日以内という短期間のもの、年間 100 日前後のもの、
年中行っているものの 3 つに分類することができた。イベ
ントごとではマルシェは比較的ばらつきがあるのに対し、
まつり・バルは短期的、アートは中期的に、まちあるき・
オープンカフェは常時開催されている傾向が確認できた。
3-3-2. 1 軸：面積
大半の事例は 1km2 以内で開催されている。その中でも
バルやアートは店舗や展示物が点在していることから、比
較的広域なものが見られる。回遊性促進型イベントを行な
うにあたっては 1km2 以内が回遊性促進に適した面積であ
ることがうかがえる。
3-3-3. 1 軸：拠点数
まつり・まちあるき・オープンカフェ・アートは 20 以下
の拠点数で行われる傾向にある。マルシェ・バルに関して
は既存店舗が参加するため、事例ごとに拠点数のばらつき
がうかがえる。
3-3-4. 2 軸：面積×拠点数
面積と拠点数から開催面積内の拠点の密集度を見たとき、
マルシェおよび一部のバルは密度が高くなる。マルシェは
広場や公園などで開催されているためと考えられる。
3-3-5. 2 軸：面積×期間
全体の傾向として、期間が短くなるほど広くなっている
事例が多く、長くなるほど狭くなっていることが分かる。
「短期-狭域」のイベントとしてバルやまちあるきが多く、
「中期-狭域」のイベントとしてアートが多いなど、イベン
トによる傾向が確認できた。
3-3-6. 都市分類
マルシェやまちあるき、バルは政令市では見られず地方
都市に多いことから都市規模が開催可能な要素には関係が
薄いと考えられる。オープンカフェは政令市または特別区
のみで見られ一定の都市規模を必要とすると考えられる。
まつりやアートは半数以上政令市で占められるが、政令市
以外の都市でも開催が見られる。
3-4. イベント間と都市規模間での比較分析
イベント間と都市規模間での特徴を表 3 に示す。この表
は都市規模①~④のそれぞれでのイベント間の比較【❶】
、
マルシェからアートのそれぞれでの都市規模間の比較
【❷】
を示している。
【❶】でイベント間を横断している特徴は、

研究ではそのうち(ⅲ)を回遊性促進型イベントとして捉え
分析の対象とする。

3.事例の抽出及び回遊性促進型イベントの定量分析
3-1.事例毎の基礎的情報の調査
2 章で抽出した回遊性促進型イベントについて、全国的
にイベントとして定着した事例を得るために Google によ
るキーワード検索によって事例の抽出を行った。キーワー
ドは 2 章で得られた事例をもとに設定した。2015 年 2 月 5
日時点で 30 件までの検索結果を対象とした。
重複または詳
細の確認が不可能、イベントに該当しない事例は省いた。
開催規模に関わる要素として、
「期間」
、
「面積」を、
「拠点
数」抽出した。また自治体の規模を表すものとして、
「都市
分類(政令指定都市・中核市・特別区・該当なし)」を設定
した。

本研究で対象とする回遊性促進型イベントについて、全
体及びイベントごとに見られる傾向を明らかにするため、
分析を行った。分析に用いる指標として、表 1 に基づいて
抽出した、
「期間」
、
「面積」
、
「拠点数」
、
「都市分類」を用い
る事とする。分析方法としては、(1)抽出したイベントをそ
れぞれの指標を軸とした分類、(2)「面積×拠点数」
、
「面積×
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①政令指定都市は長期狭域型と常時狭域型、②中核都市は
短期中域型と中期狭域型、③特別区は短期狭域型、④左記
以外は短期狭域型と中期狭域型である。なお③特別区と④
左記以外では短期狭域型の特徴、②中核市と④左記以外で
は中期狭域型の特徴が共通することが分かった。
【❷】で都
市規模間を横断している特徴は、マルシェでは短期狭域型
と中期狭域型、まつりでは短期狭域型、まちあるきでは長
期狭域型と常時狭域型、オープンカフェでは長期狭域型、
バルでは短期広域型、アートでは都市規模間を横断する特
徴は見られなかった。また、マルシェとまつりでは短期狭
域型の特徴、まちあるきとオープンカフェでは長期狭域型
の特徴が共通する事が明らかになった。それぞれの比較の
中でほとんどが狭域型を示していた。

4. まとめ
本研究では、全国の事例を横断的に調査した結果、以下
のことが明らかになった。
１)都市における回遊性促進に向けての枠組みとして、
「交
通」
「空間」
「イベント」の３つに、その内、イベントはマ
ルシェ、まつり、まちあるき、オープンカフェ、バル、ア
ートの６つに分類出来る。
２) 期間はバルでは短期、マルシェ、まつり、アートは短
期~中期、まちあるき、オープンカフェは長期で開催され
る。面積はバルでは広域、その他のイベントでは狭域が多
数をしめる。拠点数ではマルシェ、バルでは数にばらつき
が見られ、その他は少数の事例が大半を占める。
３) オープンカフェでは政令市もしくは特別区のみでの開
催であり、
ある程度の都市規模が必要であるが、
マルシェ、
まちあるき、
バルなどではあまり都市規模を必要としない。
４)期間、面積、拠点数を合わせてみた結果、マルシェ、ま
ちあるき、アートは多くのタイプに分類され、まつり、オ
ープンカフェ、バルは 1~2 のタイプに留まる。その中でマ
ルシェ、まつり及びまちあるき、オープンカフェにはそれ
ぞれ共通した傾向が見られる。
本研究は回遊性促進型イベントを推進していく上での知
見とすることで、イベントによる回遊性促進の意義をより
高めていけるのではないかと考える。
今後の課題としては、
空間や交通に関しても同様の分析が求められる。
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広域型地域協働まちづくりにおけるイベント運営の課題と改善策の検討

大日本コンサルタント（株）
大阪市立大学大学院工学研究科
1.研究の目的と方法
1.1 背景と目的
地域協働まちづくりは、規模によって対象範囲や目的、
運営主体も異なる。これまで、住民組織の町会などが顔の
見える範囲で、共通の問題・利益に関する取り組みを行っ
ている例が多い。これは、対象が限定されることで、ある
程度利害が一致し、
目標の共有が容易であるためであるが、
逆に対象が限定されることで、公共性の観点から行政の支
援を受けることは難しい。
一方、対象が広域の場合、多様なイベントが含まれ、多
様性ゆえ、参加対象が限定されないことから公的支援を受
けやすく、これまで地域社会を支えてきた地域活動団体が
地域の課題解決に向けて行政区などの範囲を超えた広域で
地域協働することが望まれる。しかしながら、その場合で
も、参加者ニーズに合うイベントの地域が限定され、地域
間の繋がりが希薄になりやすい欠点があり、
組織も大きく、
その運営も容易ではなく、特に持続性が大きな課題といえ
る。
そこで本研究では、地域主導でかつ幅広い多様な層が関
わることが出来る広域地域協働まちづくりに着目し、その
有効性の評価に加えて、これを維持発展させるための組織
や運営方法を検討し、今後の広域地域協働まちづくり活動
の自立的持続性に関する知見の提示を目的とした。
1.2 研究の方法
本研究ではまず、①学術情報データベースから、協働型
まちづくり活動の事例を幅広く収集・整理し、その活動の
規模と組織および主な活動による分類を試み、②その中で
広域地域を対象とした活動の特徴を踏まえて、本研究の対
象とした「上町台地マイルド HOPE ゾーン協議会」(大阪
市天王寺区全域及び中央区の一部が対象地域)において、
過
去 5 回開催された「オープン台地」事業と今年度開催され
た事業を対象にイベント参加者、プログラム企画者、主催
組織(協議会)の 3 つの主体に対するアンケートとヒアリン
グ調査を実施し、広域まちづくりの運営上の効果と課題を
抽出し、これらの評価を取りまとめた上で、オープン台地
の関係者を集めた座談会でその内容について意見交換し、
今後の方針について検討することにした(図-1)。
なお、本研究で「オープン台地 in OSAKA」を事例とし
た大きな理由は、大阪市による公的事業の終了が迫ってお
り、今後の自立的継続的取り組みが課題となっていたこと
と、筆者が直接関与していることで実情をより把握しやす
く、上記の調査や座談会の実施とデータの取得が可能であ
ったことである。
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2.地域協働まちづくりの分類と調査対象の位置づけ
地域協働によるまちづくり
狭域地域協働

中域地域協働

広域地域協働

3.主催組織としての上町台地マイルドHOPEゾーン協議会
上町台地マイルドHOPEゾー ン協議会
・協議会設立経緯
・オ ー プン台 地 in OSAKA運営経緯と実績
4.オープン台地の効果
主催組織

企画者

参加者

各主体による評価の総括

５.活動形態からみた
評価と課題
課題と改善方針

図-1 研究の構成

2. 地域協働まちづくりの分類と研究対象の位置づけ
2.1 調査データ
地域協働まちづくりにおけるイベント活用の実態を把握
するために、CiNii Articles1)(Citation Information by NII、NII
学術情報ナビゲーター)を利用し、
「都市計画 イベント」
で検索して得た 175 件の論文をもとに、行政と市民が協働
する地域協働まちづくりにおけるイベントを抽出した。
2.2 地域協働活動の分類
地域協働の運営主体は、特にその対象範囲(規模)によっ
て異なることから、ここでは規模に着目して、狭域、中域、
広域に分類した。
(1) 狭域地域協働まちづくり
小学校区以下の狭い範囲を対象とし、主催は主に自治
会・町内会、商店街組合で運営される。対象地域が狭いた
め、イベントを契機として住民同士、利害関係のある者同
士が顔の見える関係を構築しやすい。
(2) 中域地域協働まちづくり
いくつかの連合町会を束ねる中学校程度のやや広い範囲
を対象とし、大学などの教育機関や専門知識をもつ NPO
が中心となって、複数の市民組織が協働して活動する例が
多い。大学や NPO がファシリテート役を担うことで、地
域の市民組織の活動支援と調整が可能と考えられる。
(3) 広域地域協働まちづくり
行政や大企業が中心となって、複数の市民組織が協働し
て活動する。広域を対象とすることで、幅広く参加を募る
ことができ、加えて都市行政の一つとして位置づけること
で公的予算が執行されている場合がある。しかし、対象が
広すぎることで、組織とその運用が難しく、イベントの統
一感に欠けたり、地域間の連帯感に欠けたりするといった
課題もある。

3.2 「オープン台地 in OSAKA」の運営経緯と実績
(1) 運営経緯
上記のように、本事業の中心は、
「オープン台地」のイベ
ントを中心とした事業であることから、ここでは、その発
案から現在までの経緯を整理した。
(Ⅰ)発案期(2008 年〜2011 年)
従来から上町台地地区で企画されたイベントは、大阪城
と四天王寺を対象とした歴史関連の講演会など､参加者も
歴史に関心のある年配層で固定化の傾向にあった。
加えて、
協議会活動の方向性や、事業終了後の経済自立性などの課
題を抱えていた。当時の事業部会長は、歴史に関するイベ
ントから脱却し、協議会を経済的に自立した団体に変わら
歴史
3. 主催組織としての上町台地マイルド HOPE ゾーン協議会 なければないと主張し､地域の愛着の醸成を目的とし、
的価値などにとらわれない著名・無名に関わらず市内の建
3.1 協議会の設立経緯
オープン台地の主催組織である「上町台地マイルド 物を一般公開する「オープンハウスロンドン 3)｣を上町台地
HOPE ゾーン協議会」設立とそれ以降の経緯を以下の通り で実践できないかと提案した｡
である。
(Ⅱ) 成熟期(2011 年)
(1) 協議会結成期
事業部長の提案後に、
「上町台地の居住地魅力の広域的な
大阪市は、国土交通省の HOPE 計画(地域住宅計画・ 発信」を目的とし、上町台地の良さを実感してもらう、協
Housing with Proper Environment)の一環として、歴史的・文 議会主催の「まちびらきイベント」の開催に向けて、大阪
化的雰囲気を有する地域や大規模公園・緑地の周辺などを 市の事務局とともに、
協議会の主要なメンバーに呼びかけ、
選定し、現在のまちなみを活かし、住環境として魅力を高 オープン台地のスタッフなどの素地が作られた。その後の
める整備を行うことを目的に、1986 年に「21 世紀都市住居 協議会総会以降はこれらの呼びかけ人が中心となり、プロ
イベント構想 2)（大阪市 HOPE 計画）
」を策定し、7 地区で グラムのプロデュースや全体の管理・運営を行った。
概ね 10 年を期間として事業が実施された。7 地区のうち、 (Ⅲ) 実行期 (2011 年以降)
オープン台地をはじめとした協議会活動から発展した諸
中域程度の規模である 6 地区を歴史的まちなみ保存などの
修景事業を中心とした「大阪市 HOPE ゾーン事業」の対象 活動の中で培ってきた、若い世代の人的ネットワークによ
地として選定し、また、約 900ha の広域である「上町台地 り実行委員会とその中心となるコアメンバーが組織される
地区」(図-2)をまちづくり提案、学術提案などの事業を中 ことになった。また、この過程で役員以外が企画・運営に
心とした「大阪市マイルド HOPE ゾーン事業」の対象地に 関与することに批判的な意見もあったが、これに対しオー
プン台地が事業部会活動の一環であるという認識に立ち合
選定した。
意形成が図られた。
事業開始に伴い、そ
(2) オープン台地の運営体制
れぞれの地区の住民か
主催はマイルド HOPE ゾーン協議会、後援は大阪市、協
らなる協議会の設立を
力は「上町台地で住み・働き・学ぶみなさん」である。開
行なった。上町台地地
催日程、メインテーマは役員会で承認された後、各プログ
区では協議会結成のた
ラムの企画を協議会内外に関わらず公募する。統括デレク
め、大阪市は対象地区
ターを中心に会員内外の有志により構成された実行委員会
内の社寺や文化施設、
(コアメンバー)により、全体の広報や運営方針などが決め
まちづくりに関する団
図-2 上町台地エリアの位置
られる。実行委員会からの提案等は、月 1 回開催する役員
体などに対し、協議会
（出典：大阪市 HP）
会の承認を得て進めている(図-3)。
結成を呼びかけ 2006
年に協議会が結成された。協議会の組織は、役員と一般会
員からなり、エリアに係らない組織体制となっている。
(2) 協議会活動期
上町台地地区では、修景事業を四天王寺・夕陽丘エリア
に限定して行い、主に地域に関する研究やまちづくり活動
を行う個人・各種団体と連携し、様々な活動が行われてい
る。
特に上町台地の魅力の広域的な発信を行う活動として､
「オープン台地 in OSAKA」のイベントを中心に、まちづ
図-3 オープン台地の運営体制
くり活動の支援・地域資源の掘り起こしが行われている。
2.3 広域地域協働活動の位置づけ
以上のように、規模によって対象範囲や目的、運営主体
も異なることがわかった。一方で、自治体の財政悪化など
を背景に、より広域での協働型まちづくりに対するニーズ
が高まっていることから、広域地域協働まちづくり活動の
利点を活かしつつ、その課題を明からにし、今後の展開を
検討することは意義のあることと考えられる。
そこで、本研究では、地域主導でかつ幅広い多様な層が
関わることが出来る広域地域協働まちづくりの持続性に着
目し、
「オープン台地 in OSAKA（以降「オープン台地」
）
」
をその代表事例として位置づけ、研究を進める。
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表-1 過去開催オープン台地の概要
名称
（オープン台地）
in
in
in
in
in

OSAKA
OSAKAvol.2
OSAKAvol.3
OSAKAvol.4
OSAKAvol.5

開催日

日数 プログラム数

2011.1.29〜30
2
2012.2.3〜5,17
4
2013.1.26〜2.17 30
2013.11.29〜12.8 9
2014.11.28〜12.710

予算
参加者人数
（千円）

20
30
40
45
47

1,300
1,500
1,700
1,600
1,400

600
18,000
25,000
30,000
9,000

7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

10
プログラム数

プログラム総数と企画者数は年々増加しており、初年度
に多数であった、まちあるきの「ツアー」や「講演」から
ワークショップなどの「体験」型のプログラムに移行して
いる(図-4)。
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4.2 オープン台地の効果と評価
(1) 地域別イベントの評価
地域別のプログラム数と参加者数をみると、それらは必
ずしも一致しておらず、特にプログラムが特定の地域に偏
っていることも分かった(図-5)。
このことは、
「多様で多彩」
なプログラム構成が可能である広域型の特長が十分活かせ
ていないことを示唆している。
(2) イベント目的達成度
企画者の概ね 8 割程度は、自らが企画したプログラムと
オープン台地全体が開催趣旨である居住地魅力の向上に繋
がったと評価しており、一方、参加者も高く評価している
が、その評価は体験型で高いことがわかった(図-6、7)。

(3) オープン台地の活動内容
開催日数、プログラム数、イベント予算、参加者数の推
移をみると、第 2 回から第 4 回では動物園や市立公園での
プログラムが実施され、偶発的なプログラム参加者が多数
含まれたことを考慮すると、プログラム参加者数は増加し
ていると考えられる(表-1)。

参加者総数

図-5 地域別プログラムと参加者数
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図-6 企画者の居住意向への貢献度評価(n=17)
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図-7 参加者のプログラム別居住意向(n=355)
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(3) 企画者からみたイベント運営に関わる利点と欠点
企画者による広域型の特徴を活かしたイベント運営に関
わった利点について、近隣のエリアにとどまらない情報発
信の広域性や、プログラム開催場所の展開などの意見が得
られた一方で、課題として、運営に係る報告書などの事務
作業の煩わしさなどが挙げられた(表-2)。広域型の利点の
拡充のためには、
プログラムの開催が少ないエリアを補い、
運営に関わる人材を増やすことが必要である。しかし、こ
れらの課題により、他者に企画者として参加を呼びかける

図-4 プログラムの種別と種別プログラム数の推移

4. オープン台地の効果
4.1 調査の対象と方法
オープン台地の効果評価のために、本研究では、イベン
ト参加者、プログラム企画者、主催組織の 3 つの主体に対
するアンケートとヒアリング調査を実施した。
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表-3 協議会メンバーの企画参加状況
企画者数
プログラム数
件数 割合
件数 割合
会員
14
37.8%
22
46.8%
会員外
23
62.2%
25
53.2%
総計
37 100.0%
47 100.0%

ことを躊躇するとの意見が得られた。運営の関与の度合い
に多様性を持たせるなどの改善の余地が見られる。
表-2 広域開催の利点と課題
利点
【他団体との交流】
地域で活動する他団体、店舗などを知る事ができる
企画・運営方法を学ぶ事ができる
企画者が他のイベントに参加するなどの交流
新規顧客の開拓が可能
【場所の展開の多様性】

課題
【コンセプトの共有が困難】
広域で関係者が多いためコンセプトの共有が困難
行政区でもなく小規模でもないエリアの魅力発信を
目的として事業として成り立ちにくい

5. 活動形態からみた評価と課題
広域型まちづくり活動のメリットは、広域である故に幅
広い支援を得ることや広報を実施することが可能であるが、
一方でエリア間のつながりが希薄になったり、エリアによ
ってプログラム開催数が異なったりすることが課題ともな
っている。同時多発的に「多様で多彩」なプログラム構成
が可能という広域型の特長を活かしつつ、上記の課題を改
善するためには、エリア毎にサブテーマを設定し、期間を
ずらして開催するといった方式も考えられる。
このことは、広域型のイベント開催でもメリットがある
と考えられる。つまり、広域ならではの広報力と、エリア
限定型のチラシやポスターおよび口コミが有効であり、広
域と狭域の両者を効果的に活用できるからである。

企画が増える事により全体のコンセプトが不明瞭に
【関係者のマンネリ化】
様々な場所や地域で、いつもと違う雰囲気でイベント 若手が若くなくなってきたなどの全体の加年齢化
を行うことができる
関係者が毎年同じで、企画者としての積極的な新
規参加が少ない
【情報発信の広さ】
知名度が低い文化や活動を広められた
総プログラム数で、広報や参加者の集客に
自分たちだけでは届けられない人への発信
【新しい試みを行う】

【個々による広報の必要性】
全体の広報に頼って個別に広報を行なわない企画
者がいるため結局各々が集客しなければならない
【手続き・事務作業の手間】

イベントをきっかけに話しを聞いてみたかった人物を 企画の上に、報告書等の事務作業があるという条
ゲストに呼ぶなど呼びかけが可能
件が参加の敷居を上げている
知名度の低いエリアなどで新たな企画を行なうなど 事務作業に忙殺されてしまう恐れがあるため、実行
委員会への参加が消極的
の挑戦が可能

(4) 企画者の交流満足度からみた評価
企画者間の交流満足度をみると、
「充分にできた」と回答
したのは 6%であったが、
「まあまあできた」も含めるとお
よそ半数近くになっており、その目的は概ね達成できたと
考えられる(図-8)。しかしながら、企画者自身のプログラ
ム開催日時が重なって他のプログラムに参加できなかった
ことが指摘されたことから、エリアや期間について全体の
調整が課題であると言える。

6. 結語
行政が関与し予算の配賦を受ける広域の地域協働まちづ
くりは、公共性が求められるため、対象地域のみならず他
の地域住民にも組織の門戸は開かれるべきであるが、オー
プン台地の活動は、これまでの結果から、広域型地域協働
まちづくりとして様々な主体が協議会活動に参加し、それ
ぞれが交流する場を実現しているといえる。その結果とし
て、企画者と参加者の満足度も高く、その継続が望まれて
いることがわかった。
しかし、協議会や企画者の固定化が課題としてあげられ
た。このことは、事業の継続性を検討する際の財源確保と
ともに、組織・運営上の課題であると言える。
本研究では、これらの結果を受けて、活動形態と広報の
面からの改善、組織・運用の面からの改善について言及す
ることができた。
今後は、
大阪市の上町台地マイルド HOPE
ゾーン協議会に対する事業期間が平成 28 年度終了を予定
しているため、
事業終了前に本研究で得られた知見を基に、
関係者で協議し、具体的な形での提案にし、実行すること
が喫緊の課題である。

4.3 主体の関与度からみた評価と課題
今回の調査から、イベント企画者の参加時期をみてみる
と、ほとんどが立ち上げ時からオープン台地を認知、また
は参画していたことがわかり、企画者の固定化傾向がみら
れた(図-9)。しかし一方で、協議会メンバー以外の参加割
合が高くなっていることから、協議会以外に開かれた活動
となっていることもわかる(表-3)。
このことから、イベント事業は開放されているものの、
依然固定化傾向にあることから、今後は新たなイベント企
画者としての参画を促すための広報が課題と考えられる。
特に前述のように、企画の種類や内容によって参加者の満
足度も居住意向も異なるため、地域の良さをアピールする
という目標に合致した企画の実現が望まれる。
不十分だった
12%

充分できた
6%

「オープン台地 in OSAKA
vol.4」以降 (2013年頃）
12%

参考文献
あまり
できな
かった
41%

まあまあ
できた
41%

1) CiNii Articles、日本語、http://ci.nii.ac.jp/ 、2015.1.24.
2) 大阪市都市整備局（1989）
「21 世紀都市居住イベント構想(大阪

オープン台地（初回）立ち
上げ時（2010年頃）から
88%

市 HOPE 計画)報告書」大阪市都市整備局
3) 伊藤香織（2008）
「シビックプライド」
、pp.136-149、読売広告

図-8 企画者間の交流満足度
(n=17)

社都市生活研究所

図-9 企画者のオープン台地
の認知状況(n=17)

4) 国土交通省住宅局（2005）
「上町台地における都心居住リーデ
ィングプラン策定調査報告書」.
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健康まちづくりのための都市の健康度評価
関西大学 環境都市工学部 井ノ口 弘昭
関西大学 環境都市工学部 秋 山 孝 正
１．はじめに
医療・健康・福祉を中心にしたまちづくりに関して、
現実プロジェクトの展開が期待されている。このような
「健康まちづくり」のためには、都市の現状認識としての
健康度評価が必要である。本研究では、都道府県単位の
統計指標に基づく、医療・健康・福祉の程度から「都市
の健康度」について指標化を試みる。このとき、各種要
因の複合的関係を非線形関係として表現するため知的情
報処理技術を利用する。また健康度指標は、現実の健康
まちづくりのプロジェクトを推進する都市についての将
来変化を検討する際に有効に機能する。

ボリックシンドロームを取り上げ、メタボリックシンド
ローム該当者数を特定健康診査受診者数で除したものと
する 6)。また、③要介護認定率は、要介護認定１号被保
険者数（要支援・要介護）を１号被保険者数で除したも
のである 7)。
ここで、都道府県別の健康寿命を図-1 に示す。
都道府県別 健康寿命
〜71.5歳
〜72.0歳
〜72.5歳
〜73.0歳

２．健康まちづくりに関する自治体の取り組み
ここでは、健康まちづくりを実現する自治体の取り組
みを整理する。厚生労働省が所管する健康・体力づくり
事業財団では、健康増進法に基づく国民の健康の増進の
総合的な推進を図る「健康日本２１」を策定している 1)。
また、国土交通省では、平成 26 年 8 月に「健康・医療・
福祉のまちづくりの推進ガイドライン」を策定し、健康・
医療・福祉の視点から必要な事業や施策を推進している
2)
。各自治体においては、独自に健康づくりに関する政
策を策定している。例えば、大阪市では「大阪市健康増
進計画」が策定されている 3)。このように、健康づくり
は自治体レベルまで浸透しつつある。
例えば、JR 岸辺駅周辺の吹田操車場跡地において、
「吹
田×摂津 Suisou Project」として、
「健康・医療」のまちづ
くりが進められている 4)。これは、国立循環器病研究セ
ンターおよび吹田市民病院を核として産学官民連携によ
る医療イノベーション拠点を形成するものである。
このように、自治体においても健康をキーワードとし
たまちづくりが進められつつある。

73.0歳〜

図-1 都道府県別健康寿命の分布
図-1 より、中部地方で比較的健康寿命が高いことがわ
かる。一方、東北地方、四国地方および東京都・大阪府
などで健康寿命が低い。健康寿命が最も低い都道府県は
大阪府であり、71.02 歳である。
つぎに、各評価指標間の関係を検討する。このため、
指標間の相関係数を表-1 に示す。
表-1 各指標間の相関係数
①健康寿 ②生活習
命
慣病
①健康寿命
②生活習慣病
③要介護認定率

３．健康まちづくりに関する都市形成の要因分析
まず、医療・健康・福祉の視点から健康度に関する現
況分析を行う。

③要介護
認定率

1.000
-0.036

-0.036
1.000

-0.498
0.207

-0.498

0.207

1.000

本表より、①健康寿命と③要介護認定率の間には若干の
負の相関が見られることがわかる。その他の指標間には
相関関係が見られない。このことから、3 指標それぞれ
について検討する必要が考えられ、以降の分析では 3 指
標について検討する。

3.1 健康まちづくりに関する評価指標
ここでは、健康・医療・福祉に関する指標として、①
健康寿命、②生活習慣病、③要介護認定率を用いる。①
健康寿命は、健康上の問題で日常生活が制限されること
なく生活できる期間と定義される 5)。健康寿命は、男女
差が大きいため、
男女別に算定されている。
本研究では、
男女別の人口割合を基に加重平均した、男女合計の健康
寿命を用いる。また、②生活習慣病は、本研究ではメタ

3.2 回帰分析を用いた都市形成の要因分析
つぎに、都市形成と健康まちづくりとの関係を分析す
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るため、回帰モデルを構築する 8)。このため、都道府県
別の統計データを用いる。
都市形成に関わる指標として、
①自動車保有台数、②都市公園面積、③病院数、④人口
密度、⑤道路総延長、⑥鉄道駅数、⑦運動施設数を用い
る。これらの指標を 47 都道府県に対して準備した。
線形回帰モデルによる健康寿命に関する要因分析結
果を表-2 に示す。
表-2 健康寿命に関する要因分析結果（県単位）
変 数

t 値

係数
0.004416

3.25

都市公園面積（m2/人）

0.004395

0.15

病院数（病院/万人）

-0.05702

-1.77

人口密度（万人/km2）

0.000126

1.02

道路総延長（km/万人）

-0.00199

-0.71

鉄道駅数(鉄道駅/万人)

-0.00416

-1.50

-7.2×10-6

-0.0090

69.842

68.06

定数

変 数

R2

都市公園面積（m2/人）

2.53×10-5

0.96

0.00105

1.87

病院数（病院/万人）

0.000576

0.91

人口密度（万人/km2）

6.87×10-7

0.28

道路総延長（km/万人）

9.65×10-5

1.77

鉄道駅数(鉄道駅/万人)

-4.1×10-5

-0.76

運動施設数（施設/万人）

-3.8×10-5

-2.45

0.123

6.16

R2

0.25

つぎに、要介護認定率に関する要因分析結果を表-4 に
示す。本表より、病院数および自動車保有台数が要介護
認定率に影響を与えることがわかる。病院数が多いと要
介護認定率が高い傾向がある。また、自動車保有台数が
少ないと要介護認定率が高くなる傾向である。

0.40

表-4 要介護認定率に関する要因分析結果（県単位）
変 数

本表より、自動車保有台数の t 値が高く、健康寿命に
影響を与えることがわかる。自動車保有台数の係数の符
号は正であり、保有台数が多いほど、健康寿命が長くな
る傾向がみられる。
健康寿命の観測値（統計値）と回帰モデルによる推計
値との関係を図-2 に示す。R2 値は 0.40 であり、ばらつき
が見られる。

係数

自動車保有台数（台/千人）
都市公園面積（m2/人）

t 値

-8.3×10-5

-2.07

-0.0003

-0.35

病院数（病院/万人）

0.003973

4.20

人口密度（万人/km2）

-4.1×10-6

-1.14

道路総延長（km/万人）

4.09×10-5

0.50

鉄道駅数(鉄道駅/万人)

4.34×10-5

0.53

運動施設数（施設/万人）

2.48×10-5

1.06

0.196169

6.52

定数
R2
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健康寿命 総計値（年）

t 値

係数

自動車保有台数（台/千人）

定数

自動車保有台数（台/千人）

運動施設数（施設/万人）

表-3 生活習慣病の要因分析結果（県単位）

0.47

3.3 知的情報処理を用いた都市形成の要因分析
健康指標と都市形成指標の関係は複雑であり、前節で
構築した線形回帰モデルでは、説明力が十分でないと考
えられる。このため、知的情報処理の１手法であるニュ
ーラルネットワーク（NN）を用いたモデルを検討する。
本研究で構築する NN モデル構造を図-3 に示す。

73
72
71

自動車
保有台数

70
70

71

72

健康寿命 観測値（年）

73

74

都市公園
面積

図-2 回帰モデルの適合状況（健康寿命）

病院数

つぎに、生活習慣病に関する要因分析結果を表-3 に示
す。本表より、運動施設数の t 値が高く、生活習慣病に
影響を与えることがわかる。係数の符号は負であり、運
動施設数が多いと生活習慣病は低い傾向となる。また、
自動車保有台数の係数の符号は正であり、自動車保有が
多いと生活習慣病は多くなる傾向が見られる。本回帰モ
デルの R2 値は 0.25 であり、
良好なモデルとは言えない。

人口密度
道路
総延長

健康寿命
生活習慣病
要介護認定率

鉄道駅数
運動
施設数

図-3 健康まちづくりに関する NN モデル
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入力変数は、線形回帰モデルと同一の変数を用いる。
また、出力は①健康寿命、②生活習慣病、③要介護認定
率の 3 指標とする。中間層をもつ３層で構成される NN
モデルとしている。NN モデルの結合荷重・閾値は、47
都道府県のデータを用いて学習を行い、決定した。健康
寿命に関する本 NN モデルによる推計値と統計値との関
係を図-4 に示す。
74

0 とする。すなわち、生活習慣病および要介護認定率は、
割合が少ないほど得点が高くなる。
推計された吹田市の健康度指標を図-5 に示す。健康寿
命は、大阪府全域では 47 都道府県中で最低であり、吹田
市においても評価得点が 0.017 と低い値である。一方、
生活習慣病の評価得点は 0.97 であり、全国的に見てメタ
ボリックシンドロームの該当率は低いことがわかる。ま
た、要介護認定率の評価得点は 0.44 であり、中程度であ
ることがわかる。

健康寿命 総計値（年）

健康寿命
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

73
72
71
70
70

71

72

健康寿命 観測値（年）

73

要介護認定率

74

生活習慣病

図-5 吹田市の健康度指標

図-4 NN モデルの適合状況（健康寿命）

つぎに、吹田市と共に吹田操車場跡地の健康まちづく
りプロジェクトを進めている摂津市の健康度指標の推計
値を図-6 に示す。摂津市は、吹田市と同様に生活習慣病
の評価得点は高いが、健康寿命の評価得点は低い。要介
護認定率の評価得点は吹田市と比較して低い。

線形回帰モデルと比較して、適合状況は良好であると
いえる。また、生活習慣病、要介護認定率に関しても分
析を行ったところ、同様の結果が得られた。都道府県を
単位として、健康度と社会経済指標の関係性を記述する
NN モデルを構成することができた。

健康寿命
0.8
0.7

４．都市の健康まちづくり評価
ここでは、前章の健康度と社会経済指標の「関係性記
述モデル」を都市レベルに適用して、都市健康度の構成
を把握するための
「健康度評価モデル」
として利用する。
大阪北摂地域の都市を対象として、健康まちづくりに関
する評価を行う。

0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

要介護認定率

4.1 都市の健康まちづくり現状分析
ここでは、大阪北摂地域を対象とした現状分析を行う。
健康寿命の指標は、
都道府県単位のデータは存在するが、
市町村単位のデータはない。このため、NN モデルを用
いて、健康寿命・生活習慣病、要介護認定率の推計を行
う。大阪北摂地域の都市として、吹田市・摂津市・高槻
市を取り上げる。吹田市および摂津市は、吹田貨物操車
場跡地に国立循環器病研究センターおよび吹田市民病院
をはじめとするエコメディカル・ウェルネスシティの整
備を進めている。
各都市の都市形成にかかわる指標を入力し、健康寿
命・生活習慣病・要介護認定率の推計を行った。算定さ
れた推計結果から、各指標の評価得点（0〜1 点）を求め
る。健康寿命の評価得点は、47 都道府県の最大値 73.52
歳を 1、
最小値 71.02 歳を 0 とする。
また、
生活習慣病は、
47 都道府県の最小値 12.8%を 1、最大値 17.7%を 0 とす
る。要介護認定率は、最小値 13.5%を 1、最大値 22.0%を
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生活習慣病

図-6 摂津市の健康度指標
つぎに、吹田市と同程度の人口規模である高槻市の健
康度指標の推計値を図-7 に示す。高槻市は、生活習慣病
の割合が高く、評価得点が低い。また、要介護認定率も
高く、評価得点が低くなっている。さらに、吹田市・摂
津市と同様に健康寿命の評価得点が低くなっている。
健康寿命
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

要介護認定率

生活習慣病

図-7 高槻市の健康度指標

4.2 健康度向上のための都市政策の検討
つぎに、健康度を向上させるための都市政策について
検討する。このため、説明変数に用いた都市形成に関わ
る 7 指標に関して、それぞれ 10%増加した時の健康指標
の変化を検討する。ここでは、吹田市を対象として、最
大 2 指標の組み合わせで検討する。
健康寿命延伸につながる都市政策指標の組み合わせ
上位 3 位を図-8 に示す。最も健康寿命が延伸する組み合
わせは、
⑥鉄道駅数の増加と⑦体育施設数の増加である。
それぞれ 10%増加させた場合、健康寿命は 0.023 歳延伸
すると推計される。
現状
⑥鉄道駅
⑦体育施設
⑥鉄道駅+⑦体育施設
71.14

71.15

71.16

71.17

71.18

71.19

図-8 健康寿命延伸のための都市政策（吹田市）
つぎに、生活習慣病を予防する都市政策の組み合わせ
を図-9 に示す。本図より、②都市公園面積の増加が効果
的であることがわかる。
都市公園面積の10%増加により、
0.13%の減少効果があると推計される。
現状

５．おわりに
本研究では、健康まちづくりのために都市の健康程度
を医療・健康・福祉の視点から検討することを考えた。
このため
「都市の健康度」
を多面的に把握するとともに、
健康度と社会経済指標の関係をモデル化した。本研究の
研究成果は以下のように整理できる。
①都市の健康度について、医療・健康・福祉の視点から、
健康寿命、生活習慣病割合、介護者割合に基づいた指
標化を行った。これらの側面相互には顕著な相関関係
が観測されないことがわかった。
②社会経済指標と都市の健康度に関する関係性をモデ
ル化した。重回帰モデルでは、社会経済指標に基づく
健康度推計が容易ではなく、複雑な非線形関係の利用
が必要であることがわかった。
③要因間の複雑な非線形関係を表現するため、ＮＮモデ
ルによる健康度推計モデルを構成した。これより医
療・健康・福祉の３項目を同時に推計可能なモデルを
構成した。また、推計結果に基づく健康まちづくりの
方向性を検討した。
今後、健康を中心としたまちづくりの展開のためには、
①市民の健康意識と健康度との関係性の把握、②プロジ
ェクト地域の健康活動に関する分析、③都市間の要因比
較と健康度のパターン化などが今後の課題として挙げら
れる。
本研究は、関西大学先端科学技術推進機構「健康まち
づくりのためのソーシャルデザイン研究グループ」の研
究成果の一部である。

②都市公園面積+⑥鉄道駅
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②都市公園面積
12.90% 12.95% 13.00% 13.05% 13.10% 13.15%

図-9 生活習慣病予防のための都市政策（吹田市）
つぎに、要介護認定率の低下のための都市政策の組み
合わせを図-10 に示す。本図より、①自動車保有の増加、
④人口密度の増加が効果的であることがわかる。これら
の政策により、0.06%の減少効果があると推計される。
現状
④人口密度+⑦体育施設
②都市公園面積+④人口密度
①自動車保有+④人口密度
13.50%

13.55%

13.60%

13.65%

図-10 要介護認定率低下のための都市政策（吹田市）
これらの検討の結果、健康・医療・福祉それぞれに対
して、有効な政策が相違することが明らかとなった。
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都市計画・まちづくりに関わる若手世代の仕事・家庭・自分自身の時間バランスに関する研究
大阪大学大学院工学研究科
ワイキューブラボ
松本拓建築事務所
オフィス楢
水辺のまち再生プロジェクト

１.研究の背景と目的
都市計画・まちづくりの分野は、従来からの空間や施設
整備などのハード整備だけではなく、
近年は経済学、
福祉、
文化、歴史、デザインなどのソフト分野との連携を深めて
いる。そして計画に関わる主体や意思決定システムも、行
政による広域な計画だけではなく、特定の地域の市民や活
動団体・企業の意見が計画に反映されることや、さらには
計画策定や事業実施の担い手となることも一般化してきて
いる。また都市空間のマネジメントが重視されるなかで、
コミュニティの醸成やその活動を支援する仕事、多様な主
体への的確な情報発信を担うデザイナー、クリエーターな
ども、まちづくりにおいて重要な役割を担っている。この
ように、計画・事業の内容や方法の多様化に応じて、都市
計画・まちづくりに関わる仕事も様々な業種に及んでいる。
一方で、仕事としてではなく、地域の自治活動、趣味や
自己実現の活動として当該分野に関わる事例も多く存在し
ている。
専門家としては、
それらの活動に参加することが、
結果として仕事につながるスキル確保や人的ネットワーク
形成、さらには自分自身の楽しみにつながっていることも
ある。またこのような個人または特定の集団の活動が、都
市の魅力アップや地域コミュニティ活性などに寄与してい
る事例も増えてきており、これらを持続的な動きとするこ
とは公益に繋がるものとなっている。しかし、これらの｢自
分自身｣の活動は個人の｢仕事｣と｢家庭｣のウェイトに影響
を受けるため、結婚や出産などのライフステージの変化に
伴って、以前は無理なく担っていた役割を十分に担うこと
ができなくなることも想定される。
このように都市計画・まちづくりへの関わり方が多様化
していることは認識されている一方で、働き方の実態やパ
ートナー・家族との関係、また仕事・家庭とのバランスの
中で、どのように自分自身の楽しみや自己実現の時間・機
会を見出しているのかは明らかになっていない。
既往研究においては、趙ら 1)2)(2006)が住居系・建築系大
学出身女性を対象に調査を実施し、ライフステージの変化
に伴い転退職が多いが、職種や雇用形態を変えながらもキ
ャリアを継続している人が多いことを明らかにしている。
また藤岡 3)(2009)は育児期の女性の生活時間に着目してい
る。しかしパートナー双方の視点、仕事・家庭以外の自分
自身の時間という視点は無く、その現状は明らかになって
いない。
そこで本研究では、
仕事または個人の活動など様々
な形で都市計画・まちづくりに関わる若手世代の働き方や、
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仕事・家庭・自分自身の時間バランスの現状を明らかにす
ること、またその現状に対する認識や、よいバランスを保
つための工夫などを明らかにすることを目的とする。
２.研究の方法
若手世代の働き方、
時間バランスを明らかにするために、
アンケート調査を実施した。調査は都市計画・まちづくり
に関連する業務に従事している人、または趣味・自己実現
のための活動で当該分野に何らかの形で関係していると自
身で認識している人であり、かつ既婚者または同居するパ
ートナーがいる人を対象とした。
調査票は電子ファイル形式で作成し、電子メールに添付
して配布した。またサーバー上にファイルを設置し、希望
者がダウンロードできるようにした。回収も電子メールで
受け付けた。アンケート調査は 2014 年 9 月 1 日から 11 月
10 日にかけて実施し、建築・まちづくり分野の出版社メー
リングリスト、都市計画学会誌での調査告知ほかで回答を
依頼した。62 件の回答(有効回答数 60)を得た(表１)。
３.回答者の属性
回答者のうち男性は 42 名、女性は 16 名である。平均年
齢は男性が 37.1 歳、女性が 38.4 歳であり、30 歳前半が最
も多く、次いで 30 代後半が多くなっている(図 1)。
子どもの有無と末子の年齢から回答者をライフステージ
別に分類した(図 2)。夫婦またはパートナーのみ世帯に属す
る人が 15 人(25.9％)、子どもが存在する世帯に属する人が
43 人(74.1%)となっている。子どもがいる世帯のうちでは、
表１ 調査概要および調査票の内容
項
目
内 容
実施時期 2014 年9 月1 日〜11 月10 日
調査票(電子ファイル)をメール添付、またサーバーから回答者
配布回収
がダウンロードして回答。メール添付により回収。
①都市計画・まちづくりに関連する業務に従事している人
②趣味・自己実現のための活動で都市空間や地域コミュニティ
対象者
などに何らかの形で関係していると自身で認識している人
上記①②のいずれかに該当し、かつ既婚者または同居する
パートナーがいる方
回収数 62 件 (有効回答数60)
・基本情報（年齢性別、業種、働き方、家族構成ほか）
・あなたとパートナーの家庭での役割分担
主な内容 ・仕事、家庭生活、自分自身の時間のバランス
・時間バランスを上手くとり、生活を充実していくための工夫
・自由記述

3

1〜4人
5〜9人
10〜19人
20〜29人
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100〜199人
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4
20
7
3

7
8

2
会社規模

年代

30歳以下
31〜35歳
36〜40歳
41〜45歳
46〜50歳
51〜55歳
56〜60歳

1 1
2
1 1
0

5

10

15

男性

20

25

女性

8
6
2
3
1
5
2
1
29
0

5

13

2
18

夫婦またはパートナーと未婚の子
(末子7-22歳以下)
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図３ 会社規模(N=57)

図１ 年代別回答者数(N=60)
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図４ 労働時間(週あたり)(N=54)

図２ ライフステージ別回答者数(N=58)
男性
(N=41)

表２ 回答者の職業と業種(N=58)
ﾊﾟｰﾄ・ｱ
会社員
ﾙﾊﾞｲﾄ等
官公庁
−
建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ
1
11

会社
役員
2

-

1
2

1

-

-

1

-

1
4

不動産・開発
ゼネコン

-

2
4

2
-

-

-

-

-

4
4

その他

4

9

2

4

1

3

3

26

計

5

29

7

4

5

4

4

58

48.8%

9.8%
4.9%

女性
(N=17)

研究・大
自営業・
公務員
その他 計
学職員
ﾌﾘｰﾗﾝｽ
4
4
1
15

住宅ﾒｰｶｰ
設計事務所

34.1%

52.9%

29.4%
0%

20%

1:9

40%

3:7

5:5

17.6%

60%

7:3

9:1

80%

100%

図５ 家事分担(ﾊﾟｰﾄﾅｰとの分担率 自分:ﾊﾟｰﾄﾅｰ)
男性
(N=27)

40.7%

女性
(N=14)

21.4%
0%

7 歳未満の未就学児が存在する人が25件と最多となってい
る(図 2)。

48.1%
50.0%
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1:9

40%

3:7

5:5

7.4%
3.7%
28.6%

60%

7:3

9:1

80%

100%

図６ 育児分担(ﾊﾟｰﾄﾅｰとの分担率 自分:ﾊﾟｰﾄﾅｰ)
大きく依存している状況にある。一方で、女性は家事が
70.6％、育児が 78.6％と本人に負担が集中している状況に
ある。

４.働き方
回答者の職業と業種を表 2 に、会社規模を図 3、労働時
間を図 4 に示す。会社員が 29 名(50.0%)と最多であるが、
会社役員が 7 名、自営業・フリーランスが 4 名と個人また
は小規模組織で働いている人も比較的多くなっている。業
種は建設コンサルタントが 15 名(25.9%)と最多であった。
業種「その他」はデザイン関係や大学教員など、また仕事
以外の機会でまちづくりに関わっている人など多様となっ
ている。会社規模は従業員 300 人以上が 29 人(50.9％)と最
多であるが、次いで 4 人以下が 8 人(14.0％)、5〜9 人が 6 人
(10.5％)と少人数で働いている人も多くなっている。
一週間あたりの労働時間は50〜59 時間が17 人(31.5%)と
最多で、さらに 60 時間以上の合計は 11 人(20.4％)となって
おり、長時間労働の傾向にある。

６.仕事・家庭・自分自身の時間バランス
都市計画・まちづくりに関わる若手世代が、仕事と家庭
に費やす時間に対して、楽しみや自己実現につながる活動
等に費やす｢自分自身の時間｣を確保することができている
のか、またそのために仕事と家庭とのバランスをどのよう
に取っているのかを尋ねた。質問にあたっては、活動時間
を「①仕事」
「②家庭生活」
「③自分自身(①,②以外の趣味や
友人との付き合い・交流等)」の 3 つに分類した場合の「自
分自身」の時間の確保のしかたのイメージ図を提示し、自
身の状況に最も近いパターンを選択してもらった(図 7)。
男性はパターン G が 22.8%と最多であり、自分自身だけ
の時間を確保できていないが、家庭および仕事の中で楽し
みや自己実現を見出している。次いでパターン A が 21.4％
と多く、
仕事の合間のわずかな時間のみという現状にある。

５.パートナーとの役割分担
家庭におけるパートナーとの役割分担の状況を図 5,6 に
示す。家事および育児とも男性の 8 割以上はパートナーに
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一方で女性はパターン E が 27.8%と最多であり、男性同様
に自分自身だけの時間を確保できていないが、仕事ではな
く家庭生活の中で自身の楽しみや自己実現を見出している。
また男女とも自分自身の時間を確保するために仕事の比率
を下げている回答者は存在しなかった(図８)。
ライフステージ別にみると、子どもがいない回答者は家
庭生活の比率を下げて自分のための時間を確保しているパ
ターン C が 11.1％存在するが、子どもがいる世帯ではその
比率が低下しており、ライフステージの変化により自分自
身だけの時間を確保できなくなっていることがわかる。 7
歳未満の子どもがいる世帯では、パターン G が 32.0％と最
多であり、自分自身だけの時間は確保できていないものの
仕事や家庭の中で自身の楽しみや自己実現を見出している
(図８)。

業種別で最多の建設コンサルタントは、パターン G が
33.3％と最多で、自分自身だけの時間は確保できていない
が、家庭と仕事の中で楽しみや自己実現を見出している。
次いで、仕事の合間で確保するパターン A と家庭比率を下
げて確保するパターン C がともに 13.3％となった(図９)。
会社規模別にみると、個人または 10 人未満の規模の会
社で働く人は仕事自体を楽しみや自己実現としているパタ
ーン F が 28.6％と多く、規模の大きな会社に所属する人と
異なる傾向にある。一方、それ以上の規模の会社に所属す
る人は、積極的に時間は取れないものの、仕事の合間で確
保するパターン A が多くなっている。
回答者に自身の｢仕事･家庭･自分自身の時間バランス｣に
対する満足度を尋ねた(図 10)。現状の時間バランスに｢満
足｣している回答者は全体の 8.2％と少なく、何らかの不満
を抱えている人が多くなっている。特にパターン A は｢不
0%
A自分自身の時間なし①
（仕事合間で確保）（N=12）
B自分自身の時間なし②
（家で確保）（N=2）
C「家庭生活」比率下げて確
保（N=5）
D「仕事」比率下げて確保
（N=0）
E家庭の中で「自分自身」確
保（N=8）
F仕事で「自分自身」確保
（N=5）
G家庭と仕事の両方とで「自
分自身」確保（N=14）

20%
25.0%

80%

50.0%

100%

25.0%

60.0%

12.5%

20.0%

20.0%

50.0%

37.5%

60.0%
35.7%

40.0%
57.1%

7.1%

57.1%

7.1%

7.1%
28.6%

満足

やや満足

やや不満

不満

図 10 ｢仕事･家庭･自分自身の時間バランス｣満足度

図７ 仕事・家庭生活・自分自身の時間確保イメージ図
性 別

A 自分時間なし①（仕事合間で確保）
B 自分時間なし②（家で確保）
C「家庭生活」比率下げて確保
D「仕事」比率下げて確保
E 家庭の中で「自分自身」確保
F 仕事で「自分自身」確保
G 家庭と仕事両方で「自分自身」確保
H その他

60%

100.0%

その他（N=14）

女性
(N=18 )

40%

男性
(N=42)

夫婦・パートナーのみ
(N=15)

ライフステージ別 （一部）
パートナーと未婚の子
(末子7 歳未満)(N=25)

パートナーと未婚の子
(末子 7-22 歳以下)(N=7)
|||||||||||||||||||||| 22.2%
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|||||||||||||||| 16.7%
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||||||||||||||||||||||||||| 27.8%
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||||||||| 9.5%
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0.0%
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|||||||||||||||||||||||||||| 28.0%

||||||||||| 11.1%
||||||||||||||||||||||||||||||||| 33.3%

0.0%
0.0%

図８ ｢自分自身の時間｣の有無と時間確保の方法（性別、ライフステージ別）

ゼネコン
（N=4）
A 自分時間なし①（仕事合間で確保）
B 自分時間なし②（家で確保）
C「家庭生活」比率下げて確保
D「仕事」比率下げて確保
E 家庭の中で「自分自身」確保
F 仕事で「自分自身」確保
G 家庭と仕事両方で「自分自身」確保
H その他

官公庁
（N=4）
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0.0%

|||||||||||||| 28.1%
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|||||||||||| 25.0%

|||||||||||| 25.0%
|||||||||||| 25.0%

0.0%
0.0%

不動産・開発
（N=4）

図９ ｢自分自身の時間｣の有無と時間確保の方法（業種別、会社規模別）
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連携・協力

22

家事・育児の工夫

制度・サービスの利用

その他

1
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35
33

22

7

仕事・働き方の工夫

ライフスタイルの工夫

25

13
12

7
8
7
9

15

これまでに行ってきた工夫
今後行いたい工夫

図 11 負担軽減のための工夫
（複数回答，これまで：N=46,今後：N=32，自由記述回答を筆者が分類）

満｣が 25.0%、｢やや不満｣を含めると 75.0％となっており、
まとまった自分自身の時間を確保できていないことを不満
図 12 生活の質向上･より充実した(楽しい)生活のための工夫
に感じている。一方で、パターン G は｢満足｣が 35.7％、｢や
（複数回答，これまで：N=50,今後：N=34，自由記述回答を筆者が分類）
や満足｣を含めると 92.8％となっており、
特別に自分自身だ
けの時間は確保できていないものの、家庭および仕事の中
に自身の楽しみや自己実現を見出し高い満足を得ている。 が 11 人となっており、自分自身の時間・楽しみをしっかり
とること、仕事の効率化などによる工夫が中心となってい
７．負担軽減・質向上のための工夫
ることが分かった。
これまでに行ってきた｢負担軽減のための工夫｣「生活の
質の向上や、より充実した(楽しい)生活のための工夫」
、ま ８.まとめ
た今後行いたい工夫を自由記述形式で尋ねた。
都市計画・まちづくりに関わる若手世代は、自分だけの
（１）負担軽減のための工夫
特別な時間を十分に割くことはできておらず、また特に若
得られた回答の内容から、
筆者が6つに分類した(図11)。 手という立場から、仕事の比率を下げるという選択も難し
負担軽減の工夫では、これまでに行ってきた工夫、今後考 い状況にある。一方で、家庭生活や仕事そのものの中に自
えられる工夫共に、
パートナーや両親などとの｢連携・協力｣ 身の楽しみ等を見出している状況が多い。企業を巻き込ん
が 33 人と最も多く、パートナーとの連携や自分もしくは だ働き方や労働時間の見直し、各種制度などのサポートは
パートナーの親との近距離居住を行い、育児期に協力を得 必要ではあるが、業界の働き方を鑑みると、自分だけの時
るという回答が多く見られた。
間を増やすことは難しく、
既存の活動の中にいかに｢自分の
これまでに行ってきた工夫では、｢家事・育児の工夫｣が ため｣と思える時間を増やせるかが重要となってくる。
場合
22 人と次に多く、外食や中食、生活用品・食材の戸配サー によっては、起業などにより、｢自分のため｣と感じられる
ビスの利用等による家事の効率化が行われている事が分か 仕事を増やすなど、働き方そのものを変えるということも
った。今後考えられる工夫では、｢仕事・働き方の工夫｣が 選択肢の一つとして考えられる。
次に多く、勤務時間の短縮等の働き方の変更や、仕事の選
一方で、積極的に自分だけの時間を割くことができてい
択等が考えられている事が分かった。
ない現状は、業務以外での地域との関わり、ひいては都市
（２）生活の質向上のための工夫
空間の魅力形成やコミュニティ活性化に寄与する潜在的な
得られた回答を、筆者が｢時間のすごし方(3 分類)｣｢生活 機会を損失しており、その確保は今後の検討課題となる。
の質向上のための工夫(8 分類)｣に整理した(図 12)。
時間のすごし方に関する工夫として、これまでに行って 【謝 辞】
本研究は公益社団法人日本都市計画学会関西支部の2013年度および2014
きた工夫は｢家族一緒に楽しむ｣が 32 人と最も多かった。
具体的には｢夫婦・パートナーで趣味を共有する｣が 9 人、 年度｢都市計画研究会 研究助成｣を受けた『「まち」に関わる若手が地域と
｢夫婦・パートナーとの交友関係を共有する｣が 5 人であっ つながる家庭のあり方を考える研究会』の研究成果の一部をまとめたもので
た。次いで｢自分の時間や空間を確保｣が 10 人と一定数存 ある。ここに記して謝意を表します。
在し、具体的には｢パートナー・夫婦間の工夫でひとりの時 【参考文献】
1)趙ら(2006)「建築・住居系学科女子卒業生の仕事と生活歴」日本建築学会,
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一方、
今後の工夫としては上記ほか｢同居家族以外の人と
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就労と子育ての両立からみた幼児教育・保育施設に関する分析
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１．はじめに
これまで、就労する女性は結婚・出産・子育てを迎える
と同時に退職する傾向にあったが、女性の高学歴化と社会
進出が進み、生涯働き続けたいという意志を持つ人が増え
てきている。また、就労と子育ての両立に不安を抱いてい
る女性も増えてきている。
一方、地域によっては、幼児教育・保育施設が不足し、
待機児童の問題が深刻であることから、行政が中心となっ
て、現状を改善しようと幼児教育・保育施設の量的拡充や
サービスの多様化が進められている。
本研究では、幼児教育・保育施設利用者のニーズや施設
へのアクセス性、施設のサービス内容などを分析し、就労
と子育ての両立しやすい幼児教育・保育施設について考察
することを目的とする。
２．研究概要
本研究では、まず、幼児教育・保育施設利用者に対する
アンケート調査により、就労状況や子育て意識、施設の選
定基準などを把握し、
利用者ニーズを明らかにする。
次に、
国勢調査などを用いて対象地区の施設の立地状況を分析す
るほか、幼児教育・保育施設のサービス内容を把握する。
これらを踏まえ、就労と子育ての両立の観点から幼児・教
育施設について考察を行う。
調査対象地域は、大阪市の業務中心部である中央区、大
阪市内で人口が 1 番多く、市の南部に位置する平野区、大
阪市の北部に位置する住宅地である旭区の 3 区とし、アン
ケート調査に承諾を得られた 3 施設である。
（１）調査対象施設の概要
表−1 に調査対象施設の概要を示す。
表−1 調査対象施設概要
施設調査所在地
調査施設名

中央区

平野区

旭区

私立 A 幼稚園

私立 B 保育園

私立 C 保育園

利用園児数

205 人

在籍園児数

年齢内訳( 0 歳/1 歳/2 歳 ( 0/0/0
/3 歳/4 歳/5 歳)

運営時間

運営状況

開園時間
基本保育時間

平日

本園 150 人

30 人

分園 33 人

平日

67/79/59 )

80/80/80 )
07:00~19:00

08:40~14:40

08:00~16:00

07:00~18:00
07:30~15:30

土曜
07:30~08:40

長時間保育時間
土曜
平日
土曜

( 15/50/48/

07:30~18:30

土曜

平日

延長保育時間

本園 323 人
分園

B 保育園

・施設前で手渡し
配布・回収方法

C 保育園

・配布と回収を園に ・配布と回収を

・バス通園全家庭に配

依頼

園に依頼

布を園に依頼
・回収は園に依頼

回収数／配布数

55/150

95/300

76/150

回収率

36.7%

31.7%

50.7%

配布日

2014 年 10 月 15〜17 日

2014 年 10 月 16 日 2014 年 10 月 17 日

2014 年 10 月 24 日 2014 年 10 月 24,31 日

回収日

2014 年 11 月 1 日

３．回答者属性と子育て意識
（１）幼児教育・保育施設利用者の個人属性
図−1 は、回答者属性を示している。母親の年齢は 30 代
が70%以上となったが、
19歳以下や45歳以上もみられた。
また、専業主婦と就労と子育てを行う兼業主婦は、ほぼ同
数であった。また、子どもが 1、2 歳で利用している人は合
わせて 20%ほどいた。
0

20

80

1歳
10.6

2歳
10.6

20〜24歳,1.8
25〜 29歳,8.5

(%)

3歳
19.5

30〜34歳
26.5

女
41.6

4歳
19.0

5歳
27.4

35〜39歳
45.7

6歳
12.8

40〜44歳
14.8

19歳以下,0.9

母親の就労状況

100

保育園
75.7

男
58.4

子どもの性別

母親の年齢

60

幼稚園
24.3

子どもの就園状況

子どもの年齢

40

45歳以上,1.8

兼業主婦
49.1

23/23/23 )

専業主婦
50.9

n=226

07:00~19:00

図−1 回答者属性

08:30~16:30

07:00~08:00
16:00~18:00

07:00~08:30

07:00~07:30

16:30~18:00

18:00~19:00

A 幼稚園

調査施設名

( 18/30/33

15:30~18:00
14:40~18:30

（２）アンケート調査の概要
アンケートの内容は、ベネッセ次世代育成研究所による
幼児の生活アンケート・国内調査報告書（2005、2010）1)
などを参考に、幼児教育・保育施設を利用する子どもや母
親の個人属性や母親の子育て観、就労状況、幼児教育・保
育施設の選定基準とした。アンケートの配布や回収の概要
を表−2 に示す。
表−2 アンケート調査の実施概要

18:00~19:00

図−2 は、入園の検討をし始めた時期や待機児童経験に
ついて示している。子どもの入園の検討をし始めた時期に
ついては、
「妊娠中」からが 38.4%、
「出産後から」が 15.3%
であり、入園を検討し始める時期は早いことがわかった。
また、待機児童経験は「あり」が 11.6%であった。その理
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自宅
由は、
「両親が共働きでも定員に達し入園できなかったか 通勤時間が 20 分以下が 6 割超となっていることから、
ら」
、
「入園申込みに間に合わなかったから」などが挙げら から近くの幼児教育・保育施設へ自転車などで子どもを送
迎し、
自宅から遠くない職場に出勤していると考えられる。
れている。
0

0

20

40

80

出産後から 1歳から
15.3
10.6

妊娠中から
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図−2 入園検討時期と待機児童経験について
図−4 兼業主婦の就労実態
出産後すぐに職場復帰したい、あるいはしなければなら
図−5 には、兼業主婦の就労に関する実態を示す。母親
ない女性が少なからず存在し、子どもを幼児教育・保育施
が就労する動機として、最も多かった回答が「生活を維持
設に入園させたいニーズが高いことがうかがえる。
するため」の 55.7%、次いで「生活を向上させるため」の
（２）毎日の子育て意識と子どもの将来像
図−3 は、毎日の子育て意識と子どもの将来像について 21.6%となっていることから、働かざるを得ない母親が多
示している。毎日の子育てをする上で「あいさつなどの礼 いと考えられる。また、就労と子育てを両立することに「負
儀作法をできるようにさせる」や「自分以外の人に思いや 担」を感じる人が 85.6%であった。夫が妻の就労に 9 割が
りを持たせる」ことを「とても心がけている」人が多い。 理解をしている。これは、働きたいという妻の希望に単純
また、
「小学生になるまでに読み書きができるようにさせる」に理解している人に加え、世帯収入に不安があることから
や「外国語を学ばせる」ことは他の項目に比べて意識が低 妻の就労に理解せざるをえない人も含まれると考えられる。
くなっている。子どもの将来像については、
「家族や友人を
思いやれる人」と思い描く人が多い。以上のことから、勉
n=95
学などの知識育成よりも人格形成を重視する子育て方針の
人が多いことがわかった。
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４．就労別にみる幼児教育・保育施設の選定基準
紙面の都合で詳細は割愛するが、専業・兼業といった就
労状況が幼児教育・保育施設の選択を完全に決定していな
かったので、施設の選定基準について分析を行った。
（１）運営時間との関係
図−6 には、兼業主婦の子どもの登園・下園時間と出勤・
退勤時間を示す。母親の出勤時間のピークが 9 時台である
ことから、
子どもが登園する時間との関係性がうかがえる。

n=223
n=223
n=223
n=223

24.7

少し心がけている

あまり心がけていない

0

25.6

図−5 兼業主婦の就労に関する実態

n=223
n=223

36.8

叱るよりほめるようにする

全く心がけていない

60

80

11.6

10.3

100 (%)

7.1

3.1 2.7
n=224

家族や友人を思いやれる人

朗らかに生きる人

マナーやルールを守れる人

自分の考えを主張できる人

仕事をやり遂げられる人

周囲から尊敬される人

社会貢献できる人

リーダーとして活躍できる人

経済的にゆとりがある人

n=90
全く 理解 してくれない,5.6

n=223

友達と一緒に遊ばせる

小学生になるまでに読み書きができるようさせる

少 し理解してくれる
28.9

n=224

n=222

49.8

39.0

手作り料理を食べさせる

7.6

50.2

45.7

安全で健康に良い食材を選んでいる

3.1

38.1

48.4

あまり 理解 してくれない,5.6
と ても理解してくれる
60.0

夫の仕事への理解度

n=223

32.6

n=95

特 に負 担ではない,3.1

n=223

30.6

63.8

できるだけ自分でできるようにさせる

100 (%)
26.0

67.1

あまり負 担
ではない
11.3

少 し負担
52.6

0
兼業主婦の子どもの
登園時間

その他

図−3 毎日の子育て意識と子どもの将来像

兼業主婦の子どもの
下園時間

20
8時まで
5.4

40

60

8時〜9時まで
55.9

14時30分〜
15時30分
11.7

15時30分〜
16時30分
21.6

80
9時〜9時30分まで
35.1

16時30分〜17時30分
30.6

100 (%)
9時30分以降
3.6

17時30分〜
18時30分以降
18時30分
9.9
23.4

n=111

n=111

14時30分以前,2.7

（３）兼業主婦の就労実態
兼業主婦の就労の実態を図−4 に示す。
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が 7 割、
「常勤」は 1 割超であった。また、週のうち出勤日
数は「5 日以上」が 7 割超となっている。主な通勤手段と
して、
「自転車」が 67.4%、
「電車」が 21.1％となっており、
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図−6 兼業主婦の登園・下園時間と出勤・退勤時間

また、お迎え時である預かり保育または延長保育を兼業主
婦が利用する割合は 63.9%であった。兼業主婦の出勤・退
勤時間を踏まえると、預かり・延長保育などのサービスが
幼児教育・保育施設の重要な選定要素の一つと考えられる。
（２）運営方針と提供サービスとの関係
図−7 は、幼児教育・保育施設の選定にあたり運営方針・
提供サービスで「とても重視する」割合を就労状況別に示
している。専業主婦・兼業主婦共に「保護者にとって通園
や通勤に好立地であること」は最も高く、選定の重要な要
素であった。また、
「園バスがあるということ」は兼業主婦
と専業主婦に差がみられたことから、兼業主婦は通園バス
を待つよりも通勤時間の関係により自らが送迎する方法を
選ぶことがわかった。以上のことから、兼業主婦にとって
立地が幼児教育・保育施設の選定に大きく影響することが
うかがえる。
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（３）分類した母親の特徴
図−8 には、子育て観別の母親が望む子どもの将来像を
示している。いずれの子育て観においても、
「家族や友人を
思いやれる人」という将来像は共通して多い。対人力重視
ママは「自分の考えを主張できる人」
、知力重視ママは「マ
ナーやルールを守れる人」
、親和力重視ママは「朗らかに生
きる人」などそれぞれの特徴を表す子どもの将来像を持っ
ていることもみられた。
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（２）クラスター分析による母親の分類
前項の 4 因子から母親の子育てタイプ間の平方ユークリ
ッド距離行列を作成し、Ward 法により階層クラスター分析
を行った。その結果、母親を表−3 に示す 4 タイプにグル
ーピングすることができた。
表−3 4 つの子育て観別に分けた母親のタイプ
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図−7 幼児教育・保育施設の運営方針と提供サービス
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５．母親の子育て観別施設選定の重視項目
毎日の子育て意識を用いて母親の子育て観の共通性をみ
つけ、それぞれの幼児教育・保育施設を選定する重視項目
を明らかにする。
（１）子育て観の分類
３．
（２）の毎日の子育て意識をデータとして因子分析を
行ったところ、固有値が 1 以上となった因子が 4 つあり、
それらで全分散の 44.6%を説明していた。
第 1 因子は、
「自分以外の人に思いやりを持たせる」
や
「あ
いさつなどの礼儀作法をできるようにさせる」など道徳的
社会規範を重要視する傾向がみられることから、
「社会性」
の因子を示している。第 2 因子は、
「叱るよりもほめるよう
にする」や「子どもの前では穏やかに過ごす」ことから、
親子関係の同調性を重要視している因子を表すため「共有
性」とした。第 3 因子は、
「手作り料理を食べさせる」や「安
全で健康に良い食材を選んでいる」ことから、食事面を重
要視している因子を表すため「食育性」とした。第 4 因子
は、
「外国語を学ばせる」や「小学生になるまでに読み書き
ができるようさせる」ことから、子どもの知的好奇心の促
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図−8 子育て観別の子どもの将来像
図−9 では、幼児教育・保育施設の運営方針と提供サー
ビスについて 90 人以上が重視すると回答があった項目に
ついて子育て観別の内訳を示す。対人力重視ママは「園長
や先生が信頼できる人物であること」
、総合力重視ママは
「保育施設内に園庭があること」
、知力重視ママは「長時間
保育であること」
、親和力重視ママは「園周辺地域の防犯対
策が行われていること」が高かったため、子育て観により
重視項目が異なっていることがわかった。
６．就労と子育ての両立からみた立地比較
図−7 に示したとおり、就労と子育ての両立の観点では
幼児教育・保育施設の選択に「立地」が最も重視されてい
たことから、
ここでは大阪市の 24 区の各施設からの通園圏

91

内の面積・夜間人口・女性就業者数を用いて通園圏のカバ
ー率を比較する。まず、通園圏 2)は 500m 圏といわれてい
るため、GIS にて幼児教育・保育施設から時速 3km、徒歩
10 分の最短経路を求め、それらが区の面積に占める割合と
した。面積の算出方法としては、通園圏が対象の区から隣
接する区にはみ出した場合はカウントせず、複数の施設の
通園圏が重複する場合は最寄りの施設に属する面積として
重複させないようにした。また、通園圏内の夜間人口と女
性就業者数は、
各町丁目と通園圏の面積比率より抽出した。
大阪市の 24 区を対象に、
通園圏が区の面積に占める割合、
通園圏内の夜間人口が区の夜間人口に占める割合、通園圏
内の女性就業者数が区の女性就業者数に占める割合を求め
たところ、9 つの区のみが 60%を超えた。今回調査した中
央区・平野区・旭区の幼児教育・保育施設から徒歩 10 分圏、
駅から徒歩 10 分圏を図−10、図−11、図−12 に示す。通
園圏が区の面積に占める割合は中央区42.0%、
平野区41.9%、
旭区 64.6%であった。また、通園圏内の夜間人口が区の夜
間人口に占める割合は中央区 64.4%、平野区 47.7%、旭区
73.5%であった。そして、通園圏内の女性就業者数が区の
女性就業者数に占める割合は中央区56.0%、
平野区47.6%、
旭区 72.2%であった。また、通勤に電車を利用する人が多
いことから、
駅から徒歩 10 分圏にある施設数を調べたとこ
ろ、中央区が 18 件中 10 件、平野区が 36 件中 2 件、旭区が
24 件中 8 件であった。
以上より、就労と子育てを両立する観点から、大阪市の
各区は幼児教育・保育施設の数が十分ではないことに加え、
利用しやすい立地になっているとは言い難い状況であるこ
とがわかった。
７．結論
本研究では、就労と子育ての両立からみた幼児教育・保
育施設についてアンケート調査を行い、施設に対するニー
ズや立地を分析した。
・幼児教育・保育施設の入園を検討する時期は、妊娠中や
出産後が多く、出産後の早い時期から入園させたいニー
ズがあることがわかった。
・就労状況を問わず、知識育成よりも人格形成を重視する
人が多く、幼児教育・保育施設の選定には、立地が重視
されていることがわかった。
・就労と子育てを両立しやすい環境の構築には、施設の数
やサービス面からの対応に加え、就業環境や社会環境の
面からも対策が必要だと考える。
【参考文献】
1) ベネッセ次世代育成研究所（2005、2010）
「幼児の生活アン
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幼老複合施設におけるみどりを素材とした幼児と高齢者の交流について
兵庫県立大学大学院緑環境景観マネジメント研究科 嶽山 洋志
元兵庫県立大学大学院緑環境景観マネジメント研究科 佐野友梨恵
兵庫県立大学大学院緑環境景観マネジメント研究科 美濃 伸之

１．はじめに
近年、核家族化や地域コミュニティの希薄化が進み、幼
児らと高齢者の世代を越えた交流が減少している。その影
響として、幼児らの社会性を育む機会が損なわれること、
また高齢者の社会的な役割を果たす場が減少することなど
が挙げられる１）。このような動きに対し、多くの幼稚園や
保育所は高齢者との交流を積極的に取り入れているが、交
流の内容をみると幼児の歌や遊技を高齢者が鑑賞するとい
う形態が最も多く、双方向による交流は少ないのが現状で
ある。また交流の頻度も年に数回に留まっており日常的な
交流でないことも課題とされる２）。
一方、ここ数年の間に「幼老複合施設」が増加、2 施設
が併設あるいは一体的に整備されていることから日常的な
幼老の生活交流が展開されている。立松は「日常生活のな
かでの自然な関わりが、お互いの存在を認め合い、気づか
い合い、一緒にいることに違和感のない関係性を構築させ
ていく」と述べており、生活交流の重要性を説いている３）。
しかし既往研究の多くは施設内での交流を対象としたもの
であり、屋外での生活交流の報告は極めて少ない３-５）。
そこで本研究では、幼老複合施設を対象に、屋外でのみ
どりを素材とした幼児と高齢者の交流実態について明らか
にするとともに、場面に応じた「高齢者」
「幼児」
「スタッ
フ」の 3 者の関係について考察することとした。

活動：公園遊び
五感

交流のタイプ

交流の場面

タイプ

幼老での交流でない

アリの巣穴を見る

（③）

①幼児×幼児

ダンゴムシを探す

（①）

②高齢者×高齢者

見る

③ｽﾀｯﾌ×幼児

聴く

④ｽﾀｯﾌ×高齢者
アリを捕まえる
触る

遊具で遊ぶ
ドングリを拾う

（③）
（③）
（⑥）

幼老での交流
⑤高齢者×幼児
⑥ｽﾀｯﾌ×高齢者×幼児

（①）

嗅ぐ
食べる

図-1 交流が発生した場面と交流のタイプの記録例
日にち

2012年5月28日 天気：晴れ

概要

アリを捕まえようとしていたら、アリの巣を発見

ふれあいの場の状況
行動に至った経緯

自分で歩ける幼児A(男の子)を､高齢者Bは特に良く見てくれる。この
日もAも慕っていて自分から寄っていった。

幼児の姿

２．研究方法
（１）調査対象地の概要
本研究では、
認可外保育施設
「小さな保育園 虹のおうち」
と小金井市指定認知症対応型通所介護施設「また明日デイ
ホーム」が同一空間にある幼老複合施設（東京都小金井市）
を対象とした。幼児の数は 14 名で 1-2 才児が全体の 9 割弱
であった。一方の高齢者の登録者数は 23 人（ただし 1 日の
定員は 12 名）で 80 代がその半数を占めている。
（２）調査方法
本施設での幼老の交流実態（環境構成要素が交流に与え
る影響や高齢者の果たす役割など）を把握すべく、2012 年
5 月から 7 月の計 10 日に参与観察を行った。対象とした屋
外活動は 5 月に実施した予備調査から「公園遊び」
「散歩」
「栽培活動」に集約できることから、これら 3 つの活動に
「屋内活動」を加えた 4 つの活動について観察することと
した。観察の内容は図-1 に示すように交流が発生した場面
と交流のタイプとし、五感ごとに記録することとした。ま
た「幼児」
「高齢者」
「スタッフ」の 3 者の交流のやり取り
が把握できるよう、図-2 に示すシートを用いて各主体の発
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【A】1歳男児、
【C】2歳女児

公園・散歩・栽培

高齢者の姿

スタッフ援助

【B】女性

A:砂場のすぐ横で遊んでいると、アリ
を見つける。触ろうと手を伸ばすが捕
まえられない。

B:かがんで一緒にアリをみながら
「アリさんいたね」

A:四つん這いになって、アリの行く先
を目で追っていくと、その先には巣穴
があった。
「あっ、あっ」
。

C:その様子を見て寄ってきて、
「あり
んこのお家」と声をかけてきた。

B:「ありんこのお家だ」

図-2 交流中の3 者のやり取りの記録例
話や行動を記録した。分析では「交流の延べ回数」
「交流の
種類」
「幼老の交流の割合」といった視点で 4 者を比較する
とともに、交流中のやりとりから、高齢者の果たす役割と
幼児への効果を検証することとした。その他、幼老のみど

りを用いた交流に際し運営上注意すべき点について、2012
年 8 月 10 日に施設長に対してヒアリングを行った。
３．結果および考察
（１）屋外での交流・みどりを素材とした交流の利点
表-1 に発生した交流の延べ回数と種数の比較を、図-7 に
1 時間あたりの交流の種数の比較を、図-8 に幼老の交流と
そうでない交流の割合を示す。
まず幼老複合施設での 10 日間の調査のうち、
実際に活動
が行われたのは公園遊び 8 日、散歩 7 日、栽培活動 5 日、
屋内活動 10 日であった。
各交流の種類の代表的なものは次
の通りである。
発生した交流の延べ回数が 77 回の公園遊び
は「ブランコなどの遊具で遊ぶ（発生した交流の回数：22
回）
」
「砂場で遊ぶ（19 回）
」
「虫(アリ･ダンゴムシ)を探す（16
回）
」が、発生した交流の延べ回数が 39 回の散歩では「コ
イやカメなど池の中の生き物を見る（6 回）
」
「湧水で水遊
びをする（6 回）
」が、発生した交流の延べ回数が 35 回の
栽培活動では「野菜の生長をみる（8 回）
」
「花壇の土のミ
ミズ・ダンゴムシを探す（6 回）
」
「水やりをする（6 回）
」
が確認できた。一方の発生した交流の延べ回数が 132 回の
屋内活動では「おもちゃで遊ぶ（40 回）
」
「昼食やおやつを
一緒にとる（20 回）
」が毎日行われていた（図-3〜6 参照）
。
次に交流の延べ回数を比較すると日数および時間が最も
長い 屋内（132 回） が圧倒的に多いことがわかる。とこ
ろが交流の種類では屋内よりも 散歩（20 種） 栽培活動
（13 種） が多く、さらに図-7 より 1 時間あたりの交流の
種数を比較すると 散歩（5.7 種） 栽培活動（5.2 種） と
屋内活動（0.3 種） と比べて非常に多様な交流活動を行
っていることが明らかとなった。これら 2 つの活動におけ
る交流の種数が多かった理由としては、屋外は屋内に比べ
交流のきっかけとなる素材が豊富にあったことが要因と考
えられる。例えば 散歩 であれば、7 回実施したうちの
コースが全部で 5 つと訪れる場所に変化があったこと、そ
の中で動植物との出会いや、天気や時間での変化が屋外に
はあったことが挙げられる。また 栽培活動 では植付け
から栽培、収穫までの一連の工程を合同で行ったことで植
物の移り変わりを一緒に経験できたことが交流を多様にし
たものと考えられる。
さらに図-8 より「高齢者×幼児」の 2 者と「スタッフ×
高齢者×幼児」の 3 者という幼老の交流と、それ以外のタ
イプの交流に分けたところ、幼老の交流は活動によって大
きなばらつきはなく，どれも 40〜45％であった。すなわち
屋外でも屋内（55％）同様に幼老の交流が行われていたと
いえる。一方、公園遊びの交流のタイプをみてみると、ス
タッフを介する交流が他の活動より 12％と最も少なく、逆
に幼老の2 者による交流が29％と 4 つの活動の中で最も割
合が高いことが明らかとなった。遊具があることに加え、
公園内は見通しが良く車などからの安全が確保されている
ことなどから、スタッフは見守り役を果たしていることが
伺える。

図-3 公園遊び

図-4 散歩

図-5 栽培活動

図-6 屋内活動

表-1 発生した交流の延べ回数と種数の比較
公園

散歩

遊び

栽培

屋内

活動

活動

実施された日数

8日

7日

5日

10 日

活動の総時間

6 時間

3.5 時間

2.5 時間

40 時間

発生した交流の延べ回数

77 回

39 回

35 回

132 回

交流の種数

9種

20 種

13 種

12 種

公園遊び

29

散歩

9

栽培活動

7

屋内活動

12

59

36

55

34

59

17

38

0

20

高齢者×幼児

45

40

60

100 種

80

スタッフ×高齢者×幼児

その他

図-7 1 時間あたりの交流の種数の比較
公園遊び

1.5

散歩

5.7

栽培活動

5.2

屋内活動

0.3
0

1

2

3

4

5

図-8 幼老の交流とそうでない交流の割合
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6％

（２）高齢者の果たす役割と幼児への効果
本節では幼老の交流に関する詳細のやり取りから高齢者
の果たす役割と幼児への効果について、各活動での事例を
もとに考察する。
（Ⅰ）見守る（図-9､10 参照）…公園遊びと散歩
公園遊びの際にアリを見つけた幼児が「あっ、あっ」と
見つけて喜んでいる様子を見て、
「アリさん、いたね」と共
感したり、別の幼児がアリの巣を見つけて「ありんこのお
家」と発した言葉に「ありんこのお家だ」と応えたりする
など、
幼児に高齢者がそっと寄り添う場面があった。
また、
散歩の際にアメンボ探しに夢中になり躓きかけた幼児を、
「危ないよ」と高齢者が気遣う場面があった。これらのこ
とから、普段は保育士が行っている見守り行動を、高齢者
も同じように果たすことが可能であることがわかる。さら
に上記の散歩の場面で「アメンボだ！」とそれに注目する
言葉掛けを行うなど、動植物に目を向ける促しをスタッフ
は行うことが多い。その際、高齢者は危険がないか目を配
るなど、スタッフの手助けの役割を果たしていることも伺
えた。
（Ⅱ）教える・褒める（図-11 参照）…栽培活動
栽培活動の前、スタッフは幼児と高齢者に対して「技術
指導」をしたり「収穫後の野菜の食べ方などについて話題
づくりをし、イメージを膨らませること」をしたりと多く
の役割を担っていた。しかし栽培活動が始まると、高齢者
のＡが慣れた手つきで黙々と植付け作業をされているのを
みて、
「Ａさんがこんなに得意だなんて知らなかったわ」と
驚き、
「Ｂくんもスコップ持ってきて教えてもらおう」と指
導をＡに委ねた。
そうするとＡは
「じゃあ一緒にやろうか。
こうやってお山をつくって根っこにお水をあげるんだよ、
やってごらん？」と幼児に苗の植え付けの手本を見せてあ
げた。このように当初はスタッフが指導を行っていたもの
の、栽培活動がはじまると高齢者は自身が持つ豊富な知恵
や知識を幼児に教える役割を果たすことができることがわ
かった。また野菜を自分で植えた幼児に高齢者が「上手だ
ね」と褒める場面もあり、幼児にとっては学習効果だけで
なく褒められることで自信を得るといった利点もあると言
えるだろう。
４．まとめ−スタッフ×高齢者×幼児の交流特性−
図-12 にスタッフ×高齢者×幼児の交流特性を示す。最
後に 3 つの屋外活動における 3 者の交流の特徴を整理して
みたい。
まず公園遊びについて、公園内は見通しがいいこと、車
などからの安全が確保されていることから、スタッフは高
齢者と幼児から少し離れた場所で見守ることができ、
結果、
両者の自発的な「遊びを通じた交流」が生み出されている
ことがわかった。次に散歩について、スタッフは高齢者の
「介助」のため、そばに必ず付いていることが公園遊びと
の大きな違いである。この 2 者の距離が近いので高齢者は
スタッフと一緒に幼児を見守るとともに、スタッフが幼児
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②高齢者Ａ
アリさん､いたね
③幼児Ｂ
ありんこのおうち！

①幼児Ａ
あっ、あっ
④高齢者Ａ
ありんこのお家だ！

図-9 公園遊びにおける幼老の交流

①スタッフ１
アメンボだ！

③高齢者Ａ
危ないよ

②幼児Ａ
どこ？

図-10 散歩における幼老の交流

①高齢者Ａ
お山をつくって根
っこにお水をあげ
るんだよ、やって
ごらん？

③高齢者Ａ
上手だね

②幼児Ａ
うん！

図-11 栽培活動における幼老の交流

公園遊び

スタッフ
スタッフ

両者 の交流の
見守 り

５）北村安樹子（2005）幼老複合施設における異世代交流
の取り組み(2)-通所介護施設と保育園の複合事例を中心
に-、Life Design REPORT、pp.4-15.

子ども
幼児
遊びを通じた交流

お年寄り
高齢者

散歩

動植物に目を向ける
促しの手助け

子ども
幼児

お年寄り
高齢者

介助

見守り

スタッフ
スタッフ
動植物に目を向ける促し

褒める

個別の関わり

真似る・
作業する

高齢者
お年寄り

指導を
委ねる

教える

知恵・知識
を教える

幼児
子ども

スタッフ

スタッフ
スタッフ

栽培活動が始まる

栽培活動

収穫後の話題づくり
技術指導

子ども
幼児

お年寄り
高齢者
共同作業

図-12 スタッフ×高齢者×幼児の交流特性
にする「動植物に目を向ける促し」の手助けをしているこ
とが伺えた。最後に栽培活動について、栽培作業を始める
前、スタッフは幼児、高齢者の双方に対して「技術指導」
など、多くの役割を果たしていた。一方、実際の栽培作業
が始まり菜園にみんなが集うと、スタッフは栽培作業が得
意なお年寄りに指導の役割を委ねることで、子どもとお年
寄りの交流が生まれることがわかった。
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南山城村高尾地区旧高尾小学校の再利用にみる地域再生の可能性
−高尾いろいろ茶論の設立と地域住民のかかわり−
京都精華大学人文学部 Oussouby SACKO
京都精華大学人文学部
中島勝住
京都精華大学大学院デザイン研究科
金尾優貴
京都精華大学人文学部
中山博志

1. 研究の背景・目的
本研究は、京都府相楽郡南山城村に位置する、廃校とな
った南山城村立高尾小学校( 以下、旧高尾小学校) を対象
に、廃校の再利用と地域再生の可能性を検討するものであ
る。近年日本各地で進む地方の過疎化は、現在京都府で唯
一の村となった南山城村でもみられる。総務省統計局が
2010 年に実施した国政調査では、南山城村の人口は 3078
人と、2005 年に実施された同調査iより 11.19%減少してい
る。これは 1970 年まで遡った過去 40 年の内、最も人口の
多い年であった 1995 年の 4024 人から、946 人減の 23.51%
減少となる。過疎化に伴い南山城村に設置されていた旧高
尾小学校は 2002 年度をもって廃校となり、
相楽東部広域連
合立南山城小学校(以下、南山城村小学校)へと学校として
の機能を移す事となった。廃校となった旧高尾小学校は
1982 年に竣工されてから 20 年しか経過しておらず、鉄筋
コンクリート造りの校舎は廃校となる小学校としては比較
的新しく利用可能な状態であった。iiしかし校舎の中でも新
しく建設された体育館以外は、新たな利用方法を見出す事
が出来ないまま 5 年間放置されていた。その様な状況にあ
った旧高尾小学校と周辺地域だが、2007 年頃から学校統廃
合研究プロジェクト( 通称、統合研)の働きかけにより地域
活性化の場として動き始めている。主な取り組みとして、
2010 年に旧高尾小学校内図書室が図書貸し出しスペース
のできる「高尾図書室」が開設された。また、新しく村外
より高尾に移住された住民によるギャラリーの新設もあっ
た。これらの試みは再活性化への初期段階の活動であり、
2012 年8 月には1 ヶ月に渡り旧高尾小学校にて様々なイベ

ントを開催するなど、今後に向けた様々な取り組みが検討
された。だが、これらの取り組みが高尾の活性化へ繋がる
ものであるかどうかは一考の余地がある様に思える。現状
として旧高尾小学校の明確な使用目的は無く、現在の取り
組みが途切れれば今後別のプランによる再生、再興に向け
た働きかけが行なわれる事が無いと言っても過言ではない
状態にある。しかし、その様な状況下においても地域住民
にとって最良となるプランであり、尚かつ持続可能なもの
でなければ、本当の意味での地域の再生と再興とは言えな
い。そこで本研究では、これまで、旧高雄小学校の再利用
のキーとなっている旧図書室の再利用プロジェクトに参加
し、書庫の増設、図書室のサロン化プロジェクトを観察し
てきた。また、小学校の再利用に対する地域住民の意識と
姿勢を聞くアンケートによるプレ調査を実施し、
「高尾図書
室」から「高尾いろいろ茶論（サロン）
」化した旧図書室の
利用実態と関係者の聴取りから考察した。旧高尾小学校で
は 2012 年夏には旧高尾小学校も含む村全体でフェスが行
われ、
当年の 8 月 11 日には旧高尾小学校にて校舎内の教室
での展示や、
放送設備での DJ、体育館や運動場でのライヴ、
地元の方のフード出店、服飾雑貨などのフリーマーケット
を含む音楽・パフォーマンス・映像・美術のフェスティバ
ルが催される。旧小学校に対する住民の意識と課題を整理
するため、先述のイベントにも参与観察を行なった。

写真-1 南山城村高尾地区の様子

図-1 南山城村高尾地区

（撮影：ウスビ・サコ）

（出典：https://www.google.co.jp/maps/より加工した）
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2. 調査対象地の概要
調査対象地である南山城村は 1955 年に高山村と大河原
村の合併により発足した村である。奈良県、三重県、滋賀
県と隣接する京都府下唯一の村であり、発足以来人口は
4000人前後で推移し、
2012年6月30日現在3165人である。
南山城村では地元の産業として、宇治茶、煎茶の銘産地と
して 171 戸の栽培農家が総面積約 279ha の茶園で栽培を行
なっている。これまで茶園の拡大整備、共同製茶工場によ
る生産部門の近代化、農協での共同販売による一元集出荷
体制の確立など、さまざまな取り組みを行っており、京都
府内で年間生産されている約 3000 トンのお茶
（荒茶）
の内、
南山城村は二番目に多い生産量を占めている。南山城村は

田山、高尾、押原、奥田、本郷、今山、南大河原、野殿、
童仙房、月ヶ瀬ニュータウン（月ヶ瀬ニュータウンは自治
区）の 10 区からなる。村内には伊賀川と名張川が流れ合流
した木津川の源流となっており、そこは夢弦峡と称されて
いる。調査対象の旧高尾小学校に位置されている高尾地区
は、村内でも人口が最も少なく、住宅、建物が少ない地区
である。高尾地区（前頁の図-1、写真-1）は村内を通る国
道 163 号線より南方へ位置しており、大きく離れている。
本研究では、2012 年 5 月、現地への事前調査を行ない最初
に感じたのが、村の状態がとても綺麗に保たれていたとい
うことである。奇麗に整えられた茶畑が広がり、農地とし
て十分に使われていた。反面、村内を歩く中で村民の姿を

写真-2 旧高雄小学校校舎正面
（撮影：金尾優貴）

写真-3 高尾いろいろ茶論の入口
（撮影：ウスビ・サコ）

高尾いろいろ茶論

高尾いろいろ茶論

高尾いろいろ茶論

図書室

書庫

音楽室

図-2 旧高雄小学校の平面（1、2 階）
・立面図
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4. 高尾区民の学校再生への意識調査結果の概要
高尾区民の旧小学校の再生や活用に対して、どのように
思っているのか、
またどのようにかかわれるのかについて、
住民へのアンケート調査を行なった。調査方法は、ランダ
ムに選択した住戸のポストに調査票を配布し、郵便で回収
旧高雄小学校の概要と変遷
する形にした。
アンケートは2012 年の11月8 日に配布し、
3.
投函数は 49 で返信は 12
南山城村にはこれまで田山、高尾、大河原、野殿童仙房 12 月 20 日までを期限に回収した。
の 4 つの小学校が存在していた。本研究が対象としている 件である。回答者の概要として高齢者の方が多く、住んで
南山城村相楽郡高尾区は高尾小学校区に重なり、その他の いる期間も長い傾向にあった。旧高尾小学校の現状に通知
学区はそれぞれ、田山区は田山小学校区、本郷、押原、奥 しており利用したことのある者も 12 名中に 10 名で、利用
田、今山、南大河原、月ヶ瀬ニュータウンの 6 区は大河原 した事の無い者も利用してみたいと思うとの回答だった。
使用されたことのある方の使用目的は普段使うという場
小学校区、野殿、童仙房の中間に両区を学区とする野殿童
仙房小学校区が重なる。2002 年に 4 つの小学校の内、3 校 ではなく、特別な行事で使われているとの回答がほとんど
（田山、高尾、大河原）が廃校となり、2003 年 4 月には南 である。これは廃校になり何年も手付かずだったという理
山城小学校に統合し、2005 年度には野殿童仙房小学校も廃 由の一つであろう。また自由記入で、旧高尾小学校でどの
校となり、2006 年に統合、現在は一村一小学校となった。 様なことが行なわれて欲しいのかを聞いた。意見の大半は
廃校となった 4 つの小学校の内、2 つは比較的新しい鉄筋 高齢者の利用に対する要望であった。その他、村外からの
コンクリート造であり、旧高尾小学校（前頁の図-2、写真 利用や教育の場としての利用にも要望があった。廃校には
-2、写真-3）もその 1 つである。旧高尾小学校は 1875 年 3 求められているのは高齢者の福祉施設であったり村外から
月に現在地より高台の地蔵寺にて開校し、1877 年に地蔵寺 の利用であったりする。iv
の敷地内に初代校舎が完成した。この校舎は現在地に転移
して小学校として使用されることが無くなった後も、青年 5. 高尾図書館から高尾いろいろ茶論（サロン）へ
団、婦人会が会合等で使うなど公民館として機能し、その
旧高雄小学校が廃校になってから、そのまま放置され、
後、高尾聖愛保育園に生まれ変わる（現在は閉園、南山城 ほとんど利用されなかった期間が数年にもわたっていた。
保育園に統合）
。保育園開園後も、夜は従来通り会合等に使 そこで、前述の「統合研」が研究をはじめた2005当時、小
用されたという。戦後すぐの 1948 年には、現在地に移転し 学校の放置状況の改善と今後の利用の可能性を検討対象と
て二代目校舎が完成する。
現存の校舎は三代目であり、
1982 した。研究グループは、旧校舎の一部を研究拠点にする構
年築である。残り 2 つの老朽する木造校舎については財政 想を実現させたという。具体的には、地区住民有志との話
難の問題で取り壊し等費用捻出が困難なことからその活用 し合い、本が読めて、映画会や講演会などのイベントも開
方法が課題となり、跡地利用は手つかずの状態になってい 催できる、コミュニティスペースとして「高尾図書室」を
た。最近では旧田山小学校では「は• ど• る」という、も 開設することにしたのである（写真-4）。また月1 回のペ
のづくり施設として転用されていたり、鉄筋コンクリート ースで「高尾図書室だより」を発行し、地区住民への広報
造の旧高尾小学校でも旧図書室を地域の図書室として解放 活動も研究会のメンバーが積極的に行った。この研究拠点
されたりしている。iii
は、南山城村全体の催しなどにも利用されるなど、地区活
見かけることがほとんど無く、直接、聞き取りなどによる
村民の声を聴くことはできなかった。そこで、アンケート
を実施し、村の人々との関わりができるフェス等の参加に
研究方法を決めた。

写真-4 高尾いろいろ茶論

写真-5 高尾小フェス

（撮影：ウスビ・サコ）

（撮影：金尾優貴）
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性化の一端を担うことにもなったという。科研の報告書で
は、以下のように、図書室の運営と住民主体の空間として
の移り変わりが述べられている。v「運営の主体を地区住民
に移していくため、地区運営ボランティアとの協議を重ね
た結果、
2011 年９月から週２日開室にすることになり高尾
地区のより積極的な関わりが実現することになった。そし
て、
2012 年３月をもって、
研究拠点としての
「高尾図書室」
は、すべてが地区住民による運営に移行されることになっ
た。その後、名称も「高尾いろいろ茶論」と改名、新たに
スタートを切ったところである。なお、図書室の蔵書に関
しては、南山城村民や「教育の境界研究会」有志からの寄
贈などがあり、現時点で一万点を超える。」
図-4 図書貸し出しの 4 年間比較

がら、旧小学校に対して、それ以上の負担がかかる活動を
望んでいるかどうかと尋ねたら、多くの人は自分がしなけ
れば、あっても良いと回答するが、積極的ではないことが
かわる。小学校がなくなれば、村の学校との関わりの動機
付けもほとんど消えてしまうことが本視察などを通して見
えてきた。

図-3

2014 年の高尾いろいろ茶論の当番日数

本章では、「高尾図書室」から「高尾いろいろ茶論」へ
と名称を変更し、運営形態や活動内容と位置づけを変えて
きた旧高雄小学校の図書室の、
2011年1月から2014年12月ま
での利用実態と書籍の貸し出し記録をまとめた（図-4）。
貸し出し図書の内容をみると、小説、生活関連、歴史関連、
農業関連等の図書が最も多く、また、同じ図書が複数の利
用者に渡っていることが分かる。そこで、住民の手による
運営と管理、また住民主体の再利用になってから変化がど
のぐらいみられるかを考察した。結論から述べると、大き
な変化が出ていないが、図書室の訪問目的は書籍の貸し出
しだけではなく、当番が周りの友人等に声をかけて、世間
話をしにくる傾向も伺える。住民は図書室という場を介し
て、少しでもお互いにコミュニケーションをはかり、旧来
の人間関係の枠を超えて、新しい活動の関係がその場で実
現できているようにも伺える。また、特に女性当番は、村
の既存の生活から一時的であっても、離れることのきっか
けになっているとインタビューなどでわかった。しかしな

6. まとめと今後の課題
これまで旧高雄小学校及びその周辺地区住民の調査・考
察を述べてきたが、ここで今一度問い直したいのは、この
小学校の管理・運営を行なっていく上での村民の意識の問
題である。村に新しく移住した方が芸術を営んでおり、高
尾地区の一部をアートスペースとしたい想いと廃校になっ
た小学校が合致してイベントとして高尾小フェスは成立し
たが、
今後も村の方が小学校を使っていくには疑問が残る。
「高尾いろいろ茶論」は曜日等こそ決まっているが、スタ
ッフを置き一般開放されていた。だが、そこを訪れ利用し
た村民は年に 20 人前後( スタッフ含め)である。つまり、
この空間は村の再生・再興においては一つのツールとなり
えるが、利用者を区民に限定するとこれ以上のびる見込み
がなくなる。これから、旧高雄小学校が地域の建築ストッ
クとして、中心的な役割を担うことができるかどうか、ま
たその活用によって、地域の公共施設の統合がはかれるか
どうかを調査しつづけることが重要である。
i

総務省統計局・政策統括官・統括研修所ホームページ

(http://www.stat.go.jp/data/kokusei/2010/index.htm) 2012/9/24
ii

【学校施設の複合化に関する研究(課題番号 (16530531))平成16 年度〜平

成 18 年度科学研究費補助金（基盤研究（C））研究成果報告書、平成 19 年
3 月 30 日発行
iii

【学校施設の複合化に関する研究(課題番号 (16530531))平成 16 年度〜
平成18 年度科学研究費補助金（基盤研究（C））研究成果報告書、平成 19
年 3 月 30 日発行
iv
ウスビ・サコ「建築のリノベーションとコミュニティの再構築の可能性
—南山城村高尾地区旧高雄小学校再利用プレ調査を通して」京都精華大学
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v
学校統廃合研究会（京都精華大学）
「高尾図書室から高尾いろいろ茶論へ」
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京都府における「里の仕事人」の地域活性化に資する効果
大阪府立大学生命環境科学研究科
大阪府立大学生命環境科学研究科
大阪府立大学生命環境科学研究科
１．はじめに
近年、日本の農山村地域では過疎化・高齢化が進行して
いる。それに伴い、地域の担い手不足や、地域コミュニテ
ィの衰退などが問題となっている。このほかにも、農林漁
業など地場産業の衰退、有害鳥獣被害の増加、さらには、
生活環境面の悪化、社会インフラの整備不足など、生活基
盤に関わる様々な課題を抱えている 1)。
これまで日本における過疎対策は、生活環境や産業基盤
等の整備をはじめ、ハード事業を中心に展開されてきた。
しかし、2010 年に過疎地域自立促進特別措置法が改正され、
過疎対策事業債がソフト事業に対して活用できるようにな
り、地域の実情に応じたきめ細かい対策が講じられるよう
になった 2)。その結果、ハード事業中心の過疎対策からソ
フト事業を重視した対策へとシフトしている 3)。国による
ソフト事業として、2008 年に集落支援員、2009 年に地域お
こし協力隊などが制度化され、人材派遣・人材斡旋制度が
始まった。これらの制度に対して、都道府県・市町村とも
に今後とも制度の継続・充実を求める声が多く寄せられて
おり、特に都道府県では 8 割超とほぼすべての県が国によ
る人的支援策の充実を求めている 3)。そのほかにも、地域
に対する人的支援策としては、NPO や大学、専門家などの
派遣・協働が行われている。そのような中、地方公共団体
では、人的支援策の一つとして、行政の職員を直接地域に
派遣する
「地域担当職員制度」
を導入する事例が見られる。
櫻井(2009)によれば、同制度については、1968 年「地域担
当制」として導入した千葉県習志野市が全国的な先駆けで
あり、近年もなお「参加」
「協働」のまちづくりの理念に基
づき導入する自治体は増えつつある 4)。
このような中、京都府では 2009 年度より、地域の主体的
な取り組みを前提として、多様な地域課題に取り組める過
疎地域再生の総合施策として「共に育む『命の里』事業（以
下、命の里事業）
」を実施し、翌 2010 年度から「里の仕事
人」として地域振興担当の府職員を直接地域に派遣してい
る。京都府が派遣した背景の一つとして、地域内に関係者
間のコーディネート、組織・事業の運営や会計処理、補助
金申請や法的手続きなどの事務処理を行う人材が不足して
いることが挙げられる 5)。従来、このような地域に密接に
関わった支援は主に基礎自治体である市町村によって行わ
れてきており、広域自治体である都道府県が導入すること
による役割・効果は明らかになっていない。
そこで本研究では、京都府が直接地域へ派遣した「里の
仕事人」に着目し、地域に対して果たしている役割・効果
を明らかにするとともに、その要因を考察することを目的
とする。

中川
優
浦出
俊和
上甫木 昭春

２．調査方法
(1)都道府県を対象としたアンケート調査
都道府県における地域担当職員制度の導入実態を明らか
にすることを目的として、都道府県を対象にアンケート調
査を実施した。調査期間は 2014 年 10 月〜11 月で、38 都道
府県（約 81%）から回答を得た。
まず、調査項目として「地域担当職員制度(あるいは類似
制度)導入の有無」を回答してもらった。現段階で導入して
いない場合、
その理由を自由回答方式で記入してもらった。
一方、導入している、あるいは過去に導入していた場合「導
入の目的」
、
「制度の概要」などを回答してもらった。
解析方法は、導入していない都道府県では、自由回答方
式で得た「導入していない理由」について、キーワードの
分類をすることで、主な理由を明らかにした。また、制度
のある都道府県についてはそれぞれの制度を比較し、京都
府と他の都道府県の共通項目、京都府の特徴的な点を明ら
かにした。
(2)京都府の命の里事業の事例調査
①調査対象地の選定理由
平成 25 年度末までに命の里事業が終了した 19 地区のう
ち、空き家を活用し民宿として整備するなど移住促進活動
が積極的に行われ、新規移住者の増加などといった効果の
見られる京都府舞鶴市岡田中地区を調査対象地とした。な
お、岡田中地区は移住促進活動のほか、農林振興、地域資
源の活用など幅広く事業が展開された。
②ヒアリング調査
ヒアリング調査は三者に対して行った。その内訳は京都
府農林振興課、里の仕事人、地域住民（地元会長、事務局
長）である。京都府農林振興課に対しては、命の里事業の
概要や京都府下における導入状況などを明らかにすること
を目的とした。里の仕事人に対しては、地域の取り組み内
容、そのときの里の仕事人の関わり方などを明らかにする
ことを目的とした。地域住民に対しては、地域の取り組み
内容、里の仕事人に対する評価などを明らかにすることを
目的とした。里の仕事人及び地域住民からのヒアリング調
査で得た地域の取り組みについては、模式化することによ
り里の仕事人の役割・効果を明らかにした。
３．調査結果・考察
(1) 都道府県を対象としたアンケート調査の結果
アンケート調査の回答があった 38 都道府県のうち、地
域担当職員制度、あるいは類似制度のあった都道府県は京
都府を含め 7 件(18%)であり、導入していない都道府県は
31 件(82%)であった。したがって、全国的には地域担当職
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員制度が導入されていないと言える。
制度を導入していない都道府県の理由を、自由回答のキ
ーワードで分類した。その結果、市町村支援など間接的に
地域支援を行う都道府県が 10 件と最も多かったものの、
今後の導入が示唆された都道府県も 6 件あり、今後普及し
ていく可能性が伺えた。
表−1 は制度を導入した各都道府県の導入する上で重視
した課題を示している。この結果、全体に共通しているの
は、
「担い手不足」
「地域コミュニティの衰退」であった。
また、多様な課題を重視していたのは、研究対象の京都府
以外では、D 県だけであった。

集落
村づくり
委員会

NPO

農業
法人

民間
企業

企画
総務部

地域
連携組織

里の
仕事人

集落
高齢化
集落

農林
商工部

土木
事務所
農業
改良普及
センター

保健所

教育局
広域
振興局

図−1 命の里事業の制度概要

組織である。京都府職員である里の仕事人は、平成 22 年度
より地域連携組織に派遣され、各行政施策の総合調整や地
表−1 各都道府県の制度を導入する上で重視した課
京都府 A県 B県 C県 D県 E県 F県
域課題に対応した事業を地域と協働で設計するなど、地域
担い手不足
◎
◎
○
◎
◎
◎
◎
の取り組みを支援している。また、広域振興局には、複数
コミュニティの衰退
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
の関係部署からなる「組織横断チーム」を設置し、里の仕
地場産業の衰退
◎
△
△
△
◎
△
△
事人の活動支援と、地域課題への迅速かつ横断的な対応を
雇用・就業機会の減少
◎
△
△
△
◎
□
△
行う体制を構築している。
鳥獣被害の増加
◎
△
△
△
◎
△
△
(3)命の里事業の実施状況と主な成果
農林地の荒廃
◎
△
△
◎
◎
△
△
命の里事業は平成 21 年度から 25 年度までの 5 年間で、
生活環境面の悪化
◎
△
△
◎
◎
△
△
京都府下 46 地区で実施された。これは、京都府下全 1,693
道路等の整備不足
◎
△
△
△
◎
△
△
◎とても重視した
○どちらかといえば重視した
集落のうち、約 370 集落（22%）で事業が実施されたこと
△どちらともいえない
□あまり重視しなかった
になる。しかし、京都府下の過疎化・高齢化集落である 180
×全く重視しなかった
集落（平成 22 年時点）に限定すると、事業導入集落数は約
次に表−2 では、各都道府県における地域担当職員制度
110 集落で、約 60%の過疎化高齢化集落で事業が導入され
の概要を示す。地域担当職員の担当する地域の範囲につい
ていた。また、命の里事業の 1 地区における事業期間は通
て、京都府では複数集落であったのに対し、ほかは市町村
常 3 年であるが、地域からの要望に応じて 2 年間の延長を
以上の範囲と広域だった。また、地域へ赴く頻度では、B 県
行うことができる。なお、平成 25 年度末までに通常事業期
での「役場に常駐」を始め、京都府を含む 3 府県では 2〜3
間である 3 年が終了した地区は 25 地区あり、このうちの
日に１回と頻度が高かった。これらの「地域の範囲が最も
11 地区（44%）で延長が行われた。
狭い」
「地域へ赴く頻度が高い」ということを踏まえると、
主な成果として、空き屋を民宿として利用した移住促進
研究対象の京都府では地域と密接な関係を構築しているこ
活動、栃の実を利用した特産品の開発、棚田の整備などの
とが示唆された。
生活・生産基盤の整備、そのほかにも、地域資源の発掘、
表−2 各都道府県における地域担当職員制度の概要
先進地視察の実施、耕作放棄地の活用などがあり、多様な
京都府
A県
B県
C県
D県
E県
F県
旧市町村
農林振興
3〜4
2〜5
2〜8
地域課題に対して事業が実施された。また、事業が導入さ
地域の範囲 複数集落
自治体
単位
センター内 市町村
市町村
市町村
１地域の
れた 46 地区では、それぞれの地域で地域の将来計画であ
1人
5〜6人
１人
１人
１人
1〜2人
１人
担当人数
支援期間
3年
る里力再生計画が策定された。
2年
3〜5年
(延長)
(2年)
集落
地域おこし
(4)岡田中地区の概要
身分
常勤職員
支援員
協力隊
農業土木
集落
地域おこし
岡田中地区は京都府北部の舞鶴市西部・加佐地区に位置
職種
農業技師
支援員
協力隊
専任と兼任
専任or兼任
兼任
専任
兼任
専任
専任
専任
する 8 集落から成る旧村である。図−2 に示すように昭和
の両方
地域へ
2〜3日
1ヶ月
村役場に １ヶ月に
2〜3日
2〜3日
×
55 年の人口は 1,109 人であったが、平成 22 年には 614 人
赴く頻度
に１回
に１回 2年間常駐 １回未満
に１回
に１回
となり、30 年間で約 45%減少した。それに伴い、昭和 55
(2)命の里事業の概要
年に 20.7%であった高齢化率は、平成 22 年には 45.8%とな
京都府では、食料の生産、水や空気の供給、災害の防止 っており、高齢化が深刻な地域と言える。さらに平成 6 年
など府民の安心・安全な暮らしなどを行うために必要な農 に地区内を走る京都交通バスが撤退し、地区内の小学校も
山村地域を「命の里」と捉え、
「命の里」の維持・再生・発 平成 16 年に休校、23 年に廃校になるなど、社会状況の悪
展と未来への継承を図る取り組みとして命の里事業を平成 化が見られる。一方、岡田中地区では、命の里事業導入の
21 年度から 25 年度まで実施した。
30〜40 年以上前から、地域の中に地域の過疎化・高齢化に
命の里事業の制度概要を図−1 に示す。命の里事業の事 危機感を持つ住民がおり、彼らが個人的に移住促進運動を
業主体は、限界集落を含む複数集落のほか、NPO、民間企 行ってきた。
また、
平成 2 年には、
「岡田中村づくり委員会」
業、農業法人など多様な主体によって構成される地域連携 を発足させるなど地域づくり活動が盛んな地域で、I ター
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ンの新規就農者が多い。
50

1,109
1,009

1000

39.9
931
794

人口（人）

800

24.7

600

400

42.9
753

45.8

45.3

40

30

687

614

29.2

20

20.7

･地域に宿泊施設を作るべき

0

0
Ｓ５５年

Ｓ６０年
0〜14歳

Ｈ２年

Ｈ８年

15〜64歳

Ｈ１２年
65歳以上

Ｈ１７年

計画の検討

Ｈ２２年

高齢化率

仕事人の支援
【活動のステップアップの事例】

･地域住民からの空き屋の提供

ゲストハウスの検討
･空き屋を利用してゲストハウス
として運営できないか検討

10

200

取り組みの流れ

部会の考え

高齢化率（%）

1200

課題
･移住希望者が宿泊できる施設が
無く、親しくなれない
･個人宅で対応していたが厳しい
･小学校を宿泊施設として活用
しようとしたが、維持･管理費
などの問題で断念

ダミー

･許認可を取得できるように設計
の段階から検討

図−2 田中地区の人口と高齢化率の推移(1)

(5)岡田中地区における取り組みと里の仕事人の役割
岡田中地区では、平成 21 年度から事業が開始され、2 年
間の事業延長を行い、平成 25 年度に事業を終了した。初年
度は、地域課題を発掘するため、中学生以上の全住民を対
象としたアンケート調査が実施され、5 つの地域課題が明
らかになり、それぞれの課題を解決するために、定住促進
部会・農林振興部会・地域資源部会・自治会再編委員会・
小学校利活用委員会を作り、平成 22 年度から多様な取り
組みが展開された。なお、岡田中地区担当の仕事人は、事
業開始以前、岡田中地区が含まれる舞鶴西部を担当してい
た農業改良普及員であり、事業 2 年目である平成 22 年度
より派遣された。里の仕事人の主な活動内容は、全ての部
会に参加し、積極的に発言するほか、行政情報の提供、議
事録の作成など多岐に渡っていた。
定住促進部会では、過疎化･高齢化に対応するため、移住
者確保を目指した様々な取り組みが行われた。取り組みの
1 つとして、専用住宅の空き家を改修し、ゲストハウスと
して開業した。この流れを図−3 において模式化する。こ
の取り組みでは、様々な許認可を取得することが必要不可
欠であったが、地域住民だけでは困難であったため、なか
なか取り組みの具体化に至らなかった。そこで、仕事人は
必要な各種許認可取得のために、適切な部署を紹介するこ
とに加えて、地域住民と一緒に各部署に赴き、地域の実状
に合わせた解決方策を探ることにより、問題の解決を図っ
た。その結果、地域の活動が「検討」の段階で停滞してい
た状態から「計画」の段階へ移行し、取り組みが具体化し
た。また、この取り組みでは、仕事人が組織横断チームに
よって京都府の他部署とつながっていたことも重要な要因
の一つとなっていた。つまり、この取り組みにおいて、里
の仕事人は「活動のステップアップ」に貢献していたと考
えられる。
農林振興部会では、基幹産業である農林業の振興を目指
し、獣害対策、農産物加工などが検討された。その中の一
つの取り組みとして集落環境点検を行った。この流れを図
−4 において模式化する。この取り組みでは、獣害の軽減

地域の取り組み
･計画の決定
･許認可の取得
･申請書などの資料作成

行政の情報
･空き家をゲストハウスにする
ために必要な各種許認可の
情報を提供

行政の情報（京都府）
･各種許認可を取得するために
関係する部署の紹介
･住民と一緒に関係部署に赴く

活動支援
･申請書や計画書などの書き方を
指導、チェック

ゲストハウスの開業

図−3 ゲストハウス開業の流れ
以前の状態
･以前は里山が管理されていた
･里山が獣にとっての緩衝帯の
役割を果たしていた

取り組みの流れ
仕事人の支援
【活動のレベルアップの事例】

課題
･里山の管理放棄により、
獣害が増加

自治会の決定

活動への助言

･獣害被害を減らすことを目的と
して、樹木を伐採して緩衝帯を
設置することを決定

･獣の侵入ルートを調べ、必要に
応じた緩衝帯を作ることを提案
（緩衝帯の厚さを変える）

自治会の取り組み
･獣の侵入ルートを調査
･地域の森林組合が伐採

結果・成果
･緩衝帯を作ったことにより、
一定の効果はあったが、
管理が大変で継続できなかった

活動の支援
･侵入ルートの調査を協力

地域へ伝達
･地域での活動をほかの人にも
伝えるためにまとめ資料を
作成し、回覧板で伝達

図−4 集落環境点検の流れ

を図ることを目的とした緩衝帯を設置することを地域住民
が決定した。仕事人は専門知識に基づく助言として、獣の
侵入ルートの調査の実施を提案した。
調査結果に基づいて、
当初一様であった緩衝帯から獣の侵入状況にあわせた効果
的な緩衝帯に改善され、成果へとつながった。つまり、こ
の取り組みにおいて、
里の仕事人は
「活動のレベルアップ」
に貢献していたと考えられる。
岡田中地区では、地域課題に対応するため 5 つの部会が
作られたが、里の仕事人、地域住民の双方とも定住促進部
会が最も活動的であったと評している。そこで、命の里事
業での定住促進部会における取り組みを図−5 において模
式化し、その特徴を考察する。定住促進部会では、活動テ
ーマに対して、活動の方向性が「新規移住者を確保する」
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＜活動テーマ＞
どうすれば過疎・高齢化が防げるのか？
活動の方向性
新規移住者を確保する
解決策
移住希望者に紹介
できる空き屋が
わからない

課題

課題
移住者勧誘＆ツアー

移住希望者が地域
に宿泊することが
できない

解決策

空き家データベース作成

解決策
地域住民が課題を
発見し解決策を
見いだしていた
主体的な取組み

ゲストハウス開業

事業終了後も継続的な活動が持続

図−5 定住促進部会における取り組み

今後、ますます過疎化・高齢化は進展すると予想され、
さらに地域の課題は多様化すると考えられる。そのような
多様な課題に対応するためには、京都府の命の里事業で見
られたような、地域が独自の課題に合わせて取り組みを決
定し、行政に提案する「ボトムアップ形式」の事業が重要
になると予想される。このような事業で、取り組みを具体
化させるためには、行政職員による地域の実情に合わせた
支援が大きな役割を果たすことが明らかとなった。
しかし、
従来直接地域と関わってきた市町村は、市町村合併による
業務の広域化に加え、職員数の減少などにより、地域と密
接に関わることは困難になっていると考えられる。このこ
とに加え、市町村よりも許認可権を有する都道府県が直接
関与することにより、多様な課題に取り組み易くなるとも
考えられる。したがって、京都府で行われたような広域自
治体である都道府県による直接的な支援が今後ますます重
要になると考えられる。

という明確なものであった。そして、事業以前から活動が
行われていた農村体験ツアーに関しては引き続き実施され
た。しかし、移住希望者に紹介する空き屋の存在状況が明
確でないという新たな課題が見つかり、解決策として空き
屋データベースが作成された。また、ツアー実施の結果、 【補注】
移住希望者が宿泊できる施設がないという課題が見つかり (1)平成 7 年の国勢調査結果は欠損のため、平成 8 年の総人口
解決策として、ゲストハウスが開業された。つまり、住民
及び高齢化率を示す。
が自ら課題に対する解決策を発見し、主体的な活動を行っ
ていた。その結果、定住促進部会では、事業終了後も継続 【参考文献】
的な活動が行われている。なお、定住促進部会では、ゲス 1)京都府 ｢京の村づくりのあゆみ｣ ヒアリング提供資料
トハウス開業における許認可の取得に加えて、ツアー開催
（入手日付：2014 年 5 月 2 日）
における助言、空き家データベース作成における原案の作 2)総務省 ｢過疎地域自立促進特別措置法の改正概要につい
成、さらには、事務支援など多岐にわたる里の仕事人のは
て｣
たらきが取り組みの具体化に寄与していた。
http://www.soumu.go.jp/main_content/000059888.pdf
（入手日付：2014 年 12 月 22 日）
４．まとめ
3)総務省 ｢改正過疎法の評価及び今後の過疎対策のあり方に
里の仕事人は、
地域活動の
「活動段階のステップアップ」
関する調査報告書｣
「活動のレベルアップ」などに寄与していた。この要因は、
http://www.soumu.go.jp/main_content/000234685.pdf 、
地域の実状に合わせた助言を行っていたことであり、都道
（入手日付：2014 年 12 月 22 日）
府県対象のアンケート調査で示唆されたように、京都府の 4)櫻井常矢(2009) ｢地域コミュニティ支援をめぐる構造と課
里の仕事人が、地域と密接に関わっていたためであると考
題(1)−山形県内における地域担当職員制度の実態をもとに
えられる。さらに、岡田中地区の場合、里の仕事人の農業
−｣、地域政策研究、12、57-71
改良普及員としての専門知識も地域にとって非常に有効で 5)寺沢健之(2011) ｢特集 地域再生へ｢里の仕事人｣ 農山村地
あったことを考えると、地域の課題に合わせた職員を派遣
域に担当職員を配置--定住環境整備や雇用機会創出に尽
する必要があると考えられる。また、定住促進部会では、
力｣、地方行政、10211、10-11
命の里事業終了後も、継続的な活動が行われていた。その
要因は、活動の方向性が明確で、部会が主体的な活動を行
うとともに、里の仕事人の助言により、取り組みが具体化
したためと言える。このように、行政職員の直接的な関与
により、地域の主体性を引き出すことによって、継続的な
活動を引き出すことが可能となったと考えられる。
つまり、
本研究を通じて、京都府における里の仕事人が地域活性化
に貢献していることを明らかに出来たと言えよう。
しかし、
その効果の大きさは仕事人自身の資質に依存している点も
決して小さくない。ゆえに、里の仕事人のように行政職員
が地域支援に関与する場合、研修等の人材育成の充実が必
要不可欠であることも示唆された。
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兵庫県丹波市における木質バイオマスエネルギー事業による雇用創出規模の定量的推定
-地域活性化と森林管理問題の解決に向けて関西学院大学大学院総合政策研究科 小林 真洋
関西学院大学総合政策学部
客野 尚志
１．はじめに
本研究においては、化石燃料への依存から脱却すること
を念頭に、丹波市に現存する森林をエネルギー資源として
活用する木質バイオマス発電に注目する。さらに、森林の
環境保全を推進するために、間伐材を燃料源として発電を
行った場合に見込まれる電力量を推定し、固定価格買い取
り制度をもとに、売電を行った場合に見込める収益をシミ
ュレーションにより推定する。人口減少と若者の仕事場の
不足問題の解決に向けて、木質バイオマス発電による雇用
創出の可能性と、その実現性について検証することを目的
とする。
木質バイオマス発電に関する研究として、
平田らの試算、
櫻井らの木質バイオマス発電所の規模と立地に関する研究、
および三尾らの環境マネージメントにおける木質バイオマ
スの利活用などがあげられる 1)2)3)。しかし、バイオマス事
業による雇用創出の規模について、過疎化が進む地域を対
象とした定量的な検証について未着手であり、木質バイオ
マス発電による雇用創出規模について丹波市で検証する価
値があると考えられる。
２．研究方法
本研究における推定の前提として、発電に用いる燃料と
しては森林の環境保全のための間伐材を利用する。研究の
調査対象地域としては兵庫県丹波市を設定し、木質バイオ
マス発電に用いる木材についてはスギ・ヒノキ・アカマツ
の 3 種を用いる。加えて、行政担当者へのヒアリング結果
を参考に、丹波市に現存するスギ・ヒノキ・アカマツ林の
3 割を間伐が行えると仮定し、10 年周期・間伐率 30％と持
続可能な方法で間伐を設定する。売電による 1 kwh あたり
の取引金額については、資源エネルギー庁が設定している
固定買い取り制度の数値を参考にし、調達区分が固形燃料
燃焼（未利用木材）内において 1kwh あたり税込み 33.60
円とする 4)。
ボイラーの出力については、効率性の観点から 1000kw
以上の中規模以上のボイラーを発電に用いるとする。その
種類は、普及状況と木質バイオマス導入指針書を参考に、
チップボイラーを想定する 5)。稼働時間は月 22 日で 24 時
間し、12 ヶ月で年間 6336 時間稼働すると想定する。また、
イニシャルコストの金額は、国の木質バイオマス利用施設
等整備における助成制度として、森林整備加速化・林業再
生事業実施要網の補助である設備費50%分の助成を受ける
と考える。
計算の手続きとして、まず GIS を用いて、植生データよ
り丹波市におけるスギ・ヒノキ・アカマツの本数を推定し、

木質バイオマス発電量を求める。次に、各種コスト・収益・
雇用創出のシミュレーションを行う。詳細は次の通りであ
る。
（1）環境省の自然環境情報 GIS システムより、丹波市の
植生データの整理・分析を行った。丹波市内のスギ・ヒノ
キ・アカマツの植生データを抽出し、
面積の計算を行った。
図 1 は丹波市の植生分布図である。スギ・ヒノキ・アカマ
ツを示すポリゴンから、面積を単位 ha にて算出した。

図1 丹波市の植生図

（2）上記で抽出した面積データから、対象地域における
樹木数を推定し木質バイオマス発電による発電量を求める。
このために用いた手順を図 2 のフローチャートにまとめた。
数値については、GIS による分析結果および丹波市の人口
林収穫予定表・林分材積表および資源構成表に記載の情報
を参考とし、行政担当者へのヒアリングを元に計算を行っ
た 6)7)8)9)。林分材積表より求めたバイオマス量の計算結果に
ついては表 1 に記載し、用いた計算式については表 2 に記
載する。
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スギ・ヒノキ・アカマツの1haあたりの本数を仮定
スギ・ヒノキ：1haあたり3000本
アカマツ：1haあたり3000本
仮定した1haあたりの本数とGISにより
求めた面積を乗じて丹波市での本数を推定（式Ⅰ）
↓
木1本あたりのバイオマス量を求める

人工林収穫予定表・
林分材積表

1haあたり3000本、地位2、副林木の伐採本
数と材積の値から林齢ごとに計算

スギ・ヒノキ・アカマツそれぞれで、求められた値の平均値を用いる
↓
バイオマス量と1kgあたりの発電量を乗じて、
木一本当たりの発電量を求める（式Ⅱ）
設定

木質チップの発熱量である、3780kcal/kgを設定する

単位変換

単位kcalから単位kwhへ変換：単位換算値860で除す

表 3 運営のコストの計算式

発電効率の設定

間伐率
間伐周期

発電効率は平均である20％を設定
↓
間伐率と間伐周期について
現状を踏まえて30%とする
ヒアリングより10年周期を設定
↓
木質バイオマス発電量の計算

式1

式a

式Ⅰ・式・0.8（発電効率）に間伐率0.3を乗じ・間伐周期10で割る
↓
売電金額

式b

1kwhあたりの単価33.6円を発電量に乗じて計算可能

図 2 発電量計算のフローチャート
表 1 バイオマス量の計算結果

林齢

林齢

林齢

イニシャルコスト
イニシャルコスト（円）＝ボイラーの出力（kw）×kw
あたりの単価400000（円）
イニシャルコスト（円、減額後）＝ボイラーの出力
減額後のイニシャルコスト
（kw）×kwあたりの単価40万円÷2
ランニングコスト
初年度分の返済額（円）＝（イニシャルコスト(円)÷
初年度分の返済額
2÷15）＋返済残高（円）×利率0.0065
７年目以降の返済額＝（イニシャルコスト÷2÷15）
7年目以降の返済額
＋返済残高×（利率0.0065＋利息増加分）
電気代（円）＝電気容量（kw）×ボイラー稼働時間
電気代
（h）×電気量単価20（円/kwh）
燃料量（t）＝（ボイラーの定格出力(kw)×稼働時間
燃料量
(h)）÷チップの低位発熱量(kwh/kg)÷1000（単位
換算値kgからt）
イニシャルコスト

区分
本数 材積 スギの木質バイオマス量
23 副林分
709 38.7
54.58392102
30 副林分
513 54.8
106.8226121
40 副林分
350 71.4
204
平均
121.8021777
区分
本数 材積 ヒノキの木質バイオマス量
31 副林分
358
19
53.0726257
38 副林分
400 29.5
73.75
46 副林分
400 43.4
108.5
平均
78.44087523
区分
本数 材積 ヒノキの木質バイオマス量
18 副林分 1084 20.3
18.72693727
26 副林分
500
21
42
35 副林分
400 32.1
80.25
平均
46.99231242

式c

燃料費

燃料費（円）＝燃料量（t）×燃料単価（円/t）

式d

廃材処理費

廃材処理費用（円）＝灰の発生量（t）×灰処理委
託費単価（円）

式e

保守点検費

保守点検費（円）＝設備費（円）×0.03

式f

水道費

水道代（円）＝ボイラーの出力（kw）×360（円/kw）

式g

固定資産税

固定資産税（円）＝建設費（円）×0.14×0.94

式2

ランニングコスト

ランニングコスト＝式a＋式b＋式c＋式d＋式e+式
f+式g

（4）ボイラーの出力ごとの発電量と稼働時間から、収益
を求める手順について説明する。ボイラーの出力による発
電量については、ボイラーの定格出力に稼働時間を乗じる
ことで求められる。これらの値へ固定価格買い取り制度に
おける 1kwh あたりの売電金額を乗じて、売電による年間
の収益を求めることが可能である。次に、年間の売電金額
からランニングコストを差し引くことで、年間の売り上げ
としての収益が算出できる。

表 2 発電量に関する計算式
木質バイオマス発電による発電量
樹木別の総本数＝樹木別の森林面積（ha）×1ha
式Ⅰ 樹木別の総本数
あたりの本数
バイオマス量＝材積（㎥）×単位換算値1000（kg）
バイオマス量
÷伐採本数
木1本あたりの発電量（kwh）＝バイオマス量（kg）
式Ⅱ 木一本当たりの発電量 ×木質チップの発熱量（3780kcal/kg）÷860（単位
変換kcalからkwh）
木質バイオマスによる
木質バイオマス発電による発電量（kwh）＝〔式Ⅰ〕
発電量
×〔式Ⅱ〕×0.2÷10×0.7
売電金額（円）＝木質バイオマス発電による発電量
売電金額
（kwh）×33.6円

表 4 収益と雇用可能人数の求め方

（3）
プラント運営のためのイニシャルコストおよびラン
ニングコストの推定には、文献より引用した計算方法を用
いて計算を行う 10)11)。
イニシャルコストについては導入の際に、森林整備加速
化・林業再生事業の半額分の補助を受けることとする。支
払いについては資金を借り入れ、15 年間で返済するケース
を想定するが、返済後 7 年目からは利息が付加される。ま
た、ランニングコストとして電気代、燃料費、廃材処理費、
保守点検費、水道代金、固定資産税を想定し、これらにイ
ニシャルコストの年間の返済額を加えることで年間のラン
ニングコストとなる。計算式の詳細については以下の表 3
に記載する。

式3

出力別の年間発電量

式4

年間の売電金額

式5

年間の収益

式6

丹波市で
導入可能なボイラー数

式7

1基あたりの
雇用可能人数

収益
ボイラー出力別の年間発電量（kwh）＝ボイラーの
定格出力（kw）×稼働時間（h）：式3
年間の売電金額（円）＝ボイラー出力別の年間発
電量（kwh）×1kwhあたりの電力単価（円）
年間の収益（円）＝年間の売電金額（円）―ランニ
ングコスト（円）
丹波市で導入可能なタイプ別ボイラー数（基）＝丹
波市での発電可能量（kwh）÷タイプ別ボイラー1期
あたりの発電量（kwh）
1基あたりの雇用可能人数（人）＝年間の収益（円）
÷想定する年収（円）

これらの手順により、年間の売り上げを見積もることが
できるが、さらに、丹波市で導入した場合に、ボイラーの
出力により何基の工場を設置可能か検証する。また、雇用
創出の見積もりとしては、想定年収を設定し算出する。本
研究では、年収 100 万円から最大 600 万円までをシミュレ
ーションによって計算する。以上の計算式を以下の表 4 に
記載する。
３．結果
（１）発電量と売電額の計算結果
丹波市における間伐本数、木質バイオマス発電による発
電量、
売電額の計算結果については、
表 5 の通りとなった。
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表 5 発電量に関するシミュレーション結果
丹波市における
全スギ・ヒノキ・ アカマツ林の内
30 ％を間伐可能と仮定
丹波市での面積（ha）
樹木名
丹波市での間伐可能本数（本）
4,963.00 スギ・ヒノキ
4,466,700.00
10,261.00 アカマツ
9,234,900.00
15,224.00
合計
13,701,600.00
丹波市での本数（本）
樹木名
樹木ごとの本数の見積もり
14,889,000.00
スギ
1,786,680.00
30,783,000.00 ヒノキ
2,680,020.00
45,672,000.00 アカマツ
9,234,900.00
丹波市での間伐本数（本）
木一本あたりから得られる
樹木名
間伐率30％、10年周期
発電量（kwh）
535.36
スギ
125,067.60
344.78 ヒノキ
187,601.40
206.55 アカマツ
646,443.00
合計
959,112.00
丹波市での発電量(kwh/年)
樹木名
丹波市での発電可能量（kwh/年）
527,727,101.27
スギ
13,391,314.61
292,252,369.97 ヒノキ
12,936,054.90
819,979,471.25 アカマツ
26,704,250.78
合計
53,031,620.30
丹波市の売電額（円）
樹木名
丹波市での売電額（円）
17,731,630,602.76
スギ
449,948,170.95
9,819,679,631.15 ヒノキ
434,651,444.73
27,551,310,233.91 アカマツ
897,262,826.31
合計
1,781,862,441.99

丹波市における
全スギ・ ヒノキ・ アカマツを対象
樹木名
スギ・ヒノキ
アカマツ
合計
樹木名
スギ・ヒノキ
アカマツ
合計
樹木名
スギ
ヒノキ
アカマツ
樹木名
スギ・ヒノキ
アカマツ
合計
樹木名
スギ・ヒノキ
アカマツ
合計

計算結果から、丹波市において本研究で仮定した条件で
あれば、年間の最大値として約 5300 万 kwh の電力を生み
出すことができ、これを現状の固定価格買い取り制度にお
いて売電した場合、
約 18 億円の売電金額が見込めることが
分かった（表 5 参照）
。これらの結果から見込める雇用創出
の見積もりを、ボイラーの運営にかかるコストを含めて、
以下で提示する 6 つのシナリオ分岐により検証する。
（２）シナリオの設定
シナリオ設定として 3 つのパターンを想定し、税の補助
のあるなしでそれぞれ 2 つの分岐を設定した。これにより
6 つのシナリオが想定されるが、パターンとして、1：固定
価格買い取り制度が現状の 1kwh あたり 33.6 円の場合、2：
固定価格買い取り価格が 20％減少する場合、3：固定価格
買い取り価格が50％減少する場合の3 つのシナリオを提示
する。これら 3 つのシナリオにおいて、固定資産税の免税
がない現状維持の A タイプ、
免税が導入されて 50％免除さ
れる B タイプの 2 種の分岐を行うこととする。ここでの固
定資産税とは土地と建物にかかる固定資産税が該当するも
のと考える。
このシナリオ設定については、固定価格買い取り制度が
現状の価格のまま継続されると考えにくいため、将来的に
買い取り価格が減少した場合の事業採算性を検証するため
に設定した。また、現状として木質バイオマス発電の導入
に関する補助が、森林整備加速化・林業再生事業実施要網
による設備費補助のみであることから、税の免除のあるな
しでの変化を見るために、
上記のAとBの分岐を設定する。
これらの結果として見積もられる雇用人数の参考値とし
ては、文献における雇用創出の値を参考に、発電所運転員
12 名、集荷・集材員 60 名の値から、1 基あたり 60 名以上
80 名以下を最適な規模と考える 12)。

有無で 6 つのシナリオを想定して検証した結果を以下の表
6 と図 3 にまとめた。結果として、固定買い取り価格が変
動することはボイラーの導入規模に大きな影響を与えるこ
とが分かった。特に現状の固定買い取り価格制度の設定金
額は高く設定されており、将来にかけて減額される可能性
がある。検証結果を整理すると、シナリオ 1 系統では、現
状の固定価格買い取り制度における売電単価 33.6 円/kwh
と現存する補助では、丹波市でおよそ 201 人の雇用が実現
可能という結果となった。また、現状では税額の補助は不
可欠な条件ではないことも検証され、仮に免税された場合
には創出できる雇用が増加するという結果となった。
次に、
シナリオ2 系統では、
買い取り価格が20%減少したことで、
免税が実施されない場合では大規模な発電施設での運営が
最適という結果となり、結果として最大 128 人の雇用創出
が見込めた。また、免税があった場合では中規模出力の施
設が最適となり、最大 158 人の雇用が見込まれることが検
証できた。最後に、シナリオ 3 系統では、買い取り価格が
半額となったことで、現状の補助のみでは雇用創出が見込
めず、運営していくことが厳しいという結果となった。し
かし、固定資産税額が半額免除されることで事業として成
立できることが判明した。この場合における雇用創出とし
ても副業での雇用を想定することで、最大 162 人ほどの雇
用が創出できる。このように、固定資産税額の免除も将来
的に買い取り価格が減少した場合には必要な条件となり、
売電を想定した木質バイオマス発電を行う上では現状の補
助政策に加えて、
さらなる補助導入の必要性が考察される。
設定シナリオから事業が実現された場合、シナリオ 3A
を除いて発電所勤務者のみで 100 人超の雇用創出が見積も
られた（図 3）
。発電所のみならず、木質バイオマス事業に
よる影響として、関連事業である林業従事者や運搬事業者
等の活性化も予想される。検証結果として、木質バイオマ
ス事業による雇用創出は現存する資源において可能であり、
雇用規模としても現実性のある数値となった。

（３）シミュレーション結果
固定買い取り価格の1kwh あたりの単価の違いと補助の
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表 6 雇用創出の検証結果
シナリオタイプ プラントの出力最適規模(kw)
年収
雇用創出人数(人)
シナリオ1A
2500kw出力にて3基
400万円
201人
シナリオ1B
2000kw出力にて4基
400万円
264人
シナリオ2A
4000kw出力にて2基
400万円
128人
シナリオ2B
3500kw出力にて2基
400万円
158人
雇用創出は見込めない
シナリオ3A
シナリオ3B
4000kw出力にて2基 副業：100万円
162人

図 3 雇用創出の見積もり

４． おわりに
（１）課題
本研究では以下のような 3 つの課題が残った。まず、樹
木数の推定について、木の立地と林齢についての詳細な情
報を踏まえることで、より正確な推定が可能となる。アカ
マツは人工林でなく天然林かつ山の山頂付近に植生してい
ることが多く、間伐等を行うのが不可能なケースもある。
特に、道路整備や材木を運び出す作業については時間と計
画性を要するため、樹木の立地条件を踏まえることが課題
として挙げられる。
次に、工場の立地場所と数について、検証結果からは複
数の工場誘致も数値の上では可能という結果となったが、
丹波市でのヒアリングから、市内に複数の発電所の誘致は
現実的には厳しいという指摘を受けており、誘致可能数と
立地場所の精密な検証は今後の課題として挙げられる。
最後に、木質バイオマス発電に用いる木材を確保するた
めには、木を出荷する労働力が必要不可欠である。本シミ
ュレーション結果を実現するためには、林業従事者の確保
が先決であり、どのように林業従事者を確保し育成してい
くかということも議題となる。

<http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl
/120522setsumei.pdf>
5) 株式会社森のエネルギー研究所(2012),『木質バイオマスボイラ
ー導入指針』, 2014 年 11 月 10 日閲覧,
<http://www.mori-energy.jp/pdf/lca_boilershishin.pdf>
6) 兵庫県農林水産部林務課,
『スギ人工林収穫予定表 林分材積表』
,
昭和 61 年 3 月発行.
7) 兵庫県農林水産部林務課,『アカマツ人工林収穫予定表 林分材
積表』, 昭和 61 年 5 月発行.
8) 兵庫県農林水産部林務課,『ヒノキ人工林収穫予定表 林分材積
表』, 昭和 61 年 3 月発行.
9) 兵庫県丹波市(平成 24 年), 『資源構成表 森林簿森林現状況』
10) 株式会社森林環境リアライズ・富士通総研・環境エネルギー
普及株式会社,『木質バイオマスボイラー導入・運用にかかわる
実務テキスト』,農林水産省林野庁配布資料,平成 26 年 11 月 10
日閲覧, http://www.rinya.maff.go.jp/j/riyou/biomass/pdf/250610
biomass1.pdf>
11) フルハシ EPO 株式会社・株式会社フルハシ環境総合研究所,
『平成 24 年度 木質バイオマスエネルギー等への利活用システ
ム構想事業化検討業務報告書』,愛知県環境部配布資料,平成 26
年 11 月 27 日閲覧,<http://kankyojoho.pref.aichi.jp/junkan/recycle/
woodybiomass.pdf>
12) グリーン・サーマル株式会社,『地域循環型 森林未利用材を
用いたバイオマス発電事業計画要約』,農林水産省林野庁配布資
料,平成 26 年 12 月 4 日閲覧
<http://www.maff.go.jp/j/biomass/b_kenntou/05/pdf/siryo6.pdf>

（２）今後の展望
間伐による波及効果として、地域防災力の向上が考えら
れる。特にスギ・ヒノキ林等は集落の近辺に植生している
ことが多く、これらを適切に間伐することで木の根の成長
と下草の繁茂による、
保水力向上に貢献できる。
近年では、
砂防ダム等により土砂崩れ対策は可能であるが、その導入
には多大なコストを要する。仮に木質バイオマス事業によ
る間伐が促進されれば、これらのコストを必要とせずに同
等の防災効果が期待できると考えられる。これにより、電
力の発電と雇用創出、そして森林管理による防災力の向上
の 3 つを並行して進めることが期待できる。
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