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ハンセン病施設の保存の議論から見た悲劇の遺産保存に関する考察
龍谷大学大学院政策学研究科 筈谷 友紀子
龍谷大学政策学部
阿部 大輔

１ はじめに
(1)研究の背景と目的
本稿では、戦争遺跡・震災遺構・人種差別などの歴史的
経緯を持つ遺産を「負の遺産」と位置づけ、その中でも「国
家や社会構造によって展開された差別や抑圧、
暴力の記憶」
に関わる遺産を悲劇の遺産と定義し、考察の対象とする。
悲劇の記憶はどのように継承されるのだろうか。台北郊
外にあるハンセン病療養所の楽生療養院では、地下鉄の車
両基地建設のため取り壊しが検討されていたが、保存運動
の高まりにより歴史的建造物に指定され、現地での保存と
資料館の建設が合意された。ベルリンでは、1987 年の再開
発を機に発見された絶滅政策下の地下牢獄跡を屋外展示場
として暫定利用したのちに、様々な議論を経てから牢獄及
び跡地一帯を保存し、ナチスの犯罪を記録するドキュメン
タリーセンターを建設した。
悲劇の遺産の保存においては、関係者らによる議論が不
可欠であり、議論によって保存形態が決定される。しかし
ながら、その合意形成は容易ではなく、ハンセン病患者の
隔離政策のもと建設された旧菊池医療刑務支所は、完全な
合意が得られないまま解体が決定した。
本研究では、ハンセン病施設を対象に、悲劇の遺産の保
存を巡る議論の特徴と、悲劇の遺産の保存プロセスを明ら
かにすることを目的とする。
(2)既往研究の整理
悲劇の遺産の保存に関する研究は、原爆ドームを対象に
保存に至るまでの扱われ方を明らかにした頴原(2005)1)や、
戦争遺跡を対象に空間の残存程度に応じて記憶の継承のあ
り方が検討されるべきであると指摘した清水・中村(2018)2)
がある。悲劇の遺産の保存の議論に着目した研究は、近代

植民地文化遺産の撤去過程における多様な評価を明らかに
した白(2012)3)や、
被爆建造物における場所の記憶を巡る対
立を指摘した深谷(2014)4)がある。
しかしながら、悲劇の遺産の保存においては多様な主体
間による議論が保存形態を決定づける要因であることが予
想されるにも関わらず、議論を勘案した保存プロセスの分
析はなされていない。
(3)研究の方法
本研究では、ハンセン病施設の保存を巡る議論の経緯に
焦点を当て、悲劇の遺産を巡る価値の共有過程を明らかに
し、悲劇の遺産保存のプロセスを明らかにすることを目的
とする。
研究の資料として、ハンセン病問題に関する検証会議最
終報告書、ハンセン病問題対策協議会議事録、保存推進団
体が発行する機関紙、当時の新聞報道記事等を用いた。
(4)対象の選定理由
隔離政策下において、ハンセン病施設は、離島や山中に
立地し、医療施設にはない筈の監房や共同住宅が計画的に
建設された。このような施設は、国家がハンセン病患者を
社会から隔離するにあたり重要な役割を果たした。ハンセ
ン病史における悲劇は、隔離によってもたらされたことか
ら、隔離の痕跡を如実に表す空間を残すことには意義があ
ると考えられる。
本研究では、保存の議論が行われ、資料として確認可能
である①特別病室（重監房）
、②十坪住宅、③菊池医療刑務
支所を考察の対象とした(表-1)。
(5)対象の悲劇性
特別病室は、療養所に反抗的な患者を収容する目的で、
1938 年に療養所の居住地域から離れた標高 1000m の山中

表-1 本稿で対象とするハンセン病施設(1)
①

②

建物名称
(左)設計時

特別病室

重監房

③

十坪住宅
(梅ヶ香・第四千代田・母の家・徳島路太利・第二兵庫)

菊池医療刑務支所

(右)議論時

管理主体

国立療養所栗生楽泉園

国立療養所長島愛生園

法務省

九州財務局

ハンセン病患者を対
象とした医療刑務所

─

外観写真

用途

療養所に反抗的な
患者の収容所

─

夫婦舎

─

建築年

1938 年

1929 年〜

1986 年

建築位置

群馬県草津町
(国立療養所栗生楽泉園内)

岡山県瀬戸内市邑久町
(国立療養所長島愛生園内)

熊本県合志市
（国立療養所菊池恵楓園に隣接）
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に建てられた。4 畳半の独房が 6 室と医務室・宿直室によ
って構成されている。
特別病室という名称ではあるものの、
宮坂（2006）5)は、実際には医務が行われたことはないと述
べており、当初の設計意図から乖離した運用及び処遇がな
されていたと考えられる。特別病室には 92 人のハンセン
病患者が収容され、その厳しい処遇環境から 22 人が事実
上の獄死を遂げた 6)。特別病室は隔離政策における暴力性
を如実に表している。
特別病室が廃止された後、処遇機能は菊池医療刑務支所
に引き継がれる。1986 年にはハンセン病を隔離する合理性
を欠きながらも、国民の差別感情を根拠に 7)約 2 億円をか
けて建設された。
一方、十坪住宅は、住環境の確保といった患者救済の一
面があるものの、1953 年まで入居の条件として患者夫婦に
不妊手術や堕胎を強制するなど、隔離政策における優生思
想が内在している 8)。1929 年から始まった無らい県運動に
よる療養所の定員超過を解決するため、6 畳 2 間の夫婦舎
として建設された 9)。
２ 特別病室（重監房）を巡る保存の議論
特別病室は 1947 年に廃止され、その後自然倒壊し、跡地
のみが残された。1982 年になると、患者有志らによって亡
くなった患者たちの慰霊を目的に石碑が建設され、2002 年
の復元運動開始まで維持された。
2001 年のらい予防法違憲国家賠償請求訴訟以降、特別病
室跡の保存・復元は最優先課題として位置づけられた。こ
のため、特別病室の保存形態を巡る議論は、ハンセン病史
における歴史的建造物の扱いの基本方針を形作った。
(1)復元運動の開始
特別病室跡の保存を巡る運動は、当事者と支援者間で発
起した。国立療養所栗生楽泉園の回復者である谺雄二氏と
新潟大学の宮坂道夫氏は、倒壊によって消失した特別病室
（以下、重監房とする）の復元を提案した。両者は 2003 年
に重監房の復元を求める会を組織し、約 10 万人の署名を
厚生労働省に提出した(2)。復元を求める会は、復元の根拠と
して「記憶の継承」を挙げた。宮坂道夫氏は「アウシュビ
ッツの強制収容所のように、実感をもてる形で後の世代に
伝えるべきだ(3)」と復元の理由が後世への記憶の継承であ
ると主張した。
重監房の保存要望は厚生労働省主催のハンセン病問題対
策協議会に提出された。このため、保存責任は厚生労働省
に求められた。しかし、保存要望当初はハンセン史を伝え
る資料館（現在の国立ハンセン病資料館）の建設が優先さ
れたことから、2007 年の建設事業完了を待ってから重監房
跡を含む歴史的建造物の保存が検討の議題に上がった。
2007 年には、厚生労働省健康局疾病対策課のもと重監房が
最優先課題として位置付けられ、調査検討の場を設けるこ
とが合意された。翌年には、ハンセン病問題の解決の促進
に関する法律が公布され、歴史的建造物の保存が明記され

たことにより、
司法の場においても保存意義が認められた。
2009 年には建物の修繕だけではなくその後の政策的な取
り組みの必要性が論じられ、ワーキンググループの設置や
専門家の参画が要望された。2011 年には保存事業の目的が
再確認され、仮に歴史的価値がない、あるいは乏しいもの
であっても、ハンセン病政策の歴史・実態を伝える建造物・
史跡であれば、保存・復元の対象とする事が合意された。
(3)再現・跡地の保存
厚生労働省との交渉を経たのちに、重監房の復元を検討
するワーキンググループが設立され、栗生楽泉園・入所者
自治会・自治体・厚生労働省等の間で議論が行われた。し
かし、当時の設計がわかる資料が残っていないことを理由
に、重監房の復元は断念され(4)、資料館の展示物として再現
することで合意された（図-1）
。跡地については、重監房の
存在を示す史跡であることから、現状のまま保存すること
が決定された（図-2）
。重監房再現ワーキンググループの参
加者である弁護士の鮎京眞知子氏は、
「跡地の保存も含めて、
重監房資料館の活動は、歴史の負の遺産を伝えるものとし
て極めて重要な事業であり、私たちはアウシュビッツ強制
収容所の保存と同じ意味があると思っています(5)」と述べ、
記憶の継承においては、復元と再現は同等の意味があると
主張した。
重監房が再現展示された資料館は、重監房跡地から離れ
た納骨堂の隣に新設された。この配置計画について、重監
房資料館の北原学芸委員は、
「将来的に入所者がいなくなり
療養所が閉鎖されたときに納骨堂だけは残るという観測の
もと、現在の開設場所が選ばれた(6)」と述べており、資料館
の配置にも記憶の継承という明確な意図があったことが推
察される。また、資料館の新設にあたっては、地元自治体
が維持管理を申し出ており(7)、自治体との協力関係が築か
れていたことが伺える。
当初、重監房を巡る議論は、当事者と支援者間で行われ
たが、再現が具体化するにあたり自治体や厚労省の参加も
見られ、参加主体が拡大していたことが確認できた。

図-1 資料館内に再現された重監房 図-2 保存された重監房跡地
『東京新聞』2018 年 7 月7 日
出典：
『毎日新聞』2016 年 10 月 8 日 出典：

３ 十坪住宅を巡る議論
十坪住宅は約 150 棟建設されたが、減少が著しく、現在
では梅ヶ香・第四千代田・母の家・徳島路太利・第二兵庫
の 5 棟のみが残されている。厚生労働省のもと設置された
歴史的建造物保存等検討会による建物調査では、復元にお
いて建物の傷みが懸念事項であることが指摘された(10)。こ
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のため、厚生労働省による保存措置の見通しは立たない状
況であった。
このような状況のもと、十坪住宅が位置する長島愛生園
では、世界遺産登録運動の一環として市民ボランティアら
による保存運動が進められた。十坪住宅の保存の特徴は、
専門家の協力を得ながら市民が先導した点にある。
市民と専門家の協力による保存運動が進む中で、保存の
根拠は大きく二つ挙げられた。一つは「負の遺産」として
の価値である。市民ボランティア団体の近藤剛会長は、
「十
坪住宅運動の進展が無らい県運動にも大きな影響を与え、
患者の人権などを無視した絶対隔離のみを目的とする運動
を強力に支えてきたという歴史的背景から十坪住宅の修復
保存の意義は極めて大きい(9)」と指摘している。
一方で、十坪住宅の調査に参加した東京大学の大月敏雄
氏や、島村鐵二氏は、負の遺産と認識して残すべきである
としつつも、隔離政策に抗って生きた証である正の遺産と
しても評価すべきであると付け加えた(10)。島村氏は、
「ハン
セン病差別の極限で人々が生き抜いた場所、そのための工
夫を住人たちが盛り込んでいった住処であると考えると、
これは貴重な建築史的な遺産です(11)」と評価している。
また、大月氏は遺産の保存形態についても新たな論点を
示した。ハンセン病市民学会第 13 回交流集会にて、
「負の
遺産を例えば石碑みたいなものを建てて、ここにかつてこ
ういう悲惨な出来事がありました、と言うだけでは、遺し
たと言うことにならないと思います(12)」と批判し、
「国が示
しているような建造物を残しますとか、なんとか館を残し
ますとか、そう言うものではなく、場を残すことを議論し
ていかなくてはいけない(13)」と面的な保存の必要性を主張
した。
４ 菊池医療刑務支所を巡る保存の議論
菊池医療刑務支所は 1997 年のらい予防法廃止に伴い、
機能が停止された。その後、活用や撤去に関する目処は立
たず、2008 年まで九州財務局によって管理されていた。
菊池医療刑務支所を巡る議論は、九州財務局による第１
期刑務支所跡地（図-3）の一般競争入札の実施を契機に開
始した。国立療養所菊池恵楓園入所者自治会は、入札の中
止と現地保存を訴えたが、長期にわたる議論の末、解体が
決定した(14)。本項では、菊池医療刑務支所が解体に至るま
での経緯を明らかにする。
(1)現地保存活用案
当初、菊池医療刑務支所の保存を巡る議論は、入所者自
治会、関係各省と自治体の間で行われた。入所者自治会ら
は菊池医療刑務支所が隔離政策の象徴であると評価し、現
地での保存と人権啓発施設としての活用を法務省に要望し
た(15)。2009 年には、県・市・入所者自治会らが委員を務め
る菊池恵楓園将来構想検討委員会でも現地保存活用案の合
意が取られ、2010 年には保存を求める署名が約 10 万人分
に達し、市民の賛同のもと保存されると思われた。
しかし、保存責任を名指しされた法務省が「施設はすで

に財務省に引き渡したので、検討する立場にない(16)」と保
存への関与を拒否したことから、具体的な現地保存活用案
はまとまらなかった。
2015 年 5 月、市は PFI 事業として旧刑務支所庁舎に隣接
する建て替え前の刑務支所跡地に小・中学校を新設する計
画を発表した。当時、跡地周辺は急速な市街化が進んでお
り、教室数が不足していた。学校建設計画には、入所者自
治会長も「差別の場だった土地が学舎に生まれ変わるのは
大賛成(17)」と受け入れる姿勢を示した。2015 年度の学校建
設事業をまとめた報告書 10)では、旧刑務支所庁舎の一部を
保存対象とした建設計画が示されており（図-4)、市も国・
県に対して旧刑務支庁舎を資料館等にする要望を提出して
いた(18)ことから、学校敷地内に併設保存する目処はたって
いたと考えられる。
一方で、旧刑務支所庁舎保存を支えた背景には、当時最
高裁によって過去のハンセン病患者に対する非公開裁判を
巡る調査が行われていたことが関係していると推察される。
旧刑務支所庁舎を残す学校建設計画は入所者自治会による
保存要望のみに起因していたわけではないと考えられる。

図-3 菊池医療刑務支所周辺地図
出典：国土地理院地図を元に筆者作成

図-4 小中学校建設計画図
出典：内閣府民間資金等活用事業推進室「平成 27 年度 民間
提案による併設型小･中学校及び給食センターの複合的整
備に関する調査検討業務」2016 年 3 月

(2)一部移設案
学校敷地内での保存活用が具体化したように見えたが、
入所者自治会は「小中学校新設を前提として考えると、医
療刑務所施設をそのまま残すのは教育上問題もあるかもし
れない(19)」と懸念を示した。また、市も同様に教育上問題
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であるとの見解を示している(20)。その後、入所者自治会ら
は教育上問題ない保存形態として、旧刑務支所庁舎の一部
を切り取って菊池恵楓園内に移設・展示する一部移築案を
提示した。
入所者自治会が移設保存を提案した背景には、旧刑務支
所庁舎の保存を望まない地域住民の声があった。実際、入
所者自治会長は、旧刑務支所庁舎の存置について校区ごと
での話し合いが行われている現状に対し、
「あの刑務所は駄
目だと。
なんで壊さんかというような話も出てきている(21)」
と述べている。入所者自治会らが地域住民との対立を避け
るために、現地保存活用案を諦め、移設案を支持したこと
は明白である。
菊池医療刑務支所を巡る議論は、地域住民が参加したこ
とにより、その評価が一転した。その要因として、悲劇の
記憶を「悲劇の遺産」として土地に固定することに対し、
忌避する心理が地域住民の間で働いたことが推察できる。
５ 結論
本稿では、ハンセン病施設を対象に悲劇の遺産の保存を
巡る議論の特徴と、悲劇の遺産の保存プロセスを明らかに
することを試みた。
本稿から、
以下の点が明らかになった。
第一に、重監房・十坪住宅においては記憶の継承のため
には空間として保存することが重要であると関係者間で共
有され、明確な意図を持って保存に向かったことが確認で
きた。
第二に、特別病室（重監房）のように残存程度が低い場
合でも、記憶の継承の必要性が高いと判断された際には、
保存に向けた議論が起こることが確認できた。
第三に、悲劇の遺産の保存においては、悲劇の記憶を忌
避する地域住民との合意形成が課題であることが挙げられ
る。悲劇の記憶を忌避する心理は当然であり、自らが生活
する場所を「悲劇の場所」と固定化されることを避けたい
心理もまた当然である。
以上のことから若干の考察を加えると、悲劇の遺産の保
存においては、記憶の継承対象が地域住民か後世かによっ
てそのプロセスが変化しうると考えられる。地域で悲劇の
記憶を共有する際には、議論を経てその価値を共有するこ
とが不可欠である。一方、何世代にも渡って記憶を継承す
る際には、空間として残すことが不可欠であるとされる。
補注
(1)①左は重監房資料館(2017 年 9 月 1 日)「重監房資料館だより く
りう」No.11, p.1、①右は重監房資料館ホームページ
②左は長島愛生園慰安会編(1937)『十坪住宅』第 6 版、②右は『毎
日新聞』2016 年 5 月 7 日 大阪朝刊
③左は国立療養所菊池恵楓園入所者自治会(2006)『壁をこえて─自
治会八十年の軌跡』p.45、右は筆者撮影
(2)栗生楽泉園・重監房の復元を求める会「重監房復元を求める署
名の提出について」2004 年 6 月 29 日
(3)『朝日新聞』朝刊・新潟「実感もてる形で「重監房」復元を ハ
ンセン病患者懲罰の独房」2002 年 06 月 29 日
(4)佐川修・藤田三四郎・鮎京眞知子・黒尾和久（2014）
「重監房資

料館の新設の意味を考える」
『ハンセン病市民学会年報 2014』p.27
［黒尾和久発言］解放出版社
(5)同上 pp.24［鮎京眞知子発言］
(6)北原誠 重監房資料館学芸員 2018 年 2 月 8 日聞き取り
(7)厚生労働省健康局疾病課「ハンセン病問題対策協議会議事録」
2010 年 6 月 22 日
(8)ハンセンボランティア結の会（2015 年 10 月 7 日）
『ハンセンボ
ランティア ニュース ゆい・結・YUI』No.32 p.8
(9)ハンセンボランティア結の会（2016 年 9 月 15 日）
『ハンセンボ
ランティア ニュース ゆい・結・YUI』No.33, p.1
(10)森和男・徳田靖之・大月敏雄・武久顕也(2017)「隔離の歴史を
のこし、つなぐ」
『ハンセン病市民学会年報 2017』解放出版社,
pp.63~64 ［大月敏雄発言］
(11)注釈 9 No.33, p.7
(12)注釈 10 p.63［大月敏雄発言］
(13)注釈 10 p.63［大月敏雄発言］
(14)毎日新聞(地域版・熊本)「旧菊池医療刑務支所- ハンセン病刑
務所、競売中止 恵楓園入所者が要望」2008 年 9 月 24 日
(15)菊池恵楓園入所者自治会 会長 工藤昌敏「申入書」
(16)西日本新聞
「熊本県／ハンセン病患者の旧医療刑務所
（合志市）
活用要望『たらい回し』 財務省→厚労省→法務省 『判断待ち』
」
2015 年 9 月 9 日
(17)同上
(18)合志市「合志市立小中学校分離新設校に伴う校区説明会議事録
（1 日目・2 日目）
」2015 年 9 月 21 日,25 日,［安武祐次発言］
(19)合志市「第 3 回国立療養所菊池恵楓園の将来構想実現に向けた
協議会 作業部会報告書」2015 年 9 月 2 日, p.1
(20)同上
(21)熊本県「第 5 回熊本県ハンセン病問題啓発推進委員会」2017 年
3 月 8 日, p.14［志村康発言］
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SNS 投稿写真の撮影構図からみた
伊勢市おはらい町修景地区の町並み景観に関する研究
関西大学大学院理工学研究科
関西大学環境都市工学部
関西大学環境都市工学部
１. はじめに
修景地区では、建築物の形態に基準を設けて町並みに統
一性をもたせ、伝統的景観を保全・再生する努力を行って
いる。建築物の修景は観光資源の創出、あるいは地域ブラ
ンディングの手法でもある。修景された町並みの印象評価
に関する既往研究として、アンケート 1)や SD 法による感
性評価調査 2)を用いて景観印象を明らかにし、修景の評価
を行っている研究が挙げられる。
しかしこれらの手法では、
来訪者らの評価のうち、意識的かつ言語化できる表層的な
評価のみを扱っており、実際に訪れた人々の行動に無意識
のうちに表れる深層的な評価はわからない。また、ソーシ
ャルメディアを用いて来訪者の観光行動を把握し、景観の
分析と評価を行った研究 3)がされているが、評価される景
観と修景の効果の考察までには至っていない。観光資源と
して修景を行った地区として、実際に訪れた人々の深層的
な評価をもとに、修景の効果を明らかにすることは、今後
の更なる地域ブランディングを創出していく上では重要で
あると考える。
本研究では分析資料として、
SNS上の投稿写真を用いる。
近年の SNS の発達により、従来は来訪者らが現地で眺め楽
しむだけであった景観が、写真という媒体により非来訪者
の間でも手軽に流通するようになった。SNS 利用者はこれ
らの投稿写真を参考に自身の観光・レジャー行動を決定し
ている人もおり、その影響力は大きい。来訪者らは観光地
において、各自が好意的に評価する景観を写真に収めてい
ると考えられるため、その写真の被写体や構図を分析する
ことで、どのような町並み景観が評価されているのかを把
握することができると考える。
そこで本研究では、修景建築物による町並み景観を観光
資源とする地域を対象として、来訪者らが SNS 上に投稿し
た写真の被写体と構図を分析することにより、来訪者らが
修景建築物をどのように評価しているのかを明らかにする
ことを目的とする。

濱田 美知瑠
林 倫子
尾崎 平

２. 研究対象地と写真サンプル抽出方法
(１) 対象地概要
対象地として、建築物に明確な修景基準が定められてお
り、かつ修景された町並み景観が観光資源となっている、
三重県伊勢市おはらい町通りを選定した。おはらい町通り
は全長約 800m の内宮門前町で、そのうち 500m の景観地
区の大部分の建築物に修景が行われている。戦後から昭和
にかけて廃れた状況が続いていたが、1970 年に地元住民に
より結成された内宮門前町再開発委員により町並みの保
全・再生が始まり、地区内に並ぶ建物が修景され、通りの
無電柱化と石畳舗装工事を経て 4)、観光地として再生した。
おはらい町通りの修景基準（景観形成基準）は伊勢の伝
統建築の特徴をもとに定められた。おはらい町通りから視
認できる範囲に対して
「妻入りの瓦屋根」
「刻み囲いの外壁」
などを採用することが求められる。ただし、景観地区内の
建築物すべてがこれらの基準に完全に則っているわけでな
く、現代建築物の一部のみを修景した「すり寄り建築 5)」
や、全く修景を施されていないものも存在する。対象地内
に存在する建築物を、町並みの主要な構成要素である屋根
および外壁の修景状況に応じて 7 つに分類したものが表-1
である。全建物数 74 軒のうち、屋根・外壁ともに基準を満
たす「屋根外壁修景済」の建築物は 50％以上を占めるが、
屋根形状が異なる「屋根外壁修景済 平入」
「屋根外壁修景
済 妻平入」が合わせて 18.9％、すり寄り建築である「屋根
修景済」
「外壁修景済」が合わせて 5.4%、
「未修景」が 13.5％
存在する。また、建築物が通りに面していない「建築物以
外」は 5％を占めている。
そして、おはらい町通りの町並みを構成する建築物の
91％以上が店舗であり、店舗の 1 階部分には売り場が設置
されている。また、店舗前面の 1 階部と 2 階部の間にパラ
ペット看板を設置しており、店舗名が一目で確認できる店
舗が 60％あることが特徴である。

表－１ 屋根・外壁の修景状況に応じたおはらい町通りの建築物の分類
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(２) 写真サンプル抽出方法
写真投稿が可能な主要な SNS のうち、本研究では、写真
の投稿・閲覧に特化した Instagram の投稿写真を、Instagram
の分析ツールである Iconosquare を利用して収集した。収集
対象写真は、特別な行事がなく、かつ町並み景観に強い季
節性のない時期と考えられる 2018 年 10 月 15 日から 31 日
の間に、
「#おはらい町」のハッシュタグを付けて投稿され
た写真とした。その中でも、修景建築物の町並みが楽しま
れるおはらい町通り上から撮影されたものを抽出した。た
だし、背景がぼかされているなどして撮影位置の特定でき
ない写真は除外した。抽出された写真には、町並み景観が
主題と推測される写真だけでなく、食べ物や人物、動物が
主題でその背後に町並み景観が写り込んでいる写真もある。
しかし後者の写真の場合も、撮影者自身が評価している町
並みを背景として選定されているケースが多いと仮定し、
本研究では、主題の如何に関わらず町並みが映り込んでい
るすべての写真を分析対象とした。その結果、サンプル数
は 249 枚となった。

撮影された構図であり、店舗前に置かれた看板、1 階部分
に掲出された看板や暖簾、店先に並べられた商品などが主
題として大きく映されている。このような構図の写真枚数
は 94 枚で、全体の 37.8％を占めている。この構図では、修
景の有無のわかりやすい屋根や 2 階部分の外壁も撮影され
ていないため、この構図の写真の撮影者は撮影にあたり建
築物の修景状況を評価しているわけでなく、修景の有無を
意識してはいないのではないかとの仮説が成り立つ。
前者は、建築物の屋根や 2 階部分の外壁が撮影されてお
り、建築物の修景の有無が判別できる構図である。現地で
このような構図の写真を撮ろうとすると、人通りの多さや
道幅の狭さがネックとなり、
少々手間である。
そのためか、
このような構図の写真枚数は 57 枚で全体の 22.9％にとど
まっており、1 階部分のみを撮影した構図と比べ、撮影数
が少ない。手間を厭わずにこの構図の写真を撮った撮影者
は、建築物の修景状況を意識し評価し、それを撮影したの
ではないかとの仮説が成り立つ。
次に複数建物写真では、画面手前にある建築物の外壁と
町並みを構成する建築群の屋根の連なりが写されており、
３. 写真の構図
撮影者は通りの軸景を評価しこのような構図の写真を撮影
同一の建築物を被写体とする町並み景観写真でも、その したものと推測される。この構図においては建築物群の屋
構図、つまり建築物のどの部分に焦点を当て切り取ってい 根と外壁が撮影主題となるため、撮影者は建築物群の修景
るのかは異なっている。神谷ら 6)や日高ら 7)は、景観写真の 状況を評価していたのではないかとの仮説が成り立つ。な
構図に一定の型が存在することを指摘している。
ここでは、 お、
「おはらい町」を紹介する各種観光情報媒体では、この
投稿された町並み景観写真の構図の違いが、各撮影者が魅 軸景構図の写真が掲載されることが多い。また、収集した
力を感じ発信したいと考えた建築物の要素の違いによるも サンプル写真の中にも多数この構図の写真の枚数が確認で
のであると仮定し、各構図の撮影意図を解釈する。
き、この構図がおはらい町を代表する町並み景観として、
建築物の撮影方法は、一軒のみを捉えた単体建物写真 現在の来訪者らに認識されていると推測される。
151 枚（60.6％）と、二軒以上を捉えた複数建物写真 98 枚
次章以降、単体建物写真と複数建物写真の構図ごとに被
（39.4％）に分類される。
写体となった建築物の修景状況を分析し、上記のような建
単体建物写真では、1 つの建築物のどの部分を切り取っ 築物の修景に対する撮影者の評価が行われているかどうか
ているかによって構図が多数存在する（表－2）
。さらに、 について検証を試みる。
対象地区の主要な修景要素であり、町並み景観において修
景の有無が明確に区別できる、屋根と 2 階部分の外壁の写 ４. 単体建物写真の構図と撮影された建築物の修景状況
り込み方に着目すると、これらを含む構図と、これらを含 (１) 分析方法
まず 1 階部分のみを写した構図に分類できた。
3 章にて述べたように、単体建物写真のうち 2 階部分を
後者は、建築物の 1 階部分、つまり店舗部分に接近して 写す構図の写真の撮影者は修景状況を評価し、1 階部分の
表－２ 単体建物写真の構図の分類
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みを写す構図の写真の撮影者は修景状況を意識していない、
という仮説が得られた。
この仮説を検証するために、2 階部分を写す構図の写真
の被写体となった建築物を特定し、それらの修景状況を確
認した。対象地内の建築物の修景状況と、各建築物の単体
建物写真の撮影枚数を図－1 に示す。また、1 階部分のみを
写す構図の写真の撮影対象物の特徴を把握し、撮影者が表
現したい事柄を考察した。
(２) 2 階部分を写す構図の写真の被写体となった建築物の
修景状況
図－1 より、撮影数は東側 49 枚、西 8 枚と、東西での撮
影数には差があった。通りの形状が湾曲しており、外縁と
なる東側は、内縁となる西側よりも多く撮影されており、
おはらい町では撮影対象建物は通りの形状が影響する可能
性があると考えられる。
また、被写体となった建築物の修景状況別の撮影枚数と
割合を、図－2 に示した。同図には、比較のため、おはらい
町通りに存在する建築物の修景状況データも示した。その

図－１ 建築物修景状況と単体建物写真の撮影
枚数

図－２ 2 階部分を写す構図の写真に写された建築
物の修景状況とおはらい町通りに存在する建
築物の修景状況

際、屋根・外壁を持たない「建物以外」を撮影した写真は
除いた。
2 階部分を写す構図の写真において撮影された建築物の
86％を、屋根・外壁共に修景した「屋根外壁修景済」が占
めており、その他は「外壁修景済瓦屋根」が 11％、未修景
のものが 3％であった。実際の通りに並んでいる建築物の
修景状況割合と比較すると「屋根外壁修景済」の割合が高
く、撮影者らは「屋根外壁修景済」の建築物を評価し撮影
対象として選好していることがわかる。また、屋根のみあ
るいは外壁のみ修景されているいわゆる「すり寄り」建築
を写した写真は一枚もなかった。このことから、撮影者ら
はこれらの建築物を評価していないものと解釈できる。
(３) 1 階部分のみを写す構図の写真の撮影対象物
1 階部分のみを写す構図の写真では、看板や暖簾など店
舗情報を表示したものを撮影対象にしている割合が高かっ
た。サンプル数 94 枚のうち、看板や広告物を含まない写真
は 6 枚（6.4％）のみで、残り 88 枚（93.6％）の写真では、
店舗名や取扱商品が読み取れる写真となっていた。
さらに、
撮影者らが現地で買った商品を店舗と一緒に撮影した写真
は 29 枚（30.9％）あり、写り込ませた店舗は商品の説明情
報として機能していた。
SNS の性質上、投稿写真には、自身の体験記を他のユー
ザーと共有するためのツールという役割が与えられる。観
光体験記の場合、第一に、現地に赴いた事実の記録として
の意味合いが求められる。それに付随して、地域特有の修
景された建築物に対する感動があればそれを伝える写真が
撮影され、店舗や商品に対する感動があればそれを伝える
写真が撮影されるのではないかと考えられる。後者の場合
の町並み景観写真は説明的役割を果たしているものと解釈
される。
５. 複数建物写真と撮影された建築物の修景状況
(１) 分析方法
3 章に述べたように、複数建物写真では、画面手前にあ
る建築物の外壁と、町並みを構成する建築群の屋根の連な
りという修景要素が評価され、撮影されたとの仮説が成り
立つ。この仮説を検証するため、各写真の撮影位置とその
周辺の建築物の修景状況との関連について考察する。
複数建物写真は 98 枚確認された。各写真画像の読み取
りにより撮影位置と撮影方向を特定し、各建築物の修景状
況を表した地図上にプロットした。撮影位置の分布の分析
にあたり、
おはらい町通り約 500m を約 10m 間隔で等分し、
各区間に含まれる撮影位置を数えた。さらに、3 区間分の
移動平均を算出し、それぞれ線グラフで示した（図－3）
。
(２) 複数建物写真の撮影位置と建築物の修景状況との関連
おはらい町通り上で、複数建物写真の撮影位置が集中し
ているエリアが 4 つ確認できた。以降、北から順にエリア
①~④とする。
エリア①はおかげ横丁の入り口に位置する。このエリア
ではおかげ横丁の入り口を正面から撮影しているものと、
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ち 2 階部分を写す構図、複数建物写真のように、建物の修
景状況が確認できる構図の写真では、屋根・外壁共に修景
された建物が撮影対象として選好されており、評価されて
いるものと解釈できた。一方で、単体建物写真でも修景の
有無が確認できない 1 階部分のみを撮影した構図では、建
物の修景要素よりも店舗情報を説明的に写し込む傾向にあ
ることを指摘した。さらに複数建物写真の撮影位置は、修
景建築物の連続を撮影できる位置に加え、町並みの変化が
みられる地点での撮影も多い傾向にあった。
以上のように、修景建築物による町並み景観を観光資源
とする地域の景観写真には、建築物の修景要素に着目し評
価したと考えられる構図と、修景要素ではないものに着目
したと考えられる構図が存在することが確認できた。つま
り来訪者らは、修景によって整えられた統一感のある町並
み景観を地域の魅力として評価しつつ、修景によらない要
素を魅力と感じており、SNS 上にはそれらの両方が当地の
町並み景観として流通していくということが確認できた。
観光地のイメージ戦略として、SNS 上に流通する町並み
景観を良質なものとしていくためには、修景による統一感
のある町並みづくりに加えて、来訪者らが現地で体験する
町並み景観の全体をデザインし、地域の価値共創を行って
いく態度が求められるのではないか。
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６. まとめ・考察
本研究では、来訪者らが SNS 上に投稿した写真の被写体
と構図を分析することにより、来訪者らが修景された町並
み景観を構成する修景建築物をどのように評価しているの
かを明らかにした。単体建物写真のうち単体建物写真のう
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全方位画像からの推定深度情報を用いた深層学習による空間の評価予測
大阪市立大学大学院生活科学研究科 衣川 雛
大阪市立大学大学院生活科学研究科 瀧澤 重志
１．はじめに
都市計画やランドスケープの分野では，
景観の印象や環境工
学的な評価を行うために，
画像を用いた分析が広く行われてい
る．例えば，ある地点から見える空の量を示す天空率や，緑の
量を示す緑視率が一般的に使用されている．
このような研究を
行うには，
地図に紐づいた網羅的な画像データベースが必要に
なるが，Google Street View (GSV)のような大規模な画像データ
が整い，このような分析が意味を成すようになってきている．
一般に，画像を使用して空間を評価する場合，画像から意味の
ある計算可能な指標を抽出する必要がある．しかし，特に空間
の印象を考えた場合，それに影響を与える画像の特徴は，複雑
であったりあいまいであったりと，
必ずしも明示的に定義する
ことができない性質を有していると考えられる．
近年になって，画像から特徴量を自動的に抽出し，分類，回
帰等に用いる，深層畳み込みニューラルネットワーク（Deep
Convolutional Neural Network: DCNN）の技術が急速に発展して
おり，現在の AI ブームの基盤技術となっている．大量の GSV
の画像と DCNN を使って，都市の景観評価をモデル化した例
として，Liu ら（2017）1)，Law ら（2017）2)等の研究がある．
彼らの研究では，通常の画角の RGB 画像を使っている．RGB
画像は色やテクスチャ的な特徴を捉えるのに適していると考
えられる．一方，空間は見通しや広さといった幾何的な特徴も
重要である．こうした空間の特徴は，従来からスペースシンタ
ックスと呼ばれる空間分析方法によって研究がなされてきた
が，現在の機械学習の技術では，直接幾何的な特徴を捉えるこ
とは難しい．Takizawa ら（2017）3)は，ゲームエンジンの Unity
で構築された CG の都市空間内で，全方位の RGB 画像と深度
画像を多数撮影し（図-1），これらの画像を入力データとして，
DCNN により別途行った仮想都市景観の評価実験結果を推定
する評価モデルを作成した．その結果，RGB 画像に深度画像
を追加することで，分類精度の向上や人の判断に近い CNN が
学習できることを明らかにした．
ちなみにこの全方位の深度画
像はいわゆる Isovist4)（図-2）の 3 次元バージョンであり，これ
まで幾何学的なアプローチで分析されてきたが，DCNN を用
いることにより，
特徴量を明示することなく画像ベースで分析
している点で，新しい分析方法の提案になっている．

図－１ 全方位の RGB 画像（左）とその深度画像（右）
深度画像は色が黒いほど近く，赤くなるほど遠景となる

図－２ 2 次元の Isovist
CG では正確な深度画像が生成できるが，我々が検証を行い
たい現実の都市空間の深度画像を得ることは容易ではない．
例
えば，3 次元レーザースキャナーやフォトグラメトリを使用し
ても，
低コストで網羅的に都市スケールでの深度画像を得るこ
とは依然として困難である．
以上の背景から本研究では，CG で作成した全方位の RGB
画像と深度画像のペアを，
深層学習による汎用的な画像変換手
5)
法である pix2pix を用いて学習し，全方位の RGB 空間画像か
ら深度画像を生成する方法を提案する．そして，条件を変えて
学習したモデルを，GSV の画像に適用して深度画像を生成し，
その妥当性を目視で評価する．さらに，GSV の景観画像を複
数の被験者で評価する実験を行う．その評価値を，CNN のラ
ンク学習によって深度画像を含めた/含めない GSV の画像か
ら推定するモデルを構築する．
そして，
深度画像の有無により，
この景観評価モデルの汎化性能がどの程度変化するのかを確
認し，実空間における深度画像の有効性を確認する．
ちなみに，本研究のように CG を用いて全方位の深度画像を
含む大量の都市景観の画像を生成し，
深層学習の学習データと
する先駆的な試みとして，SYNTHIA Dataset6)がある．一方，
我々の研究の場合は，日本の都市景観が対象であること，画像
の撮影高さを GSV の車載カメラの高さとする点，車や歩行者
を含めた深度画像ではなく都市空間のみの深度画像を生成す
ることが目的であるといった点で，違いや独自性がある．
２．提案方法 1：深度画像の生成
以下に一つ目の提案方法である深度画像の生成法について，
研究方法の手順を示す．
２．１ 3D の都市空間モデルの構築
既往研究と同様にゲームエンジンの Unity を用い，対象とな
る都市の 3D モデルを用意する．3D モデルとして，CG マーケ
ットで販売されている 3D 都市モデルのデータセット 7)の中か
ら，
リアリティが高く実際の日本の都市空間に忠実なものを選
んで使用した．本研究では，渋谷を模した渋谷モデル（図-3a）
と，日本の地方の市街地を模した地方都市モデル（図-3b）の 2
つのモデルを使用した．また，GSV 画像に学習したモデルを
適用することを踏まえ，CG の 3D モデルを実際の街路空間の
状況に近づけるために，街路上に人や車のモデルを設置した．
オリジナルの 3D モデルの空間の範囲は，現実の空間に近い距
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(a) 渋谷モデル
(b) 地方都市モデル
図－３ 使用した敷地モデル

(a)入力 RGB 画像
(b)入力深度画像
(c)推定深度画像
図－５ 深度画像の生成結果

離画像を取得するほどには広くないため，同じモデルをコピ
ー・拡張し，遠方のビル等を疑似的に表現した．なお，教師デ
ータとして使用する深度画像は，
奥行きの空間情報のみを取得
するために，
人や車などの空間にとって障害物となるオブジェ
クトを除いて生成させている．また，実際の風景写真は，同じ
場所の天気，季節，時間帯によって大きく変化するため，Unity
の天気アセットを使用して，
太陽の高度や空などの環境条件を
変更した．特に，後述するように空の色は距離画像の生成に大
きく影響するため，青空と曇り空のモデルを設定する．
２．２ 全方位画像の撮影
用意した 2 つの都市モデルのそれぞれで，カメラの高さを
2.05m に設定した．これは日本の GSV の車載カメラの高さで
ある．次に，図-4 のように 3D モデルの平面画像を GIS に入力
し，路上を中心に複数の撮影スポットを各モデルで 550 点ず
つランダムに設定した．それらの観測地点の座標を Unity に読
み込み，各地点で全方位の RGB 画像と深度画像を撮影する．
全方位画像の撮影には，Unity のカメラアセットである
Spherical Image Cam（現在は販売中止）を利用した．同一地点
でカメラを 20 度ずつ回転させて，18 枚の全方位画像を撮影す
ることで，データ数を増やしている．

図－４ 地方都市モデルにおける撮影地点

れる．学習のためのデータセットは，二つの空間モデルと，そ
れらを組み合わせた混合空間モデルの 3 通りを考える．同様
に，空のモデルを，青空，曇天，それらを組み合わせた混合空
モデルの 3 通りを考える．最終的に，表-1 に示した 9 通りの
空間モデルを準備し，
それぞれで全方位画像を撮影して学習用，
検証用の画像データセットを構築した．
学習用と検証用のデー
タの比率はすべてのモデルで 3:1 とした．建物内部が映り込ん
でしまった画像を省き，最終的に M1a，M1b では合計 10044
枚の画像を，M2a，M2b では合計 3925 枚の画像を使用した．
表－１ 学習に用いたモデルの組み合わせ
空モデル
空間モデル
a.青空
b.曇天
c.混合
1. 渋谷モデル
2. 地方都市モデル
3. 混合

M1a
M2a
M3a

M1b
M2b
M3b

M1c
M2c
M3c

２．４ 学習結果と検証
以下に，提案方法 1 の学習と検証を行った結果を示す．
２．４．１ pix2pix の学習
pix2pix は PyTorch8)で実装されたもの 9)を用い，学習のエポ
ック数を 400，その他はデフォルトの設定として学習を行った．
学習時に得られる損失関数のグラフから精度を評価する．
pix2pix では，画像生成を行う生成器と，その画像が本物か偽
物かを判定する判定器から構成されている．今回は，画像の真
偽を評価する判定器の損失関数の収束度合いから精度を確認
した．図-6 は，M2b を 400 エポックまで学習させた際の，損
失関数（D_fake）の収束例である．若干の揺らぎが見られるも
のの，
学習の進展により損失関数の値が減少していくことが見
てとれる．

２．３ 学習用のデータセットの作成
pix2pix を使用して，全方向 RGB 画像から深度画像を生成す
るためのモデルを学習させる．pix2pix は深層学習に基づく画
像生成アルゴリズムの一種で，
ペアの画像から画像間の関係を
学習することで，1 枚の画像からその関係を考慮して対となる
画像を生成する技術である．
深度画像の生成結果を図-5 に示す．例えば，図-5a に示した
RGB 画像と図-5b の深度画像のような 2 枚の画像のペアの集
合をもとに，画像の関係性を学習させたモデルに対して，図5a を入力すると，図-5c のような推定された深度画像が生成さ
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図－６ 損失関数の例 (D_fake)

２．４．２ GSV による学習モデルの検証
験者にランダムに画像を割り当て提示した．
各画像の評価値の
GSV の全方位画像を入力し，生成された深度画像がどの程 平均値をその画像の評価値としてランク学習に用いる．
評価値
度現実に即しているかを目視により評価する．GSV の画像は， が高い場所，平均的な場所，低い場所の画像例を図-8 に示す．
大阪府内の都市部からサンプリングした．結果の例を図-7 に
示す．表-1 の 9 つのモデルの中で，最も結果が良かったのは
M2b モデルであった．そのほかのモデルは，例えばモデル M1a
や M3a の結果のように，特に空の部分の距離が不正確になっ
てしまっている．

(a) 高 (3.4)
(b) 中 (2.2)
(c) 低 (1.0)
図－８ 印象評価実験による評価値が異なる画像の例
３．２ GSV 画像の RGBD 画像の作成
前述した深度画像作成モデルにより，被験者実験で用いた
100枚のGSVの各画像について，
深度の推定画像を作成した．
この時，目視で最も結果が良かった Japan Blocks の曇り空モデ
ルを用いて推定を行った．しかし，図-9a のように，空部分の
誤推定が目立ったため，Semantic Segmentation (SS) により空部
分を抽出し(図-9b)，
図-9a の該当ピクセルの値を最大値
（赤色）
とするフィルタリング処理を行った(図-9c)．SS のモデルには，
DeepLab V310)の xception71_dpc_cityscapes_trainval を用いた．
そして，元の GSV の RGB 画像を，1 チャンネルあたり 8 ビッ
トの合計 4 チャンネルの RGBA フォーマットに変換し，それ
を 256*256 ピクセルのサイズにリサイズし，
同サイズの深度画
像の R 成分の値を，
その Alpha チャンネルに格納することで，
RGBD の 4 チャンネルの画像を作成した．次に，カメラの撮
影角度によるバイアスを減らすために，各画像を同一地点で
36 度ずつ回転させ 10 枚の画像に増やす．全方位画像は正距円
筒図として記録されているので，各画像を垂直方向に 10 等分
し，その左端を右端に入れ替える処理を逐次行うことで，カメ
ラを 36 度ずつ回転させて撮影した画像になる．このようにし
て合計 1000 枚の GSV の RGBD 画像を作成した．
図－７ 異なるモデルによる推定深度画像の例
３．提案方法 2：推定深度画像とランク学習による GSV 画像の
評価予測
推定深度画像の有効性を確認するために，GSV 画像の印象
評価実験を行い，その評価値を GSV 画像から推定するランク
学習を行う．その手順を以下に示す．
３．１ 印象評価実験
3.3 に示すランク学習のデータとするために，GSV の画像を
Oculus Rift に投影し，印象評価実験を行う．GSV の画像は大阪
府市内の住宅街と繁華街から，それぞれ 50 枚ずつサンプリン
グし，合計 100 枚の画像を用いた．収集した GSV の景観を，
｛よい = 4，やや良い = 3，やや悪い = 2，悪い = 1｝の 4 段階
で評価する．10 人の建築系の学生を被験者とし，疲労や飽き
の問題を考慮して各被験者が 50 枚の画像を評価することとし
た．この際，1 枚の画像をちょうど 5 人で評価するよう，各被

(a) 推定深度画像

(b)SS 画像

(c)フィルタリング
後の推定深度画像
図－９ 深度画像のフィルタリング例

３．３ DCNN によるランク学習モデル
先に求めた景観画像の評価値を画像から推定するモデルを
作成するために，CNN を用いたランク学習モデルを適用する．
ランク学習は対象の順序を目的変数とする機械学習のタスク
である．ランク学習には，データの学習のさせ方で大きく分け
て 3 種類の方法がある．ここでは，データのペアの評価値の大
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小を相対的に比較する pair-wise model である RankNet 11)の考え
方でランク学習を行う．画像が最大で 4 チャンネルの入力デ
ータなので，一般的な画像分類の CNN をベースとして，その
画像入力層のチャンネル数を 3 から 4 チャンネルに変更し，
さらに出力が実数のスカラー値なので，
最終層のシグモイド関
数の全結合層を，
単純な線形結合でスカラー値を返す層に変更
した．基本となる CNN に，1000 クラスの ImageNet で事前学
習が行われた Resnet-15212)を用い，その全パラメータをファイ
ンチューニングする形で学習を行う．
各トレーニング画像に対
して，その他の画像を 1 枚ランダムサンプリングしてペアを
作ってロスを求めることを，
すべてのトレーニング画像で行う
ことで 1 エポックとした．
撮影地点が 100 地点と深層学習を行うには少ないので，
各撮
影地点についてカメラの角度が 0 度の画像をテストデータと
し，残り 900 枚の画像について，75 地点の画像を学習データ，
25 地点の画像を検証データとして画像をランダムに分割した．
結局，トレーニングデータ 675 枚，Validation データ 225 枚，
テストデータ 100 枚の構成で学習と検証を行った．深層学習
のフレームワークには PyTorch を用いた．学習のハイパーパラ
メータを以下に示す．エポック数=500，最適化手法=Momentum
SGD，モーメント=0.9，学習率=0.001，weight decay＝0.00001，
ミニバッチサイズ=338．なお RankNet の学習では，学習ペアの
クロスエントロピーの平均が誤差関数に用いられるが，
ペアの
作り方でその値が変わってくるので，
最終的なモデルの評価は，
各データセットのすべての画像の推定された評価値の順位に
関するスピアマンの順序相関係数（SRCC）で行った．
３．４ 学習結果と検証
図-10 に，RGB と RGBD 画像をそれぞれ用いた際の，学習
時の学習データと検証データでの SRCC の推移を示す．この
図から，学習データについては RGB 画像のほうが精度が高い
が，検証データでは，RGB 画像で学習したモデルは，ほとん
ど予測ができていないどころか，
反対の評価を行う誤った方向
にモデルが学習されていくことがわかる．一方，RGBD データ
では SRCC が 0.3 程度と必ずしも高くは無いが，検証データで
もある程度，評価値の予測ができていることがわかる．
検証データで最も SRCC が高かったのは RGB データで 13
エポック後，RGBD データでは初期の不安定な学習時を除く
と 196 エポック後であった．これらのエポックでのモデルを
ベストモデルとして，それらをテストデータで評価した際の
SRCC を表-2 に示す．テストデータは学習データと同一撮影地
点の異なる角度で撮影された画像を含むので，
学習データで使
った場所と検証データで使った場所に分けてSRCC を求めた．
結果は，前述した図-1 の結果を支持するものであり，RGB 画
像で学習させたモデルの汎化性能がほとんどない一方で，
RGBD 画像で学習させたモデルはその SRCC が 0.41 であり，
人の嗜好とやや相関がある評価モデルが作成できたといえる．
以上の結果から，
深度画像は現実の空間の写真を利用した空
間評価において有用であると結論付けられよう．

図－１０ 学習データと検証データの SRCC 各エポックの推移
表－２ テストデータの各モデルによる SRCC (p 値)
画像データ
学習データ
検証データ
RGB
0.743 (p<0.001)
0.045 (p=0.830)
RGBD
0.742 (p<0.001)
0.411 =0.041)
４．おわりに
pix2pix を用いて，全方位画像からその深度画像を生成する
手法を提案し，CG を学習データとして用いて学習を行い，
GSV の画像で検証を行ったところ，学習データによっては，
違和感のない深度画像を生成できることが分かった．さらに，
生成された深度画像を景観評価のランク学習のデータとして
用いることで，
学習モデルの汎化性能を大きく向上させること
ができた．したがって，深度画像が画像を用いた景観評価など
に不可欠な情報になりうることが示された．今後は，生成され
た深度画像の深度の詳細な評価と精度の向上が必要である．
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脳波と認知地図からみた地下街経路探索時の認知特性に関する研究
－ 大阪駅南地区地下街を事例として －
大阪工業大学ロボティクス＆デザイン工学部
丸尾カルシウム株式会社
大阪工業大学ロボティクス＆デザイン工学部
大阪工業大学ロボティクス＆デザイン工学部
1. 研究背景と目的
本研究は脳波と認知地図を手がかりに、地下街経路探索
時における迷いの発生を総合的に明らかにする試みである。
近年、デジタルサイネージの導入などサイン計画により都
市のレジビリティ向上を目指す取り組みがみられる。大阪
駅南地区においても、歩行者にとってわかりやすい歩行者
動線ネットワークづくりが鉄道会社や大阪市などにより進
められており、このネットワークづくりにとって歩道のレ
ジビリティ向上は必要である。このような現状の中で、行動
科学的観点から地下街歩行時の迷いについて体系的に捉え
ることは重要な視点である。
経路探索時における迷いに関しては舟橋 1)や足立ら 2)など
多くの先行研究が行われており、また近年では Curtin3)らに

広充
将也
浩司
幸正

よる仮想空間経路探索時の脳波特性に関する知見など経路
探索研究に脳波を活用する動きもみられるが、実空間での
検討は極めて少ない。
よって本報では、今後再開発が見込まれる大阪駅南地区
地下街を対象に経路探索実験を行い、脳波と認知地図をて
がかりに、経路探索時の迷いの発生について総合的に把握
することを目的とする。
2. 実験方法
予備実験より実験対象地区を大阪駅南地区地下街とし、
JR 北新地駅と大阪マルビル出口を結ぶ歩行ルートを決定し
た。スタートおよびゴールをそれぞれ地点 A・B、地点 A・B
内に存在する 4 つのコーナーをそれぞれコーナー1～4、地

図−1 実験対象エリアおよび歩行ルート
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横山
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点 A・B、コーナー1～4 をつなぐリンクをリンク 1～5 とす
る（図−１）
。実験期間は 2018 年 10 月 24 日～12 月 19 日 13
時～17 時の時間帯に断続的に実施した。被測定者はインフ
ォームドコンセントを得た男子大学生 18 名を用いた。実験
手順は次のとおりである(1)。
①実験前に地点 B で初めの教示内容を述べ、地点 A へ誘導
②地点 A で追加の教示内容と実験内容を述べる
③被測定者に脳波計（Emotiv 社 Emotiv EPOC+）を装着
④スタートの合図で地点 B へ歩行開始させ、歩行開始と同
時に脳波、歩行時間を計測開始
⑤地点 B 到着後に計測を終了し、脳波計を取り外して、認知
地図(2)を記入
3. 分析データ
実験中、可搬型脳波計で取得された脳波データはサンプ
リングレート 128Hz で被測定者の 2〜5m 後方を歩行する実
験担当者の持つ PC 内のアプリケーション(3)に蓄積される。
被測定者のなかで、脳波計測実験で欠損なく脳波データを
取得した 13 名分の脳波データならびに歩行時間、そして認
知地図描画実験で得られた認知地図を分析データとした。
分析データとして採用した被測定者名を sub01～sub18 とし、
以降図表中で使用する。
4. 結果および考察
(1) 経路探索
実験中に被測定者が到達したリンク数を図−2 に示す。こ
れより平均は 4.11 であり、コーナー4 でのミスが最も多か
った。次にゴール地点であるコーナー5 を通りすぎるミスが
多かった。
被測定者の歩行時間の平均は 5 分 13 秒となった。
最も迷いが生じたコーナー4 に入ってから出るまでの時間
の平均は 32 秒であり 1 分以上かかった被測定者も確認でき
た。
(2) 認知地図
認知地図の描画結果より、元地図(4)と比較するために被測
定者の描画地図から、各リンクの長さとその比率を求めた。
描画例を図−3〜5 に示す。さらに被測定者の歩行時間と到達
リンク数のデータと求めた各リンクの長さの比率をもとに
クラスター分析を行った。各被測定者間の距離は平方ユー
クリッド距離を用い、Ward 法を使用して分類を行った（図−
6）(5)。 分類の結果 3 つのグループ G1～3 に分けることが妥
当であると考えられた。G2 グループは経路探索実験のミス
が 2 回以上であることや、
認知地図への文字の記入量より、
空間認知非優位なグループと推察できる。
(3) 脳波解析
経路探索結果より歩行中に迷いが生じる傾向がみられた
コーナー1・4・5、さらに取得した脳波データの中で能動的
思考状態と推察されるβ波に着目し分析をおこなった(6)。分
析する電極は拡張国際 10−20 法に基づく 14 チャンネル(図−
7)におけるβ波の周波数帯域 12～25Hz、さらに歩行時間計
測結果を元にコーナー1・5 付近の前後 10 秒、コーナー4 付

近の時間を算出し、横軸を周波数、縦軸をパワースペクトル
密度としたチャンネルスペクトルと 12Hz・16Hz・25Hz での
頭皮上パワーマップ例が図−8〜10 である。これよりβ波の
反応が出る前頭葉から中心部にかけて反応が出ている被測
定者が確認できた。一般的に前頭葉は、行動による結果の認
知や、行動選択、物事の類似点、相違点の判断に関する能力
と関係しており、頭皮上パワーマップは経路探索時におけ
る迷いを表記法として有用である可能性が示された。
次に時間周波数解析を実施した。β波の周波数帯域は
12Hz～25Hz の範囲を使用し、分析する電極は前頭葉に位置
する AF3・F3・AF4・F4 を選択した。スペクトラムパワーマ
ップと ERSP(7)の例を図−11〜14 に示す。これよりコーナー4
付近では全体的にβ波の出現が確認された。これらの結果
より、空間認知非優位なグループの存在や、 地下街経路探
索時の認知特性を総合的に把握する可能性が示唆された。
5. まとめ
本研究では、実際の地下街において経路探索実験を実施
した。結果を以下にまとめる。
1、実空間にて迷いが発生しやすい場所の特性を把握した。
2、認知地図の結果より空間認知非優位グループの存在を確
認した。
3、迷い発生時の脳波を時間周波数解析より把握した。
6. 今後の課題
今後は、脳波実験だけでなく視線計測装置を用いた実験
を行いより多くのデータを取得する必要がある。
注釈
(1) 大阪工業大学ライフサイエンス実験倫理委員会の承認を得た。
(2) 書き方の教示後、A4 白紙に認知地図を描画させ取得した。
(3) Emotiv 社 Emotiv PRO を使用した。
(4) 大阪市街地開発株式会社より提供された。
(5) IBM 社 SPSS(Version25)を使用した。
(6) MathWorks 社 MATLAB R2017b，toolbox として EEG LAB を使用した。
(7) 事象関連スペクトラム摂動(Event-related spectrum perturbation）
を略す。
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、日本建築学会大会学術講演梗概集、
pp.1069-1070、日本建築学会
3) Adrian Curtin et al. (2012) " A P300-based EEG-BCI for
spatial navigation control", Conf. Proc. IEEE Eng. Med.
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避難誘導のアナウンスが避難行動に与える影響に関する分析
－ 大阪駅周辺地区を対象に －
堺市建設局
大阪府都市整備部
大阪工業大学工学部
大阪工業大学工学部
１．はじめに
大都市の都心部では大規模な地下街が存在し、地下駅、
大規模な商業施設などと相互に接続している。巨大地震の
津波などの対策は講じられているものの、地下空間の浸水
危険性は残っている。地下街の浸水時は、地上の状況によ
って使える避難口や避難経路が変わることがある。このた
め来街者が混乱し、円滑に避難できないことが予想される
がそれらに焦点をあてた研究の蓄積は少ない。
調査協力者を実在の地下街に集め、実際に避難してもら
う実験を行いその行動を分析した研究には、例えば、森山
ら 1）の東京都内や魚返ら 2）の大阪市内の避難実験などがあ
る。しかし、避難者が選択した避難施設に満杯などを理由
に受け入れてもらえなかった場合、地上や地下の受入可能
な避難施設などへの誘導が必要になるが、その影響につい
て言及していない。
そこで、本研究では、魚返らの避難実験を参考に、実在
の地下街において、避難者に実際に避難行動をとってもら
う実験を行い、避難地区を指定するアナウンスが、避難者
の行動に与える影響や避難地区の選択理由について明らか
にすることを目的とする。
２．調査概要
（１）対象地域
対象地域とする大阪駅周辺地区は、鉄道 7 駅、5 つの地
下街のほか、百貨店などが多い。対象地域の一日あたりの
鉄道利用者は約 236 万人であり 3）、南海トラフによる巨大
地震がもたらす津波の浸水想定が0.3～2.0mとなっている 4）
ことから、大勢の来街者の避難が必要である。
（２）調査方法
調査日は 2018 年 11 月の平日 4 日間で、調査協力者は大
学生 40 人である。
ホワイティうめだセンターモール西詰を
避難開始位置とし、調査協力者に避難地区を指定するなど
し、2 度の避難を行ってもらい、実験終了後アンケートに
回答していただく。また、調査実施者が、避難先、避難経
路、避難時間、歩数などを記録する。1 人の調査協力者あ
たり 1 時間程度ご協力いただいている。
（３）調査内容
調査は、大阪市梅田地下街のホワイティ梅田センターモ
ール西詰付近を避難開始位置とし、調査協力者が自分自身
で避難先を設定し、
自由に経路を選択し、
避難してもらう。
具体的には、
調査協力者は事前に実験趣旨と留意点として、
①エレベーター、エスカレーターは停止しているので階段
により避難すること、②周囲との会話はしないこと、③走

川瀨
山根
山口
岩崎

未夢
裕稀
行一
義一

らないこと、④電車には乗らないこと、⑤ビルの 3 階以上
の階に避難するが、ビルに入る直前に「このビルに入る」
と著者らに伝えることを伝え、質問があればその場で明確
にしておく。また、地震発生時には階段を上がる人によっ
て混雑することも考えられることから、1 度地上へ上がっ
た場合は再度地下へ戻ることができないこととした。
その後、避難開始位置に調査協力者は移動し、
「南海トラ
フ巨大地震が発生し、大津波警報が発表され、大阪市から
上町台地西側に避難勧告・緊急避難指示が出されました。
ビルの 3 階以上の階に避難してください。
」
と言われ避難を
開始する。そして、調査協力者が、避難先として選択した
ビルの入口（地下 1 階、地上 1 階などは問わない）で、
「こ
のビルに入る」と宣言した時点で避難終了とし、そこから
3 階までの移動に伴う時間や距離については、後述する著
者らが計測した補正値を加算し、その結果を避難時間と避
難距離として用いた。調査協力者にビル内の避難を実際に
行ってもらわなかった理由は、選択されたビルが平常時部
外者に 3 階までのアクセスを開放していないことが多いた
めである。なお、調査協力者が到着した階から階段で 3 階
までの時間と距離を魚返らの研究で得られた補正値と同じ
数値を用いることとした。
次に、大阪市梅田地下街には多くの来街者があることか
ら、避難しようとした施設が既に避難者で満杯であること
も考えられる。このため、調査協力者には 2 度目の避難を
行ってもらう。調査協力者が、1 度目の避難が終了したと
宣言した後に、その場で「このビルは満杯になっていまし
た。
避難者の受入容量の多いディアモール、
曽根崎地下道、
JR 北新地駅、西梅田地下道、ドージマ地下センターエリア
などのビルに避難するか、浸水対象地区外にある扇町公園
へ避難してください 4）。ここまでで何か質問はありますか。
それでは避難行動を再開してください。
」
と伝える。
そして、
1 度目と同様の条件で避難してもらい、
「このビルに入る」
といった時点で調査を終了する。その後、アンケートを用
いて、避難先を選定した理由などを回答してもらった。
３．調査結果
（１）個人属性
調査協力者は 40 人で、そのうち、男性が 34 人、女性が
6 人であり、年齢は 20 代のみである。また、対象地域の利
用頻度は「ほぼ毎日」
「週 3～5 回」
「週 1～2 回」で 52.5％
を占めている。
自分自身が方向音痴かどうか尋ねたところ、
「そう思う」
「少しそう思う」で 42.5％、
「普通」27.5％、
「あ
まりそう思わない」
「そう思わない」で 30％となった。
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（２）避難時間（1）・避難距離
表－１ 避難時間の基本統計量
表－１、表－２は避難時間・避難距離の基本統計量を示
1 度目の避難 2 度目の避難
1 度目 2 度目合計
したものである。1 度目避難開始位置から避難先の 3 階ま
最小値
2 分 57 秒
4 分 19 秒
6 分 44 秒
で、
2 度目は 1 度目の避難先の入口から 2 度目の避難先の 3
最大値
16 分 29 秒
33 分 33 秒
43 分 11 秒
階まで、1 度目 2 度目の合計は、避難開始位置から 1 度目
平均
6 分 55 秒
12 分 05 秒
17 分 30 秒
の避難先の入口までとそこから 2 度目の避難先の 3 階まで
表－２ 避難距離の基本統計量
（単位：m）
を取り扱っている。
1 度目の避難 2 度目の避難
1 度目 2 度目合計
1 度目の避難では、平均避難時間 6 分 55 秒、平均避難距
離 435m となった。1 度目と 2 度目の合計では、平均避難
最小値
147
224
359
時間 17 分 30 秒、平均避難距離 1123m となった。
最大値
1151
2095
2409
（３）避難場所
平均
435
764
1123
1 度目の避難先は、
7 割の調査協力者が避難開始時に避難
0%
20%
40%
60%
80%
100%
先を決めており、
「阪急百貨店」が 9 人、
「阪神百貨店」が
阪急百貨店
89%
11%
5 人、
「梅田阪急ビル」
、
「グランフロント大阪」が各 3 人、
「その他」の施設は各 2 人以下となった。エリア別にみる
阪神百貨店
60%
20%
20%
と「ホワイティうめだ」エリアが 21 人、
「大阪駅付近」が
梅田阪急ビル
67%
33%
9 人、
「ディアモール」が 7 人、
「その他」は 2 人以下とな
グランフロント大阪
67%
33%
った。
「ホワイティうめだ」エリアは、想定避難者数に対す
5%
る受入容量が不足しているが、半数以上の調査協力者が同
その他
20%
40%
15% 15%
5%
近いから
知っている場所だったから
エリアへ避難した。
人が集中しなさそうだから
広いから
高層だったから
頑丈そうだったから
1 度目の避難先を選択した要因を図－１に示す。
「阪急百
なんとなく
浸水想定区域外だから
その他
n=40
貨店」
、
「阪神百貨店」
、
「梅田阪急ビル」の選択要因は、
「近
図－１ 1 度目の避難先ごとの避難場所選択要因
かったから」が最も多く、
「知っている場所だったから」な
どが挙げられている。また、
「グランフロント大阪」は「広
0%
20%
40%
60%
80%
100%
いから」
、
「高層だったから」の順に多かった。
扇町公園
18%
18% 9%
36%
18%
2 度目の避難先では「ディアモールなど」への避難は 29
人、
「扇町公園」への避難が 11 人となり、水平距離が遠い
デ
DTタワー
80%
20%
ィ
「扇町公園」より、避難開始位置に近い「ディアモールな
ア 大阪第一生命ビル
50%
25%
25%
モ
ど」を選ぶ傾向がある。
阪神百貨店
67%
33%
ー
2 度目の避難先を選択した要因を図－２に示す。扇町公
大阪駅前第2ビル
67%
33%
ル
な
大阪駅前第4ビル
67%
33%
園の選択要因は、
「浸水想定区域外だったから」が多く、次
ど
その他
27%
18%
9%
18%
27%
に「近かったから」
、
「広いから」となっている。
「ディアモ
近いから
知っている場所だったから
ールなど」の選択要因は「近いから」が特に多く、
「なんと
人が集中しなさそうだから
広いから
高層だったから
頑丈そうだったから
なく」
、
「知っている場所だったから」
、
「高層だったから」
なんとなく
浸水想定区域外だから
などがある。
n=40
その他
（４）避難経路
図－２ 2 度目の避難先ごとの避難場所選択要因
調査協力者40人の1度目の避難経路うち地下での経路を
図－３に、地上にでてからの経路を図－４に示す。1 度目
は、32 人が地下から地上に出て避難し、8 人が地下のみで
避難している。8 割の避難者が地上の経路を選択した。地
下から地上に出て避難した理由では
「迷わなさそうだから」
、
「見通しがいいから」の順に多かった。地下のみで避難し
避難開始位置
た理由では「混雑しなさそうだから」が最も多かった。
阪急百貨店
大阪駅
地上に出るための階段は避難開始位置から大阪駅方面へ
向かう階段や阪急百貨店東側の階段が多く利用されている。
また、大阪駅、阪急百貨店、阪神百貨店をつなぐ歩道橋も
階段
1~5
多く使用されている。避難者が階段や歩道橋で混雑するこ
阪神百貨店
6~10
とで、移動時間の遅れや事故が発生する可能性がある。
（人）
11~14（人）
50
0
50
100
150
200 m
（５）地図アプリ使用率
避難行動時、地図アプリを使用したかを尋ねたところ、1 図－３ 地下避難経路（出典：大阪地下街株式会社に追記）
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扇町公園

100%

④ ⑤
⑤
② 50% 50%

大阪駅

①

阪神百貨店

100

0

100

200

300

400 m

①
⑧

歩道橋
1~3
4~5
（人）
6~7（人）

100

図－４ 地上避難経路

度目の避難での地図アプリ使用率は 20%となった。
「扇町
公園」と「ディアモールなど」の 2 つの避難地区を設定し
た 2 度目の避難の地図アプリ使用率は、
「扇町公園」への避
難者が 100％、
「ディアモールなど」への避難者が 55.2％と
なった。
避難者に土地勘がないと向かうべき避難地区や避難先を
知らされても、追加情報なしではたどり着きにくいと考え
られる。
４．避難地区のアナウンスと避難先の関係性
対象地域を 10 個のエリアに分割して、
避難地区のアナウ
ンスと避難先の関係性を分析する。魚返らの研究では、本
研究と同じ対象地域で同じように 1 度目の避難を行っても
らっているが、避難先が避難者で満杯となり 2 度目の避難
先を決める場合、1 度目の避難先のすぐ近くの施設を選ぶ
傾向があると示されている。本研究では、避難地区の設定
の影響を把握するため、
「避難地区を指定するアナウンスが
なかった」魚返らの避難行動と「アナウンスがあった」本
研究の避難行動を比較する。図－５は避難地区のアナウン
スなし、図－６はアナウンスありの場合について、2 度目
の避難先にどのエリア(1 度目の避難エリア)から避難して
きたかを表している。
アナウンスなしの場合、図－５に示すとおり、2 度目の
避難の全てのエリアにおいて同じエリアもしくは隣のエリ
アから避難している。また、想定避難者数に対して受入容
量が不足しているエリア（①、②、④、⑤、⑥）から充足
しているエリア（③、⑦、⑧）や浸水想定区域外（⑨）へ
の避難は行われなかった。一方、アナウンスをした場合、
図－６に示すとおり、全員が指示された受入容量が充足し
ているエリアや浸水想定区域外に避難した。避難者の約 7
割が「受入容量の充足しているエリアに属する建物への避
難」を選び、約 3 割が「扇町公園」を選んだ。
これより、避難地区のアナウンスを行うことで、来街者の
避難先を適切に誘導できる可能性があることがわかった。
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５．避難時間と避難率
図－７は、2 度目の避難先別に 1 度目 2 度目一連の避難
時間と避難率を比較したものである。平均避難時間は、魚
返らの 2 度目の避難先を自由に選択した場合が 6 分 25 秒、
「扇町公園」が 22 分 43 秒、
「ディアモールなど」が 15 分
31 秒である。避難率でみると、避難完了者が 8 割に達する
時間は、
避難先を自由に選択した場合が 8 分 00 秒～9 分 59
秒、
「扇町公園」が 24 分 00 秒～25 分 59 秒、
「ディアモー
ルなど」が 20 分 00 秒～21 分 59 秒であった。
避難地区を指定すると、避難者が避難施設に受け入れら
れるが、避難完了までの時間を要する点に留意が必要であ
る。また、実際には大人数で避難するので避難先までの経
路の混雑や雨天などの影響を受ける可能性がある。
図－８に1度目2度目一連の避難で
「地図アプリを見た」
場合と「地図アプリを見ていない」場合の避難時間と避難
率を示す。なお、先述のとおり、2 度目の避難で「扇町公
園」に向かった調査協力者は全員が地図アプリを利用して
いたため、ここでは、
「ディアモールなど」のエリアを選択
した調査協力者のみを対象に比較する。
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６．総括
本研究では、避難行動に関して以下のことがわかった。
・地下街において避難する場合、8 割の調査協力者が地下
から地上にでた。このため、歩道橋や階段での混雑が予
想され、発災時に地上に避難者が多い場合、地下から地
上に出にくくなり避難完了までの時間の遅れや事故の可
能性がある。
・1 度目の避難、2 度目の避難とも、避難地区の選択理由は、
「近いから」
、
「知っているから」が多く、一つの避難行
動特性であることがわかった。
・対象地域では、避難者の受入容量が不足している「ホワ
イティうめだ」
エリアに避難者が集中する可能性があり、
対策が必要である。しかし、避難地区を指定するアナウ
ンスを行うことで、来街者の避難先を適切に誘導できる
可能性があることがわかった。
・対象地域では、
「浸水想定区域外の扇町公園への避難」か
「受入容量の充足しているエリアに属する建物への避難」
の選択肢を与えた場合、避難者の約 7 割が「受入容量の
充足しているエリアに属する建物への避難」
を選んだが、
扇町公園がディアモールなどのエリアに比べ遠かったこ
とも留意する必要がある。
・1 度目の避難先が満杯で 2 度目の避難を行った場合、避
難完了者が 8 割に達する時間は「扇町公園」が 24 分 00
秒～25 分 59 秒、
「ディアモールなど」が 20 分 00 秒～21
分 59 秒である。
・避難にあたり、避難先の候補を複数想起できる来街者は
少ない可能性があり、避難地区の誘導にあたり、避難先
がわからないと、地図アプリや案内板を利用することに
なる。今回の結果で、地図アプリを使用すると避難時間
は増加する傾向にあることがわかったが、避難先となる
場所を探す土地勘のない調査協力者もあり、地図アプリ
が使用できない場合の誘導は工夫が必要である。
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図－７ 避難完了者数および避難率（避難先別）
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平均避難時間は、
「地図アプリを見た」が 11 分 28 秒、
「地
図アプリを見ていない」が 10 分 32 秒である。避難完了者
数が最も多くなるのは「地図アプリを見た」が 10 分 00 秒
～11 分 59 秒、
「地図アプリを見ていない」が 4 分 00 秒～5
分 59 秒である。避難完了者が 8 割に達する時間は、
「地図
アプリを見た」が 14 分 00 秒～15 分 59 秒、
「地図アプリを
見ていない」が 12 分 00 秒～13 分 59 秒となっている。こ
れらのことから地図アプリを見る人ほど避難時間が長くな
る傾向があることがわかった。

避難完了者数（地図アプリを見た）
避難完了者数（地図アプリを見ていない）
避難率（地図アプリを見た）
避難率（地図アプリを見ていない）

図－８ 避難完了者数および避難率（地図アプリ使用別）
【補注】
(1) 本来避難時間には発災から避難開始までの時間を加える必要があるが、
本研究の避難時間にはそれを加算していない。
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難経路・避難出口の選択性－」, 日本建築学会環境系論文集, 2009, 74
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2）魚返 梨那, 糸川 愛美, 山口 行一（2018）
「大阪市梅田地下街における避
難行動に関する分析」, 日本都市計画学会関西支部第 16 回研究発表会講
演概要集 pp.49-52.
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コミュニティ計画の観点から見る欧州都市再生事業の特徴
－ URBACT プロジェクトを対象に －
龍谷大学大学院政策学研究科
龍谷大学政策学部
１ はじめに
(1) 研究の背景と目的
産業革命の時代、過密に起因する衛生環境悪化や住環境
悪化といった都市問題を背景に誕生した近代都市計画は、
都市近郊により良いコミュニティを計画的に形成すること
をその主眼のひとつに置いた。その後も良質なコミュニテ
ィの計画的形成を図る「コミュニティ計画」は、様々な都
市において社会背景に応じて手法や目的を変えつつ、現代
まで都市計画の主題であり続けている。
欧州諸都市は、各国の都市政策に基づきながら独自の計
画の実践を重ねる一方、1990 年前後から EU レベルで国を
超えた都市再生を試みてきた。具体的な都市再生政策とし
て展開されてきたのが、Urban Pilot Project（UPP：1989〜1999
年）
、URBAN（第 1 期：1994〜1999 年、第 2 期：2000〜
2006 年）
、URBACT（第 1 期：2002〜2006 年、第 2 期：2007
〜2013 年、第 3 期：2014〜2020 年）の 3 つのプログラムで
ある。EU レベルの都市再生事業の特徴のひとつに、都市
間、都市内での経済的・社会的格差の問題を背景として、
貧困コミュニティの再生に注力してきた点が指摘されてき
たように（岡部 2003、阿部 2014;2017）
、こうした取り組み
は現代的なコミュニティ計画論の観点から再検討が可能だ
ろう。
そこで本研究は、①産業革命から現在に至るまでのコミ
ュニティの計画理論の流れの中に EU 都市政策を位置付け
るとともに、②最新の都市再生事業である URBACT を対
象に、そこに見られるコミュニティの計画・形成手法につ
いて考察することで、現代的なコミュニティ計画の一端を
明らかにすることを目的とする。
(2) 既往研究の整理と本研究の位置付け
EU の都市再生事業に関しては、環境政策・都市政策を包
括的に整理した岡部（2003）1)、ベルギーのアントワープで
行われた BOM プロジェクトとオランダのフローニンゲン
で行われた SEND プロジェクト（UPP 第 1 期事業）の事例
研究を通じて包括的・統合的な都市再生手法が形成された
背景を明らかにした福原ら（2005；2006）2)3)が代表的であ
る。本稿が対象とする URBACT に関しては、URBACT 第
2 期の JOINING FORCES プログラムを対象に都市間ネッ
トワークとしての特徴を論じた高澤（2017）4)がある。
先行研究により、都市再生事業の枠組みや統合的アプロ
ーチ（空間的整備だけでなく社会経済的、環境的アプロー
チを統合的に政策に盛り込むこと）の重要性が明らかとな
ってきた。しかし、EU レベルで展開されている各種都市政
策の特徴をコミュニティ計画の観点から考察している研究
は不在である。

和泉 汐里
阿部 大輔

コミュニティの再生は、欧州だけでなく日本においても
喫緊の課題となっている。
地域主体の都市再生事業を行い、
地域ごとにあわせた多様な事業を行ってきた欧州のコミュ
ニティ再生手法を明らかにすることは、日本のコミュニテ
ィ再生政策に何らかの示唆を与えると考える。
(3) 研究の方法
本研究では、まず産業革命以降のコミュニティの計画理
論の流れを整理し、現在のコミュニティ計画理論の特徴や
背景を明らかにする。その中で URBACT に着目し、
URBACT の枠組みを整理する。次に、URBACT のプロジ
ェクトのうち、コミュニティの再生を目的としているプロ
ジェクトを抽出する。そして抽出したプロジェクトのコミ
ュニティ再生手法を分析し、コミュニティ計画の観点から
みた特徴を考察する。
なお、
本稿ではURBACT のⅠ期
（2002
〜2006）
、Ⅱ期（2007〜2013）
、Ⅲ期（2014〜2020）のいず
れも対象とするが、具体的なプロジェクトの分析について
は、データや報告書の有無の観点から、すでに事業が完了
しているものを対象とする。
URBACT に関する情報は、
EU 地域政策総局や URBACT
のウェブサイトから入手した。
２ コミュニティ計画の背景と流れ
都市計画やまちづくりの歴史の中でも、都市の形成とと
もに、より良いコミュニティを築くための計画論が存在す
る。コミュニティの形成を主眼においた都市計画理論のこ
とを「コミュニティ計画論」と定義する。
(1) コミュニティ計画の萌芽期
コミュニティ計画論の端緒はイギリスにおける産業革命
の前後に遡る。当時のイギリスでは、1848 年に公衆衛生法
が制定され、公衆衛生の観点から都市の改善を図るなど、
都市部の過密と住環境の悪化が大きな問題となっていた。
この時期の代表的な計画理論であるオーウェンのニュー・
ラナークに代表される理想工業村やエベネザー・ハワード
の「田園都市論」は、郊外部に計画的に労働空間と生活空
間を建設することを目指していた。
当時のコミュニティ計画論は、居住地とともに働く場と
して工場や倉庫を配置しており、労働空間と居住空間を合
わせたコミュニティを計画していた。その中でも共同生活
の場として公園や食堂を配置し、様々な活動を誘発するこ
とで、より良いコミュニティの形成を図っていた。
(2) コミュニティ計画の発展・定着期
その後、自動車社会の到来を背景に提唱されたコミュニ
ティ計画がクラレンス・A・ペリーの提唱した近隣住区論
である。ここでは労働空間の観点は縮小し、小学校を中心
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ティを計画的に建設できると考えた近代都市計画は失敗の
烙印を押され、既存のコミュニティや生活環境の再生への
着目が高まっていく。
(4) コミュニティ計画の再構築期
1970 年代に入り、旧市街を始めとする既成市街地の衰退
が明らかだった欧州諸都市では、疲弊したコミュニティを
再生する様々な計画が実施されていく。ここではボローニ
ャを例にとる。ボローニャでは、1971 年に建物の老朽化と
失業率の回復を目的とした『ボローニャの歴史都心におけ
る調整プラン』が策定された。古い建造物の類型を丹念に
調査し、取り壊すのではなく保存もしくは再利用を決定す
る方法が確立された。ボローニャでは、既存の建造環境に
おける空間的連続性の継承のみならず、その界隈を特徴づ
けている人口構成や職業構成といった「社会組織」
（social
tissue）の継承も試みられた。物理的な形態を操作すること
でコミュニティを誘導的に建設するのではなく、そこに存
する用いられ方の実態を基礎にコミュニティを再構築して
いく方法が模索された。この時期以降、コミュニティ計画
は郊外に問題解決のための市街地を新たに建設することか
ら、既成市街地への小規模な介入を通した再整備へと、計
画対象が変化していく。
EU の都市政策の流れは、こうした既成市街地再生の文
脈に乗っている。1990 年の都市環境緑書以降、EU が重要
な政策概念として打ち出しているのが経済的・社会的結束
（Economic and Social Cohesion）である。経済的・社会的格
差は加盟国間のみならず、地域間、都市間、そして都市内
にも広がっている。特に重点的な再生対象となったのが貧
困地区であった。

表-1 代表的なコミュニティ計画の流れ
時代区分

時代背景

計画

代表的な計画論

年
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第
１
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計
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萌
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1800
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1817

一致と共同の村

1853

ソルテア

1879

ボーンビル・ビレッジ

1888

ポート・サンライト

1898

田園都市論

1922

垂直田園都市

1928

近隣住区論

1960

ジェーン・ジェイコブスによ

年代

る近代都市計画批判

1970

クリストファー・アレグザン

年代

ダーによるパタン・ランゲー
ジ

【
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４
期
】

計
画
の
再
構
築
期

既
存
都
市
の
再
生
と

伝
統
的
コ 再
ミ 評
ュ 価
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テ
ィ
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1980

欧州の旧市街再生事業

1980

ニューアーバニズム

1980

Transit development
District[TOD]

1989

Urban Pilot Project[UPP]

1992

アーバンビレッジ

1994

URBAN

2002

URBACT

に「住区」を設定し、通過交通を排除しつつ歩行者空間
の優位性を高め、適度に公園を計画することで、安心で安
全な生活圏を作ることが主眼に置かれた。近隣住区論はや
がてニュータウンの設計理論として世界中に伝播していく。
産業革命を背景としたコミュニティ計画論が、労働空間
と居住空間を両立させたコミュニティを志向したのに対し、
自動車の発展を背景とした 1920 年代のコミュニティ計画
論は、日常生活を営むための圏域としてコミュニティを捉
え、労働空間と居住空間は基本的に分離していく。
(3) コミュニティ計画の否定・停滞期
二度の世界大戦後、住宅難を背景として、郊外に大量の
居住地が建設された。主に 1950〜60 年代に展開されたの
がアメリカの「アーバン・リニューアル」政策の流れを汲
む衰退地区のスクラップ＆ビルドを伴う大規模な改変だっ
た。しかし地域の文脈を無視した再開発と、予算の制約等
から不十分なコミュニティ空間の整備ならびにコミュニテ
ィ維持更新の仕組みの欠如等により、郊外部は不法滞在移
民や貧困層の集住地となり、やがてスラム化していく。
こうした暴力的な都市改造に対して、J.ジェイコブスの
活動に代表されるように、近代建築運動批判や機能主義批
判を旗印とする反対運動が精力的に展開される。コミュニ

３ URBACT の枠組み
(1) URBACT の内容と目的
前述した通り、URBACT は UPP、URBAN から発展した
都市再生事業であるが UPP や URBAN と異なり、対象地
区を絞って重点投資し再生に導くという方法ではなく、い
くつかのテーマごとに複数都市が集まり、都市再生の経験
とノウハウを情報交換するとともに、再生手法を洗練され
ていく都市間ネットワークである（阿部 2017）
。都市ネッ
トワークにはそのプロジェクトを主導するリードパートナ
ーと他のパートナー都市の他に、プロジェクトのサポート
を行う専門家のリードエキスパートが存在する。ネットワ
ークはセミナーやワ
表-2 欧州の都市再生事業の事業期間
ークショップを通じ
と実施都市数
て情報交換や成功事
例の普及を行い、そ
の後地域ごとでロー
カルアクションプラ
ン（以下 LAP）を定
めること、また各都
市への支援が目的で
ある。
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(2) テーマから見るコミュニティ計画の方向性
URBACT の第Ⅰ期は「市民参加」
「経済活動と雇用」
「社
会的排除」
「都市再生」
「若年層の包摂」の 5 テーマが設定
され、各テーマに関連して合計 31 のプログラムが展開さ
れた。空間再生としての都市再生だけでなく、包摂の観点
が重視されたことがわかる。この中で、例えば「社会的排
除」と「都市再生」の両テーマに重複するプログラムとし
て主に以下があった。
①REGENERA：貧困地区の再生を図る都市のネットワーク。
14 都市（リーダー都市はフランス・リヨン）で構成され、
空間再生、エスニック・ マイノリティの包摂、交通のアク
セシビリティの改善、地域コミュニティの強化を共通目標
とする。
②SURCH：文化遺産の保護と活用を通した都市再生プロセ
スにおける社会的包摂。衰退地域を対象に、公共サービス
へのアクセス改善、雇用創出、文化遺産の保全、市民参加
を促進する。マルタのバレッタをリーダー都市に 5 都市で
構成。
③URBANITAS：経済活動が停滞し、基礎的な設備に欠け、
老朽化した建造物が集積する衰退地域の地理的・社会的な
孤立を解消する。歩行者空間の整備、工業地区やスラムの
住環境改善等、物的環境の整備が主眼。9 都市のネットワ
ーク (リーダー都市はベルギーのアンデルレヒト)。
第Ⅱ期に設定されたテーマ群は、
「イノベーションと創造
性」
、
「社会的包摂」
、
「都市再生」
、
「低炭素社会の実現」
、
「貧
困コミュニティ」
、
「人的資源と起業」
、
「サステイナブルな
生活の実現」
「大都市圏レベルのガバナンス」
、
「港湾都市」
、
であった。2004 年以降、経済力に劣る東欧諸国の加盟を踏
まえ、社会的包摂のテーマが拡充されるとともに、都市問
題としての都市内格差の是正を強く問う設定となっており、
Ⅰ期よりもテーマに多様性を帯びている点が特徴である。
例えば、歴史文化遺産を地区アイデンティティ強化の観点
からだけでなく、新たな経済動力としての捉え直す HERO
や、遊休地となっている軍用地の利活用をテーマとする
REPAIR、市場を市民生活や経済活動の軸として見直しを
図る URBACT Markets、公共空間のデザインと利用にテー
マを絞った USER、教育や就業支援を中心に疲弊したコミ
ュニティの再生を図る CoNet、都市郊外部に位置し近年衰
退が著しい高層住宅団地を人々が交流し緑に溢れるコミュ
ニティへと再整備する RE-Block、問題市街地の再生のため
に地域内の多様なアクターを水平的・垂直的に協働する仕
組みづくりに重点を置く RegGov、社会住宅が集積してお
り失業問題や移民の集住、若年層や女性の隔離の問題等を
抱える貧困地区において、包摂の第一段階として地区内の
経済活動の活性化を図る URBAMECO などがある。
第Ⅱ期に設定されていた 9 つのテーマは、
第Ⅲ期では
「統
合的都市開発」
、
「経済」
、
「環境」
、
「ガバナンス」
、
「包摂」
の 5 テーマに整理統合されている。一見、より抽象的なテ
ーマ群に再編されているが、それぞれのテーマ内に細かな
小テーマが位置付けられている。それらは、
「放棄地」
、
「高

齢化」
、
「キャパシティ・ビルディング」
、
「都市のブランデ
ィング」
、
「都市のマネジメント」
、
「都市計画」
、
「循環型経
済」
、
「国際協力」
、
「文化と遺産」
、
「貧困コミュニティ」
、
「教
育」
、
「雇用」
、
「エネルギー効率」
、
「中小企業の活性化」
、
「金
融工学」
、
「食物」
、
「健康」
、
「住宅」
、
「知識経済」
、
「地域経
済発展」
、
「低炭素」
、
「移民」
、
「マイノリティ」
、
「参加」
、
「貧
困」
、
「リサーチとリノベーション」
、
「リスク管理」
、
「シェ
ア・エコノミー」
、
「ソーシャル・イノベーション」
、
「戦略
的プランニング」
、
「モビリティ」
、
「都市再開発」
、
「スプロ
ール」
、
「廃棄物」
、
「若者」等、計 43 にも上る。

図-1 URBACT 3 期におけるテーマの変化

また、URBACTⅢでは「Gender（性別）
」や「Health（健
康）
」
といった、
都市とは一見関わりのないテーマ見られる。
「Gender（性別）
」がテーマとなっているプロジェクトに
は「Rumours or reality?」がある。
「Rumours or reality?」
は、移民が移り住むことで様々な問題が起こる、といった
噂を払拭することで多様性を生み出し、地域住民と移民た
ちのコミュニティを結びつけることを目的としたプロジェ
クトである。
「Health（健康）
」がテーマとなっているプロ
ジェクトには「Healthy ageing」がある。
「Healthy ageing」
は、高齢者が健康で活動的な生活ができるよう、あらゆる
年齢層の人が植物を栽培できる庭園を設置したり、高齢者
同士でグループを作り、ウォーキングを行うなどの活動を
支援するプロジェクトである。
４ URBACT の事例から見るコミュニティ計画の特徴
(1) RE-Block の概要
RE-Block は 2013 年から 2015 年にかけて、ハンガリーの
ブタペストをリードパートナーに、他 10 都市 (1)で構成さ
れたネットワークである。老朽化が激しく、低所得者が多
く住む高層住宅団地のコミュニティ再生を目的としている。
ネットワークの共通項として、高層住宅団地の衰退に関
しては、①失業率や貧困などの社会的側面、②公共スペー
スの不足や建物の老朽化などの物理的側面、③自治体の能
力不足や資金不足などの統治的側面、の共通する 3 つの問
題が挙げられた。また、プロジェクトのあり方として、①
建物だけではなく、都市全体へと広がる分野横断的なアプ
ローチ、②住民とともに行う包括的なガバナンス、③住宅
支援と福祉的支援の融合、が求められた。
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(2) RE-Block の概要・ハバナ団地の事例
実践的な事例として、
リードパートナーであ
るブタペストのハバナ
団地を取り上げる。
ハバナ団地は 1977 年
から 1985 年にかけてブ
タペスト18 区内の60 ヘ
クタールの土地に建て
写真-1 ハバナ団地の外装
られた住宅団地である。 （RE-Block Library より）
2001 年から2011 年の間
で住宅団地の人口は約
15％、
団地完成以降から
は約 30％減少してい
る。
そういった人口減少
に伴い、
団地内の年齢層
は 55〜64 歳の人々が多
く、
今後の高齢化が見込
写真-2 ハバナ団地の上空写真
まれる。また、失業率は
（Google map2019 より）
約 14％であり、他の地
区の平均が約 11％であるのと比較しても高く、建物自体の
老朽化も起こっているなど、古い住宅団地ならではの問題
がある。それに加え、レストランや銀行といったサービス
がない、遊び場などの公共スペースやスポーツ場の数も少
ない、などの団地での空間の問題や、団地内で活動するよ
うな地域団体が少なく、活動が生まれない、といった問題
がある。ハバナの住宅団地においては、コミュニティの再
生のためには、地域内での活動を活発化させることが重要
であると考えられている (2)。
こういった背景を踏まえ、ハバナでは、①環境とサービ
ス、②社会環境とまちづくり、③地域協力と管理、の 3 つ
を主題に行動計画が示されている。行動計画は、街路灯の
改修や公園、サッカー場などの公共空間の整備から、セキ
ュリティの改善やボランティアの募集、地域ウェブサイト
の運営など、多岐にわたる。

構築されているものもあり、より複合的な視座でコミュニ
ティの再生が図られている。例えば、物的環境整備につい
ても、荒廃した建造物の再生にあたり、より社会的な用途
の導入や経済循環を視野に入れる等、統合的なアプローチ
をより一層強化する志向性を見出せる。
第三に、RE-Block プロジェクトの事例から、公園などの
公共空間の整備といった、過去のコミュニティ計画論で重
視されてきた空間的なアプローチより、地域内でのセキュ
リティの改善やウェブサイトの運営といった、サービス的
なアプローチの方が、コミュニティの再生として重視され
ている傾向がある。この点においては、今後も他のプロジ
ェクトや計画論との比較や分析が必要であると考える。
補注
(1)ブタペストの他、ブタペスト 18 区（ハンガリー）
、東マケドニア地域（ギ
リシャ）
、ヤシ（ルーマニア）
、ビルニュス（ルーマニア）
、セーデルテリエ
（スウェーデン）
、マクデブルク（ドイツ）
、ゲルゼンキルヘン（ドイツ）
、
ソルフォード（イングランド）
、マラガ（スペイン）
、ローマ（イタリア）の
都市が所属している。
(2)データは「Liveable-Sustainable Havanna LOCALACTION PLAN 2014-2020
Made under the URBACT RE-Block project」より抜粋
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郊外ニュータウンにおける親子の近居
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
1.1 研究の背景と目的

松岡貴大
松本邦彦
澤木昌典

表 1 本研究における親子の居住関係の定義

高度経済成長期の大都市への人口集中に対応すべく郊外
に整備されたニュータウン（以下 NT）では、同時期に一定
のライフステージ、特にファミリー層が入居したために世
代構成が偏り、少子・高齢化、人口減少が進行している。
こうした中で、都市再生機構（UR）や多くの地方自治体が
親子の近居に注目し、子世帯を呼び寄せようとする動きが
見られており、家賃や転居費用の補助を実施している。近
居により、親子は適度な距離を保ちながらも、親子間で相
互支援を行う関係を築くことができるというメリットがあ
る。NT における親子の近居の促進は、特定の世代に偏った
人口構成を是正し、多世代が居住するまちへと変化させて
いくことに貢献すると考えられるが、親子の近居には定型
の定義が無く、調査によって定義が異なり、また統計的な
資料も少ないため、その実態は明らかに捉えられていると
は言えない。また、大槻 1)が指摘しているように、近居が
ある一定の地域で成立するためには、老若男女が居住でき
る多様な住宅ストック構成が必要であるが、多くの近居促
進施策は経済的な支援策にとどまっており、特に NT のよ
うな世代構成や住宅形式が固定化しているまちでは、近居
を促進する環境の整備がなされていないと考えられる。
そのため、近居相手の居住地を NT 内外に分類し、居住
地選択における親子の近接性の重視度や近居相手の住宅形
態を分析し、それらの差異を見出すこと、また親子間の往
来頻度・目的に基づき、近居の特徴を追究することに必要
性があると考える。このことから、親子の近接性を考慮し
た居住者の居住地選択の傾向や、親子の近居によって生じ
る親子間交流とそれぞれの世帯の特性との関係を明らかに
することを本研究の目的とする。これにより、様々なライ
フステージ・スタイルの近居世帯に対応した住環境整備の
ための課題を明らかにすることができると考える。
NT や郊外住宅地における近居に関する研究には、その
実態に迫った研究（樋野ら 2)や松川 3)）と近居世帯の外出行
動に着目した研究（香川 4)、金ら 5)、松本ら 6)）がある。樋
野らは、東京都心から電車で 1 時間程度の計画的戸建住宅
地を対象に、近居のきっかけとして、妊娠・出産を契機と
して子世帯が転入するケースが多く、また転入者の受け皿
として、戸建と比べて安価なタウンハウスが機能している
ことを示唆した。松川は、関西の 8 つの NT の住民のうち、
居住地選択時に実家との距離を考慮している人ほど、親の
居住地が近いこと、また入居年が近年であるほど、親の居
住地が近く、実家との距離を考慮している割合が高いこと
を示した。また、香川は、親子の居住地間距離による往来

定義
同居

同じ住宅、または同じ敷地内にある住宅に居住している状態

近居

自動車で 30 分以内に移動できる距離で別居している状態

遠居

自動車で 30 分を超える距離で別居している状態

頻度の分析を行い、金らは、近居に至る経緯や近居世帯の
外出傾向と相互支援の実態を事例的に明らかにし、松本ら
は、居住者の自立性や子世帯への依存度合により外出行動
に差が生じることを示唆した。
これらの研究では、近居が NT や郊外住宅地でも一定の
割合で行われていることは明らかとして、近居に対する意
識や、近居世帯の外出行動、近居の経緯などを分析してい
る。しかし、本研究では、近居相手の居住地を NT 内外に
分類し、居住地選択の傾向を分析していること、親子間の
往来頻度・目的に基づき、親子間交流を分析しているとこ
ろに特徴がある。

1.2 用語の定義
親子の居住関係を表 1 のように分類し定義する。
「近居」
7)
には定型の定義が無いため、横江 、松本らが用いた「移
動時間 30 分以内」という定義を参考にした上で、普遍的な
移動手段として自動車を採用し、
「近居」を「自動車で 30
分以内に移動できる距離で別居している状態」
と定義する。

2 研究方法
2.1 研究の構成
NT 居住者の親子の近居に対する意識や、近居の関係に
ある親・子各世帯の特性、親子間の往来頻度・目的を把握
するため、居住者に対しアンケート調査を実施する。その
結果から、①近居相手の居住地別の住居所有形態を明らか
にし、②近居相手の居住地や時間距離を、居住地選択にお
ける親子の近接性の重視度合いによって比較することで、
居住地選択の傾向を把握する。また、③近居の関係にある
親子間の往来目的から回答者を類型化し、往来頻度や親子
の年齢などの分析により、親子間交流の特徴や近居の意義
を明らかにする。以上を踏まえ、NT における親子の近居の
特徴や、居住者の意識等の観点から、親子の近居を促進さ
せるための課題を明らかにする。

2.2 調査対象地
子が新たに世帯を持つ時期を迎えている居住者と、居住
歴の浅い若いファミリー層を対象にアンケート調査を行う
ため、入居開始から 30 年程度が経過し子の世帯分離が進
んでいる地区と、近年に開発が行われファミリー層が多い
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北摂三田 NT 内の町丁目のうち、開発時期や高齢化率から、
初期に開発された地区として武庫が丘 2 丁目・狭間が丘 3
丁目、近年に開発された地区としてゆりのき台 5 丁目を選
定した（図 1）
。

2.3 アンケート調査の概要
2018 年 11 月に対象地区の全戸に 1 部ずつポスティング
配布を行い、郵送回収により 420 部（回収率 35.5%）の回
答を得た。回答は世帯主に依頼した。アンケート調査の概
要と回答者の基本情報を表 2 に示す。

3 近居の関係にある子の住居所有形態

図 1 調査対象地域図
表 2 アンケート調査の概要と回答者の基本情報
調査対象地
住宅建設時期
高齢化率(2015年)(2)
配布日時
配布数
回収数
回収率
合計

主な設問内容

初期に開発された地区 近年に開発された地区
武庫が丘 狭間が丘
ゆりのき台 5 丁目
2 丁目
3 丁目
概ね 1981 年～1987 年
概ね 1992 年～2017 年
48.7%
41.3%
4.6%
2018 年 11 月 27,28,29 日
180 部
347 部
655 部
78 部
134 部
203 部
43.3%
38.6%
31.0%
配布数:1,182 部 回収数:420 部(3) 回収率:35.5%
〇近居の関係にある親(4)・子(5)の基本属性・居住地
・親子間の時間距離・住居所有形態
〇居住地選択の際に、親・子との近接性を考慮した
程度(回答者が転入した場合)
〇近居相手が、居住地選択の際に、回答者との近接
性を考慮したと思われる程度
（近居相手が転入し
た場合）
〇親子間の往来頻度と目的
回答者の属性(6)
3.8%
8.2%
73.5%
29.5%
32.8%
23.5%
66.7%
59.0%
3.0%
5.4%
7.8%
78.4%

回答者（親）の近くへ転居した子の住居所有形態を表 3
に示す。北摂三田 NT 内に居住している子世帯は、約半数
（46.3%）が持家の中古住宅に居住しており、NT 外（15.4%）
よりもその比率が高い。平成 25 年住宅・土地統計調査 8)に
よると、北摂三田 NT を含む三田市全体で持家の中古住宅
に居住している割合は 14.7%であり、
これと比較すると NT
内では中古住宅が近居世帯の受け皿として機能しているこ
とが考えられる。また、賃貸住宅に居住している割合は、
NT 内で 7.3%、NT 外で 25.6%であり、NT 外で高い傾向に
ある。国勢調査（2015 年）によると、北摂三田 NT 内では、
持家に居住している世帯が 86.7%、賃貸住宅に居住してい
る世帯は 9.5%であり、住宅ストックもこれとほぼ同様の構
成であると考えられるため、賃貸住宅への居住を望む子世
帯が、NT 内では住まいを見つけられず NT 周辺地域に居
住している可能性がある。

4 子が居住地選択時に親との近接性を考慮した程度

親の近くへ転居した回答者が、居住地選択時に親との近
接性を考慮した程度を、親の居住地別に示す（図 2）
。親と
の近接性を「非常に考慮した」又は「やや考慮した」回答
20 代～40 代
年
者は、親の居住地に関わらず半数以上を占める。親が北摂
50 代～60 代
齢
70 代以上
三田 NT 内に居住する場合に、
「非常に考慮した」回答者が
10 年未満
居
38.9%を占め、
他の居住地よりも割合が高い。
つまり、親と
10 年以上 30
住
17.6%
13.3%
21.6%
年未満
の近接性を選択時に強く考慮した子が NT 内に居住する傾
歴
30 年以上
77.0%
78.9%
0.0%
向は、親も NT 内に居住している方が強いと考えられる。
42.4%（106/250（親がいる）
）
親との近居割合
※近居相手（親）が北摂三田NT 内に居住する割合
また、親世代の回答者の近くへ転居した子が居住地選択
42.9%（45/105（親と近居の関係にある）
）
時に親との近接性を考慮したと思われる程度を、子の居住
44.4%（100/225（子がいる）
）
子との近居割合
※近居相手（子）が北摂三田NT 内に居住する割合
地別に示す（図 3）
。子が三田市内（北摂三田 NT 外）に居
47.5%（47/99（子と近居の関係にある）
）
住する場合に、
子が回答者との近接性を
「非常に考慮した」
と思われる割合が
41.2%と最も高い（大阪府（N=1）を除
表 3 回答者の近くへ転居した子の住居所有形態 **(7)
く）
。子が北摂三田 NT 内に居住する場合よりも割合が高い
北摂三田 NT 内（N=41） 北摂三田 NT 外（N=39）
持家
38（92.7%）
29（74.4%）
ことから、NT 内に居住する親との近接性を選択時に強く
住
新築
18（43.9%）
20（51.3%）
考慮した子には、3 章にも示したように、NT 内だけではな
居
中古
19（46.3%）
6（15.4%）
所
相続・相続
く NT 周辺地域に居住する傾向もあると考えられる。
1 （2.4%）
3 （7.7%）
有
後建て替え
形
さらに、回答者が親の近くへ転居した場合と子が回答者
賃貸
3 （7.3%）
10（25.6%）
態
の近くへ転居した場合を合算し、子が親との近接性を考慮
合計
41 （100%）
39 （100%）
した程度を、親子間の時間距離別に示す(8)（図 4）
。
「非常に
地区の両方が存在する NT として、兵庫県三田市にある北 考慮した」割合は、30 分を超える場合の 5.0%から、5 分以
摂三田ニュータウン(1)（以下、北摂三田 NT）を選定した。 内の場合の 57.1%まで順に高く、現在の親子間の時間距離
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親の居住地

北摂三田NT内(N=36)

38.9%

三田市内(N=16)

18.8%

神戸市内(N=11)

44.4%
31.3%

27.3%

11.1%

31.3%
54.5%

阪神間(N=3)

18.2%

100.0%

その他の兵庫県内(N=9)

11.1%

大阪府内(N=2)

66.7%

22.2%

50.0%

50.0%

0%

50%

非常に考慮した
あまり考慮していない

100%

やや考慮した
全く考慮していない

図 2 親の居住地別の、回答者が居住地選択時に親との近接性
を考慮した程度（N=77）

子の居住地

北摂三田NT内(N=41)

29.3%

三田市内(N=17)

43.9%

41.2%

神戸市内(N=14)

21.4%

阪神間(N=7)

50.0%

42.9%

その他の兵庫県内(N=5)

20.0%

9.8%

35.3%

11.8%
21.4%

28.6%

20.0%

大阪府内(N=1)

100%
0%

50%
やや考慮した
全く考慮していない

非常に考慮した
あまり考慮していない
分からない

100%

親子間の時間距離
(移動手段を問わない)

図 3 子の居住地別の、子が居住地選択時に回答者との近接性
を考慮したと思われる程度（N=85）*
5分以内（N=28)

57.1%

15分以内（N=77)

31.2%

30分以内（N=27)
30分を超える(N=20)

35.7% 3.6%

11.1%
5.0%
0%

非常に考慮した
あまり考慮していない

46.8%
55.6%
55.0%

15.6%
22.2%
35.0%

50%
100%
やや考慮した
全く考慮していない

図 4 親子間の時間距離別の、子が居住地選択時に親との近接
性を考慮した程度（N=152）**

とどまっており、現時点では、近居世帯による親子間の相
互支援は、親から子への支援の方により比重がある。親か
ら子への訪問は、子や孫の様子を見ることを主な目的とし
た「子・孫との交流型」が 53.4%、子の育児や家事の支援
を主な目的とした「育児・生活支援型」が 34.9%を占めた
一方、子の家の近くに用事がある際に訪問する程度の「立
ち寄り型」が 11.6%であり、親は子や孫との交流や世話と
いった明確な理由をもって子を訪問しているケースが主で
あると考えられる。
生活支援依頼型、親の生活支援型、育児・生活支援型は、
訪問頻度が週に 1,2 回以上である割合が、
それぞれ 42.5%、
78.6%、45.1%と他の類型よりも高い傾向にあり（表 5）
、親
子の近居によって、頻繁な子に対する育児支援や親子間の
相互の生活支援が可能となっていると考えられる。
類型別の親子の年齢を、子から親への訪問、親から子へ
の訪問についてそれぞれ図 5、図 6 に示す。子から親への
訪問について、各類型における年代別構成数のピークは、

生活支援依頼型は親が 60 代、子が 30 代、親の様子見型
は親が 70 代～80 代以上、子が 40 代、立ち寄り型は親
が 70 代、子が 40 代、親の生活支援型は親が 80 歳以上、
子が 50 代であるため、親子の年齢により、
「生活支援依頼
型」
「立ち寄り型」
「親の様子見型」
「親の生活支援型」の順
番に、親子間の支援の大きさや方向に差が生じている。ま
た同様に、
親から子への訪問タイプは、
「育児・生活支援型」
「子・孫との交流型」
「立ち寄り型」の順番に、親から子へ
の支援の大きさに差が生じている。
このため、住民のライフステージにより、往来の目的は
変化することが予測され、親の生活支援型（子から親）や
立ち寄り型（親から子）は今後増加すると考えられる。

6 まとめ
親子間交流の分析から、親子の近居により、子に対する
育児支援や親子間の相互の生活支援を頻繁に行うことが可
能となっており、特に子育て世帯にとってメリットがある
ことが示され、近居の促進は子育て世帯の NT への流入に
5 親子間交流の特性
子から親への訪問目的の 6 項目(9)をアイテム、それぞれ つながると考えられる。
また、近居世帯の居住地選択について、子が NT 内に居
に対し「当てはまる」
「当てはまらない」の 2 選択肢をカテ
ゴリーとして数量化Ⅲ類の分析を行い、抽出された 3 軸(10) 住する親との近接性を強く考慮しながらも NT 周辺地域に
のサンプルスコアを用いて、クラスター分析（ward 法）を も居住する傾向があることや、主に親子間の時間距離に依
行った。
この結果、
子から親への訪問目的の回答傾向から、 存している傾向にあることが示唆されたため、NT 周辺地
「生活支援依頼型」
、
「親の様子見型」
、
「立ち寄り型」
、
「親 域も近居世帯の受け皿として機能している。郊外 NT はフ
の生活支援型」に回答者を類型化した（表 4）
。同様に親か ァミリー層向けに計画されたものが多く、住宅ストックの
ら子への訪問目的の 6 項目(11)に対する回答データを用いて、 種類が偏った構成となっていると考えられ、また、住宅開
「子・孫との交流型」
「育児・生活支援型」
「立ち寄り型」 発が終盤に差し掛かった NT では、新たに住宅が分譲され
ることは減少している。さらに親子の年齢により、親子間
に類型化した（表 4）
。
子から親への訪問は、育児や食事の支援を親から受ける の往来頻度や目的、親子間の支援の方向など交流の特徴が
ことを主な目的とした「生活支援依頼型」に属する回答者 異なっていることが示唆された。
これらのことから、親子がライフステージによって変化
が最多の 42.4%を占め、親に育児や生活の援助を仰ぐこと
が出来るという近居のメリットが活かされている。一方、 する個々のライフスタイルに基づく住要求を満たしながら、
親の面倒や介護を目的とした「親の生活支援型」は 8.1%に 近居を行うことができるよう、NT 内だけではなく、NT 周
が短いほど、子は居住地選択時に親との近接性を考慮した
度合いが高くなる傾向にあることが示唆された。

- 27 -

表 4 訪問目的による類型別の親・子
子から親への訪問
類型名
生活支援依頼型
親の様子見型
立ち寄り型
親の生活支援型
合計
親から子への訪問
類型名
子・孫との交流型
育児・生活支援型
立ち寄り型
合計

総数
(構成比)
73(42.4%)
50(29.1%)
35(20.3%)
14 (8.1%)
172(100%)
総数
(構成比)
78(53.4%)
51(34.9%)
17(11.6%)
146(100%)

親の様子
を見る

親の面倒
や介護
35.6%
98.0%
54.3%
78.6%
61.0%

子の様子
を見る

住宅や庭の
手入れ
0.0%
0.0%
0.0%
100.0%
8.1%

孫の様子
を見る
48.7%
9.8%
0.0%
29.5%

79.5%
49.0%
0.0%
59.6%

0.0%
14.0%
8.6%
14.3%
7.0%
住宅や庭の
手入れ
0.0%
29.4%
0.0%
10.3%

育児を手伝って 食事を食べさせ 親の家の近くに
もらう
てもらう
行く用事がある
67.1%
65.8%
0.0%
2.0%
0.0%
0.0%
37.1%
25.7%
100.0%
7.1%
7.1%
7.1%
37.2%
33.7%
20.9%
子の家の近くに
育児の手伝い
家事の手伝い
行く用事がある
14.1%
6.4%
24.4%
70.6%
39.2%
7.8%
0.0%
0.0%
100.0%
32.2%
17.1%
27.4%

表 5 類型別の訪問頻度
子から親への訪問** ほぼ毎日～ 月に2,3回 年に数回～
親から子への訪問** ほぼ毎日～ 月に2,3回 年に数回～
週に1,2回 ～月に1回 数年に1回
週に1,2回 ～月に1回 数年に1回
類型名
類型名
生活支援依頼型 (N=73)
42.5%
53.4%
4.1% 子・孫との交流型(N=78)
25.6%
35.9%
38.5%
親の様子見型
(N=50)
34.0%
38.0%
28.0% 育児・生活支援型(N=51)
45.1%
43.1%
11.8%
立ち寄り型
(N=35)
31.4%
51.4%
17.1% 立ち寄り型
(N=17)
5.9%
35.3%
58.8%
親の生活支援型 (N=14)
78.6%
21.4%
0.0%
合計
(N=172)
40.7%
45.9%
13.4% 合計
(N=146)
30.1%
38.4%
31.5%

図 5 類型別の親子の年齢（子から親への訪問）

図 6 類型別の親子の年齢（親から子への訪問）

辺地域をも含めて多様な住宅ストックを整備することが親
子の近居の促進につながると考えられる。例えば、今後空
き家発生の増加が予想される NT 内では、中古住宅の流通
促進が不可欠だが、賃貸住宅を増やすことも必要であると
考えられる。さらに、NT 周辺地域においても、単独世帯や
夫婦二人世帯といったファミリー層以外の世帯や、住宅購
入の準備段階にある世帯に向け、賃貸住宅をはじめ NT 内
に不足している住宅形式を補填するような多様な住宅を整
備することが望ましいと考えられる。
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補注
(1) 事業期間：1971 年～2014 年（国土交通省ニュータウンリスト）, 人口：
56,992 人, 世帯数：20,028 戸（2015 年国勢調査）
(2) 2015 年国勢調査
(3) 地区名無回答の5 部を含む。
(4) 配偶者の親を含む。
(5) 18 歳以上（学生を除く）の子に限る。
(6) 年齢、居住歴について無回答は除く
(7) 表 3 では Fisher の正確確率検定、図 3、図 4、表 5 では Kruskal-Wallis の
検定により、*は両側 5%水準、**は両側 1%水準で有意な差が現れたこ
とを示す。但し、図3 では「分からない」を除いて検定を行った。

(8) 「分からない」は除外している。
(9) 子から親への訪問目的のうち「年末年始・盆等の長期休暇での帰省」と
「その他」の回答傾向及び、この 2 項目以外を選択していない回答者は
類型化から除外している。
(10) 相関係数が 0.5 以上であること、累積寄与率が 70%程度であることを
目安に、子から親、親から子への訪問ともに第3 軸まで採用した。
(11) 親から子への訪問目的のうち「年末年始・盆等の時に会う」と「その他」
の回答傾向及び、この 2 項目以外を選択していない回答者は類型化か
ら除外している。
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都市公園内に設置された保育所の公共貢献機能
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
(1) 研究の背景
2017 年の改正都市公園法施行により、都市公園内への保
育所の設置が、全国的に可能となった。改正都市公園法に
よる保育所等占用にあたり、
「都市公園の占用が公衆のその
利用に著しい支障を及ぼさず、かつ、合理的な土地利用の
促進を図るため特に必要であると認められるもの」
（法第 7
条 2 項）であることが要件とされており、都市公園内に保
育所等が設置される場合には、都市公園本来のオープンス
ペース機能を確保するとともに、都市公園の機能の増進が
求められている 1）。
2015 年の国家戦略特別区域法（以下、特区法という）を
活用し、先行的に都市公園内に設置された保育所の事例で
は、保育施設の屋上の一般開放といった空間の共用や、子
育て相談などの地域住民及び一般の公園利用者との交流を
行う事例がみられる。例えば、東京都品川区の西大井広場
公園内に設置された「まなびの森保育園西大井」では、屋
上や施設内のトイレを一般開放している 2）。また、東京都
世田谷区の祖師谷公園内に設置された「茶々そしがやこう
えん保育園」では保育所内にカフェを併設し一般開放を行
っている 2）。これらの事例のように、保育所が公共的な役
割を担い地域に貢献すること（以下、公共貢献という）に
より、保育所がオープンスペース機能に限らず都市公園の
種々の機能を補完しようとしていると考えられる。
三輪ら 3）は特区法を活用した保育所の事例においても、
当該地方自治体により保育所が地域への貢献や地域との交
流を行うことを求められていることを述べている。
しかし、
保育所の公共貢献による都市公園の機能の確保や増進の実
態について扱った研究はみられない。したがって、保育所
の設置により低減される都市公園の機能を、保育所の公共
貢献によりどのように補完・増進するのか、公共貢献の際
の防犯面など保育所の運営上の課題はどのようなものであ
るかを明らかにすることは、今後改正都市公園法を活用し
て公園内に設置される保育所の増加が見込まれる今日にお
いて重要である。
(2) 研究の目的
本研究では、公園内に保育所が設置される際には、設置
される保育所の公共貢献により都市公園の機能が補完また
は増進されるべきという立場にたち、特区法により先行的
に公園内に設置された保育所の公共貢献の実態、公共貢献
を行う上での運営上の課題及び工夫などを明らかにする。
さらに、都市公園内への保育所の設置に際し、当該地方自
治体の公園管理部局もしくは保育所の設置部局と保育施設
運営事業者との公共貢献機能の確保の取り決めの有無や内

西端 佑騎
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澤木 昌典

容等（以下、公募・要請等という）を把握する。以上の得
られた結果から、都市公園内の保育所による公共貢献の現
状について都市公園の機能の増進もしくは補完という観点
から考察することを目的とする。
2．研究の方法と構成
特区法を活用し公園内に設置された保育所を国家戦略特
別諮問会議の議事要旨より特定した（表－1）
。把握した保
育所 16 園を対象にアンケート調査を行い、保育所による
公共貢献の実態を把握した。また、一部の保育所（3 園）に
おいて補完的にヒアリング調査を行い、公共貢献の実施頻
度及び公共貢献を行う上で実際に生じている課題等を確認
した。必要に応じ保育所の設置に関わった当該地方自治体
の担当部局へのヒアリング調査を行い、公共貢献機能の確
保の取り決めの有無等を確認した。また、当該公園の現有
機能や保育所の設置以前の土地の用途（以下、従前用途と
いう）を Google 社の Google Maps を用いて明らかにした。
得られた結果を用いて、都市公園の機能の確保という点に
着目し、都市公園内に設置される保育所の公共貢献の現状
について考察する。
3．研究対象保育所の公園面積と占用面積による類型化
研究対象の保育所は表－2 に示す 16 園である。
保育所を総合公園などの面積の大きい公園に設置した場
合と面積の小さい公園に設置した場合とでは、後者の方が
一般の公園利用により影響を与えると考えられる。
そこで、
保育所が立地する公園の面積や保育所の占用面積の平均値
を基準に研究対象を各 2 種類に分類した（図－1）
。保育所
が立地する公園の平均面積は 11.7 ha、保育所の占用面積の
平均は 0.86 ha である。公園面積が平均以上を大公園、平均
以下を小公園、占用面積が平均以上の保育所を大規模型、
平均以下を小規模型とした。
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表－1 調査の概要
調査方法
文献
調査方法
実施日時
調査内容
調査方法
配布日時
回収日時
調査項目

ウェブ資料
首相官邸 国家戦略特別区域諮問会議(2015 年～2017 年)4)
ヒアリング調査
①2018 年 12 月～2019 年 1 月 ②2019 年 6 月
①当該地方自治体を対象に実施し、公募・要請等の有
無、内容等を把握
②一部の保育所(N=3)を対象とし、公共貢献の実施頻度・
行う上での課題等を把握
アンケート調査
2018 年 12 月 4 日～11 日
配布数
16
2018 年 12 月 10 日～21 日 回収数（率） 12（75％）
公共貢献の種類、課題等/イベントの有無、内容等/子供
人数、スタッフ数

表－2 研究対象とする保育所及び公園の面積と占用面積による類型・従前土地用途
所在地
東京都世田谷区
東京都杉並区
東京都渋谷区
東京都品川区
東京都荒川区
東京都江東区
東京都足立区
大阪府豊中市
福岡県福岡市
兵庫県西宮市
神奈川県横浜市
宮城県仙台市

開設年
2017 年
2018 年
2018 年
2017 年
2018 年
2017 年
2018 年
2017 年
2018 年
2018 年
2017 年
2018 年
2017 年
2018 年
2017 年
2017 年

公園名(1)
祖師谷公園
（総）
蘆花恒春園
（風）
和田堀公園
（総）
代々木公園
（総）
しながわ区民公園（総）
西大井広場公園 （近）
宮前公園
（近）
汐入公園
（総）
木場公園
（総）
東綾瀬公園
（総）
ふれあい緑地
（緑）
羽鷹池公園
（他）
中比恵公園
（近）
久保公園
（街）
反町公園
（近）
中山とびのこ公園（近）

面積(2)
9.3(ha)
8.0(ha)
26.1(ha)
54.1(ha)
12.7(ha)
1.4(ha)
2.3(ha)
12.9(ha)
23.9(ha)
15.9(ha)
13.0(ha)
2.6(ha)
1.3(ha)
0.7(ha)
2.6(ha)
1.2(ha)

類型
小公園大規模型
小公園大規模型
大公園大規模型
大公園大規模型
大公園小規模型
小公園小規模型
小公園小規模型
大公園大規模型
大公園大規模型
大公園大規模型
大公園小規模型
小公園小規模型
小公園小規模型
小公園小規模型
小公園小規模型
小公園大規模型

主な従前土地用途
多目的広場
多目的広場
多目的広場
非供用スペース
多目的広場
植栽
多目的広場
多目的広場
多目的広場
多目的広場
多目的広場
非供用スペース
多目的広場
建築物
遊休建築物
多目的広場

用途地域
住居系
住居系
住居系
住居系
住居系
住居系
住居系
住居系
住居系
住居系
住居系
住居系
商業系
住居系
商業系
住居系

徒歩圏内の駅の有無
無
無
無
有
有
有
有
無
有
有
無
有
有
有
有
有

（3）
表－3 都市公園内保育所による公共貢献（複数回答）

類
型
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4．保育所による公共貢献の実施実態
アンケート調査結果より明らかになった保育所による公
共貢献の内容を表－3 に示す。公共貢献を行っていないの
は回答した 12 園中 3 園であり、1 園当たり平均して 3.5 種
の公共貢献を行っていた。3 章の類型別でみると、平均し
て小公園小規模型で 5.0 種、小公園大規模型で 2.0 種、大公
園小規模型で 5.0 種、大公園大規模型で 5.0 種の公共貢献
を行っており、小公園大規模型では、公共貢献の種類は少
ない結果となったが、それ以外の類型では地域住民等も利
用できる保育所内施設等が多いと言える。なお、公共貢献
を行っている 2 園に対する補完的なヒアリング調査によれ
ば、公共貢献の実施頻度としては、屋上や園庭の開放は月
一回程度、授乳スペースやおむつ交換スペースに関しては
開園時間内であれば常時開放していた。一方、アンケート
調査及び保育所の設置に関わった当該地方自治体へのヒア
リング調査からは、保育所による公共貢献のうち、保育所
の設置に関わった当該地方自治体担当部局による公募・要

(N=2)

図－1 研究対象の公園面積及び
保育所の占用面積による類型化
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請等に基づく公共貢献は、園庭の開放、授乳スペースの開
放及びおむつ交換スペースの開放が多かった。
（1）従前土地用途及び利用内容との関係
従前土地用途としては、多目的広場、非供用スペース等
がみられた（表－2）
。そこで、オープンスペースの利用と
いう点に着目し、従前土地用途を「一般の公園利用スペー
ス（多目的広場、植栽、建築物）
」と「非公園利用スペース
（非供用スペース、遊休建築物）
」に分類し、従前土地用途
別の公共貢献の内容を表－4 に示す。公共貢献を行ってい
ない 3 園は従前土地用途が一般の公園利用スペースであっ
た。街区公園等の小規模の公園内に保育所が設置された場
合は、当該都市公園のオープンスペース機能の低下が想定
され、今後公共貢献による都市公園の機能の補完が必要と
考えられる。
公共貢献についての一般公園利用者の利用内容は、休憩
場所（7 園）及び交流場所（7 園）が多い。また、災害時の
避難場所として公共貢献を行う用意がある保育所も 3 園あ
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表－4 従前用途別にみる一般公園利用者に対する
公共貢献の利用内容（複数回答）
従
前
土
地
用
途

類
型

ペ利非
ー用公
スス園

小公園小規
模型(N=2)
小公園小規
模型(N=3)

一
般
の
公
園
利
用
ス
ペ
ー
ス

小公園大規
模型(N=2)
大公園小規
模型(N=2)
大公園大規
模型(N=3)

と
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と
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と
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て流
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用

●
●
●

●

●
●

そ
の
他
の
利
用

●

●

●

●

●
●

●

所災
と害
し時
ての
の避
利難
用場

●

●
●

●

不
明

●
●

図－2 公園内保育所が公共貢献を行う上での課題(N=9)

●

●

● ●
*非公園利用スペースは、従前土地用途が
主に非供用スペース、遊休建築物である。

表－5 保育所の公共貢献と公園の
現有機能の関係（複数回答）
公募・要請等の有無別の
開放している保育所数
有
無
不明
有（N=3）
0
0
0
無（N=9）
5
1
0
有（N=6）
2
0
1
無（N=4）
3
0
0
不明（N=2）
0
0
0
少グループ（N=9)
1
4
0
多グループ（N=3）
2
0
1
*「少グループ」は公園内のトイレの個数が平均
（4.38 個）以下、
「多グループ」は平均以上。

保育所が設置されている
公園の現有機能
授乳スペース
おむつ交換ス
ペース
トイレ

った（いずれも立地する公園が指定避難場所）
。各保育所が
立地する公園が当該自治体により避難場所として指定され
ているのは12 園中11 園であり、
うち4 園は小公園である。
これら 11 園のうち現状では避難場所として公共貢献を行
う用意がなされていない保育所が 8 園あり、これらに関し
ては、今後災害時の避難者への避難場所の提供などへの対
応の検討が求められる。
（2）公園の現有機能との関係
保育所が立地する公園内には、公園の現有機能として、
12 公園中、3 公園で授乳スペース、6 公園でおむつ交換ス
ペース、9 公園でトイレが設置されている。表－5 より、授
乳スペースを開放している 7 園では公園内に授乳スペース
は設置されていない。これらの公園では、保育所の公共貢
献により都市公園の機能が増進したと言える。但し、この
うちの 4 園は公募・要請等によるものであり、保育所設置
の段階から当該地方自治体や公園管理者が都市公園機能の
増進を考慮していたことが示唆された。公園内に授乳スペ
ースがなく、保育所による開放も行われていない 3 園のう
ち 2 園は、保育所の徒歩圏内に授乳スペースを提供してい
る公共施設があるが、
もう1園ではそれらの施設はない(4)。

図－3 公園内保育所が公共貢献を行う上での工夫(N=9)
おむつ交換スペースを開放している保育所では、3 園で
公園内におむつ交換スペースがなく、これらの公園でも保
育所の公共貢献により都市公園の機能が増進したと言える。
なお、おむつ交換スペースを保育所が開放しておらず、公
園内にもない、もしくは所在が不明の 3 公園のうち 1 公園
においては、保育所の周辺にもおむつ交換スペースを提供
している公共施設がない(4)。従って、保育所がおむつ交換ス
ペースを開放することが求められる。
トイレの開放に関しては、公園内のトイレの数が少ない
9 公園のうち 5 公園において保育所によりトイレが開放さ
れていた。これより、保育所によるトイレの開放は都市公
園の機能の増進につながっていると言える。
（3）公共貢献を行う上での課題
公共貢献を行う上での課題としては、
「園児・従業員の安
全」
、
「生活」
、
「従業員の負担」
、
「管理」
、
「災害時」
、
「その
他」に大別できる課題が挙げられた（図－2）
。
「園児・従業
員の安全」では、9 園中 5 園が「園児の防犯面」
、3 園が「園
児のプライバシーの保護」を挙げ、特に小公園小規模型、
小公園大規模型などの公園面積が小さい公園では 5 園中 3
園が「園児の防犯面」
、2 園が「園児のプライバシー面」の
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課題を挙げた。大公園大規模型及び大公園小規模型などの
公園の面積が大きい公園では、4 園中 2 園が「園児の防犯
面」
、1 園が「園児のプライバシー面」の課題を挙げ、小公
園に比べ防犯面及びプライバシー面での課題の指摘が少な
かった。これは、公園面積が小さい場合は、公園面積が大
きい場合と比べ保育所敷地を公園敷地外に接しないように
設置することが困難であり、一般の公園利用者の他、道路
の通行者とも遭遇しやすいためであると考えられる。
また、
「災害時の円滑な避難誘導」や「災害時の物資の提供」で
の課題が挙げられた（いずれも 3 園）
。この結果より、災害
時の避難誘導や災害時に提供を行う物資の確認等が必要で
あると考えられる。
（4）公共貢献を行う上での工夫
公共貢献を行う上での工夫としては、
「動線面」
「
、運営面」
、
「災害時」
、
「その他」に大別できる工夫が挙げられた（図
－3）
。
「動線面」では、
「建物内に立ち入れる場所の限定」
が 9 園中 6 園で挙げられ、最も多かった。
「運営面」での工
夫も多くなされており、
「従業員の同行」
などが挙げられた。
大公園大規模型ではその他の工夫として「セキュリティ面
で、予約制にしている」との回答がみられた。この保育所
では保育所内の部屋を開放しているが、防犯面での課題や
プライバシー面での課題は挙げられておらず、予約制は防
犯面やプライバシー面での対策として有効であることが示
唆された。他の公共貢献を行う上での工夫としては、
「公共
貢献を行う時間の限定」
（5 園）が多く挙げられた。
5．一般の公園利用者も参加可能なイベント
公園内に設置された保育所が主催、もしくはその他の団
体が主催し保育所が共催等（5）の協力をする、一般の公園利
用者も参加できるイベントの有無を尋ねた。あると回答し
た保育所は 8 園、イベント数は 26 であった。表－6 に各保
育所のイベントの中で過去最も一般の公園利用者等の参加
が多いイベントの内容を示す。
プールの開放などの乳幼児を持つ世帯向けのイベントの
ほか、夏祭りなどの地域住民や子連れでない一般の公園利
用者も参加可能なイベントもみられた。運営形態や開催場
所は類型との関係はみられなかった。大公園小規模型にお
いては、
公募・要請等によるイベント開催が 1 園あったが、
その他の保育所では全て自主的に開催されていた。
一方ヒアリング調査からは、園内でイベントを開催して
いる保育所において、
安全面を危惧する意見も確認できた。
6．まとめと考察
5 章で示したように、保育所の公共貢献により、都市公
園の機能が増進もしくは補完された公園があることが明ら
かとなった。都市公園内への保育所の設置を検討している
地方自治体は、都市公園の機能の増進のために公園内の授
乳スペースなどの機能の有無を考慮し、公園内への新設が
難しい場合は、保育所が授乳スペースなどの開放を公共貢
献として行うことで、都市公園の機能を増進できる。しか

表－6 最も参加者の多いイベントの内容

小公園小
規模型

共催等
共催等
主催
主催

公募・
要請等
×
×
×
×

小公園大
規模型

共催等

×

保育所

大公園小
規模型

共催等
主催
主催

〇
×
×

公園
保育所
保育所

類型

運営形態

開催場所

内容

公園
保育所
保育所
公園

夏まつり
夏まつり
遊び
遊び
かだんの花植え
こいのぼりのデザイン
フェスティバル
プールの開放
コンサート

し、公共貢献を行っていない保育所や、保育所の立地する
公園が災害時の避難場所に指定されていながら災害時の避
難場所として公共貢献を行う用意がない場合があることも
明らかとなった。
また、従前土地用途と公共貢献との分析より、従前土地
用途が一般の公園利用スペースであった小公園においても、
公共貢献を行っていない保育所があることも明らかとなっ
た。そのため、特に街区公園や近隣公園などの小規模の公
園に設置された保育所においては、今後公共貢献を行うこ
とによる都市公園の機能の補完が求められると言える。ま
た、小公園でも従前土地用途が非公園利用スペースであっ
た公園や総合公園等の大規模の公園に関しては、保育所の
設置による一般の公園利用の影響は比較的少ないと考えら
れるが、引き続き公共貢献による都市公園の機能の増進を
図ることが望ましい。
公共貢献を行う上での課題としては園児や従業員の防犯
面の課題が保育所から最も多く挙げられた。そのため、今
後は一部の保育所において実施されているように、
「従業員
の同行」などの工夫を行い、安全に都市公園内の保育所が
公共貢献を行えるよう対策を講ずることが重要であると言
える。
補注
(1) (総)は総合公園、(風)は風致公園、(近)は近隣公園、(緑)は都市計画緑地、
(街)は街区公園、(他)は都市計画公園以外の都市公園を示す。
(2) 面積は開設面積である。しかし、宮前公園に関しては 2019 年 6 月現在
では、整備中のため計画面積を示す。
(3) ◎は公募・要請等による公共貢献、〇は公募・要請等によらないもの、
△は不明を表す。
(4) 徒歩圏内にある、授乳スペース等を開放している公共施設は、
「ママパ
パマップ」(https://mamamap.jp/) で把握した。
(5) 共催等は共催、後援、協力等を含む。
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子どもの建築・まちづくり学習についての一考察
－ 活動事例の調査と実施の経験を踏まえて －
株式会社地域計画建築研究所
株式会社地域計画建築研究所
株式会社地域計画建築研究所
株式会社地域計画建築研究所
株式会社地域計画建築研究所
株式会社地域計画建築研究所

１．はじめに
1991 年に開催されたシンポジウム「建築と子供たち日米
シンポジウム IN 仙台 建築と子供たちカリキュラム」を
契機として、日本国内における子どもの建築・まちづくり
学習に関する活動が多く見られるようになった１）２）。近年、
大学の研究室や建築関係団体、建築関連の企業等がこれら
の活動を実施しているが、その活動内容や活動から得られ
た知見等についての情報は十分に発信・共有されておらず、
同様の活動を実施する際に参考となる情報を収集すること
は容易ではない。
そこで本稿では、
継続的に実施されている子どもの建築・
まちづくり学習に関する活動の事例を整理するとともに、
筆者らが実際に関わった活動から得られた知見を踏まえ、

増見
坂井
羽田
松下
依藤
中井

康平
信行
拓也
藍子
光代
翔太

子どもの建築・まちづくり学習に関する活動の展開方策や
あり方について考察する。
２．事例調査と整理
子どもの建築・まちづくり学習に関する活動について、
ウェブ上で情報発信が行われているものに着目し、事例収
集を行った（１）。継続的に実施されている事例として確認で
きた活動の概要についてまとめる（表-1）
。また、実際に運
営スタッフとして活動に関わった関係者へのヒアリングよ
り明らかとなった事項について整理する。
（１）実施主体
建築関係団体や建築関連の企業が実施主体となっている
事例が多く、複数の主体が参加する実行委員会が実施する

表-1：子どもの建築・まちづくり学習の活動事例の概要
No.
①

②

③

名
称
子ども建築塾「いえとま
ちって何だろう？」

実施主体
伊藤建築塾
NPOこれからの建築を考える

こども建築教室
京都精華大学 建築学科
（ワークショップ各種） 葉山スクールスケール・アー
キテクツ一級建築士事務所
「まち・たてもの・くら
し」づくり学習

公益社団法人 日本建築家
協会関東甲信越支部

なごや☆子ども City

⑤

758 でまえワークショ
ッパーズ

⑥

楽つみ木広場ワークシ
ョップ

NPO法人子ども＆まちネット
（名古屋市子ども青少年局
青少年家庭課発注事業）
名古屋市周辺の大学生団体
（名古屋大学小松研究室・名
古屋市立大学鈴木研究室）
株式会社 木楽舎
つみ木研究所

⑦

歴史的建築物の震災復
興ワークショップ

NPO 法人 建築と子供たちネ
ットワーク仙台

⑧

ふじさわこどもまちづ
くり会議
建 築 と 子 供 た ち in
KYOTO
子ども教育支援建築会
議

ふじさわこどもまちづくり
会議実行委員会
（アトリエエーワン）
公益社団法人 日本建築家
協会近畿支部京都地域会等
一般社団法人 日本建築学会
（学校教育支援部会）

けんちく体操

米山勇ほか

なにわ出前塾

株式会社 竹中工務店

④

⑨
⑩
⑪
⑫

内
容
小学校高学年の児童を対象に、一年を通して建築やまち、環境について考える塾
を実施（前期・後期２期制、20 回/年）
。前期は「いえ」をテーマに設計を行い、
後期は「まち」をテーマに、まちあるきを実施したうえで設計を行う。
「記憶に残る空間」をデザインし・製作し、幼稚園・保育園・児童館で実施。
ダンボールを用いて、道・服・道具・部屋等をつくり、園児に遊んでもらう。
子どもたちが考える理想の家の間取りをつくり、壁と屋根を決定し、1/50 の模
型を 2 時間で完成させる。等の多様なプログラムを実施している。
小中学校の「総合的学習」において、
「まち・たてもの・くらし」づくり学習を
組み込む。視聴覚系授業や空間体験授業等、様々なプログラム例を示し、小中学
校の学習プログラムに沿った形で、授業を提供する。
小学５年生～高校生が実行委員となりイベントを実施。イベント当日は、参加者
に仮想のまちを体験してもらう。店舗や銀行・税務署等の公共サービス、起業す
る等を実行委員が運営し、まちの仕組みを体験する（8～1 月）
。
様々な素材などを使ってまちや家（空間）を作成し、デザインやまちづくりなど
をテーマとした子ども対象の住環境に関するワークショップを実施。理想のま
ちづくりやニューマンスケールの家などの模型を作成し、空間体験等を行う。
大人と子どもが一緒に多くの積み木を使って遊びながら、自分で考え、思いをカ
タチにする過程で、モノづくりの楽しさや創形表現を学ぶもの。子どもが出会
い、つみ木という遊びを通して相互に学びあう場としてワークショップを実施。
東日本大震災で被災した歴史的建造物の修復や、そのお手伝い作業を子どもた
ちが参加するワークショップとして実施。蔵のファサードのデザインや修繕工
事のお手伝い、公園の模型を作って発表する等、多様なプログラムを実施。
身近なまちの自然環境やまち並みを見て、地域の人から歴史を聞く「タウンウォ
ッチング」
、感じたこと等を話し合う「ディスカッション」
、自分たちが考える理
想のまちを制作して表現する「模型によるまちづくり」を行うワークショップ。
子どもたちと共に、町家や歴史的建造物の探検をしたり、家の模型などを作るワ
ークショップ・イベントを毎年夏休みに開催。
杉並区内の小学校における試行的な取り組みを通して、一般的に活用できる教
育プログラム・教材を開発している。夏に冷房を使わずに快適に過ごす工夫につ
いての実験や、まちあるきを伴う模型の作成等、多様なプログラムを実施。
子どもを対象としたワークショップのために開発された体操。プロジェクター
で写された建築物の写真を観察し、自身の身体で形を真似る。書籍・DVD 化。
小中学校を対象に学校の授業として実施。サーモカメラ等を使用した実験を伴
う設備計画系、振動台と 5 層ラーメン構造模型を使用した構造計画系のプログ
ラムを実施している。
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ものもある。大学の研究室等でも実施が見られるが、自治
体では継続的に実施されている事例は少ない。また、一部
の実施主体は、書籍や PDF 形式の教材を提供している。
（２）実施の目的
子どもの建築・まちづくり学習活動の目的は、建築やま
ちづくりに関わる仕事への啓発、すなわち後継者の育成や
興味を持っていない人に対する興味関心の向上はもとより、
発想力や想像力等さまざまな感性が養われる初等教育期に
建築に触れる機会を増やす、学校教育では教えることが難
しいとされる分野（例えば、公共の概念や問題解決能力、
論理構成力等）を理解させる等の他、シティズンシップ教
育の一環やシビックプライドの醸成を目指して実施されて
いる。
（３）プログラム
子どもの建築やまちづくり学習のプログラム内容とねら
いについて以下のように整理した（表-2）
。プログラムのね
らいは、
「建築やまちづくりへの興味関心の向上」
、
「シビッ
クプライドの醸成」
、
「建築やまちを通した学習促進」に類
型化される。プログラム内容は、フィールドワーク、ワー
クショップ、ゲームに類型化される。事例数としては、
「建
築やまちづくりへの興味関心の向上」をねらいとするワー
クショップを行うものが最も多い。
表-2：プログラムのねらいと内容の類型
プログラム内容

ね
ら
い

A

B

C

ﾌｨｰﾙﾄﾞﾜｰｸ

ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ

ｹﾞｰﾑ
⑥⑪

a

建築やまちづくりへ
の興味関心の向上

①⑦⑧⑨⑫

①②③④⑤⑥
⑦⑧⑨⑫

b

シビックプライドの
醸成

⑦⑧⑨

④⑦⑧⑨

c

建築やまちを通した
学習促進

①⑦⑧⑨⑫

①③⑨⑩⑫

※ 表内の番号は表-1 の活動事例の No.を示す
※ c「建築やまちを通した学習推進」に該当するプログラムのうち、算数や
理科などの教科学習と関連させているものにハッチをかけた

【プログラムのねらいの整理】
a.建築やまちづくりへの興味関心の醸成
・建築やまちを体験することにより建築そのものや建築が
存在するまちのおもしろさについての気付きを促し、建
築やまちづくりへの関心の醸成を図るもの
b.シビックプライドの醸成
・子どもたちが住むまちやその建築や題材にすることによ
り、地域についての理解を促し、愛着を高めてシビック
プライドの醸成を図るもの
c.建築やまちを通した学習推進
・建築やまちを教育のツール・媒体として用い、子どもの
発想力、コミュニケーション能力、論理構成力等の基礎
的な能力や創作活動等の感性の発達から算数・理科等の
教科学習の促進を図るもの

【プログラム内容の整理】
Ａ.フィールドワーク
・屋外に出てまちや建築についての説明を聞いたり、子ど
もの視点でまちや建築を観察したり、実際に建築の中に
入って空間体験を行うプログラム
Ｂ.ワークショップ
・屋内等においてグループでの協働作業を行ったり、個人
でまちや建築をテーマに絵を描いたり、模型を制作した
りする等、主体的に身体を動かす作業を行うプログラム
Ｃ.ゲーム
・まちや建築をテーマにしたオリジナルのゲームにより、
意識しないでも楽しみながら学べるプログラム
フィールドワークは、子どもたちの安全確保の観点から
プログラムの実施に要する人材や予算の確保等について、
ワークショップより実施のハードルが高いと考えられる。
また同様の理由で、子どもたちが住む地域を題材にフィー
ルドワークを行うことで学習効果をより高めることができ
る「シビックプライドの醸成」をねらいとしたプログラム
が、
「建築やまちづくりへの興味関心の醸成」をねらいとし
たプログラムよりも少なくなっていると考えられる。
「建築やまちを通した学習促進」をねらいとするプログ
ラムのうち、子どもの発想力やコミュニケーション能力、
論理構成力等の基礎的能力や創作活動等の感性の発達を学
習効果として期待するプログラムは多く実施されているが、
学校教育の教科学習と関連させて学習の促進を図るプログ
ラムは少ない傾向にある。
また、ゲームは、継続的な活動事例は少ない傾向にある
が、トランプ・かるた等のカードゲーム、ペーパークラフ
ト、パズル、組み立てブロック、簡易模型キット等の建築
や都市をテーマとしたツールが市販されていたり（表-3）
、
3）
建替えデザインゲームに関する研究 や、ゲームと建築学
習の教育効果に関する研究 4）がなされていたりと、建築や
まちづくりに興味関心がない子どもや一般の人々にでも楽
しみながら建築やまちづくりを学習できるアプローチとし
ての活動は行われている。
表-3：建築や都市をテーマとしたツールの例
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ツール（写真）
防災トランプ 5）

概要
通常のトランプのルールを基本とし
て、あるタイミングでカードに記載さ
れているお題について防災の話をす
ると、ゲームを進める上で有利なボー
ナスルールが追加されたトランプ。
製造：株式会社ウイングベース

ビルド・ミー6）

高層ビルを建築しながら進めるカー
ドとドミノ。不運要素や妨害などのカ
ードを引きながら、スリットの空いた
ピースで建物を構築し、カードゲーム
をしながら、建物をつくる。
製造：Cinqpoints（ポーランド）

（４）実施形態
開催地と参加者の関係性に着目すると、学校や地域に出
向いてプログラムを実施する「出前型」のプログラムと、
プログラムのテーマに基づき開催地を設定し参加者を募る
「公募型」のプログラムに大別できる。
出前型では、
実施主体側が発信した情報や口コミにより、
プログラムについてたまたま知った学校や地域から実施主
体に実施依頼が寄せられ開催に至るケースが多く、学校や
地域等と実施主体がつながることが難しいといえる。
出前型のフィールドワークでは、日常的な生活圏内にお
ける発見や気付きから建築やまちについて学習でき、
「シビ
ックプライドの醸成」をねらいとしたプログラムが実施で
きる利点があるが、一方で、実施主体が開催地の地域性を
あらかじめ読み解いてプログラムの内容を作成する必要が
あるため、実際には実施主体の所在地や活動する地域で行
われている場合が多い。
公募型のフィールドワークでは、実施主体の意図する建
築物やまちを題材にすることで、特徴的で魅力的な建築物
やまちを子どもたちに体感してもらうことができるため、
子どもたちの興味関心が高まりやすく、印象に残りやすい
と考えられる。
また、屋外に出ないワークショップやゲームの場合は、
出前型と公募型の実施条件に大きな差異はなく、どちらの
実施形態でも実施可能である。
（５）その他（情報発信等について）
公益社団法人日本建築家協会は、
「JIA ゴールデンキュー
ブ賞」を 2010 年に創設し、UIA（国際建築家連合）
Architectue & Children Golden Cube Awards の国内推薦作品の
選考とともに、子どもを対象とした建築やまちづくり等の
教育活動ならびに関連する教材等を評価、支援する事業を
行っている 7）。
一般社団法人日本建築学会教育委員会は、
「建築教育シン
ポジウム」を 2000 年より毎年開催しており、子どもから大
人までを対象とした幅広い建築教育についての研究論文や
教育事例、活動報告等の情報発信を行っている 8）。
３．子どもの建築・まちづくり学習の実施
筆者らが実施に関わった活動を通して得られた知見を整
理する。
３．１．いこま塾（平成 29 年度）9)
（１）概要
開催日：2018/2/25
場 所：生駒市役所
参加者：市内小学校 4～6 年生 21 名（1～3 年生含）
講 師：久 隆浩（近畿大学教授）
主 催：生駒市都市計画課
類 型：公募型・フィールドワーク＆ワークショップ
（２）プログラム内容
はじめに、生駒市内の住宅地、集落地、商業地において
まちあるきを行い、
生駒市のまちの特徴を調査した。
次に、

住宅地、集落地、商業地のそれぞれをテーマとする 3 つの
グループに分かれ、グループごとにまちあるきで見つけた
ものを書き出した。それらをもとに、住宅や店舗等の絵を
紙の立方体に描き、まちのベース（敷地）に並べた。
その後、まちあるきで発見したことや感じたことをヒン
トに、まちをもっとよくするアイデアを出し合い、模型に
反映させた。最後に、製作した模型で意図したことやこだ
わった部分等について発表した。
なお、製作時間を短縮するために、建物等を描く立方体
と敷地は、あらかじめ製作し、用意した。

写真 1.まちあるきの様子 写真 2.見つけたもの

写真 3. 模型製作の様子

写真 4.製作物

（３）得られた知見
まちあるきに際しては、まちにあるふしぎなもの、おも
しろいものを見つけるための視点等を紹介する事前レクチ
ャーを行うとともに、見つけたものとその具体的な特徴、
まち全体の特徴等を記入できる「見学シート」を配布した
ことにより、まちあるきの効果を高めることができた。ま
た、全員が同じコースを回ったが、あらかじめ住宅地、集
落地、商業地のグループを分けておいたことで、3 つのま
ちの違いを意識させることができた。
建物を描いた立方体を敷地に並べていく中で、広い公園
や学校等を設置する発案があり、位置や大きさについて摺
合せを行っている様子が見られた。また、立方体を積み上
げた超高層マンションを作成した参加者がいたグループで
は、反対意見等も出て調整した結果、まちの端に設置する
ことになった。具体のアイデアや発生する問題に対し参加
者間で調整し解決策を見出すプロセスは、実際の市民主体
のまちづくりでも辿るものであり、まちづくりの担い手を
育む教育として有効であると考えられた。
参加者アンケートでは、
模型づくりについてはほぼ全て、
まちあるきについては半数以上の子どもたちが「楽しかっ
た」と回答している。また、気づいた点として、3 つのまち
の違いに関することや、まちの中におもしろいものや知ら
ないものがあったことを挙げる回答が多く、さらに大部分
の子どもたちがまちを見ることが「好きになった」
「少しだ
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け好きになった」と回答しており、一定の学習効果が得ら
れたことが確認できた。
３．２．建築史家・倉方俊輔さんと行く、こどもツアーう
めだクロニクル～いつかの未来を語る建築たち～10）
（１）概要
開催日：2016/11/6
場 所：大阪市北区
参加者：小学校 1～3 年生 8 名＋同行保護者（8 名）
講 師：倉方 俊輔（大阪市立大学准教授）
主 催：大阪市都市整備局企画部住宅政策課
類 型：公募型・フィールドワーク
（２）プログラム内容
著名な建物を解説付きで巡るツアーを実施した。富国生
命ビル、梅田吸気塔、スリープカプセル、阪急梅田ビルス
カイロビーの順に建物を見学し、触って体感した。また、
空間を構成している素材、空間の見え方、建物・空間の機
能、設計者等について専門家による解説を行った。

４．おわりに
今回調査した事例において、教科学習の促進効果を目的
としたものは少なかった。また、公募型への参加者（保護
者）も子どもの建築・まちづくりへの興味関心の向上・醸
成を目的に参加しているといえる。今後、子どもを対象と
した建築・まちづくり学習を広く提供するためには、学習
指導要領における目標等に即した内容を盛り込み、学校と
連携し授業内で実施することが有効である。その際、低学
年向けには子どもたちの建築・まちづくりへの興味関心を
高め、手軽に取り組める「ゲーム」等のプログラムを、高
学年向けには、思考力やものの見方を広げるために、グル
ープ内での議論を通して、課題を解決するプロセスを体験
するプログラムをそれぞれ行う等、段階的に学習につなが
るプログラムを考えることが重要である。また、発想が自
由で豊かな子どもの段階から建築・まちづくりに関連する
視点を取り入れることは、未来のまちづくりの担い手を育
てるシティズンシップ教育としても重要である。
また、プログラム内容や、プログラム作成の留意事項等
についての情報交換の場やデータベース化により、建築・
まちづくりをテーマとした様々な主体による取組みにつな
がっていくと考える。
補注
(1)Web を媒体として、
「建築」＆「子ども」のキーワード検索により上位 100
件で確認できた活動事例から数年に渡り活動が行われているものを抽出
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広場活用型まちづくりワークショップにおける合意形成の進め方に関する研究
－ 八尾市北山本地区を対象として－
京都府建設交通部
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 章 はじめに
近年はどの都市においても財政難が続き多くの資金を都
市整備に使うことが困難な状況である。しかし、住民の方
からは身近な都市整備への要望は拡大の方向にある。最近
は、本当に必要とされているまちづくりとしての都市整備
を行うため、行政だけでなく住民や地域団体、企業などが
参加し、協働のまちづくりに取り組む地域も多くなってき
ている。協働のまちづくりを進めていくには共有できる目
標を定める必要がある。地域での目標の設定や互いの考え
や知識の共有、実現に向けた活動等を行うため「まちづく
りワークショップ」という年代を問わず多くの方が集まれ
る場が必要である。
「まちづくりワークショップ」は、実際に住民の方々が
参加し、
その地域の問題点や将来について意見を出し合い、
どのようなまちづくりを行っていくかと考えていくもので、
住民が感じていることや考えていることを得ることができ
る場である。住民同士で共通認識を抱くことでまちが抱え
ている問題を解決するための新たな考えを発見することが
できる。住民と行政が互いにまちづくりを行っていくため
にも「まちづくりワークショップ」は非常に重要なもので
ある。本研究では合意形
成を図るために利用さ
れる「まちづくりワーク
ショップ」にはどのよう
な問題点や課題がある
のかを実証する。対象地
図-1 対象施設の所在地
区は八尾市北山本地区
であり、対象とした施設は山本町北第 2 公園(キリン公園)
と福万寺水防倉庫敷地である。(図-1)
2 章 ワークショップの活動状況
2017 年度に行われたまちづくり活動では北山本小学校
の児童 4-6 年生(約 120 名)が校区全体において清掃・美化
などの 4 つの視点から意見を出し合い問題や対策などを出
し合い整理した。この結果、大人と子供の協働によるまち
づくり活動が可能であることが明らかになった。今後、地
域を担っていく子供たちの成長を支援していくため「水と
花と緑のまちづくり‐北山本地区“こどもの夢”つくり隊‐」
を目指して具体的な活動に移行するために、意見をまとめ
る場として 4 回のワークショップを行い、参加者にアンケ
ート⁽¹⁾に回答してもらった。
2-1 第 1 回 北山本地区ワークショップ 9/15(土)
ワークショップの全体説明と 2017 年度の結果説明、
「若

福井
副島
岩崎
山口

智大
脩平
義一
行一

人の会」代表松本氏の考えるまちづくりのあり方の説明な
どがメインであった。参加者の多くが高齢者であり顔なじ
みということもあり、
和気あいあいとした雰囲気であった。
2-2 第 2 回 北山本地区ワークショップ 10/6(土)
キリン公園と水防倉庫の活用方法についてまとめた。複
数のグループに分かれ各自で持ち寄った情報を自然・美化
環境などの分野に分け模造紙にまとめた。前回参加されて
いない方は何をするか分からず、戸惑う方もいたが、実際
に作業を行うと理解している様子であった。継続的な参加
がワークショップをスムーズに進めるうえで大切であると
感じた。(写真-1)

写真-1 第 2 回ワークショップの状況
（左：ワークショップの風景、右：参加者の意見共有）
2-3 第 3 回 北山本地区ワークショップ 11/10(土)
1 回目と 2 回目のアンケートの集計結果の発表を行い、
キリン公園と水防倉庫にわけて活用法などの検討を行っ
た。今回は子供の参加が多く、子供の意見を聞くことがで
きた。子供が多かったこともあり説明の時間が長く飽きて
いる様子や意見交換の時間に飽きた様子の方もいたため、
時間配分の重要性を感じた。
2-4 第 4 回 北山本地区ワークショップ 12/8(土)
前回と同様に概要を説明し 3 回目のアンケートの集計結
果を発表した。3 回目までで出した情報をさらに細分化し
新たな項目を設定した。その後 ISM 法を用い、それぞれの
班が考えている問題の構造化(写真-2)を行い、それぞれの班
の構造問題の結果の発表を行った。アンケートの集計結果
には興味がある人、ない人が分かれていた。参加者に ISM
法の説明を行ったが、説明が不十分な部分もあり理解度は
低かった。しかし、大人たちが率先して作業することで進

写真-2 第 4 回ワークショップ状況
（左：ワークショップの風景、右：問題の構造化）
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最後に、図-4 から「内容」や「時間帯」
、
「開催場所」
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20代

ほとんどが次回以降の参加を望んでいる。
3-3 参加者の質問別クロス集計の特徴
まず、図-5 から次回も「参加したい」と回答された方
は、
「無理なく参加できる時間帯・曜日」を求めている方
が多い。しかし、1 人の方は「参加したくない」と回答
された。その方が「参加したくなること」として回答し
質問３-Ⅶ(次回の参加)と質問３-Ⅳ(参加したくなること)
たのが、
「参加
その他
したくなる方
公民館で行う
針・内容の提
軽食の提供
示」である。
友人・知人の参加
参加したくなるような方
このことから
針・内容の提示
小学校で行う
ワークショッ
無理なく参加できる曜
プの内容の重要
日・時間帯
全体
性が伺える。
図-5 次回の参加と参加したくなること
次に、図-6 の
のクロス集計
ワークショップ
の参加の要因のクロス集計では、
「他者の意見を聞いて新
たな発見があった」
、
「他人の意見と同じで共感できた」と
回答した方は「分かりやすかった」
、
「興味がわいた」と回
答、新しい発見や他人と共感できた方ほどワークショップ
に良い印象を抱いている。そして、良い印象を抱いてくれ
た方は来年度の参加意思が強い傾向がある。
集計のまとめとして、4 回の開催で参加者の多くは高齢
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3 章 ワークショップ参加者の意識特性
属性別データや属性別クロス集計、質問別クロス集計か
ら明らかになった参加者の特性を以下に示す。
3-1 参加者の属性集計にみる特徴
1 回目と 2 回目は「60 代」と「70 代以上」の方が半分以
上を占めているが、3 回目、4 回目は若い年代の方の参加
の割合が増加している。
3-2 参加者の属性別クロス集計の特徴
まず、北山本地区ではすべての回で「他者の意見を聞い
て新たな発見があった」
、
「新しい発見があった」
、
「分かり
やすかった」と良い印象を抱く方が多い。
次に、図-2
年齢別参加したいまちづくり
から「10 代」
、
その他
120
30
「20 代」
、
「40
100
25
代」と若い年
玉串川の歴史を調べ
る
80
20
代の方は「ホ
緑と花いっぱい運動
タ ル 再 生 運 (%) 60
15 (件)
動」や「お祭
お祭り
40
10
り」に参加し
20
5
たい方が多
ホタル再生運動
く、地域活性
0
0
全体
化に参加した
いと考えられ
図-2 年齢別参加したいまちづくり
る。しかし、
「60
代」と「70 代以上」の方は「ホタル再生運動」や「玉串川
の歴史を調べる」と回答された方が多く、過去に行ってき
た昔ながらの活動の復活を望んでいると考えられる。どの
年代も共通で「ホタル再生運動」には興味を示していた。
次に、図-3 から「年齢別参加状況」と「年齢別来年度以
降の参加」を見ると、これまでのすべてに参加している方
は「60 代」と「70 代以上」の方だけである。そして「来年
度以降も継続的に参加していきたい」と回答した方の多く
は「70 代以上」の方であり、職業別に見ても「自営業」や
「その他」の方が多く、時間に縛られていない方たちの参
加が多いことが分かった。

などといった参加に必要とされていることがある。その中
でもより求められているものは「時間帯」
、
「興味のある内
容」となっ
年齢別ワークショップに必要なこと
その他
ているため
軽食の提供
ワークショ
公民館で行う
ップでの内
小学校で行う
容、時間の
友人・知人の参加
検討が必要
参加したくなるような方
であると考
針・内容の提示
無理なく参加できる曜
えられる。
日・時間帯
全体
ワークショ
図-4 年齢別ＷＳに必要なことのクロス
ップに参加
集計
された方の
10歳以下

めることができた。(写真-2)

者であった。時間に縛られる方が少ないためであると考え
られる。参加者の中には次回の内容・時間帯で参加の有無
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を決められる方が多いことがわかるため、このことは参加
されていない方にもあてはまると考えられるため内容・時
間帯の設定は重要であることが分かる。
3-4 曙川東地区との比較
参加人数は 20 人から 30 人程度であり、
「70 代以上」の
方の参加が 1 番多く属性別データは似た傾向がある。
属性別クロス集計では、どちらの地区でもワークショッ
プに良い印象を抱く方が多く、和気あいあいと意見交換を
行っている。参加者の増加の要望や 60 代以上の方の継続
的な参加など似た傾向があった。
質問別クロス集計では、図-7 から要望として「無理な
く参加できる曜日・時間帯」
、
「参加したくなるような方
針・内容」と回答した方が来年度以降の参加も希望して
おり、北山本地区も曙川東地区も同じである。
2 つの地区の比較を行ったが、対照的なものはなく似た
傾向のものが多いため、傾向として同じようなまちづく
りが進められると考えられる。
質問４-Ⅴ(参加したくなること)と質問４-Ⅷ(来年度以降の参加)
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主成分1

景色
・枝切
・花壇の増設
・季節の花

0.0

-0.4-0.2 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2

2
回

フ

ワークショップの今後の参加

ワークショップ参加の満足
度

ワークショップの今後の参
加意向

寄与率 51.00%

累積 51.00%

主成分負荷量(主成分1)北山本地区
-1.0

第
3
回

グ

ワークショップ参加の満足度

ラ

ワークショップへの自身の関

フ

-0.5

0.0

寄与率 32.55%

0.5

0.2

0.4

0.6

0.8

清掃
・トイレットペーパーが
ないとこがある
・置き餌を禁止してほしい

1.0

ワークショップ参加の満足度

水防倉庫

累積 48.34%

回

ラ

ワークショップへの自身の関

フ

-0.5

0.0

0.5

寄与率 21.48

累積 69.82%

主成分負荷量(主成分2)北山本地区

4回目

0.0

1.0

0.5

キリン公園
4回目
1.0

足度

その他
・幼児用の遊びスペース
マスコットキャラの作成

環境
・自分だけの看板づくり
・保護された動物の譲渡会

清掃
・取れなくなったボール集め

整備
・石橋の後に池を作りそこに
学校の鯉などを放流する

ワークショップの今後の
参加意向

与の程度

ワークショップ効果の程
ワークショップ参加の満足度

自然
・川沿いに柳を植える
桜と交互に植える

整備
・川の水質改善
・水の量を調整する施設

水防倉庫
両方

整備
・ミストシャワー設置

ワークショップへの自身

意向

の関与の程度

累積 43.10%

寄与率 28.20%

その他
・タイムカプセルを
埋める(この用紙)

遊び
・イベントを増やす
・バレー
・サッカー大会
・餅つき

度

ワークショップの今後の参加

寄与率 43.10%

景色
・花の色に合わせてライトアップ
・東屋や休憩施設が必要

清掃
・清掃者の高齢化
散歩がてらに清掃する

ワークショップ参加の満

4

自然
・魚を増やす
・川の水質改善

両方
その他
・若者の参加が少ない

I班(学生・公務員を含む6名)

与の程度

主成分負荷量(主成分1)北山本地区

第

その他
・ゴミ箱
・地域の遊び
場として
・花火大会

ワークショップ効果の程度

意向

ワークショップ効果の程度

整備
・倉庫のカラーリング

ワークショップへの自身の関

ワークショップの今後の参加

グ

整備
・屋根
・雨宿り

生物
・ホタル

自然
・彼岸花
・山桜
・しだれ柳
・ボタン桜
・桜の植え付け
・松葉ボタン

遊び
・ターザンロープ
・滑り台の静電気防止

意向

与の程度

-1.0

0.0

３回目

ワークショップの今後の参加

ワークショップ効果の程度

寄与率 48.34%

-0.2

1.0

その他
・健康推進で
老若男女が持
ち場に

キリン公園

累積 83.55%

主成分負荷量(主成分2)北山本地区

３回目

水防倉庫

その他
・玉串川のような
山桜、しだれ柳

遊び
・盆踊りを再開
・笛などの竹製品のおも
ちゃ作り
・祝い鶴鵜を作成し配る
・木工教室
・サッカーゴールの設置
・筋トレグッズ

関与の程度

ワークショップ参加の満足度

両方

健康
・体力づくり
・懸垂マシン
・ランニングコース
・足つぼ

A班(大学生、小学生、公務員を含む5名)

ワークショップへの自身の
ワークショップ効果の程度

整備
・休憩所の設置
街灯の設置
屋台の設置

1.0

ワークショップ効果の程度

与の程度

自然
・コオロギ
・鈴虫
・彼岸花

遊び
・スポーツ ・遊具
・滑り台
・テニス
・ブランコ
・バスケ
・サッカー ・椅子
・カードゲーム
・バレー
・芝を広げる

２回目

0.5

景色
・イルミネーション
自然
・ホタル を木に巻き付ける
景色
・水草
・花見の会
・桜の木
・植樹
健康遊具
・S字形の遊具が
欲しい

美化
・草引きを子供
にやらせる

美化
・清掃
・雑草の草刈り

キリン公園

意向

ワークショップへの自身の関

両方

S班(学生、主婦、会社員、高齢者を含む6名)

主成分2
主成分負荷量(主成分2)北山本地区

２回目

遊び
・麒麟橋を小さく
作って見る
・夏場は水鉄砲作り
・金魚すくい等

水防倉庫

美化
・清掃活動
・設備等の清掃

遊び環境
・ブランコの半分を
芝生にする
・遊具増やす
・ジャングルジム

表-1 アンケート調査 主成分分析
主成分負荷量(主成分1)北山本地区

遊び
・夏場は水鉄砲作り
・金魚すくい等

時間があれば参加し

北山本地区と曙川東地区のアンケートの集計から地区
での違いはあまり見られなかったが、年齢層の違いがあ
った。北山本地区は曙川東地区に比べ子供の参加者が多
く、子供の意見を取り入れることが出来た。北山本地区
では子供会などの地域団体の参加があったためである。

ラ

その他
・小川に橋
をつけてほ
しい

整備
・屋根付きの休
憩所が欲しい
・椅子(ベンチ)
などが欲しい

T班(小学生、高齢者を含む6名) 第3 回は破線で表記

(左:北山本地区、右:曙川東地区)

第

・花壇があれば（手入
れのいらない石を持て
後に東屋にハス・スス
キを植えて秋を感じら
れるように）

・清掃活動

第2 回は実線で表記

図-7 参加したくなることと来年度以降の参加のクロス集計
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4 章 ワークショップ参加者の潜在意識構造
3 章で解析した第 2 回以降(第 1 回は説明が多かったた
め)のワークショップ開催時に行ったアンケート結果より
主成分分析を行い、ワークショップが地域社会に与える効
用という観点から分析を行った。(表-1)
第 2 回の分析より主成分 1 はワークショップに望む参加
者自身の主体性の程度を表し、主成分 2 はワークショップ
の果たす役割の程度を表す。

質問４-Ⅴ(参加したくなること)と質問４-Ⅷ(来年度以降の参加)

100
80

したがって、幅広い世代の参加者を募るための１つの手段
として地域団体の参加が有効である

自然
・ヤゴを育てる
・生き物が暮ら
せる植物

整備
・ベンチ
・自動販売機
・鳥よけ

景色
・流れる川

図-8 各班の模造紙のまとめ

累積 71.30%
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第 3 回の分析より主成分 1 はワークショップの充実度意
識の程度を表し、主成分 2 はワークショップの展開意識の
程度を表す。
第 4 回の分析より主成分 1 はワークショップの効果の程
度を表し、主成分 2 はワークショップの積極的推進意識の
程度を表す。
これより、第 2 回では「ワークショップに望む参加者自
身の主体性」と「ワークショップの果たす役割」で評価さ
れているため自身の評価が大きく働いていると考えられる
が、
第 4 回では
「ワークショップの積極的推進意識の程度」
などで評価されているため自身の評価からワークショップ
に対しての評価に変化し、中から外にベクトルの方向が変
わったと考えられる。

図-10 問題意識の構造化
備」
、
「5.美化活動」に着手することができる。そしてこれら
3 つを行っていくことで最終的に
「1.キリン公園の多角的活
用」に繋がっていく。
他の班でも構造化を行った。他の班では職種や年代のば
らつきが少なく意見の偏りがあるため要素項目が平行にな
ったと考えられる。S 班のように職種、年代が均等に分か
れていると構造化の特徴がでやすいと考えられる。

5 章 キリン公園と水防倉庫の活用案とその構造化
5-1 キリン公園と水防倉庫の活用案
まず、図-8 は各班の住民の方が持ち寄った情報を分野別
で色の違う付箋に書き模造紙に貼ったものをまとめたもの
である。どの班もキリン公園と水防倉庫の活用案として遊
びに関するものが多く、次にホタルや桜などの自然に関し
ての案が多かった。小学生いる班では遊びの分野の意見が
多く、高齢者がいる班ではベンチや休憩所などのコミュニ
ケーションを取れる場の設置の意見が多かった。このよう
な特徴があるためグループの内での年代や職業などの偏り
をなくすことが多くの意見をまとめるのに必要である。
5-2 活用案の意識の構造化
図-8 の各班のまとめ
S 班の問題意識の要素項目
から 1 つ例をあげ構造
1. キリン公園の多角的活用
化の説明を行う。S 班で
2. 集い
は、キリン公園の多角的
3. 健康
活用、集い、健康、整備、
4. 整備
美化活動の 5 つに要素
5. 美化活動
項目に分けられた。(図図-9 問題意識の要素項目
9)この要素項目でＩＳ

6 章 まとめ
北山本地区のワークショップを行い意識調査から明らか
になったことは、多くの住民の方がワークショップに参加
したいと思っていることである。しかし、参加者の多くは
高齢者であり、これから地域を担っていく学生や社会人の
方の参加率は低い。これらを上げるため参加しやすい時間
帯、興味のある内容の提示がこれまで以上に必要であると
考えられる。興味のある内容としては 3-2 で述べたホタル
再生運動やお祭りなどといった地域活性化に参加したいと
考える若者が多いため、このような活動に取り組み参加率
を上げ、若者の参加を募るべきである。意見交換には参加
者間の親密度にも影響があると考えられるため地域での普
段からのコミュニケーションが重要であり、意見の偏りを
なくすために様々な年代の方が入り混じったグループ編成
が望ましい。また、第 4 章よりワークショップに継続的に
参加することで考え方の変化が起こることが分かった。北
山本地区と曙川東地区でワークショップの意識調査行い分
析を行ったが、どちらの地区も似た傾向があり住民の方は
同じような考えであった。
以上のことから、ワークショップに良い印象を抱くこと
Ｍ法を用い問題意識の構造化を行った。図-9 の要素項目か
ら関係行列(表-2)を作成しブール演算を行い、可達行列(表- で若い方から高齢者の方まですべての年代の方に継続的に
3)を求めた。その結果を構造計算し問題の構造化を行った。 参加してもらうことにより、ワークショップの重要性に気
付くことで、まちづくりワークショップにおける合意形成
表-3 可達行列
表-2 関係行列
が行えるだろう。
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2.集い

3.健康

4.整備

I

0

園の多角的
活用

J

5.美化活動

活用

1.キリン公

1.キリン公

園の多角的

2.集い

3.健康

4.整備

5.美化活動

活用

1.キリン公

0

0

0

園の多角的

1

0

0

0

0

0

1

1

2.集い

1

1

0

1

1

1

1

3.健康

1

1

1

1

1

1

4.整備

1

1

0

1

1

5.美化活動

1

1

0

1

1

活用

2.集い

1

3.健康

1

1

4.整備

0

1

0

5.美化活動

1

1

0

0

S 班の問題の構造化の総括として、図-10 ように問題の構造
化が行われ「1.キリン公園の多角的活用」を行っていくた
めにはまず、
「3.健康」を最初に行うことが重要である。
「3.
健康」についてのことを行っていくことで「2.集い」
「4.整

注釈）(1)アンケート実施日(ワークショップ開催時)
北山本地区
1 回目 2018 年 9 月 15 日 19 件
2 回目 2018 年 10 月 6 日 17 件
3 回目 2018 年 11 月 10 日 24 件
4 回目 2018 年 12 月 8 日 17 件
曙川東地区
1 回目 2018 年 9 月 23 日 11 件
2 回目 2018 年 10 月 8 日 27 件
3 回目 2018 年 11 月 25 日 23 件
4 回目 2018 年 12 月 15 日 20 件
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合意形成のためのまちづくりワークショップの進め方に関する研究
－ 八尾市曙川東地区を対象として－
小野市地域振興部
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 章 はじめに
近年は行政がまちづくりを行う中で、現状行政だけでは
厳しいことが多くなってきている。その中で行政だけで行
うまちづくりは、財政的にも非常に厳しいものであり市民
の方の意見や意思を反映させることは非常に困難である。
行政が住民の方の考えや意思をうまく反映させまちづくり
を行っていくためにも行政の力だけでなく住民の方の協力
が不可欠である。行政と住民が協働しながらまちづくりを
行うためにも、互いの考えを共有する場が必要である。考
えや意見を共有する場として最近では「まちづくりワーク
ショップ」というものが行われている。
まちづくりワークショップは、実際に住民の方々が参加
しその地域の問題点や将来について意見を出し合い、どの
ようなまちづくりを行っていくかと考えていくもので、住
民が感じているものや考えていることを間近で得られるも
のである。住民同士が共通認識を抱くことで新たな発見な
どを得ることができ、まちが抱えている問題を解決するた
めの新たな考えを発見することができる。住民と行政が互
いにまちづくりを行っていくためにもまちづくりワークシ
ョップというものは非常に重要なものである。本研究では
合意形成を図るために利用される「まちづくりワークショ
ップ」
にはどのような問題点や課題があるのかを実証する。
対象地区は八尾市の曙川東地区である。今回は曙川東地区
に流れる玉串川をせせらぎの小川として再生することを目
的としたワークショップであった。

有賀
副島
岩崎
山口

弘祐
脩平
義一
行一

2-2 第 2 回 曙川東地区ワークショップ 10/8(日)
二回目では玉串川の活用方法についてまとめていく作業
であった。具体的な方法としては、いくつかのグループに
分かれみんなが持ってきた情報を自然・美化・環境などの
分野に分けて模造紙に意見を書いた付箋を貼っていった。
前回と比べて様々な世代の方が集まっていたが場所を指定
しなかったため世代ごとに分かれて座ることが多かった。
同じ世代の方が集まっていたので和気あいあいしていて話
がスムーズに進んだ。(写真－1)

写真－1 第 2 回ワークショップの状況
（左：ワークショップの風景、右：参加者の意見の共有）

2-3 第 3 回 曙川東地区ワークショップ 11/25(日)
3 回目では 1 回目と 2 回目で行ったアンケートの集計結
果の発表を行い、前回と同じく玉串川の活用方法を班で検
討していった。前回は参加者が持ち寄った情報を分野に分
けていったが今回はその分野分けした情報をさらに細かく
分けていった。アンケートの集計結果の発表の際は多くの
人が関心を持っていたようで質問返答の際は意見が多かっ
た。ワークショップを行っているときはある程度意見を出
してしまうと飽きてしまう人も多くいた。(写真－2)

2 章 ワークショップの活動状況
曙川東地区のワークショップの目的として将来都市構造
のあり方として、
「水と緑」を軸とした魅力的な都市づくり
の方向性と、八尾せせらぎプロムナード修景構想なるもの
の展開により、校区玉串川等の歴史的な価値を再確認し、
次世代につなぐ校区の川を軸とした、住民参加型の活動を
推進するものであった。今回はワークショップ開催時にア
ンケート⁽¹⁾も実施した。
2-1 第 1 回 曙川東地区ワークショップ 9/23(日)
1 回目ではワークショップの全体説明がメインであった。
ワークショップをする際にグループ編成を行う予定であっ
たが参加者のほとんどが顔なじみということもありグルー
プ編成は行わず次回自由に席に座ってもらうことにした。
参加者の多くは高齢者であり、会議のような固い雰囲気は
写真－2 第 3 回ワークショップの状況
なく和気あいあいとした感じであった。教授が説明を行っ
（左：アンケートの発表の様子、右：住民の方による作業の様
ているときは、真剣に話を聞いている人が多かったが、説
子）
明が長かったため途中で飽きている人もいた。
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2-4 第 4 回 曙川東地区ワークショップ 12/15(土)
4 回目では 3 回目に行ったアンケートの集計結果の発表
を行った。それぞれ分野に分けた情報を整理し、細分化を
行い項目の設定を行った。その後 ISM 法を用いてそれぞれ
の班が考えている問題の構造化を行っていった。問題の構
造化を行う際に住民の方に ISM 法のやり方を説明したが
あまり理解できていなかった。最後に問題意識の構造化
の説明を行ったがその内容に納得していない人もいた。

3-3 参加者の質問別クロス集計からみる特徴
図－5 のワークショップの雰囲気と意識のクロス集計で
は自分の意見や思いを伝えられている人ほどワークショッ
プに興味を抱いている。
図－6 のワークショップに対する意識と意見交換で感
じたことのクロス集計では経験談などから話をまとめたほ
質問2-Ⅲ(雰囲気)と質問2-Ⅰ(どうでしたか)
120

質問４-Ⅰ(どうでしたか)と質問４-Ⅳ(意見交換で感じたこと)

35

退屈だった

120

分かりにくかった

100

その他

25

30

100

25

特に何も感じなかった

20

80

その他

20

自分の意見がグループの意見に

80
15

沿わなかった
自分の意見を他の人に理解して

3 章 ワークショップ参加者の意識特性
新しい発見があった
属性別クロス集計及び質問別クロス集計から明らかに
面白かった
なった参加者の特性を以下に示す。
分かりやすかった
3-1 参加者の属性集計からみる特徴
興味がわいた
属性別データを見ると 1 回目は「60 代」
、
「70 代以上」
全体
の高齢者の参加が 8 割を超えていた。2 回目、3 回目、4 回 図－5 ＷＳの雰囲気と意識のクロ図－6 ＷＳに対する意識と意見交
目は「70 歳以上」
、
「60 代」の高齢者が 6 割ほどであった
ス集計
換で感じたことのクロス集計
が「40 代」が増えている。さらに、回を重ねるごとに若者
うが聞き手の興味や理解を得られる。
の参加が増えている。
集計の特徴を総括するとワークショップの参加者はほと
3-2 参加者の属性別クロス集計からみる特徴
んどが高齢者でありそれ以外の年齢層の参加が非常に少な
図－1 のワークショップに対する意識を年齢別でみると
「60 代」
、
「70 歳以上」の長く町に住んでおられる方の方が い。しかし、ワークショップを行う際に経験談などから話
することで聞き手の理解や興味を得られることがあり、長
新たに発見などを得ることが多かった。
図－2 のまちづくりに対する意識を性別別でみると「男 年曙川東地区に在住している方が多いため知識や経験も豊
性」の方が女性に比べて自律性の高いまちづくりを望んで 富にありワークショップを行う上で長年在住されている高
齢者の参加は必要不可欠である。
いることが分かる。
3-4 北山本地区との比較
年齢別意識
性別
参加人数は 20 人から 30 人程度であり、
「70 代以上」の
方の参加が 1 番多く属性別データは似た傾向がある。
属性別クロス集計では、どちらの地区でもワークショ
ップに良い印象を抱く方が多く、和気あいあいと意見交
換を行っている。参加者の増加の要望や 60 代以上の方の
継続的な参加など似た傾向があった。
図－2 まちづくりに対する意
質問別クロス集計では、図－7 から要望として「無理な
図－1 ＷＳに対する意識
識
く参加できる曜日・時間帯」
、
「参加したくなるような方
さらに、図－3 のワークショップに参加したくなることに 針・内容」と回答した方が来年度以降の参加も希望してお
ついて年齢別でみてみると多くの方が時間や曜日などが大 り、北山本地区も曙川東地区も同じである。
曙川東地区と北山本地区の二つの地区を集計すると、ア
切だと感じているが高齢者の方は時間や曜日だけでなくワ
ークショップの内容も重要視している。
質問４-Ⅴ(参加したくなること)と質問４-Ⅷ(来年度以降の参加)
質問４-Ⅴ(参加したくなること)と質問４-Ⅷ(来年度以降の参加)
その他
図－4 の意見交換で感じたことを年齢別でみてみると
その他
「60 代」
、
「70 歳以上」の高齢者の方が進行係で話を進める
参加したくない
参加したくない
ことが多かった。
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図－4 意見交換で感じたこと

こと
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図－7 質問別クロス集計の来年度以降の参加に必要な要望
(左：曙川東地区、右：北山本地区)

ンケートの集計内容に差はほとんど見られなかったが、参
加者の年齢層に違いがでた。曙川東地区では 30 代、40 代
の子育て世代の参加が多く、北山本地区では 10 代の子供
世代の参加が多かった。北山本地区ではワークショップへ
の参加を呼び掛ける際に子供会などの地域団体に声をかけ
ることが多かったためこのような結果になった。地域団体
への呼びかけが幅広い年齢層の参加に繋がる。

A班(大学生・公務員・高齢者を含む5名）
景観

景観
・４０年前は桜があった
・桜の復活
・ワンド的なものを作る
・川底を砂に変える
・サツキの管理

・プランターの設置
・川を利用した催いし(子
供が喜ぶ)

美化

環境
自然

・魚の隠れ家をつくる
・魚の種類が少ない
・黒い鯉しかいない
・水深が深い
・ミツマタを植える（昔は生えて
た）
・鳥が小魚を食べてしまう
・今開発している場所は昔貝がいた

＊実線は第二回開催時の意見のまとめ
点線は第三回開催時の意見のまとめ

・魚の放流

その他

・小学生による川の清掃(月一)
・清掃大会→美化意識の向上
・子供が川に入れるように河床を砂に

安全

・散水機のトラブル

・川から上がれる所か掴まれる所が必要
・川に入るため川床の点検が必要
・フェンスはそのままでいいと思う
・川に降りれる階段を設置

美化
・ゴミが多いので減らしたい
・川に入れるところを作る
・大雨になると川床に埋めてあるもの
が出てくる（土の部分があるため）

4 章 ワークショップ参加者の潜在意識構造
3 章ではアンケートの集計をみたがここでは潜在要望を
探る。今回は第 2 回以降で得たアンケートごとの主成分分
B班(高齢者を含む6名）
析を行った。今回はワークショップが地域社会に与える効
用という観点から分析を行った。(表－1)
環境
第 2 回の分析より主成分 1 はワークショップ参加促進の
重要性の意識の程度を表し、主成分 2 はワークショップ参
加の満足度を表している。
第 3 回の分析より主成分 1 ではワークショップ参加者の
安全
主体性の程度を表し、主成分 2 ではワークショップの充実
意識の程度を表している。
第 4 回の分析より主成分 1 ではワークショップの積極的
C班(高齢者を含む3名)
推進の程度を表し、主成分 2 ではワークショップ参加者の
自律性の評価を表している。
自然
このことより曙川東地区ではワークショップでは初めは
自身の意見を出し満足する方が多かったが回を重ねるごと
環境
に他人の意見を尊重しながら意見をまとめようとする合意
形成に向けた話し合いを行おうとする意識の変化が分かる。

・いろんな魚が住めるようになったら良い
・家の裏に雑草が生えている
・川沿いに花や緑が多いほうが良い
・花壇などを作る
・昔は家の裏に花や木があった
・桜がない所は寂しい
・昔の橋のそばに桜があって
・入学式の時写真を撮っていた

その他
・小学校前の東屋はすごくいい
・食用の魚が生息してほしい

防災

・大雨時の増水が心配
・川を利用して防火用水が
取れたらよい
・橋を渡して東屋やベンチ
を設ける（災害時の避難通
路にもなる）

・安全に川の中で子供が遊べる様にする
・子供が素足で入れる川
・犬の散歩で排せつ物がある
・川沿いの犬の糞が落ちている
・川沿いの道路へのゴミ出しは問題がある
・歩道の柵の所のネットが汚い

・魚が少ない
・水草が少ない
・花、草、虫、鳥
を増やす
・部分的に川幅で
自然域を設ける
・しじみなどもい
る

・ホタルが生息する川
・植樹の手入れ不足
・道幅が狭い
・黒い鯉しかいないので
色つきの鯉もいてほしい

主成分1

・上流からの水質浄化下
水道設置の急務
・当地区内で浄化溜まり
を設置
・水が汚い

2回目

主成分負荷量(主成分2)曙川東地区
0.0

-1.2-1.0-0.8-0.6-0.4-0.2 0.0 0.2 0.4

第
2
回

グ

ワークショップ参加の満
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ワークショップの効果の

ワークショップの効果の程
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度

フ

ワークショップへの自身

ワークショップへの自身の

の関与の程度

関与の程度
ワークショップの今後の参

参加意向

加意向

累積 53.96%

主成分負荷量(主成分1)曙川東地区

3
回

1.5

D班(主婦・小学生を含む5名)

・休憩の場所を作ってほ
しい（トイレ、ベンチ）
・散歩の中に休める場所
を作る

主成分負荷量(主成分2)曙川東地区

ワークショップの今後の参加

ラ

ワークショップへの自身の関

ワークショップへの自身の関与

与の程度

の程度

フ

ワークショップ参加の満足度

・親水空間の設置
・子供が水辺で遊べる
・町内単位で特色のある花
を植える
・桜の木の枝を切って見通
しをよくする
・せき止めるものが欲しい

整備

ワークショップの効果の程度

・水はけのよい散歩道
・市が景観を管理するなら
しっかりしてほしい
・トイレのある公園
・東屋に地域の歴史の石碑が
欲しい
・人々が集える場所

ワークショップの今後の参加意

4
回

グ

ワークショップの今

ラ

ワークショップの効

フ

ワークショップ参加

0.4

0.6

主成分負荷量(主成分2)曙川東地区 4回目

-0.8

0.8

-0.6

-0.4

-0.2

0.0

0.2

0.4

E班(高齢者を含む3名)
美化

ワークショップの効果の程度
ワークショップの今後の参加意

景色
・水質浄化をしてホタル
が飛ぶようなきれいな川
にしてほしい
・殺風景
・観光地を意識した景観
づくり
・癒しとなる景観づくり

向
ワークショップ参加の満足度

の満足度

ワークショップへの自身の関与

ワークショップへの

の程度

自身の関与の程度

寄与率 45.27%

累積 45.27％

・ザリガニがいる川
・川底が見えるくらいき
れいな川
・水遊び場
・桜の木を増やす
・四季折々の花
・プランターがおける柵

0.6

後の参加意向

果の程度

自然環境

寄与率 29.63％ 累積 61.05％

主成分負荷量(主成分1)曙川東地区 4回目

0.2

・川で釣りや柵をこえ
て遊べないから遊べる
ようにする
・桜の木の枝を切って
見通しをよくする

安心・安全
・植物ではなく自然に点灯する街
灯を増やしてほしい
・暗い場所に街灯をつける
・足元を照らす街灯
・害虫駆除

向

0.0

・柵にプランターをか
け花を植える

遊び

F班(高齢者を含む3名)

ワークショップ参加の満足度

累積 31.42％

景観

安全

意向

寄与率 31.42％

整備
・足元を照らす電灯の設置
・柵の幅を狭くして代わりに
何か置く
・商店街前の道路の見通しが
悪い

3回目

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

グ

ワークショップの効果の程度

第

・季節ごとに花を植えてほしい
・春は桜だけど季節感のあるものを植えたい
・四季を感じられる景観づくり
・植樹化
・水車を設置してほしい（水力発電）

休憩

-0.6-0.4-0.2 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

第

2回目

1.0

寄与率 24.68％ 累積 78.64％

3回目

・車道の幅が狭い
・街灯が少なく川沿いが暗い
・二俣から小学校まで桜があり
きれいだが夜間は暗い

・水道の浄水器みたいな簡単
な設備を分岐点近くに設置
・都市開発部にせせらぎの設置
・田舎風の東屋の設置

環境

ワークショップの今後の

寄与率 53.96％

0.5

整備

整備

・水辺に降りれるような
施設の設置
・川に小さな玉石の設置
・大きな石を沈める

主成分2

主成分負荷量(主成分1)曙川東地区

・美化クラブなどを作っ
て清掃などをする
・場所があればマンショ
ン用のような大きなゴミ
箱を作る
・ごみは各個人の家の前
に出す

清掃

景観

表－1 曙川東地区 主成分分析結果

美化

・気を植えた後はメンテが必要
・まち協と自治体とで木の成長を見守
る、草抜き
・美化活動維持の為のルール作り組織
づくり

安心・安全
・街灯の設置（改善、案費用案の
検討）
・ひったくり、不審者対策で
・定期的パトロール(警察と協力)

その他

自然環境

・役所と地域との意識のふれ
あいの機会を設ける
・まちづくり保全のチェック
機能（組織として）
・環境やルール作り
・地域の具体案を行政に提出

・玉串川の流れが速い
ので水中生物が観察で
きるようにする
・身近で緩やかな流れ
を作る。
・川沿いが単調(人工的)

寄与率 24.49％ 累積 69.75％

図－8 各班の模造紙の内容のまとめ
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5 章 玉串川の再生に向けた意見とそのまとめの構造化
5-1 玉串川の活用案
今回は玉串川をせせらぎの再生に向けた話し合いをする
うえで 2 章でも述べたように住民の意見やまとめるのにそ
れぞれ 6 人ほどのグループに分かれ意見を出し合い出た意
見を模造紙の上に分野ごとに付箋で分け貼っていった。グ
ループで出た意見を図－8 のようにまとめた。
各班人数や年齢層が違うため、小学生や主婦がいる班で
は子供目線の意見が多く「遊び」などのことが多く挙げら
れていた。人数が多く職種に偏りのない班では様々な分野
の意見を挙げられていたが、逆に人数が少なく職種に偏り
がある班では意見の幅が狭くなる傾向であった。このこと
からグループ編成を行うときは、人数だけでなく年齢や職
種を混合形式で行うほうが意見の幅が広がることが分かる。
玉串川の活用方法を考えるうえでどの班でも「自然」に
ついてのことを多く挙げることがあった。昔と比べると玉
串川はきれいになったという意見も多く上がっていたが桜
の木の数が減少しており自然が少ないと声を上げる人もい
た。沿川についてもゴミなどを捨てる人が多いから沿川の
ルール作りを行うべきという意見も多かった。
5-2-1 活用案の意識の構造化
図－8のまとめからA班
を例に挙げて構造化の説 A 班の問題意識の要素項目
明を行う。今回は構造化を 1. 子供が楽しむせせらぎの道
行う上でISM 法を用いた。 2. 生物多様性
要素項目を図－9 のように
3. 衛生管理
まとめ、その後、関係行列
4. 和みある景観
(表－2)を作り、ブール演算
を行い可達行列(表－3)を 5. 安心・安全
求めた。出た行列を用いて 6. ルール作り
構造化計算を行い、問題意
図－9 問題意識の要素項目
識の構造化を行った。
表－2 関係行列
J

1.子供が楽
しむせせ

I

らぎの道

1.子供が楽
しむせせ
らぎの道
2.生物多様
性

3.衛生管理

4.和みある
景観

5.安心・安
全

6.ルール作
り

2.生物多様
性

3.衛生管理

表－3 可達行列
J

4.和みある 5.安心・安 6.ルール作
景観

全

り

0 0 0 0 0

1.子供が楽

0 1 0 0

2.生物多様

1
1 1

0 0 0

1 0 1

1 0

1 0 0 0
1 0 1 0 1

0

1.子供が楽
しむせせ

I
しむせせ
らぎの道

性

3.衛生管理

4.和みある
景観

5.安心・安
全

6.ルール作
り

らぎの道

2.生物多様
性

3.衛生管理

4.和みある 5.安心・安 6.ルール作
景観

全

り

1

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

0

1

0

0

0

1

0

1

1

1

1

1

1

問題の構造化を行った結果、図－10 のようになった。
図－10 の説明をすると「1.子供たちが楽しむせせらぎの
道」と取り組むためにはまず初めに「6.ルール作り」が重要
になってくる「6.ルール作り」を行っていくことが「2.生物
多様性」
「3.衛生管理」
、
、
「4 和みある景観」
に繋がっていく。
そして、これら三つを両立しながら行っていくことが「5.
安心・安全」に繋がっていく。これらを順序良く行ってい
き事が最終的に「1.子供たちが楽しむせせらぎの道」に繋

がっていくというのが A 班の結論であった。
ほかの班でも構造化を行ったが他の班では子供の意見や
高齢者の意見に引っ張られることがありうまく構造化がで
きないことが多かった。そのため構造化を行う際はグルー
プ編成の時に幅広い年齢層を混ぜて班編成を行うことが重
要である。

図－10 問題意識の構造化
6 章 まとめ
今回 4 回にわたってワークショップを行ってきた。3 章
でも述べたがワークショップに参加する条件として時間が
合わないという意見が年齢層に関わらず多く挙げられてい
た。そのため住民の参加しやすい時間帯や曜日でワークシ
ョップを行うことが参加者促進につながる。また、住民に
周知し興味を持ってもらうためにも事前にワークショップ
の内容や方針を提示することが重要であり、そのためにも
地域団体の参加やワークショップ経験者による呼びかけが
喫緊の課題である。また、参加者の多くがこのような活動
を継続していきたいという意見も多く挙げられていた。ワ
ークショップを定期的に行うことで住民の方がまちづくり
ワークショップの重要性を理解しより良いまちづくりを行
うのに繋がっていく。
まちづくりワークショップの進め方について、住民の方
が参加しやすい時間帯や曜日でワークショップを行うこと
と事前のワークショップの内容や方針の提示がワークショ
ップ参加者の増加や継続的な参加に繋がると考える。
(注釈)
(1) アンケート
曙川東地区
第１回 ２０１８年９月２３日
第２回 ２０１８年１０月８日
第３回 ２０１８年１１月２５日
第４回 ２０１８年１２月１５日
北山本地区
第１回 ２０１８年９月１５日
第２回 ２０１８年１０月６日
第３回 ２０１８年１１月１０日
第４回 ２０１８年１２月８日
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回収：１１件
回収：２７件
回収：２３件
回収：２０件
回収：１９件
回収：１７件
回収：２４件
回収：１７件

鴨川納涼床審査基準と景観形成についての一考察
－ 鴨川納涼床の将来の姿について －

株式会社地域計画建築研究所
株式会社地域計画建築研究所

１.進化を続ける鴨川納涼床
京都の夏の風物詩である鴨川納涼床は、構造物としての
床について外観の造りや意匠等を定める審査基準とガイド
ラインが京都府京都土木事務所において運用されている。
鴨川は一級河川であることから、河川区域内での営業行為
は、原則禁じられていた。しかし、古くからの歴史と文化
を尊重し、京都府が河川占用を許可している。許可にあた
っては、
審査基準に合致していることが条件とされている。
この審査基準は、
平成 20 年に施行された京都府鴨川条例に
基づくもので、昭和 41 年に制定された「鴨川納涼床許可標
準」を基に改定が行われたものである。
改定前の「鴨川納涼床許可標準」は、占用にあたっての
景観上の基準として、指導が重ねられてきたが、時代の流
れともに各納涼床の店舗形態や営業形態の変化などにより、
納涼床の実態と「鴨川納涼床許可標準」に乖離が生じてき
たため、見直しが行われるとともに、ガイドラインが作成
されることとなった。この際、条例により定める審査基準
を詳細化すると幅をもたせた運用が難しくなるため、数値
基準や詳細な基準を審査基準より極力除き、ガイドライン
に望ましい数値やデザインの考え方などを書き込むスタイ
ルとされた。また、実際の運用については、ガイドライン
を主体に用いるものとし、施主をはじめ、毎年、納涼床の
設置工事を行う建設事業者や工務店の関係者が理解しやす
いものとなるよう工夫されている。
見直しに当たっては、京都府が学識経験者を招集し、
「鴨
川納涼床検討懇話会」を開催し、審査基準とガイドライン
の検討を行った。著者は、この検討の運営支援や検討ため
の基礎調査を平成 17 年度に委託業務として受託し、
調査検
討を行った。また、平成 22 年度以降、納涼床が設置された
のち、許可標準とガイドラインに則り、現場で施工されて
いるかどうかを確認する、調査業務を受託し、現地確認調
査を継続して行っている。
２.多様化が進む現代の納涼床
鴨川納涼床は、鴨川西岸みそそぎ川沿いに並び、二条大
橋から五条大橋の約 2.5ｋｍの区間に、
約 100 店舗が高床式
の納涼床を出すもので、5 月から 9 月の期間に限られてお
り、この間納涼床は、河川占用することになる。
これらの店舗はすべて、
「京都鴨川納涼床協同組合」
（も
とは「鴨涯保勝会」
）に参加加盟している。種類も京料理を
中心に多様化が進んでいる。フレンチ、イタリアン、中華
料理やタイ料理など、国際色豊かで、ショットバーや

水谷省三
坂井信行

カフェ等の店舗も目立つようなり、最近は結婚式場なども
立地している。また、店舗の多様化と併せて、従来の座敷
利用（床に直接腰を下ろすもの）から、椅子形式の営業形
態を取る店舗が増えてきている。
３.納涼床の歴史的展開 1）
鴨川納涼床は、その起源を近世初頭まで遡ると言われ、
祇園祭とともに京の年中行事となり、また、鴨川改修や都
市整備と密接に関わりながら、数百年に亘る歴史の中で、
幾多の変遷を経て、現在の姿となり、京都の伝統文化、夏
の風物詩に欠かせないものとして、京都の暮らしの中に定
着している。
近世初期、発生当初の納涼床の形式は、現在の配置とは
大きく異なり、持ち運びが可能な床机形式であった。設置
場所も中州や水際、川の中と河原全体に並べられていた。
寛文年間の治水工事後
寛文年間（1661～72 年）の治水工事により、両岸に石積
みの護岸が築造され、河岸と水面との距離が大きくなり、
足の長い束柱を持った高床形式の納涼床が河岸から張り出
す形が現れ、中州の床几形式と併存する形が明治期まで続
いた（図－１）
。
左岸の納涼床の消失
明治 27 年の鴨川運河の開削などにより、
左岸から出され
ていた高床形式の納涼床は姿を消し現在のように右岸のみ
となる（図－２）
。
大正・昭和初期の納涼床
大正・昭和初期の治水工事で河床の浚渫・高水敷の築造・
みそそぎ川の開削が行われ、現在の鴨川の姿に近づく。以
後、中州に出す床机形式の納涼床は禁止され、右岸より高
床形式の納涼床だけがみそそぎ川に束柱を立てる形で出さ
れることとなる（図－３）
。
現在の納涼床
戦後、昭和 25 年に数軒が設置出願したが、戦争中の反動
として鴨川の風致を破壊するものが多く設置された。この
ため昭和 26 年に「鴨川の高床について」の通達が、昭和
27 年に許可標準としての「鴨川納涼床について」の通達が
出され、昭和 41 年の「鴨川納涼床許可標準」
、平成 20 年の
鴨川条例に基づく「鴨川納涼床許可標準」に至っている。
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右岸

などを紹介する。

左岸

１）納涼床高さと色彩について
平成 20 年以前の許可基準では、納涼床の標準高さは、一
律 3.5m（標準高さは、みそそぎ川の川床から、鴨川納涼床
の床面までの高さのことを言う）
とすることになっており、
鴨川の護岸の高さや、沿川の建築物の一階床高さに関係な
く、3.5m とする必要があったため、沿川敷地の高さが低い
店舗に置いては、その高低差が大きくなることがあった。
平成 20 年の見直しにおいて、納涼床高さは、計画堤防高さ
より、１m 以上上にあることと、ガイドラインによる高さ
の誘導に切り替えられ、
隣り合う床の高さの差を 50 センチ
程度とするというものである。
納涼床の新設や改修を行う際、隣り合う床高さに合わせ
て高さを調整して是正していくものである。
この 10 年間で
大きな変化はなかったものの、着実に審査基準やガイドラ
インに則り、改修、新設された結果、高さの連続性やつな
がりの感じられる納涼床なってきている。
また、このガイドラインの中には色彩のガイドラインが
あり、鋼材や木材に塗装する場合は、塗装色を伝統的な基
調色とすることにしている。中でも推奨色としている
10YR5/1(マンセル色表系)は、
木材の素地が退色した色を元
としている。
これら一定の色彩の統一感とゆるやかな床高さの連続性
により、鴨川の対岸や橋の上を視点場とする納涼床への眺
めにおいて連続感を演出している。

店舗が岸に上がり
高床式の床を設置

店舗が岸に上がり
高床式の床を設置

（図－１）寛文年間の治水工事後
石積み護岸が両岸に築造され、砂州には床几形式の
納涼床が、両岸からは高床形式の納涼床が出される
ようになった。
右岸

琵
琶
湖
疎
水
鴨
川
運
河

左岸

（図－２）琵琶湖疎水鴨川運河開通
琵琶湖疎水鴨川運河開通により、左岸の高床形
式の納涼床が消滅した。
右岸

左岸

み
そ
そ
ぎ
川

写真－１ 左岸から見る納涼床の連なり
（図－３）大正時代初期の治水工事以降から
現代まで大正時代初期の治水工事により、床
几形式の納涼床が消滅し、右岸の高水敷にみ
そそぎ川が開削され、納涼床はみそそぎ川に
出される高床形式だけになった。

４.伝統を守り、時代に対応した基準に見直し
納涼床は、京都の夏の風情を醸し出す歴史的、文化的な
構造物として、一定の規律の下に運営されてきた。京都府
が定めた基準とともに、鴨川納涼床協同組合が自主的な設
置規則を取り決めており、納涼床の風情や美観を守るため
に、営業期間や営業時間のほか、看板広告の禁止など景観
への配慮に取組まれてきた。
鴨川納涼床の基準の見直しやガイドラインの策定に応じ
て、順次、是正が行われてきた。見直し内容や是正の状況

写真－２ 木質または木質系の塗装色による外観
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２）すだれ掛けの高さについて
すだれ掛けの高さは、隣会う納涼床利用者同士の視線を
遮るもので、もとの許可標準は 1.2m だったが、現在の運用
高さは 1.8m 以下としている。
納涼床の利用用途が、直接着座式から机椅子式の利用が
多くなったことへの対応から、低い目線のものから、高い
目線に対応したものとなった。

５.鴨川納涼床の床下の現状課題
近年の京都市内の観光客の増加に伴い、みそそぎ川沿い
の河川敷を歩行する人が増加している。これに伴い、幾つ
かの課題が上がってきている。
１）床利用者と歩行者の視線配慮
みそそぎ川沿いを歩行する人が増加し、
納涼床の前方に、
すだれ掛けを設けるところが出てきている。本来、すだれ
掛けは、隣接する納涼床との間に設けられ、その間の視線
を遮るものであるが、前面に設けられることはなかった。
東山への眺めを楽しむ納涼床文化を踏まえ、設置の方法や
視線の遮り方など、意匠を考慮した上での検討が必要にな
っている。

写真－３ 隣接納涼床に向けられたすだれ掛け

３）照明について
審査基準には、納涼床に色電灯（LED を含む）
、イルミネ
ーションを設けない、照明は電球色を原則とし、華美なも
のを避け配慮するという項目が追加された。これにより、
夜間における見え方が大きく変化している。以前は、赤提
灯や様々な色の提灯が用いられていたが、それが用いられ
なくなったため、色温度の低い電球色の灯りで統一され、
良好な夜間景観となっている。

写真－６ 納涼床の前面に設けられたすだれ

２）床下の物置
納涼床直下を歩行する人が増加していることから、歩行
者の目線が床下に向かうこともある。みそそぎ川の護岸付
近に室外機や物置を配置しているところもあり、床下が煩
雑に見えることがある。
また、納涼床を設置しない沿川店舗や家屋も同様に物干
し台を出していたり、
物置としているケースが多く見られ、
納涼床に限らず沿川景観の観点からの対策が必要となって
いる。

写真－４ 審査基準改定前の「赤提灯」(平成 17 年撮影)

写真－７ 納涼床の床下に設置されたエアコンの室外機

写真－５ 改定後の納涼床の灯り(平成 30 年撮影)
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写真－８ 納涼床の床下の物置、ブルーシートや梯子が露出し
ている

６.鴨川納涼床の課題検討に向けて
１）床利用者と歩行者の視線配慮
納涼床利用者は、鴨川の流れや対岸に見える東山への眺
望を楽しむことが、納涼床の特性であるため、その眺めを
遮ることが無いよう、手すりの意匠を工夫し、床下方向へ
の視線を遮る工夫を行うか、手すりの足元部にすだれを設
けて、床下方向への視線を遮る工夫が考えられる。
簡易な工夫や僅かな変更に止め、納涼床自身の外観意匠
を大きく損なわないようにすることが望ましい。

３）納涼床の設置確認やガイドラインの運用体制の検討
鴨川納涼床は、毎年 5 月からの営業に向けて 4 月～6 月
にかけて、設置工事が行われる。鴨川納涼床協同組合が京
都府京都土木事務所に対して、納涼床全体の一括申請が行
われ、各店舗が個別に設置工事を行っているため、京都府
京都土木事務所は、納涼床の設置及び撤去後にガイドライ
ン通りに納涼床が設置、撤去されているかの確認調査を審
査基準の見直し以降、毎年実施している。
今後は、京都府京都土木事務所が実施している確認のた
めの調査を、鴨川納涼床協同組合が実施するなど、ガイド
ラインの運用について設置者の主体性を強めていくことが
望ましい。また、時代と共に変化する利用者のニーズに対
して、柔軟に対応する基準等検討ができる体制を整えるな
ど、ガイドラインの運用体制を進化させていく必要がある
と考える。
参考文献
1）田中尚人、川崎雅史、牧田通（1999）
、
「水辺におけるア
メニティの変遷に関する研究―京都鴨川の納涼床を対象
として」
、土木計画学研究.・論文集、No16、pp.479-484

２）床下周辺等の修景配慮
① 納涼床設置店舗等の対応検討
納涼床の床下空間は、河川敷（堤外）であることが多く、
河川占用等の手続きなど調整の上で、修景検討する必要が
ある。河川敷と沿川敷地の境界確定がなされていないこと
も多々あるため、京都府京都土木事務所（河川管理者）と
の協議、調整が必要である。なお、納涼床設置店舗は、納
涼床設置期間が終わると床が撤去されるため、撤去後の姿
を想定して、修景を検討する必要がある。
エアコン等の室外機がおかれる場合は、室外機の躯体が
直視されないように目隠しを配置することが考えられる。
また、物置とする場合も同様に、物置内部が直視されない
ように、覆いを設けることが考えられる。
河川敷地内であっても、沿川に建つ建築物（母屋）の外
観と一体に見えることに配慮し、京都市が指定する美観地
区（岸辺型美観地区、歴史遺産型美観地区（先斗町界わい
景観整備地区）
）
の建築物のデザイン基準を準用することが
望ましい。
② 納涼床設置店舗以外の対応検討
二条大橋から五条大橋の約 2.5ｋｍの区間には、
納涼床を
設置しない店舗や家屋、集合住宅等が立地する。これらの
建築物についても、物干し台や室外機、物置等が同様に存
在している。①の修景方法と同様に室外機や物置内部が直
視されないように、同様な修景を行うことが望ましい。
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地方都市中心市街地の空き店舗等活用組織の役割
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. 研究の背景と目的
地方都市の一部では中心市街地の衰退に伴い、商店街で
空き店舗の増加や店舗併用住宅の空き家化が発生しており、
これらの空き家・空き店舗（以下、空き店舗等という）は
今後も増加することが予測されている 1)。これらの問題は
特に地方都市で顕在化しており、解決のための空き店舗等
の活用の取り組みが各地で行われている。
その中でも、公共性を持った民間のまちづくり組織が社
会問題の解決を目的として収益事業に取り組む事例が増え
ている。空き店舗等活用においても、まちづくり会社、NPO
法人や商店街組織など多岐にわたる主体が取り組むように
なってきている。例えば千葉県松戸市ではまちづくり会社
が地域で活動を始める際に自治体と協働して社会的信用を
得るなど、自治体との連携や民間の組織間での連携を図り
ながら空き店舗等活用を行っている事例も見られる 2)。今
後も地方都市での空き店舗等の増加に伴って民間のまちづ
くり組織が主体となり多主体と連携する空き店舗等活用は
増加すると予測されるが、上記事例にみられるように組織
間での連携の実効性を高めるためにも、
先進的な事例から、
民間のまちづくり組織の担う役割や地域の課題に応じた関
連組織間の関係、またその意義や役割を明らかにすること
は重要であると考えられる。
空き店舗等の管理や活用状況に着目した研究では、中島
ら 3)は小規模不動産事業を通じて社会的企業が市街地再生
の有力な主体となる可能性を確認しているほか、小野ら 4)
は商工会議所が未利用地及び空き店舗の運用主体となるこ
とで、空き店舗等活用者による市や県の資金援助の円滑な
利用がなされることを明らかにしている。しかしながら、
まちづくり会社や NPO 法人等の民間のまちづくり組織が
空き店舗等活用に取り組む全国の事例に着目し、地域課題
が異なる複数の事例を比較して、組織の担う役割や関連組
織との関係について分析を行った研究は見られない。
今後地方都市で行われる空き店舗等の活用において、民
間のまちづくり組織が担うべき役割や他の組織との連携体
制の構築に有効な知見を得るために、本研究では地方都市
の中心市街地で自治体以外の組織が主体となっている空き
店舗等活用事例に着目し、組織間の関係性の類型ごとに各
組織が担う役割を明らかにすることを目的とする。

岡田 早彩
松本 邦彦
澤木 昌典

が 2017 年に作成した事例集 5)等から抽出し 20 地域を対象
地とした（図-1）
。図では、対象地を特性により、1）空き店
舗等の解消や地域活性化、
商業振興が課題となっている
「中
心市街地エリア一帯」
、2）中心市街地エリアのうち「商店
街」のみ、3）空き店舗等の解消、地域活性化、まちなみ保
全等が課題となっている重要伝統的建造物群保存地区等の
「歴史的まちなみの地域」に分類した。
(2) 研究の方法
本研究で行った調査の概要を表-1 に示す。空き店舗等活
用における組織の連携状況を明らかにするため、事例集や
各組織のホームページ等を用いた文献調査により、関連組
織間の関係を、他の組織との連携の有無と地方公共団体等
からの財政的支援の有無の 2 つの軸で分類した。次に、空
き店舗等活用における組織間の機能分担を明らかにするた
め、文献調査とアンケート調査から、組織の設立目的と組
織の担う役割を、分類した組織間関係ごとと組織の種類ご
とに分析した。
全 20 事例で活用に関わっている関連組織数は総計 55 で
あった。そのうちアンケート調査は民間のまちづくり組織
20 組織に実施し、15 組織からの回答を得た。

2. 研究の概要
(1) 研究の対象地
地方都市の中心市街地で、まちづくり会社や NPO 法人
等の民間のまちづくり組織が主体となって空き店舗等活用
を行っている先進的な事例を、内閣府地方創生推進事務局
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図－ 1 対象地の地図
表－1 調査の概要

①
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③
④

16
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複合型(N=35)
協働型(N=8)
財政的支援型(N=4)
独立型(N=8)
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づ街法社団設公 他
く・人団体立共
り商 法 会団
会工 人 社体
社会
等
等

NPO

組織数[組織](N=55)

20

図－ 3 民間のまちづくり組織の設立目的
図－ 2 空き店舗等活用における関連組織の種類
（N=55）
表－ 2 空き店舗等活用に関わる関連組織間の関係

3. 空き店舗等活用に関わる組織と連携体制
(1) 空き店舗等活用の関連組織の種類
空き店舗等活用に関わる55の関連組織の種類と数(1)を図
-2 に示す。1 対象地あたりの関連組織数は平均 2.8 組織で
ある。このうち、地方公共団体等、個人、その他の組織を
除いた民間のまちづくり組織は 31 組織で、まちづくり会
社が 8 組織、商店街・商工会等と NPO 法人がそれぞれ 7 組
織を占めている(2)。
(2) 空き店舗等活用の関連組織の関係による分類
空き店舗等活用に関わる関連組織間の関係を、組織間の
連携の有無と地方公共団体等からの財政的支援の有無から
表-2 のように分類した。①複合型では、組織 A と組織 B が
協働して空き店舗等に関するイベントを開催しており、ま
た、組織 B は組織 C から財政的支援を受けている。このよ
うに組織 B が中心となって、他の組織との連携や財政的支
援を受けながら空き店舗等活用に取り組んでいる。②協働
型では、組織 A と組織 B が協働して、空き店舗等に関する
イベントを開催している。③財政的支援型では、組織 B が

組織 C から財政的支援を受けている。④独立型では、各組
織がそれぞれ独立して空き店舗等の活用に取り組んでいる。
4. 空き店舗等活用に関わる組織の設立目的
アンケート調査より明らかになった、空き店舗等活用に
関わる民間のまちづくり組織の設立目的を図-3 に示す。地
域活性化を設立目的とする組織が回答 15 組織中 13 組織で
最も多くなっており、
次いで空き店舗等解消が 11 組織であ
る。また、活動の対象地分類ごとにみると、
「中心市街地エ
リア一帯」や「商店街」では、空き店舗等の解消や地域活
性化、商業振興を設立目的とする組織が多い。
「歴史的まち
なみの地域」では、空き店舗等の解消、地域活性化とまち
なみ保全が多くの組織の設立目的であり、いずれの地域で
も、地域課題と組織の設立目的が一致していた。地域課題
に対応した設立目的以外では、9 組織で地域コミュニティ
の醸成が挙げられた。これは、空き店舗等が増加している
地方都市では、地域コミュニティが衰退しているために、
活用の担い手となるコミュニティを再生しようとしている
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表－3 空き店舗等活用組織の設立目的と役割

のではないかと考えられる。

た。空き店舗等の解消や商業振興、地域活性化が課題とな
っている「中心市街地エリア一帯」や「商店街」では、4 組
5. 空き店舗等活用における各組織の役割
織すべてが「空き店舗等の改修」
、3 組織が「イベント開催」
、
組織の役割は地域での空き店舗等の活用が進むにつれて 「店舗誘致」
、
「情報発信」
、
「不動産マッチング」を担って
変化すると仮定し、組織の設立から初めて活用を行うまで おり、当該地域の課題解決のため、商業振興の視点から活
を「初動期」
、その後から現在までを「それ以降現在まで」 用に取り組んでいることが読み取れた。空き店舗等の解消
の 2 つの時期に分けて分析を行った（表-3）
。
や地域活性化、まちなみ保全等が課題となっている「歴史
表-3 より、
「初動期」に 15 組織中 10 組織が「空き店舗等 的まちなみの地域」では、4 組織すべてが「空き店舗等の
の改修」を行っており、7 組織が「起業・創業支援」
、
「情報 改修」や「情報発信」
、3 組織が「不動産マッチング」を担
発信」
、
「不動産マッチング」を行っていた。
「それ以降現在 っている。1 組織あたり平均 5～6 つの役割を担っており、
まで」の期間では、15 組織中 11 組織が「情報発信」
、10 組 この類型に属す組織の特徴として、1 組織あたりが担う役
織が「空き店舗等の改修」
、9 組織が「起業・創業支援」
、 割が多いことが挙げられる。他の組織との連携や財政的支
「不動産マッチング」を行っている。また、担う役割が「初 援を受けることによって、組織が担うことができる役割が
動期」から現在までで増加または変化した組織は、設立目 多くなったのではないかと考えられる。
的と一致する役割のうちの一部を
「初動期」
に担っている。 Ⅱ) ②協働型（N=1）
「それ以降現在まで」
の期間では、
地域課題の解決のため、
②協働型の商店街・商工会等 a は、設立目的である商業
「初動期」には担っていない役割も含め、活用を行うにつ 振興や地域活性化に関連して、商店街の空き店舗での新規
れ必要が生じてきた「イベント開催」や「情報発信」
、
「相 開業希望者への「財政的支援」や「起業・創業支援」
、
「不
談員の設置」等の役割を担っている。
動産マッチング」を担っている。
(1) 組織間関係類型（3(2)）ごとにみる各組織の役割
Ⅲ) ③財政的支援型（N=2）
Ⅰ) ①複合型（N=10）
③財政的支援型の商店街・商工会等 b は、設立目的であ
①複合型の組織は 10 組織であり、うち 3 組織がまちづ る商業振興や地域活性化に関連して、
「財政的支援」や「起
くり会社、4 組織が NPO 法人、1 組織が市民団体、2 組織 業・創業支援」
、
「情報発信」
、
「不動産マッチング」
、
「相談
が市民団体である。
10 組織中9 組織が
「空き店舗等の改修」 員の設置」を行っている。NPO 法人 b は、設立目的である
を担っており、そのうち 7 組織が組織設立から現在までそ 空き店舗等の解消や地域活性化に関連して、助成金を活用
れを継続して行っている。また、
「情報発信」と「不動産マ しながら「イベント開催」や「不動産マッチング」
、
「空き
ッチング」はそれぞれ 10 組織、8 組織が担っているが、
「そ 店舗等の改修」を行っている。しかしながら、それ以降の
れ以降現在まで」の期間にかけて担う組織の増加が見られ 時期では空き店舗等の活用に関係せず、地域活性化のため
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の取り組みを行っている。
Ⅳ) ④独立型（N=2）
④独立型の NPO 法人 d は、
「商店街」で空き店舗等活用
に取り組んでおり、多額の費用をかけないよう工夫をしつ
つ「空き店舗等の改修」や「店舗誘致」
、
「起業・創業支援」
といった商業振興に関わる役割を担っている。一方、住民
設立会社 b は、
義肢装具の製造・販売事業を展開しており、
その事業による自主財源から、空き店舗等活用のための費
用を確保しているため、他組織との連携や助成金を活用せ
ずに独立して空き店舗等活用に取り組むことができている。
住民設立会社 b は、
まちなみ保全等が課題となっている
「歴
史的まちなみの地域」で活用に取り組んでいるため、
「空き
店舗等の改修」や「イベント開催」だけでなく、
「周辺環境
整備」も担っている。
(2) 組織の種類ごとにみる各組織の役割
Ⅰ) まちづくり会社（N=3）
まちづくり会社はいずれも①複合型であり、地方公共団
体や商工会等、地域の企業等から出資を受け、事業として
まちづくり活動に取り組む目的で設立されている。地域内
のまちづくり組織と連携したまちづくりを行っており、
様々な空き店舗等活用における役割を担っている。
例えば、
まちづくり会社 a は、地方公共団体や金融機関と連携して
「空き店舗等の改修」
や空き家バンクの設置を行っており、
まちづくり会社 b は地方公共団体と連携して「起業・創業
支援」や「不動産マッチング」を行っている。このように
まちづくり会社は他の組織と連携を行うことで、地域の課
題解決に対する実行力を持つことが可能となっている。
Ⅱ) 商店街・商工会等（N=2）
商店街・商工会等は、②協働型 1 組織と③財政的支援型
1 組織である。商店街・商工会等は、設立目的である「商業
振興」の視点から空き店舗等活用に取り組んでおり、これ
は商店街・商工会という特性に合致している。
Ⅲ) NPO 法人（N=6）
NPO 法人 6 組織は、①複合型が 4 組織、③財政的支援型
と④独立型がそれぞれ 1 組織である。NPO 法人は一般に活
動資金の不足が問題視されているが、①複合型と③財政的
支援型の NPO 法人では、
空き店舗等活用にかかる費用を、
地域住民のボランティアを活用することによる低減、地方
公共団体からの助成金、イベントや地域の特産品を用いた
商品の販売による収益によって確保することで組織の活動
の持続性が保たれている。④独立型の NPO 法人は、作業を
自分たちの手で行うことであまり費用がかからないよう工
夫をしつつ「空き店舗等の改修」等に取り組んでいる。
Ⅳ) 市民団体（N=1）
市民団体 a は「初動期」には、
「情報発信」
、
「空き店舗等
の改修」を行っており、
「それ以降現在まで」の期間では「イ
ベント開催」や「情報発信」
、
「相談員の設置」を行ってお
り、空き店舗等活用における役割が変化していた。
Ⅴ) 住民設立会社（N=3）
住民設立会社 3 組織は、①複合型が 2 組織、④独立型が

1 組織である。
「初動期」には 2 組織が「起業・創業支援」
、
「イベント開催」
、
「それ以降現在まで」の期間ではこれら
に加えて 3 組織が「空き店舗等の改修」を行っている。①
複合型の 2 組織は、それらに加えて「情報発信」や「不動
産マッチング」を行っている。④独立型の 1 組織は設立目
的である義肢装具の製造・販売事業に由来する自主財源を
持っているために、自組織の資金のみで空き店舗等の活用
のための取り組みを行うことができている。活動に必要な
金額を自主財源で確保できる場合には、持続的なまちづく
りを担う有力な主体として期待ができる。
6. 考察
地方都市の中心市街地で空き店舗等を活用している民間
のまちづくり組織は、地域の課題解決のために設立されて
いた。地方都市の中心市街地での空き店舗等の活用におい
て、
「情報発信」や「空き店舗等の改修」
、
「不動産マッチン
グ」を担う組織が多く、それらに加え、地域の課題によっ
て、商業振興やまちなみ保全を目的に、それぞれ異なる役
割を担っており、
必要に応じて担う役割を変化させていた。
また、
関連組織間の関係は、
他の組織との連携の有無や、
地方公共団体等からの財政的支援の有無で分類でき、他の
組織との連携や助成金の活用によって、当該組織が担うこ
とができる役割が多くなっていた。
民間のまちづくり組織は、ボランティアの活用等による
費用の低減や、助成金を活用することで、自主財源による
費用確保が困難な場合でも、地域の課題解決のための役割
を担うことが可能となると考えられる。さらに、NPO 法人
が商工会議所と連携して起業・創業支援を行ったり、まち
づくり会社と自治体が連携して起業・創業に際しての相談
員を設置したりといった、性格の異なる組織と協働を行う
ことで、自組織の有する機能に加え、他組織の有する機能
も含めた支援や事業の実現が可能となると考えられる。
補注
(1) 組織の種類の定義 まちづくり会社…主に中心市街地のまちづくりを
推進する主体であり、その名称に「まちづくり会社」を含む組織。商店
街・商工会等…商店街組織や商工会、商工会議所。NPO 法人…公益的・
非営利活動を行うことを目的に設立され、その名称に「NPO 法人」を含
む組織。市民団体…地域住民が自発的に団結した組織であり、会社の形
態をとっていない組織。住民設立会社…住民によって設立され、会社の
形態をとっている組織
(2)アンケート調査を実施した 20 組織については、
3 組織がまちづくり会社、
2 組織が商店街・商工会、6 組織が NPO 法人、1 組織が市民団体、3 組織
が住民設立会社である。
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篠山市における空き家利用が地域や住民の生活に与える影響と地域特性に関する研究
神戸大学大学院工学研究科
神戸大学大学院工学研究科
１．はじめに
(１)研究の背景と目的
近年、日本全国で空き家が増加しており、平成 30 年住
宅・土地統計調査において空き家数は 846 万戸、空き家率
は 13.6％と過去最高になっている 1)。なかでも賃貸や売却
等に出されていない「その他の住宅」に分類される空き家
の割合が 4 割以上と大きくなっている 1)。
対策として平成 27 年に「空家等対策の促進に関する特
別措置法」が施行され、全国の自治体で「空家等対策計画」
の策定や「空き家バンク」の設置など、空き家への対策・
利活用が進められている。
特に農村部においては少子高齢化に伴う人口減少によっ
て住宅の空き家化が進み、都市部に比べて管理されない空
き家の割合が高くなっており、周辺地域の空間・景観の悪
化や、周辺住民の生活環境の悪化につながっている。一方
で、農村部ではいわゆる「田舎暮らし」や「古民家」の需
要が拡大しており、住宅や事業所として空き家を利用する
など空き家の利活用が促進されている。
空き家の存在は周辺環境や住民の生活に影響を与えるも
のであり、その利用もまた周囲に影響を与えるものである
と考えられる。本研究では、農村部における空き家利用の
状況と、空き家が利用されることによって周辺地域や周辺
住民の生活に与える影響と地域特性の関係について明らか
にし、より有効的な空き家利用の方法について考察するこ
とを目的とする。

上山 紘平
近藤 民代

れている空き家物件の登録情報の調査を行った。主に利用
前段階にある空き家の築年数・構造・面積・立地等の特性
について整理を行った。
2 つ目に篠山市の中でも多くの空き家が利用されている
地区を選定し、現地調査を行った。現地を踏査し、地区の
規模や住宅密度、空き家数や空き家を利用した事業所の立
地などを調査した。また選定地区の住民に対して対面方式
のアンケート調査を行い、地区内で空き家が利用されたこ
とによる個人の生活や地域への影響について調査を行った。
さらに選定地区内で実際に空き家を利用している事業所に
ヒアリングを行い、利用した空き家の築年数や地域住民の
利用の有無などについて調査を行った。
以上の調査をもとにして、篠山市における空き家利用の
現状と、空き家が住民の生活や地域に与える影響について
選定地区の地域特性を考慮して比較を行う。

(３)関連する既往研究との位置づけ
空き家に関する研究として農村部での空き家の管理につ
いては、遊佐・後藤ら 3) (2006)が山梨県早川町を事例とし
て、中山間地域における空き家の問題と管理実態を空き家
所有者と空き家の属する集落住民へのヒアリングから明ら
かにしている。空き家の管理に関しては行政や地域住民以
外の第三者的な担い手が必要であるとしており、本研究が
対象とする篠山市においても空き家バンクや民間の団体が
空き家の管理・活用について第三者としてかかわっており、
この研究を基礎として考える。
(２)研究対象と研究方法
また空き家の利用について久米ら 4)空き家・空き店舗の
本研究では、農村部で空き家の利用が進んでいる事例と 所有者とまちづくり団体などへのヒアリングから空き家活
して兵庫県篠山市を取り上げた。篠山市は兵庫県の中東部 用の実態と所有者の意識変化に関して考察している。活用
に位置し、四方を山に囲まれた盆地であり、農業を主産業 する過程で所有者の意識が所有から利用に移行する意識変
とする農村地域である。
篠山市における空き家は平成 27 年 化があると述べている。このように所有者へのヒアリング
に行われた住宅土地統計調査において、
空き家数は 2960 戸、 から空き家利用について考察している論文はあるが、周辺
空き家率は 16.5％となっており、全国平均の 13.5％に比べ の住民へのヒアリングから空き家利用について考察してい
て大きな値になっている。また空き家の内訳として売却・ るものはなく、本研究は周辺住民への影響について明らか
賃貸などに利用されていない「その他の住宅」に分類され にするという点において新規性があると考える。
る空き家の割合が 55.1％となっており、市場に出回らない
空き家が半数以上を占めている 2)。空き家バンクの設置や ２．篠山市の空き家利用の状況
空家等対策計画の策定が行われており、空き家バンクにつ (１)篠山市における空き家バンク
いては登録されている空き家の件数が全国の他の市町村に
篠山市では平成 22 年から主に空き家利用による移住定
比べても多く、全国的にも空き家の利用に力を入れている 住促進を目的として空き家バンクを運営している。平成 30
自治体である。
年 10 月時点での物件登録件数は 93 件で、平成 27 年度末
研究の方法としては主に以下の 2 通りの調査を行った。 時点での累計成約件数は 180 件 5)であり、この件数は全国
1 つ目に篠山市で利用されている空き家の特性を調査す の自治体での空き家バンクの登録、成約件数と比較しても
るために、篠山市の運営する空き家バンクサイトで公開さ 大きな値となっている 6)。
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(２)空き家バンクの登録物件の特性
篠山市の移住相談総合サイト「classo」上の空き家バンク
で平成 30 年 9 月 1 日から 12 月 31 日まで公開された登録
物件についてその特性に関する調査を行った。期間中に掲
載されていた物件数は全 164 件でありそのうち住宅は 110
件、土地が 49 件、倉庫などその他が 5 件である。公開され
ていた住宅 110 件の物件情報から面積、建築時期について
整理をした。
(Ⅰ)面積
空き家登録物件の一戸建住宅についてその面積を見ると
200 ㎡以上の広い住宅もみられるが、100 ㎡以下の小規模
な住宅の割合が 34％と大きくなっている。(図－１)
また戸建て住宅の平均延床面積を空き家バンク・篠山市・
全国について比較すると篠山市の平均延床面積より空き家
バンクの平均は小さくなっており、全国平均に近い値にな
っている。(表－１)
(Ⅱ)建築時期
空き家登録物件の一戸建住宅の建築時期を、篠山市・全
国の一戸建住宅と比較すると、空き家バンク登録物件は篠
山市に比べて、1970 年代以前に建てられ築年数が 50 年以
上の物件の割合が小さい。また 2000 年以降に建てられた
新しい物件が多く登録されていることが分かる。(図－２)
以上のことから篠山市における空き家バンクでは農村部

によくみられる建築時期の古い空き家はあまり登録されて
おらず、比較的新しい空き家が登録されていることが分か
る。移住定住での空き家の利用という目的はある程度果た
しているが、古い空き家の利用という点においては十分な
効果を示していないことがうかがえる。
(３)空き家利用事業所
篠山市において実際に空き家を利用した事業所について
インターネットや現地踏査による調査を行い、事業所への
ヒアリングや関連書籍 8)から築年数について整理した。(表
－２)
事業所として利用されている物件の築年数は 100 年以上
経過しているものがほとんどであり、50 年以内のものなど
は見慣れなかった。また篠山市において空き家の事業所利
用に関わっている民間企業や NPO などがあり、特に「一般
社団法人 NOTE」が所有者から空き家を借上げ事業者にリ
ースするサブリース方式による空き家利用を行っている。
(４)小結
篠山市における空き家利用は、比較的新しい空き家につ
いては空き家バンクを通して住宅として利用され、古い空
き家は民間の団体を通して事業所等として利用するという
構造になっていることが考えられる。
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(図－１)延床面積別割合
(表－１)平均延床面積

平均延床面積(㎡)
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(図－２)建築時期別割合
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(表－2)空き家利用事業所リスト
番号 施設名
1 NIPPONIA➀
2 NIPPONIA②
3 NIPPONIA③
4 NIPPONIA④
5 NIPPONIA⑤
6 NIPPONIA⑥
7 NIPPONIA⑦
8 六夢叶
9 栄亀堂
10 岩茶房丹波ことり
11 篠山ギャラリーKITA'S
12 ふろく
13 応需細工所
14 ハクトヤ
15 Natural Backyard
16 CASA DEL' AMICI
17 晩めし屋 よかちょろ
18 白殻五紛
19 NIPPONIA 福住
20 ゲストハウスやなぎ
21 福住 わだ家
22 Trattoria al Ragu'
23 MAGNUM COFFEE
24 やまびこ庵
25 Little Leaf
26 SORTE GLASS
27 里山ストーブ
28 さんば家ひぐち
29 篠山フィールドフラット
30 集落丸山➀
31 集落丸山②
32 ひわの蔵
33 小多田の家
34 天空農園(焼失)
35 ささらい

用途
築年数
ホテル
100年以上
ホテル
100年以上
ホテル
100年以上
ホテル
100年以上
ホテル
100年以上
ホテル
100年以上
ホテル
100年以上
カフェ
100年以上
カフェ
100年以上
カフェ
100年以上
ギャラリー＆カフェ
80年
ギャラリー
150年以上
ジュエリーギャラリー
150年以上
ショップ
100年以上
雑貨店
150年以上
レストラン
居酒屋
100年以上
パン
90年
ホテル
100年以上
ゲストハウス
140年
お試し住宅
100年以上
レストラン
150年
カフェ
90年
デイサービス
140年
ショップ・マッサージ
100年以上
ガラス工房
薪ストーブ専門店
福住地区まちづくり協議会 100年以上
交流拠点
90年
宿泊・農村体験
150年
宿泊・農村体験
150年
レストラン
150年
就農希望者滞在施設
150年以上
セミナーハウス
150年
レストラン・ショップ
150年

３．空き家利用が地域と住民の生活に与える影響
(１)調査概要と地域特性
空き家利用が地域と生活に与える影響を明らかにするた
めに、篠山市内でも多くの空き家が活用されている地区と
して、河原町地区・福住地区・丸山地区の 3 地区を選定し
現地踏査による地区空間の調査と住民への訪問によるアン
ケート調査を実施した。河原町と福住は地区内約 200 世帯
に対し、それぞれ 32 世帯・33 世態に回答を頂き、丸山は
地区内 11 世帯に対し 6 世帯に回答を頂いた。以下の表に
各地区の地域特性を回答の概要を示す。(表－３)
河原町地区は市内でも人口が多く住宅密度が高い中心地
に位置しており、重要伝統的建造物群保存地区にも指定さ
れている商家群がある。商人の町であり、外部からの流入
に対してやや排他的な特徴がある。
福住地区は市の東部に位置する旧宿場町である。同じく
重伝建に指定されているが、商家と農家住宅が混在し、住
宅の密度もあまり高くはなく、
周囲を田畑に囲まれている。
旧宿場町であるという点から外部からの流入にも寛容であ
り、一部の地区内の住民が空き家の利用に関与している。
丸山地区は市の中心部から離れた北部に位置しており、
山に囲まれた昔ながらの農村集落である。住民は農業従事
者であり、地区の規模は小さく密度は低い。住民全体によ
るワークショップを通して空き家を宿泊施設として利用す
ることを決定し、現在でも住民の参加により宿泊施設の運
営を行っているという特徴がある。
(２)空き家による問題意識
空き家があることへの不安の有無は河原町・福住・丸山
の順に高くなっており(表－３)、その内訳は③放火等の犯
罪⑤人口減少が大きくなっているが、地区ごとの傾向の違
いが見られる。⑤人口減少は空き家を発生させる問題でも
あり、過疎化が進む篠山市全体としての特徴として捉えら
れる。(図－３)
河原町や福住では①管理不全による事故や③放火などの
犯罪が見られ、これは住宅密度の高さが影響を及ぼしてい
る。③放火などの犯罪は丸山も高くなっており、これは以
前に空き家に空き巣が入ることがあったことがヒアリング

から判明し、そのためであると考えられる。また農村地特
有のものとして福住や丸山では⑥害獣の巣になることへの
不安があり、空き家による問題も地区により偏りが見られ
た。空き家による問題意識は地区の規模や住宅密度、また
農村地かどうかによって変化が見られる。(図－３)
(３)空き家利用による個人の生活への影響
空き家利用により生活に影響があった割合は河原町・福
住・丸山の順に高くなっており(表－３)、その内訳は➀⑥地
区内外の人との交流の増加⑤経済活動の増加②活動機会の
増加などが高くなっているが地区により傾向は異なる。⑤
経済活動の増加に関しては飲食店等の事業所として空き家
が利用している場合が主であるからであると考えられる。
河原町と福住では傾向が似通っているが程度の差があり、
より住民が外部からの流入に対して寛容な福住の方が、割
合が大きくなっている。(図－４)
丸山は全体的に割合が高く、①⑥地域内外の人との交流
の増加や②活動機会の増加は、地区内の住民で空き家を利
用した宿泊施設を運営することにより、住民同士で顔を合
わせる機会が増えたことや、来客の対応などをすることが
アンケートで述べられており、空き家利用への住民参加が
生活への影響を高めている。(図－４)
(４)空き家利用による地域への影響
空き家利用により地域への影響があった割合も河原町・
福住・丸山の順に高くなっており(表－３)、その内訳は
①空き家の減少や②③地域内外の人との交流の増加⑧観光
客の増加などが見られるがその傾向は各地区で異なってい
る。⑧観光客の増加はどの地区でも多く空き家利用の用途
が観光客に向けた宿泊施設や飲食店が多いためであると考
えられる。(図－５)
河原町が福住・丸山に比べ⑧観光客の増加以外の影響は

(表－３)地域特性の比較と結果の概要

(図－３)空き家による問題意識

(図－４)空き家利用による個人の生活への影響
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ほとんど見られず、住民の外部への寛容さが影響を与えて
いると考えられる。
福住と丸山では丸山の方が全体的に割合が高くなってい
るが①空き家の減少や⑥衛生環境の改善は丸山の方が地区
の規模が小さく、空き家 1 軒が利用されることにより地区
に与える影響が大きいためと考えられる。また②③地域内
外の人との交流の増加や④自治活動の活発化は丸山地区で
は空き家利用への住民参加が影響を与えている。(図－５)
(５)空き家の活用意識
空き家を活用することへの意識に地区内での空き家利用
の様子が影響を与えたかどうかという問いに対して影響が
あったと答えた割合は、河原町・福住・丸山の順に高くな
っている。丸山では全員が影響があったと答えており、こ
れは空き家利用への住民参加があったためであると考えら
れる。また最も低い河原町でも 4 割弱の人が影響があった
と答えており、地区内で空き家が利用されている様子があ
ることが、空き家の活用への意識を生み出し、更なる空き
家の利用の可能性につながると考えられる。(図－６)
(６)小結
空き家による問題意識、空き家による個人の生活への影
響・地域への影響は地域特性による偏りが見られた。個人
の生活への影響に関しては住民の外部からの流入に対する
寛容さと空き家利用への住民の参加の有無が大きな影響を
与えることが確認された。また地域への影響は、地区の規
模の大小と空き家利用の住民の参加の有無が大きな影響を
与えることが確認された。
また地区内で空き家が活用される様子があることで、住

民の空き家活用への意識を生み出し、更なる空き家利用に
つながりうることが分かった。
４．結論
現在の篠山市の空き家対策・取り組みは行政による空き
家対策計画や空き家バンクによって取り組まれているが、
まだ十分に成果が出ているとは言えず、利用されている空
き家に関しても古い空き家があまり利用されていない。民
間の団体により古い空き家も利用されているがその数はま
だまだ多くはない。空き家による問題や利用による影響は
市町村よりもさらに小さい自治会や集落などの地区単位で
異なることが今回の調査で分かった。地区の住民はそれぞ
れに空き家への不安や空き家所有者の情報やつながりを持
っている。そのため行政が市町村という大きな範囲で対策
を行うのではなく、さらに小さな地区単位で、空き家の対
策や利用への取り組みを進める必要がある。そのうえで行
政や民間の団体などの第三者組織の支援のもと進めるべき
である。
また空き家の利用による影響を高めるためには住民参加
型による空き家の利活用が効果的である。住民参加により
住民の空き家への危機感と空き家利用への興味関心を高め
ることが空き家利用をより有効的に進め、以降の空き家利
用への住民の意識を生みだすことにつながる。
参考・引用文献
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(図－６)空き家の活用意識
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分譲マンションにおけるコミュニティ活動の状況と運営主体に関する研究
－ 大阪府、京都府、兵庫県の大規模分譲マンションを事例として－
関西学院大学大学院総合政策研究科
関西学院大学大学院総合政策研究科

1. 序論
1-1. 研究の背景・目的・既往研究
1956 年に日本で最初の民間デベロッパーによる分譲マ
ンション開発が行われて以降、多種多様な分譲マンション
が供給されてきた。
マンションはその性質上、共同での管理が必須であるに
も関わらず、開発の当初には、販売のためのツール上で「マ
ンションは隣近所とのつきあいの煩わしさがない」と謳わ
れたり、2016 年には標準管理規約からコミュニティに関す
る条項が削除(1)されるなど、共同管理のための土壌が形成
されづらい現状がある。
今後、マンションを建て替え、あるいは区分所有権の一
括売却など、自らのマンションの維持・処分方法をどのよ
うに決定していくかは個々のマンションの管理組合に委ね
られており、来るべき決定の日に向けて区分所有者同士の
結びつきを強めることは重要な課題である。
分譲マンションにおけるコミュニティ形成に関する既往
研究としては、高経年マンションにおいてコミュニティ形
成を目的とした生活支援サークルの発案から実際の活動ま
でを調査した藤本（2015）1)の研究や、入居前から供給者に
よって商品企画としてコミュニティ形成のための仕掛けが
準備されていた 3 棟のマンションの経年化による変遷を調
査した曽根ら（2014）2)の研究があげられるが、いずれも少
数の事例を対象としたものである。
本研究では、複数の大規模分譲マンションを対象に、行
われているコミュニティ活動の内容やその担い手を調査す
ることで、分譲マンションにおけるコミュニティ活動の課
題を示し、その対応策を検討することを目的とする。
また、本研究において、住民の結びつきを強めるため行
われる活動を「コミュニティ活動」と定義する。

笹倉 麻衣
角野 幸博

京阪神大都市圏で過去に供給された 300 戸以上の民間分
譲マンション 354 件を民間の不動産検索サイト(2)からリス
ト化した。
次にこの 219 件に対して、共用施設の利用状況を調査す
ることを目的に、管理組合理事長宛にアンケートを送付し
71 件の回答を得た。パンフレット調査・アンケート調査対
象のマンションの所在地内訳は表－1 のとおりである。
2. コミュニティ活動の状況
2-1. コミュニティ活動の内容
アンケート調査から得た 366 件のコミュニティ活動を、
①サークル活動②祭り③特定世代向け活動④避難訓練等⑤
その他、の５つに分類した（図－1）
。

図－1 コミュニティ活動の内訳

1-2. 研究の方法
表－1 所在地内訳
エリア名
大阪市内

対象エリア

北摂

大阪市
摂津市・守口市・門真市・大東市
東大阪市・八尾市・寝屋川市・
交野市・枚方市・島本町
堺市・羽曳野市・河内長野市・
貝塚市・泉南市
三田市・宝塚市・伊丹市・
豊中市・吹田市・茨木市・高槻市

神戸市内

神戸市

阪神間

尼崎市・西宮市

京都市内

京都市

東大阪
南大阪

合計

アンケート調査 ヒアリング調査

25

6

6

2

10

2

12
13
4
1
71

6
3

19

図－2 サークル活動の内訳
①のサークル活動は、参加者属性に制限が無く定期的に
集まるコミュニティ活動を表す。その種類は多岐にわたっ
ており、サークル活動の内訳（図－2）を見ると、
「体操・
ダンス」の項目が最も多く行われている。一方、コミュニ
ケーションそのものを目的とした「茶話会」が多くのマン
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ションで行われていることも特徴である。いずれも広い場
所を必要としない活動が中心となっている。

2-2.活動のスタート時期
避難訓練等を除き竣工後に多くのコミュニティ活動が発
案・運営されていることが明らかとなった。また、発案者
の多くが住民となっている。

図－3 活動への住民以外の参加可否
次に、②祭りは、餅つきやクリスマスパーティーなどの
イベントを行うコミュニティ活動を表す。住民以外でも参
加できる活動となっている割合が 50％以上となっており、
マンションで行われるコミュニティ活動が、地域全体のコ
ミュニティ活動ともなっていることが明らかとなった。
③の特定世代向け活動は、シニア層や子育て層など特定
の世代に向けたコミュニティ活動を指す。④の避難訓練等
は避難訓練・防災訓練などの非常時に備えたコミュニティ
活動を指す。最後に⑤のその他には、町内会活動、分科会、
区分所有者の葬儀などが含まれる。

Ⅰ

図－4 コミュニティ活動のスタート時期
3.コミュニティ活動の運営主体
コミュニティ活動の運営主体について、アンケート・ヒ
アリング調査から、3 タイプ 9 種類の運営方法があること
が明らかとなった（図－5）
。以下、それぞれのタイプにつ
いて述べていく。

Ⅰ－ⅰ

Ⅰ－ⅱ

Ⅰ－ⅲ

管理組合

自治会
（地域）

自治会
（マンション単独）

単
独

＋賃貸入居者も加入できる

+ 組織の設立が法的に必須

＋地域のコミュニティ活動にも参加できる

－賃貸入居者は加入できない

－加入は任意

－コミュニティ活動へ費用支出が難しい

－マンション内で起こる課題の解決主体にはなれない

－特定の住民に負荷がかかる場合がある

－特定の住民に負荷がかかる場合がある

Ⅱ－ⅰ

Ⅱ

管理組合

自治会
（地域）

Ⅱ－ⅱ

管理組合

＋賃貸入居者も加入できる

－加入は任意
－特定の住民に負荷がかかる場合がある

Ⅱ－ⅲ

自治会
（マンション）

共
同

＋区分所有者・賃貸入居者のいずれも参加可
＋地域のコミュニティ活動にも参加できる
－特定の住民に負荷がかかる場合がある

＋区分所有者・賃貸入居者のいずれも参加可
－特定の住民に負荷がかかる場合がある

＋区分所有者・賃貸入居者のいずれも参加可
＋地域のコミュニティ活動にも参加できる
－特定の住民に負荷がかかる場合がある

Ⅲ－ⅰ

Ⅲ－ⅱ

Ⅲ－ⅲ

管理組合

管理組合

管理組合

管理会社

外部運営会社

自治会（マンション）

Ⅲ
委
託

＋特定の住民に負荷がかからない
＋コミュニティ活動への費用支出が容易

＋特定の住民に負荷がかからない

＋マンションの資産面も考慮した

＋コミュニティ活動への費用支出が容易

＋コミュニティ活動への費用支出が容易

コミュニティ活動が期待できる
－費用がかかる

－費用がかかる

－特定の住民に負荷がかかる場合がある

図－5 コミュニティ活動の運営主体
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3-1. 単独型
単独型は、①管理組合②地域の自治会③マンション単独
で結成された自治会のいずれかが活動主体となり、コミュ
ニティ活動を運営するものである。
ヒアリング調査では、19 件中 3 件が、管理組合が単独主
体としてコミュニティ活動を行い、14 件が地域もしくはマ
ンション単独の自治会が単独で行っているとの回答を得た。
なお、管理組合が単独でコミュニティ活動を行っている 3
件は、いずれも後述する委託型からの移行である。
アンケート調査からも 8 割以上のマンションが自治会に
加入しており（図－6）
、多くのマンションで自治会はコミ
ュニティ活動の運営主体として活躍していると考えられる。
しかしながら自治会は任意の加入組織であることから、マ
ンション全体のコミュニティ活動の運営主体にはなりづら
いといった点があげられる。

トがある。また、本調査では、住民同士で NPO を立ち上
げ、管理組合や自治会と協力しながら、コミュニティ活動
を実施しているマンションの事例も見られた。
3-3.委託型
委託型は、管理組合から、①管理会社・コミュニティ活
動の外部運営会社(3)②自治会に、コミュニティ活動の運営
を業務委託するものである（図－7）
。

委託先

図－7 委託型運営スキーム

一方、区分所有者全員が加入する管理組合が運営主体に
なり得ていない背景としては、マンション資産の維持管理
のために徴収している管理費をコミュニティ活動に支出す
るためには総会の決議を経る必要があるが、2016 年に標準
管理規約からのコミュニティ条項の削除されたことを背景
に、総会において賛同を得ることが難しいことが要因とな
っている。
単独型の共通点として、1 組織に運営主体が限定されて
いるため、特定の住民に負荷がかかる場合があることが挙
げられる。ヒアリング調査から、管理組合の理事会、自治
会の役員ともなり手が不足しており、やむを得ず同一の人
物が長年役員をしているケースも複数見られた。

単独型・共同型が特定の住民に負荷がかかることがデメ
リットであることに対して、委託型で管理会社、外部運営
会社などの第三者が委託を受けるケースでは、特定の住民
に負荷がかからないことが特徴である。
一方、費用が１戸あたり 500 円程度と高額であり、ヒア
リング調査で委託型を採用していた 3 件のマンションは、
高額な費用を理由に 2 件は竣工後 1 年以内に、もう 1 件に
ついても契約更新することなく 2 年の契約満期をもって解
約し、コミュニティ活動の主体を外部運営から自らの管理
組合に変更しているが、うち 2 件のマンションでは外部運
営していた時から行っている、花見や夏祭りなどのコミュ
ニティ活動の外部運営を解約した後も継属して実施してい
るなど、委託型の導入はコミュニティ活動のきっかけづく
りとして一定の効果が見られる。
しかしながら、
「コミュニティ活動は企画・運営の段階か
ら始まっており、準備も含めて管理組合で行うことに意味
がある」と、コミュニティ活動の業務委託に対して否定的
な意見も見られた。

3-2.共同型
共同型は、管理組合と自治会、管理組合と自治会と NPO
が共同してコミュニティ活動の運営主体となるものである。
管理組合が区分所有者のための組織であることから、区分
所有者が賃貸しているなど、区分所有者と実際の入居者が
異なる場合、管理組合のみが運営主体となると、実際の入
居者がコミュニティ活動に参加できないケースがあるが、
共同型では実際の入居者が自治会に参加していれば、区分
所有者、入居者ともコミュニティ活動に参加できるメリッ

4．本調査からの知見及び考察
4-1. 本調査からの知見
本調査から得られた知見は、以下の 4 点である。
（1）分譲マンションにおいて、多種多様なコミュニティ
活動が行われており、①サークル活動②祭り③特定世代向
け活動④避難訓練等⑤その他の 5 つに分類される。特に、
サークル活動は「体操・ダンス」が多くのマンションで行
われており、
「茶話会」などコミュニケーションそのものを
目的とした活動が行われている。また、祭りではマンショ

図－6 自治会への加入状況
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ン住民のみならず、地域住民も参加することができ、マン
ションにおけるコミュニティ活動が、地域のコミュニティ
活動ともなっている現状が明らかとなった。
（2）
コミュニティ活動の多くが住民発案により竣工後に
企画・運営されている。
（3）コミュニティ活動の運営主体には、3 タイプ 9 種類
が存在する。運営主体のうち、管理組合はコミュニティ活
動への経費の支出に際し総会の決議が必要であるが、標準
管理規約が改正となったことも要因となり、支出に同意を
得られないケースも見られ、運営主体となりづらい状況が
ある。一方委託型を採用したマンションが後に単独型の管
理組合による運営主体を採用していることから、費用の支
出に同意を得ることができれば、区分所有者が全員加入す
る管理組合は運営主体として有用である。
（4）
現状多くのマンションで単独型の自治会による運営
主体が採用されていることが明らかとなった。一方、コミ
ュニティ活動区分所有者や賃貸入居者などより多くの参加
者が見込める共同型や、コミュニティ活動のきっかけづく
りとして、高額であるものの一定の効果が見込める委託型
などを採用しているマンションも存在し、マンションの竣
工からの経過年数や賃貸率などのマンションの個々の状況
を考慮し、適切な運営主体を選択することが重要である。
4-2. 課題と対応方法
以上の知見から、管理組合は、区分所有者全員が加入す
る、分譲マンションにおける重要な組織であるにも関わら
ず、コミュニティ活動の運営主体として参画する際に、管
理組合の費用からコミュニティ活動に対する経費を支出し
づらいといった課題があることが明らかとなった。管理組
合もコミュニティ活動の運営主体に参画するためには、コ
ミュニティ活動の重要性をマンション住民に周知し、費用
の支出への理解を深めることが不可欠である。委託型を採
用していたマンションにおいては、その後も管理組合がコ
ミュニティ活動の運営主体となっていることから、分譲マ
ンションの企画段階から、デベロッパーの企画に委託型の
スキームを盛り込むことや、すでに経年化したマンション
においても行政の相談窓口等(4)外部の支援を受けるなどコ
ミュニティ活動のきっかけを作り、実際にコミュニティ活
動を行ってみることが、コミュニティ活動の重要性の周知
につながると考える。
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補注
(1)旧標準管理規約第 27 条および第 32 条において、管理費
の使途および管理組合が行う業務に「地域コミュニティに
も配慮した居住者間のコミュニティ形成（に要する費用）
」
を定めていたが、2016 年の改正により、同条項が削除され
た。
(2)長谷工マンションライブラリや HOME’S 等複数の不動
産検索サイトから調査した。
(3)外部運営会社には、
「コンサルタント型」と「マンション
付帯ビジネス型に２種類が存在する。
コンサルタント型は、
まちづくりなどで培ったノウハウを活かしたり、防災など
一分野に特化した事業者も多い。一方で他のタイプと比較
して費用が高額な事業者が多く、既築分譲マンションや管
理組合ではなく、新築分譲マンションのデベロッパーをタ
ーゲットにし、初期費用をデベロッパーが負担するケース
が多いことが特徴である。マンション付帯ビジネス型は、
インターネットや植栽剪定会社など、もともと分譲マンシ
ョンのサービスとして入っていた会社がコミュニティの運
営サポートに新規参入している。本業を生かしたサービス
を行い、植栽剪定会社であれば分譲マンションの緑地を活
用した園芸サークルなど各会社によって特色が異なってい
ることが特徴である。
(4)千葉県流山市では地域のコミュニティ活動を活性化す
ることを最終の目的としてマンション内のコミュニティ活
動のサポート支援をしている。
参考文献
1)曽根里子、沢田知子、染谷正弘 (2014)「入居後 10 年まで
の「コミュニティ活動」進展過程に関する考察:「コミュニ
ティ形成支援のしかけ」をもつ大規模マンションにおける
集住活動成熟過程に関する時系列的調査研究その２」
、
日本
建築学会計画系論文集、79(706)、2611-2620、一般社団法人
日本建築学会
2)藤本佳子（2015）
「マンションコミュニティの活性化の手
法に関する事例研究」
、
一般社団法人日本家政学会研究発表
要旨集、67、p88、一般社団法人日本家政学会
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住宅宿泊事業による宿泊施設の立地特性に関する研究
龍谷大学大学院政策学研究科
龍谷大学政策学部
１ 研究の背景と目的
⑴ 観光客の急増
日本への訪日外国人数は年々増加し、2018 年には過去最
高の 3119 万人を記録した(1)。2012 年時点の約 800 万人から
約 4 倍増である。わが国において観光産業は益々重要な基
幹産業となっていることは自明である。
⑵ インターネット上で予約可能な宿泊仲介サイトの登場
急激なインバウンド観光の成長を受け、インターネット
を介した予約サービスが普及している。民泊や簡易宿所な
ど、小規模な宿泊施設の仲介サイトとして代表的な Airbnb
は、世界で 600 万件以上登録され、日本においても登録件
数は 5 万件（2019 年 5 月末時点）を突破した(2)。
⑶ 住宅宿泊事業法の制定
2018 年 6 月に「住宅宿泊事業法（民泊新法）
」が施行さ
れた。同法の施行により、民泊は以下の 2 点が特徴として
あげられる。1)住宅宿泊事業法における宿泊施設の建物は
「住宅」であり、用途地域における住居専用地域で営業が
可能であること、2)年間営業日数の上限が定められており、
180 日を超える営業ができないこと。
本稿は、住宅宿泊事業法施行後の民泊について、立地調
査を通した実態把握に努め、その立地傾向を明らかにする
ことを目的とする。
２ 研究の枠組
⑴ 既往研究の整理
2018 年 6 月 15 日に施行された住宅宿泊事業法に定めら
れる民泊について取り扱ったものは少ない。
金山・定行（2019）は東京都豊島区を対象に空き家によ
る外部不経済と民泊の空き家活用の可能性について考察し
ており、民泊としての空き家活用は空き家の外部不経済を
抑制するだけでなく、東京五輪後も土地の有効活用・空き
家対策の観点から効率的だと指摘した 4)。境（2018）は民
泊の運営、制度に関する課題について都市型民泊、田舎体
験型民泊の事例比較をした 6)。田中（2018）は民泊に関連
する法律、
条例等取り上げ、
住宅宿泊事業における事業者、
管理業者、仲介業者などの視点に分け法律関係を整理した
7)
。矢ヶ崎（2017）は宿泊に関する現行法制度と、民泊の課
題と可能性について指摘した 8)。
以上のように、民泊に関する法律を整理し、その諸問題
について論じた論文は多いものの、現状の民泊の実態や、
それらを通じて起こりうる問題を考察した論文は管見の限
り不在である。
⑵ 研究の対象と方法
本研究では住宅宿泊事業法における住宅宿泊事業（いわ

川井 千敬
阿部 大輔

ゆる民泊）に種別される宿泊施設を対象とする。その上で
京都市の公開する
「住宅宿泊事業法に基づく届出住宅一覧」
から GIS を用いて立地状況を明らかにし、用途地域・地価
公示の地図をオーバーレイさせ、民泊の立地動向を把握す
ることに努めた。
３ 住宅宿泊事業法に対する動き
⑴ 住宅宿泊事業法制定の背景
住宅宿泊事業法施行以前の民泊は、旅館業法の営業許可
が必要であった。しかしながら、2016 年に京都市が実施し
た
「京都市民泊施設実態調査」
では、
施設数 2702 件のうち、
68.4%の1847 件が旅館業法上は無許可と推測できる施設だ
った。用途地域に対して不適合および不適合の可能性のあ
る施設も 17.9%にのぼった。
このような営業許可を取得していないいわゆる「ヤミ民
泊」による問題が顕在化した。民泊宿泊者の出す騒音、ゴ
ミ出し問題など近隣住民への迷惑行為が報告され、また、
無責任な民泊事業者による運営は地域住民の不安を募らせ
た。住宅宿泊事業法制定の背景には、これまでの簡易宿所
営業とは異なる宿泊施設の定義づけ、適法化が急務となっ
た事情がある。
表－１民泊と簡易宿所の制度的比較

⑵ 京都市における住宅宿泊事業法の考え方
前述の通り訪日外国人旅行客は増加傾向にある。本稿の
対象とする京都市も例外でなく、宿泊客数は 1557 万人、外
国人宿泊客数も 353 万人を記録し、いずれも過去最高であ
った(3)。宿泊客数の増加に対応して宿泊施設は簡易宿所・民
泊を中心に急増している。一方で京都市では宿泊施設をめ
ぐるトラブルが頻発し、住宅宿泊事業法の施行に合わせ、
有識者による
「京都市にふさわしい民泊の在り方検討会議」
を経て、独自ルールを設けた。その主な特徴は、1)住宅専
用地域において民泊の営業は 3 月 16 日正午から翌年 1 月
15 日正午までに限定すること（なお「当該住宅宿泊事業を
営む届出住宅を現に生活の本拠として使用していること」
、
「認定京町家事業であって、その宿泊の形態が、1 回の宿
泊について、9 人以下で構成される 1 組に限られるもの」
などの条件を満たせば適用されない）
、2)住宅宿泊事業者は
原則常駐し、常駐できない場合は 10 分以内に駆けつけら
れる範囲に駐在させなければならないこと、などである。
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⺠ 泊施設
⺠ 泊施設（ 集合住宅タ イ プ ）
⽤途地域
第⼀ 種低層住居専⽤ 地域
第⼆ 種低層住居専⽤ 地域
第⼀ 種中⾼ 層住居専⽤ 地域
第⼆ 種中⾼ 層住居専⽤ 地域
第⼀ 種住居地域
第⼆ 種住居地域
準住居地域
近隣商業地域
商業地域
準⼯ 業地域
⼯ 業地域
⼯ 業地域
その他

図－１ 京都市中心部の民泊の立地
出典：京都市「住宅宿泊事業法に基づく届出住宅一覧（2019 年 3 月 15 日現在）
」をもとに筆者作成

３ 京都市における民泊の実態調査
⑴ 京都市における民泊の増加
現在京都市における住宅宿泊事業法に基づく民泊の数は
456 である。これは 11 月時点の 239 から約 2 倍増加してお
り、現在まで増加し続けている。

⑵ 京都市における民泊の立地動向
民泊の立地は、行政区ごとに見ると、下京区・東山区・
中京区の三区で約 53%を占めており（表－３）
、簡易宿所の
2）
立地と同様に 京都市の中心市街地を形成する三区に集中
している。民泊のうち集合住宅の一室で営業しているもの
を集合住宅タイプとして集計すると、全体の 65%あった。
表－２ 民泊の件数
集合住宅タイプの民泊は下京区・東山区・中京区の順に割
合が高く、とりわけ下京区は 90%が集合住宅タイプの民泊
である。
用途地域から見た民泊の立地の特徴は、先述の通り住居
専用地域にも立地可能であり、ここに立地が一定集積して
いる点にある。簡易宿所では立地不可能な第一種低層住居
専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居
専用地域に 32%が立地している（図－２）
。特に左京区の吉
田山を囲む住宅用途の優勢なエリアなどに民泊の立地は進
んできている。
京都市における民泊は、用途地域の商業地域および近隣
商業地域に立地しているものが 33%を占めているが、この
うち集合住宅の一室で営業する民泊は56%が商業地域およ
び近隣商業地域に立地しており、集合住宅タイプの民泊は
出典：京都市「住宅宿泊事業届出受付窓口対応状況（2019 年 3 月 31 日現在）
」 商業機能の強いエリアに立地する傾向がある。また、これ
らの民泊は京都駅周辺の交通至便なエリアや、清水寺や祇
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園などの観光地周辺より、四条烏丸を中心とした商業・オ
フィス需要の高いエリアに集積している。一方で住居専用
地域への立地はわずか 3%にとどまる。以上のように民泊
は、簡易宿所では用途不適合な住居専用地域に一定割合集
中しているが、民泊の建築形態を集合住宅に絞って見てみ
ると、商業機能の強いエリアに立地していることが明らか
となった。
さらに、京都市の公開する「住宅宿泊事業法に基づく届
出住宅一覧」から同じ屋号の集合住宅で営業している民泊
を抽出し、これらを同一の所有者が複数所有していると判
断したとき、民泊の総数 456 のうちこれに当たるものは全
体の約 14%を占めていた。民泊の半数が法人の運営による
ことから(4)、京都市においても中心部は営利目的の民泊開
業が示唆される。
表－３ 京都市における各区の住宅宿泊事業法に基づく届出住宅

出典：観光庁「住宅宿泊事業の宿泊実績について」
（平成 31 年 3 月 15 日）

（左）図－２ 用途地域ごとの民泊の立地
（右）図－３ 用途地域ごとの集合住宅タイプの民泊の立地

⑶ 地価から見る民泊の立地動向
近年の簡易宿所の立地動向は地価の高いエリアから地価
の低いエリアに遷移している。その立地調査では、2014 年
以前に開業した簡易宿所の立地する平均の地価は平米あた
り約 76 万円、2015 年以降に開業した簡易宿所では約 60 万
円であった。2015 年以降に開業した簡易宿所、すなわちイ
ンバウンド観光の宿泊需要に対応した形で急増している宿
泊施設は、地価の高い商業地や観光地としての特性が強い
エリアではなく、地価が低く、比較的居住性の高いエリア
に立地する傾向に変化している 2)。
一方で民泊は、図－４を見れば、地価の高いエリアに集
中している。地価の低いエリアに立地しているのは南区北
東部のエリアのみにとどまる。京都市のうち民泊の多い下
京区・東山区・中京区に限定して調査すると、民泊の立地
する地価は、下京区が約 153 万円、東山区が約 55 万円、中

京区が約 142 万円であった。三区の民泊の立地する平均の
地価は約 117 万円である。地価から簡易宿所と民泊の立地
を見てみると、両者には大きな違いが認められる。民泊の
うち集合住宅タイプの民泊が立地する地価は、下京区で約
158 万円、東山区が約 59 万円、中京区が約 149 万円、三区
平均で約 125 万円だった。以上のことから、集合住宅タイ
プの民泊は商業機能の高いエリアに多く立地しているもの
の、立地要因に地価が関連しているとは考えにくいことが
明らかとなった。
４ おわりに
本稿の考察から、以下の点が民泊の立地特性としてあげ
られる。
第一に、簡易宿所では立地不可能な住居専用地域に立地
が拡がっており、居住用途の比較的強いエリアに立地が及
んでいる。
第二に、民泊は集合住宅での営業が大きな割合を占め、
これは用途地域における商業地域・近隣商業地域に集中し、
京都市の中心市街地を形成する三区（下京区・東山区・中
京区）に特に増加している。また、集合住宅内に民泊とし
て営業している部屋を複数所有する運営形態が多いこと、
法人の運営が約半分を占めているという市場動向を加味す
れば、法人の営利目的の民泊開業が進んでいると考えられ
る。
第三に、近年の簡易宿所の立地動向は地価の低いエリア
にも立地されていくことに対して、民泊は地価の高い中心
市街地に増加傾向である。集合住宅タイプの民泊は商業機
能の強いエリアを指向するが、立地要因に地価が影響して
いることは考えにくい。
住宅宿泊事業法の施行によって、民泊は 2016 年に京都
市の報告した 2702 件から大幅に数を減らしたが、業務上
の適正化がされた結果であると考えられる。
しかしながら、
現状の民泊施設の半数は集合住宅タイプで占められており、
京都市の住宅宿泊事業法条例第３条において掲げている
「住宅宿泊事業の運営を通じて宿泊者と市民との間の交流
の促進が図られるとともに、伝統的な建築物により形成さ
れる文化その他の京都固有の文化の継承及び発展が図られ
るべきこと」という基本理念と若干の乖離があるとも捉え
られる。また、簡易宿所や民泊などの小規模な宿泊施設の
期待される効果として、空き家の対策、町家の保全が挙げ
られ（5）、京都市では 2019 年 4 月に受付を開始した「空き
家活用・流通支援等補助金」の助成対象に民泊を含めてい
るが、
「1 年以上、居住者又は利用者がいない一戸建て・長
屋建ての空き家」を補助対象（6）としている。つまり本稿に
おける集合住宅タイプの民泊は対象外である。民泊はハー
ド整備の面で空き家の流通促進に一定寄与していることが
推察されるが、実情は集合住宅タイプの民泊が立地促進さ
れており、京都市の意図した住宅宿泊事業の運用とは少し
乖離があるのではないだろうか。この点に関して、より効
果的な成果をあげられる余地が残されているだろう。
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図－４京都市中心地における地価公示と民泊の立地
出典：京都府「平成 31 年地価公示 標準地価格一覧表」をもとに筆者作成
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住宅宿泊事業法に基づく登録住宅のストックと地域特性に関する研究
－大阪市を事例にして－
神戸大学大学院工学研究科
神戸大学大学院工学研究科

１．はじめに
平成 30 年 6 月から施行された住宅宿泊事業法は、住宅
に人を宿泊させて宿泊料を徴収する、いわゆる民泊事業に
対して定められた法律である。住居専用地域での営業を許
可し、最低滞在日数の規定はない。インバウンド増加によ
るホテルや旅館などの宿泊所不足の解消を狙う目的がある。
また、違法民泊による無秩序な事業拡大を防ぐため、年間
最大営業日数を 180 日に限定している 1)。
この法律に基づく届出住宅数は、平成 31 年 4 月 30 日時
点で全国14,909件、
そのうち大阪市が2,126件と最も多く、
次いで札幌市が 1,667 件であった 2)。図-1 は施行からの今
日までの届出住宅数の変化を示している。当初は札幌市の
方が圧倒的に多かったが、大阪市での件数が急増し、それ
を上回ることとなった。本研究では大阪市での登録住宅の
ストック特性や地域特性から大阪市で急増する理由を考察
する。
各自治体が公表している届出住宅の所在地一覧から、該
当住宅を特定し、ストック特性や市内分布を特定した(1)。
大阪市の民泊を対象にした研究は、平田ら 3)が大阪市浪
速区を対象地域として、民泊に関するマンション居住者の
意識調査を行っている。結論として、マンション居住者の
不安の声が大きかったため、彼らに納得してもらえるよう
な民泊利用の仕組みを確立すべきだと指摘している。
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図－３ 区別登録部屋数と空家率 4)
図-3 では各区の登録部屋数と空家率の関係を示している。
この図から空家率と登録部屋数に相関関係は見られない。
登録部屋数が多い区も市の平均空家率と近似の値であった。
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図－２ 区別登録部屋数割合(N=2,378)
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図－１ 届出住宅数の推移

図－４ 区別登録部屋数と賃料 4)
２．大阪市内の登録住宅
２－１.各区の登録部屋数と住宅特性の関係
図-2 は登録住宅の区ごとの登録部屋数の割合を示してい
る。区ごとに登録部屋数が大きく異なるのは、空家率や住
宅利用としての賃貸料、住宅総ストック数の違いが影響し
ていると考えられる。

次に、各区の登録部屋数と住宅の賃料の関係の有無につ
いても、相関が確認できなかった。民泊宿泊料は 1 泊平均
約 6,500 円 5)であることから、1 ヶ月のうちに 10 日間を超
えて営業すれば、約 6.5 万円の収入が得られる。この場合
は、民間賃貸住宅経営での収入よりも多く得ることが出来
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るだろう。区あたりの平均登録部屋数を上回る 5 つの区の
うち、4 区が平均賃料よりも高額な区であることから、居
住目的の需要が高い区で登録が進んでいると推測できる。
では各区の総ストック数の違いが登録部屋数の多さを左
右しているのか。図-5 に示すように、登録部屋数の多い区
ほど、総ストック数のうちに占める割合が大きいことが分
かる。中央区、浪速区は特に登録数の割合が高く、市の平
均である 0.18％を大幅に上回り、それぞれ 1.39%、1.44%で
あった。つまり、登録部屋数の多さは、各区の総ストック
数ではなく、地域性に左右されるといえる。

市全体で 491 棟である。共同住宅と長屋を合わせ、384 棟
のうち、
74％を占める 284 棟が複数の部屋を登録していた。
図-7 より、一戸建住宅と共同住宅の建て方別割合は市全体
の同様の割合を占めていることが分かる。
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図－７ 住宅の建て方別割合 4)
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３．登録住宅と大阪市の地域特性
大阪市は札幌市と比較すると、その面積は 5 分の 1 程度
である(2)にも関わらず、大阪市が登録住宅の件数で札幌市
を追い抜いている。登録住宅が急増した要因は何か。
３－１．大阪市の住宅宿泊事業法に関する条例
大阪市での登録件数が多い理由は条例が関係しているの
だろうか。表-1 に大阪市と同様に届出件数が多い札幌市の
条例を比較した。大阪市の方が札幌市より規制が多いにも
かかわらず、登録数は増加している。
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図－５ 登録部屋数が占める総ストック数 4)の割合

２－２.登録住宅の分布特性
登録住宅がどのように分布しているのかを図-6 に示した。
大阪市の中央部に集中していることが見て取れる。この場
表－１ 住宅宿泊事業法に関する条例 6)
所に位置するのは中央区、浪速区、西成区である。この 3
区だけで市全体の登録部屋数の 2,378 部屋の半数以上
登録数
条例
を占め、1,517 部屋が登録されている。

図－６ 大阪市内の登録住宅の分布
この 3 区では、1 つのマンションやアパートで複数部屋
登録している住宅が多い傾向にあり、登録住宅の建物数は
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阪
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札
幌
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1,806 部屋

・小学校周辺 100ｍ以内は全面
禁止
・住居専用地域では全面禁止
・小中学校等周辺 100 メートル
以内では祝日、土日その他の
授業を行わない日以外の期
間禁止
・住居専用地域では祝日、土日
及び 12 月 31 日から翌年の 1
月 3 日までの日以外の期間
禁止

３―２．宿泊客数とホテルの稼働率
大阪市と札幌市において多くの登録住宅が存在している
のは、宿泊施設としての需要が大きいためなのか。図 8～
10 は旅館やホテルの稼働率、延べ宿泊者数、外国人宿泊客
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の占める割合を示している 7)。客室稼働率は、大阪府で低
下気味だが、全国平均と比べると約 20％は高い。一方、北
海道は全国平均と近い割合を示し、大阪府ほど旅館やホテ
ルの稼働率は高くない。次に、延べ宿泊者数については、
北海道よりも大阪府の方が増加率は高い。過去 5 年間で
100％を下回らず、宿泊者数は増え続けている。外国人宿泊
者数の割合は、大阪府も北海道も全国平均を上回っている
が、大阪府の方が多い。以上のことから、宿泊施設の客室
稼働率が高い大阪府では、観光客の増加に伴って、民泊事
業者たちが住宅宿泊事業に乗り出したと考えられる。
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図－１１ 大阪市の登録住宅の分布と関連要素
表－２ 大阪市の観光資源一覧
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全

H28

国

H29

北海道

観光資源名
①ユニバーサル・スタジ
オ・ジャパン
②大阪市中央公会堂

H30
大阪府

図－８ 客室稼働率（％）

③天神祭
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④大阪のたこ焼き
⑤大阪城（大阪城公園）

110%

観光資源名
⑥道頓堀
⑦なんばグランド花月で
上演されるお笑い
⑧国立文楽劇場で上演さ
れる文楽
⑨四天王寺
⑩住吉大社
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図－９ 延べ宿泊者数の増減
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図－１０ 外国人の延べ宿泊者数のうちに占める割合
３－３．登録住宅の分布
では、登録住宅はどういう場所に多く存在しているのだ
ろうか。
図-11 と表-2 は、大阪市の住宅宿泊事業法に基づく登録
住宅の分布と、観光資源(3)、鉄道の駅を示している。

大阪市全体の登録住宅は鉄道沿線に沿って点在している
傾向がある。1 棟あたりの登録部屋数については、1 部屋の
みの登録も、2～10 部屋までの登録も共に市全体に万遍な
く分布している様子が見られた。このうち 2～10 部屋の登
録は 1 部屋のみのものよりもなんば駅周辺に多く見られた。
それに対して、10 部屋以上登録のある住宅は市の南側およ
そ 3 分の 1 以南には存在していない。また、登録住宅が集
中している場所には観光資源が複数存在し、大阪市の主要
駅の 1 つであるなんば駅も立地している。なんば駅は南海
電鉄の駅の 1 つであり、
他の路線への乗り換えも多く、
2018
年度の南海電鉄の乗降者数が 1 番多かった駅である 8)。国
内線と国際線を併せ持つ関西国際空港からのアクセスが良
い点も特徴の 1 つで、なんば駅は外国人旅客が訪れやすい
場所だと考えられる。
一方、札幌市の登録住宅分布は、東部に特に集中してい
る。この場所には観光資源である大通公園やさっぽろ雪ま
つり会場、そして札幌駅がある 9)。また、鉄道沿線に沿っ
て分布している登録住宅は多いが、山地である市の西側で
も民泊は登録されている。札幌市の登録住宅は登録部屋数
の少ないものから広範囲に分布し、登録部屋数が多いもの
ほど、札幌駅周辺に集中している傾向がある。
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4．おわりに
大阪市は平地が多く、全体に鉄道の路線が張り巡らされ
ているため、市全体に広く登録住宅が分布していると考え
られる。また、大阪府は旅館やホテルの宿泊客の外国人割
合が多いため、府全体で外国人宿泊客の需要が高いことが
分かる。大阪市での登録住宅が多かったなんば駅は関西国
際空港からのアクセスが良いため、外国人宿泊客を対象と
して登録を行う事業者が多いといえるだろう。
大阪市の登録住宅数が、法律の施行から 1 年を待たずに
20 倍にもなった理由の一つとして、宿泊客が増え続けてい
ることがあげられる。観光資源が多く、空港からのアクセ
スが良いこともあり、外国人観光客の集客もしやすい土地
であるからだ。観光庁が公表する全国の事業実績 10)は外国
人の民泊利用割合が高いことが示しており、今日では住宅
宿泊事業はインバウンドを支える事業の 1 つとなっている。
しかし、空家率と登録部屋数の関係から、空家の有効活用
に貢献しているとは言えないため、これからの住宅宿泊事
業では、さらに空家問題の解決につながる事業展開が必要
であると考える。

9) (財)日本交通公社、観光資源台帳、https://www.jtb.or.jp/page-searc
h-tourism-resource/、2019 年 6 月 25 日閲覧
10)観光庁、住宅宿泊事業の宿泊実績（2-3 月分）
、http://www.mlit.g
o.jp/common/001289227.pdf 、2019 年 6 月 25 日閲覧

【補注】

(1)本研究では大阪市が公表する平成 31 年 4 月 30 日時点の届出住
宅を対象にしている。
(2)大阪市の面積は 225 ㎢、札幌市の面積は 1,121 ㎢である。
(3)観光資源とは、
「観光資源とは、人々の観光活動のために利用可
能なものであり、観光活動がもたらす感動の源泉となり得るもの、
人々を誘引する源泉となり得るもののうち、観光活動の対象とし
て認識されているものである。
」
（(財)日本交通公社、観光資源台帳
9）より引用）とされている。地図にはランク A 以上の観光資源を

表示。
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地方都市における大型商業施設の撤退が買物行動に及ぼす影響
－ 西友高砂店の撤退を事例として －
流通科学大学商学部
ヤマダストアー株式会社

１．はじめに
地方都市の中心市街地の衰退が叫ばれて久しい。まちの
賑わいの構成要素である商業に目を向けると、駅前に立地
する近隣型商店街のシャッター通り化や空き店舗の増加が
目立つようになってきた。1982 年以降、国内の個人商店の
数は減少の一途を辿っており、こうした個人商店の集合体
である商店街の衰退に大型商業施設の進出が大きく影響し
ていることは明らかである。一方、近年では人口減少や少
子高齢化に伴う購買力の低下から地方都市を中心として大
型商業施設の撤退がみられるようになってきた。
こうした商業事業者からみて魅力が低下した地域では、
残された高齢者の増加も予想され、個人商店の閉店に加え
て大型商業施設の撤退により、更なる買い物弱者問題の顕
在化も懸念される。
大型商業施設の撤退に関する既存研究では、井上ら 1)が
大型商業施設の撤退前後で高齢世代を中心に買い物行動に
変化が起こることを明らかにしている。また、竹内ら 2)は、
大型商業施設の撤退により、買い物に行くことができなく
なったとの回答は高齢の単身世帯が多く、こうした人たち
を対象に移動販売などのサポートの必要性を指摘している。
本研究も既往研究と同様、地方都市を分析対象地域とし
て、大型商業施設の撤退が周辺住民の買い物行動に与えた
影響を明らかにしたい。具体的には、1)商業施設撤退の影
響、2)撤退した商業施設の代替性、3)買い物困難な状況への
対応策、の 3 点について明らかにする。
２．対象地域の選定と大型商業施設撤退の経緯
（１）対象地域の選定
対象地域の選定は、①大型商業施設の撤退、に加えて、
②人口減少と少子高齢化が進行する地方都市、③過去の大
型商業施設の進出により昔から商店街等に立地する個人商
店が疲弊した地域、とした。これらの条件を満たす地域と
して、2015 年 12 月 31 日に大型商業施設である西友高砂店
が撤退した高砂市を選定した。
高砂市の住民基本台帳によると人口は 91,394 人、世帯数
は 39,427 世帯となっている（2018 年 9 月末現在）
。同時点
における年少人口の割合は 13％、老年人口の割合は 28％
である。一方、2000 年の国勢調査結果によると、当時の人
口は 95,932 人、年少人口の割合は 16％、老年人口の割合は
15％であったことから、人口減少と少子高齢化が進行して
いることがわかる。
図－１は、高砂市における商店数と売り場面積の推移を
示したものである。商店数は 1985 年を境に減少している

田中 康仁
白川 瞬吾

のに対し、その後も売場面積は増加していることから、大
型店の進出とそれに伴う個人商店の減少の関係性をみてと
ることができる。1997 年の日本商工会議所の調査によると、
高砂市は大型店の店舗面積シェア（73.3%）が大きい地域と
して西日本で唯一トップ 10 にランクインしている。

図－１ 高砂市における商店数と売り場面積の推移
（２）大型商業施設撤退の経緯
表－１は、西友高砂店の出店から退店までの経緯を示し
たものである。1976 年「高砂地区再開発事業計画」構想を
三菱倉庫が引き継ぎ再開発したサンモール高砂（開業時、
15,372 m²、55 店舗、駐車台数 300 台）の核テナントとして
出店。開業当初の土日は、駐車場に車が入りきれない程、
混雑していた。2007 年以降、西友が全国の不採算店の閉鎖
を検討し、高砂店もその候補であったが、自社店舗のため
黒字転換が見込めると判断し、2012 年改装を行うが、赤字
解消には至らなかった。その後も集客力の低下に歯止めが
かからず、2014 年に 2015 年 4 月での閉鎖を発表する。地
元の継続要望を受け、売場面積を縮小して営業を続けるも
のの、当初の閉鎖予定から 8 か月延長した 2015 年末に完
全閉店となる。なお、現時点でも後継となる商業施設は立
地していない。
表－１ 西友高砂店の出店から退店までの経緯
1976年3月

2007年以降
2012年
2014年
2014年12月
2015年2月
2015年12月31日
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西友高砂店オープン
サンモール高砂の中核テナント
売場面積9,300m2（1～3階） 衣料、日用品、食品
西友全国の不採算店23を閉鎖
高砂店も候補
高砂店は自社店舗のため黒字転換が見込めると判断
改装→赤字解消には至らず
周辺の商業施設が増え、来客は1日に約2,500人
2015年4月で閉鎖を発表
地元の要望を受けて、12月まで閉鎖延期
1階の食料品を中心に24時間営業
閉店

３．分析対象エリアと使用データの概要
（１）分析対象エリアの概要
西友高砂店の撤退の影響を大きく受けるエリアとして、
図－２に示す概ね西友高砂店跡地を中心とする半径 1 ㎞圏
内を設定した(1)。なお、西友高砂店が撤退した結果、同エリ
アの食料品を扱う店舗（コンビニを含む）は、コンビニ 7
店舗、ドラッグストア 1 店舗、個人商店 5 店舗の計 13 店
舗のみであり、いわゆる食料品を扱うスーパーマーケット
（以下、スーパー）は存在しない。
エリア内の人口は、2000 年 11,727 人、2015 年 12,247 人
であり、520 人増加している。なお、2015 年時点でエリア
内の人口は高砂市全体の 13%を占めている。年齢構成別に
みると、75 歳以上の人口が 2000 年では男性 255 人 、女性
566 人であったが、2015 年時点で男性 611 人、女性 1,067
人となっており男性は 2.3 倍、女性は 1.9 倍となっており、
後期高齢者の人口が大きく増加している。また、2000 年と
2015 年における世帯構成を比較した結果、単身世帯の比率
は 2000 年の 22％に対して、2015 年時点では 35％まで増加
している。一方、5 人以上の世帯は 2000 年が 12％であった
のに対し、2015 年時点で 6％と半減している。

は、女性が約 4 分の 3 を占めており、年代は 60 代、70 代
が多く、65 歳未満以上の高齢者が 51%と半数であり、6574 歳の前期高齢者が 31%、75 歳以上の後期高齢者が 20%
であった。同居人数が 2 人以下の世帯が 3 分の 2 を占めて
おり、1 人暮らしの世帯も 19％に達している。自動車を保
有している世帯は 75%である一方、25%の世帯が自動車を
保有していない。図－３は年代別の自動車保有状況を示し
たものである。これによると、75 歳以上で自動車の保有率
55%と他の年代に比べて低いことがわかる。
表－２ 回答者の基本属性
性別

年代

男性
女性
40歳未満
40代
50代
60代
70代
80歳以上

26%
1人
74%
2人
6% 世帯人数 3人
9%
4人
16%
5人以上
26% 自動車 有
34%
保有
無
9%

19%
45%
20%
12%
4%
75%
25%

図－３ 年代別の自動車保有状況
４．日常の食料品の買い物状況
（１）買い物頻度と買い物先
日常の食料品の買い物頻度を尋ねた結果、週 2～3 回が
50%と最も多く、次いで週 4～5 回が約 30％であり、80％
の人が週 2 回以上買い物に出かけている。表－３は、食料
品を買う際、最もよく利用する買い物先を尋ねた結果であ
る。なお、店舗の立地場所は分析対象エリアに限定してい
ない。これによると、総合スーパーおよび食料品スーパー
で良く買い物するとの回答が多いものの、ドラッグストア
での買い物も一定数みられる。一方、コンビニエンススト
アとの回答はごくわずかであった。
（２）買い物先への移動手段
図－４は、よく利用する買い物先への移動手段を示した
図－２ 分析対象エリア
ものである。全体でみると、自動車（自らの運転）が 47%
（２）使用データの概要
と最も多く、次いで自転車の 27%、家族自動車（家族の運
西友高砂店の撤退の影響を把握するため、分析対象エリ 転）の 16%となっている。徒歩での移動は 7%と少なく、
ア内に居住する住民に対し 2018 年 9 月 19 日（水）にてア バイク・原付、バス・タクシーは買い物先への交通手段と
ンケート調査を実施した。
調査票は世帯単位に訪問配布し、 しては殆ど利用されていない。
買い物先の業態別にみると、
同年 9 月末日を期日として郵送にて回収を行った。回答者 総合スーパー、食品スーパーでは自動車にて買い物行く割
は世帯主もしくはそれに準ずる方に記入を依頼し、配布総 合が高いのに対し、ドラックストアは徒歩、自転車にて買
数 500 票に対して、回収票は 207 通（回収率：41.4%）で
表－３ よく利用する買い物先（店舗）
あった。主な調査内容は、①個人属性、②普段の買い物状
総合スーパー（2店舗）
54
況、③よく利用する店舗での買い物状況、④西友高砂店撤
食品スーパー（11店舗）
101
退の影響、⑤買い物困難度、である。
ドラッグストア（1店舗）
26
（３）回答者の属性
個人商店（5店舗）
10
コンビニエンスストア
2
表－２は、回答者の基本属性を示したものである。性別
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ａ）年代別

ｂ）自動車保有別
図－６ 西友高砂店の撤退に伴う買い物困難度

図－４ 買い物先への移動手段

図－５ 買い物先の選択理由
い物に行く割合が高くなっている。サンプル数の少なさに
留意する必要があるものの、個人商店、コンビニエンスス
トアは、徒歩と自転車のみである。
（３）買い物先の選択理由
図－５は、買い物先の選択理由を示した結果である。こ
れによると、
「品揃えが豊富」が最も多く、次いで「アクセ
スが便利」
「駐車場がある」の順となっている。自動車を保
有している回答者は、
「駐車場がある」
を最も重視していた。
なお「その他」の回答も多いが、内訳は「他に買い物がで
きる店舗が無いから」
という消極的な回答が大半であった。

図－７ 西友高砂店の撤退により生じた問題点
ねた結果である。これによると、
「近くに店舗がなくなっ
た」が最も多く、次いで「近くに店舗はあるが生鮮食品が
揃わない」が多くなっている。
（２）西友高砂店跡地への入店希望と代替性
西友高砂店の跡地に同じような店舗に入ってほしいかを
尋ねた結果、97％の住民が入店を希望していた。また、仮
に同じような店舗が入った場合、その店舗の利用有無につ
いても尋ねており、この結果、利用する・少し利用するを
合わせると 98％に達していた。このように、跡地利用とし
て西友高砂店と同程度の商業施設に対する入店希望および
利用意向は高いものの、撤退から 3 年以上が経過した現時
５．西友高砂店撤退の影響と対応策
点でも入店に向けた議論は聞こえてこないことから、現状
（１）西友高砂店の以前の利用状況と撤退による困難度
では他の商業施設に代替性を求める必要がある。
図－８は、
西友高砂店が撤退する以前、95％の住民が利用していた 西友高砂店の撤退後、代わりにどの店舗に行くようになっ
ことから、
撤退により困っている
（および少し困っている） たかを尋ねた結果である。これによると、総合スーパーA
と回答割合は 94%に達していた。図－６は、西友高砂店の が最も多く、次いで比較的近くに立地する食品スーパーB
撤退に伴う買い物困難度をａ）年代別、ｂ）自動車保有別 が多くなっている。3 番目にはドラッグストアが続いてい
に示したものである。まず、年代別にみると、65 歳未満、 る。一般的にはスーパーに比べて生鮮食品の品揃えに劣る
65～74 歳と比較して 75 歳以上で困っている割合が高くな ドラッグストアであるが、このドラッグストアは撤退した
っており、少し困っているを合わせると 75 歳以上は全て 西友高砂店と近接していることから代替店舗として利用さ
の人が困っていることになる。次に、自動車保有別にみる れているものと考えられる。先の買い物先への移動手段に
と、自動車を所有していない人の方が困っている比率が高 おいて、このドラッグストアへの移動手段が徒歩、自転車
くなっており、少し困っているを合わせると自動車を保有 にて買い物に行く割合が高くなっていることからも近くの
していない人は全ての人が困っていることになる。
住民に利用されていると推測できる。
図－７は、西友高砂店の撤退により生じた問題点を尋
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るものの、マイクロスーパーは 40%が利用すると回答して
いる。次いで、移動販売の利用意向が高くなっている。一
方、買い物代行の利用意向は低いことがわかる。図－１０
は、年代別で特徴がみられたａ）買い物送迎とｂ）マイク
ロスーパーの利用意向の差を示したものである。共に、75
歳以上で利用意向が高くなっている。なお、これは自動車
有無別でも同様の結果であり、自動車を保有していない層
で利用意向が高くなっていた。

図－８ 西友高砂店の代わりの店舗

図－９ 買い物困難な状況に対して望まれる対応策

ａ）買い物送迎

６．おわりに
本研究では、地方都市を分析対象地域として、大型商業
施設の撤退が周辺住民の買い物行動に与えた影響を考察し
た。以下では、得られた成果について要約する。
1)西友高砂店の撤退前の利用者は 95%を超えていたことか
ら、撤退に伴い買い物の困難度が高まったとの回答割合は
9 割を超えていた。特に、75 歳以上および自動車を所持し
ていない層でその傾向が顕著であった。
2)跡地への入店希望は 97%と極めて高く、仮に入店した場
合の利用意向は 92%であった。また、撤退した商業施設の
代替性では、総合スーパーへの転換が最も多いが、ドラッ
グストアへの転換も多かった。一般的にドラッグストアの
品揃えの不足面もあるが、撤退店との近接性がこうした結
果につながったと考えられる。
3)買い物が困難な状況に対して、近くに住む親族（子供）
を中心に約半数が助けてくれる存在がいると回答していた。
また、希望する対応策としては、マイクロスーパーの希望
が多く、特に 75 歳以上および自動車非保有は、マイクロス
ーパーと買い物送迎を希望していた。
補注
(1) 西友高砂店跡地を中心とする半径 1km 圏内とした場
合、加古川の一部および沿岸部の工場地帯が数多く含
まれてしまうため、若干北西側に中心を移している。
(2) 農林水産省の定義によると、食料品や日用品を 1,000
品目程度扱う極小規模スーパーのことである。
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と、いずれの対応策も利用しないとの回答が多くなってい
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鉄道沿線上の郊外地域における中・若年層居住者の生活行動実態
－枚方市・寝屋川市を対象に－
関西学院大学大学院総合政策研究科 青木嵩
関西学院大学総合政策学部 角野幸博
１．研究背景と目的
戦後の高度経済成長期に開発が進んだ郊外地域は,類似
した世帯の短期的流入などにより,急激な高齢化や人口減
少が進行した.また日本は既に全国的な人口減少社会へと
転じており,都市の縮小が議論され,鉄道沿線上に張り付く
郊外地域では,沿線を軸とした地域の再編も検討されつつ
ある.そのような中で,高齢者の生活に根付いた研究は多く
蓄積されているが,一方で中年層や若年層を対象とした研
究は少ない.郊外地域を再編し持続させていくには,高齢者
のみではなく次世代を担う中・若年層世帯にも対応した地
域構造を模索していく必要があるだろう.本研究は,鉄道沿
線上の郊外地域の中・若年層世帯を対象に,今後の地域再編
の方向性の基礎資料となる彼らの生活行動特性を整理する
ことを目的とし,沿線を軸とした再編の可能性を探る.
先行研究では,二江ら(2008)が都心と郊外居住者の施設利
用傾向を調査し,後者は特定の施設を繰り返し利用する傾
向にあるとしている１).稲垣(2016)によると郊外鉄道駅周辺
では都心部と類似した世帯層の流入があり,就業先も都心
部ではなく周辺地域に収まる傾向がある ２).そして石川
(1996)によると 1990 年代には既に生活行動圏から郊外の多
核化の兆しが確認できていた３).これらは生活行動特性や圏
域を主に郊外対都心の構造で解釈する.それに対し本稿は
郊外地域内における年齢による居住者間の違いに着目した.

京都と大阪の中心部を結んでおり,また枚方市駅から支線
として交野線が交野市へと延びている.
各世代におけるコホート人口比率を見ると 1985 年以降
には社会/自然減が進んでいる (表-2).しかしながら 2005 年
－2015 年間の比率は 1985 年-2005 年間と比べてどの世代
においても高く,後者の 15 年間では社会減が相対的に少な
いことが伺える.また寝屋川市では 2005 年－2015 年間で中
年層からプレリタイア層に移行した居住者のコホート人口
比率が 1.04 と増加傾向にあった.これらから寝屋川市・枚
方市では近年居住者の流入および定着が少なからず起きて
いると考えられ,それは特定の世代に限ったことではない
と言える.なお両市において最も多い世代は,1985 年では

２．研究手法
本研究は, 京阪電気鉄道株式会社の協力の下,寝屋川市と
枚方市に居住する e-kenet カード所有者を対象に 2017 年に
実施した沿線上の居住者に対するアンケート調査の結果を
用いる(図-1)( 1).得られた回答を就業状態と家族構成(2)を基
に①若年層：20 歳～34 歳の社会進出及び婚約期,②中年層：
35 歳～49 歳の労働人口の中心的役割および子育て期,③プ
レリタイア層：50 歳～64 歳の子供の独立および定年退職
への準備期間,の 3 区分とした.これら 3 種の世代区分に前
期高齢者層層(65 歳～74 歳)を加える.有効回答数は 3,465 あ
り,各世代間で差がみられた項目と本稿の目的に即した項
目において分析を行った.その内,施設利用傾向に関しては,
普段利用する駅によって駅周辺に立地する施設に大きな差
が見込まれるため,特急停車駅利用者と各停・準急停車駅利
用者に分けて集計している(表-1).なお対象地域における特
急停車駅は「樟葉駅」と「枚方市駅」である.準急はラッシ
ュアワーのみ運行されるため各停と同じと扱いとする.
３．対象地域の概要
寝屋川市と枚方市を京阪電気鉄道本線が縦断する形で

図- 1 アンケート概要と回答者の居住分布
表- 1 世代別のアンケート回答数
区分

年齢

回答数 内）特急駅
(n=)
利用者

内）各停・

内）鉄道駅を

準急駅利用者 ほぼ利用しない

若年層

20-34

364

115

175

74

中年層

35-49

1200

322

606

272

プレリタイア層 50-64

1344

355

700

289

494

137

240

117

前期高齢者層
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65-74

05-19 歳代と中年層,2005 年では若年層とプレリタイア
層,2015 年では中年層と前期高齢者層であり,経年変化に従
い移行している.そのため高齢化率は,2015 年時点で枚方市
が 26.1%,寝屋川市が 28.7%あり,どちらも既に超高齢社会
(WHO 定義)に入っている.
従業地比率の変化をみると,どちらの市においても 3 都
市圏(京都市,大阪市,神戸市)への従業地率が減少している
(表-3).稲垣(2016)の調査は奈良県の事例を分析したが,同様
に従業地の都心部からの乖離がこの枚方市・寝屋川市でも
起きていると考えられる.ただし自市町村における従業率
も減少していることから両市では,都心部以外の地域へ通
勤する人が増加していることが伺える.
表- 2 コホート人口比率 (参考:国勢調査)
枚方市

05-19歳

101,982
64,461
57,692
-

1985年
(コホート比率)

2000年
(コホート比率)

2015年
(コホート比率)

寝屋川市

05-19歳

67,835
36,614
28,817
-

1985年
(コホート比率)

2000年
(コホート比率)

2015年
(コホート比率)

20-34歳
若年層

81,967
92,688
0.91
56,065
0.87
20-34歳
若年層

55,998
59,769
0.88
33,870
0.93

35-49歳
中年層

50-64歳
65-79歳
プレリタイア層 前期高齢者

101,795
74,109
0.90
84,777
0.91
35-49歳
中年層

47,198
88,742
0.87
71,570
0.97

19,071
38,687
0.82
80,947
0.91

32,680
59,830
0.85
46,026
1.04

枚方市
寝屋川市

3都市圏
自市町村で従業
他市区町村で従業

2005年
26.6%
46.0%
27.3%
100.0%
25.8%
41.4%
32.7%
100.0%

2015年
24.6%
43.8%
31.6%
100.0%
23.9%
36.9%
39.2%
100.0%

%
順
プレリタイア層
1 駅徒歩圏
30.8
2 住宅の価格/賃料
27.7
3 徒歩圏内の購買利便性
24.7
4 住宅の間取り/設備
24.2
5 なじみある鉄道沿線
22.0
6 親/親類の近居
17.3
7 緑地等の自然環境
16.2
8 教育環境
12.6
9 最寄駅が気に入る
10.4
9.6 10 街への愛着
8.2 11 街のイメージ/評判
3.8 12 町並み/景観
2.2 13 同世代家族の近居
順
%
前期高齢者
1 駅徒歩圏
35.9
2 住宅の価格/賃料
34.0
3 徒歩圏内の購買利便性
29.5
4 なじみある鉄道沿線
28.0
5 住宅の間取り/設備
25.1
6 緑地等の自然環境
23.4
7 最寄駅が気に入る
16.2
8 親/親類の近居
15.8
9 教育環境
13.0
12.6 10 街のイメージ/評判
8.8 11 町並み/景観
5.8 12 街への愛着
3.5 13 同世代家族の近居

利用する

13,094
25,048
0.77
53,805
0.90

若年層

n
%
n
中年層
%
n
プレ
リタイア層 %
前期高齢者 n
%

表- 3 従業地比率の変化 (参考:国勢調査)
3都市圏
自市町村で従業
他市区町村で従業

若年層
住宅の価格/賃料
駅徒歩圏
徒歩圏内の購買利便性
住宅の間取り/設備
親/親類の近居
なじみある鉄道沿線
街への愛着
最寄駅が気に入る
教育環境
緑地等の自然環境
街のイメージ/評判
町並み/景観
同世代家族の近居
中年層
駅徒歩圏
住宅の価格/賃料
徒歩圏内の購買利便性
親/親類の近居
住宅の間取り/設備
なじみある鉄道沿線
教育環境
最寄駅が気に入る
街への愛着
緑地等の自然環境
街のイメージ/評判
町並み/景観
同世代家族の近居

%
31.1
30.5
28.3
26.3
22.7
18.4
18.3
14.7
11.1
10.8
10.0
6.9
2.0
%
38.3
33.2
32.8
28.3
27.1
26.1
15.0
15.0
14.6
12.1
10.9
7.1
2.4

表- 5 鉄道駅の利用傾向と最寄り駅の利用有無

50-64歳
65-79歳
プレリタイア層 前期高齢者

70,029
44,136
0.79
52,257
0.87

表- 4 居住地選択理由 (複数回答)
順
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
順
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

増減率
-2.0%
-2.2%
4.2%

290
79.7
928
77.3
1055
78.5
377
76.3

ほぼ利用

一致
不一致 しない
265
25
74
91.4
8.6
20.3
850
78
272
91.6
8.4
22.7
931
124
289
88.2
11.8
21.5
336
41
117
89.1
10.9
23.7

総計
364
100.0
1200
100.0
1344
100.0
494
100.0

※一致/不一致の比率は「利用する」と回答した人数を100％として算出する.

-1.9%
-4.5%
6.5%

４．アンケート調査に基づく居住者の特性
４－１．居住地選択理由
居住地選択理由では,「住宅の価格/賃料」,「駅徒歩圏」,
「徒歩圏内の購買利便性」,「住宅の間取り/設備」が世代を
問わず上位を占める(表-4).しかしながら駅や購買施設など
生活利便性に関する項目は,若年層ではそこまで重視され
ておらず,他の世代と比べて居住地選択理由にあげる比率
が低い.特に「駅徒歩圏」は 30％を下回り,選択理由の順位
も中年層以上では 1 位なのに対し,2 位となる.若年層と中年
層では,それらに加えて「親/親類の近居」が高い比率で理由
にあがる.また若年層以外の世代の 20％以上が
「なじみのあ
る鉄道沿線」を理由とする一方で,「街への愛着」は高齢世
代ほど選択理由として弱い傾向にある.若年層では 16.2%で
あるのに対し,前期高齢者層では 7.1%と低い.反対に「緑地
等の自然環境」と「教育環境」は若年層ほど選択理由とさ
れ難く,若年層では 9.6%(自然)と 10.4％(教育)に留まる.
４－２．鉄道利用傾向
駅の利用傾向において最寄り駅と普段最も利用する駅と
が一致していない利用者も存在する(表-5).統計的な有意差
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図- 2 鉄道駅を利用する主な目的

凡例
≧30.0
≧20.0
≧10.0

(3)

は確認できないが,比較的若い世代は駅の一致率が 90％
以上と高く,プレリタイア層と前期高齢者層も 90％弱と高
い比率で一致する.どの世代も駅徒歩圏が居住地選択理由
の上位に入るが,最寄り駅を常に利用するとは限らない.
鉄道駅を利用する目的では,そのどれにおいても統計的
有意差が確認された(図-2).通勤・通学における駅利用は,若
年層と中年層で多く,前期高齢者層で低い傾向にある.前期
高齢者層の傾向は就業状況から当然の結果ではあるが,中・
若年層では車社会を中心に発展し,現在従業地が都心以外
へと移りつつある郊外地域でも鉄道を用いて通勤・通学す
る人が一定数存在している.一方駅ごとで駅周辺に付随す
る施設の量や質が異なる為,安易な比較はし難いが,外食や
遊びを目的とした鉄道駅の利用は,利用駅周辺よりも都心
部を含む他の駅周辺まで外出する比率がどの世代も高い.
しかしながらそのどちらにおいても前期高齢者層はそれら
目的で鉄道駅を訪れる傾向が強く,一方で中年層は弱い.ま
た若年層やプレリタイア層も前期高齢者層より低い比率と
なっている.どの世代も約 20％前後は利用駅周辺を,40％弱
は鉄道を利用してほかの地域へ赴く傾向にある.一般的に
鉄道利用傾向が強いと思われる鉄道カード保持者でも,半
数以上は特に遊びや外食で鉄道駅を利用する傾向にない.
４－３．日用品の購買行動特性
日用品を購入する場所はどの世代も主に住居の近くの店
舗か,利用駅周辺,そしてロードサイドに集中しており,鉄道
を利用して他の地域で購入する傾向は低い(図-3).住居の近
くの店舗とロードサイドの店舗の利用傾向において統計的
有意差が確認された.家の近くの店舗は若年層と中年層が
利用する傾向にある.また他の世代の 30％前後が利用して
いるのに対し,若年層は 20％にも満たず,ロードサイドの店
舗を利用する傾向が弱い.なお利用駅周辺の店舗を利用す
る傾向では世代間の差はなく,30％強が利用している.
４－４．特別な日における外食行動特性
世代を問わず 90％前後が,特別な日に外食をすると回答
した(表-6).統計的な有意差はないが,若い世代の方が比較的
比率が高い.特別な日の外食場所は,どの世代もロードサイ
ドの店舗を利用する比率が最も高い(図-4).特に中年層とプ
レリタイア層の利用率が高く,前期高齢者層になると減少
している.一方で若年層は,中年層とプレリタイア層に比べ
ると低く,彼らよりも都心部や住居近く,また利用駅周辺の
店舗を活用している傾向が伺える.なお利用駅周辺の店舗
を利用する比率は前期高齢者層が 21.3％最も高い.またど
の世代でも都心部以外の他駅周辺の店舗を利用する比率は
一定数存在するが 10％未満と低い.
４－５．世代別利用駅別の購買および飲食施設利用傾向
本項では鉄道駅に付随する施設に差があることを想定し,
世代別鉄道駅別で区分する(2 章参照).購買施設では,「ケー
キ屋・和菓子屋」,「パン屋・ベーカリー」,「衣料品店」,「文
房具・雑貨店」を,外食施設では「レストラン」,「カフェ」,
「居酒屋」を利用する駅周辺もしくは都心部を除く沿線上
の近隣駅周辺で利用するか伺った(表-7).

購買施設では特急駅利用者(以下,特急利用)と各停・準急
駅利用者(以下,各停利用)間で違いが表れている.世代問わ
ず各停利用は利用駅やその他の駅周辺の施設を比較的使わ
ない傾向にある.しかしながら特急利用の中年層では「ケー
キ屋・和菓子屋」の利用率が,若年層ではそれに加えて「パ
ン屋・ベーカリー」の利用率が各停利用と差が少なく,また
プレリタイア層および前期高齢者層と比べても低く,こち
らもロードサイドや都心部などの店舗を利用していると考
えられる.また特急利用では「文房具・雑貨店」以外の施設
は,高齢世代になるに従い,近隣駅よりも利用駅周辺が使わ
れるようになる.一方で各停利用では,中年層が他の世代以
上に近隣駅へ赴いて各種施設を利用している傾向が伺えた.
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図- 3 日用品を購入する主な場所 (複数回答)
表- 6 特別な日に外食するか？
若年層
中年層
プレリタイア層
前期高齢者

する しない
92.3
7.7
91.0
9.0
90.4
9.6
89.1

10.9

100.0
100.0
100.0
100.0

図- 4 特別な日の外食に利用する主な店舗の場所
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28.7
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凡例

外食

前期
高齢者

プレリタ
イア層

中年層

若年層

前期
高齢者

プレリタ
イア層

購買

中年層

若年層

A : 利用駅のみ
B : 近隣の駅のみ
C : 両方利用する

各停・準急駅利用者
(A) - (B)

特急停車駅利用者

特急(計)－
各停・準急(計)

特急利用の外食施設利用傾向では, 「レストラン」と「カ
フェ」については主に普段利用する駅周辺の店舗を活用し
ており,反対に各停利用では他の近隣駅周辺へ赴いている.
また特急利用と各停利用のどちらにおいても高齢世代ほど
それら施設を近隣の駅よりも普段利用する駅周辺に求める
比率が高くなる.一方で「レストラン」の利用率自体は,特急
利用において若年層から前期高齢者層になるに従い増加し
ており,また各停利用の前期高齢者層では 42.9％と他より
高くなっている.一方,「カフェ」の利用率は各駅利用の若年
層において突出している.「居酒屋」の利用傾向では,他の外
食施設と比べて特急利用と各停利用のどちらにおいても利
用駅周辺と近隣駅周辺での利用率の差が少ない.特急利用
も「居酒屋」は比較的沿線上の他駅を利用する傾向にある.
表- 7 利用駅/沿線上の他駅における各種施設の利用

≧
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≧
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≧

20.0

≧

5.0

＜

0.0

≦

-10.0

≦

-30.0

0.0

0.1

方で若年層の方が徒歩圏内の施設を利用したり,日常的に
使う駅が最寄り駅である比率が高い.この点においては,居
住地選択理由で重視する点と異なる傾向を示している.
4)ロードサイドを利用する傾向は依然として高いが, 郊
外第 2 世代の中年層よりも若い世代で車社会と別離する傾
向が伺える.通勤に鉄道を利用する一方で日用品の購買や
外食ではロードサイドを利用する傾向が弱い.
5)外食施設において世代差および特急利用と各停利用間
における差が存在する.若い世代ほどカフェを,高齢世代ほ
どレストランを利用する.特急利用でも居酒屋だけは他の
駅周辺の店舗を利用しに行く傾向が強い.一方で特別な日
の外食はロードサイドの店舗が選ばれやすく,駅周辺の外
食施設は日常的な利用を見据えた規模感が求められ得る.
今後の郊外地域は若年層の居住者と車利用の関係性によ
って変わってくると考えられる.彼らが中年層やプレリタ
イア層と同様にロードサイド利用へ傾倒していくことも想
定できる.その一方で現状のように車を比較的用いないラ
イフスタイルが普及されるのであれば,特に設置する外食
施設の種類をコントロールすることで駅ごとの利用者や特
色を区別し,また沿線を軸とした生活圏が構成され得る.
本研究は比較的鉄道駅等を利用しやすい居住者を対象と
しており,利用しない人々の生活行動実態や,若年層にとっ
ての具体的な街の魅力に関しては,今後の研究課題である.
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注釈
(1)この調査は,「郊外・住まいと鉄道研究委員会」による調査研究の一
環である.また本調査は鉄道会社が運営するカードを持つ人を対象
としており,鉄道もしくはそれに付随する施設を比較的利用する層
であると言える.その点を考慮した上で,郊外地域における鉄道に基
づいた生活行動特性を整理する基礎的調査には適していると考える.

５．まとめ
1)枚方市と寝屋川市では,中・若年層の流入や定住が 2000
年以前より少なからず上昇しているが,彼らの従業地は都
心部から離れ始めている.また若い世代ほど通勤・通学に鉄
道を用いており,郊外における従業地への通勤手段が必ず
しも“鉄道＝都心部”とは言えなくなっている.
2)若年層が郊外地域を居住先に選ぶ理由は,郊外初期に
流入した層とは異なる.若年層は他の世代と比べて徒歩圏
での生活利便性を重視する傾向が弱まり,鉄道沿線よりも
個々の街の魅力を大切する傾向にある.この魅力は従来郊
外の魅力とされてきた教育や自然環境から変容している.
3)高齢世代になるに従い日常生活における活動範囲が狭
まるとは言い難い.若年層よりも他の世代の方が日用品の
購買においてロードサイドの店舗に赴く比率が高く,また
前期高齢者層は鉄道を利用して外食や遊びに出ている.一

(2) 国立社会保障・人口問題研究所の人口統計資料より,2016 年時点で
の年齢別既婚率が 30～34 歳時点で男女ともに 50％前後に達し,出生
率が 30～34 歳時点で最大になるため,既出の通りの 3 区分とした.
(3)本稿では,ピアソンのカイ二乗検定を用いる.
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1)二江卓摩,益田英明,宗本順三,吉田哲,屈小羽(2008)「日常利用する店
舗・施設の数と距離,満足度 京阪神における都心と郊外の居住者の
生活行動圏域の研究 1」日本建築学会大会学術講演梗概集,1551-1552,
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市地理学会
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駅利用者の回遊行動からみた駅前空間の利用実態
－大阪府阪南市尾崎駅前を事例として－
和歌山大学大学院システム工学研究科
同上
同上
和歌山大学システム工学部
同上
１．はじめに
１－１．研究の背景と目的
近年、日本の地方都市では自動車社会の進展や、大型商
業施設や宅地の開発により、市街地の郊外化が問題になっ
ている。こうした中で都市再生特別措置法の改正により、
2014 年に「立地適正化計画」が制度化され、地方自治体を
中心にコンパクトなまちづくりが進められている。
一方、屋外空間では林ら 1)が「各都市のまちなかにある
駅前や中心市街地内もしくはそれに隣接した位置に整備さ
れた、賑わいの創出を目的とした広場」と定義した「まち
なか広場」の実践に見るように、多くの都市で中心市街地
や駅前空間における人々の居場所が再評価されている。
大都市郊外の各都市でも立地適正化計画の策定が進んで
おり、拠点となる駅を中心とした都市機能誘導区域が設定
されている。そこでは歩いて暮らせるコンパクトなまちづ
くりが推進され、駅前空間において人々が滞留する居場所
が求められている。しかし大都市郊外では交通手段として
自動車を利用する人が多く、駅前空間は人々にとって単な
る通過する場なのではないかと考えられ、そのあり方を検
討する必要がある。
そこで本研究では、郊外化が進む中心市街地における駅
前空間の一事例として阪南市尾崎駅(1)を対象にして駅利用
者の回遊行動を把握し、駅周辺の駐車場の利用実態を明ら
かにすることを通じて、駅前空間のあり方を検討すること
を目的とする。
１－２．研究の位置づけ
本研究は歩行者の回遊行動に関する一連の研究に位置づ
けられる。中心市街地において、賃貸店舗の展開の仕方を
捉え、店舗特性と街路特性の関係性を明らかにしたもの 2)
や、歩行者回遊行動を明らかにし都市空間構成との関係を
明らかにしたもの 3)がある。商業集積地において、店舗数
密度と来訪者の回遊行動の関係性を明らかにしたもの 4)、
用途別断面と回遊行動を合わせることで空間上の基礎構成
を明らかにしたもの 5)がある。本研究は駅前空間における
駅利用者の回遊行動と駐車場の利用実態から、駅前空間の
あり方に着目した点に特徴がある。
１－３．研究の方法（表－１）
① 行動追跡調査
駅で降車した人の行動、属性の把握を目的として、降車
した人の性別、年齢、終了地点を行動追跡調査(2)により把握
する。なお、範囲は尾崎駅から半径 300ｍ(3)とし、終了条件
は範囲外に出る、商業施設等を利用する、徒歩以外の交通

吉川
加藤
南
東
神原

昂輝
翔太
裕子
昭太
隆聖

同上
同上
同上
同上

喜田 拓真
坂中 秀成
高橋
翔
佐久間康富

表－１ 調査概要
調査実施日時

調査
場所

調査従事人数
(人)

サンプル数

行
動
追
跡
調
査

2018/12/12(水)

18：00～20：00

駅南

3

13人

2018/12/19(水)

16：00～18：30

駅南

6

89人

2019/01/16(水)

16：30～18：00

駅南

4

49人

2019/05/08(水)

16：30～19：00

駅北

7

98人

2019/05/15(水)

16：30～18：00

駅北

5

60人

駐
車
場
調
査

2019/02/15(金)

17：00～19：00

駅南

4

50箇所

2019/04/23(火)

17：00～17：30

駅北

2

27箇所

2019/05/22(水)

17：30～18：00

駅北

2

33箇所

2019/05/31(金)

17：00～18：00

駅北

1

11箇所

手段に乗り換えた場合とする。
② 駐車場調査
尾崎駅周辺の駐車場が駐車機能に加え、賑わいを創出す
るためのオープンスペースとして活用できるか検討するこ
とを目的として、駐車場の分布、隣接する建物との関係、
駐車率（収容台数における調査時の駐車台数の割合）を調
査した。調査は通勤・通学でピークを迎える平日の 17 時か
ら 19 時の間に行った。駐車場を建物に付随した建物付随
型、公共施設に付随した公共施設付随型、建物から独立さ
れている独立型の 3 つに分類した。また収容台数が、1 か
ら 10 台を小規模、11 から 50 台を中規模、51 台以上を大規
模と分類した。
２．対象地の概要（図－１、図－２）
大阪府南部に位置する阪南市は、市域の約 60%を山林が
占めている。市内には 5 つの鉄道駅があり、都市機能が集
積する中心区域 6)（都市再生特別措置法上の都市機能誘導
区域）が南海尾崎駅から 800m、バス停から 300ｍを基本に
設定されている。海岸沿いに旧来の住宅地が広がり、山手
には光陽台、さつき台、阪南スカイタウンといった住宅団
地がある。東西に走る第二阪和国道、紀州街道が阪南市の
主要な道路である。尾崎駅周辺には市役所・官公署等の公
共施設、商業施設や病院があり都市拠点を形成している。
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図－１ 大阪府阪南市の位置図

る割合は 7.0%と低く、3 人以上が店舗・施設に入ったのは
阪南市地域交流館の 5 人のみであった。それ以外について
も、マンションの 7 人のみであった。北側は公共施設や大
型商業施設が少ないため、経路が偏らなかったためと考え
られる。
電車を降車後、自動車に乗り換える割合は 16.5%であり、
その内の駐車場が 10.1%を占め、尾崎駅北側はパークアン
ドライドの拠点として機能していると考えられる。
範囲外に出た駅利用者の割合は 38.6%と最も高かった。
この範囲外に出た 61 人のうち 40 人は、10-20 代の若年層
であった。また、D 地点の 22 人が最も多かった。範囲外の
駅北東部に UR 泉南尾崎団地等の住宅街が広がっているた
めだと考えられる。
３－２．尾崎駅南側
A、B の 2 地点における駅利用者の割合は両方とも 50％
図－２ 南海尾崎駅周辺の位置図
であり、大きな差はなかった。しかし、A 地点を南下した
後の分岐点では C が 17%、D が 26%であった。D 地点にお
３．行動追跡調査（表－２、図－３）
ける駅利用者の内41%が万代を訪れているためと考えられ
南海尾崎駅から半径 300ｍの 314 人の行動軌跡を図 3 に
る。3 人以上が店舗・施設に入った建物の数は、北側より
示した。店舗・施設に入った建物の入場者数（3 人以上）
、
も多く、オークワに入った駅利用者は 18 人と最も高く、次
北・南側の地点を通過した歩行者の割合を図示した。
いで万代が 16 人であった。南側では大型商業施設を利用
３－１．尾崎駅北側
する駅利用者の割合が高いことがわかる。
A、
B、
C の 3 地点における歩行者の割合はそれぞれ 38％、
自転車に乗り換える割合は、32.1%と最も高く、大手スー
27％、32％であり、大きな差はなかった。店舗・施設に入
パーであるオークワが大規模な駐輪スペースを無料で利用
表－２ 尾崎駅行動追跡調査結果
可能としているためと考えられる。次いで高い割合を占め
北側
南側
るのは店舗・施設に入る 30.1%であった。年代別で見ると
年齢層
年齢層
目的
総計 割合
総計 割合
10代 30代 50代 （人） （％） 10代 30代 50代 （人） （％）
10-20 代は塾、30-40 代はオークワ、万代といった大型商業
-20代 -40代 以上
-20代 -40代 以上
店舗・施設に入る
4
3
4
11
7.0
17
17
13
47 30.1
施設に加え店舗、50 代以上は大型商業施設が多くを占めて
オークワ
3
8
7
18 11.5
いた。また、電車を降車後に帰宅する駅利用者は 10-20 代
万代
1
3
5
9
5.8
その他の店舗
1
0
1
2
1.3
1
3
1
5
3.2
の 1 人のみであった。バスに乗り換えた駅利用者の割合は
公共施設
2
3
2
7
4.4
1
1
0
2
1.3
5.1%と低い数値であるが、8 人中 6 人が 50 代以上であるこ
医療施設
0
2
0
2
1.3
塾
1
0
0
1
0.6
11
0
0
11
7.1
とから高齢の駅利用者にとって需要があることが分かった。
その他
0
0
1
1
0.6
範囲外に出た駅利用者は 23.1%で、E 地点の 14 人が最も多
自動車に乗り換え
11
6
9
26 16.5
5
0
3
8
5.1
その他の店舗
1
0
0
1
0.6
かった。
駐車場
6
5
5
16 10.1
1
0
1
2
1.3
南海尾崎駅の南側は通過点としての利用もあるが、購買
駅前の路上
4
1
4
9
5.7
4
0
2
6
3.8
自転車に乗り換え
17
9
7
33 20.9
23
13
14
50 32.1
等の拠点としても機能していると考えられる。
主な商業施設は尾崎駅南側に分布しており、駅南側はかつ
て駅前商店街としての賑わいがあった。北側には漁村、街
道沿いの旧集落を基盤にした住宅市街地が分布している。
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４．駐車場調査（図－４、表－３）
図 4 は南海尾崎駅周辺の行動軌跡図に駐車場の分布とそ
の駐車率、類型を図示した。表 3 は駐車場類型別の収容台
数規模と駐車率の関係を示した。
北側では小規模の駐車場が多く、南側では数は少ないも
のの個々の規模が大きいことが分かった。駅利用者が自動
車に乗り換えた駐車場は路上駐車の F と K を除く A-L の
10 箇所あり、線路沿いを中心に北側は 8 箇所分布している
が、南側は 2 箇所と少なかった。
北側で駅利用者が乗り換えた駐車場は全て独立型であり、
パークアンドライドの拠点として機能していると考えられ
る。南側で自動車に乗り換えた駅利用者は 8 人であるが、
J 付近の独立型の駐車場ではなく、駅から離れた L（1 人）
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図－３ 尾崎駅前の行動軌跡図

図－４ 尾崎駅周辺の駐車場分布と駐車率
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や、路上駐車の K（6 人）が多い。駅に近い駐車場の駐車
率は北・南側ともに 0-60%が大部分であった。
建物付随型の収容台数は中規模が最も多く、その中でも
駐車率は 0-30%の数が最も多かった。公共施設付随型の収
容台数は大規模のみであり、6 箇所中 4 箇所の駐車率が 060%である。独立型の収容台数は小規模が最も多く、49 箇
所中 25 箇所の駐車率は 0-30%である。
このことから駐車場は類型別で以下のようなオープンス
ペースとしての活用が考えられる。
 建物付随型：駐車率の低い駐車場を、建物所有者と連携
することで、店舗や、施設にとって新たな賑わいの場と
しての活用が可能とであると考えられる。
 公共施設付随型：公共施設と連携することで、大規模な
駐車場の一部をオープンスペースに活用できると考えら
れる。
 独立型：駐車率が低く小規模である駐車場がほとんどで
あるため活用の試行が容易であると考えられる。
表－３ 駐車場調査結果
収容台数
小規模
駐 0-30％
車 30-60%
率 60-100%
中規模
駐 0-30％
車 30-60%
率 60-100%
大規模
駐 0-30％
車 30-60%
率 60-100%
総計

建物付随型
11
3
8
32
13
10
9
3
3
46

分類
公共施設付随型
6
2
2
2
6

総計
独立型 （箇所）
49
60
25
28
17
25
7
7
1
33
13
1
11
9
9
2
5
2
49
101

割が購買の拠点としての利用もあることが分かった。
また、
駐車場は建物所有者等の連携を通じた活用が期待でき、特
に、駐車率の低い小規模な独立型での試行によって他のオ
ープンスペースへの展開が期待できる。
かつてあったような駅前空間にはならないが、現在も購
買の拠点等の一定役割があり、自動車利用が主体となる大
都市郊外の駅前でも、これまでとは違った賑わいのある駅
前空間が期待できるのではないか。
謝辞
本研究を遂行するにあたり、ご協力いただいた阪南市事業部都市整備課
の皆様、阪南市市民の皆様の方々に厚く御礼申し上げます。
補注
(1) 今回対象としている南海尾崎駅は台風21 号の影響により調査期間中に
以下の様な経緯を経ている。駅の出口は大きな変更がないため、調査上
の問題はないと考えた。
2018/09/04(火)：駅舎全焼
2018/09/11(火)：仮設通路・改札口による営業再開
2019/03/23(土)：駅舎の併用再開（仮設通路・改札口での営業終了）
2019/04/06(土)：1・4 番線の使用再開
(2) 調査員が降車した人をランダムに選定し、対象者を見失わない程度に
離れて追跡する。追跡が終了した後に、記録シートに外見から大まかな
個人属性、行動データを記録する。記録を終えたら開始地点に戻り、再
び対象者をランダムに選定し、同じ手順で調査を進めた。
(3) 駅利用者の駅周辺利用に伴う行動調査のため、立地適正化計画で定め
られている徒歩圏（バス停）300m を参考に、駅利用者が主に使用する
と考えられる尾崎駅周辺の主要施設（万代、オークワ、阪南市役所）を
含む半径 300ｍを調査範囲とする。

５．おわりに
本研究では、郊外化が進む中心市街地における駅前空間
の一事例として阪南市尾崎駅の駅利用者の行動追跡調査、
駐車場調査により駅前空間の利用実態を明らかにした。
行動追跡調査では以下のような駅利用者の回遊行動の実
態を明らかにした。
 尾崎駅北側：駅前空間は主に帰宅する際の通過点として
の利用が 93%であることが分かった。また、パークアン
ドライドの拠点としても機能している。
 尾崎駅南側：駅利用者の自転車への乗り換えが、32.1%の
割合を占めており、無料の駐輪スペースの影響がうかが
える。店舗や建物に入る割合が 30.1%を占め、購買の拠点
ともなっている。
駐車場調査では以下のような利用実態を明らかにした。
駅利用者が乗り換えた駐車場は北側で 8 箇所あったのに
対し、南側では 2 箇所のみであった。駐車場調査からも北
側がパークアンドライドの拠点として機能していることが
言え、南側の駐車場は主な公共・商業施設の機能補完とし
ての役割がほとんどであることが分かった。
駅前空間のあり方について、通過する場となっていると
想定していた通り、駅利用者の回遊行動の実態から、北側
の大半、南側の 7 割は通過していた。しかし、南側では 3
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観光地におけるレンタサイクル利用者の回遊行動分析
－ 日本人観光客と外国人観光客を比較して －
大阪工業大学大学院工学研究科
京都府南丹広域振興局
京都市建設局
大阪工業大学工学部
大阪工業大学工学部
１. はじめに
（１）研究の背景
近年、
環境負荷の低減や健康増進、
観光振興などの点で、
世界の様々な国で自転車の活用が注目されている 1）。日本
では 2018 年 6 月に自転車活用推進計画が閣議決定され、
サイクリングツアーなどの自転車を活用した観光地域づく
りが期待されている。しかし、受入環境や走行環境が整っ
ていないなど、サイクリング環境が課題となっている 2）。
本研究の対象地域である京都市では、訪日外国人旅行者
数が年々増加しており、観光振興における自転車の活用が
ますます重要となっている。これらを背景に京都市では、
2015 年 3 月に京都・新自転車計画を策定し、
「世界トップ
レベルの自転車共存都市」
を目指している。
この計画では、
自転車を京都観光の更なる魅力を高めるアイテムと位置付
け、民間レンタサイクル事業者と連携した施策を検討する
ことが記されている。そして、レンタサイクルの実態を把
握し、国内外の観光客が楽しんで安全に自転車を利用でき
る環境の整備が課題となっている 3）。
（２）先行研究
これまで、レンタサイクルについては研究の蓄積が多く
あるが、観光地における国内外のレンタサイクル利用者を
対象とする回遊行動を分析した研究の蓄積は十分ではない。
例えば、橋口ら 4）は、観光資源の分布と他交通手段から、
レンタサイクルの役割を分析し、観光地ではバスなどの交
通手段を補完する役割を担っており、非観光地ではレンタ
サイクル自体を観光資源と位置付けることが必要であるこ
とを指摘した。山下ら 5）は、レンタサイクルの利用目的別
にレンタサイクルの利用動機を把握し、観光目的では「移
動距離」や「利用料金」ではなく「バスなどの他の公共交
通との比較」
や
「自転車でのみ得ることができる付加価値」
が大きな影響を与えていることを明らかにした。杉本ら 6）
は、農村観光地域におけるレンタサイクル利用者の回遊行
動を GPS ログデータを用いて空間利用の可視化や行動パ
ターンの類型化を行い、多くの観光客は特定の回遊ルート
を通っていることを明らかにした。それは現地の空間的知
識の不足が原因であるとして、様々な施設への訪問を促す
には推奨コースの拡充が効果的であるとした。鈴木ら 7）は、
東京 23 区内の公的機関が運営する公共レンタサイクルを
対象に政策的位置づけや運用実態を調査し、移動の快適性
と使用の利便性・簡便性を有する自転車は、逆に見ればそ
の自由性が放置自転車や安全性の面で問題を起こすと考え
る自治体が多いことを明らかにした。

久保山 凌
鹿屋 遼悟
高木 克樹
山口 行一
岩崎 義一

（３）本研究の目的および方法
本研究では、観光地における日本人と外国人のレンタサ
イクルの利用実態を比較分析し、今後の自転車利用促進に
向けた検討に資することを目的とする。
具体的には、2 章では、GPS とアンケートを用いた調査
の概要を示す。3 章では、GPS ログデータから得られた日
本人と外国人のレンタサイクルの利用実態を比較するため
に、利用時間と移動距離などを分析する。4 章では、どの
ような施設を訪問しているかを明らかにするために、施設
別の訪問者数の比較を行う。5 章では、日本人と外国人の
空間的な分布を明らかにするために、カーネル密度推定を
用いて可視化を行う。6 章では、アンケート調査結果を用
いて「経路選択理由」や「レンタサイクル利用中に感じた
問題点」を明らかにし、7 章に総括を示す。
２. 調査概要
本研究の調査概要を表－１に示す。本調査は 2018 年 11
月 1 日～11 日のうち 9 日を除いた計 10 日間で行った。調
査対象店舗は、
「京都サイクリングツアープロジェクト京都
駅サイクルターミナル（以下、KCTP とする）
」と「京都 eco
トリップ本店（以下、eco トリップとする）
」の 2 店舗とし、
調査対象者はその 2 店舗どちらかで自転車を借りた日本人
と外国人とした。本調査は、貸出時に GPS 計測器を自転車
に取り付け自由に旅行していただき、返却時に GPS 計測器
の回収と同時にアンケート調査を行った。なお、本調査に
おけるアンケートへの回答および GPS 計測器の取り付け
はグループの代表者 1 名のみで行い、走行軌跡の重複を回
避した。また、GPS 計測器は 5 秒間隔で計測を行った。
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表－１ 調査概要
調査日程
調査対象店舗
回収数
アンケート内容
GPSログデータ
内容

2018 年 11 月 1 日～11 月 11 日
（11 月 9 日を除く）
KCTP、eco トリップ
140 件（日本人 85 件、外国人 55 件）
個人属性（国籍、性別、年齢）
移動経路の選択理由
レンタサイクル利用中に感じた問題点
ID、受信日、受信時間、受信緯度、
受信経度、速度

３. レンタサイクルの利用実態
表－２に、GPS ログデータから得られた利用時間、移動
距離、走行時間、総施設滞在時間、各施設滞在時間、訪問
施設数の平均値を日本人・外国人別に示す。比較的差の大
きい「走行時間」
「各施設滞在時間」
「訪問施設数」の結果
より、外国人と比べて日本人は、各施設の滞在時間が短く
多くの施設を訪問しており走行時間が長いことから、レン
タサイクル特有の自由に移動できることを活かして複数の
目的地間を回遊しながら訪れていると考えられる。反対に
外国人は、各施設の滞在時間が長く少ない施設を訪問して
おり走行時間が短いことから、レンタサイクルが目的地へ
の移動手段として利用されていると考えられる。
図－１は、利用時間について日本人・外国人別に頻度分
布と累積分布を示している。両者ともに「6 時間以上 7 時
間未満」が最も多かった。日本人は、
「1 時間以上 2 時間未
満」から「9 時間以上 10 時間未満」まで分布があることか
ら、利用時間に幅があることがわかる。
図－２は、移動距離について日本人・外国人別に頻度分
布と累積分布を示している。日本人は「15km 以上 20km 未
満」が極端に多くなっているのに対して、外国人は「10km
以上 15km 未満」から「25km 以上 30km 未満」までほぼ同
数となった。
しかし、日本人か外国人かを考慮した一元配置分散分析
の結果、利用時間と移動距離どちらの指標においても日本
人と外国人の間に差はみられず、日本人と外国人の違いに
よって利用時間や移動距離が異なるという結果にはならな
かった。
４. レンタサイクル利用者の施設訪問行動分析
（１）分析方法
本研究では、図－３に示すように対象地域を 5 つの地区
（洛北地区、洛西地区、洛中地区、東山地区、洛南地区）
に分割して分析を行う。
また、
GPSログデータ上で半径50m
以内に 15 分以上滞在としている場合を「滞在」とした。ま
た、その地点の出発時間から到着時間を差し引いた時間を
滞在時間とした。
（２）地区別の訪問施設および訪問者数
地区別の訪問施設および訪問者数を図－４に示す。ただ
し、紙面の都合上、各地区において比較的多く訪問がみら
れたもののみ示す。全体では、東山地区への訪問が最も多
くなった。各地区の最も訪問者の多い施設は、東山地区で
清水寺が 36 件、洛南地区で伏見稲荷大社が 27 件、洛西地
区で金閣寺が 19 件、洛中地区で二条城が 16 件、洛北地区
で下賀茂神社が 5 件となった。また、日本人・外国人別で
比較すると、日本人は比較的様々な施設を訪問し、外国人
は特定の施設に集中する傾向にあった。
５. レンタサイクル利用者の空間分布と移動の可視化
（１）ＧＰＳログデータの空間分布
速度別の GPS ログデータを日本人・外国人別にそれぞれ
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表－２ 各種統計量の比較
平均値
利用時間
移動距離
走行時間
総施設滞在時間
各施設滞在時間
訪問施設数

日本人
5h 48m 27s
24.1km
3h 9m 45s
2h 38m 42s
57m 47s
3.6

外国人
5h 45m 27s
22.1km
2h 58m 12s
2h 47m 15s
1h 12m 33s
3.0
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図－１ 利用時間の頻度分布と累積分布
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図－２ 移動距離の頻度分布と累積分布
上賀茂神社

洛北地区
金閣寺

下鴨神社

洛中地区 京都

嵐山

二条城

御所

東山地区
南禅寺
八坂神社
清水寺

洛西地区

京都駅
東寺

三十三間堂

調査対象店舗
伏見稲荷大社

洛南地区

図－３ 対象地域

図－５、図－６に示す。速度は 3 段階（1km/h 未満：停
止、1 km/h 以上 5 km/h 未満：徐行、5 km/h 以上 6）：走
行）で表示している。日本人と外国人ともに、走行は発着
点から比較的遠方の施設へ向かう道路に多くみられる。徐
行および停止は、両者とも京都駅周辺、洛中地区や東山地
区に多くみられるものの、日本人の方が広範囲に分布して
いる。このことから、日本人は特定の地区内をレンタサイ
クルで回遊しているが、外国人は目的の施設近くまで走行
していき、その施設を観光していると考えられる。
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（２）観光客の移動の可視化
観光客の移動を視覚的にわかりやすく示すために、9 時
台から 17 時台で 1 時間毎の時間帯別カーネル密度推定を
行った。紙面の都合上、日本人と外国人の 12 時台と 15 時
台のみを示す。なお、カーネル密度関数は正規分布とし、
バンド幅を 400m とした。密度が高い場所は赤色で表示
し、密度の低い場所を青色で表示する。日本人と外国人の
12 時台の分布を、それぞれ図－７と図－８に示す。日本
人は、伏見稲荷大社、三十三間堂、下賀茂神社、二条城や
金閣寺などの広範囲に集中がみられる。外国人は、伏見稲
荷大社と金閣寺に比較的まとまった集中がみられる。次
に、日本人と外国人の 15 時台の分布を、それぞれ図－９
と図－１０に示す。日本人は、東山地区（三十三間堂、清
水寺や八坂神社など）の広範囲に集中がみられる。外国人
は、清水寺周辺のまとまった範囲に集中がみられる。
1 時間毎に分析すると、日本人は発着点からの遠い場所
から訪れる人もいれば近い場所から訪れる人もおり回遊順
序が様々であった。しかし、外国人は、発着点から比較的
遠い場所を訪れてから、発着点付近を訪れている傾向があ
った。

合計

図－４ 地区別の訪問施設および訪問者数
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図－５ 速度別の GPS ログデータ（日本人）

伏見稲荷大社

図－７ 日本人の移動状況（12 時台）

金閣寺
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徐行
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京都駅

凡例
低
密度
高

図－６ 速度別の GPS ログデータ（外国人）

伏見稲荷大社

図－８ 外国人の移動状況（12 時台）
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６. レンタサイクル利用時の経路選択理由と問題点
図－１１にアンケート調査から得られた移動経路の選択
理由を示す。日本人は「走りやすそうな経路」が 22.6%と
最も多く、外国人は「ナビが示す経路」が 33.3％と最も多
かった。図－１２にレンタサイクル利用中に感じた問題点
を示す。日本人と外国人ともに駐輪場の場所がわかりにく
いなどの「駐輪場問題」がそれぞれ 42.9%、51.4%と最も多
かった。外国人は標識が理解できないなどの「交通ルール
問題」も 31.4%と多かった。

八坂神社
清水寺

凡例
低
密度
高

三十三間堂

図－９ 日本人の移動状況（15 時台）

清水寺

凡例
低
密度
高

図－１０ 外国人の移動状況（15 時台）
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図－１１ 移動経路の選択理由
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混雑による走行困難問題

5.7

図－１２ レンタサイクル利用中に感じた問題点

７. おわりに
本研究で明らかになったことを以下に示す。
・利用時間の平均値は、日本人が 5 時間 48 分 27 秒、外国
人が 5 時間 45 分 27 秒となり、頻度分布と累積分布より
日本人の方が利用時間に幅があることがわかった。
・移動距離の平均値は、日本人が 24.1km、外国人が
22.1km となり、頻度分布と累積分布より外国人の方が
利用距離に幅があることがわかった。
・地区別の訪問施設および訪問者数より、多くの外国人は
有名な施設を優先して訪問していることがわかった。
・観光客の移動の可視化より、日本人は回遊順序が様々で
あるが、外国人は発着点から比較的遠い場所から訪れか
ら、発着点付近を訪れている傾向があった。
・レンタサイクル利用時の経路選択理由は、日本人は「走
りやすそうな経路」
、外国人は「ナビが示す経路」が最
も多くなった。
・レンタサイクル利用時の問題点は、日本人と外国人とも
に駐輪場の場所がわかりにくいなどの「駐輪場問題」
が最も多くなった。また、外国人においては「交通ル
ール」についても問題を感じている人が多かった。
本研究より、日本人と外国人を比較すると、利用時間や
移動距離には大きな差異がみられなかったものの、経路選
択理由や問題点、回遊順序には特徴がみられた。問題とし
て挙げられた駐輪場問題には、ナビで観光施設周辺の駐輪
場にルート設定させることなどが有効であると考えるが、
今後詳細な分析が必要である。今回はレンタサイクル利用
者の回遊行動のみを扱ったため、今後はレンタサイクル以
外の交通手段を利用した観光客の回遊行動と比較したい。
【参考文献】
1）国土交通省，GOODCYCLEJAPAN，http://www.mlit.go.jp/road/bicycleuse/good-cyclejapan/index.html，閲覧日2019年5月7日．
2）国土交通省,「自転車活用推進計画」,2018年6月，
https://www.mlit.go.jp/common/001237890.pdf.
3）京都市，
「
「世界トップレベルの自転車共存都市」実現に向けた改訂京都市自転
車総合計画見直しの方向性について（答申）
」
，2015年1月，
https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/cmsfiles/contents/0000178/178018/tosin2.pdf
4）橋口結樹, 十代田朗, 津々見崇（2013）, 「観光振興におけるレンタサイクルの
活用に関する研究」, 都市計画論文集, 48巻, 3号, p. 1101-1106.
5）山下晴美, 古池弘隆, 森本章倫（2005）, 「端末交通としてのレンタサイクル利
用促進に関する一考察」
，土木計画学研究・講演集，CD-ROM，31巻，P.125.
6）杉本興運, 岡野祐弥, 菊地俊夫（2012）, 「レンタサイクル利用による観光回遊
行動の実態 : 長野県安曇野市におけるGPS・GIS支援による調査とデータ解
析」, 観光研究, 24巻, 2号, p. 15-27.
7）鈴木繁, 十代田朗, 津々見崇（2008）, 「23区による公共レンタサイクルへの
施策と観光利用特性に関する基礎的研究」, 都市計画論文集, 43.3 巻, p. 613-618.
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意識醸成に着目した公共交通利用促進策について
－ 兵庫県宍粟市の取組を例として －
摂南大学大学院理工学研究科
摂南大学理工学部
1.はじめに
公共交通は，自動車などの移動手段を持たない子どもや
高齢者にとって，欠かすことのできないものである．しか
し，バス事業を取り巻く環境は，モータリゼーションの進
展や少子高齢化，過疎化などが原因となり，厳しい経営状
況を強いられている．とりわけ一般路線バスの利用者は減
少を続け，全国で路線の廃止などが進んでいる．特に中山
間地域で，少子高齢化問題などに悩まされている自治体で
は，利用者は伸び悩んでおり，厳しい状況が続いている．
そうした自治体では，運賃収入だけではまかないきれず，
多額の補助金がバス事業の運営に使われているのが現状で
ある．こうした背景から，地域公共交通の維持を図ること
を目的とした「地域公共交通網形成計画 1）（以下「網形成
計画」という）
」の策定が推進されている．多くの自治体で
はダイヤ改善や乗継利便性の向上といったサービスの改善
が利用促進施策として挙げられているが，利用者が増加し
た例は中山間地域では数少ない．そこで，バスが運行され
ている地域の住民がバスの必要性について考えることが重
要ではないかと考えた．網形成計画の中の公共交通利用へ
と促す施策の一つとしてモビリティ・マネジメント（以下
MM という）の実施が挙げられる．MM とは自発的な行動
の変化を導くための，コミュニケーションを中心とした交
通施策である．本研究では，体験乗車をすることでバス利
用に対する意識変容を促し，その後のバス利用につなげよ
うとする MM を“体験型 MM”と呼称する．
既往研究では，谷口ら 2）（2008）は MM を実施すること
によって公共交通に対する態度・行動変化は見られたが，
自動車利用抑制に対する態度・行動変化は見られなかった
としている．
これらを踏まえ本研究では，全国で行われた体験型 MM
の事例を調査し，課題・問題点を明らかにする．さらに，
アンケート調査により兵庫県宍粟市で行われた体験型MM
後の意識変容を明らかにし，体験型 MM の利用促進効果を
定量的に評価することを目的とする．
2.全国で行われた体験型 MM の事例
2.1 調査概要
人口2～10 万人かつ高齢化率30％以上の自治体の網形成
計画（平成 29 年 3 月末まで）77 件のうち，計画書に「体
験乗車」と記載のあった 23 自治体にアンケート調査を行
った．アンケートはメールで送付・回収を行い，23 自治体
中 12 自治体からの回答を得た．調査項目を表 1 に示す．

番号
問1
問2
問3
問4

藤家 凌我
福島 徹

表 1. アンケート項目一覧
内容
体験乗車イベントの実施状況
体験乗車イベントの実施概要・参加人数など
実施予定の有無
実施できていない理由

2.2 調査結果
体験乗車イベントを実施または実施予定であると回答し
た自治体は 12 自治体のうち 8 自治体であり，67％の自治
体で計画通りに体験乗車イベントを実施または実施予定で
あった．実施予定はないと回答のあった自治体は 3 自治体
で，その主な理由として関係機関との協力が得られないた
め実施できないことがあげられていた．
体験乗車イベントを実施した自治体は，子どもを対象と
した体験型 MM が最も多く 50％であった．地域の住民を
対象とした体験型 MM は，バスの乗車・乗継ツアーを行っ
た 1 事例のみであった．対象者を限定しない体験型 MM は
主に大きなイベントに合わせて行うものがあり 33％であ
った．子ども対象の体験型 MM が多い理由としては，教育
の一環として行うことで関係機関の理解が得られやすいこ
とが挙げられた．また，子ども対象の体験型 MM はバスに
親しみを持ってもらうことを目的とされていた．地域住民
を対象とした体験型 MM が少ない理由としては，自治会や
老人会との協力が得られないことが原因として挙げられた．
これらの事例から，地域住民に対する体験型 MM 実施の
難しさや体験型 MM によるバス利用促進効果が明らかに
なっていないことがその背景として推察される．
3.兵庫県宍粟市で行われた体験型 MM の事例
3.1 調査対象の概要
兵庫県宍粟市 3）は県中西部に位置し，北は養父市・鳥取
県，東は朝来市・神河町，南は姫路市・たつの市，西は佐
用町・岡山県と接している．京阪神と中国地方を結ぶ中国
自動車道と山陽と山陰を結ぶ国道 29 号が地域内で交差す
る西播磨内陸の交通の要衝となっており，エリアの中心部
から神戸までが約 100 キロメートル，大阪までは約 140 キ
ロメートルの位置関係にある．また，東西方向約 32 キロメ
ートル，南北方向約 42 キロメートルと広く，行政面積は
658.54 キロ平方メートルと兵庫県全土の 7.8%を占めてい
る．人口は 37,652 人（令和元年 5 月 1 日現在）であり，高
齢化率は 31.3％（平成 27 年現在）である．
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3.2 宍粟市公共交通再編計画 4)の概要
宍粟市では，過去，路線バスとコミュニティバスが併用
して運行されていた．
しかし，
対距離運賃による料金格差，
利用人員の減少，利便性の低さ，交通空白地の存在などの
要因から，公共交通の抜本的な再編が求められた．このよ
うな背景から，均一な公共交通サービスの提供のため，対
距離運賃（市内最大 1,360 円）から市内均一運賃（200 円）
に定額化され，交通空白地の解消のため，コミュニティバ
スから路線バスへ統一された（表 2）
．このように公共交通
再編計画が策定され，平成 27 年 11 月 2 日に運行が開始さ
れた．
表 2. 再編計画概要
要点
再編前
再編後
交通空白地
29 自治会
0 自治会
運行方法
地域で異なる
路線バスに統一
大型バス 3 路線 大型バス 4 路線
バス路線の拡充
小型バス 6 路線 小型バス 25 路線
バス乗車運賃
市内最大 1360 円 市内均一 200 円
定期券の価格
25,000 円/月
5,000 円/月
乗継制度の導入 なし
均一運賃

図 2. 宍粟市バス路線イメージ
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3.3 対象地区の路線概要
宍粟市は大きく分けて市外連絡路線（大型バス）と市内
完結路線
（小型バス）
の 2 種類の運行形態を採用している．
市外連絡路線は 4 路線，市内完結路線は 25 路線からなる．
市内 5 ヶ所に結節点を設け，それらを結ぶように市外連絡
路線が，各結節点から各地区へ市内完結路線が走っている
（図 2）
．宍粟市には鉄道が走っておらず，路線バスが基幹
交通の役割を果たしている．
3.4 バス利用促進の取組
宍粟市では，平成 28 年度よりバスの利用を促進するた
めに公共交通利用推進員（以下「推進員」という）制度を
実施した．この取組は各自治会から代表者を 1 名選出し，
推進員として市からの委託を受け活動する．推進員は地域
住民にバス利用を推進するため，実際に地域住民とバスに
乗りバス利用方法や乗継方法などを体験してもらう活動を
行った．この活動はまさに体験型 MM と言え，推進員制度
実施後，バス利用者は増加している（図 3）
．
3.5 調査概要
本研究では，この体験型 MM の効果を明らかにするた
め，市の協力を得て宍粟市 8 自治会 591 世帯を対象にした
アンケート調査を実施した．アンケートは 2019 年 4 月 10
日に各自治会に配布依頼し，郵送で回収を行った．2019 年
5 月 13 日までに 215 票の回答を得た（回収率 36.4％）
．得
られた回答を単純集計，クロス集計で分析を行った．調査
項目を表 3 に示す．
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図 3. バス利用者数の推移 5）

番号
問1
A
B
C
D
E
問2
問3
問4
問5
問6
問7
問8
問9
問 10
問 11
問 12
問 13

表 3. アンケート項目一覧
内容
バスについての基本的な知識の有無
運行ルート
自宅近くの停留所の場所
運行日または運行本数
時刻表
運賃
日常生活でのバスの必要性
バスの必要性
外出頻度
日常の外出目的と手段
実施してほしいサービス
問 6 のサービス実施後のバス利用意向
体験乗車参加の有無
体験乗車後のバス利用頻度
体験乗車後のバスに対する意識
体験乗車で行った場所
モデルケースの参加意向
個人属性

3.6 調査結果
はじめに，回答者属
表 4. 回答者属性
性を示す（表 4）
．回答
男性
女性
者の年齢は 70 代以上
20 代
1
1
が 41.4％，50～60 代が
30 代
2
4
43.7％，20～30 代が
40 代
3
12
10.7％であった．70 代
50 代
10
23
以上の高齢者だけでは
60 代
25
34
なく，50～60 代の関心
70 代
24
33
があり，多くの回答が
80 代以上
10
18
得られた．性別では，男
総計
75
125
性は 35.8％，女性は
59.5％と全年代からも女性からの回答が多く得られた ．
次に，体験型 MM の参加率を見る（図 4）
．体験乗車に参
加したことのある住民は 26％であった．自治会ごとに推進
員がいるので，自治会ごとにきめ細やかな MM を実施した
ことが高い参加率につながっていると推察される．
次に，体験乗車参加後のバス利用意向を見る（図 5）
．体
験乗車後，バスを利用するようになったと回答した人は
47％であった．体験乗車を行うことでその後のバス利用に
つながっていることがわかる．
次に，
体験乗車参加後のバスに対する意識変容を見る
（図
6）
．バスに対する意識が変わったと回答した人は 62％であ
った．体験乗車を行うことで意識変容を促したことがわか
る．意識が変わった理由（表 5）として，
「今後も利用した
い」
「バスが意外と快適である」といった回答が多かった．
実際にバスに乗ることで，バスの利用方法や運賃，行き先
などを知ることができ，バスに対する不安感や抵抗感が払
拭されたのではないかと推察される．さらに，バスは「移
動が大変で不便である」といった意識も変えることができ
たと推察される．また，地域の住民同士で行うことで楽し
く体験乗車を行えることもバスに対する意識を変える要因
になっているのではないかと考えられる．
3.7 クロス集計の結果
（1）年齢に着目した分析
年齢とバスの必要性とのクロス集計では，現在，自動車
利用をしているが，将来，運転が困難になった状況を考え
て，バスは将来必要であると回答した人が多い．また，こ
の傾向は高齢者に多くみられた（表 6）
．
次に，年齢と交通手段のクロス集計見ると， 20 代～70
代では，主な交通手段は自動車であったが，80 代以上の高
齢者と各年齢層で数名のバス利用がみられた（表 7）
．ここ
で，体験乗車参加者を「体験」
，体験乗車非参加者を「非体
験」とすると，80 代以上のバス利用者の中で「体験」は 12
人中 7 人であった．このことから，体験型 MM を実施する
ことで，多くの高齢者がバスを利用するようになったこと
がわかる．
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無回答
9%
あり
26%

なし
65%

図 4. 体験型 MM 参加率

無回答
11%

変わらない
42%

よく利用する
ようになった
7%

たまに利用する
ようになった

40%

図 5. 体験型 MM 後のバス利用意向

無回答
14%

変わっていない

意識が変わった

24%

62%

図 6. 体験型 MM 後の意識変容
表 5. 意識変容の理由
理由
今後も利用したいと思ったから
バスに対する抵抗感が軽減されたから
バスでも目的地に行けると分かったから
意外と快適に移動できると分かったから
その他

割合
29.4%
8.8%
8.8%
41.2%
11.8%

次に，年齢と体験乗車参加者のクロス集計を見ると，高
齢者において，
「体験」の割合が高いことがわかる（表 8）
．
高齢者だけではなく，若い世代にも参加してもらう工夫が
必要であると考える．
表 6. 年齢×バス必要度
現在必要
将来必要
地域に必要
20 代
0
1
1*
30 代
3*
1
2
40 代
0
9
6*
50 代
5
19
9
60 代
4
47
8
70 代
5
47
4
80 代以上
18*
10*
4
合計
35
134
34
表 7. 年齢×移動手段
自動車
送迎
バス
タクシー
20 代
2
0
0
0
30 代
3
0
3*
0
40 代
13
0
1
0
50 代
31
1
1
0
60 代
55
2
2
0
70 代
51
3
2
4
80 代以上
8*
5*
12*
4*
合計
163
11
21
8
表 8. 年齢×参加者
体験
非体験
20 代
0
2
30 代
0
5
40 代
0*
13
50 代
6
27
60 代
19
38
70 代
20
35
80 代以上
10
16
合計
55
136
（2）体験型 MM 参加者に着目した分析
「体験」は「非体験」に比べて，バスは必要であるとの
回答者が多かった．このことから，体験型 MM を実施する
ことで，バスに対する意識変容がみられたことがわかる．
表 9. 参加者×バス必要度
現在必要
将来必要
地域に必要
体験
12
39
3
非体験
19
93
26
合計
31
132
29
4.まとめ
全国の体験型 MM の事例から，網形成計画に体験乗車と
記載されている自治体の実施内容を調査したところ，子供
を対象としたものやフェスなどのイベントに合わせて開催

するものが多く見受けられた．子供を対象とした体験乗車
はバスに親しみを持つ目的で行われており，バスの利用促
進を直接的な目的としていない．また，フェスなどのイベ
ントに合わせて開催する体験乗車も同様であると言える．
兵庫県宍粟市で行われた体験型 MM の事例から，地区ご
とに推進員を配置することで住民に均一な MM を実施す
ることができている．体験型 MM を経験した住民は，その
後にバスの利用をしており，体験型 MM の有効性が示され
た．さらに，バスに対する意識が変わったと回答する割合
が 60％を超えており，体験型 MM によりバスに対する意
識が変容したことがわかる．また，車を利用できる住民が
体験型 MM 実施後，バス利用をする割合が高くなっている
ことから，体験型 MM による自動車利用抑制効果も見られ
た．自動車利用に依存した生活から自動車とバス利用を目
的に合わせて使い分ける自発的な行動変容が見られた．
以上のような結果から，体験型 MM を実施することでバ
ス利用が増加し，バスに対する意識の変容が見られ，自動
車利用においてもある一定の抑制効果を見出すことができ
た．
【謝辞】
本研究を行うにあたり宍粟市市民協働課，アンケートに
お答えいただいた全国の自治体の担当課様や宍粟市民の皆
様に記して感謝の意を表します．
【補注】
本研究で用いる宍粟市のコミュニティバスと路線バスの
定義を以下に示す．
コミュニティバス： 市町または地域ボランティアが運行主
体のバスをコミュニティバスと定義する．
路線バス：民間事業者が運行主体（一般乗合旅客自動車運
送事業）のバスを路線バスと定義する．
クロス集計では，カイ二乗検定の残差分析（有意水準 5％）
で有意な差がみられた項目を*で示す．
【参考文献】
1）国土交通省：公共交通政策，
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/transport/sosei_transport_tk_0
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2）谷口綾子，原文宏，藤井聡：モビリティ・マネジメント
による公共交通利用促進とその定量効果の検証―帯広市の
コミュニティバスを例として―，日本都市計画論文集，
No.37-3，2012 年 10 月
3）宍粟市役所ホームページ：http://www.city.shiso.lg.jp/，2019
年 5 月最終閲覧
4）宍粟市：宍粟市公共交通再編計画，
http://www.city.shiso.lg.jp/soshiki/machizukuri/shiminnkyoudou/t
antojoho/kokyokotu/1429770859748.html，2017 年 3 月
5）宍粟市：宍粟市地域公共交通会議資料，
http://www.city.shiso.lg.jp/shiseijoho/shingikai/kotsu/kotsu/14122
94710124.html，2017 年 6 月
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開発指導における集合住宅駐車場の扱いに関する一考察
－ 東京２３区を対象として －
株式会社地域計画建築研究所
株式会社地域計画建築研究所
株式会社地域計画建築研究所
１．はじめに
昭和 30 年代、自動車保有台数が増加する一方で、駐車場
が充分整備されず、路上駐車などの課題が顕在化し、駐車
施設整備に対する必要性が高まった。そこで昭和 32 年、国
において駐車場法が制定され、
附置義務制度が定められた。
全国の自治体においても、一定規模以上の開発に対する規
制や基準を定めた「開発指導条例（以下、条例という。
）
」
あるいは「開発指導要綱（以下、要綱という。
）
」などが定
められ、多くの条例や要綱において駐車場に関する基準が
示されている。
一方、東京や大阪など大都市の都心部は、鉄道やバスな
ど公共交通機関が発達しており、自家用車に依存しなくて
も日常生活を送ることが可能といえ、特に今後、大都市に
おいても高齢化が進展し、自動車を所有しない人や世帯が
増加していくものと想定される。
また、都心部におけるマンション需要は引き続き高止ま
りしており、いまだ多くのマンション建設の動きが活発と
なっている。
多くの自治体において、
条例や要綱において、
開発における駐車場設置台数の規定も定められている中で、
新規に開発されたマンションにおいて、住民の駐車場需要
が規定台数を満たさず、空き区画が発生している例も増え
てきている。
このような背景の下、本考察では、東京２３区を対象と
して、自家用車保有の状況や集合住宅における駐車場利用
の状況、また条例あるいは要綱に規定された駐車場台数の
実態などを元に、集合住宅開発における駐車場整備のあり
方に関する考察を行うものとする。

人口（万人）

山崎 将也
坂井 信行
依藤 光代

自家用車保有台数（千台）

1,000

1,800

900

1,700

800

1,600

700

1,500

600

1,400

500

1,300
H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

23区人口

23区自家用車保有台数

図－１．人口と自家用車保有台数の推移

２．自家用車保有台数等の傾向
２－１．２３区における自家用車、駐車場台数の推移
図－１は、２３区の人口と自家用車保有台数を表したグ
ラフであるが、平成 19 年～平成 29 年において、２３区の
人口は約 1.09 倍に増加している一方、自家用車保有台数は
約 0.93 倍と減少傾向が継続している。区別では、都心３区
（１）
において自家用車保有台数が増加しているものの、大半
の区では減少しており、特に中野区などでは１割以上、自
家用車保有台数が減少している。
また、同じ時期における２３区の駐車場台数は、約 1.49
倍に増加しており、減少傾向が続く自家用車保有の実態と
乖離が生じてきている 1) （図－２）
。

図－２．駐車場台数の推移（出典：国土交通省資料 1））

２－２．鉄道駅数と自家用車保有台数の関係
鉄道利便性の高さと自家用車保有台数の関係を示したの
が図－３である。鉄道利便性の高さを表す指標として「駅
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密度
（行政区域単位面積あたりの駅数）
」
を使用しているが、 ②「東京都附置義務条例」の改正
概ね、駅密度が高い区ほど自家用車保有台数が減少する傾
都内での自家用車減少などを踏まえ、平成 26 年４月に
向が示されており、居住地における総合的な交通利便性の 駐車場条例が改正され、共同住宅についても駐車場の附置
中で自家用車保有に関して選択していることが捉えられる。 義務に関する基準の緩和が行われた。

(

自
家
用
車
保
有
台
数
千
台
）

200

駐車場条例による台数緩和の概要
■対象地域：駐車場整備地区、商業地域、近隣商
業地域
■対象建物：非特定用途(※)建物のうち、共同住
宅の駐車場

150
100

※非特定用途：百貨店その他の店舗、事務所、倉庫
など以外の用途の建物

50

■緩和内容：算定の基準面積を次の通り見直し
（見直し前）３００㎡あたりに１台
↓
（見直し後）３５０㎡あたりに１台

0
0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4
駅密度（駅／㎢）

図－３．駅密度と自家用車保有台数の推移

２－３．附置義務条例見直しの動き
①国土交通省による調査
平成 26 年度に国土交通省において、東京都内の市区及
びその他全国で附置義務条例を制定している市町村を対象
に行った調査では、対象 198 自治体のうち、条例改正を予
定している自治体数は 30 となっている。改正を検討して
いる内容としては「原単位の見直し」が 20 自治体と最も多
くなっており、
「一定条件下での附置義務台数の緩和」も多
く見られる結果となっている。
附置義務条例の改正

また、基準の緩和とあわせて、既存建物の附置義務駐車
場についても、都知事認定により、必要台数まで低減でき
るよう緩和措置が追加された。台数低減により空いたスペ
ースについては、他の建築関係法令に適合する範囲で、防
災用備蓄倉庫や自転車駐車場などへの転用を可能としてい
る。
③「神戸市民の住環境等をまもりそだてる条例」の改正
市内一世帯あたり
自動車保有台数の減少など集合住宅における駐車施設需
要の変化を踏まえ、平成 27 年４月に条例の一部改正、同年
11 月に施行規則の一部改正を行った。

30

表－１．集合住宅の駐車場整備率見直し概要
住戸数

168

予定している

予定していない

改正について検討している事項
原単位の見直し

20

荷捌き駐車施設の附置を規定

6

自動二輪車を対象に追加

9

特定地区の設定

6

大規模建築物の開発関連

10～30 戸未満
第 1,2 種低層住居
30～70 戸未満
第1,2 種中高層住居
70 戸以上

30％ → 25％

10～30 戸未満

20％ → 15％

30～70 戸未満

40％ → 30％

70 戸以上

50％ → 45％

10～30 戸未満

10％ → 5％

30～70 戸未満

20％ → 15％

70 戸以上

30％ → 25％

第 1,2 種住居
準住居
準工業、工業

（複数回答）

近隣商業
商業

緩和規定の追加

ファミリー
住戸
整備率
（旧→新）

ワンルーム
住戸
整備率
（旧→新）

50％ → 45％
70％ → 65％
それぞれ
左記の
1/2→1/3

5

公共交通との連携性

7

その他

2

上記以外

7
0

5

10

15

20

25

また、完成後 10 年以上を経過した集合住宅のうち、下記
要件を満たすものについて、３年毎に駐車場の利用状況を
確認した上で、整備基準台数の 1/2 を上限に駐車場の一時
撤去を認める見直しを行った。

図－４．附置義務条例改正に関する意向
（国土交通省資料 2）をもとに作成）
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既存駐車施設撤去の要件
■概ね過去５年間の利用実態からみて今後の使用見
込みがないこと
■近隣住民に対する説明等により近隣住環境の維持
に支障がないと認められること
■今後駐車場が再び必要となった場合を考慮し、撤
去した駐車場部分は容易に復元できる利用形態と
すること
３．条例、要綱による駐車場整備台数の規定状況
２３区は、全ての区で集合住宅を含む開発等に関する条
例あるいは要綱を制定しているが、都心部では設置台数に
係る規定を定めていない区が多く、個別開発ごとに自家用
車需要に応じた対応を行っていることが捉えられる。その
他の区では、主に住戸数に応じた設置数を定めている区が
大半となっており、一定の自家用車利用を想定した基準を
制定、運用している状況が捉えられる。
(1)都心５区：渋谷区を除き、居住者用の台数規定を定め
ていない。
(2)都心 11 区（(1)以外）
：台東区を除く５区で住戸数の
20％あるいは 30％の台数確保が定められている。
(3)周辺 12 区：商業系用途とそれ以外で基準を変えてい
る区が見られる。墨田区では、住戸数の割合ではなく
敷地面積に応じた駐車台数の基準を定めている。

４．分譲マンションにおける駐車場利用実態と課題
マンション管理士会やデベロッパーなどを対象に、分譲
マンションにおける駐車場利用に関する実態や課題などに
関するヒアリング調査を実施した。
その概要を以下に示す。
①マンション管理士会ヒアリング
（駐車場の利用実態）
・居住者用駐車場に空き区画が発生しており、整備過剰の
状況。
・商業系用途地域では、より空き区画が多くなる傾向にあ
る。
・敷地条件などによっては機械式駐車場を設置するマンシ
ョンもあるが、機械式は維持管理費がかかるため、空き
区画が増えるほど管理組合の収支の悪化を招くことにな
る。
②マンションデベロッパー（管理部門）ヒアリング
（分譲マンションの駐車場需要）
・分譲マンションにおける駐車場の需要は減少傾向で推移。
特に、商業系用途地域では需要が小さい。
・世帯構成によっても需要が異なる。高齢夫婦世帯や女性
の単身世帯では特に需要が小さく、子育て世帯では需要
が大きい。
・需要などの実態に即して設置基準も見直すべき。

表－２．２３区の条例・要綱による駐車場台数に関する基準
マンションタ
イプ(※)
千代田区
中央区
港区
新宿区
文京区
台東区

Ｏ
Ｆ・Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｆ・Ｏ

墨田区

Ｆ・Ｏ

江東区

Ｆ・Ｏ

品川区

Ｆ・Ｏ
Ｏ

目黒区

Ｆ・Ｏ

大田区

Ｆ・Ｏ

世田谷区

Ｆ・Ｏ
Ｏ

渋谷区

Ｆ・Ｏ

マンションタ
イプ(※)

自動車駐車場（○居住者用、●その他）
●巡回管理・引越等
●緊急車両、運送車両等
●緊急車両、運送車両等
○必要に応じた台数 ●外来者用 1 台以上
○●最低 1 台以上
○敷地面積に応じて１～４台以上 ●100 戸以上の場合、運送
用、緊急車両等 ●供用駐車場１台
マンション
○住戸数に応じて戸数の 10％～30％ ●151 戸以上の場合、緊
急車両、障がい者用
ワンルームマンション
○住戸数・敷地面積に応じて１台、戸数の 5％
商業地域または近隣商業地域
○●住宅部分 2000 ㎡以内の場合は 2 台以上
上記以外
住戸面積に応じて戸数の 5％～30％
○戸数の 5％以上
○①②を合計した台数
①ファミリー：戸数の 30％以上、②ワンルーム：戸数の 10％
以上
集団住宅
○①②を合計した台数
①ファミリー：戸数の 20％以上、②ワンルーム：戸数の 5％以
上
ワンルームが 2/3 以上・駅までの距離 500ｍ未満
○敷地面積×0.002+1 台
○住戸面積に応じて 10％、30％
●緊急自動車等(台数指定なし)
新築
○附置率 30%、総床面積を 350 で割った数の小さい方以上
増築または用途変更の場合
○増築・用途変更に係る住戸数の 30％、総床面積を 350 で割っ
た数の小さい方以上

※Ｆ：ファミリー住戸、Ｏ：ワンルーム住戸
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中野区

Ｆ・Ｏ

杉並区

Ｆ・Ｏ

豊島区

Ｆ・Ｏ
Ｆ・Ｏ

北区

Ｆ・Ｏ

荒川区

Ｆ・Ｏ

板橋区

Ｆ・Ｏ

練馬区

Ｏ

足立区

Ｆ・Ｏ

葛飾区

Ｆ・Ｏ

江戸川区

Ｆ・Ｏ

自動車駐車場（○居住者用、●その他）
○戸数 50 以上の場合、１箇所以上
商業地域以外
○ファミリー住戸数の 20％以上 ●戸数に応じて外来用 1～2
台
商業地域
○延べ面積に応じて 5％、10％（500 ㎡未満の場合、非設置
可）
○商業地域：戸数の 10%以上、その他：戸数の 20%以上
○規定無し
近商・商業地域
○住宅面積に応じて戸数の 10％、20％（ワンルームは 5％、
10％）
上記以外の用途地域
○住宅面積に応じて戸数の 20%、30％(ワンルームは 10%、
15％)
商業系用途
○戸数×10%以上 ●運送事業者等１台
商業系以外の用途地域
○戸数×:30%以上 ●運送事業者等１台
○戸数の 20%以上(延べ面積 5000 ㎡以上の場合は 30%以上)
※小規模住戸が含まれる場合の低減補正あり
●来客用を総住戸数の 2%以上
●１台以上
○戸数により 10％～30％（ワンルームは戸数を 1/2 とカウン
ト）
※敷地の過半が建蔽率 80％又は交通利便地域内の場合、ファミ
リー住戸数も 1/2
商業系地域
○住戸数の 10％以上
商業系地域以外
○戸数の 20％以上
特定共同住宅
○戸数の 1/3 以上。30 ㎡未満の賃貸住戸は戸数の 1/6 以上
○建築物の延べ床面積 300 ㎡ごとに 1 台以上
小規模共同住宅
○延べ床面積 300 ㎡ごとに 1 台以上

・開発事業者はデータの蓄積から需要を予測して必要台数
を整備している。条例や要綱による一律の台数基準は不
要ではないか。
５．集合住宅開発における駐車場整備に関する考察
２３区における駐車場に関する実態や条例、
要綱の現状、
居住者や事業者の視点からの駐車場需要などを踏まえて、
各自治体の条例や要綱における集合住宅での駐車場の整備
基準に関して、次の方向性を提案する。
①新たな需要に対する駐車施設への対応
物販の形態が対面販売からネット販売へと移行しつつあ
る中で、宅配便などの配送車両の路上駐車が社会問題とな
っている。
また、引越シーズンには、複数台の引越車両の路上駐車
が生じ、交通や安全面での課題となるケースもある。
そのため、周辺環境への影響を最小限にとどめるよう、
配送車両などの駐停車スペースを位置づける（千代田区や
港区などで位置づけられている）
。
②ユニバーサルデザインへの対応
障がい者あるいは高齢者など日常的な移動に一定の制約
を有する人たちは、最短距離で住戸との間を移動できるこ
とが望ましいことから、集合住宅の出入り口近傍に障がい
者などのための駐車スペースの設置を位置づける。

そのため、条例や要綱において、従来の住戸数等を基に
した整備台数の基準を定めつつ、
実際の利用状況に応じて、
空き区画を暫定的に駐輪場等の他用途に転用できる仕組み
を位置づける（図－５）
。
（空き区画の居住者外への賃借）
駐車場の賃料収入は管理組合にとっても大きな収入源で
もあることから、空き区画が生じた際に集合住宅居住者以
外に貸し出す仕組みを位置づける。また、そのような状況
を見越して、居住者用と外部用に区分可能な駐車場配置と
することをセットで位置づけておくことも考えられる。
６．おわりに
東京２３区を対象として、自家用車保有の状況や集合住
宅における駐車場利用の状況を整理し、条例あるいは要綱
に規定された駐車場台数の実態を把握した。
それらを基に、
集合住宅開発における駐車場整備の方向性を検討した。
集合住宅居住者の年齢、家族構成などにより、自家用車
の利用状況は多様であることから、今後は、詳細な実態調
査など行い、
駐車場の整備基準の考え方を類型化するなど、
よりきめ細かな基準のあり方を検討していくことが必要で
ある。

③居住者用駐車場の利用実態に応じた柔軟な運用
補注
（空き区画の他用途転用）
(1) 本考察では、２３区を次の通り区分している。
今後、都心部においてもますます単身世帯や高齢世帯の
・都心３区（千代田区、中央区、港区）
増加が見込まれ、自家用車を利用しない暮らし方を選択す
・都心５区（千代田区、中央区、港区、新宿区、渋谷区）
る人が増えていくと考えられる。一方、居住者の入れ替わ
・都心 11 区（千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台
りや世代交代により一定の駐車場需要は見込まれることも
東区、品川区、目黒区、渋谷区、豊島区、荒川区）
想定されるなど、
将来的な見通しが立ちにくい状況にある。
・周辺 12 区（墨田区、江東区、大田区、世田谷区、中野区、
また、駐輪場の利用は増加傾向にあり、駐輪のための空間
杉並区、北区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川
のニーズは存在する。
区）
参考文献
1) 国土交通省（2019）
、第 32 回全国駐車場政策担当者会議資料
「駐車場施策の最近の動向」p.6
2) 国土交通省（2015）
、第 28 回全国駐車場政策担当者会議資料
「駐車場対策の現状について」p.31
・空き区画の常態化

・空き区画を集約して、広場な
どとして暫定活用する

・駐車場需要の変化に応じて、暫定利用
空間を駐車場に戻す
・そのため、暫定利用時も駐車場に戻す
ことを前提に、整備などは最小限にと
どめるなどの方針を定める

図－５．駐車場柔軟運用のイメージ
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人口減少社会における地方都市の都市計画制度のあり方その 1
－ 用途地域の適正規模への見直しその 1 －
舞鶴市建設部
立命館大学理工学部

１ はじめに
地方都市の人口減少は顕著に推移しており、地方自治体
はその対応を喫緊の課題として、雇用の創出、移住定住促
進、子育て環境や福祉の充実など、異口同音のように取り
組みを講じているが、有効な施策には至っていない。
舞鶴市においても都市構造の変化は顕著で、かつての賑
わいの市街地は空洞化の一途を辿り、まちなかから郊外へ
と住居を求めたために、人口密度はまちなかより郊外の方
が高いという傾向が見られるようになった。
さらに周辺部の地域では、限界集落が取り沙汰されて久
しいが、今日ではまちなかの人口減少による自治会運営に
支障が生じているケースも見られるなど、地方都市におけ
る人口の推移や少子高齢化の状況は都市そのものの構造に
影響するまでになっている（図－1）。さらなる人口減少社会
の到来、変容する地域経済や社会構造への対応、高齢化率
や単身高齢世帯の増加、社会福祉をはじめとするいかなる
分野も未知といった状況にある今日、都市規模の再構成は
喫緊の課題となってくる（図－2）。
本研究は、中長期的視点に立って都市を再構成するため
に、現行の都市計画制度をいかに見直すべきかについて論
じるものであり、ここでは舞鶴市をケーススタディとして
都市計画制度のうち、用途地域のあり方について検証し、
見直し手法を明らかにすることにより、地方都市の持続可
能な運営を維持するためには、いかに地方都市は都市の集
約化を図るべきかを考察する。
２ 舞鶴市の都市計画制度
舞鶴市は、先の終戦直前の旧海軍の強い意向により、当
時の舞鶴市と東舞鶴市の合併により今日の行政区域があり、
地形的には分断された位置故に、各々に独自の市街地が形
成されてきたという特異性がある。
このような状況において、昭和 34(1959)年に用途地域
を、昭和 56(1981)年に区域区分を制定した。区域区分を制
定した 1981 年の人口は 97,578 人であり、近未来の人口想
定を 126,000 人とした都市を目指す計画であった。
しかし、昭和 60(1985)年をピークに人口減少に転じ、以
降、年間約 800～1,000 人のコンスタントな減少に推移
し、2019 年 6 月現在 80,539 人となった。これは 1945 年の
人口を既に下回った状況で、国立社会保障・人口問題研究
所の予想によれば、今後 25 年間で 15,000 人の更なる減少
とされている。
（図－4）
。

図－1 舞鶴市の少子高齢化の動態と今後の推測
国立社会保障・人口問題研究所公表の舞鶴市の将来人口予想から作成

図－2 各エリアごとの将来人口予測

図－3 段階ごとの市街化区域面積予測

図－4 舞鶴市の人口動態
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矢谷 明也
岡井 有佳

３ 現行の都市計画制度の課題と視点
現行の都市計画制度は制定されて以来、道路・公園等の
都市基盤の先行的な整備により、利便性の高い都市化社会
の一定の効果をあげることができた。さらに人口減少都市
の進展に併せて、今後の人口フレームに追従した都市像か
ら市街化地域面積を推定算出すると図-2 及び 3 のように段
階的に縮小することも必要とされる。
このように市街化区域の縮小を想定する中で、都市の構
造の変化に対応した集約型都市構造への転換を図るには、
はじめに土地利用を誘導する用途地域のあり方について、
現行の状況について分析する必要があると考える。
舞鶴市では商業系用途地域において、近隣商業地域で
44.5％、商業地域で 38.6％が住宅として使用されており、
いずれも商業系利用の土地を大きく上回っている。また準
工業地域でも 14.3％が住宅で、用途地域に応じた土地利用
の誘導が図られていない状況がみられる。
用途地域全般について土地利用のあり方についての調査
分析が必要となるが、まずは基盤整備（インフラ）との不
整合について、基盤整備の進捗、または現状に合わせた用
途地域の分析のうち住居系用途地域の分析から始めること
とした。
次に、このように住宅用地として土地が利用されている
からには、これまでの住宅開発の経緯や現在の住環境も鑑
み、目標とする土地利用との乖離という視点で、現状の土
地利用の実態を分析して、既に形成された居住環境をいか
に維持するかが求められる。状況に応じて商業系及び工業
系用途地域から住居系用途地域への変更も視野に入れた抜
本的な見直しが必要となる。これは土地利用の専用化の可
能性（住居系用途地域）という視点で、現状に応じた用途
変更を図り、基盤整備の不整合を解消すると言う手法も有
効な手段となる。
（図－5 から 7）
。
４ 都市計画制度の抜本的な見直し
コンスタントな人口減少に歯止めがかからない地方都市
において、人口減少に憂うことなく、むしろ受容した都市
づくりと転換すべきである。そのためには、都市をいかに
して折りたたむかというコンパクト化を図らなければなら
ない。中心市街地から郊外までさまざまな都市機能が薄く
広がっている現状の維持は都市運営にさまざまな課題があ
る。都市のスケールを見直し、将来の都市規模を想定した
都市計画制度の追従対応が必要となる。
地方都市の多くは、
今日の人口減少社会を想定しておらず、かつての賑わいあ
る時代に戻ることに固執して都市計画制度の見直しには消
極的で、都市のコンパクト化には否定的な傾向がある。し
かし、現実は市街化区域の適正な規模等を見据えた対応が
必要である。
ここでは、まずは住居系用途地域への見直し手法の具体
的な指針を提示する。本来、用途地域の指定は規制を図り
ながら土地利用を誘導するが、土地の活用ニーズからさま
ざまな建築行為がなされて今日の状況がある。

図－5 近隣商業地域内の土地利用状況

図－6 商業地域内の土地利用状況

図－7 準工業地域内の土地利用状況

そこで目標とした土地利用から乖離した用途の建築物の
実態を調査すると、建築行為を特化した用途地域以外では
さまざまな用途の建築物が存在することがわかる。
特に準工業地域は、あらゆる用途の建築行為が可能とさ
れることから、混在するケースが顕著に見られる住居系以
外の近隣商業、商業、準工業地域では有効な土地の利用が
図られない土地に住宅団地として造成されているケースが
多く見受けられる。そのような場合は積極的に住居系用途
地域に変更するなど、既存建築物の用途に応じて、現行の
用途地域の見直しを図るべきである。
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５ 住居系用途地域見直し指針
都市機能集約型の都市構造への転換を前提とし、住環境
の維持向上を目指した将来像の実現のためには、従来のよ
うな現状追認の視点だけでなく、積極的かつ効果的な都市
構造への変化を誘発する、戦略的な都市計画制度の運用が
図られる土地利用を実現していくため、次の視点での見直
し手法とする。①ライフスタイルを誘導する見直し、②土
地利用の動向見直し、
③土地利用条件の変化を基準として、
より住環境の保全と向上を目指す地域の特化や、利便性の
高い都市型居住形成、用途地域内の混在化の解消等、将来
像に対応した見直しを指標とする。
今日の住まい方は大きく変容しており、少子高齢化に加
え核家族社会による世帯分離、また地方都市では車依存型
生活などが特徴とされる。さらに、近隣とのコミュニケー
ションが希薄になっているといった課題はあるにしても、
快適で便利な都市居住がより一層求められており、居住環
境の保全・向上は既に住宅を中心とした市街地が形成され
ている地区では良好な居住環境の保全が求められている。
そのため、一定の混在が見られる場所では、より良好な
居住環境が維持されるよう、各々の地区に適した住居系の
用途地域への変更が必要となる（図-8）。

図－8 住居系用途地域見直し手順
出典 舞鶴市都市計画見直し基本方針(2015 年) P20

(1)ライフスタイルを誘導する見直し基準
まずは現時点の都市構造を基準として、中心市街地にお
ける住居は高密度へ、
郊外部は低密度への誘導を見据えて、
交通の利便性、世代年齢、世帯構成や行動特性等に合った
住まい方を誘導する必要がある。特に交通の利便性につい
て、コンパクト化を図る際に重要な要素とされるが、地方
都市においては車依存型の生活なので、若年世代の世帯は
あまり重要視しない。
そのため自動車運転免許の返納など、今日のさまざまな
社会事象を勘案し高齢者世帯等を中心市街地へ居住誘導を
図－9 土地利用条件の変化に伴う見直し手順
出典 舞鶴市都市計画見直し基本方針(2015 年)P23
図り、生活スタイルを徒歩等の手段により利便性が確保さ
(3)土地利用条件の変化による見直し基準
れるような、世代を特化したライフスタイルを見据えた誘
道路整備や土地区画整理事業等の進捗、農地からの転換
導策も有効と判断されなければならない。
による開発予定地、あるいは長らく規制されていたが見直
しによって都市計画道路等の廃止とすべきケースが多いケ
(2)土地利用の動向による見直し基準
ースもあり、目指すべき市街地像に変更が生じている場合
現行の用途地域において目標とする以外の用途の建築物、
には、新たな市街地像に対応した用途地域への見直しが必
特に住居系建築物が立地する動向にあるケースを抽出し、
要である。
住宅団地などが開発された経緯や現在の周辺環境の分析が
①都市計画道路等が廃止または今後廃止とすることにより、
必要となる。
目指すべき市街地像に変更が生じている地区、②道路、鉄
目標とする市街地像において主に立地誘導すべき用途以
道等の整備又は大規模なプロジェクト等による土地利用条
外の建築物が相当程度かつ広範囲に立地する動向にある場
件の変化に合わせた用途地域の変更が必要となった地区、
合には、新たな市街地像に対応した用途地域への見直しが
③大型商業施設の進出などによる都市計画事業等が行われ、
必要となる。
事業計画に合わせた用途地域の変更が必要となった地区な
①目標とする市街地像と実際の土地利用や建築行為が乖離
どをこの対象とする（図-9）。また今日では土砂災害特別警戒
している地区
区域などが指定されており、防災減災という観点から土地
②工場跡地等での住宅団地形成など、一団の土地利用転換
利用に関しての規制がかかっており、このような基準によ
が行われた地区などをこの対象とする。
る見直しも今後検討事項に加味する必要がある（図ｰ 10）。
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都市計画制度は安定性や厳格性が求められるものであり、
過度な変更は制度そのものを否定したり、都市計画行政に
対する住民の信用を失墜するものとなるため、慎重な運用
が必要である。
特に用途地域の変更は、不適格建築物の発生について勘
案しなければならない。商業系や工業系の用途地域から住
居系用途地域、さらには住居系用途地域から住居専用系用
途地域に変更する場合においては、単に用途規制だけでな
く形態規制（斜線制限等）が厳しくなる場合が多いため、
変更によってよって生じてしまう不適格建築物の実態把握
が求められる。いずれにしても、既存の居住環境の維持、
保全を確保するよう努めなければならない。
7 まとめ
今日、地方都市は｢都市化社会｣から人口や都市活動を成
熟させ、さらには縮小させる｢都市型社会｣の時代を迎えて
いる。これまで経験したことのないスピードで進行する少
子高齢社会のもとで、都市をいかに持続可能とするかが問
図-10 土砂災害特別警戒区域の勘案手順
われている。都市のコンパクト化は各々の地域性や状況に
よって画一的なマニュアル化はできない。
いずれにしても、
土砂災害特別警戒区域では新たな立地が規制されるので、 都市計画基礎調査の分析による都市の現状検証に加え、都
舞鶴市のように山間等に隣接の多くの土地が将来未利用地 市をどのようにして誘導していくかを示すかが問われてい
になると推測される。
る時代である。
一地方自治体の舞鶴市をケーススタディとしつつ、都市
(4)見直し基準
計画制度のうち用途地域の見直し基準による指標を提示し
都市計画基礎調査を踏まえ、現状の密度構成や低未利用 検証したが、将来の人口フレームから市街化区域面積の余
地の残存状況、都市基盤の整備状況や交通ネットワークの 剰について検討すべき結果になっている。
状況等から、住まい方に対応した住宅地を設定する。
都市のコンパクト化だけが解決策にはならないが、地方
図‐8 に示すフローによる(A)から(E)までの各項目を分 自治体が現状追認に終始してきたこれまでの都市計画行政
類基準として見直すべき住居系用途地域の面積を算出する を省みなければならない。これからの都市計画行政は、行
と、見直し/総数は 318／1085 ㏊となった（表-1 及び表-2）
。 政と住民が危機感を共有し都市の集約する意義と必要性を
理解し、都市の再構築について協働で取り組まなければな
表―1 舞鶴市のケーススタディによる住居系用途地域の見直し結果
らない姿勢が求められる。
（単位 : ha）

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

計

フロー(見直し/総数)

6／55

34／34

0／104

17／17

2／2

59 ／212

面積(見直し/総数)

25／355

277／277

0／437

12／12

4／4

318／1085

表―2 舞鶴市のケーススタディによる住居系用途地域の見直し結果
用途地域名称

（略称）

見直し後 現

状

差分

見直し後比率

第一種低層住居専用地域

１低

337.9

211.4

126.5

第二種低層住居専用地域

２低

14.8

10.3

4.5

15.8
0.7

第一種中高層住居専用地域

１中高

234.4

123.0

111.4

11.0

第二種中高層住居専用地域

２中高

第一種住居地域

１住

第二種住居地域
準住居地域

68.6

11.5

57.1

3.2

455.2

648.5

-193.3

21.3

２住

70.4

42.0

28.4

3.3

準住

107.3

38.2

69.1

5.0

6 見直しの留意点
用途地域等の都市計画制度は私権制限を課すものである
ため、短期間に何度も見直しによる変更や、過去の用途地
域に指定し戻す等、永続性に欠ける制度運用は避けなけれ
ばならない。
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1960 年代の京都市における総合計画からみる都市像の変容について
龍谷大学大学院政策学研究科
龍谷大学政策学部

１．序章
(1)背景と目的
近年、京都市では新景観政策での高度規制の緩和や、土
地利用など都市の将来像について議論が交わされている。
将来に向けた都市像や政策を議論する中で、かつて繰り広
げられた構想や議論から学ぶことの意義は無視できない。
高度経済成長期、多くの都市では総合計画などで構想さ
れた都市像の下で、現代の都市構造へとつながるインフラ
などの基盤形成が進んだ。京都市においても同様に、人口
増加や市街地の拡張などの都市の成長に対応すべく総合計
画が試行され、
将来的な都市像が構想された。
然しながら、
同時期における総合計画の都市像の詳細やその変遷や経緯
について整理した研究は多くない。
1960 年代の京都市の総合計画においてどのように都市
像が構想され、
変化してきたのかを整理し概観することで、
同時期の京都市における都市計画行政の思想の一端を明ら
かにすることが本研究の目的である。
(2)先行研究の整理
京都市における近現代都市史、都市計画史における研究
は一定の蓄積がある(1)。その中でも、高度経済成長期の京都
市の都市史・都市計画史では、戦後の京都市における企画
部局の変遷と総合計画についてその過程の詳細を体系的に
整理した君村(1981) 1)や、京都市における土地区画整理事業
の町割りなどの形態的特徴を整理する中で、1960 年代の土
地区画整理事業について明らかにした下村(2015)2)がいる
が、いずれも 1960 年代の総合計画における都市像や都市
計画事業の背景にあった思想については言及していない。
本研究は、高度経済成長期の京都市における都市史・都
市計画史に関する研究の一つと位置付けられるが、1960 年
代の京都市の総合計画における都市像とその思想を研究し
たものは管見の限り不在である。
(3)研究の方法
本研究では、京都市における都市像の構想の変遷などを
踏まえた上で、京都市の計画文書や図面、議会録などの行
政一次資料や、市史や新聞などの二次資料、当時の市政な
どを扱った三次資料を用いて分析、考察を行なった。

田中 優大
阿部 大輔

市町村などの自治体の行政運営や都市開発の指針となる市
町村計画は法制度上空白であった。高度経済成長による社
会構造の変化が顕著であった大都市自治体では、1960 年代
ごろより自主的に総合計画の策定を始めた 3)。
京都市では、早くは 1947 年より「最高施策の樹立、市長
の諮問に応じた調査研究」を目的とする企画審議室を設け
たことを発端として、
行政運営の適正化に取り組んでいた。
しかし 1960 年代頃になると、都市公害やスプロール化な
どの都市問題が深刻化し、総合的な都市運営と課題解決が
求められるようになった。
市では 1963 年に総合計画の作成への準備を進めていた
企画室を企画局へと改組し、総合計画の作成へと本格的に
体制を固めた。1963 年には企画局下で「総合計画試案」が
作成されたが、市の開発方針の変更により頓挫した。1965
年にはさらなる総合計画策定に向けた体制が強化され、企
画局に都市計画機能と統計機能を強化した計画局が新たに
設けられた。計画局下では、1966 年に長期開発計画案が作
成され、策定へと進んでいたものの、計画の旗振り役であ
った市長の急逝と、その後の選挙での革新市政の誕生によ
って中止した。1967 年には、革新市政下で新たな総合計画
の作成を担当する企画室が計画局に設けられた。その後、
計画局が都市開発局へと改組され、
同時に企画室も移行し、
1969 年には京都市初の総合計画としてまちづくり構想が
策定された。
(2)京都市における構想・計画の変遷
京都市における長期的な都市像を構想する試みは高度経
済成長期以前より存在した。古くは道路や上下水道、市区
域に関する調査を行い答申を出した明治時代の臨時土木調
査委員会とされ、戦前には京都市百年の市是を構想すると
して大京都振興審議会によって構想が進められた大京都振
興計画などが存在した 4)。
戦前期における議会などでの都市像の構想に関する議論
を見ると、1920 年に京都市会で助役が「商工都市的に作ら
なければならぬ、北部何かは何うでも宜しい、南部に大発
展をしなければならぬので、而も商工都市にしなければな
らぬと云ふので、此点に就ては市長も同意見でありますけ
れども、私は市長より一層急進的であります、私の意見通
２．高度経済成長期までの京都市における総合計画
りの案が作られたならば決して北部なんかの線を先にやる
(1)社会的背景と総合計画作成への経緯
のでなくして、
寧ろ南進主義であります。
」
と発言しており、
1960 年代、国内の都市では好調な経済成長と都市部への 大正期に将来的な都市像に関する議論の中で市の南部へと
人口流入を背景とした市街地の拡張や社会構造の変化によ 都市を拡張する考えが存在していたことがわかる 5)。
って生じる様々な都市問題とともに、効率的な都市運営が
また 1925 年には京都市の南部に位置する伏見町の市制
課題となっていた。1965 年の新市町村建設促進法廃止以来、 検討に際し、京都府から照会を受けた京都市は南西部を一
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大工業地とするため伏見町を含む紀伊郡の全町村を合併し
都市経営を行うことが必要との見解を示した。1931 年には
実際に伏見市を含む紀伊郡を編入しており、将来的に南部
へと拡大、開発を行う考えが合併という形で動いている。
1939 年には、京都市百年の市是を構想するとして審議が
諮られていた大京都振興計画の審議会で、南部について議
論されている。同年 7 月に開かれた大京都振興審議会部会
の交通・運輸に就いて議論する第四部会では、産業の振興
を背景として水運の向上を図る必要があるとし、その対象
地として京都市西部を想定した。水運と同様に鉄道の必要
性も説かれ、その対象地として南部が想定されている 6)。
また「昭和 15 年から 18 年にかけて「洛南工業地帯造成」
という問題があったんですよ。ここに区画整理をやって、
工業地帯を造成する。そして、桂川を整備して、運河をず
っと北上させて天神川と結ぶという大計画だったわけです」
といった発言もあり、京都市南部地域を対象とした運河の
開削と工業地帯の造成計画が構想されていた 7)。
大京都振興計画が議論された 1930 年代には、将来的な
都市像を構想する中で南部を対象地として捉えていた。
終戦直後の 1945 年 10 月には、早くも戦後の復興と将来
的な発展について議論する京都市振興対策協議会が発足し
た。この審議会では都市計画の部会も設けられ議論された
が、情勢の変化から解散となっている。非戦災都市であっ
た京都市では戦災復興計画が作成されず、戦後の財政難や
混乱もあり、将来的な都市像に関する構想や議論は、1950
年代まで待つこととなった。
1950 年代に入ると、特別都市建設法として京都国際文化
観光都市建設法が制定されたこともあり、都市建設に向け
た議論がされるようになった。国際文化観光都市建設計画
では、駅前の整備や観光施設、道路整備などが掲げられて
いるものの、短期間の施設計画や道路計画に留まり、都市
像にまで踏み込んでは構想されていない。
さらに 1956 年から 1962 年まで京都市が財政難から財政

再建団体に指定されていたことも関係し、大規模な計画が
構想されにくかった。また、南部一帯は 1955 年に緑地地域
として指定され、緑地帯が配置されていたことから市街地
の拡大が抑えられていた 8)。
３．総合計画試案（1963）
(1)計画の概要
総合計画試案は、総合計画策定への本格的な計画体制の
樹立を目的として設けられた企画局によって 1963 年に作
成された 9)。その立案の契機として、都市行政の運営の体
系化といった目的とともに、同時期に作成に向けて動いて
いた「近畿総合開発計画」に対する京都市の要求づくりと
しての一面も持っていた 10)。
総合計画試案は、終戦後の復興を終えて発展的な成長に
突入した社会的情勢への対応が必要とされているとし、生
活環境の整備、産業基盤の改善などの既成都市の「集積の
利益」をより高めるために必要な市街地における都市の再
開発と周辺地域の開発などの指針とするとして計画された。
当時、伝統的な零細企業が多い産業構造であった京都市
は、重工業を中心として経済成長を遂げていた他の大都市
と比べ、成長が鈍化していた。そのため、内陸型の工業都
市としての発展を画策し、総合計画試案では重工業を中心
とする産業の育成に比重を置いている。
(2)土地利用・整備方針
土地利用計画は都市発展と表裏一体の関係性を持ち、そ
の発展方向を決定するものと位置付けられ、都市の発展を
牽引する経済的基礎を整備するため重工業部門を中核とす
る近代工業の育成導入などを進め、都市発展の誘導的役割
を果たすとされた。
土地利用の構想では、洛西地域を除く東海道線以北の既
成市街地は、業務・商業や文化・観光などの都心機能を発
展させるべく、積極的な都市整備を行う地域とした。東海

図－１ 計画の変遷に見る機能配置の変化 ( 9),11),12)をもとに筆者作成)

- 98 -

道線以南については、桂川以東の緑地指定がかかっている
地域、桂川以西の無指定の地域を工業・住居の用途へと整
備するとした。山科地区については一部工業地域を持った
住居主体の用途へと整備するとした。
総合計画試案は、市街化が抑制されてきた南部地域を工
業用途を主として市街化する考えを構想し、同心円状の市
街地構造から南部方向へ拡大するとしたものの、都市構造
については「既存都市の集積の利益をより高める」と掲げ
たように、依然として戦前からの流れを受け継いだ既成中
心市街地を中心とする同心円状の都市構造であった。
４．長期開発計画案（1966）
(1)計画の概要
長期開発計画案は、1963 年の総合計画試案が市の開発方
針の変更から頓挫したことを契機として立案され、1965 年
の行政機構改革により、従来の企画局に都市計画機能を強
化し設けられた計画局の下で、1966 年に作成された 11)。
長期開発計画案では、計画の作成に対する考えとして京
都市は広域都市圏の母都市として広汎な機能を要し、保存
と開発の調和という命題の下に開発・整備が必要であり、
その問題解決において土地利用の誘導と扇動力のある大規
模施設の建設によって具体策を提案すると述べている。長
期開発計画案は京都市が抱える課題を産業・生活環境・文
化及び観光・都市内交通の四つに分類・分析し、都市公害
や都市交通機能の低下などの都市問題が基本的に既成市街
地の持つ都市構造・土地利用に起因した問題だと捉え、そ
の解決策の提案として土地利用と土地利用を誘導する大規
模建設事業を提案した。
(2)土地利用・整備方針
前述した都市問題の解決に資するものとして位置づけら
れた土地利用構想は、⑴住・商・工の機能分離、⑵自然環
境・交通条件を考慮した配置、⑶土地利用の相互間動線の
交通手段の確保、⑷将来的な利用形態の増大と現象に対応
可能な地域的広がりを有する、の四つの主たる条件のもと
土地利用のパターンが設定された。さらに基本的な方向性
として、東海道線以北を保存すべき地域・開発の保存地域
への波及を調整する地域、東海道線以南を積極的に開発す
る地域とした。これは、南部を開発の受け皿として開発・
整備することで、北部の既成市街地での無秩序な開発や用
途混在の解消を図るとされたものだった。
これらの条件・方向性のもとで、⑴東山などの山地部を
保全、⑵経過年次に考慮した住居地域への転換、⑶第二次
産業の既成市街地における混在の解消と団地への随時集約、
⑷既存の都心機能一点集中型から南北軸状都心型への転換
と形成、等の具体的な土地利用へ誘導するとした。
また、長期開発計画案では土地利用像の誘導を果たすも
のとして七つの大規模建設事業を構想した。
七大事業と名付けられた建設事業は、⑴「道路網整備事
業」
、⑵「高速鉄道網整備事業」
、⑶「ニュータウン造成事
業」
、⑷「工業団地造成事業」
、⑸「流通センター造成事業」
、

⑹「文化中核施設建設事業」
、⑺「軸状都心形成事業」
、で
構成され、事業の対象地域は既存の都市構造の中心であっ
た北部の既成市街地ではなく、新たな都市の核とされた南
部地域であった。
長期開発計画案は、市街地を南部方向へ拡大するとした
点では総合計画試案と共通している。しかし、都市構造に
関しては「既存都市の集積の利益をより高める」と掲げ、
既成市街地を中心として同心円状の都市構造の拡大を図ろ
うとした総合計画試案と違い、南北に軸状の都心を配置す
る都市構造の下で、南部の新市街地を都市の核とする都市
像を構想し、大規模な都市構造の転換を図ろうとした。
５．まちづくり構想（1969）
(1)計画の概要
まちづくり構想は、1969 年に都市開発局企画室の下で作
成され、京都市初の総合計画として策定された 12)。立案の
経緯として、長期開発計画案が争点となった選挙戦で、計
画案反対派の革新候補であった市長が当選し、
「人間のため
のまちづくり」を掲げて構想の練り直しを図ったことがあ
げられる。
まちづくり構想は、高度経済成長による人口の都市集中
などの都市化やモータリゼーションなどによって市民生活
が脅かされている社会情勢に対し、
「くらしの環境を良くし
つつ人間を大事にする、住みよいまちづくりを進める」と
し、その都市像と整備の方向性の指針として作成された。
(2)土地利用・整備方針
土地利用の構想では、盆地に囲まれた平野部は市街化を
進めるとし、北山・東山の山麓部、桂川西岸の東海道線以
西、山科などの既成市街地をとり囲む地域を住居地域とし
て整備するとした。四条烏丸などの既存の都心機能を有す
る地域は中心業務地域として機能の純化を図り、伏見の大
手筋などの南部の既成市街地における商業地区は南部地域
における副都心として整備するとし、北部中心市街地の西
部から市域南端にかけての主要幹線道路沿いは伝統産業や
流通などの一般業務地区を設けるとした。また、桂川の両
岸に関しては工業地域として整備を進めるとした。
まちづくり構想は、市街地の南部への拡大という点につ
いては以前の両計画に共通している。
都市構造に関しては、
都心機能は既成市街地の都心部を中心とするなど、北部の
既成市街地を中心とする同心円状の都市構造への回帰的な
考えも見られるが、既成市街地と南部副都心にかけて軸状
に業務地区を配置するとし、長期開発計画案における軸状
都心・南部開発の構想を継承している。
６．総合計画の都市像に影響を与えた計画
総合計画の策定へ向け計画の試作が繰りひろげられた
1960 年代には、行政のみならず民間からも京都の将来的な
都市像についての提言・計画が構想された(図 2、図 3)。
1964 年に京都大学の西山研究室が発表した京都計画は、
開発と保存の理念のもと地域を分割、中央軸と呼ばれる都
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心機能を北部から南部に軸状に配置する計画を構想した 13)。
1965 年に京都市の委託を受けた沖種郎を中心として発
表された史都計画・京都は、開発と保存・軸状都心という
考えは京都計画から踏襲しつつ、東海道線以北山陰線以東
を保存、東海道線以南を開発とし、京都駅から南部にかけ
て軸状に都心を形成するとした 14)。
計画局の主幹として長期開発計画案の作成に携わった清
水武彦は長期開発計画案の構想について「この南部軸状都
心という構想は、当時公表されていた西山研究室の「京都
計画」
、沖研究室の「史都計画」の発想と軌を一にするもの
でした」と語っており 15)、長期開発計画案がこれらの計画
から、開発と保存という二領域に分ける点、南部へと都心
軸を形成することで同心円状の都市構造から転換する点に
おいて大きく影響を受けていることがわかる。また、長期
開発計画案と共通点があるまちづくり構想の土地利用構想
にも影響を与えたとも捉えられ、同時期の都市像の変遷の

中
央
軸
線

過程において、京都計画や史都計画といった民間等の計画
が大きく影響を与えたことがわかる。
７．結論
以上、1960 年代の京都市の総合計画における都市像の変
遷を見てきた。
1960 年代に構想された都市像は、いずれも南部への拡大
を図った。その過程では、拡張に際して既成市街地の延長
線状としてヒエラルキー的に従属した拡大から、南北軸状
の都市構造の構想など都市の核としての拡大へと変化した
ことが明らかになった。
構想における南部への拡大の変遷に於いて、民間の構想
の影響受けていたことや、開発と保存といった京都の持つ
歴史性や都市構造の特質を背景とする思想が変化の強い要
因となっていたことがわかった。
また、1969 年のまちづくり構想に見られるように、構想
の性格として以前の構想との違いを打ち出しながらも、南
北軸を意識した都市構造など、土地利用の面では以前の構
想から継続性があることが明らかとなった。
1960 年代に構想された都市像の変化の特徴として、開発
の主な対象が北部から南部へと変化し、既存集積の向上や
整備から、新たな集積の誘導・開発へと方向性が変化した
ことが挙げられる。
1960 年代の総合計画の黎明期において構想された南部
の市街地開発や都心軸としての考えは、その後の洛南新都
市構想や高度集積地区など、現在の京都市を支える都市構
造へとつながる政策を醸成したと評価できるであろう。
【補注】
(1) 主に中川理(2015)「京都と近代: せめぎ合う都市空間の歴史」鹿島出版会、
伊藤之雄(2006)「近代京都の改造」ミネルヴァ書房、などがあげられる。

京都計画
図－２ 京都計画の土地利用構想( 13)に一部加筆)

図－３ 史都計画の土地利用構想( 14)に一部加筆)
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市街地開発事業に関わった地権者意識からみたエリアマネジメントの実施課題に関する研究
－ 松原市・八尾市を対象として －
大阪工業大学大学院工学研究科
協和設計株式会社
（株）神姫バス
大阪工業大学工学部

副島
寺島
井本
岩崎

脩平
隆世
雅史
義一

的には「清潔感漂う街並み」
、
「緑や花が多い街並み」
、
「落
ち着きのある風景」の 3 つの割合が高い中で 50 代以降に
なると「清潔感漂う街並み」の割合が減少傾向にあり、特
に 60 代は「緑や花が多い街並み」の割合が高い。
『希望する安全・安心
年齢×希望する安全・安心の分野 その他
の分野』については、治
交通安全
安の良さがある安全で安
バリアフリー・ユニ
バーサルが整ってい
心なまちを望んでいる事
防災・減災の強さ
る
が分かった。全体件数で
治安の良さ
見ると「治安の良さ」が
合計
全体の 7 割を占めている。
「防災・減災の強さ」
、
「バ
図－4希望する安全・安心の分野 リアフリー・ユニバーサル
における年齢別集計結果
デザインが整っている」の
順に多い（図－4）
。年代別では 50 代以降「治安の良さ」よ
りも「防災・減災の強さ」をイメージする傾向にある。具
体的にはどの年代も「治安の良さ」の割合が高い中で年代
が高まると「治安の良さ」の割合が減少傾向にあり、
「防災・
2 地権者のまちづくりへの基本認識
減災の強さ」の割合が増加傾向にある。
ここでは、属性別のクロス集計で特に傾向が見られた年
『参加できる環境・美化
代別のクロス集計で以下の事を明らかにした。
年齢×参加できる環境美化活動
その他
活動』については、清潔・
花や緑のいっぱ
衛生的なまちを望んでい
2-1 曙川地区
い運動
る事が分かった。
『まちづくりの目的』
年齢×まちづくりの目的
清掃活動
全体件数で見ると「ゴミ
についてきいたところ、
ゴミの減量やリ
の減量やリサイクル活動」
地域社会の信頼や厚生
サイクル活動
が 4 割弱を占め、
「清掃活
合計
の増大を望んでいる事
動」
、
「花や緑のいっぱい
が分かった。全体件数で
図－5参加できる環境美化活動にお
運動」の順に多い（図－
見ると「心の通い合う地
ける年齢別集計結果
5）
。
域社会づくり」
、
「医療・
さらに、
『賑わいのイメージ』
では
「人が集まるまち」
をイ
健康の増進」の両方で全
図－2 まちづくりの目的における
メージする方が多く、
『担い手となる年代層』
では中年層が
体の７割を占めている（図
年齢別集計結果
『子供の成長を育む為に必要な地域対策』では「安全・
－2）
。年代別では「心の通い 多く、
安心なまち」が多い結果となった。
合う地域社会づくり」
、
「医療・健康の増進」の割合が高い
以上より曙川地区では地域ストック、治安の良さといっ
中で年代が上がるにつれ、社会福祉、風景など社会資本ス
た住民の暮らしを重視した現状維持型のまちづくりが望ん
トックの希求が高くなり、40 代～60 代では「心の通い合う
地域社会づくり」の割合が増加傾向にあることから 50 代 でいる。
以降「地域コミュニティの強化」
、
「地域ストック」を重視 2-2 天美地区
その他
年齢×まちづくりの目的
『まちづくりの目的』に
している。
年齢×街並みのイメージ
その他
社会福祉の充実
ついてきいたところ、安
『街並みのイメージ』につ
医療・健康の増進
おしゃれな街並み
全・安心の強化・地域社会
いては、きれいな地域空間
誇れる景色・風景
落ち着きのある風
の信頼の増大を望んでい
を望んでいる事が分かっ
景
自然環境の保全
緑や花が多い街並
る事が分かった。全体件
た。全体件数で見ると「清
心の通い合う地域社会
み
づくり
数で見ると「安全・安心」
清潔感漂う街並み
潔感漂う街並み」
、
「緑や花
安全・安心
が 5 割を占め、
「心の通い
が多い街並み」
、
「落ち着き
合計
合計
合う地域社会づくり」
、
のある風景」の順に多く、 図－6 まちづくりの目的におけ
「自然環境の保全」の順に多
図－3 街並みのイメージにおけ 3 つで全体の 9 割を占めてい
る年齢別集計結果
くなっている（図－6）
。年代別
る（図－3）
。年代が高まるにつ
る年齢別集計結果
では年代が高まると、
「安全・安心」
・
「自然環境の保全」
の
れて街の清潔感より植栽のある街並みを望んでいる。具体
割合が減少傾向にあり、60 代以降「心の通い合う地域社会
1 はじめに
我が国では少子高齢化が進んでいる。大都市圏内の都市
といえども同様の傾向にあり、まちづくり・まち育てへの
関心が高まっている。高齢化に適合した都市の空間整備と
地域社会の再構築のためには地域固有の条件に照らしての
エリアマネジメントが必要である。
本研究はまちづくり・まち育てをし
ていく上で、開発に直接関わりを持
つ地権者のまちづくりへのニーズ
をきくことによりエリアマネジメ
ントに対する意識構造について明
らかにすることを目的としている。
研究方法は土地区画整理事業を導
入した 2 地区（松原市 天美地区・
八尾市 曙川地区）を対象にアンケ
図－1 対象地区の位置
ート調査⁽¹⁾を行った。
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0

づくり」
の割合が高いことから
「地域コミュニティの強化」
を重視する傾向にある。
『街並みのイメージ』については、きれいで落ち着きの
ある地域空間を望んで
年齢×街並みのイメージ
いる事が分かった。全体
その他
件数で見ると「清潔感漂
おしゃれな街並み
う街並み」で 4 割を占め、
緑や花が多い街並み
「落ち着きのある風景」
、
落ち着きのある風景
「緑や花が多い街並み」
清潔感漂う街並み
の順に多くなっている
合計
（図－7）。年代別では
50
代以降において街並み
図－7 街並みのイメージにおける年
は
「植栽の多さ
・おしゃれ
齢別集計結果
さ」より「清潔感・落ち着
き」をイメージする傾向にある。具体的には 50 代以降、年
代が高まると
「清潔感漂う街並み」
「落ち着きのある風景」
、
の割合が増加傾向にある。一方で「緑や花が多い街並み」
、
「おしゃれな街並み」の割合が減少傾向にある。
『希望する安全・安心
年齢×希望する安全・安心の分野
交通安全
の分野』については、防
バリアフリー・ユニ
災・減災の強さを意識し
バーサルが整っている
防災・減災の強さ
たまちを望んでいる事が
治安の良さ
分かった。全体件数で見
ると「治安の良さ」が全体
その他
の 6 割を占め、
「防災・減
合計
災の強さ」
、
「バリアフリ
図－8 希望する安全・安心の分野 ー・ユニバーサルデザイン
における年齢別集計結果
が整っている」の順に多い
（図－8）
。年代別では 40～70 代は「防災・減災の強さ」よ
りも「治安の良さ」をイメージする傾向がある。具体的に
は 40～70 代と年代が高まるにつれて、
「治安の良さ」の割
合が増加傾向にある。一方で「防災・減災の強さ」の割合
が減少傾向にある。
『参加できる環境・美
年齢×参加できる環境美化活動
その他
化活動』については、自然
環境を守るまちを望んで
清掃活動
いる事が分かった。全体
花や緑のいっぱ
件数で見ると「ゴミの減
い運動
ゴミの減量やリ
量やリサイクル活動」が
サイクル活動
全体の 4 割を占め、
「花や
合計
緑のいっぱい運動」
、
「清
掃活動」の順に多くなって
図－9 参加できる環境美化活動に
いる（図－9）
。その中で年代
おける年齢別集計結果
が高まると、
「環境に関する
活動」よりも「美化に関する活動」に参加したいと思う傾
向にある。また、40～70 代で「花や緑のいっぱい運動」の
意識も一定数（60 代が特に多い）存在している。具体的に
は年代が高まると「ゴミの減量やリサイクル活動」の割合
が減少傾向にある。一方で「清掃活動」の割合が増加傾向
にある。
さらに『賑わいのイメージ』では「人が集まるまち」を
イメージする方が多く、
『担い手となる年代層』では『中年
層』が多く、
『花いっぱいプロジェクトの参加意識』では参
加に前向きな方が一定数おり、
『花いっぱいプロジェクトの
促進意欲』では「自分の家の前庭や塀の緑化」が多い。
以上より天美地区では住民の安全・安心を重視し、防災・
減災に対する意識が見られる。また、街並みに対して落ち
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着きさや自然環境の保全を意識していることから開発によ
る変化を意識していることが分かる。
2-3 天美 AB 及び CD 地区の比較
『街並みのイメージ』については、AB 地区ではまちに清
潔感を求めつつ、落ち着きやおしゃれさを意識しており、
CD 地区ではおしゃれより街の清潔感を重視する傾向にあ
る。
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図－10 街並みのイメージにおける年齢別集計結果 左）AB 地区、
右）CD 地区

AB 地区は全体件数で見ると「清潔感漂う街並み」が約 4
割を占め、
「落ち着きのある風景」
、
「緑や花が多い街並み」
の順に多い中で、年代が高まると「清潔感漂う街並み」の
割合に減少の兆しが見られ、
「落ち着きのある風景」は増加
傾向となり、
「おしゃれな街並み」は増加の兆しにある。一
方で「緑や花が多い街並み」は大幅に減少している。まち
に清潔感を求めつつ、落ち着きやおしゃれさを意識してい
る。CD 地区は全体件数で見ると「清潔感漂う街並み」で 5
割を占め、
「落ち着きのある風景」
、
「緑や花が多い街並み」
の順に多くなっている中で年代が高まると「清潔感漂う街
並み」の割合が増加傾向にある。一方で「おしゃれな街並
み」の割合が減少傾向にある。
『賑わいのイメージ』については、AB 地区は「まちの賑
わい」は産業の栄えではなく、地域行事と人の集まり（
「人
が多く集まるまち」
・
「様々な地域行事が行われている」の
合算）をイメージしている。CD 地区は「まちの賑わい」は
地域行事の開催よりも産業の栄えとイメージしている。
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図－11 賑わいのイメージにおける年齢別集計結果 左）AB 地区、
右）CD 地区

AB 地区は全体件数で見ると「商業・サービス業が栄え
ている」
（5 割）
、
「人が多く集まるまち」
（4 割）で双璧をな
しており、両方で 9 割を占めている。CD 地区は全体件数
で見ると「人が多く集まるまち」
（5 割）
、
「商業・サービス
業が栄えている」
（3 割）の両方で 8 割を占めている。
「参加できるイベント」について回答に協力して頂いた
結果、AB 地区は都市開発に伴う組織の立ち上げや住民コ
ミュニティの意識が見られる。CD 地区は既存住民の余暇
活動が主となっている。
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図－12 参加できるイベントにおける年齢別集計結果 左）AB 地区、
右）CD 地区

図－13 共分散構造分析のパス図（曙川地区）

AB 地区は全体件数で見ると「まちづくり・まち育ての
計画づくり」で 5 割を占め、
「各種趣味の集いの場」
、
「お祭
り」の順に多い。CD 地区は全体件数で見ると「各種趣味の
集いの場」で 5 割を占め、
「まちづくり・まち育ての計画づ
くり」
（4 割）と双璧となしている。
以上より①天美 AB は開発地区でありことから AB 地区
は商業施設・商業サービスが新たに整備される事での新た
なまちに期待している。
②天美 CD は既存地区であり地域の繋がりを重視したまち
づくりを望んでいる。
図－14 共分散構造分析のパス図（天美地区）

3 潜在意識構造分析
まず、回答の主要な性向を見るべく主成分分析を行った
（表－1）
。
表－1 地区別主成分分析結果（主成分負荷量）
主成分1

主成分2

グ
曙

ラ

川

フ

する傾向にあり、安全・安心な街に対しての意識が見られ
る。
④天美 CD 地区では参加できる活動に対しての意識があ
り、安全・安心なまちを望んでいる傾向にある。
次に、設問間の関係性から地権者の潜在的意識を考える
べく共分散構造分析を試みた。
（図－13）これによると曙川
地区では 2 章でみた結果から潜在意識として「内外の人々

地
区

表－2 地域別クラスター分析結果
軸

・第1軸はまちの状態の程度を表すと評 ・第2軸はまちのきれいさの程度を表すと
価できる。

寄与率

33.87%

評価できる。
累積

33.87%

寄与率

25.89%

累積

59.76%

グ

曙

天

ラ

川

美

フ

地

地

区

区

軸

・第1軸は街の状態の程度を表すと評価 ・第2軸はまちの印象程度を表すと評価で
できる。

寄与率

天

グ

美

ラ

A

フ

37.87%

きる。
累積

37.87%

寄与率

25.54%

累積

63.41%

天
美

B

地

地

区

区

軸

・第1軸は地域の活動の程度を表すと評 ・第2軸は街の状態の程度を表すと評価で
価できる。

寄与率

天

グ

美

ラ

C

フ

33.31%

きる。
累積

33.31%

寄与率

30.82%

累積

64.13%

天
美

D

A

地

B

区

地
軸

区

・第1軸は地域の活動の程度を表すと評 ・第2軸はまちの安全など管理の程度を表
価できる。

寄与率

42.73%

すと評価できる。
累積

42.73%

寄与率

32.41%

累積

・花いっぱいプロジェクトの参加意識と推進意欲が最も
回答にみる類似性が高く、この類似性から「花いっぱい
プロジェクトの促進」と分類できる。
・「担い手となる年代層」、「希望する安全・安心の分
野」、「子供の成長に必要な地域対策」の共通性から
「現在と将来のまちづくりに対しての希望」と分類でき
る。
・「参加できる防犯活動」、「参加できるイベント」、「ま
ちづくりの目的」の共通性から「まちづくりの活動」と分
類できる。
・「街並みのイメージ」、「賑わいのイメージ」の類似性
から「まちに対するイメージ」と分類できる。
・「イメージを形にできるような活動」と「現在と将来のま
ちづくりに対しての希望」に分類できる。

75.14%

①曙川地区ではまちに対しての安全・安心やまちの美化
に対して重視する傾向にある。
②天美地区では街並みに対して重視する傾向にあり、ま
ちづくりに対して思想より行動することに重きを置いてい
る。
③天美 AB 地区では参加できるまちづくりの活動を重視

天
美
C
D
地
区
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・花いっぱいプロジェクトの参加意識と推進意欲が最も
回答にみる類似性が高く、この類似性から「花いっぱい
プロジェクトの促進」と分類できる。
・「参加できる防犯活動」、「参加できるイベント」、「参
加できる環境・美化活動」の共通性から「参加できる活
動」と分類できる。
・「花いっぱいプロジェクトの促進」、「参加できる活
動」、「担い手となる年代層」の類似性から「まちづくり
の活動」と分類できる。
・「まちづくりの目的」、「希望する安全・安心の分野」、
「街並みのイメージ」、「賑わいのイメージ」の共通性か
ら「希望するまちのイメージ」と分類できる。
・「まちづくりの活動」と「希望するまちのイメージ」に分
類できる。

・花いっぱいプロジェクトの参加意識と推進意欲が最も
回答にみる類似性が高く、この類似性から「花いっぱい
プロジェクトの促進」と分類できる。
・「まちづくりの目的」、「参加できる防犯活動」、「街並
みのイメージ」、「賑わいのイメージ」の共通性から「ま
ちのイメージ」と分類できる。
・「希望する安全・安心の分野」、「子供の成長を育む
為に必要な地域対策」の類似性から「まちづくりの対
策」と分類できる。
・「花いっぱいプロジェクトの促進」と「まちづくりの対策・
活動」に分類できる。

・「参加できる環境・美化活動」と「花いっぱいプロジェ
クトの参加意識」が回答にみる類似性が高く、「参加で
きる植栽の活動」と分類できる。
・「まちづくりの目的」、「希望する安全・安心の分野」、
「街並みのイメージ」、「花いっぱいプロジェクトの推進
意欲」、「子供の成長を育む為に必要な地域対策」の
共通性から「まちづくりの対策」と分類できる。
・「まちづくりの目的」、「希望する安全・安心の分野」の
類似性から「希望する安全・安心の形」と分類できる。
・「担い手となる年代層」、「賑わいのイメージ」、「参加
できる植栽の活動」、「参加できる活動」の共通性から
「まちづくりの活動」と分類できる。
・「まちづくりの対策」と「まちづくりの活動」に分類でき
る。

が行きかう美化が行き届いた街を志向」と治安が行き届い
た安全・安心な地域社会を志向」が考えられる。
天美地区では（図－14）
「人が集い住み続けたい暮らしの
街づくりを志向」と「中年層を中心とする自宅からの外延
的美化活動の展開を志向」が考えられる。
さらに回答にみる設問間の類似性をみるべく、クラスタ
ー分析を行った。結果は以下通り（表－2）
①曙川地区では「イメージを形にできるような活動」と
「現在と将来のまちづくりに対しての希望」
の意識がある。
②天美地区では「まちづくりの活動」と「希望するまち
のイメージ」の意識がある。
4 まちづくり・まち育ての具体的活動例
松原市立天美北小学校は大阪府主導の「みんなで育てる
花いっぱいプロジェクト」⁽²⁾に参加している。筆者等もこれ
に参加している。天美北小学校の「みんなで育てる花いっ
ぱいプロジェクト」
で育てた花
（表－3）
は天美地区に植え、
表－3 天美北小学校での作業風景
日時

作業内容

①：花の苗を植える際の土と肥料を混ぜる。
②：①で作った土をビニールポットの８分目まで入れ、花の苗を土に
植える。
天美北小学校の児童60人が9つの班に分かれて花の苗の植え替え
作業を約1時間かけておこなった。

校等の公共施設を利用した趣味の集い、清掃活動・お祭り
等のイベントの積極的開催が考えられる。②天美地区では
安全・安心に対して治安・防災対策を住民の方々に理解と
参加の機会をつくることや、新規立地の大型商業施設との
防災・減災リンケージ活動等が考えられる。

注釈
（1）アンケート調査においては以下の通りである。
曙川地区
実施時期：2018 年 8 月 送付数：160 件
返信数：53 件
天美 AB 地区
実施時期：2018 年 8 月 送付数：63 件
返信数：34 件
天美 CD 地区
実施時期：2018 年 10 月 送付数：110 件
返信数：32 件
（2）
「みんなで育てる花いっぱいプロジェクト」とは大阪府で勧
めている事業の一つで、学校に土と種や苗を支給し、技術支援の
もと、学校内で子どもたちが花を育てていき、育苗後の花の半分
は学校が緑化に利用し、残りは大阪府が管理する道路などの公共
空間の緑化に活用して人々の結びつきや地域の結束力を固めるこ
とで地域力の再生を図るとともに、都市緑化を推進することで緑
豊かなうるおいのあるまちづくりが始まることを目指した事業で
ある。

2018/10/31
14時開始

図－1作業風景

①：花をビニールポットから出しプランターに移し替える。
②：プランターの花に水やり。
天美北小学校の児童60人が9つの班に分かれて10月31日に植え替
えた花をプランターに移し替える作業を約1時間かけておこなった。
2018/12/5
14時開始

図－2作業風景

緑豊かなまちづくり・まち育ての一環として行う。
本プロジェクトを進める上で住民、国や市町村の協力・連
携が重要であり、子供の年代からまちづくり活動に参加し
ていく事で自分たちの将来のまちを大事にしていくきっか
けづくりとなるものと期待している。
5 まとめ
住民のまちづくりに対しての意識としてはまちのきれい
さといった空間的な視点、参加できる活動・イベントとい
った意思と行動の程度で地域間の相違が見られる。また、
災害等の過去の歴史的背景、立地条件から地区別にまちづ
くり・まち育ての認識が変化していく事もまちづくり・ま
ち育ての要素となしている事も特筆される。
これまでの特性をふまえてエリアマネジメントについて
各地区の取り組みとして以下の事が考えられる。
①曙川地区では新規に入ってくる住民のコミュニティの
形成ができるようなまちを目指して、公民館や図書館、学
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八尾市曙川東地区のエリアマネジメントの実施課題に関する研究
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第２章 住民の意識特性
ここでは、年齢など属性別クロス集計及び質問別クロス
集計から明らかになったことを以下に示す。
まず回答者の属性別データを見ると、曙川東地区におい
て、回答者の性別では「女性」が 6 割で「男性」より少し
多かった。回答者の年齢は「60 代」と「70 歳以上」の割合
が約 5 割を超えていた。回答者の職業は「主婦」が最も多
く、次いで「無職」となった。
「主婦」が多い要因は女性の
回答が多かったためであり、
「無職」が多かった要因は高
齢者の割合が高
年齢別玉串川の印象
臭いがきつい
く、その多くが退
その他
ドブ川のようである
職されているため
無機質である
である。
自然が多い
きれいな水が流れる小川
次に属性別クロ
濁っている
ス集計では、玉串
農業用水路
鯉の多さが過剰である
川に対する住民の
件数
印象は、全体的に
図-2 年齢別玉串川の印象
「鯉の多さが過剰
である」となり、高齢層になるほど「農業用水路」となっ
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不明
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30代

20代

全体

20歳以下

ている（図-２）
。性別で見ると、男性は昔から「農業用水
路」としての利用である玉串川の印象が強いため、女性よ
りも「農業用水路」の割合が高いと考えられる。総じて生
態や水質などの面で自然機能の欠如と川を単なる施設と
しての印象が中心となっている。
玉串川に対する住民の環境の実態認識は「自然が少な
い」
、
「鯉が多く生物多様性に乏しい」となり、高齢層にな
るほど「自然が少ない」と認識している（図-３）
。性別で
見ると、
女性は
年齢別玉串川の環境
その他
河道に関して 100%
600
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護岸が周囲と調和してい
500
の実態認識が 80%
ない
70%
川にゴミなどが多い
400
60%
強く、
男性は護
50%
300 件
川と住宅・庭などが調和
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など川に付帯 10%
鯉が多く、生物多様性に
乏しい
0%
0
する施設や機
自然が少ない
能への認識が
件数
強い。
総じて玉
図-３ 年齢別玉串川の環境
串川は自然環
境資源の絶対的不足が拳げられる。
玉串川の改善すべき点は、
「街灯の設置」となっており、
生活する上で必要な事柄となっている。性別で見ると、女
性は「川の清掃」や「川に降りられる場所の設置」などの
河川内に対して改善してほしいと感じている。男性は「歩
道の整備」や「街灯の設置」などの沿線施設について改善
してほしい意見が多い。
「川の清掃」や「植栽」の意見も多
く、住民が身近にいつでも着手できる事柄が改善点として
挙げられている。
玉串川とその沿川での利用は「散歩」と「通勤や通学、
生活での利用」が約９割を占めており、日常生活における
歩道の移動経
その他
年齢別改善すべき点
放流している魚の管理
路に使ってい 100%
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0
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件数
などにより
図-４ 年齢別改善すべき点
「通勤や生活で
の利用」の割合が高いと考えられる。年齢別にみると、40
全体
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20代
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第１章 はじめに
戦後から高度経済成長期にかけて行われた河川整備は、
治水と利水という物理的な機能面を一番の目的とし、昨今
は治水と利水に加え、生態、景観といった環境に配慮した
総合的な領域に拡大してきている。今回研究対象とした八
尾市曙川東地区の玉串川においては、生態、景観といった
環境面の機能が欠落している。農
地が都市化され、農業用水路のみ
が取り残されているのが実情で
ある。玉串川は都市の開発に合わ
せ農業用水路を今後、せせらぎの
玉
八尾市
串
川
小川として暮らしの中に溶け込
大
和
む美しい景色と潤いをもたらす
曙
川
川
東
川に仕立てていくことが求めら
地
区
れている。そのためには、玉串川
を軸とした曙川東地区における
図-１ 玉串川の所在
エリアマネジメントと歩調を合わ
せて進めていくことが課題と考えられる。よって、本研究
は玉串川の現状や改善点など意識構造を考察する。
研究方法は、アンケート（1）及び現地調査（2）によった。
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件数

である」と「濁っている」を多く選び、こちらからも相違
がないことが分かる。理由は日頃から散歩や通勤通学で沿
川を利用しておられ、実態を理解しておられると考えられ
る。水質の悪さが自然の評価の低さに大きく影響している
と読み取れる。
（図-５）
改善点と環境の実態認識のクロス集計からは、
「川にゴ
ミなどが多い」を選んでいる人は、
「川の清掃」を多く
選んでおり、実態に対して改善すべきことが関連している。
また、
「植栽」を選んでいる人は「自然が少ない」を多く選
んでおり、住民は実態に対して適切な改善点を理解してお
られることがわかる。ここから水質の悪さに加え、植物の
少なさが自然環境資源の不足を招いていることを示して
いる。
（図-６）
質問３（改善すべき点）と質問１（玉串川の印象）
利用と改
善点のクロ
ス集計では、
普段の利用
になるにつ
れて、「街灯
の設置」や
「川の清
図-６ 改善すべき点☓環境の実態認識
掃」
、
「植栽」
などの身近に改善できることの割合が高くなり、
「ベンチ
や東屋の設置」や「放流している魚の管理」などの長期間
で改善すべきこ
との割合が小さくなる傾向にあることが読み取れる。この
ことから住民がいつでも身近に着手できるような活動が
重要だと再確認できる。
（図-７）
質問４（玉串川の利用）と質問１（玉串川の印象）
改善点と
印 象 のク ロ
ス集計では、
「 濁 って い
る」と回答し
た人は「川の
清掃」などの
環境美化に
図-７ 利用☓改善すべき点
回答した割
合が高く、印象に対しての改善すべきことをよく理解して
おられると感じた。また「農業用水路」や「無機質である」
と回答した人は「植栽」や「ベンチや東屋の設置」をして、
殺風景な玉串川を改善したい意識が見られる。
望むまちと印象のクロス集計では、
「清潔感漂う街」に
回答した人は「濁っている」や「ドブ川のようである」と
回答している割合が高く、悪い印象に対して望むまちは関
連していることが読み取れる。
望むまちと環境の実態認識のクロス集計では、
「自然い
っぱいの街」に回答した人は、
「自然が少ない」と「鯉が多
く生物多様性に乏しい」に回答している割合が高いので自
然環境への意識が強いと考える。
まちづくりに必要なことと改善点のクロス集計では、日
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代を中心に社会人の「通勤通学・生活での利用」が高く、
年齢が上がるにつれて、健康に気を使っての「散歩」の割
合が高くなっていると考える。
玉串川周辺における催し物は「桜の花見」となり高齢層
になるほど「桜の花見」となっている。性別にみると、女
性は野菜や食材を売る「夜市・朝市」を男性より好む傾向
にあると考えられる。総じて玉串川の周辺住民は桜を好ん
でいる。
水と緑と花いっぱいのまちづくり運動に重要なことは
「安心安全の確保」が最も多く、次いで「植栽とその維持
管理」となった。性別でみると、女性は身近なことに目を
向ける傾向が強く短期間活動を多く選んでいると考えら
れる。男性は将来を見越した考え方をする傾向が強く長期
間活動を多く選んでいると考えられる。高齢層になるほど
住民にとって身近に対応できる活動を重要視している。総
じて、住民が自分たちで行える活動が重要なこととなって
いる。
住民が望むまちは、
「清潔感漂う街」と「自然いっぱいの
街」が 8 割を占めている。高齢層になるほど「自然いっぱ
いのまち」となり、潤いを希求している。総じて、住民は
自然豊かな健康的で衛生的な潤いのあるまちを望んでい
る。
以上より、玉串川の印象、環境の実態認識、望むまちに
ついての質問においては、自然環境についての回答が多く
あり、現在の玉串川には、自然資源が不足していることが
考えられる。また、玉串川の改善すべき点や水と緑と花い
っぱいのまちづくりに重要なことに関する質問において
は、自然環境の改善を行うことが必要であるという回答が
多くあり、それらは住民が自らできる身近な活動であった。
このことからも自然環境の不足が玉串川の課題であるこ
とが伺える。また、高齢層になるほど玉串川を農業用水路
として捉え、自然資源の不足と身近な活動の必要性を求め
ている。
次に、基本集計及び回答者属性別クロス集計から読み取
ることができた自然資源の不足、住民に身近な活動の必要
性に着目し、筆者が読み取ったそれらの特徴に相違がない
か、又新たに発見できる質問同士の関連性を求め、質問別
クロス集計を行った。
環境の実態認識と印象のクロス集計では、
「川と住宅・
庭などが調和していない」を選んでいる人は「無機質であ
る」と「農業用水路」を多く選んでおり、印象と実態認識
に相違はな
質問２（玉串川の環境の実態認識）と質問１（玉串川の印象）
いことがわ
かる。また、
「川の水が
汚い・臭い」
や「ゴミが多
い」を選んで
いる人は「ド
ブ川のよう
図-５ 環境の実態認識☓印象
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常の維持管理を選んでいる人は身近な活動の割合が高い
ので、生活密着型の活動の重要性が伺える。
望むまちとまちづくりに必要なことのクロス集計では、
「清潔感漂う街」を選んでいる人は「川の清掃活動」を選
んでいる割合が高いので、川のきれいさが清潔感をもたら
すことが分かる。
以上より、質問別クロス集計からも自然環境の問題が挙
げられる。また、まちづくりに必要なことと改善点から生
活密着型の活動が求められている。よってこのことから、
基本集計から読み取れたものと同様に玉串川をせせらぎ
の小川としていくためには、住民の生活に身近な活動で自
然環境を改善していくことが必要である。総じて住民の意
識は、玉串川をせせらぎの小川として、暮らしの中に溶け
込む美しい景色と潤いをもたらす小川にしていくために
は、住民が生活活動の延長で清掃や植栽による美化などに
取り組むことで玉串川の自然を豊かにしていくために重
要であることが考えられる。
第３章 主要特性による要因分析
住民の意識特性を明らかにするアンケートの集計結果
を踏まえ、まず、回答の主要な性向を見るべく主成分分析
を行った。
（表-１）
質問 1（玉串川の印象）について分析すると、第 1 軸
（寄与率 36.5%）は、自然環境の悪化の程度を、第 2 軸（寄
与率 17.2%、累積 53.6%）は、生態の欠如の程度を表して
いると評価できる。このことから、住民の印象は、全体情
報量の過半数が環境・生態の悪化の印象で評価していると
考えられる。
質問２（玉串川の環境の実態認識）について分析すると、
第１軸（寄与率 19.7%）は、自然機能の欠如の程度を、第
2 軸（寄与率 16.5%、累積 36.2%）は、水中環境の悪化の程
度を表していると評価できる。このことから、住民の環境
の実態認識は、全体
表-１ 主成分分析結果（主成分負荷量）
情報量の約４割が
自然・水中環境の悪
化の認識で評価し
ていると考えられ
る。
質問３（玉串川の
改善すべき点）につ
いて分析すると、第
１軸（寄与率 13.3%）
は、美化の程度を、
第 2 軸（寄与率
11.2%、累積 25.3%）
は、生活環境の程度を表していると評価できる。このこと
から、玉串川の改善すべき点は、全体情報量の約 3 割が美
化・生活環境で評価していると考えられる。
主成分分析のまとめとしては、基本集計およびクロス集
計と同様に自然評価の低さが顕著に表れた。全体的に２つ
因子負荷量
主成分1 主成分2
農業用水路
-0.185
0.860
きれいな水が流れる小川
-0.095
0.061
鯉が多い
-0.210 -0.894
濁っている
0.575
0.014
臭いがきつい
1.274 -0.009
印象 自然が多い
0.557 -0.009
無機質である
0.558 -0.007
ドブ川のようである
0.558 -0.008
その他
0.557 -0.009
寄与率
36.49% 17.15%
累積寄与率
36.49% 53.64%
自然が少ない
0.966
0.040
川の水が汚い・臭い
-0.363 -0.716
川と住宅・庭などが調和していない -0.217 -0.083
護岸が周囲と調和していない
-0.141 -0.041
環境 川にゴミなどが多い
-0.178 -0.058
鯉が多く、生物多様性に乏しい
-0.432
0.792
その他
-0.168 -0.052
寄与率
19.69% 16.52%
累積寄与率
19.69% 36.21%
植栽
0.875 -0.460
川の清掃
-0.741 -0.655
家と川が接している部分の美化
-0.055
0.402
歩道の整備
-0.057
0.420
橋の整備
-0.025
0.136
川におりれる場所の設置
-0.032
0.189
改善点
ベンチや東屋の設置
-0.036
0.215
街頭の設置
-0.047
0.311
放流している魚の管理
-0.015
0.079
その他
-0.023
0.129
寄与率
13.27% 11.98%
累積寄与率
13.27% 25.25%
質問項目

の主成分で過半数を占める質問は少なく、複数の変数で表
され、ばらつきが出る結果となった。原因として、選択肢
に一貫性がないことが考えられる。
次に設問間の関係性から回答者の潜在的意識をみるべ
く共分散構造分析を試みた。
（図-８）
第２章よ
り、玉串川
の印象は自
然機能の欠
如、環境の
実態認識は
生態の欠如
図-８ 共分散構造分析のパス図
と自然環境
注）
の値は共分散
資源の不足、住民が望む 上記以外の値は回帰係数を表している
まちは自然豊かな衛生的 標準化推定値であるため分散は１となる
で潤いのあるまち、玉串川の利用は移動経路としての利用、
玉串川の催し物は桜の花見、まちづくりは身近に行える活
動の必要性と明らかになった。そのため、筆者は自然の豊
かさへの希求と身近な取り組みの必要性が潜在意識とし
て回答者にあると考えた。これによると、
「自然の豊かさ」
では、玉串川の印象がマイナス値である。よって、玉串川
の印象は「自然の豊かさ」とは反対の意識がある結果とな
った。玉串川の環境とあなたが望むまちにおいてもプラス
値ではあるが値が低いため「自然の豊かさ」という意識は
低いと考えられる。
「身近な取り組み」では、玉串川の催し
物が強く影響を与えている結果と
なった。これは、桜が玉串川流域に身近に存在していたた
め、催し物する際、身近にあるものを活用しようという意
識が強く現れた結果となった。
「自然の豊かさ」と「身近な
取り組み」は大きく影響しており、潜在要因間の相関も一
定程度高い。
第４章 現地調査における主な特徴
（玉串川全流域における現地写真に対する景色等への評
価）実際に現地調査を行い筆者の意見や住民の意見を以下
に示す。
まず、河道についての筆者の意見としては、図の緑色で
表した曙川東地区では、水の濁りがひどいや鯉が一点に集
中しているので改善が必要などの否定的な特徴がみられ
た（図-9④㉞）
。また、桜がなく殺風景であるや橋が狭く車
両通行時に歩行者が危険であるなどの否定的な特徴もみ
られる（図-9㉗㉛）
。一方で図の中央部分である山本地区で
は、川の付帯施設において歩道が整備され、外灯もあり夜
間も利用できるや東屋と川に降りられる場所があり憩い
の場として利用できるなどの肯定的な特徴があった（図-9
⑩⑰）
。河道についての曙川東地区の住民の意見は、黒い
鯉しかおらず、数が多すぎて恐怖感があるなどの特徴があ
った（図-9⑳㉞）
。川の付帯施設については、柵にプランタ
ーなどをかけて自然を増やす、街灯を設置し夜の安全性を
高める必要があるや川沿いにゴミを出すときのルール作
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・桜がなく、車が通れる左の道路は一方通行ではなく
狭い
・植樹を行い、歩行者の安全面も考え、道路幅を広く
するような工夫が必要

※・は筆者たちの意見です
■は住民から聞きとった意見です

・車が通るには道路幅が狭く、
・玉串川と長瀬川の分岐点であり、玉
歩行者からも危ない印象
串川の始点
・道路幅や、歩行者道路の改
・人工感が強いので自然を増やし親し
善が必要である
みやすくする

※ーは住民の声です
・きれいな公園があり、
歩道も整備されている
・桜もあり歩道も整備されている
・フェンス低いので安全性を高める
必要がある

・東大阪市に入り一段と水が
汚くなり殺風景になる
・自然を増やしたり護岸を整
備したり、景観に溶け込むよ
うにする必要がある

・桜があり護岸も整備されているが、道
路幅が狭い
・２台が余裕を持ってすれ違え歩行者の
歩くスペースを確保した道路づくりが必
要

⑪

・桜が生い茂っており、
柵や歩道もきれい
・水の流れが比較的緩
やかである

・桜が生い茂り護岸も
整備されている

⑯
⑰

⑬
⑫
②

⑨
③

①

・玉串川の終点で人工感が
強い

④

⑦

⑤

⑭

・歩道が広く街灯もあ
り夜間も利用しやすい
■自転車の通行があり
危険を感じる

・桜もあり道路幅は広い
が街灯がなく夜道が不安
■街灯を設置し夜の安全
性を強化する

・桜もあり水の流れが楽し
める
■犬の排せつ物が放置され
ている

㉒
㉗

・東屋と川に触れられる場所があ
り遊び場や休憩としての利用がし
やすい
■東屋を利用している人のルール
作りが必要である

・植物がなくなり、殺風景
な農業用水路という印象に
なる
・自然を増やし、水質を向
上させる

・水の濁りが酷く、川
という印象すらない
・水質を向上させる取
り組みが必要である

㉔

・玉串川の両側に桜があ
り、護岸も整備され、水
も比較的きれい
■黒い鯉しかいない

・桜もあり、歩道が整備され、手すりも完備されて
いるが、家との調和が感じられない
■家と歩道の間のフェンスにプランターをかけるな
どの工夫を凝らす

㉖

㉘

・交差点で玉串川は地
面の下で見ることが出
来ない

⑩

・歩道や桜がきれいで神社
と景観が調和している

㉓

㉕

⑳

⑱

⑮

⑧

⑥

・水が濁っており景観と調
和していない
・自然を増やし水質の向上
を図る

㉑

⑲

・緑のフェンスが景観に優れない
■フェンスが景色に調和するようにプラ
ンターをかける

・農業用水路の印象が強くな
り周囲と調和していない
・水質を向上させ、フェンス
や歩道をきれいにする

・交通量があり、小学生が多いため危険な状況が
多々ある
■小学生の登下校時に通行止めを行うなどの処置が
行えたらベストである

・交差点の地中に川が
流れている

・歩道が川にせり出し
ている
・自転車などの管理が
必要である
・家のすぐ脇を通る様
子はもはやドブ川のよ
うである
・水質を向上させる取
り組みを考える

・桜がなく、殺風景な様子
■柵にプランターをかけ自然を
増やす

・玉串川は道路の下を
通り見ることが出来な
い

㉙ ㉚㉝ ㉟
㉛ ㉜㉞

・桜がなく、殺風景だが、両側に歩道
があり歩行者には優しい
■歩道にゴミが出されていて景観面で
良くないので、ゴミを出す場所の改善
が必要である

・桜がなく、殺風景
な様子
■柵にプランターを
かけ自然を増やす

・座って休める東屋で
雨もしのげる
■小学校前の東屋は快
適である
・東屋を使うルール作
りが必要である

■鯉が多く、上に向かって口を
パクパクしている恐怖感がある
・この場所一点に集まらないよ
うに鯉の管理を行う

・段差があり川をより近く
で眺めることが出来る
■水中に入れるようにすれ
ば子供たちの遊び場にもな
る

・橋が狭く、車が通るとき、歩行者
が危険な状況である
・対面通行可能な道路幅にし、歩道
を完備するなどの工夫が必要である

図-9 現地調査の写真および評価 （図中の㉔～㉙の間が曙川地区を流れる玉串川である。
）

りなどの否定的な特徴があった（図-9⑧㉕㉗）
。一方で山本
地区の住民の意見としては、東屋があり快適であるなどの
肯定的な特徴があった（図-9⑰）現地調査のまとめとして
は、筆者も住民も玉串川の自然環境の悪さを感じている。
玉串川を北上するにつれて自然は増加している評価とな
っている。また川の付帯施設については、住民の生活を向
上させるための意見が多くあったので改善していくこと
が重要である。

実施した。その概要は以下の通りである。 実施時期：２０１８年９月、配
布：８２５件、回収：４１８件。
（2）現地調査においては以下の通りである。
実施時期：２０１８年９月及び１１月
実施方法：現地踏査を行い、特徴的な景観の写真を撮影 すると共に、その
場所に居合わせた住民に対して本川の景観や自然などに関する印象などに
ついて聞き取り調査を行った。

第５章 まとめ
玉串川の意識調査を通して明らかになったことは、第 2
章で示したように玉串川は鯉の多さが過剰であるなどの
生物多様性の乏しさや自然資 源の不足などの自然機能の
欠如である。また、自然環境の改善を求めており、それは
住民が自ら行えるような活動であった。第 3 章の分析から
も自然の評価の低さが表れており、自然の評価と身近な活
動の必要性にも相関があった。第 4 章からも筆者と住民と
の意見の相違はなく、自然環境の悪さと住民が身近に行え
る活動の重要性が明らかになった。今後、当地区のエリア
マネジメント推進のためには、まず、玉串川を軸に自然環
境の改善につい て住民が自ら行える活動を明らかにし、
これにルールを定めるなどして実施していくことが重要
である。これを継続的に取り組むことで玉串川をせせらぎ
のある小川とし暮らしの中に溶け込む美しい景色と潤い
のある川に仕立てていくことが可能となるだろう。
注釈
（1）アンケート調 査は曙川東小学校区まちづくり協議会が中心となって
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八尾市内工業集積地区のエリアマネジメントの在り方に関する研究
－製造事業所の立地環境評価の特性をふまえて－
八尾市水道局
堺市建築都市局開発調整部
大阪工業大学工学部
大阪工業大学工学部

120.00

地区別

120.00

100.00

80.00

80.00

図－1 回答事業所と地区分類

尚、本稿ではＡ：八尾空港周辺地区、 Ｂ：高美地区、
Ｃ：上之島地区、Ｄ：桂・美園地区、Ｅ：竹渕・亀井地区
の 5 地区の工場を対象としている。また、開設年別に 4 つ
に分類し、1918－1959 年を戦前戦後期、1960－1972 年を
高度成長期、1973－1987 年を構造調整期、1988－2018 年
を平成低迷期とした。
120.00

周辺住宅からの苦情（騒
音、悪臭、トラック出入り
等）が多い（住工混在等）
その他
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地区別
140.00
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40
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周辺住宅からの苦情（騒
音、悪臭、トラック出入り
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0

0.00

（
件
）

建物の増改築、生産効率等
を高めたいが、法規制によ
りできない
周辺道路が狭いため、製
品・原材料の搬出入に支障
がある
操業環境の改善を図りたい
が、隣接地での用地確保が
困難である
敷地が狭く、従業員の駐車
スペースにも苦労している
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80.00
100.00

（
％
）
60.00

（
件
）
80.00
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40.00

40.00

20.00
20.00

地区別

160.00

建物の増改築、生産効率等
を高めたいが、法規制によ
りできない
周辺道路が狭いため、製
品・原材料の搬出入に支障
がある
操業環境の改善を図りたい
が、隣接地での用地確保が
困難である
敷地が狭く、従業員の駐車
スペースにも苦労している

100.00
120.00

80.00

現在地の近隣に借地等で

新たな立地、増設を
行いたい

60.00

（
件
）
60.00

その他

40.00

40.00

20.00

20.00

0.00

0.00

現在地の近隣に取得
できる用地があれば
確保したい

%

利用できる用地があれば
活用したい
新たな立地、増設を行い
たい
その他

現在地の近隣に取得でき
る用地があれば確保した
い
全体

0.00

0.00

100.00

120.00

140.00

業種別
100.00

（
80.00 件
）

現在の活動内容を縮小化し、
新たな事業分野に進出したい

120.00

業種転換を行っていきたい

業種転換を行っていきた
い
100.00

将来的には廃業する予定

（
％
）

（
件
）
80.00

将来的には廃業する予定

60.00

わからない

わからない

60.00

60.00

40.00
40.00

設備投資を行いたいが、敷
地に余裕なく、困難である

20.00

0.00

全体

全体

現在の活動内容を縮小化
し、新たな事業分野に進
出したい

80.00

80.00

（
％ 60.00
）

20.00

設備投資を行いたいが、敷
地に余裕なく、困難である

80.00

図－3 データの全体構成比から、
「現在地の近隣に取得で
きる用地があれば確保したい」
「現在地の近隣に借地等で利
用できる用地があれば活用したい」と回答している割合が
大きいため、
用地確保に対する意向が高いことが見られる。
これを地区別に見ると、竹渕・亀井地区がその傾向が見ら
れる。また、開設年別に見ると、高度成長期以降に新たに
開設された事業所は、その傾向が強くなっていることが見
られる。
次に、市内製造事業所の立地環境について、地区別と開
設年別の解析を行った。
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0.00

120.00
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％
）

20.00

100.00

図－3 新立地・増設

Ａ

160

40.00

全面又は一部を移転した
い

100.00

全体

Ｂ

開設年別

40.00

Ｃ

Ｅ

120

（
60.00 件
）

現在地の近隣に借地
等で利用できる用地
があれば活用したい

120.00

開設年別

全面又は一部を移転
したい

)

Ｄ

120.00

100.00

（
％ 60.00
）

2 章 市内製造事業所の立地・操業環境の評価の特性

勇輔
晟也
義一
行一

設年別の集計を行った。
図－2 データの全体構成比から、
「設備投資を行いたいが、
敷地に余裕がなく、困難である」
「敷地が狭く、従業員の駐
車スペースにも苦労している」
「操業環境の改善を図りたい
が、隣接地での用地確保が困難である」が上位三項目とな
っているため、用地確保が困難になっているということが
見られる。これを地区別に見ると、上之島地区、桂・美園
地区、竹渕・亀井地区がその傾向が出ている。また、開設
年別に見ると、新たに開設された事業所になるにつれて、
その傾向が強くなっていることが見られる。
次に、市内製造事業所の新立地・増設について、地区別
と開設年別の解析を行った。

(

1 章 はじめに
昨今の日本の雇用状勢は、
急激に進む少子化や人口減少、
日本の技術を支えてきた製造事業所の経営者や技術者の高
齢化によって、人手不足が深刻化してきている。また、機
械のスマート化やグローバル化による技術力・生産能力の
向上や消費ニーズの多様化等社会経済とともに、都市及び
産業を取り巻く環境も大きく変化しようとしている。この
ため、産業とりわけ経済波及の効果が大きい工業と係る産
業の苗床機能として重要な都市とがどのように共存・共栄
していくかが、今後の日本において解決すべき重要な課題
となるのではないかと考える。
本稿では、大阪における代表的な中小製造事業所の集積
地である八尾市を対象とし、
製造事業所の立地環境や都市
空間に対する意識に関するアンケート(1)を行い、事業所の
操業環境意識の実態を明らかにすることを目的としてい
る。

佐伯
𠮷田
岩崎
山口

0.00

40.00

現在の活動内容に、新し
い事業分野を加えた多角
化を進めていきたい

40.00

現在の活動内容を基本に
強化・継続していきたい

まず、市内製造事業所の立地環境について、地区別と開
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20.00

ていきたい
現在の活動内容を基本に強
化・継続していきたい

0.00

0.00

全体

全体

図－2 立地環境評価

現在の活動内容に、新しい事
業分野を加えた多角化を進め

20.00

図－4 継続意向

図－4 のデータの全体構成比から、
「現在の活動内容を基
本に強化・継続していきたい」と回答している割合が大き
い。これを業種別(2)に見ると、基礎素材型がその傾向が特に
強いことが見られる。
「業種転換を行っていきたい」と回答
している割合については、雑貨型が大きく占めている。
地区別に見ると、雑貨型が多い。竹渕・亀井地区では他の
地区にはいなかった「業種転換を行っていきたい」と回答
している事業所がいた。
次に、農地活用の意向について、地区別と開設年別の解
析を行った。
120.00

地区別

120.00

100.00

100.00
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80.00
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％
）

（
件
）

60.00

60.00

40.00
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120.00

農業関連を新たなビ
ジネスとして活用し
たいので必要な支援
が欲しい
その他

120

開設年別
100.00

100

80.00

80
（
件
）

（
％
）

条件が合えば取得又
は活用したいので情
報提供して欲しい

60.00

60

40.00

40

20.00

20

0.00

0

3 章 市内製造事業所の立地・操業環境の潜在意識
2 章で解析したものを主成分分析し、特に特徴のある新
立地・増設、継続意向、農地活用、まちづくりについて分
析を行った。
表－1 立地・操業環境の潜在意識のまとめ

条件が合えば取得又
は活用したいので情
報提供して欲しい
関心はない

関心はない

全体

農業関連を新たなビ
ジネスとして活用し
たいので必要な支援
が欲しい
その他

寄与する建築や工作物の誘導と表彰制度」と回答している
割合が他の地区に比べ大きいため、空間整備のまちづくり
の意識が強いことが見られる。開設年別に見ると、平成低
迷期では「ものづくりの素晴らしさを知り、理解する都市
空間や仕組みの整備」と回答している割合が他の開設年と
比べて特に高くなっている。
以上より、八尾市内製造事業所の多くは、用地確保を困
難となっていて、特に高度成長期以降の事業所は駐車スペ
ースがないことや設備投資が行えない状況になっているこ
とが分かった。そのため、近隣の用地を欲していることや
農地を活用したいことが分かった。また、事業所と住宅と
の共存・調和を目指した住工調和を望む事業所も多いこと
が分かった。

全体

評価

図－5 農地活用

図－5 のデータを地区別に見ると、八尾空港周辺地区、
高美地区、竹渕・亀井地区が農地活用と回答している割合
が大きい。その他の意見が一定数あり、
「農地を残して欲し
い」という意見が多く見られた。開設年別に見ると、新し
く開設された事業所になるにつれて、
「条件が合えば取得又
は活用したいので情報提供して欲しい」と回答している割
合が大きくなっている傾向が見られる。
最後に、まちづくりの意識について、地区別と開設年別
の解析を行った。
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第一主成分では、
「現在地の近隣に取得でき
る用地があれば確保したい」の負荷量が大きく
なっている。このことから、現在地での事業活
動の強化の程度を示している。
第二主成分では、
「新たな立地、増設を行い
たい」の負荷量が大きくなっている。このこと
から、新たな立地での事業活動の意識の強さを
示している。

第一主成分
選択項目

ま
ち
づ
く
り

図－6 まちづくり

第二主成分
負荷量

現在地の近隣の用地を

0.845

選択項目

負荷量

現在地の近隣の用地を確

-0.057
-0.168

確保したい

-0.471

保したい

現在地の近隣の借地等

-0.535

現在地の近隣の借地等を

を活用したい

-0.115

活用したい

新たな立地、増設を行

新たな立地、増設を行いた

いたい

い

全面又は一部を移転し

全面又は一部を移転した

たい

い

寄与率

優れた景観に寄与する建築や工
作物の誘導と表彰制度

160

160.00

新
立
地
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増
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第一主成分では、
「現在の活動内容を基本に
強化・継続していきたい」の負荷量が大きくな
っている。このことから、新たな事業分野を加
えた多角化の進出や業種転換といった意識に
比べ、現在の活動内容の強化・継続の意識の強
いを示している。
第二主成分では、
「業種転換を行っていきた
い」
、
「現在の活動内容を基本に強化・継続して
いきたい」
、
「将来的には廃業する予定」の順に
負荷量が大きくなっている。このことから、新
たな事業への転換の意識の強さを示している。

選択項目

第一主成分では、
「農業関連を新たなビジネ
スとして活用したいので必要な支援が欲し
い」
、
「条件が合えば取得又は活用したいので情
報提供して欲しい」の負荷量が大きくなってい
る。このことから、農地活用を行うことで駐車
スペースの確保や増設等の操業環境の改善を
行いたいという意識の強さを示している。
第二主成分では、
「関心はない」の負荷量が
大きくなっている。このことから、農地活用に
関心がないということを示している。

選択項目

第一主成分では、
「ものづくりの素晴らしさ
を知り、理解する都市空間や仕組みの整備」
、
「周辺住民と事業所が交流する多様な行事の
継続的開催」の順に負荷量が大きくなってい
る。このことから、事業所と住宅との共存・調
和を目指した住工調和のまちづくりの意識の
強さを示している。
第二主成分では、
「ものづくりの素晴らしさ
を知り、理解する都市空間や仕組みの整備」
、
「住民だけでなく、そこで働く人にとっても誇
りと愛着の湧く市街地形成の誘導と促進」の順
に負荷量が大きくなっている。このことから、
道路等の交通環境、景観に寄与する建築物とい
った空間整備のまちづくりの意識の強さを示
している。

選択項目

30.89％

0.708
-0.017

26.95％
負荷量

選択項目

負荷量

強化・継続したい
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新しい事業分野に進出
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たい

0.581
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0.415
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廃業する予定
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わからない

寄与率

わからない
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負荷量
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活用したい

1.137

用したい

農業関連のビジネスと
して活用したい

0.657

関心はない

寄与率

0.000

農業関連のビジネスとし
て活用したい

0.888

関心はない

71.85％

周辺住民との交流
優れた景観に寄与する
建築や工作物

52.85％
負荷量

選択項目

負荷量

0.362

周辺住民との交流

-0.853

0.015

優れた景観に寄与する建

-0.007

-0.940

住民だけでなく、そこ

築や工作物

0.121

住民だけでなく、そこで働

で働く人にとっても

0.578

く人にとっても

ものづくりの素晴らし

0.044

ものづくりの素晴らしさ

-0.021

0.735

さ

0.055

産業技術の伝承と生活文

-0.027

産業技術の伝承と生活
化の融合
図－6 のデータの全体構成比から、
「ものづくりの素晴ら
文化の融合
道路や交通に関する問題
道路や交通に関する問
しさを知り、理解する都市空間や仕組みの整備」
「住民だけ
題
でなく、そこで働く人にとっても誇りと愛着の湧く市街地
寄与率
22.58％
21.41％
形成の誘導と促進」
「周辺住民と事業所が交流する多様な行
事の継続的開催」が上位三項目となっているため、住工調
尚、表に示された赤線部分に関しては、4 章において潜
和(3)の意識が強いことが見られる。これを地区別に見ると、
在意識の主要特性として解析、考察を行っている。
八尾空港周辺地区、
竹渕・亀井地区がその傾向が見られる。
上之島地区、桂・美園地区では、
「道路や交通に関する種々
の問題解決や合意形成」
「産業技術の伝承と生活文化の融合 ４章 回答に見る主要特性の空間的分布
3 章で求めた各第一主成分値を元に、QGIS を利用し地図
を彷彿させるような都市空間の整備・誘導」
「優れた景観に
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上に可視化することで、八尾市内の製造事業所がそれぞれ
の地区でどれほどの意識の差が生じているのかといった潜
在意識の空間的分布の特性について解析し、
考察を行った。
尚、色の移り変わりが青から緑、黄、赤色となるにつれ、
意識が強いということを表している。

図－7 現在地での事業活動
図－8 現在の活動内容の強
の強化意識の強弱分布
化・継続の意識の強弱分布
図－7 から、現在地での事業活動の強化の程度を空間情

報で見た。ここから分かるように、八尾空港周辺地区、高
美地区が強い意識を持っているという傾向が出ており、こ
の地区では、現在地での事業活動の強化の意識が強いこと
が見られる。一方で、上之島地区、竹渕・亀井地区があま
り意識を持っていないという傾向が出ており、この地区で
は、移転等で新たな立地での事業活動の意識が強いことが
見られる。図－3 の開設年別の分析から、強く反応が出て
いる場所には、現在地で強化したいと考えている構造成長
期以降に開設された事業所が多く存在し、弱い反応が出て
いる場所には、新たな立地での事業活動の意識が強い高度
成長期以前に開設された事業所が多く存在していると見ら
れる。
図－8 から、現在の活動内容の強化・継続に対する意識
の強さを空間情報で見た。ここから分かるように、八尾空
港周辺地区の南西部、竹渕・亀井地区が強く意識を持って
いるという傾向が出ており、この地区では、現在の活動内
容の強化・継続に対する意識が極めて強いことが見られる。
一方で、桂・美園地区があまり意識を持っていないという
傾向が出ており、この地区では、新たな事業への転換の意
識が強いことが見られる。図－4 の業種別の分析から、竹
渕・亀井地区は東部で弱い反応が出ていることが分かり、
東部に雑貨型が多いと見られる。

図－9 周辺農地活用による操 図－10 住工調和によるま
業環境の改善意識の強弱分布
ちづくりの意識の強弱分布
図－9 から、農地活用に対する意識の強さを空間情報で

見た。ここから分かるように、竹渕・亀井地区が強い意識
を持っているという傾向が出ており、この地区では、農地

活用を行うことで駐車スペースの確保や増設等の操業環境
の改善を行いたいという意識が強いことが見られる。一方
で、上之島地区、桂・美園地区があまり意識を持っていな
いという傾向が出ており、この地区では、あまり農地への
関心を持っていないということが見られる。図－5 の開設
年別の分析から、強く反応が出ている場所には、農地の活
用を望む、高度成長期以降に開設された事業所が多く存在
し、弱い反応が出ている場所には、農地を残すことを望ん
でいる、農地活用に関心のない戦前戦後期に開設された事
業所が多く存在している事が見られる。
図－10 から、住工調和のまちづくりに対する意識の強さ
を空間情報で見た。ここから分かるように、八尾空港周辺
地区、竹渕・亀井地区が強い意識を持っているという傾向
が出ており、この地区では、事業所と住宅との共存・調和
を目指した住工調和のまちづくりに対する意識が強いこと
が見られる。したがって、これらの地区では住工調和型の
整備が重要視されており、この例については、以下 5 章で
述べる。一方で、高美地区、上之島地区が弱い傾向が出て
おり、この地区では、道路等の交通環境、景観に寄与する
建築物といった空間整備のまちづくりに対する意識が強い
ことが見られる。
表―2 地区別潜在意識の総評
主要特性

現在地での
事業活動の

地区別

強化の程度

現在の活動
内容の強
化・継続に
対する意識

農地活用へ
の意識の強
さ

住工調和の
まちづくり
に対する意
向の強さ

八尾空港周辺地区

◎

◎

○

◎

高美地区

◎

○

―

―

上之島地区

―

○

―

―

桂・美園地区

○

―

―

○

竹渕・亀井地区

―

◎

◎

◎

※各分布図でとても強く反応が出た地区には◎、強く反応が出た地区
には○と示している。

表－2 から、産業版の市街地や開発、操業環境の改善が
取り急ぎ求められるのは、八尾空港周辺地区、竹渕・亀井
地区、高美地区、桂・美園地区、上之島地区の順である。
5 章 住工調和型まちづくりを進める際に現状と課題
2 章の立地・操業環境評価の特性から八尾空港周辺地区
と竹渕・亀井地区が住工調和の意識が高い地区であり、そ
の中で 4 章の空間的分布からその傾向が強いとされた地域
は太田新町、北亀井町の 2 つの地域であった。そのため、
実際に現地を踏査し、それを元に考察を行った。
太田新町では、他の地域に比べ、事業所の前（路上）を
資材と廃材の置き場としていることが多く見られ、道路か
ら見える位置にあり、道路の利用者にとって印象も悪く、
利用しにくいものとなっていた。
北亀井町では、事業所の駐車スペースの敷地が狭い、も
しくはないため、事業所の前（路上）に駐車していること
が多く見られた。同じく、こちらも道路の利用者にとって
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電子部品・デバイス、輸送用機械、精密機械
・基礎素材型は、化学、石油・石炭、プラスチック、窯業・土石、
鉄鋼、非鉄金属
・雑貨型は、衣服、家具、印刷、ゴム、皮革、その他製造業
・地方資源型は、食料品、飲料・飼料、繊維、木材、パルプ・紙
と分類している。
(3)住工混在・住工共存・住工調和について
・住工混在は住宅と工場とが、ある限られた地域の中で存在して
いるという状況を表す。
・住工共存は住工混在する中で、住民と事業者とがルールの中で
共に存在しているという状況を表す。
・住工調和は住工共存を行う中で、住民の良好な住環境・居住機
能とものづくりを行う工場の操業環境・工業機能の双方を尊重し
ながら整備を行い、まちづくりを進めていく状況を表す。
参考文献
1)野原 卓、研究成果報告書「住工混在地区におけるエリアコンバ
写真－1 空間整備における特徴的な現地写真
ージョンを通じた地域マネジメント手法に関する研究」
、日本語、
https://kaken.nii.ac.jp/ja/file/KAKENHI-PROJECT印象は悪く、利用しにくいものとなっている。
24560740/24560740seika.pdf
2 つの地域において、資材と廃材の保管スペースがなく、 2018/06/23

事業所の前を置き場としており、生活者・来訪者にとって
は利用しにくいものとなっており、印象も悪いものとなっ
ている。
多くの事業所では、
敷地に余裕がないことが多く、
保管スペースが設置できないということが考えられる。そ
の状況を解決するためには、街区ごとの共同倉庫や近隣工
場間での共有利用の融通などが考えられる。また、工業地
域のイメージの改善としては、工業地域の近隣に公園や散
歩道等の自然を取り入れた施設を整備し、各事業所が境界
壁面に花や木々などを含めた植栽を施す運動を展開するこ
となどが重要と考えられる。市内の他の地域では、事業者
同士が共同の駐車スペースを設けることで用地確保難の対
策を行っていたり、まちの快適性を高めることを目的とし
て、地域住民と協力し、ごみ拾い等の清掃活動や花壇の設
置を行うといった取り組みがある。このような取り組みを
行うことで、住工調和を目指したまちづくりに繋がると考
えられる。

謝辞
本研究はいずれも八尾市内における製造事業所を対象としたアン
ケート調査に基づくものです。研究にご協力いただきました各企
業様に厚く御礼を申し上げ、感謝する次第です。

６章 まとめ
産業版の市街地整備、
操業環境の改善が急がれる。
また、
住工調和型市街地を形成していく上で、地方自治体や企業
団体等と事業所が協力し、農地や廃業・移転予定事業所の
情報を共有し、工業用地として再度利用できるように整備
を行い、提供するシステムについて検討することが必要で
ある。
エリアマネジメントについて、先行研究１）では、産業や
ものづくりを契機・テーマとして地域高度再生を図り、住
工共生のまちづくりや産業創出システム等の事例調査を行
い、マネジメント組織やネットワークの運用システムを通
して、広範なネットワーク形成と既存ネットワークとの連
携における課題が明らかにしており、これら研究成果を参
考にすることが重要である。
補注
(1)アンケート調査の概要
実施時期：2018 年 8 月～10 月
実施件数：117 件
(2)業種別の分類について
・金属加工型は、金属製品、一般機械、電気機械、情報通信機械、
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福島原発事故被災地長期復興計画の在り方と課題
福島大学うつくしまふくしま未来支援センター

間野 博

１．原発事故災害とは
東日本大震災の折り、福島第１原発に「想定外」の津波
が襲い、大量の放射性物質が放出・拡散し、広域に放射線
汚染が生じ、その地域の住民は国の避難指示により、それ
を逃れるため広域に避難せざるを得なかった。

図－2 避難指示区域図

図－１ 空間線量分布図 120702
避難指示区域は、12 市町村にまたがる 1,150 ㎢、住民 81
千人に及んだ。そのうち、6 町村は全域避難、すなわち誰
もいなくなり、役場も学校も商店も工場も、すべての機能
が停止し、避難を強いられた。
先の見えない長期避難生活は 9 月で 8 年半に及ぶ。そう
いう中で生ずる事態は想像に難くない。
２．原発事故被災者の現状
福島県の避難者を宮城・岩手と比べると、第一に、県外
避難者が多い。福島が 42.0％に対して、宮城は 10.7％、岩

手は 5.6％（1507）である。被災地の近くに避難する津波等
と異なり、放射線の恐怖からの避難なので、できるだけ遠
くにと、全国各地に避難したのである。
第二に、関連死者数が多い。関連死とは、災害発生時に
死亡した「直接死」に対して、災害後、時間をおいて、そ
の災害が原因で死ぬことである。全死者数に対する関連死
者数は、福島が 58.2％に対して、宮城は 8.9％、岩手は 9.1％
である（190311 朝日新聞記事より算定）
。
第三に、関連自殺者も多い。福島が 87 人に対して、宮城
48 人、岩手 41 人（161231）である。
12 市町村の避難指示区域のうち、2011 年 9 月 30 日に
「
（旧）緊急時避難準備区域」が解除された広野町を除く 11
町村では、2014 年 4 月 1 日、田村市の避難指示解除準備区
域を皮切りに、徐々に避難指示が解除されていった。
そういう中で、2015 年政府は、避難指示解除準備区域、
居住制限区域の 2 区域の避難指示を解除する方針を決定し、
2017 年 3 月・4 月、実施した。これにより、避難指示が残
るのは、
「帰還困難区域」と原発立地町 2 町のみとなった。
その結果、避難指示区域は 1,150 ㎢から 370 ㎢へと 32.2％
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となり、対象住民数は 81 千人から 24 千人へと 29.6％とな
った。つまり、避難指示区域は、面積・人口とも約 7 割が
解除されたということである。
さらに、2016 年.8 月、
「帰還困難区域」に「特定復興再生
拠点」を設け、5 年をめどに避難指示を解除し、居住可能
にする方針が出され、帰還困難区域を抱える 6 町村の
2,752ha が認定された。避難指示解除されると避難指示区域
は 342 ㎢（29.7％）と 2.5％減少するだけ（原発立地町の居
住制限区域・避難指示解除準備区域も解除されるはずなの
で、＋α）だが、これらの区域には 3 町の中心市街地が含
まれているので、避難対象人口は大きく減少するとみられ
る（区域内避難対象人口は公表されていない）
。
すなわち、
約 5 年後には、
帰還困難区域の山林部を除き、
避難指示は解除されることになる。
３．避難指示解除と住民の帰還

再開したが、
2010 年度には 1,773 名だった児童・生徒数は、
2018 年度は 10 名、19 年度は 15 名の予定である。

図－4 中学校を改築した小・中学校
5）住まいについては、建物は荒廃（地震、風雨、害獣に
よる）し、除染の必要もあり、ほとんどは「解体除染」で
除却される。災害公営住宅の建設、
「福島再生賃貸住宅」
（新
住民も対象とする家賃補助付き賃貸住宅で「地域優良賃貸
住宅」の準用）の整備、一時滞在宿泊施設の建設、自宅修
復・再建が行われている。

避難指示解除の条件は、①放射線量の低下、②生活環境
の整備である。
2017 年 3 月 31 日に 2 区域の避難指示を解除した浪江町
を例示する。
①放射線量の低下は、宅地平均 0.54μ ㏜/h と、政府が解
除基準とした3.8μ㏜/h
（20m㏜/年）
を大きく下回っている。
②生活環境の整備は多様である。
1）インフラについては、道路、上下水道、電気・通信、
廃棄物処理は復旧し、
高速道路 IC は完成、
JR 常磐線は 2020
年 3 月に全線復旧の予定である。
2）店舗については、仮設商店街、コンビニを皮切りに、
飲食店、民宿、GS、銀行等が再開している。しかし、不採
算・赤字覚悟の営業も多い。
図－5 帰還者向け災害公営住宅
6）その他、墓地の移転・拡張、漁港復旧などが行われて
いる。
ただ、新たな問題も生じている。イノシシ・ハクビシン・
アライグマ等の害獣被害や、人が住み始めると再発する泥
棒等の犯罪などである。
こういう中での「帰還」ということになるが、帰還希望
は少数派で、高齢者中心である。浪江町の町民意向調査で
は、
「戻りたい」16.7％、
「戻らない」49.9％、
「未定」30.2％
（2018 年 10 月）である。
実際の帰還状況も少数スタートである。
2 区域避難指示解除から2 年経った 2019 年 3 月の浪江町
図－3 仮設商店街
で帰還者は、966 人（5.5％）
、633 世帯（9.2％）である。
他自治体では、南相馬市小高区は、解除後 1 年 7 か月で
3）その他事業所も、工場、自動車整備、建設、不動産、 30.7％、楢葉町は、同 2 年半で 31.8％、川内村は、同 5 年 4
運送、など 126 事業所が開業している（2018 年 12 月）
。
か月で 80.6％であった。被災状況・避難状況、立地条件、
4）生活サービスについては、役場、警察署、消防署、診 避難指示解除時期等によって左右されるが、大半はとても
療所、デイサービス、学校・こども園が再開している。し 順調とはいえないが、時間がかかるということもわかる。
かし、震災前の 2 万人の町の水準には程遠い。小中学校は
ただ、
地域のポテンシャルはあるので、
新規住民を含め、
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長い目（次世代・次々世代の時代）で見れば、
「まちの復活」
の希望はあると考えられる。

その「中間貯蔵施設」とは、除染廃棄物を最長 30 年間貯
蔵する施設で、国が福島第 1 原発敷地の周りの 16k ㎡
（1,600ha）を買取り（地上権もある）
、建設する計画である。
土地の買取りが進まず、除染廃棄物の搬入を開始したの
は 2015 年であった。2020 年のオリンピック時までに搬入
できそうなのは 320 万㎥～650 万㎥と 2 割～4 割で大半の
フレコンの山は残ったままである。
除染廃棄物は搬入後、分別・処理され、それぞれ、中間
貯蔵施設に保管されることになるが、それが完了するめど
は立っていない。

図－6 「町民」の長期的変化
４．原発事故の収束
一方、原発事故の収束には、福島第 1 原発の廃炉が必要
であることは言うまでもないが、
「除染」廃棄物の処分の問
題もある。
「廃炉」については、メルトダウンした原発の廃炉は史
上初なので、多くの困難にぶつかることと長期を要するこ
とは確実である。廃炉途上での事故や放射性物質の放出な
どの不安は、廃炉が完了するまで続くだろう。
「除染」廃棄物の処分も実は大きな問題なのである。国
は、新避難指示区域（11 市町村）と「汚染状況重点調査地
域」
（41 市町村）で、全ての、宅地・家屋、農地、近隣森林
（宅地から 20m）
、道路を除染した。
生まれた「除染廃棄物」は 1600 万㎥と言われている。そ
れらは、
「除染廃棄物」の「中間貯蔵施設」に運ばれること
になっていたが、その整備の遅れにより、それぞれの市町
村に設けられた「仮置き場」に運び込まれたままである。
まとまった仮置き場が確保できない地域では、敷地内に埋
めたりしているところもある。

図－7 広大な除染廃棄物の仮置き場

図－8 除染廃棄物の中間貯蔵施設

５．原発事故避難指示区域の長期復興
国は 2017 年 6 月 30 日に「福島復興再生基本方針」を定
めている。そこでは、以下のように述べられている。
・
「福島全域にわたる特殊な事情に対応し、福島の復興及び
再生を更に進めるには、中長期的対応が必要であり『復興・
創生期間』後も継続して、国が前面に立って取り組む。
」
・
「国は、これまで原子力政策を推進してきたことに伴う社
会的責任を負い、原子力災害からの福島の復興及び再生に
関する施策を総合的に策定し、継続的かつ迅速に実施する
責務を有する。
」
・
「原子力災害に対する福島の住民の怒りや悲しみに共感
し、福島の住民に寄り添いながら、誇りと自信を持てるふ
るさとを取り戻すことができるまで、その責務を真摯に、
かつ、国の威信をかけてあらゆる知恵と力を結集し、総力
で実行していく。
」
・
「避難指示の解除はゴールではなく、復興に向けたスター
トであり、解除後も、政府一丸となって復興に取り組む。
」
・
「祭りなどの地域の伝統・文化の継承が困難となり、文化
活動やＰＴＡ活動なども含め地域コミュニティを成り立た
せていた活動が存続できない事態も生じている。
・・・住民
一人一人が災害を乗り越えて豊かな人生を送ることができ
る地域社会を再生することを目標とする。
」
これらは、2019 年 3 月 8 日の「東日本大震災復興基本方
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針の変更」でも変更はない。
ただ、
これを実行するのは並大抵のことではない。
特に、
全域避難区域の 6 町村にとっては、地域の復活は「０」か
ら始めねばならない。人口は 6 年間「０」
。住み・働き・育
て・楽しむ場はすべて機能停止し、無人化し、荒廃。住民
の生活を支える公共サービスもすべて機能停止し、避難住
民のもとへ避難していた。
そしてこれから原発事故の前の地域に戻るには次のよう
な長い道程が待っている。
1）復興初期＝「まち」の揺籃期：帰還者は高齢者と新住
民である。帰還者については生活全般を「公」が支える段
階である。仕事の場を求めて入ってくる新住民を歓迎する
必要がある。双方でフリクションが生じないようにする必
要がある。
2）復興第 2 期＝「まち」の成長期：若い帰還者が増え、
人口構成が適正化する。新住民が増え、アパートや社宅・
寮から、定住者が現れる。若者の帰還を誘導し、自力帰還
を支援する必要がある。
民間不動産業が全面展開し始める。
3）除染廃棄物輸送完了（2030 年頃？）＝身の回りから
除染廃棄物の入ったフレコン（フレキシブルコンテナ：縦・
横・高さ 1ｍの化学繊維で作られた袋）の姿が消える。
4）山林除染＝自然環境の全面回復し、里山利用が復活す
る（時期？）
5）中間貯蔵施設完成（時期？）＝除染廃棄物に対する不
安が解消する。
6）セシウム 137 の半減期（2040 年頃）＝放射線量の低
下が進む。
7）廃炉完了（2050 年頃？）
こうして、放射線量も下がり、原発事故も収束し、環境
回復が完了し、ようやく、平常の「まち」が可能になる。
したがって、ここで、改めて、元の住民（の次世代・次々
世代）に声をかけて、新しいまちづくりをスタートさせる
必要があるだろう。
６．実現のための計画作り
このような長期復興に当たっての計画作りのスキームは、
「グランドプログラム」＋「アクションプラン」である。
不確定要素が通常よりきわめて多い計画なので、具体的
な計画の計画期間は 10 年までで、それでも当初は 2～3 年
ごとの見直しが必要であろう。ただ、その場合に、場当た
り的にその時の「声」に応えることに流されないよう、長
期的方向を堅持しておかねばならない。
前述の「道程」に基づき、復興の理念を明確にして、そ
れに基づき、それぞれのステップの段階的目標像を掲げる
グランドプログラムを策定し、各ステップでそれに沿った
具体的計画（アクションプラン）を PDCA で回していくと
いう２重構造である。
具体化はこれからの課題である。
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2019 年度 日本都市計画学会関西支部研究発表会講演概要集
講演概要（要旨）
1

ハンセン病施設の保存の議論から見た悲劇の遺産保存に関する考察
○筈谷 友紀子，阿部 大輔
A study on the preservation of negative heritage from the discussion of Hansen’s disease facility.
○Yukiko HAZUTANI，Daisuke ABE
Negative heritage，Hansen’s disease facility，preservation of heritage，discussion of preservation
悲劇の遺産，ハンセン病施設，遺産保存，保存の議論
悲劇の遺産の保存においては、様々な関係者らによる議論が不可欠であり、議論によって保存形態が決定される。
本研究では、隔離政策下に設立されたハンセン病施設を対象に、悲劇の遺産の保存を巡る議論の特徴と、悲劇の遺
産の保存プロセスを明らかにすることを目的とした。
本研究から、①地域で悲劇の記憶を共有する際には、議論による価値の共有が不可欠である。②後世に記憶を継承
する際には、空間として残すことが不可欠とされる。以上から、悲劇の遺産の保存においては、記憶の継承対象が
地域住民か後世かによって必要となるプロセスは異なることが明らかとなった。
The preservation of negative heritage requires the vast involvement of various interested parties to
achieve consensus building. This article aims at studying the Hansen ’s disease site and those related
facilities and at identifying the trend of discussion related to the political decision whether to
conserve them. The research results are as follows；1) in the case of sharing memories of tragedy in
the region, it is essential to share values through deep discussion, 2) in the case of inheriting
memories for the future, it is important to preserve heritage. It was found that in the preservation of
the negative heritage, the process differs depending on whether the target of inheriting the memory is
a local resident or a later generation.

2

SNS 投稿写真の撮影構図からみた伊勢市おはらい町修景地区の町並み景観に関する研究
○濱田 美知瑠，林 倫子，尾崎 平
A study on the townscape of Oharaimachi, Ise City, in view of the composition of photograph posted on
SNS
○Michiru Hamada，Michiko Hayashi，Taira Ozaki
landscape，composition of photograph，SNS，evaluation by tourists
町並み景観，写真構図，SNS，来訪者の評価
伝統的景観を有する観光地として、修景された景観に対する来訪者の評価を明らかにすることは、今後の更なる地
域ブランディングを創出していく上では重要であると考える。そこで本研究は、建築物修景基準が定められており、
町並み景観が観光資源ではある、伊勢市おはらい町通りを対象地として、SNS に投稿された写真の撮影構図に着目
し、修景された町並みの景観に対する来訪者の深層的評価を分析した。
その結果、SNS では建築物の修景要素に着目したと考えられる構図と、その他のものに着目したと考えられる構図
が存在することが分かった。前者では、修景された建物は来訪者に評価される対象であること、後者では来訪者が
楽しむものが修景された景観以外にも存在することが分かった。
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An evaluation of a townscape, consisted of buildings designed to conserve the landscape, by tourists is
important for a tourist site that owns a traditional scene in order to create a new local brand in the
future. Therefore, I analyzed evaluations of a townscape in Oharaimachi street, Ise City, by tourists
with a photograph posted on SNS. As a result, I found we can classify two types of photograph, was shot
by a photographer focusing on design of traditional buildings and others. It was realized that some
tourists are interested in the traditional buildings and evaluate the design of traditional buildings.
The other hand, some tourists are interested in other things on the street and enjoy the scenes without
the traditional buildings. In the upcoming time, tourist sites that owns a tra ditional scene need to
create a value not only themselves but also with tourists who are interested a townscape and the others.

3

全方位画像からの推定深度情報を用いた深層学習による空間の評価予測
○衣川 雛，瀧澤 重志
Deep Learning Model for Predicting Preference of Space
by Estimating the Depth Information of Space using
Omnidirectional Images
○Hina Kinugawa，Atsushi Takizawa
Omnidirectional image，depth image，Google street view，pix2pix，RankNet
全方位画像，深度画像，Google Street View，pix2pix，Ranknet
本研究では、コンピュータグラフィックスにより作成された深度画像と全方位 RGB の各ペアを pix2pix を用いて学
習することにより、街路景観の全方位 RGB 画像から全方位深度画像を生成する方法を開発した。 次に、さまざまな
場所や気象条件の下で撮影されたさまざまな一連の画像で学習されたモデルを、Google のストリートビュー画像に
適用して深度画像を生成し、生成された深度画像の妥当性を視覚的に評価した。さらに、複数の参加者を使用して
Google のストリートビュー画像の評価実験を行った。 DCNN(Deep Convolutional neural network)を用いたランク
付け学習法を用いて、深度画像の有る場合と無い場合による画像の評価値を推定するモデルを構築した。 結果は、
街路景観評価モデルの性能が深度画像の有無によって変化すことを示している。
In this study, we developed a method for generating omnidirectional depth images from corresponding
omnidirectional RGB images of streetscapes by learning each pair of omnidirectional RGB and depth images
created by computer graphics using pix2pix. Then, the models trained with different series of images
shot under different site and weather conditions were applied to Google street view images to generate
depth images. The validity of the generated depth images was then evaluated visually. In addition, we
conducted experiments to evaluate Google street view images using multiple participants. We constructed
a model that estimates the evaluation value of these images with and without the depth images using the
learning-to-rank method with deep convolutional neural network. The results demonstrate the extent to
which the generalization performance of the streetscape evaluation model changes depending on the
presence or absence of depth images.

4

脳波と認知地図からみた地下街経路探索時の認知特性に関する研究

-大阪駅南地区地下街を事例として-

○横山 広充，中山 将也，西應 浩司，宮岸 幸正
A Study on Spatial Cognition of Underground Mall during Way Finding from the Viewpoint of EEG and
Cognitive Map

In Case of Underground Mall Southern Part of Osaka Station
○Hiromitsu YOKOYAMA，Masaya NAKAYAMA，Koji NISHIO，Yukimasa MIYAGISHI

Way Finding，EEG，Cognitive Map
経路探索，脳波，認知地図
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本研究の目的は、実際の地下空間において脳波計を装着した経路探索実験により、経路探索時の迷いの発生につい
て認知地図描画と脳波解析から総合的に把握することである。実験は大阪駅南地区の地下街にて 18 名の被測定者を
用いて実施した。結果、脳波計測実験より多くの被測定者は分節点で迷いが発生していると推察された。また認知
地図とアンケート結果より空間認知非優位なグループの存在が確認でき、空間認知非優位なグループの傾向を総合
的に把握することができた。
A purpose of this study is to clarify the mechanism of getting lost in underground mall during way
finding. We conducted wayfinding experiment using EEG in underground mall southern part of Osaka station.
The result are as follows. It was recognize that a non-dominant group about spatial cognition was
existed. And analyzing EEG experiments, we comprehensively grasp the tendency of a non -dominant group
about spatial cognition.

5

避難誘導のアナウンスが避難行動に与える影響に関する分析

-大阪駅周辺地区を対象に○川瀨 未夢，山根 裕稀，山口 行一，岩崎 義一

Effectiveness of Announcements About Evacuation Areas on Evacuation Behavior

Peripheral Area of JR

Osaka Station
○Mimu

KAWASE，Yuki

YAMANE，Yukikazu YAMAGUCHI，Yoshikazu IWASAKI

Evacuation behavior，Disasters，Announcement，Shopping streets
避難行動，災害，案内，地下街
地下街の浸水時には地上の状況によって使える避難口や避難経路が変わることがあり、円滑に避難できない可能性
がある。本研究では実在の地下街において、避難者に実際に避難行動をとってもらう実験を行い、避難地区を指定
するアナウンスが避難行動に与える影響や避難地区の選択理由を明らかにすることを目的としている。実験の結果、
近いあるいは知っている避難先に、地下ではなく地上に出て避難する人が多いことがわかった。また、避難地区を
指定するアナウンスを行うことで、来街者の避難先を適切に誘導できる可能性があることがわかった。
The purpose of this study is to investigate the evacuation behavior and to identify the effectiveness
of evacuation announcements based on the on-site evacuation drill of the shopping area on the basement
floor of JR Osaka station. The study found that 1) 80 percent of the participants of the drill escape
to the ground level; they do not choose the evacuation routes on the basement floor. 2) They tend to
choose the nearest evacuation sites, or evacuation sites which they know well. 3) the announcements of
possible evacuation areas encourage people to choose their evacuation site based on the announcement.

6

コミュニティ計画の観点から見る欧州都市再生事業の特徴

-URBACT プロジェクトを対象に○和泉 汐里，阿部 大輔

Characteristics of Urban Renewal Project in Europe from the viewpoint of Community Planning

Focusing

on the URBACT project
○Shiori Izumi，Daisuke Abe
community，URBACT，Urban Planning
コミュニティ，URBACT，都市計画
都市計画理論の中には、都市問題の解決とより良いコミュニティの形成を目的とした計画理論が存在する。その
ような計画理論は、コミュニティの新たな計画から、既存都市のコミュニティの再生へ潮流が変化しており、現在
のコミュニティ計画理論としては、欧州の都市再生事業である URBACT が挙げられる。
URBACT は 3 期に渡って、様々なテーマに沿った都市再生プログラムが実施されている。現在、テーマは多様化し
ており、多面的なコミュニティの再生が目指されている。例えば団地再生事業である RE-Block は、公共空間の創出
の他に、団地での広報活動やウェブサイトの運営によるコミュニティの再生計画が行われている。
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From the beginning of the birth of urban planning theory, there have been always seeks to plan the
better community through physical planning. The trends of those “community planning” changed from the
idea to “construct a planned-community in suburban area as a new satellite city” to the approach to
regenerate the built environment. One of the current community planning practices in European cities
have been found in the URBACT program. During the three different terms from 2002 to 2020, the URBACT
has diversified central theme from community development. This study examines one of the URBACT projects,
so-called RE-Block, which has been carried out the creation of public spaces and new urban facilities,
publicity activities and management of local websites. The recent community planning seen in URBACT
integrates the physical transformation with social inclusion issues.

7

郊外ニュータウンにおける親子の近居
○松岡 貴大，松本 邦彦，澤木 昌典
Parent-child Proximity Residence in a Suburban New Town
○Takahiro Matsuoka，Kunihiko Matsumoto，Masanori Sawaki
Parent-child proximity residence，New town，Parent-child interaction
親子の近居，ニュータウン，親子間交流
高度成長期の大都市への人口集中に対応すべく郊外に整備されたニュータウン（NT）では、少子・高齢化が急速に
進行している。こうした中で、都市再生機構や多くの地方自治体による親子の近居の促進施策が見られている。本
研究は、近居世帯の居住地選択の傾向と、親子間交流の特徴を明らかにすることを目的とし、北摂三田 NT の居住者
に対しアンケート調査を実施した。その結果、子が NT 内に居住する親との近接性を考慮しながらも NT 周辺に居住
する傾向や、現在の親子間の時間距離が短いほど、子は選択時に親との近接性を考慮している傾向が見られた。ま
た、親子の年齢により親子間交流の内容や頻度が異なることや、高頻度な子への育児支援や相互の生活支援が可能
となっていることが示唆された。
In suburban New Towns which have been developed to cope with population concentration in large cities
during the high economic growth period, the declining birthrate and aging populati on are advancing.
Under this circumstance, measures are being taken to promote parent -child proximity residence by the
Urban Renaissance Agency and many local governments. This study aims to clarify the trend of choosing a
place of residence and the characteristic of parent-child interaction by nearby households, and we
conducted a questionnaire survey to residents in Hokusetsu-Sanda New Town. From the results, the children
tend to live around NT while considering the proximity to their parents in NT and to have considered
more about the proximity when choosing their place of residence as the parent -child temporal distance
is shorter. In addition, it was suggested that the purpose and frequency of parent -child interaction
differ from the age of the parent and child, and the frequent childcare support and mutual life support
are possible by parent-child proximity residence.

8

都市公園内に設置された保育所の公共貢献機能
○西端 佑騎，松本 邦彦，澤木 昌典
Study on Functions of Public Contributions by Nurseries Established in Urban Parks
○Yuki Nishibata，Kunihiko Matsumoto，Masanori Sawaki
Urban Parks，Contributions for Public Use，Kindergartens
都市公園，公共貢献，保育所
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近年、都市公園内に保育所を設置する事例がみられる。しかし、公園内に保育所を設置する場合は都市公園の機能
が損なわれないようにすることが必要と言える。この研究では、都市公園内に保育所を設置する場合は保育所の公
共貢献により都市公園の機能の補完または増進がなされるべきという立場に立ち、保育所 16 園を対象にアンケート
調査を行い、保育所の設置に関わった当該地方自治体に対してヒアリング調査を行うことで、都市公園内に設置さ
れた保育所の公共貢献の実態を明らかにした。その結果、保育所の「トイレ」や「授乳室」等の園内の施設が一般
の公園利用者に開放されていること、保育所が公共貢献を行う際は、園児や従業員の防犯面での課題が多いことな
どが明らかとなった。
In recent years, some nurseries have been established in urban parks by National Strategic Special Zone
System. In such cases, it is necessary that the nurseries devise methods in order not to impair functions
of urban parks. In this study, I assumed that contributions by the nurseries help to improve the public
use of the park. I conducted questionnaire and interview surveys on 16 nurseries and some related local
governments to analyze the present situation. Based on the result, the nurseries’ public service
facilities such as ‘toilets’ and ‘suckling rooms’ are shared by the public, and the nurseries have
safety issues of kids in the nurseries and staffs of nurseries when nurseries contri bute to the public.

9

子どもの建築・まちづくり学習についての一考察

-活動事例の調査と実施の経験を踏まえて-

○増見 康平，坂井 信行，羽田 拓也，松下 藍子，依藤 光代，中井 翔太
A Study on Architectural Learing and Town Plannning Learing for children.
of the

By Case Study and Practice

Architectural Learing and Town Plannning Learing.
○Kohei Masumi，Nobuyuki Sakai，Takuya Haneda，Aiko Matsushita， Mitsuyo Yorifuji, Shota Nakai

Architectural Education，Town Planning Education，Education Tool
建築教育，まちづくり教育，学習ツール
本稿は、子どもの建築・まちづくり学習に関する活動の事例を整理するとともに、筆者らが実際に関わった活動か
ら得られた知見を踏まえ、子どもの建築・まちづくり学習に関する活動の展開方策やあり方について考察を行った。
In this paper, we considered about the way of action about Architectural Learing and Town Plannning
Learing for children, by case study and practice of the Learing.

10

広場活用型まちづくりワークショップにおける合意形成の進め方に関する研究

-八尾市北山本地区を対象として

○福井 智大，副島 脩平，岩崎 義一，山口 行一
Research on how to proceed with consensus building in the plaza utilizing type town planning workshop
For Yao City Kitayamoto district
○Tomohiro Fukui，Shuhei Soejima，Yoshikazu Iwasaki，Yukikazu YAMAGUCHI
town planning workshop，Consensus building，Collaborative town planning
まちづくりワークショップ，合意形成，協働のまちづくり
本研究では、合意形成を図るために利用される「まちづくりワークショップ」にはどのような問題点や課題がある
のかを実証する。4 回のワークショップとアンケート調査より参加者の意識特性を分析した。その結果、参加者の多
くは高齢者であり、これからの地域を担っていく学生や社会人の参加率が低く、参加しやすい時間と興味のある内
容の提示を重要視する方が多いことが分かった。ワークショップをより良いものにするには、意見の偏りをなくす
ために幅広い年代、職種の参加や地域でのコミュニケーション、参加しやすい時間帯、興味のある内容の提示、参
加者の継続参加が重要である。このことから、ワークショップに良い印象を抱きすべての年代の方が継続的に参加
してもらうことで、重要性の気づきより良いまちづくりが行えるであろう。
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In this research, we will demonstrate what kinds of problems and problems are in "town planning workshop"
used for consensus building. We analyzed the consciousness characteristics of participants from 4
workshops and questionnaire surveys. As a result, many of the participants are elderly people, the
participation rate of students and social workers who are taking on the future region is low, and there
are many who emphasize the presentation of time and contents that are easy to participate I understood.
In order to make the workshop better, it is important to participate in a wide range of ages,
participation in occupation, communicating in the communit y, time zone that is easy to participate,
presenting interesting contents, participating continuously. From this, it will be possible to make town
development better than noticing the importance by having a good impression on the workshop and having
people of all ages participate continuously.

11

合意形成のためのまちづくりワークショップの進め方に関する研究

-八尾市曙川東地区を対象として-

○有賀 弘祐，副島 脩平，岩崎 義一，山口 行一
Study on how to proceed with town planning workshop for agreement formation

For Yao-shi Akegawa

Eastern District
○Kosuke Ariga，Shuhei Soejima，Yoshikazu Iwasaki，Yukikazu YAMAGUCHI
town planning workshop，Consensus building
まちづくりワークショップ，合意形成
ワークショップに参加しアンケートなどを行った結果,年齢層かかわらず参加しやすい時間帯や曜日でワークショ
ップの参加者促進につながることが分かった。また、住民に周知し興味を持ってもらうためにも事前にワークショ
ップの内容や方針を提示することが重要である。そのためにも、地域団体の参加やワークショップ経験者による呼
びかけが喫緊の課題である。また、多くの方がこのような活動があれば続けていきたいという意見が挙げられてい
た。定期的にワークショップを行うことでより良いまちづくりに繋がっていく。
Results of participating in a workshop and conducting a questionnaire etc. We found that it will lead
to promotion of workshop participants at time zones and days of the week that are easy to participate
regardless of age group. In addition, it is important to present the content and policy of the workshop
in advance in order to notify the residents and make them interested.For that purpose, participation by
local organizations and calls by experienced workshops is an urgent issue. There were also opinions that
many people would like to continue if such activities exist. By conducting workshops on a regular basis,
it will lead to better city planning.

12

鴨川納涼床審査基準と景観形成についての一考察

-鴨川納涼床の将来の姿について○水谷 省三，坂井 信行

A Study on the Examination Standard of Kyoto Kamogawa Nuryou-Yuka and Landscape

About the Future

Image of Kyoto Kamogawa Nuryou-Yuka
○Syozo Mizutani，Nobuyuki Sakai
Nuryou-Yuka，Guideline，Landscape
納涼床，ガイドライン，景観形成
鴨川納涼床の審査基準とガイドラインについて、平成２０年以降に取り組まれてきた景観形成の取組や運用上の現
状課題について解説している。今後の鴨川納涼床のガイドラインの運用のあり方や、景観形成のあり方に関する考
察を行った。
In this paper, we explained about the issues and action of Landscape addressed since 2008, in
consideration the Examination Standard and Guideline of Kyoto Kamogawa Nuryou-Yuka.We considered the
way of operation of the guidelines of the Kamogawa summer floor and the way of landscape formation in
the future.
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13

地方都市中心市街地の空き店舗等活用組織の役割
○岡田 早彩，松本 邦彦，澤木 昌典
Roles of organizations making use of empty houses and shops in the center of local cities
○Saaya Okada ，Kunihiko Matsumoto，Masanori Sawaki
Local city，City center，Practical use of empty houses and empty shops
地方都市，中心市街地，空き家・空き店舗活用
近年、地方都市の中心市街地において空き家・空き店舗活用を行う事例が増加している。その中でも，公共性を有
した民間のまちづくり組織が社会問題の解決を目的として収益事業に取り組む事例が増えている。本研究では、地
方都市中心市街地での先進的な事例を対象に、文献調査やアンケート調査を用いて組織間の関係や空き家・空き店
舗活用における役割を明らかにすることを目的としている。結果から、他の組織との連携や財政的支援をうけるこ
とによって，組織が担うことができる役割が多くなること、役割については、改修や不動産マッチング、情報発信、
起業・創業支援を行う組織が多いこと、また、それぞれの組織は地域の課題に合わせた役割を担っていることが明
らかになった。
In recent years, case of reusing empty houses and empty stores in the center of local cities are
increasing. In addition, here are an increasing number of cases that private town management orga nization
on profit-making businesses with the aim of solving social problems. We aim to clarify the relationship
between organizations and the role for advanced cases in the center of local cities by documentary
surveys and questionnaire surveys of organizations. From the results, the role played by the organization
has been increased by collaboration with other organizations and financial support from administration.
With respect to roles, many organizations do renovation, real estate matching and dissemin ation of
information. Furthermore, the roles played by organizations were different depending on local issues.

14

篠山市における空き家利用が地域や住民の生活に与える影響と地域特性に関する研究
○上山 紘平，近藤 民代
Study on the relationship between Characteristics of the region and effect of using vacant house on
community and life in local area, Sasayama
○Kohei Ueyama，Tamiyo Kondo
Use of vacant house，Characteristics of the region ，Rural areas
空き家利用，地域特性，農村地域
近年、空き家が増加しており空き家利用が注目されている。本研究は、農村部における空き家の利用による地域や
個人の生活への影響と地域特性との関係を明らかにし、より有効的な空き家利用について考察することを目的とす
る。兵庫県篠山市を対象として、空き家バンクの登録物件や実際に利用された空き家の調査から、篠山市における
空き家の利用状況を明らかにした。市内の 3 地区を選定し、住民へのアンケート調査から空き家利用が与える影響
と地域による比較を行った。その結果、古い空き家は十分に活用されておらず、空き家利用の影響には地域ごとの
差が見られるため、市町村より小さな単位での対策が必要であると結論づけている。
The number of vacant houses has increased in recent year, and the use of them has attracted attention.
The purpose of this study is to clarify the relationship between the characteristics of the region and
the influence of the communities and individual lives by the use of them in local area, and to consider
more effective use of them. In Sasayama City, Hyogo Prefecture, we clarified the usage of vacant houses
there from a survey of registered properties of “vacant houses bank” and vacant houses that were
actually used. We selected three districts there and compared the influence of the use of them by region
from a questionnaire survey to residents. As a result, it concludes that measures need to be taken in
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smaller units than municipalities because old vacant houses aren’t fully utilized and the impact of
the use of them can be seen by regions

15

分譲マンションにおけるコミュニティ活動の状況と運営主体に関する研究

-大阪府、京都府、兵庫県の大規模分

譲マンションを事例として○笹倉 麻衣，角野 幸博
Study on a situation of community activities and the management main body in condominiums

A case

study of large-scale condominiums in Osaka,Kyoto and Hyogo prefecture
○Mai Sasakura, Yukihiro Kadono
Condominiums，Community activities，Cooperation，Management association，Business delegates
分譲マンション，コミュニティ活動，共同，管理組合，業務委託
マンションはその性質上、共同での管理が必須であるにも関わらず、2016 年には標準管理規約からコミュニティに
関する条項が削除されるなど、共同管理のための土壌が形成されづらい現状がある。
今後大量のストックされたマンションを建て替え、あるいは区分所有権の一括売却などどのように決定していくか
は個々のマンションの管理組合に委ねられており、来るべき決定の日に向けてマンションコミュニティを形成させ
ていくかは重要な課題である。
本研究では、大規模分譲マンションを対象に、行われているコミュニティ活動の内容やその担い手を調査すること
で、分譲マンションにおけるコミュニティ活動の課題を示し、その対応策を検討することを目的とする。
Although condominiums are required to be jointly managed, in 2016 there is a current situation where it
is difficult to form a soil for joint management, such as the removal of the provision of communities
from the standard management agreement.
It is up to the management union of individual condominiums to decide how to decide how to rebuild or
sale of divided ownership in the future. It is an important issue whether to form community in
condominiums.
In this research, by examining the contents of community activities being carried out and the people
involved in large-scale condominiums, the purpose of this research is to show the issues of community
activities in condominiums and to consider the countermeasures.

16

住宅宿泊事業による宿泊施設の立地特性に関する研究
○川井 千敬，阿部 大輔
A study on trends of Minpaku location
○Chihaya Kawai，Daisuke Abe
Minpaku，Common Lodging House，Kyoto City，Tourism
民泊，簡易宿所，京都市，観光
訪日外国人観光客の急増、宿泊需要の上昇に対応するように、小規模な宿泊施設である民泊、簡易宿所は増加し続
けている。本稿では、2018 年に施行された住宅宿泊事業法に示される民泊を研究対象に、用途地域・地価から見る
立地、簡易宿所との比較を通して立地特性を明らかにしようとした。その結果、1)簡易宿所では不適合である用途
地域の住居専用地域に立地が拡大していること、2)一方で集合住宅タイプの民泊に着目すると、商業機能の強いエ
リアに立地していること、3)近年の簡易宿所は地価の低いエリアに立地していることに対して、民泊は地価の高い
中心市街地に立地する傾向があることが明らかとなった。

- 124 -

The increase of Minpaku（Vacation Rental） is caused by the increase of tourists from foreign countries
and the rising demand for accommodation.
This article researches Kyoto city, and aim at identifying trend of Minpaku location.
The research results are as follows; 1)Minpaku has increase to an area where a Common Lodging House
known as a small-scale accommodation can not be built. In other words, these facilities tend to be
residential areas, 2)On the other hand, Minpaku operating in apartment house are located in the areas
with relatively high commercial functions, 3)It has become identify that Minpaku tend to be located in
central areas with high land prices, while Common Lodging House in recent years are located in areas
with low land prices.

17

住宅宿泊事業法に基づく登録住宅のストックと地域特性に関する研究

-大阪市を事例にして○宮前 早希，近藤 民代

A study on the housing characteristics and the regional characteristics of registered houses based on
Private Lodging Business law

A Case Study in Osaka City
○Saki Miyamae，Tamiyo Kondo

Private Lodging，Private Lodging Business，Regional characteristics
民泊，住宅宿泊事業法，地域特性
平成 30 年 6 月から施行された住宅宿泊事業法は、住宅に人を宿泊させて宿泊料を徴収する、いわゆる民泊事業に対
して定められた法律である。大阪市では法律の施行後から、登録住宅数が急増し続けている。本研究の目的は、大
阪市で登録住宅が増え続ける理由についてストック特性や地域特性から考察することである。区ごとの住宅総数に
占める登録部屋数の割合は部屋数が多いほど高く、登録の集中している地域があることが明らかになった。登録住
宅の分布から登録が集中している地域には観光資源や主要駅が存在しており、これは同様に登録住宅数の多い札幌
市でも見られる傾向であった。大阪市では外国人観光客の集客に長けている点、市全体に鉄道路線が張り巡らされ
ていることが増加の理由ではないかと考える。
Private Lodging Business law is enforced in June 2018. This law established for permitting lend a house
and collect the accommodation fee as a hotel. It is called Private Lodging B usiness. The number of the
registered houses has been increasing since Private Lodging Business law was enforced. The purpose of
this study is to consider the reasons of increasing the number of registered

houses in Osaka City from

the housing characteristics and the regional characteristics. As the number of registered houses
increase, the ratio of the number of registered houses to the total number of houses increases as the
number of registered houses, and it clear that Osaka City has areas with many reg istered houses. The
area has some tourist spots and principal stations, and similar trends are seen in Sapporo City. As a
result, the reasons of increasing number are Osaka City is good at attracting foreign tourists and the
railway route is spread throughout the city.

18

地方都市における大型商業施設の撤退が買物行動に及ぼす影響

-西友高砂店の撤退を事例として○田中 康仁，白川 瞬吾

Study on the Influence of Shopping Behavior by the Closure Large-Scale Shopping Stores in Regional
City

- The Case of Seiyu Takasago Store○Yasuhito TANAKA, Shungo SHIRAKAWA

Closure Large-Scale Shopping Stores, Shopping Behavior, Regional City
大型店の撤退, 買い物行動, 地方都市
本研究では、地方都市における大型商業施設の撤退が周辺住民の買い物行動に与えた影響を考察した。得られた成
果は以下の 3 点である。1)西友高砂店の撤退前の利用者は 95%を超えており、撤退により買い物の困難度が高まっ
たとの回答は 9 割を超えていた。2)跡地への入店希望は極めて高く、仮に入店した場合の利用意向も高い。また、
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撤退した大型店の代替性では、総合スーパーへの転換が最も多いが、ドラッグストアへの転換も多かった。3)買い
物が困難な状況に対して、近くに住む親族を中心に約半数が助けてくれる存在がいると回答していた。また、希望
する対応策としては、後期高齢者を中心にマイクロスーパーと買い物送迎を希望していた。
In this study, we examined the influence of the closing of the large -scale store in a regional city on
the shopping behavior of consumers. 1) More than 95% of consumers were shopping before closing the
large-scale store. Closing the large-scale store has made shopping more difficult. 2) Consumers had to
change to a distant general supermarket and a nearby drug store because the large -scale store closed.
3) In the situation where it is difficult to go shopping, half of the consumers said that the relatives
living nearby would help. In addition, the elderly people were hoping for a micro supermarket.

19

鉄道沿線上の郊外地域における中・若年層居住者の生活行動実態

-枚方市・寝屋川市を対象に○青木 嵩，角野 幸博

Research on the Living Behavior of Middle-Aged and Young-Adults Residents in Suburbs Along Railway
Lines

- Through the Survey on Hirakata-City and Neyagawa-City○Takashi AOKI，Yukihiro KADONO

Suburb，Living Behavior，Middle-aged，Young-adults
郊外地域，生活行動，中年層，若年層
日本は全国的な人口減少社会へと転じており,鉄道沿線上の郊外地域では,沿線を軸とした地域の再編も検討されつ
つある.そのような中で中年層や若年層を対象とした研究は少なく,郊外地域を再編し持続させていくには次世代を
担う中・若年層世帯にも対応した地域構造を模索していく必要がある.本研究は,鉄道沿線上の郊外地域の中・若年
層世帯を対象に,今後の地域再編への基礎資料となる彼らの生活行動特性を整理することを目的とする.本稿では大
阪と京都の郊外地域である枚方市と寝屋川市の住民を対象としたアンケート調査の結果を用いて考察し,20 歳～34
歳とそれ以上の世代とで生活行動に若干ながら差異が生じていることなどが明らかになった.
The depopulation is on-going on the national scale in Japan. Under the situation, reorganization along
the railways is being considered among the suburbs along railways. In order to reorganize and maintain
the suburbs, it is necessary to search for a regional structure that supports middle - and young-adults
households who undertakes a responsibility for the next generation. The purpose of this study is to
clarify the living behavior characteristics of middle-aged and young-adults residents. Based on the
results of a questionnaire survey targeting the residents living in Hirakata -city and Neyagawa-city the suburb of Osaka and Kyoto -, it became clear that there were some differences in living behavior
between young-adults group (20 to 34 years old) and elder generations.

20

駅利用者の回遊行動からみた駅前空間の利用実態

-大阪府阪南市尾崎駅前を事例として-

○吉川 昂輝，加藤 翔太，南 裕子，東 昭太，神原 隆聖，喜田 拓真，坂中 秀成，高橋 翔，佐久間 康富
Field Survey on Pedestrian Behavior in the Frontal Areas of Station

A Case Study on Ozaki Station in

Hannan City,Osaka Prefecture
○Kohki Yoshikawa，Shota Kato，Yuko Minami，Shota Azuma Ryusei Kanbara, Takuma Kida, Hidenai
Sakanaka, Kakeru Takahashi, Yasutomi Sakuma
the Frontal Areas of Station，Station User，Pedestrian Behavior，Parking，Open Space
駅前空間，駅利用者，回遊行動，駐車場，オープンスペース
近年、日本の地方都市で市街地の郊外化が問題となっており、大都市郊外の駅前空間で人々が滞留する空間が求め
られている。本研究では、阪南市尾崎駅を対象に駅利用者の回遊行動を把握し、駅周辺の駐車場の利用実態を明ら
かにすることで大都市郊外の駅前空間のあり方を検討した。駅北側の大半、駅南側の 7 割は通過点としての利用、
南側の 3 割は購買の拠点としての利用があった。また駐車場では駐車率が低い小規模の駐車場が多いことが分かっ
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た。かつてのような駅前空間にはならないが、現在も購買の拠点等の役割があり、駐車場の活用等を通じて自動車
利用が主体となる大都市郊外においても賑わいのある駅前空間が期待できる。
In recent years, the suburbanization of urban areas has been a problem in local cities in Japan. Spaces
where people stay in the frontal areas of station in a suburb are demanded. In this study, We examined
the way of the frontal areas of station in a suburb by grasping the station user ’s pedestrian behavior
and clarifying the actual condition of the use of parking lots around stat ion for Ozaki Station in
Hannan city. Most of the station north sides, 70% of the south side was used as a passing point, and
30% of the south side was used as a purchase base. We also clarified that there are many small parking
didn’t used mostly. It can not become the frontal areas of station like it used to be , but there are
the roles of bases of the purchasing now and we can expect the frontal areas of station with the bustle
in suburbs that there are many car-users.

21

観光地におけるレンタサイクル利用者の回遊行動分析

-日本人観光客と外国人観光客を比較して-

○久保山 凌，鹿屋 遼悟，高木 克樹，山口 行一，岩崎 義一
Analysis of the Travel Behavior of Rental Bicycle Users in Kyoto City

A Comparison Between Japanese

and Foreign Tourists
○Ryo KUBOYAMA，Ryogo KANOYA，Katsuki TAKAGI，Yukikazu YAMAGUCHI，Yoshikazu IWASAKI
Travel behavior，Rental bicycle，GPS log data，Questionnaire survey，Kyoto
観光行動，レンタサイクル，GPS ログデータ，アンケート，京都
近年、訪日外国人旅行者数が増加している。観光振興における自転車の活用が注目されている中、日本人と外国人
の自転車利用実態を踏まえた効果的な整備を行うことが必要となっている。そこで本研究では、GPS とアンケート
を用いた調査から得られたデータを用いて観光地における日本人と外国人のレンタサイクルの利用実態を明らかに
することを目的とする。分析の結果、日本人と外国人を比較すると、利用時間や移動距離には大きな差異がみられ
なかったものの、経路選択理由や問題点、回遊順序には特徴がみられた。問題点としては、日本人と外国人ともに
駐輪場の場所がわかりにくいなどの駐輪場問題が多く挙げられていた。
The purpose of this study is to understand the difference in travel behavior between Japanese and foreign
tourists using rental bicycles in Kyoto city. The survey on the travel behavior of those tourists is
conducted by using GPS log data and the questionnaire surveys. There are no remarkable differences in
the average travel distance and the average usage time between Japanese and foreign tourists, but some
differences in travel behavior, such as the average number of places visited, route choice criteria and
problems with the rental bicycle trip. Both Japanese and foreign tourists also pointed out the problems
of bicycle parking, such as the difficulty in finding bicycle parking lots and the shortage of the
bicycle parking lots.

22

意識醸成に着目した公共交通利用促進施策について

-兵庫県宍粟市の取組を例として○藤家 凌我，福島 徹

About public transport use promotion measures that focused on awareness raising

As an example the

efforts of Hyogo Prefecture Shiso
○ryoga fujiie，tohru fukushima
mobility management，model shift，public transportation，provincial city
モビリティ・マネジメント，意識変容，地域公共交通，地方都市
近年，地方都市では路線バスの利用者は減少している．過度な自動車利用を少しでも公共交通利用へと変える施策
の一つとしてモビリティ・マネジメントの実施が挙げられる．モビリティ・マネジメントとは，自発的な行動変容
を導くための，コミュニケーションを中心とした交通施策である．本研究では体験乗車を行うことでバスに対する
意識変容を促し，その後のバス利用につなげようとする体験乗車型モビリティ・マネジメントに着目した．そこで，
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アンケート調査を行い，モビリティ・マネジメント実施後のバスに対する意識変容を明らかにすることや，利用促
進効果を定量的に評価することを目的とする．
In recent years, the number of route bus users has decreased in local cities. Therefore, the
implementation of Mobility Management (MM) is mentioned as one of the measures to convert excessive car
use into public transport use. MM is a traffic policy centered on communication to guide spontaneous
behavior change. In this study, we focused on MM, which promotes the change of bus consciousness by the
experience ride, and tries to connect it to subsequent bus use. We conducted a que stionnaire survey and
clarified the change in attitude toward the bus after the trial ride. In addition, the use promotion
effect by MM was evaluated quantitatively.

23

開発指導における集合住宅駐車場の扱いに関する一考察

-東京２３区を対象として○山崎 将也，坂井 信行，依藤 光代

A Study on the Handling of Parking Lots in Collective Housing in Development Guidance

For Tokyo 23

wards
○Masaya Yamazaki，Nobuyuki Sakai，Mitsuyo Yorifuji
Development Guidance Regulations，Development Guidance Outlines，Parking
開発指導条例，開発指導要綱，駐車場
全国の開発指導条例・要綱において、集合住宅の駐車場整備に関する基準が定められている。東京や大阪など大都
市の都心部は、自家用車に依存しなくても日常生活を送ることが可能と言えるが、これら条例や要綱により一定数
の駐車場整備が必要となっている。そのため、新規に開発されたマンションにおいて、住民の駐車場需要が規定台
数を満たさず、空き区画が発生している例も増えてきている。
東京２３区を対象として、自家用車保有の状況や集合住宅における駐車場利用の状況、また条例あるいは要綱に規
定された駐車場台数の実態などを元に、集合住宅開発における駐車場整備のあり方に関する考察を行った。
We considered about the parking lot maintenance in collective housing development based on the situation
of private car possession, the situation of parking lot use of collective housing, and the regulations
about the number of parking lots.

24

人口減少社会における地方都市の都市計画制度のあり方その 1

-用途地域の適正規模への見直しその 1○矢谷 明也，岡井 有佳

Ideal way of urban planning system of local cities in a population depopulated society
Part 1

Review to appropriate scale of usage area

Part 1

Part 1
○AKINARI YATANI，YUKA OKAI

City planning control system，Land use，Use zones
都市計画制度，土地利用，用途地域
地方都市における人口の推移や少子高齢化の状況は都市そのものの構造に影響するまでになっている。さらなる人
口減少社会の到来、変容する地域経済や社会構造への対応、高齢化率や単身高齢世帯の増加、社会福祉をはじめと
するいかなる分野も未知といった状況にある今日、都市規模の再構成は喫緊の課題である。本研究は、中長期的視
点に立って都市を再構成するために、現行の都市計画制度をいかに見直すべきかについて論じるものである。ここ
では舞鶴市をケーススタディとして都市計画制度のうち、用途地域のあり方について検証し、見直し手法を明らか
にし、地方都市の持続可能な運営を維持するためには、いかに地方都市は都市の集約化を図るべきかを考察する。
The transition of population and the situation of declining birthrate and aging population in the local
cities are affecting the structure of the city itself. With the arrival of a further depopulating
society, responses to changing regional economies and social structures, an aging rate and an increase
in single elderly households, and social welfare and any other areas unknown, urban scale reconstruction
is It is a pressing issue. This study discusses how to reconsider the current urban planning system in
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order to reconstruct the city from a medium- and long-term perspective. Here, Maizuru City is used as a
case study to examine the way of using area in the urban planning system, clarify the review meth od,
and to maintain the sustainable operation of the local city Consider what to do.

25

1960 年代の京都市における総合計画からみる都市像の変容について
○田中 優大，阿部 大輔
A study on the transition of urban image of comprehensive plan at Kyoto city in the 1960s
○Yudai Tanaka，Daisuke

Abe

Kyoto City，comprehensive plan，City image，1960s
京都市，総合計画，都市像，1960 年代
1960 年代、京都市では高度経済成長による都市問題の解決や行政運営の効率化に向け、総合計画の作成を試みた。
本研究は、その総合計画の試行過程における都市像の変遷と経緯を整理・概観し、1960 年代の京都市における都市
計画の思想の一端を明らかにすることを目的とする。京都市では、1960 年代に三度総合計画の作成が試みたが、各
総合計画で構想された都市像は、動態著しい社会構造の変化や市政の変化を受け、形を変えた。その過程では、大
規模な事業を行い、都市構造を根本から転換させようとする壮大な都市像も構想された。当時構想された都市像は、
その後の京都市における都市像に大きく影響を与えている。
In the 1960s, Kyoto City tried to make a comprehensive plan to solve urban problems and streamline
administrative operations. The purpose of this research is to organize the transition and background of
the urban image in the comprehensive plan, and to clarify ideas of urban planning in Kyoto city in the
1960s. Kyoto City made a comprehensive plan three times in the 1960s. The image of the city designed in
each comprehensive plan has changed in response to the drastic social structure change and the change
in municipal administration. In the process, a magnificent urban image was designded. The urban image
designed in the 1960s has a major impact on the subsequent urban image of Kyoto City.

26

市街地開発事業に関わった地権者意識からみたエリアマネジメントの実施課題に関する研究

-松原市・八尾市を

対象として○副島 脩平，寺島 隆世，井本 雅史，岩崎 義一
Study on implementation issues of area management based on landowner consciousness related to urban
development project

For Matsubara City · Yao City
○Shuhei Soejima，Ryusei Terashima，Yoshikazu Iwasaki

City planning for landowners，Area management，potential consciousness，recognition structure
地権者まちづくり，エリアマネジメント，潜在的意識，認識構造
本研究はまちづくり・まち育てをしていく上で、開発に直接関わりを持つ地権者のまちづくりへのニーズをきくこ
とによりエリアマネジメントに対する意識構造について明らかにすることを目的とし、（松原市
市

天美地区・八尾

曙川地区）を対象としたアンケート調査結果から住民のまちづくりに対しての意識としてはまちのきれいさと

いった空間的な視点、参加できる活動・イベントといった意思と行動の程度で地域間の相違が見られる。①曙川地
区では新規に入ってくる住民のコミュニティの形成ができるようなまちを目指して、趣味の集い、清掃活動・お祭
り等のイベントの積極的開催が考えられる。②天美地区では安全・安心に対して治安・防災対策を住民の方々に理
解と参加の機会をつくること等が考えられる。
This research aims to clarify the consciousness structure for area management by asking the needs for
the planning of the landowners who have direct involvement in development in developing communities and
cultivating the town,(Matsubara-shi Amami district · Yao city Akegawa district) from the questionnaire
survey results, the consciousness of the residents' town planning is a spatial perspective such as
cleanness of the town, degree of intention and action such as activities and events that can participate
In the Akegawa area, it is possible to actively host events such as gathering hobbies, cleaning
activities, festivals, etc., aiming for a city that can form commun ities of newly entering residents.
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② In the Amami district, it is conceivable to create opportunities for residents to understand and
participate in security and disaster prevention measures for safety and security.

27

八尾市曙川東地区のエリアマネジメントの実施課題に関する研究

-玉串川の再生に係る周辺住民の意識構造分析

を通して○糸井 敬亮，樋口 徳一，岩崎 義一，山口 行一
Research about implementation issues of area management in the Akegawa Eastern district of Yao City
Through analysis of consciousness structure of surrounding residents concerning regeneration of
Tamakushi river
○Keisuke Itoi，Norikazu Higuchi，Yoshikazu Iwasaki，Yukikazu YAMAGUCHI
Regeneration of Tamakushi river，Consciousness analysis，Area management
玉串川の再生，意識構造分析，エリアマネジメント
研究対象とした八尾市曙川東地区の玉串川においては、生態、景観といった環境面の機能が欠落している。今後、
玉串川をせせらぎの小川として暮らしの中に溶け込む美しい景色と潤いをもたらす川に仕立てていくことが求めら
れている。よって本研究ではアンケート及び現地調査を行い、玉串川の現状や改善点など意識構造を考察すること
を目的とした。アンケートの結果からは自然機能の欠如が明らかとなった。現地調査からは自然環境の悪さに加え、
改善点として住民の生活に身近な活動が重要であることが分かった。以上より、当地区のエリアマネジメント推進
のためには玉串川を軸に自然環境の改善について住民が自ら行える活動を明らかにし、これにルールを定めるなど
して実施していくことが重要である。
On the Tamakushi River in the Akegawa east area of Yao City which I covered this time, environmental
functions such as ecology and landscape are lacking. In the future, it is requested to make the Tamakushi
river that provides beautiful scenery and moisture that blends into the life as a bridge of the babbling.
Therefore, in this research we conducted a questionnaire and on -site survey, and aimed to examine the
consciousness structure such as the current situation and improvement points of Tamakushi river. The
result of the questionnaire revealed the lack of natural function. From the field survey, in addition
to the poor natural environment, it was found that activities closer to the re sidents' lives are
important as improvement points. In light of the above, in order to promote area management in this
district, it is important to clarify activities that residents can themselves to improve on the natural
environment around Tamakushi river and to implement them by setting rules for them.

28

八尾市内工業集積地区のエリアマネジメントの在り方に関する研究

-製造事業所の立地環境評価の特性をふまえ

て○佐伯 勇輔，吉田 晟也，岩崎 義一，山口 行一
Research on the area management of Yao city industrial district

Based on the characteristics of

location evaluation of manufacturing site
○Yusuke Saiki，Seiya Yoshida，Yoshikazu Iwasaki，Yukikazu YAMAGUCHI
Location operation environment，Area management，Harmony in living space
立地操業環境，エリアマネジメント，住工調和
本研究では、中小製造事業所の集積地である八尾市を対象とし、製造事業所の立地環境や都市空間に対する意識に
関するアンケートを行い、操業環境意識の実態を明らかにすることを目的としている。この研究から八尾市では産
業版の市街地整備、操業環境の改善が急がれる。また、地方自治体や企業団体等と協力し、農地や廃業・移転予定
事業所の情報を共有し、整備を行い、提供するシステムについて検討することが必要である。先行研究では、住工
共生のまちづくりや産業創出システム等の事例調査を行い、広範なネットワーク形成と既存ネットワークとの連携
における課題を明らかにしている。エリアマネジメントについて、これら研究成果を参考にすることが重要である。
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In this research, we aim to clarify the actual condition of operating environment awareness by conducting
a questionnaire on the location environment of the manufacturing facility and the awareness of the urban
space, for Yao City, a cluster of small and medium manufacturing sites. From this research it is urgent
to improve the urban areas of the industrial version and improve the operating environment in Yao City.
It is also necessary to cooperate with local governments, corporate groups, etc. to share information
on agricultural lands and businesses scheduled to be relocated / relocated, to develop and to provide
systems to provide. In the previous research, we conducted a case study of community plann ing and
industrial creation systems such as symbiosis of housing engineering, and clarified the problems in
cooperation between a wide range of networks and existing networks. Regarding area management, it is
important to refer to these research results.

29

福島原発事故被災地長期復興計画の在り方と課題
○間野 博
Long Term Restoration Plan of Evacuation Ordered Areas by Atomic Power Plant Accident in Fukushima
○Hiroshi Mano
Long Term Restoration，Evacuation,，Atomic Power Plant Accident in Fukushima
長期復興，避難，福島原発事故
福島第 1 原発事故による放射線汚染の現状、避難指示地域の経緯と現状、避難住民の現状、国の復興方針、長期復
興の道程、復興計画の在り方について論じた。
Atomic Power Plant Accident in Fukushima caused many people evacuation and their misery.Restoration of
these area neese long term.Government responsibility is very important.

以上
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